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月報だより・寄贈図書リスト

寄贈図書リスト

現代の宇宙論，福江　純，A5判，326頁，3,800円＋
税，講談社

宇宙の謎と不思議2014，二間瀬敏史監修， B5判，114
頁，1.300円＋税，洋泉社

アインシュタインとヴァイオリン，西原　稔・安生　
健，四六判，352頁，2,000円＋税，（株）ヤマハ
ミュージックメディア

ハッブル宇宙望遠鏡がみた美しすぎる宇宙，渡部潤一
監修， B5判，82頁  付録DVD，933＋税，宝島社

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）

筑波大学計算科学研究センター　教員

1. 教授1名
2. （1）計算科学研究センター
（2）茨城県つくば市天王台1‒1‒1

3. 宇宙生命計算科学
4. 計算科学の手法を用いた宇宙生命科学分野．「宇
宙生命計算科学連携拠点」（センター HP参照）
において，惑星科学ないし星間分子科学分野の理
論研究に基づき，宇宙生命科学分野で主導的役割
を果たしていただける方を望みます．センターに
おける他分野との連携を含む学際的な計算科学の
推進にも意欲のある方を希望します．また，教
育・研究指導として，理工学群，数理物質科学研
究科を担当します．

5. （1）決定後できるだけ早い時期
（2）なし

6. 博士の学位を有する者
7. （1）履歴書（写真貼付），（2）業績リスト（査読
論文とその他を区別すること），（3）主要論文別
刷5編（うち4編以上は最近5年以内のもの），

（4）これまでの研究の概要，（5）着任後の研究計
画と教育に関する抱負，（6）外部資金の獲得状
況，（7）意見書2通以上，または照会可能者2名
以上の氏名・連絡先

8. 平成26年4月30日（水）必着
9. （1）〒305‒8577 つくば市天王台1‒1‒1

 筑波大学計算科学研究センター
 センター長　梅村雅之
（2）〒305‒8577 つくば市天王台1‒1‒1

 筑波大学計算科学研究センター　梅村雅之
  Tel: 029‒853‒6485
 e-mail: umemura@ccs.tsukuba.ac.jp

10. 封筒に「計算科学研究センター宇宙生命分野教授
応募書類在中」と朱書し，簡易書留にて送付して
ください．応募書類は返還しません．意見書は別
送も可能です．また意見者が直接送付する場合に
限り電子ファイルによる提出も可能です．その場
合，送付する電子メールの件名を「宇宙生命公募
意見書」としてください．意見書が別送される場
合は，応募書類の中でその旨明記してください．

11. 計算科学研究センターは，文部科学省共同利用・
共同研究拠点に認定されており，計算機共同利用
を含む学際計算科学を推進しています．筑波大学
では男女雇用機会均等法を遵守した人事選考を
行っています．

国立天文台太陽系外惑星探査プロジェクト室　
助教

1. 助教1名
2. （1）国立天文台太陽系外惑星探査プロジェクト室
（2）三鷹

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:umemura@ccs.tsukuba.ac.jp
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3. 広義の太陽系外惑星科学（開発的研究の推進）
4. 国立天文台太陽系外惑星探査プロジェクト室で
は，太陽系外惑星観測のための大型装置開発を推
進しています．今回の公募では，赤外線・可視光
天文学に関する深い経験・造詣のもとに，赤外線
視線速装置および高コントラスト装置など次世代
装置開発の中核となって，すばる望遠鏡，TMT
望遠鏡等における太陽系外惑星研究を強力に推進
していただく研究者を求めます．

5. （1）決定後できるだけ早い時期
（2）なし（5年目に再審査を行い，他の適切な職

務に異動していただくことがあります）
6. 大学院博士課程修了またはそれと同等以上
7. （1）履歴書（研究・開発歴も含める： 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には，果たした業績を具体
的に記入してください），（2）研究論文リスト
（査読論文とその他を区別し，共著の場合には分
担した役割を記すこと）（3）職務に対する抱負
と研究計画書，（4）本人について意見を述べら
れる方2名の氏名と連絡先，（5）e-mailアドレス

8. 2014年3月7日（金曜日）17時必着
9. （1）  応募書類は  

apply-esp-assis20140307_AT_nao.ac.jp 
へ，メール添付で送付

（2）〒181‒8588 東京都三鷹市大沢2‒21‒1
 国立天文台太陽系外惑星探査プロジェクト室長　

田村元秀
 e-mail: motohide.tamura@nao.ac.jp

10. ・すべての応募書類（上記7.の（1）～（5）はそれ
ぞれpdfファイルに変換し，メールに添付するこ
と．各書類をまとめて一つのpdfファイルにしな
いこと．またZIPファイルに入れたり圧縮したり
しないこと．）
・  PDF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すること（10 MB程度まで）
・  応募書類が受理されると祝休日を除き3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，  
apply-esp-assis20140307_AT_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://
jouhoukoukai.nao.ac.jp/danjokyodo/をご覧くだ
さい．

名古屋大学大学院理学研究科素粒子宇宙物理学
専攻教員

1. 助教1名
2. （1）  名古屋大学大学院理学研究科素粒子宇宙物

理学専攻理論宇宙物理学研究室（TA研）
（2）名古屋市

3. 理論宇宙物理学
4. ALMA, NANTEN2, AKARI等を用いた実験・観
測的研究グループとの連携をもつ天体物理学・天
文学の理論的研究，および大学院・学部での教
育・研究指導

5. （1）決定後早期
（2）5年．継続雇用の可能性あり（最長2023年3

月末まで）
6. 博士号取得者，または着任時までの取得見込み者
7. ○履歴書（顔写真，e-mail，着任可能時期を明
記）○研究業績リスト　○主要論文別刷5編以内
（コピー可，各2部）　○研究業績概要　○着任後
の研究計画　○推薦書または意見書，併せて2通
（別送可）

8. 2014年2月28日（金）必着
9. （1）  〒464‒8602 名古屋市千種区不老町名古屋大

学理学部物理学教室
 主任　犬塚修一郎
（2）同上　Tel: 052‒789‒2881

 e-mail: inutsuka@nagoya-u.jp
10. 封筒に「TA研助教応募書類」と朱書し簡易書留

で送付ください．応募書類は原則として返却しま
せん．

11. 本学は男女共同参画を推進しており，詳細は以下
を参照ください．

 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/declaration/
positive/

人事公募結果

1.　掲載号
2.　結果（前所属）
3.　着任時期

茨城大学理学部物理学領域 （宇宙） 教員

1. 2013年9月（第106巻　第9号）
2. 釣部　通（大阪大学理学研究科　助教）
3. 2014年4月
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京都大学大学院理学研究科宇宙物理学教室教員

1. 2013年10月（第106巻第10号）
2. 佐々木貴教（東京工業大学理工学研究科　特任 
准教授）

3. 2014年4月

明治大学理工学部物理学科　准教授・専任講師

1. 2013年8月（第106巻第8号）
2. 基礎教育担当：鈴木秀彦（立教大学）  
専門教育担当：鈴木隆行（東京農工大学）

3. 2014年4月1日

京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物理
学専攻教員

1. 2013年8月（第106巻第8号）
2. 田中貴浩（京都大学基礎物理学研究所・教授）
3. 2014年4月1日

会 務 案 内

【移籍・退会について】
2014年度（2014年4月～2015年3月）からの移籍，

2013年度末退会希望の方で，まだ学会事務所に連絡
していない方は，大至急お願いいたします．

【会費納入について】
◆正・準会員の皆様◆

2014年度会費の納入期間は，2014年3月，4月の
2ヶ月間です．
正会員： 18,000円
正会員（学生）： 13,000円　
準会員： 8,000円
予稿集代： 4,000円（予約している方のみ）
・  口座自動引き落し登録のない方には，3月上旬にコ
ンビニ専用払込票を郵送します．
コンビニ払いができない方は郵便局や銀行で備えつ
けの振込用紙をご利用ください．
・  口座自動引き落し登録の方は，2014年4月10日に
引き落しますので残高不足にご注意下さい．
通帳には引き落し代行会社の「JCB」という文字が
印字されます．
・  海外在住の方は，上記金額をご確認の上，クレジッ
トカードまたは銀行振込等でご納入下さい．

◆団体・賛助会員の皆様◆
4月に請求書を発送します．会費額は変更なしです．

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
パスワード：雑誌コード（5桁の数字と）vol98（5文字）の計10文字を入力してください．「雑誌コード」とは
印刷版の月報の裏表紙の右下に書かれている「雑誌○○○○○̶▲」の○○○○○の部分です．○○○○○は
各号共通の数字です．
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