2021 年 9 月 17 日
各関係大学長
各関係学部長
各大学院研究科長
各関係機関長 殿
立命館大学政策科学部
学部長

岸道雄

（公印省略）

拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたび本学部では、Community and Regional Policy Studies 専攻（本学部の英語基準カリ
キュラム、以下 CRPS）において、関連科目を担当する授業担当講師を下記の要領で募集いたしま
す。つきましては、適任者がおられましたら、ぜひご推薦いただきますようお願い申し上げます。
敬具
記
１．専攻分野

英語教育学（TESOL）
、応用言語学又は関連分野

２．主たる担当科目

CRPS における留学生及び日本人の英語基準の学生を対象にした
EAP(English for Academic Purposes)科目年間 2 コマ程度（予定。詳細
は採用時に決定）

３．任用職名

授業担当講師

４．任用期間

１年（2022 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日）

５．募集人員

１名

６．任用予定日

2022 年 4 月 1 日

７．応募資格

①関連する修士の学位（M.A. in TESOL，Applied Linguistics, SLA 等）
を有する者。又は、CELTA または DELTA を有する者。
②授業を全て英語で行うことができる者（母語は問わない）
。
③大学レベルにおける英語での教授経験があれば望ましい。

８．待遇

立命館大学給与規程等による。

９．提出書類

(1)履歴書：英文。別紙書式（様式１号）
(2)教育研究業績書：英文。別紙書式（様式１号）
(3)カバーレター（志望理由書・教育研究等の抱負）
：英文。様式自由。
(4)最終学位取得証明書のコピー
(5)CELTA 又は DELTA の資格保持者はその証明書のコピー

10．応募締切日

2021 年 10 月 8 日（金）必着

11．選考方法

・書類審査
・上記の書類審査の通過者に対して、二次選考として模擬授業及び面接
による審査を行う。

12．応募書類送付先

送付は電子メールで提出ください。
Mail: ru-ps1@st.ritsumei.ac.jp
※表題に『授業担当講師（EAP）応募書類』と記載ください。
※念のためにメール提出後に、下記問い合わせ先へ提出連絡のお電話を
ください。
※選考結果については、送付いただいた電子メールアドレスに返信いた
します。

13．問い合わせ先

政策科学部事務室（担当：橋本）
TEL:072-665-2080、FAX:072-665-2089
Mail: ru-ps1@st.ritsumei.ac.jp
以上

September 17, 2021
To whom it may concern
Michio Kishi
Dean
College of Policy Science
Ritsumeikan University
The College of Policy Science at Ritsumeikan University accepts applications for a
part-time instructor (teacher) for the Community and Regional Policy Studies (CRPS)
major, an English-taught program, beginning April 2022.
１．Research fields

TESOL, Applied Linguistics or related fields

２．Duties

EAP(English for Academic Purposes) courses for English-based
students including Japanese and international students in the
CRPS program (tentatively two courses in an academic year)

３．Position

Part-time instructor

４．Contract

One-year (April 1, 2022 – March 31, 2023）

５．No. of positions 1 Position
６．Starting date

2022/4/1

７．Qualifications

1) A Master's Degree (M.A. in TESOL, Applied Linguistics or SLA
preferred.) or CELTA, DELTA or equivalent
2) Ability to conduct EAP courses in English (No need to be an L1
user of English)
3) Experience in teaching in English at university preferred

８．Compensation

Based on the regulations of Ritsumeikan University

９．Submission

(1) Curriculum Vitae in English (Form 1)
(2) Teaching experiences and publications in English (Form 1)
(3) Cover letter in English (No specific form)
(4) Copy of diploma for the highest degree attained
(5) Copy of CELTA or DELTA certificate if applicable

10．Application period October 8, 2021 Deadline for receipt, Japan Standard Time
11．Process

・Screening of applicants according to submitted documents
・Interviews and mock lectures of short-listed candidates

12．Online submission Please send your application package via email
Mail: ru-ps1@st.ritsumei.ac.jp
* Please put “Application form for part-time instructor (EAP)”in
the subject of the message.
* Please make a phone call to the number below to confirm that
your application has been received.
* The result will be notified via email
13．Contact

Administrative office, College of Policy Science（Hashimoto (Mr.)）
TEL:072-665-2080、FAX:072-665-2089
Mail: ru-ps1@st.ritsumei.ac.jp

