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D121090018
2021 年 9 月 3 日
2021 年 9 月 3 日
非常勤講師の公募 【小学校課程（家庭）科目担当の募集】
芦屋大学
https://www.ashiya-u.ac.jp/
臨床教育学部 児童教育学科
私立大学
[機関の説明（募集の背景、機関の詳細、プロジェクトの説明等）]
本学臨床教育学部児童教育学科では、小学校教員免許課程に関わる、次の科目を担当いた
だける非常勤教員を募集いたします。
ご応募をお待ちしております。
[仕事内容（業務内容、担当科目等）]
・ 初等教科教育法Ⅷ（家庭）
・ 家庭概論
1 科目 15 回＋試験として、前期 1 科目、後期 1 科目を担当
[勤務地住所等]
兵庫県芦屋市六麓荘町 13-22
[募集人員（職名・採用人数等）]
非常勤講師 １名
[着任時期]
2022 年 4 月 1 日

研究分野 Research field

職種 Job type
勤務形態
Employment status
勤務地 Work location
応募資格 Qualifications

大分類 ： 社会科学
小分類 ： 教育学
その他 ：
非常勤講師相当
非常勤教員（任期あり）
一年度ごとの更新の可能性あり
近畿 – 兵庫県
[業務に必要な特定分野の資格・条件（学位などを含む）・経験（何年以上）、及び専門性等の
詳細]
(1)修士以上の学位又はそれと同等の研究業績を有する方が望ましい。
(2)担当科目に関する研究業績をお持ちの方。
(3)大学において担当科目に関する教育歴をお持ちの方（非常勤講師含む）。
(4)遠隔授業に対応ができる方。
(5)月曜日から土曜日で出講できる方が望ましい。（2021 年度実績）
1 限（10：00～11：30）、2 限（12：10～13：40）
3 限（13：50～15：20）、4 限（15：30～17：00）
(6)採用後は、本学近郊（阪神間が望ましい）から通勤可能な方が望ましい。

待遇 Compensation

[採用後の待遇（給与、勤務時間、休日、雇用期間、保険等）]
●給与・・・・・・本学の非常勤給与規程による
●交通費・・・・本学規定により支給
●その他・・・・本学専用バス乗車可 マイカー通勤可
[就業場所における受動喫煙防止のための取り組み事項]
●屋外敷地内の喫煙場所 2 か所以外は禁煙
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募集期間 Application period
応募・選考・結果通知・連絡先
Application
/selection
/notification of result
/contact details

2021 年 10 月 30 日 必着
適任者の採用が決まり次第、募集を終了します。
[応募書類、応募(提出)方法（郵送・メール添付・Web 応募利用の詳細など）、送付先（住所・メ
ールアドレス・Web 応募 URL 等）]
1.下記書類(1)～(3)を送付先に郵送もしくは、すべての応募書類を PDF ファイルに変換し、書
類提出先アドレス宛にファイル添付送信してください。
（書類のフォーマットは任意）
(1)履歴書（写真添付。メールアドレス、電話番号を必ず記載してください）
(2)業績リスト（教育、研究、実務面での業績の一覧）
(3)授業計画案 A4 ﾀﾃ 1 枚（概要・到達目標・15 回分）
求人内容に記載の科目から任意で 1 科目を選択して作成してください。
※ 応募書類は返却しません。
※ 公募終了後に責任破棄いたします。

2.応募書類送付先
【郵送の場合】
〒659-8511 兵庫県芦屋市六麓荘町 13-22
芦屋大学 事務室 教員公募係 宛
※封筒の表に「令和 4 年度 非常勤講師応募書類 在中」と朱書きの上、郵送してください。
【E メールの場合】
芦屋大学 事務室 教員公募係 宛
jimushitsu@ashiya-u.ac.jp
※件名に「令和 4 年度 非常勤講師応募書類 提出」として送信してください。
[選考内容（選考方法、採否の決定）、結果通知方法]
1 次選考：書類選考
2 次選考：面接および模擬授業
※ 選考結果は合格者にのみ電話にて連絡します。
※ 書類選考合格者に面接日・内容を連絡いたします。
※ 面接等のための旅費等は応募者の負担となります。
※ 2 次選考は必要に応じての実施となります。
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じ、WEB 面接等を実施させていただく場合があ
ります。
[連絡先]
芦屋大学 事務室 担当：新谷（ニイヤ）
電話：0797-23-0662
E ﾒｰﾙ：jimushitsu@ashiya-u.ac.jp
電子応募 Online Submission
電子応募

日本語

English
日本語
English
日本語
電子メール応募
English
求人機関 Web 応 日本語
募
English
JREC-IN Portal
Web 応募

全書類
不可
可
不可
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jimushitsu@ashiya-u.ac.jp

応募上の配慮 Additional
considerations when applying

海外など遠方にお 日本語
住まいの方
English
障害のある方
その他の配慮

JREC-IN PortalWeb 応募 JRECIN PortalWeb application
備考
Additional information

日本語
English
日本語
English

不可
新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じ、すべての授業回について遠隔で授業実施を依
頼する可能性があります。
応募書類の個人情報は、採用事務にのみ使用し、その他に使用することはありません。
応募書類は返却しませんので予めご了承ください。

連携先サイトへの公募情報提供
Provision of job posting to
affiliated institutions

細部につきましては、まずメールかお電話にてお問い合わせ下さい。
国内機関：公的機関への提供を許可する
海外機関：公的機関への提供を許可しない
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