
①機関名
【Institution】

三菱電機(株)
MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION

②部署名
【Department】

デザイン研究所未来イノベーショ
ンセンター
INDUSTRIAL DESIGN CENTER、
Center for Future Innovation

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

経営学(Management)

主任研究員（Senior researcher）
その他任期付（other certain
fixed-term employment）

3年経過後、本人の意思および成
果を鑑み継続雇用を検討

⑧勤務地
【Work location】

神奈川県　鎌倉市
Kamakura Kanagawa, JAPAN

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

無（No）

JREC-IN Portal　アドレス

各機関のHPアドレス 電話番号：0467-41-2013

http://www.mitsubishielectric.co.j
p/corporate/randd/laboratory/d
esign/index.html

e-mail：
Kezuka.Masahito@df.MitsubishiEl
ectric.co.jp

＜公募番号＞
S1

当社未来イノベーションセンターでは将来の当社新事業になり得るユーザー視点の新たな製
品やサービスの創出と技術開発を行っている。将来ビジネスについては現先進国及び新興国
それぞれに向けた新事業検討が必要と考えている。そのため、それぞれの国のユーザー思考
やユーザーに根付いた生活意識の把握を通じ、事業性等のマーケティングにもとづく事業戦
略の立案を行う。
募集：海外市場調査を基にした事業性検討を含むマーケティング研究者1名
着任時期：2016年10月（3年間の従事を希望）

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

担当部署：三菱電機(株)　情報技
術総合研究所　総務部　人事課
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①機関名
【Institution】

三菱電機(株)
②部署名
【Department】

先端技術総合研究所
総務部　人事課

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

経営学(Management)

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

研究員
3年経過後、本人の意思および成
果を鑑み継続雇用を検討

⑧勤務地
【Work location】

兵庫県尼崎市塚口本町8-1-1
⑨推薦の仕組みの利用
の有無【use of
recommendation scheme】

無（No）

JREC-IN Portal　アドレス

各機関のHPアドレス 電話番号：06-6497-7015

http://www.mitsubishielectric.co.j
p/corporate/randd/laboratory/a
dvanced_technology/

e-mail：
Yoshikane.Toshitaka@dw.Mitsubis
hiElectric.co.jp,Koui.Hirokazu@ce.
MitsubishiElectric.co.jp

＜公募番号＞
S2

多様化するニーズ、複雑化する課題を解決するためには、社員一人ひとりの創造性を喚起し、
組織的成果を挙げ続けるための人材・組織開発戦略が不可欠です。今回、組織論、組織行動
学、人材マネジメント論、人材育成論の観点からイノベーションを創出する人材育成プログラム
の開発に従事いただきたいと考えています。特に、組織学習・組織開発をテーマに人と人との
相互作用が組織に与える影響、ダイナミズムを研究している方を歓迎します。

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

三菱電機　先端技術総合研究所
総務部　人事課(担当：吉兼、講
初(ｺｳｳｲ))
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①機関名
【Institution】

早稲田大学
Waseda University

②部署名
【Department】

政治経済学術院
Faculty of Political Science and
Economics

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

経済学(Economics)

准教授（Associate Professor）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

ただし、教授（任期なし）、准教授
（任期なし）もあり得る。

⑧勤務地
【Work location】

関東 - 東京都
Kanto district - Tokyo

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

有（Yes）

JREC-IN Portal　アドレス

https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJo
rDetail?fn=0&id=D116020741&ln_jor=
0

各機関のHPアドレス 電話番号：なし　N/A

http://www.waseda.jp/fpse/pse/
news/2016/02/17/5757/

e-mail：pse-hr-
metsa@list.waseda.jp

＜公募番号＞
S3

「マクロ時系列分析」担当教員採用応募要領
Faculty Recruitment Information (Macroeconomic Time Series Analysis)

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

担当部署：政治経済学術院
Faculty of Political Science and
Economics
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①機関名
【Institution】

神戸大学
(Kobe Univsersity)

②部署名
【Department】

社会システムイノベーションセン
ター
(Center for Social Systems
Innovation)

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

その他（Others）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

助教（Assistant　Professor）

⑧勤務地
【Work location】

神戸市灘区六甲台町２－１
(2‒1 Rokkodai‒
cho, Nada‒ku, Kobe 657‒8501,
Japan.)

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

無（No）

＜公募番号＞
S4

③求人内容
【Job offer content】

[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)]
文部科学省の卓越研究員事業（http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm）の
スキームを用いて採用予定

[仕事内容(業務内容、担当科目等)]
環境・資源システムイノベーション、医療・福祉システムイノベーション、金融・ITシステムイノ
ベーションのいずれかの部門に属し、社会実装を目指した社会システムイノベーションの文理
融合研究を行う。

※ 社会システムイノベーションセンターは2016年4月1日設置予定。
正式採用にあたっては、当該センターの新設設置が学内で承認されることが前提条件となりま
す。

[勤務地住所等]
神戸市灘区六甲台町２－１

[募集人員]
テニュアトラック教員（特命助教）１名

[着任時期]
2016年10月1日（予定）

[任期]
任期5年。4年目にテニュア取得(任期の定めのない雇用への変更)についての審査を行う。

[Explanation of institution (recruitment background, institution details, explanation of project,
etc.)]
We are planning to adopt the faculty by using the scheme of the Leading Initiative for
Excellent Young Researchers(LEADER).
(http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm)

[Job details (duties, subject responsible for, etc.)]
Expected to engage in interdisciplinary research combining social sciences and natural
sciences to pursue societal implementation in one of the following divisions:
environment/resource systems innovation, healthcare/social welfare systems innovation and
finance/IT systems innovation

* Our university authorities are considering to open the Center for Social Systems
Innovation on April 1, 2016.
The appointment is conditional on the successful  establishment of the center.

[Address of work location and other information]
2-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

[Number of positions]
Openings: 1 person
Rank:Project Assistant Professor

[Starting date]
1 October, 2016

The initial appointment term is for five years.The tenure review will be held in the fourth
year.

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】
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JREC-IN Portal　アドレス

https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJo
rDetail?fn=0&id=D116030260&ln_jor=
0

各機関のHPアドレス 電話番号：078-803-7232

e-mail：law-soumu@office.kobe-
u.ac.jp

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact adress】

担当部署：法学研究科総務係
(Graduate School of Law)
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①機関名
【Institution】

政策研究大学院大学
②部署名
【Department】

政策研究科

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

政治学(Politics)

助教授（Assistant Professor）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

⑧勤務地
【Work location】

東京都港区六本木7-22-1
⑨推薦の仕組みの利用
の有無【use of
recommendation scheme】

有（Yes）

JREC-IN Portal　アドレス

各機関のHPアドレス 電話番号：03-6439-6019

http://www.grips.ac.jp/jp/job_ope
nings/

e-mail：jinji@grips.ac.jp

＜公募番号＞
S5

政策研究大学院大学は、政策及び政策の革新にかかわる研究と教育を通して、我が国及び
世界の民主的統治の発展と高度化に貢献することを目的にしています
地域研究と比較政治、実務と研究の複合的な領域で活躍ができる人材を募集。
募集人数：１名。着任時期（予定）：平成２８年９月１日

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact adress】

担当部署：組織マネジメント課
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①機関名
【Institution】

一橋大学 (Hitotsubashi
University)

②部署名
【Department】

社会科学高等研究院
(Hitotsubashi Institute for
Advanced Study)

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

経済学(Economics)

講師（Lecturer）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

⑧勤務地
【Work location】

東京都国立市
(Kunitachi,TOKYO)

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

有（Yes）

JREC-IN Portal　アドレス

各機関のHPアドレス 電話番号：042-580-8051

http://www.hit-u.ac.jp/ e-mail：res-ks.g@dm.hit-u.ac.jp

＜公募番号＞
S6

一橋大学社会科学高等研究院において、経済学分野で新しい研究領域を開拓し得る能力を
有する若手研究者１名を卓越研究員として受け入れる。（The Hitotsubashi Institute for
Advanced Study (HIAS) invites applications for a tenure-track assistant professor (lecturer)
in any field of economics. The successful candidate are expected to produce research output
in the frontier of economics. This appointment will be supported by the Leading Initiative
for Excellent Young Researchers, MEXT.)

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

担当部署：総務部研究・社会連
携課研究推進係
(Research Support and Outreach
Division)
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①機関名
【Institution】

京都大学
Kyoto University

②部署名
【Department】

経営管理大学院
Graduate School of Management

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

経営学(Management)

准教授（Associate Professor）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

又は講師（Lecturer）、助教
（Assistant Professor）

＜公募番号＞
S7

③求人内容
【Job offer content】

【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。
　経営管理大学院では、国際サービス経営学の若手研究者を下記の要領で募集します。本研
究科は、サービス経営研究領域の国際的な研究教育拠点形成を目指しています。
【仕事内容（業務内容、担当科目、研究分野の詳細等）】
　日本企業のサービス競争力強化は重要な経営課題だが、経営学的研究は進んでいませ
ん。こうした課題研究のために、国際サービス経営学の領域での研究・教育を主として行える
研究者を募集します。日英の言語での国際サービス経営学の授業を担当し、日本のサービス
の経営実践や海外事例について、産業界の実務家と対話・協力しながら研究教育を行う活動
を理解し、その独自性と競争力について国際研究を行う能力を有し、成果を内外に発信する
研究人材を求めます。そして、主要な海外拠点間での国際研究プロジェクトを組織、リードでき
る能力のある人材を求めます。サービスの持つ経済特性のために、市場を理解しやすい女性
研究者採用を優先します。
【勤務地住所（住所の詳細、最寄り駅等】
　京都市左京区吉田本町　京都大学経営管理研究部　（京阪出町柳駅）
【募集人員（人数、職名等）】
　１名　特定准教授もしくは特定講師、特定助教（※）
（※まず５年間でのテニュアトラック採用をして、国際的な研究とプロジェクト管理の業績を見な
がら終身雇用資格への昇進・採用を決定します。）
【着任時期（着任日、採用日等】
　平成２８年１０月１日（ただし，事情に応じて同年12月末日までで変更することがある。）

 
【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"【Tenure-
track type】.For more information, please visit the webpage of the Hakubi Center.
（http://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/eng/eng.html）
 The Graduate School of Management, Kyoto University, (GSM) recruits a young excellent
researcher in the research area of international service management, since it established the
unique service management course from 2006 and is organizing the international research
center of Japanese service management.

【Job details (duties, subject responsible for, etc.)】
　A main challenge for service industries in Japan is to improve their international
competitiveness. To tackle this challenge, we are recruiting a young junior researcher who
has excellent abilities, research outputs and educational career in international service
management in Japanese and English. A candidate should engage in a duty that he or she
mainly commits to and publishes outputs of international research of uniqueness,
international competitiveness and internationalization of Japanese service, collaborating with
business managers and executives in service industries, provide educational coursework on
service management based on the research. GSM also requires that a candidate should
commit, organize and lead the international organizational research projects with Japanese
and foreign research centers of service management, so it demands for a candidate profluent
language ability in Japanese and English for research and teaching. Because roles of woman
is very important as managers, workers and consumers, we prefer woman researcher in this
post.

【Address of work location and other information】
Graduate School of Management, Kyoto University.
Yoshida-Hommachi, Sakyo-ku, Kyoto City.

【Number of positions】
 1 position

【Starting date】
 October, 1st, 2016

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】
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⑧勤務地
【Work location】

京都市左京区吉田本町
Yoshida-Hommachi, Sakyo-ku,
Kyoto City, Japan

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

有（Yes）

JREC-IN Portal　アドレス

各機関のHPアドレス 電話番号：075-753-3400

http://www.hakubi.kyoto-
u.ac.jp/jpn/jpn.html

e-mail：soumu@econ.kyoto-
u.ac.jp

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

担当部署：経済学研究科総務掛
General Affair Office at Graduate
School of Economics
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①機関名
【Institution】

新潟大学
Niigata University

②部署名
【Department】

研究推進機構超域学術院
The center for Transdisciplinary
Research

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

法学(Law)

准教授（Associate Professor）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

⑧勤務地
【Work location】

新潟市
Niigata City

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

無（No）

JREC-IN Portal　アドレス

各機関のHPアドレス 電話番号：025-262-6602

http://www.niigata-
u.ac.jp/university/recruit/faculty
-members/

e-mail：kenkyushien@adm.niigata-
u.ac.jp

＜公募番号＞
S8

新潟大学は，第３期中期目標・中期計画において，「環東アジア地域を基点に世界を見据え，
教育，研究及び社会貢献」を行うことを掲げており，大学の戦略に基づくとポストして，次の分
野で募集を行います。
研究分野：環東アジア地域を対象とした比較法（外国法・法におけるボーダレス化等を含む）
求める人材像：自身の研究テーマを自立的環境で推進するとともに，関連分野の教員とも連
携・協力し，本学の環東アジア分野の研究・教育の一層の発展に資する者を募集します。
募集人数：１名，着任時期：平成２８年１０月１日

Niigata University has set the third mid-term objective and mid-term plan to carry out
"educational, research and social contribution with a view to the world based on East Asian
region", and recruits a talent in the following field as a post of the university's strategy.

Research Field: Comparative legal studies on the laws of Northeast Asian countries, including
topics relating to the globalisation of law

Ideal Candidate: seek a person who is able to promote his/her own research theme in the
independent environment, collaborate and cooperate with other professors in the related
fields and contribute for the further development of our university's research and education
in East Asian field.

Number of Positions: one
Date of Arrival at New Post: October 1st, 2016

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

担当部署：研究企画推進部研究
推進課
Research Promotion Division
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①機関名
【Institution】

公立大学法人大阪府立大学
Osaka Prefecture University

②部署名
【Department】

大学院経済学研究科
Graduate School of Economics

＜公募番号＞
S9

③求人内容
【Job offer content】

この度、公立大学法人大阪府立大学では助教（テニュア・トラック助教）を募集することになりま
したので、下記によりご応募くださいますようお願いいたします。テニュア・トラック制は、任期付
き雇用による若手研究者が研究・教育者としての経験を積み、最終審査によって専任教員と
なるキャリア・パスを提供する制度です。採用後５年目の厳格な最終審査で適格と認められた
テニュア・トラック教員は、大阪府立大学の専任の准教授として採用されます。
本公募は文部科学省の卓越研究員事業
（http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm）のスキームを用いて、公募を実施
しており、本公募では推薦の仕組みを利用します。
本テニュア・トラック制は、本学で平成20年度より実施している２１世紀科学研究機構「地域の
大学からナノ科学・材料人材育成拠点」プログラム(http://www.nanosq.21c.osakafu-
u.ac.jp/about/overview.html) を先行モデルとして本学の各部局にて行う制度です。
本学では女性研究者支援を推進しており、女性研究者の積極的な応募を期待しています。

[仕事内容(業務内容、担当科目等)]
１．募集人員
助教（テニュア・トラック助教）　1名

２．専門分野
医療経済学と応用マイクロ計量経済学
３．主な教育担当
 経済学研究科　経済学専攻　理論・計量経済学分野
経済学部 　経済学科
現代システム科学域 　マネジメント学類

４．担当授業科目（予定）
 大学院：計量経済学特論2（応用マイクロ計量経済学）
学部：医療経済学、実証分析関係の講義など

５．所　　属
学術研究院　第2学系群　社会科学系

６．任　　期
5年
今回採用されるテニュア・トラック教員は、5年目の最終審査で適格と認められた場合、大阪府
立大学の専任准教授として採用されます。なお、当該最終審査で適格と認められなかった場
合は、3年を限度とするセーフティネット雇用制度が準備されています。

[勤務地住所等]
大阪府堺市中区学園町１番１号

[募集人員]
1名
助教（テニュア・トラック助教）

[着任時期]
平成28年4月1日（土）
（採用者との調整により、早める場合があります。）

[Explanation of institution (recruitment background, institution details, explanation of project,
etc.)]
Osaka Prefecture University is seeking applications for a Tenure-track Assistant Professor
beginning April 1, 2017.
Our tenure-track program offers a career path by which young scientists can accumulate
experience in both scientific research and education.
They may eventually be acknowledged as a tenured Associate Professor through careful
evaluation of performance and accomplishments at the end of a five-year employment period
after adoption.
This recruitment is conducted using the scheme of The Leading Initiative for Excellent Young
Researchers(LEADER) of The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (MEXT)(http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm), and will be in
the recommendation by each institutions.
The tenure-track system presently being adopted into each faculty is based on the TT-
system implemented since 2008 by the Research Organization for the 21st Century's
program to establish a "Leading University as a Base for Human Resource Development in
Nanoscience and Nanotechnology". (See: http://www.nanosq.21c.osakafu-
u.ac.jp/about/overview.html)
Our university is committed to supporting the research activities of female researchers. We,
thus, welcome applications from such highly motivated and qualified women.
If you are interested in applying, please read the following information:
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④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

経済学(Economics)

助教（Assistant Professor）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

⑧勤務地
【Work location】

大阪府立大学中百舌鳥キャンパ
ス（大阪府堺市中区学園町1番1
号）
1-1 Gakuen-cho, Naka-ku, Sakai,
Osaka 599-8531, Japan

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

有（Yes）

JREC-IN Portal　アドレス

https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJo
rDetail?fn=0&id=D116030665&ln_jor=
0

各機関のHPアドレス 電話番号：072-254-9105

http://www.osakafu-
u.ac.jp/staff/index.html

e-mail：faculty-
recruit@ml.osakafu-u.ac.jp

1. Number of Positions Available
One Tenure-Track Assistant Professor

2. Area of Research
Health economics and micro-econometrics

3. Main Academic Discipline Assigned
Economic Theory and Econometrics, Economics, Graduate School of Economics
Department of Economics, School of Economics
School of Management, College of Sustainable System Sciences

4. Assigned Courses(tentative)
Graduate: Advanced Study of Econometrics 2 (applied micro-econometrics)
Lectures concerning health economics and/or empirical analysis.

5. Affiliation
Academic Areas: Research Organization for Social Sciences, 2st College Cluster, Institute of
Science Research

6. Terms of Appointment
Five years
Tenure-track Assistant Professors who have shown excellent research achievements and
competency in teaching/supervising students may be promoted to tenured Associate
Professor after a final evaluation at the end of the 5th year of employment. A safety-net
provision will allow Tenure-track faculty members to remain employed for up to 3 years in
the case they fail to be promoted at the time of the final evaluation.

7. Salary and Working Conditions
Salary and working conditions shall be compliant with the Provisions and Regulations of
Osaka Prefecture University.

8. Scheduled Date of Appointment
April 1, 2017
(Appointment day may change earlier upon negotiation with the selected candidate)

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

担当部署：公立大学法人大阪府
立大学総務部人事課
General Affairs and Personnel
Division, Osaka Prefecture
University
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①機関名
【Institution】

公立大学法人大阪府立大学
Osaka Prefecture University

②部署名
【Department】

高等教育推進機構
Faculty of Liberal Arts and
Sciences

＜公募番号＞
S10

③求人内容
【Job offer content】

この度、公立大学法人大阪府立大学では助教（テニュア・トラック助教）を募集することになりま
したので、下記によりご応募くださいますようお願いいたします。テニュア・トラック制は、任期付
き雇用による若手研究者が研究・教育者としての経験を積み、最終審査によって専任教員と
なるキャリア・パスを提供する制度です。採用後５年目の厳格な最終審査で適格と認められた
テニュア・トラック教員は、大阪府立大学の専任の准教授として採用されます。
本公募は文部科学省の卓越研究員事業
（http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm）のスキームを用いて、公募を実施
しており、本公募では推薦の仕組みを利用します。
本テニュア・トラック制は、本学で平成20年度より実施している２１世紀科学研究機構「地域の
大学からナノ科学・材料人材育成拠点」プログラム(http://www.nanosq.21c.osakafu-
u.ac.jp/about/overview.html) を先行モデルとして本学の各部局にて行う制度です。
本学では女性研究者支援を推進しており、女性研究者の積極的な応募を期待しています。

[仕事内容(業務内容、担当科目等)]
１．募集人員
講師（テニュア・トラック講師）　1名

２．専門分野
社会科学　教育学

３．主な教育担当
 高等教育推進機構

４．所　　属
学術研究院　第8学系群　高等教育推進部門

５．任　　期
5年
今回採用されるテニュア・トラック教員は、5年目の最終審査で適格と認められた場合、大阪府
立大学の専任准教授として採用されます。なお、当該最終審査で適格と認められなかった場
合は、3年を限度とするセーフティネット雇用制度が準備されています。

[勤務地住所等]
大阪府堺市中区学園町１番１号

[募集人員]
1名
講師（テニュア・トラック講師）

[着任時期]
2016年10月01日（予定）

[Explanation of institution (recruitment background, institution details, explanation of project,
etc.)]
Osaka Prefecture University is seeking applications for a Tenure-track Lecturer beginning
October 1, 2016.
Our tenure-track program offers a career path by which young scientists can accumulate
experience in both scientific research and education.
They may eventually be acknowledged as a tenured Associate Professor through careful
evaluation of performance and accomplishments at the end of a five-year employment period
after adoption.
This recruitment is conducted using the scheme of The Leading Initiative for Excellent Young
Researchers(LEADER) of The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (MEXT)(http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm), and will be in
the recommendation by each institutions.
The tenure-track system presently being adopted into each faculty is based on the TT-
system implemented since 2008 by the Research Organization for the 21st Century's
program to establish a "Leading University as a Base for Human Resource Development in
Nanoscience and Nanotechnology". (See: http://www.nanosq.21c.osakafu-
u.ac.jp/about/overview.html)
Our university is committed to supporting the research activities of female researchers. We,
thus, welcome applications from such highly motivated and qualified women.
If you are interested in applying, please read the following information:
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④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

教育学(Education)

講師（Lecturer）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

⑧勤務地
【Work location】

大阪府立大学中百舌鳥キャンパ
ス（大阪府堺市中区学園町1番1
号）
1-1 Gakuen-cho, Naka-ku, Sakai,
Osaka 599-8531, Japan

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

有（Yes）

JREC-IN Portal　アドレス

https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJo
rDetail?fn=0&id=D116030680&ln_jor=
0

各機関のHPアドレス 電話番号：072-254-9105

http://www.osakafu-
u.ac.jp/staff/index.html

e-mail：faculty-
recruit@ml.osakafu-u.ac.jp

1. Number of Positions Available
One Tenure-Track Lecturer

2. Area of Research
Social Sciences, Education

3. Main Academic Discipline Assigned
Faculty of Liberal Arts and Sciences

4. Affiliation
Academic Areas: Research Organization for Higher Education, 4th Cluster, Institute of
Science Research

5. Terms of Appointment
Five years
Tenure-track Lecturer who have shown excellent research achievements and competency in
teaching/supervising students may be promoted to tenured Associate Professor after a final
evaluation at the end of the 5th year of employment. A safety-net provision will allow
Tenure-track faculty members to remain employed for up to 3 years in the case they fail to
be promoted at the time of the final evaluation.

6. Salary and Working Conditions
Salary and working conditions shall be compliant with the Provisions and Regulations of
Osaka Prefecture University.

7. Scheduled Date of Appointment
October 1, 2016

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

担当部署：公立大学法人大阪府
立大学総務部人事課
General Affairs and Personnel
Division, Osaka Prefecture
University
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①機関名
【Institution】

国立大学法人福井大学_National
University Corporation University
of Fukui

②部署名
【Department】

教育学研究科（Graduate School
of Education）

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

教育学(Education)

講師（Lecturer）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

⑧勤務地
【Work location】

福井市（Fukui city）
⑨推薦の仕組みの利用
の有無【use of
recommendation scheme】

無（No）

JREC-IN Portal　アドレス

https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJo
rDetail?fn=0&id=D116030641&ln_jor=
0

各機関のHPアドレス 電話番号： 0776-27-9746

http://www.u-
fukui.ac.jp/cont_about/recruit/re
cruit.html

e-mail： seduunei-k@ad.u-
fukui.ac.jp

＜公募番号＞
S11

学校の中に教師の学び合うコミュニティを創造しつつ，学校拠点方式の教職大学院に関し強
い関心を持ち，臨床心理学ないしは学校臨床心理学を専門とする若手研究者で，様々な専門
家と協働で取り組むことができる者を募集する。
○求める研究分野・人材像
質的研究法，特に社会構成主義を理論的に基盤とした方法論を用いた心理学研究の分野。
ディスコース分析を通じて，教師や子どもの心理援助における社会文化的文脈の理論化とそ
の検証が行える人材で、ディスコース分析を用いた事例研究により，プレイセラピー場面での
児童に対する心理支援，生徒指導等に関する教師支援，および教育相談場面での保護者に
対する心理支援（臨床心理士）ができる者。

We need a researcher who is able to create and support a professional learning community of
teachers in school, who is strongly interested in a professional school for teacher education
that adopts a school base system, who is able to collaborate with various professions.
Especially at this time, we are looking for a researcher who specializes in clinical psychology
or school clinical psychology.

A FIELD OF RESEARCH REQUIRED AND HUMAN RESOURCES SOUGHT
Areas of psychological research using qualitative methods especially based on social
constructionism.
We look for a researcher who is a clinical psychologist, who has used play therapy for helping
children, supported their parents in educational counseling and consulted with teachers on
student guidance, who is able to do discourse analytic case studies about them, and who is
able to theorize and verify socio-cultural contexts on processes of helping children and
teachers using discourse analysis.

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

担当部署：教育地域科学部支援
室運営係(Office for Faculty of
Education and Regional Studies)
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①機関名
【Institution】

日産自動車株式会社
Nissan Motor Co., Ltd

②部署名
【Department】

総合研究所
Research Center

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

経済学(Economics)

グループリーダー（group leader）
その他任期付（other certain
fixed-term employment）

任期2年、その後、本人の意思お
よび成果を鑑み、次のキャリアパ
スとして正社員を設定

⑧勤務地
【Work location】

神奈川県厚木市
Atsugi-shi, Kanagawa

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

無（No）

JREC-IN Portal　アドレス

https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJo
rDetail?fn=0&id=D116030687&ln_jor=
0

各機関のHPアドレス 電話番号：050-2029-0601

http://www.nissan-
global.com/JP/NRC/

e-mail：y-
matsuhiro@mail.nissan.co.jp

＜公募番号＞
S12

Share Economy および、Servitizationの市場動向について、定量的な検討とそのダイナミクス
のメカニズムについて、分析を実施する。
（Wrt. the " Share Economy" & "Servitization", to analyze the market trend of them
quantitatively with understanding the mechanism of the dynamics.)

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact adress】

担当部署：研究企画部
Research Planning Department
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①機関名
【Institution】

日産自動車株式会社
Nissan Motor Co., Ltd

②部署名
【Department】

総合研究所
Research Center

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

社会学(Sociology)

グループリーダー（group leader）
その他任期付（other certain
fixed-term employment）

任期2年、その後、本人の意思お
よび成果を鑑み、次のキャリアパ
スとして正社員を設定

⑧勤務地
【Work location】

神奈川県横須賀市
Yokosuka-shi, Kanagawa

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

無（No）

JREC-IN Portal　アドレス

https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJo
rDetail?fn=0&id=D116030688&ln_jor=
0

各機関のHPアドレス 電話番号：050-2029-0601

http://www.nissan-
global.com/JP/NRC/

e-mail：y-
matsuhiro@mail.nissan.co.jp

＜公募番号＞
S13

Assumptions Study 研究リーダー
なぜ新規事業はハイプの罠にはまるのかを解き明かすため４月よりスタートする東工大・東京
理科大・東大との共同研究を日産研究者と共にとりまとめる。欧米の研究者と日々の交流を深
めながら学術論文で発表する。たんなる分析ではなく提言としてまとめることで政策にも反映さ
せることを目的とする。

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact adress】

担当部署：研究企画部
Research Planning Department
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①機関名
【Institution】

日産自動車株式会社
Nissan Motor Co., Ltd

②部署名
【Department】

総合研究所
Research Center

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

政治学(Politics)

グループリーダー（group leader）
その他任期付（other certain
fixed-term employment）

任期2年、その後、本人の意思お
よび成果を鑑み、次のキャリアパ
スとして正社員を設定

⑧勤務地
【Work location】

神奈川県横須賀市
Yokosuka-shi, Kanagawa

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

無（No）

JREC-IN Portal　アドレス

https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJo
rDetail?fn=0&id=D116030690&ln_jor=
0

各機関のHPアドレス 電話番号：050-2029-0601

http://www.nissan-
global.com/JP/NRC/

e-mail：y-
matsuhiro@mail.nissan.co.jp

＜公募番号＞
S14

新構造燃料電池の非自動車用燃料電池マーケットの創出
世界中からオファーを受けている新規用途の背景調査とデューデリジェンスを実施し、ベン
チャーキャピタルもしくは投資銀行が判断可能な材料をそろえることで日産自動車が計画して
いる燃料電池プレビジネスを推進する。単なる大学関係者ではなく投資経験者や市場開拓経
験者としての経歴を持つ者が望ましい。

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact adress】

担当部署：研究企画部
Research Planning Department
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①機関名
【Institution】

山口大学
【Yamaguchi University】

②部署名
【Department】

経済学部
【Faculty of Economics】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

経済学(Economics)

その他（Others）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

助教又は講師
【Assistant Professor/Lecturer】

⑧勤務地
【Work location】

中国地方－山口県
【Chugoku district-Yamaguchi】

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

無（No）

JREC-IN Portal　アドレス

各機関のHPアドレス 電話番号：083-933-5500

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/ e-mail：ec192@yamaguchi-u.ac.jp

＜公募番号＞
S15

③求人内容
【Job offer content】

③－１ 機関の説明 [Organization Description]
山口大学東亜経済研究所は，1933年，経済学部の前身である山口高等商業学校に設置され
た。本研究所創設以前から１世紀以上にわたって収集した，中国をはじめとする東アジアの経
済誌や経済事情に関する豊富な資料を所蔵し，全国屈指の蔵書として高く評価されている。本
研究所は経済学部や経済学研究科における教育研究及び東アジア関係諸国の研究者との交
流に利用されている。
The Institute of East Asian Economic Affairs was established in 1933 at Yamaguchi Higher
Commercial School, which was the predecessor of the present Faculty of Economics. The
institute holds a vast collection of Chinese and East Asian journals and materials on
economy spanning back over a century before its founding. The highly-acclaimed collection is
among the top in Japan. The Institute of East Asian Economic Affairs plays a major role in
education and research for the Faculty of Economics and the Graduate School of Economics,
as well as in exchange among researchers of the various countries of East Asia.
③－２ 募集の背景 [Job Description]
山口大学東亜経済研究所では，中国をはじめとする東アジアの経済誌や経済事情に関する
豊富な資料を所蔵している。これらの所蔵資料を活用し，国際的な連携による研究を推進する
ことのできる卓越した能力を持つ研究者を必要としている。
The institute is now trying to promote research through international cooperation. We are
looking for a talented researcher who can fully utilize our wide collection of materials on
Chinese and East Asian economies to accomplish these goals.
③－３ 研究分野の詳細 [Research Field]
東アジア経済
East Asian Economy
③－４ 求める人材像
(1) 東亜経済研究所の所蔵資料を利用した研究及び国際的な連携による研究を推進できるこ
と。
(2) 経済学部及び経済学研究科の学生に対し日本語及び英語での授業ができること。
Candidates must meet the following requirements:
(1) Be able to make use of the institute’s collection to conduct research and to promote
research through international cooperation.
(2) Be able to teach classes for students in the Faculty of Economics and the Graduate
School of Economics in Japanese and English.
③－５ 募集人数
1名
[Number of Positions] 1
③－６ 着任時期
平成28年10月1日～平成29年3月31日の早い時期
[Starting Date]  At the earliest possible time from October 1, 2016 to March 31, 2017
③－７ その他
山口大学時間学研究所所員を兼務する
[Other]  This position will also hold a concurrent post at the Yamaguchi University Research
Institute for Time Studies (RITS).

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact adress】

担当部署：経済学部総務企画係
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①機関名
【Institution】

国立大学法人東京大学
The University of Tokyo

②部署名
【Department】

大学院経済学研究科

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

経済学(Economics)

講師（Lecturer）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

⑧勤務地
【Work location】

文京区本郷７－３－１　東京大学
経済学研究科

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

無（No）

JREC-IN Portal　アドレス

各機関のHPアドレス 電話番号：03-5841-5543

http://www.e.u-tokyo.ac.jp/ e-mail：shomu@e.u-tokyo.ac.jp

＜公募番号＞
S16

東京大学大学院経済学研究科・経済専攻では、応用経済学についての研究教育を担当する
研究者を募集しています。とくにミクロ経済学およびマクロ経済学の理論的ないし実証的手法
を用いた応用分野の研究者が対象です。テニュアトラックの任期付き講師のポストです。まず3
年の任期、その後審査を経て4年延長します。その間に准教授昇進審査をパスすれば、無期
雇用となります。とくに男女共同参画を重視するポジションです。
募集人員：１名。H28年10月以降着任予定。

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

担当部署：庶務係
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①機関名
【Institution】

国立大学法人東京大学
The University of Tokyo

②部署名
【Department】

大学院経済学研究科

③求人内容
【Job offer content】

④研究分野（分野）
【Research field
（Area）】

社会科学_Social_sciences
⑤研究分野（分科）
【Research field
（Discipline）】

経営学(Management)

講師（Lecturer）
テニュアトラック雇用（tenure-
tracking employment）

⑧勤務地
【Work location】

文京区本郷７－３－１　東京大学
経済学研究科

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

無（No）

JREC-IN Portal　アドレス

各機関のHPアドレス 電話番号：03-5841-5543

http://www.e.u-tokyo.ac.jp/ e-mail：shomu@e.u-tokyo.ac.jp

＜公募番号＞
S17

東京大学の経済学研究科・マネジメント専攻では、ベンチャー企業経営についての研究教育を
担当する研究者を募集しています。とりわけ、ベンチャー企業のグローバルな活動にかかわる
研究をしている人材を求めています。テニュアトラックの任期付き講師のポストです。まず3年
の任期、その後審査を経て4年延長します。その間に准教授昇進審査をパスすれば、無期雇
用となります。
募集人員：１名。H28年10月以降着任予定。

⑥職種
【Job  type】

⑦勤務形態
【Employment status】

⑩HPアドレス（詳細
情報）
【HP address for
more information】

⑪問い合わせ先
【Contact address】

担当部署：庶務係
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