大阪大学 CHEGA HEAD セミナー

Osaka University CHEGA HEAD (Higher Education and Admission Design) Seminar

大学はどう変わるべきなのかを探る

−大学入学者選抜と高等教育の視点から−

日英同時通訳あり

Exploring how colleges/universities can become ready for students:
From both perspectives of college admissions and higher education

Simultaneous
English-Japanese
Interpretation

2019.6.25 [13:00 -15:30 ]

大阪大学吹田キャンパス 最先端医療イノベーションセンター棟
CoMIT Building, Osaka University Suita Campus

講演者

Lecturer

ジム・ローリンズ

Jim Rawlins

米国オレゴン大学 学生支援・エンロールマネジメント担当副学長補佐
兼入試部長および大阪大学特任教授
Assistant Vice President for Student Services and Enrollment Management and Director
of the Oﬃce of Admissions at University of Oregon / Professor at Osaka University

スーザン・アルバーティン

Susan Albertine

全米大学・カレッジ協会
（AAC&U）
上級研究員および
大阪大学特任教授

Senior Scholar at AAC&U / Professor at Osaka University

参加申込

Registration

入学者選抜または学生の学びに関わっている方々【定員50 名】

Target Audience: Those who are involved with college admissions and college learning (Limited number 50)

下記ウェブサイトよりご登録ください

【先着順・締切：2019 年 6月17 日（月）】
Registration: Please register at the following website by Monday, June 17th, 2019

https://chega.osaka-u.ac.jp
問合わせ先
Contact

大阪大学 高等教育・入試研究開発センター
（CHEGA）

Center for the Study of Higher Education and Global Admissions (CHEGA) , Osaka University

Email：contact@chega.osaka-u.ac.jp

プログラム
Seminar
Contents

13:00 -13:05

開会の挨拶
Opening Remark

13:05 -13:35

講演 1 ジム・ローリンズ

「受験生よ、
大学進学の準備はできているか？：
どのように準備し、
どのように選抜するのか」

Lecture 1 “Becoming a College-Ready Applicant: How to Prepare and Select Students”
Lecture by Professor Jim Rawlins

Osaka University CHEGA HEAD (Higher Education and Admission Design) Seminar

13:35 -14:05

講演 2 スーザン・アルバーティン
「大学よ、
学生受入の準備はできているか？：
入学者選抜を、
どのように学生の成長に結びつけるのか」
Lecture 2 “Becoming a Student-Ready College: Connecting Admissions and Student Success”
Lecture by Professor Susan Albertine

14:05 -14:15

休憩
Break

14:15 -15:30

全体討論
Discussion

14:15-14:30

川嶋太津夫［大阪大学 特任教授］よりコメント
Session Review by Professor Tatsuo Kawashima (Director of CHEGA, Osaka University)

14:30-15:20

グループワーク
「高大接続を考える」
Group Work “Mapping the connection between college admissions and student success in college”

15:20-15:30

まとめ
Reflection

15:30 -15:35

閉会の挨拶
Closing Remark

大学はどう変わるべきなのかを探る
− 大学入学者選抜と高等教育の視点から −

高大接続改革が推し進められる中、大学入学者選抜のあり方が問われ、
多くの大学で多面的・総合的評価による入学
者選抜が導入されています。多面的・総合的評価により、
これまでとは異なる学生層が大学に入学しています。
大学
は、多様な学生が入学後に大学で最大限に成長できる環境づくりが求められています。
本セミナーでは、
大学はどのよ
うな要素を入学者選抜で考慮すべきなのか、
大学は学生が最大限に成長できるよう、
どのような大学環境をつくるべ
きか、
そもそも何をもって学生が成長をしたと言えるのか、
そして学生の成長をどう測るのか、
大学入学者選抜と学生
の成長はどのような関係があるのか、大学は今後多様な学生を受け入れるためにどう変わるべきか、
このような入学
者選抜と高等教育の間にある多くの問いに、
米国の入試の専門家であるジム・ローリンズ先生と高等教育の専門家
であるスーザン・アルバーティン先生と共に考え、議論を展開していきます。
Admissions practices are currently undergoing drastic reforms coinciding with reforms in high school and
college learning. These reforms have impacted how and what to assess in the applicant selection processes,
which brings colleges more diverse student bodies and more different ways of learning. Colleges and
universities are selecting students holistically considering both academic and personal experience as well as
creating learning environments for students to succeed in college. This seminar offers participants an
opportunity to pose and discuss the following questions surrounding the connection between college
admissions and higher education with Professor Jim Rawlins as an admission specialist and Professor Susan
Albertine as an academic leader: how colleges make admission decisions, how colleges/universities can create
learning environments for diverse students to succeed in college, what “student success” means for
participants’ institutions, how institutions measure the success, how admission decisions are linked with student
success, and how colleges /universities can become ready for a changing student body.

