
平成 28年 3月 28日    

平成 28年 4月 6日（改訂） 

    平成 28年 7月 15日（改訂）（雇用調整） 

 関係者各位 

 

                     鹿児島大学学術研究院理工学域理学系 

                     物理・宇宙専攻 宇宙情報講座 

                     卓越研究員選考委員会委員長 半田 利弘          

 

卓越研究員の公募（第２段階 雇用調整）について 

 

1. 募集人員 助教（卓越研究員） １名 

2. 雇用形態 テニュアトラック雇用（５年後に審査） 

3. 任  期 ５年（終了後に審査に合格した場合には、テニュア雇用へ移行） 

4. 所  属 理工学域理学系 物理・宇宙専攻 宇宙情報講座 

5. 勤 務 地 鹿児島市 

6. 研究分野 理工学研究科物理・宇宙専攻では、「大学の強みと特色を活かした学術研究」

の一つとして「天の川銀河研究」を推進している。天の川銀河研究の体制強化の一環

として、鹿児島大学で行われている VERA や 1m 赤外線望遠鏡などを用いた研究や

SKA をはじめとする種々の次世代望遠鏡計画の検討に関連した研究を、将来に向けて

意欲的に発展させられる人を卓越研究員として雇用し、力学的構造との関連を含む銀

河内の環境における物質循環の解明や銀河研究に基づく銀河進化モデルの確立などを

目指す。 

7. 待  遇 常勤教員と同等の居室を用意し、補助金の交付後は、卓越研究員事業の

要領に基づき、卓越研究員の裁量の下で執行可能とする。研究環境整備費として、

居室内の什器、研究遂行上必要な設備備品・消耗品購入、競争的資金で購入した設

備備品の保守・維持管理経費、研究会出席や観測のための旅費、研究支援に必要な

謝金等を予定。併せて、在職中は、常勤の助教に配分される同額以上の大学校費を

補助金と併せて確保する。研究に関するエフォートを 50%以上確保し、研究に専念

できる環境を確保する。 

8. 応募資格 文部科学省「卓越研究員選考委員会」による審査の結果、候補者として推

薦された者。 

9. 応募期間  平成 28 年 7 月 15 日から同年 8 月 5 日 17 時までに

scisyomu@kuas.kagoshima-u.ac.jp へ 11 に挙げた必要書類を PDF で添付して提出の

こと。メールには要件に【卓越研究員】と明示すること。本学から連絡を行う時期は、



8月中旬から下旬を予定。 

10. 着任時期 平成 28年 10月 1日以降、平成 29年 3月 31日以前 

11. 提出書類 （PDFにしてメールに添付すること） 

1) 業績リスト（学術論文、著書、その他アピールしたいもの） 

2) 主要論文５編以内の reference（筆頭著者名、掲載誌名、巻、論文番号など） 

3) 教育に対する抱負 

※ 研究計画等は卓越研究員募集時のものをこちらで入手して選考に用います。 

12. 連 絡 先 理工学研究科等事務部理学系事務課総務係 

      電話  099-285-8015 

        E-mail scisyomu@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

13. その他  

1) 必要に応じて雇用調整時（８月中を予定）に大学独自で面接を実施する可能性あり。 



Call for Excellent Young Researcher (2nd stage) 

Date: 28 March 2016 

(revised) 6 April 2016 

(update for matching) 15 July 2016 

 

1. Position: Research Associate (Excellent Young Researcher) 

2. Employment: tenure track 

3. Period: 5 years (change to a tenure post after an examination at the end of the 

period) 

4. Department: Department of Physics & Astronomy, Graduate School of Science and 

Engineering 

5. Work location: Kagoshima city 

6. Research field: Department of physics & astronomy promotes researches on the 

Milky Way, which is one of the superior fields of Kagoshima University. To augment 

it we want to employ a fresh researcher who can extend current researches on the 

Milky Way with VERA & Kagoshima 1m IR telescope and/or making a new plan of 

those with future telescopes such as SKA. Our goal is to reveal the cosmic recycling 

under different environment including kinematic structure in the Milky Way and to 

establish the galactic evolution based on the Galactic works.  

7. Employ condition: An office room in the same class of tenure members’. 

Grand-in-aid from the government for this business will be under control of the 

researcher according to the rules of Leading Initiative for Excellent Young 

Researchers. We plan to support financially for furniture, research equipment, 

expendable supplies, running cost to maintain the facilities, travel to make 

research and observations and to attend scientific meeting, and others. We 

guarantee the same (or more) basic research fund as other research associates in 

our department including the grand-in-aid shown above. We guarantee more than 

half effort (working time) for research. 

8. Qualification: Passing the qualification judgement of Leading Initiative for 

Excellent Young Researchers.  

9. Application dates: Submit an e-mail with the documents shown in item 11 in PDF 

as an attached file to scisyomu@kuas.kagoshima-u.ac.jp between 15th July and 17h 

(JST, UTC+9) 5th August in 2016. The subject of the e-mail MUST start as 

“[[[LEDER]]]”. We will contact to you between middle and end of August, if we 

want. 



10. Date of your arrival: some day between 1st October 2016 and 31st March 2017. 

11. Application forms: 

1) List of your achievement including scientific papers, books, and others you want 

to show 

2) Reference list (authors, journal, volume and top page) of your 5 major scientific 

papers 

3) Short report what you want to make educational activity in the university 

Remarks: We will also use the documents you submitted to MEXT to apply 

LEADER, which will come from MEXT. 

12. Contact: administration office, Graduate School of Science and Engineering, 

Kagoshima University 

      Phone  (+81)99-285-8015 

        E-mail scisyomu@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

13. Remarks: 

a) Additional interview at Kagoshima may be held (scheduled in August) 


