
ラーニング・ポートフォリオとは？

「自らの学習活動について振り返り、
自らの言葉で記し、様々な根拠資料
によってこれらの記述を裏付けた学習
実践について厳選された記録」

つまり、学びの記録のことです。
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ラーニング・ポートフォリオとは？

具体的に何を記録するのか？

１．大学生活の記録

① 学習

② 日常生活

③ 将来の希望進路

２．日々の学習活動の振り返りの記録

① 目標に対する自己評価

② 次の目標設定

３．チューターとの面談の記録
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なぜ、ラーニング・ポートフォリオなのか？

１．学習成果の可視化で

－成長を実感

－やる気を持続

－学びのサイクル

２．就職活動で

－学習の根拠を示す

－エピソードが書ける
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• 振り返り• 目標・計画
の再設定

• 学習活動• 目標・計画

PLAN DO

CHECKACTION

ラーニング・ポートフォリオは大学生活
のPDCAサイクルを回すためのツール



学修成果の可視化

大学の成長はわかりにくい

・高校までのような模試がない。

・就職の際の判定もない。
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大学の成長を見える化する！！

“何ができるようになったのか？”

“何を身につけることができたのか？”

必要以上に不安になったり、
楽観的過ぎたりする！

これから何をすべきか見える。



就職活動

就職活動（マッチング）で

・エントリーシートの記入

・学生時代の記録がない
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学生時代の振り返り

・学習の根拠を示す

・エピソードが書ける

何に取り組んだ？
何に力を入れた？
何を頑張った？

学生時代の記録



ま と め

１．ラーニング・ポートフォリオとは何か。

－学びの記録

２．ラーニング・ポートフォリオになぜ取り組むのか。

－学習成果を可視化して成長を実感、やる気を持続させる

－就職活動で学びの根拠を示したエピソードが書ける

３．チューターとの面談の記録
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ライブキャンパス
学修ポートフォリオ 入力・活用手引き

（学生用）

製作：全学教育機構 教学マネジメント推進室



全体の流れ

アクセス

省察項目の
入力

活動記録の
入力

1.

2.

3. 将来像 学習 日常

自己評価 目標計画

学修ポートフォリオにアクセスし、省察項目、定期活動記録
の入力を行いましょう。

8

佐賀大学HP ライブキャンパス



１．アクセス
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１．アクセス
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佐賀大学HP＞在学生の方へ＞教務関係_学修指導・学修ポートフォリオ

（利用マニュアル）



全体の流れ

アクセス

省察項目の
入力

活動記録の
入力

1.

2.

3. 将来像 学習 日常

自己評価目標計画

学修ポートフォリオにアクセスし、今学期の目標を入力しましょう。

11

佐賀大学HP ライブキャンパス



２．省察項目の入力〜目標・計画〜
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ライブキャンパスの【menu】より【学修ポートフォリオ】の【目標・評価】へ
進みます。



２．省察項目の入力〜目標・計画〜
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はじめに当該年度・学期の入力画面が開きます。
【目標】を選択して、入力画面に進みます。
＊【過去分を見る】を選択することで、過去の入力状況を見ることがで
きます。当該年度・学期以外にも【未入力】のものがあれば，この機会
に入力しましょう。

2023年度 前期



２．省察項目の入力〜目標・計画〜
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まず、画面左上の【参照シート】から入力が必要な
シートを選択できているか確認しましょう。

次に、右下【目標を編集】を選択し、編集画面へ進
みます。

2023年度 前期



２．省察項目の入力〜目標・計画〜
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まず、今学期学修に取り
組みたい【学士力】を選
択しましょう（複数選択
可）。その際、今学期の
授業科目や課外活動を
想像しながら選択すると
良いと思います。



２．省察項目の入力〜目標・計画〜
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選択した【学士力】について、それぞれ「何を」「どの程度のレベルで」「できる
ようになることを」目指すのか記入します。
記入例）

学士力１（３）に関して、専門必修科目の「●●」を受講し●●分野の基礎的な知識を身につけることを目標として、８０
点以上の成績を目指す。また、学士力３（３）については、「社会の守るべき規範」として前の学期で不十分であった出
席や提出物の期限を守ることを徹底する。



２．省察項目の入力〜目標・計画〜
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それぞれの学士力について、今学期目指す【到達度】
を数字の「１」〜「10」の間で選択しましょう。
＊学士力は大学４年間の学修を通して全ての項目で到達度「10」を目指すものです。
＊到達目標に記載されている文言は到達度「10」を意味します。



２．省察項目の入力〜目標・計画〜
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【目標】に関する項目全ての入力を終えたら，画面
右下の【登録】をクリックして登録しましょう。

2023年度 前期



２．省察項目の入力〜目標・計画〜
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最後に，目標に関する入力内容を確認し，【目標を
提出】をクリックしましょう。これで，目標に関する入
力は終了です。

2023年度 前期



全体の流れ

アクセス

省察項目の
入力

活動記録の
入力

1.

2.

3. 将来像 学習 日常

自己評価目標計画

学修ポートフォリオにアクセスし，まずは前の学期の自己評
価を入力しましょう。
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佐賀大学HP ライブキャンパス



２．省察項目の入力〜自己評価〜
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ライブキャンパスの【menu】より【学修ポートフォリオ】の【目標・評価】へ
進みます。



２．省察項目の入力〜自己評価〜
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最初に当該年度・学期の入力画面が開きます。

画面右下の【過去分を見る】より入力が必要な年
度・学期を選びましょう。
＊2023年度前期現在であれば，【評価】は，2022年度後期分を入力す
る必要があります。
＊それ以外にも【未入力】のものがあれば，この機会に入力しましょう。

2023年度 前期



２．省察項目の入力〜自己評価〜
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入力が必要な年度・学期の【評価】を
選択しましょう。
＊入力する時期が2023年度後期であれば，【評価】は，
2023年度前期分を入力する必要があります。

＊それ以外にも【未入力】のものがあれば，この機会
に入力しましょう。

2022年度 前期

2021年度 後期



２．省察項目の入力〜自己評価〜
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はじめに参照しているシートが入力の必要な年
度・学期になっているのか確認しましょう。その上
で，画面右下の【評価を編集】をクリックして，評価
を入力しましょう。

当該年度・学期を確認



２．省察項目の入力〜自己評価〜
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評価入力画面の最
初には，当該学期
の目標・計画が表
示されます。どのよ
うな目標を記入して
いたのか確認しま
しょう。



２．省察項目の入力〜自己評価〜
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振り返り_自己評価の入

力では，まず最初に当
該学期で学修に取り組
んだ【学士力】を選択し
ましょう。

【目標】に記入されてい
る【学士力】だけでなく，
学修に取り組んだと思う
もの，全てを選択しま
しょう。



２．省察項目の入力〜自己評価〜
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次に自己評価の入力では，【目標】に対して，その達成状況や具体的に
どのようなことを学修する事ができたのか，記入しましょう。また，それ以
外にも当該学期中に学修したこと，できるようになったことなど大学での
学修を通して身につけたことについて入力しましょう。



２．省察項目の入力〜自己評価〜
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次に自己評価の入力では，学士力項目ごとの到達度を自己評価し
入力しましょう。項目ごとに１〜10（数字が大きくなるほど到達度が
高い）の数字でその到達度を自己評価してください

入力の目安として，概ね，
1年生終了時点で"２～４”
2年生終了時点で”４～６”
3年生終了時点で”６～８”
4年生終了時点では”８～１０”



２．省察項目の入力〜自己評価〜
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次に，【自己評価】に関する項目全ての入力を終え
たら，画面右下の【登録ボタン】をクリックしましょう。

2021年度 後期2022年度 後期



２．省察項目の入力〜自己評価〜
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最後に，評価に関する入力内容を確認し，【評価を
提出】しましょう。これで，自己評価に関する入力は
終了です。

2022年度 後期



全体の流れ

アクセス

省察項目の
入力

活動記録の
入力

1.

2.

3. 将来像 学習 日常

自己評価 目標計画

学修ポートフォリオにアクセスし、活動記録の入力を行いましょう。
活動記録は、毎月入力できます。
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佐賀大学HP ライブキャンパス



３．活動記録の入力
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ライブキャンパスの【menu】より【学修ポートフォリオ】の【活動記録】へ進
みます。



３．活動記録の入力
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画面右下の【追加】をクリックします。
＊これまでに入力したものについては、【検索】することで閲覧すること
ができます。



３．活動記録の入力
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【カテゴリ】より、【定期活動記録】
を選択します。



３．活動記録の入力
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次に、入力したい【入力テンプレート】を選
択します。

テンプレートは３種類あります。それぞれ
毎月入力することができますので、自分自
身の生活及び学修管理のために活用して
ください。



３．活動記録の入力
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入力ができたら、画面右下の【登録】をクリックし
て登録します。なお、同じ画面の左下から、前の
月や次の月の確認を行うこともできます。入力忘
れがないか、確認をしてみてください。



４．チューター面談の実施について

• 学修ポートフォリオをもとにチューターと面談を行いましょう。

• 面談後は、チューターコメントの確認と目標・計画等の修正を

行いましょう。
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ライブキャンパス
学修ポートフォリオ ＬＡＰ活用マニュアル

製作：全学教育機構 教学マネジメント推進室



ＬＡＰシステム

39
ライブキャンパスの【menu】より【学修ポートフォリオ】の【LAPシステム】
へ進みます。



単位取得状況とＧＰＡ

40

単位修得状況とGPAでは、学期ごとに成
績の確認を行うことができます。
更新時期は３月と９月です。

プルダウンメニューで学部・学科・コース
を切替えて表示できます。

■は本人の累積修得単位数，■は所属
学部・学科・コース毎の平均単位数です。



単位取得状況とＧＰＡ
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ここをクリックすると成績情報
を科目別に見ることができます。

GPAおよび棒グラフは，成績基準日時点の状況で
す。

その後に追加された成績は当該学期データとして
は反映されません。

所属学部・学科・コースの成績分布で
す。所属内での自分の位置を■色表
示で確認することができます。



単位取得状況とＧＰＡ
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履修情報詳細が表示されます



出席率

43

年度毎の出席率を見ることが
できます。



外部委託試験

44
外部委託試験（PROG、TOEIC等）スコアの推移を確認することができます。



キャリアパス特性

45
学修歴を分析して、同様の学修歴を持つ卒業生の進路を表示します。



達成度・評価状況

46
入力した達成度・自己評価を学期毎に表示します。



学士力毎の達成度・自己評価
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入力した達成度・自己評価が
学士力毎に表示されます。
・A 1 基本的な知識と技能
・B 2 課題発見・解決能力
・C 3 個人と社会の持続的発展を支える力
・D 1 基本的な知識と技能
・E 2 課題発見・解決能力
・F 3 個人と社会の持続的発展を支える力
・G 1 基本的な知識と技能
・H 2 課題発見・解決能力
・I 3 個人と社会の持続的発展を支える力



問合せ先
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お電話でのご質問・お問い合わせは

◆お問い合わせは
教務課まで

０９５２－２８－８１６５
受付時間 ９：００～１７：００（平日のみ）
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