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１．はじめに 

 平成 27年度、弘前大学は文部科学省が進める「地（知）の拠点整備事業」に採択された。これを受

けて、5カ年計画で地域志向の大学改革を進めている。その一環として地域志向教育の質保証を支援す

るためのツールとして、eポートフォリオを全学的に導入するが予定されている。ポートフォリオとは

「容れ物」の意味で、大学教育の文脈では、学習の記録簿を意味する。これを電子化したものが eポ

ートフォリオである。 

 そこで本研究では、地域志向教育に適した eポートフォリオを、全学的な情報基盤システムを活用

する形で実現するべく、研究開発を行なった。研究開発の方法として、まず弘前大学の地域志向教育

において、eポートフォリオはどのような役割を果たすべきか考察し、次に考察の結果に基づいて既存

の全学情報基盤システムを活用する形で、教育実践への eポートフォリオの試験導入を実施した。最

後に、考察と試行の結果を踏まえて、全学情報基盤システム構築を志向した eポートフォリオの評価

方法論を整理した。以下では、上記３つの研究開発の過程について報告する。 

 なお、本研究は、平成 27年度中、「総合情報処理センター研究開発課題」として弘前大学から研究

費の支援を受けた。 

 

２．弘前大学の地域志向教育において eポートフォリオに求められる役割 

（１）地域志向教育概要 

 弘前大学が取り組む地域志向教育は、主に教養教育において実施される。その内容は、①青森の自

然や社会を理解するための講義「ローカル科目」、②青森の実際の社会問題を取り上げて問題解決学習

の練習を行う「地域学ゼミナール」、③実地調査等の形で地域に飛び出し、青森の「なまの」問題に挑

戦する「学部越境型地域志向科目」、④地域社会の即戦力を育てる「専門人財育成プログラム」、⑤入

学から卒業まで一貫した地域志向のキャリア形成を支援する「キャリア形成の基礎・発展」の５種か

ら構成されている（図１：弘前大学地域志向教育の概要）。 

 

能。 

• 管理サーバによる資料配信システムも利用可能。 

参考までに、 iPad ProでA4サイズのPDF資料を表示

した例を以下の図に示す。 

 

図7 iPad Proでの表示例 

また、今回検証した 3 つのデバイスでの表示を比較す

ると以下のようになる。 

 

図7 左から Surface Pro 3、 iPad Pro、 DPT-S1 

4 会議資料の配布方法の見直し 

本学役員会等のペーパーレス会議システムでは、

USB-Lightning ケーブルでの有線接続による端末一括管

理・一括資料配布の方法をとっている。この方法では、無

線 LAN の電波が届かない場所でも利用可能であり、（管

理カートに設置できる範囲で）多数の端末に一括して資

料配布が可能である。会議資料は、会議当日の iPadの中

のみに存在し、後日「要回収資料」の部分を削除して配

布することにより、十分なセキュリティを確保している。 

一方で、この方法では有線接続による一括管理のた

め、iPadは会議専用であり、会議がないときにはしま

って置くだけになる。

iPad を会議使用時以外でも利用可能にし、使用率を上

げるためには、会議専用に iPad を用意するのではなく、

会議出席者の所有するタブレット端末等に資料を配信す

れば良い。そのためには、管理サーバを導入して無線

LANによる資料配信システムを構築するのが一つの方法

である。このシステムを利用すれば、タブレット端末自体

に会議資料データを残さず、後日「要回収資料」の部分

を削除した資料配布が可能となるが、別途管理サーバ用

ソフトウェアを購入する必要があり、経費の問題があって

敷居が高い。 

参考までに、総合情報処理センター運営委員会等で

実践している「要回収資料」の取り扱い法は最も単純な例

であり、それは以下のようなものである。まず「要回収」部

分は会議資料 PDF にせず、会議当日紙に印刷して机上

配布し、会議後の持ち出しを禁止する。このように、完全

なペーパーレス化に固執しなければ、「要回収」部分を

除いて会議資料の PDF化を 1 回のみ行うだけでよく、こ

れを事前又は会議当日配布することにすれば、一括配布

用の管理サーバやソフトウェアがなくても、既存の弘大ク

ラウドや OneDrive、デスクネッツなどを利用して会議資料

をネットワーク配信できる。 

5 最後に 

本学役員会がペーパーレス化されている中、未だ会議

のペーパーレス化をためらっている部局も、事務業務効

率化と経費削減の観点から、今後ペーパーレス会議への

移行は避けて通れない検討課題である。会議参加者の

所有するタブレット端末やノート PC 等の既存のデバイス

と、センターで導入済みの既存のシステムを活用すること

で、高額な費用を投じなくても、会議のペーパーレス化を

はじめることが可能である。豊富なノウハウを持つ総合情

報処理センターに相談してみてはいかがだろうか。 
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図１：弘前大学地域志向教育の概要 

 

（２）地域志向教育の構造 

 この中で、「地域学ゼミナール」「キャリア形成の基礎・発展」は、全学必修科目である。それ以外

の科目については、学生は自らの興味・関心に従って受講科目を選択する。また、地域志向の教育は、

学問に基礎をおいた累積的な構造を持った教育課程ではない。例えば学部越境型地域志向科目は高年

時に受講することが期待される科目である。しかし、この科目を受講するために、低年次に受講する

べき科目は設定されていない。地域志向教育、特に問題解決学習の形で進められる授業は、地域社会

のその時の問題を教材とし、学生の持っている知識や技能を活かす形で進められる。つまり、問題解

決学習は、学生一人一人の既習内容の違いを排除するものではなく、むしろその違いを個性とみなし

て、問題解決学習の過程に取り込んで行こうとする教授法なのである。よって、地域志向教育の課程

は、地域社会の実態や学生の個性に基礎をおいて、柔軟で無境界の構造をとることになる（図２：地

域志向教育の構造）。 

 

 

図２：地域志向教育の構造 

 

 弘前大学の地域志向教育の特徴に鑑みるに、弘前大学の COC事業では、地域志向教育の質保証は、

教育課程を詳細に設計して、その設計どおりの教育成果が出るように授業の過程をコントロールする

ような、いわゆる教育工学的なアプローチを取ることができない。 

 こうした観点から COC事業が採用した考え方が、自己調整学習である。自己調整学習とは、学習者

が学習の目標を立て、その目標実現のために計画を立案・運用していくような、学習スタイルである
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（ジマーマン・シャンク、2014）。いわば、学生自身による学びの PDCAサイクルを実現することが、

自己調整学習の眼目である。 

 

（３）eポートフォリオの二つの役割 

 では、自己調整学習を実現するために、どのような役割がポートフォリオに求められるだろうか。

自己調整学習の評価では、学習者が自分の学習の過程をモニタリングすることが重要である。eポート

フォリオの方法論において、このような役割は「ワークスペースポートフォリオ」によって担われる

とされる。ワークスペースポートフォリオは、ショーケースポートフォリオと対比される概念である

（森本、2011）。 

 ワークスペースポートフォリオとは、学習の改善を主眼としている。学生は学習の過程を確認した

り、仲間や教員と共有したりするために、学習過程を記録したメモやノート、写真、動画などを時系

列に、ポートフォリオに記録していく。これにより学習の最中において、自らの学びを相対化・客観

化しながら確認していくことができる。つまり即時的なリフレクション（省察）がワークスペースポ

ートフォリオの役割である。 

 ショーケースポートフォリオの眼目は成果の証明にある。学生は、学習過程の終局の段階で学習成

果を発表することが多い。この際に用いられるのがショーケースポートフォリオである。学習者は特

定のテーマに即して学習の記録を振り返り、学習を通して得た知識や技能について確認したり、それ

を他者に説明できるように言語化したりする。（この過程において、ワークスペースポートフォリオは、

基礎資料として活用される。）つまり学習がひと段落した際に行う回顧的なリフレクションがショーケ

ースポートフォリオの役割である。 

 こうしてみると地域志向教育における学生の自己主導学習にとって、eポートフォリオは即時的なリ

フレクションと回顧的なリフレクションの双方の役割を果たすべきことがわかる。特に自己調整学習

の評価ではモニタリングが重要であるため、即時的なリフレクションは非常に重要である。よって、

ワークスペースポートフォリオをメインとした eポートフォリオのシステムが、地域志向教育にとっ

ては適している。 

 

図３：地域志向教育における eポートフォリオの役割 

 

 

３．eポートフォリオの試験導入 

 本節では、上記観点から実施した eポートフォリオ試験導入を３例報告する。 
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（１）一枚ポートフォリオ 

 一枚ポートフォリオとは、ワークスペースの一種で、学習過程のモニタリングを以下の４つの要素

に着目して実施するものである（堀、2013）。 

① 学習前の評価 

授業全体のテーマとなる重要な問いをテスト 

② 学習の履歴 

授業各回のワークシート 

③ 学習後の評価 

授業全体のテーマとなる重要な問いをテスト 

④ 学習の総括 

授業前と後で自分がどのように変わったのか確認 

 今回の試行は、理工学部の専門科目「コンピューター演習」において試験的に一枚ポートフォリ

オを導入した。授業後に学生にはワークシートを記入した後で、ワークシートを携帯電話などで写

真にとって電子化し、メール等で教員に送付するように指示を出した（図４：一枚ポートフォリオ

の実例）。 

 

 

図４：一枚ポートフォリオの実例 
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 一枚ポートフォリオは、特別な機材やソフトウェアを使うわけではなく、非常に低コストでの導

入が実現できる方法であった。また試験導入を通して、担当教員からは「授業を構造化する意義が

ある」や「学生にとって授業の意義がわかりやすい」といった声も聞かれた。 

 ただし、ワークシート記入の時間を授業中に確保する必要があったり、写真にとってメールで提

出する手間を学生にかけたりと、この方法は運用の面で手間のかかるやりかたであった。授業への

侵襲性の高い、全学的な導入が憚られる方法であると言える。 

 

（２）Moodleの活用 

 Moodleは Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment略称である。オープンソースで

拡張性の高い学習管理システムとして知られている。弘前大学でも利用実績があり、既存システムの

活用という趣旨に合致する。 

 今回の試行では、学部越境型地域試行科目の１つ「地域プロジェクト演習—地域メディア活用の実践

—」で試験導入した。授業の最終レポートの提出とフィードバックという形で導入した（図５：moodle

活用の実例）。 

 

 

図５：moodle活用の実例 

 

 moodleは教員が一度慣れてしまうと、運用面でのコストが非常に低い。例えば、eポートフォリオ

のフォーマットを予め作成し、学生のフォーマットに従って提出させれば、写真撮影や学籍番号ごと

の整理といった手間がかからない。しかし教員には moodleに慣れるための努力が必要になる。 

 また moodleは授業を単位として作成されるため、科目間を跨いだ eポートフォリオづくりには適し

ていない。教養教育全体を通した自己調整学習のツールとして、適合的なツールだとは言い難い。 

 

（３）OneDrive 

 OneDrive は、Microsoft 提供のクラウドストレージサービスである。弘前大学はライセンス契約済

みで学生も活用可能である。 

 OneDrive は、人文社会科学部社会行動コースの中核的な授業「社会調査実習」にて、かねてよりグ

ループワークのツールとして活用されてきた実績がある。学生個人単位・グループ単位で、ワークス

ペース型 eポートフォリオとして活用する素地が既に形成されている。こうした経緯ゆえに、OneDrive

については、自己調整学習のインフラとして十分な機能を有することが試験導入以前より期待された。 
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 そこで OneDriveについては社会行動コースの学生（協力を快諾してくれた４名の学生）にヒアリン

グを行い、ワークスペースとしての活用のノウハウについて聴取した。あわせて、４名の学生につい

ては、「社会調査実習」に関するショーケースポートフォリオづくりに挑戦してもらい、OneDriveのポ

ートフォリオとしての活用についてのノウハウを得た。 

 これを踏まえて、28年度の５月から 12月にかけて行なった COC関連のインターンシップ（共育型地

域インターンシップ in田舎館）において、OneDriveを用いてワークスペース・ショーケースを作成し

た。 

 ワークスペースは、「社会調査実習」と同様にグループでアカウントを作成して、共同で eポートフ

ォリオを作成する形とした。ショーケースはワークスペースに記録された資料に基づいて、COC推進室

教員によるワークショップ型のリフレクションを行い作成した。ショーケースについては、読みやす

さや魅せ方を考慮して、電子媒体で作成した後で印刷をかけた。 

 

 

 

図６：ワークスペース 

 

 

図７：ショーケース 

 

 OneDriveはただのクラウドストレージであり、eポートフォリオのためのシステムではない。でき

ることは、電子化した文書や写真、動画をストレージにアップロードあるいはダウンロードすること
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だけである。 

 しかし、ただのクラウドストレージであることがゆえに、やるべきことは明確で、操作も簡単であ

る。必ずしもコンピューターに詳しいわけではない学生や教員にとっても使いやすいシステムとなっ

ている。弘前大学が Microsoft社と契約済みであり、すぐにでもシステムをスタートさせられる点も

魅力である。 

 

４．おわりに 

 弘前大学では、OneDriveを活用した eポートフォリオを地域志向教育に導入することした。導入に

あたっては、学生向けのマニュアルを作成して、「キャリア形成の基礎」にて、平成 28年１月に新教

育課程の学生（平成 28年度入学生）全員に配布するとともに eポートフォリオの意義や方法を説明し

た（図８：学生向けの eポートフォリオの手引き（抜粋）。これにより、平成 28年度から始まった地

域志向教育に eポートフォリオを導入することができた。 

 

 

 

図８：学生向けの eポートフォリオの手引き（抜粋） 

 

 

 eポートフォリオを活用して、地域志向教育の質を担保するように努めることが、残された課題であ

る。具体的には、低年次学生が受講するローカル科目や地域学ゼミナールについては、OneDriveを適

とは「 容れ物」 という 意味ですが、 大学では、 授業や正課外の活動で作成し

たノ ート 、 データ、 プレゼンテーショ ン、 作品（ 芸術・ 工学） をまとめた「 学

びの記録集」 を意味します。 これを電子化してクラウド スト レージなどに保

管したものを eポート フォリオと呼びます。  

eポート フォリ オのイメ ージ  

　 eポート フォリ オは、 大学生活で自分がどのよう に成長してきたのかを示

す基礎資料の１ つとなり ます。 留学したりボランティ アをしたり 、 インター

ンシッ プに参加した時に、 コツコツと eポート フォリオを作っておけば、 い

ざ就活という ときになって「 エント リーシート に何をかけば良いかわからな

い」 という ことにはなりません。  

　 是非とも、 このガイド ををよく 読んで、 eポート フォリオづく り に取り組ん

でく ださい。 きっとあなたの就活の助けになるはずです。  

弘前大学COC推進室 

 2
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宜用いて学習の記録をとっていくことが期待される。また学部越境型地域志向科目のような実地調査

が可能な科目は、特に eポートフォリオとの親和性高いため、これについては eポートフォリオの利

活用を図るための FDを実施する予定である。さらに、平成 28年度学生が高年次学生となる平成 30年

度・31年度には、OneDriveを活用したショーケースポートフォリオ作りのワークショップを開催する

予定である。

 

図９：地域志向教育における eポートフォリオの概要 
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 総合情報処理センター勤務が 2 年目となりました、技術補佐員の福士です。平成 27 年 10 月より毎

月 1 回発行している「弘大総合情報処理センター News Letter」の作成を担当しております。 

 

 この「弘大総合情報処理センター News Letter」には、知っていると便利な情報の紹介や総合情報処

理センターからのお知らせなどを載せており、平成 29 年 1 月現在で第 16 号まで発行しています。今

回の HIROIN34 号には 7 号から 16 号までを掲載いたします。 

 

 「弘大総合情報処理センター News Letter」は、総合情報処理センターのウェブページからも見るこ

とができます。 

http://www.cc.hirosaki-u.ac.jp/newsletter 

 

 弘大総合情報処理センター News Letter の掲載記事に関するご意見・ご質問・ご要望等がありました

ら、総合情報処理センターまでお寄せください。 

 

 




