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大学図書館問題研究会 2018/2019年度第 4回常任委員会議事要録 

 

日時: 2019年 2月 9 日(土) 14：00～18：00 

会場: オンライン会議（荒天が予想されたため） 

出席者: 呑海委員長，上村事務局長，赤澤，牛島，和知，西脇（記録） 

通信常任委員出席者: 野嵜 

 

議事（文中敬称略） 

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) 

1) 第 50回全国大会実施案[→資料 1-5] 

・実施案の内容を確認した。 

・シンポジウム・基調講演を，50周年を意識したプログラムにするか確認することとし

た。 

・山下大会実行委員長に，大会実行委員の体制について確認し，MLに案を出してもらう

こととした。 

・分科会の数については，午前 4・午後 4の 8分科会の予定。 

・スケジュール案は例年通りとなっている。 

・予算案について，全国委員会のときの全体説明の内容を確認した。 

1.1.2 研究企画小委員会 (担当: 西脇) 

1) DOC進捗報告 

・DOC企画の進捗状況について報告があった。 

・日程・会場は，2019年 5月 18日（土），愛知大学名古屋キャンパスを予定。 

・テーマ・講師案について，著作権関連は主題を絞った方がいい，若手の参加者をひき

つけるようなトピックや人選で，予算的にも考慮しつつ，新規入会につながるものを意

識してもらうよう実行委員会に伝えることとした。 

1.1.3 会報編集小委員会 (担当: 鈴木) 

1) 編集作業進捗状況報告 

 1月号(担当：鈴木) → 一部原稿を除き、再校校正終了。未入稿原稿待ち 

 2月号(担当：大阪地域 G) → 1/21入稿 2/26発送予定 

 特集：大阪府北部地震被災館からのレポート 

 3月号(担当：兵庫地域 G) 

 巻頭言：安東正玄(京都地域 G) 

 特集：「科研費いろいろ」 原稿締切：2月半ば 

・3月号の特集については編集担当に内容を確認することとした。 

1.1.4 会誌編集小委員会 (担当: 和知) 

1) dtk_ML に会誌の編集担当の変更および刊行予定期日の変更ならびに査読制度の導

入について告知 

2019年 1月 11日，[dtk:03843] 「大学図書館問題研究会誌」刊行頻度変更のご案内 

2) 大図研サイトに ML 投稿文と同内容の告知を掲載 

https://www.daitoken.com/news/20190111.html 

3) 今後，査読規定の PDFを大図研サイトに掲載の予定 

1.1.5 広報小委員会 (担当: 上村) [報告事項なし] 

1.1.6 五十周年記念事業記念出版物編集小委員会 (担当: 鈴木) 

1) 第 1回編集委員会開催[→資料 6] 

・大図研の他の行事との同日開催の場合に交通費を支給しない原則があるため，状況を
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確認することとした。 

・予算を確認することとした。 

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: 牛島) [→資料

7] 

・海外研修ツアーの広報の内容について確認した。 

1.1.8 五十周年記念事業大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会 (担当: 和

知) 

1) dtk_MLにロゴマーク募集の告知 

2019年 1月 22日，[dtk:03850] 大図研の新たな「ロゴマーク」を募集します 

2) 大図研サイトにロゴマーク募集のページを開設 

https://www.daitoken.com/wantedlogo 

・小委員会委員が少ないため，引き続き委員の追加を検討することとした。 

1.1.9 事務局 (担当: 上村) 

1) 事務局業務進捗報告 

 2018/12/01(土) 2018/2019年度第 3回常任委員会開催 

 2018/12/02(日) 2018/2019年度第 2回全国委員会開催 

 2019/01/14(月祝) 2018/2019年度第 4回常任委員会→欠席者多数のため流会 

1.1.10 事務局出版担当 (担当: 上村) 

1) 事務局出版担当報告[→資料 8] 

1.1.11 事務局会計担当 (担当: 上村) 

1) 収支状況報告[→資料 9] 

2) 「振替受払通知票 Web照会サービス」の一般財政当座口座での運用開始 

2019年 1月 10日から利用開始。今年(2019年)から電子化通知票のみに移行。 

1.1.12 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤) 

1) 会費納入状況[→資料 10-11] 

2) 地域グループ別会費納入状況[→資料 12] 

1.1.13 事務局組織担当 (担当: 上村) 

1) 会員現況報告[→資料 13] 

1.2 ワーキンググループ 

1.2.1 全国大会 WG (担当: 赤澤) [報告事項なし] 

1.2.2 出版・管理 WG (担当: 呑海) [報告事項なし] 

 

2 審議事項 

2.1 五十周年記念事業の活動計画及び執行計画の検討 

2.1.1 記念出版物編集小委員会 (担当: 鈴木) 

・全国委員会への資料については要検討とした。 

2.1.2 海外図書館研修ツアー検討小委員会 (担当: 牛島) 

1) 海外研修ツアーにおける助成金について[→資料 14] 

・助成金を受けられるとした場合，報告書作成などの義務事項や，ツアーへの申込書式

などを早めに明示する必要があるため，次回の全国委員会で書式案と助成金に関して報

告することとした。 

2.1.3 大学図書館問題研究会の名称に係る検討小委員会 (担当: 和知) 

1) ロゴマーク募集についてページの仕様(掲載資料等)確認願い[→資料 15] 

 募集要項：2018 年 12 月 2 日更新の要項案を添付(まだ決定ではなかったと記憶

するので) 

 応募用メールアドレスの策定 

案: logoentry2020@daitoken.com 
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2) ロゴマーク募集と名称変更について「大図研」「DTK」の扱い再確認願い 

 1月 24日付「[dtk-j:22288] Fwd: 大図研新ロゴマーク募集について」にて会員

から問い合わせのあった確認事項について 

・名称に係る検討事項について，全国委員会向けに叩き台を提出することとした。 

2.2 会誌の価格設定について 

1) 会誌の価格設定について (担当: 和知・北川) 

・刊行頻度を年 1回に変更するのに併せて価格設定について再確認の必要あり，従来の

1号あたりの分量との比較や入稿条件による価格変更も含め，引き続き検討することと

した。 

2.3 長期会費未納者の扱いについて (担当: 赤澤) 

1) 長期会費未納者（3年度分の会費未納者）の扱い[→資料 16] 

・1月末までに連絡があった地域グループ以外のグループにも状況を確認し，組織とも

連携して情報収集し,長期会費未納者のリストを整理することとした。 

2.4 年度途中の会員の地域グループへの参加状況変更への対応について (担当: 西

脇) 

1) 年度途中の会員の地域グループへの参加状況変更への対応 

・全国委員会への資料を次回の常任委員会に提出して確認することとした。 

2.5 第 3回全国委員会内容検討 

2.5.1 報告事項 

・海外研修ツアーの助成金については，報告事項とする。 

・ロゴ（シンボル）マーク募集については，報告事項とする。 

2.5.2 審議事項 

・「年度途中の会員の地域グループへの参加状況変更への対応」は審議事項とした。前

回の全国委員会で各地域グループで検討するよう依頼しているため，次回全国委員会前

に全国委員に対し確認することとした。 

・全国大会分科会数 

・全国大会分科会担当者 

・全国大会以外の審議事項については，以下の通り事項ごとに項目を立てることとした。

→1．会員の地域グループ参加について，2．長期未納者への対応について，3．五十周

年記念出版物について，4．研究会の名称変更について，5．（時間があれば）出版物の

今後について 

3. その他 

・次回の常任委員会は，山下大会実行委員長にも一部参加してもらえるよう日程調整す

ることとした。 

 

以上 


