
国際交流基金シドニー日本文化センター (The Japan Foundation, Sydney) 
 

一般成人向け日本語講座 非常勤講師の募集について 
 

募集の目的 
 国際交流基金（The Japan Foundation）では、文化芸術交流、日本語教育支援、日本研究・知的

交流等の分野でさまざまな活動を行っており、その一環として、JF日本語教育スタンダードの考

え方に基づく日本語講座を開講しています。 

 この度、国際交流基金シドニー日本文化センター（The Japan Foundation, Sydney）では、成人

学習者を対象とした日本語講座「J-Course」の非常勤講師を募集しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．募集人数 ： １名 

 

２．主たる勤務地 ： The Japan Foundation, Sydney 

（Level 4, Central Park, 28 Broadway, Chippendale NSW 2008） 

 

３．業務内容 ：  

（１） 授業実施ならびに教材およびテストの作成・実施・採点など、担当授業の運営に係る業務 

（２） 日本語講座に関するミーティングへの参加（通常、学期末に実施） 

 

４．勤務条件 : 

（１） 契約形態 ： 非常勤講師（Contractor） 

（２） 謝 金 額 ： 当センター規定に基づく時間給を支給。交通費の支給はありません。 

（３） 契約期間 ： 2018 年 9月下旬～12月末 ※ただし契約更新の可能性あり。 

 

５．担当授業 ： 

  （１） 担当コース： 10 Week Taster Course （A1） 

  （２） 使用教材 ： 『まるごと 日本のことばと文化 入門 A1 かつどう』 

  （３） 曜日・時間： 2018 Term ４（2018年 10月～12月）の毎週土曜日 午前 10：00～12：00 

  （４） 授業開始 ： 2018年 10月 8日（土）  

     ※ただし 9月 28日（金）のミーティングに出席していただきます 

     ※また、授業開始 1週間前に、専任講師らによる研修を予定しています（日時は応相談） 

 

 

応募資格 
１．次のすべてを満たし、 

（１） オーストラリアで合法的に労働可能な方（ビザ保持者の場合、就労時間、期間、職種等を含

む一切の労働制限のないものに限る） 

（２） 日本語が母語であるか、母語でない場合は JF日本語スタンダードで B2レベル以上の話

者、かつ日本語でメールのやり取り並びに講師会議に参加できるレベルであること。 

（３） 英語が母語でない場合は CEFRで B1レベル以上であること。 

（４） 成人学習者を対象にしたクラスレッスンで、初級日本語を外国語として教えた経験が 2年以

上あること（個人教授、TA、ボランティアを除く） 

   ※J-Course の詳細は、こちらをご覧ください。 

    https://jpf.org.au/language/for-learners/japanese-language-courses/ 

  

 ※JF日本語教育スタンダードの詳細は、こちらをご覧ください 

   https://jfstandard.jp/top/ja/render.do 
 

https://jpf.org.au/language/for-learners/japanese-language-courses/
https://jfstandard.jp/top/ja/render.do


２．次のいずれかの条件を満たす方。 

（１） 大学で日本語教育を主専攻、または副専攻として修了 

（２） 日本語教師養成講座（420時間）修了 

（３） 日本語教育能力検定試験に合格 

（４） 外国語として日本語を教えるためのセカンダリーレベル以上の教員免許を所持 

 

また、 

 

３．次の方を優先します。 

（１） 国際交流基金作成教材「まるごと」を使用した経験がある方 

（２） JF日本語教育スタンダードに関する基本的な知識がある方 

（３） E-learningによる日本語教育に知見のある方、または関心を有する方 

（４） 2019年 2月以降、平日（月～木）18：00-20：00の勤務が可能な方（仮に 2019年以降の契

約更新となる場合、夜のクラスを担当していただく可能性があるため） 

 

 

応募方法 
１．応募書類 

（１） 履歴書（書式自由） 

   ※英語/日本語レベルを明記すること（レベル認定の試験を未受験の方は自己申告で可） 

（２） 志望理由書（書式自由、A4用紙に 1枚以内、日本語で作成のこと） 

（３） 日本語教育に関する経歴書（書式自由ですが、以下の事項を具体的かつ簡潔に記すこと） 

   ・これまでに受けた教員養成（機関名、コース内容、受講期間など） 

   ・これまでに担当した授業（機関名、対象者層、レベル、使用教材、授業内容、期間など） 

（４） 推薦者 1名の氏名、所属、電話番号または E メールアドレス 
 

２．応募期限 ： 2018年 9月 11日（火）18：00必着 

 

３．応募方法 ： <hr@jpf.org.au>宛に E メール添付で提出。 

  ※タイトルを「非常勤講師応募（応募者氏名）」としてください。 

 

 

選考方法 
１．第一次審査（書類審査） 

結果に関わらず、すべての応募者に対し、2018年 9月 14日（金）を目処に E メールにて連絡

します。 

 

２．第二次審査（面接審査） 

第一次審査通過者を対象に、当センターにて面接を行います。日時は 9月 17日～21 日の週

内で応募者と相談のうえ、決定します。なお、面接とあわせ、教案提出および模擬授業をして

いただきます（詳細は一次審査結果の通知の際にお知らせします）。 

※面接にかかる交通費の支給はありません。 

 

 

問い合わせ先 
The Japan Foundation, Sydney  

J-Course非常勤講師採用担当 

E メール：hr@jpf.org.au 

※問い合わせは E メールのみ受け付けます。 
Japan Foundation Sydney 

mailto:hr@jpf.org.au


 

Position Available - Part Time Japanese Language Teacher (J-Course)  
 
The Japan Foundation organises and participates in a diverse range of cultural events to provide 
Australians with opportunities to experience Japanese art and culture, and supports Japanese 
studies and Japanese language education in Australia through a variety of programs.  One of these 
programs is J-Course, a Japanese Language course designed for adults that uses the JF Standard for 
Japanese-Language Education as a basis for its curriculum.  

 
The Japan Foundation Sydney is currently seeking a part time Japanese Language Teacher for its 
Japanese Language Course (J-Course) program. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1．Number of positions: One position available 
 

2．J-Course venue: The Japan Foundation, Sydney 
(Level 4, Central Park, 28 Broadway, Chippendale NSW 2008) 

 

3． Duties: 
(1) Instructing lessons, preparing class materials, creating and marking test papers, and carrying out 
administrative tasks related to your appointed course.   
(2) Participating in J-Course meetings (held regularly and at the end of term)  
 

4．Salary and Conditions 
(1) Type of contract: Part Time Teacher (Contractor) 
(2) Remuneration: Hourly rate stipulated by the Japan Foundation.  Transportation costs will not be 
covered.  

(3) Length of contract： Late September 2018 to the end of December 2018 with the possibility of 
renewal. 
 

5．Course details： 

(1) Course you will teach： 10 Week Taster Course (A1 level) 
(2) Course materials: Marugoto, Japanese language and culture. Starter A1, Coursebook for 
communicative language activities 
(3) Time slot: 2018 Term 4 (October - December) Saturdays 10am – 12pm  
(4) Course start date: 8 October 2018  

 ※You will be required to attend a meeting on 28 September. 

 ※We plan to hold a training seminar one week prior to the commencement of classes  
      (at a date agreed upon by both parties). 
 

Selection Criteria 
1． Must meet the following requirements: 
(1) Have the legal right to work in Australia (In case of visa holders, you must hold a valid visa 
without working restrictions).  
(2) Be a Japanese native speaker or have at least JF Standard B2 level Japanese language 
proficiency. You will be required to use Japanese in written communication and to participate in J-
Course meetings.  

   ※Please see the JPF website for details about J-course. 
    https://jpf.org.au/language/for-learners/japanese-language-courses/ 
  

 ※Please click here for details about the JF Standard for Japanese Language   
      Education.   https://jfstandard.jp/summaryen/ja/render.do  
 

https://jpf.org.au/language/for-learners/japanese-language-courses/
https://jfstandard.jp/summaryen/ja/render.do


(3) If you are not a native English speaker, you must have at least CEFR Standard B1 level English 
proficiency. 
(4) Have at least two years of experience teaching beginner level Japanese as a foreign language to 
adults (excluding as a private tutor, teaching assistant, or volunteer).  
 

2．And must have at least one of the following:  
(1) Hold a qualification in Japanese Language Education (BA or above, completed either as major or 
minor)  
(2) Have completed 420 hours of a Japanese Teacher Training Course 
(3) Have accreditation from the Japanese Language Education Proficiency Examination 
(4) Hold a teaching licence for Japanese as a foreign language at secondary level and above  
 

3．Desirable criteria 
(1) Have experience using the Japan Foundation J-Course textbook “Marugoto”   
(2) Have a basic understanding of the JF Standard for Japanese-Language Education 
(3) Have experience with or interest in Japanese education through E-learning 
(4) Have availability on weeknights (Monday - Thursday) between 18:00 – 20:00 from February 
2019 (If case of contract renewal you may be asked to teach evening classes). 
 

How to apply 
1． Application must include 
(1) Resume (any style is acceptable) 

 ※Please specify your English/Japanese proficiency levels (if you do not hold any certification 
indicating proficiency please provide a self-evaluation of your level) 
(2) Statement of Purpose (maximum 1 page of A4 paper, written in Japanese)  
(3) CV detailing Japanese education experience – any style is acceptable, however must include 
specific details of your Japanese educational background (eg. Japanese Teacher Training Courses 
you have taken, courses and levels you have taught, time spent teaching, which text books you 
used, etc.). 
(4) Details of one reference including full name, relationship, and contact information (telephone 
number or email address)  
 

2．Application deadline: 18:00 Tuesday, 11 September 2018  
 

3．All applications must be submitted directly by email to hr@jpf.org.au with the subject line [非常

勤講師応募(Applicant name)] 
 

Selection Process 
1．First Stage (Review of Documents) 
We aim notify all applicants of their result by email by Friday, 14 September 2018. 
 

2．Second Stage (Interview) 
Applicants who pass the first stage of the selection process will be invited to the Japan Foundation 
for an interview. Interviews will be held on the week of 17 to 21 September at a time agreed upon 
by both parties. The interview will include a mock lesson or presentation of a teaching plan (details 
will be provided with notification of invitation to interview).   

※ We are unable to provide compensation for transportation costs to and from the interview. 

 
Enquiries   
E-mail Address：hr@jpf.org.au 
The Japan Foundation, Sydney  

Addressed to: J-Course 非常勤講師採用担当 

mailto:hr@jpf.org.au
mailto:hr@jpf.org.au

