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１．はじめに
近年，学習指導要領の改変に伴い，教師は，
従来のペーパーテストの点数だけでなく，学習
者の学習意欲や学習プロセスも評価するように
なった．その評価手法の１つとして，生徒の授
業に対する活動内容や学習状況を蓄積し，学習
に対する意欲や状況を確認できるポートフォリ
オ[1]が注目を集めている．また，ポートフォリ
オ評価の研究として，既研究[2]では，Web を用
いた学習にポートフォリオ評価を取り入れ，そ
の有効性を示している．現在，ポートフォリオ
を使用した評価の支援として，ネットワークを
利用したポートフォリオ評価の支援システム[3]，
電子ポートフォリオシステム[4]や意見交換の支
援システム[5]がある．しかし，教師が生徒全て
のポートフォリオに目を通し，学習意欲や目標
に対する到達度を評価する事は，多大な手間[1]
を要する．そこで，本研究では，生徒が授業ご
との自己評価のデータを，活動内容ごとに関連
付けし，グラフ化することで，ポートフォリオ
評価を支援する手法を示す．
２．システムの概要
本研究では，自己評価のデータを活動内容で
関連付けし，グラフ化し，閲覧時に掛かる時間
的コストを軽減することで，ポートフォリオ評
価を支援するシステムを開発する．本システム
は，図 1 に示すように，１）学習活動情報登録
機能，２）ポートフォリオ登録機能，３）活動
内容関連付け機能，４）閲覧機能，の４つの機
能から構成される．
２．１ 学習活動情報登録機能
本機能では，単元名，指導計画と評価規準を
入力する．登録した情報は，ポートフォリオの
登録や閲覧する時の検索に利用する．また，こ
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図 1 システムの概要
れらの情報は，自己評価の登録や評価の時に教
師と生徒の両方が，適宜確認できる．
２．２ ポートフォリオ登録機能
本機能では，生徒が各授業での学習活動の自
己評価を登録する．自己評価の方法として，活
動内容，活動に対する評価と評価した理由を入
力するためのフォームを提示する．また，感想
や活動の詳細を記述するための自由記述欄を設
ける．
自己評価の方法として，活動内容，活動に対
する評価と評価した理由を入力するためのフォ
ームを提示する．また，感想や活動の詳細を記
述するための自由記述欄を設ける．
２．３ 活動内容関連付け機能
本機能では，ポートフォリオに登録された活
動内容を関連付ける．まず，登録された活動内
容を取得する．次に，EDR（Electronic Dictionary
Research）辞書を用いて候補となる関連付けを作
成して教師に提示する．関連付けされた活動内
容は，関連のある活動内容ごとにカテゴリに分
けられる．最後に，教師が関連付けの候補を確
認し，必要があれば関連付けの修正を行う．提
示された単語から修正したい活動内容を選択し，
任意のカテゴリにマウスでドラッグアンドドロ
ップすることで修正を行う．
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２．４ 閲覧機能
本機能では，関連付けされた活動の自己評価
の値を時系列にグラフとして出力する．また，
生徒名，活動内容，日付等から目的のポートフ
ォリオを検索し，閲覧できる．
３．システムの実証実験と考察
本システムの各処理の実行結果を図２に示す．
実行結果例として，登録されたポートフォリオ
から活動内容の関連付けの候補を提示し，手動
で関連付けの修正を行う関連付け機能と関連付
けされた活動の評価をグラフとして出力した結
果を示す．

表１
評価項目
操作性
利便性
客観性
有用性
総合評価

実験結果

本システム 従来システム
(平均値)
(平均値)
3.80
3.53
3.17
1.90
3.27
2.43
3.73
3.17
3.70
3.20

Ｕ検定
(有意確率)
0.256
0.001
0.011
0.082
0.293

ない２標本の数量の平均値の差を検出する検定
である．アンケート結果の平均値とＵ検定の結
果を表１に併記する．Ｕ検定の結果，探し易さ
で は ５ ％ の 有 意水準で，閲覧に関する項目の
「利便性」と「客観性」の２項目で有意差が認
められたが，「操作性」，「有用性」と「総合
関連付け機能
閲覧機能
評価」の３項目では有意差は認められなかった．
その原因として，本システムは，閲覧時に掛か
る負担を軽減することが主な目的であり，操作
性や機能の面に関しては，従来システムとの差
がなかったためと考えられる．
４．おわりに
本研究では，生徒が行った学習活動を関連付
けることで，生徒の自己評価の変化を容易に見
図２ システムの実行結果
ることのできるシステムを開発した．本システ
ムを利用することで，ポートフォリオを用いて
３．１ 実証実験
生徒の成長過程を把握する際の時間的コストを
本実験では，本研究で開発したポートフォリ
減少することができた．今後，教師に掛かる負
オシステムの有効性を確認するために，ポート
担をさらに軽くするために，手動で行っている
フォリオ評価についての知識を有する被験者 30
活動内容の関連付けを自動化する必要がある．
名を対象に，従来のシステムと本システムの比
また，操作性を向上させるために，インターフ
較実験を行った．実験では，まず，被験者に従
来のシステムと本システム操作方法を説明した． ェイスの改善も必要である．
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