令和３年６月１日
関係機関長および関係各位
九州大学総合研究博物館
開示研究系准教授候補者選考委員会
委員長 前田 晴良
九州大学総合研究博物館開示研究系准教授の公募について
このたび九州大学総合研究博物館では、下記の要領で当館開示研究系准教授候補者を募集することに
なりました。つきましては、関係者への周知についてよろしくお取り計らい下さいますようお願い申し
上げます。
九州大学総合研究博物館は、一次資料研究系、分析技術開発系、開示研究系の 3 つの系から構成され
ており、学術標本の収集、収蔵、管理、分析、開示公開を通した教育・研究の支援並びにこれらに関す
る調査研究を行うとともに、学内外の教育・研究に寄与することを目的として活動しています。なお、
九州大学総合研究博物館は箱崎サテライトの中核に位置し、現在、さまざまな機能強化の努力を行って
います。
記
１．職種および人数
准教授（任期なし）
、１名
２．専門分野等
①フィールドワークと標本に基づく地質学一般を専門分野とし、学位（博士）を有する方。
②学術標本の調査・収集、分類・保存およびその理論・方法に関する研究において十分な知識
と経験を有し、理学部兼担を含む学生の指導・教育に熱意をもってあたられる方。
③国際規約に則った標本登録システムの構築など博物館標本データベースを自ら設計・運用・
公開した実績を有し、コレクションマネージャーを務めることができる方。
④「学内に保管されている膨大な量の学術標本の一括管理・収蔵を推進し、教育・研究に活用
するとともに、その成果を学内外へ発信する」という大学博物館の責務を理解し、それを果
たす熱意と実務経験のある方。
３．所 属
今回採用する准教授は、九州大学総合研究博物館に所属します。
４．着任後の業務
着任後は、開示研究系准教授として学術標本の収蔵・分析・開示公開を通した教育・研究の支援
並びにこれらに関する調査研究のほか、
「２．専門分野等」の①～④に記した各種業務（伊都キ
ャンパスでの理学部･理学府兼担および学芸員資格科目担当を含む）を、主導的に推進していた
だきます。
５．採用予定年月日
令和３年１０月１日以降のできるだけ早い時期

６．提出書類
（１） 履歴書（写真を貼付）
（２） 業績目録（①〜④を分けて記入して下さい）
① 原著論文・著書などの研究業績（査読あり、査読なしに分ける）
② 総説・報告書
③ 標本登録およびデータベース設計・構築・公開に関する業績（印刷・公表された標本チェ
ックリストや図録類［電子版含む］
，WEB 上で公開された標本データベースなど）
④ その他特記すべき事項（受賞、特許など）
（３） 主要原著論文およびチェックリスト・図録・標本データベース（５編以内）の別刷りまた
はその写し｡WEB データの場合は、その URL が記されたトップページの写し（業績目録
に○印を付すこと）｡
（４） 教育実績、社会貢献実績（展示など）
、学会活動等への従事実績を記したもの。
（５） これまでの研究の概要と今後の抱負（1,200 字以内）
（６） 着任後の教育および博物館活動に関する抱負（1,200 字以内）
（７） 外部資金獲得の状況など
（８） 応募者について意見を聴ける方 2 名の氏名および連絡先、ならびに応募者との関係
７．面接等
選考の最終段階で面接を行う場合があります。その場合、旅費・滞在費は応募者の負担としま
す。また面接はオンラインにより行う場合があります。
８．応募書類の提出期限
令和３年７月３０日（金）
；１７：００必着
※応募書類は返却しませんのでご了承願います。
９．応募書類の提出先
※郵送またはオンラインのいずれかの方法で提出して下さい。
＜郵送＞：

〒812-8581 福岡市東区箱崎 6 丁目 10 番 1 号
九州大学総合研究博物館 開示研究系准教授候補者選考委員会
委員長 前田 晴良 宛
封筒に「選考書類在中」と朱書きし、書留にてお送りください。

＜オンライン＞： 以下の URL よりオンラインで応募することができます。
https://archive.iii.kyushu-u.ac.jp/public/nTOgwARI54zA5_8Bohx5U2mOLjoNbdtkQuc87b5ZtsdS
・ 応募者の名前をつけた新規「フォルダ」を作成して下さい。
・ Word または PDF 形式の応募書類ファイルを作成し、各ファイルに「氏名_（＝半角アンダーバー）
履歴書」
、
「氏名_業績リスト」
、
「氏名_主要論文 01〜05」など応募者名と内容がわかる名称をつけ
た後、上記「フォルダ」内にまとめて、Zip ファイルに圧縮して下さい｡
・ファイル共有システム（Proself：上記ＵＲＬ） において「アップロード」をクリックし、応募
書類が入った「Zip ファイル」を指定して、送信してください。
※オンライン応募の場合、確認のため、操作完了後に選考委員長宛に電子メールでご一報願います｡
また、応募方法についてのお問い合わせも下記にお願いします。
E-mail: maeda@museum.kyushu-u.ac.jp

10．その他
（１）６．提出書類のうち、項目（３）以外はすべて A４用紙を使用すること。
（２）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。
（３）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、教員選
考を行います。
（４）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。
（５）給与等についての問い合わせ先
年俸制（令和２年４月１日導入の年俸制）が適用されます。
九州大学総合研究博物館事務室 電話・ファックス 092-642-4252
E-mail: office@museum.kyushu-u.ac.jp
（６）本博物館の教育研究の概要等は、下記のホームページをご参照ください。
九州大学総合研究博物館 URL: http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/
以上

PUBLIC ADVERTISEMENT
● One full-time tenured position at the Kyushu University Museum
1. Possition
・Associate Professor
・Tenured, irrespective of the rank at the time of hiring
・Area of Specialization: Geology, including curating and database management
・Starting from October, 2021
2. Departmental Affiliations
・ Laboratory of Information and Multimedia Sciences, the Kyushu University Museum
3. Job description
・ Research in the field geology based on rock/fossil specimens and teaching courses
in the same field.
・ Surveying, collecting and curating specimens of various fields in the university
museum as a curating manager.
・ Communicating the results of the research to the widest possible audience through
enlightening programs.
・ Fulfilling administrative duties at both the museum and the university level.
4. Qualifications
・ PhD degree or equivalent in the area of earth sciences.
5. Language requirement
・ Proficiency in both Japanese and English sufficient to perform administrative tasks
both at the museum and university-wide level.
6. Application Items Required
・ Complete CV with a photograph.
・ Five academic publications, and/or check-lists, catalogs or databases of voucher
specimens in Japanese or English. Give URL in the case of WEB publication. Each
should be accompanied by an 500-character summary in Japanese.
・ Cover letter in Japanese, including an summary of research (about 1,200-characters)
and plans of education and museum activities (about 1,200-characters).
All items should be sent by a registered mail to the selection committee.
Prof. Haruyoshi Maeda
The Chief of the Selection Committee
Hakozaki 6-10-1, Higashi-ku

Fukuoka 812-8581, JAPAN
Phone: 092-542-4296; e-mail: maeda@museum.kyushu-u.ac.jp
Alternatively, all items can be sent as MS-word or PDF files via following URL by online:
https://archive.iii.kyushu-u.ac.jp/public/nTOgwARI54zA5_8Bohx5U2mOLjoNbdtkQuc87b5ZtsdS

7. Deadline
・ No later than 17:00 (JST), Friday, 30 July 2021
8. Screening processes
・Candidates making it to the final stage will be called for an interview either at August
or September. The interview can be online depending on the circumstances.
For further details, please refer to the Japanese version.

