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ティーチング･アシスタント等 

雇用手続要領 

 

（カリキュラムTA、高度授業TA、授業TA、 

自学自修TA（LA）、授業事務補助者） 
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2021 年度 TA 等雇用手続に関する主な注意点 

※過年度からの変更点・注意点を以下にまとめております。ご確認ください。 

 

オンデマンド研修：高度授業TA向けTAセミナーについて 

高度授業TAは受講必須（受講時間を勤務とみなす）としている、Waseda Moodleコース内の指定コンテ

ンツが追加になりました。受講必須となるコンテンツは以下になります。 

①【基盤】高度授業TA 

②【基盤】高度授業TA補足 

③【基盤】高度授業TAの一日 NEW* 

④【授業設計】授業設計のポイント 

⑤【教育方法】早稲田大学における対話型，問題発見・解決型教育 

⑥【評価方法】ルーブリックを活用した教育評価 

以上①～⑥のコンテンツの視聴および確認テストの所要時間は60分（動画視聴約50分＋確認テスト約10

分）です（P.6～7参照）。業務管理者（システム処理代行者も含む）は、視聴したことを確認した上で、

勤務承認をしてください。 

 

自学自修TA(LA)の設置（継続案件）を希望する場合の箇所の意思決定手続きについて  

自学自修TA(LA)の設置を希望する場合、活用申請書・内規案を提出していただくにあたり、箇所の意思

決定手続きを毎年度行うこととしておりましたが、継続案件において、活用目的や内規等に変更がない場合

は、箇所の意思決定手続きは不要といたします。※カリキュラムＴＡについては、引き続き毎年度箇所の意

思決定手続きを行ってください。 

 

★重要なお願い★ 

カリキュラムTA,高度授業TA,自学自修TA(LA)の承認番号について  

雇用するにあたり、事前に承認が必要なカリキュラムTA,高度授業TA,自学自修TA(LA)においては、承認

番号の記載に誤りのないようお願いいたします。 ※承認番号は毎年変わります 

以 上
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【参考資料】 

ティーチング・アシスタント雇用事務手続き、勤務管理システムについては、人事部人事課作成の 

以下資料もあわせてご参照ください。 

「2021年度_臨時雇用者_雇用手続き」 

「クイックガイド」 

https://waseda.box.com/s/7izrxird9mnvm36nzevmeic9jm9pg3c9 

「勤務管理システムWebユーザーマニュアル」 

（業務管理者用）  http://www.wnpspt.waseda.jp/teacher/kinmu/ 

（学生・学外者用） http://www.wnpspt.waseda.jp/student/kinmu/ 

（箇所担当者用）  http://www.wnpsptstaff.wjm2.waseda.jp/staff/kinmu/ 

 

【規  程】 

早稲田大学ティーチング・アシスタントおよび授業事務補助者就業規程（2017年4月1日施行） 

  

https://waseda.box.com/s/7izrxird9mnvm36nzevmeic9jm9pg3c9
http://www.wnpspt.waseda.jp/teacher/kinmu/
http://www.wnpspt.waseda.jp/student/kinmu/
http://www.wnpsptstaff.wjm2.waseda.jp/staff/kinmu/
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１．ティーチング・アシスタント等について                              
 

（１）目的 

ティーチング・アシスタント等制度は、教育効果の充実向上、自学自修支援および授業の円滑運営に資

することを目的として設定されています。あわせて、ティーチング・アシスタントとして従事する学生自

身へ教育訓練の場を提供することや、学生の経済的支援も目的としています。 

 

（２）区分・職務・雇用対象 

   ティーチング・アシスタント（以下TA）には、カリキュラムTA、高度授業TA、授業TA、自学自修TA

（LA）の4区分があります。そして、TAに授業事務補助者を加えた5区分を総称して「ティーチング・ア

シスタント等制度」とします。 

 

区分名称（英語名称） 職務 雇用対象 

カリキュラムTA 

(Teaching 

Associate) 

 

 

 

受入箇所の教育課程等においてカリキュ

ラムTAの活用が有効であると教務部長が

認める授業科目において、授業担当教員の

指導方針に基づき自律的に授業に参画し、

高度な教務上の補助を行います。 

本学大学院博士後期課程に在

籍している正規学生、または一

貫制博士課程の在学期間が２

年を超える正規学生 

 

高度授業TA 

(Advanced  

Teaching 

Assistant) 

 

 

高度授業TAの活用により高い教育効果が

見込まれると本学が認める授業科目にお

いて、授業担当教員の直接指示に基づき授

業に参画し、主体的に教務上の補助を行い

ます。 

本学大学院に在籍している正

規学生 

 

※受入箇所が研究科の場合、本

学大学院博士後期課程に在

籍している正規学生、または

一貫制博士課程の在学期間

が２年を超える正規学生 

 

授業TA 

(Teaching  

Assistant) 

 

 

本学の設置する学校の正規課程の授業科

目において、授業担当教員の直接指示に基

づき授業に参画し、教務上の補助を行いま

す。 

自学自修TA（LA） 

(Learning  

Assistant) 

 

 

 

自学自修に対する支援が有効と教務部長

が認める場合において、所定の就業場所に

おいて、業務管理者の指示に基づき、本学

に在籍する学生または生徒に対して、自学

自修支援を行います。 

本学大学院または学部に在籍

している正規学生  

 

※受入箇所が研究科の場合、本

学大学院博士後期課程に在

籍している正規学生、または

一貫制博士課程の在学期間

が２年を超える正規学生 

 

授業事務補助者 

(Course 

Administrative  

Assistant) 

 

業務管理者の指示に基づき、授業運営に必

要な事務補助業務を行います。 

 

 

  



- 5 - 

 

※学部正規学生を雇用する場合、入学直後のセメスターは自身の学修に集中させる趣旨から、在学年数

0.5年（入学後1セメスター経過）以上の者とします。 

※当該科目を科目登録している学生をTA等として雇用することはできません。 

※授業運営のためにTA等の設置が必要不可欠だが、広く公募を行ったにもかかわらず候補者が見つから

なかった等、真にやむを得ない理由があり、かつ教務部長が必要性を認めた場合に限り、上記雇用対象

以外の者を雇用できる場合があります（P.10参照）。 

※満65歳以上の者を、TA等として雇用することはできません。 

ただし、契約期間の途中で満65歳に達した場合、必要がある場合に限り、その契約期間終了まで（学

期終了まで等）雇用することができます。 

※高度授業TA採択科目に、授業TAを配置することはできません（授業事務補助者は配置可）。 

 

２．雇用条件について                                

（１）契約期間 

当該学期の授業期間限りとします。通年での契約、年度を跨ぐ契約は締結できません。 

※通年科目の場合、春学期と秋学期に分けて雇用契約を締結してください。 

学期間の夏季休業期間と春季休業期間は雇用期間に入りません。 

※授業期間以外でも、当該授業科目が開講されている場合は、授業期間とみなします。 

※授業期間以外にTA等の支援が必要と判断される業務がある場合は、事前に教務課へご相談ください。

ただし、授業準備・採点補助等により授業期間前後10日間程度の期間延長の場合は、TA等の支援の

必要性を箇所にて確認していただき、教務課へ相談を省略可とします。 

 

（２）所定労働時間 

学業を優先するため、1日につき8時間以内、1週につき20時間未満（以下ではありません）を上限と

します。また、6時間を超えて勤務する場合、勤務時間の途中に1時間以上の休憩を付与することが必要

です。 

※複数科目のTA等、RA、研究補助者、学生スタッフ等と兼務する場合など、学内で複数の雇用契約を

している場合、全契約の勤務時間の合計が、1日8時間以内かつ1週につき20時間未満でなければな

りません。雇用申請書の提出前に十分にご確認ください。 

※土曜日～金曜日を1週のサイクルとします。 

※シフト表に基づく勤務についての詳細は、「2021年度_臨時雇用者_雇用手続き」をご確認ください。 

※深夜勤務（22:00以降）、休日勤務を命ずることはできません。 

※授業実施期間外などに学業に支障のない範囲で短期間の業務（30日以内の雇用契約）に従事する場

合に限り、例外的に1週につき40時間を超えない範囲で上限を緩和することができます。ただし、1

日につき8時間以上の勤務、連続7日以上の勤務はできません。 
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（３）時給 

区分名称 時給 備考 

カリキュラムTA 2,100円 
特別な事情がある場合、教務部長の承認を受けて、別途

時給を定めることができる。 

高度授業TA 1,500円  

授業TA 1,100円  

自学自修TA（LA） 1,100～2,100円 教務部長の承認を受けた運用内規により決定する。 

授業事務補助者 1,100円  

 

（４）通勤費  

本学学生（非正規学生含む）以外の者をTA等として受け入れる場合、通勤費を支給します。対象者は、

雇用申請書とともに所定の様式（臨時雇用者通勤費申請書）に、駅すぱあと、Yahoo路線等の通勤経路を

示した路線案内等を添付して提出してください。 

※通学キャンパスと異なる勤務地で就業する場合に限り、本学学生（非正規学生含む）にも 

  通勤費を支給します（ただし通学経路範囲外の区間のみ）。 

 

なお、通勤費については、寄附講座等の一部予算での雇用を除き、TA等予算から支出されます。 

（事業コード：A10F0～、勘定科目コード：3120170322 ※教務補助：通勤費補給金） 

 

（５）研修  

TA等に従事するすべての学生に対して、Waseda Moodleの「学生生活課提供コンテンツ」内「スチュ

ーデント・ジョブセミナー」の受講を案内してください。「スチューデント・ジョブセミナー」は、受講

必須ではありませんが（勤務時間に含まれません）、ハラスメントや情報セキュリティなどに関する基礎

的な内容が網羅されており、TA等自身のリスク回避のためにも必要な内容であることから視聴を推奨し

ています。英語版もあり、正規学生であれば誰でも受講可能です。 

 

◆「スチューデント・ジョブセミナー」に関する照会先：学生生活課（sjc@list.waseda.jp） 

 

カリキュラムTA、自学自修TA（LA）を雇用する場合は、上記セミナーの他に別途、業務内容に即した

研修を箇所にて実施してください。「スチューデント・ジョブセミナー」で代替することはできません。

受講を必須とする研修は、勤務時間に含まれます。 

高度授業TAを雇用する場合は、Waseda Moodleの「高度授業TA向けTAセミナー」の以下の指定コン

テンツを受講することが必須となっております。また、対面による研修の機会も設けられています。 

mailto:sjc@list.waseda.jp
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Waseda Moodle「高度授業TA向けTAセミナー」指定コンテンツ 

※以下のコンテンツおよび確認テストは受講必須のため、視聴時間等60分（コンテンツ視聴時間約

50分＋確認テスト約10分）は勤務時間に含まれます（P13参照） 

 

①【基盤】高度授業TA 

②【基盤】高度授業TA補足 

③【基盤】高度授業TAの一日 NEW* 

④【授業設計】授業設計のポイント 

⑤【教育方法】早稲田大学における対話型，問題発見・解決型教育 

⑥【評価方法】ルーブリックを活用した教育評価 

  ＋高度授業TA向け研修動画コンテンツ 確認テスト 

 

◆「高度授業TA」向け研修に関する照会先：大学総合研究センター（ches-staff@list.waseda.jp） 

 

 

３．事前承認について                           

以下（１）～（７）に該当する場合、当該科目の設置箇所（事務所）から教務課へ必要書類を提出し、

必ず事前に承認を受けてください。（８）に該当する場合は、受入箇所にて承認してください。 

（５）～（７）については、授業運営のためにＴＡ等の設置が必要不可欠だが、広く公募を行ったにも

かかわらず候補者が見つからなかった等、真にやむを得ない理由がある場合に限り申請してください。 

規程上、高度授業TA・授業TAには本学大学院に在籍する正規学生を雇用することとしています。学部学

生を高度授業TA・授業TAに雇用する際は、授業履修者との関係にも十分に配慮いただき、大学院生の候

補者を探したが見つからなかった場合など、特段の事情がある場合のみの限定的な運用をお願いします。    

 

＜学部学生を雇用する際は以下の条件にご留意ください＞ 

・TA等が当該科目を前学期までに履修済であること（TA等に従事した後の学期に当該科目を履修し、

他の学生から「容易に単位取得ができたのではないか？」との疑念を抱かれた事例あり） 

・TA等が当該科目の配当年次よりも上の学年であること（例えば、2年次配当科目であれば3年以上の

当該科目単位取得者等） 

・当該科目の履修有無に関わらず、全科目において試験監督補助を行わせることは不可 

 

  

mailto:ches-staff@list.waseda.jp
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（１）カリキュラムTAの設置を希望する場合 

【設置までの流れ】 

No 担当箇所 内容 

1 箇所 設置の検討、「事前相談用紙（様式A-1）」を提出 

※2年度目以降（継続案件）で内容の変更が無い場合は事前相談を省略可 

2 教務部 事前相談内容を確認、教務部長が了承 

3 箇所 箇所の意思決定、「活用申請書（様式A-1）」・「カリキュラムTA履歴書（様式06）」

を提出 

※箇所の意思決定手続きは毎年度行ってください。 

※カリキュラムTAの候補者がいる場合には、この時点で履歴書を提出してください。

未定の場合には、候補者が決まり次第提出してください。 

4 教務部 活用申請書を確認、教務部長が承認 

5 箇所 制度の開始、募集・雇用手続き、活用計画に基づく研修・訓練の実施 

6 箇所 活用期間終了後、「活用報告書（様式A-3）」を提出 

※カリキュラムTAを設置する際は、あらかじめ当該箇所の教育課程等におけるカリキュラムTAの活用計

画を策定し、箇所の意思決定機関（教授会等）にて決定後、教務部長の承認を受ける必要があります。 

※Vision枠予算により設置を希望する場合は、前年度に予算申請が必要です。既存枠TA予算や箇所予算

等により設置する場合はその限りではありませんが、活用にあたっては、上記流れに沿った手続きは必

要です。 

 

（２）自学自修TA（LA）の設置を希望する場合 

【設置までの流れ】 

No 担当箇所 内容 

1 箇所 設置の検討、「事前相談用紙（様式C-1）」・内規案を提出 

※2年度目以降（継続案件）で内容の変更が無い場合は事前相談を省略可 

2 教務部 事前相談内容・内規案を確認、教務部長が了承 

3 箇所 箇所の意思決定、「活用申請書（様式C-1）」・内規案を提出 

※2年度目以降（継続案件）で内規等内容の変更が無い場合は事前相談を省略可 

4 教務部 活用申請書・内規案を確認、教務部長が承認 

5 箇所 制度の開始、募集・雇用手続き、活用計画に基づく研修・訓練の実施 

6 箇所 活用期間終了後、「活用報告書（様式C-3）」を提出 

※Vision枠予算により設置を希望する場合は、前年度に予算申請が必要です。既存枠TA予算や箇所予算

等により設置する場合はその限りではありませんが、活用にあたっては上記流れに沿った手続きは必要

です。 
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（３）高度授業 TA の設置を希望する場合 

【設置までの流れ】 

No 担当箇所 内容 

1 大学総合研究ｾﾝﾀｰ 高度授業TA申請手続きについて周知（例年10月頃） 

2 箇所・教員 教員へ申請方法等を周知、担当教員が所定の申請書類を作成 

3 箇所 申請書類を取りまとめ、箇所長が承認のうえ申請書類を提出 

4 大学総合研究ｾﾝﾀｰ 採択方針に従って精査し、採択科目を決定 

5 教務課 採択結果を受け、予算交付額を決定、通知 

6 箇所 採択状況・科目別の予算交付額を担当教員へ通知、募集・雇用手続、研修・

訓練の実施 

 

（４）カリキュラムTA・高度授業TA・授業TAに学外で実習引率等の補助を行わせたい場合 

自学自修TA（LA）および授業事務補助者は、学外で実習等引率等の補助を行うことはできません 

 

「学外実習等従事申告書（様式12）」を提出し、以下の点に注意してください。 

・TAが単独で学外勤務（引率）を行うことはできません。業務管理者が監督可能な場所での勤務を業

務従事者に指示してください。 

・海外を勤務場所とすることはできません。 

・在宅勤務（大学に届け出られた自宅での勤務）については、臨時雇用者共通の取扱いのとおりとなり

ます。詳細は「2021年度_臨時雇用者_雇用手続き（人事課）」をご確認ください。 

・在宅勤務を含む学外実習引率等の補助であっても、1日につき8時間以内の勤務としてください。深

夜勤務もできません。6時間を超えて勤務する場合、勤務時間の途中に1時間以上の休憩を付与する

ことが必要です。 

・学外実習引率等に伴う旅費交通費、保険料、入場料等についてはTA等予算から支出できません。 

・勤務時間の考え方は、下表を参考にしてください。 

 

移動時間 学生を引率している等、業務を伴う 勤務時間内 

移動のみ 勤務時間外 

現地活動中 ミーティング、講義の補助、学生引率、指導等の業務を伴う 勤務時間内 

上記以外（休憩時間、昼休み、業務指示がない時間帯） 勤務時間外 
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（５）カリキュラムTAに本学大学院修士課程・専門職学位課程正規学生の雇用を希望する場合 

「カリキュラムTA履歴書（様式06）」が提出されているかを確認するとともに、「例外的雇用申請書（様

式11-A）」を提出してください。 

 

（６）高度授業TAに本学学部正規学生の雇用を希望する場合 

「学部正規学生の雇用申請理由書（様式11-B）」を提出してください。 

 

（７）TA等に本学正規学生以外の雇用を希望する場合 

「例外的雇用申請書（様式11-A）」と「履歴書（臨時雇用者共通）本学正規在学生以外」を提出してく

ださい。 

※通算雇用年限にご注意ください（P.15参照）。 

※履歴書（原本）の提出は、年度に1回で結構です。同一年度内に、履歴書（原本）を提出済みの場合は、

原本提出済みの旨を付記し、履歴書（コピー）での申請が可能です。 

※カリキュラムTAについては、カリキュラムTA履歴書を提出してください。活用申請時にカリキュラム

TA履歴書を提出済みの場合は、「履歴書（臨時雇用者共通）本学正規在学生以外」を改めて提出する

必要はありませんので、雇用申請書提出時には、提出済であることがわかるよう付箋等をつけて提出し

てください。 

 

（８）その他 

以下の場合は、受入箇所にて「特段の事情」があることを個別に確認し、正当な事由であると認めた場

合のみ、箇所承認をしてください。教務課への雇用申請理由書・例外的雇用申請書および専門職大学院に

おいて当該研究科修了生を雇用する場合の履歴書の提出（教務部長の承認）は省略します。 

・学部において、授業TAに学部正規学生を雇用する場合 

※ただし、在学年数0.5年以上の者（入学後１セメスターを経過した者）に限る。 

・大学院研究科において、授業TAに修士課程・専門職学位課程の正規学生を雇用する場合（専門職大学

院の場合は当該研究科修了生を雇用する場合も含む）、または授業事務補助者に学部正規学生を雇用

する場合 
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４．雇用手続きについて                          

（１）雇用申請・雇用契約締結 

※必ず雇用を開始する前に、以下の雇用手続きを行ってください。十分な時間的余裕をもって雇用契約を

締結し、雇用申請書を提出せずに勤務を開始することが無いように徹底してください。 

雇用手続きの詳細は、「2021 年度_臨時雇用者_雇用手続き」（人事部人事課作成）をご参照ください。 

★2021 年度から雇用契約書を廃止し、業務従事者に交付する書類は雇用条件通知書に統一され、雇用

条件通知書は原則、電子データの形で提示することとなりました。 

No 担当箇所 内容 

1 教員 

TA等 

箇所 

業務管理者（授業担当教員等）、TA 等候補者、箇所担当者がそれぞれ「TA 等雇用申

請書」（様式 07）」に必要事項を記入します。 

記入方法の詳細は、「★「TA 等雇用申請書（様式 07）」の記入方法について」をご

参照ください。 

※雇用申請書は「カリキュラム TA 用（背景色：黄色）」「高度授業 TA/授業 TA 用

（背景色：橙色）」「自学自修 TA（LA）/授業事務補助者用（背景色：緑色）」と 

それぞれ異なりますので、ご注意ください（白黒印刷可）。 

※カリキュラム TA、高度授業 TA、自学自修 TA（LA）については、制度や科目の

承認手続きの際に「承認番号（10 桁）」が付番されます。雇用申請書の所定の

欄に正しい承認番号を必ず記入してください。 

※科目ｸﾗｽ名（制度名）の欄は、承認番号にひもづいた「科目クラス名」または「LA

制度名称」（例：○○学習相談室など）を記入してください。 

2 箇所 記載内容を確認後、箇所受付印を押印して受領します。 

3 箇所 雇用申請書のコピーを1部保管し、原本を（株）早稲田大学アカデミックソリューシ

ョン（WAS）に、専用の学内便封筒（橙色の宛先紙入り）で送付します。 

4 WAS 雇用申請書に基づき雇用契約情報を雇用管理システムに登録します。 

雇用申請書の内容に不備がある場合、箇所へ問合せ・返却します。 

5 教務部 

人事部 

登録された雇用契約情報を、データ上で規程等と照合の上、承認入力を行います。 

6 WAS 承認済のデータについて、業務従事者本人に雇用条件通知書ファイルへのリンクを

含むメールを送付します。※箇所担当者にもCcでメールが送信されます。 

※業務従事者本人が受領した雇用条件通知書は、参照履歴と合わせて管理用のシステム（証票保管シス

テム、SPA）に自動で保管され、箇所担当者も参照可能となります。したがって、雇用条件通知書に

関しての業務管理者・箇所担当者を介した交付作業、箇所での控えの保管作用は不要となります。 

★SPA 操作マニュアルは（3 月リリース予定）です。 
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※補助金監査等の対応のため、書面による雇用条件通知書が必要な場合は、人事課臨時雇用担当

（rinjikoyou@list.waseda.jp）へご相談ください。 

※外国籍で在留資格「留学」をもつ本学正規学生が「授業事務補助者」に従事しようとする場合は、必

ず業務開始前に「資格外活動許可」認定を受けることが必要です（その他の TA に従事する場合は不

要です）。雇用申請時には必ずご確認ください。 

★詳細は「2021 年度_臨時雇用者_雇用手続き」（人事部人事課作成）をご参照ください。 

※当該科目を履修登録している学生をTA等として雇用することはできません。また、学生の登録授業時

間帯と勤務時間が重複しないようにご注意ください。学生の授業、研究指導等に支障が出ないよう配慮

してください。 

※秋学期の雇用申請書等を春学期中に提出することはできません（提出された場合、一度返却します）。

秋学期の雇用申請書等の受付は、7月最終週より行います。 

 

（２）雇用契約内容の変更・辞退 

TA等の雇用・勤務は、授業計画に則り適正な執行管理を徹底してください。勤務時間や業務内容、雇

用期間、予算等は雇用条件通知書に記載した事項から変更のないようにしてください。  

ただし、業務管理者がTA等に事前に通告することにより勤務する曜日、時間を変更または振替するこ

とができます。その場合、契約の変更は不要ですが、恒常的な変更の場合は、契約変更の手続きが必要と

なります。 

 

雇用契約内容が恒常的に変更になる場合は「契約条件変更届（TA等・学生スタッフ・臨時職員）」を、

雇用契約締結後に本人事由などにより勤務が一切発生しない場合は「臨時雇用者辞退届（臨時雇用者共通）」

をWASへ専用の学内便封筒（橙色の宛先紙入り）で提出してください。「契約条件変更届（TA等・学生

スタッフ・臨時職員）」「臨時雇用者辞退届（臨時雇用者共通）」の提出がないと、労働時間の上限によ

り、他の新たな雇用契約が締結できない場合があります。勤務期間の終了を早める場合、終了日後に勤務

入力がないことを必ず確認してください。 

人事課承認後、「契約条件変更届」のコピー2部（箇所保管用、本人保管用）を申請箇所に送付します。

本人保管用は作業従事者本人に交付し、箇所保管用は雇用申請書のコピーに添付して箇所で保管してくだ

さい。 ※変更後の契約内容に関する雇用条件通知書は発行されません。 

 

万一、予算不足が判明し、給与厚生課による振替処理に支障を来す場合は、１契約ごとに予算変更処理

が即日必要となります。予算変更処理は、雇用管理システムの「予算情報更新」機能により、受入箇所に

て行ってください。 詳細は、「2021年度_臨時雇用者_雇用手続き」の『第３章 雇用契約締結後の内容

変更』を参照してください。 

mailto:rinjikoyou@list.waseda.jp
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５．勤務管理について                          

（１）勤務管理 

「勤務管理システム」を使用し、TA 等ならびに業務管理者が勤務時間・勤務内容などの必要事項を入

力して日々の勤務管理を行ってください。 

勤務時間と業務内容については、雇用通知書上に定めた勤務時間、業務内容を守り、雇用条件通知書に

記載された時間外に業務を命じたり、記載されていない業務を命じたりしないでください。やむを得ず、

勤務時間の変更をする場合には、必ず事前に、業務管理者が TA 等に通知して合意を得てください。 

 

高度授業TAを対象としたオンデマンド研修（Waseda Moodleの指定コンテンツ）の受講も勤務時間

に含まれます。視聴したことを確認した上で、勤務承認をしてください。Waseda Moodle「高度授業

TA向けTAセミナー」のうち指定されたコンテンツについて、視聴にかかる時間は60分（動画視聴約50

分＋確認テスト約10分）です（P.6～7もあわせて参照）。 

 

視聴したことは、以下2つのいずれかの方法により確認してください。 

・視聴済と表示されたWaseda Moodle画面を業務管理者が目視する。 

・視聴済と表示されたWaseda Moodle画面を高度授業TA本人が印刷し、業務管理者に提出する。 

※複数科目の高度授業TAに従事する学生は、1回の受講で構いません。複数回視聴した場合も勤務入

力は年度につき1回のみです。 

※業務管理者は、当年度の受講状況を確認し、いずれか1科目について勤務入力するよう学生に指示

してください。複数科目で勤務入力がされることの無いよう、適切に勤務管理を行ってください。 

※必ず雇用契約期間内に受講してください。過年度に遡っての勤務入力はできません。 

 

勤務管理方法については、「勤務管理システム利用ガイド」「勤務管理システム Web ユーザーマニュ

アル（箇所担当者用）」（人事部人事課作成）を参照してください。 

※日々の勤務時間の入力は 1 分単位とし、月当たりの計算は 10 分単位（1 分単位の端数が生じる場

合は、10 分単位に切り上げ）となります。 

※「除外する時間数」の欄には、休憩時間（昼休み時間等）などの時間数を入力してください。勤務

時間が6時間を超える場合は、必ず勤務の途中で原則として1時間の休憩時間を与えてください。 

※「従事内容、作業内容」欄は、できるだけ詳細に入力してください。 

 

（２）勤務管理システムを使用しない場合 

「2021 年度 TA 等従事時間報告書（様式 10）」に勤務時間を記入し、業務管理者の承認印を得た上で、

受入箇所事務所等で代行入力を行ってください。 
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（３）給与の支払い 

給与は、給与厚生課にて一括して支払処理を行います。所定の給与支払運用スケジュール等にご留意の

上、勤務管理システムの箇所締め処理をお願いいたします。月締め処理に支障を来さないように日々遅滞

なく勤務入力するよう、指示徹底してください。年末・年度末の支払については、給与厚生課から示され

る支払日程に沿って処理してください。 

 

勤務報告が月締め処理に間に合わない場合であっても、事後処理を行うなど、勤務された分の給与は必

ず支払ってください。未払いが発生することのないよう注意してください。 

 

【重要】 

適正な勤務管理が行われるよう、受入箇所においては、授業担当教員などの業務管理者（システム処理

代行者も含む）に対し、以下の注意事項を周知してください。 

周知の際は、「ティーチング・アシスタント（TA）等への勤務指示・管理および勤務承認に関する注

意事項（様式14）」をご活用ください。 

 

授業担当教員など業務管理者（システム処理代行者も含む）には、TA等の勤務実態を正しく把握し、

正しく勤務入力されていることを確認する義務があります。適正な勤務管理を怠ると、賃金未払いや過

重労働等のトラブルに発展する可能性があります。適正な勤務管理のために、以下の点に留意して慎重

な勤務承認をお願いいたします。 

 

１．原則として、雇用契約に沿った勤務時間数、勤務内容となるように勤務指示をしてください。やむ

を得ず契約内容と異なる勤務時間数や内容が発生する場合は、TA等に説明をした上で合意を確認

してください。 

２．TA等には、勤務実態に沿った勤務情報を正しく勤務管理システムに入力するように説明を行って

ください。 

３．入力された勤務情報が業務管理者の指示した勤務時間、内容であることを確認の上、慎重に勤務承

認を行ってください。 

４．業務管理者がTA等に対して以下のように入力指示することは禁止事項です。 

・勤務実態がないのに勤務入力させる。 

・勤務実態があるのに予算や配分時間数等の制約から勤務入力しないように促す。 

・実際に勤務した日時と異なる日時に勤務入力させる。 
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６．その他、注意事項                           

（１）学内兼務の有無および可否の確認 

箇所事務所で雇用申請書を受領する際、他資格も含め、学内で他に雇用契約の締結（兼務）がないかを

必ずご確認ください。兼務している場合、以下3点にご留意ください。 

・雇用契約すべての労働時間の合算が、1日8時間以内かつ1週につき20時間未満となるようにしてく

ださい。 

・既に他の雇用契約を締結している曜日の時間帯に、重複して雇用契約を結ぶことはできません。同

一曜日の同一時間帯に申請されるケースが多発しています。 

   ・TA等と兼務できない資格があります。学内兼務の可否は、「2021年度_臨時雇用者_雇用手続き」（人

事部人事課作成）の『学内兼務の可否一覧表』をご参照ください。 

 

（２）通算雇用年限 

「早稲田大学における有期雇用者の契約年限に関する規程」により、通算で5年を超えて契約更新を行

うことはできません。 

特に、卒業生や学外者を例外的に雇用している場合などは、契約年限について十分に注意してください。

通算雇用期間の確認は、人事課臨時雇用担当（rinjikoyou@list.waseda.jp）までお問合せください。 

 

（３）学外実習引率等に伴う経費等の支出 

学外実習引率等に伴う交通費、保険料、入場料等については、TA等予算から支出できません。（箇所

の判断により、TA予算以外の箇所予算から支出することは可）。 

 

（４）私立大学等経常費補助金への申請 

本学では、TA等の人件費について、国から経常費補助金（一般補助）を受けるための申請をしていま

す。申請対象となるのは、本学大学院に在籍している正規学生のみです。 

本学の規程でも、TAとなることができるのは本学大学院に在籍している正規学生（学部学生は、教務

部長の承認した場合のみの例外的雇用）と定められていることから、原則として大学院生を雇用するよう

お願いいたします。 

 

経常費補助金の申請対象は、以下の表を参照してください。 

 カリキュラム

TA 

高度授業TA 授業TA 自学自修TA 授業事務 

補助者 

大学院生（本学正規生） ○ ○ ○ ○ × 

学部生（本学正規生） × × × × × 

上記以外の者 × × × × × 

○：補助金対象、×：補助金対象ではない  

 

mailto:rinjikoyou@list.waseda.jp
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※受入箇所が高等学院・本庄高等学院・芸術学校の場合は補助金申請対象外です。 

※授業事務補助者は対象外です。（学部学生についてはいずれのＴＡ区分においても対象外） 

※別表（P.17～18）のコードＡ～Ｃで始まるいずれかの業務に、年間15時間以上従事している場合のみ、

補助金申請対象となります。 

※本学のTA業務全てが経常費補助金の要件に当てはまるわけではありません。そのため、雇用申請書の

「業務内容」欄は、別表の業務内容（例示）を参照しながら、正確かつ適切に記載してください。 

 

（５）報告書・アンケート 

①予算使用実績の報告 ※高度授業TA 

 半期ごとに教務課指定のエクセル表に入力のうえ報告してください。 

 様式、報告期限等は別途メールにて通知します。 

 

②活用報告書 ※カリキュラムTA・自学自修TA（LA） 

通年科目は年度末、セメスター・クォーター科目は半期毎に「活用報告書（様式A-3／C-3）」にて報

告してください。予算使用実績が確定した時点（10月、翌年度5月目途）で提出してください。 

 

③アンケート ※高度授業TA 

高度授業TAの対象科目については、高度授業TA配置の効果を検証するために、履修者を対象としたア

ンケートをWaseda Moodleにて実施する予定です。 

また、半期毎に、高度授業TAを対象としたアンケートも実施する予定です。 

 

（６）検査・監査 

各種検査・監査に備えて、Web上で入力および承認をした勤務表は、プリントアウトして5年間保管を

お願いいたします（補助金で雇用したTAの場合は、当該補助金の要領にて別途定められた期間の保管が

必要です）。 
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７．別表 業務内容（例示）                                 

（１）カリキュラムTA・高度授業TA・授業TA 

ｺｰﾄﾞ 具体的な業務内容 
ｶﾘｷｭﾗﾑ 

TA 

高度 

授業 TA 

・授業 TA 

授業 

事務 

補助者 

◆カリキュラム TA 業務 

カリキュラム TA が担当教員として授業を持つこと、成績評価を行うことはできません。 
   

A01 高度授業 TA・授業 TA の統制 ○ × × 

A02 
課題・論文等の添削、教員の定める評価基準に沿ったコメント・評価

点の付与 
○ × × 

A03 ディスカッションの調整・運営 ○ × × 

A04 オンライン授業におけるチューター ○ × × 

A05 個別指導 ○ × × 

◆授業 TA・高度授業 TA 業務    

・教材資料関連    

B11 

教材作成補助（単なる印刷は含まず） 

※授業コンテンツ作成補助も含む 

※教材資料・レジュメ等作成に関しては、担当教員の考案した内容に基づくこととする 

○ ○ × 

・教場関連    

B12 
講義・実験・実習・実技・演習・ゼミの指導補助および支援 

※オンライン授業におけるシステム関連のサポートは B16 
○ ○ × 

B13 ディスカッションリーダー、発表・討論への参画 ○ ○ × 

B14 外国語の指導補助・支援 ○ ○ × 

B15 

授業使用機器・体育実技用具の準備・撤収・操作（専門的な知識・安

全性の確保を必要とする場合に限る） 

※オンライン授業におけるシステム関連のサポートは B16 

○ ○ × 

B16 
オンライン授業等における各種授業支援システムの管理・運営・サポ

ート ※配信準備も含む 
○ ○ × 

・考査・試験関連    

B17 試験監督補助（学部学生は不可） ○ ○ × 

B18 

試験・レポート・課題・小テストの採点補助・解説補助 

※レポートや課題の回収は採点補助に含む 

※高度授業 TA・授業 TA が採点補助に従事する場合は、個人を特定できないようにす

る場合に限る 

○ ○ × 

・授業外支援    

B19 
補習授業・サブゼミの実施 ※カリキュラム TA が従事する場合のみ、単独での

実施も可（TA セッション、語学的サポート等） 
○ ○ × 

B20 授業内容に関する質問対応 ○ ○ × 

B21 論文・レポート作成に関する助言 ○ ○ × 

B22 発表・報告等準備に関する助言 ○ ○ × 

高度授業TAは、認定された科目クラスのみ配置できます（より高度な業務内容が含まれている必要があります）。 
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（２）自学自修 TA（LA） 

ｺｰﾄﾞ 具体的な業務内容 
自学 

自修 TA 

C31 専門知識・技能を活かした指導 

専用スペースにて、数学・学部基礎科目の授業等に関する個別質問対応等 
○ 

C32 論文、レポート、文章作成の指導 

学術的文章作成等のライティングセンターチューター、論文執筆形式・引用方法の個

別指導やチェック等 

○ 

C33 語学の支援 

留学生に対する学修相談、日本語・英語等のサポート、語学メンター等 
○ 

C34 施設・設備の専門的指導、利用支援（施設・設備の管理のみは不可） 

トレーニング室における指導、PC ルームにおける専門的アプリケーションの利用支援

等 

○ 

 

（３）授業事務補助者 

ｺｰﾄﾞ 具体的な業務内容 
ｶﾘｷｭﾗﾑ 

TA 

高度 

授業 TA 

・授業 TA 

授業 

事務 

補助者 

◆授業事務補助者業務    

・出欠調査・教材印刷・授業環境整備・PC ルーム運営補助    

D41 出欠調査 ○ ○ ○ 

D42 教材印刷 ○ ○ ○ 

D43 教材等の運搬・配布・回収・並び替え・整理 ○ ○ ○ 

D44 授業使用機器・体育実技用具の準備・撤収・操作（専門的な知識・安

全性の確保を必要としない場合） 

※オンライン授業におけるシステム関連のサポートは B16 

○ ○ ○ 

D45 PC ルーム等の受付・用紙補充等の運営補助 ○ ○ ○ 

 

※教員の個人的業務の補助、学会の業務等に従事することはできません。  

※雇用申請書の「業務内容」欄は、上記業務内容（例示）を参照しながら、Ａ～Ｄより適切なコードを選択

してください（資格により、太枠部分の業務が必ず含まれていることが必要です）。いずれの業務内容にも

該当しないと考えられる場合にのみ、その他（コード Z）を選択し、具体的な業務内容を簡潔に記入して

ください。Ａ～Ｄに含まれると考えられる業務については、その他（コードＺ）を選択し、具体的な業務

内容を記入しないでください。 

※日々の勤務入力の際も、上記業務内容（例示）を参照しながら、正確かつ適切に入力してください（資格

により、○の業務が入力可能です）。 
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（参考）教員と助手、ティーチング・アシスタント（TA）・授業事務補助者の関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

助手：担当教員の授業運営方針に従い、教育

指導上の補助を行う。 

カリキュラム TA：箇所の教育上の特殊

性・必要性から設置を計画し、意思決定

機関にて設置を決定する。 

授業担当教員の指導方針に基づき、高度

な教務上の補助を行う。 

 

高度授業 TA・授業 TA：授業担当教員の

直接指示に基づき、教務上の補助を行う。 

授業事務補助者：業務管理者の指示に基

づき、授業運営に必要な事務補助業務（出

席調査、提出物の整理、AV 機器操作対応、

教材印刷等）のみを行う。 

教員：授業、研究指導の担当教員となり、授業と成績

評価を行う。助手、TA 等の業務を管理する。 


