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The reformed TA System at Kyushu University took effect from the 2019 Fall semester and now about one year went 
by. The purpose of this report is making a record about the first-year experience of the new TA system so that this can be 
used for the further improvement in the future. For the reformation of the TA system, two surveys had done: the 2005 
survey and the 2017 survey. Based on the result of those two surveys, the new TA system was designed. The main features 
of the new TA system are the followings: (1) dividing the conventional single TA level into three levels and standardizing 
each level’s works, (2) enhancing TA’s expertise by offering TA education programs and Preparing Future Faculty 
Program, (3) enriching supports for TAs by setting up TA Support Desk and TA Portal. To understand students’ satisfaction 
about the new TA system, the 2019 survey was conducted. As the result, students showed high satisfaction overall. 
Particularly, students were satisfied with raising in hourly wage (91%), encouraging instructors to get TAs engaged in 
educational works (not in office works) (75%), and standardizing each level’s works (73%). However, there are several 
remained problems for the further improvement of the TA System such as the followings: sharing findings about hiring 
TA with instructors and taking advantages of the New TA system for the better-quality class. Also, further methods to get 
TAs engaged in a class have to be introduced in accordance with the change of educational environment of a university 
such as by COVID-19 for preparing “new normal”.  
 
 

1. ははじじめめにに 

九州大学では、TA の業務として、出欠管理や教材印刷など TA にとって教育効果があまり期待で

きない単純な業務ばかり TA に任せられることがあれば、逆に、授業や評価など教育効果は期待で

きるものの、学生である TA には負担が大きい業務が任せられるなど、業務の内容が不適切である

ことが少なくなかった。そこで、このような問題点を解消するとともに、ひいては大学教育への学
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生参加を促すことによる教育の質向上を図るべく、2019 年度後期より新しい TA 制度が導入され

た。この新 TA 制度の主な目的は、TA 教育プログラムの提供を通して優れた TA を養成し、彼らを

授業内の教育活動に関わらせることによって大学教育をさらに充実化するほか、その TA 活動が各

TA 自身にとっても成長する機会として活用されるようにすることである 1。新 TA 制度は、この目

的に対応する形で大きく 3 つの特徴を有する 2。つまり、「TA 資格の 3 階層化による参加対象の拡

大及び業務内容の明確化」、「TA 教育プログラム、大学教員養成プログラム（Preparing Future Faculty 
Program、以下、PFFP）の提供による各 TA の指導スキル及び専門性の向上」、「TA サポートデスク、

TA ポータルなどによる支援体制の充実化」である。本稿では、これらの特徴に関する具体的な説

明のほか、新 TA 制度の開始に至るまでの背景及び経緯、新 TA 制度の導入後に実施されたアンケ

ート調査の結果とその分析など、主に新 TA 制度が開始されるまで、そして、開始されてから 1 年

の間に行われた調査の結果について、以下報告する。 
 

2. 九九州州大大学学ににおおけけるる TA 制制度度改改革革のの背背景景及及びび経経緯緯 

2.1. 2005 年年度度 TA アアンンケケーートト調調査査 

九州大学では、TA の雇用実績が年間延べ 400 人を数えるものの、その活動実態が十分に把握さ

れてはいなかったが 3、教育効果の向上を目指すためには、各 TA の活動内容に関して把握する必

要があるとし、2005 年度（平成 17 年度）にアンケート調査が実施された（以下、2005 年度調査）。

調査対象は 198 人、回答者数は 85 人（43%）であった。主な調査内容は、「TA 業務の実態（業務内

容、時間給、拘束時間）」、「教育効果（TA 活動に対する肯定的評価、否定的評価）」、「今後の TA の

在り方（TA として担当したい・したくない業務）」である。その結果に関しては、同年度に開催さ

れた第 3 回全学 FD において議論がなされた。以下、第 3 回全学 FD において議論された内容の中

でも、業務内容、教育効果、従事時間及び時間給に関して、当時出された論点をまとめて紹介する。 
まず、業務内容に関しては、各 TA 間の業務に対する認識や力量のばらつき、そして、TA 採用の

経緯が違うため、①授業担当者によって TA の位置づけや業務内容にばらつきがあることが指摘さ

れた。そして、この問題を解決するためには、TA の業務内容を、授業に関する事務補助から授業の

成否に直接的に影響を及ぼす仕事まで階層的に整理するか、そもそも授業担当者が個々に TA を採

用するのでなく、大学ないしは教育科目の責任組織が責任を持って、TA に依頼する業務内容を事

前に決めたうえ、契約を結ぶ形で、TA を採用する必要があるとされた。 
また、教育効果に関しては、受講生に対する教育効果だけでなく、TA 自身に対する教育効果に

関する議論がなされ、②TA 活動に参加した学生が、引き受けた仕事に対して意義が見いだせない、

充実感が得られていないこと、③TA 活動が各 TA 自身に対して教育効果を十分生み出していない

ことが指摘された。つまり、TA の役割に対する認識を、事務的な業務の分担者から教育（授業）支

援者に変え、TA 活動を受講生に対する教育として役立たせるほか、TA 自身に対する教育としての

意味を強調する必要があるとされた。 
最後に、TA の従事時間及び時間給にして、④各 TA が実際に活動を行うタイミング、長さがそれ
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ぞれ異なるにもかかわらず、一律に授業時間を単位として時間給が支払われていることが指摘され

た。例えば、毎回の授業において配布資料の印刷やプレゼンテーション（教材）の作成など主に授

業前に活動する TA、授業中、または、授業後にレポートの整理や学生からの質問の入力作業をす

る TA、授業前から授業後まで仕事をする TA、小テストやレポートの採点のように主に授業後に活

動する TA がいるなど、各 TA の間のばらつきが多かった。また、⑤時間給が TA 活動の実情に見合

っていないことが指摘された。例えば、交通費が TA の自己負担となっているため、TA が経済的負

担を感じていることが問題として挙げられた。 
以上、全学 FD では「業務内容」「教育効果」「従事時間及び時間給」の観点で、議論が行われて

きたことを見てきた。上記の①から⑤の中でも、授業時間外の活動を把握しづらいため、 解決が難

しい④を除き、①②③⑤の論点は、新 TA 制度において解決が試みられた。各論点が新 TA 制度の

どういった特徴に関係しているかに関しては、以下の第 3 章の第 4 節にて説明する。 
 

2.2. 2017 年年度度 TA アアンンケケーートト調調査査 

2017 年度には、すでに新しい TA 制度を導入することが決定されていた。しかし、その詳細な内

容までは決まってなかったため、他大学の優れた TA 制度を参考にしつつも、九州大学ならではの

TA 制度を作り出すための学内調査が実施された 4（以下、2017 年度調査）。同調査は、九州大学の

全学部・学府の事務を対象として行われた。回答率は 100％、実施期間は 2017 年 12 月から 2018 年

1 月までである。主な内容は、TA の人数、TA が参加した授業科目数と授業コマ数、TA 以外で学部

生を正課の教育に教育補助者として参加させた数、正課の教育活動以外（授業外の生活補助、学習

サポート、ピアサポートなど）（正課外活動）での学生の活動状況、現在の TA 制度に関する課題、

TA 制度改革に対する要望、新 TA 制度改革に対する意見であった。以下、同調査を通して明らかに

なった課題をまとめて紹介する。 
まず、(a) TA の待遇面の改善である。これに関して、「現在の TA 制度では［時間給の］単価が低

く、修士の学生もしたがらない」、「支払いの金額が少ないので、学生にとっては面倒なだけ」など

の意見があった。また、(b) TA 業務の明確化である。これに関して、「TA である大学院生は研究活

動の合間を縫って時間を確保しており、過度な負担をかけたくないが、このためどのように業務分

担をしてもらうか、割り振りに苦慮」、「TA が担当できる業務の範囲を教員側が正しく理解してい

ない…、何をどこまで TA に任せるのかの基準が曖昧で、各教員の裁量に委ねられすぎているのが

現在の問題」、「TA にどのような業務を担当させるのかについて全学で認識が統一されていない」

などの意見があった。 
そして、(c) TA 活動に参加できる対象の拡大である。これに関して、「修士 1 年生の講義の TA を

修士 2 年が担当可能に」、「学部生であっても、研究室に配属になっている 4 年生を、TA として採

用することを可能に」、「開講する授業と同じ課程の学生（修士課程の授業に修士課程など）を雇用

することを可能に」などの意見があった。さらに、(d) TA 質向上のための教育プログラム実施や大

学全体で TA を統括するシステムの構築である。これに関して、「研修会のような対学生の指導方法

などを学習する機会が少ない…トレーニングがなされているわけではないため、個人間の能力に違
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いが大きく、標準化されていない」、「学府・学部などによる組織的な研究・教育制度が欲しい」、

「TA 学生の確保が講義担当教員経由となることが多いため、全体としての TA の質保証が担保さ

れていない」などの意見があった。 
最後に、(e) TA 予算の増額及び採用枠の拡大である。これに関して、「予算の増額があるならば、

より多くの TA の活用ができるのだがという声が、毎年講義実施の現場からあがってくる」、「予算

の制約により、十分な TA を雇用できない場合がある」、「予算の削減のため、必要な TA が採用で

きない場合がある」などの意見があった。 
以上、2017 年度の TA アンケートでは、(a) TA の待遇面の改善、(b) TA 業務の明確化、(c) TA 活

動に参加できる対象の拡大、(d) TA 質向上のための教育プログラム実施や大学全体で TA を統括す

るシステムの構築、(e) TA 予算の増額及び採用枠の拡大が課題として示され、新 TA 制度の中で解

決が試みられた。各課題が新 TA 制度のどういった特徴にいかに対応されているのかに関しては、

第 3 章第 4 節にて説明する。但し、(e) TA 予算の増額及び採用枠の拡大については、TA 制度に関

する議論の中で定まる事項ではないため、本稿では取り扱わないとする。 
 

2.3. 国国内内外外のの各各大大学学にに関関すするる調調査査 

九州大学では、上記の学内調査とは別途、国内外の各大学を対象とした調査が行われた。各事例

の中でも、とりわけ広島大学における TA 制度（HIRODAI TA）5は、九州大学の新しい TA 制度に

最も適しているモデルと判断された。そのため、広島大学高等教育研究開発センター准教授佐藤万

知氏（現：京都大学高等教育研究開発推進センター 准教授）を招聘し、九州大学の制度設計に参加

していただいた。最終的に、広島大学の事例から導入が検討された主な内容としては、TA の 3 階

層化、TA 教育プログラム及び PFFP の提供、TA 支援体制の充実化（TA サポートデスクの設置、TA
ハンドブックの公開など）が挙げられる（第 3 章参照）。 

九州大学の新 TA 制度の中に含まれている各要素に対象を絞ると、PFFP に関しては、国内外の複

数の大学（大阪大学、京都大学、名古屋大学、東京大学、東北大学、北海道大学、カリフォルニア

大学バークレー校）に対する実態調査が行われ、最終的には九州大学の実情に合わせた形で、九州

大学ならではの PFFP が生み出された。そして、「九州大学ティーチング・アシスタント（TA）ハン

ドブック」に関しては、東京工業大学の「Tokyo Tech TA ハンドブック 2018」6が参考とされた。 
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3. 新新 TA 制制度度のの特特徴徴及及びび現現状状 

3.1. TA 資資格格のの 3 階階層層化化 

新 TA 制度においては、従来、単一階層だった TA 資格を 3 階層に分け、専門性や指導力が成熟

していない学部生でも BTA（Basic TA）として TA 活動に参加できるようにし、大学院生には ATA
（Advanced TA）としてさらに積極的な教育活動への参加を促すこととした。また、2020 年度夏学

期から開講された PFFP を修了した大学院生には、TF（Teaching Fellow）という、より幅広い TA 活

動への参加が可能になる資格が与えられ、教員の指導のもとで各コマの一部の時間か、各科目の一

部のコマを担当することが可能になった。 
こうした変化に伴い、各 TA 階層が担当できる業務を明確に示した。単一階層であった従前の TA

制度では、担当可能な業務の幅がかなり広く、教育効果をあまり期待できない事務的な業務も含ま

れていた。一方、新 TA 制度においては、TA 教育プログラム及び PFFP を通して各 TA の専門性の

向上を促すことで、教育効果が期待できる業務を、より専門的に、そして、旧 TA 制度のときより

幅広い業務に携われるように設計されている。また、こうした変化に伴い、各 TA 階層に支払われ

る時間給が全体的に引き上げられ、待遇の改善が図られた。以下は、従来の単一階層の TA（旧 TA）

と新 TA 制度における 3 階層の対象及び担当可能な業務を簡略化して示した図である。 
 

  

   

図 1  新 TA 制度における 3 階層の対象及び担当可能な業務の例 
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各 TA 階層には、教育課程、活動内容に応じて、担当可能な標準的な業務が設定されている（表

１）。これは、各 TA が自身の力量（TA 階層）に応じて活動できるようにし、各 TA に過度な TA 業

務が課され、学業や研究に支障が生じることを事前に防ぐための措置である。表 1 は、あくまで標

準的な業務の例示であり、必須業務であることを意味しない。教員が TA サポートデスクと相談し、

他の階層の業務や示されていない業務を TA に担当させることも可能である。教員の教育活動や TA
の活動に無駄な制限がかからないよう、標準的な業務が授業形式の変化に柔軟に対応するよう工夫

がなされている。例えば、近年の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、標準的な業務の内容が

オンライン授業にも対応されるように改定がなされてある。 
 

表 1 各 TA 階層の標準的な業務（正課活動） 

勤勤務務 

時時間間 
業業務務内内容容 

階階層層 

BTA ATA TF 

授授
業業
時時
間間
内内 

出欠管理 ○ ○ ○ 
教材印刷・配付 ○ ○ ○ 

実験・実習の指導補助 ○ ○ ○ 
PC など教育機器の操作 ○ ○ ○ 

演習の指導補助  ○ ○ 
試験監督補助 a)  ○ ○ 

一部の授業の単独実施 b)   ○ 

授授
業業
時時
間間
外外 

教材作成の補助 b) ○ ○ ○ 
実験・実習の準備補助 ○ ○ ○ 

成績評価に含まれない課題・テストなどの採点補助 b) ○ ○ ○ 
成績評価に含まれる課題・テストなどの採点補助 b)  ○ ○ 

履修者からの質問の回答 b)  ○ ○ 
教材原案の作成 b)   ○ 

レポート・課題の原案作成と採点 b)   ○ 

a)正規の手続きが必要な業務  

b)教員の指導や監督がとりわけ必要な業務 
 

3.2. TA 教教育育ププロロググララムム及及びび大大学学教教員員養養成成ププロロググララムム（（PFFP））のの提提供供 

TA に対する任用条件の一つとして、「教育指導能力」を求める大学は多いものの、TA の資質向

上を目的とした研修制度を実施する大学は多くない 7。すなわち、多くの大学において、TA 研修は、

各授業担当教員に委託され、その質が同一でないのはもちろん、教員にも過度な負担がかかりかね

ない。九州大学が提供する TA 教育プログラム及び PFFP は、こうした問題を解決し、教員と TA が

教育の質向上に集中できる環境を整えることを目的としている。以下では、TA 教育プログラムと

PFFP をそれぞれ分けて説明する。PFFP については、第 4 章でまた詳しく扱うため、ここでは短く

説明する。以下の表 2 に、TA 教育プログラム及び大学教員養成プログラムのリストを示す。 
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まず、TA 教育プログラムについて説明する。2020 年 10 月現在、TA 教育プログラムは、14 科目

が公開されている。そのうち 4 科目は、各 TA 資格を取得するための必須科目と設定されており、

他の 10 科目は、各 TA が業務内容に鑑み、必要に応じて受講できるようになっている。各 TA 教育

プログラムの作成に関しては、基幹教育院、各研究院、附属図書館など、学内の様々な部局の教員

によって作成、監修され、各専門分野の特徴が自然に反映されている。例えば、TA 教育プログラム

の中で「レポート指導のために確認しよう：優れたレポートのポイント」、「指導力の基盤として磨

こう：資料検索・情報収集能力」、「発表指導のために確認しよう：優れたプレゼンテーションのポ

イント」は、九州大学附属図書館の協力を得て、同図書館が開催する 1 年生向け 3 大講習会（「論

証型レポートの書き方講座」、「実験レポート講座」、「プレゼン講座」）8を TA 向けに作り直したプ

ログラムである。また、教材作成に関する教材の撮影及び編集に関しては、九州大学附属図書館付

設教材開発センターからの支援を受けている。例えば、「グループ学習の運営のために学ぼう：ファ

シリテーション手法」は、TA 教育プログラムの作成を目的に、教育改革推進本部が対面授業形式

で開催した講演会を、教材開発センターが撮影し、編集を担当する形で作成された。このように、

TA 教育プログラムの作成は、九州大学の中に散在する人的・知識資源を活用する形で進められて

きている。 
各教育プログラムは、「TA 基本講習」、アカデミックスキルズ講習（コア科目、推奨科目、一般科

目）、大学教員養成プログラムに区分される（表２）。「TA 基本講習」は、安全教育と TA 基本講習

で構成される。主な内容は、各々、九州大学の学生なら誰でも知っておくべき安全知識、また、TA
活動を希望する学生なら知っておいてほしい TA 活動に関する知識、スキルである。BTA 資格を取

得する学部生は、この「TA 基本講習」を必ず修了する必要がある。アカデミックスキルズ講習は、

さらに、コア科目、推奨科目、一般科目の 3 種類に分けられる。その中でもコア科目の主な内容は、

九州大学学習支援システム（以下、M2B システム）と合理的配慮に関する知識、スキルである。ATA
資格を取得する大学院生は、「TA 基本講習」に加え、このコア科目を修了する必要がある。推奨科

目の主な内容は、具体的な場面設定による各授業における安全管理に関してとなっている。一般科

目の主な内容は、レポートの作成、ファシリテーション、資料検索など、各 TA が活動において必

要とするか、または、スキルアップしたいときに役立つさらに細かい知識、スキルとなっている。 
すべての TA 教育プログラムは、M2B システムを用いて、e ラーニング形式で提供されている。

e ラーニング形式を用いる大きなメリットとしては、各受講生がいつでも、どこでも各自の必要に

応じて受講が可能であること、そして、各自が受講した履歴の管理が容易であることが挙げられる。

とりわけ、後者の履歴管理に関しては、各受講生が修了した TA 教育プログラムを、一種のデジタ

ルバッジとして TA ポータル（3.3 節を参照）に記録され、各 TA が他の TA 活動に参加する際に用

いやすいように工夫されている。 
なお、九州大学には多くの留学生が在学していることから、各教育プログラムの英語化が積極的

に推進されている。2020 年 10 月現在、まだ日本語版でも公開されていない「グループ学習の運営

のために学ぼう：ファシリテーション手法」を除き、14 科目のうち、8 科目の英語化が完了、また

は、英語化作業を進めており、来年度には残りの科目の英語化を推進していく予定である。  
次に、PFFP について説明する。3 階層の中でも最も高い階層の TF 資格を取得し、より高い専門
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性が必要とされる業務の担当を希望する学生を対象に、PFFP が設けられている。PFFP は、e ラー

ニング形式ではなく、大学院基幹教育科目としての単位取得が可能な授業として、夏学期、夏休み、

秋学期の期間中に開講される 9。中でも、夏休みのプログラムは、集中講義として開講される。  

表 2  TA 教育プログラム及び大学教員養成プログラム（PFFP）のリスト（2020 年 10 月現在） 

区区分分 ププロロググララムム名名 
必必須須科科目目設設定定 

TA 階階層層 

英英語語 

対対応応 
備備考考 

TA 基基本本講講習習 安全教育 BTA、ATA、TF ◯  

TA 基本講習* BTA、ATA、TF ◯  

アアカカデデミミッックク

ススキキルルズズ講講習習

（（ココアア科科目目）） 

学生とつながるために磨こう：M2B システム

活用力 
ATA、TF ◯  

指導力の基盤として学ぼう：合理的配慮の提供 ATA、TF ◯  

PFFP 大学の授業をデザインする TF ◯  

アアカカデデミミッックク

ススキキルルズズ講講習習

（（推推奨奨科科目目）） 

野外活動補助のために学ぼう：安全な野外活動

のルール 
（選択科目）   

学外調査活動補助のために学ぼう：適正な社会

調査活動のルール 
（選択科目）   

実験活動補助のために学ぼう：安全な実験活動

のルール 
（選択科目）   

アアカカデデミミッックク

ススキキルルズズ講講習習

（（一一般般科科目目）） 

レポート指導のために確認しよう：優れたレポ

ートのポイント 
（選択科目）   

グループ学習の運営のために学ぼう：ファシリ

テーション手法 
（選択科目）  

日・英 

未公開 

指導力の基盤として磨こう：資料検索・情報収

集能力 
（選択科目）   

エビデンスに基づく議論を構築するために磨

こう：データ分析力 
（選択科目） ◯  

発表指導のために確認しよう：優れたプレゼン

テーションのポイント 
（選択科目）   

指導力の基盤として学ぼう：学習科学（ヒトは

いかに学ぶのか）の基礎 
（選択科目） ◯  

オンライン授業のために身につけよう：実施方

法からマナーまで 
（選択科目） ◯  
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*区分と名称が同じ科目 

3.3. TA 支支援援体体制制のの充充実実化化（（TA ササポポーートトデデススクク、、TA ポポーータタルル、、TA ハハンンドドブブッックク）） 

新 TA 制度では、TA サポートデスク及び TA ポータルの設置運営などによる支援体制が構築され

た。まず、TA サポートデスクとは、学生、教職員が TA 活動や新 TA 制度に関する質問や悩み事を、

メール、電話、対面で相談できる窓口である。対面サポートは、教育改革推進本部のオフィスや学

生が訪れやすいラーニングコモンズ（「嚶鳴天空広場（Q-Commons）」）で行われている。他にも、

教育改革推進本部内のデザインを専門とする職員の協力を得て、ポスターやテーブルテントの制作

など、学内周知活動も行っている。こうした TA サポートデスクには、各部局が担当していた TA に

対する指導、管理を、TA サポートデスクに一元化することで、TA 業務の標準化を図るとともに、

TA 活動の質を全学的に底上げするという意図が含まれている。 
次に、TA ポータルとは、TA に関する情報取得、手続きなど、学生、教職員、TA サポートデスク

担当者が活用できるポータルサイトである。学生向けの機能としては、TA 資格認定証の発行、TA
公募の確認、TA 活動履歴の登録・管理、学生番号移行処理（学内での大学院進学時などに必要）、

FAQ などが備えられている。各 TA は、TA 資格、教育課程、修了した TA 教育プログラム、担当可

能な分野や言語など、自身の力量に関する情報を、教員に対して公開するかを設定することができ

る。教員向けの機能としては、TA 公募・検索など、人材バンクとしての役割が果たせるように設計

されている。とりわけ、TA 公募・検索に関しては、各 TA の力量に関する細かい条件を設定し、検

索できるようになっている。TA サポートデスク担当者向けの機能も搭載されており、各教育プロ

グラムの合否データを入力するなど、TA に対するマネジメントも可能となっている。 
他にも、各 TA の活動を支援するために、TA 活動に関する詳細な情報が記載されている「九州大

学ティーチング・アシスタント（TA）ハンドブック」が公開されている 10。主な内容としては、TA
制度の紹介、TA 資格を取得するための方法、手続き、TA 活動に関する知識、スキル、心がけ、FAQ、

関連資料、また、TA サポートデスク、ハラスメント相談室、インクルージョン支援推進室など、支

援を求めることができる学内機関の紹介などが挙げられる。 
上記のすべての支援方法は、学内に、留学生、外国人教員などが少なくないことを考慮し、日本

語だけでなく、英語にも対応している。 
 

3.4. 2005 年年度度調調査査のの論論点点及及びび 2017 年年度度調調査査のの課課題題ととのの関関係係  

上述したように、2005 年度調査の①から⑤の論点（以下、論点）及び 2017 年度調査の(a)から(d)
の課題（以下、課題）（第 2 章を参照）は、新 TA 制度においても考慮され、九州大学 TA 制度設計、

運営の根幹をなしている。しかし、中には、そのままでなく、今日的な意味が加えられ、修正され

た論点や課題もある。以下、上述した新 TA 制度の 3 つの特徴を中心に、各論点や各課題がいかに

反映されたかを詳しく紹介する。 
以下の表 3 に、新 TA 制度の特徴と論点及び課題との対応を示す。まず、第一の特徴である「TA

資格の 3 階層化」は、論点の中の「業務内容」（①）と「教育効果」（②③）に、課題の中の「(b) TA
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業務の明確化」、「(c) TA 活動に参加できる対象の拡大」に対応する。これらの論点をまとめると、

主に TA に大学教育に直接関わることができる役割を与えるとともに、それを通して TA の自己成

長を促す必要性と理解することができる。九州大学では、TA 資格を 3 階層に分け、各階層に期待

される教育的な業務を設定し、明記することで解決を試みた。この他、TA 資格の 3 階層化に関連

して、時間給の引き上げが含まれる。これは、「従事時間及び時間給」（⑤）に関する論点と、課題

の中では、「(a) TA の待遇面の改善」に対応する。新 TA 制度では、各 TA 階層に単一階層だった旧

制度に比べて教育的な活動への参加を促している。したがって自ずと高い専門性や責任感が問われ

る。そして問われる専門性や責任感は階層が上がるに従って更に上がる。そこですべての階層の時

間給を全体的に引き上げるとともに、各階層間で金額に差が設けられた。 
第二の特徴である「TA 教育プログラム及び大学教員養成プログラムの提供」は、論点の中の「教

育効果」（②③）に対応する。当時の調査において「TA を、事務的な業務の分担者としての TA か

ら教育（授業）支援者としての TA に認識を変える必要」、「単に受講生に対する教育だけでなく、

TA 経験を通した TA 自身に対する教育の意味をもたせる必要」があるとされたが、これらがほぼそ

のまま実現された。そして、課題の中からは、「(d) TA 質向上のための教育プログラムの実施や大学

全体で TA を統括するシステムの構築」に対応する。これらの論点と課題は、「TA 資格の 3 階層化」

と同様、TA の教育的な役割に対する期待と捉えることができるが、大学側は少し異なる側面から

のアプローチを試みた。つまり、各 TA に対する教育を充実化し、各 TA の専門性の向上を図ると

同時に、TA としてのより強い責任感を持たせることである。 
第三の特徴である「TA 支援体制の充実化」は、論点の中の「教育効果」（②③）に、課題の中の

「(d) TA 質向上のための教育プログラムの実施や大学全体で TA を統括するシステムの構築」に対

応する。これらの論点及び課題は、TA サポートデスク及び TA ポータルが幅広くカバーしている。  

表 3 新 TA 制度の特徴と各年度調査の論点及び課題との対応 

新新 TA 制制度度のの特特徴徴 2005 年年度度調調査査のの論論点点* 2017 年年度度調調査査のの課課題題 対対応応方方法法 

TA 資資格格のの 3 階階層層化化 

業務内容（①）、教育

効果（②③）、従事時

間及び時間給（⑤） 

(a) TA の待遇面の改善、(b) TA

業務の明確化、(c) TA 活動に

参加できる対象の拡大 

各階層の業務内容

に教育的な業務を

設定し、明記 

TA 教教育育ププロロググララムム

及及びび大大学学教教員員養養成成 

ププロロググララムムのの提提供供 

教育効果（②③） 

(d) TA 質向上のための教育プ

ログラム実施や大学全体で TA

を統括するシステムの構築 

TAが教育的な業務

を無理なく担当で

きるように教育プ

ログラムを提供 

TA 支支援援体体制制のの 

充充実実化化 
教育効果（②③） 

(d) TA 質向上のための教育プ

ログラム実施や大学全体で TA

を統括するシステムの構築  

TAサポートデスク

において各 TA の

活動に対するサポ

ートを提供 
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*各 TA の業務内容、タイミング、活動時間に合わせた時間給単位の柔軟化（④）はまだ実現できてないため、

この表では示さない。 

3.5. 2020 年年 10 月月現現在在のの TA にに関関すするるデデーータタ 

新 TA 制度が始まって約 1 年が経過した 2020 年 10 月 14 日現在、TA 資格を取得した学生数は、

ATA が 2,664 人、BTA が 718 人で、合計 3,382 人である。この数は、単純計算すると在学生数の約

18%に当たる。PFFP 修了者の数は、2020 年度夏学期 17 人、前期集中 13 人で、合計 30 人である。

そのうち、TF 資格を取得したのは、留学生 2 人を含めて 4 人である。各 TF の専門分野は、言語

学、会計学、素粒子理論（2 人）など、文系、理系を問わず、多岐にわたっている。 
TA に関わる問い合わせに関しては、2019 年 8 月～2020 年 10 月 7 日まで、学生から 299 件、教

員から 24 件、部局から 113 件で、合計 436 件が届いた。主な連絡手段は、学生の場合、メール（204
件）、電話（85 件）、対面（10 件）の順に、教員の場合、電話（12 件）、メール（11 件）、対面（1
件）の順に、部局の場合、電話（69 件）、メール（44 件）、対面（0 件）の順に多かった。主な問い

合わせ内容としては、最も頻繁に言及されたキーワードを中心に、学生の場合、TA 教育プログラ

ムの合否データの反映、認定証の発行、新 TA 制度の内容・変更点の順になり、教員の場合、学生

の認定証の発行、TA 教育プログラムの合否データの反映、新 TA 制度の内容・変更点の順に、部局

の場合は、新 TA 制度の内容・変更点、TA 教育プログラムの合否データの反映、学生の認定証の発

行、といった順に多かった。各々件数は異なるが、TA 教育プログラムの合否データの反映、認定証

の発行など、内容がほとんど同じであった。具体的には、身分を問わず、「合否データを反映して

ほしい」、または、「合否データの反映を急いでほしい」といった内容の問い合わせが多かった。

他には、新 TA 制度の内容・変更点に関する問い合わせも少なくなかった。例えば、ある教員から

「標準的な業務に含まれない業務を課すことができるか」（「標準的な業務」に関しては表 2 を参

照）など、議論を必要とする問い合わせもあった。 
 

4. 大大学学教教員員養養成成ププロロググララムムとと TF 活活動動をを始始めめるるままででののププロロセセスス 

4.1. 九九州州大大学学大大学学教教員員養養成成ププロロググララムム（（PFFP））のの特特徴徴 

PFFP とは、主に大学院生や新任教員を対象とした教育スキルを学ぶ授業のことを指す。大学に

よって、対象（大学院生、新任教員の一方だけ、両方ともなど）、形式（短いセミナー形式、単位が

与えられる授業形式など）が異なるなど、実施形態は様々である。九州大学 PFFP の特徴は、(1) 単
位取得が可能なので各受講生の全体的な学業に関する支障をできるだけ減らし、受講を促している

点、そして、(2) 修了した受講生は審査に合格すれば TF として活動する機会が与えられる点、(3) 
教育改革推進本部長（2020 年 10 月現在、九州大学総長名義）名義の修了証が授与される点である。

以下では、PFFP と TF 資格を取得するまでの流れについて、より詳しく説明する。 

 

(Vol. 7)

199



 

 

12 

Report 基幹教育紀要 (Vol. x) 

4.2. 九九州州大大学学 PFFP「「大大学学のの授授業業ををデデザザイインンすするる」」 

2020 年 10 月現在、PFFP に該当する授業は、大学院基幹教育科目として開講する「大学の授業を

デザインする」（2 単位）の 1 科目である。「大学の授業をデザインする」は、2020 年度には夏学期、

前期集中、秋学期に開講されたが、2021 年度から後期集中を追加し、年に 4 回開講される予定とな

っている。TF を志望する受講生は、このうちいずれかのタイミングに受講するようになっている。

夏学期及び秋学期は、通常授業として、週に 2 コマ、8 週間の授業として実施される。前期集中に

関しては、週末を使って、3 日間にわたり、計 15 コマの授業が集中講義として実施される。夏学期

及び秋学期には日本語、前期集中には英語で実施される。受講人数には制限があり、教員のキャパ

シティを考慮し、一学期あたり 20~25 名程度と設定されている。以下の表 4 に、2020 年度夏学期・

秋学期の「大学の授業をデザインする」の日程と内容の概要を示す。この科目は、大きく「概要説

明」「授業の実践」「授業の計画」「授業の評価」で構成され、「概要説明」を除き、それぞれ「理論

編」と「実践編」で分けられる。 
一つの特徴は、「理論編」は M2B システムを用い、オンデマンド型 e ラーニングとして実施され

ることである。例えば、3 日目、5 日目には、e ラーニングを通して、各自自己主導的に学習し、小

テストを受ける。各 e ラーニングの視聴後には、授業計画の作成、グラフィックシラバスの作成な

どの課題が課される。この課題は、次回の対面授業でのグループ活動において用いられる。このよ

うに、授業が全体的に e ラーニングと対面授業がスムーズに連携するよう緻密に設計されている。 
 

表 4  「大学の授業をデザインする」の日程と内容 

日日程程 区区分分 授授業業形形式式 回回 内内容容 

1 日 概要 対面 
1 オリエンテーション 

2 授業デザインとは何か 

2 日 実習 対面 3, 4 マイクロティーチング（１回目） 

3 日 理論 e ラーニング 
5 目標・評価に関する理論 

6 シラバスに関する理論 

4 日 実習 対面 
7 目標・評価の作成 

8 シラバスの作成 

5 日 理論 e ラーニング 
9 学習の科学 

10 3 つの教授法と授業デザインシート 

6 日 実習 対面 
11 多様な授業方法の体験 

12 授業デザインの検討 

7 日 実習 対面 13, 14 マイクロティーチング（２回目） 

8 日 まとめ 対面 15 合理的配慮の体験と授業全体のまとめ 
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もう一つの特徴は、受講生が 10~15 分の短い模擬授業を行うマイクロティーチングである。各

模擬授業は、全て録画され、教員間（または教員と TF 間）の情報共有、評価に用いられ（評価に

用いられるのは 2 回目（5 日目）の模擬授業のみ）、また、受講生にも共有され、自己反省、気づ

きを促すようになっている。1 回目（2 日目）のマイクロティーチングは、受講生には授業をデザ

インすることの難しさを実感する機会として、教員にとっては各受講生が持つ授業スキルを把握

する機会として捉えることができる。また、2 回目のマイクロティーチングに向けての個別のフィ

ードバックを与えるための場として設定されている。2 回目に行うマイクロティーチングは、受講

生が、授業準備を通して、1 回目で経験したこと及び教員からの指導・助言、そして、「理論編」

と「実践編」で学んだことを活用した集大成という意味を有する。こうしたマイクロティーチン

グに関しては、とりわけ東京大学 FFP の事例が参考とされた 11。 
 

4.3. TF 活活動動をを始始めめるるままででのの流流れれ 

以下の図２に TF 活動を始めるまでのプロセスを示す。TF 活動を希望する学生が実際に TF とし

て活動するためには、教員から依頼を受けるか、活動したい授業を見つけて授業担当教員と相談し、

TF 活動を行う科目を確定する必要がある。担当科目が決定すると、授業担当教員は、科目を設定

（開講）している部局に、その学生の PFFP 修了証の写しと推薦書などを提出し、部局の教授会な

どで対象の学生を推薦するかの審議が行われる。推薦が決まると、科目を設定している部局から教

育改革推進本部へ推薦書類が提出され、審査が行われる。審査の結果、TF 資格の付与が決まると、

学生に通知され、TA ポータル上で TF 認定証が出力できるようになる。 

 

図 2  TF 活動を始めるまでのプロセス 
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他大学の大学教員養成プログラム修了者で、本学の TF 資格の取得を希望する学生は、必ずしも

本学の PFFP を受ける必要はなく、PFFP 修了認定を受けることが可能である（この場合、九州大学

の PFFP を修了していないため、修了証は授与されず、単位も出ない）。認定には審査が必要であり、

他大学で発行された修了証の写しを提出するとともに、どのようなプログラムを履修したのかが分

かる科目履修表、あるいはそれに相当するものを教育改革推進本部に提出しなければならない。審

査では主に、本学が定める PFFP の要件を満たしているか否かの判定が行われる。 
 

5. 新新 TA 制制度度にに関関すするる調調査査及及びび分分析析結結果果 

5.1. 2019 年年度度 TA アアンンケケーートト調調査査 

5.1.1. 調調査査概概要要とと内内容容 

(1) 調調査査概概要要 
同調査は、新 TA 制度が、学生にどのように受け取られているか、また、新 TA 制度のもとで学

生はどのように TA 活動に従事しているかを明らかにすることを目的に、新 TA 制度が開始されて

から約１学期が経った 2020 年 2 月 19 日から 3 月 31 日まで（日本語版）、同年 3 月 12 日から 3 月

31 日まで（英語版）に行われた 12。調査対象は、2019 年度前期に TA 活動を経験した学生 1715 人

であった。回答者数は 167 人（9.7%）であった。以下では、そのうち研究活用に同意した 162 人の

回答が用いられる。回答者の身分は、大学院生（博士課程）55 人、大学院生（修士課程）100 人、

学部生 7 人であった。同調査は、旧 TA 制度との比較を目的の一つとしていることから、対象者を

「旧 TA 制度についても知っている学生」（98 人）と「新 TA 制度についてのみ知っている学生」

（64 人）の 2 つに分けて実施され、前者には旧 TA 制度に比べての新 TA 制度に対する満足度を聞

く質問項目を追加した。 
 
(2) 調調査査内内容容 
調査内容は、基本情報（9 問）、新 TA 制度全般に対する満足度（12 問）、TA 教育プログラムに対す

る満足度（7 問）、TA 活動を通して得られた学び、感想（38 問）、TA ポータル及び TA サポートデ

スクの活用（16 問）、コメント（2 問）に分類される（表 5）。調査対象を、「旧 TA 制度と新 TA 制

度両方を経験した学生」（以下、両方グループ）と「新 TA 制度のみを経験した学生」（以下、新グ

ループ）に分けており、前者には、旧 TA 制度と新 TA 制度を比較させる質問項目が 6 問多く設け

られている。また、満足度に関するすべての質問項目においては、5 点尺度（満足、やや満足、な

んとも言えない、やや不満、不満）が用いられた。 
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表 5  2019 年度 TA アンケート調査の質問項目 

a) この質問項目は、新 TA 制度のみ経験した学生に対しては、「変更点」でなく、「現在の TA 制度の主な特徴

に対する満足度」という意味合いとして理解されることを意図した。 

b) 旧 TA 制度と新 TA 制度との比較に関する質問項目（旧 TA 制度と新 TA 制度両方を経験した学生のみ対

象） 

c) 科目別講習とは、各授業の TA として必要とされる専門性（専門知識・授業内容・授業方法など）を高め

るために、教員と TA が一緒に行う教育及び情報共有活動を意味する。 

d) 2005 年度 TA アンケート調査に対応する質問項目 
 

5.1.2. 主主なな結結果果とと分分析析  

(1) 新新 TA 制制度度にに対対すするる満満足足度度（（すすべべててのの回回答答者者）） 
 以下の表 6 に、すべての回答者を対象とする質問項目「新 TA 制度の変更点に対する満足度」に

おいて、「満足」または「やや満足」と答えた割合を示す。回答者は、すべての変更点に対して概ね

満足を示していることが分かる。その中でも、割合が大きい順で、H、A、D、F、G＝I、B、C、E
に対して満足していることが分かった。とりわけ 75%以上の満足度を示したのは、「H. 時間給の値

上げ」（91%）と「A. TA が教育活動に関わることを推奨していること」（75%）で、TA たちがどれ

ほど自身の TA 活動に対する補償、TA 活動の内容を気にしていたのかを窺い知ることができる。中

でも A は、全回答者を対象とした別の質問項目の「将来、大学教員・研究職に就いた場合、役立つ

分分類類 数数 内内容容 

基本情報 9 
所属、教育課程、学年、TA 階層、新 TA 制度について知った経緯、TA 活動

に参加した動機、参加した TA 活動の数など 

新 TA 制度全般に 

対する満足度 
12 

新 TA 制度の変更点に対する満足度 a)、旧 TA 制度に比べて最も満足した変

更点 b)など 

TA 教育プログラ

ムに対する満足度 
7 

TA 教育プログラムと実際の TA 活動における意識改善、旧 TA 制度と比べ

て意識改善された点 b) 

TA 活動を通して

得られた 

学び、感想 

38 

TA 活動を行った授業の名前とその授業での業務内容、科目別講習 c)の実施、

TA 活動に対する感想、TA 活動を通して得られた知識とスキル、（研究職に

就いた場合、）TA 活動が将来役立つと思う度合い d)、TA でなく教員が担当

してほしい業務内容 d)、教員でなく TA に担当させてほしい業務内容 d)、TA

になってよかった点と悪かった点 d)など 

TA ポータル及び 

TA サポートデス

クの活用 

16 

TA ポータルに対する満足度、TA 公募に関する機能の活用、TA サポートデ

スクの認知度、TA サポートデスクに対する満足度、今後 TA サポートデス

クを活用すると思うかなど 

コメント 2 新 TA 制度の変更点に対するコメント、TA サポートデスクに相談したいこと 
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と思う度合い」（5 点尺度）に対して、多くの回答者が「役立つ」（41%）または「やや役立つ」（41%）

を選んだことや、基本情報の「TA 活動に参加した動機」（複数回答可）に関する質問項目に対して、

少なくない回答者が、「専門分野に関する知識やスキルが獲得できると思ったため」（32%）や「大

学教員に必要な知識やスキルが獲得できると思ったため」（23%）と答えたことと関係があると思わ

れる。つまり、TA は TA 活動を通して「専門分野に関する知識やスキル」や「大学教員に必要な知

識やスキル」の獲得を希望しており、新 TA 制度では「TA が教育活動に関わることを推奨する」こ

とでそれを支えていることから、そこで互いのニーズが合致していることが分かる。この点は、TA
活動が終わった TA のうち 80%以上が、TA 活動が、将来大学教員・研究職に就いた場合、「役立つ」、

あるいは「やや役立つ」と答えたこととも無関係ではないと思われる。 
 

表 6 新 TA 制度の変更点に対する満足度（「満足」または「やや満足」と答えた割合） 

   
 
(2) 新新 TA 制制度度にに対対すするる満満足足度度（（両両方方ググルルーーププとと新新ググルルーーププととのの比比較較）） 

以下の表 7 に、両方グループと新グループが各々質問項目「新 TA 制度の変更点に対する満足度」

において、「満足」または「やや満足」と答えた割合を示す。表 7 を見ると、どちらのグループも、

すべての変更点に対して概ね満足を示していた。しかし、両方グループの場合、全体的に新グルー

プより満足度が低かった。各グループが満足した項目は、大きい順で、両方グループは「H、A、D、

F、G、I、B、C、E」、新グループは「H、A=D、I、F、G、B、E、C」であった。各グループの上位

３つは一致していたが、下位 6 つにおいて違いがあった。単純比較は難しいが、下位 6 つについて、

各グループ間の満足度の差を比べると、大きい順で「E. TA サポートデスクの TA 活動サポート」

（15%）、「I. 『九州大学 TA ハンドブック』の提供」（10%）、「B. 学部生でも BTA として TA 活動

が可能になったこと」（7%）、「C. 大学院生でも TF として授業の一部（１コマなど）を担当できる

項項目目 
「「満満足足」」ままたたはは

「「やややや満満足足」」 

A. TA が教育活動に関わることを推奨していること 75% 

B. 学部生が BTA として TA 活動が可能になったこと 53% 

C. 大学院生が TF として授業の一部（１コマなど）を担当できるようになったこと 43% 

D. TA の業務内容が明確化されたこと 73% 

E. TA サポートデスクの TA 活動サポート 41% 

F. 安全教育、TA 基本講習などの TA 教育プログラムの提供 62% 

G. TA ポータルで TA 募集情報の検索及び応募ができること 61% 

H. 時間給の値上げ 91% 

I. 「九州大学 TA ハンドブック」の提供 61% 
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ようになったこと」（7%）、「F. 安全教育、TA 基本講習などの TA 教育プログラムの提供」（6%）、

「G. TA ポータルで TA 募集情報を検索できること」（5%）であった。他の項目より、E と I の差が

大きい要因に関しては、旧 TA 制度のときから TA 活動を経験している TA は、TA としての役割が

ある程度決まり、力量がついてきており、TA 応募（TA ポータル）、サポート（TA サポートデスク）、

TA に関する詳しい情報（TA ハンドブック）を必要でなくなっている可能性が挙げられる。 
 

表 7  新 TA 制度に対する満足度（両方グループと新グループとの比較） 

 
 
(3) 新新 TA 制制度度にに対対すするる満満足足度度（（旧旧 TA 制制度度ととのの比比較較）） 

以下の表 8 に、両方グループ 98 人を対象に、「旧 TA 制度に比べて満足した新 TA 制度の各変更

点」に対する選択率を示す。選択率が最も高かったのは「（ｸ）時間給の値上げ」（84%）であった。

その要因としては、旧 TA 制度において設定されていた時間給が現状に見合ってなかったか、値上

がりする前の時間給とその後の時間給の間に対比効果があった可能性などが考えられる。一方で、

「その他」を除き、選択率が最も低かったのは「（ｵ）TA サポートデスクの TA 活動サポート」（11%）

であった。各 TA に対するサポートを、主に専門分野に関しては所属研究室が、事務手続きに関し

ては部局の事務が担当していることが多く、TA 活動に必要なスキルに関しては TA 教育プログラ

ムを通していつでも取得することが可能であるため、TA サポートデスクのサポートを求める必要

性が低いことが、主な要因と思われる。 
 
 
 

項項目目 
(A)両両方方ググルルーーププ 

（（n=98）） 

(B)新新ググルルーーププ 

（（n=64）） 
(A)とと(B)のの差差 

A. TA が教育活動に関わることがより推奨されていること 70% 80% -10.0% 

B. 学部生でも BTA として TA 活動が可能になったこと 51% 58% -7.0% 

C. 大学院生でも TF として授業の一部（１コマなど）を担

当できるようになったこと 
41% 48% -7.0% 

D. TA の業務内容が明確化されたこと 69% 80% -11.0% 

E. TA サポートデスクの TA 活動サポート 35% 50% -15.0% 

F. 安全教育、TA 基本講習などの TA 教育プログラムの提供 60% 66% -6.0% 

G. TA ポータルで TA 募集情報を検索できること 59% 64% -5.0% 

H. 時間給の値上げ 90% 94% -4.0% 

I. 「九州大学 TA ハンドブック」の提供 57% 67% -10.0% 
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表 8 各新 TA 制度の変更点に対して旧 TA 制度に比べて満足した点（複数回答可） 

   
 
(4) 2005 年年度度とと 2019 年年度度のの TA アアンンケケーートト調調査査のの比比較較 
 2019 年度調査には、2005 年度調査との比較を目的に、2005 年度調査で用いられた質問項目の一

部を参考にして作られた質問項目が設けられた。2017 年度調査が考慮されなかったのは、同調査が

各 TA でなく、各部局を対象としており、主に事務管理側の観点からの調査になっているためであ

る。2005 年度調査と 2019 年度調査との比較のために設けられた質問項目は、「（研究職に就いた場

合、）TA 活動が将来役立つと思う度合い」、「TA でなく教員が担当してほしい業務内容」、「［自身

（TA）］に担当させてほしい業務内容」、「TA になってよかった点」と「TA になって悪かった点」

である。2005 年度調査において、「（研究職に就いた場合、）TA 活動が将来役立つと思う度合い」は

多肢選択式、ほかはすべて記述式であったが、2019 年度調査では、2005 年度調査の記述式で得ら

れた回答を選択肢にする形で、すべての質問項目が多肢選択式に変更された。各調査の質問形式が

異なるため、客観的な比較は難しいことを断っておく。 
まず、「（研究職に就いた場合、）TA 活動が将来役立つと思う度合い」に関しては、2005 年度調査

に「とても役立つ」または「役立つ」と答えた割合は 69%だったことに対し、2019 年度調査では

「役立つ」または「やや役立つ」と答えた割合が 82%であった。新 TA 制度の影響かは不確かであ

るが、その間 TA 制度がより将来に役立つ形に変化してきている点を窺い知ることができる。 
また、「TA でなく教員が担当してほしい業務内容」に関しては、2005 年度調査では、内容は主に

「実験の進め方をよく理解していない生徒への個別の指導」、「レポートの指導」、「回答の作成」、

「英作文などの採点」など、指導や評価に関わっていた。2019 年度調査では、内容は主に「小テス

トの作成」、「記述式（採点）」など、依然として指導や評価に関する回答が出された。 

項項目目 選選択択率率 

（ｱ）TA が教育活動に関わることがより推奨されていること 35% 

（ｲ）学部生でも BTA として TA 活動が可能になったこと 28% 

（ｳ）大学院生でも TF として授業の一部（１コマなど）を担当できるようになったこと 16% 

（ｴ）TA の業務内容が明確化されたこと 34% 

（ｵ）TA サポートデスクの TA 活動サポート 11% 

（ｶ）安全教育、TA 基本講習などの TA 教育プログラムの提供 27% 

（ｷ）TA ポータルで TA 募集情報を検索できること 23% 

（ｸ）時間給の値上げ 84% 

（ｹ）「九州大学 TA ハンドブック」の提供 16% 

（ｺ）その他 1% 

（ｻ）満足した変更点はない 6% 
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さらに、「［自身（TA）］に担当させてほしい業務内容」に関しては、2005 年度調査では、回答件

数は不明で、内容は主に「出席のチェックや資料の配布と回収やテスト採点や授業の準備（プリン

ト用意など）」「レポートの評価」、「学生と一緒に問題を考える（解く）こと」「学生の中の話し合い

のまとめ」「［ネイティブである自身（TA）に］単語、テキストを読ませること」、出席チェック、

教材印刷、教育、評価、ファシリテート、学生とのコミュニケーション、事務的な業務、教育活動

など、幅広い回答が見られた。一方で、2019 年度調査では、主な内容は「実験のノートチェック等

…，TA 従事者のスキル向上につながること」「課題の作成」など、教育活動に関する回答が多く見

られた。この点は、TA の業務内容に関する認識が変化した可能性があることを示唆している。 
最後に、「TA になってよかった点」（以下、「よかった点」）と「TA になって悪かった点」（以下、

「悪かった点」）である。同質問項目は、2005 年度と 2019 年度調査において「よかった点」と「悪

かった点」の 2 つの質問項目として聞かれた。2005 年度調査では記述式だったが、2019 年度調査

では多肢選択式（複数回答可）に変更された。まず「よかった点」に関して、2005 年度調査では、

「繰り返し講義を受けることができる」、「学生の感動（『○○がわかった！』『××すごい！』など）

を直接的に感じることができる」「指導する立場に立つと、より授業(実験)に対する理解が深まる」、

「わずかでも収入が入ること」など、TA 自身の学び、学生とのやりとり、収入に関する内容が多く

見られた。2019 年度調査では、割合が大きい順で、「収入が得られた」（73%）、「教えながら自分自

身の勉強になった」（66%）、「授業方法が学べた」（40%）、「教員と良い関係が築けた」（37%）、「そ

の他」（1%）であった。量的には比較が難しいが、内容的には過去の調査結果とあまり変わらない

点が分かる。「悪かった点」に関しては、2005 年度調査では、「キャンパスの移動がめんどうくさい」、

「拘束時間の割に時間給が安く、負担が大きい」、「時間が拘束される」など、主に時間、負担、時

間給に関する内容が多く見られた。2019 年度調査では、割合が大きい順で、「拘束時間が長かった」

（17%）、「その他」（13%）、「業務に関する負担が大きすぎた」（12%）、「キャンパス内、または、キ

ャンパス間の移動時間が長かった」（8%）、「受けたい授業が取れなかった」（3%）、「その他」（3%）

など、過去より内容が多様化していることが分かった。「その他」の中には、「裁量権がなく，業務

内容もシステマティックにできているため，自分のコーチングスキルの向上につながらなかった」、

「受講生があまり積極的に質問や演習をしていないように感じた」など、期待していたほど教育効

果がなかったことや受講生の積極性の低さに対する意見があるなど、回答者（TA）が教育に関心を

持ち、それに関するコメントを書いていることが特徴的であった。他に、「受けたい授業が取れなか

った（3%）」に関しては、学生でもある各 TA の学習権を侵害しかねない重大な意見として、今後

何かしらの配慮が必要であると思われる。 
 
 
 
 

(Vol. 7)

207



 

 

20 

Report 基幹教育紀要 (Vol. x) 

5.2. 2020 年年度度 PFFP にに関関すするるアアンンケケーートト調調査査 

5.2.1. 調調査査概概要要とと内内容容 

(1) 調調査査概概要要 
同調査は、2020 年度夏学期及び前期集中に PFFP を受講した学生 33 人（各々、18 人、15 人）を

対象に行われた。回答者数は、27 人（各々、14 人、13 人）であった。以下では、そのうち研究活

用に同意した 25 人の回答が用いられる。修士課程（博士前期課程）に在学する学生の数は、7 人、

博士課程（博士後期課程）は 18 人だった。各受講生の分野も多岐にわたっており、所属別で言う

と、人文科学府、地球社会統合科学府、人間環境学府、経済学府、理学府、医学系学府、歯学府、

工学府、芸術工学府、システム情報科学府、総合理工学府、生物資源環境科学府であった。留学生

の回答者数は 11 人であった。各調査は、該当する授業の最後の回に、授業が終了した直後に行わ

れた。質問項目は、以下の表 9 に示すとおりである。 
 

表 9  2020 年度 PFFP に関するアンケート調査の質問項目 

 
 
(2) 調調査査内内容容 

本調査は、PFFP に対する満足度（多肢選択式）、感想（記述式）、改善案（記述式）の 3 つの質問

項目で構成された。満足度に関する質問項目においては、5 点尺度（大変満足している、満足して

いる、どちらとも言えない、満足していない、全く満足していない）が用いられた。 
 

5.2.2. 主主なな結結果果とと分分析析 

PFFP に対する満足度を聞く質問項目において、「大変満足している」と回答した割合は 92％（23
人）、「満足している」と回答した割合は 8％（2 人）であり、受講者は概して極めて高い満足度を示

した。 
PFFP に対する感想に関しては、まず、授業内容に対して満足を示す回答が多く見られた（表 10

参照）。受講生たちは、授業の進め方に関して、「新たな方法を学んだり、既存の方法について深く

考え」たり、「効果的な授業をデザインする」方法を学んでいた。また、中には、PFFP の進め方そ

区区分分 内内容容 

基本情報 お名前を教えてください。 

PFFP に対する満足度 本科目「大学の授業をデザインする」に関して、満足度を教えてください。 

PFFP に対する感想 本科目の受講を通じて、感じたことなど、感想を自由に記載してください。 

PFFP に関する改善案 
本科目に関して、改善案として考えられることなどあれば教えてください 

（建設的な意見であればどんな意見でも歓迎です）。 
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のものから、「学生の話をしっかりと傾聴する、良い点をほめた後に改善点を伝える、できるだけみ

んなが発言できるようにあてる、雰囲気作り等」などについて学んだというコメントも得られた。

このことは、PFFP 自体が、学内において一種のモデル授業として活用され得ることを示唆してい

る。さらに、PFFP の中で実施されたマイクロティーチングに関するコメントも見られ、ある受講

生からは、2 回目のマイクロティーチングにおいて、授業中に学んだことを活用してみたことで、

「学んだ教授法の効果を実感することができた」という回答があった。最後に、所属、教育課程、

国籍、所属キャンパスなど、各受講生が有する多様性から生まれる学びに関するコメントが得られ

た。 
 

表 10  PFFP に対する感想（一部抜粋） 

 
 
 
 

 

区区分分 主主ななココメメンントト 

PFFP に

対する 
感想 

- 今まで講義を受講したり、TA として補助する中で授業の進め方について何とな

く理解したつもりだったが、この授業を通じて新新たたなな方方法法をを学学んんだだりり既既存存のの方方

法法ににつついいてて深深くく考考ええるることができた。（修士課程、O さん） 
- シラバスを考えたり、授業内容を考えたり、評価方法を考えたりするときに必要

な知識があり、それを押さえることで効効果果的的なな授授業業ををデデザザイインンすするることができ

るということを体感できました。（博士後期課程、K さん） 
- …先生方の授授業業のの進進めめ方方やや話話しし方方、、学学生生へへのの対対応応（学生の話をしっかりと傾聴す

る、いい点をほめた後に改善点を伝える、できるだけみんなが発言できるように

あてる、雰囲気づくり等…）も勉強になりました。（博士後期課程、S さん） 
- ［PFFP の理論編及び 1 回目のマイクロティーチングを通して］学生間のインタ

ラクティブな活動を促す方法を学び、それを 2 回回目目ののママイイククロロテティィーーチチンンググに

おいて活用しました。2 回回目目ののママイイククロロテティィーーチチンンググでは、学んだ教授法の効果

を実感することができました。（修士課程、D さん） 
- 普段、自分の分野の狭いコミュニティでしか活動できていなかったと感じた。他他

のの分分野野のの大大学学院院生生がどんなことしているのか全然知らなかったので、いい刺激

になった。修修士士ででもも受受講講ししてていいるる人人・・他他大大学学かかららのの進進学学生生・・留留学学生生が多かったこ

とは驚いた。（博士後期課程、K さん） 
- 他他のの学学部部のの院院生生ととののデディィススカカッッシショョンンも楽しく、とても新鮮で学びも多かった

です。（博士後期課程、S さん） 
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一方、PFFP に関する改善案からは、いくつか課題があることが分かった（表 11 参照）。例えば、

授業内の活動に関して、「分野が近い学生が一つのグループ」を作り、そこでディスカッションを実

施してほしいというコメント、（現在のマイクロティーチングでは、受講生が 2 つのグループに分

かれ、2 人の教員が各グループを担当することになっていることに対して）「教員 2 人全員から［受

講生全員に］フィードバック」をしてほしいというコメント、「教える練習の時間［マイクロティー

チング］」を増やしてほしいというコメントがあった。他にも、授業内容に関して、「［授業で学んで

ない］他の概念」を追加してほしい、（現在、1 つの授業において理論と実践を同時に扱っているこ

とに対して）「理論と実践の授業を分割」するなど、授業内容の追加、深化に関する要望があった。 

表 11 PFFP に対する改善案（一部抜粋） 

 

6. おおわわりりにに  

TA 制度は、TA の働き方だけでなく、教員の教え方、学生の学び方にも関わっており、TA 制度

を改革するということは、大学全体の教え方、学び方を変えることと表裏一体である。したがって、

TA 制度の改革は、大学の構成員の意見を十分集めたうえ、改革案を見出し、また、新しい制度が開

始した後にも改善のための調査研究が行われねばならない。九州大学では、2005 年度及び 2017 年

度に学内アンケート調査を実施し、その結果に基づいて新しい TA 制度設計を行った。また、新し

区区分分 主主ななココメメンントト 

PFFP に

関する 
改善案  

 

‒ 1 回回、、2 回回くくららいいフフォォーーカカススググルルーーププののよよううにに分分野野がが近近いい学学生生がが一一つつののググルルーーププ

になり、授業デザインの際難しいこととか、取り入れたい方法／アプローチがあ

るけど適切かどうかをシェアしたらいいなぁと思います。 
（博士後期課程、留学生、W さん） 

‒ 最後のマイクロティーチングに対しては、教教員員 2 人人全全員員かかららフフィィーードドババッッククが

もらえたらなと思いました。（博士後期課程、A さん） 

‒ ［教員の］負担が増えてしまいますけど、ププララススアアルルフファァのの教教材材ととししてて今今回回授授業業

ととししてて扱扱わわななかかっったた題題材材ののレレククチチャャーーのの動動画画があればいいなと思いました。 
（修正課程、K さん） 

‒ 反転授業に関する教授法など、追加的に他他のの概概念念も授業内容に追加してほしか

った。（博士後期課程、留学生、M さん） 

‒ ［授業の中で］教教ええるる練練習習ををすするる時時間間をもっと設けてほしかったです。 
（博士後期課程、留学生、A さん） 

‒ （集中講義に関して）授業日を一日増やし、一一日日ああたたりりのの授授業業のの長長ささを減らせて

いただければなと思いました。（博士後期課程、留学生、J さん） 

‒ 理理論論とと実実践践のの授授業業をを分分割割して、2 つの授業で深く学んでもいい気はしました。 
（博士後期課程、T さん） 
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い TA 制度が開始され、約 1 学期が経った 2019 年度末には、満足度に関する調査を実施した。とり

わけ、2019 年度調査では、新 TA 制度の変更点に関する質問項目を設けるほか、まだ旧 TA 制度が

走っていた 2005 年度調査と同様の質問項目、また、旧 TA 制度と新 TA 制度の両方を経験した学生

を対象にした旧 TA 制度と新 TA 制度を比較に関する質問項目を設けるなど、旧 TA 制度との比較

が試みられた。その結果、新 TA 制度に対する満足度、そして、旧 TA 制度に比べた満足度に関し

て、概して高い満足度が得られていることが確認された。 
しかし、約 1 年間の制度の運用を通して、いくつかの課題も見いだされた。まず、TA を活用し

た教授法の研究、開発と FD など、学内における周知活動である。各授業において具体的にどのよ

うに TA を活用するかは教員の裁量による。つまり、TA を務める学生に対する教育効果、そして、

TA による授業の質の引き上げは、教員がいかに TA を活用するかに左右される。しかし、いざ教員

が TA を活用しようとしても、その方法が分からない場合が多い。したがって、今後、TA を活用し

た教授法を研究、開発し、さらには、九州大学内、他大学におけるグッドプラクティスを見つけ出

し、FD などを通して学内に広げていく必要がある。次の課題として、TA に関する持続的な調査研

究が挙げられる。2017 年度調査に関する論文 4において、「（今後）実際の新 TA 制度が始動してか

ら明らかとなる課題や新 TA 制度の効果検証も含め、TA の在り方についてさらなる検討が必要」と

ある。教育環境は常に変化する。例えば、2020 年のコロナウイルス感染症拡大によって、授業が 遠
隔化されたことが挙げられる。これから来るニューノーマルに対応するためには、変わった環境の

中で、各授業をいかによくするか、そのために TA をいかに活用するか、また、TA に必要とされる

力量は何か、そして、その力量を身につけるために必要となる教育プログラムは何かなどを、常に

考えねばならない。これらについて考えていくことは、今の九州大学における教育の質向上に関し

て、また、各 TA が、将来、大学教員などの教育職に就いたときの力量だけでなく、社会生活を送

る上でのノウハウとしても役立つと思われることから、非常に重要であると言える。 
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い TA 制度が開始され、約 1 学期が経った 2019 年度末には、満足度に関する調査を実施した。とり

わけ、2019 年度調査では、新 TA 制度の変更点に関する質問項目を設けるほか、まだ旧 TA 制度が

走っていた 2005 年度調査と同様の質問項目、また、旧 TA 制度と新 TA 制度の両方を経験した学生

を対象にした旧 TA 制度と新 TA 制度を比較に関する質問項目を設けるなど、旧 TA 制度との比較

が試みられた。その結果、新 TA 制度に対する満足度、そして、旧 TA 制度に比べた満足度に関し

て、概して高い満足度が得られていることが確認された。 
しかし、約 1 年間の制度の運用を通して、いくつかの課題も見いだされた。まず、TA を活用し

た教授法の研究、開発と FD など、学内における周知活動である。各授業において具体的にどのよ

うに TA を活用するかは教員の裁量による。つまり、TA を務める学生に対する教育効果、そして、

TA による授業の質の引き上げは、教員がいかに TA を活用するかに左右される。しかし、いざ教員

が TA を活用しようとしても、その方法が分からない場合が多い。したがって、今後、TA を活用し

た教授法を研究、開発し、さらには、九州大学内、他大学におけるグッドプラクティスを見つけ出

し、FD などを通して学内に広げていく必要がある。次の課題として、TA に関する持続的な調査研

究が挙げられる。2017 年度調査に関する論文 4において、「（今後）実際の新 TA 制度が始動してか

ら明らかとなる課題や新 TA 制度の効果検証も含め、TA の在り方についてさらなる検討が必要」と

ある。教育環境は常に変化する。例えば、2020 年のコロナウイルス感染症拡大によって、授業が 遠
隔化されたことが挙げられる。これから来るニューノーマルに対応するためには、変わった環境の

中で、各授業をいかによくするか、そのために TA をいかに活用するか、また、TA に必要とされる

力量は何か、そして、その力量を身につけるために必要となる教育プログラムは何かなどを、常に

考えねばならない。これらについて考えていくことは、今の九州大学における教育の質向上に関し

て、また、各 TA が、将来、大学教員などの教育職に就いたときの力量だけでなく、社会生活を送

る上でのノウハウとしても役立つと思われることから、非常に重要であると言える。 
  
 

謝謝辞辞 

渕上佑子氏（九州大学教育改革推進本部）に TA に関するデータの収集と整理にご協力いただきま

した。感謝申し上げます。 
 

参参考考文文献献 

1 教育改革推進本部（n.d.）: 「教育改革推進プロジェクト」（https://ueii.kyushu-u.ac.jp/pages/projects.php

（2020/10/1 確認））, 2020. 
2 鄭 漢模, 長沼 祥太郎, 野瀬 健, 丸野 俊一: 九州大学におけるティーチング・アシスタント制度改革の取

り組み― 学生参加による大学教育の質向上に向けて―, 大学教育研究フォーラム発表要旨集, 2020. 
3 九州大学高等教育総合開発研究センター: 平成 17 年度 第３回 全学 FD（資料）, 2005. 

(Vol. 7)

211



 

 

24 

Report 基幹教育紀要 (Vol. x) 

幹教育紀要, 6, 33-49, 2020. 
5 広島大学 TA サポートデスク :「HIRODAI TA って何？」（http://www.hirodai-ta.hiroshima-u.ac.jp/about/

（2020/10/23 確認））, 2020. 
6 東 京 工 業 大 学 教 育 革 新 セ ン タ ー ： 「 Tokyo Tech TA ハ ン ド ブ ッ ク  2018 」

（https://www.citl.titech.ac.jp/resource/tabook2018/（2020/10/28 確認））, 2020 
7 北野 秋男: 日本のティーチング・アシスタント制度, 2006. 
8 九州大学附属図書館 : 「図書館 TA（Cuter） : ２．一年生向け  3 大講習会」（https://guides.lib.kyushu-

u.ac.jp/c.php?g=774782&p=5560199（2020/10/26 確認））, 2020 
9 九州大学基幹教育院: 「学生向け情報」（https://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/campus_life/gs/（2020/10/23 確認））, 

2020. 
10 九州大学教育改革推進本部：「公開資料」（https://ueii.kyushu-u.ac.jp/pages/publish.php（2020/10/28 確認）） 
11 東京大学大学総合教育研究センター: 「東京大学フューチャーファカルティプログラム（東大 FFP）とは」

（https://www.utokyofd.com/ffp/about.html（2020/10/23 確認））, 2020. 
12 長沼 祥太郎, 鄭 漢模, 野瀬 健, 丸野 俊一：九州大学におけるティーチング・アシスタント（TA）制度改

革 ・改善の取り組み -アンケート調査結果を踏まえて-, 大学教育学会 第 42 回大会発表要旨集録, 256–257, 

2020. 

 

 

 

24 

Report 基幹教育紀要 (Vol. x) 

4 李 麗花, 野瀬 健, 丸野 俊一: 日本の大学における TA の実態について : 九州大学の事例を手掛かりに, 基

幹教育紀要, 6, 33-49, 2020. 
5 広島大学 TA サポートデスク:「HIRODAI TA って何？」（http://www.hirodai-ta.hiroshima-u.ac.jp/about/

（2020/10/23 確認））, 2020. 
6 東京工業大学教育革新センター：「Tokyo Tech TA ハンドブック 2018」

（https://www.citl.titech.ac.jp/resource/tabook2018/（2020/10/28 確認））, 2020 
7 北野 秋男: 日本のティーチング・アシスタント制度, 2006. 
8 九州大学附属図書館: 「図書館 TA（Cuter）: ２．一年生向け 3 大講習会」（https://guides.lib.kyushu-

u.ac.jp/c.php?g=774782&p=5560199（2020/10/26 確認））, 2020 
9 九州大学基幹教育院: 「学生向け情報」（https://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/campus_life/gs/（2020/10/23 確

認））, 2020. 
10 九州大学教育改革推進本部：「公開資料」（https://ueii.kyushu-u.ac.jp/pages/publish.php（2020/10/28 確認）） 
11 東京大学大学総合教育研究センター: 「東京大学フューチャーファカルティプログラム（東大 FFP）と

は」（https://www.utokyofd.com/ffp/about.html（2020/10/23 確認））, 2020. 
12 長沼 祥太郎, 鄭 漢模, 野瀬 健, 丸野 俊一：九州大学におけるティーチング・アシスタント（TA）制度

改革 ・改善の取り組み -アンケート調査結果を踏まえて-, 大学教育学会 第 42 回大会発表要旨集録, 256–

257, 2020. 

 

(Vol. 7)

212




