
千葉⼤学 先進科学センター 
特任助教または特任研究員 (ILR フェロー) 公募 

 
1. 職名・⼈数  

特任助教または特任研究員・1 名 
※経験等を考慮して、職務内容および職名を決定する。 
 

2. 所属部⾨  
千葉⼤学 先進科学センター 
 

3. 職務内容 
国際共同研究加速基⾦（国際先導研究）「宇宙における天体と構造の形成史の統
⼀的理解」(研究代表者：宮崎聡）に関する研究業務を ILR フェローとして⾏う。
採⽤者は任期の半分程度を⽬安としてアリゾナ⼤学などの本国際先導研究の海
外パートナー機関に⻑期滞在し、以下のプロジェクトを遂⾏するものとする。具
体的には、⼤栗真宗 (千葉⼤) と、必要に応じて宮武広直 (名古屋⼤)、⻄澤淳 (岐
⾩聖徳学園⼤)、宮崎聡 (国⽴天⽂台) とも協⼒し、以下のプロジェクトの少なく
とも⼀つに従事する。 
・JWST の銀河団データを⽤いた遠⽅天体探査、宇宙論解析 
・Rubin/LSST、すばる HSC のデータを⽤いた⼤規模構造宇宙論 
・本事業で制作する HSC 中間帯域フィルターのデータ整約パイプラインの開発 
また、エフォート率 10%を超えない範囲で、国際先導研究の海外派遣プログラム
に参加する他の若⼿研究者 (主に⼤学院⽣) の渡航に関するアドバイスや、本事
業の運営に関わる業務 (国際会議の企画運営、成果の取りまとめなど) も他の
ILR フェローと協⼒して⾏う。詳細に関してはお気軽に問い合わせください。 

 
4. 待遇 

給与は本学特定雇⽤職員給与規程を適⽤（経歴にもよるが年俸およそ 500万円以 
上を予定）。 
共済組合、厚⽣年⾦等に加⼊。 
その他、千葉⼤学の規程による。 
個⼈裁量により使⽤できる研究費を毎年⽀給。 
海外パートナー機関への⻑期滞在にかかる費⽤は別途⽀給。 

 
5. 着任時期および任期 

着任：2024 年 3⽉ 31⽇までのなるべく早い時期。 



任期：評価の上年度毎に更新し、最⻑ 5 年間。 
  
6. 応募資格  

着任時に博⼠の学位を有するもの。 
 

7. 提出書類および提出⽅法 
以下の提出書類を⼀つの PDF ファイル (5MB 以下) に纏め、件名を「ILR フ
ェロー応募書類」として下記問い合わせ先に電⼦メールで送付すること。 
(1)  履歴書（学歴は⾼等学校⼊学以降） 
(2)  研究論⽂リスト 
(3)  研究歴と今後の研究計画 
(4)  照会可能な⽅ 2 名の⽒名と連絡先 (所属、電話番号、電⼦メールアドレス)  
(5)  着任可能時期、およびもしあれば希望する職名 
応募後 3 営業⽇以内に受信確認のメールが届かない場合は下記問い合わせ先
に問い合わせてください。  
 

8. 公募締切 
2023年 4⽉ 21⽇(⾦)必着。 
ただし適任者が⾒つからない場合は公募を継続します。 
締め切り後に応募する場合は事前に下記問い合わせ先に照会してください。 

 
9. 選考⽅法 

原則として書類選考とし、必要な場合はオンラインの⾯接を⾏います。  
 
10. 問い合わせ先 

〒263-8522 千葉市稲⽑区弥⽣町 1-33 
千葉⼤学 先進科学センター ⼤栗 真宗 
TEL: 043-290-3522  
e-mail: masamune.oguri(at_sign)chiba-u.jp 
(送信の際には(at_sign)を@に変更してください) 
 

11. その他 
応募書類は返却しません。また、教育研究業績等が同等であれば⼥性を積極的に
採⽤します。 
千葉⼤学は指定喫煙場所を除いて構内禁煙です。 

 



 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Project assistant professor or postdoctoral fellow in extragalactic astrophysics 
 
Center for Frontier Science at Chiba University invites applications for a project assistant 
professor or postdoctoral fellow (ILR fellow) position in extragalactic astrophysics. 
 
The candidate is expected to work with Prof. Masamune Oguri, and if necessary also with 
Profs. Hironao Miyatake, Atsushi J. Nishizawa, and Satoshi Miyazaki, on research  
project “Comprehensive understanding of formation history of structures in the Universe” 
funded by Japan Society for the Promotion of Science (International Leading Research; ILR). 
The successful applicant will be required to stay at partner institutions abroad including 
University of Arizona, for extended periods (from 3 months to 1-year increments) to lead one 
or more of the following projects: 
*exploration of high-z objects or cosmological analysis using JWST clusters of galaxies data 
*cosmology analysis of the large-scale structure using Rubin/LSST and Subaru HSC data. 
*development of the pipeline software for reducing images of HSC medium band filters 

In addition, to the extent that the effort ratio does not exceed 10%, the fellow will also provide 
travel advice to other young researchers (mainly graduate students) participating in the ILRʼs 
overseas program, and work with other ILR fellows on tasks related to the administration of 
the project (e.g., organizing international conferences, compiling research results, etc.). The 
appointment will be renewed on an annual basis and can be extended for up to 5 years in total. 
Please feel free to contact us for further details. 
 
The review of applications will start on Apr. 21, 2023. Applications should include (1) CV, (2) 
Publication list, (3) A statement of research accomplishments and interests, (4) Names and 
email addresses of two references, and (5) Possible starting date, and the preference of the 
title of the position (project assistant professor or postdoctoral fellow) if any. Application 
materials should be combined into one PDF file (<5MB) and sent to Prof. Masamune 
Oguri (masamune.oguri(at_sign)chiba-u.jp) with the email subject line “Application 
document for ILR fellow”. 
 
 


