
TF採用予定教員 

TF応募学生のみなさんへ 
 

令和４年４月から新しいティーチング・アシスタント制度が始まります。新しい

ティーチング・アシスタント制度では、新たに「ティーチング・フェロー（TF）」の

制度を設けました。TFは、教員の監督や指導のもと、授業の計画・実施・成績管理

の一部を教員とともに実施することで、教育指導能力を育成します。 

TF として採用されるためには、以下講座のいずれかの受講が必要となりますの

で、希望する場合は受講の申し込みを行ってください。また、TFとして採用された

後は、全学 TF情報交換会（令和４年度開催予定）への参加が必須となります。 

 
２０２２年度 TF応募者向け講座 

TF研修 

事前の動画(ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾅﾙ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ他)視聴とリアルタイムオンラインでのグループワーク

による授業と学生対応について学び合います。 

実施時期：２月２４日（木）３・４講時（13:00～16:10）  

実施形態：半日間の集中形式＋事前学習 

申込方法：Googleフォームより申込（2/22申込〆切）  

※東北大学のアカウントでログインしてください。 

大学教員準備プログラム（PFFP）  

プログラムを通じて自己省察力を養い、豊かな大学教育観を育むとともに、様々な分野

の仲間とともに学び、大学教育に対する視野を広げ、大学教員に求められる能力や知識、

実践力を身につけます。 

実施期間：2月 28日～3月 4日  

実施形態：オンライン（２回）と対面（２回）  

申込方法：HPより申込（2/15申込〆切） 

※１ 次年度以降の「指定する講座」情報については、決定次第その都度通知します。 

※２ 過去に PFFP を修了している場合は応募要件を満たしていることとなります。

修了者には修了証を発行していますので、採用手続きの際に提示してください。 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBFwtX2vlOx6Qe3hcFR-S5kzU2WluOSbgqLeNGhZlfP4uaLQ/viewform?usp=sf_link
https://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/pffp/pffp_2021-2/


To Faculty and Students 
 

Tohoku University will launch a new teaching assistant system in April 2022. 

Under this system, we have established a "Teaching Fellow (TF)" system.  

TFs carry out some of the planning, implementation, and grading of classes under 

the supervision and guidance of faculty members. They will then develop their 

educational leadership skills. 

To be hired as a TF, you will need to take one of the following courses. 

If you wish to participate, please sign up. 

After being hired as a TF, you will be required to participate in the TF information 

exchange meeting (scheduled to be held in 2022). 
 

Course for TF applicants（FY2022） 

Teaching Fellow Training  

Outline：Participants will watch the videos in advance. Then, real-time online 

group work, they will learn about "teaching and student support”. 

Time：February 24, 2022（13:00-16:10） 

Method：Half-day intensive course and prior study 

How to apply: Google Forms（Japanese only） Application deadline: Feb. 22 
＊Please login with your Tohoku University account. 

Preparing Future Faculty Program（PFFP） 

Outline： Participants will develop self-reflection skills and a richer view of 

university education, through the program. They can study with peers from 

different fields and broaden their perspectives on university education. They will 

also acquire the abilities, knowledge, and practical skills required of university 

teachers. 

Time：February 28, 2022, to March 4, 2022  

Method：Online (2 times) and face-to-face (2 times) 

How to apply：HP（Japanese only） Application deadline: Feb. 15 

・Information on courses for the next and subsequent years will be provided as  

soon as the content is determined. 

・If you have completed PFFP in the past, you have met the application 

requirements. Please submit a copy of your certificate of completion when you 

apply.               Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBFwtX2vlOx6Qe3hcFR-S5kzU2WluOSbgqLeNGhZlfP4uaLQ/viewform?usp=sf_link
https://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/pffp/pffp_2021-2/

