
２０２２年度「英語での専門授業教授法研修プログラム」（春期・

ワークショップ）の開催について  

*English follows the Japanese  

 

 英語での専門授業教授法 (EMI = English-Medium Instruction)の基礎

を学ぶ、オンラインセミナーシリーズです。今年度は３月に、英語に

よる指導法につき約４０年のノウハウを持つテンプル大学ジャパン

キャンパスによる、デモレッスンとグループディスカッションを中

心としたワークショップを実施いたします。  

 

■セッション日程  ※①，②とも９：３０～１２：２５  

①２０２３年３月１日（水）・３月２日（木）   

②２０２３年３月３日（木）         計３回  
 

※①への出席は必須です。②への参加は任意です。  

 

【①３月１日・３月２日 (Demo lessons and group discussions】  

TUJ および他の受講者の準備したティーチングビデオを見なが

ら、小グループまたはクラス全体でディスカッションを行います。

ディスカッション内容には下記のポイントが含まれます。   

 1. Teaching large lectures  

 2. Assessing students’ needs  

 3. Effective use of visual data  

 4. Creating a dynamic classroom and increasing engagements   

 5. Making a student friendly syllabus  

 6. Dealing with difficult texts and vocabulary  

 7. Designing useful assessments and handouts  

 8. Learning from examples from TUJ lectures  

 9. Building confidence using English  

【②３月３日（ Individual Conference）】  

①への出席者のうち、個別カンファレンスを希望する方には、別

途事前予約をすることによって講師による個別カンファレンス（お

一人  ２０～３０分）を受けることが可能です。  



■応募期間  

 応募期間  ： 12 月 13 日（火）～ 2023 年１月 22 日（日）  

  以下のリンクあるいはＱＲコードよりご応募ください。 

   https://forms.office.com/r/f3Jtx7kzZC 

 ※応募者多数の場合は選考し、１月 24 日（火）までに      

結果をメールにて通知します。  

■研修場所  

Zoom によるオンラインでの研修  

■参加人数  

定員１５名（最少催行人数８名）  

■参加対象  

専任教員または特任教員（助手を除く）  

■参加費用  

無料   

※本研修への参加費用は、大学が負担します。  

※申し込み後キャンセルの場合には、費用をご負担いただく可能

性があります。  

※参加時に使用するＰＣ、ヘッドセット等はご準備ください。  

■応募要件  

・英語で授業を行うことに少しでも関心のある教員  

・現在英語で授業を行われている教員  

・近い将来英語で授業を行う予定のある教員  

※本研修は英語で行われますが、質疑応答は日本語でも可能です  

（TOEIC 770・TOEFL iBT80・TOEFL PBT550・ IELTS 6.5 相応の

英語力が望ましい）  

■実施機関  

テンプル大学ジャパンキャンパス   

（担当機関：テンプル大学ジャパンキャンパス  アカデミック・イ

ングリッシュ・プログラム）  

担当講師：Robert Nelson 准教授  Graduate College of Education 

所属  

■事前課題  

 TUJ の講師が作成した、Zoom を利用したビデオ作製に関するガイ

ドラインを提供します（１月末までに送付予定）。各参加者には、

そのガイドラインに沿って、英語によるデモレッスンのビデオを

 

https://forms.office.com/r/f3Jtx7kzZC


ご準備いただきます。  

Zoom で撮影されたビデオへのリンクを、2 月 19 日（月）までに以

下のメールアドレスにお送りいただきます。  

 ビデオへの Zoom リンク送付先：  gakujyutsu@meiji .ac.jp  

 ※お送りいただきました Zoom リンクは、TUJ 担当教職員と共有い

たします。  

 

■報告書  

本プログラム終了後、１週間後を目安にＡ４用紙２枚程度の報告

書を提出していただきます。報告書のフォーマットは研修開始前に

送付します。  

以  上   

～テンプル大学ジャパンキャンパスとは～  

米国ペンシルバニア州に本校を置くテンプル大学の日本校とし

て 、 １ ９ ８ ２ 年 に 開 校 し ま し た 。 開 校 当 初 か ら 集 中 英 語 課 程  

(IELP) ・教育学英語教授法 (TESOL)修士課程を開設するなど英語

教育を専門とし、２０２１年には企業内教育プログラム、教育機関・

関連英語団体向け研修プログラム合わせて約１，４００名が参加す

る等、４０年にわたって日本国内で培ってきた英語教育のノウハウ

に、高い評価を得ています。  



ONLINE SEMINAR FOR ENGLISH MEDIUM INSTRUCTION  

《 Program Guideline》  

 

This workshop is designed to learn practically the teaching method of the  

English-medium instruction (EMI)  through demo lessons and group discussions.  

 Participating March 1 s t  and 2n d  are compulsory, while individual conference 

on March 3 r d  is  only for those who wish to participate in and must be reserved 

in advance.  

■Period  

 March 1 s t  – 3 r d  (W - F),  2023, from 9:30 to 12:25 each day  

*Three t imes in total  

■Application  

 Applicat ion period:  December 13 t h  (Tue) to January 22 n d  (Sun)   

 Please apply using the URL below or the QR code to the right .   

  https://forms.office.com/r/f3Jtx7kzZC  

 We wil l make a selection if there are too many applicants   

and notify people  of  the resul t by January 24 t h  (Tu).    

■Place  

Online program using Zoom  

■Number of Participants  

15 people (Minimum number 8)  

【March 1 s t  and 2n d:Demo lessons and group discussions】  

 Group discussions in divided small  groups or all participants will  be  

held watching teaching videos prepared by the participants.  

  1.  Teaching large lectures  

 2. Assessing students’needs  

 3. Effective use of visual data  

 4. Creating a dynamic classroom and increasing engagements   

 5. Making a student friendly syllabus  

 6. Dealing with difficult texts and vocabulary  

 7. Designing useful assessments and handouts  

 8. Learning from examples from TUJ lectures  

 9. Building confidence using English  

【March 3 r d :Individual conference with Instructor】  

Optional. The individual conferences (20 to 30 minutes per person) is 

only for those who wish to participate in and must be reserved in 

advance.  

https://forms.office.com/r/f3Jtx7kzZC


■Requirements  

-Faculty  members who are interested in teaching in English  

-Faculty  members who are currently teaching in English  

-Faculty  members who are planning to teach in  English in the near future  

■Eligibil i ty  

Those who are e l igible  to apply for this program include the fol lowing:  

(1)  Full- time Professors  (Sennin-Kyoin)   

Professor,  Associate  Professor,  Senior Assistant Professor (Sennin Koushi)  

(2) Non-tenured Professors  (Tokunin-Kyoin)  

Professor (non-tenured),  Associate Professor  (non -tenured) ,  Senior  Assis tant 

Professor (non-tenured)  

■Hosted by  

Temple University,  Japan Campus  

  Instructor：Robert Nelson Ph.D. and Associate Professor of the Graduate  

College of Education  

■Pre-Assignment  

 Each partic ipant  requires  to create  a  teaching video following a guidel ine which 

the instructor  will  provide  in  advance by the end of  January,  2023. Please send a 

Zoom l ink of your teaching  video to  e-mail  address below by February 19 t h  (M).  

E-mail :  gakujyutsu@meiji .ac. jp   

■Report  

Each participant wil l  be required to submit a two-page report around one week 

after  the end of  the program. The format of  the report  will  be  provided before the 

program begins.  

 

-University in charge of this program: Temple Universi ty,  Japan Campus  

Temple University,  Japan Campus  

-Divis ion in charge:  Academic English Program  

Temple University Japan was establ ished in 1982 as  the Japanese branch of  

Temple University,  which is  headquartered in Pennsylvania,  USA. The university 

has a special ty in English education, including its Intensive English Language 

Program (IELP) and the Doctor  of  Education in  Teaching English to Speakers o f  

Other Languages (TESOL) program.  

In 2021,  a total of approximately 1,400 people participated in the company's 

in-house educational programs and tra ining programs for educational  inst i tut ions 

and English language organizat ions.  Cultivated over i ts  40 years  in  Japan,  the 

university has earned a  stel lar reputat ion for i ts expert ise  in English language 

education.  


