2018 年 10 月
山形大学学士課程基盤教育機構アジャンクト・インストラクター募集要項

1．募集人員

学術研究院（学士課程基盤教育機構）アジャンクト・インストラクター

2．担当科目

英語

3．職務内容

英語科目の担当

2名

半期につき 360 時間（週 24 時間）程度（1 週あたり 10 コマの授業

と 2 コマ分のオフィスアワー、など）
4．勤務場所

山形大学学士課程基盤教育機構（山形市小白川キャンパス）

5．雇用期間

2019 年 4 月から 2020 年 3 月まで（但し、勤務状況等を考慮し、最長 2022 年 3 月ま
で、1 年ごとに契約の更新を判断する）

6．応募資格

(1) 英語を母語としない場合は十分な英語教授能力を有すること
(2) 日本語を母語としない場合は日本語での十分なコミュニケーション能力を有する
こと
(3) 修士以上の学位を有すること
(4) 高等教育機関における教育経験を有することが望ましい

7．賃金

1 時間につき

8．採用予定

2019 年 4 月 1 日

9．提出書類

(1) 履歴書（学歴、職歴、E-mail アドレス、電話番号を含む。様式は問わないが、英語

5,500 円

または日本語で記入すること）
(2) 研究業績一覧（様式は問わないが、英語または日本語で記入すること）
(3) 主要論文１点（コピー可）
(4) 最終学歴（学位）を証明する書類（コピー可）
10．応募期限

2018 年 10 月 31 日（水）（必着）

11．書類

〒990-8560 山形市小白川町一丁目 4-12

提出先

山形大学

小白川キャンパス事務部

教務課

基盤教育担当

宛

提出書類は封筒の表に
「学士課程基盤教育機構アジャンクト・インストラクター応募書類在中」
と朱書きし、 簡易書留で郵送してください。
原則として、提出書類は返却しません。なお、提出書類の個人情報については、教員
選考以外の目的には使用しません。
12．選考方法

書類による一次選考の後、選出された方に対して面接による二次選考（面接）を行い
ます。二次選考（面接）の際の旅費は支給できません。

13．問合せ先

山形大学学士課程基盤教育機構共通科目部門
英語マネージャー

アーウィン

マーク

Tel: 023-628-4784 E-mail: irwin@human.kj.yamagata-u.ac.jp
14．特記事項

個人研究室の貸与があります。

October, 2018

Adjunct Instructor, Institute of Arts and Sciences, Yamagata University

1 Job Title: Adjunct Instructor (2 positions).
2 Field: English.
3 Job Content: Teaching Communicative English and General English classes. Approx. 360 hours per semester
(24 hours per week): 10 classes and 2 office hour periods per week during semester.
4 Institution: Institute of Arts and Sciences, Yamagata University (Kojirakawa Campus, Yamagata City).
5 Employment Status: Initial 1-year contract commencing 1 April 2019, terminating 31 March 2020. However,
contract renewable on a yearly basis until 31 March 2022.
6 Qualifications: (1) If native language not English, sufficient English competency
(2) If native language not Japanese, sufficient Japanese communicative ability
(3) Master’s degree or above
(4) Experience of teaching in higher education preferred
7 Remuneration: 5,500 yen per hour.
8 Commencement of Employment: 1 April, 2019.
9 Supporting Documentation: Send the following documents by mail to the address in 11 below:
(A) Curriculum vitae in English or Japanese (including academic and job history, email and telephone
contact details)
(B) List of publications in English or Japanese
(C) At least one copy of a recent publication
(D) Proof of highest academic degree
For (A) and (B), any format is acceptable. For (D), photocopy is acceptable.
10 Application deadline : 31 October, 2018.
11 Application address: 〒990-8560 山形市小白川町一丁目 4-12
山形大学

小白川キャンパス事務部

教務課

基盤教育担当

Mark the front of the envelope 学士課程基盤教育機構アジャンクト・インストラクター応募書類在
中 in red and mail via recorded delivery (簡易書留). Applications and their supporting documentation will
not be returned. Yamagata University will not use personal information contained therein for any purpose
other than that of ascertaining suitability for the position applied for.
12 Screening process: Applicants who pass initial screening will be invited to interview. Please be aware that all
travel expenses are the responsibility of the applicant.
13 Contact details: All questions should be directed to Mark Irwin, Manager, English Programme, Yamagata
University Institute of Arts and Sciences at irwin@human.kj.yamagata-u.ac.jp or by phone at 023-628-4784.
14 Other: A private office will be provided for the duration of contract.

