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V10070  
岐阜大学工学部化学・生命工学科　
教員公募
募集人員：教授 1名。所属：物質化
学コース。専門分野：元素の特徴を
活かした機能性有機化合物の合成お
よび物性評価に関する研究分野。応
募資格：博士の学位（あるいはPhD）
を有し，大学における全学共通教育
および一般化学，有機化学，有機工
業化学などの専門科目と化学英語，
卒業研究指導，大学院博士前期課
程・後期課程の学生の研究指導およ
び講義を担当できること。着任時
期，任期：2017年 4月 1日以降ので
きるだけ早い時期，任期なし。提出
書類：下記 HPを参照のこと。応募
締切：2016年7月29日（金）必着。書
類送付先・問合先：501-1193 岐阜市
柳戸 1-1　岐阜大学工学部化学・生
命工学科物質化学コース長　沓水祥
一　電話（058）293-2573　E-mail:　kutsu 
@gifu-u.ac.jp　詳細はHP（http://www.
eng.gifu-u.ac.jp/kagaku-seimei/2016/04/
post-3.html）を参照のこと。

V10071  
岐阜大学工学部化学・生命工学科　
教員公募
募集人員：教授 1名。所属：物質化
学コース。専門分野：高分子加工・
高分子複合材料の実用化に関する研
究分野。応募資格：博士の学位（あ
るいは PhD）を有し，大学における

全学共通教育および高分子化学，高
分子材料学，複合材料学，表面化学
などの専門科目と化学英語，卒業研
究指導，大学院博士前期課程・後期
課程の学生の研究指導および講義を
担当できること。着任時期，任期：
2016年 10月 1日以降のなるべく早
い時期，任期なし。提出書類：下記
HPを参照のこと。応募締切：2016
年 7月 22日（金）必着。書類送付先・
問合先：501-1193 岐阜市柳戸 1-1　
岐阜大学工学部化学・生命工学科　
物質化学コース長　沓水祥一　電話
（058）293-2573　E-mail:　kutsu@gifu-u.

ac.jp　詳細はHP（http://www.eng.gifu- 
u.ac.jp/kagaku-seimei/2016/04/post-4.
html）を参照のこと。

V10073  
中央大学理工学部応用化学科教員公
募
募集人員：准教授または教授 1名。
専門分野：有機化学（実験系）。担当
授業：有機化学・一般化学（実験・
演習を含む），および大学院講義。応
募資格：博士の学位を有し，大学院・
学部の教育・研究に意欲的な方。着
任時期，任期：平成 29年 4月 1日，
常勤。提出書類：履歴書，研究業績
リストなど，詳細はHP（http://www.
chuo-u.ac.jp/aboutus/recruit/）を参照。
応募締切：平成 28年 7月 15日（金）
書類必着。書類送付先・問合先：
112-8551 文京区春日 1-13-27　中央

大学理工学部応用化学科　学科長　
片山建二　電話（03）3817-1913　E- 
mail:　kkata@kc.chuo-u.ac.jp

V10074  
島根大学大学院総合理工学研究科物
質化学領域助教（女性限定）公募（公
募期間延長）
募集人員：助教 1名。専門分野：有
機化学。担当授業：大学院総合理工
学研究科物質化学コースに係わる専
門科目など。応募資格：博士の学位
を有する（着任までに取得見込みを
含む）女性であり，教育と研究に熱
意を有していること。着任時期：平
成 28年 11月 1日以降できるだけ早
い時期。提出書類：下記HPを参照。
応募締切：平成 28年 7月 29日（金）
必着。書類送付先：690-8504 松江
市西川津町 1060　島根大学大学院
総合理工学研究科長　廣光一郎。問
合先：同上　総合理工学研究科物質
化学領域長　山口　勲　電話（0852）
32-6421　E-mail:　iyamaguchi@riko.
shimane-u.ac.jp　詳細は HP（http://
www.shimaneu.ac.jp/introduction/
recruit/recruit_prof/）をご参照下さい。
※本公募は男女雇用機会均等法第 8
条（女性労働者に係る措置に関する
特例）の規定によるものです。

V10075  
愛媛大学（物質生命工学専攻）助教
公募
募集人員：助教 1名。所属：応用化
学コース。専門分野：構造有機化学
およびそれに関連する分野。担当授
業：学部における有機化学に関する
講義・実験・演習科目。応募資格：
1）博士あるいは Ph. D. の学位を有
する方または着任までに取得見込み
の方，2）教育，研究および応用化学
コースの運営に熱意のある方。着任
時期，任期：平成 29年 4月 1日予
定，任期 5年（テニュア・トラック
制度適用）。選考方法：書類審査と
面接。提出書類：HP（https://www.
ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/ 
2016/03/block_63163_01.pdf）を参照。

応募締切：平成 28年 7月 29日（金）
必着。書類送付先・問合先：790-
8577　松山市文京町 3　愛媛大学大
学院理工学研究科　物質生命工学専
攻応用化学コース　コース長　高井　
和幸　電話／FAX（089）927-9925　E- 
mail:　takai.kazuyuki.mz@ehime-u.ac.jp

V10076  
東北大学大学院理学研究科化学専攻
教員公募
募集人員：境界領域化学講座教授 1
名。専門分野：広い意味での有機化
学。担当授業：大学院および学部の
教育にも積極的に従事し，全学教育
の業務も担当。応募資格：博士また
は Ph. D. の学位を有すること。着任
時期：平成 29年 4月 1日以降のでき
るだけ早い時期。提出書類：詳細は
HP（http://www.chem.tohoku.ac.jp/）参
照。応募締切：平成 28年 7月 29日
（金）必着。書類送付先・問合先：

980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉
6-3　東北大学大学院理学研究科化学
専攻 専攻長　寺田眞浩　電話（022）
795-6602　E-mail:　mterada@m.tohoku.
ac.jp　書類は封筒に「境界領域化学講
座教授応募書類在中」と朱書の上，簡
易書留で送付のこと。その他：国籍
は問わないが学生・院生の教育・研
究指導ができる日本語能力を有する
こと。最終候補者数名に対して，面接
をすることがある。本公募は「男女共
同参画」の理念に基づくものである。

V10078  
京都大学化学研究所研究員公募
募集人員：研究員 2名。所属：京都
大学化学研究所。専門分野：磁性ナ
ノ粒子の合成（特に Feを含む硬磁性
金属ナノ粒子の合成）。応募資格：
博士の学位を有すること（相談可）。
着任時期：2016年 8月 1日以降でき
るだけ早い時期。提出書類：履歴
書，研究業績，研究概要等（詳しく
は下記 HPを参照のこと）。応募締
切：2016年 7月 29日（金）必着（適
任者が見つかり次第終了）。書類送
付先・問合先：611-0011 宇治市五

 
公益財団法人日本食品化学 

研究振興財団 
平成 28年度（後期）シンポジウム
開催等助成募集のお知らせ

本財団は，食品添加物の安全性等食
品化学に関するシンポジウム開催等
に対し，下記により助成募集を行い
ます。助成対象：平成 28年 10月 1
日から平成 29年 3月 31日までの間
に開催される食品化学に関するシン

ポジウム等。助成総額：100万円程
度。応募資格：本邦の大学，研究機
関等において研究活動等に従事して
いる者。募集期間：平成 28年 7月 1
日（金）～31日（日）〔必着〕。申請用紙
の請求申請用紙および募集要項の請
求は，E-mialにて行うこと。大阪府
豊中市三和町 1-1-11　公益財団法人
日本食品化学研究振興財団　電話
（06）6333-5680　FAX（06）6333-5491　
E-mail:　admin@�cr.or.jp

求人
匿名の求職については書面［V番号明記］で
本会総務部あてご照会下さい。

この欄への掲載については，日本化学会ホームページhttp://www.chemistry.
or.jp/news/keijiban.htmlをご参照下さい。

掲示板
皆さんの頁です。研究助成金・補助金・賞などの
候補者公募，不用品の贈呈・交換・求文献などに
ご利用下さい。

この欄への掲載については，日本化学会ホームページhttp://www.chemistry.
or.jp/news/keijiban.htmlをご参照下さい。

本会は，求人欄に掲載された内容に対する一切の責任を負いません。
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ケ庄　京都大学化学研究所　寺西利
治　電話（0774）38-3120　FAX（0774） 
38-3121　E-mail:　teranisi@scl.kyoto-u.
ac.jp　 詳 細 は HP（http://www.scl.
kyoto-u.ac.jp/~teranisi/postdoc1.html）を
参照のこと。なお応募書類は返却し
ません。

V10079  
名古屋大学大学院工学研究科石原研
究室博士研究員公募
募集人員：博士研究員 1名。所属：
化学・生物工学専攻触媒合成学研究
グループ（教授 石原一彰）。専門分
野：有機合成化学，理論計算化学。
応募資格：1）博士の学位を有する
方，着任までに取得見込み可。2）新
しい機能触媒の創製を指向して研究
できる方，3）最先端機能分子・材料
合成技術ユニット（https://www.
facebook.com/syntec.unit/）の運営に協
力できる方。着任時期，任期：でき
る限り早い時期，任期 1年（再任あ
り）。選考方法：書類審査（必要に応
じ面接審査）。提出書類：履歴書（写
真貼付），研究概要，業績リスト，主要
論文 3編の pdf，推薦者 2名の氏名
と連絡先。応募締切：平成 28年 9月
30日（金）（適任者が見つかり次第終
了）。書類送付先・問合先：464-8603　
名古屋市千種区不老町 B2-3（611）　
石原一彰　電話（052）789-3331　E- 
mail:　ishihara@cc.nagoya-u.ac.jp　石原
一彰宛に E-mail添付で送付のこと。

V10080  
東北大学大学院工学研究科教員公募
募集人員：教授 1名。所属：材料シ
ステム工学専攻生体機能材料学分
野。専門分野：有機・無機ナノ材料
のハイブリッド化を利用した材料開
発や新機能創出に関する教育と研究
を行う。応募資格：博士の学位を有
し，当該分野の教育・研究に意欲が
あり，日本語と英語で講義のできる
方。着任時期，任期：2017年 4月 1
日着任，任期なし。提出書類：マテ
リ ア ル・ 開 発 系 HP（http://www.
material.tohoku.ac.jp/news/jobs.html）上
に掲載の提出書類作成の注意点に留
意し，書類作成のこと。応募締切：
2016年 8月 31日（水）。書類送付先：
980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉
6-6-02　東北大学大学院工学研究科　
マテリアル・開発系長　杉本　諭　
電話／FAX（022）795-3785　E-mail:　
depthead@material.tohoku.ac.jp　封筒
に「教員公募：生体機能材料学分野
教授」と朱書し，郵送の場合は書留
とすること。応募書類は返却しませ
んのでご了承下さい。問合先：同上　
材料システム工学専攻長　三原　毅　
電話（022）795-7357　E-mail:　mihara@
tohoku.ac.jp

V10081  
富山県立大学工学部教養教育教員公
募
募集人員：講師または准教授 1名。
所属：工学部教養教育。専門分野：
化学およびその関連分野（有機化学
または分析化学にかかわる分野が望
ましい）。担当授業：主に1年次生を
対象とした教養ゼミ，化学の基礎科
目，演習，学生実験等。応募資格：
（1）博士の学位を有すること，（2）地
方工科系単科大学の現状を理解し，
本学の教育・研究・学生支援・大学
運営に積極的に取り組む意欲を有す
ること，（3）専門分野の研究を活発
に展開できること。着任時期，任
期：平成 29年 4月 1日，任期なし。
提出書類：下記 HP参照。応募締
切：平成 28年 8月 19日（金）必着。
書類送付先・問合先：939-0398 射
水市黒河 5180 富山県立大学工学部
教養教育　主任教授　石森勇次　電
話（0766）56-7500　FAX（0766）56-6117　
E-mail:　ishimori@pu-toyama.ac.jp

V10082  
滋賀県立大学工学部材料科学科有機
材料部門准教授公募
募集人員：准教授 1名。専門分野：
有機化学，特に新しい有機機能性物
質の合成とその実験的評価・応用。
応募資格：（1）博士の学位を有する
こと，（2）専門分野に研究実績があ
り大学院博士後期課程の教育研究指
導を担当できること，（3）新しい研
究分野の開拓に意欲があり，大学に
おける教育に熱意のある方。着任時
期，任期：平成 29年 4月 1日，任期
なし。提出書類：下記 HPを参照の
こと。応募締切：平成 28年 8月 2日
（火）必着。書類送付先・問合先：

522-8533 彦根市八坂町 2500　滋賀
県立大学工学部材料科学科　学科長　
北村千寿　電話（0749）28-8363　E- 
mail:　kitamura.c@mat.usp.ac.jp　 公 募
の詳細については，必ずHP（http://
www.usp.ac.jp/）を参照すること。

V10083  
奈良女子大学研究院自然科学系化学
領域教員公募
募集人員：助教 1名。専門分野：遷
移金属イオンが関わる生命現象を分
子レベルで解明することを目指した
化学に関する研究。タンパク質の発現
実験または金属錯体合成の経験があ
れば，これまでの研究分野は問わない。
担当授業：基礎化学や無機化学系の
講義・学生実験など。応募資格：博士
の学位を有するあるいは着任までに
博士の学位を取得できる方。着任時期，
任期：平成 29年 4月 1日，任期 5年
（延長なし），ただし，任期終了時まで
に審査を行い，教育研究業績が優秀
と認められた場合には准教授（任期
なし）への昇任を可とする。提出書

類：本公募の詳細はHP（http://www.
nara-wu.ac.jp/koubo.html）を参照。応
募締切：平成 28年 9月 30日（金）消
印有効。書類送付先・問合先：630-
8506 奈良市北魚屋西町　奈良女子
大学研究院自然科学系化学領域代表　
吉村倫一　電話／FAX（0742）20-3393　
E-mail:　yoshimura@cc.nara-wu.ac.jp

V10084  
日本大学文理学部助教公募
募集人員：助教 1名（任期 3年，審
査の上で2回まで再任あり）。専門分
野：有機化学（有機金属触媒反応化
学，有機合成化学）。担当授業：有機
化学系科目の講義，学生実験および
研究指導など。応募資格：博士の学
位を有し，川面基教授と協力して研
究室運営を行いつつ，私立大学にお
ける学生の教育・研究指導に取り組
み，大学運営などにも協力できる
方。着任時期：平成 29年 4月 1日。
選考方法：書類選考および面接。提
出書類：下記 HPを参照。応募締
切：平成 28年 7月 16日（土）必着。
書類送付先：156-8550 世田谷区桜
上水 3-25-40　日本大学文理学部化
学科主任　尾関智二　電話（03）5317- 
9368　E-mail:　ozeki@chs.nihon-u.ac.jp。
問合先：同上　日本大学文理学部化
学科　川面　基　電話（03）5317-9740　
E-mail:　kawatsur@chs.nihon-u.ac.jp　公
募の詳細についてはHP（http://www.
chs.nihon-u.ac.jp/chem_dpt/koubo.
html）を参照すること。

V10085  
東北大学金属材料研究所教授公募
募集人員：教授 1名。所属：固体新
物質・機能開拓分野。専門分野：結
晶を舞台とした物性物理学の新分野
の開拓を目指して，新しいバルク系
物質の開発や，広い意味での光・電
磁波等の外的入力に対する物質応答
や新機能の開拓を行う物性物理学分
野。新原理・新物質と実用機能・材
料の制御・創製を結びつけた視野の
広い研究を行うことが望ましい。当
部門の部門性格については，HP
（http://www.imr. tohoku.ac . jp/ ja/

op/2016solid_state_physics.html）をご
覧下さい。応募資格：博士の学位を
有する方。着任時期，任期：決定後
なるべく早い時期，任期なし。提出
書類：（1）履歴書（写真貼付），（2）研
究業績リスト（原著論文，国際会議
の発表・プロシーディング，総説・
解説，国内・国際会議での招待講
演，著書，特許等に分類して記載），
論文データベース個人 ID（例えば
ResearcherID）があればリストの初め
に記載，（3）外部資金の獲得状況（研
究代表者のもののみ），（4）主要論文
別刷 10編（コピー可），（5）これまで
の研究概要（2,000字程度），（6）着任
後の研究計画（2,000字程度），（7）推

薦書，または照会可能者 2名の氏名
と連絡先。応募締切：2016年 9月 23
日（金）必着。書類送付先：980-8577　
仙台市青葉区片平 2-1-1　東北大学
金属材料研究所長宛　「固体新物
質・機能開拓分野教授応募書類在
中」と朱書・書留送付のこと。原則
として提出書類は返却いたしませ
ん。問合先：教授　宇田　聡　電話
（022）215-2100　E-mail: 　uda@imr.

tohoku.ac.jp

V10086  
東京大学大学院理学系研究科教員公
募
募集人員：准教授または講師 1名。
専門分野：放射線関連科学（放射化
学，放射線生物学，放射線物理学，
放射線管理学など）。応募資格：博
士の学位，またはそれと同等の業績
を有し，放射線関連科学に関する豊
富な知識と技量・実積を有する方。
第 1種放射線取扱主任者の資格を有
するか，着任後できるだけ早く取得
することが可能な方，着任後は放射
線防護，放射線管理などの講義・実
習を担当できる方を望む。着任時
期，任期：2017年 4月 1日，任期な
し。提出書類：履歴書，研究・教育
業績等の概要など（詳細は HP
（http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/recruit/）
を参照）。応募締切：2016年 8月 31
日（水）必着。書類送付先／問合先：
113-0033 文京区本郷 7-3-1　東京大
学大学院理学系研究科　地殻化学実
験施設　事務室　放射線管理委員長　
鍵　裕之　電話（03）5841-7625　E- 
mail:　kagi@eqchem.s.u-tokyo.ac.jp

V10087  
名古屋市立大学大学院システム自然
科学研究科生化学教員公募
募集人員：教授または准教授のいず
れか 1名。所属：システム自然科学
研究科理学情報専攻生命情報系（自
然科学研究教育センター兼任）。専
門分野：生化学。担当授業：生化学
系科目，教養教育の化学系科目ほ
か。応募資格：博士の学位を有し，
教育，研究，大学運営および地域貢
献に対して意欲と熱意のある方。教
養教育で化学を担当できる方。着任
時期：平成 29年 4月 1日。提出書
類：詳しくは下記 HPを参照のこ
と。応募締切：平成 28年 8月 8日
（月）必着。書類送付先：467-8501　
名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑 1　
名古屋市立大学山の畑事務室事務第
三係　電話（052）872-5856 問合先：
同上　名古屋市立大学大学院システ
ム自然科学研究科　選考委員長　
E-mail:　fujitaw@nsc.nagoya-cu.ac.jp　
応募方法等詳細 URL：http://www.
nsc.nagoya-cu.ac.jp/koubo/koubo29 
biochem.pdf


