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要旨
大阪府立大学工業高等専門学校は，2009 年 1 月に全国の高等教育機関で初めて学内でティーチング・ポ
ートフォリオ作成ワークショップを開催した．その後，毎年 2～3 回のティーチング・ポートフォリオ作成
ワークショップを開催し，2014 年 5 月現在常勤教員 71 名中 48 名(約 68%)がティーチング・ポートフォリ
オを作成している．本稿では，2013 年度に開催した第 10･11 回のワークショップの概要について説明した
後，ワークショップ参加者の感想とアンケート結果の抜粋を報告する．
キーワード： ティーチング・ポートフォリオ、教育改善、メンティー、メンター、スーパーバイザー
１．はじめに

２．ワークショップの概要

大阪府立大学工業高等専門学校（以下，本校と略す）
は，2009 年１月に全国の高等教育機関で初めて学内でテ
ィーチング・ポートフォリオ（以下，TP と略す）作成ワ
ークショップ（以下，WS と略す）を開催した[1]．2009
年度に第 2 回[2]，2010 年度に第 3･4 回[3-4]，2011 年度
に第 5～7 回[5]，2012 年度に第 8･9 回[6]，2013 年度に
第 10 回と第 11 回の TP 作成WS を開催した.2014 年 5 月現
在常勤教員 71 名中 48 名(約 68%)が TP を作成している．
本稿では，2013 年度に開催された TP 作成 WS の概要につ
いて記した後，第 10 回および第 11 回の WS に参加したメ
ンティー及びメンターの感想を記す．なお TP についての
詳細，特徴等については既報[1-6]ならびに書籍[7]を参
照されたい．

2013 年度に開催した TP 作成 WS の概要を表１に示す．
参加した作成者（以下メンティー）と助言者（以下メン
ター）の人数は，表１の通りである．日程は，第 10 回が
2013 年 8 月 7 日～9 日，第 11 回が 2013 年 12 月 26 日～
28 日である．第 10 回，第 11 回ともアカデミック・ポー
トフォリオ（以下，AP と略す）作成 WS，スタッフ・ポー
トフォリオ（以下，SP と略す）作成 WS と同時開催で実施
した．内容はオリエンテーションの後，数回のメンター
との個人面談（メンタリング）を交えながら作成し，一
方メンターはメンターミーティングでメンタリングの進
め方の報告と検討を行っている．簡単なスケジュールを
表２に示す．1 名のメンターが担当するメンティーは 1～
2 名と，メンターにとって負担が少ない形で開催すること
ができた．メンターミーティングは，2 回とも参加者が多
いことを鑑み，5 名ずつの 2 チームに分けて（第 10 回は
SPWS の 3 名を合わせて）2 名のスーパーバイザー（本校
北野健一と井上）で担当した．

2014 年 8 月 18 日 受理
*1 総合工学システム学科 一般科目文系
（Dept. of Technological Systems : Liberal Arts）
*2 一般科目理系（Natural Science）
*3 メカトロニクスコース (Mechatronics Course)
*4 電子情報コース(Electronics and Information Course)
*5 環境物質化学コース
(Environmental and Materials Chemistry Course)
*6 都市環境コース(Civil Engineering and Environment Course)

表１ 2013 年度に開催した TP 作成 WS の概要
メンティー

メンター

第 10 回

7 名 （内学外 5 名）

7 名 （内学外 2 名）

第 11 回

12 名（内学外 10 名）

10 名（内学外 3 名）
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表２ TP 作成 WS のおもなスケジュール
第1 日
午
前
午
後

夜
間

オリエンテー
ション
個人メンタリ
ング(1)
TP 作成作業
夕食会
TP 作成作業

第2 日
個人メンタリ
ング(2)
TP 作成作業
個人メンタリ
ング(3)
TP 作成作業

第3 日
個人メンタリン
グ(4)
TP 作成作業
TP 作成作業
プレゼン準備
TP プレゼンテー
ション
修了式

夕食会
TP 作成作業

３．ティーチング・ポートフォリオを執筆して
自分の考えが研ぎ澄まされていく（野田 達夫）
平成 25 年 8 月に開催された TPWS に参加した．平成 25
年 4 月に本校に着任したばかりで，教員歴はわずか数か
月．参加すると言ったものの，書き上げることができる
かは非常に不安だった．全く筆が進まず夜通しパソコン
とにらめっこ…そんな自分の姿が想像できたので，（今
だからこそ白状すると，）あらかじめ少し作成してから
WS に臨んだことを覚えている．本校着任当初に考えてい
たこと，目指していたことが，実際に学生に向き合い，
教育を実践する過程においてどのような変化を遂げたか，
また変わらずにいるものは何か．メンターからアドバイ
スを頂きながら，それらが明確になり，本文は大きく変
化していった．最後に提出した第 3 稿は，フライングし
て用意していた第 1 稿とは見違えるものとなり，改めて
見返してみると，自分の考えが研ぎ澄まされていく過程
がよくわかるものとなった．
最初にメンターへと提出した第 1 稿では，自分がこう
いう教育をやりたいという思いをどうにかして文章にす
べくとにかく書いた．特に困ったのが，「教育の理念」
の項目．読み返してみても，どこに向かってよいのかわ
からず，自分の書いた文章の中で迷子になっていたこと
が伺える．その後のメンタリングで，初めてメンターか
ら頂いたアドバイスは「教員を目指したきっかけを書い
てはどうか」というものであった．正直に言えば，それ
を聞いたとき「えっ！そこを書くの？」と戸惑ったが，
自分の教育の起源に焦点を当てて考え直すことで，「七
転び八起き」というキーワードを軸にスラスラとまとま
っていった．メンタリングとは，対話できる鏡（メンタ
ー）を得ての理念発見の場と言われているが，まさにそ
れを実感した瞬間であった．
「野田さんがどのような雰囲気で授業をされているか
わかりました」．最終日の発表の後にメンターから頂い
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た言葉である．高専に着任した当初は，ビシッとした授
業をしないと…などと考えていた時期もあった．しかし，
授業回数を重ねるうちにそこに疑問を持つようになり，
もっと肩の力を抜いて自分のキャラクターを活かすべき
という考えが湧き上がってきた．TP を書くことでその思
いが強化され，WS での最後の発表は転換点になったよう
に感じる．夏休み後の授業で，「先生，何か変わりまし
たね」と学生から好意的に（？）言われたことや，上に
記したメンターからの言葉は今でも励みとなっている．
高専教員になって 2 年目となり，担任を務めるなど初年
度よりも多くのことに関わるようになった．この文章を
執筆するにあたり，自身のTPを読みながら改めて自身の
教育活動に思いを馳せてみると，日々の業務をただただ
遂行することに重きを置き，その一つ一つを流してしま
っていないかという気がしてきた．再び初心に立ち返り，
見つめ直す時期に来ているのだろう．末筆ながら，TP と
本原稿を書く機会を与えて頂いたことに感謝を申し上げ
たい．
４．メンターを担当して
初メンターを経験して（稗田 吉成）
本校初の校外での TPWS であった 2013 年夏の第 10 回大
阪府立大学高専TPWSに初メンターとして参加させてもら
った．
メンターを引き受ける際に皆さんも気にされるのは
「メンターとしてメンティーにきちんと伴走できるか」
ということだと思うし，私もそうだった．しかし私の場
合はその理由が皆さんとは少し異なっていると思う．
私自身がメンティーとして TP を書いたのは 2011 年冬
のWSだったが，その年度の校務分掌の関係による時間的
制約からWSに参加することが難しい状況だった．そこを
他のメンティーとの交流もほとんど無いようなかなり変
則的な形でメンターやスーパーバイザーにはいろいろと
ご迷惑をおかけしながら参加した．つまりきちんとした
スケジュールで WS に参加しなかった(メンティーをしな
かった)わけである．これが私にとってのメンターを引
き受ける際の不安材料の大部分を占めていた．
しかしメンティーとして参加したときにはきちんと把
握していなかったスケジュールは，事前資料から読み取
ることができ，逆にしっかりと伴走できるスタイルが整
っていることを確認できた．中でもメンターミーティン
グの存在は不安を解消してくれた．
実際メンターを行ってみると，メンターミーティング
を通してメンターとしてメンティーに接する心構えとい
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うような精神的な部分を補ってもらっただけで無く，
様々なメンターのあり方・考え方をみせてもらうことで
自分なりのメンターでよいことを気付かせてもらった．
今回のメンティーにとってよいメンターであったかは定
かではないが，それぞれの考え方の交流の中でプラスと
なった面はお互いにあったと思っている．
結論として，不安はあるだろうがまだメンターを経験
しておられない方はそれぞれのスタイルで一度メンター
を経験されることをお勧めする．
２回のメンターを経験して（鯵坂 誠之）
この度，2013 年の夏と冬を通じてメンターを 2 回ほど
経験させて頂いた．メンターとして取り組んだ結果，メ
ンティーの際には気づかなかったことが三つほど明らか
となった．
一つ目は，メンターとしての事前準備の重要性である．
夏も冬も，受け持つメンティーが決定してからTPが実施
されるまでの期間が短かった．従って，準備できること
も限られてしまったが，まずメンティーの情報をホーム
ページ等から収集し，メンティーが今までにどのような
教育を実践されてきた方なのかを把握するよう努めた．
次に，その実践されてきた取組みの中から詳細に聞いて
みたい内容を質問項目としてピックアップしておいた．
これにより，個人ミーティング時に比較的スムーズに話
を進めていくことが出来た．
二つ目は，個人ミーティング時における対話の重要性
である．会って間もない両者が，お互いの教育に対する
責任や理念といった深い話をすることは難しい．そこで
信頼関係を構築するための雑談時間が必要であることを
強く感じた．TP ではメンターとメンティーが対話する
「個人ミーティング」が都合 4 回設定されており，スー
パーバイザーから第 1 回はその時間に割いても良いとア
ドバイスを受けていた．一方でその個人ミーティング後
に，メンティーはTP作成作業に入らなければならないこ
とから，多少なりとも方向性についての議論をしておく
必要がある．この時間配分やバランス感覚がメンター経
験の浅い者には難しいと感じた．私自身の今後の課題と
言える．
最後に，TP のまとめ方に関する情報提示の重要性が挙
げられる．メンティーの心象に迫り，教育理念を深く掘
り下げ，多角的な視点から対話を展開していく過程も重
要であるが，さらにそれらの内容から相互の関係性を見
つけ出す過程は，メンティーの能力に任されている．伴
走者として，どのような情報を提示することがメンティ
ー自身の気づきにつながるのかといった視点がこの 2 回

のメンター経験では曖昧であった．一つヒントになるの
は，過去に作成され公開可能とされているハイライト
（A4 用紙 1 枚程度の本稿の概要版）の体系的な整理では
ないかと考える．
以上，反省点はあるものの，今回経験させて頂いたこ
とにより跳ね返ってくる利点（私自身の気づき）も明ら
かとなった．今後も継続的にメンター経験を重ねていき
たい．
参考資料の充実（和田 健）
今回の WS で，私は 2 回目の TP メンターを経験させて
いただいた．1 回目は平成 22 年に本校で開催された第 3
回 WS であり，自身の TP を作成してから約 1 年後という
タイミングであった．その後，しばらく TP の WS から遠
ざかっていたが，最近，自身のTPを大幅更新する機会が
あり，その取組みのなかで再びTPというものに刺激を受
け，今回のWSにメンターとして参加することを決めた．
今回，4 年ぶりにメンターとして WS に参加し，様々な面
で以前との変化を感じたが，特に，メンティーがTPの構
成・大枠を考える段階で参考になる資料が格段に充実し
ていること，それにより目的に応じてメンティーは様々
なスタイルのTPが作成できることは大きな変化だと感じ
た．
4 年前は，TP 作成の参考資料といえば，米国ペース大
学の P. セルディン著（栗田佳代子 訳）の「大学教育を
変える教育業績記録」[8]という書籍だけであった．しか
し，その内容は，文化・環境が大きく異なる日本の大
学・高専の教員がTPを作成するにあたっては，そのまま
参考にできるものではなかった．そのため，実際にメン
ター会議においても「その本に示される TP の作法に対し
てどこまで従わなければならないのか」
「果たしてどこま
で逸脱すると TP として成立しなくなるのか」といったこ
とが議論されていた．そして，そのような状況にあって，
TP に含めるコンテンツの選択，エビデンスの示し方，構
成・章立てなどについては，メンティーと共に非常に苦
しんだ記憶が残っている．
しかし，今回のWSに参加して，このような問題は解決
されつつあることを感じた．本校TP研究会の著書をはじ
め日本型あるいは高専型のTPに関する資料が存在し，さ
らにWS会場では，メンターがこれまでに作成した実に多
様なスタイルのTPが自由に閲覧できる環境が整っていた．
これは，TPの構成に頭を悩ますWS参加1日目のメンティ
ーにとっては非常に役立つものとなっているはずである．
当然ながら，TP 作成の鍵はメンタリングであるが，この
ような資料の存在も重要な要素であり，それがいまは充

－ 45 －

井上千鶴子，稗田吉成，土井智晴，和田健，早川潔，野田達夫，鰺坂誠之

実しつつあることを強く感じた．
看護系のメンティーを担当して（早川 潔）
2013 年度は，主に TP のメンターとして，合計 3 回の
TPWS に参加した．3 回とも看護関係の先生だったので，
主に看護系に共通した事項について言及する．
メンターを行うに当たり注意したのは，聞き役に徹す
ることだった．以前，メンターを行った際，私の意見を
いろいろ言い過ぎたので，メンティーを困惑させてしま
った．メンティーは，本校の先生だったので，いろいろ
言ってしまったこともあったが，今回は，学外でさらに
私の分野からかなり離れているメンティーだったので，
いろいろ聞き出した内容を整理する程度にした．
看護の先生に対してメンタリングして思ったことは，
メンティーが学生に対して実践的な能力をつけさせたい
という気持ちが非常に強いことだった．看護師になった
ら，いろいろなケースの対象（看護分野では患者やそれ
に関わっている人を含めて「対象」と呼んでいる）と向
き合う．そこには，当然，マニュアルなどなく，いろい
ろな経験から自分で考えださなければならない．そのた
めの教育の工夫をいろいろな形で行っていた．また，看
護の現場は厳しいというイメージがあるので，現場が楽
しくなるように教育をするよう心がけていた．
初回のメンタリングでは，メンティーの看護経験や教
育の方法などをいろいろと話してもらった．私の専門分
野（電子情報）とは，かなりかけ離れているので，教育
の工夫は非常に新鮮なことばかりであった．特に学生同
士でいろいろ考えさせる教育の工夫があった．看護の現
場では，コミュニケーション能力や自分で考える能力が
必要なので，行っているということだ．私の分野でも同
じようなことが言えるので，取り入れたいと思った．
2 回目以降は，教育理念もある程度固めることができ，
教育方法もさまざま行っているので，メンタリングとし
ては，教育理念と教育方法の結びつきをいろいろと話し
てもらい，整理することに多くの時間を割いた．看護の
先生は，いろいろな教育実践をお持ちで，それが教育理
念と結びつかない場面があったので，もう一度，教育理
念を考え直してもらうケースもあった．最終的には，教
育理念を複数に分けて書いてもらった．
また，別のケースでは，教育理念にいたる背景で，た
くさんの対象と接したからこそ出てきた理念もあるので，
そのあたりは共通項を考えて，背景に入れるようアドバ
イスした．
今回，看護関係の先生のメンターをして，私自身が非
常に勉強になった．看護の現場の厳しさ・楽しさ，様々
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な教育の工夫を聞いて，看護の現状も少しはわかったし，
自分の教育にも取り入れたい部分もたくさんあった．ま
た，メンターとしても，勉強になったと思う．聞き出し
たことを整理するぐらいで，望んだほうがよいと思っ
た．
２名の同時メンターを初体験して（土井 智晴）
私は平成 22 年 1 月（平成 21 年度）に自分自身の TP を
作成した．その後，毎年１度はTPワークショップにメン
ターとして協力し，平成23年度に１名，平成24年度に2
名，平成 25 年度に 2 名の延べ 2 名のメンターをさせてい
ただいた．このうち平成24 年度は2 度のワークショップ
で 2 名，平成 25 年度は１度のワークショップで 2 名を担
当した．本報告では，この１度のワークショップで 2 名
のメンターを初めて担当し，感じたことを述べる．
TP は原則，１名のメンティーに対して１名のメンター
が組になって，二人三脚でTP作成を進めることが一般的
である．しかしながら，ワークショップへの参加が非常
に多い，あるいは，担当予定のメンターに急な所用や体
調不良により，メンター不足になることがある．そのた
め，メンター経験が豊富になると 2 名のメンティーを担
当する場合がある．私は，いままでそのように 2 名のメ
ンティーを担当されている方をみてきたが，自分自身が
体験してわかったことがいくつかある．
まず，始めに感じたことは，メンターとして１度のワ
ークショップで 2 名の教育実践について語り合う時間が
あり，メンターのFD活動としての密度は非常に高く感じ
た．また，メンティーサイドもミーティングの時間管理
がタイトになるが，自分自身で集中して考え，執筆する
時間が確保できたのではないかとも考えている．この 2
点は，私自身が体験する前は，メンターとメンティーの
語り合いの時間が減少するデメリットとも考えていたが，
体験してみて，前述のように，語り合いの密度向上，メ
ンティーの執筆時間確保につながったと考えた．
ただ，このようにスマートに 2 名のメンティーを担当
できた事前要因があることもわかった．まずは，スーパ
ーバイザーによるスタートアップシート精査によるメン
ティーの事前準備量やTP執筆モチベーションの把握が大
切であること．その上で，ワークショップ開催の事前メ
ンターミーティングでメンターとメンティーのペアをじ
っくり議論していること．これらにより的確な 1 メンタ
ーと 2 メンティーの組み合わせされることで，前述の語
り合いの密度向上，メンティーの自己省察時間の確保が
達成できたといえる．今後もTPワークショップに参加し，
自分自身と参加者のFD活動に貢献したいと考えている．
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授業を持たない人の TP（井上 千鶴子）
2009 年 1 月の本校第１回の WS で TP を作成して以来，
ほぼ毎回メンターをしている．第 11 回で 19 人目を担当
したことになる．かといってベテランになれたというよ
うな気持ちは毛頭無く，いつも一期一会である．最初は，
自分などでうまくTP執筆のお手伝いができるのかと不安
になるものだが，作成主体はメンティーであることがわ
かってくると，あまり不安に思うことはなくなった.私
は，最初のメンタリングで，「TP では，メンティーのテ
ィーチング（教育実践）が，ご自身が一番ふさわしいと
思えるやり方で，生き生きと表現できることが大切だと
思っています」と伝える事にしている．どのメンティー
も，必ず何かを実践しておられるので，それを書いてい
ただくだけである．
今回のメンティーは，その意味でやや異色であった．
第10回では，国立高専の技術専門員で，高専で技官や技
師と呼ばれている職を20年以上勤めてこられた方であっ
た．また第11回のメンティーは，大学の特任研究員の方
であった．異色と呼ぶ理由は，どちらも独立して授業を
設計する立場にない方であるという意味である．
私は，上記の技術専門員の方の WS 参加を「待ってまし
た！」という気持ちで迎えた．というのは，私は文系の
学部出身で，高専に就職して初めて技師という職種を知
ったが，いかに高専の教育が技師によって支えられてい
るか，また技師が学生の尊敬を集めているかに驚いた．
そういうことから，高専の TP に技師・技官の TP は是非
必要だと思っていた．私が参加した WS では，他高専の
WS で技官から教員に転換した方はおられたが，現在もそ
の職におられる方のWS参加は初めてであった．独立して
授業を担当していないということで，メンティーは少な
からず不安を持って参加してこられたようであった．し
かし私は，事実（教育実践）がある以上，それで TP は書
けるだろうと思った．そして，教員をサポートする立場
でその方が「何を実践しているのか」
「それはどうしてか」
「何を大切にしているか」
「学生にどんなことを伝えたい
か」などをお聞きしているうちに，その方の教育実践が
見えて来るようになり，理念の筋を通すことで，TP とし
てまとまっていった．
第11回のメンティーは，ちょうど方向は逆で，立場は
教員で「何を大切にしたいか」はかなり明確にあるのだ
が，実際に授業に関わった「実践」の時間が少ない若い
方であった．これは，「何を大切にしたいか」の深化を
中心に，短い実践を踏まえて，「目標」となる教員像を
模索する TP となった．最後にメンティーが，5 年後 10
年後に初心に返りたい時にこのTPを読み直したいと書い

ておられたのが印象的だった．
一般的なTPとして知られるものは，エビデンスにシラ
バスや試験問題が添付されるため，授業担当者が書くも
のと思われがちだが，こと「教育」に携わっている人な
ら，何らかの「理念」
「目標」があり，「実践」があり，
その結果（評価）があるので，書こうと思えばその人の
TP が書けるものである．この 2 名の参加でさらに意を強
くした．本校では，事務職の方のSPWSも実施されている．
立場は違えど同じ職場で同じ方向を向いて働いている同
僚が，互いに何を考えて何をしているかを知ることは有
益だと思う．同じ方向とは，学生の成長である．
５．スーパーバイザーを担当して
素人スーパーバイザーとして（井上 千鶴子）
初めてメンターをされる方は，マニュアルや研修もな
くどうしたらよいのかと不安になる方もあるようだが，
メンターチームでミーティングを行い，チームのケース
を共有し，相談しながら進めるので，WS に参加すること
自体がメンター研修になっている．そのメンターミーテ
ィングで，適切に助言をするのがスーパーバイザーとい
うことになる．スーパーバイザーは，そのチームのメン
ターが担当しているメンティー全員のTPに目を通し，メ
ンターミーティングを取り仕切る．
私は，第 10 回と第 11 回でスーパーバイザーを担当し
た．スーパーバイザーには，メンター経験の多い人が適
しているとされ，教育工学を専門としたり専門的にTPの
研究をしておられる人も多い．私の場合，多少メンター
経験はあるかもしれないが，理論の勉強をしているわけ
でもなく，素人スーパーバイザーである．自分の見聞し
た範囲で，過去の例を紹介したりするのがせいぜいであ
る．はなはだ心許なかったが，実際にはメンター陣にほ
かにも経験豊かな方がおられて，多方向から助言や妙案
が出されながらメンターミーティングは進められた．メ
ンター経験だけでなく，教育経験の豊富なベテラン教員
のメンターのご意見は傾聴すべき点が多かった．メンタ
ーだけでなくスーパーバイザーもそうやって助けられな
がらメンターミーティングは進んでいく．スーパーバイ
ザーの役割は，『実践ティーチング・ポートフォリオ ス
ターターブック』[7]では，「山岳ガイド」
「酒場の女将」
などと喩えられているが，私の場合，メンターミーティ
ングの司会という言い方が一番適切だった気がする．
振り返って，TPWS が普及していく過程では，メンター
やスーパーバイザーの確保が問題となってくる．WS が独
善的にならないよう，本校でも外部講師をお招きするこ
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とが多いが，今回のように参加者が多いと複数のチーム
に分け自校スーパーバイザーも育成する必要が出てくる．
そうした時に，私のような素人スーパーバイザーでも周
囲の人に支えられながらメンターミーティングを運営し
ていけたということは，一つの実績ではないかと思う．
６．アンケートの結果
メンティーに事後アンケートを実施した．主な設問と
その結果を報告する．回答は①そう思う②どちらかとい
えばそう思う③どちらかといえばそう思わない④そう思
わない，である（回答数 15）
．
ａ．WS は自身のキャリアにとって有意義な内容だった
①80% ②13.3% ③6.7% ④0%
ｂ．メンターからの助言は役に立った
①86.7% ②13.3% ③0% ④0%
ｃ．TP は自身の教育改善につながる
①60% ②33.3% ③6.7% ④0%
③④の回答がほとんどないことから，まずは WS の目的
が達せられたと考えられる．ｃよりａで①の回答が多か
ったが，教育改善の効果は，WS 直後ではまだ判じかねる
ということがあろうと思う．また，自由記述の回答では，
最終日の参加者によるプレゼンテーションやWS中の教員
同士の交流に意義を認める意見も多く見られることから，
WS そのものへの満足度が高くなったと考えられる．一方
で，プレゼンテーションの時間管理が適切でなかったと
の批判もあった．また第 11 回では複数から，会場の空調
に関する不満が聞かれた．これは，参加人数が膨らんだ
ことから，急遽従来の会議室からゼミナール室に会場を
変更したことと関連するが，今後適正な規模での WS の実
施という反省を残した．
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数を大きく上回り，最近ではメンティーとしてWSに参加
する教員は少なくなってきている．外部の高専や大学の
教員が本校の WS で TP を作成し，本校教員がメンターと
なってサポートするという構図になりつつある．一見す
ると本校教員がTPを書いていないので，これは本校教員
のFDと言えるのかと疑問を持たれるかも知れない．しか
し，教員が様々な教育実践に深く切り込み，対話力を磨
いている WS の実態は，本校教員のための FD として大き
く役立っていると言える．また，そのようなメンタリン
グを保証するために，メンターミーティングが機能して
いる．これから初めてメンターをしてみたいとお考えの
人は安心して参加してほしい．
2014 年 8 月の第 12 回 WS を終えて，本校の執筆者は 50
名（70%）となった．第 13 回の TP 作成 WS は 2014 年 12
月 25～27 日に開催予定である．この原稿がこれから TP
を作成する諸氏及びTPWSの実施を考えておられる教育機
関の参考になれば幸いである．
本研究は JSPS 科研費 23501044 の助成を受けたもので
す．
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