
平成28年1月25日 

 

東京大学物性研究所新物質科学研究部門 特任研究員 公募 

 

(1) 公募職種及び人員：特任研究員 1名 

(2) 所属：東京大学 物性研究所 新物質科学研究部門（中辻研究室） 

(3) 職務内容：文部科学省新学術領域「J-Physics：多極子伝導系の物理」のもと、 

強相関電子系における多彩な伝導現象や量子相の解明を行う。4f, d電子系化合物の物

質開発、純良単結晶育成に意欲的に取り組める方であれば、経験は問わない。 

(4) 着任時期：平成28年4月1日以降、できるだけ早い時期。 

(5) 任期：１年。年度ごとに更新の可能性在り。最長は平成29年度末まで。 

(6) 応募資格：博士の学位を有する者、または、着任時までに取得見込みの者。 

(7) 待遇：本学規定による。詳細については相談されたい。 

(8) 選考方法：書類選考の上、必要に応じて面接を行う。 

(9) 提出書類： 

 履歴書（略歴で可） 

 研究業績リスト（特に重要な論文に○印をつけること） 

 主要論文の別刷りまたはコピー3編以内 

 これまでの研究業績の概要（２０００字程度） 

 着任後の研究計画と抱負（２０００字程度） 

 照会可能者２名以内の氏名・役職・連絡先（E-mailアドレスを必ず記載すること） 

(10) 公募締切：平成28年2月8日（月）必着 

(11) 書類送付先： 

〒277-8581 千葉県柏市柏の葉５丁目１番５号 

東京大学物性研究所新物質科学研究部門 

中辻 知 

注意事項：封筒に「JPhysics特任研究員公募書類在中」と朱書し、書留で送付して下さ

い。（海外在住の方に対してはE-mailによる応募も認めます。その場合は提出書類をPDF

ファイルで提出して下さい。受取りの返信を出しますので必ず確認して下さい。）お送りい

ただいた応募書類等は返却いたしませんので、ご了解の上お申込み下さい。また、履歴

書は本応募の用途に限り使用し、個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及

び貸与することは一切ありません。 

 

本件に関する問い合わせ先： 

    東京大学物性研究所新物質科学研究部門 

    准教授 中辻 知 

    e-mail  satoru_(at)_issp.u-tokyo.ac.jp 

    （_(at)_を@に変更してください） 

 



 
A Project Research Associate Position  

at the Institute for Solid State Physics (ISSP), the University of Tokyo 
 
The ISSP is seeking outstanding candidates for a project researcher position in the Division of New 
Materials Research. This position is supported by the JSPS grant for innovative area “J-Physics”. The 
successful candidate will collaborate with Prof. S. Nakatsuji and conduct vigorous experimental 
research on novel quantum phenomena in strongly correlated systems by materials syntheses and 
in-depth characterization. Applications of excellent experimentalists in different areas are also 
considered. The appointment is for one year. Extension up to two years may be granted depending 
on the project status. The position is now open, and the term should start at the earliest possible 
date.  
 
Applicants must have a Ph.D. or equivalent degree in a relevant field, or otherwise must get a degree 
before the starting date of appointment. Applications should include the following documents 
prepared either in English or Japanese and should be sent by post or alternatively by E-mail to the 
address below. All the documents must arrive no later than February 8th, 2016.  
  

 1) CV with photo including academic record and professional career 
  2) Complete list of publications (mark three most important papers)  
  3) Copy of the three papers marked above 
  4) Summary of research accomplishments (up to two pages) 

5) Research plan (up to two pages).  
6) List of References (up to two references) 

 
(Address) Satoru Nakatsuji, The Division of New Materials Research, The Institute for Solid State 
Physics, The University of Tokyo, 5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8581, JAPAN 
(E-mail)  satoru_(at)_issp.u-tokyo.ac.jp 
 
 *In case of post mail the envelope should be marked, “Application (Div. New. Mat. Research, Project 

Researcher)”, while the subject of the E-mail should be set the same.  
 
If you have any questions, please contact Prof. S. Nakatsuji at satoru@issp.u-tokyo.ac.jp.  
 


