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教員の追加公募について（依頼） 

 

拝啓 時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、本学では医学部・総合人間科学講座（英語）准教授を追加公募するこ

ととなりました。 

つきましては、御多用中誠に恐縮に存じますが、関係者に御周知いただくと

ともに適任者がございましたら、別紙により御推薦くださるようお願い申しあ

げます。 

                          

  敬具 

  



【別 紙】 

 

１．応募書類 

・推薦書（本学所定様式） 

・履歴書（本学所定様式） 

・業績目録 

・インパクト・ファクター計算書（本学所定様式） 

  ・主要論文のCitation Index一覧表（本学所定様式） 

  ・論文別刷又はコピー（第一著者又は本人の指導による主要論文１０編以

内）及びPDFファイル（CD-Rで提出してください。）  

    

(1) 応募書類（本学所定様式）は、本学ＨＰ「https://www.hama-

med.ac.jp/jobs/eigojunkyoju.html」及び独立行政法人 科学技術振

興機構(JST)「研究者人材データベース（JREC-IN Portal）」

（http://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop）からもダウンロードでき

ます。 

  (2) 応募書類は、書留等、確実に受理が確認できる方法にて、ご提出くだ

さい。 

 

２．受付期限 

令和２年５月８日（金）正午まで（必着） 

 

３．付記事項 

①英語教育について経験と見識を有する方を求めています。 

②修士以上の学位を有する方を求めています。 

③医学部の英語教育に熱意を持ってあたれる方を求めています。 

④任期は５年で審査の結果により更新が可能です（更新後の任期は５

年で更新回数に制限なし）。 

⑤給与は年俸制を適用します。 

 

４．提出先 

〒431-3192  浜松市東区半田山１丁目２０番１号 

国立大学法人浜松医科大学事務局内 

「准教授（医学部・総合人間科学講座（英語））候補者選考委員会」あて 

 

５．本件に関する公募及び給与等の照会先 

国立大学法人浜松医科大学 人事課任用係 

tel 053-435-2412  fax 053-435-2177 

e-mail : ssn@hama-med.ac.jp  



 

６．その他 

（１）本学では、男女共同参画推進に積極的に取り組んでいます。本取

組については、下記webページをご覧ください。 

http://www.hama-med.ac.jp/gender-equal/index.html 

 

（２）提出いただいた応募書類については、候補者選考の過程で本学の学内

専用ホームページから教授会構成員が閲覧可能としますことを了承願い

ます。 

また、選考段階において、面接及び英語による公開授業を実施します

ので申し添えます。 

  



[Deadline extended] Hamamatsu University School of Medicine is inviting applicants for 

a full-time associate professor of English. 

 

1. Application forms 

- Letter(s) of recommendation (use the form provided for download) 

- CV (use the form provided for download) 

- List of research achievements  

- Impact factor statement (use the form provided for download) 

- List of citation indexes of major publications (use the form provided for download) 

- Originals, offprints or photocopies of up to 10 publications and pdf files in CD-R or USB 

 

(1) Application forms can be downloaded from the university website (https://www.hama-

med.ac.jp/jobs/eigojunkyoju.html)  

and JREC-IN Portal (http://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop). 

(2) Please send application forms by registered mail or directly submit them to the address 

below. 

 

2. Deadline for receipt 

NLT 12:00, Friday, 8th of May 

 

3. Qualifications and others 

(1) Candidates should have good knowledge and experiences of English education. 

(2) Candidates should have a master’s or higher degree. 

(3) Candidates should have an enthusiasm of teaching at a medical university. 

(4) Successful candidate will work on a 5-year contract (the contract may be renewed 

unlimited times based on evaluation). 

(5) Salary is paid on the annual salary system. 

 

4. Address for submission 

Selection Committee, Associate Professor of English (Department of Integrated Human 

Sciences, School of Medicine) 

Secretariat, National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 

 1-20-1 Handayama, Higashi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-3192 

 

5. Contact address 

 Recruitment Section, Personnel Division 



 National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 

 Tel: 053-435-2412  Fax: 053-435-2177 

 Email: ssn@hama-med.ac.jp 

 

6. Others 

(1) Hamamatsu University School of Medicine actively works for gender equality. Please 

look at this page: http://www.hama-med.ac.jp/gender-equal/index.html. 

(2) Please be advised that the members of the Faculty may view the application forms in 

the campus-only website in a selection process. Selected candidates will have an interview 

in Japanese and give an open class/lesson in English. 

 


