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⼤学には履修や成績、シラバスなど、教員・学⽣が利⽤する様々なシ
ステムやサイトがあります。それら全てのリンク先をひとまとめにし
たポータルサイトが「法政ポータルサイトHoppii（Hosei portal to 
pick up information）」です。
トップページには各種システムやサイトのリンク先が掲載されており、
本書に記載されているサービスのほとんどが「Hoppii」からアクセス可
能です。
ぜひご⾃⾝のパソコン・スマートフォン等にブックマークしていただき、
迷ったらまずは「Hoppii」にアクセスしてください。

URL：https://hoppii.hosei.ac.jp

法政ポータルサイト 

Hoppiiイメージ
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マークの説明

Hoppii からアクセス可能です。

統合認証ID によるログインが必要なサービスを⽰します。

教授室・講師室で利⽤可能なサービスを⽰します。

教育開発・学習支援センターHP からアクセス可能です。
（Center for Learning Support and Faculty Development）

使⽤するにあたって申請が必要なサービスを⽰します。

各学部事務局に確認が必要なサービスを⽰します。

教

学

大学には教員の授業等を支援するための

サービスが多数あります。

本書では、それらのサービスをまとめて

紹介しておりますので、是非ご活用ください。

教育開発支援機構教育開発・学習支援センター
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◆ 情報システム
授業履修者の参照、Webによる成績⼊⼒等を⾏うシステムです。
　主管部局：学務部

◆ Turnitin
学⽣が提出したレポート等の剽窃をチェックできるソフトです。
教員⾃⾝の論⽂等のチェックにも利⽤できます。
　主管部局：学務部教育支援課

◆ Webシラバス
各授業のシラバスをWeb上で公開しています。
各教員がシラバスの⼊稿を⾏う際は、本システムから

「シラバスWeb⼊稿システム」へのログインが必要です。
　主管部局：学務部教育支援課

◆  授業⽤補助学習教材オンラインコンテンツ
　 （共通基盤教育システム）
⼤学eラーニング協議会が提供する授業⽤補助学習教材オンライン
コンテンツ（共通基盤教育システム）を使⽤できます。
授業や授業の事前事後学習⽤教材として、⾃由に利⽤いただけます。
　主管部局：学務部教育支援課

◆ 学習支援システム
授業で利⽤する教材の配布や課題の提出等をインターネット上で
⾏うことができます。
　主管部局：学務部教育支援課

◆ アカデミック・サポート
アカデミック・アドバイザー（⽇本語を話せない英語ネイティブ講師）
にマンツーマンでアドバイスを受けることができる制度です。
英語論⽂作成時のサポートや英語論⽂の疑問点、授業教材等に関する
質問をすることができます。
　主管部局：学務部教育支援課

教育サポート 教育サポート

◆ 学習支援ハンドブック
授業の受講⽅法やノートの取り⽅、レポートの書き⽅等、⼤学で学ぶに
あたっての基本事項がまとめられた学⽣向けコンテンツです。
　主管部局：学務部教育支援課
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授業環境支援 授業環境支援

授業改善

◆ 授業支援ボックス
専⽤の読取⽤紙を複合機で読み取ることで、読取⽤紙のPDF化や記
載された情報（名前・学⽣証番号）のExcel化ができるシステムです。
読取⽤紙は各教授室・講師室に、複合機は富⼠⾒坂校舎1階教授室

（市ヶ⾕）・⼤内⼭校舎3階教授室（市ヶ⾕）・管理棟4階情報メディア
教育センター内（⼩⾦井）・経済学部A棟2階経済学部資料室（多摩）・
社会学部A棟2階（多摩）に設置しています。
　主管部局：学務部教育支援課

◆ 学⽣による授業改善アンケート
学⽣からの意⾒をもとに、授業の内容や⽅法を改善することを⽬的に実
施しています。アンケートは基本的に春学期と秋学期の年2回（4ターム
制等の場合は年4回）実施され、リアルタイムの回答内容や全学集計
結果を閲覧することができます。
　主管部局：学務部教育支援課

◆ クリッカー
クリッカーと呼ばれる電⼦機器を使⽤し、学⽣参加型の授業を実施でき
ます。専⽤機器は、教授室で貸出を⾏っていますので、⼤内⼭教授室受
付担当者にお声掛けください。
　主管部局：学務部

◆ アクティブ・ラーニングセット
グループワーク等に活⽤できる付箋や⿊・⾚ペンを１セットとしたアク
ティブ・ラーニングセットを各教授室・講師室に設置しています。また、
発表⽤サイズの模造紙も設置しているので、ご⾃由にご利⽤ください。
　主管部局：学務部教育支援課

◆ 学⽣による授業モニター制度
学⽣の視点からの意⾒を取り⼊れ、教員の授業や教育⽅法の改善に活
かすための制度です。事前研修を受け、制度の概要・⽬的を理解し、授
業参観時のチェックポイント等を学んだ学⽣を、授業モニターとして、
モニターを希望する先⽣⽅の授業に派遣します。モニター学⽣は、先
⽣⽅の授業の進め⽅等（話し⽅、板書⽅法など）について、学⽣の視点
から気が付いた点を専⽤のチェックシートを基にモニターし、結果を先
⽣⽅に直接フィードバックします。
　主管部局：学務部教育支援課

◆ 授業⽤教材印刷代⾏
⼤⼈数授業を担当する教員の資料印刷に係る負担の軽減を⽬的とし
て、授業⽤教材・資料等の印刷代⾏サービスを導⼊しています。原則と
して履修登録⼈数が100名以上の授業であれば申し込み可能です。使
⽤授業⽇の5⽇（休⽇除く）前までに申し込みください。
　主管部局：学務部教育支援課
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● 発 ⾏
教育開発支援機構教育開発・学習支援センター

（事務局：学務部教育支援課）
URL : https://www.hoseikyoiku.jp/lf/
E-mail : kyoiku@hosei.ac.jp

学⽣アシスタント

◆ ティーチング・アシスタント
⼤学院⽣が授業や教育活動をサポートする制度です。教材作成補助や
資料配布、学部⽣への助⾔、出席管理等、授業内外の補助業務を⾏い
ます。利⽤希望等については、所属学部にご確認ください。

◆ 授業支援アシスタント
授業内および授業前後の雑務を担う補助要員をおくことで、主として⼤
教室での授業における教員負担を軽減し、授業運営のための創造的時
間を創出するために運⽤しています。利⽤希望については、所属学部に
ご確認ください。
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