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2015/2016 年度 第 10 回常任委員会 議事要旨 

 
日時：2016 年 6 月 26 日（日）13:30～17:30 

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 
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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） 
・申し込み状況 
・SNS アカウントの引き継ぎ 
・4 月号の発行とちらしの配布 

     
1.1.2 編集小委員会 

(1) 会報『大学の図書館』の進捗状況 
（４月号 担当：京都支部） 
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 
委員長コラム  第 3 回 
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 
変わる大図研(呑海委員長コラム) 

 
（７月号 担当：和知） 
巻頭言 
特集「緑陰読書」 

 
（８月号 担当：兵庫支部） 
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巻頭言 
特集「 学生協働の取り組み ～自主性と継続性をサポートするために～」 
内容 
学生協働の取り組み、特に下記の点について 
・職員の関わり方（担当の組織・サポートの度合い） 
・軌道にのせるまでに苦労したこと 
・世代交代をうまく行い継続性をもたせるための秘訣 
・特色ある取り組み 

 
（９月号 担当：北海道支部） 
・これから特集テーマ決め 

 
(2) 研究会誌 

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)  原稿到着 
・近畿 3 支部合同例会報告 （寺島陽子 棚次英美 寒川登） 原稿到着 
・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 

 
見積もり依頼（いばらき印刷 20 日依頼，田中プリントは戻ってこない） 
 インフォレスタに見積もり依頼 

 
1.1.3 広報小委員会 

(1) 支部だより 
支部だより【電子版】160415_160514（5/29 送信） 
160515_160614 の情報を全国委員に依頼（6/21 送信） 

 
 (2) Web 

DOC 情報へのリンク作成（6/4） 
議事要旨類更新（6/11） 
支部だより更新（5/29） 
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 

5/22-6/20 
・Twitter:投稿    905(8 件投稿，大会 twitter のリツィート 2 件含む）,フォロワ

ー691(+11)，リツイート 2，いいね（お気に入り）1 
・Facebook:いいね 287(+5),投稿 6 件（見た人 1251 ，いいね 59！ ） 
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1.1.4 組織小委員会 

「2015・2016 年度退会者等」の会員については、以下の通り対応する。 

 
以下の区分については 2015/2016 年度末で退会とする。 
１． 会員本人より退会の申し出があり、会費の未納なし 
２． 事実上既に退会しているが、常任委員会への報告漏れ 
３． 会費の未納があり、本人からの退会の申し出はないが、支部から退会願いあ

り 

 
以下については、支部に再度確認を依頼する。 
４． 会員本人より退会の申し出があるが、会費の未納あり 

 
以下については、支部に再度会費請求を依頼する。 
５． 会員本人及び支部から退会の申し出がなく、長期の会費の未納あり 
 ただし、点在会員については、組織担当より次号会報と共に文書で意思確認をす

る。 

 
６．については、個別に事情を把握する必要がある。 

 
1.1.5 全国大会小委員会 

   第 47 回全国大会（広島大会） 
(1) 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） 

(2) 口座 
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 万円が振り込まれた 

(3) 企業協賛 
     現在，14 社の申込あり（A4：8 社，A5：6 社）16＋6 

株式会社サンメディア，有限会社古川書店，キハラ株式会社 
NPO 医学中央雑誌刊行会，株式会社 岡田書店，丸善雄松堂株式会社 
株式会社 紀伊國屋書店，双人社書店，株式会社 啓文社 
金剛株式会社，日本事務器株式会社，EBSCO Information Services Japan (株) 
株式会社 樹村房，株式会社 規文堂 

(4) 会場の予約（2 ヶ月前からキャンセル料発生） 
(5) 自主企画は，現在申込 0 件 

 
1.1.6 事務局 

   全国委員会（メール審議，5/27～6/2） 
   その他別紙参照 
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1.2 ワーキング・グループ 

  報告事項なし 
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2. 審議事項 
 

2.1 小委員会・事務局 

 
2.1.1 編集小委員会 

 
  全国大会議案書号（6 月号）の進捗状況 

 
(1) 議案構成 
・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 
②第 1 号議案 

      ③課題別分科会 
④研究発表 

  ⑤シンポジウム「アクティブ・ラーニング，反転授業」 
      ⑥自主企画 
     ⑦参加申込案内 
     ⑧その他 

             
(3) 会誌の規程等みなおし（担当：北川） 

・「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) その他 

・引き続き，謝礼を考慮して，原稿を依頼する。 

 
2.1.2 組織小委員会 

・会費長期滞納者について 
・入会申し込みのウェブフォーマット案（担当：大田原） 

   ・名簿を 6 月 3 日までに確定し，会費徴収 WG へ渡す予定であったが，まだ引き渡しが

できていない。 
   ・Office365 は essential にダウングレードして継続契約する（担当：大田原） 
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2.1.3 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 
[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 
     [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 
会計監査時に引継ぎを行う 

(4) 入会申込書の改訂 
   (5) 会報の発送手続きの変更（来年度） 

          
2.2 ワーキング・グループ 

 
審議事項なし 

 
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（通信常任委員）の新規導入につい

て，全国委員会に諮る 
 

2.3 その他 

 地域グループの長の呼称 
 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７月 10 日（日） 
会計監査：2016 年 7 月 24 日（日） 


