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　　開会のことば

FD委員長（副学長）

　　磯辺　武雄

（文学部…教授）

　

本日は、第２回ＦＤ研修会開催にあたりまして年末のこの時期、何か

とご多忙の中にもかかわらず多くの方々にご参加いただきまして、大変

ありがとうございます。

　また、本日の第１部の講演に、東京大学大学総合教育研究センターの栗田佳代子先生をお招きし、ご

講演をいただくことになっております。先生には、大変お忙しい中、ご講演を快くお引き受けて下さい

ましたことに対し衷心より感謝申し上げます。

　なお、先生のご経歴等につきましては、後程、ご紹介があるかと思いますのでここでは省かせて頂き

ます。

　さて、本学ＦＤ委員会では、現在、ロードマップ事業計画の第３期（平成２５、２６年度）の活動を

展開中で、目下、各ワーキング・グループ（以下「ＷＧ」という。）で、それぞれの検討課題に取り組

んでいるところでございます。

　この取り組みの１つに、全学的な取り組みとしてのラーニング・ポートフォリオの導入が検討されて

おります。こうしたラーニング・ポートフォリオの導入の前段階として、本日の栗田先生のご講演や第

２部でのミニワーク研修等の中で、ティーチング・ポートフォリオについてその意義と目的、内容等に

ついてご理解を深めていただくということで、今回の研修会を開催させていただいた次第でございます。

　ご存知のように、昨今、大学教員は研究成果だけでなく、自らの教育に対する説明を求められる機会

が増加しております。この背景には、研究成果や論文は評価されるものの、教育活動の成果に対する評

価は、必ずしも重視されてこなかったことが考えられております。

このような背景から、教育の質向上ないしは教育の質保証の観点から、教員個々人の教育活動を振り

返り、分析することにより授業の効果的な教育改善を行い、次の教育実践に活かしていくということが、

強く求められてきているということでございます。

どうか、こうした観点から本日の研修会が今後の教育活動にお役に立つことを願いまして、開会のご

挨拶とさせて頂きます。
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　　　挨　　拶

国士舘大学　学長

　　三浦　信行

（政経学部…教授）

こんにちは。本日は、年の暮れにも関わらず皆さんには大変多忙極ま

るところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。さて、

先ほど司会者と磯辺委員長からご案内がありましたように、『自らの内

省からはじまるアクティブラーニング　～ティーチングポートフォリオによる発見・再認識～』と題し

てのご講演のために、東京大学の栗田佳代子先生にお越し頂きましたこと、誠に有り難く厚く御礼を申

し上げます。

　ご承知のように、今日の日本の 18 歳就学人口が減少傾向の影響から、多様化された学生が多く入学

して参ります。従来の大学の教育と比べて、教授方法が非常に難しくなっております。そういう中で、

ＦＤ推進室では「教育のあり方」等、いろいろ工夫を凝らしてやってこられていますが残念ながらまだ

学内全体に浸透していません。学生の指導方法も一方向だけではなく、双方向のやり方に変わってきて

います。これは、受け身の授業から、主体的な授業形態へと変わってきたことを意味します。

　この主体的学び＝アクティブラーニングの方法は、教員と学生との積極的なコミュニケーションを可

能にする方法として注目されています。

　本日のテーマである「ティーチングポートフォリオ」について、栗田先生がいままで蓄積してこられ

た知見に基づいて、皆さんにチャートづくりのエッセンスを会得するまでご指導いただけますようお願

いして御座います。長年、教員をしていて思うことは、自分ではうまく説明したつもりでもなかなかそ

れを理解してもらえない。教える技術や教える方法で、自分が蓄積したものを全部出し切れない。同じ

内容を話しても、相手に伝える伝達方法というものが機能しないと、学生が消化不良を起こしてしまう

ということもあります。

　学生は、先生が与えたものをしっかりと把握してそれを自分で消化することができれば、おのずとし

かるべき力を養い、卒業したあとも社会に出て活躍できる人材に育っていくようになると考えています。

その意味からも学生に「ラーニングポートフォリオ」を求める前に、先生方の「ティーチングポー

トフォリオ」について考える機会を持つことは非常に意義のあることではないかと思っています。

　このあと栗田先生のお話を伺い、その後に「チャートの作り方」から、それに係る意見交換会の「チ

ャートの共有のセッション」まで、充実した内容が用意されています。

どうか、本日の講演ならびに研修が皆さんにとりまして実りあるものであることを祈念いたしまし

て、ご挨拶に代えさせていただきます。（拍手）
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◆研修参加報告
「ファカルティ・ディベロッパー養成講座 in 京都に
参加して」

ＦＤ委員会副委員長

　　　　加藤　直隆　　

（法学部…教授）…　

私に課せられたものは「京都 FDer 養成講座参加報告」ということですが、

この養成講座に参加するにあたり、内心忸怩たるものがありました。JR 東

海のコマーシャルのように、「そうだ、京都へ行こう」とか、「ここにいな

ければ今頃何してる？　きっと炬燵でうたた寝！」なんて楽しい気分でも

ありませんでした。齢 65 歳を越え、定年へのカウントダウンが始まってい

る我が身を、・・何とか奮い立たせてやっと参加したわけです。

そのような学外のセミナーに参加するたびに、質問や発言を積極的に

と心がけようとしているのですが、たまに見当違いの質問であるのに、私

に恥をかかさぬようにと配慮に溢れた対応をしてくださる先生方のご厚意

に、・・うまく応えきれない自分に、もどかしさを感じることも多々ありま

した。とは言いながら、もう一人の自分の中での冷めた葛藤というのは、やはり学者としての専門性と

FD活動という部分で、「教職の国士舘」といわれる大学の中で、私がマージナルマン（境界人）として、

教育の課題等に発言をしていく中で生ずる自分自身とのためらいというか葛藤というものがあるわけです。

私の中ではいつも「教育とは何だろう」という一貫した悩みがあります。わたくし自身、これまで

の人生経験を経て、大学の教師となり教育実践の在り方というものに常に悩み続けております。大学教

育とは何か、いかにあるべきかを語る際に、教育実践というものは、「①教育技法」と根本の部分の「②

人間論」というべきか、人間づくり人づくりという部分と、教え ･学ぶ「③場としての大学」というこ

れら三つのものと「自分の生き方」とをいかに結び付けていくかというところで、いわば教育実践技法

VS教育哲学というような構図において、いわばどっちに自分の重点・振り子を展開していくのがよい

のか、いくべきであるか、というようなことを新幹線の中で、思いを巡らしながら会場に向かいました。

会場の片隅で、文科省国立教育政策研究所高等教育研究部長・教授の川島啓二先生に何気なく、私

は「教育学のバックグラウンドはゼロなのですが」、・・・というような前置きをして問いかけました。「FD

活動のあり方を問う際や、教育実践の議論に於いて、例えば浅い学びから深い学びを導くものは何か等々

の議論が、統計や様々なエビデンスなどの知見に裏付けられたものとして登場してきますが、・・・そ

うした知見の裏付けもないのに、・・教育実践の全体を考えながら一人ひとり、すなわち普遍と個とい

う問題というべきか、特殊と全体というようなもの（教育実践の現場における眼差しを誰もを切り捨て

ることなく、どこに向けて行うのか、・・）をどのように統合していくべきか、・・というようなことが、・・・

問題意識として頭の片隅にあるのですが」と問えば、川島先生に軽く「そんなこと、教育学のバックグ

ラウンドの有無などということは関係ないですよ。取り組みへの熱意と情熱さえあれば（疑問を持続す

る意思さえあれば？）、大丈夫」と言われました（←心がふっと軽くなったということです）。

「ファカルティ・ディベロッパー養成講座 in 京都」の内容は、文科省の教職員能力開発拠点事業とい

うことで行われました。10 月の４日 ( 金 )、５日 ( 土 )、６日 ( 日 ) の３日間。朝９時から夜の９時まで



6

が２日間、最後の日は９時から午後の２時半過ぎまでの研修でした。研修内容はすべてにおいて刺激的

なもので、なんと、私のここ数年の研究会参加、活動の中で不思議なほどに研修中に居眠りを一度たり

ともせず、真剣に会議に研修に参加することができました。我ながら興奮を覚えました。そしてその興

奮がまだまだ続いているのかもしれません。

実習目的は FDを実践する立場にあるファカルティ・ディベロッパー、FDer に求められる知識、技能、

態度を養成することでした。知識、技能、態度といえば、シラバスの項目にもある教育の分析、手法が

ここでも出てきています。実習内容は何をやったのかという具体的な項目については、また別の機会に

議論していきたいと思っております。

FDer とは何者か、FDer とはいうのは教育学、教育研究の専門家なのか、という部分については、

クエスチョン（？）マークがずっと私の心の中で続いております。ファカルティ・ディベロップメント・

スペシャリストとかファカルティ・ディベロッパーという意味で FDer と称されるわけですが、どちら

かと言いますと私みたいに境界の上に立っている人間、すなわち教育学、教育実践学という学問体系が

ある中で、その学問世界の外側からしっかりその内部を見通したいという人間、その境界の上から、学

問世界の輪の内側の議論を外側から異なった視点を交えながら学び、問い直し、意味づける作業を担う

という意味で、そういう学問と社会（教育現場）を結ぶ活動なのではないかなという気がしております。

わたくし自身、法律学のプロを標榜し目指している者にとっては、教育機関の意思決定はいかにあ

るべきか、というような視点が常に頭の中から離れないわけですが、現場の条件を考慮した知識と専門

家集団とのジョイント役としての担い手が FDer なのではないのかなというように考えています。教育

学の専門領域とそれぞれの個別の科学領域（教科目）を担う者との間を、双方向的な対話へとつなぐコ

ミュニケーター（活動者）ではないのかなという感じがしております。

どんな活動をしたのかというと、本学の今年度第１回 FD研修会でやったあのスタイルのワークで

す。そこでどんなことを私は学んだのかというと、テーブルにアトランダムに座るわけですね。その座

るところから私は小さな動揺がありました。どのようなタイプの先生が隣に座ってくださるのか、席が

埋まるまで緊張しました。そういう中で、互いに挨拶を交わし、課題が配られて、机の上に模造紙とノー

トパッドが出てきて、テーマについて語り始めた時に、私みたいに、FD活動に 24 時間プロとして専

従で活動してない者と、それぞれの大学でもう既に FDer として自立して活動されている人。そうです

ね、ほかの大学はそういう FD専門の課室というなかに、専任教員、専任職員が置かれているわけです

から、・・そういう方々同士が会して最初の一言、二言目から火花が散るのです。そういう議論の渦中に、

10 年前の私なら割って入って同じように火花を散らしていたのですが、・・やはりこうなってくるとそ

こはどうしようかというところで、静かに下を向いて自分の頭の中に浮かんだことをノートパッドに書

いて、自分の前にパッ、パッ、パッと６枚ぐらい置き始めるわけです。そうした作業を始めると他の若

手も自らの主張を自分の前のスペースに書き始めていく

わけです。そして、私のテーブルの６人全員が、ノート

パッドのそのシールが出揃ったところで、それをグルー

ピングする作業を通して、ぶつかり合った時の火花みた

いなものは、次第に和やかなものに変わっていって、建

設的な方向に向かいグルーピングがなされていくという

形で、一つの意見が集約されてグループ全体の合意形成

が出来上がってくるわけです。

その次は、自己意識の啓発型のワークでした。しっか
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り自分がここのワーク４（課題４）、４回目の活動　－１日に１時間半くらいの中にこういうものがボ

ンボン入ってまいります－　行動計画・目標設定のアクションプランを考えるという作業でした。私は

本学の IR 室創設に向けた机上プランを考えてみました。各学部、部署に散在している学生データの集

約化のお手伝いをしたい。IR 室創設に向けたステップ１を掲げました、ここに黄色く「実感が湧いて

きた」なんて書いていまして、「中退者半減対策」という目標を書いて、それを持って各先生方がこの

ように順番で発表するわけです。私が一番目に手を挙げて発表をしました。そうしましたら、やっぱり

なるほど、プロだなと思いましたね。わたくしの先ほどのあの発言 (プレゼン )が終わった後に、「さすが、

すごいですね。ハードルが高くなりましたですね。これだけの高いハードルに後から発表する人は大変

です」とお褒めの評価をいただきましたが、その後次から次へと発表 ( プレゼン ) が続いたのですけれ

ども、・・何のことはないですね、終わってみれば私が一番ハードルが低い者、一番下だったではない

かという具合に、自己評価しております（最初に発表するのが良いことなんですね）。

教学組織のあり方について考え、教学マネジメント体制の組織図を作成するワークもありました。

教職協働型の国士舘大学の教学マネジメント体制というようなものを考えました。教育企画課、FD推

進室、・・これらが本学の組織機構の中でどのようにして、全学的な教育学生支援機構と位置づけられ

るべきか、教職員の能力開発拠点、教育企画室というものが、いわゆる理事会側と教学サイドで、図の

ような形態でピラミッド型の連携を模索していけば、どう構築されるのか、・・などというような議論

でありました。まあこうした議論は、現在ＫＬＩＣクリックと言っていますが、国士舘ライブラリ＆イ

ンフォメーションコモンズと英語表記をしている国士舘情報メディアセンターの中で議論されている考

え方、「学びやすい環境、働きやすい環境、そして教えやすい環境」、この三つを常に考え活動するとい

う目標と相通じるものがあると考えています。それが社会への説明責任、大学ポートレートとか、IR

に結びついていくのだと痛感しています。こうしてセミナー（FDer 養成講座）最終日に受講生総代と

して修了証書をいただいてみて、つくづく全力投球の研修であったと振り返っています。

私の中では教育の原点と言いますか、ひとりの FDer として持ち続けたい私の心の詩は、「鶴の恩返し」

であり、－これは木下順二の『夕鶴』が基となっているものなのですが－、アンデルセンの『マッチ売

りの少女』でもあり、トルストイの『イワンのばか』に出てくるイワンです。こういう人間像のような

ものが私にとってはとても大きなキーワードです。もちろん・・・講座に行ってきたら、FDer 講座の

目標の１、２、３は何か、その内容、期待される成果は何だったのか。習得するスキルはどうだったの

か等々の報告をすべきなのでしょうが、それはまたの機会に譲るとして、FDer としての最初の活動と

して、国士舘大学における授業参観を本日は挙げておきたいのです。

第一回が、池本先生のディベートです。ディベートの内容は、「消費税の増税は日本を救うか」。「原

子力発電は日本を救うか」。それぞれについて肯定派、否定派に分かれての議論でした。池元先生を囲

むゼミ生の絶え間ない笑顔あふれる中でチームワークが

しっかりと形成されるような配慮が行き届いた論戦 ( 準

備・設計図 ) がとても印象的でした。第二回は、木阪先

生の哲学概論「人間存在について、夏目漱石の「心」を

教材にしたグループディスカッション」ということで、

罪の問題、人間がいかに生きるかということについて議

論をされておりました。わたくしがその時、発言も求め

られたのですが、考えたことというのは、やはりこうい

う二つの講義を通しても、やっぱり最終的にそこで教師
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が成すことということ、最終的な方向付けの部分は、教師自らの人間性と言いますか、教師自身の社会

へのまなざし、人間はいかにあるべきか、いかに生きるべきかという根源的な存在からのコメント以外

にないなということを強く実感した部分でありました。そういったところで、裸の画家山下清、風の又

三郎の世界、イワンのばかの生き方、・・、というようなものを教育活動の現場でどう捉えるのか・・・

私の心の片隅に，拭ってもぬぐってもぬぐいきれずに残っています。一方の軸がリアリスト、現実主義、

その対極にあるロマンチスト、理想主義、そして IQ軸、個人主義、集団主義、なんていうようなもの

が浮かび上がってきました。

そういった中で、学ぶのは学習者だと。しかし、教育はその学びの内容や方法に対して意図的、あ

るいは非意図的に介入し、社会の発展に貢献するよう方向づけるものなのだ、云々というのがあります。

この矛盾をはらんだ活動について学習者が教育を概念化し矛盾を超えたところの学びを実現させていく

のだというところにあるのかもしれません。そういう意味で、教育というものが本来的に教えによって

成り立つのか、学びによって成り立つのかと二項対立的に議論を立てるのは我々研究者の良くない癖な

のかもしれませんが、もし、学びによって成り立つのかと考えた時に、その学びの中での越境、断絶と

いうものをどのように超えていくのか、という部分でどうなのでしょうか。　　私はそれでも人はひた

むきに光を目指して生きることができると、人生は愛しいものであると信じ続けること、・・などと答

えを出し続けたいと思っていますが、・・・。

アカデミックポートフォリオは FDer のコンパニオンです。教員の仕事というのはこの四つ（教育 ･

研究 ･管理運営・地域社会貢献）だということが言われておりますが、そういうようなものはどうなの

かという部分と、私が今語ってきたものはどちらかと言うと、行動の基盤となる理念、私と私自身とい

うような問題でしょうが、生きる哲学なのか、ニアイコールの教育哲学なのか、あるいは心の歌、知の

星座、そしてその部分がエネルギーの貯蔵庫という意味で、教師のエネルギーの貯蔵庫は、どちらかと

言えば建学の精神にも通じるものと言ってよいものなのかもしれません。

そういう教育の理念、研究の理念、それから大学の管理運営の理念、社会貢献という社会地域への

役割というようなものを考えた時に、どういうもので自分自身が教師というものが構成されているのか

という部分ですが、教育の理念、研究の理念、そして大学の管理運営の理念、そして、社会貢献の理念

という部分で、このバックグラウンドにある灰色の部分、信条と書いてありますけど、その部分が自分

自身の行動の基盤となる理念なのだと思います。

そしてわたくしは、若き日には理想に燃えて人生の課題に「パンと恋と革命と ( ビクトル ･ユゴー )」

を考えてきたわけです。もちろんこの中でどれが最初になくなったのかというとやっぱり愛（の不毛）

なのかもしれませんが、木坂先生のテーマは愛でしたけれども、まあ最後に残るのはパン（生活の糧）

だけなのかという部分ですけど、この革命 ( 社会変革 )、もうこんなエネルギーも当然ないわけで、社

会変革、この部分、どうするのかという部分で、「学ぶ、戦う、変える ( パキスタンの少女マララさん )」

と考えたいのです。そして、しっかり意思を持ち続けるという意味で、「遠くまで行く」のだという部

分で、・・・教育の理念の部分ではこのように構成されましたが、まあ私にとってのこの辺の部分で一

生懸命頑張っているのか、あるいはこの辺なのかなと思うんですが、やっぱり「学問への愛と執着とか

疑問から逃げない」という部分は、実はこのバックグラウンド、人間であるという部分で，持ち続けた

いと真剣に願っている祈り続けたいものであると思っております。

私の心の中の自分と自分自身に対する反省をなすことができた、・・というようなところが今回の大

きな成果でもありました。どうもありがとうございました。（拍手）



9



10



第１部

自らの内省から始まるアクティブラーニング
～ティーチング・ポートフォリオによる発見、再確認～
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◆講師紹介

それでは、本日の研修の講師を務めていただきます東京大学大学院大学総合教育研究センター特任

准教授、栗田佳代子先生をご紹介いたします。

栗田佳代子先生と言えば、「アカデミック・ポートフォリオ」を日本に最初に紹介された方です。今

から８年くらい前に、大学評価・学位授与機構が一橋講堂で行った、この本『アカデミック・ポートフ

ォリオ』（玉川大学出版）の原著者のピーター・セルディン、Ｊ．エリザベス・ミラー両先生の講演会

と研修会がありました。そこで今日のこの後のセッションのワークのようなものを私もやらせていただ

きました。その会のメインの部分でご講演されていたのが、同書の翻訳者でもある栗田先生です。若く、

お嬢様みたいな人がメインの場でお話されているのを、遠くから拝聴していたことを非常に懐かしく思

い出します。

それでは、栗田先生の学歴の紹介をさせていただきます。東京大学教育学部教育心理学専攻卒業され、

2005 年に大学評価・学位授与機構の助手、そして助教、2012 年に准教授になられ、現在、東京大学大

学院総合教育研究センター特任准教授でいらっしゃいます。2010 年から 11 年までスタンフォード大学

のVisiting…Scholar も歴任されています。研究分野は科学教育、教育工学、職員業績評価、評価、情報学、

統計科学、心理学、教育心理学です。また、非常に特殊な分野で、成長期スポーツのトータルサポート、

メンタル面のサポートなどもやっておられるということで、幅広くご活躍されています。

ご著書については、この本（同書）の前に『大学教育を変える教育業績記録』という図書などがご

ざいます。文部科学省の競争的資金等を数多く獲得されています。ティーチング・ポートフォリオにつ

いて、授業評価結果の有効活用につながるフィードバック方法について、文系学生に対する心理統計教

育についてというような、教育の分野について、今一番最先端で活躍されている先生であると思います。

それでは、栗田先生より、『自らの内省からはじまるアクティブラーニング　～ティーチング・ポー

トフォリオによる発見、再確認』と題してご講演いただきます。先生、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ委員会副委員長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　直隆　　

（法学部…教授）…　
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◆講演
自らの内省から始まるアクティブラーニング
～ティーチング・ポートフォリオによる発見、再確認～

東京大学大学院総合教育センター

　特任准教授　栗田　佳代子　

栗田　皆さん、こんにちは。土曜日のお忙しい時間をいただきまして、

また、お招きいただきましてありがとうございます。今日はとても長

い時間いただきましたが、決して皆さんのお時間が無駄になることの

ないように努めたいと思いますので、よろしくお願いします。

私はご紹介いただきましたとおり、現在、東京大学に在籍をしてお

りまして、今、大学教員を目指す大学院生に向けた、フューチャー・ファ

カルティ・プログラムと言いますが、ティーチングのスキル獲得を中

心としたプログラムを担当しています。東大生は研究者になるという

頭しかないと思われがちというか、まあそういう方が多いのですけれ

ど、今後の大学では、教育の面が重視されますし、そのスキルがない

と教員としてやっていけない大学がどんどん増えていくので、その方面に対応したプログラムというこ

とになっております。

前職は、大学評価・学位授与機構というところにおりました。皆さんにペーパーワークをたくさん

課してしまうと思われ、とても疎まれる機関なのですが、一方機構側には評価がゴールになってしまっ

ているという問題意識がございます。機構には教員組織がありますが、この組織としてのプロジェクト

では、評価がスタートになるような在り方を目指すための取り組みの一つとして、大学の内部での質保

証の仕組みをうまく回るようなことをこちらからご提案できないかということで、私がこのポートフォ

リオをずっと担当してきました。

今からご紹介するポートフォリオは、あっと言う間に形骸化する危険もはらんでいる反面、書くこ

と自体が先生方お一人お一人の利益となりうるツールです。そのためには、書き方はどうすればいいか

とか、体制はどうすればいいかとか、という辺りを全部ワンストップと言いますか、オールインワンで

やれたらと思っており、東大に移った後も研究テーマとして引き続きやっております。私は先ほどのご

紹介にありましたようにスポーツのほうの研究はほんの少しだけしかやっていないのですが、バックグ

ラウンドは心理統計、統計学をやっていました。また、学生時代にはちょっと少林寺拳法をやっていま

したので、こちら国士舘大学の学生さんには武道館でお会いしたことが、ございます。ですが、こちら

に訪問させていただくのは初めてです。

それでは、内容に入っていきたいと思います。お手元の資料を逐次ご覧ください。スライドにしか

ないものもあるのですが、資料に沿ってまいりますので、よろしくお願いします。たくさん来ていただ

いているので、遮るのは難しいかもしれないのですが、そこで質問がございましたら手を挙げていただ

ければその場で解説させていただきます。

冒頭に掲げておりますのは、お手元にあるパンフレットの文言です。これはユングという心理分析

学者の言葉なのですが、実はポートフォリオの本質をうまく言い当てている言葉なのかなと思います。
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このパンフレットの青い表紙の下に英語でも書いてございます。「ビジョンがはっきりするのは、自分

の心をのぞきこむ時だけである。外に目を向ける人は、夢を見る。内に目を向ける人は、目を覚ます」。

この最後の「内に目を向ける人は目を覚ます」というのがポートフォリオ作成プロセスの一番の価値で

す。後に説明しますティーチング・ポートフォリオのワークショップ、ここで２日半かけてポートフォ

リオを作成するのですが、何か新しい知識をご提供するというよりは、ご自身の中にもう既に持ってい

らっしゃるものを整理したり、再構成したり気付いていただきます。たとえば、「ああ、教員で良かったな」

とか、「こんなすごいことをやっていた」、「これをほかの人と共有したらどうだろうとか」、ご自身を再

確認していただく機会となります。また、教育というのはチームでやるものですから、カリキュラム改

革ですとかそういうものに繋げていただく契機にもなります。それで、これがいつも冒頭にご紹介する

言葉なのです。

目次ですが、最初から五つぐらいに分けてあります。まず、「ポートフォリオとは？」というのを少

しお話しながら、目的や意義、TPというのはティーチング・ポートフォリオの略ですが、なぜティー

チング・ポートフォリオを私がお勧めしたいかというのをお話させていただきます。それから、３番目

は、機能するためには体制が整っていないと、あっという間に形骸化するのですが、ただのペーパーワー

クにならないための有効な在り方についてお話しします。私は年間にワークショップも５箇所ぐらいに

行くのですが、そういうところから経験的に引き出したものをご説明しようと思います。それから４点

目は、ちょっと大きな話になるのですが、このポートフォリオがうまく活用されることによって、大学

全体、日本全体の高等教育にどういうインパクトがあるのかというお話をさせていただきたいと思いま

す。この５番というのは、そのお話をさせていただいた後のチャートづくりです。

本日、ラーニング・ポートォリオを学生さんに導入するにあたってのティーチング・ポートフォリ

オをというふうにお話をいただいてきているわけですが、私の個人的な見解では、ラーニング・ポート

フォリオというのは、学生さんに預けっぱなしでは全然価値のないものだと思っています。なぜかとい

うと、リフレクション、振り返りをさせるようなことをサポートする体制が必要で、そのためには教

員の皆さんがまず振り返りをする仕組みを理解していただくことが必要だと思っています。ですので、

ティーチング・ポートフォリオを書かずにラーニング・ポートフォリオを導入というのは個人的にです

が責任転嫁というか、自分は責任を負わずに学生さんにポートフォリオを書かせて、自分はそこには負

わないというふうにも見えてしまうようなところがありますし、実際にそのシステムを導入して、それ

がゴールになってしまっている大学は本当に今たくさんあります。巨額を投じて e- ラーニング・ポー

トフォリオのシステムを入れても、それは人の手が入らなければ絶対にワークしないので、そこのとこ

ろを今日のティーチング・ポートフォリオを書いていただくことで、まずはそのプロセスと価値を感じ

ていただいた上で、ラーニング・ポートフォリオに繋げていっていただければと思います。

それでは、「ティーチング・ポートフォリオとは」についてです。ポートフォリオと名前のつくもの

は色々あるのですが、上の三つの、アカデミック・ポートフォリオ、ティーチング・ポートフォリオ、

コース（科目）・ポートフォリオというのが先生の書かれるポートフォリオです。一番上が一番大きい

ものですね。先ほどお示しいただいたように、研究・教育・管理および社会貢献という全て含めた教員

活動全体を書くものがアカデミック・ポートフォリオ、もしくはプロフェッショナル・ポートフォリオ

とも呼ばれます。そのうちのティーチングのところだけ取りだしたものがティーチング・ポートフォリ

オ。その中のあるコース（科目）だけ、例えば統計学とか、力学入門とか、一つの科目だけについて書

いたのがコース（科目）・ポートフォリオです。ここまでが先生ので、ここから下は、ラーニング・ポー

トフォリオというのは学生さんが書くものですね。その下のスタッフ・ポートフォリオというのは職員
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の方が書くポートフォリオです。これは、愛媛大学さんとか、大阪府立大学高専さんでは、職員の方が

書いておられます。インスティテューショナル・ポートフォリオというのは、これは大学として書くポー

トフォリオで、これはいわば認証評価の自己評価書ですとか、そうしたものが相当するかなと思います。

これと、中間物として例えばディパートメント・ポートフォリオですとか、スクール・ポートフォリオ

ですとか、少し中間的な学部や研究科コースレベルで書かれるものもあるかと思います。今日お話する

のはこの中のティーチングです。

この図は先ほどお話したものをちょっと布置してみたのですが、これは、ポートフォリオを理解す

る上でいくつかの軸があります。２軸で語られることが多いのですが、まずこの横軸は、ワーキングと

リプレゼンタティブとあります。こちらのワーキングというのはもう日誌のようにありとあらゆるもの

を詰め込んでいきます。ポートフォリオとは、もともとフォルダーという意味がありまして、紙ばさみ

で何でもそこにガサガサ突っ込んでいくというのが語源なのですが、ワーキングというのは、例えば学

生さんで言うともうレポートとか、ありとあらゆるものをそこに詰めていくというような、まあ日誌と

か本当に手元にあるものすべてが入ってきます。

リプレゼンタティブというのは、例えば１年、２年、３年の間の代表的なものを入れこんでいくと

いうタイプでして、全部を見るのは大変だからその中をピックアップしていこうというのがリプレゼ

ンタティブという軸です。この軸で見ると、このThis…TP と書いてある、ここで今日お話するものは、

リプレゼンタティブ、３年働いた先生でも 40 年働いた先生でも同じ分量の文章を作ります。

このリプレゼンタティブかワーキングかという尺度について、スタッフ・ポートフォリオやインス

ティテューショナル・ポートフォリオなど、こういう比較的評価にのるもの、また、更新する機会のあ

るもの、についてはこういうリプレゼンタティブタイプになります。一方、ワーキングタイプについて

はいろんなものをエビデンスとして全部入れ込んでいくという意味で、このコース（科目）・ポートフォ

リオとか、ほかのタイプのポートフォリオ、だからティーチング・ポートフォリオの中にもこちらに入

るものがあります。

ラーニング・ポートフォリオについては、これは学生さんの書かせ方の問題になるので、日頃の科

目履修の感想など、毎日日誌のように書くタイプのポートフォリオなのか、１年生から書かせて４年次

で卒業論文の代わりに出させるようなポートフォリオなのかによって幅がありますよということです。

例えば、このOther…TP と書いてピンクのティーチング・ポートフォリオについて、アメリカでは、ティー

チング・ポートフォリオはどの先生も書かれるのですが、「ポートフォリオを提出してください」とい

うと段ボール箱２箱にドンと来るみたいなそういうタイプのものもあります。その場合だと、やはりそ

れを全部見るわけにはいかないのでなかなか評価には苦労されます。ということでリプレゼンタティブ

が出てきたのですが、そういう分類でまず見ます。

それからこの縦の軸は、矢印どちらも、今日話すTPもラーニング・ポートフォリオも軸に沿って矢

印が刺さっています。パブリックとプライベートという軸になります。皆さんがポートフォリオを書か

れる時に、それは個人でとじておいて誰にも見せないものなのか、あるいは全世界に発信してそれを共

有したいのかというような軸です。これも導入される機関によってこの方針が決まります。例えば国士

舘大学さんでティーチング・ポートフォリオを導入する場合に、それは個人個人が書くのをサポートす

るよというレベルにするのか、ホームページに全員のものを載せて発信するのかというのは皆さんで考

えていただくことになります。

パブリックタイプの例として、先ほど少しお話しました、大阪府立大学高専さんでは、今、全教員７割、

８割弱の方が書かれているのですが、校長先生のポートフォリオがホームページのトップからたどるこ
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とができまして、公開されています。佐賀大学さんでも作成されたポートフォリオが公開されています。

後ほどの意義のところで出ますが、うちの教育、こんなことをやっているよという情報発信ですね、社

会に対する情報発信のツールとしてポートフォリオが有効に機能する一つの事例かと思います。

これから、ここでお示しするティーチング・ポートフォリオというのはリフレクション、振り返り

を非常に重視します。事実だけを箇条書きなどで列挙するのではなくて、それに対してきちんと内省を

かけるというのが非常に大きな特徴になります。後ほど触れさせていただきます。

ティーチング・ポートフォリオについて初めて聞かれるという方はいらっしゃいますか？　ティー

チング・ポートフォリオは今日初めて聞きますという方。ちらほらいらっしゃいますね。ありがとうご

ざいます。３分の１か４分の１ぐらいの方が今日初めてということで本当にありがとうございます。ど

のくらい普及しているかという点なのですが、カナダで始まり北米でまず普及したものなのですが、80

年代くらいに広まりまして、今はもう2000機関以上において利用されています。ジョブマーケットでは、

大学院生がティーチング・アシスタントの業績をポートフォリオに書き、提出をするというのが非常に

ポピュラーな応募方法です。また、採用後もテニュアの審査資料、昇進などで使われます。どちらかと

言うと教育改善というよりは、業績評価のために使われていることが多いです。また、オーストラリア

ですとか EU諸国などでも普及しているところです。

日本ではどうかと言いますと、2008 年の中教審の答申「学士課程教育の構築に向けて」において、ポー

トフォリオについて言及がなされています。これは教育改善というよりは多角的な教育業績の評価と、

そういう側面で取り上げられています。どういう文章で取り上げられているかと言いますと、このパン

フレットを開いていただくと、右側の灰色の囲みの中が答申の中身です。教員の人事採用にあたって業

績評価について研究面に偏することなく教育面を一層重視すると。その中で、中ほど２行目ですね、授

業改善に向けた様々な努力や成果を適切に評価する観点から、教員が教育業績の記録を整理・活用する

仕組み（いわゆるティーチング・ポートフォリオ）の導入・活用を積極的に検討すると。ここで言及さ

れています。この当時の趣旨よりも今広まっているティーチング・ポートフォリオというのは、教育改

善を目的として導入されているところがほとんどではあるのですが、採用場面にもぽつぽつティーチン

グ・ポートフォリオがあれば提出してくださいという形で公募情報を載せている大学が出てきてはいま

す。

日本では、これは割と今、夏の時点なのでもう少し増えていると思いますが、日本では今約 30 機関

が導入済みでして、およそ 400 名の方々が作成されています。のちに述べますように非常に手間がかか

るプロセスなので、なかなか爆発的に増えるという状態ではないのですが、それはむしろ喜ばしいこと

で、着実に少しずつ、形骸化しないペースで広がっている感じが印象としてあります。

「ティーチング・ポートフォリオとは何だろう」ということについて、定義としてはこのパンフレッ

トにも書いてとおり「自らの教育活動について振り返り、その自らの記述をエビデンスによって裏付け

た厳選された記録」ということです。この短い一文の中に特徴が四つ込められておりまして、それを順

番に見ていきたいと思うのですが、これらはこのパンフレットのこちらの左を開いていただいたこの青

い囲みに四つございます。

これを順番にご紹介していきます。最初に「内省」ですね。内省というのはリフレクションの訳語です。

普段先生方が行っている振り返りというのは毎回の授業の中であったり、１日であったり、１週間ぐら

いでもあるかもしれない。この「今のギャグすべったな」というのは一種の内省かと思うのですけども、

今日の授業どうだったとか、学生さんにどう接したなというのをこまごまと毎日振り返っていらっしゃ

ると思うのです。
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それを、ティーチング・ポートフォ

リオでの振り返りはどういうことを

イメージしていただくといいかと言う

と、これが例えば１年とか２年とか３

年とか、書く場合には３年～５年のス

パンを見るのですが、それを代表的に

業績として紡ぐということ、これまで

どうだったのかという少し大局的な視

点で過去を見ていただきます。それを、

ただ過去を振り返って記述するだけで

すとただの反省になってしまうのです

が、それを受けてこれからどうするのかという未来に向けてのマイルストーンですとか短期目標、長期

目標を立てていただくということを行います。

これら二つの矢印について、作成プロセスを経ることによって、「今どこに立っている」と言うと抽

象的な表現なのですが、今自分がどういう状況で教育を行っているのか。どういう状況で教員としてあ

るのかというのを明らかにしていただきます。立ち位置を確かめる、つまり、日常の日々の活動で忙殺

されているところから、ちょっと一歩引いて自分の場所を確認するというのが、ポートフォリオの意義

になります。これは心理学用語では「メタ認知」と言いますけれども、自分を少し客観的に見て、自分

の行動を見渡す、こういうことがポートフォリオの内省の価値になります。特徴になります。

そして、「エビデンスによって裏付けられた」という記述にあります、「エビデンスによる裏付け」、

これが二つ目の特徴です。構成要素として、本文＋エビデンスという、本日、現物を持ってくるのを忘

れてしまったのですが、３センチぐらいのホルダーに８ページ～ 10 ページの本文にタブの付いたエビ

デンスが２センチとか人によって３センチぐらいのものをまとめたものになります。それぞれに「教育

の責任」、「理念」、「方法」、「評価と成果」、「今後の目標」というそれぞれが記述するものであり、この

赤い枠囲みはおまけ的なものなのですが、それぞれの枠中にある少し黄色い表示がエビデンスの種類で

す。エビデンスというコトバについて、医学部の方々などに受け取られる厳密なものよりは少し緩いも

のです。例えば、「学生さんとのコミュニケーションを大事にしている」ということについてのエビデ

ンスというのは、飲み会の写真であったり、何か学生さんからのそういうメールであったりと、そのよ

うなものもエビデンスとして含みます。また、例えば、「方法」ですと「理念」をどのように実現する

かという観点で方法を書いていくのですが、「できるだけ身近な話題を提供している」といった時に、

その資料として新聞を配っていますよとか、何か資料としてこういうものを、何かテレビ番組の何かを

取り上げたとか、そうしたものがエビデンスになります。また、「素晴らしい授業と言われた」といっ

た時に、どう素晴らしかったかというのをエビデンスとして授業評価をきちんと添付する。あるいは、

授業参観をされた同僚の方の所見をいただくとか、あるいは受賞の記録ですとかウェブページですとか、

動画ですとか、そのようなものをエビデンスとして付けます。ですので、エビデンスベースドというの

は、理念、口だけじゃなくてきちんとフェアな形で示すことができますよということで、これは認証評

価、大学さんの評価の場合にも必ずエビデンスは付けていって、根拠資料を付けてくださいねというの

と同じ方針です。

それから３点目は柔軟性ですね。資料のスライドの次に見本を２例お付けしていると思うのですが、

これは、青い本『大学教育を変える教育業績記録』から引っ張ってきたものですので、アメリカ人の先
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生が書いたものなのです。ジャネット・リューマークという数学の先生のポートフォリオと、それから

ブリジット・トーマスという言語学、文学部の方のポートフォリオと２例ございます。後でお読みになっ

ていただければと思うのですが。ポートフォリオというのは構造が一応ざっくりは決まっていて、この

パンフレットの扉の右下にあります基本的構造という「教育の責任」、「理念」、「方法」、「成果」、「今後

の目標」と、この柱に沿って書きます。これ自体はスケルトンというか枠組みですので、これに沿って

書くということさえ一貫性があれば、別にその先生の学問領域や経験年数によらずに書いていただけま

す。

この五つの要素というのが今申しあげた基本的構造です。自分の教育を最もよく表現しうる構成を

取るということですので、実際には目次もご自身で立てていただきます。要は、自分の教育を一番表現

できる項目立て、項目すらも皆さんで立てていただく。そこが決めてほしいと言われることもよくある

のですが、そこまで自由度は持たせています。ですから、新任の先生も経験豊かな先生も、歴史の先生

も法学部の先生も医学の先生も同じフォーマットで書いていただけることになります。これが一種教育

を語る上での共通言語になり得まして、コミュニケーションが非常にうまくいくひとつの仕掛けかと思

います。

それから、厳選された情報の集積というのは、これは先ほどの表ですが、この８ページ～ 10 ページ

におさめていただくという条件が付いています。それにエビデンスなのですが、これは例えば経験 40

年という人に自分語りとして 100 ページとか書かれても、それはやっぱり見るほうが大変ですし、更新

というのを考えた時にあまり現実的ではない分量なんですね。ですので、ご自身のためにもそれを読ん

でいただく相手の方にも、ハンドル可能な分量ということで 10 ページという制限を付けています。実

際に、また認証評価の話になりますが、自己評価をする時のあれにも字数制限が実は付いているのです

が、試行をした時に制限を付けないでやってみようということが行われたらしく、「もうどれだけ書い

てもいいですよ」というふうにして、書いてきてもらったものは必ずしも良い評価書ではなかったとい

う結果が出ています。この分量で必要なことを書いてくださいねというのは、クオリティコントロール

上有効なものかと思います。

また、構造については、これもパンフレットの右下に書いてあるものを順番に追っていくのですが、

ティーチング・ポートフォリオの書き方としてまず、「教育の責任」の範囲を決めていただきます。ご

自身の教育活動って何だろうというのを明らかにしていただいて、その中で実は「理念」がこんなふう

に複数個ありまして、それを実現する形で方法を結び付けてもらうと。理念のない方法というのは多分

ないので、こういうことを皆さん授業で当たり前のようにやっていたり、意識的にやっていたりされる

と思うのですが、それの背後にある理念を見つけていただきます。それを整理していただいて、「成果」

を上げていただき、あとこの辺はちょっとプラプラしていますけど、ご自身で教育について特に努力さ

れているとか、あるいは研究との結びつきを特に書きたいとかという、ご自由に設定できるオプション

的な項目として立てていただいて、これらについてはすべてにエビデンスを付けてくださいねというよ

うな形になっています。

あと、この点線で書いてあるものは、この理念についてこういう「方法」を試してみたいとか、こ

ういうエビデンスを取っておきたいという時に、この点線で表されているのですが、この辺はそれを実

現できたならそれは改善ですし、これからやろうとするものであれば短期的な目標としてポートフォリ

オに入れ込んでいただくということになっています。私はこの夏は一橋大学でもう７年ぐらいになりま

すが、非常勤で統計学を教えていますが、学生さんのそのレポート評価にルーブリックを導入したいと

いうのを２年ぐらい前にポートフォリオに書きまして、それでめでたくルーブリックをちゃんと作って
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それで採点するようになったので、ここが短期目標として書いたものが改善として更新されると。そう

いうことを具体的にここでやります。そして、この全体像をもう少し大きい５年、10 年先どうしてい

たいかということで長期目標として立てていただきます。これがポートフォリオ全体の構成要素になっ

ています。つまり、特にこれはお気づきかと思いますが、何か冒頭に言いました、この研修会で新しい

知識を得るというよりは、皆さんが既にお持ちのものを構造化し、俯瞰的に見ていただくと、そういう

ツールです。

それでは、次にポートフォリオの二大短所についてです。よく言われる文句ですが、一つ目は、時間、

手間がかかる。こんなに時間かけられないと言われることです。お手元の資料の、先ほどご紹介したポー

トフォリオのサンプルの次のページに、ティーチング・ポートフォリオ作成ワークショップのスケジュー

ルを付けてございます。これは、大学評価・学位授与機構でプロジェクトをやっていた時に 2008 年度

に日本型の、日本ではこれがうまくいくだろうといって標準的なワークショップスタイルとして提案し

たものなのですが、これで大体今、こういうことをきちんとできるためのワークショップ基準というの

も提案しておりまして、それに則ってやってくださっている機関がほとんどなのですが。

これを見ていただくと非常にストイックなプログラムで、17 時間だか 18 時間だか作成作業がありま

して、ちょっと原稿提出締切がこれは優しく 10 時になっていますが、「０時に提出してくださいね」と

いうようなワークショップもあるのです。というのは、書き続けることを要請するわけです。相当の作

成時間を費やして、ご自身のことをひたすら振り返っていただくということですが、この時間と手間を

どうしてくれるということなのです。ただ、これは、申し訳ないというかここはどうにも譲れないとこ

ろでして、活動を俯瞰し整理し展望するのに最低限の労力がかかりますと。例えばこれは皆さんが研究

の科研の書類を書くとしたら、それぐらいの時間は費やすと思うのです。自分の研究計画を書くのに。

それと同じように考えていただきたいと思っています。

ということで、私たちのこの「ポートフォリオって良いものですよ」と言っている立場の側からと

しては、その価値や効果がきちんと可視化される形で私たちがきちんと見せていかなければいけないし、

それは、もちろん時間や手間をかけただけのものはあるのですが、それをご理解いただいたり可視化し

たりということをしていく必要があります。やっぱりでも時間や、これをぺラッと１枚にしたいとか、

なんとかならないかと言われるのですが、それは価値も下げてしまうことになるので、できればこのま

まのスタイルを是非書いていただきたいと思っています。

それから評価が難しいのですね。評価もよく言われます。これは、先ほどご紹介いただきましたこ

の青い本の、ティーチング・ポートフォリオというのを開発されたピーター・セルディンという先生の

書かれたものの翻訳本なのですが、その先生に直接私は尋ねたのですが、評価はどうするのだというと、

評価の基準についてはここの中にもきちんと入っているのですが、そもそもポートフォリオというのは

100 人が書いたものを１位から 100 位まで付けるものではありませんよというのが大前提で、せいぜい

二つか三つのカテゴリーにその先生たちを分けるぐらいの制度だよねということでした。

ですので、例えば採用の場面でこの人を採るか、採らないかとか、３人、５人いるうちの誰を採る

かというレベルでは非常に有効に働きますが、この人の教育業績は 83 点ですというようなものではな

いですよということです。ただ、評価自体も評価基準を作っていくこと自体も大学の中で合意を得なが

らそのプロセス自体が貴重だと思いますので、これを例えば教員業績の評価に使う場合にはそうした話

し合い自体を苦労してプロセスを経るのが一番納得のいく使える評価システムかなと思います。

次に、「なぜTPか」ですが、作成の目的ですね。今までも少しお話をしてきたわけですが、「振り返

りに基づく教育改善」というのが第一の目的です。これは、ワークショップに行って振り返りのプロセ
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ス自体がとても貴重なので、プロダ

クトとしてポートフォリオがあると

いうのよりも、むしろそこが大事か

なと思っています。独力でも書ける

のですが、メンターの方にずっと３

日間、同じメンターの方にお話を聞

いてもらって一緒に作り上げるので

すが、そのプロセスを是非ご経験い

ただければなと思っています。

この後の少し字を小さくしてあり

ますけれども、２点目としては、教

育業績評価資料。これはまだまだ日本では途上にありますが、徐々に広まりつつあるところです。

次に知の共有ですね。これは、先生方がそれぞれ素晴らしい授業をしていらっしゃるのを、その先

生だけに止めてはおかずに、例えば、学科内とか学部内とか、あるいは大学内とかで共有する共通言語

として機能させて、優れたティーチングスキルを一種の財産として、例えば国士舘大学さんで共有する

仕組みを作るというときに役立ちます。そのツールに十分なり得ると思います。

それから先ほどのホームページから発信というのがありましたが、情報発信としてうちの大学はこ

んなに素晴らしい教育をやっていますというのを見せるためにポートフォリオというのは非常に分かり

やすい言葉で書かれますので、一般の方々にも十分通用する広報ツールとして生かされると思います。

それからこれはワークショップの中なのですが、これは「メンティ」と「メンター」という役割が

おりまして、メンティというのが書く人です。メンターというのがそれを支える人で、まあメンターと

いうのはメンターチームというのを組みまして、スーパーバイザーというのを一人置いて、この方々の

メンタリングと言いますか個人ミーティングをずっとサポートするのですが、このワークショップの中

にいると、まずそのメンターとメンティの非常に密なやり取りですね。延べ３回、３時間以上かけてこ

のメンティのお話をメンターはひたすら聞きますので、そこで振り返りをすごく促進すると。ここにす

ごく大きな気づきがあるというのがあります。

そこで、メンターはわざとメンティの専門領域を違うようにあてます。というのは、同じ専門領域

にいると阿吽（あうん）で分かってしまい、新しい視点が得られにくいということで、違う視点の方々

を充てることにしています。そして、メンティの方もメンティ同士で同じお部屋でずっと書く中で自然

に会話がありますので、お互いあんまりよく知らない人同士がお互いお話することでいろんな学びが得

られると。そしてこれは、ここにも小さく矢印を入れましたけど、メンター同士もすごく学び合うの

で、先ほどの大阪府立大学高専さんなんかはこのメンターをやること自体も一つの FDというふうに捉

えて、いろんなメンティとしてポートフォリオを書いたら次はメンターね、というような流れができて

います。

次に、「教員にとってのティーチング・ポートフォリオ」なんですが、これは先ほどの目的にもちょっ

と重なりますけど、どういう意義があるかという点を少しまとめました。まず教育者としての振り返り

ができると。「教育者としての」というのがミソですね。アカデミック・ポートフォリオだったら「教

員としての」となるのですが、アイデンティティとして教育者というのを強く、特にこれは研究型大学

にいらっしゃる先生方には有効ですが、振り返りをしてもらうと。それから教育活動の基盤がそこに、

可視化されたドキュメントができますので、それで改善のサイクルを回せるという礎として機能します。
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それから教育への正当な評価を得るための手段として、なかなか量的なデータ、何コマ科目を持っ

ているとか、学生を何人持っているというデータは普通にすぐにエクセルなどで入力可能なものですけ

れども、どういうクオリティのものを自分がやっているのか、どういう工夫を授業でしているのかとい

う点を可視化する、表明するための手段として有効です。それから、評価への効率的な対応省力化と、

いろんな評価が効率悪くかぶってくる時に、これを見れば自分の教育業績についてはそこから引いてい

けばよいという状態で、省力化が図れるのではないかということです。

それから「各種提出資料に対する意識変容」というのは、先ほど授業評価をエビデンスとして一つ

挙げましたが、授業評価というのは、なんとなくやらされて勝手に何か評価されて勝手に返ってくると

いうものが、自分の教育方法を学生がどう受け取っているかというエビデンスとして取ってくるものに

意識が変わりますので、授業評価が逆に楽しみになるというように、心理的におそらく変わってきます。

私も一橋大学で非常勤をやっていた時に、自分がやっている方法を一橋大学は授業評価に項目として追

加できるので、自分の方法についての項目を追加して学生さんがどう受け止めていたかということを知

ることで、「ああ、やっぱりちゃんと伝わっていた」というのがポートフォリオにちゃんと書けて、自

分も確かめられるということができましたので、それはポートフォリオの効果だと思います。

これらを総合すると、自分が、例えば、今いろんな評価にさらされて評価疲れとか、あと何かやら

され感がいろんなところにあってという状態から、自分は教育者としてここにいるという主体性の回復

と、大学教員として働いている、クオリティ・オブ・ライフの向上が期待されます。これはなかなかは

かりづらいことですが、作成された先生方が自信を回復して、先生でよかったと言ってくださって、各

大学に帰られていくというのを本当にたくさん目にしていますので、ここが実はポートフォリオの一番

の効果かなと思います。

では組織にとってティーチング・ポートフォリオがどういう効果があるかという点ですが、まず教

員がどういう理念を持って活動をしているのかというものの把握ですね。これもなかなか単なる業績評

価とか、個々のシラバスではなかなか表れてこないところかなと思います。それから、なかなか与えら

れた指標では見えてこない教育活動を拾い上げることができるということです。どちらかの大学で、不

登校の学生さんに個人的に毎日電話をかけてあげて、たいへん心理的なサポートになっているという方

を、お話をお伺いしたことがあったのですが、そういうのは、その学生さんにとっては非常に大事なサ

ポートなのですが、大学からなかなか見えない個人的な活動ですね。ですので、それをポートフォリオ

に書いてもらい、それが執行部の目に触れることで初めてその効果がわかるわけで、そうしたことを拾

い上げるツールになるということです。

それから、いろんな取り組みの統合。これはいろんなところに散らばっている各種の評価をもう効

率悪いから、もう少し集めようよというようなきっかけになり得るということです。教員評価における

多様な視点というのは、見えにくい活動などとも関連しますが、大学から指定される項目以外にやって

いる先生方の素晴らしい取り組みというのをポートフォリオで挙げてもらうことで、これが得られる。

そうすると、そういう決められた項目が改善され、そういうことにつながるはずです。それからこの絵

は同じです。教育資源の共有。皆さんの優れたティーチングスキルを共有することで、この国士舘大学

自体の教育の質がどんどん上がっていくということができますし、外部に発信することで学生さんやス

テークホルダーですね、親とか企業とかの目に触れることでステータスを上げていくツールとして有り

得るということです。

次にティーチング・ポートフォリオが機能するための条件です。すごく手間がかかるツールですので、

やらされ感でやっていては非常に勿体ないですね。アリバイ作りにやるのだったら絶対に入れないほう



22

がいいです。評価機関にはティーチング・ポートフォリオというのは基準の中には入ってないですけど、

こういうのが入っていたらいいねという答申に入っている名前なので評価はもちろんされるわけです

が、評価狙いで行くだけではとても見合わないツールです。では、どういうふうに入れれば機能するか

ということなのですが、執行部と作成者のティーチング・ポートフォリオに対する正しい理解があるこ

と。これは、今この研修会を開いていただいて、これがまさにその場だと思うのですが、ポートフォリオっ

てどういうものかというのを入れる偉い人たちですね。今日は学長先生いらっしゃいますので、そうい

う人たちが理解していただき、そして、自分達書く人も「これなぜ書くんだっけ？」というのを分かっ

て書くということです。まあこの作成者の理解というのはワークショップに来ていただければそこで分

かっていただくものなのですが、そういうものがないとただのペーパーワークになるということです。

第２として導入プロセスですね。はい、じゃあ今年度全員書きましょうというそういうような仕組

みで回るものではないので、導入プロセスをきちんと刻んでほしいということです。ただ無駄に長くす

る必要はないのですが、それなりの時間が要りますよということです。それからこの作成者の尊重とい

うのも、少しだけ半ば命令で行っても価値のあるものではあるのですが、できれば最初は一番、本当に

書きたいと思っている人から書くとか、あと、項目についてもある程度の自由度は認めるとか、大学の

方針として作成者を尊重するという態度は非常に重要になってきます。

それから、メンターの確保ですね。これは、アドバイスをする。決して指導するとかコーチすると

かではないのですが、一緒に寄り添って書くのをお手伝いする人なのですが、やはりポートフォリオを

書いていないとこれはできないので、そういう人をどうやって見つけてくるかという点だと。これに関

しては、全国に今メンターをできる人っていっぱいいますので、そういう方とのネットワークに入って

もらってということで見つけられますし、都内でももうポートフォリオのワークショップをやっている

所は各所ありますので、そうしたところと一緒にやるなどができます。これは私などにご相談していた

だければなんとかなる話です。

あと、維持や更新方法についてですが、ポートフォリオは作りっぱなしのものではありません。短

期目標を書いたらそれは個人の中で毎年なりしかるべきタイミングで更新を図っていくものですから、

その更新の仕組みとか維持の仕組みとか、それもワークショップとして入れておく必要があります。更

新ワークショップというのも既にご提案済みなのです。先生方は自分のためになかなか時間を割こうと

しないので、書いたらやっぱりそういう場所に強制的に行かないと書けないですね。どうしても学生さ

んのことを優先してしまいます。ですので、これは１日でやってしまえるものなのですが、これもそう

いうものも視野に入れたほうがいいということです。

それから、評価方法などの綿密な制度設計。評価するのであれば、それは先生方と一緒にどういう

評価の在り方がいいかというのをディスカッションしながら作り上げていくことが必要になってきま

す。

導入できている機関の特徴。先ほど 30 機関ほどと申しあげましたが、まず、経験的に私が見た感じ

すべてほぼ当てはまるのですが、ティーチング・ポートフォリオについて中心的に関与できる人物の存

在が不可欠です。何とか委員会でみんなの連帯責任、無責任状態では絶対に進みませんので、お一人こ

れを先導していく人というのが特に初期には大事になってきます。それから、組織執行部の方針として

の導入の決定ですね。一人だけ、これは絶対いいから広めようと思って一人で頑張っていても、それは

もう仲良しサークルで終わってしまうので、そうではなくて、大学、あるいは学部というそういう機関

としての予算が組まれ、それが毎年中に定常的に入っていくという仕組みがないと、なかなかうまく入

りません。佐賀大学さんなんかは、初期から実は中期計画にポートフォリオの導入というのがもう入っ
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ています。もうトップダウンでやるしかないということで、その関与できる人物の方がそれを御旗にバ

リバリやるというそういう状況を作っていて、ちょっと特殊なのですが、そのボトムアップとトップダ

ウンのバランスを持って進めないとなかなかうまく機能しないというのが現状です。

そして、小さく開始するということですね。一番小さいサイズはメンター 3 人、メンティ 6 人の 9

人で始めるぐらいが一番小さいサイズです。もっと小さくてもいいですが、間違っても 20 人とか 50 人

でやるというようなタイプのワークショップではないです。これは事例ですが、誰かがティーチング・

ポートフォリオというのを検索でかけたり、加藤先生のように何か講座に行かれたりとかして知って良

いと思う人が現れてどこかでティーチング・ポートフォリオを作成すると。これは２番の後でもいい、

１番、２番も多少ひっくり返ってもいいですが、そういう人がまずいて、学内でセミナーが開催され

る、あるいは良いと思う人が複数現れる。どこかでTPを作成する。この誰かがいいなと思って、今学

内でセミナーって国士舘大学さんだったらまさにこれがこの場所ですが、それで次にポートフォリオを

作成する方が現れると学内で作成ワークショップが開催されるような運びになっていくというプロセス

です。

実際にこれを導入している機関の特徴として、責任者が作成している。これは作成している人、し

ていない人、セミナーが実施されている人、されていない人という、これは 2010 年のデータですが、

両方やっているところが８、セミナーだけやっているところが７、企画者がポートフォリオを作成して

セミナーが実施されていないところが５という状態ですけど、これは実際にじゃあ導入されたのはどこ

かというと、こういうことですね。だから結局両方満たされてないと、次のステップには行かないとい

うわけです。

これは Google…マップで全国だと小さくてご参考程度にしかならないですが、赤と青と黄色と緑で、

どこでワークショップがやられていて、どこに作成した人がいてというのを作っています。ご関心のあ

る方はこのポートフォリオのパンフレットの裏の、オレンジで囲んだところのティーチング・ポートフォ

リオネットというサイトをご覧下さい。ここにティーチング・ポートフォリオ導入マップというのが左

のメニューにあり、逐次更新しています。これを見ると、西日本に固まっていて、東京はこれ密集して

いるように見えますけど、あんまり流行ってないです。これはやっぱり大学の危機感の違いで、まだま

だ首都圏という土地が学生さんを引きつける力があるので、関東圏の大学さんは結構のんびりしている

のです。FDって西高東低って言われるのですけど。西日本は、結構学生さんを首都圏に取られ、地方

大都市に学生がどんどん取られていくので、たとえば、四国、愛媛大学はファカルティ・ディベロップ

メントの取り組みは非常に有名ですが、四国はどんどん本州に学生が流れていく危機感から、非常に作

成する人が多いです。

専門領域で言うと、今は看護学の

新設が続いているので、看護学領域

の作成者が多いです。教員が不足し

ていて、現場から看護婦さんがどん

どん先生になるという状況なので、

じゃあ教育の質保証をどうしようか

という話で、ポートフォリオに関心

をもつ先生が結構いらっしゃいま

す。

少し大きな話になりますが、高等
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教育の質保証とティーチング・ポートフォリオに話がうつります。まず、ティーチング・ポートフォリ

オ作成の意義ですが、猫の絵が描いてあって、これは太った猫ですね。ダイエットにちょっと例えると

すごく、私も身に染みているところなのでわかるのですが、ダイエットの情報というのは巷にあふれて

います。そして、毎回みんな痩せようと思うわけですよね。でも一向に痩せてないという状況があるわ

けです。何とかダイエットというのをやってみようかな、やってみたところ１日２日ぐらいまでは行く

けどその先絶対痩せるところまではいかないというのが現状じゃないかと思うのです。それは結局意志

や信念、動機付けとして、いや、別に５キロぐらい痩せなくたって死なないし、とかいう甘えがあるわ

けです。これを先生に置き換えてみると、別に授業改善なんかしなくても学生は来るし授業もあるしと

いう。そこの現状を強く変えなきゃいけないという意志が働かない限り変わらないわけです。ですから、

FDの研修会に行って例えば「クリッカーいいよ」と聞いてきて、本当に導入するかというとまずしな

いですよね。いいアイデアもらったけど別に自分の授業に影響を与えないという状況が往々にしてある

わけです。

そこをティーチング・ポートフォリオというのは、ワークショップという場所という制約があるの

ですが、実行するための場所と時間をきちんとそこで提供するというところが強いかなと思うのです。

だから、聞いてきてそれだけではなくて、実際にそこの場所に行けば内省が起こってきちんとプロダク

トを作るというところまで行きますので、それは結局次に行く。実行するための場所と時間をきちんと

差し上げて、意志や信念、動機付けがきちんと、PDCA、次に示す絵のように、自分のものになるとこ

ろまでメンターがきちんとサポートして、短期目標、長期目標まで書きあげるというところに一番価値

があるかなと思います。それがほかのセミナータイプ、今やっているのはセミナーですけれども、知識

提供型のものとは少し違うツールかなと思います。

この図では、ここでポートフォリオを書く、これが新しい知識で、それで、プランニングの中にこ

れを取り入れるわけですけれども、ティーチング・ポートフォリオを書くことで、これ全体をきちんと

こう、ぼんやりしていたものがきちんと回るような設計をポートフォリオで出来てしまうわけですね。

チェック、これは PDCAというプラン、ドゥー、チェック、アクションという PDCAサイクルという

工学の分野の品質管理のサイクルですけれども、よく教育の場面でも言われますが、このチェックのと

ころで何かやってみた後にチェックが入った時にこれでティーチング・ポートフォリオを更新すれば、

ここがすごく PDCAを回すアクセルというかドライブになってグッとこれがきちんとスパイラルに授

業が良くなっていく、ティーチングが良くなっていくような仕組みを作ることができます。

これが一つのティーチング・ポートフォリオの成果と言いますか価値でして、つまり、今質保証が

すごく大事になってきているのですが、それを個人レベルの中で構築する枠組みになり得るというのが

ポートフォリオの価値になります。ですから、高等教育質保証というとすごい上のほうの全然預かり知

らないところの話に見えるけれども、それをご自身の中に落した時にはそれは個人の教育をきちんと質

保証する仕組みとしてポートフォリオを考えていただけるといいかなと思います。

ではそれができたら今度は皆さんの質保証ができたところでそれをカリキュラムに上げ、学部に上

げ、大学に上げということで、ボトムアップで質保証する、その一番のベースをTPが担えるのではな

いかと思っております。

これはご参考になれば、という情報ですがポートフォリオのネットというウェブサイトでして、こ

こで、これが１枚のウェブページですが、ここにTPの普及状況というメニューがありまして、ここに

先ほどのマップが出てきますし、これを導入している機関の紹介がありますし、あとこれがワークショッ

プ・スタンダードと言いまして、ワークショップはこういうふうな基準を満たせばちゃんとしたワーク
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ショップ、ここで書けばちゃんとしたティーチング・ポートフォリオが書けるよというスタンダードを

提案しています。

この部分ではこういうところでワークショップが行われていますよというのをご紹介していまして、

もうちょっと今日からはもう間に合わないですが、12 月の末には大阪府立高専でワークショップがあ

り、２月、これはまだこれから募集開始ですが、２月の半ばごろに山口県立大学でワークショップがあ

り、３月の上旬に福井大学でワークショップが決まっています。大体年明けと冬休み、春休みと夏休み

のタイミングで各所で、例えば、広島大学さんとか、阿南高専さんとか、都内ですと芝浦工業大学さん

ですとか、機構でも大学評価・学位授与機構でもオンデマンドというか、リクエストに応じて開催して

いますし、今、大学院生向けのラーニング・ポートフォリオというのを開発中なので、それに関しては

東大でも今後行う予定でおります。

前半の講演はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。（拍手）

ご質問はありますでしょうか？

質問者１　ちょっとだけいいですか？

栗田　はい、どうぞ。

質問者１　ちょっと最近不正が騒がれていますが、不正のチェックというのはどういうふうにしている

のですか？

栗田　不正ですか？

質問者１　はい。

栗田　不正というのは、それがエビデンスベースドですので。

質問者１　だからエビデンスに不正を入れられたら、どうするのですか？

栗田　それは、どうするのですかね（笑）。それは例えば、そういうことが疑われるようなところに導

入をするのであれば。

質問者１　たくさんの目があれば、それを見てチェックできるけれども、そういうものがなければ、続

ける可能性が高いわけですよね。

栗田　それはだから作成の目的を業績評価に使う場合ということですね。

質問者１　だから話は全部性善説でなっていて、やる人が性善説の上でやってくれればいいけども、必

ず悪いものは入ってくるので、それはどうするのということです。

栗田　複数のエビデンスを採るぐらいしかないですかね。一つの記述に対して必ず複数入れてください

ですとか、他者によって作られたエビデンスを入れてくださいというのが解決法でしょうか。

質問者１　それは一つの方法だと思うけども、他者をちゃんと引用できるようにしておかないと。

栗田　そうですね。おっしゃるとおりだと思います。

質問者１　その辺が一番難しいことじゃないかなと思います。

栗田　エビデンスについては作成目的にもよると思うのです。自分のことを、自分の教育改善を目的と

した場合に、エビデンスというのは実はそんなに重要ではなくて、自分に嘘をついても仕方がないこと

なので、ですので、教育業績評価に使う場合にはそうした厳密なルールというのは、もう論文の剽窃と

同じじゃないですか。

質問者１　報酬があって、その報酬を受けるものが自分であれば、自分に嘘をつかないだろうという。

その報酬を受けるというか、その評価がされてその報酬を受けるとなると、そこに嘘を書かれたら通っ

てしまうという、最近不正問題がいろいろあるので。
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栗田　それはきっとでもティーチング・ポートフォリオに限ったお話ではなくて、論文の不正もそうで

すよね。それは、きっとポートフォリオを超えた枠組みを大学さんで決めていただかなければいけない

ルールかと思います。

質問者１分かりました。

司会　どうもありがとうございます。

質問者２　二つ伺います。６ページ目のところで、科目ポートフォリオがワーキングのほうに近くなっ

ているんですが、これは科目のポートフォリオなので、むしろリプレゼンタティブのほうでもいいんじゃ

ないかなと思ったのが一つで、それがどうしてですかというのが一つ。それからワークショップという

言葉をよくお使いになっていますが、TPを作成するということでメンティとメンターの関係というの

は分かりました、そこまでは。ワークショップというと、ちょっと今日もワークショップを多分この後

やるわけで、ちょっとワークショップという言葉の概念をどのようにお使いになっているか。つまり、

TPを作成するという作業のことをワークショップとおっしゃっているのか。それともそれを推進して

いくための前準備のことをワークショップとおっしゃっているのか、どちらなのですかということです。

以上です。

栗田　科目ポートフォリオについては、私の念頭にあるのは JABEE という技術者教育認定機構という

主に工学部が認定を受ける機構のポートフォリオを想定しているのですが、先生が書くポートフォリオ

というのは結構細かい、例えばシラバスは当然として、学生さん達のレポートの、優秀と境界値とだめ

なの、みたいなものを３年間保管してとか、そういったものがすべて入っているものなのです。ですので、

授業に関わるマテリアルがすべて入っているという点で、ワーキングのほうに入れてございます。よろ

しいですか。それから、ワークショップという言葉についてですが、もちろんティーチング・ポートフォ

リオを作成する場所そのものを指していますが、単独で先ほどのニコニコしたマークが、たくさん矢印

が刺さっていたように、その場所を共有する中で、プログラムを決して独力で書くだけのプログラムを

組んでいるわけではないので、皆さんで学び合う場としてワークショップという言葉を使っております。

よろしいですか。

質問者２　ありがとうございました。

司会　ほかに？　それではどうぞ。

質問者３　どうもありがとうございました。内省をするツールとして有効であるということは理解でき

ましたが、既にもう 30 校導入されているということで、具体的に数字的なアウトカムというのは出て

いる例がありましたらちょっとご紹介いただきたいと思うんですけど。

栗田　アウトカムというのはどのような？

質問者３　例えば学生の満足度向上ですとか、あるいは学生が確保されたとか、それですか。

栗田　ご質問ありがとうございます。アウトカムということで、今フォローアップ調査、これは少し

データが予備調査なので本当はちょっと時間があれば本調査のほうをお見せできるのですが、ひとまず

これを示させていただきます。22名のティーチング・ポートフォリオを書いた後のデータですけれども、

まず、先生自身のアウトカムとして、作成前と作成後に何が変化したかというデータです。ワークショッ

プというのは、そこにいて満足しただけで終わってはいけなくて、ティーチング・ポートフォリオとい

うのは行動変容を起こしてほしいと思っているツールなわけです。

そこをちょっと聞いてみたのですが、意識が変わったと答えてくれている先生たちというのはこれ、

「大きな変化があった、変化があった」という、この上二つが肯定的で、下はニュートラル、ネガティ

ブですけれども、肯定的な意見として８割の方が意識は少なくとも変わったと答えてくださっていると。
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行動に関しては、行動のほうがむしろ多くて、やっぱり８割の方が行動として教育スタイルが変わった

とか、何らかの自分自身の行動に変化を起こしたというのを、これを１年後、２年後ぐらいまでの人に

聞いているので、書いたことが無駄になっていずに、何か自分にとって変化を起こしているという結果

が出ています。

で、学生さんに何か変化があったかというのを聞いているんですけど、これは、なかなかまだ作って、

そうすると次の年にやっと授業ができるというサイクルなので、そこを見ることは非常に難しくて、変

化があったと答えている人は３割弱ぐらいという状態ですね。ただ、個人レベルで、私自身の事例です

けど、授業評価自体は、書く前と後と比べては、学生さんは毎年違いますけれども上がっていて、あと、

アウトカムとして大阪府立大学高専さんは８割弱書いていると申しあげましたが、全員が書いているこ

とで非常にお互い何をやっていてどういう考えでという意志疎通を図ることができることでプロジェク

トがしやすくなったとか、そういう教員同士のコミュニケーションという効果として、コメントが上がっ

てきています。

司会　ほかに、よろしいでしょうか。先生、本当にありがとうございました。（拍手）

それでは、第２部に入る前に 15 分間ここで休憩をいただきまして、そして、グルーピング、グルー

プ分けがありますので、一応グループについて事務のほうからご説明申しあげます。

担当課長　この後のミニワークの体制につい

てご説明させていただきます。栗田先生から

もご説明がありましたとおり、ワークは二人

一組でご専門の分野の異なる先生と隣同士で

行っていただくということになりますので、

ご専門が異なる先生方、あそこの席次表があ

りましたけど、それにこだわらず前のほうか

らお詰めいただいて、前提としては異なる学

部の先生と手を組んでいただけたらなと思い

ます。前のほうにお出でをいただきまして、

その後休憩に入っていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。





第２部

ティーチング・ポートフォリオ チャート作成
ティーチング・ポートフォリオ チャート共有セッション
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ティーチング・ポートフォリオ チャート作成
ティーチング・ポートフォリオ チャート共有セッション

東京大学大学院総合教育センター　特任准教授　栗田　佳代子

司会　それでは後半のミニワークを始めたいと思います。先生、連続ですがどうぞよろしくお願いいた

します。

栗田　では、後半のミニワークを始めさせていただきます。引き続きよろしくお願いします。まだお戻

りでない方は別として、今お２人でないところはできるだけ組んでいただきたいのです。お願いします。

専門は違ったほうがいいです。まったく違ったほうがいいです。では順番に始めていきますが、必要な

のはこのA3 判の大きい紙と、資料のほうの一番後ろについている６枚のスライド、これがお示しする

パワーポイントの抜粋は時々例としてご参照いただき、パワポに示されない時でもご参照いただくこと

があります。これとA3 判の紙と、２人に１組のポストイットがあります。このワークは１時間 20 分

いただいているのですが、時間をきっちり切って、はい５分とか７分とか、忙しく進みますので、よろ

しくお願いします。

目的なのですが、これはティーチング・ポートフォリオの地図みたいなものなのですが、ミニ・ティー

チング・ポートフォリオを作っていただきます。お名前とご専門をまず右下に書いてください。目的は、

日ごろの活動の理念や信念、理念というとちょっと重い単語なのですが、教育に関して大切にしている

こととか信じていることを明らかにするということです。

この「理念・信念」と呼びますが、「理念・信念」を軸に教育活動を俯瞰し、気付きを得る」という

のがこのワークの目的です。他に終わった時にお知らせする裏目的もあるのですが、表向きはこうです。

「方法」としてこれを「TPチャート」と呼んでおりますが、これを作成するということです。

最初はこのオレンジのエリアを使います。お手元の緑と水色の付箋、どっちがどっちを使うか決め

てください。途中で交換したりしますが、同じ色でお願いします。お一人は「水色」ばっかり、太いの

と細いのと、お一人はグリーンばっかり。この大きいほうを使って、教育活動について頭の中で上げて

いってほしいんです。昨年の後期、今年の前期でもいいです。一般的な、よくある教育活動というのは、

授業科目がありますね。科目名とか、だいたいでいいです。人数とか対象とか必修選択とか、その授業

の概要を知ることができる情報を

ここに入れます。例えば、私だっ

たら、量的データ解析法、20 人、

学部生大学院生選択という感じで

ここに書きます。これはみなさん

授業担当科目１枚につき１つなの

で、例えば７科目持っていれば７

つ、ここにダーッと貼ってゆきま

す。授業以外の活動として教育活

動とみなすもの、クラブ顧問とか

サークル活動とか、市民講座とか

研究室の指導とか、もう少し管理
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職的なカリキュラム開発とか、新任教員の指導とか、そういうものを１枚にひとつ書きます。迷ったも

のはとりあえず書いてください。それから、後ほどお互いお隣同士で見せ合うので、丁寧な字で書いて

ください。お願いします。これに６分かけます。

質問者４　これは学部とか大学院も分けて、すべて書くのですか。

栗田　全てです。あまり多いようでしたら、代表的なものからでいいです。

栗田　できた付箋は特に順不同でも結構ですので、この「教育活動という左の点線の領域」に貼っていっ

てください。ここのホワイトボードには、ワークの途中、こんな感じですというのを順次お示ししてい

きます。あと４分ほどです。

（ワーク中）

栗田　時間がまいりましたので、次のワークに行きたいと思います。書ききれない場合も、適宜次のワー

クで前に戻って書き足していただくことは可能ですので、随時追加してください。次の課題ですが、今

左に書いていただいたのが皆さんの教育活動なわけです。パンフレットにあったその枠を決めたのが今

の作業です。これを見ながら、日ごろ教育者として、この○○○と書いてあるのは事務職員の方がワー

クに入ってくださる時には事務職員としてという意味でここを置き換える時もあるのでここにこうして

いるのですね。今日、先生方は教育者として、教育活動においてこの３つくらい、もっとあるかも、い

いトリガーになる人はもっとあるかもしれないのですが、いつも行っていること、欠かさず行っている

こと、心がけて、いつも気を付けてやっていること、それから大切だと自分が考えて実践していること

をたくさんあげて、大きい付箋に一枚にひとつ書いてください。ここで一番大事なことは、考えではな

くて、「行い」を書いてほしいんです。「do」ですね。「do」の動詞を考えてほしいんです。事例はどん

なものかというと、これは私が統計をやっているときに、統計学に引き付けて考えた例なので、これ以

外にたくさんあるはずですが、小テストを毎回しているとか、新聞記事を紹介しているとか、できるだ

け早く名前を覚えるとか、グループワークをやっているとか、厳守しているものとか、国士舘大学さん

だから当たり前と思っていることが実は他の大学では当たり前じゃないこともあるので、大学として

やっていることでも書いていただいていいのですが、こうしたことをこのご自身で書かれた左側を見な

がら、共通したことでもいいですし、この科目でしかやっていないことというのでもいいですので、こ

こにたくさん挙げてください。１枚にひとつ、丁寧な字でお願いします。ここから時間設定は皆さんを

見ながらにしますが、ひとまず８分にします。では、どうぞ。

この（A）という例はですね、

このお手持ちの資料にございます

ので、こちらでぜひご覧ください。

あとでグルーピングをしますので、

今のところは（A）でなくてもめ

ちゃくちゃに貼っていただいてか

まいません。特に整理の必要は、

あとのワークで行いますから、ラ

ンダムに思いついた順に適当なと

ころに貼っておいてください。

（ワーク中）

　はい、では次に行きます。次は、

今みなさんのところに、ここにた
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くさん貼ってあるわけです。今、

思いついた順番にばらばらに貼っ

ていただいているわけですが、そ

れの中の最初に書いたのでも一

番好きなものでもなんでも、１枚

とっていただいて、これをなんで

こういうことをしているのかにつ

いて考えてください。最初に大

事だと思って挙げていただいても

らっているわけですけれども、な

んでこれが自分にとって大事なの

か、あるいは学生さんにとって大

事なのか、あるいは学生にどう成長してほしいのか、あるいは専門の学問をどうとらえているのかとい

う観点から、なんでこの行動をしているのかという観点で、１枚、「これの背後にはこういう考えがあ

るな」というそのラベルですね、それを見つけてほしいんです。これはこういうことを考えて自分は大

事だと思ってやっていたんだというのを見つけたあとに、じゃあこれと同じ考えのものはどれかなとい

うのを、つまりグループを分けていってほしいわけです。トップダウンではうまくいかないんです。

質問者６　頭の中でトップダウンしか考えていないから…

栗田　そういう方もいらっしゃいますが、多数派ではないです。こういうふうにグループに分けて、そ

のラベルをここに、名前をつけてほしいんですね。それで、どっちにもかかるものというのは、うまい

こと枠を最終的にこうやってつけてほしいんですが、この行動はどっちにもかかっているよっていうの

は、うまいことご自身で間につけるとかして、ともかくこれをグループ分けしてほしいと。ひとつでひ

とつのグループを構成しているものがあってもいいですし、何か足りないなと思ったら適宜付け足して

いただいてもいいですし、ちょっとこれは扱いにくいからボツ、というのでも構いません。だいたいこ

のなぜのところには、２つから４つくらいのグループができるかなと、カテゴリーができるかなと思い

ます。この指示については、他の付箋についても同じことを行い、似ている考えから行っている付箋を

グループにしていってください。グループは線で囲み、（A）に整列して貼ってくださいということです。

（A）というのはここですね。（B）のところに、（A）に置かれた各グループの行動の根本になっている

考えを大きい付箋に書いて（B）に貼ってください。ちょっといくつも指示が出ましたけれども、グルー

プ分けをして、グループのラベルを（B）のところに貼ってくださいというのが今お願いしたいことです。

ご自身の大きい付箋を使ってください。よろしいですか。もし今申し上げたことが不明瞭であれば、私

今からまわりますので、捕まえてください。この時間には７分とります。ではお願いします。

（ワーク中）

　はい、時間になりました。では、今みなさんのチャートは（B）のところと（A）がカテゴリー分け、（A）

のカテゴリーの上に（B）のところにポツポツとくっついている感じになっていると思います。これは、

今お二人組んでいただいていると思いますので、ここに書いてある通りなのですが、手元のチャートを

もとに、ご自身の専門を伝えていただいて、教育理念、これは仮の名前ですけれど、（B）に書いてあ

るものを教育理念とここでは呼びます。まだきっと浅いのもあるとは思うんですけれども、教育理念及

び、これを具現化というか、実現している方法を、こんどはボトムから、ボトムアップしてこう付けた

わけですけれども、この説明の仕方として、トップダウンですね、理念の実現している方法ということで、
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私の理念はこういうことで、これを実現するためにこういうことをやっていますというかたちで、相手

に説明をしてください。聞き手なのですが、「話し手」と「聞き手」を４分ずつで交代します。まずは

聞くことに徹してください。「ああ、それは全然ダメ」とか否定をしてはダメです。反論したり意見を言っ

たりしない。まずは聞いてください。ポジティブなフィードバックで、うなずくとか、人が話しやすい

態度をそこでとるということです。理念については、繰り返しですとか言い換えですとか、さらなる問

いかけですとか、建設的な方向で聞いてあげるというのが聞き手の役割です。よろしいですか。遮った

りしてはいけません。話し手は、この理念と方法の結びつきにフォーカスし、専門用語は極力使わない

でください。いいですか。VADがとか、なんだかよくわからない略称とか、そういうのは入れないで

ください。よろしいですか。では、向かって右側の先生が話し手で、左側の先生が聞き手、よろしいで

しょうか。では、４分間とりますのでお願いします。では、どうぞ。

（ワーク中）

　はい、４分間たちましたので、役割を交代します。聞き手と話し手を交代してください。注意事項は

同じです。では、どうぞ。

（ワーク中）

はい、４分間たちました。では次に参ります。まだペアワークは時々入りますので、切りのいいところ

で前を向いていただければと思います。今４分でしたけれどもお話しいただいて、しゃべる中で、ああ

ここちょっと直そうとかあったと思うんですね。ご質問をいただいているペアもずいぶん多かったと思

いますから、そこで新しく考えたこと、整理し直したことを、これは２分ほどとりますので反映させて

ください。それで、ここは（B´）（Bのダッシュ）というのがありますね。ここにでてくるなぜとい

うのからさらに上に行く、じゃあここの部分をなんでやっているのという問いに答えられることがでて

きている方がいらっしゃると思うので、ここをご自身で統合したりすることになるかもしれないし、こ

れ自体が独自に深くなることもあると思うのですが、ここをちょっと作ってみるということもこの２分

の間にやってみてください。ではどうぞ。

（ワーク中）

　はい、２分たちましたので、次の作業に移ります。次は（C）のところですね。この、どうだったと

いうところをやります。この（C）、ここは「成果」のところです。この理念に紐づいた実践を行った

結果、必ずしも単体でこれがダイレクトに、このやっていたことがここに結びつくということは、学生

さんの成長なのであまりないと思うので、ここはここでけっこう独立しているんですけれども、大き

い付箋１枚にひとつ挙げてくださ

い。これは例えば、授業評価の評

価が高いとか、学生さんが就職を

きちんとしていったとか、進学先

を選んだとか、継続的な交流があ

るとか、学生さん側のアウトカム、

アウトカムとしてとても測りづら

いものも含めてもらってかまいま

せんので、学生さんの成果のもの、

それから後ろのほうは、ご自身の

授業の成果として、例えばベスト

ティーチャー賞のようなものです
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とか、あるいは同僚の教員から高い評価を得ているとか、そういうこともここにちょっと入れてみてく

ださい。よろしいですか。ここはそんなにバラエティに富まないところなので２分ほどにします。では

どうぞ。こちらの先ほどの事例は、お手元の資料としてございます。（C）の例のところにございますので、

そちらも適宜ご覧ください。

（ワーク中）

　はい、次に行きたいと思います。次は（D）ですね。ここ、右下が空いています。ここなんですが、

これまでで拾えなかったところなんです。教育力の幅と深さという、抽象的な名前で説明しているので

すが、教育力の維持、向上のために努力されていることですとか、自分の研究との結びつきをすごく意

識しているですとか、これはひょっとしたら研究に関してはこちらに入っている方も多いかと思うので

すが、これまでの付箋で、こういう付箋でとらえられていないことについて、大きい付箋に挙げてくだ

さい。何か授業をするために独自で資格を取りにいっているとか、学会の教育部門のほうに関わってい

るとか、科研を教育方法とかでとっているとか、そうしたことを書いてください。これは１分くらいで

いいですかね。ちょっとタイマー使います。こういう研修会自体に出ておられるのもここに入るかと思

います。

（ワーク中）

　では次に行きます。では、このだいたい埋まったところで、エビデンスの話をちょっとしたいと思い

ます。（B）というのは「理念」なので、エビデンスはないです。ご自身の心の中とか頭の中とかにあ

るものなので、ここにはエビデンスはつけない。というか、これの証明がここにあるわけですが、頭の

中で考えているだけではなくて、実践に結びついているというのが一種エビデンスなんです。こっちに

書いてあることというのは「to…do」ですね、「do」にあたるものを書いてくださいと私申し上げました。

ここについて、この 1枚 1 枚について、エビデンスを貼っていってほしいんです。同じ色の付箋で細い

付箋を出していただいて、例えば小テストをしているという大きい付箋に書いてあったら、それは小テ

ストという原本ですね、授業評価と書いてあったら授業評価が同僚からのコメント、同僚からのコメン

トだったらそのコメントのメールなりそういったフォームなり、飲み会だったら写真ですね、あとはシ

ラバスとか、レポートとか、なにかブログに資料をアップロードしてアーカイブにして学生さんたちに

渡しているのですけれども、ブログのスナップショットとか、そういうものを貼って、できるだけたく

さん見つけて、貼れないところがあっても全然かまわないです、貼れない付箋があっても構わないので、

今から３分くらいで貼っていって

ください。エビデンスの例として、

お手元の資料に同じようなものが

ございますが、例えば、（A）の

エビデンスだったら、配布資料と

か講義のノートとか、授業の様子

の写真とか、試験問題とか、新聞

の切りぬきとかありますね。（C）

の例だったら、優秀なレポートと

か、学生の受賞ですとか、学生さ

んの研究発表とか、卒論のタイト

ル一覧ですとか、そういうのがエ

ビデンスになるかと思います。こ
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こから２分計測します。エビデン

スの例はお手元の資料にございま

すので、それをご覧ください。（D）

についても、貼っていらっしゃる

方はエビデンス考えてみてくださ

い。

（ワーク中）

　２分たちましたので、次に行

きたいと思います。ちょっとこ

のワーク、スタートが遅れた分

ちょっと押してまして、後ほどの

第２部の後半のチャート共有セッ

ションというところに少しくいこ

ませていただきます。今からやっていただきたいピンクのところは、ペアワークの２つ目ですね。今み

なさんのお手元には細い付箋が付いたシートがあるわけですが、それをお互い相談しながら、これって

こういうエビデンスがあるんじゃないのっていう、エビデンスってそんなに厳密なものではないので、

貼られていないところについて貼ってあげてほしいんです。思いついてないのか、とれてないのかとい

うのはちょっと同じことになってしまうのですが。それで、とれてない、あるいは貼っていない、思い

ついてないところに貼ってあげる付箋は、「色の違う付箋」で貼ってあげてください。ですから、ここ

には貼っていないんだけどここはこういうのがあるんじゃないの、というかたちで、色の違う付箋で貼

れていない付箋をお互いのものを、これは交代交代にしないので、今から４分ほどで互いに見合わせな

がら、貼っていないところについてあれこれアドバイスをしあってください。よろしいですか。ではど

うぞ。

（ワーク中）

　では。今やっていただいて、色の違う付箋が貼られた、エビデンス、お互いに気付いたところがある

かと思います。次に、短期目標なのですが、理念を具現化する方法としてこれから行いたいと思ってい

ること、考えていること、あるいは成果としてあげたいと思っていること、例えばこの理念に対してこ

ういう方法を試してみたいって、先ほどの講演の中で、「ルーブリック」を作りたい、ルーブリックで

レポート評価したいというのはここにポッと貼られるようなものなのですが、具体的に１、２年の間に

やりたいと思っていることとか、あるいは成果としてきちんと示したいこと、あるいはここの何かを資

格を取りに行くとか、自己啓発したりするものを、色の違う大きい付箋でここにちょっと加えてみてく

ださい。１、２年でできること。付箋を交換してください。だから、「to…do リスト」として実行可能な

ことです。抽象度の高くないものですね。いいですか。これを２分でお願いします。エビデンスをとる

ことが短期目標の場合は、この貼られていたものがそのまま短期目標になるかもしれませんし、自分で

貼っていないところに細い付箋を貼っていってもいいです。「付箋の色」を交換してもらいます。貼る

場所は（A）とか（Ｃ）とか（Ｄ）です。（E）のところはまだ空いています。（E）はとっても大きい

目標をこれから立ててもらいます。ここは（E）は今から、次の作業ですけれども、５年 10 年ですとか、

少し長いスパンの目標を立ててもらうので、短期目標はこの（A）や（C）や（D）の中に埋もれてと

いうか、混じって作ってください。今の冬学期の授業ももうすぐ終わりかと思いますが、来年の夏に何

かしたいこととか、冬に改善したいこととか、そんなスパンで考えてもらえると。ちょっと時間足りな
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いですね。２分くらい増やします。

（ワーク中）

　時間が来ました。次は、さきほど申し上げた通りなのですが、（E）のところです。今後の目標を考

えてください。理念実現に向けた中長期的な目標を立ててください。ひとつにつきひとつの大きい付箋

を使って（E）に貼ってください。これも交換したあとの色の違う付箋でお願いします。中長期、まあ

５年とか 10 年とか、すごく大きな大風呂敷な目標です。年数が経つとこちらにブレイクダウンをして

いったりすると一番いいのですが、今はぼんやり大きく持っていただければという目標です。目標の観

点も、どういう教員になりたいとか、どういう学生を育てたいとか、学問としてどういう方向に持って

いきたいとか、いろいろな観点がありますが、それはここでは特に制限は設けません。いろんな観点か

らの目標を立ててください。では２分で、どうぞ。

（ワーク中）

　はい、２分たちました。これで一応全部埋まったんですね。３回目のワークなんですが、ご自身の理

念を前置きに、すでにご承知同士だと思うのですが、理念を前置きにしながらこの新しく入った短期目

標、長期目標を中心に説明をしてください。自分としてはこれが足りないからこれをやりたいとか、将

来的、長期目標としてはこういうものがありますよ、そういうのを共有、説明をすることで改めて深め

てもらったりすることにします。同じように、指示は同じです。これからのことにフォーカス、専門用

語は極力使わない、聞くことに徹する、まず目標を否定しないでください。ポジティブなフィードバッ

ク。それから、この相手のチャートを見て学んだことや良いと感じたことをフィードバックしてあげて

ください。これについて４分ずつとります。では、どうぞ。向かって右側の先生、お願いします。どうぞ。

（ワーク中）

では、交代してください。左側の先生お願いします。

（ワーク中）

　はい、４分がたちました。では、切りの良いところで切り上げてください。以上で終わりです。いか

がでしたでしょうか。このシートは、ティーチング・ポートフォリオの基本設計図として利用できます

ので、これを文章にしたい、これをきちんと責任として書いて、概念理念として書いて、方法、成果、

目標、他の付け足すことというかたちで、これが実はティーチング・ポートフォリオの原型となります。

これをメンターの方とお話しする中で、これがさらに深い理解、振り返りを持って１枚１枚がもっと

構造化されて、自分自身の気づき

になられるところが増えていくと

いうプロセスをワークショップで

やるんですけれども、ぴったりは

まるという人が何割か多分いらっ

しゃって、その方々にはポート

フォリオのワークショップに出て

書いていただけたらいいなと思っ

ています。途中ワークを３回入れ

ました。否定しないでくださいと

申し上げたんですが、それは結局

メンターの反応を、疑似体験をし

ていただいていたんですね。メン
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タリングをする上で、メンターと

いうのはセーフプレイスを作る

というのですけれど、そのメン

ティーの方が話やすい雰囲気をま

ず作るというところを体験してい

ただきました。これは学生さんに

対する対応としてもきっとお役に

立つと思うので、すでにやってい

らっしゃると思うのですが、そう

いう意図としてありました。これ

はぜひ研究室等に貼っていただけ

るといいのかなと思います。長い

時間ありがとうございました。

　この後、共有セッションというのはあるのですが、時間が押してまして、休憩をとったほうがよろし

いですか。30 分もいらないという判断もあったのですが、今度は同じ分野の人で、ちょっとお互いの

ものを見ていただいたらいいなと思ったんです。同じ分野の人で固まることはできますか。ちょっと立

ち上がっていただいて、似た分野でお二人組になっていただいて、こんなの出来たよというのをちょっ

と共有してみてください。ここから以降は特に時間は私セットしないので、あと15分ほどありますから、

15 分間、同じ領域の人たちでお話し合いをしてください。タイマーはかけておきます。この時間を利

用して、もしこのミニワークおよびティーチング・ポートフォリオ自体にご質問がある場合は、個別に

受けますので、適宜いらしてください。コースとか学科でまとまれるようだったら、全員でも構いませ

ん。ではおまかせします。

（ワーク中）

　お話し合い中のところすみません。アンケートをお願いしているので、あと８分ほどありますが、そ

のお時間の間にご回答いただいて、こちらでご提出のようなのでお願いします。私のほうのお願いした

いアンケートと、こちらの FD研修会用のアンケートと２通ありますので、お手数ですがよろしくお願

いします。

担当課長　繰り返します。本日ご作成いただきました、ティーチング・ポートフォリオのチャートです

が、報告書を作成する関係で、しばらくの間お借りをしたいと思いますので、机の上にこちらも置いて

お帰り願いたいと思います。ご協力お願いいたします。

司会　繰り返しになりますけれども、本日の作業のチャート、これをテーブルの上に置いてお願いしま

す。今回お借りしたチャートは第２回ＦＤ研修会報告書の中で研修成果として、十分配慮して反映させ

ていただきますのでご協力お願いいたします。

栗田　では時間になりましたので、これで全プログラムの２部のほうをおしまいにしたいと思います。

長い時間本当におつかれさまでした。（拍手）

司会　栗田先生、長い時間本当にありがとうございました。そしてみなさま、今日は有意義な１日だっ
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たと思います。これで２部終了、その次３部ということで、梅ヶ丘校舎の地下食堂で懇親会が用意され

ておりますので、今日のワークに集った方はぜひぜひ１号館の地下のほうに出席いただいて、そこで栗

田先生と懇談をしたいと考えています。

今日の栗田先生、本当に講演ありがとうございました。（拍手）



第３部

意見交換会
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開会の言葉

第２回ＦＤ研修会に参加して
　

副学長　　　　

　山﨑　弘之

（政経学部…教授）

栗田佳代子先生から『自らの内省からはじまるアクティブラーニング

～ティーチング・ポートフォリオによる発見・再確認～』と題して講演

を聞き、のちに各教員が二人一組になってポートフォリオの範を作るべ

く、カテゴリー毎に実践例を作ってみました。参加教員は自らのポートフォリオを確認した次第です。

大変勉強になりました。再度その意義を若干述べてみることといたします。

私は経済を専攻する者です。ポートフォリオと言えば、どちらかと言えば教育学というよりも経済

学での専門用語として通っている言葉ではないでしょうか。経済で使う場合は、資産を入れたカバン、

という意味です。もちろん単なる資産を入れたカバンでありませんで、それは資産に含まれるリスクも

含むし、資産価値を上手に選択した ( と思っている ) 包括的なカバンなのです。資産としてはしっかり

共通概念が含意され、誰もが程度の差こそあれ意識的に所持している財産のカバンです。

もちろん、教育やＦＤで使用されてもそれほどの意味の違いはありません。要は、まずマクロ的に

見て講座一つ一つがカリキュラムの中で体系的に位置づけられていますか、かつミクロ的に見て講座講

義 (30 回のシラバス ) の中で到達目標を掲げ、その体系が実践されていますか、です。したがいまして、

教員はマクロ的にもミクロ的にも体系の中に入れられているという自覚を持たねばなりませんし、しか

もこれが制度の中で自生的に働かなければなりません。これはなかなか難しいこととなります。

なぜなら、これを学部内のカリキュラムの下で体系化となると教員同士が相当議論をしなければな

りませんね。これは簡単ではありません。したがいまして、実践に向けて考えるとなると教員相互で授

業を開放し活発な議論時間をもたねばなりません。経済用語の資産選択と同様に講座は質の違いを伴い

ますが、共通項を確認する必要があります。資産の場合はリスクを回避してどのような資産を選択して

カバンに入れるか ( 所有するか ) ですが、教育の場合は他の教員との融合、つまり講座間の補完関係を

学科もしくは学部の目的や達成度に関係づけて考えてみなければなりません。これは大変難しい課題で

すね。まず、実際教員が掲げるポートフォリオとなりまと自分の流儀があります。そしてさらに講座の

意義、カリキュラムの意義そして学部や大学の意義にまで遡ることになりますね。しかし、これこそ大

学に要請される、そして学生が求める大学の存在理由ではないでしょうか。
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意見交換会
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閉会のことば

教務部長　　

岸本　健

（理工学部…教授）

　本日は、第３部の意見交換会までご参加いただきありがとうございま

した。

　本当にお疲れ様でした。また、ＦＤ研修会を有意義にしていただきま

した栗田先生、加藤先生に、改めまして心より御礼を申し上げます。

　本日は「ファカルティ・ディベロッパー養成講座 in 京都」の研修報告

と「自らの内省からはじまるアクティブラーニング～ティーチングポートフォリオによる発見・再確認

～」と題したご講演と研修で第２回ＦＤ研修会を開催させていただきました。チャート作成が初めてと

いう先生方も多く、熱心に取り組まれたのではないでしょうか。内容も非常に充実したものであったと

思います。

　今回の講演会でお話いただきた内容を実りあるものにするためにも、ワークの経験を是非とも皆さん

の教育現場に生かしていただき、本学で有効なポートフォリオを根付かせ、学生により良い質の教育を

提供できるよう、皆さんとともに頑張りたいと思います。

　皆さんの目の前にある料理をご提供いただいたエーム株式会社も今日で最後のサービスとなります。

心のこもった料理が、まだ残っております。時間の許す限りお楽しみください。

　最後に、今回のＦＤ研修会に当たりまして、格段のご尽力をいただきました、栗田先生を初め、多く

の関係者の皆さんに心より感謝申し上げまして閉会の挨拶に代えさせていただきます。



説 明 資 料
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講演資料
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ミニワーク資料
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