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　　人　事

　 人事異動・新人紹介
   発令年月日       　 氏　名 　　　　　      　　　現　職 　　　　　                            旧　職

（辞職）   　H25.10.31　　神谷　幸秀　           研究支援戦略推進準備室学術フェロー      加速器科学支援センター　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　     シニアフェロー
                 　H26.2.7　　    岡本　淳　　           台湾放射光センター　　 　　　 　　　    物構研　放射光科学第二研究系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   アシスタント・サイエンティスト　　      特任助教

（昇任）   　H26.1.1　　    張　　小威　           物構研　放射光科学第二研究系　　　      物構研　放射光科学第二研究系　
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  特別教授　　　　　　　　　　　　　      研究機関講師
　　　　   H26.1.16　　  清水　伸隆　       　物構研　放射光科学第二研究系　  　　    物構研　放射光科学第一研究系　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        准教授　　　　　　　　　　    　             特別准教授 
    　　　    H26.1.16　　  松垣　直宏               物構研　放射光科学第二研究系　  　　   物構研　放射光科学第二研究系　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　       准教授　　　　　　　　　　    　              助教 

（採用）       　

1. 着任日　2. 現在の所属・職種　3. 前所属・職種　
4. 専門分野　5. 着任に当っての抱負　6. モットー
7. 趣味



 
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 

 物質構造科学研究所教員公募について（依頼） 
 

  本機構では、下記のとおり教員を公募いたします。 
 

記 
 

 
 

公募番号  物構研１３－２４   

１．公募職種及び人員 
助教 １名 （任期なし） 
本機構の教員の職名は、教授、准教授、講師、研究機関講師及び助教であるが、機構の性格から、大学における講座制とは異
なる運営が行われる。また、本機構の教員の定年は６３歳である。 

２．研究（職務）内容 
大学共同利用機関である物質構造科学研究所では、放射光、中性子、ミュオン、低速陽電子を幅広くかつ横断的に利用した物質・
生命科学研究を推進している。本候補者は、同研究所放射光科学研究施設（PF）の電子物性グループの助教として、主に軟 X 線磁
気円二色性および軟X線吸収分光法を用いた表面・界面研究を推進するとともに、軟X線を用いた実験手法の開発に従事する。ま
た、関連するビームラインおよび実験装置の性能向上および維持管理に努め、大学共同利用研究や産業利用を推進する。 

３．応募資格 
博士の学位を有すること       

４．公募締切 
平成２６年５月１６日（金）必着 

５．着任時期 
採用決定後できるだけ早い時期 

６．選考方法 
原則として面接とする。ただし、第一段階の審査として書類選考を行うことがある。  
面接予定日：平成２６年６月中旬（決定次第機構Webサイトに掲示します。） 

７．提出書類 
（１）履 歴 書 ----- KEK指定様式 PDF版 WORD版 記入例 

KEK指定様式以外の履歴書を使用する場合は、通常の履歴事項の後に必ず応募する公募番号（２件以上応募の場合は
その順位）、電子メールアドレス及び、可能な着任時期を明記すること。 

（２）研究歴、本公募に関する業務歴 
（３）発表論文リスト ----- 和文と英文は別葉とし、共著の論文については、共著者名をすべて記入すること。 

また、提出する論文別刷の番号には○印を付すこと。 
（４）着任後の抱負 （公募内容全般に対するものであること） 
（５）論 文 別 刷 ----- 主要なもの、５編以内 
（６）その他参考資料 （外部資金獲得状況、国際会議招待講演、受賞歴等） 
（７）本人に関する推薦書または参考意見書（宛名は物質構造科学研究所長 山田和芳 とすること） 

※上記の書類は、すべてＡ４判横書きとし、それぞれ別葉として各葉に氏名を記入すること。  
（可能であれば、（１）から（６）までの提出書類をＰＤＦファイルに変換のうえＣＤ-ＲもしくはＵＳＢメモリに保存し、提出書類ととも
に送付願います。※パスワード設定されているものは解除しておいてください） 

※推薦書・参考意見書は電子メールでも結構です。（jinji1@ml.post.kek.jp） 
※２件以上応募の場合であって内容が同じ場合の提出書類は一部で良いが、内容が異なる場合は提出書類を別々に用意するこ
と(推薦書等も同様とする）。 

※原則として、提出書類（ＣＤ－Ｒ、ＵＳＢメモリ含む）は返却いたしませんので、あらかじめご了承願います。 

８．書類送付 
        送付先 〒３０５－０８０１ 

茨城県つくば市大穂１－１ 
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 
総務部人事労務課人事第一係 

        封筒の表に「教員公募関係」「公募番号」を朱書きし、郵送（書留）または持参すること。        

９．問い合わせ先 
（１）研究内容等について 

          研究主幹 熊井 玲児（放射光科学第一研究系）  TEL： 029-879-6024 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)   e-maiｌ：reiji.kumai@kek.jp  
    （２）提出書類について 
          総務部人事労務課人事第一係            TEL： 029-864-5118 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)   e-mail：jinji1@ml.post.kek.jp 

１０．その他 
   本機構は、男女共同参画を推進しており、女性研究者の積極的な応募を歓迎します。 

  男女共同参画推進室 http://geo.kek.jp/index.html 
 

KEK人事公募へ

 

http://www.kek.jp/ja/Jobs/ReseachingStaff/rirekisyo.pdf
http://www.kek.jp/ja/Jobs/ReseachingStaff/rirekisyo.docx
http://www.kek.jp/ja/Jobs/ReseachingStaff/rirekisyo%28kinyurei%29.pdf
mailto:jinji1@ml.post.kek.jp
http://geo.kek.jp/index.html
http://www.kek.jp/ja/Jobs/


 
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 

 物質構造科学研究所教員公募について（依頼） 
 

  本機構では、下記のとおり教員を公募いたします。 
 

記 
 

 
 

公募番号  物構研１３－２５   

１．公募職種及び人員 
特任助教 １名 （任期 単年度更新、最長平成２９年３月３１日まで） 
本機構の教員の職名は、教授、准教授、講師、研究機関講師及び助教であるが、機構の性格から、大学における講座制とは異
なる運営が行われる。 

２．研究（職務）内容 
大学共同利用機関である物質構造科学研究所では、放射光、中性子、ミュオン、低速陽電子を利用した物質・生命科学研究を推進
している。本候補者は、同研究所放射光科学研究施設（PF）に所属し、文部科学省「X 線自由電子レーザー重点戦略研究課題」の下
で、時間分解X線計測による物質構造ダイナミクス研究のための実験・装置開発に従事する。 

３．応募資格 
博士の学位を有すること       

４．公募締切 
平成２６年４月３０日（水）必着 

５．着任時期 
採用決定後できるだけ早い時期 

６．選考方法 
原則として面接とする。ただし、第一段階の審査として書類選考を行うことがある。  
面接予定日：平成２６年５月中旬（決定次第機構Webサイトに掲示します。） 

７．提出書類 
（１）履 歴 書 ----- KEK指定様式 PDF版 WORD版 記入例 

KEK指定様式以外の履歴書を使用する場合は、通常の履歴事項の後に必ず応募する公募番号（２件以上応募の場合は
その順位）、電子メールアドレス及び、可能な着任時期を明記すること。 

（２）研究歴、本公募に関する業務歴 
（３）発表論文リスト ----- 和文と英文は別葉とし、共著の論文については、共著者名をすべて記入すること。 

また、提出する論文別刷の番号には○印を付すこと。 
（４）着任後の抱負 （公募内容全般に対するものであること） 
（５）論 文 別 刷 ----- 主要なもの、５編以内 
（６）その他参考資料 （外部資金獲得状況、国際会議招待講演、受賞歴等） 
（７）本人に関する推薦書または参考意見書（宛名は物質構造科学研究所長 山田和芳 とすること） 

※上記の書類は、すべてＡ４判横書きとし、それぞれ別葉として各葉に氏名を記入すること。  
（可能であれば、（１）から（６）までの提出書類をＰＤＦファイルに変換のうえＣＤ-ＲもしくはＵＳＢメモリに保存し、提出書類ととも
に送付願います。※パスワード設定されているものは解除しておいてください） 

※推薦書・参考意見書は電子メールでも結構です。（jinji1@ml.post.kek.jp） 
※２件以上応募の場合であって内容が同じ場合の提出書類は一部で良いが、内容が異なる場合は提出書類を別々に用意するこ
と(推薦書等も同様とする）。 

※原則として、提出書類（ＣＤ－Ｒ、ＵＳＢメモリ含む）は返却いたしませんので、あらかじめご了承願います。 

８．書類送付 
        送付先 〒３０５－０８０１ 

茨城県つくば市大穂１－１ 
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 
総務部人事労務課人事第一係 

        封筒の表に「教員公募関係」「公募番号」を朱書きし、郵送（書留）または持参すること。        

９．問い合わせ先 
（１）研究内容等について 

          研究主幹 足立 伸一（放射光科学第二研究系）  TEL： 029-879-6022 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)   e-maiｌ：shinichi.adachi@kek.jp  
    （２）提出書類について 
          総務部人事労務課人事第一係            TEL： 029-864-5118 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)   e-mail：jinji1@ml.post.kek.jp 

１０．その他 
   本機構は、男女共同参画を推進しており、女性研究者の積極的な応募を歓迎します。 

  男女共同参画推進室 http://geo.kek.jp/index.html 
 

KEK人事公募へ

 

http://www.kek.jp/ja/Jobs/ReseachingStaff/rirekisyo.pdf
http://www.kek.jp/ja/Jobs/ReseachingStaff/rirekisyo.docx
http://www.kek.jp/ja/Jobs/ReseachingStaff/rirekisyo%28kinyurei%29.pdf
mailto:jinji1@ml.post.kek.jp
http://geo.kek.jp/index.html
http://www.kek.jp/ja/Jobs/


 
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 

 物質構造科学研究所教員公募について（依頼） 
 

  本機構では、下記のとおり教員を公募いたします。 
 

記 
 

 
 

公募番号  物構研１３－２６   

１．公募職種及び人員 
特任助教 １名 （任期 単年度更新、最長平成２９年３月３１日まで） 
本機構の教員の職名は、教授、准教授、講師、研究機関講師及び助教であるが、機構の性格から、大学における講座制とは異
なる運営が行われる。 

２．研究（職務）内容 
大学共同利用機関である物質構造科学研究所（IMSS）では、放射光、中性子、ミュオン、低速陽電子を利用した物質・生命科学研
究を推進している。本候補者は、同研究所構造生物学研究センターに所属して、文部科学省「創薬等支援技術基盤プラットフォーム
事業」の業務に従事する。この事業は、構造生命科学研究を強く推進するために、様々な構造解析手法を支援するものである。今回、
主に放射光 X 線小角散乱法において、ビームラインでの測定・解析支援、共同研究を推進し、構造機能相関構造解析を展開できる
人材を求める。 

３．応募資格 
博士の学位を有すること       

４．公募締切 
平成２６年４月１５日（火）必着 

５．着任時期 
採用決定後できるだけ早い時期 

６．選考方法 
原則として面接とする。ただし、第一段階の審査として書類選考を行うことがある。  
面接予定日：平成２６年４月下旬（決定次第機構Webサイトに掲示します。） 

７．提出書類 
（１）履 歴 書 ----- KEK指定様式 PDF版 WORD版 記入例 

KEK指定様式以外の履歴書を使用する場合は、通常の履歴事項の後に必ず応募する公募番号（２件以上応募の場合は
その順位）、電子メールアドレス及び、可能な着任時期を明記すること。 

（２）研究歴、本公募に関する業務歴 
（３）発表論文リスト ----- 和文と英文は別葉とし、共著の論文については、共著者名をすべて記入すること。 

また、提出する論文別刷の番号には○印を付すこと。 
（４）着任後の抱負 （公募内容全般に対するものであること） 
（５）論 文 別 刷 ----- 主要なもの、５編以内 
（６）その他参考資料 （外部資金獲得状況、国際会議招待講演、受賞歴等） 
（７）本人に関する推薦書または参考意見書（宛名は物質構造科学研究所長 山田和芳 とすること） 

※上記の書類は、すべてＡ４判横書きとし、それぞれ別葉として各葉に氏名を記入すること。  
（可能であれば、（１）から（６）までの提出書類をＰＤＦファイルに変換のうえＣＤ-ＲもしくはＵＳＢメモリに保存し、提出書類ととも
に送付願います。※パスワード設定されているものは解除しておいてください） 

※推薦書・参考意見書は電子メールでも結構です。（jinji1@ml.post.kek.jp） 
※２件以上応募の場合であって内容が同じ場合の提出書類は一部で良いが、内容が異なる場合は提出書類を別々に用意するこ
と(推薦書等も同様とする）。 

※原則として、提出書類（ＣＤ－Ｒ、ＵＳＢメモリ含む）は返却いたしませんので、あらかじめご了承願います。 

８．書類送付 
        送付先 〒３０５－０８０１ 

茨城県つくば市大穂１－１ 
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 
総務部人事労務課人事第一係 

        封筒の表に「教員公募関係」「公募番号」を朱書きし、郵送（書留）または持参すること。        

９．問い合わせ先 
（１）研究内容等について 

          研究主幹 千田 俊哉（放射光科学第二研究系）  TEL： 029-879-6178 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)   e-maiｌ：toshiya.senda@kek.jp  
    （２）提出書類について 
          総務部人事労務課人事第一係            TEL： 029-864-5118 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)   e-mail：jinji1@ml.post.kek.jp 

１０．その他 
   本機構は、男女共同参画を推進しており、女性研究者の積極的な応募を歓迎します。 

  男女共同参画推進室 http://geo.kek.jp/index.html 
 

KEK人事公募へ

 

http://www.kek.jp/ja/Jobs/ReseachingStaff/rirekisyo.pdf
http://www.kek.jp/ja/Jobs/ReseachingStaff/rirekisyo.docx
http://www.kek.jp/ja/Jobs/ReseachingStaff/rirekisyo%28kinyurei%29.pdf
mailto:jinji1@ml.post.kek.jp
http://geo.kek.jp/index.html
http://www.kek.jp/ja/Jobs/

