日本貿易振興機構アジア経済研究所
2020 年度採用 研究職員（地域研究・開発研究）募集要項
募集内容
以下の分野における研究職員若干名。
１．地域研究
社会科学の方法論を用いた、特定の開発途上国・地域に関する研究
２．開発研究
開発途上国が直面する諸問題分野（経済発展、経済統合、貿易・投資、技術革新、環境・資源、都市経済、農業・農村、人口、教育・保健・
労働、財政・金融、産業組織、法制度、その他）に関する研究

応募資格
博士（または Ph.D.）の学位を有する者（2020 年 3 月頃までに取得見込みの者を含む）。国籍は問いません。

雇用形態
原則テニュア・トラックでの採用とする。ただし、特筆すべき実績を有する者と認められる場合は、任期を定めないテニュア研究職員として
の採用もあり得る。また、テニュア・トラックとは別に、任期を限った任期付研究職員での採用もあり得る。
（テニュア・トラックは、3 年の任期付き採用であり、2 年の延長があり得る。毎年、研究業績の評価を行い、良好な評価を得られた者は、原

則として任期終了後（入所 3 年後）にテニュア研究職員として採用する。特に優良な評価を得られた者は、3 年の任期終了を待たずにテニ
ュア研究職員として採用する。）

応募手続
１．受験者登録
以下 URL の応募フォームから受験者登録を行って下さい。なお、地域研究と開発研究での重複応募はできませんので、ご了承ください。

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/rpd/researcher2020
２．提出書類等
① 履歴書（写真貼付。研究所指定様式をウェブサイト（http://www.ide.go.jp）よりダウンロードして使用すること。）
② 志望動機書（A4 判用紙一枚程度）
③ 著書・論文・学会発表等の業績リスト
④ 所属大学・研究機関等における所属長、類似研究分野の教授、研究者等の推薦状（提出可能な者のみ）
⑤ 主要な著作（著書、博士学位論文の写し、日本語又は英語で書かれた学術誌掲載・書籍収録論文等）を計 3 点まで。いずれもコ
ピーで可）
⑥ ⑤について、それぞれ 400 字程度の概要
※卒業・修了証明書は、内定後に提出していただきます。
３．応募方法
下記提出先へ郵送のこと。提出の際には封筒の表に「研究職応募書類在中」及び「地域研究」又は「開発研究」（応募分野）と朱書のこと。
なお、原則として応募書類は返却致しません。
４．応募期間
2019 年 2 月 8 日（金）から 2019 年 4 月 15 日（月）17:00 まで ＜必着＞。
選

考

書類審査・論文審査、プレゼンテーション審査及び面接試験（6 月中下旬から 7 月中旬を予定）
勤務開始
2020 年 4 月 1 日（予定）
待

遇

勤務時間： 裁量労働制適用
休

日： 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

休

暇： 年次休暇、夏季休暇、慶弔など特別休暇等

福利厚生： 各種社会保険完備、年金基金、独身寮、世帯寮 ほか
そ の 他： 本機構の規程による

※詳細は該当者に別途案内

応募書類の提出先
〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
日本貿易振興機構アジア経済研究所 研究企画部 研究人材課
問合せ先
日本貿易振興機構アジア経済研究所 研究企画部 研究人材課
Email ： ide-recruit@ide.go.jp

TEL ： 043-299-9528

FAX ： 043-299-9724

※お問合せはできるだけ上記メールアドレス宛にお願いします。なお、選考内容については一切お答え出来かねます。
個人情報の取り扱いについて
募集に際して提出していただいた書類は、独立行政法人 日本貿易振興機構個人情報保護規程に則り厳重に管理し、採用審査以外の用
途に使用することはありません。また、これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一切ありません。
個人情報保護管理責任者

研究企画部 研究人材課長

TEL ： 043-299-9528

Job opening for IDE-JETRO Research Fellows for JFY 2020
Area Studies / Development Studies
Job positions
1. Research Fellows of area studies on specific developing countries/economies in social science disciplines
2. Research Fellows of development studies
(Economic growth, economic integration, trade and investment, technological innovation, environment and
natural resources, urban economy, rural areas and agriculture, population, education, health and labor,
fiscal and monetary policies, industrial organization, legal system, and other development-related issues).
Positions are offered as tenure-track or other fixed-term contracts. An applicant with a distinctive capacity
may be offered a tenure immediately.
※Note: A tenure-track position is a three-year, fixed-term contract. The contract may be extended up to
another two years. There will be annual reviews of tenure-track researchers. A tenure may be offered
at the end of third year if all the reviews are favorable. A researcher receiving reviews with distinction
may be offered a tenure at any review during the first three years.

Qualifications
Applicants must hold a Ph.D. (or expected to receive a Ph.D. by March, 2020).
We accept applicants of any nationality.

How to apply
1. Registration: All applicants must register online first.
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/rpd/researcher2020eng
2. Documents: All applicants must provide the following by a postal or courier mail:
*We do not accept the submission via e-mail.
a. Curriculum vitae

with a recent photograph (Download a template on our website)

b. An essay explaining your motivation for applying for the position (either in English or Japanese, not
exceeding one A4 size page)
c. A list of your academic publications, including books, monographs, research papers, and other works in
English and, if applicable, in Japanese
d. A letter of recommendation from a professor or senior researcher from your institute or any comparable
institution
e. a copy of major writings （Ph.D. dissertation or major academic publication (book, book chapter,
monograph, research paper, or refereed article in English or Japanese etc.) up to three items.
f. One copy of the abstracts of items listed in (e)
※Copies of diploma and certificates of Bachelor's, Master's and Doctor's degrees. (To be submitted after
a job offer is made.)

Submission
Send all the materials to
IDE-JETRO
Recruitment, Research Personnel Division
Research Planning Department
3-2-2, Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8545 JAPAN
※On the envelope clearly print “Application materials: “Area Studies” or “Development studies” in red. Please
note that application materials will not be returned.

Application period
February 8 to April 15, 2019(All applications must be received by 17:00 (GMT+9), April 15)

Selection procedure
Selection based on submitted materials. Presentation sessions followed by interview(s) in English or Japanese
(scheduled in mid or late June, or mid July )

Starting date
From April 1, 2020.

Other terms and conditions of employment
Work hours: Discretionary working schedule system (deemed to work for 8 hours 35 minutes on each day
of duty)
Holidays: Saturdays, Sundays, national holidays, year-end and New Year holidays
Paid leaves: Annual, Summer, and other miscellaneous leaves specified by the law
Salary: Determined by age and work experiences as per IDE-JETRO policies
Social security: Eligible for National Health Insurance, National Unemployment Insurance,
Workers’ compensation insurance, Employee’s Pension Plan, Corporate Pension Fund,
a dormitory for single and family

Please send inquiries to:
IDE-JETRO, Recruitment, Research Personnel Division
Research Planning Department
E-mail：ide-recruit
Tel: 81-43-299-9528 / Fax: 81-43-299-9724
※Please note that we cannot answer questions about result of screening.

Confidentiality:
All documents submitted will be handled in accordance with the relevant laws and JETRO's rules for the
protection of personal information and will be used for recruitment purposes only. The information will not be

shared with any third party unless it infringes with the relevant laws. All the submitted documents will be
demolished and will not be returned.

