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56 会　　　告

■WEB掲載の溶接学会論文集 32巻（平成 26年度）の印刷物の購入について
■平成 26年度秋季全国大会ポスター発表募集
■福井大学大学院工学研究科機械工学専攻教員公募

溶接学会論文集は，平成 19年１月より印刷物での発刊に代わ
ってホームページ上にて WEB版として発刊されております．
印刷物にて一年分を纏めたものを購入される会員各位は，会

員特価にて下記により，平成 26 年 11 月末日までにお申込み下
さいますようお願いいたします．

溶接学会論文集 32巻（平成 26年度）
価 格：溶接学会会員特価 7,500円／年１冊（外税）
送 料：500円（外税）
発行時期：平成 27年 1月下旬頃
送 付 先：学会誌発送登録先

【申込先】
申込時に「会員番号」「お名前（会員名）」「冊数」「ご連絡先」を

ご明記の上，FAX にてお申込み下さい．折り返し，請求書をお送
りいたします．

一般社団法人溶接学会　事務局　会員係　宛
F A X：03−5825−4331
申込締切：平成 26年 11月 30日
入金締切：平成 26年 12月 31日

尚，入金締切日までにご納入がない場合ご注文はキャンセルと
させていただきます．

上記以外でご購入を希望される方は，日本印刷出版株式会社（TEL 06−6441−0075 FAX 06−6443−5815）へ直接ご注文下さい．
定価　15,500円／冊　税込・送料別
会員以外の方の申込締切：平成 27 年 3 月 31 日

当学会では，多くの研究者の方々に講演大会でのディスカッ
ションの機会を提供するために，ポスターセッションを開催し
ます．実施方法は以下の通りです．

開催期日：平成 26 年 9 月 11 日（木）（全国大会 2 日目）
開催場所：黒部市宇奈月国際会館「セレネ」（富山県黒部市）

― 発表申込募集 ―
1. 申込期間：平成 26年 4月 25日（金）12:00～7月 15日（火）

14:00（一般講演とは申込期間が異なります）
ただし，会場の制約により，申込数が既定数（40件）に達し
た場合は期限までに締め切る可能性があります．

2. 発表資格：発表者は会員（正会員，学生員）であること．年
齢制限はありませんが，優秀ポスター発表賞の審査対象は
35歳以下の発表者となります．

3. 申込方法：学会ホームページへアクセスして，画面上からお
申込みください．一般講演と同じ内容で発表される場合は，
講演と同時申込みが可能です．お申し込みに際して，次の項
目が必要となりますので，事前にご準備ください．
（ア）連絡者情報（氏名・ふりがな，所属，郵便番号，住所，

電話番号，E-mailアドレス）
（イ）発表情報（日本語題目，英語題目）

（ウ）発表者情報（日本語氏名・ふりがな，英語氏名，所属，
会員番号）

（エ）要旨（全角 140字以内）およびキーワード
4. 発表概要原稿：特にご準備いただくことはありませんが，上
記 3のうち，題目，発表者情報（氏名と所属），キーワード，
要旨をポスターセッション概要として全国大会講演概要集
に掲載いたします．

5. ポスター発表登録料：8,000円（税込）（ただし，同一内容に
て一般講演での発表登録もした方は講演登録料 8,000円の
みのお支払い）

6. 発表申込みの確認：申込みを受け付けますとただちに受付
番号を発行し，送信いたします．ただし，既定数（40件）に
達した場合は，ポスター発表のみでお申込の方を優先して受
付いたします．申込期間終了後に採択結果をあらためて通知
いたしますのでご了承ください．

7. 発表申込みの取り消しについて：申込み〆切後ただちにプ
ログラム編成と概要集作成を行います．〆切後の取り消しは
他の発表者に多大の迷惑を及ぼしますのでくれぐれも慎ん
でください．発表申込みが取り消されても登録料は返却いた
しませんのでご了承ください.

― 発表方法 ―
1. 発表時間：Plenaryのポスターセッションは 2時間程度で
す．詳細は大会プログラムに記載されます．

2. ポスター形式：ポスターのサイズは受付後に別途ご連絡い
たします。なお，ポスターボードの前には，原則，机は置け
ません．

3. ポスターの展示：大会 2日目のお昼休み終了時までにプロ
グラムに記載されたポスター番号のボードに展示してくだ
さい．また，Plenaryポスターセッション終了時にポスターを
撤去してください．

― 溶接学会員のみなさん，
学界，業界を問わず奮ってご参加ください ―

● ポスターセッションは Plenaryで行い，多くの参加者と
ディスカッションが可能

● 35歳以下の研究者を対象とした優秀ポスター発表賞を
溶接学会会長名で表彰

● 表彰者を学会誌「溶接学会誌」に紹介
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1. 募集人員：講師又は助教　１名
(助教として採用された場合，任期は５年間で助教としての再
任はなし．ただし，業績の成果によっては，任期中又は任期
終了後引き続き任期の定めのない講師又は准教授として雇
用される場合あり)

2. 所　　属：大学院工学研究科機械工学専攻機能創成工学講座

3. 専門分野：塑性加工，機械加工，接合加工のいずれかに関連
する分野

4. 担当授業科目：

博士前期課程：上記の専門分野あるいは CAE教育に関連す
る講義 1科目以上，機械工学特別演習及び実験（分担）

学部：機械加工学，成形加工学，加工解析，機械材料，基礎
数学，数学演習（分担），機械設計製図（分担），機械リ
サーチ（分担），機械工学実験（分担），機械創造演習（分
担），機械工作実習，Engineering Material and Design

（分担）の中からいくつかの科目を担当
5. 応募資格：(1) 着任時に博士の学位を有する方

(2) 上記の専門分野及び担当科目について教育や
研究上の業績を有していること

(3) 研究活動が精力的であり，かつ学生の指導に情
熱的であること

6. 着任時期：平成 27年 3月 1日以降のできるだけ早い時期
7. 提出書類：

「http://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/recruit/pdf/kikai.pdf」で
ご確認ください

8. 応募締切り：2014年 6月 30日(月) 当日消印有効

9. 応募書類送付先：〒910-8507 福井市文京 3‐9‐1

福井大学大学院工学研究科機械工学専攻

平成 26年度専攻長　竹下晋正

電話：0776-27-8530，Fax：0776-27-8748，
E-mail：takesita@u-fukui.ac.jp

封筒には「教員応募書類在中」と朱書きの上，簡易書留でお
送りください

10. 問い合わせ先
福井大学大学院工学研究科機械工学専攻　教授大津雅亮

電話：0776-27-8529，Fax：0776-27-8748，
E-mail：otsu@u-fukui.ac.jp

11. 備考

・提出書類に記載された個人情報は，「国立大学法人福井大学
の保有する個人情報の保護に関する規則」の規定に基づき
適正に管理を行い，今回の採用人事以外の目的には使用い
たしません．

・書類選考の後，面接を行います．面接候補者には追加資料
の提出を依頼することがあります．

・国立大学法人福井大学は男女共同参画を推進しており，業
績（研究業績，教育業績，社会的貢献，人物を含む）の評
価において同等と認められた場合には，女性を積極的に採
用します．

・福井大学の定年は 65才です．
・機械工学専攻のホームページアドレスは

http://mech.u-fukui.ac.jpです

溶接学会誌　　第 83 巻　　第 3 号

発 行 所　　一般社団法人 溶　接　学　会

〒 101-0025　東京都千代田区神田佐久間町 4丁目 20 番地

電話         03（5825）4073

FAX         03（5825）4331

振替口座   00180 - 7 - 143434 番

ホームページ　http://jweld.jp/

平成 26 年 4 月 1 日　　印刷
平成 26 年 4 月 5 日　　発行

編集兼発行者　　石　　丸　　賢　　二
東京都千代田区神田佐久間町 4丁目 20 番地

印　刷　者　　日本印刷出版株式会社
大阪市福島区吉野１の２の７

平成 24・25 年度編集委員

（委員長）廣瀬　明夫 （副委員長）上山　智之

（委　員）青木　篤人，池上　祐一，池田　倫正，伊藤　和彦，猪瀬幸太郎，大畑　　充，尾花　　健，河西　　龍，

木村　文映，桐原　聡秀，栗原　　繁，佐藤　嘉洋，荘司　郁夫，中谷　光良，廣田　幸伯，福本　　学，

藤井　啓道，三瓶　和久，峯村　敏幸，宮﨑 康信，妻鹿　雅彦，山崎　　圭，山本　元道


