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九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報知能工学部門教員公募（准教授）について 

 

1. 職名および募集人数：准教授（１名） 

2. 所属：国立大学法人 九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報知能工学部門 

3. 勤務地：九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡 744） 

4. 募集分野：実データ解析、特に系列データ解析に関する分野 

5. 職務： 

 実データ解析研究室における研究、特にデータ解析に関する異分野間共同研究  

 システム情報科学研究院（大学院研究組織）・システム情報科学府（大学院教育組織）・工

学部電気情報工学科（学部教育組織）・その他関連部局における教育ならびに研究 

※希望があれば、令和 3 年度まで講義・演習の義務を軽減する。 
※研究推進経費として、着任した年度に 100 万円を、次年度に 50 万円を支給する。 

6. 勤務形態および任期：常勤教員。任期は採用日から５年であり、３年目に中間評価、５年目に

テニュア資格審査を受けて、研究業績等が優秀であると認められれば、本学のテニュア（任期

を定めない定年制の身分）が付与される。 

7. 応募資格：次の条件を満たすものとする。 

 募集する分野において卓越した研究業績を有する方 

 博士の学位を有する方 

 教育ならびに研究に熱意を有すると共に国際交流・産学連携活動に積極的な方 

 英語による講義、教育、研究指導、ならびに、大学院生に対する国際的教育ができる方 

8.  着任時期：採用決定後、できるだけ早い時期 

9.  提出書類： 

(1) 履歴書（写真貼付、学歴は高校卒業から記載すること） 

(2) 業績目録 

 研究業績（著書・編書、学術論文、学会発表、総説、特許、その他） 

 査読の有無、招待講演、主要論文に対する被引用数や h-Index、Google scholar の個

人登録ページなどの付加情報があれば記載すること 

 教育実績 

 大学等においては外部資金の獲得状況、企業等においてはプロジェクト等の実施状況 

 学会及び社会における活動等（所属学会名、学会活動、受賞、社会活動等） 

(3) 主要学術論文（５編程度）の別刷またはコピー 

(4) これ迄の教育研究活動の概略（2000 字程度） 

(5) 着任後の教育研究への抱負（2000 字程度） 

(6) 応募者について意見を伺うことができる方２名の氏名、所属及び連絡先 

10. 応募〆切：令和元年１２月２０日（必着） 

11. 書類提出方法：上記提出書類をプリントしたもの１部と、その pdf ファイルを納めた USB メモ

リを同封した封書に朱書で「教員応募書類在中」と明記し、下記「照会先」の教員宛に書留で

郵送してください。提出書類は返却しませんのでご了承ください。 

12. 面接：面接をさせて頂く可能性があります。面接のための旅費は支給できません。 



13. その他： 

(1) 九州大学では、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）の精神に則り、教員の

選考を行っています(男女共同参画推進室 http://danjyo.kyushu-u.ac.jp/)。  

(2) 九州大学では「障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）」、「障害者の雇用の促進等に関する

法律（昭和３５年法律第１２３号）」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（平成２５年法律第６５号）」の趣旨に則り、教員の選考を行います。 

(3) 九州大学では、平成２９年７月より配偶者帯同雇用制度を導入しています。 

(4) 提出していただいた書類に含まれる個人情報は選考以外の目的には使用しません。 

14. 照会先：〒819-0395 福岡市西区元岡 744   

九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報知能工学部門  

主任教授 鵜林 尚靖 
Tel: 092-802-3587 E-mail: ubayashi@ait.kyushu-u.ac.jp 



Open Faculty Position in Kyushu University 

Faculty of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University invites applications for an 

Associate Professor position, as described below. 

 

⒈ Open Position 

Tenure-track associate professor in practical data analysis, especially, sequential data analysis. 

⒉ Research Division 

Laboratory for Practical Data Analysis, Department of Advanced Information Technology, Faculty of 

Information Science and Electrical Engineering (ISEE), Kyushu University. 

⒊ Research Area 

Analysis of practical data, especially sequential data (temporal data, natural language data), using machine 

learning, statistics, data processing, algorithm, optimization, etc. Interdisciplinary collaborations with various 

research fields on practical data analysis are highly expected. 

⒋ Job Description 

 Research on practical data analysis, while collaborating with researchers in Laboratory for Practical Data 

Analysis and other departments of various research fields. 

 Education for Graduate School of Information Science and Electrical Engineering, as well as School of 

Engineering. 

*The education obligation shall be reduced until March 2022, in compliance with the successful applicant’s 

wishes. 

*As start-up research expenses, 1 million JPY for the first year and 0.5 million JPY for the second year shall be 

provided, respectively. 

⒌ Term of Employment 

Full time. Five-years tenure-track. After the five years are up, the successful applicant undergoes a tenure review. 

She/he becomes a tenured faculty by passing it. An intermediate evaluation shall be held in the third year. 

⒍ Compensation 

Salary shall be paid in accordance with the relevant regulations stipulated by Kyushu University.  

⒎ Qualification 

Candidates must have a Ph.D. degree.  

⒏ Starting Date of Employment 

As early as possible. (We expect to hire the candidate from April 2020.) 

⒐ Required Documentation 

Candidates must send the following documents to the following address by a registered letter. It must arrive by 

20th, December 2019. Please specify “Associate Professor Application Documents” on the envelope. 

(1) Curriculum vitae 

(2) List of achievements (research papers; educational experience; acquisition of research grants; awards; etc.） 

(3) Prints of main publications (within five) 

(4) Summary of candidate’s research activities and research plans for data science（about 2 pages in A4 size） 

(5) List of two references who know the applicant’s research activities 



⒑ Address: 

Professor Naoyasu Ubayashi 

Department of Advanced Information Technology, Faculty of Information Science and Electrical Engineering, 

Kyushu University 

744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka, Fukuoka 819-0395, Japan  

e-mail: ubayashi@ait.kyushu-u.ac.jp 


