
滋医大人‐８‐２‐４ 

令和元年 ９月１２日 

 

関係機関の長  殿 

    国立大学法人滋賀医科大学長 

    塩 田 浩 平（公印省略） 

 

医療文化学講座（英語）教授候補者の公募について（依頼） 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、本学では医療文化学講座（英語）教授候補者を下

記のとおり公募することとなりました。 

つきましては、ご多忙のところ恐縮に存じますが、候補者の応募または適任者の推薦をお願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

1. 所属講座 医療文化学講座（英語） 

2. 職名  教授 

医学・医療英語教育に高い関心を有し、滋賀医科大学（医学科・看護学科）に求められる英語

教育・入試（英語）の運営において中心的役割を果たすとともに、本学の国際交流に積極的に

関わる意欲を有する方を希望します。 

3. 人数  １名 

4. 応募期限 令和元年１０月３１日（木）午後５時必着 

5. 採用予定日 令和２年 ４月 １日 

本学は教員任期制を採用しており、教授の任期は 10年、再任可となっています。 

6. 提出書類 (1)履歴書  （別紙様式 Ⅰ）  １通 

高等学校卒業以降を記入。 

(2)業績目録  （別紙様式 Ⅱ）  ２通 

競争的資金の取得状況（代表・分担の別、金額を含む）及び特許取得状況を記入。 

各論文の査読の有無について記載してください。 

    (4)で提出する別刷には、番号に丸印を付してください。 

(3)推薦書  （別紙様式 Ⅲ）  １通 

自薦の場合は自薦書を提出願います。 

(4)主な論文または総説（別刷 10編以内、各 2部）並びに著書（3点以内、各 1冊/コピー可） 

及びそれら全ての要約（各 200字以内 A4版） 

(5)これまでの英語教育（医学・医療英語教育含む）・入試（英語）の実績及び今後の抱負 

（2,000字以内 A4版） 

(6)これまでの研究・大学運営（国際交流含む）の実績及び今後の抱負（2,000字以内 A4版） 

(7)医科大学における講座（英語）の運営についての意見・考え方（2,000字以内 A4版） 

・上記の(1)、(2)、(4)の要約及び(5)、(6)、(7) については、書面での提出に加えて、Wordで

作成したデータを電子媒体（CD-R等）に保存し提出してください。CD-Rには氏名及びデータ

作成に用いた OS名、ソフト名を明記してください。 

・(4)の別刷の電子データがある場合は、論文１、論文２…と命名し、CD-Rに入れてください。 

7. 提出先 〒520-2192 大津市瀬田月輪町   国立大学法人滋賀医科大学長  塩田 浩平 

封筒に「医療文化学講座（英語）教授応募書類在中」と朱書し、郵送の場合は簡易書留でお送

りください。 

8. 問い合せ先 採用後の身分・給与等については次に問い合わせてください。 

  国立大学法人滋賀医科大学 人事課人事係 

(TEL) 077-548-2016,2017 (FAX) 077-543-8659 

9. その他 選考の過程で来学いただくことがありますので、ご承知おきください。 

  滋賀医科大学は男女共同参画を推進しています。女性の積極的な応募を期待します。 

 

なお、案内および別紙様式は、本学ホームページ (http://www.shiga-med.ac.jp/)からダウンロードできます。 

以上 



Kohei Shiota (President) 
Shiga University of Medical Science 

Seta Tsukinowa-cho, Otsu, Shiga, 
520-2192, JAPAN 

 
September 12, 2019 

To Whom It May Concern, 
 
Call for Applications for a Professorship in Division of English, Department of Culture and Medicine. 
 
Shiga University of Medical Science is seeking a professor in Division of English, Department of 
Culture and Medicine. We welcome applications and recommendations for candidates. 
 
1. Department: Division of English, Department of Culture and Medicine. 
2. Job description: Professor 

 Applicants are expected to have deep interests in medical English education; play a major role in the 
management and development of English education, and entrance examination both in School of 
Medicine and School of Nursing; participate in the management of international exchange activities of 
the University. 

3. Number of positions: one 
4. Deadline for applications: October 31, 2019 (deadline of receipt) 
5. Starting date: April 1, 2020 

 Note: Employment in the university is contract-based, and Professor’s term of contract is for 10 years: 
possible to extend. 

6. Application documents needed: 
 (1) Curriculum Vitae (following the Form I; starting from graduated High school) 
 (2) Two copies of list of academic papers (Form II) 
     *Please indicate whether each article is peer reviewed, or not. 
     *Label each of your articles with a circled number if item (4) below applies. 
 (3) A letter of recommendation (Form III) 
     *Instead, a letter of self-recommendation may be submitted. 
 (4) Two copies of each of up to 10 published articles, and one copy of each of up to three books.  

(5) Explanations or short abstracts of each paper shown in (4), written in Japanese within 200 characters 
(A4 paper). 
(6) An essay on your experience as an English teacher about English education (including medical 
English education), English entrance examination and your objectives, written in Japanese within 2000 
characters (A4 paper). 

 (7) An essay on your experience about research and administration (including international exchange 
activities), and your objectives, written in Japanese within 2000 characters (A4 paper). 

 (8) Your ideas and ideals for the management of division of English, especially in medical college, 
written in Japanese within 2000 characters (A4 paper). 

     * If you have electronic data for the off-prints mentioned in (4) above, put numbers like  
      “Article 1”, “Article 2,” and submit them. 
 (9) Please submit electronic media for (1), (2), (5), (6), (7), and (8) above on CD or DVD; also mention 

the software you used. 
 
 



 
 
 
7. Submission 
   Address to: Kohei Shiota (President) 
             Shiga University of Medical Science 
             Seta Tsukinowa-cho, , Otsu, Shiga, 
             520-2192, Japan 
   On the envelope write “Application for Professorship in Division of English, Department of Culture 

and Medicine.” in red ink, and send it by registered mail, if you post it. 
 
8. Enquiries: 
  If you would like more information about the duties and benefits, please make enquiries at the Personnel 

Office [Jinji-kakari] (E-mail:hqjinji@belle.shiga-med.ac.jp). 
 
9. Notes 
  You may be asked to visit the university in the process of this selection. 
  
  You may download the Recruitment notice and Application forms from our homepage: 

https://www.shiga-med.ac.jp/ 
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