
「グローバル人材育成推進事業」採択大学における教員の国際公募・年俸制・テニュアトラック制等の導入状況一覧
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1 北海道大学 ○

【教員】
・実施の方法は，教員公募を行う各部局等
が本学のホームページ，科学技術振興機構
のJREC-IN（研究者人材データベース）等に
日本語，英語の公募情報を掲載するなどし
て，国際公募している。
・その他（導入スケジュールや国際公募での
採用割合等）については，把握の有無を含
めて，各部局等により異なる。

○

【特任教員（再雇用）】
・年俸制適用
・H26.2.1現在 45名

【特任教員（外部資金等）】
・年俸制適用
・H26.2.1現在 322名

※なお、上記以外の教員について
は、平成26年度に年俸制を導入する
予定であり，対象となる教員の条件
や人数等は検討中である。

○

【概要】
教育研究の理念として「フロンティア精
神」、「国際性の涵養」、「全人教育」、
「実学の重視」を掲げ、第二期中期目
標・中期計画策定大綱「世界水準の人
材育成システムの確立」の一環として"
テニュアトラック制度の全学的な普及・
定着"を推進している。
【教員の条件】
・博士号取得後10年以内または、同程
度の研究経歴を有する若手研究者で
あること。
・公募締切時点で40歳未満であるこ
と。（文科省「テニュアトラック・普及定
着事業」の公募に基づく）
・英語に堪能で英語による講義・研究
指導ができること。　など
【人数】
　5名採用（平成25年度）
【新規採用教員に占める割合】
　1.7％（平成25年度）

・平成26年度において、優れた教育研究業
績を有する外国人研究者又は教員を本学に
招聘し、本学における教育、研究等の発展
及び国際化の推進に寄与することを目的とし
て、新たに「外国人招聘教員制度」を実施
し、本学の更なるグローバル化・国際競争力
の増大を図る予定。
・平成26年度において、総長直轄の「国際連
携研究教育局」に海外大学などの教員を正
規教員として雇用し，年俸制を適用するとと
もに，世界レベルの卓越した研究者には「特
別教授（Distinguished Professor）の称号を
付与する予定。

2 東北大学 ○

　公募制等の原則に基づく教員採用活動を
進めており性別、国籍、出身校、宗教等を問
わず開かれた採用制度の下で教員の採用
を行っている。具体的には、関係部局の
HP、JREC-IN（研究者データベース）や国内
外で発行される関連分野の主要雑誌等に
公募情報を掲載し　優れた教育研究者の選
考採用を行っている。
　例えば、教育学研究科において、独自事
業である「アジア共同学位開発プロジェクト」
の中で、日中韓台で共通の英語の授業を行
うことが可能な外国人教員（助教）１名を平
成25年11月に日本語・英語でHP、JREC-IN
等に掲載し、国際公募を行った。
　また、原子分子材料科学高等研究機構で
は、研究者のうち常に30％以上は外国人で
あり、世界から第一線級の研究者が集まる
優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目
に見える拠点」形成のため、英語版HPや国
際的に著名な雑誌に募集通知を掲載するな
どして国際公募を行っている。平成24年度
中に国際公募により採用した研究者数は16
名（全研究者数：106名）となっている。

○

　外部資金等の財源により、従前の
大学運営費による教員任期法の任
期以外に、雇用期間を定め柔軟に
雇用ができるよう、平成１６年度より
全学で導入を開始した。現在、全教
員３,１５５名のうち、８６４名（２７．
４％）が年俸制となっている。

○

　一部の部局において、研究業績・教
育経験がテニュア付とするのに十分で
ない准教授について、テニュア・トラッ
ク制として採用している。テニュア・ト
ラック制として採用された者は、一定の
条件を満たした時、教授会の議を経て
テニュア付へ配置換することができ
る。在職期間内における業績審査を経
て、テニュアを付与することとしており、
組織の活性化や研究の推進を目的と
している。

　事務機能の英語対応力強化のための組織
改革及び外国の大学に職員を派遣し、語学
研修を行うなど、英語研修の拡充を検討して
いる。（里見ビジョンより）
　平成２６年度から外国の学術機関や企業
等も視野に入れた本学と他機関との間で共
同雇用を行うジョイント・アポイントメント制度
を設けることにより、本学のもつリソースを最
大限に活用し、異分野融合による新たな学
問領域の開拓やイノベーション創出の推進
を図る。

年俸制 テニュアトラック制
その他、大学の国際通用性の向上のための

人事制度改革について

国際公募
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3 千葉大学 × 検討中 ×

検討中

○

国際公募による優秀な人材を採用し、
世界的研究拠点形成の中核となる若
手研究者を育成することを目的に，平
成20年度に生命系科学分野に限定し
て導入し，平成22年度には大学自主
取組の制度として全学規程を定めた。
規程においては「若手の教員に対し，
テニュア獲得に向けてのインセンティ
ブを与えることにより当該教員の教育
研究に対する意欲を高め，もって千葉
大学における教育研究の充実に資す
る」ことを目的としている。
対象となる教員は准教授，講師及び
助教とし，これまでに34名がTT教員と
して雇用された。（現時点在籍者は20
名）

検討中

4
お茶の水女
子大学

○

公募を行う際に、必要に応じて英文の公募
要領の作成や、科学技術振興機構の運営
する研究者人材データベースなどを活用し、
国内外に向けて公募を行っている。

○

大学院、学内共同教育研究施設の
一部の教職員において導入済み。
教員等193名のうち9名（4.7％）が、
外部資金により雇用された教員等を
含めると270名のうち86名（31.9％）
が年俸制の適用となっている。 ○

公募時にテニュア・トラック型の教員の
公募である旨明示して公募を行い、採
用後一定期間経過した後、申請により
テニュア獲得の審査を行う。平成21年
以降助教として採用した9名のうち、7
名がテニュア・トラック制を適用してお
り、そのうち1名が平成26年4月1日に
任期のない教員となる見込みである。

１．平成26年度から教員のグローバル度の
指標（英語の授業・ゼミ、国際会議、海外出
張、留学生の受入等）の検討を開始し、教員
のグローバル度を教員評価に反映予定
２．平成27 年度から教員人事に関する国際
化ポリシーを検討する予定
３．平成26年度に職員のグローバル度の指
標の検討を開始し、職員のグローバル度を
給与等に反映予定
４．平成27年度から新規職員採用における
英語力の重視のための方策を検討する予定

5
国際教養大
学

○

本学の教員採用は、平成16年4月の開学以
降、国際公募を原則としている。

○

本学の給与体系は、平成16年4月の
開学以来、教職員ともに年俸制を導
入している。

×

テニュアトラック制の導入予定なし。
【現状】本学は、新任教員の雇用に際
しては、3年以内の任期での2回までの
更新制度を採用している。採用後の実
績により、テニュア契約に移行すること
も可能である。

平成22年4月より、サバティカル制度・特別
研修制度を導入している。

6
国際基督教
大学

○

教員採用の際には、本学や国際的な学会
のウェブサイト及び学術ジャーナル等を通し
て、全て国際公募を行っている。
審査では、学歴(博士の学位を取得している
ことの確認を含む)・研究業績・推薦状に基
づく書類選 考で候補者を絞った上で、面談
を行なうとともに、 必ず模擬授業を実施し、
学生の主体的学修を重視する本学に相応し
い教育能力を備えているかどうかを評価し
た上で、本学教員としての資質を多角的に
検討し、採用を最終決定する。

×

任期付で採用する客員教員につい
ては、原則として本務校における職
階等に応じて給与を規程に定めてい
るほか、規程によりがたい場合に
は、個々人の業績に応じて、年俸額
を決定している。　また、定年退職者
を対象に、選考の上任用する、特任
教授については、2014年4月より任
用を開始するが、定額制を導入す
る。

×

H26年4月より新たにテニュア制度を導
入する予定である。概要は以下のとお
り。
1)助教の職階で任用される全教員を
対象とする5年(任期制)のテニュアト
ラックを導入する。
2)テニュア審査では質的評価に加え、
分野ごとの数値目標を明示して５年間
の達成を求める。
3) 3年目にレビューを実施し、テニュア
申請は任期最終年に行われる。
4) テニュア取得と同時に、准教授に昇
任する。

本学では、准教授以上の教員中 90%近くが
博士号を有し、内70%は海外大学の学位取
得者である。日本の大学の博士号保有者
も、そのほとんどが、博士課程在学中あるい
は学位取得直後に諸外国の大学に一定期
間籍を置いた経験を持つ。
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7 中央大学 ○

学部・研究科にて教員公募の際には、
JREC-IN、本学HP等を活用して広く教員募
集について掲載をしており、日本国内に限ら
ず応募があれば審査対象としている。また
募集科目（教員）により英文での募集要項を
作成して掲載している。 ○

実務家、他機関・他研究所等の者の
うち専門分野、実務において優れた
研究業績、知識及び経験を有する者
から実務・専門分野に関して高度な
教育を図るため、特任および助教C
の教員に導入。現在、10ある学部・
研究科等のうち、全ての学部・研究
科等で実施。全教員719名のうち、84
名（11.7％）が年俸制となっている。

○

本学の教育・研究の後継者育成を図
るため、主として助教論文の作成その
他研究に従事することを主たる職務と
する者として助教Ｂを任用することが
できる。現在、10ある学部・研究科等
の全ての学部・研究科等で制度を利
用することができるが、現在は0名であ
る。

2013年4月に発足した全学連携教育機構で
は、機構に設置されたプログラムで特任教
員の採用を可能とした。日本語教育、情報リ
テラシー教育、資格課程教育など、研究密
着・卒論指向型の専門教育には含まれな
い、全学に共通するタイプの教育のうち、限
定されたプログラムについて、実務経験者等
を中心に配置転換を行った。今後、学部教
授会を経ず、同機構の委員会を通して人事
を行うことが可能となった。

8 早稲田大学 ○

英語による授業ができる、海外で教育・研究
実績がある等、各学部において、新規に採
用する際に求める人材に応じて、国際公募
を行っている。

×

現在、学内関係箇所で制度導入に
むけて検討を進めている。

○

平成19年度科学技術振興調整費「若
手研究者の自立的研究環境整備促
進」事業の採択を受け、高等研究所に
てテニュア･トラック制度を導入した。ま
た、本学においては、各学部・研究科
の教員人事採用は各箇所の裁量に委
ねられているため、高等研究所におけ
る補助金事業と並行して、これまで、
基幹理工学部、創造理工学部、先進
理工学部、国際教養学部、大学院アジ
ア太平洋研究科および大学院情報生
産システム研究科においても、テニュ
アトラック制にもとづいて教員人事採
用を行った実績がある。

9 同志社大学 ○

　教員公募は学会等のHPに加え、本学HP
でも実施し、外国人教員も採用の対象として
いる場合は、公募要領を外国語でも掲載し
ている。勿論、外国人教員採用の場合のみ
ならず、より優秀で、海外経験豊富な教員を
採用するため、国際公募も含め広く募集活
動を行っている。ただし、採用する教員の研
究分野等の関係からも、大学全体として「必
ず国際公募すべき」と言う方針･制度導入は
行っていない。
　勿論、各学部・研究科において国際公募し
た実績は多く、例えば、英語の授業のみで
MBA学位が取得できる、Global MBAコース
では、広く海外から優秀な教員候補を獲得
するため、Academy of Management、The 
Chronicle of Higher Education、Academic 
Jobs EU、AACSB等で広く公募を行い、2名
の採用枠に対し、合計50名以上の応募者を
得た。
　今後は、右記のテニュアトラック制度導入
に係る検討と並行して、各学部・研究科への
国際公募実施の要請を行う予定である。

×

　本学では、今後の国際的視野での
教育・研究水準の向上および若手研
究者の養成に加え、主として海外か
らの著名な研究者招聘も視野に入
れ、評価制度の確立も含め、年俸制
導入に向けた検討組織を2014(平成
26)年度に立ち上げ、検討を開始す
る。

×

　若手研究者が、本学において自立し
た研究者として実績を積むことができ
るなど、国際的視野での若手研究者
の採用および養成を図るため、テニュ
アトラック制度導入に向けた検討組織
を2014(平成26)年度に立ち上げ、検討
を開始する。

　本学では、博士学位を取得後1年以内の外
国人留学生を助手（有期）に採用し、研究費
を支給し、研究スペースを与えて研究活動に
専念させるなど、博士学位取得後の更なる
キャリア形成支援を実施する「外国人留学生
助手（有期）制度」を実施している。博士学位
取得後まで見通せる制度とすることで、本学
の大学院へ進学する外国人留学生の増加と
研究科の教育研究活動の活性化に繋げて
いる。
　また、人事制度とは直接関係しないが、外
国人教員を採用した後のフォローの体制整
備を行っている。例えば、外国人教員の教育
活動援助の一環としては、出講案内（授業時
間割、台風等の場合の措置、情報処理機器
操作、試験、評価基準、緊急連絡先、給与、
キャンパスハラスメント等について記載、計
84ページ）の英文化を完了し、必要な教員に
配付している。また、WEB学修支援システム
の英語化も完了し、外国人教員も英語メ
ニューに従って、採点入力やシラバス情報の
入力が可能となっている。
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10
関西学院大
学

○

　本学における教員の任用は、各学部・研
究科等においてその詳細を制度化してい
る。その際、公募が原則となるが、余人を
もって代えがたい場合などの特例を設けて
運用している。
公募にあたっては原則的にすべてWEB上で
世界中からアクセス可能なようにしており、
事実国籍や性別での差は設けていない。
日本語での科目提供が基本であり、日本語
での要項の掲出が一般的ではあるが、英語
によるカリキュラムを提供する総合政策学
部、国際学部、経営戦略研究科では英語の
要項も合わせて掲出する。言語教育研究セ
ンターの要項はすべて英語である。

○

　本学における年俸制の導入は、
「任期を定めて任用する教員（2000
年度）」が最初で、その後「法科大学
院任期制実務家教員（2004年度）」
「経営戦略研究科任期制実務家教
員（2005年度）」に導入されている。
目的は、本学の教育・研究の充実・
発展、さらに大学における教員の流
動性を高めるため、専任教員枠を活
用し、任期を定めて優秀な教員（実
務経験の専門家など）を採用するも
のである。この教員は、学部・研究科
等所属となり、学部・研究科所属の
者は学部教授会、研究科教授会に
出席し、意見を述べることができる。
なお、2013年4月1日現在、「任期を
定めて任用する教員」は24名、「法
科大学院任期制実務家教員」は13
名、「経営戦略研究科任期制実務家
教員」は14名である。

×

　本学において、テニュアトラック制に
ついて現時点では制度化されていな
い。
しかしながら、以前から実質的な方法
として、契約教員を一定期間勤めた
後、専任の教員として採用するケース
がある。
具体的に、国際教育プログラム室の契
約教員が契約期間満了時審査を経て
国際学部の専任教員として採用となっ
た例や、産業研究所の契約教員が国
際学部開設時にその業績を評価され
て専任として採用となった例などの前
例がある。

　本学では、「グローバル人材育成推進事
業」採択を受けて、教員の教育留学を制度
化した。学院短期留学の枠を利用し、研究と
ともに教育方法のスキルアップのための留
学を認めており、平成26年度4名、平成27年
度4名の派遣を承認している。
  教員・学生をサポートする重要な役割を担
う職員の研修では、学内での英会話研修や
海外研修、アメリカの大学への中期留学（5
か月）に加え、JICA青年海外協力隊（短期ボ
ランティア）への職員派遣を平成25年度に制
度化した。また、海外の大学で実務を伴った
研修の実施を検討している。
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11
立命館アジ
ア太平洋大
学

○

１．制度の目的･･･本学では開学以来、「3 
つの50」として目標を定めている外国籍教
員比率（50%）を維持するため、国際公募を
行っている。
２．導入スケジュール･･･公募を行う際、学内
のWebサイトで告知すると同時に、国内外の
著名な教員公募サイトにも告知を行ってい
る。
３．実施の際の条件や公募の方法･･･全て
の教員公募において国際公募を実施してい
るため、国際公募を制限する条件は無い。
公募方法は学内外のWebサイトを利用して
いる。
４．教員全体に占める国際公募での採用割
合･･･全ての教員公募において、国際公募
を通じた採用を行っている。

×

本学では実施していない。

○

１．制度の目的･･･多様かつ優れた教
員を国内外から任用するため、一定数
の「任期制教員」を任用し、5年間の在
職期間の中で教育・研究実績、大学へ
の貢献等の審査に基づき「テニュア教
員（任期の定めのない教員）」として改
めて新規任用する「テニュア・トラック
制度」を導入している。

２．導入スケジュール･･･テニュアへの
地位変更審査は2008年より導入され
た。毎年、任用後3 年目となる任期制
教員に対して、本学任用後の実績（教
育・研究・大学行政等）について学内
審査を行っている。3 年目の審査で地
位変更が認められなかった場合は、任
用後4年目に再審査の機会がある。

３．対象となる教員の条件や人数・・・
対象となる職位は助教、准教授、教授
の３つである。対象人数の上限は無
く、公募時に「任期制教員」または「テ
ニュア教員」での任用の可能性がある
ことを明示している。どちらの採用にな
るかは、任用時に決定する。

４．新規採用教員全体に占める割合
等・・・新規任用教員（助教、准教授、
教授）のうち、9割以上が任期制での
採用である。

１．教員アセスメント制度の導入、実施･･･①分野別アセスメン
ト（教育、研究、社会貢献の3分野）、②教育の質向上促進制
度（学生からの「授業評価アンケート」の実施と、教員本人によ
る「授業の振り返りと今後の改善点」の提出）、③大学行政貢
献表彰の3点で評価を行っている。
２．海外大学への教員公募説明会実施･･･主に言語担当教員
を採用するため、協定大学を中心に海外大学に赴き教員公募
説明会を実施している。対象は、言語関連の専門分野を修め
た大学院生である。
３．オープンセミナー制度導入【導入予定】･･･教員選考に際し
て、所属教員が出席可能な「特別セミナー」を、選考途中の段
階で開催し、任用予定候補者の詳細事項（研究実績もしくは実
務経験、国内外の多彩なネットワーク等）を把握する機会を設
ける予定である。
４．海外大学での新人教員FDプログラム･･･グローバル人材
育成事業の一環として、新任教員を対象に米国ミネソタ大学と
の協働でFDプログラムを実施。コースデザインや、英語の応
用的訓練、双方向授業の活性化についてトレーニングを実施
している。
５．学外研究員制度（ADL）・・・学外機関で研究または調査を
行うことを目的に、雇用期間の定めのない本学の専任教員
（教授、准教授、専任講師）を対象に、1セメスターを基本とする
期間における授業および公務を免除する制度である。給与、
個人研究資料費および個人研究旅費は現職としての額を支
給している。
６．教員アセスメント制度・・・本学では、大学の理念・目的を実
現するために、さまざまな国籍の教員を受け入れて、教育研
究活動を展開している。こうした環境の下、組織活動に関する
評価とともに、個々の教員の活動に関する評価の両面を通じ
て、教育研究水準の向上を図ることを目的として「教員アセス
メント制度」を実施している。制度の概要は以下のとおりであ
る。
① 「分野別アセスメント」教育、研究、社会貢献の各分野に関
するアセスメントである。各分野においてすぐれた実績を挙げ
た教員を表彰するとともに、被表彰者に対しては評価報奨金
等を授与している。
② 「大学行政貢献表彰制度」各行政役職者は、大学行政への
貢献度が高いと認められる教員を、｢大学行政貢献表彰｣とし
て推薦し、教員アセスメント委員会が被表彰者を決定してい
る。被表彰者に対しては、評価報奨金を支給している。
③ 「教育の質向上促進報奨金制度」
教育の質向上を促進する観点で教員を奨励する制度である。
本制度において、教員アセスメント委員会が設定した｢目標ラ
イン｣を教員が達成することにより、評価報奨金を支給してい
る。

12 筑波大学 ○

国際公募による外国人教員の任用拡大、戦
略的な海外大学・研究機関との連携を活か
した研究者の相互交流などにより、国際的
な研究者の受入れ・派遣と研究活動を拡
充・強化するために、各教員組織の長へ可
能な限り国際公募を実施するよう文書にて
依頼した。

○

採用前の経歴や年齢等にとらわれ
ない柔軟な給与決定等を目的とした
年俸制を導入するため、平成19年12
月から契約職員就業規則を制定し
た。
その後、平成26年1月からは、契約
職員就業規則を廃止し、本部等職員
就業規則等に年俸制を規定し、外国
語教育担当の外国人教員やテニュ
アトラック制助教への年俸制適用拡
大を図った。

○

若手大学教員の能力及び資質の向上
を目的として、平成19年4月からテニュ
アトラック制を導入し、原則として助教
の職に適用した。
また、平成26年1月からテニュアトラッ
ク制のすべての助教について年俸制
を適用し、外国人を含めた優秀な若手
教員の確保を図った。

本学では、全学的な見地から戦略的に配分
計画を策定して実施する学長裁量枠として、
平成24年度から全学戦略枠が創設された。
国際化拠点事業(Ｇ30)の補助金終了後(平
成26年4月以降）もグローバル人材育成のた
めの英語コースを維持・充実するために、外
国人教員を雇用するための枠を全学戦略枠
等で21枠確保することを決定した。
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13 埼玉大学 ○

教員の選考は、優れた人格及び識見を有す
る者について、その研究業績、教育業績及
び教育能力等を総合的に判断して行うこと
とし、公募については各学部・研究科・セン
ター等の教育研究上の理念、目標及び将来
計画に基づき、学内外を問わず広く人材を
求めるよう務めるとともに、その際、国籍・性
など、あらゆる差別は排除するよう規則で定
めている。現在のところ、国際公募について
は職種・分野等により各学部等が判断する
こととなっているが、本事業の主体的取組学
部である教養学部は国際公募を原則として
いる。

×

年俸制の導入が適当と思われる職
種・分野などを定めるとともに、年俸
に反映させる業績評価方法の検討
を進めた上で、すみやかに対応する
予定である。

○

若手の教員に対し、テニュア獲得のイ
ンセンティブを与えることにより教育研
究に対する意欲を高めるとともに、そ
の能力及び資質の向上を図り、本学
における教育研究の高度化及び活性
化を期することを目的としている。

本事業の主体的取組学部である教養学部
の教員活動報告書において、英語による授
業実施のインセンティブを高めている。

14
東京医科歯
科大学

○

平成23年度から導入したテニュアトラック制
での教員採用にあたっては、国際公募
（ホームページ等で英文で公募を行うこと）
で行うことを学内規則により定めている。
またそれ以外の教員についても本学グロー
バル戦略に関連の深い部局や、附置研究
所の教員採用においては、必要に応じて国
際公募を行っている実例がある。

○

外部資金による各種プロジェクト等
に関わる教員や、寄附講座等の教
員については、1年ごとに任期を付す
年俸制の特定有期雇用職員として
雇用しており、当該職員の割合は全
教員836名に対して95名と、約11
パーセントとなっている。
本学は文部科学省が実施する研究
大学強化促進事業の対象となってお
り、国立大学改革プランに沿って、全
教員の20％を年俸制とすることを目
標にしている。

○

本学に採用する若手教員に対して、テ
ニュア獲得に向けてのインセンティブ
を与えることにより、教員の教育研究
に対する意欲を高めるとともに、能力、
資質の向上を図ることを目的として平
成23年度に導入した。
国際公募を基本とし、博士号取得後１
０年以内かつ、４０歳未満の研究者を
対象としている（但し、臨床研修を受け
た者については４３歳未満）。
テニュアトラック期間は5年とし、3年目
までに中間評価を行い、期間終了1年
前までにテニュア審査を実施し、教育
研究の実績を評価する。
平成26年2月1日現在、6名のテニュア
トラック教員を採用している。

職員の士気向上、研究・教育能力の向上の
ため、勤務成績の優秀な教員に対して、イン
センティブとして自主的な調査研究、技術習
得に利用できる長期休暇を付与するサバ
ティカル制度を導入している。
本制度を利用した教員のほとんどが国外に
おける自主研究期間を設けており、当人の
国際感覚を養うとともに、期間終了後の大学
の国際通用性の向上にも資する制度となっ
ている。
現在２名の実績がある。
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15
東京工業大
学

○

■制度の目的及び導入時期
優秀な教員を世界的視野で確保するととも
に、教員構成を多様化するための方策とし
て、平成２３年１０月より、全学で導入。

■実施の際の条件
教授、准教授または講師を選考する場合は
必須。

■公募方法
和文に加え英文による公募を大学ホーム
ページに少なくとも１ヶ月は掲載する。

■国際公募支援
平成２４年度より、優秀な外国人教員雇用
のため、学問分野に応じた国際学術誌等へ
の教員公募広告の掲載について希望する
部局があった場合は広告掲載に係る経費を
支援している。

○

■制度の目的及び導入時期等
特定有期雇用職員等（非常勤職員）
の賃金について、採用する教員に応
じて賃金を設定できるより自由度の
高い賃金体系とするため、平成１７
年度より導入。全学的に実施されて
おり、全教員１５８２名のうち、２２９名
（１４．５％）が年俸制となっている。
今後は常勤職員にも対象を広げ、新
たな年俸制制度を導入予定である。

○

■制度の目的及び導入時期
公正で透明性の高い選考により採用
されたテニュアトラック教員に自立的な
研究活動の機会を与え、創造性及び
挑戦的意欲が豊かで国際的にリー
ダーシップを発揮できる広い視野と柔
軟な発想を持つ若手の人材を養成す
ることを目的として、平成18年度から
科学技術振興調整費による「若手研
究者の自立的研究環境整備促進」事
業に基づき５年間の試行を行った後、
平成23年度より、「東京工業大学テ
ニュアトラック制度」として全学で導入。

■対象となる教員の条件
・准教授または講師
・博士号取得後10年以内
・40歳未満
・他機関にて２年以上研究・教育に関
する勤務経験を有すること

■対象人数　年度ごとに３人
（参画部局（専攻）を３つまで募集）

■外国人教員雇用に係る人事ポイントの支
援
本学では、人件費管理のため「人事ポイント
制」を実施しているが、教員構成の多様化の
ため、平成２４年度より、外国人教員の採用
等を行う部局から申請があった場合は人事
ポイントの一部を支援している。

16 一橋大学 ○

経済学研究科において国際公募を行ってお
り、当該研究科ウェブサイト、JREC-INの研
究者人材データベースに加え、世界で最も
大きな経済学会の一つであるAmerican 
Economic Associationのウェブサイト(Job 
Opening for Economists)を通じて、外国人
や女性を含む全ての研究者に幅広く公募活
動を行っている。採用審査においては、複
数の学外専門家に業績評価を依頼してい
る。 ○

法人化に伴い、契約教員の雇用を
開始し、多様な人材の確保を図るた
め、契約教員は年俸制としている。
平成26年2月1日現在契約教員は
119名在職している。

○

経済学研究科において平成18年度か
ら若手教員の採用においてテニュアト
ラック制を実施している。この制度の
下、すでに2名の教員にテニュアが与
えられ、現在3名の教員がテニュアト
ラック教員として採用されている。さら
に、平成26年度に１名ないし2名のテ
ニュアトラック教員を採用予定であり、
その公募にあたっては、Ph.D.候補者
やPDが全世界から集まるアメリカの
ASSA/AEA (American Economic 
Association) Annual Meetingなどを活
用している。具体的には、本学教員を
ASSA/AEA Meetingに派遣し、現地面
接を行い、絞り込んだ候補者数名を本
学に招聘して、本学教員との個別面接
や、英語によるセミナーをしてもらい、
審査を行っている。
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17
東京海洋大
学

○

制度として明記はしていないが，教員公募
（教授、准教授）にあたって性別，国籍を問
わないことを原則としている。
ただし，テニュアトラック教員の採用にあたっ
ては，国際公募を行うことを明言し，JREC-
INの英語版を活用した。平成25年度以降に
行われている海洋科学系4部門のうち自然
科学系の3部門の助教人事はすべてテニュ
アトラック教員に移行しているので、これら3
部門の助教人事はすべて、採用時に日本
語能力を問わない国際公募となっている。

○

教員に関して多様な採用を行うため
の給与制度のひとつとして，平成20
年度に年俸制（常勤・非常勤）を導入
し，現在学系の１部門（従来の学科）
で２名の採用を行っている。
年俸制適用教員については，教員
の流動性の観点から任期制も合わ
せて採っている。
今後の取扱い（範囲拡大を含めて）
は未定。

○

海洋分野における世界最高水準の卓
越した研究拠点形成を行うことを目指
し，若手研究者の戦略的な育成を目
的に平成25年度に制度を導入した。
現在2名のテニュアトラック助教が在職
しており，平成26年度も新たに2名のテ
ニュアトラック助教を採用予定である。
平成25年度以降、2学系のうち，1学系
(海洋科学系）の自然科学系3部門の
助教採用については，すべてテニュア
トラック制度によって実施されている
（平成2５年度より）。

18 新潟大学 ○

新潟大学では，医歯学総合病院，附置研究
所，機構及び本部に所属する教員以外の教
員については，「教育研究院」に所属し，教
育研究院に所属する教員は，「人文社会・
教育科学系」「自然科学系」「医歯学系」の
いずれかの学系に所属する。各学系におい
て選考に関する基準が定められており（当
該基準において国籍は定めていない），選
考を行うときは，当該教員の選考方針を定
め，その都度教員選考委員会を設置してい
る。教育研究院の教員（教授・准教授）公募
の際には，すべての場合において，公募に
関する情報をホームページ（新潟大学ホー
ムページ，科学技術振興機構研究者人材
データベースJREC-INなど）に掲載し，世界
に向けて公募を行っている。

○

新潟大学が認める特定のプロジェク
ト等による教育，研究又は診療に専
ら従事させるための教授等を当該プ
ロジェクト等に係る予算を財源として
雇用することにより，更に特色のある
教育・研究の推進並びに高度の医
療の発展を図るため，平成17年度よ
り年俸制による「特任教員（特任教
授，特任准教授，特任助教）」採用制
度を設けている。平成26年2月1日現
在で，教員1,292人のうち，特任教員
は180人（13.9%）となっている。

○

新潟大学を研究大学へと導く牽引役と
して，また高い研究力を基盤とした魅
力溢れる教育を実施する教員の採用・
育成を目的として，平成21年度にテ
ニュアトラック制度を導入した。
本学では，文部科学省科学技術人材
育成費補助事業「若手研究者の自立
的研究環境整備促進事業」の補助を
受け，平成21年度～平成24年度にか
けて，国際公募により若手研究者（原
則40歳未満）を計10名採用した。
平成24年度からは，本制度を全学へ
普及させていくために，文部科学省「テ
ニュアトラック普及・定着事業」の補助
を受けて，学内4部局計6名の若手研
究者（40歳未満）を採用した。

優れた教育職員を育成するため，研究能力
向上に資することを目的として，一定期間
（原則として２ヶ月以上）海外の大学又は研
究機関等で専門分野の調査研究を行う在外
研究制度を用意し，平成24，25年度はそれ
ぞれ3名ずつの教員を本制度により海外に
派遣している。
また，「職員休職規程」に研究休職に関する
条項を定めており，本制度により平成25年
度は3名の教員が，本学の教員としての身分
を保有したまま海外の研究機関で研究を
行っている。
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19 福井大学 ○

　教員の採用においては、これまで公募に
よることを原則としてきたが、平成24年度よ
り、学内外から広く適任者を求めるため、外
国を含めた公募によることを原則とする申し
合わせ（学長裁定）を作成し明確化した。公
募方法は、研究人材データベースへの掲
載、本学ホームページへの掲載等。

○

　平成19年度より、教育、研究及び
診療活動の充実並びに教育研究診
療プロジェクト等の推進のため、全
学で年俸制給与を適用した特命教
員制度を導入した。
　平成26年2月1日現在、全教員631
名のうち83名（13％）が年俸制となっ
ている。
　今後は、平成26年度に向けてより
柔軟な年俸制の導入を検討する。

○

　平成23年度より、学内の独立した組
織（特区）の中で、導入しており、十分
な研究費と研究環境を与え、自立した
研究者（テニュアトラック教員）として経
験を積むことが出来る仕組みである。
大学として優秀な若手研究者を確保・
採用し、国際的研究拠点形成の中核
となる人材を育成することを目的として
いる。
　平成26年2月1日現在、7名のテニュ
アトラック教員が在籍しており、平成26
年度に、新たに2名の採用を予定。

　過去一年間における新規採用教員
全体に占めるテニュアトラック制により
採用された教員の割合は、5.5%。

　また、一部学部において研究推進の
ためにテニュアトラック制度に類する制
度を作り、研究環境を整えて教授2名
を同制度により雇用。

20 神戸大学 ○

神戸大学の全学の制度として、国際公募に
関する制度及び手続きなどは制定されてい
ないが、海外有力大学・研究機関との連携
が推進されており、一部の教員人事におい
て国際公募を実施している。

○

国内外の特に優れた能力又は高度
の専門的な技能又は資格を有する
者を，寄附金等の経費により，年俸
により雇用するものである。

○

神戸大学の全学の制度としてはテニュ
アトラック制を導入していないが、一部
の部局で内規という取扱で、テニュアト
ラック制を実施している。
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21 鳥取大学 ○

大学院工学研究科においては、平成25年度
のテニュアトラック助教の公募２件につい
て、英語での公募文をホームページ・ＪＲＥＣ
－ＩＮに掲載するなどの国際公募を実施。

乾燥地研究センターにおいては、下記の通
り実施している。
【条件等】「鳥取大学乾燥地研究センター教
員の選考方針に関する申し合わせ」に則り、
原則、教授及び准教授について、国際公募
を実施。
【公募の方法】ホームページ掲載、JREC－
IN（研究者人材データベース）、関連学会
【教員全体に占める国際公募での採用割
合】８割（乾燥地研究センターのみ） ○

【制度の概要】
『特命職員』（H23.2.1～導入）
　学長の特命に基づくプロジェクト等
に係る教育及び研究、又は専門的な
技能若しくは資格の求められる職等
に従事する者であって、期間を定
め、かつ、年俸により雇用する者
　※主に外部資金・自己収入等を財
源として、承継定数外で雇用

【雇用実績】（H23.2～H26.2延べ人
数）
○部局別内訳
　・地域学部　１名
　・医学部　５名
　・大学院医学系研究科　１名
　・大学院工学研究科　２名
　・医学部附属病院　１０名
　・男女共同参画室　１名
○職種別内訳
　・教授相当　１名
　・准教授相当　６名
　・講師相当　２名
　・助教相当　１１名

○

【制度の名称】
テニュアトラック普及・定着事業（科学
技術振興機構による事業）を活用し
た、鳥取大学テニュアトラック制

【導入の目的】
優れた若手研究者を国際公募により
国内外から確保し、自立した研究環境
の中で研究活動を行うことや、キャリア
パスにより任期終了後にはテニュア
（任期の定めのない）教員になれるポ
ストを準備することで、リーダーとなる
教員・研究者を養成する。

【対象となる職】
テニュアトラック教員として雇用する対
象の職は，准教授，講師，及び助教。
（公募の対象者）
（博士号取得後１０年以内の研究者又
は同等程度の研究歴を有する者）

【実施実績】
平成２４年度および平成２５年度に国
際公募を実施し、合計３名（乾燥地研
究センター：１名、工学研究科：２名）の
テニュアトラック教員を採用した（平成
２５年５月１日現在の教員数：７３６
名）。
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22 山口大学 ○

テニュアトラック制による教員の採用は，国
際公募によるものである。詳細は，「テニュ
アトラック制」欄に記載
また，制度としては構築していないが，研究
分野等によっては，国内外から優秀な研究
者を確保する観点から，国際公募を実施し
ている。（平成23年度以降の新規採用教員
の７％）

×

平成26年度から一律の給与体系で
はなく毎年の成果・評価を反映し給
与額を決定することを目的とし，優秀
な人材に対して，幅を持たせた給与
決定を可能とした制度を構築する。

○

優秀な若手研究者が自立して研究で
きる環境を整備するとともに，公正で
透明性の高い人事制度の構築を図る
ため，平成23年度から，文部科学省科
学技術人材育成費補助事業の制度に
則ったテニュアトラック制の導入を医学
系研究科及び理工学研究科で開始し
た。その後，平成24年度に共同獣医学
部で導入し，平成25年度に農学部で
導入したことにより，自然科学系の全
部局へ普及した。現在，理工学研究科
に４名，医学系研究科に２名，共同獣
医学部に１名，農学部に１名の合計８
名のテニュアトラック教員が所属してい
る。（平成23年度以降の新規採用教員
の３％）また，平成26年１月には，人
文・社会科学系部局への普及及び定
着を目指し，シンポジウムを開催した。
今後も，全学への展開を推進するよう
な取り組みを実施していく予定である。

平成25年度から，大学教育職員の人員管理
方式を，これまでの職位別の定員管理から，
人件費管理へ見直しを行い，その方策として
「ポイント制」を導入し，部局長の裁量による
弾力的な人員配置を可能にした。それによ
り，例えば教員２名分のポイントを利用する
ことにより優秀な外国人教員等を雇用するな
ど弾力的な給与決定を可能とした。

23 九州大学 ○

教育の一層の推進と研究活動を促進してい
くために、「九州大学教員人事の基本方針」
を平成16年4月1日に定めている。
その中で、「本学は、組織の活性化を図り国
際競争に対応するため、多様な経歴を持つ
者、他大学出身者、女性、外国人等の採用
を積極的に行うものとすること。」と規定して
おり、公開公募を原則としている。

○

競争的資金による特定の大型プロ
ジェクト等の高度化・複雑化に対応
し、当該事業の円滑な推進に資する
ことを目的とし、当該事業の範囲内
において業務に従事する教員を雇用
するため平成20年4月1日より実質的
な年俸制である特定プロジェクト教
員の雇用制度を導入した。
その後も、実質的な年俸制である寄
附講座・寄附研究部門教員、共同研
究部門教員、テニュアトラック教員の
雇用制度を導入した。
また、組織の新設・改編における教
育研究診療活動の維持・向上の担
保を目的とし、平成23年11月1日より
教員（年俸制）の雇用制度を導入し
た。
平成26年2月1日現在、全教員約
2,400名のうち約250名(約10%)が年
俸制となっている。今後は、国から退
職手当が措置される教員にも対象を
広げることを検討している。

○

　九州大学テニュアトラック制は、平成
18年度科学技術振興調整費採択「次
世代研究スーパースター養成プログラ
ム（SSP）」で構築した基盤をもとに、平
成23年度に開始された。
　公正で透明性の高い審査で選抜さ
れた優秀な若手研究者が、期限付の
雇用形態で自立した研究者として経験
を積み、審査を経て安定的な職に就く
ことができる仕組みを普及・定着させ
ることにより、優れた若手研究者の育
成を推進し、もって本学の研究活動の
活性化を図ることを目的とする。
　実施部局は学内の全部局を対象に
公募を行い、全学的な委員会である研
究戦略委員会の審査を経て決定す
る。審査にあたっては、テニュアトラッ
ク制教員の育成計画等について審査
し、大学本部・部局両面からの支援を
受けられる体制を築く。
　テニュアトラック制教員は自立的に研
究を行い優れた能力を十分に発揮で
きるよう、所属を全学的組織である高
等研究院とする。また、実施部局は研
究費及びその他の研究環境の面で配
慮する。

（回答無し）

11



導入の
有無

制度の概要等
導入の
有無

制度の概要等
導入の
有無

制度の概要等

年俸制 テニュアトラック制
その他、大学の国際通用性の向上のための

人事制度改革について

国際公募

24 長崎大学 ○

　制度として特に設けてはいないが、各部局
において教員の公募を行う際には、JREC-
INに登録するなどの方法により、国際公募
を行うことが常態である。

○

　柔軟で多様な人事制度の構築を図
るため、平成１９年度より、有期雇用
職員のうち、外部資金等を活用して
教育研究プロジェクトに従事するテ
ニュア・トラック教員について６学部
で導入開始。
　その後、感染症創薬研究プロジェ
クトに従事する教授、附置研究所長
等に適用拡大。
　今後は、戦略的に強化すべき分野
において、当該目的を達成するため
に雇用する常勤職員（主としてシニ
ア教員）にも対象を広げ、平成２６年
度に導入予定。

○

　若手の教育職員に対してテニュア獲
得のインセンティブを与えることによ
り、教育研究に対する意欲を高め、能
力及び資質の向上を図ることを目的と
し、平成１９年度より、全学テニュア・ト
ラック制度を導入。現在、全学テニュ
ア・トラック制度と別に５研究科等で部
局テニュア・トラック制度を導入してお
り、現在２１名の部局テニュア・トラック
助教が在籍している。

25
愛知県立大
学

○

外国語学部で雇用する任期付外国人教員
は12名（英米学科：4名、フランス語圏専攻：
2名、スペイン語圏専攻：2名、ドイツ語圏専
攻：2名、中国学科：2名）であり、その公募
は、各専攻言語を母語とすることを条件にし
ている。国際公募をすることにより、世界中
から優秀な人材を確保すると同時に、諸外
国の大学における研究や教育に関する最
新情報の提供など、本学の研究・教育の活
性化を期待している。

○

任期付外国人教員については、年
俸制を導入しており、教育、研究の
結果を報酬に反映できる仕組みを採
用している。

×

平成26年度より、全学教養教育における英
語科目を担当する外国人教員を任期付で雇
用することとした。これまで外国語学部のみ
で外国人教員による授業を開設していたが、
大学全体のグローバル化をめざし、全ての
学部の学生がネイティブスピーカーの英語
の授業を履修できることとなった。

26
山口県立大
学

○

独立行政法人科学技術振興機構がインター
ネット上で提供する研究者人材データベー
スＪＲＥＣ－ＩＮに公募情報を掲載（英語及び
日本語）。 × ×

平成２４年度から、教員の採用に関する選考
基準において、「国際化に対応した教育研究
活動を推進し、グローバル社会に対応できる
学生の育成及び地域の国際化に貢献するこ
とができる人材」を求める人材像として追加
した。

27
北九州市立
大学

○

専任教員の採用については、原則としてイ
ンターネット上のＪＲＥＣ－ＩＮ（研究者人材
データベース）を利用し、公募を行っている。

× ×

特になし
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28
共愛学園前
橋国際大学

○

　国籍にかかわらず、広く人材を募集するた
めに実施している。
　本学の専任教員人事は全て公募にて行わ
れており、公募要領は全てWEBにて公開さ
れ、必ず「国籍を問わない」と記載している。
ただし、学生指導や学内業務への従事に対
応する日本語運用能力は求めている。（語
学担当教員の場合は、当該言語を母語とす
る者と限定する場合がある。）
　これまで、語学以外の教員公募に際して
も、海外から、あるいは外国籍者の応募も
あった。実例としては、現在在職している心
理学の教員は韓国籍であり、国際関係論の
教員は中国籍である。また、次年度赴任す
る経営学の教員公募では日本人の採用が
決まっているものの、最終選考には中国籍
の者が残った。
　（本制度を国際公募とするならば）本制度
は1999年より実施しており、これにより採用
された教員は、（日本人、外国人含め）全教
員中69％となる。

×

　右記の制度に関連し、新規採用後
3年以内の教員は、年度毎に契約を
更改する制度を採っている。
　ただし、給与体系は他の教員と同
様の本学規程（人事院の制度に準じ
るものとなっている）に依るものであ
り、年度毎の業績審査等による給与
の増減は実質無く、契約の有無を審
査するものである。
　このように、単年度の契約に依る
給与支給を年俸制と位置づける場
合には○であるが、そうではない場
合は☓であり、ここでは☓としてい
る。
　ちなみに、本制度は2003年度より
実施しており、現在単年度契約で在
籍している教員の全教員に占める割
合は19％である。

○

　本学では、本学における教育研究に
対応する人材を確保するため、新規採
用教員については、テニュアポジショ
ンを用意した上で、着任後3年間を単
年度契約の任期付教員としている。3
年後に、研究・教育・学生指導等々の
業績を審査し、その結果によりテニュ
アとなることができる。
　（本制度をテニュアトラックとするなら
ば）本制度は、2003年度より実施して
おり、これにより採用される新規採用
教員はテニュアを用意されない任期付
教員を除けば、100％となる。この制度
を経て在職している教員の全教員に
占める割合は、56％である。

　本学はアクティブラーニングを多く展開する
など、教育を重視する大学であり、故に研究
のみならず教育も重視する人事を行ってい
る。
　採用時：書類審査の後、模擬授業を実施
し、候補者の教育力を審査している。
　昇任時：研究業績のみならず、学内学外活
動報告書の提出を求め、教育活動、学生指
導、地域連携活動等も加味した審査を行っ
ている。

29
神田外語大
学

○

○語学専任教員の採用については、毎年
ウェブを使って海外より応募者を募り（毎年
200人～300人の応募）、書類選考の後、実
際に現地に出向き、面接を実施したうえで、
言語教育または応用言語学などの分野で
修士号を取得し、なおかつ教授経験のある
者を原則として採用（H26.2.1現在、H26年度
新規採用予定者18名。すべて上記条件を満
たした外国籍教員）。

○その他、JREC（研究者人材データベー
ス）を活用。採用条件として、博士以上、教
授経験の有無の他、科目に応じて外国語で
授業ができることなど、提示（H26.2.1現在、
H26年度新規採用予定者3名。すべて英語
による講義可能）。
＊学部の日本人教員は、学長面接及び、模
擬授業を実施し、採否を決定。

○

学部の語学教育（英語を含む８言
語）を担う専任教員（語学専任教員）
は、既に年俸制を導入。
現在、専任教員の約半数にあたる90
名以上（45%以上）が年俸制の対象と
なっている。

○

学部の新任教員は、職位や所属にか
かわらず当初3年契約とし、3年目前期
においてテニュアへの審査として「再
任審査委員会」を組織し、教育、研究、
学務活動などの評価に基づき、テニュ
ア希望者に対して審査を行っている。
昇任については、学内基準に従い各
学科からの推薦に基づき、審査のため
の委員会が招集され、審議が行なわ
れる。本学では「教育」重視の観点か
ら、教科書作成も業績として考慮して
いるほか、研究面のみならず、教育面
での評価も重視している。H25年度は5
名の専任教員に対する資格審査が行
われた。

○専任教員の研究活動を振興し、教育の向
上に資することを目的として「研究助成規
程」、および「在外研究実施要項」を設け、教
員の教育力向上に資する研究（個人研究、
共同研究、パイロット研究）に対し、財政支援
を行なう制度がある。毎年2名程度の専任教
員が活用している。

○語学専任教員については、厳格な人事評
価制度を導入しており、国内外における研究
発表を、評価項目の一つに設定している。そ
のため本学では、学会等での研究発表を積
極的に促すため、参加・発表にかかる経費
（渡航費、宿泊費、学会登録費等）の一部を
財政支援する制度を設けている。毎年のべ
100名以上の語学専任教員が本制度を活用
している。
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30 亜細亜大学 ○

　本学の教育職員採用については、大学
ホームページ及び人材データベースに募集
内容を掲載し、広く国内外の優秀な人材確
保に努めている。なかでも本学の附置機関
である英語教育センターは、21名全員が外
国籍の教員であり、国際公募や本学との学
術文化交流協定を締結している海外の大学
を通じて募集活動を行っている。
　平成27年度からは、これまで以上にきめ
細やかで質の高い英語教育を行うため、英
語教育センターの基本教員数を26名（上限
28名）に増員する予定である。

○

　本学では、特別任用教員について
授業担当時間を基準にした年俸制を
平成15年度途中から導入しており、
基本給年額の12分の1を毎月支給す
るかたちをとっている。
　現在は、4学部のうち、3学部計6名
の特別任用教員を雇用しており、全
体に占める割合は、全教員161名の
うち、6名で約3.7％となっている。
　平成26年度には、すべての学部
で、特別任用教員を雇用し計10名に
増員する予定である。

×

　本学は昭和60年（1985年）10月に北京師
範大学と交流協定を締結し、平成6年（1994
年）10月にも学術交流協定を締結した。
　それにともない、本学での中国語教育を充
実させ、学生の中国語運用能力を向上させ
るため、平成14年度から主に若手の中国語
教員1名を客員教員として毎年迎え入れてい
る。
　今後も北京師範大学との大学間交流を継
続し、教員を迎え入れる予定である。

31 杏林大学 ×

海外協定校が39校に増大した。平成28年度
までには50校に拡充することを目指してい
る。協定校との人的交流の活性化を図りな
がら、それらの大学を中心に国際公募を予
定している。具体的な公募に向けての作業
を開始する。

○

一部の教員には年俸制を導入して
いる。全学的な制度として可能かど
うか検討する。

×

全学的な取り組みが必要であり、その
検討を開始する。

・英語による専門科目等の授業を展開する
ため、専任の外国人教員の採用を進めてい
る。
・事務職員について対しe-ラーニングによる
英語・中国語の学習環境を提供しているほ
か、TOEICの受験を推奨している。

32
芝浦工業大
学

○

専任教員、非常勤講師等大学で採用する教
員は原則すべて、研究者人材ベースJREC-
INを通じた国際公募を実施している

○

助教(後述)、特任教員、専門職大学
院特別任用教員（①実務経験または
専門分野における優れた業績を有
する者、②契約年度の年度末におい
て満70歳以下の者のいずれにも該
当する者）、シニア教員について、教
育内容の充実や特別な使命をもった
採用をおこなうため、専任教員の人
数枠とは別に年俸制を敷いて採用す
る制度を導入している。平成25年5
月1日現在当該教員数は41名13.9％
である。

○

平成23年7月より、従来の「芝浦工業
大学助教規程」を改定し、教員資格
「助教」にテニュア・トラック制を適用し
ている。助教は、博士の学位を有し、
原則2年以上のポスドク研究員または
研究職としての経験があること、採用
年度の4月1日に39歳未満であることと
している。採用時の任用期間は3年で
あり、3年目に准教授（テニュアポスト）
への昇格等審査を行う。昇格した場
合、助教の契約期間は勤続期間に通
算される。平成26年度における新規採
用教員における助教の採用割合は
25％（12名中3名）、昇格割合は100％
（3名）である。

外国人教員比率向上のため、本学連携大学
院において母国の大学で教員となっている
OBを客員教員として任用しているが、これを
発展させ、学生指導、共同研究を集中して行
う外国人併任教員制度の施行を検討してい
る。

33 上智大学 ○

・学問領域に応じ国際公募を実施している。
・2014年4月採用については約7割の募集枠
で国際公募を利用した。
・公募方法は、国際的な学会組織やニュー
ズレター等への募集広告の掲載、海外の主
要大学院への募集広告の送付等である。

○

・専門性・実務性を重視した「特任教
員」「実務家教員」「出向教員」につい
ては年俸制を導入している。
・本務教員に占める年俸制の教員比
率は2.8％（15人）。

×

34
昭和女子大
学

○

分野によっては公募要領を日英２か国語で
公開し、実際に海外からの応募もある。今
後も分野によっては積極的に海外からの応
募者を期待したい。 × ○

専任教員の新規採用は原則として5年
任期となっている。ある一定以上の評
価の者については、任期半ばで審査し
合格と判定された者はテニュアトラック
とみなし、残任期を一定の評価を維持
し満了した時はテニュアとして再任用
する。
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35 東洋大学 ○

契約制英語講師を採用する際に、学部に
よっては、英語による公募要項を作成し、
ホームページに掲載しており、海外からの応
募も可能である。また、海外在住の教員の
採用にも、積極的に対応している。
平成26年9月採用に向けて今後実施する、
英語特別教育科目を担当する契約制英語
講師の教員公募においては、ホームページ
による公募の後に、アメリカのTESOL学会
の大会等に専任教職員を派遣し、現地での
面接等を実施する教員採用を行う予定であ
る。

○

国際語である英語に関し、ネイティ
ブ･スピーカーによる英語教育を行う
ことを目的として、年俸制による契約
制英語講師を制度化している。契約
制英語講師については、通常の専
任教員枠1枠につき、2名を採用でき
るようにすることで、各学部での積極
的な採用を促しており、現在、7学部
で19名を採用している。

×

これまで海外協定校の協力により実施して
いた英語特別教育科目について、平成26年
度より、本学でプログラム管理者1名及び契
約制英語講師6名を採用して実施する本学
責任体制にて運用していくこととした。
また、これまで非常勤講師にて開講していた
交換留学生のための日本語・日本文化科目
についても、平成25年9月より、契約制日本
語教員2名を採用し、科目の充実を図ってい
る。
なお、平成26年度より、教員の教育研究そ
の他の活動の活性化のために、教員評価制
度を導入する予定である。

36 法政大学 ○

取組学部のGIS(グローバル教養学部）、国
際文化学部では、JREC-IN（研究者人材
データベース）ならびに大学ホームページに
より国際公募を実施している。特にGIS（グ
ローバル教養学部）では、学部の設置趣旨
に沿うよう、教員の多様性を維持するために
学部開設時より国際公募を行っており、今
後の教員採用は原則として国際公募で実施
することとしている。

○

企画・戦略本部特任教員制度があ
り、特任教員はその経歴、業務等に
基づき、総長室企画・戦略本部の内
規の定めに従って処遇されている。

○

学部任期付教員制度があり、教員の
有期雇用を実施している。任期付教員
の任期は最長５年間で、任期中若しく
は任期終了後は、専任教員の公募へ
応募することが可能である。学部任期
付教員は学部教員全体の２割の員数
を０．５で除した数まで採用することが
できる。

複数の学部において、国外の大学での学位
取得者、国外大学における教育研究歴、外
国語による授業の可否を考慮した採用を実
施している。

37
武蔵野美術
大学

○

カリキュラムに即した採用計画に基づき、
「武蔵野美術大学専任教員採用基準」に則
り、国内外を問わず優秀な人材を採用する
制度を整備している。これにより現在5名の
外国人専任教員を採用しており、平成25年
度は1件の国際公募を行った。

×

計画なし

×

計画なし 教員の国際通用性向上の取り組みとして、
在外研究制度や海外研修制度を設置する
他、特別任用専任教員・客員教授として外国
人の採用を行い、訪問教授招聘による研究
の活性化・教育力の向上を図っている。

38 明治大学 ○

　本学では、明治大学教員任用規程第3条
に定める基本方針に沿って部局の教員人
事任用計画を遂行している。
　平成25年度基本方針第四項では、「公募
を行う場合にも、国際公募を実施することと
し、国内外に幅広く対象を求め、優れた人材
を確保する。」と規定している。
　同基本方針に基づき、一部の学部等で
は、（独）科学技術振興機構の研究者人材
データベース「JREC-IN」等を活用し、国際
公募による教員任用を行っている。

○

　特任教員・客員教員については、
年俸制を導入している。
　月給制の専任教員（助教・助手を
含む）は974名であり、年俸制の特任
教員は120名、客員教員は40名であ
る。

×

　「テニュアトラック」としての制度では
ないが、3年の有期雇用である「助教」
として任用した者の中から、優れた教
育研究上の能力があると認められた
場合には、雇用期間の定めのない専
任の教員として任用することが出来
る。
　また、本学の研究活動の促進のた
め、ポスト・ドクターを研究推進員の形
で有期雇用を行い、その中から、研究
者として優れた者を専任の教員として
任用することが出来る。

　英語を用いた授業を拡充するため、英語を
用いた授業実践のためのＦＤ研修を実施し
ている。
　平成22年より、米国ネブラスカ大学におけ
る春期研修プログラムを開催し、これまでに
30名の教員が同研修を修了している。
  ファカルティエクスチェンジとして、本学とタ
イにある協定校シーナカリンウィロート大学
の間で、教員が一定期間互いに相手校に滞
在し、授業を行う等の交流を行っている。
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39 創価大学 ×

国際色豊かな学部教育の実施を目的に平
成26年度開設の国際教養学部の教員採用
の際、JREC-IN等を通じた国際公募を実
施。学部所属教員17名のうち7名の教員採
用を国際公募を通して決定。制度化につい
て今後検討を進める。

○

多様性ある人材の受入れを以て本
学の教育研究の向上を図ることを目
的に平成16年度より契約教員にお
いて年俸制を導入した。今後、教員
の総合業績評価の業績登録システ
ムを活用し、全教員に対する評価の
一つとして年俸制も含めて検討す
る。（平成25年度在籍者74名）

○

昭和56年に教員の任用手続に関する
規程を策定し、契約教員から任用期間
を定めない本学教員に変更できるもの
とした。これに準拠し、本学におけるテ
ニュアトラック制度として契約教員から
任期の定めのない教員として雇用し、
制度運用している。(平成25年度に当
該制度で任期の定めのない教員に移
行した人数：5名）

教員の総合業績評価の取組
平成22年度に自己点検評価委員会のもとに
「教員の総合的業績評価委員会」を設置。教
員の総合的業績評価について試験導入を開
始。平成22年に「教員業績登録システム」を
導入し、分野・領域別評価基準に基づいた
業績の評価算定を試験的に導入。平成26年
度以降に本格導入を行う。

40 愛知大学 ○

教育職員の採用は、各教授会が行う学部枠
と、大学評議会が行う大学枠の2つがある。
各学部や大学の教育研究上の目的を実現
するための採用枠であるこれらは、毎年度3
～5件程度、英語・フランス語による国際公
募を実施している。実施実績のある学部
は、国際コミュニケーション、文学部が多くを
占め、公募職位は、ほぼ嘱託助教で外国人
教員の採用である。
なお、平成25年度、国際コミュニケーション
学部では本公募による日本人准教授を採用
した。

× ×

【嘱託助教制度】
　主に共通教育、専門教育科目の教育に従
事し、本学の教育水準の維持向上を図るこ
とを目的とした、任期1年契約（4年を限度とし
て延長可）の人事制度である。
　なお平成26年2月現在、嘱託助教17名中
15名が外国人である。
　これは、海外からの赴任の際、その旅費や
住宅の提供を本学が支給する本制度による
効果であり、外国人教員の雇用をしやすくし
ているといえる。

【学外研修（海外研修）制度】
　専攻分野の学術研究または調査を目的と
する専任教育職員が、最長１年以内の期間
で海外の研究機関等において研究等を行う
制度であり、平成20年4月の制定以降、毎年
約5名程度が実施している。大学全体で年間
10名の人員枠とし、申出時3年以上勤務した
もの、研修前年度5月末現在で65歳未満の
ものを対象とする。研究期間中は、給与、滞
在費、研究費、旅費等が支給され、長期に
わたる研究活動専念が可能であり、これらの
成果はやがて学生の教育へと還元される。

【研究休暇制度】
教育および研究等の能力向上を目的とした
制度である。
専任教育職員を対象とし、教員が従事する
教育（授業）、校務（役職等）はすべて免除さ
れ、給与、研究費が支給される。

41
京都産業大
学

×
平成２８年度実施に向け、平成２５年度から
検討を開始している。 ×

平成２８年度実施に向け、平成２５年
度から検討を開始している。 ×

平成２８年度実施に向け、平成２５年
度から検討を開始している。

外国人や外国での学位取得者の雇用をより
一層促進させていく。
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42 立命館大学 ○

公募する専門分野に応じて国際公募を行っ
ている。とりわけグローバル人材育成推進
事業、世界展開力強化事業、大学の国際化
のためのネットワーク形成推進事業におい
ては、積極的に国際公募を行っている。
公募の方法としては、本学WEBページ、
JREC-INに加え、学術誌やThe Chronicle
（海外の教員公募WEBサイト）等を活用して
いる。

○

全教員1,237名のうち、165名
（13.3％）が年俸制となっている。
年俸制が適用される可能性のある
雇用種別には任期制教員や有期雇
用教員があり、年俸制の教員は現在
20の学部・研究科・機構に所属して
いる。

×

特になし
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