実践女子大学短期大学部英語コミュニケーション学科任期付専任教員 募集要項
Application Requirements
採用人数

1名

No of positions

One (Professor, Associate Professor or Lecturer)

勤務形態

3 年任期の専任教員（専任講師、准教授または教授）

Position type

A full-time position under a maximum of a three-year contract

研究分野

大分類（人文学）
、小分類（言語教育）

Research field

Language Education in Humanities

業務内容

1)

直接法およびティーム・ティーチングによる短大生への授業担当

(担当科目)

Teaching classes to college students with direct method and team

Responsibilities

teaching

(Subjects in charge)

2)

アカデミック・ライティングの指導
Teaching academic writing

3)

地域の住民（児童含む）への英語教育・指導
Teaching English to local citizens, including children

4)

英語の論文およびその他文書のネイティブチェック
Revising or rewriting research papers or documents written in English

5)

海外研修等の引率
Leading and supervising students participating in overseas programs

6)

オフィスアワーおよびその他の時間帯における学生相談
Counselling students at fixed office hours or when available

7)

現行のカリキュラム開発における担当教授の支援
Assisting professors or colleagues with curriculum development

8)

短大行事、課外活動、会議等への参加（土日含む）
Attending college or extracurricular activities and meetings

［担当科目］計 14 コマ（前期 7 コマ、後期 7 コマ）
Subjects in charge: Total of 14 koma (7 in the first semester and 7 in the
second semester)

応募資格

1)

Qualifications



インテグレーテッド・イングリッシュ (Integrated English)



Effective Communication



ワークショップ (Workshops)



研修プレップ英語 (Preparatory Study for Studying Abroad)



ステップアップ英語 (Advanced English Skills)



卒業演習 (Graduation Seminar)



留学英語 (English for Overseas Study)



その他 (Others)

英語のネイティブスピーカーで日本語能力検定試験 2 級合格以上
Native English-speaker who passed Japanese Proficiency Test 2nd
Grade or above

2)

TESL、TEFL、TESOL あるいは関連領域における証明書を持ち、応用
言語学における博士号あるいは修士号取得者
Person who obtains an MA or PhD in TESL, TEFL, TESOL or related

areas in language education
3)

非英語圏にある教育機関において少なくとも 1 年以上英語教育の経験を
持つ者
Person who has at least one-year experience in English education in
an educational institute in a non-English speaking country

4)

教育目的上、デジタル機器およびソフトウェアを扱うに十分な技能を有
する者
Person who has sufficient skills to familiar with digital devices and
software

5)

女子短期大学の教育を理解できる者
Person who can understand the two-year education system for women

勤務地

〒150-8538 東京都渋谷区東 1-1-49

Location

実践女子大学短期大学部英語コミュニケーション学科
Department of English Communication at Jissen Women’s Junior College
1-1-49 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-8538 Japan

着任時期

2018 年 4 月 1 日（Sunday）

Starting Date

April 1, 2018 (Sunday)

待遇

契約期間：2018 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日（3 年間）

Salary and Benefits

Period of Contract: Starting from April 1, 2018 through March 31, 2021
給与等：「実践女子学園給与規程」及び「関係諸規程」に基づき、応募者の学
位、証明書および職務経験によって計算された月給制で、年度内に支給され
る 2 度の主要ボーナスを含む
Payment: Monthly salary, calculated in accordance with the applicant’s
degree, certificates, and professional experience, plus two major additional
bonuses during the academic year
勤務時間・休憩：
「専門業務型裁量労働時間制」に基づく勤務
休日：「労働時間、休日及び休暇等に関する規定」による
Working Conditions: Based on the professional business type discretion
working hours system and the regulations for working hours, holidays and
vacations
社会保険等：日本私学学校振興・共済事業団、雇用保険及び労災保険による
Social Insurance: Covered by the Promotion and Mutual Aid Corporation
for Private Schools of Japan

応募期間

2017 年 8 月 1 日～2017 年 9 月 30 日

Duration of

From August 1 through September 30, 2017

application

応募書類
Application papers

1)

履歴書（写真貼付、日本語版と英語版） 各 1 部
A set of curriculum vitae in Japanese and English versions with photo
attached

2)

研究業績書（日本語版と英語版）

各1部

A set of complete lists of academic achievements, including
publications and presentations in Japanese and English
3)

最終学歴を証明するもの

1部

A photocopy of the latest and highest degree
4)

資格がある場合はその証明書 1 部
A photocopy of each certificate, if any

5)

教育哲学と教育方法に関する文書

1部

A statement summarizing the philosophy and method of teaching
6)

シラバスのサンプル（担当科目など）

2 種類

Two sample syllabi (Ex. previous courses in charge)
7)

外国国籍の場合、在留カードまたは特別永住者証明書の写し

1部

A copy of a residence card or special permanent resident certificate
＊ 応募書類は返却いたしません。採用のための選考以外に使用しません。
Submitted materials will not be returned. They will not be used for any
purpose other than for the selection process.
応募書類

〒150-8538 東京都渋谷区東 1-1-49

送付先

実践女子大学短期大学部英語コミュニケーション学科

Address for

主任教授 藤原 正道

submission

Prof Masamichi "Masa" Fujiwara
Department of English Communication
Jissen Women’s Junior College
1-1-49 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-8538 Japan

選考方法

1)

応募書類の精査 (Documents)

Selection method

2)

模擬授業と面談 (Sample class and interview)

問合せ先

〒150-8538 東京都渋谷区東 1-1-49

Contacts

実践女子大学短期大学部英語コミュニケーション学科
主任教授 藤原 正道
E メールアドレス

fujiwara-masamichi@jissen.ac.jp

Prof Masamichi Fujiwara
Department of English Communication
Jissen Women’s Junior College
1-1-49 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-8538 Japan
E-mail Address: fujiwara-masamichi@jissen.ac.jp
備考
Remarks

