
平成 30 年度 国内語学研修公募について 
 

1. 目的 

会員の国際的知見を広げ、今後のネットワーキングに寄与する人材を育成する。また、国際学会参

加を視野に入れた実践的な語学研修を実施し、会員の語学能力の向上を図る。 

 

2. 募集人数 

日本理学療法士協会会員 30 名 

 

3. 日時 

2 月 2 日（土）10 時～17 時  

 

4. 会場 

田町カンファレンスルーム 

 

5. 研修プログラム 

コミュニケーションは英語を用います。流暢に話せなくとも、英語でのディスカッションに積

極的に参加してください。 

 内容（予定） 

午前の部 

（10:00～12:00） 

日本理学療法士協会の事業報告（20 分） 
アジア理学療法フォーラム参加者からの報告（30 分） 
 休憩（10 分） 
アジアヤングリーダーミーティング in 台湾参加者の報告（60
分） 

休憩  

午後の部 

（13:00～17:00） 

Mini Pecha-kucha（80 分） 
 休憩（10 分） 
Group Discussion Session（50 分） 

休憩（10 分） 
Presentation（80 分） 
閉講式（10 分） 

 

 

＜ディスカッションのテーマ＞ 
1. International networking  

 Discuss issues such as: 



・The benefit of networking and collaborating with foreign physical  
therapists. 
What collaborative opportunities might we have to advance  
education, practice, research and policy. 

2. Physical therapy in health promotion 
 Discuss such as: 

・Behavior change interventions and their efficacy 
・Ideas or experience of health promotion for the patient after being discharged 
from hospital or in community settings 

3. Is English necessary for physiotherapist?  
Discuss issues such as: 

        ・Why did you decide to start learning English? 
        ・Situations in your workplace that require you to use English  
        ・Learning methods and future plans 
4. New developments that might have an impact on your work or your research 

 For example, law or policy changes, changes in society, budget cuts, new 
treatments and technologies, or new systems in your workplace.   

5. Challenges in personalising physical therapy 
 Discuss issues such as: 

・Your experience of personalising physical therapy 
・Identify the current status and challenges in individualized treatment research 

6. Student management in clinical placement 
 Discuss issues such as: 

・Challenges of supporting students who fail a clinical placement and when  
clinicians do not fail failing students. 

・The system of mentoring students in your workplace. 
 

6. 参加費 

資料代 1000 円 

 

7. 募集期間 

2018 年 12 月 27 日（木）まで 

 

8. 応募方法 

以下の事項をワードファイルに記載の上、メール添付にて送信してください。 

メール題名：平成 30 年度 国内語学研修公募 

＜記載事項＞ 

1） 氏名 

2） JPTA 会員番号 

3） 性別 



4） 年齢 

5） 所属 

6） メールアドレス 

7） 本研修の経験を今後どのように生かしたいか、英語 50～100 words にて記載 

     

9. 申請用メールアドレス 

公益社団法人 日本理学療法士協会 事務局  

jpta(a)japanpt.or.jp  

＊メールの件名を「平成 30 年度 国内語学研修公募」としてお送りください。 

＊jpta(a)japanpt.or.jp の(a)を@に変更してお送りください。 

 

10. 参加の可否 

応募書類をもとに国際事業推進執行委員会にて参加者を決定させていただきます。 

 

   

以上 
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