
九州大学大学院数理学研究院  

卓越研究員受け入れポストについて 

                平成 28 年 3 月 30 日 

（7 月 26 日，8 月 3 日改定） 

                         九州大学大学院数理学研究院長 

  原  隆 

 

九州大学では、文部科学省卓越研究員事業により「卓越研究員制度の活用に係る将来構想」を

策定し、自ら研究テーマを設定して研究室主宰者として新たな研究領域に挑戦する若手研究者を

募集します。 

なお、卓越研究員にはテニュアトラック制を適用します。審査を受け、研究業績等が優秀と認

められれば、通常教員（数理学研究院の場合は准教授）として採用されることとなります。 

 数理学研究院での文部科学省卓越研究員受け入れ可能ポストは以下のとおりです．  

 

記     

１．	対象： テニュアトラック助教 1 名 

２．	所属： 九州大学大学院数理学研究院 

３．	採用予定日：平成２８年 10 月 1 日以降のできるだけ早い時期 

４．	任期：5 年（テニュアトラック期間） 

５．	専門分野： 研究分野は数学です。自身の研究に対し，熱意と創意にあふれる方を希望しま

す。 

６．	職務内容：  

○研究面：自身の数学の研究を強力に推し進めること 

○教育面： 

   ・理学部数学科、大学院数理学府、基幹教育数学科目の演習または講義 

・数理学府の大学院学生の研究指導（相談）等 

 

７．	 テニュア審査の概要： 

審査委員会による審査を行います．審査では，  

(1) テニュアトラック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を判断します。 

  



 

８．	 雇用調整に関する提出書類：  

(1) 履歴書 

(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など。 

 

９．	 雇用調整に関する書類の提出期限：平成 28 年 8 月 8 日（月）17 時必着 

 （推薦書は 8 月 9 日以降でも可） 

 

１０．	雇用調整に関する書類の送付先： 

   〒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 

「数理学研究院卓越研究員応募書類」と朱書して書留で送付してください 

 推薦書も上記の提出先に直接送付しても良いですが、「数理学研究院卓越研究員

推薦書」と朱書してください 。 

 

１１．	 本ポストに関する問い合わせ先： 

   九州大学大学院数理学研究院・研究院長 原隆 

  e-mail: hara at math.kyushu-u.ac.jp（at は@に変えて下さい。）  

 

１２．	その他： 

(1) 応募書類は原則として返却しません。 

(2) 応募書類により取得する個人情報は本人事案件にのみ利用いたします。 

(3) 面接審査を行う場合の交通費は原則自己負担とします。 

 

 

 

  

          

  



Faculty of Mathematics, Kyushu University, LEADER Program 

Recruitment of Tenure Track Researchers 

 

KYUSHU UNIVERSITY has created “the grand plan on utilization of excellent young 
researcher system” according to the MEXT project - Leading Initiative for Excellent 
Young Researchers (LEADER), and is looking for young researchers who will be leader 
of laboratory for novel research area with their ability in selecting the topic and setting 
up research theme. Tenure-track Appointment will be applied to such recruited young 
researchers.  
 
1. Number of openings: 1 Tenure Track Assistant Professor 

 
2. Work Location: Faculty of Mathematics, Moto-oka 744, Nishiku, Fukuoka, Japan  
 
3. Employment will start on October 1, 2016, or later. 
 
4. Terms of employment: Five (5) years (tenure-track). 
 
5. Fields of Research: Mathematics.  
 
6. Job description: 
○ Research: to vigorously pursue one’s own research in mathematics. 
○ Education: 
  ・to give lectures and/or lead recitation classes (problem sessions) for undergraduate 
    and graduate students of the Department of Mathematics, and also for 
    undergraduate KIKAN education. 
  ・to give academic advices to graduate students of the Graduate School  
    of Mathematics.  
 
7．Screening Procedure for Tenure: A special committee will determine whether the 
candidate is suitable as an associate professor of Faculty of Mathematics, Kyushu 
University.  The final evaluation will be made mainly based on the candidate’s  
1)    Research activities during the tenure track period,  
2)    Education skills exhibited during the tenure track period 
  



8.  Application Material:  
  1) Resume/CV  
  2) Publication list  
  3) Reprints. Photocopies are acceptable.  
  4) A description of research record.  
  5) A description of research plan.  
  6) Names and postal/e-mail addresses of three referees.  
  7) Reference letter(s) 
  8) Other documents that describe research activities of the candidate (abstracts  
    of talks, research reports etc.), if necessary. 
 
9. Deadline for applications: August 8, 2016.  (Reference letters can be accepted 

several days after the deadline.)  
 
10. Application materials should be sent to:  

  Secretary office for the Dean,  
  Faculty of Mathematics, Kyushu University, 
  Motooka 744, Nishi-ku, Fukuoka, Fukuoka 819-0395, Japan 
 
The application package should be sent by a registered mail, with “Application for a 
LEADER Assistant Professor in Faculty of Mathematics” written in red on the 
envelope.  
 
A reference letter can be sent directly to the above address, with “a reference letter 
for a LEADER Assistant Professor applicant in Faculty of Mathematic” in red on the 
envelope.  

 
11. Inquiries should be addressed to:  
   Takashi Hara, Dean, Faculty of Mathematics, Kyushu University 
   e-mail: hara at math.kyushu-u.ac.jp (change at to @) 
   phone:+81-92-802-4400 
 
 

                      


