
採用予定職

採用予定年月日

専門分野

・
人文社会科学部専門科目：「英語表現法I・II」、「英語表象論I・II」、「英米文学史II」（アメリカ文学史）、「アメ
リカ文学文化読解I・II」、「課題研究・演習I・II」など

・ 人文社会科学部学部共通専門科目：`Basic Seminar/Basic Lecture in Global Japan Studies I・II’など

・ 全学教育科目：「英語コミュニケーション」など

・ 大学院における専門科目、演習、論文指導など

・
（日本または外国の大学大学院が授与した）博士の学位を有する方。または博士と同等の業績を有する
方。

・ 英米文学文化分野における優れた研究業績を有する方

・ 人文社会科学部における学部生の指導ができる方。

・ 大学院人文社会科学研究科における大学院生の指導ができる方。

・ ネイティブ・イングリッシュ・スピーカーまたはそれと同等の英語力のある方。

・
国際日本学の科目を担当するべく、グローバルな視点をもち、日本人学生及び留学生の教育に積極的に
参画できる方。

・ 外国語を母語とする方については日本語による事務処理能力を有すること。

① 審査用個表（本領域所定様式）：１部

［高校卒業以降の学歴、学位、職歴（職務経験・内容、職位、雇用条件等）等を詳細に記入してください。］

② これまでの教育、研究および職務の概要（A４用紙２枚以内）：１部

③ 著書、論文等（コピー、抜粋可）：各１部

［①に記載された主要業績５点以内（○で印したもの）をご提出ください。ただし公表されたもの（掲載証明書添付のゲ
ラ刷りも可）に限ります。また、選考の過程で業績の追加提出を求めることもあります。］

④ 教育研究等についての抱負（A４用紙２枚以内）：１部

※ ①審査用個表の様式については、下記ホームページよりダウンロードしてください。

　　　　　http://www.hss.shizuoka.ac.jp/recruit/

※ 応募書類の返却を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。必要な額面の切手が貼付されて

いない場合は、宅配便の着払い方式で返送いたします。

締め切り

・ 教育、公務の遂行に支障がないように静岡市またはその周辺に居住することが望ましいです。

・
研究業績の審査において、産前、産後休暇又は育児休業取得による研究中断期間がある場合には、応
募者の申し出により考慮します。

・
書類選考ののち、候補者について面接を経て決定します。なお、新型コロナウイルス感染拡大状況によっ
ては、面接をインターネットによるTV会議システムで行うこともあります。

・ 上記面接等に必要となる経費は候補者ご自身の負担となります。

・ ご応募いただいた書類は、本応募の審査以外の目的では使用いたしません。

・
静岡大学は、静岡大学男女共同参画憲章の基本方針に基づき男女共同参画や女性教員の採用を推進
しており、評価が同等の場合は女性の候補者を優先する選考を行います。

・
国際化の進展を図るため、評価が同等の場合は外国人あるいは外国で学位を取得した方を優先した選
考を行います。

・ 給与については、年俸制が適用されます。ただし、任期の定めはありません。

担当授業科目

静岡大学学術院人文社会科学領域

言語文化系列教員の公募

講師　1名

令和5年4月1日

英米文学文化

応募資格

提出書類

送付先
〒422-8529　静岡市駿河区大谷836　静岡大学人文社会科学部総務係　宛て

※ 封筒の表面に「『英米文学文化』担当教員応募書類」と朱書きし、書留（簡易書留も可）で郵送してください。

令和４年9月12日（月）必着

問い合わせ先
静岡大学学術院人文社会科学領域選考会議

E-mail ： jinbun-senkou1@adb.shizuoka.ac.jp

その他



Position

Employment date

Research field

・ The successful applicant will teach undergraduate and graduate students.

・ Courses can be taught in either English or Japanese.

・ Undergraduate courses for the British/American Language and Culture students： 「英語表現法I・II」
(English Composition I/II),、「英語表象論I・II」(Representation Studies in EnglishI/II)、「英米文学史II」
（Introduction to American Literature）、「アメリカ文学文化読解I・II」(Reading and Interpretation in
American Literature and Culture I/II)、「課題研究・演習I・II」（Research Seminar/Research Guidance I/II）
etc.

・ Undergraduate courses for the faculty students：`Basic Seminar/Basic Lecture in Global Japan Studies I・
II’ etc.

・ General education courses：「英語コミュニケーション」(English Communication) etc.

・ Graduate school courses and tutorials

・
Candidates should have a Ph.D. and sufficient research achievements in American Literature (or related fi
elds), or similar academic achievements, at the time of appointment.

・ Research and teaching interests should engage at least one of the following thematic areas: American
Literature,  American Culture, Drama, or Film Studies.

・ Preferably candidates should have written a doctorate thesis in English.
・ Teaching experience is expected.  Experience in Japan would be an asset.

・ Candidates with a global perspective are preferred.
・ Candidates should be able able to perform university responsibilities in Japanese.

Application documents should be completed in Japanese, English, or some combination of the two
languages.
※ Please download the forms, available at the below URL:

http://www.hss.shizuoka.ac.jp/recruit/

① Form 1: CV 

② Form 2: List of Major Publications

［Put '〇’marks next to up to five most important items in your list of publications.  Among them proofs
with confirmation to be published can be accepted.  You must include at least two which were published in
the past five years］

③ Form 3 : Teaching and other experiences

④
Form 4: Future goals for research and teaching (※Native English speakers are advised to complete this Form 4 in
Japanese.)

⑤ The off-prints or photocopies of the marked five publications.  Additional submission may be required.

※
If you want the documents back after the procedures, please enclose an envelope with appropriate
postage stamps.  If the stamps are not enough, it will be sent by C.O.D.

〒422-8529　静岡市駿河区大谷836　静岡大学人文社会科学部総務係　宛て

※ On the envelope,please write down in red pen 「『英米文学文化』担当教員応募書類」 and send it by
registered mail （書留）　〔recorded delivery by JP (簡易書留) also acceptable].

Application
deadline

Monday, September 12, 2022.  Deadline for receipt.

静岡大学学術院人文社会科学領域選考会議 

E-mail ： jinbun-senkou1@adb.shizuoka.ac.jp

・ A successful candidate will be advised to live in or near Shizuoka-shi.

・ If the number of publications has been affected by maternity/paternity leave, please explain the details.

・ Candidates who pass the document review will be invited to an interview.  They may be asked to conduct
a mock class during the interview.  The expenses shall be borne by the candidates.  The interview may be
conducted over the internet meeting depending on the circumstances due to COVID-19 etc.

・ The personal data collected will only be used for the purpose of considering this application for
employment.

・ Shizuoka University is committed to gender equality and when candidates are equal in their abilities,
female candidates will be given priority.

・ Shizuoka University promotes globalization in the university, giving priority to non-Japanese and those
who have had education in foreign countries when other conditions are equal.

・ Annual salary system will be adopted; the annual salary amount is based on work experience, performance,
and other factors, and the amount divided by twelve is paid monthly.  Tax and co-payment of social
insurance premiums(employment insurance premiums and mutual aid association premiums) shall be
deducted.

Subjects
responsible for

Notes

Faculty of Humanities and Social Sciences、Shizuoka University

Lecturer Position in American Literature, British and American Drama or related fields (Faculty Member)
 A lecturer, full-time, tenured

April 1st, 2023

American Literature, British and American Drama or related fields

Qualifications and
reqirements

Application
documents

Submit the
application to:

Enquiries

http://www.hss.shizuoka.ac.jp/recruit/

