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2019/2020 年度 第 7 回常任委員会 議事要録 

 

日時: 2020 年 4 月 26 日(日) 14：00-17:50 

会場: オンライン会議（ZOOM） 

出席者(敬称略):呑海（委員長），上村（事務局長），赤澤，牛島，北川，小山，西脇（記録），和

知（以上，常任），青山（以上，通信常任） 

 

配付資料: 

1) 報告事項 

1. DOC 開催報告 

2. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告 

3. 事務局出版担当報告 

4. 収支状況報告 

5. 地域グループ別会費納入状況一覧 

6. 会員現況報告 

2) 審議事項 

1. 新規グループ（地域・研究）募集・地域グループ助成金の見直しについて 

2. 会報 2020 年 7 月号（全国大会案内・議案書号）構成（案） 

3. オンライン交流会の実施(仮) 

 

議事: 

1. 報告事項 

1.1. 小委員会・事務局 

1.1.1. 全国大会小委員会 (担当: 赤澤小委員長) 

1) 第 51 回全国大会進捗報告［報告資料なし］ 

・オンライン全国大会実施について，全国委員会承認，DTKML に流した。オンライン実施

に向けて始動した。ウェブサイトの立ち上げは遅れている。役割分担がまだ決まっていな

いか。取り急ぎウェブサイトについては急いで進める方向で（担当者決めなど）。渡邊さん

に企業対応について確認。 

 

1.1.2. 研究企画小委員会 (担当: 西脇小委員長) 

1) DOC 開催報告［→報告資料 1］ 

・資料に基づき報告があり，オンライン形式のセミナーで最大参加者数は 51 名となった。 

 

1.1.3. 会報編集小委員会 (担当: 上村小委員長) 

1) 編集作業進捗状況報告[→報告資料 2] 

・資料に基づき報告があった。 

2) 『大学の図書館』の EBSCO 社データベースへの採録進捗報告[報告資料なし] 

・前回常任委員会より進捗なし。→次回までに名称を入れるなど必要な作業を行う。 

 

1.1.4. 会誌編集小委員会 (担当: 和知小委員長) 

1) 会誌 46 号進捗状況[報告資料なし] 

・4/24 に査読結果を回した執筆者から結果に基づいて執筆した原稿が提出されていた

ので，各査読者に再査読依頼予定（5/14（金）期限）。査読に関する連絡は，DTK-KS 宛に

送ってもらうことを確認した。会誌刊行遅延についても連絡する。47 号の原稿について

は提出なしの状況である。投稿を促す通知も DTK に流すなどした方がよい。 
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1.1.5. 広報小委員会 (担当: 和知小委員長) 

1) 進捗状況報告[報告資料なし] 

・DOC 関連の告知，常任委員会開催の告知などを行った。大図研ウェブサイトの大規模な

修正をするという話から時間が経過しているため，Web 担当中心に計画案を出す方向で

進める。トップページ「お知らせ」（抜粋）について表記方法の統一（運用ルールの確認）を

進める。 

 

1.1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会 (担当: 呑海小委員長)[報告資料な

し] 

・執筆者については，ほぼ確定。出版時期については検討中。 

 

1.1.7. 五十周年記念事業海外図書館研修ツアー検討小委員会 (担当: 呑海小委員長) 

[報告事項・資料なし] ML に一部メールが届いていないとみられるため確認する。 

 

1.1.8. 五十周年記念事業シンボルマーク募集小委員会 (担当: 和知小委員長) 

1) 進捗状況報告[報告資料なし] 

・その後，進捗は特になし。リライト依頼について進める予定。シンボルマーク使用開始時

期については予算にもよるが，Web サイトに載せ，グッズ作成・配付なども考えられる。記

録号などと一緒に送付するか，継続検討。 

 

1.1.9. 事務局 (担当: 上村事務局長) 

1) 事務局業務進捗報告[報告資料なし] 

 2020 年 3 月 8 日(月) 2019/2020 年度第 6 回常任委員会開催 ＠ZOOM 

 2020 年 4 月 11 日(月) 2019/2020 年度第 4 回全国委員会開催 ＠ZOOM 

2） 運営サポート会員の公募[報告資料なし] 

 現時点では未実施。 

 

1.1.10. 事務局出版担当 (担当: 市村運営サポート会員) 

1) 事務局出版担当報告[→報告資料 3] 

・資料の通り報告があった。 

 

1.1.11. 事務局会計担当 (担当: 上村事務局長・野嵜委員) 

1) 収支状況報告[→報告資料 4] 

・資料の通り報告があった。 

 

1.1.12. 事務局会費徴収担当 (担当: 渡邊委員・赤澤委員・長坂委員) 

1) 会費納入状況[報告事項・資料なし] 

・コロナに関連して徴収猶予について検討（特段の事情がある場合は申し出てもらうよう

記載追加した上で前納・督促依頼する方向で）。 

2) 会費徴収口座出金状況[報告事項・資料なし] 

3) 地域グループ別会費納入状況[→報告資料 5] 

・資料の通り報告があった。 

 

1.1.13. 事務局組織担当 (担当: 青山委員) 

1) 会員現況報告[→報告資料 6] 

・新規入会，退会希望は資料に記載の通り。385 名現況。次回からトータル会員数も記載
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する。 

2) 会員情報悉皆調査[報告資料なし] 

 前回常任委員会より進捗なし。 

 

1.2. ワーキンググループ 

1.2.1. 全国大会 WG (担当: 赤澤 WG 長)[報告資料なし] 

・マニュアル作成について，実行委員会が動き出したら役割分担に沿ってメモ程度に作成

予定（特に会場運営と企業協賛金については早めに着手できるようにする）。 

 

1.2.2. 出版・管理 WG (担当: 呑海 WG 長)[報告資料なし] 

・意見募集について，ウェブサイトへの掲載とフォームを作成予定。 

 

2. 審議事項 

2.1. 第 6 回常任委員会議事要録確認 (担当: 西脇委員)[審議資料なし] 

・議事要録は確認済みだが，記載内容を一部削除・修正して公開とする。 

 

2.2. 新規グループ（地域・研究）募集・地域グループ助成金の見直しについて (担当: 西

脇小委員長)[→審議資料 1] 

・新規グループについては例年通り募集を実施する。DTK-Z で報告の上 DTK に通知を

出すこととした。追って会報に出る。募集期間を延長するとしても 6 月第 1 週まで。 

・助成金額が変わるところがあったかどうか組織担当で確認する。見直しを行う場合は 

助成金区分・助成金額の2 段階の議論とする。意見がある場合は全国委員に出してもらう。 

 

2.3. 会報 2020 年 7 月号構成案・討議資料執筆分担案 (担当: 上村小委員長・和知委

員)[→審議資料 2] 

・オンライン開催となり，目次を見直すべきではということで構成案について検討した。 

・オンライン懇親会は（予定）とする。研究発表・自主企画は募集する（担当→受付先設定が

必要か）。その他，自主企画の要件は例年と異なる。大会概要と参加申込案内は実行委員

長執筆とする。申込方法などは要検討。大会当日の参加受付可否，参加費の支払方法も合

わせて実行委員会で検討してもらう。キャンセルの取り扱い（URL を教えた後は不可とす

るか，など）。録画等については行わない旨の記載が必要では。実行委員会で検討し次回

常任で案を提出してもらう。 

・自主企画は企画数に上限をつけるかどうか。研究発表についてもどのような形で運営す

るか検討してもらう。原稿依頼は大会実行委員会に和知委員から行い，それを受けて赤澤

委員から検討内容を出すこととした。 

・ウェルカムガイダンスの実施について，総会のアカウントと同一でいいかどうか。総会の

議長はどうするか。ホスト（管理者）をどうするか。アカウントの数，どのアカウントをどの

セッションにするかという整理は事務局で行う。 

・会員総会については会員限定参加での実施のため，特に氏名表示方法も含めて通知す

る必要がある。分科会についてはそれぞれの分科会担当マターにするかも含め検討する。 

・討議資料（常任で執筆）：分担については資料の通りとした。（NII 関連は１と３で調整。そ

の他の項目も過去 1 年の動きなどを追いながら例年通りの形で進める。５と６も重なりそ

うな部分は調整。新型コロナの動向についても触れる。SARTRAS 関連は著作権なので

６など。サービス縮小・運営などについては１と２と４で項目を挙げて５/８までに調整）。原

稿は DTK-J に提出する。形式はで・ある調，執筆要領は和知委員から 4/29 までに

DTK-J に提出することとした。 



4 / 4 

 

2.4. オンライン交流会の実施 (担当: 呑海委員長)[→審議資料 3] 

・全国大会開催までの期間に月 1 回程度，90 分程度で実施する。 

・大阪地域グループの企画とは目的が異なるようなので，大図研本体として先に実施し，

より地域的な話をしたい方向けに地域グループ企画を紹介する。 

・名称変更などの大きい話を議題にするということもあり，オンライン会議の経験値を高

める目的もある。 

・ミーティングアカウントの個別メール通知かウェブフォームで手動返信かについては，参

加者数にもよるがセキュリティも考慮して判断する。当日運営は常任委員内で共同ホスト

や進行役などの各役割を分担する。大阪地域グループへは呑海委員長から連絡し，それを

受けて上村事務局長からアカウント情報を通知することとした。 

 

2.5. その他 

次回常任委員会 5/24（日）14:00- 

討議資料を出せる人は 5/23 までに提出。助成金見直しに関する意見は５/24 に確認。

意見提出期限をこの日程に合わせて設定する。 

 

 

 

以上 
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