平成29年度卓越研究員事業

一覧化公開ポストの状況
平成２９年３月６日現在

提出機関数：72機関
総提出件数：204件
（機関数）
46
4
21
1
72

○機関種別
大学
国立研究開発法人
企業
財団法人
合計

（件数）
120
27
56
1
204

○分野
総合_Integrated_disciplines
人文学_Humanities
社会科学_Social_sciences
数物系科学_Mathematical_and_physical_sciences
化学_Chemistry
工学_Engineering
生物学_Biology
農学_Agricultural_sciences
医歯薬学_Medicine_dentistry_and_pharmacy
指定しない
合計

（件数）
52
3
2
25
19
59
12
9
22
1
204

○機関種別×分野

（件数）
総合
(※)

人文学 社会科学

数物系科学

化学

工学

生物学

農学 医歯薬学

計

大学
(46機関）

29

2

1

18

9

32

3

7

19

120

国立研究開発法人
(4機関)

10

0

0

4

5

4

1

0

3

27

企業
(21機関)

13

1

1

3

5

23

8

2

0

56

財団法人
(1機関)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

53

3

2

25

19

59

12

9

22

204

計
※

分野を「指定しない」（1件）を含む

申請ポスト一覧（総括）
通番

公募
機関名
番号

【Institution】

機関種別
【Type of
Institution】

研究分野（分野） 研究分野（分科）
職種
【Research field 【Research field
【Job type】
（Area）】
（Discipline）】
電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

助教（Assistant
Professor）

1 E1

国立大学法人神戸大学 Kobe University

大学(University)

工学_Engineering

2 Md1

国立大学法人神戸大学 Kobe University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

3 A1

国立大学法人新潟大学 Niigata University

大学(University)

生産環境農学
農学
(Plant production 助教（Assistant
_Agricultural_scien
and
Professor）
ces
environmental

4 E2

国立大学法人新潟大学 Niigata University

大学(University)

工学_Engineering

5 I1

国立大学法人新潟大学 Niigata University

大学(University)

社会・安全システ
総合
助教（Assistant
ム科学
_Integrated_discipl
(Social/Safety
Professor）
ines
system science)

6 E3

Tokyo University of
国立大学法人東京農工
Agriculture and
大学
Technology

大学(University)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

7 E4

国立大学法人大阪大学 Osaka University

大学(University)

工学_Engineering

8 I2

国立大学法人大阪大学 Osaka University

大学(University)

総合
人間情報学
_Integrated_discipl (Human
ines
informatics)

准教授
（Associate
Professor）,講師
（Lecturer）,助教
（Assistant

9 E5

国立大学法人大阪大学 Osaka University

大学(University)

材料工学
工学_Engineering (Material
engineering)

助教（Assistant
Professor）

10 I3

国立大学法人 茨城大
IBARAKI University
学

大学(University)

総合
量子ビーム科学
_Integrated_discipl (Quantum beam
science)
ines

助教（Assistant
Professor）

11 Mp1

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

数物系科学
_Mathematical_an
物理学(Physics)
d_physical_scienc
es

その他（Others）

12 E6

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

総合工学
工学_Engineering (Integrated
engineering)

その他（Others）

13 E7

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

その他（Others）

14 E8

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

その他（Others）

15 I4

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

総合
情報学基礎
_Integrated_discipl (Principles of
ines
informatics)

その他（Others）

16 I5

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

総合
情報学基礎
_Integrated_discipl (Principles of
ines
informatics)

その他（Others）

17 E9

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

その他（Others）

18 E10

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

その他（Others）

19 E11

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

材料工学
工学_Engineering (Material
engineering)

20 C1

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

化学_Chemistry

材料化学
(Materials
chemistry)

その他（Others）

21 E12

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

その他（Others）

土木工学(Civil
engineering)

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

その他（Others）

准教授
（Associate
Professor）

准教授
（Associate
Professor）

助教（Assistant
Professor）

その他（Others）

機関への事前連
絡の要否
JREC-IN Portalア
【Advance
ドレス
notice/entry】
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure要
orDetail?fn=0&id=
tracking
D117020916&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure要
orDetail?fn=0&id=
tracking
D117021002&ln_jo
employment）
r=0
テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
tracking
D117020764&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
無期雇用（tenure,
go.jp/seek/SeekJ
indefinite-term
不要
orDetail?fn=0&id=
employment）
D117021051&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
tracking
D117021035&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure要
orDetail?fn=0&id=
tracking
D117021015&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure要
orDetail?fn=3&id=
tracking
D117030649&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
不要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020969&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
不要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020971&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020770&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
不要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020755&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
不要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020857&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
不要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020866&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
無期雇用（tenure,
go.jp/seek/SeekJ
indefinite-term
不要
orDetail?fn=0&id=
employment）
D117020717&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
無期雇用（tenure,
go.jp/seek/SeekJ
indefinite-term
不要
orDetail?fn=0&id=
employment）
D117020734&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
不要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020751&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
不要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020789&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
orDetail?fn=0&id=
employment）
D117020802&ln_jo
r=0
勤務形態
【Employment
status】

機関HPアドレス

http://www.eede
pt.kobe-u.ac.jp/

http://www.med.k
obe-u.ac.jp/

http://www.niigat
a-u.ac.jp/
http://www.niigat
a-u.ac.jp/
http://www.niigat
a-u.ac.jp/
http://www.tuat.a
c.jp/outline/kyou
syoku/kyouin/ind
ex.html
http://www.ee.es.
osaka-u.ac.jp/

http://www.ura.o
saka-u.ac.jp/ids/

http://www.jwri.o
sakau.ac.jp/index.jsp
http://www.fas.ib
araki.ac.jp/index.h
tml

通番

公募
機関名
番号

【Institution】

機関種別
【Type of
Institution】

研究分野（分野） 研究分野（分科）
職種
【Research field 【Research field
【Job type】
（Area）】
（Discipline）】

22 I6

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

総合
応用物理学
その他（Others）
_Integrated_discipl
(Applied physics)
ines

23 E13

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

工学_Engineering

24 I7

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

総合
応用物理学
その他（Others）
_Integrated_discipl
(Applied physics)
ines

25 E14

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

その他（Others）

26 S1

東海大学

Tokai University

大学(University)

社会科学
_Social_sciences

経済学
(Economics)

准教授
（Associate
Professor）,講師
（Lecturer）

27 C2

国立大学法人 九州大
学

Kyushu University

大学(University)

化学_Chemistry

材料化学
(Materials
chemistry)

准教授
（Associate
Professor）

28 A2

鹿児島大学

Kagoshima University

大学(University)

農学
農芸化学
_Agricultural_scien (Agricultural
ces
chemistry)

助教（Assistant
Professor）

29 Md2

鹿児島大学

Kagoshima University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

助教（Assistant
Professor）

30 Md3

鹿児島大学

Kagoshima University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

助教（Assistant
Professor）

31 E15

国立大学法人 長岡技 Nagaoka University of
術科学大学
Technology

大学(University)

工学_Engineering

32 E16

国立大学法人 長岡技 Nagaoka University of
術科学大学
Technology

大学(University)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

33 B1

国立大学法人北海道大
HOKKAIDO University
学

大学(University)

生物学_Biology

生物科学
(Biological
science)

34 H1

国立大学法人山口大学 Yamaguchi University

大学(University)

人文学
_Humanities

講師（Lecturer）,
哲学(Philosophy) 助教（Assistant
Professor）

35 A3

信州大学

大学(University)

農学
動物生命科学
_Agricultural_scien (Animal life
ces
science)

助教（Assistant
Professor）

36 E17

国立大学法人群馬大学 Gunma University

大学(University)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

助教（Assistant
Professor）

37 Md4

国立大学法人群馬大学 Gunma University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

38 I8

国立大学法人群馬大学 Gunma University

大学(University)

総合
情報学フロンティ 講師（Lecturer）,
_Integrated_discipl ア(Frontiers of
助教（Assistant
ines
informatics)
Professor）

39 A4

国立大学法人群馬大学 Gunma University

大学(University)

農学
農芸化学
_Agricultural_scien (Agricultural
ces
chemistry)

講師（Lecturer）,
助教（Assistant
Professor）

40 A5

国立大学法人群馬大学 Gunma University

大学(University)

農学
農芸化学
_Agricultural_scien (Agricultural
ces
chemistry)

講師（Lecturer）,
助教（Assistant
Professor）

41 I9

国立大学法人群馬大学 Gunma University

大学(University)

総合
情報学基礎
_Integrated_discipl (Principles of
ines
informatics)

講師（Lecturer）,
助教（Assistant
Professor）

42 I10

国立大学法人群馬大学 Gunma University

大学(University)

科学教育・教育工
講師（Lecturer）,
総合
学(Science
助教（Assistant
_Integrated_discipl
education/Educat
Professor）
ines
ional technology)

43 E18

国立大学法人横浜国立 Yokohama National
大学
University

大学(University)

工学_Engineering

Shinshu University

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

土木工学(Civil
engineering)

その他（Others）

その他（Others）

その他（Others）

助教（Assistant
Professor）

助教（Assistant
Professor）

助教（Assistant
Professor）

機関への事前連
絡の要否
JREC-IN Portalア
機関HPアドレス
【Advance
ドレス
notice/entry】
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
不要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020712&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
不要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020772&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
無期雇用（tenure,
go.jp/seek/SeekJ
indefinite-term
不要
orDetail?fn=0&id=
employment）
D117020740&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
（other certain
不要
orDetail?fn=0&id=
fixed-term
D117020787&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
http://www.u用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
tokai.ac.jp/tuiist/
tracking
D117021006&ln_jo
employment）
r=0
テニュアトラック雇
http://www.cm.ky
用（tenure要
ushu-u.ac.jp/
tracking
employment）
http://ace1.agri.k
テニュアトラック雇
agoshima用（tenure不要
u.ac.jp/kobo/inde
tracking
x.html
employment）
テニュアトラック雇
http://www2.kuf
用（tenurem.kagoshima不要
tracking
u.ac.jp/recruitme
employment）
nt.html
http://www2.kuf
テニュアトラック雇
m.kagoshima用（tenure不要
u.ac.jp/recruitme
tracking
nt.html
employment）
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ http://www.nagao
用（tenure要
orDetail?fn=0&id= kaut.ac.jp/j/index.
tracking
D117020911&ln_jo html
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ http://www.nagao
用（tenure要
orDetail?fn=0&id= kaut.ac.jp/j/index.
tracking
D117020874&ln_jo html
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenureorDetail?fn=0&id=
不要
tracking
D117020793&ln_jo
employment）
r=0
http://www.yama
テニュアトラック雇
guchi用（tenure不要
u.ac.jp/employme
tracking
nt/_4886.html
employment）
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure要
orDetail?fn=0&id=
tracking
D117020786&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
http://www.gunm
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
a-u.ac.jp/
tracking
D117020871&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
http://www.gunm
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
a-u.ac.jp/
tracking
D117020868&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
http://www.gunm
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
a-u.ac.jp/
tracking
D117020859&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
http://www.gunm
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
a-u.ac.jp/
tracking
D117020849&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
http://www.gunm
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
a-u.ac.jp/
tracking
D117020847&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
http://www.gunm
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
a-u.ac.jp/
tracking
D117020846&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
http://www.gunm
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
a-u.ac.jp/
tracking
D117020800&ln_jo
employment）
r=0
テニュアトラック雇
http://www.ynu.a
用（tenure不要
c.jp/
tracking
employment）
勤務形態
【Employment
status】

通番

公募
機関名
番号

【Institution】

機関種別
【Type of
Institution】

研究分野（分野） 研究分野（分科）
職種
【Research field 【Research field
【Job type】
（Area）】
（Discipline）】

44 I11

国立大学法人山梨大学 University of Yamanashi 大学(University)

総合
人間情報学
_Integrated_discipl (Human
ines
informatics)

助教（Assistant
Professor）

45 I12

国立大学法人山梨大学 University of Yamanashi 大学(University)

総合
人間医工学
_Integrated_discipl (Biomedical
ines
engineering)

助教（Assistant
Professor）

46 S2

三菱電機株式会社

社会科学
_Social_sciences

主任研究員
（Senior
researcher）

47 I13

国立大学法人 岐阜大
GIFU University
学

大学(University)

総合
生体分子科学
_Integrated_discipl (Biomolecular
ines
science)

48 A6

株式会社ユーグレナ

euglena Co., Ltd.

企業(Company)

農学
農芸化学
_Agricultural_scien (Agricultural
chemistry)
ces

49 E19

東北大学

Tohoku University

大学(University)

材料工学
工学_Engineering (Material
engineering)

50 Md5

東北大学

Tohoku University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

MITSUBISHI ELECTRIC
企業(Company)
CORPORATION

経営学
(Management)

准教授
（Associate
Professor）

機関への事前連
絡の要否
JREC-IN Portalア
【Advance
ドレス
notice/entry】
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure要
orDetail?fn=0&id=
tracking
D117021003&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
tracking
D117020987&ln_jo
employment）
r=0
その他任期付
（other certain
不要
fixed-term
employment）
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
tracking
D117020592&ln_jo
employment）
r=0
勤務形態
【Employment
status】

グループリーダー
無期雇用（tenure,
（group leader）,主
indefinite-term
不要
任研究員（Senior
employment）
researcher）
テニュアトラック雇
准教授
用（tenure要
（Associate
tracking
Professor）
employment）
テニュアトラック雇
准教授
用（tenure不要
（Associate
tracking
Professor）
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

51 E20

東北大学

Tohoku University

大学(University)

電気電子工学
(Electrical and
工学_Engineering
electronic
engineering)

52 C3

東北大学

Tohoku University

大学(University)

化学_Chemistry

複合化学(Applied 助教（Assistant
chemistry)
Professor）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
要
employment）

53 C4

東北大学

Tohoku University

大学(University)

化学_Chemistry

基礎化学(Basic
chemistry)

助教（Assistant
Professor）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
要
employment）

54 E21

国立大学法人山形大学 Yamagata University

大学(University)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

助教（Assistant
Professor）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

55 E22

国立大学法人山形大学 Yamagata University

大学(University)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

助教（Assistant
Professor）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
要
employment）

56 C5

国立大学法人山形大学 Yamagata University

大学(University)

化学_Chemistry

複合化学(Applied 助教（Assistant
chemistry)
Professor）

57 C6

ヒューマン・メタボロー
Human Metabolome
ム・テクノロジーズ株式
Technologies ,Inc.
会社

企業(Company)

化学_Chemistry

複合化学(Applied
その他（Others）
chemistry)

58 Mp2

ヒューマン・メタボロー
Human Metabolome
ム・テクノロジーズ株式
Technologies ,Inc.
会社

企業(Company)

数物系科学
数学
_Mathematical_an
(Mathematics)
d_physical_scienc

59 C7

National Institute of
国立研究開発法人産業 Advanced Industrial
技術総合研究所
Science and
Technology (AIST)

国立研究開発法
人(National
Research and
化学_Chemistry
Development
Agency)

材料化学
(Materials
chemistry)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

60 Mp3

National Institute of
国立研究開発法人産業 Advanced Industrial
技術総合研究所
Science and
Technology (AIST)

国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)

地球惑星科学
(Earth and
planetary
science)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

61 I14

National Institute of
国立研究開発法人産業 Advanced Industrial
技術総合研究所
Science and
Technology (AIST)

国立研究開発法
主任研究員
人(National
総合
ナノ・マイクロ科学
（Senior
Research and
_Integrated_discipl (Nano/Micro
researcher）,その
Development
ines
science)
他（Others）
Agency)

62 E23

National Institute of
国立研究開発法人産業 Advanced Industrial
技術総合研究所
Science and
Technology (AIST)

国立研究開発法
電気電子工学
人(National
(Electrical and
Research and
工学_Engineering
electronic
Development
engineering)
Agency)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

63 E24

National Institute of
国立研究開発法人産業 Advanced Industrial
Science and
技術総合研究所
Technology (AIST)

国立研究開発法
電気電子工学
人(National
(Electrical and
工学_Engineering
Research and
electronic
Development
engineering)
Agency)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

64 C8

National Institute of
国立研究開発法人産業 Advanced Industrial
技術総合研究所
Science and
Technology (AIST)

国立研究開発法
人(National
Research and
化学_Chemistry
Development
Agency)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

数物系科学
_Mathematical_an
d_physical_scienc
es

材料化学
(Materials
chemistry)

准教授
（Associate
Professor）

その他（Others）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,そ
の他任期付
（other certain
fixed-term
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking

機関HPアドレス

http://www.yama
nashi.ac.jp/

http://www.yama
nashi.ac.jp/
http://www.mitsu
bishielectric.co.jp
/
http://www.orchi
d.gifu-u.ac.jp/

http://www.eugle
na.jp/recruit/
http://www.wpiaimr.tohoku.ac.jp/
jp/index.html
http://www.tohok
u.ac.jp/
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021255&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=4&id=
D117030358&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=4&id=
D117030281&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021032&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021010&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021007&ln_jo
r=0

http://www.riec.t
ohoku.ac.jp/infor
mation/proposals
/
http://www.sci.to
hoku.ac.jp/

http://www.sci.to
hoku.ac.jp/

不要

http://humanmet
abolome.com/

不要

http://humanmet
abolome.com/

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

通番

公募
機関名
番号

【Institution】

機関種別
【Type of
Institution】

研究分野（分野） 研究分野（分科）
職種
【Research field 【Research field
【Job type】
（Area）】
（Discipline）】

勤務形態
【Employment
status】
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
ニュアトラック雇
用（tenuretracking

機関への事前連
絡の要否
JREC-IN Portalア
機関HPアドレス
【Advance
ドレス
notice/entry】

65 C9

National Institute of
国立研究開発法人産業 Advanced Industrial
技術総合研究所
Science and
Technology (AIST)

国立研究開発法
人(National
Research and
化学_Chemistry
Development
Agency)

材料化学
(Materials
chemistry)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

66 C10

National Institute of
国立研究開発法人産業 Advanced Industrial
技術総合研究所
Science and
Technology (AIST)

国立研究開発法
人(National
Research and
化学_Chemistry
Development
Agency)

材料化学
(Materials
chemistry)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

67 I15

National Institute of
国立研究開発法人産業 Advanced Industrial
技術総合研究所
Science and
Technology (AIST)

国立研究開発法
人(National
総合
計算科学
Research and
_Integrated_discipl (Computational
Development
ines
science)
Agency)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

68 I16

National Institute of
国立研究開発法人産業 Advanced Industrial
技術総合研究所
Science and
Technology (AIST)

国立研究開発法
人(National
総合
情報学基礎
Research and
_Integrated_discipl (Principles of
Development
ines
informatics)
Agency)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

69 I17

国立研究開発法
National Institute of
人(National
総合
人間医工学
国立研究開発法人産業
Advanced Industrial
Research and
_Integrated_discipl (Biomedical
技術総合研究所
science and Technology Development
ines
engineering)
Agency)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

70 Md6

国立研究開発法
医歯薬学
National Institute of
人(National
国立研究開発法人産業
_Medicine_dentistr 薬学(Pharmacy)
Advanced Industrial
Research and
技術総合研究所
science and Technology Development
y_and_pharmacy
Agency)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

71 E25

国立大学法人宇都宮大
Utsunomiya University
学

大学(University)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

助教（Assistant
Professor）

72 I18

日本電気株式会社

NEC

企業(Company)

総合
計算科学
_Integrated_discipl (Computational
ines
science)

その他（Others）

73 B2

日本電気株式会社

NEC

企業(Company)

生物学_Biology

74 E26

ＪＦＥスチール株式会社 JFE Steel Corporation

企業(Company)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

75 E27

ＪＦＥスチール株式会社 JFE Steel Corporation

企業(Company)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

76 E28

ＪＦＥスチール株式会社 JFE Steel Corporation

企業(Company)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

77 E29

ＪＦＥスチール株式会社 JFE Steel Corporation

企業(Company)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

78 E30

ＪＦＥスチール株式会社 JFE Steel Corporation

企業(Company)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

79 E31

ＪＦＥスチール株式会社 JFE Steel Corporation

企業(Company)

材料工学
工学_Engineering (Material
engineering)

80 E32

ＪＦＥスチール株式会社 JFE Steel Corporation

企業(Company)

材料工学
工学_Engineering (Material
engineering)

81 E33

ＪＦＥスチール株式会社 JFE Steel Corporation

企業(Company)

工学_Engineering

82 E34

ＪＦＥスチール株式会社 JFE Steel Corporation

企業(Company)

材料工学
工学_Engineering (Material
engineering)

83 E35

ＪＦＥスチール株式会社 JFE Steel Corporation

企業(Company)

工学_Engineering

プロセス・化学工
学
(Process/Chemic
al engineering)

主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）

84 B3

国立研究開発法人理化
RIKEN
学研究所

生物学_Biology

生物科学
(Biological
science)

その他（Others）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

http://www.riken.j
p/careers/resear
chers/20170301_
6/

85 Md7

国立研究開発法人理化
RIKEN
学研究所

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

その他（Others）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

http://www.riken.j
p/careers/resear
chers/20170301_
3/

86 I19

国立研究開発法人理化
RIKEN
学研究所

総合
計算科学
_Integrated_discipl (Computational
ines
science)

その他（Others）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

http://www.riken.j
p/careers/resear
chers/20170301_
5/

国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)
国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)
国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)

生物科学
(Biological
science)

土木工学(Civil
engineering)

主任研究員
（Senior
researcher）
主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）
主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）
主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）
主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）
主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）
主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）
主任研究員
（Senior
researcher）
主任研究員
（Senior
researcher）,その
他（Others）
主任研究員
（Senior
researcher）

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

不要

http://www.aist.g
o.jp/aist_j/humanr
es/index.html

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020603&ln_jo
r=0

http://www.utsun
omiyau.ac.jp/outline/sai
you.php

不要

http://jpn.nec.co
m/rd/index.html

不要

http://jpn.nec.co
m/rd/index.html

要

要

要

要

要

要

要

要

要

要

http://www.jfesteel.co.jp/saiyou
/takuetsu_index.h
tml
http://www.jfesteel.co.jp/saiyou
/takuetsu_index.h
tml
http://www.jfesteel.co.jp/saiyou
/takuetsu_index.h
tml
http://www.jfesteel.co.jp/saiyou
/takuetsu_index.h
tml
http://www.jfesteel.co.jp/saiyou
/takuetsu_index.h
tml
http://www.jfesteel.co.jp/saiyou
/takuetsu_index.h
tml
http://www.jfesteel.co.jp/saiyou
/takuetsu_index.h
tml
http://www.jfesteel.co.jp/saiyou
/takuetsu_index.h
tml
http://www.jfesteel.co.jp/saiyou
/takuetsu_index.h
tml
http://www.jfesteel.co.jp/saiyou
/takuetsu_index.h
tml

通番

公募
機関名
番号

【Institution】

機関種別
【Type of
Institution】
国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)
国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)
国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)
国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)
国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)
国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)

研究分野（分野） 研究分野（分科）
職種
【Research field 【Research field
【Job type】
（Area）】
（Discipline）】

勤務形態
【Employment
status】

機関への事前連
絡の要否
JREC-IN Portalア
機関HPアドレス
【Advance
ドレス
notice/entry】

総合
計算科学
_Integrated_discipl (Computational
ines
science)

その他（Others）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

http://www.riken.j
p/careers/resear
chers/20170301_
4/

数物系科学
_Mathematical_an
物理学(Physics)
d_physical_scienc
es

その他（Others）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

http://www.riken.j
p/careers/resear
chers/20170301_
2/

総合
計算科学
_Integrated_discipl (Computational
ines
science)

その他（Others）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

http://www.brain.
riken.jp/jp/career
s/201703_02.html

総合
人間情報学
_Integrated_discipl (Human
ines
informatics)

その他（Others）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

http://www.brain.
riken.jp/jp/career
s/201703_03.html

総合
神経科学
_Integrated_discipl
(Neuroscience)
ines

その他（Others）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

http://www.brain.
riken.jp/jp/career
s/201703_01.html

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

その他（Others）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

http://www.riken.j
p/careers/resear
chers/20170301/

87 I20

国立研究開発法人理化
RIKEN
学研究所

88 Mp4

国立研究開発法人理化
RIKEN
学研究所

89 I21

国立研究開発法人理化
RIKEN
学研究所

90 I22

国立研究開発法人理化
RIKEN
学研究所

91 I23

国立研究開発法人理化
RIKEN
学研究所

92 Md8

国立研究開発法人理化
RIKEN
学研究所

93 Md9

国立大学法人熊本大学 Kumamoto University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

准教授
（Associate
Professor）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
要
employment）

94 E36

国立大学法人熊本大学 Kumamoto University

大学(University)

材料工学
工学_Engineering (Material
engineering)

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

95 Mp5

国立大学法人熊本大学 Kumamoto University

大学(University)

数物系科学
_Mathematical_an 数学
d_physical_scienc (Mathematics)
es

准教授
（Associate
Professor）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
要
employment）

96 I24

国立大学法人 長崎大
Nagasaki University
学

大学(University)

環境創成学
総合
(Sustainable and
_Integrated_discipl environmental
ines
system
development)

准教授
（Associate
Professor）,助教
（Assistant
Professor）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

97 Md10

国立大学法人 長崎大
Nagasaki University
学

大学(University)

内科系臨床医学
医歯薬学
助教（Assistant
_Medicine_dentistr (Clinical internal
Professor）
y_and_pharmacy medicine)

大学(University)

総合
計算基盤
_Integrated_discipl (Computing
technologies)
ines

准教授
（Associate
Professor）,助教
（Assistant
Professor）
准教授
（Associate
Professor）,助教
（Assistant
Professor）
准教授
（Associate
Professor）,助教
（Assistant
Professor）
准教授
（Associate
Professor）,助教
（Assistant
Professor）

98 I25

九州工業大学

Kyushu Institute of
Technology

99 E37

九州工業大学

Kyushu Institute of
Technology

大学(University)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

100 E38

九州工業大学

Kyushu Institute of
Technology

大学(University)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

101 E39

九州工業大学

Kyushu Institute of
Technology

大学(University)

総合工学
工学_Engineering (Integrated
engineering)

102 I26

国立大学法人京都大学 Kyoto University

大学(University)

総合
情報学フロンティ
_Integrated_discipl ア(Frontiers of
その他（Others）
ines
informatics)

103 Md11

国立大学法人京都大学 Kyoto University

大学(University)

医歯薬学
社会医学(Society
その他（Others）
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

104 I27

国立大学法人京都大学 Kyoto University

大学(University)

総合
神経科学
_Integrated_discipl
(Neuroscience)
ines

105 Mp6

国立大学法人京都大学 Kyoto University

大学(University)

106 Mp7

国立大学法人京都大学 Kyoto University

大学(University)

107 Md12

国立大学法人京都大学 Kyoto University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

その他（Others）

108 E40

国立大学法人京都大学 Kyoto University

大学(University)

総合工学
工学_Engineering (Integrated
engineering)

その他（Others）

数物系科学
_Mathematical_an
物理学(Physics)
d_physical_scienc
es
数物系科学
_Mathematical_an 数学
d_physical_scienc (Mathematics)
es

その他（Others）

その他（Others）

その他（Others）

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020737&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020727&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020129&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=4&id=
D117030724&ln_jo
r=0

不要

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020522&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021227&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021217&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021179&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021233&ln_jo
r=0

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）

要

要

要

要

不要

要

要

要

http://www.fe.nag
asaki-u.ac.jp
http://www.fe.nag
asakiu.ac.jp/english/in
dex.html
http://www.mdp.n
agasaki-u.ac.jp/
http://www.kyute
ch.ac.jp/informati
on/kyousyokuin.h
tml
http://www.kyute
ch.ac.jp/informati
on/kyousyokuin.h
tml
http://www.kyute
ch.ac.jp/informati
on/kyousyokuin.h
tml
http://www.kyute
ch.ac.jp/informati
on/kyousyokuin.h
tml
http://www.hakub
i.kyotou.ac.jp/jpn/jpn.ht
ml
http://www.hakub
i.kyotou.ac.jp/jpn/jpn.ht
ml
http://www.hakub
i.kyotou.ac.jp/jpn/jpn.ht
ml
http://www.hakub
i.kyotou.ac.jp/jpn/jpn.ht
ml
http://www.hakub
i.kyotou.ac.jp/jpn/jpn.ht
ml
http://www.hakub
i.kyotou.ac.jp/jpn/jpn.ht
ml
http://www.hakub
i.kyotou.ac.jp/jpn/jpn.ht
ml

通番

公募
機関名
番号

【Institution】

機関種別
【Type of
Institution】

研究分野（分野） 研究分野（分科）
職種
【Research field 【Research field
【Job type】
（Area）】
（Discipline）】

109 I28

国立大学法人京都大学 Kyoto University

大学(University)

社会・安全システ
総合
ム科学
その他（Others）
_Integrated_discipl
(Social/Safety
ines
system science)

110 Md13

国立大学法人京都大学 Kyoto University

大学(University)

医歯薬学
外科系臨床医学
その他（Others）
_Medicine_dentistr
(Clinical surgery)
y_and_pharmacy

111 I29

国立大学法人千葉大学 Chiba University

大学(University)

総合
情報学基礎
_Integrated_discipl (Principles of
ines
informatics)

助教（Assistant
Professor）

112 Md14

国立大学法人千葉大学 Chiba University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

助教（Assistant
Professor）

113 Mp8

大阪市立大学

Osaka City University

大学(University)

数物系科学
_Mathematical_an 数学
d_physical_scienc (Mathematics)
es

講師（Lecturer）

114 C11

大阪市立大学

Osaka City University

大学(University)

化学_Chemistry

115 I30

大阪市立大学

Osaka City University

大学(University)

准教授
総合
生活科学(Human （Associate
_Integrated_discipl
life science)
Professor）,講師
ines
（Lecturer）

116 Md15

国立大学法人筑波大学 University of Tsukuba

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

117 I31

国立大学法人筑波大学 University of Tsukuba

大学(University)

総合
健康・スポーツ科
助教（Assistant
_Integrated_discipl 学(Health/Sports
Professor）
ines
science)

118 I32

国立大学法人 名古屋
Nagoya University
大学

大学(University)

総合
人間情報学
_Integrated_discipl (Human
ines
informatics)

助教（Assistant
Professor）

119 Mp9

国立研究開発法人日本 Japan Atomic Energy
原子力研究開発機構 Agency

数物系科学
_Mathematical_an
物理学(Physics)
d_physical_scienc
es

その他（Others）

120 Mp10

国立研究開発法人日本 Japan Atomic Energy
原子力研究開発機構 Agency

数物系科学
_Mathematical_an
物理学(Physics)
d_physical_scienc
es

その他（Others）

121 E41

国立研究開発法人日本 Japan Atomic Energy
原子力研究開発機構 Agency

総合工学
工学_Engineering (Integrated
engineering)

その他（Others）

122 Md16

順天堂大学

123 E42

リバーフィールド株式会
RIVERFIELD Inc.
社

124 Md17

聖路加国際大学

125 I33

National University
国立大学法人埼玉大学 Corporation Saitama
University

大学(University)

126 Mp11

National University
国立大学法人埼玉大学 Corporation Saitama
University

大学(University)

127 B4

株式会社ＨＩＲＯＴＳＵバ HIROTSU BIO
イオサイエンス
SCIENCE,INC.

企業(Company)

128 I34

The University of
国立大学法人 電気通
Electro信大学
Communications

大学(University)

129 C12

The University of
国立大学法人 電気通
Electro信大学
Communications

大学(University)

化学_Chemistry

複合化学(Applied 助教（Assistant
chemistry)
Professor）

130 E43

The University of
国立大学法人 電気通
Electro信大学
Communications

大学(University)

工学_Engineering

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

助教（Assistant
Professor）

131 B5

Karydo TherapeutiX株
式会社

生物学_Biology

生物科学
(Biological
science)

主任研究員
（Senior
researcher）

132 H2

国立大学法人東京芸術 Tokyo University of the
大学(University)
大学
Arts

人文学
_Humanities

芸術学(Art
studies)

助教（Assistant
Professor）

133 I35

株式会社ソニーコン
Sony Computer science
企業(Company)
ピュータサイエンス研究
Laboratories,Inc.
所

JUNTENDO.UNIV

国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)
国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)
国立研究開発法
人(National
Research and
Development
Agency)

基礎化学(Basic
chemistry)

准教授
（Associate
Professor）,講師
（Lecturer）

助教（Assistant
Professor）

大学(University)

医歯薬学
内科系臨床医学
_Medicine_dentistr (Clinical internal その他（Others）
y_and_pharmacy medicine)

企業(Company)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

その他（Others）

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

主任研究員
（Senior
researcher）

St. Luke's International
大学(University)
University

Karydo TherapeutiX Inc, 企業(Company)

総合
ナノ・マイクロ科学
助教（Assistant
_Integrated_discipl (Nano/Micro
Professor）
ines
science)
数物系科学
_Mathematical_an
物理学(Physics)
d_physical_scienc
es
生物科学
生物学_Biology
(Biological
science)
総合
健康・スポーツ科
_Integrated_discipl 学(Health/Sports
ines
science)

助教（Assistant
Professor）
その他（Others）
准教授
（Associate
Professor）

その他（Others）

機関への事前連
絡の要否
JREC-IN Portalア
機関HPアドレス
【Advance
ドレス
notice/entry】
http://www.hakub
テニュアトラック雇
i.kyoto用（tenure要
u.ac.jp/jpn/jpn.ht
tracking
ml
employment）
http://www.hakub
テニュアトラック雇
i.kyoto用（tenure要
u.ac.jp/jpn/jpn.ht
tracking
ml
employment）
https://jrecin.jst. http://www.chiba
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ 用（tenure要
orDetail?fn=0&id= u.ac.jp/general/re
tracking
D117020896&ln_jo cruit/recruit_staff
employment）
r=0
/teacher.html
テニュアトラック雇
http://www.m.chi
用（tenure要
ba-u.ac.jp/
tracking
employment）
https://jrecin.jst. http://www.sci.os
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ aka（other certain
要
orDetail?fn=3&id= cu.ac.jp/math/Int
fixed-term
D117030260&ln_jo roduction/leader.
employment）
r=0
html
https://jrecin.jst. http://www.sci.os
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ aka（other certain
要
orDetail?fn=3&id= cu.ac.jp/grad/MO
fixed-term
D117030258&ln_jo LMS/info_staff.ht
employment）
r=0
ml
https://jrecin.jst.
http://www.life.os
その他任期付
go.jp/seek/SeekJ
aka（other certain
要
orDetail?fn=3&id=
cu.ac.jp/cgi/rec.c
fixed-term
D117030277&ln_jo
gi?list
employment）
r=0
テニュアトラック雇
http://www.md.ts
用（tenure不要
ukuba.ac.jp/
tracking
employment）
テニュアトラック雇
http://www.taiiku.
用（tenure不要
tsukuba.ac.jp/jp/
tracking
employment）
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
http://www.nagoy
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
a-u.ac.jp
tracking
D117020854&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
https://www.jaea.
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
go.jp/saiyou/
tracking
D117020984&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
https://www.jaea.
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
go.jp/saiyou/
tracking
D117020984&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
https://www.jaea.
用（tenure不要
orDetail?fn=0&id=
go.jp/saiyou/
tracking
D117020984&ln_jo
employment）
r=0
https://jrecin.jst.
テニュアトラック雇
go.jp/seek/SeekJ
用（tenure要
orDetail?fn=0&id=
tracking
D117020534&ln_jo
employment）
r=0
無期雇用（tenure,
http://www.riverfi
indefinite-term
不要
eldinc.com/
employment）
テニュアトラック雇
http://hospital.luk
用（tenure不要
e.ac.jp/positions/i
tracking
ndex.html
employment）
勤務形態
【Employment
status】

テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）
テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenuretracking
employment）
その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

要

http://www.saita
mau.ac.jp/guide/recr
uit/
http://www.saita
mau.ac.jp/guide/recr
uit/

不要

http://hbio.jp/

要

http://www.uec.a
c.jp/

要

http://www.uec.a
c.jp/

要

http://www.uec.a
c.jp/

要

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）
その他任期付
（other certain
不要
fixed-term
employment）

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
http://karydoorDetail?fn=0&id=
tx.com
D117021316&ln_jo
r=0
http://www.geidai
.ac.jp/general/rec
ruit
https://www.sony
csl.co.jp/

通番

公募
機関名
番号

【Institution】

機関種別
【Type of
Institution】

134 Mp12

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

135 Mp13

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

136 Mp14

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

137 C13

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

138 Mp15

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

139 I36

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

140 B6

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

141 Mp16

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

142 Mp17

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

143 Mp18

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

144 Mp19

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

145 Mp20

国立大学法人東京大学 The University of Tokyo 大学(University)

機関への事前連
絡の要否
JREC-IN Portalア
機関HPアドレス
【Advance
ドレス
notice/entry】

研究分野（分野） 研究分野（分科）
職種
【Research field 【Research field
【Job type】
（Area）】
（Discipline）】

勤務形態
【Employment
status】

数物系科学
_Mathematical_an
d_physical_scienc
es
数物系科学
_Mathematical_an
d_physical_scienc
数物系科学
_Mathematical_an
d_physical_scienc
es

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）
無期雇用（tenure,
indefinite-term
要
employment）

数学
(Mathematics)

その他（Others）

地球惑星科学
(Earth and
planetary

助教（Assistant
Professor）

物理学(Physics)

助教（Assistant
Professor）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
要
employment）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
その他任期付
数物系科学
助教（Assistant （other certain
_Mathematical_an
物理学(Physics)
fixed-term
Professor）
d_physical_scienc
employment）
es
無期雇用（tenure,
総合
人間医工学
准教授
_Integrated_discipl (Biomedical
（Associate
indefinite-term
ines
engineering)
Professor）,講師 employment）
准教授
その他任期付
（other certain
基礎生物学
（Associate
生物学_Biology
(Basic biology)
Professor）,講師 fixed-term
（Lecturer）
employment）
数物系科学
無期雇用（tenure,
_Mathematical_an 物理学(Physics) その他（Others） indefinite-term
d_physical_scienc
employment）
数物系科学
准教授
無期雇用（tenure,
_Mathematical_an 物理学(Physics) （Associate
indefinite-term
d_physical_scienc
Professor）
employment）
数物系科学
無期雇用（tenure,
_Mathematical_an 物理学(Physics) その他（Others） indefinite-term
d_physical_scienc
employment）
数物系科学
無期雇用（tenure,
_Mathematical_an 物理学(Physics) その他（Others） indefinite-term
d_physical_scienc
employment）
数物系科学
准教授
無期雇用（tenure,
_Mathematical_an 物理学(Physics) （Associate
indefinite-term
d_physical_scienc
Professor）
employment）
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）,テ
教授（Professor),
ニュアトラック雇
総合
情報学フロンティ
准教授
用（tenure_Integrated_discipl ア(Frontiers of
（Associate
tracking
ines
informatics)
Professor）
employment）,そ
の他任期付
（other certain
化学_Chemistry

基礎化学(Basic
chemistry)

助教（Assistant
Professor）

https://jrecin.jst.
http://www.phys.
go.jp/seek/SeekJ
s.uorDetail?id=D117
tokyo.ac.jp/advt/
040577
http://www.chem.
s.u-tokyo.ac.jp/

要

http://www.k.utokyo.ac.jp/materi
als/

不要

http://www.bioen
g.t.u-tokyo.ac.jp/

要

http://www.iam.u
-tokyo.ac.jp/

不要

http://www.issp.u
-tokyo.ac.jp/

要

http://www.issp.u
-tokyo.ac.jp/

不要

http://www.issp.u
-tokyo.ac.jp/

要

http://www.issp.u
-tokyo.ac.jp/

要

http://www.issp.u
-tokyo.ac.jp/

要

金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

147 Md18

金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

148 Md19

金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

149 E44

金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

工学_Engineering

准教授
プロセス・化学工
（Associate
学
Professor）,助教
(Process/Chemic
（Assistant
al engineering)
Professor）

150 E45

金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

工学_Engineering

土木工学(Civil
engineering)

151 Mp21

金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

152 I38

金沢大学

Kanazawa University

153 E46

金沢大学

154 E47

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

准教授
（Associate
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

数物系科学
_Mathematical_an 天文学
d_physical_scienc (Astronomy)
es

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

大学(University)

総合
情報学基礎
_Integrated_discipl (Principles of
ines
informatics)

准教授
（Associate
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

Kanazawa University

大学(University)

工学_Engineering

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

准教授
（Associate
Professor）,助教
（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

155 C14

金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

化学_Chemistry

156 Mp22

金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

数物系科学
_Mathematical_an
物理学(Physics)
d_physical_scienc
es

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

157 I39

金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

文化財科学・博物
総合
館学(Cultural
助教（Assistant
_Integrated_discipl
assets study and Professor）
ines
museology)

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

複合化学(Applied 助教（Assistant
chemistry)
Professor）

http://www.eps.s.
u-tokyo.ac.jp/

要

146 I37

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

http://www.ms.utokyo.ac.jp/index
-j.html

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020773&ln_jo
r=0

http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=3&id=
D117061763&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=3&id=
D117060873&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=3&id=
D117061593&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020778&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=3&id=
D117061813&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020895&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020907&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021092&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020785&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020795&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020775&ln_jo
r=0

http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html
http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html
http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html
http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html
http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html
http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html
http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html
http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html
http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html
http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html
http://www.adm.k
anazawau.ac.jp/ad_jinji/ky
ouinkoubo/koubo.
html

【Institution】

機関種別
【Type of
Institution】

研究分野（分野） 研究分野（分科）
職種
【Research field 【Research field
【Job type】
（Area）】
（Discipline）】

勤務形態
【Employment
status】

機関への事前連
絡の要否
JREC-IN Portalア
機関HPアドレス
【Advance
ドレス
notice/entry】

日本電子株式会社

JEOL Ltd.

企業(Company)

材料工学
工学_Engineering (Material
engineering)

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

不要

159 I40

物質・材料研究機構

National Institute for
Materials Science

国立研究開発法
人(National
総合
応用物理学
Research and
_Integrated_discipl
(Applied physics)
Development
ines
Agency)

160 C15

物質・材料研究機構

National Institute for
Materials Science

国立研究開発法
人(National
Research and
化学_Chemistry
Development
Agency)

161 E49

物質・材料研究機構

National Institute for
Materials Science

国立研究開発法
人(National
材料工学
Research and
工学_Engineering (Material
Development
engineering)
Agency)

162 A7

国立大学法人宮崎大学 University of Miyazaki

大学(University)

農学
動物生命科学
_Agricultural_scien (Animal life
ces
science)

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

163 E50

国立大学法人宮崎大学 University of Miyazaki

大学(University)

総合工学
工学_Engineering (Integrated
engineering)

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

164 Md20

国立大学法人宮崎大学 University of Miyazaki

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

准教授
（Associate
Professor）,講師
（Lecturer）,助教
（Assistant

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

165 B7

Nara Institute of
奈良先端科学技術大学
Science and
院大学
Technology

大学(University)

生物学_Biology

その他（Others）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

166 E51

国立大学法人北見工業 Kitami Institute of
大学
Technology

大学(University)

総合工学
工学_Engineering (Integrated
engineering)

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

167 E52

国立大学法人京都工芸 Kyoto Institute of
繊維大学
Technology

大学(University)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

講師（Lecturer）,
助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

168 E53

国立大学法人京都工芸 Kyoto Institute of
繊維大学
Technology

大学(University)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

講師（Lecturer）,
助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

169 I41

国立大学法人島根大学 Shimane University

大学(University)

環境解析学
総合
(Environmental
_Integrated_discipl
analyses and
ines
evaluation)

助教（Assistant
Professor）

170 C16

国立大学法人島根大学 Shimane University

大学(University)

化学_Chemistry

複合化学(Applied 助教（Assistant
chemistry)
Professor）

171 H3

株式会社ダン計画研究 Dan Environmental
所
Design Institute

企業(Company)

人文学
_Humanities

人文地理学
(Human
geography)

その他（Others）

172 Mp23

広島大学

Hiroshima University

大学(University)

数物系科学
_Mathematical_an
d_physical_scienc
es

地球惑星科学
(Earth and
planetary
science)

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

173 Mp24

広島大学

Hiroshima University

大学(University)

数物系科学
_Mathematical_an
物理学(Physics)
d_physical_scienc
es

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

174 Md21

広島大学

Hiroshima University

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

175 I42

国立大学法人東京工業 Tokyo Institute of
大学
Technology

大学(University)

総合
人間情報学
_Integrated_discipl (Human
ines
informatics)

講師（Lecturer）,
助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

176 E54

国立大学法人東京工業 Tokyo Institute of
大学
Technology

大学(University)

工学_Engineering

講師（Lecturer）,
助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

177 I43

国立大学法人東京工業 Tokyo Institute of
大学
Technology

大学(University)

人間情報学
総合
_Integrated_discipl (Human
ines
informatics)

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

178 Md22

国立大学法人浜松医科 Hamamatsu University
大学
School of Medicine

大学(University)

医歯薬学
基礎医学(Basic
_Medicine_dentistr
medicine)
y_and_pharmacy

その他（Others）

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

通番

公募
機関名
番号

158 E48

材料化学
(Materials
chemistry)

生物科学
(Biological
science)

電気電子工学
(Electrical and
electronic
engineering)

その他（Others）
准教授
（Associate
Professor）,講師
（Lecturer）,助教
（Assistant
Professor）,その
准教授
（Associate
Professor）,講師
（Lecturer）,助教
（Assistant
Professor）,その
准教授
（Associate
Professor）,講師
（Lecturer）,助教
（Assistant
Professor）,その

http://www.jeol.c
o.jp

無期雇用（tenure,
indefinite-term
要
employment）

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020921&ln_jo
r=0

http://www.nims.
go.jp/employment
/permanentresearcher.html

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020912&ln_jo
r=0

http://www.nims.
go.jp/employment
/permanentresearcher.html

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020903&ln_jo
r=0

http://www.nims.
go.jp/employment
/permanentresearcher.html

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020810&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020813&ln_jo
r=0

http://www.miyaz
akiu.ac.jp/ttkikou/
http://www.miyaz
akiu.ac.jp/ttkikou/

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020973&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020960&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020972&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020968&ln_jo
r=0

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）
その他任期付
（other certain
要
fixed-term
employment）

要

http://www.miyaz
akiu.ac.jp/ttkikou/

http://www.naist.j
p/job/

http://www.kitami
-it.ac.jp/
https://www.kit.a
c.jp/uni_index/tea
cheremployment/
https://www.kit.a
c.jp/uni_index/tea
cheremployment/
http://www.shima
ne-u.ac.jp/
http://www.shima
ne-u.ac.jp/
http://www.dandan.com/

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=4&id=
D117031005&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=4&id=
D117031004&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=4&id=
D117031003&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021009&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021004&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021000&ln_jo
r=0

https://www.hiros
himau.ac.jp/employme
nt/kyoinkobo
https://www.hiros
himau.ac.jp/employme
nt/kyoinkobo
https://www.hiros
himau.ac.jp/employme
nt/kyoinkobo
http://www.titech
.ac.jp/

http://www.titech
.ac.jp/

http://www.titech
.ac.jp/

https://www.ham
a-med.ac.jp

通番

公募
機関名
番号

【Institution】

機関種別
【Type of
Institution】

研究分野（分野） 研究分野（分科）
職種
【Research field 【Research field
【Job type】
（Area）】
（Discipline）】

勤務形態
【Employment
status】
無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）

機関への事前連
絡の要否
JREC-IN Portalア
機関HPアドレス
【Advance
ドレス
notice/entry】
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
要
orDetail?fn=0&id=
D117020935&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
要
orDetail?fn=0&id=
D117020934&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
要
orDetail?fn=0&id=
D117020933&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
要
orDetail?fn=0&id=
D117020932&ln_jo
r=0

179 I44

第一三共株式会社

Daiichi Sankyo Co., Ltd. 企業(Company)

総合
情報学フロンティ
_Integrated_discipl ア(Frontiers of
その他（Others）
ines
informatics)

180 B8

第一三共株式会社

Daiichi Sankyo Co., Ltd. 企業(Company)

生物学_Biology

生物科学
(Biological
science)

その他（Others）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）

181 B9

第一三共株式会社

Daiichi Sankyo Co., Ltd. 企業(Company)

生物学_Biology

生物科学
(Biological
science)

その他（Others）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）

182 B10

第一三共株式会社

Daiichi Sankyo Co., Ltd. 企業(Company)

生物学_Biology

生物科学
(Biological
science)

その他（Others）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
employment）

183 B11

シンクサイト株式会社

ThinkCyte Inc.

企業(Company)

生物学_Biology

184 E55

早稲田大学

Waseda University

大学(University)

185 A8

日本製粉株式会社

NIPPON FLOUR MILLS
企業(Company)
CO., LTD.

186 I45

キリン株式会社

KIRIN Company, Limited 企業(Company)

総合
情報学フロンティ
_Integrated_discipl ア(Frontiers of
その他（Others）
ines
informatics)

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

要

187 I46

弘前大学

Hirosaki University

大学(University)

総合
実験動物学
_Integrated_discipl (Laboratory
ines
animal sciece)

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

不要

188 E56

公立大学法人大阪府立 Osaka Prefecture
大学
University

大学(University)

工学_Engineering

189 I47

公立大学法人大阪府立 Osaka Prefecture
大学
University

大学(University)

総合
人間情報学
_Integrated_discipl (Human
ines
informatics)

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

190 E57

公立大学法人大阪府立 Osaka Prefecture
大学
University

大学(University)

材料工学
工学_Engineering (Material
engineering)

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

191 I48

がん研究会

Japanese Foundation
for Cancer Research
(JFCR)

財団法人
(Incorporated
foundation)

総合
_Integrated_discipl 腫瘍学(Oncology) その他（Others）
ines

テニュアトラック雇
用（tenure要
tracking
employment）

192 A9

岩手大学

Iwate-University

大学(University)

農学
動物生命科学
_Agricultural_scien (Animal life
ces
science)

助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

193 C17

パナソニック株式会社

Panasonic Corporation 企業(Company)

化学_Chemistry

材料化学
(Materials
chemistry)

主任研究員
（Senior
researcher）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

194 C18

パナソニック株式会社

Panasonic Corporation 企業(Company)

化学_Chemistry

基礎化学(Basic
chemistry)

主任研究員
（Senior
researcher）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

195 B12

パナソニック株式会社

Panasonic Corporation 企業(Company)

生物学_Biology

生物科学
(Biological
science)

主任研究員
（Senior
researcher）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

196 E58

パナソニック株式会社

Panasonic Corporation 企業(Company)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

主任研究員
（Senior
researcher）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

197 E59

パナソニック株式会社

Panasonic Corporation 企業(Company)

機械工学
工学_Engineering (Mechanical
engineering)

主任研究員
（Senior
researcher）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

198 I49

パナソニック株式会社

Panasonic Corporation 企業(Company)

総合
ナノ・マイクロ科学 主任研究員
_Integrated_discipl (Nano/Micro
（Senior
ines
science)
researcher）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

199 I50

パナソニック株式会社
先端研究本部

Panasonic Corporation 企業(Company)

環境解析学
総合
(Environmental
_Integrated_discipl
analyses and
ines
evaluation)

主任研究員
（Senior
researcher）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

200 I51

株式会社富士通研究所

Fujitsu Laboratories
Ltd.

総合
計算科学
_Integrated_discipl (Computational
science)
ines

助教（Assistant
Professor）

無期雇用（tenure,
indefinite-term
要
employment）

企業(Company)

グループリーダー
無期雇用（tenure,
（group leader）,主
indefinite-term
不要
任研究員（Senior
employment）
researcher）
テニュアトラック雇
プロセス・化学工
用（tenure学
不要
その他（Others）
工学_Engineering
tracking
(Process/Chemic
employment）
al engineering)
生産環境農学
農学
(Plant production
無期雇用（tenure,
_Agricultural_scien and
その他（Others） indefinite-term
要
ces
environmental
employment）
agriculture)
生物科学
(Biological
science)

助教（Assistant
Professor）

プロセス・化学工
学
助教（Assistant
(Process/Chemic Professor）
al engineering)

テニュアトラック雇
用（tenure不要
tracking
employment）

https://www.thin
kcyte.com/
https://www.was
eda.jp/fsci/
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020989&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020746&ln_jo
r=0
http://www.hiros
akiu.ac.jp/14650.htm
l
http://www.osaka
fuu.ac.jp/public_noti
ce_category/recr
uit_faculty/
http://www.osaka
fuu.ac.jp/public_noti
ce_category/recr
uit_faculty/
http://www.osaka
fuu.ac.jp/public_noti
ce_category/recr
uit_faculty/

https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020891&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020923&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117020927&ln_jo
r=0
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
http://www.jfcr.or
orDetail?fn=0&id=
.jp/index.html
D117020991&ln_jo
r=0
http://www.iwate
-u.ac.jp/
http://www.panas
onic.com/jp/corp
orate/technology
-design/r-andd/ard.html
http://www.panas
onic.com/jp/corp
orate/technology
-design/r-andd/ard.html
http://www.panas
onic.com/jp/corp
orate/technology
-design/r-andd/ard.html
http://www.panas
onic.com/jp/corp
orate/technology
-design/r-andd/ard.html
http://www.panas
onic.com/jp/corp
orate/technology
-design/r-andd/ard.html
http://www.panas
onic.com/jp/corp
orate/technology
-design/r-andd/ard.html
http://www.panas
onic.com/jp/corp
orate/technology
-design/r-andd/ard.html
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
orDetail?fn=0&id=
D117021084&ln_jo
r=0

通番

公募
機関名
番号

【Institution】

機関種別
【Type of
Institution】

研究分野（分野） 研究分野（分科）
職種
【Research field 【Research field
【Job type】
（Area）】
（Discipline）】

勤務形態
【Employment
status】

企業(Company)

総合
情報学フロンティ
_Integrated_discipl ア(Frontiers of
その他（Others）
ines
informatics)

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）

201 I52

味の素株式会社

Ajinomoto Co., INC.

202 C19

出光興産株式会社

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 企業(Company)

203 Mp25

株式会社日立製作所

Hitach Ltd.

企業(Company)

204 I53

株式会社日立製作所

Hitachi Ltd.

企業(Company)

化学_Chemistry
数物系科学
_Mathematical_an
d_physical_scienc
総合
_Integrated_discipl
ines

材料化学
(Materials
chemistry)

その他（Others）

数学
(Mathematics)

その他（Others）

情報学フロンティ
ア(Frontiers of
その他（Others）
informatics)

機関への事前連
絡の要否
JREC-IN Portalア
機関HPアドレス
【Advance
ドレス
notice/entry】
https://jrecin.jst.
go.jp/seek/SeekJ
要
orDetail?fn=0&id=
D117021109&ln_jo
r=0
http://www.idemi
tsu.co.jp/denzai/i
要
ndex.html?sscl=G
LOnavi42

その他任期付
（other certain
fixed-term
employment）
無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）
無期雇用（tenure,
indefinite-term
不要
employment）

http://www.hitac
hi.co.jp/rd/
http://www.hitac
hi.co.jp/rd/

