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 令和3年2月8日 

 

 

各関係大学長 

各関係学部長 殿 

各関係機関長 

 

国立大学法人琉球大学 熱帯生物圏研究センター長 

松﨑 吾朗 (公印省略) 

 

 

教員の公募について（依頼） 

 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、国立大学法人琉球大学熱帯生物圏研究センターでは、下記の要領により教員

を公募することとなりました。つきましては、ご多用中恐縮ですが、貴機関関係者への

周知方についてご高配いただけますようお願い申し上げます。 

 

謹 白 

 

記 

 

1.  公募人員： 助教 1名（年俸制Ⅱ） 

 

2.  所 属： 国立大学法人琉球大学 熱帯生物圏研究センター 

サンゴ礁生物科学部門  マングローブ学分野 

 

3.  専門分野：マングローブ学分野。新設予定のマングローブ学研究部門の教員とし 

て、本センターにおけるマングローブ学の研究教育機能の強化と拠点形

成を、熱意を持って推進できる方を希望します。 

      

4. 担当科目：共通教育科目については「亜熱帯－西表の自然」を共同担当する他、大

学院の専門科目については関連研究科と調整の上で授業科目を担当して

いただきます。 
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5.  応募資格 

1)  学位： 博士の学位を有する者。 

2) 研究教育歴： 学部卒業後2年以上の研究教育歴を有する者。 

3) 業績及び実績： マングローブ学に関する基礎及び応用研究の分野において、

先端的な研究を推進するのに必要な能力を証する研究業績と実績を有する

者で、熱帯生物圏研究センター助教の業績要件である査読付き学術論文（英

文・和文）を2報以上有する者。 

4)  在職中は科学研究費助成事業を含む外部資金に代表者として応募することに同

意する者。 

5) 外国人研究者の場合、国籍は問いませんが、日本語での会議及び事務処理があ 

る程度可能であることを条件とします。 

 

6. 職務： 

・ 本公募は、マングローブ学の研究・教育機能の強化と、拠点形成の推進

を目的とするものです。採用される助教は、本センターにおいて新設予

定のマングローブ学研究部門の教員として、西表研究施設の立地環境や

設備を活かしたマングローブ学研究を国際的に推進し、その成果を学術

面及び社会面で還元することが求められています。 

・ 琉球大学の研究センターかつ文部科学大臣認定の共同利用・共同研究拠

点としての熱帯生物圏研究センターの管理運営業務を担当していただき

ます。特に、勤務地となる西表研究施設の管理運営業務を担当すること

になります。 

・ 所定の手続きを経て、琉球大学大学院農学研究科(修士課程)・鹿児島大

学大学院連合農学研究科(博士課程)において、当該分野の教育・研究指

導を担当していただきます。 

 

7.  勤務地： 沖縄県八重山郡竹富町上原 870  

国立大学法人琉球大学 熱帯生物圏研究センター 西表研究施設 

 

8.  採用予定年月日：令和 3年 9月 1日以降の早い時期 

 

9.  提出書類（別添様式を使用すること） 

1) 履歴書 

2) 研究業績目録（1.査読付き原著論文、2.総説、3.著書、4.その他（査読なし 

の論文、評論など）、5.学会発表）に分け、新しいものから順に記載してくださ 
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い。なお、記載する学会発表については、応募者自身が国際学会（ポスター発 

表を含む）で発表したもの、及び応募者自身による国内学会での特別講演、シ 

ンポジウム、パネル、ワ－クショップ、ラウンドテ－ブルのみを対象とし、応

募者が単に共同演者であったもの、及び国内学会での一般講演や地方会、研究

会での発表は除いてください。 

3) 代表的な論文10編以内の別刷りないし、そのコピー（研究業績目録中の論文の

番号に○印を付してください） 

4) 研究業績一覧表 

5) 別刷り提出論文の要旨（１編 400 字以内） 

6) これまでの研究の概要（1,500 字以内） 

7) 今後の研究に対する抱負と展望（2,000 字以内） 

8) これまでの教育実績と今後の大学院教育に対する抱負（2,000 字以内） 

9) 科学研究費助成事業等研究助成金の採択状況（助成金の名称、研究題目、代表・

分担の別、助成期間、助成金額（分担の場合は分担額）を明記してください） 

10) 特許の出願状況（発明の名称、発明者氏名を記載してください） 

11） 学会活動をはじめとする社会活動（所属学会（役職）、各種委員会、学会や各

種シンポジウムの企画・世話役、研究機関で実施した公式なセミナー、その他の社

会活動等の実績を記してください） 

12) 照会先となる方２名の氏名、所属、住所、電子メールアドレス 

13) その他 

・ 応募様式１枚で書ききれない場合は、同じ様式を追加して記入してください。     

・ 選考の過程で候補者に面接や講演、プレゼンテーションをしていただく場合が  

あります。その際の旅費は自己負担とします。 

・ 応募書類の返却を希望される方は、切手を貼り宛先を記入した返信用封筒を同封 

してください。 

 

10． 待遇： 

1)  雇用形態：常勤（１日7時間45分、週5日勤務）、任期なし  

2)  給与：年俸制Ⅱ. 経歴によって算定（国立大学法人琉球大学職員給与規程及び 

       国立大学法人琉球大学年俸制（Ⅱ）適用教員給与規程による） 

3)  諸手当：通勤手当・住居手当等（国立大学法人琉球大学職員給与規程による） 

4)  休日：日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始 

（12月29日～1月3日）、その他特に指定する日 

5)  福利厚生：文部科学省共済組合に加入 
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11．応募書類提出先： 

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原１番地 

国立大学法人琉球大学 総務部人事企画課 任用係 宛 

Tel: 098-895-8023 

・ 応募書類の封筒には、必ず「熱帯生物圏研究センター助教応募書類在中」と

朱書し、書留で郵送してください。 

 

12．問い合わせ先： 

＜公募内容について＞ 

〒907-1541 沖縄県八重山郡竹富町上原 870 

国立大学法人琉球大学 熱帯生物圏研究センター  

西表研究施設教員： 梶田 忠 

電話： 0980-85-6560（代） 電子メール： kajita@mail.ryudai.jp      

＜事務手続きについて＞ 

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原１番地 

国立大学法人琉球大学 総合企画戦略部 研究推進課 共同利用施設係長：喜屋武 

電話：098-895-8036 電子メール：knkuodor@acs.u-ryukyu.ac.jp  

 

13．応募書類提出期限：令和 3年 5月 1 4日（金） 17:00必着 

 

14．その他： 

1)  琉球大学教員の定年は満65歳です。 

2) 琉球大学では、敷地内を全面禁煙としています。  

  3)  琉球大学では男女共同参画室を設置して女性研究者支援を推進しており、女性 

研究者の積極的な応募を歓迎します。詳細は琉球大学ジェンダー協働推進室  

http://www.gender.jim.u-ryukyu.ac.jp/  を参照してください。また、本公募

は国際公募として、外国人研究者の積極的な応募を歓迎します。 

 

15.  熱帯生物圏研究センターについて： 

熱帯生物圏研究センターは1994年に琉球大学に附置された全国共同利用施設で、熱

帯・亜熱帯の生物圏における様々な生命現象や生物と人間との関わりについて、国内 

外の研究者と連携しつつ、地の利を生かした研究を展開することで、国際的な研究・教育

の拠点作りを進めています。2009年4月には、西原研究施設、瀬底研究施設、西表研究

施設を擁する旧・熱帯生物圏研究センターと学内共同教育研究施設であった旧・分子 

 



5  

 

生命科学研究センターが統合を果たし、新・熱帯生物圏研究センターとなり、文部

科学大臣に共同利用・共同研究拠点として認定されました。引き続き、国内外の研究

者との共同研究を推進し、全国の共同研究拠点として更なる発展をめざしています。 

熱帯生物圏研究センター西表研究施設の教員構成（2021年1月1日現在50音順） 

梶田忠（教授）・内貴章世（准教授）・成瀬貫（准教授）・渡辺信（准教授） 

 

 

以上 
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Call for Applications 

  

1. Job Call summary: One Assistant Professor (Permanent), a faculty 

member of the newly planned Department of Mangrove Science, Tropical 

Biosphere Research Center, University of the Ryukyus. 

  

2. Research Organization: Department of Coral Reef Biological Science, 

Mangrove Study Group, Tropical Biosphere Research Center, University of 

the Ryukyus 

  

3. Field of expertise: Mangrove science. We expect that the successful 

candidate will enthusiastically strengthen the research and educational 

functions of mangrove research and contribute to forming international 

research networks.  

  

4. Classes: To be a co-teacher of a Common Education class, "The Nature 

of the Subtropical Island, Iriomote." In addition to co-teaching a 

Common Education class, the successful candidate will contribute to 

courses at the relevant graduate school. 

  

5. Qualifications: 

1) Degree: A doctoral degree is required. 
2) Experience in research and education: Applicants must have at least 

two years of research and teaching experience after graduation. 

3) Achievements: Applicants should have research achievements that 
demonstrate the candidate's ability to promote advanced research in 

the field of basic and applied mangrove science and have at least two 

peer-reviewed academic papers. 

4) Applicants should agree to apply for external funding, including JSPS 
Grant-in-Aid for Scientific Research “KAKENHI,” as a Principal 

Investigator while in employment. 

5) For foreign researchers, any nationality is acceptable, but they need 
to have the skills to conduct meetings and administrative works in 

Japanese to some extent.  

 

6. Work duties:  

1) This recruitment is for a permanent Assistant Professor position 
intending to strengthen the research and educational functions of 

mangrove studies and promote the formation of research networks. The 

Assistant Professor will be a faculty member of the newly planned 

Department of Mangrove Science at the Iriomote Station, TBRC, and is 

expected to promote mangrove research internationally and return the 

results to the academic and social spheres. 
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2) In this position, the successful candidate will be responsible for 
the management and operation duties of the Tropical Biosphere 

Research Center, which is a research center of the University of the 

Ryukyus and a Joint Usage/Research Center by the Minister of 

Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) of Japan. 

The management and operation duties are primarily at the workplace, 

Iriomote Station. 

3) In charge of the Common Education class stated above. After 
fulfilling necessary procedures, the candidate will also be in charge 

of higher education at the Graduate School of Agriculture, University 

of the Ryukyus (master's course), and the United Graduate School of 

Agricultural Sciences, Kagoshima University (Ph.D. course). 

 

7. Workplace: Iriomote Station, Tropical Biosphere Research Center, 

University of the Ryukyus, 870 Uehara, Taketomi, Yaeyama, Okinawa, 907-

1541, Japan.  

 

8. Expected date of employment: September 1, 2021, at the earliest. 

9. Documents to be submitted (use the attached application forms. You 

can fill out the form in English):  

1) Curriculum vitae 
2) List of Research Achievements (1. refereed original articles, 2. 

reviews, 3. books, 4. other (non-refereed papers, reviews, etc.), 5. 

conference presentations). Please note that the applicant's only 

presentations at international conferences (including poster 

presentations) and special lectures, symposia, panels, workshops, and 

roundtables given by the applicant at domestic conferences are 

eligible for inclusion. Please exclude those in which the applicant 

was merely a co-presenter, as well as those presented in general 

lectures, regional meetings, or research meetings at domestic 

academic conferences. 

3) Reprints or copies of up to 10 representative articles (circle the 
number of the item in the "List of Research Achievements") 

4) Summary list of research achievements 
5) Abstracts of the publications submitted as reprints (maximum 200 

words per article) 

6) Summary of your research to date (750 words or less) 
7) Future research goals and prospects (1,000 words or less) 
8) Educational achievements to date and plans for future graduate 

education (1,000 words or less) 

9) Status of research grants such as JSPS KAKENHI (please specify the 
grant name, research title, PI or co-PI, grant period, and the total 

amount of the budget (in the case of co-PI, the amount of the budget 

allocated)) 
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10)Status of patent applications (please state the name of the invention 

and the name of the inventor) 

11)Academic and other social activities (Please describe the academic 

society (position) to which you belong, for example, committees, 

organizers or coordinators of academic conferences and various 

symposia, official seminars conducted at your research institution, 

and other social activities) 

12)Names, affiliations, addresses, and e-mail addresses of two 

references. 

13)Note:   

・ You can add additional sheets of the application form if you 

need more pages. 

・ In the selection process, candidates may be asked to give 

interviews, lectures, or presentations. You will be responsible 

for your travel expenses in that case. 

・ If you wish to have your application documents returned to you, 

please enclose a stamped, self-addressed envelope. 

 

10. Appointment Detail:  

1) Appointment: Full-time (7 hours and 45 minutes per day, five days 
per week), permanent (no fixed term) 

2) Salary: Annual salary system (II). The salary is calculated based on 
your career (based on the University of the Ryukyus Salary 

Regulations and the University of the Ryukyus Salary Regulations for 

Faculty Members Applying the Annual Salary System (II)) 

3) Other allowances: Commuting allowance, housing allowance, etc. 
(under the University of the Ryukyus Salary Regulations) 

4) Holidays: Sundays and Saturdays, holidays stipulated in the Law 
concerning National Holidays, year-end and New Year holidays 

(December 29 to January 3), and other days as specified. 

5) Welfare: The Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and 
Technology Mutual Aid Association 

 

11. Submission address:  

Human Resources Planning Section, General Affairs Division, University 

of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara-cho, Nakagami-gun, Okinawa 903-

0213, Japan". Tel: 098-895-8023  

 Notes: 
• The applicant should send the application documents by registered 

mail. 

• All the printed forms should be enclosed in an envelope marked as 

"Application documents for Assistant Professor at TBRC" in red. 

 

12. Inquiries:  
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 For more information about the job, please contact "Tadashi Kajita, e-

mail: kajita@mail.ryudai.jp, Phone: 0980-85-6560. Address: Iriomote 

Station, Tropical Biosphere Research Center, University of the Ryukyus, 

870 Uehara, Taketomi-cho, Yaeyama-gun, Okinawa 907-1541, Japan.  

 Information about administrative procedures: please contact "Maki Kyan, 

e-mail: knkuodor@acs.u-ryukyu.ac.jp, Phone: 098-895-8036. Address: Joint 

Usage Facilities Section, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, 

Nishihara-cho, Nakagami-gun, Okinawa 903-0213, Japan. 

 

13. Deadline for submission of application documents:  5:00 p.m. on May 

14, 2021. We do not consider application documents delivered after the 

deadline. 

 

14. Other Information: 

1) The mandatory retirement age for faculty members of the University of 
the Ryukyus is 65 years old. 

2) The University of the Ryukyus is a non-smoking university.  
3) The University of the Ryukyus has established a Gender Equality 

Office (http://www.gender.jim.u-ryukyu.ac.jp/) to promote female 

researchers' support, and we welcome applications from female 

researchers. Also, as this is an international call, we welcome 

applications from foreign researchers. 

 

15. About the Tropical Biosphere Research Center: 

 The former Tropical Biosphere Research Center (TBRC) of the University 

of the Ryukyus was established by unifying the Sesoko Marine Science 

Center in Sesoko Island (current Sesoko Station), Research Institute of 

Tropical Agriculture of Faculty of Agriculture in Iriomote Island 

(current Iriomote Station) and Nishihara Laboratory in Senbaru Campus 

(current Nishihara Station) in 1994. The former Center of Molecular 

Biosciences (COMB) was established in 2001 by reorganizing the Gene 

Research Center. The former TBRC and COMB are unified in 2009 to launch 

the new TBRC. It was certified as a Joint Usage/Research Center by the 

Minister of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT) 

of Japan in 2010. TBRC continues to be a biological research center of 

the University of the Ryukyus and will reinforce the function as JURC. 

 

Present faculty members at Iriomote Research Station (in alphabetical 

order as of January 2021):  

Tadashi Kajita (Professor), Akiyo Naiki (Associate Professor), Tohru 

Naruse (Associate Professor, Director), Shin Watanabe (Associate 

Professor). 

mailto:kajita@mail.ryudai.jp
mailto:knkuodor@acs.u-ryukyu.ac.jp

