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このたび、東京大学物性研究所では、下記の要領で研究員を公募いたします。 

つきましては、関係各位に広くお知らせいただくとともに適任者の推薦および応募について、よろしくお取り計らい

くださるようお願いいたします。 

記 

１．公募職種：特任研究員 

２．公募人員：若干名 

３．職務内容：物性科学における実験的または理論的研究 

４．応募資格：次の２条件を満たしている者 

（１）博士号取得後１０年程度までの者、ただし着任時までに博士号取得が確実に見込まれる者も含む 

（２）着任予定時に主たる職、あるいは大学院生および研究生等の身分を有しないこと 

＊ なお、応募に際しては、関連する物性研究所所員（教授または准教授）と連絡をとって研究計画等の調整を行うこと。

また、複数の研究室にまたがる研究テーマに取り組む方も歓迎する 

５．任期：原則として２年間（年度更新） 

その後再応募も可（但し、１年間） 

６．勤務態様・手当・給与等： 

週５日、裁量労働制（週当たり３８時間４５分相当） 

雇用保険・文部科学省共済組合に加入、通勤手当有 

給与は「東京大学年俸制給与の適用に関する規則」に定める第４条、第５条及び第６条による（年額約４３０万円程度） 

７．選考方法：原則として書類選考とし、場合によっては面接を行う 

８．提出書類： 

（１）履歴書 

（２）発表論文リスト 

（３）主な論文別刷り（３編以内） 

（４）これまでの主な業績のまとめ（２０００字以内） 

（５）研究計画（２０００字以内） 

（６）指導教員または推薦者による本人に関する意見書 

９．公 募 締 切：平成２９年４月１４日（金）必着 

10．採用予定日：平成２９年９月１日から平成３０年２月末日までに着任すること 

11．書類提出方法： 

郵送又はメール送付 

郵 送 ｢物性研究所研究員（○○研究室（連絡をとった所員名を記載））」と朱書し、簡易書留等配達状況が確認

可能な方法で送付すること。 

メール 件名は「物性研究所研究員（○○研究室応募）」とし、総務係までメールを送付すること。総務係から書

類送付先フォルダを連絡するので、そちらに応募書類一式を保存すること。 

12．書類提出先： 

〒277-8581 千葉県柏市柏の葉５丁目１番５号 

東京大学物性研究所総務係 

電話 04-7136-3501  e-mail: issp-jinji@issp.u-tokyo.ac.jp 

13．その他： 

お送りいただいた応募書類等は返却いたしませんので、ご了解の上お申込み下さい。 

また、履歴書は本応募の用途に限り使用し、個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは

一切ありません。 
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Postdoctoral researcher positions at the Institute 
for Solid State Physics, The University of Tokyo 

１．Available position: postdoctoral researcher 
２．Number of openings: a few 
３．Job description: Experimental or theoretical research 

It is advisable to consult with appropriate faculty members (either professors or associate professors) at ISSP and 
develop an appropriate research plan before document submission. Research themes that span more than one 
research area at ISSP are also welcome. 

４．Eligibility: The candidates are expected to meet the following conditions: 
(1) Less than 10 years from obtaining a PhD or equivalent degree; Applicants scheduled to obtain a PhD degree 

before the starting date are also eligible. 
(2) Neither having a primary job nor being a graduate student or postdoc on the scheduled starting date. 

５．Term of office: Initial appointment will be for 2 years, renewed annually. It is possible to apply for a one-year 
extension after two years. 

６．Working arrangement/salary: 
5 days a week (equivalent to 38 hours 45 minutes). The contract includes unemployment insurance, health 
insurance, and a commuting allowance. The annual salary is approximately JPY 4.3 million (including tax). 

７．Selection /nomination: 
Selection is based on the documents listed below. Moreover, a host faculty member is interviewed by a judging 
committee. 

８．Application documents: 
(1) Curriculum Vitae 
(2) List of Publications 
(3) Reprints of up to three major publications 
(4) Description of past research and main achievements (within 2 pages/A4 or letter size) 
(5) Research plan (within 2 pages/A4 or letter size) 
(6) Recommendation letter by an academic supervisor or a reference. 

９．Deadline: 
Application should reach the ISSP general affairs office by 17:00 on April 14, 2017. 

10．Starting date: 
After September 1, 2017, before February 28, 2018. 

11．Applications should be addressed to: 
(Online submission:) 
First, send an e-mail to the following e-mail address. 

< ISSP general affairs office > issp-jinji＠issp.u-tokyo.ac.jp 
State “Application for postdoctoral researcher position (with the name of the Host Professor)” in the subject 
line. 
Do not attach any documents. 

Secondly, upload the application documents. The URL for upload will be informed. 
(Postal mail submission:) 
Send application documents to enclosed in an envelope and clearly labeled in red color “Application for 
postdoctoral researcher position (with the name of the host professor)” on the front. The documents should be 
sent by registered mail. 

Administration Office, 
The Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo, 
5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, 
Chiba 277-8581,  
JAPAN 
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