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10 月 15 日の第 7 回教務委員会におい
て「成績評価ガイドライン」の改定が承
認されました。この改定は成績評価の厳
格化のために行われ、中期計画でも目指
されているものです。また、3 巡目の認
証評価にあたっても非常に大きな意味を
持つものです。

今回の改定のポイントの 1 つは、到達
目標に対して明確な定義がなされた点に
あります。授業科目の到達目標には観点
と水準の 2 つの要素が含まれます。各科
目の到達目標は複数の項目から成り立っ
ていると思いますが、それぞれの項目が
観点となります。各科目で学部のディプ
ロマ・ポリシーのどの能力を育成するか
についてはすでにカリキュラムマップな
どで定められていますので、それらを確
認しながら、観点を設定することになり
ます。水準は、当該科目がどの程度の能
力育成を果たすために、カリキュラム
マップ上のどこに位置付けられているか
を考慮して設定することとなります。こ
れら 2 つの要素の設定を踏まえて、到達
目標は「当該科目で最低限身につけなけ
ればならないものとする」と定められま
した。

また同時に、成績評価基準が到達目標
との関係から定められました。C 評価の
成績評価基準は「授業科目の到達目標を
満たしており、授業で身に付けるべき最
低限の内容を習得している」となりまし
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た。この成績評価基準からも、到達目標
は C 評価を意識して設定することが求
められることになります。

さらに、「成績評価の厳格化」という
項目が新たに追加されました。テストや
レポートやプレゼンテーションなどを評
価する際には、採点基準を明確にし、事
後的に第 3 者が確認できるようにエビデ
ンスを残しておくことが求められます。

以上のような改定に対して「到達目標
は複数設定されている場合がほとんどだ
と思うが、すべての到達目標をクリアし
ていないと C 評価を与えることはでき
ないのだろうか？」あるいは「ほぼすべ
ての学生の成績評価が AA になったが問
題ないだろうか？」といった疑問に思い
至るかもしれません。

改定後の成績評価ガイドラインによれ
ば、到達目標ごとに最低限身につけなけ
ればならない能力が設定されますが、各
到達目標の到達度を正確かつ厳密に評価
することは困難であると思われます。し
たがって、成績評価基準を参考に教員の
裁量で総合的に評価していただくことに
なっています。また、成績評価をつける
段階では、分布（正規分布）を気にする
必要はありません。成績評価は絶対評価
ですので、しかるべき基準にもとづいて
評価がなされていればほぼすべての学
生が AA になったとしても問題ありませ
ん。その場合、到達目標の水準をより高
度なものに設定できる可能性があるの
で、その点について、各学部・コース・
専攻などの教育プログラム単位で事後的
に確認することになっています。
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長崎大学では 2018 年度新入生から
新しい学修ポートフォリオを運用して
います。これによって学生が定期的に
入力しなければならなかった項目の数
がこれまでのものと比べて大幅に削減
され、活用の煩雑さに対する改善が図
られています。学生が、一つひとつの
授業科目を受講し終えた際の「授業ア
ンケート」と、主に学年末の時期に実
施する「学修状況報告」のそれぞれの
機会に自らの学びを振り返って回答す
ると、結果の一部（非開示項目以外）
が蓄積され、学修の状況を経年的に記
録・可視化することができます。また、
各学部のディプロマ・ポリシー（DP）
の観点から自分自身の力を自己評価す
る項目を設けることで、一貫した観点
からの学修の振り返りと学生自身によ
る学修活動の自律を促すことに資する
ものとしています。さらには、各授業

科目において LACS を通じて提出し
た学修成果物（レポート課題など）も
自動的に学生自身の学修ポートフォリ
オに蓄積されるようになり、管理を容
易にしています。

このように学修ポートフォリオは、
学生自身による自律的な学修を促し支
援するためのツールでありますが、同
時にメンター教員が学生に対して指
導・助言をする際の資料ともなります。
授業アンケートや学修状況報告によっ
て自己省察を促す機会が与えられるだ
けでは自律した学修に至らない学生が
いれば、教員から助言することによっ
て成長のイメージをもたせ自律を促す
ことになります。指導の際にはポート
フォリオから学生の状態を把握し、ど
のような力をどうやって伸ばしていく
か、ということを共に考える機会があ

れば、徐々に学生を自律へと後押しで
きます。そして学修ポートフォリオは
最終的には、個々の学生が長崎大学で
学んできた軌跡をたどって、学生が身
につけるべき能力・態度として DP に
示している事柄を本当に身につけられ
たかどうかを総合的に評価する際の重
要な資料となります。

こうしたことから、学生に対しては、
授業アンケートや学修状況報告におい
て自己の学びを振り返り回答すること
を促していますが、まだまだ入力が徹
底されていないのが現状です。個々の
授業でのアンケート実施や指導してい
る学生が学修状況報告を済ませるよう
ご協力ください。

ありますが、それは、カリキュラム全
体で目指している目標を学生自身が常
に確認し、その方向を目指して学修を
進めることができるようにサポートす
るためのものです。大学では自律的な
学修が求められますが、その学修がど
の方向を目指したものであるかについ
ては大学側が指し示しておく必要があ
ります。年度ごとにその方向性を意識
する機会を持つことは、体系的な教育
システムにとって非常に大きな意味を
持つと言えます。

この学修状況報告の結果は次の通り
です。まず、入力状況ですが、新入
生の入力率は全体で 70.7%（対象者：
1733、回答者：1226）となっています。
結果がポートフォリオに蓄積され、指
導や総合評価に活用されることを考え
ると、さらに多くの学生の入力が求め
られます。学部別の入力率は右の通り
です。

これまで実施してきた学生調査（学
修行動・意識・満足度）を本学の教育
に沿うように手直しを行い、「学修状
況報告」として昨年度より新しくス
タートさせ、入学時、各学年末、卒業
時に実施しています。この結果の一部

（非開示項目以外）はポートフォリオ
に蓄積され、各学部・学科のメンター
教員・指導教員が学生の指導の際に活
用できます。

この調査の趣旨は、学生が自身の学
修について定期的に振り返ることで、
自律的な学修を促す点にあります。特
にディプロマ・ポリシーで求められて
いる能力について質問している項目が

下に示す通り「大学の授業について
いけるか心配だ」という項目を取り上
げてみますと、各学部によって回答の
傾向が異なることがわかります。この
ように、学修状況報告は学生が自律的
に学修を進めるためだけでなく、学生
をどのようにサポートすべきかを考え
る上でも参考になると言えます。

【参考】
○学修状況報告とは
長崎大学では学生が自らの学修行動と学士力の獲得程度を振り返り、次の学び
へとつなげていくために、入学時、各学年末、卒業時に学修状況報告を実施し
ます。学修状況報告はアンケート方式で実施します。

《実施時期》（予定）
入学時調査：　１年次の４月
学年末調査：　各学年年度末の２～３月
卒業時調査：　卒業学年の年度末の１～２月
※実施時期は学生に対してメールで告知されます。

《実施方法》
NU-Web のアンケートから回答

結果の一部（非開示項目以外）はポートフォリオに蓄積され、各学部・学科の
メンター教員・指導教員が学生の今後の学修のあり方について助言する上での
参考にします。また、大学教育全般やカリキュラム、学修支援について学生に
評価してもらうことで、大学全体の改善にも役立てます。集計結果および自由
記述に書かれた意見は、秘匿化したのち、各学部・学科、事務等に知らせ、改
善を促します。
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【入力状況】
多文化社会学部：97（94.2%）
教育学部：186（77.2%）
経済学部：226（64.6%）
医 _ 医学科：69（55.2%）
医 _ 保健学科：75（66.4%）
歯学部：38（76.0%）
薬 _ 薬学科：32（72.7%）
薬 _ 薬科学科：26（59.1%）
工学部：259（64.4%）
環境科学部：129（90.2%）
水産学部：89（75.4%）

【「大学の授業についていけるか心配だ」回答（%）】
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多文化社会学部 57.3 19.4 76.7%

教育学部 37.3 27.4 64.7%

経済学部 22.9 29.1 52%

医学部医学科 21.6 23.2 44.8%

医学部保健学科 41.6 15.9 57.5%

歯学部 32 28 60%

薬学部薬学科 31.8 31.8 63.6%

薬学部薬科学科 22.7 15.9 38.6%

工学部 26.9 26.4 53.3%

環境科学部 35.7 35 70.7%

水産学部 25.4 35.6 61%
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FD開催のご案内

【片淵キャンパス】
日時：平成 31 年 1 月 23 日 ( 水 ) 13：30 ～ 15：00
場所：本館 2 階　大会議室（片淵キャンパス）

【坂本キャンパス】
日時：平成 31 年 1 月 28 日 ( 月 ) 16：00 ～ 17：30
場所：ポンペ会館　 セミナー室（坂本キャンパス）

【文教キャンパス】
日時：平成 31 年 1 月 30 日 ( 水 ) 16：00 ～ 17：30
場所：教育学部本館 2 階　第 5 会議室（文教キャンパス）

本年度から実施している学修状況報告は，各学生の学修行動と学士
力の獲得程度を振り返り，次の学びへとつなげていくために，入学
時，各学年末，卒業時に実施するものです。本 FD では本年度の学
修状況報告の入力状況及び学部ごとの結果について報告するととも
に，学修状況報告及びその結果が表示されるポートフォリオシステ
ムの活用法について提案することを目的としています。

▼お申込みはこちらから▶
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/web
form/FD/186/186r/webformEnt.php

期間

※ e ラーニング型 FD は LACS の「コミュニティ」
にて開催いたします。お申込みをいただいた方か
ら随時「コミュニティ」に参加者として登録いた
します。登録が完了すると、「コミュニティ一覧」
に FD のプログラム名が表示されますので、そち
らをクリックして受講してください。

▼お申込みはこちらから▶
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/web
form/FD/185/185r/webformEnt.php

▼お申込みはこちらから▶
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/web
form/FD/184/184r/webformEnt.php

「学修状況報告」の現状と活用について

eラーニング型 FD「高等学校でのアクティブラーニングの現状」

eラーニング型 FD「合理的配慮についての理解を深める」

▼申し込み方法▼
上記の申し込み用 Web フォームから、各プログラム実施日の３日前までにお申込みください。
※当日、会場にて参加申込みも可能ですが、会場や進行上の都合により定員制となっておりますので、お受けできない場合があります。参加登録は申込の先

着順とさせていただきますので、ご了承ください。

▼問い合わせ先▼
学生支援部教育支援課
教養教育班　　寺川・安永

電話：　内線 2077（095-819-2077）　　　　　メール：　fd@ml.nagasaki-u.ac.jp

主催：教務委員会　　企画実施：評価・FD 教育改善専門部会
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学生による
教育改善のための
委員会より

8 月 28 日～ 29 日の二日間、京都市の京都光華女
子大学にて開催された「学生 FD サミット 2018 夏」
に学生による教育改善のための委員会の委員長 2 名
と教員 1 名が参加しました。「学生 FD サミット」
とは、私たちのように学生参加型の FD 活動に取り
組んでいる学生や教職員が全国の大学から一堂に会
し、それぞれの取り組み内容を紹介し合い、取り組
みの中で抱えている課題を共有し、その解決策につ
いて大学間や教職員学生間を超えて話し合うイベン
トです。

全国の 46 の大学から 300 名近くの参加者があっ

た今回の学生 FD サミットのテーマは「壊して作
れ ! ！～やる気と無気力の壁～」でした。初日はオー
プニングセレモニーの後、分科会が開催され、各地
の大学で行われている学生参加型 FD 活動について
の話を聴くことができました。ここで、取り組みの
内容やその成果について冊子にまとめ学内外に公表
している団体が多いということを知り、私たちの委
員会でも活動成果の報告の一つとして、冊子の発行
ができないか検討していくことにしました。

また、2 日間を通して行われた「しゃべり場」で
は、「学生⇔学生」・「学生⇔教員」・「学生⇔職員」
の 3 つの壁をどのようにして解消していくかをテー
マに、学生、教員、職員の三者を交えたグループで
徹底的に議論を行い、解決策を提示するポスターを
作成しました。議論の結果、“壁” を壊していくに
は学生と教職員間の「気軽な」コミュニケーション
こそが必要不可欠という結論となりました。私たち

も学生と教員間でのざっくばらんな交流を目的とし
た “長大しゃべらん BAR” や “長大しゃべランチ”
を開催していますが、その方向性が間違っていない
ということについて改めて確認することができ、大
きな自信となりました。今後は参加人数を拡大して
いくだけではなく、職員の方を呼び込んでいきたい
と考えています。

  2 日間という短い期間でありましたが、話し合っ
ていく過程で、他大学の活動の様子や内容を知った
り、そのことに刺激を受けたりすることができまし
た。来年度の活動内容についても検討を始めなけれ
ばならないこの時期に、FD サミットに参加できた
ことは、私たちの活動について新たな視点から見つ
め直す良い機会になりました。

大石　雄太（学生による教育改善のための委員会委員長）

宇都宮　貢（学生による教育改善のための委員会委員長）


