
 

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 

滞在研究員公募【公募期間延長】 

 
機構では、機構における学術研究の推進を図るため、滞在研究員を公募します。 

 
１．公募職種及び人員 

滞在研究員 ５名程度（任期：１年、業務従事期間：２ヵ月～３ヵ月） 

 

２．所属 

機構における研究所又は研究施設 

 

３．応募資格 

外国機関に所属し、日本国内に派遣されている者であって、専攻分野について優れた知

識及び経験を有し、研究上の能力があると認められる者で、博士の学位を有することが望ま

しい。 

 

４．着任時期 

相談の上、決定後できるだけ早い時期 

 

５．待遇等 

月給制フルタイム（週 38 時間 45 分）勤務 

給与月額 30 万円（勤務日数が1月に満たない場合には日割りした額を支給する） 

※給与及び手当は本機構の規則によるが、決定要件を満たせば、通勤手当、特殊勤

務手当、超過勤務手当、休日給、祝日等給及び夜勤手当を支給可能。 

 

６．公募締切 

２０２０ 年６月３０ 日（火）正午必着 

 

７．選考方法 

原則、書類選考とする。 

 

８．提出書類（すべてＡ４判横書き） 

（１）履歴書------ KEK指定様式 （https://www.kek.jp/ja/Jobs/post_2.html よりダウンロー

ドしてください。）  

※KEK指定様式以外の履歴書を使用する場合は、通常の履歴事項の後に必ず電子メール

アドレス及び、可能な着任時期を明記すること。  

https://www.kek.jp/ja/Jobs/post_2.html


（２）研究歴 

（３）発表論文リスト 

 （和文と英文は別葉とすること。また、主要なもの（５編以内）についてはリストに○印を

付し、Webポインタ(URL, DOIなど)を記載すること。（Webポインタを記載できない主要論

文については、別刷を提出すること。）） 

（４）着任後の抱負 

（５）機構で雇用されることについて所属機関の了承を得ていることを証明する書類（申立書

も可） 

上記に加え、 

（６）受入代表者からの推薦書（宛名は、受入代表者の所属長名とすること） 

 

９．応募方法 

上記提出書類を受入代表者が取り纏めの上、電子メール（件名「滞在研究員20-1」応

募）にて人事第一係（jinji1@ml.post.kek.jp）宛に提出してください。 （ファイルサイズが大き

く、メール添付による提出が出来ない場合は、ファイル登録用のURLをご連絡いたします。

当係にお問い合わせください。） 

 

※提出書類等、候補者へは後述の英文をご案内ください。 

※応募に係るファイルは、PDFでお願いします。 

 

注）電子メールは様々な理由により受信できない可能性があります。 

数日以内に返信がない場合には、別メールアドレスや電話等によりご連絡ください。 

 

１０．問い合わせ先 

総務部人事労務課人事第一係  

(電話：029-864-5118, e-mail: jinji1@ml.post.kek.jp ) 
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The High Energy Accelerator Research Organization (KEK) invites applications for short-

term research fellowships who will be dispatched from an overseas institute to work on a 

KEK research project.   

He/she is expected to stay at KEK and collaborate with the local project staff for a two to 

three month period. He/she may decide the contract term. 

 
 

J o b  t i t l e : KEK Research Fellow 

Job number: Research Fellow 20-1 

T e r m : The contract period is for one year (Actual period working at KEK is 2 to 3 

months in total.) 

N u m b e r : A few Positions 

Application Deadline: The deadline of application (to reach KEK) is before noon on Tuesday 

June 30, 2020 (JST) 

 

 

Qualifications 

・He/She who has been dispatched from an overseas institute to Japan. 

・The successful candidate should have a Ph.D. degree or equivalent and the ability to work 

as a KEK member of the project. 

 

 

Start of the term 

As early as possible after a consultation 

 

Condition and Salary 

Employed as a full-time worker (working hours per week are 38 hours 45 minutes) 

Base monthly salary: approximately 300,000yen (The salary for a partial period less than a 

month will be paid on a prorated basis) 

Supplementary allowances will be paid in addition following KEK salary rules. 

 

 

 Method of Selection 

Selection is based on documents submitted by the applicant. 

 

 

Please submit (A4 size paper (29.5cm x 21cm or similar size)) 

Application documents in a pdf file should include, 

1) Curriculum vitae (Designated form of KEK)   

* CV which also indicates the job number “Research Fellow 20-1”, e-mail address, your 

date of birth, and the possible date you can start working at KEK. 

https://www.kek.jp/en/Jobs/curriculum_vitae.html


2) Research experience 

3) Publications list indicating important papers (up to 5) with their Web pointers (URL, 

DOI etc.)  

4) Research plan at KEK 

5) A document showing a permission of affiliation institute for this fellowship in KEK 

 

How to submit application documents; 

Application should be arranged and submitted by the KEK staff who will accept the 

candidate. 

 
 

 

 
 
 


