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 １．はじめに

令和3年1月14日

筑紫女学園大学　教学支援部

（１）シラバスの定義
　授業前に学生に公開され、授業で扱う内容、授業の進め方（スケジュール）、成績評価の仕方など

授業の全体像を示す見取り図としての文書を「シラバス」といいます。シラバスを読むことによって

「この授業を受けて何ができるようになるか」を理解できることが必要です。

（２）シラバスの役割
①授業選択ガイドとして

②契約書として　

③学修効果を高める文書として

④教員と学生の人間関係づくりのツールとして　

⑤授業の雰囲気を伝える文書として

⑥授業全体をデザインする文書として

⑦カリキュラム全体の一貫性をもたせる資料として

⑧教員の教育業績のエビデンスとして

（佐藤、2010、pp.2-3より抜粋）

【参考文献】

・本編は、愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室のご了承のもと、下記に準拠して作成しています。

　　『Faculty Development Handbook』Vol．１

　　「もっと!!!授業をよくするために　シラバス作成から成績評価まで」第1章「シラバスの書き方」

愛媛大学教育・学生支援機構教育開発センター（2005年3月31日）
・佐藤浩章編（2010）『大学教員のための授業方法とデザイン』、玉川大学出版部

科目履修・学修の積み重ねによって、各学科・専攻の目指す人材育成が達成されることとなります。

　本学では、学生の学修意欲の向上を図るため、学生の「学修成果」を重視しています。

　従来の教員が「何を教えるか」よりも、学生が「何ができるようになるか、なったか」に力点を

置いた考え方です。

　本学では、「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー：ＤＰ）に基づき、各学科・

専攻により、カリキュラム全体を俯瞰したカリキュラムチェックが行われています。カリキュラム

チェックにより、それぞれの科目が担うべき学生の学修成果（身につける力）が決められており、

　したがって、これから作成いただくシラバスは、学生が自己実現するための設計図の一部とお考え

ください。学生が身につけるべき能力を保証することを第一の目的として、その授業内容、効果的な

授業手法、評価方法、他の科目との関連などを明示し、学生たちに伝える必要があります。つまり、

シラバスは学生との「契約」の役割を担うと共に、学生にとっては「なりたい自分の設計図」となり

ます。学びの PDCA （P：シラバス　Ｄ：授業　Ｃ：授業評価　Ａ：改善）の中で、分かりやすい

シラバスを提供することは、学生の学修意欲と学修計画を促す出発点になるとお考えください。

　趣旨をご理解のうえ、シラバス作成にご協力くださいますようお願いいたします。
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２．筑紫女学園大学のシラバス
2021年4月より、新学務システム（Universal　Passport　通称UNIPA：ユニパ）を

利用します。シラバス作成もUNIPA内で行います。

≪前年度から引き続きシラバスを作成する方へ（構造の違い）≫

旧システムでは、項目ごとの入力文字数がかなり制限されていましたが、UNIPAでは

この部分が改善され、これまで以上に詳細な情報を入力することが可能となりました。

豊富な情報を記載する設計のため、入力項目に特化した入力画面が表示されます。

（１）シラバス項目
具体的な本学のシラバス項目は、以下のとおりです。

【事前に設定済みの項目（左）】と、【入力や修正をする項目（右）】があります。

なお、赤文字項目は2021年度より新規設置したものです。
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（２）シラバスの様式（公開時）

前ページの項目を入力すると、学内外ともに、下枠のような様式が公表されます。

様式のほかに、公表されない「非公表」の入力項目があります。 2

：内容項目（教員入力項目）

：基本項目（事前設定済項目）

（その他） 12 アクティブ・ラーニング（非公開） 17 メールアドレス（非公開）

13 ICT活用（非公開） 20 添付ファイル（様式外）
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３．シラバス作成の際のポイント

（１）作成前の確認事項（重要）
シラバス作成前に、以下の①～③についてご確認ください。

①対面を前提とした授業形態で作成する　【全科目】
（2021年1月14日現在）

2021年度のシラバス内容は、対面授業を前提として作成をお願いします。

　　　（ただし状況に応じて、先生方に一部変更・修正のご依頼をお願いする

　　　ことがあります。）

②複数教員で担当する科目の作成について

複数教員で担当の「オムニバス」「同科目名授業」等については、
「主担当教員（とりまとめ教員）」を中心に、連絡をとりあって作成してください。
　⇒　最後に、公開するシラバスは「公開待ち」状態にしてください。

【主担当教員（とりまとめの先生）へ】
担当者全員への、連絡・ご指示をお願いします。
オムニバス科目は、全員で1つのシラバスに書き込むことができます。
同科目名で、複数同じシラバスを作成する場合、コピー機能が便利です。
方法は「WEBシラバス入力マニュアル」の「コピー機能」の部分をご覧ください。

③教職ほか特別課程の対象科目となっていないか確認する

担当の授業科目が、教職ほか特別課程の対象の場合、教職をはじめ、免許法上や

設置申請上などの理由から一定の方針が定められています。

対象科目となっていないか必ず確認をお願いいたします。

筑女ネットに以下の特別課程ごとにまとめて「留意事項」として掲載しています。

対象科目は、「留意事項」を反映のうえ、シラバス作成マニュアルに沿って作成してください。

≪特別課程≫

教職課程に関する科目
学校図書館司書教諭資格に関する科目
保育士課程に関する科目
博物館学芸員課程に関する科目
社会福祉士の資格に関する科目
精神保健福祉士の資格に関する科目
公認心理師国家試験受験資格取得に関する科目

≪掲載場所≫

https://cwuiis.chikushi-u.ac.jp/（筑女ネットトップ画面より）

　　　　➡教職員向け情報（非常勤含む）➡統合教育センター➡教学推進班統合教育センター

　　➡2021シラバス（FD研修会および各種資料）➡2021留意事項（特別課程）
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（２）各項目の説明

シラバスの項目は、P.3のとおり、（１）基本項目と、（２）記入項目があります。

それぞれの説明は以下のとおりです。

①基本項目（あらかじめ設定している項目）の説明
あらかじめ設定しており、変更ができない基本項目です。

ア 科目名

イ 授業コード：（事務局業務用）

ウ 担当教員

エ 配当学年

オ 単位数

カ 開講年度学期

キ 授業形態　（「講義」「演習」「実技」「実習」「実験」の掲載があります。）

ク 資格科目（特別課程専門科目）

教職など、諸課程に特化した科目についてはここに明示しております。

ケ この授業が目的としているDP

コ 授業外学修時間 と関連．

カリキュラムの中における当該授業が重視するDP（ディプロマ・ポリシー）を示しています。
学生は当該学科/コース等で、この科目をとおしてどのような能力が身に付くかを確認します。
（ただし、2021年度「大学院科目」については、DPの表示はございません）。

「大学設置基準第二十一条」に即して、授業形態・単位数により求められる授業外学修時間
（分/週）を事前記載しています。授業と関連した活動全般を広く捉えた学修時間です。なお
具体的な内容については別項目で学生にご提示ください（項目６）。

≪本学の学生便覧に掲載している内容からの抜粋≫

単位：学修の量を示す基準。学修とは授業と授業外学修（予習・復習）からなります。

授業の種類（講義や演習など）と単位により、必要な授業外学修時間が変わります。

○講義・演習（2単位）：

授業時間（90分＝2時間）＋授業外学修時間（180分＝4時間）×15回 （週）

○演習（1単位）： 授業時間（90分＝2時間）＋授業外学修時間（45分＝1時間）×15回（週）

○実験・実習・実技： 授業時間（90分～135分＝2～3時間）×15回（週）

（例）１つの講義（２単位）を履修した場合、１週間に１回（90分）の授業を受け、180分の

授業外学修が必要です。
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②記入項目（授業担当者が入力する項目）

記入項目に、入力していきます。

1 必須「授業の目的と概要」：学生を主語とし、概念的な言葉で表現

①担当科目が学科・専攻の「教育目標」や「卒業認定・学位授与の方針（DP）」「教育課程

　編成・実施の方針（CP）」と整合性を持っていることを伝えます。

②カリキュラム体系における個々の授業の位置づけ（存在意義）を伝えることで、学生に学修の

　意義を分かりやすく理解させることが大切です。

③「授業内容」「到達目標」との関連性を意識して書きます。

④文章は“学生を主語”とします。授業の目的が現実的であればあるほど、学修意欲は

　高まります。学生に「自分にもできそうだ」とイメージできるものである必要があります。

例： ○  ■■について知り、説明できるようになることを目的とする 

○  ■■について学び、●●について考察することにより、△△できる 

→学生が主語の文となっている。

 ×  ■■について説明する、概説することを目的とする 

→教員が主語の文となっている｡ 

⑤授業によっては、内容の説明に抽象的な表現が必要な場合があります。ここではそうした

　表現を用いたり、「授業内容」「到達目標」では伝えられなかったことを補充したり、比較

　的自由に授業の内容を説明します。

⑥一つの文章には、一つの目的のみ記載します。複数の「目的」が混在すると後でそれぞれ

　の達成度を測定するのが困難となります。

⑦授業で学修した結果、何ができるにようになるか、“身に付けることができる”など総括的な

　概念を持つ動詞を用いて表します。

◆授業の目的に使用する動詞の例◆ 

知る  認識する  理解する  判断する  身に付ける 　価値を認める  評価する　位置付ける 

考察する  使用する 　実施する    示す   創造する 

⑧知識、技能の学修がなぜ重要か＝それらがどのように利用されるかを記述します。

　“～するために”と目的を入れると良いでしょう。

⑨総括的な概念を持つ動詞を用いて表します｡

例：○「日系企業をはじめ日本経済への影響を考察することができる｡」 

　　○「考古学に触れる時の基礎的素養を身に付けることができる｡」

　　○「現代中国の社会や文化を理解することができる｡」

　　○「日本語を日本文化の中で相対的に位置づけることができる｡」
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2 必須「到達目標」：学生を主語とし、具体的行動で表現

①成績評価を厳密に行うための基準となります。

②シラバスに記載されているDPが確実に身に付くことを意識した内容を記入します。

≪可能であれば今回お願いしたい表記≫

　到達目標を書いた文章の後ろに、DPのうちどのDPを強化して身に付けるのか、

　「　　」として記載をお願いします。この部分は必須ではありません。

　各科目のDPは筑女ネット内に設置の、DPカリキュラムチェックリストをご参照ください。

例：　宗教が何を目的としているかについて説明することができる。【幅広い視野】

③「授業の目的」と関連させつつ、授業終了後には「こんなことができる」という到達レベルを

　できるだけ具体的に書き、測定可能なものとします。

④「到達目標」の項目数の目安は、その科目が担うDPの数に準じます。

　通常は、2～5個くらいです。

⑤この「到達目標」に対する個々の学生の達成度を測ることで、厳密な成績評価が可能となります。

　例えば、試験の設問・レポートの課題・発表の内容やレベルなどで、受講者にどのようなことを

　要求しているか、どのような基準で成績を出しているかなどを思い浮かべると、ヒントになります。

⑥学生を主語として「…できる」という形式で書きます。

　「授業の目的」で用いた「…を理解できる」のような総括的な概念を持つ言葉ではなく、「説明す

　ることができる」など学生が実践する行動を具体的に表し、到達度を測りやすい動詞を使います。

例：×「印象派絵画について感受性を高め、作品をじっくりと味わう」 

→このような書き方は､抽象度が高く目標の達成状況を判断しにくいので､例えば､ 

以下のように具体的な動詞を使用します｡ 

○「印象派絵画の芸術的価値について、1980 年までの通説と 1990 年以降の

通説の違いをふまえて、説明することができる。」

※  例えば、こうした内容を､200 字以内で記述させたり､400 字詰めの原稿用紙●●枚 

で論述させたりすることが､テストの設問やレポートの課題に関連していきます｡ 

⑦授業の「到達目標」に使う動詞について、以下に参考例を挙げています。

◆授業の到達目標に使う動詞（知識の領域）の例◆ 

列挙する  述べる　 具体的に述べる      説明する 　分類する  比較する      類別する    

関係づける 　解釈する  選択する      評価する    推論する 　予測する  一般化する

使用する  応用する 　適用する  批判する 

◆授業の到達目標に使う動詞（態度・習慣の領域）の例◆ 

行う   尋ねる 　助ける   コミュニケートする　寄与する  協調する  示す　 見せる  

表現する  始める 　相互に作用する    系統立てる 　参加する  反応する    応える 

◆授業の到達目標に使う動詞（技能の領域）の例◆ 

始める  熟練する　 工夫する  実施する  準備する　行う  創造する  操作する  動かす  

調べる　測定する   

例： ○「東アジアからみた社会構想を説明することができる｡」  (知識の領域)

○「統計計算の結果を正しく解釈することができる｡」(知識の領域)

○「自分の意見を持ってディスカッションに参加することができる。」（態度・習慣の領域）

○「諸問題やその解決策を自ら調べることができる｡」(技能の領域)
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※「授業の目的」と「到達目標」の違いが分かりにくいという意見がよくあります｡

そこで､具体的に比較できる例を､参考までに次の通り挙げておきます｡ 

「授業の目的」:１６世紀後半から１７世紀前半にかけてのイギリス演劇とエリザベス朝の

　　　　　　　　ロンドンについての理解を深める。

　　　　　　　　　　→概念的な言葉で表現する｡ 

「到達目標」：（１）エリザベス朝の演劇文化について具体的な説明をすることができる。

　　　　　　　　　　→学生が実践する具体的行動で表現する。

3 「関連する科目」（任意）：科目名を記載します。

「授業の目的と概要」「到達目標」で記載したとおり、DPとのかかわりや、学科/コース全体の
カリキュラム体系のひとつであることを、具体的にどのような科目と関連するかを記載することで
学生により分かりやすく示すことができます。また、関連する科目の担当者同士、有機的な連携が
でき、より教育効果の高い教育を実現することができます。
筑女ネット内に設置の、DPカリキュラムチェックリスト、カリキュラムツリーをご参照ください。

補足！ 2020年度に記載していた「関連する科目」を、2021年度シラバスの同一科目へ

手作業で移行しております。

なお、新3年次の科目については新カリキュラムのため、この項目は空白です。

今一度、ご確認のうえ、追加や修正など必要に応じて作成をお願いします。

4

①「授業の目的と概要」「到達目標」「この授業が目的としているDP」との関連性を意識し、

　授業回ごとのスケジュール・計画を記載してください。

②「授業回」に定期試験を含むことはできません。

　定期試験を実施する場合は､15 回終了後（16週目）に 1 回の時間を設定して行います｡ 

　実施に関する詳細は､時期が来ましたら教務班からお知らせいたします｡ 

③15行の枠があります。入力欄の名称は「授業計画１－①　第●回授業内容」となっております。

　通年科目や週複数科目（主には週2回科目）などの、15回以上の科目につきましては、

　行内の回数表記を「第１～2回」などと、記載の工夫に、ご協力お願いします。

複数回に渡って同様のテーマを取り扱う場合は数字で区別するだけではなく､回数ごとに

扱うテーマのキーワードを学生が何を学ぶのか分かりやすく記載します｡ 

例： ○ 第 5 回  プレゼンテーション①  テーマの決定

　　 第 6 回  プレゼンテーション②  パワーポイント作成

　　 第 7 回  プレゼンテーション③  発表（ディスカッション）

× 第 2 回  因数分解① 

　　 第 3 回  因数分解② 

④オムニバス科目など、複数教員で担当する場合は、各回に担当者名を記載します。

　例：第3回　情報の適切な取り扱いについて　（筑紫　太郎）　

必須「授業回　授業テーマと内容」（入力枠「授業計画　第●回授業内容」）
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5 「授業の方法」（任意）

任意の入力枠です。何を身に付けさせるか、とあわせて、どのように教えるかも重要な要素

です。1回ごとの授業の進め方について、事前に学生が確認できる授業手法や情報があれば

ここに記載してください。とくに決まりはありませんので、自由に入力してください。

学生が事前に、各回の授業イメージをより深めることができます。

例： 　グループワーク　小テスト　発表　ゲストスピーカー　ディベート　PBL（課題解決型授業）

　プレゼンテーション　フィールドワーク 　

　反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）など

6 必須「授業外（事前事後）学修など」

①各回入力が必要です。担当科目の授業形態は「授業形態」欄に記載しています。

コ のとおりです。

③テキストを使った予習・復習だけでなく、授業の内容と関連した活動全般（授業内容と関連した

　映画を見たり、博物館に行ったり）も含みます。その意味で、一般的な「学修」の概念にとら

　われず、広く授業と関連した活動などを記入します。

④授業形態が「実験・実習・実技」の科目は、授業外学修に関する指示は必須ではありません。

例： ○ 「～～」第 2 章の用語例について調べる

○ 講義で扱ったテーマに関する小レポートの作成

○ テキストｐ15-20  Lesson3 の予習

×  「別途指示」、「授業の際に指示します」、「予習・復習」、「課題」などシラバスを

見て具体的な内容がわからない表現 

7 必須「定期試験の実施について」

授業回と別に、16週目に実施する定期試験の有無、持ち込み等について記載します。

ラジオボタンでチェックをしてください。ここをもとに学生は学修を計画し、教務班にて

定期試験時間割を編成します。実施等について変更する場合は、必ず修正してください。

8 成績評価　「種別」「割合（％）」「評価基準等」

①成績評価基準である「到達目標」の達成度を測るための方法を記載します。

②定期試験や成果発表など、A～Eに記載している「種別」ごとに、「割合」と「評価基準等」

　を具体的に記載してください。

③割合はA～Eの合計が100％になるよう、また、評価の対象としない「種別」については、

　「なし」、「0」や「None」などと入力します。

④「テスト・受講態度などを総合的に評価する。」 という様な曖昧な記述ではなく、具体的

　に記載してください。

②授業形態によって、求められる授業外学修に必要な時間は

⦿しない（None） ⦿実施する（持ち込みしない） ⦿実施する（持ち込みあり）
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16週目の定期試験期間中の試験について記載します。

レポートや提出物（回数・種類）などの情報を記載します。

授業中に実施する小テストなどを説明します。

口頭発表・作品発表・実技などを説明します。

授業に対する意欲や受講態度に関する条件などを説明します。

授業への参加状況や学習状況を加味することはできますが、単に出席

したことのみをもって加点するような表記にならないようお願いします。　

実習指導者や巡回指導員の評価などはこの欄に記載します。

9 「課題（試験や小テスト、レポート等）に対するフィードバックの方法」

①課題を返却することで、学生自身が理解度や学修内容の確認をすることができます。

②レポートの添削、小テストの結果に対する個別や全体へのフィードバックなど、具体的に

　記載してください。前回の授業への感想や質問に対するフィードバックも含みます。

③授業時間内に限らず、メールや学内システム等を利用して実施するものも含みます。

補足！ UNIPAで課題の提示、学習教材の配信、課題の受取等ができます。

授業ごとの学生とのＱ＆Aもできます。

UNIPAを使ったLMSについては別途、説明をいたします。

10 「受講上の留意点・ルールに関わる情報」

①欠席、遅刻、途中退出の扱いなど、具体的に受講上の注意点を明確に書きます。

②学生同士、学生・教員が互いに不快な思いをしないためにも、受講の約束事を書きます。

（注！）過度に感情的・威圧的な表現になると、学修動機を下げることにもつながります。

③本学では学生の出席回数において、筑紫女学園大学履修規程第4章第10条２項により、

「同一授業科目の欠席回数がその授業科目の授業回数の３分の１を超えた者は、その科目に

　ついて受験できない。」と定めています。

　出席回数について記載される場合は規程を遵守してください。

※資格取得に関わる科目で、別途遵守しなければならない規程等がある場合を除きます。

例： ○  5回を超えての欠席の場合、受験できない。

×  5 回以上欠席の場合、受験できない。（正しくは５回を超えて） 

×  ●●回以上の欠席で「登録を抹消／削除」 

×  ●●回以上の欠席で「失格／無資格」 

11 「教科書」（書名/著書名/発行所/ISBN）  ：（別途　調査がきます）

①教科書は別途CJクリエイトから調査があり、依頼時は提出が必要です。

　その際、「シラバスの記載内容」と「教科書注文書」の内容を一致させてください。

　また、この欄に記載のない教科書を購入させることは避けてください。

E. 受 講 態 度 ：

A. 定 期 試 験 ：

B. レ ポ ー ト ：

C.小テスト等：

D. 成 果 発 表 ：

11 



②教科書、教材の使用について以下のように記載してください。

　 【教科書を使用する場合】

例）『子どもの食と栄養』/堤ちはる/萌文書林/978-4-89347-154-3

【教科書を使用しない場合】　入力欄は「教科書１　書名」部分に記載してください。

例）毎回プリントを配付、オリジナルテキストを初回に配布　など

例）教科書は使用しない、Ｎｏｎｅ…

12 アクティブ・ラーニング（非公開）

授業で取り入れるアクティブ・ラーニングについて、選択肢より選んでください。

双方向授業方法について授業の状況を把握するため、チェックをお願いします。

なお非公開項目になっていますので、学生に伝えたい授業手法については、

「１　授業の概要」や　「５　授業の方法」などに記載してください。

13 ICT活用（非公開）

授業で取り入れるICTがあれば、選択肢よりチェックしてください。

なお非公開項目になっていますので、学生に伝えたい授業手法については、

「１　授業の概要」や「５　授業の方法」などに記載してください。

14 「指定図書」「参考図書」：（指定図書は別途、調査が来ます）

「指定図書」については、図書館から調査があり、依頼時は提出が必要です。

その際、「シラバスの記載内容」と「指定図書」の内容を一致させてください。

「参考図書」は、この欄に、『書名』　著者名　発行所を記載してください。

15 「授業に参考となるURL」

授業外学修に参考となる情報をはじめ、授業に関係するネット上の情報などがあれば

ここに紹介してください。

16 「オフィスアワー」

オフィスアワーとは、学生が事前の約束なしでも研究室を訪問できる時間帯のことです。

下枠の例を参考に、記載してください。

学期中、やむを得ず変更する場合は、授業中やUNIPAで学生に周知します。

複数担当者科目等、全員分を記載できない場合は「各教員の他科目のシラバスを参照」とする

ことも可能です。

（注）この欄は学内外ともに公表となります。

【専任教員例】 

○ 「★曜日▲講目」「★曜日午前中／午後／昼休み」

○ 「★曜日 00：00～00：00」 ○ 「★曜日昼休み、またはメールで相談」

×  「授業の前後」「いつでも可」「いつも」「随時」 

×  「授業の際に指示します」「第一回目の授業でお知らせします」 

×  「★曜日」のみ「appointment」「TBA」･･･など ×　「メールで相談/予約」

【非常勤講師例】 

○　「授業の前後」「授業前後に、非常勤講師控室前」など
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17 必須「授業に関する実務経験（有無）」

18 「授業に関する実務経験（説明）」

担当する授業に関連した実務経験（過去の経験も可、従事期間は不問）を有し、その実務経験を

十分に授業に生かしつつ、実践的教育を行う場合は該当となります。

また、必ずしも実務経験教員が直接の担当でなくとも、外部企業等から講師を招いて指導を

行う授業や、学外インターンシップや実習、研修を位置づけている授業など、主として

実践的教育から構成される授業については、実務経験のある教員による授業科目に含みます。

その場合も項目18で、実務経験についての説明を記載してください。

補足！ 2020年度から開始した「高等教育無償化」で必要な項目です。

大学等での勉学が職業に結び付き、学生が社会で自立できるようになるためには

これまでの学問追及型の大学教育とともに、実践的教育のバランスが取れている

必要があるとの考えに基づいて設定されています。

例１：この科目は社会福祉・児童福祉の実務経験のある教員が担当しており、「授業の目的と概要」

記載どおりの実践的教育を行います。

例２：担当教員の中には、理学療法士としての実務経験を有する者がおり、「授業の目的と概要」に

記載通りの実践的教育を行います。

19 「メールアドレス」（非公開）

大学からの連絡手段として使用することが目的です。この欄は学生にも非公開です。

大学からの連絡先として希望されるアドレスを、記載してください。

補足！ 学生からの連絡方法として、UNIPA内に、連絡ツールが設定される予定です。

メールでの連絡をする場合には、授業時などに履修学生に周知してください。

補足！ 大学の@chikushi-u.ac.jpに来るメールを、普段使用するアドレスへ転送設定

することもできます。希望の際にはメーガまでご相談ください。

20 添付ファイル（様式外/任意）

添付ファイルを自由につけることができます。データ上限は、1000KBです。

例えばグラフィックシラバスや、担当者の顔写真などを掲載することで、学生が

授業情報や学びの内容を他方面からとらえる参考となります。

（注）公開項目です。個人情報などには十分ご注意のうえ、掲載してください。
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４．シラバスのサンプル　-公開プレビュー例-

シラバス公開後は、以下のようなプレビュー例となります。
学生に限らず、学外にはすべて公開される内容です。
入力の情報量により、プレビューの幅（ページ数）が異なります。
（以下例では、掲載上の都合により、文字が切れている部分があります。）

（1/2ページ）
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（2/2ページ）
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5．作成の際の参考資料

（１）提出前の自己チェックリスト

作成時や提出前のチェックリストとして活用してください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

学生を主語として書いているか。

全般 チェック

必須項目で空欄になっている項目はないか。

（入力が必須でない項目については、入力しない場合「-」などと入力してください。）

原稿が完了した科目は、編集状況が「公開待ち」となっているか。

対面授業を基本に作成しているか。

授業の目的と概要

学生を主語として書いているか。

１つの文章に１つの目的を書いているか（複数書いていないか）。 

文章を簡潔にわかりやすく書いているか。

到達目標

※資格にかかわる科目で別途、規程などがある場合を除きます。

学生が実践する行動を具体的に表し、到達度を測り易い動詞で書いているか。

授業計画

15回分または30回分の授業計画を記載しているか。

複数回にわたって同様のテーマを扱う場合、他の回との違いが分かるように書いているか。

「授業内容」欄に「定期試験」を記載していないか。

「授業外学修」欄に、事前・事後学修の具体的指示を記載しているか。

成績評価　（定期試験の有無）、（評価ごとの割合）

定期試験の有無、方法についてチェックをしているか。

複数の評価方法を使用する場合、配分割合が合計100％になっているか。

「受講態度」に出席点を加えていないか。　※出席点は設けられません。

欠席回数について、履修規程よりも厳しくしていないか。

メールアドレス

大学からの連絡用アドレスを記載しているか。

その他

特別課程等、留意事項のある科目について、留意事項に即した内容としているか。

課題（試験や小テスト、レポート等）に対するフィードバックの方法

課題を実施する場合、フィードバックの方法について、具体的に記載しているか。

教科書、指定図書・参考図書

書籍情報について、別途調査とシラバス記載内容を一致させているか。

オフィスアワー

具体的に記載しているか。※非常勤講師は「授業の前後」と書いているか。
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（２）各種資料の掲載場所

2021シラバス作成にあたって、作成マニュアルや説明、その他参照する資料などを

筑女ネットに掲載しております。情報は追加・修正される可能性もあります。

　◎掲載場所：筑女ネット➡教職員向け情報（非常勤含む）➡統合教育センター

　　　　　　➡2021シラバス（ＦＤ研修会および各種資料）

　◎各資料名と概要：

１．シラバスFD研修会（動画）1月14日15時以降

シラバス作成のFD研修会を動画（オンデマンド）でお送りします。

２．シラバス作成マニュアル

　 作成の際にはこのマニュアルをよくご確認の上、ご入力ください。

３．2021用　DPカリキュラムチェックリスト・カリキュラムツリー（確定版）

各学科・専攻でのカリキュラムチェックの結果や、科目表が確認できます。

４．2021留意事項（特別課程など）

諸課程と関係ある科目については、この部分も参照して作成します。

５．「教科書」「指定図書」調査について

別途注文調査がまいります。注文予定の方はご確認ください。

６．その他（参考）

作成の上で参考となる、背景の情報を設置しております。

７．シラバス作成FAQ（随時更新予定）

分かりにくい部分や補足などを、随時更新していく予定です。

（３）作成後のながれ
１．シラバス作成後は、シラバスチェックを行い、該当者にのみ連絡をいたします。

２．学期途中でシラバスの内容を変える場合には、受講生へ説明をした上で、

修正可能期間にWEBにて変更をしてください。

ただし、シラバスの修正や追加が行えない時期があります。

　　修正不可例）　×履修登録、履修登録訂正期間の前～登録確定後

×定期試験1週前ごろ～成績確定後

   　　　　　　　　×3月中旬ごろ、保存版格納手続き前～終了後

３．後期のシラバス作成の日程や、上記のシラバス修正不可期間など具体的な日程に

つきましては、事前にご連絡いたします。

•シラバス作成期間

•オンデマンドFD研修会 （専任はアンケート回答）1/14～2/15

•シラバスチェック（統合教育センター、教学支援部）2/16～2/25

•シラバス修正期間（該当者へのみ連絡）2/26～3/5

•WEBシラバス公開開始3/19
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6．【操作編】WEBシラバス入力マニュアル
次ページより、UNIPAのシラバス作成画面をもとに、

入力のポイントを記載しました。
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１．シラバス画面に入る：
❶≪事前≫ 「User ID」「パスワード」の準備：

継続者は、筑女ネットと同じです。新規の方には、情報化・ICT活用推進

センター（愛称メーガ）または教務班よりご案内いたします。

❷学務システムUNIPA（ユニパ）にアクセス：

【URL】 https://unipa.chikushi-u.ac.jp/uprx/

１．シラバス画面
に入る

２．シラバス入力 ３．コピー機能 ４．入力終了

筑女ネットと同じUser IDと
パスワードを入力します。

❸トップ画面から 「シラバス登録」を押して、

シラバス登録ページを開く：

③左上の「シラバス登録」

をクリック。

１．シラバス画面
に入る

２．シラバス入力 ３．コピー機能 ４．入力終了

19 



❹開講年度2021を確認（表示）

❺シラバス入力の「授業科目」を選ぶ

④「2021」であることを確認。

（ 違う場合は2021に変更→「表示」をクリック）

⑤ シラバス入力する「授業科目」を

クリック。

編集状況
「編集中」：シラバスを編集している途中の状態

「公開待」：（公開待ち）ボタンを押している状態
➡シラバス完成後、ここが「公開待」になって
いることを確認してください。

公開状況
「未公開」：シラバスが公開されていない状態
「公開中」：シラバスが公開されている状態

担当するすべての授業科目
が出てきます。

１．シラバス画面
に入る

２．シラバス入力 ３．コピー機能 ４．入力終了

２．シラバス入力
↓以下のような画面が出てきます。 ❻ 枠内 に入力を進めていきます。

⑥項目ごとに、この枠に入力を進めていきます。
（2020年度からの同科目のうち、項目内容を移行できたものだけ、
移行しています。編集してご利用ください。）

グレイの帯に、入力項目が記されています。

各入力項目に「日本語」というタブが出てきますが
英語入力の場合もそのまま作成してください。反映します。

１．シラバス画面
に入る

２．シラバス入力 ３．コピー機能 ４．入力終了
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❖作業のオススメ その１❖

自動保存の機能です。

途中で入力が消えてしまう心配がなくなります。

チェック☑を入れて分数を選んでください。最短

1分の設定ができます。

設定部分の拡大画面

１．シラバス画面
に入る

２．シラバス入力 ３．コピー機能 ４．入力終了

❖作業のオススメ その２❖

作業しづらい場合は、

「すべて閉じる」をクリックします。

このような画面になります。
入力項目をクリックすると開いたり閉じたりします。

１．シラバス画面
に入る

２．シラバス入力 ３．コピー機能 ４．入力終了
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❖作業のオススメ その３❖

右下の【プレビュー】ボタ

ンは画面に常に見えます。

押して入力の状況を見なが

ら作成すると、便利です。

左
の
よ
う
な
全
体
様
式

が
出
ま
す
。

１．シラバス画面
に入る

２．シラバス入力 ３．コピー機能 ４．入力終了
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３．コピー機能を使う場合：つづき

➓ 授業検索画面を開き、そこで検索条件を
入れる （画面例は担当教員名）
➡検索

⑪ 羅列された
科目から選択

⓫ 下に授業科目が羅列される。
羅列科目より、コピー元としたいものを
選択。

➉ 検索条件を入れる
（一例：教員名 など）

➡検索

１．シラバス画面
に入る

２．シラバス入力 ３．コピー機能 ４．入力終了
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［お問い合わせ先］

筑紫女学園大学　教学支援部（教学推進班、教務班）
電話　092-925-6870，092-925-3514
平日　9：00～17：00
E-Mail　cj-education@chikushi-u.ac.jp
 　　　　kyoumu@chikushi-u.ac.jp

　　　　（筑女ネットの「シラバス作成FAQ」もご覧ください）

『2021（R3）年度　シラバス作成マニュアル　～授業計画作成ガイドライン～』

25 


