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熊本保健科学大学の学修成果の評価方針（アセスメントプラン） 

 

 熊本保健科学大学では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）、教育課程編成・

実施の方針（カリキュラムポリシー）、入学者受入方針（アドミッションポリシー）の三つのポリシー

に基づき、入学前、入学時、在学中、卒業時、卒業後の 5 つの時期に、大学レベル、学位プログラ

ムレベル、授業科目レベル、学生レベルの４段階で学修成果を把握・評価する方法を定め、三つの

ポリシーが適正に実施されているかを点検・確認し、教育の質保証とその改善に努めます。 

 

１．大学レベル（大学全体） 

学生の進路や修学状況に関する指標（国家試験合格率、就職率、進学率、規定年数内卒業

率等）、修学ポートフォリオに可視化した熊保大生到達目標の達成度、GPS-Academic、学修

行動調査、卒業生からの評価、就職先からの評価、大学評価会議からの評価などから、大学にお

ける活動全体を通した学修成果を把握し、達成状況を検証します。 

 

2. 学位プログラムレベル（学科・専攻・研究科） 

学生の進路や修学状況に関する指標（国家試験合格率、就職率、進学率、規定年数内卒業

率等）、修学ポートフォリオに可視化した熊保大生到達目標の達成度、ルーブリックに基づく学外

実習や卒業研究（課題研究）の成果、単位取得状況などから教育課程全体を通した学修成果

を把握し、達成状況を検証します。 

 

3. 授業科目レベル 

シラバスに記載している評価方法と「熊本保健科学大学学修規程」に基づく成績評価、授業改善

アンケートなどから、科目ごとの学修成果を把握し、達成状況を検証します。  

 

4. 学生レベル 

修学ポートフォリオに可視化した学修履歴と熊保大生到達目標の達成度、GPS-Academic の結

果などから、学修成果や学修態度を把握し、スモールグループ担任との面談を通して自ら目標設定

を行い、達成状況を検証します。 
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学修成果の評価方法（アセスメント）具体的内容 

 

1. 大学レベル 

（1）国家試験合格率、就職率、進学率、規定年数内卒業率等 【学修成果】 

分類 卒業時 

対象 保健科学部、大学院保健科学研究科 

実施 教育改革推進会議（4月） 

報告 ― 

説明 国家試験合格率、就職率、進学率、規定年数内卒業率等から学修成果の達成

状況を分析し、「三つのポリシー」が生かされているかを検証する。 

 

（2）修学ポートフォリオ（熊保大生到達目標） 【学修成果】 

分類 在学中、卒業時 

対象 保健科学部 

実施 教育改革推進会議（3月） 

報告 ― 

説明 修学ポートフォリオに可視化した卒業認定・学位授与の方針を含む熊保大生到達

目標の達成度を集計し、学修成果を評価する。 

 

（3a）GPS-Academic（入学時） 【学修成果、意識・行動】 

分類 入学時 

対象 保健科学部 

実施 IR 推進委員会（4月） 

報告 教育改革推進会議（10月） 

説明 大学における学びに必要となる問題発見・問題解決を行うための「思考力」「姿勢・

態度」「経験」を評価するとともに、大学選択時の意識や大学への期待等について

調査する。 

 

（3b）GPS-Academic（3 年次） 【学修成果、意識・行動】 

分類 在学中 

対象 保健科学部 

実施 IR 推進委員会（10～1月） 

報告 教育改革推進会議（４月） 

説明 GPS-Academic（入学時）との対比を通して、問題発見・問題解決を行うため

の「思考力」「姿勢・態度」「経験」について学生の成長を評価する。 
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（4）学習定着度調査 【学修成果】 

分類 入学時 

対象 保健科学部 

実施 IR 推進委員会（4月） 

報告 教育改革推進会議（10月） 

説明 学力の3要素の一つである「知識・技能」について、高等学校での学習内容の定着

度を調査する。 

 

（5）学修行動調査 【意識・行動】 

分類 在学中 

対象 保健科学部、大学院保健科学研究科 

実施 IR 推進委員会（2～4年次は 4月、1年次及び研究科は 9月に実施） 

報告 教育改革推進会議（10月） 

説明 学修時間等の学修行動や在学中の学生の学びへの意識について調査する。 

 

（6）卒業・修了時アンケート 【学修成果、意識・行動】 

分類 卒業時 

対象 保健科学部、大学院保健科学研究科 

実施 IR 推進委員会（2～3月） 

報告 教育改革推進会議（4月） 

説明 卒業認定・学位授与の方針に対する自己評価や大学に対する満足度等を調査

する。 

 

（7）久しぶり、元気かい（会）アンケート 【学修成果、意識・行動】 

分類 卒業後 

対象 保健科学部、大学院保健科学研究科 

実施 就職委員会（12月） 

報告 教育改革推進会議（3月） 

説明 大学での学びの活用状況や大学に対する満足度等を分析する。 
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（8）就職先アンケート 【学修成果】 

分類 卒業後 

対象 保健科学部、大学院保健科学研究科 

実施 就職委員会（10月） 

報告 教育改革推進会議（2月） 

説明 就職先に対し卒業生の評価についてのアンケート調査を実施し、その結果を教育

改善に活用する。結果は当該年度内にホームページで公表する。 

 

（9）大学評価会議 【学修成果】 

分類 ― 

対象 保健科学部、大学院保健科学研究科 

実施 学長（12月） 

報告 大学運営協議会（3月） 

説明 ３つのポリシーを踏まえた大学の取組みの適切性にかかる客観的かつ公平な自己

点検・評価を実現するために、学外有識者及び学生代表を構成員に含む大学評

価会議を置き、評価結果を教育改善に活用する。 
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2. 学位プログラムレベル 

（1）国家試験合格率、就職率、進学率、規定年数内卒業率等 【学修成果】 

分類 卒業時 

対象 保健科学部、大学院保健科学研究科 

実施 学科・専攻・研究科（5月） 

報告 教育改革推進会議（5月） 

説明 国家試験合格率、就職率、進学率、規定年数内卒業率等から学位プログラム別

の学修成果の達成状況を評価する。 

 

（2）修学ポートフォリオ（熊保大生到達目標） 【学修成果】 

分類 在学中、卒業時 

対象 保健科学部 

実施 学科・専攻・研究科（5月） 

報告 教育改革推進会議（5月） 

説明 修学ポートフォリオに可視化した卒業認定・学位授与の方針を含む熊保大生到達

目標の達成度を集計し、学位プログラム別の学修成果を把握・確認する。 

 

（3）学外実習・卒業研究（課題研究）に対するルーブリック評価 【学修成果】 

分類 在学中 

対象 保健科学部 

実施 保健科学部各学科・専攻（8月、2月） 

報告 ― 

説明 学外実習や卒業研究（課題研究）についてのルーブリックを定め、卒業研究（課

題研究）については発表会を実施し、公正な評価を行う。 

 

（4）修士学位論文の審査 【学修成果】 

分類 在学中 

対象 大学院保健科学研究科 

実施 審査委員会（1月） 

報告 研究科委員会（2月） 

説明 修士学位論文中間発表会（9 月）を開催するとともに、審査（1 月）に際して

は主査 1名、副査 2名で構成される審査委員会において公正な審査を行う。 
 

（5）リメディアル教育の受講状況 【意識・行動】 

分類 入学前、入学時 

対象 保健科学部 

実施 共通教育センター（7月） 

報告 教育改革推進会議（8月） 

説明 「入学前準備学習」「専門基礎予備講座」での学修状況を把握・確認する。 
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３．授業科目レベル 

（1）レポート等に対するルーブリック評価 【学修成果】 

分類 在学中 

対象 保健科学部 

実施 科目責任者（8月、2月） 

報告 ― 

説明 レポートやプレゼンテーション等を評価する際にはルーブリックを作成し、公正な評価

を実施する。 

 

（2）授業改善アンケート 【意識・行動】 

分類 在学中 

対象 保健科学部・大学院保健科学研究科全学生 

実施 FD 委員会（7月、1月） 

報告 FD 委員会（9月、3月） 

説明 授業改善に繋げるために学生の理解度等を調査し、授業科目ごとの学修成果を

把握する。 

 

4. 学生レベル 

（1）修学ポートフォリオの振返り（個人別） 【学修成果、意識・行動】 

分類 在学中、卒業時 

対象 保健科学部 

実施 学生自身（毎年 4～5月、9～10月、卒業時） 

報告 ― 

説明 修学ポートフォリオに可視化した学修履歴と熊保大生到達目標（前セメスターある

いは前年度）の振返りを行うとともに、スモールグループ担任との面談を通して、次

期セメスターあるいは次年度の目標設定・学修計画立案を行う。 

 

（2）GPS-Academic（個人別） 【学修成果、意識・行動】 

分類 入学時、在学中 

対象 保健科学部（1年次、4年次） 

実施 学生自身（4～5月） 

報告 ― 

説明 GPS-Academic（入学時）の個人別診断結果等をもとに、スモールグループ担

任との面談を通して、卒業までの見通しや学修計画を立案し、学びへの意識を高める。 

GPS-Academic（3年次）の個人別診断結果等をもとに、それまでの学生生活を振

り返るとともに、入学時の結果と比較することにより自らの成長を把握し、目標・学修計

画の見直しを行う。 
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