
日　時： 2017年8月28日（月）～9月1日（金）
 11:30AM-8:00PM（希望日時はご相談に応じます）　  
会　場： リトル・アメリカ小笹本校 TEL: 092-521-8826
 〒810-0033 福岡市中央区小笹3-6-21   
対　象： 英語教師の方 （々新任からベテランまで）
定　員： 5名
受講料（１日）：20,000円/TEMI 会員18,000円 (セミナー・ブックレット、オリジナルピン、修了証書を含む)

講　師：ヘリーン・ジャーモル・内田氏
英語専攻の学士号および修士号を取得。TEMIの創始者であり、リトル・アメリカ英会話スクールの校長でもあ
り、福岡の5つの大学でも教鞭を執っていました。又、ジャパ ン・ニューズ(旧デイリー・読売）の『Primary 
Advice』の英語教育コラムを定期的に執筆する傍ら、日本での新しい英語学習方法であるチャレンジブック シ
リーズやマイハイスクール ライティングジャーナルとマイユニバーシティ ライティングジャーナルの著者でもあ
ります。日本の英語教育はもっと『体験的』であるべきだと確信しております。 

Helene Jarmol Uchida 
With a B.A. & M.A. in English, Uchida is the founder of TEMI & Director of Little 
America English Schools. She has lectured at five universities in Fukuoka, writes the “Primary Advice” 
column for The Japan News (formerly The Daily Yomiuri) & is the author of The Challenge Book Series, 
My High School Writing Journal & My  University Writing Journal. Uchida believes that English 
education in Japan should be more “experiential.” She is passionate about helping dedicated teachers.

NPO TEMI (特定非営利活動法人英語教授法研究会）
〒810-0033 福岡市中央区小笹3-6-21(リトル・アメリカビル内）
TEL: 092-521-8826 FAX: 092-521-2288
EMAIL: coordinator@temi.or.jp  URL: http://temi.or.jp/temi-seminars

お問い合わせはTEMIコーディネーターまで。
コーディネーター: 久保 亜百美       
TEL 092-521-8826

For more information, contact TEMI coordinator
National Coordinator: Ayumi Kubo 
TEL 092-521-8826

NPO法人 TEMIインハウスセミナー福岡
TEMI In-house Seminar in Fukuoka 2017TEMI In-house Seminar in Fukuoka 2017

Why don't you do something for yourself this summer? Because of everyone's busy schedule, we will be holding a 
special TEMI In-house Seminar late August for super busy teachers like YOU. 

This special TEMI Seminar is a personalized, intensive seminar held at Little America Headquarters in Fukuoka. This 
teaching program is a compilation of successful techniques, strategies & lessons, based upon our experiences of teach-
ing English to Japanese, ranging from children to adults.

Special requests are welcome. 
Participants can select the dates of their choice ranging from one day to one week. You can observe children's 

classes in action and if you join for the full week, you can do team-teaching with us on the last day. 

Date: August 28th (Monday) to September 1st (Friday) 11:30AM-8:00PM
 ※Time can be adjusted according to your needs. 
Place: Little America Headquarters TEL: 092-521-8826 
 3-6-21 Ozasa, Chuo-ku, Fukuoka 810-0033  
Attendees: Novice ＆ Veteran English Teachers
Limit: 5 people maximum
Daily Fee: ¥20,000/TEMI members: ¥18,000 (TEMI booklet, pin and certificate included)

この夏、自分のために行動を起こしましょう！ 
お忙しい皆様方のため、私たちは8月下旬、TEMI特別インハウスセミナーを開催いたします。このセミナーは、福岡のリトル・アメリカ本校で行われる個人
に焦点を当てた集中セミナーです。この教授法研修プログラムは、子どもから大人に至るまでのあらゆる年齢層の日本人に英語を教えてきた経験を基本と
した成功事例の教授法、対策方法や授業から構成されています。特別なご要望も大歓迎です。
参加者が1日から5日間の間で研修期間を選ぶことができます。
当校で行われている英会話レッスンを実際見ることも出来ますし、もし5日間のご参加が可能でしたら最終日に私たちと一緒にチームティーチングを行う 
ことも出来ます。  

“I learned more about teaching 
in the one week TEMI In-house 
Seminar then I did from a year 
and a half of grad school.”

Jon Bauer, school owner, 
Hamamatsu

「1年半在籍した大学院で習ったことよ
りも、教えることに関してより多く のこ
とを1週間のTEMIインハウスセミナー
で習うことができました。」

浜松市のスクール経営者：Jon Bauer
先生
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