①機関名
【Institution】

国立大学法人東京藝術大学
（Tokyo University of the Arts）

②部署名
【Department】

芸術研究院（芸術表現学系・芸
術理論学系・芸術資源学系）
（Art Research Institute（Art
Expression Studies / Art Theory
Studies / Art Resource
Studies））

【機関説明・背景等】日本唯一の国立総合芸術大学としての機能を一層強化し、世界水準の
教育研究活動を推進するため、卓越した若手研究者を獲得
【研究分野詳細】アートプロデュースや文化財科学等国際的な研究拠点としての展開が期待さ
れる研究領域
【求める人材像】世界水準の芸術学研究能力を有し、海外研究機関を含めた学外機関等との
連携による新領域研究の推進役を担う研究リーダー候補
【募集人数】若干名 【着任時期】平成28年10月より
③求人内容
【About the Institute / Background】To recruit excellent young researchers to further
【Job offer content】
enhance the functions as the only national arts university in Japan and promote world-class
educational and research activities.
【Detail of research fields】Research fields that are expected to develop as international
research hubs such as art produce and scientific research of cultural heritage.
【Ideal candidate sought】Candidates for research leaders who have the world-class ability to
conduct research in aesthetics and art history , and are able to work both domestically and
＜公募番号＞
internationally with other external research organizations to promote research in new areas.
H1
【Number of positions available】a few 【Month of start 】October, 2016
④研究分野（分野）
【Research field
人文学_Humanities
（Area）】
⑥職種
【Job type】

⑧勤務地
【Work location】

⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

助教（Assistant Professor）

東京都台東区上野公園（Ueno
Park, Taito-ku, Tokyo）
東京都足立区千住（Senju,
Adachi-ku, Tokyo）

⑦勤務形態
【Employment status】

テニュアトラック雇用（tenuretracking employment）

⑨推薦の仕組みの利用
有（Yes）
の有無【use of
recommendation scheme】

JREC-IN Portal アドレス
⑩HPアドレス（詳細
情報）
⑪問い合わせ先
【HP address for
【Contact address】
各機関のHPアドレス
more information】
http://www.geidai.ac.jp/general/r
ecruit
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芸術学(Art studies)

担当部署：総務課人事係
Contact：Human resource
section, General affairs division
電話番号：050-5525-2017
e-mail：jinji@ml.geidai.ac.jp

①機関名
【Institution】

③求人内容
【Job offer content】

京都大学
②部署名
文学研究科
Kyoto University
【Department】
Graduate School of Letters
【機関の説明（募集の背景、機関の詳細、プロジェクトの説明等）】
・京都大学では、京都大学次世代研究者育成支援事業「白眉プロジェクト」【部局連携型】によ
り、卓越研究員候補者の採用を行います。「白眉プロジェクト」の詳細につきましては、白眉セ
ンターＨＰ（http://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/jpn/jpn.html）をご覧ください。
・日本古代・中世史のテニュアトラック教員。日本古文書学および文化遺産研究に熟達してい
ることを必須要件とし、京都大学文学研究科において研究・教育に従事する。高度な研究・教
育・業務遂行能力を求める。
【仕事内容（業務内容、担当科目、研究分野の詳細等】
(業務内容）大学院（留学生を含む）・学部向けの授業を担当する。京都大学の学部入試およ
び文学研究科大学院入試の監督・採点業務への協力。
（担当科目）京都文化遺産実習・博物館実習・文化遺産学講義(新規開講）
(研究分野の詳細）日本古代～中世の政治・社会史、特に古文書・文化遺産を専門とすること。
前近代日本史の総体的理解に関する寄与しうる新しい研究であること。
【勤務地住所】
京都市左京区吉田本町
【募集人員】
特定准教授もしくは特定講師 １名
【着任時期】
採用日 平成２８年１０月１日
【Explanation of institution (recruitment background, institution details, explanation of project,
etc.)】
・Kyoto University employs the candidate of Excellent Young Researcher (EYR) by utilizing
the "Kyoto University Hakubi Project to Foster and Support Young Researchers"【Tenuretrack type】.For more information, please visit the webpage of the Hakubi Center.
（http://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/eng/eng.html）
・Tenure-track position in classical and medieval Japanese history. Applicant should be an
expert in Japanese paleography and Cultural Properties research. This position offers a
unique opportunity to develop applicant's research and teaching interests within the
Graduate School of Letters, Kyoto University. High-quality research, teaching and service
are expected.
【Job details (duties, subject responsible for, etc.)】
・(Duties)The appointee will teach at both the graduate and undergraduate levels (including
international graduate students). Membership and participation in faculty committees,
including the overseeing of entrance examinations.The position also involves cooperating with
the overseeing and marking of entrance examinations for Kyoto University (undergraduate
programs), and for the Graduate School of Letters.
・(Subject Responsible for) Kyoto Historical Field Trip; Practical Work in Museum;
Introduction to Historic Preservation
・(Research field)Political and Social History of Classical and Medieval Japan, with
specialization in First-hand Ancient Documents and Cultural Properties. Innovative study on
the Whole Picture of Japanese pre-modern history is preferred.

＜公募番号＞
H2

【Address of work location and other information】
・Yoshida Honmachi,Sakyo-ku,Kyoto
【Number of positions】
・Associate Professor or Lecturer 1 person
【Starting date】
・ Octorber 1 , 2016
④研究分野（分野）
【Research field
人文学_Humanities
（Area）】
⑥職種
【Job type】
⑧勤務地
【Work location】

⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

准教授（Associate Professor）
講師（Lecturer）
京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi,Sakyoku,Kyoto

⑦勤務形態
【Employment status】
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テニュアトラック雇用（tenuretracking employment）

⑨推薦の仕組みの利用
有（Yes）
の有無【use of
recommendation scheme】

担当部署：文学研究科総務掛
Administrative Ofice for
Graduate School of Letters

JREC-IN Portal アドレス
⑩HPアドレス（詳細
情報）
各機関のHPアドレス
【HP address for
more information】
http://www.hakubi.kyotou.ac.jp/jpn/jpn.html

史学(History)

⑪問い合わせ先
【Contact address】

電話番号：無し
e-mail：
010somu@mail2.adm.kyotou.ac.jp

①機関名
【Institution】

大阪市立大学
(Osaka City University)

②部署名
【Department】

都市研究プラザ
(Urban Research Plaza)

【募集の背景】都市研究プラザ所属に加え、人文科学の最先端的教育・研究をめざす文学研
究科と連携して、研究・教育に携わる。
Background of position: Affiliation with Urban Research Plaza, engaging in research and
education in collaboration with the Graduate School of Literature and Human Sciences, which is
pursuing pioneering research and education in humanities.
【研究分野の詳細】社会的包摂・コミュニティ関与型のアーツマネジメント
Details of Research Field: Social inclusion and community engaged arts management.
【求める人材像】都市の社会的課題と向き合い、積極的に現場とかかわるなかから、アーツマ
③求人内容
【Job offer content】 ネジメントの新たな研究領域を開拓しようとする意欲的な人材
Qualities desired in candidate: The applicant should be eager to develop a new area of
investigation in arts management by confronting urban social issues and actively being involved
in the field.
【募集人数】1名
Number of positions available: One
【着任時期】平成28年10月1日以降の可能な限り早い時期
Time of assuming the post: As early as possible after October 1, 2016.
＜公募番号＞ ④研究分野（分野）
H3
【Research field
人文学_Humanities
（Area）】
⑥職種
【Job type】

⑧勤務地
【Work location】

⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

准教授（Associate Professor）
または講師(Lecturer)

⑦勤務形態
【Employment status】

芸術学(Art studies)
テニュアトラック雇用（tenuretracking employment）

⑨推薦の仕組みの利用
大阪市住吉区杉本
無（No）
の有無【use of
(Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka)
recommendation scheme】

JREC-IN Portal アドレス

研究支援課
(Research Support Department)

⑩HPアドレス（詳細
情報）
⑪問い合わせ先
各機関のHPアドレス
【HP address for
【Contact address】
more information】 http://www.osakacu.ac.jp/ja/about/jobs/jobs_facul
ty/limited_faculty
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電話番号： 06-6605-3662
e-mail： tenuretrack@ado.osaka-cu.ac.jp

①機関名
【Institution】

お茶の水女子大学（Ochanomizu ②部署名
University）
【Department】

基幹研究院人文科学系（Faculty
of Core Research,Humanities
Division）

比較アジア史：グローバルな視野をもち、比較史の視点から、中国、イスラームなどアジア史を
研究し、その成果を、国際的な場で発信し、日本のアジア理解にも寄与する。お茶の水女子大
③求人内容
学における職務内容については、本学ホームページ上の公募要領をご覧ください。
【Job offer content】
〔募集人数：１名〕
〔着任時期：2016年10月1日以降〕
④研究分野（分野）
【Research field
人文学_Humanities
（Area）】
＜公募番号＞
⑥職種
H4
【Job type】

⑧勤務地
【Work location】

⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

助教（Assistant Professor）

東京都文京区（Bunkyo-ku，
Tokyo）

⑦勤務形態
【Employment status】

テニュアトラック雇用（tenuretracking employment）

⑨推薦の仕組みの利用
有（Yes）
の有無【use of
recommendation scheme】

JREC-IN Portal アドレス
⑩HPアドレス（詳細
情報）
⑪問い合わせ先
【HP address for
【Contact address】
各機関のHPアドレス
more information】
http://www.ocha.ac.jp/help/recr
uitment/index.html
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史学(History)

担当部署：基幹研究院人文科学
系 三浦 徹 教授（MIURA
Toru.Professor）
電話番号：03-5978-5184
e-mail：miura.toru@ocha.ac.jp

①機関名
【Institution】

東海大学
【Tokai University】

②部署名
【Department】

創造科学技術研究機構【Insitute
of Innovative Science and
Technology】

東海大学は18学部を擁する総合大学であり、創設者の意志を受け継ぎ文理融合を建学当初
からの基本精神の一つとしている。募集分野は人文科学に関連する分野で、既存の学問領域
の枠にとらわれず国際的な研究を遂行し、かつ、次代の人材育成ができるリーダー型研究者
を1名募集する。職種は准教授又は講師で、着任時期は2016年度後半を予定している。
【Continuing in the spirit of the school’s founder, one of deep philosophies which Tokai
University pursues is an innovation with harmonizing literature, science and technology. Our
③求人内容
【Job offer content】 university is seeking personnel who will be able to shape the school’s future by original and
advanced researches of humanities. The researcher should work in leading-edge and
international fields to not only maintain high quality of research but also train the upcoming
generation of staff through their research activities. Academic rank (Lecturer, or Associate
Professor) will be determined upon impartial judges by the University panels. Term of
Employment will begin in latter half of the fiscal year of 2016.】
④研究分野（分野）
人文学_Humanities
＜公募番号＞ 【Research field
（Area）】
H5

⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

テニュアトラック雇用（tenuretracking employment）

准教授（Associate Professor）
⑥職種
【Job type】

⑧勤務地
【Work location】

常勤の准教授としていますが、講
師も可とします。

史学(History)

⑦勤務形態
【Employment status】

最長５年間の特任雇用である
が、任期終了前に公平で透明性
の高いテニュア審査を実施します

⑨推薦の仕組みの利用
無（No）
の有無【use of

神奈川県【Kanagawa】

recommendation scheme】

JREC-IN Portal アドレス
⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
各機関のHPアドレス
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

http://www.u-tokai.ac.jp/tuiist/
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担当部署：創造科学技術研究機
構【Insitute of Innovative Science
and Technology】
電話番号：0463-58-1211(4851)
e-mail：iist-office@tsc.utokai.ac.jp

①機関名
【Institution】

人間文化研究機構(National
Institutes for the Humanities)

②部署名
【Department】

国立民族学博物館
(National Museum of Ethnology)
民族社会研究部
(Department of Social Research)

・文化人類学・民族学の研究所（Research institute of cultural-anthropology and ethnology)
・人間文化研究機構の基幹研究（北東アジア地域研究）の研究拠点研究員として国際的・学際
的な共同研究等の役割を果たしうる人材の募集（Recruiting for new faculty position playing a
significant role in international and inter-disciplinary joint research for promoting the area
③求人内容
studies of North-East Asia as a research hub of the National Institutes for the
【Job offer content】 Humanities）
・ 現地調査の経験を有する北東アジア地域研究の若手研究者(young researcher who has
fieldwork experiences in North-East Asia area study ),
・募集人員：1名(The number of new recruits: One)
・採用予定年月日：平成２９年１月１日（The date of recruitment: January 1st, 2017）
④研究分野（分野）
【Research field
人文学_Humanities
＜公募番号＞ （Area）】
H6
助教（Assistant Professor）
⑥職種
【Job type】

⑧勤務地
【Work location】

⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】
⑦勤務形態
【Employment status】

文化人類学(Cultural
anthropology)
テニュアトラック雇用（tenuretracking employment）

⑨推薦の仕組みの利用
国立民族学博物館
無（No）
の有無【use of
【National Museum of Ethnology】
recommendation scheme】

JREC-IN Portal アドレス
⑩HPアドレス（詳細
情報）
⑪問い合わせ先
各機関のHPアドレス
【HP address for
【Contact address】
more information】
http://www.minpaku.ac.jp/offer#
chotatsu
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担当部署：管理部総務課人事係
【Personnel Unit of the General
Affairs Section】
電話番号TEL：06-6878-8206
e-mail：jinji@idc.minpaku.ac.jp

①機関名
【Institution】

国立大学法人東京大学
The University of Tokyo

②部署名
【Department】

大学院総合文化研究科 言語情
報科学専攻
Graduate School of Arts and
Sciences

東京大学大学院総合文化研究科は、学際性および国際性を教育・研究の柱として専門分野
についての深い理解の上に立った領域横断的研究による知の創成をめざしています。その更
なる促進のために、文部科学省科学技術・学術政策局卓越研究員事業による卓越研究員とし
ての 准教授または講師（期限あり）を以下の要領で公募します。
１ 所属 東京大学大学院総合文化研究科
２ 職名及び人員 准教授または講師（期限あり）１名
３ 専門分野 ロシア文学。応募資格を参照のこと。
４ 任期 採用日から平成２９年３月３１日まで（教育・研究実績により平成３３年３月３１日を限
度として 再任可）。業績評価を行い、任期終了後に任期なしのポストに採用する可能性があ
る。
５ 待遇 給与は年俸制とする。そのほかは国立大学法人東京大学が定める規則による。
６ 応募資格
（１） 卓越研究員に申請し、東京大学大学院総合文化研究科での研究を希望していること。
（２） 学部前期課程（１，２年生）のロシア語、 学部後期課程（３，４年生）のロシア語，ロシア文
学、大学院の言語態に関する授業が担当できること。
７ 採用予定年月日 平成２８年９月１日以降

＜公募番号＞
H7

③求人内容
【Job offer content】 The Graduate School of Arts and Sciences upholds 'interdisciplinarity' and 'internationality'
as its two pillars of education and research. We aim to foster the generation of crossdisciplinary research based on an in-depth understanding of specialist fields. We invite
applications for a project lecturer or associate professor position in Russian literature
through the Leading Initiative for Excellent Young Researchers (LEADER) funded by the
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).
This is a fixed-term position and the initial appointment is up to March 31, 2017. However,
the appointment is extendable annually up to March 31, 2021, based on their teaching and
research. Based on the performance, there is also a possibility for the person occupying this
position to be hired as a tenure faculty after the completion of the fixed-term appointment.
The actual appointment will begin on September 1, 2016, or as early as possible after this
date. The salary is based on the regular salary scale of our university and thus depends on
the academic qualifications of the applicant. The applicant must be able to teach Russian
language to undergraduate students, Russian literature, and graduate level courses related to
literary studies. Typically lecturers at our graduate school, in principle, teach courses in
Japanese.
④研究分野（分野）
【Research field
人文学_Humanities
（Area）】

⑥職種
【Job type】

⑧勤務地
【Work location】

⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

文学(Literature)

その他（Others）

その他任期付（other certain
fixed-term employment）

准教授または講師
（Associate Professor or
Lecturer)

採用日から平成２９年３月３１日
まで（教育・研究実績により平成
３３年３月３１日を限度として 再
任可）。業績評価を行い、任期終
了後に任期なしのポストに採用
する可能性がある。
This is a fixed-term position and
the initial appointment is up to
March 31, 2017. However, the
appointment is extendable
annually up to March 31, 2021,
based on their teaching and
research. Based on the
performance, there is also a
possibility for the person
occupying this position to be
hired as a tenure faculty after
the completion of the fixed-term
appointment.

⑦勤務形態
【Employment status】

153-8902 東京都目黒区駒場３ー
⑨推薦の仕組みの利用
８ー１
有（Yes）
の有無【use of
Komaba 3-8-1, Meguroku, Tokyo
recommendation scheme】
153-8902, JAPAN
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JREC-IN Portal アドレス
⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】 各機関のHPアドレス

⑪問い合わせ先
【Contact address】

http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/
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担当部署：大学院総合文化研究
科 言語情報科学専攻室
Graduate School of Arts and
Sciences
電話番号：03-5454-6376
e-mail：jimu@boz.c.u-tokyo.ac.jp

