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2019 年度第 1 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 4 月 4 日（木） 10：30～11：18 
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、檜垣副センター長、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、前田兼務教員（国際教養学部）、白川兼務教員（国際

教養学部）、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、鈴木事務局付特任課長、綾

部学術コンテンツ課長

欠席者：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）

陪席者：姉川特任講師、藤本特任講師、我妻特任助教、菊地教育企画課長、小島国際教養学

部事務長、武内利用支援企画課副課長、飯塚学術コンテンツ課副課長、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、佐々木利

用支援企画課アカデミック・リンクグループ専門職員

４．配布資料

1. 平成 30 年度第 11 回アカデミック・リンク・センター教員会議議事要旨（案）

2. 【回収資料】ALPS 履修証明プログラム第 1 期生 履修状況一覧

3. 大学院生向けセミナー「はじめての研究申請書」企画書及び実施報告

4. 2019 年度アカデミック・リンク プロジェクト年度計画（案）

5. アカデミック・リンクウィークちらし

6. 1210 あかりんアワー2019 年 4 月スケジュール

7. ALPS プログラム活動の概要及び進捗状況・予定（2019 年 3 月～5 月）

8. 教育関係共同利用拠点 2019 年度実施計画書

9. 2018 年度 第 5 回アカデミック・リンク・セミナー/ALPS セミナー 参加者報告

10. 2018 年度 教育・学修支援専門職養成（ALPS）プログラム参加者報告

11. ALPS 履修証明プログラム 第 3 期生募集のお知らせ

12. 国際未来教育基幹キャビネットセンター長会議（3/15）議事要旨

13. FD 推進専門委員会（第 5 回、3/7） 議事要旨

14. 教育研究評議会、大学運営会議議事次第（平成 31 年 3 月）

15. アカデミック・リンク・センター「OneDrive-国立大学法人千葉大学」利用手順書

16. 2019 年度アカデミック・リンク・センター教員会議開催スケジュール（案）

【資料番号なし】

アカデミック・リンク・センター教員会議名簿（2019 年 4 月 1 日現在）

アカデミック・リンク・センター教員会議規程

米国高等教育におけるアカデミック・アドバイジング（ALPS ブックレット vol.4）
ALPS 履修証明プログラム（第 1 期生）修了時アンケート



2 
 

議事に先立ち、竹内議長より、委任状の提出はなかった旨、報告があった。 
また、教員会議の新たな構成員として、鈴木事務局付特任課長（命）附属図書館利用支援企画

課長、綾部学術コンテンツ課長、陪席として、武内利用支援企画課副課長、飯塚学術コンテンツ

課副課長、佐々木利用支援企画課アカデミック・リンクグループ専門職員の紹介があった。 
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. ALPS 履修証明プログラム第 1 期生の修了認定について 
竹内議長より、資料 2 に基づき説明があった。第 1 期生 25 名中、対面授業を欠席し

た 2 名を除く、23名について修了要件を満たしているとの説明がなされた。23名の修了

認定について、異議なく承認された。残る 2 名については、対面授業の代替となる課題

の完了を待って、修了判定を行う。また SULA 履修生 8 名については、履修が完了した

者について、センター長名で履修証明書を発行する。 
 

2. 大学院生向けセミナー「はじめての研究計画書」について 
竹内議長より、後伺いである旨説明があった後、國本特任准教授に説明を求めた。國

本特任准教授より資料 3に基づき、3 月の教員会議への提案が間に合わなかったため、

センター長の判断で、資料のとおりセミナーを開催した旨、説明があった。出席者からは、

今後も 3 月末に継続して開催してほしい、4 月中旬開催の是非は対象となる専門分野に

よって事情が異なる、早い段階で他分野の研究者に自分の研究計画書を見てもらえる

点がよい、などの意見が出された。開催ならびに報告について、異議なく承認された。 
 

3. 2019 年度アカデミック・リンク・センター年度計画について 
竹内議長より、資料 4 に基づき説明があった。これまで部門ごとにプロジェクトの計画

を立て実施してきたが、順調に進まなかった部分もあったため、4 つのプロジェクトをセン

ター長直属とし、複数部門を横断する形で実施する。また部門運用型のオペレーション

については、事務担当は附属図書館の課ベースで対応を行う。今後各部門で計画を立

案し、5 月の教員会議で承認をいただく予定である。以上の内容について、異議なく承

認された。 
 
4. その他 

ALPS プログラム（第 1 期生）修了時アンケートに関して、竹内議長より岡田副センタ

ー長に説明を求めた。岡田副センター長より資料に基づき、履修証明書とともにアンケ

ート用紙を配布したいとの説明があった。出席者からはアンケートの内容について、履修

生は「A」段階を目標としているため「B」「C」の自己評価は付けづらく「A」に集中するの

では、率直な意見を書いてもらうため「今後の改善のために」といった趣旨を明確にして

はどうか、といった意見が出された。今後の流れとしては、岡田副センター長が再度内容

の確認を行った上で、最終的には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。 
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６．報告事項 
1. アカデミック・リンクウィークについて 

竹内議長より、資料 5 に基づき報告があった。池尻 GL より、今年度は入学式と授業

開始日の間の平日がなく、また全新入生を対象とした行事でのチラシ折り込みが行えな

かったため、例年よりも参加人数が少なめであるとの補足説明があった。出席者からは、

twitter での広報の際に「#春から千葉大」のハッシュタグを用いてはどうかとの意見が出

された。 
 

2. 1210 あかりんアワー2019 年 4 月スケジュールについて 
竹内議長より、資料 6 に基づき報告があった。学生を対象とした参加の声がけと登壇

者のご推薦の協力をお願いしたい。 
 

3. ALPS プログラム活動の進捗状況（2019 年 3 月～5 月）について 
竹内議長より資料 7 に基づき、資料 8～11 や ALPS ブックレット vol.4 も参照しながら

報告があった。第 3 期生の募集要項は現在作成中であり、5 月開催の運営委員会にて

承認された後、6 月に募集開始の予定である。 
 

4. アカデミック・リンク・センターへの視察・見学（3 月）について 
竹内議長より、「3 月は、他機関からの見学が 4 組 21 名であった」との報告があった。 

 
5. 国際未来教育基幹キャビネットセンター長会議（3/15）について 

竹内議長より、資料 12 に基づき、各部局での FD について、収録するために情報共

有の依頼をしたとの報告があった。 
 

6. FD 推進専門委員会（第 5 回、3/7）について 
竹内議長より、資料 13 に基づき報告があった。 

 
7. 教育研究評議会、大学運営会議報告（3 月） 

竹内議長より、資料 14 に基づき報告があった。 
 

8. アカデミック・リンク・センター「OneDrive-国立大学法人千葉大学」利用手順書について 
竹内議長より資料 15 に基づき、部局単位で定める利用手順書を策定したこと、別紙

について修正の予定があることの報告があった。 
 

9. その他 
竹内議長より資料 16 に基づき、次回および年間の会議予定の説明があった。基本的

には毎月第 1 木曜日に開催されるが、一部第 2 木曜日に開催される。 
 

次回 ALC 教員会議（予定） 2019 年 5 月 9 日（木）10：30～ 
附属図書館 K 棟 2 階大会議室 


