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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──

●岐阜大学
公募人員 工学部電気電子・情報工学科情報コース 教授 1名
専門分野 光工学，電磁波工学のシミュレーション，数値解析
担当科目 アルゴリズム論，情報処理，プログラミング基礎など
応募資格 博士の学位を有する方，大学院博士後期課程の学生の

研究指導及び講義を担当できる方
着任時期 平成 28 年 5 月 1 日以降のできる限り早い時期
応募締切 平成 28 年 2 月 29 日（月）必着
問 合 先 情報コース長 草刈圭一朗，kusakari@gifu-u.ac.jp
詳 細 本会HP，あるいは JREC-IN を御参照下さい

◎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 4月号掲載分 平成 28 年 2 月 25 日（木）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

◉㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀お 知 ら せ ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀◉

──電子情報通信学会創立 100 周年記念
キャッチフレーズ募集の選定結果報告──

電子情報通信学会創立 100 周年記念キャッチフレーズ募集の選
定結果を報告します．
（1） 応募件数：57 件
（2） 選定方法：創立 100 周年記念事業実行委員会で定めた選定

方法にのっとった投票により決定致しました．
（3） 入選作品

（4） 入選：山野大雅 様

──電子情報通信学会創立 100 周年記念
ロゴ募集の選定結果報告──

電子情報通信学会創立 100 周年記念ロゴ募集の選定結果を報告
します．
（1） 応募件数：83 件
（2） 選定方法：創立 100 周年記念事業実行委員会で定めた選定

方法にのっとった投票により決定致しました．
（3） 入選作品

（4） 入選：濱口温男 様
佳作：三原 武 様

─平成 28 年度会費お払込みのお願い─

平成 28 年度（平成 28 年 4 月～平成 29 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，2 月
初旬にメールにて御案内をお送りしますのでお支払いをお願い致
します．
なお，本年 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．
今後メールにて重要なお知らせを周知することが増えますため，
下記要項でメールアドレスの登録をお願い致します．
※法人会員（維持員・特殊員）の皆様への御請求は平成 28 年
4 月末にお送りする予定です．
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──住所変更届け及び学生員申請について──

【住所変更】
ホームページ上から，会誌送付先や所属の変更をすることがで
きます．転居等がございましたら，速やかに下記のいずれかの方
法にて，事務局に御連絡をお願い致します．毎月 15 日までに変更
申請を事務局で受理したものを，翌月号の発送から変更致します．

①本会ホームページ（http://www.ieice.org/jpn/index.html）
→会員サービス→マイページ

②本会ホームページ→会員サービス→各種届け出→住所変更届け

【学生員申請】
4月以降，大学院等への進学により学生員の継続を希望される

方は，「学生員申請」をお願い致します．

①本会ホームページ（http://www.ieice.org/jpn/index.html）
→会員サービス→マイページ

②本会ホームページ→会員サービス→各種届け出→学生員申請

──電子情報通信学会誌
電子配信トライアル募集──

電子情報通信学会では，将来の技術を見据え，会員への更なる
サービスを目指して会誌のプッシュ型配信サービスの 500 名限定
のトライアルを実施致します．会員の方が，iPhone，iPad 等を
お持ちの場合（アンドロイド端末については，今後対応する予定
です），簡単に毎月 1 日に電子配信を受けられるとともに，過去
のバックナンバーやお気に入り本棚等のサービスを最新の e-pub
システムで受けられます．
電子化技術を利用して，リファレンスやURL へのリンク，更に

は今後は，動画像等マルチメディアへの展開も企画していきます．
●インストール方法：
iTunes ストアから電子情報通信学会 ieice 会誌をダウンロード
することから始まります．
下記またはQRコードからインストールできます．
iOS 端末のAppStore から“IEICE”で検索して
インストールできます．
https://itunes.apple.com/jp/app/id957695896
また，これに伴い，会誌モバイルサイト
http://app.journal.ieice.org/
の内容を改訂しました．iOS アプリのサポートページはこちら
に用意しました．
http://app.journal.ieice.org/ios/support.html
会員の場合は全ての記事を見ることができます．

●ログインするには，アクセスコードを入力してから，会員番号
とパスワードを入力します．

※アクセスコードは当面の間，利用者を限定・把握させて頂くた
めに設定しているものです．
下記宛てお問い合わせ下さい．
お問合せ先：会誌出版課 kaishi_trial@ieice.org
アクセスコードをお知らせ致しますと同時に，セキュリティの
管理をさせて頂きます．

──平成 28 年 2 月号及び 3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）
2月号［和文］組込みシステムのセキュリティ
2月号［英文］･Mathematical Systems Science and its Applica-

tions
･ Analog Circuit Techniques and Related Topics

（通信ソサイエティ）
2月号［和文］通信技術の未来を紡ぐ学生論文
3月号［和文］安全安心な社会基盤の発展に不可欠なEMC技術
2月号［英文］Management for the Era of Internet of Things and

Big Data
3 月号［英文］Information and Communication Technology for

Healthcare and Medical Applications in Conjunc-
tion with Main Topics of ISMICT2015

（エレクトロニクスソサイエティ）
2月号［英文］Recent Advances in Photonics Technologies and

Their Applications
3 月号［英文］Progress towards System Nanotechnology
（情報・システムソサイエティ）
3月号［和文］学生論文
3月号［英文］Foundations of Computer Science─Developments

of the Theory of Algorithms and Computation─

◉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
●電気三学会関西支部「住友電気工業(株)大阪製作所」見学会
期 日 平成 28 年 3 月 15 日（火）
会 場 住友電気工業(株)大阪製作所（大阪市）
URL http://www.iee.jp/kansai/

●電気三学会関西支部「平成 28 年度合同報告会・講演会」
期 日 平成 28 年 4 月 15 日（金）
会 場 中央電気倶楽部 5階ホール（大阪市）
URL http://www.ieice.org/kansai/
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