
ログイン・入力方法   
 

1. 「統合ポータルサイト」にログイン 

2. 「WebClass」をクリック 

3. メニューから「履歴書/学修の振り返り」をクリック 

4. 「編集」ボタンを押して入力。最後は 保存 ボタンを

忘れずに！ 

※何度でも上書き（または削除）可能 

 
※「学修成果フィードバック」を確認する時は、メニュー 

から「学修成果フィードバックシート」をクリック。 

 

WebClassメニュー          202３年度オリエンテーション・ガイダンス資料 

 

WebClassメニューにある「学修ポートフォリオ」は、「履歴書/学修の振り返り」に大学生活での活動や学修記

録などを、思いついた時に記入するものです。自身の就職活動に役立てるため、ドンドン活用してください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「学修ポートフォリオ」って何？ 

大学生活でのさまざまな活動や学修の記録を貯め、い

つでも見直せる機能です。 

クラブ・サークルでの活動、資格、趣味、特技、頑張っ

た内容などを入力していきましょう。 

気軽にメモしていくうちに、新しい自分が見つかるか

も？？ 就職活動の時にも、きっと役立ちます！ 

こんなことに使える！  

◆就職活動でのエントリーシートのメモとして！ 

「進路・就職に関する考え」「進路希望」「研究テーマ・興

味ある科目」「学生時代に力を注いだこと」「免許・資格・

趣味・特技」などが入力できます。 

自分が頑張ってきた内容などを記録することで、やりたい

ことが見つかるかも？ 

１年次から少しずつ書き溜めておきましょう！ 

（記憶は無くなりますが、記録は残ります） 

 

◆学んだことを残す！自らを振り返る！ 

まずは目標設定、最後に振り返り。半年前はどんな気持ち

だったか確認し、次期につなげましょう。 （目標の無い

人生はつまらない） 

「授業を通じて学んだこと」では、記入するだけでなく、

自分が提出した課題やレポートなども保存できますよ。 

 

◆自分の修得単位や成績推移が分かる！ 

「学修成果フィードバック」をダウンロードできます。 

直前の成績とこれまでの成績が、グラフで表示され、学科

平均値と比較できます。（年 2回更新予定） 

卒業までに身につけてほしい能力「ディプロマ・ポリシー」

（DP）も、レーダーチャートで表示されています！ 

入力時期（目安）  

 

4月：「履歴書」内容入力・更新 

  （入力できそうな項目だけでOK） 

  「目標設定と振り返り」 

   前期の自分の目標を入力 

5月：「学修成果のフィードバック」確認 

  （※２年次以上対象） 

８月：「授業を通じて学んだこと」「目標設定と 

振り返り」を入力 

 ※前期の記録、後期の目標設定！ 

10月：「学修成果のフィードバック」確認 

   ※前期の成績状況を確認 

2月：「授業を通じて学んだこと」「目標設定と

振り返り」を入力 

 ※後期の記録も忘れずに！ 

上記スケジュールに関わらず、随時、記録して

いきましょう！ 

名城大学 大学教育開発センター（本部棟 3F） 

E-mail : edcenter@ccml.meijo-u.ac.jp 

Tel : 052-838-2032 

学修ポートフォリオのご案内 

まずは操作して

みよう！ 

mailto:edcenter@ccml.meijo-u.ac.jp


 

 

 

 

 

  

「名城大学統合ポータルサイト」QR コード 

             

 

 

 

    

   

 

 

学修ポートフォリオ入力画面への流れ 

3.「名城大学統合ポータルサイト」内の 
「WebClass」をクリック 

4.「履歴書/学修の振り返り」または「学修成果フィードバックシ
ート」をクリック 

4-1. 「履歴書/学修の振り返り」画面イメージ 
4-2. 「学修成果フィードバックシート」画面イメージ 

1.本学 HP https://www.meijo-u.ac.jp/から「meimo」を
クリック ⇒「WebClass」をクリック 2. 統合ポータルサイトの ID/PW を入力 

タブの切替で、いろいろな入力
ができます。 

画面表示の他、PDF ファイルのダウン
ロードも可能です。 

https://www.meijo-u.ac.jp/
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名城大学 学修ポートフォリオについて

「学修ポートフォリオ」とは、あなたの大学時代の取組みや経験を大
きな封筒（Portfolio）に蓄積していく仕組みです。
「名城大学 学修ポートフォリオ」はWebClassの機能の一部として利

用することができ、グラフ化された学修成果を確認できる他、進路検討
に活用していただけるようになっています。

進路検討に向けて、各年次毎の目標設定と振り返りや取り組んだこと
や授業を通じて学んだことを随時記入して、あなただけの「学びログ」
を作っていきましょう。
学期単位だけでなく、都度、記入していくことで、あなたの成長を

より鮮やかに残していくことができます。
入学後の早い段階から、あなた自身の経験の視える化を行い、学びの

向上や進路検討に活用してください。

また、各学期の成績と自分自身の学修状況の確認の一助となるように
「学修成果フィードバックシート」を提供します。目標設定、振り返り
を行うときに自分の学修状況を確認することに活用してください。

進路検討、就職活動では大学時代に何を考え、何を学んだか、どのよ
うな経験を積んできたかを求められており、履歴書やエントリーシート
の作成にあたって必要な事項となります。

あなたの大学時代の学びや活動内容を「学修ポートフォリオ」に記録
することで確実に役立ちます。
次ページ以降には、メニュー紹介の他、入力内容のポイントも記載し

ていますので、ぜひ参考にしてください。
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学修ポートフォリオ

学修ポートフォリオの利用方法

「学修ポートフォリオ」はWebClassの機能として利用できます。
WebClassのメニューの学修ポートフォリオのリンクから利用できます。

②WebClassのトップ画面（統合ポータルからWeb）

①統合ポータルサイトトップ画面（ユーザー名とパスワードでログイン後）

WebClassをクリック

学修ポートフォリオの機能をクリック
ー履歴書/学修の振り返り
ー学修成果フィードバックシート
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学修ポートフォリオ

学修ポートフォリオの機能

■機能の概要
「履歴書/学修の振り返り」からあなたの目標や取り組み、振り返り
を記録していきましょう。編集ボタンをクリックして編集モードにす
ることができます。編集したら忘れずに保存を行ってください。

学生情報は、編集する必要は
ありません。

項目を選んで、記
入、振り返りを行
います。
最初は履歴書が表
示されます。

印刷用画面をクリックすると、
「印刷用画面」が表示されます。

編集ボタンで編集モードになります。
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学修ポートフォリオの機能

■履歴書
「あなたの就職に対する考えや進路希望、自己紹介を記入していきま
す。定期的に振り返り、見直しを行い、自分の進路に対する考え方を
まとめていきましょう。（記入モードの画面で説明します。）

就職・進路に関する考えを記入してくださ
い。あなたの目指す進路やその理由、どの
ような進路、企業を目指すか、希望する進
学先、就職先などを書いておくことで、履
歴書の志望動機の整理ができます。

あなたの進路希望を第１希望～第
３希望まで記入してください。
進路希望は以下の５つから選択し
てください。
就職 公務員 進学
教員 その他

研究テーマや興味のある科目
を少しずつでも構わないので、
記録していきましょう。

これまで頑張ってきたことや今
頑張っていることをまとめてお
くことで、進路を考えるときに、
自分の目指す道の道しるべにな
ります。 自分の特徴、長所などを

まとめておきましょう。

記入が終わったら、保存
ボタンを押して、保存し
ておきましょう。

保存せずに画面を閉じたりすると
記入内容が消えてしまうので、こ
まめに保存してください。
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学修ポートフォリオの機能

■あなた自身が取り組んだこと
年次毎にあなた自身が取り組んだことや自身の変化をまとめていき

ましょう。最初は少しずつでも記録していきましょう。記録を見なが
ら振り返りを行うことで、文章の書き方や内容からあなた自身の成長
を実感することができるようになります。

①新規作成

最初は「新規作成する」をクリッ
クして、年次ごとのページを作成
してください。過去にさかのぼっ
て作成することもできます。

記載したい学年を選びます。

取組内容やその影響をそれぞれ記
入していきましょう。
部活動やサークル活動、学外での
ボランティア活動などを項目ごと
に記載しておくと、振り返りをす
るときに役立ちます。

記入が終わったら、保存
ボタンを押して、保存し
ておきましょう。

②記入と保存
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保存せずに画面を閉じたりすると
記入内容が消えてしまうので、こ
まめに保存してください。

「学びのコミュニティ創出支援事業」
「Enjoy Learningプロジェクト」など、
さまざまな活動もここに記録できます。



学修ポートフォリオの機能

■授業を通じて学んだこと
得意な分野（科目）、苦手な分野（科目）、授業を通じて感じたこ

となどを記録しておきましょう。過去の自分を振り返り、どのように
して伸ばす（または克服する）努力を行ってきたかをまとめ、振り返
りを行うことで授業を通じた成長を実感、まとめることができるよう
になります。

①新規作成

最初は「新規作成する」をクリッ
クして、年次ごとのページを作成
してください。過去にさかのぼっ
て作成することもできます。

記載したい学年を選びます。

説明欄に記入しておく内容を
入力します。少しずつでも構
わないので、分野や科目別に
記載しておくと、振り返りを
行うときに便利です。

記入が終わったら、保存
ボタンを押して、保存し
ておきましょう。

②記入と保存
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保存せずに画面を閉じたりすると
記入内容が消えてしまうので、こ
まめに保存してください。



学修ポートフォリオの機能

■目標設定と振り返り
学期ごとに目標を設定し、「学修成果フィードバック

シート」を見ながら振り返りを行いましょう。
「学修フィードバックシート」の掲出時や履修登録時に

記載する習慣をつけていきましょう。

対象の年次を選び、
編集ボタンをクリッ
クしてください。

振り返りを記入するときは目標を達成できたポイ
ント、できなかったポイントを記載しておくこと
後々の振り返りや次の目標設定に役にたちます。

目標は目指す姿をしっかりと書き出しておき、でき
れば定量的な（数字で表せる）指標にすることをお勧
めします。
例）修得単位数 ２０単位以上、GPA 3.0以上など
目標を明確にしておくことで達成できた、できな

かったの振り返りが行いやすくなります。

①新規作成

②記入と保存

記入が終わったら、保存
ボタンを押して、保存し
ておきましょう。

保存せずに画面を閉じたりすると
記入内容が消えてしまうので、こ
まめに保存してください。

8



学修成果フィードバックシート

■学修成果フィードバックシート
学期ごとにあなたの修得単位数と評価、GPA※の推移、

学位授与方針別のGP値の平均を表示します。学年の平均と
比べることができ、あなたの学修状況を把握することがで
きます。

学修成果フィードバックシートをクリック

①学修成果フィードバックシートへの移動

②学修成果フィードバックシートの表示

次ページにて紹介します。
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学修成果フィードバックシート

■学修成果フィードバックシート
学期ごとにあなたの修得単位数と評価、GPA※の推移、

学位授与方針別のGP値の平均を表示します。学年の平均と
比べることができ、あなたの学修状況を把握することがで
きます。
※各科目の成績から算出される数値（0～4.0）をもとにした平均値です。

あなたの評価別での
単位数を表示します。
学科平均をグレーで
表示しています。

あなたの評価別での
修得単位数を表示し
ます。学科平均を右
に表示しています。

科目群別でのGP値の
平均を表示していま
す。グレーの破線は
学科平均です。

あなたの累積での
GPA推移を表示しま
す。
学科平均をグレーで
表示しています。

学位授与方針は公式ホーム
ページの学位授与方針対応表
を参照ください。

https://www.meijo-u.ac.jp/academics/diploma.html

あなたの累積での
GPA推移を表示しま
す。
学科平均をグレーで
表示しています。
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印刷機能

印刷ボタンをクリックすることで、印刷画面を表示できま
す。PCやスマートフォンの印刷機能を使って印刷、PDF
ファイル化して保存することができます。

■印刷画面
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