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大学図書館問題研究会京都支部

第 31回京都支部総会のご案内

大図研京都支部会員の樹菜へ

支部総会を下記の要領で開催致します。総会終了後には情報交換会を予定しております。

皆様の積極的なご参加を鋭寺ち申し上げております。

記

日時 :8月1日(鉛午後7時半から 8時半(総会終了後，会場にで情報交換会を予定)

場所:持問斗理門伝部市左京区田中門前町8) 電話 075-721-3301

会場へのアクセス

・京都市バス百万遍パス停より 徒歩5分(停車する主な系統:3， 17，31，65，201，203) 
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大学図割問題房際会第31匝京部支部総会のご案内

大学図書量館開審研究会第31回京都友商務詮議案

第9回灰色式献菌際会議に参加して

全国大会のお知らせ

O ご意見・こ事患投稿は下記，電子メーノレまたはU乱へ綿子せください。

電子メーノレ:dtkk@rg7.so-net.ne.jp 僻図難問題研究会京若開防

U斑":h社p:j川wO09.u仰.so-net.ne.jp/dtkk/ind出 .h加
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大図研京都 No_264 (2008-6) 

大学図書館問題研究会第31回京都支部総会議案

[第1号議案}

2007年度 (2007_7 '""2008. 6)活動総括及び

2008年度 (2008.7 '""2009. 6)活動方針

1_ 2007年度活動総括

(1)研究交流活動

2007年度は下記のとおり，大図研京都連続セミナー「知の変容と大学図書館」第2'""5回，京

都ワンディセミナーと，計5回のセミナーを開催することができました。連続セミナー第4回ず

は，ライブラリアン・セッションを行い，会員の発表の場を設けることができたばかりでなく，

情報交換を行うことができました。また，関西4支部新春合同例会は今回，京都支部の担当であ

ったため， U-20プログラミング・コンテストに図書館システムを出品し最優秀賞を受賞された岐

阜県立東濃実業高校ビジネス情報科の生徒さんと指導教諭の久保利光先生をお招きして講演会を

千子いました。

いずれのセミナー等も女亮平で，アンケートにおいても高E荊面を得ることができました。

A 大図研荒都連続セミナー「知の変容と大学図書館」第2回

テーマ:rwぬ2.0時代のブ母国書館j

日時:2007年7月15日 (日)13:30'""16:30 

詰櫛:北克一先生伏阪市立大学)

場所:キャンパスプラザ京都

参加費:大図研会員は800円/非会員は1，000円

B.大図苛首都連続セミナー「知の変容と大学図書館」第3回

テーマ:r目録サービスの進むぺき道」

日時:2007年9月16日 (日)13:30'""16:30 

諦市:渡漫隆弘先生(帝塚山学院大学)

場所:キャンパスプラザ京都

参加費:大図研会員は800円/非会員は 1，000円

c.大図研案者s連続セミナー「知の変容と大学図書館J第4回

テーマ:ライブラリアン・セッション

日時:2007年 10月713(日)13:30'""16:30 
発表者:

福井京子さん保都大学教育学研究科図書寄

「いま求められる図書館員:コンシェルジュの図書館員」

土出郁子さん(慰愛大学図書館)

rw闘病剖資料群の性格と劉菱大学における事例

坂本柘さん臼調3大学文学研究科図書館)

「私たちが図書館員でなくなる時:危雄管理の視有、からJ

呑梅沙織さん臼郡大学医学図書館)

「圏書館員養成におけるメンター制度」

大綱浩ーさん(京都大物付属図書館)

「大図布問調支部Webサイトの紹介J

四 2-



大図研京都 No.264 (2008.6) 

場所:キャンパスプラザ京都

参加費:無料

D.大図研京都連続セミナー「知の変容と大学図書館J第5回

テーマ:rポスト人文書空間において，学術出版はいかに可能か:W出版』再定義への試み」

日時:2007年 11月11日 (日)13:30"'16:30 
講師:長谷川卜先生(明治学防ミ学)

場所:キャンパスプラサヲ羽l

参加費:無料

E.関西4支部新春合同例会

テーマ:r[猫の司書さん』を創った高校生が語る図書館システム"'J

日時:2008年2月2日 ( B) 14:00"-'16:00 

融市:久保利光先生，秋山貴俊さん，1]突しほさん，加納愛実さん

(いずれも，岐阜県立東濃実業高校ビジネス情報科)

場所:キャンパスプラザヲ諸官

参加費:鰯斗

F. 京都ワンディセミナー

テーマ:r大学圏書館と著作権J. 

日時:2008年5月24日 (土)14:00"-'16羽

詰師:山科頂一先生(桃山学I完大学)

場所:京都市国際交流会主宮

参加費:大図研会員は鮒斗/手陰員は500円

(2)支部報

今年度より，支部報の発行を隔月とし，一号あたりの内容の充実に努めました。セミナー等の感

想キ参加報告を掲載し，セミナ一等に参加で、きなかった支部会員への情報提供をはかることができ

ました。

今年度，発行した支部報の目次は，下記のとおりです。

1)支部報No.259(2007/08/15発行う

大学図書館問題研究会第29西京都支部総会を開催しました

2006年度活動総括及び2007年度活動方針

2006年度決算案及び2007年度予算案，会計量査報告

2007年度大学図書館問題研究会京都支部役員

本を読まなきゃ大学生じゃない・連続セミナー「知の変容と大学図書館J第 1回参加報告

大図研京都連続セミナー「知の変容と大学図書館J第3回のご案内

ライブラリアン・セッション発表申込みについて

2)支部報No.260(2007/10/15発行)

第4回大図奇涼都連続セミナー:rライブラリアン・セッションJのご案内

第2回大図布日諸s連続セミナー:rwぬ2.0時代の大学図書館j参加報告(1)

第2回大図研京都連続セミナー:rWeb2.0 日朝tの大学図書館」参加報告白)

続京大図書館史こぼすL話第十二回

第5回大図研来都連続セミナー:rパブリッシングの変化」のご案内

ぺ
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3)支部報No261(2007/12115発行)

近畿4支部菊落合同例会のご案内

大図研京都連続セミナ-r知の変容と大学図書館」第3回「目録サービスの進むべき道」

参加報告

大図司涼都連続セミナー「知の変容と大学習書館J第4回「ライブラリアン・セッションJ

参加報告

続京大図書館こぼh話第十三回

大図研来都数珠つなぎ

大学図書館問題研究会忘年会開催のお知らせ

4)支部報No262(2008/02l15発行う

大図研京都連続セミナー「知の変容と大学図書館」第5回「ポスト人文書空間において，

学術出版はいかに可能か一一「出版j再定義への試みJ参加報告

大図研来都連続セミナー「知の変容と大学図書館Jのまとめ

グノレジア旅行記・・・あれ，図書館は?

5)支部報No.263(2008/04/15発千苛

大図研荒都ワンディセミナーのご案内

関西4支部菊商号合同例会

f/r猫の司書さん』を創った高校生が語る歯書館システム"'J参加報告(廿(4)

6)支部報No.264包008/06/15発千刊

大学図書館問題研究会第31回京都支部総会のお知らせ

大学図書館問題研究会第31回京都支部総会第1号議案

第 9回灰色文献冒際会議に参加して

全国大会のお知らせ

(3)ホームページ，メーリングリスト，メールマガジン

支部報の目次の遡及入力が完了し，支部のホームページにおいて支部報 No.1以降の目次を関覧

することが可能になりました(No.151'"169を除く)0No.150以話については，発行年月日の情報

が未入力なので，今後の課題となっています。また，今後は，セミナー等のイベントの，アシケー

トのコメントや写真等を掲載していくように努めるなど，より充実したコンテンツの提供を試みま

した。イベントのお知らせや，支翻舌動の記録など，順調に更新されており， 2008年 6月l2日現

在， 3，863アクセスを得ています包006年8月22日にアクセスカウンター設置)。

メーノレマガジンは r大図研京都支部 NewsLetterJとして， no.29 (2007年 7月2日)から

no.56包008年 6月24日)を発行しました。 2008年 1月 (No.45，2007.l2.28)以降，月 1囲の

イベント案内を発行し，女子評を得ています。

(4)組織活動

会員数は 69名包007年7月)から 67名(年度末現在)と， 2名減少しました。会員数変動の

内訳は，新規入会者10名，退会者12名です。会員数減の主たる理由は，定借閣制こ伴う退会です。

但し，会員数は減己かしているものの，昨年度に続いて今年度に関しては最小限にとどめられたので

はなし1かと思われます。

-4-



大図研京都 NO.264 (2008.6) 

(5)財政

財政については，支部委員会として毎月制兄を托握するとともに，前年度に引き続いて積極的な

会費納入の働きかけを行いました。また，昨年度に引き続き，支部委員3名体制による会費納入率

の向上に努めました。

2007年度についても昨年度と同様，重点的に3年以土会費を滞納している会員(以下，長期滞納

者)を減らすことに努めた結果，昨年度の5名から 2名まで減らすことができました。

また，会費徴収スケジューノレに則った計画的な督促業務を行うことによって，未納率を下げるこ

とができました。各年度の未納率は次のようになっています。 2005年度3 %，2006年度3%，2007

年度8%，2008年度61%(2002・2004も3%)

2.2008年度活動方針

(1)研究交流活動

会員のニーズに応じた研究活動の充実をはかり，会員の専門的力量形成に役立てるため，セミナ

一等を2回以上，開催します。また会員間のコミュニケーションを促進するため支部報の発行，ホ

ームページの充実，メールマガジンの発行など，一層の努力をします。

(2)支部報

今年度も継続して，定期発行に努めます。自己啓発や会員間交流につながる「読む」支部報に

とどまることなく，会員へ「発表の場を提供する」支部報作りに努力します。

(3)ホームページ，メールマガジン

京都支部の活動に関する情報をわかりやすく提供するために，ホームページの更新を行います。

また会員に対して，支部の活動約兄等を沼産にお知らせする媒体として，メーノレマガジンを定期

的に発信するように努力します。

(4)組織活動

大学図書館関題研究会および京都支部の活動を説明し，会員を増やす活動を進めます。

セミナーなどあらゆる機会をとらえ，入会の勧誘に務めるだけでなく，魅力的な会報づくりや有益

なセミナーの開催，会員交流の場の提供など，充実した支部舌動を行います。

(5)財政

個々の会員への個人別会費納入制兄のお知らせや振込用紙の発送を今年度も引き続いて行い会費

納入率の向上に努めます。支部委員会において毎回担当者から報告・提案を受け，会費納入率向上

に向けて支部委員全員で取り組みます。

また，セミナー等の企画については，他支部との共催等による経費の節減を模索します。

(以下の議案は当日配布します)

I第2号議案]2007年度決算報告活動総括及び 2008年度予算及び会計監査報告

【第3号議案12008年度支部役員選挙
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※ 著者の希望により非公開になっております。 
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※ 著者の希望により非公開になっております。 

  



－ 8 － 

 

※ 著者の希望により非公開になっております。 
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大図研第 39囲全国大会(i n 福岡)への誘い

大学図書館問題研究会では、下記日程で全国大会を実施します。奮ってご参加ください。

日程(予定)

8月 23日(土) 第 1日目

12:30・ 受付

12:45・ ガイダンス

13:00-14:00研究発表

14:10・16:20全体会

16:30-18:00記念講演:図書館の職員育成について(仮題)

浜崎修一氏(九州大学附属図書館事務部長)

18:30・20:00懇親会

自主企画 ※企画募集中※ 地酒の会

8月 24日(日) 第 2日自

09:00・12:30課題別分科会

(1)機関リポジトリ

(3)利用者サービス

(4)大学図書館史

12:30・14:00昼休み&企業セミナー

(2)蔵書構成

1 利用者コミュニケーション

(5)図書館システム

L学術電子情報資源と図書館システムーリンクリゾルパ、 ERMS、図書館ポータ

ノレ

ユサコ株式会社

2. (仮)OCLCの提供サービス (NetLibraryとOCLCリゾルパ)

株式会社紀伊園屋書庫

14:00・17:30課題別分科会

(6)図書館経営 (7)危機管理

(8)利用者サービス 2 学習支援

(9)出版・流通 (10)電子リソース

自主企画 ※企画募集中※ 上映会: 炭鉱(ヤマ)に生きる

8月 25日(月) 第 3日目

09:00・12:30主題別分科会

人文・社会系 理工系 医歯薬生物系
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O 会費納入のお願い <> 

会員のみなさまにおかれ ましてはご健勝のことと存じます。 .

大図研会費および京都支部会費の納入をお願いしているところですが、納入率

:は依然思わしくない状態にあります。既に 2008年度(大図研会計年度 2008.07-

~ 2009.06)に入っておりますので、 2008年度の会費の納入をお願い致します。ま

jた、 2007年度以前の会費をお納めいただいていない会員のみなさま、一刻ヰ

jい会費の納入にご協力いただきますようお願い致します。

-

健全な支部運営のために、是非とも会費納入率の向上にご協力ください。

A 艮町、十 1，vvv 、ハ日間A耳・ ~5， 000+京都支部会費￥2，000)です。

会費は下記口座に郵便振替でお送りいただくか、お近くの支部委員におことづけください。

置鶴自由 箇-園田田町 包-圃 掴圃E・--回E置司 ・・・・ ・圃E四 ・田E・祖岡田・ ・層圏雲 沼田園・ .... .・・・ 2歯周・ ・・国信 盟国阻・ 祖国関巴 細圃・・ 2・個..圃帽量 調幽町司』
l 

郵便振替

張替口座番号 01090-4-5904 

大学図書館問題研究会京都支部
- - --目----四回目白白血ーー一一--園田白血

また、ご不明な点は下記連絡先へお問い合わせください。

連絡先:大学園書館問題研究会京都支部

E-:-臨ai I : dtkk@rg7圃 so-net.ne.jp 

電話、郵送でのお問い合わせは、支部委員(組織・財政担当)の大綱浩一

まで。

........................................・・・・・・・・・....................................・・・・・・・・・...........・・・・・・・・・...........・・・・・・・・・...................
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