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2014 年度 KSEA 

関西教育行政学会関西教育行政学会関西教育行政学会関西教育行政学会     

会  報 

第 １２ 号 
 

〒 606-8501 

京都市左京区吉田本町 

京都大学大学院教育学研究科内 

関西教育行政学会事務局  

TEL & FAX:  (075)753-3080 

Mail:  ksea@educ.kyoto-u.ac.jp 

The Kansai Society for Educational Administration    ホームページ http://wwwsoc.nii.ac.jp/ksea/ 

 

 

■□■ 2014 年度第 30 回大会のご案内 ■□■ 

 

  

【日時】 平成 26 年 12 月 14 日（日）午前 10 時から午後 5 時 20 分 

  

【場所】 京都大学 芝蘭会館 別館 

（詳細につきましては下記の地図をご参照ください。） 

 

【大会参加要領】 

1. 受付 

9 時 30 分から、芝蘭会館別館 研修室 1 前にて行います。 

※大会参加費 1000 円（一般会員、学生会員、当日会員とも） 

 

2. 大会プログラム 

大会プログラムは当日、受付にて配布いたします。 

 

3. 昼食 

会場周辺の食堂をご利用いただくか、弁当をご持参下さい。    

 

4. 年会費 

大会当日に、来年度（2014 年度）の早期納入割引会費 

（一般会員 6,000 円、学生会員 3,500 円）の受付を設置いたします。 

 

 

※ 大会および忘年会の出欠について、同封の葉書またはメールにて、大会および忘年会の出欠について、同封の葉書またはメールにて、大会および忘年会の出欠について、同封の葉書またはメールにて、大会および忘年会の出欠について、同封の葉書またはメールにて、11112222 月月月月 8888 日日日日（（（（月月月月））））必必必必

着着着着でご返信下さいますようお願いいたします。でご返信下さいますようお願いいたします。でご返信下さいますようお願いいたします。でご返信下さいますようお願いいたします。会場設営の関係上、必ずご返信をお願会場設営の関係上、必ずご返信をお願会場設営の関係上、必ずご返信をお願会場設営の関係上、必ずご返信をお願

い致しますい致しますい致しますい致します。。。。    

 

 

【会場案内】  

「京都大学 芝蘭会館 別館」 

〒606-8302 京都市左京区吉田牛ノ宮町 11-1   Tel 075-771-0958 
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  【路線案内】 

 

芝蘭会館へのアクセス 
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【周辺地図】 
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【大会日程】 

    

開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻                                                                        内内内内        容容容容    会会会会    場場場場    

9999 時時時時 30303030 分～分～分～分～【受付】 

大会参加費 1000 円（一般会員、学生会員、当日会員とも） 

芝蘭会館 別館 

研修室1 前 

10101010 時時時時 00000000 分～分～分～分～【自由研究発表】 芝蘭会館 別館 

研修室1 
「現代フランスにおける教員養成制度改革」 

 服部 憲児 会員 （京都大学） 

「県費負担教職員制度と政令指定都市の権限」  

 上田 学  会員 （千里金蘭大学） 

12121212 時時時時 00000000 分分分分～～～～【昼食】 会場周辺の食堂をご利用いただくか、弁当をご持参下さい。 

12121212 時時時時 00000000 分～分～分～分～12121212 時時時時 30303030 分分分分     

                        〈紀要編集委員会〉 

総合研究 2 号館 

第 3 演習室 

12121212 時時時時 11110000 分～分～分～分～12121212 時時時時 33330000 分分分分    

                        〈シンポジウム打ち合わせ〉    

総合研究 2 号館 

第 1 演習室 

12121212 時時時時 30303030 分～分～分～分～13131313 時時時時 20202020 分分分分    

                        〈理事会〉 

総合研究 2 号館 

第 2 演習室 

13131313 時時時時 30303030 分～分～分～分～    【大会シンポ【大会シンポ【大会シンポ【大会シンポジウム】ジウム】ジウム】ジウム】 

「「高大接続」問題の論点整理―大学入試制度改革に焦点をあてて―」 

 

芝蘭会館 別館 

研修室 1 

パネリスト： 山村  滋  会員 

佐々木 隆生 氏 

国枝  幸徳 氏 

  

（大学入試センター） 

（北星学園大学） 

（岐阜県立揖斐高等学校）

 

司会： 南部 初世 会員 （名古屋大学） 

 

16161616 時時時時 30303030 分～分～分～分～【2014 年度総会】 芝蘭会館 別館 

研修室 1 

18181818 時時時時 00000000 分～分～分～分～【忘年会】〈会費〉一般会員 6000 円 学生会員 3000 円（予定） 季節料理 門 
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【大会シンポジウム趣旨】 

 

    

「高大接続」問題の論点整理―大学入試制度改革に焦点をあてて―「高大接続」問題の論点整理―大学入試制度改革に焦点をあてて―「高大接続」問題の論点整理―大学入試制度改革に焦点をあてて―「高大接続」問題の論点整理―大学入試制度改革に焦点をあてて―    

 

 

このほど中央教育審議会は答申案「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～すべての若者が夢や目標を芽吹かせ、

未来に花開かせるために～」をまとめた。2008 年の中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」

を受けて実施された「高等学校段階の学力を客観的に把握・活用できる新たな仕組みに関する調

査研究」の報告書（2010 年 9 月）で提示された「高大接続テスト（仮称）」は、その後、中教審・

高等学校教育部会、中教審・高大接続特別部会、教育再生実行会議に場を移し、その重点や形を

変え議論されてきた。そして今回、大学入試センター試験を廃止し、知識の活用力を問う「大学

入学希望者学力評価テスト（仮称）」と高等学校での学習到達度を測る「高等学校基礎学力テスト

（仮称）」の新設が提言された。 

こうした新たなテストに目が向きがちであるが、目指されているのは、高等学校教育、大学教

育、大学入学者選抜の一体的改革であり、これにより今後、高等学校及び大学が実際に大きく変

わっていく可能性がある。しかしながら、我々教育行政学・経営学領域において、こうした問題

に対応しうる十分な研究的蓄積を有してきたであろうか。 

社会的関心が非常に高い問題であるが、論点が多岐に渡りかつ錯綜しており、また立場により

着目点が大きく異なっている。これまで審議会等において論点整理の努力がなされてきたが、我々

教育行政学・経営学研究者及び実践家にとって何を追究することが求められているのか、明確に

なっていない。そのため本シンポジウムにおいて、このテーマに関する我々の学問的課題は何で

あるのか整理を行いたい。 

「高大接続」という言葉は、1999 年の中教審答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善に

ついて」以後、急速に広まり、今日非常に多義的に用いられているが、ここでは特に大学入試制

度改革に焦点を当てる。 

スピーカーには、これまで高校と大学の接続を中心に研究されてきた山村滋会員、「高大接続テ

スト（仮称）」を提案した文科省委託研究で主査を務められた佐々木隆生氏、高等学校教諭として

入試方法改革をめざして研究を進めてこられた国枝幸徳氏をお迎えし、単なる「選抜接続」にと

どまらず、どのように生徒・学生にとって「学び」の接続を考えることができるのか議論できれ

ばと考えている。 

 

大会担当理事 南部 初世 

 

 

１．高大接続研究から見た高校教育制度と大学入学者選抜制度の改革課題 

  山村滋会員（大学入試センター） 

 

２．教育行政課題としての「大学入試制度改革」 

  佐々木隆生氏（北星学園大学教授・北海道大学名誉教授） 

 

３．大学入試制度改革に対応する高校現場の理想と現実 

  国枝幸徳氏（岐阜県立揖斐高等学校） 
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□■□ 事務局より □■□ 

【会費納入のお願い】 

2014 年度学会費の納入をお願いいたします。一般会員は 7,000 円、学生会員は 3,500 円です。 

また来年度（2015 年度）学会費につきましても、大会受付時にお支払いただけます。なお、3

月例会までの月例会出席時に直接お支払いいただくと、一般会員は 6,000 円となります。 

会費の納入状況につきましては、遠慮なく事務局までお問い合わせください。 

 
 

郵便振替口座番号郵便振替口座番号郵便振替口座番号郵便振替口座番号: : : : ０１０００－８－３４２２７０１０００－８－３４２２７０１０００－８－３４２２７０１０００－８－３４２２７                加入者名加入者名加入者名加入者名: : : : 関西教育行政学会関西教育行政学会関西教育行政学会関西教育行政学会    

 

 

他の金融機関から当学会郵便振替口座へお振込みをしていただく際は、以下の振込用の店名・

預金種目・口座番号・受取人名をご指定ください。 

   

  銀行名  ゆうちょ銀行 

金融機関コード  ９９００ 

店番  １０９ 

店名（カナ）  一〇九店 （イチゼロキュウ店） 

預金種目  当座 

口座番号  ００３４２２７ 

カナ氏名 

（受取人名） 

 カンサイキョウイクギヨウセイガツカイ 

 （全て大文字） 
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□■□ 忘年会のご案内 □■□ 

【日時】平成 25 年 12 月 14 日（日） 午後 6 時より 

【会費】一般会員 6000 円程度、学生会員 3000 円程度 

※参加人数により多少変動する可能性があります 

【会場】季節料理 門（〒606-8225  京都市左京区田中門前町 8） 

 

 

 

 

 （上図は、Google マップ（http://maps.google.co.jp/）より引用しました。） 

 

大会会場 


