
Call for post doctoral Fellow 
 

International Research Center for Nuclei and Particles in Cosmos (IRCNPC) 

International Research Center for Big Bang Cosmology and Element Genesis (IRCBBC) 

 

IRCNPC and IRCBBC of Beihang University at Beijing is asking for applications for Post Doctoral 

Fellows.  The term is for two years and the salary per year is 300,000 RMB (~US$43,400, ~40,700 

Euro, or 4,980,000 JP Yen).  The dead line for application is May 20, 2017. 

IRCNPC is directed by I. Tanihata and promotes experimental and theoretical studies of nuclei and 

hadrons using world wide facility such as GSI Germany, RCNP Japan, and IMP Lanzhou. 

Applicants who are interested in studies of nuclear structure and/or nuclear astrophysics are 

encouraged to apply.  

IRCBBC is directed by T. Kajino and promotes theoretical studies on Big Bang cosmology and 

element genesis.  We seek for a few postdoctoral research associates in the field of theoretical 

nuclear astrophysics and cosmology who are interested in explosive nucleosynthesis and neutrino 

physics of the early Universe and supernovae. 

These two research centers promote international and interdisciplinary collaboration by bringing 

together experimental nuclear physicists, astronomers, cosmochemists, cosmic ray physicists and so 

on as well as theoretical astrophysicists to Beihang University.    

The condition for applications are; 

1. An applicant has to be 35 years old or younger on June 30, 2017. 

2. An applicant has to be a graduate of the renowned university. 

3. An applicant has PhD. 

4. The term of the contract is for two years and he/she has to stay in Beihang more than 20 

month in this period. 

5. An applicant has to be fluent in Chinese or in English. 

The following documents have to be submitted for application. An applicant may apply for the 

position before obtaining all the necessary documents but all documents have to be ready by May 

20, 2017. 

1. Application form (the form will be supplied later). 

2. A copy of your ID or passport. 

3. A copy of the PhD certificate. 

4. CV. 

5. List of research achievements. 

6. Two letters of recommendation. 

Please contact either director if you are interested in the fellowship program. 

tanihata@rcnp.osaka-u.ac.jp 

kajino@nao.ac.jp 

Please send your statement of interest and documents 4 and 5 by April 30, 2017.  Any questions 

related to the fellowship are also welcome at anytime. 

 

March 14, 2017 
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北航大学ポストドクフェローの公募のお知らせ 

International Research Center for Nuclei and Particles in Cosmos (IRCNPC) 

International Research Center for Big Bang Cosmology and Element Genesis (IRCBBC) 

北航大学の IRCNPC及び IRCBBCでは若干名のポストドクフェローを公募致します。期

間は 2年間で給与は年俸で 300,000元（~498万円）です。応募の締め切りは 2017年 5月

20日です。 

IRCNPCは谷畑勇夫教授のもとに実験原子核物理及び宇宙核物理の研究を中心に進めてお

り、関連した理論研究も進めております。特に核構造、核子構造、元素合成などの研究を

目指す方の応募を期待しております。 

IRCBBCは新しく梶野敏貴教授の下に発足した国際研究センターで、理論的にビッグバン

宇宙論および元素合成の研究を目指しています。この募集では宇宙核物理学及び宇宙論、

特に初期宇宙や超新星での爆発的元素合成やニュートリノの影響などの研究を目指す方の

応募を期待しています。 

これらの二つの研究センターは協力して、実験•理論双方にまたがる核物理学者、天体物

理学者、宇宙隕石化学者、宇宙線研究者、等をあつめ学際的な国際共同研究の拠点を北航

大学に作ろうとしています。 

このフェローに応募の条件は以下の通りです。 

1. 2017年 6月 30日時点での年齢が 35歳以下であること。 

2. 著名大学出身者であること。 

3. 博士号を有すること。 

4. 2年間の契約中に 20ヶ月以上北航大学に滞在すること。 

5. 中国語または英語が堪能なこと。 

応募書類は以下のものです。ただし、書類が全部揃わなくても早期に連絡をいただくよう

お願いします。すべての書類は 5月 20日までに必要です。（英語で記述してくださ

い。） 

1. 応募書類(指定書類で応募をされることが決まれば形式をお送りします。) 

2. パスポートのコピー 

3. 博士号取得の証明書のコピー 

4. 履歴書 

5. 研究業績のリスト 

6. 2名からの推薦書 

連絡は下記のどちらかにお願いします。 

tanihata@rcnp.osaka-u.ac.jp 

mailto:tanihata@rcnp.osaka-u.ac.jp


kajino@nao.ac.jp 

最終締め切りは 5月 20日ですが、興味のある方は、手続きを早く進めるため 4月 30日ま

でに上記書類の４，５又はそれ以上をそろえて連絡ください。もし質問がありましたらい

つでも遠慮せずに連絡ください。 

2017年 3月 14日 

mailto:kajino@nao.ac.jp

