
 

 

平成２６年 １０月 ８ 日 

各関係機関の長 殿 

 

鹿児島大学農学部長 

冨永 茂人 

（公印省略） 

 

 

教員の公募について（依頼）(案) 

 

 このたび、当学部では「国際食料資源学特別コース」の准教授又は講師を下記の要領で公募い

たします。貴機関で適任者がおられましたらご周知くださるようお願い申し上げます。 

 なお、貴機関以外で適任者をご存知の場合は、併せてご周知くださるようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．公 募 の 趣 旨   本特別コースは、本学農学部と水産学部が連携し、食料資源の持続的生

産とその合理的利用の分野の専門知識を修得し豊かな世界観と倫理観を

備え、グローバル化する産業社会に参画し、国際社会に貢献できる人材

を育成することを目的とし、平成 27 年度に新たに設置されるものです。

この趣旨に沿い、本特別コースにおける教育と研究に取り組める人材を

公募いたします。 

２．職種および人員  准教授又は講師 １名 

３．勤 務 形 態  常勤 

４．所 属  農学部（国際食料資源学特別コース） 

５．専 門 分 野  食料資源学 

６．応 募 資 格  １）食料資源学に関する研究業績があり、国際食料資源学特別コースで

の教育・研究活動に従事できること。 

２）英語を常用語とする国又は学校教育を英語で行っている国で高等教

育を修了した者か、もしくはこれらの者と同等の英語能力を有する

者であること。 

３）博士（Ph.D.）の学位又はこれと同等の能力を有すること。 

４）国際食料資源学特別コースおよび農学部並びに農学研究科の授業科

目を担当できること。 

５）採用決定後、速やかに着任できること。 

７．採 用 予 定 日   平成 27 年 4 月１日 

８．提 出 書 類  以下の書類を各１部または１通 

１）履歴書（高等学校卒業以降の学歴、職歴、学位の種類、受賞歴、資

格等、写真貼付、市販用紙可） 

２）研究業績の要約（2,000 字以内） 

① 業績目録（査読のある学術論文、査読のない学術論文、著書、総

説、その他の刊行物、特許等に分け、それぞれ年代順に記載） 

② 代表論文等５編の別刷りまたはコピー 

３）教育業績の要約（企業等における研修指導等を含む。2,000 字以内）  

４）学界活動の実績（招聘講演、学会賞、企画運営等） 

５）社会・国際貢献活動の実績（外部組織、地域活動への参画等） 

６）その他 

① 着任後の抱負 

② その他特記する事項 

  ※別刷り等以外の書類はＡ４判（横書き）とすること。 



 

  ※３）～５）については該当する事項がある場合に限る。 

９．書 類 提 出 先   〒890-0065 鹿児島市郡元一丁目 21 番 24 号 

鹿児島大学農学部 国際食料資源学特別コース教員選考委員長 宛 

（表書きに「国際食料資源学特別コース准教授・講師応募書類在中」と

朱書し、簡易書留または書留郵便とすること。また応募者の連絡先住所・

氏名を明記すること。） 

10. 提 出 期 限  平成 26 年 11 月 21 日（金）午後 5時必着 

11. 選 考 方 法  当選考委員会で審議選考し、学部教授会の議を経て、候補者を決定しま

す。なお、審査の過程で面接を行う場合があります（旅費等は自己負担）。 

12. 問 合 せ 先  鹿児島大学農学部 国際食料資源学特別コース教員選考委員会 

委員長 坂上 潤一 TEL：099-285-8543 

                                        E-mail：sakagami@agri.kagoshima-u.ac.jp 

13.そ  の  他  本学は、男女共同参画社会基本法の精神に則り、女性研究者支援をはじめ

とする男女共同参画に係る取組を推進しており、女性研究者の積極的な

応募を歓迎いたします。また、業績及び評価において同等と認められた

場合には、女性を積極的に採用いたします。 

なお、支援内容の詳細（支援員制度、相談体制等）については、以下の

ホームページをご覧ください。 

鹿児島大学男女共同参画推進センターホームページ URL 

（http://atsuhime.kuas.kagoshima-u.ac.jp/） 

 

※この公募により取得した個人情報は、採用に係る必要な手続きを行うために利用するものであ

り、その目的以外での利用及び提供をすることはございません。 

 

付記： 国際食料資源学特別コースは、鹿児島大学の農学部と水産学部の連携により、平成 27 年

度に開設する学士課程のコースで、公募の趣旨にあるように、食料資源学に係るグローバル人材

の育成を目指すものです。英語に関する手厚い教育、英語により実施する授業、海外研修、海外

で実施する卒業プロジェクト、英語に堪能な TA の配置などにより、ユニークな教育体系を形成し

ます。コースの授業科目としては、両学部の開講科目から目的に従って選んだ科目の他に、コー

ス独自の英語による開講科目もあります。後者の科目としては、陸域食料生産、農畜水産物の利

用と流通、生物資源の新しい利用などを予定しています。学生の 1 学年定員は 22 名で、農学部、

水産学部に所属する教員 6 名が中心となり、両学部の教員の協力を得ながら教育にあたります。

今回募集する准教授又は講師には、この教員チームの一員となって頂きます。なお、採用者には、

農学部および農学研究科の教育活動にも参加して頂きます。 



 

 
October  7,  2014 

 
Associate Professor or Lecturer, Faculty Position Open  

Kagoshima University, Faculty of Agriculture, Special Course in International Food and 
Resource Sciences 

 
 
1. Purport: The Special Course in International Food and Resource Sciences will be newly 

established in the 2015 academic year, which is a joint course between the Faculties of 
Agriculture and Fisheries of Kagoshima University. This course is designed to provide the 
student with an opportunity to gain knowledge and contribute to the global industry and 
community as well as to explore the field of sustainable agricultural production and 
rational utilization of food resources with enriched global views and ethical perspectives. 
The candidate is expected to develop a research program and to contribute to teaching at 
the undergraduate and graduate levels of this course. 

 
2. Position: Associate professor or Lecturer.  
 
3. Status: Full-time 
 
4. Affiliation: Faculty of Agriculture (Special Course in International Food and Resource 

Sciences) 
 
5. Specialty: Food and Resource Sciences 
 
6. Qualification: Candidate must 

1) have research achievements in sustainable agricultural production and rational 
utilization of food resources with strong potential to develop education and 
research for the Special Course. 

2) have completed higher education in a country where English is the official 
language or where school education is conducted in English or to possess an 
equivalent English proficiency. Ability to speak Japanese, everyday life 
conversations, is preferable. 

3) possess a Ph.D. or an equivalent academic degree. 
4) have potential and commitment to teaching at the undergraduate and graduate 

levels in the Faculty of Agriculture, Kagoshima University. 
5) be able to join the Faculty on the designated start date. 

 
7. Start date: April 1, 2015 
 
8. Materials to be submitted:  

1) Curriculum vitae (including education history from graduation of senior 
high-school, employment history, affiliated academic societies, details of degrees, 
awards, other qualifications and licenses) with face photograph. 

2) A statement of research accomplishments (limited to 1000 words). 
2.1) List of publications (categorised into peer-refereed and non-refereed papers, 

published books, review articles, other publications, patents etc.) listed in 
chronological order, respectively). 

2.2) Reprints or copies of five (5) selected publications. 



 

3) Teaching achievements, including training and supervising activities etc (limited 
to 1000 words) 

4) Activities in academic societies (Membership, presentations, awards and 
involvement in steering committees in academic societies) 

5) Experiences in community services and international contribution 
6) Others 

6.1) Proposal for research and educational plans upon joining the Faculty. 
6.2) Other important items, if any 

* Those from 3) to 6) above are requested only when applicable. 
 
9. Address for submission:  

Prof. Jun-Ichi SAKAGAMI 
Chairperson of the Selection Committee for teaching staff of the Special Course in 
International Food and Resource Sciences  
Faculty of Agriculture, 
Kagoshima University 
Korimoto 1-21-24, Kagoshima 890-0065, JAPAN. 
* Clearly write your contact information and send by registered mail. 

 
10. Deadline: Applications should be received no later than 5 pm November 21, 2014. 
 
11. Selection process: Review of applications will begin November 25, 2015 by a selection 

committee and the Faculty Board Meeting will approve the appointee through deliberation. 
Applicants may expect an interview through the selection process. 

 
12. Enquiry regarding the position may be directed to: 

Prof. Jun-Ichi SAKAGAMI 
Chairperson of the Selection Committee for the Special Course in International Food 

and Resource Sciences 
Faculty of Agriculture, 
Kagoshima University 
TEL: 099-285-3542 
E-mail: sakagami@agri.kagoshima-u.ac.jp 

 
13. Other information: Kagoshima University promotes, according to the spirit of the Basic 

Act for Gender-Equal Society, activities pertaining to gender equality, including supports 
for female researchers and, therefore, welcomes active application of female researchers. A 
female applicant will be selected with priority when achievements and evaluations are 
equivalent. Refer to the website of Kagoshima University Gender Equality Center at 
http://atsuhime.kuas.kagoshima-u.ac.jp/ 

 
The personal information of applicants will be treated with confidentiality and used 

exclusively for this selection procedure. 
 
 
Additional information: The Special Course in International Food and Resource Sciences is a 
newly established Bachelor degree program, which will begin in the 2015 academic year, as a 
joint program of the Faculties of Agriculture and Fisheries, Kagoshima University. It will 
incorporate a unique curriculum including courteous English training, professional subjects 
taught in English, overseas experience training, final year’s projects conducted overseas and 



 

arrangement of English-fluent TA etc. The curriculum designed to be taught in English and is 
composed of subjects offered by the above-mentioned two Faculties. Special subjects to be 
offered are ‘Production of Food Resources’, ‘Utilisation and Marketing of Agriculture, 
Livestock and Fishery Products’ and ‘Latest Utilisation of Biological Resources’. A team of 
six faculty members from the two Faculties will supervise a total of 22 students annually in 
2015 academic year together with other professors. The newly appointed associate professor 
or lecturer will be one of the team members. It is expected to participate in the education 
activities of the undergraduate and graduate levels of the Faculty of Agriculture. 
 


