
　採用時期：２０２４年４月１日

　応募期限：２０２３年５月８日（月）

学　部 学科等 専攻分野等 職階 人数 担当授業科目等 応募資格等

生命科学科 共生機能材料学
特任助教
※任期5年

（任期満了後の更新なし）
1

科学技術教養V、基礎演習Ⅱ、
分子生物学実習、食品微生物
学実習、生命科学キャリア支
援演習、生命科学特別演習
Ⅰ、生命科学特別演習Ⅱ、生
命科学理科教育演習、先端生
命科学実習Ⅰ、先端生命科学
実習Ⅱ、卒業研究ほか

①博士（理学）の学位を有する方、または博士後期課程の単位を
取得している方
②教育経験および専攻分野における研究について、業績を持って
いる方
③本学における教育に理解がある方
④ICT活用の授業を実践できる方
⑤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

建築学科 建築構造学
特任教授
※任期5年

（審査のうえ更新あり）
1

構造力学Ⅱ
鋼構造
構造実験
理工学基礎実験ほか

①博士の学位を有する方
②一級建築士資格を有する方が望ましい
③建築構造学の高度な学識と見識を有し、当該分野の教育研究を
担う能力・経験がある方
④建築構造物の被害軽減をテーマにした社会連携プロジェクトの
研究実績または構造設計（耐風設計・耐震設計）に直接関連する
研究実績がある方
⑤大学院の研究指導および授業担当も可能な方
⑥ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
⑦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

熱力学・
機械工学

教授、特任教授、
准教授、特任准教授、
講師または特任講師

※特任教授、特任准教授、
特任講師の場合、任期3年
（審査のうえ更新あり）

1

熱工学
エネルギー変換工学
デジタルエンジニアリングほ
か

①博士の学位を有する方
②専攻分野の研究業績と教育経験を有する方
③ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
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
もって取り組める方

材料力学・
機械工学

教授、特任教授、
准教授、特任准教授、
講師または特任講師

※特任教授、特任准教授、
特任講師の場合、任期3年
（審査のうえ更新あり）

1
材料力学
弾性力学
機械設計学ほか

①博士の学位を有する方
②専攻分野の研究業績と教育経験を有する方
③ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
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
もって取り組める方

都市環境
工学科

構造力学
准教授

または講師
1

構造力学基礎・演習
構造力学Ⅰ・演習
コンクリート構造学演習
建設工学実験
都市建設設計製図
卒業研究ほか

①博士の学位を有する方
②専攻分野の研究業績と教育経験を有する方
③大学院博士前期課程の授業担当も可能な方
④ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
⑤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

摂南大学　教員公募内容一覧

機械工学科

理工学部



学　部 学科等 専攻分野等 職階 人数 担当授業科目等 応募資格等

理工学部
基礎理工学機

構
広義の数理解析

教授
または准教授

2

微積分I・II
線形代数I・II
工業数学I・II
統計学等の学部専門基礎科目
理工学研究科基礎科目(数学)
ほか

①博士の学位を有する方(2024年3月までに取得見込みの方も含む)
②専攻分野における十分な研究業績と教育経験を有する方
③大学院の授業担当も可能な方
④情報処理教育も可能な方
⑤ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
⑥教育、研究、社会貢献、大学運営のいずれにも十分な熱意を
もって取り組んでいただける方。特に、工学系の数学教育や入試
業務に熱心に取り組んでいただける方

国際学部 国際学科 国際関係論
特任講師
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1

国際貢献・ボランティアプロ
ジェクト
国際貢献論
国際関係論
演習科目ほか

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
②英語で授業ができる方
③ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
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
もって取り組める方

経営学

准教授、特任准教授、
講師または特任講師

※特任准教授、特任講師の場
合、任期3年

（審査のうえ更新あり）

1

経営戦略論
経営戦略ケース分析
競争戦略論
経営学
専門演習
卒業研究ほか

①博士の学位を有する方、もしくは取得見込みの方
②大学で教歴のある方が望ましい
③ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
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
もって取り組める方

会計学・財務会計

准教授、特任准教授、
講師または特任講師

※特任准教授、特任講師の場
合、任期3年

（審査のうえ更新あり）

1

財務諸表論入門
連結会計論
財務会計論
専門演習
卒業研究ほか

①博士の学位を有する方、もしくはそれと同等の能力・業績を有
する方
②ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
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
もって取り組める方

経営史・
経営学

特任教授、
准教授、特任准教授、
講師または特任講師

※特任教授、特任准教授、特任
講師の場合、任期3年

（審査のうえ更新あり）

1

日本経営史
外国経営史
経営学入門
専門演習
卒業研究ほか

①博士の学位を有する方、もしくは取得見込みの方
②ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
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
もって取り組める方

薬学部 薬学科 臨床薬学
特任助教
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1 プレファーマシー実習ほか

①薬剤師免許※を有する方
②5年以上の病院または薬局での臨床経験を有する方（実務家教
員）
③臨床薬学に関する教育・研究能力が高い方
④ICT活用の授業を実践できる方
⑤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

経営学科経営学部



学　部 学科等 専攻分野等 職階 人数 担当授業科目等 応募資格等

薬物治療学
特任助教
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1 医療系薬学実習ほか

①薬剤師免許※を有する方（見込み可）
②博士の学位を有する方（見込み可）
③薬物治療学に関する教育・研究能力が高い方
④ICT活用の授業を実践できる方
⑤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

機能形態学
特任助教
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1 基盤実習ほか

①薬剤師免許※を有する方（見込み可）
②博士の学位を有する方（見込み可）
③機能形態学に関する教育・研究能力が高い方
④ICT活用の授業を実践できる方
⑤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

生化学
特任助教
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1 生物・衛生系薬学実習ほか

①博士の学位を有する方（見込み可）
②生化学に関する教育・研究能力が高い方
③ICT活用の授業を実践できる方
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
もって取り組める方

薬効薬理学
特任助教
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1 医療系薬学実習ほか

①薬剤師免許※を有する方（見込み可）
②６年制薬学部を卒業している方（見込み可）あるいは４年制学
部の修士以上の学位を有する方
③薬理学に関する教育・研究能力が高い方
④ICT活用の授業を実践できる方
⑤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

医薬品化学
特任助教
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1 化学系薬学実習ほか

①６年制薬学部を卒業している方（見込み可）あるいは４年制学
部の修士以上の学位を有する方（見込み可）
②医薬品化学（特にインシリコ研究）に関する教育・研究能力が
高い方
③ICT活用の授業を実践できる方
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
もって取り組める方

薬物動態学
特任助教
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1 医療系薬学実習ほか

①薬剤師免許※を有する方（見込み可）
②６年制薬学部を卒業している方（見込み可）
③薬物動態学に関する教育・研究能力が高い方
④ICT活用の授業を実践できる方
⑤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

薬学部 薬学科



学　部 学科等 専攻分野等 職階 人数 担当授業科目等 応募資格等

国際私法

教授、特任教授、
准教授または特任准教授

※特任教授、特任准教授の場
合、任期3年

（審査のうえ更新あり）

1
国際取引法
国際私法ほか

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・業績を有する方
②授業科目「民法」等も担当できることが望ましい。
③ICTの活用およびアクティブラーニング型授業を実践できる方
④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

租税法

教授、特任教授、
准教授または特任准教授

※特任教授、特任准教授の場
合、任期3年

（審査のうえ更新あり）

1
租税法Ⅰ・Ⅱ
租税法特論Ⅰ・Ⅱ
租税法特論演習Ⅰ・Ⅱ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・業績を有する方
②税理士免許の「学位による試験科目免除」に適応できる修士論
文の指導ができる方
③ICTの活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
④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

地域経済学

教授、特任教授、
准教授、特任准教授

または特任講師
※特任教授、特任准教授、特任

講師の場合、任期3年
（審査のうえ更新あり）

1

経済学入門
地域経済学入門
地方財政論
実践演習
基礎演習
専門演習
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
②大学院における指導および講義が可能な方
③実習に力を発揮できる方
④ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
⑤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

国際経済学

准教授、特任准教授、
講師または特任講師

※特任准教授、特任講師の場
合、任期3年

（審査のうえ更新あり）

1

国際経済学入門
貿易論
国際経済の新動向
実践演習
基礎演習
専門演習
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
②大学院における指導および講義が可能な方
③実習に力を発揮できる方
④ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
⑤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

看護学部 看護学科 統合看護学

講師
または特任講師

※特任講師の場合、任期3年
（審査のうえ更新あり）

1

学校保健
家族看護学
患者安全
患者コミュニケーションほか

①修士以上の学位を有する方（2024年3月31日までに取得見込みの
方を含む）
②看護師免許※と養護教諭一種免許※を有する方
③養護教諭としての実務経験を有する方
④ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
⑤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

経済学科経済学部

法律学科法学部



学　部 学科等 専攻分野等 職階 人数 担当授業科目等 応募資格等

農業生産学科
作物科学、園芸科
学または生産生態

基盤学

特任助教
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1

化学実験
生物学実験
農業生産学基礎実験Ⅰ・Ⅱ
農業生産学専門実験ほか

①博士の学位を有する方
②優れた研究業績を有する方
③ICT活用の授業を実践できる方
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
もって取り組める方

食品栄養学科①

特任助教
または特任助手

※いずれも任期3年
（審査のうえ更新あり）

1

食品学実験Ⅰ
微生物学実験
食品衛生学実験
生化学実験ほか

【助教の資格】
①修士の学位を有する方
②ICT活用の授業を実践できる方
【助手の資格】
学士の学位を有する方

【共通の資格】
①管理栄養士※の免許を有する方
②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

食品栄養学科②
特任助手
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1

調理学実習Ⅰ
給食経営管理実習
栄養教育学実習
公衆栄養学実習ほか

①学士の学位を有する方
②管理栄養士※の免許を有する方
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
もって取り組める方

農学部付 －
特任技師
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1

【業務内容】
①農作物栽培および農場管
理・整備
②農場実習の補助（農業生産
学実習Ⅰ・Ⅱ、農場実習等）
ほか

①農作物栽培および農場管理・整備の経験が豊富な方
②教育（農場実習）・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

社会科学系
（キャリア教育）

特任講師
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1

キャリアデザイン科目
インターンシップ
摂南大学ＰＢＬプロジェクト
ほか

①博士の学位を有する方（2024年3月末日までに取得見込みの方を
含む）、またはこれに準ずる当該分野の教育・研究業績を有する
方
②PBLやキャリア教育の経験・実績がある方、または熱意をもって
取り組める方
③ICT活用およびアクティブラーニング型授業を実践できる方
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
もって取り組める方

情報学
特任講師
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1

データサイエンス基礎
情報リテラシーほか

①博士の学位を有する方（2024年3月末日までに取得見込みの方を
含む）、またはこれに準ずる当該分野の教育・研究業績を有する
方
②専攻分野（特にデータサイエンス・AI分野）について、教育
上、研究上、または実務上の優れた知識、能力および実績を有す
る方
③ICT活用およびアクティブラーニング型授業を実践できる方
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
もって取り組める方

食品栄養学科農学部

全学教育機構 全学教育機構



学　部 学科等 専攻分野等 職階 人数 担当授業科目等 応募資格等

全学教育機構
グローバル

教育センター
英語教育・

異文化間教育

特任講師
※任期3年

（審査のうえ更新あり）
1

英語による授業科目(EMI)
PBLプロジェクト(英語)ほか

【業務詳細】
・English Communication Minor
Program（英語コミュニケーション副専
攻／仮称）の英語による教育プログラ
ムの設計、学生募集、講師の手配等の
教務、授業担当
・全学教育機構における英語プログラ
ムのディレクション業務
・短期留学生向けの英語による教育プ
ログラム（約２週間）の設計、学生募
集、講師の手配等の教務、授業担当
・日本人学生を海外派遣する際の事前
英語授業の立案・運営
・留学生の校外研修の引率、各種研究
会等、グローバル教育センターが主催
する行事への参画　ほか

①英語を母語とする方。できれば日本語による業務遂行が可能で
あれば望ましい。
②修士以上の学位を有する方
③高等教育機関における英語教育または英語を指導言語とする授
業経験を有する方
④海外協定校の新規開拓や留学生の募集に関する知識・経験およ
び意欲を有する方
⑤ICT活用およびアクティブラーニング型の授業を実践できる方
⑥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

※各種免許のコピー等を応募書類に添付してください。


