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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 2011 年 4 月 1 日に発足し，爾来千葉大
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・リンクを推進してきた。
この活動が，文部科学省が国立大学法人に措置する運営費交付金特別経費プロジェクト
分というプロジェクト型の活動に対する予算をベースとしてきたことから，毎年評価委
員会を開催し，前の評価委員会以降の活動をレビューし，必要に応じて見直すなどして
きた。本報告書は，プロジェクトとして当初計画した 4 年という期間が終了するタイミ
ングのものであることから設置以来の活動全体を対象としており，プロジェクトとして
の最終報告書ということになる。
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てきた。オープンの日の緊張
と感激を今も思い出す。我々の能力では手にあまるものを作ってしまったのではないか
という思いに苦しんだ日々もないわけではないが，幸いにして，我々が考え，実行して
きたことは高く評価されてきた。そのおかげで，建物の改修については想定以上の早さ
で実現することができ，残っていた附属図書館 L 棟の改修も 2014 年夏に一応の終了を
み，同年 10 月から供用を開始した。
アカデミック・リンクは，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る。広く世界を見た場合に，
アカデミック・リンクでの取り組みの内容が飛び抜けて斬新なものであるとは言えない。
しかしながら，我が国においては，高等教育における学習の質の向上に資するための先
駆的な取り組みであったのは事実であろう。中央教育審議会大学分科会大学教育部会の
審議まとめや 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～』あるいは他の政策的文書に
おいても，大学の機能強化，図書館機能強化の事例として取り上げられたことは我々の
誇りである。また，今日，いくつもの大学図書館が学習機能強化に向けた整備を進めて
いるが，その具体化の先行事例の一つとして，多くの見学を受け入れ，また講演やセミ
ナーなどの形で活動を紹介してきた。そのような形で我々のプロジェクトが単に千葉大
学における機能向上のみならず，我が国におけるこれからの大学図書館あるいは学習支
援形態のモデルの一つとして機能してきたことも喜びである。
評価にあたっては，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てきた。委員をお引き受けいただいた鈴木典比古先生（委
員長，国際教養大学長），田村俊作先生（副委員長，慶應義塾大学メディアセンター所
長），山田礼子先生（同志社大学学習支援・教育開発センター所長），山内祐平先生（東
京大学情報学環教授）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った。本報告書にあるような「プロジェクトとしてやるべ
きことはすべてやったと言えるのではないか」という評価はまさに身にあまる光栄であ
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るが，その背景には委員の皆様からのご助言と激励があったことを記して改めてお礼を
申し上げる。
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徳
久剛史学長，齋藤康前学長をはじめとする本学の関係各位，また文部科学省関係各位に
深謝する。また包括協定，共同研究部門の設置という形で物心両面での支援をしていた
だいた大日本印刷株式会社，丸善株式会社，ハード面での整備にご支援をいただいたコ
クヨファニチャー株式会社に対しても，心より感謝申し上げたい。また，これまでのア
カデミック・リンクの活動が評価されるとすれば，その活動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
員の貢献ゆえであり，心よりの感謝と敬意をこの場を借りて表明したい。
この報告書をもって，アカデミック・リンクの活動が終了するわけではない。我々は
「始まりのおわり」を迎えたに過ぎず，むしろこれからその真価が問われるのである。
これまでの評価に甘んずることなく，日々進化していきたい。

2015 年 3 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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第１部 評価委員会報告
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１．開催日時・次第
日時 平成２７年１月２３日(金) １０：３０～
場所 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(１０：３０～)
② 委員長及び副委員長選出
③ アカデミック・リンク・センター報告（１０：３０～１１：３０）
④ L 棟見学（１１：３０～１２：００）
休憩
⑤ 質疑応答・意見交換（１３：００～１４：００）
⑥ 委員による評価についての意見交換（１４：００～１４：３０）
⑦ 講評（１4：３０～１５：００）
⑧ 閉会

配布資料
1. アカデミック・リンク・センター評価委員会出席者名簿
2. 評価シート
3. 自己評価結果
4. プロジェクト自己評価
5. アカデミック・リンク・センター評価委員会資料
6. プレゼンテーション資料
7. 千葉大学概要，附属図書館/ALC パンフレット，利用案内
２．委員名簿
ア カ デ ミ ッ ク ・ リ ン ク ・ セ ン タ ー 評 価 委 員 (平 成 26 年 度 ）
鈴木 典比古

公立大学法人国際教養大学理事長・学長

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

山内 祐平

東京大学情報学環教授

山田 礼子

同志社大学学習支援・教育開発センター所長，社会学部教育文化
学科教授
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千葉大学関係者
竹内 比呂也

アカデミック・リンク・センター長

山中 弘美

アカデミック・リンク・センター副センター長

川本 一彦

アカデミック・リンク・センター兼務教員（統合情報センター准
教授）

白川 優治

アカデミック・リンク・センター兼務教員（普遍教育センター准
教授）

姉川 雄大

アカデミック・リンク・センター特任教員（特任助教）

岡本 一志

アカデミック・リンク・センター特任教員（特任助教）

小野 永貴

アカデミック・リンク・センター特任教員（特任助教）

藤本 茂雄

アカデミック・リンク・センター特任教員（特任助教）

國本 千裕

アカデミック・リンク・センター客員研究員（駿河台大学講師）

長丁 光則

アカデミック・リンク・センター客員教授

栃木 博子

アカデミック・リンク・センター客員研究員

能登谷 泰見

アカデミック・リンク・センター外部機関共同研究員

織田 雄一

学務部長

杉田 茂樹

附属図書館利用支援企画課長

大山 努

附属図書館学術コンテンツ課長

木下 直

附属図書館利用支援企画課副課長

三角 太郎

附属図書館利用支援企画課副課長

庄司 三千子

附属図書館学術コンテンツ課副課長

鈴木 伸一

附属図書館利用支援企画課総務係長

綾田 陽子

附属図書館利用支援企画課アカデミック・リンクグループリーダ
ー

丸茂 里江

附属図書館学術コンテンツ課学術コンテンツグループリーダー

野原 花子

附属図書利用支援企画課総務主任

茂住 直子

アカデミック・リンク・センター事務担当（特任研究員）

３．議事要旨
竹内比呂也アカデミック・リンク・センター長より開会の挨拶が行われ，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・センターについて報告が
あり，L 棟見学が行われた。
午後は質疑応答を行い、千葉大学関係者はいったん退席し，委員のみによる評価につ
いての意見交換が行われた。意見交換後，千葉大学関係者が席に戻り，鈴木委員長によ
る講評が行われた。詳細は４．総評と５．質疑応答要旨にまとめている。
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４．アカデミック・リンク・センター評価委員会総評
アカデミック・リンク・センターは，「『学習とコンテンツの近接』による能動的学習」
の促進をミッションとして，学生が集まり，議論できる場所としてのラーニング・コモン
ズの機能に加えて，静かなたたずまいの中の学習空間という従来の図書館の機能を併せ，
コンテンツ，空間，人的サポートを有機的に組み合わせた学習環境をコンセプトとして確
立した。コンセプトは我が国におけるラーニング・コモンズ及び新しい学習環境のスタン
ダードなモデルとして定着してきている。
本委員会は，センターが４年間という年限の中で素晴らしい活動を行い，望みうる最大
の成果を上げたものと評価する。一部の委員からは，これまで行ってきたことに対する評
価としては満点として良いのではという意見もあった。
委員会では，センターが当初の目的を十分達成していると評価した上で，以下のような
今後の展開を期待する意見が出された。
・ 図書館として用い得る限りのリソースを最大限有効に利用した活動として素晴らしい
ものである。一方，今後，ティーチング＆ラーニングサポートセンターとしての活動を
考える場合には，さらなる展開の余地がある。例えば，授業との連携強化や，センター
の空間における対話型学習やコンテンツ利用がもたらす学習の質の改善効果に関する
調査・研究などをすすめていくことが必要である。
・ 所期の学習支援については十分な取り組みがなされており，今後は，教育（する側への）
支援を強化していく必要がある。教員自身による授業の本質的改善が前提となるが，教
室でのアクティブ・ラーニング等も視野に入れ，高等教育研究機構など学内他部署との
連携・協働などにより，千葉大学の教育改革の完成を目指してほしい。学内のいずれか
の部署が，授業内学習と課外の学修をリンク付し，学修のパスをデザインし，その「見
える化」をはかるべきであろう。
・ 今後のセンター運営にあたり，リソースをいかに作り出し，アクティブ・ラーニング
の促進に結び付けていくかが課題である。大学としての教育計画とくに初年次教育の
中に，センターのコンセプトを組み込み，空間，人的支援，コンテンツの３つの要素
の拡大を千葉大学全体の目標にしていくのも良いのではないか。
・

授業改善を目指す上で，
「教員の授業を楽にする」という視点を加味すると学内からの
支持を得られやすいかもしれない。教材制作以外にも，成果発表やデータの取り扱い
についても専門職としてのラーニングアドバイザーが補助するような体制を整備し，
授業外学習と授業内学習をうまく接続していくようなことも考えられる。
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・

アカデミック・リンク・センターは，自学自習の空間を上手くマネジメント，提供し
てきたと考えているが，今後それをキャンパス全体に大規模に展開することは可能か。
アカデミック・リンク・センター内の空間での成功事例を教室に拡げ，授業内容にも
コミットできると良い。適切なスペース，人的なサポート等のメリットを示すことが
できれば，教員の協力も得られよう。

・

総じて，センターの活動を授業改善にどうつなげていくのかが今後の活動の課題にな
っていくはずである。新学部設置を視野に入れ，例えばファースト・イヤーセミナー
への協力などの取り組みを通じ，全学的な授業改善を促していくといった活動展開を
考えることが，センターの今後の拡大・発展につながるのではないか。
4 年間のアクティブ・ラーニング促進の成果を基盤として，教員，授業との連携，高等
教育研究機構をはじめとした学内諸組織との組織的連携を進め，教育活動にさらに緊密
に関与していくことが期待される。
アカデミック・リンク・センターは日本の大学を代表する新しい学習環境モデル，指
標であり，平成 28 年度に設置が予定されている新教養系学部創設に呼応した，新しい学
習支援専門職のモデル構築・育成，コンテンツ創出と流通・利用環境のさらなる整備を
通じ，国内諸大学の好モデルでありつづけることを期待する。
2015 年 1 月 23 日
評価委員会委員
鈴木典比古（委員長，国際教養大学学長）
田村俊作（副委員長，慶應義塾大学メディアセンター所長，文学部教授）
山内祐平（東京大学情報学環教授）
山田礼子（同志社大学学習支援・教育開発センター所長，社会学部教授）

11

５．質疑応答要旨

委員長： それでは本日の竹内センター長によるプレゼンテーション，配布資料に基づ
く質疑応答および意見交換を行う。
委員：L 棟を見学して大変素晴らしいと思った。可能性のあるスペースである。伺いた
いのは，全体のコンセプトはアクティブ・ラーニング・スペースと理解しているが，L
棟や K 棟にもコンセプトなどはあるのか。
センター長：私たちはラーニング・コモンズという言い方はしてこなかった。それはラ
ーニング・コモンズという言葉には，ディスカッションの場という意味あいが強いから
である。アカデミック・リンクというコンセプトの下に作られている新しい学習空間に
は，従来の図書館のような静寂に読書し，考え，書くというスペースも含まれており，
L 棟，K 棟，N 棟の建物の性格は少しずつ違っている。トータルで学生の多様な学習ス
タイルに応える学習空間であり，アクティブな空間と静寂な空間の両方が必要と考えて
いる。L 棟の一部分にアクティブ・ラーニング・スペースが入り込んでいるのは，これ
までの経験から N 棟のグループディスカッションできる部分の広さが十分ではなく K
棟の方にまで学生たちが討議している状況に対応するための増築を行ったからである。
委員：いろんな空間スペースを用意してあり，立ち読みのための空間も考えてあるのか
と思った。ちょっと見た印象なのだが，N 棟が「見る見られる」というのが基本の空間
であるなら，隠すとか隠れるというのもコンセプトとしてあるかもと考えた。ひとりさ
めざめと泣くようなスペースがあってもいいかもしれないと思う。
委員：ラーニング・コモンズではアクティブ・ラーニングがメインとなっており，全国
でこういうスペースがどんどん増えていると思う。ラウンジのところで静寂さが保たれ
ていたり，本来の図書館の概念とラーニングコモンズとでは違っているところがあるが，
今後そういうものを学生にとってどういうふうに上手く調整できるか。
センター長：我々は図書館をベースに新しい学習空間への展開を行ってきたが，機能面
でも図書館をベースとして考えてきた。それは図書館の外に作られているラーニング・
コモンズを否定するということではない。我々のスタート地点が図書館にあり，現在ま
で展開してきたということである。
静寂な学習空間と活発に議論できる空間が併存していることに矛盾はない。我々の生
活を考えていても人と話したりひとりで考えている時間があり，両方とも必要である。
今回の我々の空間設計においては学生の多様な学習スタイルに対応することを考え
てきたので，両方があってよい。
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特徴としては，最初批判があったが，ディスカッションの場である N 棟と基本的に
静かな場の K 棟の間にはドアを作らなかったことがある。ここからはしゃべっていい，
ここからは静かにするということではなく，ゆるやかに静寂空間と声を出していい空間
をつなげるというイメージを作っている。あれかこれかというのではない自由な環境を
保証している。
N 棟の状況を見ていても，声を出してよいスペースの窓際にある個人学習席がいつも
埋まっているので，意外としゃべっていいグループ学習の場所とひとりの学習の場所は
入り混じるのではないかと思っている。
委員：ただラウンジなどは飲食があってもいいかなと思った。スーパーグローバル大学
創成支援が採択されているなら，留学生との交流スペースとして，学生間の垣根を取り
除くためには，飲食できるところがあれば留学生と千葉大学の学生との交流がものすご
く進むのではないか。
センター長：グローバル化に対応するということでは，アカデミック・リンク・センタ
ー/附属図書館の隣に総合学生支援センターがある。この一角にイングリッシュハウス
があり，日本人学生と留学生が外国語で交流できるカフェ的な空間が設置してあり，留
学生との交流，英語を学ぶ仕掛けを用意した空間となっている。我々がアカデミック・
リンクについての施設を考えたとき，総合学生支援センターと重複するものはアカデミ
ック・リンクには作らないということになった。当初は書店の置かれている場所にイン
グリッシュ・ハウスを置く案を検討したが，アカデミック・リンクの基本概念を考える
と書店の方がいいということになった。キャンパス整備計画において，附属図書館，学
生支援センターのエリア全体をアクティブゾーンとして考え施設の配置を行っている。
委員：アカデミック・リンク・センターはラーニング・コモンズ的側面ではやるべきこ
とはやりつくした，非常に素晴らしいと思う。自分が評価を迷っているところは，教育
支援に関することである。
教育支援，コンセプト，位置づけによって評価が変わってくると思うが，中心とされ
ている授業資料ナビ，Moodle の活用はパイロットプロジェクトとしては良いと思う。
ただし全学サービスとしての広がり，量的な scalability などが見込めない。授業資料
ナビは 70 コース，Moodle は 10％くらい，これはコース制作だけでなく資料配布も含
めた割合だと思う。これ自体が問題なのではなく，それに対して今後どうしていくかが
問題になる。教育支援で突き当っていくのはどこもその点だと思う。まず，１．広げて
いくことをどの程度の目標として考えているか。２．アカデミック・リンク・センター
のコンセプトとして教育支援にどこまで踏み込んでいくつもりがあるのか？

アメリ

カでいうと Center for Teaching and Learning の機能をどこまで実施するのか，教育
支援機能をすべて担うのか，普遍教育センターや高等教育研究機構と区分けして担うの
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か，アカデミック・リンク・センターの守備範囲，大学全体の教育における位置を伺い
たい。
センター長：１．について

授業資料ナビに限界があるのが明らかである。授業数は

6000 を超えている。さらにその先として我々が考えたのは，同等の機能を実現する，
先端的 ICT 技術により，シラバスを OCR 解析して自動的にキーワードを切り出し連想
検索し，適切な資料を提供するシステムの開発であり，L 棟に設置するべく計画してい
た。残念ながらさまざまな理由で断念した。Moodle 利用の講義数は現在 10 数％で，
これは年々増えてきている。
学内で本格的に e-learning を導入するなら，おそらく別のシステムを構築しなけれ
ばならないだろうが，これはアカデミック・リンク・センターではなく高等教育研究機
構が全学的なポリシーをつくり，システム運用は ICT 推進部門，利用支援サービスは
アカデミック・リンク・センターが担うという形になるだろう。
アカデミック・リンク・センターの今後の位置づけには，いくつかの可能性がある。
平成 28 年度に新しい教養系学部を設置する計画がある。母体は普遍教育センター，言
語教育センター，国際教育センターである。それら３つが集まり，全体の教養教育がそ
こに集約されることになる予定である。
その運営の主体が，新学部になるのか高等教育研究機構になるのか，まだディスカッ
ションされていない。アカデミック・リンク・センターの位置づけはその議論のなかで
決まるであろう。そこで決定されたフレームワークの中で，全学のアクティブ・ラーニ
ングの実施組織としてアカデミック・リンク・センターは今までの実績を基に活動して
いくことになるだろう。全学の教育の在り方を整理した大きな枠組みを俯瞰した上で，
その中でアカデミック・リンク・センターを整備する。
委員：当然，全学の中での位置づけで役割があると思うが，理念的なことを伺いたい
アカデミック・リンク・センターには，ラーニング・コモンズでないコンセプトがある
ということだが，教育支援として，ここまでは役割と考えていることがあるのか。
センター長：我々が考えてきたことは教育のリソースとして新しいコンテンツと新しい
専門職をつくっていくところで，そこまではアカデミック・リンク・センターの理念に
入っている。従来の図書館資料だけでなく教材と言われるコンテンツもきちんとカバー
するところを当初から目指してきた。
委員：アカデミック・リンク・センターは教育支援，教育 ICT 導入と教材作成の支援
ということでよろしいか。
委員：確認したいが，学習支援，科目ベースの支援はどこに入るか。
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センター長：ICT，教材に関することは我々のコンセプトではコンテンツの枠組に入る。
学習支援専門職をつくる点については，そこに至るプロセスの中に院生によるサブジェ
クトベースの学習サポートが入っている。
委員：サブジェクトベースの院生のサポートはできているとして，もう少し幅広いもの
はないのか。論文，研究手法，研究のアイデアなど，そういうところは動いているのか。
今後の全学の枠組みの中で考えていくのか。
センター長：我々の学習支援のスタート地点は，学内にサブジェクトごとに支援をして
ほしいというニーズにあったので，サブジェクトベースで行った。さらに広い領域で何
かをやる場合は議論が必要。ULA が領域の仕事をしていくか，院生がやっていくのか，
まだきちんと議論されていない。
センター教員：
「研究のやり方」などは，さきほどの時間割には入ってないが，毎週２
回開催している 1210 あかりんアワーの枠の中で，学部生対象に ALSA が研究のやり方，
レポートの書き方の指導を行っている。教科外のことも時間割の外でやっていることを
補足したい。
委員：ULA と院生が担う部分について，院生にどのあたりを担ってもらうか，お考え
があれば聞かせていただきたい。
センター長：まだきちんと固まっているわけではないが，ULA が院生を組織，指導す
ることを考えている。アメリカの大学の支援を見ても図書館員と院生が同時にカウンタ
ーでサポートしているときもある。院生の方も ULA と自立的に組み合わさって，上手
く院生が育ってくれると良い。具体的に役割をどう分けるかについてはまだ十分議論し
ていない。
委員長：教育支援をどこまで踏み込んでいくのかという問いは，高等教育研究機構との
連携でということが分かった。センター長の報告の中の課題にあったが，教育との直接
的リンクというのは教員にも影響することであり，どのような形で教育とつながってい
くのか。
教員の認識が動いていない面があり，Moodle 作成率が 10％くらいというのがある。
実際どのくらいやっていくのか。特に，
１．実際のところ教員とのコミットメントをどのようにやっていくか。
２．亥鼻，松戸キャンパスでのアクティブ・ラーニングの展開。西千葉は施設ができて
いるので学生が使っているが（キャンパスを移動する学生は）2～３年で使えなくなる。
さきほどのコンテンツと同時に学生の流れが変わってしまう。
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結局議論しているのは，アカデミック・リンクを通じて学生の流れがどう変わってい
るかそこにどう支援していくか，全体としては今後亥鼻，松戸キャンパスのギャップを
どう埋めるのか。３つあるキャンパスの間の質的な comparability などの課題が残され
ている。西千葉が突出したためにそういう問題が出てきた。
センター長：質問というより貴重なコメントをいただいたと考える。前者に対しては歯
切れの悪い答えだが，反転授業的なことを積極的に導入していくなどを考えている。た
だしリソースが足りない。雑駁な言い方だが，できる範囲というのがあるはずで，これ
は高等教育研究機構のリーダーシップで進めることになる。
キャンパス間ギャップは早く埋めないといけないと考えている。松戸キャンパスにお
ける学習環境の整備は緊急の課題として上がってきて，毎年概算要求を行っているほか，
基金を使って行うという話もではじめている。亥鼻，松戸キャンパスとのギャップ改善
の努力を絶え間なくやっていくしかない。
委員：L 棟の完成で施設的な面でも人的支援，コンテンツでも一通り立ち上がって，や
るべきことはやり，立ち上げるべきものは立ち上がったという印象がある。立ち上げた
後の次の展開で，立ち上がったものを全部同じような押し方で押していくのか，その中
から優先順位をつけるのか，次の目標の立て方をそのように考えているのか伺いたい。
センター長：それほど先のことまで考えているわけではない。必要と思うものを並べて
やっていたところ，様々な方のご支援を得てやっていくことができたというのが正直な
ところであり，幸運にも持っている力以上のものができたと思う。アカデミック・リン
クのフレームワークの中でコンテンツ，空間，人的支援の融合，さらにそれぞれの要素
の広がりを考えていく。
空間という点では亥鼻，松戸キャンパスでの空間の整備をどうするかが喫緊の課題に
なっている。人的支援というと，さきほどから出ている新しい専門職 ULA をどのよう
に発展させていくか。すでにスーパーグローバル大学創成支援の中でも，学生のさまざ
まなニーズに適合した SULA という，カリキュラムについての指導ができる学習支援
専門職をつくることを検討している。その方向がはっきりしているので，それに沿って
我々なりにやっていくという形になる。つまりアカデミック・リンク・センターが全学
の動きに合わせながら ULA を養成発展させていくということになる。
3 つ目はコンテンツで，図書館をベースにして広がる可能性があり，一番主導権を握
ってやっていける。アイデアのレベルの考えだが，研究データを教材開発のなかでコン
テンツに取り込みたい。すぐれた研究データを教育のシチュエーションに持ちこむのは
深い意味があるのではないかと思う。
多くのリソースは大学の中にとどまっているわけではないし，自由に利用できるわけ
でもない。そのための仕組みが必要で，優れた教材提供が大学の基盤であり，今後は研
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究データを管理し，学習のためのコンテンツとして取り入れることも考えたい。
委員：高等教育研究機構がどういう組織か，中身が分かるように教えてほしい。
センター長：機構という名前がついているが，今は実態としてはバーチャルな委員会的
なもので，千葉大学の教育に関わる企画などを行う。その下には部門と戦略室がおかれ，
若干ではあるが専任の職員がいる。私は副機構長と ICT 推進部門の部門長の仕事を担
当している。全学教育に関するポリシーの検討，評価やコースナンバリングなどの WG
をつくったり，教育 IR に関する具体的な立案を行っている。
委員：そこでのポリシーがシステム検討など関わり，こちらの中と重複する部分も出て
くる。大きな組織は縦割りになる部分があると思うが，大きなシステムが横につながる
ように動ける機能的なシステムになれるか。
センター長：例えば Moodle に関することは ICT 推進部門で検討し決定するが，アカデ
ミック・リンク・センターのスタッフも機構の部門に関わっている。実際に業務を動か
しているところが，方針を決定するところとリンクしながら議論していて，アカデミッ
ク・リンクは横につながっているということをある程度実現している。ただし高等教育
研究機構とアカデミック・リンク・センターは，企画と実働という関係にはない。
リソースが限られた中でいろいろやらなければならないので，高等教育研究機構のポ
リシーフレームワークの中で動かざるを得ない。
委員長：現段階においてはやるべきことをやったというのは，日本の中でもここだけだ
ろうと思う。今後は全国の大学がパッチワーク的に追いついていくというのが行われる
だろう。ただ技術革新が進めば状況は大きく変わっていくだろう。いずれは全部のシス
テムがもう１回リニューアルしなければならないが，高等教育研究機構あたりで前もっ
ての準備を考えなくてはならない。
センター長：アイデアのレベルだが，我々がコアと考える３つの機能を中心にした，完
全に独立した運用組織を持ち，それが全学的な新しい学習環境をつくることも考えられ
る。バーチャルになればコンテンツ提供組織と教育，学習支援組織の間に距離があって
もいいかもしれない。その部分だけでもかなり大きくなり，学習支援の専門職とアカデ
ミック・リンク・センターを中心に３つか４つに分かれて発展することになるかもしれ
ない。今のままでは全部をアカデミック・リンク・センターで負担することになるかも
しれず，それはそれでリアリティがない。
委員長：CLR が 9 つの大学で始まり，16 の大学に拡大している。これの実態と将来の
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可能性はどんなところを見ているか。
センター長：著作物を大学という環境で使うため，著作物を一定のかたまりで大学で利
用できるように許諾してほしいと考えている。日本の学協会は現時点では慎重なかまえ
で，難しいのは事実である。大学内だけという形にしても電子化して学生が使えるよう
になるには時間がかかる。お金の問題さえ解決できたら，海外の著作物の方が早く使え
るという見通しがある。
委員長：教育支援について，キャンパスの中でアカデミック・リンク・センターができ
たために学生の流れが変わった。年間 52 万人の入館者数とあり，図書館のインパクト
はどのようなものだったのか。
センター長：他の大学のラーニング・コモンズや図書館に比べると入館者数の劇的な変
化はない。工事で閉めていた時期は減少するのでそれと比較すれば多くはなるが，その
前の通常開館期と比較した場合は，入館者数は急激な増加はしていない。しかし改修開
館後も徐々にではあるが，継続的に増加している。もともと，本学学生は図書館をきち
んと使っていた。図書館の中で何をやっているかを FGI のインタビューなどでたずね
ると，従来の図書館は堅苦しくて暗く，狭い意味での勉強をしないといけなかったが，
現在は自由に自分のやりたいことができる環境になったということが分かる。しかし，
人の流れそのものをものすごく大きく変えることにはなってない。元々のエントランス
が工学部側に寄ることで工学部の利用者が増えた印象がある。
利用者数の構成で見れば各学部の構成員数とほぼ比例する。図書館によく来てるから
といって優等生という訳はなく，いろんな層の学生が来ていることも分かっている。
委員：教育支援が限定的に行われているという印象がある。あえていうとそういうレイ
ヤーの支援もあるが，本質的な授業改善を全くしないで支援というのは現実的ではない。
授業改善とか教室でのアクティブ・ラーニングをどうしていくか，そのレイヤーをどこ
が担うのか？ それがここじゃないなら，別のパートナーを作ってそこと協働しないと
いけない。リソースだけで教育研究活動を完全に支援するのは難しい。リソースを形式
的に使っていてもそれが学習にどうつながるか，クリティカルパスがつながらなくなる。
リソースの限界も分かる。
高等教育研究機構のどこかでパスを見えるようにしながら行っていくのが筋ではな
いか。ラーニング・コモンズを単体で運営した場合，授業と課外活動をつなげることが
必要だろう。そこまで持たされるのはたまらんというのも分かるが，やりつくしたとこ
ろから進むためには，困難な課題に千葉大全体として解を出さないといけない。
センター長：先ほどのご質問の意図を正確に理解していなかったように思う。平成 28
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年度スタート予定の新教養系学部がそれを進めていく。積極的な反転授業，新しい ICT
を使った教育などさまざまな要素をとりこみ，そこでの試みの基盤とアカデミック・リ
ンク・センターをうまく組み合わせていく。それにより学習の質を変えていくことにな
るだろう。
スーパーグローバル大学創成支援で提案している SULA の根っこはアカデミック・
リンク・センターにあり，きちんと関わりを持っている。新しい学部のプログラムと我々
のリソースがつながることで，千葉大にとって新しい教育をつくっていくことになるだ
ろう。
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６．評価結果
アカデミック・リンク・センター評価委員会2014 評価シート
お名前（
評価指標

A委員

）

４：優れた活動や計画が実施，立案されている
３：活動や計画は概ね妥当なものである
２：活動や計画に不十分な点が見られる
１：活動や計画が全く不十分である

１

センターの理念・目的に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

１－１

理念・目的が適切に設定されているか

４

４

１－２

教職員・学生への周知が適切になされているか

３

４

１－３

社会への公表が適切になされているか

４

４

２

管理運営および組織・機構に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

２－１

基本的な組織構成が理念・目的に照らし適切なものであるか

４

４

２－２

教員会議が教育研究活動にかかる重要事項を審議するため
の必要な活動を行っているか

３

３

３

学習・教育支援活動に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

４

４

４

４

４

４

センター自己評価

評価委員の評価

３－１
３－２
３－３

学習・教育支援活動を実施する上で必要な施設・設備が整備
され，有効に活用されているか
学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され，支援が
適切に行われているか
教育支援に関する教員のニーズが適切に把握され，支援が
適切に行われているか

４

研究開発活動に関すること

４－１

研究開発活動が活発に行われているか

４

４

４－２

研究の質が確保されているか

３

４

４－３

成果が上がっているか

３

４

５

学内外との連携に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

５－１

連携の目的を達成するにふさわしい計画や具体的方針が定
められているか

４

４

５－２

連携活動が適切に行われているか

４

４

５－３

活動の成果があがっているか

４

４

自由なご意見をお願いいたします
2011年度から4年間のプロジェクトとして理念・目的が明確に確立された上で、各年
度毎に着実に計画が実施されて来た。
今後は学生の自律的学習や対話による授業、デジタル化への対応と進化などが
主要な発展目標となるであろう。学生参加と学生の主体性尊重の姿勢が各プロ
ジェクトに強調されていることは評価できる。
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アカデミック・リンク・センター評価委員会2014 評価シート
お名前（
評価指標

B委員

）

４：優れた活動や計画が実施，立案されている
３：活動や計画は概ね妥当なものである
２：活動や計画に不十分な点が見られる
１：活動や計画が全く不十分である

１

センターの理念・目的に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

１－１

理念・目的が適切に設定されているか

４

４

１－２

教職員・学生への周知が適切になされているか

３

３

１－３

社会への公表が適切になされているか

４

４

２

管理運営および組織・機構に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

２－１

基本的な組織構成が理念・目的に照らし適切なものであるか

４

４

２－２

教員会議が教育研究活動にかかる重要事項を審議するため
の必要な活動を行っているか

３

４

３

学習・教育支援活動に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

４

４

４

４

４

４

センター自己評価

評価委員の評価

３－１
３－２
３－３

学習・教育支援活動を実施する上で必要な施設・設備が整備
され，有効に活用されているか
学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され，支援が
適切に行われているか
教育支援に関する教員のニーズが適切に把握され，支援が
適切に行われているか

４

研究開発活動に関すること

４－１

研究開発活動が活発に行われているか

４

４

４－２

研究の質が確保されているか

３

４

４－３

成果が上がっているか

３

３

５

学内外との連携に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

５－１

連携の目的を達成するにふさわしい計画や具体的方針が定
められているか

４

４

５－２

連携活動が適切に行われているか

４

４

５－３

活動の成果があがっているか

４

４

自由なご意見をお願いいたします
この4年間の成果は，単に千葉大学にとってのみならず，日本の大学図書館，さらには，大学教育にとっても大きな
意味を持つものであり，高く評価できる。Ｌ棟の改修が終わり，施設面では一応の完成を見たこと，事業面では，予
定していた事業が試行のものも含め取りあえずは立ち上がったことを踏まえ，今後は，次のような点に一層の努力を
望みたい。(1)この成果を学内外に普及させる方策を検討・実施すること。具体的には，①大学学修資源コンソーシア
ムなどを通じ著作権法等普及の障害となる制度に対処すること，②コンテンツの制作やデジタル化に係わる教員の
負担を極力減らすと共に，制作費の助成等によるインセンティブを設けること，等が考えられる。(2)定点観測プロジェ
クトの成果を活かす方策を考えること。定点観測プロジェクトは非常に良い成果をあげていると評価できる。成果は
主に指標の開発に活かされるとのことだが，現在の調査結果だけでも直接サービスの改善に活かせる点が多々あ
るのではないか。(3)プロジェクトの管理を強化し，進め方に差をつけることを検討すること。現在の時点でプロジェクト
の進度にかなりの差が出てきているようにも見える。すべてのプロジェクトを同時に進行させるのではなく，最初に進
め，普及を図るものと，その後にはじめるものなど，進行に順位をつける等してはどうだろうか。(4)担当職員の能力
開発を進め，プロジェクトの企画・運営を委ねられるようにすること。以上
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アカデミック・リンク・センター評価委員会2014 評価シート
お名前（
評価指標

C委員

）

４：優れた活動や計画が実施，立案されている
３：活動や計画は概ね妥当なものである
２：活動や計画に不十分な点が見られる
１：活動や計画が全く不十分である

１

センターの理念・目的に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

１－１

理念・目的が適切に設定されているか

４

４

１－２

教職員・学生への周知が適切になされているか

３

３

１－３

社会への公表が適切になされているか

４

４

２

管理運営および組織・機構に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

２－１

基本的な組織構成が理念・目的に照らし適切なものであるか

４

４

２－２

教員会議が教育研究活動にかかる重要事項を審議するため
の必要な活動を行っているか

３

３

３

学習・教育支援活動に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

４

４

４

４

４

３

センター自己評価

評価委員の評価

３－１
３－２
３－３

学習・教育支援活動を実施する上で必要な施設・設備が整備
され，有効に活用されているか
学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され，支援が
適切に行われているか
教育支援に関する教員のニーズが適切に把握され，支援が
適切に行われているか

４

研究開発活動に関すること

４－１

研究開発活動が活発に行われているか

４

４

４－２

研究の質が確保されているか

３

３

４－３

成果が上がっているか

３

４

５

学内外との連携に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

５－１

連携の目的を達成するにふさわしい計画や具体的方針が定
められているか

４

４

５－２

連携活動が適切に行われているか

４

４

５－３

活動の成果があがっているか

４

４

自由なご意見をお願いいたします
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アカデミック・リンク・センター評価委員会2014 評価シート
お名前（
評価指標

D委員

）

４：優れた活動や計画が実施，立案されている
３：活動や計画は概ね妥当なものである
２：活動や計画に不十分な点が見られる
１：活動や計画が全く不十分である

１

センターの理念・目的に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

１－１

理念・目的が適切に設定されているか

４

４

１－２

教職員・学生への周知が適切になされているか

３

４

１－３

社会への公表が適切になされているか

４

４

２

管理運営および組織・機構に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

２－１

基本的な組織構成が理念・目的に照らし適切なものであるか

４

４

２－２

教員会議が教育研究活動にかかる重要事項を審議するため
の必要な活動を行っているか

３

４

３

学習・教育支援活動に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

４

４

４

４

４

４

センター自己評価

評価委員の評価

３－１
３－２
３－３

学習・教育支援活動を実施する上で必要な施設・設備が整備
され，有効に活用されているか
学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され，支援が
適切に行われているか
教育支援に関する教員のニーズが適切に把握され，支援が
適切に行われているか

４

研究開発活動に関すること

４－１

研究開発活動が活発に行われているか

４

４

４－２

研究の質が確保されているか

３

３

４－３

成果が上がっているか

３

３

５

学内外との連携に関すること

センター自己評価

評価委員の評価

５－１

連携の目的を達成するにふさわしい計画や具体的方針が定
められているか

４

４

５－２

連携活動が適切に行われているか

４

４

５－３

活動の成果があがっているか

４

４

自由なご意見をお願いいたします
とても優れた取り組みであると評価しています。
研究の成果についてはこれからのこともあるのですが、高い成果を期待したいと思
います。アクティブ・ラーニング・スペースと図書館という概念をどう統合していくかに
関心がありますが、このあたりの見通し、またTeaching & Learning Centerとしての
見通しは？
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１．アカデミック・リンクの概要
１．１ はじめに
千葉大学におけるアカデミック・リンクは，2011 年 4 月のアカデミック・リンク・
センターの設置，および 2012 年 3 月の N 棟の供用開始によって具体化した。
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，1999 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の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
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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，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，
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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
（LMS）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）の実施，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。2012 年４月か
ら 2014 年８月に至る間の活動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，
「自由度の高い学習空間」
「学習のためのコンテンツ」
「人
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的支援」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
点から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
るが，アカデミック・リンクは，図書館の伝統的な機能を再構築しようとしているので
はなく，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
られる学習空間を提供することが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
った。
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，キーボードの打鍵音
の出る機器の使用も認めていなかった。しかしながら，静寂でありつつもキーボードの
利用可能な学習空間を求める声はあり，その対応が求められていた。
2012 年度補正予算によって機能改善のための改修が認められた。N 棟と直結して回
遊性を高めるとともに，建物前面を増床してデザイン面でも N 棟と一体感のあるもの
とした。また，利用者が声を出してよい学習空間を拡張し，同時に静寂な学習空間とし
ての機能を高めることとした。2013 年 10 月に工事に着工し，2014 年６月に竣工した。
それによって，これまで認識されていたような課題，すなわち，討議空間と静寂空間の
境界が曖昧になりすぎている，学生用コンピュータ端末（シンクライアント）を静寂な
学習空間にも設置してほしいという要望がある， L 棟の閲覧席が必ずしも静寂に学習
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するにふさわしいものではないといった課題の解消を図った。L 棟の改修によって施設
面では一応の完成を見ることとなった。L 棟に設置された施設は以下のとおりである。
a. 静寂閲覧室（２〜４階）は，文字通り静寂な閲覧室である。この閲覧席ではキー
ボード音も禁止されている。一般閲覧席とはガラスで仕切られており，静寂度が
高い。通常の閲覧机・椅子だけではなく，ソファも配置している。
b. ラウンジ（１階）は，カジュアルな雰囲気で読書を楽しめる空間である。カフェ
をイメージした椅子，机の選択がなされている。生協ブックセンターと隣接して
おり，ブックセンターからの入室も可能な設計にしてあるため，生協主催の読書
推進行事などでも活用できる。また，POD マシンを設置した処理室をみることが
でき，教材作成などを身近なものに感じてもらえるようにしてあるほか，生協ブ
ックセンター側の図書の展示などを見ることができるようにしている。
c. ブックハウス（２階）は，シラバス掲載資料など授業あるいは教員に関連する資
料を集中的に排架するとともに，検索環境を提供する。
また，一般閲覧席には学生用端末 8 台を N 棟から移設することになっている。また，
2014 年度内に屋上を利用した屋外読書テラスを整備する計画がある。
２）K 棟
K 棟は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
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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。
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，設備が設置
されている。以下にスペースご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。実際に，大きいテーブルを作った
り，少人数に分かれたりして利用している。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，統合情報センターが提
供する学生用端末が 50 台配置されている（このうち８台を L 棟竣工時に L 棟に
移設）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階には，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。また，2014 年 10 月
からは，PC サポートデスクを N 棟３階に設置し，Moodle（LMS）の利用相談
も含め，コンピュータの利用に関する相談を可能にする計画がある。
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できるようにしている。
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。
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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人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）
などを実施する。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。
２）I 棟
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」という概念が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
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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章において詳述する。
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」機能として権利処理に関わるサポートを提供する。2013 年７
月に発足した大日本印刷株式会社，丸善株式会社との共同研究部門の実践的活動の一環
として実施された。
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において行われてきた，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をとっている。
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 の活動は，学習支援（ALSA-LS），技術支援（ALSA-TT），図
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書館サービス業務への学生の参加（ALSA-GS）の３種類である。
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」という形で実施さ
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，教員の研究室を訪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，センター兼務教員および特任助教によって試行的
に実施されたが，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。
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，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。
これら人的支援については，第２章で詳述する。
１．７ 組織
アカデミック・リンクを支える学内組織として，2011 年 4 月にアカデミック・リン
ク・センターが設置された。これは，附属図書館，ネットワーク基盤を提供する統合情
報センター（当時は総合メディア基盤センター），そして初年次教育を担当する普遍教
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育センターが，アカデミック・リンクの理念の実現に向けて必要な研究開発を行う拠点
として大学に対して設置を提案したものである。附属図書館，統合情報センター，普遍
教育センターはアカデミック・リンクの企画立案段階からこの企画に参加している。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。なお，アカデミック・リンク・センターは 2014
年度末までの時限設置というかたちでスタートしている。
アカデミック・リンク・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，および 2013 年 7 月に発足した共同研究部門からなる。
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，統合情報センター，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。この体制は 2013 年度以降も続いている。また実務的な業
務をも行う研究員（非常勤）を 2012 年度は 2 名，2013 年度以降は１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
きた。
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（2012 年
度からは附属図書館事務部利用支援企画課，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，実践的活動を行うことを
想定してきた。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，2012 年 4 月からは附属図書館事務部利用支援企画課が担当している。事務職
員（フルタイム）の増強はアカデミック・リンクの活動が始まって以降行われていなか
ったが，2014 年４月にアカデミック・リンク・センター副センター長（本部付部長）
が着任し，また利用支援企画課副課長１名が暫定増員された。職員は図書館業務を行い
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ながらの兼務となっている。
１．７．３ 「電子教材の開発及び活用に関する共同研究部門」
2011 年 4 月に大日本印刷株式会社と千葉大学との間で締結された包括協定を基礎に，
大日本印刷株式会社，丸善株式会社，および千葉大学の三者の合意に基づき，2013 年
7 月に「電子教材の開発及び活用に関する共同研究部門」がアカデミック・リンク・セ
ンターに設置された。この共同研究部門の目的は，新たな教材開発および教材の利用を
促進するモデルの構築にあり，教員の教材利用の実態，支援ニーズの調査といった調査
研究と並行して，個別教員の教材作成支援におけるコンサルティング，著作権処理支援
といった実務的な活動を行う。
１．８ 予算
アカデミック・リンクの活動にかかる予算は，文部科学省による運営費交付金（特別
経費，プロジェクト分，2011 年度から 2014 年度）が主たる財源であり，これに大学か
ら措置される経費を加えたものとなっている。特別経費については，2011 年度が 4,000
万円，2012 年度は 3,600 万円，2013 年度は 4,000 万円，2014 年度 3,200 万円が措置
されている。また，国立大学教育研究施設特別整備費補助金により 2011 年度 1 億 800
万円が措置された。大学からは，主としてラーニング・マネジメント・システム（LMS）
の Moodle を維持するための経費であり，2012 年度から年額 1,000 万円が措置されて
いる。不足分については，図書館運営費によってまかなわれている。
また，2014 年度には，
「『学長のリーダーシップの発揮』を更に高めるための特別措
置枠」の一部が学内措置として配当された。
１．９ 広報
アカデミック・リンクの理念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，そのために，ロゴマーク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，ロゴマーク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た。これに関しては今のところ成功したと
考えている。
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，2012 年度には番外編とも言える図
書館総合展でのフォーラムも含め，６回のセミナーを開催し，2013 年度以降もこれを
継続した。セミナーの詳細については第２章に詳述する。
１．１０ 評価
アカデミック・リンクの活動は，学習環境整備の先進的な事例と認識され，各方面か
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ら高く評価されている。具体的には以下の通りである。


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
て図書館の機能強化の事例として取り上げられた。



産業競争力会議における文部科学大臣大学説明資料「人材力強化のための教育戦
略」
（2013 年 3 月 15 日）において大学教育の質的変換のための取り組みの事例と
して取り上げられた。



文部科学省による「国立大学法人・大学共同利用機関法人の 2011 年度に係る業務
の実績に関する評価」において，
「戦略的・意欲的な取り組み」の一つとして評価
された。（2012 年度以降も引き続き「戦略的・意欲的な取り組み」として評価さ
れている。
）



科学技術・学術審議会研究環境基盤部会学術情報基盤作業部会（第 54 回, 2012 年
10 月 19 日）において，センター長が招へいされ，学習環境充実のための学術情
報基盤の整備という観点でアカデミック・リンクの取り組みについて報告を行っ
た。また，この作業部会の後継である科学技術・学術審議会学術分科会学術情報
委員会の審議まとめ『学修環境充実のための学術情報基盤の整備について』
（2013
年８月）においては，当センターが打ち出している「コンテンツ」
「人的支援」
「学
習空間」という３要素の有機的な連携の重要性が確認されている。



千葉大学大学評価対応室中期目標対応部会による「年度計画の実施状況に基づく
自己点検・評価書」においては，アカデミック・リンクにかかる事項については
「年度計画を上回って実施している」と評価された（2012 年度以降）
。

建築面では，2012 年度のグッドデザイン賞および千葉市都市文化賞に選定された。ま
た，文部科学省による，
「国立大学等の特色ある施設 2012」に取り上げられた。
１．１１ 外部機関との連携活動
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。一つ一つの著
作物について利用の必要性が生じるたびに著作権者から許諾を得るという方法では，作
業負担の点で困難が多い。また，LMS を含む e-learning の環境下で著作物を教育，学
習に円滑に使えるようにすることは，必ずしも千葉大学だけの課題ではない。
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等，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。このような問題
意識の下に，千葉大学が呼びかける形で，国私立大学，大学出版会，大学生協，出版流
通の関係者が集まり，2012 年にアカデミック・リンク・センター長を座長とする「大
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学学習資源利用モデル研究会」を発足させた。
この研究会は，大学ではアクティブ・ラーニングの推進や課題解決能力の涵養におい
て電子的学習資源を利用すること，またそのために必要な環境を整備することは重要で
あること，継続的かつ安定的に教育，学習に資する著作物を生み出す環境が重要である
こと，現下の法制度あるいは利用に関する慣習では，情報通信技術を活用した新しい学
習環境における著作物の利活用を想定しているとはいえず，実際に教材の電子化を行お
うとしている教員に困惑をもたらし，著作物の利用を抑制するというマイナスの効果を
も生んでいること，および電子的学習資源の共有を進捗させ，また大学組織のコンプラ
イアンスのために大学としての組織的な対応が必要であることを認識したうえで，一定
の条件下での著作物の利用について許諾なしにこれを行えるようにするためのガイド
ラインの策定や，著作権管理の委託を受けた団体との意見交換を行ってきた。
これらの団体との意見交換がすすみ，具体的に利用に関する申し合わせ等の文書を交
換する必要性が生じてきたことから，個人参加の研究会から機関が正式に参加するコン
ソーシアムへの展開についての検討がなされ，2014 年 5 月に大学学習資源コンソーシ
アム（CLR）を発足させた。当初の参加大学は本学をはじめとする９大学で，アカデミ
ック・リンク・センター長が運営委員長をつとめている。このコンソーシアムは，学術
研究成果を大学における教育に活用するための(大学側の)基盤を整備することを目的
とし，出版等によって利用可能となった学術研究成果を教育担当者が「自由に」使える
環境を構築，支援することでこの目的を達成しようとしている。現在，非営利著作物の
利用許諾，営利著作物の利用・有償許諾を視野にいれたビジネスモデルの検討，情報・
教材共有化のためのプラットフォームの構築，教育における著作物利用のガイドライン
の検討・策定といった作業を，作業部会を設置して行っている。
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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プロジェクト
本プロジェクトは，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こ
とを目的としてスタートした。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。
本プロジェクトの成果としては，実際に電子的に再生させた『児童文学事典』，授業
資料ナビゲータ（パスファインダーを応用した授業資料リスト）作成支援のために開発
したシステム「FaLCop：Faculty-Library Collaboration Platform」，RFID（Radio
Frequency Identification）棚を用いた館内利用の調査結果等がある。その他，本プロ
ジェクトでは刊行物の電子化に伴う著作権処理も含まれているが，２．３節「デジタル
コースパック構築プロジェクト」と内容が重複することも多いため，著作権処理につい
ては２．３節でまとめて報告する。
２．１．１ 児童文学事典の電子的再生
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）の電子的な再生を行った。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使用するが，紙媒体での閲覧では経年劣
化が進行しやすい問題（事実，千葉大学附属図書館に配架されていた本事典は，図２－
１－１左に示すように，多くのページが失われ傷みも激しい）があり，その電子的な提
供は利用価値が高い。以下では，本プロジェクトの実施状況について報告する。なお，
本プロジェクトは，佐藤宗子教授（本学教育学部）を中心に，日本児童文学学会，大日
本印刷株式会社，および本センター・附属図書館の教職員の協力のもと進めた。また，
確認作業の一部を学生スタッフ ALSA-TT（ALSA-TT については２．２節を参照のこ
と）に実施してもらった。
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図２－１－１ 『児童文学事典』の経年劣化（左：元蔵書。右：新規購入したも
の。）

図２－１－２ 『児童文学事典』の月別アクセス
数
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まず電子化にあたり，初版から 15 年以上経過していたため，本事典の電子化とあわ
せて改訂作業も進めた。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，電子化を先に進めることにした。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，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。この合意を受け，2012 年度に
は，項目執筆者，連絡先，事典項目の一覧を日本児童文学学会が作成した。同時に，電
子化を承認するかどうかについて執筆者に意思確認する作業も実施した（２名が拒否）。
2013 年度には，除外項目を除いた箇所をスキャンし電子化した。検索機能を持たせる
ことを想定し，スキャンするだけでなく，光学文字認識（OCR）も適用した。さらに，
画面レイアウトの構成および内容の確認作業を実施し，2014 年１月に『児童文学事典』
電子版のページ（http://alc.chiba-u.jp/cl）を公開した。同時に，本学附属図書館の OPAC
（蔵書検索システム）にも登録し，OPAC からも検索できるようにしている。参考まで
に，図２－１－２に『児童文学事典』のトップページへの月別のアクセス数を示す。平
均して 200 程度のアクセス数になっている。
以上の通り，『児童文学事典』の電子的再生は達成されたが，本事業を円滑に進める
うえで重要であった点について述べてまとめとする。一般に，事典は非常に多くの項目
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図２－１－３ 授業資料ナビゲータ

を多数の著者が執筆しているため，通常（著者が少数）の刊行物の電子化に比べて，改
訂作業や著作権処理が難航すると思われる。しかし，本プロジェクトでは，佐藤宗子教
授の全面的な協力があり，日本児童文学学会や執筆者との調整を進めていただいたこと
が成功した最も大きな要因であると考えている。逆に言えば，事典編纂に関わった人や
組織の支援がなければ，作業は非常に困難を極めたと思われる。我々は，本プロジェク
トとは別に「デジタルコースパック構築プロジェクト（２．３節）」において教材の電
子化を進めてきたが，そこでは１点１点個別に電子化および公開の許諾を得る困難さを
指摘し，複数大学での大学コンソーシアムによる団体交渉の必要性について述べている。
しかし，事典に関しては，多数の著者が関与していることもあり，団体交渉になじまな
い可能性がある。結局，繰り返しになるが，事典の電子的再生では，事典編纂に中心的
に関わった人や組織の支援を得ることが最も重要であって，その支援を得るための交渉
を含め個別に１点１点取り組むことが現時点では最も現実的な方法であるということ
が我々の結論である。
２．１．２ 授業資料ナビゲータ掲載資料の電子化
『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
電子版が利用可能な環境の整備を進めた。とくに本学附属図書館が Web 公開している
「授業資料ナビゲータ」
（http://alc.chiba-u.jp/pathfinder/）に掲載されている図書リス
トをおもに対象とした。授業資料ナビゲータは，授業資料の効果的な提示を目的に，パ
スファインダーを授業資料案内に適用したもので，本学附属図書館が全国に先駆けて進
めてきた事業である。図２－１－３（左）は授業資料ナビゲータを利用している授業一
覧リストで， 図２－１－３（右）はその中の授業資料リストの例である。このような
授業資料リストを授業担当教員と図書館職員が協力し作成している。
2012 年度では，授業資料ナビゲータに掲載されている８科目 87 タイトルの参考図書
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図２－１－４ 授業資料ナビシステム FalCop のスナップショット

について，個別に各出版社と交渉を進めた。なお，この交渉は，大日本印刷株式会社と
共同事業である。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る結果となった。これら以外の授業資料ナビゲ
ータに掲載された 19 タイトルについては，
その電子版を 2012 年度に 10 タイトル，
2013
年度に 16 タイトル，2014 年前期 11 タイトルを購入しており，電子的に利用可能な環
境を整備している。
２．１．３

授業資料ナビゲータ作成支援システム FalCop の開発と運用

ここでは，授業資料ナビゲータ作成支援のために開発したシステム「FalCop」につ
いて報告する。FalCop の開発の動機は，従来，授業資料ナビゲータの作成には煩雑な
手作業が必要であったことから，情報システムによる支援を目指したことにある。すで
に，2012 年度および 2013 年度の評価委員会報告書で FalCop については報告している
が，ここではその内容を一部再掲しつつ，開発の経緯を再度まとめて報告する。
システムの開発は 2011 年度に開始した。その仕様策定にあたり，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，さらに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，以下の点を必須項目として整理した。
・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
・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
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図２－１－５
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これらの項目をもとに，仕様を策定し開発を進めた。図２－１－４は，開発した
FalCop システムのスナップショットである。2012 年１月より，実際の運用を開始し，
さらに，この運用実績に基づいて，インタフェースの変更や検索機能の追加を中心に，
マイナーバージョンアップを 2012 年度末に実施した。以降，現在に至るまでシステム
を運用している。
授業資料ナビゲータの作成科目数は，図２－１－５に示すとおりである。FalCop シ
ステムの稼動は 2011 年度後半であり，すなわち FalCop システムを用いて作成した科
目は 2012 年度の 67 科目，2013 年度の 70 科目，および 2014 年度の 59 科目（ただし
2014 年度は前期分のみ）である。システムの稼動により，作成科目数が大幅に増加し
たわけではないが，その理由は後述するように紙媒体の資料を館内に配架するため，そ
の手間と配架場所の限界の問題があるためである。しかし，FalCop システムの導入に
より作成作業の手間を減らすことができており，今後も継続して作成していくための環
境は整備できたと考えている。
２．１．４ 授業資料ナビゲータ配架図書の RFID 棚を用いた利用調査
授業資料ナビゲータ掲載図書は，そのリストの Web 公開だけでなく，図２－１－６
に示すように，本学附属図書館内に専用のコーナー「授業資料ナビゲータコーナー」を
設け実際に配架もしている。このコーナーの棚は，RFID 棚（図２－１－６（右））に
なっており，資料を棚から取り出したかどうかを計測することができる。本調査では，
授業資料ナビゲータコーナーの図書がどのように利用されたかについて調べた。このよ
うな調査は，レガシーコンテンツ再生という本題からはやや逸れるが，紙媒体の利用状
況は，今後の電子書籍と紙媒体が混合した提供環境における先行調査としての意義があ
ると考えている。
授業資料ナビゲータコーナーに配架している冊数は，表２－１－１の通りである。た
だし，原則，同じタイトルの図書が１冊は閲覧用，もう１冊は貸出用として２冊配架し
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ているため，配架タイトル数は配架冊数のおよそ半分になる。

図２－１－６ 授業資料ナビゲータコーナー

表２－１－１ 授業資料ナビゲータコーナー配架冊数
2012 年度

2012 年度

2013 年度

2013 年度

2014 年度

前期

後期

前期

後期

前期

配架タイトル数

499

397

469

413

735

配架冊数

911

707

804

719

1204

図２－１－７は，このコーナーに配架している図書に関して，2013 年度前期から
2014 年度前期の間の貸出回数および館内利用回数の週毎の合計数を示している。貸出
回数はこのコーナーにある図書が館外に貸し出された回数（図書館貸出システムより集
計）を表し，館内利用回数は RFID 棚によって計測された「手に取られた回数」を表す。
ただし，（手に取られてそのまま）館外へ貸出された図書は，貸出回数としてカウント
し，館内利用回数には含めていない。この館内利用回数は，RFID 棚があってはじめて
計測できるデータであることは強調しておきたい。図２－１－７からただちに読み取れ
ることは，試験期間前になると貸出回数と館内利用回数とも増加することである。この
ことは，事前に予想されたことではあるが，データによって実証されたといえる。他に
も，前期はじめ（４月中旬頃）にも利用回数のピークが存在することが分かる。我々は，
初回授業で授業資料ナビゲータを学生に紹介してくれるよう教員にお願いしているた
め，授業資料ナビゲータのことを聞いた学生が，図書を手に取る利用が増えていると考
えられる。
次に，貸出状況について，身分別の内訳についても調査した。図２－１－８に 2012
年度と 2013 年度，および 2014 年度前期の調査結果を示す。この結果から，全体の貸
出回数に対して，学部１年生と 2 年生の割合が，2012 年度で 62%（=44%＋18％）
，2013
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図２－１－７ 授業資料ナビゲータコーナーの利用状況
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図２－１－８ 授業資料ナビゲータコーナーの身分別貸出回数

2012 年度

2013 年度

2014 年度前期

年度で 56%（=39%+17%），2014 年度前期で 49%（=35%+14%）を占め，貸出のおよ
そ半数以上が両者によるものであることが分かった。同時期の本館全体の貸出数におけ
る学部１年生の貸出数は，全体の約 10％であったことから，学部１年生のこのコーナ
ーの利用率は高いといえる。授業資料ナビゲータは主題知識の乏しい初学者である学部
１，２年生をターゲットとしているが，実際に授業資料ナビゲータが初学者へのナビゲ
ーションツールとして機能しているといえる。
最後に，配架図書ごとの貸出回数と館内利用回数（手に取られた回数）の関係につい
て調査した。調査期間は 2013 年度前期である。図２－１－９に結果を示す。この表の
各セルの値は，横軸に貸出回数，縦軸に館内利用回数をとったときの該当するタイトル
数である。例えば，貸出回数と館内利用回数とも０回のタイトル数は 131 あることに
なる。この結果から読み取れることとして，表の左下あたりに位置する配架図書は，貸
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図２－１－９ 授業資料ナビゲータコーナーの貸出回数と館内利用回数の関係

出回数は少ないものの館内での利用は多いものであることなどである。このような利用
状況の把握は，図書購入や配架の計画に活かせるだけでなく，どのような図書を電子化
すればよいか，あるいは期間限定での電子的提供などを検討する際の基礎資料となりう
るものと考えている。
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２．２ オンラインクラスルームプロジェクト
オンラインクラスルームプロジェクトは，授業動画およびそれに関連する補助動画を
学習資源として活用するために，動画配信を中心としたｅラーニング環境を整備するこ
とを目的としてスタートした。教材コンテンツにおける動画の重要性は言うまでもない
が，本学にはこれまで動画を収録・編集・配信する組織はなかった。したがって，本プ
ロジェクトでは，動画教材の作成だけでなく，動画収録のための環境整備および人的支
援体制の整備もまた大きなミッションであった。そこで，本節では，このような現在ま
での活動を，１）環境整備と人的支援体制の構築，２）動画コンテンツの作成，３）動
画コンテンツの視聴調査，に整理したうえで，この４年間の成果を報告する。なお，2012
年度および 2013 年度での活動に関しては各評価委員会報告書においてすでに報告して
いるが，それらの内容も含めつつ新しい内容を付記したうえで再編したものになってい
る。
２．２．１ 環境整備と人的支援体制の構築
１）動画収録・編集のための環境整備
本プロジェクトがスタートした 2012 年度には，新設された I 棟に天井備え付けの高
精細ネットワークカメラと集音マイクを備えた教室「コンテンツスタジオ（図２－２－
１左上）」を整備し，あわせて動画編集のための機材（PC 等）を設置した空間「コンテ
ンツ制作室（図２－２－１右上）」を設置した。コンテンツスタジオで収録した映像・
音声は，映像処理システムに送られエンコードや映像合成等が行えるようになっており，
さらにコンピュータネットワークを介してコンテンツ制作室からアクセスできるよう
に設計している。
2013 年度には，上記の収録設備を「２つのセミナールーム（図２－２－１中段）
」と
N 棟にあるオープンなプレゼンテーションスペース（図２－２－１下段）にも設置し，
これら４つのスペースにおいて収録が可能な環境を構築している。これらの設備以外に
も，持ち運びが可能なビデオカメラや映像処理システムも導入しており，学内の他教室
での収録もできるようにしている。
２）ALSA－TT による人的支援体制の構築と運用
本プロジェクトはおもに教職員３名で準備を始めたが，動画収録・編集の人的体制と
しては不十分であることは明らかであったため，学生スタッフによる技術支援体制の構
築について検討を始めることになった。その結果，新設された SA（Student Assistant）
制 度 を 利 用 し た 学 生 ス タ ッ フ 組 織 「 ALSA-TT （ Academic Link Student
Assistant-Technical Team）」を立ち上げることとなった。
ALSA-TT のメンバーは，本学の全学部・研究科の学生を対象に公募を実施し，書類
選考および面接により決定した。2012 年度には，11 名（大学院生 9 名，学部生 2 名）
を採用した。以降，毎年，卒業・修了するメンバーの補充のために数名程度新規採用を
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している。現在（2014 年 8 月末時点）は，15 名（大学院生 7 名，学部生 8 名）の学生
が活動しており，この 15 名を含めこれまでに累計 24 名の学生を雇用している。
ALSA-TT の業務内容は，本プロジェクトに関わる動画収録・編集だけではなく，他
のプロジェクトでの作業補助なども含まれる。表２－２－１に主な業務内容をまとめる。
図２－２－２ は，ALSA-TT による作業の様子である。
図２－２－１ 動画収録・編集機能をもつ空間

コンテンツスタジオ（ひかり）

コンテンツ制作室

セミナールーム（きわみ）

セミナールーム（まなび）

プレゼンテーションスペース

表２－２－１の業務を円滑に進めるために，ALSA-TT メンバーに対して各業務につ
いて年２回程度の研修会を実施している。ただし，これらの業務は実際に経験したほう
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が効率的に習得できると考え，On-the-Job Training を基本とし，短期間で業務に従事
できる体制を取っている。また，業務マニュアルの蓄積が重要であると考え，マニュア
ルを作成させ業務内容の共有等もはかっている。
表２－２－１ ALSA-TT 業務内容
動画収録・編集
学習管理システム
Moodle 管理補助

授業や本センター主催セミナー等の収録および編集
本学で採用している LMS（Learning Management System）
である Moodle のバージョン変更等にともなう新マニュアル
整備などの補助
附属図書館で学生用に貸出しているノートパソコンとタブ

貸出用 PC の保守管理

レット型端末に対するセキュリティスキャンやソフトウェ
アアップデートの実施
教職員・学生に対する動画編集ソフトウェア等の使用方法に

技術相談窓口の運営

関する相談業務（コンテンツ制作室において週 3 コマ実施）
。
２．３．３節を参照のこと

その他

他プロジェクトで実施している教材の電子化の補助業務等

２．２．２ 動画コンテンツの作成
本プロジェクトの主要な成果である動画コンテンツの作成について報告する。動画収
録は，授業そのものだけでなく，予習や復習用の解説ビデオ，授業を紹介するショート
ビデオ，本センター主催セミナー等について実施している。これらの収録した動画の一
覧は，付録に掲載している。以下では，それぞれの動画コンテンツの内容や配信方法に
ついて説明する。

図２－２－２ ALSA-TT 作業風景
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１）授業動画：授業そのものを収録した動画コンテンツである。おもに，反復学習に
よる学習効果が期待でき，さらに板書を中心とした授業のため許諾処理を必要とせずに
公開できる理工系の専門基礎科目（数学および物理学）を収録対象とした。2012 年度
に 5 科目，2013 年度に 3 科目，そして 2014 年度前期に 2 科目を収録した。それらの
配信には，Moodle と YouTube の限定公開設定を用いた。Moodle 上で動画配信用コー
スを作成し，そのコース上に YouTube にアップロードした動画を埋め込むことで視聴
できるようにした。Moodle の認証機能と YouTube の限定公開を連携させることで，本
学の構成員のみがアクセスできるように設定した。
２）授業紹介動画：授業担当教員による授業紹介のためのショート動画コンテンツ（10
分程度）である。おもに初修外国語科目（英語以外）と教養展開科目を収録対象とした。
初修外国語科目と教養展開科目は，全学部・全学年の学生を対象とする授業科目群であ
り，幅広い学問への興味関心を喚起させるための役割を担う千葉大学の普遍教育の重要
な授業科目として位置付けられており，初修外国語は 12 言語，教養展開科目は 200 科
目以上が開講されている。シラバスに加えて，担当教員による授業紹介ビデオを提供す
ることで，学生の科目選択を支援している。2013 年度に 33 科目，2014 年度前期に 38
科目を収録した。これらの動画は，当センターの YouTube チャンネルを通してアクセ
ス制限をかけずに一般に公開している（http://alc.chiba-u.jp/classintro.html）
。一般公
開している理由は，入学したばかりの学部１年生の学生の利用が多いことが予想される
ため，どこからでも容易にアクセスができることを配慮したためである。さらに，附属
図書館での貸出用タブレット端末に動画ファイルを置き，インターネットが利用できな
くても視聴できるようにもした。なお，本コンテンツの作成は本学普遍教育センターと
の連携のもと実施した。
３）解説動画：授業で出題した演習の解説や授業で扱わない応用的な内容に関する説
明を収録した動画コンテンツである。現時点では，今後どのような動画教材を作成して
いけばよいか検討するための試行として位置づけ，2 科目で作成した。２．２．３節で，
視聴調査について報告する。なお，授業動画と同様に，Moodle と YouTube 限定公開設
定の組み合わせで配信した。
４）1210 あかりんアワー講演動画：「教育力」
「学習力」向上プロジェクト（２．５
節）で実施しているプレゼンテーションスペースでの講演企画「1210 あかりんアワー」
を収録した動画コンテンツである。「あかりんアワー」はさまざまな企画からなるが，
そのなかで「教員が研究の楽しさを語る」シリーズの回（毎週，学内教員が自身の研究
について自由に語る）を収録している。この動画コンテンツは，一般公開せず，附属図
書館での貸出用タブレット端末で視聴できるようにしている。今後は，過去の動画を
DVD に記録し，附属図書館において館内視聴用ビデオとして提供する予定である。
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５）アカデミック・リンク・セミナー動画：本センターが主催しているセミナーを収
録した動画コンテンツである。本プロジェクトに関わる講義配信に関する企画や，その
他著作権処理や電子書籍に関する話題など幅広い内容になっている。これまでに（2014
年 8 月末）までに開催したセミナーは 23 件あり（セミナーの一覧は資料編４．１０を
参照のこと）
，これらのすべてを当センターの YouTube チャンネルを通して一般公開し
ている。
６）その他：上記以外にも，本学の FD 研修会や各種勉強会についても，依頼に応じ
て収録している。

図２－２－３ 授業紹介動画の再生回数
2014/4/7
2013/4/2

2013/9/30

２．２．３ 動画コンテンツの視聴調査
上記の動画コンテンツのうち主に学生向けにインターネット配信している授業紹介
動画，授業動画，および解説動画について，どのように視聴されているか調査した結果
について報告する。
１）授業紹介動画の再生回数の調査
図２－２－３に授業紹介動画の再生回数を示す。調査期間は公開を始めた 2013 年 4
月から 2014 年 8 月までである。図２－２－３の 3 つのピークは，授業期間開始の直前
（左から順にそれぞれ 4/2，9/30，4/7）に対応しており，科目選択の参考のために利用
されていることがうかがえる。また，2014 年 4 月のピーク前後の再生回数は，2013 年
度のものと比べて 4 倍以上となっており利用が伸びていることも確認できる。この理由
は，公開から 2 年目に入りコンテンツが充実してきたことと，さまざまな媒体を通じた
広報活動の効果が現れた結果だと考えている。なお，図２－２－３の再生回数は，
Google
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アナリティクスを用いて集計したものである。
２）授業動画と解説動画の視聴ログ分析
授業動画と解説動画を配信している理工系の 3 つの基礎科目（A，B，C とする）の
履修者を対象に，その視聴ログを分析した結果を報告する。視聴ログは Moodle を用い
て集計した。対象とした授業の履修者数や配信動画種類等を表２－２－２に示す。
表２－２－２ 視聴ログ分析に用いた授業一覧
科目名

履修者数

動画種類

配信動画数

再生回数

A

58

授業動画

24

137

B

49

授業動画

17

254

C

77

応用解説動画

8

89

演習解説動画

8

621

図２－２－４ 授業動画・解説動画の再生回数のローレンツ曲線とジニ係数

授業動画（科目 A）

授業動画（科目 B）

応用解説動画

演習解説動画

（科目 C）

（科目 C）

・ローレンツ曲線とジニ係数
まず，履修者全体のなかで，どの程度の比率の学生が動画コンテンツを再生している
のかを調査した。この調査のために作成したローレンツ曲線（赤線）とそれから計算さ
れるジニ係数を図２－２－４に示す。ローレンツ曲線とジニ係数は，例えば経済学の分
野で富の集中がどの程度起こっているのかを定量的に示すために用いられる指標であ
るが，ここでは動画配信というサービス利用に対してどの程度集中が起きているのかを
示すために用いている。
図２－２－４のグラフの横軸と縦軸は，それぞれ学生数の累積相対度数（再生回数が
少ない順に並べている）と再生回数の累積相対度数である。例えば，もしローレンツ曲
線がグラフ上の点（0.8,0.2）を通過しているとすると，それは 80%の学生の再生回数
が全体再生回数の 20%に相当することを意味している。逆に言えば，残りの 20%の学
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生が再生回数全体の 80%に相当する回数だけ再生していることになる。いわゆる「20:80
の法則」が成立していることになる。また，もしすべての学生の再生回数が同じであれ
ば，そのローレンツ曲線は傾きが 45°の直線（点線）になり，すなわち集中がまった
く起きていないことを表す。ジニ係数は，この直線（点線）と実際のローレンツ曲線（赤
線）に囲まれる部分の面積の２倍の値として定義され，集中がまったく起きていないと
きは０，もっとも集中が起きているとき（１人の学生だけが再生している）は 1 となる。
図２－２－４の科目 A と科目 B の結果をみると，それぞれローレンツ曲線は点
図２－２－５ 授業動画・解説動画の再生回数と成績の関係

授業動画（科目 A）

授業動画（科目 B）

応用解説動画

演習解説動画

（科目 C）

（科目 C）

（0.9,0.1）と点（0.9,0.2）付近を通過しており（つまり「10:90 の法則」あるいは「20:90
の法則」が成立）
，そしてジニ係数がそれぞれ 0.91 と 0.84 であることから，サービス
利用の集中，すなわちほんのわずかな学生だけが再生していることがわかる．科目 A
と科目 B に関しては授業動画を配信しており，履修者にとってはすでに聞いた内容の
動画になるため，多くの学生にとっては必要ないと判断されたためだと思われる。一方，
科目 C の応用解説動画に関しては，ローレンツ曲線は点（0.8,0.2）を通過し（つまり
「20:80 の法則」が成立），ジニ係数は 0.73 と改善される。さらに演習解説となるとロ
ーレンツ曲線は点（0.8,0.4）を通過し（つまり「20:60 の法則」が成立），ジニ係数は
0.6 まで上昇する．
科目 C の応用解説は，
授業中に話されていない未視聴の内容であり，
興味を持つ学生が一定数いたことがジニ係数の改善につながったと考えられる。科目 C
の演習解説のジニ係数がもっとも低いが，演習解説は定期試験対策に利用できるため，
多くの学生が視聴したためと考えられる。すなわち，単位取得に対するインセンティブ
が働いた結果だと思われる。
以上より，動画コンテンツによってローレンツ曲線やジニ係数に多少の変動があるも
のの，履修者全体に対しておよそ 10～20%の学生がほとんどの再生回数を稼いでいる
ことが分かった。もちろん，これは我々の必ずしも多くない調査数による結果ではある
が，いわゆる「20:80 の法則」
（web の世界では「1:9:90 の法則」もある）が広く社会
で見出される事実を考えれば，本調査だけの特殊事例というよりも，他大学やより大規
模で実施しても大きくは変わらない結果ではないかと考えている。
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・再生回数と成績の関係
次に，視聴ログと成績データを結びつけた分析結果について報告する。図２－２－５
は各学生の再生回数と成績の関係を示す散布図になる。横軸は，各学生の相対再生回数
（全体の再生回数に対するその学生の再生回数の比率：再生回数／全体再生回数）で，
縦軸は対応する学生の最終成績（100 満点）になる。例えば，もしある学生のデータが
点（0.2,80）に位置していれば，その学生は全体再生回数のうちの 20%の回数をひとり
で再生し，そして最終的に 80 点をとったということになる。赤線で囲った楕円は，同
程度の再生回数をもつ学生グループを表している
図２－２－５の結果をみると，科目 A と科目 B では，よく再生している学生グルー
プ（最右の楕円のグループ）の成績は「可（60～69 点）」であり高成績者ではない。お
そらく，授業をきちんと聞いていなかった等により，授業動画を再度見る必要があった
学生だと思われる。一方，科目 C の応用解説動画では，よく再生している学生グルー
プの成績は広く分布しており，成績に関係なく興味ある学生は再生している結果となっ
ている。応用解説動画は，単位取得へのインセンティブが働く内容ではないため，興味
をもった学生が再生しているわけだが，それが必ずしも高成績者とは限らないことは興
味深い事実であると考えている。科目 C の演習解説動画は，単位取得へのインセンテ
ィブが強く働くため，多くの学生が再生しており，他に比べて，顕著な学生グループが
形成されているわけではないことが分かる。
２．２．４ プロジェクト統括
本プロジェクトでは，授業の動画配信を中心とする e-learning 環境を整備すること
を目的に，そのための環境整備と人的支援体制の構築，動画コンテンツの作成，そして
動画コンテンツの視聴調査を実施してきた。環境整備については当初の計画通りに，４
つの空間における収録設備，他教室でも収録可能なポータブルな収録設備，そして動画
編集が可能なコンテンツ制作室の設置が達成できている。人的支援体制についても，SA
制度を利用した学生スタッフ組織 ALSA-TT を新たに立ち上げ，現在では定常的な運用
体制が実現している。動画コンテンツについては，当初計画では，授業そのものを配信
することだけを考えていたが，年次進行にともない，授業動画以外の動画コンテンツに
もターゲットを広げ，授業紹介動画やあかりんアワー講演動画など，広い意味で教育に
資する動画コンテンツの配信も実施してきた。さらに，視聴ログの分析を通して，いわ
ゆる「20:80 の法則」が授業に関連する動画にも現れること（一部の学生だけが再生す
ること）を少なくとも我々のデータでは示していることを明らかにした。同時に，視聴
ログと成績との関連についても調査し，どのような成績の学生がどのような動画を再生
するかについても一定の傾向を掴むことができた。このような調査は，授業動画配信と
いう事業を今後どのように評価していけばよいかという基準として価値があると考え
ている。
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２．３ デジタルコースパックプロジェクト
高等教育における多様な授業内容において，学問に対する関心を喚起させつつ，その
知識体系を効果的に教示するために，教員自作教材，刊行物の一部，あるいは学術論文

の一部などを組み合わせて作成するオリジナル授業教材が欠かせない。このような複合
的な教材のことをコースパックという。
コースパック作成における大きな課題の一つは，著作物に対する許諾処理の煩雑さで
ある。コースパック内に含まれる著作物一点一点に対して，著作権者に許諾を得る手続
きは大変な手間と労力を要する。もちろん，授業の過程において必要と認められる程度
の範囲の複製であれば，著作権法第 35 条に基づいて著作権者からの許諾を得ることな
く利用することはできる。しかし，その権利制限をどこまで適用してよいのか，各教員
にとっては判断が難しいことも多い。その結果，そのような授業素材を利用することを
諦めるか，あるいは権利制限を明らかに越える複製を行っている例もあると思われる。
もう一つの大きな課題は，授業の過程における許諾が得られたとしても，その著作物
をサーバ上に複製し送信可能な状態におくことまでは認められておらず，別途許諾を得
なければならないことである。例えば，学内の LMS（Learning Management System）
にコースパックの電子ファイルをアップロードし，学内 LAN やインターネットを通じ
て配布することはできない。インターネット経由での配布は学生と教員の双方にとって
利便性が高いという側面もあるが，それだけにとどまらず ICT を活用した教育活動の
推進という観点からこの課題について考えなければならない。すなわち，電子情報環境
下におけるコースパック作成支援はどうあるべきか，という課題である。
以上の問題意識のもと，本プロジェクトでは，デジタルコースパックの作成支援を実
施してきた。以下では，実施内容を，１）コースパック作成と著作権処理，２）コース
パック素材の開発，３）教員に対する相談体制，４）大学コンソーシアムの設立，に整
理したうえで報告する。なお，一部成果はすでに 2012 年度および 2013 年度の評価委
員会報告書として公開していることもあり，ここでは，それらを適宜再掲しつつ，新し
い内容を追記したうえで全体的に再構成した内容になっている。
２．３．１ コースパック作成と著作権処理
プロジェクトをはじめるにあたり，まず我々が考えたのは，実際の授業を対象にコー
スパック作成のための著作権処理に取り組み，その事例を蓄積することであった。これ
までの著作権処理の実績を表２－３－１に示す。表２－３－１には，対象とした授業名，
著作権処理を実施した著作物数，授業履修者への配布方法，および許諾にあたり示され
た条件をまとめている。なお，本学では LMS として Moodle を採用しており，電子的
な配布には Moodle を用いている。
2011 年度と 2012 年度では，比較的著作権処理をしやすいと考えた学術論文を対象に
したが，必ずしもそうではないことが判明した。すでに，我々が公開している評価委員
会報告書で述べたように，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
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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，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，などが課題としてある。
表 ２－３－１ 著作権処理の件数
授業名

著作物数

配布方法

許諾条件

雑誌論文 4 件

Moodle 経 由 で

Moodle へのアクセス

歴史社会学演習 b

（許諾申請 6 件）

PDF ファイルや

は担当教員および受

（文学部 2011）

書籍収録論文 0 件

リンク提示での

講者に限定。

（許諾申請 5 件）

配布

雑誌論文 16 件

Moodle 経 由 で

Moodle へのアクセス

（許諾申請 16 件） PDF ファイルや

は担当教員および受

書籍収録論文 3 件

講者に限定。

（開講学部・年度）

地中海地域史 b
（文学部 2012）

リンク提示での

（許諾申請 10 件） 配布
大学図書館論
（文学部 2013）
印刷産業論
（教養展開科目 2014）

書籍 10 件のうち

POD による紙媒

10 章分

体配布

書籍 1 件のうち 2

Moodle 経 由 で

PDF フ ァ イ ル に

章分

PDF ファイルを

DRM を付与

配布

2013 年度と 2014 年度では，書籍の一部，いわゆるマイクロコンテンツを組み合わ
せてコースパックを作成することを試みた。書籍は学術論文に比べて著作権処理が難航
することも想定されたが，出版社に対して実験的な取り組みであることを説明しつつ，
密な交渉を行うことで許諾を得ることができた。ただし，POD（オンデマンド印刷：
Print On Demand）による紙媒体での配布あるいは DRM（Digital Rights Management）
付きの電子ファイルでの配布，という付帯条件がついたうえでの許諾である。なお，POD
機は，附属図書館内に新しくオープンした大学生協書籍部に設置され，一般利用の環境が
整いつつある。

以上，学習や教育を目的とする電子的学習資源の利用という観点から見れば，想定し
ていた課題が顕在化した結果といえる。この結果から，著作物一点一点に対して著作権
処理を教員個人で実施するよりも，より包括的な枠組みのもとで組織的に進める必要が
あることは明らかである。この認識のもと，我々は大学学習資源コンソーシアム（２．
３．４節）を設立し，ガイドラインの策定および著作権管理団体との協議をスタートさ
せることとなった。
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２．３．２ 物理学問題集を対象としたコースパック素材の開発
本プロジェクトでは，すでに刊行されている著作物に対する著作権処理だけでなく，
コースパックの素材になりうる教材を当センター主導で開発している。ここでは，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における共通専門基礎科
目（物理）のための問題集を対象としている。とくに，大半の理工系学生が受講するこ
とになる「力学」
「電磁気学」そしてその基礎となる「数学基礎（物理数学）」に関する
問題集の作成とその電子化を進めた。これらの科目は，理工系における基礎科目として
多くの学科で必修科目として利用されているため，受講生も多く，教員からの要望も多
い。一方で，多くの受講生が利用することになる問題集の複製配布や電子的配布は，著
図 ２－３－１問題とその解説例

作権法第 35 条ガイドラインにおいて「著作権者等の利益を不当に害する」と考えられ
ているため，市販の問題集を単に電子化すればよい，というわけにはいかない。我々自
身が，問題集を作成することにより，複数教員間での電子的な共有化までを含めた議論
ができる点に意義があると考えている。
物理演習問題集を提供するプラットフォームとしては，本学で運用している LMS で
ある Moodle を前提に開発を進めた。オンラインでの自動採点に適した問題形式として，
多肢選択形式になるように問題を作成している。問題の作成にあたっては，問題内容の
検討から Moodle での問題作成形式に沿っての電子化までを行う必要があり，そのすべ
てを教員個人で担当することへの負担は相当であると予想されたため，本学融合科学研
究科の山本和貫准教授のアドバイスのもと，大日本印刷株式会社および丸善出版株式会
社との共同で作成することとした。作成した問題と解説の例を図２－３－１に示す。作
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成した問題集は，Moodle の標準機能である「問題バンク」を利用して，教員が共有で
きるようにしている。問題バンクの利用申請をした教員であれば，自身の担当するコー
ス上で，問題バンクで公開される問題を使った小テストの実施が可能となる。
2012 年度，2013 年度と問題集の作成・電子化，および問題集の授業での試行とフィ
ードバックを繰り返しつつ，2014 年度前期の授業では，電磁気学入門２クラス，力学
入門２クラスで物理学問題集を利用した（ただし力学入門の２クラスは Moodle 利用時
に同一のコースを利用したため，以降 1 クラスとする）。その際の Moodle の利用状況
から次のような傾向が見られた。


基本的に平均点は 7 割を越えていた。そのため，復習問題の難易度としては適当
と思われる。



IP アドレスより利用場所（ネットワーク）を判断すると，学内よりも学外からの
利用が大半であった。



利用時間を 9:00〜18:00（日中）とそれ以外（夜間）に分けた場合，2 つのクラス
ではそれぞれ半々の利用であったが，もう１つのクラスでは夜間での利用が大半
であった。
また，学生アンケートを実施したところ，次のような意見が得られた。



問題の難易度や解説について，学生から概ね適切だと受け取られていたが，難し
いと感じている様子も伺えた。



学生は小テストを繰り返し利用できることに加え，授業の内容の整理や振り返り
に役立ったと感じているようである。



小テストの利用環境の大半は自宅の PC であり，続いてスマートフォンであった。
自宅の PC で小テストを利用しているという点については，先の利用状況において，
学外で利用しているという傾向が見られていたこととも一致する。またスマート
フォンでの利用についても，Moodle の利用アンケートにおいてスマートフォンで
の利用に関連した意見が見られたことと一致し，その利用が拡大していることが
分かった。



オンラインでの小テストの実施に対して概ね好意的であったが，その理由として
「気軽に復習できる」
「資料の管理が容易」という意見が複数見られた。一方でオ
フラインが良いという回答もあり，その理由として，
「手を動かして考えることが
できる」
「結局紙を利用して解く」という意見が見られた。



「表示画面の画像が粗く，文字が潰れていて見にくい」との意見が複数あったが，
この件については一部のブラウザでの画像の扱いに依存した現象であった。これ
については，後期の授業が始まるまでに修正版を作成することで対応した。



作問の工夫（正解を選ぶという多肢選択ではなく，センター試験のような正解の
一部が穴埋め問題の利用）の他，図を利用して解説等をより詳しくして欲しいと
いう意見も見られた。
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なお，上記で紹介した利用状況および学生アンケートの詳細については付録に掲載し
ているのでそちらを参照いただきたい。
学生アンケートに見られた「表示画面での画像の不鮮明さ」問題は，解答者である学
生の立場からの意見であったが，出題者である教員にとっても，画像として出題するこ
とに問題がないわけではない。現在，問題を電子化するにあたっては，Web 上で数式
を表示する必要があるため，問題文ごと画像ファイルとして作成して Web に表示して
いる。この欠点として，問題に変更を加えたい場合，画像ファイルを再度作り直す必要
があるという点が挙げられる。問題を画像として提供している場合，その元となったソ
ースファイルは提供されていないので，問題の変更には手間がかかる。もしソースファ
イルが提供されていたとしても画像ファイルの作り直しを含む問題の変更は大変な手
間となる。加えて，問題を変更したいという状況は，問題や解答に間違いがあった場合
だけとはいえない。たとえば，授業で利用している記号と問題集で利用している記号が
異なっている場合，授業で利用している記号に統一したいという希望は十分考えられる。
Moodle のバージョン 2.7 以降では，デフォルトで数式の表示に MathJax を利用するよ
うになっているため，LaTeX の知識を活かした Web 上での美しい数式の表示がこれま
でよりも容易に行えるようになっており，今後，画像を利用した問題作成から LaTeX
コードを直接利用した問題作成への移行することで，より利用者のニーズに合わせた問
題提供も期待される。
以上の利用状況およびアンケート結果をふまえ，今後コンテンツの改善を進めつつ，
授業での利用を展開していく予定である。さらに，直接学生からの意見を伺うとともに，
そこでの意見を今後の問題集に活かすべく，今年度中に学生との座談会を開催する予定
である。
２．３．３ 教員に対する相談体制
上述したコースパック作成に加えて，本プロジェクトでは教員に対する技術的な相談
体制を次のように整備した。
１）コンテンツ制作室：本センター建物内に「コンテンツ制作室」という名称で，パ
ソコンや必要なソフトウェアを利用できる空間を整備し，教職員・学生向けに教材の作
成や授業課題を行うための環境を提供している。あわせて，コンテンツ制作室に SA
（Student Assistant）制度を利用して雇用した学生スタッフを配置し，技術的な相談
（ソフトウェアや Moodle の使い方など）に対応する人的体制も整えている。2014 年
10 月以降には，技術補佐員を補充し，開設時間の延長などより充実した相談体制の整
備を予定している。さらに，附属図書館内の PC コーナー付近にも「PC サポートデス
ク」として学生スタッフによる相談窓口を設けることで，技術的なサポートの拡充を計
画している。
２）共同研究部門による教材作成支援：本センターに設置されている共同研究部門（２．
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９節を参照）にて，教材作成支援を実施している。支援内容は，教材のデジタルデータ
化（書籍や紙の資料を PDF や PPT 等のデジタルフォーマットへ変換）
，教材のリッチ
化，図表・画像等の素材，そして著作権処理の支援である。この教材作成支援では，共
同研究部門のスタッフ（客員教授１名，客員研究員１名，共同研究員１名）に加えて，
本センターの教職員および学生スタッフが協働して教材を作成している。
３）セミナー開催：教材作成に対する直接的な支援ではないが，本センターで主催し
ているアカデミック・リンク・セミナーにて，教材作成に関わる講演（著作権，講義配
信，教材電子化など）を企画し実施している（詳細については，資料編４．10 を参照
のこと）なお，講演はアカデミック・リンク・センターの YouTube チャンネルにて視
聴することができる。
２．３．４ 大学学習資源コンソーシアムの設立
２．３．１節で述べたとおり，電子的学習資源の製作，共有化の促進，および学習・
教育における著作物の電子的利用環境の整備を検討するための組織として，「大学学習
資源コンソーシアム（CLR：Consortium for Learning Resources）」を 2014 年 5 月に
設立した。現時点で（2014 年 8 月末）
，11 大学が会員として加盟している。現在，４
つのワーキンググループ（学協会系コンテンツ WG，商用学術コンテンツ WG，活用ガ
イドライン WG，プラットフォーム WG）が活動しており，アカデミック・リンク・セ
ンターの教職員が各 WG のメンバーとして参加し，著作権管理団体との協議あるいは
プラットフォームの開発等を進めている。
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２．４ 「参加する学習」プロジェクト
本プロジェクトは，アカデミック・リンクが提供す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，(1)学生（大学院生）による学生のための学習
相談「分野別学習相談」の運営， (2)学習相談デスク運営の改善，(3)これらを通じた
支援者としての学生自身の自律的成長の促進，
（4）セミナー型学習支援企画の実施と改
善，の 4 点である。
２．４．１ 分野別学習相談の実施
１）学習支援担当スチューデント・アシスタント（ALSA-LS）
分野別学習相談を中心とする学習支援は，ALSA-LS と呼ばれるスチューデント・アシ
スタント（SA）を支援者として行っている。2011 年度中に整備された学内規程によれ
ば，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・リンクによる SA を Academic Link Student Assistant（ALSA/アルサ）
，
中でも学習支援を担当する ALSA を ALSA-LS（Learning Support）と呼び，彼らによる
分野別学習相談等の学習支援を実施している。ALSA-LS は各分野を研究する千葉大学の
大学院生であり，2011 年度の分野別学習相談試行期（2012 年 1〜2 月）には，学内各分
野の専門教員の推薦によって，2012 年度本格実施以降に補充の必要があった場合には，
適宜分野別に公募して採用している。また 2012 年度末に ALSA-LS から，学位取得後も
大学に籍を置く ALSA-LS 経験者の経験と知識を活用したい旨提案があり，2013 年度か
らこれを「ALSA-LS アドバイザー」として導入した。
２）ALSA-LS による分野別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）相談分野は数学・物理・化学の自然科学領
域と「レポートの書き方」を含む文系全般の，計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，
（6）ALSA-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
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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。なお実際には，振り返りは事後だけでなく，学習相談期間中に
さらに 1 回行っている（
「中間振り返り」）
。
３）分野別学習相談の実施
分野別学習相談は，2011 年度の試行（2012 年度 1 月～2 月）の後，2012 年度以降は
前期（4 月中旬～8 月初旬）および後期（10 月中旬～2 月初旬）の授業期間および試験・
補講期間に実施している。これまでに 2012 年度には 232 件 277 名，2013 年度には 352
件 422 名の利用があり，2014 年度は前期だけで 280 件 337 名の利用があった。各期に
おける時間割，相談件数・人数，相談対応に関する各種データの詳細については，資料
編４．４～４．７を参照。
担当する大学院生のスタッフは，修了者等の交代など適宜必要に応じて公募してきた。
2012 年度は 2011 年度末の試行期に担当した ALSA-LS に，2012 年３月の公募による採用
者を加え，数学４名，物理５名，化学４名，文系４名の計 17 名の ALSA-LS によって行
った。2012 年度後期は９月の公募による採用者を加え，数学４名，物理５名，化学４
名，文系６名の計 19 名の ALSA-LS によって開始した。11 月にさらに追加公募し，12 月
からは数学担当を１名追加して計 20 名となった。2013 年度は 2012 年度 ALSA-LS のう
ち 2013 年度も継続できる院生のほか，2013 年３月の公募による採用者を加え，数学３
名，物理４名，化学３名，文系６名の計 16 名となった。これに後述の ALSA-LS アドバ
イザー（数学）が１名加わる。後期は採用者を加え，数学３名，物理６名，化学４名，
文系６名の計 19 名となった。2014 年度は，修了等による退任と追加公募により，組み
合わせは数学２名，物理６名，化学５名，文系６名に変更となり，これに ALSA-LS ア
ドバイザー（数学）２名が加わった。
時間割（詳細は資料４．４）の構成は，試行とそれにもとづく相談対応状況に関する
ALSA-LS からの報告に基づき変更を加えてきた。2012 年度前期は昼休みを含む休み時間
の相談に対応することを想定し，授業時間とずらした時間割によって実施した。また，
１コマにつき ALSA-LS２名で担当しているが，実験的に専門分野の異なる院生の組み合
わせによるコマ（以下，混合コマ）を設置した（数学・物理）
。2012 年度後期は前期の
相談者の状況に関する ALSA-LS からの報告に基づき，午後のみの開設，授業時間と同じ
で６限を含む時間割に変更して実施した。また混合コマも増設した（数学・物理，数学・
化学）。2013 年度については，時間帯は同じだが，学習相談対応における複数分野担当
者の同時対応の利点が ALSA-LS によって確認されたため，理系分野同士の混合コマを大
幅に増設することになった。またそれとは別に，各分野に対する相談者のアクセス可能
性の拡大のため，文系と理系の混合コマも設置した。以降この形態によって実施してい
る。
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２．４．２ 学習相談デスク運営の改善
１）振り返りの実施
2012 年度 4 月の分野別学習相談の本格実施開始以降，ALSA-LS は 1 件ごとに 1 枚の用
紙に相談内容・対応内容等を記録し，業務日誌や利用者アンケートとともに情報を蓄
積・共有して改善に活用している。ALSA-LS は事前研修のほか，前後期それぞれの中間・
事後の 2 回ずつ行われるミーティング「振り返り会」に参加し，特にこの振り返り会の
際に，学習相談デスクの運営や相談対応方法についての課題や支援者としての気づきを
共有し，また改善のための提案やディスカッションを行っている。「振り返り会」は，
個別の相談・対応事例の ALSA-LS 間における共有を通じて，分野別学習相談のシステム
全体の課題を明らかにし改善の提案を行うとともに，個別相談対応方針に おける
ALSA-LS 個々の改善活動を意識化・明確化する機会となっている（資料編の各回の記録
資料４．８を参照）
。以下，文中ではたとえば「
（2012 年度前期中間）」の形で振り返り
会記録に言及しつつ，分野別学習相談の改善および ALSA 自身の支援者としての成長に
ついて記述する。
２）「分野別学習相談」の運営システムの改善
学習相談デスク運営におけるシステムの全体（分野構成・時間割等）については，特
に①時間割構成について，②学習相談の分野構成と担当者の専門分野について，③相談
受け付け方法の 3 点について，2011 年度試行期以来の実際の学習相談業務の経験から，
振り返り会の際に ALSA-LS によって報告・提案がなされたことを踏まえて改善またはそ
のための議論をしてきた。
①時間割は，担当院生確保の目的から，また，後述するように考える力を育むという
方針のために相談対応が長時間化する傾向にあることから，相談者の便宜のため授業時
間割と一致させることとした。また相談者の学年構成や複数人による相談への対応の経
験から，6 時間目の開設が必要との意見があり，これにも対応した（2012 前期中間）。
混合コマについて，試行的導入の結果，1 件の相談に対する多面的な対応が可能になる
点と，学生の特定分野へのアクセス可能性が向上する点が ALSA-LS から報告されたこと
により，順次拡大した（各回の振り返り会）。ただし前者については同じ分野内でも専
門の異なる者同士で協力して対応することがあるなど，必ずしも混合コマに限った効果
ではない点も指摘されている（2012 後期中間）
。
②ALSA-LS 全体における専門分野の構成について，各分野内での専門の配置（例えば
「化学」における，物理化学・無機化学・有機化学・生化学など）をどの程度充実させ
るべきかをめぐり，振り返り会において議論があった。専門分野が異なり，かつ高度な
内容の質問に対して，対応に苦慮することから充実の必要性も指摘されるが，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。
…答えを教える方が楽ではあるが，…それは無意味で，答えそのものは教えない，答え
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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（2012 前期中間）
。各分野による違いな
どにも考慮する必要があるため，課題と位置付けて検討を続けている。
③このような自律的学習の支援を基本方針とした学習相談において，１件当たりの対
応の長時間化は必然であり，そのために相談者を待たせたり相談対応ができないという
ケースが多いことが報告されてきた（2012 年度後期中間，事後振り返り）。これに対し
て，説明の工夫等の調整を行うほか，数回に分け段階化して対応する（2012 年度前期
中間，2013 年度前期中間振り返り）等の工夫をしている。なお，段階化・複数回対応
をより効果的にするため，
「相談者カルテ」方式の提案もされたが（2012 年度後期事後
振り返り），原則として匿名相談のため，慎重な検討が必要だと判断した。また複数の
相談者により効果的・効率的に対応するため，相談者を待たせる際に相談内容等を書か
せる「問診票」方式が ALSA-LS から提案され（2013 年度前期中間），
「受付票」
（兼「待
ち番号札」
）としてこれを導入した。
３）相談内容と「分野別学習相談」による学習態度の改善
振り返り会を重ねていった結果，徐々に相談対応の工夫や手順についても報告される
ようになってきた。また ALSA-LS が相談者に「自分で学習すること」を促した結果，相
談者自身が学習に向かう態度が改善された例も見えてきた。そこでは，「単位さえとれ
ればよい」「ノートも持ってこなく，スマホで分からない問題だけ写して来るケース」
（2013 前期中間）というケースが報告されている一方，
「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」（2012 前期中間）「忠実
にノートを取っているコがわりと多い。かなり真面目に取り組んでいるんですが，用語
や記号の意味が分からないというのがつまずきのポイント」
（2013 前期最終）というケ
ースもある。
前者のような場合に ALSA-LS は，
「講義 1 回分が B5 半分に薄い字で書いてあるノート
を持ってきて『分かりません』という相談には怒ったことがある。分かるようにノート
を取ってから来るようにと」（2013 前期中間）「何もしないで全部答えてくれといわれ
ると，まず自分でやってみろと対応することも」
（2013 前期最終）というような対応を
することもある。これは，質問内容が特定の宿題や試験問題でも，相談対応は相談者が
自分で考えることができるようになることを目的としているため，質問に答えるのでは
なく学習方法や受講態度に関する基本的な指導が必要だと ALSA-LS が判断しているケ
ースである。たとえば「授業で『出しっ放し』の問題をじっくり解説してくれる」から
とリピーターになる学生も多いようだが，ALSA-LS 側は「固定客になりそうな人がいる
が，自分でできるようになってほしいので，あまり来てほしくない」（2013 前期中間）
と考えており，これも同様の目的意識からである。とはいえ，現在では「質問者に勉強
したいという意識がない場合」は少なく，「ほとんどの質問者はちゃんと知りたいと質
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問に来る」
（2013 後期中間）ようになった。
このように学ぶ姿勢に関する助言をするなど，自主学習を支援するという対応を続け
た結果，
「
『この本がいい』と紹介したら次の時間までに読んで来た」り，まず「自分で
全部解いて，ここはこの考え方でよいのか確認に来」るようになったなど，学生の学習
に向かう態度の改善や自主性の向上といった効果が報告されるようになってきた（2013
前期最終）
。
２．４．３．SA の支援者としての成長と相談対応方法の改善
１）ALSA-LS による相談対応方法の改善
個別の学習相談に対する対応方法について，ALSA-LS 自身による日常的な改善の努力
がなされており，これが振り返り等を通じて報告・共有されることによって学習相談対
応方針全体の改善につながっている。相談対応について振り返り会では，①相談内容と
ALSA-LS の専門分野のミスマッチ，②高度な内容や専門外の質問，③「何もかも分から
ない」という質問，④本人が何を聞きたいか分かっていないケース，の 4 点が対応すべ
き課題として指摘されてきた。これらへの対応によって，ALSA-LS は相談対応方法を改
善してきたと同時に，これを支援者としての自律的な成長の機会としてきた。この 4 点
への対応方法の開発は，以下のように行われてきた。
①分野のミスマッチへの対応
相談内容と相談コマの選択のミスマッチは多く，「相談者は質問をすべき分野（物理
か数学か）を適切に判断して来ているということはあまりない。来てみてからこちらで
判断して協力体制を作っている」（2013 前期最終）というように，質問を受けてから
ALSA-LS 側で判断している。混合コマの場合には，「偏微分の部分なので，数学担当者
に対応してもらってよかった。物理も化学も現象を数学で記述するため，その部分への
対応は数学担当者も（の方が）適することも」（化学担当，2013 前期中間）のように，
分野間で協力している。また同じ分野内でも，
「力学の式を展開していくような質問は，
理学系の物理の担当者にお願いした。逆に電気回路など工学系の物理の質問は僕が交代
した」（2013 前期最終）というように，専門分野が近くより良い対応ができそうな
ALSA-LS が担当しているコマを紹介することも，日常的に行われている。
しかし，「だいたい質問に来る人は，明日レポートだったり次の時間が試験だったり
で，物理担当コマを紹介しても間に合わない」
（2013 前期最終）というように，別のコ
マを紹介できず，その場で対応するしかないことも多い。その際には「物理の質問が数
学に来たことがあった。分からない用語は相談者に説明してもらったうえで，こちらで
論理的に説明できれば相談者も納得する」
（数学担当者，2013 前期中間）という対応を
したこともあった。これは次に挙げる，高度な内容の質問への対応と共通する。
②高度な内容や専門外の質問への対応
高度な内容の質問や担当者の専門分野とずれる場合の対応は，前述の「ミスマッチ」
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とほぼ同様に，2 種類に分かれる。ひとつは，
「他の ALSA-LS に聞くなど総動員」
（2013
前期中間）の対応である。具体的には「困ったときに，ML に質問を投げたら，ALSA-LS
の他の担当者からすぐに解答が寄せられ」たケースや，「より専門の近い担当者のコマ
を相談者に紹介するとともに，その担当者に ML で対応を依頼」（2012 後期中間）する
など，メーリング・リストや相談記録の共有による協力体制をつくっている。ただ，他
の担当者にとっても困難だと判断された場合には，自分で「家に持ち帰って解いて次の
回にまた来てもらいました」
（2013 前期最終）ということもある。
もうひとつは，
「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」（2012 前期中間）のような対応である。具体的には，「得意ではない分野の質
問が来た場合は基本的には，教科書を一緒に見返してこういった法則があることを一緒
に確認して，こういった法則があるんだったらこれをこういう風に組み合わせて使えば
この答えが出るんじゃないか，と一緒に復習して解答を導く。そうすると ALSA-LS も理
解でき，質問者にも再確認してもらえる。…そうやって明らかに論理的におかしいとこ
ろが出てきたら，それを指摘してどう改善していったらいいのかという風に話を持って
行って解決」
（2013 後期中間）というように対応している。
これらのような対応に触れた相談者の学生は，丁寧にひとつずつ考えていくというこ
とをその場で経験できるだけでなく，いつでも簡単に答えが得られるものではないとい
うことや，時間をかけ試行錯誤して問題を解決するという姿勢にも触れることになり，
学ぶことの奥深さを知るきっかけにもなる。
③まったく分からないというケースへの対応
振り返り会では「授業に出てノートを真面目にとっていても『分からない』というコ
にはどうしたら？泣きついてきて」のような ALSA-LS の問いかけに対して，「一問解い
てみよう，というときもある」「自分は話さず相談者に考えてもらう時間が長い。あま
り教えない」のように，他の ALSA-LS が類似のケースへどう対応しているかを報告し，
共有している（2013 前期中間）
。
このようなケースの場合に「一番多いのは，本人が『ただ分からない』というだけで
『どこまで分かっているか』がないケース」で，その際には「単純に授業が分からなく
てどうしたらいいか分からないと言っていたので，今はどんな風にしているのかという
ことを聞いて，つまずきのポイントを探りながら対応したり，自分や自分の周りの人が
どうしていたということを話したりした」
，
「やってもらってそれを見ながら。少し問題
を簡単にしたり，特別な場合に限定して手を動かしてもらって，どういう風に考えてい
るのかなというのをそこから見抜こうとします」
（2013 前期最終）のように対応してい
る。
このようにやりとりや演習形式で何が分からないかをはっきりさせることを前提と
しつつ，その先の対応としては，
「
『これからがんばろうな』と言って指針を示して帰っ
てもらうのが一番いい」（2013 前期最終）と自主学習を促すこともあるが，「化学は計
算させながらというのは少なく，概念の説明をしなければならない質問や，教科書を一
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緒に読んで読み方を教えるケースが多い。こういうときは一対一で対応した方がいい」
（2013 前期中間）というように，その場での丁寧な説明が必要なこともある。このよ
うな場合でも，「教科書の読み方が分からないという相談が来て一緒に教科書を読むと
いうことをした。
1～2 年生が教科書の内容や授業で言っていることが理解しにくくて，
つまずいているケースが多い。教科書を一緒に読み，『ここにこう書いてあるけどどう
思う？』と訊きながら読む。ディスカッションしながら，相談者の納得が得られないと
終わらないのでそれを繰り返していく」
（2013 後期中間）というように，やりとりの中
で常に理解を確認しながら，時間をかけて対応している。
このように，教科書や「授業で出てきた概念が分からない，という質問の対応は時間
がかかる」というのは，「ある点を理解すると次の不明点が出てくるという形で周辺の
ことについても説明の必要が出てくることにな」るからである（2013 前期中間）。具体
的には，
「最初の段階でつまずいて，1 つ分かったら次の段階を教える」必要がある際，
「ある程度の理解まで落とし込みたかったとき」や「有機化学を暗記でやろうとしてい
た学生に，それでは理解ができず…そうではない学習の必要性を説明」するときなど，
「このような考え方の切り替えが必要な話には時間がかかるが，一度で説明をしないと
意味が無い」
（2013 前期中間）ということがある。
④本人が何が分からないか分かっていないケースへの対応
相談者の学生本人が何が分からないか分かっていない，という問題は，このように「ま
ったく分かりません」と言ってきた場合に限らず，特定の問題を解けないという相談の
際にもある。その場合にも，「
『数学は解くものだ』と思って質問にくる人が多いので，
本当に分かっていない部分は違う所にあって，そこを見抜くのに 20～30 分かかる。…
ある程度見れば分かるので，ここが分かってないだろうなというところのヤマを張って
質問していく。質問者が持参したノートやテキストの『例題を見てみたらどうだろうか』
，
『定義に戻ったらどうだろうか』ということを言って，こちらが全部解くということは
絶対にしないようにしている。本当にわかっていないところは分かっていないので，話
していって互いにここだね，と納得をして，そうすると，1 つやれば数問答えたことと
同じになる」
（2013 後期中間）と，上記のケースと同様の対応となる。
このように対応するために，ALSA-LS が常に「質問者に教科書・ノートを持参してほ
しい。授業でどういう風に習ったかを知りたい。その方が，質問者が納得するように教
えられる」
（2013 前期中間）ということを気にかけていることも報告されている。また
前述の「受付票」（問診票方式）導入についても，ALSA-LS 側の質問の事前把握に役立
っているが，導入提案の際に ALSA-LS は「書いている間に質問者が質問が把握できてい
ないことを自覚したり，頭の中を整理してくれる可能性」
（2013 前期中間）も指摘して
おり，これも同様の目的意識によるものだった。
以上のような相談対応の結果，「何回も来るコは途中から『ここまで分かりました』
ということを言ってくるようになった。
『ここまで分かったけどここから分かりません』
ということは，『どこまで分かっているの？』という点を僕はいつも訊くので。リピー
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ターのコは質問をまとめてくるようになった」
（2013 前期最終）ということが報告され
るようになった。ALSA-LS は適切な助言や対応を行うために，相談者の理解と知識を正
確に把握するためのディスカッションを行うが，このことは相談者にとって，自分自身
の理解や知識を階層化して整理し，確認することの重要性を認識するという効果を持っ
ている。
２）SA 自身の成長
以上のように，ALSA-LS 自身による改善の結果，一定の相談対応方法が定着した。そ
れは，
（1）その場で ALSA-LS 同士の協力体制をつくり，相談内容と担当者のマッチング
を行う，
（2）ディスカッションによって，自分が何を分かっていない（から問題が解け
ない）のかを学生自身に気付かせるとともに，ALSA-LS はこれに応じた対応プランをつ
くる，
（3）その場で一緒に思考する時間をつくり，常に相談者自身の思考の過程を重視
しつつ，互いに確認・納得するという形をとる，というものである。さらに，
（4）対応
事例は振り返り会で共有しながら，ALSA-LS 同士でディスカッションしてよりよい学習
支援を模索している。
これらの改善は，特に相談者である学生のつまずきに接した際に，自身の中にある知
識の蓄積過程をたどり直し，どこにどのような理解の水準の移動があったかを改めて体
系化することによって行われている。これらの方法論は担当教員の側から用意されたも
のではなく，自律的学習の支援という目的を自らのものとした ALSA-LS 自身によって改
善されてきたことから，学習を支援する者としての成長がみとめられる。また ALSA-LS
が自らの専門性を他の担当者の専門分野を含めた広い視野に置き直しながら，学術知の
体系と学生の持っている知識とのマッチングを行っていることから，このような成長は，
ALSA-LS 自身の学びにおける成長と軌を一にしているものであることが分かる。
２．４．４ セミナー型学習支援企画の実施と改善
１）ALSA カフェ
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。これは，
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（
「1210 あかりんアワー」については，資料編４．
１２参照）
。
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。2013 年度には，第
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５回「はじめてレポートを書くひとのために」（５月 31 日）
，第６回「教養としての映
画の見方，あるいは映像に込めた花束」（６月 14 日）
，第７回「この夏はアートスポッ
トに行こう！」
（７月 12 日），第８回「これでレポートは大丈夫だ」
（７月 19 日）
，第９
回「学習相談デスクは君の味方-勉強の悩み，一緒に解決-」
（11 月 29 日）
，第 10 回「私
の本棚 Actuality と Intellectual

-大学院生の愛読書-」
（2014 年１月 31 日）を実

施した。2014 年度は，第 11 回「はじめてレポートを書く人のために」
（５月 30 日），
第 12 回「知ってる？学習相談デスク」（７月 18 日）を開催した。
２）レポート作成セミナーとその改善（内容については資料編４．９）
「ALSA カフェ」のほか，2012 年 12 月から 2013 年１月にかけて行われた，アカデミ
ック・リンク・センターおよび附属図書館主催のレポート作成セミナーにおいても，そ
のうち２回（１月 15 日の講習会の「作成編」，１月 17 日のワークショップ）を，ALSA-LS
を講師として開催した。2012 年度のレポート作成セミナーには，講師役以外の ALSA-LS
も同席し，ワークショップにおける補助のほか，観察とレポートによるモニタリングを
行った。このモニタリングによる改良によって改善の効果が認められたことから，2013
年度以降のレポート作成セミナーは，ALSA-LS による「開催→モニタリング→改良や新
規企画の提案」というサイクルで実施することとした。レポートセミナーは，当初文系
向けの講習会とワークショップの２種類を行い，講習会は作成編と情報検索編の２種類
だったが，改善の結果 2013 年度以降は，このうち情報検索編以外の，①文系（作成編）
・
②文系（ワークショップ）・③理系の３種類として行うこととした。このときの内容は
すべて，教員の最終的な監修を伴いつつ，実質的には ALSA-LS 自身が作成・改訂・プレ
ゼンテーションを行った。
①文系レポートセミナー（作成編）は，全面的に ALSA-LS 自身によって作成・実施さ
れたものとしては，2013 年７月，2014 年１月，2014 年５月にそれぞれ複数回行った。
2013 年７月の回ではそれまでのものの軽微な改良にとどまった。これに対して，レポ
ートとしての可否にかかわる重大な点とより良くするための工夫とを整理することや，
これらを伝えることと初心者向けの書き方の説明を求める受講者の視点との両立など
が，ALSA-LS 間で課題とされ，この議論がその後の改善の基礎となった。2014 年１月の
回には担当の ALSA-LS は，それまで分かりにくいとされてきた論証・参照・引用に関す
る部分を改良し，「論証とは」「事実やデータを元に書く」「事実やデータを集めよう」
「剽窃にならないために」の形に構成を整理し，説明内容の刷新も行った。
2014 年５月の回には担当の ALSA-LS によって全面的な改訂が行われた。(1)全体をレ
ポート作成の手順に沿って，また説明する内容も初学者から中級レベルまでに絞って，
再構成した。(2)手順の全体像をチャートとして別に示し，常に参照しながら説明でき
るようにした。(3)各項目の説明やスライドも分かりやすく全面改訂した。(4)2013 年
度のワークショップの内容を取り入れ，テーマの絞り方や主題の立て方を含め，すべて
実例とともに示すようにした。(5)剽窃に関する部分や引用・参照方法についても良い
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例と悪い例によって説明した。
各回の改訂については，担当した ALSA-LS 以外の ALSA-LS による観察とレポートをも
とに，アンケートも参考にしつつ担当 ALSA-LS 間での打ち合わせを重ねて行った（この
うち 2013 年 7 月の内容を改良した 2014 年 1 月のバージョン資料４．９①のファイル，
さらに全面改訂した 2014 年５～７月の講習会編資料４．９②のファイルのスライドに
ついて，資料編を参照）
。
②ワークショップは，2012 年度までマインドマップによるレポートのテーマの絞り
込みを中心として行ってきたが，これは自己満足で終わってしまい必要性や実用性にお
いて多くの学生のニーズに応えていない可能性がある点が ALSA-LS によって指摘され
てきた。2013 年７月にはこれにかえて ALSA-LS 自身の企画・作成により，
「悪いレポー
ト」と「よいレポート」の実例を用いながら，レポート作成のより多くの過程にまたが
る内容で実施した。この結果，参加者の全員にとって必要で，より良いレポートを実感
できるという点で改善された内容となった。これは，後に講習会型の作成編に取り入れ
られ，2014 年５～７月の講習会の内容に活かされた（このうち，改善された 2013 年 7
月のワークショップの内容について，スライドと配布物資料４．９③の 3 点を参照）
。
③従来のレポートセミナーが文系のみに向けたものと捉えられてきたことを踏まえ，
2014 年１月 14～16 日に，化学担当の ALSA-LS によって理系向けレポートセミナー「理
系レポートの書き方―化学実験レポートの場合―」を開催した。これも文系と同様の改
良方法によって３名の化学担当 ALSA-LS によって改訂され，2014 年５月 16～20 日に再
度開催された。この時の改訂では，2014 年 1 月のセミナーに，当時の担当者以外の化
学担当 ALSA-LS が同席し，この ALSA-LS を中心として改良意見をまとめ，
改訂案を作成，
さらにこれをひな形に他 2 名の化学担当者が改良を加えて実施した。具体的には，必要
に応じて説明の追加と簡素化を行い，主に執筆の際の注意点を中心として実例を追加し
た（このうち最後のバージョンについて，資料４．９④のファイルを参照）
。
２．４．５ さらなる発展に向けた課題
これまで課題とされていた広報については，第９回・第 12 回 ALSA カフェにおいて学
習相談デスクの使い方に関するプレゼンテーションや，ALSA-LS を身近に感じてもらう
ための院生紹介展示企画などを開始している。これらは，分野別学習相談の広報の形を
とりつつ，それ自体が学習に関するアドバイスともなるような企画として行った。
学習相談については，学生が学習の内容それ自体に関する相談を寄せており，ALSA-LS
による学習相談の工夫も，学術知それ自体を基礎とすることによって可能になっている
ため，これを十分に理解することのできる教職員や組織による実施が必須である。また，
図書館外における教育・学習の存在を理解することなしには，学習支援の前提が存立し
ない。このため，さらなる発展を期すためには，今後は全学の学生の学習支援に関心を
持つ部局や事務部署との連携・協力関係の模索も必要となってくる。
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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。
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
ている。2012 年度，2013 年度の具体的な活動内容は以下のとおりである。
2012 年度
①アカデミック・リンク・センター主催のセミナー，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アカデミック・リンク・センター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
2013 年度
①隔月１回のアカデミック・リンク・センター主催のセミナーの継続(FD の一環とし
て）
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（「1210 あかりん
アワー」の継続）
③高等教育研究機構・各部局と連携し，FD におけるコンテンツスタジオの提供など
e ラーニング化に向けた技術支援を行う。
2014 年度
①隔月１回の ALC 主催のセミナーの継続(FD の一環として）
②プレゼンテーションスペースにおける「1210 あかりんアワー」の継続実施
③高等教育研究機構・各部局と連携し，FD におけるコンテンツスタジオの提供など
e ラーニング化に向けた技術支援
④①の動画での発信，iPad を用いた②の亥鼻，松戸キャンパスでの提供
本章は，これらの計画に対して，本報告書の対象期間である 2011 年 4 月から 2014
年 8 月末までの活動内容として，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 の位置付けの見直し（担当プロジェクトの変更），４）
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全学および各部局の FD の e ラーニング化への技術的支援のあり方について，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・セミナーは，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
目的とした事業である。当セミナーは 2010 年度に，千葉大学情報部主催で実施されて
いた「情報化月例セミナー」を拡張し，2011 年度よりアカデミック・リンク・センタ
ーの独自事業として実施したものである。2012 年度からは，教員を対象とした企画と，
図書館・出版等関係者を対象とした企画をそれぞれ一定の割合で立案し，2014 年度 8
月末現在までほぼ隔月開催としている。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，年間計画および各回の内容を審議，決定の
上，開催している。現在までのアカデミック・リンク・セミナーの開催実績は，資料編
４．１０のとおりである。
２）実施状況
①実施状況
2012 年度のアカデミック・リンク・セミナーでは，海外からの研究者を招いた国際
セミナーを実施し，さらに，国立大学図書館協会との共催によるシンポジウムを実施し
た。セミナー番外編として図書館関係の全国的フォーラム（第 14 回図書館総合展）へ
も参加し，学内外向けの情報発信にも努めている。
2012 年度は，学内向け FD を意識したテーマ設定としつつも，より学外への報知や
連携を重視した企画構成で事業を実施した。第１回セミナーでは，各プロジェクトにお
ける成果や課題を学内外へ向けて報告し，第２回セミナーでは，電子的コンテンツにつ
いての講演を開催した。第３回セミナーでは，米国アラバマ大学図書館情報学大学院長
である Heidi Julien 博士を招いた国際セミナーを実施した。また，番外編である第 14
回図書館総合展では，学外向けに各プロジェクトの進捗状況を報告し，当日は 170 名
近い参加者があった。第４回セミナーは，国立大学図書館協会との共催によって行い，
「ラーニング・コモンズ再考」としてシンポジウム形式で実施した。第５回セミナーで
は，土屋俊大学評価・学位授与機構教授を迎えて，MOOCs（Massive Open Online
Courses，大規模オープン・オンライン・コース）の話題を軸にデジタル・メディアに
よる大学の「変容と消滅」の可能性をめぐる講演を開催した。
2013 年度はアカデミック・リンクの活動についての報告を中心に 5 回のセミナーを
行った。第 1 回セミナーは各プロジェクトの活動と今後の課題について報告し，第２回
セミナーは早稲田大学ライティング・センターの取り組みについての講演を開催した。
第 3 回セミナーは学修支援における学生との協働をテーマに ICU，東京外国語大学，
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島根大学の３大学からの報告を行い，第４回セミナーは教材作成支援をテーマに九州大
学の教材開発センターと千葉大学の共同研究部門の活動が紹介された。第 5 回セミナー
はアカデミック・リンクの環境の下，学生たちの学びについての調査報告が行われた。
2014 年度は昨年度に引き続き，第１回セミナーでは，各プロジェクトにおける成果
や課題を報告した。第 2 回セミナーでは大学での著作権について山中弘美アカデミッ
ク・リンク・センター副センター長が講演を行った。
②実施後の公開
セミナーではセミナー参加者に対する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（資料編４．１１）。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。
３）現状と課題
アカデミック・リンク・セミナーは，2012 年，2013 年と年 5 回開催されており，2014
年も 5 回の開催が企画されている。参加人数は企画によって異なっているが，アカデミ
ック・リンクの活動や調査について報告を行う回は参加人数が多く，学外からの関心を
広く得ていることが分かる。しかしながら，学内からの参加者が少ないという傾向は続
いており，千葉大学全学に対する研修機会の提供（FD）を意識した企画構成や，学内
向けの広報などに，より一層の工夫が求められている。
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。
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2012 年度の実施状況としては，2012 年４月は月曜から金曜日のあいだ原則毎日開催
し，５月以降は火曜日と金曜日の週２回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た。
５月以降の各回の内容としては，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
企画を実施した（図２－５－１参照）。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，資料の推薦文と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。また，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（図２－５－２参照）。また，2013
年度からは，許可を得られた場合には，録画を行い，後日，附属図書館本館内に設置し
た iPad でも当日の講演内容を見ることができるようにしている。亥鼻・松戸分館に録
画 DVD を送付することで，キャンパスをこえてその内容を見ることができるようにす
る予定である。
金曜日は，主に次の３つの企画を週替わりで実施した。１つ目は，「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である。２つ目は，「ブックトーク

働くオトナが学生

に薦める１冊の本」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である。2013 年１月には特別
版として，学生から登壇者を募り，「ブックトーク

学生版」を実施した。３つ目は，

「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，２．７「新しい図書館員」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
イスを伝える企画である。以上が 2012 年度の実施状況である。
2013 年度の実施状況としては，開催頻度は 2012 年度と同じである。ただし，2013
年 4 月には「アカデミック・リンクウィーク」と称して，特に新入生に対してアカデミ
ック・リンクの活動についての関心を喚起するとともに，学内的に「学習活動を支える」
アカデミック・リンクの役割のビジビリティを高めるための期間を設定し，あかりんア
ワーもこの期間は連日企画を開催した。
2014 年度の実施状況としては，開催頻度は過去 2 年間と同じである。また，2013 年
度に引き続き，4 月に「アカデミック・リンクウィーク」を開催した。
各回の企画内容は，基本的に 2012 年度の企画を継続して実施している。ただし，
「千
葉大人の意外な一面を知る」については，2013 年度からこれを「外国に暮らす」とし
て発展させ，特に海外に暮らした経験のある教職員に登壇を依頼している。「千葉大人
の意外な一面を知る」では，多様で豊かな社会的活動が存在することを学生に伝えるこ
とを目的としていたが，2012 年に千葉大学が全学型のグローバル人材育成プログラム
に採択されたことを受け，教職員の社会的活動の中でも，特に海外勤務や留学，海外研
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修・サバティカルなどを通じて経験した海外での生活経験について話をしてもらうこと
で，学生の海外留学や外国への関心を喚起することを目的としている。他には産業関連
などの分野で活躍する千葉大卒業生による「千葉大学経済人倶楽部『絆』」の会員が登
壇して，学生時代の話や起業，現在の仕事を選んだ理由などを語るシリーズが始まった。
2014 年度からは，金曜日の企画構成を見直し「ブックトーク 働くオトナが学生に薦
める１冊の本」を廃止するとともに，入学直後の初年次学生を主な対象に教職員が学生
向けに千葉大でできることを紹介する「千葉大学で○○するには」というシリーズを創
設した。また，アカデミック・リンク・センター企画としてシリーズではなく１回だけ
の企画などを開催した。以上が 2014 年７月末までの実施状況である。
あかりんアワーは，2012 年４月から 2014 年７月までに 157 回（2012 年度に 66 回，
2013 年度に 62 回，2014 年度７月に 29 回）開催した。その開催実績は，資料編４．
１２のとおりである。なお，2012 年６月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，部局長連絡会等の全学の会議・連絡会において広報を含めて報告している。
なお，2012 年 7 月以降，あかりんアワー内の企画である，
「千葉大人の意外な一面を
知る」，
「ブックトーク 働くオトナが学生に薦める１冊の本」，
「外国に暮らす」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，全学的協力を得てきた。2014 年度以降は，企画内容に変
更はあるが，全学的協力を得ていることに変更はない。
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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）

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 157 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。
2012 年度から 2014 年度にかけての実施状況から，現状として，企画の特徴を４点指
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
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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とが挙げられる。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
だけでなく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。
加えて，登壇したことでプレゼンテーションスペースを知った教員が，後日，授業やイ
ベントをプレゼンテーションスペースで実施する例もあり，図書館が持つスペースの活
用にもつながっている。
第二に，職員参加企画である「外国に暮らす」，
「千葉大学で○○するには」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経験
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。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。2013 年度から実施している「外国に暮らす」は，学生の海外留学や外国への関
心を喚起すると同時に，学生の長期・短期の留学を促進するひとつの方法として機能し
ていると考えられる。
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），結果的に流会となったものもあるが，学生自
身が話をするプログラム（千葉大生の主張，ブックトーク学生版）のように，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。2013 年度から，ALSA カフェについて
は，企画段階から ALSA が関わり，学生の目線が加わることで，更に充実したプログ
ラムとなることを目指している。
第四に，金曜日の実施企画の内容を柔軟に見直していることが挙げられる。あかりん
アワーでは，火曜日は「教員が研究の楽しさを語る」としてその内容を固定しているが，
金曜日は週替わりの企画を実施している。2014 年度の実施企画（月１回もしくは隔月
のシリーズ企画）は，
「外国に暮らす」，
「千葉大学で○○するには」
「ALSA カフェ」
「千
葉大学経済人倶楽部『絆』
」
「就職支援課主催 就職支援企画」
「アカデミック・リンク・
センター主催企画」である。これらの企画は，年度ごとに見直しを行っており，固定的
なものとはしていない。具体的には，2012 年度まで実施していた，
「千葉大人の意外な
一面を知る」は 2013 年度に「外国に暮らす」に変更し，また，2013 年度まで実施し
ていた「ブックトーク 働くオトナが学生に薦める１冊の本」は，その運営の課題から，
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2014 年度に廃止した。また，2014 年度には，
「アカデミック・リンク・センター主催
企画」を設定することで，学外機関からの登壇を依頼することも可能とした（具体的に
は，千葉市職員による「もっと知ってほしい千葉市のこと！」など）。このように実施
企画を柔軟に見直すことにより，マンネリ化を防ぎ，新しい内容を導入していることも，
あかりんアワーの運営の特徴である。
以上，2012 年度から 2014 年度にかけての実施状況より，学生に対して授業以外で
の多様な学習の契機となっていること，実施において全学的な協力を得ていること，教
職員に加え，学生が学生に対して発信していく機会となっていること等が特徴として挙
げられ，いずれも積極的に評価されるべき点と考えられる。
他方，あかりんアワーの課題として，2013 年３月と 2014 年２月の評価委員会報告
書では，参加者数の現状と，それを改善するための広報の工夫を指摘していた。2012
年度は広報として，月別のイベントカレンダーと各回のポスター（図２－５－３参照）
を作成し，アカデミック・リンク・センターの web ページ，ツイッター，フェイスブ
ック，デジタルサイネージへの掲載，附属図書館の web ページ，学内各所へのポスタ
ー掲示，立て看板の設置をおこなった。このような広報をおこない，2012 年度の参加
人数としては，企画やテーマによる増減はみられるものの，平均 25 名程度（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，且つ出入りは自由であるため，この
人数は当日の記録写真を参照した概数である。）であった。2013 年度は，前年度からの
方法に加えて，千葉大学の web ページ，大学生協のデジタルサイネージへの掲載もお
こない，広報の幅を拡大した。2014 年度からは開催直前に，図書館内での館内放送を
行うこととし，図書館利用者への周知を図っている（館内放送は，日本語と英語の二言
語で行っている）
。現在，各回の参加人数は 2012 年度より増加し平均 30 名程度になっ
ている。回によっては満席となることもあり，また，リピーターと思われる学生もみら
れる。また登壇を依頼する際に教職員からはあかりんアワーを既に知っていることが多
く，このことから，参加者数の安定とあかりんアワーの認知度の上昇が推測できる。と
はいえ，参加人数が極端に少ない回もあることや，千葉大学の学生規模を考慮すると，
引き続き参加者数の改善を課題とし，学生に向けた広報や企画内容に一層の工夫が求め
られる。
なお，2014 年 11 月にあかりんアワー参加者の所属や学年，あかりんアワーを知った
きっかけなどを尋ねるアンケートをあかりんアワー開始以来初めて実施している。
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図２－５－３ 「月別カレンダーと各回ポスター」

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，運用する千葉大学在学生である。
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
とされていた。本節は ALSA-GS に関する検討と，担当プロジェクトの移管について記
載する。
２）検討と担当プロジェクトの移管
本プロジェクトでは，ALSA-GS の担当業務，募集方法その他，本事業に取り組むた
めの必要事項について，2012 年 8 月以降，その具体化を検討してきた。しかし，制度
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設計の完了をもって，本事業は，本プロジェクトから「『新しい図書館員』プロジェク
ト」に移管されたため，ALSA-GS の活動の詳細については２．７『新しい図書館員』
プロジェクトを参照されたい。
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）現状
全学および各部局の FD の e ラーニング化については，2012 年 4 月，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 が運用を開始してから，個別
の依頼に対する FD の録画などを行っている。また 2013 年度に N 棟プレゼンテーショ
ンスペース，I 棟１階セミナー室，３階セミナー室に，コンテンツスタジオと同等の録
画カメラ設備が設置され，録画可能な場所が増えており，コンテンツ制作室で動画編集
の機器提供，アドバイスを行うという e ラーニング化環境を整備した。ただしこれらは
オンラインクラスルームプロジェクトによる試行的取り組みであり，全学及び各部局の
FD の録画等による e ラーニング化を計画的に進めているという状況にはなっていない。
３）課題と今後のあり方
全学および各部局の FD の e ラーニング化による技術的支援については，特に，大学
全体の動きとして，2013 年４月に，千葉大学全体の教育のあり方を検討・審議する研
究機能を有する組織として高等教育研究機構が設置され，その部門として，学士課程教
育及び大学院教育の ICT 化推進に関する業務を行う ICT 推進部門，FD に関する業務
を行う FD 推進部門がおかれたことから，これらの全学的組織との連携の上，アカデミ
ック・リンク・センター全体で取り組んでいくことが必要となっている。アカデミック・
リンク・センターとしては，2014 年 11 月よりコンテンツ制作室に技術補佐員を置き，
e ラーニング化の環境をさらに拡充して，本事業の展開可能性を検討する予定である。
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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，学生の情報利用行動，および，学習・生活空間の利用状況
の分析を通じて，アカデミック・リンクが学生の情報利用行動・学習行動・学習成果に
与える影響と効果を継続的・横断的に検証することにある。本プロジェクトの成果は「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“千葉大学アカデ
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”ものとして位置付けられており，2012 年度～2014 年度の具体的な活
動計画は以下のとおりである。現在，本プロジェクトは，教員４名（白川，川本，岡本，
國本）
，担当職員１名（庄司），調査参加職員５名（丸茂，池尻，竹内，谷，佐野）によ
って遂行されている。
2012 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
【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
2013 年度
【前半】
①第２回質問紙調査の報告会の開催
②第２回質問紙調査の結果を基にした第３回質問紙調査の調査票の見直し
③2012 年度末に実施したフォトボイス調査，利用映像調査，インタビュー等の分析
の継続
④第２回フォトボイス調査，利用映像調査，図書返却調査等の実施
⑤アイ・カメラを用いた学習空間・情報利用行動調査の継続実施と分析
【後半】
①第３回質問紙調査の実施
②第３回質問紙調査の結果の整理と分析
③過去３回の調査を踏まえた成果報告会の開催
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2014 年度
【前半】
①第３回質問紙調査の分析・報告書作成
②フォーカス・グループ・インタビューおよびフォトボイスによる学習空間，情報
利用行動調査（平成 25 年度）の成果公表，次年度以降の調査のための仮説構築
③定点カメラ画像を用いた学習空間利用状況調査の前年度の結果の分析とデータ収
集
④図書利用状況調査の結果の分析とデータ収集
⑤アイ・カメラ，加速度センサーを用いた個人の情報利用行動の観測と分析
⑥赤外線センサーによる館内動態調査分析
【後半】
①第４回調査項目の確認と実施
②第４回調査の結果と成績情報との連動分析の継続実施・評価
③26 年度前半に行う調査結果の分析
2014 年度８月末現在，本プロジェクト内では，以下の９調査が実施中，もしくは調
査を完了し，その結果を分析中である。
１）2013 年度千葉大学学習状況・情報利用環境調査（第３回質問紙調査）
２）ID を共通記号化したうえでの各種調査の結果と学生成績情報の連動分析
３）学生に対するフォーカス・グループ・インタビュー調査
４）学生撮影写真および個人インタビューの併用によるフォトボイス調査
５）定点カメラ映像を用いたアクティブ・ラーニング・スペース利用状況調査
６）赤外線センサーによる館内動態調査
７）館内での図書利用状況調査
８）アイ・カメラを用いた情報探索行動の推定調査
９）画像検索を用いた図書館内での自己位置推定調査
本章では，上記の９調査について，本報告書の対象期間である 2012 年４月から 2014
年８月末までの活動内容を報告する。なお，下記では「調査８」と「調査９」はひとつ
のセクションにまとめて「２.６.８ 情報探索行動の自動認識のための技術開発」とし
て報告する。
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２．６．１ 2013 年度千葉大学学習状況・情報利用環境調査（第３回調査）
１）背景と目的
本調査は，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に，千葉
大学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礎データ
を得ることを目的とするものである。そのデータを用いて，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。調査は，アカデミック・リンク・センター設置後，継続的に定点観測調査として実
施する計画である。計画に沿って，2011 年度に第１回調査を実施し，2012 年度に第 2
回調査，2013 年度に第３回調査を実施した。
２）方法と結果
（１）2011 年度調査の検証と 2012 年度調査での変更箇所
2012 年度調査では，2011 年度調査の実施経過・内容を踏まえて，①調査方法，②実
施期間，③回答者へのインセンティブ，④質問項目の見直し（一部修正）を行った。変
更点の詳細は，昨年度評価報告書（
『千葉大学 アカデミック・リンク・センター 評価
委員会報告書』
（2014 年 2 月）
）を参照のこと。なお，第１回調査の概要は 2012 年度「評
価報告書」に掲載している。
（２）2012 年度調査と 2013 年度調査の変更
2013 年度調査では，2012 年度調査との継続性を重視し，大きな変更は行わなかった。
ただし，昨年度の調査結果等を踏まえ，下記の変更を行った。
調査方法の変更：2012 年度は，放送大学が提供するウェブアンケートシステム
REAS(リアルタイム評価支援システム）を用いて実施した。2013 年度は，学生の回答の
利便性を高めることを目的に，REAS とともに，千葉大学が用いている LMS である Moodle
においても回答ができるようにし，質問項目の回答方式を 2 種類に増加し，並行して運
用することとした。なお，2 つの回答システムを並行することについては，設問のなか
で尋ねている学籍番号を用いて回答結果を統合することにより，重複回答を排除・統制
できることを確認の上で，実施した。
質問項目の追加：質問項目は，2012 年度との継続性を重視し，基本的に同設問とし
た。小規模の変更として，①2013 年度に附属図書館本館Ｌ棟の改修工事が行われてい
ることを背景にＬ棟への要望を尋ねる自由回答，②各種施設・サービスの認知度につい
て対象とする項目の増加，③学生への情報伝達の状況を確認するためにアンケートを知
った方法を尋ねる項目の新設，の３点を追加した。
（３）2013 年度調査の実施
第３回調査は，2014 年 1 月 10 日～３月 13 日 24 時までを実施期間とし，放送大学が
提供するウェブアンケートシステム REAS と千葉大学が用いている LMS である Moodle の
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2 つのシステムを用いて実施した。対象者は，千葉大学に在学する学部学生，約 12,000
名である。質問項目は，学習・生活空間の利用に関する設問（15 項目），情報利用行動
に関する設問（16 項目）
，千葉大学附属図書館の利用状況に関する設問（６項目）であ
る。主な調査項目は下記のとおりである。
調査項目：
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，成績の認識

など
・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

以内に探索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
C）千葉大学附属図書館の利用状況
・附属図書館の利用状況
・図書館本館について

… 利用頻度，利用時間帯，利用目的など
… 好ましい学習空間，施設・企画の認知度

・改修中の図書館Ｌ棟への要望
なお，実施にあたっては，2012 年度調査と同様に，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等による広報活動を行った。
学内一斉メールについては，附属図書館からは発信できない学内運用ルールが存在する
ため，教務課の助力を得て行った。
（４）結果の概要
最終的な回答数は，998 件，有効回答数は 961 件であった（有効回答は，回答者が入
力した学籍番号を基準に，千葉大学への在籍が確認できるかどうかを判断根拠とした）。
結果は，
『千葉大学学習状況・情報利用環境調査 2013 集計報告書』として整理し，冊
子を刊行するとともに，アカデミック・リンク・センター ウェブサイト（http://alc.
chiba-u.jp/research.html）に掲載している。
ここでは，
「千葉大学附属図書館の利用状況（本館・亥鼻・松戸すべて）」について結
果の一部を紹介する。まず，附属図書館の利用頻度は，
「月に数日」が 30.9％で最も多
く，次いで，
「週に１～２日」
（28.7％），
「週３～５日」（17.7％）となっており，附属
図書館が，多くの学生に利用されていることが確認できた。他方，附属図書館本館の新
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しい学習空間に対する評価をみると，今回調査では，会話可能であるラーニング・コモ
ンズ機能を有するエリア（Ｎ棟）が自分が学習するのに最も好ましいと感じている割合
が 47.7％，伝統的な静かな学習空間のエリア（Ｋ棟・Ｌ棟）が好ましいと感じている
割合が 39.9％であった。昨年度の調査結果では，会話可能なＮ棟が好ましいとする割
合が 39.1%，静かな学習空間のエリアが好ましいとする割合が 41.1％であったことから，
会話可能エリアへの支持が高まっていることが明らかになった。（図２－６－１）
図２－６－１ 附属図書館で最も好ましいと思う場所 （2013 年調査・2012 年調
査）

しかし，一方で，
「ALSA-LS による学習相談」
「レファレンスカウンター」「オフィス
アワー」「あかりんアワー」
「普遍教育の授業紹介動画」「Ｉ棟２階のコンテンツ制作室
の学生利用」などのアカデミック・リンク・センター創設後に新しく始めた企画・サー
ビスについては，回答者の半数前後が「知らない」と答えており，昨年同様，認知度に
課題があることが示された。また，図書館が以前より実施している「学生購入希望図書」
「図書館が提供している e-journal（電子図書館）」も半数以上が「知らない」と答え
ており，図書館サービスの認知度にも課題があることが明らかになった。
なお，2013 年度には，新規項目として，学生への情報伝達の状況を確認するために，
「アンケートを知った方法を尋ねる項目」を設定した。学内外の広報機会を 16 か所の
なかからの複数選択を可能とする設問の結果は，
「大学からの一斉メール」
（67.4%）
，
「図
書館でポスターを見て」
（24.3％）
，
「moodle からの連絡」
（8.8%）であった。学生への
告知において「大学からの一斉メール」が効果的であることが明らかになった。本調査
における「大学からの一斉メール」は，教務課の助力を得て，学生に配信したものであ
る。全学を対象とした調査を行うにあたっては，
「大学からの一斉メール」のような「学
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生個人」に対して，直接広報が可能な媒体を選択することが非常に重要であり，図書館
のように単独でこうした広報媒体を持たない場合は，全学的な広報が可能な他部局との
連携が欠かせない点が改めて明らかとなった。
３）今後の展望
本調査については，2012 年度までの実施状況，附属図書館本館の改修状況などを踏
まえて，適宜，その方法，項目の修正を行ってきた。
本調査の結果はすでに，2014 年３月に実施した「第５回アカデミック・リンク・セ
ミナー」においてその概要を報告するとともに，
『千葉大学学習状況・情報利用環境調
査 2013 集計報告書』として公開している。引き続き，計量的分析を進めるとともに，
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データ分析として，
2011 年度・2012 年度調査と接合したパネルデータを検討することで，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の精緻化を行う。これらのデータの
分析を通じて，アカデミック・リンクおよび千葉大学の学習環境の整備のあり方に示唆
を得ることに繋げる。

２．６．２ ID を共通記号化したうえでの各種調査の結果と学生成績情報の連動分析
１）背景と目的
本プロジェクトで実施中の調査のうち，主に，毎年度定点観測的に実施している「千
葉大学学習状況・情報利用環境調査」の内容と，学生の成績情報とを接合し，分析する
ことにより，アカデミック・リンクの各種取組が学生の「学習」に及ぼした影響（アウ
トカム）の測定および経年変化の補足が可能になる。本分析ではこれを目的に，2012
年度および 2013 年度に実施した「千葉大学学習状況・情報利用環境調査」の回答結果
と学生の成績情報との関連を，ID（学籍番号）を共通記号化したうえで分析することを
試みた。
２）方法
本分析の実施にあたっては，学生の成績情報等を分析対象として用いることから，研
究倫理上の審査が必要となる。しかし，本学には全学対象としての研究倫理審査委員会
は設置されていないことから，アカデミック・リンク・センターの実施する研究活動の
研究倫理審査を行う組織が存在しない。そこで，研究倫理審査委員会にかわるものとし
て情報化推進企画室図書館専門部会の委員に調査の概要を示し，実施・分析に問題点等
がみられないか，検討を依頼した。図書館専門部会の承認を経て，教務課より 2011 年
度末および 2012 年度末時点の全学生の学業成績データ（GPA，履修登録単位数等）の譲
渡を受けた。データ接合の手順は次のとおりである。①まず学業成績データの学籍番号
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をプログラムにより暗号化し，②同一プログラムによって「千葉大学学習状況・情報利
用環境調査」の回答者の学籍番号も暗号化した。さらに，③両者の処理が完了した時点
で，暗号化した学籍番号をキーとして①と②のデータの接合を実施した。接合したデー
タセットでは，氏名などの個人を特定できる情報は削除しており，教務課から譲渡を受
けた学業成績データそのものは③の作業完了後，破棄した。①～③の処理プロセスは，
それぞれ異なる３名が行い，学籍番号の暗号化に必要なプログラムの作成はまた別の１
名が行った。このように情報統合作業を細分化し，それぞれを異なる人間が行うことで，
全体の情報を扱う者がなく，情報の悪用ができない手順を採用した。また，各種情報に
は，それぞれ異なるファイルパスワードをかけて管理している。また，この作業は，イ
ンターネットに接続されていないパソコンで行い，意図しない情報流出が生じない環境
において実施した。
３）結果
現在，2011 年度・2012 年度の学業成績データと 2012 年度・2013 年度の「千葉大学
学習状況・情報利用環境調査」の結果を結合したデータセットについて分析作業を進め
ており，その経過として，次の２点が明らかになっている。
① 2012 年度「千葉大学学習状況・情報利用環境調査」の回答者の GPA（2011 年度）
の平均値は 2.6，履修登録単位数（2011 年度）の平均値は 91.1 単位であり，回
答者外の平均値はそれぞれ 2.4 と 112 単位であった。学士課程に在籍する全学
生を，調査の回答者と回答者外の２群に分け，GPA および履修登録単位数につい
て平均値の差の検定（t 検定）をそれぞれ適用したところ，２群間の GPA と履修
登録単位数にはそれぞれ統計的有意差があることを確認している。また，２回
行った t 検定の p 値にボンフェローニ補正適用したところ，p < 0.05 であるこ
とも確認している。このことから，2012 年度に行った「千葉大学学習状況・情
報利用環境調査」の回答者は，平均的な千葉大生よりも成績が良く，さらに履
修授業を精選しているといえる。
② 2013 年度も同様の分析を行ったところ，調査回答者の GPA（2012 年度）の平均
値は 2.6，履修登録単位数（2012 年度）の平均値は 86.5 単位であり，回答者外
の平均値はそれぞれ 2.4 と 112.2 単位であった。また，回答者と回答者外の２
群における GPA および履修登録単位数についての t 検定の結果は，2012 年度分
と同様の傾向を示しており，2013 年度の調査回答者は，平均的な千葉大生より
も成績が良く，履修授業を精選しているといえる。経年変化の観点では，
「千葉
大学学習状況・情報利用環境調査」の回答者層に変化はみられず，同質の層が
回答していると考えられる。
③ 「千葉大学学習状況・情報利用環境調査」の設問である「所属している学科/課
程の中での自分の成績の位置」では，図２－６－２に示すように，調査におけ
る成績の自己認識と実際の GPA には正の相関がある。
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④ 2012 年度調査の設問である「授業期間中，１日平均どれくらいの時間を費やし
ているか」の「授業に関係する学習時間」の回答で回答者を２群に分け，２群
間で GPA の平均値に統計的有意差があるか検証を行った。具体的には，調査回
答者を学習時間が２時間以上の群と２時間未満の群に分類し，2012 年度の GPA
について t 検定を適用している。その結果，t 検定の p 値は p < 0.05 であり，
２群間に統計的有意差があることを確認している。学習時間が２時間以上の群
の GPA の平均は 2.75，学習時間が２時間未満の群の GPA の平均は 2.62 であり，
２群間の平均値に統計的有意差があることから，学習時間が２時間以上の学生
は，そうでない学生に比べ GPA が高いといえる。この結果は，直感的ではある
が，学生の学業成績の向上には，授業に関する学習の時間をいかに延ばすかが
重要であることを示唆している。
図２－６－２ 調査における成績の自己認識と GPA との関係

（a） 2012 年度調査
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（b） 2013 年度調査
４）今後の展望
現在，2013 年度分の成績情報の連結作業を進めているところであり，2014 年度分の
「千葉大学学習状況・情報利用環境調査」は，2014 年 12 月以降に実施予定である。ま
た，2014 年度分の成績情報は年度末に教務課から譲渡を受ける予定である。そのため，
2011 年度から４年分をまとめた結果の分析は今後実施する。ここで得られた結果は，
個人情報の取り扱いに十分な注意をしたうえで，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。これらのこ
とを通じて，アカデミック・リンク・センターは学内共同利用施設として，全学の教育
成果，教育の質の向上に貢献していくための研究成果を提出する。

２．６．３ 学生に対するフォーカス・グループ・インタビュー調査
１）背景と目的
アクティブ・ラーニング・スペースをはじめとする新しい学習空間の創設，学習機能
の追加，サービスの刷新といった諸々の変化が，学生の図書館における学習行動や情報
利用行動，図書館や学習に対する現状認識に対してどのような影響を与えたのかを探る
ため，2013 年２月にグループ・インタビュー調査を実施した。2013 年３月から，図書
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館員５名と教員３名により分析を開始し，分析の途中経過は 2013 年６月２日に行われ
た大学教育学会において発表済みである１)。
2013 年度後半～2014 年度前半にかけては，
引き続き，当該データの分析を実施した。
２）方法
図書館増改築前と改築後，双方の図書館について利用経験をもつ，２年生以上の学部
学生を対象に，館内公募で調査参加者を集めた。最終的に学部生 22 名（男性 13 名，女
性９名）が参加し，2013 年２月に１～２時間程度のフォーカス・グループ・インタビ
ューを，計５回実施した。各グループは，毎回，属性が似通った学部生３～５名で構成
し，図書館員１名と教員１名が参加した。インタビューでは，①改築前の図書館を何の
ために／どのように利用していたか（過去の認識），②改築後の図書館を何のために／
どのように利用しているか（現状の認識）
，③改築後の図書館をどのように感じている
か（変化の認識）
，について学生同士で自由に意見交換をしてもらった。
３）結果
インタビューの結果は，2013 年３月から，図書館員５名と教員３名により分析を行
った。第１段階では，録音したデータを書きおこし，発言内容を 34 のグループに分け
た。第２段階では，第１段階で分類した発言内容をさらに整理し，似た発言を集めて小
項目を付け解釈を加えた。分析では，まずインタビューから推察された学生の「行動」
に注目し，その「行動」を誘発した「環境に関する要素」を明らかにした。つぎに「行
動」と「環境に関する要素」の間を「つなぐもの」について明らかにした。
発言内容を分析した結果，まず，
「静寂空間」と「対話可能な学習空間」が併存する
図書館において，学生が行っていたとする「行動・活動」は，以下表２－６－１に示す
11 通りに分類できた。具体的には，交流，議論，成果の発表，発表や面接の練習，イ
ンタビュー，問題を解く，レポート・論文を執筆する，調べる，本を借りる・読む，そ
の他（目的の明確な行動），その他（目的が不明な行動）の 11 種別である。
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行動
1

詳細

交流する

友人・知人との会話
委員会活動，読書会，

2

議論する

建築コンペティションの話し合い，
ブレインストーミング

3

成果を発表する

講評会の実施

4

発表や面接の練習をする

友人との面接練習

5

インタビューする

卒業論文作成のための調査

6

問題を解く

7

レポート・論文を執筆する

授業のレポート執筆，卒業論文の執筆

8

調べる

文献の参照，インターネットでの検索

テスト勉強，
国家試験や公務員試験の勉強

新着図書を手に取る，

9

本を借りる・読む

専門分野外の図書を読む，
レポート関連の本を借りる

10

その他の行動（目的明確）

11

その他の行動（目的不明）

パソコンでの作業，部活のブログ更新，
ボールペン字の練習
時間つぶし，寝る，とりあえず行く，
静かな空間を求めて来る，ただ座る

表２－６－１ 新しい学習空間でみられた学生の行動・活動
つぎに，これらの「行動・活動」を誘発した「環境に関する要素」とは何かを分析し
た。その結果，新しい学習空間の「Ａ：空間設計」と，そこに備えられた「Ｂ：ツール・
人（サービス）
」が学生のこれらの行動を誘発する一要素となっていたことが分かった。
「Ａ：空間設計」に関して，学生の行動を誘発するのに特に重要と考えられた要素は，
①コンテンツと学習空間の近接化，②グループ学習席と個人学習席の近接化，③他の学
習者と情報の可視化，④開放的で自由度の高い空間，⑤静寂空間と対話可能な空間を段
階化（ゾーニング）したこと，の５点であった。こうした空間設計に加えて，そこに組
み込まれる「Ｂ：ツール・人（サービス）
」も，学生の行動・活動の誘発に強く影響し
ていた。
「Ｂ：ツール・人（サービス）」のうち，具体的な影響がみられたのは，①可動
式の机・椅子の設置，②可動式のホワイトボードの設置，③ＰＣやコンセントの設置（位
置）の３点である。
さらにインタビューでは，学生が，図書館の雰囲気，明るさ，匂い，空気感等につい
て頻繁に言及していた。分析に際して，これらが学生の認識に変化を与え，行動に影響
を与えた可能性が考えられる。本調査では，これを，前述した「環境に関する要素」と
「学生の行動・活動」を「つなぐ要素」であると仮定して，両者をつなぐものは何かを
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分析した。その結果，①図書館に学生の幅広い行動・活動を受容できる自由度があるこ
と，②図書館がもつ秩序や学習空間としてのイメージ，③学生同士が「ゆるい連帯感」
を抱いていること，この３点が関係している可能性を指摘した。
①の学生の幅広い行動・活動を受容できる自由度とは，表２－６－２に示すような，
図書館側が提供する，空間やサービスの幅・余地・余白に関するものである。学生の行
動を誘発するものとしては，先に空間設計やツールの影響を挙げた。これに，図書館が
本来有する「自由度」，さらに新設した対話可能な空間がもつ新たな「自由度」が加わ
ったことで，学生の潜在的なニーズに応えられる学習空間が完成し，学生のより多様な
行動・活動を誘発できた可能性が考えられる。
②の図書館がもつ秩序や学習空間としてのイメージとは，学生自身が抱く「図書館だ
からある程度は静かにしよう」とする自主的な規制や，
「図書館はみんなのものである
から，迷惑行為は控えよう」とする秩序のことを指す。「図書館は学習する空間」であ
るというイメージ・概念が学生側にあることにより，
「学習以外のことも行えるが，主
として学習を行うべきだ」という思考が起こり，それに則した行動（学習行動の誘発や
秩序化）が行われた可能性がある。
③学生同士が抱く「ゆるい連帯感」とは，学生同士が図書館での行動・活動時に，互
いの存在を認識することによってうまれる「コミュニティ」意識や，そこで感じるある
種の連帯感である。たとえば，改築後の図書館には，以前は来館していなかった学生も
気軽に通えるようになり，
“図書館に行けば（友人が）誰かいるだろう”という期待で，
多くの学生が図書館に集まるようになった，という発言がみられた。さらに図書館では
“みんな勉強しているから自分も頑張る”との発言がみられ，図書館に集った学生同士
が，互いの存在を認識し，自らの意欲を高めて行動する傾向がみられた。図書館で共に
学習することによって，学生同士が互いに“緩やかな連帯感”を感じるという発言もみ
られている。
分析の結果からは，学生自身が抱くこうした「考え方」や「認識」の様な，可視化し
づらい要素が，
「図書館に来る」
「学習する」「その他の活動を行う」など，様々な行動
を誘発していることが分かった。図書館の学習空間の構成においては，空間・コンテン
ツ・人的サービスといった要素のみならず，
「学生の認識」が重要な一要素であること
が示された。
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「幅・自由度」の種類

具体的な発言
空コマにふらっとよれる，いつでも使える，

時間

長時間いられる
個人も集団も許容する，空間の使い分けが可能，
場所を選択する自由がある，自由に可動する

空間

一人あたりの占有空間（幅）が広い
資料や入手の選択肢が幅広い
コンテンツ（アクセス）

（周辺領域の本・専門資料・必要な資料，
いつでも利用できる資料がある）

利用者（集まる人）

1 人になれる，誰でも／いろんな人が来る，
学部を超えて集まれる
複数のことが一度にできる，
できることの幅が広い＝なんでもできる

目的・用途・タスク

（例：息抜き，休める，寝られる，ＰＣも本も使える，
話す/話さないどちらもできる，
協働と個人学習の切り替えができる…etc.）

表２－６－２ 図書館の空間やサービスの「幅・自由度」
４）今後の展望
本調査の結果分析はほぼ終了しており，現在，公表に向けて学術論文を執筆中である。
最終年度末までに投稿・受理を目指す。今後は，継続実施している量的調査（千葉大学
学習状況・情報利用環境調査）の３年分の結果からみられる学生の変化もふまえて，新
しい学習環境の設置が学生達に与えた影響について，量と質，両側面からの総合的な分
析を行っていく。

２．６．４ 学生撮影写真および個人インタビューの併用によるフォトボイス調査
１）背景と目的
本調査では，前述した「２．６．３ 学生に対するフォーカス・グループ・インタビ
ュー調査」の成果をふまえて，学生の多様な学習行動と学習空間の利用実態を，より詳
細に探ることを目的としている。具体的には，図書館内・外において学生が行っている，
①学習の内容，②学習空間の使い方，③資料の用い方，④学習スタイルと，それらを行
った/選択した理由・動機について，学生自身が撮影した「学習風景の写真」と，撮影
後に実施する「個人インタビュー」を組み合わせて質的に把握した。2013 年度の本調
査では，2012 年度のプレテストの結果もふまえて，調査対象者を質的に拡大し，学年
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も専攻も多様な学部学生９名を学内公募して実施した。
２）方法
本調査では，Ａ）学生にデジタルカメラを貸与し，自身の学習・情報利用行動を撮影
させる記録調査，Ｂ）記録調査で撮影した写真を元にした，個人インタビューの２部構
成で実施した。行動の記録写真とインタビューを組み合わせた日記法調査（フォト・ボ
イス）を用いたことで，①学生自身が撮影を行うことで従来の観察法と比べ学生の普段
の自然な行動の記録が可能になる，②写真をエビデンスとする行動の客観的な記録が可
能になる，③写真を起点とした正確な記憶想起と具体的なインタビューが可能になるこ
とを目指した。
本調査の調査対象者は，学内公募で集めた１～４年生の学部生９名（それぞれ文・法
経・教育・工学・理学・園芸学部に所属）である。学生には 2013 年７月初旬～８月初
旬の１か月間，デジタルカメラを貸与し，図書館内では入館後 30 分おきに，図書館外
では自分が「勉強を始めた」と思ったその瞬間に，その行動・活動の詳細，すなわち，
①どこで（館内マップと周辺の様子），②なにを（作業・課題），③だれと（一緒に活動
した人）
，④どのように（利用した情報源やツール）行ったのかをカメラに収めてもら
った。写真撮影期間が終了した後，別日に，各人１～２時間にわたる個人インタビュー
を行い，上記の４項目に関して，写真をみながらその詳細と，その動機・理由を聞き出
した。
３）結果
調査の結果，学生自身がカメラで撮影した学習行動には，表２－６－３に示したとお
りである。大学のカリキュラムに関連するもの，関連しないものも含めて，多種多様な
行動（活動）が記録されていた。

96

課程に関連する行動

課程に関連しない行動

授業の予習
授業の復習（テスト対策）
授業で出された課題・問題

授業の発展応用学習
プロジェクト・ワーク
（ＮＰＯ活動や建築競技会）
アクティビティ
（サークル活動等）

レポート作成

資格・キャリア

卒業論文・ゼミ

情報収集
時間つぶし
そのほか

表２－６－３ 撮影された学習行動（活動）の分類
「課程に関連する行動」に含まれる「授業の予習」とは，授業に備えて行われる，授
業前の自発的学習を指す。授業の予習は，授業直前に「必要に迫られて」単独で行われ
る傾向がみられ，その場合には学内の教室や研究室，自宅のみで行われること，利用さ
れる情報源は教科書や教材（レジュメ）など，授業内で与えられた資料を用いることが
ほとんどであった。
「授業の復習」とは，授業後に内容を振り返り，知識定着のために自発的に行われる
学習を指す。この学習では，分からないところを友人に聞く，互いに教え合うなど複数
人での行動が見られ，学習場所も図書館や友人の家，喫茶店など，より多様であること
が分かった。利用される情報源は予習同様，授業に関連したものも多いが，こちらはウ
ェブ情報源などより多様になっている。とりわけ，ここでは，高校の教科書から専門書
まで，用いられる資料のレベルが様々であるという傾向がみられていた。この多様性に
関しては，学生のインタビューから，授業を受けてみて「自分の知識が足りない」「授
業内での説明が不十分」など，なんらかの「不足感」を感じた場合に復習という行動が
起きることが推察されており，その不足を補うために，各自が適切なレベルの人・情報
源を能動的に取捨選択しているために生じた多様性と考えられる。同様な傾向は「授業
で出された課題・問題」の項目でもみられた。
「レポート作成」には，授業で課された小論文や調査報告の学生などが含まれる。こ
の学習行動に関してはほとんどが単独で行われていた。ただし，現在の知識やスキルに
不足を感じた場合に，図書館のレポート作成セミナーなどのサービスや，図書館のリソ
ースを活用していた事例がみられた。情報源としては，ウェブやデータベースなどの電
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子情報源，ツールとして，情報の保存や整理にパソコンやスマートフォンを利用する例
がよく見られている。
「課程に関連しない行動」には，より多様な学習行動が含まれるが，本報告書では，
このうち特徴的な活動がみられた「授業の発展応用」
「アクティビティ」
「情報収集」の
３点について報告する。これらの活動の一例が撮影された写真を図２－６－３に示した。
図２－６－３ 授業の発展応用・アクティビティ・情報収集の一例
【授業の発展応用】
数学の学習会
（理学部１年生）

【授業の発展応用】
英語で書評を読む
（文学部１年生）

【アクティビティ】
小学校の体育授業のＴＡ
（教育学部４年生）

【情報収集】
読書しつつネットサーフィン
（法経学部４年生）

「授業の発展応用」には，授業で課されていない自主学習を分類した。ここにはたと
えば，授業内で学習した内容をさらに深めるため，学生同士が自主的に行った数学の学
習会や，授業での学習内容よりも，発展的な内容を記した専門書を自発的に読む行動な
どが含まれている。
「授業の発展応用」では他の学習行動に比べて，場所として図書館
が多用される傾向がみられた。単独での学習もあるが，勉強会など複数人での行動もみ
られている。利用情報源としては，教科書などの授業教材に加えて，その参考となる図
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書・新聞・ＡＶ資料など多様な情報源が利用される傾向がみられていた。ホワイトボー
ドなどのツールもよく利用されていた。
「アクティビティ」には，サークル活動，アルバイト，ＴＡ（ティーチングアシスタ
ント）などが含まれる。これらの一部は，その「活動のきっかけ」や「活動の場」を大
学が提供しているという点が特徴的である。そのため，学習場所としては，図書館や大
学内の各施設など「学内」での活動が比較的多い。これらの活動は単独でも複数でも行
われるが，利用情報源やツールとして動画・図面・自作の装置など，各自の専門や活動
に応じた特徴的なものが用いられていた。
「情報収集」は，特に明確な目的を持たずに，興味・関心のある領域の情報を得よう
とする行動である。具体的には，書架やウェブでのブラウジングや，図書館で開催され
ている「1210 あかりんアワー」への参加などがこれにあたる。他の学習行動と比べて
学習の意図や目的は明確ではないものの，各自の興味と結びついた情報を集めており，
“ちょっと休むために雑誌（数学関連の雑誌）を読んだが，以前解いた問題と関係のあ
る主題で興味深かった”とか，“興味のあることについて調べていたら，それが意図せ
ず勉強に関係していた”など，結果的に，その行動が何らかの形で学習に関連している
という傾向がみられた。
４）今後の展望
2014 年８月末現在，収集したデータを元に分析を継続中である。本報告書に記載し
た「学習内容」の分析に加えて，今後，30 分おきに撮影が行われている図書館内での
写真記録とインタビューを中心に，①図書館での学習時間，②図書館での学習空間の利
用法，③図書館での情報源の用い方とその特徴，学習内容の関連性を分析していく。さ
らに，図書館内での学習行動を撮影した記録写真と，図書館外での学習を撮影した記録
写真との比較を通して，学生の普段の学習行動や情報利用行動の全体像を探ることを試
みる。
上記の分析結果のうち，図書館内での学習行動については分析をほぼ完了しており，
現在，学術論文を執筆中である。図書館外での学習行動についても，年度末に向けて引
き続き分析を継続し，最終的に学術論文として成果の公表を目指す。

２．６．５ 定点カメラ映像を用いたアクティブ・ラーニング・スペース利用状況調査
１）背景と目的
附属図書館本館では，2012 年３月にアクティブ・ラーニング用の新棟（Ｎ棟）が増
築された。とくにＮ棟２階は，「学生の自発的な協働学習を促す」ことを意図して，極
めて自由度の高い空間設計と什器配置がなされている。その特徴は，①中央付近に仕切
りや柱を持たない平面フロアであること，②フロア全体が発話可能な学習空間であるこ

99

と，③「個人学習席」と「グループ学習席」を同一空間に近接させる形で設置している
こと，④形状の異なる「可動型」の机・椅子・ホワイトボードを多数実験的に配置して
いること，などがあげられる。本調査は，こうした学習空間における，学生の利用状況
を，学生達の通常の学習行動を阻害せず，可能なかぎり自然な状態で量的に「定点観測」
することを目的に実施した。
２）方法
本調査では，学生の利用状況を把握するために，Ｎ棟２階フロアにおける，①机の配
置とその種類，②着席者の位置，③着席者の人数，④調査日時の４項目を収集した。こ
れらの収集には，天井に設置されているカメラ（以下定点カメラ）を用いた。図２－６
－４（左）は定点カメラの画像例で，このような画像から上記の調査項目を画像解析プ
ログラムと目視の組み合わせにより取得した。図２－６－４（右）は，取得データをフ
ロア平面へプロットした図で，「×」が着席者の位置，色枠付の長方形が机の位置を表
す。長方形の色は，図２－６－５に示す机の種類別（長方形型，クローバー形，半円型）
に塗り分けている。このようなデータを 30 分間隔で集計した。
図２－６－４ 定点カメラ画像（左）と利用状況プロット図（右）

図２－６－５ Ｎ棟２階に配置されている机

長方形型

半円型

クローバー型

本調査を開始するにあたり，画像に利用者が写り込むことをふまえプライバシーの観
点から問題が生じないように，データ管理や告知方法について慎重に検討し，研究倫理
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審査委員会にかわるものとして， 情報化推進企画室図書館専門部会の委員に調査の概
要を示し，実施・分析に問題点等がみられないか，事前に検討を依頼し，承認を得た。
調査期間は，利用状況の変化が生じやすいと考えられる，①授業期間，②試験前期間，
および③試験期間，を含むように，表２－６－４のように設定した。

期間

期間種別

2012 年 11 月 25 日～2012 年 12 月 08 日

授業期間

2013 年 01 月 21 日～2012 年 02 月 02 日

試験前期間

2013 年 02 月 03 日～2013 年 02 月 15 日

試験期間

2013 年 07 月 01 日～2013 年 07 月 14 日

授業期間

2013 年 07 月 15 日～2013 年 07 月 28 日

試験前期間

2013 年 07 月 29 日～2013 年 08 月 09 日

試験期間

表２－６－４ 調査期間
３）結果
まず，期間種別における利用動向を調査するために，調査期間を午前（開館～12:00）
，
午後（12:00～18:00）
，夜間（18:00～閉館）の３つに分けて着席数を集計した。図２－
６－６に結果を示す。ただし，着席数そのものではなく，平均着席率を示している。平
均着席率とは，全座席数に対する着席数の割合を調査期間に渡って平均した値である。
Ｎ棟２階には 80 席あるため，例えば，2012 年 11 月 25 日～2012 年 12 月８日の午前の
平均着席率は 15%であるから，この期間では平均すると１回の観測で 12（=80×15%）席
がうまっていたことを示している。図２－６－６より，試験前期間の利用が増加するこ
と，そしてすべての期間に渡って午後の利用が多いことが分かる。これらの結果は，事
前に十分に予想されたことではあるが，データによって実証されたといえる。一方，利
用の多い午後でも，およそ 40%の席しか埋まっていないことも分かる。この結果は，い
わゆる「相席」というものが起こりにくいため，例えば５人掛けの机があったとしても
２人が座っていれば，残り３席は空いたままになることに起因すると思われる。Ｎ棟２
階に配置されている机は，図２－６－５に示したように，長方形型が４人ないし５人掛
け，半円型を組み合わせた円型机が６人掛け，そしてクローバー型が３人掛けであるか
ら，着席率が 40%程度ということは，この学習空間に来るグループの人数は２，３人程
度が多いと予想される。そこで，実際に定点カメラ画像からグループの人数を集計した
結果が図２－６－７で，期間によって多少の変動はあるものの，およそ平均的には 2.5
人であることが確認できた。ただし，グループの人数は，同じ机に対して着席している
利用者数とし，さらにもし複数の机が連結（机中心間の距離が 1.5m 以下であれば機械
的に連結していると判定している）していれば，それらの机に着席している利用者数を
合算したものとしている。
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図２－６－６ 全座席数に対する平均着席率
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図２－６－７ グループの平均人数
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最後に，実験的ではあるが，次のような調査を実施した。先ほど見たように，着席率
は混雑時でもおよそ 40%であり，逆に言えば 60%の席は空いていることになる。この数
値の妥当性についてはさまざまな議論が可能ではあるが，学習空間をできるだけ多くの
利用者に有効に利用してもらいたいという観点から考えれば，着席率はもう少し上げた
い。着席率を上げる方策の１つとして，机の種類や大きさを変えた新しい机を導入する
ことが考えられるが実際には困難である。そこで，現状の机の配置を変えることにより，
着席率がどのように変化するか実験した。すなわち，什器の空間レイアウトが利用実態
にどのように影響を与えるかを調べるための実験である。この調査では，机を空間にラ
ンダムに配置（ランダム化）する実験を行い，ランダム配置しないときの着席数と比較
した。調査期間は 2013 年７月 1 日～2013 年７月 12 日（授業期間）とし，前半の 2013
年７月１日（月）～2013 年７月７日（日）では通常の配置，そして後半の 2013 年７月
８日（月）～2013 年７月 12 日（金）には毎日開館前にランダムに机を配置した。この
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ランダム配置では，Ｎ棟２階の空間を 10×５の格子に分割し，格子点上にランダムに
選択した机を配置するという手順をとった。図２－６－８に結果を示す。この結果より，
ランダム配置をした期間のほうが午前，午後，夜間にかかわらず，平均着席率が上昇し
ていることが分かる。この理由としては次のようなことが考えられる。通常配置では，
複数の机を連結して大きな机をつくりやすいが（例えば長方形型と長方形型は近くに配
置してある）
，ランダム配置では必ずしも連結しやすい配置にならないため，利用者が
机を連結するかどうかに差異が生じやすい。すなわち，ランダム配置によって机の連結
が抑制された結果，着席率を上昇させた，という説明が仮説の一つとして考えられる。
この実験は予備的なものではあり結論には一定の留意が必要であるが，什器の空間配置
を操作することにより，着席状況をある程度制御できるということは，今後の空間レイ
アウトを考えるうえで興味深い事実であると考えている。本調査に関わる学会発表は本
節末の業績一覧に示した。
図２－６－８ ランダム配置あり／なしの平均着席率

103

２．６．６ 赤外線センサーによる館内動態調査
１）背景と目的
アクティブ・ラーニング用のＮ棟は，図２－６－９に示すように図書・雑誌資料に近
接した旧来の静寂学習空間（L 棟・Ｋ棟）と廊下で接続されており，利用者は利用目的
に合わせて自由に移動することができる。こうした建物構成を背景に，本調査では，時
間帯ごとの各棟接続部の利用者の通行量や，移動動向の測定を目的としたデータ収集を
行っている。
図２－６－９ 附属図書館 建物構成

２）方法
自動計数型の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製カウントア
イ P8RS2）を，①Ｎ棟１階の正面玄関付近，②Ｎ棟１階のＩ棟側入口，③Ｎ棟からＫ棟
への１～３階にある各階通路，④Ｋ棟からＬ棟への１～３階にある各階通路，の合計８
か所に設置した。なお，導入したカウンターの特性上，通路上をどちらの方向に向かっ
て通過したかは分からない。調査期間は，2012 年４月６日から 2014 年２月 14 日の開
館時間とした。ただし，2013 年９月２日より，Ｌ棟が改修工事に入ったため利用不可
になったため，この期間に関してはＬ棟への通過数は意味をなさない。
３）結果
図２－６－10 に示すグラフは，Ｎ棟の出入り口（２か所）に設置した赤外線センサ
ーから集計した入館者数である。利用者は附属図書館に来館するときには，必ずこれら
２か所の出入り口のどちかを通過するため，全体の入館者数を補足することができる。
附属図書館には入館ゲートが設置されており，そこでも入館者数をカウントできるが，
Ｎ棟１階には入館ゲートを通過しなくても利用できる空間もあるため，そのような空間
まで含めての入館者数を集計していることになっている。なお，上述したように，セン
サーでは利用者が入ってきたのか出て行ったのかは不明なため，入館者数は，一日の通
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図２－６－10 入館者数
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図２－６－11 赤外線センサー毎の通過数
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過数の総和を２で割って算出している（一人の利用者について退場と入場で通過数は２
になるため）
。また，センサーは個人を特定できるわけではないため，この入館者数は
延べ入館者である。図２－６－10 より，全体的な傾向としては，入館者数は，９月や
３月の休業期間には減少すること，後期（10 月～２月上旬）に比べて前期（４月～８
月上旬）が多いこと，前期の試験前期間および試験期間である７月は利用が非常に多い
ものの，後期の１月は相対的に少ないこと等が読み取れる。
次に，図２－６－11 にＮ棟，Ｋ棟，およびＬ棟の各階の接続部に設置した赤外線カ
ウンターで集計した通過数を示す。すべての期間において，Ｎ棟とＫ棟の１階通路を通
過した利用者が多いことが分かる。この理由は，現在の建物構成では，この通路は静寂
学習空間であるＫ棟やＬ棟に向かうための最短経路に含まれていること，そして赤外線
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センサー設置場所が附属図書館の受付カウンターに近いため職員も含め人の出入が多
いことなどが考えられる。次にＮ棟とＫ棟の３階通路の通過数が非常に多いことが見て
取れる。Ｎ棟３階には，パソコンが 50 台設置されており利用が多い学習スペースでは
あるが，この通路は入館ゲートからの最短経路には含まれておらず，パソコン利用だけ
の目的であれば必ずしも通る必要はない。したがって，利用者はパソコンだけでなく図
書等も利用するために静寂学習空間に移動しているものと考えられる。一方，Ｎ棟とＫ
棟の２階通路は，３階通路に比べると通過数は多くない。Ｎ棟２階は，アクティブ・ラ
ーニング用のオープンな学習空間であるが，この空間では持込資料等を用いた複数人で
のディスカッションなどに利用されているとも考えられる。なお，2013 年９月の通過
数が非常に小さい値になっているが，これは，Ｌ棟改修工事にともない，Ｌ棟だけでな
くＫ棟も利用不可になっていたためである。

２．６．７ 館内での図書利用状況調査
１）背景と目的
Ｎ棟２階および３階は，主にグループでの学習や情報通信機器を活用した学習での利
用を想定した空間であり，館内資料（図書や雑誌）がこれらのエリアでどのように利用
されたかのデータは，学生の資料の利用状況やラーニング・コモンズでの学習行動の分
析において，必須の基礎データとなる。一般に，館内資料の利用分析は貸出統計をベー
スに行われているものの，どこでどのような館内資料が利用されたかは貸出統計からは
把握することができない。そこで本調査では，館内で利用された資料の返却先をＮ棟２
階および３階に設置し，返却された館内資料を記録することで，館内資料がこれらのエ
リアでどのように利用されているかを明らかにする。
２）方法
本調査では，図２－６－12 のような館内利用した資料（図書や雑誌）の返却先を，
Ｎ棟２階の東西に１か所ずつ，３階に１か所設置した。本調査は 2012 年度後期および
2013 年度前期に実施しており，調査期間は 2013 年１月 22 日〜２月 15 日および 2013
年７月９日〜８月９日であった。この期間には，通常の開館時間に加え，試験期間とし
ての延長開館と試験期間後の短縮開館を含んでおり，調査期間における開館時間は表２
－６－５の通りである。

106

図２－６－12 館内利用した資料の返却先

2012 年度後期

2013 年度前期

1 月 22 日〜

7 月 9 日〜

1 月 29 日

7 月 17 日

1 月 30 日〜

7 月 18 日〜

2 月 14 日

8月7日

2 月 14 日〜

8 月 8 日〜

2 月 15 日

8月9日

平日 9:00〜21:45
通常開館
土日
祝日
平日

10:30〜18:00
8:45〜23:00
（2013 年度は 8:30 開館）

延長開館
土日
祝日

10:30〜20:00

平日 9:00〜16:45
短縮開館
土日
祝日

休館
表２－６－５調査期間における開館時間
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返却された資料については，図２－６－13 に示すようにバーコードリーダーで資料
番号を読み取り，その後，元の配架先へ返却している。資料番号の読み取り作業および
配架先への返却作業は，2012 年度後期・2013 年度前期共に，平日は９時，12 時，17 時
の時間帯で，土日祝日は 12 時，17 時の時間帯で行なっている。最終的に，収集した資
料番号をキーに，所蔵データベースおよび書誌データベースに問い合わせを行い，記録
した時間帯と返却場所に加え，書誌事項，請求記号，配架先，貸出回数を結合した表を
作成している。
図２－６－13 資料番号の読み取り作業

３）結果
返却された資料の総数は 2012 年度後期分で 1,155 点（重複を除いた資料のタイトル
数は 1,050 点）であり，2013 年度前期分で 1,621 点（重複を除いた資料のタイトル数
は 1,489 点）であった。返却場所別の内訳は，2012 年度後期分で，Ｎ棟２階東側で 162
点，Ｎ棟２階西側で 193 点，Ｎ棟３階で 800 点，2013 年度前期分で，Ｎ棟２階東側で
158 点，Ｎ棟２階西側で 276 点，Ｎ棟３階で 1187 点であった（重複を含む）。資料の配
架場所と返却場所の対応を表２－６－６に示す。表２－６－６より，利用された資料の
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配架先は全館にわたっていることに加え，特に，Ｋ棟およびＬ棟の３階に配架された資
料が中心に利用されていることが確認できる。また，返却場所＝最終的に利用された場
所と仮定した場合，Ｎ棟２階に比べ，Ｎ棟３階では 2.3〜2.7 倍の数の資料が利用され
ていることがわかる。2012 年度後期分では，参考図書のように，大半がＫ棟２階に配
架されているものの，返却された 66 点のうち 91%がＮ棟３階という，ほとんどの利用
場所が階をまたいでいるという状況も確認している（2013 年度前期分では，参考図書
は 50 点あり，その内 29 点がＮ棟３階で利用されていた）。全体としてＮ棟３階での返
却が多いのは，Ｎ棟３階に設置された 50 台の学生用端末との関連があり，パソコンと
館内資料を併用した形式での学習が行われていることがその要因のひとつではないか
と考えられる。

返却場所
2012 年度後期
所在名称

N棟2階 N棟2階
東側

西側

2013 年度前期

N棟3階

N棟2階

N棟2階

東側

西側

N棟3階

K棟2階

3

3

54

8

13

29

K棟3階

57

40

295

25

54

415

L棟1階

0

0

0

0

0

2

L棟2階

13

7

36

7

30

57

L棟3階

61

87

270

92

125

444

L棟4階

9

19

73

10

29

129

N棟2階

17

36

52

15

24

79

N棟3階

2

0

13

1

1

27

N棟4階

0

1

6

0

0

0

雑誌書庫

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

1

研究室
（移行分）

表２－６－６ 資料の配架場所と返却場所（対応表）
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時間帯別の内訳は，2012 年度後期分で，９時に回収された資料が 564 点，12 時に回
収された資料が 258 点，17 時に回収された資料が 333 点，2013 年度前期分で，９時に
回収された資料が 688 点，12 時に回収された資料が 266 点，17 時に回収された資料が
667 点であった。確認時間帯と返却場所の詳細を表２－６－７に示す。９時に回収した
資料が最も多く，これは，前日の 17 時から閉館までに利用された資料が最も多いとい
うことを意味している。

返却場所
2012 年度後期
時間帯

N棟2階 N棟2階

2013 年度前期

N棟3階

合計

東側

西側

9時

72

84

408

12 時

54

66

17 時

36

43

N棟2階 N 棟 2 階

N棟3階

合計

144

471

688

29

43

194

266

56

89

522

667

東側

西側

564

73

138

258

254

333

表２－６－７ 確認時間帯と返却場所（対応表）
最も利用された館内資料は，2012 年度後期分では，社会科学分野の資料（432 点）で
あり，次いで自然科学分野の資料（359 点）であった。また，2013 年度前期分では，自
然科学分野の資料（497 点）であり，次いで社会科学分野の資料（472 点）であった。
そのため，社会科学および自然科学の２分野で全体の 60〜70%を占めている。また，貸
出回数が「０」のものが 2012 年度後期分および 2013 年度前期分併せて 230 タイトル（配
架日１年以内の図書と参考図書は除く）あり，貸出統計上では「貸出なし」とされる資
料が，館内で利用されることも確認している。
４）今後の展望
Ｌ棟の増改築を受け，Ｎ棟２階および３階のようなグループでの学習や情報通信機器
を活用した学習での利用を想定した空間も増設された。そのため，本調査を引き続き実
施し，Ｌ棟に増設した空間での館内資料の利用状況だけでなく，増設により起こりうる
既存のＮ棟２階および３階での館内資料の利用状況の変化についても調査する必要が
あると考える。
今後は，今回の調査の結果を受け，Ｎ棟３階で多くの館内資料が利用されている理由
について，継続して分析を行う予定である。特に，フロアの性質上，学生用端末の利用
との観点での分析は必須であると考える。また，今回の調査では，各フロアの利用者数
については考慮しておらず，フロアの利用者数と返却される館内資料の数には正の相関
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があることが想定されるため，例えば，入館統計や赤外線センサーによる館内動態調査
の結果など，他の統計データを交えた分析についても行う必要があると考える。
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２．６．８ 情報探索行動の自動認識のための技術開発
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
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，センサーから自動認識す
る手法を開発した。
２）方法
図２－６－14 に示すウェアラブルカメラおよび加速度センサーを用いて個人行動デ
ータを収集し，ある個人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，求める情報を得る行動プロセス全般を含むが 2)，本研究で認識する行動は，「本を
読む」
，
「PC を使う」，
「ペンを使う」の３つの基本行動およびそれらを組み合わせた行
動に限定した（図２－６－15）
。技術的な詳細は省略するが，これらのセンサーから得
られたデータを機械学習の手法を用いて自動認識させた。
図２－６－14 ウェアラブルカメラ（左）と加速度センサー（右）

図２－６－15 自動認識する情報探索行動と画像例
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図２－６－16 館内 3 次元マップ作成のための全方位カメラ（左）と計算結果（右）

さらに，被験者が館内のどこにいるのかを推定するために，ウェアラブルカメラを用
いた屋内測位技術の開発もあわせて行った。館内での利用者の滞在場所（自己位置）を
推定できれば，情報探索行動の解析だけでなく，館内の利用実態を収集できることにな
り，より詳細な館内行動を収集できる可能性がある。本技術は「３次元マップの作成」
と「自己位置の推定」の２段階で構成されている。最初に，図２－６－16（左）の全方
位カメラで館内各所を事前に撮影し，図２－６－16（右）に示すような３次元点群で構
成されたマップを作成する。次に，自己位置は，利用者が装着したウェアラブルカメラ
の画像に似た画像を，環境地図の中から検索し，ヒットした画像の撮影位置＝利用者の
位置，として推定した。
３）結果
情報探索行動の推定に関しては，３人の被験者に対して評価実験を行い，平均 80%の
認識率を達成できることを確認した。自己位置推定に関しては，館内の 19 地点におい
てウェアラブルカメラで撮影した画像を用いて評価実験を実施したところ，従来手法で
は２地点しか正しく推定できなかったのに対し，開発手法では 19 地点すべてで正しく
推定することができた。また，大量の画像を処理する必要がある３次元マップ構築にお
いて，高速に計算できる手法を開発し，数値実験で従来法より 7.5 倍高速化することが
できた。なお，本調査に関わる学会発表は本節末の業績一覧に示した。
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２．６．９ プロジェクト総括（今後に向けて）
本プロジェクトが４年間で目指す最終的な到達点は“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”である。そのため，本プロジェクトでは，
複数の質的調査（例：フォーカス・グループ・インタビュー，個人インタビュー，学生
撮影写真による日記法）および量的調査（例：ウェブ質問紙， 図書貸出量，RFID，赤
外線センサーや定点カメラによる行動測定）を同時並行で実施し，それぞれの手法の検
討を行ってきた。2014 年度９月以降は，現在継続中の調査から得た途中経過に，完了
した調査から得られた知見を合わせて，これらから導き出される指標，すなわち，アウ
トカム評価の「観点」に関して，質的指標と量的指標の両面に関して，抽出を試みる。
なお，こうして導き出した「アウトカム評価」の測定と，指標の妥当性の検証には，
データの蓄積およびデータの変化の捕捉が欠かせない。プロジェクト終了後も，引き続
き調査を継続できる体制と資金獲得の方策の検討が必要であると考える。
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２．７ 「新しい図書館員」プロジェクト
「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
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
ってきているが，アカデミック・リンク・センター設立後も引き続きこれらの活動を行
っている。2012 年 4 月～2014 年 8 月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
2012 年度

2013 年度

2014 年度 4-8 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

本館

109

3,915

113

4,218

80

4,166

亥鼻分館

22

710

30

713

15

591

松戸分館

4

355

4

369

2

320

135

4,980

147

5,300

97

5,077

総計

これらの情報リテラシー教育の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
実施している。
特に，レポート作成を支援するセミナー（名称「レポート作成セミナー」）はテーマ
設定や構成などの考え方を教える講習会（名称「レポート作成編」）と，図書館員が情
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講習会（名称「情報検索編」）
の講義形式の内容に加え，ワークショップ形式で受講者参加型の内容を 2012 年度と
2013 年度は行った。2012 年度は，
「レポート作成編」セミナーの講師を教員，図書館
員，ALSA-LS のいずれもが務め，2013 年度以降は ALSA-LS が講師を担当するように
なった。2014 年度前期は「情報検索編」とワークショップ形式は実施せず，
「レポート
作成編」を文系編と理系編（実験レポート）に分けて開催した。
このセミナーは ALSA-LS が講師を務めるだけではなく，企画段階から深くかかわっ
ているのが特徴の一つである。2012 年度には「レポート作成セミナー」の内容につい
て ALSA-LS の一部が分かりにくいところや具体的な改善策などの意見を述べるなどし
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て企画に関与し始め，2013 年前期には，レポート作成編とワークショップ形式につい
て ALSA-LS の文系担当の数名が教員や図書館員と相談しながら主体的に内容を考え，
4 名が講師も務めるようになった。2014 年度から始まった理系編でも新たに ALSA-LS
の化学担当の数名で内容を考え，3 名が講師を務めた。このような形で，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／学生の協働体制を構
築しつつある。
（レポート作成セミナーの詳細については２.４.４.２を参照のこと）
図２－７－１ レポート作成セミナー（レポート作成編）の様子

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 年度までの，情報リテラシー教育，授業資料ナビゲータ，ALSA-LS の試行など
の実績を基盤として，2012 年４月から 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，学生から学業や進路，大学生活全般について相談をうける「オフィスアワー」

118

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，その後 2012 年度後期からは
教育学部教員による「教職相談」，学生相談室カウンセラーによる「なんでも相談」の
時間枠が追加された。2013 年度から 2014 年度前期にかけては同様の内容で相談が行
われている。
表２－７－２ オフィスアワー＠AL 時間割（2014 年度前期）

２）レファレンスデスク
2012 年度４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。2012 年 12
月までは平日 12:00～13:30 と 14:30~16:00 に，2013 年１月からは，平日 13:00～16:00
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，相談を受ける体制となっている。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。
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図２－７－２ 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（2014 年度前期）
月

火

水

木

金

13:00-14:30

三角

丸茂

池尻

庄司

佐野

14:30-16:00

伊勢

木下

中原

綾田

竹内

千葉大学附属図書館では 2006 年からリエゾン・ライブラリアン・プロジェクトを開
始し，各図書館員にあらかじめ１～２の担当分野を決めておき，該当の分野の教員との
仲介役（リエゾン・ライブラリアン）となるような試みを，授業資料ナビの作成で行っ
てきた。（参考 2011 年度報告書 p.55-56）
このリエゾン・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（2014 年度前期の体制）
文学部・人社研

綾田・佐野・千葉

法経学部・専門法務

庄司・丸茂

教育学部・教育学研究科

杉田・竹内

工学部・工学研究科・融合科学研究科

木下・池尻・伊勢

理学部・理学研究科

大山・三角

医学薬学府・看護学部・看護学研究科

亥鼻分館（武内・田川・谷）

園芸学部・園芸学研究科

松戸分館（佐藤・下妻）

2012 年以降毎年 2～3 回程度，担当者で振り返り会を行い，レファレンスデスクにお
ける問題点や利用者対応についての情報共有を行った（資料編４．１５）。ここで出さ
れた問題点については，改善策を講じた。具体的には，開設時間を 12：00～13：30 の
枠を 13：00～14：30 へ変更すること，ポスターにレファレンスの具体的な事例を入れ
たり，開設時間中はネームプレートを設置したりするなどの広報の工夫，レファレンス
デスクに設置する資料に担当者から要望があった外国語の利用案内などを加えた。
2014 年 4 月からは，
「レファレンス」という言葉は利用者から見てサービス内容が分か
りづらいと判断し，
「調べ物相談（レファレンスサービス）
」に名称変更を行った。

図２－７－３ レファレンスデスク広報用ポスター
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振り返り会の中で担当の図書館員に対する研修を実施した。2012 年度はレファレンス
演習とインタビューの基礎に関する研修を行った。後者については，担当者間で「どの
ように質問者のわからない点を引き出していけばよいのかインタビューの基礎を知り
たい」という要望を受けて企画したものであり，アカデミック・リンク・センターの教
員の協力を得て実施した。2013 年度は千葉大学で契約しているデータベースについて
情報共有を図るべく，データベースについて，お互いに利用方法や条件等の説明を行う
研修を行った。
図２－７－４ レファレンスデスク担当者振り返り会の様子

2012 年度のレファレンス件数は 109 件（クイックレファレンス除く）
，2013 年度は
100 件だった。利用者区分と相談内容については以下のとおりである。
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表２－７－５ 利用者区分と相談内容の実績（2012 年 4 月～2014 年 8 月）
利用者区分

教
職
員

学
生

学
外
者

相談内容（複数選択可）

不
明

合
計

文
献
所
在

文
献
・
資
料
探
索
法

事
項
調
査

合

利
用
指
導

そ
の
他

計

2012 年度前期※

24

4

3

38

69

29

30

7

5

4

75

2012 年度後期

※

28

0

4

8

40

15

20

6

4

3

48

2013 年度前期※

52

6

1

6

65

18

36

12

9

3

78

2013 年度後期

※

28

1

2

4

35

12

26

5

6

0

49

2014 年 4 月～8

38

1

2

4

45

23

10

10

5

1

49

170

12

12

60

254

97

122

40

29

11

299

月

合計

※前期＝4 月～9 月，後期＝10 月～3 月
相談内容については複合的な場合もあるので 1 件に対して複数を選択している場合
がある。相談件数は前期のほうが多いが，後期にかけて徐々に文献所在などの比較的基
礎的な相談内容から，具体的な文献の探索方法などへ内容の比重がシフトしていってい
る。（グラフについては資料編４．１６）
相談内容は 2012 年度当初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。
ただし，2013 年度になってから，質問内容が基本的な内容から，より個別の事例に
関する調査が増えており，その場では回答ができずに後日メール等で回答をする場合も
あり，徐々に質問の難易度が上がっている様子が見受けられる。また同じ質問者が繰り
返しレファレンスデスクを利用するというケースも見られ，徐々に学生の間での利用が
広まっていることが伺える。
さらに，同じ N 棟 2 階に ALSA-LS による分野別学習相談や教員によるオフィスア
ワーのデスクがあることによって，そちらを紹介したり一緒に回答を行ったりする事例
が見られた。
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表２－７－６ レファレンスデスク時間帯別の実績

質問受付時刻
30
26

25
25

22

20

18

22

17
15

15
10
5

1313

10

9
7

2012年度

13
10
8

7
3

4

2013年度
4

3

22

1

2014年4月～8月

0

時間帯別では，昼休みを含む 12:30～13:30 より 14:30～16:00 以降の相談件数が多か
った。これを踏まえて 2013 年１月よりレファレンスデスクの開設時間を 12:00～13:30
の枠を 13:00~14:30 へと変更した。
１件当たりの相談時間は，以下のとおりであった。2012 年度は 10 分以下が全体の約
70％を占めており，１件あたりの平均相談時間は 11.8 分である。2013 年度 4 月～5 月
も 10 分以下の割合は変わらないが，１件当たりの平均相談時間が 16.4 分と微増してお
り，2013 年度に入ってからのほうが比較的難易度が高い質問が寄せられていることが
伺える。2014 年 4 月～8 月は 13.7 分と前年度より短くなっているが，前期は図書を探
すことに不慣れな新入生も多く，質問時間の短い簡易な質問が多い可能性が考えられる。
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表２－７－７ １件あたりのレファレンス相談時間

回答所要時間
45
40
40

37
34

35
30
25

2012年度
18

20
15

1312

10

15
12

12
7

9

5

2013年度

12
7

3 333

3

2014年4月～8月

3

110 1 0 111 011 000 001

0

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。
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２－７－５ 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１）

（グループ学習室３・４）
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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２－７－６ 松戸分館アクティブ・ラーニング・スペースの様子

２．７．４ ALSA-GS によるアカデミック・リンクおよび附属図書館の各種業務支援
2012 年 9 月に本館でのアカデミック・リンク及び附属図書館の各種活動の支援を担
当する SA（Student Assistant）である学生スタッフとして，ALSA-GS（Academic Link
Student Assistant-General Support）を公募した。
よりよい学習環境の構築と学習支援の実施に学習者の立場から参加すること，およ
び ALSA-GS 自身が大学における自分の学習を充実したものにすることを目的として，
2012 年 11 月から 9 名で活動を開始した。2013 年 4 月には追加公募を行い，3 名を採
用。2014 年 3 月で卒業する補充の為，2014 年 1 月に追加公募を行い，4 名を採用した。
2014 年 10 月末時点の ALSA-GS の数は 12 名である。
原則として 1 名あたり週 2 回，2 人 1 組で業務を行うように業務体制を組んだ。勤務
開始と終了には図書館員が立ち会い，その日の業務指示や，業務後の報告を受けている。
業務日誌・メーリングリストを用いて教員・職員・ALSA-GS 間で情報共有を行ってい
る。ALSA-GS の具体的な活動は以下の通りである。
１）図書館業務の補助・支援
附属図書館が提供しているコンテンツの整理，配架，装備など図書館で現在行われて
いる諸々の業務のサポートを行った。具体的には，返却された図書を書架へ返す作業や，
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図書を請求記号順に整理する作業，図書の装備作業などである。
これらの活動の中で，ALSA-GS 自身から館内フロアマップの改善について要望があ
り，2013 年 5 月より有志のメンバーが，現状のマップの問題点を洗い出し，他の図書
館のフロアマップなどを参考にしながら，今後の館内フロアマップの基礎となる，わか
りやすいフロアマップのデータを作成した。2014 年 10 月にリニューアルオープンとな
った L 棟についてのデータも追加で作成し，リニューアルオープン時に配付するフロ
アマップを職員と協働で完成させた。

図２－７－７ フロアマップ打合せの様子
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図２－７－８ フロアマップ（1 階 2 階部分）
また，2013 年 9 月から 2014 年 9 月の間，L 棟改修の為，開架書架に配架されてい
た図書の多くが電動集密書架に臨時に配架されることになった。ALSA-GS 有志の発案
により，電動集密書架を利用経験の無い学生にもわかりやすい利用案内の掲示や電動集
密書架で配架作業中の ALSA-GS に気軽に声掛けしても良い事を知らせる掲示が作成
された。
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図２－７－９ 電動集密書架の使い方

図２－７－１０ 作業中の声かけ促進用掲示物
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さらに，教育学部に所属している数名の ALSA-GS により，館内で配架されている小中
学校，高等学校の教科書について，手に取りやすく，戻しやすい並べ方を考えたいとい
う意見が出された。2013 年後期の請求記号の背ラベルを貼る作業，2014 年前期教科，
学習指導要領の改定年を考慮した配架方法の入念な検討や作業手順の作成を経て，
2014 年後期より教科書の装備・配架作業の作業を行っている。
２）各種ガイダンス・セミナー等学習支援企画の補助・支援
附属図書館等が主催している各種ガイダンスや館内利用案内等の業務のサポートを
行い，ガイダンスの広報の補助，高校生の図書館見学ツアーの補助に携わった。
また，昨年度より新入生向けの図書館案内ツアー(名称「ライブラリーツアー」)にお
いて，希望する ALSA-GS がガイド役を担当していたが，今年度は新しく採用される
ALSA-GS にもガイド役を担当できるよう，前年度末に採用を行った。館内の説明，リ
ハーサル等を入念に行うことにより，ALSA-GS 自身の研修と，ライブラリーツアーガ
イドの研修の多くの部分を兼ねる事ができた。
2013 年 4 月のライブラリーツアーでは，ALSA-GS のうち希望した 4 名がガイド役
をつとめ，1 人あたり 3～4 回のツアーを行ったが，2014 年 4 月のライブラリーツアー
では，7 名がガイド役をつとめ，1 人あたり 2 回のツアーを行った。ライブラリーツア
ー実施にあたっては，事前に教員と職員が立ち会いのうえ，館内の案内経路やどの点に
注意して案内をしたらよいかなどを確認し，何度かリハーサルを行った。

図２－７－１１ ライブラリーツアーリハーサルの様子
ライブラリーツアー当日は，それぞれの ALSA-GS が学生自身の視点で，どの場所が
使いやすいかということや，自分自身が図書館のサービスを使った感想などを交えて新
入生を案内した。
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表２－７－８

2014 年ライブラリーツアー担当実績

ツアー開催時
間

9：45-11：15

13：45-15：15

4月8日

ALSA-GS2 名

図書館員補助 2 名

4月9日

ALSA-GS2 名

図書館員補助 2 名 ALSA-GS2 名

図書館員補助 2 名

4 月 10 日

ALSA-GS2 名

図書館員補助 2 名 ALSA-GS2 名

図書館員補助 2 名

4 月 11 日

ALSA-GS2 名

図書館員補助 2 名 ALSA-GS2 名

図書館員補助 2 名

2014 年はライブラリーツアーのガイド役を担当できる ALSA-GS が 4 名から７名に
増えた為，入試課から依頼される高校生見学でのライブラリーツアーについても，
ALSA-GS のシフトと重なる場合にツアーのガイド役をつとめる事ができた。高校生に
とって，現役の大学生に学生生活について尋ねることができる良い機会でもあり，非常
に好評であった。
表２－７－９

2014 年前期

高校生見学ライブラリーツアー担当実績

5 月 30 日 聖ウルスラ学院英智高等学校

60 名

ALSA-GS ２名

7 月 4 日 茨城県立麻生高等学校

38 名

ALSA-GS ２名

7 月 9 日 東京都立江戸川高等学校

20 名

ALSA-GS ２名

7 月 11 日 東京都立小山台高等学校

36 名

ALSA-GS ２名

7 月 24 日 千葉県立安房高等学校

60 名

ALSA-GS ２名

7 月 29 日 富山県立砺波高等学校

40 名

ALSA-GS ２名

２．７．５ 今後の課題
１）レファレンスデスク
2013 年度は２回の中間報告会が行われた。本文中で述べられているスキルアップ研
修の他に，レファレンスデスクを PR する目的で，2014 年 4 月の新入生向けイベント
の提案が出され，図書館内オリエンテーションとして実施された。
2014 年度は中間報告会が既に１回開催されている。レファレンスデスクと ILL の連
携，教育用端末トラブル時の統合情報センターとの連絡，文献の探し方についての講習
会の時期などについて自由に意見が出された。
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。
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２）図書館員による学生用図書の分野専任選書体制
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。2013 年度，2014 年度も引き続きこの体制を継続することとした。
表２－７－１０ 学生用図書選定分野担当表（2014 年前期での体制）
文学部・人社研

綾田・千葉・佐野

法経学部・専門法務

庄司・丸茂

教育学部・教育学研究科

杉田・竹内

工学部・工学研究科・融合科学研究科

木下・池尻・伊勢

理学部・理学研究科

大山・三角

医学薬学府・看護学部・看護学研究科

亥鼻分館（武内・田川・谷）

園芸学部・園芸学研究科

松戸分館（佐藤・下妻）

学生用図書の選定分野は授業資料ナビゲータ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，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）ALSA-GS の活動
2012 年度の ALSA-GS の業務内容は，活動の初年度ということもあり，図書館業務
の補助・支援が主で，図書館員側が内容を決めていた。2013 年の ALSA-GS は，図書
の返却作業等の図書館業務や，図書館が主催するイベント等を実際に体験して，それぞ
れ気が付いた点や改善点などを発見し，ALSA-GS 自らがフロアマップ作成の提案を行
い，意見の収集などを行いはじめた。2014 年はフロアマップの作業の進行と，それに
刺激され，学生の視点での発見を活かした活動の成果物を見ることができた。発見した
課題の解決に向けて，展開していけるような体制が手さぐりながらではあるが，できつ
つあると言える。
ALSA-GS の日々の業務から気づいた疑問点や改善点をすくいあげ，
問題点を整理し，
ALSA-GS 自身の活動にスムーズにつながるよう，アカデミック・リンク・センター教
員と図書館職員が，うまくサポートする体制を作っていくことが今後の課題である。
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２．８ 千葉大学 Moodle の運用
千葉大学では，
全学で利用する Learning Management System（LMS）
として Moodle
を利用している（以下，千葉大学で利用している全学向けの Moodle のことを「千葉大
学 Moodle」と呼ぶ）
。特に千葉大学 Moodle とアカデミック・リンク・センターの活動
との間で関連が深いものとしては，「デジタルコースパックプロジェクト」でのオンラ
イン物理学問題集の他，「オンラインクラスルームプロジェクト」で作成している授業
動画の配信が挙げられるが，それぞれの具体的な活動については各プロジェクト報告を
参照して頂くこととし，ここでは千葉大学 Moodle の「運用および利用状況」「運用体
制および支援体制」について報告する。
なお，本稿の一部は『千葉大学高等教育研究機構年報 2013』として公表している。
ここでは，それらを適宜再掲しつつ，新しい内容を追記した上で全体的に再構成したも
のになっている。
２．８．１ 千葉大学 Moodle の運用および利用状況
千葉大学 Moodle は，千葉大学普遍教育センターにて 2009 年度に導入された後，1
年間の試行を経て，2010 年度より全学へ向けての本格運用を開始した。また 2012 年度
からは，普遍教育センターとアカデミック・リンク・センターとの協力体制のもと運用
している。年々着実に利用増加を続けており，2014 年度においては，11 月 11 日時点で
のコース数は 827，コース作成率は，普遍教育センターで開講される普遍教育科目（一
般教養科目に相当）および共通専門基礎科目では 20.2%，学部の開講科目では 12.3%で
ある。表２．８．１に過去 3 年間における千葉大学 Moodle におけるコース作成数とコ
ース作成率を示す（学部別および大学院に関するデータについては付録を参照）。授業
コースの作成については，事前にシラバス登録されている授業をすべて授業コースとし
て登録するのではなく，授業担当教員からの申請を受けて作成を行っている。また，ユ
ーザ認証には LDAP 認証を用いているが，その場合，Moodle では初回ログイン時にユー
ザの登録が可能なため，あらかじめ管理者側でのユーザ登録は行わず，基本的に各自で
ユーザ登録を行うようにしている。
Moodle の運用にあたっては，大別すると，一つの Moodle に経年データを蓄積してい
く方式と年度ごとに分けて Moodle を稼動させる方式の 2 種類が考えられる。千葉大学
Moodle では，データ管理の簡便さから後者の年度単位で区切って運用する方式を用い
ている。また年度ごとのシステムの切り替えの際は，利用者アンケートや問い合わせメ
ールで寄せられた利用者の声を反映させつつ，システムの改善に努めている。
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表 ２．８．１ 千葉大学 Moodle におけるコース作成数とコース作成率
授業数
普遍教育

コース作成数
学部

普遍教育

コース作成率

学部

普遍教育

学部

2014

1,340

3,690

271

454

20.2%

12.3%

2013

1,340

3,713

223

375

16.6%

10.1%

2012

1,340

3,728

190

264

14.2%

7.1%

2013 年度に千葉大学 Moodle の利用者を対象として，千葉大学 Moodle の利用に関す
るアンケートを教員，および学生に対して匿名で行った（実施期間：2013 年 12 月 13
日 〜 2014 年 1 月 31 日，回答数：教員 53，学生 226）
。このアンケートによると，授
業前後での課外学習や授業時での利用のための教材の提示やレポート課題の提示とそ
の受領といった活用が大半を占めたが，それ以外でも授業情報配信のためのメール連絡
や，授業内容の確認のための小テストの実施，フォーラムを用いたディスカッションが
行われていた。またその他の利用方法として，授業を補完し，さらなる学習を促すため
の各種情報の提示といった活用方法がなされていることが分かった：
・

授業の進捗状況の告知や補足を日誌として示す

・

授業の録音の配信

・

用語集機能を用いて説明を必要とする用語を登録

・

発展学習のための Web サイトの紹介

・

授業に関連する外部の最新ニュースを Moodle 上に掲載
また，学生と教員の双方向性，または学生の相互学習を促すための活用として以下の

ような利用方法が見られた：
・

講義の内容のまとめや感想などを Moodle で提出させる

・

Wiki を利用してのグループワークの成果物共有

・

学生相互によるレポート査読
さらに，学生の意見をリアルタイムに授業に反映させ，その後の授業展開を決定する

ような取り組みもなされていることが分かった：
・

調査機能にてオリジナルな質問を作成して学生に対する調査を行うことで，授業
中に授業の進め方を学生への調査から決める

・

グループ機能とチャット機能を併用し，授業中，グループ毎に学生同士が意見交
換しながら，課題を解決する授業の実施

・

宿題案をグループ毎にチャットで検討した後，投票機能を利用してこの複数案を
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全員の投票で決定することで，学生参加で，授業の進む方向や宿題を決定
以上のように，各教員の創意工夫のもと，千葉大学 Moodle を利用したさまざまな授
業が展開されていることが分かる。また，夏季休業期間中に千葉大学 Moodle のサーバ
のメンテナンスを実施するため，1 週間ほどのサーバ停止期間をアナウンスしたところ，
「学生の海外派遣プログラムにおいて，事前教育に加えて，派遣期間中も現地から派遣
された学生にアクセスしてもらって，派遣中の連絡，情報提供などに利用しているので，
1 週間も停止されては困る」という意見がプログラムの担当教員から寄せられた。この
ように，授業期間以外であっても，インターネットに接続できる環境であればどこから
でも利用できるという Moodle の利点を活かした教育活動が行なわれるという状況も生
まれつつある。
２．８．２ 千葉大学 Moodle の運用体制および支援体制
2014 年度現在，千葉大学 Moodle の運用は，普遍教育センターとアカデミック・リン
ク・センターとの協力体制のもと行っている。Moodle に関する問い合わせの事務担当
窓口は，学生部教務課教育 ICT 推進係であるが，運用および利用支援の問い合わせ対応
については，主として「Moodle サポート」で行っている。
（１）利用マニュアルの作成
Moodle は多彩な機能を持っているが，それらを使いこなすには Moodle 付属のオンラ
インヘルプだけでは十分といえないため，千葉大学 Moodle 独自の部分も考慮しつつ，
多彩な機能の中から特に授業コースを利用する上で頻繁に使うと思われる機能に限定
した利用マニュアルを作成している。現在，学生向けには 4 ページほどの簡易マニュ
アル，教員に向けには 6 ページほどの簡易マニュアルに加え，約 80 ページからなる，
より詳細な利用マニュアル「はじめての Moodle」も作成している。これらのマニュア
ルは 2010 年度の本格運用以来，毎年度その年度に利用する Moodle のバージョンに合わ
せて改訂を続けている。簡易版，詳細版いずれのマニュアルも Web 上で公開しており，
本学の関係者に限らず誰でも自由に参照することが可能である。そういうこともあって，
他大学から「千葉大学で公開しているマニュアルを少し変更して利用したい」との問い
合わせを受けるに至り，本学での取り組みが評価されている。
（２）教員への支援
現在，教員からの利用相談については，主にメールや電話等での対応を行っている。
問い合わせ内容として頻度の高いものについては，「FAQ（よくある質問）」として千葉
大学 Moodle のフロントページにまとめている（下記学生からの質問についても同様）。
また，実際に画面を確認しながらの操作説明を希望される場合も多く，その場合は個別
講習会を行うなど利用者のニーズに応じて柔軟な利用支援を行っている。さらに，2014
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年 11 月より「コンテンツ制作室」に技術補佐員が常駐することとなったため，コンテ
ンツ制作室でのより充実した相談体制も整いつつある。
（３）学生への支援
学生向けの利用ガイドを千葉大学 Moodle のフロントページに掲載するほか，普遍教
育センター発行のガイダンス冊子「Guidance2014」への掲載やパンフレットとして新入
生ガイダンス時に配布していたが，特に新入生が Moodle を使い始める年度始めに加え，
レポート課題等の提出が見込まれる学期末の時期に，操作に不安を感じている学生がい
るということで，学生を対象とした Moodle の利用に関するサポートデスクとして附属
図書館 I 棟 2 階のコンテンツ制作室に 2014 年度初頭から ALSA-TT（SA 制度による技術
支援を行う学生スタッフ）
による
「Moodle サポートデスク」を試行的に開設した。
ALSA-TT
には，2014 年度後期には，附属図書館 N 棟 3 階の学内 PC を利用できるフロアに「PC サ
ポートデスク」と名称を変更して移動し，Moodle の利用だけでなく，PC の基本的な利
用についての相談も含めて技術的支援を行う体制の構築を進めている。
２．８．３

まとめ

前出の教員アンケートの結果からは，「迅速な対応で問題はない」といった意見に加
え，
「これからも現在レベルの体制を維持するようにして欲しい」という意見が見られ，
現状の支援体制に対して一定の評価を得ていることが伺える。また，「今後，利用する
授業が増えても，今のようなサポートが継続できるように，支援体制の強化を期待する」
といった継続的な支援体制への維持についての要望も寄せられている。今後の利用増加
時においても現在の水準でのサポートが継続できるよう，関係部局とのより緊密な連携
を含め，さらなる支援体制の強化が必要と思われる。
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２．９ ハイブリッド教材研究プロジェクト
近年，多くの大学教員が授業用の教科書や教材を作成し，授業に活用したり，学生の
事前学習・事後学習に利用させたりしている。このような教員の教材開発や教材利用の
状況を調査し，電子教材へのニーズを探ることにより，新たな教材の開発および教材の
利用を促進するモデルの構築を目指すことを目的に，2013 年 7 月にアカデミック・
リンク・センターに「電子教材の開発および活用に関する共同研究部門」が設置された。
これは，2011 年 4 月に大日本印刷株式会社と千葉大学との間で締結された包括協定
を基礎に，大日本印刷株式会社，丸善株式会社，および千葉大学の三者の合意によって，
２年間の予定で設置されたものである。この共同研究部門では，教員の教材利用の実態，
支援ニーズの調査といった調査研究と並行して，個別教員の教材作成支援におけるコン
サルティング，著作権処理支援といった実務的な活動を行っている。教材作成支援にお
ける主なサポートは，
「教材のデジタルデータ化」
「素材づくり（図表・画像の作成等）」
「リッチ化（音声・動画等）
」「著作権処理（判断・許諾申請）」の４つである（図２－
９－１）。
図２－９－１ 教材作成支援における４つのサポート

また，これまでに作成した主なデジタル教材制作および支援活動としては，権利処理
に関する支援（
「公共図書館サービス論」
），デジタル地図を活用した教材作成（「古代文
化論」）
，紙の資料デジタル化に伴う資料集作成（
「民俗・伝承論 b」
），演習問題の電子
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化と LMS 環境での利用（
「物理学 CI 電磁気学入門１」
），既刊書籍の電子マイクロコン
テンツ化と LMS における運用（
「印刷産業論」
）などがある（表２－９－１）
。
表２－９－１ 共同研究部門で実施した教材作成支援（2013～2014 年度）
授業名（開講学部・年度）
公共図書館サービス論
（普遍教育開講科目 2014）
古代文化論

教材作成支援

概要

・デジタル資料集の作成
・資料利用許諾申請
・風土記デジタル地図教材作成

（文学部開講科目 2014）

・写真撮影・資料収集

民俗・伝承論 b

・授業資料デジタル化

（文学部開講科目 2014）

・菓子栞デジタル資料集の作成

物理学 CI 電磁気学入門１

・物理学問題集の電子化

（普遍教育開講科目 2014）
印刷産業論
（教養展開科目 2014）

２．９．１

・演習問題の LMS 環境での利用
・既刊書籍の電子マイクロコンテンツ化と
LMS における運用
・動画教材の作成

自作教材における教員アンケートとインタビュー

１）背景
2013 年 7 月から 2014 年 2 月に，教材作成支援のニーズを知るため，全学科の教員
を対象とした自作教材におけるアンケートを実施した。その後，アンケートに回答があ
った教員を対象に自作教材や授業等の詳細についてインタビューを行った。
２）アンケート実施状況
アンケートでは 1080 名中 39 名の教員から回答を得た（図２－９－２）。アンケート
の結果から，自作教材の素材として，ワードやエクセル，パワーポイントで作成したコ
ンテンツが一番多く，次いで紙資料のコピーを使用していることがわかった。また，自
作教材を作成する際，時間の確保が一番の課題とされていることや，次いで絵や図の作
成，材料の収集などが課題とされていることがわかった（図２－９－３）
。
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図２－９－２ 教員の自作教材アンケート：回答者内訳
回答者所属学部内訳（39名）
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文学部
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0

図２－９－３ 教員の自作教材アンケート：使用している素材と作成時の課題
自作教材で使用している素材
（複数回答可）
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23
15

WEB上のコンテンツ

30
25
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5

その他

0

0

28

作成する時間
絵や図の作成

21
19

材料の収集

14

著作権処理

9

表現方法

4 3

予算
その他

３）インタビュー実施状況
2013 年 10 月から 2014 年 3 月に，アンケートに回答があった 39 名の教員の内，19
名の教員に授業インタビューを実施した。主なインタビュー内容は，授業での指定教科
書の有無や，授業で使用している自作教材の詳細について等である。インタビューを通
して，19 名の内 8 名が指定教科書を使わずに自作の教材を中心とした授業を行ってい
ることがわかった（図２－９－４）
。また授業コンテンツについては，17 名が授業で紙
資料の配布を行っていることや，7 名が学内 Moodle 環境等を利用し，資料や小テスト
をデジタル化して授業で活用していることなどがわかった（図２－９－５）。そして多
くの教員が，デジタルデータだけの授業は避け，板書や紙資料と組み合わせた授業を実
施しているという状況が見えてきた。
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図２－９－４ 教員の授業インタビュー：回答者内訳，指定教科書と参考書の有無
指定教科書と参考書の有無
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図２－９－５ 教員の授業インタビュー：授業コンテンツについて
授業コンテンツについて（複数回答可）
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４）今後の展望
教員へのアンケートを通して，大学における自作教材の状況を知ることができた。ま
たその後実施したインタビューは，教材作成支援を必要とする教員の方々と繋がるきっ
かけとなった。教員の皆様には，インタビュー以外にも実際に授業で使用している自作
教材を見せていただいたり，授業を聴講させていただいたり，本プロジェクトにおいて
多大なるご協力をいただいた。この場を借りて心からお礼を申し上げたい。今後もアン
ケートやインタビューなどを通して，教員の方々の声に耳を傾けながら教材作成支援を
進めていきたいと考えている。
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２．９．２

授業教材の著作権処理

１）背景
2011 年度からアカデミック・リンク・センターではコースパック作成のための著作
権処理を進めてきた（２．３．１節参照）。共同研究部門では，授業教材のデジタル化
に際した利用許諾申請を行っている。
２）実施状況
2013 年度には普遍教育開講科目「公共図書館サービス論」
（常世田良非常勤講師）に
おいて，紙媒体の授業資料を学生に複製・配布（学内サーバを利用）するための教材の
電子化に伴う利用許諾を実施した。資料 56 点の内，利用許諾が取得できた資料は 35
点であった（図２－９－６）。許諾が得られた資料の内訳は新聞記事が一番多く，次に
論文，学会誌の記事であった。また，許諾不可の回答が一番多かったのはチラシ（図書
館刊行物）であった。

図２－９－６ 「公共図書館サービス論」授業資料における利用許諾状況
全 56 点
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利用許諾が取得できた 35 件の資料は，アカデミック・リンク・センター教員・図書
館員・ALSA-TT の学生スタッフと共に資料のデジタル化と，編集作業（整理番号やキ
ャプションの付加，資料のレイアウト調整等）を行い，授業担当教員にデジタル資料集
（PDF）としてデータの受渡しを行った。
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３）今後の展望
教養展開科目の「大学図書館論（2013）」
，「印刷産業論（2014）」でも利用許諾申請
を実施している。今後も図書館情報学の科目等で著作権処理を進めて行く予定である。
２．９．３

風土記デジタル地図教材の作成

１）背景
2013～2014 年度にかけて文学部開講科目「古代文化論」（兼岡理恵准教授）の授業
で使用する Google Earth を利用した風土記デジタル地図教材（図２－９－７）の作成
を実施した。
「風土記」
（奈良時代に編纂された日本各地の地誌）の授業では，地図資料
を紙媒体で学生に配布して講義を行ってきたが，史跡や古代の地名が現代のどの位置に
対応するのか，イメージを掴むことが難しいという課題があった。そこで学生にとって
授業への理解が深まる地図教材にするため，必要条件を授業担当教員と一緒に検討した。
そして現代地図と古代地図との比較ができることや， 当該地の写真や説明が表示でき
るなどの機能を付加したデジタル地図教材の作成を行った。また，授業担当教員の指示
のもと，風土記地図に表示する写真の撮影や情報収集等も行った。

図２－９－７ 風土記デジタル地図教材

２）授業実践
2014 年度前期に文学部開講科目「日本文学史 b」
（兼岡理恵准教授）の授業において，
試作したデジタル地図教材のデモンストレーションを実施した。授業後，受講生 38 名
（男性：7 名・女性：31 名）に地図教材を使用した授業への意見・感想などの記述式
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アンケートを実施した。その結果，地図教材を使用した授業は，学生にとって「風土記」
への理解を深めるために有益であることが見えてきた。この授業実践と学生アンケート
の結果については，日本デジタル教科書学会 2014 年度年次大会にて，授業担当教員と
アカデミック・リンク・センター教員，共同研究部門とで学会発表（※1）を行ってい
る。
３）今後の展望
風土記デジタル地図は今後改善を加え，2014 年度後期「古代文化論」の授業で使用する
際に再度アンケートを行う予定である。

※1 学会発表
栃木 博子，能登谷 泰見，小野 永貴，岡本 一志，兼岡 理恵，長丁 光則
“「風土記」の授業におけるデジタル地図教材の開発 ”日本デジタル教科書学会 2014
年度年次大会発表原稿集，pp.81-82，2014 年．
２．９．４

民俗・伝承論における授業資料の電子化・デジタル資料集作成

１）背景
本活動は，2014 年度後期文学部開講科目「民俗・伝承論 b〜菓子栞からひもとく伝
承〜」
（兼岡理恵准教授）の授業教材として使用するため，計 100 点の菓子栞（紙資料）
の電子化を行うものである。教員より菓子栞資料の整理，授業での活用について相談を
受けた。打合せの結果，栞の電子化とそのデータを活用したデジタル資料集の作成を行
うこととなった。
２）電子化作業について
電子化の作業は，アカデミック・リンク・センター教員・図書館員・ALSA-TT の学
生スタッフと共に実施した。スキャン及びタグの作成作業は ALSA-TT の学生スタッフ
が二人一組で実施し，約 6 時間の作業だった。今後教員が画像データを PowerPoint 等
でも使用できるように，スキャンをするデータの解像度は 300dpi とした。ファイルに
はお菓子名，会社名，地域名の 3 つのタグをつけ，分類できるようにした。
３）デジタル資料集の作成
電子化した菓子栞資料データを使用し，EPUB3 によるデジタル資料集の作成を現在
進めている（図２－９－８）。教員と打合せを行い，菓子栞の画像データを中心に，菓
子名，会社名，地域名等の情報を入れることにした。第一弾として，GoogleMap 地図
へのリンク等も加えたデジタル資料集を数ページ試作した。冒頭には地域ごとの目次も
付与した。その後，再度教員と打合せを行い，試作を基に更に会社のホームページリン
ク先等の情報も追加する形で作成を進めることになった。また，PC 画面や iPad 等の
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タブレット端末での表示を比較検討した結果，今回開発するデジタル資料集は，タブレ
ット端末での参照を念頭に置いたコンテンツとすることになった。
４）今後の展望
2014 年度後期がはじまる際に，授業で使用できるよう，教員に菓子栞の画像データ
を一度渡した。今後は画像を閲覧しながら諸情報を確認できる，予習復習用教材として
のデジタル資料集の完成を目指していく予定である。
図２－９－８「菓子栞デジタル資料集」の完成イメージ

２．９．５

物理学問題集の電子化

デジタルコースパックプロジェクトの「物理学問題集を対象としたコースパック素材
の開発」において，本学の物理学教員のアドバイスのもと，LMS に適した多肢選択形
式の問題集を作成した。
（２．３．２節参照）
作成した問題集は，「電磁気学Ⅰ」，「電磁気学Ⅱ」，「電磁気学Ⅲ」，「力学Ⅰ」，
「力学
Ⅱ」
，
「数学基礎」の 6 種類で，それぞれ 80 問程度の作問数となっている。出題，解答，
解説および採点を全て Moodle を通じてオンラインで行うため，学生にとっては利便
性向上による学習理解の促進，教員にとっては業務の省力化による教育時間の創出など
が見込まれ，学習効果の向上が期待できる。
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表２－９－２ 物理学問題集の科目と作問数
科目

作問数

電磁気学Ⅰ

81

電磁気学Ⅱ

82

電磁気学Ⅲ

80

力学Ⅰ

84

力学Ⅱ

80

数学基礎

84

表２－９－３ 物理学問題集電子化のメリットと改善点
メリット

改善点

・ 時間や場所を制限されず， ・ 手書きの方が身につきやすい
いつでもどこでも利用でき ・ 計算するときは紙の方が便利
学生

・ PDF を利用した紙での提供も検討する

る

・ 小テストを通じて授業内容 ・ タブレットやスマートフォン画面でも
を整理することができる

見やすいように

・ 教員不足が想定される単科 ・ 選択式以外の解答方法が欲しい
・ Moodle へのセットアップサポート

大学がターゲット
教員

・ 採点業務の省力化

・ 学習効果を上げるには，手書き機能な

・ 試験前の復習に利用するこ

どのバージョンアップが必要

とで，学習効果の向上が期 ・ コンテンツ数やバリエーションをもっ
待できる

２．９．６

と増やしたい

共同研究部門設置講座「印刷産業論」

１）概要
共同研究部門の設置講座として，2014 年度前期に教養展開科目（キャリアを育てる）
として「印刷産業論」（長丁光則客員教授）を開講し，デジタル教材研究材料の場とし
て活用した。既刊書籍の電子マイクロコンテンツの提供，動画コンテンツの活用，実務
家講師による講義，グループディスカッション，中間アンケート実施などを行い，学生
の能動的な授業参加を促すよう工夫した。また，授業で配布した教材は Moodle にも掲
載，予習・復習できるようにし，学習効果の向上を意識した対策も行った。
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表２－９－４ 履修者 24 名の属性（性別・文理別）
性別

文理別

男性

女性

文系

理系

16

8

11

13

表２－９－５ 履修者 24 名の属性（学年別・学部別）
学年別
1 学年
4

2 学年

学部別

3 学年

10

7

4 学年

文学部

3

教育学

法経学

部

部

4

5

4

工学部
11

２）既刊書籍の電子マイクロコンテンツの LMS における運用
授業の補助教材として，既刊書籍「メディア文化論

改訂版」（吉見俊哉著，有斐閣

アルマ）の 2 章分を電子コンテンツ化し，ラーニング・マネジメント・システム（LMS）
の Moodle を通じて履修者に提供した。電子化する際に，まずは著者である東京大学の
吉見俊哉副学長に許諾を取り，その後に出版社である有斐閣の江草貞治社長と交渉した。
交渉の結果，一定の条件のもとに電子コンテンツ提供が実現し，今後の電子マイクロコ
ンテンツ化の一つのモデルとなった。
表２－９－６ 電子マイクロコンテンツ化の概要と条件

概要

書籍名

「メディア文化論

著

吉見 俊哉

者

出版社
配布ページ
配布対象
配布方法

利用

金

額

期

間

条件

その他

改訂版」

有斐閣アルマ
1 章と 5 章（本体は全 15 章）
「印刷産業論」の履修登録学生のみ
PDF データを学内 LMS の Moodle に掲載
※履修登録学生のみのアクセス制限環境下
1 章あたり 200 円／学生
※紙の書籍は 1,800 円
授業が実施される期間を含んだ 1 年間のみ閲覧
可能（DRM 付き）
PDF データに，表紙の書影と目次（全章）も付
帯させる
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図２－９－９ 電子化した「メディア文化論」

３）成績評価方法・評価基準
成績評価に関しては，平常点（35 点）と期末レポート（65 点）によって判定した（表
２－９－７）
。平常点は，
「出席率」
，
「授業態度」，
「グループディスカッションにおける
積極度」を判断基準とした。期末レポートに関しては，評価基準を 10 項目設定し，詳
細に数値化して公平・公正な評価となるよう工夫した（表２－９－８）。各項目を 6 点
満点（10 項目×6 点＝60 点）とし，完成度の高いレポートについてはプラス評価とし
て 5 点を加点した。なお，1 項目の点数レベルは，
「6 点」
，
「3 点」
，
「0 点」の 3 段階と
した。
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表２－９－７ 成績評価点の内訳
成績評価 100 点満点
平常点 35 点

期末レポート評価点 65 点
・ 評価 10 項目×6 点＝60 点

・ 出席率
・ 授業態度

（点数レベル「6 点」「3 点」「0 点」
）

・ グループディスカッションにおける ・ プラス評価 5 点
積極度
表２－９－８ 期末レポートの評価項目
評価項目
1

2

3

4

5

題意把握・内容理解

表現・文字の正確さ

言及（Reference）

論理（Logicality）

個性（Originality）

6

考察力

7

サービス・キーワード

8

9

10

市場・環境

具体性・実現可能性

新規性・先進性

詳細


課題の趣旨を理解し，解答がなされているか。



答えるべき事柄の内容，専門用語などを理解しているか。



誤字・脱字がないか



文章の主語・述語が対応しているか



原稿用紙（A4 縦）の使い方が正しいか



字数は守られているか（1200 字±100 字）



「調べる」という労をとっているか



引用・出典明示がされているか



言及のルール（三原則）が守られているか



ひとつのテーマに絞り込んでいるか



論理構成（論理的にわかりやすく展開されているか）



三部構成「序論・本論・結論」がなされているか



簡潔明瞭な論旨（論旨が簡潔に表現され，わかりやすいか）



妥当性・説得力があるか



通り一遍でない問題提起や結論があるかどうか



考えがどのように深まったのかの自己評価ができているか



内容の独自性（独自のアイデアや意見を盛り込んでいるか）



自分なりの視点をもって，課題を考察しているか



自分なりの考え方や，独創性の芽が感じられるか



サービスやキーワードが 1 つ以上使われているか



サービスやキーワードは正しく使われているか



サービスの良さが活かされたストーリーになっているか



消費者の求めている必要性「ニーズ」があるか



印刷産業の特別な技術や材料「シーズ」を考慮しているか



環境分析を行っているか



抽象的な表現や言葉だけでなく，提案が具体的であるか



その事業は実行できそうか否か



その技術が，先行技術のものではないかどうか



その技術が，容易に成し遂げられないかどうか



生活をより豊かにする発展性や，イノベーションを引き起こす先
進性があるか
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４）授業アンケート
全 15 回の授業終了後に，受講学生に対して授業アンケートを行い，23 名の学生から
回答を得た。主な質問項目は，「内容の理解」，「意欲・関心の喚起」，「教材の適切さ」，
「授業の満足度」の 4 項目で，その他に，自由記述欄を設けて，授業の良かった点と改
善点を聞いた。授業内容を 7 割以上理解できた学生は 74％，授業分野に対して意欲・
関心が高まった学生は 92％，使用した教材が適切であったと感じた学生は 83％，授業
全体に対しては 83％の学生が満足しているとの結果であった。

図２－９－１０ 授業アンケート回答者の属性
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図２－９－１１ 授業アンケート結果①（内容理解，関心喚起）

図２－９－１２ 授業アンケート結果②（教材の適切さ，満足度）
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表２－９－９ 授業アンケート結果③（自由記述）
授業で良かったこと

授業で改善して欲しいこと

・ ディスカッションが授業内にあったこ ・ 難しい話が多かったので，もう少し簡
と

単にしてほしいと思った

・ 具体的な話が実感をもって聞けた

・ グループワークやディスカッションを

・ 実社会での情報を知れた，実際の企業の

もう少し増やしたらいいと感じた

様子を知ることができた

・ 資料は，授業の前日までに Moodle な

・ 資料配布が丁寧であった

どで配布してくれると，予習できて理

・ スライドを使って図表，写真，動画など

解が深まったと思う

を用いた説明がわかりやすかった
・ 様々な専門分野の実際にビジネスに携
わる方が来て話をしてくれたこと
・ 社会人になるうえで必要なことを教え
てもらえたこと
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２．１０ 大学学習資源コンソーシアム（CLR）の設立および事務局活動
大学関係者が，学習・教育における電子的学習資源を製作し，及び共有化を促進させ
る体制を構築し，並びに著作物の円滑な利用環境を整備し，もって我が国の高等教育・
学術研究の発展に寄与するための組織として，「大学学習資源コンソーシアム（CLR：
Consortium for Learning Resources）」を 2014 年 5 月に設立し，事務局を本学アカデ
ミック・リンク・センター共同研究部門に置いた。現在，本学を含め 13 の高等教育機
関が会員として加盟している。また，本会の事業を円滑に行うために，4 つの作業部会
（「学協会系コンテンツ WG」
，「商用学術コンテンツ WG」，
「活用ガイドライン WG」，
「プラットフォーム WG」
）が活動しており，本学アカデミック・リンク・センターの
教職員が各作業部会のメンバーとして参加し，著作権管理団体との協議，学術出版社と
の協議，プラットフォームの開発等を進めている。なお，アドバイザリーコミッティの
メンバーとして，文部科学省研究振興局，大学評価・学位授与機構，国立情報学研究所，
東 京 大 学 出 版 会 ， 京 都 大 学 学 術 出 版 会 ， 慶 應 義 塾 大 学 出 版 会 ， Springer
Science+Business Media，全国大学生活協同組合連合会から協力を得ている。
図２－１０－１ CLR の体制図
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表２－１０－１ CLR の会員，運営委員会，作業部会
会員
（2014 年 12 月時点）

運営委員会

北海道大学

北海道大学

東北大学

東北大学

筑波大学

筑波大学

千葉大学

千葉大学

東京大学

東京大学

名古屋大学

名古屋大学

京都大学

京都大学

神戸大学

九州大学

広島大学

慶應義塾大学

作業部会（WG）
 学協会系コンテンツ WG
（主査／山中弘美・千葉大学）
 商用学術コンテンツ WG
（主査／長丁光則・千葉大学）
 活用ガイドライン WG
（主査／吉田素文・九州大学）
 プラットフォーム WG
（主査／竹内比呂也・千葉大学）

島根大学
高知工科大学
九州大学
鹿児島大学
慶應義塾大学
立命館大学
放送大学
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３．評価
３．１ 評価
これまで述べてきたように，アカデミック・リンクは，2012 年 3 月のサービス開始
以来，順調に活動を続けてきた。2012 年度の入館者数は，52 万人弱（延べ数）であっ
た。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，入館者数は順調
に推移しており，2013 年度に入ってからも入館者数は対前年比で増加している（ただ
し，2013 年８月から 2014 年 9 月までは L 棟改修に伴う部分閉館の影響があり入館者
は減少している）
。
アカデミック・リンク・センターの活動の全体的自己評価とプロジェクトごとの自己
評価を次頁以降に示す。
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アカデミック・リンク・センターに関する全体的評価（2011 年 4 月から 2014 年８月
までの活動を評価対象とする）
評価指標
４：優れた活動や計画が実施，立案されている
３：活動や計画は概ね妥当なものである
２：活動や計画に不十分な点が見られる
１：活動や計画が全く不十分である
1.

センターの理念・目的に関すること

1-1 理念・目的が適切に設定されているか（評価：４）
アカデミック・リンクの取り組みについては，中央教育審議会答申「新たな未来を築
くための大学教育の質的転換に向けて」
（平成 24 年 8 月 28 日）において図書館の機能
強化の事例として，産業競争力会議における文部科学大臣説明資料「人材力強化のため
の教育戦略」
（平成 25 年 3 月 15 日）において大学教育の質的変換のための取り組みの
事例として，また，
「国立大学改革プラン」（平成 25 年 11 月）においては人材養成の
機能強化例としてとりあげられるなど，大学における学習環境整備の先駆的なモデルの
一つとして評価されている。文部科学省による「国立大学法人・大学共同利用機関法人
の業務の実績に関する評価」においては 23 年度以降継続的に「戦略的・意欲的な取り
組み」の一つとして評価されてきた。これらのことは，アカデミック・リンクが国の政
策レベルの議論に先んじて独自に今後の学習環境構築の理念，目的を提示してきたこと
を端的に指し示しており，先見性のある優れた取り組みであることの証左と言える。
1-2 教職員・学生への周知が適切になされているか（評価：３）
アカデミック・リンクの理念を，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，ロゴを策定するとともに，建物名称，マスコットキャラクターの公募，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』
），
建物概要資料の作成，配布／公開に力を注いできた。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た。
このようなブランディングには成功し，多くの利用者がアカデミック・リンクを利用
している。L 棟改修に伴う部分閉館前の入館者数は 2013 年にさらなる増加を示したし，
学習支援デスクの利用も 2013 年度は 2012 年度に比べて増加した。しかしながら，2012
年度，13 年度に実施した『千葉大学学習状況・情報利用環境調査』の結果からは，ア
カデミック・リンクの個々の活動については必ずしも学生に広く認知されていない実態
が浮かびあがっており，広報活動についてはさらなる改善の余地がある。
1-3 社会への公表が適切になされているか（評価：４）
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アカデミック・リンクにおいては，web サイトを通じて，その理念，目的，活動を紹
介し，コンセプトビデオ，コンセプトブックを公開してきた。また，アカデミック・リ
ンクセミナーを 2011 年度にスタートさせ，2014 年 8 月までには図書館総合展（パシ
フィコ横浜で開催）におけるフォーラムを含めると，計 22 回のセミナーを開催し，そ
の中でセンターの理念，活動，あるいはセンターの活動に関わりのあるトピックについ
ての最新の取り組みの紹介等を行ってきた。さらには，センター長ほか教職員が各種研
修，セミナー等に 2012 年 4 月から 2014 年 8 月末までに 36 回招へいされ，アカデミ
ック・リンクの理念，活動の実際について紹介してきた。また 2012〜13 年度の視察，
見学として，団体，個人も合わせて 10,306 人の訪問があった。
2

管理運営および組織・機構に関すること

2-1 基本的な組織構成が理念・目的に照らし適切なものであるか（評価：４）
アカデミック・リンクは，「コンテンツと学習の近接による能動的学習の促進」をめ
ざしており，その主要要素であるコンテンツを扱う図書館，教養教育を企画立案，実施
する普遍教育センター，およびコンテンツ提供と効率的な学習環境の整備という点から
欠くことのできない ICT 基盤を扱う統合情報センターが協力してアカデミック・リン
ク・センターを設置して必要な研究開発を行う体制を構築している。このような体制は，
上記のアカデミック・リンクの目的を達成するために最適であると考えられると同時に，
他の大学にはあまり見られない特色あるものである。また，実際の活動については，教
員からなる研究開発部門と図書館職員からなるアクティブ・ラーニング推進部門が実質
的に一体となり，プロジェクトごとに教員と職員からなるチームを編成してこれを推進
しており，それによって効率的なプロジェクトの推進が実現している。また，2014 年
度には，副センター長（本部付部長）および副課長１名の追加配置が実現し，管理運営
体制の強化が図られた。
2-2 教員会議が教育研究活動にかかる重要事項を審議するための必要な活動を行って
いるか（評価：３）
教員会議は，原則的に月１回開催される。構成員はセンター兼務教員，附属図書館事
務部，および学務部長である。このことは，全学教育に関わる事務組織の責任者もセン
ターにおける活動にかかる意思決定に参画していることを示しており，学務部との緩や
かな連携を維持する上でも役立っている。教員会議においては，センターの活動計画を
審議する一方，教員人事に関してはすべて教員会議での発議と千葉大学におけるセンタ
ー教員選考規程に則り，センター外の教員も参加した選考委員会を設置して公平な審査
を行っている。また，日常的な活動についての意思決定と調整を行うために，教員会議
とは別にプロジェクト会議を原則毎週開催しており，緊密な情報交換を行っている。
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3

学習・教育支援活動に関すること

3-1 学習・教育支援活動を実施する上で必要な施設・設備が整備され，有効に活用され
ているか（評価：４）
2011 年度の増築によって生まれた N 棟，I 棟には，アクティブ・ラーニングを推進
するための諸施設（アクティブ・ラーニング・スペース，プレゼンテーションスペース，
ブックツリー等）
，またコンテンツの作成，あるいはその支援をするための諸施設（コ
ンテンツスタジオ，セミナー室，コンテンツ制作室等）が設置されている。特に N 棟
のアクティブ・ラーニング・スペースはよく利用されている。N 棟には無線 LAN を設
置するとともに，固定式の個人閲覧席には電源を提供して，持ち込みあるいは貸出端末
の利用に対応するほか，統合情報センターが提供する教育用端末 50 台を N 棟 3 階に配
備している（このうち８台を L 棟改修終了時に移設）。また総合カウンターで
PC(Windows，Mac)，iPad，アンドロイド端末，プロジェクターを貸し出すなど，ICT
関連機器の提供も行われているが，特に試験期にはこれらの利用頻度も高い。また，プ
レゼンテーションスペースは，センター主催の「1210 あかりんアワー」が授業期間中
の昼休みに週２回開催される他，各種授業，セミナーなどにも活用されている。
I 棟のコンテンツスタジオやセミナールームは，授業収録のために使われるほか，全
学の教職員向け研修(FD, SD)，セミナー，研究会，講演会等に広く使われている。
増築・改修を行った L 棟においては，学生の多様なニーズをふまえて，静寂な学習
室，ラウンジ等を整備することになっている1。増築部分 2 階には N 棟２階と連結する
アクティブ・ラーニング・スペースを増設することで N 棟の混雑の解消を図っている。
3-2 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され，支援が適切に行われているか
（評価：４）
アカデミック・リンクにおける学習支援の中心は，SA（大学院生）による学習支援
活動にある。普遍教育における科目ごとの教員集団との協議の中で，数学，物理，化学
といった領域の支援が必要であることが明らかになったことを踏まえ，N 棟設置時に科
目明示型の学習支援を開始した（N 棟設置前に短期間の試行を行っている）。学習支援
デスクでの支援内容は記録化され，SA 内で共有されるとともに，振り返り会を年６回
開催し，支援を必要とした学生のニーズにあわせて支援体制，内容等について検討を行
い，ニーズに適した支援体制を構築してきた。2012 年度の学習相談は 232 件であった
が，2013 年度には 352 件，2014 年度は前期のみで 280 件と大幅に増加している。教
員，SA，図書館職員の連携によるレポート作成セミナーが継続して実施されてきたが，
2014 年度には参加者が 190 名と急増した。
また，2014 年度からは SA による Moodle や PC 利用についてのサポートを I 棟コン
テンツ制作室で開始した。これは N 棟での PC サポートデスク構想，またコンテンツ

1

2014 年 10 月に整備が終了した。
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制作室におけるスタッフの拡充と対応時間の延長へと発展しており，学生にとって支援
をより受けやすい体制を整備することになっている2。
3-3 教育支援に関する教員のニーズが適切に把握され，支援が適切に行われているか
（評価：４）
アカデミック・リンクにおける教育支援の中心の一つは，授業資料ナビゲータの提供
である。授業資料ナビゲータは，アカデミック・リンクがスタートする前の 2007 年度
から附属図書館によって作成，提供されてきた授業関連資料リストで，教員と図書館員
が協力して作成するという千葉大学スタイルの下，本学におけるコンテンツを活用した
教育支援の形として定着してきた。授業資料ナビゲータの作成にあたっては，リエゾ
ン・ライブラリアンの考えを導入し，学部ごとに担当する図書館職員を固定することで，
教員との間のコミュニケーションの円滑化を実現し，それによって教員のニーズを常に
モニターできるようにして授業資料ナビ以外の情報提供等も積極的に行ってきた。また，
授業資料ナビゲータの作成を支援するシステムを開発し作業負担を減らすとともに，
RFID を用いて資料が棚上にあるかどうかを計測するシステムを導入することによっ
て利用状況の把握につとめ，館外貸出の状況とあわせて教員にフィードバックするなど，
授業資料ナビゲータの効率的な作成，評価などを適切に行ってきた。
教育の ICT 化の推進の観点から Moodle を継続的に運用しており，これを利用する授
業数は順調に増加してきた。Moodle をベースとした物理学共通問題集の作成，教員か
らの要請に基づく授業動画の収録，ビデオ教材作成支援など，教員のニーズに対応する
活動も継続的に行われてきている。また，2013 年 7 月にはハイブリッド教材開発にか
かる共同研究部門を発足させ，学内における教材作成状況，ニーズの把握，発掘のため
のアンケートおよび聞き取り調査を行うとともに，それに基づいて特徴ある教材の作成
を実施した。
4

研究開発活動に関すること

4-1 研究開発活動が活発に行われているか（評価：４）
アカデミック・リンクにおいて展開している７つのプロジェクトは実践的な活動の実
現をめざしたものではあるが，基礎的な研究や評価を含む実践的な研究開発が組み込ま
れており，全体として研究開発活動が活発に行われていると評価できる。2012 年度か
らは，センターとして申請した科学研究費補助金挑戦的萌芽研究『大学教育を革新する
ポスト・ラーニングコモンズの創出』
（2012〜13 年度）が採択され，アカデミック・リ
ンクの利用状況，学生の図書館や学習に関する認識，行動の変化等を明らかにするため
の調査研究を「情報利用行動定点観測プロジェクト」との連携において実施した。それ
により，新しい学習環境における学生の「認識・行動・変化」に関する調査研究を当初
計画よりも大幅に拡大して実施することができた。

2

2014 年 10 月より実施
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また，このようなセンターとしての共同研究とは別に，兼務教員，特任教員が積極的
に研究を行っており，2012 年度は上記挑戦的萌芽研究を含め７名中 5 名の教員が科学
研究費補助金において，研究代表者をつとめており，この状況はその後もほぼ同様に続
いている。さらに 2012 年度には特任教員の１名が学内の研究支援プログラム（科学研
究費助成事業への申請支援） に採択された。
4-2 研究の質が確保されているか（評価：３）
アカデミック・リンクにおける研究の特徴は，多分野の研究者がそれぞれの視点から
アカデミック・リンクの活動についての検討を行っていること，図書館員が実務経験に
基づく視点から貢献していること，および図書館と連携して通常は困難な大規模な実証
的研究を行うことができる点にある。そのような特徴をふまえ，「情報利用行動定点観
測プロジェクト」においては，１）質的・量的手法の両面から多種多様な調査を同時並
行で実施した，２）全学を対象とした質問紙調査を毎年実施しその変革と効果を継続的
に定点観測した，３）担当教員の知見（教育学・図書館情報学・工学）を活かした学際
的な分析を試みた，４）分析にあたりサービス担当者（職員）の実践的な知見を活用し
た調査研究がなされており，調査対象，目的にふさわしい十分な研究の質が確保されて
いると考えることができる。
4-3 成果が上がっているか（評価：３）
プロジェクトという形での実践的研究開発は，各プロジェクトの自己評価からもあき
らかなように，ほぼ順調に進捗し，成果を上げていると評価できる。また，2012〜2013
年度においては，学術論文 17 件，国際学会の招待講演 1 件，口頭発表 12 件（うち 2
件は国際会議）があった。学生の学習行動や新しい学習空間についての一連の調査につ
いてはアカデミック・リンクセミナーにおいて，その成果を公表してきた。
5

学内外との連携に関すること

5-1 連携の目的を達成するにふさわしい計画や具体的方針が定められているか（評価:
４）
学内外の機関との連携については，当初作成した概念図にも含まれており，また年次
計画を示すロードマップにも明示してきた。
アカデミック・リンクの活動においては，民間との連携を重視し，その企画立案の段
階から大日本印刷株式会社及びグループ会社とインフォーマルに協議を重ねた。アカデ
ミック・リンク・センターが発足した 2011 年 4 月には，大日本印刷株式会社と千葉大
学の間でアカデミック・リンクの活動に関する包括協定を締結し，正式な協力関係を樹
立している。活動内容については，2012 年度までは定期的に会合を持ち，両者間での
密接な情報共有を行ってきた。2013 年度からは，後述する共同研究部門を通じて情報
共有を行っている。学内事務局各部署，部局との連携については，幅広くこれを行うと
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いう方針の下に多様な活動がなされた。
5-2 連携活動が適切に行われているか（評価：４）
大日本印刷株式会社との包括協定を基礎に，2013 年 7 月に「電子教材の開発および
活用に関する共同研究部門」が２年間の予定で設置された。これは，大日本印刷株式会
社，丸善株式会社，および千葉大学の三者の合意に基づくもので，この共同研究部門の
目的は，新たな教材開発および教材の利用を促進するモデルの構築にあり，教員の教材
利用の実態，支援ニーズの調査を実施し，それに基づいて個別教員の教材作成支援等が
実施された。この共同研究部門は，千葉大学における学内センターでの設置，また自然
科学領域以外での設置という点で嚆矢となった。
千葉大学が呼びかける形で，国私立大学，大学出版会，大学生協，出版流通の関係者
が集まり，アカデミック・リンク・センター長を座長とする「大学学習資源利用モデル
研究会」を 2012 年に発足させた。これは，著作物の教育学習における利用の許諾を個
別にとることが作業量的に負担の大きいというアカデミック・リンクでの経験を踏まえ，
一定の条件下での著作物の利用について許諾なしにこれを行えるようにするためのガ
イドラインの検討や，著作権管理の委託を受けた団体との意見交換を行った。この研究
会の成果を踏まえ，2014 年 5 月には大学が機関会員となる「大学学習資源コンソーシ
アム」(CLR)が発足した。
書店を図書館の建物の一角に設置することは，アカデミック・リンクにおけるコンテ
ンツ提供を支える基本方針の一つである。L 棟の改修によって千葉大学生協ブックセン
ターが南西の角に設置されるとともに，ラウンジをブックセンターの行事にも利用でき
るような構造とした。また，POD(Print-on-demand)を用いた教材作成・提供実験を行
った。
アカデミック・リンクの活動において，特に全学的な連携において進められているの
が「1210 あかりんアワー」である。これについては，教員のみならず職員も講師役と
して登壇するが，職員に関しては，年度当初に登壇の年次計画を示し，事務局各部署，
部局において，登壇者の調整を行った。2013 年度からは，渉外企画課の調整の下で千
葉大学経済人クラブ「絆」（本学を卒業した経済人の親睦団体）との連携し，年に４回
本学 OB が登壇している。
5-3 活動の成果があがっているか（評価：４）
全体として成果が上がっていると考えるが，とりわけ，以下の諸点が特筆すべき成果
といえる。


共同研究部門においては，学内における教材作成状況，ニーズの把握のためのア
ンケートおよび聞き取り調査を行うとともに，それに基づいて特徴ある教材の作
成を実施し，その成果の一部については 2014 年度に学会において発表した。



「大学学習資源利用モデル研究会」については，前述のように，私的な研究会か
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ら大学が機関として参加するコンソーシアムへと発展した。


「1210 あかりんアワー」については，これまでに平均して 20 名から 30 名程度の
参加者があるが，本学 OB が登壇する回は他の回と比較して参加者が多く，また
参加者からの質問も活発である。

また，オープンキャンパスにおける対応，入試広報における高校生見学コースへの組み
込み等，アカデミック・リンクは全学的な活動にも貢献している。
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2014 年プロジェクト自己評価
評価指標

１：年度計画を実施していない
２：年度計画を十分には実施していない
３：年度計画を十分に実施している
４：年度計画を上回って実施している

1. レガシーコンテンツ再生プロジェクト
自己評価 ３：年度計画を十分に実施している
理由：
本プロジェクトでは、すでに刊行されているパッケージ型メディアの電子的再生および
それらの利活用のための環境整備を目的に、
『児童文学事典』の電子的再生、授業資料ナビ
ゲータ作成支援システムの開発と運用、そして RFID 棚を用いた実態調査等を実施した。
『児
童文学事典』はすべての権利処理と電子化の作業を終え、2014 年 1 月よりインターネット
上に一般公開している。その他の刊行物に関する権利処理、電子化、そして POD 試行につ
いても、デジタルコースパック構築プロジェクトと連携しつつ実施している。さらに、RFID
棚を用いて、今後の電子媒体と紙媒体が混合した提供環境のための先行調査も実施してい
る。また、授業資料ナビゲータ作成支援システムを開発し、2012 年 1 月より現在まで運用
を継続している。以上、本プロジェクトは、刊行物の電子的再生およびそのための環境整
備を実現しており、当初の計画を十分に実施している。

２．オンラインクラスルームプロジェクト
自己評価 ４：年度計画を上回って実施している
理由：
本プロジェクトでは、授業の録画配信を中心とする e-learning 環境を整備することを目
的に、そのための環境整備と人的支援体制の構築、授業に関連する動画コンテンツの作成、
および配信動画コンテンツの視聴調査等を実施した。環境整備と人的支援体制に関しては、
収録・編集設備を備えた複数の空間を整備し、学生スタッフ ALSA-TT による支援体制を構
築した。動画コンテンツ作成に関しては、授業の動画を当初計画以上に収録・配信し、さ
らに授業紹介用の動画、事前・事後学習用の動画、講演会・セミナー動画など、授業動画
以外にもターゲットを広げ、教育に資する動画コンテンツの配信を実施した。さらに、視
聴調査では、再生回数の観点からの評価だけでなく、視聴利用の偏りや成績との関連につ
いて統計解析を実施した。以上、本プロジェクトは、当初計画以上の環境整備、動画コン
テンツ作成、およびその調査を完了しており、年度計画を上回って実施している。
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３．デジタルコースパック構築プロジェクト
自己評価 ４：年度計画を上回って実施している
理由：
本プロジェクトでは、自作教材や著作物の一部などを含む授業教材の電子的パッケージ
化の実現とそのための環境整備を目的に、コースパック作成、コースパック素材開発、教
員に対する教材電子化のための相談体制の設置と運用、および授業教材の共有化に向けた
検討等を実施した。コースパック作成では、歴史学や図書館学等の実際の授業教材に対す
る著作権処理を進め、電子的な提供や POD による提供を実施した。コースパック素材の開
発では、Moodle 向けの物理学問題集を開発し、授業への展開およびその評価を実施した。
教員に対する相談体制に関しては、コンテンツ制作室等の環境整備、学生スタッフ ALSA-TT
による相談窓口の設置、さらに共同研究部門との連携による教材作成支援など計画を拡大
しつつ実施してきた。さらに、大学学習資源コンソーシアムへの参加を通じた教材共有化
等についても検討を進めた。以上、本プロジェクトは、デジタルコースパック作成、その
支援のための環境整備や人的支援体制を十分に実現しており、年度計画を上回って実施し
ている。

４． 「参加する学習プロジェクト」
自己評価 ４：年度計画を上回って実施している
（理由）
2012 年度以降、①必要に応じて新規募集・研修を行いながら、②学習相談・学習支援を実
施してきており、③SA ミーティングを通じて担当領域やマニュアルを含むデスク運営シス
テム全体の改善を継続している。④SA のリーダーシステムについて、リーダー会議を開催
して企画検討・業務改善提案機能を持たせ、一定の役割分担の見直しを進めた。これらの
他に、⑤セミナー企画に関して、ALSA 自身による相互評価・改善システムを軌道に乗せ、
教員の監修を維持しつつも ALSA による企画・制作実施・チェック・改善のサイクルを確立
するに至った。⑥また ALSA 自身による学習相談業務改善とその ALSA 間における共有を通
じた教育支援者としての成長という効果と、これを実現するための学習支援体制の条件を
確認できた。特に後者 2 点において、当初計画を上回って実施している。

５． 「教育力」
「学習力」向上プロジェクト
自己評価 ４：年度計画を上回って実施している
理由
「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」ことを目的とする本プロジェクトでは、その具体
的な方策として、教職員及び学外関係者向けのアカデミック・リンク・セミナーと学生対
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象企画「1210 あかりんアワー」を定期的に実施してきた。2014 年 8 月までの開催回数は前
者は隔月開催を原則として 23 回、後者は授業期間中週 2 回開催により 157 回にのぼる。ア
カデミック・リンク・セミナーはウェブサイトを通じた動画配信、「1210 あかりんアワー」
は図書館内備付の iPad を用いて動画提供を行うことで、
情報提供機会の充実に努めている。
特に、
「1210 あかりんアワー」の実施過程では全学的な協力を得ており、本学の学生・教職
員・学外への有益な情報発信となっている。
他方、学内の全学 FD への支援については、施設整備に取り組み、環境の充実をみたこと
から、FD 等でのアカデミック・リンク・センター施設の利用は増加している。
以上のことから、本プロジェクトでは目的を十分実施できている。本事業の中心となる
「1210 あかりんアワー」は 150 回をこえ継続されており、その取り組みはさまざまな外部
報道媒体に取り上げられ、注目を集めていることから、本プロジェクトは、当初計画を上
回って実施しているといえる。

６． 情報利用行動定点観測プロジェクト
自己評価 ４：年度計画を上回って実施している

理由：
本プロジェクトでは「学習環境変革のアウトカム評価を実現する手法の検討」を目的
に、新設した学習環境における学生の「認識・行動・変化」を観測するための各種調査
を当初計画より大幅に発展・拡大しながら実施してきた。本プロジェクトの４ヶ年の活
動を通じて、特筆すべき評価ポイントは下記の４点である。1) 質的・量的手法の両面
から多種多様な調査を同時並行で実施した点、2)全学を対象とした質問紙調査を毎年実
施しその変革と効果を継続的に定点観測した点、3)担当教員の知見（教育学・図書館情
報学・工学）を活かした学際的な分析を試みた点、4) 分析にあたりサービス担当者（職
員）の実践的な知見も活用した点。ロードマップにおける進捗状況、および、これらの
特筆点を鑑みて、本プロジェクトの最終評価を「４：年度計画を上回って実施している」
とする。

７． 「新しい図書館員」プロジェクト：自己評価
自己評価 ３：年度計画を十分に実施している
理由：
オフィスアワーは 2012 年度初めに設置し、ALC 教員を中心に運用してきた。2013 年度か
らは学習相談員や教職相談担当教員も常駐するようになり発展してきたが、教員へのイン
センティブの検討やセンター以外の教員の関わりについては不十分である。今年度の後期
からは、常駐以外の方式での運用も実施することを検討している。利用支援デスクにおけ
る学習支援体制も年度当初から施行し、図書館員・ALSA-LS・教員の連携による支援を可能
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とする配置方法に、一定の効果が確認できた。また学習支援活動のデータ収集・ドキュメ
ンテーション方法については、ケースごとの記録と振り返り記録の組み合わせという方法
を試行し、一定の有用性を確認した。図書館員に対する研修は、学生向け講習会への図書
館員の自主的な参加などのほか、著作権をテーマに 4 回行った。今後も研修の機会を設け
る予定である。ALSA-GS については、新規採用を含め活動を継続している。図書館員と連携
した活動が活発になってきており、図書館フロアマップの作成や学校教科書についての配
架ルールの提案なども共同作業の中で実現することができている。以上から、本プロジェ
クトは年度計画を十分に実施していると自己評価できる。

８． 基盤整備
基盤整備（Moodle）
自己評価 ４：年度計画を上回って実施している
理由：
基盤整備（Moodle）では，利用者である千葉大学の学生および教職員が Moodle を安定的
利用できるようにシステムの整備をするとともに，利用マニュアルやサポートデスクの設
置といった支援体制の整備を実施した。利用者に対する支援体制として，普遍教育センタ
ー主催の「普遍教育センター学習会」等で Moodle の利用方法の説明および Moodle を利用
した授業実践の事例報告といった利用講習会を実施するともに，随時メール等にて利用に
関する個別の質問対応を行うことで，利用に係る支援活動および普及活動を進めた。また
支援の過程で寄せられた質問に対する回答はよくある質問としてまとめ，広く利用者に還
元した。特に利用マニュアルについては，「富山大学と千葉大学は Moodle のオンラインマ
ニュアルの作成に力を入れている定番のサイト」や「千葉大学のマニュアルを熊本大学で
少し変更してマニュアルとして使いたいと思い」というように他大学からも評価されてい
る。また学生スタッフ ALSA-TT によるコンテンツ制作室での技術的な支援については，定
常的かつ，学生のみならず教職員まで見据えた支援体制を確立するため，技術補佐員をコ
ンテンツ制作室に常駐することで支援体制の強化を図った。一方，ALSA-TT による相談窓口
を N 棟 3 階の教育用端末（学内設置 PC）のあるフロアに移すことで，学生に近接した位置
での技術支援を進めた。以上，Moodle の運用は，利用者の支援のための環境整備や人的支
援体制を十分に実現しており，年度計画を上回って実施していると考える。
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