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は  し  が  き

　「大学を修了する時点で，学生はどのような『力（コンピテンス）』を身に付けていることが期待されるのか」「大

学はどうすれば，国際的に通用する水準の教育を提供しているといえるのか」大学進学率が上昇し，グローバル

化が進展する中で，これらの視点は，大学教育の質保証を検討する上で欠くことができなくなってきました。

　こうした状況に鑑み，コンピテンス重視の大学教育を推進する先駆的な取組である「チューニング（Tuning）」

と経済協力開発機構（OECD）による「高等教育における学習成果調査（AHELO）」に注目し，グローバル化時

代における大学教育の質保証に関する理解を深めることを目指すシンポジウムを平成25年12月に開催しました。

　今回のテーマを企画した背景には，コンピテンス重視に転換してきた我が国の高等教育政策の動向があります。

1980年代末より多様化・個性化の路線をたどってきましたが，近年では質保証の基盤となる共通の枠組みづく

りに重点がシフトしてきています。中教審による平成20年のいわゆる「学士力」答申がそれを象徴していますし，

平成24年のいわゆる「質的転換」答申でも，学位プログラムを確立する必要性や教学マネジメントの在り方に

焦点が当てられています。こうした環境の中で，「コンピテンス枠組の共有と水準規定」のための具体的な方法

としての「Tuning」や「AHELO」は，極めて時機を得た重要なテーマだったと考えています。

　我が国では，グローバル化する知識基盤社会をけん引する人材を養成するために，大学教育にますます大きな

期待が寄せられています。その一方で，大学進学人口の拡大と18歳人口の減少によって，大学教育の質保証の

問題が顕在化してきています。

　今回のシンポジウムは，大学の質保証をめぐる国際的な動向に注目することで，グローバル化時代における大

学教育の質保証の在り方を考察する重要な場とすることができたと考えています。

　今回のシンポジウムの内容が，この報告書によって更に多くの方々に広がり，我が国の大学教育のリ・デザイ

ンに役立てば幸いです。

平成26年３月

国立教育政策研究所長

尾　﨑　春　樹
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