大阪大学 高等教育・入試研究開発センター シンポジウム

高大接続の将来像
― 高大タッグで挑む、これからの人材育成―

開催報告書
日時 ： 2019年3月26日（火）13:00 –17:45
会場 ： 一橋大学一橋講堂 中会議場
東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター内

⼤阪⼤学 ⾼等教育・⼊試研究開発センター

シンポジウム

⾼⼤接続の将来像
〜⾼⼤タッグで挑む、これからの⼈材育成〜
【⽇ 時】 2019 年 3 ⽉ 26 ⽇（⽕）13:00~17:45
【会 場】 ⼀橋⼤学⼀橋講堂

中会議場（東京都千代⽥区）

【趣 旨】
グローバル化のさらなる進展や「Society5.0」と呼ばれる情報集約型社会の到来が今後予想されている
ことから、そのような未来社会を志向した⼈材育成に向けて、各国が教育改⾰に取り組んでいます。
我が国でも、未来に向けての⾼度な⼈材育成が重要であるとの認識のもと、⼤学への進学者が５０％
を超える前後から、⾼校教育と⼤学教育の接続の在り⽅が⼤きく問われはじめ、補完教育や初年次教育
の導⼊も進みました。さらに、ここ数年来、⾼⼤接続改⾰の動きが加速していますが、ややもすると、
⼈々の関⼼や関係諸機関の取組も⼊学者選抜の改⾰に向きがちで、⾼校と⼤学の教育と学習の接続の在
り⽅については、必ずしも議論や取組が深まっているとは⾔えません。しかし、たとえば、我が国ではグ
ローバル・サイエンス・キャンパス、また、⽶国ではアドバンスト・プレースメント・プログラムなどを
通じて、⾼校と⼤学の教育・学習を円滑に接続する試みを実施しています。
今回のシンポジウムでは、「次世代⼈材の育成」を念頭に置いた⾼⼤接続（改⾰）の次の段階として、
⾼校と⼤学のより良い関係づくりのために我々は何をするべきかを考えます。それと同時に、これまで
⾼校・⼤学教育改⾰で叫ばれてきたこと（グローバル化、アクティブラーニング、探究学習など）の意味
を「⼈材育成の観点から整理」することで、次世代⼈材育成の観点からの「学びの在り⽅」を探り、それ
を⾼校・⼤学のそれぞれの⽴場でなにができるか探ることで、参加者とともに、我が国の新しい⾼⼤接続
の形を考えます。

【対 象】
⼤学・⾼校の⾼⼤接続担当者、⼤学・⾼校のカリキュラム設計担当者、⾼⼤接続に関わる企業担当者、⾼
⼤接続に興味関⼼がある⽅等

【メッセージやねらい】
これまでに様々な改⾰が⾏われてきたが、⾼校まで育成されてきた能⼒と、⼤学や社会で必要とされる
能⼒の違いを埋めるには⾄っていない。⼤学教育・⾼校教育の相互乗り⼊れにより、これらのギャップを
埋めることができる、より建設的な⾼校と⼤学の関係になることはできないのか。

【プログラム】
総合司会：和嶋 雄⼀郎

⼤阪⼤学⾼等教育・⼊試研究開発センター

13:00-13:10

開会の挨拶 神宮 孝司

13:10-13:20

来賓挨拶 ⽟上 晃

准教授

⼤阪⼤学教育・学⽣⽀援部 部⻑

⽂部科学省審議官（⾼等教育局及び⾼⼤接続担当）

＜第１部 ⾼⼤接続の整理・問題提起＞
13:20-14:05

基調講演「⾼⼤接続の将来像
溝上 慎⼀

−2030 年⾼校と⼤学はどうなっているのか？−」

桐蔭学園 理事⻑代理・トランジションセンター所⻑・教授

＜第２部 ⾼⼤連携型の取り組み事例＞
事例紹介 1「⾼校において⼤学の学びを先取りする意味」
14:15-14:45

事例紹介 1-1「The Power of Advanced Placement (AP)」＊英⽇同時通訳付き
Al Mijares (Ph.D.) Orange County Superintendent of Schools, former Vice President
of the College Board

14:50-15:10

事例紹介 1-2「⾼校における AP Capstone の事例」＊英⽇同時通訳付き
Laura Harmon

北海道インターナショナルスクール

⾼等部

教諭

事例紹介 2「⼤学が⾼校⽣を指導する意味」
15:15-15:35

事例紹介 2-1「GSC プログラムと⾼⼤接続」
⽇紫喜 豊

15:40-16:00

科学技術振興機構 (JST) 理数学習推進部 調査役（能⼒伸⻑担当）

事例紹介 2-2「⼤阪⼤学 SEEDS プログラムの紹介」
杉⼭ 清寛

⼤阪⼤学全学教育推進機構

教授

事例紹介 3「⾼校で⾏ってきたアカデミックスキル教育」
16:05-16:25

事例紹介 3 「⾼校で⾏ってきたアカデミックスキル教育

〜地⽅国⽴⼤学附属学校か

らの提⾔〜」
彦⽥ 順也

愛媛⼤学附属⾼等学校

副校⻑

＜第３部 パネルディスカッション・質疑応答＞ 16:35-17:35
パネリスト：講演者全員
モデレーター：⼭下 仁司
17:35-17:45

⼤阪⼤学⾼等教育・⼊試研究開発センター

閉会の挨拶 川嶋 太津夫

教授

⼤阪⼤学⾼等教育・⼊試研究開発センター⻑・教授

（敬称略）

⼼理学の観点から⾒た⾼⼤接続教育の捉え⽅、⾼

【開催報告】

校でのアクティブラーニング型授業の事例の紹介、

現在、三位⼀体の⾼⼤接続改⾰の取組みとして

⾼⼤接続教育の現状についての報告がありました。

⾼等学校教育・⼤学教育・⼤学⼊学者選抜のそれ

⾼校においてアクティブラーニング型授業が徐々

ぞれの改⾰が進められており、多くの⼤学が様々

に受け⼊れられ、⾼校⽣の主体的な学びが促進さ

な改⾰の努⼒をされていると思います。しかしな

れていることが紹介されました。

がら、⾼校と⼤学の教育と学習の接続のあり⽅に
ついては、必ずしも議論が深まっているとは⾔え
ない状況ではないかと思われます。そこで、国内
外で⾏なわれている⾼⼤接続についての優れた事
例を共有し、
「次世代⼈材の育成」を念頭に置いた
⾼⼤接続、⾼校・⼤学を通した「学びのあり⽅」に
ついて考えていくため、
「⾼⼤接続の将来像

−⾼

⼤タッグで挑む、これからの⼈材育成−」と題し
たシンポジウムを 2019 年 3 ⽉ 26 ⽇、⼀橋⼤学⼀

溝上 慎⼀ 先⽣（桐蔭学園 理事⻑代理（当時）・トラン

橋講堂 中会議場（東京）にて開催いたしました。

ジションセンター所⻑・教授）

次に、⾼校において⼤学の学びを先取りする国
内外の事例報告として、カリフォルニア州オレン
ジ郡教育⻑ Al Mijares（アル・ミハーレス）先⽣よ
り「The Power of Advanced Placement (AP) : How
to Develop AP Capstone」
の題で、AP/AP Capstone
の理念とプログラムの内容、参加している学⽣の
状況など、動画を交えて紹介をいただきました。
開会の挨拶 神宮 孝治（⼤阪⼤学 教育・学⽣⽀援部 部⻑）

Al Mijares（アル・ミハーレス）先⽣（アメリカ・カリフォ
ルニア州オレンジ郡教育⻑）
来賓挨拶 ⽟上 晃 様（⽂部科学省審議官（⾼等教育及び

次に、北海道インターナショナルスクール ⾼等

⾼⼤接続改⾰担当）

部 Laura Harmon（ローラ・ハーマン）先⽣からは、
シンポジウムでは、桐蔭学園 理事⻑代理（当
時）
・トランジションセンター所⻑・教授
⼀先⽣より「⾼⼤接続の将来像

溝上 慎

−2030 年⾼校と

⼤学はどうなっているのか？−」と題して、教育

「AP Capstone at Hokkaido International School」
として、現在、北海道インターナショナルスクー
ルで実際に実施されている AP Capstone のカリ

キュラム、試験や評価の⽅法、学⽣が AP Capstone

⼤阪⼤学全学教育推進機構 教授 杉⼭ 清寛先

をどのように捉えているか、についての発表があ

⽣からは「⼤阪⼤学 SEEDS プログラム」として、

りました。AP Capstone に参加している学⽣は、

SEEDS プログラムの特徴、概要、教育効果と評価

専⾨的スキルの獲得のみならず、学びの重要性の

についての発表がありました。SEEDS の⽬的は、

認識が⾼く、また学びへのモチベーションも⾼い

植物の種が発芽する際に与える⽔のように、無理

ことが紹介されました。

なく⾼校⽣の能⼒の伸⻑を促すような刺激を与え
ることであり、SEEDS は、⾼校⽣にとっては「⾃
分の⼊りたい⼤学を⾃分から考えられる」、「⾃分
の将来について、⼤学そしてその先の企業を⾒据
えたキャリアパスを考えることができる」という
メリットがあり、また、⼤学にとっては、
「⼤学の
真の姿を⾼校⽣に⾒てもらうことで、本当に⼊り
たいと思う⾼校⽣に対してアピールすることがで
きる」、「社会と共同で⾼校⽣を育てるという、新
しい形の⾼⼤接続事業である」というメリットが

Laura Harmon（ローラ・ハーマン）先⽣（北海道インタ

あることが紹介されました。

ーナショナルスクール ⾼等部）

続いて、⾼校⽣が⼤学で直接指導を受ける、と
いう事例報告として、科学技術振興機構
習推進部 調査役

理数学

⽇紫喜 豊先⽣より「GSC プロ

グラムと⾼⼤接続」として、GSC（グローバル・
サイエンス・キャンパス）のプログラムの実施状
況についての紹介がありました。理数に秀でた少
年少⼥が集い、切磋琢磨する場として GSC は機能
しており、このような「理数⼈材育成のエコシス
テム」を全国で確⽴することが理想であり、その
ためには、⼤学のミッションの⼀つとして、早期
段階の⼈材育成が組み込まれることが必要ではな
いかとの⽰唆がありました。

杉⼭ 清寛 先⽣（⼤阪⼤学全学教育推進機構 教授）

最後に、愛媛⼤学附属⾼等学校

副校⻑

彦⽥

順也先⽣より、
「⾼校で⾏ってきたアカデミックス
キル教育〜地⽅国⽴⼤学附属学校からの提⾔〜」
として、愛媛⼤学附属⾼等学校で⾏なわれている
アカデミックスキル教育について、⾼⼤連携科⽬
「リベラル・アーツ」、課題研究（先進的な⾼⼤連
携教育プログラム）についての実施体制、単位付
与の⽅法、履修状況やその効果についての発表が
あり、参加者の多くが授業を⾼く評価するなど、
効果的な⾼⼤接続が⾏なわれていることが紹介さ
れました。

⽇紫喜 豊 先⽣（科学技術振興機構 理数学習推進部 調
査役）

ョンが締めくくられました。

彦⽥ 順也 先⽣（愛媛⼤学附属⾼等学校 副校⻑）

各報告に続き、報告者全員が参加したパネルデ
ィスカッションが⾏われ、活発な議論が展開され
ました。冒頭に、モデレーターから全体の短い総
括が⾏われた後、溝上先⽣から「今回の事例報告
は、⼀部の優れた取組みを取り上げたものである
が、今問われているのはすべての学習者をどのよ
うに育成すべきかではないか」という問題提起が
なされました。それに対し、杉⼭先⽣、ハーマン先
⽣からはそれぞれの取組みは特に優れた⽣徒でな
ければできないというものではなく、重要なのは

パネルディスカッションの様⼦

個々の⽣徒の意欲や知的好奇⼼であり、それらを
どのように⾼めるかが重要である事が指摘されま

最後になりますが、報告者として登壇していた

した。彦⽥先⽣からは、地域に必要な⼈材を地域

だいた先⽣⽅、また全国各地から本シンポジウム

の⾼校と⼤学が⼀緒に育てるという点で、学ぶ⽣

に参加していただいた⽅々に、厚く御礼を申し上

徒の学⼒的優劣を超えた視点が提供され、ミハー

げます。

レス先⽣からはカリフォルニア州で始まっている
e-sports の競技者育成に向けた教育の取り組みな
どを例に「これから必要な⼈材を育てる」という
観点では、教育はより柔軟に現実に対処する必要
がある事などが提起されました。また、⽇紫喜先
⽣からは、STEAM 教育（STEM＋Art）など、⽂
理分けを超えすべての学習者を教育する必要性が
指摘されました。
最後に、Society 5.0（AI やロボットによる知的
業務の⾃動化や、超少⼦⾼齢化などの⼤きな変化

閉会の挨拶

が起こる社会）に向け、⼈間にしかできない「⾃ら

開発センター⻑・教授

が問いを⽴て、新たな知や価値を⽣み出せる学び」
を初中等・⾼等教育が連携して⾏える体制づくり
の必要性を改めて確認して、パネルディスカッシ

川嶋太津夫

⼤阪⼤学 ⾼等教育・⼊試研究

【参加者について】
参加者数

132 名

＜内訳＞
⾼校

29

⼤学

66

公に近い機関

6

新聞社

2

その他

29

株式会社

15

学校法⼈

8

NPO 法⼈

2

⼀般社団法⼈ 2
その他

2

