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はじめに
学士ＧＰと大学院GP

取組おけるｅポートフォリオの位置づけ



熊本大学における教育のＩＴ化

熊本大学のeラーニング戦略

41997 2002 2006 20072004

全学一斉
情報基礎教育の開始

（ＷＢＴ）

eラーニング推進機構発足
(One Stop サービスの提供)

教授システム学専攻
開講 (遠隔/ 質保証)

Activity

LMS（BB）利用の全学展開
8,000コース、10,000学生

eL専門家養成
教育改善、質保証

SOSEKI(SIS)
IT リテラシー
(テキスト利用)

Webベースの
履修登録
学籍管理

・ 学生のITリテラシーの徹底
・ ICTを活用した教育改善

- 学習・教育を、より効果的に、
効率よく！

教職員、学生へ
のサポートの拡充

学習成果に基づく、教養教育と専門教育の
壁を超えた学士課程教育の構築と質保証

ｅポートフォリオの全学利用
2011開始（生涯利用？）

Year



 前期博士課程

 平成18年4月 開設

 学位：修士（教授システム学）
または、修士（学術）

 入学定員１５名

 後期博士課程

 平成20年4月開設

 学位：博士（学術）

 入学定員３名

ｅラーニングによるｅラーニング専門家養成大学院

現在、約80名の学習者
（本科生＋科目等履修生）
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コンピテンシーに基づいたカリキュラム設計の例

熊本大学大学院 社会文化科学研究科

教授システム学専攻
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 コンピテンシーリスト
による修了者像
（人材養成目的）

 人材養成目的に即
した体系的カリキュ
ラム編成

−コンピテンシーと
直結して授業設計

−各科目の先修要
件（前提科目の単
位取得）を設定

コンピテンシーを体系的に具体化したカリキュラム（履修モデル）

ｅラーニング
実践演習 I

ｅラーニング概論

インストラクショナル・
デザイン I

ネットワーク上の知
的財産権及び私権

遠隔教育実践論

学習支援情報通信
システム論

インストラクショナル・
デザイン II

教育ビジネス経営論

特別研究 I

基盤的教育論

情報リテラシー
教育における
ｅラーニング

特別研究 II

ｅラーニング
コンサルティング論

高度情報通信技術
の教育利用

ｅラーニング政策論

外国語教育における
eラーニング

１年前期

基盤形成

１年後期

展開

２年前期

応用・実践

２年後期

必修 選択

前提 相乗

※選択科目は、17科目中の
一部をモデルとして掲示

ｅラーニング
実践演習 II

修了者が備えるべき職務遂行能力
（コンピテンシー）の設定と公開

修了者像（出口）
||

ｅラーニング専門家

コンピテンシーに基づいたカリキュラム設計の例

修了者像に基づく課程設計
ー出口からの質保証ー



コンピテンシーに基づいたカリキュラム設計の例

コンピテンシーマトリックス

コンピテンシーリストをマ
トリックスに利用

教授システム学専攻
科目課題と獲得できる
コンピテンシーが明確化

整理

課題をコンピテンシーと
科目開講時期で整理

学期（入学前、1/2年前/後期）

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

提出課題
ファイル



最終試験
レポート形式とし、コンピテンシーの達成度を自己
評価し、その証拠となる作品等を紹介する要約文
をまとめたものとする。長さに制限は設けないが、
簡潔であることを求める。

 レポートの作成は 3 STEP 

STEP1: 選択 STEP2: 省察

STEP3: 公開

予め登録されている
成果物の中から選択

コンピテンシーの
達成度を自己評価
（高度・中程度・最低限・未達成）

自己評価の
理由を記述

eポートフォリオの活用事例

教授システム学専攻最終試験



大学教育推進プログラム（GP）採択取組

学習成果に基づく学士課程教育の体系的構築
創造的知性と実践力というゴールから設計する教育の質保証

 学習成果に基づき、教養教育と専門教育の壁を超えた教育課
程を設計するカリキュラムを構築

 組織的に教育の質を保証する学士課程教育を構築する

 「学士力」の本質＝「創造的知性＋実践力」
 「専門的要素」

 「一般教育的要素」

 「特定スキル的要素」

 「汎用スキル的要素」

 「コンピテンシー的要素」

で学士課程全科目を分類

ｅポートの役割
学習成果の修得状況を蓄積し提示する

学生が履修（振り返り、学習の深化）や就職活動等で
活用する
教員が指導に当たり、活用する。

学生・教員が学習成果とカリキュラムとの結び付きを常に意
識する
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総合情報環構想2010
中期計画におけるｅポートフォリオの位置づけ



総合情報環構想2010の概要
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http://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/jouhoukoukai/johokankoso.html

第2期中期目標・中期計画で策定



利用者の環：熊本大学ID（生涯ID）
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利用者の環：熊本大学ID（生涯ID）

 生涯関係を継続
在学生にとって：

履修設計
進路設計
就職活動

卒業生にとって：
資格取得支援
リクルート活動
再学習機会
情報交換

13



サービスの環：ｅポートフォリオ

 Student-centeredな考えで、学生個人を軸とする
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サービスの環：
ｅラーニングシステムの機能強化

 教育のパーソナル化、生涯化へ対応

LMSの複数化・標準化（SCORM, IMS）
・オープン化（Moodle, Sakai）

学習成果のインポート・エクスポート
（ｅポートフォリオ等対応）

LMSの生涯閲覧の提供

インストラクショナルデザインによる質の高い
教育コンテンツ

遠隔ｅラーニングの更なる支援
15



熊本大学ｅポートフォリオシステム
要件、基本的な機能

学務情報システムSOSEKIや学習管理システムWebCTとの連携



ePF構築に関連する熊本大学の環境

 学務情報： ＳＯＳＥＫＩ
（学籍番号，履修履歴，成績，卒業要件等）

 eラーニングシステム: ＷｅｂＣＴ（ＢＢ）
（講義演習履修中の学習履歴）

 大学ポータル： ＣＡＳ
（統一認証，生涯ＩＤへの展開）

 大学院教授システム学専攻での学習ポートフォリオの
運用実績

 学士課程のコンピテンシー：
（全学統一“学士課程教育に期待される学習成果”の
策定）

（ＪＡＢＥＥプログラムにおけるコンピテンシー：受審学科
単位）

全学的には，コンピ
テンシーと講義との
対応はこれから

2010/12/21 17

https://pf.gsis.kumamoto-u.ac.jp/portal/site/eportfolio�


ｅポートフォリオ「べからず」集

１．誰も見ない膨大なデータの山

２．意味を読み取れない無味乾燥なデータ集

３．雇用者が見向きもしない内容

４．学生がリフレクションに活かせない内容

５．教員に追加的負担を求めるシステム

18

熊本大学 学士課程GP中間報告会
大森 不二雄 「学士課程の学習成果とｅポートフォリオに期待されるもの」
http://gakushi.gp.kumamoto-u.ac.jp/index.php/news/63-20101221-gp



ｅポートフォリオ「べし」集

１．運用可能な範囲のデータに絞り込む

２．使用目的の明確なデータを厳選する

３．学生の履修プロセスの中に組み込まれたシステム

４．教員に追加的負担を求めないシステム

５．学生と教員の目が自然と学習成果に向かうシステム

６．学生が、「お客様」ではなく、主体的・自律的な「学習者」とな
るよう促すシステム

７．学生が就職活動で自己ＰＲに使いたくなるような内容・様式

８．雇用者が求める端的な情報が容易に読み取れる内容・様式
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熊本大学 学士課程GP中間報告会
大森 不二雄 「学士課程の学習成果とｅポートフォリオに期待されるもの」
http://gakushi.gp.kumamoto-u.ac.jp/index.php/news/63-20101221-gp



４月運用を目指して

 ４月の運用開始時に熊本大学ePFの目指した
選択：

既存のデータを収集する機能を構築
ＷｅｂＣＴ内のデータのコピーを整理収集
ＳＯＳＥＫＩの履修情報のコピーを整理収集

学生自身によるデータ登録機能実現

科目ごとの学習記録の表示 一旦，自動的な情
報集積が始まれ
ば，表示について
は柔軟な追加変
更が可能な設計
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データ自動収集への取り組み

 基本： 学習活動に関する情報は，LMSを中心に自動収集
 学生自身による入力も当然対応

ePF

ＳＯＳＥＫＩ ＷｅｂＣＴ
ＣＥ４

（-2009.3)

ＷｅｂＣＴ
ＣＥ6

（2009.4-)

卒論・発表
論文（レポ
ジトリー等

2010/12/21 21



学習

ｅポート
フォリオ

整理・
選択

省察

公開

蓄積LMS 収集

SakaiWebCT CE8

課題
•提出したファイル
•コメント（学生、教員）
•採点結果

ディスカッション
•提出したファイル
•コメント（学生、教員）

ｅポートフォリオシステム全体像

ワークスペース
•学習活動

ショーケース
•自己アピール

アセスメント
•採点結果



ｅポート
フォリオ

整理・
選択

省察

公開

蓄積ＳＩＳ 収集

SakaiSOSEKI

履修科目
成績
個人情報

ｅポートフォリオシステム全体像

ワークスペース
•学習活動

ショーケース
•自己アピール



システム環境

 ハードウェア
 CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz

 メモリ: 16GB

 ソフトウェア
 CentOS release 5.5 (Final)

 Apache Tomcat 5.5.30

 Java 1.6.0

 MySQL 5.0.77

 Sakai 2.7.1

 開発ツール
 Eclipse 3.6

 Apache Maven 2.2.1
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ポータルへの統合
（科目ポートフォリオ）

25

所属、年次、氏名、学籍番号、取得単位数、検索ボックス（教員のみ）

科目分類 科目名

認定年度

前期/後期

評語

該当年度のセルに成果物を表示



ＷｅｂＣＴから取得した課題

26

インストラクション

提出ファイルへのリンク

成績

教員からのフィードバック

コース名
課題名

提出日



熊本大学の学士課程教育の理念

27

学
習
成
果

提出該当年度



今後の課題



“学士課程教育に期待される学習成果”へ
の対応

学習成果１「豊かな教養」

学習成果２「確かな専門性」

学習成果３「創造的な知性」

学習成果４「社会的な実践力」

学習成果５「グローバルな視野」

学習成果６「情報通信技術の活用力」

学習成果７「汎用的な知力」講義科目との対応はこれから！
2011年度より一般教養科目でシラバスへの学習成果との対応の入力
を必須化 29

4月運用開始後に対応すべき項目(1)



4月運用開始後に対応すべき項目(2)

 学生自身の履修計画を支援するための多様な
表示

 コンピテンシーに対応したレーダーチャートなど
（履修状況の反映，履修登録状況の反映）

 学生自身による活動記録の登録

入学時の学習目標(ゴールステートメント)設定
（１年前期必修科目での入力機会の設定）

卒業時の自己評価（機会の設定）

30



4月運用開始後に対応すべき項目(3)

 学生が就職活動や卒業後に活用できる多様な
表示

学生自身が公開・非公開の制御

 Portfolios

就職活動に利用できる定型表示の準備・そのカスタ
マイズ

 Forms

 Portfolio Templates
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