
 

多摩大学グローバルスタディーズ学部 AEP（Academic English Program）教員公募 
Position opening for part-time instructors for Academic English Program, at the School of Global Studies, 

Tama University 
 

タイトル 
Title 

AEP（Academic English Program）教員の公募 
Position opening for a part-time faculty for AEP (Academic English Program)  

機関名 
Name of institution 

多摩大学 
Tama University 

機関ＵＲＬ 
Institution URL 

www.tama.ac.jp 
 

部署名 
Department 

グローバルスタディーズ学部 
School of Global Studies (SGS) 

機関種別 
Institution type 

私立大学 
Private university 

機関の説明（募集の背

景） 
Introduction of the 
institution (background 
of the recruitment) 

多摩大学グローバルスタディーズ学部では、グローバル社会に必要な英語コミ

ュニケーション力と問題解決力を身につけた学生の輩出を目指している。本学

部では、AEP（アカデミック英語プログラム）では、以下の科目を担当可能な

者を募集する。 
The School of Global Studies, Tama University, aims to give students both 
English communication skills and problem-solving skills strongly required in 
a global society. The school calls for applications for part-time faculties to 
teach the classes for AEP (Academic English Program).  

仕事内容 
Content of work 

担当予定科目： 
Academic Reading Skills（春学期：Spring Semester） 
Academic Writing Skills（秋学期：Fall Semester） 
English Presentation Skills（春学期：Spring Semester） 
English Discussion Skills（秋学期：Fall Semester） 

研究分野 
Research field 

英語学、英語教育、またはその関連分野 
English Linguistics, English Education   

職種 
Job type 

非常勤講師 
Part-time Lecturer  

勤務形態 
Rank 

非常勤 
Part-time (One-year contract; renewable under the provisions of Tama 
University).  

勤務地 
Work area 

関東‐神奈川県 
Kanagawa Prefecture, Kanto 

勤務地住所等 
Address 

神奈川県藤沢市円行 802 
Engyo 802, Fujisawa City, Kanagawa 

募 集 人 員 
Number of positions 

１-２ 
 

応募資格 
Qualifications 

① 上記関連分野において修士号以上の学位を有する者。 
② 国籍は問わないが日本語・英語双方で授業をおこなえる者（高度な英語運

用能力がある者）。 
③ 大学・短期大学などの高等教育機関での教育歴（非常勤講師を含む）があ

る者。 
① Successful candidates should have a relevant Master or PhD degree.  
② High proficiency in Japanese and English is required.  
③ Experience teaching classes at the university/post-secondary level 

待遇 
Compensation package 

本学給与規定による。 
TBD under Tama University Work Rules 

募集期間 
Application deadline 

2022 年 11 月 21 日（月） 
21st November, 2022 

着任時期 
Starting date 

2023 年 4 月 1 日 
1st April, 2023 



応募書類（送付先を含

む） 
Application (and 
mailing address) 

(1) 個人調書（様式自由、写真を添付すること）   1 部  
(2) 教育研究業績 （様式自由）    1 部  
(3) 出講可能な曜日及び時限を記載した用紙（A4 1 枚以内） 1 部 
(4) 英語力を証明する書類（可能な限り）   1 部  
(5) 推薦者２名の氏名、所属、連絡先                                              １部 
＊応募書類の使用言語は英語・日本語どちらでも構いません。 
【書類送付先】  
Jrec-in ポータルにて Web 応募。不可能な場合は下記住所へ送付可能。 
 
(1) CV (free format), Contact information (address, phone number, e-mail 
address) must be written on the application. 
(2) List of publications and research/teaching achievements (free format).  
(3) List of the available day and periods of the week. 
(4) Copies of language proficiency reports (for English or Japanese), if the 
applicant’s L1 is not English or Japanese (if any) 
(5) List of 2 referees (Specify each name, affiliated organization, relationship 
with the applicant, email address, and phone number).  
＊All the documents above are available in the English language.  
【Application】 
Via JREC-IN portal "Web-Application" only. However, if impossible, mail all 
documents together to the address below. ※ Submitted documents will 
basically not be returned. 
 
《送付先》 
〒252-0805 神奈川県藤沢市円行 802 
多摩大学 グローバルスタディーズ学部長宛 
(注) 封筒の表に「グローバルスタディーズ学部 教員応募書類（「AEP 担当」）と

朱書し、書留便にて送付して ください。 
 
<参考：本学部の授業時間> 
月曜日-金曜日；1 時限（9:00-10:30）、2 時限(10:40-12:10)、３時限（13:00-
14:30）、４時限（14:40-16:10）、5 時限（16:20-17:50） 

添付書類 
Accompanying 
document 

N/A 
 

選考内容 
Selection process 

書類選考を通過した応募者には、面接の通知を行う。 
Shortlisted candidates will be contacted for the interview. 

連絡先 
Contact information 

多摩大学グローバルスタディーズ学部教員募集担当 
Personnel Management, SGS, Tama University 
（sgs-hr-gn@tama.ac.jp） 

 
 


