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いう労働とか経済のところから入ってくるのは非常に

嫌だと――嫌だというか、そういうところは嫌悪感を

感じられる方もたくさんいらっしゃいますし、いやい

や、そうじゃなくて、やはり教育は経済を牽引するん

だという考え方もあると思うんですが、いろいろご議

論がある中で、ただ、このAPというものがどういう

議論に基づいて形成されたかというところの一つの前

提でございます。

質保証という話にも少しつながってくるかもしれ

ませんが、今はこういった状況ですね。労働生産性は

G7で最下位であるとか、GDPがすごく下がっている

とか、日本の国力がすごく心配されている中で、かつ

人口が今後ますます減っていくといったときに、日本

の労働生産性のみならず、日本の生産力、日本の力と

いうものをどのように伸ばしていくのか、あるいは維

持していくのかというところでもこの単純な式が、す

ごい単純化されているので、専門の先生から見ると、

これは何なんだというのはあるかもしれませんが、人

口が減っていくということは一人一人の生産性を上げ

ていかないといけないですよねというところで、例え

ば最近でも安倍内閣のほうで働き方の改革であると

か、そういったところが言われているというところで

ございまして、何も国民のお尻をたたいてもっと働け

というものではなくて、ここの質をどのように高めて

いくかというのが国家的課題になっているというとこ

ろがあるかと思います。

人口減少というのをいち早く経験した我が国が、他

国においては人口ボーナスで、それで非常に国力を伸

皆様、初めまして。文部科学省から参りました河本

でございます。本日はお時間をいただき、ありがとう

ございます。

本日はAPシンポジウムということで、大阪市立大

学様は平成28年度に採択をさせていただいて、非常に

すぐれた取り組みで、関西圏を牽引する、ひいては公

立大学という意味では全国有数の大学であることは、

これは周知の事実です。貴学をAP事業に採択させて

いただけたことを非常に喜んでおりますし、取り組み

の学内での展開とか動向、全国的な発信というところ

にも非常に期待しております。また、そういった情報

交換も本日できるのではないかなと非常に楽しみにし

ております。

私のほうからは、AP事業で、「質保証」という最近

高等教育では非常にホットなトピックを今回のシンポ

ジウムで取り扱われるということで、私自身も非常に

勉強して帰りたいなと思っております。そうそうたる

先生方がこの後ご講演されるということで、私から何

が申し上げられるのかなというところはあるんですけ

れども、 1 つ文部科学省としてお話しさせていただく

のは、このAPというものは一体何なのかと。高大接

続改革推進事業って一体何なんなんだと。よくわから

ないですよね。私もよくわからないところがあって、

大学教育再生加速が何で高大接続改革なんだと。どう

いう政策の流れなどがあってこんな形になったという

ところを少しご紹介させていただければと思います。

 1 枚目ですが、この辺になるといろいろご議論があ

ると思います。教育に関することですので、余りこう
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これに対して、文部科学省としても何らか応えてい

かなければいけないというところがございました。

主に動いたのが、25年の第三次提言のところですね、

大学教育の。第四次提言のところで高大接続というと

ころがばしっと言われて、その後いろいろ実行に移す

事業や政策をやっているというところでございます。

その後、いろいろな答申が出たりとか、高大接続、

記憶に新しいところですが、こういったところが、こ

れも中教審じゃないところで議論されたわけですね。

いろんなところで大学に関する議論というのが活発に

行われている。そういった流れに乗っかる――乗っか

るといいますか、そういったことを実行していくため

の一つの事業としてAPが位置づいているということ

を少しお話しします。

教育再生実行会議とはこういうもので、先ほど申し

上げました三次提言、四次提言というところが大学の

ところを非常に包括されて提言いただいたというとこ

ろでございます。

最近では八次提言、九次提言まで出ているんですが、

八次提言のところも注目されていて、給付型の奨学金

であるとか、昨今ちょっとメディアでは出ましたけれ

ども、党のほうですね、教育国債とかで高等教育の無

償化をどうしていくか、まだ全体の議論ではないんで

すけど、そういったことも八次提言とかは今後ちょっ

と注目していくものなのかなと思いますが、本日は、

この三次提言、四次提言のあたりをもう少し紹介させ

ていただきます。

その三次提言、 3 年半ぐらい前になって、古い話な

んですが、こういったことがうたわれておりまして、

グローバル、文部科学省はグローバルを言い過ぎだと

この間も誰かに怒られたんですが、グローバル化に対

応したものであるとかイノベーションという話、まあ

まあいつもの感じが来る中で、 3 つ目のところで、大

学教育というところはより学生を鍛え上げて社会に送

り出す機能を強化しないといけないんじゃないかとい

うところで、よく言われているアクティブ・ラーニン

グであるとか質的転換、学修時間の増加、教学マネジ

メント、成績の評価――厳格な成績評価というのが今

の質保証につながるかどうかはご議論があるかと思い

ますが、こういったことが官邸のほうでも提言された

ばしているお隣の国等もありますが、我が国は人口

オーナス期に入って、ここの質をどのようにやって

いくのかというところが課題になっているというの

が 1 つの前提としてあります。

もう一つは、これは産業競争力としての 1 つの例で

すが、大学というところが、今まではどちらかという

とこの点線のところですね、このような言われ方をし

てきて、私もあまり大学にちゃんと行ってなかったの

で、自分自身もそうなんですが、そうではなくて、しっ

かり人的資本というものを形成していける大学、今ま

でも当然教育をしっかりしてこられて、こういうこと

は当然にやってきたんですが、それをしっかり可視化

して国民の理解を得ていくと。そうすることによって

高等教育財政というものを維持していく。そうしない

と、今は文部科学省は非常に弱いんですけれども、財

務省のロジックのやりとりの中で、どうしても少子高

齢化というところで社会保障費の増大を教育費で補っ

ていくというロジックを崩せないところを、いかに

そうじゃないんだよということを我々も含めて大学人

が証明をしていくということが求められているという

ふうに前提として考えられるというところでございま

す。

そんな前提を踏まえて、急に、平成25年ぐらいから、

第二次安倍内閣に入ってからですが、官邸のほうでも

大学改革という、教育のことを取り扱うようになった

と。政策議論というのを中教審であるとかで行ってい

たところが、平成25年に教育再生実行会議が立ち上

がって、官邸のほうで主導して教育を再生させるとい

うことですね。教育再生という言葉がどうなのかとい

うところもあって、私自身も、再生ということは今死

んでいるのかという何か拒否感があることはあったん

ですが、恐らくここは明治以降の日本の国力を増大さ

せていくときに日本の教育というものが非常に資する

ところがあったというところで、安倍首相のお考えで

は、そういった教育のそういう感じをもう一回やりた

いんだという意味の再生なのかなというふうに私は理

解しているところです。

教育再生実行会議が発足して、平成28年までに矢継

ぎ早にいろいろな提言が示されていたというところで

ございます。
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ますが、こういう 3 者が接続していく社会において大

学教育は何をするのかという視点になってくるという

ところですね。ですので、当然、質向上をしないとい

けないですし、高校の教育が変わって、入試が変わっ

て、入ってくる学生の質が変われば、当然今までのよ

うな大学教育でいいのか悪いのかというのを議論しま

しょうというのが 1 つ目ですし、またこれは第三次提

言でも言われたようなことですが、さらに強化してい

かないといけないですよねというところで、ここで初

めて質保証という言葉が出てきた。あと、可視化です。

この文脈って、日本独特の話だと思うんですが、質

保証という文脈と高大接続改革という文脈って実は一

致してくるというか、この文脈かあるからこいつが出

てきたということは、注目され出したというのはある

と思います。

質保証政策とか各大学の質保証の取り組みって、こ

の流れの中で動き始めたというところが最初のAPの

サブタイトルですね。何でこれが高大接続改革推進事

業なんだというところがつながってくる 1 つのキーな

のかなというふうに思っています。

あと、この辺もそうですね。養成する人材像を明

確にして教育を再構築するというのも今の 3 つのポリ

シーの改革というところにつながってくるというとこ

ろで、ちょっと恣意的にピックアップしてますが、高

大接続改革の第四次提言ではかなり質保証のことが言

われていたというご紹介でございます。

さらにAPの中に、テーマⅣということで、この

ちょっと聞きなれない、何じゃこりゃというのがあっ

たと思います。何でこんなのをやったんだろうなって

文部科学省の中でも理解していない人が多いんです

が、日本再興戦略という、これも政府の提言のほうで

当時ギャップイヤーというものを活用すると。東京大

学で秋入学というのが当時議論されていたのを踏まえ

てこういったことが国の戦略にも書き込まれて、それ

を何とかしろということだったんですが、ただ単に秋

入学をしたりギャップイヤーということをやるだけで

はあまり意味がないので、それを活用して、じゃあ大

学教育って何かできることがないのかというのが当時

議論されました。それのイメージ図でございます。

やっぱりテーマとしてはアクティブ、学生をできる

というところがAPに関係する三次提言の肝になると

ころかなというところでございます。

四次提言になりますと、記憶に新しい高大接続の走

りでございまして、実はさっきの三次提言のアクティ

ブ・ラーニングというのは、どちらかというと25年で

すので中教審の答申のほうが実は早かったんです。ま

あ、焼き直しじゃないですけどね。こっちよりも、官

邸の会議よりも中教審の質的転換答申のほうが早かっ

たんですが、時系列を見ていただくと、高大接続に関

しては官邸のほうが早かったというのがあります。こ

ちらから来ている。

これは政権交代のダイナミクスの中で、教育政策を

何を目玉にするかというところで、高大接続というの

がぶらぶらしていたときに政権交代のタイミングでピ

シャッとはまって、官邸のほうでじゃあ最初は自民党

でできなかったことは民主党でやろうというところで

高大接続の話題が上がって、政権がまた交代したので、

それをじゃあまたやろうというところで非常にがっと

動き出したというのが 1 つ、見ていておもしろいなと

思います。ちょっと他人事ですけど。

高大接続というところで行くと、入試改革、入試の

改善の必要性というのは、四六答申とか、ずっと前か

ら言われてきて、なかなか動かなかったところが、今

回、昨年ぐらいから急に動き出したというのは、そう

いった政権交代のダイナミクスと、あとこの教育再生

実行会議から来る流れというのが実は無視できないの

かなというふうに、ちょっと蛇足ではございますが、

思うところでございます。

ここで一つおもしろいのが、高大接続の提言なんで

すが、確かにアドミッション・ポリシーであるとか入

試の話、このときだったら達成度テストの基礎と発展

をやるべきだと。そういった共通のテストのところも、

確かにここに書いてあるもの以外では取り上げられて

いるんですけれども、必ず高校教育と大学教育の接続、

そして入学選抜と、最近はこの 3 点セットになってい

まして、単なる入試改革の議論じゃないというところ

でこの 1 、 2 、 3 というのをデータとしてお持ちした次

第でございます。

その中で何が求められているかということですが、

詳しいお話は後ほどいろんな先生方からあるかと思い
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ます。

これもイメージ図でございますが、それを踏まえて

政策としてはこの 3 つのポリシー、要は――要はとい

いますか、ディプロマ・ポリシーを基点としたPDCA

サイクルですね。これは内部質保証をしっかりしま

しょうという改革だったと私は認識しているんです

が、政策のほうではこういった制度改正がございまし

た。それを踏まえて事業としても何かできないのかと

いうところがございましたので、APがこういうふう

にサブタイトルを冠することによってリニューアルを

いたしまして、新しいテーマをつけ加えたというとこ

ろでございます。

質保証ですが、先ほど荒川学長もおっしゃられまし

たが、外部質保証、内部質保証と、いろいろ高等教育

の専門用語としてはあって、卒業時における質保証と

いう言葉は実はないんですけれども、ただ、わかりや

すくするために入り口から出口までということで、こ

れはちょっと予算を取るためのテクニックであったん

ですけれども、ただ、大学の中身の授業とか、そうい

う可視化の部分とか入試のこと、入り口の部分とか、

入ってすぐのそういう主体的な学生の部分がテーマと

してはあったけど、確かに今は出口のところ、学修成

果の可視化というテーマはあったけど、よりここに着

目したテーマってなかったので、これは一つテーマを

立てて、そこに取り組む大学を支援できるスキームが

できないかというところを考えてテーマⅤというのを

28年度に設定させていただいて、大阪市立大学が採択

されたということでございます。

この全部をひっくるめて高大接続改革推進事業と

いうふうに我々は呼んでおりまして、将来的にはこれ

じゃないAPをふやせたらいいなというふうに思って

いますが、なかなか、もうちょっと頑張らないとなと

いろいろ頭を悩ませているところではございますが、

少し話はそれましたが、こういったところのこのパッ

ケージとしてAPというのがまた改めて動き始めたと

いうところでございます。

もう一つが、先ほどの学長の外部の質保証みたい

なこともありましたが、さらに大学内部で取り組んで

いただいて改革を進めていただくというのが非常に大

事ですし、それだけですごく労力が要るものとは承知

だけ早くアクティブにして、質的転換後の大学教育の

効果が加速するようなプログラムになればいいよねと

いうのが、ここでそこまで書かれてないんですけど、

その後の議論でこういったことがありまして、APの

テーマⅣでこういうプログラムをということでござい

ます。

これもあくまでイメージ図ですけれども、大学が変

わって、授業というものを先生方が非常に努力されて

変わってきているというときに、学生も直接的に、もっ

とアクティブに、もっと主体的に学んでいける学生に

変えていくという、この一貫したものがあれば、よ

り改革が進むんじゃないかという思いがありまして、

APというところにギャップイヤーというものが入っ

たということです。

 1 つ、そういう意味では毛色が浮いているものが

入っているというイメージをお持ちかもしれません

が、実は我々としては、このラインナップの中にこの

テーマⅣというのは非常に親和性があったんじゃない

かなというふうに考えているところでございまして、

APの採択校の皆様方にはなるべくほかのテーマにも

目を向けて自分のテーマに取り組んでいただきたいと

いう思いもございますので、ちょっと一番毛色が変

わったものを重点的に少し紹介させていただきました

が、やれということじゃないんですけれども、そんな

考え方も実はあって、APのテーマが4つ決められてい

たのが平成27年度まででございました。

その後、ご承知の、記憶に新しいところで、高大接

続システム改革会議というところで高大接続の議論が

非常に活発に行われて、報道等々でも非常に厳しいご

指摘、いや、活発なご議論をいただいたところでござ

います。

それは主に、先ほど申しましたが、この入試の選

抜の改革のところだったんですが、我々大学業界、高

等教育関係者が見ないといけないのはここだったとい

うところですね。右下の大学教育改革というところ。

で、 3 つのポリシー云々という中の義務化って今さら

何なんだみたいな改革がここからやってくるというこ

とですが、教育再生実行会議の第四次提言からこの流

れ、実はもうずっと示されていて、これをやろうとい

うことで、28年度、落ちついたというところでござい
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充実を図っていただければ幸いかなというふうに考え

ております。

といったところで、駆け足ではございますが、大

学教育再生加速プログラムとは一体何なのかと。その

背景にある、例えば高大接続改革であるとか大学教育

改革の流れというものを少し紹介させていただきまし

た。

こういった、私から話題提供をさせていただいたも

のでございますので、あとはいろんな先生方の非常に

貴重なご意見とご講演があることを私も楽しみにして

おります。それも含めて本シンポジウムのご盛会と皆

様の今後ますますのご活躍を祈念して、私からの話と

させていただきたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。（拍手）

【司会】河本様、ありがとうございました。

少し時間に余裕がございます。事実確認の質問等

ございましたら、挙手をお願いできますでしょうか。

どなたかいらっしゃいますか……。

それでは、どうもありがとうございました。再び

拍手をお願いいたします。（拍手）

第一部の講演はこれにて終了いたします。

しているんですが、最近の補助金という考え方はこう

いったことがすごく求められておりまして、国費を投

入した成果を全国に波及させていく必要があるだろう

というところで、今までは、昔のGPとかでしたらGP

フォーラムみたいなものを有明のビッグサイトでバー

ンとやって、成果を普及しましたよと言ってしまえば、

ああ、そうだったんですねというふうに納得してもら

えたんですが、最近は本当に取り組みが浸透したのか

というのを厳しく見られるというところがございまし

て、各大学の情報発信だけではなくて、なるべく連携

していただきたいなというところで幹事校制度という

ものを実は設けております。

テーマⅤは日本福祉大学様、私立の大学でございま

すが、そちらが幹事校を務めていただくことになって

おりますので、大阪市立大学におかれましてもぜひ積

極的なご協力をいただければと思います。行く行くは

テーマ間を超えた情報共有と情報交換をいろいろ図っ

ていただきつつ、AP全体としての効果というものを

なるべく全国の大学に波及させていきたいなというと

ころでございます。

ここでのポイントですが、このような本日のような

シンポジウムを行っていただいて、いいことは各大学

おっしゃられるのは非常に得意なんですけれども、で

きればこういった相互の情報交換、連携の中で苦労し

たこととか失敗したこと、うまくいかなかったことみ

たいなことをざっくばらんに共有していただいて、今

後また新たに改革に取り組まれるいろんな全国の大学

の参考になると。いいことだけだったら取り組みにく

いような大学様も多分いっぱいあるでしょうから、苦

労をされて、そこを乗り越えてきたんだなみたいなと

ころもなるべく、言いにくいかもしれませんが、情報

発信をしていただければなという思いでございます。

平成29年度の予算ですが、少し切り取られてしまっ

たんですけれども、15億円で今、国会審議を予算委員

会のほうでしていただいておりまして、継続テーマの

充実ということで平成29年度はやっていきたいと。要

するに、新規テーマというのを立てずに、今採択され

ている大学様を重点的に支援させていただくというこ

とで進めていきたいと思っておりますので、本シンポ

ジウムの成功をきっかけに取り組みのさらなる発展と
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）
「⾼⼤接続改⾰推進事業」について

⼤阪市⽴⼤学
「OCU指標導⼊による学修成果の質保証・向上」キックオフシンポジウム

平成２９年２⽉１４⽇（⽕）

⽂部科学省⾼等教育局⼤学振興課⼤学改⾰推進室
改⾰⽀援第⼆係⻑ 河本 達毅

今，向き合わなければならない我が国の状況

1

成長 （生産） ＝ 一人一人の生産性 × 労働力人口

（我が国の一人当たりＧＤＰ）

世界第２位→第１０位

（生産年齢人口予測）

約８千万人→約４千万人
（2060）（2013）

（我が国の労働生産性）

Ｇ７の中で最下位 （2012）
（我が国の労働力率）

59.3% （米国 64.1%） （2011）
（2012）（1993）

総数 ０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上

人口 1億2,730万人 1,639万人 7,901万人 3,190万人

割合 － 12.9% 62.1% 25.1%

人口構造(2013)

総数 ０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上

人口 8,674万人 791万人 4,418万人 3,464万人

割合 － 9.1% 50.9% 39.9%

＜予測される2060年の姿＞

人口構造(2060)

少子化・高齢化の進展及びそれに伴う経済成長の鈍化等により，社会保障制度の存続が困難となり，結

果，格差が更に拡大するなど，「成長し続け，安全で安心して暮らせる社会」 「一人一人の豊かな人生」の

いずれも実現しないおそれ。

米国の5割程度

OECD加盟国中最小

⼤学の役割の転換

2

「⼤卒」というシグナリング
⼊難卒易，モラトリアム，レジャーランド・・・

⼈的資本の形成に資する⼤学へ
○ 個⼈の可能性が最⼤限発揮されるよう，ひとりひとりの⼈材⼒を強化

○ ⽇本の経済再⽣や活⼒維持のため，経済活動や研究開発を様々な
側⾯から⽀える⼈材を強化
－ ⽇本の成⻑を牽引し，世界で戦えるグローバル⼈材の育成
－ 経済成⻑の種となる，イノベーション創出を担う⼈材の育成
－ 成熟社会の安定を⽀え，地域に活⼒を⽣み出す⼈材の育成

○ 国内に眠る研究資源を活⽤し「⽇本発」の新産業を創出

政府における，⼤学に関する近年の議論等

3

６月 「骨太の方針」（経済財政運営と改革の基本方針について）（閣議決定）

「日本再興戦略」改訂2014（閣議決定）

１２月 中教審 「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜

の一体的改革について」答申

１月 教育再生実行会議が発足

５月 教育再生実行会議第３次提言「これからの大学教育等の在り方について」

６月 「骨太の方針」（経済財政運営と改革の基本方針について）（閣議決定）

「日本再興戦略」（閣議決定）

「第２期教育振興基本計画」（閣議決定）

「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」（文部科学省）

１０月 教育再生実行会議第４次提言「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について」

１１月 「国立大学改革プラン」（文部科学省）

平成 25 年

平成 26 年

１月 「高大接続改革実行プラン」（文部科学省）

２月 高大接続システム改革会議（文部科学省）が発足

６月 「骨太の方針」（経済財政運営と改革の基本方針について）（閣議決定）

「日本再興戦略」改訂2015（閣議決定）

９月 高大接続システム改革会議「中間まとめ」

平成 27 年

３月 高大接続システム改革会議「最終報告」

中教審「三つのポリシーの策定及び運用に関するガイドライン」（大学分科会大学教育部会）

平成 28 年

教育再⽣実⾏会議

4

教育再⽣実⾏会議について
１．趣旨：２１世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し，教育の再生を実行に移していくため，

内閣の最重要課題の一つとして教育改革を推進。

２．構成：会議は，内閣総理大臣，内閣官房長官及び文部科学大臣兼教育再生担当大臣並びに有識者

により構成し，内閣総理大臣が開催。

（有識者） 座長，副座長など，合計 16 人

座 長：鎌田 薫 早稲田大学総長

副座長：佃 和夫 三菱重工業株式会社相談役

25年１月15日 教育再生実行会議の開催について閣議決定

２月26日 第一次提言「いじめの問題等への対応について」

４月15日 第二次提言「教育委員会制度等の在り方について」

５月18日 第三次提言「これからの大学教育等の在り方について」

10月31日 第四次提言「高等学校教育と大学教育の接続・大学入学者選抜の在り方について」

26年７月３日 第五次提言「今後の学制等の在り方について」

27年３月４日 第六次提言「「学び続ける」社会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育の

在り方について」

５月14日 第七次提言「これからの時代に求められる資質・能力と、それを培う教育、教師の

在り方について」

７月８日 第八次提言「教育立国実現のための教育投資・教育財源の在り方について」

28年５月20日 第九次提言「全ての子供たちの能力を伸ばし可能性を開花させる教育へ」

教育再⽣実⾏会議 第三次提⾔

5

◆これからの大学教育等の在り方について
〜教育再生実行会議 第三次提言 概要〜 （平成25年５月28日）抜粋

１．グローバル化に対応した教育環境づくりを進める

２．社会を牽引するイノベーション創出のための教育・研究環境づくりを進める

３．学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能を強化する

○ 能動的な活動を取り入れた授業や学習方法など教育方法を質的転換。学修時間の増加，
組織的教育の確立など教学マネジメントを改善し厳格な成績評価の実施。

○ 地域の人材育成ニーズに応えた実践的な教育プログラムの提供

４．大学等における社会人の学び直し機能を強化する

○ 職業上必要な高度な知識や，新たな成長産業に対応したキャリア転換必要な知識の習得など，
オーダーメイド型の教育プログラムを開発・実施

５．大学のガバナンス改革，財政基盤の確立により経営基盤を強化する

○ 学長がリーダシップをとれる体制整備，教授会の役割の明確化など法令改正も含めた
ガバナンス改革
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教育再⽣実⾏会議 第四次提⾔

6

◆高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について
〜教育再生実行会議 第四次提言 概要〜 （平成25年10月31日）抜粋

１．高等教育の質の向上

○ 共通に身に付ける目標を明確化し，基礎的能力を確実に育成。能動的に学び自己を確立でき
るよう，キャリア教育を充実。学校の特色化を推進。

２．大学の人材育成機能の強化

○ 大学は，これまでの延長上ではなく将来を見据え，教育機能を強化するための大胆な改革を
実施。教育課程の点検・改善，厳格な成績評価・卒業認定の実施など質保証を徹底。教育の質
的転換と可視化。

３．能力・意欲・適性を多面的・総合的に評価・判定する大学入学者選抜への転換

○ 各大学は，能力・意欲・適性を多面的・総合的に評価・判定する選抜に転換。養成する人材像
を明確化し，教育を再構築，アドミッションポリシーを具体化。

⽇本再興戦略 改訂2014 －未来への挑戦ー

7

「⽇本再興戦略」改訂2014－未来への挑戦－（閣議決定 平成26年６⽉24⽇）

・ ギャップイヤー等を活用し，希望する学生が国内外で多様な長期体験活動を経験できる環境整備を推進する。

受動的な学⽣ 能動的な学⽣

ギャップイヤー・プログラム
（⻑期学外学修プログラム）

学事暦の⼯夫（学⽣の多様な活動を促進）

社会の期待に
応える⼈材

⼊学
教育効果の⾼まり
アクティブラーニング⼿法

×
能動的な学⽣

↓
質的転換後の⼤学教育の効果が加速

☆主体的に学ぶ学⽣による授業・⼤学の取組への参画
↓

更なる授業・⼤学改⾰への可能性

学⽣の主体的な学びを促す取組

8

学
⽣
の
主
体
的
な
学
び
の
促
進

アプローチ ◆ ⼤学の転換
→学ぶ⽬的・学修成果の可視化，学修時間を増加させる仕掛け

ex) ３ポリシーの明確化，シラバスの充実，キャップ制の導⼊，客観的な評価

◆ 授業の転換
→能動的な学修を促す授業⼿法，アクティブ・ラーニング

＊学⽣が主体的に学ぶことができるよう，授業の⼯夫

◆ 学⽣の転換
→１ヵ⽉以上の留学，インターンシップ，ボランティア等の⻑期学外学修プログラム

＊できるだけ早い時期に，受動的学修者から能動的学修者への転換

大学教育の質的転換による効果を高めるためには
一体的な転換（改革）が不可欠

⼤学教育再⽣加速プログラム（平成27年度まで）

9

（取組例）
教員による一方的な講義形
式の教育ではなく，ビデオコ
ンテンツで予習させ講義にお
いてディスカッションを行う反
転授業，企業等と連携して
商品開発を行う課題解決型
学修などの学生の能動的な
学修への参加を推進。

（取組例）
入学志願者に対する選考を
兼ねたゼミの実施，外部試
験の活用などの入試改革や，
大学の講義への高校生の参
加，高校生と大学生の合同
合宿など高校生がより大学
教育についての理解を深め
るための連携を推進。

（取組例）
個々の学生の学修成果につい
て，開発した評価基準により
レーダーチャートで可視化。学
生自ら学修成果の把握が可能
となり，学修意欲が向上。教員
からも適切なカウンセリングが
可能となるなど，学修成果の分
析結果に基づき，教育内容・方
法等の改善を推進。

テーマⅠ アクティブ・ラーニング

テーマⅢ ⼊試改⾰・⾼⼤接続

テーマⅡ 学修成果の可視化

これまでの教育改革実績に基づき，教育再生実行会議等で示された国として進めるべき新たな教育改革を推進する取組を支援

テーマⅣ ⻑期学外学修プログラム（ギャップイヤー）

（取組例）
学事暦を変えることなどにより，
入学等早い段階で，学生が連
続して１か月以上にわたる長
期間のインターンシップや被災
地へのボランティア活動を実施
するなど学外学修プログラムに
参加させ，学生の主体的な学
びを推進。

学修成果を可視化した
レーダーチャート

長期ボランティア活動

学生によるグループ・
ディスカッション

大学の講義への高校生の参加

⾼⼤接続システム改⾰推進会議「最終報告」における⾼⼤接続改⾰の全体像イメージ

◎ 明確な「入学者受入れの方針」に基づき，
「学力の３要素」を多面的・総合的に評価する選抜へ改善
※入学希望者に求める能力と評価方法の関係の明確化とそれに基づく選抜

• 新たな選抜実施ルールの構築
• 「調査書」の改善や「学修計画書」等の充実

◎ 思考力・判断力・表現力の一層の重視
・ 記述式問題の段階的導入

平成３２～３５年度：短文記述式
平成３６年度～：より文字数の多い記述式

・ マークシート式問題の改善（平成３２年度～）

・ ＣＢＴの検討・導入（平成３６年度以降の導入を目指す）
※複数回実施については，日程上の課題やＣＢＴの導入，等化等な

どを中心として，引き続き検討

→「最終報告」後，「大学入学者選抜方法の改善に関する協議」の場で具
体的な在り方を検討（平成３２年度に実施される選抜から適用）

高等学校教育改革

→「最終報告」後，文部科学省において，関係団体等の参画を得て，実
証的・専門的検討，新テストの実施方針（平成２９年度初頭）に反映

• 関係省令の改正（「三つの方針」の一体的な策定・公表の制度化）
（平成２８年３月改正、平成２９年４月施行予定）

• 「三つの方針」の策定・運用に関する「参考指針」の作成（平成27年度中）

・ 各大学において育成を目指す人材像や具体的な教育活動の明確化
• 入学から卒業までの，大学教育を充実するためのPDCAサイクルを強化

✔三つの方針（卒業認定・学位授与、教育課程編成・実施，
入学者受入れ）に基づく 大学教育の質的転換

✔認証評価制度の改善

• 高大接続改革の趣旨を踏まえた評価項目・方法の改善（「三つの方針」に
基づく大学教育の質的転換促進や，内部質保証を重視した評価）

（平成３０年度から始まる第３サイクルの評価に反映）

✔学習指導要領の抜本的な見直し

✔学習・指導方法の改善

✔多面的な評価の推進

• 育成すべき資質・能力を踏まえた教科・科目等の見直し
（「歴史総合（仮称）」，「数理探究（仮称）」，情報活用能力を育成する新科目など）

• カリキュラム・マネジメントの普及・促進

• アクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善
• 教員の養成・採用・研修の見直し

• 学習評価の改善
• 多様な学習成果を測定するツールの充実
→「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の導入

基礎学力の定着度合いを把握し，指導の工夫に生かす仕組み。
CBT導入を検討。

（平成３１～３４年度：試行実施，平成３５年度～：新学習指導要領に対応）

→農・工・商業などの検定試験や英語などの民間検定試験の利活用の促進

《「学⼒の３要素」の確実な育成 》

《「学⼒の３要素」の多⾯的・総合的評価 》 《「学⼒の３要素」の更なる伸⻑》

大学教育改革
→「最終報告」後，文部科学省において，関係団体等の理解と協力を得て，

実証的・専門的検討，新テストの実施方針（平成２９年度初頭）に反映

大学入学者選抜改革

✔「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」 の導入
（平成３２年度～実施，平成３６年度からは新学習指導要領に対応）

✔個別入学者選抜の改革

10

初等中等教育から⼤学教育までの⼀貫した接続イメージ

初 年 次 教 育

幼稚園･保育所・認定こども園幼稚園･保育所・認定こども園

小･中学校小･中学校

高等学校高等学校

大 学大 学

専
門
学
校
等

専
門
学
校
等

就

職

等

就

職

等

家庭

高
等
専
門
学
校

専
修
学
校

高
等
課
程

【学科】：普通科・専門学科・総合学科
【課程】：全日制・定時制・通信制課程
（※）特別な支援を必要とする生徒、不登校等も存在

卒業認定・学位授与の方針

教育課程編成・実施の方針

入学者受入れの方針
方針に対応方針に沿った選抜の実施

高等学校基礎学力テスト（仮称）
高
校
学
習

指
導
要
領

社会への送り出し

大学入学者選抜

大学入学希望者学力評価テスト（仮称）

方針に沿った初年次教育の実施

（学校教育の入り口から出口まで一貫して社会との関係を重視）

三つの方針の一体
的な策定と，それを
踏まえた大学教育
への質的転換の実
現

（「学力の３要素」の
更なる伸長）

社

会

人

大学入学者選抜を
学力の３要素を適
切に評価するもの
に改革

（「学力の３要素」の
多面的・総合的評
価）

学習指導要領
改訂や基礎学
力テストによ
る高校教育の
改善（「学力の
３要素」の確
実な育成）

高
校
中
退
経
験
者

11



■　APキックオフシンポジウム（講演第一部）
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「三つの⽅針」に基づく⼤学教育改⾰の実現に向けた省令改正

12

・生涯学び続け、主体的に考える力を持ち，未来を切り拓いていく人材を育成する大学教育の実現

・大学教育の「入口」から「出口」までを一貫したものとして構築し，高等学校や産業界をはじめ広く社会に発信
⼤学教育の充実に向けた
PDCAサイクルの確⽴

各大学の教育理念を踏まえ、
一貫性あるものとして策定

卒業認定・学位授与の⽅針（ディプロマ・ポリシー）
学生が身に付けるべき資質・能力の明確化

＜PDCAサイクルの起点＞

教育課程編成・実施の⽅針（カリキュラム・ポリシー）
体系的で組織的な教育活動の展開のための教育課程編成，

教育内容・方法，学修成果の評価方法の明確化

⼊学者受⼊れの⽅針（アドミッション・ポリシー）
入学者に求める学力の明確化，
具体的な入学者選抜方法の明示

≪学校教育法施⾏規則の改正≫
全ての大学等において，以下の三つの方針を一貫性あるものとして策定し，公表するものとする。

①卒業認定・学位授与の方針，②教育課程編成・実施の方針，③入学者受入れの方針
（平成28年３月31日改正，平成29年４月１日施行）

⼤学教育の
質的転換

各大学の建学の精神や強み・特色等を踏まえた自主的・自律的な三つの方針の策定と運用の参考指針

≪三つの⽅針の策定及び運⽤に関するガイドライン≫

（主な内容）
・ 三つのポリシーの策定単位は，学位プログラム（授与される学位の専攻分野ごとの入学から卒業までの課程）を基本に，各大学が適切に判断。

・ 各大学において，

①卒業までに学生が身に付けるべき資質・能力を示すディプロマ・ポリシーと，それを達成するための教育課程の編成・実施の在り方を

示すカリキュラム・ポリシー，②これら二つのポリシーを踏まえて学生を受け入れるためのアドミッション・ポリシーを，それぞれ策定。

・ 三つのポリシーに基づく大学教育の諸活動を実施するとともに，その結果の自己点検・評価とそれを踏まえた改善に取り組み，大学教育の

内部質保証システムを確立。

・ 三つのポリシーとそれに基づく教育の実績等を分かりやすく積極的に情報公開することで，高校の進路指導を改善するとともに，産業界から

の理解を得て連携を強化。

（平成28年３月31日 中央教育審議会大学分科会大学教育部会）

⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）「⾼⼤接続改⾰推進事業」

13

大学教育再生加速
プログラム

（AP）

「高
大
接
続
改
革
推
進
事
業
」

［テーマⅠ］
アクティブ・ラーニング

［テーマⅡ］
学修成果の可視化

［テーマⅢ］
入試改革・高大接続

［テーマⅣ］
長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）

［テーマⅤ］（平成28年度 新規）
卒業時における質保証の取組の強化

テーマ内、テーマ間
の連携強化と積極的
な情報発信

・・・

これまでのＡＰに「テーマⅤ」を加え，⾼⼤接続改⾰において求められる⼤学教育改⾰に
⼀体的に取り組む「⾼⼤接続改⾰推進事業」としてリニューアル

テーマ別幹事校（チームＡＰ）

14

全国の大学に各テーマの取組の成果を発信・普及する中核として活動

各選定大学は、幹事校に協力して成果の発信・普及に努める

選定校
↕

↕
選定校

幹事校

選定校
↕

↕
選定校

幹事校

選定校
↕

↕
選定校

幹事校

選定校
↕

↕
選定校

幹事校

選定校
↕

↕
選定校

幹事校

「高大接続改革推進事業」としての成果

テーマⅠ テーマⅡ テーマⅢ テーマⅣ テーマⅤ

全国の大学への波及

15

現在、社会において求められる⼈材は⾼度化・多様化しており、⼤学は待ったな
しで改⾰に取り組み、若者の能⼒を最⼤限に伸ばし、社会の期待に応えるため、
これまで以上に教育内容を充実させ、学⽣が徹底して学ぶことのできる環境を
整備し、我が国の⾼等教育に共通の課題に取り組む必要

⾼⼤接続改⾰の推進に当たり、⼤学教育において、⼀貫性をもって策定された
「３つの⽅針」※1の下、⾼等学校段階で培われた「学⼒の３要素」※2を更に発
展・向上させる視点に⽴ち、社会と連携しながら、教育内容、学習・指導⽅法、
評価⽅法等を抜本的に転換

平成29年度予算額（案）15億円（平成28年度予算額17億円）

（Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP)

大学教育再生加速プログラム 「高大接続改革推進事業」

背景・課題

高等学校や社会との円滑な接続の下、「３つの方針」に基づき、入口から出口まで質保証の伴った大学教育を推進

事業概要

テーマⅠ
アクティブ・ラーニング

学⽣の能動的な活動を取り⼊れた教授・学習法の実施により、認知的能⼒や教養等を含めた汎⽤的能⼒の育成を図る
取組
（課題解決型学習やディスカッション、グループワーク等の双⽅向型授業の実施 等）

テーマⅡ
学修成果の可視化

各種指標を⽤いて学修成果の可視化を⾏い、その結果を基に教育内容・⽅法等の改善を⾏う取組
（学修ポートフォリオの構築、アセスメント・テストの実施 等）

テーマⅢ
入試改革・高大接続

志願者の意欲・能⼒・適性を多⾯的・総合的に評価・判定する⼊学者選抜⽅法の開発・実施や⾼等学校と⼤学の教育
の連携を強⼒に進める取組
（思考のプロセスや発想を重視した課題解決型の⼊試等の開発、アドバンスト・プレイスメントや初年次教育の実施 等）

テーマⅤ
卒業時における質保証の

取組の強化

卒業段階の⼒を客観的に評価する仕組みやその成果を社会に提⽰する⼿法等を開発する取組を⽀援
（学位プログラム内で共有できるルーブリックやディプロマ・サプリメントの開発 等）

テーマⅣ 
長期学外学修プログラム

（ギャップイヤー）

⼊学直後等に、１か⽉以上の⻑期の「学外学修プログラム」を開発・実施する⼤学のサポート体制整備を⾏う取組
（学事暦の⾒直し等による⻑期インターンシップ、ボランティア、フィールドワークの実施 等）

※1「３つの⽅針」：卒業認定・学位授与の⽅針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の⽅針（カリキュラム・ポリシー）、⼊学者受⼊れの⽅針（アドミッション・ポリシー）
※2「学⼒の３要素」：（１）知識・技能、（２）思考⼒・判断⼒・表現⼒、（３）主体性を持って多様な⼈々と協働して学ぶ態度

大学教育の質的転換の加速を促し、大学の人材養成機能の抜本的強化を推進

御清聴ありがとうございました
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