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ポートフォリオとは

ポートフォリオとは、部活や学校外の活動成果など、学校生活のさまざまな活動を記録したものです。
さらにデジタルで残しておけば、保存性が良く、情報の整理整頓ができ、効率的に記録を振り返ることができます。

生徒会

議事録

部活動

練習

ボランティア
活動

提出物

課外授業

議事録

留学経験

留学

デジタルに残すメリット

● なくす心配がない
● 時系列に並ぶ
● 必要な内容だけ検索

さまざまな活動

記録に残す

生徒会 ボランティア
活動 部活動 課外授業 留学経験

効率的な
振り返りが

可能に
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なぜポートフォリオが必要なのか

今後社会で必要になる主体性を育むための振り返りと、
就職や大学選抜のシーンで主体性を評価してもらうためのまとめ直しに必要です。
どちらも一時期に集中して記録を残すのではなく、日々の記録が大切になります。

これからの社会に必要な
主体性を育む振り返り

就職や大学選抜に向けた
多面的評価の準備

人材の変化

社会の変化

●社会の変化
2030 年に向けてAI 時代が到来。社会が大きく変化するなか
で、社 会で求 められる人 材 も変 わります。重 要 になるのは 
主体的に学び続けられる力です。

価値の持続継承
終身雇用

正解に早く
たどり着ける人

価値の創造
キャリア多様化

自ら問いを立て
課題解決できる人

●大学入試の変化
2021 年度の大学入試から、一般入試においても主体性など
の新たな観点を、選抜合否の判断材料に活用することが大学
に求められています。

活動報告書

●多面的評価
多面的評価については、各大学が調査書や志願者本人の記
載する資料等の提出を求めます。
※提出の有無や、活用方法などは　各大学によって異なります。

アスリートブック

●振り返りの重要性
主体性を育む鍵は目標・計画を振り返ることです。例えば、 
スポーツの場合でいうと、試合や練習を振り返るアスリート 
ブックをつけることです。

PLAN ACTION

DO CHECK

Good example

知識・技能

思考力・判断力・表現力等

主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

2021年度から

知識・技能
（基礎学力）

2020年度まで

NEW!

NEW!

調査書
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こんな風に
使ってみよう

スタディサプリのポートフォリオ機能

活動メモ

P.6 - P.9

アンケート

スタディサプリでは様々な機能が利用できます。
各機能の特徴と入力項目をご説明します。

特徴
日々の活動をメモとして
残すことができる

入力項目
自由記入。
写真やファイルの添付も可能。

いつでも入力OK !

P.10 - P.11

※画面は変更の可能性があります。

部活動に対する目標設定を行い、そこか
らの活動を継続的に記録をしましょう。
活動が終了したら、振り返りを行い、そ
の行事から何を学んだのか、どう貢献し
たのか等を明確にすることが大切です。

部活動への
目標を設定する。活動メモ

● 部活動

サッカー

目標

部活動の記録を残す

部活動
始動
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スタディサプリのポートフォリオ機能

特徴
先生から送られてきた
アンケートに回答する

入力項目
先生に設定された
質問に回答

先生からアンケートを
受け取ると回答できる

ポートフォリオ
まとめ直し
支援機能

特徴
記入済みの「活動メモ」と「アン
ケート」の内容を一覧で確認す
ることができる

活動メモ・アンケートに
記入した内容を閲覧

P.12 - P.13

【注意】
※アプリをご使用の場合、アプリのバージョンによって各機能が表示されない場合があります。 

表示されない場合、お手持ちのスマートフォンのアプリのバージョンを最新化してください。 
iOS: App Store  Android: Google Play

※「学びのデータ」は2020年9月10日から閲覧のみ可能になりました。2020年9月9日までに記
入された内容が閲覧できます。

サッカー

練習

日々の練習や努力を
記録しておく。

先生から練習試合
の振り返りのアン
ケートが出された
ので回答する。

活動メモ アンケート

● 部活動
部活動の記録を検索し、
活動を振り返る。

● 部活動
大学提出用に
部活の活動を
まとめて記録。

● 部活動● 部活動

レギュラー
獲得

まとめ
直し練習試合 大学提出用

書類

まとめ直し
支援 活動報告書
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活動メモ 活動メモはデジタルで記入し保存できるメモ帳です。
テキストや写真、資料をいつでも気軽に保存することができます。

活動メモは、以下の手順で表示することができます。

ページ下部にあるマイページ内の学校タブから
「活動メモ」を選択します。

活動メモの表示1

アプリの場合 スマホサイト・パソコンの場合

ホーム画面をスクロールし、
「新規活動メモを記録する」を選択します。

※画面は変更の可能性があります。
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新しい活動メモを投稿する

画面下の鉛筆マークを選択します。

活動メモは以下の手順で投稿することができます。

2

2

3

6

4

8

5

7

活動内容

5000文字以内で入力できます。

3

● 探究活動
● 部活動
● 表彰・顕彰
● 生徒会・委員会
● 学校以外の活動

● 資格・検定
● 留学・海外経験
● 学校行事
● その他

カテゴリ

カテゴリの選択は必須となります。以下のカテ
ゴリから該当する項目を選択してください。

6

タグ

1つの活動メモに、30文字以内のタグを最大30
個まで設定できます。タグを計画的に付けてお
くと、あとで振り返るのに非常に便利です。
例）行事名、教科名、部活動名、その他内容のキーワード

（目標、結果、議事録など）、自分の気持ちの記録（楽しか
った、悔しかったなど）

7

画像

活動メモに、JPEG、PNG、GIF 形式の画像を添
付します。1ファイル 5MB 以下までの画像を最
大5枚まで追加できます。

4

ファイル

活 動メモにファイルを添 付します。1ファイル
20MB 以下までのファイルを最大5つまで追加で
きます。追加できるファイル：PDF、PowerPoint、
Word、Excel

5

タイトル

200文字以内で入力できます。

2

公開設定

活動メモは先生にも公開されます。下書きなど
の共有したくない内容は、「先生に共有しない」
を選択してください。

8

詳細を入力して「記録する」を選択します。

テンプレート

テンプレート（ひな形）を選んで入力できます。

1

1
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活動メモを検索する
「カテゴリ・タグで絞り込む」から活動メモを検索することができます。

検索後には、検索条件が表示されます。
・ 活動メモの絞り込みは 「カテゴリ」×「タグ」 でもできます
・ 活動メモは記録済みの活動メモのタグまたは
 カテゴリをクリックすることでも絞り込むことができます

カテゴリ・タグで絞り込むを選択し、「絞り込みを解除」を選択 
すると、作成したすべての活動メモが表示されます。

カテゴリ検索
プルダウンから１つのみ選択して検索できます。

タグ検索
文字を入れると、過去に自分が入れたタグから候補が
表示されます。1つのみ選択して検索できます。

絞り込みを解除する場合

3

※画面は変更の可能性があります。
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活動メモを編集・削除する
記録した活動メモは編集・削除することが可能です。

編集を行いたい場合
編集したい活動メモの右上の「・・・」を選択し、「編集」を選
択すると、作成済みの内容を編集できます。入力した内容
を編集したり、タグや画像などを追加することができま
す。編集が終わったら「記録する」を選択します。

削除を行いたい場合
削除したい活動メモの右上の「・・・」を選択し、「削除」を 
選択すると、作成した活動メモを削除することができます。

4
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アンケート アンケートは、先生から配信されたアンケートに回答するための機能です。
提出後も自分が回答した内容を確認することができます。

アンケートは、以下の手順で表示することができます。

アンケートの表示

アプリの場合 スマホサイト・パソコンの場合

※アプリの場合は、新着時と 締切間近（3日前）に通知が届きます。 
※「アンケート一覧を見る」は、

4件以上アンケートが配信されている場合、表示されます。

ページ下部にあるマイページ内の学校タブから
「アンケート」を選択します。

ホーム画面をスクロールし、
「アンケート一覧を見る」を選択します。

1

※画面は変更の可能性があります。
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アンケートの回答
アンケートの一覧から、

回答したい該当のアンケートを選択します。
回答画面が開いたら、質問内容に回答し、

「提出する」を選択すると、提出することができます。

※必須ラベルが付いた質問は、回答しないと提出ができません。

回答を提出したあとも、提出期限内であれば回答を再編集して提出することができます。

アンケートの再編集

再編集したいアンケートを選択し、
「内容を編集する」を選択します。

再編集したあと、「提出する」を選択すると、
再提出することができます。

2

3
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ポートフォリオ 
まとめ直し 
支援機能

高校在学中の活動のまとめを記入する際に、今まで書き溜めた活動メモとア
ンケートを参照できる機能です。
カテゴリやタグ、期間、フリーワードで検索し、記録された活動メモ、アンケー
トを表示することができます。
自分が今まで書き溜めた内容を見直し、過去に自分が学んだこと、活動したこ
と、考えたことなどを思い返しながら、今までの活動のまとめを記入しましょう。

活動メモまたはアンケートを表示する1

※画面は変更の可能性があります。

活動メモを新規作成する、または配信された 
アンケートを選択する

2

右下のボタンを選択する3

表示したい条件で検索し、過去に記録された 
活動メモとアンケートの投稿を表示する

4

今まで書き溜めた内容を見直し、振り返りなが
ら、活動のまとめをする

5
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アンケート

活動メモ

ポートフォリオまとめ直し支援機能の利用時のポイントについては、下記をご確認ください。

検索

キーワード
・ キーワードは1つのみ入力できます。
・ 活動メモはタイトル、タグ、本文、アンケートはタイトル、説明

文、質問文、回答に記載されているテキストを検索可能で
す。

・ 全角・半角は区別されて検索されます。
・ テキストの前後に空白が入っている場合、検索はできませ

ん。

期間
・ 期間は年度で選択することができます。
・ 過去の記録がある年度が選択肢として表示されます。

カテゴリ
・ 活動メモは自分が登録したカテゴリ、アンケートは先生が設

定したカテゴリで検索できます。

タグ
・ 活動メモで設定したタグで検索できます。
・ 検索されるのは活動メモの投稿です。
・ 入力欄をタップすると、今までに記録したタグが表示されま

す。

※検索条件を変更したい場合は「検索条件をすべてクリア」を選択します。

表示結果

・ 表示結果で活動メモとアンケートはアイコンによって見分
けることができます。

・ アンケートは自由回答が含まれるアンケートのみ一覧に表
示され、自由回答に記入した内容を確認できます。
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一括ダウンロード
ポートフォリオ機能に記載した内容をダウンロードするための機能です。
学校契約が終了する前に、書き溜めた内容をHTMLファイル形式でダウンロードする 
ことにより、各自保存することができ、契約終了後も閲覧可能となります。

一括ダウンロード利用にあたっての注意事項

	z パソコンのみで作業が可能です
スマートフォンやタブレットではダウンロードできませんのでご注意ください。

（一部のパソコンでは作業できない場合がございます。その場合は別の機種のパソコンでお試しください。）

	z 時間に余裕のある状況で行ってください
ファイルの作成および、ダウンロードにかかる所要時間は、記載したポートフォリオの量やお使いのパソコンの性能、
通信環境によって変わります。予め時間に余裕のある状況でご利用ください。

	z パソコンの空き容量を確認してください
記載したポートフォリオの量によってはデータが大きくなるため、大量の保存空き容量が必要になります。

	z ダウンロードしたファイルは閲覧専用です
ダウンロードしたファイルを編集することはできません。

	z ポートフォリオ機能の記載内容がダウンロードされます
活動メモ、アンケート、学びのデータの内容がダウンロードされます。一部の機能だけを抽出することはできません。
※学びのデータは2020年9月9日までに記載された内容がダウンロードされます。

	z 学校契約期限（高3生は3月31日）が過ぎると、ダウンロードすることはできません
必ず契約が切れる前（高3生は3月31日まで）に、ダウンロードを行うようお願いいたします。
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一括ダウンロード機能は、以下の手順で実施することができます。

一括ダウンロードを実施する

1  パソコンでスタディサプリを開き、ホーム画面をスクロール
し、「学びのデータを見る」を選択します。

1

2  左のメニューバーの「ダウンロード」を選択します。

3   「ダウンロードファイルを作成する」を選択します。

注意事項
• ダウンロードファイルを作成する時間は、データ量や

ご利用の環境により変わります。時間に余裕がある状
態で行ってください。

• ファイル作成からダウンロードの期限は 7 日間です。

4  「ダウンロード」を選択します。

filesフォルダは
消さない！

注意事項
• files フォルダには、添付した画像などが保存されてい

ます。
• files フォルダにはポートフォリオを表示するために必

要なデータが入っているため、消さないようにしてく
ださい。

• index ファイルは閲覧専用です。編集することはでき
ません。

注意事項
• ダウンロードの時間は、データ量やご利用の環境に

よって変わります。時間に余裕がある状態で行ってく
ださい。

• ダウンロードファイルの保存先はお使いのパソコンの
設定によって違います。通常は「ダウンロード」フォ
ルダに格納されます。保存先を変更した場合は、指定
したフォルダをご確認ください。

5  ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、 
ZIPファイルを解凍します。

2020030220200302

注意事項
• ZIP ファイルの解凍方法はお使いのパソコンによって

異なります。
※ 右クリックで「すべて展開」を選択して解凍する方

法もあります。

6  解凍したフォルダを開くと、フォルダ内に 
indexファイルとfilesフォルダがあります。

 indexを選択すると、今までのポートフォリオを 
閲覧することができます。

※アイコンの形状はお使いのブラウザによって変わります。
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※時間外・期間外のお問い合わせは、お問い合わせフォームをご利用ください。
※先生はfor TEACHERSサポートセンターにお問い合わせください。

無断転載 ・ 複製を禁じます。 © Recruit Co. Ltd.  All rights reserved.

スタディサプリに関してのお問い合わせはこちらまでお願いいたします。

スタディサプリ学習者向けサポートセンター
0120-710-326 ( フリーダイヤル )

受付時間：月～金　9:00-18:00 （祝日・年末年始・夏季休業除く）


