
Application Guidelines for a Faculty Position 
Faculty of Agriculture, Kyushu University

January 10, 2018 

Kyushu University runs the English-taught undergraduate programs as well as graduate 
programs to accelerate globalization on campus, which should motivate international students and 
many international researchers. The International Education Unit, Center for Promotion of 
International Education and Research, Faculty of Agriculture, Kyushu University, welcomes 
international applicants who eager to develop his/her career in education and educational 
management at the English-taught Courses of Undergraduate School of Agriculture and Graduate 
School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences, Kyushu University, Japan and hold 
distinguished research records in the field of Bioresource and Bioenvironmental Sciences． 

1. Number of the Position offered
Position: assistant professor 
Number of the position: 1  

2. Employment Duration
1) This is a tenured position according to Kyushu University’s regulations.
2) Kyushu University sets retirement system at the age of 65.

3. Affiliation and Job Descriptions
A successful applicant will belong to the International Education Unit, Center for Promotion of 

International Education and Research, Faculty of Agriculture, Kyushu University and be a faculty 
member at the English-taught International Undergraduate Program, School of Agriculture and 
Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences. 

Center for Promotion of International Education and Research, Faculty of Agriculture is 
established in 2013 and the mission is to promote international agricultural collaboration and 
education through the six units of the center, 1.Agriculture Production, 2.Tropical Microbiology, 
3.Agro-production and Environmental Conservation, 4.Agricultural and Rural Development
Economics, 5.International relations, and 6.International Education.

The international education unit manages the international undergraduate program in 
Bioresource and Bioenvironment, especially, 

 Curriculum development and management,
 Strategic management activities such as

 Promotion activities at international high schools and at high schools overseas,
 Researching scholarship opportunities for the programs,
 Entrance examination and admissions,
 Coordination of the international programs
 International student support

 Teaching science related subjects.
The Unit cooperates international relation unit and develops short-term exchange programs

with international partner universities and coordinates international-students-related projects. 

The successful applicant will be mainly in charge of international undergraduate program and 
will be responsible of the following coordination activities in English and Japanese.  

(1) Coordination of the activities done by Japanese and international professors of the faculty
(2) Support international and Japanese students enrolled in the program.
(3) Coordination and arrangement of the program related meetings among the faculties in

Kyushu University.
(4) Curriculum development and lecture module arrangement of the program
(5) The program related duties

* Please note that approximately 70% of its job is for work as a full-time assistant professor of the 
International Education Unit and 30% for his/her own research. A research environment for 
the applicant is arranged depending on the specialty.

4. The Position Starting Date
As early as possible after April 1st, 2018 

5. Qualifications



1) An applicant must have a Ph.D.
2) An applicant is expected to have distinguished records of research in Bioresource and

Bioenvironmental Sciences or related areas
3) An applicant is expected to have experienced on teaching and support activities for international

students in English and in Japanese
4) An applicant must have good communication skill and must be highly motivated for international

education work in English and in Japanese
5) This position is required to speak and read/write in Japanese and in English. Therefore, an

applicant with high level of Japanese and English skills is preferred.

6. Education duties
1) Undergraduate Program
 Introduction to Bioresource and Bioenvironmental Sciences 1 and 2
 Special Lecture on Advanced Topics of Agriculture 1 and 2
 There may be a few more courses dependent on some circumstances

7. Required Application Documents (provide all documents either in Japanese or English)
Applicants are requested to submit the documents as follows: 
1) The resume/CV (Please use the attached form.)
2) The official Ph.D. degree certificate
3) List of research achievements (including peer-reviewed papers, conference proceedings, 

reviews, books, patents) 
For a research paper in an academic journal, author(s), the title, journal, volume, first and last 
pages, and publication year should be given. The papers should be categorized as (i) refereed 
(ii) non-refereed (iii) conference proceedings and (iv) others,
For a review, author(s), the title, journal, volume, first and last pages, and publication year
should be given.
For a book, author(s), the title, publisher, first and last pages, and publication year should be
given.
For a grant: Funding scheme, Grant category (Research period, Funding organization), Term,
Grant amount should be given

4) Reprints (PDF formatted) of the most important publication (Maximum five papers may be
submitted.)

5) Summary of the applicant’s research activities and future research plan (no more than 800
words)

6) Summary of the applicant's educational experiences and aspiration for education in the future
(no more than 800 words)

7) Two referee’s names with the position, affiliation, and contact information (email address and
TEL) or one referee’s letter of recommendation

8. Interview
Candidates may be invited for interview held at Hakozaki Campus or via remote conference 

system. Any costs for transportation and accommodation for the interview are to be borne by the 
candidates.  

9. Application method and the deadline
Applicants should send the application documents by email to the following email address. All 

the documents must be sent as PDF formatted files. All application documents must be received by 
17:00 (Japanese Standard Time) on Feb. 9th, 2018. 
Email address; hiramatsu@bpes.kyushu-u.ac.jp 

10. Contact Information
For inquiries, please contact Prof. Kazuaki Hiramatsu, Chairman of the Screening Committee, 

Center for Promotion of International Education and Research, Faculty of Agriculture, Kyushu 
University 
Tel: +81-92-642-2915  
E-mail: hiramatsu@bpes.kyushu-u.ac.jp

11. Additional Information
1) Kyushu University is an equal opportunity employer and follows the principle of the Basic Act

for Gender Equal Society (Act. No.78 of 1999).

https://archive.iii.kyushu-u.ac.jp/public/NAcYAAcI7kvA7QgBGXRgxgvisJSKnQV1k9t1oItpnwho


 

 

2) Kyushu University is an equal opportunity employer and follows the principle of the Act on 
Employment Promotion etc. of Persons with Disabilities (Act No. 123 of 1960, revised in 2013) 
and Act on the Elimination of Discrimination against Persons with Disabilities (Act No. 65 of 
2013). 

3) Please see the URL for more information of our programs. 
 http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/english/international 
4) Personal information in the received documents will be used only for the selection process.  
5) Salary and benefits 

Appointment level to be commensurate with qualifications and experience. Salary and benefits 
are specified in the Kyushu University regulations. Appointment at the level of Assistant 
Professor may be made as a Faculty Member (Annual Salary), and the Annual salary scheme may 
apply. For details please visit the following university websites (in Japanese): 
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/616/1/2004syuki014.pdf 
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/617/1/2011syuki006.pdf 
For further information, please contact the administrative office, School of Agriculture, Kyushu 
University (TEL: 092-642-2802) 

6) Kyushu University has been relocating to the new campus, Ito campus. Faculty of Agriculture, 
School of Agriculture, Graduate school of Bioresource and Bioenvironmental Sciences will start 
research and education at Ito campus in October, 2018 



平成３０年１月１０日 
 
各 位 
 

農学研究院附属国際農業教育・研究推進センター 
国際教育ユニット助教候補者選考委員会委員長 

      平松 和昭       
 

九州大学大学院農学研究院附属国際農業教育・研究推進センター 
国際教育ユニット助教の推薦について（依頼） 

 
拝啓 
 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 さて、本選考委員会では下記のとおり九州大学大学院農学研究院附属国際農業教育・研究推進センタ

ー国際教育ユニット助教を公募することになりました。つきましては、適任者をご推薦下さいますよう

お願い申し上げます。 
敬具 

 
記 

 
１．職・人数 

助教・１名 
 
２．任期 

 ①無し 
 ②６５歳に達する日の属する年度の末日を越えての雇用は不可とする。 

 
３．所属・職務内容 
 今回採用する助教は、農学研究院附属国際農業教育・研究推進センター国際教育ユニットに所属し、

大学院生物資源環境科学府と農学部生物資源環境学科の担当教員となります。 
 国際農業教育・研究推進センターは、組織的な国際教育研究戦略の企画・立案体制を強化し、より一

層の実践的なグローバル教育研究の活性化を加速するために、平成25年度に農学研究院附属施設として

設置されました。同センターは、①農業生産、②熱帯微生物、③生産基盤環境保全、④農業農村開発経

済、⑤国際交流推進、⑥国際教育の６つのユニットからなり、食糧問題、環境問題、循環型資源利用等

の地球規模課題に関する国際共同教育・研究を展開するとともに、教育システムの国際化を図ることを

目的としています。 
 国際教育ユニットでは、他のユニット、特に⑤国際交流推進ユニットと密接に連携して、組織的なグ

ローバル教育戦略を企画・立案するとともに、九州大学を基軸とした国際農業教育ネットワークの構築、

海外の大学と連携した教育プログラムの開発、国際コースと一般コースのクラス共有と単位互換の導入

も視野に入れた教育システム整備などを加速させ、農学部・生物資源環境科学府の教育のグローバル化

を推進します。 
また、農学部国際コース（新国際コース）の運営を中核的に担っています。すなわち、 

○コース設計・カリキュラム設計 
○戦略的マネージメント 
・海外の高校や国内のインターナショナルスクールなどに対するプロモーション 
・奨学金プログラムや授業料減免支援の獲得 
・入学試験や外国人留学生の受け入れ業務 
・コーディネーション業務 
・外国人留学生の修学指導・生活指導など 

○基幹教育（全学教育）の理系基礎科目や専攻教育の専門基礎科目などの授業などを担当 
さらに、海外大学と連携したInbound／Outbound教育プログラムや学生の英語力強化プログラム、教職

員を対象とした英語研修プログラムの企画・立案・実施を担当します。 
 当該職は、専任教員として主に学部国際コースの教育に携わるとともに、下記の国際コースコーディ

ネーター業務を日本語および英語で担当します。 



（１）農学部国際コースの教育に係る教員間の調整

（２）農学部国際コース留学生の修学・生活・就職活動支援

（３）学部国際コースに関連する全学会議および農学部国際コース会議、同会議ワーキンググル

ープの運営支援

（４）農学部国際コース専攻教育科目の実施コーディネート（授業日程調整、実施補助等）

（５）その他国際コースの円滑な運営に必要な業務

以上の業務に７割程度、ご自身の研究に３割程度のエフォート率を予定しています。研究に関しては、

ご自身の研究分野に関連した研究分野が協力します。

４．採用予定時期

農学研究院教授会承認後、可能な限り早い時期。

５．応募資格

①博士の学位を有する者。

②生物資源環境科学に関連した専門分野において優秀な教育・研究関連実績を有する者。

③留学生を対象として、英語ならびに日本語での教育経験、修学・生活指導経験を持つ者。

④人物、識見とも優れており、留学生、国際関係業務に情熱を持つ者。

⑤留学等を含み海外での業務経験を有する者が望ましい。

６．担当授業科目

○学部

（国際コース）

・共通基礎・特別科目

Introduction to Bioresource and Bioenvironmental Sciences 1・2

（生物資源環境科学入門１・２）

Special Lecture on Advanced Topics of Agriculture 1

（特別専門科目１：初年度農学体験学習）

Special Lecture on Advanced Topics of Agriculture 2

（特別専門科目２）
（担当可能な基幹教育科目）

必要に応じて担当する。

７．提出書類

(１) 略歴書

(２) 博士学位取得証明書

(３) 業績目録

原著論文：著者名、題名、掲載雑誌名、巻、頁、発行年

(i) 査読付雑誌、(ii) 査読なし雑誌、(iii) 国際会議プロシーディングス、 

(iv) その他 で区分すること

総説、解説等：著者名、題名、掲載雑誌名、巻、号、頁、発行年

著書：著者名、題名、発行所、頁、発行年

外部資金導入実績（科研費を含む）：名称、研究課題、期間、金額、代表・分担の別を記す

その他：特記すべき事項（学会賞、国際会議招待講演、特許、資格、学術誌編集への参画、学会

運営など）

（４）主要論文の別刷又はその写し（５編以内）

（５）これまでの研究の概要と今後の研究に関する抱負（1,500 字以内）

（６）留学生関連の教育の実績と今後の教育に関する抱負（1,500 字以内）

教育実績のない場合、今後の教育に関する抱負

（７）推薦書

自薦の場合：応募者の教育・研究について問い合わせのできる方２名の氏名および連絡先

https://archive.iii.kyushu-u.ac.jp/public/GAokAA7IfcvAeYMBb65gJ0PiwwyQd6Y83kwaMv-dLcT8


他薦の場合：推薦書（１通） 
 
８．面接等 

審査の過程で面接等を行う場合があります。その際の旅費・滞在費は応募者の自己負担と致しま

す。 
 
９．提出締切および方法 
   以下のメールアドレスまで送付すること。 

Email address : hiramatsu@bpes.kyushu-u.ac.jp 
応募締切：平成30年2月9日(金) 17:00必着 

 
１０．問い合わせ 

〒812-8581 福岡市東区箱崎６丁目１０番１号 
九州大学大学院農学研究院附属国際農業教育・研究推進センター 
国際教育ユニット助教候補者選考委員会委員長  平松 和昭 
電話：092-642-2915、E-mail: hiramatsu@bpes.kyushu-u.ac.jp 

 
１１．その他 
 
（１）九州大学では、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）の精神に則り、教員の選考を行

います。 
 
（２）九州大学では「障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）」、「障害者の雇用の促進等に関する

法律（昭和３５年法律第１２３号）」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平

成２５年法律第６５号）」の趣旨に則り、教員の選考を行います。 
 
（３）大学院農学研究院、大学院生物資源環境科学府、農学部の教育研究の概要等は、次のホームペー

ジをご参照下さい。 URL: http://www.agr.kyushu-u.ac.jp 
 
（４）提出頂いた書類に含まれる個人情報は選考以外の目的には使用しません。 
 
（５）採用当初、一定期間、年俸制教員となる可能性があります。 
 
（６）給与・年俸制・保険等の諸待遇については、本学の関係規程により決定します。詳細は次の部署

にお問い合わせください。   九州大学農学部庶務係 （電話：092-642-2802） 
 
（７）九州大学は現在、箱崎キャンパスから伊都キャンパスへの移転事業を進めており、大学院農学研

究院・大学院生物資源環境科学府・農学部は、平成 30 年 10 月 1 日から伊都キャンパスで教育研

究を開始します。 
以上 
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