
長崎大学テニュア・トラック助教の募集について 

平成２５年８月１日   長崎大学 

長崎大学では、テニュア・トラック助教を募集いたします。 

下記募集要領等をご覧の上、ご応募願います。 

１． 所属等 

本公募にて採用された助教は、自立して研究に邁進していただくことになりますが、化学の基

礎に関する講義および学生実験をご担当いただきます。 

内容等に関する問い合わせ先 

教授：高尾 雄二 

〒852-8521 長崎市文教町 1-14 

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 

TEL：095-819-2753 

FAX：095-819-2716 

E-mail：takao＠nagasaki-u.ac.jp 

２． 応募資格 

博士号取得後１０年以内の研究者または同等程度の研究経歴を有する研究者であること。 

３． 採用予定期間： 平成２６年４月１日以降、できるだけ早い時期から平成３１年３月３１日まで 

（開始日は、相談に応じます。） 

上記期間本学の有期雇用職員の助教（常勤）として採用します。 

当該期間終了後、研究業績が優秀と認められ、テニュア審査を経た上で本学准教授、講師または助教

に採用されることとなります。 

４．中間評価の実施 

 採用後３年を経過したテニュア・トラック教員に対し、中間審査を実施します。 

所属 研究分野・キーワード 募集人数 

水産・環境科学総合研究科 

環境科学領域 

化学物質生体影響評価分野 

長崎の地理的特長を活かし越境大

気汚染に関連した研究を推進する

研究者を募集します。 

大気化学、越境汚染、環境化学、環

境毒性学 
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中間評価は、テニュア・トラック助教中間報告書および面談により行います。 

５．テニュア（助教）付与基準 

テニュア・トラック教員採用日からテニュア・トラック期間が満了する８ヶ月前までの期間において、

SCI または SSCI 掲載雑誌に掲載された論文で、第一著者または第一著者に相当するものが 3 編以上ある

こと。 

代表者として外部資金（科学研究費補助金、受託研究費、共同研究費等）を獲得していること。 

特許の取得があれば望ましい。 

６． 給与・研究費 

給 与：年間６００万円程度（本学の関係規程により決定） 

研究費：スタートアップ経費 初年度９００万円程度 

７． 研究施設および設備の提供 

可能な範囲で優先的に研究施設・設備を提供します。 

８． 提出書類 

1) 履歴書（学歴、職歴、学位の種類、所属学会、学会での受賞歴、資格などを記載するとともに、

6ヶ月以内に撮影した写真を貼付すること。連絡先にはメールアドレスを明記すること。） 

2) 業績目録（学術論文、その他、学会発表に分ける。学術論文には査読の有無を明示する。） 

3) 学術論文の別刷（主要なもの５編以内、コピー可。それぞれに要旨(200 字以内)を付けること） 

4) これまでの研究概要（A４用紙１～２枚） 

5) 応募にあたっての抱負（A４用紙１～２枚） 

6) 外部資金（科研費・助成金・受託研究費・共同研究費等）の獲得実績。代表者であるかを明記

すること。 

7) 推薦、または所見を伺える方（2名以内）の氏名、連絡先 

９． 応募締切：平成２５年９月３０日(月)必着 

10． その他 

長崎大学は、「男女共同参画社会基本法」の趣旨に則り、男女共同参画を推進しています。 

11． 書類提出先 

〒852-8521 長崎市文教町１－１４ 

長崎大学 環境科学部 支援課総務係 宛 

（封筒に「テニュア・トラック助教応募書類」と朱書の上、郵便書留にて送付のこと。） 



12. 附記 

 提出いただきました履歴書等の書類は当該選考委員会において個人情報に留意して処理し、返却は

いたしません。予めご了解の程お願いいたします。 

 選考の過程において、研究等に関する講演をいただくために、来学願うことがあります。なお、そ

の際の交通費は応募者でご負担願います。 



August 1, 2013 

Nagasaki University 

Nagasaki University, Japan invites applications for a tenure track assistant professor position. 

An assistant professor recruited by this program shall be expected to participate in the following major 

research project designed by the University. During the project, the assistant professor will be able to 

work toward his/her independent research supported by research space, facilities, funding, and a 

respectable salary. 

1. Major Research Project: 

Preferred Researcher Research Area 
Number of 

Acceptances 

We are in need of a researcher who wishes to 

promote research related to transboundary air 

pollution taking advantage of Nagasaki’s 

geographical characteristics. 

Atmospheric Chemistry, 

Transboundary Pollution, 

Environmental Chemistry, 

Environmental Toxicology 
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Contact for Detailed Information: 

Professor Yuji Takao 

Graduate School of Fisheries Science and Environmental Studies 

1-14 Bunkyo-machi, Nagasaki 852-8521, Japan 

TEL: +81-95-819-2753 

FAX: +81-95-819-2716 

E-mail: takao@nagasaki-u.ac.jp 

2. Qualifications: 

The research career of applicants is limited to 10 years after getting a Ph.D. 

Call for Applications 

Nagasaki University 

Tenure Track Assistant Professor 



3. Research Period : 

From as early as April 1, 2014 to March 31, 2019 

(Starting date will be settled upon consultation.) 

A successful applicant will be employed as a full-time assistant professor during the above period. If 

the performance is deemed excellent at the end of the determined research period, he/she will be 

promoted to associate professor or assistant professor (indefinite employment) after going through a 

tenure track screening. 

4. Salary and Research Fund: 

Salary: Approximately JPY 6,000,000 per year 

(Standard Nagasaki University employment rules and regulations will be applied.) 

Research fund (Start-up expenses): Approximately JPY 9,000,000 for the first year 

5. Research Facilities and Equipment: 

Facilities and equipment will be preferentially prepared within the major research project. 

6. Required Documentation: 

The following documents written in either English or Japanese must be submitted. 

1) CV with ID picture taken within the last six months, carrying information such as educational 

background, employment history, type of academic degree, academic societies, awards received 

from academic societies, and qualifications. Specify an e-mail address for further contact. 

2) A list of accomplishments:  The list should be categorized according to academic papers, 

academic presentations, and others. Academic papers need to state whether or not they have 

been peer reviewed. 

3) Separate print of academic papers (up to five top works, copies are acceptable. Attach an abstract 

for each paper (within 200 Japanese characters, or 200 words in English). 

4) Summary of your research achievements up to nowadays (one or two pages of A4 or Letter size 

paper). 

5) Research project title and what you expect to accomplish: hopes, goals, resolution, etc. (one or two 

pages on A4 or Letter size paper). 

6) History of grants awarded (e.g. Grants-in-Aid for Scientific Research, subsidies, funded research, 

and joint research). Specify whether or not you are a lead author. 

7) Names and contact information of two persons who can be contacted in reference to your work. 

7. Deadline for the Application: 

Application forms must reach Nagasaki University by Monday, September 30, 2013. 

Applications missing the deadline will not be accepted. 



8. Others: 

1) Application materials will not be returned. 

2) Nagasaki University encourages applications from both women and men with relevant qualifications. 

3) Candidates who pass the on-paper selection will be asked to come for on-site interview. You are 

responsible for travel expense.  

9. Address for Submitting the Application: 

Faculty of Environmental Studies, Nagasaki University 

1-14 Bunkyo-machi, Nagasaki 852-8521, Japan 

* Please make sure to use registered mail such as EMS, DHL, FedEx, etc. and specify "Tenure Track 

Assistant Professor Application" on the envelop in red ink. 


