
試験および成績評価

　試験とは、授業の理解度および到達度をはかり、単位を認定するために実施されるもので、履修者は単位
修得のためには必ず試験を受けなくてはなりません。また、成績は試験だけでなく、普段の授業態度や平常
点を加味して総合的に評価されます。

1　試験の方法
　筆記、口述、レポートや作品の提出、実験や実技等で行われます。
　詳しくは、各科目のシラバスに記載されている評価方法と授業中の科目担当者からの指示、掲示を確認し
てください。

2　受 験 資 格
　次に該当する者には受験資格が認められませんので注意してください。
　１）履修登録をしなかった者
　２）正当な理由なく授業料を滞納している者
　なお、出席状況が常でない者も、受験を認められない場合があります。

3　筆 記 試 験
　筆記試験は、授業中または試験期間中に行います。筆記試験の「受験の心得」を守ってください。
「受験の心得（義務）」
①筆記試験の詳細（試験時間、持ち込み、遅刻の扱い等）については、科目担当者の指示に従うこと。
②試験時間の５分前には入室し、監督者の指示に従い着席すること。
③受験の際は学生証を机上に提示すること。
　・学生証を紛失または持参し忘れた場合は、試験時間前までに証明書自動発行機で（学内試験用）仮学生

証（発行手数料200円）を購入の上、教務課窓口で手続きを行うこと。
　・仮学生証は教務課の承認印が押印されているもののみ有効で、発行した当日限り使用することができる。
　・交付した仮学生証は試験終了後、教務課に返却すること。

試験から単位修得までの流れ

試 験

単 位 修 得

成 績 発 表 ・「成績通知書」で成績を確認する。

・単位認定。卒業要件を満たした場合は卒業となる。

・筆記試験、口述試験、レポート・作品提出等の方法で行われる
ので、科目担当者の指示に従うこと。

・授業期間終了後（試験終了後）に、科目担当者から個別に試験
実施後の連絡がある場合があります。

　掲示および学生ポータルサイトにおいて必ず確認すること。

授 業

履 修 登 録
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4　レポート試験
　レポートは指定された日時、場所に提出しなければ受理されません。提出にあたっては次の事項に注意し
てください。
「レポート提出の際の注意事項」
①レポートの作成・提出については、すべて科目担当者の指示通りとする。
②用紙は、レポート用紙か科目担当者が指定する用紙を使用し、絵柄などが書いてあるものやルーズリーフ
などは使用しない。

③本文とは別に表紙を１枚つけます。表紙には、科目名（正式名称）・テーマ・科目担当者名・学科・学年・
クラス・学籍番号・氏名等をペン書きで明記する。

④科目担当者が読みやすく、また、用紙がバラバラにならないようにホチキスまたはクリップで綴じる。
「教務課に提出する場合」
①受付時間８：50～17：00（最終日は15：00まで）　※時間厳守のこと。
　ただし、土曜日、日曜日、祝日、事務取扱いをしない
日を除く。郵送や代理の提出は認めない。

　また、提出期限を過ぎた場合は、「試験に欠席した場
合について」（P.31）を参考に、各自で手続きすること。

②レポートを提出する際は、「レポート提出の際の注意
事項」を確認し、必ず表紙を作成し、ホチキス留めの
上、事務室内の「レポート等提出BOX」に入れる。

　記入漏れがあったりホチキス留めをしないと、他人の
レポートと混在して迷惑がかかる他、自分の不利益に
なる恐れがあるので注意すること。

③一度提出したレポートは返却しないので、提出場所を
間違えないようにすること。

④科目担当者から指示されていない筆記用具以外の持ち物は、机上または机の中に入れないこと。一括して
椅子の下に置く。

　・携帯電話等は電源を切り、机上に置かない。科目担当者の許可がない限り、時計、電卓としての使用は
不可。

　・持ち込みが「全て可」の場合にも、その内容・数量に充分留意し、周囲の受験者の迷惑にならないよう
にする。

⑤その他、試験場においては監督者の指示に従うこと。

5　レポート評価コモンルーブリック

　「ルーブリック」とは、学習の達成度を判断する基準を示したものです。本学の教育開発支援センター
（EDC）では、教員が適切なレポート評価を行なうための参考として、レポートの評価の基準を明示した「レ
ポート評価コモンルーブリック」を作成し、各教員に配布しています。
　このルーブリックには、大学生が書くレポートに求められる重要なポイントが書かれています。したがっ
て、学生のみなさんがルーブリックに書かれている内容を十分に理解することは、レポート作成のプロセス
や論述の基本的要件を学ぶことにつながります。また、レポートの到達目標、評価の観点・基準を意識しな
がらレポート作成に取り組むこともできます。完成度の高いレポートが作成できるよう、ぜひこのルーブ
リックを活用してください。
　なお、授業によっては、教員が独自の評価基準（例えば特定の授業科目用レポートルーブリック）を作成
する場合もあります。実際のレポート課題で、どのような評価基準を用いるかについては、各授業の教員に
確認してください。

１．コモンルーブリックの趣旨

レポート等提出BOX

■　　履修「大学　総合人間科学部」
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　「レポート」が成立するための条件は、「論述されていること」です。「レポート評価コモンルーブリック」
では、この「論述」について評価するための標準的な観点として、以下の三点を設定しました。
　・観点①：自分の考えや主張（論点）が明確で、論理的な説明ができている
　・観点②：自分の考えや主張（論点）の根拠となるデータや参考文献を適切に用いている
　・観点③：文章の体裁・表現の推敲が行われている
　与えられた課題・テーマについて、自分の考えや主張が、文献・調査・実験などを通して得られた根拠に
もとづいて、論理的に述べられていることが「論述」の条件です。また、大学で求められる学術的な文章を
書くことは、アカデミック・ライティングともいわれ、一定の規範に従って書かれる必要があります。
　なお、このコモンルーブリックでは、評価の配点については明記していません。あくまでも評価の基準を
示すものであり、実際の配点はレポートごとに各教員の判断で設定されます。

　コモンルーブリックの観点①②については０～４の５段階のレベ
ルに相当する内容を記述しています。観点③「推敲」については、
誤字・脱字の量や文章の完成度に応じて、柔軟に設定できるように、
３段階のレベルに設定しました。
　なお、レベルの意味は右の表のとおりです。

・評価の観点①　論述・考察
　「自分の考えや主張（論点）が明確で、論理的な説明ができている」
　この観点での「自分の考え」とは、「テーマについて、文献や資料を調べた上で引き出された考え」で
あり、「問題となる事柄や他者の主張に対しての賛否」なども含まれます。ここでは、こうした“自分の
考え”が論理的に説明できているかが評価のポイントとなります。

・評価の観点②　考察の根拠
　「自分の考えや主張（論点）の根拠となるデータや参考文献を適切に用いている」
　ここでは、「“自分の考え”の根拠がどのように提示されているか」「信頼度の高いデータや参考文献を
十分に調べ、それらを“自分の考え”の根拠として用いているか」が評価のポイントとなります。

・評価の観点③　文章体裁・推敲
　「文章の体裁・表現の推敲が行われている」
　ここでの「文章の体裁・表現」とは、適切な段落構成、文体の統一、主述の対応などを指します。推敲
（すいこう）とは、自分の書いた文章を何度も読み返し、修正を重ね、より良い文章に整えていくことを
指します。したがって、十分に推敲された結果として、体裁が整えられ、文章表現上の間違いのない正確
な論述となっているかが評価のポイントとなります。

　ルーブリックとは別に、レポート提出にあたってぜひとも確認しておくべき項目を、チェックリストとし
て用意しました。特に指示がない場合でも、自分の書いたレポートを読み手の目線から振り返ることは、常
に心がけるべきことです。このチェックリストも、自分のレポートの自己診断用のツールとして活用してく
ださい。

※「レポート評価コモンルーブリック」と「レポート提出用チェックリスト」のPDFファイルは、いつで
も必要なときに学生ポータルサイトからダウンロードできます。

２．評価の観点

３．評価のレベル

４．観点ごとの評価のポイント

５．レポート提出用チェックリスト

【レベルの意味】
４：期待以上の完成度
３：十分に満足できる
２：やや努力を要する
１：かなりの努力を要する
０：不可
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6　不 正 行 為
　試験において不正行為があった場合、「試験における不正行為等に関する細則」（P.222参照）に基づき当
該学期に履修している全ての授業科目の成績が無効になります。
不正行為とは
①監督者の指示や注意に従わない行為
②他人に試験を代行させたり、他人の試験を代行したりする行為

尚絅学院大学　レポート評価コモンルーブリック

評価の観点 レ ベ ル
４ ３ ２ １ ０

自分の考えや
主張（論点）
が明確で、論
理的な説明が
できている。

レポートの課
題に関して、
自分の考えや
主張（論点）
が明確で、論
理的な説明が
できており、
説得力のある
結論を導いて
いる。

レポートの課
題に関して、
自分の考えや
主張（論点）
を示している
が、論理的な
説明に改善の
余地がある。

レポートの課
題に関して、
ある程度自分
の考えや意見
を示している
が、論理的な
説明が不十分
である。

レポートの課
題に関して、
他人の考えや
意見の記述に
留まっている。
論理的な説明
ができてない。

レポートの課
題に答えるよ
うな自分の考
えや主張（論
点）が全く示
されておらず、
論理的な説明
もできてない。

自分の考えや
主張（論点）
の根拠となる
データや参考
文献を適切に
用いている。

質が高く信頼
性の高いデー
タや参考文献
などを的確に
用い、自分の
考え（論点）
の根拠として
十分に活かし
ている。

自分の考えや
主張（論点）
の根拠となる
データや参考
文献を概ね適
切に用いてい
る。

自分の考え（論
点）の根拠と
なるデータや
参考文献を用
いているが、
質・量ともに
やや不十分で
ある。

データや参考
文献を用いて
いるが、信憑
性に欠けるな
ど、根拠とし
て不適切であ
る。

自分の考えや
主張（論点）
の根拠を示し
ていない。

文章の体裁・
表現の推敲が
行われている。

体裁が整えら
れ、間違いが
なく慎重かつ
丁寧に推敲さ
れ た 文 章 と
なっている。

文章の体裁、書式に配慮し、推敲された文章となっ
ているが、改善すべき点がある。

文章の体裁が
整っておらず、
表現上の間違
いが非常に多
く、推敲の跡
が見られない。

レポート提出用チェックリスト
　レポートを提出する際に、以下のすべての項目について必ずチェックを行ない、問題があった箇所は必ず
修正を行なった上で提出すること。

１．全体
□　課題（テーマ）に応じた内容となっているか？
□　指定された執筆形式（書式、分量、用紙など）を守っているか？

２．文章の体裁・表現
□　誤字、脱字、変換ミスはないか ? 
□　文体は「である」調で統一されているか？
□　文章は適切な段落に区切られているか？
□　不適切な文章はないか？（主語・述語のミスマッチ、口語表現、体言止め）

３．引用・参考資料
□　引用の書き方は守られているか？
□　参照・引用したすべての参考文献・資料について出典を明記してあるか？
□　他人の文章、画像、データなどの剽

ひょうせつ

窃・盗用は行なっていないか？

■　　履修「大学　総合人間科学部」
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7　試験に欠席した場合
　試験欠席の場合は３日以内に、科目・日時・理由を科目担当者および教務課に連絡し指示を受けてくださ
い。詳細は、「欠席」（P.31）を参照してください。
　欠席の連絡がない場合は、単位取得の意志がないものとみなされる場合もあるので、各自責任を持って連
絡をしてください。

8　単　位　認　定
　単位の認定は平常の成績と筆記試験、レポート、作品、実技等の成績を総合的に評価し、その判定が60
点以上の合格点に達したときにはじめて認定されます。

9　成績通知および成績評価
１．成績通知（開示）
「成績通知書」の配布
　成績の通知は、前期科目については「後期オリエンテーション」で「成績通知書」を配布します。
　通年・後期・集中講義科目については、３月上旬（最終学年）または下旬（最終学年以外）に郵便物送付
先へ本人・保証人（保護者）連名宛で送付します。なお、「成績通知書」は卒業まで大切に保管してください。

２．成績評価
　成績評価基準は次のとおりです。
　各授業科目の成績評価の方法・学修の到達目標は、シラバスに記載してあります。

（大学）

判　　　　定 評価 素点 意　　　　味

合　格
（単位認定）

Ｓ 100～90点 特に優秀な成績
Ａ 89～80点 優秀な成績
Ｂ 79～70点 普通の成績
Ｃ 69～60点 合格と認められる最低の成績

Ｎ 認　定 本学以外で修得した科目および実験・実習等の科目で、
素点では評価しにくい科目等の認定

不合格 Ｆ 59点以下 不合格

また、成績確定後は「学生ポータルサイト」で成績の確認ができます。

③他人の学生証で受験する行為
④他人の答案を見たり、他人に見せたりする行為
⑤答案用紙等の交換や賃借する行為
⑥言語・動作・電子機器等で連絡をする行為
⑦持ち込みを許可された物以外の物を使用する行為
⑧持ち込みを許可されている物を賃借する行為
⑨答案作成に利用する目的で、学内の施設・設備、受験者の身体、衣服、筆記用具等に書込む行為
⑩他人に代行させたり、代行したりする行為
⑪他人のレポートや製作物を盗む行為
⑫他人のレポートや製作物を転写・複製する行為
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　「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｆ」の５段階評価に、次のＧＰを付与します。
　Ｓ＝４点　Ａ＝３点　Ｂ＝２点　Ｃ＝１点　Ｆ＝０点
　その後、以下の式でＧＰＡを算出します。

ＧＰＡ ＝
（履修登録単位数×その科目のＧＰ）の合計

（履修登録単位数）の合計

　※小数点第３位以下を切り捨て、小数点第２位まで算出します。

（計算例）

授業科目名 単位数 評価 ＧＰ 単位数×ＧＰ
キリスト教概論 ２ Ａ ３ ２×３＝６
法学入門（日本国憲法） ２ Ｓ ４ ２×４＝８
情報処理演習Ａ １ Ｂ ２ １×２＝２
キャリアデザインⅠ ２ Ｃ １ ２×１＝２
社会心理学Ⅰ ２ Ｆ ０ ２×０＝０
心理学概論Ⅱ ２ Ｓ ４ ２×４＝８

合　　計 11 26

ＧＰＡ ＝ 26÷11＝2.3636…　→ 2.36

１．ＧＰＡの算出方法

10　ＧＰＡ
　ＧＰＡ（Grade Point Average）とは、米国の大学の成績評価尺度として知られているもので、成績評価
を受けた授業科目について、それぞれの成績評価に対応して付与されるＧＰ（Grade Point）の１単位あた
りの平均値のことです。大学における学習の成果を端的に示す数値として使われます。
　本学では、学生の学習成果の達成意欲を高めるとともに、適切な履修指導や学習支援をする目的でＧＰＡ
を用いています。
　ＧＰＡの算出においては、不合格となった科目も対象となりますので、個々の状況に合わせた履修計画、
学習計画が大切になります。

３．成績評価確認の申し立て
　成績評価が間違っていると思われる十分な理由がある場合に
は、教務課に成績評価に間違いがないかの確認を以下の手続き
により申し出ることができます。これは、安易に成績評価の再
考・変更を求めるものではありません。成績評価に疑問を持つ
確固たる根拠がある場合にのみ申し出てください。詳細は、「成
績確認の申し立てに関する細則」（P.222）を参照してください。
　方法：教務課に「成績評価確認申立書」を提出してください。
　期間：原則成績開示から７日以内
　　※詳細の期間に関しては、成績通知書または学生掲示板の

指示に従うこと。

「成績評価確認申立書」見本

■　　履修「大学　総合人間科学部」
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11　卒業再試験制度
　４年次の卒業判定時（３月初旬）において、１科目未修得のために卒業できない学生に対して、教授会の
議を経て、学科及び科目担当者が認めた場合に限り、その科目の「卒業再試験」を受験することができます。
　ただし、欠席が多い場合、評価点が非常に低い場合、卒業再試験までの学修では不十分と判断された場合
などは「卒業再試験」が認められないことがあります。
　なお、卒業再試験は卒業を保証するものではありません。
　また、この制度による卒業は３月末となり、通常の卒業式で卒業証書は授与されません。（「履修・単位認
定に関する規程」（P.221）を確認してください。）
　注意　卒業再試験の受験者が不合格となった場合、これ以上の措置は行いません。

２．ＧＰＡの種類
　ＧＰＡには、対象とする期間に応じて、学期ＧＰＡ、年度ＧＰＡ、通算ＧＰＡがあります。

①共通教育科目
②専門教育科目
③他学科専門教育科目
※認定（Ｎ）された科目は、算出から除外します。

３．ＧＰＡの対象科目

　不合格「Ｆ」になった科目を再履修した場合には、不合格時のＧＰと単位数は除外せず、新たな評価の
ＧＰと単位数を加えて算出します。

４．再履修科目

　算出されたＧＰＡは、下記の通り、履修指導や学習支援その他の目的で使用します。
①成績通知書への記載 ④尚絅学院大学入学特待生の継続資格
②２年次以降の履修登録単位数の上限の設定 ⑤尚絅学院大学在学特待生の選考基準
③外国人留学生の給付金減免の選考基準

５．ＧＰＡの活用

S H O K E I　　■
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