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はじめに 

 
 千葉大学アカデミック・リンク・センターは，千葉大学における教育改革のためのコンセプトで

あるアカデミック・リンクを推進し，そのために必要な研究開発を行うための組織として 2011 年 4
月 1 日に発足した。 
 アカデミック・リンクの目的，沿革，活動内容の詳細については本報告書の主要部分において記

述されているのでここでは繰り返さないが，アカデミック・リンクが学習におけるコンテンツの利

用を重視したアクティブ・ラーニングのための新しい学習環境の構築をめざすものであり，日本で

は類を見ない新しい概念フレームワークであるということは強調しておきたい。そのことを踏まえ，

大学における通常の評価の流れ，すなわち自己点検・自己評価を経て，外部の有識者による，いわ

ゆる外部評価という形をとるのではなく，最初から外部の専門家からなる評価委員会を結成して，

委員の方々のご意見を伺うようにした。また，評価委員会と言いながらも，委員の方々に評点をつ

けていただく形をとらず，我々の活動に対して助言していただくようにした。委員をお引き受けい

ただいた鈴木典比古先生（公益財団法人大学基準協会専務理事，前国際基督教大学学長），田村俊作

先生（慶應義塾大学メディアセンター所長，文学部教授），山田礼子先生（同志社大学高等教育・学

生教育センター長，社会学部教授），山内祐平先生（東京大学情報学環准教授）におかれては，我々

の期待に応え，それぞれのご経験，ご見識をもとに有益なご助言をくださるとともに，我々を暖か

く激励してくださった。記して改めてお礼を申し上げるとともに，ご助言を今後の活動にいかすこ

とで報いたいと考えている。 
 アカデミック・リンク・センターは約１年間の準備期間を経て，2012 年３月 16 日から，増改築

なった附属図書館の建物を中心に活動を開始した。我々の取り組みについては，幸いなことに，高

等教育における学習の質の向上に資するための先駆的な取り組みとして，学内外のみなさんに注目

していただいた。特に中央教育審議会大学分科会大学教育部会の審議まとめ，および 2012 年８月

の答申『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け，主体的に考える力

を育成する大学へ～』において，図書館機能強化の事例として取り上げられたことは，活動に取り

組む我々にとって大きな励み，追い風であると同時に，プレッシャーにもなった。そのような中で，

今日まで，センターの活動に関わる教職員がまさに一丸となって活動計画を実施してきた。最初の

一歩は想定以上にスムーズに踏み出すことができたものの，さらに大きく歩を進めていくには，幾

多の困難を乗り越えなければならないと感じている。本報告書はそのような険しい道のりの最初の

マイルストーンである。 
 アカデミック・リンクの考えを強く支持し，これまで様々な形でご支援いただいた齋藤康学長を

はじめとする大学内外の関係各位に深謝するとともに，全力で取り組んできたアカデミック・リン

ク・センターの兼務教員，特任教員，事務部門である附属図書館の職員に対し，心よりの感謝と敬

意をこの場を借りて表明したい。彼らの献身的な努力なくして，今日のアカデミック・リンクはあ

り得ないのである。 
 
                                     平成 25 年１月 

千葉大学 アカデミック・リンク・センター長 
   竹内 比呂也
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１． 開催日時・次第 

 

日時 平成２４年９月２６日(水) １０：００～１４：００ 

会場 アカデミック・リンク・センターI棟３階セミナールーム 

議事次第 

① 開会 

② 学長挨拶(斎藤学長) 

③ 評価委員自己紹介 

④ 委員長及び副委員長の互選 

⑤ アカデミック・リンク・センター報告(竹内センター長) 

⑥ 施設見学 

⑦ 質疑応答・意見交換(司会：鈴木典比古評価委員長) 

⑧ 総括 

⑨ 閉会 

配布資料 

1. 議事次第 

2. アカデミック・リンク・センター評価委員会出席者名簿 

3. アカデミック・リンク・センター評価委員会資料 

4. 「アカデミック・リンク・センター現状と課題」 

5. 概要，コンセプトブック，利用案内 

6. 「新建築 2012年 9月号」資料 

7. 座席表 

 

２． 委員名簿 

 

鈴木  典比古 公益財団法人大学基準協会専務理事 

田村  俊作 慶應義塾大学メディアセンター所長，文学部教授 

山田  礼子 同志社大学高等教育・学生研究センター長，社会学部教授 

山内  祐平 東京大学情報学環准教授 
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    その他出席者 

アカデミック・リンク・センター教員会議メンバー 
竹内 比呂也 アカデミック・リンク・センター長， 

附属図書館長，文学部教授 

川本 一彦 アカデミック・リンク・センター兼務教員（准教授）， 

総合メディア基盤センター准教授 

白川 優治 アカデミック・リンク・センター兼務教員（助教）， 

普遍教育センター助教 

織田 雄一 学生部長 

島 文子 附属図書館利用支援企画課長 

佐藤 尚武 附属図書館学術コンテンツ課長 

アカデミック・リンク・センター 

姉川 雄大 アカデミック・リンク・センター特任助教 

岡本 一志 アカデミック・リンク・センター特任助教 

國本 千裕 アカデミック・リンク・センター特任助教 

藤本 茂雄 アカデミック・リンク・センター特任助教 

茂住 直子 アカデミック・リンク・センター職員 

附属図書館 

江波戸 登弥子 利用支援企画課専門員 

八木 二郎 利用支援企画課総務係長 

武内 八重子 利用支援企画課アカデミック・リンクグループ 

丸茂 里江 学術コンテンツ課学術コンテンツグループ専門職員 

 
 

３． 議事要旨 

開会に先立ち、齋藤康千葉大学学長よりご挨拶をいただいた。 

続いて評価委員の自己紹介の後、互選により、委員長に鈴木典比古先生、副委員長に田

村俊作先生を選出、鈴木委員長を議長として審議に入った。 

 竹内比呂也センター長から資料に基づき、アカデミック・リンク・センターについての

報告があり、その後センター教職員の案内によるアカデミック・リンク・センター/附属図

書館の施設見学を行った。 

 続いて質疑応答が行われ、各委員からこれからの活動等について提言をいただいた。そ

の詳しい内容は、１．４質疑応答要旨にまとめている。 
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４． 質疑応答要旨 

 

評価委員：アクティブ・ラーニング・スペースなど環境がよく整備され、実際によく使わ

れていることを感じ感銘を受けました。旧来の図書館とアカデミック・リンクをリン

クさせている形について、日本の大学はアメリカのように図書館員が完全な専門職と

して成り立っているわけではない状況の中で、どのように教員と連携しているのでし

ょうか。また図書館員の専門職としての職能の向上はどうしているのでしょうか。 
 
センター長：大変難しい問題です。アカデミック・リンクが掲げている 7 つのプロジェ

クトに常勤の図書館職員全員が加わり、実際にプロジェクトを動かしていくことによ

って、図書館職員自身の意識やスキルの変化がおきることを期待しています。N 棟 2
階で行うレファレンスデスクの活動にも図書館職員全員が週 1回交替で入ることによ

り、新しい役割を自覚する機会としています。また、最近教員と事務職員との中間的

な専門職種を作る流れが国立大学にありますので、その流れに沿った新しい位置付け

による制度ができないかを考えているところです。 
 
評価委員：コンテンツについて苦労されている印象を受けましたが、これまでの図書館

の機能とアカデミック・リンクをどのようにつなげていこうと考えられておられるの

か、また、コースパックやレガシーコンテンツについてどういうことが問題になって

いるかの 2 点を教えてください。 
 
センター長：蔵書構築や組織化というような従来の図書館機能については、図書館の基

盤として継続していきます。図書館で基盤として整備されているコンテンツを学生に

うまく使ってもらうための環境を作ることが、アカデミック・リンクのコアの部分だ

と思っています。その戦略的な方策の一つが授業資料ナビゲータというしくみです。

図書館にあるコンテンツを使ってアクティブラーニングをしなさいと言うだけでは学

生にはできないので、授業をスタートポイントにして、そこでの学びを深めていく道

具としてコンテンツを利用するという流れを作り、授業資料ナビをそこに位置付けて

います。スチューデントアシスタントによる学習支援活動についても、学生が資料を

うまく利用して自ら学ぶというところにつなげていきたいと思っています。 
 
センター教員：デジタルコースパックプロジェクトでは、歴史学の授業でデジタルコー

スパックをつくる場合、書店や学会などに使用許諾を得る作業がどのくらいになるか、

どのくらい許諾が得られるかということを実験しました。結果としては、学会や出版

社の著作権に関する対応や意識がまちまちであり、こちらもそれに合わせて一件ずつ

違うやり方をしなければなりませんでした。著作権の教育利用について学術出版の世

界でのスタンダードがない状況の中で、今後許諾に向けて個々の学会や出版社にどう

対応していくのか、また、それをアカデミック・リンク・センターだけで解決できる

のかという問題に直面しているというのが現状です。 
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センター教員：レガシーコンテンツプロジェクトでは、ターゲットを具体的に児童文学

事典に絞って活動しています。ここでも、著作権について、出版社や著者との利害関

係を調整するのに非常に時間がかかるということが課題となっています。熱意を持っ

て、少しずつでも動かしていくことを目指してプロジェクトを進めています。 
 
評価委員：著作権というのは、制度に必然的に伴うコストだと私は思っていますので、

しくみをちゃんと作れば限りなくゼロに近づけられると思います。それを一大学だけ

でやるのは無理がありますが、図書の全体について許諾を得るのか、部分的なダウン

ロードにするのか、授業で利用するとき毎年許諾を得なければならないのかなど、さ

まざまな課題を整理するのはとてもよいことであり、他の大学にとっても助かります。

それ自体が成果になると思いますので、よろしくお願いします。 
 
評価委員：実際に見せていただくと、アカデミック・リンク・センターはすばらしい空

間で、組織、体制が整っていて、図書館が教育に出ていくという意味で非常に画期的

なものだと思います。私の経験から言って、これを立ち上げた半年は相当大変だった

はずで、器ができても中身が整うのに 3 年くらいはかかると思っています。これから

3 年くらいの間に必要なことが 2 点あると思います。 
一つは教員との連携です。熱意のある教員がセミナールーム等で実験的な授業を行う

こと、そのために必要なコンテンツができること、アクティブ・ラーニング・スペー

スなどで授業以外の時間に学習すること、これらが三位一体となることがポイントだ

と思います。これを実現するためには、教員と密接な協力関係を築く必要があります。

図書館がリソースに注目するのはわかりますが、コンテンツはそれだけで存在してい

るのではなく授業と一体となって存在しているので、教育方法や授業の改善とどうつ

なげていくかがポイントとなります。 
今アメリカではフリップドクラスルーム（Flipped Classroom 反転授業）という、基礎

的な授業を映像化して、それを自宅で見てくるよう指導し、それを前提として教室で

はアクティブラーニング型の応用的授業をするという方法がすごい勢いで増えていま

す。初中等教育から始まったのですが、スタンフォード大学医学部など米国の大学で

も多く試行されて、高く評価されているという状況です。単に授業映像を見るだけで

はなく、それを実際の授業と統合させて付加価値をつけるということが議論されるよ

うになっています。こういうことは、教員の協力がないとできません。アカデミック・

リンク・センターのような設備で、新しいことをやってみたい先生とともにどんどん

面白いプロジェクトを試みることができれば、日本初の教育改革を主導する図書館に

なると思うので、ぜひそういう方向へ向かっていただきたいと思います。 
二つ目は、学生の日常的な協調学習活動の支援が必要だということです。ラーニング

コモンズ的空間というのは雰囲気を保つことが難しくて、サークルのおしゃべり部屋

になってしまったり、一人で静かに学習する学生ばかりだと今までの図書館と同じと

いうことになったりします。その中間の、学術的で社会的価値のある活動が生まれる

場所、学生が協調的な学習をする場所として構築するのは結構難しいことです。授業

でグループワークの宿題が課されると、グループで討論をしたりグループワークの宿
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題をしたりする空間がよく機能します。つまり、こういう空間は授業が変わらないと

生きてきません。 
また、日本の場合、自主的に研究会や読書会を立ち上げているような学生が 1～2 割

いるので、学術的な活動としての審査を通ったらグループ学習室を貸し出すというよ

うな優遇措置のあるプログラムを作って、そういう学生たちを支援したらどうでしょ

うか。そうすることで、千葉大学に 100、200 の自主的なプロジェクトが立ち上がっ

て、さらに生き生きとしたアクティブ・ラーニング・スペースの使い方ができると思

います。 
 

センター長：大変有益なご助言に感謝します。確かに次のプロセスとしてそういう取り

組みを考えなければいけないと思います。現在私たちがやっていることは、こういう

空間や設備があることを見せ、こういう使い方があると積極的にプロモートするとい

う段階だと思っています。今学生がこの場所に来ているということで安心している面

がありますが、そうならないようにしなければと感じました。 
 
評価委員：千葉大学には留学生が多いと思いますが、日本の大学にとって今一番大きな

課題は国際化、グローバル化です。このようにすばらしいアカデミック・リンク・セ

ンターがあるのなら、留学生と一般学生の交流を核としてキャンパスの国際化が可能

になるのではないかと思います。今日お聞きしたところでは、セミナーや活動は比較

的日本人学生が中心のように感じましたが、少し視点を変えて、ワールドカフェなど

の催しを作っていくことで、留学生と一般学生の学習の場、交流の場ができたらよい

と思います。 
 
センター長：1 階のプレゼンテーションスペースを使って、国際教育センターが主催す

る留学生と一般学生が交流する企画やかつて千葉大へ留学して帰国した人たちに来て

もらって日本人学生に講義を行う企画等が予定されています。また大学全体の国際化

戦略の中では、アカデミック・リンク・センターのすぐ横の建物（学生総合支援セン

ター）に、イングリッシュカフェを作る計画があり、そこが国際化の拠点になると思

います。キャンパスプランニングでは、アカデミック・リンクと学生総合支援センタ

ーとをアクティブラーニングのコアとして一体的に考えることになっていますので、

役割をうまく分けながら、あるいはうまく乗り入れて双方の特徴を生かしながら国際

化の活動が活発に行われればよいと思っています。 
 
評価委員：アカデミック・リンクの活動が定常状態になったときにどういう風な状況を

作り出していくかということを、3 年後くらいのタイムテーブルで思い描いていく必

要があるのではないかと思います。中央教育審議会大学教育部会で、「新たな未来を築

くための大学教育の質的転換に向けて」ということで、平成 24 年から 29 年までの 5
年間のタイムテーブルとして大胆な提言をしています。その基本としてあるのは、学

生にもっと実質的な勉強をさせるような環境を作っていくことを、3 年くらいの間に

やるという明確なメッセージで、日本の大学はそういう方向に進んでいくと思います。
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そのためには、先生と学生が授業を介して新しい関係性を作りだすしかけを作る必要

があります。授業のやり方を変えないと学生の学ぶ姿勢、学ぶ時間は変わっていかな

いと思います。学生がアクティブラーニングをするためには、先生もアクティブティ

ーチングにならないといけません。学生がここにきてグループで勉強することに、先

生にも関わってもらって、意識をかえてもらう必要があると思います。要するに先生

をどういうふうに巻き込むかが問題です。 
 
センター長：授業そのものが変わるということとアカデミック・リンクのコンセプトと

のかかわりをどう考えるかは、非常に大きな課題として認識していますが、なかなか

踏み出せなくて難しいというのが現状です。現時点でのアカデミック・リンク（アカ

デミック・リンク・センターと図書館）の活動としては、新しい学習環境を提示する

ということを強く打ち出しています。こういう環境を生かすような授業を考えてくだ

さいということはあまり大きく言っていません。千葉大学では学長のイニシアティブ

の下に高等教育研究機構という組織を来年 4 月に立ち上げる構想があります。ご指摘

のあった教育そのものをどうするかについては、そこで議論されるはずで、その議論

とアカデミック・リンクの活動が結びついていって、来年度以降千葉大学の教育を変

えていくという動きになるのではないかと考えています。 
 
学生部長：千葉大学では教育の体制や仕組みを全学的に議論する場がないため、そうい

う議論をする場を作ろうということで、来年 4 月のスタートを目指して高等教育研究

機構の検討が進んでいます。アカデミック・リンクに先生方をどうやって参画させる

かは重要テーマで、千葉大の教育を活性化するにはここがランドマークと考えていま

す。アカデミック・リンクで特色のある授業をすることに、学内 GP のような形で財

政的な支援をすることを考えており、それをモデルケースとして先生方に見ていただ

いて広めるなどのことをできればいいと考えています。また国際化については、本学

では国際教育センターが中心となって、共同学習という名前で留学生と日本人学生が

英語と日本語を混ぜて使用して授業をするという試みが現在進行しており、それを活

性化させていきたいと考えています。また現在建設中の総合学生支援センターに、12
月オープンを目指してイングリッシュハウスという場所を作っており、英語だけで過

ごす空間、コーヒーを飲んでくつろぎながら英語でしゃべる空間を学生の自主運営で

作り、先生方の授業で使うことなどを検討しています。 
 
評価委員：図書館が教育を変えるということではなく、教育を変えたいと思っている先

生方が集まる場所にしたらよいと思います。私の経験では、ICT が使えたり、アシス

タントのサポートも得られたりする魅力的なモデル教室を作ると、新しい授業をやっ

てみたいという先生が自然に集まるようになります。主体的に何かを変えたいと思っ

ているいい先生が集まる場所にここをしたほうがいいのではないかと思います。以前

に視察した米国の大学で、図書館に教室を置いている理由を聞いたところ、図書館と

連携できる先生を集めるためですと言っていました。アクティブ・ラーニング・スペ

ースにいい先生といい学習者を集めて、あそこにいけばすごいことがある、というブ
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ランドを作る戦略性をもつといいと思います。そこでの実績で資金を取ってこられる

いいサイクルが生まれると思います。 
 
評価委員：私が図書館長として心掛けていることが二つあります。一つは、キャンパス

間で競争させたいということです。各キャンパスが勝手なことをやっていい、それで

実績をあげたらご褒美をあげるというしくみを作りたいと思っています。褒美という

のは必ずしも物質的なものである必要はないので、それぞれに競争してもらって、そ

してその成果を実績として認めてさらに伸ばしてもらうというようなしくみを図書館

に作りたいと考えています。二つ目は、利用者にも図書館の人にもハッピーになって

もらいたいということです。例えば、「1210 あかりんアワー」で、研究者は自分のや

っていることを皆に話して喜んでもらえてうれしいし、紹介した本がよく利用され、

生協書店の売り上げが増え、自著が売れるなど、アカデミック・リンクでやってよか

った、参加してよかった、企画を立ててもらってよかったとみなさんに言ってもらえ

るようになると良いと思います。いまは立ち上げの時期で図書館員は大変でしょうか

ら、スチューデントアシスタントのみなさんにも企画や実践に協力してもらって、図

書館員は負担が減るし、スチューデントアシスタントは企画にも参加できて楽しいし

と、皆がハッピーになることを考えるといいと思います。先生方は楽しく授業ができ

て、来た人も楽しくなる、ここに来たら今までできないことができるという気持ちを

もってもらえるといいですね。 
 
評価委員：アメリカに行っていた際に学生目線で図書館を使うことがありました。アメ

リカでもアクティブ・ラーニング・スペースがどんどんできていますが、図書館を静

寂空間として使う学生が多いのです。一方、日本の学生は共有スペースで集まって話

し合いをしながら学習する時間が多いのではないかと思いました。そういうスペース

が日本の中でどんどんできて、共同の学習をすることによって学習の効果をあげてい

くということが日本の学生の特色となるのかなと思います。また、アメリカの図書館

にある重厚な椅子と机は長時間は使いにくいものですが、最近の日本の学習備品は大

変優れています。アカデミック・リンクの備品のような使いやすいものを利用するこ

とが、学修時間の増加につながればいいと思います。 
 
センター長：貴重なご助言に感謝しております。お話を伺いながら、我々はかなり一生

懸命やってきたつもりでしたが、突っ走っていると見えるところが狭くなってくるも

のだなと感じました。頂戴したご意見を 10 月からの後期の活動に反映させていきた

いと思います。本日は本当にありがとうございました。 
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１．アカデミック・リンクの概要 

 
１．１ はじめに 
 今日の大学には，知識基盤社会—知識や情報が社会の様々な活動において重視され，意思

決定等において十分に活用される社会—を生きる力を持つ人材を送り出すことが求められ

ている。2008 年 12 月に発表された中央教育審議会答申『学士課程教育の構築に向けて』

は，学士力として，自らが専攻する学問分野の基本的な知識の体系的な理解とその意味の

理解だけではなく，コミュニケーション・スキル，情報リテラシー，問題解決力などの，

知的活動でも，職業活動や社会生活でも必要な汎用的技能をもち，さらに，社会的責任，

倫理といった態度を身につけ，これらを総合的に活用し，自らが立てた新たな課題にそれ

らを適用し，その課題を解決する能力を持つことを求めている。 
 千葉大学はその「憲章」において，「自由・自立の精神を堅持して，地球規模的な視点か

ら常に社会とかかわりあいを持ち，普遍的な教養（真善美），専門的な知識・技術・技能お

よび高い問題解決能力をそなえた人材の育成」を掲げている。アカデミック・リンクは，

この憲章に内在する精神を踏まえ，千葉大学が出した一つの対応策である。 
 アカデミック・リンクは，知識基盤社会を生き抜く力を持つ「考える学生の創造」を目

的として掲げ，これを実現するために「コンテンツと学習の近接による能動的学習の促進」

を実行しようとしている。快適な学習空間，学習のための多様な資料群（コンテンツ），そ

してこれらの利用や学習を支える多様な人材で構成される図書館を中心にこの活動は展開

される。機能的には「アクティブ・ラーニング・スペース」，「コンテンツ・ラボ」，「ティ

ーチング・ハブ」という主要三機能の実現によって新しい学習環境を提供し，その目標を

達成しようとしている。 
 
１．２ 「アカデミック・リンク」構想の実現まで 
１．２．１ 「総合メディアホール（仮称）」構想を出発点として 
 千葉大学附属図書館は，1998 年に「総合メディアホール（仮称）」構想を策定した。こ

れは，図書館資源と計算機資源を統合的に管理，提供するという考えの下に，図書館の増

築，改修を行なおうとするもので，枠組みとしては，1980 年代にアメリカの大学で多く見

られた情報関連資源の統合的管理体制の模倣であったと言える。この構想は，文部省に対

する概算要求資料の作成という形で具体化されたものの，予算は認められず構想は頓挫し

た。 
 その後，千葉大学においては耐震化のために学内施設が順次改修が行なわれたが，2009
年度に附属図書館旧館（現在の K 棟）の改修にむけた予算要求がなされることになった。

附属図書館としては，書庫の狭隘化の問題もあったことから同時に増築を要望したが，大

学当局からは，単純に書庫の狭隘化を理由とした増築を予算要求してもこれが認められる

可能性は低いと指摘され，「総合メディアホール（仮称）構想」を再度提案する形での予算

要求を示唆されたため，その方向で議論をすすめることとなった。 
 2008 年 7 月に情報化推進企画室の下に総合メディアホール（仮称）整備計画検討専門

部会が設置された。この検討においては，当初は，かつての「総合メディアホール（仮称）

構想」で考えられていたような，コンピュータ整備，情報利用教育を前面に出した環境の
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構築が意識されていた。検討の結果，今日の「アカデミック・リンク」構想の原型といえ

る，「ライティング・センター」「コンテンツ・センター」「ティーチング・センター」の三

つの機能を含む「総合メディアホール（仮称）」構想として再構築され，これを施設整備の

目的として予算要求を行なった。幸いにして，2010 年度予算として増築を含めた耐震改修

が認められた。また，構想の名称を「アカデミック・リンク」とすることとなった。 
 2010 年度においては，増築の実現を踏まえ，新しい機能の実現に向けたさらなる検討を

行なうために，アカデミック・リンク検討作業部会が設置された。最近 10 年間に見られ

た情報通信技術の進展は，かつては必要とされたような図書館資源と計算機資源の融合を

不要なものとしており，あえて図書館資源管理機能と計算機資源管理機能の統合を図る必

要はないとの考えの下に構想を練り直すこととした。また，前述の３つの「センター」と

いう名称で機能を示すことが誤解を生みやすいとの指摘があり，各機能を再構成して「ア

クティブ・ラーニング・スペース」「コンテンツ・ラボ」「ティーチング・ハブ」と改称し，

これらの機能を実現するための「アカデミック・リンクによる千葉大学の教育改革」とい

うプロジェクト名で予算要求をすることとなった。 
 幸い，アカデミック・リンクの意義が関係当局に理解され，2011 年度から 4 年間（2011
年度から 2014 年度）の運営費交付金特別経費（プロジェクト分）が認められることとな

り，2011 年度については，4000 万円が措置された。この措置を受けて，千葉大学として

は，アカデミック・リンク・センターを学内共同利用機関として設置することとし，同時

に４年間の時限設置とすることを確認した。この方針の下，アカデミック・リンク・セン

ターは 2011 年４月に発足し，2010 年度にアカデミック・リンク検討作業部会の主査であ

った竹内比呂也（文学部教授，附属図書館ライブラリーイノベーションセンター室員）が

センター長として指名された（同時に附属図書館長としても指名された）。なお，2011 年

度の国立大学教育研究特別整備費においてもアカデミック・リンク整備のための予算が措

置されることとなり，1 億 800 万円が配分され，什器，無線 LAN の整備等を行なった。

東日本大震災の影響を受け建築工事に遅れが生じたため，アクティブ・ラーニング・スペ

ースを含む附属図書館の全面開館は当初予定していた 2011 年中には実現できず，2012 年

3 月 14 日に附属図書館増改築・アカデミック・リンク・センター設置記念式典を挙行し，

3 月 16 日には一般利用を開始した。 
 
１．２．２ 背景としての附属図書館の実践的活動 
 アカデミック・リンクの構想は，先に言及した『学士課程教育の構築に向けて』など，

高等教育における政策的文書において示されたことをうけてゼロから構築したものではな

い。千葉大学附属図書館は，2006 年度からリエゾン・ライブラリアン・プロジェクトを展

開し，授業担当者と図書館員が協力して授業用の参考文献リストである「授業資料ナビゲ

ータ」というパスファインダーを作成してきた。この試みは，学生のコンテンツ利用の契

機を授業に求めるということと，このようなツールを教員と図書館員が連携して作成する

ということに特徴がある。これは，学習とコンテンツの近接を教員と図書館員が協力して

行なうという，アカデミック・リンクというコンセプトの最も基本的な取り組みである。

このような実践が，アカデミック・リンクにおいて，日本でラーニング・コモンズとよば

れているものに往々にして見られるような，単に学習場所を提供するだけではなくコンテ
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ンツの提供を不可分の要素として位置づけることにつながっている。 
 
１．３ アカデミック・リンクの三機能 
 上において述べたように，アカデミック・リンクは「学習とコンテンツの近接による能

動的学習の推進」のために，三つの機能を準備している。 
 
（１）アクティブ・ラーニング・スペース 
 学生が，さまざまな資料，コンテンツ，情報通信技術，あるいは学習を支援する人 （々教

員，図書館員，学生）を最大限活用しながら，グループや個人で学習を行うのにふさわし

い場，自らの学習の成果を公表する場を提供する。 
 
（２）コンテンツ・ラボ 
 授業の事前事後学習やさらにその主題について掘り下げて学習するために有益な図書類

や web サイトを案内する『授業資料ナビゲータ』を強化するとともに，『授業資料ナビゲ

ータ』で提供される資料や授業で使う教材の電子化，授業そのものの録画などを行い，こ

れらの学習に資するコンテンツを，ラーニング・マネージメント・システムを介して円滑

に提供する。 
 
（３）ティーチング・ハブ 
 ラーニング・マネージメント・システム（千葉大学においては Moodle）の運用を支援

するとともに，教材の電子化や情報通信技術の教育への応用等のためのファカルティ・デ

ィベロップメント（FD），アクティブ・ラーニング・スペースで活動するスチューデント・

アシスタント（SA）の育成を行う。 
 
これらについては，これらの機能の具体化にむけて，７つのプロジェクトを実施している。

その詳細については第２章において記述する。また，利用者の視点からは，「自由度の高い

空間」「学習のためのコンテンツ」「人的サポート」の３つが有機的に結合されたものとし

て見えるはずであり，次節以降，その観点で基本的な考え方を示す。 
 
１．４ 空間設計の基本的考え方 
 「場所としての図書館」の重要度は，電子情報環境下において低下したと言われている。

アカデミック・リンクは，図書館の伝統的な機能の再構築によって図書館機能のリバイバ

ルをねらっているのではない。図書館機能を基礎とした新たな学習環境の構築をめざすも

のであり，学生の多様な学習スタイルに応えられる学習空間を図書館内において提供する

ことは重要であると考えている。 
 アカデミック・リンクの中核をなす附属図書館は，増改築によって，４つの建物で構成

されることになった（この建物にはアカデミック・リンク・センターも含む）。アカデミッ

ク・リンクは，従来の図書館では今日の学生の学習環境に関するニーズに対応することは

困難であるという認識にたちながらも，図書館的な良さを否定しているわけではない。そ

れゆえ，これらの４つの建物は，それぞれの役割・個性を明確にしながら相互補完的に存
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在している。 
 

L 棟 Learning   黙考する図書館 
I 棟 Investigation  研究・発信する図書館 
N 棟 Networking  対話する図書館 
K 棟 Knowledge   知識が眠る図書館 

 
１．４．１ 既存部分：L 棟と K 棟 
 L 棟と K 棟は，古くからの図書館の建物で，広さはおよそ 9,100 平方メートルである。 
 １）L 棟 
 L 棟は，1 階に電動集密書架を配置し雑誌のバックナンバーを収納するとともに，２階

から 4 階にかけては，一般書が排架され，多くの閲覧席が設置されている。学習空間とし

ては，静かに読書をしたり，一人静かに思考する場所と位置づけられる。換言すれば伝統

的な図書館の良さを徹底して残すことを意識した棟であり，キーボード音の出る機器の使

用も認めていない。 
 ２）K 棟 
 K 棟は今回の改修で耐震化が図られ，施設面では一新された。伝統的な書庫としての機

能を中心に考えられた棟であり，参考書，一般書のほか貴重書室，コレクション室，マイ

クロ資料室，雑誌のバックナンバーを収納する電動集密書庫などを備えた知識集積拠点で

ある。 
 
１．４．２ 新築部分：N 棟と I 棟 
 N棟と I棟は，アカデミック・リンク構想に沿って新築された部分で，広さはおよそ6,150
平方メートルである。この空間の設計の基本コンセプトは，この中で展開される様々な活

動の「見る」(see)「見られる」(be seen)化である。これは，英国の JISC（Joint Information 
Systems Committee）の「図書館の未来」プロジェクトにおいて作成されたビデオの中で，

サラ・トーマス氏（オックスフォード大学図書館長）が，「人々が語り合っている姿等を見

ること，見られることによって，刺激を受ける」という趣旨のことを語っていることにヒ

ントを得ている。そのような「見る」「見られる」環境を実現するために，N 棟において

は，空間を極力細切れにしないようにするとともに，グループ学習室，研究個室のしきり

は透明ガラスにした。I 棟においても，廊下側のしきりは研究室を除いてすべて透明とし，

1 階のセミナー室，コンテンツスタジオについては，外部からも中での活動がよく見える

ようにした。様々なセミナー，プレゼンテーション，あるいは講演がこれらの空間で行わ

れるだろうが，それらがすべて「見られる」状況におかれ，それを目にする学生たちが様々

な知的な刺激を受けることを期待している。また，学生自身がこのスペースにおいて展開

される活動の企画に参加し，自ら考え，何かを作り上げていくことこそは，まさにアクテ

ィブ・ラーニングといえるであろう。 
 １）N 棟 
 N 棟は，アカデミック・リンクの主たる機能であるアクティブ・ラーニング・スペース

である。この棟は学生が複数で学習するシーンを中心に考えられており，静寂を維持する
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ことを求めていない。また，学習に役立つコンテンツを学生に使いやすい形で提供するこ

とと，また学生の活動を必要に応じて支える人材も提供することが空間の提供と組み合わ

されている点に特徴がある。また，貸し出し用の iPad，PC(Windows，Mac)，アンドロ

イド端末，プロジェクターを使いながら，ディスカッションを行なうことができる。N 棟

全域には無線 LAN が配備されている。各階には以下のスペース，設備は設置されている。

以下にスペースことに機能と特徴を示す。 
 

a． プレゼンテーションスペース（１階）は，学習や研究の成果を発信するための開放

空間である。このスペースでは，現在，毎週火曜日と金曜日に「1210 あかりんアワ

ー」が開催されており，それを学生たちが，座ってじっくり聞いたり，あるいは通

りがかりに様子を覗くこともできる。ガラスの仕切りを開くことができるので，セ

ミナー開催時はこれを開き，「かたらいの森」との一体感を醸成するとともに，外部

にいる学生を呼び込む効果を生む。 
b． コミュニケーションエリアおよびグループワークエリア（２階，３階）は，自由度

を高めるために，窓に面した席を除き，配置される机や椅子はすべてキャスター付

きで，学生が勝手に動かすことができる。実際，大きいテーブルを作って少人数に

分かれたりすることができる。また多くのホワイトボード（可動式）が配置されて

おり，自由に使うことができる。3 階には，総合メディア基盤センターが提供する学

生用端末が 50 台は配置されているが，そのうち２台は大型ディスプレイを設置し，

１台の端末を複数人で利用できるようにした。また，２階に，学習支援デスク（ス

チューデント・アシスタント，図書館職員，教員によるサポート）を設置した。 
c． グループ学習室（４階，大２室，小２室）は，ガラスで囲われた部屋で，2,3 階に

比較するとある程度独立した空間となっているが，中での活動はすべて見える。ま

た，研究個室（８室）は，ゆとりのある広さを確保してあり，大学院生以上が個人

で大量の資料を持ち込んで学習することを想定している。 
d． 個人閲覧席（２階〜４階）は，窓際に設置されており，従来の図書館よりはゆとり

のある座席配置となっている。この席は，窓に向かう形となっており，学習してい

る姿が外から見えるようになっている。 
e． ブックツリーは，アカデミック・リンクの象徴的な書棚である。N 棟を支える構造

体（柱）の外側をとりかこむ形で設置されており，各フロアの左右に高さ３メート

ル，幅９メートルの大きな書棚が四面ずつある。N 棟は附属図書館の前にある「か

たらいの森」に面していることから，「木」のイメージをそのまま建物の中にとりこ

み，ブックツリーと名付けられている。この書棚も「見られる」ことを意識してお

り，従来書庫の奥にあってなかなか一目につかなかったコレクションを排架（４階）

するとともに，学生による「テーマ展示」（３階），「1210 あかりんアワー」と連携

した展示(３階)，授業資料ナビゲータ掲載資料の配置（２階）などを配置する。特に

外からよく見え，図書館の入館制限エリア外にある 1 階東側のブックツリーは，全

学のギャラリー的な場所として活用されることが期待される。 
 
 ２）I 棟 
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 I 棟には，アカデミック・リンク・センターが置かれているが，この建物においても「見

られる」という概念は徹底されているのは前述のとおりである。主要な部屋の機能と設置

意図は以下の通りである。 
 

a． セミナー室「まなび」（1 階）は，新しいタイプの授業を行なうことを想定してお

り，椅子，机はすべて可動式とし，机も様々な形のものを準備した。前後の壁も一

面のホワイトボードとした。特に後ろの壁は，プロジェクタースクリーン兼用とな

っており，プロジェクターを使いながらのグループ学習などに活用できる。40 名程

度での利用を想定している。 
b． コンテンツスタジオ「ひかり」（１階）は，授業を収録するための講義室であり，

収録用の機器があらかじめ設置されていて，比較的簡便に授業のコンテンツ化がで

きるようにしてある。90 名程度での利用を想定している。 
c． コンテンツ制作室（２階）は，コンテンツ制作を主要な用途とした高性能の PC が

ゆったりした空間に配置されている。この横にテクニカルスタッフの居室が設定さ

れており，必要に応じて技術的支援を行なえるようにしている。 
d． ティーチング・コモンズ（３階）は，教材作成支援の窓口業務を行なう場所であり，

アカデミック・リンク・センターの事務室も兼ねる。特に，著作物の教材としての

使用における権利処理のための窓口として機能する。 
e． セミナー室「きわみ」（３階）は，センターが実施する諸活動に関連するセミナー

等を実施するための講義室である。50 名程度の利用を想定している。 
 
１．５ コンテンツ提供の基本的考え方 
 アカデミック・リンクでは，授業と関連するコンテンツの制作・提供が最重要課題の一

つと考えている。既に述べたように「授業資料ナビゲータ」を一つの手がかりとして，学

習の幅を広げる，あるいはより深めるために必要な本などを案内するとともに，これらを

なるべく利用しやすいように，多様な形態—紙の資料だけではなく，電子化できるものは電

子化して—で提供することを計画している。電子的に提供する資料のタイプに分けて考える

と以下のようになる。 
 
（１） 既刊で現在入手不能となっている図書の電子化による再生（「レガシーコンテンツ

再生」） 
（２） 従来教室内で紙の形で配られるだけで終わってしまっていた教材の電子的提供あ

るいは共有（「デジタルコースパック」） 
 様々な著作物から集められた資料 
 教員がオリジナル作成する教材の授業間共有 

（３） 授業そのものの録画・配信によるコンテンツ化（「オンラインクラスルーム」） 
 
これらの取り組みの詳細については，第２章を参照されたい。 
 ここで意図しているような，コンテンツの多様な形態での提供を実現する上で隘路とな

るのが，権利処理の問題である。残念ながら，日本においては電子情報環境下における教
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育あるいは学習のために著作物を利用するための適切なルールが確立しているとは言いが

たく，各教員はどのような使い方なら許容されるのかという不安を持ちながら著作物を授

業で使っているのが実情であろう。１．４．２で言及したように，I 棟の「ティーチング・

コモンズ」においては権利処理に関わるサポートを提供する予定である。 
また，コンテンツの提供において，学生が購入しやすい環境をつくることもコンテンツ

利用促進の一方策と考えている。そのため，大学生協書籍部を L 棟の一角に移設するとと

もに，ここに POD 機を設置する予定である。 
 
１．６ 人的支援の基本的考え方 
 これまでの図書館サービスにおける人的な支援といえば，レファレンスサービスである。

レファレンスサービスのおいて行なわれてきた，図書館における質問回答サービスや，様々

な情報リテラシースキルを涵養するための，データベースの利用法，文献管理ソフトの使

い方などの講習会については学習環境を変革する観点からこれを強化する。しかし，学生

のスキルの多様性を考慮し，集合型の講習会は極力減らし，その一方で個別的な人的支援

にリソースを傾注する。アカデミック・リンクでは，学生の学習活動を支援する人々が N
棟 2 階に集中して活動することになっているが，ここで学習を支援する人々は，必ずしも

図書館員だけではない。ここには学生もいるし，教員もいる。すなわち，大学における多

様な人的資源を学習支援に活用するという考え方である。 
 
１．６．１ 学生による支援 
 千葉大学においては，2012 年度からスチューデント・アシスタント制度をスタートさせ

ており，この制度の中で，Academic Link Student Assistant (ALSA／アルサ)をスタート

させた。ALSA の活動内容は以下のように整理できる。 
 
（１） 学習支援（ALSA-LS）：「数学」「物理」「化学」「レポート執筆」といった科目，ト

ピックごとに時間を決め，大学院生が N 棟２階に待機する。「レポート執筆」は，

米国の大学図書館のおけるライティング・センターと同様の機能である。 
（２） 技術支援（ALSA-TT）：授業動画の収録など，情報通信技術を活用した学習環境の

整備をサポートする。 
（３） 図書館サービス業務への学生の参加（ALSA-GS） 
 
ALSA-LS および ALSA-TT の活動の詳細については，２．４および２．２．１を参照さ

れたい。 
 
１．６．２ 教員による支援 
 教員によるサポートは「オフィスアワー＠アカデミック・リンク」と言う形で実施され

た。オフィスアワーは千葉大学においても広く普及していると考えられるが，学生の中に

は，教員の研究室を尋ねていって質問することは躊躇するという者もいるだろう。それゆ

え，N 棟の開放的な環境の中で，教員と学生をリンクできるようにするという考えに基づ

いている。これについては，センター兼務および特任助教によって試行的に実施されたが，
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必ずしも多くの相談が寄せられたわけではない，その存在が知られていないなど，再検討

すべき事項が多いと思われるが，現時点ではまだ十分な検討と評価が行われていない。 
 
１．６．３ 図書館員による支援 
 2010 年 12 月に科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会学術情報基盤作業部

会が審議のまとめとして公表した『大学図書館の整備について：変革する大学にあって求

められる大学図書館像』においては，大学図書館が「学習支援および教育活動への直接の 
関与」を行なうことを提言している。具体的には，学修支援として，ラーニング・コモン

ズ，図書館員による自学自習の支援，院生や学部上級生による指導体制の組織化，ライテ

ィング・センター，学生や教職員の知的交流活動の活性化といったことが挙げられており，

また，教育活動への直接の関与としては，情報リテラシー教育，メディアリテラシー教育，

情報リテラシー教育のためのカリキュラムの共同開発，図書館職員の教員兼務，チュート

リアルシステムの開発，教材作成への関与，教材の整理・提供が挙げられている。 
 アカデミック・リンクで活躍するであろう図書館員のイメージは，まさに，ここに描か

れるような業務を行なう専門的職員である。しかし，これを実現していくための具体的な

方法が何かあるわけではない。アカデミック・リンクはスタッフに関しては，「新たな専門

職」の設置を提案していく。これまでの教員／事務員という二分法に当てはまらない，中

間的な専門職の創出である。学習支援，コンテンツ作成にかかる技術支援，著作権に係る

権利処理など，専門的な業務内容を持ちながらも適切な雇用制度がない業務がアカデミッ

ク・リンクにはたくさんある。当面は，２．７に言及されているように，情報リテラシー

教育とレファレンスサービスに重点を置きつつ，アカデミック・リンクにおける実践的な

活動の実施を通じて，「新しい図書館員」へとアプローチしていく。 
 
１．７ 組織 
 アカデミック・リンクを支える学内組織として，附属図書館，ネットワーク基盤を提供

する総合メディア基盤センター，そして初年時教育を担当する普遍教育センターが存在し

ている。これらの組織は，アカデミック・リンクの企画立案段階から参加している。コン

テンツ基盤と情報ネットワーク基盤は，高等教育・学習を支える根幹であり，図書館，情

報ネットワーク，そして教育実施組織の組み合わせは，高等教育・学習の改革を推進する

上で普遍性を持つと考えられる。2011 年に設置されたアカデミック・リンク・センターは，

アカデミック・リンクの理念の実現に向けた活動を推進する組織である。センターは，研

究開発部門とアクティブ・ラーニング推進部門からなる。 
 
１．７．１ 研究開発部門 
 研究開発部門には，この構想の母体となった附属図書館，総合メディア基盤センター，

普遍教育センターから，各１名の教員が兼務教員として配置されている（附属図書館はも

ともと教員定数を持たないため，附属図書館ライブラリーイノベーションセンター室員（兼

務）が，アカデミック・リンク・センター教員をも兼務することになった。なお，ライブ

ラリーイノベーションセンターは，現在実質的活動を休止している）。2011 年度に認めら

れた運営費交付金特別経費により，アカデミック・リンクの活動の推進のために特任助教
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を採用し，2011 年度にはフルタイム 2 名，パートタイム 1 名，2012 年度にはフルタイム

４名の体制とした。また実務的な業務に関する業務をも行なう研究員（非常勤）を 2 名雇

用した。第２章において詳説されるように，アカデミック・リンクの枠内で実施される活

動の多くは実践的開発の側面が強いものであるが，２．６にあるように，情報利用行動定

点観測プロジェクトは，独立の研究としても価値の高いものであり，部門全体として推進

している。 
 
１．７．２ アクティブ・ラーニング推進部門 
 アクティブ・ラーニング推進部門は，センター長の統括の下，図書館職員（2011 年度は

情報部学術情報課，情報サービス課所属，2012 年度からは附属図書館利用支援企画課，学

術コンテンツ課所属）が所属する形をとり，アクティブ・ラーニング・スペースの活用を

中心とした，実践的活動を行なうことを想定している。しかしながら，１．３において述

べたように，アカデミック・リンクの３機能の実現に向けて，現在７つのプロジェクトを

推進しており，その実施においては，部門を超えて，教員，職員混成のチームを形成して

これにあたっている。 
 なお，アカデミック・リンク・センターの事務については，発足当時は情報部学術情報

課が，現在は附属図書館事務部利用支援企画課が担当している。 
 
１．８ 大日本印刷株式会社との包括連携 
 千葉大学は，大日本印刷株式会社とアカデミック・リンク・プロジェクトに関する包括

連携を行うことで合意し，2011 年 4 月 1 日付けで協定を結んだ。この協定は現在も継続

中である。 
 
１．９ 広報 
 アカデミック・リンクの基本的な考え方は日本の大学においては先進的なものである。

また同時に今後の大学において，コンテンツ提供基盤を基礎とした学習環境の変革をめざ

す上では普遍性を持っていると考えている。それゆえ，理念そのものを学内外のステーク

ホルダーに周知することが重要であると考えてきた。そのために資料として，ロゴを策定

するとともに，コンセプトビデオ，コンセプトブック，利用案内（『千葉大学附属図書館本

館利用案内』），建物概要資料を作成，配布／公開した。学内掲示物については，ロゴを用

いてデザインを統一し，アカデミック・リンクというブランドの確立に努めてきた。また，

学内における関心を喚起することを目的として，建物の名称募集，マスコットキャラクタ

ーの募集を行なった。 
 また，アカデミック・リンク・セミナーは，様々な観点からアカデミック・リンクに関

連する活動を紹介するという側面も持っており，2011 年度には８回開催した。2012 年度

も６回開催する予定である。セミナーの詳細については，２．５．１を参照されたい。 
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２．プロジェクトの進捗状況 
 
２．１ レガシーコンテンツ再生 
 レガシーコンテンツ再生とは，すでに刊行されているパッケージ型メディア（図書やビ

デオ教材など）を電子的に再生させ，それらを学習において利活用するための環境を整備

するプロジェクトである。学術的な刊行物を電子的な形式でアーカイブすることにより，

電子書籍端末や POD（Print On Demand：オンデマンド印刷）を通した提供が可能にな

り，学生や教員が多様な形態で学術的刊行物を永続的に入手できるようになる。さらに，

大学図書館には少部数の冊子しかなく閲覧者が限られていた刊行物に対して，同時に多数

の学生がアクセスできるようになり，授業の予習や復習により活用されることが期待でき

る。一方で，教員側も同時アクセスできることを前提としてレポートなどを課すことがで

きるようになり，授業計画そのものも変わることが期待される。 
 このような試みは，グーグル社や国立国会図書館等において精力的に進められているも

のの，公共性や著者権の観点から解決すべき課題も多く，完全な実現には至っていない。

とくに，日本の学術的刊行物の電子化の動きは海外に比べて遅いと言われている。本プロ

ジェクトでは，千葉大学において実際に授業で利用されている学術的な刊行物を中心に，

それらの電子的な再生を部分的に先行させ，授業において利活用できるように整備する。 
 以下，２．１．１ではレガシーコンテンツ再生の先行事例として進めている児童文学事

典の再生の進捗状況を報告し，２．１．２では児童文学事典以外の刊行物についての電子

化についての進捗を報告し，２．１．３では電子化する刊行物へのポータルサイトの一つ

として開発している授業資料ナビゲータシステムについて報告する。 
 
２．１．１ 児童文学事典の電子的再生 
 １）背景 
 この活動では，レガシーコンテンツ再生の一つの先行事例として『児童文学事典，日本

児童文学学会編，東京書籍，1988 年』の電子的な再生を進めている。一般に，事典は授業

の予習や復習のための基礎資料として，多くの学生が頻繁に参照するものであり，その電

子的な提供は利用価値が高い。さらに，頻繁に参照されることから，紙媒体での閲覧では

経年劣化が進行しやすい問題もある。事実，千葉大学附属図書館に配架されている本事典

は，図２―１―１右に示すように，多くのページが失われ傷みも激しい。また，事典は執

筆者が多く存在しており，電子化に向けての改訂作業や著作権処理ではさまざまな課題が

生じる可能性が高いが，そのような課題を浮き彫りにすることも本プロジェクトの目的の

一つである。 
このプロジェクトでは，本事典を授業教材としても活用しておられる本学教育学部の佐

藤宗子教授，日本児童文学学会，および大日本印刷株式会社の協力のもと，本事典の電子

化を進めている。 
 
 ２）改訂作業の進捗報告 
 初版から 15 年経過していることもあり，本事典の電子化とあわせて改訂作業も進めて

いる。ただし，全面改訂ではなく，人名項目（生没年月日など）の更新等に留め，電子化
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を先に進めることにしている。その準備のために，出版社である東京書籍と日本児童文学

学会の間で，本事典の電子化について覚書を取り交わし，無償の場合は学会側の判断で電

子化を進めることが可能となる合意を得ている。ただし，有償の場合は別途相談をするこ

とになっている。同時に，執筆者一覧の作成および執筆者のうち逝去された方の特定作業

を日本児童文学学会で進めている（2012 年 5 月時点で，140 人が連絡先不明）。 
 
３）今後の計画と課題 
日本児童文学学会において作業部会を発足させ，事典の人名項目の更新のために生没確

認を進めていく。同時に，日本児童文学学会の総会（2012 年 10 月開催）後に，電子化に

向けた利用承認を執筆者に依頼する。事前意見交換によると，電子化に反対する執筆者が

出てくる可能性があり，その対応に関しては，今後の課題として残されている。電子化作

業は，大日本印刷株式会社で紙媒体の本事典をスキャンし，PDF 化することを検討してい

る。 
 
２．１．２ 授業資料ナビゲータに掲載されている参考図書の電子化 
 １）背景 
 この活動では，日本児童文学事典以外にも授業の参考図書として教員が推薦している刊

行物を中心に電子化を進めている。電子化する図書は，本学附属図書館が，図２―１―２

に示すように Web 公開している「授業資料ナビゲータ」に掲載されている図書リストから

選定している。授業資料ナビゲータは，図２―１―３に示すように，授業に関連するさま

ざまな資料のリストからなり，図書館員と授業担当教員が協力し作成している。2012 年度

前期では，45 科目のリストが公開されている。授業資料ナビゲータは，Web 公開だけで

なく，印刷した冊子を各授業開始時に配布しており，学生への認知度は高い。したがって，

授業資料ナビゲータに掲載されている図書を電子化することにより，学生がそれらにアク

セスし活用することが期待できる。また，授業資料ナビゲータに掲載されている図書は，

図２―１―４に示すように，本学附属図書館内に専用のコーナーを設け配架しており，電

子版が利用できるようになれば，このコーナーに配架している紙冊子と合わせて学生に提

供できるようになる。 
 

図２―１―１ 児童文学事典の経年劣化（左：千葉大学附属図書館蔵書  右：新品） 
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図２―１―２ 授業資料ナビゲータ 

図２―１―３ 授業資料ナビゲータの授業資料リストの例 
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２）電子化の進捗報告 
 2012年度前期の授業資料ナビゲータに掲載されている次の 8科目の 87タイトルの参考

図書について，個別に各出版社と交渉を進めた。この交渉では，大日本印刷株式会社と共

同して進めている。 
 

表２―１―１ 参考図書の電子化交渉を進めている授業科目 
科目名 授業分類 
活断層・地震とともに生きる 教養コア科目 
経済学 4 教養コア科目 
経済学 5 教養コア科目 
歴史学 1 教養コア科目 
歴史学 2 教養コア科目 
歴史学 4 教養コア科目 
日本文化を考える 教養コア科目 
軍記物語を読む 教養展開科目 

 
 各出版社との交渉の結果，87 タイトル中 18 タイトル（約 20％）に関して電子化へ向け

て前向きな回答を得ている。 
 
３）今後の計画と課題 
 今後は 18 タイトルの電子化を進めるとともに，他の授業へも展開を図っていく予定で

図２―１―４ 授業資料ナビゲータコーナー 
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ある。出版社によっては，電子化に対して慎重な対応を取っているため，必ずしも予定通

りに電子化が進んでいるわけではない。この課題に対しては，電子化に対する権利処理モ

デルとビジネスモデルを模索する必要がある。 
 
２．１．３ 次世代授業資料ナビシステムの開発 
 １）背景 
 ２．１．２の活動で進めている図書の電子版へのアクセスのポータルサイトの一つとし

て，Web で公開している授業資料ナビゲータのサイトを想定している。授業資料ナビゲー

タの Web サイトは，手作業で作成されていたため，煩雑な作業が必要であり改善が望まれ

ていた。さらに，授業開始前の時期に作成する必要があり，各科目に対する作業日程が集

中してしまう状況でもあった。また，作成の際に発生する授業担当教員と図書館員の間の

やりとりが電子メールで行われていたため，その作業ログは担当者だけに留まり，システ

マティックに残せなかった。そこで，この活動では，授業資料ナビゲータ作成のためのシ

ステムを構築し，資料リスト作成の省力化を進めている。 

 
 ２）システム設計 
 授業資料ナビゲータのシステム化にあたり，以下の機能を仕様策定の要点とした。 
 
・OPAC と連携した書誌データの取得と蔵書有無の出力のための機能 
・公開用 HTML ファイルと配布用 PDF ファイルの自動生成機能 
・機関リポジトリシステム CURATOR への登録のためのメタデータの自動生成機能 

図２―１―５ 授業資料ナビシステムのスナップショット 
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・電子書籍へのアクセスのための URL 入力機能 
・電子掲示板方式による教員と図書館員の間の作業ログの記録機能 
 
 これらの機能は，本学にすでにある関連システム（OPAC や CURATOR など）との連

携を強化しつつ，電子書籍へのアクセスのためのポータルサイトとしての機能をもち，そ

して，教員と図書館員の共同作業ログをシステマティックに残せるように配慮したもので

ある。図２―１―５に，開発した本システムのスナップショットを示している。 
 
 ３）今後の計画 
 システム開発はほぼ完了し，2012 年度の授業に関して実際に運用を始めている。一方で，

実際に作成した経験から，若干の改良点も出ており，より使いやすいシステムにするため

にマイナーバージョンアップを予定している。 
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２．２ オンラインクラスルーム 
 オンラインクラスルームプロジェクトでは，授業そのものを学習資源として活用するた

めに，授業の動画配信を中心としたｅラーニング環境を整備する。平成 23 年度は，動画

配信設備の導入と試行的運用を行う期間と位置付け，授業動画を配信するためのプラット

フォームとしてコンテンツスタジオおよびコンテンツ制作室を設置した。コンテンツスタ

ジオは授業収録を目的とした教室であり，ここで行われる授業は天井備え付けの HD カメ

ラと集音マイクで記録され，コンテンツ制作室にコンピュータネットワークを介して送ら

れる。また，スクリーンに投影されるプレゼンテーション資料と HD カメラで撮影した映

像を合成する装置も導入している。コンテンツ制作室には，コンテンツスタジオから受信

した授業の映像・音声を編集するための機材が配備されており，収録から編集までシーム

レスに作業できる設計を行なっている。2012 年度前期（７月末まで）では，コンテンツス

タジオおよびコンテンツ制作室を拠点に，主として授業動画の収録から配信までを行う学

生スタッフ ALSA-TT（Academic Link Student Assistant-Technical Team）の雇用を実

施し，理系２科目・文系３科目について授業収録から編集・配信作業までを行なった。 
 
 
２．２．１ ALSA-TT の運営 
 １）趣旨 
オンラインクラスルームプロジェクトの遂行には，授業動画の収録・編集作業は欠かせ

ず，さらに，収録した動画を配信するための学習管理システム（Moodle）の運用・更新，

本プロジェクトやデジタルコースパックプロジェクトなどで開発したコンテンツの閲覧・

活用を目的に附属図書館が貸出している端末の保守管理などの技術的支援が必須となる。

しかしながら，業務が多岐にわたり継続的に発生するため，教職員だけでこれらの業務に

対応することは不可能である。そこで，授業動画の収録から配信までの作業を行い，かつ，

ICT（Information and Communication Technology）を活用した学習環境の整備を技術面

で支援する学生スタッフとして ALSA-TT の雇用を実施した。 
 
 ２）運営体制および業務 

ALSA-TT は，担当教員 2 名，担当職員 3 名，SA（Student Assistant）11 名の体制で

運営している。SA として，大学院生 9 名（うち留学生 2 名），学部生 2 名が在籍しており，

2012 年度では以下の３業務を遂行する。 
（１）授業収録・編集 
コンテンツスタジオで行われる授業およびアカデミック・リンク・センターが主催する

セミナーを収録し，コンテンツ制作室において，配信用に動画を編集する。コンテンツス

タジオでの収録が困難な場合は，撮影機材一式を他の教室に持ち込み収録を実施する。 
（２）学習管理システム Moodle の更新補助 
千葉大学において数年間の稼働実績がある Moodle をバージョンアップし，セキュリテ

ィや利便性の向上を図る。バージョンの変更にともない，新たにマニュアルなどの整備が

必要となることから，その補助業務を行う。 
（３）貸出用ノートパソコン・タブレット端末の保守管理 
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附属図書館で学生用に貸出しているノートパソコン（15 台）とタブレット型端末（10
台）について，２週間に１回程度，セキュリティスキャンやソフトウェアアップデートを

実施する。 
 
 ３）研修活動 
 ALSA-TT は 2012 年５月にスタッフの雇用を行い，同月末から６月末にかけて約１ヶ月

間，（１）授業収録・編集業務および（３）貸出用ノートパソコン・タブレット端末の保守

管理業務について研修を実施した。（２）学習管理システム Moodle の更新補助業務につい

ては，Moodle のバージョンアップ作業が夏季休業期間以降に計画されていることから，

2012 年度後期の研修を予定している。 
 （１）授業収録・編集業務については，実収録の最初の機会として，2012 年５月 29 日

に開催された第１回アカデミック・リンク・セミナーの収録作業を行い，コンテンツスタ

ジオでの授業収録についての導入教育を実施し，その後約１ヶ月をかけてコンテンツスタ

ジオでの授業収録からコンテンツ製作室での動画編集までの一連の流れを習得するための

研修を行った。具体的には，プレゼンテーション資料だけの授業，ホワイトボードだけの

授業，両者を併用する授業の３パターンの収録を想定し，各 SA による５～10 分程度の，

各自が持参したプレゼンテーション資料（写真があるスライド，数式があるスライド，文

字だけのスライドなど）とホワイトボードを用いた模擬授業を計 11 回実施した。模擬授

業の様子を図２―２―１に示す。また，各 SA が行った模擬授業を自身で編集することも

行なっている。編集作業の研修の過程では，映像編集技術を持った SA がコアとなり SA
同士で教え合い情報共有を行う様子も見受けられた。この授業収録・編集業務の研修では，

コンテンツスタジオおよびコンテンツ制作室に設置された設備の使い方について習熟し，

作業のマニュアル化を図るとともに，収録・編集パラメータの最適化についても分析して

いる。 
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図２―２―１ 授業収録研修における模擬授業の様子 

 
 
 
 
 （３）貸出用ノートパソコン・タブレット端末の保守管理業務については，基本的な作

業の流れを教職員が作成し，その流れに従った保守管理業務の研修を 2012 年６月 13 日に

実施した。その後，保守管理業務を遂行する中で得られた気づきなどを SA が充実させる

形で，端末の種類やオペレーティングシステム毎に，セキュリティスキャンやソフトウェ

アアップデートなどの作業手順のマニュアル化を行った。この保守管理業務は，週に１回

実施しており，10 台の端末を２時間かけて保守している。研修後から７月末までに，計６

回の保守管理業務を実施した。保守管理の作業自体は，授業収録・編集研修の際と同様に，

図２−２−２に示すような SA 同士で教え合い情報共有できる形で行なっている。 
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図２―２―２ 端末の保守管理作業の様子（2012 年７月 19 日撮影） 
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２．２．２ 授業・セミナー収録と配信実績 
 １）2012 年度前期授業収録・編集・配信実績 

2012 年度前期（７月末まで）に開講されている授業，理系２科目・文系３科目について，

ALSA-TT の研修が終了した 7 月から前期終了までの 1 ヶ月間，試行的に収録・編集・配

信作業を実施した。収録実績を表２−２−１に示す。 
 

表２―２―１ 2012 年７月末までの授業収録・編集・配信実績 
授業名 担当教員 収録期間 収録回数 Moodle での配信 

ディジタル信号処理 川本 一彦 7/2～7/23 ３ 実施 

教育・学校と社会 白川 優治 7/2～7/30 ５ 実施せず 

ハンガリーを学ぶＡ 姉川 雄大 7/4～7/25 ４ 実施せず 

図書館概論 竹内 比呂也 7/4～7/25 ４ 実施せず 

物理学Ｂ 力学入門 藤本 茂雄 7/5～7/12 ２ 実施 

 
理系科目である「ディジタル信号処理」および「物理学 B 力学入門」については，板書

のみの授業であるため，許諾処理が必要な著作物が授業動画に記録されておらず，迅速な

編集作業が可能であった。そのため，これらの授業については，7 月末の試験期間までに

編集作業を終了させ，Moodle 上での公開・配信を行なっている。なお，「物理学Ｂ 力学

入門」については，コンテンツスタジオの収容人数を超えていいたため，撮影機材一式を

他の教室に持ち込み収録を実施した。コンテンツスタジオで収録した「ディジタル信号処

理」の授業動画の一部を図２−２−３に，撮影機材一式を他の教室に持ち込み収録した「物

理学Ｂ 力学入門」の授業動画の一部を図２−２−４に示す。 
 
図２―２―３ コンテンツスタジオで収録した「ディジタル信号処理」の授業の様子 

 
 



21 
 

図２―２―４ 他教室で収録した「物理学Ｂ 力学入門」の授業の様子 

 
 
 一方，「教育・学校と社会」，「ハンガリーを学ぶＡ」，「図書館概論」の３科目については，

プレゼンテーション資料や書画カメラなどを用いた授業形式であり，図２−２−５に示すよ

うな，HD カメラのみの動画とカメラ映像とプレゼンテーション資料を合成した動画の２

種類を収録している。これらの授業では，Moodle で動画配信するにあたり，許諾処理が

必要な著作物が記録される可能性があることから，2012 年度前期（７月末まで）での

Moodle 上での公開は行わないこととした。そのため，当該３授業については，授業期間

終了後の夏季休業期間で授業動画の分析および担当教員への聞き取り調査を行い，授業で

用いられた写真や資料などの情報提供を受け，許諾処理が必要な著作物の数とその許諾方

針について検証する。このような背景を受け，2012 年度後期では，板書を中心とする理工

系の専門基礎科目の比重を高くした授業収録を行う予定である。 
 
 
 
 ２）アカデミック・リンク・セミナー収録・配信実績 
アカデミック・リンク・セミナーは，平成 23 年度で８回，2012 年度（７月末まで）で

既に１回開催されており，全ての回において，ビデオカメラによる収録と YouTube 上での

配信を実施した。 
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図２―２―５ プレゼンテーション資料を使用した授業の様子（「教育・学校と社会」） 
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２．３ デジタルコースパックプロジェクト 
 デジタルコースパックとは，刊行物の一部，教員の自作教材，あるいは学術論文の一部

などを組み合わせて電子的にパッケージ化し，新たな授業教材を作成するための支援を行

うプロジェクトである。レガシーコンテンツ再生プロジェクトでは，刊行物全体を電子教

材として提供することが目的であったが，本プロジェクトでは，教員がさまざまな資料を

組み合わせてお手製の電子教材の作成を支援するところに特徴がある。 
 このような支援のために，本年度前半までに，次のサブプロジェクトを進めている。ま

ず，デジタルコースパックを作成するために欠かせない著作権処理について，実際に開講

されている歴史学の授業を対象に試行している。歴史学の授業では，刊行物の一部や論文

などの資料を参照することが多く，デジタルコースパックの作成にふさわしい授業として

選定している。次に，物理学を対象に，演習問題集を e ラーニング向けに電子化する試み

を進めている。物理学をはじめとする理系の基礎科目では，演習問題集は基礎学力のトレ

ーニング教材として必須であり，これを電子化し共有することによって，授業資料の一部

として容易に組み込むことができるようになる。最後に，デジタルコースパックを多様な

形式で学生に提供するための実験として，３つの授業で実際に利用されている自作教材を

POD（Print On Demand）で印刷した事例を報告する。 
 
２．３．１ デジタルコースパックのための著作権処理 
 １）背景 
 オンラインでの教材提供にかかる著作権処理の事例蓄積を目的として，ラーニング・マ

ネジメント・システム（以下 LMS）を通じた授業外学習教材の提供のための使用許諾取

得を行っている。オンラインでの教材提供は，その過程におけるサーバでの複製・送信可

能化が著作権法第 35 条による権利制限の範囲内であるかどうかが不分明であり，現状で

は権利者の許諾が必要である。このため，授業外学習を促進するための教材提供を可能に

するための，教育目的による使用許諾の取得（著作権処理）を試み，デジタル教材提供の

条件整備のための事例を蓄積する必要があるために，以下のように著作権処理を実施した。 
 
 ２）LMS を通じた教材提供のための著作権処理 
 この活動において取り上げた事例は以下のような授業における教材提供である。この授

業は受講者数が十数名程度の少人数で，演習形式で開講されており，受講者は主たるテキ

ストとは別に毎回授業前に１～２点の論文等をダウンロードして読む必要がある。ここで

授業前学習のための主たるテキストとは別の論文等を，千葉大学において運用している

LMS，「千葉大学 moodle」を通じて受講者に提供することにより，授業外学習を促進する

ことを目的として，著作権処理を行った。 
 
 ３）著作権処理の方法と手順 
この活動に際しては，文学部・秋葉淳准教授の協力を得て，授業開講時期以前に副教材論

文リストを提供してもらい，このリストに沿って ALC 教員および図書館員が当該論文収

録雑誌・図書の発行者（学会，出版社等）に許諾願いを発送した。許諾可否の返送があり

次第，当該の授業開講教員に通知した。 
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許諾を得た場合，授業担当者またはアカデミック・リンク・センター担当者によって当該

論文のコピー（電子ファイル）を作成しサーバへアップロード，受講者は当該論文のコピ

ーを閲覧またはダウンロード・プリントアウトし，当該授業の予習・復習のための補助・

参考教材として使用した。 
また許諾の条件としては，特定の論文，特定の授業に限ったうえで，受講者への配布方法

を「授業担当者および受講者にアクセスが限定された環境における複製・サーバ蓄積・ダ

ウンロード配布・印刷」（許諾申請書面より）に限った。 
 
 ４）著作権処理状況 
 2011 年度には，文学部後期専門科目「歴史社会学演習 b」（秋葉淳・文学部史学科准教

授）の予習用副教材として計 11 点の論文の使用許諾申請をした。11 点のうち雑誌論文は

6 点，図書の一部である論文が 5 点。前者については，あらかじめ PDF データとして公開

済みの 1 点は受講者にリンクを示して取得させ，その他使用許諾が得られた 2 点を電子化

の上，moodle 上で取得可能にした。雑誌論文のうち 2 点については無回答，著作権が著

者にあるため，著者に直接問い合わせるものが 1 点だった。後者については，5 点（3 社）

について無許可回答が得られたものが 1 社 2 点，無回答が 2 社 3 点だった。 
 

図２―３―１ 論文の使用許諾状況（2011 年度） 
 
 

 
2012 年度前期には，文学部開講科目「地中海地域史 b」秋葉淳・文学部史学科准教授）の

予習用副教材として計 26点の論文の使用許諾申請をした。26点のうち雑誌論文は 16点，

図書の一部である論文が 10 点。前者のうち，あらかじめ PDF データとして公開済みの

10 点は受講者にリンクを示して取得させ，その他使用許諾が学校あるいは著者から得られ

たものが 6 点だった。後者については，許可回答（著者許諾が必要なものを含む）が 3 点，

無回答が 7 点（出版社の「解散」によるものを含む）だった。 
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図２―３―２ 論文の使用許諾状況（2012 年度） 
 

 
 
５）今後の課題と計画 
 この活動を通じ著作権処理にあたって，よりあらかじめアクセス可能な教材をより多く

使用するなどの工夫がある程度可能ではあったが，限界もあった。さしあたって現時点ま

でに，以下のような作業上の問題点が明らかとなった。 
 第一に，学会・出版社によってはこのような使用を許諾することができる権利者が著者

と学会・出版社の間で不分明であり，許諾申請者（この場合千葉大学）の問い合わせに対

して明確な対処をできない場合があること。第二に，権利の所在が明らかになっている場

合であっても，それが著者であるときに連絡の手段がなく，許諾が得られることが期待さ

れるにもかかわらず実際には不可能である場合があること。第三に，一つの授業あたりの，

上記のような使用許諾申請の作業量が非常に大きなものとなること，の 3 点である。 
 もとより大学教育における単位の実質化が求められる中で LMS の活用は不可欠となり

つつある。したがってここで目指しているのは，教育目的で授業において使用し，著作者

の権利を害することなく，限られたアクセスによって受講者のみが使用するという場合に

複製・送信可能化を行う条件の整備であり，この活動はその予備作業としての事例蓄積を

目的としていた。現時点までに予習用教材としての論文を対象とした使用許諾取得の事例

蓄積を行ったが，さらに多様な形態の教材に関してこれを行うことが当面の課題である。 
 
 
２．３．２ 物理演習問題集の電子化 
 １）背景 
 多様な形態での教材の提供を目的として，ラーニング・マネジメント・システム（LMS）
を通じた物理演習問題の電子化を行っている。 
 大学教育における単位の実質化が求められる中，対面授業に加えての LMS の導入は，

授業外学習の促進において不可欠となりつつある。すなわち，LMS で事前に提示された

授業資料を利用しての予習，対面授業における板書内容や LMS で提示された電子教材を
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利用しての自宅での復習，LMS を通じた宿題の提示と受領というように，授業と授業外

学習をリンクさせる手段として LMS が存在することになる。このような状況において，

LMS の一つであり，現在千葉大学で利用している Moodle を通じた授業外学習で利用可能

なコンテンツとして物理演習問題の電子化を進めている。 
 
 ２）Moodle を通じての物理問題集 
 この活動においては，理工系学部の1, 2年生が受講することになる千葉大学普遍教育（一

般教養教育に相当）における共通専門基礎科目（物理）を対象としている。内容として「力

学」「電磁気学」「熱統計力学」「量子力学」などが含まれるが，まずは大半の理工系学生が

受講することになる「力学」「電磁気学」に関する問題集の電子化を進めている。 
 出題および解答および採点は Moodle を通じてオンラインで行われるため，学生は瞬時

に結果を受け取ることができ，理解していない部分をすぐに正すことが可能となると同時

に教員にとっても採点業務の省力化を図ることができる。また Moodle での問題作成は一

般に手間がかかるが，一度作成してしまえば問題のデータベース化が可能であるため，複

数の教員で問題を共有することが可能となる。 
 
 ３）問題の作成方法 
 問題は Moodle の小テストモジュールを利用して作成する。小テストモジュールで作成

可能な問題の種類は，「数値問題」「多肢選択問題」「穴埋め問題」「組み合わせ問題」「記述

問題」など多数存在するが，証明問題や解の形が複数ある場合など，表現が一意に定まら

ない従来タイプの問題は電子コンテンツとして扱いにくいという問題がある。たとえば，

同じ内容を表す解の形が複数ある場合として，次のようなものが考えられる。 
 

 
 
 
これらはいずれも同じことを表しているがそれぞれ表現は異なっており，記述問題として

扱う場合には，これらのすべての表現を正解として列挙しなければならない。ここでは， 
数値問題や多肢選択問題といった自動採点が可能な方式で問題を作成する。 
 現在，基本問題の形式として２種類を考えている。一つは問題解説をベースとした穴埋

めの選択問題（図２−３−３の問題１）で，解説を読みながら理解を確認するための問題で

ある。もう一つは先の穴埋め選択問題で確認した内容を問題解説に頼らずに解くことで理

解を定着させるための問題である（図２−３−３の問題２）。 
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図２―３―３ サンプル問題（基本問題１および基本問題２） 

 

 
 

 
 
 
 ４）今後の展開 
 現在進めている力学，電磁気学，数学基礎のうち，2012 年度後期からは力学，電磁気学

についての試行を予定している。また問題の内容もさることながら，Moodle での利用に

最適な形での問題作成方法についても検討を進めたい。 
 
 
 
２．３．３ デジタルコースパックの POD による提供の実験的試行 
 １）背景 
 電子化された授業教材は，パーソナルコンピュータやタブレット端末を通してアクセス

できるが，一方で，紙媒体での教材の入手も，一覧性の優位さや書き込みが容易であるこ

とから，少なからず要求があると考えられる。そこで，我々は多様な形態での教材提供と

いうコンセプトのもと，POD により電子化された教材を紙媒体で提供する実験的な試行を

実施した。 
 
 
 
 ２）POD マシンによるデジタルコースパックの印刷 
 実際の授業の配布資料を対象に POD（エスプレッソブックマシン）による冊子体を試作

した。この試行で対象とした授業は，将来的には幅広い分野の授業でデジタルコースパッ

クの仕組みを実現することを念頭に，以下のように異なる分野から選定している。図２－
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３－４に，試作した冊子体を示す。 
 

表２―３―１ サンプル問題（基本問題１および基本問題２） 
科目名 分野 
教育・学校と社会 教育学 
歴史社会学演習 b 歴史学 
ディジタル信号処理 工学 

  

 
 
３）今後の課題 
 本プロジェクトの実現には，POD システムを大学に導入し維持していくことが前提であ

る。POD システム自体は，大手書店ですでに導入されている事例が存在するが，大学にお

いて同じビジネスモデルがふさわしいのかという議論も含めて，POD システムの導入に関

して検討している。また，著作権処理についても引き続き議論を進めている。 

図２―３―４ POD によるコースパックの試作例 
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２．４ 「参加する学習」 
 本プロジェクトは，アカデミック・リンクにより提供される人的支援の取り組みの一環

であると同時に，この取り組みに参加することによる支援者としての学生自身の自律的成

長を促す取り組みでもある。具体的には，学生による学生のための学習相談を中心とした

学習支援が取り組みの中心である。 
 アカデミック・リンクにおける学習相談は，①補習教育的学習相談のみならず自律的学

習者としての成長の支援を目的とすること，②図書館施設内で実施する特徴を活かした「コ

ンテンツ」を活用した学習支援を行うことを基本的方針とし，学習相談に留まらない発展

的な学習支援として位置付けた。 
 本格実施は 2012 年度 4 月に開始したが，それに先立って 2011 年度に準備・検討および

学習相談の試行を行った。 
 
２．４．１ 背景 
 千葉大学では，大学全体として 2012 年度の実施を目標に，2011 年度中にスチューデン

ト・アシスタント（SA）に関する学内規程の整備が進められた。これにより，千葉大学の

SA は「千葉大学に在学する優秀な学生に対し，教育的配慮の下に授業等に係る学習相談

業務等を行わせ，これに対する手当てを支給することにより，学生への経済的支援に資す

るとともに，学生の学習に対する意識向上の機会を提供し，もって，学生支援の充実を図

る」（千葉大学スチューデント・アシスタント実施要項より）ものと位置付けられた。アカ

デミック・リンク・センターでは，2012 年度の本格的供用開始を前提に，新しい学習環境

の整備と各種準備を行った。アカデミック・リンクによる SA を Academic Link Student 
Assistant（ALSA/アルサ）と呼び，彼らによる学習・教育支援を行っている。中でも，特

に学習相談を中心とする学習支援を担当する ALSA を，ALSA-LS（Learning Support）
と称している。 
 なお，現在大学での学生支援は，大学進学のユニバーサル化に伴う大学入学者の多様化

への対応や，学生の学習の質を向上させるための大学の学習環境整備のあり方など，多元

的な観点からその必要性が議論されている。このようななか，いくつかの大学で行われて

いる学生同士の学習支援は，学生同士の相互成長につながる機会として注目されている。

本プロジェクトは，学生の自律的学習者としての成長を促すアカデミック・リンクの諸プ

ロジェクトの一環であり，さらにコンテンツの利用や様々な学習支援の選択肢と組み合わ

せることにより，学習環境のさらなる充実を期して行われるものである。 
 
２．４．２ 準備と検討課題 
 １）実践のための準備 
 ALSA による分野別学習相談を始めるにあたり，北海道大学アカデミック・サポートセ

ンターや国際基督教大学，上智大学，名古屋大学，東京外国語大学の各図書館などへの訪

問調査を行い，先行大学の取り組みについての情報収集を行った。その成果として，科目

別・時間割による相談体制の基本的な枠組みや，学習相談実施にあたって相談員が留意す

べき事項等について，本取組の準備の際に参考にした。 
学内での準備として，相談対象となる数学・物理・化学の各分野を専門とする専門教員
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集団 1との協議を継続的に行うことで学内教員の協力体制の整備に取り組み，また，学生

相談室等の既存の関係部署との連携体制の構築を行った。先進事例の蓄積を参照し，学内

関係各所の協力を得ることで，アカデミック・リンクの理念に基づいた学習相談体制の整

備に取り組んだのである。 
 ２）準備段階での検討課題 
 準備段階では，担当科目，ALSA-LS の募集方法，専門領域の教員との連携，制度的位

置付けや報酬のあり方，事前研修・事後研修のあり方が検討課題となった。何を担当する

かという点は，科目内容のほか，図書館員によるレファレンス・サービスとの連携や役割

分担，学習相談にあたってのコンテンツ（参考図書・電子教材）利用との関連が検討課題

となった。ALSA-LS をどのように集めるかという点は，公募か教員等による推薦かとい

った点を検討した。制度的位置付けと報酬については，既存のティーチング・アシスタン

トとの均衡や ALSA-LS 業務の教育歴としての扱いが問題となった。これらを検討した結

果は，一部は以下のような基本方針に結実し，また一部は現在も課題となっている。 
 
２．４．３ ALSA-LS による学習相談の基本方針 
 アカデミック・リンクにおける学習相談では，①教室や学習室などの個室ではなく図書

館施設内のオープンな場所で行う，②相談分野は自然科学分野の数学・物理・化学と文系

分野の「レポートの書き方」の４分野を置く，③各分野を専門とする大学院生が ALSA-LS
として学習相談を受ける，④学生相談室等との協力体制を整備し，学習相談を超えた学生

支援を可能とする，⑤学習相談の記録用紙，利用者アンケート，業務日誌等を整備して情

報を蓄積することでシステムの改善を図る，⑥ALSA-LS は事前研修・事後研修（振り返

り）に参加し，支援者としての気づきやシステムの課題と改善を全体で共有する，を基本

的な実施方針として取り組むこととした。これらのうち⑤と⑥は，ALSA-LS を学習相談

を受けて質問に対応する受動的存在ではなく，相談者の学習過程を共有する支援者であり，

そのことを通じて自分自身の成長とシステムの運営と改善にも参加する役割をもつ自律的

な存在と位置づけたために実施したことである。 
 
２．４．４ 2011 年度試行 
 １）2011 年度学習相談の試行 
 2011 年度の試行においては，上記基本方針に加え，相談行動の変化をみるため試験期間

を含めた 5 週間，2012 年１月 16 日～２月 17 日の日程で行い，授業時間に合わせた時間

割形式で実施することを実施方針として取り組むこととした。学習相談は，数学・物理・

化学・文系それぞれの専門教員集団等による推薦を受けた大学院生 13 名（数学 5 名，物

理 2 名，化学 2 名，文系 4 名）によって行うこととした。学習相談デスクは附属図書館１

階，カウンター付近のオープンスペースに設置され，各科目とも１コマあたり同時に同科

目専攻の２名が相談対応にあたった。 
 時間割および実施の様子は以下のとおりである。 

                                                
1 専門教員集団とは、千葉大学において学部をこえて専門領域ごとに教員が所属する学内組織であ

る。普遍教育センターと協力し、普遍教育・共通基礎教育の教育課程・授業運営を担当している。 
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図２―４―１ 2011 年度学習相談試行の時間割と様子 

 

 

  
 ２）試行の結果概要 
 この試行期間内には，あわせて 22 件の相談があり，相談者の所属別相談件数は工学部

生 10 件，教育学部生と法経学部生がそれぞれ 3 件，理学部生２件，理学研究科大学院生

１件だった。科目別件数としては，物理が８件，数学と化学がそれぞれ７件，文系は０件

だった。相談時間は 1 件につき平均 40 分であり，最短 10 分から最長で 70 分に及ぶもの

があった。 
図２―４―２ 2011 年度学習相談試行の結果 

 
 ３）利用者の反応 
 利用者には任意でアンケートを行い，「利用しようと思った理由」「利用して良かったこ

と」「改善点・要望」の設問に答えてもらった。 
 「利用しようと思った理由」で挙げられたのは，「学内で勉強を教えてくれるところがな

かった」「わざわざ研究室に行かなくてすむ」「相談しやすそう」などの理由である。「利用
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して良かったこと」で挙げられたのは，「分からないことが解決できた」「分かるようにな

った」「わかりやすかった」などのように相談者が直面していた疑問の解決にくわえ，「親

切に最後まで教えてくれた」「真摯に対応してくれた」「すごく丁寧に教えていただき，授

業や教員に直接きくよりわかりやすかったし，聞きやすかった」など対応についての評価

があり，相談しやすさが重要であったことが分かった。また「１の質問で 10 の情報が入

ってきた」「やる気が出た。後々楽しくなるってことがわかってよかった」というように，

大学院生ならではの，学習全体の見通しや学習意欲の喚起につながるという効果があった

ことが分かり，アカデミック・リンクにおける学習相談の意義を確認できた。 
 ただし，「改善点・要望」の指摘もあった。「存在感」の要求のほか，「レポートの場合は，

担当の専門をわかるように表示してほしい」「工学部の先輩がいてほしい」というように，

専門分野の構成や下位専門区分の表示に関する要望があった。また「女性がいてほしい。

千葉大の学部を経験している人がいてくれたので，いつでもそうあってほしい」という要

望もあった。 
 ４）事後研修 
 ALSA-LS による学習相談にあたって，事前・事後に研修を行った。事後研修は実際に

学習相談に対応した立場から，事例の共有とともに改善点等について自ら検討する機会と

して行った。その中で，担当者の専門分野，学習相談の時間設定，対応方法などについて，

試行時の学習相談対応の経験から，問題点の指摘や改善の提案があった。 
専門分野の問題とは，数学・物理・化学の各分野内における下位の各種の専門（化学で

あれば有機化学・無機化学・物理化学・生化学など）について，担当者を配置してより広

く対応できるようにしたいというものである。特に文系学科における数学や，物理・化学

の中でも工学の専門的な内容の質問への対応という観点から出された意見である。時間設

定の問題とは，授業時間に学習相談を行った経験から，むしろ昼休みと放課後の需要が大

きいと感じられたというものである。また高度な内容の質問などに対応した経験から，メ

ールで質問を受け付け，問い合わせにも対応できるといい，というような対応方法に関す

る提案もあった。 
そのほか，告知や宣伝の強化，参考図書の充実に関する要望も出された。詳細は参考資

料（16）-1「2011 年度学習相談事後研修まとめ」を参照されたい。 
５）試行結果からの課題 

 試行結果および事後研修における問題点の検討を踏まえ，本格実施に向けて課題と考え

られたのは以下のようなことである。第一に挙げられるのは，文系の「レポートの書き方」

の位置付けである。相談件数は０件であったが，附属図書館主催「レポートセミナー」が

2011 年 12 月～2012 年 1 月にかけて計 5 回開催された際には，総計約 50 名の参加者があ

ったことから，需要自体は存在していたものの学習相談には反映されていなかったことが

課題となった。 
 第二に，事後研修でも出されたように相談時間帯の問題があった。相談は午後から夕方

に集中しており，試行の際に設置していた午前中からの時間帯については見直す必要があ

ると判断された。 
 第三に，事後研修でも出されたように担当者の対応可能専門領域の課題が明らかになっ

た。ここでは特に，物理と化学における専門領域の分散を課題として考えた。 
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２．４．５ 2012 年度本格実施 
 １）学習支援デスク 
 2012 年３月の新棟完成・開館に伴い，新施設内のラーニング・コモンズに位置づけられ

るスペースにおいて，ALSA-LS による分野別学習相談は，図書館員によるレファレンス

サービス，教員によるオフィスアワーと同一空間内で組み合わされたハイブリッドな学習

支援デスクの一環として本格実施が開始された。 
 ALSA-LS による学習相談の本格実施は，3 月下旬の公募期間を設けて担当する大学院生

の公募を行い，面接・採用・事前研修を経て 4 月 23 日に開始した。学習相談を担当する

大学院生は，数学４名，物理５名，化学４名，文系４名で，計 17 名である。このうち試

行経験者は 11 名，新規に公募で採用した大学院生が６名である。基本的な方針や相談対

応体制は試行時とほぼ同様だが，一部試行結果を踏まえた改善を行った。 
 ２）学習相談体制の改善点 
 ALSA-LS による学習相談の本格実施にあたって，試行結果を受けた改善の検討を踏ま

え，担当者の専門分野および学習相談の時間設定に関して，体制の改善を行った。専門分

野に関しては，各種専門領域の大学院生による対応が可能になることを意図して，公募に

より物理・化学の増員を行った（応募状況に依存するため，これによる改善は部分的なも

のにとどまった）。時間帯に関しては，昼休みおよび授業間の休み時間を含めた時間割にす

るため，授業時間とずらした体制に変更した。また，文系学習相談については，学習相談

対応時間割を表示する際の表記を，「レポートの書き方」から「文系学習相談」に改めるこ

とにより，需要を喚起することを試みた。 
 2012 年 4 月本格実施時の時間割は以下のとおりである。 

表２―４―１ 2012 年 4 月本格実施時の時間割 
  月 火 水 木 金 

11：30-13：00 物理 - 数学・物理 物理 数学 

13：00-14：30 文系学習相談 - 文系学習相談 数学 文系学習相談 

14：30-16：00 化学 化学 - 数学 化学 

16：00-17：30 化学 化学 - 物理 物理 
 
図２―４―３ 2012 年 4 月本格実施時の学習支援デスク（オフィスアワーを含む）の様子 
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 ３）2012 年度本格実施の結果（4 月～6 月） 
 4 月 23 日の開始以来，6 月末までの概況は以下のとおりである。 
 相談者内訳は，４月は４件（園芸学部，文学部，理学部生各１件，学外者１件），５月は

39 件（園芸学部４件，文学部１件，理学部 10 件，法経学部１件，工学部９件，教育学部

４件，未確認 10 件），６月は 35 件（園芸学部３件，理学部４件，法経学部５件，工学部

15 件，教育学部４件，看護学部１件，未確認３件）だった。 
 学習相談の科目別内訳は，これも件数にして４月４件のうち物理，化学が１件ずつ，文

系が２件，５月 39 件のうち数学 10 件，物理 20 件，化学４件，文系５件，６月 35 件のう

ち数学 14 件，物理 15 件，化学５件，文系１件だった。 
 なお，記録の不備のため人数の詳細は確認できないが，１件あたり概ね１名か２名であ

ることが多く，最大で１件あたり４名の相談者があった。１件あたりの相談時間は，試行

時とほぼ同様であると考えられる。 
 

図２―４―４ 相談者所属別内訳：４～６月 

 
 

図２―４―５ 科目別内訳：４～６月 
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 ４）学習相談以外の ALSA-LS による学習支援活動 
 2012 年度本格運用後の ALSA-LS による学習支援は，学習相談のほかに，N 棟１階プレ

ゼンテーションスペースにおける学生向けセミナー企画「１２１０あかりんアワー」にお

いても行った（「あかりんアワー」については，参考資料（15）参照）。ここでは，ALSA-LS
の大学院生が学生向けに，学習を中心とした大学生活について，自らの体験を活かしつつ

アドバイスをするというもので，シリーズ名を「ALSA カフェ」と題したプレゼンテーシ

ョンを昼休みに行った。2012 年４月から６月までに計４回開催し，それぞれの内容は，第

１回「大学４年間の中で「今」すべきこと」（４月 19 日），第２回「教育学部以外で教員

免許を取るかどうか迷っている人へのアドバイス」（４月 20 日），第３回「研究のための

留学」（４月 26 日），第４回「レポートの書き方（理系編）」（６月８日）である。 
 ５）改善のための継続的活動 
 本格実施を開始した 2012 年度前期の学習相談においては，事前研修，事後研修のほか，

期間半ばの時期に「中間振り返り」を行い，事例の共有体制を強化し，また事後研修を補

強する形で後期以降のより効果的な改善を期すこととした。 
 中間振り返りのミーティングは，ALSA-LS の都合により 6 月 28 日，7 月 3 日の２回に

分けて開催された。最終的には前期全体の振り返りの結果を待つ必要があるが，さしあた

って，担当者の専門分野の問題と時間設定の問題については，以下のようにまとめられる。 
 担当者の専門分野については，同一コマを担当する２名の専門分野が異なる組み合わせ

の場合，同じ組み合わせの場合とも，担当 ALSA-LS はそれぞれの長所を活かして効果的

に質問に対応するように工夫していている。もちろん，専門分野が異なり，かつ高度な内

容の質問に対しては，対応に苦慮している様子がうかがえるが，他方で「アカデミック・

リンクと ALSA-LS の趣旨は，自分で考えることができるようになること。そう考えると，

答えを教える方が楽ではあるが，院試の問題でそれは無意味で，答えそのものは教えない，

答えの出し方の方向性を教えるのがよいのでは。調べ方は分かるので，専門分野をすべて

そろえるという必要はないのでは」と，アカデミック・リンクの趣旨に立ち返ることによ

って発想の転換を提案する意見も出されている。 
 時間設定については，昼休みの時間帯について予想よりも需要が少ないという状況が報

告された。一方で，相談者に１年生が多いこと，友人同士で語らって相談に訪れるケース

が多々見られることから，放課後（６限）の時間帯の需要が高いのではないかという提案

がなされた。なお，教科の需要と学習相談の教科別コマ数割り当てのミスマッチを指摘さ

れ，その原因は学習相談の時間割と授業時間とのずれによってゼミや TA の都合等と合わ

ず，担当者の確保が困難であるということが明らかになってきた。さらに，質問対応にか

かる時間が長くなることもあるため，授業時間と一致させた方が相談者の都合にも合うの

ではないかという点も報告され，後期に向けて学習相談の時間割の改善の必要が指摘され

た。 
 このほか，中間振り返りの詳細については，参考資料（16）-2 の「2012 年度前期中間

振り返りまとめ」を参照されたい。ここでは，試行時の振り返りに比べ，ALSA-LS 同士

のディスカッションや問題点の指摘に対する改善方法の提案などが活発化している様子が

うかがえる。 
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２．４．６ SA 学習相談の可能性と課題 
 １）自律的成長を促進する工夫 
 以上のように，アカデミック・リンクにおける ALSA-LS による学習相談においては，

以下の二つの意味において，自律的成長を促進する工夫を行っている。第一に，相談を担

当する ALSA-LS 自身の成長が挙げられる。ALSA-LS は記録の集積と共有によって個別

の取り組みを自ら改善させており，その結果として学習相談を自らの成長の契機とするば

かりでなく，中間振り返りにおけるディスカッションに見られるように，相談者の自律的

学習者としての成長を促すことを目的とした創意工夫に，意識的に踏み出している。また，

このことは，事前研修，相談担当，中間・事後研修というサイクルによって学習相談の取

り組み全体に主体的に参加する回路が確保されていることによって可能となっている。 
 第二に，このことは学習相談の取り組みの，システム全体の成長につながるものと考え

られる。この取り組みにおいては，事前・事後研修および記録の蓄積と教員・図書館員に

よる日常的なモニタリングを通じた PDCA サイクルによって，絶えず課題の明確化と改善

を行うことを可能としている。また，学生相談室等の学内関係組織との緊密な連携が，中

間振り返りの際には改善点の検討の際に有効に機能しつつあることも明らかになってきて

いる。 
 ２）今後の課題 
 これまでの試行および本格実施開始を受け，以下のような課題が挙げられる。第一に，

上述のシステム全体の成長に関して，その可能性をより高めることが可能であり，かつ必

要である。第二に，ALSA-LS，図書館員，教員によるハイブリッドな学習支援体制と，さ

らに学内関係組織との連携を，より効果的に活かすための試行錯誤が必要である。第三に，

本取組の大きな特徴である，コンテンツを活用した学習支援という側面に関しては，現在

までに大きな進展が見られない点が挙げられる。ALSA-LS 自身による参考図書の選定・

充実は研修等の機会毎に進められているが，これは十分なものとは言えない。コンテンツ

を利用した学習相談・学習支援の強化・促進は，アカデミック・リンクによる学習支援の

根幹のひとつに位置づけられる要素であり，今後の最大の課題に位置づけられよう。 
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２．５ 「教育力」「学習力」向上プロジェクト 
 「教育力」「学習力」向上プロジェクトは，学生，教職員によるアカデミック・リンク機

能についての理解と活用を促し，学習，教育にかかるスキルの向上を実現するものである。 
このプロジェクトの企画実施の具体的実務は，國本・姉川・白川・谷が担当している。 
 本プロジェクトは，「アカデミック・リンク・センター プロジェクトロードマップ」に

おいて，「教育／学習の情報化の研修機会の提供，ALC の活動成果の発信，ALC 各プロジ

ェクトのシンポジウム等の企画の全体調整，アカデミック・リンク・セミナーの継続的実

施，全学 FD・部局 FD への技術的貢献」を実施するものとして位置付けられており，そ

の具体的な内容は以下のとおりである。 
 
2011年度 

 ①毎月 1 回の ALC 主催のセミナーの開催（「情報化月例セミナー」の発展的拡張） 
 ②セミナーは学生対象，教職員対象を隔月で企画， 
 ③ALC 各プロジェクトのシンポジウム等の企画を調整し，年次計画の策定と運営， 
 ④全学 FD 企画室・各部局と連携し，全学および各部局の FD の e ラーニング化にむけ

た企画調整 
2012年度 

 ①ALC 主催のセミナー，各プロジェクトのシンポジウム等の企画調整による年次計画の

策定と運営 
 ②上記年次計画に基づく ALC 主催セミナーの継続実施（教員対象，図書館・出版等関

係者対象企画をそれぞれ一定割合で立案，隔月開催） 
 ③プレゼンテーションスペースにおける学生対象企画の立案と実施 
 ④ALSA-GS による学生対象活動の実施支援 
 ⑤全学 FD 企画室・各部局と連携し，全学および各部局の FD の e ラーニング化 
 （コンテンツ・ラボ完成後）の検討 
 ⑥図書館ポッドキャストの YouTube への移行 
 
 本章では，これらの計画に対して，現在取り組んでいる活動内容として，１）アカデミ

ック・リンク・セミナー，２）1210 あかりんアワー，３）ALSA-GS，４）全学および各

部局の FD の e ラーニング化の検討状況，５）図書館ポッドキャストの YouTube への移行

について，その実施状況を報告するとともに，その課題を示す。 
 
２．５．１ アカデミック・リンク・セミナー 
 １）背景 
 アカデミック・リンク・セミナーの開催は，本プロジェクトの中心に位置づくものであ

り，プロジェクトロードマップにおいて「ALC 主催のセミナー」と表記されているもので

ある。アカデミック・リンク・セミナーの開催は，アカデミック・リンク・センターが千

葉大学全学に対して，教育・学習の情報化の研修機会を提供するとともに，本センターの

活動成果を広く社会全体に発信することを目的とする。アカデミック・リンク・セミナー

は，当初は 2010 年度に千葉大学情報部が開催していた「情報化月例セミナー」を発展的
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に拡張するものと位置づけられていたが，2011 年度の開始以降は，アカデミック・リンク・

センターの独自事業として実施している。 
 また，アカデミック・リンク・センターでは，アカデミック・リンク・セミナーとは別

に，アカデミック・リンク・センター教員会議による機関決定を経て，図書館関係の全国

的フォーラム等に参加し，報告も行っている。本節では，このことも含めてアカデミック・

リンク・セミナーの取り組み状況を記載する。 
 
２）実施状況 
①実施状況 
アカデミック・リンク・セミナーは，アカデミック・リンク・センター教員会議におい

て年間計画及び，各回ごと内容を審議，決定の上で開催している。2011 年度は授業期間中，

毎月１回，2012 年度は隔月１回の頻度で行っている。2011 年度には８回，2012 年には１

回を開催した（７月末現在）。現在までのアカデミック・リンク・セミナーの開催実績は，

参考資料（21）-1 のとおりである。 
 アカデミック・リンク・セミナーでは，各回ごとに，千葉大学教職員，千葉大学在学生，

出版社・図書館関係者のなかで主な対象を設定したうえで，テーマを企画し，実施してい

る。これは，アカデミック・リンク・センターが，千葉大学の教育・学習の質的向上に貢

献するなかで，教職員の教育活動，学生の学習活動を支援するとともに，その前提として

学術書籍や図書館資料のデジタル化をはじめとする学術情報の流通過程の変化を必要とす

るためである。なお，2011 年度セミナーのうち１回は，学術文献管理ソフト Mendeley
の CEO である Dr．Victor Henning 氏を招いた国際セミナーとして，千葉大学大学院人

文社会科学研究科の授業との共催として開催した。 
 
②実施後の公開 
 各回のアカデミック・リンク・セミナーでは，参加者にアンケートを実施し，「当該セミ

ナーでの発見点」「よくわからなかったこと」「期待する企画・テーマ」「自由な感想」の記

載を求めている。また，アカデミック・リンク・セミナーは録画し，報告者の許諾を得た

うえで YouTube に掲載し，アカデミック・リンク・センターのホームページで当日配布資

料，アンケート結果とともに公開している（アンケート結果の例については参考資料（21）
-2 参照）。 
 
３）現状と課題 
 アカデミック・リンク・セミナーは，ロードマップの計画に沿って開催されており，そ

の実施状況は順調であるといえる。ただ，自己評価として，参加人数が低減傾向にあるこ

とを課題として指摘する。特に，アカデミック・リンク・セミナーが，千葉大学全学に対

して教育／学習の情報化の研修機会を提供することを目的としていることを踏まえると，

学内教員の参加が少ないことは各回のアカデミック・リンク・セミナーの企画および広報

において工夫が求められる。 
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２．５．２ 「1210 あかりんアワー」  
１）背景 
 2012 年度事業計画において「プレゼンテーションスペースにおける学生対象企画の立案

と実施」とされた事業として，2012 年 4 月より，「1210 あかりんアワー」（以下，あかり

んアワー）を実施している。あかりんアワーは，附属図書館 N 棟１階に新設されたプレゼ

ンテーションスペースを活用して，千葉大学の学生と教職員の距離を縮めることを目的に

実施しているショートセミナーである。12 時 10 分から 40 分までの 30 分間を利用して開

催している。この名称は，開始時間とアカデミック・リンク・センターのマスコットキャ

ラクタである「あかりん」に由来する。 
 
２）実施状況 
①実施状況 
 あかりんアワーは，新入生を対象としたガイダンス的情報提供を主眼に置くとともに，

新設されたプレゼンテーションスペースの広報としての意味も含めて 2012 年４月より実

施できるように，2011 年度中にその企画及び運営体制の準備を行った。2012 年 4 月には，

月曜から金曜日のあいだ原則毎日開催した。5 月以降は，原則として，火曜日と金曜日の

週 2 回を開催日としている。 
 5 月以降の各回の内容は，火曜日は「教員が研究の楽しさを語る」として，教員が自ら

の研究を学生に伝えることで，専門分野以外の研究活動を知る機会を提供する企画を実施

している（写真２－５－１参照）。また，この企画では，登壇教員に紹介する研究に関する

図書・資料を３～５点ほど推薦してもらい，資料の推薦文をあわせて掲載したブックガイ

ド（A4 サイズ１枚）を作成して参加者に配布している。さらに，推薦された資料とブッ

クガイドは，登壇教員の簡単な経歴と当日の写真とあわせて，附属図書館 N 棟３階ブック

ツリーに専用コーナーを設け，展示している（写真２－５－２参照）。 
 金曜日は，「千葉大人の意外な一面を知る」として，教職員の趣味や特技を披露すること

で多様で豊かな社会的活動が存在することを伝える企画，「ブックトーク」として，教職員

が心に残った 1冊の本を学生に紹介することで読書を通じた気づきや学生生活へアドバイ

スを伝える企画，「ALSA カフェ」として大学院生である ALSA（ALSA については２．

４ 「参加する学習」プロジェクト 及び ２．５．３ ALSA-GS を参照）のメンバーが

１年生をはじめとする学士課程在学生に大学生活の中でのアドバイスを伝える企画，など

を週替わりに行っている。火曜日と金曜日の実施を原則としつつ，登壇者との日程調整の

なかで別曜日にも振り替えるなど柔軟に対応することとしている。 
 あかりんアワーは，2012 年４月から 7 月までの 37 回開催した。その開催実績は，参考

資料（15）のとおりである。なお，6 月 15 日に学生公募型企画として企画した「千葉大

生の主張」は，応募者数が最少催行件数として設定していた４件を満たさなかったことか

ら流会とした。それ以外は，すべて計画どおりに実施できている。 
 
②登壇者の決定手順 
 各回の具体的な内容，登壇者の決定は，プロジェクト担当者間で原案を作成したうえで，

アカデミック・リンク・センター長の承認の下，アカデミック・リンク・センター教員会
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議に報告している。決定したプログラムは，月ごとに役員打ち合わせ，教育研究評議会，

部局長連絡会，事務協議会等，全学の会議・連絡会において広報を含めて報告している。 
 なお，7 月以降，あかりんアワー内の企画である，教職員が趣味や特技を披露する「千

葉大人の意外な一面を知る」と，教職員が心に残った本を学生に紹介する「ブックトーク」

の登壇者については，利用支援企画課長を通じて，職員課の協力を得ながら，各事務部局

に登壇候補職員の推薦を依頼しており，全学的協力を得ている。 
 
図２－５－１ 「教員が研究の楽しさを語る」の様子 

 
 
図２－５－２ 「教員が研究の楽しさを語る コーナー」（N 棟３階） 
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３）現状と課題 
 「プレゼンテーションスペースにおける学生対象企画の立案と実施」として企画された

あかりんアワーは，2012 年４月から 37 回の開催を経て，学生対象の企画として定着しつ

つあるといえるだろう。その企画立案・運営の体制，方法もほぼ確立されている。この企

画の特徴として次の３点を指摘できる。 
 第一に，「教員が研究の楽しさを語る」は，その特徴として，研究者としての教員の活動

内容を学生に見せること，総合大学としての学問の多様性や他分野の研究内容や方法を伝

える機能を有している。このことは，学生に対して授業以外での多様な学習の契機を提供

する意味を持っている。具体的には，この企画を通じて，所属する学部以外の教員の専門

領域の学問に触れることができ，そのことは，自分の興味・関心範囲を広げる意味を持つ

ためである。登壇教員に図書・資料の紹介を依頼していることもこのことにつながる。ま

た，登壇教員は，単に研究の紹介をするだけではなく，学生に対するメッセージを含めた

報告を行うことが多く，そのことは，学生の方向性に有益な示唆を与えているものと思わ

れる。また，本プロジェクトでは，各学問領域から年齢層も多様な教員に登壇を計画的に

依頼しており，それが実現していることは積極的に評価されるべきであろう。 
 第二に，職員参加企画である「千葉大人の意外な一面を知る」と「ブックトーク」では，

登壇候補者の選定に全学的な協力を得ていることが重要である。職員の多様な活動やコメ

ントを可視化し，学内関係者に伝えることは日常業務の中では難しい。これらの企画は，

学生と職員，教員と職員，職員同士の相互理解の促進の契機となるものであり，そのこと

を全学的な協力の中で実現しつつあることは積極的に評価されるべきであろう。なお，こ

のことは，職員にとってプレゼンテーション能力の向上につながる機会として，SD（Staff 
Development）の機会にもなっている。 
 第三に，教員，職員のほかに，ALSA として学習相談を担当する大学院生が学部生に助

言をするプログラム（ALSA カフェ），結果的に今期は流会となったが，学生自身が話を

するプログラム（千葉大生の主張）として，学生が登壇者となる企画も実施している。教

職員だけでなく，学生が学生に対して発信していく機会の一つを提供していることは重要

である。 
 他方，あかりんアワーの課題として，参加者数の現状を指摘したい。企画やテーマによ

る参加人数に増減はみられるが，ほぼ 30 名程度で定着しつつある。あかりんアワーへの

参加には事前の申し込みは不要であり，且つ当日の出入りは自由であるため，参加人数は

当日の記録写真を参照した概数である点も踏まえると，この人数をどのように評価するか

は難しいところである。しかしながら，千葉大学の学生規模を考慮すると広報に工夫が求

められるだろう。 
 
２．５．３ ALSA-GS 
１）背景 
 ALSA（Academic Link Student Assistant）とは，「千葉大学スチューデント・アシス

タント実施要項」（2012 年４月実施）に則って，アカデミック・リンク・センター教員会

議の議を経て策定された「アカデミック・リンク・スチューデント・アシスタント実施要

項」（以下，ALSA 実施要項）に基づいて，アカデミック・リンク・センターが雇用，運
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用する千葉大学在学生である（ALSA については２．４ 「参加する学習」プロジェクト

も参照）。 
 ALSA実施要項は，第２条においてALSAの業務を規定しており，その規程に基づいて，

ALSA は，同条１号の規定する「授業等に係る学習相談業務」を担当する ALSA-LS
（Learning Support），２号の規定する「教材作成等に係る技術支援業務」を担当する

ALSA-TT（Technical Team），３号の規定する「その他の学生支援等に関する業務」を担

当する ALSA-GS（General Support）に区分されている。本プロジェクトは，2012 年度

の年次計画において「ALSA-GS による学生対象活動の実施支援」を担当することとされ

ている。本節は ALSA-GS に関する検討状況と今後の計画を記載する。 
 
２）検討状況と今後の計画 
①検討状況  
 ALSA-GS は，ALSA 実施要項における「その他学生支援等に関する業務」を担当する

こととされていることから，その担当業務の具体的内容は規定上明確ではなく，具体的な

担当業務を検討することから始めなければならない。現在，特定業務に特化した ALSA-LS，
ALSA-TT とは異なり，ALSA-GS には汎用的な役割が期待されることから，想定できる担

当可能な業務を広く挙げた上で，その検討を進めているところである。その業務としては，

返本排架，蔵書管理などの日常的な図書館業務，学生への図書館ガイダンスや各種データ

ベース利用説明セミナーの運営補助などの図書館サービス業務，アカデミック・リンク・

セミナーやあかりんアワーの企画運営補助などのアカデミック・リンク・センターの業務

などのなかから，SA としての業務の妥当性，適切性を中心に検討を進めている。 
 
②今後の計画 
 ALSA-GS については，2012 年８−９月に具体的な業務内容，運用体制，雇用計画を策

定し，2012 年度後期に試行的運用を行うこととしている。 
 
３）現状と課題 
 ALSA-GS については，具体的な検討を開始したところであり，現在制度構築段階にあ

る。既に先行して運用している ALSA-LS，ALSA-TT での募集，運営，管理の方法を参照

しつつ，ALSA-GS の趣旨と目標にあわせた制度設計が必要である。 
 
２．５．４ 全学および各部局の FD の e ラーニング化の検討状況 
１）背景 
 千葉大学における FD(Faculty Development)活動は，全学 FD 企画室の主催する全学

FD と各部局等が行う FD の二本立てで取り組まれている。2010 年度の大学設置基準の改

訂によって，大学が組織的に FD 活動に取り組むことが義務化されたこともあり，全学及

び各部局の FD 活動は積極的に企画され，実施されている。他方，組織的な取組みとして

の FD が企画，実施されているとはいえ，教員個々が積極的に各種 FD 事業に参加してい

る，できている現状にあるとはいえない。この背景には，各教員の時間的な制約に加え，

千葉大学が 4つのキャンパスを有するマルチキャンパス大学であることによる物理的制約
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など，複数の課題が存在する。このことから，アカデミック・リンク・センターが全学的

な貢献を行うために，「全学および各部局の FD の e ラーニング化の検討」が本プロジェク

トの事業として設定されている。 
 
２）検討状況と今後の計画 
①検討状況 
 全学および各部局の FD の e ラーニング化については，現在，具体的な検討は進めてい

ない。全学及び各部局の FD を録画等により e ラーニング化をアカデミック・リンク・セ

ンターとして進めていくためには，物理的環境としてのコンテンツスタジオとコンテンツ

制作室の完成と運用の開始，人的サポート環境としての ALSA-TT および必要に応じて

ALSA-GS の整備が必要となるためである。2012 年 7 月現在において，コンテンツスタジ

オ，コンテンツ制作室が物理的に完成し，ALSA-TT が運用を開始しているとはいえ，現

在それらは，デジタルコースパックプロジェクトによる授業録画の試行的取組みに取り組

んでおり，本事業を並行的に実施する状況にはなりえていない。また，ALSA-GS につい

ても，現在制度及びその担当業務の検討段階であり，人的サポートは十分整っていない段

階である。このことから，全学および各部局の FD の e ラーニング化をただちに実施する

ための状況にはないためである。 
 なお，アカデミック・リンク・センターによる部局 FD 活動への貢献については，2011
年度には，2012 年 3 月に行われた教育学部 FD において行われた Moodle 講習会に協力

（姉川）した。また，2012 年 4 月以降は，融合科学研究科（竹内），工学部情報画像学科

（川本），普遍教育センター（藤本）など，各部局の FD 活動に協力している。 
  
②今後の計画 
 全学および各部局の FD の e ラーニング化については，アカデミック・リンク・センタ

ーとしてのコンテンツスタジオ，コンテンツ制作室の運用の状況，ALSA-TT，ALSA-GS
の状況を含めて，本事業の展開可能性を検討していく。また，アカデミック・リンク・セ

ンターの準備状況をふまえつつ，全学FD企画室及び各部局のFD担当者との協議を行い，

試行的実施の可能性を探ることも検討していきたい。 
 
３）現状と課題 
 全学および各部局の FD の e ラーニング化については，今後，具体的な検討を進めると

ころであり，現在未着手状況にある。このことを進めていくには，コンテンツスタジオ，

コンテンツ制作室，ALSA-TT を運用する，デジタルコースパックプロジェクトとの連携

が必須である。また，ALSA-GS とも関係することから，ALSA-GS の進捗も勘案しなが

ら，検討していくことが必要である。 
 
２．５．５ 図書館ポッドキャストの YouTube への移行 
１）背景 
 千葉大学附属図書館では，アカデミック・リンク・センターの発足以前より，リエゾン・

ライブラリアンプロジェクトにより，各種の教育・学習支援活動を行ってきた。その取組
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みのひとつに，2008 年４月より行っている図書館ポッドキャストがある１）。図書館ポッド

キャストとは，①図書館内の各閲覧室・コーナーや資料，利用方法を案内するコンテンツ

を配信し，これを利用して図書館セルフツアーを提供してきたライブラリーツアー，②ポ

ッドキャストによる各教員や司法試験合格者等へのインタビュー配信の２つの内容を，利

用者に提供してきた取組みである（ http://libcast-chibau．seesaa．net/ 参照）。このポ

ッドキャストプログラムについては，図書館の新増設改修の完了とアカデミック・リンク・

センターの発足を受けて，今後，掲載コンテンツを YouTube に移行することにより公開範

囲を広げることが課題となっている。 
 
２）検討状況と今後の計画 
①検討状況 
 図書館ポッドキャストの YouTube への移行については，現在，具体的な検討は進めてい

ない。 
 
②今後の計画 
 ポッドキャストプログラムが，①ライブラリーツアープログラムと②インタビュープロ

グラムの２つの内容を持つことから，今後，その在り方を検討するにあたっては，それぞ

れのプログラムの再構築や将来構想をまず検討する必要がある。現行のプログラムを

YouTube に移行させるだけではなく，①ライブラリーツアープログラムについては全面的

な再作成が必要であり，②インタビュープログラムについては今後の拡充展開計画を含め

た検討が必要であるためである。これらの検討にあたっては，図書館のサービスの在り方

に関わるため，図書館担当課との調整を含めて検討が必要である。 
 
３）現状と課題 
 図書館ポッドキャストの YouTube への移行については，現在，具体的な検討は進めてい

ない。①ライブラリーツアープログラムと②インタビュープログラムの両者を附属図書館，

アカデミック・リンク・センター内でどのように位置付けていくか，早急な検討が必要で

ある。特に，ライブラリーツアープログラムは，図書館増改築の完了を受けて作り直しが

必要であり，その扱いをどうするのか早急な結論が必要である。 
 
註 
１）千葉大学附属図書館による図書館ポッドキャストについては，下記の文献に詳しい。 
 鈴木宏子,米田奈穂,岩井愛子,中村澄子,斎藤友理「「ポッドキャスト@千葉大図書館」の構

築:ポッドキャストによる図書館セルフガイドの作成」『情報の科学と技術』Vol．59 no．
1 ,2008,pp．34-40。 
（http://mitizane．ll．chiba-u．jp/metadb/up/irwg12/09133801_59_34．pdf） 
 鈴木宏子,齋藤友理,武内八重子,竹内茉莉子,岩井愛子,中村澄子,米田奈穂「千葉大学にお

けるポッドキャストによる教育研究成果の発信 : 教員連携の実践例として」『大学図書館

研究』Vol．85,2009, pp．23-33 。 
（http://mitizane．ll．chiba-u．jp/metadb/up/irwg12/03860507_85_23．pdf） 

http://libcast-chibau.seesaa.net/
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２．６ 情報利用行動定点観測プロジェクト 
 本プロジェクトの目的は，学生の学習行動と学習成果の関連を，A）情報利用行動の分

析，および，B）学習・生活空間の利用状況の分析を通じて，継続的・横断的に検証する

ことにある。より具体的には，A）において，アカデミック・リンクや附属図書館本館に

おける学生の「情報探索行動」「情報端末・資料の利用状況」「ラーニング・コモンズでの

学習行動」等を分析し，B）において，大学内外における学生の「授業の履修・参加状況」

「自宅学習の状況」「その他の生活空間・時間」等を分析する。上記の分析結果と学生の成

績等の教務情報および図書館利用状況に関する情報を，学籍番号を通じて接合することで，

アカデミック・リンクが学生の情報行動，学習行動，そしてその学習成果に与える影響・

効果を検証する。 
2011 年度は，アカデミック・リンク始動前の動向把握のための「千葉大学学習状況・情

報利用環境調査」（２．６．１参照），情報探索・利用行動調査の効率化に資する一人称視

点カメラ（アイカメラ）を用いた調査手法の検証（２．６．２および２．６．３参照），館

内動態調査のための赤外線センサーの設置とデータ収集（２．６．４参照）を実施した。

さらに当初 2012 年度前半期に実施予定であった「インタビュー／日記法／観察の併用に

よる学習空間・情報利用行動調査」については，2012 年度後半期に実施を予定している（２．

６．５参照）。 
 
２．６．１ 2011 年度千葉大学学習状況・情報利用環境調査 
 １）背景と目的 
 本調査の目的は，千葉大学における学部学生の日常的な学習環境・学習行動・生活時間・

情報利用に関する基本的なデータの把握にある。その結果は，アカデミック・リンクおよ

び千葉大学の学習環境を整備するための基礎データとして利用する。同時に，千葉大学内

および学生生活全般において，アカデミック・リンクのもつ意味や位置づけを相対的・継

続的に検証するべく，今後も，同様な調査をアカデミック・リンク・センター設置の前後，

複数年にわたって定点観測的に実施予定である。 
 
２）方法 
2011 年 12 月５日から，翌 2012 年２月１日にかけて，ウェブによる質問紙調査を実施

した。調査対象としたのは，2011 年４月現在，千葉大学に在籍中の学部学生約 17,000 名

である。 
質問紙は前半 15 問と後半 16 問の２部構成である。質問項目は，A）学習・生活空間の

利用に関するものと，B）情報利用行動に関するものに分けられる。B）の情報利用行動調

査の項目は，ワシントン大学（University of Washington）において 2010 年に実施され

た情報利用行動調査を参考に作成した１）。31 問の質問項目の概要を以下に示した。 
 
A) 学習・生活空間の利用に関する設問 

 ・授業  … 出席頻度・出席のスタンス・授業内容・教科書の購入状況など 
 ・学習環境 … 大学内外での学習場所・滞在時間など 
 ・履修や成績 … 履修登録数，単位取得数，テストやレポート，成績への認識など 
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 ・大学生活 … サークル活動，アルバイトの有無，一般的な生活時間など 
B）情報利用行動に関する設問 
・情報利用環境  … PC や電子デバイスの所有状況など 
・情報リテラシー  … 情報の信頼性を判断するときの基準，IT スキルなど 
・情報の探索と利用 … a．授業，b．日常生活の各場面において，最近６か月

以内に探策したことのある主題，利用した情報源，情報源選

択にあたって重視した点（選択基準），影響したもの／人，

直面した困難など 
 
ウェブ質問紙調査を実施するにあたっては，１）質問紙の設計，２）学生を対象とする

学内一斉メール（複数回），チラシ，ポスターを通じた調査実施の告知，３）参加希望者に

よって任意に行われるアドレス登録（参加とアドレス譲渡の許諾つき），４）回答用ウェブ

サイトの URL 送付，５）実査，６）回答者から抽選 50 名に対する謝礼の送付，７）結果

集計という手順で行った。 
このうち，１）質問紙の設計，２）調査実施の告知，６）謝礼の送付，７）集計はアカ

デミック・リンク・センターが実施した。３）のアドレス登録用ウェブサイトの作成，お

よび，４）回答用ウェブサイトの作成と URL 送付，５）実査の部分を（株）日経リサー

チ社（※プライバシーマーク認定事業者）に委託した。委託に際して，個人情報の取り扱

いについて本調査に限定する契約を締結し，その管理は厳重に行った。 
 
３）結果 
最終的な回答者数は 315 名，有効回答者数は 304 名であった。回答者の内訳は男性 42．

8%，女性 57．2%であり，学部別に見た場合に最も回答率が高いのは，順に工学部（20%），

文学部（18%），法経学部（18%）であった（n=304）。 
調査の結果，学部生の１週間あたりの大学滞在日数は「週 5 日（53．3%）」，「１日 5 時

間（19．1%）」との回答が最多であった。授業に関しては履修科目数が「11 科目以上（44．
7%）」，「授業へは毎回必ず出席する（59．2%）」との回答が最も多かった。授業は「毎回

必ず出席する」と回答した学生が 59．2%であり，興味の有無にかかわらず「全ての授業

に同じスタンスで出席する」と答えた学生が全体の 78．3%存在した。回答者のうち５~
６割がコンスタントに大学へ通学し，授業へも毎回出席していることが窺える。さらに授

業で生じた疑問点については「自分で調べる」と回答した学生が 77．6%であった。授業

で指定された教科書は「自費で購入する」という回答者が全体の半数以上（55．9％）で

あった（図２－６－１）。 
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図２－６－１教科書の購入状況（n=304） 

 
 
 
学習する場所については「大学(54．6%)」と「自宅(43．1%)」を上げる者が最も多く，

なかでも学内では「図書館」と答えた者の割合が 87．5％と圧倒的に高かった（図２－６

－２）。 
 

図２－６－２ 学習環境（n=304） 

 
 
 

 
情報探索・利用行動に関しては，最近６ヶ月以内に「詳しく調べたトピック」（複数回答

可）を訪ねたところ，最も多かったのは「ニュースや最近の出来事」で 71．7％であった。

普段探索するトピックはいわゆる生活情報が中心であり，「医療・健康に関するもの（47．
7%）」「就職キャリアに関すること（45．7%）」といった複雑なトピックについての情報探

索・利用は割合がやや低い。調べ物をする際に「よく利用する情報源」（複数回答可）に関
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しては，a． 授業の課題，b． 日常生活，いずれの場面においても「ウェブページ」が最

もよく利用され，全体の９割以上がこれを用いていた。一方で，a． 授業の課題に関して

は「授業のテキスト・紹介された資料（88．5%）」と「図書館の雑誌／本（87．5%）」も

高い割合で利用されていた。対して，b． 日常生活で何かを詳しく調べる場合には「ウィ

キペディア（88．5％）」と「家族／友人（77．6%）」を情報源として利用する割合が高か

った。（表２－６－３） 
 

図２－６－３ よく利用する情報源（n=304） 

 
 
また，情報源を評価する際には，その情報源が a． 授業の課題に関連するものであれば

「大学のクラスメイト（56．9%）」の評価を，b． 日常生活に関連するものであれば「家

族／友人（60．2%）」の評価を重視するとの回答が最多であった。 
本調査の結果は，2012 年５月 29 日に開催された 2012 年度第１回アカデミック・リン

ク・セミナー「アカデミック・リンク・センター2012 年度に向けて：2011 年度プロジェ

クトの成果と課題」において発表済みである。 
 
４）今後の予定と課題 
本調査の結果は引き続き，計量的分析を進めるとともに，今後，学籍番号をはじめとす

る個人識別の可能な要素を全て暗号化したうえで，成績等の教務情報や図書館利用状況に

関する情報と連結させた分析を行う。今回の調査結果の反省点として，対象学生 17,000
名に対して，回答者数 304 名（調査対象全体の 1．7％）と有効回答数が極めて少なかっ

たことから，次回調査時には調査の実施時期の変更，告知方法の変更など，何らかの改善

策が必要であると考える。 
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２．６．２ 一人称視点カメラを用いた情報探索行動の推定調査 
 １）背景と目的 
 図書館内における利用者の「情報探索行動」のデータ収集と分析は，これまで，主に調

査者による利用者観察や利用者への事後インタビューによって行われてきた。本研究では，

こうした図書館内における「情報探索行動」のデータ収集と分析を，人手を介さず，画像

から自動認識する手法を検討した。 
 
２）方法 

 本研究では，探索者が装着した小型ウェラブル・カメラ（図２－６－４）により，一人

称的な視点から撮影された「図書館内画像」を元に，探索者の情報探索行動を自動認識す

る方法を検討した。情報探索行動は，求める情報を得るための行動プロセス全般を指す用

語であるが２)，ここで認識する行動は，「移動する」，「本を探す」，「本を読む」の３つに限

定した（図２－６－５）。一人称視点カメラで撮影した画像群（６カテゴリ）を，上記の３

行動に分けて機械学習を行い，一般物体認識の標準的な方法である bag - of -features によ

る画像表現と Support Vector Machine (SVM)を用いた識別によって評価した。 
 

図２－６－４ １人称視点カメラ 

 
 

図２－６－５ 自動識別された「３つの行動」と画像例 

 
 

さらに図書館内画像の特色に合わせて，１）画像全体の回転は，行動を識別するための
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手がかりとなることから，局所特徴量の回転普遍性を除去し，２）書棚と床などの空間配

置を考慮するために，Spatial Pyramid Matching (SPM) を導入し，３）局所特徴点の出

現位置の偏りに対応するためにグリッドサンプリングを用いる，という３点の改良を行い，

識別の制度が向上するかどうかを評価した。 
 
３）結果 
最終的に，BoF による画像表現と SVM による識別に加えて，「回転不変性の除去」「Ｓ

ＰＭ」「グリッドサンプリング」の３点の改良を網羅的に組み合わせた結果，分類率の向上

が見られた。以下に BoF クラスタ数 3000 のときの混同表の一例を示す（図２－６－６）。

図２－６－６中に示された表は回転不変性の除去，SPM レベル２，グリッドサンプリン

グの３つの改良を適用した場合の結果である。実験の結果，前述した３点の改良を用いる

ことで，分類率が向上することが明らかになった。本研究の成果は，2012 年 5 月 23 日に

行われた情報処理学会において発表済みである 3）。 
 

図２－６－６ 「回転不変性の除去」「ＳＰＭ」「グリッドサンプリング」を改良した結果 
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２．６．３ 画像検索を用いた図書館内での自己位置推定調査 
 １）背景と目的 
 図書館のような屋内環境では，利用者の滞在場所（自己位置）を推定するために，GPS
を用いて位置情報を取得することはできない。また，図書館の各区間に小型の電子タグを

設置して図書館内における利用者の自己位置を推定する方法は，人的・経済的コストが大

きく導入が困難である。本研究では，利用者行動調査の効率化を目的に，ウェラブルカメ

ラで撮影した画像から，利用者の自己位置を推定する手法を検討した。 
 
 ２）方法 
本研究で用いる手法は，１）環境地図の作成と，２）自己位置推定の２段階から成る。

環境地図は対象環境を撮影した画像群と，対象空間を復元した３次元点群で構成される。

作成にあたっては，まず館内各所を全方位カメラを用いて撮影する（図２－６－７）。撮影

された各画像（図２－６－８）は，その位置情報を保持しており，各３次元点は，それが

どの画像から復元されたかという情報と，その画像上での局所特徴量ベクトルを保持して

いる。図２－６－９は，環境地図作成のために今回用いた SfM（Structure from Motion）
手法の実行結果を示したものであり，図書館の棚を真上から見下ろした図となっている。

図中の赤い点はカメラの撮影位置を表している。 
 

図２－６－７ 環境地図撮影用の「全方位カメラ」 
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図２－６－８ 「全方位カメラ」で撮影された館内画像 

 
 

 
図２－６－９ 環境地図作成のための SfM の実行結果（図書館の棚） 
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つぎに，作成した環境地図から，ウェラブルカメラによって撮影された「クエリ画像」

と最も類似した画像を検索し，ヒットした画像の撮影位置をその時点での被験者の位置と

することで位置推定を行った。１画像問の類似度は，局所特徴点の対応点数によって計算

した。このような自己位置推定は，特徴点の３次元的な配置を考えないため，本の移動や

画質の違いなどによる特徴点誤対応に対して頑健であり，最適化計算を伴う他の手法と比

べて，安定した位置推定が行えると考えた。 
 
 ３）結果 
実際に大学図書館で撮影した画像を用いた実験において検証した結果，最適化計算を行

う計算を伴う手法では，クエリ画像 19 枚中２枚しか撮影位置を求められなかったのに対

して，提案手法を用いた場合は 19 枚全ての撮影位置を求めることができた。さらに，ク

エリ画像が時系列に沿って入力されることを仮定し，パーティクルフィルタによる局所探

索を導入することで，自己位置の不自然なジャンプを抑制できることを示した。本研究の

成果は，2012 年５月 23 日に行われた情報処理学会において発表済みである★４）。 
 
２．６．４ 館内動態調査のための赤外線センサーの設置 
 新設された N 棟，K 棟，L 棟，各棟間における，利用者の移動動向を把握するため，各

棟接続部に通行量を自動計数する赤外線センサーおよびカウンター（竹中電子工業株式会

社社製カウントアイ P8RS2）を設置した。センサーの設置個所は，１）N 棟１階の正面玄

関付近（１か所），２）N 棟１階の I 棟側入口（１か所），３）N 棟から K 棟への１~３階

各階通路（３か所），４）K 棟から L 棟への１~３階各階通路（３か所），合計８か所であ

る。N 棟が開館した 2012 年４月から作動を開始し，2012 年７月現在もデータの収集を継

続中である。 
 
２．６．５ インタビュー/日記法/観察の併用による学習空間・情報利用行動調査 
１）背景と目的 
 昨年度実施した「201 年度学習状況・情報利用環境調査」(量的調査) は，マクロな視点

から千葉大学学部学生の「情報利用行動」および「学習・生活空間の利用状況」を把握す

ることを目的とした。これに対して，2012 年度前半期に計画した「インタビュー／日記法

／観察の併用による学習空間・情報利用行動調査」（質的調査）は，よりミクロな視点から

これらを明らかにしようと計画した。 
 
２）調査実施状況と調査概要 
当該プロジェクトについては，2011 年４月，N 棟ラーニング・コモンズ始動後に改めて

計画を検討・再修正し，現在，2012 年度後半期の調査実施に向けて，具体的な調査設計と

環境整備を両面から進めている段階にある。検討中の調査概要は，A) 日記法とインタビ

ューによる学習行動・情報利用行動実態調査と，B）各種画像によるラーニング・コモン

ズの空間利用調査の２項目からなる。A) は学部学生のレポート執筆過程における行動を

分析し，学習行動と情報利用行動の実態と動機を明らかにするものである。B) は，N 棟

ラーニング・コモンズの利用状況を，定点カメラおよび学生撮影写真によって記録し，そ
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の利用状況を分析するものである。 
３）調査環境の整備と今後の予定 
 現在，上記の調査計画の具体化とともに，実施にあたって必要な環境整備の手続きを進

めている。具体的には，定点カメラ設置のための諸規定の作成，調査実施にあたって必要

となる倫理的な審査，調査対象となる学生の選定などである。これら調査実施のための環

境整備が完了次第，2012 年度後期以降の早い時期に，速やかに当該調査の実施に移る予定

である。 
 
 
引用文献 
１）Head, A．J． ; Eisenberg, M． B． How College Students Evaluate and Use 

Information in the Digital Age． University of Washington, 72p．（2010） 
http://projectinfolit．org/pdfs/PIL_Fall2010_Survey_FullReport1．pdf , (accessed 
2012-07-28)． 

２）田村俊作．情報探索と情報利用．勁草書房，282p．（2001） 
３）堀内麻由，川本一彦，岡本一志．一人称視点カメラを用いた情報探索行動の推定．情

報処理学会研究報告． Vol．2012-CVIM-182，No．1，p．1-7 （2012） 
４）風間光，川本一彦，岡本一志．画像検索を用いた図書館内での自己位置推定．情報処

理学会研究報告． Vol．2012-CVIM-182，No．27．p．1-8（2012） 
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２．７ 「新しい図書館員」 
「新しい図書館員」プロジェクトは，学習に関与する「新しい図書館員」概念を確立す

るとともに，彼らを中心に教員／図書館員／学生の協働を基礎とする個別的学習指導モデ

ルを構築し，評価することを目的としている。具体的には，アクティブ・ラーニング・ス

ペースにおける学習支援活動モデルの確立と，新たな情報リテラシースキル養成活動の展

開を目指している。 
 
 
２．７．１ 情報リテラシースキル養成活動の背景 
情報リテラシースキル養成活動は，必要な情報を収集し使いこなす技術の獲得を支援す

る活動である。附属図書館では 1994 年頃から学生に対する情報リテラシー教育を行って

きており，2009～2011 年度の開催回数と参加人数の実績は下表のとおりであった。 
 

表２－７－１ 情報リテラシー教育の実績 

 

2009 年度 2010 年度 2011 年度 

開催回数 参加人数 開催回数 参加人数 開催回数 参加人数 

本館 223 4,544 204 4,474 66 2,960 
亥鼻分館 26 683 25 569 19 607 
松戸分館 6 442 24 566 6 422 
総計 255 5,669 253 5,609 91 3,989 
 
これらの情報リテラシー教育は，基本的に集団型講習会形式の活動であり，図書館職員

のうち，本館は情報サービス課企画担当職員，分館は各分館職員を中心とした数人が主と

して企画および実施を担当するものであった。 
開催方法や内容は多岐に渡り，館内ツアー，利用案内，各種データベース講習会などの

図書館主催ガイダンス，教員からの申込による学部学科グループ別ガイダンス，普遍教育

「情報処理」授業支援，図書館学関連授業支援などを実施していた。開催回数，参加人数

も相当数あって，実績を積み重ねていた。（本館における情報リテラシー教育の詳細は参考

資料（19）を参照） 
特に，2008 年度後期から始めたレポート作成を支援するセミナー（平成 23 年度の名称

は「レポート作成セミナー」）は，教員がテーマ設定や構成などの考え方を教え，図書館職

員が情報収集ツールの利用法やデータ収集法について案内する内容で，ワークショップ形

式や相談会形式での開催を試みるなど，新しい情報リテラシー教育の在り方を模索するも

のであった。この取り組みは，2011 度の大学院生による学習支援活動（ALSA-LS）の試

行とも連動し，アカデミック・リンクのライティング・センター構想につながる教員／図

書館員／学生の協働体制構築の基礎となった。 
また，2007 年からリエゾン・ライブラリアン・プロジェクトの活動の一つとして開始さ

れた授業資料ナビゲータ（授業資料ナビ）の作成も，授業内容に即して文献や情報の道案

内をするパスファインダーを，授業の担当教員と図書館職員が連携して構築するものであ
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った。（授業資料ナビ作成科目数は、参考資料（20）参照）各図書館員にあらかじめ１～

２の担当分野を決めておき，その分野の担当者が，授業資料ナビを作成する教員との仲介

役（リエゾン・ライブラリアン）として，授業資料ナビや，レファレンス，選書，ILL な

ど図書館に対するさまざまな問合せや意見の窓口役・対応者となる試みであり，「新しい図

書館員」概念確立のための重要な基盤となる取り組みであった。授業資料ナビの取組みに

ついては，参考文献１）により報告している。 
アカデミック・リンクで実現しようとする情報リテラシースキル養成活動は，こうした

従来の実践を踏まえ，さらにそれらを改革するものとして展開することを目指して，2012
年度から開始された。 
 
２．７．２ アクティブ・ラーニング・スペースにおける学習支援活動 

2011 度までの，情報リテラシー教育，授業資料ナビ，ALSA-LS の試行などの実績を基

盤として，2012 年３月のリニューアルオープン後に N 棟アクティブ・ラーニング・スペ

ースにおいて，新しい学習支援活動を開始した。 
教員によるオフィスアワー＠AL，大学院生（ALSA-LS）による学習支援デスク，図書

館員によるレファレンスデスクの 3 つを N 棟 2 階に設置し，実践することにより，データ

収集と記録の文書化を図ることが主な活動内容である。 
このうち，大学院生（ALSA-LS）による学習支援デスクの活動は，２．４「参加する学

習」において報告しているため，ここではオフィスアワー＠AL とレファレンスデスクの

活動について報告する。 
 
１）オフィスアワー＠AL 
教員が，学生から学業や大学生活全般について相談をうける「オフィスアワー」を，ア

クティブ・ラーニング・スペースにおいて実施するものである。2012 年度前期は，アカデ

ミック・リンク・センター教員により開始した。時間割は以下のとおりである。 
 

表２－７－２ オフィスアワー＠AL 時間割（2012 年５月～７月） 

 
 

2012 年前期終了後に，オフィスアワー＠AL に関する担当教員アンケートを行った。ア

ンケートのまとめを，参考資料（17）に掲載している。 
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２）レファレンスデスク 
2012 年４月 23 日（月）から，図書館員が資料や文献探しを支援するレファレンスサー

ビスのためのデスクを N 棟 2 階のアクティブ・ラーニング・スペースに設置した。平日

12:30～13:30，14:30～16:00 の時間帯に，図書館員（課長を除く常勤職員）が 1 名ずつレ

ファレンスデスクを担当する体制を組み，相談を受けることとした。レファレンスデスク

で受けた相談については，レファレンス記録票により記録を残すこととした。 
 

図２－７－１ レファレンスデスクの様子 

 

 
表２－７－３ レファレンスデスク担当表（2012 年４月～７月の体制） 

 月 火 水 木 金 
12:00-13:30 米田(*1) 

佐野(*2) 
丸茂 武内 江波戸 庄司 

14:30-16:00 田川 竹内 谷 夏目 千葉 
(*1)2012 年４月～６月 (*2)2012 年７月 

 
 
また，従来のリエゾン・ライブラリアン・プロジェクトの取組みを参考にして，レファ

レンスサービスについても図書館職員の担当分野を決めることとした。担当分野の区分は

学部・研究科とし，事項調査やデータベース等に関する高度な利用指導については，質問

を受けた図書館員と当該分野を担当する図書館員が相談して回答することになった。レフ

ァレンスの担当分野は，原則として授業資料ナビと同じ担当分野に割り振ることとし，授

業資料ナビ作成で培った各図書館員の基礎的資質を生かせるようにした。 
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表２－７－４ レファレンスデスク分野担当表（2012 年４月～７月の体制） 
文学部・人社研 米田(*1)・谷・佐野 
法経学部・専門法務 庄司・丸茂 
教育学部・教育学研究科 武内・竹内 
工学部・工学研究科・融合科学研究科 江波戸・夏目 
理学部・理学研究科 田川・千葉 
医学薬学府・看護学部・看護学研究科 亥鼻分館（鹿島(*1)・高野(*2)・野田） 
園芸学部・園芸学研究科 松戸分館（佐藤・下妻） 

(*1)2012 年４月～６月 (*2)2012 年７月 
 
 
レファレンスデスク設置後，８月 10 日（金）までの間に合計 58 件の相談（クイックレ

ファレンスを除く）があった。曜日と時間帯別の相談実績は以下のとおりである。（詳細は

参考資料（18）-1 参照） 
 

表２－７－５ レファレンスデスク曜日別の実績（2012 年４月～７月） 

 
月 火 水 木 金 合計 

4月 1 
 

2 
  

3 
5月 3 4 7 1 5 20 
6月 3 4 5 1 6 19 
7月 2 6 5 1 2 16 
合計 9 14 19 3 13 58 

 
表２－７－６ レファレンスデスク時間帯別の実績（2012 年４月～７月） 

 
12:30～13:30 14:30～16:00 合計 

4月 1 2 3 
5月 6 14 20 
6月 10 9 19 
7月 3 13 16 
合計 20 38 58 

 
 
曜日による差はあまりないが，時間帯別では，昼休みを含む 12:30～13:30 よりも，授

業時間中の 14:30～16:00 のほうが相談件数が多かった。 
１件当たりの相談時間は，以下のとおりであった。5 分～10 分が全体の 60％を占めて

おり，１件あたりの平均相談時間は 8．6 分である。 
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図２－７－２ １件あたりのレファレンス相談時間（2012 年４月～７月） 

 
 
レファレンスデスク利用者の区分と相談内容は以下のとおりであった。相談内容につい

ては複合的な場合もあるが，主要なもの１件を計上している。 
 

表２－７－７ 利用者区分と相談内容の実績（2012 年４月～７月） 

 

利用者区分 相談内容 

学生 教員 不明 総計 
文献

所在 
文献・資料

探索法 
事項

調査 
利用

案内 
その他 合計 

4 月 
 

1 2 3 2  
 

1  3 

5 月 8  12 20 5 7 2 4 2 20 

6 月 8 1 10 19 9 4 1 3 2 19 

7 月 5  11 16 5 10 1 
 

 16 

合計 21 2 35 58 21 21 4 8 4 58 
 
相談内容は概ね専門的なものではなく，入門的，初歩的なものが多かった。そのため，

これまでの実績については，多くを担当者がその場で回答しており，各分野の担当者に相

談したり，回答を依頼した事例は少なかった。 
 

２．７．３ 分館におけるアクティブ・ラーニング支援環境の整備 
2012 年７月中旬に，亥鼻分館と松戸分館にもアクティブ・ラーニング支援環境の整備を

実施した。 

4月 4月 4月 5月 5月 5月 5月 

5月 

5月 5月 
6月 6月 

6月 

6月 

6月 

7月 
7月 

7月 

7月 

7月 7月 
7月 0

5

10

15

20

25

1 2 3 5 10 15 20 25 35

件数 

かかった時間（分） 



60 
 

亥鼻分館では，従来からあったグループ学習室４室の机，椅子をキャスター付きのフレ

キシブルなものに更新した。グループ学習室３と４には以前から可動式間仕切りが設置さ

れていたが，机・椅子を動かせるものにしたことによりさらに効果が高まり，５～６人程

度の少人数でも，２０人以上の多人数でも利用可能となった。 
 

図２－７－３ 亥鼻分館アクティブ・ラーニング・スペースの様子 
（グループ学習室３・４） 

（グループ学習室１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
松戸分館では，従来の新着雑誌スペースを改装して，新たにアクティブ・ラーニング・

スペースを設けた。入館ゲート脇に，ガラス製間仕切りのスペースを作り，本館と同様に

他の学生からも学習の様子が見える空間とした。ここにもキャスター付きの机，椅子，ホ

ワイトボードなどを整備し，ニーズに合わせて学生が自由に動かして使うことができるよ

うにした。 
 

図２－７－４ 松戸分館アクティブ・ラーニング・スペースの様子 
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２．７．４ 今後の課題 
１）レファレンスデスク中間報告会の実施 
2012 年８月７日（火）に，ファレンスデスクを担当する常勤図書館員による中間報告会

を行い，これまでの活動の総括と研修を行った。この中で，レファレンスデスクの運用や

レファレンススキルの向上について，以下の課題を提案した。（中間報告会のまとめは参考

資料（18）-2 を参照） 
・図書館員によるレファレンスデスクを利用者に伝えるため広報の改善 
・資料までの館内誘導時や記録票記載時の運用手順の整理 
・頻度の高い質問に対応するためのインフォメーションシートの作成 
・相談者への対応方法，データベースごとの検索法，事項調査の方法等に関する図書館

員のスキルアップ研修の実施と館員間の情報共有 
 
これらの課題についての解決策もこの報告会で検討し，すでにいくつかの具体的な改善

を試みている。情報共有とスキルアップ研修の一つとして，今後もレファレンス報告会を

継続的に開催する予定である。 
 
２）図書館員による学生用図書の分野専任選書体制の試行 
2012 年度から各図書館員が分野を専任して学生用図書を選書する体制の試行を開始し

た。 
 

表２－７－８ 学生用図書選定分野担当表（2012 年４月～７月の体制） 
文学部・人社研 米田(*1)・谷・佐野 
法経学部・専門法務 庄司・丸茂 
教育学部・教育学研究科 島副主査・武内・竹内 
工学部・工学研究科・融合科学研究科 江波戸・夏目 
理学部・理学研究科 田川・千葉 
医学薬学府・看護学部・看護学研究科 亥鼻分館（鹿島(*1)・高野(*2)・野田） 
園芸学部・園芸学研究科 佐藤主査・松戸分館（佐藤・下妻） 

(*1)2012 年４月～６月 (*2)2012 年７月 
 
学生用図書の選定分野は授業資料ナビやレファレンスデスクの担当分野と同期させてお

り，図書館員がシラバス調査等により担当分野の学生・教員の要求や授業の動向を把握し

た上で，資料選定や蔵書構築を行うことを目指している。また，一定金額までは図書館員

に選定責任を与えることでえ，個々の職員のモチベーションや基礎的資質を高める試みを

行っている。 
 
３）「新しい図書館員」概念の確立に向けて 
教員／図書館員／学生の協働を基礎として学習に関与する「新しい図書館員」という概
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念の確立に向けて，アカデミック・リンク・センター設置後，さまざまな取組みを試みて

きた。平成 23 年度以降に新たに開始した活動は，徐々に定着し，業務上の成果として表

れ始めている。また，2012 年度から，全図書館員が従来の担当業務の枠を超えて，アカデ

ミック・リンクの各プロジェクトの担当として，アカデミック・リンク・センター教員と

対等に活動する体制を策定したことにより，図書館員個々人の経験の蓄積が加速しただけ

でなく，大学内での図書館員組織の評価を高める効果もあった。 
しかしながら，現状では業務量に比してマンパワーが相当に不足しており，また従来の

事務職員とは異なる「新しい図書館員」として位置付けが明確化されたとは言えない。今

後，アカデミック・リンクの安定的な運営体制の確立と強化により，より実践的に活動で

きる新たな人材・職種を確保していくことが課題である。 
 
 

参考文献 
１）鈴木宏子, 武内八重子, 中村澄子．図書館による学習支援と教員との連携 : 千葉大学

におけるパスファインダー作成の実践から．大学図書館研究．Vol．83, P． 19-24 (2008) 
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３．課題と今後の方策 
 
３．１ 現時点での評価 
 アカデミック・リンクについては，中央教育審議会『新たな未来を築くための大学教育

の質的転換に向けて〜生涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学へ』（答申，2012
年 8 月 28 日）においても，図書館の機能強化の事例として取り上げられる等，その先駆

性が認められてきた。このコンセプトは，第２章において述べたような７つのプロジェク

トによって，実現が図られているところであるが，それらの記述が示すように，アカデミ

ック・リンクは概ね順調なスタートを切ることができたと評価できるが，いくつかの問題

点も顕在化している。 
 
１）空間としてのアカデミック・リンクの利用状況と評価 
 日々の入館者数および空間の利用状況から判断する限り，空間としてのアカデミック・

リンクについては，学生に定着してきていると判断できる。入館者数は順調に推移してお

り，試験期の入館者数は最大 5,000 名弱（延べ数）を記録した。また，試験期の授業のな

い週末においても，およそ 2,400 名（延べ数）の入館者を記録している日もある。不定期

の観察によるものであるが，N 棟 2 階，3 階のアクティブ・ラーニング・スペースでは，

学生が様々な活動のために，ホワイトボードなどを使いながら活発に議論を行なっている

姿を見ることができる。 
 N 棟１階のプレゼンテーション・スペースについては，２．５．２で詳述したように，

昼休みに定期的に開催している「1210 あかりんアワー」が定着しつつあり，特に「教員が

研究の楽しさを語る」を中心に毎回一定数の学生が参加するようになってきている。また，

プレゼンテーション・スペースでは，齋藤学長による授業が行なわれる等，学内の学生が

参加しやすい環境を活かした利用がなされている。 
 問題点としては，以下を指摘することができる。 
・ グループでの討議が，N 棟に収まらず，K 棟２階（本来，声を出してグループ学習す

ることを許容している空間ではない）にまで広がっている日もある。 
・ 現在学生用コンピュータ端末（シンクライアント）を設置している場所は N 棟 3 階だ

けであるが，３階は基本的にグループでの学習を想定した空間であるため，個人学習

で学生用コンピュータ端末をある程度静かに利用したい学生にとっては必ずしも望ま

しい空間となっていない。 
・ N 棟 4 階は必ずしも静寂空間としての利用を想定してきたわけではないが，ほとんど

の場合，静寂が保たれた状況となっている。 
・ 旧来の図書館のままで改修されていない L 棟については静寂空間としているが，閲覧

席が必ずしも静寂に学習するにふさわしいものではない。学生にとって魅力的な空間

ではなくなってきており，利用が低調である。 
・ ブックツリーにおけるテーマ展示，あるいは展示スペースの活用については，今後さ

らに改善の余地がある。 
 
 さらには，活発に学習する彼らが，単に課題をこなしているだけなのか，自律的にアク
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ティブに学習をしているかどうかはまだ判断できない。また，資料類を広げながら，ある

いは一台のコンピュータの画面を見つつも，それがコンテンツを利用しているのかどうか

は，把握できているわけではない。今後，情報利用行動定点観測プロジェクトにおいてこ

れらの点を明らかにしていく必要がある。 
 また，I 棟については，一定数の利用があるが，必ずしも多くはない。また，I 棟の各室

が備える機器類を活用した利用は，センターが主催する行事，あるいはセンター教員によ

る授業の収録に止まっており，学内教員からの申し込みは，多くが単に教室としての利用

を意図したものとなってしまっている。 
 
２）人的支援の利用状況と評価 
 大学院生による学習支援については，2011 年度中の試行における経験を踏まえて，学生

のニーズに沿う形で正式スタートさせた。詳細は，２．４にあるとおりであるが，開始以

来まだ数ヶ月ということもあり，学生に十分認知され，活用されていると判断できるだけ

の利用件数を記録している訳ではない。しかしながら，１年目にはあまり活発には利用さ

れないという，同種の学習支援で先行する他の大学の事例などを参考に考えると，徐々に

定着しつつあると考えてもよいのではないだろうか。この種類のサービスの利用は，一般

に学生の口コミで広まっていくようでもあるので，今後の利用の拡大に期待したい。図書

館員による N 棟におけるレファレンス・デスク，教員によるオフィスアワーについては２．

７．２に詳述しているが，いずれも現時点では，その必要性について何らかの判断をする

だけの十分な材料があるという状況ではない。 
 第２章においても指摘したように，学生，図書館員，教員というハイブリッドな人的支

援を実現することが，アカデミック・リンクにおける人的支援の特徴である。これについ

ては，何か確立したモデルがあるわけではなく，三者の協力（あるいは役割分担）をどの

ように実現するのが学生にとって適切かということは，一定期間の試行錯誤によって経験

的に導きだすしかない。当面は，実情に合わせた修正を重ねつつ，広報活動の強化によっ

て，支援体制についての学生の認知度を高めるとともに，現体制での支援体制の継続を行

う必要がある。他部局との連携についても，実例をベースに経験を積み重ねることによっ

て強化するしかない。 
 
３）学習コンテンツの整備状況と評価 
 アカデミック・リンクの概念の根幹がコンテンツ提供にあり，電子情報環境下において，

電子書籍などの電子化されたコンテンツを最大限活用しつつ，学生にとって利用しやすい

形でコンテンツを提供すること，また，コンテンツを活用した学習支援を行うこと，教員

による教材等の作成を支援する体制を確立することは，アカデミック・リンクにとって最

優先に実現すべきことであるが，これらについては，残念ながら期待した通りに進展して

いると言うことはできない。 
 コンテンツ提供における最大の隘路は，電子化に係る権利処理である。２．１あるいは

２．３において詳述したように，既刊図書の電子化，あるいはコースパックのような教材

の形成と電子化を実現するために権利者からの許諾を得ようとしても得られない場合も多

い。特に商業出版社は，従来のビジネスにはない電子化に十分対応しているとは言いがた
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く，同時に，大学による電子化の推進によって，自らの利益を失うのではないかといった

危惧を抱いているようにも思われる。一方，許諾を得られたものについても，そのために

必要な労力は当初考えていた以上に大きく，このような作業を一つ一つ重ねていくことは

非常に困難である。著作権者と著作物の利用者である大学との間で何らかの合意を得て，

一定の条件下において著作物を学習資源として自由に利用できるようにする環境を整備す

る等，千葉大学という一大学を超えた包括的な枠組みの構築が必要である。このような環

境の下で，教材開発やその共有化，電子化や POD 等の技術を活用したコンテンツ提供な

ど実証的な実験に取り組む必要がある。 
 
 また，全体に関わる問題としては，絶対的な人的資源の不足がある。７つのプロジェク

トを管理し，必要な業務を行なっていくために，アカデミック・リンク・センターの教員

および附属図書館の正規職員の全員出動体制を組んでいるが，現有の人的資源では，現在

実施している水準での活動を維持するのが精一杯であり，今後，規模と質を拡大しつつサ

ービスを提供し続けることは困難である。 
 
３．２ 今後の方策 
 このような状況下において，第２章に示したような各プロジェクトの発展および３．１

において言及した課題の解消を実現し，更なる発展に向けて，以下のような方策を講じる

必要がある。 
 
３．２．１ L 棟の機能改善 
 L 棟については，N 棟と直結して，利用者が声を出してよい学習空間を拡張すると同時

に，静寂な学習空間としての機能を高めるための改修を行なう。これについては，2013
年度予算において概算要求事項としてすでに文部科学省に対して予算要求をしており，こ

れが認められれば 2013 年度中に着工する。 
 
３．２．２ アカデミック・リンク・センターの強化 
 アカデミック・リンク・センターについては，アカデミック・リンクを推進するコアの

組織として，体制の強化が必要である。 
 １）予算の一般経費化 
 １．２において言及したように，現在，アカデミック・リンクのコンセプトを実現する

ための経費は運営費交付金特別経費（プロジェクト分）に依っている。現在のプロジェク

トは 2011 年度からの４年間実施される予定であるが，その終了を待たずに文部科学省に

対して一般経費化を要求する。このことは，大学として，アカデミック・リンク・センタ

ーをプロジェクト期間に限定した時限組織ではなく，少なくとも当分の間存続させるとい

う意思の表明であり，組織としての安定化およびこの予算で雇用されているスタッフの雇

用の安定化につながる。同時に予算規模の拡大をめざし，人員の増強を図る。 
 ２）新たな専門職の創設 
人員の増強は，１．６において言及したように，「新しい図書館員」の創出というアカ

デミック・リンクの目標に沿って，新たな専門職の創出によって行なうこととする。今後
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のセンターの活動が，これまで教員が担ってきた研究開発から安定的なサービス運用へと

移行することを前提に，高度なサービスを提供できる専門的実務家の配置を計画するとと

もに，それを実現すべく制度設計を行う。 
３）他大学，民間との連携の強化 
コンテンツの整備，提供に関して，アカデミック・リンク・プロジェクトに関する包括

連携協定を結んでいる大日本印刷株式会社との連携をさらに強化するとともに，大学間連

携，あるいは出版社，大学生協書籍部などとの連携を深め，我が国における学習コンテン

ツの流通全体を改善しうる新たな枠組み作りに向けた検討を行う。 
４）広報活動の強化 
アカデミック・リンクにおいては，特徴ある利用案内を作成したものの，全体として読

み通す必要があることから，アカデミック・リンクにおける施設，あるいはサービスの利

用について，学生および教員に知られていないことがいくつもある。サービスの種類ごと

に「何ができるか」をわかりやすく伝えるための広報活動を強化する必要がある。 
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４．参考資料 

４．１ 沿革、設立趣旨（別添資料） 
・コンセプトブック 
・利用案内 
・施設概要 

４．２ 組織 
（1）アカデミック・リンク・センター規程 
（2）アカデミック・リンク・センター教員会議規程 
（3）アカデミック・リンク・センター評価委員会規程 
（4）アカデミック・リンク・センター教員選考内規 
（5）アカデミック・リンク・センター兼務教員選考申し合わせ 
（6）教員会議、評価委員会名簿 
（7）アカデミック・リンク・スチューデント・アシスタントの選考基準及び方法 
（8）アカデミック・リンク・スチューデント・アシスタント実施要項 
（9）アカデミック・リンク・センター組織図 

４．３ プロジェクトの活動計画 
（10）活動計画表（roadmap） 

４．４ 諸統計 
（11）本館入館者数 
（12）本館貸出冊数 
（13）館内貸出機器類施設利用状況 
（14）教育支援施設利用状況（コンテンツスタジオ・セミナールーム・プレゼンテ

ーションスペース、展示スペース） 
（15）1210 あかりんアワー実施記録 
（16）2011 年度学習相談事後研修まとめ 
（17）2012 年度前期オフィスアワー＠アカデミック・リンク担当者アンケート 
（18）レファレンス実施記録 
（19）ガイダンス実施状況 
（20）授業資料ナビ作成科目数 
（21）アカデミック・リンク・セミナー実施状況 
（22）視察・見学・受付件数 

  （24）千葉大学基礎データ 
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参考資料（1） 

千葉大学アカデミック・リンク・センター規程 

 

平成 23 年 4 月 1 日 

制定 

 

(趣旨 ) 

第 1 条 この規程は，千葉大学アカデミック・リンク・センター (以下「セ

ンター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 

(目的 ) 

第 2 条 センターは，学内共同教育研究施設として，電子情報環境下におけ

る能動的学習を支援するとともに，教育情報資源等の制作，活用等に関す

る研究開発，企画及び立案を行い，それらの成果を実施及び検証すること

を目的とする。 

 

(組織 ) 

第 3 条 センターに，次の部門を置く。 

一 研究開発部門 

二 アクティブ・ラーニング推進部門 

 

(業務 ) 

第 4 条 研究開発部門は，能動的学習及び教育情報資源等の連携に関する研

究開発を行う。 

2 アクティブ・ラーニング推進部門は，能動的学習の推進に資する業務を

実施する。 

 

(職員 ) 

第 5 条 センターに，次の職員を置く。 

一 センター長 

二 教授，准教授，講師及び助教 

三 その他の職員 

2 前項第 2 号の職員については，兼務の教員をもって充てることができる。 

 

(教員会議 ) 

第 6 条 センターに，千葉大学教授会規程第 4 条の規定に基づき，センター

の業務に関する重要事項を審議するため，教員会議を置く。 

2 教員会議に関し必要な事項は，別に定める。 
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(センター長の選考等) 

第 7 条 センター長の選考及び任期については，千葉大学センター長等選考

規程の定めるところによる。 

 

(センター長の職務 ) 

第 8 条 センター長は，センターの業務を総括する。 

 

(教員の選考) 

第 9 条 教員の選考については，国立大学法人千葉大学における大学教員の

選考に関する規程の定めるところによる。 

  

(事務 ) 

第 10 条 センターの事務は，学生部の協力を得て，附属図書館利用支援企

画課において処理する。 

 

(雑則 ) 

第 11 条 この規程に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，教

員会議の議を経てセンター長が別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 
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参考資料（2） 

千葉大学アカデミック・リンク・センター教員会議規程 

 

平成 23 年 4 月 1 日 

制定 

 

(趣旨 ) 

第 1 条 この規程は，千葉大学アカデミック・リンク・センター規程第 6 条

第 2 項の規定に基づき，千葉大学アカデミック・リンク・センター教員会

議 (以下「教員会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 

(審議事項 ) 

第 2 条 教員会議は，千葉大学アカデミック・リンク・センター (以下「セ

ンター」という。)の業務に関する重要事項を審議する。 

 

(組織 ) 

第 3 条 教員会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 センター長 

二 センターの教員 

三 学生部長 

四 その他教員会議が必要と認めた者 

 

(議長 ) 

第 4 条 教員会議に議長を置き，センター長をもって充てる。 

2 議長は，教員会議を主宰する。 

3 議長に事故あるときは，議長があらかじめ教員会議の議を経て指名した

教員が，その職務を代行する。 

 

(議事 ) 

第 5 条 教員会議は，構成員の 3 分の 2 以上が出席しなければ，議事を開き，

議決することができない。 

2 教員会議の議事は，出席した構成員の過半数をもって決し，可否同数の

ときは，議長の決するところによる。 

 

(構成員以外の出席 ) 

第 6 条 議長は，必要と認めるときは，構成員以外の者を教員会議に出席さ

せることができる。 

 

 

(議事録 ) 
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第 7 条 教員会議の議事進行の過程及び決定事項は，議事録に記録する。 

 

(専門委員会) 

第 8 条 教員会議が必要と認めたときは，専門の事項を調査検討するため専

門委員会を置くことができる。 

2 専門委員会に関し必要な事項は，教員会議の議を経てセンター長が別に

定める。 

 

(庶務 ) 

第 9 条 教員会議の庶務は，学生部の協力を得て，附属図書館利用支援企画

課において処理する。 

 

(雑則 ) 

第 10 条 この規程に定めるもののほか，教員会議の運営に関し必要な事項

は，教員会議が別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 
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参考資料（3） 

千葉大学アカデミック・リンク・センター評価委員会規程 

 

平成２３年７月７日 

制定 

 

 （設置） 

第１条 国立大学法人千葉大学点検・評価規程第４条第１項に基づき，千葉大学アカデミ

ック・リンク・センター（以下「センター」という。）の活動について第三者の立場か

ら評価し，センターの活動の発展・充実に資するため，センターに評価委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 委員会は，４名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は，センターの活動に関し識見を有する学外者のうちから，センター長が委嘱す

る。 

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員会には，委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選によるものとする。 

３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 委員の欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会議の成立等） 

第５条 委員会は，委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。 

２ 議決を要する事項については，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の

決するところによる。 

３ 委員会に出席することのできない委員は，書面をもって票決をなし，又は他の委員に

票決を委任することができるものとし，この場合には出席したものとみなす。 

（委員以外の出席） 

第６条 委員長は，必要と認めるときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見を聞く

ことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，附属図書館利用支援企画課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営及び評価の実施に関し必要な事項は，

委員会が別に定める。 

附 則 

１ この規程は，平成２３年７月７日から施行し，平成２３年４月１日から適用する。 

２ この規程の施行日以降，最初の評価委員に係る任期は第４条第１項本文の規定にかか

わらず，平成２５年３月３１日までとする。 
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附 則 

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 
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参考資料（4） 

千葉大学アカデミック・リンク・センター教員選考内規 

 

(趣旨 ) 

第 1 条 この内規は，国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関す

る規程第 8 条の規定に基づき，千葉大学アカデミック・リンク・センター

(以下「センター」という。)の教員の選考に関し必要な事項を定める。 

(選考手続 ) 

第 2 条 センター長は，教員の選考を必要とするときは，センター教員選考

委員会(以下「選考委員会」という。)を設けて教員候補者 (以下「候補者」

という。)の選考に当たらせるものとする。 

(選考委員会) 

第 3 条 選考委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 センター長 

二 センターの教員 

三 センター長が必要と認める関連する学部等の教授 若干名 

2 選考委員会に委員長を置き，委員の互選により定める。 

(候補者の募集) 

第 4 条 選考委員会は，原則として候補者を公募するものとする。 

2 選考委員会は，前項によるほか，関係部局等から広く候補者の推薦を受

けることができる。 

(候補者の選考) 

第 5 条 選考委員会は，前条の応募者及び被推薦者の中から，候補者 1 名を

選考するものとする。 

(雑則 ) 

第 6 条 この内規に定めるもののほか，この内規の実施に関し必要な事項は，

別に定める。 

 

附 則 

この内規は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 
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参考資料（5） 

千葉大学アカデミック・リンク・センター兼務教員選考申し合わせ 

 

(趣旨 ) 

第 1 条 この申し合わせは，千葉大学アカデミック・リンク・センター教員

選考内規第 6 条の規定に基づき，千葉大学アカデミック・リンク・センタ

ー (以下「センター」という。)の兼務教員の選考に関し必要な事項を定め

る。 

(選考手続 ) 

第 2 条 センター長は，兼務教員の選考を必要とするときは，関連部局と協

議のうえ選考を行うものとする。 

(雑則 ) 

第 3 条 この申し合わせに定めるもののほか，この申し合わせの実施に関し

必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この申し合わせは，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 
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参考資料（6） 

アカデミック・リンク・センター教員会議名簿 

   
所属 氏名 職名 

アカデミック・リンク・センター 竹内  比呂也 アカデミック・リンク・センター長（文学部教授） 

総合メディア基盤センター 川本 一彦 
アカデミック・リンク・センター兼務教員（准教

授） 

普遍教育センター 白川 優治 アカデミック・リンク・センター兼務教員（助教） 

学生部 織田 雄一 学生部長 

附属図書館 島 文子 利用支援企画課長 

附属図書館 佐藤 尚武 学術コンテンツ課長 

   
（センター特任教員） 

 
アカデミック・リンク・センター 姉川 雄大 アカデミック・リンク・センター特任助教 

アカデミック・リンク・センター 岡本 一志 アカデミック・リンク・センター特任助教 

アカデミック・リンク・センター 國本 千裕 アカデミック・リンク・センター特任助教 

アカデミック・リンク・センター 藤本 茂雄 アカデミック・リンク・センター特任助教 

アカデミック・リンク・センター 吉岡 利之 アカデミック・リンク・センター特任研究員 

 

 

アカデミック・リンク・センター評価委員 (平成 24 年度名簿） 

   
所属 氏名 

大学基準協会専務理事  鈴木  典比古 

慶應義塾大学メディアセンター所長  田村  俊作 

同志社大学社会学部教育文化学科教授  山田  礼子 

東京大学情報学環准教授  山内  祐平 
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参考資料（7） 

ALSA の選考基準及び方法 
 
１．趣旨 
 
千葉大学アカデミック・リンク・ステューデント・アシスタント実施要項（第３項）に基

づき、選考基準・選考方法を定める。 
 
２．ALSA 担当業務 
 
ALSA は、担当業務内容によって以下の a)～c)に分けられる。 
 
a)授業等に係る学習相談業務を行う（その他学習支援にかかわる業務を含む、以下、学習

支援担当）。 
b)教材作成等に係る技術支援業務を行う（以下、技術支援担当）。 
c)その他学生支援に係る業務を行う（学生向けセミナー、展示の開催等を支援する業務を

含む、以下、学生支援担当）。 
 
３．選考基準 
 
(1)アカデミック・リンクにおける学習支援の意義を理解し、これに積極的にかかわる意欲

を持っていること。 
 
(2)a)学習支援、b)技術支援、c)その他の学生支援の業務を担当するにあたり、以下のよう

にそれぞれ十分な能力を有すること。  
 
a)学習支援担当：ア）学習相談の当該分野に関する十分な学力を有し、イ)相談業務を遂行

するにあたり十分なコミュニケーション能力を有すること。 
b)技術支援担当：ア）技術支援に関する十分な知識を有し、イ)技術支援相談業務を遂行す

るにあたり十分なコミュニケーション能力を有すること。 
c)学生支援担当：教員・図書職員と共同で企画・運営業務を遂行するにあたり十分な能力

を有すること。 
 
(3)当該学生の学習・研究活動及び授業等に支障が生じないこと。 
 
４．選考方法 
 
アカデミック・リンク・センター長は、自らを含む ALSA 選考委員を指名し、ALSA 選考

委員会（以下、委員会）を設置する。委員会において上記選考基準に沿って、推薦・公募

の方法によってそれぞれ以下のように選考を行う。 
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(1)学内教員の推薦により選考する場合。 
アカデミック・リンク・センター長の依頼に基づいて学内教員が候補者を推薦する場合に

は，当該教員は上記選考基準(1)～(3)について留意してアカデミック・リンク・センター長

に対して推薦を行い、委員会において選考する。 
 
(2)公募により選考する場合。 
公募により選考する場合、原則として上記選考基準(1)、(2)-a)-イ)、(2)-c)、(3)については

面接によって、(2)-a-ア）については指導教員に照会の上、委員会において判断する。なお、

委員会が必要と認めた場合には、(2)-a-ア）以外の項目についても指導教員等に照会するこ

とがある。 
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参考資料（8） 

 千葉大学アカデミック・リンク・スチューデント・アシスタント実施要項 
 

(目的) 
第１ この要項は，千葉大学スチューデント・アシスタント実施要項第８の規定に基づき，

アカデミック・リンクにおける学習支援等の充実を図るために実施するアカデミック・

リンク・スチューデント・アシスタントに関する必要な事項を定めることを目的とする。 
(定義) 

第２ この要項において「アカデミック・リンク・スチューデント・アシスタント」とは，

アカデミック・リンク・センターが実施する活動において，次に掲げる業務を行うため

に委嘱された学生をいう。 
(1) 授業等に係る学習相談業務 
(2) 教材作成等に係る技術支援業務 
(3) その他学生支援等に関する業務 

(選考) 
第３ アカデミック・リンク・スチューデント・アシスタントは，担当業務内容に適した

選考基準・選考方法を用いて選考する。選考基準及び方法は，アカデミック・リンク・

センター長が別に定める。 
(手当) 

第４ アカデミック・リンク・スチューデント・アシスタントの手当は，謝金(時間単価)
によるものとし，手当の額は，特段の理由がない限り，「千葉大学スチューデント・アシ

スタント実施要項」によって定められる謝金の基準額を適用する。 
(雑則) 

第５ この要項に定めるもののほか，アカデミック・リンク・スチューデント・アシスタ

ントの実施に関し必要な事項は，アカデミック・リンク・センター長が別に定める。 
 

附 則 
この要項は，平成24年 4月 1日から実施する。 
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参考資料（9） 

アカデミック・リンク・センター組織図 

    

    

    

    
アカデミック・リンク・センター長  アカデミック・リンク・センター教員会議 

  

  

  

 
アカデミック・リンク・センター評価委員会 

    

    

    

アカデミック・リンク・センター長 
 

研究開発部門 

  

  

 
アクティブ・ラーニング推進部門 

  
 

 

 

プロジェクト担当 
     

◎取りまとめ 

コンテンツ・ラボ １．レガシーコンテンツ作成 ◎川本、岡本、丸茂、佐野 

（全体として◎川本、岡本） ２．オンラインクラスルーム ◎川本、岡本、武内 

 
３．デジタルコースパック ◎川本、岡本、（藤本）、田川 

 ティーチングハブ ４．参加する学習 姉川、國本、千葉 

（全体として◎白川、姉川、國本） ５．教育力・学習力向上 國本、姉川、谷、茂住、黒川 

アクティブラーニングスペース ６．情報利用行動定点観測 ◎國本、白川・川本、庄司、各分館職員 

 
７．新しい図書館員 姉川（部会運営）、池尻(夏目)、竹内(茉） 

組織運営 ８．基盤整備 竹内、藤本、武内 

 
９．運営管理 竹内、島、江波戸 

 
10．広報 竹内、竹内（茉）、江波戸 

 
11．評価 竹内、江波戸 
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事務組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

アカデミック・リンク・センター長 

(附属図書館長)  
 

 
 

 
 

     総務係 

 利用支援企画課長     

     アカデミック・リンク・グループ 

   専門員   

      

   専門員   

     学術コンテンツグループ 

 学術コンテンツ課長     

亥鼻分館長     亥鼻分館係 

      

松戸分館長     松戸分館係 

職員の配置 
    

（2012．8．1 現在） 

区  分 
常勤職員 

非常勤職員 計 
時間外職員 

  フルタイム パート 派遣   

センター長（兼務教授） 1 
   

1 
 

課   長 2 
   

2 
 

専 門 員 2 
   

2 
 

総務係 3 1 3 
 

7 
 

アカデミック・リンク・グループ 4 1 1 1 7 
 

学術コンテンツグループ 5 0 12 
 

17 3 

亥鼻分館サービスグループ 2 1 5 
 

8 2 

松戸分館サービスグループ 2 
 

2 
 

4 1 

合   計 21 3 23 
 

47 6 
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参考資料（9）アカデミック･リンク（AL)活動年次計画（ロードマップ）（平成 23 年度から 26 年度）（2012 年 3 月改訂） 
機

能 
活動（予算) 目的 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

コ
ン
テ
ン
ツ
・ラ
ボ 

１．レガシー・
コンテンツ再

生プロジェクト 
(Legacy 
Revitalized 

Project) 
（公刊物の電
子化） 

・すでに刊行

されている
パッケージ
型メディア

（図書、ヴィ
デオなど）の
電子的再生

と学習にお
ける利活用
のための提

供環境を整
備する。 

【概要】 

・児童文学事典再生プロジェクトの編集作
業（新規） 
・書籍の電子化と配信のための検討事項の

洗い出しとモデルコースでの試行 
・次世代授業資料ナビ FalCopの仕様策定 
 

【内容】 
①児童文学事典：編集委員会設置，執筆者
確定，原稿依頼，権利処理 

②授業資料ナビおよび貸出上位の書籍の
電子化：モデルコース（5つ程度）選定，
権利処理，配信プラットホーム検討（試験

的に配信できる環境を整備する必要あり） 
③次世代授業資料ナビ「FaLCop：
Faculty-Library Collaboration 

Platform」の開発：電子配信や PODとの連
携を念頭においた授業資料ナビのための
仕様検討（配信プラットホーム，PODシス

テム，OPACなどを統合的に管理でき，図書
館員と教員の協調のもと運用できるシス
テムが必要） 

【概要】 

・児童文学事典再生プロジェクトの編集作
業と電子化（継続） 
・普遍コア科目・専門科目を中心とした教

科書・参考書の利用調査と電子化 
・電子書籍の配信，発見のためのプラット
ホーム開発と試験運用 

・公刊物の電子化と配信のための「権利処
理モデル」の構築 
 

【内容】 
①児童文学事典：原稿執筆，提出，校正，
権利処理 

②貸出上位，普遍コア科目，および専門コ
ア科目（必修科目）を中心に，シラバスの
分析による教科書・参考書のリストアップ

とそれらの電子化 
③次世代授業資料ナビ FalCopの開発と運
用 

④コンテンツ再生／学習利用を目的とし
た公刊物の電子化（部分的な電子化を含
む）に必要な権利処理の試行とその問題点

の調査 

【概要】 

児童文学事典再生プロジェクトの編集作
業と電子化（継続） 
・普遍コア科目・専門科目を中心とした教

科書・参考書の利用調査と電子化（継続） 
・電子書籍の配信，発見のためのプラット
ホーム開発と試験運用 

・公刊物の電子化と配信のための「権利処
理モデル」の運用 
 

【内容】 
①児童文学事典：組版，配信，授業利用（電
子化完了，授業での活用を開始） 

②普遍コア事典プロジェクト：普遍コア科
目で利用されている事典をさらに追加で
開始 

③授業資料ナビおよび貸出上位の書籍の
電子化：モデルコースの追加（権利処理）
および利用統計の収集（LMSでの管理） 

④次世代授業資料ナビ FaLCopの運用の継
続 
⑤コンテンツ再生／学習利用を目的とし

た公刊物の電子化（部分的な電子化を含
む）に必要な権利処理の試行の継続 

【概要】 

児童文学事典再生プロジェクトの編集作
業と電子化とその評価 
・普遍コア科目・専門科目を中心とした教

科書・参考書の電子化（継続）とその評価 
・電子書籍の配信，発見のためのプラット
ホーム開発と評価 

・公刊物の電子化と配信のための「権利処
理モデル」の評価 
 

【内容】 
①児童文学事典：授業等での利用と評価 
②普遍コア事典プロジェクト：授業利用と

評価 
③授業資料ナビおよび貸出上位の書籍の
電子化：モデルコースの追加（権利処理）

および利用統計の収集（LMSでの管理）と
その評価 
④次世代授業資料ナビ FaLCopの運用（利

用統計収集と分析） 
⑤コンテンツ再生／学習利用を目的とし
た公刊物の電子化（部分的な電子化を含

む）に必要な権利処理の試行の継続と評価 
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機

能 
活動（予算) 目的 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

コ
ン
テ
ン
ツ
・ラ
ボ 

２．オンライ

ン・クラスルー
ムプロジェクト 

（Online 

Classroom 
Project） 

（授業の電子

化） 

・授業の録画
配信を中心

とする
e-learning
環境を整備

し、実施す
る。 

【概要】 

・コンテンツスタジオ設置 
・動画配信プラットホームの整備 
・普遍教育センター遠隔授業の試行 

 
【内容】 

①コンテンツスタジオで運用する動画配

信設備の導入と試行運用 
②動画配信と LMSとの連携 
③コンテンツ編集室の整備 

④来年度から配信する授業の選定（理系 2
つ，文系 2つ程度） 

⑤普遍教育センターの遠隔授業のオンラ

イン・クラスルーム化（コンテンツスタジ
オ以外でのオンライン化への試行） 

【概要】 

・コンテンツスタジオの運用 
・動画配信プラットホームの運用 
・動画コンテンツの授業活用 

・ALSA-TT(Aadademic Link Stdudent 
Assistant Tetchnical Team)の運営 

 

【内容】 
①４授業（理系 2つ，文系 2つ程度）をコ
ンテンツスタジオにて撮影と配信，検討事

項の洗い出し 
②LMS経由での動画配信と視聴管理の試行 
③コンテンツスタジオ・編集室運営サポー

トスタッフとして，第一期 ALSA-TTの募集
および研修の実施，マニュアル作成 

④動画教材の製作（教材の電子化）に際し

て再利用されるコンテンツの権利処理の
試行とその問題点の調査 

【概要】 

・コンテンツスタジオの運用 
・動画配信プラットホームの運用 

・動画コンテンツの授業活用とその評価 

・ALSA-TT(Aadademic Link Stdudent 
Assistant Tetchnical Team)の運営 

 

【内容】 
①追加授業をコンテンツスタジオ（あるい
は遠隔教室）にて撮影および配信（最終的

には教養コア科目の 30%のオンライン化が
目標） 

②ポッドキャスト，FD講習会など授業以外

での動画の撮影と配信 
③LMS経由での動画配信と視聴管理の試行 
④コンテンツスタジオ・編集室運営サポー

トスタッフとして，第二期 ALSA-TTの募集
および研修の実施，マニュアル評価・改訂 
④動画教材の製作（教材の電子化）に際し

て再利用されるコンテンツの権利処理の
試行の継続 

【概要】 

・コンテンツスタジオの運用 
・動画配信プラットホームの運用 

・動画コンテンツの授業活用とその評価 

・ALSA-TT(Aadademic Link Stdudent 
Assistant Tetchnical Team)の運営 

 

【内容】 
①追加授業をコンテンツスタジオ（あるい
は遠隔教室）にて撮影および配信（累計教

養コア科目の 30%のオンライン化） 
②ポッドキャスト，FD講習会など授業以外

での動画の撮影と配信 

③LMS経由での動画配信と視聴管理の実施 
④利用統計の分析 
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機

能 
活動（予算) 目的 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

コ
ン
テ
ン
ツ
・ラ
ボ 

３．デジタルコ
ースパック構

築プロジェクト 
（Digitally 
Packaged 

Course 
Project） 
（主として非公

刊物の電子
化） 

・自作教材、
著作物の一
部など、これ

まで教室で
の配布にと
どまってい

た授業資料
の電子的パ
ッケージ化

を実現し、提
供環境を整
備する。 

【概要】 

・物理演習問題集の電子化プロジェクトの
問題作成（LMS向け） 
・図書館学コースパックプロジェクトの検

討（POD向け） 
・コア科目コースパックプロジェクトの検
討（POD向け） 

・モデルコースの学内公募（POD，LMS向け
の両方） 
・コースパック構築のための調査 

・図書館ポッドキャストの移行作業 
・教員に対する教材の電子化全般について
のコンサルテーション 

 
【内容】 
①物理演習問題集：LMS向け問題作成，モ

デルコース選定 
②物理演習以外の図書館学，コア科目，情
報処理，数学演習等への展開を検討（LMS

向け，POD向けのコースパックの開発） 
③学内公募者へのインセンティブの検討 
④コースパックの課金の仕組みおよび権

利処理の調査（アメリカ，イギリスの例を
中心に） 
⑤図書館ポッドキャストの配信プラット

ホームを Ustreamに切り替え 
⑥教員に対して、随時相談に応じることが
できる環境の整備 

【概要】 

・物理演習問題集の電子化プロジェクトの
授業利用（LMS向け） 
・図書館学コースパックプロジェクトのコ

ンテンツ作成（POD向け） 
・コア科目コースパックプロジェクトのコ
ンテンツ作成（POD向け） 

・モデルコースの試験運用と学内公募の継
続（POD，LMS向けの両方） 
・教員に対する教材の電子化全般について

のコンサルテーション 
 
【内容】 

①物理演習問題集：LMS向け問題作成，演
習授業での利用 
②物理演習以外の図書館学，コア科目，情

報処理，数学演習等への展開（LMS，PODを
活用したコンテンツ作成） 
③コースパックの課金の仕組み検討，LMS

との連結開発 
④教材作成システムの試験的運用 
⑤教員に対する相談体制の試行 

【概要】 

・物理演習問題集の電子化プロジェクトの
授業利用とその評価（LMS向け） 
・図書館学コースパックプロジェクトの授

業利用とその評価（POD向け） 
・コア科目コースパックプロジェクトの授
業利用とその評価（POD向け） 

・モデルコースの授業利用とその評価（昨
年度分）と学内公募の継続（POD，LMS向け
の両方） 

・教員に対する教材の電子化全般について
のコンサルテーション 
 

【内容】 
①物理演習問題集：LMS向け問題作成，授
業利用，コース追加，評価 

②図書館学，情報処理，数学演習等へのコ
ースパックモデルへの展開と授業利用 
③コースパックの課金の仕組み検討・試

行，LMSと連携したコースパック提供 
④教材作成システムの試験的運用 
⑤教員に対する相談体制の試行・評価 

【概要】 

・物理演習問題集の電子化プロジェクトの
授業利用とその評価 
・図書館学コースパックプロジェクトの授

業利用とその評価 
・コア科目コースパックプロジェクトの授
業利用とその評価 

・モデルコースの授業利用とその評価（昨
年度分）と学内公募の継続 
・教員に対する電子化全般についてのコン

サルテーション 
 
【内容】 

①物理演習問題集：授業利用，コース追加，
評価 
②図書館学，情報処理，数学演習等へのコ

ースパックモデルへの展開と授業利用 
③コースパックの課金の仕組み試行・評
価，LMSとの連結開発 

④教材作成システムの評価 
⑤教員に対する相談体制の試行・評価 
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機

能 
活動（予算) 目的 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・ハ
ブ 

４．「参加する

学習」プロジェ
クト（Social 
Learning 

Project） 

・ソーシャ
ル・ラーニン

グを実現す
るために、ア
クティブ・ラ

ーニング・ス
ペースにお
ける「学生に

よる学生の
ための学習
支援」を支え

る学生(SA）
を養成する。 

【概要】・情報収集・SAの業務内容と研修

の体系化・SAの募集と研修の実施【内容】
23年度前半：①SA制度を実施している国
内先行大学への調査と情報収集②海外の

SA、Social learningの情報収集③SAの担
当内容の整理（Writing Centerでの相談、
語学物化生地の学習相談、初歩の図書レフ

ァレス、etc）23年度後半：①SA制度を実
施している先行大学への調査と情報収集
の継続②SAの担当内容の整理（Writing 

Centerでの相談、語学物化生地の学習相
談、初歩の図書レファレス、etc）の継続
③SAのマニュアルと研修内容の具体化④

SAの募集と第 1期 SA研修の実施⑤国内、
海外の情報収集の継続 

【概要】・ALSA-LSの運営・ALSA-LSミー

ティングを置き、課題と改善点を共有化
し、運営とマニュアルに反映させる・
ALSA-LSリーダーシステムとして教員・職

員の役割を限定し、学生間で相互研修を行
うシステムを試行的に実施する【内容】24
年度前半：①第 1期 SAによる学習相談・

学習支援業務の実施②SAミーティングに
よる SAの担当領域・マニュアルと研修内
容の改善③SAのリーダーシステムの検討

④第 2期 SAの新規募集と研修の実施（教
員・職員と SAの役割分担の見直し）⑤国
内外の情報収集の継続 24年度後半：①第 2

期 SAによる学習相談・学習支援業務の実
施②SAミーティングによる SAの担当領
域・マニュアルと研修内容の改善③SAのリ

ーダーシステムの試行（教員・職員と SA
の役割分担の見直し）④第 3期 SAの新規
募集と研修の実施⑤国内外の情報収集の

継続 

【概要】・ALSA-LSの運営・ALSA-LSミー

ティングを継続し、課題と改善点を共有化
し、運営とマニュアルに反映させる・
ALSA-LSリーダーシステムとして教員・職

員の役割を限定し、学生間で相互研修を行
うシステムの試行を継続する【内容】25年
度前半：①第 3期 SAによる SA業務の実施・

SAリーダーシステムの導入②SAミーティ
ングによる SAの担当領域・マニュアルと
研修内容の改善③第 4期 SAの新規募集と

研修の実施(教員・職員による研修から SA
リーダーによる研修に移行）④国内、海外
の情報収集の継続 25年度後半：①第 4期

SAによる SA業務の実施②SAミーティング
による SAの担当領域・マニュアルと研修
内容の改善③SAのリーダーシステムの見

直し（教員・職員と SAの役割分担の見直
し）④第 5期 SAの新規募集と研修の実施
⑤国内、海外の情報収集の継続 

【概要】・ALSA-LSの運営のルーティン化・

ALSA-LAリーダーシステムの運営と見直し
のルーティン化【内容】26年度前半：①第
5期 SAによる SA業務の実施②SAミーティ

ングによる SAの担当領域・マニュアルと
研修内容の改善③第 6期 SAの新規募集と
研修の実施④国内、海外の情報収集の継続

25年度後半：①第 6期 SAによる SA業務の
実施②SAミーティングによる SAの担当領
域・マニュアルと研修内容の改善③SAのリ

ーダーシステムの見直し（教員・職員と SA
の役割分担の見直し）④第 7期 SAの新規
募集と研修の実施⑤国内、海外の情報収集

の継続 
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機

能 
活動（予算) 目的 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・ハ
ブ 

５．「教育力」・
「学習力」向
上プロジェクト 

（Faculty,Staff
&Student 
Development 

Project） 

・学生、教職
員によるア

カデミッ
ク・リンク機
能について

の理解と活
用を促し、学
習、教育にか

かるスキル
の向上を実
現する。 

【概要】 

・教育/学習の情報化の研修機会の提供、
ALCの活動成果の発信 
・ALC各プロジェクトのシンポジウム等の

企画の全体調整 
・現在の「情報化月例セミナー」の発展的
拡張 

・全学 FD企画室との連携し、全学 FDへの
技術的貢献 
・普遍教育センターを中心とする各部局と

連携し、部局 FDへの技術的支援 
 
【内容】 

①毎月 1回の ALC主催のセミナーの開催
（「情報化月例セミナー」の発展的拡張） 
②セミナーは学生対象、教職員対象を隔月

で企画 
③ALC各プロジェクトのシンポジウム等の
企画を調整し、年次計画の策定と運営 

④全学 FD企画室・各部局と連携し、全学
および各部局の FDの eラーニング化にむ
けた企画調整 

【概要】 

・教育／学習の情報化の研修機会の提供、
ALCの活動成果の発信 
・ALC各プロジェクトのシンポジウム等の

企画の全体調整 
・アカデミックリンクセミナーの継続的実
施 

・全学 FD企画室と連携した、全学 FDへの
技術的貢献 
・普遍教育センターを中心とする各部局と

連携し、部局 FDへの技術的支援 
 
【内容】 

①ALC主催にセミナー、各プロジェクトの
シンポジウム等の企画調整による年次計
画の策定と運営 

②上記年次計画に基づく ALC主催セミナー
の継続実施（教員対象、図書館・出版等関
係者対象企画をそれぞれ一定割合で立案，

隔月開催） 
③プレゼンテーションスペースにおける
学生対象企画の立案と実施 

④ALSA-GSによる学生対象活動の実施支援 
⑤全学 FD企画室・各部局と連携し、全学
および各部局の FDの eラーニング化 

 （コンテンツ・ラボ完成後）の検討 
⑥図書館ポッドキャストの Youtubeへの移
行 

【概要】 

・教育/学習の情報化の研修機会の提供、
ALCの活動成果の発信 
・ALC各プロジェクトのシンポジウム等の

企画の全体調整 
・アカデミック・リンクセミナーの発展的
拡張 

・全学 FD企画室との連携し、全学 FDへの
技術的貢献 
・普遍教育センターを中心とする各部局と

連携し、部局 FDへの技術的支援 
 
【内容】 

①隔月１回の ALC主催のセミナーの継続 
②プレゼンテーションスペースにおける
学生対象企画の立案と実施 

③ALSA-GSによる学生対象活動の支援の継
続，計画策定，実施の試行 
④全学 FD企画室・各部局と連携し、全学

および各部局の FDの eラーニング化 
⑤セミナー等の動画の Youtubeでの発信 

【概要】 

・教育/学習の情報化の研修機会の提供、
ALCの活動成果の発信 
・ALC各プロジェクトのシンポジウム等の

企画の全体調整 
・アカデミック・リンクセミナーの発展的
拡張 

・全学 FD企画室との連携し、全学 FDへの
技術的貢献 
・普遍教育センターを中心とする各部局と

連携し、部局 FDへの技術的支援 
 
【内容】 

①隔月１回の ALC主催のセミナーの継続 
②プレゼンテーションスペースにおける
学生対象企画の立案と継続的運営 

③ALSA-GSによる学生対象活動の支援の継
続，計画策定，実施とその評価 
④全学 FD企画室・各部局と連携し、全学

および各部局の FDの eラーニング化 
⑤セミナー等の動画の Youtubeでの発信 
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機

能 
活動（予算) 目的 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・ハ
ブ 

６．情報利用
行動定点観

測プロジェクト
(Student 
Behavior 

Observatory) 

・千葉大学に
おけるアカ
デミック・リ

ンクにおけ
る活動計画
の基礎とな

るデータを
収集すると
ともに、アウ

トカム評価
を実現する。 

【概要】・調査の設計（ALC・図書館改修

に伴い、全学の学習施設・ICT端末・図書
（電子図書含む）の利用状況、リテラシー
能力の自己評価、学習行動を把握する全学

的調査を実施する。調査の設計は、各学生
の教務情報と接合し、学習行動と学習成果
の関係を分析できるように設計する。ま

た、毎年度の定点観測の経年変化をパネル
データとして分析できるように設計する。
国際比較も可能となるようにする）・調査

参加大学の募集（筑波、九州、東京女子、
ICU、etcを候補とする）・千葉大学での第
1回調査実施【内容】23年度前半：①調査

計画の設計のための先行事例（ワシントン
大学調査、JISC）の情報収集②調査票、調
査計画の具体化③参加大学の募集④調査

の実施のための学内調整 23年度後半：①
千葉大学内での第 1回調査の実施②参加大
学での実施のための調整・実施③調査結果

の整理と分析④科研費での申請（萌芽？） 

【概要】・第 1回質問紙調査（ウェブ質問

紙調査）の分析と学内向け報告会の開催・
第 2回質問紙調査の実施・学習空間・情報
利用行動の調査実施と成績情報の連動分

析・学習環境変革のアウトカム評価を実現
する手法／指標の検討【内容】24年度前
半：①第 1回質問紙調査の学内向け結果報

告会の開催②第1回質問紙調査の結果を基
にした第 2回質問紙調査の手法および調査
項目の見直し③赤外線センサーによる館

内動態調査の実施④アイ・カメラを用いた
学習空間・情報利用行動調査の実施と分析
⑤インタビュー/日記法/観察の併用によ

る学習空間・情報利用行動調査の実施 24
年度後半：①第 2回質問紙調査の実施と結
果分析②赤外線センサーによる館内動態

調査の結果分析③インタビュー/日記法/
観察の併用による学習空間・情報利用行動
調査の結果分析④IDを共通記号化したう

えでの図書貸出記録の分析⑤各種調査の
結果と学生の成績情報との連動分析※成
績情報との連動分析は、個人情報の保護の

ため匿名化して実施する。得られたデータ
は、①千葉大学学内の学習環境・施設・教
育学習支援プログラムの改善提言、②学会

での報告・論文化による学術的貢献、③高
等教育におけるパフォーマンス評価を実
現する手法／指標の検討に利用する。 

【概要】・第 2回調査の分析と報告会の開

催・調査参加大学での調査実施・千葉大学
学内での第 3回調査実施・学習空間・情報
利用行動の調査実施と成績情報の連動分

析の継続・学習環境変革のアウトカム評価
を実現する手法／指標の検討，実施【内容】
25年度前半：①第 2回調査の報告会の開催

（千葉大学の学内向け報告会と大学間比
較を織り込んだ対外的報告会の２回）②第
2回調査の結果を基にした第 3回調査の調

査票の見直し 25年度後半：①千葉大学第 3
回調査の実施②千葉大学第 3回調査の結果
の整理と分析③過去 3回の調査を踏まえた

大規模なシンポジウム（国際シンポジウ
ム）を開催。調査データの基づいた学生の
学習環境と学習行動と学習成果について

の提言(2年か3年の1度くらいのペースで
国際シンポジウムを開催） 

【概要】・第 3回調査の分析と報告・調査

参加大学での実施・千葉大学学内での第 3
回調査実施・学習空間・情報利用行動の調
査実施と成績情報の連動分析の継続，評

価・学習環境変革のアウトカム評価を実現
する手法／指標の検討，実施，評価【内容】
26年度前半：①第 3回調査の報告会の開催

（千葉大学の学内向け報告会と大学間比
較を織り込んだ対外的報告会の２回）②第
3回調査の結果を基にした第 3回調査の調

査票の見直し 26年度後半：①千葉大学第 4
回調査の実施②千葉大学第 4回調査の結果
の整理と分析※データの蓄積と変化に意

味があるので、ALCの設置期間終了後も調
査を継続できる体制と資金の方策をでき
るだけ早期から検討する。 
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機

能 
活動（予算) 目的 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・ハ
ブ 

７．「新しい図
書館員」プロ
ジェクト 

（"Librarians 
connected to 
Learning" 

Project） 

・学習に関与
する「新しい

図書館員」概
念を確立す
るとともに、

彼らを中心
に教員／図
書館員／学

生の協働を
基礎とする
個別的学習

指導モデル
を構築し、評
価する。 

【概要】 

・多様なリテラシー能力を持つ学生に対応
できるように、従来の講習会型を中心とす
る情報リテラシー教育を改革。 

・「新しい図書館員」を中心に、教員／図
書館員／学生の協働を基礎とする個別的
学習指導モデルを構築し、評価。 

 
【内容】 
①オフィスアワー＠AL、利用支援デスク

（図書館員と学生）のようなスタイルでの
学習支援体制（writing centerを含む）構
築についての先行事例の評価 

②学習支援を評価するための指標や評価
方法の検討 
③剽窃防止ソフトの試験的導入と評価 

④学生の学習空間利用の様態についての
把握と評価についての検討 
 

※亥鼻、松戸キャンパスにおけるアクティ
ブラーニング支援計画の策定 

【概要】 

・情報リテラシースキル養成活動の実施 
・アクティブラーニングスペースでの学習
支援活動を展開しながら、モデルを検討。 

 
【内容】 
①オフィスアワー＠ALの検討（教員との協

力体制、教員へのインセンティブの検討を
含む） 
②利用支援デスク（図書館員と学生）にお

ける学習支援体制（writing center機能を
含む）の施行 
③上記の活動の評価のために必要なデー

タの収集、学習支援活動のドキュメンテー
ション方法の検討 
④剽窃防止ソフトの運用、評価方法の検討 

⑤図書館員に対する研修の実施 
 
※亥鼻、松戸キャンパスにおけるアクティ

ブラーニング支援環境の整備 

【概要】 

・情報リテラシースキル養成活動の実施 
・アクティブラーニングスペースでの学習
支援活動を展開しながら、複数のモデルを

構築し、評価。 
 
【内容】 

①オフィスアワー＠ALの試行の拡大（協力
教員の量的拡大、教員に対するインセンテ
ィブの提供） 

②利用支援デスク（図書館員と学生）にお
ける学習支援体制（writing centerを含む）
の量的拡大 

③上記の活動の評価のために必要なデー
タの収集、学習支援活動のドキュメンテー
ションの実施とそれに基づく評価の実施 

④剽窃防止ソフトの運用、評価 
⑤図書館員に対する研修の実施 
 

※亥鼻、松戸キャンパスにおけるアクティ
ブラーニングの試行 

【概要】 

・情報リテラシースキル養成活動の実施・
評価 
・アクティブラーニングスペースでの学習

支援活動を踏まえ、モデルを確立。 
 
【内容】 

①オフィスアワー＠ALの評価（教員との協
力体制の確立、教員に対するインセンティ
ブ） 

②利用支援デスク（図書館員と学生）にお
ける学習支援体制（writing centerを含む）
の運用 

③上記の活動の評価のために必要なデー
タの収集、学習支援活動のドキュメンテー
ションに基づくモデルの評価 

④剽窃防止ソフトの運用、評価 
⑤学生の学習空間利用の実態についての
評価に基づく空間の改善計画策定 

⑥図書館員に対する研修の実施 
⑥活動継続のための方策の策定 
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機

能 
活動（予算) 目的 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

Ａ
Ｌ
基
盤
整
備
・管
理･

運
営
・広
報 

８．基盤整備 

・プロジェク
ト運用のた
めに必要な

基盤を整備
する。 

【概要】・LMSとの連携（学生部と連携、
上記コンテンツラボの活動参照）・円滑な

コンテンツの利用をサポートする認証シ
ステムの適用（総合メディア基盤センター
との連携）・コンテンツ制作室におけるコ

ンテンツ作成支援【内容】①現在運用して
いる Moodleの機能付加に関し、必要なモ
ジュールを開発・実装する。②電子的コン

テンツ利用に必要な認証システムの導入
について検討する。③コンテンツ制作室に
おける学生、教員のコンテンツ作成支援活

動を企画立案する。 

【概要】・LMSとの連携（普遍教育センタ
ー，学生部と連携）・円滑なコンテンツの

利用をサポートする認証システムの適用
（総合メディア基盤センターとの連携）・
コンテンツ制作室におけるコンテンツ作

成支援【内容】①Moodleの運用を継続する
②Moodleのハード面での強化を検討・実施
する③認証システムと連携したコンテン

ツ提供の実証実験を実施する④コンテン
ツ制作室で教員の教材作成支援の随時実
施を試行する。並行して、２ヶ月に１回程

度の講習会を開催する。 

【概要】・LMSとの連携（学生部と連携、
上記コンテンツラボの活動参照）・円滑な

コンテンツの利用をサポートする認証シ
ステムの適用（総合メディア基盤センター
との連携）・コンテンツ制作室におけるコ

ンテンツ作成支援【内容】①現在運用して
いる Moodleの機能付加に関する前年度の
実験を踏まえ、必要なモジュールの改善を

行う。②認証システムと連携したコンテン
ツ提供の実証実験を踏まえ、必要なシステ
ム改善を行う。③コンテンツ制作室で教

員･学生支援の随時実施を試行する。並行
して、２ヶ月に１回程度の講習会を開催す
る。 

【概要】・LMSとの連携（学生部と連携、
上記コンテンツラボの活動参照）・円滑な

コンテンツの利用をサポートする認証シ
ステムの適用（総合メディア基盤センター
との連携）・コンテンツ制作室におけるコ

ンテンツ作成支援【内容】①現在運用して
いる Moodleの機能付加に関するモジュー
ルを配布可能な形に整備する。②認証シス

テムと連携したコンテンツ提供の定常化
を実現する。③コンテンツ制作室で教員･
学生支援の随時実施を試行する。並行し

て、２ヶ月に１回程度の講習会を開催す
る。 

９．運営管理 

・アカデミッ
ク・リンクの

効率的な運
用を実現す
る。 

各機能および図書館内の設備等を共通で
運営する管理運営体制を企画する。 

管理用モジュールや Webサイトの構築を行
う。 

前年度の企画に基づき、管理運用体制を確
立し、管理ソフト等を試行する。 

前年度の活動を踏まえ、スタッフ、利用者
の意見に基づき、修正・改善を行う。 

前年度の活動を踏まえ、教員、学部等の意
見を元に関係部局等との調整を行い、継続

してサービスを提供できる体制を確立す
る。 

１０．広報 

・学内外での

アカデミッ
ク・リンクに
ついての認

知度を高め
る。 

・ブランディング戦略を策定する。 
・アカデミック・リンクの活動について学

内での周知を図るため、Webサイトを立ち
上げ、定期的に情報提供を行う。 
・全国的にみても先進的な取り組みである

ことから、コミュニティ・ウィキを立ち上
げ関心を持つ全国の大学関係者との意見
交換のための仕組みを設置・維持する。 

・各プロジェクトの進行と連携する形でセ
ミナーやシンポジウムを開催する。 
・アカデミック・リンク設置記念として国

際シンポジウムを開催する。 

・ブランディング戦略に基づく広報活動を
実施する。 

・アカデミック・リンクの活動について学
内での周知を図るため、Webサイトを立ち
上げ、定期的に情報提供を行う。 

・twitterを通じた情報発信を随時行う。 
・Facebookを介して情報を発信するととも
に，関心を共有する全国の大学関係者との

意見交換する。 
・デジタル・サイネージを用いた情報発信
の企画，運用を行う。 

・各プロジェクトの進行と連携する形でセ
ミナーやシンポジウムを開催する。 
・見学の受け入れを行う。 

・ブランディング戦略に基づく広報活動を
継続する。 

・アカデミック・リンクの活動について学
内での理解をさらに深めるため、webサイ
トを立ち上げ、定期的に情報提供を行う。 

・twitterを通じた情報発信を随時行う。 
・Facebookを介して情報を発信するととも
に，関心を共有する全国の大学関係者との

意見交換する。 
・デジタル・サイネージを用いた情報発信
の企画，運用を行う。 

・各プロジェクトの進行と連携する形でセ
ミナーやシンポジウムを開催する。 
・見学の受け入れを行う。 

・ブランディング戦略に基づく広報活動を
継続する。 

・アカデミック・リンクの活動について Web
サイトから定期的に情報提供を行う。 
・コミュニティ・ウィキを介して関心を共

有する全国の大学関係者との意見交換を
行う。 
・各プロジェクトの進行と連携する形でセ

ミナーを開催する。 
・著名な有識者を招へいし、アカデミッ
ク・リンクの活動全体に対してのレビュー

を実施するとともに、その結果についてシ
ンポジウムを開催する（評価と連携）。 

１１．評価 

・アカデミッ
ク・リンク活
動全体の評

価を実施す
る。 

・評価実施に向けた規程類の整備 評価委員会の設置と評価の実施（国内 4名） 評価委員会の開催，評価の実施 評価委員会の開催，評価の実施 
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参考資料（11）-1 千葉大学附属図書館本館入館者数 

  年間入館者数(延)       

年度 総入館者数 日平均 平日入館者 平日平均 土日入館者 土日平均 

2004 620,891 2,063 571,049 2,505 49,842 683 

2005 539,132 1,791 495,070 2,143 44,062 629 

2006 543,680 1,800 504,215 2,192 39,465 548 

2007 543,946 1,819 503,620 2,190 40,326 584 

2008 523,515 1,763 477,297 2,075 46,218 690 

2009 498,290 1,667 448,936 1,971 49,354 667 

2010 493,732 1,662 440,386 1,914 52,466 700 

2011 385,940 1,467 343,991 1,638 41,949 677 

2012 251,469 2,113 222,642 2,682 28,827 801 

*2004-2011は赤外線カウンターにより採取 

*2012は入館ゲート通過者数(4-7月期データ） 
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参考資料（11）-2  
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  参考資料（11）-3  

 

 
 
 
 

 
 

所属別入館者比率(学部生）

所属 2010 2011 2012
文学部 12.9% 14.1% 9.5%
法経学部 15.6% 14.8% 27.9%
教育学部 25.7% 26.9% 16.2%
理学部 8.6% 8.5% 8.9%
工学部 28.9% 29.4% 29.7%
薬学部 2.9% 1.7% 1.3%
医学部 0.7% 0.6% 0.7%
看護学部 0.8% 0.6% 0.9%
園芸学部 4.0% 3.5% 4.9%
計 100.0% 100.0% 100.0%
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参考資料（12）-1 千葉大学附属図書館本館貸出冊数 

 
年度 総貸出冊数 開館日数 日平均 総入館者数 日平均 

2004 120,665 301 400.9  620,891 2,062.8  

2005 114,595 301 380.7  539,132 1,791.1  

2006 115,545 302 382.6  543,680 1,800.3  

2007 114,746 299 383.8  543,946 1,819.2  

2008 115,310 300 384.4  523,515 1,745.1  

2009 103,780 299 347.1  498,290 1,666.5  

2010 99,557 299 333.0  493,732 1,651.3  

2011 109,364 271 403.6  385,941 1,424.1  

2012 49,210 119 413.5  251,469 2,113.2  

*2012は 4月-7月期データ   
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参考資料（12）-2  
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参考資料（13）-1  
身分別館内貸出機器・施設利用状況(2012.3.16-2012.7.31) 

身分 
ノート
PC 

タブレット
PC 

電子
辞書 

プロジ
ェクター 

貸出機
器計 

グループ
学習室 

研究
個室 

情報検索
ブース 

視聴覚
ブース 

マイク
ロ室 

施設利
用計 

総計 

学生 1 年 719 93 33 7 852 65 0 1 21 0 87 939 

学生 2 年 127 48 13 4 192 24 0 0 5 0 29 221 

学生 3 年 190 45 13 2 250 26 2 0 7 0 35 285 

学生 4 年 79 22 7 4 112 38 0 4 5 0 47 159 

医薬学部 5 年        0           0 0 

医薬学部 6 年 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

聴講生 26 4 0 0 30 0 0 1 0 0 1 31 

研究生等 3 1 0 0 4 0 2 1 0 0 3 7 

学生計 1148 213 66 17 1444 153 4 7 38 0 202 1646 

院修士 27 14 8 4 53 36 65 5 4 2 112 165 
院博士 0 0 0 1 1 2 46 5 1 3 57 58 

院生計 27 14 8 5 54 38 111 10 5 5 169 223 

教員 2 0 0 0 2 13 48 7 0 8 76 78 
職員 1 0 5 6 12 7 9 1 1 2 20 32 

学外者 0 0 0 0 0 0 2 30 13 0 45 45 

総計 1178 227 79 28 1512 211 174 55 57 15 512 2024 

 
所属別館内貸出機器・施設利用状況(2012.3.16-2012.7.31) 

     

所属 
ノート
PC 

タブレット
PC 

電子
辞書 

プロジ
ェクター 

グループ
学習室 

研究
個室 

情報検索
ブース 

視聴覚
ブース 

マイク
ロ室 

総計 

文学部 63 3 8 2 15   4 5   100 

法経学部 433 69 28 10 54 1 1 11 1 608 

教育学部 132 26 14 4 25   1 7   209 

理学部 30 9 3   19   1 1   63 

工学部 226 97 7 1 41 3   8   383 

薬学部 12                 12 

医学部 10   1         2   13 

看護学部 3   1         1   5 

園芸学部 239 9 4   1     3   256 

学部計 1148 213 66 17 155 4 7 38 1 1649 
院 人文社会科学研究
科 

6   7     37 5 2 10 67 
院 専門法務研究科       1 2 1       4 

院 教育学研究科 11 3   2 22 38   1   77 

院 融合科学研究科 1       1 22 2     26 

院 理学研究科 2 1     12 10 1     26 

院 工学研究科 5 10 1 2 12 4 1 1 2 38 

院 薬学研究院           1 1     2 

院 医学研究院             2     2 

院 看護学研究科           1       1 

院 園芸学研究科 3             1   4 

院計 28 14 8 5 49 114 12 5 12 247 
事務局，その他（全
学） 

        1 45 4     50 
知的財産本部       1           1 

図書館 2   5 5 6 10 8 3 2 41 

学外           1 24 11   36 

総計 1178 227 79 28 211 174 55 57 15 2024 



96 
 

参考資料（13）-2 館内貸出機器・施設利用状況(2012.3.16-2012.7.31) 
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参考資料（14）-1 I 棟教育支援施設利用状況［H24.4.～］集計 
月別 

 

 

月 利用件数 利用人数
(延べ） 

４月 0 0 

５月 5 230 

６月 7 153 

７月 29 1053 

計 41 1436 

 
施設・目的別利用件数(4－7 月） 

    施設／目的 授業 セミナー 
（学生・教職員向） 

研究会 その他 計 

コンテンツスタジオ 17 2 0 2 21 

1 階セミナールーム 0 1 2 17 20 

計 17 3 2 19 41 

 
施設・身分別利用人数(4－7 月） 

  施設／身分 教職員・学生 その他 計 

コンテンツスタジオ 902 95 997 

1 階セミナールーム 298 141 439 

計 1200 236 1436 
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参考資料（14）-2 プレゼンテーションスペース利用状況[2012.4～]集計 
 

2012 目的別利用件数（プレゼンテーションスペース) 

 
 
 
 

                                                 
2012 所属別利用件数（プレゼンテーションスペース) 

 

目的 利用件数 

授業 8 

学生団体 6 

記者発表 1 

説明会 2 

見学 6 

ガイダンス 19 

総計 23 

 
所属 

利用件数 

文学部 2 

法経学部 1 

理学部 2 

工学部 3 

学生団体 5 

普遍教育センタ

ー 
2 

マルチキャリアセン

ター 
2 

入試課 3 

図書館 22 

総計 27 



99 
 

参考資料（14）-3 展示コーナー利用状況 
 

年度 展示場所 授業関連作品展 サークル関連作品展 サークル活動紹介 

2012年度 N 棟 1 階東ブックツリー 1 1 1 

  N 棟 3 階東ブックツリー     2 

 
N 棟 1 階東ブックツリー 

    
  開始日 終了日 申込者 企画名 

使用スペー
ス 

展示内容等 

1 2012/4/9 2012/5/8 
ボランティア活
動支援センター 

ボランティア活動支援
センターの活動紹介 

西面 
ポスター9 枚、ビ
ブス 1 枚 

cancel 2012/5/14 2012/5/18 
カラー写真をつ
くる会 

写真展 東、北面 
部員の撮影した
写真 

2 2012/7/13 2012/7/20 

「写真創作実
習」工学部画像
科学科・情報画
像学科 

PASSION 写真創作実
習作品展 

南、東面 
「写真創作実習」
で撮影した写真 

3 2012/7/24 2012/8/7 
書道サークル
ぼくじる九思会 

（書道作品展） 西、南、東面 
古典の臨書を中
心とした作品 

 
N 棟 3 階東ブックツリー 

    
  開始日 終了日 申込者 企画名 

使用スペー
ス 

展示内容等 

1 2012/4/23 2012/5/23 

ふれあいの環（CISG,ノ
ートテイク会、
CareerPort、ボランティ
ア支援センター学生ス
タッフ、学生相談ピア・
カウンセラー） 

ふれあいの環 5
団体の活動紹介 

南、西、北面 
プログラム、パ
ンフレット、冊子
等 

2 2012/7/9 2012/8/8 
環境 ISO学生委員会、
CISG,Fabric 

（学生団体活動
紹介企画） 

南、西面 
ポスター、冊子、
図書 
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参考資料（15） 2012 年度前期 1210 あかりんアワー 開催状況 
回次 開催日 企画名 登壇者 所属等 

参加

人数 

1 4 月 10 日(火) 予告編 －アカデミック・リンクから始まるいくつものおもしろいことについて－ 國本千裕 ALC 7 

2 4 月 11 日(水) どんな授業こんな授業 －普遍教育の教養展開科目紹介－ 第 1 回 白川優治 普遍教育センター/ALC 20 

3 4 月 13 日(金) どんな授業こんな授業 －普遍教育の教養展開科目紹介－ 第 2 回「授業の紹介」 

白川優治 普遍教育センター/ALC 

11 姉川雄大 ALC 

柴佳世乃 文学部 

4 4 月 16 日（月） 
千葉大人（ちばだいびと）の意外な一面を発見する 第 1 回 

「マリシヤ・カルテットによる弦楽四重奏」 

嶋津格 理事/専門法務研究科 

70 
田島正樹 文学部 

馬渡美穂 工学系事務センター 

山崎連 理学部 4 年 

5 4 月 17 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 1 回 山本惠司 理事/医学薬学研究院 34 

6 4 月 18 日（水） 学生向け moodle 講習会 第 1 回 藤本茂雄 ALC 9 

7 4 月 19 日（木） ALSA カフェ 第 1 回  「大学 4 年間の中で「今」すべきこと」 藤田早紀 人文社会科学研究科院生 12 

8 4 月 20 日（金） ALSA カフェ 第 2 回 「教育学部以外で、教員免許を取るかどうか迷っている人へのアドバイス」 中川貴裕 理学研究科院生 4 

9 4 月 24 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 2 回 川本一彦 総合メディア基盤センター/ALC 23 

10 4 月 25 日（水） 就活に役立つ新聞の読み方 國本千裕 ALC 10 

11 4 月 26 日（木） ALSA カフェ 第 3 回  「研究のための留学」 安藤加奈 自然科学研究科院生 7 

12 4 月 27 日(金) 学生向け moodle 講習会 第 2 回 藤本茂雄 ALC 6 

13 5 月 8日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 3 回 「中国の秘密結社」 山田賢 文学部 65 

14 5 月 11 日（金） ブックトーク 働くオトナが学生に薦める 1 冊の本  第 1 回 

織田雄一 学生部 

16 藤原李奈 学長企画戦略室 

谷奈穂 附属図書館 

15 5 月 14 日（月） 5 月特別企画 「金環日食をめぐって」 花輪知幸 先進科学センター 51 

16 5 月 15 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 4 回  「思いを形にする：ソーラーデカスロン」 鈴木弘樹 工学研究科 10 

17 5 月 17 日（木） 千葉大人の意外な一面を発見する 第 2 回  「シャーロック・ホームズ」 若林明雄 文学部 65 

18 5 月 22 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 5 回 「東日本大震災に公民館はどう対応したか」 長澤成次 理事/教育学部 30 

19 5 月 25 日（金） 「国際機関で働くために大切な３つのこと：ユネスコでの経験から」 竹内比呂也 文学部/附属図書館/ALC 36 

20 5 月 29 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 6 回  「描かれた武士と合戦―「平治物語絵巻」の世界からー」 池田忍 普遍教育センター/文学部 40 

21 6 月 1日（金） キャンパスマスタープラン 2012 のめざすもの 上野武 キャンパス整備企画室/工学部建築学科 32 

22 6 月 5日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 7 回  「衛星データの価値を高める」 樋口篤志 環境リモートセンシング研究センター 23 

23 6 月 8日（金） ALSA カフェ 第 4 回  「レポートの書き方・理系編」 高橋慧 融合科学研究科院生 15 

24 6 月 12 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 8 回  「好きなことに打ち込む楽しさと難しさ」 伊藤智義 工学研究科 50 

- 6 月 15 日（金） 千葉大生の主張→流会 ― ― ― 

25 6 月 19 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 9 回  「スポーツを見る目-バイオメカニクスの視点」 吉岡伸彦 教育学部 40 
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回次 開催日 企画名 登壇者 所属等 
参加

人数 

26 6 月 22 日（金） ブックトーク 働くオトナが学生に薦める 1 冊の本 第 2 回 

明慶綾香 学術国際部 

10 山本康平 企画総務部総務課 

江波戸登弥子 附属図書館 

27 6 月 26 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 10 回 「研究が国境を越える時」 舟島なをみ 看護学研究科 18 

28 6 月 29 日（金） 千葉大人の意外な一面を発見する 第 3 回 「水無月によせて-雅楽への招待」 安孫子英智 附属図書館 45 

29 7 月 3日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 11 回  「群論：シンメトリーの数学」 北詰正顕 理学研究科 50 

30 7 月 6日(金) 学生部企画 「東日本大震災復興のボランティアについて」 
立石公史 環境健康フィールド科学センター 

14 
馬目亮太 企画総務部総務課広報係 

31 7 月 10 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 12 回 「熱帯野菜で水質浄化？」 高垣美智子 
環境健康フィールド科学センター/園芸学

研究科 
25 

32 7 月 13 日（金） 
千葉大人の意外な一面を発見する 第 4 回   

「能の謡（うたい）「巴ともえ」-義仲の最期と巴御前を謡う-謡曲」 
大見晃代 教育学部総務係 16 

33 7 月 17 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 13 回 「アレルギーは治せるか」 徳久剛史 理事/医学薬学研究院 33 

34 7 月 20 日(金) 企画総務部総務課 「やよいの鐘について」 馬目亮太 企画総務部総務課広報係 35 

35 7 月 24 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 14 回 「理論刑法学から学際研究へ」 石井徹哉 法経学部 30 

36 7 月 27 日(金) ブックトーク 働くオトナが学生に薦める 1 冊の本  第 3 回 

山口陽 財務部経理課 

35 坂本菜摘 企画総務部職員課職員係 

有賀昭彦 理学部学務係 

37 7 月 31 日（火） 教員が研究の楽しさを語る 第 15 回  「社長の言葉は宝の山-中堅企業の調査から」 清水馨 法経学部 45 

注）参加人数は事後の記録写真による概数
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参考資料（16） 2011 年度学習相談事後研修まとめ 
参考資料（16）-1-1 事後研修における ALSA 意見まとめ 
(1)分野について 
・二人いて二人が同じ専門である必要は無く、むしろ分けた方が対応の可能性が広がるの

ではないか／テスト前に同科目順番待ちもあった 
・工学部学生への対応について、「工学」全般の専門院生がいればいいのでは／物理など

の分野で工学系の院生も混ざっていた方がいいのでは。 
・文系に必要な数学（統計など）など、本を紹介してゆっくり一緒に考えるようにした。 
・化学での相談者は相談員と専門が異なる（有機）、数学にも確率・統計→専門を各種そ

ろえるのが好ましい。 
(2)相談時間について 
・時間オーバーの問題は課題 
・昼休み、放課後がもっともニーズが高いのでは。 
(3)時期について 
・化学はテスト前には一日５～６人の時も。 
・化学の実験レポートは 4 月～12 月、1 月くらいまでで、授業は時期による。 
・文系は前期ならありうる。 
(4)学生向けセミナーのアイデア等 
・数学は授業と連動した補習ならありうるがセミナーにニーズは想像できない。高校範囲

の補習はありうる。やりたくない。 
・文系であれば、語学の勉強の仕方、どのような研究をしたければどのような勉強（語学

など）をしておけばいいかなどの履修指導もありうる。また卒論テーマなどがまだ想像で

きない学年には卒論テーマの一覧などを示すことも。 
(5)その他 
・メールで質問受け付けはどうか。問い合わせと専門分野のコマの案内、難問を前もって

もらえると用意ができる。 
・（文系）知っていたら来たのに、という声もあった。ガイダンスでの宣伝は有効ではな

いか。 
参考資料（16）-1-2 事後研修後アンケート①学習相談業務に関する改善点等の提案 
テスト期間によく人がくるので（化学は例外？）その期間に重点を置いた方がいいと思い

ます。 
学部３年次以上の生徒が、比較的専門的な内容について質問する場合、内容を予めメール

等でこちらに知らせてくれたほうが、対応の幅が広がるとおもいおます。その際、個人情

報の問題や、その他の問題を避けるために、回答に関してはあくまで指定の場所で行う。

ということの徹底も必要だと思います。また、専門的な内容でなくても、そのような連絡

系統があれば、業務時間ギリギリの来訪に関する問題にも、多少の効果があると思います。 
○理系科目に工学部出身の方を入れてもらう。特に物理に関して、物理学科では電気回路

や材料･機械力学（これだけではないと思います）といった工学部向けの授業がないので、

拡充させる必要があると思います。対応できる以下を提案します（振り返り会でもお話に
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ありました） 
1，科目はそのままで工学部の方を入れてもらう 
2，科目に工学を追加する 
○年度開始時期には時間割や授業内容の相談する方が増えると思われるので、相談者の調

査（アンケート等）を続ける必要があると思います。 
○ノートパソコンの設置継続をお願いします。質問に対してもしものことがあった場合近

くにネット環境があるのは助かります。 
○工学部の人たちの質問にうまく答えられないので、工学部の人員を増やすべき。 
○質問にこられてから参考図書を探すと相手を待たせることになってしまうので、身近に

参考書をたくさん置いてほしい。 
○相談をしているところをあまり見られたくないと思うので、学習相談の場所は人目につ

きにくいところのほうが相談しやすいと思う。 
授業時間通りに相談時間を設定するより、お昼休みや放課後に需要がある気がします。 
現在、利用者が化学の質問をしようと思ったら化学の時間を狙って行かなければなりませ

ん。しかし、例えば理系担当であれば高校レベルの質問なら別分野でも対応できるし（テ

キストがあればなおのこと）、無理でも他の担当の人や専門の先生に回すことは出来るの

で、基本的に分野を限定するのではなく受け付けるようにした方が良いのではないかと思

います（既出？） 
・文系も数学・物理同様、様々な専門の人を補充したほうがよい(相談者が来なかったため

に問題化しなかったが、おそらく学部や学科によって考え方が違うと思われる) 
・文系に関しては、何を相談していいところなのかがはっきりしない 
○相談が 1 件もなかったのでなんとも言えないが、「文系レポート」というくくりがざっ

くりしすぎていたため、学生側もどこまで頼れるのか、どこまで専門的なことを聞けるの

か分からず、立ち寄ってくれなかったのではないか。⇒4 月‐6 月くらいまでは、大枠の

「文系レポート」のニーズはあると思う。しかしそれ以後は、心理学、文化人類学、言語

学、法学、経済学など、入門レベルでもいいので少しでもかかわったことのある人を揃え、

個別具体的な相談に乗れる体制を作るべき。 
○人通りのある場所で、かつパーテーションも小さかったため、相談しづらかったのでは

ないか。自ら ALSA のところにやって来るような人は、おそらく授業後教授に質問をしに

行くのを厭わないような積極性の高い人だと思われるため、引っ込み思案な人や無関心な

層にも利用してもらえるような工夫が必要。 
 ⇒ISO 学生委員会がやっているように、入学式後に行われる各学科のガイダンスで話す

時間をもらい、①ALSA の存在を伝える、②「大学院生」に付随する悪いイメージ（基本

的なことを聞いたら呆れられそう／怖いなど）を払拭する、③ALSA の質問専用メールア

ドレスを載せたビラを配る、などの活動を行う。 
参考資料（16）-1-3 事後研修後アンケート②学習相談業務に関するそのほかの感想等 
＜告知の方法＞数学科の先生方に、授業中に告知をすることをお願いしたところ、相談が

増えました。非常勤の先生方にも、授業中の告知をお願いできれば、学生は学習相談の活

動を認識しやすくなると思います。 
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試行期間の後半, 質問に来た2人組に用意していた本を渡したところ,それを見ながら2人

で考えだし, なんとか答えまでたどり着いたときは,嬉しかった, と同時に本で調べないこ

とに驚いた. 
○授業で使っている教科書とかが事前に分かっていると対処しやすいです。（工学部の微

積、線形） 
○前期の方が質問に来る人は多いような気がします。 
○二人とも同じ専門の方がいいと自分は思います。なぜならば単純に質問に答えられる確

率があがるし、なにかの都合で急に休まなくてはならない事があるかもしれないからで

す。 
○時間オーバーの問題は今回の場合一時間半働いて二時間分の時給を貰っていたので全然

問題ないと思いました。 
理由は、私が学外から大学院へきたことにあります。単純な科目の相談としてなら大丈夫

だと思うのですが、今回の学習相談(テスト対策の相談等)を通して感じたこととして、千

葉大学の授業に対してアドバイスすることができなかった事です。テストやレポート、授

業内容に対してサポートしようと思った場合、やはり（教育システムとしての）大学の特

色や教科担当をする先生にどうしても依存してしまうので、経験したと言う意味では千葉

大を卒業された方のほうが適任だと思ったからです。（次年度続けられない理由として記

述―引用者） 
質問に答えられるかな、と思って見切り発車して最終的にうまく答えられずに相手の時間

ばかりを取ってしまい申し訳なかった。答えられないと思ったら早めに見極めて、次の相

談時間までには答えられるようにして、また来てもらえばよかったと思う。 
学部 1 年生に聞いたところ存在を知らなかったので、宣伝をガイダンス時にしないと認知

されないと思われます。 
もっと異なる専門の学生に手伝ってもらいたいことを考えると、今回協力を得られなかっ

た先生方や研究室の学生の協力を得やすい環境を整えることも大切だと思います。現状ど

うしても「大学の別組織のやることにこちらが持ち出しで付き合う」という認識になりそ

うですので。例えば学生ならば ALSA 業務が院の授業の単位になるとか、何か別のインセ

ンティブがあると良いのかもしれません。 
○普段：同じ分野の人が 2 人待機するのではなく、異なる分野の組み合わせで待機すれば

いいと思う。この時間は文系、この時間は数学、というように区分しないで、いつでも幅

広い相談をカバーできる体制を作る。⇒同じ時間帯にプレゼンテーションや裏方業務をす

ることになっても、全員違う分野の人員で構成する。 
○テスト前：このときは区分を設け、分野別に対応。学生は授業で時間割が埋まっている

ことが多いので、ALSA の交代の時間は、休み時間ではなく授業中に設定する。（例えば、

学生は 12:50‐14:20、14:30‐16;00 が授業なので、ALSA は 12:10‐13:40、13:50‐15:20
などの時間に業務にあたり、学生の休み時間には担当者が席に座っているようにする。た

だし、ALSA 自身の授業との兼ね合いが難しい） 
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参考資料（16）-1-4 事後研修後アンケート③学習相談業務外における改善点や感想等 
＜東京都市大学での質問受けを通して感じたこと＞比較的オープンな場所で行っていま

すが、学生の皆さんは抵抗は無いようです。また、同時に幾つかの科目の質問受けを行っ

ています。学生が質問受けの時間を認識しやすくなる効果があると思います。東京都市大

学のサイト内に、学習相談の様子が分かる記事がありましたので、URL を書いておきま

す。 
http://www.comm.tcu.ac.jp/literacy/topics/conference.html 
* 他の院生と知り合えた 
院生になると他の院生と知り合う機会がほとんどなく(TA くらい),今回の SA で他の院生

と知り合えたのは嬉しかったです. 
ML もいいですが、wiki があればいいのかも。自由にいろいろ書き込めるし、いつでも見

れるので。紙に残すのでもいいですが、インターネットが相談スペースで使えるなら、そ

のほうが早いこともあるのでは。 
○入学生向けの図書館ツアーに同行 
○学生生活における相談（高校までの勉強とは違うので、話しながらどんなことに興味が

あるのかを整理し、論文や研究のテーマを考える／サークルやアルバイト、就職活動など、

全般的な相談） 
 



106 
 

参考資料（16）-2 2012 年度中間振り返りミーティング意見まとめ 
【２名１組の体制、質問対応と分野の組み合わせについて】 
・ 同じ数学でも「専門が違う」者同士が組んだ場合、互いに補えあえるのでよい 
・ 専門が被っていても、協力して一緒に考えて質問に回答できるので、困ることはない 
・ （物理と数学の 2 名が組んでいる場合）「大学院入試」で両方について勉強が必要な

学生が「両方一度に聞けるので便利」ということでリピータになった 
・ １年生であればたいていの質問には対応できるが、工業数学の院試など難易度の高い

問題は、どの組み合わせでも答えにくい。数学は院試の問題に関する質問が多く受け

るが、すぐに答えられないこともある 
・ AL・ALSA の趣旨としては、自分で考えることができるようになること。そう考える

と、答えを教える方が楽ではあるが、院試の問題でそれは無意味で、答えそのものは

教えない、答えの出し方の方向性を教えるのがよいのでは。調べ方は分かるので、専

門分野をすべてそろえるという必要はないのでは。 
・ 化学でも専門が異なると対応が難しい。一緒に考えるのも限界があり、考えを伝えら

れてもそれが合っているかどうかは不安。物理寄りの質問もあり、化学＆物理の組み

合わせがあってもよい 
・ 化学の中でも異なる専門同士の組み合わせがよいかも。教科書のこのあたり、くらい

は分かるが学科が違うと教科書が違うこともある 
【時間設定について】 
① 時間割について 
・ コマ割りが授業時間とずれている（休憩時間分をつめている）。 院生も授業や TA の

時間があるため、入れないコマも多くなり、また早めに退席させてほしい場合がある。 
・ 授業時間半ばの時間帯で勤務交代するコマ割りにしてはどうか？ 
・ 数学は質問に時間がかかる場合もある（後からの相談者には待ってもらったこともあ

る）。80 分ほどかかったり、オーバーする場合も多い。授業のコマ割りにあっている

方がよい。 
・ 文系は相談数が少ないので、人気のある理系分野のコマを増やしてはどうか 
・ 相談者に１年生が多い。６限以降もコマを入れてみては。ALSA も実験のある日もあ

り助かる 
・ 授業の合間だと次の授業の時間が気になるので、放課後にコマがあると利用者が助か

るかも 
・ ４～５限の合間に駆け込みで質問に来る人も多い 
・ 友達同士で来る人もいる。放課後だと待ち合わせして来やすいかも 
② １件あたりの対応にかかる時間について 
・ 決めた時間どおりに解き終わらす、次もおいで、ということになることがある 
・ 物理では、実験やレポートに関する質問は説明に時間がかかる。実験・レポート・試

験問題のどれがくるかによって、相談時間と労力が変わってくる 
③混雑状況について 
・木曜の午前は訪問者が少ない。普遍教育の授業が総じて午前中だから、授業に行ってい

るのではないかと思っている 
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・午後は訪問者が多い。来たら既に待っていて、終わると後ろで「空くのを待っている」

人もいる 
・木 3-4 限が多い。金曜午前は少ない 
・火曜午前は少ない 
・お昼は少ない。人の出入りは多い 
【相談にあたって困ったことなど】 
① 困ったことなど 
・物理化学（＝自分があまり深く勉強していない特定の分野や専門外）を聞かれると非常

に困る 
・教育学部の「物理基礎実験」を取ったものの、高校では物理を一切履修していないとい

う学生の場合に、「高校１年レベルの基礎の基礎」から教えないといけないため時間が

かかる。単位さえとれればよいという感じで相談者の意識も低いことが多い 
・「単位をとれればよい」という程度の説明を求められているのか、「理解できるように」

教えてほしいと言われているのか（メモより） 
・時間が 13 時までとなっている場合、その時間までにくればよいと思っているのか、担

当時間が終わる「間際」になって来てしまう学生もいる 
・東京大学の院試を解いてほしいという依頼が来たときは、とても難しいと思った 
・工学部と理学部では同じ数学で、あまりにも数学教育（求められる「厳密さ」）が違う

ので戸惑った（例：数学の方は記号法も厳密に用いるが、工学系の数学はそうでもない） 
・参考図書を探しに行ったものの、本が無かった（メモより） 
・実験で「薬品を使う理由」が説明しにくい（メモより） 
② 困ったときの解決法の実例 
・ 数学でも自分の「専門外」の質問が来て困ったときに、ＭＬに質問を投げたら、ＡＬ

ＳＡの他の担当者からすぐに回答が寄せられて助かった 
【相談にあたってよかったこと、うまくいったこと、うれしかったことなど】 
・ 単純なケアレスミスを指摘したり、問題解答の指針がうまく伝わったこと（メモより） 
・ リピータがついたことはうれしかった。数学の場合、授業では宿題が出される（解法

は各自やってくるようにと言われて解説がないことも）も詳しく解法は教えてくれな

い。なので、授業で「出しっ放し」の問題をじっくり解説してくれたことがありがた

かったのだと思う。それがリピータがついた理由では 
・ 大学院入試の問題はとにかく難しいので、教えるというより「３人（担当者２人＋相

談者１人）で取り組む」かたちになっているが、それでもリピータがついた（※「一

緒に考えてくれる人」というニーズも存在する） 
・ 他の大学と比べて、千葉大学の学生は「次回までにこれをやってきてね」と頼むとま

じめにやってきてくれるような気がする） 
・ リピータが来て下さった。園芸学部１年生で歴史学の教養科目のレポートの書き方に

ついて。新自由主義に関してだったが、相談に乗っているうちに ALSA 担当者それぞ

れの考え方がどうしても出てきてしまった。レポートの形式的な書き方や文献の探し

方ではなく、相談者自身の論点が定まってなかったり、どう考えてよいかが分からな
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いという場合の質問は対応が難しい 
・ エッセイの書き方を教えてほしいと言われたことがある。ALSA は大枠と論点の見つ

け方を教えるだけで、何が論点化を考えること自体は本人の勉強なので、質問者自身

に考えさせるべきところは考えさせるべき。選択肢を示すにしても、文系はどれが選

択肢なのかということ自体が流動的な分野。逆に語学とかの方が答えやすい 
→ 「語学」も教えられる内容として書けばいいのでは 

・ 文系学習相談でリピータが出たとのことだが、２回目の相談内容は？  
→ １回目の質問は、レポートを書いたことがないとのことで、レポートの書き方に

ついての質問。２回目は連休をはさんで３週間後に、別の新しい話題（新自由主義に

ついて）。まじめに勉強するが自分で考えるということが本人にとって新しかったよ

うだ。１回あたりの相談時間は 30 分くらい。 
・ 他の分野ではリピータはありますか？ 

→ リピータは 2 件、来る人が決まっているかも 
・ 質問のあった次の日に自分で解いてみて分からないとのことで再び来た人がいた。数

学は２コマ続きの時間があるとよいのかも。同じ人でなくても。１つの問題に 80 分

かかるのではなく、微積の後で線形代数、のように複数の問題もまとめて持って来る 
・ 時計があるとよい。自分が対応できる時間が何時までか明示できる。ぎりぎりに来る

人も多い。80 分教え続けること自体は苦痛ではない 
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参考資料（17） 
2012 年 8 月 21 日 

 
2012 年前期 オフィスアワー＠アカデミックリンク 担当者アンケート 単純集計結果 

 
 アカデミック・リンク・センターでは、N 棟２階学習支援デスクにおいて、2012 年 4
月 23 日~8 月 7 日の期間、アカデミックリンクセンター関係教員が、週に 1 回、時間を決

めてデスクに座り、学生からの各種相談を受ける「オフィスアワー＠アカデミックリンク」

を行った。 
 期間終了後に、2012 年前期のオフィスアワー＠アカデミックリンクにおいて、どのよう

な質問、問い合わせがあったか、このシステムの改善のためにどのようなことが必要かを

共有するために、担当者に対するアンケートを行った。その集計結果は下記の通りである。 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【調査の概要】 
  対象者数：7 名 回答数：7 名 
  実施期間：2012 年 8 月 8 日~20 日 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
【アンケート結果】 
（１）オフィスアワー担当中にどのくらい質問・問い合わせがありましたか。あてはまる

ものに印をつけてください（わかればどのような方法でもよいです）。 

 
1.毎回複数回あった。           0 件 
2.毎回 1 件はあった。           0 件 
3.1 か月に 1 件程度あった          2 件 
4.全期間で 1.2 件程度あった        3 件 
5.全期間を通じて 1 件もなかった。    2 件 
 
（２）オフィスアワー担当中に受けた質問・問い合わせについて、覚えているものの内容

とそれにどのように対応したか、記載してください。 

 
-------- 
・レポートの書き方（教育学部１年生） 
 ALSA-LS（文系レポート）にふり，話をしてもらった。学生は大変喜んでいた。 
・公務員試験対策（文学部４年生） 
 司書職採用をめざす学生から公務員試験に向けて図書館情報学の勉強をどのようにすれ

ばよいかの相談があり，３回にわたって模擬問題の解説を行った。 
----- 
 １つは 6 月半ばころに「原発について調べている。原発の賛成派の教員を千葉大で探し

ている。誰かいないか。総合大学だからいるはずだ」と女子学生から問われて、「賛成かど
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うかはわからないが、リモートセンシングセンターの教員が放射線量の調査に継続的に取

り組んでいる」と答えた。 
 もう 1 件は、7 月末に「物理の教員への相談はいつできるか」と問われたので、「私の担

当時間の後、月曜の 1430 以降ここで担当が変わり、物理学の教員がくるので、その時間

にきてほしい」と答えた。 
 
----- 
・学部 4 年生より、卒業研究に向けて関連分野の研究動向についての質問があった。それ

に対して、関連論文の紹介とともに、最近の研究の動向について概要を回答した。 
----- 
・「流し」の質問は 0 件です。以前からやっていたハンガリー語補習の学生に、オフィス

アワーを紹介したところ、こちらに来てもらうことになりました。3 週に 2 回から 2 週に

1 回のペースです。 
----- 
・物理のレポート問題に関する質問．問題を解くにあたり，基本事項を確認しつつ詳細な

計算については本人にまかせるようにして，主に問題を解く筋道を解説するようにしまし

た． 
・化学の質問．ちょうど学習相談が化学の時間帯だったため，ALSA に対応してもらいま

した． 
---- 
 
（３）オフィスアワーについて、気づいたこと、改善したほうがよいと思うこと等につい

て自由に記載してください。 

 
----- 
・教員にきくというカルチャーそのものが学生にないというところが問題ではあるが，当

面続けるべきかと思う。また，来年度の新学期にむけて，新入生を上手く引きつける方

策を考える必要がある。 
---- 
・学生は ALSA-LS とあまり区別がついていないらしい。（何度か LS と間違えて声をかけ

られ「なんだ、数学の人じゃないんですね…」とがっかりされたことがある） 
・オフィスアワーが「何をするところなのか」を伝える看板が必要？（上記から考えるに 
現状のものはあまり見られていない？） 

・アカデミック・リンク所属以外の教員を呼ぶなら少し座席周りを何とかした方がよさそ

う。荷物床置き、衝立ひとつ（時間帯によっては結構な騒々しさ）なので、年配の先生

方だと落ち着かないかも。 
・ちなみに他大学のオフィスアワー空間（OR ライティング・センター）は机・プリンタ

ー・本棚・ライトなどの設備が整っているようでした（金沢工業大学は N 棟４階研究個

室のような「ガラス張り個室」をオフィスアワーに該当するサービスにあてていた） 
----- 
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・時間的にホワイトボードなどはフロアに余っていたので、それを持ってきて使いました

が、毎週だいたい「確保」しておいたホワイトボードは移動されています。 
・基本的には本や教材、レジュメのプリントアウトなどを見せたり渡したりできる環境で

学生対応したいので、授業の学生にもこのオフィスアワーの宣伝をしましたが、教材に関

する話や moodle の使い方に関する話はこの時間以外に部屋に来るように、とのアナウン

スも併せてしていました。やはりどちらかというと、学習相談デスクのような「流し」の

学生向けだろうな、と思いつつ、私の時には来ませんでしたので、来たらどうだったかは

わかりませんすみません。 
----- 
・学生と話したとき，オフィスアワー?という反応だったので，オフィスアワーがどういっ

たものなのか学生に知られていない気がします． 
----- 
・質問にきた学生数は少ないことに対する対策，やはり改善すべき点だと思いました．授

業中に，このオフィスアワーについては紹介しましたが，あまり効果なく．．． 
・理想的すぎる意見ですが，各学科で担当時間帯を決めて（例えば，工学部情報画像学科

は月 1 限），学科の説明会などで周知してもらえれば，もっと増えるかも．その時間帯に

そこに行けば，誰か学科の教員が座っている，ということが周知できれば．とくに 1 年生

などは，来るかもしれないなと思いました． 
----- 
・学習相談の延長をオフィスアワーの席で行なっていることが 7 月に何度かありました。

具体的には、木曜 13:00～のオフィスアワーに行くと、数学の担当の方は学習相談の席に

おり、直前（化学？）の学習相談の延長をオフィスアワーの席で行なっている状況でした。

この場合、オフィスアワーの席を空けてもらうべきなのでしょうが、木曜 3 限の時間帯は

N 棟 2F が混雑している状況もあり、席を空けてもらうのは忍びない状況でした。こうい

う場合の対応については後期までに考えておくべきかと思いました。 
----- 
・オフィスアワーの概念を学生が理解していないように思う。オフィスアワーとはないか

ということから説明しないと学生は有効に利用できないのではないか。 
・学生にとって、人文社会科学系、いや、教育学のオフィスアワーが必要かどうか疑問に

思った。分野によってニーズが異なるように思う。 
----- 
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参考資料（18）-1 レファレンス質問・回答（2011 年 4 月 23 日～7 月 31 日） 
№ 日付 

曜
日 

時間
帯 

かかった
時間（分） 

質問分類 
利用者
区分 

人数
（人） 

質問内容 回答 参考資料 
回答
日付 

1 
4 月

23 日 
月 

14:30
～

16:00 
2  文献所在 不明 1 

『科学技術系のライティング技法』の所在 
1.スマホで OPACの検索結果を撮影したものを
見せられ、「ブックツリーライティングはどこか」
と切り出される。 
2.レファレンスデスクから 2 階配架場所にないと
のこと。 

OPAC を再検索 
「状態」欄に「貸出中」の表示がないので「貸出手続きをせずに館
内でしようされているかもしれない」と回答 

  
4 月

23 日 

2 
4 月

25 日 
水 

12:30
～

13:30 
10  文献所在 教員 1 

近々中国に出張に行くので、役立つ資料があ
れば。 

語学の図書は不要、簡単なガイドブックは持っているということだ
ったので、話のネタに留学関係の本などを紹介した。 

「地球の歩き
方」 
「成功する留
学」 
など 

4 月
25 日 

3 
4 月

25 日 
水 

14:30
～

16:00 
1  利用案内 不明 1 

自分の PC から印刷できるプリンタはあります
か？ 

USBからの印刷ですか？→はい→この 3階(N-3)に専用のプリン
タがあるのでご利用ください。 

  
4 月

25 日 

4 
5 月 2

日 
水 

14:30
～

16:00 
1  利用案内 不明 1 OPACが使用できる端末は？ 

このフロア(2 階)には無い→3F の教育用端末を案内。階段の在り
かもついでに案内。 

  
5月2

日 

5 
5 月 2

日 
水 

12:30
～

13:30 
10  

文献・資
料探索法 

学生   
教育実習に行くので、科目（道徳）の教育法など
について知りたい。 

まずは図書を分類で案内(371.6 375.35)。それから CiNii で検索キ
ーワードとすぐに読める論文の見分け方を案内した。 

NDC, CiNii 
5月2

日 

6 
5 月 2

日 
水 

14:30
～

16:00 
35  利用案内 学生 1 

文献の探し方について（ILL で「学内で見られ
る」と言われたので、探し方がわかっていないと
思って…と） 
※情報検索コーナーを使いたいと来た人をカウ
ンターから案内してもらいました。 

・OPAC の見方を案内 
・実際に見たかった資料について聞いたところ電子ジャーナルだ
ったので、AtoZ から電子ジャーナルの見方を紹介。（論文を保存
してその場でメール送信） 
・普段の文献検索には PubMed＠千葉大を使うとのことだったの
で、紹介した。 

OPAC、電子
ジャーナル
AtoZ、PubMed
＠千葉大 

5月2
日 

7 
5 月 2

日 
水 

14:30
～

16:00 
3  利用案内 不明 1 

『マルクス主義研究年報』No.3 の所在について 
1.OPACは調査済みで「教養-哲学」であった。 
2.研究室所在なのでもっと利用しやすい所在の
ものがあればそちらを利用したい。 
3.県立図書館にあれば好都合 

千葉大 HP「さらに資料を探す」の「千葉県内図書館横断検索」で
検索。千葉県立中央図書館に図書扱で所蔵されていることが分
かった。（質問時に確認したOPACでは雑誌扱としていた）県立図
書館の相互貸借ならば利用したことがあると自分から１階のカウ
ンターの方へ降りていかれたので終了。 

千葉県内図書
館横断検索 

5月7
日 
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№ 日付 
曜
日 

時間
帯 

かかった
時間（分） 

質問分類 
利用者
区分 

人数
（人） 

質問内容 回答 参考資料 
回答
日付 

8 
5 月 9

日 
水 

14:30
～

16:00 
10  

文献・資
料探索法 

学生 1 

英語の授業で、日本の文化等について英文資
料を使い発表するようにとの課題が出された。
グループごとに大まかなテーマが与えられ、そ
のテーマにそったあるキーワードの入っている
資料を使用する必要がある。（例えばテーマ：文
学 キーワード：俳句（haiku））資料は新聞記事
やコラムのような、比較的短く平易で興味をひ
かれるものがいい。そうした資料はどこにある
か、またどのように検索すればよいのか。 

5 分程度質問を聞き、ブックツリー3 階の留学コーナーを案内し
た。案内後竹内先生がいらしたので、受けた質問をお伝えしたと
ころ、講談社の「Japan: an illustrated encyclopedia」(参考 K 棟２F)
を紹介していただいたので、そちらも案内した。ここまでが直接の
対応で、「他に紹介できる資料や DB,文献探索法があれば後程お
調べしてお知らせします」と言って連絡先をうかがった。お送りし
たメールは、添付の通り。 

千葉大学
OPAC 
Japan: an 
illustrated 
encyclopedia 
のちにメール
で紹介 
The 
Cambridge 
encyclopedia 
of Japan 
ヨミダス文書
館 

5月9
日 

9 
5 月 9

日 
水 

14:30
～

16:00 
10  その他 学生 1 

I 棟を学生が利用できるのかどうか。学生フォー
ミュラという工学部の部活動(非公認 顧問：森
吉泰生先生)があり、そこの学生２０名程度で、
講義形式で勉強会をやりたいとのこと。机、プロ
ジェクタ、ホワイトボードといった設備があり、土
日の丸一日を使ってみっちり行いたいつもり。
企画内容等詳細は未定だが、取り急ぎ場所探
しをしている。普通の教室なども使用を問い合
わせたが、土日は不可と断られたとのこと。 

学生のみ、土日利用希望という点から、現時点での利用方針の
想定外であり、使用いただくのは難しいと思われる。一度館内で
検討し、今週中に回答するとして、連絡をうかがった。 

  
5 月

10 日 

10 
5 月

11 日 
金 

14:30
～

16:00 
10  

文献・資
料探索法 

不明 1 

「新自由主義」についてレポートを書くために本
を探している。全体的なことがわかる、わかり
やすい本を紹介してほしい。(レポートのテーマ
設定に悩んでいる様子) 

・JapanKnowledge を紹介→ただし同時アクセス数オーバーで見ら
れず。 
・OPACはすでに調査済みとのことだったが、どの本を読んでい
いか選びかねているようだったため、出版年(降順)によるソートを
説明。上位の放送大学の教科書「格差社会と新自由主義」に興味
を持ったので、配架場所を案内するとともに参考文献があること
を説明。 
・CiNii を紹介→ガイダンスですでに習っているものの使いかねて
いる様子だった。 

JapanKnowled
ge OPAC CiNii 

5 月
11 日 

11 
5 月

11 日 
金 

14:30
～

16:00 
10  

文献・資
料探索法 

不明 1 
授業の課題のため、特定のテーマ(平和維持活
動と日本のキモノ)について書かれている英語
の新聞記事の探し方を教えてほしい。 

・ヨミダスを紹介→日本の英字新聞ではない方がよいとのこと。 
・Lexis を紹介→マニュアルを渡し、簡単なニュース検索法とデー
タの保存先を説明（＠情報検索コーナー） 

ヨミダス、Lexis 
5 月

11 日 

12 
5 月

15 日 
火 

14:30
～

16:00 
10  文献所在 不明 1 

インドの歴史に関する資料を探している。(近現
代が書かれているもの。和書希望）また「曼荼
羅」に関する資料もあわせて探している。（いず
れも入門レベルものもで構わない） 

１．NDCが225（インドの歴史）のものを検索し、以下の3冊を案内
した。 
・ K. M. パニッカル著 ; 坂本徳松, 三木亘訳『インドの歴史 』東
洋経済新報社 , 1959.6 
・スミット・サルカール著 ; 長崎暢子 [ほか] 訳「新しいインド近代
史 : 下からの歴史の試み」研文出版 , 1993.7 
・石田保昭著「インド現代史」亜紀書房 , 1968.9. - (亜紀・現代史
叢書 ; 2) 
②曼荼羅については簡単な内容で良いとのことだったので、ジャ
パンナレッジを紹介 

OPAC, 
JapanKnowled
ge 

5 月
15 日 
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№ 日付 
曜
日 

時間
帯 

かかった
時間（分） 

質問分類 
利用者
区分 

人数
（人） 

質問内容 回答 参考資料 
回答
日付 

13 
5 月

18 日 
金 

12:30
～

13:30 
5  文献所在 不明 1 探している本の場所がわからない OPACの見方、請求記号の意味を教え、館内地図で場所を指示   

5 月
18 日 

14 
5 月

21 日 
月 

14:30
～

16:00 
20  事項調査 不明 1 

1.国語科の読書指導について読んでいる文章
の中に「文庫の目録」を使った案内が大切だと
いう趣旨のことをかいてあるのだが、「目録」の
イメージがわかない。どういうものか？ 
2.上の質問の文章（同じ本）の別のところに「目
次」と「はじめに」と「索引」をよく見ること（あるい
は）読むことと書いてるのだが、特にわからな
いのは「はじめに」でこれはどう使うのか？ 

1.-1)まずは今使っている図書館の目録で代表的なものとして
「OPAC]を示した。2)次に、質問時に示された文章からはカード目
録を使っていた時代のものと推定できたので「OPAC」も以前はた
くさんのカードをめくって引いていたｔぽい例を、東京大学駒場図
書館のサイトにあった画像で例示した。3)また、冊子体目録として
は、本館では『小池文庫目録』というものを作ったことがある。こ
のような形の目録もあるということをOPACを検索してK棟2階参
考にある現物が 1 冊配架されているということを案内した。 
2．ある本の「はじめに」の実例ということで『日本十進分類法新訂
9 版本表編』の前付 p.9 から示した。「その本を読んで何を理解し
てほしいか、どう使ってほしいのか目標を定めるといったことがし
やすくなるのではないか？」と言い添えて読んでもらった。 

東京大学駒場
図書館のWeb
サイト 
http://lib.c.u-t
okyo.ac.jp/gui
de_material/ad
iary.cgi/%A5%A
B%A1%BC%A5
%C9%CC%DC%
CF%BF(%B6%F
0%BE%EC%BF%
DE%BD%F1%B
4%DB) 

5 月
21 日 

15 
5 月

22 日 
火 

12:30
～

13:30 
2  文献所在 不明 1 NDCの本の場所を知りたい 

OPAC を検索→検索方法は知っているとのこと。配架場所を案内
した。 

OPAC 
5 月

22 日 

16 
5 月

22 日 
火 

12:30
～

13:30 
5  文献所在 学生 1 

"Shakespeare survey" Vol.11 the Last Plays に
ついて読みたい（本人がすでにGoogleで探して
いた。） 

Cambride Collection Online が千大内で見られた(一部のみ) 
本が千大にあるか OPAC で検索→冊子体を案内した 

OPAC, Google
→Cambridge 
collection 
online 

5 月
22 日 

17 
5 月

23 日 
水 

14:30
～

16:00 
20  事項調査 不明 1 

授業の課題で「文献リストの作成」が出題され
たが、この作成に必要な項目とは何か、そもそ
も文献リストとはどういったものか？ 

デスク引出内のリーフレット「参考文献の役割と書き方」9 ページ
付近を参照に文献リストに必要な項目を説明。また具体的なイメ
ージをもってもらうために、ブックツリーのライティングコーナーで
資料をブラウジングしつつ案内。文献リストの書き方を示した資
料の案内ほか、実際の図書の末ページに書かれた「参考文献一
覧」の箇所を示した。 

「参考文献の
役割と書き方」
（科学技術振
興機構） 
「大学生のた
めの研究ハン
ドブック：よく
わかるレポー
ト・論文の書き
方」（ノートル
ダム清心女子
大学人間生活
学科編 BT ラ
イティング 
816.5/DAI） 

5 月
23 日 
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№ 日付 
曜
日 

時間
帯 

かかった
時間（分） 

質問分類 
利用者
区分 

人数
（人） 

質問内容 回答 参考資料 
回答
日付 

18 
5 月

25 日 
金 

14:30
～

16:00 
10  

文献・資
料探索法 

学生   
「ブリコラージュ」についてレポートを書くため本
を探したい 

OPACで蔵書を検索した。編入生とのことでOPACの存在や本の
配架のされ方(請求記号のことなど）もわからないとのことだった
ので、丁寧に説明した。あわせて後期ガイダンス「レポート作成セ
ミナー」も紹介した。 
本人がキーワード「ブリコラージュ」と誤って記憶していたため、調
査に手間取った。基本ではあるが、情報源を一緒に確認する作
業は重要だと感じた。 

OPAC 
5 月

25 日 

19 
5 月

25 日 
金 

12:30
～

13:30 
10  その他 学生 1 

参考文献の書き方 
・版表示(Reissued, with a new preface by 
Cambrige University Press 1983) 
・訳者 

「参考文献の役割と書き方」を紹介 
・版表示について、今回の場合は出版事項に Cambridge 
University press 1983 と記入し、版表示の記入はしない。 
・訳者について、著者の後に記入する。 

「参考文献の
役割と書き方」 

5 月
25 日 

20 
5 月

28 日 
月 

14:30
～

16:00 
2  文献所在 学生 1 

“Hand book of heterocylic chemistry”の所在 
そのコピーを取るための公費コピー機の場所 
「2nd ed」（ローカル書誌
<CB20595253>NCID<BA49166985>）しか見つ
からないが、初版はないのか？2版は「増補」で
初版にしかない情報もあったのだが…？ 

所在は L棟3階を案内。コピー機の場所も案内「2nd ed」だけで初
版がない件については「申し訳ありません」と言っているうちに
「薬学が亥鼻へ行くとき持って行ったかもね」とおっしゃってコピー
をとりに行ってしまわれた。 

OPAC 
5 月

28 日 

21 
5 月

28 日 
月 

14:30
～

16:00 
3  

文献・資
料探索法 

不明 1 
授業資料ナビゲータに紹介されている雑誌論
文を読みたい。「細胞運動と生命」の『生物物
理』掲載論文 

1)授業資料ナビのページから当該科目のリンクをたどったらリン
ク切れになっていた。 
2)論文名を CiNiiArticles の検索窓へコピペして検索。「CiNii 論文
PDF オープンアクセス」のリンクが使えたので、PDF の閲覧と
USB フラッシュメモリへの保存まで案内できた。 

CiNiiArticles 
5 月

28 日 

22 
5 月

29 日 
火 

14:30
～

16:00 
5  利用案内 不明 1 文献複写の申込方法が知りたい。 

CiNii Books にて複写を希望している雑誌名で検索し、雑誌の詳
細情報の部分で NCID が掲載されていることを伝えた。 

CiNii Books 
5 月

28 日 

23 
5 月

31 日 
木 

12:30
～

13:30 
10  

文献・資
料探索法 

不明 1 
沖縄返還時の協定と核持ち込みについて調べ
たいが適当な本はあるか？ 

OPAC検索もまだとのことだったので、「沖縄返還」、「核」で探した
が、ピンとくるものがなかったので、範囲を拡げ、CiNii Books、
CiNii Articles を検索。雑誌論文がいくつか選択できたので、その
配架場所を案内、論文の参考文献からも探すよう勧めた。 
また Ariticles の検索結果のタイトルを参考に、キーワードを選び
直し、OPACを再検索。いくつか候補が見つかったので、その配
架場所を案内した。また、自分でキーワードを考えての再探索も
勧めた。 

OPAC 
CiNii Books 
CiNii Ariticles 

5 月
31 日 

24 
6 月 1

日 
金 

14:30
～

16:00 
10  

文献・資
料探索法 

不明 1 
「講義統計学」穴太克則 学術図書出版社 を
授業で紹介され、探している。 

OPACを検索したことがないとのことだったので、OPACの検索の
方法を説明。 
書名で検索するもノーヒット→Webcat 検索 ノーヒット 
著者名で検索し、正しい書名は「講義 : 確率・統計」であることが
分かる。貸出中であったため、予約方法を教示。 

OPAC 
6月1

日 
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25 
6 月 7

日 
木 

12:30
～

13:30 
5  利用案内 不明 1 

CiNii で探した論文（日本語）を読みたいが、オ
ープンアクセスの本文はなかった。読むにはど
んな方法があるか。 

１．千葉大リソースボタンから千葉大の所蔵を調べる。 
２．千葉大にない場合は、文献複写で取り寄せを依頼するか、所
蔵館に直接行く。 
文献複写の申込方法を聞かれたので、 
・オンラインでの申込方法と用紙での方法を説明 
・オンライン申込のログインの仕方、必要項目の入力の仕方を説
明 

千葉大学附属
図書館 HP 

6月7
日 

26 
6 月

11 日 
月 

14:30
～

16:00 
3  文献所在 教員 1 

ある検索語でヒットした4件の本を館内で探した
が、4 件とも見つからなかった。 

申し訳ないが原因不明としか言えなかった。（Aエリア、Bエリアの
見分けもついているようで）OPAC を再検索して、一緒に見ている
間に「レポートで指定されたばかりではないか」等聞き返してみた
が、教員で「その研究手法を確認したいだけだ」というような情報
しか下さらず、他に案内できなかった。 

OPAC 
6 月

11 日 

27 
6 月

12 日 
火 

12:30
～

13:30 
5  利用案内 不明   

ページ数が不明な論文について ILL の申込方
法(日本考古学協会大会発表) 

CiNii,日本考古学協会のページなど調べたが不明。→ILL でペー
ジは不明として依頼することは可能であると伝えた。 

CiNIi,Google 
6 月

12 日 

28 
6 月

12 日 
火 

12:30
～

13:30 
10  

文献・資
料探索法 

不明   民集を調べたい 

・最高裁判所の判例検索システムと LEX/DB の検索について案
内した。 
民集←略語であるので、正式名称「最高裁判所民事判例集」であ
ることを伝えた。 
・雑誌は図書館にはない（専門法務図書室）が、見に行くことは可
能 

・最高裁判所
HP 
・LEX/DB 

6 月
12 日 

29 
6 月

15 日 
金 

12:30
～

13:30 
5  文献所在 学生 1 

Geophysical research letters の冊子体が見た
い（電子版では提供されていない図版が見た
い） 

OPAC で千葉大の所蔵を確認→なし 
所蔵館へ行って閲覧するか、ILL で取り寄せ方法(有料)を伝える。 

OPAC 
6 月

15 日 

30 
6 月

15 日 
金 

12:30
～

13:30 
5  文献所在 学生 1 「心電図」に関する図書を探している。 

OPAC で検索し、西千葉キャンパスにある図書を紹介。分類を示
し、関連の図書の探し方を説明した。 

OPAC,NDC 
6 月

15 日 

31 
6 月

15 日 
金 

12:30
～

13:30 
5  

文献・資
料探索法 

学生 1 
基礎ゼミ準備の「参議院は必要か否か？」に関
する日本語の論文を探している。(ｼﾞｭﾘｽﾄ等に
掲載されているもの） 

キーワードで日本語論文を検索。OPAC で所蔵を確認。配置場
所・コピーの方法を説明。 

CiNIi Articles, 
OPAC 

6 月
15 日 

32 
6 月

15 日 
金 

14:30
～

16:00 
10  事項調査 不明   

「Nurse(看護師)」の語源が知りたい。いくつか語
源辞典を調べたが、ピンと来るものがない。 

OPAC で英語語源辞典を検索。目星をつけてから、2F 参考図書
で調査。（CLS:833.3） 
確かに Nurse の項目はあるものの、意味を記述しており、語源を
説明していない語源辞典がある。（ピンとこないという理由が分か
る。）最終的に『英語語源辞典』（三省堂,2004）にラテン語が語源
との記述を見つけた。同書の背タイトルが英文のみであったた
め、初期調査から漏れたようだ。(後日テプラをつける予定) 

『英語語源辞
典』（三省
堂,2004） 

6 月
15 日 

33 
6 月

18 日 
月 

12:30
～

13:30 
10  その他 学生 1 

SciFinder の描画ツールが起動しなくなった。
Java のせい？ 

化学情報協会（JAICI）のHPにあるFAQのトラブルシューティング
に同様の事例があったので、紹介。もしそれで解決しないようで
あれば、サポートデスクに TEL またはメールをするよう案内。 

化学情報協会
HP 

6 月
18 日 

34 
6 月

18 日 
月 

14:30
～

16:00 
2  文献所在 不明 1 

心電図について調べているが、OPAC で表示さ
れた配架場所の見方がよくわからない。 

OPAC を検索しなおし、希望の本が「L 棟 3 階 A」と表示されたの
で、大体の位置を説明。書架の見出しが、49…とはじまるとも説
明。（NDC で心電図は 492.12 だった） 

OPAC 
NDC9 版 

6 月
18 日 
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35 
6 月

19 日 
火 

14:30
～

16:00 
10  文献所在 学生 1 

発心集について調べているが、その中に書か
れている仏教語について知りたいため、仏教辞
典を探している。 

まだ仏教辞典は探していないということで、OPAC で仏教辞典を
検索し、以下の辞書を配架場所とともに紹介した。 
・中村元[ほか]編 「岩波仏教辞典」 岩波書店 1989.12 

OPAC 
6 月

19 日 

36 
6 月

20 日 
水 

12:30
～

13:30 
5  利用案内 学生 1 

SciFinderの登録メールの registrationがうまくで
きない。 

メールを開いていただき、URL の最後の「This」を除いて、ブラウ
ザにコピペすることを案内。その場で登録完了した。 

  
6 月

20 日 

37 
6 月

20 日 
水 

12:30
～

13:30 
3  文献所在 学生 1 建築関係の雑誌が見たい（「新建築」など） 

和雑誌の配架場所を案内図で見ていただき、OPAC で「新建築」
を検索して「52 シ」で棚を探すこともお知らせした。 

  
6 月

20 日 

38 
6 月

20 日 
水 

14:30
～

16:00 
3  文献所在 不明 1 点字が実際にうたれている本はあるか？ 

「点字」で OPAC を検索したところ本館所蔵が 16件ヒットしたので
それらを案内したが、実際に点字で書かれているかどうかは実物
を確認していただかないとわかりかねる、と申し上げた。また、点
字専門の図書館に行くように勧めた。 

OPAC 
6 月

20 日 

39 
6 月

20 日 
水 

14:30
～

16:00 
5  その他 不明 1 

学内ネットワークに入るための ID とパスワード
がわからない。 

メディア基盤センターの HP をレファレンス用のノート PC で示し、
相談者に自分で調べてもらった。 

総合メディア
基盤センター
HP 

6 月
20 日 

40 
6 月

20 日 
水 

14:30
～

16:00 
3  文献所在 不明 1 広辞苑はどこにあるのか？ OPAC で「広辞苑」で調べ、配架場所を案内した。 OPAC 

6 月
20 日 

41 
6 月

22 日 
金 

12:30
～

13:30 
5  

文献・資
料探索法 

学生 1 
左右対称（シンメトリー）について 
心理的アプローチで書かれた本を探している 

OPAC で「左右」「対象」で検索 
ヒットした図書の配架場所を説明（分類についても簡単に説明） 
雑誌論文の探し方も簡単に説明 

OPAC NDC 
CiNii Article 

6 月
22 日 

42 
6 月

26 日 
火 

14:30
～

16:00 
15  文献所在 不明 1 

"The Effect of Chassis Stiffness on Race Car 
Handling Balance," という論文を読みたい。 
学会のページでは直接有料ダウンロードが可
能だが、できればもっと安く済ませたい。 

Scopus で検索してみたが、該当の論文は検索されなかった。 
Google Scholorおよび Google で探したというので、同様に検索し
てみたところ、http://papers.sae.org/2000-01-3554/の論文であ
ることが分かった。 
SAE Technical Paper に掲載されているもののようだが、OPAC
および AtoZ で検索したところ千葉大では所蔵していないようであ
ったので、My Library を案内し、文献複写の方法をお伝えした。 

Scopus 
千葉大OPAC 
電子ジャーナ
ル AtoZ 
Google 
Scholor 
My Library 

6 月
26 日 

43 
7 月 2

日 
月 

14:30
～

16:00 
10  

文献・資
料探索法 

学生 1 

ある単行書の頭注で示されている引用文献を
探している。「Energy」という雑誌らしい。著者そ
れぞれの複数の著作。「Energy」という資料名
が一般的な単語のため、OPACその他のネット
上の検索サービスでしぼりこむことができなか
った。 

まず、「Energy」を OPAC で検索。雑誌の指定をかけても 50 タイト
ルあった。しかし、それらしい「Energy」一語の資料はなし。次に、
NDL-OPAC を検索。ISSN:0013-7464の「Energy」（エッソスタンダ
ード石油,1964-1974）であることが判明。NDL に複写を申し込むこ
ともできるが、CiNii Books を ISSN:00137464 で検索しなおしたとこ
ろ、他大学の所蔵も見つかった。MyLibrary の設定等済んでいる
とのことで、文献複写申込用の情報をメモとして NDL-OPAC と
CiNii Books の検索結果を A４用紙 3枚で交付した。 

OPAC 
NDL-OPAC 
CiNii Bookｓ 

7月2
日 

44 
7 月 3

日 
火 

14:30
～

16:00 
5  文献所在 不明 1 

校舎の周りに生えている植物の名前を調べる
課題が出ている。植物の名前を調べられる図
鑑を知りたい。 

まだ OPAC を調べていないとのことだったので、OPAC で「植物」
「図鑑」を検索。その中で図や写真が掲載されていそうなものを何
点か紹介した。また併せて、紹介した図書の付近に配架されてい
る図書についても、見てみるよう伝えた。 
紹介した図書：原色牧野日本植物図鑑 / 牧野富太郎著（北隆
館）、原色植物大図鑑 / 村越三千男原著 改訂版（誠文堂新光
社） 

OPAC 
7月3

日 
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45 
7 月 4

日 
水 

14:30
～

16:00 
10  文献所在 不明 1 

参考文献表を見せられ、記載のあった4冊が千
葉大学図書館に所蔵があるか調べてほしい、と
依頼された。 

OPAC で検索。それぞれの配架場所をお示しした。調査したのは
以下 4点。『談話分析の可能性 : 理論・方法・日本語の表現性 / 
泉子・K・メイナード著』『「マス」メディアのディスコース : 特集 / 
三宅和子, 岡本能里子, 佐藤彰編』『社会を構築することば : 特
集 / 岡本能里子, 佐藤彰, 竹野谷みゆき編』『現代ニュース論 / 
大石裕, 岩田温, 藤田真文著』 

千葉大学
OPAC 

7月4
日 

46 
7 月

10 日 
火 

12:30
～

13:30 
2  文献所在 不明 1 本の場所について聞かれた OPAC を検索し、配架場所や請求記号について教えた OPAC 

7 月
10 日 

47 
7 月

10 日 
火 

14:30
～

16:00 
10  

文献・資
料探索法 

不明 1 
論文の探し方と取り寄せの方法を知りたい。”
Eco city”や”Smart city”について調べている。 

日本語でも外国語でもどちらでも良いとのことだったので、CiNii と
Scopusの検索方法を伝えた。また、千葉大で利用できるかどうか
は「@千葉大」ボタンをクリックして、Step の順に進んでいくとわか
るということと、千葉大で所蔵していない場合は有料だが、オンラ
インで取り寄せができることを伝えた。 

CiNii, Scopus, 
OPAC（文献複
写申込の入口
のみ） 

7 月
10 日 

48 
7 月

10 日 
火 

14:30
～

16:00 
10  

文献・資
料探索法 

不明 1 

電子ペーパー(electric paper, e-paper)や電気泳
動方式に関する英語の論文を探している。（来
週までに英語の論文を翻訳する課題が出てい
るらしい。） 

Scopusの検索方法と、「@千葉大」ボタンの存在を伝え、本文の入
手方法を教えた。また、Scopus の学外からの利用についても伝
えた。 

Scopus 
7 月

10 日 

49 
7 月

10 日 
火 

14:30
～

16:00 
15  文献所在 不明 1 昭和 20 年代の職業科の教科書を探している。 

OPACはすでに検索したとのことだったので、CiNii Books および
国立国会図書館サーチで「職業科」を検索し、一緒に検索結果の
画面を確認したところ、以下の図書を読んでみたいということだっ
たので紹介した。 
『文部省学習指導要領』16．職業科（日本図書センター, 1980） 配
架場所：本館 L 棟 3階 B 請求記号：375/MO31 
また Google で「職業科 教科書」と検索したところ、『職業指導』と
いう雑誌もヒットしたため OPACで検索したところこちらも本館で
所蔵しているようだったのであわせて伝えた。 
なお参考までに、K棟3階に教科書コーナーがあることも伝えた。 

OPAC, 
CiNiiBooks, 
Google 

7 月
10 日 

50 
7 月

12 日 
木 

14:30
～

16:00 
20  

文献・資
料探索法 

学生 1 論文の探し方(日本語も英語も） 
CiNii, Scopus, SciFinder, 電子ジャーナル AtoZ の使い方を一通り
説明した。 

図書館 HP, 
CiNii, Scopus 
SciFinder, 電
子ジャーナル
AtoZ 

7 月
12 日 

51 
7 月

17 日 
火 

12:30
～

13:30 
25  

文献・資
料探索法 

学生 1 
エコガラスについて論文・雑誌を探している。良
いのが見つからない。 

１．ジャパンナレッジでエコガラスは「Low-E ガラス」であることを
調べた。 
２．CiNii で調べた。学外からの利用方法も案内。→19件 
３．E-Books を調べた。→０件 
４．J-DreamII を調べた。→154 件 特許も調べた。 
５．文献複写について教えた。 

ジャパンナレ
ッジ 
CiNIi 
E-Books 
JDreamII 

7 月
12 日 

52 
7 月

18 日 
水 

14:30
～

16:00 
3  文献所在 不明 1 ブックツリーとはどこのことか？ 

2 階のブックツリー(新書コーナー)を探していたので、一緒にその
場所まで案内をした。 

  
7 月

18 日 
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№ 日付 
曜
日 

時間
帯 

かかった
時間（分） 

質問分類 
利用者
区分 

人数
（人） 

質問内容 回答 参考資料 
回答
日付 

53 
7 月

20 日 
金 

12:30
～

13:30 
10  事項調査 不明 1 

千葉大学附属図書館の雑誌、電子ジャーナ
ル、図書の年間購入数を数年間分調べたい。
（課題） 

白書・統計コーナーの「日本の図書館」を紹介   
7 月

20 日 

54 
7 月

20 日 
金 

14:30
～

16:00 
10  

文献・資
料探索法 

不明 1 
哲学関係の古典 20点あまりをリストアップした
メモを示され、「この本はどこにありますか？」と
尋ねられた。 

リスト中の1点を例に、OPACの検索の仕方を説明。リストが哲学
の古典であったことから、L棟2階130哲学の書架と、OPAC端末
の位置を直接案内した。岩波文庫に収録されていることも多いこ
とから、L 棟 4階小型も案内した。 

  
7 月

20 日 

55 
7 月

23 日 
月 

14:30
～

16:00 
20  

文献・資
料探索法 

学生 1 

論文の探し方が知りたい。OPACのCiNiiのタブ
のところは使ってみた。因子分析という方法を
使って、スポーツ指導の研究を卒論にするつも
り。 

附属図書館のホームページから「電子資料を探す」の「CiNii 
Articles（全分野）」の「詳細検索」を検索しなおしてみた。「すべて
の項目」に「因子分析」というキーワードで 4118件のヒットがあっ
たが、絞込みはどうしたらいいか確かにわかりにくい。実際、「ス
ポーツ」というキーワードはこの段階で聞かせてもらえた。同「詳
細検索」に「全文検索(beta)」というタブがあったので、「因子分析」
「スポーツ」で検索しなおしたところ、1417 件に絞り込めた。「桜美
林論考」といった他大学の紀要のデータ詳細や「CiNiiPDF オープ
ンアクセス」で本文イメージの閲覧までできるものの案内をした。
本学の紀要も見てもらうため、ホームページから「研究成果を探
す」で「スポーツ」と検索し、「教育学部研究紀要」も見てもらえた。
だんだんイメージが出来てきたように見受けられたので、もう一
度OPACに戻って、「因子分析」を書名で検索し、統計的手法とし
ての因子分析についての著作で見たいと思うものも確認してもら
った。（NDCで 417） 

OPAC 
CiNii Articles 
CURATOR 検
索 

7 月
23 日 

56 
7 月

25 日 
水 

14:30
～

16:00 
15  

文献・資
料探索法 

不明 1 
CiNii で探した論文が千葉大にあるかどうか、ま
たそれはどのようにしてわかるのか知りたい。 

CiNii で実際に検索していただき、「千葉大リソースへ」→「千葉大
学図書館の所蔵を探す（OPAC）」の順で見ていただき、所蔵があ
れば利用できること、無ければ ILLが利用できることをお知らせし
た。N棟 1階の OPAC用端末をご案内して、実際に一緒に操作し
ながらお教えした。 

CiNIi 
7 月

25 日 

57 
7 月

25 日 
水 

14:30
～

16:00 
5  

文献・資
料探索法 

不明 1 
西洋絵画で絵の中に「鏡」が描かれた作品を特
定して探すことができるか。（授業の課題） 

いい方法が思いつかなかったので、googleの画像検索で「西洋絵
画」「鏡」とキーワードｗｐ入れて、鏡が描かれた特定の絵を、千
葉大所蔵の画集から探してもらおうとしたがあまりうまくいかず、
結局あまり大部でない美術全集を紹介して片端から探してくださ
いとご案内した。今考えてみると絵画のキーワード辞典のような
ものから鏡のはいった絵画を探すとかいう方法もあったのかもし
れませんが… 

現代世界美術
全集 1-14巻 
L 棟 4 階大型
A 708/G34 

7 月
25 日 

58 
7 月

25 日 
水 

14:30
～

16:00 
5  

文献・資
料探索法 

学生 1 
「駅」やそれに付随する「建築」について書かれ
た論文にどういったものがあるか調べられるか
（1 階総合カウンターからの誘導） 

CiNiiを知っているかどうか尋ねたところ知らないとのことだったの
でサイトと使い方をご案内した。 

CiNIi 
7 月

25 日 
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参考資料（18）-2 レファレンスデスク担当者による中間報告会の記録 
 
2012 年 8 月 7 日実施レファレンスデスク担当者による中間報告会（前期授業期間を終

えて問題点・改善点・意見など） 
 
１．レファレンスデスクの運用について 
＜問題点＞3 ヶ月半で 57 件のレファレンス実績（単純な場所の案内等は除く）。何をして

いるところか利用者に知られていない。1 階総合カウンターの方が質問・相談

が多いが、場所や時間（①12:00-13:30, ②14:30-16:00）はこれで良いのか。質

問者を書架に案内したい時に PC などはどうするか。レファレンス事例の類型

化はできるか。記録方法はこれでよいか。 
＜改善点・意見など＞ 
・（広報）どんな質問・相談ができるのか、具体的に書いて示す。 
・（場所）1 階総合カウンターで 2 階のデスクを紹介してもらうようにする。階段を上がっ

てくる人と目が合うと質問されることがあるので、2 階での場所は現状が良い。 
・（時間）入館者・1 階カウンターでの質問者ともに午前より午後の方が多い。観察続行。 
・（長期休暇中）8 月 20 日～9 月 28 日は、②14:30-16:00 のみの１回にする。 
・（デスクを離れる時）ALSA が在席の時は PC を見ていてくれるよう声をかけ、いない時

は片付ける。 
・（記録）相談者の所属・学年を極力聞く。もう少し事例が増えれば類型化ができる。時間

帯による質問数や質の違いに意識して引き続き観察し、次回で報告する。 
 
２．担当者のスキルアップについて 
＜問題点＞どのようにスキルアップするか。相談者への対応に一定の基準があった方がよ

いのでは。どういう情報があればより良くなるか。 
＜改善点・意見など＞ 
・（研修）基本的な接し方等の勉強会。デスクにいる時間を利用して、レファレンス事例や

データベースなどの勉強をする。 
・（情報共有）レファレンス事例のファイルに、対応者以外の人の意見を書き込めるように

する。その他調べたことの共有。 
・（インフォメーションシート）OPAC の見方を説明するシートが急いで欲しい。請求記

号ラベルを絵で説明できるもの。各データベースの FAQ。館内案内図も資料の場

所に○をつけて渡すのでデスクに設置してほしい。 
 
３．「デスクに担当分野を表示する」という提案について 
これまで質問は専門的なものではなく初歩的で大雑把であった。分野が表示されること

で、相談者はそれ以外の質問を躊躇するかもしれない。また、分野を表示するならもっと

勉強してからにしたい。当面は表示せずに質問を受け、内容によっては担当者を紹介する。 
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参考資料（19）ガイダンス実施状況（本館） 
 

 

2010 2011 2012（4月-7月） 

 

開催回数 参加人数 開催回数 参加人数 開催回数 参加人数 

図書館主催ガイダンス 129 568 14 194 18 231 

学部学科・グループ別講習会（申込制） 33 701 15 386 24 584 

情報リテラシー授業支援 38 2,960 31 2,362 37 2,837 

図書館学関連授業支援 4 245 6 18 0 0 

ガイダンス 年度合計 204 4,474 66 2,960 79 3,652 

 

      

図書館見学案内(高校生、中学生、PTA) 23 995 4 130 13 483 
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参考資料（20） 

「授業資料ナビゲータ」作成科目数 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 合計 

教養コアＡ（論理と哲学） 11 16 14 13 13 10 77 

教養コアＢ（こころと発達） 0 0 
 

6 8 5 19 

教養コアＣ（芸術と文化） 9 14 16 11 10 6 66 

教養コアＤ（社会と歴史） 9 16 11 14 11 8 69 

教養コアＥ（くらしと環境） 
   

5 2 2 7 

教養コアＦ（いのちと科学） 
   

6 5 3 11 

教養展開科目 
  

8 3 11 19 41 

文学部 
  

5 11 13 15 44 

合計 29 46 54 69 73 68 334 

 
 

 
 

*2012は後期も含む予定数 

 

*2012は後期も含む予定数 



123 
 

参考資料（21）-1 
 2011 年度 アカデミック・リンク・セミナー開催状況 

回次 日時 主題 報告者 参加者数 

第 1 回 2011 年 6 月 10 日 アカデミック・リンク，はじまる 竹内比呂也・川本一彦・白川優治 63 

第 2 回 2011 年 7 月 27 日 求む、電子書籍！ ― 海外出版社の電子書籍戦略と大学教育における活用 ― 

田辺祐子（シュプリンガー・ジャパン株式会社）   

長丁光則  （大日本印刷株式会社）  

竹内比呂也・川本一彦・白川優治 

49 

第 3 回 2011 年 9 月 16 日 著作権！著作権？著作権！？ 
尾崎史郎（放送大学） 

伊勢川直久（千葉大学大学院医学研究院） 
47 

第 4 回 2011 年 10 月 12 日 講義配信の極意  ～教育用コンテンツとしての動画とその利用について～ 
重田勝介 

 （東京大学大学総合教育研究センター） 
51 

番外 2011 年 11 月 19 日 
図書館×教材の電子化＝大学教育改革！：千葉大学アカデミック・リンクは挑戦する 

（第 13 回 図書館総合展特別フォーラム） 
竹内比呂也・川本一彦・白川優治 250 

第 5 回 2011 年 11 月 16 日 「学芸カフェテリア」の発展  ～バーチャルのはずがリアルに～ 番田清美（東京学芸大学） 26 

第 6 回 2011 年 12 月 9 日 新たな文献管理技術が切り拓く研究・教育の未来 
Dr. Victor Henning  

（CEO and Co-Founder of Mendeley） 
26 

第 7 回 2012 年 1 月 27 日 これからの授業の話をしよう  ―「自ら学ぶ学生」への教材提供― 
秋葉淳（千葉大学文学部准教授） 

姉川雄大・岡本一志 
22 

第 8 回 2012 年 2 月 17 日 

誰も知らないアカデミック・リンクの使い方 

-できるできないはともかくとして、私たちがアカデミック・リンクでやりたいことを 

言ってみる。（投票あり）- 

千葉大学在学生（9 グループ） 51 

 2012 年度 アカデミック・リンク・セミナー開催状況（7 月末時点での実施予定含む） 
回次 日時 主題 報告者 参加者数 

第 1 回 2012 年 5 月 29 日 
アカデミック・リンク・センター 2012 年度に向けて 

 : 2011 年度プロジェクトの成果と課題 

竹内比呂也・川本一彦・白川優治・姉川雄大・ 

岡本一志・國本千裕・藤本茂雄 
25 

第 2 回 2012 年 8 月 2 日 新しい電子教科書、新しい電子教材 

遠藤 昌克 

（NPG ネイチャー アジア・パシフィック） 

盛田 宏久（大日本印刷株式会社） 

- 

第 3 回 2012 年 9 月 4 日 北米の大学教育における教員と図書館員の連携（仮） 
Dr.Heidi Julien 

 (アラバマ大学 図書館情報学大学院長） 
- 
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参考資料（21）-2 アカデミック・リンク・セミナー報告書の例 
2011年 12月 9日/千葉大学社会文化科学系総合研究棟 2階 

                マルチメディア会議室 

アカデミック・リンク・セミナー(第 6回)  

「新たな文献管理技術が切り拓く研究・教育の未来」参加者アンケート集計結果 

当日参加者数：26 名    アンケ－ト提出数： 17 件 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 千葉大学アカデミック・リンク・センターでは、「生涯学び続ける基礎的な能力」「知識活用能力」を持つ『考

える学生』を育成することを目的とし、デジタル時代における大学の学習教育環境の改革に取り組んでいきま

す。今後の活動のために、本日のセミナーに参加されたご意見・ご感想をお寄せください。 
 
１．本日のセミナーで、よくわかったこと、新しい発見などがあればお書きください。 

・科学技術の知識・知見の社会での共有 
・リアルタイム・Web 検索の重要性 
・Mendeley はクラウド上にデータをアップしシェアできる事は良いと思いました。今まで知らなか

ったので。 
・文献整理術という非常に大学教員に密接なテーマで大変興味深かった。 
・Impact Factor が 2 年間のタイムラグがあることにも問題視していることが興味深かった。 
・Almost everything I heard today is new & exciting. Glad I attended today. Thank you!! 
・大変よかった。企業家の姿勢 （研究者の延長で社会貢献しようという）についても刺激的だった。 
・英米のネットにおける出版事情も学べた。 
・これまでは先行研究の収集・整理などに多大な労力が必要だった。これからはその時間をより創造

的な作業  
 にあてることができる。便利な時代になった！まさに“アカデミック・リンク”という感じである。

私もよい論文を書いて多くの読者に読んでもらいたい！！と思った。 
・印象的だったのは Mendeley に「できること」と「やりたいこと」を明確に分けているということ。

「やりたいこと」を楽しんでやる、それが世界を変革する、とても好感を持てた。 
・根本的なところですが、Mendeley の使い方、活用法がよくわかりました。加えてポリシーや、出

版についての考えも興味深かったです。 
・文献管理の新しいあり方。 
・Mendeley のコンセプト、使い方など 
・文献管理ソフトは研究者のためだけの閉鎖的なものだと思っていたが、iTunes のように気軽に使用

できるものだと分かった。 
・専門的にクローズで扱っていた情報がすでにオープンになっていた点が非常に革新的であり驚きで

あった。 
・単に便利な研究支援ツールではなくて、新しい時代の研究環境を切り開く可能性を持っている事を

知った。 
・Mendeley は論文整理用として使ってきましたが、単なるデータベースではない研究の新しい可能

性を探求していることがわかり、非常に興味がわきました。 
・Mendeley のコンセプト、ただの文献管理ツールではないことがよく分かりました。 
・Ph.D 後に起業をする可能性が示されたことには大変興味を持った。 
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２．本日のセミナーで、よくわからなかったこと、疑問に残ったことがあればお書きくだ

さい。 

 
３．今後もアカデミック・リンクではセミナーやシンポジウムを企画していきます。そこ

で、取り上げてほしいテーマや講師があれば、お書きください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

・日本における科学技術系の図書館(仮想でもいいが)のイメージとして一本筋がとおっているように

思えない。又、クローズ性が強い。本日のセミナーをうけて取り上げてほしいテーマの例は、 
 ①現状の文献管理とその問題・展望（日本及び海外）、②科学技術系図書館のあるべき姿(日本) 
・Nature などの一流誌のエディター経験者などの論文審査の話など、論文投稿時に参考になる話が

聞きたいと思います。 
・教育と研究に関わるテーマを交互に行なってもらえるとありがたく思います。 
・電子ジャーナルの利。 
 
 

・階層化の仕組み、アルゴリズム。（分類、インデックス、書誌 DB etc） 
  例：オントロジー,データ,リンク,知識工学(エキスパート)の活用！ 
 
・著作権の問題はどうクリアされているのか？国ごとに違うのではないか気になりました。 
・実際のコストが知りたかったと思います。 
・資金の調達について。ビジネスモデルがわからなかった。 
・その思想は共感できた。ただ、自分に使いこなせるか？日本語ベースの資料に対しても有効か？や

はり英語が主体であろうか？PDF などの論文データの整理が中心？書籍などには使えるのか？と

にかく、使ってみたい。 
・文系の論文はあまりデータとしてないような気がします・文系理系（というくくりが適切かわかり

ませんが）の研究者の使用比はどうなっているのか少し気になりました。 
・Mendeley の使い方をもっと教えてほしい。 
・Mendeley は現在英語で運用されているが、他言語版は予定あるいは構想しているのか 
・Mendeley に収録されている文献の信頼性が不明。 
・Mendeley の多くのサービスが恒久的に無料かどうかということ。 
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４．本日のセミナーの内容について等、その他、自由にご意見をお書きください。 

 

 
 
４．本日のセミナーの内容について等、その他、自由にご意見をお書きください。 

 

 
 
 
 
 
 

・リカールの図書検索と OPAC のシステムをみているような感じでした。 
・学校教育で小→中→高→大学とスパイラルアップで本セミナーのツールを利用して問題の発見・解

決をはかれたらと思います。 
・とてもプレゼンの上手な先生でやはり米国の人はすごい、と感じた。 
・あまり多くの文献にふれていないので、恩恵もうけていないが、これから使うことになると思うの

で活用していきたい。 
・It was great! But talking about Mendeley’s future, big plan is kind of too much info. As an 

individual user, I just want to know how to take advantage of it. 
・大変有意義でした。 
 

・とても有意義な時間を過ごせました。より多くの人(学生にも・・・)に聴いてほしい話でした。た

だ、会場からももっと質問できたらよいと思いました。司会の方がたっぷり質問されたので少し遠

慮してしまいました。 
 （興味深い問題でしたが・・・） 
・授業と時間がかぶってしまい、途中からの参加になってしまい残念でしたが、とてもおもしろいお

話がきけてよかったです。ありがとうございました。 
・とても面白かったです。 
・通訳の人がいてありがたかった。質問者の英語力を考えると、一語一句訳してもらわなくても大丈

夫だったように思う。 
・非常に革新的で、目からウロコ、出版社がなさけない。 
・Discussion での最初のコーディネータの質問が長すぎた。会場からの質問をもっと拾うとよかっ

た。 
・通訳を介すことでわかりやすくはなったが、質疑応答の時間が短くなってしまったことは少し残念

だった。 
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５．次の（１）、（２）について、該当するものに○をつけてください。 

 （１） a.学外から参加 （5件）  b.学内からの参加 （12件） 

 （２） a.学生 （7件） b .教員 （6件） c .大学職員(図書館職員を除く)（0件） d.

図書館職員（0件）  e. 出版関係（2件）  f.その他 （2件） 

 

 

 

６．セミナーを何で知りましたか？（複数回答あり） 

    a.Web(アカデミック・リンク・センター) （4件） b. Web（図書館）（1件） c.Web

（千葉大学） 

（0件）  d.一斉配信メール（6件） e.ポスター（2件）  f.センターからのメー

ル（3件） g. Facebook・Twitter (2件） h.人社研の授業の一環として参加 （2件）

i.その他(先生の紹介,図書館総合展）(2件) 

 

 

 

千葉大学 アカデミック・リンク・センターでは、セミナーの開催や関連する情報を提供し

ています。これらの情報を希望される方は、お名前・ご所属・メールアドレスをご記入く

ださい。（既に登録されている方は引き続きお届けしますので、空欄で結構です） 

お名前：（                                  ） 
ご所属：（                               ） 
電子メールアドレス： □申込時に申請したもの □それ以外（          ） 

ご協力ありがとうございました。 
※7 名が新規に継続的な情報提供を希望 
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参考資料（22）アカデミック・リンク見学状況(2012.4-2012.7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
受入件数 人数 

視察、取材、団体見学 30  257  

高校生見学（入試課との連携による見学ツアー） 14  509  

個人見学(総合カウンター受付）   767  

計   1533  
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参考資料（11） 

千葉大学データ（H24.5.1） 

・沿革：1921 年東京高等工芸学校 

1923 年  千葉医科大学 

・教職員数※： 3,101 人 

役員 9 人、教員 1,451 人、事務職員 526 人、技術職員 1,115 人 

・予算：総額 62,295 百万円（平成 24 年度） 

・面積：約 128 万 m2 

（附属病院、附属学校等を含めた敷地面積） 

・組織（教育研究組織） 

９  学  部  ： 文、教育、法経、理、医、薬、看護、工、園芸 

１１大学院  ：  教育学研究科、理学研究科、看護学研究科、 

工学研究科、園芸学研究科、人文社会科学研究科、 

融合科学研究科、医学研究院、薬学研究院、医学薬学府、 

専門法務研究科 

そ  の  他  ： 医学部附属病院、ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾘﾝｸ･ｾﾝﾀｰ 等 

・学生数： 14,576 人 

学士課程 10,796 人  大学院（修士・博士前期）2,335 人 

大学院（博士・博士後期）1,266 人  専門職大学院 109 人 

園芸学部園芸別科 60 人  特別支援教育特別専攻科 10 人 

・蔵書数：約 140 万冊 

 

※  教職員数には休職者を含む。教員数には、特任教員、附属学校教諭を、 

技術職員には、附属病院の看護師等を含む。 
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