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求人欄出稿にあたってのお願い

求人欄原稿を受領後，事務局では原稿受領通知をお送りしてお

ります．原稿送信後，数日たっても受領の連絡がない場合は，事

故防止のため下記までお問合せ願います．

問合先：電子情報通信学会編集出版部

TEL〔03〕3433-6692，E-mail : shuppan@ieice.org

──教官・教員募集──

●埼玉工業大学
公募人員 情報システム学科 専任講師または准教授 2名

専門分野 ①電気機器工学，電動機応用，電気自動車，電力回路

設計，電力系工学などの電気エネルギー系分野

②計測制御，パワーエレクトロニクス，メカトロニク

ス，センシング情報処理などの制御系分野

着任時期 平成 27 年 4 月 1 日以降のできるだけ早い時期

応募締切 平成 27 年 1 月 30 日（金）必着

送 付 先 情報システム学科長 松井章典（電気エネルギー系分

野または制御系分野を明記のこと）

詳 細 http://www.sit.ac.jp/general/recruit.html

◎求人欄の執筆要領につきましては下記を御覧下さい．

URL：http://www.ieice.org/jpn/books/ad/kyokanshainboshu.html

◎次回締切 3月号掲載分 平成 27 年 1 月 23 日（金）必着

◎会告求人欄に掲載された内容は本会ホームページに掲載してお

ります．下記からお入り頂くと今月号だけではなく，締切前の

求人が全て御覧になれます．

URL：http://www.ieice.org/jpn/service/kyokanboshu.html
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──平成 �� 年シニア会員申請登録は

�月 �� 日が締切です！──

平成 20 年から発足しましたシニア会員制度は，日頃の会員活

動を通して本会の発展に寄与する継続的活動が認められ，本会へ

の貢献が大きい正員に対してシニア会員の称号を贈呈し，より具

体的に敬意を表明するとともに，将来にわたって引き続き学会活

動の中心となって，学会の発展，ひいては社会への貢献をお願い

するものです．また，本制度は将来，フェロー選出の母体となる

制度でもあります．

･申請期間：平成 27 年 1 月 31 日まで

･推薦基準：本会が関連する技術分野に原則 10 年以上従事し

ており，本会会員として累計在籍年数 5 年以上

の正員，あるいは顕著な業績・貢献が認められ

る正員を対象とする．累計在籍年数は，提出期

限である 1 月 31 日までの在籍月数を積算し，12

か月を 1年とし，端数月数は切り捨てる．

･申請方法：Web での自己申請で推薦者 2 名が必要

･推薦者：名誉員，フェロー，シニア会員

該当の会員の皆様，是非登録申請して下さい．

会員の皆様の周りの該当の方々に，申請登録されるようお勧め

下さいますようお願い致します．

申請方法等の詳細は下記URLを御覧下さい．

http://www.ieice.org/jpn/senior/index.html

──平成 �� 年度会費お払込みのお願い──

平成 27 年度（平成 27 年 4 月〜平成 28年 3 月）の会費（追加

ソサイエティ代等含む）のお払込みを 12 月初旬にお願いしまし

たが，1 月中旬で入金の確認がとれない方につきましては，メー

ルにてお払込みのお願いをお送り致しますので，お支払いをお願

い致します．なお，5月末日までにお支払いの確認がとれない場

合は 7月号から会誌の送付及び論文誌の閲覧が停止してしまいま

すので，お早めのお支払いをお願い致します．

※法人会員（維持員・特殊員）の皆様への御請求は平成 27 年

4 月末にお送りする予定です．

──転勤・転居及び学生員申請の届出について──

住所変更及び所属変更等の内容を本会 Web サイト上「会員

サービス→マイページ」より御連絡下さい．※最初にマイページ

専用のパスワード登録が必要となります．

毎月 1日までに御連絡を頂いたものは翌月号の発送から変更と

なります．

なお，転居先不明等で長期にわたり届出がありませんと，停止

していた間の会誌等をお送りできない場合もありますので，お早

めに御連絡下さいますようお願い致します．

また，4 月以降大学院等への進学で学生員の継続を希望される

方は，Webサイト上「会員サービス→各種届け出→学生員申請」

より御申請下さい．

E-mail：kaiin@ieice.org，FAX〔03〕3433-6659

──本会のホームページ，メール転送サービス

一時停止のお知らせ──

2 月 1 日（日）の機械振興会館の高圧受電設備点検による全館

停電のため下記の間はホームページ，メール転送サービスを一時

停止させて頂きます．皆様には大変御迷惑をお掛け致しますが，

何卒御理解を賜りますようお願い申し上げます．

平成 27 年 2 月 1 日(日)9 時 00 分〜2 日(月)10 時 00 分（予定）

なお，予定が変更になった場合は本会ホームページのトピック

スにてお知らせ致します．

──通信ソサイエティマガジン

電子版無償化のお知らせ──

通信ソサイエティ和文マガジン編集委員会

通信ソサイエティマガジンは，若手研究者や学生向けに，通信

を中心とした技術について，やさしく気軽に読める記事を主に

扱って 8年になります．このたび，高校生や他分野の研究者など

より多くの方に，電子情報通信分野の話題や通信ソサイエティ並

びに電子情報通信学会の活動を知って頂きたいと考え，2015年
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春号（32 号）から電子版を完全無償で公開致します．

昨今，書籍の電子化が求められる中，電子情報通信学会として

も経費削減などのメリットもあることから，論文誌をはじめ積極

的に電子化を進めており，電子版無償化もその一環となります．

同時に，バックナンバーも無償公開することに致しました．

なお，従来どおり冊子体を御希望の方につきましては，有償で

販売致します．また，年間購読も受け付けております．詳しくは

以下のページを御覧下さい．名誉員・維持員・通ソ学生員の方に

は無償で送付させて頂きます．

通信ソサイエティマガジン編集委員会

http://www.ieice.org/˜cs-edit/magazine/index.html

「通信マガジン」で検索できます．

──平成 �� 年 � 月号及び �月号

和・英論文誌特集・小特集テーマ──

和・英論文誌編集委員会

（基礎・境界ソサイエティ）

1月号［和文］ヒューマンコミュニケーション

1月号［英文］･ Cryptography and Information Security

･ Intelligent Transport Systems

2 月号［和文］電子情報通信分野における萌芽的研究

2 月号［英文］･ Analog Circuit Techniques and Related Topics

･Wideband systems

･Mathematical Systems Science and its Applica-

tions

（通信ソサイエティ）

1月号［英文］･ Quality of Diversifying Communication Net-

works and Services

･ Position Papers Exploring Innovative Intelligence

and Technologies in Communications

2 月号［和文］通信技術の革新に挑戦する学生論文

（エレクトロニクスソサイエティ）

1月号［英文］Recent Progress in Electromagnetic Theory and

Its Applications

2 月号［英文］Recent Progress in OrganicMolecular Electronics

（情報・システムソサイエティ）

1月号［和文］多様化する学習・教育支援

1 月号［英文］･ The Architectures, Protocols, and Applications

for the Future Internet

･ Enriched Multimedia-Creation of a New Society

through Value─added Multimedia Content─

2 月号［英文］Reconfigurable Systems

◉㌀㌀㌀㌀講演会・講習会・学術研究集会等 ㌀㌀㌀㌀◉

◇関西支部
●電子情報通信学会関西支部第 �q 回学生会研究発表講演会

期 日 平成 27 年 3 月 5日（木）

会 場 神戸大学六甲台第 2キャンパス（神戸市）

URL http://ieice-kansai.jp/student/student/index.htm
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複写される方へ

一般社団法人電子情報通信学会は，本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委

託しております．本誌に掲載された著作物の複写を御希望の方は，(社)学術著作権協会より許諾を受けて下さ

い．ただし，企業等法人による社内利用目的の複写については，当該企業等法人が公益社団法人日本複製権セ

ンター（(社)学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託している団体）と包括複写許諾契約を締

結している場合にあっては，その必要はございません．（社外頒布目的の複写については，許諾が必要です．）

＜権利委託先＞ 一般社団法人学術著作権協会

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-6-41 乃木坂ビル 3F FAX〔03〕3475-5619 E-mail : info@jaacc.jp

複写以外の許諾（著作物の引用，転載，翻訳等）に関しては，(社)学術著作権協会に委託致しておりません．

直接，下記へお問い合わせ下さい．

＜問合せ先＞ 一般社団法人電子情報通信学会

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館内 TEL〔03〕3433-6691 FAX〔03〕3433-6659

Reprographic Reproduction outside Japan

Making a copy of this publication

Please obtain permission from the following Japan Reproduction Rights Center（JRRC）to which the copyright

holder has consigned the management of the copyright regarding reprographic reproduction.

Obtaining permission to quote, reproduce ; translate, etc.

Please contact the copyright holder directly.
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Association for Copyright Clearance（JAACC）
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