
２０１９年度 自然科学研究機構国立天文台特別共同利用研究員受入要項 

 

１ 受入人員 

   若干名 

 

２ 応募資格 

大学院に在学し，天文学及びこれに関連する分野を専攻する者 

 

３ 受入期間 

原則として，２０１９年４月から１年以内，又は２０１９年１０月から６ヶ月以内とする。ただし，必要

に応じて，上記以外の時期からの受入ならびに受入期間の延長を認めることがある。なお，修士課程の学生

は通算１年を限度とする。(大学院設置基準第１３条第２項） 

 

４ 研究場所 

国立天文台の研究教育職員が常駐している地区 

 

５ 提出書類 

（1） 所属大学院の研究科長からの委託申請書 (別紙様式１） 

※所属大学院の担当事務等に必ず連絡し，特別共同利用研究員の申請をする旨を伝えて，研究科として書

類を発行してもらうこと。 

（2） 所属大学院の指導教員からの推薦書 (別紙様式２) 

※新規申請者のみ。延長申請の場合は，これにかわり（6）延長理由書を提出する。 

（3） 特別共同利用研究員申請者略歴書 (別紙様式３) 

（4） 特別共同利用研究員申請者の在学証明書 

  ※新学期に学部→修士課程，修士課程→博士課程へ進む場合は，申請時に現身分の在学証明書を提出し，

進学後速やかに，新しい身分の在学証明書を提出すること。 

（5） 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険又はこれと同等の保険の加入証明書 

（6） 延長理由書（様式自由）※所属大学院指導教員作成 

    ※２０１８年度(平成３０年度)に国立天文台特別共同利用研究員に採用されており，受入期間の延長を希

望する場合のみ。 

 

 

６ 提出書類の締切 

４月からの受入    ２０１９年２月２８日(木) 

１０月からの受入   ２０１９年８月３０日（金） 

 

７ 審査 

   提出された書類に基づいて審査し，結果を研究科長に通知する。 



 

８ 検定料，入学料及び授業料 

   検定料，入学料及び授業料は徴収しない。 

 

９ その他 

（1） 進学・入学等が未確定の場合は，「見込」で提出し，確定後直ちに連絡すること。 

（2） 財団法人日本国際教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険，学研災付帯賠償責任保険は，国立天文台委

託期間中発生した災害等の場合も適用されるので，所属大学院において加入しておくこと。 

（3） 所属大学院の指導教員は，書類提出前にあらかじめ国立天文台の受入教員と十分に打合せをしておくこと

。特にハワイ地区，チリ地区において研究指導を受けるに当たっては，現地における生活面での経済的負

担を伴うことから，申請者学生，所属大学院の指導教員及び受入教員の三者において事前に協議を行うこ

とが適切である。 

（4） 主となる受入教員は，別紙学生受入予定教員一覧から選択すること。助教との２名体制での指導を希望す

る場合には，副に該当する助教の氏名を記入すること。 

（5） 申請様式は，今年度から全て改訂されています。必ず改訂版の様式で提出すること。 

（6） ２０１９年４月，１０月以外からの受け入れを希望する場合，書類提出前に国立天文台の受入教員に連絡

を取った上で，下記事務担当係にも連絡すること。 

 

１０ 書類提出先（本件に係る事務担当） 

   〒１８１－８５８８ 東京都三鷹市大沢２丁目２１番１号 

   大学共同利用機関法人自然科学研究機構 

   国立天文台事務部研究推進課大学院係 

   Email: daigakuin@nao.ac.jp 

   TEL：０４２２－３４－３６５９ 

   ※郵送の際，封筒のおもてに「特別共同利用研究員申請書類在中」と朱書すること。 

    

 

 

 

 



学生受入予定教員・研究指導項目一覧 

 

教員個々の研究内容等の詳細は，以下を参照のこと。 

http://jouhoukoukai.nao.ac.jp/reslist/ 

 

氏名 所属プロジェクト 所属地区 研究指導項目 

青木 和光 ＴＭＴ推進室 三鷹 恒星物理学，天体分光学 

縣 秀彦 天文情報センター 三鷹 科学教育，科学コミュニケーション 

朝木 義晴 チリ観測所 チリ 電波天文学 

浅山 信一郎 チリ観測所 チリ ミリ波・サブミリ波帯超伝導受信機開発 

麻生 洋一 重力波プロジェクト推進室 神岡 重力波天文学 

伊王野 大介 アルマプロジェクト 三鷹 電波天文学 

井口 聖 アルマプロジェクト 三鷹 
電波天文学，電波干渉計望遠鏡･観測装置

開発 

泉浦 秀行 ハワイ観測所 岡山 
恒星物理学：紫外線からミリ波までの観

測的研究 

市川 伸一 天文データセンター 三鷹 銀河天文学，天文データベース 

岩田 生 ＴＭＴ推進室 三鷹 銀河天文学 

鵜澤 佳徳 先端技術センター 三鷹 
超伝導エレクトロニクス，テラヘルツ工

学 

臼田 知史 ＴＭＴ推進室 パサデナ 
赤外線天文学･観測天文学･天文観測望遠

鏡･装置開発 

ESPADA FERNANDEZ 

DANIEL 
アルマプロジェクト 三鷹 Neutral gas in galaxies 

大石 雅壽 天文情報センター 三鷹 
電波天文学，星間化学，アストロバイオ

ロジー，データ活用型天文学 

大橋 永芳 ハワイ観測所 ハワイ 星惑星系形成，観測天文学 

大屋 真 ＴＭＴ推進室 三鷹 
赤外線天文学、天体観測装置開発、補償

光学 

奥田 武志 チリ観測所 チリ 電波天文学，観測装置開発 

梶野 敏貴 科学研究部 三鷹 宇宙論，宇宙核物理学，理論天文学 

勝川 行雄 太陽観測科学プロジェクト 三鷹 太陽物理学 

鹿野 良平 ＳＯＬＡＲ－Ｃプロジェクト 三鷹 太陽物理学 

http://jouhoukoukai.nao.ac.jp/reslist/


氏名 所属プロジェクト 所属地区 研究指導項目 

亀野 誠二 チリ観測所 チリ 電波干渉計，活動銀河 

川邊 良平 科学研究部 三鷹 電波天文学 

神戸 栄治 ハワイ観測所 ハワイ 恒星天文学、可視分光観測装置  

木内 等 アルマプロジェクト 三鷹 電波干渉計制御，VLBI 

郷田 直輝 ＪＡＳＭＩＮＥプロジェクト 三鷹 
宇宙の構造形成，銀河の力学構造，高精

度位置天文観測 

小久保 英一郎 
天文シミュレーションプロジ

ェクト 
三鷹 惑星系形成論，シミュレーション天文学 

小杉 城治 アルマプロジェクト 三鷹 
銀河物理学，ガンマ線バースト天文学，

観測制御システム 

小林 秀行 水沢ＶＬＢＩ観測所 三鷹 電波天文学，VLBI 

GONZALEZ  ALVARO アルマプロジェクト 三鷹 Receivers for radio astronomy 

齋藤 正雄 ＴＭＴ推進室 三鷹 赤外線，電波天文学 

阪本 成一 チリ観測所 チリ 
電波天文学，星間物理学，サイエンスコ

ミュニケーション 

柴田 克典 水沢ＶＬＢＩ観測所 三鷹 電波天文学 

SHAN WENLEI 先端技術センター 三鷹 電波天文学･超伝導機器開発 

末松 芳法 太陽観測科学プロジェクト 三鷹 太陽物理学 

杉本 正宏 ＴＭＴ推進室 三鷹 電波天文学 

関井 隆 太陽観測科学プロジェクト 三鷹 日震学，星震学 

関口 和寛 研究力強化戦略室 三鷹 観測天文学:多波長サーベイ，激変星 

髙田 唯史 天文データセンター 三鷹 
光学赤外線天文学，銀河物理学，多波長

天文データベースの構築 

髙遠 徳尚 ハワイ観測所 ハワイ 宇宙物理学，天文工学 

髙見 英樹 先端技術センター 三鷹 赤外線天文学，天体観測装置開発 

竹田 洋一 ハワイ観測所 三鷹 恒星物理学 

立松 健一 野辺山宇宙電波観測所 野辺山 星形成領域の観測的研究，電波天文学 

田中 賢幸 ハワイ観測所 三鷹 銀河天文学 



 

氏名 所属プロジェクト 所属地区 研究指導項目 

寺田 宏 ＴＭＴ推進室 パサデナ 赤外線天文学・宇宙物理学 

都丸 隆行 重力波プロジェクト推進室 神岡 重力波天文学・実験物理学 

富阪 幸治 科学研究部 三鷹 
シミュレーション天文学，星間物質の

構造と進化 

永井 洋 アルマプロジェクト 三鷹 電波天文学、高エネルギー天体現象 

中西 康一郎 アルマプロジェクト 三鷹 銀河天文学 

中村 文隆 科学研究部 三鷹 
星形成，磁気流体シミュレーション，

電波天文学 

竝木 則行 
ＲＩＳＥ月惑星探査プロジェ

クト 
三鷹 惑星科学 

能丸 淳一 ハワイ観測所 ハワイ 
銀河天文学，望遠鏡工学，望遠鏡・観

測制御系開発 

野村 英子 科学研究部 三鷹 理論天文学、惑星系形成 

長谷川 哲夫 アルマプロジェクト 三鷹 電波天文学、星・惑星系の形成過程 

花岡 庸一郎 太陽観測科学プロジェクト 三鷹 太陽物理学 

林 左絵子 ＴＭＴ推進室 パサデナ 
星･惑星系形成過程の観測的研究，天

文工学 

早野 裕 先端技術センター 三鷹 赤外線天文学 

原 弘久 ＳＯＬＡＲ－Ｃプロジェクト 三鷹 太陽物理学，宇宙光学機器開発 

深川 美里 アルマプロジェクト 三鷹 惑星系形成 

福島 登志夫 天文情報センター 三鷹 
位置天文学，天体力学，一般相対論，

数値解析 

本間 希樹 水沢ＶＬＢＩ観測所 水沢 銀河天文学，ＶＬＢＩ天文学 

松尾 宏 先端技術センター 三鷹 電波天文学，サブミリ波技術開発 

松本 晃治 
ＲＩＳＥ月惑星探査プロジェ

クト 
水沢 惑星測地学 

水野 範和 チリ観測所 チリ 電波天文学 

南谷 哲宏 アルマプロジェクト チリ   

宮﨑 聡 先端技術センター 三鷹 天文観測装置開発，観測的宇宙論 



 

氏名 所属プロジェクト 所属地区 研究指導項目 

山岡 均 天文情報センター 三鷹 超新星・突発天体 

山下 卓也 ＴＭＴ推進室 三鷹 
赤外線天文学，星惑星系形成，系外惑

星，天文装置開発 

吉田 春夫 科学研究部 三鷹 天体力学，古典力学 

吉田 道利 ハワイ観測所 ハワイ 銀河天文学 

渡部 潤一 天文情報センター 三鷹 太陽系天文学 

 


