2020/2021 年度 第 4 回常任委員会 議事要録
日時: 2021 年 2 月 7 日(日) 14：00-17：10
会場: オンライン会議（ZOOM）
常任出席者: 呑海（委員長），上村（事務局長・副委員長），赤澤（副委員長. 記録），磯本（副
委員長），小山，和知（以上常任），澤木，中筋（以上特定常任），市村（運営サポート会員）
配付資料:
1) 報告事項
1. 第 52 回全国大会進捗報告
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. 2020/2021 年度 収支状況報告
5. 2020/2021 年度 会費納入状況報告
6. 出金内容明細
7. 地域グループ別会費納入状況一覧
8. 除籍者(会費未納者)リスト 取扱注意
9. 会員現況報告
2) 審議事項
1. LICENSE AGREEMENT
2. 大学図書館研究会出版物掲載記事の著作権規程（改定案）
3. 大学図書館研究会出版物掲載記事の著者による電子的公開について（改定案）
4. 大学図書館研究会誌投稿規程（改定案）
5. 大学図書館研究会誌執筆要領（改定案）
6. 大図研 SNS 運用規約（改定案）
7. 非会員への出版物の頒布（案）
8. 大学図書館研究会 京都地域グループ DX セミナー「アフターコロナ時代の出版
と図書館」
9. 会報・会誌購読者への契約変更に関する意向調査の実施について

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: 磯本小委員長)
1) 第 52 回全国大会進捗報告
[報告資料 1]
・ 3 月全国委員会で実施概要や予算等の案を報告するため、資料準備を進める。
・ 開催形式は、スムーズな大会運営に鑑みてオンライン開催の方向を軸に、開催候補
地側の意向も踏まえて検討を進める。
・ 前大会ではオンライン開催のため、大会基金繰入額を変更している。なお、参加費の
あり方も検討対象にしうる。
・ 次大会は、前大会の経験を踏まえ、出来るかぎり従来プログラムでの開催を検討す
る。
1.1.2. 研究企画小委員会 (担当: 西脇小委員長)
1) DOC 進捗状況報告
1 /5

[報告資料なし]
・ 既に提案されているテーマにより企画内容を検討しており、5 月下旬～6 月上旬に
オンライン形式で開催の予定である。
・ 九州地域グループの山下さんが協力予定。
・ オンライン開催の利点を活かし、DOC 趣旨に則って非会員への広報を積極的に行
う。また、参加費のあり方も検討する。
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]
・ 3 月号の編集対応を取り急ぎ進める。
・ 4 月号は DOC 担当と調整する。
・ 担当未定号は次の担当とする。北川委員：３月号、12 月号、小山委員：１０月号（継続
検討）。
・ 地域グループ担当号には、編集小委員を割り当てて、版元対応等をサポートする体
制を近年取っている。
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]

契約書案は常任委員会で確認済み。
1.1.4. 会誌編集小委員会 (担当: 和知小委員長)
[報告事項・資料なし]
・ 投稿予定の原稿 1 本あり。査読期間は少なくとも 6 か月を想定して進める。
・ 投稿済み原稿について、今週中に、投稿者へ原稿種別の照会を行う。
・ ＤＯＣ担当に、次回 DOC 報告投稿を確認する。
・ 地域グループ開催の企画については、随時、報告投稿を依頼する。
1.1.5. 広報小委員会 (担当: 中筋小委員長)
[報告事項・資料なし]
・ トップページ画像の変更以外は、会名称変更に係る修正作業を作業完了した。
1.1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会 (担当: 北川小委員長)
[報告事項・資料なし]
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: 中筋小委員長)
[報告事項・資料なし]
・ とくに進捗なし。
1.1.8. 五十周年記念事業シンボルマーク小委員会 (担当: 和知小委員長)
1) 著作権譲渡契約進捗報告
[報告資料なし]
・ 著作権譲渡契約書は受領済み。本人分は呑海委員長から返送。当会保存分は事務
局長に受け渡しの上、保存しておく。
・ 使用規程案は dtk-z で確認依頼済み。次回全国委員会で確定予定。
・ 確定した使用規程は、大図研ホームページに掲載する。
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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]

2021 年 1 月 11 日(月祝) に 2020/2021 年度第 3 回常任委員会開催済み。
2) 運営サポート会員の公募
[報告資料なし]
・ 現時点で、応募者なし。
3) 旧新潟支部の残余金扱い
・ 現地と調整の上受領完了（事務局会計担当報告も参照）。本件は次回全国大会で報
告する。
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]
・ 会員への媒体希望調査結果の再確認は不要とする。
・ 新刊発送先の扱いは継続検討。
1.1.11. 事務局会計担当 (担当: 澤木委員・上村事務局長)
1) 収支状況報告
[報告資料 4]
1.1.12. 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤副委員長・渡邊委員)
1) 会費納入状況
[報告事項 5]
2) 会費徴収口座出金状況
[報告事項 6]
・ 地域グループ宛の送金を 1 月末に実施済み。
3) 地域グループ別会費納入状況
[報告資料 7]
4) 除籍者(会費未納者)リスト
[報告資料 8]
・ 所定フローにより、納入依頼送付予定。
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 9]
・ 入会者増を図るため、ＤＯＣでの呼びかけ等の対応をする。
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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)
[報告事項・資料なし]
・ 次回大会に向けてマニュアル作成を進める。
1.2.2. 出版・管理 WG (担当: 呑海 WG 長)
[報告事項・資料なし]
2. 審議事項
2.1. 前回常任委員会議事要録確認
[既に公開済のため省略]
2.2. EBSCO 社データベースとの「LICENSE AGREEMENT」内容検討 (担当:上村会
報編集小委員長)
[審議資料 1]
・ 常任案により、全国委員会メール審議を実施する。
2.3. 会報デジタル化後の執筆御礼の扱い (担当:会報編集小委/上村)
[審議資料なし]
・ 後日審議。
2.4. 大図研出版物の著作権等に関する規程改訂 (担当:和知会誌編集小委員長)
[審議資料 2-5]
・ 改正ではなく、新規制定の扱いとする。
・ 次回全国委員会審議に諮る資料では、既存規程からの改正点を示す。
・ ２（５）項の文言整理、デジタル版再配布の禁止条文追加等の修正をする。また、執筆
者対象のみならず、当会著作権ポリシーとしての内容に整える。
・ 学協会著作権ポリシーデータベース登録情報の変更対応は、中筋委員が行う。
2.5. 大図研 SNS 運用規約改定案 (担当:和知広報小委員)
[審議資料 6]
・ 改正ではなく、新規制定の扱いとする（改正点を示す必要はない）。
・ 次回全国委員会では中筋委員から説明する。
2.6. 非会員への出版物の頒布案 (担当:呑海出版・管理 WG 長)
[審議資料 7]
・ 非会員（個人）へのデジタル版頒布は実施しない。
・ 非会員（個人）への紙版頒布は実施しない（4 名現存。今年度分までは現状どおりと
する）。
・ 非会員（図書館等）へのデジタル版頒布は実施しない。
・ 以上を踏まえて、次回全国委員会審議資料を作成する。
・ Jan-Dec の購読は、現状に鑑みて前払および後払とも可とする。
2.7. ゆうちょ銀行からの「お取引目的等の確認のお願い」 (担当:上村事務局長)
[審議資料なし]

次の 2 名義について、要回答のはがきを受領。
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・

➢ 「大図研全国大会実行委員会」
➢ 「大学図書館問題研究会」
事務局から回答する。なお、名称変更については、後日別途対応する。

2.8. 京都地域グループからの大図研名義借用願い (担当:上村事務局長)
[審議資料 8]
・ 京都地域グループ実施企画（3/6 予定）において、講師の湯浅氏の所属大学サイト
で公開予定のディスカッション記録動画に、講師所属と大図研京都地域Ｇを責任表
示として併記することは差し支えない。
・ 著作権や参加者のプライバシー処理等のあり方について、呑海委員長から京都地域
グループに説明を依頼する。
2.9. 会報・会誌の購読契約変更意向調査の実施について (担当:市村運営サポート会員・
事務局出版担当)
[審議資料 9]
・ 意向調査実施は前回常任で確認済み。なお、前払い可が多数ならそれに基づき、方
針を検討する。
・ 書店経由は 1 割引きとする。その旨、次回全国委員会に報告事項で提出する。
・ 調査に必要な封筒は事務局と調整して手配する。
2.10. その他
・ トップページ画像は、確認したもので近日中に差し替える。併せて、会名改称の旨を
当面、記載する（中筋委員）。
・ 京都地域グループの再入会扱いの会員の地域グループ費については、今年度分扱
いとする方向で、京都地域グループと調整する（赤澤委員）。
・ 会員への当会刊行物のデジタル版頒布の対象は、会報と会誌のみとし、2021 年 1
月号から実施対象とする。その旨、次回全国委員会に報告事項で提出する。
3. その他
3.1. 次回：3/7(日) 14:00 予定
3.2. 常任委員会オブザーバ募集
以上
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