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日本貿易振興機構アジア経済研究所 2012 年度採用職員募集要項
●応募分野・資格
【研究職員】
博士（または Ph.D.）の学位を有する者（2012 年 6 月頃まで
に取得見込みの者を含む）で、以下の分野の業務に従事でき
る者
(1) 地域研究 ( 地域研究、経営学、地理学、社会学、人口学、
政治学、国際関係論、行政学等のディシプリンを用いた、
開発途上国が直面する諸問題に関する研究 )
(2) 開発研究（技術革新、貿易・投資、その他、開発途上国が
直面する諸問題に関する理論・実証研究）
●募集人員

若干名

●応募手続
１．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）内の採用・募集情報ページより
ダウンロードして使用すること。
）
② 志望動機書（A4 判用紙 1 枚程度）
③ 卒業・修了証明書（最終面接時に持参、大学学部以上
すべての証明書。1 年以内に発行されたもの。コピー可。
）
④ 返信用封筒（長 3 封筒に 80 円切手貼付の上、住所・氏
名を明記すること。
）
⑤ 著書・論文・学会発表等の業績リスト
⑥ 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）
⑦ 博士学位論文の写し、主要な著書またはレフェリー付
き学術誌に掲載された論文（コピー可）
（※このうち２点以内、1 部ずつ）
⑧ ⑦について、それぞれ 400 字程度の概要
２．応募方法
研究所採用専用ウェブサイトにて、受験者登録及び受験者
番号を取得の上、下記提出先へ郵送のこと。提出の際には
封筒の表に「応募書類在中」及び「希望分野」を朱書のこと。
なお、応募書類は返却致しません。

３．応募期間
2011 年 6 月 15 日（水）から 2011 年 8 月 22 日（月）
まで ＜必着＞
●選 考
第 1 次選考：書類審査、論文審査
第 2 次選考：ジョブトーク ( 研究内容の発表 )
最終選考：プレゼンテーション審査及び面接試験（9 月中
予定）
（※第 2 次選考のジョブトークについては、9 月中旬まで
に論文審査合格者と日程調整のうえ実施します。）
●勤務開始 2012 年 4 月 1 日 ( 予定）
●勤務地
●待

千葉、東京、海外（海外派遣制度あり）

遇 本機構の規定による。

●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 職員採用係
●問合わせ先
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 職員採用係
Email：ide-recruit@ide.go.jp
TEL：043-299-9400 FAX：043-299-9724
※
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