い高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大

設された「地域創生

も、本学に新しく開

の「社会接続」の姿

だ。さらに、その先

ないと考えるもの

とならなければなら

創出するための機会

洋
山内
髙橋 慈海

ややもすれば「入試が変わる！」という面ばかりが注

１６年度から「高大

フに基づいて、２０

●大正大学学長室室長補佐（企画調整担当）

●大正大学学長補佐、文学部教授

大正大学「高大接続システム改革フォーラム」を開催

「高大接続」の全貌を求めて

―

はじめに

。

「百年に一度の教育改革」は、私たちに何をもたらす

―

ことになるのだろうか

月の中教審答申「新しい時代にふさわし

学入学者選抜の一体的改革について」を受けた「高大接

学部」の「学び」も

２０１４年

続改革プラン」に基づいて「高大接続システム改革会議」

相まって見据えてい

が設置され、２０１６年３月

目されがちな高大接続システム改革だが、大正大学では

接続システム改革研

が公表された。

今回の改革が、いわゆる「ごく普通の高校生」の、ひい

究会」を開催し、高

31

ては「大学に進学する全ての高校生」のより良き未来を

る。こうしたモチー

日にはその「最終報告」

12
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機会を提供し続けている。

全てのステークホルダーと共に考える場としてこうした

等学校や大学の教職員のみならず、教育の未来に関わる

めに必要な資質 能力を確実に備えることのできる学校

れる。この改訂の主眼は、未来の社会の創り手となるた

中学校に続いて高等学校も２０１７年度中に改訂が行わ

教育の実現にある。ここでのキーワードもまた「全体像」

・

２０１７年５月 日には、
「高大接続改革の進捗状況に

であり、より良い学校教育を通じてより良い社会を創る

・

日に「高大接続の全貌

という目標を共有し、学びを一体的に捉える「学びの地

ついて」の公表を踏まえ、６月
～よりよい社会を創り出すために～」と題して「高大接

図」として見ようとしている点が重要である。

「学びの地図」について、簡明に言うなら①何ができる

続システム改革フォーラム」
（第３回高大接続システム改
革研究会）を開催し、高大接続改革に関わる最新の動向

学入学者選抜」に特化して見るのではなく、高等学校か

任大学改革官の濱口太久未氏が、
「高大接続改革」を「大

本フォーラムでは、はじめに文部科学省高等教育局主

独り歩きしている感があるが、より肝要なのは、これま

訂では、
「アクティブ ラーニング」といった言葉だけが

とする試みであると言えよう。今回の学習指導要領の改

のように学ぶか、という相互関係やつながりを見渡そう

ようになるか、そのために②何を学ぶのか、それを③ど

ら大学、そして社会へと続く「教育の流れ」の意味と内

での教育方法を有効に生かし、知識を正確かつ能動的に

について講演とシンポジウムを行った。

実を一体として考え、改革していくことの重要さを改め

高等学校の「学習評価」

・

次に、初等中等教育局主任視学官の滝波泰氏が、高等

２

に継続して進めて欲しいと西川氏は強調された。

の現場で先生方が今まで実践してきた授業改善を、さら

いたずらに新しい手法を導入するのではなく、高等学校

理解させるような質の高い授業を求めていることである。

・

て強調された。

１ 高等学校の「教育課程」
続いて、初等中等教育局教育課程課専門官の西川和孝
氏から、次期学習指導要領の改訂 実施に向けた説明が
なされた。
２０１６年度に学習指導要領改訂の答申があり、小

大学時報 2017.9

89

24

16

とされた。ただし、民間試験の具体的な認定制度などに

今回のフォーラムでは、高等学校現場の立場から、順

学校の教育課程においては学習指導要領の改訂とともに

高等学校基礎学力テスト（仮称）を検討してきたことを

天高等学校の長塚篤夫校長から「学力の３要素」の観点

ついては、２０１８年度中に運用を開始するための試行

説明された。本来、ここでの課題は学習をどう定着させ

から資質 能力をどう評価するか、多面的 総合的にど

その「学び」を確実に修得させ、学習意欲を喚起すると

るかという「ＰＤＣＡサイクル」の確立であるが、具体

う評価することができるかが重要であるという問題提起

調査の段階であるという説明にとどまった。

的にどのようなテストで実施するかという点が、やはり

があった。順天高等学校では、グローバルリーダーにな

いう学習サイクルの確立が求められており、そのために

気になるところである。

学習意欲喚起のための「多面的評価」を推進することと

継続的に確認できる「客観的なデータ」が必要であり、

ＰＤＣＡサイクルを確立するためには、学力の伸びを

で共生できる英語力）と定め、ルーブリックを作成して

コミュニケーション能力）、③「国際対話力」
（多様な世界

題を主体的に探究する力）、②「人間関係力」（協働する

（未知の問
るために必要な資質 能力を①「創造的学力」

・

なっている。このテストについても、民間の試験を利用

生徒に提示し、その評価を行っていることが紹介された。

・

するのか、受験回数は、その費用はといった点や、どう

一方、教育現場の関心として、記述試験とは実際には

・

やって多面的評価を行うのかに注目が集まっているとい

ために、
「テスト」という名称ではなく「高校生のための

このような点に鑑みて、趣旨を正しく理解してもらう

導要領とは整合性がなく、大学の授業で４技能を使わな

もって評価するとしているが、民間の検定試験と学習指

の具体的な質問があった。特に、英語の試験は４技能を

どの程度のものなのかといったものをはじめとする多く

学びの基礎診断（仮称）
」としたこと、基礎診断は高校が

ければ意味がないとの指摘があり、まさに一体的な改革

う現状がある。

教育課程をしっかりと編成し、多様な測定ツールによっ

の必要性を改めて認識させられた。

また、高等学校における主体性の評価はどうするのか、

てさまざまな学習活動を評価することが重要であり、学
・

校 生徒が相応しいものを選ぶことができるようになる

90
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定着させ、生徒自らが自分の課題を発見するよう、状況

ではなく、基礎診断で測定できるものを活用して学びを

は、学びの基礎診断（仮称）によって全てが測れるわけ

どう測定するのかという質問もあった。この点について

すなわち実際に身に付けたかどうかという基準 診断を

ている部分に、大学入学共通テスト（仮称）をうまく活

て明確にする余地や可能性は多々残っている。この残っ

ＡＰはいまだ抽象的な表記が多く、より具体的に記述し

ＡＰ）の明示の重要性にほかならない。各大学の現在の

言うまでもなく、これはアドミッションポリシー（以下、

方法をどう考えていくのかという点が何より大切である。

・

に応じた教育を展開することが大切であるとの考えが示

用できるのではないかとの示唆もあった。
一方、大阪大学高

された。

３ 大学入学者選抜

・

等教育 入試研究開

ほど、多様な学生を

発センターの川嶋太

ここでもまた、これからの社会変化に合わせて教育も

入学させることが難

高大接続改革の中で注目度がもっとも高く、具体的な

変化しなければならず、
「高大接続改革」は高等学校教育

しくなるという面を

津夫教授から指摘が

と大学教育改革、さらにその両者を接続する「大学入学

考慮する必要があ

内容をいち早く知りたいのが、大学入学者選抜の改革で

者選抜」を連続したものとして考え、一体的に改革すべ

る。大阪大学では、

あったように、ＡＰ

きであると繰り返し強調されたことを特筆しておきたい。

「世界適塾入試」とい

あろう。この点について、高等教育局大学振興課大学入

これからの大学教育においては、大学が高等学校の学

う新しい入試方式を

を明確にすればする

びをどう捉え、
「この大学で学びたい」という志願者をど

実施し、大学全体と

試室室長補佐の荒木秀治氏から説明があった。

うマッチングさせるのか、また、そのために必要な選抜
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・

・

技能②思考力 判断力 表現力③主体性 協働性を身に

・

しては入学定員を満たすことができたが、学部によって

付けるために、高等学校教育、大学教育、大学入学者選

・

は低調という結果も意識しなければならなかったとのこ

抜の三つを一体的に改革することであると再確認した。

・

協働的に学ぶ学習へ
・

ラーニングの視点からの授業改善

多面的な測定ツールの導入

→調査書の改善、キャリアパスポート（仮称）導入

学習評価の見直し

→アクティブ

座学的学習から主体的

→教育課程の見直し

何を学ぶかではなく、何ができるようになるか

その上で、高等学校教育改革については、

④

③

②

①

とである。そうだとすれば、入学者確保の成否が経営に
直結する私立大学においては、ＡＰの明示をめぐって、
今後一層の葛藤や努力、さらには競争も予想されるとこ
ろである。
会場からも、ＡＰの明確化に当たっては、当該大学ご
とにしっかりと議論してほしいとの意見があった。選抜
方法は小論文なのかプレゼンテーションなのか、そこで
どんな能力を評価するのか。長塚校長は、求める人物像
を明確にすることとその人物を選抜するための方法（例

などを行うことにより、例えば、来るべき「２０３０年

→学びの基礎診断（仮称）

せて明示することによって、ステークホルダーから一定

の社会と子どもたちの未来」を創り出すことの大切さが

えば大学独自の基準で１割の学生を選抜するなど）を併
の理解を得られるのではないかと回答した。また、川嶋

話し合われた。

また、大学教育改革においては、

三つのポリシーに基づく教育

→入口から出口まで一貫した教育
認証評価制度の改革

→各大学の自律的なサイクルによる評価

がポイントであり、入学者選抜に関しては、

②

①

教授は、選抜方法だけではなく、カリキュラム改革など
と併せて総合的な視点から検討することが重要であると
指摘された。

４ まとめにかえて
シンポジウムでは、リクルート進学総研所長の小林浩
氏が、高大接続改革とは学力の３要素、すなわち①知識
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② ＡＰを明確にして具現化

① 学力の３要素を中心に高校教育を改善

具体的な方法はまだ未確定な部分も多いことを記してお

表された。ただし、実施方針の案が示されたのみであり、
きたい。

・

改革が

おり、さらにはそれ

べきことは山積して

このように、高等学校、大学それぞれの立場で改善す

に対して③つぶやいて（発信）④また受け止めて反応す

び」をつくる第一歩は①子どもも大人も関係なく②周囲

る学び改革」であること、そうした「社会とつながる学

とが枢要であり、それによって「社会（変化）とつなが

に学び、複合的に考え、さまざまな人と協働していくこ

域構想研究所の浦崎太郎教授は、高大接続改革は自発的

おいて、高大接続改革は「待ったなし」である。本学地

しかしながら、社会変化が急速に起こっている現代に

らの改善

ることだ、とした。すなわち「問いかけ」を起点にした

→個別
 大学における多面的 総合的な評価による
入学者選抜

「高大接続改革」とし

「対話や協働を始めること」がいま求められている、と提

大学入学共通テスト（仮称）の導入

て一体的に改革され

という三つを連携させて改革を進めることが重要である。

③

なければ意味はない。

・

る具体的な実施方針

面の検討課題に関す

高大接続に関する当

らない時間が続くであろう。その時に最も大切なのは、

し、それら一つ一つに真摯に向き合っていかなければな

い。われわれ教育関係者は今後もさまざまな課題に煩悶

おそらく、このたびの改革には当面の「終わり」がな

起したのである。

として、
「高大接続改

これから「より良い社会を創り出す担い手」になる眼前

本稿の執筆中に、

革の実施方針等の策

言うまでもない。

の「高校生」
「大学生」との対話であり協働であることは
日）が公
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定について」
（２０１
７年７月

13

