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寄贈図書リスト

① シリーズ〈宇宙物理学の基礎〉放射素過程の基
礎，中村文隆　鶴剛　長田哲也　藤沢健太　梅村
雅之　福江純，A5判，376ページ，3,800円＋税，

日本評論社
② 理科年表 2023（ポケット版・机上版），国立天

文台 編，ポケット版： A6判・机上版： A5判，
1,208ページ，ポケット版： 1,500円＋税・机上
版： 3,200円＋税，丸善出版

人事公募結果

東京大学大学院理学系研究科附属 
天文学教育研究センター　特任教授

1. 掲載号： 2022年08月（第115巻8号）
2.  結果（前所属）：峰崎岳夫（東京大学大学院理学
系研究科　准教授）

3. 着任時期： 2023年1月1日

人 事 公 募

東京大学大学院理学系研究科附属 
天文学教育研究センター教員（女性）

1. 募集ポストおよび人員：准教授1名
2. 所属部局および勤務地：
（1）所属部局： 東京大学大学院理学系研究科附

属天文学教育研究センター
（2）勤務地：東京都三鷹市大沢2‒21‒1

3. 専門分野：電波天文学
4. 職務内容：
当センターは銀河天文学・電波天文学・恒星物理
学・時間軸天文学の4部門および木曽観測所・アタカ
マ観測所で構成され，南米チリ・アタカマでTAO6.5 m
望遠鏡プロジェクトを推進し，また国立天文台のASTE
プロジェクトに参画しています．これらの研究部門・
プロジェクトおよび天文学専攻とも協調しつつ，電波
天文学分野において観測的研究を主導する方を求めま
す．また天文学専攻の専任教員として大学院および学
部教育も担当していただきます．

5. （1）着任時期：決定後できるだけ早い時期
（2）任期：なし

6. 応募資格：博士の学位を有する，女性の研究者
7. 提出書類：
（1）履歴書（2）これまでの研究教育業績の概要
（3）研究業績目録（査読付きとそれ以外を分け

ること）
（4）主要論文別刷（3編以内）
（5）着任後の研究計画と抱負
（6）本人について意見を述べられる方3名の氏名

と連絡先
※書類選考を通過した方には面接を行うことがあります．

8. 応募締切： 2023年2月10日（金）必着
9. 提出先・問合わせ先
（1） 応募書類を1つのPDFにまとめたうえで，

以下のメールアドレスに送付のこと．
メールの件名は「電波准教授応募」とするこ
と．メール送付後，3日以内に受信確認の
メールが届かない場合は下記問い合わせ先ま
で電話すること．
メール送付先：App2023-radio@ioa.s.u-tokyo.
ac.jp

（2）宛先 東京大学大学院理学系研究科天文学教
育研究センター センター長 土居 守

（3）問合せ先 東京大学大学院理学系研究科天文
学教育研究センター 河野 孝太郎
Tel: 0422‒34‒5021
E-mail: kkohno@ioa.s.u-tokyo.ac.jp

10. 応募上の注意
本研究科では，男女共同参画を積極的に推進してい
ます．詳しくは下記URLの理学系研究科男女共同参
画基本計画をご覧下さい．
https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/overview/gender/

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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研 究 助 成

公益財団法人天文学振興財団 
2023年度研究助成等応募

当財団は，天文学の振興に寄与することを目的とし
て，天文学に関連する分野の研究，教育および普及活
動への必要な経費を助成いたします．

2023年2月1日
公益財団法人天文学振興財団　理事長　観山正見

1. 応募種目
［1］ 国際研究支援事業
（1）研究に対する助成

 ・対象：  天文学に関する研究に従事する若手
研究者（申請者は原則35歳以下と
する）

 ・助成：  研究経費（設備備品費，消耗品費，
その他）1件あたり100万円以下

（2）国際交流に対する助成
 ・対象：  天文学に関する海外での国際交流活

動（1ヵ月以内）に2023年6月以降
参加する研究者

 ・助成：  参加に要する往復航空運賃および滞
在費

（3）国際研究集会開催および参加に対する助成
①国際研究集会開催に対する助成

 ・対象：  2023年7月以降に国内外において
天文学に関する国際研究集会を開
催する研究者グループ

 ・助成： 1件あたり100万円以内．
②国際研究集会参加に対する助成

 ・対象：  2023年6月以降に海外で開催され
る天文学に関する国際研究集会に
参加，発表する研究者

 ・助成：  派遣に要する往復航空運賃および
滞在費

［2］ 普及・啓発支援事業
（1）普及・啓発活動に対する助成

 ・対象：  天文学および関連分野の普及・啓発
事業を行う個人，団体

 ・助成：  事業経費（設備備品費，消耗品費，
その他）1件あたり100万円以内．

（2）「スター・ウィーク協力イベント」に対す
る助成

 ・対象：  「スター・ウィーク2023」に協力す

る団体
 ・助成：開催経費等

2. 申込期限：
・ ［1］-（1）・（2）・（3）‒② , ［2］-（1）は，2023年5月
末日，9月末日，2024年1月末日の計3回

・ ［1］-（3）-①は，第1回が2023年5月末日（対象期
間が2023年7月以降の開催）
第2回が2023年9月末日（対象期間が2023年11
月以降の開催）
第3回が2024年1月末日（対象期間が2024年3月
以降～2024年6月末日迄の開催）

・［2］-（2）は，2023年5月末日
3. 選考結果：選考委員会で審査の上，採択の可否につ
いて各申込期限の約1ヵ月後に文書で通知します．

4. 報告：［1］-（1）は年度末，それ以外の助成は帰国後
または開催後1ヵ月以内に報告書を提出すること．

5. 申請方法： 天文学振興財団ホームページ上に
WordファイルとPDFファイルを掲載します．
申請書類は，一つのPDFファイルにまとめて電
子メールに添付し，締切期限までに以下のメール
アドレス宛にお送りください．
shinsei@fpastron.jp
天文学振興財団より受理確認メールを返信いたし
ます．

6. 問合せ先：公益財団法人天文学振興財団　事務局
〒181‒8588　東京都三鷹市大沢2‒21‒1
国立天文台内
Tel： 0422‒34‒8801
Fax： 0422‒34‒4053
http://www.fpastron.jp/

賞 の 推 薦

公益財団法人天文学振興財団 
2023年度天文学業績表彰応募

当財団は，社会における天文学の振興に寄与するた
め，天文学に関連する分野での顕著な業績に対して表
彰をいたします．

2023年2月1日
公益財団法人天文学振興財団　理事長　観山正見

1. 応募種目
［1］古在由秀賞
（1）選考基準（以下のいずれかに該当する者）

 ① 広い意味で理論天文研究において顕著な
業績をあげた研究者
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 ② 天文学の広報普及に貢献した者（アマ
チュアも含む）

 ③ 広い意味で重力波天文学の貢献に顕著な
業績をあげた研究者

 ④ 国際的に天文学の推進（特にアジアの天
文学）に貢献した者

 ⑤ 天文学の推進に関して管理運営等におい
て優れた業績をあげた者

（2）対　象
 ・ 当該年度当初において45歳以下であるこ

と（個人または研究グループの代表者）．
また，応募は推薦に依るものといたします
が，他薦・自薦の別は問いません．

［2］吉田庄一郎記念・ニコン天文学業績賞
（1）選考基準　以下のいずれかに該当する者

 ・ 新たな天体観測手法の研究・開発で顕著な
業績をあげた者

 ・ 天体観測技術の研究または開発分野で顕著
な業績をあげた者

 ・ 新たな天体観測手法・装置の研究・開発を
通じて産業界の発展に顕著な寄与をなした
者

（2）対　象
 ・ 当該年度当初において50歳以下であるこ

と（個人またはグループの代表者）．また，
応募は推薦に依るものといたしますが，他
薦・自薦の別は問いません．

2. 表彰件数：両賞とも原則として1件／年
3. 応募期限：両賞とも2023年10月末日
4. 選考結果：両賞とも選考委員会で審査の上，結果
について2024年1月下旬に文書で通知します．

5. 申請方法： 天文学振興財団ホームページ上に
WordファイルとPDFファイルを掲載します．
応募書類は，一つのPDFファイルにまとめて電
子メールに添付し，応募期限までに以下のメール
アドレス宛にお送りください．
shinsei@fpastron.jp
天文学振興財団より受理確認メールを返信いたし
ます．

6. 問合せ先：公益財団法人天文学振興財団　事務局
〒181‒8588　東京都三鷹市大沢2‒21‒1
国立天文台内
Tel： 0422‒34‒8801
Fax： 0422‒34‒4053
http://www.fpastron.jp/

編集委員：  江草芙実（委員長），市川幸平，岩井一正，岩﨑一成，小高裕和，小野寺仁人，嘉数次人，勝田哲， 
川中宣太，津村耕司，西澤淳，西塚直人，秦和弘，福井暁彦，仏坂健太，前原裕之

令和5年1月20日 発行人　〒181‒8588 東京都三鷹市大沢2‒21‒1　国立天文台内 公益社団法人　日本天文学会
印刷発行 印刷所　〒162‒0801 新宿区山吹町332‒6 株 式 会 社　国際文献社
定価733円 （本体667円） 発行所　〒181‒8588 東京都三鷹市大沢2‒21‒1　国立天文台内 公益社団法人　日本天文学会
Tel: 0422‒31‒1359（事務所）／0422‒31‒5488（月報）　Fax: 0422‒31‒5487　振替口座00160‒1‒13595
日本天文学会のウェブサイト https://www.asj.or.jp/　月報編集e-mail: toukou@geppou.asj.or.jp
会費には天文月報購読料が含まれます．

©公益社団法人日本天文学会2023年（本誌掲載記事は無断転載を禁じます）

天文月報オンラインの IDとパスワード
ID: asj 2023
パスワード：雑誌コード（5桁の数字）と vol116（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．


