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平成 30 年度第 11 回千葉大学アカデミック・リンク・センター教員会議 議事要旨 

１．日 時：平成 31 年 3 月 7 日（木） 10：30～11：30 

２．場 所：附属図書館 K 棟 2 階大会議室 

３．出席者：竹内センター長、山本副センター長、岡田副センター長、竹田副センター長、國本特

任准教授、横田兼務教員（社会科学研究院）、伊藤兼務教員（医学研究院）、織田兼

務教員（国際未来教育基幹）、菅野事務局付特任部長、菊地事務局付課長、高橋利

用支援企画課長、庄司学術コンテンツ課長

欠席者：檜垣副センター長、前田兼務教員（国際教養学部）、白川兼務教員（国際教養学部）、

神野兼務教員（教育学部）、石井兼務教員（人文科学研究院）、木下兼務教員（園芸

学研究科）…うち委任状提出者 3 名 

陪席者：池田特任助教、常川特任助教、我妻特任助教、菊地教育企画課長、成澤利用支援企

画課副課長、檜原利用支援企画課副課長、北村利用支援企画課総務係長、池尻利

用支援企画課アカデミック・リンクグループ GL 

４．配布資料

1. 平成 30 年度第 10 回アカデミック・リンク・センター教員会議 議事要旨（案）

2. 教育関係共同利用拠点平成 30 年度実施計画書（参考資料）

3. 2019 年度（平成 31 年度）運営費交付金等（機能強化経費）一覧表

4-1. 平成 30 年度計画等の実施状況に関する報告等（案）【ALC】

4-2. 平成 30 年度計画等の実施状況に関する報告等（案）【図書館】

5. 平成 30 年度に実施した各部局等における優れた取組や成果等について

6. 松戸キャンパスにおける学習相談 振り返り会（実施報告）

7. 1210 あかりんアワー開催企画一覧（2018 年度）

8. 大学院生・学部後期生向けセミナー実施報告

9. ALPS プログラム活動の概要及び進捗状況・予定（2019 年 2 月～2019 年 4 月）

10. 2018 年度第 4 回アカデミック・リンク／ALPS セミナー参加者報告

11. 第 9 回 ICT 推進専門委員会議事要旨（案）

12. 平成 31 年 2 月教育研究評議会、大学運営会議 議事次第

[回収資料 1] ALC 特任教員の平成 30 年度の教育研究等活動の評価について

[回収資料 2] ALPS 履修証明プログラム辞退届

議事に先立ち、竹内議長より、委任状が 3 枚提出されているとの報告があった。 

また、前回議事要旨（案）について確認依頼があり、承認された。

５．議 題

1. 特任教員の評価について

竹内議長より、回収資料 1 に基づき説明があり、特任教員の契約の延長について、異

議なく承認された。
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2. ALPS 履修証明プログラムの辞退者について 

竹内議長より、回収資料 2 に基づき説明があり、異議なく承認された。 

 

3. ALPS 履修証明プログラム（第１期生）修了時アンケートについて 

竹内議長より岡田副センター長に説明を求め、岡田副センター長より「1 期生の修了

に伴い、4 月の履修証明書発行（郵送）、修了時アンケートを実施したい」との説明があり、

実施について異議なく承認された。 

 

4. 教育関係共同利用拠点平成 31 年度実施計画書について 

竹内議長より、「昨秋の BP 申請書をベースに、また、拠点再認定時の年度計画、資

料 2（参考資料：平成 30 年度計画書）を踏まえて作成中である。学内締切が次回の教員

会議よりも早いため、ALPS 部門会議に諮ったうえで、教育企画課に提出することを、セ

ンター長にご一任いただきたい」との説明があり、異議なく承認された。 

 

5. その他 

特になし。 

 

 

６．報告事項 

1. 平成 31 年度予算について 

竹内議長より、資料 3 に基づき、「戦略 2 の予定額はまだ調整中である」「共通政策課

題分（教育関係共同実施分）は、ALC 並びに看護ともに昨年度並みの見通しである」と

の報告があった。 

 

2. 教員人事について 

竹内議長より、応募及びヒアリングの状況についての報告と、再公募する旨の説明が

あった。また、これから再公募することを踏まえ「4 月 1 日の採用は無理だが、なるべく早

いタイミングで採用したい」との補足があった。 

 

3. 平成 30 年度計画等の実施状況に関する報告等について 

竹内議長より、資料 4-1、4-2 に基づき報告があり、「学内締切が 3 月 6 日のため提出

済みである」との補足があった。 

横田兼務教員より「計画 No.46 の地域連携の項目で 1210 あかりんアワーの記載があ

るが、該当回のテーマ等を具体的に記してはどうか」との提案があり、竹内議長より

「1210 あかりんアワーは、学内者に限定せず、広く市民にも公開しているという点から記

載している。次回より、書き方を検討する」との回答があった。また、菊地教育企画課長よ

り「前年度より伸びている項目は、前年度比を記した方がよい」との提案があった。 

 

4. 平成 30 年度に実施した各部局等における優れた取組や成果等について 

竹内議長より、資料 5 に基づき報告があり、「報告事項 3 と同様に、学内締切が 3 月 6
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日のため提出済みである」との補足があった。 

 

5. 松戸キャンパスにおける学習相談の試行（実施報告） 

竹内議長より國本特任准教授に報告を求め、國本特任准教授より資料 6 に基づき報

告があった。 

横田兼務教員より松戸キャンパスででのサポートのニーズについての質問があり、國

本特任准教授より「研究室配属前（のブランク期間）のサポートと、配属後の研究サポート

が求められている」との回答があった。また、菊地事務局付課長より「『どの先生が何を研

究しているか』に関して、松戸キャンパスでは作成された資料があるので、活用いただき

たい」との意見があった。 

 

6. 1210 あかりんアワー2018 年度実施報告 

竹内議長より、資料 7 に基づき報告があり、「4 月の予定もほぼできている。また、いい

人がいれば、ぜひご紹介いただきたい」との補足があった。 

 

7. 大学院生・学部後期生向けセミナー実施報告 

竹内議長より、資料 8 に基づき報告があり、「概ね好評であり、このようなニーズがある

ことが分かった。一斉メールが有用であった」との補足があった。 

 

8. ALPS プログラム活動の進捗状況について（2019 年 2 月～2019 年 4 月）について 

竹内議長より、資料 9～10 に基づき報告があった。 

 

9. アカデミック・リンク・センターへの視察・見学（2 月）について 

竹内議長より、「2 月は、他機関からの見学が 4 組 23 名であった」との報告があった。 

 

10. ICT 推進専門委員会（第 9 回、3/1）について 

竹内議長より、資料 11 に基づき報告があった。 

 

11. 教育研究評議会、大学運営会議（2 月）について 

竹内議長より、資料 12 に基づき以下の報告があった。 

 

【2 月教育研究評議会】 

特になし。 

 

【2 月第 1 回大学運営会議】 

特になし 

 

【2 月第 2 回大学運営会議】 

 IV．議事 5．研究論文等の研究成果のジャーナル等への投稿に関する注意事項に

ついて 
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  →竹内センター長より、「ご注意いただきたい」との説明があった。 

 

12. その他 

竹内議長より、3 月で退任（退職）となる方の紹介があり、池田特任助教、常川特任助

教、庄司学術コンテンツ課長、菊地事務局付部長から挨拶があった。 

 

 

次回 ALC 教員会議（予定） 2019 年 4 月 4 日（木）10：30～ 

附属図書館 K 棟 2 階大会議室 




