
採用時期：２０１７年４月１日
採用時期：２０１７年４月１日採用時期：２０１７年４月１日
採用時期：２０１７年４月１日

応募期限：２０１６年９月２９日（木）
応募期限：２０１６年９月２９日（木）応募期限：２０１６年９月２９日（木）
応募期限：２０１６年９月２９日（木）

学　部
学　部学　部
学　部 学科等

学科等学科等
学科等 専攻分野等

専攻分野等専攻分野等
専攻分野等 職階

職階職階
職階 担当授業科目等

担当授業科目等担当授業科目等
担当授業科目等 応募資格等

応募資格等応募資格等
応募資格等

教授
教授教授
教授

①
①①
①薬剤師免許または医師免許（*1）
薬剤師免許または医師免許（*1）薬剤師免許または医師免許（*1）
薬剤師免許または医師免許（*1）及び博士の学位（もしくは同専門分野

及び博士の学位（もしくは同専門分野及び博士の学位（もしくは同専門分野
及び博士の学位（もしくは同専門分野

　において卓越した能力）を有する方
　において卓越した能力）を有する方　において卓越した能力）を有する方
　において卓越した能力）を有する方

②医薬品の許認可、開発業務について教育・研究能力の高い方
②医薬品の許認可、開発業務について教育・研究能力の高い方②医薬品の許認可、開発業務について教育・研究能力の高い方
②医薬品の許認可、開発業務について教育・研究能力の高い方

③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り

　組める方
　組める方　組める方
　組める方

特任教授
特任教授特任教授
特任教授

任期３年
任期３年任期３年
任期３年

※審査のうえ更新あり
※審査のうえ更新あり※審査のうえ更新あり
※審査のうえ更新あり

①
①①
①薬剤師免許または医師免許（*1）
薬剤師免許または医師免許（*1）薬剤師免許または医師免許（*1）
薬剤師免許または医師免許（*1）を有する方

を有する方を有する方
を有する方

②博士の学位を持っていることが望ましい
②博士の学位を持っていることが望ましい②博士の学位を持っていることが望ましい
②博士の学位を持っていることが望ましい

③医薬品の許認可、開発業務についての教育・研究能力の高い方
③医薬品の許認可、開発業務についての教育・研究能力の高い方③医薬品の許認可、開発業務についての教育・研究能力の高い方
③医薬品の許認可、開発業務についての教育・研究能力の高い方

④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り

　組める方
　組める方　組める方
　組める方

病態医科学
病態医科学病態医科学
病態医科学 講師

講師講師
講師 免疫学、化学療法論ほか

免疫学、化学療法論ほか免疫学、化学療法論ほか
免疫学、化学療法論ほか

①
①①
①薬剤師免許（*1）
薬剤師免許（*1）薬剤師免許（*1）
薬剤師免許（*1）及び博士の学位を有する方(見込可)

及び博士の学位を有する方(見込可)及び博士の学位を有する方(見込可)
及び博士の学位を有する方(見込可)

②免疫疾患の病因・病態解明および薬物治療に関する教育・研究能力の
②免疫疾患の病因・病態解明および薬物治療に関する教育・研究能力の②免疫疾患の病因・病態解明および薬物治療に関する教育・研究能力の
②免疫疾患の病因・病態解明および薬物治療に関する教育・研究能力の

　高いこと
　高いこと　高いこと
　高いこと

③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り

　組める方
　組める方　組める方
　組める方

薬学教育センター
薬学教育センター薬学教育センター
薬学教育センター

特任講師
特任講師特任講師
特任講師

任期３年
任期３年任期３年
任期３年

※審査のうえ更新あり
※審査のうえ更新あり※審査のうえ更新あり
※審査のうえ更新あり

物理学、有機化学、物理化学
物理学、有機化学、物理化学物理学、有機化学、物理化学
物理学、有機化学、物理化学

ほか
ほかほか
ほか

①博士の学位を持っていることが望ましい
①博士の学位を持っていることが望ましい①博士の学位を持っていることが望ましい
①博士の学位を持っていることが望ましい

②化学、物理に関する教育・研究能力の高い方
②化学、物理に関する教育・研究能力の高い方②化学、物理に関する教育・研究能力の高い方
②化学、物理に関する教育・研究能力の高い方

③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
③教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り

　組める方
　組める方　組める方
　組める方

薬化学
薬化学薬化学
薬化学

特任助教
特任助教特任助教
特任助教

任期３年
任期３年任期３年
任期３年

※審査のうえ更新あり
※審査のうえ更新あり※審査のうえ更新あり
※審査のうえ更新あり

化学系基礎薬学実習ほか
化学系基礎薬学実習ほか化学系基礎薬学実習ほか
化学系基礎薬学実習ほか

①
①①
①薬剤師免許（*1）
薬剤師免許（*1）薬剤師免許（*1）
薬剤師免許（*1）を有する方(見込可)

を有する方(見込可)を有する方(見込可)
を有する方(見込可)

②修士以上の学位を有する方、または６年制薬学部を卒業した方
②修士以上の学位を有する方、または６年制薬学部を卒業した方②修士以上の学位を有する方、または６年制薬学部を卒業した方
②修士以上の学位を有する方、または６年制薬学部を卒業した方

　(いずれも見込可)
　(いずれも見込可)　(いずれも見込可)
　(いずれも見込可)

③有機合成化学、医薬品化学に関する知識及び実験技術を習得している方
③有機合成化学、医薬品化学に関する知識及び実験技術を習得している方③有機合成化学、医薬品化学に関する知識及び実験技術を習得している方
③有機合成化学、医薬品化学に関する知識及び実験技術を習得している方

④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り

　組める方
　組める方　組める方
　組める方

法学部
法学部法学部
法学部 法律学科

法律学科法律学科
法律学科 政治学

政治学政治学
政治学 准教授または講師

准教授または講師准教授または講師
准教授または講師

日本政治論、政治過程論、
日本政治論、政治過程論、日本政治論、政治過程論、
日本政治論、政治過程論、

西洋政治思想史ほか
西洋政治思想史ほか西洋政治思想史ほか
西洋政治思想史ほか

①博士の学位を有する方、もしくはそれと同等の教育・研究上の能力・
①博士の学位を有する方、もしくはそれと同等の教育・研究上の能力・①博士の学位を有する方、もしくはそれと同等の教育・研究上の能力・
①博士の学位を有する方、もしくはそれと同等の教育・研究上の能力・

　業績を有する方
　業績を有する方　業績を有する方
　業績を有する方

②教育、研究、社会貢献、大学・学部運営のいずれにも十分な熱意を
②教育、研究、社会貢献、大学・学部運営のいずれにも十分な熱意を②教育、研究、社会貢献、大学・学部運営のいずれにも十分な熱意を
②教育、研究、社会貢献、大学・学部運営のいずれにも十分な熱意を

　もって取り組める方
　もって取り組める方　もって取り組める方
　もって取り組める方

経済学部
経済学部経済学部
経済学部 経済学科

経済学科経済学科
経済学科 社会経済学

社会経済学社会経済学
社会経済学 准教授または講師

准教授または講師准教授または講師
准教授または講師

基礎演習、専門演習、
基礎演習、専門演習、基礎演習、専門演習、
基礎演習、専門演習、

社会経済学、大学院科目ほか
社会経済学、大学院科目ほか社会経済学、大学院科目ほか
社会経済学、大学院科目ほか

①博士の学位を有する方、もしくはそれと同等の学識がある方
①博士の学位を有する方、もしくはそれと同等の学識がある方①博士の学位を有する方、もしくはそれと同等の学識がある方
①博士の学位を有する方、もしくはそれと同等の学識がある方

②現代経済を研究している方、実務研修に力を発揮できる方が望ましい
②現代経済を研究している方、実務研修に力を発揮できる方が望ましい②現代経済を研究している方、実務研修に力を発揮できる方が望ましい
②現代経済を研究している方、実務研修に力を発揮できる方が望ましい

③大学院における指導および講義が可能な方
③大学院における指導および講義が可能な方③大学院における指導および講義が可能な方
③大学院における指導および講義が可能な方

④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り

　組める方
　組める方　組める方
　組める方

基礎看護学
基礎看護学基礎看護学
基礎看護学

特任助教
特任助教特任助教
特任助教

任期３年
任期３年任期３年
任期３年

※審査のうえ更新あり
※審査のうえ更新あり※審査のうえ更新あり
※審査のうえ更新あり

基礎看護技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
基礎看護技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ基礎看護技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
基礎看護技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ
基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ
基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ

総合看護学実習ほか
総合看護学実習ほか総合看護学実習ほか
総合看護学実習ほか

①修士以上の学位を有する方（2017年3月末日までに取得見込の方を含む）
①修士以上の学位を有する方（2017年3月末日までに取得見込の方を含む）①修士以上の学位を有する方（2017年3月末日までに取得見込の方を含む）
①修士以上の学位を有する方（2017年3月末日までに取得見込の方を含む）

②
②②
②看護師免許（*1）
看護師免許（*1）看護師免許（*1）
看護師免許（*1）を有する方

を有する方を有する方
を有する方

③看護職者として3年以上の実務経験を有する方
③看護職者として3年以上の実務経験を有する方③看護職者として3年以上の実務経験を有する方
③看護職者として3年以上の実務経験を有する方

④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り

　組める方
　組める方　組める方
　組める方

精神看護学
精神看護学精神看護学
精神看護学

特任助教
特任助教特任助教
特任助教

任期３年
任期３年任期３年
任期３年

※審査のうえ更新あり
※審査のうえ更新あり※審査のうえ更新あり
※審査のうえ更新あり

精神看護学援助論Ⅰ・Ⅱ
精神看護学援助論Ⅰ・Ⅱ精神看護学援助論Ⅰ・Ⅱ
精神看護学援助論Ⅰ・Ⅱ

精神看護学実習
精神看護学実習精神看護学実習
精神看護学実習

統合看護学実習ほか
統合看護学実習ほか統合看護学実習ほか
統合看護学実習ほか

①修士以上の学位を有する方（2017年3月末日までに取得見込の方を含む）
①修士以上の学位を有する方（2017年3月末日までに取得見込の方を含む）①修士以上の学位を有する方（2017年3月末日までに取得見込の方を含む）
①修士以上の学位を有する方（2017年3月末日までに取得見込の方を含む）

②
②②
②看護師免許（*1）
看護師免許（*1）看護師免許（*1）
看護師免許（*1）を有する方

を有する方を有する方
を有する方

③精神科において看護職者として3年以上の実務経験を有する方あるいは
③精神科において看護職者として3年以上の実務経験を有する方あるいは③精神科において看護職者として3年以上の実務経験を有する方あるいは
③精神科において看護職者として3年以上の実務経験を有する方あるいは

　修士課程において精神看護学領域の研究に携わった方
　修士課程において精神看護学領域の研究に携わった方　修士課程において精神看護学領域の研究に携わった方
　修士課程において精神看護学領域の研究に携わった方

④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り
④教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意をもって取り

　組める方
　組める方　組める方
　組める方

＊１
＊１＊１
＊１：免許を取得している方は、免許の(写)を応募書類に添付してください。

：免許を取得している方は、免許の(写)を応募書類に添付してください。：免許を取得している方は、免許の(写)を応募書類に添付してください。
：免許を取得している方は、免許の(写)を応募書類に添付してください。

1
11
1

1
11
1

看護学部
看護学部看護学部
看護学部 看護学科

看護学科看護学科
看護学科

2
22
2

1
11
1

1
11
1

薬学部
薬学部薬学部
薬学部 薬学科

薬学科薬学科
薬学科

実践薬学
実践薬学実践薬学
実践薬学

1
11
1

医薬品開発論、
医薬品開発論、医薬品開発論、
医薬品開発論、

薬事関連法規ほか
薬事関連法規ほか薬事関連法規ほか
薬事関連法規ほか

1
11
1

1
11
1

1
11
1

摂南大学　公募内容一覧
摂南大学　公募内容一覧摂南大学　公募内容一覧
摂南大学　公募内容一覧

人数
人数人数
人数


