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「東京大学ティーチング・アシスタント実施要領」では、ティーチング・アシスタント（TA）

の趣旨として、「将来教育研究の指導者となるためのトレーニングの機会提供」、「大学教育

の充実」を謳っています。「TA の心得」では、この実現に向けて、TA を担当する皆さんに知

っておいてほしいこと、伝えておきたいことをまとめました。 

 

 

教育補助者として 

TA の業務には、比較的単純な業務から、実験実習

等における学生への助言、グループワークの円滑化と

いった授業の実質的な補助・支援に関わる業務など、

様々な内容が含まれています。実際の業務内容は、担

当する授業科目等によって異なりますが、いずれの業

務も、授業を円滑に進めるために必要なものです。TA

は教育補助者であり、教育の一端を担っているという

ことを十分に自覚して TA を担当してください。 

 

将来に役立つ経験として  

TA は、教育補助者としての役割に加えて、将来教

育研究の指導者となるためのトレーニングとしての側

面を有しています。TA は、学生が一定の対価を得て

行う教育体験を伴う活動であり、一般的なアルバイト

とは同列ではありません。TA の皆さんは、TA として

教える側に立つ体験を通して、授業の組み立て方や運

営の仕方を理解し、ものの見方や考え方を違った角度

から捉えることが出来ます。また、東京大学において

多種多様な教育プログラムに携わることができること

もメリットの１つでしょう。TA の皆さんは、このよ

うな機会をうまく活用するとともに、自分が成長でき

る場でもあるという意識を持って TA 業務に臨んでく

ださい。 

ティーチング・アシスタントの意義 



 

 
業務内容の把握、教員との意思疎通 

 TA 業務は様々であり、期待される役割は、授業科

目や担当教員ごとに異なります。TA 業務を行うに

当たっては、担当教員との打合せ等を通して、自分

が果たすべき役割を十分理解するとともに、業務

内容を確認するようにしてください。 

 担当教員への報告・連絡・相談を確実に行い、円滑

な業務の遂行を心掛けてください。 

 事前の講習や研修等の機会がある場合には、必ず

参加しましょう。特に、実験・実習、フィールドワ

ークなどの業務については、事故等が起こらない

よう、担当教員やスタッフの指示、安全マニュアル

等に従い、安全の確保に努めてください。 

 

ＴＡとして相応しい行動 

 授業を受ける学生は、TA を教育者の一員として

見ています。服装、身だしなみ、言葉づかい、態

度、時間の厳守など、教育者としての自覚と常識

をもって行動してください。 

 差別的、高圧的な言動や指導、ハラスメントに繋

がるような行為は厳に謹んでください。また、学

生には公平に接してください。 

 

個人情報の取り扱い 

 業務上知り得た学生の個人情報（成績や連絡先な

ど）を、TA 業務以外に利用してはいけません。特

に学生のプライバシーに関することを外部に漏ら

すといったことがないよう細心の注意を払ってく

ださい。 

 ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）

での不用意な発言による情報流出にも十分に注意

してください。 

 

上記のほか、個別の注意事項については、各学部・研究科、学科・専攻等の指示に

従ってください。 

 

ＴＡ業務にあたっての留意事項 
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The “Guidelines for Teaching Assistants at the University of Tokyo” state that the main 
purposes of the Teaching Assistant (TA) system are “providing training opportunities for 
future leaders in education and research” and “improving university education.” These 
“Must-Do’s for TAs” summarize what any TA to-be should know about or be informed 
of in order to achieve these purposes. 
 

 
 
Working as an educational assistant 
TAs perform a variety of activities ranging from 
relatively simple tasks to jobs like substantive 
assistance or support for classes providing advice to 
students during experiments or practical training and 
the facilitation of group work. Although the details of 
actual TA activities differ from course to course, they 
are all necessary to facilitate classes. As a TA, you must 
be aware of your role in education as a provider of 
educational assistance. 
 
 

Useful experiences for the future 
In addition to the role of educational assistant, being a 
TA offers the opportunity to prepare yourself for your 
future research and teaching/educational activities. The 
TA system provides students with activities which 
entail educational experiences and a certain amount of 
compensation, so it is not the same as an ordinary part-
time job. It enables each TA to understand how to build 
a class and how to manage it, and to see things and ideas 
from a different perspective through their teaching 
experiences as a TA. The system also allows TAs to get 
involved in a wide variety of educational programs at 
the University of Tokyo. As a TA, you must be aware 
of the personal growth and development opportunities 
that come with the job. 

  

Significance of teaching assistants 



 

 
 
Understanding the details of TA activities, 
communicating with teaching staff 

 TA activities cover a diverse range, so your expected 
roles vary depending on the courses and the teaching 
staff. You are asked to not only have a full 
understanding of the roles that you should play, but 
to also confirm the details of your activities through 
meetings with the teaching staff in charge. 

 Please try to carry out your activities smoothly 
including full reporting to, communication with and 
consultation with the teaching staff in charge. 

 Please be sure to participate in any opportunities for 
preliminary workshops or training that are available. 
In particular, for activities which include 
experiments, practical training and field work, you 
are asked to try to ensure safety by following the 
instructions of the teaching staff in charge or any 
other staff, and by following the safety manuals in 
order to prevent accidents, etc. 

 
Appropriate behavior as a TA 

 Students attending the class see the TA as one of the 
educators. Therefore, please use your common sense, 
behave as an educator, and to pay attention to your 
appearance, language, attitude, punctuality, etc. 

 Please strictly refrain from discriminatory or 
authoritative words and actions which might may be 
interpreted as harassment. You are also asked to treat 
students fairly. 

 
 
Handling of personal information 

 TAs are not allowed to use students’ personal 
information (academic achievements, contact 
information, etc.) that can be gained through TA 
activities for other purposes. You are especially 
asked to pay close attention to matters associated 
with students’ privacy, which should never be 
revealed to anyone outside the class. 

 Please also pay full attention to the possibility of 
data leaks due to indiscreet remarks on social 
networking services (SNS). 

 

In addition to the above, you are also asked to follow the 
instructions of your own faculty/graduate school, department, 

course, program etc.  
 

 Notes on TA activities 


