人材募集

（翌々月号に掲載）
原稿締切─毎月20日

字数─ 28字×48行以内（レイアウトは調整させていただきます）
原稿送付先─事務局編集グループ 片寄｜E-mail：katayose@aij.or.jp、TEL03-3456-2070
料金─ 70,000円（＋税）／号
（会誌へ掲載されたもののみを本会ホームページでご案内いたします。なお、
ホームページのみの掲載は受け付けいたしません）

対象─ 学校（付属機関含む）、官公庁の研究機関等
＊5日経っても返信なき場合はお電話ください。

「独立行政法人国立高等専門学校
機構都城工業高等専門学校」
教員公募

憩 1時間）

⑼

変形労働時間制により、異なる勤務時間も選択可能
休日｜原則土・日・祝日及び年末年始

800字程度）

9. 応募締切日

学校行事等により変更となる場合あり

1. 職名及び人員 助教 2名

時間外労働｜あり

2. 所属学科 建築学科

令和元年 10月21日（月）必着

10. 選考方法

給与・手当｜国立高等専門学校機構教職員給与

3. 専門分野

第一次選考｜書類審査

規則による

①【建築計画】
②【建築材料施工】
の分野（各 1名）

保険等｜共済保険、厚生年金、雇用保険、労災保

4. 担当科目

①教科教育②研究③生活指導に対する抱負（各

第二次選考｜面接（模擬授業やプレゼンテーション含む）

11. 書類提出先

険に加入

〒885-8567

①

建築計画分野：建築史・建築設計演習・卒業研究等

（採用の日から6ヶ月）
試用期間｜あり

都城工業高等専門学校

②

建築材料施工分野：建築材料・建築生産学・建築

任期｜なし

8. 提出書類

学実験・卒業研究等

5. 応募資格
⑴

着任時に35歳未満の方（雇用対策法施行規則第 1条の

⑵

業績一覧（著書・論文・研究発表等）

都城工業高等専門学校

3第 1項第 3号のイにより、長期勤続によるキャリア形成のため）

⑶

主たる著書・論文・研究発表等の概要 3件以内（様

TEL：0986-47-1108

⑷

上記概要に記載の著書・論文・研究発表等の別刷

博士の学位を有する、又は着任までに取得見込の方
本校の教育理念を理解し、高等専門学校の教育・

（コピー可）

⑸

調して参画できる方
二級建築士以上の資格を有することが望ましい

⑹

6. 採用予定日
令和 2年 4月1日

⑺

7. 待遇

⑻

勤務時間｜午前 8時 30分から午後 5時 15分（うち休

「熊本大学」
専任教員公募
国立大学法人熊本大学では、令和 2年度採用予定の専任

2. 採用時期 令和 2年 4月1日以降のできるだけ早い時期

3. 所属 熊本大学大学院先端科学研究部 社会基盤環
境部門 防災建築技術分野

最終学歴又は最終学位の証明書又は修了証書の

⑵

写し

⑶

推薦書
業務履歴、設計等の業績一覧（実務経験、設計実績が

外国人の場合には、学内外における諸業務の遂行

面接時の交通費は、応募者の負担となります。
応募書類は返却いたしません。選考終了後、適切
に処理いたします。

⑷

ホーム ページ：https://www.miyakonojo-nct.

ac.jp/

送付ください。

11. 選考方法
第一次選考｜書類審査

令和元年 10月上旬（予定）

第二次選考｜面接審査

令和元年 10月下旬（予定）

⑴

勤務形態｜専門業務型裁量労働制

※

⑵

任期の定め｜なし

12. 書類提出先

9. 提出書類

建築構造学および構造設計学を応用した

防災建築技術分野

面接時の旅費等の経費は自己負担
熊本大学大学院先端科学研究部 土木建築学科長

履歴書（様式なし、市販のもので可） 1部

教授

写真を貼付し、連絡先欄に Eメールアドレスを記入す

〒860-8555

ること。

村上

聖
熊本市中央区黒髪 2-39-1

13. 問合せ先

業績リスト 1部

熊本大学大学院先端科学研究部 土木建築学科長

義・演習・実験科目、大学院においては上記専門

書式は、下記ホームページのテンプレートを利用して

教授

分野に関する科目、ならびに教養教育科目

ください。

〒860-8555

https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouh

TEL：096-342-3553（直通）

⑵

6. 応募期限 令和元年 9月30日（月）書類必着
7. 応募資格

村上

聖
熊本市中央区黒髪 2-39-1

E-mail：murakami@arch.kumamoto-u.ac.jp

ou/saiyou/index_file/koubo853_template.doc
⑶

現在までの研究概要と将来の抱負（1000文字以内）

14. その他

1部

⑴

術分野の研究領域で卓越した研究を実践できる方

⑷

学生の教育に対する抱負（1000文字以内） 1部

社会基盤環境領域での広範な応用技術の展開等

⑸

主要論文の別刷またはコピー（3編以内） 1部

他の目的には一切使用しません。なお、応募書類お

を通じ、自然や社会での共生や持続的発展に貢献

⑹

（3名以内）
所見を求めうる方
の氏名・所属・連絡先 1部

よび提出物は返却いたしません。

⑴

博士あるいは Ph.D. の学位を有する方

⑵

特に耐震工学、耐風工学等を応用した防災建築技

⑷

業績、社会貢献、人物等）の評価において同等と認めら

れる場合は、女性を優先的に採用します。

が可能な日本語能力を有する方

⑴

学部・大学院における建築学に関する講

男女共同参画を推進しており、業績（教育業績、研究

場合）

8. 労働条件等

1. 募集職名及び人員 教授 1名

5. 担当科目

⑴

建築士等の資格を証明できるものの写し（資格保有の

ができる方

教員を公募しています。

4. 専門分野

13. その他

ある場合）

⑺

総務課人事係

e-mail：jinji@jim.miyakonojo-nct.ac.jp

式は任意 各 800字程度）

研究・学生指導（学級担任、寮生指導、課外活動等）に
熱意を持ち、学校運営（特に情報システム管理）にも協

⑶

中」
と朱書のこと

12. 問合わせ先

履歴書（市販の履歴書に自筆、写真貼付）

⑵

総務課人事係

郵送は書留とし、
「建築学科（●●分野）応募書類在

⑴

⑶

⑷

※

宮崎県都城市吉尾町 473番地の 1

することを旨とする教育・研究に熱意がある方

連絡先は、Eメールアドレス及び電話番号を記入す

国内的、国際的な視点から、地域社会や産・官界と

ること。

10. 提出方法 封筒に「大学院先端科学研究部 社会基

連携して活動できる方
⑸

学内の業務遂行および運営に積極的な方

盤環境部門 防災建築技術分野教員（教授）応募書

⑹

英語でのコミュニケーションと英語による指導や講義

類在中」
と朱書し、簡易書留で下記書類提出先にご

建築雑誌｜JABS｜vol.134 No.1728

2019.09

応募書類に含まれる個人情報は、国立大学法人熊
本大学の定めに従い、本人事選考にのみ使用し、

⑵

熊本大学は男女共同参画を推進しています。選考
にあたっては、男女共同参画社会基本法の精神に
則り、適正に行います。
（詳 細 は ホーム ページをご 覧ください。http://gender.

kumamoto-u.ac.jp/）
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