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2015/2016 年度 第 9 回常任委員会 議事要旨 

 
日時：2016 年 5 月 29 日（日）13:30～17:35 

会場：筑波大学東京キャンパス 

出席者： 

 
 役職 氏名 小委員会等担当 WG 長 支部 出席者 

1 委員長 呑海沙織 全国大会（長）  東京 ○ 

2 副委員長 加藤晃一 広報  千葉 ○ 

3 副委員長 大田原章雄 組織(長) 組織 千葉 ○ 

4 常任委員 赤澤久弥 会計，全国大会 会費徴収 京都 ○ 

5 常任委員 池田貴儀 編集（副長）  東京 ○ 

6 常任委員 江沢美保 広報（長），全国大会  東京 ○ 

7 常任委員 北川正路 会計  東京 × 

8 常任委員 鈴木正紀 編集（長） 出版物管理 埼玉 × 

9 常任委員 高井力 ML 管理  東京 ○ 

10 常任委員 西脇亜由子 研究（長） 研究グループ 東京 ○ 

11 常任委員 和知剛 編集，全国大会  点在 ○ 

12 事務局長 上村順一 全国大会 全国大会 東京 ○ 

13  小笠原玲子 事務局（会計）  千葉 ○ 

14  佐藤恵子 事務局（会計）  東京 × 

15  米倉和枝 事務局（会計）  東京 ○ 

16  市村省二 出版部  東京 × 

17 オブザーバー 上野友稔   東京 ○ 

進行：呑海，記録：呑海 

資料 1：オープンカレッジポスター案，DOC 用会報送付かがみ 
資料 2：会計報告 
資料 3：全国大会各種締切日の設定（大学図書館問題研究会第 47 回全国大会参加申込案内） 
資料 4：地域グループ（支部）口座情報調査状況 
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1. 報告事項 

 
1.1 小委員会・事務局 

 
1.1.1 研究活動小委員会 

オープンカレッジ2015/2016 

    テーマ：「大学図書館の最新トピック学びなおし」 

 実施日：2016年 7月 2日(土) 

会  場：キャンパスプラザ京都 第1会議室 (定員63名) 

 想定参加者：40名（目標は50名） 

・ちらしの原稿は作成済である。これから印刷する。 

・大図研ウェブサイトの大図研オープンカレッジ（DOC）のページで広報を行う。 

     
1.1.2 編集小委員会 

(1) 会報『大学の図書館』の進捗状況 
・3 月号（担当：兵庫支部）：発行済 

特集記事 学び直しのススメ－社会人大学院の経験者に聞く 
・4 月号（担当：京都支部）→ 初校校正、25 日にクイックスに戻し 

巻頭言 情報リテラシー教育は進化する / 鈴木正紀 
特集：大学図書館の最新トピック学びなおし 
 ・障害者差別解消法の大学における対応のポイント / 村田淳 
 ・成果物のメタデータ定義と名寄せの状況 / 井村邦博 
 ・佛教大学図書館におけるSummon2.0と図書館ポータルサイトBIRD / 飯
野勝則 
単発原稿 
 ・近畿 3 支部合同例会報告 / 徳田恵里 
第 3 回委員長コラム 
組織通信・議事録 

     ・5 月号（担当：北川） 
特集「図書館の現場を離れて」 
巻頭(小笠原玲子) 
特集：図書館の現場を離れた視点から 
亀田俊一，酒井信，瀧澤憲也，若杉隆志 

第 47 回全国大会 課題別分科会・シンポジウム テーマ一覧 
議事録(2015/2016 年度 第 3 回全国委員会) 
組織通信・議事録 
第 4 回委員長コラム 
＊1 頁以上の余白があるようであれば，全国大会へのお誘いに関する記事 
を追加する 

・6 月号（議案書号，担当：全国大会実行委員会（主担当：和知）） 
・7 月号（担当：和知） 
・8 月号（担当：兵庫支部） 
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・9 月号（担当：北海道支部） 
・10 月号（大会フラッシュ，担当：鈴木） 
・11 月号（担当：宮丸（九州産業大学）） 
・12 月号（大会記録号，担当：鈴木） 

 
(2) 研究会誌 

・次号は，No.41 2016.7 
・坂本拓（京都大学附属図書館）(第 46 回全国大会研究発表) 
締切：3 月末→5 月末 

・関東五支部合同例会（講師：武藤祥子氏） 
4/29 テープ起こし原稿到着 

・近畿 3 支部合同例会報告 (原稿完成がいつごろになるか要確認) 
・3 原稿が到着したらページ数、別刷は紙か PDF かを確認して複数業者に見積も

りを依頼する。 

 
1.1.3 広報小委員会 

(1) 支部だより 
支部だより【電子版】160315_160414（5/1 送信） 
160415_160514 の情報を全国委員に依頼（5/16 送信） 

 
(2) Web 
会報目次情報更新（5/23） 
委員会関連ページのリニューアル（4/30） 
議事要旨類更新（5/11,5/22） 
支部だより更新（5/2） 
「地域グループの概要」アップ（5/18） 
活動日誌は適宜更新（各支部からの情報入り次第アップ） 

 
(3) SNS 

4/11-5/22 
・Twitter:投稿 897(8 件投稿，大会 twitter のリツィート 3 件含む）,フォロワー

680(+6)，リツイート 3，いいね（お気に入り）3 
・Facebook:いいね 282(+6),投稿 5 件（見た人 1350，いいね！44） 
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1.1.4 組織小委員会 

(1) 会員数： 484 名（前月：484） 
(2) 入退会者数：4 月分 (2016/4/13～2016/5/24) 

① 入会（ 0 名） 
② 退会（ 0 名） 
③ 入退会希望 

   ・入会希望者は増加している（手続きはこれから）。 
   ・入会受付をしてから支部を尋ねるという方針に変更した。 
(3) その他 
・ML 登録アドレス数：376 
・会員への全面的な会報個別送付に向けての名簿整備状況→5～6 人，住所がわから

ない会員がいるので，さらに調べて会費徴収 WG と情報を共有する。 

 
1.1.5 全国大会小委員会 

   第 47 回全国大会（広島大会） 
   ・全国大会実行委員会メンバー： 
    呑海（実行委員長），辻（副実行委員長），磯本（副実行委員長），上村（副実行委員長）， 

赤澤，江沢，上野，和知，小村，中島，長坂，松原，山形，山口，山下（計 15 名） 
   ・役割分担 

a. 会計：◎磯本，山口，上野 
b. Web：◎赤澤，江沢，小村 
c. 広報（SNS／ML，近隣図書館への広報等）：◎長坂，山形 
d. 企業協賛：◎呑海 
 ＊協賛金関係は会計担当と，予稿集原稿関係は予稿集担当と連携する 
e. 予稿集：◎中島，山下 
f. 総務（スケジュール管理含む）：◎上村，磯本 
g. 会報（予稿集）：◎和知，松原 

 
   ・口座開設 

大図研 47（ダイトケンヨンジュウナナ） 
＊大会準備金として，35 万円を振り込む 

・企業協賛 
     昨年度の協賛企業に依頼書を送信＋大会ウェブで公募＋会員の協力を依頼済 
     現在，8 社の申込あり（A4：2 社，A5：6 社） 
   ・自主企画は，現在申込 0 件 

 
1.1.6 事務局 

   (1) 大学図書館問題研究会出版物掲載原稿の著作権規程改定（文言修正） 
   (2) 全国委員会（メール審議，5/27～6/2） 
   (3) 会計報告【資料 2】 
  ・サーバレンタル料分担金：千葉支部，東京支部から納入あり 
    ・札幌大会残金振り込みあり：420,850 円（大会準備金としての 30 万円を含む） 
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    ・東京，京都，神奈川支部については，複数年度未納者のリストを作成し（米倉），各

支部に照会し（上村），6 月の常任委員会で対応を考える 
    ・9 名が会費納入リストと会員名簿が異なるので，リストを突き合わす 

（大田原，小笠原，米倉）：6 月の第 2 週までに 
      (4) 出版部報告 

①継続購読の状況 
 ・会報 182 件 193 部（2016/5/20 現在） 
 ・研究会誌 111 件 120 部（同上） 

① 購読料・代金の支払い状況 
a.会報年間購読料 
・2015/11/11～12/14 請求分 10 件＋2015/12/15 請求分 152 件。 
・請求内容は主に 34 巻 1～12 号。 
・162 件中 153 件支払い済（2016/5/20 現在） 
・未払い者の内訳（機関 3，書店 3，個人 3） 
・未払い者には 5 月中に督促予定。 
b.研究会誌 40 号代金 
・2015/9/7 請求書発送（支部卸分は 10/3,4）。 
・122 件中 119 件支払い済（2016/5/20 現在）。 
・未払い者の内訳（会員 1，非会員個人 1，支部 1：埼玉）。 
・未払い者には 41 号発送時に督促予定。 

 
②  その他 

・会報 4 月号、研究会誌 41 号の発行状況について、5/10 以降書店から数件問い合わ

せあり（4 月号は「6 月上旬予定」、41 号は「7 月予定」と回答済） 
 

1.2 ワーキンググループ 

   
1.2.1 研究グループ WG 

   なし 
1.2.2 会費徴収 WG 

 ・地域グループ口座調査の状況：埼玉のみ未回答，不明瞭な部分については，今週中に，照

会する。 
 ＊参考 1：[dtk-j:15093] Re: 次年度会費徴収に向けた作業等について 
＊参考 2：会費徴収スケジュール 

3 月 
・ 各支部口座情報調査開始（各支部へ調査票の配布） 
・ マニュアル作成開始 
4 月 
・ 会計業務協力者募集開始 
・ 各支部口座情報調査及びマニュアル作成完了 
・ 会費台帳整理完了 
・ 各支部及び支部非加入会員から未納分の会費納入完了(4 月末日期限) 
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5 月 
・ 各会員宛に 2016/2017 年度会費納入依頼を発送 
6 月 
・ 新体制移行調整期間(2016 年 4 月～6 月末日)終了 
7 月 
・ 新体制移行 

 
1.2.3 会員組織 WG 

   なし 

 
1.2.4 出版物管理 WG 

   なし 

 
1.2.5 全国大会 WG 

   なし 
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2. 審議事項 
 
予算案 

 
 
議案構成の変更を全国委員へ報告（上村，6 月 13 日） 

 
6 月号および 7 月号別冊も当日配布資料に含める 

 
報告，決算案・監査報告 
・第 2 号議案：計画・予算案（7 月号同送），委員（当日配布） 
        → 要見直し 

 
 6 月の常任委員会で検討 
 通信常任委員 

 
2.1 小委員会・事務局 

2.1.1 研究活動小委員会 

・会報 4 月号にちらしを同封する。 
・会報増刷分の送付 
  ちらしの印刷・クイックスへの送付（京都支部） 
  広報かがみ：小委員会＋事務局 
  宛名ラベル：小委員会＋事務局 
・実行委員会体制を確認する 
・ツイッターとブログのアカウントを引き継いで，運営体制を考える（西脇） 

 
2.1.2 編集小委員会 

(1) 議案構成の見直し 
議案構成を検討した結果，今年度より，下記のようにすることとなった。 
・第 1 号議案：事業報告（6 月号掲載） 
・第 2 号議案：決算案・会計監査報告（7 月号同送） 
・第 3 号議案：事業計画（7 月号同送） 
・第 4 号議案：予算案（7 月号同送） 
・第 5 号議案：役員（全国大会当日配布） 

 
(2) 議案書号原稿の受領状況 

A. 編集担当：全国大会実行委員会（主担当：和知） 
B. 原稿締切：2016 年 5 月 20 日 
C. デザインの変更（p.1, p.3）：1 頁目にスケジュールを集約し，「全国大会の構成

案内」は削除する。 
D. 各担当 

①討議資料：大学図書館をめぐる動き 
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a.大学と大学図書館をめぐる動き：北川 
b.国立情報学研究所と大学図書館：加藤 
c.学修支援・利用サービス：鈴木 
d.オープンアクセスと機関リポジトリ：赤澤 
e.組織運営（研修を含む）：西脇 
f.出版・流通：大田原 
g.著作権・法制度：和知 

 
支部報告：神奈川，石川未着 

 
②第 1 号議案 

 とりまとめ担当：上村 
        I 支部活動報告（2015.6～2016.5） 

執筆依頼・フォーマット作成：和知 
執筆：各支部 
編集：和知 

        II 全国委員会・常任委員会の活動 
          全国大会小委員会（池田） 

    
1. 2015/2016 年度活動日誌：上村 
2. 小委員会・事務局 

a. 説明：呑海 
b. 研究活動小委員会：西脇 
c. 編集小委員会：鈴木・北川 
d. 広報小委員会：江沢 
e. 組織小委員会：大田原 
f. 全国大会小委員会：呑海→池田 
g. 事務局（出版部を含む）：上村 

        3．ワーキング・グループ 
a. 説明：呑海 
b. 研究グループ WG：西脇 
c. 会費徴収 WG：赤澤 
d. 会員組織 WG：大田原 
e. 出版物管理 WG：鈴木 
f. 全国大会 WG：上村 

 
③課題別分科会 

第 1 分科会 大学図書館史 担当：加藤・大田原 
第 2 分科会 高等教育政策 担当：山口・小笠原 
第 3 分科会 利用者支援 担当：矢崎・井上・鈴木 
第 4 分科会 情報組織化 担当：長坂・高井 
第 5 分科会 出版・流通 担当：中島・赤澤 
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第 6 分科会 図書館経営 担当：江沢・井ノ口 
第 7 分科会 資料保存 担当：西脇・北川・渡邊 
第 8 分科会 リカレント教育 担当：小村・和知 

 
④研究発表 
  執筆依頼・とりまとめ担当：全国大会実行委員会総務担当（主担当：上村） 
  執筆：発表者 
  原稿依頼：和知 

   
⑤シンポジウム「アクティブ・ラーニング，反転授業」 

       担当：矢崎・鈴木 
       原稿依頼：和知 

 
     ⑥自主企画 

執筆依頼・とりまとめ担当：全国大会実行委員会総務担当（主担当：上村） 
執筆：自主企画担当者 

      
     ⑦参加申込案内 

執筆：全国大会実行委員会総務担当（主担当：上村） 

      
     ⑧その他 
      ・会則改定案 
      ・研究会誌投稿規程改定案 

         
E. 原稿の文字数について 

a. 分科会：400 字程度 
b. 支部活動：1600 字未満 
c. 討議資料・小委員会報告：適宜 
d. 参加申込案内等：適宜 
e. 自主企画：200 字程度。執筆様式 

  ※添付別紙「原稿執筆様式例」に従って執筆 
f. シンポジウム：1 頁程度 
＊原稿執筆様作成・送付（和知） 

 
(3) 会誌の規程等みなおし（担当：北川） 

・「研究会誌投稿規程」→ 全国委員会審議中（5/27～6/2，メール審議） 
・「執筆要領」「査読規程」「編集マニュアル」を引き続き作成する。 

 
(4) 会誌の発行 

今年は 41 号（7 月発行予定）のみの発行とし，42 号は 4 月発行とする。 
＊会誌の発行は，毎年 4 月および 8 月の年 2 回（2016 年第 5 回常任委員会で決定） 
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(5) 会報の印刷部数 
4 月号（DOC 特集号）の印刷部数を確定するために，広報対象の近隣の大学／図書

館の数を確認する（担当：赤澤）。 

 
(6) その他 

・引き続き，謝礼を考慮して，原稿を依頼する。 
・7 月号の特集は，緑陰読書とする。 
・決算案は，6 月 15 日〆で作成し，6 月 18 日に dtk-j へ報告する（担当：米倉） 

 
2.1.3 広報小委員会 

   なし 

 
2.1.4 組織小委員会 

・入会申し込みのウェブフォーマットについては，次回の常任員会で案を提示する。 
（担当：大田原）。 

   ・名簿を 6 月 3 日までに確定し，会費徴収 WG へ渡す。 
・Office365 の更新については，7 月の常任委員会で検討する。 
・入会申し込みフォーマット 

        
2.1.5 全国大会小委員会 

   (1) Twitter のアカウントを作成し，広報をはじめている。 
   (2) 研究発表の応募について報告を行った。 
   (3) 各種締切日の設定を行った。【資料 3】 

 
2.1.6 事務局 

(1) OPP 袋で郵送する場合のタックシールの取り扱いについては，引き続き検討する。 
[dtk-j:14885] [FYI]OPP 袋で郵送する場合の注意点 

   (2) 地域/研究グループの問い合わせ先メールアドレスについては，引き続き検討する。 
     [dtk-j:15104] 地域/研究 G の問い合わせ先メールアドレス 

(3) 会計担当の引継ぎについては，引継ぎ状況を確認する。 
(4) 入会申込書の改訂については，引き続き検討する。 

   (5) 会報の発送手続きの変更（来年度）：どの範囲を一括委託するかについても， 
引き続き検討する。 

          

2.2 ワーキング・グループ 

 
2.2.1 研究グループ WG 

    今年度をもって，活動を終了する。 

 
2.2.2 会費徴収 WG 

次年度の会費納入依頼（名簿の整理状況，送付時期，依頼書作成など） 
 ・会費納入依頼書作成（会費徴収 WG） 
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 ・宛名（組織） 
 ・封筒発注 
 来年度の体制（組織） 
【資料 4】参照 

    今年度をもって，活動を終了する。 

 
2.2.3 会員組織 WG 

     来年度も活動を継続する。 

 
2.2.4 出版物管理 WG 

・来年度も活動を継続する。 
・出版物管理の今後 
・論点整理 

 
2.2.5 全国大会 WG 

    ・来年度も活動を継続する。 
・全国大会準備を進めながら，マニュアルを整備する。 

 
2.2.6 その他 

・ 基本的に対面式委員会に出席しない常任委員（仮称：通信常任委員）について提

案が  あり，次回の常任委員会において継続して審議することとなった。 
・ 来年度の常任委員（通信常任委員の新設を含む）については，メールで全国委員

に報告する。 

 
2.3 その他 

 大図研の呼称（略称） 
 五十周年記念事業（2020 年） 
 海外図書館ツアー 

 

会議予定 
常任委員会：2016 年 6 月 26 日（日） 
会計監査：2016 年 7 月 24 日（日） 

以上 


