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平成 25 年度教育改革国際シンポジウム 
TUNING-AHELO 

コンピテンス枠組の共有と水準規定によるグローバル質保証の開催 

 

１．趣旨 
このシンポジウムでは、高等教育政策、チューニング、AHELO を先導してこ

られた方々を国内外から登壇者としてお招きして、コンピテンスに基づく学位プ

ログラムの体系化、国際的な学習成果アセスメントの役割、グローバル時代にお

ける大学教育の質保証の在り方について検討を深めます。 
（注）・チューニング：大学教育におけるコンピテンス（能力）枠組を定義して、

大学間で共有するための方法。 
   ・AHELO（Assessment of Higher Education Learning Outcomes）：世界

共通のテストにより、大学教育で目指す成果を測定するため、OECD が

主導して実施した取組。日本は工学分野で参加。 
 
２．日時 

平成 25 年 12 月 10 日（火）13:00～17:30 
 
３．会場 
  文部科学省講堂（千代田区霞が関３－２－２ 中央合同庁舎第７号館東館３階） 
 
４．プログラム 

第一部：講演 
・基調講演「グローバル時代における大学教育の質保証の課題」（仮題） 
（木村孟氏：文部科学省顧問） 

・講演１｢TUNING コンピテンス枠組-教育改革と学習のグローバルな測定・比

較に向けて｣（Robert Wagenaar 氏：Director of Undergraduate and Graduate 
Studies, University of Groningen） 

・講演２｢AHELO フィージビリティ・スタディ-調査結果と技術諮問グループの

結論｣（Peter Ewell 氏：Vice President, National Center for Higher Education 
Management Systems） 

・講演３「日本の工学分野における AHELO の取組」（仮題) 
 （岸本喜久雄氏：東京工業大学 大学院理工学研究科工学系長） 

 国立教育政策研究所では，このたび，グローバル時代における大学教育の質保証

をテーマとしたシンポジウムを開催することとなりましたので，お知らせします。 



第二部：パネルディスカッション 
・コーディネーター：金子元久氏（筑波大学大学研究センター教授） 
・報告「大学の教育改善に資する情報提供に向けて-AHELOフィージビリティ・ス

タディの取組」（深堀聰子氏：当研究所高等教育研究部総括研究官） 
・パネリスト：Robert Wagenaar 氏， Peter Ewell 氏， 岸本喜久雄氏， 

Daniel Edwards 氏（Principal Research Fellow, Australian Council for 
Educational Research），Mary Catharine Lennon 氏（Senior Research 
Analyst, Higher Education Quality Council of Ontario），深堀聰子氏 

 
５．参加申込（一般） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申込：http://www.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/i_sympo25/index.html 
本研究所 HP（http://www.nier.go.jp/）→「イベント情報」→■平

成 25 年 12 月 10 日(火) 平成 25 年度教育改革国際シンポジウム

「TUNING-AHELO ―コンピテンス枠組の共有と水準規定によ

るグローバル質保証―」 
ＦＡＸ申込 ：チラシ裏面の「参加申込用紙」により 03-5362-0121 へ送信 

 
６．取材申込 

当日の取材を御希望の際は，社名・氏名・連絡先等を 12 月 6 日（金）18 時まで

に以下広報担当へ御連絡くださるようお願いいたします。その際、撮影方法（録

画又は写真）及びぶら下がり取材の希望等を確認させていただきます。 
 
 
 

（お問合せ） 
  国立教育政策研究所高等教育研究部 
    総括研究官  深堀聰子 
 
 〔広報担当〕企画普及室 普及・国際係長 飯塚昭義 
     電話：０３－６７３３－６８１２（直通） 
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Tuning-AHELO   
 

コンピテンス枠組の共有と水準規定によるグローバル質保証 

国立教育政策研究所 平成25年度教育改革国際シンポジウム 

平成25年12月10日（火） 13:00～17:30 
文部科学省 ３階講堂 （東京都千代田区霞が関3-2-2） 

日英同時通訳つき 定員600人 参加無料 

 AHELO（Assessment of Higher Education Learning Outcomes）は、大学教育の成果を世界共通のテストで測定することを目
指すOECDの取組で、その実施可能性を検証する試行調査(フィージビリティ・スタディ)に日本は工学分野で参加しました。テ
ストは、「チューニング」と呼ばれる方法を用いて定義したコンピテンス枠組に 基づいて作成されました。 
 このシンポジウムでは、高等教育政策、チューニング、AHELOを先導してこられた方々を国内外から登壇者としてお招きして、
コンピテンスに基づく学位プログラムの体系化、国際的な学習成果アセスメントの役割、グローバル時代における大学教育の
質保証の在り方について検討を深めます。 

第一部：講演 

第二部：パネルディスカッション 

インターネットの場合：  本研究所HP（http://www.nier.go.jp/）「イベント情報」の特設サイトから 
ＦＡＸの場合：  チラシ裏面の参加申込用紙により 03-5362-0121 まで 

コーディネーター 金子 元久 筑波大学大学研究センター教授 

報   告 深堀 聰子 国立教育政策研究所高等教育研究部総括研究官 

パネリスト Robert Wagenaar, Peter Ewell, 岸本 喜久雄, 深堀 聰子,  
Daniel Edwards 
Principal Research Fellow, Australian Council for Educational Research 

Mary Catharine Lennon  
Senior Research Analyst, Higher Education Quality Council of Ontario 

 文部科学省 

国立教育政策研究所 
National Institute for Educational Policy Research 

主催 日本高等教育学会 
大学教育学会（申請中） 
公益社団法人日本技術士会（申請中） 
一般社団法人日本技術者教育認定機構 
公益社団法人日本工学教育協会 
公益社団法人土木学会 

申込み方法 

     

◎お問合せ： 03-5362-0120 （平成２５年度教育改革国際シンポジウム申込事務局 （株）オーエムシー） 

後援： 
 
 
協賛： 

（シンポジウム終了後、会費制によるレセプションを予定しております。） 

http://www.nier.go.jp/


 国立教育政策研究所主催  
平成25年度教育改革国際シンポジウム「TUNING-AHELO」 

2013年12月10日(火)開催 

―参加申込用紙― 

お申込みFAX：03-5362-0121 E-mail: y_usui@omc.co.jp 

■以下のフォームに必要事項をご記入の上、お申込みください。参加申込用紙を受領後、「受領
書」をお送りします。48時間以内に受領書が届かない場合は、お手数ですが下記申込事務局まで
お問合せください。また、開催日の約1週間前に、「参加票」を兼ねたご案内をお送りいたします。当
日は、その参加票をご持参ください。12月6日（金）以降にお申込みいただいた場合には、参加票
の送付が開催日の直前になることがあります。 

 

氏名 ※ 
 

（姓） （名） 

 

ふりがな ※ 
 

（せい） （めい） 

 

所属 ※ 
 

 

職名（肩書） ※ 
 

 

電話番号 ※ 
 

 

FAX番号 ※ 
 

 

E-mail 
 

 
レセプション ※ 
（会費制） 
  

 

いずれかに☑（レ点）をつけてください 
 

□ 参加する 
□ 参加しない 
 

※マークのついた項目は必ずご記入ください。 

●お問合せ● 「平成25年度教育改革国際シンポジウム」申込事務局  
 〒160-0004東京都新宿区四谷4-34-1新宿御苑前アネックスビル8階 （株）オーエムシー内 
 TEL：03-5362-0120 FAX：03-5362-0121 (担当：碓井) 
 （受付時間10:00-17:00 土日・祝日を除く） 

■個人情報の取扱いについて 
個人情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。ご記入いただいた個人情報は、本シンポジウム開催の目的のみに利用させ
ていただきます。法令により例外として取り扱うべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。  
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