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第 I 部 

出 発 

ティーチング・ポートフォリオ支援体制

FD 推進センター 
ティーチング・ポートフォリオWG
伊藤通子 栗原哲彦  星義克  杉本裕代

ティーチング・ポートフォリオWGは、2020年度において、東京都市大学でのティーチ
ング・ポートフォリオの作成の場を提案した。TPの多様さや意義などについて情報収集
を通じて、持続可能なかたちで TPを東京都市大学に取り入れていくには、どのように
したらよいかという視点をもって取り組みを始めた。

１. 活動の目的と役割分担

ティーチング・ポートフォリオ（TP）の導入により、学科・部門の各構成員が自らの教育
活動を省察し、お互いの教育理念の共有や、方法の多様性を知り、教育改善の一助となるこ
とが期待される。WG は、以下の活動を通じて、各学科・部門が、各主任教授のイニチアテ
ィブのもとに、TPを教員活動の一部として受容し活用していくプロセスを支援する。

・支援策の計画・制度設計：伊藤通子 栗原哲彦

・都市大版ポートフォリオの様式作成：星義克

・支援ワークショップの運営：伊藤通子：杉本裕代



２. 都市大版ティーチング・ポートフォリオの様式

TP の基本項目を提示しつつ、本学の教員が TPを作成しやすいフォーマットを検討し、都
市大 TP のフォーマットを完成させ、主任教授を通じて、全学に TP 作成の習慣の定着促進
を促す。2020 年度は教員の一部から試験的に作成し、意見交換を経て、様式を完成させ、
2021年度の本格的運用を目指した。 
・既存の学内文書に代えて、TP を作成・運用することはできないか検討

3. 2020 年度内の教員向けワークショップ活動

① 都市大 TP 作成ワークショップ
日程：2月 24日（火）午後  オンライン
対象：TPに関心のある教員

② 主任教授対象の TP 説明会
日程候補日：3 月 10 日（水） オンライン
全・学科等の主任教授（交替年度にあたる場合は、2020 年度と 2021 年度両者に依頼）

４．WG による活動 

３の教員向け活動を実施するにあたり、TP に関しての準備作業を以下のとおり行うことか
ら始めた。 

① TP 関連の参考文献による調査・意見交換

日本の TP 関連資料を読むと、類似した用語が複数使用されており、場合によって
は一部、その意味や定義が混同されるケースも多いため、日本における TP 第一人
者・栗田佳代子先生（東京大学）の知見に基づきながら、用語集を作成した。 

② 都市大版 TP のフォーマットを検討
教員に過度の負担を与えずに、学内に TP を定着させるには、実際にどのような形
式や現物を提示すればよいかを検討し、みずからで試案フォーマットを作成した。 

③ 講師招聘のための調査・準備
TP 導入のキーパーソンとなるはずの学科等の主任教授の知りたいこと・ニーズを WG
で議論し、大学への導入事例を知る講師を探したいという結論に至った。



ティーチング・ポートフォリオの基礎知識　ver.2

ティーチング・ポートフォリオ（TP）

教育活動に関する省察・分析・それらの根拠となる資料などを含む文書一式の総称。単なる教育

業績一覧とは異なり、教育に対する理念や、授業の方法、所属期間のなか自らが担う教育的役割

などを記述・記録する。文章を作成し、それを他と共有することで、教育への省察を深めること

が第一の作成目的とされる。欧米における TP は、書式や項目、分量はある程度の共通概念はあ

るものの、明確に定められている訳ではなく、レイアウトや項目も作成者の選択に任されている。 

参考文献：ピーター・セルディン『ティーチング・ポートフォリオ作成の手引き——大学教育を変

える教育業績記録』大学評価・学位授与機構監訳 栗田佳代子訳  玉川大学出版部 

ティーチング・ポートフォリオ・チャート（TP チャート）

TP の作成補助ツールとしての A３サイズのワークシートのこと。ふせん使用。TP は自らの活動

を概念化し言語化することが必要であるため、とりわけ文書作成の文化が異なる日本においては、

作成者への負担が大きい。こうした背景から、東京大学・大学総合教育研究センターの栗田佳代

子先生が中心となり考案された。栗田先生のウェブサイトには、豊富な資料が公開されている。 

Kyoko Kurita Lab  https://kayokokurita.info/ 

ティーチング・ステートメント（TS）

TP の一部となる、教育に関する記述全般のこと。栗田先生の手法においては、TS とは、５項目

（責任、理念、方針、方法、評価＆成果、目標[短期・長期] ）からなる報告書スタイルの文書の

こと。作成した TP チャート（単語・箇条書き）から、TP 作成（文書総体）につなげるための媒

体として、各項目について文章で記述する。栗田式 TS は、A４で１・２枚程度の分量が想定され

ている。さらには、TS 自体の作成をスムーズにするための準備ツールとして「スタートアップシ

ート」も用意されている。 

都市大版ティーチング・ポートフォリオ（仮） 

東京都市大学の教員が教育活動を表現し省察しやすいように、必要な項目と考察のヒントを明示

したフォーマット。大学評価・学位授与機構が日本の大学への導入のため推奨しているものに準
ずる。各学科にてさらに検討し、本来の TP のように、各人の思考に即したレイアウト・記述内

容へと発展させていくことが期待される。2／24 の WS で試行版を検討する予定。都市大の教

員たちが作成していくなかで、定期的な省察と共に、フォーマットも改変していくことが必要。

東京都市大学　FD推進センター
ティーチング・ポートフォリオWG作成



＊ これら「＊」ではじまるコメントは執筆時には削除してください。 

＊ 以下の項目が記されている表紙（A4）を付けてください。デザインは自由です。 

 

 

【表紙】 

ティーチング・ポートフォリオ 

 

大学名 ○○○○○ 

所  属 ○○○○○ 

名  前 ○○○○○ 

作成日 202〇年〇月〇日 

 

 

＊ 大学協議会資料より 

  
教員の教育力向上に向けた全学的なティーチング・ポートフォリオの取組について 

 

本学が掲げる「Best Value University（教育付加価値最大の大学）」を目指す上で、教育改革は焦眉の課題であり、

教育成果や大学教育の質を向上させていくための施策の推進は、本学の教員としての自覚と本学で学ぶ学生に対する

責任を以て社会的要請に応えていく上で、極めて重要であると言えます。 

そこで、本学の教員一人ひとりが自らの教育活動について、理念や責務を明らかにしつつ、具体的な活動を記録し

て振り返りを行うことで、個々の教育活動の質を向上させると共に、それらを組織的に共有することで、大学全体の

教育力を底上げさせるために、以下のとおり「ティーチング・ポートフォリオ」の作成を行うこととします。 

各位におかれては、かかる趣旨を踏まえて、各学部等における教育活動の活性化を推進頂きますようお願い致しま

す。 

 

1. 東京都市大学 ティーチング・ポートフォリオの定義 

 本学におけるティーチング・ポートフォリオとは、本学及び学部学科等の教育理念等を踏まえ、自らの教育活動

について、以下の項目に基づいて教育理念から成果までを自己省察等を伴って記載するものとし、これらを裏付け

る根拠資料によって構成されるものとします。 

（1） 責務（何を行っているか） 

（2） 理念（どのような考えに基づいて行っているか） 

（3） 方法（その考えをどうやって実現しているか） 

（4） 成果（その方法を行った結果、どうだったか） 

（5） 目標（今後どうするか） 

 

2. 作成・活用について 

(1)ティーチング・ポートフォリオは、原則として教育活動に従事する全専任教員を対象として毎年度作成し、

主任教授に提出することとします。 

(2)主任教授は、各教員から提出されたティーチング・ポートフォリオの内容の把握を行い、学科等における教

育能力の向上に活用することとします。 

(3)ティーチング・ポートフォリオの作成・活用に際しては、関連する委員会等と連携して取り組みを推進する

こととします。 

 

3. 支援について 

ティーチング・ポートフォリオの運用にあたり、教育開発機構 FD推進センターは各学部等に対して必要な支援

等を行うものとします。 

 

4. 公表について 

ティーチング・ポートフォリオは、教育改善・教育の質向上に資するため、原則として公表することとします。 

 



１．責務 

「＊」ではじまるコメントは執筆時には削除してください。 

＊ 分量の目安：2-10 行（80-400 字） 

＊ ここは教育活動について何をやっているかの概略を示します。 

＊ 本学において、現在または過去数年間に自身が担当した科目（科目名、必修 or 選択、学年等）・教育活動（顧問、学

務分掌、学科内担当等）を列記します。 

＊ また、それによって果たしている自身の責務について記述します。 

 

 

 

 

 

 

 

２．理念 

＊ 分量の目安：12-25 行（480-1000 字） 

＊ 自身の教育に対する理念（教師としての自分の特長、大切にしていること、学生への期待や想い等）を記述します。 

＊ 大切なことは、次項目の方針や方法と対応するように説明をすることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．方法 

＊ 分量の目安：15-25 行（600-1000 字） 

＊ 自分の行っている方法について説明します。まず、全体についての概要を数行で示し、その後に、方針を見出しと

し、その方針を具体化している各方法を箇条書きにして示します。 

＊ 例えば、教授方法、授業の工夫、開発した教材、授業以外の諸活動、自己研鑽などです。 

（例） 

概要… 

方針１ 

 方法１ 

 方法２ 

 方法３ 

 

 

 

 

 

 

 



４．成果 

＊ 分量の目安：4-7 行（160-280 字） 

＊ 自分の行った教育活動の評価・成果を箇条書きで示します。 

＊ 例えば、学生からの授業評価、学生の学修成果として、理解が深まった、興味関心を高めた、進路が決まった、学生

が学会等で発表した、学生が表彰された等です。 

＊ また、例えば、教育活動によって得られた自身の成果として、教育活動に関する発見やアイディア、教育論文や受賞

等です。 

５．目標 

＊ 分量の目安：3-6 行（120-240 字） 

＊ 教育活動に対する今後の短期・長期の目標を示します。短期目標は達成時期を示しておきましょう。 

＊ 表紙を含め、全体として、3 ～10 ページ程度とします。 

【添付資料】 

＊ TP の記載内容を客観的に示すためのエビデンスとなる資料項目を箇条書きで列挙します。 

（シラバス、開発教材、学生アンケート等、特に特徴的なものを列挙し、必要に応じて、

すぐに確認できるようにしておきます。） 



第 II 部 

試 行 

ティーチング・ポートフォリオとは何か 
 

 

 

・教職員対象 TP 作成ワークショップ 

 
本学の中で、TP 作成を経験している教員はほとんどおらず、まずは、TP の一部だけでも
体験してみることから始めることとなった。 
 
そのためには、栗田佳代子氏らによる「TP チャート」作成を実際に行ってみることとした。
「TPチャート」は、関連資料が充実しており、実際の作成ワークショップの動画なども視
聴可能なので、自分たちでワークショップを試行した。 
 
 
 

参考資料 

 
ピーター・セルディン『ティーチング・ポートフォリオ作成の手引き——大学教育を変える
教育業績記録』大学評価・学位授与機構監訳 栗田佳代子訳  玉川大学出版部 
 
栗田佳代子・吉田塁（2019）「ティーチング・ポートフォリオ・チャート作成ワークショッ
プ資料」，2021.1.20 版 (https://kayokokurita.info/post-319.html) 
 
  

https://kayokokurita.info/post-319.html


■案内文

都市大版ティーチング・ポートフォリオ 

作成ワークショップのご案内 

FD 推進センター 

伊藤通子 栗原哲彦  星義克  杉本裕代 

ティーチング・ポートフォリオ（TP）は、文章作成を通じた教育活動の省察プロセスと

それにより作成した文書の総称です。単なる教育業績リストとは異なり、日々の教育活動の

実践を整理・省察することで、そこにある自らの教育理念を意識して、都市大での教育上の

役割と責任を改めて考える機会とすることを目的としています。 

東京都市大学では、2020 年度よりティーチング・ポートフォリオへの取り組みを立ち上

げ、学科主導のもとに、来年度以降、教員活動の一部として導入される予定です。また、FD

推進センターにより、都市大版 TP のフォーマットの雛形を検討中です。 

都市大の教員たちが、自らの教育活動の優れた点や特徴を書き起こしていくためには、ど

うしたらよいかーーまずは、教育活動を考えることに関心のある教員が有志で集まり、試作

的な段階として、まずは TP の作成プロセスを始めてみることにしました。 

お忙しい最中かと思いますが、負担を少なく進めていくことも TP 作成の大きなポイント

ですので、この WS も出来る範囲に留め、気楽な雰囲気で進めていきます。奮ってご参加く

ださい。 

オンライン開催日程：2 月 24 日（火）午後１時３０分〜１６時まで  

対象：TP に関心のある教員 

内容：TP 作成支援ツールである「TP チャート」で作業をして、これを基に 

TP を簡便な形式とヒントを入れたフォーマット「都市大版 TP（仮）」を作成します。 

事前準備：別紙を参照 

申し込みフォーム： https://bit.ly/2N0Qy1Z 



■案内文

都市大版 TP への準備作業 

■TP チャートおよび TP 作成のポイント

・断片的なアイデアから、徐々に文章へと仕上げていく。

・1 人で書いて完結させるのではなく、常に他と共有し、文章を練る

・あまり時間をかけすぎず、更新と推敲を重ねながら、徐々に完成させる

■必要なもの

栗田佳代子研究室 TP チャート・ppt ファイル（添付）、TP チャート作成・解説動画 

■準備作業

A）自分でじっくり取り組んでみたい方

→ 動画を途中まで（６０分程度）参照し、TP チャートの作成を途中まで進めておき、 

WS に参加する 

B）ひとりでは見当がつかない or やるときは集中して取り組みたい方 

→当日（２／２４）の午前中に「TP チャート作成直前 writing mini camp」にご参加

ください。



2 月２４日 都市大版 TP作成ワークショップ 
 

  担当 内容 形態 

13:30 開始〜  
5 分  

 大上副学長より挨拶   

13:35 15 分  Icebreaking：作成した TP チャート項目「理念」及びその背景
にある個人エピソードの紹介  

 

13:50 ５分  杉本 ■アドバイス①  
方法 ７分 

各自  

(main room)  

13:55 10 分  アドバイス② 

方針 ７分 

各自 

(breakout)  

14:05 ５分  アドバイス③ 

理念 

各自   

(main room)  

14:10 10 分  ■理念 と  各自  

(main room)  

14:20 10 分  確認タイム  
エビデンス：解説と作業   
未来“一人では貼れなかったところについて、エビデンスを考
える”  

ペア／グルー

プ  

(breakout)  

14:30 10 分  
  

■アドバイス③  
目標（短期目標 3分、長期目標 2分）   

  

14:40 10 分   休憩    

14:50 10 分  星  
都市大 TP（案）の提案  

  

15:00 10 分  質疑応答  

15:10 25 分   都市大版 TP に実際に記入してみる 

  
  

15:35 20 分  伊藤 シェアする時間  意見交換   

15:55 5 分   まとめ 合計 2 時間 30

分  
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© 2016 Kayoko Kurita 

⽇付

理念責任 ⽬標

⽅針

⽅法

改善・努⼒ 成果・評価

都市⼯学
栗原哲彦 これまでの教育活動を整理したい

だ

期末試験を遠隔で実施
（Google classroom
を使⽤。⼿書きで解答さ
せ、PDF化して
Webclassに提出

重要キーワードを空⽩に
した資料を配布。授業
中にスライドでキーワード
を提⽰

質問への対応
・授業時間外の指導
・メールによる質問も歓
迎

学⽣から⾒て、話しかけ
やすい教員でいたい

周りと上⼿に相談できる
環境を作ってほしい社会が要求する知識（

資格で要求されるレベル
）を最低限取得してほし
い

学⽣とのコミュニケーション
を⼤事にする

教えあいを通じて、より知
識を深化させたい

知識取得レベルを社会
の要求レベルと同⼀にし
たい

授業内で確実に知識を
取得させたい

最新トピックスを授業で
紹介（研究の傾向など
） 学⽣同⼠の教えあいを

推奨（質問は教卓まで
くる）

学⽣個々に異なった条
件を与え、設計演習を
実施している（カンニング
防⽌）

演習問題を外部資格試
験を参考に作問している

教科書は指定するが、
授業はスライドで実施し
ている。（スライドに該当
ページを記載）

授業最後に、当⽇講義
した内容に関する⼩テス
トを実施している

授業開始には遅れない
毎回授業最初に、前回
授業の復習テストを実施
している

JABEE⾃⼰点検書を作
成・提出完了

実験系科⽬において、学
⽣が感じる達成感が減
少

学⽣の積極性がより⾒え
た（対⾯指導が出来な
かったから）

遠隔授業アプリの理解
向上

学⽣⼀⼈⼀⼈への対応
が丁寧にこなせた（遠隔
授業だから︖）

期末試験点数の向上
（評価が⽢い︖）

都市⼯学実験演習(2
年)

卒業研究(4年)

事例研究(3年)

都市設計製図(3年)

コンクリートの性質(2年)

メインテナンス⼯学(3年)

PC環境の整備
（遠隔授業⽤）

遠隔授業⽤教材の作成
(⼩テスト、期末試験
映像)

遠隔授業アプリの勉強

都市⼯学概論(1年,
1回)

設計基礎(1年)

バスケ部顧問

教育改善会議幹事
(JABEE担当、学科)

FD推進センターの活動 課題活動を再開させて
やりたい

・質問しやすい環境の検
討
座学（対⾯）における

質問のしやすさ作りの検
討

・知識取得に適した演習
問題の作成
Webclassを⽤いた⾃

学⾃習

卒研⽣らとの夏休み旅
⾏

思考を要する課題を与え
ると、熟考することなく、す

ぐ答えを聞きに来る

演習・卒論など

卒論の指導

Teamsを使ったファイル
共有(⾃宅からも)

⾃⼒で課題を完遂する
⼒を⾝につけてほしい（
すぐ⼈に聞かず、まず⾃
分で考える）

学⽣からの質問が多くな
った。
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制御⼯学

星 義克
TPとTPチャート作成の体験
教育活動の振り返り、理念の明確化

⾃主性の育成制御の基本的概念の理解

ゼミ合宿の実施

TAの活⽤（実験科⽬）

WebClassに質問⽬安箱
設置（あまり機能せず）

だ

社会に貢献できる
⼈材の育成

机間巡視で理解の不⼗
分な学⽣をフォロー

学⽣同⼠の教え合いを
推奨

卒論テーマを⾃分で決める
実験⾯接で⼗分な時間
をかける

ゼミでの⼗分なディスカッ
ション

毎回の授業内容の演習

前回の授業の振り返り
今回の授業の位置づけ

⼿を動かして計算させる

⾝近なもので例えて、概
念を形成する

授業教材の更新卒業研究指導

JABEE予備審査授業評価アンケート

JABEE審査対応

留年⽣アドバイザの対応

教材の⾒直しオンライン授業への対応

アカデミック・アドバイザ

情報処理応⽤及び同演
習（M1）

制御理論特論（M1）

FD推進センター

教務委員

SD PBL(1)（1年必修
）

卒業研究（4年必修）

事例研究（3年必修）

情報科学実験（2年必
修）

現代制御理論（3年選
択） ⼈の役に⽴つことを喜びと感

じられる⼈になってほしい

JABEE審査資料の作成

コミュニケーション能⼒の向上
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英語
杉本裕代 今年を振り返りながら、ティーチング・ポートフォリオを作成する

授業内のミニアンケート

PBLのアメリカのオンライン
WS８週間を修了した

アメリカのカリキュラムを調
べた

IT機材の外国語説明会
で説明を担当

アフレコをして動画づくり

映画の内容から、ポスタ
ーを作成させる

だ

⾃分が社会の⼀員であ
ると実感し、社会のため
にできることを考えてほし
い

⾃分が⼼から⾔いたいこ
と、英語で⾔えたという充
実感を味わってほしい

⾃分⾃⾝への思い込み
を捨てて、新しい⾃分を
発⾒してほしい

教員どうしの情報交換を
常に⾏い、お互いの信念
をしっておく

英語圏のジョブハンティン
グサイトで検索させる

英⽂ビジネスレターを作
成する課題

海外の⽂化に⽬をむける
機会を提供する

歌を歌う

ＣS共通教材を作成し
た

⾃分の感情や価値観を
表現する⽅法を教える

サークルの練習場所の訪
問や、部⻑との密な連絡

Zoomでチームで作品作
りをさせる

Nearpodで個⼈の活動
量を上げる

Retelling(⾝近なことを
英語でいう）作業を⼊
れる

出席に英語クイズを⼊れ
る

会話練習に演劇性を取
り⼊れる

Groupワークを採⽤

Google Classroomを
採⽤

Nearpodで、リスニング
を個⼈体験にする

ポスト3.11を考えるゼミ
ナール担当

科学体験教室実⾏委
員

FD推進センター室員

CS 科⽬代表者

アカペラサークルGroove
顧問

TOEIC試験担当

TC教務委員

Test Taking 
Skills(2)

Critical Listening(3)

Critical Listening (2)

Communication 
Skills(1)(2)

⾃分しか考えていないとお
もっていたことを、読書やイ
ンターネット体験で、⽂字
を通じて共有する喜び

留学⽣の多い環境、異⽂
化のなかで⾃⼰を確⽴す

る切実さ

新しいテクノロジーを⽣か
して、より快適な学習環
境をつくる

楽しく学ぶ⽅法を⾃分で
発⾒してほしい

⾳楽⽂化の知識を共有
する

授業内で、学⽣が⽅法
を提案してくれるようにな
った

Nearpodが肯定的に受
け⼊れられた

結果として出された活動
動画で、学⽣が⽣き⽣き
していたアンケート評価で、初対

⾯のクラスでも仲良くなさ
れた、とあった

１年⽣TOEICオンライン
の運営担当

スカイツリーでのアカペライ
ベントに引率

E-Learningサイトを検
討

JapanTimesの購読サ
ービスを検討

関係書籍を購読

他⼤学のFDに参加

３年⽣TOEICオンライン
の運営担当

学びあいFDを主催 ①
Nearpod

学びあいFDを主催 ②
認知特性

⾝体性を意識して、思
考を深める

都市⼤の学びあいFDに
参加

⾔葉で表現し、それを受
け取ってもらう喜びを伝え
たい

⾃⼰提案型課題を設定
⾃⼰学習を評価する
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Computer
Graphics
宮地秀⽣

活動の整理、講義の改善 このチャートを作ることは難しくないが、他に⼈の考え⽅を聞く事は参考
になった。

だ

回答の無い課題に取り
組む⽅法を知ること。

分からないことを解ること
が⼤切

評価は⾃分で⾏うべきも
のである世の中に正解は無い

正解が重要ではなく
理解できたことと、理解で
きないことを知ることが重
要であることを教えたい

独創的な発想を持っても
らいたい

PDCAのサイクルを体感
して欲しい

正解を求めるのではなく
考える習慣をつけて欲しい

事例研究のミニ卒論を2
サイクル回した

アルバイト作戦は上⼿く
いかなかった

10点のチャンスタイムの
実施

WebClassに得点を表
⽰（フィードバック）

典型的な間違いの説明6点答案の紹介採点のポイントを解説

5点満点だが
10%程度6点をつける

2⽇で全員を採点
5点満点毎回、レポートを出す

サーバ構築演習

ゲームで学ぶ製品開発

コンピュータグラフィックス

科研費C

電機通信普及財団

未来都市（市野）

未来都市（⾼柳）

予算を1万円配分。
各⾃に研究費を使わせた

6点ルールの明⽰化

質問が増えた（オンライ
ン）

評価アンケートで「楽しか
った」とのコメントがあった

学⽣アルバイト

ミニ卒論の実施（事例
研究）

グラフィックシラバスの作成

PSE幹事

学術会議⼩委員会

⾦沢CG顧問

CAVE研究会副代表

シミュレーション学会編集
委員

可視化情報学会
財政健全化理事

⻘葉区、都筑区連携

教務委員

卒業研究

課⻑研修で僕は1億円を⽬指
し本社の同期は

100億円を⽬指した。

製品を作って
売ってみれば売
上が回答になっ

た

売上アップに
正解は無かっ

た

2021.3.5
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列1 作成の難易度 全学展開する際の改善点
TPチャートの
感想

具体的なアイディア TPの全学導入に関して意見

1
栗田先生の資料に沿って、
ほぼ書くことができた

アウトカムで改善することを考える機会になると感じ
た．また，日本は学生が学習者であるとの前提で授
業計画を作成し，授業を進めているが，そのために
知識偏重型の講義が多く行われる結果となってい
る．この問題を解決するには，ＴＰ作成とそれを利用
した振り返りが重要になると考えている．教員の意識
改革にとって重要と思われる．

書きやすかった

落としどころを考えないとＴＰ作成の作業になってしまうので，
受け入れた学生をよく見てＴＰを見直さないと，ＴＰを作成して
もうまくいかない感じがする．多くの教員の価値観を変えると
ころまで踏み込むのか，形式上の導入にするのか明確に方
針を示すべきである．理念から考えた授業改善方法を書くよう
にしてはどうでしょうか？

ＪＡＢＥＥの問題解決能力の育成，学びの習慣の育成，生涯学習能力の育
成がつながることが分かるように促すための導入を行ってほしい．

2
栗田先生の資料に沿って、
ほぼ書くことができた

初心者（初学者）としては、最初は一定のガイドライ
ン（GL）のようなものがあった方が、最初のハードル
を越えやすい。そのGLとして「TPチャート」はわかり
やすい。

書きにくく改良の必
要性を感じた

TPチャートと項目を合わせた方が書きやすいと感じた。具体
的には「理念」の後に「方針」という項目を入れた方がわかり
やすいのではないか。「授業」とのに書かれているが「演習」
や「研究を通じた指導」などを、上手く読み込めるようにしては
いかがか？

学科の自主性に任せることが大事な側面もあるが、大学として何を実現し
たいのかという理念は共通であるべき。そのためには、大学として学部・学
科の性質の違いを適切に認識し、適切な方針を作成することが重要。理
工学部と環境、都市生活、人間科学部などでは異なる面は多々あることを
前提と強く認識する必要がある。手段であるはずが（何のための手段であ
るかを明らかにする必要）、目的化することは強く懸念するもの。

3
栗田先生の資料に沿って、
ほぼ書くことができた

授業実施上の細かいテクニカルな内容を中心に記述
したが，他の先生は統括的な内容を書かれていた．
書くときの方針から再度検討したい．

書きやすかった

4
資料を使ったが、あまりうま
くいかなかった

栗田先生の資料について、自身の解釈に自信がな
く、どれが正解かどなたかに聞きたかったです（学生
と同じですね）

書きやすかった
共通フォーマットは最小限にして、自身の授業振り返り用に自
由なフォーマットがありがたいです。

「評価されるための資料」ではないこと。
「形骸化」しないための意識改革？難しいですが…

5
栗田先生の資料に沿って、
ほぼ書くことができた

もう少し具体例が多いと書きやすいように思う。
書きにくく改良の必
要性を感じた

TPの作成は必要だと思うが、自己点検シートなど多くの作成すべき資料が
あるので、できるだけ一元化して欲しい。

6 これから作成します
どのくらいの粒度で書けば良いのか迷うところがある
ので，作成見本を呈示するなどしてはいかがでしょう
か。

これから作成しま
す

今回呈示された，全体的な状況報告，振り返りと今後の方向
性に関する申告を記す文書の他に，個々の科目ごと，教育活
動ごとのTPフォームも用意して個々の活動ごとに詳しく記入
できるようにし，これを全体的な文書からリンクを張れるよう
にするのはどうでしょうか。こうすれば，全体的な状況把握と
個々の科目の改善との両方の目的で使うことができます。

難しいと思いますが，データの加工次第で①～⑤のすべての形式に対応
(変換)できるような報告内容になっていると，結果的に作成する教員の負
担が少なくなり，なおかつせっかく記入していただいた内容をフルに活用で
きるようになるのではないでしょうか。

7
栗田先生の資料に沿って、
ほぼ書くことができた

ビデオに沿って作成するとよいでしょう。

あまりに形式的す
ぎるように思いま
す。正直言って、
TPチャートがあれ
ば十分だと思いま
した。

各自がTPチャートを作成することまでは授業ノウハウの共有
などに役立つと思いますので積極的に普及を図るとよいかと
思います。
また、TPについては、新規採用の際の選考評価に使うなどで
それを使う意味があるでしょう。
それ以外で、フォーマットを定めて画一的に作成を義務付ける
というと、管理する色彩が強くなり教員の負荷を増すだけで
すので、運用には注意がいると思いました。

「都市大に適した TPの作成」という言葉が、
①「フォーマットを定めて各自がTPを作成する」のか、
②「学科単位に統一したTPコンテンツを作成するのか」が明確でありませ
んでした。私の誤解があるかもしれませんが、
①では教員の個性が出せますが、②はそもそも大学のポリシー（アドミッ
ション、カリキュラム、ディプロマ）がすでにありますのでそちらに反映させる
ものでしょう。
なお、①については、書き方のコーチができる人をアサインし、各人のTP
ポートフォリオをある一定のレベル以上になるように指導させ、その結果
を学内外に公開させることは非常に有意義だと思います。「都市大TPは
視認性をよくするため、TPチャートを用いる」という考えもあってよいので
はないでしょうか？

2月24日（水）、トライアル　TP作成WS　
13名参加：（杉本、星、栗原、高橋、伊藤、渡邉、沖浦、芝、向井、宮地、横井、小林、（大上））
参加者感想



第 III 部 

探 求 

東京都市大学にとっての 

ティーチング・ポートフォリオの

意義を考える 

・主任教授対象 TP 説明会

本学の中で、TP 作成を経験している教員はほとんどおらず、まずは、TP の一部だけでも
体験してみることから始めることとなった。 

そのためには、栗田佳代子氏らによる「TP チャート」作成を実際に行ってみることとした。
「TPチャート」は、関連資料が充実しており、実際の作成ワークショップの動画なども視
聴可能なので、自分たちでワークショップを試行した。 

招聘講師 

北野　健一（きたの　けんいち）氏
大阪府立大学工業高等専門学校　

現在までに、学内外のワークショップで、68名のメンターと、31回（162名）のスーパーバイザーを務め
ている。その他、約50の大学、大学院、高専でTP、APについての講演を行っている。

主な著書：[実践]ティーチング・ポートフォリオ　スターターブック　～実質的な教育改善活動を目指し
て～、大阪府立大学高専ティーチング・ポートフォリオ研究会編著、日本ハイコム株式会社



令和３年２月 16 日 

都市大版 ティーチング・ポートフォリオ 

主任教授対象 説明会 

および TP 作成 ワークショップ 

副学長（総括・教育担当） 

教育開発機構 機構長     大上 浩 

FD 推進センター センター長 伊藤 通子 

ここ数年、大学の教育力向上の取り組みの一つとして、各大学による組織的なテーチィン

グ・ポートフォリオ（TP）の導入が広がってきました。 

本学でも、昨年 10 月の大学協議会にて、学科等の主導による実施が決定し、学内普及と

定着を目指して教育開発機構（担当：FD 推進センター）が、各学科への支援を行うことに

なりました。 

※ TP については、同送の「TP の基礎知識」を参考にしてください。

そこで、FD 推進センターでは、主任教授対象の TP 説明会と、全学対象の TP 作成ワー

クショップを企画いたしました。本学の教員が自らの教育活動の優れた点や特徴を書き起

こすために、どのようなフォーマットで、どのように進めたらよいか、そして、ここが TP

導入の大きなポイントですが、負担少なく本来の効果を高めるにはどうしたらよいか、皆さ

んと一緒に考えながら進めて参りたいと思います。 

3 月には 2020 年度および 2021 年度の学科主任を対象とした説明会を企画していますが、

本日 ML でご案内しました通り、まずは、それに先駆けて、2 月 24 日（水）に TP に関心

のある教員が集まり、試作的な段階として、TP の作成プロセスを始めてみることにしまし

た。そこで得られた知見をもとに、学科主任等対象の説明会で、それぞれの学科等の特色や

実情に即した TP 導入について議論を深めたいと思います。 

この WS は、「都市大に適した TP」の導入方法を、TP 作成プロセスを体験しながらざっ

くばらんに話し合えるような気楽な雰囲気で進めていきます。 

主任の先生方には、趣旨をご理解いただき、一人でも多くの先生が参加されますよう、お

力添えをお願い致します。 

また、現新の主任教授の皆様には、3 月 10 日（水）午後に開催します研修会へのご参加

をいただきたく、ご予定を確保しておいていただきますようお願い致します。詳細は追って

ご連絡させて‘いただきます。 



ティーチング・ポートフォリオ説明会

―学科の特色を生かしながら都市大 TP を運営していくために― 

日 時：2021 年 3 月 10 日（水） 13:00 〜15 :00 
・参加者へ資料を事前配布
・参加者はワークシート（A４）を事前に印刷のうえ、筆記用具を用意のうえ、参加

進行表 
time minutes 担当者 

関係者は、Zoom に 12時 45分頃集合 司会 
杉本 

13:00 10 ①趣旨説明
副学長・教育開発機構長 大上浩 

大上 

13:10 10 ②アイス・ブレイキング  TP アンケート 杉本 

13:20 35 ③北野健一氏講演
「ティーチング・ポートフォリオの全学導入に寄せて」

13:55 15 ④都市大版ＴＰのフォーマット等の提案
・トライアル版ＴＰ作成ＷＳ（ 2/24 ）の報告

伊藤 

14:10 40 ⑤質疑応答と意見交換
・都市大版 TPへの北野氏からのコメント
・意見交換・質疑応答

都市大版ＴＰの作成と活用の方法、運用について 
・北野氏からのアドバイス

・主任教授の意見を共有
すべての学科等の主任教授（20 人）から一言ずつ
ＴＰについての所感を述べる

栗原 
星 
杉本 

14:50 ⑥まとめ ＦＤ推進センター長 伊藤通子
・コメント・フォームのURL掲示

伊藤 

以上 
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ティーチング・
ポートフォリオ
説明会
学科の特色を生かしながら

都市大TPを運営していくために

開催の背景
ティーチング・ポートフォリオ（TP)
•教員個々⼈が様々な教育活動に関して省察と記録の蓄積
•周囲と共有による新しい視点の獲得
•教員みずからの特⾊ある教育を⾔葉にする

⽇本
組織的な教育⼒向上を図る取り組みの
⼀環として導⼊されるケースが多い

1

2
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東京都市⼤学でのTP
学科・部⾨主導の持続可能な形態での運営

TPを通じ、学科のディプロマポリシーに基づいた
「教育プログラム」と、
それを構成する教員個々の教育理念に基づいた
「各授業」との関係性を考えるチャンス

⻑期的な視座のもと、⼤学としての教育⼒の向上へ

個⼈や学科の多様性を⼤学の活⼒に

学科
ディプロマ・ポリシー

教育プログラム

教員
教育理念
授業実践

⻑期的な視座のもと、⼤学としての教育⼒の向上へ

3

4
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TP展開のポイント
• 教員個々の省察と、記録の蓄積

• 意識改⾰からアプローチする組織としての教育⼒の向上

• 学科内での、学位プログラムと各授業との整合性の確認と改善

• 迅速さも意識しつつ、軌道に乗るまで、粘り強く3年程度を視座に

• TP作成WSおよび、学科間共有および教学マネジメント意識共有の
場としてFDを開催

5



第 IV 部 
実 践 

東京都市大学版ティーチング・ポートフォリオ

持続可能な取り組みにするために

各種ワークショップや意見交換などをふまえ、Word文書スタイルで、項目を以

下のように定義たものを東京都市大学の TPとして立案し、実際に教員が作成

した例をここに紹介する。 

＊ 東京都市大学 ティーチング・ポートフォリオの定義

本学におけるティーチング・ポートフォリオ（TP）とは、本学及び学部学科等の教育

理念等を踏まえ、自らの教育活動について、以下の項目に基づいて教育理念から成果ま

でを自己省察等を伴って記載するものとし、これらを裏付ける根拠資料によって構成さ

れるものとします。

  １． 責務 （何を行っているか）

  ２． 理念 （どのような考えに基づいて行っているか）

  ３． 方法 （どうやって実現しているか）

  ４． 成果 （行った結果、どうだったか）

  ５． 目標 （今後どうするか）



実践①

ティーチング・ポートフォリオ

大学名 東京都市大学

所  属 都市工学科

名  前 栗原哲彦

作成日 2021 年３月 15 日 



【責務】

 授業科目：設計基礎（1 年、必修）、コンクリートの性質（2 年、選択）、メインテナン

ス工学（3 年、選択）、都市設計製図（3 年、必修）、事例研究（3 年、必修）、卒業研究

（4 年、必修）、コンクリート工学特論（選択、修士）

 教育活動：学科内 JABEE 担当、FD 推進センター

 コンクリート系の専門知識を教え、耐震設計の演習を行うことで、耐震設計法を理解し

てもらう

 学科における教育改善活動を年間を通じて円滑に実施する

 FD 活動の企画・運営を行っている"

【理念】

・「聞く前にまず考える」を実践してほしい。

・相談できる仲間を作ってほしい

・講義と演習をセットにし、演習（４択など）を実施することで知識の取得を確実にする

【方法】  

 スライドを使った授業（スライドを資料として配布）

 前回授業の復習テスト（10 分）、講義 80 分、当日授業の小テスト（10 分）

 前回授業の復習テスト及び授業終了前に当日授業に関する小テストを実施している

 重要なキーワードなどを空白にした資料を配布し、授業中にスライドでそのキーワー

ドを入れた資料を見せ、資料に書き込ませている。

 設計演習では、個々に異なった条件を与え、カニング防止につとめている

 座学科目の演習問題は、資格試験の出題問題を参考に作成している

 演習において TA を雇用、主に学生からの質問対応補助・採点補助を行ってもらう

 アドバイザーとして、各学年の割り当てられた学生に対して履修指導を行っている

 卒研生に対して、週 1 回のゼミ等を通じて、研究指導を行っている

 学内 FD 活動に参加（センター委員として企画・運営に従事している）

 最新の研究トピックを得るために、学会主催のシンポジウムや講習会に参加" 



【成果】

 授業評価の平均評点は、担当科目すべてにおいて 4 を超えており、それなりの評価を

得ていると判断している（しかし、他科目も高いのが通常）。また、授業にあてる予復

習時間は座学の科目では１～1.5 時間程度で、CAD の授業 2.5 時間程度であった。

 期末試験の結果が、昨年度より高くなった（学生の理解向上？）。

遠隔授業であったこともあり、学生からの質問が多くなった。"
 遠隔授業のアプリの基本操作を理解した

遠隔授業であったためか、学生一人一人への対応が丁寧にこなせた。

実験系科目において、学生が感じる達成感が減少した（課題）

【目標】

・知識取得に適した演習問題の作成

・Webclass を用いた自学自習の促進

・質問しやすい環境の検討

・座学（対面）における質問のしやすさ作りの検討

【添付資料】



実践②

ティーチング・ポートフォリオ

大学名 東京都市大学

所  属 外国語共通教育センター

名  前 杉本裕代

作成日 2021 年３月 15 日 



【責務】

"外国語センターの教員として、１年生必修科目 CS(1)(2)および、２年生以上の選択必修科

目 Critical Listening(2)(3) Test Taking Skills（２）を担当しています。英語科目はレベ

ル別クラス編成のため、基礎レベルと上級レベルまで幅広く担当しています。また、統一カ

リキュラムの統括として、CS の科目代表者および、TOEIC 実施 WG、TC 教務担当をして

います。

サークルで「アカペラ・サークル Groove」の顧問をサークル創設時から担当。今年度は

実施できませんでしたが、他教員との共同担当で、「ポスト３．１１を考えるゼミナール」

および「科学体験教材開発」を担当しています。

【理念】

学生たちが、自分が所属する社会について考える知識や論点を授業等を通じて提供し、社会

の一員であると帰属意識をもつ手助けする。

学生が深く考え、その意見を明快な英語で表現する成功体験を積み、問題はスキルではなく、

話したいことの中身だという意識になってもらう。

外国語センターのなかでの、自分の授業の役割を書く

・（英語を使えるという実感を獲得してもらうために、授業設計でも feasibility 実行可能

性が常にあるように工夫している）

・言語で表現する楽しさ

・スキルに授業のフォーカスが向かいがちななかで、文学・文化の題材を通じて、異文化

理解の視点を学生と共有する

・文章を読むことの大切さを伝える

・自らの英語に自信がなく、自己肯定感の低い学生の意識が変わるように（どういうふう

に？）

【方法】

 自分の言葉で実感を込めて（英語）語ることを目標に、個々人の活動量が多くなること、

また、自分の実感をこめた表現になるような授業内活動を実施しています。具体的には、

授業活動に演劇性を取り入れ、役を通じて、様々な自分のペルソナを発見する手伝いを

しています。また、「平易な英語を何度も使う」という反復運動（エクササイズ）とし

て、語学授業を行うことを意識しています。

 一口に英語学習といっても、語彙や文法の知識がないと「不正解」になるという図式が

生まれやすい。適切な足場を提供することによって、「使える英語」「英語を使える」と

いう実感を生み出そうとしています。

 アフレコ録画や、発音練習ゲームなど、授業内の活動を定番化できました。また、学年

共通の Webclass のオリジナル語学教材を作成し、突然のオンライン環境の中でも、学



生の五感を刺激する教材で、全体の授業の質の向上に多少貢献できたと思います。

 アカペラサークル Groove は、サークルの設立時から顧問をしていおり、今年のコロナ

禍は、アカペラ活動には致命的な打撃がありましたが、学生たちと真摯に議論しながら、

優先事項を整理しながら、恒例のイベントに参加できたことは大きな成果でした。

 2020 年度は、遠隔授業のための情報収集と、授業リハーサルを行いました。関連書籍

で情報収集しながら、アメリカで開催されていた PBL に関する講習会に８週間（週１

回ペース）で参加し、アメリカの教員たちと意見交換ができ、オンライン環境にあまり

同様していない教師たちに刺激を受けました。

【成果】

 英語学習に精神的なハードルが低くなり、楽しく積極的に学習できるようになったと

いうコメントが、どこのクラスからも出ていて、表芸も４点以上であるので、まずまず

かと思います。また、今年はグループワークを積極的に取り入れ、見知らぬもの同士で

も打ち解けられる工夫をしたので、クラス内で仲良くされたというコメントがあり、そ

れは教員としてもクラスの連帯感のようなものを感じていたので、手ごたえを感じま

した。

 心理面の配慮のみならず、技術的な部分でも工夫したため、リスニングやリーディング

作業を、個々人がしっかりと行う環境が、対面の年よりも多く作れた。TOEIC スコア

は上昇している学生が多かったが、一概に授業のせいだけとは言えない。

 Zoom や IT ツールを使うことで、ブレイクアウトルームなどの個室空間が増え、ある

意味自分の理想に近い授業ができた部分もある。自分のアイデアを存分に試せたこと

は、対面の授業にも役立つと思う。

【目標】

＊ 今年は様々な活動を実行できたので、2021 年度は、その方法をより洗練させ、説明資料

などを充実し、完成度を上げたい。また、その授業内活動が、どんな英語スキルの発達

を狙っているのかを明確に学生に示すことに、より力を注ぎたい。それによって、学生

の自立した学習（英語トレーニング活動）が増えることを目指したい。

【添付資料】

・授業では配布するシラバス

・学生の作品

・学生の英作文

・授業評価アンケート



実践③

ティーチング・ポートフォリオ

大学名 東京都市大学

所  属 情報科学科

名  前 星 義克

作成日 2021 年 3 月 19 日



【責務】

私は、情報工学部情報科学科に所属し、教育活動をおこなっている。主な科目として、

「現代制御理論（3 年・選択）」「情報科学実験（2 年・必修）」を担当し、次年度からは「プ

ログラミング(1)（1 年・必修）」を担当することとなっている。また、研究室において「事

例研究（3 年・必修）」「卒業研究（4 年・必修）」を担当し、大学院の科目では「制御理論特

論」「情報処理応用及び同演習」を担当している。その他、教務委員会や FD 推進センター

のメンバーを務め、学科内では教育改善委員やアカデミック・アドバイザを担当している。

【理念】

私が最も大切にしている教育の理念は「社会に貢献できる人材の育成」である。主に担

当している制御の科目や、指導している卒業研究の内容が、将来の業務に直接的に役に立つ

ということは多くはないと思われる。しかし、それらを教授する過程で「論理的な思考力」

「自主性」「コミュニケーション能力」を身に着けさせることを重視している。これらの能

力は、社会のどのような分野においても、活躍・貢献するうえで必要となる能力であると考

えているからである。これらの能力を大学生活において身に着けて、社会に貢献し、人の役

に立つことを喜びと感じられるような人材に成長してほしい。

【方法】

 「現代制御理論」では、一方的な講義だけでなく、演習の時間を多く取り入れ、自らの

頭で思考して理解を促進するようにしている。また、「情報科学実験」では、実験後に

レポート提出だけでなく面接も行い、自分の言葉で説明できる能力を育成するように

している。その他、「卒業研究」では、取り組むテーマを自ら設定させることで、自主

的に課題を発見し解決する能力の育成を図っている。

 「現代制御理論」は、理論的な内容で難解になりがちなため、身近な物理的な例を多く

取り入れることで、直感的な概念形成を図るようにしている。また、演習中は机間巡視

をして、理解が不十分な学生のフォローを行うよう努めるとともに、学生同士のディス

カッション・教え合いを推奨し、理解力の向上を図っている。「事例研究」や「卒業研

究」で行うゼミでも、学生同士の議論が活発になるよう工夫をしている。

 「現代制御理論」では、参考書を指定しているが、基本的にはスライドによる独自作成

教材を用いて授業を進行し、資料については WebClass で配布して予習・復習に活用で

きるようにしている。また、「情報科学実験」のテキストも、独自作成教材を使用して

いる。

 2019～2020 年度にかけて教務委員を担当し、2021 年度からの新カリキュラムの作成

等を担当した。また、情報科学科では、留年生のアカデミック・アドバイザを教務委員

が担当することとなっている。学科での学修にうまく適応できず、留年してしまう学生



の履修相談等を行って、進級・卒業に向けたサポートを行っている。そのほか、FD 推

進センターのメンバーとして、全学的な FD 活動の企画・運営等に携わっている。 
 FD 推進センターのメンバーとして、学内の FD 活動の企画・運営に携わっていること

から、学内で行われる FD 活動には積極的に参加するように努めるとともに、FD 活動

の企画・運営のための情報収集は日頃より意識して行うようにしている。

【成果】

 例年、学生からの授業評価アンケートでは、比較的高い評価を得ている。また、アンケ

ート記入の際には、できるだけ自由記述欄への記載を学生にお願いして、いい点・悪い

点についての具体的な意見を得ることで、次年度以降の教育改善につなげるようにし

ている。前期前半の「現代制御理論」では、「分かりやすい授業だった」との評価を複

数の学生から得ることができた。

 今年度は、遠隔授業で試験が実施できなかったため、以前との単純比較はできないが、

学生の評定については例年よりは向上している。

 学生からの授業評価を、できるだけ自由記述で回答してもらうようにすることで、自身

の授業の長所・短所を具体的に明確化し、次年度以降の授業改善につなげることができ

ている。また、学内の FD 活動の企画・運営に長く携わっていることで、教育改善につ

いての知識も身につき、それを自身の教育活動に反映させることができている。

【目標】

今年は、コロナ禍の影響で、多くの授業や研究室活動がオンラインでの対応となり、試

行錯誤することの多い 1 年であった。コロナ禍が収束すれば、いずれ対面での授業の比率

が増えていくことになるとは思うが、オンラインでの授業にも多くのメリットがあること

が分かったため、従来通りの授業に戻すのではなく、両者の良いところをうまく取り入れ、

教育効果をできるだけ高めるように努めていきたい。また、試験が行えない場合に、レポー

ト等でいかに学生の身に着けた能力を正しく評価することができるのかについて、対応を

改善していきたい。

【添付資料】

・「現代制御理論」シラバス

・「現代制御理論」講義資料

・「情報科学実験」テキスト

・授業評価アンケート結果



ティーチング・ポートフォリオ

東京都市大学 教育開発機構 

伊藤 通子 

作成日 2021年 3月 12日 

第1０回 製作

提出

学習ログファイル

ワークシート、調査結果、レポート、プロ

ジェクト報告書など、学習の記録全てを

ファイリングしたポートフォリオ

第1４回 リハーサル

第15回アクション
小学校で実演・振り返り

第1３回 改良

資料提供 授業担当：工学基礎「科学体験教材開発」チーム

動作確認
調整と実演の構成

プロトタイプづくりから製作にかけて
チーム内や教員との

認知的な葛藤や混乱を起こしたり
新しい情報を得たりすることにより

知識が再構成される

思考や方法の

モデリング

メンタリング

スーパーバイザー

取り組んだ「問題解決」の
実践と、ステークホルダー

（児童、教員、保護者、校長）と
開発者（学生）との振り返りの会

コスト試算
販路のシミュレーション
教育効果や安全などの

社会的影響

アジャイル開発

2

授業の目的、目標、評価の方法、授業の進め方などのガイダンス

アイスブレイク＆教材開発への導入と自己紹介の活動、調査の活動

「今にして思えば科学に出合った出来事」だと思う子供の頃の印象的な体験を書き出しThink Pair Share

第２回 エンドユーザーへの共感とビジョンづくり
チームビルディングの練習

ワークショップⅠ

子どもの頃の思い出

宿題：ワークシート

ワークショップⅡ

写真から想起する共感

ブレーンストーミング

ワークショップⅢ

科学教材に大切なこ

とをまとめて可視化

調査・発表

良い科学教材について

各班でまとめ共有

実験Ⅰ

フックの法則

宿題：レポート

実験Ⅱ

ヤング率

宿題：レポート

実験Ⅲ

ピアノ線の熱処理

宿題：ワークシート

実験Ⅳ

線材からのばね作り

宿題：ワークシート

第３・４回 状況が提示されテーマに出合う
基礎的な理論と科学的実験スキルの確認

第５回 チーム結成
身近なばねに利用されている科学的特性調査

ワークショップⅠ

身の回りの様々なば

ねと特性の調査

宿題：ワークシート

発表

個人で調査した宿題

をチームで共有し

まとめる

第６回 教材のコンセプトと構想
（以後、毎回の活動を用紙に記録）

ワークショップⅠ

教材のコンセプトと

具体的なイメージづくり

第７回 発表・ブラッシュアップ

発表

チームで共有しまとめる

第８回 プロトタイプづくり

理論を可視化する

ゴールを意識しながら

理論を可視化する装置の製

作

第1回導入

第９回 プロトタイプ発表

発表
発表とブラッシュアップ

「既有知識」「考え」
「調査すべきこと」
の記述により
自身が取り組む
課題を明確にする

解決すべき
「状況」「問題」
を提示

テーマへの導入
既有知識や

思いを活性化する

学生の現状把握

ファシリテート

インストラクト 問いかけ

ファシリテート

デザイン思考

チームビルディング

プロジェクト
管理

知識や理論と
実践を
結びつける

1

ものづくり系
学年、学科混合SD PBL
「科学体験教材開発」

PBL授業としてのPoint

SD PBLとしてのPoint

教員の働きかけのPoint

実践 ④

※ 誰にも見やすいユニバーサル･デザイン･フォントを使用して作成しました。



【責務】 

東京都市大学では創立 100周年を迎える 2029年を視野に入れた中長期的ビジョン「東京都

市大学アクションプラン」に基づき、各種施策が進んでいる。そのような背景のもと、私は、教育開発

機構 副機構長として、副学長（教育担当）である機構長を補佐し、以下の教育施策の、企画・実施

に携わっている。 

・ニュースレター副編集員長

・FD 推進センター長 ： 学生が教育目標を達成することを支援するための授業設計や教育力向

上に関する情報と研鑽の機会を提供

・SD PBLデザイン研究会への支援

・知識集約型人材育成事業への支援

・入学前ワークショップのデザインと実施

・卒研標準ルーブリックから、都市大 DP 標準ルーブリックへの改変と、TCU-FORCE とのリンク

の構築

授業のアクティブ・ラーニング化への支援 

・工学基礎科目である「科学体験教材開発」に対する、コースデザインやクラスデザイン、進め方

の支援

社会人大学院の授業 

・SDGs特論

【理念】 

(1) 豊かな学びとは

私たちの人生は、常に生き方を問い続ける旅のようなものではないだろうか。自分はどういう自

分でありたいのか、どういう社会に生きたいのか、そのために状況にどのように働きかけ、どのように

変わることを望むのか、自分は何をすべきなのか・・・。 

問い続けるその原動力が、「学び」であると考える。ありたい自分や望ましい社会に一歩近づい

たと実感する時、私たちは自分の成長と共に生きる喜びを感じ、それをもたらした豊かな学びの存

在もまた実感することができるのではないだろうか。 

私たちは常にいくつかの現実的な「問題」と対峙しながら生きている。問題解決は、前述の豊か

な学びへの引き金となることが多い。しかし、何らかの制限や規範等に縛られたり常識や思い込み

に支配されたりして、「問題」がなかったようにやり過ごしてしまうことがある。また、どこかに生きにく

さを感じながらも「問題」に向き合わず放棄してしまうことも多い。 

自分にはできないという思い込みのような内的な抑圧や、社会の中での理不尽な扱われ方のよ

うな外的な抑圧などから自分を解き放つ術をみつけ、目指すものが見え、目前の「問題」を自分事

として捉えることができた時、その「問題解決」は、人を無我夢中にして没頭させ、満足する答えを得

ようとして異なる視点や新しい情報を自ずと求めさせるような力をもつ。困難にも自ら挑戦させるよ

うな力ももつ。そのような数多くの小さな「現実の問題」にきちんと向き合い、その解決に一つひとつ



丁寧に未来志向で取り組むプロセスで人は社会の一員として成長し、その経験が豊かな学びへと

昇華していくのだと考える。 

 豊かな学びとは、自分自身はもちろん他者にも、また、今の時代も未来にも社会の一員として責任

をもちながら、物心両面が充足した「生き方を獲得する営み」のことを指す。その営みは、一人ひとり

の目標に基づき様々なプロセスと方法をとるが、ある時点で全容が捉えられても次の瞬間には見え

なくなるようなものに思える。そのような多様性や揺らぎと共に豊かな学びがあり、自分の中のたく

さんの問いに安心して向き合うことができる環境の下でもたらされる営みだと考える。自分らしく生

きるための、一生涯続く営みだと思う。 

(2) 学校と教師

教師は、そのような「豊かな学び」をもたらすことに存在意義がある。 

学校は、人生の始まりの期間を過ごす「豊かな学びの場」となり、人生のほとんどを過ごす卒業

後の世界とシームレスにつながっているべきだろう。一生涯自立して学び続けるための、ゆっくりと安

心して準備ができる機能を持つ場として充実させなくてはならない。 

教師は、そのような場をつくり、場を守り、準備を支援する力をもたなくてはならない。 

すなわち、そこで学ぶ一人ひとりが、自ら「問い」を見出せるように、それに勇気をもって挑めるよ

うに、自分自身の秘められた可能性に気付くように、周囲に働きかける方法を見つけるように、立ち

位置を自ら築くことによって唯一無二の存在としての自分を慈しめるように、共に社会を構成する他

者の尊厳をも認められるように、人々の学びに伴走し支援する役割だ。 

 私は、教師が、一人ひとりの「問い」を呼び覚まし、生涯 灯し続ける学びの種火を点け、自立した

学び手を育てる「豊かな学びの支援者」となることに微力ながら寄与したいと考えている。 

【方法】 

授業のアクティブ・ラーニング化への支援 

授業を組み立てる際に、教員や学生の「問い」を大切にして、授業のデザインを支援する。 

教育に携わる教師も学生も、自分らしく生きるための「一生涯続く営みとしての学び」が起こるよ

うな支援を目指す。 

方法① SD PBLの充実 

大学の教育改革の方策として導入を進め、SD PBL と名付けた全学的導入科目となった。各学

科 2 名が参加する SD PBL デザイン研究会も組織され、教育開発室が運営している。このような

機会を利用して PBL や ESD について理解と活用を促している。導入そのものが目的ではなく、学

生も教員も学び合える場となることが目的である。 

方法② 授業のデザイン 

伝統的な授業デザインである、「内容→方法→知識の定着の確認→評価」という順ではなく、

「学生の状況の把握→当該授業の学習成果目標の確認・設定と担当教員が実現したいこと→内



容の設定と方法の選定→組み立て→学生へのフィードバックとしての評価方法の埋め込み→学習

成果の確認→評価」というデザインを採る。 

また、教員が自分の授業について、学位認定プログラムとしてのカリキュラムマップ内の位置づけ、

他授業との関連、学位修得に向けた学修成果獲得のレベルや内容を確認して、当該授業の内容や

教授法、学習成果の具体的な評価方法を検討する。 

方法③ 教員の特性や専門分野に応じた教授方法の勧め 

支援の際は、担当教員の教育理念や学生に付けたい能力を重視して、具体的にどのような教授

戦略が良いかについて、担当教員の特性を考慮しながら一緒に考える。 

方法④ 指導に必要な理論と身につけるべきスキルを具体的に紹介する 

様々なアクティブ・ラーニングにおける指導者の役割として、モデリング、コーチング、ファシリテー

ター、スーパーバイザーなどの役割を実施する。

【成果】 

FD推進センター 

・オンラインによる伝達型 FD 7回開催（全 FDの参加者延べ数は約 2400名）

・小規模学び合い型（相互研修型 FD）24回開催（約 520名参加／2400名）

・オンライン FD 駆け込み寺（429 名登録、8 チャネル開設、アクティブユーザー50-70％以

上）

・SD PBLデザイン研究会 202年度 5回開催

大学教育学会など学協会の発表や寄稿、 

東京都教職員研修、他大学の FD講師、他機関での研修講師や審査委員、アドバイザーなど 

入学前ワークショップ実施 約 800名参加 

【目標】 

2021年度 

・SD PBLの実質化、SD PBL(3)のデザイン方針と運用方法

・ティーチング・ポートフォリオの仕組み構築、ディプロマ・ポリシー標準ルーブリックの作成と TCU-

FORCEの整合の整備、など、教学マネジメントの仕組みの構築を目的とする FDの企画実施

・FDの定番メニュー化への一年目としての実績

・多くの教職員の FDへの参加・参画

【添付資料】 

・SDGs特論シラバス



・オンライン授業のための、授業パターンと機器接続のガイドブック（WebClassに UP済）

・SD PBLデザイン研究会の資料「授業のデザイン方法」（WebClassに UP済）

・2020年度実施の FDの資料や動画（WebClassに UP済）

・発表

論文 「遠隔講義に対応するための教員間学び合い環境の構築」、コンピュータ＆エデュケー

ション 50号

   「「学習システム・パラダイム」への 転換における PEPA の有効性 －東京都市大学のケ

ーススタディ-からー」、大学教育学会誌 2020年度 43号 

口頭 「「学習システム・パラダイム」への 転換における PEPA の有効性 －東京都市大学の

ケーススタディ-からー」、大学教育学会 2020年度 課題研究集会

論説  「Beyond コロナの都市大教育は、議論と実践の積み重ねの先に」、2020 年度 第

31号 東京都市大学教育年報 

    「コロナ禍における都市大教育の取り組み」、東京都市大学 校友会会報「都市」 

    「SDGs 時代の学び方～北欧の「PBL とグリーンイノベーション」を手掛かりに～」共生

科学 (Journal of Kyosei Studies) 第 11巻. 2020　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

・特徴的な授業で学生が作成した学習ログファイル（学習ポートフォリオ）

　以上 
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