セミナー2013のご案内
全国５ヶ所にて開催・参加無料

動き始めたジェネリックスキルの育成と評価
―教育改革の現場から見える成果と課題―
共催

主催

グローバル化した｢知識基盤社会｣と言われる現代では、専門的な知識の習得とともに、社会人として活躍できる能力（=ジェネリックスキル）
を身につけることが求められています。そうした能力は「社会人基礎力」や「学士力」として表現され､どの大学においてもその育成と評価の取り
組みが行われています。日本の高等教育において、ジェネリックスキルの育成と評価は啓蒙期を過ぎ、今やその実践が課題となっています。
ジェネリックスキルの育成においては、従来型の講義よりも、学習者の能動的な学びを促す「アクティブラーニング」が有効であることがもは
や周知の事実となってきました。しかし、学生に何らかの「活動」をさせることがアクティブラーニングだという誤解も散見されます。学生の活動
を「深い学び」に結びつけることが育成の課題になっています。
また、ジェネリックスキルの評価においては、「ルーブリック」を用いた評価の重要性が認識され、その取り組みが開始されています。しかし、
ルーブリックの妥当性をいかに担保するのか、評価の信頼性をどのように保証するのか、そしてだれもが実行可能なものなのかという、現実的
な課題に直面しています。
今回の一連のセミナーにおいては、ジェネリックスキルの育成と評価の先行事例をご報告頂くとともに、全学導入、初年次教育、専門教育、
育成モデルの形成など、様々な観点から現在直面している課題について議論していきます。

＜セミナー＞ 基調講演と各大学からの事例報告
東京 会場

日時：2013年５月１１日（土）１３：３０～１７：００
（開場13：00より）
会場：リクルート

ＧＩＮＺＡ８ ビル １１Ｆホール

定員：１８０名
事例報告：芝浦工業大学・長崎大学

会場：河合塾千種校南館２Ｆ デルファイホール
定員：２８0名

大学教育の効用
桜美林大学大学院
大学アドミニストレーション研究科
教授
矢野 眞和 氏

福岡 会場

名古屋 会場

日時：2013年５月１８日（土）１４：００～１７：００
（開場13：30より）

基調講演 （東京会場のみ）

日時：2013年６月８日（土）１４：００～１７：００
（開場13：30より）

会場：天神チクモクビル 大ホール
定員：１００名
事例報告：九州国際大学・創価大学

日時：2013年５月２５日（土）１４：００～１７：００

日時：2013年６月１５日（土）１４：００～１７：００

（開場13：30より）

会場：河合塾大阪校Ｓ館 ３０１教室
定員：１８０名
事例報告：九州国際大学・高知大学

仙台 会場

大阪 会場

事例報告：九州国際大学・名古屋商科大学

（開場13：30より）

会場：河合塾仙台校１号館４Ｆ １４３教室
定員：１１０名
事例報告：新潟大学・宮城大学

詳しくは中面をご覧ください

セミナープログラムのご案内
芝浦工業大学

東京会場＜5/11＞
開場：13：00
開演：13：30

１４：００～ 第２部：ジェネリックスキル測定テスト
（PROG）のご紹介

事例報告者

１３：３０～第１部：基調講演 「大学教育の効用」

１４：４０～ 第3部：ジェネリックスキル育成・評価の
事例紹介

芝浦工業大学の
グローバル戦略と教育改革
学長
村上 雅人 氏

長崎大学

新しい教養教育の一歩と課題

１６：１５～ 第４部：登壇者への質問を中心とした
会場とのディスカッション

学長特別補佐
大学教育機能開発センター
副センター長
橋本 健夫 氏

名古屋会場＜5/18＞

九州国際大学

開場：13：30
開演：14：00

１４：４０～ 第２部：ジェネリックスキル育成・評価の
事例紹介

事例報告者

１４：００～ 第１部：ジェネリックスキル測定テスト
（PROG）のご紹介

大学生の学ぶ意欲を引き出す
ジェネリックスキルの育成と評価
～リテラシー育成を主眼に置いた
初年次教育の取り組み～
法学部教授・元法学部長
山本 啓一 氏

名古屋商科大学
１６：１５～ 第３部：登壇者への質問を中心とした
会場とのディスカッション

ＰＲＯＧを用いた教育効果測定と
授業改善への活用
経営学部 教授
亀倉 正彦 氏

大阪会場＜5/25＞

九州国際大学

開場：13：30
開演：14：00

１４：４０～ 第２部：ジェネリックスキル育成・評価の
事例紹介
１６：１５～ 第３部：登壇者への質問を中心とした
会場とのディスカッション

事例報告者

１４：００～ 第１部：ジェネリックスキル測定テスト
（PROG）のご紹介

大学生の学ぶ意欲を引き出す
ジェネリックスキルの育成と評価
～リテラシー育成を主眼に置いた
初年次教育の取り組み～
法学部教授・元法学部長
山本 啓一 氏

高知大学

高知大学における
新たな分野横断型教育プログラム
～土佐さきがけプログラム(TSP)～
理事・副学長
深見 公雄 氏

福岡会場＜6/8＞

九州国際大学

大学生の学ぶ意欲を引き出す
ジェネリックスキルの育成と評価
～リテラシー育成を主眼に置いた
初年次教育の取り組み～

開場：13：30
開演：14：00

１４：４０～ 第２部：ジェネリックスキル育成・評価の
事例紹介

事例報告者

１４：００～ 第１部：ジェネリックスキル測定テスト
（PROG）のご紹介

法学部教授・元法学部長
山本 啓一 氏

創価大学
１６：１５～ 第３部：登壇者への質問を中心とした
会場とのディスカッション

産業界のニーズに応える就業力
育成の取組み
経済学部 教授
長谷部 秀孝 氏

仙台会場＜6/15＞

新潟大学

社会で活躍する歯科医師を育てる
ために
～専門教育と連動したジェネリック
スキルの育成と評価の現状～

開場：13：30
開演：14：00

１４：４０～ 第２部：ジェネリックスキル育成・評価の
事例紹介

事例報告者

１４：００～ 第１部：ジェネリックスキル測定テスト
（PROG）のご紹介

歯学部 教授
小野 和宏 氏

宮城大学

学生の就業意識とジェネリック
スキル

１６：１５～ 第３部：登壇者への質問を中心とした
会場とのディスカッション

食産業学部 教授
木村 和彦 氏

PROG（Progress Report on Generic Skills）の位置づけと活用イメージ
建学理念

学生の「成長」を継続的に支援する
PROGテストは、大学の「教育力」による
「成長」を記録するためのアセスメントで
す。入学時点の測定によって、学生は自
らの強みと弱みを理解し、大学で学ぶた
めのアクションプランを作成することがで
きます。
以降、大学での学びや課外活動を通し
て培う力を定期的に測定することで、活
動の振返りや次に向けてのアクションプ
ランを設定することができ、継続的な成
長サイクルにつながります。
企業人の行動様式が測定基準
PROGテストは、実際の社会で高いパ
フォーマンスを発揮する若手ビジネス
パーソンの行動様式と学生の行動特性
を比較し、統計的に測定結果を算出して
います（特にコンピテンシー領域）。
これにより、従来のテストに比べてより客
観的な測定が可能となり、企業や社会に
対して、教育成果を示す指標としての納
得感、説得力が高まります。
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ご参加お申込み方法
●ＦＡＸでのお申込み
ＦＡＸでお申込みの場合は、1名様につき１枚下記をご記入の上、０３-５４０２-３７８９へご送信下さい。※お手数ですが本用紙をコピーしてご利用ください。
学校名・教育機関名・企業名

電話番号：

住所：〒

ＦＡＸ番号：

氏名

E-mail：

所属部署

参加希望会場 ご希望の会場に○をおつけください
（複数申込可）
５／１１東京 ・ ５／１８名古屋

役職

・ ５／２５大阪 ･ ６／８福岡 ・ ６／１５仙台

●WEBからのお申込み
http://www.riasec.co.jp/seminar/works
上記にアクセスのうえ、専用申込みフォームからお申込みください。

※FAX及びWEBを通じてお送りいただきます情報（個人情報含
む）は、本シンポジウム・セミナーの運営に関する業務、ご連絡に
ついてのみ使用させていただきます。
※お申込みは先着順となります。満員になり次第受付を締め切
らせていただきます。

●会場所在地のご案内
＜東京会場＞ リクルート GINZA８ビル １１Fホール
東京都中央区銀座8-4-17
（ＪＲ新橋駅銀座口・東京メトロ 新橋駅5番出口から徒歩2分）
MAP→

＜名古屋会場＞ 河合塾千種デルファイホール
名古屋市千種区今池2-1-10
（JＲ中央本線千種駅・地下鉄東山線千種駅４番出口・
市バス「千種駅前」から徒歩1分 ）MAP↓

GINZA 8

＜福岡会場＞ 天神チクモクビル 大ホール
福岡市中央区天神3-10-27
（地下鉄 天神駅から徒歩8分） MAP↓

チクモク
ビル

＜大阪会場＞ 河合塾大阪校 301教室
大阪市北区豊崎 3-13-1
（地下鉄御堂筋線中津駅
４号出口より徒歩２分）MAP↓

＜仙台会場＞ 河合塾仙台校１号館４階 143教室
仙台市青葉区本町2-12-12
（ＪＲ仙台駅西口から徒歩10分 ）MAP↓

セミナーに関するお問合せ：株式会社リアセック ＴＥＬ：03-6823-6138（※平日9：00～18：00）

