
他にも過去の入選作品も含めた展示会が予定されています。
迫力のある作品をぜひ会場でご覧ください。

・みどりの i プラザ（日比谷公園内）：7月 1日（火）～ 31日（木）
・地質情報展（鹿児島大会）：9月 13日（土）～ 15日（月）

千葉県立博物館での展示の様子（2012年）

第5回惑星地球フォトコンテスト
入選作品展示会のお知らせ

ジオフォトコンテストの最高峰

一般社団法人日本地質学会

2014年 5月 3日（土）17時
　　　　　　～ 17日（土）13時
会場：銀座プロムナードギャラリー
　　　（中央区銀座 4丁目地内　東銀座地下歩道壁面）

皆様お誘い合わせの上是非ご覧下さい
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昨年の各地での展示会風景（右
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兵庫県人と自然の博物館，あい
ちサイエンスフェスティバル）
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表紙紹介

第５回惑星地球フォトコンテスト最優秀賞：

Earthscape of Japan
山本直洋（埼玉県）

写真上から：静岡県伊東市大室山・山口県美祢市秋吉台・熊

本県阿蘇地方米塚（組写真）

講評など詳細は，本誌p.14をご参照ください．

お知らせ

論集58号は，これまで売り切れと
なっていましたが，このたび在庫が確
認されましたので，再度販売を開始い
たします。

地質学論集 第58号
「地震イベント堆積物－深海底から陸
上までのコネクション－」
藤原　治ほか編　169頁　2004年12月
刊行　会員頒価2,900円，送料350円

購入希望の方は，学会事務局までお申込下さい。
FAX 03-5823-1156 E-mail: main@geosociety.jp
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2014年３月13日
会員各位

一般社団法人日本地質学会　選挙管理委員会
委員長　阿部 なつ江

選挙規則ならびに選挙細則もとづき，一般社団法人日本地質学会理事選挙を実施いたしましたので，下記の通りにご報告いたしま
す．

記

１．理事選挙
（１）全国区代議員からの理事立候補者は選出定数（43名）を超えたため，新代議員による投票を行いました．
（２）理事選挙実施結果

有権者総数 171名
投票用紙発送数 171通
投票総数 129通
有効投票数 129票　／　無効投票数　０票

（３）各地方支部区から選出する７名の理事は，いずれの支部区も選出定数（一つの支部区から１名ずつ）を超える立候補はありませ
んでしたので，選挙規則第６条に基づき無投票当選となりました．

２．理事投票結果ならびに当選者の名簿は次のとおりです．
（１）全国区選出理事〔定数43名／立候補者数51名〕 ※任期：2014年総会終了後～2016年総会まで
◆階層別充足数　当選（「小中高」,「大学院生」所属の立候補者はありませんでした）

立候補者名 所属機関名 所属階層 得票 定数
当 星 博幸 愛知教育大学 大学 108 １
当 井龍 康文 東北大学 大学 102 ２
当 坂口 有人 山口大学 大学 101 ３
当 山路 敦 京都大学 大学 101 ４
当 ウォリス サイモン 名古屋大学 大学 99 ５
当 保柳 康一 信州大学 大学 97 ６
当 斎藤 眞 産業技術総合研究所 官公庁等 106 ７
当 渡部 芳夫 産業技術総合研究所 官公庁等 98 ８
当 中澤 努 産業技術総合研究所 官公庁等 89 ９
当 平田 大二 神奈川県立生命の星・地球博物館 官公庁等 86 10
当 杉田 律子 科学警察研究所 官公庁等 78 11
当 川辺 文久 文部科学省 官公庁等 74 12
当 山本 高司 川崎地質㈱ 会社 85 13
当 松田 達生 NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会 会社 79 14
当 緒方 信一 中央開発㈱ 会社 75 15
当 向山 栄 国際航業㈱ 会社 74 16
当 佐々木 和彦 応用地質㈱ 会社 60 17
当 上砂 正一 環境地質コンサルタント 会社 50 18

◆階層外　得票数
立候補者名 所属機関名 所属階層 得票 定数

当 高木 秀雄 早稲田大学 大学 91 19
当 竹内 誠 名古屋大学 大学 90 20
当 石渡 明 東北大学東北アジア研究センター 大学 89 21
当 海野 進 金沢大学 大学 85 22
当 矢島 道子 東京医科歯科大学 大学 82 23
当 安藤 寿男 茨城大学 大学 77 24
当 久田 健一郎 筑波大学 大学 77 25
当 廣木 義久 大阪教育大学 大学 75 26
当 小嶋 智 岐阜大学 大学 72 27
当 松田 博貴 熊本大学 大学 72 28
当 天野 一男 茨城大学 大学 65 29
当 高橋 正樹 日本大学 大学 64 30

理事選挙結果のお知らせ
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当 榊原 正幸 愛媛大学 大学 57 31
当 三次 徳二 大分大学 大学 57 32
当 笠間 友博 神奈川県立生命の星・地球博物館 官公庁等 56 33
当 後藤 和久 東北大学災害科学国際研究所 大学 56 34
当 安間 了 筑波大学 大学 55 35
当 清川 昌一 九州大学 大学 54 36
当 竹下 徹 北海道大学 大学 54 37
当 亀尾 浩司 千葉大学 大学 53 38
当 川端 清司 大阪市立自然史博物館 官公庁等 49 39
当 内藤 一樹 産業技術総合研究所 官公庁等 47 40
当 千代延 俊 秋田大学 大学 45 41
当 小山内 康人 九州大学 大学 42 42
当 山田 泰広 京都大学 大学 42 43

市川 八州夫 応用地質㈱ 会社 35
小宮 剛 東京大学 大学 33
北村 有迅 鹿児島大学 大学 31
浅海 竜司 琉球大学 大学 31
田村 嘉之 千葉県環境財団 会社 30
楡井 久 NPO法人日本地質汚染審査機構 会社 22
福冨 幹男 ㈱カミナガ 会社 21
木村 英人 東邦地水㈱ 会社 19

※理事当選者は代議員ではなくなります．なお，当選にいたらなかった候補者は代議員です．

（２）地方支部区選出理事〔定数７名〕 ※任期：2014年総会終了後～2016年総会まで
支部区 立候補者名 所属機関名 所属階層
北海道 沢田 健 北海道大学 大学
東　北 菖蒲 幸男 応用地質㈱ 会社
関　東 有馬 眞 横浜国立大学 大学
中　部 原山 智 信州大学 大学
近　畿 宮田 隆夫 大阪市立大学 大学
四　国 奈良 正和 高知大学 大学
西日本 佐野 弘好 九州大学 大学

※理事当選者は代議員ではなくなります．

3．代議員選出者名簿は次のとおりです．（既報）
（１）全国区代議員（41名：理事選挙による選出者は除く） ※任期：2014年総会終了後～2016年総会まで

立候補者名 所属機関名 所属階層
木村 英人 東邦地水㈱ 会社
田村 嘉之 千葉県環境財団 会社
楡井 久 NPO法人日本地質汚染審査機構 会社
芝川 明義 なし その他
高澤 栄一 新潟大学 大学
七山 太 産業技術総合研究所 官公庁等
山口 耕生 東邦大学 大学
稲場 土誌典 国際石油開発帝石㈱ 会社
小宮 剛 東京大学 大学
芦 寿一郎 東京大学 大学
藤本 光一郎 東京学芸大学 大学
市川 八州夫 応用地質㈱ 会社
入月 俊明 島根大学 大学
香束 卓郎 獨協埼玉中学高等学校 小中高
北村 有迅 鹿児島大学 大学
志村 俊昭 山口大学 大学
中村 教博 東北大学 大学
西 弘嗣 東北大学学術資源研究公開センター 大学
細井 淳 茨城大学 大学院生
道林 克禎 静岡大学 大学
浅海 竜司 琉球大学 大学
石塚 吉浩 産業技術総合研究所 官公庁等



内野 隆之 産業技術総合研究所 官公庁等
岡田 誠 茨城大学 大学
北原 哲郎 応用地質㈱ 会社
小荒井 衛 国土地理院 官公庁等
澤口 隆 東洋大学 大学
重松 紀生 産業技術総合研究所 官公庁等
竹内 章 富山大学 大学
中井 均 都留文科大学 大学
長濱 裕幸 東北大学 大学
成瀬 元 京都大学 大学
西岡 芳晴 産業技術総合研究所 官公庁等
福冨 幹男 ㈱カミナガ 会社
前川 寛和 大阪府立大学 大学
松岡 篤 新潟大学 大学
三田村 宗樹 大阪市立大学 大学
宮崎 一博 産業技術総合研究所 官公庁等
武藤 潤 東北大学 大学
村山 雅史 高知大学海洋コア総合研究センター 大学
渡辺 真人 産業技術総合研究所 官公庁等

（２）地方支部区代議員（80名） ※任期：2014年総会終了後～2016年総会まで
北海道：４名
氏名 所属 所属階層
大津 直 北海道立総合研究機構 官公庁等
和田 恵治 北海道教育大学旭川校 大学
重野 聖之 明治コンサルタント㈱ 会社
横山 光 北海道立教育研究所附属理科教育センター 小中高

東北：６名
氏名 所属 所属階層
永広 昌之 東北大学総合学術博物館 大学
大友 幸子 山形大学 大学
加々島 慎一 山形大学 大学
高柳 栄子 東北大学 大学院生
根本 直樹 弘前大学 大学
平野 直人 東北大学 大学

関東：36名
氏名 所属 所属階層
石川 正弘 横浜国立大学 大学
森田 澄人 産業技術総合研究所 官公庁等
米澤 正弘 渋谷教育学園幕張高等学校 小中高
河村 知徳 石油資源開発㈱ 会社
荒井 良祐 川崎地質㈱ 会社
伊藤 谷生 帝京平成大学 大学
田村 糸子 首都大学東京 大学
本田 尚正 茨城大学 大学
小田原 啓 神奈川県温泉地学研究所 官公庁等
半場 康弘 川崎地質㈱ 会社
岩部 良子 応用地質㈱ 会社
佐藤 剛 帝京平成大学 大学
高橋 直樹 千葉県立中央博物館 官公庁等
方違 重治 地質工学㈱ 会社
浅尾 一已 千葉県防災管理部防災政策課 官公庁等
石山 達也 東京大学地震研究所 大学
大坪 誠 産業技術総合研究所 官公庁等
加藤 潔 駒澤大学 大学
亀高 正男 ㈱ダイヤコンサルタント 会社
河尻 清和 相模原市立博物館 官公庁等
飛田 健二 応用地質㈱ 会社
荒井 健一 アジア航測㈱ 会社

日本地質学会News 17（４）4
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安藤 伸 応用地質㈱ 会社
金丸 龍夫 日本大学 大学
小松原 純子 産業技術総合研究所 官公庁等
小安 孝幸 ㈱洸陽電機 会社
佐藤 比呂志 東京大学地震研究所 大学
竹内 圭史 産業技術総合研究所 官公庁等
利光 誠一 産業技術総合研究所 官公庁等
中村 克 応用地質㈱ 会社
中山 俊雄 東京大学地震研究所 大学
野々垣 進 産業技術総合研究所 官公庁等
藤井 正博 応用地質㈱ 会社
古川 竜太 産業技術総合研究所 官公庁等
細矢 卓志 中央開発㈱ 会社
山本 由弦 海洋研究開発機構 官公庁等

中部：16名
氏名 所属 所属階層
大藤 茂 富山大学 大学
山本 博文 福井大学 大学
大谷 具幸 岐阜大学 大学
鎌田 雅道 応用地質㈱ 会社
北村 晃寿 静岡大学 大学
椚座 圭太郎 富山大学 大学
須藤 斎 名古屋大学 大学
豊島 剛志 新潟大学 大学
延原 尊美 静岡大学 大学
長谷部 徳子 金沢大学 大学
平内 健一 静岡大学 大学
福地 龍郎 山梨大学 大学
増渕 佳子 富山市科学博物館 官公庁等
森下 知晃 金沢大学 大学
吉田 孝紀 信州大学 大学
吉田 英一 名古屋大学 大学

近畿：10名
氏名 所属 所属階層
大串 健一 神戸大学 大学
奥平 敬元 大阪市立大学 大学
此松 昌彦 和歌山大学 大学
小林 文夫 兵庫県立人と自然の博物館 官公庁等
里口 保文 滋賀県立琵琶湖博物館 官公庁等
竹村 厚司 兵庫教育大学 大学
田中 里志 京都教育大学 大学
中条 武司 大阪市立自然史博物館 官公庁等
升本 眞二 大阪市立大学 大学
和田 穣隆 奈良教育大学 大学

四国：１名
氏名 所属 所属階層
齊藤 哲 愛媛大学 大学

西日本：７名
氏名 所属 所属階層
川村 喜一郎 山口大学 大学
亀井 淳志 島根大学 大学
太田 泰弘 北九州市立自然史・歴史博物館 官公庁等
山田 靖司 応用地質㈱ 会社
尾上 哲治 熊本大学 大学
佐藤 峰南 九州大学 大学院生
仲谷 英夫 鹿児島大学 大学



125周年記念事業準備委員会
委員長　矢島道子

委員　天野一男・永広昌之
佐々木和彦・宮下純夫

日本地質学会は地質学の発展や普及を目指して，1893
（明治26）年に創立されました．2018年に125周年を迎えま
す．地質学徒としては大変嬉しいことです．75周年，100周
年には記念出版物が刊行され，学会の歴史や研究の動向な
どが総括されています．125周年に関しては，理事会のもと
に125周年記念事業準備委員会（矢島，天野，佐々木，永広，
宮下）が設置され，検討を重ねてきました．その結果，日
本地質学会を飛躍的に発展させる絶好の好機ととらえて，
本事業に取り組む方向が確認されています．この機会を，
地質学の歩みを振り返り，地質学への時代の要請を鑑みて，
これから何をなすべきかを一緒に考える第一歩にしたいと
思います．

イギリスの地質学会は1807年に世界で最初に創立され，
すでに2007年に200周年を祝いました．イギリスに続いて，
1830年にフランス，1848年にドイツ，1885年にアメリカと，
世界各国で地質学会が創立されました．それぞれすでに125
周年を祝っています．地質学という学問が古くから確立さ
れていたということがわかります．日本では，地質学会よ
りやや早く1879（明治12）年東京地学協会が，1880（明治
13）年に日本地震学会が創立されています．そのような中
で日本地質学会は地質学を明確に担い，営々と築き，地球
科学関連学会中でも古い歴史をほこっています．

私たちの立っているこの大地がいつごろ，どうやってで
きたのだろうという疑問に応えようとして，地質学は始ま
りました．地質学の起源を18－19世紀のハットン（James

Hutton，1726－1797）やライエル（Charles Lyell，1797－
1875）よりも前の18世紀のビュッフォン（Georges Buffon ，
1707－1788），ソシュール（Horace-Bénédict de Saussure,
1740－1799）やキュヴィエ（Georges Cuvier，1769－1832）
に求めたり，あるいはもっと前のデンマークのステノ

（Nicolaus Steno, 1638－1686）に求めたりする人もいます．
いずれにしろ，地質学は，大地の営みを知り，それを科学
的に解明し，人間の生活に役立てることが大きな目標の学
問です．

地球は46億年という長い時間をもっています．地質学は
この長い時間を内にもって発言することができます．生命
の発生以来，どのような道をたどって，私たちヒトが生れ
てきたのかも明らかにしようとしています．地球は１周４
万kmという大きな空間を有しています．この空間を縦横に
駆け廻るのが地質学です．そして，今や，地質学はその専
攻範囲を大地ばかりではなく，深海底や地底深く，あるい
は，大気空間，惑星空間や宇宙空間にまで広げています．

現在，人間社会は地質学に多くの課題を突きつけていま
す．特に2011年の東日本大震災と原発災害は，地質学の重
要性を強く示しています．将来発生が予測される大地震や
火山噴火，大規模自然災害などへの地質学からの貢献が求
められています．また，エネルギーや資源をどこに求めて
いくのかに対しても，地質学からの貢献が期待されていま
す．私たちは，営々と125年築いてきた日本地質学会の記念
事業を，地質学や地質学会の発展の絶好の契機となるよう
に今から準備を始めることを呼びかけます．

125周年に向けて，これから様々な活動が始まりますが，
会員の皆様からの建設的なご提案や準備の諸活動への積極
的な参加をお願いいたします．

～日本地質学会は　2018年に

創立125周年を迎えます～
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日本地質学会：125周年

日本地質学会125周年を
迎えるにあたって

電子書籍「地学を楽しく！：ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック」発売中

「地学を楽しく！：ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック」［Kindle版/PDF版］
吉田　勝，天野一男，中井　均　編集
一般社団法人日本地質学会　発行　紙の本の長さ（目安）：約260ページ，価格:￥1,380，ISBN 978-4-907604-00-4

ご購入は，Kindle版はAmazon Kindleストア，PDF版は学会オンラインストア「ジオストア」から
Kindle版は，Amazonが販売する電子ブックリーダー端末（Kindle）か，スマートフォン，
タブレットなどで読むことができます．

【目次】 はじめに/第１章　ジオツアーとガイドブック（城ヶ島たんけんマップ/日曜地学ハ
イキング/ヒマラヤのジオツアーとガイドブック/ヒマラヤジオエクス－ションで思ったこと）
/第２章 ジオパーク（室戸ジオパークと防災学習/山陰海岸ジオパークにおけるジオツアーと

博物館の役割/ジオパークにおけるツイッターの活用を考える/田淵ジオサイト（中・下部更新統境界の国際模式地
候補地）とジオパーク/ネパールヒマラヤのジオパーク計画）/第３章 地学オリンピック（日本地学オリンピック大
会に参加して－高校教員の記録－/国際地学オリンピック試験問題の特徴について/地学教育の国際動向をみる）
※PDF版は，各章ごとの分割販売も行っています．
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１．公募人員：特任講師１名

２．勤務形態：常勤（任期あり：任用日から

2017年３月31日まで）

３．任用予定年月日：2014年８月１日（任用

期間：２年８カ月間）

４．研究分野：理工系数物系科学地球惑星科

学地質学

５．研究分野の内容：地質学に基礎をおき，

野外調査に基づいて火山諸現象に関する研

究を岩体・岩石レベルで推進できる人．特

に黒曜石（黒曜岩）を理化学分析の手法を

用いて研究できる人．黒耀石研究センター

は考古学研究を中心とした施設でもあるの

で，考古学的黒曜石研究にも関心のある人．

また，センターが研究協定を締結している

ロシア極東地質学研究所，ウクライナ国立

考古学研究所，イタリア・サルディニア黒

曜石博物館などを通して，ロシア極東，カ

ルパティア山地，地中海の黒曜石産地の調

査と研究交流にも意欲のある人．

６．職務内容：上記の研究活動．黒曜石をめ

ぐる国際研究ネットワーク構築作業．大学

院教育への協力．

７．勤務地：明治大学研究・知財戦略機構黒

耀石研究センター（〒386-0601 長野県小

県郡長和町大門3076－８）

http://www.meiji.ac.jp/cols/ 

８．応募資格：以下の条件を全て満たす者

（1）博士の学位を有する者．（2）査読付き学

術論文３本以上の業績がある者（3）研究分野

の内容の遂行に充分な能力と熱意のある者．

９．待遇：学校法人明治大学特任教員の給与

等に関する規程等により処遇

10．提出書類

（1）履歴書（指定書式使用の上，写真貼付※

画像データの貼付不可）１通（2）業績書

（指定書式使用）１通（3）主要業績の別刷り

（３篇：日本語あるいは英語で公表されたも

の，コピー可）（4）着任後の研究に関する抱

負やアピールすべきこと（1200字程度）Ａ

４×１枚（書式自由）（５）推薦状があれば

添付しても良い（書式自由）

※応募書式は，研究推進部研究知財事務室

（osri@mics.meiji.ac.jp）までメールでご請求

ください．

11．応募締切：2014年５月19日（月）消印有

効

12．応募書類の提出先

明治大学研究・知財戦略機構
特任教員公募

教官公募等の求人ニュース原

稿につきましては，採用結果

をお知らせいただけますよう

お願い致します．

公募

ユタ大学地質学地球物理学教室のMarjorie

Chan教授が米国地質学会（GSA）の講演ツ

アーの一環で来日されるにあたって，東京及

び京都での講演会を下記の通り開催いたしま

す．講演では，Chan教授が精力的に研究を

行っている火星の堆積作用・堆積史について

お話しいただきます．これに加えて東京では，

世界的に見て重要なレザバーの一つである風

成砂丘システムの講演もいただきます．講演

ツアー並びに講演概要は，GSAのウェブサ

イト（http://www.geosociety.org/Sections/

International/LectureTour/）をご参照くだ

さい．

いずれも日本では聞ける機会の少ない興味

深い話題と思いますので，皆さまの積極的な

ご参加をお願いいたします．

１．東京講演会

日時：2014年５月９日（金）15時～17時

場所：東京工業大学地球生命研究所セミナー

室（４階）

http://www.elsi.jp/access.html

講演題名：

1）Eolian Explorations: Dunes, Deformation,

and Diagenesis

2）Mars for Earthlings: Using Earth

Analogs to Decode the Sedimentary

History of Mars

２．京都講演会

日時：2014年５月11日（日）15時～16時

場所：京都大学百周年時計台記念館国際交流

ホールI

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/

講演題名：Mars for Earthlings: Using Earth

Analogs to Decode the Sedimentary

History of Mars

主催：日本堆積学会，日本地質学会，石油技

術協会探鉱技術委員会

問い合わせ先：

日本堆積学会国際交流委員会

池原　研（産業技術総合研究所地質情報研究

部門）

mail: k-ikehara@aist.go.jp

Marjorie Chan教授　講演会

ご案内

本会以外の学会およ

び研究会・委員会か

らのご案内を掲載し

ます．

期間：2014年７月１日（火）～８月８日（金）

募集人数：５名程度

応募締切：2014年５月６日（火）

宿泊：三朝宿泊施設を利用します．

費用：旅費・プログラム期間の生活費を全額

支給します．

応募資格他：学問に意欲を持つ，学部３・４

年生，修士課程学生．地球科学分野以

外，例えば物理学，化学，生物学，工

学などを専攻している学生の皆さんの

応募も歓迎します．国籍・キャリアは

問いません．なお，プログラムに関わ

るコミュニケーションは基本的に英語

で行います．

応募詳細：

http://intern.misasa.okayama-u.ac.jp/pml

2014/?lang=ja

主　催：日本粘土学会

共　催：日本地質学会ほか

会　期：2014年９月24日（水）～27日（土）

会　場：福島市A・O・Z（アオウゼ）

参加・講演の申込期間：平成26年６月16日

（月）～７月11日（金）

講演要旨送付締切：平成26年７月25日（金）

参加登録料・懇親会会費・見学会会費の払込

期間：平成26年６月16日（月）～７月25日

（金）

問い合わせ先：

〒305-8567 茨城県つくば市東１-１-１

中央第７

（独）産業技術総合研究所　

地圏資源環境研究部門　鈴木正哉

Tel：029-861-2475，Fax：029-861-3717

<masaya-suzuki@aist.go.jp>

http://www.cssj2.org/

第58回粘土科学討論会

三朝国際インターンプログラム
2014（分析化学部門）参加者募集
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各賞・
研究助成

日本地質学会に寄せられ

た候補者の募集・推薦依

頼をご案内いたします．

趣旨

天皇陛下の御即位20年に当たり，社会的に

厳しい経済環境の中で，勉学や研究に励んで

いる若手研究者を支援・奨励するための事業

の資として，平成21年に陛下から御下賜金を

賜りました．

このような陛下のお気持ちを受けて，将来，

我が国の学術研究の発展に寄与することが期

待される優秀な大学院博士課程学生を顕彰す

ることを目的として，平成22年度に「日本学

術振興会　育志賞」を創設しました．

対象者

平成26年４月１日現在34歳未満であり，次

の①又は②に該当する者であって，平成26年

５月１日において我が国の大学院博士後期課

程に（医学，歯学又は獣医学を履修する４年

制の博士課程含む）に在学している下記のい

ずれかの条件を満たす者

① 大学院における学業成績が優秀であり，

豊かな人間性を備え，意欲的かつ主体的に

勉学及び研究活動に取り組んでいる大学院

生であって，当該大学長から推薦された者

② ①に相当する大学院生であるとして所属

する学会長から推薦された者

また，海外からの留学生で大学院博士後期課

程に在学する者についても，推薦することが

できます

第5回（平成26年度）
日本学術振興会

育志賞受賞候補者の推薦

総授賞数

本会が設置する選考委員会において16名程度

選考します．

受付期間

平成26年６月11日（水）～６月13日（金）（期

間中必着）［学会締切５/16］

提出先

〒102-0083 東京都千代田区麹町５-３-１

独立行政法人　日本学術振興会

育成事業部　研究者養成課「日本学術振興

会　育志賞」担当

Tel：03-3263-0912

［URL］http://wwwjspsgojp/j-ikushi-

prize/indexhtml

※様式は上記HPよりダウンロードしてくだ

さい．昨年度の様式から変更されている箇

所がありますのでご注意ください．

※推薦募集ポスターも上記HPよりダウン

ロードすることができます．

１．対象分野

自然科学の全分野

２．応募資格

わが国の大学等学術研究機関に所属する

常勤の研究者

３．開催件数

２件以内

４．開催費用援助額

１件につき　12,000千円　以内

５．セミナーの要件

（1）セミナーは，国際的にも学問的水準の高

いものとし，そのテーマはなるべく基礎的

なもので，関連分野を含めた発展に寄与す

るものであること．但し二国間会議，定期

的に行われる国際会議，およびその準備会

議，サテライト会議は対象としない．

（2）参加者は，50～100人程度とし，外国人

研究者が参加者の５分の１程度含まれるこ

と．なお，国内外の優れた研究実績を有す

る若い専門研究者の参加を奨励する．

（3）セミナー開催対象期間は，2015年１月１

日～2016年12月31日

（4）セミナーの開催地は，日本国内であるこ

と．

（5）セミナー開催日数は，２～４日以内とす

る．

（6）参加者が，セミナー開催期間中，起居を

共にすることを原則とし，計画された講

演・討論のほか，個人的な討論など自由な

雰囲気で学問的な交流と人間的接触を深

め，永続する協力の基盤を作るようなもの

であること．

６．申請受付期間

2014年４月１日（火）～７月31日（木）（必

2015年～2016年開催
藤原セミナーの募集

着）

７．当財団が支給する経費

セミナー開催に直接必要な経費として当財

団が認めたもので，その費目は次のとおりと

する．

（1）準備費：準備費は，セミナー開催の準備

のために必要な国内外旅費，印刷製本費，

通信運搬費，会議費，賃金，消耗品費，雑

役務費等とする．

（2）海外参加者旅費

（3）国内参加者旅費

（4）セミナー経費：セミナー経費は，セミ

ナー開催期間中に必要な組織責任者等の旅

費，印刷製本費，通信運搬費，会議費，レ

セプション経費，賃金，消耗品費，雑役務

費等とする．

８．申請の方法

セミナー開催希望者は，「藤原セミナー開

催申請書」（１通）を，所属組織長を経由し

て当財団に提出すること．尚，著名な参加予

定者については，セミナーのテーマに関する

主要論文（５名以内１人につき１篇，コピー

で可）を添付のこと．

申請書提出先・連絡先

〒104-0061 東京都中央区銀座３-７-12

公益財団法人　藤原科学財団　

TEL：（03）3561－7736

FAX：（03）3561－7860

藤原科学財団ホームページ

http://www.fujizai.or.jp

１．東レ科学技術賞

（1）対象：学会に関する分野で，学術上の業

績が顕著な方，学術上重要な発見をした方，

効果が大きい重要な発明をした方，あるい

は技術上重要な問題を解決して，技術の進

歩に大きく貢献した方．２件．

（2）賞：１件につき金メダルおよび副賞賞金

500万円

（3）締切：平成26年10月10日（金）必着（学

会締切：８月30日）

２．東レ科学技術研究助成

（1）対象：学会に関する分野で自らのアイ

ディアで萌芽的研究に従事しておりかつ今

後の研究の成果が科学技術の進歩，発展に

貢献するところが大きいと考えられる若手

研究者（原則として推薦時45才以下）．本

助成が重要な研究費と位置づけられ，これ

により申請研究が格段に進展すると期待さ

れることが要件．

（2）助成金額：総額１億３千万円．１件最高

３千万円程度まで，計10件程度．

（3）締切：平成26年10月10日（金）必着（学

会締切：８月30日）

＊各推薦書要旨は，ホームページからもダウ

平成26年度東レ科学技術賞
および東レ科学技術研究助成の

候補者推薦

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台

１－１

明治大学研究推進部研究知財事務室

問い合わせ先

［募集全般］明治大学研究推進部研究知財

事務室

Fax：03-3296-4283

E-mail：osri@mics.meiji.ac.jp

公募要領の詳細は，下記ホームページをご

参照ください．

http://www.meiji.ac.jp/osri/

公募結果

静岡大学大学院理学研究科地球科学専攻

講師または助教公募

池田昌之（2014年４月１日着任）



日本地質学会News 17（４） 9

れている岩石や造岩鉱物の種類は網羅的では

なく，特徴的なもの，美しいものを選んで載

せている．そのため，かえって薄片の持つ美

しさ・面白さが伝わってくる．また，必要に

応じて産状や露頭，あるいは岩石そのものの

写真も挿入されている．

一口に岩石薄片といっても，その範疇には

二枚貝やコンクリート，石炭など，その性質

は多様である．薄片作製に係わっている技術

者は，どんな要求にも応えられるように研鑽

を積んでおり，それらの成果も取り入れられ

ている．

掲載されている薄片写真はいずれもたいへ

ん美しい．見開きに用いられている安山岩中

の斜長石の累帯構造，玉髄，紅簾石珪岩など

の写真は見事である．私が教えていた頃，数

学科の女子学生が地学実験で岩石薄片を観察

して「綺麗！　オノサト・トシノブの絵のよ

う．地学に転学しようかな」といっていたこ

とを想い出す．こういった美しい岩石薄片を

ひとたび覗くと，一般の人を魅了するであろ

う．そういった意味で，本書は地学への入門

書としての役割を果たしている．

偏光顕微鏡は，開放ニコル，直交ニコル，

ステージを回転する，さらにオルソスコープ

とコノスコープなど，いろいろな観察方法が

ある．本書の最初の方にも書かれているよう

に「少数の静止画で偏光顕微鏡下での見え方

を説明することは基本的に難しい」とあるが，

この点は紹介者も同じ苦労を味わった．多く

の薄片制作に携わる技術者を中心とし，美し

い薄片写真を中心にして，自然の持つ美しさ

を多くの人に知らしめることは，大きな意義

をもつであろうと考えられる．

惜しむらくは，写真のスケールの示し方が

不統一であること，産地を示す地図のコント

ラストが低すぎて，分かり難いことである．

また，灰長石の巨大斑晶と灰長石の結晶弾な

ど，目次と本文との間での用語の単純ミスに

よる不統一，アクチノ角閃石片岩のように薄

片写真と岩石の写真が片岩とは見えないもの

など，一般の読者は混乱するであろう．重版

の際には，いくつかの用語の統一や産地の明

記なども含めて，訂正されることが望ましい．

それぞれの岩石に関する説明の順序もどのよ

うな考えのもとになされたのであろうか．写

真が美しく，一般向けであるからこそ，こう

いった点への配慮も必要であろう．

（蟹澤聰史）

紹　介

薄片でよくわかる岩石図鑑

チームG編

誠文堂新光社　2014年３月発行．A５判，

22 4ページ，定価本体26 0 0円＋税，

ISBN978-4-416-11407-0

何の変哲もない岩石を薄片にして偏光顕微

鏡で観察すると，こんなにきれいだという自

然の面白さを伝える本が出版された．著者は，

産業技術総合研究所の薄片作製に関係する技

術者を中心としたチームGと研究者，および

大学の技術者・研究者である．岩石薄片の観

察や作製は地質学には欠かせない手法と技術

であるが，一般の人たちにはなかなか接する

機会がない．そんな現状からこの本は企画さ

れたようである．したがって，薄片写真をふ

んだんに取り入れ，最後には薄片の作り方が

丁寧に記載されている．

一般向けの本なので，偏光や偏光顕微鏡に

関する説明，および鉱物の光学的な性質に関

してはほとんど省略されている．また掲載さ

ンロードできます．

http://www.toray.co.jp/tsf/index.html

問い合わせ先

公益財団法人東レ科学振興会

〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1

Tel：047-350-6103 Fax：047-350-6082

募集内容：

・基礎科学の適切なテーマについて，国際的

視野で最高レベルの研究の現状を総括する

国際学術集会．

・基礎科学研究者の世代間の対話によって，

若い世代の研究の発展の基礎を構築する国

際学術集会．

・基礎科学の異分野間の交流を図り，cross

disciplinaryな討論を通じて，新しい発展

を模索する国際学術集会．

応募者資格：日本の研究機関に所属する研究

者であること（身分，経歴，年齢等は問いま

せん）

助成金額：総額800万円以内

募集期間：2014年４月１日～2015年２月27日

（必着）

開催時期：2017年開催予定の国際学術集会

選考結果：2015年８月所順位WEBサイトに

て発表

応募書類送付先及び連絡先

公益財団法人　山田科学振興財団

〒544-8666 大阪市生野区巽西１丁目８番

１号

電話　06-6758-3745（代表）

http://www.yamadazaidan.jp/jigyo/

bosyu_kokusai.html

山田科学振興財団
国際学術集会助成

書評・献本

下記の献本をいただいています．書評執筆の労をお取りいただける方はニュース誌編集委員会までお知らせ下さい．

「南海トラフ巨大地震－歴史・科学・社会」石橋克彦編著　岩波書店　2014年３月11日発行　1,800円（税別），262ページ　

ISBN978-4-00-028531-5

「化学英語用例辞典」田中一範・飯田　隆・藤本康雄編　日本大学文理学部　2014年３月28日発行　 6,800円（税別），881ページ　

ISBN 978-4-905194-70-5
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発展することもあるとのこと．本書には，さ

まざまな逸話や研究者のエピソードが随所に

ちりばめられていて，ときに横道にそれてリ

ラックスした雰囲気を作りつつ，講義をして

おられることが分かる．また，くだけた文体

のところもあり，読んでいて授業の声が聞こ

えてくるようだ．しかしそれだけに，冗長な

ところがある．必要最小限のことに限れば，

ページ数が20%くらい減っただろう．

逆に説明を大幅に省いている面もある．地

質過程の背後の物理をきちんと説明しようと

しているのだが，基本原理から数式を展開し

て説明するのでは全くなく，物理的エッセン

スを述べながら，公式を天下り式に提示する

のである．説明を省きすぎて難解になったと

思うところがある．しかし，数式の展開をき

ちんとしたら，ページ数は数倍になり，また，

物理を理解していないと理解できない難解な

教科書になっていただろう．これだけ広い話

題を扱うとなれば，著者のこの方針は仕方な

い．本書の内容を真に理解するには，地質学

の初歩的知識に加え，少なくとも大学教養レ

ベルの物理と連続体力学の知識がいる．読む

だけでなく，この本の中の式を使って研究を

するには，背景の物理を理解する必要がある．

そうした知識がない学生が，この本だけで独

習するのは難しいかもしれない．しかし，教

師の側で補足したり難解なところを思い切っ

て省いたりすれば，教師にとっては授業に使

える教科書であると思う．

製本は普通である．しかし数式の組版は粗

末で，ワード・プロセッサの印字そのままと

いった格好である．TEXによる組版よりだ

いぶ見劣りする．数式エディターで組んだた

めだろう，化学式がイタリク体になっている．

PDF版では20～30枚のカラー写真が含まれ

るが，冊子体では同じものが白黒写真になっ

ていて，さらにカラー版が図版としてまとめ

られている．カラー写真はほとんどがウェブ

上で無料公開されているものである．京大内

ではPDF版をウェブ上で閲覧できるが，違

法な大量ダウンロードを防ぐためだろう，短

時間（数分？）のうちに約10ページ以上を閲

覧できないようになっていて不便である．大

部の教科書を読むには，何ページも前に戻っ

たり，索引を調べたりすることがよくある．

また，必要事項をあちこち拾い読みしたいこ

ともある．しかしこの制限のために，それは

難しい．同じ電子版でも，Kindleなど専用閲

覧装置を使えば読みやすいのかもしれない

が，評者は持っていないのでわからない．

結論として言いたいのは，惑星地質学，あ

るいは惑星科学の視点から地質学を学ぶに

は，この本が現在最良ということである．ま

た，教師にとっては，そうした講義を設計す

るために，よい参考書になると思う．

（山路　敦）

であり，大学初年級の教科書に向いていると

思う．Meloshの本は学部後期～修士課程レ

ベルで，理論的にきっちりした教科書を目指

している．

地質学はモノを観ないと始まらないという

わけで，第1章は太陽系の地球型惑星と衛星

の博物学的概説であるが，第2章以降は，望

遠鏡観測で分かること，当該天体に周回衛星

を投入して分かること，着陸機を投入して分

かること，という章の並びになっている．具

体的には，次の通りである．

Chapter 1 The ground tour

Chapter 2 The shapes of planets and

moons（天体の概形が球から外

れる原因）

Chapter 3 Strength versus gravity（応

力･歪み・レオロジーの概説と．

それにもとづく地形が重力に抗

して保持される機構）

Chapter 4 Tectonics（応力源，熱源，温度

構造，リソスフェアの大変形，塑

性変形と脆性変形でできる構造）

Chapter 5 Volcanism（熱力学，相平衡，

噴火機構，溶岩流の力学）

Chapter 6 Impact cratering（クレータの形

態と形成機構，イジェクタ，ク

レータの統計とクレータ年代学）

Chapter 7 Regoliths, weathering, and

surface texture（レゴリスとそ

の形成，表層温度への影響，風

化，表面のテクスチャ）

Chapter 8 Slopes and mass movements

（斜面における堆積物移動機構，

斜面の安定性）

Chapter 9 Wind（流体と粒子の力学的相互

作用，風成層とそれが作る地形）

Chapter 10 Water（水文学，堆積学）

Chapter 11 Ice（氷河流動力学，凍土）

詳しい目次は出版社のホームページで見るこ

とができる．章末には練習問題があるが，解

答は載っていない．20ページにわたる文献リ

ストが付いている．

著者は惑星地質学の権威である．『Impact

Cratering: A Genealogic Process』という有

名な教科書も書いておられ，インパクト・ク

レータ形成や衛星のテクトニクスに関する理

論的研究などで知られている．本書でも随所

にMelosh説や彼が信奉する学説の紹介があ

るが，それらのなかには定説とは言えないも

のもある．評者の専門のテクトニクスでいえ

ば，Lunar Grid Systemという月の断裂系が

実在すると思う専門家は，今日では少数派で

ある．また，月の海の玄武岩の荷重でテクト

ニクスが駆動されたという説は，現在さまざ

まな方面からチャレンジを受けている．

この大部の教科書は，著者の講義ノートに

もとづくものである．分量で言えば，通年の

講義に相当する．講義のあいだに興味を持っ

た事柄について，Melosh先生は学生に10

ページほどの論文を書かせるのだという．そ

れがのちに，その学生の卒論・修論・博論に

Planetary Surface
Processes

H. Jay Melosh著

Cambridge University Press, 2011, 520p;

ハードカバーISBN 9780521514187, $85;

Adobe e-Book版ISBN9781139118705, $68;

Mobipocket eBook版ISBN9781139125550,

$68

惑星科学は学際的な学問であり，科学の諸

分野のディシプリンにもとづいて進められる

ものである．それらのうち主としてどれに立

脚するか，惑星科学の教科書には様々なもの

がある．しかし，地質学寄りのものとなると

選択肢は限られる．そうした状況にあって，

本書の刊行は喜ばしい．

日本語で表面といえば２次元的な曲面を思

い浮かべる．しかし本書のタイトルの

surface processesは，固体惑星・衛星の表面

近くの大気圏・流体圏・固体圏における諸地

質過程をさす．つまり，本書は惑星地質学の

教科書ということである．すでに３年前に出

た本ではあるが，良書なので紹介しようと思

う．

惑星地質学の教科書となると，現在手に入

りやすいものとして Christensen and

Hamblin（1995）の『Exploring the Planets,

2nd Edition』（Prentice-Hall）があり，また，

宮本英昭ほか（2008）の『惑星地質学』（東

京大学出版会）がある．両方ともよい教科書

である．それらは天体ごとに章を分けて説明

している．

対照的に，地質過程の種類ごとに章を分け

ているのが，この教科書の特色である．地球

の地質過程としてよく知られたことでも，他

の天体のこともカバーするように，このよう

なかたちで紹介されると，拡がった視野から

見直すことができる．Vita-Finzi and Fortes 

（2013）の『Planetary Geology: An Introduction』

（Dunedin Academic Press）は似た方針の教

科書だが，もっとビジュアルで説明は定性的
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回もまた，本ツアーに対する参加者の評価は

中々高く，実際に大きな効果をあげていると

実感されるので，来年以降も続けて行けるこ

とが望ましい．来年３月実施予定の第４回実

習ツアーはすでに募集を開始した（下記ホー

ムページ参照）．本プログラムにご賛同頂け

る学会会員の皆さまには，ご所属の学生等に

情宣下さいますよう，お願いします．www.

geocities.jp/gondwanainst/geotours/Studen

tfieldex_index

最後になりましたが，ご推薦，応援頂いた

地学関連研究者の皆さま，ご後援名義を頂い

た日本地質学会，地学団体研究会，日本応用

地質学会，ネパール地質学会，ネパール地す

べり学会，ゴンドワナ国際研究連合に感謝の

意を表します．

表題の実習ツアーは，ネパール中部のカリ

ガンダキ河上流からルンビニに至る延長約

200kmのヒマラヤ造山帯横断コースで，３月

５日離日から19日帰国の15日間で実施され

た．参加者は総勢29人で，内訳は引率教員４

人（日本人２人，ネパール人２人），日本人

学生21人と市民２人，ネパール人学生２人で

あった．学生の所属は島根大（14人），山口

大（３），東大（２），筑波大（１），静岡大

（１），トリブバン大（２），学年ではMC

（５），４年生（１），３年生（３），２年生

（14），全体で男性18人，女性11人という構成

であった．ツアー実施９カ月程前に登録指導

者ら30人を対象にツアーリーダーの公募を

行ったが希望者は無く，吉田が昨年に引き続

きリーダーを務めた．ほかに島根大学の酒井

哲弥，トリブバン大学のA. GajurelとM.

Poudelがサブリーダーを務めた．

ツアーのコースと日程は第１回，第２回の

学生ヒマラヤツアーと同一であった．カトマ

ンズのトリブバン大学地質学教室講義室での

プレツアーセミナー（３月７日）とポストツ

アーセミナー（３月17日）の間の９日間のバ

ス／ジープ／徒歩による地学野外実習は，す

べて予定通り無事終了した．途中，コース中

の最高標高地点であるムクチナート（標高

3850 m）で，学生一人が急性高山病で一時

的に歩行不能の症状を呈したほか，数人が軽

い高度障害を訴えたが，いずれも１－２日で

回復した．また，全行程を通じて数人が車よ

い，下痢，腹痛，頭痛などを訴えたが，いず

れも数日以内に回復した．

プレツアーセミナーでの「ヒマラヤの生い

立ち」と「ツアーコースの地質特徴」の講義，

及び参加者それぞれの自己紹介や，ポストセ

ミナーでの指導教員らを含む参加者全員によ

る概要報告は，すべて英語で行われ，セミ

ナーに参加した多数のネパール人学生らも共

に学ぶことができた．

９日間の野外実習は，英語の地学巡検ガイ

ドブック「Geology and Natural Hazards

along the Kaligandaki Valley, Nepal」（暫定

第２版）をテキストとして，英語と日本語で

行われた．毎日の夕食前には，当日の復習と

翌日の予習及び質疑応答が行われた．参加者

は２年生から大学院生までと，地学の習得レ

ベルは様々であったが，各人各様に理解し，

また，ヒマラヤ造山帯の大構造を実感したと

感じられた．プレ及びポストセミナーの後に

は，ネパール人学生等十数人と合同で３～４

グループに分かれ，カトマンズ市内の繁華街

や世界遺産の見学を行った．日・ネの学生等

は全員お互いによくうちとけ，大いに交流を

深めていた．参加学生の英語への親近感，英

語で話す心意気と国際性は間違いなく各段に

向上したと見受けられた．

今回のツアー参加費は，参加者募集当初に

暫定参加費として学生20万円，市民25万円，

公費参加者30万円を頂いた．実際には準備経

費，国際フライト，オイルチャージ，宿泊費，

食費，バス／ジープチャーター，ガイドと看

護師付添などの必要経費一切を含んで，学生

は約12.5～15万円（航空券が4.7～7.3万円と

幅があった），市民は約18.5万円，公費参加

者は約23.5万円となり，参加者一人あたり平

均で約6.5万円を返却できることになった．

市民と公費参加者による総額20万円の寄与に

加えて，１組織からの10万円の寄付金が参加

費の軽減に役立った．

このように，本実習ツアーは地学のみなら

ず，学生の野外志向と国際性向上に大きく貢

献できたと思われる．前回，前々回同様に今

学協会・研究会報告

第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー実施報告

吉田　勝，酒井哲弥，Annanta Gajurel， Mukunda Poudel

写真上から

カリガンダキ河の褶曲大露頭をスケッチ．

ポカラの大規模地盤陥没（2013年12月発生）

を見学．

ストロマトライトに感激の学生．

ポストセミナーで発言のネパール学生．ムクチナート寺院の聖池前でヒマラヤをバックに全員集合
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筆者は日本地質学会会長の任期を終えるに当たり，初代会長
神
じん

保
ぼ

小
こ

虎
とら

（1867－1924）の小伝を記してその心意気を会員諸兄
諸姉に伝え，本学会の今後の発展の一助としたい．文中敬称を
略す失礼をお許し願いたい．

話を始めるに当たり，まず日本地質学会の会長職の歴史につ
いて述べる．本学会は1893年５月に創立され（1934年までは東
京地質学会と称した），現在も続く月刊の地質学雑誌は1893年
10月に創刊された（当初は各巻の第１号は10月発行だったが，
1898年の第６巻から１月に第１号を発行）．しかし，草創期の
本学会には会長職がなく，学生の幹事２名が会務を担当してい
た．つまり創立当初の本学会は東大地質教室のゼミのようなも
ので，会費は月10銭（現在の1500円程度），毎月第３土曜の午
後１時から会員が同教室に集まり，「学術上の叢談及び会務の
報告」を行っていた．1900年には幹事の他に編集委員３名が設
けられた．1905年に会則が変更されて神保小虎が会長になり，
彼はこの年に「本邦に於ける地質学の歴史」（地質雑，12，
393－405）を発表したが，1907年には「会長制を廃し，評議員
20名をおき，うち２名を幹事とする」（60周年記念誌年表）こ
とになった．会長制が復活するのは1913年で，再び神保小虎が
選ばれた．現在の日本地質学会の歴代会長表（2013年会員名簿
p. 34）の最初は1913年だが，1905年が最初だとしても（60周年
記念誌），やはり神保小虎が本学会の初代会長である．彼は
1916年も会長になり，都合３回本学会の会長を務めた．この頃
の会長の任期は１年だったが，1951年から２年になり，1978年
からは副会長が設けられた．こういう経緯なので，初代会長と
言っても創立時の会長ではなく，その20年後の会長である．そ
して筆者は第60代，50人目の会長ということになる．

筆者の前著（本誌17（３），４－５（2014））でも触れたよう
に，神保小虎は幕臣の家の出で，慶応３年に江戸で生まれ，
1887年に東京大学理学部地質学科を卒業した．卒業後北海道庁
の技師として道内の地質調査を行い，この間に貯めた金で1892
年にドイツへ留学し，古生物学を専攻したが，東大の鉱物学の
助教授（菊池安）が急逝したため，専攻を変更して速成の鉱物
学者になった．1894年にまだ全線開通前だったシベリア鉄道を
乗り継いで帰国し，途中アムール川流域の地質調査を行った．
翌年東京大学の鉱物学の助教授，1896年教授になった．1904年
の日露戦争で日本が勝利し，樺太（サハリン）の南部を日本が
領有することになった時，志賀重昂（拙著，本誌16（10），
８－９（2013））とともに国境画定委員附に任ぜられ，同島の
北緯50度線付近の調査を行った（中里重次，1932；燃料協会誌，
11（121），1452－1461）．その前後に遼東半島やウラジオスト
ク地域の調査も行っている．神保小虎の生い立ち，略歴，著作，
人物などについては浜崎健児（2011，地質学史懇話会報36号）
がよくまとめており，北海道調査を中心とする業績と文献につ
いては松田義章（2010，同34，35号）が詳しい．佐藤博之

（1983，地質ニュース346号）は白野夏雲や坂
ばん

市太郎と神保小虎
の関わり，特にライマンの評価に関する神保・坂論争を扱って
いる．神保は定年前に56歳で病没し，佐藤伝蔵が追悼文を献じ
た（1924a；地質雑，30，図版15，1924b；地学雑，36（421），
179－182）．そこでは北海道の地質構造論と白亜系生層序，日
本産鉱物の記載が神保の最も主要な業績とされている．小伝で
はなるべくこれらとの重複を避け，雑誌や著書に表れた神保小
虎の学問と人となりを中心に述べる．

神保小虎は多くの地質
学・鉱物学の書籍を執筆
出版したが，現在でも復
刻販売されている彼の著
書に「アイヌ語会話字典」

（北海道出版企画セン
ター1986年再版）がある．
これは金澤庄三郎と共著
の1892年初版の本であ
り，旅行や生活の場面や
事柄ごとに日本語の会話
文に対応するアイヌ語を
ローマ字で示したものである（例えば「この旦那を知って居る
か＝Tan nishpa eraman?」）．彼は英，独，仏，露，西語に堪
能で，北海道調査の中でアイヌ語も習得し，アイヌ語の地名が
その土地の地形や地質をよく表していることを見出し，アイヌ
の人々に「神保ニシパはアイヌなり」と言わしめたという（佐
藤，1924b）．この一事を見ても神保小虎の類稀な幅広い才能と
縦横無尽の活躍が伺える．

神保は学生の指導や地質学の一般人への教育・普及に熱心
だった反面，敵・味方がはっきりしていて，敵には容赦ない論
争を挑む性癖があった．有名なのはライマンの評価に関する上
述の1890年の神保・坂論争（地学雑，２，７－11，53－54，
147－148）で，「私が書いた事がお解りに成りませんければも
う一度お読みなさい別にお返事は致しません」という返答の冒
頭の一文は今でも語り草である．1912年にも鉱物学の教科書を
批判し，その著者の和田八重造が反論した（地質雑，19，163-
164，240－249）．神保は「「文部省の教授要目説明書」とも称
すべき本書には地質鉱物及び土壌を真に学習せる人が恐らくほ
とんど一人も賛成しがたき順序をそのままに採用し在り」，「大
害無き代りに小益も無かるべし」などと批判して，「この篤学
の著者が文部省に代りてその要目の趣意を明らかにしたるは大
いに教育家の参考となるべきものにして，その「利害」を明ら
かにしたる功は没すべからず」と１ページ強の書評を結んでい
る．これに対し和田は10ページの反論をなし，最後に「教育上
の考の相違から来て居るのであるから遺憾ながら毫も敬服出来
ない」と怒りをぶつけている．地質学雑誌における神保の執筆
記事は多数あるが，地すべりの調査報告など応用地質関係の雑
録・雑報や内外の教科書の解題（書評）が多く，原著論文は案
外少ない．ただし，ロシア語の文献紹介や直接会見したロシア
人地質学者から聞き書きしたサハリン，シベリアなどの地質に
関する記事は貴重である．また，変わったところでは，当時ま
でに落下・発見された国内の隕石についてのレビューを書いて
いる（地質雑，12，229－234，309－317（1905））．

ここでは，神保の数多い著書の中から，いかにも初代会長に
ふさわしいタイトルの「日本地質学」（金港堂，245ページ＋索
引）を紹介する．この本は1896年初版だが，筆者が読んだのは
1916年の再版である．まず巻頭に折り込みの日本地質図（地域
割が県界でなく旧国界，阿武隈・飛騨片麻岩や三波川結晶片岩
が「太古統」）を掲げ，総論の最初に地質学の目的として，「た
だに地の質を学ぶものにあらざるなり．畑の土を記するにあら
ざるなり．単に地球の諸性を説くにあらずして，その始めより
今日に至るまでの発育をもってその最上の主眼となすものな
り」と述べている．そのあと，「地質学の応用ならびに日本に

日本地質学会初代会長神保小虎小伝

石渡　明（東北大学東北アジア研究センター）

神保小虎の遺影（佐藤，1924a）
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おける地質調査」を詳述し，関連学会や学術誌を列挙している
が，この総論はどう見ても初学者向きではない．本編は１．地
殻の察相，２．岩石，３．地殻の変動，４．岩石の生源，５．
岩石の配置（地殻構造），６．地史の各篇に分かれ，附録とし
て地質巡検規則と修学旅行の設計，上野帝国博物館鉱物地質の
部案内がある．日本の実例を重視し，前著「新編地質学」では
ベスビオス火山の噴火やリスボン地震の例を用いたが，本書で
は磐梯山・浅間山の噴火や濃尾地震について詳しく解説してい
る．地質巡検（調査）規則では，「地質巡検なるものは 徒

いたずら

に
杖
つえ

を曳
ひ

き 飄
ひょう

然
ぜん

として千歳
せんざい

の古跡を探り或は名勝を尋
たず

ぬるが如
きものにあらずして」，「（岩石，化石，鉱脈などを実検して）
土地の構造ならびに地盤の変遷の歴史を尋ぬるを以て地質巡検
の業とす」と述べている．「記録に関する注意」として，「己れ
は記憶善

よ

き者と誤認してその筆記を 粗
おろそか

にするは最も避くべき
事にして如何なる瑣事

さ じ

も見たるとき直に之を筆記し後に磨滅等
にて不明とならざる様注意すべし」，「夕飯後想起して記録する
時は既に誤りを生じ易し」，「午前と午後，坂路の上下に由りて
観察に精粗あるを免れず」，「自己の観察は多少不完全なれば必
ず多くの図書を参考し」，「その地方の人に就き事実を聞き取る
を要す．然れども一々これを信ずべからず．ただ淡泊に聞き天
然に発言せしめてその真を得るを務むべし」など，長年の野外
調査の経験に基づく勘所を述べている．修学旅行（巡検）案内
は，東京上野から上越線に乗り深谷で下車し，秩父，下仁田を
経て妙義山まで関東山地を歩き，信越線松井田駅から汽車で上
野に帰る11日間のコースと，山口県の防府市三田尻港から山口，
厚狭を経て下関に至る１週間のコースを説明している（なぜか
秋吉台には行かない）．これらは実際に学生と巡検したコース
だと思われ，例えば関東コースの第１日は「上野停車場を出発

す．汽車は第四紀洪積世に属するローム（loam）の丘陵に沿う
て進む．王子の断崖にてその第三紀層を被覆するを目撃すべし」
で始まる．「（蛇紋岩の）破片は非常に鋭きを以て鉄鎚を加うる
の際往々手を切ることあり」とか，「砂岩は通例不規則に割れ
て走向と傾きを測ること極めて難し．シェールもまた然り．注
意すべし」といった学生への細かい注意書きが随所に見られる．
本書に記述された事実や理論には既に通用しないものがある
が，野外地質学の優れた先達の言葉として今でも味読すべき部
分が多い教科書である．

「先生は六尺豊かの体躯の持主で語学に堪能であられ，反面
ユウモラスで又温情の持主であった」（江原真伍，60周年記念
誌）．筆者はこの初代会長をもった本学会を誇りとする．佐藤

（1924b）の追悼文に掲載された漢詩を読み下し文で再録し，こ
の小伝を結ぶ．

恭
つつし

んで神保理学博士を悼
いた

む　二首　犀東国府種徳

全球を踏み尽くして地層をとき 析
ときひら

く
君に馮

よ

りて奇勝は盛名を昇らす
何ぞ仙境を尋ね　天を 排

おしのけ

て去る
旧識の千山　哭して崩れんと欲す

健
けん

歩
ぽ

人を驚かして通らざる莫
な

く
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ひっせい

険しき 夷
えびす

の空を跟底
くつぞこ

とす
白雲郷の裏

うち

に 鎚
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を揮
ふる

うこと迅
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く
敲
たた

いて未知の岩石中に入る

ご好評いただいております，学会オリジナル
フィールドノートは，名入れサービスも承りま
す（有料）。
ビニールコーティングの表紙は，水や摩擦・衝
撃にも強く野外調査に最適です。ぜひご活用く
ださい。
　サイズ：12×19cm．
　中：レインガード紙使用．2mm方眼．
　カバー：ハードカバー，ビニールコティング，
　金箔押し．
　色：ラセットブラウン（小豆色）

東京大
学　地

球惑星
環境学

科

コース
修了記

念
東京大
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球惑星
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科

コース
修了記

念

学会オリジナルフィールドノート　好評発売中！

名入れサービス承ります

ご注文・お問い合わせは，学会事務局まで <main@geosociety.jp>

卒業記念やイベントでのグッズに！



撮影場所：上から静岡県伊東市大室山・山口県美祢市秋吉台・熊本県阿蘇地方米塚

講評：この作品はいずれもモーターパラグライダーを使って低空からの撮影で，新しい視点からの写真が新

鮮です．冬枯れの伊豆大室山は斜光で，新緑の阿蘇米塚は順光で，秋吉台は早朝に飛行して日中では分かり

にくい浅いすり鉢状のくぼ地，ドリーネを印象的に捉えています．それぞれの写真もしっかりしていますが，

3点の組み写真としても成功しています．この調子で日本全国の地形を撮影されることを期待します．

＊　最優秀賞は，本誌の表紙写真として掲載しています．

このコンテストは今年で5年目を迎え，今回は294点で昨年とほぼ同数の応募があり
ました．コンテストの趣旨も広く理解されてきたようで，一般的な風景写真の応募は少
なくなり，地球や地質と関わりの深い作品が集まりました．
3月初旬の選考会では，入選作品とそれ以外の作品に力の差を感じました．全体のレ
ベルを上げるためには，多くの人々からの応募が必要です．入選されれば日本地質学会
News誌の表紙を飾れますし，全国の科学館などの巡回写真展で多くの人々に見てもら
えるチャンスも生まれます．来年はより多くの応募作品があることを期待します．
今回のコンテストで出色だったのは，モーターパラグライダーから空撮を野心的に進
めているプロカメラマンの山本直洋さんの最優秀賞と入選の作品です．時代ともに新し
い撮影機材が出現し，それによって今まで見ることができなかった世界が広がる．今後
の活躍が楽しみです．

講評：審査委員長　白尾元理

惑星地球フォトコンテスト惑星地球フォトコンテスト
　　　　　　　審査結果審査結果

第5回第5回 惑星地球フォトコンテスト
　　　　　　　審査結果

最優秀賞：
Earthscape of Japan（組写真）
山本直洋（埼玉県）

優秀賞：
枕状溶岩とアオウミガメの産卵
後藤文義（神奈川県）

撮影場所：父島小港海岸

講評：小笠原諸島父島，小港海岸の枕状溶岩

は日本を代表する枕状溶岩の産地です．多数

の写真が撮影されているので類型的になりが

ちですが，作者はウミガメが枕状溶岩の前で

産卵するのに偶然出くわしました．このよう

な写真では露頭はないがしろにされがちです

が，この作品ではウミガメも露頭もきちんと

撮影されていることから優秀賞としました．

５月３日（土・祝）17時

～17日（土）13時

場所：銀座プロムナードギャラリー

（中央区銀座４丁目地内 東銀座地下歩道壁面）

この他にも各地で展示会を予定しています．

詳しくは，http://www.photo.geosociety.jp/



撮影場所：アメリカ ユタ州国道163号線メキシカンハット近郊サン・ホアン川

講評：アメリカ西部は乾燥気候のために植生に乏しく，地層や地形の撮影には適した場所です．コロラド高原を何百

kmもドライブしていると，このような風景に出会ってドキッとすることがあります．作者は，平行な地層が変形して

いく場所を選んで撮影しました．地層の灰色と赤褐色，河辺の緑，空の青と雲の白，色彩豊富な地質写真となってい

ます．

撮影場所：鹿児島県垂水氏牛根

講評：桜島昭和火口の噴火を桜島と大隅半島が接している牛根付近から撮影したものです．最近は活発に

なったとはいえ，夜の噴火は毎日１～２回．このような写真を撮るためには幾晩も通わなければ撮影でき

ません．この作品は望遠レンズで撮影して迫力のあるものとなりました（白尾）．

日本のジオパークは，全34地域のおよそ6割が火山と関わりのある点で，海外のジオパークとは大きく

異なります．その中でも国内で最も活発に噴火を繰り返している桜島の写真を，ジオパーク賞として選定

しました．（ジオパーク担当理事：高木）

優秀賞：地層風景
増見芳隆（東京都）

ジオパーク賞：活火山桜島
山田宏作（鹿児島県）



入選：Floating Alps 山本直洋（埼玉県）
撮影場所：ノルウェーロフォーテン諸島
講評：この作品は，最優秀賞と同じ山本直洋さんがモーターパ
ラグライダーを使って撮影したものです．道路や家々をうまく
取り込むことによって地形の大きさを表現しているとともに，
そこで生活している人々の暮らしも感じさせます．

入選：王冠形態をつくる岩片インパクト
椎野勇太（東京都）

撮影場所：ユーシャン採石場（スウェーデンダーナラ県シリ
ヤン地域）
講評：内部からのガスによって泥の泡が飛び散った瞬間を撮
影した写真かと思いましたが，そうではなく王冠状に固結し
た衝突孔だということです．それぞれの王冠の中には大きな
岩片が入っているので，雨上がりの採石場の泥だまりに岩片
を投げ込んで作った人為的な衝突孔のようです．

入選：海底土石流の名残
竹之内範明（静岡県）

撮影場所：静岡県下田市須崎海岸恵比寿島東側の海岸
講評：伊豆半島は2012年9月に新たに日本ジオパークに認定された場所です．
作者は，普通の人にとってはただの礫岩にしか見えないような海底土石流堆積物
を，丹念にアングルを選んで魅力的な作品にしています．左手前のアップで構成
物質が，右奥の遠景で地層の堆積のようすがよくわかります．上部の岩陰の黒と
空の青のコントラストも印象的です．

入選：桜島火山雷　永友武治（宮崎県）
撮影場所：鹿児島県桜島黒髪地区国道より撮影．牛根大橋より右へ回って50m位の地点
講評：この作品も，ジオパーク賞の山田さんの作品とほぼ同じ場所から撮影したもので
す．この作品は，より広角のレンズで撮影しているので周囲の状況が分かり，上昇する
噴煙やそこからの力強い火山雷が魅力的です．山田さんの作品と甲乙つけがたい秀作で
す．

入選：原生代の谷
池上郁彦（福岡県）

撮影場所：Salt River Canyon, アリゾナ
講評：アリゾナ州東部の原生代の地層を写した作品です．この写真
は選者4人の意見が分かれました．地層に比べて道路や橋脚，道路
標識が大きすぎて，主題である地層がその中に埋もれてしまったの
が残念です．もう少し不要なものを整理して撮影されたらと思いま
す．



※今回は，「中学・高校生」部門での

入選は該当がありませんでした．

※各作品の画像や地質学的背景の解

説などは，学会HP【地質フォト】

のページでご覧いただけます．

入選：東京砂漠　鈴木正人（静岡県）
撮影場所：東京都神津島村天上山．「裏砂漠」とよばれるポイント
講評：神津島は，伊豆諸島の中ほどにある火山島で，島のほぼ中
央にあるのが天上山（標高572ｍ）です．山頂部の植生のない平
坦地は裏砂漠と呼ばれています．お母さんと一緒に歩いていたお
子さんが，見たこともない風景に出会って嬉しくて走り出したの
でしょう．楽しそうな様子が伝わってきます．

入選：Face
平山　弘（和歌山県）

撮影場所：和歌山県白浜町にある「いそぎ公園」（通称：チャ
ボ公園）を抜け，太平洋に面した断崖
講評：最初は題名の意味がわかりませんでしたが，よく見る
と手前には２つの目が，その下には鼻があってなるほどと思
いました．複雑に曲がりくねった地層をやや逆光気味に撮影
したために，鮮やかに凹凸のある地層を捉えています．天気
の良い日にこんな海岸を散歩したいものですね．

入選：タイムアーチ　糸満尚貴（大分県）
撮影場所：高知県土佐清水市竜串海岸
講評：アナジャコの巣穴が生痕化石として残っているのをう
まく撮影しました．巣穴に入った細粒物質が周囲の砂岩より
も風化しにくいために，このように取り残されたのでしょう
か．ローアングルから前後をぼかして巣穴を浮き出したのも
よかった．

入選：火山（堰止）湖のある風景
森井悠太（千葉県）

撮影場所：左から潟沼（宮城県大崎市）・中禅寺湖と男体山（栃木県日光
市）・Terkhiin-tsagaan湖（モンゴル）・姿見の池と旭岳（北海道上川郡
東川町）
講評：見た瞬間には何の写真かわかりませんが，パターンの面白さに引き
つけられてしまいます．火山の近くにできた湖や沼の写真4枚を凹凸にな
るようにトリミングしてつなぎ合わせた写真です．水面に映り込んだ凹凸
によって上下のシンメトリーもあるので魅力的な組み写真となりました．

入選：台湾燕巣泥火山　田中郁子（兵庫県）
撮影場所：台湾高雄県高雄市燕巣区金山村，烏山頂泥火山自然保
護区
講評：作者は泥の泡が破裂する直前を良いタイミングで撮影して
います．日本でも別府や雲仙などの温泉の地獄巡りではこのよう
な光景に出会いますが，破裂直前をとらえるのは難しいものです．
デジタルカメラが普及した現在，フイルム代を気にすることもな
く，連写機能を使ってこのような写真が撮りやすくなりました．
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「第5惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会」

一般社団法人日本地質学会　主催
本年（第５回惑星地球フォトコンテスト）をメインに過去の

入選作品も展示されます．皆様お誘い合わせの上是非お越し下
さい．

日程：５月３日（土）17時～17日（土）13時
場所：銀座プロムナードギャラリー

（中央区銀座４丁目地内　東銀座地下歩道壁面）
http://www.photo.geosociety.jp/

2014年の「地質の日」学会関連のイベントをご案内します．
イベントの情報は，学会HP< http://www.geosociety.jp>で
随時更新していますので，あわせてご覧下さい．

★日本地質学会

★近畿支部　地球科学講演会

「プレートの沈み込みと国土形成
－紀伊半島南部のおいたちとジオパーク構想－」

プレートの沈み込みは東日本大震災のような巨大地震を引き
起こすとともに，長い地質時代においては付加体という地質体
を形成します．そして，過去の付加体が隆起して日本の国土の
骨組みが形成されたことが明らかになっています．紀伊半島南
部には，講師らの長年の調査により新しい時代から古い時代の
付加体まで多様な付加体が存在することが明らかとなり，付加
体による国土の形成過程が解明されつつあります．また，プ
レートの沈み込みは付加体の他に堆積盆地をつくり，マグマの
活動も引き起こしました．このような地層・地質の違いは，紀
伊半島で起こった斜面災害にも大きく関係しています．この講
演会では，紀伊半島南部の地層のおいたちと「南紀熊野ジオ
パーク構想」の魅力，斜面災害と地質の関係など地質と人との
つながりを紹介します．

主　催：大阪市立自然史博物館・地学団体研究会・日本地質学
会近畿支部

講　師：鈴木博之氏（元同志社大学理工学研究所教授，南紀熊
野ジオパーク推進協議会学術専門委員長）

日　時：５月25日（日）13:30～15:30
場　所：大阪市立自然史博物館講堂
参加費：無料（申し込み不要）
参考ホームページ：http://www.mus-nh.city.osaka.jp/

★2014年地質の日記念　街中ジオ散歩 in Tokyo

「日本の地質学：最近の発見と応用」
Recent progress in geological science in
Japan

５月24日の総会にあわせて公開講演会を開催します．我が国
の研究者による最近の興味深い地質学的発見と応用について，
４名の研究者（いずれも会員）にわかりやすく解説していただ
きます．ぜひご参加ください．講演要旨を本誌20ページに示し
ます．

主催：一般社団法人日本地質学会
日時：2014年５月24日（土）13:00～15:00
会場：北とぴあ第２研修室（東京都北区王子）

プログラム（順番は変わる可能性があります）
・「犯罪捜査と地質学」杉田律子（科学警察研究所）
・「巨大地震の巣を掘る　そこから見えてきたもの」

坂口有人（山口大学）
・「宇宙からの贈りもの：日本の地層から隕石衝突の証拠を発

見」佐藤峰南（九州大学）
・「日本全国の地質情報をあなたへ～進化する日本シームレス

地質図～」西岡芳晴（産業技術総合研究所）

本シンポジウムへの参加は，CPDの対象となります（CPDH：
２単位）
参加費：会員無料，非会員500円（資料代）．事前申込不要．

当日は，同会場にて以下の行事が予定されています．

★日本地質学会公開講演会

晴海通り

昭
和
通
り

銀
座
通
り

地下鉄東銀座駅 地下鉄銀座駅

三越

松屋

歌舞
伎座

銀座
プロムナード
ギャラリー
（地下道）

・第５回惑星地球フォトコンテスト表彰式（11:00～12:00）
※作品展示有り

・一般社団法人日本地質学会第６回総会（15:30～17:00）
※正会員は，総会に陪席することができます

問い合わせ先（世話人）
斎藤　眞（常務理事）・星　博幸（行事委員長）
e-mail；main@geosociety.jp

「下町低地の地盤沈下と水とくらし」徒歩見学会

主催：一般社団法人日本地質学会，一般社団法人日本応用地質
学会

協力：東京都江東治水事務所水門管理センター
後援：一般社団法人東京都地質調査業協会（予定）
日時：2014年５月10日（土）９時50分～17時　少雨決行（予定）
見学場所：東京都江東区清澄白河，住吉，東大島，南砂町界隈

（仙台堀川，小名木川）
案内者：中山俊雄氏（元東京都土木技術支援・人材育成セン

ター），小松原純子氏（産業技術総合研究所）

趣旨：身近な地質とその地質に由来した地形，それらを利用し
てきた先人から現在の私たちまでの営みを，春の清々しい空気
の中でのんびり歩きながら，研究者からの興味深い説明を聞き，
楽しく学ぼうという企画です．今回は，東京下町低地の地盤沈
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下とその対策としての内部河川管理の苦心，人々の暮らしを
テーマに歩きます．

今回は東京都江東治水事務所水門管理センターさんのご協力
を頂き，内部河川水を排水するポンプ場やパナマ運河のような
閘門施設の見学もします．

会費：一般2,000円，小中学生500円（予定）保険代，入場料を
含みます．当日お支払い下さい．昼食は各自ご用意下さい．

見学コース：９:50 清澄公園西南口集合→東京都水門管理セ
ンター・排水機場→清澄庭園→扇橋閘門→住吉駅→（地下鉄
利用）→西大島駅→小名木川→仙台堀川→東京都地盤沈下観
測所→地盤沈下標柱→南砂町駅17:00解散（予定，天候等に
より順序，見学地を変更する場合があります）

募集人員：25名程度（定員になり次第締め切ります）

対象：一般．参加資格は特にありません．小学生以上の方でし
たらどなたでもお申し込み頂けます．小中学生の方は保護者
の方の同伴をお願いいたします．普及事業のため，一般から
の申込を優先します．定員に余裕がある場合，会員の方にも
ご参加頂けます．

申し込み：ジオ・スクーリングネット（https://www.geo-
schooling.jp/）または下記の学会事務局までFAXまたはメー
ルで，氏名，生年月日，住所，携帯等電話番号，メールアド
レスを記して，お申し込み下さい．
日本地質学会（担当　緒方）
電話：03-5823-1150 FAX：03-5823-1156
メール：main@geosociety.jp
学会HPおよびジオ・スクーリングネット，および学会HPに

て情報を更新いたします．そちらもあわせてご確認下さい.

★西日本支部　企画展・イベント

「身近に知る『熊本の大地』」

主催：熊本県松橋収蔵庫，「地質の日」くまもと実行委員会
共催：熊本大学（大学院自然科学研究科【地球環境科学講座，

社会環境マネジメント講座，附属減災型社会システム実
践研究教育センター】，教育学部地学教室），熊本市立熊
本博物館，（公財）阿蘇火山博物館，御船町恐竜博物館，
天草市立御所浦白亜紀資料館，熊本地学会，熊本県地質
調査業協会，阿蘇ジオパーク推進協議会，天草ジオパー
ク構想推進協議会，日本地質学会西日本支部

・熊本県松橋収蔵庫　企画展
日時：2014年４月１日（火）～５月31日（土）（日，祝日を除く）
場所：熊本県宇城市松橋町　熊本県松橋収蔵庫

・地質の日体験イベント
日時：2014年５月10日（土）10時～16時
場所：熊本県宇城市松橋町　熊本県松橋収蔵庫

★北海道支部　企画展示

「地図の語る多様な世界－地図の過去・現在・未
来－」

北海道における江戸
末期・開拓使時代から
の地図の歴史とその変
遷を振り返るととも
に，地質図の基盤とな
る地図の作り方や各種
の利用法を紹介する．
さらに，最近のGPS

（全地球測位システム）
やGIS（地理情報シス
テム）による3次元地
理情報の現状を示す．

主催：北海道大学総合
博物館・「地質
の日」記念企画
展示実行委員会

共催：日本地質学会北海道支部・（独）産総研 地質調査総合
センター・（地独）道総研 地質研究所・北海道開拓記
念館・札幌市博物館活動センター・北海道地質調査業協
会・NPO法人Digital北海道研究会・国土交通省国土地理
院北海道地方測量部

協力：北海道大学附属図書館・一般財団法人宇宙システム開発
利用推進機構・地図と鉱石の山の手博物館

後援：「測量の日」北海道推進協議会

期間：2013年４月22日（火）～６月８日（日）
会場：北海道大学総合博物館2階企画展示室２　
費用：入場無料（月曜休館）
市民セミナー：総合博物館１階 知の交流コーナー

（1）山岸宏光：５月11日（日）13:30～15:00「最近の地図と地
理情報システム（GIS）」

（2）国土地理院：５月17日（土）13:30～15:00「地図と重力」
（3）地徳　力：５月24日（土）13:30～15:00「ライマンはなぜ，

開拓峠で道に迷ったか＝江戸末期～明治初期の地形図事
情＝」

地質巡検：５月18日（日）13:30～15:30「札幌のメムを訪ねる」
植物園～偕楽園～北大構内（要申込）

参加費（保険代等）：500円（大人） 300円（小・中・高）

詳しくは，
http://www.museum.hokudai.ac.jp/news/article/247/

企画開催中の松橋収蔵庫学習室にて，展示参加機関等による
体験イベントおよび展示説明会を行います．

問い合わせ先：熊本県松橋収蔵庫
電話 0964－34－3301



日本地質学会News 17（４）20

公開講演会「日本地質学：最近の発見と応用」：講演要旨
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公開講演会「日本地質学：最近の発見と応用」：講演要旨
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★行事委員会（鹿児島大会ニュース）

本年９月に開催される第121年学術大会（鹿児島大会）のシンポジウムとセッションが決定しましたので，速報としてお知らせ
します．詳細は次号（大会予告号）に掲載します．

■ シンポジウム（２件）

・九州が大陸だった頃の生物と環境（一般公開シンポジウム）
・Tsunami hazards and risks: using the geological record
（国際シンポジウム）

■ トピックセッション（９件）

・火山島弧の造山運動：沈み込み，付加，衝突およびリサイク
リング
・・文化地質学
・・グリーンタフ・ルネサンス
・・砕屑性ジルコン年代学：その未来とさらなる応用
・・ポスト冥王代研究
・・三次元地質モデル研究の新展開
・・古生代から中生代への地球環境進化
・・超深度掘削による新次元の地球科学
・・平野地質

■ レギュラーセッション（25件）

行事委員会は学術大会の活性化と本学会の発展，さらには
地質学の発展を目指すための試みの一つとして，レギュラー
セッションの新設や再編に毎年取り組んでいます．今大会で
は下の25タイトルを用意します（カッコ内は担当専門部会/委
員会）．これまで開催されてきたレギュラーセッションに加え，
今回新たに「鉱物資源と地球物質循環」を用意しました．ま
た，従来の「岩石・鉱物の破壊と変形」は「岩石・鉱物の変
形と反応」に，「情報地質」は「情報地質とその利活用」にそ
れぞれ名称変更しました．地質学を広くカバーする，今まで
以上に充実したレギュラーセッションのラインアップになっ
たと考えています．

・深成岩・火山岩とマグマプロセス（火山部会・岩石部会）
・岩石・鉱物・鉱床学一般（岩石部会）
・噴火・火山発達史と噴出物（火山部会）
・変成岩とテクトニクス（岩石部会）
・地域地質・地域層序（地域地質部会・層序部会）
・ジオパーク（地域地質部会・ジオパーク支援委員会）

・地域間層序対比と年代層序スケール（層序部会）
・海洋地質（海洋地質部会）
・堆積物（岩）の起源・組織・組成（堆積地質部会）
・炭酸塩岩の起源と地球環境（堆積地質部会）
・堆積相・堆積過程（現行地質過程部会・堆積地質部会）
・石油・石炭地質学と有機地球化学（石油石炭関係・堆積地質

部会）
・岩石・鉱物の変形と反応（構造地質部会・岩石部会）
・沈み込み帯・陸上付加体（構造地質部会・海洋地質部会）
・テクトニクス（構造地質部会）
・古生物（古生物部会）
・ジュラ系＋（古生物部会）
・情報地質とその利活用（情報地質部会・地域地質部会）
・環境地質（環境地質部会）
・応用地質学一般およびノンテクトニック構造（応用地質部会）
・地学教育・地学史（地学教育委員会）
・第四紀地質（第四紀地質部会）
・地球史（地球環境史部会）
・原子力と地質科学（地質環境長期安定性研究委員会）
・鉱物資源と地球物質循環（鉱物資源部会）

■ 日本地質学会アウトリーチセッション

このセッションは，会員が研究成果を社会に発信する場とし
て，一昨年（2012）の大阪大会から設けられたセッションです．
詳細についてはニュース誌15巻11号，29～30ページを参照して
ください．

■ 会員の皆様へ

地質学に携わるすべての方が「日本地質学会の学術大会はお
もしろい！」と思っていただけるように，行事委員会は学術大
会の改善に努めます．会員の皆様も，何かよいアイディアやご
意見等があれば，所属する専門部会/委員会の行事委員を通じ
て，あるいは直接行事委員会（main@geosociety.jp）にご連絡
ください．お待ちしております．

行事委員長（行事担当理事） 星　博幸

委 員 会 だ よ り
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☆中部支部
お知らせ

支部コーナー

☆東北支部
報告

2012～2013年度総会・講演会報告

2014年３月１日（土）に，山形大学小白川キャンパスの地域
教育文化学部２号館４階共通第一実習室で，地質学会東北支部
2012～2013年度総会・講演会が開催されました．

午前中には幹事会を，現担当の山形大学川辺支部長，幹事の
加々島会員，大友と，次期担当の岩手大学土谷会員の４人で開
催し，支部の行事，財政，規約等の引継について話し合いまし
た．

13時から東北支部総会を開催．総会では2012～2013年度支部
運営について，2013年９月の支部長会議について報告があり，
決算，2013～2014年度の支部体制について審議されました．支
部運営体制に関して，本来，2011年度～2012年度は山形でおこ
なう予定であったが，福島市で2011年３月12日に開催される予
定だった2010年度の支部総会が，その前日に起った東北地方太
平洋沖地震で延期となって12月に開催したために，2011年度の
運営は引き続き前支部運営体制（福島大学）がおこない，山形
では2012年度～2013年度の支部運営を担当したことが川邊支部
長から説明されました．支部運営に関しては，天候の関係もあ
り支部総会の時期の検討が必要である，若手育成支援として，
発表会・巡検等に出る院生・学生に対する補助や発表賞などを
検討してはどうか，また，若手育成支援は，地質学会全体とし

中部支部2014年支部年会開催のお知らせ

中部支部では下記のとおり2014年支部年会を開催します．詳
細は地質学会ホームページにてお知らせします．

日時：2014年６月14日（土）
会場：信州大学理学部大会議室．
支部総会：10:00-

シンポジウム：「観光資源としての地形・地質」（参加費：
1,000円）
研究発表会（口頭+ポスター）
懇親会：18:00-20:00

2014年６月15日（日）
地質巡検：上高地周辺（定員15名程度予定）（参加費：1,000円
程度）

参加申込締切：６月５日（木）
巡検参加申込締切：５月31日（土）
※総会・シンポジウム・懇親会の参加は当日まで受け付けます
が，準備の都合がありますので，できる限り上記締切までに参
加内容（総会・シンポジウム，懇親会の別）を，地質巡検も上
記締切までに，連絡先（E-mailが望ましい）を明記して，E-
mailまたはハガキにてお申し込みください．ただし巡検は定員
になり次第締め切らせて頂きます．

申し込み先
E-mail：shara@shinshu-u.ac.jp
郵便（ハガキ）：〒390-0802 松本市旭３-１-１

信州大学理学部地質科学科　原山　智宛

☆関東支部
お知らせ

緊急学習会『福島第一原子力発電所汚染水処理
問題収束のために地質学は何をなさねばならないか』

のお知らせ

日本地質学会関東支部は多数の地質関連業務従事者によって
構成されていることもあり，現場で抱える課題や環境問題にも
積極的に取り組むようささやかながら努力してきました．今日，
福島第一原子力発電所の汚染水処理をめぐる問題がいっそう深
刻になっていますので，まずはこの問題の現状を正確に理解し，
地質学が貢献すべき課題について考えなければならないと思い
ます．そこで，以下のような緊急学習会を開催することになり
ました．なお，稔りある学習会とするために，受講される方に
は，事前に支部幹事会から指示される基本資料等を各自プリン
トアウトし，あらかじめ目を通していただくことといたします．

主催：日本地質学会関東支部
日時：５月17日（土）午後１時～５時
会場：日本大学文理学部３号館3505教室（京王線桜上水駅また

は下高井戸駅から徒歩８分）

【学習会の内容】
報告１：「福島第一原子力発電所汚染水処理の現状と対策」産

業技術総合研究所地下水研究グループ長　丸井敦尚さん
（『経済産業省汚染水処理対策委員会』委員）

報告２：「福島第一原子力発電所汚染水問題に関する地質学の
課題」福島大学共生システム理工学類教授　柴崎直明さん

（『福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会』専
門委員）

特別報告：「日本陸水学会意見書の解説と同学会の取り組み」
東京農工大学教授　楊　宗興さん（日本陸水学会幹事長）

・受講者はCPD単位（4.0単位）の取得が可能です．
・受講費：資料代として1,500円（学生・大学院生は500円）を

いただきます．
・懇親会：学習会のあと懇親会を行います（会費3,000円．学

割あり．）．
・申込み方法：日本地質学会関東支部（kanto@geosociety.jp）

宛で件名（Subject）に『5. 17緊急学習会』と明記の上，氏
名，所属，連絡方法を書いてお申し込みください．懇親会参
加希望者はその旨お書きください．締切は５月７日（水）と
しますが，準備の都合上，なるべく早くお申し込みのほどお
願いします．

・学習会に持参していただく資料等：関東支部ホームページに
掲載します．

問合せ先：日本地質学会関東支部　幹事長　笠間友博
神奈川県立生命の星・地球博物館気付　
電話　0465-21-1515
Eメールアドレス：kasama@nh.kanagawa-museum.jp



ての枠組みとして院生・学生に対する助成を考えても良いので
はないかとの意見も出されました．次期支部長の岩手大学土谷
会員からは，２年に１回の総会・発表会のほかに巡検・講演会
を毎年開催して支部の交流を盛り上げたい等の意見が表明され
ました．支部長会議の報告の１つであった「県の石」の選定に
ついては石渡会長からの提案理由の趣旨説明もあり，活発な意
見交流が持たれました．

予定していた30分を大幅に超える約１時間にわたる白熱した
建設的な討論がおこなわれ，有意義な総会となりました．２月
13日現在の東北支部会員321名・総会定足数は22名のところ，
総会出席の会員15名と委任状14通の計29名で，審議事項が承認
されました．

14時15分から始った講演会では，ポスター発表ショートトー
ク12件を挟んで前半５件，後半５件，計10件の口頭発表があり，
その後のポスターコアタイムを含め，非常に活発に議論が交わ
されました．講演会・ポスター発表では，山形大学理学部の学
生・院生の方々に多く参加していただき，若手のパワーを感じ
ることができました．また，分野の違う参加者が一同に会して
の講演会は，通常の年会では分野・セッションが違うために聞
く機会がなかった様々な分野の研究発表に接する機会となり，
非常に有意義な時間を過ごすことができました．総会で議論に
なった年１回の講演会の必要性を改めて実感したしだいです．

山形大学厚生会館で予定時刻より20分遅れの18時30分から
始った懇親会は，15名の参加で，いろいろな情報交換ができま
した．通常ではこのような交流の機会はなく，支部メンバー交
流の行事として，とても有益であったと思いました．山形宿泊
メンバーの一部は懇親会後にさらに２次会へと出かけていきま
した．参加者のみなさま，委任状お送りいただいたみなさまに
感謝いたします．

参加者：根本直樹，土谷信高，佐々木　惇，村上英樹，藤本幸
雄，遠藤大介，永広昌之，石渡　明，鎌田隆史，菖蒲幸雄，新
妻信明，久保雅臣，鏡　早智，増沢優介，谷　優也，山野井
徹，中川遼也，河野　元，西　勇樹，岩田尚能，佐藤昴徳，伴
雅雄，中島和夫，加々島慎一，川邊孝幸，大友幸子．以上26名

（うち会員15名）
委任状（14通）：柴崎直明，平野直人，榊原信夫，中里俊行，
斎　宏行，長橋良隆，鎌滝孝信，加藤　修，黒墨秀行，川村寿
郎，八木浩司，本山　功，滝田良基，松山　力

参加費：一般200円，学生院生100円，懇親会費：一般4000円，
学生院生1000円

（支部幹事：山形大学　大友幸子）

下記の要領で，北海道支部平成26年度例会（個人講演会）を
開催いたしますので，ご出席のほどよろしくお願いいたします．

日時：2014年５月31日（土）10:00～18:00（予定）
場所：北海道大学理学部5号館大講堂（５-203）

講演申込締切：2014年５月２日（金）
講演要旨締切：2013年５月15日（木）

個人講演会での発表を歓迎します．2014年５月２日（金）ま
で講演タイトル・発表者を電子メールまたは郵送で申込みくだ
さい．また，講演要旨は，１講演あたりA４で１～２ページで
作成し，PDFまたはMS Wordファイルで2013年５月15日（木）
までにお送りください．

口頭時間は発表17分，質疑３分の予定です．
※講演要旨PDFファイルを支部ホームページに公開します．

ホームページ公開を希望する・しないを必ず明記してくだ
さい．

また，支部例会の翌日には支部主催の野外巡検があります．
この巡検にもぜひ参加してください．詳細は下記のとおりです

（後日，さらに詳細な情報等をご連絡いたします）．

野外巡検「裏山の地質災害―豊平川の洪水」
2014年６月１日（日）８:00～15:30
鴨々川水門，南19条大橋の中洲，藻岩下地区の網状流路，1981
年の被災と氾濫跡，小金湯温泉の悲劇
案内:宮坂省吾・関根達夫・佐々木啓輔・岡村　聡
定員20名，参加費2500円（予定），学生・院生割引有（検討中）

申込・問い合わせ先：
北海道支部幹事庶務：沢田　健　
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西８丁目　
電話011-706-2733 メール：sawadak@mail.sci.hokudai.ac.jp
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支部コーナー

東北支部：写真左から　活発に質

問･議論がおこなわれた講演会の

ようす．ポスターセッションコア

タイム風景

☆北海道支部
お知らせ

北海道支部平成26年度例会（個人講演会）
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ご希望の方は代金を添えて本会事務局宛お申込みください．なお，２冊以上のお申込みにつきましては送料をお問い合わ
せください．
現金書留または郵便振替　00140－8－28067

40号以前の論集については，一部在庫がございます．院生・学生４割引，正会員２割引で販売しております．ご希望の方
は学会事務局までお問い合わせ下さい．No. 40以降の論集 : 院生・学生のみ２割引

地　質　学　論　集
第 40 号　中央構造線のネオテクトニクス―その意義と問題点―．岡田篤正ほか編，250pp., 1992年12月刊，会員頒価3,200円，

〒350円
第 42 号　西南日本の地殻形成と改変．小松正幸ほか編，357pp., 1993年４月刊，会員頒価3,100円，〒350円
第 43 号　浅部マグマ溜りとその周辺現象の地球科学．村岡洋文ほか編，177pp., 1994年４月刊，会員頒価2,000円，〒350円
第 44 号　島弧火山岩の時空変遷．周藤賢治ほか編，335pp., 1995年11月刊，会員頒価2,800円，〒350円
第 45 号　シーケンス層序学―新しい地層観を目指して．斎藤文紀ほか編，249pp., 1995年８月刊，会員頒価2,500円，〒340

円（売り切れました）
第 46 号　火山活動のモデル化．佐藤博明ほか編，162pp., 1996年９月刊，会員頒価 1,900円，〒300円
第 47 号　日高地殻―マントル系のマグマ活動．荒井章司ほか編，323pp., 1997年４月刊，会員頒価3,000円，〒350円
第 48 号　Cretaceous Environmental Change in East and South Asia （IGCP350） Contributions from Japan―　岡田博有

ほか編，188pp.，1997年６月刊，会員頒価 2,100円，〒350円
第 49 号　21世紀を担う地質学．新妻信明ほか編，232pp.，1998年３月刊，会員頒価 2,500円，〒350円
第 50 号　構造地質　特別号―21世紀の構造地質学にむけて―．狩野謙一ほか編， 263pp.，1998年７月刊，会員頒価2,500円，

〒350円
第 51 号　地震と地盤災害―1995年兵庫県南部地震の教訓―．岡田博有ほか編， 162pp.，1998年３月刊，会員頒価3,000円，

〒350円
第 52 号　オフィオライトと付加体テクトニクス．宮下純夫ほか編，316pp.，カラー 10pp.，1999年９月刊，会員頒価3,000円，

〒350円
第 53 号　本州弧下部地殻と珪長質マグマの生成・活動システム．加々美寛雄ほか編，401pp.，1999年11月刊，会員頒価3,900

円，〒360円．
第 54 号　タフォノミーと堆積過程―化石層からの情報解読―小笠原憲四郎ほか編，197pp.，1999年12月刊，会員頒価2,900

円，〒350円．
第 55 号　ジュラ紀付加体の起源と形成過程．木村克己ほか編，221pp.，2000年１月刊，会員頒価2,800円，〒340円．

（売り切れました）
第 56 号　古領家帯と黒瀬川帯の構成要素と改変過程．高木秀雄ほか編，253pp., 2000年３月刊，会員頒価2,900円，〒350円．
第 57 号　砕屑岩組成と堆積・造構環境．公文富士夫ほか編，240pp., 2000年９月刊，会員頒価2,800円，〒350円．
第 58 号　地震イベント堆積物―深海底から陸上までのコネクション―藤原　治ほか編，169pp., 2004年12月刊，会員頒価

2,900円，〒350円．※これまで売り切れとなっていましたが，在庫が確認されましたので，再度販売を開始いたします．
（2014.4.7）

第 59 号　沖積層研究の新展開　井内美郎ほか編，212pp.，2006年５月刊，会員頒価2,400円，〒350円．

リーフレットシリーズ
大地の動きを知ろう―地震・活断層・地震災害―　1995年４月発行　会員頒価200円（非会員300円）
大地のいたみを感じよう―地質汚染Geo－Pollutions 1997年２月発行　会員頒価200円（非会員300円）
大地をめぐる水―水環境と地質環境―　2001年５月発行　会員頒価300円（非会員400円）
日本列島と地質環境の長期安定性　2011年発行　会員頒価500円（非会員600円）

地質リーフレットたんけんシリーズ（20部以上購入の場合割引あり）
１．箱根火山たんけんマップ―今、生きている火山　2007年５月発行　会員頒価300円
２．屋久島地質たんけんマップ―洋上アルプスは不思議な地質がいっぱい―　2009年３月発行　会員頒価300円
３．城ヶ島たんけんマップ―深海から生まれた城ヶ島―　2010年９月発行　会員頒価300円
４．富士山青木ヶ原溶岩のたんけん―樹海にかくされた溶岩の不思議―　2014年３月発行　会員頒価300円

地質リーフレットシリーズ
１．箱根火山　2007年７月発行　会員価格1,000円（20部以上購入の場合割引あり）

下敷き : 「干渉色図表」・「偏光顕微鏡による鉱物鑑定表」（英語版）１枚200円（非会員300円）

電子書籍シリーズ
地学を楽しく！：ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック　　2013年12月発行　［Kindle版/PDF版］ 定価1,380円

講演要旨集ほか
第118年見学旅行案内書（2011年水戸） 会員頒価2,800円，〒500円
第117年学術大会講演要旨（2010年富山） 会員頒価4,000円，〒500円
第117年見学旅行案内書（2010年富山） 会員頒価2,800円，〒500円
第116年見学旅行案内書（2009年岡山） 会員頒価2,800円，〒500円
第115年見学旅行案内書（2008年秋田） 会員頒価2,500円，〒500円
※このほか，大会講演要旨は，2002年新潟，2003年静岡，2004年千葉，2006年高知，2007年札幌，見学旅行案内書は，

2004年千葉，2005年京都に残部があります．

フィールドノート：学会オリジナル．12×19cm．ハードカバー．レインガード使用　会員頒価１冊500円．

出　版　物　在　庫　案　内
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★街中ジオ散歩 in Tokyo（地質の日
行事）

「下町低地の地盤沈下と水とくらし」徒歩見

学会

５月10日（土）９:50～17:00 少雨決行（予定）

見学場所：東京都江東区清澄白河ほか

http://www.geosociety.jp

○東京地学協会春季特別公開講演会
「日本と世界の奇岩に見るジオ多様性」
５月17日（土）14:00～16:30

場所：東京地学協会地学会館講堂

加藤碵一（産総研・地質情報整備活用機構）

「日本奇岩百景とジオ多様性」

須田郡司（石の写真家・巨石ハンター）「世

界奇岩巡礼」

参加費・予約不要

http://www.geog.or.jp/

★関東支部：緊急学習会『福島第一
原子力発電所汚染水処理問題収束の
ために地質学は何をなさねばならな
いか』
５月17日（土）13:00～17:00

会場：日本大学文理学部３号館3505教室

http://kanto.geosociety.jp/

★一般社団法人日本地質学会第６回
（2014年度）総会
５月24日（土） 15:30～17:00

場所：北とぴあ（東京都北区王子）

・第５回惑星地球フォトコンテスト表彰式・

展示会

・公開講演会「日本の地質学：最近の発見と

応用」も同日開催いたします．

★近畿支部地球科学講演会（地質の
日行事）

「プレートの沈み込みと国土形成－紀伊半島

南部のおいたちとジオパーク構想－」

５月25日（日）13:30-15:30

場所：大阪市立自然史博物館講堂

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/

月　June
○地質学史懇話会
６月28日（土）13:30～17:00

場所：北とぴあ８階803号室

相原延光：お天気博士藤原咲平の生涯と地学

史における再評価（仮題）

加藤碵一：「地文学」と「地人論」考

月　July
○第51回 アイソトープ・放射線研究
発表会
７月７日（月）～９日（水）

場所：東京大学弥生講堂

7

6

2014.４～

地球科学分野に関する研究会，学会，国

際会議，などの開催日，会合名，開催学会，開

催場所をご案内致します．会員の皆様の情

報をお待ちしています．

★印は，日本地質学会行事．

2014年
月　April

★関東支部2014年度総会・地質技術
伝承講演会
４月19日（土）14:00～16:45

場所：北とぴあ７階（東京都北区王子１-11-１）

詳しくは，http://kanto.geosociety.jp/

○第13回重金属類・廃棄物に関わる
地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会　共催

４月25日（金）～４月27日（日）

場所：潮来ホテル（JR潮来駅前）ほか

http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm

○日本地球惑星科学連合2014年大会
４月28日（月）～５月２日（金）

場所：パシフィコ横浜会議センター（横浜市

西区みなとみらい）

http://www.jpgu.org/

月　May
○地球惑星科学NYS若手合宿2014
2014年５月２日（金）～４日（日）

場所：八王子セミナーハウス（東京）

https://sites.google.com/site/nyswakate/2014

○第６回国際レルゾライト会議
５月４日（日）～14日（木）

開催場所：Marrakech, Morocco

http://www.gm.univ-montp2.fr/Lherzolite/

○Marjorie Chan教授　講演会
日本地質学会　共催

（東京）５月９日（金）15時～17時

場所：東京工業大学地球生命研究所セミナー

室（４階）

（京都）５月11日（日）15時～16時

場所：京都大学百周年時計台記念館国際交流

ホールI

問い合わせ先：

日本堆積学会国際交流委員会

池原　研mail: k-ikehara@aist.go.jp

5

4

http://www.jrias.or.jp/seminar/cat4/505.ht

ml

月　September
○国際鉱物学連合第21回総会
（IMA2014）
９月１日（月）～５日（金）

開催地：南アフリカ

http://www.ima2014.co.za/index.php/call-

for-abstracts

○IGCP608「白亜紀のアジア－西太
平洋地域の生態系システムと環境変
動」第２回国際シンポジウム
日本地質学会　共催

９月４日（木）～６日（土）（シンポジウム）

９月７日（日）～10日（水）（巡検）

場所：早稲田大学大隈講堂小講堂

http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/

★日本地質学会第121年学術大会
９月13日（土）～15日（月・祝）

場所：鹿児島大学ほか

○第11回ゴンドワナからアジア国際
シンポジウム、国際ゴンドワナ研究
連合2014年会及び付属野外巡検
会議：９月19日～21日　巡検：22日～24日

場所：北京，China University of Geosciences

Beijing

http://www.iagrhomepage.com

○第31回歴史地震研究会（名古屋大
会）
９月20日（土）～22日（月）

場所：名古屋大学減災連携研究センタ－減災

ホール

講演申込締切：５月30日（金）

http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu

7.html

○第58回粘土科学討論会
日本地質学会　共催

９月24日（水）～27日（土）

場所：福島市A・O・Z（アオウゼ）

参加・講演の申込期間：６月16日（月）～７

月11日（金）

http://www.cssj2.org/

月　October
○IGCP589「アジアにおけるテチス
区の発達」第３回国際シンポジウム
プレ巡検：10月19－20日

シンポジウム：10月21－22日

ポスト巡検：10月23－26日

開催場所：テヘラン，Hoveizehホテル

http://igcp589.cags.ac.cn/Symposia.htm

10

9

C A L E NDAR
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他にも過去の入選作品も含めた展示会が予定されています。
迫力のある作品をぜひ会場でご覧ください。

・みどりの i プラザ（日比谷公園内）：7月 1日（火）～ 31日（木）
・地質情報展（鹿児島大会）：9月 13日（土）～ 15日（月）

千葉県立博物館での展示の様子（2012年）

第5回惑星地球フォトコンテスト
入選作品展示会のお知らせ

ジオフォトコンテストの最高峰

一般社団法人日本地質学会

2014年 5月 3日（土）17時
　　　　　　～ 17日（土）13時
会場：銀座プロムナードギャラリー
　　　（中央区銀座 4丁目地内　東銀座地下歩道壁面）

皆様お誘い合わせの上是非ご覧下さい

晴海通り

昭
和
通
り

銀
座
通
り

地下鉄東銀座駅 地下鉄銀座駅

三越

松屋

歌舞
伎座

銀座
プロムナード
ギャラリー
（地下道）

千葉県立博博博博博物物物物物物物物物物館

惑星地球
　フォトコンテスト

など

昨年の各地での展示会風景（右
から，埼玉県立自然の博物館，
兵庫県人と自然の博物館，あい
ちサイエンスフェスティバル）

http://www.photo.geosociety.jp/

日本地質学会第120年学術大会（仙台大会）
プログラム

2013年9月14日（土）～16日（月・祝）
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