
令和 3年 11 月 4 日 

関係各位 

九州大学大学院理学研究院 地球惑星科学部門 

助教候補者選考委員会 

委員長 尾上哲治 

 

テニュア・トラック助教の公募について 

 

地球惑星科学部門では、下記要領で教員の公募を行います。つきましては、関係者への周知に

ついて宜しくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

1． 職種・人員：テニュア・トラック助教 1 名 

2． 所属：地球惑星科学部門 固体地球惑星科学講座 

3． 専門分野：地質学および地球化学 

4． 担当業務等： 

地質学に基礎を置き、太陽系・地球環境・生命の進化に関する地球化学的研究を推進でき

る若手研究者。尾上哲治教授と連携して研究室の運営にあたり、また本部門および国内

外の研究者とも協力して学際的な共同研究を積極的に推進できる方。学部(全学共通教育

を含む)・大学院の教育と研究指導を担当（テニュア・トラック期間中は大学運営業務を

軽減することによって、研究に専念できる環境を提供します）。 

5． 応募資格：博士の学位を有する方、あるいは着任までに取得見込みの方。 

6． 採用予定日：令和 4年 4 月 1日以降できるだけ早い時期 

7． 労働条件 

任期：本助教は令和 9 年 3 月 31 日までの有期教員として採用し、3 年目に中間審査、5

年目に最終審査を行います。最終審査に合格した場合は、任期の定めのない准教授とし

て採用します。最終審査は、当該分野における研究活動、国際的・学際的な共同研究、競

争的研究資金の獲得、教育活動（学生の研究指導、講義や実験・実習など）等の状況を中

心に総合的に判断して行います。出産、育児、介護等のライフイベントに伴い休業する場

合には、最大 1年の延長を可能とします。 

就業場所：理学研究院（福岡市西区元岡 744） 

就業時間：専門業務型裁量労働制により１日当たり 7 時間 45 分働いたものとみなす。 

休日：土日、祝日、12/29～1/3 

賃金：年俸制（令和 2年 4月 1 日導入の年俸制）。なお、年俸額については経験等に基づ

き本学の規定により決定する。 



https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/2707/1/2019syuki042.pdf 

加入保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 

8． 提出書類： 

(1) 履歴書 

(2) 業績リスト（査読付き原著論文、総説、著書、招待講演、競争的資金獲得状況等） 

(3) これまでの研究概要（A4 用紙 2 枚以内） 

(4) 研究および教育に対する抱負（A4 用紙 2枚以内） 

(5) 主要論文の PDF 3 編以内 

(6) 応募者について意見を聞ける方 2名の氏名とその連絡先、並びに応募者との関係 

提出書類を(1)-(6)の順序に 1つの PDF ファイルにまとめ、九州大学ファイル共有システ

ム（Proself）へアップロードしてください。パスワードは不要です。また一度アップロ

ードしたファイルは、表示したり編集したりすることはできません。 

https://archive.iii.kyushu-u.ac.jp/public/HGnsgA-IMs0AcY4BM1Z8lMbfJ0ByC95bi8BHOUafHn1g

アップロードした旨を、選考委員長（尾上）宛に電子メール（application◎geo.kyushu-

u.ac.jp(◎を@に変換して下さい)）で送付してください。受領メールが 3 日以内に届か

ない場合には問い合わせ下さい。 

9． 応募締切：令和 4年 1月 14 日（金）（必着） 

10． 本公募に関する問い合わせ先： 

〒819-0395 福岡市西区元岡 744 

九州大学大学院理学研究院 地球惑星科学部門 選考委員長 尾上哲治 

電話番号：092-802-4246 

E-mail：application◎geo.kyushu-u.ac.jp 

メールアドレスの「◎」を「@」に変換してください。 

11． その他： 

(1) 提出ファイルは選考終了後責任を持って処分します。  

(2) 理学研究院における選考過程において、面接審査を実施することがあります。その

際の交通費は原則自己負担とします。  

(3) 九州大学では、国際化を推進する観点から、採用後に英語による授業実施に積極的

に取り組むことを求めています。 

(4) 「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

行います。また、「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。 

(5) 本部門の教育研究の概要等は次のホームページをご参照ください。

https://www.geo.kyushu-u.ac.jp 

(6) 敷地内全面禁煙 



November 4, 2021 

 

Tenure-track Assistant Professor Position in Geology/Geochemistry 

Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kyushu University 

 

1． Job Title: Tenure-track Assistant Professor, 1 post (After the tenure-track term, a candidate who has 

passed the review process will be granted tenure along with promotion to associate professor) 

2． Affiliation: Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science 

3． Research Field: Geology/Geochemistry 

We seek a young researcher who will be able to promote geological and geochemical studies on 

the evolution of the Solar System, Earth's environment, and life on Earth thorough time. Research 

areas could include (but are not limited to) geochemistry, cosmochemistry, and chemostratigraphy 

of sedimentary rocks. Applicants should be highly interested in conducting interdisciplinary studies 

in collaboration with various researchers in our department and other related research institutes to 

advance solid Earth sciences. The candidate is expected to develop and maintain a vigorous 

externally funded research program and to teach at the undergraduate and graduate levels. 

4． Qualification Requirements: 

(1) Having a doctoral degree by the time the appointment begins. 

(2) Possible to actively participate in education in undergraduate and graduate courses. 

(3) Possible to supervise and teach undergraduate and graduate students. 

(4) Possible to work on the operations of the department and the university. 

5． Appointment date: As soon as possible on or after April 1, 2022 

6． Tenure-track term: until March 31, 2027 

Intermediate evaluation and final tenure review will be conducted in the third and fifth year, 

respectively. The tenure review will be made mainly based on research activity including 

interdisciplinary and international joint research, educational activity and research grants awarded 

during the tenure-track term. A candidate receiving satisfactory evaluation will be granted tenure 

along with promotion to associate professor. 

7． Documents required with application: 

(1) Curriculum vitae 

(2) List of research achievements (Peer reviewed papers, review papers, books, invited talks, 

research grants awards, and others) 

(3) Summary of your research activities (2 page limit) 

(4) Plan of future research and education (2 page limit) 

(5) Reprints of three representative papers 

(6) Contact addresses of two references (name, affiliation, and e-mail address) 

8． Application deadline：January 14, 2022 (Japan Standard Time) 



9． Please combine the above-mentioned documents in the order of (1)-(6) into a single PDF file and 

upload to the Kyushu University file sharing system (Proself). No password is required. Once a file 

is uploaded, it cannot be edited or viewed. 

https://archive.iii.kyushu-u.ac.jp/public/HGnsgA-IMs0AcY4BM1Z8lMbfJ0ByC95bi8BHOUafHn1g 

Send an e-mail (application_at_geo.kyushu-u.ac.jp (replace _at_ with @)) to the Chair of the 

Selection Committee (Prof. Onoue) informing that you have uploaded the file. A confirmation e-

mail will be sent in three days. 

10． Contact: 

Prof. Tetsuji Onoue 

Chair of the Selection Committee  

Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kyushu University 

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

Tel: +81-92-802-4246 

E-mail：application_at_geo.kyushu-u.ac.jp (replace _at_ with @) 

11． Additional Information: 

(1) The application materials will not be returned. Personal information will be used solely for this 

recruitment and not for any other purpose.  

(2) Short-listed candidates may be invited for an interview. Travel expenses will be the 

responsibility of the candidate.  

(3) Kyushu University is an equal opportunity employer and follows the principles of the Basic Act 

for the Disabled Persons (Act. No.84 of 1970, revised in 2004 and 2011), Basic Act for Gender 

Equal Society (Act No.78 of 1999), Act on Employment Promotion etc. of Persons with 

Disabilities (Act No. 123 of 1960, revised in 2013), and the Act on the Elimination of 

Discrimination against Persons with Disabilities (Act No. 65 of 2013).  

(4) Salary and benefits are specified in the Kyushu University regulations. 

(5) For more information about our department, please visit the following website. 

(https://www.geo.kyushu-u.ac.jp/english/index_e.html).  

(6) Smoking is not allowed on the campus. 
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