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ポートフォリオシステム  
学⽣向けマニュアル 

1. システムの概要 1. システムの概要 

JAIST iPortfolio システムは，本学におけるグローバルイノベーション創出⼈材教
育に関する学習活動の振り返りを⾏うために構築されたシステムです．提供機能は
⼤きく，ダッシュボード，⽬標設定，ルーブリック評価，学修計画・記録，グループ
副テーマ，ニュースから構成されています． 

  

本システムは現在α版であり，機能は随時追加・改善されます．本マニュア
ルも随時改定いたしますが，実際の画⾯インタフェースとマニュアル上の画⾯イ
メージが若⼲異なる場合があります．ご了承ください． 

システム利⽤時の不具合や，機能の拡張・追加に関する要望があれば，
情報社会基盤研究センター遠隔教育ユニットにご連絡ください．システム開
発における参考とさせていただきます． 
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2. ログイン 2. ログイン 

本 シ ス テ ム を 利 ⽤ す る 場 合 に は ， ま ず Web ブ ラ ウ ザ で 
https://iportfolio.jaist.ac.jp にアクセスします．アクセスすると図 1 のようなログ
イン画⾯が表⽰されます．ログイン ID とパスワードは JAIST のメールや端末利⽤時
と同じものを利⽤してください．なお，本システムは学内ネットワークからのみアクセスが
可能であり，全ての通信は SSL を利⽤しています．また，本システムは⽇本語と英
語に対応しており，切替はメニューの国旗アイコンで⾏うことができます． 

図 1. ログイン画⾯ 
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3. ダッシュボード 3. ダッシュボード 

ログインに成功すると，図 2 のようなダッシュボード画⾯が表⽰されます．画⾯上
部には新着タスクの⼀覧が表⽰されており，ここからそれぞれの機能を利⽤することが
できます．また，画⾯下部にはあなたの⾃⼰評価の結果がチャートで表⽰されていま
す．画⾯最上部はメニューとなっており，ログイン中のユーザ名が表⽰されます．なお，
本システムはレスポンスデザインに対応しており，ブラウザのサイズに応じて画⾯レイア
ウトが⾃動的に変更されます．  

図 2. ダッシュボード画⾯上部 
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ダッシュボードのチャートには，あなたの現在の各項⽬の⾃⼰評価の結果が表⽰さ
れます．左側のチャートは評価軸ごとの評価の平均点を表しており，右側のチャート
は評価項⽬ごとの評価結果を表⽰しています．なお，右側のチャート下部の評価軸
のボタンをクリックすることで対応する評価項⽬が表⽰されます．また，ダッシュボード
の下部の⽐較⽤グラフ選択から，図 3 のように過去の⾃⼰評価や同時期の学⽣全
体の⾃⼰評価の平均値などをチャート上に表⽰することもできます． 

図 3. ダッシュボード画⾯下部 
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※ 「グローバルイノベーション創出力評価システム」 のサイトからもアクセスできます．
本学 HP → 教育 → 履修関係 → グローバルイノベーション創出力評価システム
https://www.jaist.ac.jp/education/courses/rubric.html



5 / 8   

4. ⽬標設定 4. ⽬標設定 

⽬標設定機能は図 4 に⽰すように，グローバルイノベーション創出⼈材としての修
了時の⽬標レベルを設定するための機能です．それぞれの項⽬は 4 段階のレベルか
ら構成されており，あなたが⽬標とするレベルをチェックして登録してください．中間審
査までは何度でも修正が可能ですが，それ以降は表⽰のみとなります．また⼀度設
定した⽬標は過去のタスクに移動します．なお，登録ボタンは全ての項⽬について評
価しないと動作しませんので注意してください． 

図 4. ⽬標設定画⾯ 
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5. ⾃⼰評価 5. ⾃⼰評価 

⾃⼰評価機能は，イノベーションデザイン教育のために設計されたルーブリックに基
づいて⾃分⾃⾝を評価するための機能です．それぞれの項⽬は⽬標設定と同様に 4
段階のレベルから構成されており，あなたが当てはまる現在のレベルをチェックして登録
してください．⾃⼰評価は期間中であれば何度でも修正が可能ですが，期間が終
了すると⼊⼒ができなくなります．また⼀度評価したルーブリックは過去のタスクに移動
します．なお，登録ボタンは全ての項⽬について評価しないと動作しませんので注意
してください． 

図 5. ⾃⼰評価表⽰画⾯ 
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6. 学修計画・記録 6. 学修計画・記録 

学修計画・記録機能は図 6 に⽰す通り，学修活動の振り返りを⾏うことができる
ように，学修活動を記録するための機能です．画⾯上部のメニューから必要な時に
いつでも編集できます．⼊学時の状況，学年ごとの履修計画，（語学⼒や研究テ
ーマの）決定時の記載事項，修了 1 か⽉前の記載事項，を学修計画記録書の
ページのタブで切り替えて⼊⼒できます．「*」(テキスト⼊⼒)や「#」(選択肢⼊⼒)の
記号がついた項⽬を⼊⼒してください（⼀部の情報は学⽣課で⼊⼒されます）．⼊
⼒後は画⾯下部の「提出」ボタンを押すことでシステムに登録することができます．⼀
時保存のチェックボックスをチェックして「提出」ボタンを押すと⼊⼒途中の状態が保存さ
れます． 

履修計画では，履修を希望する科⽬番号を⼊⼒することで科⽬名が⾃動⼊⼒
されます．また，各学期終了後に単位取得できた科⽬についてはその単位数が⾃
動で表⽰されます．⼊学時状況や履修計画のページの下部には指導教員との対話
記録の項⽬があります．指導教員との⾯談内容などを記録するために活⽤してくださ
い． 

図 6. 学修計画・記録画⾯ 
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7. ニュース 7. ニュース 

ニュース機能は図 7 に⽰すように，システムに関連するニュースが表⽰される機能
です．⼀度⾒たニュースは過去のタスクに移動します． 

図 7. ニュース画⾯ 
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目標設定機能は図 4 に示すように，グローバルイノベーション創出人材としての修
了時の目標レベルを設定するための機能です．画面上部の 「目標設定」 メニューを
クリックすると，目標設定の編集ページになります。 それぞれの項目は 4 段階のレベ
ルから構成されており，あなたが目標とするレベルをチェックして登録してください．博士
前期課程は中間審査まで，博士後期課程は研究計画書提出までは何度でも修正
が可能ですが，それ以降は表示のみとなります．

自己評価機能は，イノベーションデザイン教育のために設計されたルーブリックに基
づいて自分自身を評価するための機能です．画面上部の「自己評価」メニューをクリッ
クすると，6 つの自己評価時期の編集ページへのリンクが表示されます．入力しようと
する自己評価時期のタスクをクリックすると，それぞれのルーブリックの項目（目標設定
と同様に 4 段階のレベルから構成）が表示されますので，あなたが当てはまる現在の
レベルをチェックして登録してください．自己評価は何度でも修正が可能です．

　　学修計画 ・ 記録機能は図 6 に示す通り，学修活動の振り返りを⾏うことができ
るように，学修活動を記録するための機能です．画面上部のメニューから必要な時に
いつでも編集できます．入学時の状況，学年ごとの履修計画，（語学力や研究テー
マの）決定時の記載事項，修了 1 か⽉前の記載事項，を学修計画記録書のペー
ジのタブで切り替えて入力できます．「*」 ( テキスト入力 ) や 「#」 ( 選択肢入力 )
の記号がついた項目を入力してください（⼀部の情報は教育支援課で入力されます）．
入力後は画面下部の 「提出」 ボタンを押すことでシステムに登録することができます．
⼀時保存のチェックボックスをチェックして 「提出」 ボタンを押すと入力途中の状態が
保存されます．



石川キャンパス学生用

グローバルイノベーション創出力評価システムについて

 入力はポートフォリオシステム（https://www.jaist.ac.jp/education/courses/rubric.html）から行ってください。

また、入力方法は学生生活ハンドブック資料１（P.76）又はポートフォリオシステム内にあるマニュアルを参

照してください。

＜本学ホームページ → 教育 → 履修関係 → グローバルイノベーション創出力評価システム＞

 入学時に自己評価及び目標設定を行い、その後、以下の表の入力タイミングごとに、システム上の入力タイミン

グを選択し、各時点における到達レベルを入力してください。

入力タイミング 

入力時期の目安  

【前：博士前期課程学生の場合】 

【後：博士後期課程学生の場合】 

入力内容 

① 入学者オリエンテーション 

【前・後】 

< 4 月入学> 1 年次の 4 月 

<10 月入学> 1 年次の 10 月 

 自己評価（レベル 1～4）を入力し、修了時の目標レベ

ルを設定してください。（※１） 

② TOEIC 受験時 

【前・後】 

< 4 月入学> ・1 年次の 4 月 

        ・入学から 18 ヶ月後 

        ・その他随時 

<10 月入学> ・1 年次の 10 月 

        ・入学から 18 ヶ月後 

        ・その他随時 

 結果を受領後、随時スコアを入力してください。（※2） 

（スコアは学修計画・記録書へ入力してください。） 

 入学時と入学から 18 ヶ月後に大学が実施する TOEIC

IP テストを全員必ず受験することになっています。 

③ 必修講義終了時 

（先端科学技術専攻） 

【前・後】 

< 4 月入学> 1 年次の 6 月 

<10 月入学> 1 年次の 12 月 

（融合科学共同専攻） 

【前・後】 

<4 月・10 月入学> 必修講義終了時 

 自己評価（レベル 1～4）を入力してください。 

 各専攻の必修講義については以下のとおりです。 

（先端科学技術専攻） 

「人間力イノベーション論」・「創出力イノベーション論」、

「人間力・創出力イノベーション論」 

（融合科学共同専攻） 

「異分野「超」体験セッション」 

④ グループ副テーマ終了時 

［該当者のみ］ 

≪準備中≫ 

【前】 

< 4 月入学> 1 年次の 1 月ごろ 

<10 月入学> 2 年次の 1 月ごろ 

【後】 

<4 月・10 月入学> 実施しない 

 同じグループ内の学生同士又はグループ副テーマ指

導教員で、他者評価を行います。 （具体的な評価方法

は、各指導教員の指示に従ってください。） 

⑤ 研究計画提案書又は 

研究計画書提出時 

【前・後】 

< 4 月入学> 1 年次の 3 月末 

<10 月入学> 1 年次の 9 月末 

 自己評価（レベル 1～4）を入力してください。 

 研究計画提案書等提出の際、提出時の自己評価を行

っていることを確認します。

⑥ 中間発表時 

※4 月入学、10 月入学共通 

【前】 修了予定の約 6 ヶ月前 

【後】 入学後の約 6 ヶ月後 

 自己評価（レベル 1～4）を入力してください。 

⑦ 学位申請時 

【前】 

< 4 月入学> 2 年次の 1 月 

<10 月入学> 2 年次の 6 月 

【後】 

< 4 月入学> 3 年次の 1 月 

<10 月入学> 3 年次の 7 月 

 最終的な自己評価（レベル 1～4）を入力し、入学時に

設定した目標レベルへの到達状況を確認してください。

 学位申請書提出の際、提出時の自己評価を行ってい

ることを確認します。

（※１）修了時に過半数の項目において目標レベルに到達することを目指して、自分に合った目標を設定してくださ

い。下方修正したい場合は、博士前期課程（修士課程）学生は⑥中間発表時まで、博士後期課程学生は⑤研究

計画書提出時まで修正可能です。

（※２）修了までに TOEIC 600 点以上の取得を目指してください。また、中･長期の海外派遣事業に参加する学生は

TOEIC 730 点以上の取得を目指してください。
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資料3
博士前期課程学生用

（石川・東京サテライト共通）

学修計画・記録書の手引

◎全体に関する注意事項

 ・本データは、入学から修了までの学修の計画と記録及び指導教員からの指導内容を記録し、自身の学修

の振り返りを助けるものとして作成するものであり、この提出によって、履修登録や休学等が許可され

ることはない。必ず所定の期間に諸手続を行うこと。 

 ・各期及び提出時期の前には、本データの内容や今後の計画等について、指導教員と面談を行うこと。 

 ・ポートフォリオシステム（https://iportfolio.jaist.ac.jp）にて記入・提出すること。記入・提出方

法は、ポートフォリオシステムにあるマニュアルを参照すること。 

・変更又は追記事項があった時は、随時記入し、常に最新の内容にしておくこと。 

 ・提出期限を厳守すること。また本データをむやみに学外へ持ち出さないこと。 

 ・東京サテライトの学生は、下記の表においては 1の 1期＝I期、2の 1期＝Ⅲ期と読み替えること。 

◎提出時期及び記入事項

リンク名 
記入及び提出時期 

記入事項※及び注意事項 
4 月入学者 10 月入学者 

1.入学時の状況 1 の 1 期履修登録

開始後 1 週間以内

2 の 1 期履修登録

開始後 1 週間以内

各項目を記入後、提出。 

展開配属後、追加事項を記入

し、提出。 

2.第 1 年次履修計画 1 の 1 期履修登録

開始後 1 週間以内

2 の 1 期履修登録

開始後 1 週間以内

各項目を記入後、提出。 

展開配属後、追加事項を記入

し、提出。 

指導教員と十分相談の上、当

該年度の履修計画を記入する

こと。 

2 月末 8 月末 「第 1 年次のまとめ・反省」

「第 2 年次の計画」を記入す

ること。 

予定どおりに単位修得や研究

が進められたか等を具体的に

記入し、それを基に第 2 年次

の計画を記入すること。 

3.第 2 年次履修計画 第 2年次以降は、第 1 年次を参考に、常に計画の妥当性や進捗状況を意

識し、3名の指導教員の指導を仰ぎながら記入すること。

4.決定時の記載事項 次学期当初 内容が決定次第その都度記入

すること。 

5.修了 1 ヶ月前の記載事項 修了 1ヶ月前まで 

  ※ 追加事項はその都度すべて記入すること。

For master’s students 
(Ishikawa Campus/Tokyo Satellite) 

Study Plan/Record 

<Important Points> 

This document is a record between yourself and your supervisor. Submission of this document does not 

constitute approval of course registration, or leave of absence.  

Read it carefully, follow the instructions and keep your record updated. 

At the end of every term and before each Submission Time, plan to consult with the supervisor. 

Use the Portfolio System (https://iportfolio.jaist.ac.jp) to fill, submit and update the record. Check the 

manual in the Portfolio System. 

Update the record when anything newly added or changed. 

You must strictly observe the submission deadline(s). This document must remain at JAIST. 

For students in Tokyo Satellite, Term 1-1 refers to Term I and Term 2-1, Term III. 

< Submission Time and Entry Items> 

Name of link 
Submission Time※

Entry Items and Notes 
April students October students 

1. Enrollment 
Information 

Within one week of 
starting the course 
registration of Term 1-1

Within one week of 
starting the course 
registration of Term 2-1

Submit after filling all entry items. 
Submit with new entries added after 
formal lab assignment. 

2. First Year   
Study Plan 

Within one week of 
starting the course 
registration in Term 1-1

Within one week of 
starting the course 
registration in Term 2-1

Submit after filling all entry items. 
Submit with new entries added after 
formal lab assignment. 
Consult with your supervisor and 
add your study plan for the year. 

End of February End of August 

“First Year Review” 
Describe how much you have 
carried out the plan with course 
work and research. 
“Plan for Second Year” 
Describe a detailed plan to continue 
on considering the work of the first 
year. 

3. Second Year 
Study Plan 

Same as 2.  
You must always pay attention to your plan and your progress. Consult with your 
supervisor and two advisors as necessary and keep the record updated. 

4. Approved Entries At the beginning of the second semester 

Make entries as necessary. 
5. Entries One Month 

Prior to Completion One month before completion 

  ※ New entries should be made as necessary and keep the document updated. 
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博士後期課程学生用

（石川・東京サテライト共通）

学修計画・記録書の手引

◎全体に関する注意事項

 ・本データは、入学から修了までの学修の計画と記録及び指導教員からの指導内容を記録し、自身の学修

の振り返りを助けるものとして作成するものであり、この提出によって、履修登録や休学等が許可され

ることはない。必ず所定の期間に諸手続を行うこと。 

 ・各期及び提出時期の前には、本データの内容や今後の計画等について、指導教員と面談を行うこと。 

 ・ポートフォリオシステム（https://iportfolio.jaist.ac.jp）にて記入・提出すること。記入・提出方

法は、ポートフォリオシステムにあるマニュアルを参照すること。 

・変更又は追記事項があった時は、随時記入し、常に最新の内容にしておくこと。 

 ・提出期限を厳守すること。また本データをむやみに学外へ持ち出さないこと。 

 ・東京サテライトの学生は、下記の表においては 1の 1期＝I期、2の 1期＝Ⅲ期と読み替えること。 

◎提出時期及び記入事項

リンク名 
記入及び提出時期 

記入事項※及び注意事項 
4 月入学者 10 月入学者 

1.入学時の状況 1 の 1 期履修登録

開始後 1 週間以内

2 の 1 期履修登録

開始後 1 週間以内

各項目を記入後、提出。 

2.第 1 年次履修計画 1 の 1 期履修登録

開始後 1 週間以内

2 の 1 期履修登録

開始後 1 週間以内

各項目を記入後、提出。 

主指導教員と十分相談の上、

当該年度の履修計画を記入す

ること。 

2 月末 8 月末 「第 1年次のまとめ・反省」

「第 2年次の計画」を記入す

ること。 

予定どおりに単位修得や研究

が進められたか等を具体的に

記入し、それを基に第 2年次

の計画を記入すること。 

3.第 2 年次履修計画 第 2年次以降は、第 1 年次を参考に、常に計画の妥当性や進捗状況を意

識し、3名の指導教員の指導を仰ぎながら記入すること。 

4.第 3 年次履修計画 

5.決定時の記載事項 次学期当初 内容が決定次第その都度記入

すること。 

6.修了 1 ヶ月前の記載事項 修了 1ヶ月前まで 

  ※ 追加事項はその都度すべて記入すること。 

For doctoral students 
(Ishikawa Campus/Tokyo Satellite) 

Study Plan/Record

<Important Points> 

This document is a record between yourself and your supervisor. Submission of this document does not 

constitute approval of course registration, or leave of absence.  

Read it carefully, follow the instructions and keep your record updated. 

At the end of every term and before each Submission Time, plan to consult with the supervisor. 

Use the Portfolio System (https://iportfolio.jaist.ac.jp) to fill, submit and update the record. Check the 

manual in the Portfolio System. 

Update the record when anything newly added or changed. 

You must strictly observe the submission deadline(s). This document must remain at JAIST. 

For students in Tokyo Satellite, Term 1-1 refers to Term I and Term 2-1, Term III. 

< Submission Time and Entry Items > 

Name of link 
Submission Time※

Entry Items and Notes 
April students October students 

1. Enrollment 
Information 

Within one week of 
starting the course 
registration of Term 1-1

Within one week of 
starting the course 
registration of Term 2-1

Submit after filling all entry items. 

2. First Year   
Study Plan 

Within one week of 
starting the course 
registration of Term 1-1

Within one week of 
starting the course 
registration of Term 2-1

Submit after filling all entry items.  
Consult with your supervisor and 
add your study plan for the year. 

End of February End of August 

“First Year Review” 
Describe how much you have 
carried out the plan with course 
work and research. 
“Plan for Second Year” 
Describe a detailed plan to continue 
on considering the work of the first 
year. 

3. Second Year 
Study Plan Same as 2.  

You must always pay attention to your plan and your progress. Consult with your 
supervisor and two advisors as necessary and keep the record updated. 4. Second Year 

Study Plan 

5. Approved Entries At the beginning of the second semester 

Make entries as necessary. 
6. Entries One Month 

Prior to Completion One month before completion 

  ※ New entries should be made as necessary and keep the document updated. 
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                      資料３           

資料ダウンロード先一覧

【住所変更届】

本学ホームページ → 学生生活 → 学生生活案内 → 住民登録 

https://www.jaist.ac.jp/studentlife/life/registration.html

【ポートフォリオシステムマニュアル】

本学ホームページ → 教育 → 履修関係 → グローバルイノベーション創出力評価システム 

https://www.jaist.ac.jp/education/courses/rubric.html

【既修得単位の認定申請書】

本学ホームページ → 教育 → 教務に関する各種制度 → 既修得単位の認定申請 

https://www.jaist.ac.jp/education/procedures/transfer-credit.html 

【副テーマ研究題目届】

本学ホームページ → 教育 → 履修関係 → 副テーマ研究／インターンシップ 

https://www.jaist.ac.jp/education/courses/minor.html 

【研究計画提案書】【研究計画書】【学位論文の骨子】

本学ホームページ → 教育 → 履修関係 → 主テーマ研究（学内専用） 

https://www.jaist.ac.jp/education/courses-private/major.html 

【海外渡航届／一時出国・帰国届】

本学ホームページ → 学生生活 → 学生生活案内 → 海外渡航届／一時出国・帰国届 

https://www.jaist.ac.jp/studentlife/life/go-abroad.html 

【石川ハイテク交流センター使用料減免申請書】

本学ホームページ → 学内情報 → 宿泊施設、宿舎 → 石川ハイテク交流 

センター使用料減免申請 

https://www.jaist.ac.jp/private/gakunai/hightech.html 

（東京サテライト学生のみ）

【各申込書】

東京サテライトホームページ → 在学生専用 → 各種証明書

https://www.jaist.ac.jp/satellite/sate/students/issue/ 

【東京サテライト施設使用申請書】

東京サテライトホームページ → 在学生専用 → 施設予約方法（学生のみ） 

https://www.jaist.ac.jp/satellite/sate/students/reservation/ 

資料4
                      Appendix 3        

URL List to download the forms

[Change of address Form] 
JAIST TOP PAGE → Student Life → Daily Student Life → Residence Registration

https://www.jaist.ac.jp/english/studentlife/life/registration.html 

[Manual for Portfolio System] 
JAIST TOP PAGE → Education → Taking Courses →

Self-Assessment System for Global Innovation Creativity 
https://www.jaist.ac.jp/english/education/courses/rubric.html

[Request for Evaluation of Transfer Credit] 
JAIST TOP PAGE → Education → Academic Procedures →
Request for Evaluation of Transfer Credit
https://www.jaist.ac.jp/english/education/procedures/transfer-credit.html 

[Forms for Minor Research Project] 
JAIST TOP PAGE → Education → Talking Courses → Minor Research Project / Internship 
https://www.jaist.ac.jp/english/education/courses/minor.html 

[Research Proposal for Master’s Thesis / Research Project /  
Survey for Doctoral Research Plan] 
[Research Proposal for Doctoral Dissertation] 
[Dissertation Outline]
JAIST TOP PAGE → Education → Talking Courses →
Major Research Project (On-Campus Use Only)
https://www.jaist.ac.jp/english/education/courses-private/major.html

[Notice of Temporary Leave] 
JAIST TOP PAGE → Student Life → Daily Student Life →
Notice of Temporary Leave 
https://www.jaist.ac.jp/english/studentlife/life/go-abroad.html 

[Application for Preferential Treatment at Ishikawa High-Tech Exchange Center] 
JAIST TOP PAGE → Internal Use Only → Housing → Information of Accommodation 
which gives preferential treatment to people belong to JAIST 
https://www.jaist.ac.jp/member/data/hotel-information-e.pdf 
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