
                             平成２７年６月１２日 
 
関係機関長および関係各位 
 
                            教員審査委員長 
                               建石隆太郎 
 

千葉大学環境リモートセンシング研究センター特任教員公募について 
 

このたび、千葉大学環境リモートセンシング研究センターでは、下記の要領にしたがい特

任教員を公募することになりました。つきましては、関係各位に周知のほどよろしくお願

い申し上げます。 
 
                    記 
 
１．職名・人数  特任助教（テニュアトラック制による任期 5 年）1 名 
 
         本公募は「国立大学法人千葉大学テニュアトラック制に係る規程」に

基づき行われます。任期満了時までにテニュア付与にかかる審査が行

われ、可とされた教員は定年制適用教員となります。 
 
２．職務内容   環境リモートセンシング研究センターにおけるリモートセンシングに

関する研究・教育活動に従事する。 
 
３．着任時期   平成 27 年 12 月 1 日以降のできるだけ早い時期 
 
４．応募資格   ・リモートセンシングの分野で国際的に優れた研究を行なうことがで

きる方 
  ・リモートセンシングに精通している方 
           ・学部及び大学院でリモートセンシングに関する授業を担当でき、ま

た研究指導のできる方 
  ・博士の学位取得後７年未満の方 
         ・共同利用・共同研究拠点としての CEReS の活動に貢献できる方 
 
５．給与     テニュアトラック期間の給与は年俸制とし、本学規程に基づき決定し

ます。 
 



６．応募書類  ① 履歴書(４cm x ５cm 程度の写真貼付) 
 ② 従来の研究概要(A４判用紙１枚程度) 
 ③研究と教育に対する抱負(A４判用紙１枚程度) 
 ④ 業績等目録(記述様式は任意とするが、(a) 原著論文、(b) 総説、(c) 著

書、(d) 特許、(e) 学会発表、および (f)競争的研究資金獲得状況 等に区

分して、A４判用紙に記載すること。) 
 ⑤ 問い合せのできる方２名の氏名、職業と連絡先 
 ⑥ 主要論文 5 編以内の別刷（コピーでも可） 
 

①〜⑥の全ての書類は、紙媒体の他に、電子媒体(MS Word ファイル、あ

るいは、pdf ファイル)も提出すること。また、作成した OS とソフト名を

明記すること。 
 
７．選考方法  書類による審査で選考された若干名に対して発表を含む面接審査を行い

ます。選考過程における面接審査の旅費等は自己負担となります。但し、

海外からの旅費は事情により支援することがあります。 
 
８．応募期限   ２０１５年８月３１日(月)必着 
 
９．応募書類の送付先  〒263-8522  千葉市稲毛区弥生町 1-33     

千葉大学環境リモートセンシング研究センター長  建石隆太郎 
 

 応募書類は原則として郵送(書留)とし、封筒の表に「環境リモートセンシ

ング研究センター助教応募書類在中」と朱書してください。  
 
１０．その他  応募書類は本選考以外の目的には使用せず、原則として返却しません。

研究教育業績が同等であれば、女性、外国人、他機関勤務経験者を積極

的に採用します。内定後、卒業証明書、職歴証明書、学位記の写し等を

提出していただきます。 
 
〔本件照会先〕 
（職務内容に関して）：千葉大学環境リモートセンシング研究センター  

センター長 建石隆太郎  電話：043-290-3850 
                                     E-mail：tateishi@faculty.chiba-u.jp  
 
（給与待遇等に関して）：千葉大学工学系事務センターセンター支援グループ 

池田 望   電話：043-290-2024 
                                      E-mail：bee3832@office.chiba-u.jp 
 



 
参考情報  
環境リモートセンシング研究センターのホームページ 
http://www.cr.chiba-u.jp/ 
 
 
履歴書等作成上の注意事項 
１．書類はすべて A４判用紙、12 ポイント活字を使用して下さい。 
２．履歴書(写真貼付)の体裁  (下記の項目を記入して下さい。) 

① 氏名(氏名は自筆で記入し、ふりがなを付けて下さい。)  
② 性別  
③ 生年月日(西暦)、年齢  
④ 国籍 
⑤ 現住所  
⑥ 連絡先(日中連絡先の電話番号、電子メールアドレス)  
⑦ 現職  
⑧ 学歴(高校卒業以降に関する事項を西暦年月日順で記入して下さい。)  
⑨ 職歴(西暦年月日順で記入して下さい。研究生、専攻生や留学などの研究歴がある場は、

所属研究室名称等も含めて記入して下さい。) 
 ⑩ 学位(種類、取得大学名、取得年月日を記入して下さい。)  
 ⑪ 賞罰  
 ⑫ その他(学会及び社会における活動等) 
  



Notification about Open Recruitment  

for Tenure-Track  
Center for Environmental Remote Sensing (CEReS), Chiba University 

 

CEReS is now inviting applications for an Assistant Professor of Remote Sensing. We have been 

maintaining our world-leading reputation on remote sensing and now we are seeking a new excellent 

researcher with the international standing who can enrich our current research fields. 

 

 

1. Title and number of recruit  

 Assistant Professor 

 1 person 

This position is under Tenure Track System of a five-year term.  

 

This assignment is based on “The Provisions of Teachers in Tenure Track System of Chiba 

University.” The evaluation will be reflected by the achievements regarding with research and 

education activities in 5 years. After the review, a well-qualified tenure-track candidate will be 

appointed as a tenured faculty member. 

 

2. Job description 

Engagement in research and education at the Center for Environmental Remote Sensing, Chiba 

University. 

 

3. Commencement date  

As soon as possible after December 1, 2015 

 

4. Requirements  

The candidate must: 

 

- conduct research on remote sensing with the international significance  

- have substantial experience in the academic field of remote sensing 

- have ability to give lectures and training courses on remote sensing 

- advise students on their researches effectively  



 

- hold a doctoral degree (within 7 years after the receipt of the degree)  

- conduct cooperative research with other researchers for CEReS joint research program 

 

5. Salary 

Salary is based on annual salary scheme. The whole amount of salary will be decided by the rule of 

Chiba University. 

 It depends on the experience; approximately JPY 5.4 to 7.2 million. 

 

6. Documents  

(1) Resume with 4 cm x 5 cm photo attached  

(2) Summary of the previous research (1 page in A4 size)  

(3) Plans/Proposals for research and education (approximately 1 page in A4 size)  

(4) Achievement list (Description style is arbitrary. The list should be written on A4-size paper 

and the following should be included; (a) peer-reviewed research papers, (b) general articles, 

(c) books, (d) patents, (e) conference presentations, and (f) scientific research grants)  

(5) Name, position, address, phone number and e-mail address of 2 referees  

(6) Reprints or copies of 5 most significant research articles  

 

Submission of (1) ~ (6) in both print and electronic (MS word doc or pdf file) versions is 

required. Operating system and software used for the aforementioned paperwork should be 

specified. All documents should be written in English or Japanese. 

 

7. Selection process 

After reviewing the documents, interview with presentation will be held in Japan. There is no 

financial support for interview in Japan, but air ticket from abroad may be supported by CEReS if 

the candidate needs. 

 

8. Closing date  

The application documents must arrive by August 31, 2015 (Monday). 

 

9. Place for submission  

 Ryutaro Tateishi 

 Director and Professor 

 Center for Environmental Remote Sensing (CEReS) 

 Chiba University 

 1-33 Yayoi-cho Inage-ku Chiba Japan 263-8522 



All the documents should be sent by reliable method such as EMS.  

Application documents will not be returned. 

 

 

For further inquiry, please contact  

Prof. Ryutaro Tateishi 

CEReS, Chiba University 

 (phone: +81-43-290-3850; fax: +81-43-290-2024; e-mail: tateishi@faculty.chiba-u.jp) 

 

For your information:  

Website of Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University: 

http://www.cr.chiba-u.jp/ 

 

 

Notes for preparing the resume 

1. All the documents should be formatted for A4 paper with font size of 12 points.  

2. Resume format (a photo of the candidate is necessary, and the following should be included.) 

(1) name  

(2) gender 

(3) date of birth (in A.D.) and age 

(4) nationality 

(5) present address 

(6) contact information (phone number for contact during the daytime, e-mail address) 

(7) present career 

(8) education background (Please write down in chronological order of A.D. since high school 

graduation date) 

(9) record of professional experience   

(10) degree (type, name of university and the date of acquisition)  

(11) reward and punishment  

(12) language ability 

(13) other (conferences and social activities) 

 

http://www.cr.chiba-u.jp/

