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【九州大学・福岡県教育委員会共同開催シンポジウム】 

・テーマ：「新たな未来を築くための人材育成と教育の接続 PARTⅢ」 

・日 時：平成 26年 8月 30日（土） 13:00～16:45 

・場 所：九州大学伊都キャンパス 椎木講堂 

・参加費：無料 
 
＜プログラム＞ 

13:00～13:15  挨拶 有川節夫 九州大学総長 

城戸秀明 福岡県教育委員会教育長 

13:15～14:15    基調講演「未来に生きる子どもたちのために」 

安西祐一郎 独立行政法人日本学術振興会理事長（中央教育審議会会長） 

14:15～14:25 （休憩） 

14:25～16:40    パネルディスカッション 

「明日を拓く人材を育む教育実践」 

           ・問題提起 

        ①「高等学校における教育課題～社会を生き抜く力の育成～」 

上原洋祐  福岡県立筑紫丘高等学校校長   

②「九州大学における教育課題～グローバル化と基幹教育～」 

若山正人   九州大学副学長 兼 基幹教育院長代理 

          ・問題提起を踏まえパネル討議 

        パネリスト 

 安西祐一郎 独立行政法人日本学術振興会理事長（中央教育審議会会長） 

           上原洋祐  福岡県立筑紫丘高等学校校長 

麻生 泰  一般社団法人九州経済連合会会長（麻生セメント株式会社 

代表取締役社長） 

若山正人  九州大学副学長 兼 基幹教育院長代理 

コーディネーター 

 元村有希子 毎日新聞東京本社編集編成局デジタル報道センター編集委員 
16:40～16:45  閉会 菊川律子  九州大学理事 

 

・主 催：九州大学／福岡県教育委員会 

・後 援：福岡県公立高等学校長協会／福岡県中学校長会／福岡県小学校長会／福岡県市町村教育委員会連絡協議会／ 

福岡県公立高等学校 PTA連合会／福岡県 PTA連合会／佐賀県教育委員会／長崎県教育委員会／ 

熊本県教育委員会／大分県教育委員会／宮崎県教育委員会／鹿児島県教育委員会／山口県教育委員会／ 
九州大学福岡同窓会 

 

【お問い合わせ】 

九州大学 学務部 入試課 入試第二係 杉山 

電話：０９２－６４２－４３００ 

FAX：０９２－６４２－２２６７ 

Mail：nyusympo@jimu.kyushu-u.ac.jp 

九州大学・福岡県教育委員会共同開催シンポジウム 

「新たな未来を築くための人材育成と教育の接続 PARTⅢ」 

概 要 

グローバル化、少子高齢化、情報化等の急速な進展や教育を巡る状況の変化の中で、予測が困難

な時代を生き抜く人材の育成が急務となっています。高等学校及び大学等の教育関係者が相互の教

育や連携について理解を深めた PARTⅠ、Ⅱのシンポジウムに続きまして、PARTⅢでは、一連のシ

ンポジウムの総まとめとして、高校と大学の最新の教育実践や課題、大学入試改革の方向等に焦点

を当て、これからの時代に必要な力を育てる教育を探ります。 



九州大学・福岡県教育委員会共同開催シンポジウム

新たな未来を築くための
人材育成と教育の接続

参加
無料

場所 ●

開会挨拶 ●

主催 ●

後援 ●
（申請中）

九州大学伊都キャンパス椎木講堂 九州大学　福岡県教育委員会
福岡県公立高等学校長協会
福岡県小学校長会
福岡県公立高等学校PTA連合会
佐賀県教育委員会
熊本県教育委員会
宮崎県教育委員会
山口県教育委員会

福岡県中学校長会
福岡県市町村教育委員会連絡協議会
福岡県ＰＴＡ連合会
長崎県教育委員会
大分県教育委員会
鹿児島県教育委員会
九州大学福岡同窓会

土

安西 祐一郎 独立行政法人 日本学術振興会理事長
(中央教育審議会会長)

九州大学総長
福岡県教育委員会教育長

閉会挨拶 ● 九州大学理事

元村 有希子 毎日新聞東京本社編集編成局
デジタル報道センター編集委員

（受付開始12：30～）

平成26年

8月 日30
13：00～16：45

プログラム

コーディネーター
福岡空港から 「福岡空港」駅（地下鉄・JR筑肥線）→「九大学研都市」駅下車、（昭和バス）→九大ビッグオレンジ前

博多駅から 「博多」駅（地下鉄・JR筑肥線）→「九大学研都市」駅下車、（昭和バス）→九大ビッグオレンジ前
「博多駅A」バス停（西鉄バス）→九大ビッグオレンジ前

天神から 「天神」駅（地下鉄・JR筑肥線）→「九大学研都市」駅下車、（昭和バス）→九大ビッグオレンジ前
「天神2B（ソラリアステージ）」or「天神北（3）」バス停（西鉄バス）→九大ビッグオレンジ前

佐賀（唐津）方面から （JR筑肥線）→「筑前前原」駅下車、（糸島市コミュニティバス）→九大ビッグオレンジ前
（JR筑肥線）→「九大学研都市」駅下車、（昭和バス）→九大ビッグオレンジ前

「未来に生きる子どもたちのために」
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椎木講堂「明日を拓く人材を育む教育実践」

安西 祐一郎

 
 

上原 洋祐

パネリスト

独立行政法人日本学術振興会理事長
（中央教育審議会会長）
福岡県立筑紫丘高等学校校長

若山 正人 九州大学副学長兼基幹教育院長代理

麻生 　泰 一般社団法人九州経済連合会会長
（麻生セメント株式会社代表取締役社長）

PART 3



九州大学・福岡県教育委員会共同開催シンポジウム

パネルディスカッション「明日を拓く人材を育む教育実践」

「未来に生きる子どもたちのために」

パネリスト

13:15～14:15

グローバル化、少子高齢化、情報化等の急速な進展や教育を巡る状況の変化の中で、
予測が困難な時代を生き抜く人材の育成が急務となっている。
高等学校及び大学の教育関係者が相互の教育や連携について
理解を深めたPART1、2のシンポジウムに続き、
PART3では、一連のシンポジウムの総まとめとして、
高校と大学の最新の教育実践や課題、大学入試改革の方向等に焦点を当て、
これからの時代に必要な力を育てる教育を探る。

1974年慶應義塾大学大学院博士課程修了。カーネギーメロン大学客員助教授、慶應義塾大学理工
学部教授を経て、1993年～ 2001年同学部長、2001～ 2009年慶應義塾長。現在、日本学術振興
会理事長、文部科学省中央教育審議会会長・大学分科会長、日本ユネスコ国内委員会会長等。その間、
日本私立大学連盟会長、環太平洋大学協会会長、情報処理学会会長、日本認知科学会会長等を歴任。
専攻は情報科学・認知科学。

コーディネーター

1989年九州大学教育学部卒業、毎日新聞社入社。九
州・山口での勤務を経て2001年東京本社科学環境部。
日本の科学技術と社会との関係をつづった長期連載
「理系白書」により2006年の第１回科学ジャーナリスト
大賞を受賞。2014年4月から現職。科学技術を分かり
やすく、等身大に伝える「科学コミュニケーション」に力
を入れ、大学での授業や講演多数。ＴＢＳ「Ｎスタ」コメン
テーター、ＢＳ11「ウィークリーニュースＯＮＺＥ」キャスター。

元村 有希子 毎日新聞東京本社編集編成局デジタル報道センター編集委員

基調講演
安西 祐一郎 独立行政法人日本学術振興会理事長（中央教育審議会会長）

14:25～16:40

1969年慶応義塾大学法学部、1972年オックスフォード大学
ニューカレッジ卒業。 麻生セメント株式会社代表取締役社長、学
校法人麻生塾塾長、社団法人セメント協会副会長、在福岡デン
マーク王国名誉領事、飯塚商工会議所会頭、  学校法人福岡雙
葉学園理事長、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織
委員会理事等。2013年から一般社団法人九州経済連合会会長。

安西 祐一郎  独立行政法人日本学術振興会理事長（中央教育審議会会長）

 「九州大学における教育課題 
　　  ～グローバル化と基幹教育～」

1985年広島大学大学院理学研究科博士後期
課程修了。理学博士(広島大学)。九州大学助教
授を経て1997年大学院数理学研究科（現大学
院数理学研究院）教授。大学院数理学研究院長、
高等教育開発推進センター長等を歴任し2009

年から主幹教授、2010年から副学長、2011年からマス・フォア・インダストリ研
究所長及び基幹教育院長代理に就任。専門分野はリー理論、整数論。

若山 正人
九州大学副学長兼基幹教育院長代理

 「高等学校における教育課題 
　　  ～社会を生き抜く力の育成～」

1979年立正大学大学院修士課程修了。神奈川
県立高校教諭、福岡県立高校教諭、教頭、県
教育庁教育振興部高校教育課主任指導主事、
福岡講倫館高校校長、県教育庁教育振興部高
校教育課主幹指導主事を経て2013年から現職。

上原 洋祐
福岡県立筑紫丘高等学校校長

問題提起 ①

問題提起 ②

上原 洋祐  福岡県立筑紫丘高等学校校長

若山 正人  九州大学副学長兼基幹教育院長代理

麻生 　泰 一般社団法人九州経済連合会会長
（麻生セメント株式会社代表取締役社長）

お問い合わせ 参加申込

092-642-4300
九州大学学務部入試課 以下のメールアドレスあてにお申し込みください。

FAXTEL
nyusympo@jimu.kyushu-u.ac.jpE-mail

092-642-2267

〒812-8581 
福岡市東区箱崎6-10-1

※お名前・ご所属をお知らせください。

新たな未来を築くための人材育成と教育の接続
PART 3


