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月報だより・寄贈図書リスト

寄贈図書リスト

宇宙マイクロ波背景放射，小松英一郎，A5判，416
ページ，4,200円＋税，日本評論社

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）

東京大学宇宙線研究所助教

1. 助教1名（テニュアトラック）
2. （1）観測的宇宙論グループ

 （2）千葉県柏市
3. 4.　本研究所の観測的宇宙論グループの教員と協
力して，広領域の深宇宙探査計画を推進する方を
求めます．また観測的宇宙論グループの運営にも
参画していただきます．

5. （1）2020年4月1日以降のできるだけ早い時期，
（2）任期5年．着任後約3年間をテニュアトラッ
ク期間とし，3年近く経過した時点でテニュア着
任の審査を行い，審査で認められれば任期なしに
移行します．テニュアトラック期間は，研究予算
100万円／年のスタートアップ支援をいたします．

6. なし
7. 以下（1）から（6）までの書類を，Eメールに添
付（電子ファイル）で提出してください．応募書
類のファイル形式はpdfとします．（応募書類の
提出に対し受信した旨の返信をしますので，必ず
当方からの返信の有無を確認してください．）
（1）履歴書
（2）研究歴（A4版で3ページ以内）

（3）業績リスト（論文リスト，研究発表リスト
等），及び主要論文別刷（3編以内）．

 提出する論文については論文リストに印を付
け，一目でわかるようにすること．

（4）着任可能時期
（5）着任後の研究計画（A4版で3頁以内）
（6）意見書または推薦書2通

8. 2019年12月2日（月）正午必着
9. （1）Eメールapplication_at_icrr.u-tokyo.ac.jp

 （メールを送信する際は_at_を@に直してく
ださい）

（2）東京大学宇宙線研究所　大内正己
 Eメールouchims_at_icrr.u-tokyo.ac.jp
 （メールを送信する際は_at_を@に直してく
ださい）

10. 応募の際の件名には「ICRR2019‒10」を明記し
てください．

11. 就業時間：専門業務型裁量労働制により，1日7
時間45分・週5日勤務したものとみなされます．

 休日：土・日，祝日，年末年始（12月29日～1月
3日）

 賃金等：  本学の規定に基づき，学歴・職務経験等
を考慮して決定．

 加入保険：  文部科学省共済組合，雇用保険に加入．

賞 の 推 薦

第 61回藤原賞受賞候補者推薦

〈概要〉
日本国籍を有し，科学技術の発展に卓越した貢献を
した功労者を顕彰し，藤原賞を贈り表彰します（毎年
2件授賞，症状，賞牌（金メダル），副賞各1千万円）．

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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その受賞候補者を募集しています．
詳細は，以下のURLをご参照くださるよう願いい
たします．

http://www.fujizai.or.jp

締切は2019年12月13日（金曜日）藤原科学財団必
着となっています．
藤原賞については，所属大学や研究機関からの推
薦・応募が大半を占めていますが，日本天文学会から
の推薦を希望される場合は，日本天文学会にて推薦に
ついての審査を行いますので2019年11月25日（月）
必着にて必要書類を jimucho＠asj.or.jp宛に送付する
ようお願いいたします．

研 究 助 成

山田科学振興財団 2020年度研究援助候補者
推薦

【援助の趣旨および内容】
1. 本財団は自然科学の基礎的研究に対して，研究費
の援助をいたします．評価が定着して研究資金が
得やすいものより，萌芽的で将来の発展が期待さ
れる基礎研究を重視します．

推薦応募に際しては下記を考慮してください．
1）萌芽的・独創的研究
2）新規研究グループで実施される研究
3）学際性，国際性の観点からみて優れた研究
4）国際協力研究

2. 援助額： 1件当たり100～500万円，総額3,000万
円，援助総件数は山田科学振興財団全体で15件
程度です．

3. 援助金を給与に充てることはできません．特に財
団が指定した場合を除き，給与以外の使途は自由
です．

4. 援助金の使用期間： 2020年8月の採択日から
2022年3月末まで

5. 日本天文学会の推薦枠： 3件以内

【申請者資格】
1. 当該研究を独立して実施し得る者でなければなり
ません．

 　すなわち，当該研究者は代表研究者であること
を必要とし，単に研究グループの研究費集めの一
端を担う者であってはなりません．

2. 身分，経歴，年齢等は問いません．但し，日本の

研究機関に所属する研究者であることが必要です．
 　なお，研究援助募集要項ならび研究援助候補推
薦書は，財団のHPを参照くださるようお願いい
たします．

 http://www.yamadazaidan.jp/
3. また，天文学会への応募は以下のようにお願いい
たします．
・日本天文学会締切日： 2020年1月31日（金）
必着
・申請書は，メールのPDF添付ファイルとして
下記のアドレスにお送りください．

 件名は，「山田科学振興財団　2020年度研究援助
応募　氏名…」として送信くださるようお願いい
たします．

 受領後，確認メールを日本天文学会事務所より返
信いたします．

 ［申請書送付アドレス］： jimucho@asj.or.jp
 【日本天文学会からの推薦件数】
 　日本天文学会からの推薦件数は3件までとなっ

ております．応募された研究提案は日本天文学会
が審査を行い3件以内を山田科学振興財団に推薦
致します．なお昨年度については，日本天文学会
からの推薦者1名が採択されています．

会 務 案 内

代議員選挙の郵送投票事前申し込みについて

天文月報112巻10号に掲載の通り，9月20日付け
で第6期日本天文学会代議員選挙が公示されました．
今回の選挙では新たに電子投票を導入します．これに
伴い従来の投票用紙を用いた郵送投票には事前の申し
込みが必要です．
郵送投票を希望される方は10月25日（金）までに

学会事務所へその旨を郵便，FAX（0422‒31‒5487）, 
メール（kaiin@asj.or.jp）のいずれかの方法により申
請してください．
なお，電子投票と郵送投票の併用はできません．
 選挙管理委員会委員長　河野孝太郎

オープンアクセス論文掲載料改訂のお知らせ

欧文研究報告（PASJ）では，オープンアクセス論
文掲載料を改定すると共に新たに正会員割引価格を設
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けました．新しい料金が適用されるのは「2019年8月
8日以降」に投稿された論文です．
基本料金： 308,000円
正会員割引料金： 246,400円
改定後もこれまで通りオープンアクセス論文掲載料
には本文掲載料も含まれています．正会員割引料金
は，筆頭著者に限らず本会正会員が1名でも著者に含
まれていれば適用可能です．
但し，割引料金を適用するには，WEB上での掲載

料支払手続き時に正会員の方の会員番号を「member-
ship number」の欄に入力して頂く必要があり，自動
的には適用されません．
正会員割引料金は，改訂前のオープンアクセス論文
掲載料（28万円）よりも低く設定されています．正
会員の皆様には是非この割引制度をご活用くださいま
すと幸いです．

 欧文研究報告編集部

天文月報記事投稿用アップローダー

http://www.asj.or.jp/geppou-o�ce/toukou/index.php
■ログイン法
login: geppou　　passwd: toukou
■アップロードの仕方
アップロード画面にいってまず必要事項を埋めてく
ださい．
するとアップロードに進むことができます．ファイ
ルが複数ある場合は「投稿フォームを増やす」ボタン
を押してください．押すたびに欄が増えます．

1回あたり全部で最大50 Mbyteまで，個数は20個
まで送信できます．（それ以上の巨大なファイルのアッ

プロードは推奨されませんが，やむをえない場合は分割
してお送りください）．
■注意
投稿者の個人の認証はcookieを利用しています．
したがってcookieを受け取らないブラウザでは使
えません．
またフォームのチェックや可変個数のアップロード
ボックスは javascriptを利用していますので javascript
が使えなければこのアップローダーは使えません．
その場合は従来どおり，toukou@

 

geppou.asj.or.jpま
でメールでご投稿ください．
■連絡先
アップローダーに関するご質問は toukou@

 

geppou.
asj.or.jpまでお願いします．

 （天文月報編集長）

天文月報記事ご執筆用テンプレート 
（SKYLIGHT, EUREKA，天球儀）

ご執筆にあたりましては，日本天文学会HP内，「天
文月報」のページにあります「投稿用Tex/MS Word
テンプレート」をご活用ください．
http://www.asj.or.jp/geppou/yoko/template.html

texで執筆される方は texテンプレートの中から文
字コードに応じたものを，MSWordで執筆される方
はword用のテンプレートをご利用下さい．詳しくは
各 readmeをお読み下さい．

※BibTexに対応するテンプレートを作成しました．
Overleaf用でLinux/Macにダウンロードしても使
用できます．ぜひご活用ください．

http://www.asj.or.jp/geppou-office/toukou/index.php
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松田有一（委員長），市川幸平，岩井 一正，江草芙実，岡部信広，押野翔一，小高裕和，嘉数次人，小宮山裕， 
滝脇知也，富田賢吾，中村航，西塚直人，秦和弘，福井暁彦，前原裕之，山田真也
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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）vol112（6文字）の計11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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