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（東京都千代田区日比谷公園内
　　　　　　　　緑と水の市民カレッジ3階）

共催　公益財団法人東京都公園協会
主催　一般社団法人日本地質学会

入場
無料

場 所：みどりの i プラザ

場所　みどりの i プラザ
　（日比谷公園内 緑と水の市民カレッジ 3階）
開館時間　午前９時から午後 5時
休館日　日曜・祝日　　入場無料

東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線
「霞ヶ関駅」下車 B2・C1 出口徒歩 3分
都営地下鉄三田線「内幸町駅」下車徒歩 5分
JR 山手線「有楽町駅」下車徒歩 15 分写真：第 5回惑星地球フォトコンテスト入選作品

日本地質学会第120年学術大会（仙台大会）
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申込・問い合わせ：一般社団法人  日本地質学会
　電話　03-5823-1150　FAX03-5823-1156   e-mail: main@geosociety.jp

広報誌ジオルジュ　一括割引購入のご案内広報誌ジオルジュ　一括割引購入のご案内
　日本地質学会では広報誌「ジオルジュ」を発行しています
（年2回発行．定価250円）．　
　博物館・学校・研究機関などで，イベントでの配布物，友
の会へのプレミアグッズ,ストアなどでの販売物として，ジオ
ルジュを利用してみませんか．部数に応じて割引価格を設
定しておりますので，是非ご検討下さい．

【割引価格例】
　100部：20,000円（定価2割引）
　300部：52,500円（定価3割引） 
これ以外についてもご希望に応じてご相談承ります．

　毎号各地のジオパークの特集記事の掲載も企画してい
ます．ジオパークの広報の一環としてもご活用ください．

最新号（2014前期号）発行！

「わがこっじゃっど，地質学」「わがこっじゃっど，地質学」
日本地質学会第121年学術大会（鹿児島大会）

会期　2014年9月13日（土）～15日（月）
会場　鹿児島大学郡元キャンパス ほか

講演申込・要旨投稿締切：7月1日（火） 18時

http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html

事前参加登録締切：8月19日（火） 18時

講演申込画面（PASREG）：入力時の注意
（１）新規登録：〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得しましょう
演題登録トップ画面一番下【新規登録はこちらから】から新規登録を行い，〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得してくださ
い。登録画面には“演題情報”のほかに“連絡者情報（一度登録しておけば書き換える必要の無い項目）”もあります。まず
は新規登録を行い，〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得することをお勧めします。

（２）修正する場合：画面右上【マイページ】からログイン
〔受付番号〕と〔パスワード〕で，【マイページ】からログインいただき，締切まで何度でも入力情報の修正ができます。

画面操作に慣れていないと，タイムアウトする可能性が高く，締切直前の登録は入力ミス等も多くなります。余裕をもって
ご登録下さい。

巡検のお申込は，とくにお早めに！
巡検は，旅行社を通じての手配のため，申込受付の延長は，行えません。お申込はお早めにお願い致します。

（郵送の場合　6月25日（水）必着）

（郵送・FAXの場合　8月15日（金）必着）

巡検参加申込締切　8月8日（金）18時
（郵送・FAXの場合　8月6日（水）必着）
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2014年度会費およびそれ以前の未納会費がある方へ

６月中旬に督促請求書（郵便振替用紙）を郵送しました．

早急にご送金くださいますようお願いいたします．

７月上旬頃までに入金確認が取れない場合には，７月号の雑

誌から発送停止となります．定期的に雑誌をお受け取りになり

たい方は，お早めにご送金ください．



この度，日本地質学会（以後，地質学会と略します）

会長に就任いたしました．２年間の任期中，率先して地

質学会のために尽力する所存です．「汗をかく執行体制」

を確立し，日本の地球惑星科学分野における地質学会の

プレゼンスの向上に努めます．私は，会長に立候補する

際に５つの公約をあげました．ここでは，抱負として，

それらの公約をさらに詳しく説明したいと思います．な

お，紙面が制約されている関係上，公約の中で，ここで

言及することができない事項があることを御了承下さ

い．

１．研究の活発化と研究水準の向上

地質学会は学術団体ですので，研究の活発化と研究水

準の向上を実現します．まず，学会が発行する２つの学

術誌（地質学雑誌とIsland Arc）のさらなる充実が必須

です．地質学雑誌は投稿数が少なく，月刊を維持するの

がギリギリという状態が続いております．これは地質学

雑誌に限ったことではなく，多くの学会が日本語雑誌の

原稿の確保に苦慮しております．投稿の促進のため，編

集委員会は多くの対策を講じております．私は，それら

の対策を全面的に支持するとともに，タイムリーな特集

号を組むための組織的取り組みを進めて行きたいと思い

ます．また，安定した出版のため，隔月刊行あるいは完

全電子化も視野に入れた改革が必要と思われますので，

早急に学会の皆様に意見を伺う機会を設けたいと思いま

す．一方，Island Arcもインパクトファクターが1.0付近

に留まっており， I S I 採録誌の G e o s c i e n c e s

Multidisciplinary分野では中の下という位置にありま

す．招待論文を増やす等の措置により質の高い論文の出

版に務めるとともに，Island Arc掲載論文の被引用数が

増えるようなプロモーションを展開する必要がありま

す．

海外の学会（特に学術交流協定を締結している韓国，

ロンドン，モンゴル，タイの地質学会）と連携した研

究・教育プログラムを推進し，学会独自および関連学会

との共催によるホットな話題に関するワークショップ・

シンポジウムの積極的な開催を図ります．本年９月に開

催予定の第121年学術大会（鹿児島大会）では，ロンド

ン地質学会と津波堆積物に関する国際シンポジウムが開

催予定です．また，すでに第122年学術大会（信州大会）

で催行を希望する国際セッションの申し込みも来ており

ます．今後，各学術大会において，少なくとも１つの国

際セッションを開催することが慣例化されるようにした

いと思います．

２．学会の運営体制の強化

新たな執行体制では，渡部芳夫氏（産総研地質調査情

報センター）と山本高司氏（川崎地質）が副会長に就任

し，「産学官が連携し，その英知を結集して地質学会を

運営」する体制になります．今後，産学官の連携を拡

大・発展させ，地質学会の責任と義務の遂行に尽力しま

す．また，4,000名を切った会員数の減少に歯止めをか

けるため，シニアを人材として積極的に活用するととも

に，若手の入会数増加策を実施します．特に，若手の入

会数増に一定の成果をあげている他学会の方策を研究

し，その方策が地質学会にとってもメリットがあるなら，

導入を検討したいと思います．

先日の理事会では，地質学会の財政が赤字体質である

との指摘を受けました．これは極めて重大な問題であり，

速やかに財政の健全化に向けた対策を講じたいと思いま

す．しかし，財政の緊縮により，地質学会の学術活動や

社会貢献活動が不活発にならないよう，バランスを考え

た対策にします．
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一般社団法人日本地質学会長

（東北大学大学院理学研究科地学専攻）



３．高校における地学教育の充実

残念なことに，高校における地学の履修率が決して高

くない状態が続いております．地学は，自らの生活の基

盤である国土や地球に関する知識，宇宙と地球の成り立

ちと現在の姿，地球環境の変化と生物の進化を扱う重要

な学問分野です．つまり，地学は将来を担う世代が生き

て行くために必要な知識を与える教科であり，その中に

は彼らがどのような世界を作るのかを考えるための基礎

が含まれています．よって，高校における地学教育を充

実させることは，将来を担う世代のために現在を担う

我々が果たすべき責務といえます．地質学会は関連学協

会と連携し，高校における地学教育の充実に向け努力し

ます．

４．ジオハザードに対する取り組みの強化

東日本大震災以後，ジオハザードに対する市民の関心

が高まっています．ジオハザードの防災・減災に向けた

取り組みを積極的に支援します．また，ジオハザード発

生後の調査に迅速に取り組み，その知見を集積して防

災・減災に活かすため，タスクフォースを編成します．

日本各地で発生するジオハザードに対して迅速に対応す

るためには，支部の協力が不可欠ですので，各支部と協

議して，体制を整備したいと思います．さらに，ジオハ

ザードについての地質学会のウェブサイトを充実させ，

社会への情報発信を強化します．

５．「地学を身近に」活動の展開

地質学会は，フォトコンテスト，地質情報展，ちーと

も，ジオルジュなど多様なアウトリーチ活動を行ってき

ました．私は，これらの活動を継続・発展させ，一般市

民と地学の間の距離を縮めたいと思っております．その

ための一連の活動を「地学を身近に」活動と呼ぶことに

します．この活動の第一段として，石渡　明前会長が企

画した「日本各県の岩石・鉱物・化石」を完成させ，出

版します．すでに，選考から出版までのアクションプラ

ンを作成しましたので，今後，支部および専門部会の協

力を得て，早期に出版に漕ぎ着けたいと思います．その

他にも，「地質の日」に行われている市民向け巡検を積

極的にサポートし，“巡検案内書”の出版に向けての取

り組みを支援します．

また，ジオパークに関しては，地質学会の内外の関連

組織および現地の組織・団体の活動を支援し，多くの地

域が認定されるように尽力したいと思います．

全ての公約が達成できますよう，会員各位から御指導

および御鞭撻を賜ることができましたら幸甚です．何卒，

よろしくお願いいたします．

2014年６月
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執行理事（常務）を拝

命しました．2007年か

ら３年間にわたり行事

委員長を務め，2010年

から副常務，2012年か

ら常務として学会運営

に努力してきました．

引き続き常務として，

会長，副会長とともに，

学会全体の運営に尽力したいと思っております．私は，九

州を中心とした５万分の１及び20万分の１地質図幅作成

と，20万分の１日本シームレス地質図の作成を仕事とし，

日本列島の広域的な地質をテーマに研究を行って来まし

た．また，地質情報展や地質の日の立ち上げを行い，地質

学の成果普及や地質学の社会的立場の強化にも努めて参り

ました．震災以降，社会の目が地質に向いている状況を好

機としてとらえ，地質学の成果が社会で確固たる評価を得

られるよう，微力ながら努力して行きたいと思います．

常務理事：斎藤　眞（産総研）

海外の学会との協

定を結ぶなど，日

本地質学会の国際

的な活動はこの数

年間活発になって

きました．具体的

な例として，鹿児

島大会で予定して

いるイギリス地質

学会と共催の「津波の地質学」に関する国際シ

ンポジウムなどがあります．2015年イギリスで

も同様なシンポジウムを企画しているところで

す．今後も同様な活動を維持しつつ，海外の学

会との連携を強めたいと考えています．

学術研究部会：Simon Wallis（名古屋大）

会長を補佐し，産

業界の立場から日

本地質学会の発展

のために取り組み

ます．特に，産学

官の連携による幅

広い職業分野の会

員の声を学会運営

に反映します．地

質企業への就職支援のため，学術大会での企業

紹介を継続するとともに，地質技術者の継続教

育としてのシンポジウム・講演会でのCPD発

行，野外研修の場の提供を積極的に進めます．

地質災害に関しては他学会と協同するとともに，

HPを通じて社会に情報発信をしていきます．

副会長：山本高司（川崎地質㈱）

100年以上前に国

土開発と産業振興

のために生まれた

日本の地質学は，

今再び社会のため

の地質学として重

要性が高まってい

ます．一方，少子

化や地質学への就

学の減少，国内における土木地質学需要の減少

により，本学会のみならず地質学系の学会の会

員減少は顕著になってきています．私は，本学

会での有意義で魅力ある活動を通じて，入会の

増加と退会の抑制に努力し，健全な会計運営と

なるよう尽くしていきたいと存じます．

運営財政部会：緒方信一（中央開発㈱）

学術研究部会行事

担当理事に就任し

ました名古屋大学

の竹内　誠です．

行事委員長という

重責を担うことに

なりました．日本

地質学会の重要な

行事である学術大

会が，活気があり，魅力的な行事となりますよ

うに，大会実行委員をはじめ様々な関係者の皆

様，および会員の皆様のご協力をいただきつつ，

職務を全うしていきたいと思っています．どう

ぞ，よろしくお願いします．

学術研究部会：竹内　誠（名古屋大）

日本地質学会の組

織を支える２本柱

の専門部会と支

部，そしてそれら

をさらに支援する

本部の学会活動

が，会員の研究を

どのようにサポー

トできるかについ

て，次期中期ビジョンの内容を踏まえつつ形に

していきたいと思います.それを通じて，本部

事業や理事会で担っている他機関，学会等との

連携についても，中立公正な学術団体としての

プレゼンスがさらに高まるように進めます．

副会長：渡部芳夫（産総研）

力不足の若輩には

重すぎる役目であ

り，身の引き締ま

る思いです．常務

理事を補佐しなが

ら，地質学および

本会のますますの

発展のために努力

します．

副常務理事：星　博幸（愛知教育大）

今期は地質基準，

JISを担当させて

いただきます．私

は執行理事とし

て，地質学の社会

での認知度向上に

努めていきたいと

考えています．地

質学の表記や用語

が社会で利用しやすいように定められ，JIS等

に登録されることは，まさに地質学が社会で認

知される第一歩と言えると思います．また，そ

れら標準化された表記・用語を社会に広めるこ

とも学会としての大きな役割と考えます．これ

から2年間，よろしくお願いいたします．

学術研究部会：中澤　努（産総研）

任期：2014年５月24日から
2016年総会まで

2014年度
新執行理事
紹介
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広報委員長として

学会広報に注力す

る所存です．日本

の地質学を代表し

て社会に声をあげ

るのは地質学会の

重要な責務の一つ

です．プレスリ

リース，ウェブサ

イト，ジオルジュ，ちーともなど外部向けメ

ディアの充実を図ります．また，学会内部での

意見交換と情報共有を通じて学会の活性化のた

めにもgeo-Flashとニュース誌，会員SNSの魅

力アップに広報委員ともども努力します．どう

ぞよろしくお願いいたします．

広報部会：坂口有人（山口大）

新執行理事とし

て，社会貢献部会

の学校教育関係を

担当することにな

りました．これま

での地学教育関係

の活動を引き継ぎ

つつ，できるだけ

多くの高校生に地

学という科目を履修してもらえるようになるた

めの活動を展開していきたいと思います．また，

高校等における地学教員採用関連情報を若手会

員に発信することにより，一人でも多くの会員

が地学教員として教壇に立てるように務めたい

と思います．

社会貢献部会：廣木義久（大阪教育大）

地質学会が擁する

国 際 誌 と し て

Island Arcは会員

の皆様に研究成果

を広く世界に発信

するとともに，国

際的に評価される

場を提供する役割

を担っておりま

す．近年の電子化の流れとともに，多くの競合

誌が発行されつつあります．Island Arc編集委

員長として，単なる電子化した雑誌ではなく，

電子ジャーナルの利点を活かした制度の整備な

どIA誌の差別化と一層の充実，評価の向上に

努めたいと思います．

編集出版部会：海野　進（金沢大）

最近の地震や火

山，台風などによ

る自然災害は，市

民にとって自然へ

の脅威と，防災・

減災の必要性を強

く感じる機会と

なっています．そ

して，私たち市民

が暮らす大地への関心は高まっています．地質

学は，大地の様子を調べる学問です．その成果

は，私たち市民の生活と密着しています．その

ことの重要性を常に意識して，地質学会の活動

を地質学の楽しさをも伝えながら，もっと普及

させるべく努力していきたいと思います．

社会貢献部会：平田大二（神奈川県博）

編集出版部会部会

長を務めさせてい

ただきます．引き

続き編集委員長と

して，地質学雑誌

の維持発展のため

に力を注ぎます．

先人の築いてこら

れたレベルの高い

邦文学術誌というステータスを維持しつつ，時

代に合った誌面をつくっていきたいと思いま

す．

編集出版部会：山路　敦（京都大）

引き続き，広報部

会の執行理事に選

出されました．地

質学会の様々な活

動を，より多くの

皆様に知って頂け

るよう頑張りたい

と思います．少し

でも地質学が身近

なものになるよう貢献できれば幸いです．

広報部会：松田達生
（NPOリアルタイム地震・防災情報利用協議会）

性別や年齢を超え

て，相手が分かり

やすい言葉と話題

で地質学への扉を

開くことができる

よう，地質学の専

門家集団ができる

ことを考え，実行

していきたいと思

います．

社会貢献部会：杉田律子（科学警察研究所）

井龍会長のもと

で，執行理事とし

て企画出版を担当

することになりま

した．変動帯に住

む私たちにとって

地質学と地質学会

が果たすべき社会

的役割は非常に大

きいものです．企画出版の担当として，地質学

の普及を図るために魅力ある出版物を企画・出

版し，それによって地質学会の財政基盤の強化

にも貢献したいと思います．また，2015年の信

州での学術大会成功のために努力する所存で

す．

編集出版部会：保柳康一（信州大）
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鹿児島大会ニュース

学術大会に係るプレス発表について
例年，学術大会に係るプレス発表のために「特筆すべき研究

成果」を広く会員から募集しておりましたが，今年は，セッ
ション世話人から推薦された研究発表を対象とし，自薦は受け
付けないことと致しました．推薦された研究成果は，これまで
同様行事委員会と広報委員会によってレビューされます．プレ
ス発表は，９月初旬を予定しています．

（広報委員会）

宿泊予約に関するご注意
鹿児島大会期間中，鹿児島市内では他学協会のイベント等も

予定されています．宿泊予約が混み合う可能性がありますので，
お早めの手配をお勧め致します．地質学会では，近年学会を通
じての宿泊・交通手配の斡旋を行っていません．宿泊や交通に

については，各自で手配をお願い致します．

講演予定者で，現在未入会の方に関するお願い
講演申込を予定していて，まだ入会手続きをされていない方

（招待者を除く）がお近くにおられましたら，至急，入会申込
書を学会事務局宛に郵送頂くよう，ご周知下さい．
WEB画面から講演申込操作は現時点でも可能です．入力の

際，会員番号欄は空欄のまま，会員種別欄は『入会申込中』を
選択して操作を進めて頂けます．
申込締切時点（７/１）で入会申込書が到着していないと，

申込が受理されませんので，必ず入会申込書の提出（郵送）が
必要となります（７/１必着です）．
入会申込書は本誌巻末，学会HPをご参照ください．

巡検のみどころ
今年の鹿児島大会では，西日本支部を中心に多くの会員の協力を得て，計８コースの巡検を企画しました．また，国際シ

ンポジウムの関連巡検も予定されています．以下に各コースの魅力やみどころを詳しくご紹介いたします．
（鹿児島大会実行委員会巡検担当　井村隆介）

巡検を含む事前参加登録：８月８日（金）18時　締切
（郵送の場合は，８月６日（水）必着）

詳しくは，ニュース誌５月号予告記事，もしくは大会HPをご参照ください．

笊コース 九州西部に分布するジュラ紀付加体と海溝斜面堆積物

９月16日（火）日帰り
案内者：尾上哲治（熊本大）・西園幸久（西日本技術開発）

●魅力
本巡検では，九州西部の球磨川沿いに分布する秩父・三宝山

帯を対象として，この地帯を構成するジュラ紀付加体の起源と
形成過程を議論します．秩父・三宝山帯の陸源砕屑岩類は，玄
武岩・チャート・石灰岩などの雑多な岩相・年代の海洋性岩石
を異地性・異時代の岩塊として含むことが知られています．本
巡検では特に，これら海洋性岩石の付加以前の初生的な層序や
付加過程について焦点をあてた巡検を企画しています．また，
ジュラ紀付加体を被覆すると考えられる上部ジュラ系海溝斜面
堆積物の岩相・層序についても見学します．

●みどころ
・三宝山帯の上部三畳系海洋島玄武岩，メガロドン石灰岩，遠
洋性堆積岩（チャート．珪質ミクライト）．
・三宝山帯の最上部ジュラ系泥質混在岩相．
・秩父帯上部ジュラ系箙瀬層の石灰岩および泥質岩（海溝斜面
堆積物）．
・秩父帯の石炭系石灰岩，中部ジュラ系混在岩．

備考：昼食付．

球磨川「槍倒しの瀬」に露出する三宝山帯の上部三畳系石灰岩．三

畳紀後期の厚歯二枚貝化石であるメガロドンが国内で初めて報告さ

れた露頭として有名である．

三宝山帯の枕状溶岩．枕状溶岩の間隙を充填するinterpillow

limestoneからは，三畳紀後期のコノドント化石が産出する．



笆コース 甑島列島に分布する上部白亜系姫浦層群の層序と化石および堆積環境

９月16日（火）～18日（木）２泊３日
案内者：小松俊文（熊本大）・三宅優佳（熊本大）・真鍋　真（国立科学博）・平山　廉（早稲田大）・藪本美孝（北九州市立自

然史・歴史博）・對比地孝亘（東京大）

●魅力
甑島列島に分布する上部白亜系の姫浦層群は，露出が良く保

存状態の良い化石を多産することで知られています．特に下甑
島北部では，カンパニアン階下部～中部を示すイノセラムスや
アンモナイト，放散虫化石が産出しています．さらに周辺の露
頭では，近年になって恐竜やワニ，カメなどを含む陸生の脊椎

動物化石も見つかっています．また土石流堆積物やスランプ堆
積物などの重力流堆積物や波浪堆積物，カキ礁を伴う潮汐堆積
物などが海岸沿いに露出しており，美しい堆積構造を観察する
ことができます．

備考：昼食付．

下甑島北西部の鹿島断崖（夜萩円山）を形成する姫浦層群の砂岩や

泥岩．砂岩には大規模な斜交層理やハンモック状斜交層理が発達．

夜萩円山産のイノセラムス．下甑島の姫浦層群からは，白亜紀後期

の二枚貝や巻貝，アンモナイト，ウニなどの海生動物化石が多産．

笳コース 日南海岸沿いの深海相と重力流堆積物

９月16日（火）～17日（水）１泊２日
案内者：石原与四郎（福岡大）・闍清水康博（新潟大）・松本　弾（産総研）・宮田雄一郎（山口大）

●魅力
宮崎県の日南海岸沿いには，古第三系～新第三系の深海相が

よく露出します．日南市の猪崎で見られる，古第三系日南層群
のオリストリスのタービダイトにはソールマークや生痕化石，
様々な液状化・流動化構造がよく発達します．日南層群を不整
合で覆う宮崎層群のうち"宮崎相"は狭い陸棚をもつ斜面上に形
成されたファンデルタシステムで，相対的海水準の変動と対応
した堆積相の分布を示します．一方"青島相"は海岸沿いによく
露出し，特異な重力流堆積物を多く含む"タービダイト"サク
セッションからなります．そして一部にはイベント堆積物であ
る厚層理砂岩層も挟在します．本巡検では，これらの深海相・

タービダイトサクセッションをめぐり，様々な重力流堆積物や
それらが構成する地層を見学します．

●みどころ
・日南層群（猪崎鼻）（チャネル・レビーシステム，ソール
マーク，液状化・流動化構造）
・深海津波堆積物
・宮崎層群宮崎相（海底谷内の粗粒堆積相等）
・宮崎層群青島相（ファンデルタ沖合相のタービダイトサク
セッションと特異な重力流堆積物）

備考：昼食付．

日南層群のタービダイトの基底に見られるソールマーク．タービダ

イトには様々な液状化・流動化構造が発達するとともに，その基底

には多様なソールマークや生痕が認められる．
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宮崎層群青島層の連続性

の良い“タービダイト”

サクセッション．青島層

の砂岩層は古流向に沿っ

て連続性が良く，海岸に

沿ってこれらの側方変化

も見ることができる．中

央やや上寄りは見学ポイ

ントである巾着島．
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笘コース 桜島火山

９月16日（火）日帰り
案内者：小林哲夫（鹿児島大），佐々木寿（アジア航測）

●みどころ
・有村展望台で歴史時代の溶岩の表面地形の違いと平成火砕丘
のスロープを遠望
・長崎鼻の採石場にて天平宝字溶岩（764年）とそれを覆う歴
史時代の降下軽石層
・地獄河原の火山麓扇状地と平成火砕丘
・大正噴火（1914年）で埋没した黒神の鳥居

・安永諸島
・湯之平展望台で大正溶岩原（西側）の遠望
・大正溶岩の露頭観察

備考：昼食付．

笙コース 九州中西部地域の変成岩類：黒瀬川構造帯・肥後変成帯・木山変成岩

９月16日（火）～17日（水）１泊２日
案内者：小山内康人・中野伸彦・吉本　紋（九州大）・亀井淳志（島根大）

●魅力
九州中西部に点在する変成岩分布地域の中で，西南日本外帯

に位置する黒瀬川構造帯と同内帯に位置する肥後変成帯の各種
変成岩類、および木山変成岩を訪ねる．黒瀬川構造帯では，蛇
紋岩メランジュ中にブロックとして産する高圧変成岩類（カン
ブリア紀の海洋地殻起源とみなされる青色片岩，ヒスイ輝石－
藍閃石変ハンレイ岩など）と高温変成岩類（オルドビス紀の活
動的大陸縁における火山弧火成活動に由来するザクロ石－単斜
輝石グラニュライト，ザクロ石角閃岩など）を見学する．緑色
片岩相からグラニュライト相にいたる一連の地殻断面を示す肥
後変成帯では，部分溶融現象を伴う泥質グラニュライトや過ア
ルミナ質のサフィリングラニュライトなど，ペルム紀末の変成

作用を受けた下部地殻（一部は白亜紀の重複変成作用）を見学
する．また，木山変成岩では，石炭紀の高圧変成岩（青色片岩）
を見学する．これらを通して，日本列島形成に関する古生代テ
クトニクスについて現地討論する．

●みどころ
・黒瀬川構造帯（蛇紋岩中にブロックとして産するザクロ石－
単斜輝石グラニュライトやザクロ石角閃岩等の高温型変成岩
類およびヒスイ輝石藍閃石岩や青色片岩等の高圧型変成岩類）．

・肥後変成帯（ザクロ石菫青石片麻岩やサフィリングラニュラ
イト等の高温型変成岩類）．
・木山変成岩（青色片岩等の高圧低温型変成岩類）．

黒瀬川構造帯・坪木の鼻海岸の高温変成岩露頭．ハンレイ岩起源の

ザクロ石角閃岩，ザクロ石単斜輝石グラニュライトのほか，珪長質

片麻岩が広範囲に分布する．八代海をはさんで，遠景は天草諸島．

肥後変成帯・松橋町内田のサフィリングラニュライト．主要な構成

鉱物はサフィリン，コランダム，スピネル，菫青石であり，フロゴ

パイト，An成分に富む斜長石を含む．疣状に突出する鉱物は自形

性の強いコランダム．

●魅力
本コースでは，有村展望台で歴史時代の溶岩の表面地形の違

いと平成火砕丘のスロープを遠望→長崎鼻の採石場にて天平宝
字溶岩（764年）とそれを覆う歴史時代の降下軽石層を観察→
地獄河原の火山麓扇状地の観察→黒神の埋没鳥居→園山にて安
永諸島を遠望→湯之平展望台で大正溶岩原（西側）の遠望→大
正溶岩の露頭観察，を予定しています．

左：有村展望台から見た南岳．右肩に昭和火口からの噴煙，

松の茂った正面奥には昭和溶岩（1946年）の急崖が連なっ

ているのが見える．右：湯之平展望台からの眺め．手前の

斜面の全域が大正溶岩の分布域．道路脇の褐色部分は溶岩

堤防の斜面で，その裏側に湯之平火口が存在した．
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笞コース 世界遺産の島・屋久島の地質と成り立ち

９月16日（火）～17日（水）１泊２日
案内者：安間　了（筑波大）・山本由弦（JAMSTEC）・下司信夫・七山　太（産総研）・中川正二郎（屋久島地学同好会）

●魅力
世界遺産にも指定された洋上アルプス，屋久島．その生物多

様性を支える屋久島花崗岩がどのように貫入したのか，正長石
巨晶の配列，母岩の四万十層群の変形や接触変成作用の観察を
通して考えましょう．四万十層群の堆積物や枕状溶岩の産状，
圧密や変形構造の発達，地震による液状化構造などを観察し，
付加体が発達する過程を理解します．喜界カルデラの噴火に伴
う段丘堆積物の液状化構造などを観察し，第三紀と現世に発達
した構造を対照します．

●みどころ
・正長石の巨晶を含む屋久島花崗岩主岩相と花崗岩類のバリ
エーション
・四万十層群の構造と枕状溶岩の産状
・堆積性メランジュと造構性メランジュの対比
・幸屋火砕流堆積物と段丘堆積物に見られる液状化構造

備考：三食付き

写真左から，永田浜付近の花崗岩露頭．屋久島花崗岩と正長石の巨晶．落之川河口付近に見られる石英斑岩の大岩脈．デュープレクス

状の構造を示す砂岩脈

笵コース 南九州，鹿児島リフトの第四系

9月16日（火）日帰り
案内者：内村公大・鹿野和彦（鹿児島大総研博）・大木公彦（鹿児島大名誉教授）

●魅力
鹿児島リフトは，島原の雲仙地溝から沖縄トラフへと断続的

に島弧方向に配列する複数の沈降域のひとつです．このリフト
とその周辺は，リフティングを続けている地域にも関わらず，
鹿児島湾奥にあってマグマが集積し隆起している姶良カルデラ
縁でリフトを充てんする火砕流堆積物と湖沼成堆積物，内湾～
浅海堆積物を観察することができます．この巡検では，これら
が鹿児島リフトのリフティングと火山活動，そして海水準変動
とが連関したプロセスの中で形成されたことを裏付けるサク
セッションを観察します．

●みどころ
・0.5 Ma以降の温暖期に形成された浅海堆積物（吉田貝層）．
フジツボ化石と海棲貝化石，それらの破片が密集し，その中

に安山岩やデイサイトの岩片，軽石火山礫が散在する．
・1.0～0.5 Maの内湾～浅海成堆積物（国分層群）と，その中に
あって火山ガラス片が異常に厚く集積した細粒凝灰岩（麓凝
灰岩）．
・桜島起源の9.5 kaのSz-13（P-11）層準下から発掘された上野
原遺跡での昼食．
・複数のフローユニットからなる入戸火砕流堆積物の大露頭．
・阿多火砕流堆積物から岩戸テフラ（岩戸２，７，８，９），
大塚テフラ，深港テフラ，毛梨野テフラ，大隅降下軽石，妻
屋火砕流堆積物，亀割坂角礫層と入戸火砕流堆積物に至る一
連のテフラサクセッション．

備考：弁当配布．

（A）波状～低角度に斜交成

層した吉田貝層，（B）吉田

貝層中の貝殻片，安山岩・

デイサイト角礫と軽石火山

礫の接写（鹿児島市西佐多

町西中）．

岩戸テフラ（Iwt-7,8,9），岩戸テフラの古土壌面を凹状に侵食して

覆う大塚テフラとその上位のテフラ，古土壌のリップアップクラス

トを含む（霧島市国分重久岩戸）．
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鹿児島大会ニュース

笨コース 2011年新燃岳噴火と霧島ジオパーク

９月13日（土）日帰り（会期中実施）
案内者：井村隆介（鹿児島大）・石川　徹（霧島市）
注）小中高の教員ならびに一般市民を優先対象とします．

の噴出物や噴火による地形の変化などを観察する予定です．噴
出物に覆われた地域の植生回復の様子も見どころのひとつです．

●みどころ
2011年新燃岳噴火による堆積物観察，霧島火山の噴火史・地

形の学習，霧島ジオパークのジオサイト，拠点施設見学

備考：昼食付．

2011年１月26日16時22分頃の準プリニー式噴火の様子．新燃岳の南

約7.5kmから撮影．噴煙の高さは7,500mに達した．

国際シンポ関連巡検 Traces of paleo-earthquakes and tsunamis along the eastern
Nankai Trough and Sagami Trough, Pacifi c coast of central Japan

９月16日（火）～18日（木）２泊３日
案内者：藤原　治（産総研）

●魅力
本巡検では，東海地震や関東地震の痕跡を伝える建物や地

層・地形を巡るとともに，自治体等による防災対策の状況を視
察する．静岡県西部では東海地震・津波で移転した関所跡や，
川の土手に露出する津波堆積物を見学する．また，巨大津波を
想定して作られた津波避難タワーなども視察する．房総半島で
は大正・元禄の関東地震で隆起した海岸や，縄文時代の津波堆
積物を挟む露頭を見学する．これらを通じて，地形や地層から

古地震や津波を復元する研究を実感してもらい，その意義と今
後の方向性について議論する機会としたい．

●みどころ
・江戸時代の東海地震で移転を繰り返した新居関所．
・磐田市（太田川）の河川敷に露出する明応津波の堆積物．
・大正・元禄の関東地震で隆起した房総半島南部の海岸．
・縄文時代に房総半島南部の溺れ谷に堆積した津波堆積物．

●魅力
霧島山は，南九州の鹿児島・宮崎の県境に位置する，第四紀

の複成火山です．本コースでは，2010年に日本ジオパークネッ
トワークに登録された霧島ジオパークのジオサイトを巡りなが
ら，霧島山の噴火史や2011年１月に始まった新燃岳

しんもえだけ

噴火につい
て紹介します．巡検では，まず，麓から霧島火山全体の地形や
生い立ちを学び，その後，高千穂河原

た か ち ほ が わ ら

や新湯
しん ゆ

付近にて，2011年

静岡県袋井市に作られた津波避難タワー．内閣府が公表した南海ト

ラフで発生が考えられる「最大クラスの地震・津波」への対策が進

んでいる．

房総半島南部の溺れ谷に，約7500年前に形成された津波堆積物．津

波で運びこまれた礫や貝殻などからなる津波堆積物が内湾の泥層を

覆っている．

新湯温泉付近から見た新燃岳

（a：噴火前2009.05.25撮影，

ｂ：噴火後2013.04.22撮影）．
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主催：日本地球化学会

共催：日本地質学会ほか

会期：平成26年９月16日（火）～18日（木）

会場：富山大学五福キャンパス

年会サイト：http://www.geochem.jp/

conf/2014/

内容：口頭発表およびポスター発表，夜間小

集会，学会賞記念講演，総会，懇親会など．

関連イベントとして，９月15日（月・祝）

にショートコース，９月16日（火）に日中

地球化学フォーラム，９月20日（土）に市

民講演会を開催します．

講演申込：７月16日（水）14時締切．

参加登録：８月29日（金）14時事前参加登録

締切．以降は年会会場にて参加登録（当日

料金）．

※各種申込は年会ウェブサイトから行ってい

ただきます．詳細についてはホームページを

ご覧ください．

年会事務局：

〒930-8555 富山県富山市五福3190

理学部生物圏環境科学科内　2014年度日本

地球化学年会事務局

E-mail：2014@geochem.jp

会期：2014年９月８日（月）～10日（水）（９

月９日（火）午前は特別講演会，９月10日

（水）は見学会）

会場：滋賀県立大学（〒522-8533 滋賀県彦

根市八坂町2500）

当学会の17の研究会，本部及び関西支部の

企画による水環境についての，分析測定技術，

水処理技術，環境インフラ，環境保全，環境

影響評価などに関する多彩なセッションのほ

か，若手研究紹介セッション，年間優秀論文

賞受賞者講演，展示企業による商品開発や技

術情報の紹介，特別講演会「今，求められる

水環境研究とは？～滋賀県・琵琶湖からの

メッセージ～」（基調講演：嘉田由紀子氏

（予定），無料），琵琶湖の流入河川における

市民・行政・研究者の環境保全の取り組みの

見学会等が行われます．会員以外の方も参加

できますので，大勢の方のご参加を期待して

第17回日本水環境学会
シンポジウム

2014年度日本地球化学会
第61回年会

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．

原子力規制行政の充実・強化を図るため，

規制基準への適合性審査（耐震審査を含む），

原子力施設の保安検査等を行う職員を募集し

ます．

業務内容

（1）原子力施設の規制（規制基準への適合性

審査等）に関する事務

（2）原子力保安検査官

（3）原子力防災専門官

（4）核物質防護検査官

（5）保障措置に関する事務

（6）放射線による障害の防止，放射線防護又

は放射線の監視等に関する事務

（7）原子力防災に関するシステム管理事務

（8）原子力規制委員会の活動の広報に関する

事務

（9）原子力施設の安全性に係る国際関係事務

求める人材：実務経験を有する行政職員とし

て採用されるため，専門性についての能力

と経験を有する方，その中でも特に以下の

分野における知識や経験を有する方を求め

ています．

（一部抜粋して掲載）

・原子炉の核設計・燃料設計・臨界実験解

析・熱水力設計に関する分野

・地震工学（耐震設計を含む），地質学，津

波に関する分野

・放射性廃棄物管理・処理に関する分野

・非破壊検査又は溶接工学に関する分野

・原子力施設の保全・検査に関する分野

・国や自治体が行う防災・防火業務に関する

分野

・放射線測定・管理・環境モニタリングに関

する分野

・放射性同位元素，放射線発生装置，放射化

物等の取扱いに関する分野　ほか

採用予定人数：合計で60名程度（予定）

採用予定時期：平成26年９月以降（予定）

応募受付期間：平成26年６月９日（月）～平

成26年７月11日（金）（消印有効）

応募要領など，公募の詳細は，http://www.

nsr.go.jp/employ/20140609-01.html

原子力規制庁職員（経験者）
の公募

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
おります．

※詳しくは，学会HP（https://www.jswe.or.

jp/event/symposium/index.html）をご覧く

ださい．

連絡・問合せ先

公益社団法人日本水環境学会　シンポジウ

ム係

東京都江東区常盤２-９-７ グリーンプラザ

深川常盤201号

TEL 03-3632-5351 

E-mail nenkai＠jswe.or.jp

ホームページ　http://www.jswe.or.jp

東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究

センター・日本財団共催

日時：2014年７月20日（日）

「海洋教育セミナー」：10:00～12:00

「海洋教育フォーラム」：13:30～17:00

（終了後に同会場にて交流会を行います)

会場：東京大学・本郷キャンパス福武ホール

（http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/）

対象：小・中・高等学校教員，教育関係者，

学生，一般

定員：180名

参加費：無料（ただし交流会は有料，会費

1000円程度）

参加登録：セミナー＆フォーラム参加希望の

方（又は団体の代表者の方）は以下の項目

を事務局にご連絡下さい．

・参加人数

・参加者のお名前

・ご所属

・ご連絡先メールアドレス又はFAX番号セ

ミナーのみ参加／フォーラムのみ参加／両

方参加

・交流会参加人数

・交流会参加者氏名

問い合わせ

〒113－0033 東京都文京区本郷７-３-１

東京大学大学院理学系研究科海洋リテラ

シー事務気付

東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研

究センター

メール：rcme-info@oa.u-tokyo.ac.jp

電話：03-5841-4395，FAX：03-5841-8777

海洋教育セミナー＆フォーラム
「海の学びの万華鏡」
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１．職名・人員：専任講師，准教授または教

授　１名

２．担当科目：「地球と自然」および「自然

科学特講（地学）」を自然地理学の学識を

ふまえながら講義可能な者．なお主担当科

目は「地球と自然」とする．

３．応募資格：（1）博士学位取得者，また

はそれと同等の研究業績を有する者．（2）

国籍は問わない．ただし，日本語が十分に

使用可能であること．

４．採用日：2015年４月１日

５．応募締切日：2014年７月25日（金）17：

00必着

６．提出書類：以下の（1），（3），（5），（6），

（7）は法政大学社会学部所定様式を

http://www.hosei.ac.jp/saiyo/syakai_

bosyu.html から入手してください．

（1）履歴書（本人の署名または捺印，写真貼

付のあるもの）：原本１通＋コピー５部

（2）最終学歴の卒業または修了証明書：原本

１通

（3）研究業績の目録：６通

（4）審査を希望する主要な研究業績（著書ま

たは論文）：３点（各３部・コピー可）

（5）提出する著書・論文についての概要：各

６通（共著の場合，自分の担当部分を明記

のこと）

（6）これまでの研究経過および今後の研究計

画：６通

（7）大学教育に対する抱負：６通

（8）その他業績として参考にできるものも提

出可

７．書類提出先・問い合わせ先

〒194-0298 東京都町田市相原町4342

法政大学多摩事務部社会学部事務課

必ず封書の表に「地球と自然」と朱書の上，

簡易書留で郵送のこと

E-mail：jsyakai@adm.hosei.ac.jp（問い合

わせはE-mailにてお願いします）

TEL：042-783-2350 / 2351

８．審査：

（1）書類審査の上，該当者には面接審査の通

知を行います．

（2）書類審査の結果については，2014年11月

末までに通知します．

９．採用時確認事項　本学および本学部の教

育理念・目的を理解し，入試業務や学生に

対する教育指導責任を全うすること．

10．その他：

（1）提出書類等は，原則として返却いたしま

せん．ただし，著書や論文について返却を

希望される方は，送付先が明記された宅配

便の着払伝票を同封してください．

（2）提出いただいた書類等は厳重に保管・管

理し，審査終了後は責任をもって破棄しま

す．また，提出いただいた書類に含まれる

個人情報は，個人情報保護法に基づき，本

選考以外の目的には使用いたしません．

法政大学社会学部教員公募

１．公募人員　　准教授または講師 １名

（ポストに関しては，教育・研究業績・

専門分野を考慮し審査・決定します．）

２．所　　属　　山口大学大学院理工学研究

科 自然科学基盤系学域

地球科学分野

３．専門分野　　地質学及び応用地質学分野

４．担当教育　　共通教育科目，学部及び大

学院専門科目

５．応募資格

（1）博士の学位を有する方

（2）地球科学分野の実験・実習に加え，土木

地質学・自然災害学・地球変動学・地球環

境学・技術者倫理等の授業のうちいくつか

を担当できる方．またフィールド教育（野

外実習や野外巡検等）に熱意をもって取り

組める方．

（3）当学科ではJABEE（日本技術者教育認

定機構）認定プログラムに基づき教育を実

施しております．当該学科の現スタッフと

協調して，このプログラムに沿って高度技

術者となりうる人材の養成に積極的に取り

組める方．

６．着任時期　　採用決定後のできるだけ早

い時期

７．待　　遇　　給与等の雇用条件は，本学

の規定による．

８．応募締切 2014年７月31日（木）（必着）

９．提出書類

（1）履歴書（写真を貼付し，学位，連絡先

（住所，電話番号，可能ならば電子メール

アドレス，Webサイト）を明記すること．）

（2）研究業績リスト（研究論文，著書，総

説・解説等に分けて，査読の有無や印刷

中・投稿中のものはその旨を明記するこ

と）

（3）業績リストに記した主要研究論文の別刷

又はコピー（５編以内）

（4）これまでの研究経過と将来の研究計画

（A４判で２枚以内）

（5）着任後の教育に対する抱負（A４判で１

枚）

（6）競争的外部資金の獲得状況

（7）応募者について照会可能な２名の方の氏

名と連絡先

（所属・職名・勤務先住所・電話／Fax

番号・電子メールアドレスなど）

※書類選考後，面接を行うことがあります．

面接に伴う費用等は自己負担となります．

10．書類送付先

〒753-8512 山口県山口市吉田1677-１

山口大学 大学院理工学研究科 自然科学基

盤系学域

地球科学分野長　脇田浩二

※封筒に「地球科学分野教員応募書類在中」

と朱書のうえ，「簡易書留」で郵送して

山口大学大学院理工学研究科
自然科学基盤系学域

（地球科学分野）教員公募

下さい．

応募書類は返却しません．なお，応募書

類に含まれる個人情報は本選考以外の目

的には使用しません．

問合せ先　脇田浩二　TEL 083-933-5623

E-mail：k-wakita@yamaguchi-u.ac.jp  

担当講座：大学院環境学研究科 地球環境科

学専攻（地球惑星科学系）

地質・地球生物学講座（岩石学・構造地質

学分野）

職名および人員：准教授または助教 １名

着任予定時期：平成26年10月１日以降のでき

るだけ早い時期

公募の趣旨：地質・地球生物学講座では，地

球表層～マントルを構成する物質の形成史と

そのメカニズム，テクトニクス，生物と地球

環境の相互作用等の素過程を解明し，地球史

を高精度で復元することにより，過去および

現在の地球像を正確に描き出すとともに，地

球環境変動の未来像の構築に向けて適切な提

言をすることを目指します．詳細はホーム

ページ＊１を参照してください．

地質・地球生物学講座では，同講座の教

員＊２並びに地球史学講座の教員と協力し

て，岩石学・構造地質学分野の研究・教育

を強力に推進して頂ける准教授または助教

を募集します．担当していただく授業は，

大学院環境学研究科，理学部地球惑星科学

科，全学教育の科目です．

応募資格：

（1）博士の学位を有すること

（2）岩石学・構造地質学の研究に実績があり，

その研究・教育に意欲があること

（3）野外調査に関する教育と研究指導ができ

ること

提出書類：（1）応募する職名を示したもの

（2）履歴書（写真貼付，e-mailアドレスを

連絡先として明記のこと）（3）これまでの

研究・教育活動の経過について要約した文

書（2,000字程度）（4）研究業績目録（以

下のA，B，C，Dに分類したもの）A．査

読のある論文および総説（可能なら被引用

数及び用いたデータベースを明記するこ

と），B．査読のない論文および総説，C．

著書，D．その他特に参考となる出版物．

（5）今後の研究・教育の抱負についての文

書（2,000字程度）（6）外部資金獲得状況，

受賞歴（7）応募者について意見を伺える

方２名の連絡先（8）主な研究論文の別刷

またはコピー（５編程度）

応募締切：平成26年８月18日（月）必着

書類の送付及び問い合わせ先：

〒464-8601 名古屋市千種区不老町

名古屋大学大学院環境学研究科地球惑星科

学系長

名古屋大学大学院環境学研究科
地球環境科学専攻

地質・地球生物学講座教員公募
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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．

目　的

「湿原」に関して行われた優れた学術研究を

顕彰することにより，この分野の学術的・学

際的研究の伸展を図ること，及び環境保全に

関する関心を高めることを目的とします．

賞の内容

（1）賞の種類：選考の主たる対象は学術的貢

献が顕著な研究者に授与する尾瀬賞です．

今後の研究深化が期待される若手研究者

（原則として応募時40歳未満）には尾瀬奨

励賞を授与します．

（2）候補者の対象・資格：

・賞の対象は湿った土地に特有の植生と泥炭

を有する湿原生態系（流域を含む），およ

びそれらの保全に関わる研究（人文社会系

の研究を含む）とします．塩性湿地の研究

は対象に含まれません．なお，対象とする

湿原は尾瀬ヶ原に限りません．

・応募者は上記の分野において優れた学術的

業績を上げ，今後の研究の深化が期待され

る個人またはグループとします．

・グループ研究による業績の場合は代表者に

よる申請とします．

・グループ研究の代表者は，単なるグループ

の組織・統括者ではなく，「応募研究テー

マに関係する主要業績」の共著者として学

術的貢献の顕著な人とし，１編以上の主著

者であることとします．

・グループ研究における共同研究者は，応募

研究テーマの研究に密接に関与してきた研

究者であり，主要業績の共著者であること

とします．

・尾瀬奨励賞の対象者は個人応募のみとしま

す．

・病気や出産・育児などで長期間（１年以上）

にわたり研究活動が中断した期間がある場

合はその期間を別紙（様式自由）に書いて，

添付して下さい．

（3）受賞

・尾瀬賞受賞者は本賞１名以内，奨励賞２名

以内とします．

・本賞受賞者には１名（１グループ）に賞状

および賞金100万円を贈呈します．

・奨励賞受賞者には1名につき賞状および賞

金20万円を贈呈します．

・適任者がいない場合には受賞者なしとする

こともあります．

募集締切：2014年８月31日（当日消印有効）

第18回尾瀬賞募集

ウォリス・サイモン

電話：052-789-3558

e-mail：apply-geol@eps.nagoya-u.ac.jp 

本公募の詳細は，下記を参照

http://www.nagoya-u.ac.jp/employment/

index.html

事業所名　公益財団法人しまね自然と環境財

団

就業場所　島根県立三瓶自然館（島根県大田

市三瓶町多根1121-８）

職　　種　正規職員（学芸員）

業務内容

①地質分野に関連する博物資料の収集，保

管及び活用に関すること．

②地質分野に関連する調査研究，普及啓発

に関すること．

③その他一般事務等．

応募資格　昭和60年４月２日以降に生まれた

者で，次のいずれかに該当する者．

①大学卒業又は卒業見込みの者で，学芸員

資格を有するか，または，原則として３

年以内に取得する見込みのある者．

②①以外の者で，博物館・企業等で３年以

上の地学系の実務経験があり，学芸員の

資格を有する者．

応募提出書類　

①公益財団法人しまね自然と環境財団職員

採用選考試験申込書

②作文（次のテーマから一つ選び，1600文

字以内で記載．用紙不問）：ア）地質学

を通しての三瓶自然館の魅力を高めるに

は　イ）地方における博物館の存在意義

について　ウ）今までに一番力を入れて

取り組んできたこと

③卒業証明書（コピー可）卒業見込みの者

は卒業後提出．

④所有資格の証明書（コピー可）

応募受付期間　平成26年７月１日（火）～８

月31日（日）（提出書類必着）

試験日時等　

①第１次選考：書類審査（応募資格，作文

により審査）

②第２次選考：筆記試験及び面接試験平成

26年９月27日（土）10:00～

※詳細については，第１次選考の結果に

併せ通知

※第１次選考通過者多数のときは，面接

試験を９月28日（日）とする場合があ

ります．

採用予定　平成27年４月１日

書類送付先　〒694-0003 島根県大田市三瓶

町多根1121-８

公益財団法人しまね自然と環境財団　職員

採用係

問い合わせ　0854－86－0500（公益財団法人

しまね自然と環境財団　帯刀公平）

島根県立三瓶自然館学芸員募集

詳しくは，ht t p : / / n a t u r e - s a n b e . j p /

foundation/stuff/index.htm

分野：構造地質学（断層活動性評価）

着任時期：採用決定後，できるだけ早い時期

応募締切：2014年８月31日（日） （決定次

第締切）

研究内容/求める人材像：

当研究所では，断層の活動性や連動性を評

価するために，地形学・地質学・地球物理学

的な調査や研究を実施し，新たな評価技術を

開発しています．また重要構造物周辺の地質

構造の形成過程や成因を解明するための研究

にも取り組んでいます．これらの研究成果は，

自然災害の脅威から電力施設等の社会インフ

ラ施設を守る対策の立案に役立てられます．

今般，断層などの地質構造評価技術の構築

など，下記の研究に携わる研究員を募集しま

す．

（1）構造地質学的手法により断層岩および周

辺の地質構造の特性を調査・研究し，基盤

岩中の断層性状に基づく断層活動性評価手

法を確立する．

（2）重要構造物周辺などの地質構造解析等を

行い，当該地質構造の形成過程や成因を解

明するための研究を行う．

大学等において，構造地質学に関する基

本的な知識を習得しており，フィールドに

おける調査・研究の経験を有する方，特に

断層や地震などに関連し，野外調査を基本

とした地質構造解析を行い，断層の活動履

歴や地質構造発達史を解明する実力を有す

る方を求めています．また研究を進める上

で、社会への貢献を意識し，地形・地質・

地震学の専門家で構成される当研究所の研

究チームに協力して，自然災害から重要構

造物を守るための調査・研究に，意欲的に

取り組んで頂ける方の応募を期待します．

当面の研究課題：構造地質学的手法による断

層活動性評価研究

学歴：修士または博士課程修了者（新卒・既

卒いずれも可）

詳細URL：http://recruit.denken.jp/kadai/

#post-1968

電力中央研究所研究員公募
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応募方法，応募用紙など詳細は，WEBサイ

トを参照して下さい．

http://www.oze-fnd.or.jp/main/banner/

oze_prize/oze_prize1.html

応募用紙の送付先および問い合わせ先

公益財団法人尾瀬保護財団事務局「尾瀬賞」

係

〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目

１－１ 群馬県庁内

電話：027-220-4431，FAX：027-220-4421

Eメール：info@oze-fnd.or.jp

アースウォッチ・ジャパンは，重要度を増

す環境保全分野に加えて，自然環境の再生・

修復・伝統的利用・循環を追求する研究を広

く支援し，研究の意義をより多くの市民に

知っていただくために，日本国内の調査プロ

グラムに協働する研究を公募します．皆様の

積極的なご応募をお待ちしています．

応募締切：2014年８月31日（日）（郵送の場

合は当日消印，宅配便の場合は受付印有効）

助成対象団体：日本国内に拠点を持ち，かつ，

研究実績を３年以上持つ，下記①～④のい

ずれかの団体に所属する個人，グループ等

を対象とします．

①大学・博物館等等の研究教育機関 ②公

的研究機関（独立行政法人，地方独立行政

法人，自治体及びそれらの研究機関に準ず

る機関を指します．）③財団・社団・特定

非営利活動法人 ④上記①～③の協働グ

ループ

なお，申請は，当該団体に所属する職員の

方を申請代表者とします．

助成対象案件：研究は，以下４つを重点的な

領域として設定し，同領域あるいは同領域

を含む複数に合致するものを対象とします．

１）海と陸とをつなぐ領域：沿岸生態系・海

洋環境と陸域の環境

２）人間と野生生物の境界線の変動：里山環

境・奥山と人里の環境

３）種に関わる領域：固有種・希少種・外来

種の分布の変化

４）日本の自然観に基づいた領域：伝統的な

資源利用，持続可能な資源管理のための知

恵など

５）その他，アースウォッチ・ジャパンのミッ

ションに即すると思われる領域・テーマ

対象地域：研究を実施する地域は，日本国内

を対象とします．なお，海外における研究

については，別途ご相談ください．

アースウォッチ・ジャパン
2015年度

野外調査プログラム募集

紹　介

地球全史スーパー年表

清川昌一・伊藤　孝・池原
実・尾上哲治　著
日本地質学会 監修

岩波書店，2014年２月18日発行，B５判，

ケース入（カラー年表１枚：364m/m×

1030m/m，解説24頁），ISBN978-4-00-

006250-3，定価本体1,300円＋税

地球の歴史を24時間に圧縮すると，人類の

歴史は２秒以内に収まってしまうと言う．こ

の例えは，人類の歴史の短さを実感するため

にはとても分かりやすいが，現在を，地球ま

してや宇宙の悠久の歴史の延長線上として感

じることはなかなか難しい．本書は，宇宙の

誕生から現代までを一つの年表にまとめると

いう斬新なアイディアで，我々の生きる時代

が150億年の宇宙の歴史の一部であることを

直感的に伝えようとする意欲的な試みであ

る．

本書は縦長サイズの「地球全史スーパー年

表」ポスターと全24ページ，A５版の解説書

からなる．まず目を引くのは当然ながら「地

球全史スーパー年表」である．地球史だけで

なく宇宙誕生から現在までの歴史を10個のレ

ンズに分けることで，宇宙の誕生から近代史

までの異なった年代スケールの事象を，一目

で分かる年表にまとめてある．これは，地球

の歴史50億年，そして宇宙の歴史150億年と

いう途方も無く長大な時代感に慣れている地

質学者（または天文学者）以外の方々にも，

直感的に伝わる構成だと思う．また，年表は

実施期間：2015年４月より３年間とし，この

期間を対象として１年単位で実施契約を締

結します．

３年を超える場合には，研究実績（論文発

表など）を踏まえて継続の可否を検討しま

す．

選定方法：助成研究の選定は，当法人の諮問

機関である「プログラム検討委員会（サイ

エンス・アドバイザリー・コミッティ）」

による一次審査，ならびに当法人の理事会

による総合的判断に基づき決定されます．

なお，上記の選定プロセスに加え，一次審

査の通過案件を対象に必要に応じて面接を

実施します．面接審査の対象案件の申請代

表者には，別途詳細をご連絡いたします．

応募方法：当法人ウェブ内の所定の『申請書』

に必要事項をご記入の上，下記事務局まで

メールあるいは郵送してください．

プログラムの詳細は，http://www.earth

watch.jp/for_researchers/sac_apply.html

お問い合わせ先：

〒113-8657 東京都文京区弥生１-１-１

東京大学大学院農学生命科学研究科　フー

ドサイエンス棟４階

認定特定非営利活動法人アースウォッチ・

ジャパン「2015年度野外調査プログラム」係

TEL：03-6686-0300

E-mail：info@earthwatch.jp



日本地質学会News 17（６） 15

た飫肥
お び

城下町保存会の出版した資料にもとづ

いて，災害が少しずつ変化した形をとりなが

ら繰り返されていることを実証している．ま

た，地元では50年ごとに石碑を建てて，災害

を伝承していることを紹介している．50年ご

との石碑は７基にわたるという．実は地震に

興味のある研究者はずいぶん前から古文書を

探って日本の地震の歴史を調べてきた．その

嚆矢は，たとえばお雇い外国人教師エドムン

ト・ナウマンも1878年に『日本における地震

と火山噴火について』という長い論文を書き，

読めない日本語を必死に解読して，西暦416

年から200近くの地震を記載している．記録

はあっても伝承は難しいという例であろう．

第２章は「寛政の雲仙普賢岳噴火の災害伝

承―島原大変肥後迷惑」（井上公夫著）とし

て，1792年の地震を紹介している．「島原大

変肥後迷惑」ということばはよく知られてい

るし，資料も多い．死者・行方不明者は

15000人にも達し，各地に慰霊碑が建ってい

る．それでも，第３章のように平成噴火の災

害もあったことは肝に銘ずることであろう．

第３章の「平成の雲仙普賢岳噴火の災害伝

承」（杉本伸一著）では，最近，日本中にで

き始めたジオパークとの関連が議論されてい

る．2008年の第３回ジオパーク国際ユネスコ

会議では，実際に火山の噴火に遭遇したこと

のないヨーロッパのジオパーク関係者に，

「ジオパーク散策中に火山の噴火など起きな

いのか」と質問されたこともあったが，会議

の宣言では「地質災害に関して社会と知識を

共有するためにジオパークが役に立つ」とい

う１文が盛り込まれた．島原ジオパークでは

多くの災害遺構を残し，災害の予防をテーマ

にして，日々活動している．

第４章の「災害伝承「念仏講まんじゅう」

―150年毎月続く長崎市山川河内地区の営み」

（高橋和雄・緒續英章著）は本書の中で最も

感激するとことである．1860年４月９日に土

砂災害が発生し，５月13日で捜索が打ち切ら

れたため，毎月14日に町内に150年間もまん

じゅうを配り続けてきたのである．1982年の

長崎豪雨災害で当該地区は一人の死傷者も出

なかったという．大きな災害で，特に死者が

出ると，そこには無念，後悔，贖罪等さまざ

まな感情が生まれる．これらは心の奥底にあ

り，ほとんど表には出ない．150年間のまん

じゅうにはいろいろな思いが込められている

のであろう．物がない時代には，そこで育っ

た子どもたちは「まんじゅうを貰いに行くの

が楽しかった」として，伝承されてきた．

第５章の「記念碑が伝える桜島大正噴火」

（岩松　暉著）は，ちょうど100年前，桜島は

大噴火をし，大災害を引き起こしたことを取

り扱っている．桜島地区には多くの石碑・記

念碑が建立されている．特に有名なのは東桜

島小学校にある「櫻島爆發記念碑」である．

測候所の判断を信頼した村役場の人たちの避

難が遅れ，多くが殉職した．記念碑には「理

論ニ信頼セス」と掘り込まれている．

第６章の「東日本大震災の震災遺構保存」

は言わず数部入手して，身近な人々に配った

り，職場・自宅で眺めたりと，しっかり「使

い倒して」頂きたい．

（菅沼悠介）

災害伝承―命を守る地域の知恵

高橋和雄　編著

古今書院，2014年５月15日発行，A５版，

201頁，ISBN978-477224174．定価3,700円

（税別）

本書を読んでいるうちにイソップの『農夫

とその子どもたち』の話を思い出した．「あ

る農夫に働かない３人の子どもがいた．年老

いた農夫が亡くなる間際に，畑に宝物が隠し

てあるから収穫を終えたら深く掘り起こして

みよと子ども達に言い残す．子ども達は言い

つけ通り畑の隅々を深く掘り返すが宝物は見

つからない．しかし，翌年の収穫は，畑がよ

く耕されたことから今までにない大豊作に恵

まれた．」という話である．この話は労働の

大切さを伝えた話といわれているが，私は伝

承の方法を述べているように思える．知らな

いうちに大切なことが伝わる，伝えるのであ

る．伝承にも知恵が必要と思われる．

私たちは2011年３月11日に大きな災害に見

舞われ，いまだに復興していないところが多

くある．これまで，幾度となく災害に見舞わ

れてきたのだから，後知恵ではあるが，災害

がうまく伝承されていれば，もっと小さな災

害ですんだのではないかと思う．本書は，今

までの災害はどのように伝わっているか，あ

るいは伝わっていないかを実際の例で検証

し，将来にむけて提言している．

第１章は「歴史地震資料から学ぶ―1662年

日向灘地震」（原田隆典著）として，まず，

17世紀の災害の伝承について考察している．

本章の著者である原田隆典は新しく見つかっ

デザインにも凝っていて見た目にも美しい．

このあたりは，極めて精緻（且つカラフル）

な地質図の作成を生業としている地質学者の

本領が発揮されている部分であろう．特に筆

頭著者である清川昌一氏の論文を読んだこと

のある方には，独特の色使いで描かれた美し

い地質図や柱状図が思い出されるはずだ．一

方解説書では，地質時代ごとに，発生したイ

ベントやその地球史上の重要性について，図

版や最新のデータを踏まえつつ，やや専門的

に説明されている．また，補足情報として地

質時代名の由来や日本での露出状況などと共

に，模式地などの露頭写真が紹介されている．

これらの写真は，世界各地でのフィールド調

査経験が豊富な著者らによって，実際に撮影

されたものである．これによって，読者もよ

り臨場感をもって地球の歴史を感じることが

できるだろう．また，解説でも紹介されてい

るように，「地球全史写真が語る46億年の奇

跡」などを併読することで，一味違ったバー

チャルな世界旅行も楽しむことができるかも

しれない．それにしても，これだけの写真を

撮影するためには，世界中を相当な日数をか

けて旅したはずである．著者の清川氏を直接

知る方々にはよく分かると思うが，その旅で

は必ずや数々のトラブルに遭遇したはずであ

り，その抱腹絶倒の旅についてもいつか本と

してまとめたら面白いのでは無いかと思う

（手前みそで申し訳ないが，筆者もそのうち

の幾つかの旅に同行し，他では味わえない経

験をつませて頂いた）．一方，本書のような

細かな情報を網羅した年表や解説書をまとめ

るにあたっては，世界をワイルドに駆け回る

清川氏だけでなく，他の著者の方々のきめ細

やかなサポートが不可欠であったことが想像

される．

さて，本書は「覚えるためのものではなく，

使い倒し，考え，遊ぶための年表である」と

「はじめに」に書いてあるとはいえ，教材と

しての利用価値も高いだろう．地質年代の日

本語訳は教科書等に使用されている標準の用

語に準じており，中学・高校生向けにも安心

して使える．また，海水準曲線，ミランコ

ビッチサイクル，酸素同位体比の変化や酸素

同位体ステージ番号などより詳しい情報も年

表に描かれているので，大学生など地質学の

初学者にとっても便利な構成になっている．

ただ，注意点としては，年表に幾つか間違い

が認められた（たとえば下末吉海進の年代は

１万２千年前ではなく，12.5万年前である）．

ぜひ重版する際にはこれらの間違いを修正

し，更に最新のデータを取り込んで頂きたい．

また，年表については，U-Pbや40Ar/39Arな

どの放射年代，天文年代，そして歴史記録と

様々な手法に基づく年代値が使われている．

専門家向けには，年代値における手法間の整

合性にはまだ議論の予知があることを注意喚

起してもよいかもしれない．

以上，少し細かな注文をつけたが，本書の

利用価値の高さは疑うべくもなく，価格も

1,300円＋税とお買い得である．ぜひ一部と



ある．『東日本大震災の教訓』『シリーズ繰り

返す自然災害を知る・防ぐ』全９巻，茂木清

夫さんの自伝的提案書である『とらわれずに

考えよう』そして『3.11学』という書籍まで

ある．多くの人々にこれらの書籍が読まれて，

伝承されていくことを願う． （矢島道子）

第７章の「災害伝承の活用・災害遺構の保

存に向けて」（全著者）は第６章までの記述

に基づき，各著者がそれぞれ提言している．

実は奥付の後を見て，これは凄いと思った．

古今書院の関連図書が５ページにわたって紹

介されている．こんなに出版されているので

日本地質学会News 17（６）16

（首藤伸夫・大石雅之著）は遺構として遺し

たい人と遺したくない人のせめぎあいが書か

れている．ここを読んでいて，『農夫とその

子どもたち』を思い出した次第である．また，

本書には書かれていないが，福島原発が東日

本大震災の最大の遺構といえるかもしれない．

月　August
○第23回市民セミナー「黄砂と共に
飛来する越境化学物質－水環境と健
康に対する影響を考える－」
８月８日（金）９:45～16:35

場所：東京会場：地球環境カレッジホール

大阪会場：いであ（株）大阪支社ホール

https://www.jswe.or.jp/

★関東支部：夏休み教師巡検
「５億年前と10万年前の茨城を見る」

８月20日（水）～21日（木）

場所：20日：北浦東岸の下総層群

21日：日立周辺

参加申込締切：７月11日（金）

http://kanto.geosociety.jp/

★関東支部：清澄フィールドキャン
プ
８月25日（月）～31日（日）

場所：東京大学千葉演習林（鴨川市清澄）

参加応募締切：７月４日（金）

http://kanto.geosociety.jp/

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/

○第17回日本水環境学会シンポジウム
９月８日（月）～10日（水）

場所：滋賀県立大学（彦根市八坂町2500）

https://www.jswe.or.jp/event/symposium/i

ndex.html

○Thermo2014：第14回国際熱年代
学会議
９月８日（月）～12日（金）（巡検５～７日）

場所：フランス・シャモニー
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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　June

★中部支部2014年支部年会
６月14日（土）～15日（日）

場所：信州大学理学部大会議室

http://www.geosociety.jp/outline/content00

19.html

○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

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

ml

○第14回ルミネッセンス・ESR年代
測定国際会議
７月７日（月）～11日（金）（巡検12～13日）

場所：カナダ・モントリオール

http://www.led2014.uqam.ca

○「青少年のための科学の祭典」2014
全国大会
日本地質学会　後援

７月26日（土）～27日（日）

場所：科学技術館（千代田区北の丸公園）

http://www.kagakunosaiten.jp/

7
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http://www.thermo2014.fr

★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

講演申込締切：７月１日（火）

事前参加登録締：８月19日（火）

○2014年度日本地球化学会第61回年会
日本地質学会　共催

９月16日（火）～18日（木）

場所：富山大学五福キャンパス

http://www.geochem.jp/conf/2014/

○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

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）

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

○GSA 2014
10月19日（日）～22日（水）

場所：カナダ，バンクーバー

講演要旨締切：７月29日

http://community.geosociety.org/gsa2014/h

ome/

10

C A L E NDAR



日本地質学会News 17（６） 17

です．規則では「報告」を，「卒論・修論等

に掲載されたオリジナルデータあるいは業務

などの中で得られたデータの報告．議論は含

まない．」と定義しています．この機会に，

「報告」が「短報」の後継ジャンルでないこ

とを強調させていただきます．

以前の「短報」に相当する原稿として，

「論説」と違ったどんな原稿を前田氏想定し

ておられるか不明瞭です．近年掲載された

「短報」が内容的には短い「論説」だったと

いう現実がありますので，「短報」の復活を

望むとのご意見を表明される際には，「論説」

とは異なる性格付け，または定義を明記して

いただくことを期待します．それがあれば，

規則をどう改正し，どう運用するか，委員会

として検討します．長さが４ページに制限さ

れているというだけでは不満足です．それだ

けなら，論説の長さに下限がない現在の規則

で対応できます．

前田氏の文章にはありませんが，かつて

「短報」は研究者にとって気軽に投稿できる

ジャンルだったとのお気持ちがもし前田氏に

あるとしたら，短い「論説」を気軽に投稿し

て下さいと申し上げます．原稿の内容と書式

が投稿原稿の種別に合致し，なおかつ誤字脱

字を直すだけで済むような完成度が高い原稿

なら，短時間で受理することができ，今のと

ころ受付から２～３ヶ月で印刷できます．

ページ制限に加えて気軽に投稿できることが

「短報」の性格付けであるとしたら，それを

いかに実現するかが問題です．査読のあるレ

ベルの高い学術誌という地質学雑誌のステイ

タスを維持することは，当学会にとって最重

要事項です．原稿の審査のレベルを落とすこ

とはできません．また，査読なしの原稿の種

別を新設することは，公式にも非公式にも提

案がありませんし，当委員会も考えておりま

せん．なお，「ノート」と｢報告｣のページ制限

を本年４月の規則の大改定で緩和したので，

それらの原稿は以前より気軽に投稿できるよ

うになっています（地質学雑誌４月号参照）．

次に「報告」の性格付けについてです．前

田氏は「報告」を，議論や考察を書けないた

めに投稿しにくい短い「論説」と捉えておら

れるようです．議論や考察を不可とするのは，

投稿の間口を狭めるためではなく拡げるため

です．規則に明らかなように，「報告」は

「論説」とはまったく別の目的を持って設け

られた原稿の種別であり，その目的のために

は，議論や考察を含めないことが合理的です．

卒論や修士論文の多くは，その内容が公表

されることなく，大学の内部文書として収

まってしまいますが，その多くに広く活用さ

れうるデータが含まれています．公表されな

い理由は，指導教員に時間の余裕がないこと

もあるでしょうが，公表論文の敷居が高いこ

とが大きいでしょう．社内報告のなかにも公

表可能なデータはあるはずですが，公表され

ない理由の一つは，この敷居の高さでしょう．

企業では改組によって，データが散逸してし

まうという話を聞きます．「報告」が新設さ

れたのは，そうして埋もれ行く運命にあった

データを公表していただくための，特別の原

稿の受け皿とするためです．新設された当初，

議論や考察を含めないという制限は規則にな

かったのですが，投稿の間口を拡げるために，

すぐにそれが規則に加えられたのでした．

議論を含めなければデータの正当性が示せ

ないから，「報告」の制限は非現実的である

というのが，前田氏の主張です．これに対し

ては，議論が不可欠なら「論説」として投稿

して下さいと申し上げます．『科学革命とは

何か』をひいて前田氏があげておられる例の

うち実験条件や判別基準に類することは，議

論や考察を論文に含めるかどうかに関わりな

く，データを他者に利用してもらうために必

須の記載事項です．「論説」において議論や

考察でなすべきことの核心はデータの評価・

解釈・意義づけではなく，既存研究と比較し

たうえで当該研究の意義を論ずることです．

または，既存の学説を肯定または改良または

否定することです．データはそのための材料

です．前田氏が指摘する理論負荷性のような

微妙な問題がある場合は，原稿の種別によら

ず，よって立つ理論を原稿に書いていただき

ます．データの評価・解釈・意義づけに複雑

な議論を要するなら，「報告」ではなく「論

説」としての投稿をお願いします．

当委員会では「報告」の著者に，これから

示すデータがどんな理由でどのような意義が

あるかを「はじめに」に書いていただくこと

を期待しています．議論や考察のうち，デー

タの意義については，そこに書いて下さい．

議論や考察なしにデータのみを提示していた

だく「報告」としては，たとえば化石のリス

トと産出地点図があげられます．新露頭の発

見といったこともあるでしょう．「報告」の

原稿の審査基準は，後日読者が有用なものと

して使える新たなデータを提示しているか，

そしてそれが簡潔明瞭に記述できているかで

す．議論や考察を含めずとも，そうした「報

告」を書くタネは，たくさんあるのだと思い

ます．しかしその実例がまだ多くないことは

事実です．上記の趣旨に沿った「報告」の投

稿を，会員諸氏にお願いします．

（地質学雑誌編集委員会）

先月号（2014年５月号，p.９）に掲載され

た前田会員の「会員の声」欄への投稿につい

て，まず，前田会員の地質学雑誌へのお気遣

いをお礼申し上げます．前田氏の論点は２つ，

「報告」は投稿しにくいということと「短報」

を復活させるべしとのこと．それぞれについ

て，編集委員会として見解を述べます．「報

告」は短い「論説」ではまったくなく，「報

告」と「論説」はまったく別の投稿区分であ

り，「短報」を復活させる意義が見当たらな

い，というのが結論です．

まず，「短報」が廃止され理由です．遠い

昔はともかく，廃止されるまでの20年ほどの

あいだ掲載された「短報」は，内容的に「論

説」と異なるところがなく，長さが４ページ

以内であることにしか違いがなくなっていま

した．制限に収まらないために，著者に「短

報」の原稿を「論説」に切り替えていただい

たこともありました．また，内容的に「論説」

と差がないにもかかわらず，「短報」とする

ために，原稿を短縮するよう当委員会が著者

に求めたこともありました．これは現実を規

則に押し込めるような，かんばしくない措置

でした．掲載される「短報」の年間数は片手

で数えられるほどでしたが，それらのみが小

藤賞の授賞対象になっていました．つまり，

「論説」の著者より「短報」の著者のほうが

賞をはるかに取りやすいという，制度の歪み

も生じていたわけです．これらのことから，

「短報」を「論説」といかに差別化するかが

問題として浮上したのでした．速報として再

定義して「短報」を存続させようとの議論も

編集委員会にはありましたが，ほかの何にも

優先して掲載すべき原稿というものが現実に

は皆無でした．大きな自然災害の直後でもそ

うでした．結局，「短報」を存続させる積極的

理由が見いだされず，廃止となったのでした．

他方，同時期に「報告」が新設されたため

に，「報告」が「短報」を継ぐ原稿の種別で

あるとの誤解が，一部の会員のあいだに生じ

たようです．従来「短報」に相当した原稿が

「論説」ではなく「報告」に流れる状況を生

み出したと前田氏は述べておられますが，

『地質学雑誌投稿編集出版規則』（以下，規則

と記す）を読んでいただけば，「報告」が

「論説」とはまったく別物であることが明白

会員の声

『地質学雑誌の「報告」と「短報」：
会員とって利用し易い投稿区分を』
への返答



したという点が昨年までと大きく異なる点です．それでも徒歩
距離は７kmに及び，時間も延長となり，少しタフな見学会で
した．
アンケートでは総じて好印象の結果でしたが，グループの列

が長くなり最後尾の方々が必ずしも案内者の説明を十分に聴講
できなかったこと，徒歩距離が長く説明も多かったため時間が
超過したこと，散策道では自転車との交雑での安全管理を改善
すべきであることが大きな反省点です．また2,000円の会費に
ついても少し高いのではとの意見が複数有り，今後，あり方の
検討が必要と感じました．
以下に10人の方々から頂いた声を掲載します．なお，本紙面で
はページの関係上，ご感想の全てを掲載することができないため
一部割愛しております．全文はホームページを御覧ください．

東京の自然について，地形と地質を高校生に指導していて，
今年度は低地について少し詳しく学びたいと考えておりまし
た．地盤沈下の実態や，水門管理と水害を防ぐ為の努力などは
個人で見て歩くだけでは分からないことを解説して頂いたり，
業務の実際を見せて頂くなどして大変興味深く，今回学んだこ
とをぜひ授業に生かしたいと考えております．また低地を流れ
る川の歴史なども面白く，出来ればそういった資料も添付資料
に入れて頂ければなお理解が深まると感じました．

（菊地さん，50代，女性）

下町の地盤沈下なんて今まであまり考えたことがなかったた
め，大変有意義でした．また，水門管理センターや扇橋閘門な
ど，普段見る機会のない施設を見学できて楽しかったです．

（森田さん，20代，女性）

江東デルタ地帯の地形と水門管理の実際を見ることができ興
味深い見学会でした．現地を歩くと緑も多く高い建物もあるの
で，海面以下の土地という実感がわきません．耐震護岸と水位
低下で守られているのでしょうが，できることなら高い所に住
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図１　街中ジオ散歩　徒歩ルート

（左から）写真１　清澄排水機場で説明を聴く様子．写真２　扇橋閘門での記念撮影．写真３　地盤沈下観測所

街中ジオ散歩in Tokyo「下町の地盤沈下
と水とくらし」

１．はじめに
地質の日の街中ジオ散歩も今年で３回目になります．１回目

の千代田区，２回目の石神井川に続いて，今回は江東区の地盤
沈下と内水管理をテーマに実施しました．
日時：2014年５月10日（土）
参加者数：25名（うち小学生１名）
コース：10:00清澄公園集合→水門管理センター・清澄排水機
場→清澄庭園・公園（昼食）→扇橋閘門→地下鉄→小名木
川・仙台堀川→南砂地盤沈下観測所→南砂町駅18:00解散
（図１）
案内者：中山俊雄氏（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）
幹事：中澤　努・荒井良祐・細根清治・細矢卓志・緒方信一・
長谷川貴志・原　弘
主催：日本地質学会，日本応用地質学会
後援：東京都地質調査業協会
協力：東京都江東治水事務所水門管理センター，東京都土木技
術支援・人材育成センター，日本地質学会関東支部

２．街中ジオ散歩の状況
当日は晴天に恵まれ，参加者一同，楽しく出発しました．午

前中は排水ポンプ場を見学し，水門管理センターの方々から，
江東区三角地帯は地盤沈下のため，きめ細かな内水管理が必要
とされるとの説明を受けました（写真１）．そして近隣の清澄
庭園を見学しました．この庭園は石の博物館とも言われていま
す．午後は，扇橋閘門にて所長さんから，内水管理のために小
名木川の水位を調整する必要から，パナマ運河のような水面の
エレベータを水門操作で行っていることを学びました（写真
２）．説明を受ける最中にも多くの船が行き交い，水門の開閉
と水位の上昇下降のダイナミックさに圧倒されました．その後，
小名木川が周辺の地盤沈下のためにどんどん“天井川”となり，
堤防の嵩上げを行った跡や，現在の地盤沈下の状況，地盤沈下
観測所での実際の観測方法，観測施設自体が大きく浮き上がっ
て観測に苦心したことを学びました（写真３）．地盤沈下標柱
ではかなり高いところに高水位が示され，標高がマイナスであ
ることを改めて実感しました．

３．参加者の方々の声
今回は少人数グループで行動し，担当スタッフが出来るだけ

こまめに説明をしたこと，そして徒歩だけでなく地下鉄も利用

2014年地質の日記念イベント！！開催報告

2014年の「地質の日（5/10）」に関連して開催された学会の催しをご紹介します．
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みたいものです．移動に一部地下鉄を利用するなど配慮があり
ましたが，私には少しきつめのコースでした．

（Ｆさん，70代，男性）

今回吃驚したのは，江東三角地帯の地盤の高さが，東京湾の
平均満潮面以下にありながら，水門管理センターを含めて，内
水対策として綿密に流域が管理され，住民でもこの管理実態を
知らない人がいるかもしれない中，日常的に都民の安全な暮ら
しを守り続けていることが実感できたことです．全体として，
見学ルートが徒歩が主体であったため，夕方の終了時にはジョ
ギングで長距離を走った疲労感がありましたが，満足した１日
でした． （千田さん，50代，男性）

居住地が近く，今回の話題に非常に興味を持って参加しまし
たので，とても身になるものでした． （Ｎさん，40代，男性）

景観を求めて堤防を低くし，水位低下方式を採用した地域に
おいては，美しく整備された水路や，遊具が取り揃えられた多
くの公園に出くわし，私自身，ジオ散歩終了後に娘と立ち寄っ
た公園では，同じように遊びに来た親子と楽しく過ごす中で，
そこが干潮水位より低い地域であることをうっかり忘れてしま
うほどでした．多くの人の努力によって，日々の生活を穏やか
な気持ちで過ごすことができるようになった一方，恐怖感は薄
れてしまっていくような気がします．だからこそ，今回のよう
な子供も参加できるイベントには，地域の子供達にもっとたく
さん参加してもらい，自分たちがどういうところに住んでいる
のかを感じ取ってもらいたいと思いました．

（細野さん，30代，女性）

下町の地盤沈下量は場所により異なっており，地下水と天然
ガス汲み上げ地点周囲の水位低下だけでは説明できず，柱状コ
ア採取や探査，研究により今より100 mも海面低下をしていた
氷河期の谷が深い地点ほどその後の軟弱堆積層が厚く，今の地
盤沈下量に影響しているということを講師の方々の明快な解説
で知ることができ，「地質調査」の重要性を理解できました．
川の水位よりも明らかに低い道路地盤面を比較できる橋（白河

辺り）があり東京都治水事務所の守人
まもりびと

と，莫大な維持費のお陰
で今の生活が享受できている事を午前中に勉強した．堤防と
日々の治水管理で守られている事をどれだけの人々が知ってい
るのだろうか． （滝沢さん，40代，男性）

毎日の通勤下車駅木場に降りて，朝，水路より低い地面って
どうゆうこと？と思いながら坂の下の事務所に12年通勤してお
りました．参加して合点できました．ポンプで調整しなければ
ならない運河も，知らずに渡っておりました．会の後は，自分
の居る環境をよく見て理解することの大切さを感じつつ，地面
下のデリケートなことに思いをはせながら，バランスの大切さ
を再度確認することができ，今までとは違った見方ができるよ
うになりました． （山野辺さん，50代，女性）

東京のこの辺りを東部低地帯というのか？と，なんでも確か
めようと歩く日となった．大正12年の関東大震災では中川の軟
弱な地盤に多く災害ががでたという，その扇状地帯／江東三角
デルタ地域というのか．明治以降は地下水の汲み上げが盛んで
地盤沈下していく．何ごとも急激に大規模にとなると大変なこ
とになるのだなぁ．その変化に対応した街は興味深かった．東
と西では方針に違いがあり，それが地下鉄移動で街散策した理
由だったのか？なんだか歩いて歩いて認識さだかでないところ
がわたしの感想となった．ハードウォーキングだった．

（60代，女性）

０メートル地帯を初めて実際に歩いて見たが，標高の標識を
見て地盤沈下の大きさを感じることができた．排水の設備も見
学できてよかったです． （Ｋさん，40代，男性）

謝辞：この徒歩見学会の開催にあたって，案内をしてくださっ
た中山俊雄氏，小松原純子氏，並びに一般社団法人東京都地質
調査業協会，東京都水門管理センター，土木技術支援・人材育
成センターの皆様には多大なご協力を頂き大変お世話になりま
した．また日本地質学会関東支部幹事会の皆様，日本応用地質
学会の幹事の皆様には当日スタッフとして運営にご尽力いただ
きました．心から感謝申し上げます． （文責：緒方信一）

★地質学雑誌編集委員会

Face-to-Face編集委員会　報告

日時：2014年４月30日（水）
場所：パシフィコ横浜（地球惑星連合会場内）
地質学雑誌編集委員会は，普段は電子メールを通じて議論を

しているが，地球惑星科学連合大会および地質学会年会の機会
を利用して，Face-to-Face編集委員会と称して集まり，普段は
できない議論をしている．先日の連合大会では４月30日の昼休
みの時間帯にそれを開催し，編集委員の約１/３が顔を合わせ
た．

まず現状で，完成度の高い原稿なら原稿受付から２～３ヶ月
で印刷されることが確認された．ここで完成度が高いというの
は，誤字脱字などの修正だけで受理できる状態ということであ
る．
一番時間を割いて議論したのは，受理までの時間短縮につい

であった．その結果，著者と査読者の負担を減らすため，受理
までに原稿を書き直していただく回数を削減する方向で，編集
委員の側がこれまで以上に注意することを申し合わせた．
また，地質学雑誌投稿編集出版規則により同一著者が同じ号

に複数編の論文を載せられないという制限を緩和することを議
論した．これにかんする規則の改正案を，次回の理事会に提出
することにした．

（編集委員長　山路　敦）

委 員 会 だ よ り
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［Island Arc Award（2014）］
Dissecting large earthquakes in Japan: Role of arc magma
and fluids. ＜Island Arc, 19, 4-16（2010）＞
Dapeng Zhao, M. Santosh and Akira Yamada

日本における地殻大地震発生域の地震学的解剖：島弧マグマと
流体の関与
趙　大鵬，M. Santosh，山田　朗

［Invited Paper］
１．Ambiguous biogeographical patterns mask a more
complete understanding of the Ordovician to Devonian
evolution of Japan
Mark Williams, Simon Wallis, Tatsuo Oji and Philip D. Lane

曖昧な生物地理学的特徴に隠れた日本列島のオルドビス紀から
デボン紀の地質履歴
Mark Williams・Simon Wallis・大路樹生・Philip D. Lane
オルドビス紀からデボン紀までの日本の化石群の古生物地理

学的特徴を理解するためには，複雑な時間的・環境学的・古地
理学的な影響を考慮する必要がある. 種のレベルでは，南部北
上・飛騨外縁・黒瀬川の各テレーン間における三葉虫・腕足
類・貝形虫の化石群は限られた類似性しか示さない．その原因
の一つは有殻動物群が断片的な層序学的分布を示すことであ
る．その結果、珊瑚と汎熱帯性の放散虫を例外として，日本列
島の古生代テレーンの動物群はテレーン間より東アジアの他の
地域とオーストラリアとの類似性が強い．南部北上テレーンの
シルル紀の動物群は北米・ヨーロッパ・中央アジア・オースト
ラリアとの関係を示唆し，南中国あるいはゴンドワナ大陸の近
辺に位置していたことを強く指示する決定的な証拠はない．一
方，中期デボン紀の腕足類・三葉虫群は北中国との関係を強く
示唆する．飛騨外縁テレーンの三葉虫・珊瑚・貝形虫の化石群
は種類レベルでも当時西側に位置していた大陸域，とりわけ中
央アジアとヨーロッパとの類似点が多い．このことは中央アジ
ア造山帯，あるいはそれに関連する地層の続きが日本列島まで
伸びていたことを示唆する．また、際だった多様性を持つ同テ
レーンの貝形虫・三葉虫は東アジアの大陸棚域に生息した動物
群との関係を示唆する．黒瀬川テレーンの主要な生物地理学的
な指標は珊瑚と三葉虫から示される．これらの動物群は中央ア
ジア・オーストラリア・南中国のシルル・デボン紀との関係を
示す．日本の古生代動物群の生物地理学的な多様性は日本の化
石記録の不完全性に加えて，それらの動物の異なる生活様式，
生理機能，幼生時の拡散能力に起因すると考えられる．古生代

の日本列島基盤は北中国地塊あるいは南中国地塊の近辺，また
は南中国地塊の北方に位置する一つの島弧として形成したとす
る諸説があるが，現時点での古生代化石群の知識をレビューす
ることでそれぞれの解釈の問題点が浮き彫りになった．

Key Words : biogeography, brachiopods, corals, early
Palaeozoic, Japan, ostracods, palaeogeography, radiolarians,
trilobites

［Research Articles］
１．Petrogenesis of the late Cretaceous K-rich volcanic
rocks from the Central Pontide orogenic belt, North
Turkey
Kürsad Asan, Hüseyin Kurt, Don Francis and Ganero／d Morgan

北トルコ，中央Pontide造山帯の後期白亜紀高K火山岩類の成因
トルコ，中央Pontideに広く分布する沈み込みに関連した火山
岩類は，Sinop地域から北ではHamsaros火山岩層をなす．火山
岩類は高Kカルクアルカリ岩，ショショナイト，超高K組成を
示す．火山岩類の40Ar/39Ar年代は後期白亜紀（約82 Ma）で同
時期であったことを示す．始原的マントルで規格化した微量元
素パターンは，いずれの溶岩もLIL元素（Rb，Ba，K，Sr），
Th，U，Pb及び軽希土類元素（LREE：La，Ce）が高度に濃集
し，典型的な沈み込み帯溶岩の特徴を示す．不適合微量元素濃
度は高Kカルクアルカリ岩からショショナイトを経て超高K溶
岩へと系統的に増加する．さらに，共存する高Kカルクアルカ
リ岩質溶岩（87Sr/86Sr 0.70576-0.70613，143Nd/144Nd 0.51245-
0.51253）よりもショショナイト及び高K溶岩は顕著に高い
87Sr/86Sr（0.70666-0.70834）と低い143Nd/144Nd（0.51227-0.51236）
初生値を示す．地球化学的データおよび同位体組成は，ショ
ショナイトならびに超高K岩類は，高Kカルクアルカリ岩類か
らはいかなる浅所プロセスによっても導くことはできず，異な
るマントルソースに由来することを示す．ショショナイトおよ
び超高K岩類は沈み込んだ堆積物がリサイクル，融解し生じた
交代作用による脈起源であり，高Kカルクアルカリ岩類は沈み
込み帯起源の流体によって交代作用を受けたマントルリソス
フェアに由来する．

Key Words : Central Pontide, mantle metasomatism,
shoshonite, subduction, Turkey, ultra-potassic.

２．Oligocene crustal xenolith-bearing alkaline basalt from
Jandaq area（Central Iran）: implications for magma
genesis and crustal nature
Samineh Rajabi, Ghodrat Torabi and Shoji Arai

中部イラン，ジャンダク地域の地殻起源捕獲岩を含む漸新世のア
ルカリ玄武岩：マグマの生成および地殻の性質についての示唆
Samineh Rajabi・Ghodrat Torabi・荒井章司
中部イラン，ジャンダク地域南西部Tobeirehの漸新世のアル
カリ玄武岩類はCEIM（イラン微小大陸）中東部に露出し，捕
獲岩を含む．玄武岩はかんらん石，単斜輝石，斜長石、スピネ
ル，チタン磁鉄鉱よりなり，アルカリ，チタン，LREE，LILE，
HFSEに富む．アセノスフェアの富化したざくろ石レールゾラ
イトの中程度の部分溶融によって形成された．富化は三畳紀か
ら始新世のCEIMの沈み込みによる．マフィック－超マフィッ
ク捕獲岩はスピネル（低Cr），かんらん石，高Al輝石，斜長石

Vol.23, Issue 2

Island Arcは，年４回発行されます．最新号の

Vol. 23 Issue２が2014年６月に発行されました．日

本語要旨をニュース誌と学会ホームページ（http://

www.geosociety.jp）にも掲載しています．全文は

オンライン（http://onlinelibrary.wiley.com/journal

/10.1111/（ISSN）1440-1738）で無料閲覧できますの

で，是非ご覧下さい．

（Island Arc編集委員会）
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よりなる．高Alグラニュライト捕獲岩はヘルシナイト，斜長石，
コランダム，珪線石よりなり，HFSE，LREEに富み，正のEu
異常を示す．グラニュライトはAlに飽和，Siに不飽和な，含斜
長石レスタイト起源であろう．これらの捕獲岩は当地域の下部
地殻を代表する．

Key Words : alkaline basalt, aluminous granulitic xenolith,
central-east Iranian microcontinent, Jandaq, mafic-ultramafic
xenolith, Oligocene

3．Gas hydrate saturation at Site C0002, IODP Expeditions
314 and 315, in the Kumano Basin, Nankai Trough
Ayumu Miyakawa, Saneatsu Saito, Yasuhiro Yamada, Hitoshi
Tomaru, Masataka Kinoshita and Takeshi Tsuji

南海トラフ熊野海盆IODP 314・315次航海C0002掘削サイトに
おけるガスハイドレートの飽和度
宮川歩夢・斎藤実篤・山田泰広・戸丸　仁・木下正高・辻　健
統合国際深海掘削計画（IODP）314・315航海で取得された

物理検層情報およびコア情報から，南海トラフ熊野海盆南東縁
のC0002サイトにおけるガスハイドレートの飽和度を推定し，
ガスハイドレートを形成するガスの移動について検討した．飽
和度計算には，２種類の比抵抗値と音波速度値を使用し，この
ほかに必要な間隙率や地温勾配などの値は，他の検層データや
コアデータを用いて算出した．３種類の数式を用いた解析の結
果，C0002サイトでのガスハイドレート飽和度は最大30%程度
であるが，高解像度データを用いた解析ではガスハイドレート
が局所的に農集（飽和度60%以上）している砂層が確認され，
堆積盆浅部でのガスハイドレートとフリーガスの共存も明らか
となった．これらは，北西側に位置する熊野堆積盆深部からの
ガスがこの地域に大量に供給されたことを示唆する．

Key Words : Chikyu, Expedition 314, Expedition 315, free gas,
gas hydrate, Integrated Ocean Drilling Program, Kumano
forearc basin, logging data analysis, Nankai trough, Site
C0002.

４．Geology and age model of the Lower Pleistocene
Nojima, Ofuna, and Koshiba Formations of the middle
Kazusa Group, a forearc basin-fill sequence on the Miura
Peninsula, the Pacific side of central Japan
Atsushi Nozaki, Ryuichi Majima, Koji Kameo, Saburo Sakai,
Atsuro Kouda, Shungo Kawagata, Hideki Wada and Hiroshi
Kitazato

三浦半島に露出する下部更新統上総層群中部野島層，大船層，
小柴層の地質と年代モデル
野崎　篤・間嶋隆一・亀尾浩司・坂井三郎・甲田篤朗・河潟俊
吾・和田秀樹・北里　洋
三浦半島に露出する下部更新統上総層群中部で露頭踏査と

ボーリングコアの記載に基づき岩相層序を確立し，野島層上部
が砂質泥岩と泥岩の互層から，大船層が泥岩から，小柴層下部
が砂質泥岩，泥質砂岩，砂岩からなることを明らかにした．ま
たコアから採取した浮遊性有孔虫Globorotalia inflataの酸素安
定同位体比に基づき，野島層上部から小柴層下部にMIS49－61
までを認定し，年代モデルを構築するとともに，コア中に狭在
する24枚の凝灰岩層の堆積年代を決定した．このうち房総半島
の上総層群黄和田層中に狭在するKd25およびKd24に対比され
る凝灰岩層の堆積年代はそれぞれ1573 kaと1543 kaである．

Key Words : age model, forearc basin, Globorotalia inflata,
Kazusa Group, Kd24, Kd25, Lower Pleistocene, MIS, Miura
Peninsula, nannofossils

Island Arcからのお知らせ
【2014 Island Arc賞】
今年のIsland Arc賞は，

Zhao et al.（2010）“Dissecting large earthquakes in Japan:
Role of arc magma and fluids”（Island Arc, 19, 4-16）
に贈られます．日本地質学会第121年学術大会（鹿児島大会）
において授賞式が行われる予定です．

受賞理由はこちらから．
http://www.geosociety.jp/outline/content0141.html#islandarc
受賞論文はこちらから．
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2010.19.issue-
1/issuetoc

【2014 最多ダウンロード賞】
2014年最多ダウンロード賞は，
Hickman, A. H.（2012）“Review of the Pilbara Craton and
Fortescue Basin, Western Australia: Crustal evolution
providing environments for early life”（Island Arc, 21, 1-31.）
に贈られます．本賞は，2008年～2012年に出版された論文のう
ち，2013年に最もダウンロードされた論文に対しWiley社より
与えられます．

受賞論文はこちらから．
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2012.21.issue-
1/issuetoc
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☆関東支部
報告

支部コーナー

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』報告

関東支部は2014年５月17日（土），日本大学文理学部（世田
谷区桜上水）にて，福島第一原発汚染水処理問題に関する緊急
学習会を開催いたしました．4名の講師の方にご講演をお願い
し，地質コンサルタント関係者を中心に73名の参加者がありま
した．冒頭に福一原発サイト周辺の地質を概説された山元孝広
氏（産総研）からは，地質構造および水理構造は複雑であるに
もかかわらず，それらのことが汚染水問題への検討において十
分考慮されていないのではないかという懸念が表明されまし
た．経産省汚染水処理対策委員会のメンバーである丸井敦尚氏
（産総研）からは，サイト内の地下水の流れや現在行われてい
る汚染水対策，凍土遮水壁を含めた今後の工程についての総合
的な報告がありました．柴崎直明氏（福島大）からは，原発建
設前の地形から原発サイト内の細かな地質についての報告があ
り，汚染水タンク敷地にある軟弱層，ボーリング柱状図と地質
断面図の不一致などの問題提起がありました．日本陸水学会幹

☆関東支部
お知らせ

巡検『5億年前と10万年前の茨城を観る』

上段：講師（左から）山元孝広

氏，丸井敦尚氏，柴崎直明氏．

楊　宗興氏．下段：（左から）

会場の様子．講師の方々を含め

35名が参加した懇親会の様子

事長楊宗興氏（東京農工大）からは，凍土遮水壁に関して，同
学会が提出した意見書をもとにその問題点についての報告があ
りました．
意見や質疑は用紙に内容を記入してもらう形で進められまし

た．20件寄せられ，凍土遮水壁やドライアップに関するものが
11件，周辺の地質や構造運動に関するものが4件，汚染水その
ものやその処理に関するもの（地下貯蔵など）が３件，地下水
の動きや透水係数に関するものが2件寄せられ，適宜演者の方
から回答していただきました．最後に司会者から，「講師の
方々のお力添えで，学習会が所定の目的を達成できた．汚染水
問題の収束のためには，地質学の役割が一層重要になってくる
と思われるので，関東支部としては今後も状況に応じてこうし
た学習会を行っていただきたい．」という締めくくりの発言が
あって学習会は終了となりました．学習会終了後に行われた懇
親会でも，講師の方々を囲んで活発な議論が続き，相互理解が
深まりました．
福一原発サイト内の地質は多様であり，重要な地質情報が汚

染水対策に必ずしも反映されていないという印象を受けまし
た．地質調査は重大事故発生後では容易ではないが，知恵を出
し，協力し合って地質調査を強化し，そのデータを共有して汚
染水対策に生かすことが重要であると感じられました．

（幹事長　笠間友博）

日本地質学会関東支部では，昨年８月に小中高教員対象の
「塩原動物群」巡検を実施しました．参加者は９名でしたが，
熱心で適切な案内とともに充実した内容で実施することができ
ました．
そこで，今年も夏休みの巡検を計画いたしました．場所は茨

城県です．茨城県は，北部の日立方面に５億年以上前という日
本で最も古い岩石が露出し，一方南部の霞ヶ浦･北浦周辺では，
十数万年前の古東京湾に堆積した地層が分布しています．今回
の巡検は，日本で最も古い岩石と地質学的に非常に新しい地層
を観察しながら，今後の授業や部活動に役立てていただこうと
考えました．
この巡検は，関東在住の小・中・高校で教育に携わっておら

れる教員の皆様が対象ですが，会員外や教員以外の方の参加も

大歓迎です．夏休み中も補習や部活などでお忙しい日々とは存
じますが，ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます．

（日本地質学会関東支部幹事会）

日時：2014年８月20日（水）～21日（木）１泊２日
場所：８/20 北浦東岸の下総層群（堆積構造，貝化石，生痕等）

８/21 日立周辺（カンブリア紀の赤沢層，日立鉱山，
石炭層等）

案内者：荒川真司清真学園教諭（20日），田切美智雄茨城大名
誉教授（21日）

宿泊地：人数確定後参加者に連絡します（日立周辺を予定）
費用：約15,000円を予定（宿泊費・交通費・諸雑費込み）
現地での交通手段：レンタカーに分乗の予定
申込：７月11日（金）までに下記担当者宛にメールでお申し込
み下さい．
問い合わせ先担当者：米澤正弘
e-mail<my-yonezawa@y6.dion.ne.jp> 電話：090-4174-3099
その他：集合場所，詳細なスケジュール等は，決まり次第連絡
します



2014年のProject A（以後ProA）は「地球の歴史を学びとり，
未来を予知する！」をテーマに，2014年３月４日～７日に鹿児
島県鹿児島郡三島村の薩摩硫黄島にて開催された．北は北海道
から南は鹿児島まで（北海道大学，岩手大学，東邦大学，東京
大学，岡山大学，山口大学，高知大学，九州大学，熊本大学，
鹿児島大学，産総研，電中研，室戸市，三島村），全国各地か
ら個性豊かな51名（学部生26名，修士課程院生10名，博士課程
院生２名，研究者13名）の参加者が集まり，充実した４日間の
行程を無事終了することができた．３泊４日は，初日がフェ
リーでの移動，小巡検，夜からシンポジウム１，発表会，２日
目は終日発表会，３日目は巡検，夕方からシンポジウム２，大
懇親会で，最終日10時のフェリーで解散という内訳だった．

講演会
３月４日朝，鹿児島港硫黄島行きのフェリー乗り場には大き

なザックを持った若者が集結していた．東邦大・北大など遠く
からも多くの人が来ており，みな緊張気味であった．フェリー
みしまに乗船後３階貸し切り部屋に暗幕が貼られ，すぐに講演
会がはじまった．岡山大学の山中先生から，目の前の鹿児島湾
内での大発見である若尊カルデラやその近傍に浮かぶ燃島につ
いてのホットな話，船の日程上日帰りで帰らねばならない九大
の佐藤さんの三畳紀インパクトの話からスタートした．
ProAでは参加者一人一人の発表が義務づけられており，最

新の研究成果や勉強したことを，大学のゼミや学会，職場とは
違った気楽な雰囲気でわかりやすく披露することを目標にして
いる（４年生の我々には大変だが）．ProAの参加者の年齢層は
幅広く，10～20分程度から生まれる議論や発想，刺激から次な
る研究や勉強へ道を見つけることが狙いである．
到着した硫黄島では，開発センターの講堂が貸し切られてお

り，新しい机といすが準備され，朝から夜中まで分刻みの中身
の濃い発表会が行われた．12名の教員・職員の方々による最新
科学や知見に関する講演は明快で，聞き慣れない分野の内容も
すんなりと理解することができた．学生発表では，B２～D２
までの幅広い年代の学生が，自らの研究内容やこれからの抱負
について発表を行った．地球科学の未知の研究の世界の広さを
垣間見ることができ，真剣に勉強しないとまずいと感じた．
今回は，メンバーの先生方が作成した「地球全史スーパー年

表」が出版直後であったこともあり，参加者全員に配られた．
これは“倍率の違うレンズ”に切り替えることで地球の歴史を
理解しようというものだ．発表は非常に広いテーマであったが，
この年表を眺めながら時代を行き来することができた．
発表の合間に，食事がある．ProAは基本自炊ということで，

焼き肉や手巻き寿司，洋風ナベなど朝昼夜充実していた．これ
だけ人数がいると当番がなかなか回ってこないが，発表会後の
12時を回ってからの朝食のサンドイッチ作りなど，初めて顔を
合わせた仲間との交流にもなり新鮮であった．三島村の手厚い
バックアップのおかげで，学生会費は１万円のみ．フェリー
代・巡検（車／船）・食費・宿泊込みの価格だから，本当にあ
りがたい．

巡　検　
巡検は到着日３月４日午後と３月６日に行われた．今回Pro

Aが行われた薩摩硫黄島は，日本で最も活発な火山の一つであ
る硫黄岳を有する火山島であり，鬼界カルデラという海底カル
デラの北の縁に位置している．7300年前に起こったと考えられ
ているカルデラ形成噴火はアカホヤ噴火と呼ばれ，西日本の自
然と文化に痛烈な影響を与えたいわゆる破局噴火の最も新しい
例の一つである．その火砕流は九州南部まで達して，巨大津波
も引き起こしている．この噴火による噴煙は東北地方にまで降
下火山灰をもたらし，アカホヤ火山灰として有名である．カル
デラ形成後から活動を続けている硫黄岳は百年以上の間，火山
ガスを出し続けている．
３月４日は恋人岬・大浦を回る巡検と博物館見学の二つの班

に分かれて巡検を行った．恋人岬は島の南端のカルデラ壁に位
置する．対照的な二つの火山（流紋岩質の硫黄岳と玄武岩質の
稲村岳）と赤色に染まった長浜湾という特異な硫黄島の全貌が
みられる．一方，大浦は島の西端に位置しており，アカホヤ噴
火による火砕流堆積物が良く露出している．アカホヤ噴火の堆
積物はUnitAのプリニー式の降下堆積物（軽石層），UnitBの溶
結した火砕流堆積物，そしてUnitCの部分的に溶結した塊状あ
るいは層状の火砕流堆積物の３つに分けられる．これらアカホ
ヤ噴火の堆積物の下位には，カルデラ形成以前に噴出した流紋
岩質の長浜溶岩，上位には5000年前からの稲村岳と硫黄岳から
の降下火山灰層も観察でき，鬼界カルデラの噴火の歴史を感じ
ることができた．
ジオ博物館（三島開発総合センター２階）では，地質現象の解
説ポスター，硫黄島周辺の岩石や火山灰の標本，鬼界カルデラの
巨大ジオラマを見学することができた．また，65インチのスク
リーンでは３Dの鬼界カルデラの地形や映像を，解説付きで見学
することができた．この博物館は火山の理解を深めるための資料
が充実していた．今の硫黄島の観光スポットだそうである．
３月６日は，３班に分かれて陸・海の巡検が行われた．陸の

巡検は平家城・坂本温泉・東温泉を乗用車で，長浜湾とカルデ
ラ壁を徒歩で見学し，海の巡検は長浜湾周辺と島の外周を体験
遊漁船みしまIIで見学した．
陸上巡検では，薩摩硫黄島の最北端に位置する平家城

へいけのじょう

に行っ
た．ここでは，8000～13000年前の籠港テフラ，アカホヤ噴火
の軽石層と火砕流堆積物，そして稲村岳と硫黄岳の火山灰層が
みられる．幅 100 mにも及ぶ切り通しの露頭は，20年前にはす
ばらしかったが，近年植生が繁茂し何も見えなくなったらしい．
これを地元の人が地質の重要性に気づき，ブルドーザーを導入
して草・木を刈り復元したものである．Unit１の軽石は異常に
軽く，その引き延ばされた気泡跡と発泡度にも驚いた．平家城
には硫黄島で歌舞伎「俊寛」を行った十八代目中村勘三郎の銅
像が建っている．
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院生コーナー

原田拓人・吉丸　慧・原田拓哉
（九州大学地球惑星科学部門4年）

2014年Project A in 薩摩硫黄島　参加報告

写真１　硫黄岳をバックにProAはじまる．
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坂本温泉は北西部の海岸線に位置する．この坂本温泉は寝待
ち野天風呂といわれ，海水と混ざることで温度が調整されるら
しい．今回行った時は温泉が完全に水没していた．ここでは最
も厚い火砕流堆積物が見られ溶結部分が断崖を作っている．溶
結層ではユータキシティック構造と呼ばれる軽石が融けレンズ
状に引き延ばされた構造（フィアメ）も明瞭に観察できた．
東温泉は島の南側の断崖海岸沿いにあり，pH 1.2という酸性

度の強い温泉である．東温泉の温泉水は透明であるが，バクテ
リアが覆うことで，湯だまりは緑色を呈している．一方，温泉
水が流れ込む海は白色に変色している．これはアルミニウムと
鉄に富む温泉水が海水と混ざることで水酸化物になるためであ
る．大海原と断崖の狭間にある野天風呂は，自然の雄大さを感
じさせられた．
硫黄島に到着して，まず驚くのが船着き場の水酸化鉄が浮遊

するオレンジの海である．赤茶けた泥水のような海は，観光資
源的にはマイナスだと感じた．しかし，湾の海底から酸性熱水
が湧出している為に鉄が酸化している世界的にも希な場所であ
ると聞くと感じ方が違ってくる．地球史では25億年ごろに多く
の鉄が沈殿したと習ったが，ここはまさに現在の鉄沈殿場であ
る．そう思ってオレンジの海を見ると，違うものが見えてくる
ので不思議であった．
海上巡検では，体験遊漁船みしまⅡ（12人のり）により島を

海から観察した．船が停泊する長浜港では防波堤があるため波
はあまり高くなかったが，一歩港の外に出ると波が高く投げ出
されそうになるほど船が揺れた．風下にあたる西海岸では，高
さ数10 mの断崖をつくる迫力の長浜溶岩の近傍まで船を寄せ
てもらい，侵食された溶岩の断面に驚いた．また，島の南側の
海岸線では，各地で赤褐色，オレンジ，乳白色，緑色など様々
な色の変色域を通過した．また，南崖の洞穴に近寄ると割れ目
から温泉が流れでて，斜面一面に黄色の硫黄が付着していた．
残念ながら北海岸は大揺れで，まともな観察ができなかったが，
海からの硫黄島も自然の荒波に磨かれた地質現象が非常に良く
残されて感激であった．初めて小船での観察で船酔いする人も
多くいたが，自然を相手には，このような試練も耐えなければ
ならないと感じた．

シンポジウム
薩摩硫黄島は，世界に類をみない地質現象の宝庫で，太古の

世界復元から未来まで予測できる場所である．三島村という
350人前後の小さな島々でジオパーク認定を目指そうとしてお
り，いまその準備段階である．今回のProAでは，それを応援
する研究者から三島村の方々を対象としたシンポジウムが開か
れた．そこでは，長年薩摩硫黄島火山・鬼界カルデラを研究し
ている東京大学地震研の前野深先生が現在わかっている火山情
報を，岩手大の溝田智俊先生が硝石の話を，北海道大学の渡邊

剛先生が未来環境変動を見据えた薩摩硫黄島サンゴの研究につ
いて，清川先生は熱水沈殿物と鬼界カルデラの地球史上での重
要性について，そして，室戸市ジオパーク専門職員の柚洞一央
先生が室戸世界ジオパークで起こっていることについて，わか
りやすく解説してくださった．
特に柚洞先生の講演では，村の人がどのようにジオパークに

関わってゆくかをわかりやすく話されたので，村の方も自分ら
のこれからやることが見えてきたようだった．講演を熱心に聞
いておられる島の人たちが数多くいたことで今後の三島村の活
動に希望が見え，ジオパーク認定を応援したい気持ちになった
参加者は大勢いたことだろう．講演会には村長もわざわざ鹿児
島から足を運んでくださった上に島民の１/３近くが参加し，
講堂は非常な熱気に包まれた．
今回の一般講演を通して，研究者が研究目的や成果を一般の人
たちにいかにわかりやすく，その需要性に対して伝達することは
非常に重要だと感じた．またカルデラ壁の大露頭の観察や船上か
らの巡検など離島ならではアプローチから，薩摩硫黄島や海底に
眠る鬼界カルデラは世界級の地質現象の場所だと実感することが
できた．三島村ではこのような学生巡検や実習の受け入れ体制を
整えているようなので，この日本とは思えない感動をぜひ多くの
研究者・学生の皆さんにも体験してもらいたいと感じた．

まとめ
合宿形式のイベントの魅力の一つとして，参加者が身分や年

齢を取っ払って身近に交流できる点が挙げられる．学生や研究
者が時を同じくして自然や研究を議論することで，自らの世界
を拡げていく大きな手掛かりになった．特に，適切な時間ス
ケールで物事を捉える必要性を強く認識させられた．未来を予
知するためには，現在や過去をきちんと理解することは必要条
件である．地球に向けて我々は何をするべきか，自然をいかに
理解し，一般の方に知ってもらうようにするか．Project A in
薩摩硫黄島は，この問題に向き合うこの上ない好機となった．
来年は韓国で行うようである．次回は運営リーダーとしてがん
ばりますので，皆様ぜひご参加ください．
最後に，今回ProAの開催を許可していただいた三島村大山

辰夫村長，三島村の関係者のみなさま，そして，研究室の先輩
でもあり，今回のすべての段取りを取り仕切っていただいた，
三島村ジオパーク専属研究員である大岩根尚博士にこの場をお
借りして御礼を申し上げたい．

院生コーナー

写真２　開発センター前にて発表が終わりこれから巡検へ 写真３　村人とともに懇親会．熱気に包まれる．

常時投稿をお待ちしています．院生コーナーの編集は現在以下の
４名でおこなっています．原稿はe-mailでいただければ幸いです．
13nd403y@mcs.ibaraki.ac.jp 菅谷真奈美（茨城大）
gsc421511@s.okayama-u.ac.jp 湯川弘一（岡山大）
12ND404L@mcs.ibaraki.ac.jp 細井　淳（茨城大）
3SC12024G@s.kyushu-u.ac.jp 佐藤峰南（九州大）
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小さなEarth Scientistのつどい
～第12回　小，中，高校生徒「地学研究」発表会～

参加校募集

日本地質学会第121年学術大会の関連普及行事として，今年も上記発表会への参加校を募集します．詳細
は本誌予告記事をご覧ください．地学，理科クラブの研究活動の発表，そのほか，この１年間に授業の中で
行った活動の報告，児童・生徒の研究レポートなど地学的な活動，研究内容であれば構いませんので，ぜひ応募してく
ださい．FAXで参加申込をする場合は，以下の申込書をお使いください．メールの場合，形式は問いませんので同様の内容を記し
て＜main@geosociety.jp＞までお送りください．申し込みの際の参加生徒数，発表タイトル，発表概要は予定でも結構です．参加
していただいた生徒さんには参加証とともに，優秀な発表には「優秀賞」が贈られます．

日本地質学会地学教育委員会（担当：三次）

申込締切　2014年7月16日（水）
日本地質学会地学教育委員会　行き　（Fax 03-5823-1156）

小さなEarth Scientistのつどい　～第12回小，中，高校生徒「地学研究」発表会～

参　加　申　込　書

地学教育のページ

地
学
教
育

学校名※ 
（クラブ名） 

学校長名 

担当教員名※ 

研究者名（連記） 

（内，発表会参加生徒数　　　名） 

タイトル（仮題でも可） 
※ 

発表概要 
（可能であれば簡単に） 

担当者連絡先※ 学校所在地　〒　　　－ 
 
電話　　　　　　　　　　　　，Fax 
メールアドレス 

机の使用※ 　する　・　しない　（どちらかに○をつける） 

備考・連絡事項 

※については必ず記入してください． 



本松千波さん，
Intel ISEFアメリカ地球科学協会賞・1 等賞受賞

2014年５月11日～16日，カリフォルニアで開催されたIntel
ISEF（インテル国際学生科学技術フェア）において，本松千
波さんがアメリカ地球科学協会賞・１等賞（Amer i can
Geoscience Institute, First Award）を受賞しました．
本松さんは，2013年12月に行われた第11回高校生科学技術

チャレンジ（JSEC2013；朝日新聞主催，日本地質学会後援）
においてJFEスチール賞（テーマ「縞状鉄鉱層の形成過程」受

賞当時千葉県立薬円台高等学校３年、現在大学１年）を受賞し，
他の８研究とともにIntel ISEFに日本代表として派遣されまし
た．
13日（火）には，ノーベル賞受賞たちによるパネルイベント

で，本松さんが質問者28人のうちの１人に選ばれて，パネラー
とのランチミーティングに招かれた上で大会会場での質問を行
いました．

Intel ISEFの様子は，https://student.societyforscience.org/
intel-isefでご覧いただけます．
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平野弘道先生を偲ぶ

早稲田大学教授平野弘道先生は，
昨年春より脳腫瘍を患い，手術後退
院されて教室一同現役復帰されるこ
とを願っていたが，残念ながら2014
年５月５日に永眠された．享年68歳
であった．療養生活の中で，今年１
月末に行われた３名のお弟子さんの
博士学位論文公聴会に出席され，一

緒に記念撮影を行ったのが大学でお会いした最後であった．早
稲田大学教育学部地球科学教室ならびに大学院創造理工学研究
科 地球・環境資源理工学専攻のスタッフとして，古生物・古
環境科学分野の柱を失うことは，痛恨の極みである．
平野先生は、多くの地質学者を輩出している東海高校を1964

年に卒業後，横浜国立大学教育学部地学科を経て，九州大学大
学院理学研究科で松本達郎教授のもと，古生物学分野の研究を
推進され，1974年３月に学位を取得された．その後，九州大学
助手を経て，1977年４月より早稲田大学専任講師として赴任さ
れ，1985年より教授として活躍されていた．平野先生の研究分
野は，「アンモナイトを用いた進化古生物学・化石層序学およ
び古環境科学」にほぼ集約される．非常に高い時間精度で，か
つ生物学的視点から示準化石として重要な中生代のアンモナイ
ト類の進化史を議論し，日本古生物学会学術賞が授与された．
アンモナイトを含む生物の大量絶滅の原因として海洋無酸素事
変にいち早く着目し，二酸化炭素の増大に伴う地球温暖化の未
来予測へも応用できる可能性を提言した．さらに旧来の生層序
に加え，有機炭素同位体比層序を導入することにより，地球規
模での炭素循環摂動と生命の絶滅や進化史との関連の解明に寄
与された．平野先生は世界各国における研究の動向に敏感で，
かつ常に大変な情熱をもってこれらの研究に取り組まれてい
た．その過程では，学生と積極的に野外調査を行い，その小柄
な体からは想像もできないような力強さで学生を牽引されてい
た．学部入学当初は博士課程への進学など露程も思わない学生
が，平野先生の研究への姿勢と人間性に感化され，博士の学位
を取得するに至った例もあり，研究室からは20名ほどの博士学
位取得者が育ち，一線で活躍している研究者や教育者を数多く
輩出している．
平野先生はユネスコのIGCP434のプロジェクトリーダーとし

て６回の国際研究集会を企画され，その功績は安藤寿男教授を
はじめお弟子さんに受け継がれている．今年９月に早稲田大学
でIGCP608の国際研究集会を開き，先生に花道を準備すること
を楽しみにしていた．このたびの訃報に接し，国内のみならず，
海外13カ国30名を超える研究者からも弔意のメッセージが届
き，平野先生の特にアジアにおける学術交流の貢献の大きさに，
改めて感銘を受ける次第である．また，研究・教育だけではな
く，日本学術会議，中央教育審議会，学術審議会，日本学術振
興会，文化審議会などのさまざまな委員会においても，重要な役
割を担ってこられた．そのようなご経験をふまえた教育学部に
おける様々な局面における先生の発言には，重みがあった．
平野先生はいつも学生と対話することがお好きで，飲み会の

頻度も教室で突出していた．私も若い頃は，先生のお誘いから
逃れる術を探すことが難しかったこともある．先生の研究室の
学生・卒業生だけではなく，他の研究室の卒業生も，巡検や研
究室において先生の陽気で楽しい会話のひとときを思い出して
いることであろう．また，学生にとっては，飲み会の一コマで
何気なく交わした会話であっても，数年後に平野先生が「君の
あの時の発言には感銘を受けた」などと指摘されることもあっ
たようで，その記憶力と批評力には驚かされた．

先生の遺品の中に，いつも机のそばに置いておられたという
学生時代のフィールドノートを卒業生がみつけた．わずか２
mm四方の小さなマス目に文字を埋め込み，丁寧で詳細なルー
トマップは美しく，後輩達は驚き，また感動した．平野先生の
教えを受けた学生・卒業生たちは，古生物学者平野弘道の研究
の根幹に，フィールドジオロジーがあることを再認識したに違
いない．平野先生のすぐれ
たフィールドノートは，４
年前に他界された故坂幸恭
教授のスケッチ（原画）と
ともに，11月15日から２週
間程度，早稲田大学６号館
１階107室に展示する予定
である．
先生のこれまでのご功績

を偲び，謹んでご冥福をお
祈り申し上げる．

（高木秀雄）

追　悼

平野先生の大学院時代の

野帳より（夕張市白金沢）



日本地質学会News 17（６） 27

具合が異なることや，級化・堆積構造に起因して砂岩層の場所
によって風化過程が違うこと，などが考えられる．

引用文献
石原与四郎・阿部宏子・押川美佳，2009，堆積学研究，67，65-
84．

中村羊大・小澤智生・延原尊美，1999，地質学雑誌，105，45-
60．

表紙紹介

宮崎県の青島には新第三系青島層の砂岩泥岩互層が露出して
おり（中村ほか，1999；石原ほか，2009），「鬼の洗濯板」と呼
ばれる波状の地形が見事なことで有名である．この地層に近づ
いて観察すると，砂岩部には風化によって様々な模様ができて
いるのがわかる．
表紙の写真は，手前に約10°傾いた正常層の砂岩を，層理面

とほぼ直交する方向から撮ったものである．侵食量の違いに
よって手前ほど上位の部分が露出している．一辺が20cmから
１mほどある多角形状の節理群の周りは，他の場所に比べて侵
食されずに高まりとして残っている．節理群に囲まれた部分に
は，より細かい節理やタフォニ（tafoni）という大小の窪みが
できている．
青島の砂岩にできた風化模様の分布にはある程度の規則性が

見られる．写真では下から帯状に，細かい節理がみられる領域
ａ，タフォニが発達する領域ｂ，比較的平坦な領域ｃ，節理群
に囲まれた部分がドーム状になっている領域ｄ，を認めること
ができる（図１）．このような模様の分布ができる原因として，
わずかな標高差（数十cmから２m程度）によって海水の乾湿

宮崎県青島の砂岩にできた風化模様

写真・文：藤内智士（高知大学理学部）

図１　風化模様の分布
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申込・問い合わせ：一般社団法人  日本地質学会
　電話　03-5823-1150　FAX03-5823-1156   e-mail: main@geosociety.jp

広報誌ジオルジュ　一括割引購入のご案内広報誌ジオルジュ　一括割引購入のご案内
　日本地質学会では広報誌「ジオルジュ」を発行しています
（年2回発行．定価250円）．　
　博物館・学校・研究機関などで，イベントでの配布物，友
の会へのプレミアグッズ,ストアなどでの販売物として，ジオ
ルジュを利用してみませんか．部数に応じて割引価格を設
定しておりますので，是非ご検討下さい．

【割引価格例】
　100部：20,000円（定価2割引）
　300部：52,500円（定価3割引） 
これ以外についてもご希望に応じてご相談承ります．

　毎号各地のジオパークの特集記事の掲載も企画してい
ます．ジオパークの広報の一環としてもご活用ください．

最新号（2014前期号）発行！

「わがこっじゃっど，地質学」「わがこっじゃっど，地質学」
日本地質学会第121年学術大会（鹿児島大会）

会期　2014年9月13日（土）～15日（月）
会場　鹿児島大学郡元キャンパス ほか

講演申込・要旨投稿締切：7月1日（火） 18時

http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html

事前参加登録締切：8月19日（火） 18時

講演申込画面（PASREG）：入力時の注意
（１）新規登録：〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得しましょう
演題登録トップ画面一番下【新規登録はこちらから】から新規登録を行い，〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得してくださ
い。登録画面には“演題情報”のほかに“連絡者情報（一度登録しておけば書き換える必要の無い項目）”もあります。まず
は新規登録を行い，〔受付番号〕と〔パスワード〕を取得することをお勧めします。

（２）修正する場合：画面右上【マイページ】からログイン
〔受付番号〕と〔パスワード〕で，【マイページ】からログインいただき，締切まで何度でも入力情報の修正ができます。

画面操作に慣れていないと，タイムアウトする可能性が高く，締切直前の登録は入力ミス等も多くなります。余裕をもって
ご登録下さい。

巡検のお申込は，とくにお早めに！
巡検は，旅行社を通じての手配のため，申込受付の延長は，行えません。お申込はお早めにお願い致します。

（郵送の場合　6月25日（水）必着）

（郵送・FAXの場合　8月15日（金）必着）

巡検参加申込締切　8月8日（金）18時
（郵送・FAXの場合　8月6日（水）必着）
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（東京都千代田区日比谷公園内
　　　　　　　　緑と水の市民カレッジ3階）

共催　公益財団法人東京都公園協会
主催　一般社団法人日本地質学会

入場
無料

場 所：みどりの i プラザ

場所　みどりの i プラザ
　（日比谷公園内 緑と水の市民カレッジ 3階）
開館時間　午前９時から午後 5時
休館日　日曜・祝日　　入場無料

東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線
「霞ヶ関駅」下車 B2・C1 出口徒歩 3分
都営地下鉄三田線「内幸町駅」下車徒歩 5分
JR 山手線「有楽町駅」下車徒歩 15 分写真：第 5回惑星地球フォトコンテスト入選作品

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）

狡一般社団法人日本地質学会　〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F 電話03-5823-1150
Fax 03-5823-1156   E-mail：main@geosociety.jp  ホームページ http://www.geosociety.jp
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