
Ⅲ.　高大接続研究センターの活動

� 阿部　英之助

１．設立経緯と設立目的
　名古屋大学大学院教育発達科学研究科附属高大接続研究センター（Center�For�Higher�
Education�Transitions�CHET）は、1999年に設立した附属中等教育研究センターが前身となっ
ている。2015年５月に中等教育研究センターを発展的に改組し、新たに高大接続研究センター
として開設し、専任教員１名と事務補佐員１名の体制で活動を行っている。さらに研究員２名（高
大接続に関する他大学の研究者として北星学園大学経済学部教授、北海道大学名誉教授・佐々木
隆夫、北海道大学准教授・光本滋）を委嘱（２年間）した。
　本センターを開設した背景には、昨今の後期中等教育及び高等教育に対する大きな改革の流
れがある。2014年12月に中央教育審議が答申「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」を発表し、これに基づき、
2015年１月に文部科学省が「高大接続改革実行プラン」、そして９月には高大接続システム改革
会議が「中間まとめ」、翌年の３月に「最終報告」を公表した。
　そこでは、新たに高校段階での「高等学校基礎学力テスト（仮称）」と、現在のセンター試験
に代わる「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」を導入することなどが発表された。この改
革により、高校教育や大学入試、そして高校と大学の在り方が変わろうとしている。
　そのような状況の中で、高大接続研究センターは、①高大接続に関する研究、②高大接続入試
に関する研究、③中等教育に関する研究、④新たな大学入学者選抜の開発、⑤高大接続に関する
事業の実施、以上５点について、専門的に調査研究するセンターとしての機能を目指している。

２．活動報告
①高大接続型教育とグローバル教育に関する調査・研究
　今年度は、高大接続に関する取り組みやその事例収集のための国内・海外調査を行った。国内
調査では、高大接続に関するシンポジウムや報告会などに参加し、高大接続の動向や他大学での
入試の導入事例などの情報収集を行った。
　また、海外調査では、2015年10月に附属高等学校と姉妹校であるモンゴルの新モンゴル高校、
モンゴル国立教育大学及び附属学校、Hobby�School�of�Mongolia、教育文化科学省などを訪問
した。2016年３月には、韓国の全州大学および全州教育大学を訪問し、高大接続の取り組みに
ついて調査を行った。
②高大連携プログラムの推進と高大接続のための高度化とAP化
　高大連携プログラムの推進としては、「名古屋大学の知を高校生に」というテーマの下で行わ
れている「学びの杜・学術コース」（「学びの杜」）の運営を行った。
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　また、附属学校が夏休みに名古屋大学「中津川研修センター」を利用して、２泊３日の短期集
中型行っている「中津川プロジェクト」（2015年８月11～13日）に高大接続研究センターの教
員が参加した。この「中津川プロジェクト」は、附属中・高等学校生の視野を広げて学習意欲を
高め、名古屋大学の求める学生像と教育内容への理解を深める講座である。
③附属高等学校から名古屋大学への、グローバル人材育成を目的とした高大接続入試の実現
　附属高等学校と姉妹校協定を結んでいる新モンゴル高校との「グローバル高大接続入試」の導
入に向けて、附属高等学校も交えて協議を行った。
④研究成果の社会への発信と高大接続のためのネットワーク構築
　海外における高大接続の事例と日本の高大接続の課題について公開講演会「高大を接続する�
—米国と日本の高大接続の現在と未来—」を2015年12月５日に開催した。
　また2016年３月29日は、公開研究会「高大接続システム改革会議「最終報告」を受けて」を
開催した。また、これらのイベントの案内については、2015年12月に開設した高大接続研究セ
ンターのWebページ（http://chet�educa�nagoya―u�ac�jp/）において、広く情報の発信を行った。

３．調査活動内容
　今年度の調査活動として、国内および海外調査を行った。国内調査では、高大接続の動向やそ
の関連するシンポジウムに参加した。海外調査では、モンゴルと韓国の高校・大学教育の現状や
取り組みなどについて調査を行った。
（１）国内調査
　今年度は、高大接続に関する取り組みやその事例収集のための調査として、国内調査では、高
大接続に関するシンポジウムや報告などに参加し、その動向や他大学での入試の導入事例などの
情報収集を行った。
　一部の大学では、高大接続入試を導入しており、追手門学院大学では「アサーティブ入試」や
同じく国立の附属高等学校が併設されているお茶の水女子大学では、「フンボルト入試」を既に
導入していることが分かった。国立で附属高等学校または附属中等教育学校を併設しているお茶
の水女子大学、奈良女子大学、神戸大学における高大接続入試およびAP化の取り組みについて
は次年度に調査を行う予定としている。

日　　程 内　　容 場　　所
2015年９月11日 「テスト学からみた高大接続改革」 関西大学
2015年
� ９月25～26日

高大連携プログラム「課題研究」成果発表会 愛媛大学

2015年
� 11月６～７日

平成27年度「第15回全国中高一貫教育研究大会」群馬県立中央中等教育学校

2016年１月26日 「高大接続一体的改革の推進に向けて」 大阪府立国際会議場
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（２）海外調査
　海外調査では、2015年10月に附属高等学校と姉妹校であるモンゴルの新モンゴル高校、モン
ゴル国立教育大学及び附属学校、Hobby�School�of�Mongolia、教育文化科学省への訪問を行った。
2016年３月には、韓国の全州大学および全州教育大学を訪問し、高大接続の取り組みについて
調査を行った。

日　　程 内　　容 場　　所
2015年
� 10月３～７日

新モンゴル高校を中心するモンゴルの諸学校との
高大接続入試に関する調査

新モンゴル高校、モンゴル
国立教育大学及び附属学校、
Hobby�School�of�Mongolia、
教育文化科学省など

2016年
� ３月14～17日

韓国の高大接続に関する調査 全北大学及び附属高校、全州教
育大学及び附属小学校

①モンゴル調査
　モンゴルでの調査は、新モンゴル高校、モンゴル国立教育大学及び同附属学校、Hobby�
School�of�Mongolia、教育文化科学省などを訪問し、モンゴルの学校教育の現状や高大接続に
関する調査を行った。ここでは、モンゴルの教育体制と訪問した新・モンゴル高校について記載
する。
【モンゴルの教育体制】
　モンゴルは、1990年に社会主義から民主主義へと体制が移行した。1991年には共和国教育法
が公布され、教育の民主化が行われ、これにより私立学校の導入や４・２・２制が導入された。
1992年には、新憲法の制定により、教育への権利が明示され、1994年には「モンゴル人材開発
教育改革プロジェクト・マスタープラン（1994―1998）」、1995年には教育法が教育基本法、初
等中等教育法、高等教育法に分化され、教育に対する国の保証が明記された。
　モンゴルの学制は、2005年及び2008年の教育改革を経て、社会的要請に合った教育の質の向
上を目指し、初等・中等教育は12年制のシステムに移行しつつある。これまでモンゴルは学校
教育制度が始まって以来、10年制であったが、2005年度より11年制への延長、2007年からは、
12年制に移行する準備が始まり、2008年から2009年に、5年生（小学校5年生）の児童全員を7
年生（中学校1年生）に飛び級させ、初等教育の年齢が7歳から6歳（2008年より）に引き下げ
られた。
　2015年６月には初めて誕生した12年制卒業生を輩出した。しかし、就学期間は11年間である
ため、初等中等教育で12年間学んだとは国際的に認められず、直接外国の大学へ進学すること
は難しいため、外国留学には現地での１～２年間の語学学習や準備コース等への就学、またはモ
ンゴルでの高等教育機関等での就学が必要となっている。これが国際的に認められる12年制と
なるのは、６歳入学した生徒が卒業する2020年となり、それまではこのような課題が残ること
になる。
　また、2006年の「モンゴル教育開発マスタープラン2006―2015」では、従来の暗記中心の
指導法や「教育へのアクセスおよび質の高い教育に対する機会均等」から「国際水準の教育シス
テムの構築および継続的な教育の質・効率性の向上」へと移行することが明記されている。
【新モンゴル高校（小中高一貫校）】
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　新モンゴル高校は、日本人有志の支援により2000年に設立したモンゴル初の日本式の高等学
校である。現在は、小学校・中学校も併設する小中高一貫の学校となり、高等学校の延長として、
新モンゴル工科大学、新モンゴル高等専門学校などが新設され、「新モンゴル学園」となっている。
　新モンゴル学園の教育理念は、「知識と技能と技術を兼ね備えた人材すなわち国家の将来を背
負っていくリーダーの育成」としている。小学校課程は１学年に４クラス、中学高校課程は４ク
ラスで構成され、モンゴルの私立学校としては規模の大きな学校である。また、卒業生は日本な
どへの海外留学の実績が多いため、人気の高い学校でもある。
　教育課程は、12年制に移行した現在でも、11年生までに全てのシラバスを終わらせ、12年生
では留学試験に向けた受験勉強対策に時間を費やしている。日本語の学習は中学校から行われ、
日本人の日本語教師も在籍しており、日本の教科書や参考書が使用されている。
　特に、日本への留学については、日本政府奨学金留学を目指しつつ、日本留学試験（EJU）を
受験させて私費留学生としても多くの生徒を送り出している。また、日本企業や大学（桜美林大
学、東京国際大学など）と提携し、独自の奨学金制度や受験制度を持っている。

【新モンゴル高校】 【日本語の授業】

【Hobby�School�of�Mongolia】
　Hobby�School�of�Mongoliaは、1994年に設立された学校である。学校名の由来は、チゴハヤ
ブサ（Eurasian�hobby）という野鳥からきている。このHobby�School�of�Mongoliaの特徴は、
アメリカへの留学に向けてアドバンスドプレイスメント（AP）を導入し、授業も英語でおこなっ
ていることである。なお、名古屋大学教育学部附属学校と本センターとの共同事業として、科学
技術振興機構の日本・アジア青少年サイエンス交流事業「さくらサイエンスプラン」の助成を受
けて、同校から10名の生徒と1名の教員(校長)を本学と附属学校に10日間招待した。滞在中は次
ページの表１に示すとおり、附属学校生徒との交流や、名古屋大学のさまざまな施設の見学、そ
こでの実習（大学院理学研究科附属菅島臨界実験所での実習を含む）を経験した。その結果、こ
の中の１人の生徒が、本年度、名古屋大学のG30プログラム（Biological　Science）に入学し
ている。これらをきっかけに、同校ではその後、日本語を教えるプログラムを開始している。
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【2015年度　「さくらサイエンス」　日程表】� 〈表１〉

日　　　程 内　　　　　容
10月19日 PM ・来日
10月20日 AM

PM

・名古屋大学教育学部附属中・高等学校　見学
・名古屋大学ノーベル賞記念館　見学
・2008年ノーベル物理学賞受賞者　益川敏英博士と対談
・日本作法講習会
・附属中・高等学校にて交流会

10月21日 AM

PM

・�名古屋大学大学院理学研究科附属菅島臨海実験所（三重県鳥羽市）へ移動
・磯採集
・ウニの受精・発生の観察、夜光虫の観察

10月22日 AM
PM

・ウニの発生観察
・鳥羽水族館　見学

10月23日 AM
PM　

・名古屋大学G30　International�Programme�授業参加
・附属中・高等学校の授業参加、附属生との交流

10月24日
� � ～25日

・ホストファミリー宅に宿泊
　�名古屋市科学館、トヨタ産業技術記念館、名古屋城、名古屋市徳川園などを見学

10月26日 ・「ものづくり愛知と環境教育」　
　愛知ヤクルト工場、カクキュー八丁味噌の郷、南陽ゴミ焼却工場見学

10月27日 ・「名古屋大学　キャンパスツアー」
　�超高圧電子顕微鏡、トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM)、ナショ
ナル・イノベーション・コンプレックス（NIC)、名古屋大学博物館などを見学

10月28日 AM ・帰国

②韓国調査
　韓国調査では、全北大学で行われている高大連携プログラムである専攻連携SGプログラムの
取り組みについて、担当専門職員である専任入学査定官への聞き取りを中心に調査を行った。
【全北大学】
　全北大学は、1947年に設立した国立大学で、道立裡里農科大学を前身としている。看護学部、
工学部、農業生命科学部、教育学部、�社会科学部、商学部、生活科学部、獣医学部、芸術学部、
人文学部、自然科学部、環境生命資源学部の12の学部と、法科専門職大学院、医学専門職大学院、
歯医学専門職大学院の３つの専門職大学院が設置されている。

【全北大学のキャンパス】
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①専攻連携SG（Study�Group）プログラム
　全北大学は、2012年より入学を希望する高校生に対して専攻連携SG（Study�Group）プログ
ラムを実施している。
　対象は、全羅北道内の高等学校１年生及び２年生（2012年～2013年までは３年生も対象とし
ていたが、2014年以降は、１、２年生に限定している）としている。SGプログラムは、年間6,000
名の高校生が参加する全北大学の代表的な高校教育連携型プログラムである。大学教育協議会に
おいて３年連続優秀高校連携プログラムとして評価されるなど、高校生の進路学習探索の道しる
べとして認識されている。
　このSGプログラムの目的は、進路探索をしている高校生に専攻選択の機会を与えることで、
今後、専攻する分野についての理解度、適正度、成就度を高めるため基盤の形成に寄与すること
である。さらには、共同体的な学習過程を行うSGプログラムの取り組みにより、生徒の自己発
見や人格形成の機会と環境を提供することも目的とされている。
　また、このSGプログラムの参加による結果にもとづいて、全北大学の入学のための学生簿総
合選考や書類評価における恩恵や利点は与えられることはない。
②専攻連携SG（Study�Group）プログラムの内容と手続き
　SGプログラムは、全北大専担教授が提示した課題に、進路を模索している高校生が、友達と
一緒にグループ（SGグループ）を作って取り組み、そこでの討論を通して、それを解決してい
く同好会的活動である。
　その運営の中心は、「入学選考室」の入学査定官が担っており、SG企画および広報、受け付け、
Webページの管理・運営を行っている。
　また、専担教授は、課題を提示し、オンラインで高校生からの質問に回答し、提出されたもの
を評価し、SGチームにフィードバックを行う。
　高校の側では、運営教師に指定された教員が、生徒達が自発的にSGを構成するように案内し
たり、SGプログラムに登録された生徒の推薦書を全北大学の入学選考室に提出することになっ
ている。
　SG活動は、年２回実施されており、上半期（３～８月）及び下半期（９～１月）に行われている。
2015年上半期は45学科が参加し、SG活動の高校は60校、4,813名、844チーム、下半期は、46
学科が参加し、SG活動学生は57校、1,590名、395チームが参加した。

【SG活動のスケジュール】

活動 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
SG参加申請
会員加入構成
SG課題・遂行
SG課題評価

表彰・活動確認書発行

　SG活動は、最初にWebページを通じて会員加入および登録（氏名・高校・学年・クラス・メー
ルアドレスなど）を行う。同一の専攻分野に関心がある生徒や登録された生徒と共に学習活動を
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行う仲間のグループを作り、SG協議及びグループを結成する。このとき、異なる学年、さらに
は異なる学校でも、チームの結成は可能である。続いて、グループの協議を通じて、SGのリーダー
を決めてうえで、メンバーの同意を得て、SGの申請を行う。

【SG活動の手続き】

ステップ 内　　容
①会員登録 ・�Webページ会員加入および登録（氏名、高校、学年、クラス、電話番号、メール）、

ID、パスワード発行
②SG構成 ・同一の専攻分野に関心がある生徒を中心に、SG協議およびチーム結成（異なる学

年、異なる学校でもチーム結成が可能）
③SG申請 ・協議したSGのリーダーを選定後、チーム員から同意を得てSG申請

・申請したチームが３～７名で構成されれば自動的に申請承認処理
④課題遂行 ・新たに構成したSG別に学科で提示された選考分野の課題を遂行

・�一定期間（上半期・下半期それぞれ２～３か月）以内に課題を遂行後、チーム員
同士で調査・研究した課題結果のファイルをアップロード

　以上のように高校生による会員申請から結果の提出、大学の学科の課題評価そして活動確認に
至るまで、SGプログラム活動の全過程がオンラインで行われている。さらにSG活動に対する課
題提示やそれに対する質問などもオンラインで対応可能となっている。

【SG活動の４年間の動向】

2012年 2013年 2014年 2015年
参加学科 58学科 71学科 84学科 91学科
参加高校 92校 87校 90校 117校
参加学生 5,151名 4,603名 5,745名 6,403名
SGチーム 1,161チーム 1,255チーム 1,366チーム 1,239チーム
優 秀 作 � �139チーム � �240チーム � �257チーム � �288チーム

③SGプログラムの効果
　SG活動は、高校生たちに自ら勉強する動機を与え、自発的な学習とその興味関心を深め、また、
チーム別活動により、共同心の育成、生徒間の人間的な交流にも寄与しているという。
④今後の課題と展開
　このSGプログラムが導入されていから４年が経ち、様々な課題が明らかになってきている。
①SGプログラムに対する高校の教師間の温度差といった運営教師の課題、②会員加入のみで、
SGの構成放棄、加入後の未申請、IDやパスワードの紛失といった手続き上の課題、③虚偽のSG
申請や課題提出、課題提出期限の無視といった参加高校生の資質の問題、④保護者の介入や大学
入学のためのスペック（経歴・資格）集めの手段と考えるといった参加高校生の認識の問題、な
どがあげられている。
　今後の展開としては、現在は全羅北道に設置されている高校の生徒に限定しているSGプログ
ラムを全国の高校に拡大することが目指されている。また、学内においては、SGプログラムに
参加する学部学科の拡大を推進している。2015年の上半期からは、農業生命科学部農業経済学科、
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教育学部倫理数学科、獣医学部獣医学科の３学科、下半期からは自然科学部自然科学科の１学科
が参加している。
　今後の課題としては、高校生と課題などを評価する専担教授とのやり取りが、すべてオンライ
ンで行われるため、専担教授と高校生とのメンタリングシステムの構築や、現場体験の強化など
が検討されている。
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４．学びの杜・学術コース
　「学びの杜・学術コース」は、名古屋大学の学問研究の最前線で活躍する研究者たちが、高校
生を対象に、それぞれの学問領域における成果や方法、スタイルなどについてわかりやすく解説
し、知の探究の楽しみと厳しさを体験してもらうという目的で開設された本格的な「学術的な探
究講座」である。大学レベルの高度な「学び」を体験することにより、高校生が各自の適性につ
いて、また興味や関心について育み、将来のヴィジョンを広げたり、キャリア・デザインへと発
展させたりできるように企画されている。
　今年度は物理学探究講座、生命科学探究講座、地球市民学探究講座、地域包括ケア探究講座、
インフラ工学探究講座、人文学探究講座、コンピュータ活用探究講座、人間発達科学探究講座の
８講座が開講された。
　以下に、それぞれの講座後に行った受講者アンケートの結果を記す。複数回、複数コースに渡っ
て開講された講座については受講者数の、総計を記す。
　なお、「コンピュータ活用探究講座」のアンケート集計は受講者が１名だったため含まれてい
ない。

＜物理学探究講座＞　受講生：28人

ほぼ満足
18%

非常に満足
82%

講座の満足度

理解できた
91%

非常に
よく理解
できた
9%

講座内容の理解度

以前と
変わらない

9%

非常に
高くなった
55%

ある程度
高くなった
36%

学んでみたいという気持ち

○講座の満足度
　宇宙とは何か、どのように誕生したのかなど、非常に難しい内容にも関わらず、「非常に満足」
と回答した受講者が８割を超え満足度が高かった。また、高校生にも理解できる丁寧な解説だっ
た等と高評価だった。具体的には「講師に質問しやすい環境だった」、「新しいことを学べるだけ
でなく、今までの知識や価値観を塗りかえる講座ばかりで、非常に満足」という回答を得た。
○講座の理解度
　難しい内容だが、高校生も理解しやすいように考えられた講座だったので、理解度は９割と高
かった。最新の内容に触れたことで、それぞれが宇宙に対しての興味を広げる機会となったよう
だ。「講座全体を通して受講することで、価値観が変わるので、もっと沢山の人に受講してほし
いと思う」というコメントもあった。
○将来学んでみたいこと
　「非常に高くなった」「ある程度高くなった」を合わせて、９割以上の受講者が「学びたいとい
う気持ちを持つことができたと回答した。「銀河の形成、分子雲の衝突、星の進化についてもっ
と学びたい」と回答した受講者もいた。より一層、宇宙についての探究心が刺激されたようだ。
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また、「宇宙の始まりを求める為の、究極の物理法則について研究したくなった」というコメン
トもあった。

○講座の内容と進路希望、名古屋大学への進学意欲との関連

未回答
9%

ない
45%

ある
46%

この講座内容は、大学で勉強しようとしている内容と関係が

変わらない
20%

強まった
80%

「ある」の人：その考えはこの講座を受けて

ではない
40%

である
60%

「ある」の人：進学志望先は今回の講座の先生が
所属する名古屋大学の学部

強まった
67%

変わらない
33%

「である」の人：名古屋大学への志望はこの講座を受けて

＜生命科学探究講座＞　受講者：11人

非常に満足
36%

ほぼ満足
55%

少し不満
9%

講座の満足度

未回答
18%

理解できた
73%

非常によく
理解できた

9%

講座内容の理解度

以前と
変わらない

36% ある程度
高くなった
37%

未回答
9%

非常に
高くなった
18%

学んでみたいという気持ち

○講座の満足度
　「理解するのが難しい内容の講座があった」という声もあったが、「非常に満足」、「ほぼ満足」
を合わせて９割以上の受講者が「満足」と回答した。「実際に見たり触ったりすることが出来た
ので理解が深まった」、「様々な分野の大学の先生方の講義を受けられた、興味深い内容の話を沢
山聞くことが出来た」など、高評価だった。
○講座内容の理解度
　今の便利で豊かな社会について疑問を持ったり、世界の食糧問題について深く考えたり、興味
の幅を広げられたようである。「社会の問題や疑問点、新しい発見などを追及・研究し、それら
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を明らかにしていくことの大切さを知った」というコメントもあった。８割以上の受講者が「理
解できた」と回答した。
○将来学んでみたいこと
　「発光生物および発光について学びたい」、「動物の骨格といった生き物について学んでみたい」
などの回答があった。人類の進化や人の体に関することなど、人間というものに興味を持った受
講者もいた。５割以上の受講者が、生命科学に対する学習意欲が高まったと回答した。

○講座の内容と進路希望、名古屋大学への進学意欲との関連

ある
36%ない

64%

この講座内容は、大学で勉強しようとしている内容と関係が

強まった
75%

変わらない
25%

「ある」の人：その考えはこの講座を受けて

ではない
50%

未回答
25%

である
25%

「ある」の人：進学志望先は今回の講座の先生が
所属する名古屋大学の学部

強まった
100%

「である」の人：名古屋大学への志望はこの講座を受けて

＜地球市民学探究講座＞　受講者：24人

非常に満足
46%

ほぼ満足
54%

講座の満足度

以前と
変わら
ない
9%

良く分から
なくなった

4%

非常に
よく理解
できた
4%

未回答 4%

理解できた
79%

講座内容の理解度

以前と
変わらない

33%

未回答
4%

ある程度
高くなった
34%

非常に
高くなった
29%

学んでみたいという気持ち

○講座の満足度
　グローバル化の中のさまざまな問題―偏見・差別・病気・海外労働、大学―などを取り上げな
がら、異文化理解の方法や地球市民としてのあり方について考える講座であった。「世界や地球
の様々な問題や課題を知ることができ、今まで興味が無かったことに関心を持つようになった」

―�126�―



等、９割近くが「満足」と回答した。内容が座学中心であったので、参加型の授業を求める声が
多数あった。
○講座の理解度
　「地球市民」として何をするべきか、グローバル化する社会とどう付き合っていくべきかなど、
それぞれが自分の興味を発展させ、今まで関心がなかったことを考えるいい刺激となったようだ。
「急速にすすむグローバル化、世界の一体化を少しでも理解できるよう、沢山の人にこの講座を
受けてほしい」と回答した受講者がいた。９割以上の受講者が「理解できた」と回答した。
○将来学んでみたいこと
　「地球環境についてもっと学んでみたい」というコメントが多数あった。また「コミュニケー
ション学や、海外と日本のつながりについて学びたい」という声もあった。受講することにより
「地球市民」としてどうあるべきか、何をするべきか等、深く考えるきっかけとなったようである。
６割以上の受講者が「学習意欲が高まった」と回答した。
○講座の内容と進路希望、名古屋大学への進学意欲との関連

ない
42%

未回答
4%

ある
54%

この講座内容は、大学で勉強しようとしている内容と関係が

変わらない
23%

未回答
8%

強まった
69%

「ある」人：その考えはこの講座を受けて

未回答
15%

である
8%

ではない
77%

「ある」人：進学志望先は今回の講座の先生が
所属する名古屋大学の学部

強まった
100%

「である」の人：名古屋大学への志望はこの講座を受けて
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＜地域包括ケア探究講座＞　受講者：５人

非常に満足
100%

講座の満足度

理解できた
40% 非常に

よく理解できた
60%

講座内容の理解度

非常に
高くなった
60%

ある程度
高くなった
40%

学んでみたいという気持ち

○講座の満足度
　「実際に患者宅を訪問し、生の声を聴く貴重な体験ができた」、「直接話を聞くことで疑問が解
決した」等、とても満足度が高い回答ばかりだった。「医療のプロからの指導を受けながらの講
座だったので、非常に分かりやすかった」というコメントもあった。受講者数は少なかったが、
少人数だったからこそ、内容の濃い講座となったようだ。受講者全員が「非常に満足」と回答した。
○講座内容の理解度
　地域医療に以前から興味がある受講者からは、「本や記事で読んである程度は知っていたが、
実際の話を聞くと、複雑で一通りではないと分かった」という声があった。現代の在宅医療に関
する問題や困難を知り、「看護や介護職だけでなく、行政からのサポートの必要性、また地域の
協力の重要性を感じた」というコメントもあった。これからの高齢化社会に対して、どのように
向き合っていけばよいのか、受講をきっかけにそれぞれが考えを深めたようだ。全員が「理解で
きた」と回答した。
○将来学んでみたいこと
　他職種連携医療、在宅看護、訪問看護と、具体的な意見があった。「実際の制度についてもっ
と詳しく知りたい」、「それぞれの病状に合わせて自分のできることを発揮する場を作れないか学
んでみたい」という声もあった。また、「医療の道に進まなくても、興味・関心を持ち続けなけ
ればいけないと感じた」という回答もあった。
○講座の内容と進路希望、名古屋大学への進学意欲との関連

ある
100%

この講座内容は、大学で勉強しようとしている内容と関係が

強まった
60%

変わらない
40%

「ある」の人：その考えはこの講座を受けて
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である
20%

ではない
80%

「ある」の人：進学志望先は、今回の講座の先生の
所属する名古屋大学の学部

強まった
100%

「である」の人：名古屋大学への志望はこの講座を受けて

＜インフラ工学探究講座＞　受講者：10人
　本講座は３コース開講された。１コースは「橋の老朽化と対策」、２コースは「津波のメカニ
ズムと予測」、３コースは「液状化の発生と対策」である。
　講座の満足度については９割以上の受講者が「非常に満足」もしくは「ほぼ満足」と回答した。
講座内容の理解度については、９割の受講者が「理解できた」と回答、学んでみたい気持ちにつ
いては、９割が「学習意欲が向上した」と回答した。

未回答
10%

非常に満足
50%ほぼ満足

40%

講座の満足度

未回答
10%

理解できた
90%

講座内容の理解度

以前と
変わらない

10%

ある程度高くなった
70%

非常に
高くなった
20%

学んでみたいという気持ち

○講座の満足度
　・１コース「橋の老朽化と対策」
　講座では、名古屋大学内にある点検研鑽用の橋※1 を使って実習が行われたので、「実際の橋を
見ることができたことが非常に良かった」という回答が大半を占めた。座学だけでなく、実際の
橋に触れることで、より一層理解が深まり、満足度が高かったようである。
　・２コース「津波のメカニズムと予測」
　「様々な動画やシミュレーション映像が多かったので、理解しやすかった」というコメントが
多かった。また「実際にあった津波のことを学べたことがよかった」という声もあった。
　・３コース「液状化の発生と対策」
　「実際に液状化を体験できた」、「実験ができたことが良かった」と満足度の高い回答がほとん
どだった。
○講座内容の理解度

※１　保全技術研修用橋梁モデルn2u-BRIDGE：NEXCO-Central�and�Nagoya�University�Bridge�model�
with�Restoration�and�Integrated�Deterioration�for�Global�Engineers
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　・１コース「橋の老朽化と対策」
　「橋等のインフラを作ることだけでなく、維持管理することの大切さ・難しさが分かった」と
いうコメントがあった。「経済発展をとるか、維持管理をとるか難しい判断だと感じた」と書い
た受講者もいた。「橋をつくる技術だけでなく、ドローンを使った検査など、他方面の技術が進
化すれば、活用できることが増えるので、大きな視野を持つことが大切だ」という意見もあった。
受講して新しい知識を得たことにより、考えや興味が広がったようである。
　・２コース「津波のメカニズムと予測」
　「日本に住むなら津波のことを知っておかなければいけないので、色々な対策法が知れてよかっ
た」、「津波の怖さを再認識した」というコメントがあった。また津波に対する物理的な対策が防
波堤のみだということに衝撃を受けた受講者もいた。「自分でできること、街をどう作るべきか
など、様々な方向から考えた」というコメントもあった。
　・３コース「液状化の発生と対策」
　液状化のメカニズムを学んだことで、「自分の家の近くにも堤防があるので液状化が気がかり
だ」や、「海や川沿いに住むときは液状化について考えたい」というコメントがあった。「液状化
被害が起こった後の構造物はどのように処理をするのか知りたい」という回答もあった。
○将来学んでみたいこと
　・１コース「橋の老朽化と対策」
　橋を維持する為の知識、コンクリートの構造や耐久性、インフラ整備、都市開発など具体的な
項目をあげている受講者が多かった。「自己修復する建材の開発を学んでみたい」、「もっと実用
的なことを知りたい」という回答もあった。
　・２コース「津波のメカニズムと予測」
　「減災可能な都市計画を学びたい」や、「津波の被害を抑える防波堤の作り方、地震・津波の予
測メカニズムをもっと詳しく知りたい」というコメントがあった。
　・３コース「液状化の発生と対策」
　液状化を起こさない街づくりについて、液状化が起こったときに出る被害について、液状化の
予測および防ぐ方法について学んでみたいという感想があった。「土質力学や液状化をもう少し
詳しく大学で学んでみたい」というコメントもあった。
○講座の内容と進路希望、名古屋大学への進学意欲との関連

ない
5%

未回答
5%

ある
90%

この講座内容は、大学で勉強しようとしている内容と関係が

強まった
72%

変わらない
28%

「ある」の人：その考えはこの講座を受けて

―�130�―



である
56%

ではない
44%

「ある」の人：進学志望先は、今回の講座の先生の
所属する名古屋大学の学部

弱まった
0%

変わらない
70%

未回答
30%

「である」の人：名古屋大学への志望はこの講座を受けて

＜人文学探究講座＞　受講者：46人

非常に満足
63%

少し不満
4%

ほぼ満足
33%

講座の満足度

以前と
変わらない

2% 未回答
11%

非常によく
理解できた

41%理解できた
46%

講座内容の理解度

ある程度
高くなった

46%

未回答 2%

非常に
高くなった

43%

以前と変わらない
9%

学んでみたいという気持ち

　本講座は７月30日と31日の２日間で、４つのコースが開講された。
　１コースは「日本語・にほんご・ニホンゴ・NIHONGO」、２コースは「墾田永年私財法は律
令国家の崩壊を示すのか」、３コースは「見ぬ世の人を友とせむ」、４コースは「世界の中の日本
語―これまでとこれから」であった。
　講座の満足度は「非常に満足」、「ほぼ満足」を合わせて９割以上の受講者から「満足である」
との回答を得た。理解度は、９割近くが「理解できた」と回答し、９割近くの受講者が「学習意
欲が向上した」と回答した。
○講座の満足度
　・１コース「日本語・にほんご・ニホンゴ・NIHONGO」
　日常的に使用している日本語の特徴についての講座だったので、「今までとは違った観点で日
本語を考えられた」、「様々な資料でとても分かりやすい説明だった」、「知らなかったことを吸収
できた」等、非常に満足度が高かった。一方で、「自分たちも発言したかった」、「もっと積極的
に意見交換したかった」という意見もあった。
　・２コース「墾田永年私財法は律令国家の崩壊を示すのか？」
　墾田永年私財法と律令国家という難しいテーマの講座だったが、「高校では教わらない深いと
ころまで掘り下げた内容を聞くことが出来た」、「詳しく考えたことが無かったので新鮮だった」、
「資料を読み込むことによる細かい解釈の仕方が分かった」等、満足度が高かった。「一つのこと
を掘り下げて追究するという大学の講義を体験できたことに満足した」という声もあった。一方
で、「内容が少し難しく理解できないところがあった」というコメントもあった。
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　・３コース「見ぬ世の人を友とせむ」
　文学部進学志望の受講者からは、「文学部というものを今まで理解しているつもりだったが、
新しい切り口からの捉え方を知り、より関心が持てた」というコメントがあった。「昔の和歌や
書物に深く触れることで、文学の楽しさ、奥深さを知ることができ、より一層興味が持てた」、「もっ
と詳しく知りたい」という前向きなコメントもあった。
　・４コース「世界の中の日本語―これまでとこれから―」
　「日本の言語・世界の言語について現状を知ることができ、普段考えもしなかったことについ
て考えるよい機会になった」、「日本での英語公用語論に触れ、それについて考えることができた」
等、大学ならではの講義内容に対して満足度の高い回答が数多くあった。
○講座内容の理解度
　・１コース「日本語・にほんご・ニホンゴ・NIHONGO」
　日本語の面白さ、魅力、表記が多様であり使い分けることで意味が変わるということに興味を
もった受講者が数多くいた。「表現についてさらに知りたい」と興味の幅を広げている受講者も
いた。また、「日本人として日本で暮らしているからこそわかる表現やニュアンスを、外国人に
教えるのは非常に難しいということを感じた」というコメントもあった。普段使う身近な言葉だ
からこそ、それぞれが理解し、興味の幅を広げられる講座となったようだ。
　・２コース「墾田永年私財法は律令国家の崩壊を示すのか？」
　「墾田永年私財法の新しい解釈についての講義を受けたことにより、歴史や物事の新しい見方
を知ることができた」、「より良い理解をするための研究が大切だとわかった」というコメントが
あった。「これに限らず、似たような歴史的事例があるのか、さらに調べてみたい」と意欲を感
じる感想や、「歴史を新しく見直すことが現代の日本について考える時に役立つのではないか」
と、歴史から現代社会を考えるヒントを得るということに興味を持つという、発展的なコメント
もあった。
　・３コース「見ぬ世の人を友とせむ」
　「現代のようなグローバルな情報社会における、死というものを考えてみたい」、「文学や古典
を学ぶことに本当の意味・意義を広く多くの人に知ってもらいたい」というコメントがあった。
また、「古代の人の考えを知ることは、現代や未来を考える時に非常に役に立つ」という意見もあっ
た。「文学部の文明史的使命というものを理解することができた」という回答が数多くあった。
　・４コース「世界の中の日本語―これまでとこれから―」
　このコースの受講者で、１コース「日本語・にほんご・ニホンゴ・NIHONGO」も受講した
生徒からは、「英語公用語論」に対する反対意見が数多く見られた。言語とその国の文化・アイ
デンティティとの関係、一方でのグローバル化社会への急激な変化という状況に、より一層興味
が深まったようである。「今後、英語公用語論についてさらに討論が行われ、それにより日本の
在り方が変化していくのではないか」という、発展的なコメントもあった。
○将来学んでみたいこと
　・１コース「日本語・にほんご・ニホンゴ・NIHONGO」
　日本語の変遷や、言葉や文字によるニュアンスや感じ方の違いなど、日本語をより深く学んで
みたいというコメントが数多くあった。また、「今後の文字の進化について学んでみたい」、「外
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国人に対する日本との文字のニュアンスの伝え方を知りたい」という意欲的な声があった。
　・２コース「墾田永年私財法は律令国家の崩壊を示すのか？」
　墾田永年私財法の新しい理解に触れ、「間違った解釈している歴史上の事柄を別の観点から学
びたい」、「様々な歴史認識の違いについてもっと知りたい」、「資料を分析して学んだことがない
根拠について考えてみたい」など、受講したことにより探究心の高まりが表れたコメントが数多
く見られた。「教科書よりも詳しく深く学ぶことは理解を深めることであると気づいた」という
受講者もいた。
　・３コース「見ぬ世の人を友とせむ」
　古文・古典に対する理解が深まったことにより、「身近にある銘文や昔の人が残した書物を深
く読み込んでみたい」、「昔の人の考え方や価値観をよく学び、現代社会に活かしたい」という
感想があった。また、「古文・古典を学ぶことにより、世の中に影響を与えられる研究をしたい」
という将来のヴィジョンを語るコメントもあった。
　・４コース「世界の中の日本語―これまでとこれから―」
　日本語の問題点や現状、例えば世界の中における日本語の位置づけ、日本語の中でのアイヌ語、
日本の方言、これからの日本語などについて学びたいというコメントがあった。「世界の国の言
語事情を知ることにより、文化的な価値や様々な問題について学び、自分の意見を持ちたい」と
いう受講者もいた。
○講座の内容と進路希望、名古屋大学への進学意欲との関連

ない
24%

未回答
4%

ある
72%

この講座内容は、大学で勉強しようとしている内容と関係が
変わらない

6%

強まった
94%

「ある」の人：その考えはこの講座を受けて

未回答
9%

である
55%

ではない
36%

「ある」の人：進学志望先は、今回の講座の先生が
所属する名古屋大学の学部

変わらない
5%

強まった
89%

未回答
6%

「である」の人：名古屋大学への志望はこの講座を受けて

＜人間発達科学探究講座＞　受講者：23人
　本講座は５コース開講された。１コースは「若者の社会参画と生涯学習（生涯教育開発）」、２
コースは「新しい学校のかたち（学校教育情報）」、３コースは「異文化との出会いと自己発見の
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ドラマ（国際社会文化）」、４コースは「世界の見え方・聞こえ方（心理社会行動）」、５コースは
「性格の測定（発達教育臨床）」が行われた。
　なお、３コースはアンケートの実施を失念していたため、集計に含まれていない。
　講座の満足度については、９割以上の受講者から「非常に満足」もしくは「ほぼ満足」という
回答を得た。理解度については９割以上が「非常によく理解できた」もしくは「理解できた」と
回答、学習意欲については８割近くが「高くなった」と回答した。

ほぼ満足
9%

非常に満足
82%

少し不満
9%

講座の満足度
未回答
4%

非常によく
理解できた

57%

理解できた
39%

講座内容の理解度
ある程度
低くなった

4%

非常に
高くなった
48%ある程度

高くなった
31%

以前と
変わらない

17%

学んでみたいという気持ち

○講座の満足度
　・１コース「若者の社会参画と生涯学習」
　「日本の現状、他国の政策を知るだけでなく、グループワークで他の参加者の意見を聞くこと
により、自分の考えや興味を一層広げることができた」という満足度の高い回答が多かった。
　・２コース「新しい学校のかたち」
　日本ではあまり見られない学校のかたちや在り方を知ることができたというコメントが多く
あった。また、「大学ではどんなことを学んでいるかということを少しでも知ることができてよ
かった」という声もあった。
　・４コース「世界の見え方・聞こえ方」
　「錯視がなぜ成り立っているのか、また視覚・聴覚の不思議な面を、実験を通して考えること
ができた」というコメントがあった。「レポートの書き方や統計の取り方、解釈の仕方など、具
体的な例を挙げた内容が良かった」と、概ね満足度が高い回答が多かった。
　・５コース「性格の測定」
　性格診断が、受講者にとても好評だった。自分の性格や状態を知ることができたことに対して
満足度が高かったようである。また、「大学の授業のやり方がわかってよかった」という感想もあっ
た。「もう少し心理学の観点から見た性格診断の話を聞きたかった」という、心理学を専攻する
ことを志望している受講者からの意見もあった。昨年度に同じ講座を受けて、今年度再受講した
受講者からは、「昨年度の講座内のグループ活動がよかったので、今年度もそれを取り入れてほ
しかった」というコメントがあった。「（性格というものは）自分の想像よりも曖昧でつかみどこ
ろが無いものであることを理解した」という受講者もいた。

　○講座内容の理解度
　・１コース「若者の社会参画と生涯学習」
　「受講した内容はまったく知らないことばかりだった上に、考えたこともないことばかりだっ
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たので、沢山の人にこの講座を受けてほしい」というコメントがあった。教職を目指す受講者か
ら、「どのように子どもに教えればいいのか、またその方法は本当に正しいのか考える必要があ
ると思った」という意見が出た。講座内容の理解度は高かった。
　・２コース「新しい学校のかたち」
　「日本ではあまりないホームスクールやフリースクールがこれから一般的になれば、日本人の
性質も社会も大きく変わってくる気がした」、「改めて日本について新しい視点で考えられたし、
日本の学校に疑問を感じた」というコメントがあった。重圧に耐えながらも学校に行くことに疑
問を感じていた受講者は、学校に行かずに学びたいことを自主的に学ぶ新しい学校のかたちに魅
力を感じたようだ。一方で、「アメリカでは定着しているが、文化の違う日本で受け入れられる
かどうか疑問である」という意見も出た。受講者は様々な考えを持ったようである。
　・４コース「世界の見え方・聞こえ方」
　「私たちの生活にとって重要である視覚・聴覚をもっと追究・研究すれば、見落としや聞き逃
しがなくなるのではないか」、「もっと生活が便利になるのではないか」という回答や、また、「自
分たちが見ているものは本当にありのままのものなのか考えさせられた」、「本当にそうなのか、
という疑いを持ちながら物事を考えたい」という声もあった。
　・５コース「性格の測定」
　「性格の測定」という講座のタイトルでこの講座を選んだ受講者が多かったからか、人の性格
や心理を判断・判定することの難しさ、長年にわたって人々が研究しているにも関わらず、未だ
明確な答えを出すこと難しい分野であるということに新鮮な驚きや戸惑いを感じたようだ。また、
「難しい分野であるからこそ、これからも可能性がある」と感じた受講者もいた。
○将来学んでみたいこと
　・１コース「若者の社会参画と生涯学習」
　「教育が目指していることは何なのか、教育の本質について学んでみたい」、「政治をもっと知っ
た上で、社会の問題について考えていきたい」というコメントがあった。また、「どのように考
えるのが効果的なのか、従来の授業の方法が本当に正しいのか、新しい方法はあるのかを学びた
い」という受講者もいた。
　・２コース「新しい学校のかたち」
　「現在の日本の教育制度について、また世界と日本の教育制度の違いについて知りたい」とい
うコメントや、「個性にあった教育を実践しているチャータースクールやフリースクールを日本
に取り入れていく方法について学びたい」、「その特性を普段の授業で生かすことができないか学
びたい」という、意欲的な意見が多数あった。
　・４コース「世界の見え方・聞こえ方」
　「今回受講したことを、心理学のほかに“教育”という観点から学んでみたい」、「今回学んだ視覚・
聴覚以外の他の感覚の不思議について学んだみたい」、「興味の幅を広げることができた」という
具体的なコメントがあった。
　・５コース「性格の測定」
　「性格とは何であるかをもっと知りたい」というコメントが多かった。「性格診断テストの種類
や内容、その結果の分析方法を知りたい」という受講者もいた。以前から心理学に興味がある受
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講者からは、「実際に受講したことで面白い分野であると実感した、学ぶ意欲を刺激された」と
いう回答を得た。

○講座の内容と進路希望、名古屋大学への進学意欲との関連

ない
22%

ある
78%

この講座内容は、大学で勉強しようとしている内容と関係が
弱まった 6%

変わらない
11%

強まった
83%

「ある」の人：その考えはこの講座を受けて

未回答
5%

ではない
39%

である
56%

「ある」の人：進学志望先は今回の講座の先生が
所属する名古屋大学の学部

未回答
10%

強まった
80%

変わらない
10%

「である」の人：名古屋大学への志望はこの講座を受けて
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＜講座の内容と進路希望、名古屋大学への進学意欲との関連（総計）＞

未回答
3%

ない
28%

ある
69%

この講座内容は、大学で勉強しようとしている内容と関係が

変わらない
17%

弱まった
1%

未回答
1%

強まった
81%

「ある」の人：その考えはこの講座を受けて

未回答
7%

ではない
48%

である
45%

「ある」の人：進学志望先は今回の講座の先生が
所属する名古屋大学の学部

強まった
65%

未回答
13%

変わらない
22%

「である」の人：名古屋大学への志望はこの講座を受けて

　全体として、参加型の授業を期待し、また希望している受講者が多かったことから、講座で学
んだこと、考えたことを発表することはもちろん、他者の考え方に関心を持ち、お互いに意見を
交換し合って、より一層考えや理解を深めていこうとする姿勢を持って、講座に参加しているこ
とが分かった。今まで知らなかったこと、興味や関心がなかったことに目を向けることで、知識
の幅を広げ、学問に対する探究心の向上に繋がっているようであった。
　今年度は７割近くが、将来大学で勉強したいとする内容の講座を受講しており、また４割以上
が志望する名古屋大学の学部の講座を受講し、そのうち６割以上が名古屋大学進学の意思を強く
する結果となっている。学びの杜は、このように名古屋大学を志望する生徒にとっては、その意
志を強くする効果をもっていると評価できる。また、名古屋大学以外への進学を志望する高校生
にとっても、進みたい学部の研究内容を知る為の良い機会となっていると評価できる。
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「学びの杜・学術コース」事後アンケート 

2015年 _ 月 _ 日実施 
 

これは「学びの杜・学術コース」（         ）探究講座の終了にあたり，参加者の皆さんに回答をお願いする 

アンケートです．このコース全体の改善に役立てるためのものですので，率直に答えて下さい． 
 

＿＿＿学年 (男・女) （よろしければ→）氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

1．「学びの杜」受講のきっかけ・動機を教えてください． 

 

 

 
2．この講座を受講して最も印象に残った講座内容はどんなことですか？ 

 

 

 
3．この講座を受講した満足度はどのくらいでしたか？次の項目の中から○をつけて下さい。 

＜非常に満足 ・ ほぼ満足 ・ 少し不満 ・ 非常に不満＞ 

 
満足したところ 

 
不満だったところ 

 
4．この講座を受講して、あなたは講座の内容について理解することができましたか？ 

＜非常に良く理解できた・理解できた・以前と変わらない・良く分からなくなった・全く分からなくなった＞ 

 また、講座の内容と社会の様々な課題との関わり，講座内容のこれからの可能性などについて考えたことや感じたことを

自由に書いてください． 
 
内容について考えたこと感じたこと 

 

 
5．講座で学んだ内容を今後学んでみたいという気持ちは高まりましたか？以下の項目の中から○をつけて下さい。 

＜非常に高くなった・ある程度高くなった・以前と変わらない・ある程度低くなった・非常に低くなった＞ 

 
学んでみたいと思うこと 

 
６．この講座の受講と大学進学との関係について教えてください． 

 
この講座の内容は，大学で勉強しようと考えている内容と関係が        ＜あ る ・ な い＞． 
 「あ る」の人→その考えはこの講座を受けて      ＜強まった ・ 変わらない ・ 弱まった＞． 
 「あ る」の人→進学志望先は，今回の講座の先生の所属する名古屋大学の学部＜である ・ ではない＞． 
 「である」の人→名古屋大学への志望はこの講座を受けて ＜強まった ・ 変わらない ・ 弱まった＞． 

 
質問は以上です．ありがとうございました． 
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