
ＡＰＵの学生のみなさんへ 
どうしたらいいんだろう？ 

 
知っていましたか？ 

 
英語、日本語、中国語、韓国語････ＡＰＵから言語の先生

たちが、どんどんいなくなってしまう！？ 

こ は、みなさんの問題です。 

 
 ＡＰＵでは言語の科目の半分以上を担当しているのは常勤講師

と呼ばれる教員です。常勤講師はＡＰＵの教員数（非常勤講師、

客員講師の先生方は除く）の約 4割を占めます。 
ＡＰＵの言語教育に深く関わってきた常勤講師を、大学は辞め

させようとしています。 
大学は去年 7月に突然、常勤講師制度を廃止すると発表しまし

た。言語の科目は今後も継続して存在するにもかかわらず、大学

側は常勤講師を徐々に解雇しようとしているのです。 
 

ＡＰＵはどうなるの？ 

 
 常勤講師がいなくなったら、誰が言語を教えるの？  
 
大学側は嘱託講師などの新しいポストを作り、言語科目を担当

させようとしています。嘱託講師は契約期間が３年限りで、個人

研究室はなく相部屋で、研究費も支払われません。 
この環境では、いくら本人が一生懸命授業をやりたいと思って

も、仕事に集中できないし、３年契約期間後の就職活動にエネル

ギーを費やすことになります。 

 

ＡＡＡＰＰＰＵ分分分会会会のののＨＨＨＰＰＰをををクククリリリッックク！！ック！   

http://www geocities.jp/apuunion/index.html

 私たちは、常 講師制度の廃止は教育の質の低下をまねき、結

果として、学生 大学に不利益をもたらすものと考え、常勤講師

を継続して雇用 るよう大学側に要請しています。 
 
 
 

 ネット署名にご協力を！  

http://univ rsity.sub.jp/apu/
 

不安定雇用の増 とＡＰＵの関係

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 大
〒

  
 

現在、日本で 派遣、パート、契約社員などの雇用形態が急増していま

す。なぜ正規雇 に替わり、このような不安定雇用が増加するのか。それ

は、雇用者が安価に労働力を使用し、不要になった時に、簡単に切り捨て

られるようにするためです。 

APU がやろうとしている、常勤講師を解雇しもっと安価な労働力で補てん

するもくろみは、教育の場に社会の悪傾向をもたらすものです。ひいては、

全労働者の労働条件の改悪に拍車をかけることになります。

分地域労働組合ＡＰＵ分会  

870-0932 大分
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市東浜１-４-１０ 東浜ビル２０１ 電話 097-556-3420 

http://www.geocities.jp/apuunion/index.html
http://university.sub.jp/apu/


TO ALL STUDENTS OF APU 
WHAT CAN I DO? 

 
DID YOU KNOW… 

 

 

This is a problem FOR US ALL! 

 
Japanese, English, Korean, Chinese... the language teachers 
of APU will all be gone soon! 
 
At APU, the teachers in charge of more than half of the language classes are 

known as "full-time lecturers". These lecturers make up 40% of all lecturers at 

APU (excluding part-time and visiting lecturers). 

Yet, the university is trying to get rid of these lecturers who are so involved with 

language education at APU. 

In July of 2005, the university suddenly announced that it would abolish the 

full-time lecturer system. Even though the language classes will continue on, the 

university is little by little trying to let the lecturers go. 

HOW WILL THIS AFFECT APU? 
 
If the full-time lecturers go, who will teach the language 
classes? 
 
The university is creating new "temporary lecturer" posts, and the language 

classes will be turned over to them. They will have a contract of maximum 3 

years, no office for research purposes, and no research budget. 

In such a situation, even if a teacher is extremely devoted, they won't be able to 

focus on teaching because most of their energy will go toward looking for their 

next job. 

 

Visit the APU Local Home Page!    

http://www.geocities.jp/apuunion/index.html

We, the full-time lecturers of APU, believe that abolishing the full-time lecturer 

system will invite a drop in the quality of education that will seriously handicap 

our students and the university as a whole. We demand that the university grant 

us continuous employment! 

 
 
 

 Sign our Online Petition!  

http://university.sub.jp/apu/
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Now in Japan, "temp", part-time, contract employee and other forms of 
employment are rapidly increasing. Why are these non-secure jobs 
outstripping regular employment? So employers can hire cheap labor 
and throw them away when they become unnecessary! 
APU's scheme to get rid of full-time lecturers and fill the hole with 
cheap labor brings an negative societal trend to education. This in turn 
will bring on a corruption of working conditions for ALL workers. 

Employment Insecurity and APU

Oita Regional Union, APU Local
〒870-0932 大分市東浜１-４-１０ 東浜ビル２０１ 電話 097-556-3420 

http://www.geocities.jp/apuunion/index.html
http://university.sub.jp/apu/

