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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 41 号　中部九州後期新生代の地溝．長谷義隆ほか編，192pp., 1993年６月刊，会員頒価3,100円，〒300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，（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，（売り切れました）
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，（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，（売り切れました）
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（同一リーフレットを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
　５．長瀞たんけんマップ—荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみよう—　2016年２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（同一リーフレットを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，

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．
クリアファイル：学会創立125周年記念オリジナル．A4対応両面カラー．3枚１セット500円．

出　版　物　在　庫　案　内
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日本地質学会に寄せられ
た候補者の募集・推薦依
頼等をご案内致します．

各賞・
研究助成

日本－ロシア（MON）「北極観測
および北極域における自然利用と
エネルギー資源開発のための
科学技術」共同研究課題募集

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
では，以下のとおり，戦略的国際共同研究プ
ログラム（SICORP）において，ロシア連邦
科 学・ 高 等 教 育 省（MON : Ministry of 
Science and Higher Education of the 
Russian Federation）と協力し，日本とロシ
アの国際共同研究を支援することとなりまし
た．以下のとおり共同研究課題の提案を募集
します．本募集では，北極域でも最大面積を
占めるロシアとの共同研究を通して，国際社
会が直面する課題解決に貢献する研究成果を
導くことを目的としています．例えば，地球
温暖化対策，エネルギー安全保障，そして日
本の北極政策に資する成果が期待されます．
募集分野：「北極観測および北極域における
自然利用とエネルギー資源開発のための科学
技術」
支援の内容：共同研究課題が採択された場
合，日本側研究者は２年間で1,200万円を上
限として委託研究費を受け取ることができま
す．※委託研究費には，直接経費の30%に当
たる間接経費が含まれます．
募集締切：2019年3月4日（月）16時（日本時
間）
問い合わせ
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）　
国際部 事業実施グループ　片山，白石
TEL：03-5214-7375　FAX：03-5214-7379
E-mail:E-mail:jointrussia@jst.go.jp
詳細は下記のURLをご覧ください．
https://www.jst.go.jp/inter/program/
announce/announce_russia_MON1st.html

平成31年度苗場山麓ジオパーク
学術研究奨励事業助成金募集

苗場山麓ジオパーク地域を対象とした学術調
査及び研究を支援し，苗場山麓ジオパークの
学術資料の蓄積を図るため，大学院生，研究
者等を対象に調査研究費の助成をします．
助成対象研究：

（1）苗場山麓ジオパークにおける地質学・地
形学・考古学・歴史学・地理学・民俗学・植
物学・生態学などの調査研究

（2）苗場山麓ジオパークに関連した，地域振
興及び地域経済にかかわる調査研究

（3）その他苗場山麓ジオパーク振興協議会会
長が助成対象と認めた調査研究
助成対象者：

（1）大学院またはそれに相応する教育研究機
関において，研究・調査に従事している大学
院生，研究者等（グループによる参加も可
能．グループ代表者が助成対象となる大学院
生，研究者等であればメンバーとして大学生
の参加も可能）

（2）その他苗場山麓ジオパーク振興協議会長
が認めた申請者

（3）上記の条件のいずれかに該当し，平成32
年１月31日までに実績報告書の提出が可能な
方
助成金の額等：

（1）助成金の額　１件あたり上限 10 万円．
（6件程度）　ただし助成対象研究は，１人ま
たは１グループあたり１件とします．

（2）助成対象経費　①調査研究地までの交通
費及び津南町内または栄村内での宿泊費 (飲
食費は対象外) ／②調査研究に係る事務経費
／③その他苗場山麓ジオパーク振興協議会会
長が認めた経費

（3）助成率10 ／ 10
応募締切：平成31年3月8日（金） 当日消印有
効
審査：苗場山麓ジオパーク振興協議会で選考
委員会を開催し，厳正なる審査に基づき助成
金交付を決定し，平成 31 年 4 月中に通知し
ます．
申し込み，問い合わせ先
〒949-8201 新潟県中魚沼郡津南町大字下船
渡乙 835 番地
苗場山麓ジオパーク振興協議会事務局 学術
研究奨励事業助成係（担当：佐藤信之）
TEL 025-765-1600 FAX 025-765-5511
E-mail: naeba36@naeba-geo.org
応募の方法，提出書類等詳しくは，https://
naeba-geo.org/31_syourei

2019年度「隠岐ユネスコ世界
ジオパーク学術研究奨励事業」

の募集

１．助成対象事業
隠岐にかかわる調査研究で，次のいずれかに
該当するもの．

【学術研究奨励事業　新規】
隠岐島内の人文・社会科学および自然科学に
かかわる調査研究で，2019年度で実績報告が
可能な研究．特に，次のテーマは優先的に採
択の検討を行います．
①「大地の成り立ち」
　A．隠岐の成り立ち（地史）の解明に関す
る研究／ B．ゼノリスに関する研究
②「独自の生態系」
　A．隠岐諸島の生物相に関する研究／ B．
隠岐諸島の生物相の形成要因の解明に関する
研究／　C．隠岐諸島の生物の保全・保護に
関する研究

③「人の営み」
テーマは設けていません．
２．助成対象者
以下の個人もしくはグループ．

（1）大学に在籍する大学生または大学院生　
（2）研究機関等で研究活動に従事する者　
（3）その他，隠岐ユネスコ世界ジオパーク推
進協議会会長が認めた研究者　（4）2020年2
月28日（金）＊必着までに実績報告の提出が
可能な方
３．助成金の額等

（1）助成金の額
予算の範囲内で，１件あたり上限20万円　(
新規３件程度，継続３件程度)　ただし，助
成対象研究は，１助成対象者につき１件とし
ます．
４．応募締切

【学術研究奨励事業　新規】2019年5月31日
（金）＊必着（審査結果は，6月中旬までに通
知．）
＜問い合わせ先＞
隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会 事
務局（担当：岡田）
〒685-8601島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口
24（隠岐支庁県民局内）
TEL：08512-3-1321　FAX：08512-3-1322  
E-mail：okada@oki-geopark.jp
詳 し く は，http://www.oki-geopark.jp/
information/2019/02/01-2527/

アポイ岳ジオパーク研究者支援
のお知らせ

　北海道様似町は，アポイ岳ジオパークに関
連する調査研究を行う，又は興味を持ってい
る，あらゆる分野の研究者及び学生のみなさ
んを積極的に支援しています．
　アポイ岳ジオパークには，世界でも類を見
ない新鮮で多彩なかんらん岩から成る山々や
渓谷，特殊な土壌条件などによって育まれた
固有の高山植物群落，そして，海岸の特殊な
地形が天然の良港となり古くから交易の拠点
として栄えてきた歴史と文化，奇岩類にまつ
わる先住民族アイヌの数々の言い伝えをはじ
めとする資源があります．
＜アポイ岳ジオパーク研究者支援について＞
１．アポイ岳調査研究支援センター
格安の研究・宿泊施設の提供
２．調査研究に対する支援

（１）各種許認可に対する申請手続き等のア
ドバイス

（２）地元かんらん岩採石場等の関連施設等
との調整

（３）地元の学芸員による案内（専門分野：
地質・植生・昆虫・埋蔵文化財・アイヌ）

（４）アポイ岳ジオパークにかかわる文献リ
スト
https://www.apoi-geopark.jp/file/data.html
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お問い合せ・申請先（随時申請可能です）：
〒058-8501　北海道様似郡様似町大通1-21
様似町役場商工観光課ジオパーク推進係
TEL 0146-36-2120　FAX 0146-36-2662
電子メール apoi.geopark@samani.jp

2019年度「深田野外調査助成」
募集

趣旨：公益財団法人深田地質研究所では，
1993年以来，「深田研究助成」を行って，地
球科学を研究する若手研究者を支援してきま
した．さらに，昨年度から，大学在学中の学
生に対して，国内における野外調査に関わる
経費を助成するための「深田野外調査助成」

を開始しました．この助成は，さきの「深田
研究助成」とは異なり，地球科学に関連する
分野を学んでいる学生が実施する，国内の野
外調査に対する助成です．
応募の資格：大学に在学中で，地質・地球物
理・環境・地盤・建設・エネルギー資源など
の分野を専攻する，学部生，博士前期課程

（修士課程）及び博士後期課程の学生．
推薦者：推薦者は，申請者の研究を直接指導
している方に限ります．
助成対象：助成の対象は，国内における野外
調査（現場見学も含む）に関わる以下の旅
費・交通費等とし，1件あたりの合計は，15
万円とします．
1）鉄道，航空，船，バスなどの運賃／ 2）
レンタカー代，機器レンタル費／ 3）燃料費，
有料道路料金／ 4）宿泊費／ 5）その他消耗

品，保険料など（3万円以内）
採択件数および金額：
　1）採択件数：20件
　2）助成額の総計：300万円
申請書の提出：ウェブサイトから申請書の様
式をダウンロードし，必要事項を記入のう
え，メールで申請してください．
締切日：2019年4月22日（月）
問い合わせ先：〒113-0021東京都文京区本駒
込2-13-12
公益財団法人深田地質研究所　総務部　高木
Tel：03-3944-8010　Fax：03-3944-5404
E-mail：grant@fgi.or.jp
申請書類のダウンロードや．その他詳細は以
下を参照して下さい．
http://www.fgi.or.jp/?p=4299

表紙紹介　第9回惑星地球フォトコンテスト：佳作「恐竜」

写真：島村直幸（福岡県）

撮影場所：山口県山陽小野田市　本山岬公園

撮影者より：「くぐり岩」と呼ばれる奇岩を，海岸の苔むした岩の向こうに見てみると，岩がまるで草を食べている恐竜の
ように見えました．

地質解説：本山半島最南端の本山岬に「くぐり岩」と呼ばれる奇岩があります．縦方向の節理に沿って海食が速く進んだ結
果，海食洞が貫通してトンネル状になったものです．トンネルは大小あわせて3本あり，写真一番左の空洞が最大（高さ
3m，幅2〜5m）で，この大きなトンネルをとおして見える夕日は絶景です．「くぐり岩」とその周辺は新生代古第三紀始新
世の宇部層群に属する礫岩層主体の地層からなっており，礫岩層は礫混じり砂岩層や砂岩層と互層しており，これらには平
板型斜交層理がよく発達しています．

（山口地学会ホームページより<http://yamaguchichigaku.sakura.ne.jp/index.html>）

※今年のコンテスト（第10回惑星地球フォトコンテスト）の審査結果は，学会HPでまもなく発表予定です．
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紹　介

A Photographic Atlas of 
Flood Basalt Volcanism

Hetu Sheth

Springer社，2018年1月 発 行，363項，
28,647円（税込），ISBN: 978-3-319-67704-
0，ISBN: 978-3-319-67705-7 (e-book)，日本
代理店（株）ニュートリノ

　Hetu Sheth教授（インド工科大ボンベイ
校）は，洪水型玄武岩の一つであるデカン高
原玄武岩の代表的研究者である．そのSheth
教授が，世界中の研究者の協力を得て，デカ
ン高原，コロンビア川，北大西洋など世界の
洪 水 型 玄 武 岩 の 露 頭 写 真 を 集 め た“A 
Photographic At las o f  Flood Basa l t 
Volcanism”をSpringerより2018年に出版さ
れた．本稿ではその内容について紹介した
い．
　マントルプルーム論争において洪水型玄武
岩の成因は重要な課題の一つである．地質学
的短期間に大量の玄武岩マグマを地表に噴出
させた原因として，高温のマントルプルーム
を想定する研究者が多いためである．ところ
で，会員の方々に，洪水型玄武岩という用語

をご存じの方は多いと思うが，それらが実際
にどのような産状を示すのかご存じの方は少
ないのではないかと思う．プルーム論争で
は，実際の地質学的証拠に基づく議論が重視
されており，洪水型玄武岩の産状の理解は重
要である．また，洪水型玄武岩の多くはソレ
アイト質玄武岩や玄武岩質安山岩であり，そ
の産状は近似した主成分化学組成を持つ島弧
玄武岩の火山地質の理解にも有用である．
　本書には，Sheth教授と，彼の呼びかけに
答えて世界の研究者が提供した582枚の写真
が納められている．写真提供者はSheth教授
を含めて23カ国の90名にのぼる．実はSheth
教授のお父さん（故人）とお兄さんは写真家
であり，彼自身の写真の腕も玄人裸足であ
る．そんな彼が選りすぐった写真ばかりでな
ので，地質風景の写真集としてだけでも価値
がある．各写真に記された提供者達の連絡先
はメールアドレス付きでリストアップされて
おり，本書は世界中の洪水型玄武岩の専門家
の住所録ともなっている．
　本書の具体的な内容であるが，まずReidel
教授（ワシントン州立大）の序文とSheth教
授による謝辞と自己紹介があり，続く本編は
12章からなっている．第１章“Introduction”
では出版の背景や意図が，多数の先行研究を
引用しながら述べられている．一読されれ
ば，Sheth教授が，自然を深く愛する心と高
い教育的意図をもって，本書を出版されたこ
とが理解されると思う．以降は，第２章「風
景」，第3章「溶岩流形態（大構造）」，第4章

「溶岩流動時の構造（脱ガスなど）」, 第5章
「冷却固結時の構造」，第６章「水中噴火の構
造」，第７章「爆発的火山活動」，第８章「貫
入構造」，第９章「火成・分化作用」，第10章

「分布域のテクトニック変形」，第11章「二次
鉱物」，第12章「風化・浸食作用」の内容で
ある．各章は露頭写真（第11章は標本写真を
含む）と簡単な説明から構成されており，各
章の冒頭にその章の概略が述べられている．
火山地質の本として，火砕岩のものは多い
が，玄武岩溶岩に関するするもの，さらに豊
富なカラー写真付きのものは少なく，その意
味でも貴重なものである．また，洪水型玄武
岩は，深成岩を伴っている場合があり，それ
らの層状構造やミングリング構造も説明され
ており，変成岩に興味のある方にも役立つ内
容になっている．
　ページをめくれば，玄武岩などの火山岩が
分布する地域を歩かれた方であれば，必ずや
目にされたことのある風景と露頭構造が数多
く示されている．中緯度に位置し湿潤な気候

の日本では露頭の保存状況が悪く，海岸沿い
を除けば新鮮な露頭に恵まれているとは言い
難い．得られる情報は限定的であり，観察対
象が溶岩の移動や冷却など，どのような物理
過程によって形成されたのか解読に悩むこと
が多い．露頭から物理過程を読み取る習慣を
付けることが難しく，野外調査も単なる試料
採取に終わってしまいがちである．Sheth教
授は白亜紀デカン玄武岩の専門家だが，ポス
ドク時代には活火山であるハワイを研究した
経験がある．このため，古い溶岩の露頭につ
いても新鮮な溶岩の露頭での観察を基礎とし
た解説がなされている．筆者もこの本を読ん
で，形成過程の説明にはじめて納得のいった
露頭構造が多くある．会員の方々も野外調査
の前後に本書を参考にされると，溶岩の移
動・冷却・堆積といった露頭構造の形成過程
について理解がすすむと考えられる．
　巻末には10ページの洪水型玄武岩に関する
用語集，16ページの引用文献リスト，10ペー
ジの洪水型玄武岩について学ぶための推薦論
文リスト，および索引がある．本書を足がか
りとして，洪水型玄武岩について詳しく学ん
で欲しいというSheth教授の配慮がうかがえ
る．このように本書は，地質一般に関心のあ
るアマチュアの方から，火山地質の専門家ま
で，さまざまな方に購入をお勧めできる内容
である．Sheth教授は教育的意図を持って本
書を出版されたが，多数のカラー写真を掲載
したため，価格がやや高価で学生・院生会員
の中には購入を躊躇される方もあると思う．
教育的良書なので，まだ購入されていない大
学地質系学科があれば，ぜひ購入し図書に加
えていただきたい．
　購入に際してお知らせしておきたいことが
ある．出版元のSpringer社は多国籍学術出版
社であり，一つのタイトルのものもさまざま
な国で印刷し販売している．筆者の手元に
は，Sheth教授からいただいたオランダ印刷
版と，日本代理店ニュートリノ社から購入し
た日本印刷版の2つがある．両者は写真印刷
の質が全く異なっており，日本で印刷された
ものの方が，写真印刷が高品質で色味も優れ
ている．確実に印刷品質のよいものが入手で
きる日本代理店から購入されることをお勧め
する．デジタル時代に対応して，本書には
e-book版も用意されている．写真の美しさを
十二分に堪能したい方はそちらも購入して，
大画面のディスプレイに映したり，写真画質
印刷するなどしたりして，お楽しみいただき
たい．

（眞島英壽）
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2018 Island Arc 編集委員会報告
　日本地質学会の公式英文誌Island Arc（IAR）は2018年も順
調に編集作業を進めました．2018年の刊行巻であるVolume 27
の編集と出版を完了したことをここに報告いたします．

Volume 27に47編の論文を掲載
　IARは2016年から隔月刊行となり，2018年も順調に6 issues
を刊行しました．Volume 27には37編の論文が掲載され，総ペ
ージ数は573ページでした．また，2018年に受け付けた投稿論
文は12月31日時点で83編でした．Volume 26（47編掲載・623
ページ・84編投稿） と比べると，投稿論文数は同数程度ですが，
掲載論文数と総ページ数は減少しました．
　Volume 27に掲載された論文の第一著者の所属は，日本国内
が21編（全体の57%），中国（5編），韓国（3編），ドイツ（2
編），アメリカ･イラン・インド･エストニア･ベトナム・ロシア

（1編）でした．2018年に受け付けた投稿論文で見ると，日本
（31編，全体の37%），中国（21編），イラン･インド（5編），韓
国（4編），ベトナム（3編），イギリス・トルコ （2編），アメリ
カ・オーストラリア・イスラエル・エストニア･ガーナ･ナイジ
ェリア・ベルギー・ブラジル・香港･ロシア（1編）となってい
ます．なお，審査前に論文取り下げが2編ありました（日本･中
国）．Volume 26と比較すると，Volume 27の国内著者からの投
稿比率は同数程度（38%→37%）ですが，同掲載比率は上昇し
ました（47%→57%）． 
　Volume 27の掲載論文はWiley Online Libraryにて全編閲覧
することができます．日本語抄録も掲載されていますので，是
非ご覧ください．
https://onlinelibrary.wiley.com/loi/14401738/year/2018

受理からEarly View掲載までの日数
　年4回（4 issues）刊行だったVolume 24（2015）においては，
論文受理からEarly View掲載までの平均所要日数は180日でし
た．隔月刊行が始まったVolume 25（2016）では155日，そし
てVolume 27（2018）では108日にまで短縮しました．改善が
着実に進んでいることがうかがえます．
　受理からEarly View掲載までの期間をさらに短縮させるため
の工夫は随時試みられています，これまで校正段階で大幅な修
正が生じることにより掲載が遅れることがしばしばありました
ので，2017年半ばから入稿前の受理原稿を主担当でないEditor-
in-Chiefが入念にチェックするようにいたしました．実際にこ
の方法を試したところ，著者に中規模の修正を求める事例が
多々生じ，著者とEICの双方にとって負担になりました．そこ
で，本誌のTechnical Style SheetとContent Style Sheetを改訂
した上で，2018年9月からはEICによる入稿前チェックを取り
止め，代わりにWileyが原稿体裁を精査することとし，その後
は校正原稿の印刷に回すようにいたしました．また，2017年11
月には校正原稿のチェックにOnline Proofing System（OPS）
を 導 入 し， こ れ に よ り， 著 者，EIC，Executive Editor，
Production Editor （Wiley）が同じ校正原稿をオンライン上で
順次チェックしていくもので，受理論文の早期掲載に貢献して
いると思われます．

2017年IFは0.889
　2018年6月，トムソンロイター社より2017年のインパクトフ
ァクター（IF）が発表されました．2017年のIFは，2015年と

2016年の掲載論文に対する2017年１年間の被引用回数を反映し
ます．長らく1.0 〜 1.1台に留まっていたIARのIFは2015年に過
去最高の1.397にまで上昇しましたが，2016年は0.837にまで急
落し，そして2017年は少しだけ持ち直しました．Geosciences 
Multidisciplinary分野でのランキングは159位/188誌（2016年）
から165位/190誌（2017年）に後退しました． 
　実際のところ，IFの上昇は多数回引用されるごく少数のスタ
ー的論文が掲載されることの反映です．そこで，2018年9月か
らは，過去3年間に本誌が出版した論文の中で被引用回数が高
い論文数編とEditor-in-Chiefが推薦する論文数編をそれぞれ期
間限定でフリーアクセス化しました．それらの論文は本誌の
website（Wiley Online Library）で誰でも閲覧することができ
ます．
　このような工夫も含めて，編集事務局ではこれまでにも隔月
出版化，特集号受理論文の随時出版，誌面レイアウトの大幅刷
新，Publonsの導入，編集事務の一部をWileyに移管するなど，
随時改革を行ってきました．改革の成果はすぐには顕れないか
もしれませんが，「より投稿しやすいジャーナル」へと脱皮す
るための努力を今後も地道に続けていく必要があることは明ら
かです．なんと言っても，掲載される論文の質を高めていくこ
とが最も大切なことであり，そのためにも，投稿者にとってよ
り魅力的に映るジャーナルへと成長できるよう，編集方法，編
集体制，広報などを改善していくとともに，査読期間の短縮化
など迅速な編集に努めてまいります．

Island Arc賞
　Island Arc賞（Island Arc Award）は，過去2年間にIARか
ら出版された全ての論文の中から，その学術成果の評価および
学界へのインパクトなどの観点から，EICおよびEditorial 
Advisory Board membersで構成される選考委員会での審査に
より，最も優れた論文１編を選考するものです．2018年の
Island Arc賞（対象論文は2015年と2016年に出版）は，

Miyakawa A. et al. （2014） Gas hydrate saturation at Site 
C0002, IODP Expeditions 314 and 315, in the Kumano 
Basin, Nankai trough. Island Arc, v. 23, pp 33－50.

に授与されました．

最多ダウンロード賞
　最多ダウンロード賞（Most Downloaded Award）は，過去5 
年間にIARから出版された全ての論文の中で，その後の一年間
で最も多くダウンロードされた論文に対してWileyより贈られ
ます．ただし，同一論文の受賞は１回に限られます．2018年最
多ダウンロード賞（対象論文は2012 〜 2016年に出版され2017
年にダウンロード）は，

Matsumoto D. et al. （2016） Tsunami deposit associated 
with the 2011 Tohoku-oki tsunami in the Hasunuma site of 
the Kujukuri coastal plain, Japan. Island Arc, v. 25, pp 369
－385.

に授与されました．

今後のIARに関して
　Island Arcは，わが国の地質科学界を代表する国際誌として，
誌面のさらなる充実と高インパクト化を目指して，今後も改革
を続けてまいります．IAR編集委員会へのご支援とご協力をよ
ろしくお願いします．

05_IslandArc.indd   5 2019/02/21   14:12



6 日本地質学会News　22（２）

☆東北支部

お知らせ

☆東北支部

お知らせ

2018年度東北支部総会
日時：2019年3月16日（土）〜 17日（日）
場所：秋田大学教育文化学部（秋田市手形学園町1番1号）
日程
　16日（土）13:30 〜　支部総会議事＊1，個人講演＊2，
　　　　　　18:00 〜　懇親会＊3

　17日（日）9:00 〜　個人講演＊4

＊1　欠席される方は委任状（様式任意）をメール，郵便等で
下記連絡先までお送り下さい．委任先は出席される会員（氏名
明記）または議長として下さい．

2019年度総会・地質技術伝承講演会開催
　関東支部では，下記のように支部総会及び地質技術伝承講演
会を開催いたします．
日時：2019年4月13日（土）14:00〜16:45
場所：赤羽会館　４Ｆ小ホール　（東京都北区赤羽南1-13-1）
　　　 JR赤羽駅東口　徒歩5分，地下鉄南北線赤羽岩淵駅 徒歩

10分
後援：（一社）関東地質調査業協会

プログラム：13:30受付開始
14:00～15:40　地質技術伝承講演会　
講師：横井　悟
所属：石油資源開発（株）　技術本部　フェロー
タイ トル：「石油地質分野におけるunconventionalあるいは非

石油的な話」  
参加費：無料，どなたでも参加できます．
CPD単位取得可能（1.5）
申し 込み方法：公開中のジオ・スクーリングネットによる登録

または学会へのFAX，下記担当幹事へのe-mailにて受け付
けます．

1）ジオ・スクーリングネットhttps://www.geo-schooling.jp/
2）関東支部幹事　加藤　潔（駒澤大学：kiyoshi.katoh@gmail.
com）

＊2　15分程度の口頭発表とポスター発表を受付けます．メー
ル，ファックス，郵便等で下記連絡先までお申込下さい．申込
締切は3月4日（月），要旨締切は3月11日（月）とします．連名
発表者の中に会員が含まれていれば筆頭発表者は会員・非会員
を問いませんので，卒論・修論等の内容発表の場としてもご利
用下さい．もちろん，ベテラン会員の発表も歓迎致します．
＊3　会費4,000円程度での懇親会を予定しております．3月4日

（月）までに下記連絡先までお申込下さい．
＊4　講演者数が少ない場合には，17日の日程がキャンセルと
なる場合もあります．

＜問合せ・連絡先＞
〒010-8502　秋田市手形大沢28-2　
秋田大学鉱業博物館　西川　治
tel：018-889-2467　fax：018-889-2465
e-メール：nishi@gipc.akita-u.ac.jp

3）日本地質学会関東支部気付　関東支部　FAX:03-5823-1156
15:50～16:45　関東支部総会　
1）支部功労賞授与式
2）2018年度　活動報告・会計報告
3）2019年度　活動方針・予算報告
＊関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いし
ます．
委任状送付方法：
○郵送またはFAXの場合は下記にお送りください．
〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-15　井桁ビル6F
日本地質学会事務局気付　関東支部事務局
FAX:03-5823-1156
○E-mail送付の場合
関東支部のメールアドレス（kanto@geosociety.jp）へ委任状を
ご返信下さい．メールによる委任状の締切は，4月12日（金）
18時までです．
17:15〜　懇親会（予定）会費等当日受付

============　関東支部総会委任状　============
2019年4月13日（土）開催の日本地質学会関東支部総会に出席
できませんので，当日一切の議決権を　　　　　　　　 君（又
は，議長）に委任します（空欄の場合は議長とします）．

日時　2019年　　　月　　　日
住所：

会員氏名：
=========================================

支部コーナー
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名誉会員　杉嵜隆一先生を偲ぶ

　本会名誉会員の杉嵜隆一先生が本年1月3日に永眠された（享
年86歳）．
　杉嵜先生は1931年にお生まれになり，旧逓信省にお勤めの父
君と共に全国を廻られた．1950年九州の修猷館高校から名古屋
大学に入学された．理学部を卒業後，博士課程を経て，名古屋
大学理学部助手，同助教授，同教授を勤められた．1995年に名
古屋大学を定年退職後は，2002年まで名城大学教職課程部教授
を勤められた．杉嵜先生は名古屋大学での研究・教育に加えて，
千葉大学，富山大学，静岡大学，徳島大学，信州大学，神戸大
学，新潟大学，九州大学，大阪市立大学，高知大学，岐阜大学，
愛媛大学の各地学系教室での非常勤講師，東海3県地盤沈下調
査会顧問（副会長），愛知県自然環境保全審議会委員（温泉部
会長）など地学系学識委員を10に余って勤められ，2003年に環
境大臣地域環境保全功労賞，2006年に柴田賞を受けられた．
　杉嵜先生は，物理学の坂田昌一先生に憧れて名古屋大学に入
学されたと聞く．理学部は一括入試で，学部への進級時に分属
学科を決めるのだが，物理で世界の先端をきれるか！と自問し，
地球科学を選ばれたようである．それだけに地球科学科に在籍
はしていても，物理や化学の先生方や同級生との交流が深かっ
た．2008年，名古屋大学理学部に在籍された3名の方々がノー
ベル賞に輝いた．展示資料の発掘に頭を悩ます大学博物館は，
関連資料をどなたがお持ちか？の情報源として杉嵜先生の人脈
に助けられたと言う．
　杉嵜先生の在学当時は学科対抗の野球が盛んだった．下駄を
履いた監督として活躍された杉嵜先生必勝のサインは，下駄を
脱いだら盗塁！と言われた．人とひと味違うサイエンスの原点
は，この辺りにあったのかもしれない．
　学位を取られてから，エール大学のJensen博士とカリフォル
ニア工科大学のEpstein博士のもとで，最先端の同位体地球化
学を修められた杉嵜先生ではあったが，帰国後，ガスクロマト
グラフィにも及ばないガス定量しか出来ない名古屋の質量分析
計と三朝や海洋研からどんどん公表される精密なデータを目の
当たりにして，装置に頼らない地球化学が出来ないものか，と
考えられたようである．
　「もし，生成時の化学組成が保存されているなら」元の鉱物
が変化して，顕微鏡観察が出来なくても，緑色岩の形成条件や

形成場（テクトニクス）がわかるに違いない，と考え始められ
たのが「地向斜玄武岩」の研究である．試料の採集や薄片の観
察に名古屋大学の諏訪兼位先生，水谷伸治郎先生や足立守さん，
高知の鈴木堯士先生，九州の勘米良亀齢先生，地質調査所の服
部仁さん，などたくさんの地質学者にお教えを頂きつつ，研究
が進んだ．昨今の地質／岩石学の雑誌には，希元素と同位体に
しか言及がない論文が沢山載っているが，この風潮をどうお考
えであろうか？いずれにせよ，杉嵜先生は，50年以前にその源
流へ真摯に挑戦されたのである．
　アルゴンを用いた地下水流動の定量化，地向斜玄武岩，層状
チャート，頁岩，マンガンノジュール，He/Ar比による地震予
知，断層ガス，マントル有機物と，次々と地球科学の空白域を
地球化学の手法で埋め，8編（内7編が筆頭）のNatureやScience
を含む多数の国際誌にその成果を公表された杉嵜先生であった
が，それらを次の世代に継続しろとは決して勧められなかった．
そこには杉嵜先生の二つの思いが横たわっていたように思われ
る．一つは，「同位体研究」を標榜していた名古屋の地球化学
の沈滞であり，もう一つは，太平洋戦争の開戦理由であろう．
　杉嵜先生は，太平洋戦史が趣味（と言うよりも専門）の一つ
であったように思える．母方の御祖父が名古屋幼年学校の教官
をされていた杉嵜先生の持論の一つは，「軍における誤った教
育」であった．かつての軍の教育では，日清・日露の戦勝の歴
史とそのテクニック（戦術）を教え学ぶことが中心であり，戦
争に敗れるあるいは避ける戦略への教育が足りなかったことに
より太平洋戦争にのめり込んで行ったという．大学の研究にお
いても然りで，ある一つの成功例（例えば堆積岩の化学組成，
同位体など）にばかり囚われると，沈滞に向かいがちであるこ
とをご自身への教訓としておられたのではなかろうか．
　研究面で口癖だったのは「論文化」である．名古屋の研究は，
外国のどこの研究に比べても見劣りはしない，ただ劣っている
のは論文化するスピードである，と言われる．筆者の所作と照
らし合わせて，なんとも異論が出せないところであった．研究
のアイデアは，先生の才能のなせる技として，杉嵜先生がもっ
とも努力されたのは成果の論文化ではなかったろうか．その第
一歩として，指導生にはその処女作を地質学雑誌に投稿し，研
究奨励賞を狙うよう仕向けられた．地向斜玄武岩，チャート，
マンガンノジュール，断層ガス，学生それぞれが地質学会研究
奨励賞あるいは地球化学会奨励賞を獲得した．
　学部教育では学生がフィールドに馴染むことに重点を置かれ
た杉嵜先生だった．かつては多くの地質学教室で進級論文（地
質調査）が必修科目であったが，きついフィールドワークを嫌
う学生が増加し，また地質系の教員数が減少するに従い，必修
科目から外されてきた．しかし，名古屋大学では，今日なお地
質調査を必修としている．地球化学系の教員も地質学系の教員
を補佐し，フィールド指導を行う．採集した試料の一部は，地
球化学実験（ケイ酸塩岩石の分析）にも用いる．名古屋大学で
の地質調査の継続は，杉嵜先生のお考えに依るところが大きい．
　別に参照出来る紹介があるとの言い訳で，ここでは杉嵜先生
の側面ばかりを紹介した．正面からみた地球化学の業績につい
ては，「杉嵜隆一教授論文選集（英文）」がTerra Scientific 
Publishing Companyから出版されている．先生の業績が，一
部ではあるが取りまとめられている．印刷冊数は多くないので，
CD-ROM判を余裕のあるかぎり差し上げたいと考えている．ご
連絡をいただければ幸いである．
　杉嵜隆一先生のご冥福をお祈りいたします．

（田中　剛）

追　悼
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学部学生・院生（研究生）の方へ「割引会費申請」について

2019年度（2019．4～2020．3）学部学生割引・院生割引会費の受付中

　一般社団法人日本地質学会運営規則により，学部学生・院生（研究生）については，本人の申請
によりそれぞれ割引会費が適用されます．該当される会員は下記の書式にて申請書を提出してくだ
さい（郵送に限る）．なお，これまで（～2018年度）の学部学生割引・院生割引会費についての申
請受付は終了していますので，2019年度分の申請のみ適用となります．

★注意★
　 毎年更新となりますので，次年度会費について該当する方は，必ず申請してください．
　 2019年度から社会人になるかたは，割引会費の申請はできません．

送付先：〒101-0032　東京都千代田区岩本町2－8－15　井桁ビル6階
一般社団法人日本地質学会

2019年度一般社団法人日本地質学会
学部学生割引・院生割引会費申請書

一般社団法人日本地質学会　御中
　　　　私は，運営規則第2章第7条第1項（1）に基づき，2019年度会費の

学部学生割引 　・　 院生割引　　（いずれかに○）

を申請いたします． 

申請日　　　年　　月　　日　

会員番号：

会員氏名：

現在の所属・学年：　

大学 学部  　　　　       学科 年在学中

大学大学院 研究科
専攻

前期 ・ 後期
年在学中

2019年４月からの所属：（現在の所属と同じ場合には「同上」でも可）
大学・大学院名 学部学科・研究科専攻名

上記，本学の学生につき，学部生・定収のない院生（研究生）であることを証明いたします．

指導教員（等）
　　所属：
　　氏名： 印  　

最終締切

2019年3月29日（金）
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学　会　記　事

2018年度第3回理事会議事録

日　時：2018年12月1日（土）12:00 〜 13:30
会　場： 産業技術総合研究所 共用講堂内研

修室（つくば市東1-1-1）
出席 役員 理事（29名）：天野一男　安藤寿男　

石橋 隆　磯崎行雄　ウォリス サイモン　
大藤 茂　岡田 誠　狩野彰宏　神谷奈々
北村有迅　亀尾浩司　小松原純子　斎藤
眞 佐々木和彦　沢田 健　杉田律子　竹
内 誠　田村嘉之　中澤 努　西 弘嗣　早
坂康隆　平田大二　廣木義久　星 博幸　
保柳康一　松田博貴　道林克禎　山口耕
生　山路 敦　監事（2名）：藤本光一郎
山本正司

（事務局）橋辺・秋葉
欠席 役員 理事（21名）：井龍康文　岩井雅夫　

緒方信一　折橋裕二　笠間友博　亀田
純　川端清司　小宮 剛　坂口有人　菖
蒲幸男　菅沼悠介　高嶋 洋　竹下 徹　
田村芳彦　辻森 樹　奈良正和 楡井 久　
福冨幹男　三田村宗樹　矢島道子　山崎
晴雄

＊ 成立要件：理事総数 50名の過半数 26名 本
日の出席者 29名で本理事会は成立．

　議決：出席者の過半数 15名
＊ 開催にあたって，山口理事および廣木理事

を書記に指名した．
＊ 松田会長より，理事会開催時点におけるつ

くば特別大会の参加者数（195人）の報告
と大会スケジュールによる本理事会の時間
短縮について説明があった．

報告事項 
１．執行理事会報告（斎藤常務理事）
　10，11月執行理事会議事録をもとに，執行
体制の見直しや記念事業の紹介等，議事録概
要の説明があった．
　前回理事会以降の逝去会員に対し黙祷を捧
げた．
２．理事及び委員会等報告
１）行事委員会（岡田理事）
　2019年度山口大会と2020年度名古屋大会の
準備状況が報告され，発表のキャンセルポリ
シーなど不測の事態への対応について説明が
あった．
２）地質学雑誌編集委員会（大藤理事）
　編集状況に関する説明があり，新編集委員

（栗谷豪会員：北大）が承認された．
３）アイランドアーク編集委員会（田村理事
／代理安藤理事）
　IFの低下等の報告が行われた．
４）125周年記念事業実行委員会（佐々木理
事）
　これまでの事業経過と今後の事業について
の報告があった．
５）その他
　西 会計担当理事より，2018年北大大会の

会計が適切になされたことが報告された．

審議事項 
１．総会の日程について（斎藤常務理事）
　JpGU大会の前日，5月25日（土）に北とぴ
あで開催することが承認された．
２．名誉会員推薦委員会委員の選出について

（斎藤常務理事）
　理事会推薦委員として，磯崎理事が選出さ
れ，以下の体制が承認された．
委員長：佐々木副会長
職責 委員（各支部長）：竹下 徹（北海道）・

林 信太郎（東北）・山崎晴雄（関東）・
大藤 茂（中部）・三田村宗樹（近畿）・
西山賢一（四国）・早坂康隆（西日本）

職階 委員（執行理事会推薦）：官公庁　佃　
栄吉（産総研），小中高教員　米澤正弘

（千葉県）
会社 　向山　栄（国際航業），大学　伊藤谷

生（明治大学）
３．2018年度事業経過報告（案）（松田会長）
　山路理事より，法務委員会に関して改善案
の提案があり，会長が改善の意向を示した．
４．2019年度事業計画骨子（案）（松田会長）
　資料中の各項目の概要について説明があっ
た．
５．事務局体制について（安藤理事）
　橋辺事務局長の退職が通知され，秋葉文雄
さんの新規採用（2019年1月1日をもって事務
局長）が承認された．秋葉さんから挨拶があ
った．
６．地質学雑誌のありかたについて（斎藤常
務理事）
　投稿論文数の減少，印刷の費用と送料等に
関する説明がなされた後，出席者より数件の
意見があった．今後も継続的に意見を募集す
る旨の通知があった．

以上

2019年1月30日

理事：議長 狩野彰宏
理事：副議長 杉田律子

代表理事：会長 松田博貴
（理事氏名省略）

2018年度第4回執行理事会議事録

期　日：2018年10月20日（土）　13:00〜17：00
場　所：地質学会事務局
出席 者：松田会長　佐々木副会長　齋藤常務

理事　安藤　磯崎　大藤　緒方　小宮　
坂口　田村　辻森　西　星　廣木

（事務局）橋辺　秋葉
欠席 者（委任状提出あり）：平田副会長　ウォ

リス　岡田　中澤
＊ 定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

14名，委任状4名，合計18名の出席．
＊ 前回議事録を承認

Ⅰ　審議事項
１．執行体制見直しについての方針（佐々木
副会長）
１）主に以下の課題が挙げられる．
・規則と現実の委員会が矛盾している場合

がある．
・委員会が組織化されていないものがある．
・委員会の構成が不明なものがある．
・委員会規則が整備されていないものがあ

る．また，委員会によって規則の書き方が
異なる．

２）研究委員会の実態が不明で，規則に定め
た更新がされていない．
３）今後1 ヶ月の間に各委員会に問い合わせ
をして実態を把握する．
４）３）項の結果に基づき，12月の理事会で
実態を報告し，4月の理事会に見直し案を提
案し，5月の総会以降，適切な執行体制に移
行させたい．HP ，2019年度会員名簿への掲
載も考慮する．

２．「125年学術大会つくば特別大会」開催関
連ほか（岡田　代斎藤）
１）参加費の件
　札幌大会発表予定者で事前登録及び当日登
録をしていない人の参加費は，当日払いの正
規の参加登録費を個別に請求する．札幌の会
場に来て参加登録された方からは，当日参加
登録費を徴収済み．
　発表者ではないが，つくば特別大会にのみ
参加する人の参加費：予稿集の残部が100部
弱，それを含めた参加費を以下のとおり設定
する．正会員・非会員6000円（要旨付），院
生4000円（要旨付），学部学生・名誉会員・
50年会員は無料．
２）プログラムの再編について
　特別シンポジウム「前進する北海道地殻構
造解明作業ーテクトニクス研究の新たな展開
へ」についても開催を要請し，2日に開催の
予定で調整中．
　ポスター発表は1，2日の両日に行う．
３）産総研の方々の負担にならないよう会場
係等のアルバイトを雇う件は，発表件数，プ
ログラムが確定した上で再検討する．
４）年会報告記事の掲載号について
　例年は11月のNews誌に掲載しているが，
特別大会と合わせて12月の掲載とする．
５）札幌で出展された各社に対し，出展の案
内をする．ただし，準備可能な机と椅子，ボ
ード，電源の提供のみとする．プログラムが
確定した上で早急に案内する．

３．地質情報展の共催および市民講演会の実
施について承認した．（斎藤）
　2019年3/29-31　かでる（道民活動センタ
ー）を確保し準備を進める．講演会講師も了
承済み．
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４．学術大会キャンセルポリシー等の検討Ｗ
Ｇの設置について（松田）
　2年続けて天候・災害のため大会を中止し
たことから，今後の対応も考慮し，キャンセ
ルポリシー等を作成することとした．また，
大会中止の場合の講演の「みなし発表」につ
いても検討する．

５．名誉会員推薦委員会委員の推薦について
・委員長：佐々木副会長
・職階委員の推薦（執行理事会が推薦）：各1

名　以下の方々が推薦された．
官公庁：佃 栄吉（産総研）　小中高教員：米
澤正弘（千葉県）　会社：向山 栄（国際航業）
大学：伊藤谷生（明治大学）
・理事会で1名選出（12月の理事会で選出）　
・職責委員：支部長7名　竹下 徹（北海道）・

林 信太郎（東北）・山崎晴雄（関東）・大
藤 茂

（中部）・三田村宗樹（近畿）・西山賢一（四
国）・早坂康隆（西日本）
職階委員については，その後全員の承諾を得
た．

６．今後の事務局体制について（安藤）
　橋辺菊恵氏は意向により，2018年12月末で
退任される．
　新しい事務局体制の運用準備のため，2018
年10月より秋葉文雄氏を雇用する．10月より
12月末を目安として，橋辺氏の業務の一部を
引継ぎ，2019年1月から担当する．
　事務局職員２名の業務過多と，橋辺氏の業
務の一部負担を考慮し，職員１名を新規雇用
する．雇用体制及び採用については，財務担
当理事ほか執行部で検討する．
　以上の事務局の組織・運営の新体制につい
て，12月の理事会で承認を得る．

７．地質学雑誌のありかた
　9月末締めのアンケート回答は388件，会員
の約1割であった．

８．12月の理事会開催場所，開催時間および
議案について
　12月1日（土）の開催は会場及び時間を変
更することとした．
会場：産業技術総合研究所内，時間：12：00
〜14：00（昼食をとりながら）
議案

総会の日程について：5/25（土），会場北
とぴあを予定
名誉会員推薦委員会委員の選出について，
理事会推薦委員1名の選出
2018年度事業経過報告　
2019年度事業計画骨子（案）
事務局体制について
地質学雑誌のありかたについて
その他

９．年会のプログラム構成について
　プログラム構成について，トピックセッショ

ンの構成が固定化している傾向があるので，
行事委員会で再検討してもらう必要がある．

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
１）札幌大会の中止となった発表についての
代替行事を検討し，12/1-2につくばで産総研
の後援を得て「125年学術大会つくば特別大
会」として開催することとした．大会委員
長：渡部・竹下，事務局：齋藤
２）中止となった情報展については，3月29
日〜31日に札幌で開催することとなった．同
じく中止になった市民講演会についても，札
幌実行委員会を通じて開催する方向で検討
中．
３）ブラジル国立博物館の火災被害に関する
声明文について：自然史学会連合（大路会
長）より上記について連合から声明文を発す
るに際し，所属学会に対し賛同要請があっ
た．声明文を確認し，賛同することとした
が，一部，文章表現及び文言についての再考
を要請した．会長からはその趣旨を了解した
旨，返事があった．
４）地質学会は秋葉文雄氏と10/4に雇用契約
を結び，同日から事務局勤務を承認した．
５）第1回理事会議事録については，回覧捺
印に時間を要したが，9月20日に法務局に変
更届を提出，2,3の修正を経て登記が完了し
た．これによって銀行等の代表者変更も行っ
た．
６）地質学雑誌のありかたについてのアンケ
ートの概要報告（斎藤）

２．運営財政部会：総務委員会（緒方・西）
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞
１）日本アイソトープ協会よりの第56回アイ
ソトープ・放射線研究発表会の協賛依頼を承
諾した．
２）深田地質研究所よりの深田研一般公開
2018（10/7）への協力依頼（フォトコン写真
の貸し出し）を承諾した．
３）こどものためのジオカーニバル企画委員
会よりの第19回こどものためのジオカーニバ
ル（於大阪，11/3,4）への後援名義使用を承
諾した．
４）蒲郡市「生命の海科学館」より，当学会
の第９回惑星地球フォトコン入賞作品展の開
催（11/17〜2019/2/11）にあたり，後援依頼
があり，第４回執行理事会で承認した．
５）山田科学振興財団より2019年度研究援助
候補推薦の依頼があった．学会締切1/21ま
で．→News, Geo-flashに掲載
６）和歌山県ジオパーク専門員（地形・地質
２ 名 ） の 募 集 案 内， 募 集 期 間
10/22-11/12→Geo-flashに掲載．
７）学術著作権協会より権利者向け説明会へ
の参加要請があり，10/2の契約手続きの簡素
化と転載許可事業の開始についての説明会に
澤木が出席した．
８）藤原科学財団より第60回藤原賞受賞候補
者の推薦依頼を受けた．締切：12/20

９）地学団体研究会より8/18に開催された同
会第72回総会において「高レベル放射性廃棄
物の処分に付いて第三者機関による総合的検
討と原子力政策の抜本的な見直しを求める」
声明文を採択した旨の連絡があった．
10）大地震で大量に発生するコンクリートは
廃棄物でなくて資源化すべきとの，第6回首
都防災ウィーク特別決議（要請書）に対する
賛同要請及び質問への回答依頼があった．
11）文科省測地学分科会事務局より，災害の
軽減に貢献するための地震火山観測研究計画

（第2次）の推進についての意見募集の依頼が
あった．
12）日本学術会議事務局より平成30年度協力
学術研究団体の実態調査依頼があった．
＜会員＞
１．今月の入会者（正会員1名）
　杉原　薫
２．今月の退会者（正（院割）会員1名）
　長岡昂吉
３．今月の逝去者（正会員1名）
　大沼恵美子（2018年7月21日）
４．2018年9月末日会員数
　賛助：28，名誉：56，正会員：3602（正会
員：3418，正（院割）会員：175，正（学部
割）
　会員：9），合計 3686（昨年比 -54）
＜会計＞
・9/18に科研費の検査をうけた．学振から担

当者2名が来所，過去5年間（2013年〜2017
年）の分について，学振側の書類と学会の
保存書類を照合し，今後のこととして，事
務処理について2，3の注意があった．結果
については後日報告するとのことである
が，まだ報告はない．

・札幌大会の収支については，現時点では赤
字にはなっていないが，今後，つくば特別
大会での経費についても考慮を要する．

・巡検中止に伴う参加費の返還については，
順次返却をしている．会員についてはでき
るだけ次年度以降の会費に充当すること
をお願いした．

・Wiley社からのロイヤリティ支払いに関し
て，Wiley社から外国税額控除制度による
源泉税率軽減（30％→5％）のために，地
質学会の居住証明書（所轄税務署発行）の
提出を求められているので，提出すること
とした．

・城ヶ島リーフレットの増刷需要が多いの
で3000部，下敷き1500部の増刷を実施す
る．

３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮）
　一家に1枚ポスター企画「県の石」，「モホ
面」の2件が書類審査を通り，9月20日にプレ
ゼンが実施され，辻森・田村両理事が出席し
た．
・10/19に「県の石」が平成31年度科学技術

週間（4月）のポスターとして採用された
旨の連絡があり，10/25の打ち合わせには
辻森・磯崎の両理事が出席することとし
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た．
・地学オリンピック予選参加者に配布する冊

子「地球にわくわくミライガイド」に広告
としてWeb教材の広告を掲載(無料)しても
らうことになった．

４．学術研究部会（磯崎・ウォリス・岡田・
辻森)

（１）行事委員会（岡田）
・2020年名古屋大会の実行組織：委員長　大

路樹生，事務局長　道林克禎，巡検担当　
竹内　誠，巡検案内書編集委員長　須藤　
斎

・会場　名古屋大学東山キャンパス
・日程　開催年の１月に確定　それまでは候

補日で現時点では未定．候補9/13-15，9/6-
8

（２）国際交流委員会（ウォリス）
・MOUの更新
　ロンドン地質学会とは正式書類にサインの
交換をする（郵送での手続き中）．
　タイ地質学会から，更新についての連絡が
あり，返信中．

（３）JIS，標準担当（中澤）
・特に進展なし

５．編集出版部会（大藤・田村）
（１）地質学雑誌編集委員会（大藤編集委員
長）
１）編集状況報告（10月15日現在）
・2018年投稿論文：70編［内訳］総説16（和

文16）・論説35（和文32・英文3）・ノート2
（和文2）・報告8（和文6，英文2）・口絵1
（和文1）・巡検案内8

査読中：31，受理済み：26（うち特集号16）
・124巻9月号：125特集号「日本列島」3編＋
「構造地質その2」3編（計122ページ）

10/12発送済み
・124巻10月号：125特集号「グリンタフ」3

編　＋通常号3編（計約80ページ）
・124巻11月号：125特集号「応用地質」4編　

＋通常号2 or 3編（計約100ページ）　
２）125周年記念特集号状況（2018年10月15
日現在）
３）その他　
・編集委員の追加：栗谷　豪（北海道大学，

専門：火成岩岩石学）→　12月理事会に報
告

・125記念特集号への投稿論文の超過頁負担
金について，経緯についての説明があっ
た．再度関係者の間で調整をすることとし
た．

・早期公開が遅れている特集号原稿への対応
について：Accepted manuscriptにDOIを
付して公開することで検討する．

（２）アイランドアーク編集委員会（田村編
集委員長）
１）出版状況報告
・8月にWiley側との交渉で，編集作業担当

を確認できたため，編集補助者の費用が不
要となった．

・Invited Reviewerの提案があったが，再度
編集委員会で検討してもらうこととした．

（３）企画出版委員会（小宮）
　防災国大2018（10/13-14日，東京）に出展
し，関東支部からの応援を得て  Web教材の
デモンストレーションを実施した．アンケー
トの回収70件．1日目131名，2日目70名来場
者．報告書を4月に提出予定．

６．社会貢献部会（星・廣木・中澤）
・とくになし

７．地質技術者教育委員会　
・とくになし

８．ジオパーク支援委員会（平田）
・地震火山こどもサマースクール関係
①2018年度第１回地震火山こどもサマースク
ール３学会連合企画委員会を11/23（金）に
かながわ県民サポートセンターで開催．本学
会からは平田副会長が出席予定．
②2020年度の開催地は，来年１月中旬から２
月上旬に公募，２月下旬に決定予定．

９．地学オリンピック支援委員会（星）
１）小学生のための地学オリンピック―チャ
レンジ地球―を実施した．参加者数は非常に
少なかったが，参加者は大いに楽しめたと思
われる．また，今後の実施の検討材料や参考
となるものとして有意義であった．　　
・クイズ30：東京会場9/17　参加者2名，つ

くば会場10/7　参加者なし
・ジオパーク探検：10/7　筑波山地域ジオパ

ーク，参加保護者とも3組6名．案内者とし
て，筑波山地域ジオパーク関係者および玉
生志郎会員，酒井彰会員にご協力いただい
た．

10．県の石支援委員会（辻森）
・とくになし

以上

2018年11月23日

一般社団法人日本地質学会執行理事会
会　長（代表理事）松田博貴

署名人 執行理事   斎藤 眞

2018年度第5回執行理事会議事録

期日：2018年11月23日（金）13:00〜17：00
場所：地質学会事務局
出席 者：松田会長　佐々木副会長　平田副会

長　齋藤常務理事　安藤　磯崎　ウォリ
ス　大藤　緒方　岡田　小宮　田村　辻
森　西　星　中澤

（事務局）橋辺　秋葉　
欠席者（委任状提出あり）：廣木，坂口
＊ 定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

16名，委任状2名，合計18名の出席．
＊ 前回議事録の承認

Ⅰ　審議事項
１．2018年度事業報告案，2019年度事業計画
案（松田）
　事業報告案および事業計画案に沿って説明
があり，各項目を確認し問題点を整理して，
文言等の修正点を挙げた．とくに社会貢献の
フィールドマスター認定制度については，検
討課題にはするが，計画骨子に入れるのは見
合わせる．修正案は理事会前にメール配信で
再確認作業を行う．
２． 地 質 学 雑 誌 の 通 常 原 稿 の 早 期 公 開

（Accepted manuscript）ついて
・特集号については実施したが，通常原稿に

ついても実施することを承認した．
３．学会事務局の職員交代に付いて（安藤）
・橋辺事務局長退職に伴う，職員の採用（秋

葉氏，非常勤）と事務局長の交代（2019年
1月〜），および事務局体制の刷新・業務分
担に伴う職員の新規採用の方針が了承さ
れた．

４．理事会の議案確認
・総会日程の確認について
・名誉会員選考委員会委員の選出について
・2018年度事業経過報告（案）　
・2019年度事業計画骨子（案）
・地質学雑誌編集委員会委員の追加承認
・事務局体制について
・その他

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
１）「執行体制（主に委員会などの組織）の
見直し検討」の継続報告（佐々木）
　次年度までにさらに整理・検討し，2020年
度以降に実施していく．
２）大型研究の提案についての進行状況報告

（小宮）
・「地球惑星資料のアーカイブとキュレータ

ー施設の整備」の趣旨，各機関との情報交
換状況が報告された．

・日本学術会議 自然史・古生物学分科会「学
術資料標本散逸問題検討WG」との連携や
日本学術会議，学術振興会のヒアリングの
予定，応募書類の準備の現況などが説明さ
れた．

３）一家に1枚のポスター作成企画案「日本
列島6億年」の準備状況（辻森）
　作業日程：入札12月，納品2月下旬，4月上
旬に配布予定．
４）IGCP（地質科学国際研究計画）608（白
亜 紀 ア ジ ア － 西 太 平 洋 生 態 系：2013-
2017+2018）の活動終了について（安藤）
・地質学会から後援を受けているプロジェ

クトが，第6回国際研究集会（11/11-17タ
イ）をもって満了したとの報告があった．
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・国際プロジェクト活動の成果や今後の動
向，参加者・参加国の実態について質疑応
答・情報交換をした．

５）地質学雑誌のあり方について，アンケー
ト結果のまとめ（斎藤）
　理事会までにまとめて意見の聴取・交換を
する．

２．運営財政部会：総務委員会（緒方・西）
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞　
１）東北大学東北アジア研究センターの公開
講演会「地球生命の起源と進化：ひとの誕生
と現在から近未来の課題まで」（2019年2/23）
への後援依頼を承諾した．
２）NPO法人地学オリッピックに本委員会
による地球科学普及講演会「地球をぶらり」

（2018年11/24）の後援依頼を承諾した．
３）日本考古学協会第85回総会のセッション

「黒曜石の新局面（仮題）」の世話人から，セ
ッション共催の申し入れがあった．このセッ
ションでは日本地質学会会員の講演が予定さ
れている．
　経緯を確認した上で承認した．（回覧資料）
４）日本花粉学会からの倫理綱領作成にあっ
て当学会の綱領を参考にした件について了承
した．
５）斎木会員（自然史学会連合委員）より
12/22に自然史学会連合の総会開催の連絡が
あった．
６）石油技術協会の平成30年度秋期講演会協
賛への礼状が届いた．
７）新潟大学の学術資料展展示館「ジオパー
クのミュージアム展」協賛への礼状が届い
た．
８）総務省から「消防防災科学技術研究推進
制度」平成31年度研究開発課題の募集があっ
た．→News11月号，geo-flash11/6，HPに掲
載
９）科学技術振興機構から戦略的創造研究推
進事業総括実施型研究（ERATO）テーマ候
補・研究総括候補について広く情報提供を受
けるための募集があった．
10）三菱財団から2019年度助成金公募の知ら
せがあった．第50回自然科学研究助成の応募
期間は2019年1/9 〜 2/6．今年度は若手助成
を実施．→News12月号，geo-flash12/3に掲
載．
11）坂巻幸雄名誉会員・赤羽貞幸・長谷義隆
両50年会員より顕彰に対する礼状が届いた．
＜会員＞
１）今月の入会者（正会員　2名）
　加治家隆史　田中舘宏橘
２）今月の退会者　なし
３）今月の逝去者（名誉会員2名）
　 小 坂 丈 予（2011/11/23）・ 熊 井 久 雄

（2018/10/28）
４）2018年10月末日会員数
賛助：28，名誉：54，正会員：3603（正会
員：3419，院割会員：175，学部割会員：9），
合計 3685（昨年比 -60）
＜会計＞

・つくば大会の運営協力者に昼食を提供す
ることとした．

・山口大会の運営委託会社選定のため2社に
見積もりを依頼，確認して決定する．

・Wiley社からのロイヤリティ支払いに関し
て，外国租税条約に伴う居住証明書発行の
申請を神田税務署にした．

３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮）
・海保会員よりNHKラジオの文化講演会に

出演することの広報依頼があり，学術的内
容であることと会員のアウトリーチ活動
でもあることからgeo-Flash（11/20）に掲
載を承認した．

４．学術研究部会（磯崎・ウォリス・岡田・
辻森）

（１）行事委員会（岡田）
１）つくば特別大会の準備状況　　
・札幌大会未発表のうち180件の発表（シン

ポジウム含む）と3件の緊急発表が登録さ
れた．現時点で発表キャンセルは14件，確
認の返事がないものは「みなし発表」とす
る．

・出展は6社から応募があった．
・開場8：00，受付8：30　の予定．
２）山口大会 (第126年学術大会)
・開催日程（9/23-25）　鉱物科学会との日

程・開催地も考慮して決定した．今後の学
術大会はこれまでのように他学会の日程
も考慮しながら調整していくが，若手研究
者の育成のためにも海外の学会，特に
GSAなどの開催日も考慮することとした
い．

・山口大会の運営委託については，現在地元
業者および委託経験会社に見積もりを依
頼中．双方の見積もりが出た段階で会計担
当と相談・検討のうえ決定する．

（２）国際交流委員会（ウォリス）
・キューバ地質学会からの学術交流の打診

については，具体的な活動の内容や先方の
状況を考慮しながら，検討していく．

（３）JIS，標準担当（中澤）
・特になし

５．編集出版部会（大藤・田村）
（１）地質学雑誌編集委員会（大藤）
１）編集状況報告（11月20日現在）．
・2018年投稿論文：81編［内訳］総説18（和

文18）・論説42（和文39・英文3）・ノート3
（和文3）・報告8（和文6，英文2）・口絵1
（和文1）・巡検案内9

査読中：34，受理済み：23（うち特集号11）
・124巻10月号：125特集号「グリンタフ」3

編＋通常号3編（計約80ページ）11/6発送
・124巻11月号：125特集号「応用地質」4編　

＋通常号4編（計82ページ）　11/22校了
・124巻12月号：125特集号「付加体地質」5

編　＋通常号1編（計約80ページ）入稿中
２）125周年記念特集号状況（2018年11月20
日現在）

３）その他　
（２）アイランドアーク編集委員会　(田村)
１）出版状況報告
・インパクトファクター向上策としての

Invited Reviewについて，編集委員会での
検討にもとづいて問題点を整理した．な
お，インパクトの高い論文の投稿奨励策と
して報奨金を出すなどの意見もあったが，
自前の雑誌にはふさわしくないとの意見
が大勢のため，再度検討することとした．

（３）企画出版委員会（小宮)　
・特になし

６．社会貢献部会（星・廣木・中澤）
・来年の地質の日の行事として恒例の「街中

ジオ散歩」を準備中．東京都羽村市「羽村
の堰」講師：山崎晴雄（首都大）．

７．地質技術者教育委員会　
・特になし

８．ジオパーク支援委員会（平田）
・特になし

９．地学オリンピック支援委員会（星）
・小学生の地学オリンピック“チャレンジ地

球”の参加者にたいし，会長名で賞状を出
した．

10．県の石支援委員会（辻森）　
・「国石」の書籍が12月下旬に出版予定．　

https://www.seizando.co.jp/book/7080/

11．125周年事業実行委員会（佐々木）　
・現在までの事業報告
・「はじめての地質学」について，出版社よ

り電子版にしたいとの要望があり，全著者
の了解を得たので承諾した．なお，紙版も
並行して出版する．

・収支状況報告の説明があり，3月末決算の
予想は1300万の予算で300万弱の支出減の
見込みである．

・「県の石」出版については，編集作業が遅
れているが，125周年事業として早期出版
を目指す．

・4月に最終委員会を行い，5月の理事会で事
業報告を行って解散する．委員会での活動
資料についてはアーカイブスとして学会
事務局に保管する．

以上

2018年12月1日

一般社団法人日本地質学会執行理事会
会　長（代表理事）松田博貴

署名人 執行理事   斎藤 眞

09-12_ .indd   12 2019/02/21   14:13



13日本地質学会News　22（２）
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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．
★印は学会主催，（共）共催，（後）後援，

（協）協賛．

2019年
■■2月　February
（後）東北大学東北アジア研究センタ
ー公開講演会
2月23日（土）13:00 〜 17:00
場所：東京エレクトロンホール宮城（仙台市
青葉区国分町）

「地球生命の起源と進化：ヒトの誕生と現在
から近未来の課題まで」
講師：丸山茂徳（東京工業大学）
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/

■3月　March
★西日本支部平成30年度総会・第
170回例会
3月2日（土）例会・総会
場所：長崎大学教育学部棟本館4階
講演申込締切：2月15日（金）
ht tp : / /www.geo soc i e ty . j p /ou t l i n e/
content0025.html

○第53回日本水環境学会年会
3月7日（木）〜9日（土）
開催地：山梨大学（山梨県甲府市）
http://www.jswe.or.jp/event/lectures/
2018per.html

○日本地学オリンピック とっぷ・レ
クチャー
3月10日（日）14:00 〜 17:00
場所：筑波銀行本部ビル 10階大会議室（つ
くば市竹園1-7）
募集人数：150名（先着）＊事前登録
http://jeso.jp/index.html

○第7回防災学術連携シンポジウム
「平成30年夏に複合的に連続発生した自然災
害と学会調査報告」
3月12日（火）10:00 〜 17:30
場所：日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/060_event/20190312/
190312_000_leef.pdf

○Internat ional Conference on 
Geoscience for Society (GeoSoc)
3月14日（木）〜 17日（日）
場所：バングラデッシュ・ダッカ市
https://www.data-box.jp/pdir/7085ba17d18
d49959128fd842853976a

★東北支部2018年度支部総会
3月16日（土）〜 17日（日）
場所：秋田大学教育文化学部
申込締切：3月4日（月）
要旨締切：3月11日（月）
http://www.geosociety.jp/outline/content0024.
html

（共）地質情報展2019北海道̶明治
からつなぐ地質の知恵
3月29日（金）〜 31日（日）
会場：かでる2・7（北海道札幌市）
https ://conf i t . a t las . jp/guide/event/
geosocjp125/static/gyoji

★市民講演会
『動く大地のしくみを知り，地震・津波災害
に備える』
3月30日（土）13:00-16:00
会場：かでる2・7（北海道札幌市）
https ://conf i t . a t las . jp/guide/event/
geosocjp125/static/gyoji#koen

■4月　April
★関東支部2019年度総会・地質技術
伝承講演会
4月13日（土）14:00〜16:45
場所：赤羽会館 4F小ホール（東京都北区赤
羽南1-13-1）
総会委任状締切：4月12日（金）18時
ht tp : / /www.geosoc i e ty . j p/ou t l i ne/
content0197.html

■5月　May
日本地球惑星科学連合2019年大会
（JPGU Meeting 2019）
5月26日（日）〜30日（木）
会場：幕張メッセ
http://www.jpgu.org/meeting_2019/

■6月　June
○2019年石油技術協会春季講演会
6月12日（水）〜 13日（木）
場所：国立オリンピック記念青少年総合セン
ター（渋谷区代々木）
http://www.japt.org/index.html

○地質学史懇話会
6月23日（日）1:30 〜 17:00
場所：北とぴあ 8階803号室（東京都北区王
子1）
若林　悠「気象行政における「エキスパー
ト・ジャッジメント」と「機械的客観性」の
制度化」（仮）
木村　学「北海道地質研究のルーツ」（仮）

■7月　July
（後）第56回アイソトープ・放射線研
究発表会
7月3日（水）〜 5日（金）
会場：東京大学弥生講堂（文京区弥生1-1-1）
https://www.jrias.or.jp/

■9月　September
○日本鉱物科学会2019年年会
9月20日（金）〜 22日（日）
場所：九州大学
http://jams.la.coocan.jp/index.html

○第36回歴史地震研究会（徳島大会）
9月21日（土）〜 23日（月・祝）
会場：徳島大学 地域連携プラザ 地域連携大
ホール
http://www.histeq.jp/menu7.html

★日本地質学会第126年学術大会
（2019山口）
9月23日（月・祝）〜25日（水）
場所：山口大学　吉田キャンパス（山口市吉
田）

○日本火山学会2019年度秋季大会
9月25日（水）〜27日（金） 
場所：神戸大学（兵庫県神戸市）
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/index.
html

■11月　November
国際ゴンドワナ研究連合2019年総
会・第16回ゴンドワナからアジア国
際シンポ
11月8日（金）〜 10日（日）
場所：高知県立県民文化会館（高知市）
野外巡検：11 〜 12日（室戸ジオパーク）
1st Circular
https://www.data-box.jp/pdir/5d75abb24f02
4058a6a72700bb5e59e9
お問い合せ：Prof. Darren Lingley（高知大
学 人 文 社 会 科 学 部 ）：E-mail: lingley@
kochi-u.ac.jp
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SMBCファイナンスサービス株式会社

一般社団法人 日本地質学会 会 費 等

1 8 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0

☎03-5444-1533〒108-6350 東京都港区三田3－5－27

（不備返却先）
　SMBCファイナンスサービス㈱決済ビジネス事務部

（金融機関へのお願い）

－預金口座振替規定－　※ゆうちょ銀行払いは除く。

ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。

法人の場合は、ゆうちょ銀行へお届けの社名、代表者 役名、氏名を省略せずご記入ください。
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ょ
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行
以
外
の
銀
行

ゆうちょ銀行
お 届 け 印

捨印
ゆうちょ銀行を除く

ゆうちょ銀行以外の銀行またはゆうちょ銀行のどちらか一方に記入して下さい。

（金融機関用）

SMBCファイナンスサービス株式会社
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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 41 号　中部九州後期新生代の地溝．長谷義隆ほか編，192pp., 1993年６月刊，会員頒価3,100円，〒300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，（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，（売り切れました）
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，（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，（売り切れました）
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（同一リーフレットを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
　５．長瀞たんけんマップ—荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみよう—　2016年２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（同一リーフレットを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，

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．
クリアファイル：学会創立125周年記念オリジナル．A4対応両面カラー．3枚１セット500円．

出　版　物　在　庫　案　内
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