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2021/2022年度 第 5回常任委員会 議事要旨 

 

日時: 2022年 3月 13日(日) 14：00-15：00 

会場: Zoom 

常任出席者: (敬称略) 

# 役職 氏名 地域G 出欠 

1 会長 呑海 沙織 東京 0 

2 副会長 赤澤 久弥 京都 1 

3 常任委員 北川 正路 東京 0 

4 常任委員 小山 荘太郎 東海・京都・大阪・兵庫 0 

5 常任委員 和知 剛 無所属 1 

6 事務局長 上村 順一 東京 1 

   出席者数 3 

特定常任委員出席者: 

# 役職 氏名 地域G 出欠 

11 事務局組織 青山 史絵 東京 1 

12 事務局ML 磯本 善男 北海道 0 

13 事務局会計 澤木 恵 東京 1 

14 五十周年海外ツアー・広報 中筋 知恵 北海道 0 

15 事務局組織・事務局会費徴収 渡邊 伸彦 京都 0 

   出席者数 2 

事務局出席者: 市村 省二 

 

配付資料: 

1) 報告事項 

1. 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告 

2. 北海道地域グループ元会員からの寄附について 

3. 事務局出版担当報告 

4. 2021/2022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. 会費長期(3年度分)未納者リスト 取扱注意 

10. 会員現況報告 

2) 審議事項 

1. 第 53回全国大会実施概要（案） 

2. 第 53回全国大会予算案 

3. 大学図書館研究会第 53回大図研全国大会（オンライン）スケジュール（2022

年 3月～9月） 

4. 大図研出版物における著者のアルファベット表記について 

5. 大学図書館研究会誌投稿規程 改定について 

6. 大学図書館研究会出版物に関する著作権規程「エンバーゴ期間について」のリン

ク先変更について 

7. 会則改定に係る会員からの指摘事項とその対応 

8. 会費一括徴収方式移行以前の未納会費に係る督促について（お願い） 
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9. 会報電子化に伴う会報発送に係る手続き変更について 

 

司会: 赤澤 

記録: 赤澤 

話題提供: [暫時休止] 

 

報告事項 

資料の内容を確認した。 

1.1. 委員会・事務局 

1.1.1. 全国大会委員会 (担当: 赤澤) 

[報告事項・資料なし] 

 

1.1.2. 研究企画委員会 (担当: 小山) 

[報告事項・資料なし] 

 

1.1.3. 会報編集委員会 (担当: 上村) 

1) 編集作業進捗状況報告 

[報告資料 1] 

 

1.1.4. 会誌編集委員会 (担当: 和知) 

1) 第 47号進捗状況報告 

[報告事項・資料なし] 

 

1.1.5. 広報委員会 (担当: 中筋) 

[報告事項・資料なし] 

 

1.1.6. 五十周年記念事業記念出版物編集委員会 (担当: 北川) 

[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委員会 (担当: 中筋) 

[報告事項・資料なし]  

 

1.1.8. 事務局 (担当: 上村) 

1) 事務局業務進捗報告 

[報告資料なし] 

⚫ 2022年 1月 23日(日) 2021/2022年度 第 4回常任委員会 

 

2) 運営サポート会員の公募 

[報告資料なし] 

⚫ 応募なし 

 

3) 大図研webpageのマルチユーザ化 

[報告資料なし] 

⚫ 引き続き検討中 

 

4) 元会員からの寄附について 
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[報告資料 2] 

 

5) 大図研出版物アクセス方法はがき発信 

⚫ 2022年 1月 28日(金) 

⚫ 345通 

⚫ 不着あるとすれば呑海研にあり 

 

6) JLAからの書評依頼 

⚫ 書誌事項が公開されたところで，書評を寄稿願うべく，dtkMLに周知 

⚫ 執筆者が決まったところで，貴会から執筆者へ直接お送りする 

➢ JLA からは『少々複雑なことに「書誌事項の外部公開は 2 月下旬」を予定』と

回答あり 

 

1.1.9. 事務局出版担当 (担当: 市村) 

1) 事務局出版担当報告 

[報告資料 3] 

＃資料記載の JLAからの入金額を、14,880円に訂正。 

 

1.1.10. 事務局会計担当 (担当: 澤木) 

1) 収支状況報告 

[報告資料 4] 

 

1.1.11. 事務局会費徴収担当 (担当: 赤澤・渡邊) 

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] 

 

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] 

 

5) 会費長期(3年度分)未納者リスト 

[報告資料 9] 

 

1.1.12. 事務局組織担当 (担当: 青山) 

1) 会員現況報告 

[報告資料 10] 

 

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・資料なし] 
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2. 審議事項 

2.1. 前回常任委員会議事要録確認 (担当:全員) 

[公開済みのため省略] 

 

2.2. 第 3回全国委員会の議題確認 (担当:会長・副会長) 

議題案を確認した。 

⚫ 報告事項 

➢ 委員会報告のうち特記事項 

 会費一括徴収方式移行以前の未納会費に係る督促について [担当: 事務

局会費徴収担当] 

 会報電子化に伴う会報発送に係る手続き変更について [担当: 事務局組

織担当] 

➢ ワーキンググループ報告 

➢ グループ活動報告 

➢ その他 

⚫ 審議事項 

➢ 第 53回大会実施概要(改訂版) [担当: 全国大会委員会] 

➢ 第 53回大会予算案 [担当: 全国大会委員会] 

➢ 第 53回大会スケジュール案 [担当: 全国大会委員会] 

➢ 会則改定に係る会員総会再審議の各グループ意見 [担当: 委員長] 

➢ その他 

 

2.3. 第 53回大会実施概要 (担当: 全国大会委員会/赤澤) 

[審議資料 1] 

案のとおり、了承した。次回全国委員会で審議する。なお、分科会の時間短縮案は、全国

委員の意見を求めることとなった。 

＃学生参加費設定はなしとするのが妥当である。 

 

2.4. 第 53回大会予算案 (担当: 全国大会委員会/赤澤) 

[審議資料 2] 

案のとおり、了承した。次回全国委員会で審議する。 

 

2.5. 第 53回大会スケジュール案 (担当: 全国大会委員会/赤澤) 

[審議資料 3] 

案のとおり、了承した。次回全国委員会で審議する。 

＃案にある５月号掲載原稿は必須ではないが、実行委員会から原稿があれば掲載可。 

 

2.6. 大図研出版物における著者のアルファベット表記について （担当: 会誌編集委員会/

和知） 

[審議資料 4] 

姓・名順とし、姓は大文字表記とする案を中心に継続検討とする。 

 

2.7. 「大学図書館研究会誌 投稿規程」における「会誌編集小委員会 → 会誌編集委員会」

への表記の改定について （担当: 会誌編集委員会/和知） 

[審議資料 5] 

案のとおり、了承した。次回全国委員会で審議する。 



5 / 5 

 

2.8. 大学図書館研究会出版物に関する著作権規程「エンバーゴ期間について」のリンク

先変更について (担当: 会誌編集委員会/和知） 

[審議資料 6] 

案のとおり、了承した。次回全国委員会で報告する。 

 

2.9. 会則改定に係る会員総会再審議の各グループ意見集約 (担当: 事務局/上村) 

[審議資料 7] 

案のとおり、了承した。次回全国委員会で審議する。 

 

2.10. JLA委託図書の取り扱い (担当: 事務局/上村) 

[審議資料なし] 

事務局出版担当の報告資料により状況を確認した。事務局から、預かり分冊子の取り扱

いを確認することとなった。 

 

2.11. 会費一括徴収方式移行以前の未納会費に係る督促について (担当: 事務局会費

徴収担当/赤澤) 

[審議資料 8] 

案のとおり、了承した。次回全国委員会で依頼する。 

 

2.12. 会報電子化に伴う会報発送に係る手続き変更について (担当: 事務局組織担当/

青山) 

[審議資料 9] 

案のとおり、了承した。 

＃会員住所を確認できる意義に鑑みて当面年 1 回のはがき送付は継続する。なお、今

後の常任体制によっては省力化も検討する。 

 

3. その他 

3.1. 次回開催日調整 

⚫ 次回常任委員会：後日メールで日程調整する。 

⚫ 次回全国委員会 3/21(月祝) 

 

以上 


