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教育改善活動を目指した
ティーチング・ポートフォリオの導入
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県立広島大学保健福祉学部看護学科
県立広島大学保健福祉学部作業療法学科
県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科
県立広島大学保健福祉学部コミュニケーション障害学科
県立広島大学保健福祉学部理学療法学科

録

ティーチング・ポートフォリオ（以下，TP）は，教員個人の自己省察を基盤としており，将来に向けて自ら
の教育活動を改善し続けることを可能にする。保健福祉学部では，平成 25 年度より TP 導入のための取り組み
を開始し，平成 26 年度には TP 作成ワークショップを開催した。本稿では，これらの取り組みについて報告する。

キーワード：ティーチング・ポートフォリオ，ワークショップ，教育改善，Faculty Development
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ていく。次に，その理念を実際にどのような方法で具

緒言

現化しているかについて記述していく。さらに，その
ティーチング・ポートフォリオ（Teaching Portfolio，
以下 TP）とは，教育業績を記録する資料の集合であり，
1 人の大学教員の教育活動について最も重要な成果の
情報をまとめたものである 1）。教育改善あるいは教育
業績の評価を主たる目的として作成するが，ティーチ
ングに関する優れた知識の共有あるいは情報発信の
ツールとしても用いることができる 2）。TP は，教員
個人の自己省察を基盤としており，将来に向けて自ら
の教育活動を改善し続けることを可能にするため，多
様な経験をもつ教員で構成される本学の FD（Faculty
Development）として適しており，教育改善を継続す
るうえで有効な方法であると考え，導入することにし
た。
本学における TP に関する取り組みは，保健福祉学
部を主体として平成 25 年度より開始した。平成 25 年
度には講演とミニワークショップからなる研修会を開
催し，さらに教員 2 名が大阪府立大学工業高等専門学
校で開催された TP 作成ワークショップに参加して TP
を作成した。平成 26 年度には本学で TP 作成ワーク
ショップを開催し，6 名の教員が TP を作成した。本
稿では，TP について概観した上で，これらの取り組
みについて報告する。

２

TP の構成と作成する意義

2.1 TP の構成
TP は，自らの教育活動について振り返って記述さ
れた 8 ページから 10 ページ程度の本文と，本文の記
述を裏づける資料すなわちエビデンスから構成され
る 2）。本文の項目は作成者の教育活動をもっともよく

方法を実行した結果として得られた成果をまとめる。
最後に，改善したい点や長期的な展望などを目標とし
て定める。
重要なことは，TP とは個人の教育業績に関するす
べての文書や資料の寄せ集めではなく，教育活動に関
して十分に考えて選ばれた情報と，教育活動の有効性
に関する確かな根拠資料を提示するものだということ
である 1）。
2.2 TP を作成する意義
TP を書く際には自己省察，すなわち，自分の教育
について丁寧に時間をかけて振り返るという作業が求
められることから，TP の作成は教育活動の構造化と
メタ認知を可能にする。このことは，自分の教育理念
に基づいた教育改善を可能にし，自分自身が教員とし
て成長することを助ける。若手の教員が TP を作成す
ることは，教育者としての自覚が芽生えることや教育
観が確立することにつながる。経験豊富なベテラン教
員が作成した TP は，同じ分野の若手教員たちへの道
しるべ，あるいは大学のその分野の教育のあり様を示
すことになることから，知の共有や情報発信という観
点から大学の財産となり得る。また，TP の作成にお
いては，メンターと呼ばれる作成過程をサポートする
教員との対話が不可欠であり，対話の過程で専門分野
の異なる学部や学科の教育内容への理解が深まること
から，大学組織の発展においても意義があるといえる。

３

TP 研修会の開催（平成 25 年度）

本学の TP 導入における最初の取り組みは，東京大

表現するために柔軟に選択することが可能であるが，
基本的に「責務（何を行っているか）」「理念（どのよ
うな考えに基づいて行っているか）」「方法（その考
えをどうやって実現しているか）
」「成果（その方法を

学大学総合教育研究センター特任准教授の栗田佳代子
氏を講師とする研修会であり，これは講演とミニワー
クショップで構成された。参加者は保健福祉学部と総
合教育センターに所属する教員 27 名であった。

行った結果，
どうだったか）」
「目標（今後どうするか）」
の 5 つの要素を必ず含めることになっている 2）。まず，

するためには，TP に中心的に関与できる人物の存在，

講演では，TP の概要に加えて，機関に TP を導入

教育の責務を明確にするが，これは，自分が行ってい
る教育活動の中から TP で書く範囲を定めることであ
る。学士課程教育のみについて書くのか，大学院教育
までを含めるのか，授業以外の活動であるチューター
としての学生指導や進路指導，サークル活動における
指導の範囲まで含めるのか，また管理職の場合は直接
学生を指導すること以外の教育活動についても含める
のか，場合によっては大学外で行っている専門職教育
までを含めるのか，などである。その後，自分がそれ
らの教育活動をどのような教育理念に基づいて行って
いるのか，すなわち，どのような考えやどのような哲
学，観点に基づいて教育を行っているかを明らかにし

－ 70 －

図１

ミニワークシート

人間と科学

組織 / 執行部の方針としての導入の決定，Small Start，
の 3 点が有効であることが紹介され，本学で TP を導
入していくための有益な示唆を得た。
ミニワークショップでは，ミニワークシート（図 1）
を用いて，ペアワークにより自分が実施している教育
の工夫や教育理念について振り返って考える機会を得
た。ミニワークシートは，内容を全て付箋に書いて貼
付していく構成の A3 判の用紙である。まず，左端の
「教育活動」の欄に，担当科目や担当している委員・
係などを全て付箋に書いて貼り，
（A）の「どのように」
の欄に，それらの教育活動で実践している具体的方法
を書いて貼った。さらに，
（A）欄の付箋について，
「な
ぜこのような方法を採用しているのか」といった観
点から似ている内容同士でグループ分類をした。
（B）
の「なぜ」には，（A）で分類したグループごとにそ
のような方法でその教育を行っている理由を，
（C）
の「どうだった」には，（A）のような教育活動を実
施した結果を記入して貼った。ミニワークシートの完
成後は，参加者同士でペアを組んでシートの内容説明
と質問を相互に行い，自己の教育を一層深く振り返る
機会を得た。

４ 他 機 関 で 開 催 さ れ た TP 作 成 ワ ー ク
ショップへの参加（平成 25 年度）
先述の研修会に参加した教員のうち，看護学科の教
員 2 名が大阪府立大学工業高等専門学校で実施された
TP 作成ワークショップに参加し，TP を作成した。
TP はワークショップに参加しなくても作成するこ
とが可能であるが，ワークショップに参加して作成す
る効果は大きい。効果のひとつは，メンターとのメン
タリングおよび作成作業中の作成者同士の交流におい
て自己省察が深化することである。もうひとつは，作
成作業中の参加者同士の交流により，参加者相互によ
いネットワークを築くことができ，教育活動への意欲
を新たにすることができる

５
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3）

ことである。

TP 作成ワークショップの開催
（平成 26 年度）
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なくても用語が通じたり，事情について暗黙の了解が
あったりするため，肝心な部分を言語化することなく
経過してしまう可能性があるが，専門外の人に理解を
得ようとすると，より自分の考えを整理しながら語る
必要があるため，話をしながら自己省察が深まること
が挙げられる。また，専門外の者からは，同じ専門分
野の者同士で話していた時には得られなかった新たな
視点で意見をもらえる可能性があるため，新たな気づ
きが得られることもある。さらに，専門家同士で話を
していると，学問領域の細かい議論に陥る可能性があ
るが，専門外の者との対話ではそれを避けることがで
きる。なお，メンターは TP を作成したことがあれば
誰でも担うことができる。スーパーバイザーは，参加
する全メンティの状態を見ながら，メンターのアドバ
イスが適切かどうかを監視し，メンターがどのように
アドバイスすればよいかを相談できる役割を担う 5）。
スーパーバイザーはメンターを複数回経験することで
担当することが可能になる。
TP の導入は Small Start が望ましいとされているこ
とより，初回は TP 作成者すなわちメンティの数を限
定し，小規模で実施することにした。先述のとおり，
看護学科教員 2 名が平成 25 年度に TP を作成済みで
あったことより，学内のメンター 2 名が確保できた。
スーパーバイザーを担える人材が学内には存在しない
ことより，大阪府立大学工業高等専門学校の教員 2 名
に，スーパーバイザー兼メンターを依頼した。1 名の
メンターが担当するメンティは 1 ～ 2 名が理想である
とされているが，学内のメンター 2 名は今回が初経験
となることより，担当するメンティは 1 名ずつとし，
スーパーバイザーを兼務する大阪府立大学工業高等専
門学校の教員 2 名はメンティ 2 名ずつを担当すること
にした。したがって，募集できるメンティは 6 名とな
り，最終的には保健福祉学部教員 5 名，生命環境学部
教員 1 名が決定した。
ワークショップの準備として他には，場所の確保，
備品の準備，修了証授与基準の決定，があった。場所
としては，メンティが一堂に会して TP 作成作業をす
る部屋 1 室，スーパーバイザーとメンターの控室 1 室，
メンタリングをするための部屋がメンターの人数分必

ワークショップの準備

ワークショップの開催にあたって必要な準備のひと
つに，人材の確保がある。必要な人材は，メンティ，
メンター，スーパーバイザー，である。メンティとは，
TP を作成する者のことである。メンターは，メンティ
が TP を作成する過程において時間管理や TP の構成
についてのチェックをし，またメンティが自身の教育
理念を見つめるプロセスを支援する役割を担う 4）。メ
ンターはやむを得ない場合を除き，メンティの専門領
域外の者が担当する。理由は，専門家同士だと説明し

要であった。備品としては，メンティの TP 作成作業
に使用するパソコンは各自で準備するが，途中で印刷
等をするためにパソコンとオールインワンプリンタを
メンター 3 人に付き 1 セット準備した。また，修了式
で授与する修了証の授与基準を大学ごとに定める必要
があるが，運営メンバーで協議し，大阪府立大学工業
高等専門学校 TP 研究会の基準を踏襲した。
5.2

ワークショップの実際

本学で開催した TP 作成ワークショップは，ティー
チング・ポートフォリオ・ネットの TP 作成ワーク
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ショップモデルスケジュール 3） に準拠して 2 日半で
実施した。モデルスケジュールでは，メンティに事前

完成させるために意識を TP の作成に向けること，お
よび TP のエビデンスとして使えそうな資料がどの程

にスタートアップシートを提出することが義務付けら
れている。スタートアップシートを書く目的は，自身

度揃っているのかということを，メンティとメンター
の双方が把握しておくという意味合いもある 6）。なお，
スタートアップシートに記載する内容 7）を表 1 に示す。

の教育活動の整理およびエビデンスの収集と簡単な振
り返りを行うことである。また，スタートアップシー
トには，ワークショップの 3 日間でできる限り TP を
表１

図２

図 2 は，TP 作成ワークショップにおけるメンティ
のスケジュールである。ワークショップの 1 日目は午

スタートアップシートに記載する内容 7)

TP 作成ワークショップ

メンティ用スケジュール
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後から開始し，オリエンテーションの後，ミニワーク
を行う。ミニワークでは，平成 25 年度の研修会で実
施したミニワークシートと同様のものを用いて個人作
業を行った。なお，平成 25 年度の研修会に参加して
いた教員はこの作業を免除された。
ミニワーク終了後は，メンターによるメンタリン
グを 4 回実施しながら TP 作成作業を行う。TP は先
述した 5 つの要素「責務（何を行っているか）
」「理念
（どのような考えに基づいて行っているか）」
「方法（そ
の考えをどうやって実現しているか）
」「成果（その方
法を行った結果，どうだったか）」
「目標（今後どうす
るか）」に沿って作成していくものであり，1 日目と 2
日目の深夜に，第 1 稿，第 2 稿のメンターへの提出が
ある。第１稿では，TP の構成を記載したもの，すな

図３

To be a good mentor の様子

図４

プレゼンテーションの様子

わち 5 つの要素を含めてどのような項目で TP の本文
を作成するかを定めたものを，第 2 稿では，TP 全体
の分量の 8 ～ 10 割を記入しているものを提出する必
要がある。最終稿，すなわち，最終的に完成した TP
の文書は，ワークショップの約 1 週間後に提出するこ
とになっている。エビデンスについては提出する必要
はなく，各自が TP の文書とともにファイルに綴じる
ことで TP は完成となる。
最 終 日 で あ る 3 日 目 は， 午 後 か ら「To be a good
mentor」というグループワークを行う（図 3）。TP 作
成者は次回よりメンターを担うことができるため，メ
ンターにはどういう資質が必要かという視点でラベル
ワークをする。また，同時進行でメンターは「To be a
good supervisor」というテーマでグループワークを行
う。その後は，作成した TP の要点を A4 版 1 枚にま
とめたものを使って全体でプレゼンテーションを行う
（図 4）
。最後に，修了式において修了証を授与して
（図 5）終了となる。
5.3

ワークショップの評価

アンケート結果を図 6 および表 2 に示す。ワーク
ショップ参加の経緯として，TP への関心を持ち，目
的や内容を把握した上で自主的に参加した者は全体の
3 分の 2 であった。ワークショップのプログラム設計
については概ね肯定的評価が得られており，ティーチ

図５

修了証書授与の様子

ング・ポートフォリオ・ネットの TP 作成ワークショッ

を見つけることができた」「（授業改善への）ヒントが

プモデルスケジュールに準拠し，十分な事前準備をし
てワークショップに臨んだことが奏功したと考えられ
る。また，全員がメンターからの助言が役に立ったと
回答しており，これは自由記載の「メンタリングを通

見つかった気がした」「（教育）実施後の評価が可能に
なる」といった内容が見られた。さらに，「日頃あま
り会話する機会が少ない先生方とお話しする機会がで

じて，自分の中の考えの断片をつなぎ合わせ，整理す
ることができた」「メンターの言葉がヒントになった
ことが多かった」にも現れていた。ワークショップの
成果としては，TP への理解が深まり，多くの参加者
が TP は自身の教育改善につながると認識していた。
これについては，自由記載においても「新たな改善点

き，先生方のご経験などを伺わせて頂くのは，今後の
自分の財産となった」「他の参加者の教育に対する考
え方を聴く機会を得て，興味深く，学びや気づきを多
く得た」のように，参加者相互の交流が教育改善への
意欲を高めていることが伺えた。ワークショップ全体
への評価は高く，多くの参加者が TP 作成を同僚に勧
めたいと回答した。以上より，今回の TP 作成ワーク
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参加者アンケート結果

参加者アンケート結果：自由記載
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ティーチング・ポートフォリオとは？．ティーチ
ング・ポートフォリオ・ネット，（オンライン），
入手先＜ http://www.teaching-portfolio-net.jp/about/ ＞，
（参照 2015-7-17）

とができたと判断できる。
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3） 栗田佳代子，大学評価・学位授与機構評価研究部：
作成の方法．ティーチング・ポートフォリオ・ネッ

今後の取り組みに向けて

TP 作成者は次回よりメンターの役割を担うことが
可能となる。現時点では，26 年度にメンターを経験
した者が 2 名，26 年度の TP 作成者が 7 名（他大学開
催のワークショップ参加者 1 名を含む）であることか
ら，平成 27 年度のメンター可能者は 9 名である。TP
作成ワークショップの開催を継続していくことで，今
後メンター可能者が徐々に増えていく。また，メンター
経験を重ねることでスーパーバイザーを担うことが可
能になるため，将来的には学内教員のみで作成ワーク
ショップを開催することが可能となる。

ト，
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Abstract
The teaching portfolio (hereafter, TP) is based on an individual teacher’s self-reflection and makes it possible to continue
improving one’s educational activity towards the future. In the Faculty of Health and Welfare, the efforts for introducing TP
were started in 2013, and a TP production workshop was held in 2014. This paper reports these efforts.

Key words: teaching portfolio, workshop, educational improvement, faculty development
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