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※各教員の科目名を記載した以下のご案内（または報告書の提出（お願い））を 10月 13日（金）

に対象教員のメールボックスへ配付します。 

 

 

「学生による授業評価」実施について（ご案内） 
 

日頃は南山大学の教育のためにご尽力いただき、まことにありがとうございます。 

本学では、FD（Faculty Development）活動のひとつとして「学生による授業評価」に組織的、

継続的に取り組んでおります。「学生による授業評価」の目的は、各教員が授業方法の改善点を

見出し、積極的に自己研鑚を行い、大学全体の教育を質的に向上させることにあります。これら

「学生による授業評価」の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたしま

す。なお、2017年度より紙媒体から Webを利用したアンケートに変更となりました。学生へのア

ンケート実施方法が 2016年度までと異なりますので、必ず最後までお目通しください。 

 

「学生による授業評価」を実施していただく科目は以下のとおりです。実施期間になりました

ら、次のページをご参照のうえ、授業中に学生へ適切なご指示をお願いいたします。 

 

［曜日・時限］ «曜日時限» 

[授業コード］ «授業コード»     

［科目名］«科目名»   *乗入れ科目: «乗入科目 1» «乗入科目 2» 

 

【授業評価スケジュール】 

日程 内容 

2017 年 10 月 13 日（金） 「学生による授業評価」実施について（ご案内）の配付 

2017 年 10 月 23 日（月） 

｜  

2017 年 11 月 10 日（金） 

「学生による授業評価」の実施期間（学生が PORTA から回答） 

2017 年 11 月 16 日（木） 「学生による授業評価」結果を教員へ個別に PORTA で公開 

※紙媒体では送付しませんので、PORTA から結果を確認してください。 

2017 年 12 月 1 日（金） 「学生による授業評価」自己点検・評価報告書の提出期限 

（教員が PORTA から提出） 

2018 年 5 月頃 南山大学「学生による授業評価」のまとめ 冊子発行 

 

「学生による授業評価」実施の手引は大学の Web ページからご覧いただくことができます。 

http://office.nanzan-u.ac.jp/kyoken/jugyou/ 

  （南山大学ホーム＞日本語トップ＞南山大学 教育・研究支援事務室＞授業評価） 

 

ご不明な点は、教育・研究支援事務室（自己点検・評価委員会事務局）（内線：1184、E-mail：

jiko-hyoka@nanzan.ac.jp）までお問い合わせください。 
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「学生による授業評価」フローチャート 

 

                    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※一定基準に合致した科目の自由記述欄を FD委員会で閲覧させていただき、教育力の向上の

ため、活用させていただきます。また、一定基準以下の科目について、自己点検・評価委員

会から授業改善方策報告書の提出を求める場合があります。 

2017年 10月 13日（金）【対象科目のお知らせ】 

・メールボックスへ『「学生による授業評価」実施について（ご案内）』を配付します。 

・対象科目は「１教員１科目を対象とする」、「集中講義や複数教員科目は除く」等の科目選出

ルールにより選出しています。 

・学生は各自のスマートフォン等で回答が可能なため、実施期間に入りますと、時間を問わず、

どこからでも授業評価に回答可能となります。 

・回答を匿名化処理する関係上、学生は回答を終えたアンケートを、再度回答し直すことはで

きません。また、回答の一部修正もできなくなります。 

・特定の授業日での授業評価の実施をご希望の場合は、実施予定日を実施期間前に学生にアナ

ウンスしてください。 

2017年 11月 16日（木）～2017年 12月 1日(金)【自己点検・評価報告書入力期間】 

・11 月 16 日（木）よりご自身の「学生による授業評価」結果(※）を PORTA で確

認できます。紙媒体では送付しませんので、PORTA から結果を確認してください。 

・12 月 1 日（金）までに「学生による授業評価」自己点検・評価報告書を PORTA

から入力してください。 

・結果の閲覧方法および自己点検・評価報告書の入力方法は PORTA をご覧くださ

い。 

 

2017年 10月 23日（月）～2017年 11月 10日（金）【「学生による授業評価」の実施期間】 

・実施期間内の授業時間に、少なくとも１回は授業評価への回答時間を確保し、学生へ回答を

指示してください。 

・回答率向上のため、授業時間内に以下の〈回答方法指示〉を読み上げてください。また、学

生が十分に回答できるだけの時間を確保してください。 

〈回答方法指示〉（以下の文章を読み上げて、アンケート回答の指示をしてください） 

・この科目は「学生による授業評価」アンケートの対象科目です。このアンケートは大学

の教育を質的に向上させることを目的に行っています。 

・今から、各自のスマートフォン等で PORTA にログインし、学生メニューの「授業評価

アンケート回答」から、この授業のアンケートに回答してください。 

・回答は匿名化して処理するため、教員が回答から学生を特定することはできません。 

・スマートフォン等を携帯していない等、この時間に回答ができない学生は、授業終了後

に学内または自宅 PC 等を利用して回答をしてください。なお、実施期間を過ぎると、

授業評価に回答することができなくなりますので、授業後速やかに回答するようにして

ください。 

 

2018年 5月ごろ【『「学生による授業評価」のまとめ』冊子刊行】 

・自己点検・評価報告書および集計結果を『「学生による授業評価」のまとめ』冊子

として刊行します。 
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2017 年度から、専任・非常勤を問わず、PORTA（南山大学ポータルサイト）で「自己点

検・評価報告書」を入力していただくこととなりました。また、アンケートの集計結果確認

についても PORTA から確認をしていただく必要があります（紙媒体では送付しません。）。

自己点検・評価報告書を PORTAから入力するためには AXIA アカウントが必要で、学外か

ら入力する場合には加えて Can@home の申請が必要となります。AXIA アカウントは、定

期的にパスワード変更をしない場合に失効することがありますので、注意してください。 

 

【事前準備】 

★ AXIA アカウントを取得済の場合 

① 定期的にパスワードを変更してください。 

② しばらくパスワードを変更していない場合は、ログインを試みて失効していないか 

ご確認ください。失効している場合は再申請（④）してください。 

③ 学外からの入力を希望される場合は、Can@home の申請（④）をしてください。 

 

★ AXIA アカウントを未取得の場合 

④ AXIA アカウントの申請および学外からの入力を希望される場合は Can@home の

申請をしてください。 

 AXIA アカウント・Can@home 申請場所：情報センター事務室（S 棟 3 階） 
申請前に情報センター受付窓口（外線：052-832-4374 内線：6113）に 
お電話をお願いします。 

 

 

【実施（入力期間）】 

 

 

 

 

 

※ 定期メンテナンスによるシステム停止：毎月第１水曜日 18:00～20:00 

臨時メンテナンスについては、PORTA のお知らせをご確認ください。 

 

【実施（報告書入力方法・画面説明）】 

★ PORTA ログイン後の画面説明は次のページ以降に記載しています。 

 

＜「学生による授業評価」に関する問い合わせ先＞ 

南山大学 教育・研究支援事務室（本部棟 2階） 

〒466-8673 名古屋市昭和区山里町 18 

PHONE: 052-832-3686 / FAX: 052-831-2741 

E-mail: jiko-hyoka@nanzan.ac.jp 

自己点検・評価報告書入力マニュアル 

教員の自己点検・評価報告書入力期間 

第 3 クォ―ター科目：10 月 23 日（月） ～ 11 月 10 日（金） 

（入力期間内であれば、入力した内容は自由に修正できます。） 

 



5 

 

 

 
 

【PORTA ログイン画面】 
南山大学ウェブページ http://www.nanzan-u.ac.jp/ 

 

 

 

① ID とパスワードを入力し、PORTA にログイン。 

 

PORTA へのログイン方法 

ログインできない場合は、 

情報センター受付窓口（Ｓ棟 

３階）へお問い合わせください。 

外線：052-832-4374 

内線：6113 
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①「教員メニュー」をクリック。 

 

 

②授業評価報告の「授業評価報告登録」をクリック。 

 

③以下のような画面に移動し、ご担当科目のうちアンケート対象が表示されます。 

授業コードをクリック（入力期間外の場合、科目は表示されません）。 

 

 

 

 

自己点検・評価報告書入力 
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④ 報告書入力画面（アンケート結果の確認方法について） 
 

 学生のアンケート回答結果等が確認できます。 
 

・各種集計結果（PDF）： 大学全体の集計等、各種集計結果が確認できます。 

こちらから設問項目をご確認いただけます。 

・担当科目集計（PDF）： 担当科目の数値集計が確認できます。 

・レーダーチャート：  レーダーチャートと項目ごと平均値が確認できます。 

 平均値が空欄の科目は自由記述等の設問です。 

 こちらから設問項目をご確認いただけます。 

・設問の回答結果（Excel）： 学生ごとの回答結果を確認できます。回答は匿名処理しており、 

データの「No.」は学生を特定する情報ではありません。 

・自由記述式設問の回答一覧： 自由記述式設問の回答を設問毎に一覧で確認できます。 

・科目名（Course Title）： シラバスを確認できます。 

 

南山太郎 

設問項目は【各種集計結果】【レーダー

チャート】からご確認いただけます。 
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⑤ 報告書入力画面（自己点検・評価報告書入力について） 

 

以下の画面に自己点検・評価報告書を 400 字程度以上、600 字程度で入力してく

ださい。なお、報告書はまとめ冊子として刊行します。印刷時の枠内に報告書が収

まっているか、「プレビュー」で必ず確認してください（文字数制限内であっても、

改行等により印刷枠からはみ出す場合があります）。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

以 上 


