
名 古 屋 学 院 大 学 

外国語学部長 柳 善和 

 
教員の公募について 

 

名古屋学院大学外国語学部では、下記のとおり【准教授】【講師】を募集しています。 

 

記 

1．専 攻 分 野   地域研究、文学、言語学 

2．担 当 科 目   グローバル･イシューおよび英語関連科目、演習 等 

3．職名および人員  【専任】准教授または講師 1 名 

4．応 募 締 切 日    2019 年 9 月 12 日(木)〔必着〕 

5．採用予定年月日   2020 年 4 月 1 日 

6．応募資格 （以下の①～④のいずれかを満たす者） 

①博士の学位を有する者 

②博士課程後期(博士)課程の修了要件の単位を修得し、研究上の業績が顕著な者 

③修士の学位取得後、満 3年以上の研究歴を有し、公刊した学術論文 1 本以上の業績が 
 あり、その業績が顕著な者 

④上記①②③と同等以上の経歴もしくは能力を有すると認められる者 

7．提出書類 

① 履歴書(本学所定用紙・写真貼付) 

② 研究業績書(本学所定用紙) 

③ 著書･主要論文の現物(5 点まで・コピー可)と要旨(1 点につき 300 字程度) 

④ ｢大学教育に対する抱負｣(A4 判 1 枚程度) 

※「所定用紙」は本学 HP の「教員・職員募集」ページよりダウンロードしてください。 
 https://www.ngu.jp/outline/recruit/ 
※必要に応じて、他の書類の提出を求めることがあります。 

※応募書類は、原則として返却いたしません。著書に限り、返却を希望される場合は封筒(宛

名明記・切手貼付)を同封してください。 

※書類選考(業績審査)および面接を行います。 

※面接は 10 月 12 日(土)を予定しております。(面接対象者には別途連絡いたします) 

※面接時の交通費は自己負担となりますのでご了承ください。 

8．採用の条件 

①キリスト教主義教育に理解のある者  

②採用後、名古屋市内又はその近郊に在住すること 

9．待遇等 

 本学規定による 

10．書類提出先（問い合わせ先） 

名古屋学院大学 学事課(担当：茜谷) 

(封筒には『グローバル･イシュー応募書類在中』と朱書きください) 

〒456-8612 名古屋市熱田区熱田西町 1-25 

TEL(052)684-4022 FAX(052)684-4023 

e-mail：gakujika@ngu.ac.jp 

※8 月 10 日～19 日は夏季特別休暇のため事務取扱は行っておりませんのでご了承ください。 

※提出頂いた個人情報は、本学の「個人情報保護に関する規程」に従って、採用人事の選考以

外の目的には使用いたしません。 

 

                                       以上 



Call for Applications for tenured faculty position at Nagoya Gakuin University 
 
 
1. Academic area: Area Studies, Literature in English, English foreign language 

education 
 

2. Courses to teach: Courses related to Global Issues, seminar, and others 
 

3. Position: One position for (tenured) associate professor or lecturer 
 

4. Application deadline: September 12, 2019 
 
5. Date of Appointment: April 1, 2020 

 
6. Qualifications: Applicant must fulfill one of the following conditions: 

(1) Doctoral degree 
(2) Completed coursework for doctoral degree with strong research record 
(3) Minimum of 3 years research experience after receiving Master’s degree, 

more than one research publication and other research achievements 
(4) In addition to (1), (2) or (3), proven research record 

 
7. Application Materials 

(1) Curriculum vitae (on NGU’s form, in Japanese, with photo attached) 
(2) Record of research achievements (on NGU’s form) 
(3) Copies of up to 5 research publications with synopsis for about 300 words for 

each. 
(4) Statement of teaching philosophy (1 A4 size sheet) 

*Please download applications from NGU’s homepage: 
 https://www.ngu.jp/outline/recruit/ 

*Other documents may be requested 
*Basically, application materials are not returned, but if needed please enclose a 
self-addressed and stamped return envelope. 
*After screening of documents, some applicants will be selected for interviews. 
*Interviews will be held October 12, 2019. Candidates to be interviewed will be 
notified individually. Interviews will include a teaching demonstration. 
*Travel expenses for the interview cannot be reimbursed. 

 



8. Conditions for employment 
(1) Understanding of Christianity 
(2) Must reside in Nagoya or neighboring prefecture when employed 

 
9. Compensation 

As set by university’s regulations. 
 

10. Submission of Application 
Application materials should be sent by registered mail to: 
Nagoya Gakuin University  
University Affairs Sections (Attn.: Ms Akaneya) 
1-25 Atsuta Nishimachi, Atsuta-ku 
Nagoya, 456-8612 
Tel: (052) 684-4022 (in Japanese)  FAX: (052) 684-4023 
e-mail: gakujika@ngu.ac.jp 
*Please write on envelope: Application for position in Global Issues 

 
*The office will be closed August 10—19 for summer vacation. 
*Based on NGU’s “Regulations on the Protection of Personal Information”, personal 
information submitted will never be used for any purpose other than personnel 
selection. 

 


