Gakushuin University
(Foreign Language Teaching and Research Centre)
Full-Time [Tenured] Teaching Position
Details
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Field: English Language
Position: Full-Time Lecturer or Associate Professor
Number of positions: One
Starting Date: April 1, 2017
Treatment: In accordance with Gakushuin regulations (mandatory retirement age: 70)
Qualifications: The successful applicant will, upon appointment, fulfill the following
requirements:
i)
Possess either a higher degree (doctorate or master’s) in a field related to English
Language Education, such as Applied Linguistics or Second Language Acquisition; or
a higher degree in another field, as well as a TESOL diploma or equivalent
ii)
Have English as a first language
iii)
Possess sufficient proficiency in Japanese to be able to carry out administrative duties
iv)
Have at least two years of teaching experience at university or junior-college level in
Japan
v)
Be willing to contribute fully to the administration and development of the
university’s English-Language teaching programme
vi)
Be resident in Tokyo or its vicinity as of April 1 2017
7. Application deadline: Friday July 15, 2016 (13:00 JST)
8. Application materials:
i)
Curriculum vitae (using the prescribed form downloadable at
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/recruit/resume.doc, signed, with recent
photograph and email address (original and two copies)
ii)
Graduation certificate or certificate of completion for doctorate or master’s degree,
and diploma if applicable (one photocopy; original required at interview)
iii)
A list, in English, of academic publications and research activities, organized as
follows: 1) books (indicating sections written by the applicant in the case of coauthored books); 2) academic papers; 3) academic presentations; 4) other academic
achievements; 5) research funding, including details of fund or grant name, project
title, project members, funding period, etc. (three copies)

iv)

Three chief academic publications (three copies or offprints of each), with an
abstract, in both English and Japanese, of the principal piece of research (three
copies)

v)

A list, in English, of the applicant’s teaching appointments, providing details of all
classes taught up to the present, with class name, school name, class content, course
duration, etc. (three copies)

vi)

A 1000-word outline, in English, of the applicant’s aspirations and future plans
regarding English-language education at Gakushuin University, based on his or her
experience in the fields of research and education (three copies)
The syllabus, in English, of two university-level classes devised and taught by the
applicant, including: class name and type; class objectives; class content and schedule;
evaluation methods (three copies)

vii)

•
•
•

Incomplete applications will not be considered.
Application materials will not be returned.
Submitted materials will be treated confidentially, and no use will be made of personal
information outside of the screening and appointment processes.
9. Applications must be sent by registered mail or Letter Pack Plus (Japan Post) to:
Foreign Language Teaching and Research Centre, Gakushuin University, Mejiro 1-5-1,
Toshima-ku, Tokyo 171-8588, Japan
(The envelope must be marked ‘Application for Full-Time English Position’ in red
ink.)
10. Selection process:
i) screening of applications
ii) shortlisted candidates who pass the initial screening will be invited to attend an interview
and give a mock lesson (scheduled for early September)
•
•

Travel expenses will not be reimbursed.
We regret that we are unable to respond to individual queries regarding this advertisement.

学習院大学外国語教育研究センター 専任教員 募集要項
募集内容
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募集分野 英語
職 名 専任講師または准教授（任期なし）
募集方法 公募による
募集人員 １名
採用予定日 平成29(2017)年４月１日
待遇 学習院規程による（停年は満 70 歳）
応募資格
任用時 (平成29(2017)年４月１日）において次の各号を満たしていること。
（１）以下の①または②のいずれかに当てはまる者。
① 英語教育学または英語教育関連諸科学（応用言語学、第二言語習得等）の
分野を専門とし、修士または博士の学位を有すること。
② 上記以外の分野を専門とし、修士または博士の学位を有するとともに、
TESOL等のDiplomaまたはそれと同様の資格を有すること。
（２）英語を第一言語とする者で、学内業務が滞りなく行える高度の日本語運用
力を有することが望ましい。
（３）日本の大学（短大を含む）で２年以上の英語教育歴を有すること。
（４）全学部対象の英語教育や留学・学生支援に対して理解と関心があり、熱意
を持って教育公務に取り組める者。
（５）採用後は大学所在地近郊に居住が可能な者。

８ 応募締切 平成28(2016)年７月１５日（金）１３時必着
９ 提出書類
（１）履歴書（所定の様式を下記のURLよりダウンロードして用い、写真貼付のこ
と）…原本１部、コピー２部

http://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/recruit/resume.doc
（２）修士または博士課程の修了証明書（学位記の場合コピー可） …１部
（３）研究業績一覧表（英文） …３部
Ａ４版で、「1 著書（共著の場合は、執筆部分を明記すること）、2 学術
論文、3 学会発表、4 その他の研究業績」に分類して記入すること。ま
た、競争的資金の獲得歴があれば、「5 競争的資金」として、「資金名
称・課題名・代表/分担の区分・期間・総額・概要」などもあわせて記載す
ること。

（４）主要研究業績３点（コピー可）… 各３部
その中の主たる業績１点に英文要旨（Ａ４版１枚）および日本語による要
約（Ａ４版１枚）を添えること。… 各３部
（５）教育業績一覧表（英文） … ３部
Ａ４版で、英語科目以外のものも含め、これまで担当した全ての授業（現
在担当中のものを含む）について、科目名・内容・学校名・期間などを記
すこと。
（６）これまでの研究・教育実績を踏まえた本学における英語教育に関する抱負
と今後の研究計画（英文Ａ４版１枚）… ３部
（７）これまで担当した英語の授業科目のうち２科目のシラバスのコピー、また
は、Ａ４版の用紙にその２科目についてそれぞれ授業科目名、授業の目的
および内容、評価の方法を含めて英文で記入したもの …各３部
※提出書類に不備のある場合は審査の対象になりません。
※提出書類に含まれる個人情報は，本教員公募のために使用するもので、その
他の目的に使用することは一切ありません。
※提出書類は原則として返却しません。
10 書類提出先
〒171-8588
東京都豊島区目白１－５－１
学習院大学 外国語教育研究センター事務室 宛
※封筒の表に「英語専任教員応募書類」と朱書きのうえ、必ず書留郵便、また
はレターパックプラスでお送りください。
11 選考内容
1. 第１次選考：書類審査
2. 第２次選考（第１次選考通過者のみ）：面接及び模擬授業
（面接および模擬授業は平成28(2016)年9月上旬実施予定）
なお、第２次選考に係る旅費は本人負担となります。
12 選考結果の通知
選考手続きが終了後、本人に通知します。
13 その他

本公募に関する問い合わせには応じかねます。
以

上

