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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）

名古屋大学大学院理学研究科准教授

1. 准教授1名
2. （1） 素粒子宇宙物理学専攻宇宙物理学研究室（U

研）赤外線グループ
（2）名古屋市

3. 実験・観測的赤外線天文学
4. 現スタッフと協力して，SPICAの装置開発などに
積極的に取り組み，「あかり」や IRSFなどの観測
データを用いた科学研究とバランスよく両立して，
学術的成果をあげていただける方を募集します．

5. （1）できるだけ早い時期
（2）任期なし

6. 博士の学位を有する者
7. （1）履歴書
（2）研究歴（これまでの研究内容の概要）
（3）業績リスト
（4）主要論文別刷（3編以内）
（5）着任後の研究計画と教育の抱負
（6）本人について意見を述べられる方2名の氏名

と連絡先
（7）提出書類（1）から（6）を電子化して収納し

たUSBメモリ
8. 2019年5月14日 （火）必着
9. （1）〒464‒8602 名古屋市千種区不老町

 名古屋大学大学院理学研究科　物理学教室　 
主任　原田正康

（2）問合せ先：金田英宏

 E-mail: kaneda@u.phys.nagoya-u.ac.jp
 Tel: 052‒789‒2452

10. 封書に「赤外線天文学人事応募書類在中」と朱書
し，書留で送付．
応募書類は返却しない．物理学教室の選考基準に
ついては
https://www.phys.nagoya-u.ac.jp/scholar/pub.html 
を参照．

人事公募結果

立教大学理学部助教

1. 2018年9月（第111巻第9号）
2. 木村匡志（リスボン大学テクニコ高等研究所 
博士研究員）

3. 2019年4月1日

賞 の 推 薦

第 10回（平成 31年度／2019年度） 
「日本学術振興会育志賞」受賞候補者の推薦募集

日本天文学会からの推薦にて応募を希望される方
は，①～③の手続きをお願いいたします．
（https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/yoshiki.html　
を参照）
①以下の提出書類をメール添付データで学会事務長宛
て（jimucho@asj.or.jp）にお送りください．
（推薦は電子申請のみの取り扱いとなっています．）
・様式2―「見本」に必要事項を記入
・日本学術振興会　育志賞推薦書「⑩推薦理由」に記入
・推薦理由書　A・B　を記入
・研究の概要等　を記入
②天文学会推薦の場合の応募締切
・2019年5月19日（日）
③ 日本学術振興会育志賞の概要，応募資格などの詳細

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宛にお送りください．折り返し，受
領の連絡をいたします．
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は下記URLを参照下さるようお願いいたします．
https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/gaiyo.html

第 36回（2019年度）井上学術賞推薦要項

1. 概要：自然科学の基礎的研究で特に顕著な業績を
上げた研究者で，2019年9月20日現在の年齢が
50歳未満の者に対し，井上学術賞（賞状および
金メダル，副賞200万円）を贈呈します．

2. 募集方法：指定の関係38学会，および井上科学
振興財団の選考委員経験者，受賞後5年を経過し
た井上学術賞受賞者等からの推薦．

3. 日本天文学会からの推薦件数： 2件以内
4. 推薦締切日： 2019年9月2日（月）　

 日本天文学会　jimucho@asj.or.jp宛に必着．
5. http://www.inoue-zaidan.or.jpからダウンロード
した推薦書に必要事項を記入のうえ，メールの添
付ファイルとして，jimucho@asj.or.jp宛にお送り
ください．メールの件名は，「第36回井上学術賞
応募　氏名」として下さい．

 　なお，井上学術賞，募集要項，推薦書等の詳細
は，上記のURLを参照くださるようお願いいた
します．

第 36回（2019年度） 井上研究奨励賞推薦要項

井上研究奨励賞（Inoue Research Award for Young 
Scientists）の贈呈．
理学，医学，薬学，工学，農学等の分野で過去3年
の間に博士の学位を取得した37歳未満の研究者で，
優れた博士論文を提出した若手研究者に対し井上研究
奨励賞（賞状・メダルおよび副賞50万円）を贈呈し
ます．
*2019年9月20日（金）井上科学振興財団必着

第 12回（2020年度）　井上リサーチアウォード
募集要項

井上リサーチアウォード（Inoue Science Research 
Award）の贈呈．
自然科学の基礎的研究で優れた業績を挙げ，更に開
拓的発展を目指す若手研究者の独創性と自立を支援す
ることを目的とします．
自然科学の基礎的研究で博士の学位取得後9年未満
のわが国の国公私立大学および大学共同利用機関に所
属（予定を含む）する研究者で，これまでの成果を踏
まえ，単独でまたは共同研究者の協力を得て行う将来

性豊かな研究計画に対し井上リサーチアウォードを贈
呈します．（賞状および研究助成金一人当たり500万
円）
*2019年7月31日（水）井上科学振興財団必着
井上研究奨励賞・井上リサーチアウォード推薦につい
ての詳細は下記URLをご参照ください．
http://www.inoue-zaidan.or.jp/

2019年度の島津賞・島津賞奨励賞の推薦募集

1. 島津賞候補者の推薦
 　わが国の科学技術振興のため，科学技術，主と
して科学計測に係る領域で，基礎的研究および応
用・実用化研究において，著しい成果をあげた功
労者を表彰します．日本天文学会を含む島津賞・
島津奨励賞推薦依頼学会から推薦のあった候補者
を，選考委員会が選考し，島津科学技術振興財団
理事会の審議を経て決定します．毎年度1件，賞
状，賞牌，副賞500万円を贈呈します．

2. 島津奨励賞候補者の推薦
 　わが国の科学技術振興のため，科学技術，主と
して科学計測に係る領域で，基礎的研究および応
用・実用化研究おいて独創的成果をあげ，かつそ
の研究の発展が期待される45歳以下（4月1日時
点）の若手研究者を表彰します．日本天文学会を
含む島津賞・島津奨励賞推薦依頼学会および当財
団関係者から推薦のあった候補者を，選考委員会
が選考し，島津科学技術振興財団理事会の審議を
経て決定します．毎年度，3件以下，賞状，賞
牌，副賞100万円を贈呈します．

■応募方法
必要書類一式を財団ホームページよりダウンロード
してご提出ください．
島津科学技術振興財団ホームページ：　
　　　 https://www.shimadzu.co.jp/ssf
■募集期間

2019年4月1日（月）～7月31日（水）（消印有効）
※島津賞，島津奨励賞の候補者については，日本天文
学会から推薦をすることになりますので，必要書類
については7月19日（金）必着で事務長宛にご送
付くださるようお願いいたします．
■島津科学技術振興財団　問い合わせ先
〒604‒8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地
公益財団法人島津科学技術振興財団
事務局　TEL: （075）823‒3240　FAX: （075）823‒3241
URL: https://www.shimadzu.co.jp/SSF
E-mail: ssf@zaidan.shimadzu.co.jp

http://www.inoue-zaidan.or.jp/
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研 究 助 成

2019年度島津科学技術振興財団 
研究開発助成の募集

科学技術，主として科学計測に係る領域で，基礎的
研究を対象とし，原則として，国内の研究機関に所属
する45才以下の新進気鋭の研究者（国籍不問）に助
成します．
助成の金額：総額2300万円（23件以下）．
■応募方法
必要書類一式を財団ホームページよりダウンロード
してご提出ください．
島津科学技術振興財団ホームページ：  
 https://www.shimadzu.co.jp/ssf
■募集期間

2019年4月1日（月）～7月31日（水）（消印有効）
財団事務局宛
■島津科学技術振興財団　問い合わせ先
〒604‒8445京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地
公益財団法人島津科学技術振興財団
事務局　TEL: （075）823‒3240　FAX: （075）823‒3241
URL: https://www.shimadzu.co.jp/SSF
E-mail: ssf@zaidan.shimadzu.co.jp

会 務 案 内

2018年度ご寄付者名

2018年度に日本天文学会へご寄付をいただいた
方々をお知らせいたします．深く感謝申し上げます．
学会の諸活動に活用させていただきます．  
 （敬称略/受付順）

山下卓也，海老塚昇，郷田直輝，池田思朗，早野裕，
市川隆，佐藤明達，櫻井隆，池内了，滝脇知也， 
劉会欣，三石郁之，神田展行

訃 　 　 報

1985‒1987年に当学会会計理事を，2012年1月‒ 
2015年7月に当学会事務長を務められた西野洋平
氏は2019年3月2日にご逝去されました．満72
歳でした．ご冥福をお祈り申し上げます．

会員の小島信久氏は2019年3月21日にご逝去
されました．満85歳でした．ご冥福をお祈り申
し上げます．

小宮山裕（委員長），上野悟，江草芙実，岡部信広，奥村真一郎，押野翔一，嘉数次人，滝脇知也，富田賢吾，中村航，
西塚直人，萩原喜昭，福井暁彦，松田有一，諸隈智貴，山田真也
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