
[卓越研究員]テニュアトラック講師又は助教の募集（情報学フロンティア分野） 

［Excellent Young Researchers］  Tenure-Track Associate Professor or Assistant 

Professor, Frontiers of informatics 

 

求人内容 

文部科学省の卓越研究員事業（http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm）

のスキームを用いて、採用予定です。 

We are going to plan to adopt an Excellent Young Researcher with a scheme of the 

Leading Initiative for Excellent Young Researchers (LEADER). 

(http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm) 

 

【部署名】 

 社会情報学部 

 Faculty of Science and Information studies 

 

【機関の説明】 

 群馬大学社会情報学部では、社会における情報過程を科学的に分析し、その人間と社会

における意義と影響を教育・研究するために、情報科学と人文科学及び社会科学の融合の

上に、隣接諸科学と連携しながら多面的な教育・研究を展開することを理念としています。 

 

[About Faculty] 

Social and information studies can be explained as an interdisciplinary field geared to 

understanding the totality of information phenomena in society and to the theoretical 

and empirical explication of its characteristics. This describes the fundamental idea 

behind the Faculty of Social and Information Studies (FSIS). The target of our studies is 

this “totality of information phenomena in society” and our identity within the 

university is defined by our pursuit of that totality. 

 

【募集の背景】 

 群馬大学社会情報学部の理念に即し、新たな潮流である計算社会科学に基づく教育・研

究を行う人材を新たに採用することで、学部の教育・研究を強化します。 

 

[Background of recruitment] 

The Faculty seeks to appoint a new Tenure-Track Assistant Professor to further 

enhance our provision in the area of newly developed computational social science. 

 



【求める人材像（研究分野を含む）】 

 博士の学位を有する方、又は、満期退学者。 

  計算社会科学を基盤とし、現代政治、政治とメディア、政治運動等々と係わるコミュニ

ケーション過程に関して独創的かつ先導的な研究を展開するとともに、大学院・学部の教

育を担当できる方。 

[Profile of candidate sought] 

Applicant is required to have: 

(1) a Ph.D. degree 

(2) enthusiasm for promoting creative and leading innovative political communication 

studies based on computational social science. 

(3) ability to teach students in Faculty of Social and Information Studies and Graduate 

School of Social and Information Studies. 

 

研究分野 

 情報学フロンティア Frontiers of informatics 

 （計算社会科学・政治コミュニケーション研究・政治とメディア） 

  (Computational social science, Political communication studies, Politics and media) 

【詳細】 

 計算社会科学を基盤とした政治コミュニケーション研究 

[Details of the research field] 

 Political communication studies based on computational social science 

 

職種 

 講師又は助教 

 

勤務形態 

 テニュアトラック雇用 

 

勤務地 

 荒牧地区 

 Aramaki Campus 

 

 

 

 

 



応募資格 

 卓越研究員候補者に決定した者（本ポストは卓越研究員を受け入れる予定のポストであ

る） 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm）。 

 The person who is a candidate for Excellent Young Researchers. 

  (http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm) 

 

選考プロセス、スケジュール概要（予定） 

【選考内容】 

(1) 書類審査を行います。 

(2) 必要に応じて面接を行い、プレゼンテーション等を行っていただきます。ただし、旅費・

宿泊費等の諸経費は応募者に負担をお願いいたします。 

※面接・プレゼンテーション等の詳細については、後日連絡します。 

 

応募・選考・結果通知 

・本学部との交渉を希望する方は、以下の【提出書類】を【期限】までに提出してくださ

い。 

 

【提出書類】 

（１）履歴書（下記のURLからダウンロードしてください。別紙様式１） 

履歴書には写真を貼付してください。特に教育歴を伴う職歴については詳細に記載し、社

会的活動・所属学会・特記事項（受賞歴・特許等）も記載してください。 

（２）研究業績目録（下記の公募URLからダウンロードしてください。別紙様式２） 

研究業績目録の作成にあたっては、必ず、査読付き論文、その他論文、著書、翻訳書、国

際会議等に区分し、所定様式により記載してください。なお、作成にあたっては記入例を

参照してください。 

（３）外部資金の獲得状況（下記の公募URLからダウンロードしてください。別紙様式３） 

外部資金の獲得状況の作成にあたっては、必ず、科学研究費補助金等の種類を区別し、所

定様式に従って記載してください。なお、作成にあたっては記入例を参照してください。 

（４）教育歴調書（下記の公募 URLからダウンロードしてください。別紙様式４） 

（５）過去５年間における論文又は著書の現物又は別刷り（コピー可）３点 

なお、さらに他の研究業績の提出を希望する場合は、前記３点を含め計 10点まで受領しま

す。 

（６）社会情報学部及び社会情報学研究科における教育・研究方針の概要 

Ａ４判２枚程度、縦置・横書でワープロにより，2,000 字以内で作成してください。（応募

者の研究業績との関連で、社会情報学部及び社会情報学研究科における教育・研究活動の



展開の仕方を具体的に記載してください。） 

（７）可能ならば、応募者について照会できる２名の方の氏名と連絡先（電話番号、e-mail

を含む）。 

（提出書類の様式） 

本学の下記公募のホームページからダウンロードできます。 

公募URL  https://www.si.gunma-u.ac.jp/public/ 

 

【期限】 

7月 31日（月）17:00 必着 

 

【提出先】 

〒371-8510 群馬県前橋市荒牧町四丁目２番地 

群馬大学社会情報学部長宛 

封筒の表に「卓越研究員」と朱書し、郵送の場合は書留でご送付願います。なお、提出さ

れた提出書類は原則として返却しません。 

 

待遇等 

【給与】 

 年俸制 

 

【研究資金】 

 １人当たりの研究費は、採用年度１～２年度目は各 600万円(上限)、同３～５年度目は各

300万円(上限)を措置 

 

【座談会】 

 メンターの研究室との定期的な成果報告会、他分野の若手研究指導者との情報交換会を

開催 

 

【研究スペース等】 

 ・研究室：１５㎡／人、実験室：２５㎡／人 のスペース確保に配慮 

 ・共通機器の優先利用 

 

[Salary]  

annual salary system 

[Research expense] 

We allocate each Excellent Young Researcher up to 6 million yen per year in the 1st and 



the 2nd year, up to 3 million yen per year from the 3rd to the 5th year for his or her 

research expense. 

[Discussion meeting] 

We hold the periodical result briefing session with the mentor, information exchange 

meeting with the young researchers. 

 

[Research space etc] 

We consider to secure space. 

We give Excellent Young Researchers priority for using our common apparatus. 

 

【採用後の職務】 

(1) 採用後に提出する研究計画書に基づく研究活動 

(2) 研究分野に関連する学部・大学院の授業及び研究指導の一部を担当 

(3) 研究論文の発表 

(4) 国際会議を含む学術講演会での発表 

(5) 外部資金の積極的な獲得 

(6) 学部・大学院で行う教育研究活動への参加 

(7) その他、必要と認められた業務 

 

【雇用期間・テニュア審査】 

平成 29年 10月以降早い時期から平成 34年 3月 31日 

 

今回採用される卓越研究員は、審査要項に基づき、テニュア審査で社会情報学部テニュア

トラック普及推進室から適格と認められた場合、群馬大学の専任教員として採用されます。 

テニュア審査は、平成 33年度に予定されています。 

この審査では、研究計画の実施状況、研究内容の発想と展開の自立性、研究費に関する自

立性、教育研究の指導力及びマネジメント能力、同分野における発展性及び適応性等につ

いて評価し、専任教員としての適性を判定します。 

 

問い合わせ先 

群馬大学社会情報学部総務グループ 

Faculty of Social and Information Studies, General affairs group 

tel:027-220-7403 

E-mail:kk-shajyo1@jimu.gunma-u.ac.jp 

 


