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非常勤教員の公募について（依頼）

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、このたび大阪音楽大学・大阪音楽大学短期大学部では、下記の要領により非常勤教員
を公募することになりました。つきましては、貴学（機関）関係者への周知方よろしくお願い
申し上げます。

記

1.

担当科目
Subject name

英語コミュニケーション関連クラス
English speaking and listening classes

2.

採用人数
Number hired

2名
Two part-time lecturers

3.

職
名
Job type

非常勤講師
part-time lecturer

4.

給
与
Salary

本学規程による
Based on the Osaka College of Music pay scale

5.

応募資格
Qualifications

① 大阪音楽大学・同短期大学部の教育理念に賛同して、大学の発展
と学生の教育に情熱を持って取り組む意欲を持つ方 。
A person who, in agreement with the educational philosophy of Osaka
College of Music or that of Osaka Junior College of Music, is willing to
work passionately on the development of the College.

② 英語のネイティブ・スピーカー、もしくは英語で授業を行うこと
ができる方（国籍は問いません）。
A native English speaker, or a non-native English speaker who has
abilities to teach courses in English (all nationalities welcomed).
③ 日本の教育機関で 3 年以上、英語指導経験あるいはそれ相当の
指導経験があること。
Three or more years’ experience teaching English as a foreign language
at Japanese educational institutions, or have an equivalent teaching
history.
④ 日本語の堪能な方がのぞましい。
Preferably should have a good command of Japanese.
⑤ 月曜日 1・2 時限（9:30～12:45）、金曜日 1・2 時限（9:30～12:45）
のいずれかまたは両方に出校できる方。
Lesson hours:
Monday Periods 1 & 2 (9:30-12:45) or
Friday Periods 1 & 2 (9:30-12:45), or both
⑥ 現在、日本に在住しており、大阪音楽大学へ通勤可能な周辺地域
に居住できる方。
Currently resident in Japan and living within commuting distance from
the college.
⑦ 有効なビザを保有している方。
Holding a valid working visa.
6.

採用時期
Starting date of
employment

2019 年 4 月 1 日（労使間の合意により契約更新の可能性あり。）
April 1, 2019
(Renewable yearly by mutual agreement)

7.

提出書類
List of
documents to be
submitted

① 履歴書（写真貼付。E メールアドレスと出校可能曜日と可能な
時間帯、在留資格を記載。）
CV, including email address, day(s) and period(s) available to teach, visa
status and recent photograph
② 研究・教育業績書（過去の主たる担当科目一覧を含む。A4 サイズ
書式自由）
List of publications/presentations as well as research/educational
activities including a list of courses taught.
Papers should be written in A4 paper format.
①②とも日本語もしくは英語で記入。
CV and other documents should be written either in English or Japanese.

8.

応募締切
Application
deadline

2018 年 12 月 19 日（水）必着 特定記録郵便での郵送に限る
Application documents need to be received by registered mail by December
19, 2018.

9.

選考方法
Selection and
result

＜第 1 次審査＞ 書類審査
1 step: screening of documents
（結果通知
2018 年 年末までに発送予定）
The result of the screening will be sent to you by the end
of December 2018.
＜第 2 次審査＞ 日本語と英語による面接 2019 年 1 月上旬あるいは
中旬に実施予定
2nd step: Short-listed candidates will be invited to an interview conducted
both in Japanese and English in early or mid-January 2019.

10.

採用通知
Letter of
acceptance

2019 年 1 月末までに発送予定
Letter of Acceptance will be sent by the end of January 2019.

11.

応募書類
の郵送
Submission
address

〒561-8555 豊中市庄内幸町 1 丁目 1 番 8 号
学校法人大阪音楽大学 管理事務部門人事担当
The Human Resource Department, Osaka College of Music
1-1-8, Shonaisaiwai-machi, Toyonaka, Osaka 561-8555
封書に「非常勤講師（英語）応募書類在中」と朱書きし、特定
記録郵便で送付のこと。
All application materials must be sent by registered mail.
Please write in red on the envelope: "Application Documents (Part-time
English Instructor)"

12.

問い合わせ先
Contact
information

大阪音楽大学 管理事務部門人事担当
The Human Resource Department, Osaka College of Music
Tel :
E-mail:

13.

その他
Others

06-6334-2167（ダイヤルイン）
jinji@daion.ac.jp

審査内容等の選考経過は一切公表いたしません。
The selection and decision-making process shall not be disclosed.
選考に係わる交通費は応募者負担とさせていただきます。
Please note that expenses incurred in coming to the interview will be borne
by the candidate.
応募書類は返却いたしません。予めご了承ください。
Please note that, as a rule, application materials will not be returned.

応募に際して提出いただいた個人情報は、本学「個人情報保護規程」
に従って適正に管理し、本件以外の目的には使用いたしません。
Applicants' personal information will be handled with the utmost care based
on the College’s Personal Information Protection Regulations, and will not
be used for any purpose other than selection.

以上

