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教員の公募について 

本学外国語学部では、下記のとおり任期制講師を募集しています。 

The Faculty of Foreign Studies at Nagoya Gakuin University is inviting applications for two ESL 

lecturer positions. 

記 

１．専 攻 分 野: 英語、外国語教育(English)あるいはその関連分野 

１．Specialization: English, TESOL, or related field 

  
２．担当授業科目: 主に英語関連科目、場合によっては専門科目 

２．Classes: Mainly English skill courses, possibly a content course 

  
３．職名及び人員: 任期制講師 2名 

３．Position/number: Full-time(contract）Lecturer/ 2 

  
４．応 募 締 切 日: 2021年9月14日（火）必着 

４．Deadline: Sept. 14, 2021 (Tues.) All required documents must arrive by this date. 

  
５．採用予定年月日: 2022年4月1日 

５．Date of Appointment: April 1, 2022 

  
６．応 募 資 格: 下記の①の条件を満たし、かつ②～④のいずれかを満たす者 

６．Qualifications: All applicants must meet requirement ① below. Those who also meet at least 

one of conditions ② to ④ are qualified to apply. 

① 英語を母語もしくは母語に準じる言語として使用する者 

Native-like fluency in English. 

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

Completion of required credits in a Ph.D. course and demonstrated research ability. 

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 

At least 3 years of an active professional career after obtaining a Masters degree (including 

university-level teaching experience and publication of at least one article). 

④ 専攻分野について、教育研究上の能力があると認められる者 

Extensive and significant experience teaching university-level ESL courses. 

 

７．提出書類   Application Materials: 

① 履歴書【本学所定用紙・写真貼付）「所定用紙」は本学HPの「教員・職員募集」ページよりダウン 

ロードして下さい。 

Resume with photo on the Nagoya Gakuin University form. Download from the 

“教員 職員募集“ section of NGU’s website: https://www.ngu.jp/outline/recruit/ 

② 教育研究業績書（本学所定用紙） 

List of publications on the Nagoya Gakuin University form.  

③ 「教育に関する考え方」をＡ４版１～２枚にまとめた書類 

A 1-2 page (A4) essay outlining the applicant’s educational philosophy 

※ 必要に応じて、面接（2021年10月9日（土）を予定）及び他の書類の提出を求めることがあります。 

Short-listed candidates will be interviewed on Oct. 9, 2021 (Sat.).  Candidates may be 

 requested to submit other documents prior to the interview. 

※ 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。 

Travel expenses for the interview will not be reimbursed. 

https://www.ngu.jp/outline/recruit/
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８．採用の条件    Conditions: 

① キリスト教主義教育に理解のある者。 

The university is a Christian institution. Applicants should have an understanding  

of Christian principles. 

② 校務、学生指導等に必要な日本語能力を有する者 

Applicants should have sufficient command of Japanese to function within the university 

③ 採用後、近郊に在住すること。  

Once hired, lecturers must live in or near Nagoya. 

④ 次頁、『名古屋学院大学の「求める教員像」』に理解のある者 

Below is NGU's statement of the ideal candidate profile. 

We hope each candidate gains a better understanding of what NGU values in the process of 

recruitment. 

 

９．待遇等   Details of employment: 

本学規程による   In line with university policy 

① 常勤 （任期あり） 任期１年(最長5年)、最長契約更新回数4回 

Fixed-term full-time position: one-year contract renewable by mutual agreement four times 

for a total of five years.  

② 基本給は月額30万円、授業は1週あたり原則として10コマを担当する。 

300,000 yen/month, 10 classes per week in principle 

③ 社会保険、退職金、通勤手当、研究室貸与は、本学専任教員に準ずる。 

Health insurance, severance pay, commuting allowance, office space provided in line with 

the university policy. 

④ 期末手当、個人研究費を支給する。 

Bonus (twice per year: 2 months pay in June, 2.5 months pay in December), and research  

allowance of 200,000 yen provided.  

 

10．照会ならびに書類提出先 

Application documents should be submitted by registered mail to:  

・名古屋学院大学 学長室（茜谷、保坂）  〒456-8612 名古屋市熱田区熱田西町1-25 

President’s Office（Atten:Akaneya,Hosaka）, Nagoya Gakuin University,  

1-25 Atsuta-Nishi-machi, Atsuta-ku, Nagoya-shi, 456-8612.  

※封筒に『「英語関連科目（外国語学部）」教員応募書類在中』と朱書の上、郵送（簡易書留等）してく

ださい。 

Please write: “Application for ESL position（Faculty of Foreign Studies）” on the envelope. 

℡(052)684-4022 (in Japanese)  FAX(052)684-4023   e-mail : gakujika@ngu.ac.jp 

※ 原則として、応募書類は返却いたしません。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。 

In principle, application materials are not returned.  However, if you wish to have your 

application materials returned, enclose a stamped, self-addressed envelope for that purpose. 

※ 8月7日～19日は夏季特別休暇等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。 
  The University will be closed August 7-19 for summer holidays. 

※ ご提出いただいた書類に記載された個人情報は、本学の「教職員の個人情報の保護に関する規程」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。 

Information provided in the application forms will only be used for this application process.

mailto:gakujika@ngu.ac.jp
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名古屋学院大学の「求める教員像」 

名古屋学院大学は、「『敬神愛人』の精神を尊重し、高い志と豊かな国際感覚を備え

た、社会の発展に貢献する人材を育成する」ことをミッションとして掲げ、「教育・研

究・社会貢献の各側面において絶え間ない改革を実行し、とりわけ教育重視の大学とし

て有為な人材を輩出することにより、社会から強固な信頼を獲得し、中部地区で確固た

るプレゼンスを発揮する大学になる」という総合ビジョンのもとで大学づくりと教学改

革を進めており、そのために、「求める教員像」について以下のとおり確認する。 

 

 

 

１．本学のキリスト教主義教育及び建学の精神「敬神愛人」を理解し、本学の伝統の 

継承と発展に寄与できる者 

 

２．専攻分野にふさわしい教育上の能力を有し、継続してその向上に努め、専門教育 

及び教養教育に取り組むことができる者 

 

３．優れた研究能力及び業績あるいは実務上の高度な能力を有し、専門分野について 

より深く探究する意欲のある者 

 

４．本学及び所属学部のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッ

ション・ポリシーを十分に理解し、それらの実現に向けて教育に邁進するとともに、 

熱意を持って学生支援に当たることができる者 

 

５．大学運営及び学部運営等に係る活動において、教職員と協働し、関連業務に対し 

積極的に参画できる者 

 

６．教育及び研究の成果を社会に還元する能力と意欲を有し、社会貢献及び地域連携 

活動に従事することができる者 

 


