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● 2021年秋季シンポジウム（第85回）

日　程：2021年9月15日（水）
場　所：オンライン開催
実行委員長：藤澤克樹（九州大学）

● 2021年秋季研究発表会

日　程：2021年9月16日（木）～17日（金）
場　所：オンライン開催
実行委員長：古川哲也（九州大学）

●公募案内

＊詳細は，各機関のWEBおよび，OR学会WEB「職
員公募」をご覧ください．

・明治大学理工学部情報科学科　教員公募（情報学基
礎論関連）
職位：専任准教授または専任講師
着任時期：2022年4月1日
募集人員：1名
専門分野：計算量理論，学習理論，統計学等の情報学
基礎論関連分野とその応用分野
応募資格：

1）博士の学位を有すること．
2）専門分野において十分な研究実績があること．
3） 将来，大学院後期課程の研究指導を期待できる
こと．

4） 私立大学の特性に鑑み，私立大学の教育・研究
および運営業務に対する理解が十分であり熱意
をもって取り組めること．

5） 研究室を主宰して研究室の学生に教育・研究指
導を行うことができること．

6） 日本語による講義と研究指導が可能なこと．英
語での授業もできることが望ましい．

応募手続き：履歴書，業績書については本学の指定様
式のダウンロード用サイトからダウンロードして記
入してください．記入上の注意も同ページにありま
す．http://www.meiji.ac.jp/sst/recruit/index.html
1） 履歴書（本学指定様式，写真貼付．また，「現

在の勤務先での職務の状況」欄に賞罰を記載の
こと．）

2）業績書（本学指定様式）
3） 査読付き学術論文（筆頭を原則とする）5編以
内の別刷り（複写可）

4） 私立大学における情報科学教育に対する考え方
と抱負（自由形式，2,000字程度）

i） 例えば，機械学習や深層学習のための実習・
演習や，その実習・演習で利用する教育シス
テム等に対する考え方や抱負について述べて
ください．

5） これまでの研究概要と今後の研究に対する将来
像と抱負（自由形式，2,000字程度）

6） 推薦書2通（自由形式，推薦者の所属・氏名・
連絡先の記入と推薦者の署名捺印が必要）

応募期限：2021年9月7日（火）必着
選考方法：書類による一次審査を実施し，その合格者
に対して面接（プレゼンテーションまたは模擬授業
などを含む）による二次審査を実施します．

応募書類提出先及び問合せ先：〒214–8571 神奈川県
川崎市多摩区東三田1–1–1　明治大学理工学部 情
報科学科 学科長 堤利幸 宛（E-mail: tsutsumi@
cs.meiji.ac.jp）．封筒に「情報科学科教員（基礎分
野）応募書類在中」と朱書きし，簡易書留でご送付
ください．なお，応募書類は返却いたしません．

詳細情報：https://www.meiji.ac.jp/sst/recruit/6t5h7p 
0000180cjt-att/6t5h7p00003b3bav.pdf

・青山学院大学理工学部経営システム工学科　教員公募
職名：助教
着任時期：2022年4月1日
募集人員：1名
専門分野：組合せ最適化，ゲーム理論，グラフとネッ
トワーク，スケジューリング，アルゴリズム設計，
計算複雑さなどを含む広い意味での最適化技術関連
領域

担当予定科目：
経営システム工学関連の学部生向け実験・演習科目，
最適化技術関連科目，計算機関連科目（C, Java, 

No. 600
2021年
7月 OR学会だより

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
〒101–0032 東京都千代田区岩本町 1–13–5 サン・チカビル 7F

電話（03）3851–6100　　Fax （03）3851–6055
http://www.orsj.or.jp/

（75）



オペレーションズ・リサーチ480

学会だより

学 

会 

だ 

よ 

り

Processingを使用）など
応募資格：

1） 上記の科目が担当可能であり，学部および大学
院の教育・研究に熱意がある方

2） 博士の学位を有するか取得見込みであり，相模
原と青山の両キャンパスに出講できる方

3）国際化に熱意のある方
4）青山学院大学の建学の精神に理解がある方
応募期限：2021年9月27日（月）（必着）
詳細情報：

https://www.aoyama.ac.jp/recruit/cosae_2021 
0427_01.html

●研究部会・グループ開催案内

〔待ち行列研究部会〕
・第297回
日　時：2021年7月17日（土）14:00～17:00
会　場：オンライン
テーマと講師：
（1） 「コンテンツ再配置によるICNルータのFIB集約」

上山憲昭（立命館大学）
（2） 「マルコフ変調ランダムウォークにおける占有測度の

漸近特性とその応用」
小沢利久（駒澤大学）

〔最適化手法とアルゴリズム（SOMA）〕
・第1回
日　時：2021年7月30日（金）14:00～18:00
会　場：Zoomによるオンライン開催
テーマと講師：
（1） 「錐最適化におけるエラーバウンド：一から最近

の結果まで」
武流野・F・ロウレンソ（統計数理研究所）

（2） 「不可分財の確率的公平割当」
河瀬康志（東京大学）

参加費用：無料
参加資格： 自由（会員／非会員不問）．学生の方のご

参加も歓迎いたします．
参加登録： こちらのフォームから参加登録をお願いい

たします． 
https://forms.gle/DkpXFk79zEistvd67

部会HP： http://trout.math.cst.nihon-u.ac.jp/~ito.m/
soma/index.html

お問い合わせ先： 幹事　伊藤勝 

ito.m@math.cst.nihon-u.ac.jp

●協賛・後援案内

＊OR学会が共催／協賛／後援するイベントの情報で
す．詳細は主催者へお問い合わせください．

・標準化と品質管理全国大会2021
日　時：2021年10月12日（火）～14日（木）
＊産業標準化推進月間関連イベントして，2021年10
月20日（水）に都市センターホテルに於いて産業標
準化事業表彰式が開催される予定です．

開催場所：オンラインおよび一般財団法人日本規格協
会セミナールームA（東京都港区三田3–13–12 三
田MTビル1階）でのハイブリッド開催
（10月14日（木）のみ当協会の関西支部，名古屋支
部にサテライト会場を設置予定．）

主　催：一般財団法人 日本規格協会

●新入会員（2021年5月理事会承認分）

―正会員―
佐藤　正昭 滋賀大学（関西支部）
三嶋　英俊 三菱電機（株）
宍倉　　剛 アビームコンサルティング（株）
門脇　大輔 ―
遠藤　　操 一般財団法人電力中央研究所

―学生会員―
高　　振中 大阪大学（関西支部）
鈴木　祥平 東京理科大学
大谷　諒馬 近畿大学（関西支部）
岳　　修毅 近畿大学（関西支部）
力身　総一郎 近畿大学（関西支部）
汪　　子清 近畿大学（関西支部）
北山　陽子 近畿大学（関西支部）
蒋　　　露 近畿大学（関西支部）
程　　慧慧 近畿大学（関西支部）
大久保　拓真 東海大学
戸田　麟太郎 東京海洋大学

―賛助会員―
アレックスメディア株式会社（関西支部）

＊支部表記のない方は本部所属です．
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2021年度年会費納入のお願い

2021年度（2021年3月1日～2022年2月28日）
年会費の請求書を11月に発送しました．支払取扱
票は，2021年1月以降もご使用可能です．
請求書が必要な場合は，必要事項（会員氏名，請
求金額，請求書宛名（個人名／法人名／法人名＋
個人名），請求書の日付指定の有無，様式の指定…
請求書／見積書／納品書，指定用紙など）をメー
ルにて事務局へご連絡ください．

OR学会の事業年度は3月～翌年2月です．

年会費専用振込み口座

みずほ銀行 根津支店（店番号235）普通1124744
口座名： 公益社団法人日本オペレー

ションズ・リサーチ学会
シヤ） ニホンオペレーショ
ンズリサーチガッカイ

郵便振替口座 00190–6–79492
口座名： 公社）日本オペレーション

ズリサーチ学会

ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）（店番号019）
当座　0079492
口座名： 公社）日本オペレーションズ

リサーチ学会

年会費（不課税）　正会員14,400円
　　　　　　　 学生会員  5,000円
　　　　　　 シニア会員  7,200円
*手数料は払込人様ご負担でお願いします．
*お名前はフルネームでお書きください．
* 所属機関からお支払の場合は，対象の個人会員名
と所属機関を事務局にお知らせください．

シニア会員について

正会員のうち，20年以上正会員を継続し，会費
を完納している60歳以上であり，定常収入を有し
ない方は，理事会の承認によりシニア会員になるこ
とができます．申請／承認後，翌年度よりシニア会
員となります．シニア会員の会費は7,200円です．

特別会員について

正会員のうち，身体障害者手帳をお持ちの方は，
その手帳の写しを事務局に提示していただくこと
により，特別会員として年会費半額の免除制度が
あります．申請／承認後，翌年度より特別会員と
なります．特別会員の会費は7,200円です．

学会事務局夏季休業のお知らせ

2021年8月10日（火）～16日（月）

年会費の口座振替日変更のお知らせ

年会費自動振替の方は2021年2月22日（月）に
引き落としました．

2021年3月ご卒業の学生会員の方へ

1）ご就職により正会員として会員継続希望の方へ
新所属先（郵便番号，住所，所属機関，所属部署，

電話番号，メールアドレス），新自宅住所，連絡先
メールアドレス（所属先／自宅）および，OR誌送
付先（所属先／自宅）を事務局にお知らせください．
2）退会希望の方へ
退会理由（卒業，大学院修了等）を書いて，メー

ルにて事務局へご連絡ください．

学生会員年会費無料化キャンペーン

OR学会では学会活性化の一環として，2013年
度から開始した「学生会員年会費無料化キャンペー
ン」を継続中です．
1）学生新入会希望で，かつ指導教員が正会員の方
は，学生会員年会費5,000円は無料となり，入会金
600円でご入会できます．
①WEBからの入会申込み
②入会金600円のお振込み
③指導教員様からの応募メール（「指導教員様の
お名前，ご所属，学生の方のお名前，ご所属，
メールアドレス」）

以上3点をもって，無料化受付が完了します．
2）学生新入会希望で，指導教員様が非会員の場合
は，「学生会員年会費無料化キャンペーン対象外」
となり，通常の年会費5,000円が必要となりますの
で，ご注意ください．
3）機関誌送付希望者は有料学生に変更し，年会費
（5,000円）が必要となります．

OR学会事務局

〒101–0032 東京都千代田区岩本町1–13–5
サン・チカビル7F
TEL: 03–3851–6100　FAX: 03–3851–6055
E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp
*各種変更はマイページをご利用ください．変更で
きない項目や退会届はメールにてご連絡ください．
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