
長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 環境科学領域 女性教員公募要領 

 本公募は「長崎大学女性枠設定による教員採用・養成システム」による人事です。 

長崎大学では男女雇用機会均等法第8条（女性労働者に係わる措置に関する特例）の規定に基づき、本学全教員に占める女性

教員の割合が低い現状を迅速に改善するための措置として、女性研究者を対象とする公募を推進しており、本公募では水産・環境

科学総合研究科（環境科学領域）において教育研究に携わっていただく女性を採用します。 

採用された女性教員は全学的体制のもとに支援されます。 

１．職階及び募集人員  教授又は准教授 １名 

２．所    属  水産・環境科学総合研究科（環境科学領域） 

３．募集研究分野  環境科学全般(特に社会科学分野、社会科学及び自然科学との学際分野)  

４．担当科目  博士後期課程・博士前期課程・学部専門教育における環境科学に関する講義・演習・実験・研究指導及び教養教

育。 

５．着任時期  平成26年10月１日から平成27年３月31日までの間のできるだけ早い時期 

６．応募資格  次の全ての条件を満たす者 

(1) 女性研究者であること。 

(2) 博士の学位を有すること。 

(3) 英語による講義･研究指導ができること。 

７．応募書類  

(1) 履歴書(様式１を使用。写真を貼付し、所属学会、賞罰、学位(学位名・取得大学・番号・取得年月)、講義担当歴等を記入。) 

(2) 業績リスト(様式２を使用。査読あり論文、査読なし論文、著書、総説・解説、博士論文に分類し、発表年月順（降順）に記入

（発表年・月を明記）。執筆者は全員の氏名を挙げ、本人にアンダーラインを付してください。)  

(3) 過去５年間の学会発表・招待講演リスト(学会名、発表者、発表題目、発表年・月を明記。発表者は全員の氏名を挙げ、本人

にアンダーラインを付してください。) 

(4) 過去10年間の競争的外部資金獲得状況 (様式３を使用。研究資金制度名(科研費等)、研究期間、研究課題名、研究代表

者又は研究分担者の別、研究経費(直接経費)を明記してください。) 

(5) これまでの教育実績（Ａ４判１枚程度）と着任後の教育への抱負(様式４)  

(6) これまでの研究概要（Ａ４判１枚程度）と着任後の研究計画(様式５) 

(7) これまでの組織運営への関わりと着任後の組織運営に関する考え方(A４判２枚程度) 

(8) これまでの研究概要の裏付けとなる主要論文別刷(５編程度、各1部、コピー可。それぞれに200字以内の日本語要旨を付

してください。) 

(9) 本人について参考意見を求め得る２名の方の氏名及び連絡先  

８．応募期限  平成26年３月31日(月)必着  

９．問合せ先 

〒852-8521 長崎市文教町１番14号 長崎大学環境科学部支援課総務係 env_senkou_a@ml.nagasaki-u.ac.jp

文書又はメールのいずれかの方法でお願いします。  

10．書類送付先  

〒852-8521 長崎市文教町１番14号 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 環境科学領域 教員選考委員会委員長  

「環境科学領域女性教員応募書類在中」と朱書きの上、書留又は簡易書留で郵送してください。 

11．本公募による支援制度 

(1) 初年度スタートアップ研究費 

(2) ２年目、３年目の研究費 

(3) テクニカルスタッフ（研究支援）の措置(出産・育児期（子が小学校６年生に達するまで）の者について、採用後３年まで措置

されます。） 

12．選考方法 

(1) 提出書類に基づいて選考し、水産・環境科学総合研究科における第１次審査の後、学長を審査委員に含む全学審査委員 

会による第２次審査を経て最終候補者を決定します。いずれの審査においても面接(研究発表を含む)があります。なお、その 

際の旅費等は応募者の自己負担です。 

(2) 選考結果は決定次第、書面にて通知します。  

13．その他  

(1) 本学の男女共同参画推進及び女性研究者支援に関する取り組みについては、下記のウェブサイト等でご確認願います。 

長崎大学・男女共同参画推進センター http://www.cge.nagasaki-u.ac.jp/

(2) 長崎大学教員の定年は満65歳です。  

(3) 応募書類の返却を希望される場合は、送り先と宛名を明記し、切手を貼付した返信用の封筒を同封願います。  



Institute of Environmental Studies,  
Graduate School of Fisheries Science and Environmental Studies, Nagasaki University  
Recruitment of a Faculty Position for Female Researchers  

1. Position  
  One Professor or Associate Professor 

2. Department 
  Institute of Environmental Studies, Graduate School of Fisheries Science and Environmental Studies 

3. Research Field 
  All research topics relevant to environmental science (social science, interdisciplinary field between social 
and natural sciences) will be considered. 

4. Course Obligation  
  The successful applicant will be required to teach undergraduate and graduate courses in environmental 
science. 

5. Date of Commencement 
  The appointment will be effective from October 1, 2014 to March 31, 2015. 

6. Qualifications 
 (1) The applicant must be female in accordance with Article 8 of the Equal Employment Opportunity Act.  
(2) The applicant must have a PhD or a doctoral degree.  
(3) The applicant must be proficient in both Japanese and English and, as to Japanese language, be able to 

communicate at a level similar to a native Japanese speaker.  

7. Necessary Documents 
  All documents must be written in Japanese or English. 
 (1) Curriculum vitae. Use Form 1. 
 (2) List of academic achievements. Categorize into peer reviewed research papers, non-peer reviewed 
papers, international conference proceedings, book publications, academic commentaries, reviews, etc. Use 
Form 2. 
 (3) List of presentations at research conferences for the past five years. 
 (4) List of competitive research grants for the past 10 years. Use Form 3. 
 (5) Brief outline of (a) educational activities to date and (b) educational activities to be planned in case of 
appointment. Use Form 4. 
 (6) Brief outline of (a) research activities to date and (b) research activities to be planned in case of 
appointment. Use Form 5. 
 (7) Brief outline of (a) organizational services to date and (b) ideas for organizational services to be engaged 
in case of appointment.  
 (8) Printed copies of 5 major papers or less. For each paper give an abstract in either 200 Japanese 
characters or 100 English words.  
 (9) Names, institutions, phone numbers and email addresses of 2 persons who can provide faithful 
comments on the applicant’s educational and/or research activities to date.  

8. Submission Deadline 
 Documents must arrive no later than Monday, March 31, 2014. 



9. Where to Submit   
 Faculty of Environmental Studies, Nagasaki University  
 1-14 Bunkyomachi, Nagasaki, 852-8521 Japan 
 Send by registered mail (e.g. EMS, DHL, FedEx). Write in red “Institute of Environmental Studies, Female 
Researchers” on the envelope.  

10. Financial and other supports to be provided by the university  
 (1) Start-up expenses for the first year 
 (2) Research fund for the second and third years 
 (3) On request, a technical staff will be employed up to 3 years if the applicant has a child 13 years old or 
younger (i.e. up to the 6th grade of elementary school).  

11. Selection process 
 (1) Applicants who have passed the on-paper selection will be asked to have an on-site interview twice (one 
at the Institute, the other at the University headquarters), both at her own expenses. 
 (2) The result of the selection will be notified by letter. 

12. Additional remarks 
 (1) Browse the website of the Center for Gender Equality, Nagasaki University,  

http://www.cge.nagasaki-u.ac.jp/ 
 (2) Retirement age of Nagasaki University is 65. 
 (3) More detailed information in Japanese is available at the website of JREC-IN.  

http://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop
(4) Enclose an envelope stamped with a sufficient postage for return if the applicant prefers to have her 

application documents sent back. 
 (5) For inquiry email to: env_senkou_a@ml.nagasaki-u.ac.jp 


