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        2018 年 6 月 11 日  

関係各大学長 

関係各学部長  殿 

関係各機関長 

 神奈川大学新学部設置準備委員会     

委員長  後 藤  伸   

 

「国際日本学部」（2020 年 4 月設置構想中）専任教員公募について（依頼） 

 

謹 啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、このたび本学では、2020 年 4 月の設置に向けて「国際日本学部」を構想中です。 

つきましては、下記のとおり教員を公募いたしますので、貴学（関係機関）関係者へのご周知

ならびに適任者のご推薦について、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。 

謹 白 

 

記 

 

１．学部学科 ： 国際日本学部国際文化交流学科（2020 年 4 月設置構想中） 

２．専門分野 ：メディア論（特にメディアと言語との関連を研究するもの） 

 ３．担当科目 ：「ことばとメディア概論」、「ことばとソーシャルメディア」、 

        「言語メディア論」、「FYS」、「基礎ゼミ」、「英語」（一般教養英語と学科科目の 

         英語）、「海外文化研修」（海外への引率を含む）、「集中英語研修」 

       （国内外への引率を含む）等 

※担当する授業科目の名称は予定であり、名称変更されることがあります。 

※上記担当科目以外に、関連科目、初年次教育科目、共通教養科目、演習（ゼ

ミナール）等を担当することがあります。また、職位に応じて大学院にお

ける専門科目及び論文指導等を担当することがあります。 

※その他に、入試問題（英語等）作成業務や、大学や学部・学科の運営に 

 係る業務があります。 

４．職  名 ： 教授、准教授又は助教 

５．採用人数 ： 1 名 

６．採用予定日 ： 2020 年 4 月１日※採用は設置届出が受理されることを条件とします。(2018.6.11 追記) 

７．勤 務 地 ： 横浜キャンパス（横浜市神奈川区六角橋 3丁目 27 番１号）及び 

        みなとみらいキャンパス（横浜市西区みなとみらい 4丁目 5番） 

※みなとみらいキャンパスは 2021 年 4 月に開設予定です。 

８．待 遇 等 ： （１）給与は、本学規則・規程による。 

      （２）休日は、本学規則・規程による。 

      （３）勤務時間は、本学規則・規程による。 

 



（４）定年は 70 歳とし、定年に達した日以後における最初の 3 月 31 日を退

職日とする。 

      （５）健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険等完備。 

※詳細は、本学人事部にお問い合わせください。 

 ９．応募資格 ： （１）関連分野における博士号取得者（採用時見込みも含む）又は同等以上

の研究業績を有する者。 

  ※着任時に学生の身分を有することはできません。 

（２）専攻分野において３点以上の教育研究業績を有する者。 

（３）英語の母語話者と同程度の英語力を有する者。（英語の母語話者ではな

い者は、TOEIC®、TOEFL®、英検等の英語力を証明するための試験結

果を提出することが望ましい。） 

（４）英語の母語話者の場合は、日本の大学において諸業務を行うための充

分な日本語力を有する者。 

10．応募書類 ： （１）履歴書（写真貼付）１部  （本学所定書式） 

「国籍」、「在留資格」、「在留期限」は記入不要 

（２）教育研究業績書（主な業績３点に丸印をつける）   

    １部  （本学所定書式） 

（３）主要業績  ３点（著書又は論文〔コピー可〕）それぞれ５部 

＊それぞれ要約をつけること（形式、文字数は自由） 

           （４）学生教育に対する理念と抱負（形式、文字数は自由） 

            それぞれ５部 

         （５）担当科目に関する講義要項（シラバス）案 それぞれ５部 

            「ことばとメディア概論」、「ことばとソーシャルメディア」（各２年 

次以上対象）について１セメスター（半期 14 回・1 週 1 回 100 分） 

の講義概要を回ごとに記したシラバス（形式、文字数は自由） 

           （６）今後の研究計画（形式、文字数は自由）それぞれ５部 

         （７）応募者について意見を伺える照会先 1 名の所属、氏名、電話番号及び

メールアドレス 

※上記（１）から（７）までの提出書類リストを１部添付してください。 

※（１）履歴書及び（２）教育研究業績書の本学所定書式は 

http://www.kanagawa-u.ac.jp/employment/professor/fulltime/ 

からダウンロードしてください。 

※博士の学位取得者は学位授与（博士）証明書又はその写しを提出してい

ただく場合があります。 

※提出書類は返却いたしません。また、選考以外の目的には使用せず、選

考終了後に責任をもって破棄いたします（採用者については雇用管理に

利用します）。 

11．応募締切日 ：  2018 年 7 月 30 日（月）必着 

12．選 考 等 ： （１）１次選考は書類審査とし、2018 年 8 月末までに結果を通知する予定で

す。 



         （２）２次選考は面接及び模擬授業（講義約 30 分程度）とし、2018 年 8 月

下旬から 9 月上旬にかけて実施する予定です。２次選考の結果につい

ては、2018 年 10 月中旬までに通知します。 

13．書類提出先 ： 〒221－8686 横浜市神奈川区六角橋 3丁目 27 番１号  

神奈川大学学長室気付 新学部設置準備委員会委員長宛 

※封筒の表に「08CC メディア論専任教員応募書類 在中」と朱書きし、書留

便にて送付してください。             

14．問合せ先 ： 神奈川大学 学長室 教員公募担当 

TEL. 045－481－5661（代） E-mail:gaku-kouboyc@kanagawa-u.ac.jp 

        ※担当分野及び担当科目に関するお問い合せは、E-mail でお願いします。 

 

以上  



Kanagawa University Full-Time Tenured Position Announcement 
Department of Cross-cultural Studies, Faculty of Global and Japanese Studies (tentative English name) 

 
 

1. Department  Department of Cross-cultural Studies, Faculty of Global and Japanese Studies (tentative 
English name), to begin in April 2020 

2. Research field  Media studies (especially focusing on relations between media and language) 
3. Teaching Duties “Introduction to Language and Media,” “Language and Social Media,” “Media Linguistics,” 

“Basic Seminar,” “English” (university-wide and department specific courses) and other 
courses offered in the Faculty of Global and Japanese Studies (tentative English name). 
Teaching duties may include “Study Culture Abroad Practicum,” and “Intensive English 
Practicum” which involve leading English study tours in or out of Japan, First Year Seminar 
and other university-wide general education courses. In addition, other educational and 
administrative duties including entrance exam writing will be expected.  

4. Position  Full-time assistant professor, associate professor, or professor 
5. Number of positions One 
6. Starting date  April 1st, 2020             

Kanagawa University is planning to establish a new Department of Cross-cultural Studies 
 within the Faculty of Global and Japanese Studies (tentative English name) in April, 2020. 
 An application for the new faculty and related departments will be submitted to the 
 authorities in April, 2019. The successful applicant for this position will be hired on 
 condition that the application for establishing the new faculty and departments is approved. 

7. Location of Campus Yokohama Campus (Rokkakubashi 3-27-1, Yokohama, Japan), and 
   Minatomirai Campus (Minatomirai 4-5, Yokohama, Japan) 
   *Minatomirai Campus is scheduled to open in April 2021. 
8. Compensation  Holidays, working hours, salary and all forms of compensation (Social and health 

insurance, employee’s pension, employment insurance, worker’s accident 
compensation insurance) are in accordance with university regulations.  
Retirement: The year in which one is seventy on March 31st. 
* For details, please ask our Personnel Department. 

9. Qualifications  (1) Ph.D. in a related subject, or equivalent 
* One is not allowed to be registered as a student at the time of taking up the post on April 
1st, 2020. 

   (2) More than three publications in a related subject 
(3) Native or near-native fluency in English (Applicants who are not native speakers of 
English are advised to submit results from an English language proficiency test, such as 
TOEIC®, TOEFL®, Eiken) 
(4) If not a native speaker of Japanese, sufficient Japanese-language ability for work within 
the university is required 

10. Application documents (1) A university-designated CV with a photograph (No need to write nationality, residence 
status and residence period) written in Japanese 
(2) A university-designated list of relevant publications. Please circle your three main 
publications. 
(3) Five copies each of three relevant publications (must include summaries, free format and 
length) 
(4) Five copies of an essay on your ideas and resolution for university education (free 
format and length) 
(5) Five copies of class syllabuses for a 14-week semester course (one 100-minute class per 
week) of the following classes intended for sophomores (second-year students) or above; 
“Introduction to Language and Media” and “Language and Social Media” (free format and 
length) 

   (6) Five copies of an essay on your research plans (free format and length) 
(7) Name and contact details (affiliation, Tel. No. and E-mail address) of one reference 



* The forms for the CV (1) and the list of publications (2) are downloadable at: 
http://www.kanagawa-u.ac.jp/employment/professor/fulltime/ 
* Please submit a list of items (1)-(7) above. 
* Applicants may be asked to submit copies of PhD or MA degree certificates during the 
process of selection. 
* All personal information supplied in your application will be strictly protected according 
to the university regulations and used for no other purpose than for screening and selection. 
* Please note that documents submitted are not returnable. 

11. Deadline for application  July 30th, 2018 (Application documents should be received by this date.) 
12. Selection Process First-stage selection: document review 

Second-stage selection: interview and a demonstration lesson lasting about 30 minutes 
which will be scheduled between late August and early September 

13. Notification of results The result of the first-stage selection will be announced by the end of August 2018. 
   The result of the second-stage selection will be announced by the middle of October 2018. 
14. Applications should be sent to: 
   Chairperson of the New Faculty Preparation Committee 
   President’s Office 
   Kanagawa University 
   3-27-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku 
   Yokohama 221-8686, Japan 

*Please print “08CC Department of Cross-cultural Studies ‘Media Studies’ Position” 
 in red on the envelope and send the application documents by registered mail. 

15. Address for inquiries Same as above. E-mail: gaku-kouboyc@kanagawa-u.ac.jp 
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