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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・電子情報系専攻・電子・物理工学分野〕 

Application Guidelines 

〔Department of Physical Electronics and Informatics (Applied Physics and Electronics), Graduate 

School of Engineering〕 

                                   

2019年３月１日            

大阪市立大学 

 

この度、2019 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・電子情報系専攻・電子・物理工学分野 

Department 
Department of Physical Electronics and Informatics (Applied Physics and Electronics), 

Graduate School of Engineering 

3 

研究分野の 

内容 

応用物性、光物性およびナノ材料科学関連分野：超高速レーザー分光法を基軸とし

て、光機能性材料における電子、励起子、フォノンなどの素励起の多様な動的過程

の解明を行う実験的研究。ナノ材料を中心とした新規光機能性材料開発。 

Research field Applied physical properties-related, optical properties of condensed matter-related, and 

nanomaterials-related: Experimental research to investigate the various dynamical 

processes of elementary excitations such as electrons, excitons, phonons, etc. in optical 

functional materials by utilizing ultrafast laser spectroscopy. Development of new optical 

functional materials mainly focused on nanomaterials. 

4 

職務内容 

（予定） 

 

・大学院工学研究科電子情報系専攻における教育・研究および運営にかかわる業務

など 

・工学部電子・物理工学科における教育など 

Job description ・Teaching, research, and administrative works at Department of Physical Electronics and 

Informatics, Graduate School of Engineering 

・Teaching work at Department of Applied Physics and Electronics, Faculty of Engineering 
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5 

着任予定時期 2020 年 1 月 1 日 

Starting date 2020/1/1 

6 

勤務形態 

有期雇用（単年度契約・再任可） 

※有期雇用として着任後、審査に合格することで早ければ 2021 年 4 月 1 日から専

任教員に任用されます。 

Employment 

status 

Full-time（fixed term employment） 

Employment contract is made every fiscal year and can be renewed. 

The position may be turned to a tenured one of the annual salary system on April 1, 2021 

after successful review. 

7 

給与・手当等 

公立大学法人大阪の新制度が適用される予定です。 

＜勤務時間＞ 

 専門業務型裁量労働制が適用されます。 

＜給与＞ 

 年俸制が適用されます。 

公立大学法人大阪については、「14 その他」欄をご覧ください。 

現行の公立大学法人大阪市立大学の就業規則は下記URLよりご確認いただけます。 

http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/corporation/payroll 

Compensations 

New 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. 

Please check the “14 Others” column about University Public Corporation Osaka. 

The current labor regulations of Public University Corporation Osaka City University can 

be seen in the following URL. 

http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/corporation/payroll 

8 

応募資格 以下の全てを満たすこと。 

・上記研究分野を推進する十分な能力を有する方 

・博士の学位を有すること 

・2019 年度卓越研究員事業に申請している研究者又は 2018 年度卓越研究員事業

において卓越研究員候補者に決定されており、2019 年度卓越研究員事業にお

ける当事者間交渉に参加することが可能な者 

・大学の管理運営に関する能力と熱意のある者 

Qualifications Applicant must meet all these requirements. 

・Those who have sufficient the experiences and ability to promote the above research 

fields.  

http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/corporation/payroll
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・Ph.D. in related fields 

・Those who apply to 2019 Leading Initiative for Excellent Young Researchers, or those 

who are determined as 2018“Excellent Young Researcher” candidate and can take part 

in negotiation among parties in 2019 Leading Initiative for Excellent Young 

Researchers. 

・Those who have ability and will for management of university 

9 

応募書類 (1) 履歴書 

(2) 研究業績リスト（原著論文，国際会議論文，著書，総説・解説，特許などに分

類） 

(3) 主要原著論文の別刷（5 編以内，コピー可） 

(4) 主要な研究内容と成果（A4 用紙 2 枚程度，研究業績リストと対応させて記述） 

(5) 今後の研究計画（A4 用紙 2 枚程度） 

Application 

documents 

(1) Curriculum vitae 

(2) Publication list (classified as original papers, international conference proceedings, 

books, reviews, patents, etc.) 

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

(4) Document of major research results (about 2 pages of A4 paper) described in 

association with the publication list 

(5) Document of future research plan (about 2 pages of A4 paper) 

10 

応募締切 2019 年 5 月 10 日（金）必着 

Application 

deadline 
2019/05/10 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. 
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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電子・物理工学分野所属教員応募書類在

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、

大阪市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。 

Submission 

method 

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

（２）Please write “Application documents for Department of Physical Electronics and 

Informatics (Applied Physics and Electronics), 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 City. 

書類提出先 

〒558-8585 大阪市住吉区杉本３－３－１３８ 

公立大学法人大阪市立大学 工学研究院 大学院工学研究科  

電子情報系専攻 電子・物理工学分野 

重川 直輝 宛 

Submit to 

Prof. Naoteru Shigekawa 

Department of Applied Physics and Electronics, Graduate School of Engineering,  

Osaka City University, 3-3-138, Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 558-8585, Japan 
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13 

問合せ先 〔専門分野関係〕 

 公立大学法人大阪市立大学 工学研究院 大学院工学研究科  

電子情報系専攻電子・物理工学分野 

担当者：重川 直輝 

Mail：shigekawa@eng.osaka-cu.ac.jp 

電話：０６－６６０５－２６７６ 

〔募集全般〕 

 公立大学法人大阪市立大学 法人運営本部 人事課 

電話：０６－６６０５－２０２１（ダイヤルイン） 

Contact  

information 

〔about research field〕 

Prof. Naoteru Shigekawa 

Department of Applied Physics and Electronics, Graduate School of Engineering,  

Osaka City University 

  E-mail: shigekawa@eng.osaka-cu.ac.jp 

  T E L: ０６－６６０５－２６７６ 

〔about other than research field〕 

  Personnel Department, Public University Corporation Osaka City University 

  T E L: ０６－６６０５－２０２１ 

14 

その他 ・公立大学法人大阪市立大学は、2019 年４月に公立大学法人大阪府立大学と法人

統合し、大阪市立大学及び大阪府立大学を運営する新たな法人として公立大学法

人大阪が設立される予定です。また、第３期中期目標期間（2018 年度～2023 年

度）中を目途に、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。 

・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

する予定のものです。 

・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。 

Others ・”Public University Corporation Osaka City University” will integrate with “Public 

University Corporation Osaka Prefecture University”, and new public university 

corporation named “University Public Corporation Osaka” will be established in april 

2019. 

  We are also preparing for the establishment of a new university by integration of Osaka 
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City University and Osaka Prefecture University between FY2018 and FY2023. 

  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. 

 


