
ポートフォリオの
作成と評価
2017年7⽉7⽇ 説明資料
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CS基礎のポートフォリオに
関連する⽬標
• 情報システムコースの学習・教育到達⽬標

•  専⾨知識・技術のたゆまぬ研鑽が情報処理技術者として活躍する
ために必要なことを理解し、⾃主的に⽬標を設定して継続的に学
習に取り組むことができる。（情報システムコース 学習・教育到
達⽬標F-1）

• 達成⽬標
(2) 情報処理技術者になるための⽬標を⾃主的に設定し、学習計画

を⽴案することができる。
(3) ⼤学の授業やさまざまな活動を通して学んだ知識・技術につい

て、情報システムコースの学習・教育到達⽬標と関連付けて振
り返ることができる。
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達成⽬標(2)の評価
• ⽬標

•  情報処理技術者になるための⽬標を⾃主的に設定し、学習計画を
⽴案することができる。

• 評価⽅法
•  ポートフォリオの「学習計画」欄の記載内容により、情報処理技

術者となるための⽬標を⾃主的に設定し、学習計画を⽴案する能
⼒を30点満点で評価する。18点以上を合格とする。

優秀（100%: 30点） 合格（60%: 18点） 不合格（0%: 0点）
⾃主的に設定した情報
処理技術者となるため
の⽬標に対し、科⽬の
履修だけでなく、授業
以外のさまざまな取り
組みも含めた計画が⽰
されている。

⾃主的に設定した情報
処理技術者となるため
の⽬標に対し、科⽬の
履修と関連付けた計画
が⽰されている。

情報処理技術者となる
ための具体的な⽬標・
計画が⽰されていない。
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達成⽬標(3)の評価
• ⽬標

•  ⼤学の授業やさまざまな活動を通して学んだ知識・技術について、
情報システムコースの学習・教育到達⽬標と関連付けて振り返る
ことができる。

• 評価⽅法
•  ポートフォリオの「達成度の⾃⼰評価」欄の記載内容により、⼤

学の授業やさまざまな活動を通して学んだ知識・技術を振り返る
能⼒を20点満点で評価する。12点以上を合格とする。

優秀（100%: 20点） 合格（60%: 12点） 不合格（0%: 0点）
履修中の科⽬に関連す
る学習・教育到達⽬標
の⼩項⽬全てにおいて、
根拠となる課題を⽰し
て⾃⼰評価ができてい
る。

履修中の科⽬に関連す
る学習・教育到達⽬標
の⼩項⽬全てにおいて、
科⽬の合否に基づく⾃
⼰評価ができている。

履修中の科⽬と学習・
教育到達⽬標の⼩項⽬
と関連付けた⾃⼰評価
ができていない。
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ポートフォリオの作成⼿順
1.  数理・情報システム学科（情報系）のwebページ（以下、

webページ）から「ポートフォリオ」をダウンロードする。
2.  ポートフォリオに学⽣番号、⽒名、更新⽇を記⼊する。
3.  webページの「表2」を参照しながら、すべての学習・教育

到達⽬標の⼩項⽬に評価と根拠を記⼊する。
4.  総合評価のデータを編集し、グラフを作成する。
5.  webページの「表4」を参照しながら学習計画を記⼊する。
6.  webページの「ポートフォリオの科⽬別評価基準」を参照し、

合格以上の評価になることを確認する。
7.  ポートフォリオを印刷し、指導教員の作成指導を受け、修正

する（CS基礎は指定した教室で実施する(7⽉15・22⽇の授
業)）。

8.  完成したポートフォリオを印刷し、提出期限までに指導教員
に提出する。成績通知のたびに更新するので、ポートフォリ
オのファイルは保存しておくこと。
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1.「ポートフォリオ」をダウンロードする。

• 下記URLの学⽣⽤から最新のポートフォリオの書式をダ
ウンロードする。
•  http://www.cis.shimane-u.ac.jp/data/jabee/

• 同ページには⼿順3、4、6で使⽤する以下のファイルも
掲載している。
•  表2
•  表4
•  ポートフォリオの科⽬別評価基準
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2. 学⽣番号、⽒名、更新⽇を記⼊する。

ポートフォリオ
学生番号:	Sxxxxxxxx　
氏名:	○○　○○		
更新履歴: 
1回目	20○○年○月○日
2回目	20○○年○月○日
3回目	20○○年○月○日
4回目	20○○年○月○日
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3. すべての⼩項⽬に
  評価と根拠を記⼊する
例）学習・教育到達⽬標(C)「コンピュータサイエンスの
中核となる知識・技術を有し、コンピュータを⽤いたシス
テムのモデル化、設計及び構築に応⽤することができ
る。」の(C-1)「プログラミング、アルゴリズム及びデー
タ構造についての基礎的な知識を有しており、簡単なプロ
グラムを作成できる。」
学習・教育到達⽬標の⼩項⽬	 評価	 根拠	

(C-1) プログラミング、アル
ゴリズム及びデータ構造につ
いての基礎的な知識を有して
おり、簡単なプログラムを作
成できる。
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3.1 表2の(C-1)の「評価⽅法および
      評価基準」の欄を参照する。
(C-1-1) 「CプログラミングA（2014年度以前⼊学⽣は
「CプログラミングA」および「Cプログラミング基礎演
習」）」と「Cプログラミング応⽤演習」を修得している
かにより、⼿続き型⾔語に関する基礎的なプログラミング
能⼒を有しているかを評価する。
(C-1-2) 「JAVAプログラミング」と「JAVAプログラミン
グ演習」を修得しているかにより、オブジェクト指向型⾔
語に関する基礎的なプログラミング能⼒を有しているかを
評価する。
(C-1-3) 「アルゴリズムとデータ構造」と「基礎データ構
造演習」を修得しているかにより、アルゴリズムおよび
データ構造に関する知識および応⽤能⼒を有しているかを
評価する。
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3.2 「根拠」の欄に履修中の科⽬について、
課題を⽰して⾃⼰評価の⽂章を記⼊する。
1.  「*の付いていない評価項⽬に関する取り組み」を記⼊

する。
例）

履修中の「CプログラミングA」において、以下のプログラム等を作
成したことにより、「演算と型について理解している」、「分岐処理
を記述できる」、「繰り返し処理を記述できる」、「配列の使い⽅を
理解している」ことを⽰した。（ポートフォリオ提出までに⾏った課
題を随時追記すること）

•  ⼆つの数値の⼤⼩を⽐較するプログラム
•  複数⼈の⾝⻑を配列に格納し、平均⾝⻑を求めるプログラム

「CプログラミングA」の単位を修得し、後期に「Cプログラミング応
⽤演習」の単位を修得することにより、⼿続き型⾔語であるC⾔語に
関する基礎的なプログラミング能⼒を⾝につけ、(C-1-1)を満たすこ
とができる。

2.  「*の付いている評価項⽬に関する取り組み」または
「それ以外の取り組み」があれば、同様に記⼊する。
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3.2 「根拠」の欄に履修中の科⽬について、
課題を⽰して⾃⼰評価の⽂章を記⼊する。
例）
学習・教育到達⽬標の⼩項⽬	 評価	 根拠	

(C-1) プログラミング、アル
ゴリズム及びデータ構造につ
いての基礎的な知識を有して
おり、簡単なプログラムを作
成できる。
	

 0	  履修中の「CプログラミングA」において、以下のプ
ログラム等を作成したことにより、「演算と型につい
て理解している」、「分岐処理を記述できる」、「繰
り返し処理を記述できる」、「配列の使い⽅を理解し
ている」ことを⽰した。

-  ⼆つの数値の⼤⼩を⽐較するプログラム
ｰ 複数⼈の⾝⻑を配列に格納し、平均⾝⻑を求めるプ
ログラム

「CプログラミングA」の単位を修得し、後期に「Cプ
ログラミング応⽤演習」の単位を修得することにより、
⼿続き型⾔語であるC⾔語に関する基礎的なプログラミ

ング能⼒を⾝につけ、(C-1-1)を満たすことができる。
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1年⽣はまだ単位が出ていないので、
評価は基本的には0点となる。



3.3 表2の評価基準を確認し、
    「評価」の欄に点数を記⼊する。
•  評価基準

•  優（5点）: *の付いていない評価項⽬を全て達成しており、それぞれ
の項⽬について授業で解いた問題、レポート、開発したプログラム等
の根拠が⽰されている。さらに「*の付いている評価項⽬を達成して
いる」、「授業で学んだことを⾃⼰学習でより深く探求している」等
の優れた取り組みを⾏っており、根拠が⽰されている。

•  良(4点): *の付いていない評価項⽬を全て達成しており、それぞれの
項⽬について授業で解いた問題、レポート、開発したプログラム等の
根拠が⽰されている。

•  可(3点): *の付いていない評価項⽬を全て達成しているが、1つ以上
の項⽬について授業で解いた問題、レポート、開発したプログラム等
の根拠が⽰されていない。

•  不可または発展途上(0〜2点): *の付いていない評価項⽬の1つ以上を
達成していない。*の付いていない評価項⽬について、（達成してい
る項⽬数÷項⽬の総数）が0.6以上は2点、0.3以上は1点、0.3未満は0
点と評価する。

•  1年⽣はまだ単位が出ていないので、基本的には0点となる。
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4. 総合評価のデータを編集し、
    グラフを作成する。
1.  「グラフツール」

→「データの編集」を
選択する。

2.  ⼤項⽬A〜Gのそれぞれ
について、⼩項⽬の評
価の平均を⼊⼒する。

3.  編集を終了し、グラフ
を確認する。

A

B

C

DE

F

G

総合評価（⼤項⽬毎に⼩項⽬の評価の平均を記⼊）

CS基礎

システム創成プロジェ
クトII

CS研究実習

卒業研究
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5. 「表4」を参照しながら学習計画を
     記⼊する。
5.1  4年次までの学習計画を記⼊する。
1.  表4を参照して、科⽬の流れを理解する。
2.  4年次までの科⽬履修について計画を書く。
    （4年⽣は4年前期・後期のみ）

1年後期	 2年前期	 2年後期	 3年前期	 3年後期	 4年前期	 4年後期	 卒業後
2年間	

 
 
 
 
 
 	

 	  	  	  	  	  	  	

学習計画

⼤項⽬(C)の例
(C-1-1)を達成するため、「Cプログラミン
グ応⽤演習」を履修する。(C-1-2)を達成す
るため、「JAVAプログラミング」と「JAVA
プログラミング演習」を履修する。(C-2-1)
を達成するため、「コンピュータハードウェ
ア基礎」を履修する。
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5.2 情報処理技術者となるための⾃主的に設定した
      ⽬標を達成するための取り組みを追記する。

情報システムコースが育成する技術者像
〜修了⽣が技術者としての経験を積んだ後に⽬指すべき⼈物像〜
•  「豊かな教養や倫理観を持ち、⼈類社会や地球環境とのかかわ
りについて総合的に考え、判断できる能⼒」、「変⾰する社会
の中で⾃⽴して 活動できる判断⼒、コミュニケーション能⼒、
国際的視野」、「コンピュータサイエンスに関する基礎⼒およ
び応⽤⼒を持ち、理⼯融合的、総合的視野から創造⼒を発揮で
きる能⼒」を備えた国際的に通⽤する情報技術者

なお、ここでいう技術者とは、研究開発を含む広い意味での技
術の専⾨職に携わる者である。

1.  4年次までに⾏う授業以外の取り組みを追記する（⼤学院授
業科⽬の早期履修について記⼊しても良い） 。

2.  卒業後2年間に⾏う取り組みを追記する。
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6〜8. ポートフォリオを確認・修正し、
         提出する。
6.  webページの「ポートフォリオの科⽬別評価基準」を

参照し、合格以上の評価になることを確認する。
7.  ポートフォリオを印刷し、指導教員の作成指導を受け、

修正する（CS基礎は指導教員の指定する教室で実施す
る 7⽉14⽇，21⽇の授業）。

8.  完成したポートフォリオを印刷し、提出期限までに指
導教員に提出する。成績通知のたびに更新するので、
ポートフォリオのファイルは保存しておくこと。
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