広島市立大学国際学部 専任教員募集（イギリス文学）のお知らせ
（英文の募集要項は和文公募資料の後にあります。）
採用職種

広島市立大学国際学部 准教授または講師 常勤（任期なし）

イギリス文学 １名

この度、「イギリス文学」の教員として次のような方を募集します。
機関の説明
（募集の背景）

（求める人物像）
・ イギリス文学の分野で優れた業績がある人。
・ 教育・研究に意欲的に取り組み、大学運営や学内業務にも積極的に貢献できる人。
・ 地域社会や国際交流に関心があり、貢献できる人。
教育、研究、社会貢献、及び大学運営に関わる業務
（専攻分野） イギリス文学

仕事内容

（予定担当科目）
学部：英米文学概論Ｉ・Ⅱ、イギリス文化論 Ⅰ・Ⅱ、専門演習 I・II、卒論演習 I・II、1・2 年次
演習など。このほかオムニバス授業の専門科目や全学共通系科目等の担当もあり得る。
大学院：イギリス文学・文化論Ⅰ・II

勤務地住所等

広島市安佐南区大塚東三丁目４－１ http://www.hiroshima-cu.ac.jp
(1) 修士の学位を取得している者、またはそれと同等以上の研究業績を有する者。
(2) イギリス文学に関する研究業績を有すること。
(3) 国籍は問わないが、英語による授業ができること、また、日本語による会議に支障がな

応募資格

いこと。
(4) 本学の英語教育の充実に貢献すること。
(5) 採用後は、広島市内またはその周辺に居住すること。
(6) 面接審査では、国内からの応募者は来学できること。海外からの応募者も来学できるこ
とが望ましいが、スカイプによる面接を行う場合がある。
公立大学法人広島市立大学の規程による。
（詳細）
１ 給与について
初任給の給料月額は、学歴や本法人に採用されるまでの職務経歴等を踏まえて、各人ごと

待遇

に設定します。その他、期末・勤勉手当、地域手当、通勤手当、扶養手当、住居手当、退職手
当あり
２ 勤務時間
専門業務型裁量労働制が適用され、勤務時間は１日 7 時間 45 分を基本とし、労働者（教
員）の裁量に原則委ねられます。

募集期間

2017 年 7 月 25 日～2017 年 10 月 13 日まで（必着のこと）。

着任時期

2018 年 4 月 1 日
[提出書類]（様式は任意）
(1) 履歴書（別紙様式１参照）

応募書類
（送付先を含む）

(2) 研究業績リスト（別紙様式２参照）
(3) 研究業績のうち主要なもの（3～5 点）の現物又は写し
(4) ①「英米文学概論 Ｉ」、②「イギリス文化論 I」の講義概要（各 15 コマ）
（以下のホームページを参照のうえ作成してください。）
http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/OpenSyllabus/

(5) 授業に対する方針（A4 の用紙に、英文で 800 語程度、日本語の場合 2000 字程度）
(6) 現在取り組んでいる研究の内容（A4 の用紙に、英文で 1000 語程度、日本語の場合
2000～3000 字程度）
(7) その他本人が必要と認めるもの
[書類送付先]
〒731-3194 広島市安佐南区大塚東三丁目４－１
公立大学法人広島市立大学 事務局 教務・研究支援室（教育研究支援グループ）
Tel: 082-830-1501

Fax: 082-830-1823

Email: gakubu@office.hiroshima-cu.ac.jp
※応募書類は簡易書留とし、封筒に「国際学部教員応募書類（イギリス文学）在中」と朱書し
てください。
※応募書類は選考にのみ使用し、その他の目的に使用することはありません。
※応募書類の返却を希望する場合は、着払いで返却します。（ただし採用される方について
は、返却しません。）
添付書類

様式１、２
[選考方法]
(1) 第一次選考：書類選考
(2) 第二次選考：面接審査（海外の場合はスカイプによる面接を行う場合があります。）

選考内容

※詳細は第一次選考結果発表後に通知します。 （なお、面接に要する旅費等は応募者の
負担となります。）
[選考結果]
選考が終了次第、応募者に直接通知します。
〒731-3194 広島市安佐南区大塚東三丁目４－１
公立大学法人広島市立大学 事務局 教務・研究支援室（教育研究支援グループ）

連絡先

TEL 082-830-1501

FAX 082-830-1823

Email: gakubu@office.hiroshima-cu.ac.jp
※E メールでの問い合わせの際には、「国際学部教員公募（イギリス文学）」を件名の最初に
入れて下さい。

備考

その他の詳細は以下の JRECTIN サイトをご参照ください。
https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=3&id=D117071245&ln_jor=0

Job announcement for a full-time (Tenured) position in “British Literature”
(Associate Professor or Full-time Lecturer) at Hiroshima City University
Position
Date of
announcement
Institution
URL and
address

Job information

Employment
status

Qualifications

Salary and
employment
conditions

Application
Period
Starting date

Application

We seek a faculty member for British Literature. The ideal candidate should have
a background in British Literature, and be willing to teach, conduct research, and
perform duties for college management. The candidate should also be willing to
contribute to the local community and international exchange.
July 25, 2017

Hiroshima City University
http://www.hiroshima-cu.ac.jp
(3-4-1,
Ozuka-higashi,
Hiroshima)
Responsibilities in education, research, and on-campus duties.

Asaminami-ku,

<Teaching responsibilities>
Undergraduate: Introduction to English and American Literature I, II; British
Culture I, II; Seminar I, II; Seminar for Graduation Thesis I, II
* Teaching duties in omnibus courses and undergraduate general education
courses may be added.
Graduate: British Literature and Culture I, II
Associate Professor or Full-time Lecturer
(1) MA or equivalent academic achievements in a relevant field.
(2) Research publications in the field of British Literature.
(3) Any nationality is acceptable, but the ability to teach in English is
required, and the ability to take part in meetings conducted in Japanese
is also required.
(4) Contribute to English language education at Hiroshima City University
(5) Must reside in or near Hiroshima City after being employed.
(6) Must come to the University for an interview if s/he is asked to do so.
(However, we would consider an interview via Skype if the applicant lives
overseas and cannot come to the university.)
1. Salary
Basic terms and conditions are set in accordance with the rules and regulations of
Hiroshima City University.
2. Working hours
A flexitime working system is applied. Basic working hours are 7 hours 45
minutes per day.
From July 25, 2017 to October 13, 2017
(Application documents must be received no later than this date.)
2018/04/01
[Application Materials] (Free Form)
(1) CV (refer to Form I).
(2) List of publications (refer to Form II).
(3) 3 to 5 main publications and corresponding abstracts (either offprints or
photocopies are acceptable).
(4) Class syllabi for ①“Introduction to English and American Literature I
(fifteen classes)” and ②“British Culture I (fifteen classes)”.
Please refer to our university site at the following URL:
http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/OpenSyllabus/

(5) A description of teaching experience and your ideas concerning your
teaching in approximately 800 English words or 2000 Japanese characters
on A4 paper.

(6) A description of your current research interests in your academic field in
approximately 1000 English words or 2000-3000 Japanese characters on A4
paper.
(7) Any other relevant materials you wish to include.

Contact
information

[Address for application]
Administration Office at Hiroshima City University
3-4-1 Ozuka-higashi, Asaminami-ku, Hiroshima, Japan
Postal code: 731-3194
Phone: (082)830-1501 Fax: (082)830-1823
*Application materials must be sent by registered mail with “British
Literature” written in red ink on the front of the envelope.
* Application materials are used only for the selection process.
*Application materials will be returned upon request by “pay on delivery”.
Contact information:
Administration Office at Hiroshima City University
Phone: (082)830-1501 Fax: (082)830-1823
Email: gakubu@office.hiroshima-cu.ac.jp
Please write “Faculty of International Studies Job Opening (British Literature)”
in the subject line of your e-mail.

For more details, please refer to the following JRECIN site:
https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=3&ln=1&id=D117071245&ln_jor=1

