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3.フルタイム教員､パー トタイム教員

中国で､フルタイムの大学教員を ｢専任教員｣と呼んでいる｡｢教育部高等教育教学評価中心｣

が作成した大学評価指標によれば､専任教員とは､①大学教員資格を持ち､②大学の教育活動に

従事する人員である｡ その概念を理解するため､以下の 3点に注意すべきである｡

(1)専任教員の定義は､上述の①､②の要件を同時に満たす｡

(2)上述の教育活動は授業以外の実験､実習､卒業論文の指導も含む｡

(3)党委書記､学部長､教務処処長などの行政職員の場合､もし上述の大学教員資格を持ち､

行政以外の教育活動も従事している場合､｢専任教員｣として算定される｡

(4)表 3の職名の教員は上述の①､②を満たす場合､専任教員として認められる｡

表 3 国家各専攻別職名資格分類一覧 (大学の場合)

職 名

教授レベル 副教授レベル 講師レベル 助教レベル

大学教師 (思想政治教育担当教員を含む) 教授 副教授 講師 助教

大学教育管理研究専攻 研究員 副研究員 助理研究員 研究実習員

http://wenku.baidu.com/view/b44355235901020207409C84.html

そして､パー トタイムの教員を ｢校外教員｣または ｢外聴教師｣と呼んでいる｡各大学は､必

要に応じて､パー トタイムの教員を採用しているが､その総数は､当該大学専任教員総数の25%

を超えてはいけない5｡パー トタイム教員の人事関係は当該大学に属しない｡他の大学の常勤教員

は兼任の形でパー トタイムを担当する例がほとんどである｡

近年中国の高等教育の急速発展に伴い､大学教員の数も増加している｡大学募集の拡大政策を

出した 1999年に､全国 1071校の普通高等教育機関には､在学生 409万人があり､本務教員の

数は約 90万人であるが､2009年に2305校､2145万人の在学生､約 130万の教員にまで増えた｡

ちなみに､教員の 46%は女性である｡その他､｢校外教員｣と呼ばれるパー トタイムの教員も存

在する｡ 2009年でその総数は約 33万人である｡

フルタイムの教員とパー トタイムの教員の職務比例分布を見てみよう｡フルタイム教員の場合､

5教育部､『普通高等教育機関本科教育水準評価方案 (試行)』http://www.edu.cn/20040920/3116210.shtml
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6弟や払 r伴】血-.1苓教育機関本科教や水准糾 dl方系 (釈行)Jhttp//ww､vcducn/2001IO920/3116210shLmL
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教授 レベル 10.7%､助教授 レベル 27.8%､講師レベル 36.9%､助手レベル 19.1%､無職務教員

5.5%である｡パー トタイム教員の場合､教授 レベル 18.9%､助教授 レベル 32.2%､講師レベル

30.4%､助手レベル 9.8%､無職務教員 8.7%である (図 1)｡半数以上のパー トタイム教員は助教

授以上の職名を持つ｡

図 1

職務から見た教員の比率
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次に､教員学歴の比例分布を見てみよう｡フルタイム教員の場合､博士 13.6%､修士 33.5%､

学士 51%､専科及び以下 1.9%である｡大学卒の専任教員は半分以上である｡パー トタイム教員

の場合､博士 12.1%､修士 32.2%､学士 49.9%､専科及び以下 5.8%である｡両者ほとんど区別

がない｡

図 2

学歴から見た教員の比率

60504030

董

妻

董

20100 ----& ---- 嘉腰
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4.大学教員の資格

90年代のはじめに､中国は教員資格制度を導入した｡1993年制定した ｢中外人民共和国教師

法｣は､｢国家は､教員資格制度を施行する｣と明言した｡その後公布した ｢教師資格条例｣(教

育部､1995)の第 4条は､教員資格を7種類に分類し､｢高等教育機関教員資格｣もそのうちの

一つである｡2000年に更に ｢教師資格条例実施方法｣(数育部)を公布し､教員資格認定が制度

化された｡2001年､教育部は ｢初回の教員資格認定若干問題に関する意見｣(原語 :｢関与首次認

定教師資格工作若干問題的意見｣を発表し､2002年まで全国の現職教員の教員資格認定作業を行

った｡また､2003年から､社会人に対する教員資格申請の受理も始まった｡

『高等教育法』(1998)は､高等教育機関の教員資格について､以下のように述べた｡｢高等教

育機関は､教員資格制度を施行する｡憲法と法律を遵守し､教育事業を愛し､良好な思想､品徳

を備え､大学院卒または学士卒の学歴を持つ､教育教授の能力を有すると認定された中国公民は

高等教育機関の教員資格を取得することができる｡上述の学歴を持たない公民は､国家教員資格

試験に合格し､認定合格された場合､高等教育機関の教員資格を取得することができる｣(第 46

条)｡

つまり､大学教員の資格を取得するのには､認定を受ける必要がある｡以下､上述の法令､各

省の省令に基づき､大学教員資格認定制度の概要を整理する｡

大学教員の資格申請の審査機関は､各省､自治区､直轄市の教育行政部門､または､その委託を

受けた学校である｡認定の基本条件としては､以下の通りである｡

基本条件 1 国籍

大学教員資格の申請ができるのは中国公民に限られる｡

基本条件 2 思想道徳

憲法と法律を遵守し､教育事業を愛し､｢教師法｣に規定された義務を履行し､教員の職業道

徳を遵守する｡

基本条件 3 学歴

教員資格の取得は基本的に学歴と結びついている｡大学教員になるため､大卒または修士以上

の学歴を有することが前提である｡しかし､教員養成大学以外の卒業生は､教員資格を申請す

る前に､教育学､心理学を履修し､合格しなければならない｡通常､各省の教師資格認定指導

センターは､毎年教育学､心理学の研修会が主催している｡ 研修コースを受けて､ほとんどの

研修者が合格している｡

4 大学教員の資格

90年代のはじめに､中国は教fl資格制度を導入した｡1993年制定した ｢中外人民共和国教師

法｣は､r国家は､教員資格制度を施行する｣と明言 したOその後公布 した r教師資格灸例｣(敬

育部､1995)の第 4条は､教員資格を7種掛 こ分頬し､｢高等教育機l姻教員資格｣もそのうちの

一つである.2000年に史に r教師資格条例実施方法｣(教育部)を公布 し､教員資格認定が制度

化された｡2001年､教育部は ｢初回の教員資格認定若干関越に関する意見｣(lur',語 ｢関与首次認

定教師資格工作若干r!uq超的173見｣を発表 し､2002年まで全国の現職教riの数日資格認定作業を行

った｡また､2003年から､社会人に対する教Li資格申言方の受理t)始まった｡

『高等教育法』(1998)は､7"T等教育機関の教員資格について､以下のように述べた｡r高等教

育機F泊は､教11資格制度を施行する.悲法と法綿を遵守し､教育抑英を愛し､良好な思想､晶徳

を備え､大学院卒または学士卒の学歴を持つ､教育教授の能力を有すると認定された中国公民は

高等教育機関の教員資格を政符することができる｡上述の学歴を持たない公民は､国家教員資格

試験に合格 し､嘗懲定合格された勘合､高等教育機関の教員資格を取得することができる｣(第 46

粂)｡

つまり､大学数flの資格を取得するのには､認定を受ける必要がある｡以下､上述の法令､各

省の省令に韮づき､大学教員資格認定制度の概嬰を整理する｡

大学数Llの資格申誰の審査機関は､各省､自治区､直轄市の教育行政部門､または､その委託を

受けた学校である｡認定の並木条件としては､以下の通りである｡

基本条件 1 国節

大学数貝資格の申;I'子ができるのは中国公民にI眼られる｡

基本条件 2 思想道徳

怒法と法律を遵守し､教育事業を愛 し､｢教師法｣に規定された義務を履行し､数日の職業道

徳を遵守する｡

基本条件 3 学歴

教11資格の収符は基本的に学歴と結びついている｡大学教員になるため､大卒または修士以上

の学歴を有することが前程である｡しかし､教fl養成大学以外の卒恭生は､教fl資格を申膏F'け

る前に､教育等､心理学を履修し､合格 しなければならないO通I.･iE;､各省の教師資格認定指堵

センターは､侮年教育学､心理学の研修会が主催 している｡研修コースを受けて､ほとんどの

研修者が合格 している｡
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基本条件 4 教育教学基本素質及び能力試験合格

教員養成大学以外を卒業した申請者は､教育教学基本素質及び能力を測定する試験を受ける必

要がある｡教育教学基本素質及び能力には､教育学､心理学の基本知識と応用､授業内容と方

法の選択能力､指導案作成能力､情報技術能力､研究能力､学生指導能力などが含まれる｡そ

の試験は､面接などの形式で､教育基礎知識､指導案づくり､板書､授業中のジェスチャーな

どを評価する｡

基本条件 5 中国標準語の普通語水準試験 2級乙等レベル到達

基本的に､上述の普通語水準試験 2級乙等レベルに到達しなけれなならないが､地方言語が複

雑な地域では､3級甲等レベルも認められる｡また､少数民族自治区の場合､当該地方政府が

作成した基準に従 う6｡ 通常､教員を目指す学生のほとんどが卒業する前に既にこの試験に合

格する｡ただし､公募で採用した社会人教員が､普通語水準試験 2級乙等を取得するのは容易

なことではない｡

漸江省教育庁を例にして (図 3)､大学教員資格認定の流れを見てみたい｡ただし､教授､准教

授､または博士学位を持つ申請者は､以上の基本条件 3､4､5が免除される｡

6教育部 (2009)､教員資格条例実施方法｡

基本条件 4 教育教学韮本来質及び能力釈験合格

教員袈成大学以外を卒英した中細者は､教育数学益本素質及び能力を測定する試験を受ける必

要があるo教育教学基本架質及び能力には､教If_?学､心理学の基本知織と応用､授業内容と力

法の選択能力､指導案作成能力､情報技術能力､研究能力､学生指導能力などが含まれる.そ

の試験は､面接などの形式で､教育基礎知取､指導案づくり､横田､授英中のジェスチャーな

どを評価する｡

基本条件5 中国標準語の普通語水郷釈験 2級乙等レ-ル到達

基本的に､上述の普通語水準駅験 2級ZJ等レ-ルに到達 しなけれなならないが､地方言語が複

雑な地域では､3級甲等レ-′レも認められるOまた､少数民族自治区の場合､当賃亥地方政府那

作成 した基畔に従う6.通絹､数日を目指す学生のほとんどが卒菜する前に既にこの釈験に合

格するQただし､公募;で採用した社会人数日が､普通語水準釈験 2級乙等を取得するのは容易

なことではない｡

砺江省教育庁を例にして (図 3)､大学教員資格認定の流れを見てみたい.ただし､教授､准教

授.または博士学位を持つ中筋者は､以上の玉木条件 3､4､5が免除される｡
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格を取得したら､基本的には終身有効となっている｡一定期間ごとに教員が技術や知識を獲得す

る機会を提供し､大学教員の資質を維持するため､今後､大学教員資格の定期認定制度を導入す

る可能性がある｡2005年北京で開かれた第 1回教員資格制度国際会議で､教育部は今後 3年又

は5年ごとの教員資格更新制度を導入することに言及した8｡

5.大学教員の養成

中国の大学は､1980年代に9､大学院生を対象とする TA (教育助手)､RA (研究助手)､MA

(管理助手)制度を導入した｡なかでもTA制度は､今後大学教員としての教育能力を養成する

機能を有する｡このTA制度の運用実態について概説する｡

通常､各学院が必要に応じて､TA のポス トを設定する｡ そして､公募の形式で､全学の大学

院生から選抜する｡選考の基準に関しては､政治､成績､責任感､健康状況に加え､教育の時必

要な言語表現能力が強調される｡そして､多くの大学は､同様の条件の申請者なら､仕事経験が

ある応募者､家庭経済困難の応募者を優先的に選抜する｡TA の選考に関しては各学院の裁量に

任されている場合が多い｡

TA の主な業務内容は､大学や学問分野により異なるが､実験指導､成績評価の手伝い､試験

問題の作成､学生からの質疑応答等であり､さらに授業の企画 ･指導を単独で担当する場合もあ

る (学部生の全学科目が多い)｡ 通常､1科目は最大 2名の TAを採用する｡授業準備時間以外､

TAの勤務時間は週 3時間から12時間まで､大学によって異なる (表 4を参照)｡多くの大学は､

TA に対する評価を行 う｡教員による評価が中心となるが､自己評価､学生評価も含めて､総合

的に評価する｡評価の結果は､優秀学生の選抜､奨学金の申請につながっている｡TAの報酬は､

大学の人事費から出すこととなっているが､大学間や分野間で差がある｡

筆者が調べた限りでは､TA に対して組織的に研修する例はあまり見られない｡基本的には､

担当課程の主幹教員の指導で授業を担当している｡

8楼世州､徐荊亜､改善中の中国教員資格制度､｢中国教師｣､2005年 12号､62-63

91986年元国家教委は 『関与改進和加強研究生工作的通知』を公布し､｢積極的に大学院生のTA制度を導入する｣と言及した｡

また､1988年､元国家教委は､『《高等学校聴用研究生担任助教工作拭行力法』を公布した｡1989年､元国家教委は 『関与

進一歩倣好研究生兼任教学､科研､行政管理工作的通知』を公布し､｢大学院生が担当できる仕事は､原則としては､すべて

大学院生が担当する｣と明言し､全面的にこの制度を普及させると指令した｡

格を取科 したら､基本的には終身有効となっている｡一定期間ごとに教11が技術や知弧を獲得す

る機会を斑供し､大学数Dの資質を維持するため､今後､大学数D資格の定期認定制度を導入す

る可能性がある02005年北京で開かれた第 1回教員資格制度国際全紙で､教背部は今後 3年又

は5年ごとの教11資格更新制度を導入することに言及した8.

5 大学教員の養成

中国の大字は､1980年代に9､大学院生を対象とする TA (教育助手)､RA (研究助手)､MA

(管冴助手)制度を導入 した｡なかでもTA制度は､今後大学教員としての教育能力を袈成する

機能を葡するoこのTA制度の運用実懐について概説する｡

通常､各学院が必翠に応 じて､TA のポス トを設定する｡そして､公募の形式で､全学の大学

院生から選抜する｡選考の基準に関しては､政治､成綴､辞任感､経験状況に加え､教育の時必

安な吉富吾表現能力が強即されるoそして､多くの大学は､同様の条件の申訂描 なら､仕三拝経験が

ある応非者､家歴経済困難の応bi:者を優先的に選抜する｡TA の選考に憐JLては各学院の裁虫に

任されている勘合が多いo

TA の主な範頼内容は､大学や学問分野により異なるが､実験指導､成筋評価の手伝い､試験

間也の作成､学生からの質疑応答等であり､さらに授業の企画 ･指導を単独で担当する場合もあ

る (学部生の全学科Elが多い)｡通常､1科目は応大 2名の TAを採用する0校菜準備時問以外､

TAの勤務時｢F'tHま過 3時間から12時間まで､大学によって爽なる (穀 4を参照)｡多くの大学は､

TA に対する評価を行 う｡教員による評価が中心となるが､自己評価､学生評価も含めて､総合

的に評価するQ評価の結鵜は､優秀学生の選抜､奨学金の中宮削こつながっている｡TAの報酬は､

大学の人事於から出すこととなっているが､大学間や分野間で差がある｡

餌E名が調べた限りでは､TA に対して組織的に研修する例はあまり見られない｡並木的には､

担当秋程の主幹教員の指導で授業を担当している｡

8仕世州､徐刺爾 改持中の中国教A紫旅制度 r中1g教師J 20051--l≡ヰ; 62-63

91986(ト元Lil5'教委は rritJ与改進和加療研究生工作的山知Jを公心】し ｢頼挿D')に大学院生のrrA制度を導入する｣とこ放した｡

また､19881F､JIL.LA*'教委は､r《lHJ等'+佼脚 り研死生榊任助救=作間行力法Jを公jrlした.19891F､JIL幽*'教委は n閏年

進 捗倣如研究生瀬件数'1 科研 行攻守押工作的油知Jを公布 し～｢大亡f-院生がPJ当できる仕市は､PMIJとしては すべて

大学院生が相当する｣と明こし､全面的にこの制度を背及させると指令した｡
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表 4 TAの実施概要 (3つの大学の事例)

東華理工大学10 清華大学11 北京大学12

莱 本科､専科学生向きの一部の教養課程､専門基礎課程の質疑応答､宿題評価の補助､実験､実習､卒業論文の指導､成績評価の補助等○ ①授業参観､授業の進展､学生の学習を 学部生を対象 とする科

把握する○②宿題､成績評価の補助､学 冒 (主幹基礎科 目､全学

生からの質疑応答､tutor､授業前の準 科目)の宿題解説の作業

備､実験の指導､授業用資料の収集等○ の担当､質疑応答､宿題

務 ③TA経験者又は評価で優良を得た大学 評価のお手伝い､デイス

内 院生､または教育経歴があり､学内の｢教 カツシヨンのお手伝い､

容 育研究及び研修センター｣から教員資格 社会調査､実習､実験科

を得た大学院生､単独で基礎科 目の指導授業､セミナー等を担当することができる○ 目の指導○

10東華理工大学実施細則 (2004)｡

11清華大学管理細則 (2007)｡

12北京大学TA､RA､MA及びその手当制度の実施方法 (2002)｡

表 4 TAの実施概嬰 (3つの大草の非例)

辛

i

内

容

る｡

lOj据Jk押工大学炎施細則 (2004).

1L消横大学管押細則 (2007)｡

12北京大'+TA､RA､IdA及びその手当制度の実施方法 (2002)｡
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過勤時間 週約 3-6時間 週 12-15時間○博士学生の場合､最大3学期､修士学生の場合､最大 2学期○ 週 12時間以上

待 1ケ月ごと300元(修 修士､博士の身分､仕事の重要性によっ 1ケ月ごと標準給与 800士 1年生)､400元(修 て､1ケ月ごと450元～750元○ 元､評価で合格 した場合

過 士2年生)､500元(修 最大 2単位が認められ

士 3年生) る○

研修 ない TAをする前に､学内の ｢教育研究及び研修センター｣､各学部､授業を担当する講師による研修を受ける必要がある○研修形式は､集中講義､自習資料の提供､グループ討論会､専門家による講座､アンケー ト調査等である○ 不明

評 不明 授業を担当する講師による評価､自己評 指導教員､科目担当教員

TA 制度の導入は､大学院生の教育力向上のための教育重視政策により発展したのではなく､

社会主義市場体制の人事制度改革､大学教員陣の構成改善､大学運営効率の向上､大学院生養成

モデルの改革､博士学生の資質の向上など多様な背景の中で､発展した制度だと思われる｡大学

教員の養成に役に立っと思 うが､十分に訓練されていない大学院生が TA として学部の授業に多

用されたことで､学士課程教育の質的低下を招いたとい う指摘もある｡

また､現在､各大学では､若手教授陣に対するフアカルテイ ･ディベロップメン ト活動は少し

ずつ普及 しているが､TA に対する訓練プ ログラムは非常に少ない｡清華大学の事例のように､

研修プログラムがあっても､TA のためのプログラムであり､TAを通じて､将来の大学教員 と見

なして支援する大学教員準備プログラムのような先駆的な動きではないと思われる｡

6.大学教員の任用

1993年の ｢教師法｣第 17条によれば､学校と他の教育機関は､漸次に契約任用制を実行する｡

教師の任用は､双方の地位の平等原則を尊び､学校は教師と任用契約をし､双方の権利､義務と

責任を明確にする｡

過勤時FJ

待

過

士 3年生) る○

研倭 ない 不明

秤 不明
価

TA制度の導入は､大学院生の教育力向上のための教育重視政策により発展したのではなく､

社会主弟 ffT'場体nrJの人郡制度改革､大学教員陣の構成改善､大学運営効率の向上､大学院生水成

モデルの改革､博士学生の資質の向上など多様な背光の中で､発展 した制度だと思われる.大学

教員の養成に役に立つと思 うが､十分に訓練されていない大学院生が TA として学部の授業に多

用されたことで､学士秋程教育の質的低下を招いたという指摘もある｡

また､現在､各大学では､若手教授匝糾こ対する77カルテイ ･ディ-ロップメン ト活動は少し

ずつ普及 しているが､TA に対する訓練プログラムは非常に少ない｡子方華大学の事例のように､

研修プロ//ラムがあっても､TA のためのプログラムであり､TAを通じて､将来の大学教員と見

なして支援する大学数員準備プログラムのような先駆的な動きではないと思われる｡

6 大学教員の任用

1993年の ｢教師法｣第 17条によれば､学校と他の教育機r張=ま､漸次に契約任用制を実行するo

教師の任用は､双方の地位の平等原則を額び､学校は教師と任用契約をし､双方の権利､義務と

群任を明掛 こする｡
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大学内部の組織機構と人員配置は､各大学が自主的に行 うこととなっている｡｢高等教育法｣(1988

午)第 43条によれば､高等教育機関は教員契約任用制を実施する｡双方の地位は平等原則を尊

び､高等教育機関の学長は教員と契約を締結する｡ その後､2000年に､中国共産党組織部､教

育部､人事部が ｢高等教育機関の人事制度改革に関する実施意見｣を公布し､教職員の採用に終

身制度の代わりに､競争メカニズムを取り入れ､2000年以降､新入教員の採用に公募 ･任期制

を導入した｡ただし､公立大学の教員の採用規模は､政府部門の人事定員 (原語 :人事編制)に

従 う必要がある｡政府財政による人員給与の配分は､その定員数によって各機関に配分されてい

るため､定員外の人員採用の給与は大学が自ら調達した資金で負担することになっている｡

以下､漸江工業大学の公募通知を例として､現在大学教員任用の流れを見てみたい｡

表 5 2011年度漸江工業大学専任教員公募通知 (要項)

1.大学概要

漸江工業大学は漸江省にある綜合的な重点大学である｡ 3つのキャンパスを持つ｡ 22の学部､

63の本科専攻を有する｡

2.公募計画

今年度わが大学 18学院は280名の専任教員を採用する予定である｡

｢漸江省事業単位公開人員招聴暫定方法｣が規定した基本条件13に加え､以下の年齢制限を要

求する｡教授応募者は45歳以下､准教授応募者は40歳以下､博士応募者は35歳以下､修士

応募者は30歳以下､非常に優れた人材､人材不足のポス トの場合､上述の年限制限は緩和で

きる｡

各学院の公募人数､条件は別表を参考する｡

3.選考方法

(1)ネット公表

①漸江省人的資源及び社会保障ネット (www.zjhrss.gov.cn)の ｢事業単位公募コラム｣

②漸江工業大学のネット (h上机)://www.zjut｡edu.cn)の ｢人材採用コラム｣

(2)申し込み､資格審査

本公募は､採用人数が達成するまで､1年間で実施する｡各学院は不定期的テス ト (面接)を

実施する｡

13①法律を守り､品行方正､事業単位の義務を履行できる ;②採用ポス トに相応しい学歴､専門知識と技能 ;③

採用ポス トに相応しい健康状態 ;④採用ポス トに必要な他の条件

大学内部の組織機構と人Ja配て辻は､各大学が自主的に行 うこととなっている.｢高等教育法｣(1988

年)第 43条によれば､前等教育機関は教Ll契約任用制を実施する｡双方の地位は平等原則を尊

び､7",i琴教育機関の学長は教員と契約を締結するOその後､2000年に､中国共産党組綜k部､教

育部､人市部が ｢高等教育機関の人訴制度改革に関する実施芯見｣を公布 し､教職員の採用に終

身制度の代わりに､税争メカニスムを取り入れ､2000年以降､新入敏flの採用に公非 .任神州J

を導入 した｡ただし､公立大学の教員の採用規模は､政JT]=部門の人非定員 (lu話語 人布編制)に

従う必姿がある.政府財政による人員給与の配分は､その定員数によって各機E削こ配分されてい

るため､定員外の人月採用の給与は大学が自ら調達した公金で負担することになっているC

以下､漸江工業大学の公募通知を例として､現在大学教員任用の流れを見てみたい｡

穀5 2011年度砺江工菜大学申任教11公多芸通知 (要項)

1 大学概要

淋江工英大草は淋江省にある綜合的な重点大学である｡3つのキャンパスを持つ.22の学部､

63の本科申攻を有する0

2 公非剖画

今年度わが大学 18学院は280名の専任教員を採用する予定である｡

｢漸江省串築上IiL立公開人見招職Fl定方法｣が規定した基本条件13に加え.以下の年齢制限を要

求する｡教授応募‡者は45歳以下､耶教授応妄iA者は 40歳以下､博士応非者は35歳以下､修士

応募某省は 30歳以下､非;Li･','に優れた人材､人材不足のポス トの葛を合､上述の年r;ltfF,ul眼は緩和で

きる｡

各学院の公募‡人数､条件は別表を参考する｡

3 -選考力法

(1)ネット公表

①漸江省人的資淋及び社会保障ネット (www.zlhrss.gov.cn)の ｢串築上FiI立公葬コラム｣

②漸江工業大学のネット (httD･//www.zlut.edu.cn)の ｢人材採用コラム｣

(2)申し込み､資格布衣

本公募‡は､採用人数が達成するまで､1年間で実施するC各学院は不定期的テス ト (面接)杏

実施する｡

1唱)法緋を'iJり､品行方正,林業ifiI鼓の先攻を励行できる,②採用ポストに相応､しい学歴､専門知識と技能,③

採用ポストに柑lC､しい鯉康状態 庄)採用ポストに必許な他の条件
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①申し込み｡担当機関は大学の人事部と各学院の人事担当である｡メール､郵送で応

募資料を提出する｡

②提出資料

履歴書､当年度卒業した学生は卒業大学が作成した ｢卒業生就職推薦書｣を提出､そ

の他の応募者は､最終学歴､学位､職名等の書類を提出､外国から帰国した留学生は､

教育部留学サービスセンターによる ｢外国学歴学位認証書｣､または､中国大使館に

よる ｢留学生証明書｣等の資料を提出する｡

③過去三年間の代表的研究成果 (論文､著作､研究経歴､受賞経歴､SCI､EI､SSCI

に収録､引用した証明書)

④身分証明書､戸籍証明書｡

(3)資格審査

各学部が資格審査を実行 し､選考人員を確定する｡

(4)面接

模擬授業を実施する｡最終人員を決定する｡

(5)健康診断､審査

｢漸江省教員資格認定健康診断標準及び実施規定｣に基づき健康診断を行 う｡審査の内

容は､主に選考対象の思想政治素質､能力素質､違法状況､道徳品質及び就職経験であ

る｡

(6)公示

採用した人員は､審査が終了した 1週間以内､指定のネットで公示する｡公示時間は7

日以上とする｡公示期間以内､特に問題がない場合､正式の採用手続きを実行する｡

4.待遇

採用した人員の中に､我が大学が認定した ｢高級人材｣の場合､国家が提供する給与､保険

とその他の待遇以外､赴任手当､科研起動費､住まい援助金などを提供する｡具体的には､｢漸

江大学高級人材採用科研起動基金援助方法｣､｢漸江工業大学高級人材住まい援助方法｣を参照｡

ちなみに､近年､各大学は教員を任用する際､職種重視､研究成果重視､海外人材重視とい う

傾向がある｡優れた人材の誘致によって､短期的に大学また当該研究分野の水準を向上させるこ

とが目的である｡ また､事実上､博士学位は､すでに大学教員になるための最低基準となってい

る (表 6)｡

(丑申し込み.担当機E掛ま大学の人非部と各学院の人訴担当である｡メール､郵送で応

募‡資料を挺出する.

(診提出資料

履歴PJt､当年度卒業した学生は卒業大学が作成 した ｢卒菜生就職推L751Lt｣を提出､そ

の他の応非者は､瓜終学歴､学位､職名等の鮎類を提出､外国から帰国した留学生は､

教育部勧学サービスセンターによる ｢外国学歴等位認証郎｣､または､中国大使館に

よる ｢僅(学生;iLl明空‡｣等の資料を提出する.

@過去三年間の代寂的研究成媒 (論文､我作､研究経歴､受31経歴､SCl､EI､SSCI

に収録､引用した証明空宇)

(む身分証明黙､戸籍証明軌

(3)資格布衣

各学部が資格審査を実行 し､選考人Dを稀定する｡

(4)面接

模擬授菜を実施するoLFtx終人1-1を決定する｡

(5)雄康診断､審査

｢斬江省教員資格認定組成診断標ft転及び実施規定｣に基づき鯉康診断を行 う｡審査の内

容は､主に選考対象の思想政治素質､碓力素質.遵法状況､道徳晶質及び就職経験であ

る｡

(6)公示

採用した人員は､布衣が終了した li那 り以内､指定のネットで公示するC公示時間は7

El以上とする｡公示)glFhl】以内､特に間超がない場合､正式の採用手雛さを実行する.

4 待遇

採用した入日の中に､我が大学が認定した ｢訪越入朝｣の場合､国家が提供する給与､保険

とその他の待遇以外､赴任手当､科研起動弾､住まい援助金などを挺供する.R体的には､｢斬

江大学高級人材採用科研起動基金援助方法J､｢漸江工業大学7",i級人材住まい援助力法｣を参粍

ちなみに､近年､各大学は数日を任用する際､職種重視､研究威光重視,海外人材重視という

傾向があるO優れた人材の誘致によって､短期的に大学また当召亥研究分野の水神を向上させるこ

とが目的である.また､郡実上､博士学位は､すでに大学教員になるための収低基判fjとなってい

る (栽6)｡
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表 6 2011年度杭州師範大学各学院人材招聴計画

公募学院 公募の専攻 学歴要求 その他

人文学院 応用言語学 博士 英語本科卒､当年度の卒業生､海外留学経験がある者優先

世界史 博士 1965年出身､教授の職務

政治経済学 経済学 博士 当年度の卒業生

教育科学学院 教育史､教育学原 博士 当年度の卒業生､SCⅠ､SSCⅠ収録の論文 1

理､応用心理学等 通以上､又は国内の 1級雑誌で論文数通､35歳の海外留学生が優先

外国語学院 日本言語学 博士 教授の職務

材料､化学､化学工業学院 材料化学 博士 当年度卒業生､最低 1年間の留学経験

基礎医学部 心臓血管生理学 博士 准教授以上の職務､海外で留学､仕事経験がある者

7.大学教員の昇進

大学教員になってから､助教から教授まで昇進していくが､昇進決定の手続は機関によってそ

れぞれである｡以下､杭州師範大学を例にして､大学教員の昇進の流れを説明する｡

(1)学内資格審査､公示 (5月)

関係規定に基づき､昇進申請者の資格を審査する｡審査内容は､大学教員資格証の有無､現在

職名の年数14､昇進用外国語成績合格書 (博士､50歳以上､当該専攻の卒業生､留学生､英語資

格試験を取った者の場合不要)､全国コンピュータ能力テス ト合格書 (博士､45歳以上､留学生､

当該専攻の卒業生はこの成績不要)､ポス ト研修合格証明書15

(2)論文審査 (6月)

現在の職名に昇進したあと発表した論文､著作を提出し､学外の現職の専門家の審査を受け

14基本的には､昇進の場合､現在の職名で 5年間働く必要がある｡なお､修士卒業した 2年後､講師-の昇進申請ができる｡

博士卒業した2年後､副教授-の昇進申請ができる｡

15漸江省教育庁の規定によると､1998年以降採用した教員､行政職員は､｢大学心理学｣､｢高等教育学｣､｢倫理学と法規｣とい

う3つの科目の短期研修を受け､合格する必要がある｡

表 6 2011年度杭州師範大学各学院人材和服計画

その他

人文学院 博士

世外史 博士

博士

博士

博士

博士

博士 がある者

7 大学教員の昇進

大学教員になってから､助敦から教授まで昇進していくが､昇進RL定の手続は機関によってそ

れぞれであるo以下､杭州師範大学を例にして､大学数Eiの昇進の流れを説明する｡

(1)学内資格審査､公示 (5月)

傑J係規定に基づき､昇進中富F't者の資格を審査する｡帝査内容は､大学教員資格誰の有無与､現在

職名の年数14､51進用外国冨吉成統合梅軒 (博士､50歳以上､当昆亥専攻の卒業生､樹学生､英言吾資

格訳験を取った者の場合不要)､全国コンピュータ能力テス ト合格挙F(博士､45歳以上､留学生､

当該専攻の卒共生はこの成績不要)､ポス ト研修合格証明恥】5

(2)論文審査 (6月)

現在の職名に3-[進 したあと発表した論文､著作を提出し､学外の現職の矧】El家の布衣を受け

H鹿本的には 舛進の磯介 現在の戯銘で5iH悶拙く必要がある｡なお 修士中B:した2(ト後 誠帥-のポ進LP言わができる｡

博士中濃した2中経､副教授-の卯進FP細ができる｡

1B斬rl省教育)Jの舶定によると 1998叫以降採用 した教且､行政職月は r大亡f･心]W+J rl･L六等教刊'+J､r倫押亡f:と法規Jとい

う3つの科口の短期研修を受け､介柿する必要がある｡




