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大阪市立大学 卓越研究員事業提示ポスト募集要項 

〔工学研究院・工学研究科・機械物理系専攻／工学部・機械工学科・マテリアルデザイン

領域・材料先進工学分野〕 

Application Guidelines 

〔Research Field of Materials Advancing Engineering, Department of Mechanical and Physical 

Engineering, Graduate School of Engineering〕 

                                   

2021年 6月 4日            

大阪市立大学 

 

この度、令和 3 年度卓越研究員事業に関し、文部科学省から一覧化公開されたポストに関する情報に基づ

き、本学より提示したポストを希望する候補者につきまして、下記によりご応募いただきますようお願い

申し上げます。 

1 

募集人員 講師 １名 

Number of 

positions 
1 (Lecturer) 

2 

所 属 
工学研究院・工学研究科・機械物理系専攻／工学部・機械工学科・マテリアル

デザイン領域・材料先進工学分野 

Department 
Research Field of Materials Advancing Engineering, Department of Mechanical and 

Physical Engineering, Graduate School of Engineering 

3 

研究分野の 

内容 

機械材料や材料工学に関する研究 

物質創成、評価、分析、機能化、表面、加工などの材料学 

Research field Mechanical materials and materials engineering (in particular, material developments, 

evaluation, analyses, functionalization, surfaces, and processing & machining) 

4 

職務内容 

（予定） 

 

教育 
・大学院工学研究科機械物理系専攻における教育 

・工学部・機械工学科における教育 

研究 ・材料科学及び材料工学に関する研究の推進。 

その他 ・大学の管理運営にかかる業務。 

Job description 
Education 

・Teaching at Department of Mechanical and Physical Engineering, 

Graduate School of Engineering 
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・ Teaching at Department of Mechanical Engineering, Faculty of 

Engineering 

Research ・Research promotion in the materials science & engineering 

Others ・Management works at the University 

5 

着任予定時期 2022 年 1 月 1 日 

Starting date 2022/01/01 

6 

勤務形態 常勤（任期の定め：なし） 

Employment 

status 
Full-time（indefinite-term employment until mandatory retirement age） 

7 

給与・手当等 

公立大学法人大阪の制度が適用されます。 

＜勤務時間＞ 

 専門業務型裁量労働制が適用されます。 

＜給与＞ 

 卓越研究員として着任する場合、年俸制が適用されます。 

 

公立大学法人大阪の就業規則は下記 URL よりご確認いただけます。 

https://www.upc-osaka.ac.jp/regulation/ 

Compensations 

The system of University Public Corporation Osaka will be applied. 

 ＜Working hours＞ 

   Discretionary labor system for professional work will be applied. 

＜Salary＞ 

   Annual salary system will be applied when you become an Excellent Young 

Researcher. 

 

The labor regulations of University Public Corporation Osaka can be seen in the 

following URL. 

https://www.upc-osaka.ac.jp/regulation/ 

8 

応募資格 ・博士の学位を有する方 

・機械工学もしくは材料工学一般の専門知識を有している方。特に、物質創

成・評価・分析・機能化・表面・加工に関連する分野で優れた研究業績を

上げており、積極的な研究展開の能力を有している方。 

・機械物理系専攻の専門分野に関する教育を担当できる方 

・2021 年度卓越研究員事業に申請している研究者又は卓越研究員候補者の

資格を継続し、2021 年度卓越研究員事業における当事者間交渉に参加す

https://www.upc-osaka.ac.jp/regulation/
https://www.upc-osaka.ac.jp/regulation/
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ることが可能な者 

・大学の管理運営に関する能力と熱意のある者 

Qualifications ・Those who have Ph. D. in related fields 
・Those who have sufficient research capability in the mechanical engineering 

or materials engineering. In particular, those who have outstanding research 
achievement in the fields of material developments, evaluation, analyses, 
functionalization, surfaces, and processing & machining, and ability of 
developing new research fields. 

・Those who are capable of implementing the education in the expertise field at 
Department of Mechanical and Physical Engineering, Graduate School of 
Engineering. 

・Those who apply to 2021 Leading Initiative for Excellent Young Researchers 

(LEADER), or those who are determined as “Excellent Young Researcher” 

candidate and can take part in negotiation among parties in 2021 Leading 

Initiative for Excellent Young Researchers. 

・Those who have capability and will for management works at the University 

9 

応募書類 以下の（１）〜（８）の書類５部とそれらの電子データを提出すること 

（但し、履歴書に関しては原本１部とその複写４部） 

(1) 履歴書（本学指定様式） 

※様式は https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/jobs/jobs_faculty/takuetsu よりダウン

ロードしてください 
(2) 教育歴（学部・大学院、学外非常勤講師その他の担当科目とその内容、担

当年度ほか） 

(3) 業績リスト 

著書（全頁数と担当頁を記載）、原著論文（査読付き）、国際会議論文Ａ

（フルペーパー査読付き）、国際会議論文Ｂ（アブストラクト査読付

き）、講演発表、その他（紀要・総説・解説・特許・フィールドワークな

ど）に分け、応募者に下線を引いて発表年月順に記載 

(4) 主要論文（３編程度、受理済みも含む）の別刷り（コピー可）とその要約 

(5) これまでの研究の概要（1000 字程度） 

(6) 学会等における社会的活動、社会貢献実績、受賞等 

(7) 競争的資金の獲得実績（代表者、分担者）ならびにその成果 

(8) 今後の教育・研究計画（1000 字程度） 

Application 

documents 

5 sets of the following application forms (from (1) to (8)) must be submitted.  

(Notice: For the CV, one original format and 4 copies must be submitted)  

(1) Curriculum vitae (use the regular format in Osaka City University, with a photo)  

(2) Document of education achievement and major research results  

(3) Publication list (Classify as original papers, international conference proceedings, 

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/jobs/jobs_faculty/takuetsu
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books, reviews, patents, invited talks, etc. All author’s names should be listed in all 

items as the orders and the applicant’s name should be underlined. List by the 

publication year. In cases of items by multi-authors, attach the * on the corresponding 

author and indicate the applicant contribution by percentage.)  

(4) Reprints of major original papers within 5 articles (copies acceptable)  

(5) Research briefing report (１page of A4 paper). 

(6) Social activities, social achievements, awards in academic conferences, and so on. 

(7) Funding lists including brief research summaries 

(7) Document of future education and research plan (1 page of A4 paper each) 

10 

応募締切 2021 年 7 月 9 日（金）必着 

Application 

deadline 
2021/07/09 Deadline for receipt 

11 

選考方法 （１）１次選考（書類選考） 

（２）２次選考（必要に応じて面接等をおこなう） 

※ なお、面接等のために要する経費は、応募者の負担とします。 

Selection 

process 

（１）Primary selection: Document screening 

（２）Secondary selection: Interview and so on 

 * Applicant must bear the expenses required for an interview and so on. 

12 

書類提出方法 （１）簡易書留で一括郵送のこと。 

（２）封筒に必ず「工学研究院工学研究科機械物理系専攻材料先進工学分野所

属卓越講師応募書類在中」と朱書のこと。 

（３）提出書類は、原則返却しません。ただし、返却を希望する場合は、必ず

返却先を明記した着払用宅配伝票等を同封し、封筒に「返却希望（着払

用伝票在中）」と朱書のこと。（伝票及び上記表記のない場合は返却しま

せん。） 

※ 提出書類に記載された個人情報は、教員採用選考の資料としてのみ利用

し、大阪府個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。 
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Submission 

method 

（１）All documents should be sent by registered mail. 

（２）Please write “Application documents for Excellent Associate Professor position, 

Research Field of Material Advancing Engineering, Department of Mechanical 

and Physical Engineering, Graduate School of Engineering” on the envelope in 

red ink. 

（３）Application documents is not returned in principle. 

 If you want to return application documents, please send us cash on delivery 

slip (return destination must be filled) with application documents, and write 

“Request for return” on the envelope in red ink. 

（If cash on delivery slip isn’t sent or return destination isn’t filled, application 

documents won’t be returned.） 

＊Personal information stated in the application documents will be used only as a 

document for this selection and will be handled appropriately based on the 

Personal Information Protection Ordinance of Osaka Prefecture. 

書類提出先 
公立大学法人大阪 法人事務局 法人管理部 人事課 

  〒558-8585 大阪府大阪市住吉区杉本３－３－１３８ 

Submit to 
Department of Personnel Division, University Public Corporation Osaka,  

3-3-138, Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 558-8585, Japan 

13 

問合せ先 〔専門分野関係〕 

 公立大学法人大阪 工学研究院 大学院工学研究科 機械物理系専攻 

担当者：金﨑 順一 

Mail：kanasaki@osaka-cu.ac.jp 

電話：０６－６６０５―２６７０ 

〔募集全般〕 

 公立大学法人大阪 法人事務局 法人管理部 人事課 

電話：０６－６６０５－２０２１（ダイヤルイン） 

Contact  

information 

〔about research field〕 

Prof. Jun’ichi Kanasaki 

Department of Mechanical and Physical Engineering, Graduate School of 
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Engineering, Osaka City University 

  E-mail: kanasaki@osaka-cu.ac.jp 

  T E L: 06-6605-2670 

〔about other than research field〕 

  Personnel Division, University Public Corporation Osaka 

 T E L: ０６－６６０５－２０２１ 

14 

その他 ・本募集は、公立大学法人大阪が設置する大阪市立大学に勤務する教員として

採用するものです。 

・公立大学法人大阪は、2022年度を目途に大阪市立大学と大阪府立大学との大

学統合による新大学の実現を目指して準備を進めています。職務内容、給与・

手当等の条件は変更される可能性がありますので、あらかじめご承知の上で

ご応募ください。 

・大阪市立大学では、男女共同参画の理念・国際化の理念に基づき、専門分野

が合致し、同等の教育・研究業績があると認められる場合には、女性教員や

外国人教員の積極的な採用に取り組んでいます。 

・大阪市立大学の女性研究者支援への取り組みについては、大阪市立大学女性

研究者支援室 HP（http://www.wlb.osaka-cu.ac.jp/）をご覧ください。 

Others ・We are preparing for the establishment of a new university by integration of Osaka 

City University and Osaka Prefecture University by FY2022. 

  Please note that job description and compensations may be changed if you apply for 

this post. 

・In order to promote gender equality and internationalization, we are working on active 

recruitment of women and foreigner. 

・You can see our efforts for supporting female researchers in the following URL. 

 http://www.wlb.osaka-cu.ac.jp/ 

 

http://www.wlb.osaka-cu.ac.jp/
http://www.wlb.osaka-cu.ac.jp/

