
460 天文月報　2012年 7月

月報だより・寄贈図書リスト

寄贈図書リスト

宇宙の謎，ポール・マーディン　冨永 星訳，342頁，

28.5×22.2×3.4 cm　4,800円＋税，岩波書店
誰でも楽しめる星の歳時記，浅田英夫，148頁，A5
判，1,800円＋税，地人書館

賞 の 推 薦

平成 25年度科学技術分野の文部科学大臣表
彰受賞候補者の推薦について

文部科学省より平成25年度科学技術分野の文部科
学大臣表彰受賞候補者の推薦依頼がきておりますの
で，お知らせいたします．
推薦にあたりましてはホームページの公募情報をご
参照ください

文部科学省ホームページのURL:
http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/index.htm
日本天文学会推薦締切： 7月6日 （金）
お問い合わせ先：研究振興局振興企画課奨励室　 

水野・秋田
Tel: 03–5253–4111（内線4071），
03–6734–4071（直通）
メールアドレス： sinsyore@mext.go.jp

人事公募結果

1. 掲載号
2. 結果（前所属）
3. 着任時期

名古屋大学大学院理学研究科素粒子宇宙物理
学専攻　特任教員・研究員

1. 2012年5月（第105巻第7号）
2. 桑原利尚（名古屋大学太陽地球環境研究所　研究
員）

3. 2012年7月

研究会・集会案内

京都大学　飛騨天文台一般公開のお知らせ

京都大学飛騨天文台では，来たる8月4日 （土）に
一般公開を行います．施設の公開と天体観望会を行
い，京大天文台で現在行われている最先端の天文学研
究を，わかりやすく説明します．
先着100名までの受付となっておりますので，お早

めにお申し込みください．

〈一般公開〉
日　　時： 2012年8月4日 （土）13 : 00～20 : 30
場　　所：   岐阜県高山市上宝町蔵柱  

京都大学大学院理学研究科附属飛騨天文台
公開施設：   ドームレス太陽望遠鏡 （DST），太陽磁

場活動望遠鏡 （SMART）  
65 cm屈折望遠鏡，60 cm反射望遠鏡

内　　容：   DSTによる太陽像と分光スペクトル観望
（昼）
SMARTによる太陽像の観察（昼）と解説
65 cm屈折望遠鏡および小型望遠鏡による
夜間天体観望（土星など）
最先端の天文学研究解説（講演）など

〈交通機関〉公共交通機関がありませんので，JR高山
駅または上宝支所（高山市上宝町本郷）までお越し
下さい．JR高山駅と上宝支所からシャトルバス
（有料）を運行します．
詳細は，附属天文台のホームページをご覧ください．

〈申込方法〉　ホームページからお申し込みください．
受付期間：   6月25日（月）11 : 00から  

定員（100名）に達し次第締切
〈問合せ先〉〒506–1314 岐阜県高山市上宝町蔵柱　 
京都大学飛騨天文台

月報だよりの原稿は毎月20日締切，翌月に発行の「天文月報」に掲載致
します．校正をお願いしておりますので，締切日よりなるべく早めにお
申し込みください．
　e-mailで toukou@geppou.asj.or.jp宛．
　なお，原稿も必ずFaxで0422–31–5487までお送りください．
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Tel: 0578–86–2311　Fax: 0578–86–2118
E-mail: hida2012@kwasan.kyoto-u.ac.jp

E-mailでのお問い合わせの場合は，
件名を「8/4　飛騨一般公開」としてください．

〈附属天文台ホームページ〉
http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/

〈主催〉 京都大学大学院理学研究科附属天文台，NPO
法人花山星空ネットワーク

〈後援〉岐阜県高山市
〈協力〉高山観光バス

会 務 案 内

2012年度内地留学奨学金支給者の選考結果

内地留学奨学金選考委員長
大島　修

天文月報2011年7月（第104巻第7号）で表記の奨
学金について募集したところ，1名の応募がありまし
た．選考委員会で研究計画，奨学金の使途について詳
細に吟味，検討した結果，下記の方を奨学金支給者に
決定しましたので，ご報告いたしまします．
氏　名：斎藤　泉
職　業：公務員
研究題目：   歴史的天文資料を活用した日食（掩蔽）

の普及に関する研究
受入機関および指導教官：　国立天文台　相馬　充
支給金額： 15万円

2013年度内地留学奨学金の希望者の募集

この奨学金は主として学校の教員，科学館・プラネ
タリウム・公共天文台などの社会教育施設の職員など
やアマチュア天文研究者の方々の研究活動・調査活動
を支援する制度です．学生の応募も可能です．この奨
学金を受給された場合，日本国内の大学や天文台など
の研究機関を利用し，そこの研究者の指導を受けて研
究活動を行うことになります．いままで，多くの方が
この制度を利用して，それぞれ関心をお持ちのテーマ
で研究をされてきました．奮って，ご応募ください．
研究をしてみたいがその内容にふさわしい機関や指導
者がわからないという場合は，内地留学奨学金選考委
員長に早めに相談してください．選考委員にはいろい
ろな分野の研究者がいるので，ふさわしい機関や指導
者をご紹介できると思います．過去の奨学金の対象と
なった研究テーマは本会の会員名簿の巻末，および学

会ホームページに掲載されています．

募集要項
応募資格：日本天文学会員
採 択 数：若干名
留学期間：   2013年1月から2014年3月までの15カ月

間のうち希望する期間．  
　受入研究機関，指導教員（受入研究者）
と相談のうえ，夏休みなどの長期休業時に
集中させたり，週に1回程度の研究日を設
定するなどの方法が考えられます．研究終
了後，2カ月以内に研究報告書の提出をお
願いいたします．

支 給 額： 25万円以下．支給は2013年1月を予定．
申 込 み：   応募申請書に必要事項を記入し，指導教員

の捺印とコメントを得たうえ，  
〒181–8588 三鷹市大沢2–21–1  
国立天文台内　日本天文学会理事長　宛 
に郵送してください．

応募締切： 2012年8月31日（金）必着．
審　　査：   内地留学奨学金選考委員会 （内規第5条） 

で審査のうえ，決定し，10月中旬に通知し
ます．

応募用紙：   日本天文学会事務所にあります．（学会事
務所に連絡をくだされば，お送りします．）
申請書の書き方の例もありますので，ご請
求ください．なお，天文学会会員名簿の巻
末に内地留学奨学金に関する内規がありま
す．

ご相談・問合せ先：内地留学奨学金選考委員長  
大島　修  
（〒710–0807 倉敷市西阿知町1230　  
岡山県立水島工業高等学校）  
Tel: 086–465–2504　Fax: 086–465–4598  
e-mail: ohshima@po.harenet.ne.jp
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会員名簿掲載情報受付のお知らせ

『天文月報』5月号の「綴じ込み」でお知らせいたし
ましたが，今回発行する会員名簿には，ご連絡いただ
かない限り，以下の「原則全員掲載項目」のみが掲載
されます．
●原則全員掲載項目

1.　会員種別・番号
2.　氏名
3.　所属（or業種）   
4.　Eメールアドレス
5.　所属先の電話番号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
前回の名簿作成時にいただいた会員の皆様からの掲
載項目に関するご希望は，新たな名簿作成に当たって
はすべてリセットされますので，「原則全員掲載項目」
の掲載では不十分の方（注1参照）は，会員名簿用
カード（注2）をご提出ください．ご提出いただかな
いと学会に登録された情報を基に「原則全員掲載項
目」が作られます．住所や所属機関の変更などを学会
に届けたかどうか定かでない方は，ともかくこの際に
会員名簿用カードに最新情報を記載して提出されるこ
とを強くお勧めします．
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
（注1）
・  原則全員掲載項目の中で4.あるいは5.あるいは
ともに掲載したくない方
・  原則全員掲載項目以外に，掲載したい項目がある
方（掲載できる項目は，「自宅住所」と「自宅電

話番号」です）
・  掲載する所属先を，機関名ではなく一般職種等
（団体職員，自営業　など）に変更したい方
・  登録情報の内容に変更があった方（引っ越した，
所属が変わった，卒業したなど）

（注2）
以下のURLにあるテンプレートを使用し，mei-

bo2012@asj.or.jpまでEメール送信してください．
会員名簿用カードテンプレート→

http://www.asj.or.jp/asj/forms.html

メールがない方のみ，天文月報5月号の綴じ込みハガ
キをご利用ください．
締め切りは2012年6月30日です．

訃　　　報

本会の正会員である森田耕一郎国立天文台教授
（チリ観測所）が，去る5月7日早朝（チリ現地時
間）逝去されました．享年58歳でした．森田教
授は開口合成型電波干渉計の世界的権威で，現地
でALMAプロジェクトの遂行にあたっておられ
ました．温厚な人柄で，合同ALMA観測所でも
とても信頼され，これからの更なる活躍を期待さ
れていた矢先に，不慮の事件に巻き込まれ，帰ら
ぬ人となりました．
ご遺族，ご親族の皆様に心からお悔やみ申し上
げるとともに謹んでご冥福をお祈りいたします．

 （日本天文学会理事長　岡村定矩）

天文月報オンライン/投稿用アップローダーの IDとパスワード
ID: asj 2005
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