
「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」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）等に英語の公募情報
を掲載するなどして，国際公
募を行っている。
・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。

○

【教員】
・年俸制適用（GI-CoRE）
H26.10.1 現在 4名

【特任教員（再雇用）】
・年俸制適用
・H26.10.1現在 98名

【特任教員（外部資金等）】
・年俸制適用
・H26.10.1現在 301名

※なお、上記以外の教員につ
いては、平成26年度中に年俸
制を導入する。

○

【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】
　1名採用決定（平成26年度）
※H26.11.1着任予定
※他に2名採用予定であり，公
募・選考手続を実施中である。
【新規採用教員に占める割合】　
　
　0.5％（平成26年度）
※H26.4.1～H26.11.1に新規採用
となる教員数を元に算出

・本学における教育研究の発
展及び国際化の推進並びに
国際競争力の強化を図るた
め，平成26年度から従来研究
所やセンターに限定していた
外国人研究員制度について，
その財源を拡充のうえ，優れ
た教育研究業績を有する外国
人研究者又は教員を招へい
する，全学公募型の「外国人
招へい教員制度」として見直し
を行い，その運用を開始して
いる。

・スタンフォード大学，メルボル
ン大学及びアイルランド国立
大学ダブリン校の教員を総長
直轄の「国際連携研究教育局
（GI-CoRE）」にクロス・アポイ
ントメント制度により正規教員
として雇用し，年俸制を適用し
ている。
　なお，世界水準の研究成果
を挙げた研究者に対して，ディ
スティングイッシュトプロフェッ
サーの称号を付与する制度を
導入する予定である。

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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2 東北大学 ○

　従来より教員の採用にあ
たっては公募を原則としてお
り、研究分野の特性に配慮し
つつ、国際公募等の方法を積
極的に活用し、性別、国籍、出
身校、宗教等を問わなない採
用を行っている。
　公募の際は、本学のHP、
JREC-IN（研究者データベー
ス）、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。
　年俸額については、特段の
本給表や上限を設けておら
ず、若手研究者や外国人研究
者の雇用においても、適時に
その業績を処遇に反映できる
よう柔軟な体制をとっている。
　現在、全教員３,１７９名のう
ち、８９３名（２８．１％）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。
　これらの部局においては、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等、教員
採用から審議までの手続きに
関する内規が整備され、継続
的な制度が構築されている。
　また、テニュアトラック制を年
俸制と組み合わせることによ
り、将来性のある若手研究者
のポストを確保しテニュア付与
の前にチャンスを与えることに
より、若手研究者間の切磋琢
磨を促す効果を生じさせてい
る。

　学内に設置した滞在型研究
施設に招聘する第一級の研
究者との交流推進、国際学会
への出席に対する支援、及び
本学高度教養教育・学生支援
機構における研究に基づくFD
プログラムの提供等により、若
手研究者の国際通用性を高
める取り組みを積極的に行う
予定である。　
　また、事務機能の国際化を
図るために以下の取り組みを
行っている。
(1）事務職員採用時に英語面
接を課し、国際関連業務を担
える人材を国際担当部署に配
置し、多言語による日常業務
を行っている。
(2)英語対応力強化のため、外
国の教育・研究機関に職員を
派遣し、レベルにあわせた語
学研修や関連業務に係る調
査等を行っている。
(3)平成28年度末までに全事
務職員がTOEICを1回以上受
験、その結果（スコア）を研修
等の対象基準として活用す
る。
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3 千葉大学 × 検討中 ○

教育研究の一層の活性化を
図るため、教員（教授・准教
授・講師・助教）を対象に、適
切な業績評価に基づく給与体
系（年俸制）を平成26年10月よ
り導入。現在、11学部・研究科
等の49名について、年俸制を
適用している。
今後、平成28年度までに、171
名（総教員数の15％程度）を
目標に対象者を広げていく予
定。

○

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37
名がTT教員として雇用された
（現時点在籍者は22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192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
282名のうち99名（35.1％）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13名のうち、11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っ
た。

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
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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。

×

本学では全教員を対象に独自
のテニュア制度を導入してい
る。
【本学独自のテニュア制度】
更新回数の制限を設けない
「更新回数無制限契約」のうえ
に「無期契約」をおく制度で、
「更新回数無制限契約」の契
約期間は5年間。大学からの
指名により「更新回数無制限
契約」から「無期契約」に移行
する。

※平成26年度スーパーグロー
バル大学創成支援事業の採
択を受け、国際ベンチマーキ
ングの取組みの一つとして、
本学独自のテニュア制度とテ
ニュアトラック制度の比較調査
を行い、改善すべき点があれ
ば導入する予定である。

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。
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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 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
用する特任教授制度を2014年
4月より開始した。給与は定額
制としている。

○

H26年4月より新たにテニュア
制度を導入した。本制度によ
る雇用はH27年4月からを予定
している。
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 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。

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715のうち、82名
（11.5％）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、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。
10ある学部・研究科等のうち、
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。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。
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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。

○

有期雇用の専任研究員につ
いては、2009年度から複数の
給与線を設定し、職務内容及
び研究業績・能力等を評価し
て採用あるいは再雇用すると
いう実質的な年俸制を運用し
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。

本学及び他機関の双方に専
任（常勤）として所属し、双方
の業務を行う雇用形態として
「ジョイントアポイントメント制
度」を、他に本務を持つ教員に
本学が特定の教育研究活動
を行うことを委任する「訪問教
育制度」を、それぞれ導入し
た。
また、早稲田大学は創設当初
から国際化と女子教育の重要
性に留意してきたが、世界の
流れの中で本学のダイバーシ
ティのあり方も国際水準に合
致させるために、以下の文章
を改めて確認し、公募要領に
明記することを申し合わせた。
「早稲田大学は、国際化、男
女共同参画などダイバーシ
ティの実現を推進している。教
員採用・昇進の人事審査にお
いて、国籍、性別、信条、障が
いを理由とするいかなる差別
も行なわないことを申し合わせ
ている。」
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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。その
他、国際科学技術コースでも国際
公募の結果、外国人教員の採用
に至っている。
　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の立ち
上げなど、2014(平成26)年度
に引き続き、2015（平成27）年
度においても検討を継続す
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
た検討組織の立ち上げなど、
2014(平成26)年度に引き続
き、2015（平成27）年度におい
ても検討を継続する。

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、本学教員の国際通用性を高
め、本学の学術研究教育を一層推進
するため、専任教員が一定期間(1年
以内)、外国において研究または学術
調査に専念できる在外研究員制度を
設けており、各学部において計画的
に教員の海外派遣を進めている。

更に、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。

7



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
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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 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、2014年10月1日現
在、「任期を定めて任用する教
員」は31名、「法科大学院任期
制実務家教員」は12名、「経営
戦略研究科任期制実務家教
員」は15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、職員向けに語学研修だけ
でなく、リーダーシップ研修も
カリキュラムに組み込んだグ
ローバル人材育成研修を実施
している。平成25年度に1名を
派遣し、平成26年度に2名を派
遣している。
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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。

○

教員はほぼ全て国際的に公
募しており、世界中から多様な
教育研究歴のある人材が応
募してくる。特に助教について
はその教育研究実績は多様
であり、テニュアトラック制度
の対象でもあるため、それま
での助教任用者の教育研究
歴を評価し、任用時に処遇を
定める年俸制を導入してい
る。

○

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。
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国際公募

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。
更に、平成25年11月には、本
学との雇用関係の下で原則と
して2年以上の海外研究機関
へ派遣する「国際テニュアト
ラック制」を創設した。
平成26年1月からは、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を
創設した。国際化拠点事業(Ｇ
30)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。
また、平成26年7月に、海外の
著名な大学又は研究機関の
研究者を含めた研究室を招致
するための「海外教育研究ユ
ニット招致」制度を創設した。

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。

○

本学における人材育成機能の
強化及び研究力の強化を図る
ため、全組織・全教員を対象
に平成26年10月より導入を開
始している。新規採用教員だ
けではなく、月給制からの切
替えを促進し、平成２８年度末
までに、45人（10％）に導入予
定。

○

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。
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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
も大学院医歯学総合研究科を
はじめ、本学グローバル戦略
に関連の深い部局及び附置
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。

○

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871名に対して111名
と、約13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１０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。
H26.10.1現在で、６名のテニュ
アトラック教員を雇用してい
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。
平成２６年１０月までに２名の
活用実績がある。
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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
から導入。全学的に実施され
ており、全非常勤教員４７５名
のうち、２３４名（４９．３％）が
年俸制となっている。

常勤教員について，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，人事・給与システムの
弾力化に向けた年俸制を平成
２６年度から導入。

■常勤教員年俸制対象となる
　条件
・大学教員（在職者）
・新規採用の任期付き教員

■対象人数
・希望者全員（在職者）
・新規採用の任期付き教員

○

■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。

12
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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 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。商学研究科では、
American Accounting 
Associationのウェブサイト
「Career Center」、American 
Economic Associationのウェブ
サイト「Job Openings for 
Economists」、Social Science 
Research Networkのウェブサ
イト「Job Openings」に公募情
報を掲載し、広く候補者を募っ
た。現在、複数の領域におい
て、書類選考から 終面接ま
でのさまざまな段階にある。

○

平成26年4月1日付で新設され
た森有礼高等教育国際流動
化センターに所属する専任教
員のうち3名（教授1・講師1・助
教1）について年俸制を適用し
ている。さらに今年度中2名を
採用予定であり、同教員らに
年俸制を実施する。加えて、
平成26年5月14日付で設置さ
れた社会科学高等研究院でも
その所属の常勤職員の給与
を年俸制とした。また、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10月1日現
在契約教員は105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。このうち1名は平
成26年11月1日付でテニュア
教員とすることが決定された。
さらに、平成27年4月1日付で
テニュアトラック教員1名の採
用を決定した。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。

森有礼高等教育国際流動化
センター、社会科学高等研究
院の設置に関して世界トップク
ラスの研究者等招へいのた
め、年俸制の仕組みを通常の
年俸制に加えて、特定年俸制
教員とし、高額報酬が可能と
なる柔軟な制度を定めた。
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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。
今後の取扱いについては，適
用教員の範囲拡大を含め，検
討中。

○

海洋分野における世界 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
教が在職しているとともに，平
成26年11月1日付けで2名の
採用を予定している。また，平
成27年度にも新たに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）。

特になし
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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，特任講師，特任助教，
特任助手）」採用制度を設けて
いる。平成26年10月1日現在
で，教員1,304人のうち，特任
教員は190人（14.5%）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26年度
は4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10月1日
現在、教員641名のうち92名
（14％）が当該制度による年俸
制となっている。
　また、平成26年度より、大学
教育職員まで適用を可能とす
る年俸制を導入し、現在まで
に5名が当該年俸制へ移行し
た。今後は、平成26年度中
に、更に7名の移行を計画して
いる。

○

　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10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11月に、新
たに1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、2.3%。

　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。

特になし

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。 特になし
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【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
（H25.5.1現在の教員数：７３６
名）。

特になし鳥取大学 ○

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）、ＪＡＣＥＴ、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）

21 ○

【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～H26.10延べ人数）
○部局別内訳
　・地域学部　３名
　・医学部　６名
　・大学院医学系研究科　１名
　・大学院工学研究科　３名
　・農学部　２名
　・医学部附属病院　１１名
　・男女共同参画室　１名
　・グローバル人材育成推進室　１名
　・地（知）の拠点整備推進室　３名
○職種別内訳
　・教授相当　２名
　・准教授相当　８名
　・講師相当　４名
　・助教相当　１９名

『年俸制教員』（H26.10.1～導入）
　本学での様々な活動において高い業績を上げた
教員に対して給与面でのインセンティブを与えること
により、教員の労働意欲の向上を図り、もって本学
の機能強化に資するものとするため、以下の２ス
テップに分け、承継教員の10％程度の者に、年俸制
を適用するもの。
ステップ１（対象人数：14名）（実施日：H26.10.1）
大学の管理・運営活動における実績を考慮に入れ
て、主として副学長や部局長等を経験した教員を年
俸制の対象者とする。
ステップ２（対象人数：54名）（実施日：H27.4.1）
大学の管理・運営活動と共に、教育・研究・社会貢
献・国際交流・診療における実績を考慮に入れて、こ
れまで高い業績を上げた教員を年俸制の対象者と
する。（予定）

【導入実績】（H26.10.1現在）
○部局別内訳
　・地域学部　２名
　・医学部　１名
　・大学院工学研究科　３名
　・農学部　４名
　・乾燥地研究センター　１名
　・保健管理センター　１名
　・大学評価室　１名
　・生命機能研究支援センター　１名
○職種別内訳
　・教授　１２名
　・准教授　２名

○

17



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

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％）

○

本学の第２期から第３期中期
目標期間に向けた大学改革を
実現するため，適正な業績評
価に基づく給与決定，業績に
基づくインセンティブの付与及
び多様な報酬の受取方法の
実現を目的として，年俸制を
導入した（平成26年10月１日
導入開始）。
対象となる教員は全分野の助
教，講師，准教授及び教授
で，平成28年度までに90人程
度（教員の10％）に導入予定。

○

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。
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　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。

特になし

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10月1日現在、全教
員約2,400名のうち、約300名
(約13%)が年俸制となってい
る。
なお、現在、国から退職手当
が措置される教員に対する年
俸制に係る制度設計を行って
いるところであり、平成26年11
月1日より制度を導入する予
定である。

○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。

○
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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４月
に導入した。

○

　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
に加え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２８名の部局テニュ
ア・トラック助教が在籍してい
る。

特になし

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 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。

× 特になし

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
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。
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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
（日本語）。 × 特になし × 特になし

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 ○

教員の流動性向上の観点か
ら、国際環境工学部、基盤教
育センター異文化言語教育担
当等において、任期制（原則５
年）を導入している。
任期後は再任審査を行った上
で雇用する。

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、 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。
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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年度新規採用
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年度新規採用者
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98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、本学に設置する4学
部すべてで特別任用教員を雇
用しており、全体に占める割
合は、全専任教員165名のう
ち、10名で約6％となってい
る。
　今年度、すべての学部で特
別任用教員を雇用したことで、
年俸制をとっている教員の割
合が増えた。

× 特になし

　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14ヵ国・地域42
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
際公募を予定しており、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。
・今後、外国人事務職員の採
用も検討していく。
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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26年5
月1日現在当該教員数は43名
14.3％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。
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33 上智大学 ○

・国際的にも存在感のある大
学を目指す本学として、グロー
バル化に対応しうる教員を継
続して確保する必要があり、
外国人及び外国の大学で学
位を取得した教員を積極的に
採用するために国際公募を推
進しており、現在も学問領域
に応じ実施している。
・採用審査時には国際通用性
を見据えて、海外大学での学
位取得状況、母語以外による
授業担当の可能性、国際的評
価等を確認・審査した上で、採
否を決定している。
・平成26年度採用については
６割以上の募集枠で国際公募
を実施した。
・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。

○

・教育及び研究の分野におい
て極めて顕著な業績を有する
者、または高度な専門的学識
を有する者等優秀な教員を採
用することを目的とした「特任
教授制度」、法科大学院にお
ける「実務家教員制度」、学外
機関から受入れる出向教員に
年俸制を適用している。（特任
教授制度は、平成21年8月、
実務家教員制度は平成16年4
月、出向教員に適用する制度
は平成17年4月からそれぞれ
導入している。）
・本務教員に占める年俸制の
教員比率は現在2.7％（15
人）。
・今後は全教員に対して、教
員評価結果を反映させる報酬
体系に移行し、平成31年度を
目処に実質的な年俸制へ移
行する。教員評価を報酬体系
に反映することを通して、教員
の教育・研究力の向上につな
げる。

○

・平成20年度以降、本学で特
別研究員（PD）を務めた者や、
海外の大学院において学位を
取得した者及び教育研究の職
務経験を有する者を任期付専
任教員として助教の身分で採
用している。任期は 長5年間
とし、その間優れた研究業績
を上げ、適格と認められた場
合のみ准教授に昇任する。
・平成20年度から平成26年度
にかけて54人を採用し、計15
人がテニュア教員として准教
授に昇任している（平均して約
3年で准教授に昇任）。また、
優れた研究業績を上げ、適格
と認められた常勤嘱託教員を
専任教員へ昇任させている。
・平成26年度採用の専任教員
のうちテニュアトラック対象者
割合は33.3%（13人）。

・海外協定校ネットワークを活
用した海外大学院や教育機関
での教員の教育・研究活動へ
の積極的な参加を海外におけ
るグローバルFDとして促進さ
せる。
・在外研究制度及び短期教員
交換制度の柔軟かつ効果的
な運用を行い、平成35年度ま
でに本学に在籍する日本人教
員に海外での教育・研究の機
会を付与し、外国での1年以上
の教育・研究歴のある日本人
教員を約16％まで増やし、グ
ローバル教育の展開を加速化
させる。
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34
昭和女子大
学

○

アメリカの現地校である「昭和
ボストン」を通じて、本学の専
任教員の公募を実施した。面
接は遠隔会議システムを通じ
て行い、本学で資格審査を実
施している。平成26年10月1日
現在はまだ公募をしている
中だが、来年4月1日付で数名
の専任教員を採用する予定で
ある。

× 特になし ○

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。
任期切れのときは再度応募で
きることができ、優秀と認めら
れた者についてはテニュアとし
て採用することがある。ただ
し、任期制教員が必ずテニュ
アになれるわけではない。

特になし

35 東洋大学 ○

公募にあたり、学部によって
は、英語による公募要項を作
成して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。海外在住の教員の
応募・採用も増加しており、
終面接では、海外からの渡航
費を本学で支出している。
また、平成26年9月に国際セン
ターで行った英語特別教育科
目担当の契約制英語講師6名
の教員公募においては、アメ
リカのTESOL学会の教員公募
用のサイトでも公募を行い、海
外から多数の応募を得た。同
採用においては、 終面接を
スカイプを利用して実施してい
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
18名、国際センターで6名を採
用している。
また、大学として特に必要な
場合には、65歳定年後の年俸
契約雇用や大学院特任教員、
特別任用教員などの制度を導
入しており、現在、21名を採用
している。

×

正規のテニュアトラック制では
ないが、平成27年度以降、第1
部の全学科・専攻で1名ずつ、
計39名の年俸制の助教を配
置することとした。当該助教に
ついては、国際化の推進のた
め、①海外において1年以上
の教育・研究又は就業実績が
ある者、②海外の大学で学位
（修士以上）を修得した者、③
英語での授業が実施可能な
者、のいずれかを採用する。
助教は1期4年であるが、その
間に学部の教員採用がある
場合にはその教員採用に応
募することが可能であり、事実
上のテニュアトラックとして機
能する予定である。

専任教員の新規採用にあたっ
ては、全学部の全案件におい
て、国際化への推進のための
人材を採用することを全学的
な方針として明言している。新
規採用の教員には、必ず、ど
のような点で本学の国際化に
資する人材であるかの説明を
学部に求めるとともに、英語に
よる授業の担当予定者には、

終面接を英語で実施してい
る。
また、平成26年12月に、教員
の教育研究活動の活性化と
国際通用性の向上のため、教
員活動評価制度のトライアル
を実施し、平成28年度より正
式導入する予定である。
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について

国際公募

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 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。現在、17名を採用してい
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。必要に応じて
国際公募を行う。

× 特になし × 特になし

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。
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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27年度教員任用計画の
基本方針では、「原則として国
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こと。」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987名であり、年
俸制の特任教員は124名、客
員教員は48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。

　平成27年度教員任用計画の
基本方針では、「海外への研
究成果の発信及び外国語に
よる講義の実施等が可能な教
員の任用を進める。」と規定し
ている。
　外国語を用いた授業につい
ては、英語を用いた授業実践
のためのＦＤ研修を実施し、拡
充を図っている。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。
 また、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。

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26度在
籍者77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26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：4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。
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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。
また、平成26年度、国際コミュ
ニケーション学部では１名の
嘱託助教が特任教員に任用
替えとなるとともに、１名の嘱
託助教を採用した。

× 特になし × 特になし

【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。平
成26年10月1日現在、嘱託助教15名中14
名が外国人である。
　本制度では、本学が海外からの赴任旅
費や住宅提供しており、外国人教員を雇
用しやすい体制を整備している。

【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、 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。 
　また、学内においても、教員に広く外国
語による講義実施を促すため、平成26年
度から「英語による講義のためのFD研修
会」も開始した。

【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

○

外国語学部教員等を中心と
し、英文により公募文書を作
成し、広く国内外からの公募を
行っている。

×

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。

○

助教にて5カ年の年限を設け
て教員の雇い入れを行い、審
査の結果、適性と判断された
場合、准教授（年限なし）とし
て再雇用している。

特になし
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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
経済社会の発展を牽引するグ
ローバル人材育成支援、大学
の世界展開力強化事業、スー
パーグローバル大学創成支援
等の事業においては、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1,269名のうち、174名
（13.7％）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21の学部・
研究科・機構に所属している。

× 特になし 特になし
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