
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各学科には履修課程表が用意されていて、みなさんはそこに示されている卒業要件を満たすように授業を

履修しています。それらの要件はどのようにして決められたのでしょうか。 

それぞれの分野のエンジニアとして必要となる能力を分析し、それらが効果的に身につくように決められて

います。各学科の学習・教育目標は単なる標語やスローガンではありません。各学習・教育目標には、どの能

力をどのレベルで身につけるのか、それらを達成するにはどのような流れで授業を履修するのか、講義ごとに、

学習・教育目標のどの部分が達成されているのを評価するのか、すべてが一覧表にまとめられています。（入

学時に配布された「情報工学部が掲げる学習・教育目標について」を見てください） 

みなさんには、「単位を取らないと卒業できないから」、「成績が良くないと良い会社に就職できないから」な

どという、本質からはずれた学修ではなく、自分がエンジニアとして身につけるべき能力をどこまで達成してい

るのか、常に確認し、自己管理のもとにエンジニアへの道を目指してもらいたいと思っています。その目的に少

しでも役立てばとの思いで、「学修自己評価システム」を開発しました。 

 

特色 GP「学生自身の達成度評価による学修意識改革」ワーキング・グループ 

http://www.tgp.kyutech.ac.jp/ 
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１．はじめに                                              

情報工学部では、「学習成果自己評価シート」を用いた、学生自身による学習・教育目標の達成度評価の取

組みを、独自に実施して来ました。これは、学習に対する学生の自己管理能力と、学修意識を高めることを目

的としています。この取組みは全国の国公立大学から注目を集め、文部科学省から平成１９年度「特色ある大

学教育支援プログラム（特色 GP）」に選定されました。 

こうした実績をもとに、「学修自己評価システム」を開発しています。これまでの紙シートベースに比べて使い

やすく、学生自身によって学修目的と動機を明確化し、自己管理能力の向上を図れるようになっています。ま

た、来年度からは自分の学習成果を記録・保管でき、就職活動の際のエントリーシート作成にも役立つシステ

ムへと拡張されます。この「学修自己評価システム」を自分で活用し、社会で必要となる種々の能力がどのよう

に身についたか、目で見て確認し、学修活動に役立ててください。 

 

２．システムの概要                                         

２．１ 導入の背景 

この学修自己評価システム（e-dragon）は、学生が卒業するまでに身につけておいて欲しい能力を、あなた自身が

実現するために開発されました。あなたは、何か目標を持って大学に入学してきたでしょうか ? ハイと答えられる人

もいますし、将来何をやりたいかを見つけるために大学に入学した人もいることでしょう。 あなたはどうでしょうか ?

大学で、将来、自分のやりたい何か(研究、仕事、職業 ) を見つけるためには、どうしたら良いのでしょうか? どう大

学生活を過ごすと良いのでしょうか ? 

自分のやりたい何かを明確にするためには、まず、「自分の強み、弱み」を知って、それをさらに伸ばして専門家と

なったり、将来やりたい職業で必要な「知識やスキル」を理解して、その能力を大学生活の中で獲得していったりす

ることが大事となります。高校では一般的な基礎知識を身につけることが重要視されていましたが、大学では社会で

プロフェッショナルとして過ごしていくために必要な知識や能力を獲得することを重要視しています。さらに社会人と

なってからも、その能力を「さらに磨く習慣」を身に付けておくことも重要です。それが将来、自分のやりたかったプロ

フェッショナルの世界で、きっと役立つことになります。 

さて、大学を卒業する学生にどんな能力が求められているのでしょうか？「学士力」というものが提案されてい

ます。これは単なる専門の知識だけではなく、チームワークやリーダーシップ、コミュニケーションなどの能力を総称

したものです。平成 20 年 3 月に、本学部の卒業生に対して実施した OBOG アンケートでは、情報工学部の学生に、

この学士力のどんな能力をさらに高めて欲しいか質問し回答して貰いました。図 1 はその結果ですが、この学士力の

それぞれの項目で重要であるとの回答がありました。特に、外国語によるコミュニケーション・スキルや、チームワー

ク・リーダーシップの能力をさらに伸ばして欲しいとの回答が寄せられています。こういった先輩からの要望を知って

おくことも将来のために大事であると思います。 

自分の強み、弱みを知るためには、どういう行動をとると良いのでしょうか？それは、何かを「やると決めて」実際

に「行動し」、それが自分の強みとなったのか「チェックを行い」、これまでの過去を「反省しつつ新たにチャレンジする」

ということを「繰り返し」行うことが大事です。学修自己評価システムには、手作業では煩雑となる「チェックを行う」作

業を、IT 技術を用いて容易にするしくみがあります。自分の強み、弱みを知るためのチャレンジを繰り返して、自分の

能力を高めていくことができることでしょう。 
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図 1 学生に望まれる「学士力」に関する OBOG アンケート(平成 20 年 3 月実施) 

 

２．２ 学生自身による学修達成度評価の仕組み 

２．１で説明した「学士力」は、各学科の教育プログラムの「学習・教育目標」と対応しています。「学士力」は、大学

の講義のみでなく、地域活動やクラブ活動、アルバイト先でも意識的に行動することによって、より効果的に身につ

けていくことができるはずです。学修達成度評価システムは、学修活動における様々な場面において、次の手順の

中で用います。 

１. 目標を立てる (システム活用) 

２. やってみる 

３. 結果を確認する (システム活用) 

４. 自分を知る 

５. 次の戦略を立てる (システム活用) 

この 1～5 を繰り返します。 
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数年間をかけて「学習教育目標」を身につけていく上で、学生諸君のペースメーカとなってくれるのが、学修自己

評価システムの役割です。 社会人となって過ごす上で必要となる、「学習教育目標」で示される、これらの能力を伸

ばしておくと、将来、大いに役立つことになります。 そして能力を伸ばすことで、自分でも予想しなかった無限の可能

性が開けてきます。仕事の上で他人に感謝されることや、自分でも思ってもみなかった様な、世界初のプロジェクト

や、地球を救うプロジェクトに参加するチャンスなども訪れる事でしょう。 

 

２．３ 入力スケジュール 

 各学期のはじめに入力を行います。 

 １年前期では「目標とゴールの認識」のみを入力します。 

 ２年後期以降は前回学期の成績を自己採点します。 

 各学期の入力完了後の入力チェック期間には、担当教員と面談が行われることがあります。 

 

 

  
：入力期間     ：入力チェック期間 

 

 

 

 

 

 

★システム活用方法のヒント★ 

システムは、以下の活動に役立てるために設計されていますが、活用方法は自由です。他にも皆さんで活用方

法を考えてみてください。 

 自分の強み、弱みを理解する。 

 行動し自己発見する。(自分が何を得意とするのかを試して、自分が何をやりたいのかを見つける) 

 成績が伸びない場合の点検に使う。 

 就職での自己アピール材料を保存する。 



  

３． 操作方法                                             

３．１ ログイン 

 ブラウザを起動して、下記URLにアクセスします。 

https://edragon.tgp.kyutech.ac.jp/ 

▼メインメニューとお知らせ画面 

 

▼ログイン画面 

 

 

 「学修自己評価システム」をクリックします。 

 

 ログイン画面が表示されるので、ユーザーID とパ

スワードを入力して、ログインボタンをクリックしま

す。（ユーザーID とパスワードは、教務情報システ

ムと同じです） 

 

 ログイン後、右の画面が表示されます。 

・メインメニュー…システム内の機能を表示しま

す。 

・お知らせ…更新事項や注意事項を表示します。 

 

 「学修自己評価シート」をクリックすると、「科目別

達成度評価」の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ 科目別達成度評価 

ここでは、学修・教育目標を十分に理解した上で、履修した科目毎にその科目の評価項目に従って自己評価しま

す。画面には、各学年で履修する科目が学習・教育目標ごとに表示されています。 

 

 ツールチップ表示をチェックすると、

カーソルの指している科目名をバル

ーン表示できます。 

 

 文字サイズは 「大」、「中」、「小」を

選択することにより変更できます。 

 

 必修科目は赤、選択必修科目は青、

選択科目はグレーで表示されてい

ます。 

それぞれ、履修した科目は背景が

濃く、未履修の科目は背景が薄く表

示されています。履修した科目には

成績が表示されています。 

  

▼科目別達成度評価画面 
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▼科目別達成度評価画面（展開操作による表示の例） 

 

 

 展開操作ボタン ＋、－ をクリックすると、

学修・教育目標の階層による表示切り替え、

および学期毎の表示・非表示の切り替えが

できます。 

 

 右上（全表示、履修済、未履修、必修科目、

選択必修科目、選択科目）の表示選択をチ

ェックすると、その項目に応じた科目を表

示できます。 

 

 

 

 履修した科目をクリックすると、自己採点入

力画面が開きます。 ▼自己採点入力画面 

 

 

 履修した科目に関する２～３の評価項目を

読み、それぞれについて自己採点します。

（１：全く評価できない、２：やや評価できない、

３：まずまず評価できる、４：評価できる、５：

大いに評価できる） 

 

 自己採点の右横の▼をクリックして１～５を

選択します。平均点が自己採点として科目

一覧画面に表示されます。 

 

 

３．３ 目標とゴールの認識 

ここでは、現在の皆さんが心に描いている目標や将来の自分の姿、心掛けていることなどを書いて下さい。 

 
▼目標とゴールの認識画面  「編集」ボタンをクリックすると、コメント入力画

面が開きます。 

 

 コメント記入後、「登録」ボタンをクリックします。 

 

 将来の夢や目標について 

（例） 

「将来はシステムエンジニアになりたいので、そのた

めの基礎になる勉強をしたい」 

「具体的な希望職種はまだないが、可能性を広げる

ためにもいろいろな分野を勉強したい」 

 

 学生生活について 

（例） 

「早寝、早起きを心掛ける」、「朝食を必ず食べる」、

「本を多く読む」 

「勉強だけではなく、部活動にも積極的に参加する」  
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３．４ 単位取得状況の確認  

これまで取得した総単位数と、前の学期に取得した単位数が表示されます。進級要件や卒業要件単位数に関す

る、現在の自分の状況を点検します。これまでの単位取得状況に関して、良い点や悪い点などを自己点検してみま

しょう。 

 

 単位取得状況について 

（例） 

「無理のない履修計画を立てたので、学習もはか

どり履修した科目の単位を取得できた」 

「単位を取れれば良いというのではなく、講義内

容を十分に理解し、好成績で単位取得をめざす」 

 

 目標や具体的な取り組みについて 

（例） 

「難しそうな科目に重点を置き、予習、復習を行

うとによって、バランス良く知識を得ていきたい」 

 

 

 

３．５ 達成度の点検  

学習・教育目標の達成度を、これまで受講してきた授業科目の成績から評価します。これまでの学習で得られた

学習成果を点検してください。バーチャートやレーダーチャートを見て達成度を確認し、学習への取り組みの良い点

や悪い点を自己点検しましょう。レーダーチャートには GPA による達成度や、自己採点による達成度が表示されま

す。 

▼単位取得状況の画面 

▼達成の点検画面  

達成度には、必修科目により評価する必須達

成度と、主に選択必修と選択科目により評価する

加算達成度があります。 

・必須達成度と加算達成度 

（赤と青のバーチャート） 

・ＧＰＡ・自己採点による達成度 

（レーダーチャート） 

 

成績による達成度評価と自己評価による達成

度を比べてみてください。 

 

 

達成度評価の計算式は次のとおりです。 

 

 

 

 

必須達成度 =
λin∑
λiN∑
×100 、 加算達成度 =

λi ⋅ xi − 60( )n∑ + μi ⋅ yim∑
λi ⋅ 40

N∑ + μi ⋅100
M∑

×100  

N ：学習・教育目標に対応する必修科目の総数 ：学習・教育目標に対応する選択必修科目の総数 M
λｉ：必修科目の科目別ウエイト μｉ選択必修と選択科目の科目別ウエイト 

n ：合格した必修科目の数 ：合格した選択必修と選択科目の数 m
χｉ：合格した必修科目の素点 ｙｉ：合格した選択必修と選択科目の素点 
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学習・教育目標に対応する必修科目すべてに合格すると必須達成度は 100 です。選択必修と選択科目の点数は

加算達成度として計算されます。 60 点を超える必修科目の点数は加算達成度に組み入れられます。加算達成度

が 100 を超えることもありますが、100 を超える達成度は、グラフでは 100 と表示されます。 

 

 これから始まる学期に向けて、達成度を向上させるための目標や、心がけようと考えている取り組み 

（例） 

「達成度にばらつきがなく良い傾向にあると思うが、予習や復習を心がければ、達成度の向上ができると思う」 

「達成度にばらつきがあるので、弱いところを常に意識し、不得意を改善できるよう心がける」 

 

 

３．６ 学修意識の自己チェック 

ここでは、まず、自分の学修意識について自分で採点します。画面には、学修意識に関するいくつかの質問項目

が表示されていますので、各項目について５段階で評価します。また、学修意識に対する自己評価や、次学期に向

けた目標や取り組みを文章で入力します。 

 

▼学修意識の自己チェック画面 

 

 学修意識に関する質問項目をダブルクリッ

クすると、評価入力のウィンドウが開きます。

各質問項目について、評価の右横の▼をク

リックして５段階で自己評価を入力して下さ

い。 

 

 学修意識・目標と取り組みについて気がつ

いた点などの自己評価を文章で入力しま

す。 

メニューバーをクリックし、コメント入力欄を

開いて、各自の自己評価を入力して下さ

い。 

 

 

 ▼評価入力のウィンドウ 

 

 学修意識について 

（例） 

「将来の目標に対する計画は立てていたが、努

力が足りなかったので思ったような成績評価を

得ることができなかった」 

「履修科目が多すぎたので、一部の科目の学習

時間が不足していた」 

 

 目標や具体的な取り組み 

（例） 

「次学期は、自分の立てた計画に必ず沿った学

修を心がける」 

「履修計画についても遂行可能なものとなるよう、

じっくりと検討を行う」 
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３．７ 自己評価の総括 

ここでは、自分の活動やアピールできること等を記入します。また、終了学期の自己評価結を総括します。入力は

以下の項目について行います。 

 

 学業について 

（例） 

「○月に実施された TOEIC テストで 750 点を獲得

した」、「情報処理技術者試験の○○という資格

を取得した」 

 

 日常生活について 

（例） 

「規則正しい生活を心がけ、毎朝６時に起床する

ことを日課とした」、「健康促進のため、毎日３０分

のジョギングを行っている」 

 

 サークル活動について 

（例） 

「○○部に所属し、○月の県大会の○○種目で

総合３位の成績をおさめた」、「○○サークルに所属し、地域の人との交流会を開催した」 

▼自己評価の総括画面 

 

 ボランティア活動について 

（例） 

「○月に○○市主催のボランティア清掃活動に参加し、河川敷の清掃と植樹を行った」、「小学生を対象とした○○

に関する模擬講義を行った」 

 

 その他（特記事項があれば、記入して下さい。） 

 

 自己評価の総括 

（例） 

「自発的な活動は多かったが、必ずしも学習成果に結びつかなかった。次学期以降は学習成果に結びつく様に、着

実な学修を心がけたい」、「全般的に学習時間が少なく、取得単位数が少なかった。このままでは進級も危ういので、

次学期は全講義出席を心がけるとともに、生活の基本態度も改めて行きたい」 

 

 指導教員のコメント 

みなさんが入力した内容をチェックした上で、指導教員がコメントを記入します。 

 

 

３．８ アクティビティチェック 

 ここでは、授業出席頻度や図書館利用状況、自己評価システム利用頻度を学内の偏差値として表示することがで

きます。大学生活の日々の活動の目安として利用してください。 

 左半分の画面には、授業出席頻度、図書館利用状況、システム利用頻度を表として表示されています。また、右

半分の画面には、年度別の出席頻度、図書館利用状況、システム利用頻度がグラフ化して表示されます。このグラ

フは、詳細を閲覧したい月をクリックすることにより、詳しい偏差値の値を見ることができます。 
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▼アクティビティチェックの画面 

 

 

３．９ サマリ表示と入力ナビゲーション 

本システムには、入力情報を一覧できる「サマリ表示」機能と入力作業の確認に便利な「入力ナビゲーション」機

能があります。 
▼画面右上拡大図 

 

 

 

 

 

 科目別達成度評価画面上にあるサマリ表

示をクリックすると右の画面が表示されま

す。サマリ表示には、以下の項目などがあ

ります。 

 

・科目別達成度評価 

・達成度の点検 

・総合達成度 

・学修意識の自己チェック 

・入力コメント 

 （履歴は過去の評価を表示） 

 

  

▼サマリ表示項目選択画面 
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 サマリ表示させたい項目にチェックを

入れ、「OK」ボタンクリックすると、その

項目に応じた達成度や評価をまとめた

表として右の画面がポップアップ表示

されます。

▼サマリ表示画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 科目別達成度評価画面上にある、入

力ナビゲーションをクリックすると、右

の入力ナビゲーション画面が表示され

ます。 

 

ナビゲーション画面には、これから入力

していく項目が表示され、各項目の入

力状況が示されます。 

入力が完了した項目にはチェックマー

クがつきます。 

また、項目をクリックすると、入力情報

が確認できます。 

 

入力作業後には、すべての項目にチェ

ックマークがついているか確認しましょ

う。 

  

▼入力ナビゲーション画面 
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４. ポートフォリオ機能                                     
 

一生懸命に取り組んだことや、ちょっと自慢しても良いかなと思うこと、 学生生活を送る中で、 誰でもひとつはも

っているはずです。そういった取り組みの様子や活動の成果物を記録したものをポートフォリオといいます。ポートフ

ォリオは、皆さん一人一人の学修の履歴といえるものです。 

学習成果の確認に日頃使っている「学修自己評価システム」は、講義等で身につけた学習成果を成績という形で

記録するポートフォリオシステムです。でも成績では計れないこともあります。皆さんは、サークル活動や地域社会と

の関わりなどをとおして、学習以外の多くのことを学び、そのための努力もしているはずです。その努力や成果をもっ

とアピールしても良いのではないでしょうか。 

学修自己評価システムにポートフォリオ機能が新たに加わりました。この新しい機能を使って、皆さんの日頃の取

り組みや努力のプロセスを記録として残しましょう。 

 

４.１ マイポートフォリオ 

● メインメニューの「２.マイポートフォリ

オ」からポートフォリオ作成画面へ、

「３.マイポートフォリオ」から参加者の

公開ポートフォリオ閲覧画面へそれ

ぞれ移動することができます 

 

▼メインメニューとお知らせ画面 

● ここでは、マイポートフォリオのメニ

ューの操作を説明します。 

 

 

 

 

 

 

● 「２．マイポートフォリオ」をクリックすると、マイポートフォリオ画面が表示されます。 

 

▼マイポートフォリオ画面 

 
 

12 
 



 

４.２ メニューの操作 

ここでは、マイポートフォリオのメニューの操作を説明します。メニュー

と書いてある枠の右のボタンは、「更新」と「開閉」です。「更新」ボタンを

押すとメニューの内容が更新され、「開閉」ボタンを押すとメニューの枠が

開閉しマイポートフォリオの枠が調節できます。 

▼メニュー画面 

 

 カテゴリには、講義や部活動・サークル活動や地域などの項目がカ

テゴリ別に分類されています。 

 タグには、項目がタグ別に分類されています。 

 アーカイブには、記録を描いた年月別に分類されています。 

 公開カテゴリには、自分のマイポートフォリオの中で公開ポートフォリ

オに公開した物をカテゴリ別に分類されています。 

 

 

 

 

４.３ ポートフォリオの新規作成 

 「新規作成」ボタンをクリックすると、ポート

フォリオ作成画面が開かれます。 
▼画面左上拡大図 

 

 作成日・学年・カテゴリ・タグ・テンプレート

が選択できます。タイトルの記入とカテゴリ

の選択は必須です。 

 

 

 本文欄に、自分が取り組んだことなどを記

入します。基本的に書き方は自由です。ま

た、テンプレートを使用することもできます。

講義、論文、実験、面談など、ポートフォリオ

としての記入ガイドがあらかじめ登録されて

いるので、記入の参考にしてください。 

 

 

▼ポートフォリオ作成画面 

 本文欄上部の各種ボタンにより、フォントの

変更、太字、斜体、下線、フォントサイズの

変更、色の変更、ハイライト、左・中央・右揃

え、箇条書きなどが設定できます。画像リン

ク機能では画像をアップロードして貼り付け

ることができます。 

 

 

 「ソース編集ボタン」を押すと HTML のソー

スモードに切り替わります。（変更によって

は表示が崩れる可能性がありますので、編

集は慎重に行ってください。） 

  

▼テキストの装飾ボタン 
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 「添付ファイル」タブをクリックすると、ファイ

ルをアップロードできる画面に切り替わりま

す。追加ボタンからファイルをアップロード

できます。 

▼添付ファイルのアップロード画面 

 

 

 記入が終わったら右下の「登録ボタン」をク

リックします。ポートフォリオ作成画面が閉じ

られ、マイポートフォリオにポートフォリオが

追加されます。この状態では未公開になっ

ており、自分と担当教員だけが見ることがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

４.４ ポートフォリオの編集・削除 

 

▼編集および削除ボタン 

 

 公開されていないポートフォリオは、編集お

よび削除を行えます。まず、消去・編集を行

いたいポートフォリオを選択します。 

 

 上部メニューの「編集」ボタンをクリックする

と編集画面が開かれ、編集が行えます。 

 

 上部メニューの「削除」ボタンをクリックする

とポートフォリオを削除できます。 

 

 

 

 

４.５ ポートフォリオの公開と公開取消 

 

 公開したいポートフォリオを選択し、上部メニ

ューの「公開」ボタンをクリックすると公開申

請を行うことができます。 

 

 

 

 

  

▼公開ボタン 
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▼確認事項同意画面 

 

 公開設定を行うと，公開カテゴリの選択と、

公開するにあたっての確認事項への同意が

必要になります。内容が適切と判断されれば、

数日後にポートフォリオが公開の状態になり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼公開取消ボタン 

 

 公開中のポートフォリオは、「公開取消」ボタ

ンから公開を取り消すことができます。 

公開中のポートフォリオは編集および削除が

できません。内容を編集したい場合は、一度

公開を取り消して編集したのち、再度公開申

請を行ってください。削除したい場合も、公開

を取り消したのち削除ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

 

４.６ 設定  

 設定では、テーマ色の切り替え、表示言語の設定、ユーザアイコンの

設定。プロフィールの記述などを行うことができます。 
▼テーマ設定画面 

 テーマ 

テーマ色を切り替えることができます。 

 表示言語の設定 

表示言語を「日本語・英語」のどちらかから選択することができます。 

 ユーザアイコン 

ユーザアイコンを設定することができます。 

 プロフィール 

自身のプロフィールを作成することができます。 

 ２０１０年３月現在、ユーザアイコン及び、プロフィールは、一般公開されて

おりません。しかし、今後システムの更新などで変更される可能性がありま

すので、それらのことに留意して作成して下さい。 
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４.７ カテゴリ 

 カテゴリを選択することで、カテゴリごとのポートフォリオを表示することができます。 

 カテゴリの追加は「カテゴリ編集」を用いて行うことができます。 

 

▼カテゴリ 

 

 

 

▼カテゴリ編集画面  カテゴリ編集画面上では、カテゴリの追加、編集、削

除などが行えます。 

 

・ 追加：新しいカテゴリを追加します。 

・ 編集：既存のカテゴリの名前を変更します 

・ 削除：既存のカテゴリを削除します。 

ただし、現在ポートフォリオに付加されているカ

テゴリは削除できません。 

 

 

 

 

 

 

 カテゴリの例 

・ カテゴリの例としては、講義、部活動・サークル活動、地域、ボランティア活動、インターンシップ、就職

活動、人脈・交流、アルバイト、その他などが現在投稿されていますが、それ以外のカテゴリも登録す

ることができます。 

・ 記述したポートフォリオに も合うカテゴリ名を付加してください。 
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４.８ タグ 

 ここでは、タグごとのポートフォリオを表

示することができます。また、新規タグは

タグ編集および、ポートフォリオの新規作

成時に追加することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼タグを選択した場合 

▼タグ編集画面  タグ編集画面では、タグの追加、編集、削除を行うことができま

す。 

・ 追加：新しいタグを追加します。 

・ 編集：既存のタグ名を変更します。 

・ 消去：既存のタグを消去します。 

ただし、現在ポートフォリオに付加されているタグは消去で

きません。 

 

 

 

 

 

４.９ サマリ 

 
▼条件選択画面  サマリ表示では、検索条件を指定して、ポートフォリオのサマリ表

示を行うことができます。各ポートフォリオの記事がまとめて出力

されるので、どのようなポートフォリオを作成してきたか確認したり、

それらのポートフォリオを印刷したりすることができます。  

 

▼サマリ 
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４.１０ 検索 

ここでは、公開ポートフォリオや、マイポートフォリオについて、キーワード検索を行うことができます。調べたい語

句を検索フォームに入力することで、それに一致するポートフォリオ一覧を表示します。 

 

▼検索例（折り紙で検索） 

 

 

 

４.１１ 公開ポートフォリオの閲覧 

このポートフォリオシステムでは、自分の作ったポートフォリオだけでなく。他の学生が作成し、公開しても良いとい

うものを閲覧することができます。また、自分が作ったポートフォリオにおいても、他の学生に見てもらいたい行動記

録などが出来上がった場合には、公開設定を行うことによって、誰でも閲覧することができるように設定できます。こ

の機能を「公開ポートフォリオ」と呼びます。 

公開ポートフォリオに設定していない場合でも、担当教官は閲覧できますので、注意してください。 

 

▼公開ポートフォリオ閲覧方法 

  
 

  

 公開ポートフォリオを閲覧するためには、二種類の方法があり

ます。 

・ メインメニューから公開ポートフォリオをクリックする。 

・ 一度、マイポートフォリオ画面に移った後に、左上の公開ポート

フォリオをクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 公開ポートフォリオ画面に移ると、次のような画面が表示され

ます。 

18 
 



 

▼公開ポートフォリオ閲覧画面 

 

 

ここでは、他の学生が作成したポートフォリオを様々な種別で検索して閲覧することができます。左端のサイドバー

では、メニュー・学科・アーカイブ・公開カテゴリで分類されています。それぞれの分類について説明します。 

 メニュー 

 全件：登録されているすべての公開ポートフォリオを表示します。 

 新着リスト：登録された日時が新しい公開ポートフォリオを表示します。 

 評価ランキング：評価ランキング順に表示します。 

 学科：作成者が所属する学科を選択して閲覧することができます。 

 アーカイブ：作成された年度・月を選択して閲覧することができます。 

 公開カテゴリ：内容のカテゴリによって分類されています。 

 サイドバーで選択した条件に一致する公開ポートフォリオは右上部にリストとして表示されますので、閲覧した

い作品をクリックすることによって右下部に表示されます。 

 

 

４.１２ 公開ポートフォリオに対するコメント 

 公開ポートフォリオにはコメントをつけることが出来ます。 

 コメントしたい公開ポートフォリオをダブルクリックすると、次

のような画面が表示されます。 

 

 このウィンドウ内にコメントを書き込み、「登録」ボタンをクリッ

クすることによって、その公開ポートフォリオに対する自分の

感想・意見を書きこみます。 

 

  

▼コメント作成ウィンドウ 
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お問い合わせ（連絡先）                              

システムに関するお問い合わせ、ご意見・ご感想は、下記アドレスまでお願いします。 

E-mail: support@tgp.kyutech.ac.jp 
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林 朗弘(機械)、 坂本 寛(生命)、 磯貝浩久(共通) 
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