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教 員 の 公 募 に つ い て 

 
                                        大阪大学核物理研究センター長 

                                                           	 中野	 貴志 
 
１．公募人員：特任助教（常勤）１名 
２．任    務：核物理研究センター・サイクロトロン施設を中心として原子核物理の実験

研究を推進する。 
３．着任時期：採用決定後できるだけ早い時期 
４．任	 	 期：平成 30年 3月 31日まで 
５．待	 	 遇：給与は大阪大学の規定による 
６．選考方法：原則として書類選考とし、必要に応じて面接を実施する。 
７．必要書類：１） 履歴書 ２） 研究歴 ３） 業績リスト 

４） 主要論文別刷 （五編以内）５） 就任した場合の抱負 
６） 推薦書１通または意見書１通 

８． 公募締切： 平成 26年 6月 30日（月） 正午必着 
９．送付方法： 
	 	 封筒の表に「教員公募（特任助教）書類在中」と朱書し、郵送の場合は書留で以下宛

に送付して下さい。 
   	 	 	 〒５６７－００４７ 茨木市美穂ヶ丘 10番 1号 
   	 	 	 大阪大学核物理研究センター  中野	 貴志 
   	 	 	 電 話 ０６－６８７９－８９００ 
１０．問い合わせ先 
	 	 青井考 
	 	 Email: aoi@rcnp.osaka-u.ac.jp 
１１．その他： 
    （１）本センター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。 
	 	 （２）核物理研究センターの概要：http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp 



Job opening at RCNP, Osaka University 
RCNP-Z-764 

2014.05.13 
RCNP Director Prof. Takashi Nakano 

 
 

1. Position: Special Appointed Assistant Professor (Full Time) 
2. Research field and mission: 

The successful candidate will work on experimental nuclear physics mainly using the RCNP 
Cyclotron Facility. 

3. Start of the term: 
The position can be started as soon as possible after official acceptance. 

4. End of the term: March 31, 2018. 
5. Salary:  

Fixed by the Osaka University standards. 
6. Method of screening 

Based on application documents. We may ask interview in case needed. 
7. Application materials: 

(1) Curriculum Vitae 
(2) Brief description of research career/experiences 
(3) Publication list 
(4) Copies of major publications (fewer than 6) 
(5) Research plan at RCNP if employed  
(6) One recommendation or one reference letter 

8. Dead line of application: June 30 (Mon.), 2014. 
9. Send all the application materials (1)-(6) by regular mail to 

Director Professor Takashi Nakano 
Research Center for Nuclear Physics (RCNP) 
Osaka University 
Mihogaoka 10-1, Ibaraki, 567-0047, Japan 

Please indicate on the envelope in red "Application material, special appointed assistant professor". 
10. For information and contact: 

Nori Aoi 
E-mail: aoi@rcnp.osaka-u.ac.jp 

11. Miscellaneous 
(1) RCNP, Osaka University serves an opportunity of gender equality. We appreciate applications 

from women researchers. 
(2) URL: http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/ 
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