
 

タイトル 

Title 

ポスドク研究員募集 

Open PostDoc (position as Assistant Professor) 

機関名 

Institution 

高知工科大学 

Kochi University of Technology 

部署名 

Department 

HCI研究センター (CHCI) 

Center for Human Computer Interaction 

部署 URL 

Department URL 
http://chci.xrenlab.com/ 

機関種別 

Institution type 

公立大学 

Public University 

機関の説明 

（募集の背景） 

Outline 

高知工科大学 HCI研究センター では、Human computer interaction 

研究分野のポスドク研究員募集しています。 

Open PostDoc position (as Assistant Professor) in Human computer 

interaction, Natural User Interface, Mobile User Interface at CHCI, 

Kochi University of Technology 

仕事内容 

Content of work 

Human computer interaction 全般および関連の分野興味もち、

Natural User Interface, Mobile User Interface、および科研費「ペン・指

の入力特性に適した次世代ユーザインタフェースの創成」と「Assisting 

Blind People to Interact with Public Displays」などの研究を一緒にを

進めて頂ける方を募集しています。 

Developing and generating novel research concepts, designs, 

direction, and outputs (in general, writing papers for publication in 

refereed international journals and/or conferences) in areas related to 

Human computer interaction, Natural user interface, Mobile user 

interface, and Grant-in-Aid for Scientific Research in Japan 



(No.23300048 in the year 2011-2014, "Development of Next 

generation user interface through pen and touch properties", April 1, 

2011 – March 31, 2014.) and Grant-in-Aid for Scientific Research 

(No.25330241 in the year 2013-2015, "Assisting Blind People to 

Interact with Public Displays "). etc. 

研究分野 

Research field 

1. 
大分類 総合領域 

小分類 情報学 

 

2. 
大分類 Human computer interaction 

小分類 Natural user interface, Mobile user interface 
 

職種 

Job type 
1. 

身分に関しては、ポスドクの仕事（講義なし）をするが、助

教の身分を持ちます。 

Position is Assistant Professor while responsible for research 

only 
 

勤務形態 

Rank 

任期 3 年 （３年間の業績評価により特任講師となりうる） 

Three years 

勤務地 

Work area 

高知県香美市 

Kami-city, Kochi 

勤務地住所等 

Address 

〒782－8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口 185 高知工科大学 

HCI研究センター 

CHCI at Kochi University of Technology 

Tosayamada-cho, Kami-shi, Kochi 782-8502, Japan 

募集人員 

Number of 

positions 

1 名  

1 person 



応募資格 

Qualifications 

Human computer interaction, computer science 等の研究実績のあ

り、博士の学位のある方。 

研究室の留学生との研究交流、論文執筆、国際会議発表等すべて

英語で行うため、英語堪能な方が必須 

PhD degree in Computer Science or a related subject;  

Developing and generating novel research concepts, designs, 

direction , and outputs (in general, writing papers for publication in 

refereed international journals and/or conferences) in areas related to 

Human computer interaction, Natural user interface, Mobile user 

interface, etc. 

待遇 

Treatment 

高知工科大学の規定による。 

給与は、年俸 420万円、宿舎手当 30万円（年）、研究奨励費 50

万円。保険は、本学の教職員と同じものが適用されます。健康

診断も受診することが可能です。 

３年まで。 助教として採用 

Salary: 4, 500,000 Japan Yen, research funding 500,000 Japan Yen, 

all per annum 

募集期間 

Deadline for 

applications 

2013 年 4 月から 2013 年 6 月 30 日まで 

適任者が決定次第締め切ります  

From April to end of June, 2013 

着任時期 

Starting date 

応相談 （2013 年 10 月 1 日までなるべく早い時期） 

October 1st, 2013 or as soon as possible before that 

応募書類 

（送付先を含む） 

Application 

履歴書、研究業績リスト、これまでの研究内容概要、獲得資金、照会

者２名の連絡先を郵送あるいはメールで下記までお送りください。(取得

した個人情報は採用選考の目的以外には利用しません。応募書類は



materials 返却しませんのでご了承ください。) 

 

書類送付先： 

〒782－8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口 185 高知工科大学 

HCI研究センター 任向実 (Tel 0887-57－2209, E-mail: 

ren.xiangshi@kochi-tech.ac.jp) 

 

Application materials (CV including publications and grants list, 

research summary, the names of two referees and their contact 

information) are sent to (by email or air): 

Prof. Xiangshi REN 

School of Information, Kochi University of Technology 

Tosayamada-cho, Kami-shi, Kochi 782-8502, Japan 

(Tel 0887-57－2209, E-mail: ren.xiangshi@kochi-tech.ac.jp) 

選考内容 

Selection process 

書類選考と面接 

Application materials and interview 

連絡先 

Where to make 

contact 

〒782－8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口 185 高知工科大学 

情報学群 任向実 (Tel 0887-57－2209, E-mail: 

ren.xiangshi@kochi-tech.ac.jp) 

 

Prof. Xiangshi REN 

School of Information, Kochi University of Technology 

Tosayamada-cho, Kami-shi, Kochi 782-8502, Japan 

Tel 0887-57－2209, E-mail: ren.xiangshi@kochi-tech.ac.jp 

備考 研究実績より、3年後、特任講師として採用されることもある。 



Additional 

information 

 


