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人 事 公 募

標準書式：なるべく，以下の項目に従ってご投稿くだ
さい．結果は必ずお知らせください．
1. 募集人員（ポスト・人数など），2. （1） 所属部門・
所属講座，（2） 勤務地，3. 専門分野，4. 職務内容・担
当科目，5. （1） 着任時期，（2） 任期，6. 応募資格，7. 
提出書類，8. 応募締切・受付期間，9. （1） 提出先，
（2） 問合せ先，10. 応募上の注意，11. その他（待遇
など）

国立天文台年俸制特任教員  
（チリ観測所 ARCサイエンティスト）

1. 特任准教授または特任助教1名
2. （1）国立天文台チリ観測所
（2）東京都三鷹市

3. 電波天文学
4. 東アジアALMA地域センター（ARC）では，

ALMAによるサイエンスを強力に推進する必要
があります．今回募集する職は，ARCのサポー
ト・アストロノマーとして，ALMAを用いた科
学成果を生み出すために本格運用に向けたサイエ
ンスプロジェクトを立案・推進し，国際的に競争
力のあるサイエンスを展開しつつ，ARCの業務
を担当するものです．職務の詳細等については，
国立天文台ホームページhttp://www.nao.ac.jp/
job-vacancy.htmlに掲載の公募案内を必ず参照し
てください．

5. （1）2012年12月1日，（2）原則として採用日よ
り5年間（更新なし），年度ごとに業績評価あり．

6. 職務に必要な，以下の知識と経験を有すること．
・天文学の基本的な知識（大学修士卒以上のレベ
ル）を有すること．

・電波観測装置を用いた観測的研究の推進に意欲
的に取り組めること．
・米欧の外国人との共同作業ができる程度の英語
力を有すること．
・東アジアのARCおよび他のARCスタッフと協

力・協調して，科学評価活動およびユーザー支
援業務に意欲的に取り組めること．
・ALMAのデータ（アーカイブを含む）の解析
経験があることが望ましい．

7. 以下の書類（英文）をpdfファイルとし，電子
メールに添付して送付してください．

 （1）カバーレター（応募する職種（特任准教授ま
たは特任助教）を明記のこと），（2）履歴書（研
究歴も含める：個人としての研究業績のほかに，
多人数で行った研究・開発プロジェクトの場合は
果たした業績を具体的に記入してください），（3）
研究論文リスト（査読論文とその他を区別し，共
著の場合は役割分担を記すこと），（4）主要論文
3編のpdfコピー，（5）職務に対する抱負と計画
（必要があれば研究計画も記入），（6）本人につ
いて意見を述べられる方（複数）の氏名と連絡
先，（7）速やかに連絡がとれる連絡先（e-mailア
ドレス，電話番号）．

8. 2014年10月1日 （月）17時（日本時間）必着
9. （1）国立天文台　チリ観測所長　長谷川哲夫

 E-mail （応募専用）： chile.application@alma.
mtk.nao.ac.jp

 メールのSubject欄に“application for ARC 
Scientist”と明記してください．

（2）国立天文台　チリ観測所　ALMA地域セン
ター・マネジャー　立松健一

 E-mail: k.tatematsu@nao.ac.jp
 メールのSubject欄に“question on ARC Sci-

entist”と明記してください．
10.
・すべての応募書類（上記7.の（1）～（7））はそ
れぞれpdfファイルに変換し，メールに添付す
ること．
・pdfファイル作成にあたっては解像度に注意
し，あまり容量が大きくなりすぎないようにし
てください（メール一通最大10MB程度まで）．
・郵送や直接持参による応募は受け付けません．
・応募書類は本件の選考以外のいかなる目的にも
使用しません．

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」に掲載い
たします．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．

mailto:k.tatematsu@nao.ac.jp
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・応募書類が受理されると祝休日を除き2日以内
に受理確認のメールをお送りします．それが届
かない場合には，E-mail （問合せ専用）：  
chile.inquiry@alma.mtk.nao.ac.jpへお問い合わ
せください．

11. 国立天文台は男女雇用機会均等法を遵守し，男女
共同参画社会の実現に向けた取り組みを進めてお
り，業績の評価において同等と認められた場合に
は，女性を積極的に採用します．詳しくは  
http://open-info.nao.ac.jp/danjokyodo/ をご覧く
ださい．

賞 の 推 薦

「宇宙科学奨励賞」候補者推薦依頼

公益財団法人宇宙科学振興会では，宇宙科学分野で
優れた研究業績を上げ，宇宙科学の発展に寄与した若
手研究者を顕彰し，宇宙科学奨励賞を授与いたしま
す．ここに2014年度の第7回宇宙科学奨励賞候補者
のご推薦を募集いたします．推薦要綱の詳細は当財団
のホームページ（http://www.spss.or.jp）に掲示して
おりますが，当奨励賞の概要は以下のとおりです．皆
様の周りで優れた業績を上げ将来の活躍が期待される
若手研究者をご存知の際には，是非ともご推挙いただ
きますようお願い申し上げます．
表彰の趣旨：宇宙理学（地上観測を除く）分野および
宇宙工学分野で独創的な研究を行い，宇宙科学の
進展に寄与する優れた研究業績を上げた若手研究
者個人を顕彰する．

授与機関：公益財団法人　宇宙科学振興会
候 補 者：上記分野で優れた業績を上げた当該年度の

4月1日現在37歳以下の若手研究者個人．候補者
の推薦は他薦に限る．

業績の審査：業績の審査は，推薦理由となる研究業績
に関連して発表された論文に基づいて，当財団が
設置する選考委員会において行う．

賞の内容：授賞は原則として毎年宇宙理学関係1名，
宇宙工学関係1名とする（ただし適格者のいない
場合は受賞者なしとする場合がある）．受賞者に
は本賞（賞状と表彰楯）および副賞（賞金30万
円）が贈られる．

推薦締切日： 2014年10月31日 （金）必着．
表 彰 式： 選考結果は2015年1月に推薦者と受賞者
に通知するとともに，当財団ホームページにおい
て発表する．その後2015年3月に表彰式を行い，

受賞者には受賞対象となった研究に関する講演を
していただく．

なお，推薦の手続きの詳細については財団のホーム
ページ（http://www.spss.or.jp）をご覧いただき，推
薦書式をダウンロードして必要事項を記載のうえ，
（1）候補者の略歴，（2）論文リスト，および（3）推
薦の対象となる論文の別刷等必要書類を添付のうえ，
電子メールにてご投稿ください．
お問合せ先および推薦書送付先：

〒252‒5210 神奈川県相模原市中央区由野台3‒1‒1
公益財団法人宇宙科学振興会　事務局
Tel: 042‒751‒1126
Fax: 042‒751‒2165
e-mail: admin@spss.or.jp

研究会・集会案内

京都大学花山天文台一般公開のお知らせ

京都大学花山天文台では，来たる11月1日に一般
公開を行います．花山・飛騨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の
で，お気軽にお申込みください．
（入場無料，45 cm屈折望遠鏡による観望のみ有料）
〈日時〉

2014年11月1日 （土）13時‒20時30分
〈内容〉
望遠鏡による天体観望（昼： 太陽，夜： 月など）．
講演会．飛騨天文台で観測中の太陽画像の紹介．

4次元デジタル宇宙シアター（国立天文台開発のミ
タカに，京大発のコンテンツを追加し，3D宇宙
へライブ解説でご案内）．
太陽黒点スケッチや工作などの各種体験コーナー．

〈交通機関〉
京都市営地下鉄東西線蹴上駅（1番出口）よりシャ
トルバスを運行します．
自家用車でもお越しいただけますが，駐車場の数に
限りがありますので，なるべくシャトルバスをご利
用ください．

〈申込み方法〉
インターネットでの事前申込みが必要です．
花山天文台のホームページ
http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/
申込受付期間： 10月6日 （月）‒20日 （月）［定員に
達し次第締切］
定員：先着300名

http://www.spss.or.jp
http://www.spss.or.jp
mailto:admin@spss.or.jp
http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/
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45 cm屈折望遠鏡による観望は抽選100名（対象年
齢：小学生以上）
抽選結果は10月20日ごろに返信します．

〈問合せ〉
Tel: 075‒581‒1235
e-mail: kwasan2014@kwasan.kyoto-u.ac.jp

e-mailの場合，件名を「11/1一般公開」としてく
ださい．

〈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，京都府教育委員会

〈後援〉京都市教育委員会

会 務 案 内

日本天文学会会長候補者選挙に関する公示

 2014年9月20日
 選挙管理委員会委員長　田中培生

選挙管理委員会は，2015年度最初の理事会で決定
される会長候補者（任期： 2015‒2016年度の2年間）
の選挙を，定款に沿った「会長・副会長・理事・監事
選考細則」に基づき，以下のとおり実施します．

9月20日 （土）：選挙公示
9月20日‒10月20日：候補者募集期間
11月14日 （金）：   正会員へ推薦された候補者の氏

名，所信表明もしくは推薦書等，
および投票用紙を発送

11月14日 （金）‒12月12日 （金）：投票期間
12月15日 （月）：開票

1. 選挙権および被選挙権を有するものは公示の時点
における正会員とする．ただし，会長経験者およ
び日本天文学会理事長経験者は被選挙権をもたな
い．（細則第4条）

2. 選挙に先立ち正会員から候補者を募集する．この
場合正会員5名以上の推薦を必要とする．推薦に
当たっては，候補者本人の承諾書，および所信表
明もしくは推薦書の添付が必要である．（細則第
5条）

3. 推薦された候補者が1名の場合は，投票を行わ
ず，選挙管理委員会は推薦された候補者を会長候
補者とする．（細則第6条）

4. 投票は無記名単記で行う．候補者以外への投票は
無効とする．得票数の最も多いものを，最大得票
を得たものが複数ある場合は，そのうちの最年長
者を，会長候補者とする．（細則第8条）

5. 選挙管理委員会は選出された会長候補者を理事
会，代議員に報告するとともに学会誌上に発表す
る．（細則第9条）
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