ご挨拶

アカデミック・リンクとは

現在、
私達は、
グローバル化や情報化

アカデミック・リンク とは、千葉大学において「生涯学び

の進展、少子高齢化などの社会の急激

続ける基礎的な能力」
「知識活用能力」を持つ『考える学生』を

な変化に伴う予測困難な時代を生きて

育成するために、附属図書館、総合メディア基盤センター（現・

います。
社会が大学に求める役割は多様

統合情 報センター）、普 遍教育センター（現・全学教育セン

化・高度化し、大学教育が果たすべき役

ター）が協力して平成23年４月に立ち上げた、教育・学習のた

割は質的に転換したと言われています。

めの新しいコンセプトです。アカデミック・リンク・センター

平成27年７月に、
千葉大学アカデミッ

は、このコンセプトを実現するための組織で、人的支援、学習

ク・リンク・センターは、これまでの活動を発展させて、教

環境整備、コンテンツの充実という３要素の有機的な結合を

育・学修支援の専門性を備えた人材養成に取り組むことと

中核に、学生に対する分野別学習相談・学習支援、授業等の録

し、
文部科学大臣により教育関係共同利用拠点として認定

画・配信支援、デジタル教材の作成支援といった教育・学習支

（※）
を受け、
新たに アカデミック・リンク教育・学修支援専

援に取り組んでいます。また学生の学習行動に関する調査・分

門職養成プログラム−Academic Link Professional Staﬀ

析、公開セミナーによる先駆的事例の紹介、図書館職員研修

D evel o p m e nt Pro g ra m fo r Ed u c ati o nal a n d

なども独自に実施することを通して「『学習とコンテンツの近

Learning Support：ALPSプログラム を開始しました。

接』による能動的学習」の実現をめざし、教育支援・学習支援

ALPSプログラムは、これからの大学に必要とされる新た

の高度化を計っています。

な専門的職員として、
「高度な実践力」と「体系化された関
連知見」と「新しい教育の開発・企画力」を有する教育・学
修支援専門職の確立と養成を行うことを目的とした研修
プログラムであり、これまで、研修会として年５回のALPSセ
ミナーと年１回のALPSシンポジウムを実施するとともに、
「教育・学修支援専門職」の職能を体系化・可視化するため
の「教育・学修支援の専門性に必要な能力項目・能力ルーブ
リック」の開発に取り組み、
「ALPS履修証明プログラム」と
して実践的かつ体系的なSDプログラムの構築を進めてき

アカデミック・リンク・センター
教育・学修支援専門職養成部門運営委員会（敬称略）

ました。
「学生の学びをどのように支援するか」は、大学教育

山田

礼子（同志社大学）

杉谷祐美子（青山学院大学）

の重要な課題であるにもかかわらず、各専門分野や各大学

篠田

道夫（桜美林大学）

土屋

で事情が異なるという理由から制度化・体系化が難しく、

銭谷

眞美（東京国立博物館） 工藤

長い間、職員の経験的に培われた知識やスキルに委ねられ

竹内比呂也（千葉大学）

檜垣

泰彦（千葉大学）

てきました。ALPSプログラムが、教育・学修支援の専門性

山本

和貫（千葉大学）

白川

優治（千葉大学）

竹田

透（千葉大学）

岡田

聡志（千葉大学）

の向上を目指す全国の大学に活用され、ひいては我が国の
大学教育の質的転換と高度化の促進に資するものとなる

俊（大学改革支援・学位授与機構）
潤（大学基準協会）

（平成30年４月）

よう、最善を尽くしたいと思います。
千葉大学アカデミック・リンク・センター長

千葉大学アカデミック
千葉大学
学 アカ
アカデミ
デミック
デミ
ック・リンク
リ ンク
ン ・センター

竹内 比呂也
千葉大学アカデミック・リンク・センター
※「教職員の組織的な研修等の共同利用拠点《教育・学修支援専門職養成》」
：平成
27年７月30日〜平成29年３月31日（平成27年７月30日付認定）
「教育・学修支援専門職を養成する実践的SDプログラムの開発・運営拠点」
：平
成29年４月１日〜平成34年３月31日
（平成28年７月29日付認定）

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
TE L 043-290-2891 Email alps-info@chiba-u.jp
URL https://alc.chiba‐u.jp/ALPS/

教育関係共同利用拠点
「教育・学修支援専門職を養成する実践的SDプログラムの開発・運営拠点」

ALPSプログラムの全体構成

ALPS履修証明プログラム

15のコースの特徴

千葉大学アカデミック・リンク・センターでは、ALPSプログ

ALPSプログラムの中心的な取り組みは、教育・学修支援の

ラムとして、我が国の大学教育における教育・学修支援の高度

専門性を高めるための体系的な研修プログラムとして平成29

化に貢献し、大学における新しい専門的職員である「教育・学

年度から実施している「ALPS履修証明プログラム」です。この

修支援専門職」の確立、及び、大学の教育・学修支援の専門性

履修証明プログラムは、アカデミック・リンク・センターが大学

【基盤的テーマ】
教育・学修支援の専門性を高めるために共

の体系化・可視化に向けて、下記のことに取り組んでいます。

職員への調査・研究に基づいて開発した「教育・学修支援の専

通に修得する内容として、
11のコースで構成しています。

門性に必要な能力項目（試案）」と「教育・学修支援の専門性に
「教育・学修支援の専門性に必要な能力項目・能力ルーブ
リック
（試案）」の開発

必要な能力ルーブリック（試案）」に対応した、15のコース（全
体で120時間以上、標準修了年限２年間）を履修した方に、学

能力ルーブリックに基づいた体系的な実践的SDプログラ
ムとして「ALPS履修証明プログラム」の運営
教育・学修支援の高度化を図るための先駆的取組から学ぶ
研修会
（ALPSセミナー・ALPSシンポジウム）
の実施

校教育法105条に基づく履修証明書を発行するものです。

主な取り組み内容
① 教育・学修支援専門職に必要な能力ルーブリックの
開発と段階的研修プログラムの構築
等
② 教育・学修支援専門職を養成する実践的SDプログラ
職員プログラム
ム（履修証明プログラム）
の運営
参加
③ セミナー・シンポジウムの定期的な開催
④ 教育・学修支援実務の全国拠点としての情報発信と
教育・学修支援専門職によるネットワーク形成の推進

大学

修了者
進学

フィード
バック

連携
フィードバック

千葉大学大学院人文公共学府
「教育・学修支援コース」(※２)

修了者
加盟

連携

大学学習資源コンソーシアム

国公私立

（CLR）
(※１)

フィード
バック

教育・学修支援
専 門 職 能 団 体 (※３)
修了者加盟

に、様々な先進的取組や直面する現実の課題から学ぶことを
通じて、知識・能力を応用・展開することができる実践的能力
が必要となります。
「教育・学修支援の専門性に必要な能力項
目（試案）」は、教育・学修支援の担当者に共通に求められる知
識・能力を示したものであり、その具体的内容を、
「S：知識やス
キルを発展させ、指導することができる」
「A：知識やスキルを
実践の場の問題解決に応用できる」
「B：身に付けた知識を説
明できる」
「C：知識として身に付けている」に段階化したもの
が「教育・学修支援の専門性に必要な能力ルーブリック（試
案）」です。これらの能力項目や能力の段階とALPS履修証明プ

プログラム15テーマ
13

14

15

プロジェクト実習

12

プロジェクト研究

11

教育・学修支援マネジメント
︵２︶

と年1回のALPSシンポジウムを実施しています。

10

教育・学修支援マネジメント
︵１︶

画として、年５回のALPSセミナー

9

ラーニングコモンズの運営

提供するために、無料・公開の企

8

学生・学修に対する理解

践事例について広く学ぶ機会を

7

教育方法・教育評価

育の動向や学修支援の先進的実

6

学修支援とアカデミック・アドバイジング

ALPSプログラムでは、大学教

5

教育のＩＣＴ化と教材開発支援

ALPSセミナー・ALPSシンポジウム

4

教育ＩＲ入門 教育データの分析と活用

の

3

高等教育の国際化対応

各コースが、ルーブリックの各領域のS・A・
B・Cの段階のどこに対応するかを示したも

2

コミュニケーションとカウンセリングの基礎

1

学生の抱える困難の理解と支援

（※３）今後、
ALPSプログラムの
修了者を中心に、大学における
教育・学修支援を職務とする方
による「教育・学修支援専門職
能団体」の組織化を進めます。
同 団 体 で は 、専 門 職 としての
ネットワークと相互研修に取り
組みます。

「カリキュラムマップ」です。

高等教育政策と自校理解

（※２）千葉大学大学院人 文社
会科学研究科は、
平成29年4月
に、人文公共学府に改組しまし
た。
改組にともない、
人文公共学
府修士課程人文科学専攻のな
かに、
大学における教育・学修支
援者の養成に特化した
「教育・学
修支援コース」
を設置しました。

C

B

C

C

C

B

B

B

B

B

B

C

B

A

ー

ー

C

ー

識・能力の修得、グループワークを通じた課題探求、個々人
の設定した実践的課題に対する具体的課題解決に、履修生
同士の意見交換や情報交流を通じて取り組んでいきます。
ALPS履修証明プログラムは、日本全国の様々な大学・高等
教育機関に所属する履修生同士が、相互交流を行いなが
ら、実践的に学びあうプログラムです。
このプログラムを通じて、教育・学修支援について高い専
門性を有する大学教職員のネットワークを形成し、各大学と
我が国の大学教育全体の発展にも貢献していきます。
教育・学修支援の
専門的能力
【総合的テーマ】

【総括的テーマ】

教育・学修支援を実践する
ための手法を修得する内容

教育・学修支援を推進するための
具体的課題解決を企画・実践する内容

12）
教育・学修支援マネジメント
（１）
13）
教育・学修支援マネジメント
（２）

14）プロジェクト研究
15）プロジェクト実習

【基盤的テーマ】
教育・学修支援の専門性を高めるために共通に修得する内容
１）
高等教育政策と自校理解
２）
カリキュラム理解
３）
学生の抱える困難の理解と支援
４）
コミュニケーションとカウンセリングの基礎
５）
高等教育の国際化対応

６）
教育IR入門：教育データの分析と活用
７）
教育のICT化と教材開発支援
学修支援とアカデミック・アドバイジング
８）
９）
教育方法・教育評価
10）
学生・学修に対する理解
11）
ラーニングコモンズの運営

A

②担当業務の内容
・課題の設定と問題解決
・情報収集・整理・分析・発信
・業務に関する知識

高等教育での教育・学修支援の基盤となる共通した知

※ALPS履修証明プログラムの履修生募集は、毎年５月頃に行います。詳しくは、
ALPSプログラムのウェブサイトに掲載する募集要項にてご確認ください。

①学生・学修・教育支援の内容
・教育内容の把握
・学生・学修・教育支援の設計と実施
・学生・学修・教育支援活動のプログラム改善
・学生・学生支援の現状理解

修得していきます。
【総括的テーマ】教育・学修支援を推進するために、個々の

な課題解決を企画・実践するものです。

務に携わるために共通に求められる知識・能力を有するととも

カリキュラム理解

（※１）大学教育の質的向上を
図るために、電子的学習資源の
製作、共有化を促進し、また学
習・教育において著作物を最適
に利用できる環 境を整 備する
ための取り組みを行っている大
学間コンソーシアムです。

求学習により、教育・学修支援を実践するための手法を

マを設定し、実践的にその高度化を図ることで、具体的

ログラムが提供する内容（15のコース）の関係を示したものが

コンソーシアムを通した大学間ネットワークの強化

【総合的テーマ】履修生同士のグループワークを通じた探

履修生が自らの職務・問題意識の中から具体的なテー

教育・学修支援の専門性のための
能力項目・ルーブリック・カリキュラムマップ
教育・学修支援の専門的能力を高めていくためには、その業

SDプログラム
講師派遣

ALPS履修証明プログラムでは、
15のコースを
【基盤的テー
マ】
【総合的テーマ】
【総括的テーマ】
の３つに区分しています。

ー

B

C

ー

ー

C

ー

C

B

A

▲ALPS履修証明プログラムカリキュラムマップの一部
※ルーブリック及びカリキュラムマップの詳細は、
ALPSプログラムのウェブサイト
（https://alc.chiba-u.jp/ALPS/）をご覧ください。

A

＜さらに大学院で学ぼう＞
ALPS履修証明プログラムで学んだことを基礎にさらに学びを深めたいという
方のために、千葉大学大学院人文公共学府人文科学専攻に「教育・学修支援
コース」
が設置されています。修了者には
「修士
（学術）
」
の学位が授与されます。
一般入試のほか、
社会人特別選抜も準備しています。
詳細については、
人文公共
学府ウェブサイト
（http://www.gshpa.chiba-u.jp）
をご覧ください。

