[English follows below]

令和元年７月２日
関係大学長
関係機関長

様
名古屋市立大学大学院人間文化研究科長
山本 明代（公印省略）

教員の公募について(依頼)
このたび、本研究科では下記の要領で教員を公募いたします。
つきましては、この旨を関係学部・大学院等に広くお知らせくださいますよう、お願い申し上げ
ます。
記
1. 所属

公立大学法人名古屋市立大学大学院人間文化研究科（人文社会学部国際文化

2. 職名・人員

学科）
、名古屋市立大学高等教育院兼任
教授、准教授または講師 1 名

3. 専門分野

異文化コミュニケーション

4. 担当予定科目

大学院人間文化研究科「グローバル文化」の専門科目、人文社会学部の「英
語 圏 文 化 論 」（ 異 文 化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 分 野 ）、「 Research and
Presentation」、
「Research and Discussion」、
「専門演習」
、「卒業論文」
、教
養教育の英語科目など。

5. 応募資格

6. 採用予定日

(1)Ph.D.（博士号）の学位を有する者、またはそれと同等と認められる者
(2)持続可能な社会の実現（sustainable development）という課題に関心があ
り、本学での ESD（特に global citizenship 教育）を推進していく熱意が
あること
(3)全学の語学プログラムの企画・運営（高等教育院に関わる業務）、入試業務、
ならびにその他の学内業務の遂行に意欲があること
(4)英語による授業ならびに日本語による学内業務が可能な者
(5)採用後は、名古屋市またはその周辺に居住できる者
令和 2 年 4 月 1 日

7. 応募期限

令和元年 9 月 17 日（火）（必着）

8. 提出書類

(1)履歴書（別紙様式による、A4 判）
最終学歴を証明する公的文書のコピーを添付すること
(2)研究業績目録（別紙様式による、A4 判）著書、論文等（修士論文は除外、
博士論文は含む）のうち主要なもの 5 点以内に○印をつけること（担当予
定科目に対応する業績が望ましい）
(3)応募必要事項記入用紙（別紙様式による、A4 判）
(4)研究業績目録で○印をつけた 5 点以内の著書・論文等の概要（A4 判、様式
自由、各 1 点につき日本語 400 字以内で要約すること）
(5)研究業績目録で○印をつけた著書・論文等の抜き刷り、またはそのコピー
(6)①教育の抱負（英語、A4 判 1 枚程度、様式自由）と②今後の研究計画（日本
語、A4 判 1 枚程度、様式自由）について

9. 提出先

〒467-8501 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１番地
名古屋市立大学大学院人間文化研究科長 宛
（なお、提出書類は、
〔簡易書留〕で郵便、またはそれに類する方法で送
り、封筒に「異文化コミュニケーション教員応募関係書類」と朱書きす
ること。
）

10. 照会先

名古屋市立大学大学院人間文化研究科(FAX:052-872-1531)
照会は原則として e-mail でお願いします。
(e-mail: recruit_communication@hum.nagoya-cu.ac.jp)

11. その他

(1)提出された応募書類により取得した情報は、当該選考目的以外には使用し
ません。提出された応募書類は、原則として返却しません（選考終了後に、
適正に廃棄します）。なお、応募書類等の返却を希望される場合は、返却
希望の旨を明記の上、返信切手を貼った封筒を同封して下さい。
(2)選考の最終過程で面接を実施します（英語による模擬授業を含む）。面接時
の旅費支給は行いませんので、ご了解下さい。
(3)採用予定者となった場合には、名古屋市立大学病院で健康診断を受けてい
ただきます。
(4)「履歴書」
「研究業績目録」
「応募必要事項記入用紙」の別紙様式 A4 判は、
人間文化研究科ホームページからダウンロードして下さい。
https://www.nagoya-cu.ac.jp/human/news/015381.html
(5)名古屋市立大学では男女共同参画を推進しており、教員の採用、昇任にお
いては、業績と能力が同等であるならば、女性を積極的に採用し、昇任さ
せます。
(6)本学は敷地内禁煙を実施しており、教職員には、この方針を遵守していた
だくとともに、大学周辺道路での禁煙にもご協力をいただいております。
(7)本学の教員の定年は、満 65 歳です。
(8)本学の語学プログラムについては以下を参照してください。
http://www.hum.nagoya-cu.ac.jp/~language-center/index.html

以上

July 2, 2019
Position Available
The Graduate School of Humanities and Social Sciences, Nagoya City University has one opening for a
tenured position described below.
1.

Affiliation: The Graduate School of Humanities and Social Sciences, Department of Intercultural
Studies, School of Humanities and Social Sciences, and the Institute for Advanced Education and
Research, Nagoya City University

2.

Position: Open rank (professor, associate professor, or lecturer)

3.

Area of Specialization: Intercultural Communication

4.

Teaching Responsibilities: Courses for the section of Global Culture in the Graduate School of
Humanities and Social Sciences, courses in the Department of Intercultural Studies such as Studies
in English Cultures (specialization in intercultural communication), Research and Presentation,
Research and Discussion, undergraduate seminars (for second, third, and fourth year students),
supervision of graduation theses, and General Education English language courses

5.

Qualifications:
(1) A Ph.D. or equivalent
(2) An active interest in Education for Sustainable Development (ESD) and the drive to
enthusiastically put forward ESD (especially global citizenship education) at Nagoya City
University
(3) A strong commitment to the planning and operation of the NCU language program (duties in
relation to the Institute for Advanced Education and Research), entrance exam and other
administrative duties
(4) The ability to conduct courses in English and the ability to carry out duties in Japanese
(5) Residence in Nagoya or its vicinity during the appointment

6.

Starting Date of Employment: April 1, 2020

7.

Application Deadline: Materials must arrive on or before September 17, 2019.

8.

Application Materials:
(1) Curriculum Vitae （履歴書）(see required form below) with a photocopy of the certificate of the
highest academic degree achieved
(2) Publications List （研究業績目録）(see required form below). Please choose up to five titles
which you will submit in printed form and mark them with a ○. MA theses should not be
included, although PhD dissertations may be. It is desirable that marked titles are relevant to
courses you are expected to teach.
(3) CV Summary Form （応募必要事項記入用紙） (see required form below)
(4) A four hundred character abstract in Japanese of each of the publications marked in (2) above
(5) A photocopy, offprint, or copy, of the publications marked in (2) above
(6) ① A one-page summary in English of your education goals (A4)
② A one-page summary in Japanese of your future research plans (A4)

9.

Send all materials to:
Dean, Graduate School of Humanities and Social Sciences
Nagoya City University
1 Yamanohata, Mizuho-cho, Mizuho-ku, Nagoya
Japan 467-8501
(Please send application materials by registered mail, with the words 「異文化コミュニケーション教
員応募関係書類」 written in red on the front of the envelope.)

10. Inquiries:
The Graduate School of Humanities and Social Sciences, Nagoya City University
E-mail: recruit_communication@hum.nagoya-cu.ac.jp
Fax: 052-872-1531
(E-mail is preferable)
11. Other:
(1) All information supplied in the applications will be used only for the selection process and
nothing else. As a general rule, materials are not returned and are shredded after the
application process is completed. For those who wish to have their materials returned, please
supply a self-addressed, stamped envelope.
(2) There will be an interview for the final candidates, in which each candidate will be asked to give
a short sample lecture in English. (Please note that we are unable to supply travel expenses for
the interview).
(3) Upon appointment, a physical examination at the Nagoya City University Hospital is required.
(4) The following forms can be downloaded from the website of the Graduate School of Humanities
and Social Sciences, Nagoya City University.
https://www.nagoya-cu.ac.jp/human/news/015381.html
1. 履歴書 (Curriculum Vitae)
2. 研究業績目録 (Publications List)
3. 応募必要事項記入用紙 (CV Summary Form)
(5) Nagoya City University follows a policy of equal employment opportunities for women and men.
(6) We expect the successful candidate to comply with our strict campus-wide non-smoking policy.
(7) Retirement age at Nagoya City University is 65.
(8) See the NCU Language Program Website at:
http://www.hum.nagoya-cu.ac.jp/~language-center/index.html
Notes: Please be advised that the Japanese version of this announcement is the official version. The
University is not legally responsible for any misinterpretation of the translated version.

