2022（令和 4）年 7 月 15 日
外国人教師の公募について

三重大学教育学部長
伊

藤 信 成
「公印省略」

このたび，本学部では，下記のとおり外国人教師を公募いたしますので機関下関係者にお知ら
せくださいますようお願い申し上げます。
記
１．職名及び人数

外国人教師 1 名

２．雇用期間

2023（令和 5）年 4 月 1 日より 1 年間
※1 年間の契約終了時，2024（令和 6）年 4 月 1 日より 1 年契約として
2 回まで更新の可能性あり

３．給与等

本学の就業規則・給与規程等に基づく

４．専攻分野

イギリス文学またはアメリカ文学

５．担当科目等

学

部: （前期）
英米文学講義 I
英米文学ゼミナール IV（小説）
英語スピーキング III（スピーチ）
英語リスニング III
英語リーディング III（多読 II）
英作文 V（アカデミックライティング）
英語スキル総合演習
（後期）
英米文学史
英米文学講義 II
英米文学ゼミナール III（小説）
英語スピーキング IV（ディスカッション）
英語リスニング IV
英作文 II（パラグラフライティング）
英作文 IV（エッセイライティング）

大学院: 担当なし
※教育学部および三重大学の公文書等の英文校閲

６．応募資格等
（１）英語を母語とする者あるいはそれと同程度の英語運用能力を有する者。
（２）大学院修士課程修了またはそれと同等以上の研究・教育能力を有する者。
（３）イギリス文学またはアメリカ文学を専門分野とし，その分野での業績を有する者。
（４）採用後は，津市内又はその近郊に居住することが望ましい。

７．採用予定年月日

2023（令和 5）年 4 月 1 日

８．提出書類
（１）履歴書（写真貼付）
（２）推薦状（任意）
（３）研究業績一覧表（様式自由）
（４）著書及び学術論文等 主要なもの 3 編（写しでも可）
それぞれについて英語（約 200 語）による要旨を添えること。
（５）学位取得証明書（写しでも可）
（６）本学における教育・研究に対する抱負
応募者の研究・教育経験とこの職務との関連について，A4 用紙１枚にまとめること。
（７）採用の可否を知らせるための宛名を明記した返信用封筒（定形封筒・切手不要）

９．応募締切

2022（令和 4）年 8 月 31 日（水） 必着

１０．選考方法

書類審査の後，必要に応じて面接を行う（面接時の旅費及び宿泊費
等は自己負担とする）。

１１．書類提出先

〒514－8507 三重県津市栗真町屋町 1577
三重大学 教育学部長 伊藤信成
＊封筒表面に「外国人教師応募書類在中」と朱書きし，簡易書留にて
郵送すること。応募書類に含まれる個人情報は，選考及び採用以外の
目的には使用いたしません。
また，提出書類（資料を含む）は原則返却いたしません。

１２．問い合わせ先

三重大学教育学部英語教育講座代表 中川右也
Tel
059-231-9316（直通）
E-mail nakagawa@edu.mie-u.ac.jp

Open Call for Applications for Foreign Teacher Position
The Faculty of Education, Mie University, is seeking for applicants for the position of
Foreign Teacher. We look forward to your application for the position. The selection will be
made on an open competition basis.
Position: Foreign Teacher
Period of Employment:
April 1st, 2023 to March 31st, 2024 (not tenured)
One year contract, renewable twice (three years in total)
Duties:
(1) Teaching 7 classes (each class is 90 minutes) per week each semester：
First Semester：
Lecture on English and American Literature I
Seminar in English and American Literature IV (Novel)
English Speaking III (Speech)
English Listening III
English Reading III (Extensive Reading II)
English Composition V (Academic Writing)
Seminar in Comprehensive English Skills
Second Semester:
History of English and American Literature
Lecture on English and American Literature II
Seminar in English and American Literature III (Novel)
English Speaking IV (Discussion)
English Listening IV
English Composition II (Paragraph Writing)
English Composition IV (Essay Writing)
(2) Proofreading of faculty and university documents.
Salary:
Salary and benefits will be decided on our staff salary scale, and will be commensurate
with age, qualifications and experience (NOT negotiable).
Qualifications:
A prospective candidate must
(1) be a native speaker of English or have the competence of English equivalent to a
native speaker,
(2) specialize in English or American literature,
(3) have an MA in literature or academic achievements equivalent to or greater than
MA, and
(4) be able to reside in Tsu city or in its vicinity at the time of appointment.
To Start: April 1st, 2023
Required Materials:
(1) Curriculum Vitae (applicant's photo attached)
(2) Letter of reference (optional)
(3) List of publications, oral presentations and others (list them under respective
categories)
(4) A copy of 3 most relevant publications, to each of which an abstract should be
attached (approximately 200 words)
(5) Certificate of your final academic degree (photocopy is acceptable)
(6) A one-page essay stating the relevance of your experience of research and teaching

to this position (double-spaced on A4)
(7) A self-addressed envelope without a stamp
Deadline: The application materials must arrive by August 31st (Wednesday), 2022.
Method of Selection:
After the applications have been reviewed, finalists will be interviewed if necessary. In
that case, the interviewees are responsible for their travel and hotel expenses.
Address for Application:
Send your application materials by registered mail (write "Foreign Teacher Position
application materials enclosed" in red on the envelope) to:
Prof. ITO, Nobunari
Dean, Faculty of Education
Mie University
1577 Kurimamachiya-cho, Tsu city
Mie 514-8507
Japan
*The application documents are not to be returned to the applicants.
For Further Information:
Contact Dr. NAKAGAWA, Yuya, Associate Professor of the Department of English,
Faculty of Education. Inquiries by e-mail are preferable.
E-mail: nakagawa@edu.mie-u.ac.jp
Phone: +81-59-231-9316

