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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！
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日本地質学会会員の皆様へ

“日本各県の岩石・鉱物・化石”の出版に向けて

日本各地で記録的な豪雨とのニュースが報じられておりますが，いかがお過ごしでしょうか．
さて，日本地質学会では，2013年９月13日の理事会で，“県の石”選定に向けた石渡前会長の提案を，地質学会と

して進めることが承認されました．石渡前会長の提案は，
「日本の各県では，県花，県木，県鳥などが制定されていますが，“県の石”というのは聞いたことがなく，日本地質
学会として“各県の岩石・鉱物・化石”の候補を推薦し，その制定に向けて各県や文部科学省に働きかけたらよいと
思います．」
との内容です．併せて，それらに関する書籍の出版も提案されております．アメリカでは，「州の鉱物，岩石，宝石」
や「州の昆虫」が制定されており，一般市民に科学に対する関心をもたせるうえで一定の効果を挙げているようです．
私は，会長に立候補する際のマニフェストとして「地学を身近に」活動を展開することを挙げ，その中で，“日本

各県の岩石・鉱物・化石”を完成させ，出版すると述べております．そこで，地質学会として県の石を選定する趣旨
文を，すでに県として県の石（岩石・鉱物・化石）を制定しているか否かなど，簡単なアンケートとともに都道府県
に送りました．アンケートに対する返答がまとまり次第，執行理事を中心として，支部・部会・理事各位の協力のも
と，日本各県の岩石・鉱物・化石を選定し，その結果を125周年の記念出版物にしたいと考えております．これが，
各県により認定され，公式の県の岩石・鉱物・化石制定につながれば，さらに結構なことと思います．また，この活
動を通じて，市民の方々の地質学を始めとする地球科学全般に関する関心が高まることを大いに期待しています．
県の石の選定に関し，会員の皆様にも関心をもっていただき，ご協力をお願いいたします．

日本地質学会長　井龍康文

鹿児島大会ニュース 日本地質学会第121年学術大会（鹿児島大会）

事前参加登録受付中

鹿児島大会（９月13日～15日）の事前参加登録を受付中です．

◆事前参加登録：８/19（火）締切［※巡検のみ：８/８（金）
締切］
〔注〕演題登録と事前参加登録は，それぞれ別のお申し込みで
す．演題登録済でも，締切までに【事前参加登録】を別途行
わない場合は，当日参加の扱いとなります．事前と当日とで
は，参加登録費が異なりますので，ご注意ください．

◆講演要旨集：事前参加登録・事前予約をお願いします
参加登録費が発生するかた（正会員や院生割引会費適用正会

員等）には，必ず講演要旨集が付きますが，参加登録費が０円
のかた（名誉会員や50年会員，学部学生割引会費適用正会員等）
には要旨集は付きません．要旨集の当日販売もありますが，こ
こ数年，当日販売分が売り切れてしまうことが多く，購入いた
だけないケースもあります．参加を予定されているかたや要旨
集を購入希望のかたは，事前参加登録または要旨集の予約購入
申込をお願いいたします．

◆事前参加登録（振込）の方は，お早めにご入金下さい
事前登録者へは，大会前に予約確認書，クーポン（懇親会・

お弁当申込者のみ）等を発送します．発送時点で入金確認が取
れていない場合は，未入金と記載した確認書のみを送付します
（参加登録費は当日払いの金額に変更になります）．期日までに
ご入金をお願い致します．

鹿児島大会HPはコチラ↓
http://www.geosociety.jp/kagoshima/content0001.html

宿泊予約に関するご注意

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．各自で手配をお願
い致します．

緊急展示の申込について

緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するため
に，災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊
急展示コーナー」を設けます．ポスター展示を希望する方は，
８月29日（金）までに次の内容を下記申込先にご連絡ください．

１）発表要旨PDF（ニュース誌５月号参照） ２）緊急展示の
必要性　３）発表代表者と連絡先　４）希望枚数（１枚：幅
120×210cm） ５）展示に関わる要望（２～５の様式は自由）
実行委員会は行事委員会と協議し，可否の判断を致します．

希望にはできるだけ応えるようにしますが，展示方法等につい
ては実行委員会の指示に従ってください．
申込先：<main@geosociety.jp>
担当：山本啓司（鹿児島大会実行委員会）・須藤　宏（行事委
員会）
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２号議案 総会規則の改正

齋藤常務理事より，総会規則の改正につい

ての説明がされた．

本議案については，特に質疑応答がなく，

提案どおり全会一致で承認された．

３号議案 選挙規則の改正

齋藤常務理事より，選挙規則の改正につい

ての説明および，それに伴う選挙細則の改正

点についての説明がされた．

本議案については，特に質疑応答がなく，

提案どおり全会一致で承認された．

４号議案 2013年度事業報告・2013年度決

算報告

１）齋藤常務理事から資料にもとづき2013年

度の事業報告があり，会員の動静，学会運

営に関する諸集会及び委員会等の活動，学

会の行事・事業についての報告がなされ

た．

また，2013年度内および総会開催の本日

までに逝去された（逝去が判明）会員20名

（うち名誉会員3名）に対し，黙祷を捧げた．

石渡会長より，地質学会の各賞の表彰に

ついて，表彰理由は選考委員会が熟慮した

文章であり，理事会の決定をうけて公表し

ているものであるので，受賞者及び関係者

が他の媒体に掲載（紹介）するために利用

する場合においても原文を尊重すること，

との要望が出された．

２）会計担当の西理事から2013年度決算につ

いて報告があった．収入としてはIsland

Arc誌関連の収入が前年度内の計上となっ

たことにより減収，また，全体としては支

出が予算をやや上回ったため，2013年度は

約160万円の赤字決算となったとの報告が

なされた．

＜会計監査報告＞

その後，山本監事より会計監査の実施報告

があった．会計は適正に処理されているとの

報告であった．なお，これまで６年にわたり

会計監査を実施してきたが，ここ２年連続し

て赤字決算となっている．会員数の増加が見

込めない中，財政を立て直す時期に来ている

ものと警鐘を鳴らしたい．これは青野監事も

同意見であるとの付帯意見があった．

本議案については一部事業報告の修正を受

けたが，特に質疑応答はなく，全会一致で承

認された．

５号議案 代議員および理事選挙結果

阿部選挙管理委員長より，代議員および理

事選挙結果報告があった．代議員および理事

における女性の比率が低い（前期よりも低

かった）ので，選挙に際しては周囲の女性会

員の積極的な立候補を呼びかけて欲しいとい

一般社団法人日本地質学会
2014年度総会議事録

以下のとおり，2014年度定時社員総会を開

催した．

日時　2014年5月24日（土）15：30-17：00 

会場　北とぴあ第２研修室（東京都北区王子

１-１）

○ 総会開催にあたり本日出席の代議員か

ら，議長として利光誠一代議員を，副議長

として三次徳二代議員を選出した．

○ 議長は審議開始に際し，書記として加藤

潔代議員ならびに小田原啓代議員を指名

し，また，同時に議事録署名人として，両

名を指名した．

議長は，本日の出席者数を確認し，総会定

足数である代議員の過半数67名をこえる出席

者があるので成立している旨宣言し，議事に

入った．

代議員（＝社員）総数　　　　132名

議決権総数　132個

出席者数（委任状，議決権行使者含む）

111名　　 この議決権総数111個

出席役員　代表理事（会長）：石渡　明

理事：ウォリスサイモン（副会長）

渡部芳夫（副会長） 天野一男　安藤

寿男　井龍康文　永広昌之　小山内康

人　笠間友博　川端清司　川辺文久

小嶋　智　齋藤　眞　坂口有人　佐々

木和彦　柴正　博　高木秀雄　竹内

誠　内藤一樹　中澤　努　西弘嗣久

田健一郎　平田大二　星　博幸　保柳

康一　松田達生　宮下純夫　向山　栄

山路　敦　山本高司　脇田浩二

監事：青野道夫　山本正司

以上　理事31名，監事２名

１号議案　定款の改正

齋藤常務理事より，定款の改正について概

要が説明された．

本議案については，特に質疑応答がなく，

提案どおり全会一致で承認された．

う要望があった．

本議案については，全会一致で承認された．
＊新理事名簿は巻末に添付

６号議案 2014年度事業計画

石渡会長より，2013年度の本学会の事業成

果を踏まえた2014年度の事業計画の基本方針

が示された．

出席代議員より，地質学雑誌において著者

と編集者間でJIS規格に従うか否かについて

のやりとりがあったので，ルールを明確化し

て欲しいという意見があった．また，各県に

おける地学教員の採用等についての情報があ

り，ホームページ等で若手会員に広報すると

良いという意見があった．

本議案について特に反対意見はなく，全会

一致で承認された．

７号議案　2014年度予算案

西理事より2014年度の予算案について説明

がなされた．

会員数の減少による会費収入の減少が見込

まれる中，収入の増加策や管理費や事業費の

見直しにより，計上した各種引当金を使うこ

となく，収支均衡予算となることが望ましい

旨の説明がなされた．

本議案について特に質疑応答はなく，全会

一致で承認された．

８号議案　日本地質学会125周年事業の実施

について

矢島委員長に代わって宮下理事より，来る

2018年に125周年を迎えるにあたり，その記

念事業などについて説明があった．少なくと

も２年前くらいから様々な事業を展開してい

きたいこと，これから若手・中堅会員も加え

て準備を進めていきたいとの説明がなされ

た．

出席理事より，2016年に国際地学オリン

ピック三重大会が開催されるので，地質学会

125周年とともに，盛り上げて欲しいという

要望があった．

本議案については，特に反対意見はなく，

全会一致で承認された．

以上をもって審議を終了し，石渡会長によ

一般社団法人日本地質学会2014年度総会記事
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に従い総会に陪席することができる．

＜改正案＞

４．代議員以外の正会員は別途定める「一般

社団法人日本地質学会総会規則」（以下

「総会規則」という）に従い総会に陪席す

ることができる．

第５章 役員等 第33条２項

＜現行＞

２．理事会は，理事会規則により会長１名，

副会長２名，常務理事１名，副常務理事１

名および執行理事を選任し，代議員に報告

する．

＜改正案＞

２．理事会は，「一般社団法人日本地質学会

理事会規則」（以下「理事会規則」という）

により会長１名，副会長２名，常務理事１

名，副常務理事１名および執行理事を選任

し，代議員に報告する．

総会規則

第12条３項

＜現行＞

３．定款23条４項により出席した会員等は，

代議員等の要請に基づき，これを議長が許

可しなければ発言できない．

＜改正案＞

３．定款23条４項により陪席した会員等は，

代議員等の要請に基づき，これを議長が許

可しなければ発言できない．

選挙規則ならびに選挙細則の改正

選挙規則及び選挙細則において，前回の規

則改正の際の修正見落としや文言の不十分な

ところが見つかったので，修正変更を提案す

る．

１．選挙規則の改正

１）第５条１項の変更は，役員ごとの改選年

を加える．

（現行）役員選挙は理事および監事を選

出するものとし，代議員による無記

名投票により，２年ごとに全定数を

改選する．

（改正）役員選挙は理事および監事を選

出するものとし，代議員による無記

名投票により，理事は２年ごと，監

事は４年ごとに全定数を改選する．

２）選挙規則第５条６項について，文章不備

につき文言の追加修正をする．また，項番

号を６項から４項に変更し，現行４項を５

項に，以下順次繰り下げて11 項までとす

る．

（現行）６．当選理事の決定の際は定員

にいたる残りの選出数に対しては，

付表の所属別定員充足数を満たすこ

ととする．

（改正）４地方支部区選出数を除き，定

員にいたる残りの当選理事決定の際

は，付表の所属別定員充足数を優先

する．

る会長退任の挨拶があった後，議長は閉会を

宣言した．

2014年５月24日

以上，決議を明確にするためこの議事録を

作成し，議長，副議長および出席代議員，理

事がこれに記名，押印する．

一般社団法人日本地質学会2014年度総会

総会議長　　利光誠一

総会副議長　三次徳二

議事録署名人

小田原啓

加藤　潔

代表理事　　石渡　明

理　　事　　齋藤　眞

2014年度理事（任期２年）

天野一男（重任） 安藤寿男（重任）

有馬　眞（就任） 安間　了（就任）

石渡　明（重任） 井龍康文（重任）

ウォリス･サイモン（重任）

上砂正一（就任） 海野　進（就任）

緒方信一（就任） 小山内康人（重任）

笠間友博（重任） 亀尾浩司（就任）

川端清司（重任） 川辺文久（重任）

小嶋　智（重任） 清川昌一（重任）

後藤和久（就任） 齋藤　眞（重任）

榊原正幸（就任） 坂口有人（重任）

佐々木和彦（重任） 佐野弘好（就任）

沢田　健（就任） 菖蒲幸男（就任）

杉田律子（就任） 高木秀雄（重任）

高橋正樹（重任） 竹内　誠（重任）

竹下　徹（重任） 千代延俊（就任）

内藤一樹（重任） 中澤　努（重任）

奈良正和（就任） 原山　智（就任）

久田健一郎（重任） 平田大二（重任）

廣木義久（就任） 星博　幸（重任）

保柳康一（重任） 松田達生（重任）

松田博貴（重任） 三次徳二（就任）

宮田隆夫（重任） 向山　栄（重任）

矢島道子（重任） 山田泰広（重任）

山本高司（重任） 山路　敦（重任）

渡部芳夫（重任） 以上50名

定款の改正について

定款23条で，一般の会員が総会に陪席でき

ることを定めた規則に文言（規則名）の間違

いがあった．現行定款では「理事会規則に従

い……」となっているが，理事会規則ではな

く「総会規則」の間違いであることが判明．

下記のとおり定款条を修正し，それに関連し

て定款条の文言を修正する．この修正に伴い

総会規則の文言も一部修正する．

定款

第４章 総会 第23条４項

＜現行＞

４．代議員以外の正会員は理事会の決議によ

り別途定める「一般社団法人日本地質学会

理事会規則」（以下「理事会規則」という）

３）付表のうち官公庁欄から「公団」を削除

する．

４）総会での承認の後，付則（改正）に以下

の文言を加える．

・2014年５月24日一部改正

［参考］選挙細則は４/５日の理事会にて承認

され，以下のように改正されました．ここに

報告いたします．

２．選挙細則の改正

１）第６条２項の立候補届の提出方法につい

て，公正を明確にするため持参は受け付け

ていないので削除する．

２．立候補届等は所定の書式を用い，郵

送または持参,電磁的方法のいずれか

によるものとする.

２）代議員選挙においては地方支部区の順位

付けの必要がなくなったのでその文言を削

除する．

第８条　選挙管理委員会は速やかに立候

補者名簿を作成し，地方区においての

投票の有無を確定する.

３）理事会での承認の後，付則（改正）に以

下の文言を加える．

・2014 年４月５日一部改正

2013年度事業経過報告

１．報告事項

１）会員の動静

2014年４月末現在の会員は，賛助会員27社，

名誉会員66名，正会員3729名（うち院生割引

99名，学部割引７名），会員総数3822名，

2013年４月末と比べて54名の減少であり，そ

の内訳は次のとおりである.

入会者　168（賛助 1社，正会員 167名

〔うち院生割引 107名，学部割引 20

名〕）

退会者 129（賛助 ０社，正会員 129名

〔うち院生割引 12名，学部割引 ０名〕）

除籍者 73（正会員　73名）

逝去者 20（名誉会員３名，正会員 17名）

名誉会員：垣見俊弘（2013/７/１），奈

須紀幸（10/３），北川芳男（12/９）

正会員：小針博通（2005/６/18），南里

宗弘（2011/６/15），西木敏夫（2013/

１/30），竹内清和（５/６），沢野　弘

（５/９），鈴木尉元（５/13），福田

理（６/３），佐々木辰雄（６/24），大

庭　昇（/26），西澤徳雄（８/７），小

池一之（８/23），関戸信次（９/５），

的場保望（９/18），久保篤規（12/15），

堀越孝昌（2014/１/６），服部陸男

（３/13），鹿園直建（４/22）

２）学会運営に関する諸集会及び委員会等の

活動

＜2013年度定時総会＞

日時：2013年５月18日　12:30～14:00

会場：北とぴあ　第２研修室

議決権のある社員総数　133名（定足数：
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年９月16日，参加者：150名，講師：柳田

邦男

・震災復旧･復興プラン（2012年度公募）研

究事業報告　2013年９月15日，ポスター発

表1件（R19-P-２）

・地学教育委員会

小さなEarth Scientistのつどい～第11回

小・中・高校生徒地学研究発表会：2013年

９月15日，参加校９校，１団体，16件，う

ち３件に優秀賞を，３件に奨励賞を授与．

第12回理科教員対象見学旅行：2013年９月

14日，「C班：仙台の大地の成り立ちを知

る」

案内者：宮本　毅・蟹澤聰史・根本　潤・

石渡　明

２．地質の日　本部イベント（日本応用地質

学会との合同行事）

・街中ジオ散歩 in Tokyo「石神井川がつく

る地形の移り変わりと地質」徒歩見学

会:2013年５月12日，参加者39名（うち小

学生２名），共催：深田地質研究所，後

援：東京都地質調査業協会，

協力：日本地質学会関東支部，見学コー

ス：東京都北区田端・上中里・王子界隈

（JR王子駅西側の台地上に発達する石神井

川，逆川付近），講師：池田　宏氏，中山

俊雄氏

・第４回惑星地球フォトコンテスト表彰式

：2013年５月18日，北とぴあ，審査委員

長：白尾元理

・惑星地球フォトコンテスト入賞作品巡回展

示

埼玉県立 自然の博物館： 2013年５月25日

（土）～６月９日（日）

兵庫県立 人と自然の博物館：2013年７月

６日（土）～８月４日（日）

地質情報展（仙台大会）：2013年９月14日

（土）～９月16日（月）

あいちサイエンスフェスティバル：2013年

９月28日（土）～11月４日（月）

奥出雲多根自然博物館：2014年１月２日

（木）～2014年２月３日（月）

３．地質調査研修

研修地域：「千葉県君津市及びその周辺地

域（房総半島中部域）」

春季：2013年５月27日～2013年５月31日

秋季：2013年11月18日～2013年11月22日

参加者：12名（各季とも６名ずつ）

共催：産業技術総合研究所地質調査総合セ

ンター，協力：日本地質学会関東支部

講師：徳橋秀一，辻野　匠［春季］，納谷

友規［秋季］（産業技術総合研究所）

４．地質学者に答えてもらおう（2012年３月

～運用開始）

地質学とそれに関連する地学の分野の身近

なことから地球の歴史に関することまで，一

般のかたが疑問に思うことにたいして，質問

受付コーナーを設けてから丸２年が経過．運

用開始からの質問件数の総数は56件（うち，

2013年度中に届いた質問は25件）．これまで

の質問とその答えは学会HPにて公開中．

67名），議決権の数　133個

出席社員数（委任状および議決権行使書

提出者を含む）105名，

議決権の総数　105個，出席理事　33名，

出席監事　１名

審議事項：１）2012年度事業報告，２）

2012年決算報告，３）選挙規則の改正，４）

2013年度事業計画，５）2013年度予算案

いずれの議案も賛成多数で承認．

＜委員会等の開催＞　

・執行理事会（11回）議事内容，報告等につ

いては，随時HP，ニュース誌に掲載

・理事会（４回）議事内容，報告等について

は，随時HP，ニュース誌に掲載

・その他委員会（メールによる会議を含め，

随時開催）

３）学会の行事・事業

１．日本地質学会第120年学術大会

会期：2013年９月14日～16日

会場：東北大学川内北キャンパス

参加者：983名（会員811名，非会員172名）

・一般発表：615件（口頭372件，ポスター

243件）

・シンポジウム：２件（うち１件は一般公

開，14講演）

・アウトリーチセッション：ポスター６件

・緊急展示（ポスター発表）：１件

・優秀ポスター賞の授与：11件

・見学旅行：実施12コース

・ランチョン：専門部会を中心に12件

・夜間小集会：10件

・原子力規制委員会の評価会合についての

意見交換会：参加者：105名

・若手会員のための業界研究サポート：

2013年９月15日　参加企業・団体：８社

＜日本地質学会各賞の授与式・記念講演会＞

日時：９月14日（土），会場：東北大学川

内北キャンパスマルチメディア棟ММ

ホール

・来賓挨拶　福村裕史（東北大学大学院理

学研究科長）

・日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ

尾上哲治（熊本大学）

「放散虫革命ジュニア世代のジュラ紀付

加体地質学」

・日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ

岡本　敦（東北大学）

「岩石組織とモデルと」

・日本地質学会賞受賞記念講演

井龍康文（東北大学）「細かい観察・分

析は地球環境科学を発展させるか―私の

地球科学感―」

乙藤洋一郎（神戸大学）「古地磁気学と

地質学」

＜年会関連行事＞

・地質情報展2013みやぎ―大地を知って明日

を生かす―　2013年９月14日～16日，参加

者：2,100名

・市民講演会「災害に備える安全な社会とは

～求められる発想の転換と主体性～」2013

４）出版物の刊行

＜地質学雑誌＞

・119巻4号（2013年４月）～120巻３号

（2014年３月）を刊行した．総ページ数は

689ページ．

・地質学雑誌補遺：仙台大会巡検案内書

CD-ROM版（８月号）

＜日本地質学会ニュース＞

・16巻４号（2013年４月）～17巻３号（2014

年３月）を発行した．総ページ数は388

ページ．

＜Island Arc＞

・Island Arc 編集委員会の編集により，

Wiley社よりVol.22,Issue２～Issue４，

Vol.23, Issue１を刊行した．総ページ数は

490ページ．

＜ジオルジュ＞

・前期号（2013年５月），後期号（同年11月）

を発行．

＜リーフレット＞

・たんけんシリーズ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31日発行．

＜その他＞

・地学を楽しく！ジオツアー・ジオパーク・

地学オリンピック（電子書籍：Amazon

Kindleストア，PDF版：ジオストア），

2013年12月刊行．

・地球全史スーパー年表（岩波書店，日本地

質学会監修），2014年２月18日刊行．

５）関連外部委員会への協力

下記の関連外部委員会等に対して本学会か

ら選出された委員を通じて，これまでに引き

続きそれぞれの活動，関連学会の発展と連携

に協力した．

日本地球惑星科学連合：評議員（石渡

明），連絡委員（西　弘嗣），プログラム委員

（大坪　誠，星　博幸），キャリアパス支援小

委員会委員（佐々木和彦）,環境・災害対応

委員会-災害の委員（川畑大作），環境・災害

対応委員会-環境の委員（小荒井衛），学術出

版委員会委員（井龍康文），教育問題検討委

員会（矢島道子，芝川明義，中井睦美，渡邉

正人），JpGU新ジャーナル発行のための編集

委員（井龍康文），編集運営会議委員（ウォ

リス　サイモン），自然史学会連合（斎木健

一），地質技術者教育委員会（山本高司），地

質の日事業推進委員会（委員長：平田大二，

副委員長：中澤　努），アイソトープ・放射

線研究発表会運営委員会（運営委員，山口耕

生），日本ジオパーク委員会（委員　高木秀

雄），産総研地質調査総合センターJIS委員会

（学会委員，斎藤靖二），（NPO）地学オリン

ピック日本委員会広報小委員会（坂口有人），

地質・地盤情報活用推進に関する法整備推進

協議会（委員，小嶋　智，利活用WG：松浦

一樹，広報WG：澤口　隆），放射性廃棄物

の地層処分技術WG（委員，渡部芳夫），な

ど．
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に対し，環境地質部会が共催．

・山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城崎会

議」（2013年10/26-27日）の後援．

・こどものためのジオ・カーニバル企画委員

会 ，第14回子供のためのジオ・カーニバ

ル（2013年11/２-３日，大阪市立科学館）

の後援．

・第４回日本ジオパーク隠岐大会組織委員

会，同大会（2013年10/15-18日）の後援．

・NPO法人日本地質汚染審査機構，第24回

地質汚染調査浄化技術研修会（2013年

11/22-24日）に対し，環境地質部会が共催．

・IGCP608 第２回国際シンポジウム「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」（代表：安藤寿男，2014年

９/６-８日，早稲田大学大隈講堂小講堂）

の共催．

・公社）日本アイソトープ協会，第51回アイ

ソトープ・放射線研究発表会（2014年７/

７日-９日，東京大学弥生講堂）の共催．

・主催：IUGS-GEM日本支部／IUGS-GEM人

口地層と地質汚染WG／山形大学，第２回

人口地層と地質汚染国際シンポジウム

（2013年12/１-４日）にたいし，環境地質

部会が共催．

・2014年度の地震火山こどもサマースクール

（島原半島ジオパーク，2014年８/２-３日

開催）の共催．

・地球化学会，ゴールドシュミット会議2016

（国内組織委員長：益田晴恵，2016年６

/26-７/１日，パシフィコ横浜）の共催．

・奥出雲多根自然博物館，地質学会の第３・

４回フォトコンテスト入選作品展示会

（2014年１/２-２/３日）の共催．

・地学オリンピック日本委員会，地学オリン

ピックのキャラクターデザイン募集コンテ

スト（中高生を対象）の共催．

・堆積学会，“2014 Distinguished International

Lecture for The Geological Society of

America（GSA）”に選出されたMajorie

Chan教授（ユタ大学）の講演会（東京：

2014年５/９日，京都：５/11日）の共催．

・2014地球環境保護　土壌・地下水浄化技術

展（2014年10/15-17日，東京ビッグサイト）

への協賛.

・科学教育研究協議会，第61回全国研究大会

（2014年８/２-４日，港区正則高校）の後

援．

・Techno-Ocean2014（2014年10/２-４日，

神戸国際展示場）への協賛．

＜他学協会などへ依頼＞

・第120年学術大会：仙台大会の巡検（プレ:

９/13日，会期中：９/14日，ポスト：９

/17-18日）について，関連学協会16団体に

協賛を依頼し，いずれの学協会からも承認

された．

・「2013年度秋季地質の調査研修」（2013年

11/18-22日実施，講師：徳橋秀一・納谷友

規（産総研））について，産業技術総合研

究所あて共催を依頼し承諾された．

・「2014年度春季地質の調査研修」（2014年

６）その他報告事項（主に他学協会との共

催・後援，協賛行事など，開催時期に関わ

らず2013年度内において承認したもの）※

そのほかはNews誌，HPに掲載の執行理事

会議事録，理事会議事録参照．

＜他学協会などからの依頼＞

・朝永振一郎記念第８回「科学の芽」賞（筑

波大学）の後援．

・三浦半島活断層調査会，地質の日記念観察

会「深海から生まれた城ヶ島」（2013年５

/11日）の後援．

・群馬県立自然史博物館第43回企画展「甦

れ！カミツキマッコウ 古代ゾウ～巻頭に

眠る太古の生き物たち～」（2013年７/13-

９/１日）の後援．

・第６回地質の日記念＆南紀熊野ジオパーク

認定応援イベント２件の後援．

宇久井ビジターセンター，地玉の浜のオー

ソコーﾂアイト探し（2013年５/11日）．

近畿地方環境事務所，ジオパークをめざし

て川舟で下る熊野川（2013年５/12日）．

・第四紀学会，国際第四紀学連合（INQUA）

第19回大会（2015年５27-８/２日，名古屋

国際会議場）の共催．

・日本地球化学会，第60回年会（2013年９

/11-13日，筑波大学）の共催．

・科学教育研究協議会，第60回全国研究大会

（2013年８/２-４日，岩手県北上市）の後

援．

・日本科学技術振興財団，青少年のための科

学の祭典2013（2013年５/19-2014年３/31

日）の後援．

・ゼオライト学会，第29回 ゼオライト研究

発表会（2013年11/27-28日）への協賛．

・新潟大学学術情報基盤機構旭町学術資料展

示館，企画展示「微化石展―地層の中の小

さな芸術品―」（2013年７/17-８/30日）の

後援．

・室戸ジオパークサマースクール2013実行委

員会，同サマースクール（2013年８/８-９

日）への後援．

・第 1 1 回高校生科学技術チャレンジ

JSEC2013の後援（作品募集期間：2013年

９/１-10月上旬）．

・第２回G-EVER国際シンポジウム，ならび

に第１回IUGS・日本学術会議国際ワーク

ショップ（2013年10/19-20日，仙台市情

報・産業プラザ）の共催．

・蒲郡市生命の海科学館，地質学会の第４回

惑星地球フォトコンテスト入賞作品展

（2013年９/28-11/４日）の共催．

・第39回リモートセンシングシンポジウム

（2013年11/15日）への協賛．

・三重県環境・生活部新博物館整備推進プロ

ジェクトチーム，公開シンポジウム「新第

三紀の終焉と第四紀の始まり―東海層群か

ら読み解く気候変動」（2013年11/10日，三

重県総合博物館）の共催．

・地質汚染―医療地質- 社会地質学会主催

「第23回環境地質学シンポジウム」（2013年

11/29-30日，産業技術総合研究所共用講堂）

５/12-16日実施予定，講師：徳橋秀一・工

藤　崇（産総研））について，産業技術総

合研究所あて共催を依頼し承諾された．

・第121年学術大会：鹿児島大会のセッショ

ン共催：堆積地質部会に関わる４セッショ

ンについて，石油技術協会探鉱技術委員会

と日本有機地球化学会へ共催を依頼し承諾

された．

R９：堆積物（岩）の起源・組織・組

成／R10：炭酸塩岩の起源と地球環境

R11：堆積相・堆積過程／R12：石油・

石炭地質と有機地球化学

７）支部の活動

＜北海道支部＞

１．2013年度「地質の日」記念展示（2013年

４月23日～6月2日）

・北海道大学総合博物館企画展示「豊平川と

共に―その恵みと災い」．北海道大学総合

博物館・日本地質学会北海道支部・日本応

用地質学会北海道支部・北海道応用地質研

究会・北海道地質調査業協会・（独） 産

総研地質調査総合センター・（地独） 北

海道立総合研究機構地質研究所・札幌市博

物館活動センターとの共催.（財）宇宙シ

ステム開発利用促進機構・北海道大学附属

図書館・北海道大学文書館などの協力.

・市民対象の地質巡検「札幌のメムを訪ねる」

を実施（５月18日）．参加者30名．

・土曜市民セミナー：「豊平川がつくりだし

た自然景観」（５月11日）,講師：前田寿嗣

（札幌市立柏中学校）,北海道大学総合博物

館．

２．北海道支部総会・支部例会

・総　会（2014年３月８日）於北海道大学理

学部．出席者18名，委任状７名，計25名

・例　会（個人および招待講演会；2013年４

月27日）於北海道大学理学部．参加者60名，

個人講演10件，招待講演１件．

招待講演会「原子力発電所と断層」（藤本

光一郎〔東京学芸大・教授〕）．その後,同

テーマで討論会を実施．

３．北海道地質百選検討

・ウェブ運用：公開済みジオサイト数は401

カ所（2014年３月１日現在）に達した．豊

平川，札幌西方の山々，積丹，礼文島，支

笏カルデラの５ヶ所のオンライン北海道ジ

オパーク（OHG）を公開中．

・「北海道地質百選（仮称）」の出版：2014

年２月に一次原稿が完成し北大出版会へ提

示,北大出版会からの見本体裁の指示を

待っている状況．2014年出版を目指して準

備.

４．ジオパーク支援活動

・世界ジオパークネットワーク（GGN）の

１地域（洞爺湖有珠山ジオパーク）の再審

査，日本ジオパークネットワーク（JGN）

の２地域（三笠および鹿追ジオパーク）の

新規加盟審査が実施され，それぞれ再加盟，

新規加盟が承認．支部支援委員は２ジオ

パークについて審査受け入れ側，審査実施
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日）

・協力　本会地質の日イベント街中ジオ散

歩，地質調査研修春季・秋季

＜中部支部＞

１．地質の日関連イベント（５月10日（金），

名古屋大学博物館）

特別講演会「日本の地質の読み方・使い

方・地球をよく知って上手につきあうため

の基本情報」講師：齋藤　眞

２．中部支部総会（６月29日（土），石川県

白山市交流センター）

３．講演会等（６月29日（土），石川県白山

市交流センター）

テーマ１：自然災害と向き合うために（７

件），テーマ２：北陸，そして日本の構造

発達史（４件），ポスター発表（15件），懇

親会，参加者約50名

４．地質巡検（６月30日（日）），白山手取川

ジオパーク（共催：白山手取りジオパーク

推進協議会，案内者：森下知晃，日比野

剛，参加者：15名）

＜近畿支部＞

１．2013年度支部体制

支部長：宮田隆夫（神戸大学），代表幹

事：三田村宗樹（大阪市大），行事：小林

文夫（兵庫県立人と自然の博物館），会

計：大串健一（神戸大学），庶務：竹村静

夫（兵庫教育大学），幹事：奥平敬元（大

阪市大），里口保文（滋賀県立博物館），和

田穣隆（奈良教育大学），田中里志（京都

教育大学），此松昌彦（和歌山大学）

２．行事報告

・地質の日イベント

第29回地球科学講演会「大阪平野の地盤環

境と地盤災害」（2013年５月12日（日），大

阪市立自然史博物館講堂，講師：北田奈緒

子（一般財団法人地域地盤環境研究所主席

研究員）），主催：地球団体研究会大阪支部，

日本地質学会近畿支部，大阪市立自然史博

物館

＜四国支部＞

１．2013年度支部体制

支部長：石田啓祐，幹事：榊原正幸（事務

局長），村田明広，西山賢一，寺林　優，

近藤康生，奈良正和，佐野　栄（事務局：

支部HP）

２．行事報告

・第13回日本地質学会四国支部総会・講演会

（2013年12月21日（土），愛媛大学総合情報

メディアセンター・メディアホール），参

加者：56名，個人講演：口頭発表12名／ポ

スター発表17名

＜西日本支部＞

１．2013年度の支部体制

支部長：小林哲夫，幹事：清川昌一・早坂

康隆・仲谷英夫・磯部博志・亀井淳志・脇

田浩二・石原与四郎・川村喜一郎（事務

局）・松本幸英・木戸道男・清崎淳子，

監事：武田賢治

２．行事報告

・第165回西日本支部例会・2013年度総会

側として対応.

・旭川と八雲にてジオパークを目指した動き

があり支援．中頓別地域でジオパーク構想

に関連する事業に協力．

＜東北支部＞

１．東北支部2012～2013年度総会・講演会

（2014年３月１日（土）），於山形大学小白

川キャンパス

・総会（13:00～）：出席者15名，委任状14

名，計29名.

・講演会（14:15～）：口頭発表10件,ポス

ター発表12件．

２．2014年度・2015年度の事務局は，岩手大

学が担当．

＜関東支部＞

１．地質技術伝承講演会（４月13日，会場：

北とぴあ）

「土石流の実態と防災対策」（講師：今村

遼平，アジア航測㈱顧問），共催：関東地

質調査業協会，参加者：60名

２．地質見学会

・第三回ミニ巡検　房総南東部の正断層群

（５月26日，27日），参加者：17名，案内

者：小玉喜三郎・衣笠善博（元産総研），

岩本広志（関東天然瓦斯開発㈱）,宮内崇

裕（千葉大学）

・第四回ミニ巡検　丹沢（11月30日，12月１

日），参加者：15人，案内者：谷健一郎

（国立科学博物館），桑谷　立（東北大学）

・塩原化石教師巡検　御坂・櫛形山地黒鉱

（８月７-９日），参加者：８名，案内者：

青島睦治（元栃木県博）

・富士山巡検　富士山北麓周辺（11月３-４

日），参加者：29名，案内者：千葉達朗

（アジア航測㈱）

３．緊急研修会

地表付近の地質学的調査における応用地質

学的・土木地質学的留意点,日大文理学部

（７月27日），参加者107人，講師：山崎孝成

（国土防災㈱），北詰昌樹（東京工業大学）見

掛信一郎（日本原子力研究開発機構），田中

耕一（鹿島建設㈱）

４．シンポジウム

第二回地質研究サミット　伊豆衝突帯地質

研究サミット，横浜国立大学（11月23-24日）

参加者：170名

５．フィールドキャンプ

千葉県鴨川市清澄東大演習林（８月19～24

日と10月26日），参加者学生４名

６．2016年大会準備

2016年大会第一回準備会，日大文理学部

（２月24日）

７．支部活動

・支部総会（４月８日，会場：北とぴあ）：

活動報告，会計報告，活動計画，予算案

・支部功労賞授与（２団体）：埼玉県立自然

の博物館，早稲田大学高等学院理科部地学

班

・幹事会：10回開催（１回/月程度）

・後援　秩父ジオパークジオツアー（６月16

日），茨城大学液状化フォーラム（３月８

日時：平成26年２月22日（土），場所：佐

賀大学（本庄キャンパス）

講演件数：口頭講演 10件，ポスター発表

10件

後援行事等　長岡信治シンポジウム（平成

25年６月８-９日），『2013年「地質の日」

身近に知る「くまもとの大地」』企画（平

成25年5月11日（土））

２．執行理事会および理事会議決・承認事項

１）理事会議長・副議長の選出．

議長：松田博貴，副議長：久田健一郎

２）各賞選考の運営規則第16条２項並びに２

項３号・各賞選考規則７項２号および９項

２号の改正案と各賞選考委員会への申し送

り事項を承認．

＜運営規則第16条2項並びに２項３号の一

部改正＞

（表彰）第16条２　表彰の名称および内容

は次のとおりである．なお，地質学雑

誌及びIsland Arc に掲載された学術

的で独創性のあるすべての著作を論文

と呼ぶ．

（３）日本地質学会Island Arc 賞：Island

Arc 誌に発表され，世界の地質学の

発展に貢献した優れた論文（総説を含

む）．著者は会員･非会員を問わず，共

著の場合は全員を受賞者とする．

＜各賞選考規則７項２号および９項２号の

一部改正＞

７．日本地質学会論文賞の受賞対象は次の

とおりとする．

２）募集開始年９月までの過去３年間に

Island Arcに発表された，筆頭者が地

質学会 正 会員による論文．

９．日本地質学会研究奨励賞の受賞対象お

よび資格者は次のとおりとする．

２）募集開始年９月末日で満35才未満の

正 会員．筆頭著者であれば共著でも

よい．

３）執行理事職務分担の変更．保柳康一執行

理事の（社会貢献部会と）編集出版部会の

兼務について承認．

４）名誉会員の制度のあり方と選考プロセス

に関する申し合わせ事項を承認．

５）2013年度総会において選挙規則改正が議

決承認されたことに伴い，既に（2012/12

月）理事会において改正案承認済みの関連

選挙細則の改正を了承．

６）原子力規制委員会の「発電用軽水型原子

炉施設の地震・津波に関わる規制基準」策

定に係わり，「敷地内及び敷地周辺の地

質・地質構造調査に係る審査ガイド（案）」

の「断層活動性評価」と「断層破砕物質」

に関する記載に対し，パブリックコメント

を提出.

７）Island Arc誌の雑誌名称変更：編集委員

等による投票の結果「Island Arc」を継続

する．

８）中期ビジョンWG委員の立ち上げ：2013

年５月
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25）学術大会講演申込異議申し立てに関する

処理機構規則の改正を承認．任意団体から

の規則の文言を一部修正．

日本地質学会 → 一般社団法人日本地質学

会：規則名称，第１条，第２条

規約 → 規則：第１条

評議員会 → 理事会：第４条１項・２項

（２）・４項・５項

附則追加：法人の規則として一部改正

26）ロンドン地質学会との学術交流協定締結

（８月８日）を承認．日英交流400年にちな

み双方がプレスリリースを行った.

27）吉田 勝編集代表「地学を楽しく」の電

子図書刊行を承認．

28）地質学雑誌投稿編集規則の改正：図版廃

止の規則改正を承認．

○地質学雑誌投稿編集規則の変更（８カ所）

G．日本語の原稿の書き方

５．図・表・図版を以下のように定め

る．

１）口絵以外の投稿原稿の図・写

真・表の類を次の３種類に分け，

それぞれ番号をつける．

c．図版（pl）：通しページを付さ

ない独立のページとして印刷され

る写真．

２） 図・表・図版は別紙とし，１

枚ごとに本誌からなるべくはなし

て，著者名，図・表・図版の番号

を略記する．

４）図・表・図版ともに，印刷した

ときの品質が鮮明になるように

……（以下略）

６）図版の原稿を原図で提出する場

合は，そのまま写真製版できるよ

うに，１ページの形（印刷面は

16.5×24.0cm）に調和させ，白い

台紙に写真をはる．

７）→６）に繰り上げ　口絵・図・

表・図版中の文字およびこれらに

付帯する説明文（キャプション）

は英語とする．……（以下略）

○地質学雑誌オープンファイル掲載細則の

変更（１カ所）

１.地質学雑誌オープンファイル（以下，

オープンファイルとする）は，日本地

質学会がその著作権を……（中略）……

無償で配布されるものとする.した

がって，……（中略）……別途指定さ

れたオープンファイル番号と付図

（Fig.）付表（Table），図版（Pl.）番

号等により表示される．

29）「県の石」に関する普及書を作成するこ

と，ホームページ上で意見を募るなどの準

備を開始することを承認．選定にあたって

は支部に協力を要請．

30）文科省科学技術・学術審議会測地学分科

会より「災害軽減に貢献するための地震火

山観測研究計画の推進について（中間まと

め）」の意見照会に対し，学会として意見

を提出．

委員：伊藤喜宏（東北大），内野隆之（産

総研），亀高正男（ダイヤコンサル），須藤

斎（名古屋大），須藤 宏（応用地質），高

桑祐司（群馬県立自然史博物館），田村嘉

之（千葉県環境財団），棟上俊二（福岡教

育大），西川 徹（海洋研究開発機構），丹

羽正和（原子力開発機構），藤原 治（産総

研），渡来めぐみ（茗渓学園），井龍康文

（東北大学），坂口有人（山口大学），山本

高司（川崎地質）

９）文部科学省「一家に１枚」ポスターの企

画応募を承認．→　結果は不採択．

10）地質・地盤情報活用促進に関する法整備

推進協議会，WG委員：利活用WG：松浦

一樹（ダイヤコンサルタント），広報

WG：澤口　隆（東洋大）の推薦を了承．

11）125周年事業準備委員会の立ち上げ：

2013年５月

委員長：矢島道子，委員：永広昌之，宮下

純夫，佐々木和彦，天野一男

12）2014年度の選挙立会人として会員２名を

選出した．巌谷敏光（GSJ），高橋　聡

（東大）

13）優秀ポスター賞の審査方法の簡略化を了

承．

14）資源エネルギー庁廃棄物対策室より放射

性廃棄物の地層処分技術WG（仮称）委員

の推薦要請があり，渡部芳夫副会長を推薦．

15）朝日新聞出版社分冊百科シリーズの読者

プレゼント：学会仕様のフィールドノート

の提供．

16）大韓地質学会の年会（10月23日-25日，

済州島）への招待：石渡会長とウォリス副

会長が訪問．

17）2014年以降の年会開催地の決定：

2014年　西日本支部：鹿児島大学（2014年

９月13日～15日）

委員長：小林哲夫，事務局長：仲谷英夫，

巡検担当：井村隆介

2015年　中部支部：信州大学

2016年　関東支部：日本大学

18）2014年度各賞選考委員会委員長は委員間

の互選により，永広昌之理事が選出された．

19）東レ科学技術研究助成へ1件の推薦を承認．

20）日本地球惑星科学連合の環境災害対応委

員の交代：横山俊治会員の後任として川畑

大作会員が応用地質部会から推薦され承認．

21）地球惑星科学参照基準（案）に関するパ

ブリックコメントを学術会議大学教育問題

分科会（西山忠男委員長）に提出．

22）地学オリンピック日本委員会より予選問

題の作題委員に委員１名を推薦.

23）山口・島根豪雨災害（2013年７/28）に

対し，「山口・島根豪雨地質災害調査団」

（坂口有人・川村喜一郎両会員その他山口

大関係者）を学会主導の調査団として承認．

24）選挙管理委員の選出：2014年度代議員お

よび役員選挙管理委員の承認．委員長は互

選．

委員氏名：阿部なつ江（委員長），田口公

則，納谷友規，藤井幸泰，山口飛鳥

31）地質の日事業推進委員会の地質学会推薦

委員：継続して中澤 努理事を推薦（副委

員長）．委員長は平田大二理事が継続．

32）鹿児島大会の運営委託会社の選定：アカ

デミックブレインズへ委託することを承

認．

33）2014年地球惑星科学連合大会の環境・災

害対応委員会によるセッション「連合は環

境・災害にどう向き合っていくのか？―東

日本大震災の教訓」の発表者に，高木秀雄

理事を推薦．

34）2015年 GSA米国地質学会の海外大会と

地質学会の共催にたいし，地惑連合も共催

又は同時開催することに賛同が得られた．

また，GSA米国地質学会会長からも賛同

が得られた．地質学会は，巡検の部分を担

当（2015年5月下旬）．

35）国立公園地質リーフレットたんけんシ

リーズ「長瀞たんけんマップ」（代表　高

木秀雄）を了承．

36）地球全史スーパー年表（著者：清川昌一・

伊藤孝・池原実・尾上哲治）の刊行：岩波書

店から，地質学会監修での出版を承認．

37）Island Arc誌のexecutive editorの交

代：原 英俊会員の後任として，2014年４

月より板木拓也会員に交代．

38）各賞選考委員会（永広委員長）は各賞選

考検討委員会を設置し，日本地質学会賞，

国際賞，小澤賞選考の諮問をした．

・指定委員：宮下純夫，石渡　明，岩森

光，木村　学，井龍康文（委員長），乙

藤洋一郎，小嶋　智，山路　敦，前川寛

和，伊藤　慎，海野　進，執行理事会の

推薦委員：竹村厚司，竹村恵二．

・Island Arc賞については，Island Arc編

集委員会に選考を諮問した．

39）鉱物資源部会（代表：加藤泰浩会員）の

設立を承認．

40）2013年度名誉会員推薦委員会委員の選

出：委員長；ウォリス サイモン

・階層別委員（前年に引き続き４名）：官

公庁：栗本史雄（産総研），小中高教

員：小尾　靖（相模原青陵高），会社

松浦一樹（㈱ダイヤコンサルタント），

大学：竹内　誠（名大）

・職責委員（７名）：支部長；竹下　徹，

川辺孝幸，伊藤谷生，原山　智，宮田隆

夫，石田啓祐，小林哲夫

・理事会推薦委員（１名）：宮下純夫理事

41）口絵の定義変更にともなう『地質学雑誌

投稿編集出版規則，B-1-f』の改正を承認．

地質学雑誌投稿編集出版規則　B.地質学雑

誌の内容　f 

ｆ．口絵（Pictorial）：雑誌の巻頭を飾

る顕著な地質現象，露頭，地形，岩石，

鉱物，地質環境などの未公表のカラー

写真とその解説.→【改正後】未公表

のカラー写真．短い解説を付す．

42）2014年度総会開催日程：2014年５月24日

（土）に開催することを承認．

43）山田科学振興財団研究助成へ３件の推薦



コンテスト作品を展示（2014年５/３-17

日）.

・公開講演会「日本の地質学:最近の発見と

応用（Recent progress in geological

science）」の開催（2014年５/24日）．

58）日比谷公園内（緑と水の市民カレッジ）

にてフォトコンテスト作品展示（2014年７

月）．財）東京都公園協会との共催予定．

59）富士山・青木ヶ原たんけんマップの刊

行：メール審議で刊行を承認．

60）定款23条，33条および総会規則の改正を

承認．【１号議案，２号議案】

61）地質学雑誌投稿編集出版規則の改正につ

いて，新たに「講座（連載）」を原稿のカ

テゴリーに加える等の改正案を承認．

62）地質学会ロゴマークの使用規則案を策定

し，承認した．

63）「国立公園地質リーフレット（シリーズ）」

および「国立公園地質リーフレットたんけ

んシリーズ」の名称変更とそれに伴う細則

改正を承認．

64）選挙規則・選挙細則の改正を承認．【３

号議案】

65）2013年度事業報告・決算案を承認した．

【４号議案】

66）次の21名の会員を50年会員として顕彰す

ることとした.

石川輝海，浦川洋一，大村一夫，小澤智生，

加瀬靖之，神谷英利，小勝幸夫，小松正幸，

斎藤靖二，沢田庄一郎，塩田次男，柴田

賢，下西繁義，菅野耕三，高橋堅造，滝沢

文教，中馬教允，都築　宏，波田重煕，早

津賢二，山中　博

67）2014年度事業計画および2014年度予算案

を承認した．【６号議案，７号議案】

68）各賞選考委員会より提案された下記の各

賞受賞者を承認した．（推薦文は１号議案

資料２　参照）

・日本地質学会賞（２件）

川幡穂高（東京大学大気海洋研究所）

対象研究テーマ：気候変動に対応した過

去・現代の炭素を中心とする物質循環に

関する地化学的研究

斎藤文紀（産業技術総合研究所地質情報研

究部門）

対象研究テーマ：沿岸堆積システムと沖

積層の地層形成に関する現行地質過程的

研究

・日本地質学会国際賞（１件）

江　博明（JAHN, Bor-ming）（国立台湾大

学）

対象研究テーマ：地球惑星物質の地質年

代学，同位体・微量元素地球化学，地殻

進化の研究

・日本地質学会小澤儀明賞（２件）

菅沼悠介（国立極地研究所地圏研究グループ）

を承認．

44）ジオルジュライターとして新たに，久松

和恵氏（非会員，JAMSTEC），山田健太

郎氏（会員，東大総合文化研究科）が加

わった．

45）鹿児島大会の巡検について，関連学協会

に巡検協賛を依頼する．

46）学術会議23期連携会員候補者の推薦：６

名を推薦（同会議の要請により推薦者氏名

等は非公表）．

47）ロンドン地質学会と共同の津波シンポジ

ウムを開催することとした．

・第１回　鹿児島大会と同時期に開催（巡

検は静岡，房総方面を予定）

・第２回　ロンドン（2015年９月25日を予

定）

48）総会関連行事（地質の日の行事とす

る）：日本地質学会公開講演会「日本の地

質学：最近の発見と応用」（Re c e n t

progress in geological science）：４会員

（杉田律子,坂口有人,佐藤峰南,西岡芳晴）

による招待講演を了承．

49）自然史学会連合講演会（2014/11/23）に

おける体験型講座の担当候補者の推薦依

頼：長谷川 健会員を推薦，仮講座テーマ

「食材を使って噴火体験」．

50）国際地学オリンピック組織委員会より，

委員就任の要請：石渡明会長を推薦（任

期：推薦された日から2017年３月31日ま

で）．代表者変更の際は委員も交替となる．

51）電子書籍の販売について：PDF版は学

会のオンラインストアから販売（キンドル

と同様の価格）．価格はページ割で販売．

52）富士山青木ヶ原溶岩のたんけんマップの

印刷部数を3000部とする．

53）杉並区立科学館廃止に対する要望書を杉

並区長あてに送付．学会HP，News誌に掲載．

54）事務所内の整備：震災時に半倒壊してい

る書架，棚を廃棄し，新たに書架を４基設

置する．整理にあたり，地質学雑誌の古い

特集号と寄贈本（とくに雑誌類）の古いも

のを順次廃棄処分する．

55）第５回フォトコンテストの審査結果につ

いて：最優秀賞１件，優秀賞２件，ジオ

パーク賞1件，入選10件を選出．

56）「30th anniversary of the joint meeting

of the two subcommittees; the structural

geology subcommittee and the energy and

resource subcommittee of the Geological

Society of Korea」の招待に対して大藤 茂会

員（構造地質部会）が訪問する．

57）2014年５月，地質の日イベント：

・「街中ジオ散歩 in Tokyo―下町低地の

地盤沈下と水と暮らし」（2014年５/10日，

共催：応用地質学会）を実施．

・地下鉄銀座駅の通路コンコースでフォト

対象研究テーマ：海底堆積物における古

地磁気記録獲得機構と地磁気逆転年代の

高精度化に関する研究

田村　亨（産業技術総合研究所地質情報研

究部門）

対象研究テーマ：統合的な手法による沿

岸域の地層と地形形成に関する研究

・日本地質学会 Island Arc 賞（１件）

授賞論文：Dapeng Zhao, M.Santosh

and Akira Yamada, 2010, Dissecting

large earthquakes in Japan: Role of arc

magma and fluids.Island Arc, 19, 4-16.

・日本地質学会論文賞（１件）

田辺　晋・石原与四郎，2013，

東京低地と中川低地における沖積層最上

部陸成層の発達様式：“弥生の小海退”

への応答，地質学雑誌，119，350-367.

・日本地質学会小藤文次郎賞（１件）

野崎達生（海洋研究開発機構・地球内部ダ

イナミクス領域）

Nozaki, T., Kato, Y.and Suzuki, K., 2013,

Late Jurassic ocean anoxic event:

evidence from voluminous sulphide

deposition and preservation in the

Panthalassa.Scientific Reports, 3, 1889,

doi: 10.1038/srep01889.

・日本地質学会研究奨励賞（３件）

細井　淳（茨城大学大学院理工学研究科）

対象論文：細井　淳・天野一男，2013，

岩手県西和賀町周辺奥羽脊梁山脈におけ

る前期～中期中新世の火山活動と堆積盆

発達史．地質学雑誌，119，630-646.

上久保　寛（石油天然ガス・金属鉱物資源

機構資源探査部）

対象論文：Kamikubo, H.and Takeuchi,

M., 2011, Detrital heavy minerals from

Lower Jurassic clastic rocks in the

Joetsu area, central Japan: Paleo-

Mesozoic tectonics in the East Asian

continental margin constrained by

limited chloritoid occurrences in

Japan.Island Arc, 20, 221-247.

武藤　潤（東北大学国際高等研究教育機構

学際科学フロンティア研究所）

対象論文：武藤　潤・大園真子, 2012,

東日本太平洋沖地震後の余効変動解析へ

向けた東北日本弧レオロジー断面.地質

学雑誌, 118, 323-333.

・日本地質学会表彰（１件）

西岡芳晴（産業技術総合研究所地質情報研

究部門）

表彰業績：シームレス地質図配信システ

ムの構築

69）125周年記念行事について，記念事業の

基本方針を承認．【８号議案】

70）５月24日開催予定の総会議案の承認．
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３．日本地質学の成果を世界に向けて効果的

に発信するための書籍の刊行と英語ホーム

ページの充実．完全電子化された．Island

Arc は1.0以上のインパクトファクターを

維持しているが，今後ホットな話題に関す

る特集号の企画等による掲載論文の質の向

上や国内外の研究者への掲載論文の積極的

な紹介を展開する．東アジアなどの各国の

学会との連携・交流強化を図る．次年度の

米国地質学会との共催シンポジウム・巡検

実施に向けて準備を進める．

４．2012年６月に改正された地質図の記号等

に関する日本標準規格（JIS A0204），ベ

クトル数値地質図に関するJIS A0205なら

びに国際標準の整備に対応して，それらの

普及と地層名登録の仕組みや日本語の地質

学用語標準の整備を図る．

５．地学教員および地学の科目を設置する学

校の大幅増を目指し，関係機関への要望活

動をおこなうとともに，地学教材の提供な

ど，地学教員への支援を強化する．また，

地学オリンピックへの支援を強める．

６．一般人の地学に対する理解度を向上させ

るため，本学会のホームページ（HP），

ソーシャル・ネットワーキング・サービス

（SNS）「ちーとも」，広報誌「ジオルジュ」，

リーフレット，フォトコンテスト，講演会

などを通じ，社会への情報発信を強化する．

また，ジオパーク運動への支援強化，重要

な露頭の保全などに取り組む．「県の石」

などの斬新な出版・アウトリーチ活動を通

じて地質学のさらなる普及を図る．

７．JABEE を含めた地質技術者教育の充実

に向けて，関連学会と協力・共同した取組

を強化する，本年度には，支部や他学会・

機関と連携し，国内での地質技術者にむけ

た研修事業等を企画，実施する．

８．学会の組織活動を全般的に強化する．産

学官が連携した学会運営体制の構築，支部

や専門部会の活動の活発化，理事の役割の

強化，会員サービスの強化（就職支援，地

質技術者の継続的な専門教育（CPD）な

ど）を図る．若手の人材育成とシニア人材

の活躍の場を広げる．

９．４年後の本学会設立125周年に向け，記

念事業の計画を策定するなど，準備を本格

的に始める．

10．本学会の新しい中期ビジョン策定に向け

て，議論を加速する．

11．新会員の積極的勧誘，会費納入の督促，

学会出版物の販売促進などにより，本学会

の財政基盤を強化する．

以上

んでいる．

組織体制の充実としては，本学会に鉱物資

源部会が新たに設立され，この分野が活発化

しつつある．また，今年度の論文賞・奨励賞

がゼロだったのは残念であり，来年度は奮っ

て推薦していただきたい．普及活動に関して

は，ジオパーク活動がさらに前進し，最初の

認定から５年で国内の世界ジオパークは６地

域（隠岐が新たに加わる），国内ジオパーク

総数は33となり（三笠，三陸，佐渡，四国西

予，おおいた姫島，おおいた豊後大野，桜

島・錦江湾，とかち鹿追の８ヶ所が新たに加

わる），飛躍的に増加しつつある．地学オリ

ンピックも参加者が着実に増加しており，今

年度も世界大会で金メダルを獲得した．リー

フレットや電子書籍などの新しい企画が着実

に進行している．書籍出版では，本学会編の

地方地質誌が東北・四国を残すのみとなって

おり，一両年中の刊行でシリーズが完結する

見込みである．地球史年表も出版された．ま

た，地質の日の取り組みや惑星地球フォトコ

ンテストが定着し，「友の会」や若手会員を

主な対象とした情報交換サービス（SNS）

「ちーとも」の利用が増加しつつある．本学

会が一般に販売する広報誌「ジオルジュ」も

順調に発行され，高い評価を得ている．

国内の関連業界や社会への対応としては，

外部から本学会への業務の依頼や委託に対応

できる体制になり，その取り組みが充実しつ

つある．また，地質調査研修を春・秋の２回

実施した．

地学教育に関しては，新指導要領実施に伴

い，地学教員採用が増加しつつある．日本学

術会議等が検討していた大学における地球科

学教育の参照基準の提案書策定に協力した．

国際対応としては，日英交流400年に当た

り，英国のロンドン地質学会と学術交流協定

を締結した．また，昨年の大阪大会で延長締

結された学術交流協定に基づき，済州島で開

催された大韓地質学会に本学会会長と副会長

が出席し，交流を深めた．2013年10月に仙台

で開催された自然災害に関するG-EVER・

IUGS などの共催シンポジウムとCCOP 会議

に学会代表を送り，本学会の取り組みについ

て講演した．

2014 年度事業計画概要

2014年度は以上の成果を踏まえて，特に以

下に力点をおく．

1．東日本大震災を踏まえた防災・減災に対

する取り組み

１）地質学的観点からの調査・研究の推進

２）災害に関する地質学的知識や情報の提

供・発信

３）自然災害に関する地学教育の推進

２．鹿児島における学術大会を成功させると

ともに，大規模自然災害や地学教育・アウ

トリーチなど，関連学協会との連携・協力

を促進する場とする．ロンドン地質学会な

どと協力し，津波堆積物に関する国際シン

ポジウムを共催する．

2014 年度事業計画基本方針

2013年度事業実績概要

2011年３月11日に発生した東日本大震災は

日本社会に深刻な影響を与えた．約３年後の

現在も被災地はいまだ復興途上にあり，再建

はなかなか進まない．その上に台風の豪雨に

より山口県・鳥取県や伊豆大島などで深刻な

土砂災害が発生している．そのような状況の

2013年度にあって，本学会は会員各位と各支

部・部会などの努力により，以下に要約する

ような成果をあげることができた．

東日本大震災以後，地質学への社会的関心

が高まっており，福島第一原子力発電所の事

故を踏まえて全国各地の発電所敷地内の活断

層を評価する原子力規制委員会の有識者会議

が2012年に発足し，2013年度には敦賀と大飯

についての評価がまとまり，本学会会長を座

長とするピアレビューも行われた．本学会が

推薦した有識者は国民注視の中で現地調査や

報告書作成などの職務を行っている．また，

福島第一からの汚染水流出が続く中で，核廃

棄物の保管・最終処分が重要な政策課題にな

りつつあり，本学会の学術的貢献が期待され

ている．その中で立川断層の人工物との誤認

問題が発生し，既往工事履歴の確認とともに

現場での注意深い観察と土木施工に伴う都市

部での地質調査能力の向上も求められること

になった．

仙台での学術大会は，「東北，いま，たち

あがる地質学」のテーマのもとに，公開シン

ポジウム「東日本大震災あの時，今，これか

ら」，柳田邦男氏の市民講演会「災害に備え

る安全な社会とは」，原子力規制委員会の評

価会合についての意見交換会，環太平洋オ

フィオライトに関する国際シンポジウムなど

が，台風の直撃にもかかわらず盛会のうちに

開催され，初の試みである巡検専用のトレン

チ掘削を含む津波堆積物巡検や市民向けの仙

台市内アウトリーチ巡検など，12コースの巡

検も成功裏に行われた．本学会が共催して仙

台市科学館で行われた地質情報展も盛況であ

り，また日本堆積学会との共催で行った津波

堆積物ワークショップも盛況だった．今大会

は，近年では最多の参加者・講演数を得て成

功だったが，台風襲来のような緊急時の対応

には問題が残った．

地質学雑誌は本学会の根幹をなす月刊学術

誌であり，2014年の第120巻もほぼ順調に発

行されている．今年度は，中国地方の新生界，

構造地質学と応用地質学の接点，東北日本の

火山の長期活動評価，3次元地質モデルなど

に関する特集が刊行された．Island Arcは

2013年１月の完全電子化後も順調に発行され

ている（紙媒体廃止）．今年度は高圧・超高

圧変成岩とジルコン年代学に関する特集が刊

行された．同誌の新名称の公募を行ったが，

従来の名称に愛着を示す意見が多く，名称は

そのままとすることになった．また，本学会

がサポートし英国地質学会が発行する

「Geology of Japan」の執筆・編集作業が進
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以上のことを踏まえて，日本地質学会創立

125周年記念事業の基本方針を以下のように

定める．

・2018年１年間を通して，様々な記念事業を

実行する（具体案は別記）

・本記念事業の目的を，地質学の普及と日本

地質学会の社会的地位向上を図ることとす

る．（マスコミなどへの宣伝，提言，文部

科学大臣表敬，教育委員会への要請活動な

ど）

・本記念事業を通して，学会活動（学術活動）

のさらなる活性化，現在減少している会員

数を増やし，地質学会としての社会的活動

の飛躍的前進を図る．若手会員の獲得，友

の会あるいは新たな賛助会員制度の検討

や，ジオルジュの大幅な普及などを通して，

組織強化を図る．

125周年記念事業方針

Ａ全体を通して

・125周年のロゴを作る．（ポスター検討）

・主旨文を日本語・英語で作り，各方面に協

力をよびかける．

・記念グッズ（Tシャツ，バッグ，ストラッ

プ等をデザインし，販売する）．記念グッ

ズには地質学会らしくクリノメーターなど

を考えてもよい．

Ｂ会員向け

・地質学雑誌，ニュース誌，ジオルジュの毎

号にロゴをつける．

・ニュース誌，ジオルジュに125周年コー

ナーを設け，アーカイブ，エピソード，イ

ンタビューなどを掲載する．投稿または依

頼．ジオフラッシュにも掲載．

・地質学雑誌特別号で100周年以降の学問の

日本地質学会創立125周年
記念事業基本方針

2011年3. 11東日本大震災は，地質学の重要

性や必要性を改めて示す事となった（東日本

大震災に関する地質学からの提言：ジオフ

ラッシュNo. 131参照）．また，異常気象によ

る大規模自然災害の頻発や，資源・エネル

ギー問題の全世界的深刻化などもまた，今地

球の営みについての理解を深める地質学の重

要性を示している．しかし，理科教育の中で

地学の置かれている状況は極めて劣悪である

ことから分かるように，地質学や地質学会の

社会的地位は決して高くはない．一方，ジオ

パーク運動の飛躍的前進のもとで，地質学に

対する関心の増大や地方自治体への若手学会

会員の採用などの新たな発展の契機も生まれ

ている．また，一般向け広報誌「ジオルジュ」

の発行など，学会活動は従来よりもさらに大

きく発展しつつある．

2018年（平成30年）に日本地質学会は設立

から125年を迎える．75周年および100周年に

は，「日本の地質学」（1968），「日本の地質学

100年」（1993）がそれぞれ出版され，学会の

歴史や研究の動向などが詳細に総括された．

125周年については，理事会のもとに125周年

記念事業準備委員会が設置され，検討を進め

てきた．125周年記念事業は粛々と取り組む

べき課題であるが，単に幾つかの記念事業を

遂行するのに留まらず，日本地質学会を飛躍

的に発展させる絶好の好機として準備を進め

ていくが重要である．今回の125周年記念事

業は，「一般社団法人日本地質学会」として

迎える初めての創立記念事業であり，任意団

体としての従来の取り組みよりも大きな可能

性を有している．

発展のレビューをする．

Ｃ一般向け

・上記ジオルジュの計画は一般向けでもあ

る．

・“Geology of Japan”や出版社からの出版

物に125周年のロゴを入れ，125周年記念の

出版物であることを明記する．

・フォトコンテスト入賞作品に地質解説を付

して出版する．

・ジオパーク関連の書籍（DVD）の刊行．

・「各県の石」の企画も考慮する．

・地質学会からの提言を発表する．

Ｄ記念式典・記念行事について

・地質の日（５月10日）付近，東京で行う．

・各支部の地質の日記念事業も125周年をか

らめて実施する．

・記念式典での顕彰はたとえば「小さな

Earth Scientist」連続出場校など，工夫し

て行う．

＊学会活動に貢献した学会員を顕彰（毎年

の表彰とは別に）

＊出版社などの学会活動を支えている外部

企業・機関・賛助会員などを顕彰（感謝

状的なもの）

＊地学を正規授業にしている高校に記念品

贈呈

＊これまで，年会に発表してくれた中高校

の地学部，サークルに記念品贈呈

＊地学オリンピックに125周年特別協賛

＊全国のジオパークに記念品贈呈など

・国内外の学会招待（記念式典）

・日本に留学してきた人が母国で活躍してい

るので，卒業生・在学生を招待し，シンポ

ジウム・祝賀会を行う．
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日本地質学会公開講演会「日本の地質学：最近の発見と応用」開催報告

本公開講演会は，2014年５月24日（土）に開催された本会総会（会場：東京都北
区，北とびあ）に先立って，同会場で13:00～15:00に開催されました．発表者と演
題は次の通りでした．
・杉田律子（科学警察研究所）／犯罪捜査と地質学
・坂口有人（山口大学）／巨大地震の巣を掘る：そこから見えてきたもの
・佐藤峰南（九州大学）／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
・西岡芳晴（産業技術総合研究所）／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～

参加者は86人で，その約２割が非会員（市民）でした．
今回の公開講演会は，ある特定のテーマに絞るのではなく，地質学に関する最近の発見と応用という幅広い内容にして，広く

会員と市民の方々に聞いてほしいと考えました．会場アンケートの感想をみると，やはりある特定のテーマに偏らず，幅広く最
新のテーマを扱ったことが興味を引いたようです．またCPDの対象にしたため，地質コンサルタントをされている方々にも出席
のモチベーションになったと思われます．
アンケートには，毎年ないし頻繁にこのような講演会を開催してほしいという意見がありました．継続的に講演会を行うため

に，主催者側が常にアンテナを張り，興味深い地質学的研究に注目する必要性を感じました．このような公開講演会を継続的に
開催することは，自然科学および社会における本会の存在度をアピールすることにも繋がると考えられます．関東地方では関東
支部が定期的に講演会を行っていますが，それ以外の地方でもCPDの対象となる幅広い分野にまたがった講演会が開かれること
を期待し，執行部としても力強く支援していきたいと思います．

（世話人）斎藤　眞・星　博幸
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2014年度50年会員顕彰者（21名）
1964年入会

下西繁義会員　小勝幸夫会員　小松正幸会員

柴田　賢会員　早津賢二会員　大村一夫会員

滝沢文教会員 沢田庄一郎会員 中馬教允会員

都築　宏会員　波田重煕会員　神谷英利会員

菅野耕三会員

（以下お写真の掲載なし）

石川輝海会員，浦川洋一会員，小澤智生会員，

加瀬靖之会員，斎藤靖二会員，塩田次男会員，

高橋堅造会員，山中　博会員（順不同）

2014年度
日本地質学会各賞受賞理由

一般社団法人日本地質学会

各賞選考委員会　委員長　永広昌之

2014年度各賞に関して，授賞者と受賞理由

を報告致します．

【日本地質学会賞】（2件）

受賞者：川幡穂高（東京大学大気海洋研究所）

対象研究テーマ：気候変

動に対応した過去・現代

の炭素を中心とする物質

循環に関する地化学的研

究

川幡穂高会員は，気候

変動に対応した過去・現

代の炭素を中心とした物質循環に関する地化

学的研究において優れた業績を挙げてきた．

地質学と気候学・海洋学を化学という視点で

つなぐ研究の先駆者である．外洋における堆

積粒子の主な起源は沈降粒子で，セジメント

トラップ係留観測を太平洋の広範囲（46°N

～35°S）に展開して気候，海洋表層環境，

沈降粒子の関係を解明し，赤道域ではENSO

（エルニーニョ・南方振動）と沈降粒子の関

係を初めて明らかにして，それらの結果を第

四紀や中・古生代の古環境解析に適用した．

特に，大気経由の物質輸送として重要な風送

塵について，気候変動に対応した半定量的解

析を初めて行った．

生物起源炭酸塩は，物質循環とともに同位

体・化学組成に基づく定量的解析に重要であ

る．サンゴ礁生態系における二酸化炭素の放

出を定量的に評価するとともに，二酸化炭素

の増加による海洋酸性化に対する，炭酸塩殻

を有する生物の応答を調べるため新しい室内

精密飼育実験法を開発するとともに，生物起

源炭酸塩の古環境定量間接指標のプロセス解

析を行ってきた．現在，白亜紀を対象とした

古環境復元とオマーン・オフィオライトの熱

水活動の分析を統合するなど，固体地球と表

層環境との繋がりについて，新しい分野を開

拓している．

以上の研究成果の多くは，筆頭著作ととも

に院生を含む研究室の共著論文として公表さ

れており，個人の研究とともに教育やコミュ

ニティの共同研究にも熱心に取り組んでき

た．これまでに十数名の博士を誕生させると

ともに，多くの指導院生が大学，官庁，企業

に勤務している．

川幡会員は，オマーン・オフィオライトの

学術調査を初めてアレンジし，国際全海洋研

究（IMAGES）ではマリオンデフレンヌ航

海の主席研究者を務めて日本の古環境研究の

発展に貢献し，統合国際深海掘削計画

（IODP）においては日本地球掘削科学コン

ソーシアムIODP部会長を２度，及び種々の

国際委員を勤め，世界の掘削科学の発展にも

貢献してきた．日本地質学会では代議員を務

め，日本地球惑星科学連合理事・副会長とし

て，日本全体の地球科学への功績も大きい．

日本地質学会と関連する国内外の学会や連合

との懸け橋として，これからも活躍が期待さ

れる．以上のような地質学，海洋学，地球化

学，環境科学など幅広い分野の優れた業績と

地球科学全体に対する大きな貢献に鑑み，川

端穂高会員を日本地質学会賞に推薦する．

受賞者：斎藤文紀（産業技術総合研究所地質

情報研究部門）

対象研究テーマ：沿岸堆

積システムと沖積層の地

層形成に関する現行地質

過程的研究

斎藤文紀会員は，沿岸

域における海洋堆積物や

沖積層の地層形成に関する現行地質過程的研

究において先導的な研究を行ってきた．斎藤

会員は，自身の研究にいち早くシーケンス層

序学視点を導入し，日本における浅海堆積学

や沖積層研究の進展や普及に大きな貢献をし

てきた．大陸棚から大陸棚斜面を覆う海進砂

層は，世界で初めて仙台沖の研究で示され，

また沿岸堆積システムの観点から沖積層の発

達過程を明らかにした研究は，沖積層研究の

新たな展開を切り拓いた．

しかし，斎藤会員の最も大きな貢献は，ア

ジアのデルタ，沖積層に関する研究である．

デルタの研究は，1990年代までは欧米が中心

でミシシッピ河やナイル河の研究が中心で

あった．斎藤会員は，1990年代後半から，世

界を代表する黄河，長江，紅河，メコン河，

チャオプラヤ河，ゴダバリ河デルタにおいて，

現在の堆積過程とボーリングによる堆積学的

な研究を推進し，これらの地域の沖積層模式

層序を確立するとともに，デルタの詳細な層

相と発達過程を明らかにした．それらの研究

では，デルタの堆積作用や成長過程が，数千

年オーダーから季節変化まで，様々な時間ス

ケールで明らかにされ，完新世のデルタ形成

に関する新たなモデルが提示された．これに

より，世界のデルタ研究は大きく進展した．

さらに斎藤会員は，近年の人間活動のデルタ

への影響に関する研究を推進することによっ

て，デルタの環境保全に関する研究も推進し

ている．また斎藤会員は，IGCP-475等のプ

ロジェクトを主導するとともに，国際デルタ

会議をアジア各地で開催し，世界のデルタ研

究の発展やアジア地域の研究の推進や人材育

成に大きく貢献してきた．現在，堆積地質学

の面からだけでなく，地球環境問題と関連し

た面から，多くのデルタ研究が行われている

が，斎藤会員は，その潮流をつくり，世界の

デルタ研究を牽引してきた一人である．

海外の学会等における招待講演を行ってい

ること，多くの国際学術誌の編集委員となっ

ていること，海外の教科書においてデルタの

章の著者となっていることは，斎藤会員が国

際的に評価されていることを示している．ま

た斎藤会員の論文や著書の被引用数の多さ
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は，研究レベルの高さと堆積地質分野に対す

る強い影響力を象徴している．以上のような

地質学，堆積学，環境科学など幅広い分野の

優れた業績と地球科学全体に対する大きな貢

献に鑑み，斎藤文紀会員を日本地質学会賞に

推薦する．

【日本地質学会国際賞】（１件）

受賞者：江 博明 （JAHN, Bor-ming）

（国立台湾大学）

対象研究テーマ：地球惑

星物質の地質年代学，同

位体・微量元素地球化

学，地殻進化の研究

江　博明氏は，地質年

代学，同位体地球化学，

地殻進化の研究において，それらの分野を世

界的にリードするとともに，数多くの日本人

地質研究者と学術交流し，日本の地質分野の

人材育成と教育にも大きく貢献した．

江氏は国立台湾大学（台湾大）で学位取得

後，ブラウン大学，ミネソタ州立大学ミネア

ポリス校において，それぞれ地球化学の修士

号，博士号を取得した．その後，米国航空宇

宙局有人宇宙機センター（現，ジョンソン宇

宙センター）及び月科学研究所に在職し，月

試料分析に携わりながら，太古代花崗岩・コ

マチ岩の地球化学的研究を展開し，分析法開

発に携わった．その後，レンヌ第一大学に27

年間在職して，研究と教育に携わり，多数の

後継者を輩出した．2003年に台湾大に移り，

続いて2004年に中央科学院地球科学研究所所

長に抜擢され，台湾の地球惑星科学分野の国

際的飛躍に大きく貢献する一方で，日本から

若手研究者を積極的に受け入れて国際舞台へ

の進出を援助した．所長職を退いた2010年以

後も，台湾大において後輩の教育に尽力する

とともに，Jour. Asian Earth Sci.誌編集長を

はじめ，IslandArc 誌編集顧問などを務め，

アジアの地質学分野の発展に大きく貢献して

いる．

江氏は，これまでに約240編の論文を公表

し，15編の学術誌特集号を編集した．被引用

数が1 万件を超える著者の一人である．彼は，

北中国地塊において約38億年前の最古の地殻

構成岩を発見した．中央アジア造山帯の花崗

岩類の研究に取り組み，顕生代の付加型造山

に伴って大規模地殻形成があったことを見い

だした．花崗岩研究は日本列島にも及ぶ．地

質学への貢献はアジアだけにとどまらず，太

古代コマチ岩の希土類元素による分類の他，

彼の研究によって，トーナル岩－トロニエム

岩－花崗閃緑岩の組み合わせ「TTG」が地

質用語として確立した．

以上のような長年の学術的功績により，彼

は４つの国際学会でフェローの称号が認めら

れており，中国国内の10の研究所で名誉教授

の称号を授与されていて，2012年には台湾中

央研究院の院士に選ばれた．また，2008年に

フランス教育省から騎士勲章を授与され，

2013年にはフランス地質学会Prestwich賞を

受賞した．これらの学術的業績とアジア諸国

および日本の地質学コミュニティーにおける

人材育成への大きな貢献に鑑み，江博明氏を

日本地質学会国際賞に推薦する．

【日本地質学会小澤儀明賞】（２件）

受賞者：菅沼悠介（国立極地研究所地圏研究

グループ）

対象研究テーマ：海底堆

積物における古地磁気記

録獲得機構と地磁気逆転

年代の高精度化に関する

研究

菅沼悠介会員は，地球

変動史を中心とする広い分野で多くの成果を

挙げてきた．古地磁気学や年代層序学を基軸

としながら，常に新たな研究手法を取り入れ，

新しい研究分野に挑戦し続けている．

菅沼会員の特筆すべき成果は，海底堆積物

における堆積残留磁化の獲得メカニズムの解

明である．堆積物に記録される地磁気逆転や

地磁気強度変動は，汎地球的な同時間面とし

て地層対比や編年などに広く利用されてき

た．堆積残留磁化の獲得メカニズムの研究で

は，粒子が堆積した時刻と粒子の磁化が地球

磁場の方向に向いた時刻との間に時間差があ

ることが認識されていた．この時間差を明ら

かにする方法を菅沼会員は新たに開発した．

地球磁場逆転時には，地球磁場強度が低下し

それとともに堆積物の残留磁化の強度が減少

するという事象と，10Beフラックスの増大

が磁場強度低下により起こるという二つの事

象を結びつけた．菅沼会員はBrunhes_

Matuyama の地磁気逆転期の二つの事象を

観察し，残留磁化の低下した堆積物の堆積深

度と10Beフラックスの増大の堆積深度のあ

いだに有意な違いがあることを発見した．そ

して，この時間差からBrunhes_Matuyama

地磁気逆転境界年代値が，従来推定されてい

た年代より１万年程度若い約77万年前である

ことを突き止めた．さらに，これらのデータ

の解析に基づき，海底堆積物における堆積残

留磁化の獲得は，従来の想定である堆積物の

圧密・脱水過程では説明できず，むしろ生物

学的・化学的プロセスのような全く異なるメ

カニズムが働いている可能性を示した．これ

らの研究は国際誌に発表されるとともに，国

内誌にもレビュー論文として報告され，大き

な注目を集めている．菅沼会員はこの他にも，

太古代チャート層の精密古地磁気測定に基づ

く約35億年前の高速大陸移動の証拠発見や，

地磁気強度変動を用いたCCD以深の海底堆

積物の年代決定に基づく東南アジアモンスー

ン変動の復元など，幅広い分野で成果を挙げ

ている．

菅沼会員は，南極観測隊員として３度南極

観測に参加し，東南極氷床変動メカニズムの

解明に取り組んでいる．また，日本掘削科学

コンソーシアム（J-DESC）の陸上掘削部会

執行部委員やANDRILL（南極地質掘削計画）

の日本代表を務めるなど，分野発展への貢献

も大きく，今後の幅広い活躍がいっそう期待

される．以上の実績を高く評価し，菅沼悠介

会員を小澤儀明賞に推薦する．

受賞者：田村 亨（産業技術総合研究所地質

情報研究部門）

対象研究テーマ：統合的

な手法による沿岸域の地

層と地形形成に関する研

究

田村　亨会員は，堆積

物の層相解析，高精度粒

度分析装置による粒径分布特性値の高分解能

解析，地中レーダーによる地下浅層断面の高

精度可視化と堆積形態の３次元解析，石英粒

子の光ルミネッセンス法（OSL）による年代

測定など，近年急速に進展した分析・解析手

法を巧みに統合することで，堆積過程や地形

形成の３次元的変動様式を数10年オーダーの

時間の分解能で議論できる地質学研究の高精

度化の手法を構築してきた．この手法により，

人間活動に大きな影響を与えている短期間で

発生を繰り返す環境変動にともなった平野や

砂丘などの拡大・縮小様式の実体を詳細に解

明することが可能となった．このような一連

の研究成果は国際学術雑誌などを通して国内

外へ広く発信され，多くの引用が行われてい

る．さらに，これまでの研究成果は，メコン

デルタのような地球温暖化にともなって今後

人間活動に大きな影響を及ぼすと懸念されて

いる海浜域の拡大・縮小傾向の将来予測など

を高分解能で解析するための新たな研究戦略

の展開へと発展することが期待される．

これまでの主な研究内容は以下のようにま

とめられる．日本を代表する浜堤平野の九十

九里浜平野と仙台平野において，ボーリング

コア試料に基づく堆積システムの層相の相違

と全粒度構成の各層相への粒径配分の不均衡

を見積もることによる地層解析の新たな手法

を提示した．また，ボーリング調査と地中

レーダー調査を統合させ，特定の層相境界部

が海水準の良い指標になることを明らかに

し，層相の断面分布や平面分布から地震によ

る断続的な隆起傾向や隆起速度の変化を明ら

かにした．鳥取砂丘では，地中レーダーとコ

ア試料のOSLを用いて，砂丘の発達が冬季の

モンスーン変動に大きく影響されてきたこと

を明らかにした．さらに，メコンデルタでは，

海浜の地形と堆積物の季節・年変化をモニタ

リングすることにより，その形成がモンスー

ンに大きく影響されていることや，浜堤列堆

積物のOSL年代から数10～数100年の時間ス

ケールでの浜堤列の発達の規則性を明らかに

した．

このように田村会員の研究は，沿岸域での

堆積学や地形学の世界最先端の研究に留まら

ず，テクトニクス，古気候，海岸保全など他

分野へも大きく貢献してきており，今後は日

本地質学会の将来を担う若手研究者として国

際的な活躍が期待される．以上の実績を高く

評価し，田村亨会員を小澤儀明賞に推薦する．
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【日本地質学会論文賞】（１件）

受賞論文：田辺 晋・石原与四郎, 2013, 東京

低地と中川低地における沖積層最上部陸成層

の発達様式：“弥生の小海退”への応答. 地

質雑, 119, 350-367.

本論文は，いわゆる「弥生の小海退」の存

否を明らかにするために，東京低地と中川低

地の15本のボーリングコアの沖積層最上部陸

成層の層相解析と放射性炭素年代測定を行

い，既存の7021本におよぶ柱状図資料も用い

つつ，堆積相・生物相・N値などに基づき，

最上部陸成層の発達様式を検討したものであ

る．その結果，最上部陸成層に砂嘴・デルタ

フロント・干潟・河川チャネル・氾濫原の５

つの堆積相が識別され，首都圏の地盤沈下の

影響などを補正した上で，それぞれの３次元

分布が精緻に描きだされた．これら各岩相，

とくに河川チャネル・氾濫原堆積物の標高分

布などから，３千年前に海水準が低下した，

すなわち「弥生の小海退」があったことが確

認された．復元された古地理や地形発達史は

説得力のあるものとなっており，ハイドロア

イソスタシーやテクトニクスを含めて，本論

文は今後の沿岸河口低地における研究に問題

を提起するものともなっている．また，この

成果は考古学分野などにも貢献するであろ

う．以上のことから，本論文は地質学雑誌掲

載論文として優れたものであり，地質学会論

文賞に値する．

【日本地質学会小藤文次郎賞】（１件）

受賞者：野崎達生（海洋研究開発機構・地球

内部ダイナミクス領域）

受賞論文：Nozaki, T.,

Kato, Y. and Suzuki, K.,

2013, Late Jurassic

ocean anoxic event:

e v i d e n c e  f r o m

voluminous sulphide

depos i t i on  and  p rese rva t ion  i n

thePanthalassa. Scientific Reports, 3,

1889, doi: 10.1038/srep01889.

三波川変成帯には別子型鉱床が数多く点在

するが，二次的に三波川変成作用を被ってい

るために，その形成時期・成因については明

らかにされてはいなかった．本論文は，三波

川変成帯に分布する11の別子型鉱床について

Re-Os同位体年代を求め，これら鉱床が約

150Maに生成したことを明らかにした．さら

に，この年代が過去３億年間における海洋の

Sr87/Sr86比が最も低く，大気中のCO２濃度が

最も高い時期に一致していることに着目し，

中央海嶺における活発な火成活動による大気

中のCO２濃度の上昇，それに伴う地球温暖

【日本地質学会 Island Arc賞】（１件）

受賞論文：Dapeng Zhao, M. Santosh and

Akira Yamada, 2010,

Dissecting large

earthquakes

in Japan: Role of arc

magma and fluids.

Island Arc, 19, 4-16.

Dr. Zhao and the co-

authors have tried to clarify causal

mechanisms of large earthquakes in

theJapanese Islands using high-resolution

tomographic images of the crust and

uppermost part of themantle beneath the

mainshock hypocenters of the large

earthquakes during 1995 to 2008. They

havefound that the large earthquakes, as

well as 164 additional crustal earthquakes,

have occurred alonglow-velocity zones with

high Poisson’s ratio anomalies, which are

considered to be represented byarc magma

and fluid. The finding indicates that the

generation of a large earthquake is not

entirely amechanical process, but is closely

related to the physical and chemical

properties of materials of thecrust and

upper mantle, such as magma and fluids,

which are produced by a combination

ofsubducting slab dehydration and corner

flow in the mantle wedge. Furthermore, the

authors havepointed out that the rupture

nucleation zone should have a three-

dimensional spatial extent and is notjust

limited to the two-dimensional surface of a

fault as suggested by the previous studies.

Theoutcome of this study should contribute

to a better understanding of the origin and

mechanisms oflarge earthquakes and also

be indispensable for the mitigation of large

earthquake-related disasters inthe future.

This paper received the highest number of

citations_based on the Thomson Science

Index for theyear 2013_amongst the entire

candidate Island Arc papers published in

2010_2012. The first authorhas been active

in the research of seismic tomography and

the effects of fluids and magma

onearthquakes. This paper adds to his

many contributions and is a worthy receipt

of the 2014 IslandArc Award.

化と極域の氷床の消滅，それが引き起こす海

洋大循環の停滞と還元的海洋の発達，結果と

しての硫化物鉱床の生成・保存，という一連

の地学現象により，別子型鉱床の成因を説明

した．本論文は付加体中の別子型鉱床の成因

が古海洋環境変動と密接に関連することを示

した独創的で優れたものである．また，従来

あまり認知されてこなかったジュラ紀後期に

おける海洋無酸素事変の存在を示唆してお

り，日本列島の地質を研究対象としつつ，グ

ローバルイベントを提唱している点でも，高

く評価できる．以上の理由から，本研究を中

心として推進してきた野崎達生会員は小藤文

次郎賞に相応しい．

【日本地質学会研究奨励賞】（３件）

受賞者：細井 淳（茨城大学大学院理工学研

究科）

対象論文：細井 淳・天

野一男，2013，岩手県

西和賀町周辺奥羽脊梁山

脈における前期～中期中

新世の火山活動と堆積盆

発達史．地質学雑誌，

119, 630_646.

本論文は，日本海拡大期から拡大直後にか

けての砕屑岩と水底火山岩類を対象に，丹念

な野外調査にもとづく堆積相解析によりグ

ラーベンの埋め立て過程を推定したものであ

る．研究対象地域はグリーンタフの一連の層

序が見られる古典的なフィールドで，かつて

は多くの研究者の巡検ルートとなっていた地

域であり，ここでの前期～中期中新世の火山

活動を伴う堆積盆発達史の解明は東北日本の

グリーンタフ地域の発達史の解明に大きく役

立つものと考えられる．古くから研究されて

きたフィールドではあるが，火砕岩の変質が

激しく岩相の側方変化も大きいことから，層

序を理解することが容易ではなかった．この

困難を克服するには水底火山岩類の構造と堆

積相の理解が不可欠であるが，本研究はその

観点を取り入れて層序を再検討し，水底火山

活動と堆積過程の解釈をわかりやすいモデル

図も併用して明示している．本研究は，いま

だに課題の多いグリーンタフの新たな展開を

期待させる優れたものと言える．以上の理由

により，細井 淳会員を研究奨励賞に推薦す

る．

受賞者：上久保 寛（石油天然ガス・金属鉱

物資源機構資源探査部）

対象論文：Kamikubo,

H. and Takeuchi, M.,

2011, Detrital heavy

m i n e r a l s  f r om

LowerJurassic clastic

rocks in the Joetsu

a r e a ,  c e n t r a l  J a p a n :  P a l e o -

Mesozoictectonics in the East Asian

continental margin constrained by limited

chloritoidoccurrences in Japan. Island Arc,



20, 221-247.

著者らは，上越地域の下部ジュラ系岩室層

から砕屑性クロリトイドを発見した．同様の

砕屑性クロリトイドは，これまで南部北上帯

および美濃帯のジュラ系のみから得られてい

る．また，先ジュラ系において変成クロリト

イドは，日本列島のペルム紀―三畳紀の中圧

型変成岩である飛騨，宇奈月，竜峰山および

日立変成岩にのみ産出が知られていることを

文献調査により明らかにし，これらの変成岩

は中央アジア造山帯と北中国地塊の衝突帯で

形成されたと推定した．さらに，クロリトイ

ドは大陸地域の古土壌が変成作用を被って形

成されると考えられので，日本のクロリトイ

ドを含む変成岩は石炭紀―ペルム紀の受動的

大陸縁の堆積物を原岩として形成されたと類

推した．以上から，著者らはペルム紀に火山

弧に位置していた古日本列島は，その後三畳

紀に中圧型の変成岩が形成される衝突帯とな

り，ジュラ紀になって削剥が進み，クロリト

イドが砕屑物として供給されるようになった

という，ダイナミックな地質構造発達史を構

築した．引用文献だけでも８ページに及ぶ本

論文は，広く日本列島のジュラ紀の地層を文

献調査した意欲的なレビュー論文でもある．

これらの膨大な作業により数粒のクロリトイ

ド粒子から日本列島の地史について大胆な推

論を描き出した本論文は，地質学が大変夢の

ある研究分野であることを示した．以上のよ

うな優れた成果を挙げた上久保 寛会員は研

究奨励賞に値する．
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受賞者：武藤 潤（東北大学国際高等研究教

育機構学際科学フロン

ティア研究所）

対象論文：武藤 潤・大

園真子, 2012, 東日本太

平洋沖地震後の余効変動

解析へ向けた東北日本弧

レオロジー断面. 地質学

雑誌, 118, 323-333.

本論説は，地殻変動の理解に不可欠な地殻

とマントルのレオロジー構造を推定し，東北

日本の変動現象，特に大地震後の余効変動と

の関わりについて，定量的視座を提供する包

括的研究である．具体的には，まず東北日本

弧横断方向の２次元レオロジー強度断面を，

地震波速度構造，地殻熱流量，測地学歪デー

タ等の地球物理学的観測，岩石－温度構造モ

デル，および近年の実験岩石力学の結果に基

づいて推定した．さらに，得られた強度断面

と，地震前後の擾乱から推定される応力変化

量に基づき，東北日本弧の粘性構造を推定し，

余効変動解析に重要な弾性層厚と粘性率が島

弧横断方向に著しく不均質である可能性を指

摘した．これらの成果は，沈み込み帯の地震

サイクル，特に巨大地震の再来周期を評価す

る際の基礎となり，地質学にとどまらず地震

学，測地学および地震防災対策等にも貢献す

るという点で社会的にも重要な優れた知見で

ある．よって武藤 潤会員は研究奨励賞に値

する．

【日本地質学会表彰】（１件）

受賞者：西岡芳晴（産業

技術総合研究所地質情報

研究部門）

表彰業績：シームレス地

質図配信システムの構築

20万分の１日本シーム

レス地質図は、日本全体

を統一凡例で繋ぎ目なく表した最も大縮尺の

デジタル地質図である．西岡芳晴会員は，最

新のインターネット技術を積極的に導入し，

当該地質図の高速で地質情報に適した配信技

術を独自に開発した．とくに，画像タイル配

信技術「スマートタイル」を用いたWebサ

イトでは，高速で直感的な操作性を実現する

とともに，画像配信にもかかわらず，あたか

も凡例ごとの検索表示のような操作性を実現

しており，他国の地質図配信システムと比較

しても，群を抜いて優れたシステムである．

これによって，大学・地質コンサルタント業

界のみならず，一般の地質に興味ある方々な

どにも利用者層を大きく広げた．当該地質図

は，使い勝手の良さから，現在，日本の地質

を理解する上でなくてはならないものになっ

ており，アクセス数は2013年までの３年間で

およそ20倍に増加している．西岡氏の研究開

発は，地質図の活用場面を飛躍的に広げ，地

質学の社会への普及に大きく貢献しており，

日本地質学会表彰にふさわしい．
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内容：新潟県内のジオパークとしては，糸魚

川世界ジオパークと佐渡ジオパークの２つ

が認定されています．この企画展では，新

潟のジオパークの魅力ならびに新潟大学が

行っているさまざまな取組を紹介します．

また，子どもたちを対象にした体験イベン

トおよびふれあいトークを行い．さらに，

会期中に新潟－糸魚川－佐渡をつなぐスタ

ンプラリーを実施します．

主催：新潟大学旭町学術資料展示館，理学部，

大学院自然科学研究科

共催：新潟大学コア・ステーション「形の科

学研究センター」，「地球環境・地球物質研

究センター」，糸魚川市教育委員会，佐渡

市教育委員会

協力：NPO法人ジオプロジェクト新潟，新

潟県立自然科学館，フォッサマグナミュー

ジアム

後援：日本地質学会ほか

会期：平成26年７月12日（土）～８月29日

（金）

会場：新潟大学駅南キャンパス　ときめいと

●体験イベント・ふれあいトーク

内容：子どもたちを対象にして，ふれあい

トーク，レプリカづくり，化石のスケッチ，

地質ぬりえ， 大学院生などによる普及

トークなどを行います．

日程：８月２日（土）13：00～16:00

８月 23日（土）13：00～16:00

場所：新潟大学駅南キャンパス　ときめいと

●スタンプラリー

内容： 企画展示チラシをスタンプ台紙とし

て新潟市の小学生を中心に配布します．

場所：「ときめいと」（スタートのみ）

「旭町学術資料展示館」（記念品交換場所）

「理学部サイエンスミュージアム」（記念

品交換場所）

「理学部附属佐渡臨海実験所」（記念品交

換場所）

「佐渡博物館」（記念品交換場所）

「フォッサマグナミュージアム」（記念品

交換場所）

「新潟県立自然科学館」（スタートのみ）

期間：平成26年７月12日（土）～８月29日

（金）

サテライトミュージアム企画展示
「新潟のジオパーク展
－糸魚川と佐渡の魅力－」

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．

問い合わせ先

新潟大学学術情報部学術情報サービス課

担当　樋口

tel：025-262-6220 fax：025-264-2218

共催：日本地球掘削科学コンソーシアム（J-

DESC）・名古屋大学環境学研究科地球惑

星科学系・日本地質学会

2014年８月29日（金）～31日（日）

場所　名古屋大学理学部・環境学研究科E棟

定員・対象：計24名

・学部～大学院で微化石を研究したいと思っ

ている人，初学者

・IODPにPaleontologist（その他でも大歓迎）

として，いつか乗船したい人，乗船申し込

みを考えている人

（研究職にある方々も応募は受け付けますが，

学生等を優先します．）

講義内容：珪藻は，水と光のあるところであ

れば淡水～海水域を問わず生息する生物であ

り，そのガラス質の殻が残った珪藻化石は，

主に白亜紀から現在まで連続的に産出する微

化石である．IODP研究においても，生層序

だけでなく，海洋環境（古水深・古水温など）

の復元にも重要な役割を担っている．本コー

スでは，近年IODP Exp. 341掘削航海に参加

をした須藤斎准教授，今野進特任助教（九州

大）が中心となり，珪藻だけでなく多種多様

な微化石を研究している研究者がチーム

ティーチングで，世界中のあらゆる海域・年

代の実物標本を見ながらの実践的な講義・実

習を行う．とくに新生代の地球史解明におい

て，IODPが果たす重要性を示していきたい．

また，同様に上記航海に参加した松崎賢史博

士（産総研特別研究員）によるIODP乗船体

験報告と，朝日博史博士（韓国極地研：

KOPRI特別研究員）による微化石分析に有

用なソフトウェアの紹介や船上での有孔虫分

析などの講義を行い，より幅広い知識と経験

を得られるようなスクールとしたい．

講師：

・須藤　斎（名古屋大学環境学研究科・准教

授）

・今野　進（九州大学理学研究院・特任助教）

・松崎賢史（産業技術総合研究所・特別研究

員）

・朝日博史（韓国極地研究所・特別研究員）

参加申込方法：参加をご希望の方はオンライ

ンフォームにてお申し込みください．

申込締切：2014年８月８日（金）

※学生（学部生・大学院生）が定員に達した

J-DESCコアスクール・
微化石コース（第8回）／
第11回微化石サマースクール

場合，早期で締め切ります．

※学生（学部生・大学院生）以外の方につい

ては選考させていただく場合があります．

学生参加の補助：J-DESC会員機関所属の学

生を対象に，J-DESCから旅費の補助をいた

します（上限￥10,000／人）．

講義・実習内容，補助に関する詳細，参加申

込フォームなどは下記をご参照ください．

http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/

rewrite/coreschool/micropal.html

お問い合わせ：J-DESCサポート

海洋研究開発機構横浜研究所研究推進部内

E-mail：infoの後に@j-desc.org

Tel：045-778-5703

地学オリンピック日本委員会では，日本地

質学会との共催で中学生・高校生を対象とし

たキャラクターデザインコンテストを実施し

ています．素敵なキャラクターで地学オリン

ピックをPRしてみませんか？中・高教員な

らびに，中高生のお子さんがいる会員の方な

ど，是非周囲にお声掛けをお願いします．

募集内容：地学オリンピックならびに第10回

国際地学オリンピック日本大会（IESO2016

三重）をPRするマスコットキャラクターの

全身のデザイン画

＊応募者自作の未発表原画に限り，他の作品

と同一，類似または第三者の著作権等の権

利を侵害していないものとする．

作品様式：ハガキサイズ（10cm×14.8cmま

たは787・1165ピクセル）で，原画の様式は

自由

＊電子データ，手書き，カラー，モノクロ，

縦書き，横書きはどれでも可．

募集締切：2014年10月31日（金）

応募資格：中学生・高校生

多くの皆様からのご応募をお待ちしておりま

す．

募集要項のダウンロードはこちらから

http://jeso.jp/wp-content/uploads/2014/

06/ieso_character_design_contest.pdf

主催：ゼオライト学会

協賛：日本地質学会ほか

日時：2014年11月26日（水）～11月27日（木）

会場：タワーホール船堀（〒134-0091 東京

都江戸川区船堀４-１-１，Tel：03-5676-2211，

http://www.towerhall.jp/）

テーマ：ゼオライト，メソ多孔体，およびそ

第30回ゼオライト研究発表会

地学オリンピックキャラクター
デザインコンテスト開催中！
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１．推薦者の資格：日本在住の，国立大学法

人・公・私立大学及び国，公立研究機関の

教授もしくは准教授またはこれに準ずる研

究者

２．被推薦者の資格と人数：教授，准教授，

助教，博士号取得後研究者もしくはそれら

に相当する研究歴をもつ外国在住の研究者

若干名

３．雇用期間：平成27年４月１日～平成28年

３月31日のうち３ヶ月以上

４．研究分野：地震・火山および関連諸分野

５．推薦締切：平成26年8月27日（水）必着

６．提出書類：

○応募用紙（様式１：推薦者が記入のこと）

１部

○被推薦者の履歴書１部

○被推薦者の業績リスト１部

○被推薦者の研究歴（英語で300-500語程度）

１部

○被推薦者の地震研滞在期間の研究計画（英

東京大学地震研究所
平成27年度国際室外国人客員

教員の推薦公募

教員・職員公募等の求人ニュ

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

の類縁化合物に関連した研究の基礎から応用

まで

講演の種類：

１）特別講演（討論を含めて60分）２件予定

２）総合研究発表（成果がある程度まとまっ

ている研究を総合したもの．したがって，

既発表の研究成果であっても，それらをま

とめた内容であればよい．討論を含めて30

分）

３）一般研究発表（未発表の研究成果の発表．

討論を含めて20分）

発表使用機器：液晶プロジェクター利用の発

表のみ．PCは各自ご用意下さい．

講演申込：総合研究発表及び一般研究発表を

募集いたします．ゼオライト学会のホーム

ページ（http://www.jaz-online.org/）上の講

演申込フォームに従いお申し込みください．

講演申込締切：８月８日（金）

予稿原稿締切：10月24日（金）（９月中旬に

執筆要領をお送りします．）

予稿送付先：zeolite2@cc.tuat.ac.jp

登録費：会員（主催ならびに協賛の学協会の

個人会員，およびゼオライト学会団体会員の

法人に所属する人を含む）5,000円，学生

2,000円，非会員10,000円（予稿集代を含む．

当日申し受けます．）

懇親会：11月26日（水）講演終了後，同館内

にて．参加費5,000円（学生3,000円）の予定

問い合わせ先：

前田和之（東京農工大学）

Tel：042-388-7040, Fax: 042-388-7040,

E-mail：k-maeda@cc.tuat.ac.jp

日本地質学会・日本応用団体地質学会・地学研

究 会 ・ 国 際 ゴ ン ド ワ ナ 研 究 連 合 ・

ネパール地質学会・ネパール地すべり学会推薦

造山帯の真髄をヒマラヤで勉強する！

ヒマラヤ地学や野外地質学に造詣の深い日

本全国の大学教員，元教員や技術者ら（30人

が指導・引率者として登録）がボランティア

で，日本の学生に素晴らしいヒマラヤの地学

と自然環境を実地で実習指導します．航空運

賃，宿泊費，食費，車のチャーター，現地ガ

イドやポーターの雇用等の必要経費一切込み

で実施主体の利益なし完全ボランティアのプ

ログラムです．

実施期間：2015年３月上旬（日本発着15日間）

申込締切：2014年11月末日

定員：20名

参加費：学生，大学院生は20万円以内（暫定）

詳細は下記URLでお確かめ下さい．

http://www.geocities.jp/gondwanainst/geot

ours/Studentfieldex_index.htm

第4回学生のヒマラヤ野外実習
ツアー参加者募集

http://www.geocities.jp/gondwanainst/geot

ours/Studentfieldex_index.htm

日本の17大学の地学関係教室・学科では，

参加学生に対して実習単位の付与が可能にな

り，或いはその方向を検討中です．

本実習ツアーの第１回目は2012年３月に実

施され，以後毎年３月に実施されています．

実施報告は日本地質学会NEWS（17巻４号な

ど）やネット（下記）でもご覧頂けます．

ネットでは，過去３回のツアー参加者の報告

文を含めた詳しい報告書（Ebook）３冊も閲

覧（無料）頂けます．

https://www.data-box.jp/pdir/66fee6c5e7a

94f34826cf6a6f5bbaad2

なお，本実習ツアーには中・高校教員や関

係分野企業の新人社員等もご参加頂けます．

参加ご希望，あるいはご興味の方は下記プ

ロジェクト世話人までご連絡下さい．

学生のヒマラヤ野外実習プロジェクト

世話人会　代表　吉田　勝

E-mail：gondwana@oregano.ocn.ne.jp

Tel/Fax：0736-36-7789

語で300-500語程度）１部

７．宛先及び問合せ：〒113-0032

東京都文京区弥生１-１-１

東京大学地震研究所国際地震・火山研究推

進室佐竹健治

Tel：03-5841-0219

電子メール：intl-office@eri.u-tokyo.ac.jp 

８．注意事項：「国際室外国人客員教員推薦

応募書類在中」の旨を記し，書留郵便で送付

するか，または電子メールに添付のファイル

で送付すること．

９．選考方法：東京大学地震研究所共同利用

委員会が決定する．

10．採否の決定通知：９月末頃までに書面ま

たは電子メールにより通知する．

１．職種・人員・専攻分野

自然史科学部門 地球惑星システム科学分

野　助教１名

専攻分野：岩石学・火山学分野

備考：任期５年，再任不可．ただし業績審

査により無期とすることができる．

２．応募資格：博士号を取得していること．

本分野の教員と協力して教育研究をしていた

だける方．

全学教育（初年次教育）および地球惑星シス

テム科学関連の学部・大学院教育を担当出来

る方．

３．着任予定時期：採用決定後，できるだけ

早い時期

４．応募書類

イ）履歴書（内外の学会活動，受賞歴，参加

しているプロジェクト研究歴，各種研究費

受領歴なども記載すること．また，平成25

年４月１日以降，北海道大学に在職経験

（非常勤講師，TA，RA，短期支援員等す

べての職種を含む．）のある者は，当該職

歴を漏れなく記載すること．）

ロ）これまでの研究経過（2,000 字程度）

ハ）研究業績目録（和文のものは和文で表記

すること）

Ａ．査読のある原著論文

Ｂ．査読のない論文，総説など

Ｃ．著書

Ｄ．解説，報告などその他の出版物で特

に参考になるもの

ニ）主な原著論文の別刷 ５篇以内（複写可）

ホ）今後の教育・研究の計画・抱負（2,000

字程度）

へ）応募者について照会が可能な方２名の氏

名と連絡先（電話番号，電子メールアドレ

ス）

北海道大学大学院理学研究院
自然史科学部門地球惑星
システム科学分野教員公募
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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．

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29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（木）必着（学

会締切：８月29日）

＊推薦をご希望の方は，上記学会締切までに

執行理事会宛に応募書類をお送り下さい．

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

５．応募締め切り：2014年８月29日（金）必着

封筒の表に「教員公募関係」と朱書し，

簡易書留または宅配便にて送付すること．

教員公募関係書類は個人情報保護法に基

づいて厳正に管理し，審査終了後には適切

に処分します．

６．備考　選考の過程で面接等を行うことが

あります．

※面接に係る旅費・滞在費は応募者負担と

なりますのでご了承ください．

北海道大学では男女共同参画社会の実現を目

指して，様々な取り組みを行っています．教

員の公募に関しても，その精神に則り教員の

選考を行います．詳しくは以下をご覧下さい．

（http://www.hokudai.ac.jp/jimuk/soumubu

/jinjika/kyoudosankaku/）

７．書類の送付先及び問い合わせ先：

〒060-0810 札幌市北区北10条西８丁目

北海道大学大学院理学研究院

地球惑星システム科学分野

中川　光弘

電話：011-706-3520（dial in）

FAX：011-746-0394

電子メール：mnakagawa@mail.sci.hoku

dai.ac.jp

１．職名および募集人員：教授１名

２．専門分野：地球惑星進化学，地球ダイナ

ミクス，地球環境・資源学に関連する分野

３．応募資格等：（1）博士の学位を有する

こと

（2）本専攻の既存の研究グループと協調して

研究を進める意欲があること

（3）学部・大学院の授業ならびに学生の研究

指導に積極的に取り組む意欲があること

４．応募締切：平成26年８月29日（金）必着

５．着任予定時期：採用決定後なるべく早い

時期

６．提出書類：（1）履歴書

（2）研究業績リスト（①査読有り原著論文，

②査読無し原著論文，③総説（review），

④著書，⑤その他に区分すること．投稿中

の論文についてはその旨明示すること）

（3）主要な論文の別刷（コピー可）５編以内

（4）これまでの研究概要と着任後の研究計画

（A４用紙１～２枚程度）

（5）これまでの教育実績と着任後の抱負（A

４用紙１～２枚程度）

（6）外部資金獲得の実績（過去10年間程度）

（7）応募についてご意見を頂ける方（２名程

度）の氏名および連絡先

（注１）提出書類のうち（3）以外はすべてA

４用紙を使用すること

（注２） 応募書類は原則として返却しない

広島大学大学院理学研究科地球
惑星システム学教員募集

７．選考方法：

書類選考の上，面接を行うことがありま

す．面接にあたり必要となる旅費等は応募

者の負担となります．

８．応募書類送付先：

〒739-8526 東広島市鏡山１-３-１ 広島大

学大学院理学研究科

地球惑星システム学専攻須田直樹宛

（封筒に「教授応募書類在中」と朱書し，

簡易書留で郵送すること）

９．問合せ先：

広島大学大学院理学研究科地球惑星システ

ム学専攻須田直樹

Tel：082-424-7479，Fax：082-424-0735，

E-mail：nsuda hiroshima-u.ac.jp 

募集機関：農林水産省（人事院）（国家公務

員　農林水産省経験者採用試験（係長級（技

術）））

募集ポスト：係長級（国家公務員総合職技術

系）

募集人数：１人（予定）

専門分野：地球科学

業務概要：農業農村整備事業の地質・地下水

に関する調査・指導業務に従事

○震災からの復興支援，地震災害対策，地

すべり防災，地盤沈下防止，

○農業用ダムの建設と安全性評価・耐震性

照査にかかる技術的課題の解決，

○離島の水源開発，農業用水の水質モニタ

リング，

○農村の多面的機能の定量化，等々の調査

の企画と実施

着任時期：平成27年４月

公募期間：平成26年８月中旬～下旬

詳細URL：http://www.maff.go.jp/j/joinus/

recruit/keiken/1gi.html

（農林水産省採用案内・経験者採用；８月

１日頃サイト公開予定）

応募資格：理系大学/大学院で地球科学に関

する課程を卒業・修了から４年を経過し，民

間企業，官公庁，国際機関等における職務経

験が通算４年以上となるもの

求める人材：

（1）応募資格を満たす者のうち，地球科学に

関する専門的な知識を有し，民間企業，官

公庁，国際機関等における職務経験が，平

成26年８月１日現在で通算４年以上となる

者

（2）公務に対する強い関心と全体の奉仕者と

しての熱意を有する人材

（3）民間企業等での職務経験を活かし，即戦

力となる者

・現在パブリックコメントを実施中であり，

変更の可能性があります．

以下は参考情報です．

農林水産省
地球科学系職員経験者採用

登録者：農林水産省農村振興局農村環境課

長田実也

電話：03-3502-6079 

メール：jitsuya_nagata@nm.maff.go.jp

公募結果

新潟大学教育研究院自然科学系理学部

（地質科学科）准教授公募

高橋俊郎（2013年12月１日着任）

新潟大学教育研究院自然科学系理学部

（地質科学科）准教授公募

植田勇人（2014年４月１日着任）

新潟大学教育研究院自然科学系大学院自

然科学研究科（地球科学コース）助教公

募

椎野勇太（2014年４月１日着任）
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周年記念事業として創設しました．一時，文

化，福祉，体育の３部門に分かれていました

が1975年度に「朝日賞」を総合賞とし，「朝

日社会福祉賞」，「朝日体育賞」（現在のス

ポーツ賞）を独立させました．1992年（平成

４年）に朝日新聞文化財団が授賞事業を引き

継ぎました．受賞者のなかから後年，ノーベ

ル賞や文化勲章を受けられた方も多く出てい

ます．第1回以来の受賞者は合わせて450人と

27団体になります．（2013年度現在）

対象：学術，芸術などの分野で傑出した業績

をあげ，わが国の文化，社会の発展，向上に

多大の貢献をされた個人または団体に贈りま

す．原則として年度賞とし，毎年１月から12

月までの業績を対象とします．長年にわたる

業績に対してお贈りすることもあります．

推薦書は８月29日（金）までに，所定様式送

付となりますので，推薦を希望される方は８

月８日（金）までに，執行理事会宛にご連絡

下さい．

推薦票は下記URLからダウンロードでき

ますが，パスワードが必要です．希望される

方は学会事務局までお問い合わせ下さい．

http://www.asahi.com/shimbun/award/asa

hi/suisen

問い合わせ先：

朝日新聞社CSR推進部「朝日賞」事務局

〒104-8001 東京都中央区築地５-３-２

TEL（直通）：03-5540-7453

FAX：03-3541-8999

http://www.asahi.com/shimbun/award

/asahi/

１．公募内容

平成27年度白鳳丸研究航海に参加して実施

する小規模な研究航海を公募します．

２．申し込み資格

国・公・私立大学及び公的研究機関の研究

者，並びにこれに準ずる者とします．

３．乗船資格　

国・公・私立大学及び公的研究機関の研究

者，並びにこれに準ずる者，大学院学生，研

究生，学部学生です．学部学生の乗船につい

ては，主席研究員の同意と当該学生の指導教

員の乗船が必要となります．大学院学生，研

究生，学部学生は「学生教育研究災害傷害保

険」等への加入を条件とします．

４．申し込み方法

郵送（印要）とe-mail（印不要）の両方で

行ってください．

平成27年度学術研究船白鳳丸
共同利用公募

５．申し込み先

東京大学大気海洋研究所　事務部　国際・

研究推進チーム

〒277-8564 千葉県柏市柏の葉５-１-５

TEL：04-7136-6009，6010

FAX：04-7136-6039

e-mail：iarp[at]aori.u-tokyo.ac.jp

６．申し込み期限

平成26年８月29日（金）（厳守）

本公募内容についてのお問い合わせは下記

に願います．

東京大学大気海洋研究所　研究航海企画セ

ンター

TEL：04-7136-8175

e-mail：kikaku[at]aori.u-tokyo.ac.jp

詳しくは，http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/

coop/hakuho27.html

１．公募内容

平成25年６月末に竣工した東北海洋生態系

調査研究船（学術研究船）「新青丸」による，

全国の大学・研究機関のための共同利用研究

航海を公募します．比較的短期間で実施でき

る沿岸域での基礎的な海洋研究を募集しま

す．「新青丸」は平成23年３月の東北地方太

平洋沖地震が東北地方沿岸域に及ぼした影響

を正確に把握し，生態系の再生過程，海水中

の化学物質の挙動，海洋底の実態解明など，

幅広い研究分野にわたって震災関連調査研究

を継続して行うために，老朽化した学術研究

船「淡青丸」の後継船として建造されました．

応募にあたっては，この建造目的をご考慮く

ださい．

２．申し込み資格

国・公・私立大学及び公的研究機関の研究

者，並びにこれに準ずる者とします．

３．乗船資格　

国・公・私立大学及び公的研究機関の研究

者，並びにこれに準ずる者，大学院学生，研

究生，学部学生です．学部学生の乗船につい

ては，主席研究員の同意と当該学生の指導教

員の乗船が必要となります．大学院学生，研

究生，学部学生は「学生教育研究災害傷害保

険」等への加入を条件とします．

４．申し込み方法

郵送（印要）とe-mail（印不要）の両方で

行ってください．

５．申し込み先

東京大学大気海洋研究所　事務部　国際・

平成27年度東北海洋生態系
調査研究船（学術研究船）
新青丸の共同利用公募

＊各推薦書要旨は，ホームページからもダウ

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

沖縄研究奨励賞は，沖縄の地域振興及び学

術振興に貢献する人材を発掘し，育成するこ

とを目的として，昭和54年に創設されました．

本奨励賞は，沖縄を対象とした将来性豊かな

優れた研究（自然科学，人文科学，社会科学）

を行っている新進研究者（又はグループ）の

中から，受賞者３名以内を選考し，奨励賞と

して本賞並びに副賞として研究助成金50万円

を贈り表彰するものです．

応募資格：学協会・研究機関若しくは実績の

ある研究者から推薦を受けた50歳以下の者

で，平成26年７月15日現在で50歳以下の者

応募方法

（1）「沖縄研究奨励賞推薦応募用紙」

（2）研究成果物（論文３点以内，著書がある

場合は１冊），

（3）研究成果物の要旨（A４判横書き各1,000

字以内），

（4）研究業績リスト（著書，論文等30点以内．

A４横書き）

応募書類の提出先

〒112-0004 東京都文京区後楽１-２-９

エー・ゼットキュウブビル５F

公益財団法人沖縄協会　沖縄研究奨励賞係

応募締切は９月30日（金）となっていますの

で，推薦を希望される方は８月29日（金）ま

でに，執行理事会宛にご連絡下さい．

推薦応募用紙は，<http://homepage3.nifty.

com/okinawakyoukai/index.htm>からダウ

ンロードして下さい．

お問い合わせ

財団法人沖縄協会

〒112-0004 東京都文京区後楽１-２-９

「沖縄研究奨励賞」担当・山岸貴生

e-mail：okinawakyoukai@nifty.com

TEL：03-5803-2341 FAX：03-5803-2581

沿革：1929年（昭和４年）に朝日新聞創刊50

2014年度「朝日賞」
候補者推薦依頼のお知らせ

第36回（平成26年）
沖縄研究奨励賞推薦応募
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研究推進チーム

〒277-8564 千葉県柏市柏の葉５-１-５

TEL：04-7136-6009，6010

FAX：04-7136-6039

e-mail：iarp［at］aori.u-tokyo.ac.jp

６．申し込み期限

平成26年８月29日（金）（厳守）

問合せ先

本公募内容等についてのお問い合わせは下

記に願います．

東京大学大気海洋研究所　研究航海企画セ

ンター

TEL：04-7136-8175

e-mail：kikaku［at］aori.u-tokyo.ac.jp

学術研究船白鳳丸は，昭和43年度以来３か

年毎に立案される航海計画に基づいて運航し

ています．本年は平成28～30年度の運航計画

作成の年にあたります．

つきましては，共同利用研究計画を公募し，

個々の研究者の発意に基づく魅力的な研究航

海計画を広く募り，研究計画企画調整シンポ

ジウムを開催して各位のご意見を承りたいと

存じます．シンポジウムでは，各々の研究航

海計画を発表していただき，それらについて

検討するとともに，今後の海洋研究の方向性

を他の研究船の航海計画を含めて議論し，申

請された研究計画相互の調整を行います．こ

のシンポジウムを踏まえ，研究船共同利用運

営委員会において各研究計画の評価を行い，

３か年間の運航計画案を作成いたします．

１．シンポジウム日程

平成26年11月25日（火）～27日（木）３日間

２．シンポジウム開催場所

東京大学大気海洋研究所　講堂

３．世話人　

研究船共同利用運営委員会　研究船運航部会

長　山崎俊嗣

４．申し込み資格

国・公・私立大学及び公的研究機関の研究

者，並びにこれに準ずる者とします．

５．乗船資格

国・公・私立大学及び公的研究機関の研究

者，並びにこれに準ずる者，大学院学生，研

究生，学部学生です．学部学生の乗船につい

ては，主席研究員の同意と当該学生の指導教

員の乗船が必要となります．大学院学生，研

究生，学部学生は「学生教育研究災害傷害保

険」等への加入を条件とします．

平成28・29・30年度
学術研究船白鳳丸共同利用公募

紹　介

地球を見つめる「平和学」
ー「石の科学」から見えるもの

赤井純治著

新日本出版社，2014年３月25日発行，A

５版/246ページ，ISBN：978-4-406-05782-

0，定価2,200円（税別）

2011年３月の東日本大震災および東京電力

福島第一原子力発電所事故から３年余りが経

過したが，原発事故の影響は今でも続いてい

る．とくに福島県では，長期にわたり県内・

県外に避難している人々が約13万人もいて，

震災からの復旧や復興も遅れている．また，

度重なる原発汚染水漏れ事故による不安や風

評被害も深刻である．しかし，原発事故や放

射性物質による汚染について，地元福島でも

一般の住民や学生の間で話題になることは少

なくなってきていると感じる．一方で，あれ

ほど深刻な原発事故が起こったにもかかわら

ず，原発再稼働や海外への原発輸出などの動

きが急激に進んでいることに違和感を覚える

人々は評者を含めて少なくない．

あの事故からちょうど3年たった2014年３

月に，本書は出版された．著者である赤井純

治会員は，長年新潟大学で鉱物学の教鞭をと

られ，環境鉱物学の分野で世界をリードする

研究に取り組まれてきた．一方，「戦争と平

和」の問題にも積極的にかかわり，科学と大

学を戦争に利用させないための実践的な活動

を進めてこられた．こうした著者の地球科学

的および鉱物学的な視点（これを著者は「石

の科学の視点」と呼んでいる）から，理性的

６．申し込み方法

郵送（印要）とe-mail（印不要）の両方で

行ってください．

７．申し込み先

東京大学大気海洋研究所 事務部 国際・研

究推進チーム

〒277-8564 千葉県柏市柏の葉５-１-５

TEL：04-7136-6009，6010

FAX：04-7136-6039

e-mail：iarp@aori.u-tokyo.ac.jp

８．申し込み期限

平成26年10月10日（金）（厳守）

問合せ先

本公募内容等についてのお問い合わせは下記

までお願いします．

東京大学大気海洋研究所 研究航海企画セ

ンター

TEL：04-7136-8175

e-mail：kikaku@aori.u-tokyo.ac.jp

詳しくは，http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/

coop/ hakuho_28-30.html

21世紀は大きな価値基準とそのもとになる

哲学の転換期であり，直面する諸課題を克服

し今後の展望を拓いていくために，科学・技

術は重要な鍵を握っています．これからの科

学・技術で重視すべきことは，新たなものを

生み出し活用する「新しい知の創造」であり，

そのためには次代を担う多様な人材が能力を

発揮できるようにする必要があります．

よって，本制度は，新規性，独創性または

萌芽性をもち，発想や着想に意外性をもった

研究に焦点をあて，優れているものの他から

の支援が受け難い研究を掘り起こし，助成す

ることにより，科学・技術研究の振興を図る

ことを目的としています．

募集期間

学術研究部門：平成26年10月１日～10月15日

実践研究部門：平成26年11月１日～11月14日

注意）「学術研究部門」と「実践研究部門」

の併願は禁止します．

詳細は，本会Webサイトをご覧下さい．

http://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa/

お問い合わせ先

公益財団法人日本科学協会　笹川科学研究

助成係

〒107-0052 東京都港区赤坂１-２-２

日本財団ビル５F

TEL：03-6229-5365 FAX：03-6229-5369

E-mail：josei@jss.or.jp

URL：http://www.jss.or.jp

平成26年度笹川科学研究助成
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クに関する豆知識が増えてとても楽しい．各

章の最後には演習問題がついていて，巻末に

丁寧な解説と解答が記されている．

各章立ての一部をみてみよう．たとえば

「地震」地震とはなんぞや？から始まり，地

震の原因や分布，観測と続き，地震の起こり

方と続いたのち，後半の地震波と地球内部構

造が始まる．地球内部を伝わる地震波とそれ

による地球内部構造の解説があり，最後に地

震波と発振機構と続いている．編著者の専門

である「重力」の章は９つの節に分かれてお

り，重力や万有引力などの物理学的な扱いか

ら始まり，地球の内部から外部の重力分布の

話へと移り，重力等ポテンシャル面に関連し

た“ジオイド”や測地基準系と正規重力の話

で“地球の形”に話が及んだのち，重力異常

と重力補正からそれらに基づく地下構造解析

について述べられていく．24ページの中で理

論的基礎から応用まで，流れるように話が進

んで行き，理解しやすい構成となっている．

最終の2章は，愛媛大学地球深部ダイナミク

ス研究センターの研究者が地球内部の物質科

学とダイナミクスについて述べており，固体

地球の研究の面白さが読者に伝わってくる．

最初に述べたように学部の学生を読者に想

定しており，著者・編者の学生へ固体地球科

学の現在を伝えたいという想いが本書の至る

所に詰まっている．彼らの優しくも暖かい想

いが，若い学生さんたちに伝わって，新たな

固体地球科学の担い手が育ってくれると信じ

られるような本書であることを，この書評で

は是非伝えたいと思います．是非手に取って

みてください．

（脇田浩二）

原発問題との関係を考えるうえで大変参考に

なり，しかも勇気を与えてくれるものである．

（柴崎直明）

地球ダイナミクス

山本明彦　著

朝倉書店，2014年４月10日発行，B５版

232ページ，定価4,700円（本体＋税）

ISBN978-4-254-16067-3

朝倉書店から山本明彦編著「地球ダイナミ

クス」が出た．地球物理学の教科書であるが，

入門書と専門書の中間的な位置づけとして作

成されている．読者の想定が学部の学生と

なっているが，専門外の地球科学者が読んで

も読み応えがあり，また一般教養をさらに深

めたい人にとっても，とても役立つテキスト

である．

「序章」「地震」「地殻変動」「火山の物理」

「津波」「地球磁場」「重力」「温度・熱」「地

球内部の物質科学」「地球内部のダイナミク

ス」という章立てで，各章をそれぞれの専門

家が執筆している．序章にこの本の執筆の考

え方や読み方，注意事項などが書いてあり，

書評で書くべき内容もここに網羅されてい

る．そのまま使うと，昨今のコピペ批判を浴

びるので避けるが，とても有用な序章がある

ために，本の購入を検討する人はまず，序章

を読めば，その価値や利活用の方法などが分

かるようになっている．

本書は全体として分かりやすい記述を心が

けているため，読者は比較的スムースに読み

進めることができる．数式の扱いについては，

各章で記述内容の性質が異なるため，章ごと

に違いがある．付録に物理数学の基礎が示さ

れていて，大変参考になる．各章のところど

ころにトピックを記述したmini columnがあ

り，ここだけを読んでみても，最近のトピッ

な思考と議論を踏まえての原発問題や平和問

題へのメッセージが分かりやすく明快に語ら

れている本書は，地質学会会員だけでなく地

質学や地球科学を学ぶ学生や若手研究者に

とっても必読の良書である．

本書は，第１話から第５話までの５部構成

となっている．第１話「原発問題の解決のた

めにできること」では，一般の読者や学生に

も分かりやすいように原子の基礎知識や放射

能と放射線，およびそれらの単位などについ

て説明されており，本書が科学的知識の普及

に力を入れていることが読み取れる．また，

著者の専門的視点をもとに放射性鉱物や天然

の原子炉について書かれている．さらに，放

射線の生命への影響から核兵器と原発の開発

史，原発ゼロへの道，セシウム汚染の環境鉱

物学など，福島第一原発事故による放射性セ

シウムの挙動を含めて，地質学的視点をもと

に実際に社会で問題となった事象についてわ

かりやすく解説している．

第２話「核兵器は地球環境と共存できない」

では，著者が長年取り組んできた核兵器廃絶

のための実践をもとに記述されている．とく

に，原爆瓦の岩石薄片や「黒い雨」の電子顕

微鏡観察結果から，原爆の恐ろしい威力や凄

まじさを述べているところが印象的である．

また，地球史をひもとき，青い地球の誕生か

ら現在の地球，そして未来への展望が述べら

れている．

第３話「地球の資源と人間，戦争」では，

著者独自の視点から地球の歴史の中で生成さ

れた鉱物資源やエネルギー資源をレビュー

し，とくに生物がつくる新しい鉱物資源像を

紹介している．また，水資源と世界の貧困問

題についても言及し，アジアの地下水ヒ素汚

染の問題と環境鉱物学の視点からのヒ素汚染

のメカニズムについても最新の研究成果を分

かりやすく解説している．歴史的資料にみる

資源と戦争，地質技術者の受難については，

ぜひ，若い世代にもじっくりと読んでいただ

きたい．

第４話「科学と大学を戦争に利用させない」

では，科学・技術と戦争の関わりを歴史的に

振り返り，現在の軍需産業の特徴や軍産学複

合体の成長と現状についても述べ，「戦争は

科学を進歩させる」論の誤りを明確に指摘し

ている．また，大学での研究と大学自治の意

義を，「新潟大学イールズ事件」を例に挙げ

ながら新潟大学での取り組みを紹介してい

る．現在，日本の大学は様々な問題を抱えて

いるが，著者が示す未来の大学像を，多くの

大学人と共有していきたいものである．

第５話「学生と共に実践してきた「平和

学」」では，著者が新潟大学で実践してきた

平和について考える取り組みが具体的に紹介

されている．地球を対象として研究している

科学者として，また，将来を担う学生に希望

を持つ大学人としての熱い思いが込められて

いる．

以上のように，本書は地質学や地球科学と，

現在我々が直面している資源やエネルギー，
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IGME5000から，陸域と海域の地質図を連続

で描くことと，デジタルデータを同時に作成

するという点が踏襲されている．印刷縮尺は

500万分の１であるが，実際は250万分の１縮

尺で地理情報システムを利用してデジタル編

集され，印刷の際に500万分の１に縮小され

た．したがって，その位置精度は250万分の

１ということができる．この図は500万分の

１に縮小したといっても，普通の教室や家の

壁には貼りきれない大きさがあり，私はデジ

タル画像を縮小して机の前に置いている．

本地質図は，中国地質科学院のRen Jishun

氏が中心となって編集された．西はトルコか

ら東は日本まで，北は北極海から南はインド

洋まで，非常に広域をカバーしているため，

全体を５地域に分けて編集を実施した．Ⅰ地

域はロシアのOleg Petrov氏，Ⅱ地域をイラ

ンのAbdolazim Hagipour氏，Ⅲ地域をJin

Xiaochi氏ら中国地質科学院のスタッフ，Ⅳ

地域をインドのAjito Kumar氏，Ⅴ地域と全

海域を脇田浩二（当時：産総研；現：山口大

学）が担当した．日本からは，海域全体の担

当として荒井晃作氏，Ⅴ地域陸域担当として

宝田晋治氏ら産総研のスタッフも参加してい

る．

本プロジェクトは，2005年３月に第1回の

編集委員会が北京で開催され，その後ほぼ

１-２年ごとに編集会議が実施された．中国

地質科学院の予算で関係するアジアのほとん

どの国の研究者が招聘され，それぞれの国か

ら最新のデータが提供され，地質凡例や地質

境界の問題を議論し続けた．北朝鮮や中央ア

ジアからも研究者が多数出席し，最新の情報

についてプレゼンがなされてきた．また，デ

ジタル編集の責任者であるWan Jun氏を中心

にデジタル編集標準などの議論も行われ，地

質図編集と同時にデジタルデータベースの構

築にも力が注がれた．日本が関連するV地域

のすべてのデジタル編集は，産総研の加藤敏

氏が実施した．

この地質図は，現在世界地質図委員会の

HPで注文し，入手することができる．

世界地質図委員会のURLは，

http://ccgm.org/en/

アジアの国際地質図のURLは，

http://ccgm.org/en/home/160-international-

geo log ica l -map-o f -as ia -at -15 -m- igma-

9787116083646.html

値段は，150ユーロで，折らずに筒に入っ

た版と折って箱に入った版があり，選ぶこと

ができる．入手等について質問があれば，脇

田まで連絡をください．

（k-wakita@yamaguchi-u.ac.jp）

（脇田浩二）

世界地質図委員会（Commission for the

Geological Map of the World: CGMW）から，

新しいアジアの広域地質図（IGMA5000）が

出版された．この地質図は，500万分の１地

域地質図のシリーズの一環で，欧州の地質図

（IGME5000）に続いて作成された．前作の

世界地質図委員会

新版地質図・
報告書類

500万分の１
「アジアの国際地質図」

International Geological Map of
Asia at 1:5M

世界地質図委員会，2013年発行，サイズ

100×69 cm（12 sheets），価格150ユーロ

お知らせ：GSJ地質図幅の電子無償配信スタート

産総研地質調査総合センターでは，地球科学図等を含む地質情報のオープンデータ化を進めていますが，この７月より
その一環として，５万分の１地質図幅の電子配信を開始しました．
→地質図カタログhttps://www.gsj.jp/Map/

【配信データの内容】
・ラスターデータ（JPEG／200dpi）
印刷版地質図の全面をスキャンした低圧縮画像データです．出版済みの全図幅が揃っています
・ラスターデータ（GeoTIFF, kml／200dpi）
印刷版地質図の地図部分を切り出して位置情報をタグに埋め込んだデータです．GIS等で重ね合わせて表示することが
できます．
・ベクトルデータ（Shapefile, kml）
GIS等でさまざまに利用可能な点，線，面の要素からなるデータです．整備済みのものから順次公開しています．
・説明書 （PDF）
印刷図とセットで販売している表紙付の冊子から表紙を除いてpdfにしたものです．

なお，これらのオープンデータの２次利用にあたっては，クリエイティブコモンズライセンスを採用していますので，
ほとんどの制限が撤廃されています．詳しくはGSJ公式ホームページをご覧下さい．
２次利用ライセンスの詳細→https://www.gsj.jp/license/index.html

お問い合わせ
独立行政法人産業技術総合研究所地質調査情報センター地質・衛星情報サービス室
〒305-8567 茨城県つくば市東１-１-１（中央第７）
TEL：029-861-3601



日本地質学会News 17（７）28

スペイン中央部に位置するカスティー

リャ＝ラ・マンチャ州立科学博物館が所蔵す

る門外不出の実物化石を用いて，約１億3000

万年前のスペインを知っていただき，福井県

から産出している恐竜との共通点などを解説

します．羽毛の痕跡を残す肉食恐竜コンカベ

ナトール（全長約６m），歯を持つダチョウ

型恐竜ペレカニミムス（全長約２m）を始め，

スペイン国外では初めて公開される化石を展

示します．

会期：７月11日（金）～10月13日（月・祝）

ただし，９月10日（水），24日（水），10月

８日（水）は休館

時間：午前９時から午後５時まで（入館は午

後４時30分まで）

場所：福井県立恐竜博物館３階　特別展示室

観覧料：一般 1,200円，高校・大学生 800円，

小・中学生 600円，70歳以上の方 500円（上

記料金で常設展もご覧いただけます）団体料

金（30名以上） 一般 1,000円，高校・大学生

600円，小・中学生 400円

関連イベント

特別展記念講演会「白亜紀前期のシルクロード

―ヨーロッパと日本の恐竜をつなぐもの―」

日時：10月５日（日）14:00～15:30

講師：ヨウ・ハイルー　中国科学院古脊椎

動物・古人類研究所教授

場所：福井県恐竜博物館３階　講堂

博物館だより

福井県立恐竜博物館

平成26年度特別展　スペイン 奇跡の恐竜たち

博物館セミナー「スペインにも恐竜が？！」

日時：８月24日（日）13:00～14:30

講師：柴田正輝　福井県立大学恐竜学研究

所講師・福井県立恐竜博物館研究員

場所：福井県恐竜博物館２階　研修室

内容：特別展で展示されている標本を中心

にスペインの恐竜について紹介しま

す．聴講無料．

問い合わせ先：

福井県立恐竜博物館

〒911-8601 福井県勝山市村岡町寺尾51-11

Tel：0779-88-0001（代表）

http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/白亜紀前期のスペイン（復元画）狡Oscar Sanisidro

ポスター画像

内容：スペインと日本の恐竜

には共通性がみられま

す．両地域の恐竜をつ

なぐヒントは，白亜紀

のシルクロード，すな

わち中国にあります．

中国の恐竜を中心に，

ヨーロッパとアジアの

恐竜の関係を紹介しま

す．聴講無料．

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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☆関東支部
お知らせ

中部支部では各県持ち回りで支部年会を開催し，県幹事を中
心となってその県に関係した地質についてシンポジウムや地質
巡検を企画し，開催運営を行っている．今年は長野県が開催県
であり，2014年中部支部年会・シンポジウム・地質巡検を，６
月14日（土）と15日（日）に信州大学理学部および上高地にて
開催した．

総会（ 6 月14日10:00-10:30）
長野県環境保全研究所の富樫　均会員の議長のもと，参加者

13名，委任状51名で開催された．2013年支部活動報告として，
地質の日関連イベント（５月10日，名古屋大学博物館）特別講
演会「日本の地質の読み方・使い方・地球をよく知って上手に
つきあうための基本情報」（講師：齋藤　眞氏），中部支部総会
（６月29日，石川県白山市交流センター）の講演会等（６月29
日）と地質巡検（６月30日，白山手取川ジオパーク），来年度
の日本地質学会総会の信州大学での開催に関する準備状況の報
告などがなされた．
また，支部会計の2013年決算が承認され，2015年年会を富山

県で開催することが承認された．

☆中部支部
報告

2014年中部支部年会・シンポジウム・地質巡検　報告

支部コーナー

「富士山巡検」のお知らせ

日本地質学会関東支部では2014年度事業として「富士山巡
検－宝永火口と富士山南山腹の噴出物を巡る」を開催いたしま
す．参加者の皆様には，富士山の過去の噴火に伴う溶岩流，岩
屑なだれ堆積物，火口列，火山灰などを観察していただき，宿
泊先では案内者から富士山の地形地質に関する勉強会も予定し
ています．
富士山は昨年６月に世界文化遺産に登録されましたが，過去

に噴火を繰り返してきた活火山であり，将来の噴火に対する防
災上の視点からも富士山巡検を行うことは意味があると考えて
おります．1707年宝永噴火の噴火口へのハイキングも予定して
おります．
会員の方はもとより，広く参加者を募集致します．

主催：日本地質学会関東支部
開催日時：2014年10月４日（土）～５日（日），１泊２日，雨天
決行
見学ルート概要（天候などにより変更有り）
10月４日（土）：10時集合　東海道新幹線新富士駅前～低標
高火口～富士山交流センター～三島溶岩流駒門風穴～御殿場
岩屑なだれ堆積物～山中湖
10月５日（日）：山中湖～富士宮口新５合目～不動沢・日沢
溶岩流と割れ目噴火火口～宝永火口～御殿場口新５合目（テ

フラ層序観察）～新富士駅解散16時30分頃
１日目の昼食：富士山交流センター内（各自弁当持参お薦め，
レストランあり）
CPD単位：16単位
募集人数：会員および一般・25名程度
宿泊先：アジア航測（株）保養所「山中荘」
案内者：高田　亮（（独）産業技術総合研究所）

吉本充宏（山梨県富士山科学研究所）
千葉達朗（アジア航測株式会社）
荒井健一（アジア航測株式会社）

巡検スタッフ：関東支部幹事　荒井健一，細根清治
参加費用：一般19,000円，学生・院生12,000円
申し込み方法・問合せ先：住所，氏名，年齢，性別，携帯電話
番号，メールアドレス，所属をメールかFAXで下記へご連
絡下さい．その際には，銀行振込を確認出来る「ご利用明細
標」のコピー（PDF，xdwなど）も送付して下さい．
細根
ほそね

清治
せい じ

（（株）東建ジオテック）
メールアドレス：s.hosone@tokengeotec.co.jp
FAX：048-826-0151 携帯：080-1201-7453
銀行振込先：ゆうちょ銀行０三九店（ゼロサンキュウ店）
日本地質学会関東支部　郵便振替　口座番号00330-9-4159
（当座預金　0004159）
銀行振込の確認により参加申込完了とさせて頂きます．

申し込み期間：８月18日（月）～ 9月19日（金）（定員に達した
時点で締め切り）
※キャンセルした場合の払戻料金は，申込締め切り後～出発３
日前までは50％，２日前以降は０％となります．

シンポジウム「観光資源としての地形・地質」（6月14日10:40-
11:50）
本シンポジウムでは，飛騨山脈，立山・黒部，および南アル

プス（中央構造線エリア）の各地域のジオパークにおける活動
や準備状況についての報告と議論，さらに新版長野県地質図の
作成，羅臼岳火山地形の観光客へのアピール方法についての報
告など，地域に根差した地質学的資源についての発表が行われ
た．個々の発表や質疑応答については割愛するが，参加者から
活発な議論があり盛り上がった．

写真１　穂高連峰を望みながら原山先生に地形・地質形成史の解説

を受ける．
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ポスター発表・一般講演（ 6 月14日13:30-17:50）
ともに中部地域の地質に関する発表が中心であったが，その

内容は古流向・古環境復元，ジルコン年代測定，黒部川花崗岩
の研究史などの地質学的なものだけでなく，表層地盤と揺れや
すさの関連性，東日本大震災へ中部地方がもたらした地質学的
影響，凝灰岩層分布などの堆積学的研究，地震動による断層解
析など多岐に渡った．また，IODPマントル掘削プロジェクト
や地底掘削工法による坑道への影響など，今後中部地方のみな
らず研究を空間的・内容的に大きく飛躍させうる情報を多数含
んだ発表も行われた．
参加者の声から「専門外の内容が多く戸惑いはあったが，翌

日の巡検に関わる地質学的な情報や，見学地を含めた中部地方
の地形形成史などを知ることができ，非常に参考になった．ま
た，ジオパークや地質図作成が地域に住む人々に，居住する場
所の学問学的知識や防災への情報を分かりやすく還元するだけ
でなく，『自分たちの住む土地に誇りを持てる』ように，心配
りの行き届いた活動をされている点に感銘を受けた」．

懇親会（ 6 月14日18:00-21:00）
今年は生協食堂での開催となった．原山智支部長等の挨拶を

交えて会は進み，信州大学の学生たちも含めてうち解けた懇親
会となった．会は20時にて閉会の予定であったが，信州名物の
ワインも供されていたこともあり，その後も歓談は続き大変盛
況だった．

地質巡検「上高地の成り立ちをみる」 6 月15日（日）
案内者を含めて17名の参加者があった．
今回の巡検対象は，現在の上高地周辺を形作っている槍穂高

連峰と梓川の地形と地質発達史を知るうえで重要な地形・地質
学的スポットが選ばれていた．上高地は高地の山脈の隙間に位
置しながら，非常に平らな地形が広がっている稀有な場所でも
ある．そのような地形が形成されるうえで，過去に存在した梓
川（古梓川）の流路変更や堰き止めというイベントが発生した
ことを知ることが非常に重要である．そこで前日のシンポジウ
ム・ポスター・一般口頭発表などでも説明されたような埋積作
用により形成された大正池をスタート地点として巡検が開始さ
れた．大正池から望むことができる焼岳の火砕流やそこから供
給された大量の埋積物を示す堆積物や地形を観察しながら，さ
らに08-09年に信州大によって行われた大正池掘削の成果報告
などを交え，まるでその時代にその場所を見ているかのような
詳細な説明がなされた．東方の田代池へ移動しながら山体崩壊
堆積物を観察しつつ，そこから形成された流れ山地形や扇状地
に発達する湿原地帯を見学した．地質学的な情報だけでなく，
様々な動植物の解説も所々で加えていただき，シンポジウムで
講演された「地域に根差した，地域の人による解説が行われる」

ジオパークを歩いているような気分になった．昼食前には，日
本の山岳を世界に知らしめたウェストン卿を称える花崗閃緑岩
でできたレリーフが世界最若の形成年代を示していることを
知ったことも，この地域の地質学的な重要性を理解するうえで
貴重な経験となった．
素晴らしい景色を満喫しながらの昼食の後，午後には梓川周

辺を移動しながら有数の観光地である河童橋周辺で，なぜこの
周辺に橋が架けられたのかという地形学的背景や河川水の供給
源を解説いただいた．さらに北東へ進むと露頭の岩質が大きく
変化していき，カルデラ火山地形の端に出たことが理解できた．
遠くに見える山脈の形だけでも様々な情報を得ることができる
のは地質屋からすれば当たり前のことであるが，山を登ること
なくそれらの情報が足元や眼前に広がっており，この周辺の歴
史を体感できた．それに加え，この周辺の山々，谷という谷を
歩き詳細に解析されている原山先生の解説の妙により，この地
域の地質学的特性だけでなく，その魅力をも満喫することがで
きた．
本巡検は梅雨の時期にも関わらず素晴らしい晴天に恵まれ，

この周辺の地質だけでなく，美しい景色と自然（や美味までも）
など満喫できた．また，巡検の裏方担当として尽力された，信
州大学教員や学生スタッフの皆様方にこの場をお借りし厚く御
礼申し上げます．

中部支部に関するお問い合わせは，下記中部支部事務局　須
藤　斎まで．
〒464-8601 名古屋市千種区不老町　名古屋大学理学部地球
惑星科学教室気付
TEL 052-789-2535，E-mail suto.itsuki@a.mbox.nagoya-u.ac.jp
（中部支部事務局幹事，名古屋大学環境学研究科　須藤　斎）

支部コーナー

写真２　集合写真．上高地河童橋の上流右岸で岳沢-穂高連峰を背

景に．

訃　報

次の方が逝去されました．謹んで哀悼の意を表します．

名誉会員 亀井節夫（５月23日）



１．はじめに
2014年３月５日～19日，ネパールにおいて標記の野外実習ツ

アーが開催された．ネパールは東西に長い国土の大部分が世界
最大の山岳地域であるヒマラヤ山脈に占められており，南北に
移動することで，ヒマラヤの地質構造を横断的に観察すること
ができる．本ツアーの主催はゴンドワナ地質環境研究所（日本）
とトリブバン大学地質学教室（ネパール）で，日本から25名
（学生21名，教員２名，市民２名），ネパールから４名（学生２
名，教員２名）が参加した．引率者は，吉田勝先生（ゴンドワ
ナ地質環境研究所所長），酒井哲弥先生（島根大学総合理工学
部准教授），Ananta Gajurel先生（トリブバン大学地質学教室
准教授）Mukunda Paudel先生（トリブバン大学地質学教室准
教授）の４名である．本ツアーは非常に充実した内容で，今年
度以降も年一回開催される見通しである．今後の参加者への参
考として，行程の概要，実習ツアー全体（とくにネパールでの
生活）について簡単に記す．

２．行程
日本～カトマンズ～ポカラ（３月５～８日） 日本からネパー
ルの首都カトマンズまでは，格安の航空機で，中国を経由して
２日間かけて移動した．カトマンズに到着した翌日は，トリブ
バン大学トリチャンドラキャンパスにおいてプレツアーセミ
ナーを行い，吉田先生，酒井先生の講義を受けた．吉田先生に
よる講義はヒマラヤの造山運動と，それに伴って形成された地
形・地質区分についてのレビューで，これからヒマラヤ造山帯
地質を観察していくうえで重要な基礎知識を得られた．酒井先
生の講義はカトマンズ盆地の古水準変動に関する研究の紹介
で，修士研究で湖底堆積物を扱った自分にとっては非常に興味
深い内容であった．その後いくつかのグループにわかれ，ネ
パールの学生とともにカトマンズ市内を観光した．ツアー参加
者は互いに初対面の者が多かったが，この観光のおかげでかな
り打ち解けることができた．カトマンズからポカラへは，主に
低ヒマラヤ帯の変堆積岩の露頭や，地滑り対策の土木工事，厚

さ100m近い洪水堆積層でできた段丘等，数か所の地質・地形
学的なSTOPを挟みながら，バスで半日程度かけて移動した．
ポカラでは翌日からの高所滞在に向け，希望者は登山用品をレ
ンタルした．

ポカラ～ムクティナート往復（３月９～13日） ポカラ～ムク
ティナート間のトレッキングルートを，バス・ジープ・徒歩で
往復した．テチス・チベット堆積岩，高ヒマラヤ帯の変成岩，
低ヒマラヤ帯の変堆積岩および，これらの地質帯を分ける断層
帯（STDS: South-Tibetan Detachment System，MCT: Main
Central Thrust）を北から順に横切っていくルートで，地質帯
の変化に伴う岩相や変成岩の変成度の変化等に着目しながら，
40近いSTOPで観察を行った．テチス・チベット堆積岩は，古
生代～中生代にかけてテチス海で堆積した砂岩・泥岩・石灰岩
で，アンモナイトノジュールやベレムナイトなどの軟体動物化
石，リップルや斜交層理などの堆積構造が所々で見られた．ま
た，大規模な褶曲や断層も特徴的で，巨大露頭や横臥褶曲のス
ケッチを行った．高ヒマラヤ帯は変成岩で構成されており，花
崗岩質片麻岩，石灰質・泥質片麻岩などが観察された．花崗岩
質片麻岩には眼球状構造が認められ，泥質片麻岩にはザクロ石
や藍晶石が含まれていた．低ヒマラヤ帯は主に変堆積岩で構成
され，堆積年代は原生代前期～古生代と推定されている．また，
MCT（Main Central Thrust）と呼ばれる衝上断層帯で高ヒマ
ラヤ帯と接しており，標高が高くなるにつれて変成度が上昇す
る逆転変成作用が見られるのが特徴的である．これらの観察と
同時に，第四紀に形成された氷河地形，扇状地，洪水堆積物な
どの河川地形，地滑り等の災害地形を多く観察した．人の手が
あまり入っていないため，これらの地形が非常にわかりやすく
残っているのが印象的であった．また，とくに場所によっては
層厚100m以上にも及ぶ礫層である「氷河湖決壊洪水堆積物」
は，氷河湖の決壊に伴って地質学的には一瞬の時間で堆積した
と考えられているが，その規模からはにわかには信じがたいこ
とであった．

ポカラ～ルンビニ～カトマンズ～日本（３月14～20日） ト
レッキングルートから帰還したあとは，ポカラに一日滞在して，
山岳博物館や日本山妙法寺といった観光名所を回った．ポカラ
の町は平地の多くが石灰岩質の河川堆積物で構成されており，
その影響で深く刻まれた河谷，洞穴の形成に伴う地盤沈下など，
さまざまな興味深い地形を観察することができた．
翌日はバスで南下しながら，引き続き低ヒマラヤ帯の変堆積

岩，シワリーク層群，沖積平野と続く地形・地質構造の変化を
観察した．シワリーク層群は低ヒマラヤ帯の変堆積岩とMBT
（Main Boundary Thrust）で接しており，ヒマラヤ隆起後の堆
積岩である．層群全体としては上方粗粒化傾向が見られるが，
これはインド亜大陸の北上に伴って堆積場がヒマラヤ側（源流
域）に北上していったためと考えられている．以上のようなレ
クチャーを受けながらツアーバスは南下し，最終的にヒマラヤ
の南端であるMFT（Main Frontal Thrust）を境界とする，沖
積平野に到達した．MFTよりさらに30kmほど南西のルンビニ
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タンツンコーラ（トレッキングルート）にて，集合写真（撮影：吉

田先生）

鈴木克明（東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程１年）

深見　潤（山口大学理学部地球圏システム科学科４年）

Badal Pokharel（ネパール国立トリブバン大学トリチャンドラキャンパス地質学教室学部３年）

院生コーナー

第3回学生のヒマラヤ野外実習ツアー参加報告

ポカラ西方の峠道よりアンナプルナ連峰，マチャプチャレを望む
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（釈迦生誕地）で一泊ののち寺院を観光し，ふたたびバスでカ
トマンズに帰着した．以上でネパール国内での移動は終了し，
３月18日には，トリブバン大においてポストツアーセミナーが
行われた．参加者は皆英語で５分ずつ，地質学的に印象深かっ
たこと，ツアーの感想や今後に向けた改善点などを発表した．
自分を含め，日本の学生はネパールの学生と比べて英会話が不
得手な印象があったが，ツアー中のレクチャーがすべて英語で
行われた事や，学生・教員をはじめとするネパールの人々との
コミュニケーション等を通して，「英語を話す心意気」につい
て，かなり向上したように見受けられた．以上で実習ツアーは
終了し，日本人参加者は，航空便の都合により18～20日の３日
に分かれて，それぞれ帰路についた．

３．ツアー中の衣食住
とくにトレッキングルート（ポカラ～ムクティナート）での

生活環境について記す．
宿舎では多くの場合，お湯を使えなかった．ただし，３月12

日に宿泊したタトパニには露天風呂があり，日本の温泉とほぼ
同様に非常に快適であった．電気やインターネット回線は，多
くの宿で通じたものの，部屋や時間によって通じ方が違うなど，
なかなか安定供給は難しいようである．食事は，朝食にパンと
卵焼き，昼・夜はダルバートと呼ばれるネパール定食（ダル
（豆）スープ，バート（ご飯），タルカリ（野菜カレー）他，す
べておかわり自由）が定番であった．後者は味付けが日本のカ
レーと比較的似ているため，なじみやすい．ただし問題は，こ
れらがほとんど毎日続くこと（ネパールの学生に聞くと，毎日
ダルバートというのはごく普通のことのようである）で，口に
あわなかった場合に備えて，不安な場合は日本で食べている食
料品を携行するとよいだろう．また，行動中の水分補給および
生活用水として，水は一人につき一日２リットルのミネラル
ウォーターが支給された．これはほぼ充分な量だったと思う．
ジョムソン～ムクティナート間（３月10，11日）はとくに歩行
区間が長く，一日のうち５～７時間は徒歩で移動した．昼夜の
寒暖が比較的厳し（25～５℃程度と思われる）かったことや，
標高は2500～3800m程度あったこと等から，数名は高山病その
他の体調不良を訴えた（半日～数日で全快）．しかし，ほとん
どの区間ではジープがサポートとして伴走しており，体調を崩
したメンバーの輸送に使われたほか，単に疲れた場合であって
も，ジープの座席が許す限り乗車することができたため，行動
中，非常に安心感があった．
以上のとおり，日本での野外調査に比べるとハードな側面も

ある生活環境だったが，それを打ち消す，あるいはスパイスと
して楽しむことができるほどの，雄大な景色や興味深い観察対
象と，吉田先生をはじめとする引率者・ガイドの方々のきめ細
かなサポートのおかげで，非常に楽しく有意義な二週間を送る
ことができた．

このような素晴らしい機会を提供してくださった吉田先生，
酒井先生をはじめとする多くの方々へ，ここに感謝の意を申し
上げます．ありがとうございました．

なお以下に，筆者らの個人的感想等を記録する．

鈴木克明：今回の実習で最も印象深かったのは，各地に存在す
る災害地形を見ながらの，吉田先生の「人々は災害のすぐそば
に住んでいるし，住むことを好む」という言葉であった．津波
の来襲する地域，あるいは地滑りや洪水で形成されたような場
所は，災害の発生頻度が高い一方で，平坦で土壌が豊富な環境
など，人間にとっては生活の場として有利である．このような
人間の性質を考慮すると，災害をただひたすら避けるだけでな
く，自然災害と上手に付き合うことも重要なのだと気づいた．
その他，特に目についたのは，若い学生の熱心さであった．私
自身の専門に比較的近い堆積岩，堆積地形に関しては臆するこ
となく質問・議論をしてくれたし，変成岩帯では彼らの知識と
熱心さについていけず，自分が学部生に教えてもらうような有
様で，彼らのような多くの熱心な後輩（？）と出会えたことも，
非常に大きな収穫だった．

Badal Pokharel：Ten days field work to Nepal Himalaya was
a dream come true. I was amazed by the mysterious geology
of Nepal Himalaya. The trip was adventurous and full of
knowledge at the same time. The best part of the trip was
interaction with Japanese students and Professors. I was
impressed by the time management of Japanese students.
The saddest part of field work was to see the people of Nepal
living risky life in hazards. 

深見　潤：この実習で印象に残ったのは岩相を境とする衝上断
層付近（特にMain Central Thrust）において，変成度が高く
なっていることだった．断層運動により生じた熱により変成を
受けたとされるその岩相からは大陸衝突という地球のダイナミ
クスを直に感じることができた．また，２週間足らずの海外生
活を他大学の方とともに過ごすことができたことは私に良い刺
激を与えた．その中でも特にネパールの学生は地球科学に対し
てだけでなく私たちとの交流を深めることに対しても積極的
で，自分たち日本人も負けていられないという思いに駆られた．

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）
kouzu_0419@geol.tsukuba.ac.jp 高津翔平（筑波大）
12ND404L@mcs.ibaraki.ac.jp 細井　淳（茨城大）
3SC12024G@s.kyushu-u.ac.jp 佐藤峰南（九州大）

左から，雄大な景色の中を歩く学生たち．カグベニ（３月11日）にて，巨大露頭の変形構造をスケッチ，解説する吉田先生．ポカラの日本山妙

法寺にて，地滑り地形等の解説をする酒井先生．
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場所：名古屋大学理学部環境学研究科E棟

申込締切：８月８日（金）

http://www.j-desc.org/modules/tinyd0/

rewrite/coreschool/micropal.html

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

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

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

9
2014.７～

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　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/

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

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）

http://kanto.geosociety.jp/

○J-DESCコアスクール・微化石コー
ス（第８回）/第11回微化石サマース
クール
日本地質学会ほか共催

８月29日（金）～31日（日）

8

7

○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
★関東支部：富士山巡検
10月４日（土）～５日（日），１泊２日

申込期間：８月18日（月）～９月19日（金）

http://kanto.geosociety.jp/

○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

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

ome/

月　November
○第30回ゼオライト研究発表会
日本地質学会ほか協賛

11月26日（水）～27日（木）

場所：タワーホール船堀（東京都江戸川区船

堀４-１-１）

講演申込締切：８月８日（金）

予稿原稿締切：10月24日（金）

http://www.jaz-online.org/

○第24回環境地質学シンポジウム
11月28日（金）～29日（土）

場所：日本大学文理学部８号館１階レクチャ

ーホール

発表登録申込：10月18日（土）まで

原稿登録締切：11月５日（水）必着

http://www.jspmug.org/

月　December
○地質学史懇話会のお知らせ
12月23日（火・祝）13:30-17:00

場所：北とぴあ８階　806号室

財部香枝：明治初年に導入されたスミソニア

ン気象観測法について（仮題）

小野田　滋：広田（廣田）孝一（1896～1972）

の業績について（仮題）

12

11

10

C A L E NDAR
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表紙紹介

写真：増見芳隆（東京都）

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

撮影者より：国道163のモニュメントバレーからアーチーズ国立公園を結ぶあたりにこの地層が見えます．サン・ホアン川に削ら

れた侵食と風化を繰り返してきた，この地層の歴史と変化は，私にはすばらしい自然のアートを発見した想いで撮影しました．

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㎞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．（審査委員長　白尾元理）

地学的背景：米国ユタ州南東端Mexican Hat付近で見られるRaplee monocline．コロラド高原のほぼ中央部に位置します．写真は，

南北に約15 km程連なる山地の最も標高の高い部分の西側斜面を捉えています．斜面を構成する地層は後期石炭紀のHermosa層群

で，石灰岩・砂岩・頁岩からなります．San Juan川の両岸に広がる赤褐色の水平層はペルム紀のHalgaito頁岩層．この構造は，中

生代末から新生代初期にかけて起こったララミー変動に伴う圧縮応力による変形であり，単斜構造の下には逆断層が存在すると考

えられています．（早稲田大学　小笠原義秀）

★惑星地球フォトコンテスト入選作品展示会：開催中です！
・みどりのiプラザ（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）：2014年７月１日（火）～31日（木）

【今後の予定】

・鹿児島市中央公民館（第121年学術大会関連行事：地質情報展会場にて）2014年：９月13日（土）～15日（月・祝）

第 5 回惑星地球フォトコンテスト：優秀賞「地層風景」
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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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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！
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