
地域参加型学習Web システム利用案内

～学生版：第2版～
（ 2 0 1 7 / 0 4 / 1 9 修 正 版 ）



＜地域参加型学習Web サイトURL ＞
ブラウザより、下記アドレスにアクセス下さい。
ご利用頂くブラウザは、Microsoft Internet Explorer 9.x以上、Mozilla Firefox 新版、Google Chorome 新版、Apple Safari 5.x以上のWeb
ブラウザでの環境でないと利用できません。ブラウザはセキュリティも踏まえ、 新版でのご利用を推奨します。
[URL] https://nagoyaka-model.jp/amec-enq/

 PCの他、スマートフォン、タブレットでもアクセス可能です。

 アンケートの場合、実施期間になると、各種アンケートメニューが表示されます。期間内に、アンケートを実施下さい。

＜サイトアクセス方法について＞

 サイトへのアクセスは、各自に配布された「ユーザー名」と「パスワード」でシステムへログインします。

 「ユーザー名」 、「パスワード」について、もし、忘れた方は事務局へお問い合わせください。

 「ユーザー名」、「パスワード」の取扱いについては、取り扱いに十分ご注意下さい。

地域参加型学習Web ご利用にあたって

＜地域参加型学習Webシステムについて＞ ※地域参加型学習Webでは下記の作業を実施、確認頂きます。

学生 教員 事務局

活動計画書 活動計画書の提出、確認、出力 計画書の内容確認、
判定（承認・保留・却下）、出力

計画書の内容確認、出力
⇒物品申込み有のものについて、確認
（AMEC承認のものについてのみ対応）

活動記録 活動記録の提出、確認、出力
※実施毎に提出

内容確認、
判定（承認・保留・却下）、出力

内容確認、出力

活動報告書 報告書の提出、確認、出力
※年に1度

報告書の確認、
判定（承認・保留・却下）、出力

報告書の確認、出力

アンケート
・チーム力評価、
・プロフェッショナリズムとコミュニ
ケーション能力のピア評価

アンケートの実施、結果確認 アンケートの確認、出力 アンケートの確認、出力

（地域参加型学習の授業への）
欠席・遅刻・早退連絡

欠席・遅刻・早退理由を連絡 欠席・遅刻・早退連絡理由を確認 欠席・遅刻・早退連絡理由を確認



システムへのログイン（学生版）

＜ログイン前＞ ＜ログイン後＞

地域参加型学習Webシステムをご利用頂くには、各ユーザーに配布された「ユーザーID」、「パスワード」でログイン下さい。

各ユーザーに配布された
「ユーザーID」、「パスワード」
を入力し、ログイン下さい。

ログイン後、各ユーザー権限で利用
可能なメニューが表示されます。

アンケートは、実施期間中のみ、アンケート実施が可能です。
必ず期限内に実施下さい。

【アンケート実施期間のメッセージ】
※アンケートの実施中のみ表示されます。



活動計画書のご利用について（学生版）

＜活動計画書の申請＞ 活動計画書を申請します。
①「課題研究(地域参加型学習)計画書：新規提出」メニューをクリック。
②「活動計画書入力フォーム」が開くので、活動計画書の必要事項を入力します。（※必須）

新規提出ボタン

活動計画書
入力フォーム

当日代表者※ 代表者が計画書記載者と異なる場合はチェックを外すと、グループメンバーが表示さ
れ、選択可となります。

調査日/行先※ ＊開始・終了予定日時
＊行先（50文字以内）

活動計画※ ＊目的（100文字以内）、内容（200文字以内）、
＊経路およびスケジュール（ 大500文字程度で）

マイクロバス使用希望
(任意)

マイクロバスの使用を希望する場合にクリックして、「乗車人数」「理由」等必要な箇所
に入力。
※受付は活動日の2週間前まで。
※オリエンテーション冊子48頁に示す条件に合致する場合のみで、出発場所は名古
屋市立大学医学部です。

宿泊希望(任意) 宿泊を希望する場合にクリックして、「宿泊人数」、「理由」等必要な箇所に入力。
※受付は活動日の2週間前まで。
※オリエンテーション冊子48頁に示す条件に合致する場合のみです。

添付ファイル(任意) ※計画書に添付するファイルがある場合はファイルを選択して下さい。
※ファイル名は自動でシステム上のファイル名に変更されます。
※アップロード頂ける1ファイルのサイズ上限は20MBです。
※アップロード可能なファイル形式は、以下となります。

pdf、doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、png、jpg、jpeg、gif

参加者※ 参加者にチェックを付けます。

フィールド調査時の使
用物品

※活動に物品が必要であれば、「物品タイトル」をクリックして、必要事項を選択あるい
は入力してください。（物品名、必要数、貸出希望日時、返却希望日時）
※記載されていない物品が必要な場合は、「その他」を選択し、備考欄に物品を入力
してください。
※消耗品の場合は、事前に担当教員に相談し、必要な場合は見積書を添付してくだ
さい（添付ファイルに付けること）。
※これらに関する地域参加型学習支援センターの対応は、月･水･金の10:00-12:00、
13:00-17:00に限ります。

フィールド調査に関す
る希望、AMECへの
連絡事項など(任意)

※AMECへの連絡事項などがある場合は記入してください
※資料等を印刷したい場合は、内容と印刷希望日時を入力してください

①

②



活動計画書のご利用について（学生版）

③入力後、「確認画面へ」ボタンを押すと、入力内容の確認画面を開き、入
力内容を確認します。

④入力内容を確認したら、「提出」ボタンを押します。
もし、入力内容を変更したい場合は、「入力画面へ戻る」ボタンを 押してくだ
さい。

（ブラウザの「戻るボタン」は使用しないでください。）

⑤「計画書提出完了」画面が表示され、システムから、担当の先生宛に、計
画書が提出されたことをメールで通知します。

⑥AMEC会議での判定結果通知が学生用MLアドレスに送信されるので、計
画実施は判定結果が出るまでお待ちください。（判定結果についての詳細
は次ページでご確認下さい。）

確認ボタン
③

提出ボタン

④
入力画面へ戻るボタン



活動計画書のご利用について（学生版：画面一覧について）

＜検索条件、検索結果表示設定＞
[検索機能]
設定した条件で一覧を抽出し、ソートします。
＊検索条件

・マイクロバス・宿泊・使用物品フラグ：チェックを付けると「使用物品有りのみ表示」します。
・日付検索：「検索対象（ 終更新日/登録日/編集日/担当判定日/全体判定日/調査開

始予定日/調査終了予定日）」でチェックした対象となる日付について、指定した期間内の記
録のみを抽出します。

＊検索結果表示設定：ソートの並びの条件を指定します。
・並び順： 終更新日/登録日/グループ名/調査開始日時/調査終了日時
・並び：昇順/降順 を設定します。

＜カレンダー＞
・計画書を提出したものについて、カレンダー内に表示します。
・各項目をクリックすると、提出内容を確認出来ます。
・「カレンダー」タイトルバーをクリックでカレンダー表示/非表示を切替えます。

＜計画書一覧＞
・計画書提出一覧をリスト表示します。
[一覧について] 活動計画書 提出一覧

活動計画書 提出一覧 検索機能
※設定した条件でデータを抽出し、一覧をソートします。

活動計画書
カレンダー一覧

承認フラグ 各計画書の承認状況をマークで表示しています。
詳細は「活動計画書のご利用について（画面一覧：承認フラグにつ
いて）」を確認ください、

調査日 調査開始・終了予定日を表示。

行先/当日代表者（学部）/
記録者（学部）

・行先/当日代表者（学部）/記録者（学部） を表示。
・各工程に即した機能ボタンが表示されるので、計画書の流れで必
要な機能を実施します。

最終更新日/登録日/
担当判定日/総合判定日

各日付を表示。

物品、バス、宿泊、添付 物品貸出申請がある場合に表示

マイクロバス使用がある場合に表示

宿泊がある場合に表示

添付ファイルがある場合に表示

機能ボタン



活動計画書のご利用について（学生版）

＜登録済み計画書の内容についての補足事項＞

・登録された添付ファイルは、セュリティ上、元のファイル名を保持せず、システムで新たに付与します。
実際の内容は、添付ファイルのリンクをクリックして、内容をご確認下さい。

＜計画書の編集＞

・申請内容の編集は、担当の先生が判定を実施するまでのみ可能です。
（申請一覧に「編集」ボタンが表示されています。編集時は「編集」ボタンを押して、編集下さい。）

＜計画書を取下げたい場合＞

・申請を取り下げたい場合は、直接担当の先生に連絡下さい。

＜判定結果について＞
【ご案内】
学生への通知は、グループ毎に用意したMLに通知します。
⇒MLはグループメンバー全員へ通知します。

【承認の場合】
・承認メールを学生用MLアドレスに送信します。
（申請一覧の「承認フラグ」欄が「承認」マークに切り替わります。）
・承認メールを受け取った後、計画を実施下さい。
［注意事項]
申請一覧で「担認」と表示されているものは担当の先生のみ承認したもので、AMEC全体の承認が下
りていない状態です。承認メールを受信するまで、計画は実施出来ません。

【保留の場合（担当者保留/AMEC保留）】
①保留メールを受信後、システムに入り、計画書申請データ一覧を開きます。
②該当計画データを確認し、「再提出」ボタンを押すと、申請内容の編集画面が開くので、指示内容
を修正し、内容を確認⇒再申請を実施下さい。
※基本操作は「新規申請」と同じです。

【取下げ・却下の場合（担当者取下げ/AMEC却下） 】
・取下げ・却下判定メールを受信されたら、該当する計画は実施不可となります。
（承認フラグには「取下げ」または「却下」が表示されます。）
・計画を実施されたい場合は、指導箇所を見直し、新規に申請下さい。

編集ボタン

承認フラグ：判定状況を表示します。

承認フラグ：承認マーク。

【再提出ボタン】
※保留判定の際に、再提出ボタンから、
計画書内容を編集して、再提出します。

承認フラグ：担当保留マーク。
※「AMEC保留」の場合は■色のマークとなります。

承認フラグ：担当の先生の承認マーク。
※未だ、AMEC全体の承認が下りていない状態なので、

承認メールを受け取るまで、計画は実施出来ません。



活動計画書のご利用について（画面一覧：承認フラグ・機能ボタンについて）

略字 名称 補足説明

申請 申請中 学生が計画書を提出して、担当の先生が未だ判定をしていないもの。

再申請 再申請中 保留判定が実施されたものについて、再申請した計画書の場合に表示されます。

担認 担当者承認
担当の先生が承認したもの。この段階では、承認されていないものとみなされます。

終判定は、AMEC会議で判定されます。

承認 AMEC承認 AMEC会議で承認されたもの。または緊急判定で承認されたもの。※計画実施がOKとなります。

緊急 担当者承認(緊急) AMEC会議では間に合わない場合、システムでの投票を実施する場合。
※投票数の目安は担当の先生で判断頂きます。※この時の 終判定者は担当の先生となります。

担留 担当者保留 担当の先生で保留にしたもの

保留 AMEC保留 AMEC会議で保留となったもの

取下げ 担当者取下げ 担当の先生が取り下げたもの

却下 AMEC却下 AMEC会議で却下されたもの

名称 権限 機能

詳細 共通 各計画書の内容を確認します。

履歴 共通 提出した計画書データについて、編集や保留判定で再提出したもの、各状態を履歴管理しています。
編集したユーザー情報も記録している為、誰が編集したのか確認したい場合、編集前のデータに戻したい場合などに利用。

編集 共通 【担当教員の判定前まで実施可能 ※編集可のみ表示】 計画書を編集したい場合に利用します。

再提出 学生 保留判定の場合、計画書を修正し、再提出します。 ※保留判定のデータのみ表示します。

出力 共通 計画書をExcel帳票形式で出力します。

担当判定 担当教員 担当グループの計画書が提出された際に、担当教員での判定を実施する際に実行します。（次ページ参照）

担当再判定
（担再）

担当教員、AMEC 一旦承認した「担当判定」を変更したい場合に利用します。※「担当承認」から「緊急」へ変更したい場合等にご利用ください。
※担当教員が「保留」にした場合、AMEC権限でないと、再判定は出来ません。
※AMEC権限ユーザーでログインされた場合、ボタンの表示は「担再」と表示されます。

投票 全教員 担当教員が「緊急」判定を実施した際、投票ボタンが表示されます。内容を確認し、投票判定を実施します。

AMEC AMEC、（緊急）担当教員 計画書の 終判定を実施します。主に、全体会議での判定時に利用。緊急判定時、担当教員で 終判定の際にも利用。

【承認フラグについて】

【機能ボタンについて】



活動計画書のご利用について（計画書の出力について）

【提出内容を出力する】

[活動計画書：単票を出力する]
※計画書ごとにExcel形式の帳票で出力したい場合に利用します。

①出力したい記録データの「出力」ボタンをクリックすると、Excel形式でダウン
ロードを開始します。

[活動計画書：抽出した結果をCSV出力する]
※各グループ毎の記録データを出力されたい場合、又は年度の保存用に一
括でCSV出力されたい場合などにご利用ください。

①「検索条件」で、一括出力したい条件を設定し、「適用」ボタンをクリック。

②一覧に計画書データを表示。

③一覧の上部右側にある「CSV一覧出力」ボタンをクリックすると、抽出した計
画書データをCSV出力します。
※H28年度版より、参加者人数も表示されるようになりました。

活動計画書 提出一覧

「審査終了案件一覧へ」ボタン／
「審査中案件一覧へ」ボタンが切り

替わります。

出力ボタン

CSV一覧出力ボタン



活動記録：活動記録を提出する（学生版）

活動実施後、活動の記録を提出します。（※活動実施後、都度、提出してください。）
＜利用方法＞
①「課題研究(地域参加型学習)記録 ：新規提出」メニューをクリック。
②「活動記録入力フォーム」が開きます。必要事項を入力下さい。

③入力後、「確認画面へ」ボタンを押すと、入力内容の確認画面を開きます。
入力内容に誤りが無いか確認します。
もし、入力内容を変更したい場合は、「入力画面へ戻る」ボタンを押してください。

（ブラウザの「戻るボタン」は使用しないでください。）
④入力内容を確認したら、「提出」ボタンを押し、活動記録を提出します。

⑤活動記録について、担当教員より、「承認」「保留」「取下げ」の判定が実施されます。
「承認」以外の場合は、活動記録を再提出ください。

当日代表者
（必須）

代表者が計画書記載者と異なる場合はチェックを外すと、グループメンバーが表示され、
選択可となります。

活動日時（必須） 開始・終了予定日時、学内／施設・地域の選択（※学内／施設・地域を選択）、
場所（50文字以内）

活動内容（必須） 目的（100文字以内）、内容（200文字以内）、
経路およびスケジュール（ 大500文字程度で）

参加者（必須） 参加者にチェックを付ける。

マイクロバスの使用
報告

※チェック欄にチェックを付けると、入力フォームを表示。
乗車人数（必須）、計画と異なる場合の理由、 終目的地以外の訪問場所について記入。

宿泊の報告 ※チェック欄にチェックを付けると、入力フォームを表示。
宿泊人数、計画と異なる場合の理由(任意)を記入する。

借用物品の管理報
告

※チェック欄にチェックを付けると、入力フォームを表示。
※物品をすべて返却した／物品を消費または破損した いずれかを選択。
※「物品を消費または破損した」にチェックを付けると、「物品または破損の詳細」欄が表示
され、消費または破損した物品情報を登録する。

新規提出ボタン

活動記録
入力フォーム



活動記録：利用方法について（学生版）

＜提出一覧＞
・「地域研究(地域参加型学習)記録 ：提出一覧」メニューをクリックし、一覧を開きます。

・[提出一覧]
活動日時、参加者、場所/内容、 終更新日/登録日 が一覧表示されます。
「場所」リンクをクリックして、提出内容を確認下さい。

※「機能ボタン」については、「活動記録：機能ボタンについて」ページをご覧下さい。

＜活動記録の編集＞
・申請内容の編集は、担当の先生が判定を実施するまでのみ可能です。
（申請一覧に「編集」ボタンが表示されています。編集時は「編集」ボタンを押して、編集下さい。）

＜提出した活動記録を取下げたい場合＞
・申請を取り下げたい場合は、直接担当の先生に連絡下さい。

＜判定結果について＞
活動記録の判定結果について、「承認フラグ」欄に表示されます。
【ご案内】保留、もしくは取下げの場合、グループ毎に用意したMLに通知します。
⇒MLはグループメンバー全員へ通知します。

【承認の場合】
・申請一覧の「承認フラグ」欄が「承認」マークに切り替わります。
⇒承認の場合はメール通知はしません。

【保留の場合】
①保留メールを受信後、システムに入り、活動記録申請データ一覧を開きます。
②該当する活動記録データを確認し、「再提出」ボタンを押すと、申請内容の編集画面が開くの
で、指示内容を修正し、内容を確認⇒再申請を実施下さい。
※基本操作は「新規申請」と同じです。

【取下げ・却下の場合 】
・取下げメールを受信されたら、活動記録を再度新規に投稿し直してください。
（承認フラグには「取下げ」が表示されます。）

活動計画書 提出一覧

機能ボタン

活動計画書
提出一覧ボタン

承認フラグ



活動記録：機能ボタンと活動記録の出力について（学生用）

名称 機能

詳細 各活動記録の内容を確認します。

履歴 提出した活動記録データについて、「編集」や「保留」判定で再提出したもの、各状態を履歴管理しています。
編集したユーザー情報も記録している為、誰が編集したのか確認したい場合や、該当記事から編集して再提出したい場合に利用します。
※再提出は担当判定が実施される前まで有効。

編集 活動記録を編集したい場合に利用します。
※編集は担当判定が実施される前まで有効。

出力 活動記録をExcel帳票形式で出力します。ポートフォリオに綴じる活動記録ファイルを作成する際に利用します。

【機能ボタンについて】

【提出内容を出力する】
[活動記録：単票を出力する]
※該当する活動に参加した人は、各自の感想等記入し、ポートフォリオに綴じる必要がありま
す。下記手順で実施下さい。

①出力したい記録データの「出力」ボタンをクリックすると、活動記録ファイルをExcel形式でダ
ウンロードを開始します。

②ダウンロードした活動記録ファイルの「活動の評価・感想」欄に、個人の評価・感想等を入力
し、各自で保存・印刷し、ポートフォリオに綴じて下さい。

[活動記録：抽出した結果をCSV出力する]
※各グループ毎の記録データを出力されたい場合、又は年度の保存用に一括でCSV出力さ
れたい場合などにご利用ください。

①一覧の上部右側にある「CSV一覧出力」ボタンをクリックすると、抽出した記録データを
CSV出力します。

活動記録 提出一覧

機能ボタン

CSV一覧出力ボタン

承認フラグ



活動記録：その他の利用方法（学生版）

【承認済みの計画書データから、活動記録を作成する】
※提出した計画書データから、必要部分を利用して活動記録を作成します。

＜利用方法＞
①「課題研究(地域参加型学習)計画書 ：提出一覧」メニューをクリック。

②「活動計画書一覧」が開きます。

③承認済みのデータの機能ボタンの中に「活動記録作成」ボタンがあるのでクリックし
ます。

④選択した、計画書データの内容を反映して、活動記録入力フォームに登録内容が
表示されます。

⑤入力後、「確認画面へ」ボタンを押すと、入力内容の確認画面を開きます。
入力内容に誤りが無いか確認します。
もし、入力内容を変更したい場合は、「入力画面へ戻る」ボタンを押してください。

（ブラウザの「戻るボタン」は使用しないでください。）

⑥入力内容を確認したら、「提出」ボタンを押し、活動記録を提出します。

活動計画書
提出一覧ボタン

活動記録
入力フォーム

活動計画書 提出一覧

活動記録作成ボタン



「地域参加型学習」の授業への欠席・遅刻・早退連絡機能について（学生版）

＜学生の方へ＞
「地域参加型学習」授業への欠席・遅刻・早退について、
「地域参加型学習WEB」より、申請下さい。

＜利用方法＞
①「遅刻・欠席・早退連絡：新規連絡」メニューをクリック

②「遅刻・欠席・早退連絡フォーム」が開きます。
「理由区分（欠席/遅刻/早退）」を選択し、「申請日」「理由」を入力し、

「確認画面へ」ボタンを押します。

③入力内容を確認したら、「提出」ボタンを押し、遅刻・欠席・早退届を提出
します。

＜これまでの履歴を確認＞
「遅刻・欠席・早退連絡」履歴を確認します。

[検索機能]
設定した条件で一覧を抽出し、ソートします。
＊検索条件

・連絡区分（欠席/遅刻/早退）で一覧を抽出します。
・日付検索：「検索対象（更新日/申請日」でチェックした対象となる日付に
ついて、指定した期間内の連絡データのみを抽出します。

＊検索結果表示設定：ソートの並びの条件を指定します。
・並び順：更新日/申請日
・並び：昇順/降順 を設定します。

[遅刻・欠席・早退連絡履歴一覧]

・遅刻・欠席・早退連絡を確認します。各欄の「詳細」ボタンで連絡詳細を
確認できます。

新規連絡ボタン

遅刻・欠席・早退連絡フォーム

遅刻・欠席・早退連絡履歴一覧

※設定した条件でデータを抽出し、
履歴一覧をソートします。



活動報告書：活動報告書を提出する（学生版）

年度内に一度、指定された時期に、「活動報告書」を提出します。
＜ご案内＞
・年度内に一度のみ、提出する書式となります。
・ 終に登録されたものが「 新の報告書」として、優先されます。
・報告書の提出は、回数の制限をしていません。 終に提出したものが 新版とみなしますので、グループ内で誰が記載するのか、相談してください。

＜利用方法＞
①「活動報告書：新規提出」メニューをクリック
②「活動報告書入力フォーム」が開きます。必要事項を入力下さい。
[入力項目について]

新規提出ボタン

③入力後、「確認画面へ」ボタンを押すと、入力内容の確認画面を開きます。

入力内容に誤りが無いか確認します。

もし、入力内容を変更したい場合は、「入力画面へ戻る」ボタンを押してください。

（ブラウザの「戻るボタン」は使用しないでください。）

④入力内容を確認したら、「提出」ボタンを押し、活動記録を提出します。

⑤担当教員より、「承認」「保留」「取下げ」の判定が実施されます。

「承認」以外の場合は、活動記録を再提出ください。

担当地域・施設（必須） 担当地域・施設を入力します。

グループリーダー（必須） グループリーダーを選択します。

本年度の活動概要（必須） 本年度の活動概要を記入します。
(500文字以内)

次年度の活動の可能性（必須） 次年度の活動の可能性を記入します。
(300文字以内)

感想（必須） 活動の感想を記入します。
(500文字以内)

活動報告書
入力フォーム



活動報告書：利用方法について（学生版）

提出一覧ボタン

＜提出一覧＞
・「活動報告書 ：提出一覧」メニューをクリックし、一覧を開きます。

＜活動報告書の編集＞
・申請内容の編集は、担当の先生が判定を実施するまでのみ可能です。
（申請一覧に「編集」ボタンが表示されています。編集時は「編集」ボタンを押して、編
集下さい。）

＜提出した活動報告書を取下げたい場合＞
・申請を取り下げたい場合は、直接担当の先生に連絡下さい。

＜判定結果について＞
活動報告書の判定結果について、「承認フラグ」欄に表示されます。
【ご案内】保留、もしくは取下げの場合、グループ毎に用意したMLに通知します。
⇒MLはグループメンバー全員へ通知します。

【承認の場合】
・申請一覧の「承認フラグ」欄が「承認」マークに切り替わります。
⇒承認の場合はメール通知はしません。

【保留の場合】
①保留メールを受信後、システムに入り、活動報告書申請データ一覧を開きます。
②該当する活動報告書データを確認し、「再提出」ボタンを押すと、申請内容の編集
画面が開くので、指示内容を修正し、内容を確認⇒再申請を実施下さい。
※基本操作は「新規申請」と同じです。

【取下げ・却下の場合 】
・取下げメールを受信されたら、活動報告書を再度新規に投稿し直してください。
（承認フラグには「取下げ」が表示されます。）

※「機能ボタン」については、「活動記録：機能ボタンについて」ページをご覧下さい。

活動報告書 提出一覧

機能ボタン
※詳細は、「活動報告書：機能ボタンに
ついて」をご覧下さい。

承認フラグ



活動報告書：機能ボタンと報告書の出力について（学生用）

名称 機能

詳細 各活動報告書の内容を確認します。

履歴 提出した活動報告書データについて、「編集」や「保留」判定で再提出したもの、各状態を履歴管理しています。
編集したユーザー情報も記録している為、誰が編集したのか確認したい場合や、該当記事から編集して再提出したい場合に利用します。
※再提出は担当判定が実施される前まで有効。

編集 活動報告書を編集したい場合に利用します。※編集は担当判定が実施される前まで有効。

出力 活動報告書をExcel帳票形式で出力します。

【機能ボタンについて】

【提出内容を出力する】

[活動報告を単票を出力する]
※活動報告書ごとにExcel形式の帳票で出力したい場合に利用します。

①出力したい報告書データの「出力」ボタンをクリックすると、Excel形式でダウンロード
を開始します。

[活動報告書について、抽出した結果をCSV出力する]
※年度の保存用に一括でCSV出力されたい場合などにご利用ください。

①一覧の上部右側にある「CSV一覧出力」ボタンをクリックすると、抽出した報告書
データをCSV出力します。

活動報告書 提出一覧

機能ボタン

CSV一覧出力ボタン



アンケート機能：チーム力評価 ～アンケートへの回答～

回答後画面
（完了メッセージ）

＜アンケートへの回答＞
※アンケート回答画面はアンケート期間実施中のみ表示されます。
• アンケートの回答はスライダー形式で選択頂きます。

（スライダー操作は、PCはマウス、スマートフォン、タブレットは指で指示して下さ
い。）

• スライダーを左右に移動し、値を設定して下さい。
（画面左側に数値が表示されているので、設定時の目安としてください。）

• 備考欄以外の質問事項に対し、全て回答下さい。未回答があれば、エラー表示し、
アンケートは登録できません。

• 「リセット」ボタンを押すと、現在回答中の質問事項をリセットしますので、再度回答
しなおしてください。

• アンケートの回答を完了すると、完了メッセージを表示します。

【ご注意事項】
• アンケートの回答は一度回答を完了すると、編集不可となっています。

もし、誤って回答をした場合等、やむを得ず回答を変更したい場合は
事務局までご連絡下さい。

未選択があるとエラー表示します。

あなたの所属するグループへの「チーム力評価」アンケートを実施・結果確認します。

アンケート
回答入力画面

アンケート実施ボタン
＜「チーム力評価」アンケートの実施＞
• トップページのメニューより「チーム力評価」の「アンケート実施」ボタンをクリック

して、アンケートを実施下さい。



アンケート機能：チーム力評価 ～アンケート結果の確認～

＜質問内容＞
各問の質問事項を表示します。
質問内容は、こちらで確認下さい

＜アンケート結果を表示する＞
• トップページのメニューより、「アンケート結果」ボタンをクリックし、「チーム力尺度

アンケート結果」を確認します。

アンケート実施期間終了後、アンケート集計結果を画面上にて確認します。

＜アンケート結果を表示する手順＞
※「チーム力尺度アンケート結果」について、「対象月」で選択した月の全グループ
のチーム力評価を結果表示します。
※アンケート結果はアンケート結果データが登録されている場合のみ表示します。
＜手順＞
• 画面上部の「対象月」から、確認したい「月」を選択し、「選択ボタン」をクリックす

ると、アンケート集計結果を表示します。
• 「各設問毎の相対評価(無し=70点を平均点として評価) 」にチェックを付けると、

70点を平均値とした評価値を表示します。

「選択」ボタン

チーム力評価 集計結果

アンケート結果ボタン

「対象月」の選択

「各設問毎の相対評価(無し=70点
を平均点として評価) 」チェック



アンケート機能：プロフェッショナリズムとコミュニケーション能力のピア評価
～アンケートへの回答～

②アンケートへの回答
• アンケート回答はスライダー形式で選択します。
• 備考欄以外の質問事項に対し、全て回答下さい。 未回答があれば、アンケートは登録できません。
• 「評価対象者」の回答が完了すると、「回答済み評価対象者」にメンバーのグループ内番号・ニックネーム

を表示しますので、回答・未回答の確認に利用してください。
• チーム内全員へのアンケートが終了すると、アンケート実施完了メッセージが表示されます。

＜アンケートへの回答＞ ※アンケート回答画面はアンケート期間実施中のみ表示されます。
①「評価対象者」を選択
＊リストに未回答の評価対象者が表示されるので、「評価対象者」を選択します。

自分が所属しているグループメンバ―の
グループ内番号・ニックネームが表示されます。

あなたの所属するグループの各メンバーに対して「プロフェッショナリズムとコミュニケーション能力
のピア評価」のアンケートを実施・結果確認します。

「回答済み評価対象者」を一覧表示します。

アンケート入力

「評価対象者」の選択

＜アンケートの実施＞
トップページのメニューより「プロフェッショナリズムとコミュニケーション能力のピア評価」の
「アンケート実施」ボタンをクリックして、アンケートを実施下さい。

＊リスト内の評価対象者について、実習時に不在等で評
価できない場合等は、「選択中の評価対象者は活動に参
加していないので評価出来ません。 」にチェックを付けて
ください。
※チェックすると全て未設定状態での投稿が可能となり、既に
値を設定中の値も未設定として登録する事が出来ます。

回答後画面
アンケート完了メッセージ

【ご注意事項】
• アンケートの回答は一度回答を完了すると、編集不可となっています。

もし、誤って回答をした場合等、やむを得ず回答を変更したい場合は
事務局までご連絡下さい。

アンケート実施ボタン



アンケート機能：プロフェッショナリズムとコミュニケーション能力のピア評価
～アンケート結果の確認～

アンケート実施期間終了後、あなたの評価対象値について、アンケート結果を確認します。

＜アンケート結果を表示する＞
• トップページのメニューより「アンケート結果」ボタンをクリックし、「ヒア評価結果」を確認します。

＜アンケート結果について＞
アンケート結果は、実施終了月順に、上から月ごとに表示します。
• マーカーにマウスONすると、それぞれの数値が表示されます。

• オレンジ：あなたの平均値
• ■：全体/グループ/学部の平均値

＜アンケート結果を表示する手順＞
「プロフェッショナリズムとコミュニケーション能力のピア評価」について、評価対象を選択し、結果表示します。

【手順】
• 画面上部の「平均・標準偏差」セレクトボックスから、確認したい「評価対象」を選択すると、アンケート集計結果を表示します。
• 「評価対象」は下記より選択します。

• 「全体」：学年全体のあなたの平均値を表示します。
• 「学部」：あなたの所属学部を基準としたあなたの平均値を表示します。
• 「グループ」：グループ内のあなたの平均値を表示します。

バー部分は標準偏差値
を表します。

アンケート結果ボタン

アンケート結果

「平均・標準偏差」
セレクトボックス


