白鷗大学（教育学部）非常勤講師（英語担当）の公募
１．担 当 科 目

英語コミュニケーションⅠA, IB, Vocabulary A, B（TOEFL, TOEIC の語彙対策含
む）

２．募 集 人 員

1名

３．職

非常勤講師

名

４．採用予定時期

令和 4 年 4 月 1 日

５．勤 務 形 態

非常勤

６．勤

栃木県小山市（大行寺キャンパス）

務

地

７. 仕 事 内 容

８．応 募 資 格

９．募 集 期 間

木曜日 1 限～4 限で 3 コマ（英語コミュニケーションは、1・2 限、Vocabulary は
3 限または 4 限）
（1）英語を母語とする方（国籍は問わない）。
（2）修士以上の学位を有する方。
（3）学生への教育に熱意のある方。
（4）大学での教育実績がある方が望ましい。
令和年 10 月 25 日（月）～ 11 月 26 日（金）
［郵送必着］

10．提 出 書 類 （1）履歴書（写真添付、連絡先と E-mail を明記、形式自由）
（2）教育研究業績一覧（著書、論文その他、形式自由）
（3）主要業績３編（抜刷、またはコピー）およびその要旨を記載したもの
（形式自由）
（4）大学教育および研究に関する抱負と学生指導についての見解（形式自由）
11. 書 類 提 出 先

12. 選 考 内 容

13. 連

14. 備

絡

先

考

〒323-8586 栃木県小山市駅東通り 2-2-2
白鷗大学 教育学部長 金井正
提出書類は、封筒表面に『教育学部英語非常勤講師応募書類在中』と朱記し、
簡易書留郵便等にて送付して下さい。
（1）書類選考
（2）選考の結果は、2021 年 1 月上旬頃までに履歴書記載の住所に宛てた書面により
ご通知します。
〒323-8586 栃木県小山市駅東通り 2-2-2
白鷗大学 経営企画部
℡ 0285-20-8106（直） 0285-22-1111㈹
（1）提出書類は選考後返却いたします。なお、返却を必要とされない場合は、
その旨明記して下さい。
（2）応募の秘密は厳守いたします。

Position Opening for Part-Time English Lecturer
1. Institution and location Hakuoh University, Oyama City, Tochigi Daigyoji Campus
2. Courses titles
English Communication IA/IB, Vocabulary A, B
3. Number of positions
One
4. Employment status
Part-time English Lecturer
5. Starting date
April 1st, 2021
6. Contract
Part-time (1 year, renewable)
7. Schedule
Thursdays 1st Period (9:00-10:30), 2nd Period (10:45-12:15),
3rd Period (13:10-14:40)
8. Qualifications
a) Native speaker of English (all qualified lecturers are welcome regardless of nationality)
b) Master’s degree or higher in Applied Linguistic, TESOL, or related fields.
c) Research history with more than three papers published within 5 years
d) High motivation for teaching undergraduate students
e) University teaching experience is preferable
9. Application period
10.
a)
b)
c)
d)

October 25th, 2021 ～ November 26th, 2021

Necessary documents
Curriculum vitae with ID photo and contact details, including an e-mail address
A list of academic publications (books, journal publications, etc.)
Photocopies with summaries of three publications
Essay on your teaching philosophy, student counselling, and academic research interests

11. Contact Details
All documents should be submitted by registered mail to:
〒323-8586 2-2-2 Eki Higashi-Dori, Oyama City, Tochigi, Japan
Prof. Tadashi Kanai, Dean of Faculty of Education

Write in red on the envelope: Application documents for English Lecturer position enclosed
12. Selection Process

Successful candidates will be contacted for a telephone interview.
Results will be announced via mail by the beginning of January, 2022.

13. Inquiry

〒323-8586 2-2-2 Eki Higashi-Dori, Oyama City, Tochigi, Japan
Management Planning Division
TEL 0285-20-8106 (Direct) 0285-22-1111 (Main Campus)

14. Remarks
a) Documents will be returned after the selection process. Please kindly state if you do not need
them to be returned.
b) Confidentiality is protected.

