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現状の取組

昨年度は、4回開催し、14高校か
ら230名（各回平均５８名）

昨年度４回開催
県内28高校（県外2高校）と４大学が出席
全体で250名程度（各回平均63名）の出席

昨年度、実施なし。
今年度開催予定
【講演「どうなる⁉ 2020年の大学入試」

BESTAレポート報告会（３回）
入試小論文研修（生命FD・AdC主催）
入試面接研修（AdC主催）
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大学間連携による高
校との情報交換会
（放送大学・春日部女子）

県内高校訪問 ６月
（14校）

大学見学のコース設定
サテライトキャンパス

新規の取組

平成30年度

参加数 教員参加数

第1回 燃料電池 59人 9人 1回参加 16人
2回参加 6人
3回参加 19人
4回参加 35人
参加数 76人

第2回 生き方を考える 57人 5人

第3回 脳のはなし 全県対象 54人 6人

第4回 ノーベル賞 2回以上 51人 6人



研究テーマ：

主体性・協働性等の評価 ＝入試選抜とポートフォリオ＝
(研究の趣旨)
高校の現場では、成長の記録や活動履歴としてのポー

トフォリオを積極的に取り入れられている。
また、入試選抜における主体性・協働性の評価のため

に、それらの活動履歴について提出書類等を用いて評価
する「多面的・総合的な評価」が行われている。

今回、高校の現場でのポートフォリオの活用を甲府南
高等学校にご報告いただきます。さらに、得られる情報
をもとに大学入試での主体性・協働性評価を支援するシ
ステム（J-Bridge System）について、ご紹介いただき
ます。



【取り組みの内容】（幹事会にて決定）
①3つのポリシーに基づく大学教育改革の取り組みについての高校・大学関係者の理解の共有
②大学教育を受ける際に必要な大学入学までに身につける資質・能力に関する共通理解・その育成に必要な方法の協力開発、実践
③高校・大学を通じた学習履歴のポートフォリオに蓄積する方法、及び蓄積された履歴を活用した従来の教育を転換する方法についての理解の共有と活用

2017年

第1回（ 4・27） 『1枚ポートフォリオとその評価』 堀 前理事

第2回 甲陵高校・韮崎高校
第3回 山梨英和高校・日川高校
第4回 甲府南高校・甲府東高校

第5回 甲府昭和高校・都留高校

第7回（12・14）
身延高校・甲府工業高校・巨摩高校

第2回（ 6・ 8） 『学力評価の理論と実際』日永 前センター長

第3回（ 7・13） 『人物重視の多面的・総合的な評価とは＝神戸大学 志入試＝

第6回（ 11・ 1） 『質保証の入り口としての入試改革』佐賀大学

第4回（ 9・ 14） デジタルポートフォリオの設計と活用
第5回（10・12） 演習：ポートフォリオの構築

2018年

第1回（ 5・17） 『入試改革の状況」

第2回（ 6・21） 『ポートフォリオって何？』東京学芸大

第3回（ 9・13）「山梨大学の入試」第4回（10・25）「他大学の入試設計に学ぶ」

「多面的・総合的な評価のための申告書」

研究校からの実践報告



教育評価に用いる「ポートフォリオ」・「ルーブリック」

入試選抜に用いる「ポートフォリオ」・「ルーブリック」

授業評価や教育改善など
主体性や協働性等の成長の記録



まとめの作成

多面的・総合的な評価
のための申告書

第4回 YAMANASHI-WAYは？





文例

高校入学から現在までの諸活動の記録とそこから学
んだこと

志望理由と、入学後に学びたい内容とその計画、大
学卒業後を見据えた目標など

文例

多面的・総合的な評価のための申告書の文例

（１）これまでの学校内外の活動（ホームルーム内での活動、生徒会活
動、部活動、ボランティア活動など）の取組、資格の取得など、あな
たが達成したおもな活動実績をできるだけ具体的に記載してください。

（２）志望する学科・コースのアドミッションポリシーを参考にして、
上記（１）から学んだことを記載してください。などです。

（１）上記学科・コースを志望する理由を、具体的かつ明確に記入して
ください。

（２）大学では何を学び、それを卒業後の人生でどう活かしたいと考え
てるか記入してください。



文例
本申告書は、本学への入学希望者（皆さん）に関する多面的な情報が提供されること

を目的としていると同時に、皆さんが大学で学ぶ目的を見つめなおし、自らの進路につ
いて主体的に考える機会を増やすことで、大学での学修への意欲を高めるために課すも
のです。
また、本申告書だけでなく、調査書、大学入学共通テスト、個別学力試験等の様々な

観点から総合的に評価を行うための基礎資料として活用します。

【心がけてほしいこと】

・入学希望者本人が自筆にて記載すること
・記載内容について、その他の提出書類（調査書など）と

食い違いがないこと
・字数、分量に制限はないが、A4一枚に簡潔にまとめ
ること

多面的・総合的な評価のための申告書の文例



「目標に準拠した評価」（絶対評価）⇔ 「集団に準拠した評価」（相対評価）

・評価規準（Criterion)
教育目標を評価規準とする（質的に評価）『おおむね満足できる』状況について設定

・評価基準（Standard)
「規準」を量的・段階的に具体化 段階の「切れ目」

2つの評価キジュン

ルーブリック
・学生が何を学習するのかを示す評価規準と学生が学習到達しているレベルを示す
具体的な評価基準をマトリクス形式で示す評価指標である。



ポートフォリオ活動での評価活動

学習者自身による 学習者相互・他者による

ルーブリックを用いる 自己評価
Self-Assessment

相互評価
Peer-Asessment

ルーブリックを用いない 内省
Reflection

アドバイス
advices



教育評価に用いる「ポートフォリオ」・「ルーブリック」

入試選抜に用いる「ポートフォリオ」・「ルーブリック」

まとめ

ポートフォリオは、紙でもデジタルでも 振り返りや自己評価・相互評価を
行える仕組みづくりが大切。
成長の記録（生徒） 授業改善・学校づくり（先生方）に役立てる

ルーブリックは、事前に評価規準や行動目標などが示されることで、変容を
促進することができる。
成長の記録（生徒） 授業改善・学校づくり（先生方）に役立てる

入試のためだけのポートフォリオ
はNG

選抜のための規準

受験生への公開やフィードバックがない時点で教育評価ではない



J-Bridge System 主体性・協働性に関する評価支援システム

個人情報DB

W

E

B

出

願

シ

ス

テ

ム

工学部

教育学部

医学部

生命環境学部

学部別の選抜システム

入選討報告書

J-Bridge System
（ルーブリックによる評価）

基本料 定員✕500円
利用料 受験者✕500円

個人情報をつなぐ（無料）

提出書類（WEB入力）

・総合型選抜・学校推薦型選
抜に関する提出書類の評価

電
子
調
査
書

2022年から
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●大学での学びの入り口として適切な内容だった。高大連携の目的に合致している。来年度の２年生はどの
ような形になるでしょうか。分野別になるとありがたいですが、難しいでしょうか？

●オリエンテーション、講演からまとめまでプログラム全体の方向性が明確で、生徒も本時間の目的と、プ
ログラム全体の目的が理解出来ていたと思います。

●今年度参加した生徒たちは大学の知に触れることで学習意欲も高まり、意欲的に学校生活を送っているよ
うに感じています。本校の生徒は部活動や定期試験の関係で４回全てに参加できなくなってしまった。いた
しかたない事ではありますが、生徒も残念に思っている。

どのように生徒を育てて下さるのか楽しみに毎回参加させていただきました。大学の知に対応できる生徒
を育成する「継続型育成プログラム」ということでしたが、実際には進路が定まっていない生徒が進路を
見つける構成のように感じました。進路を見つけるためのプログラムとするならば、進路が定まっていな
い生徒には講義の内容が難しいのではないかと思います。４回受講で１セットのプログラムとのことでし
たが、特に文系の生徒はその必要があるのか疑問に感じました。「大学の知」とは何なのか、という解を
生徒自身がこのプログラムから見出せたのか疑問です。意見はたくさんあります。

日程に関して：
生徒のよい刺激になるプログラムなので，１回でも多く実施していただきたいですが，夏休み，春休みで
１回ずつと，秋，冬の土日であと２回ほど開催していただければ助かります。
日曜日(土曜日は課外等があるため)
今年度は部活動も一生懸命取り組んでいる生徒が参加をしました。土日開催や長期休暇中の開催は大変あ
りがたい。競技によって異なりますが、高校総体、インターハイ予選、新人戦などが各大会において概ね
終了したタイミングだとなおありがたいです。

②大学教育を受ける際に必要な大学入学までに身につける資質・能力に関する共通理解・その育成に必要な方法の
協力開発、実践
③高校・大学を通じた学習履歴のポートフォリオに蓄積する方法、及び蓄積された履歴を活用した従来の教育を転換す
る方法についての理解の共有と活用

平成30年度
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日程に関して
土日開催を希望 31名 長期休暇中 8名

●ただ講義を聞くだけでなく、それを他校の方々と意見交換することは、中々ない経験だと
思うし、私自身、自分の意見を言うのはあまり得意ではないのですが、グループ内で意見を
言う機会が多かったので、苦手を克服するという面でもとても良い経験となりました。

●もし、YAMANASHI-WAYに応募し参加しなければ、大学に対するイメージの変化やモチ
ベーションを上げることが出来なかったと感じます。 大学の知と高校の学習の大きな違いや、
自分たちで答えを出していくことを実感しました。 講義内容が難しかったり楽しめたり、多
種多様の知を知れてよかったです。

●１年間ありがとうございました。他校の方々との交流があり、新しい意見や人柄に出会い
自分自身を考えることが出来たこと、主体性や協調性の必要性を感じることが出来たことが
とてもよかったです。沢山の新しい分野を学ぶことが出来たと思います。もっと沢山交流が
あっても良いと思いました。自分の将来を考えることができる時間となりました。先生方が
平等に気遣ってくださり雰囲気がよく、積極的に参加する事が出来ました。今年は、理数系
の講習が多いように感じたので、次回は同じ位にしていただけたらと思います。また、時間
が足りないと感じることが多かったのでもう少し時間が増えれば良いなと思いました。部活
や試験などで参加できないのは悔しいと思いました。

平成30年度
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●ポートフォリオは大切なのに普段学校での授業では知ることができないので、第4回を通してポートフォ
リオについての正しい使い方を知れました。

●ポートフォリオは難しいものだと思っていましたが、今回の講義を受けてポートフォリオはもっと気軽に
作るものだと分かり、安心したからです。また、ポートフォリオの作り方がいまいち分からなかったが今回
ので分かるようになったからです。

●ポートフォリオに対し、堅いイメージを持っていましたが、ポートフォリオとは自分の活動内容でもあり、
自分を築いていく為のものだと自分なりに理解することが出来ました。 また、今回参加しなければ学ぶこ
とが出来なかったことが沢山あったと思います。 今回きりではなく、大学入試に繋がるようなものを学ぶ
ことが出来てとても良かったです。

●ポートフォリオは都留高校でも使用するようにと言われていますが、私自身まだあまりよくわからず、多
くを書いていない状況でした。今回のプログラムを受けてポートフォリオの使い方や、重要さに気付くこと
が出来たからです。日頃から書くというのを習慣付けていければ良いなと思いました。また､自分プレゼン
テーションをしたことは改めて自分に大きな刺激を与え、考えさせてもらえたのでよかったです。今後どの
ようなことが必要になるのか、大学と高校違いなども感じることができ、これからの生活に意欲が出ました。

平成30年度

Good



【高大研の取組みの内容】（2016年11月の幹事会にて決定）
①3つのポリシーに基づく大学教育改革の取り組みについての高校・大学関係者の理解の共有
②大学教育を受ける際に必要な大学入学までに身につける資質・能力に関する共通理解・その育成に必要な方法の協力開発、実践
③高校・大学を通じた学習履歴のポートフォリオに蓄積する方法、及び蓄積された履歴を活用した従来の教育を転換する方法についての理解の共有と活用

項目②と③の協力開発、実践、活用の具体的取組⇒YAMANASHI-WAY

継続育成型プログラムの実施による資質・能力に関する理解と方法の協力開発、実践【継続】

高3

総
合
型
選
抜
・
学
校
推
薦
型
選
抜

一
般
入
試

3

月

合
格

4

月
入
学
授
業
開
始

入学前・入学準備教育高1 高2

年に２，３回のプログラムの実施

受講証と受講認定証の発行

他大学との連携・他大学受験も可

県内枠

大
学
の
知

「ポートフォリオ評価」と「キャリア・パスポート（仮称）」との連携・接合
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YAMANASHI-WAY

教育
医学
生命
工学

学びの基礎講座

平成31年度



年度
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

入試年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

受験学年 大学３年 大学２年 大学1年 高３生 高２生 高１生 中３生 中２生 中１

新課程生 高校１年 高校２年 高校３年

高
校
教
育
改
革

教育課程の見直し 答申 告示

新学習指導
要領実施
(現中１生か
ら年次進行)

「高校生のための学びの基
礎診断」の導入

実施方針の公
表
プレテストの
実施

「実施大
綱」の公表

試行実施 本番実施
(新課程対応）

大
学
入
試
改
革

「大学入学共通テスト」の
導入

実施方針の公
表
事前プレテス
ト

「実施大
綱」の公表

本番実施
新課程での

入試

個別大学における入学者選
抜改革

大学入学者選
抜実施要綱の
見直しに係る
予告通知

各大学にて
入学者選抜
方法などの
予告・公表

本番実施

新課程に対
応した個別
選抜の実施
に関する通

知

各大学にて
新課程対応
の予告・公

表

新課程での
入試

国大協改革プラン
２０１８年度までに入学定員の３０％をAO・推薦・IB(バカロレアに)
学部の改組や新設
２０２０年度までに留学生を１０％

大
学
改
革

３ポリシー策定と認証評価
３ポリシー
策定

３ポリシー公
表 第３期認証評価（２０１８年度から７年間）の項目に入試が組み込まれる

専門職業大学（仮称） 設置（IT分野・観光・農業など ／ 実習や実技の時間が長い ／ 社会人の受け入れ）
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活動報告書

志望理由書

学修計画書



入学者選抜改革

テストの点数
・大学入学共通テスト
・個別学力試験

調査書や提出書類の改善について

●大学において、上記以外の多様な学習や履歴などを入
学者選抜に用いる場合は、大学で評価する内容をどのよ
うに調査書に盛り込むべきかといった記載方法等につき、
募集要項等にできる限り具体的に記載するようにする
●各大学のAPに基づき、調査書や志願者本人が記載す
る資料等を「どのように」活用するかを各大学の募集要
項などに明記すること
●調査書の活用にあたり、（略）に関する情報を、各大
学が必要に応じ提供を求めることができる旨、実施要項
に明記する

●生徒の特長や個性、多様な学習や活動の履歴について
より適切に評価することができるよう、現行の調査書の
「指導上参考となる諸事項」の欄を拡充し、・・・より
多様で具体的な内容が記載されるようにする

面接・小論文・プレゼンテーション

活動履歴の蓄積・成長の記録

高校 大学



徳島大学の入試選抜





2. 英語認定試験の取り扱いについて
認定試験を一般選抜の全受験生に課すとともに、共通テストにおいて実施される英語試験
を併せて課します。対象とする認定試験は、大学入試センターが認定したすべての資格・
検定試験とします。
認定試験結果は、CEFRとの対照表に基づき、共通テストの英語試験の得点に加点する方法
を採用します。ただし、加点に際しては、CEFR の段階に対して係数を設定し、共通テス
トの英語得点に各係数を乗じたものを加算します。

佐賀大学の新入試告知

2. 「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を評価するため、教育学部、芸術地域
デザイン学部（地域デザインコース）、経済学部、理工学部、農学部においては、現行の教
科・科目等に加え、志願者本人が記載する高校在学中の活動実績資料等を活用する 「特色加
点制度」を実施します。芸術地域デザイン学部（芸術表現コース）においては、実技検査の中
で評価します。また、医学部においては、現行どおり面接を用います。

「特色加点」とは、志願者の積極的なアピールと高等学校入学以降の主体的な活動を喚起する
ことを目的とした佐賀大学の新しい制度です。センター試験、個別試験などの合計点（以下、
「当初配点」という。）とは別に、書類審査として加点枠を設けます。特色加点は、志願者が
取り組んできた様々な活動や実績を踏まえた申請内容を評価の対象とします。申請された活
動・実績の概要や取り組み状況、志望分野との関連性、入学後に期待できる主体的な学習行動
や活動、根拠資料の内容等について、アドミッション・ポリシーの観点から評価します。
なお、特色加点については、申請がなければ当初配点のみで合否判定を行います。



アメリカの大学の入学審査基準 “The Significant Six（６つの要素）”

アメリカには全国一斉の入学試験がありません。また個々の大学や学部が入試を
設けることもしていません。そのような一発かぎりの試験を設けるのではなく、
書類審査によって一人ひとりの出願者をさまざまな観点から評価して合否を決め
ています。その基準も大学によって一律ではありませんので、偏差値も存在しま
せん。

アメリカの大学は出願者を評価する際に、おもに６つの重要な要素を考慮します。
これは“The Significant Six”と呼ばれています。その６つを挙げましょう。

1). 学校の成績
2). エッセイ
3). 推薦状
4). 課外活動
5). テスト（SATなど）
6). 面接

アメリカ大学ランキング

https://www.ryugaku.ne.jp/knowledge/flow/research/standard.html



共通願書（Common Application)

全米大学約400の大学に使える願書 オンラインで一つにまとめている

エッセイは5つの設問の中から好きなものを一つ選ぶ
設問1 「人生の転機となるような経験がありますか？ もしそれがなければ、
このエッセイを書けなかったと思えるほど重大な経験です。その経験の核心と
なった話を教えて下さい。

設問2 「失敗した出来事をひとつかふたつ詳しく述べて下さい。この体験はあ
なたにどのような影響を及ぼしましたか？そこからどのような教訓を学びまし
たか？」

設問3 「自分の信念や考えが覆ったときのことをじっくり考えて下さい。その
原因は何ですか？再び、同じような決断を下しますか？」

設問4 「あなたがすっかり満足できる場所や環境について説明してください。
そこであなたは何を経験しましたか？なぜこの環境があなたにとって重要なの
ですか？」
設問5 「公式化非公式かは別にして、文化、社会、家族のなかで、自分が子供
から大人へと成長したことを記す出来事について話して下さい」



高校名・氏名を記入のこと



高校名・氏名を記入のこと



ポートフォリオの再構築とは、テーマに沿った情報をセレクトすること

自分プレゼンテーションの作成

就職やアルバイト先への提出書類

大学の志望理由書や自己推薦書の作成

活動の記録には、
６W2Hが必要

When
Where
Who
Whom
Why
What
How
How much など



ポートフォリオに必要な項目（６W２H)

ふりかえりは「反省」・「感想」ではなく、「未来の自分へのアドバイス」


