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「高大接続教育研究会」 開催一覧 (大分大学経済学部) 

 ※職名は報告時のものです。 

第 20回 

日 時： 2014年 2月 18日（火）13:30～17:00 ＊兼 第 6回大分県高大連携シンポジウム 

テーマ：『高校・大学のキャリア教育は社会とつながっているか』 

     講演「高校・大学における『キャリア教育』を問い直す 

         ―これまでの検証，そして創造へ―」 

         児美川孝一郎（法政大学キャリアデザイン学部教授） 

     報告「カタリバで高大を接続する」 
         宮町良広（本学経済学部教授） 

     報告「カタリバで大学生は何を学んだか」 

         山田小百合（特定非営利活動法人 Collable 代表理事） 

         報告「『カタリバでキャリアを拓く』授業を受講して」 

         佐土原千怜（受講学生代表 本学経済学部 3年） 

                  髙野良佑（受講学生代表 本学経済学部 2年） 

         報告「安心院院内地域におけるカタリバの必要性」 

         門脇秀文（大分県立安心院高等学校教諭） 

      意見交換 パネリスト：児美川孝一郎，山田小百合， 門脇秀文，宮町良広 
          コーディネーター：佐藤裕哲（本学経済学部特任教授） 

会 場：経済学部 101号教室 

第 19回 

日 時： 2013年 2月 18日（月）13:30～17:00 ＊兼 第 5回大分県高大連携シンポジウム 

テーマ：『キャリア教育から見た高大連携』 
     講演「キャリア教育から見た高大連携をどのように構築していくべきか」 

         荒瀬克己（京都市教育委員会教育企画監，前京都市立堀川高校長） 

     報告「大学1，2年次におけるキャリア形成教育の実践」 

         市原宏一（本学経済学部長，本学教授） 
       「キャリア教育の保護者理解」 

         三浦啓亨（大分県高等学校PTA連合会会長） 
       意見交換 パネリスト：荒瀬克己，名倉弘子（大分県立大分南高等学校教頭） 

                 三浦啓亨，市原宏一 

          コーディネーター：佐藤裕哲（本学経済学部特任教授） 

会 場：経済学部101号教室 

第 18回 

日 時： 2012年 9月 26日（水）10:40-12:10 

テーマ：「大分大学経済学部における高大接続教育」 

報 告：「2012年度前期」数学基礎 実施報告」 

   甲斐隆文（本学経済学部特任教授） 

会 場： 経済学部第 1会議室 

第 17回 

日 時：2012年 2月 20日（月）14:00-17:00 ＊兼 第4回大分県高大連携シンポジウム 

テーマ：『高校教育と大学初年次教育の実質的接続をいかに進めるか・再論』 

    第 1講演「学生の学びの転換と初年次教育」 

          夏目達也 氏（名古屋大学高等教育研究センター教授） 

    第 2講演「高大連携に期待するもの」 

          小野二生 氏（大分県立大分舞鶴高等学校長） 

    意見交換 パネリスト：夏目達也，小野二生 

               城戸照子（本学部教授），甲斐隆文（本学部特任教授） 

         コーディネーター：宮町良広（本学部教授） 

会 場：経済学部 101号教室 
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第 16回 

日 時： 2011年 8月 23日（火）15:00-17:00 ＊ミニシンポジウム 

テーマ：『立命館大学の高大連携事業に学ぶ』 

 基調報告「立命館大学における高大連携事業」 

       椋本 洋 氏（立命館大学教育開発推進機構教授・接続教育センター長） 

 報告 1「大分大学経済学部における高大接続事業」 

       宮町良広（本学学長補佐・経済学部教授） 

 報告 2「高大接続の事例とそれぞれの教師の役割」 

       甲斐隆文（本学経済学部特任教授） 

会 場：経済学部 203号教室・下記 6校 ＊遠隔会議システムによる合同研究会(7元中継) 

 大分雄城台高校，大分商業高校，日田高校，安心院高校，大分鶴崎高校， 

中津南高校 

第 15回 

日 時：2011年年 2月 17日（木）14:00-17:00 ＊兼 第 3回大分県高大連携シンポジウム 

テーマ：『高校教育と大学初年次教育の実質的接続をいかに進めるか』 

 基調講演「高大接続の課題を考える ～教育接続と初年次教育～」 

       濱名 篤 氏（関西国際大学学長，中央教育審議会専門委員） 

 取組報告 1.高大接続に係る導入教育 ～高大接続学習と基礎数学～ 

甲斐隆文（本学経済学部特任教授） 

2.小中高一貫教育と高大接続教育 

        佐藤 茂 氏（大分県立安心院高等学校教諭） 

      3.学生から見た高校教育と大学教育 

        本学経済学部 2年 中村春菜・並松薫恵・村上祐樹 

 意見交換 コーディネーター： 宮町良広（本学学長補佐） 

会 場： 経済学部 101号教室 

第 14回 

日 時： 2011年 1月 20日（木）16:30-18:00 ＊遠隔会議システムによる合同研究会(7元中継) 

報告 1：「学問探検ゼミ実施報告」 

  松岡輝美（本学経済学部准教授） 

報告 2：「高大接続・学問探検ゼミ参加報告 ―高校教師の視点で―」 

  首藤至道 氏（大分鶴崎高等学校教諭） 

会 場： 経済学部 203号教室・下記 6校 

 大分雄城台高校，大分商業高校，日田高校，安心院高校，大分鶴崎高校， 

中津南高校 

第 13回 

日 時： 2010年 9月 21日（火）15:00-17:00 ＊遠隔会議システムによる合同研究会(5元中継) 

 専門高校生の進路選択に関するミニシンポジウム 

テーマ：『専門高校卒業生の進路選択』 

報告 1：「専門高校における卒業生の職業生活と在校生の進路意識 ―大分県での調査 

から」 

   中澤高志 氏（明治大学経営学部准教授） 

報告 2：「地域産業構造と若者の就業行動 ―専門高校卒業生のキャリア調査から」 

   阿部 誠（本学経済学部教授） 

報告 3：「大分県内の高卒就職者の現状と課題 ―高卒就職者リサーチの結果分析を 

とおして―」 

   小池楠男 氏（大分県教育庁高校教育課産業教育指導班指導主事） 

会 場： 経済学部 203号教室・下記 4校 

 大分雄城台高校，大分商業高校，安心院高校，中津南高校 
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第 12回 

日 時： 2010年 9月 8日（水） 

報 告：「高大接続のための『導入教育』の成果検証」 

   甲斐隆文（本学経済学部特任教授，高大接続コーディネーター） 

会 場： 経済学部第 2会議室 

第 11回 

日 時： 2010年 6月 15日（火）16:30-18:00 ＊遠隔会議システムによる合同研究会(7元中継) 

第 1報告：「高大接続教育の一事業としての『高校生なるほどアイデアコンテスト』 

の取組」 

    仲本大輔（本学経済学部准教授） 

第 2報告 ：「東京都立国際高等学校視察報告および東京大学教養学部『高校生のため 

の金曜特別講座』に現地参加して」 

    六田正文 氏（大分雄城台高等学校教諭） 

会 場： 経済学部 203号教室・下記 6校 

 大分雄城台高校，大分商業高校，日田高校，安心院高校，大分鶴崎高校， 

中津南高校 

第 10回 

日 時： 2010年 5月 18日（火）16:30-18:00 ＊遠隔会議システムによる合同研究会(6元中継) 

第 1報告：「IDE高等教育フォーラム『学習させる大学』参加報告」 

    藤村賢訓（本学経済学部准教授） 

第 2報告：「東京大学教養学部『高校生のための金曜特別講座』および千葉県立東葛 

飾高等学校視察報告」 

    甲斐耕司 氏（日田高等学校教諭） 

会 場： 経済学部 203号教室・下記 5校 

 大分雄城台高校，大分商業高校，日田高校，安心院高校，大分鶴崎高校 

第 9回 

日 時： 2010年 2月 19日（金）14:00-17:00 ＊兼 第 2回大分県高大連携シンポジウム 

テーマ： 『相互理解にもとづく高大連携の推進』 

 基調講演「高大接続の質保証」 

       荒井克弘 氏（大学入試センター教授・前東北大学副学長） 

 取組報告 1.大分大学経済学部における高大連携の取り組み 

              ～キャンパス大使と高校訪問を中心に～ " 

         青野 篤（本学経済学部准教授） 

      2.自己効力をはぐくむ高大連携を模索して 

         久保田圭二 氏（大分県教育委員会高校教育課指導主事） 

      3.進学後も学びつづける生徒を育てるために 

大塚 守 氏（大分県高等学校長協会入試問題専門委員長・大分南高校長） 

 パネル討論 コーディネーター： 甲斐隆文（本学経済学部特任教授） 

会 場： 教育福祉科学部 100号教室 

第 8回 

日 時： 2009年 12月 21日（月）15:00-16:00 

テーマ：「朝日新聞・山上浩二郎編集委員を迎えて」 

  （朝日新聞で高等教育を担当されている山上編集委員が，学問探検ゼミ及び高大接続教育 GPを 

取材するため本学を訪問されたので，大学教育に関して取材でお感じのことをお話しいただき， 

意見交換を行なった。） 

会 場： 経済学部第 2会議室 
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第 7回 

日 時： 2009年 11月 4日（水）15:30-17:00 ＊遠隔会議システムによる合同研究会(5元中継) 

第 1報告：「高校教育改革の成果と今後のあり方 ～国立教育政策研究所のシンポジ 

ウムから～」 

    六田正文 氏（大分雄城台高等学校教諭） 

第 2報告 ：「東京大学教養学部における高大連携の取組について」 

    甲斐隆文（本学経済学部特任教授） 

第 3報告 ：「学生は高校で何を学んでくるか ～安心院高校における取組から～」 

    佐藤 茂 氏（安心院高等学校教諭）    

会 場： 経済学部 203号教室・下記 4校 

 大分雄城台高校，大分商業高校，日田高校，安心院高校 

第 6回 

日 時： 2009年 10月 7日（水）15:30-17:00 ＊遠隔会議システムによる合同研究会(5元中継) 

第 1報告：「入学前学習としての e学び力について」 

    高見博之（本学経済学部教授） 

第 2報告：「関西地区における高大連携の取組について」 

    大西隆志 氏（大分雄城台高等学校教諭） 

会 場： 経済学部 203号教室・大分雄城台高校視聴覚室・下記 3校 

 大分商業高校・日田高校・安心院高校 

第 5回 

日 時： 2009年 9月 25日（金）  

報 告：「『基礎数学Ａ』と『基礎数学Ｂ』の取り組みについて」 

   甲斐隆文（本学経済学部特任教授） 

会 場： 大分大学 

第 4回 

日 時： 2009年 7月 1日（水）9:00-10:30 ＊遠隔会議システムによる合同研究会 

第 1報告：「演劇が教育のためにできること ―大岡淳氏へのインタビューより」 

    佐藤 隆（本学経済学部准教授） 

第 2報告：「高大接続の今後の展望について ―埼玉県内の先進校を視察して―」 

    中島健吾 氏・宮成康蔵 氏（大分雄城台高等学校教諭） 

会 場： 経済学部 203号教室・大分雄城台高校 

第 3回 

日 時： 2009年 6月 3日（水）13:10-14:40 

第 1報告：「立命館大学における高大連携の取組」 

    青野 篤（本学経済学部准教授） 

第 2報告：「平成 21年度教育改革国際シンポジウム『高校と大学の接続教育－高校 

生の学びをいかにつなぐか－』について」 

    藤村賢訓（本学経済学部講師） 

会 場： 経済学部第 1会議室 

第 2回 

日 時： 2009年 3月 26日（木）13:30-15:00 ＊兼 高大連携と入試動向に関する講演会 

講 演：「大分大学の入試環境と高校の状況について」 

   中川雅文 氏（ベネッセコーポレーション九州事業所） 

    「『学び』を軸にした高大連携事業のあり方をさぐる」 

   高田正規 氏（ベネッセ教育研究開発センター特別顧問） 

 

会 場： 経済学部第 1会議室 
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第 1回 

日 時： 2009年 2月 27日（金）14:00-16:30 ＊兼 第 1回大分県高大連携シンポジウム 

テーマ：『大分県における高大連携の新たな展開』 

基調講演「実学理念に基づく高大接続教育の展開―中央大学商学部の事例」 

酒井正三郎 氏（中央大学商学部教授） 

 取組報告 1.宮町良広（本学学長補佐・経済学部教授）  

      2.木戸孝明 氏（大分雄城台高校教諭） 

      3.谷口篤志 氏（大分県教育庁高校教育課指導主事） 

 意見交換 コーディネーター： 大塚哲郎（本学経済学部特任准教授） 

会 場： 経済学部第 1会議室 

問合せ先：大分大学経済学部教育研究支援室（Tel 097-554-7662） 


