平成30年度卓越研究員事業

一覧化公開ポストの状況
平成31年２月14日現在

提出機関数
総提出件数

59 機関
156 件

○機関種別
大学

（機関数）

（件数）

0

0

40

大学共同利用機関
国立研究開発法人

5

26

1

1

企業

13

合計

59

財団法人

99

30
156
（件数）

○分野1
人文学_Humanities

5

社会科学_Social_sciences

2

数物系科学_Mathematical_and_physical_sciences

21

工学系科学（Engineering sciences）

50

化学_Chemistry

16

情報学（Infomatics）

15

生物系科学（Biological sciences）

13

農学・環境学（Agricultural / Environmental sciences）

14

医歯薬学_Medicine_dentistry_and_pharmacy

16

分野を指定しない（Not specified）

4

合計

156

○機関種別×分野1
人文学 社会科学
大学
(40機関）
大学共同利用
機関(0機関）
国立研究開発
法人(5機関）
企業
(13機関）
財団法人
(1機関）

計

数物系科学

化学

工学系科学

情報学

生物学

（件数）

農学・

医歯薬学

環境学

分野を
指定しない

計

5

2

15

7

25

11

4

13

15

2

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

4

13

2

1

0

0

0

26

0

0

0

5

12

2

8

1

0

2

30

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

5

2

21

16

50

15

13

14

16

4

156

申請ポスト一覧（総括）
平成31年２月14日現在

公募番号

No

Post No.

機関名

【Institution】

機関種別

分野名１

分野名２

分野名３

職種
【Job type】

医歯薬学
1

A0101 国立大学法人北海道大学

HOKKAIDO University

大学(University)

（Medicine

准教授（Associate

dentistry and

Professor）

pharmacy）

勤務形態

機関への事前連絡の

【Employment

要否

status】

【Advance notice】

テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 要(Necessary)
employment）
その他任期付

2

A0301 国立大学法人室蘭工業大学

Muroran Institute of
Technology

大学(University)

情報学

助教（Assistant

（other certain

（Infomatics）

Professor）

fixed-term

要(Necessary)

employment）
農学・環境学
3

A0701 国立大学法人北見工業大学

Kitami Institute of
Technology

大学(University)

（Agricultural /
Environmental
sciences）

4

A0702 国立大学法人北見工業大学

Kitami Institute of
Technology

工学系科学
大学(University)

（Engineering
sciences）

工学系科学
（Engineering

化学（Chemistry）

sciences）

助教（Assistant
Professor）

情報学

助教（Assistant

（Infomatics）

Professor）

農学・環境学
5

A0901 国立大学法人岩手大学

Iwate-University

大学(University)

（Agricultural /

助教（Assistant

Environmental

Professor）

sciences）
医歯薬学
6

A1001 国立大学法人東北大学

Tohoku University

大学(University)

（Medicine
dentistry and
pharmacy）
工学系科学

7

A1002 国立大学法人東北大学

Tohoku University

大学(University)

（Engineering
sciences）

生物系科学

准教授（Associate

（Biological

Professor）

sciences）
数物系科学
（Mathematical
and physical

化学（Chemistry）

A1201 国立大学法人秋田大学

Akita University

大学(University)

准教授（Associate

（Engineering

Professor）

sciences）
数物系科学
9

A1301 国立大学法人山形大学

Yamagata University

大学(University)

医歯薬学

（Mathematical

情報学

（Medicine

助教（Assistant

and physical

（Infomatics）

dentistry and

Professor）

sciences）

pharmacy）

生物系科学
10

A1302 国立大学法人山形大学

Yamagata University

大学(University)

助教（Assistant

（Biological

Professor）

sciences）
数物系科学
11

A1303 国立大学法人山形大学

Yamagata University

大学(University)

（Mathematical

情報学

and physical

（Infomatics）

sciences）
12

A1304 国立大学法人山形大学

Yamagata University

大学(University)

Professor）

sciences）

工学系科学
8

准教授（Associate

工学系科学
（Engineering
sciences）

助教（Assistant
Professor）

情報学

准教授（Associate

（Infomatics）

Professor）

工学系科学
13

A1305 国立大学法人山形大学

Yamagata University

大学(University)

その他（Others）

14

A1601 国立大学法人筑波大学

University of Tsukuba

大学(University)

and physical
sciences）

15

16

A1602 国立大学法人筑波大学

A1901 国立大学法人群馬大学

University of Tsukuba

Gunma University

大学(University)

大学(University)

A1902 国立大学法人群馬大学

Gunma University

大学(University)

准教授（Associate

工学系科学
（Engineering
sciences）

化学（Chemistry）

Professor）,助教
（Assistant
Professor）

情報学

助教（Assistant

（Infomatics）

Professor）

化学（Chemistry）

農学・環境学
17

（Agricultural /
Environmental
sciences）

助教（Assistant
Professor）

A2101 国立大学法人千葉大学

Chiba University

大学(University)

A2102 国立大学法人千葉大学

Chiba University

大学(University)

A2201 国立大学法人東京大学

The University of Tokyo

大学(University)

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

不要(Unnecessary)

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

要(Necessary)

employment）

indefinite-term

要(Necessary)

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

employment）

助教（Assistant

dentistry and

Professor）

情報学

助教（Assistant

（Infomatics）

Professor）

（Mathematical

准教授（Associate

and physical

Professor）

2 / 10 ページ

用（tenure-tracking 要(Necessary)

Professor）

（Medicine

sciences）

テニュアトラック雇

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

数物系科学
20

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

教（Assistant

pharmacy）

19

テニュアトラック雇

講師（Lecturer）,助 テニュアトラック雇

医歯薬学
18

employment）

employment）

sciences）

（Mathematical

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

無期雇用（tenure,

（Engineering

数物系科学

テニュアトラック雇

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

不要(Unnecessary)

No

公募番号
Post No.

機関名

【Institution】

機関種別

分野名１

分野名２

分野名３

職種
【Job type】

数物系科学
21

A2202 国立大学法人東京大学

The University of Tokyo

大学(University)

（Mathematical

准教授（Associate

and physical

Professor）

sciences）
工学系科学
22

A2203 国立大学法人東京大学

The University of Tokyo

大学(University)

化学（Chemistry） （Engineering
sciences）
数物系科学

23

A2204 国立大学法人東京大学

The University of Tokyo

大学(University)

（Mathematical
and physical
sciences）

工学系科学

生物系科学

（Engineering

（Biological

sciences）

sciences）

生物系科学
24

A2205 国立大学法人東京大学

The University of Tokyo

大学(University)

25

A2301 東京医科歯科大学

DENTAL UNIVERSITY

大学(University)

26

A2801 国立大学法人東京工業大学

Technology

大学(University)

27

A2802 国立大学法人東京工業大学

Technology

indefinite-term

要(Necessary)

employment）

要(Necessary)

無期雇用（tenure,
講師（Lecturer）

indefinite-term

要(Necessary)

employment）

dentistry and

Professor）

無期雇用（tenure,
indefinite-term

不要(Unnecessary)

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

講師（Lecturer）,助 テニュアトラック雇

（Mathematical
and physical

生物系科学
大学(University)

無期雇用（tenure,

employment）

助教（Assistant

sciences）
Tokyo Institute of

【Advance notice】

（Lecturer）

pharmacy）
Tokyo Institute of

status】

indefinite-term

（Medicine

数物系科学

要否

Professor）,講師

医歯薬学
TOKYO MEDICAL AND

【Employment

無期雇用（tenure,

Professor）

sciences）

機関への事前連絡の

准教授（Associate

准教授（Associate

（Biological

勤務形態

化学（Chemistry） （Biological
sciences）

教（Assistant

用（tenure-tracking 要(Necessary)

Professor）

employment）

工学系科学
（Engineering

テニュアトラック雇
講師（Lecturer）

sciences）

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)
employment）
無期雇用（tenure,

28

A3101 国立大学法人電気通信大学

The University of ElectroCommunications

工学系科学
大学(University)

（Engineering
sciences）

准教授（Associate

indefinite-term

社会科学（Social

情報学

Professor）,助教

employment）,テ

sciences）

（Infomatics）

（Assistant

ニュアトラック雇用

Professor）

（tenure-tracking

要(Necessary)

employment）

29

30

A3102 国立大学法人電気通信大学

A3103 国立大学法人電気通信大学

The University of ElectroCommunications

The University of ElectroCommunications

工学系科学
大学(University)

（Engineering

31

A3104 国立大学法人電気通信大学

Communications

大学(University)

人文学

准教授（Associate

（Humanities）

Professor）

大学(University)

（Mathematical
and physical
sciences）
数物系科学

32

A3105 国立大学法人電気通信大学

The University of ElectroCommunications

大学(University)

（Mathematical
and physical
sciences）
数物系科学

33

A3106 国立大学法人電気通信大学

The University of ElectroCommunications

大学(University)

（Mathematical
and physical
sciences）

34

35

36

A3107 国立大学法人電気通信大学

A3108 国立大学法人電気通信大学

A3109 国立大学法人電気通信大学

The University of ElectroCommunications

The University of ElectroCommunications

The University of ElectroCommunications

Professor）

sciences）

数物系科学
The University of Electro-

助教（Assistant

工学系科学
大学(University)

（Engineering
sciences）

大学(University)

助教（Assistant

（Engineering

Professor）

sciences）
工学系科学

助教（Assistant

（Engineering

Professor）

sciences）
工学系科学

助教（Assistant

（Engineering

Professor）

sciences）
数物系科学
情報学

（Mathematical

助教（Assistant

（Infomatics）

and physical

Professor）

sciences）

人文学

社会科学（Social

准教授（Associate

（Humanities）

sciences）

Professor）

工学系科学
大学(University)

工学系科学

（Engineering
sciences）

数物系科学
（Mathematical

助教（Assistant

and physical

Professor）

sciences）

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

不要(Unnecessary)

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

不要(Unnecessary)

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

37

A3110 国立大学法人電気通信大学

The University of ElectroCommunications

大学(University)

工学系科学

情報学
（Infomatics）

（Engineering
sciences）

准教授（Associate

indefinite-term

社会科学（Social

Professor）,助教

employment）,テ

sciences）

（Assistant

ニュアトラック雇用

Professor）

（tenure-tracking

不要(Unnecessary)

employment）
数物系科学
38

A3301 国立大学法人横浜国立大学

Yokohama National
University

大学(University)

（Mathematical

准教授（Associate

and physical

Professor）

sciences）
農学・環境学
39

A3401 国立大学法人新潟大学

Niigata University

大学(University)

（Agricultural /

助教（Assistant

Environmental

Professor）

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

No

40

41

42

公募番号

機関名

Post No.

A3501

【Institution】

国立大学法人長岡技術科学 Nagaoka University of
大学

A3801 国立大学法人金沢大学

A3802 国立大学法人金沢大学

Technology

Kanazawa University

Kanazawa University

機関種別

分野名１

工学系科学
大学(University)

（Engineering
sciences）

大学(University)

大学(University)

分野名２

分野名３

職種
【Job type】

A3803 国立大学法人金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

その他（Others）

（Infomatics）

人文学

助教（Assistant

（Humanities）

Professor）

数物系科学

准教授（Associate

（Mathematical

Professor）,助教

and physical

（Assistant

sciences）

Professor）

（Mathematical

情報学

助教（Assistant

and physical

（Infomatics）

Professor）
准教授（Associate

A3804 国立大学法人金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

情報学

Professor）,助教

（Infomatics）

（Assistant
Professor）

工学系科学
45

A3805 国立大学法人金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

助教（Assistant

（Engineering

Professor）

sciences）

工学系科学
46

A3806 国立大学法人金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

助教（Assistant

（Engineering

Professor）

sciences）
医歯薬学
47

A3807 国立大学法人金沢大学

Kanazawa University

大学(University)

（Medicine

助教（Assistant

dentistry and

Professor）

pharmacy）
National University
48

A3901 国立大学法人福井大学

Corporation University of
Fukui

（Engineering
sciences）

National University
49

A3902 国立大学法人福井大学

Corporation University of

sciences）

A4201 国立大学法人岐阜大学

GIFU University

大学(University)

（Engineering

Gifu University

大学(University)

A4401 国立大学法人浜松医科大学

Hamamatsu University
School of Medicine

大学(University)

（Medicine
dentistry and
pharmacy）

53

A4501 国立大学法人名古屋大学

NAGOYA

University

大学(University)

Environmental

A4502 国立大学法人名古屋大学

NAGOYA

University

大学(University)

（Engineering
sciences）

A4503 国立大学法人名古屋大学

Nagoya University

大学(University)

（Biological

その他（Others）

sciences）

助教（Assistant
Professor）

Professor）,講師

情報学

（Lecturer）,助教

（Infomatics）

（Assistant

数物系科学

（Agricultural /

（Mathematical

助教（Assistant

and physical

Professor）

化学（Chemistry）

sciences）

医歯薬学
A4901 国立大学法人三重大学

Mie University

大学(University)

（Medicine

助教（Assistant

dentistry and

Professor）

pharmacy）
医歯薬学
57

A5201 国立大学法人京都大学

Kyoto University

大学(University)

（Medicine
dentistry and

その他（Others）

Kyoto University

大学(University)

employment）

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

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

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

不要(Unnecessary)

（Medicine
dentistry and
pharmacy）
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不要(Unnecessary)

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

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

（other certain
fixed-term

不要(Unnecessary)

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

要(Necessary)

（tenure-tracking
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 要(Necessary)
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)
employment）

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)
employment）

医歯薬学
A5202 国立大学法人京都大学

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

テニュアトラック雇

pharmacy）

58

テニュアトラック雇

employment）

化学（Chemistry）

sciences）

56

employment）

その他任期付

生物系科学

農学・環境学
Environmental

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

fixed-term

Professor）

55

テニュアトラック雇

Professor）

准教授（Associate
54

employment）

（other certain

sciences）

工学系科学

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

助教（Assistant

農学・環境学
（Agricultural /

テニュアトラック雇

fixed-term

Professor）

sciences）

52

employment）

Professor）

助教（Assistant

化学（Chemistry） （Engineering

医歯薬学

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

（other certain

Professor）

工学系科学
A4202 国立大学法人岐阜大学

テニュアトラック雇

助教（Assistant

助教（Assistant

sciences）

51

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

employment）

工学系科学
50

【Advance notice】

その他任期付

化学（Chemistry） （Engineering

Fukui

status】

employment）
工学系科学

大学(University)

要否

その他任期付

工学系科学
大学(University)

【Employment

employment）

sciences）

44

機関への事前連絡の

テニュアトラック雇

情報学

数物系科学
43

勤務形態

テニュアトラック雇
その他（Others）

用（tenure-tracking 要(Necessary)
employment）

No

公募番号

機関名

Post No.

【Institution】

機関種別

分野名１

工学系科学
59

A5203 国立大学法人京都大学

Kyoto University

大学(University)

（Engineering
sciences）
数物系科学

60

A5204 国立大学法人京都大学

Kyoto University

大学(University)

（Mathematical
and physical
sciences）

61

62

A5401

A5402

国立大学法人京都工芸繊維 Kyoto Institute of
大学

Technology

国立大学法人京都工芸繊維 Kyoto Institute of
大学

Technology

大学(University)

大学(University)

分野名２

A5501 国立大学法人大阪大学

Osaka University

大学(University)

その他（Others）

sciences）

工学系科学
（Engineering
sciences）

【Job type】

Osaka University

大学(University)

社会科学（Social

A6301 国立大学法人島根大学

Shimane University

大学(University)

（Infomatics）

A6302 国立大学法人島根大学

Shimane University

大学(University)

68

A6303 国立大学法人島根大学

A6401 国立大学法人岡山大学

Shimane University

Okayama University

大学(University)

大学(University)

A6402 国立大学法人岡山大学

Okayama University

大学(University)

sciences）

その他（Others）

A6403 国立大学法人岡山大学

Okayama University

大学(University)

employment）

教（Assistant

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

Professor）

employment）

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

sciences）

Professor）

employment）

准教授（Associate

（Engineering

Professor）

A6404 国立大学法人岡山大学

Okayama University

大学(University)

（Engineering

講師（Lecturer）

助教（Assistant

化学（Chemistry）

Professor）

助教（Assistant

（Engineering

Professor）

情報学

助教（Assistant

（Infomatics）

Professor）

Okayama University

大学(University)

講師（Lecturer）

（Humanities）

（Biological

農学・環境学
（Agricultural /

准教授（Associate

Environmental

Professor）

sciences）
工学系科学

情報学
（Infomatics）

（Engineering
sciences）

助教（Assistant
Professor）

（Agricultural /

助教（Assistant

Environmental

Professor）

（Mathematical

准教授（Associate

and physical

Professor）

工学系科学
A6501 国立大学法人広島大学

Hiroshima University

大学(University)

（Engineering

化学（Chemistry）

sciences）

助教（Assistant
Professor）

医歯薬学
74

A6502 国立大学法人広島大学

Hiroshima University

大学(University)

（Medicine

助教（Assistant

dentistry and

Professor）

pharmacy）

75

76

77

78

A7301 国立大学法人九州大学

A7302 国立大学法人九州大学

A7303 国立大学法人九州大学

A7304 国立大学法人九州大学

Kyushu University

Kyushu University

Kyushu University

Kyushu University

大学(University)

大学(University)

大学(University)

大学(University)

employment）

indefinite-term

要(Necessary)

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

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

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

indefinite-term

要(Necessary)

employment）

sciences）

73

要(Necessary)

無期雇用（tenure,

人文学

数物系科学
A6405 国立大学法人岡山大学

indefinite-term

employment）

sciences）

72

無期雇用（tenure,

無期雇用（tenure,

農学・環境学
71

用（tenure-tracking 要(Necessary)

教（Assistant

sciences）

70

用（tenure-tracking 要(Necessary)

（Engineering

生物系科学
69

【Advance notice】

講師（Lecturer）,助 テニュアトラック雇

sciences）

67

status】

工学系科学

工学系科学
66

要否

テニュアトラック雇

sciences）

65

【Employment

employment）

工学系科学
A5502 国立大学法人大阪大学

機関への事前連絡の

講師（Lecturer）,助 テニュアトラック雇

情報学

sciences）

64

勤務形態

テニュアトラック雇

社会科学（Social

工学系科学
63

分野名３

職種

人文学

助教（Assistant

（Humanities）

Professor）

分野を指定しない

助教（Assistant

（Not specified）

Professor）

分野を指定しない

助教（Assistant

（Not specified）

Professor）

化学（Chemistry）
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准教授（Associate
Professor）

無期雇用（tenure,
indefinite-term

要(Necessary)

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

要(Necessary)

employment）
テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 要(Necessary)
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 要(Necessary)
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 要(Necessary)
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 要(Necessary)
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)
employment）

No

公募番号

機関名

Post No.

【Institution】

機関種別

分野名１

分野名２

分野名３

職種
【Job type】

准教授（Associate
79

A7401 国立大学法人九州工業大学

kyushu Institute of
Technology

大学(University)

情報学

Professor）,助教

（Infomatics）

（Assistant
Professor）

80

81

A7402 国立大学法人九州工業大学

A7501 国立大学法人佐賀大学

kyushu Institute of
Technology

Saga University

准教授（Associate

工学系科学
大学(University)

Professor）,助教

（Engineering

（Assistant

sciences）

大学(University)

Professor）

生物系科学

工学系科学

（Biological

（Engineering

sciences）

sciences）

医歯薬学
（Medicine

助教（Assistant

dentistry and

Professor）

pharmacy）

A7502 国立大学法人佐賀大学

Saga University

大学(University)

（Agricultural /
Environmental
sciences）

A7503 国立大学法人佐賀大学

Saga

University

大学(University)

Kumamoto University

大学(University)

（Agricultural /
Environmental

Kumamoto University

大学(University)

University of Miyazaki

大学(University)

A7902 国立大学法人宮崎大学

University of Miyazaki

大学(University)

A8001 国立大学法人鹿児島大学

Kagoshima University

大学(University)

Kagoshima University

大学(University)

（Assistant

employment）

Professor）

助教（Assistant

（Engineering

Professor）

化学（Chemistry）

情報学

助教（Assistant

（Infomatics）

Professor）

農学・環境学

准教授（Associate

（Agricultural /

Professor）,助教

Environmental

（Assistant

sciences）

Professor）

（Medicine

助教（Assistant

dentistry and

Professor）

（Medicine

助教（Assistant

dentistry and

Professor）

pharmacy）
医歯薬学
90

A8003 国立大学法人鹿児島大学

Kagoshima University

大学(University)

（Medicine

助教（Assistant

dentistry and

Professor）

pharmacy）

91

92

A8601

国立大学法人奈良先端科学 Nara Institute of Science
技術大学院大学

B0101 公立大学法人福岡女子大学

and Technology

Fukuoka Women's
University

工学系科学
大学(University)

（Engineering
sciences）

大学(University)

93

B0102 公立大学法人福岡女子大学

University

大学(University)

その他（Others）

（Infomatics）

人文学

分野を指定しない

sciences）

（Humanities）

（Not specified）

社会科学（Social

人文学

（Agricultural /

sciences）

（Humanities）

Environmental
sciences）

94

B0201 公立大学法人大阪府立大学

農学・環境学

Humanities and

（Agricultural /

Sustainable System

大学(University)

Sciences

B0202 公立大学法人大阪府立大学 University Public
Corporation

96

B0301 公立大学法人首都大学東京

Tokyo Metropolitan
University

化学（Chemistry）

C0101 東海大学

Tokai University

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

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

（Lecturer）

employment）

准教授（Associate

テニュアトラック雇

Professor）,講師

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

（Lecturer）

employment）

教（Assistant

用（tenure-tracking 要(Necessary)

Professor）

employment）

助教（Assistant

Environmental

Professor）

工学系科学
（Engineering
sciences）

大学(University)

employment）

Professor）,講師

（Agricultural /

医歯薬学
97

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

テニュアトラック雇

sciences）

大学(University)

テニュアトラック雇

准教授（Associate

農学・環境学
大学(University)

employment）

講師（Lecturer）,助 テニュアトラック雇

sciences）

Osaka Prefecture
95

Environmental

用（tenure-tracking 要(Necessary)

employment）

社会科学（Social

Graduate School of

テニュアトラック雇

テニュアトラック雇

情報学

農学・環境学
Fukuoka Women's

employment）

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

医歯薬学
A8002 国立大学法人鹿児島大学

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

（Lecturer）,助教

pharmacy）

89

テニュアトラック雇

テニュアトラック雇

医歯薬学
88

employment）

Professor）,講師

sciences）

87

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

employment）

dentistry and

Environmental

テニュアトラック雇

（Assistant

農学・環境学
A7901 国立大学法人宮崎大学

employment）

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

准教授（Associate

sciences）

86

用（tenure-tracking 要(Necessary)

（Lecturer）,助教

（Medicine

（Agricultural /

テニュアトラック雇

Professor）

工学系科学
A7702 国立大学法人熊本大学

【Advance notice】

テニュアトラック雇

pharmacy）

85

status】

Professor）,講師

医歯薬学
A7701 国立大学法人熊本大学

要否

准教授（Associate

sciences）

84

【Employment

Professor）

農学・環境学
83

機関への事前連絡の

准教授（Associate

農学・環境学
82

勤務形態

（Medicine
dentistry and
pharmacy）
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助教（Assistant
Professor）

テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 要(Necessary)
employment）
テニュアトラック雇
用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)
employment）

講師（Lecturer）,助 テニュアトラック雇
教（Assistant

用（tenure-tracking 要(Necessary)

Professor）

employment）

No

98

公募番号

機関名

Post No.

C0102 東海大学

【Institution】

Tokai University

機関種別

大学(University)

分野名１

分野名２

分野名３

情報学
（Infomatics）

職種
【Job type】

C0103 東海大学

Tokai University

大学(University)

100

E0101

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

Agency (JAEA)

工学系科学

Research and

（Engineering

Development

sciences）

Agency)

101

E0102

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

Agency (JAEA)

工学系科学

Research and

（Engineering

Development

sciences）

102

E0103

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

Agency (JAEA)

(National

用（tenure-tracking 要(Necessary)

（Lecturer）

employment）

数物系科学
（Mathematical
and physical

Research and
Development
Agency)

and physical

化学（Chemistry）

103

E0104

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

Agency (JAEA)

Research and

（Engineering

Development

sciences）

（Mathematical
and physical

テニュアトラック雇
その他（Others）

化学（Chemistry） （Engineering

テニュアトラック雇
その他（Others）

sciences）

and physical

テニュアトラック雇
その他（Others）

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)
employment）

sciences）

Agency)

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)
employment）

数物系科学
（Mathematical

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)
employment）

工学系科学

化学（Chemistry）

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)
employment）

sciences）

国立研究開発法人
工学系科学

化学（Chemistry） その他（Others）

数物系科学

sciences）

(National

用（tenure-tracking 要(Necessary)

テニュアトラック雇

sciences）

数物系科学
（Mathematical

【Advance notice】

employment）

Agency)
国立研究開発法人

status】

Professor）,講師

講師（Lecturer）

国立研究開発法人
(National

要否

テニュアトラック雇

sciences）

(National

【Employment

テニュアトラック雇

（Engineering

国立研究開発法人

機関への事前連絡の

准教授（Associate

工学系科学
99

勤務形態

国立研究開発法人
104

E0201

国立研究開発法人物質・材 National Institute for
料研究機構

Materials Science (NIMS)

(National

工学系科学

Research and

（Engineering

Development

sciences）

無期雇用（tenure,
化学（Chemistry）

その他（Others）

indefinite-term

不要(Unnecessary)

employment）

Agency)
国立研究開発法人
105

E0202

国立研究開発法人物質・材 National Institute for
料研究機構

Materials Science (NIMS)

(National

工学系科学

Research and

（Engineering

Development

sciences）

Agency)

数物系科学

無期雇用（tenure,

（Mathematical

その他（Others）

and physical

indefinite-term

不要(Unnecessary)

employment）

sciences）

国立研究開発法人
106

E0203

国立研究開発法人物質・材 National Institute for
料研究機構

Materials Science (NIMS)

(National
Research and

工学系科学

無期雇用（tenure,

化学（Chemistry） （Engineering

Development

その他（Others）

indefinite-term

sciences）

employment）

工学系科学

無期雇用（tenure,

不要(Unnecessary)

Agency)
国立研究開発法人
107

E0204

国立研究開発法人物質・材 National Institute for
料研究機構

Materials Science (NIMS)

(National
Research and
Development

情報学
（Infomatics）

（Engineering

化学（Chemistry） その他（Others）

sciences）

indefinite-term

不要(Unnecessary)

employment）

Agency)
国立研究開発法人
108

E0205

国立研究開発法人物質・材 National Institute for
料研究機構

Materials Science (NIMS)

(National

工学系科学

無期雇用（tenure,

Research and

（Engineering

Development

sciences）

employment）

(National

工学系科学

無期雇用（tenure,

Research and

（Engineering

Development

sciences）

化学（Chemistry）

その他（Others）

indefinite-term

不要(Unnecessary)

Agency)
国立研究開発法人
109

E0206

国立研究開発法人物質・材 National Institute for
料研究機構

Materials Science (NIMS)

化学（Chemistry）

その他（Others）

indefinite-term

不要(Unnecessary)

employment）

Agency)
国立研究開発法人
110

E0207

国立研究開発法人物質・材 National Institute for
料研究機構

Materials Science (NIMS)

(National
Research and
Development
Agency)

数物系科学
（Mathematical

情報学

and physical

（Infomatics）

sciences）

国立研究開発法人
111

E0208

国立研究開発法人物質・材 National Institute for
料研究機構

Materials Science (NIMS)

(National
Research and

工学系科学
化学（Chemistry） （Engineering

Development

sciences）

Agency)
国立研究開発法人
112

E0209

国立研究開発法人物質・材 National Institute for
料研究機構

Materials Science (NIMS)

(National

工学系科学

Research and

（Engineering

Development

sciences）

Agency)
国立研究開発法人
113

E0210

国立研究開発法人物質・材 National Institute for
料研究機構

Materials Science (NIMS)

(National

工学系科学

Research and

（Engineering

Development

sciences）

Agency)

工学系科学
（Engineering

無期雇用（tenure,
その他（Others）

sciences）

and physical

無期雇用（tenure,
その他（Others）

sciences）

数物系科学
（Mathematical
and physical

化学（Chemistry） その他（Others）

sciences）
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不要(Unnecessary)

employment）

indefinite-term

不要(Unnecessary)

employment）

数物系科学
and physical

indefinite-term

無期雇用（tenure,

sciences）

（Mathematical

不要(Unnecessary)

employment）

数物系科学
（Mathematical

indefinite-term

無期雇用（tenure,
化学（Chemistry） その他（Others）

indefinite-term
employment）

不要(Unnecessary)

No

公募番号

機関名

Post No.

【Institution】

機関種別

分野名１

分野名２

分野名３

職種
【Job type】

国立研究開発法人
114

E0301

国立研究開発法人理化学研
究所

(National
RIKEN

Research and

化学（Chemistry） （Engineering

その他（Others）

sciences）

115

E0302

国立研究開発法人理化学研
究所

(National
RIKEN

Research and
Development
Agency)

数物系科学

116

E0303

国立研究開発法人理化学研
究所

(National
RIKEN

Research and
Development

情報学

and physical

（Infomatics）

国立研究開発法人
117

E0401

国立研究開発法人宇宙航空 Japan Aerospace
研究開発機構

Exploration Agency

(National
Research and
Development
Agency)

その他（Others）

sciences）

status】

【Advance notice】

（other certain
fixed-term

要(Necessary)

（other certain
fixed-term

要(Necessary)

employment）
数物系科学

情報学

（Mathematical

（Infomatics）

and physical

その他任期付
その他（Others）

sciences）

Agency)

要否

その他任期付

（Mathematical

国立研究開発法人

【Employment

employment）

Agency)
国立研究開発法人

機関への事前連絡の

その他任期付

工学系科学

Development

勤務形態

（other certain
fixed-term

要(Necessary)

employment）

数物系科学
（Mathematical

助教（Assistant

and physical

Professor）

sciences）

無期雇用（tenure,
indefinite-term

要(Necessary)

employment）

国立研究開発法人
118

E0402

国立研究開発法人宇宙航空 Japan Aerospace
研究開発機構

Exploration Agency

(National

工学系科学

Research and

（Engineering

Development

sciences）

助教（Assistant
Professor）

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

Agency)
国立研究開発法人
119

E0403

国立研究開発法人宇宙航空 Japan Aerospace
研究開発機構

Exploration Agency

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

120

E0404

国立研究開発法人宇宙航空 Japan Aerospace
研究開発機構

Exploration Agency

(National
Research and
Development
Agency)

National Institute of
121

E0501

国立研究開発法人産業技術 Advanced Industrial
総合研究所

Science and Technology
(AIST)

National Institute of
122

E0502

国立研究開発法人産業技術 Advanced Industrial
総合研究所

Science and Technology
(AIST)

National Institute of
123

E0503

国立研究開発法人産業技術 Advanced Industrial
総合研究所

Science and Technology
(AIST)

National Institute of
124

E0504

国立研究開発法人産業技術 Advanced Industrial
総合研究所

Science and Technology
(AIST)

National Institute of
125

E0505

国立研究開発法人産業技術 Advanced Industrial
総合研究所

Science and Technology
(AIST)

数物系科学
（Mathematical

助教（Assistant

and physical

Professor）

sciences）
数物系科学
（Mathematical

助教（Assistant

and physical

Professor）

sciences）

(National

F0101 株式会社ユーグレナ

euglena Co., Ltd

化学（Chemistry） （Engineering

Development

sciences）

F0201 パナソニック株式会社

Panasonic Corporation

F0202 パナソニック株式会社

Panasonic Corporation

(National

工学系科学

Research and

（Engineering

Development

sciences）

employment）,テ
ニュアトラック雇用

不要(Unnecessary)

indefinite-term
化学（Chemistry）

その他（Others）

employment）,テ
ニュアトラック雇用

不要(Unnecessary)

（tenure-tracking

Agency)

employment）
無期雇用（tenure,

国立研究開発法人
(National

工学系科学

Research and

（Engineering

Development

sciences）

indefinite-term
その他（Others）

employment）,テ
ニュアトラック雇用

不要(Unnecessary)

（tenure-tracking

Agency)

employment）
無期雇用（tenure,

国立研究開発法人
(National

工学系科学

Research and

（Engineering

Development

sciences）

indefinite-term
その他（Others）

employment）,テ
ニュアトラック雇用

不要(Unnecessary)

（tenure-tracking

Agency)

employment）
無期雇用（tenure,

国立研究開発法人
(National

生物系科学

工学系科学

Research and

（Biological

（Engineering

Development

sciences）

sciences）

Agency)

企業(Company)

employment）

無期雇用（tenure,

医歯薬学
（Medicine
dentistry and

indefinite-term
その他（Others）

pharmacy）

employment）,テ
ニュアトラック雇用

不要(Unnecessary)

（tenure-tracking
employment）

（Agricultural /
Environmental

化学（Chemistry）

生物系科学
128

用（tenure-tracking 要(Necessary)

（tenure-tracking

国立研究開発法人

企業(Company)

テニュアトラック雇

employment）

sciences）

127

その他（Others）

Agency)

企業(Company)

employment）

indefinite-term

工学系科学

農学・環境学
126

用（tenure-tracking 不要(Unnecessary)

無期雇用（tenure,

国立研究開発法人
Research and

テニュアトラック雇

（Biological
sciences）

生物系科学
（Biological

化学（Chemistry）

sciences）

indefinite-term

不要(Unnecessary)

employment）

researcher）,その他 indefinite-term

（Not specified）

（Others）

農学・環境学
（Agricultural /

情報学

Environmental

（Infomatics）
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researcher）

無期雇用（tenure,

主任研究員（Senior 無期雇用（tenure,

分野を指定しない

sciences）

主任研究員（Senior

不要(Unnecessary)

employment）

主任研究員（Senior 無期雇用（tenure,
researcher）,その他 indefinite-term
（Others）

employment）

不要(Unnecessary)

No

129

130

131

132

133

134

135

136

公募番号
Post No.

機関名

F0203 パナソニック株式会社

F0204 パナソニック株式会社

F0205 パナソニック株式会社

F0301

F0302

F0303

F0304

F0305

【Institution】

Panasonic Corporation

Panasonic Corporation

Panasonic Corporation

株式会社オンチップ・バイ On-chip Biotechnologies
オテクノロジーズ

Co., Ltd.

株式会社オンチップ・バイ On-chip Biotechnologies
オテクノロジーズ

Co., Ltd.

株式会社オンチップ・バイ On-chip Biotechnologies
オテクノロジーズ

Co., Ltd

株式会社オンチップ・バイ On-chip Biotechnologies
オテクノロジーズ

Co., Ltd.

株式会社オンチップ・バイ On-chip Biotechnologies
オテクノロジーズ

Co., Ltd.

機関種別

企業(Company)

企業(Company)

企業(Company)

企業(Company)

分野名１

化学（Chemistry）

化学（Chemistry）

化学（Chemistry）

（Others）

主任研究員（Senior

（Not specified）

researcher）

sciences）

（Others）

researcher）

（Biological
sciences）

生物系科学
企業(Company)

（Biological
sciences）

不要(Unnecessary)

employment）
無期雇用（tenure,
indefinite-term

不要(Unnecessary)

employment）

不要(Unnecessary)

employment）

fixed-term

不要(Unnecessary)

employment）

医歯薬学

その他任期付

（Medicine

主任研究員（Senior （other certain

dentistry and

researcher）

pharmacy）

fixed-term

不要(Unnecessary)

employment）
その他任期付
主任研究員（Senior （other certain
researcher）

sciences）

企業(Company)

【Advance notice】

主任研究員（Senior （other certain

化学（Chemistry） （Biological

生物系科学

status】

その他任期付

生物系科学
企業(Company)

要否

researcher）,その他 indefinite-term

（Not specified）

sciences）

【Employment

主任研究員（Senior 無期雇用（tenure,

分野を指定しない

（Biological

機関への事前連絡の

researcher）,その他 indefinite-term

分野を指定しない

（Engineering

sciences）

【Job type】

勤務形態

主任研究員（Senior 無期雇用（tenure,

（Not specified）

生物系科学

（Biological

分野名３

分野を指定しない

工学系科学

生物系科学
企業(Company)

分野名２

職種

fixed-term

不要(Unnecessary)

employment）

農学・環境学

その他任期付

（Agricultural /

主任研究員（Senior （other certain

Environmental

researcher）

fixed-term

sciences）

employment）

医歯薬学

その他任期付

（Medicine

主任研究員（Senior （other certain

dentistry and

researcher）

pharmacy）

fixed-term

不要(Unnecessary)

不要(Unnecessary)

employment）
その他任期付

137

F0401 住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric
Industries, Ltd.

企業(Company)

分野を指定しない

その他（Others）

（Not specified）

（other certain
fixed-term

不要(Unnecessary)

employment）
その他任期付
138

F0501

株式会社ソニーコンピュー Sony Computer science
タサイエンス研究所

Laboratories,Inc.

企業(Company)

分野を指定しない

その他（Others）

（Not specified）

（other certain
fixed-term

不要(Unnecessary)

employment）

139

F0601 株式会社日立製作所

(Hitach Ltd.)

企業(Company)

無期雇用（tenure,

情報学

生物系科学
140

F0602 株式会社日立製作所

(Hitachi Ltd.)

企業(Company)

その他（Others）

（Infomatics）

（Biological
sciences）

F0701 株式会社Nextremer

Nextremer Co., Ltd.

企業(Company)

医歯薬学

その他任期付

（Medicine

その他（Others）

dentistry and
pharmacy）

情報学

（Mathematical

（Infomatics）

and physical

142

F0801

株式会社ＨＩＲＯＴＳＵバ
イオサイエンス

Hirotsu Bio Science Inc.

企業(Company)

（Biological
sciences）

（other certain
fixed-term

不要(Unnecessary)

employment）
主任研究員（Senior 無期雇用（tenure,
researcher）,その他 indefinite-term
（Others）

sciences）
生物系科学

不要(Unnecessary)

employment）

数物系科学
141

indefinite-term

医歯薬学

不要(Unnecessary)

employment）

主任研究員（Senior 無期雇用（tenure,

（Medicine

researcher）,その他 indefinite-term

dentistry and

（Others）

pharmacy）

不要(Unnecessary)

employment）
無期雇用（tenure,

生物系科学
143

F0901 株式会社ジーンクエスト

Genequest Inc.

企業(Company)

（Biological
sciences）

indefinite-term
情報学

その他（Others）

（Infomatics）

employment）,その
他任期付（other

要(Necessary)

certain fixed-term
employment）

工学系科学
144

F1001 リバーフィールド株式会社 RIVERFIELD Inc.

企業(Company)

（Engineering
sciences）
工学系科学

145

F1101 ＪＦＥスチール株式会社

JFE Steel Corporation

企業(Company)

（Engineering
sciences）

工学系科学
146

F1102 ＪＦＥスチール株式会社

JFE Steel Corporation

企業(Company)

（Engineering
sciences）

無期雇用（tenure,

情報学

その他（Others）

（Infomatics）

indefinite-term
employment）

数物系科学

その他任期付

（Mathematical

主任研究員（Senior （other certain

and physical

researcher）

fixed-term

sciences）

employment）

数物系科学

その他任期付

（Mathematical
and physical
sciences）
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不要(Unnecessary)

化学（Chemistry）

主任研究員（Senior （other certain
researcher）

fixed-term
employment）

不要(Unnecessary)

不要(Unnecessary)

No

公募番号
Post No.

機関名

【Institution】

機関種別

分野名１

分野名２

分野名３

F1103 ＪＦＥスチール株式会社

JFE Steel Corporation

企業(Company)

researcher）

JFE Steel Corporation

企業(Company)

JFE Steel Corporation

企業(Company)

（Engineering

researcher）

JFE Steel Corporation

企業(Company)

researcher）

JFE Steel Corporation

企業(Company)

F1108 ＪＦＥスチール株式会社

JFE Steel Corporation

企業(Company)

researcher）

sciences）

工学系科学
153

F1109 ＪＦＥスチール株式会社

JFE Steel Corporation

企業(Company)

（Engineering
sciences）

生物系科学
154

F1201 シンクサイト株式会社

ThinkCyte, Inc.

企業(Company)

（Biological
sciences）

F1301 日本電子株式会社

JEOL Ltd.

企業(Company)

主任研究員（Senior （other certain
researcher）

156

G0101 公益財団法人がん研究会

Japanese Foundation for
Cancer Research

(Incorporated
foundation)

（Medicine
dentistry and
pharmacy）

fixed-term

不要(Unnecessary)

その他任期付
情報学

主任研究員（Senior （other certain

（Infomatics）

researcher）

fixed-term

不要(Unnecessary)

employment）
その他任期付
情報学

主任研究員（Senior （other certain

（Infomatics）

researcher）

fixed-term

要(Necessary)

employment）
医歯薬学
（Medicine
dentistry and
pharmacy）

工学系科学
（Engineering
sciences）

グループリーダー
（group leader）,主
任研究員（Senior
researcher）

無期雇用（tenure,
indefinite-term

不要(Unnecessary)

employment）
その他任期付

その他（Others）

（Engineering

医歯薬学

不要(Unnecessary)

employment）

sciences）
財団法人

fixed-term

その他任期付

工学系科学
155

不要(Unnecessary)

employment）

（Engineering

（Engineering

fixed-term

主任研究員（Senior （other certain

sciences）

152

不要(Unnecessary)

その他任期付

（Engineering

工学系科学

不要(Unnecessary)

employment）

工学系科学
F1107 ＪＦＥスチール株式会社

fixed-term

主任研究員（Senior （other certain

化学（Chemistry）

sciences）

151

fixed-term

その他任期付

工学系科学
F1106 ＪＦＥスチール株式会社

【Advance notice】

employment）

sciences）

150

status】

主任研究員（Senior （other certain

（Engineering

工学系科学
F1105 ＪＦＥスチール株式会社

要否

その他任期付

sciences）

149

【Employment

employment）

工学系科学
F1104 ＪＦＥスチール株式会社

機関への事前連絡の

主任研究員（Senior （other certain

（Engineering
sciences）

148

【Job type】

勤務形態

その他任期付

工学系科学
147

職種

（other certain
fixed-term

不要(Unnecessary)

employment）
生物系科学
（Biological
sciences）
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テニュアトラック雇
その他（Others）

用（tenure-tracking 要(Necessary)
employment）

