
学期が終わるころに

１つひとつの科目の

受講ふり返りに回答

してください。

○受講ふり返りはすべての科目で実施

長崎大学ではすべての科目で受講ふり返りを実施しています。授業最終回

には入力可能ですので、授業が終わったら受講ふり返りに回答するように

しましょう。

○受講ふり返りは自分の学びの総決算

授業でどのようなことを学び、どのような力が身についたかについて受講

ふり返りを利用して確認しましょう。

○受講ふり返りの結果はポートフォリオに蓄積

受講ふり返りの回答結果（身についた能力）は学修ポートフォリオに蓄積さ

れ、卒業時の総合評価の資料として活用されます。大学での学びが順調に

進んでいるかについて定期的に確認するようにしましょう。

長崎大学では、受講ふり返りを含め、学生のみなさんの学びに関わるデータが「学修ポートフォリオ」に

蓄積されるようになっています。また、蓄積して作られたポートフォリオは卒業時の総合評価の参考資料と

されます。自らの学びを自ら確かめながら、実りの多い学生生活を送ってください。

〈実施方法とデータ管理について〉

□ すべての授業で実施します。

□原則、期末／クォーター末の授業中に NU-Webにアクセスし、Web上で受講ふり返りに回答します。

授業を欠席した場合には、家からでもアンケートに答えることができます。

□ 受講ふり返りの回答は、学生個人ごとにデータとして蓄積され、学修の振り返りに利用することが

できます。

□６人以上のクラスでは、回答はすべて匿名化または統計的処理を行ったあと、授業担当教員に伝えら

れます。その際、誰がどの回答をしたかは絶対に知らされません。また、R4より授業担当教員への結

果の開示は成績をつけたあとに変更になりました。

□５人以下の少人数クラスでは、秘匿性の担保のため、原則として回答結果は授業担当教員にも公開し

ません。ただし、学生からの要望があった場合には、授業担当教員に匿名で公開します。

□ 受講ふり返りの統計とそれに対する授業担当教員からのコメントは、大学と各学部・研究科のウェ

ブサイト、各種冊子体でも公開します。ただし、授業改善に関する自由記述欄の回答は、授業担当教

員にのみ公開されます。

□ 受講ふり返りの結果は、本学の教育改善を目的に、学生個人の他のデータと合わせて分析・活用さ

れます。この目的以外で利用されることはありません。

〈学修ポートフォリオへのデータ蓄積について〉

LACSから転送・蓄積
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***あいているすきま時間を利用して回答しましょう***
QRコードからNU-Webにアクセスしてください。

NU－Webシステムはこちら→
※「アンケート」＞「アンケート回答・集計結果照会」
＞科目名の「未 【回答受付中】」を開いてください。

NU-Web

※R４より「授業アンケート」は「受講ふり返り」に名称変更しました。
https://nuweb.nagasaki-u.ac.jp/campusweb/campusportal.do



受講ふり返りの回答方法

スマ ー トフォンを使って回答する方法（推奨）

① NU-Web にアクセス

下記URLを入力してペ ー ジ

を開く

QRコー ドは
コチラ⇒

↓ 
② NU-Web にログイン

長大ID(bb＋学生番号[8桁］）

とパスワー ドを入力して「ロ

グイン」をタップ
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ページを開く
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④授業を選ぶ

↓
 

リストから授業を探し 「回

答受付中」 ポタンをタップ

してアンケ ートを開く

（未回答の授業の場合、「 未」

の印がついている）

レ

① NU-Web にアクセスしてログイン
NU-Web 長嶋大学 学義情輯システム ONU-Web干罵肩輯システム

叫二1
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※学内ネットワ ー クで接続した場合は画面が異なります
https://nuweb.nagasaki-u.ac.jp にアクセス

長大ID (bb＋学生番号 [8 桁］） とパスワー ドを

入力して 「ログイン」をクリック
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⑤質問に回答する
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パソコンを使って回答する方法

②授業アンケートのページを開く ③質問に回答して送信
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アンケ ートボタンをクリックしてアンケ ート一覧

を表示する

リストから授業を探し 「回答受付中」ボタンをク

リックしてアンケ ートを開く
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質問に回答して、最後に「送信」ボタンをクリッ

クしたら提出完了

〈全学共通項目〉
|．総合満足度

①総合的にみて、あなたはこの授業に満足していますか。

5段階で示してください。

||．この授業での あなたの学修への 意欲や態度について

②シラバスをよく読んで履修登録しましたか。

③この授業でどの程度の成績を目標に履修しましたか。

④教員に指示された課題に意欲的に取り組みましたか。

（予復習やレポ ー ト、授業関連の読書、調べ物等を

含む）

⑤教員に指示された課題について授業時間以外の典型

的な週平均学習時間はどれくらいでしたか。（予復

習やレポ ート、授業関連の読書、調べ物等を含む）

⑥授業を履修したことで触発され、 関連する事項につ

いて調べたり、 考えたり、勉強したりすることをど

の程度頻繁にしましたか。

⑦他の学生との 協働作業やディスカッション等に積極

的に取り組みましたか。

|||．授業を通して伸びた可能性の ある汎用的能力

⑧この授業を通して、 あなた自身の行動や態度は変化

したと思いますか。（あてはまるもの すべてを選択）

《選択肢》

〇新しい知識 ・ 技能が身についた（語学力 を含む）。

C倫理観が身についた。〇自分で調べたり、勉強し

たりするようになった。〇考えやものごとの根拠に

ついて論理的に考えるようになった。〇計画的に物

事を進めるようになった。〇自分の 意見を表現する

ようになった。〇 ある事柄について他者と意見を交

換するようになった。〇異なった考えをもつ他者と

も柔軟に協働するようになった。〇多少の 困難が

あってもやるべきことをやり遂げるようになった。

〇集団やグル ープ の中で自分の役割を積極的に果た

すようになった。〇社会的な問題について意識する

ようになった。0その 他〇とくに何も変わらなかっ

た。

IV. 教室環境について

⑨この授業を受けているときに教室や環境で困ったこ

とが あれば、 書いてください。（空調設備や音轡設

備のほか教室内に設置されているPC、Wi-Fi、 プ ロ

ジェクタ ー、 スクリ ーン、ホワイトボ ー ド、 教室の

広さ ・ 作りなど）

V.授業について

⑩この授業で良かった点を書いてください。

⑪この授業で改善した方がよいと思う点を書いてくだ

さい。----------------------------
※授業によっては上記の共通項目以外に各学部・部局が独自に設定した追力1

項目が含まれる場合があります。

【実施期間】3Q：11月9日～12月6日／後期・4Q：1月１7日～2月２0日

授業をふりかえって質問に答えてください
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