English Version is HERE
「九州大学テニュアトラック制」の実施にかかる
テニュアトラック制教員の募集について

平成２８年１月７日
九

州

大

学

九州大学では、
「九州大学テニュアトラック制」
（以下「テニュアトラック制」という。
）
の実施にあたり、テニュアトラック制教員を募集いたします。
テニュアトラック制は、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、
任期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に寄与し、
もって本学の研究活動の活性化を図ることを目的としております。
テニュアトラック制教員に対しては、各部局において、自立して研究に専念できるよ
うスペース・設備等の研究環境について配慮されます。
また、テニュアトラック期間最終年度*1 までに審査を受け、研究業績等が優秀と認め
られれば、通常教員として各部局に採用されることとなります。
応募の受付は、下記１．部局一覧のとおりです。関連項目を熟読の上、ご応募いただ
きますよう、よろしくお願い致します。

*1 業績等が極めて優れている場合、資格審査及び通常教員への採用を前倒しする可能性
がある。

1

１．部局一覧
部局名

公 募 内 容
研究分野・募集人数

職名

部門：経済工学部門

テニュアトラック期間中：

講座：政策分析講座

助教（特定有期教員）

研究分野：ミクロ計量経済学

テニュアトラック期間終了後：
准教授

募集人数：

1名

提出書類・提出期限
《提出書類》
１）履歴書（写真貼付）
２）業績目録（査読付き、査読
なし、著書・論文、国際会議の
プロシーディングなどに分け
て記載、競争的資金獲得状況を
含む）
３）主要業績の実物またはコピ
ー（３点以内）
４）現在までの研究・教育内容
の要約（A４用紙１～２枚程
度）
５）着任後の研究計画、研究教
育についての抱負（A４用紙１
～２枚程度）
６）指導教員、あるいは応募者
の研究内容を十分に理解する
者による推薦書１通
＊
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大学院
経済学研
究院

それぞれの様式は自由

《提出期限》
2016 年 2 月 19 日（金）
（消印
有効）
照会・連絡先

内容に関する詳細情報
九州大学経済学研究院では、
経済工学部門・政策分析講座に
おいて，ミクロ計量経済学の研
究分野のテニュアトラック教
員（助教）を募集します。応募
者は、博士の学位を持ち、企
業・家計などのミクロデータに
関する計量理論とその応用研
究についての十分な学問的ト
レーニングを受けていること
が求められます。
また、国際的な研究発信能力
が高く、英文学術雑誌における
研究論文発表に積極的である
こと、学部生・大学院生の教育
に熱意を持つとともに研究活
動を通じて大学教育における
学生のロールモデルとなりう
る誠実さと熱意を持っている
ことが求められます。

書類提出先

制度全般、経済学研究院について：
経済学研究院長
磯谷 明徳
TEL.: 092-642-2500
E-mail: isogai@econ.kyushu-u.ac.jp

研究分野、経済工学部門について：
経済工学部門長
内田 交謹
TEL.: 092-642-2463
E-mail: kuchida@econ.kyushu-u.ac.jp
＊可能な限りメールでご連絡ください

○自ら設定したテーマに基づ
いて自立的に研究プロジェク
トを遂行することが求められ
ますが、近接する研究分野の２
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〒812-8581
福岡市東区箱崎 6-19-1
九州大学大学院経済学研究院
長
磯谷 明徳 宛
＊封筒に「九州大学テニュアト
ラック制教員応募書類」と朱書
きの上、郵便書留に送付のこと

名の教員が、メンターとして、
適宜テニュアトラック教員の
教育研究活動に関する助言を
行います。
○テニュア教員へのスムーズ
な移行を考慮し、学部および学
府（大学院）における授業と研
究指導の一部を担当していた
だきます。
○テニュアトラック教員に対
しては、採用後の適切な時期に
中間審査が実施され、テニュア
トラック期間（５年間）の終了
までに最終審査が行われます。
○テニュア審査の基準は、「経
済学研究院テニュアトラック
型助教の採用等の基準」を準用
し、テニュアポストへの移行
は、通常の昇任人事における手
続きに準拠して行います。

部局名

公 募 内 容
研究分野・募集人数
水域(海洋・陸水)生態学, 1 名
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大学院
理学研究
院・理学部
附属天草
臨海実験
所

職名
准教授あるいは助教

提出書類・提出期限
(1) CV(写真貼付)，
(2) 業績リスト,
(3) これまでの研究・教育経験
（英文 A4 1-2 ページ）
、
(4) 研究者および教員として
の目標と抱負（英文 A4 1-2 ペ
ージ）
提出期限
E メール：平成２８年１月３１
日１８時
郵便：平成２８年１月３１日
（消印有効）

照会・連絡先

内容に関する詳細情報
九州大学天草臨海実験所では、
東アジア熱帯から温帯に亘る
フィールド中心の広域的な沿
岸生態系研究を進めており、そ
の一翼を担える研究者。天草臨
海実験所では、研究のみならず
教育面でも国際化を推進して
おり、大学院、学部レベルの授
業だけでなく全ての臨海実習
は英語による国際コースとな
っており、そのような教育体制
に貢献できる方。

書類提出先

本募集に関する詳細は下記へ照会して
E メールと郵送(簡易書留)の両
ください：
方で関係書類を提出する。提出
先は，連絡先と同じ。
〒863-2507
熊本県天草郡苓北町富岡２２３１
九州大学理学部附属天草臨海実験所
所長・教授 渡慶次 睦範
email: tokeshi@ambl-ku.jp
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部局名

公 募 内 容
研究分野・募集人数

職名

数学または数理科学
（数理統計、応用数学等を含む）
・1 名

提出書類・提出期限

提出書類
TT（テニュアトラック）
(1)履歴書
助教
(2)論文リスト
(3)学術論文の別刷(コピー可)
(4)研究成果の要約(A4 用紙)
(5)着任後の研究計画(A4 用紙)
(6)応募者の研究内容等につき照会
可能な者 3 名の氏名と連絡先
(7) 推薦書
(8)その他必要と思われるもの。（た
とえば研究集会の予稿）
提出期限平成 28 年 1 月 25 日 17 時
必着

照会・連絡先

内容に関する詳細情報
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大学院
数理学研
究院

九州大学大学院
数理学研究院・
研究院長 原隆

職務内容
エフォート率 70％で自身の研究を行い、
エフォート率 30％で理学部数学科，大学
院数理学府の教育等にも関わっていた
だく．

hara@
math.kyushu-u.ac.jp

テニュア審査基準の概要

書類提出先

〒８１９−０３９５
福岡市西区元岡７４４
九州大学大学院
数理・MI 研究所秘書室

「数理学研究院 TT 助教公募応募書
類」と朱書して書留で送付すること

テニュア審査に当たっては，審査委員会
を立ち上げて審査を行う．
最終審査のみならず，採用 3 年後に中間
審査を行う。採用 4 年後に行う最終審査
では，
(1) TT 期間中に卓越した研究成果を
上げたか，研究者としての将来性
(2)学生の教育・研究指導能力
等を考慮し数理学研究院准教授に
ふさわしいか判断する．

推薦書も上記の提出先に直接送付
しても良いが「数理学研究院 TT 助
教公募推薦書」と朱書すること

補足：
採用当初には日本語の能力は要求しな
いが，テニュア審査の時点で日本語によ
る講義能力、准教授として要求される
校務遂行に必要な能力が備わっている
ことを要求する．
補足：博士号を有するか近日中に博士号
取得予定の，研究に対し意欲と創意にあ
ふれる研究者を募集します．
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部局名

公 募 内 容
研究分野・募集人数
研究分野：
神経薬理学
配属分野：
ライフイノベーション分野

職名
テニュアトラック期間中：
TT 助教（特定有期教員）
テニュアトラック期間終了後：
助教

募集人数：１名

照会・連絡先

内容に関する詳細情報
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大学院
薬学研究
院

薬学研究院がミッション再定
義で掲げる「グリーンファルマ
研究」を発展・拡大させるため，
慢性的な痒みの神経系メカニ
ズムを明らかにし，それを基盤
としたグリーンファルマ研究
を行う優秀な若手・女性研究者
を国際公募により広く募集し
ます。採用にあたっては，以下
の資格・経験を有するものを優
先します。
１．博士の学位を有する者
２．痒み疾患モデル動物の脊髄
神経およびグリア細胞での遺
伝子発現制御技術と痒み行動
評価に豊富な知識と経験を有
する者
３．痒み研究で世界的な研究成
果を有し，即戦力となり確実に
成功に導くことのできる者
４．薬学研究院が推進するグリ
ーンファルマ研究を理解し，協
調性をもって取り組める者

【職位に関する照会】
大戸茂弘（研究院長）
Email: ohdo@phar.kyushu-u.ac.jp
【研究分野に関する照会】
津田誠（教授）
Email: tsuda@phar.kyushu-u.ac.jp

提出書類・提出期限
１）履歴書（写真貼付）
２）業績目録（原著論文，総説，
著書，学会発表，外部資金の獲
得状況）
３）主要原著論文別刷（3 篇以
内）
４）研究の概要（1000 字程度）
５）今後の抱負（研究と教育に
について各 1000 字程度）
６）推薦書（自薦他薦は問わな
い）および本人について問い合
わせのできる方の氏名と連絡
先（１名まで）

書類提出先
〒812-8582
福岡市東区馬出３－１－１
九州大学医系学部等総務課
人事第二係
※封筒に朱字で「九州大学テニ
ュアトラック制教員応募書類」
と明記のこと
※提出期限：平成 28 年 1 月 15
日（17:00 までに必着）

※着任後は 3 年度目に中間評
価を受けることとする。
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部局名

公 募 内 容
研究分野・募集人数
研究分野：
エネルギー技術に関係する、または
関係する可能性のある数学および数
理科学。例えば、(i) データ爆発、可
視化、最適化 (ii) 水素適合材料：連
続体の破壊現象 (iii) CO2 貯留：多孔
質媒質中の流体解析、マルチスケー
ル解析とトポロジー (iv) エネルギ
ーアナリシス：ビッグデータとスマ
ートグリッド (v) 光エネルギー変換
分子デバイス：触媒の設計、量子科
学計算 (vi) その他、エネルギー技術
に関わる可能性のある数学・数理科
学。

職名
テニュアトラック制助教

提出期限：平成 28 年 2 月 1 日
（月）午後 4 時（日本時間、必
着）

募集人数：2 名

マス・フォ
ア・インダ
ストリ研
究所
(IMI)
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カーボン
ニュート
ラル・エネ
ルギー国
際研究所
(I2CNER)

照会・連絡先

内容に関する詳細情報
・

・

・

・

・

・

提出書類・提出期限
(1) カバーレター
(2) 履歴書
(3) 研究業績リスト（論文、プ
レプリント、特許など）
(4) 主要学術論文 5 編以内の
別刷り（コピー可。必要な
ら研究報告なども含めて
よい）
(5) 研究業績の概要と今後の
研究計画
(6) 応募者についての照会先
3 名以内の氏名と連絡先
(7) (6)のうち 1 名の推薦書
（下
記の連絡先に直接送付）

採用後は IMI 又は
に所 〒819-0395 福岡市西区元岡 744
属する。3〜5 年後に審査を受け、 九州大学マス・フォア・インダス
トリ研究所 副所長 佐伯 修
優秀と認められれば准教授（任 (e-mail:
期なし）へ昇進する。
saeki@imi.kyushu-u.ac.jp)
共同研究は奨励するが、自らの
アイデアに基づいて研究を進め
ることが期待される。研究の独
立性は保証される。
テニュアトラック教員育成委員
会が各教員にメンターを 2 名配
置して研究の独立性を担保し、
必要に応じてサポートをする。
エフォートの 70%が研究に使わ
れるよう、運営に関する用務な
どはなるべく免除する。
将来の准教授としての教育経験
と研究活動の活性化のため、研
究テーマに関する講義や大学院
生対象のセミナーの指導など、
適度の教育活動を行うことを奨
励する。
研究室を I2CNER に隣接する共
進化社会システムイノベーショ
ン施設内の IMI のスペースに提
供し、IMI、I2CNER の計算サー
バを使用できるようにする。
I2CNER
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書類提出先
〒819-0395
福岡市西区元岡 744
九州大学マス・フォア・インダ
ストリ研究所
IMI-I2CNER テニュアトラッ
ク助教選考委員会
・

・
・

書類は全て英語で記述し、
上記提出先に郵送するこ
と。e-mail や fax などでの
応募は受け付けない。
採否は e-mail で応募者に
通知する。
面接審査は必要に応じて
Skype を用いて行うこと
もある。

２． 応募資格
１）博士号取得後１０年以内又は同等程度の研究経歴を有すること。
２）下記採用予定期間内に重複して他の研究機関・企業等に所属しないこと。
３．採用予定日
平成２７年度内（平成２８年３月３１日まで）のできるだけ早い時期
４．待遇
給与及び保険等の諸待遇については、経験等を考慮し本学の関係規程により決定する。
研究費：

初年度に４５０万円。なお、次年度に研究資金を獲得できなかった者に対

して、１００万円を上限に支援する。

５．研究施設及び設備の提供
自立して研究が行えるよう、スペース・設備等の研究環境について配慮する。
６．応募締切： 上記１．部局一覧「提出書類・提出期限」欄を参照すること。
７．テニュアトラック審査基準
１）審査の流れ
審査は各部局において、当該部局の委員・外部有識者・高等研究院教員等により
構成される審査委員会により行う。
１次審査として、１．部局一覧に示した提出書類により、業績等について書面審
査（ピアレビュー）を行う。２次審査として、プレゼンテーション及び質疑応答を
含む面接審査を行う。
２）審査基準の概要
これまでの研究業績、プレゼンテーション能力、研究への熱意、ポテンシャル等
について総合的に判断し、テニュアトラック期間終了後の通常教員への採用が期待
されるレベルであるか。
８．テニュア審査基準の概要
テニュアトラック期間における研究業績（学術論文・著書等の量及び質、学会発表・
講演の数及び質、外部資金の獲得状況、その他共同研究や知的財産に関する実績等）及
び教育に関する資質等がテニュアトラック期間終了後の職位にふさわしいものである
か。
※各部局における詳細な基準については、上記１．部局一覧「内容に関する詳細情報」
の欄を参照すること。
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９．その他
１）応募書類は原則として返却しない。
２）面接審査の交通費は原則自己負担とする。
３）本件にかかる問い合わせ先は、上記１．部局一覧「照会・連絡先」の欄を参照す
ること。
以 上
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