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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

 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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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．

ご案内

水蒸気噴火のメカニズムに
関する国際ワークショップ

神奈川県温泉地学研究所では，箱根⼭の2015 
年⽔蒸気噴⽕時の観測結果をまとめるととも
に，⽔蒸気噴⽕について多⾓的な研究を集め
た特集号を国内外の研究者の協⼒を得て，
Earth，Planets and Space誌上で企画し，こ
のほど出版に⾄りました．この特集号では，
箱根⼭やほかの⽕⼭における⽔蒸気噴⽕のメ
カニズムに関する新知⾒が多数発表されまし
たが，その後も急速な勢いで研究が進展しつ
つあります．このような最新研究を⼀堂に集
め，専⾨家間で議論するとともに，講演を通
じて⼀般の⽅々にも研究成果をわかりやすく
お伝えするための標記国際ワークショップを
企画しました．多くの⽅のご参加をお待ちし
ております（研究集会については，講演や質
疑応答は全て英語で行われます）．
期間：2020年1月15日（⽔）～16日（木）
場所：

（研究集会）湯本富士屋ホテル（神奈川県足
柄下郡箱根町湯本256-1）要参加登録

（⼀般講演会）神奈川県立生命の星・地球博
物館（神奈川県小田原市入生田499）事前
登録不要

問い合わせ先：
神奈川県温泉地学研究所　国際ワークショッ
プ広報担当（道家）
TEL 0465-23-3588  FAX 0465-23-3589
詳 し く は，https://www.onken.odawara.
kanagawa.jp/information/20191015-01.html

シンポジウム
「オープンサイエンス時代の
学会誌出版の在り方を模索する」

⼀般社団法人学術著作権協会・公益社団法人
日本工学会　共催
日 時：2020年1月23日（ 木 ）13時30分～17時

（13時開場）
場所：御茶ノ⽔ソラシティ　カンファレンス
センター【Room C】（東京都千代田区神田駿
河台4-6）
プログラム
1. 開会挨拶　　登壇者：岸本 喜久雄（日本
工学会 会長）
2. 著作権の利活用　　登壇者：鈴木 恵美（恵
美法律事務所 弁護士）
3. 学術雑誌の出版のビジネスモデルとオープ

ンアクセス化　　登壇者：林 和弘（NISTEP 
上席研究官）
4. 学術雑誌の出版に係るケーススタディ　　
登壇者：中谷 敏幸（日本化学会 学術情報部 
部長代理）
5. 学協会に必要な対応策について　　登壇
者：石島 寿道（学術著作権協会 事務局長）
6. 閉会挨拶　　登壇者：脊⼭ 洋右（学術著
作権協会 会長）
参加を希望される⽅は、下記の日本工学会ホ
ームページよりお申込をお願いします。
定員になり次第、締め切りとさせていただき
ます。

【公益社団法人日本工学会：申込窓口】
http://www.jfes.or.jp/reg/?eid=200123
問い合わせ先：
〒107-0052　東京都港区赤坂9-6-41乃木坂ビル
⼀般社団法人学術著作権協会（JAC）事務局　
黒川
TEL：03-3475-5618　FAX：03-3475-5619
Email：info@jaacc.jp

第54回日本水環境学会年会

期日：2020年3月16日（月）～18日（⽔）
会場：岩手大学上田キャンパス（〒020-8550　
岩手県盛岡市上田3-18-8）
内容
3月16日（月）：口頭発表, ポスター発表, ライ
オン賞の発表と審査, ランチョンセミナー
3月17日（⽕）：口頭発表, ポスター発表, クリ
タ賞の発表と審査, 特別講演会, 学生向けラン
チョンセミナー「⽔環境ビジネスガイダンス」
, 表彰式（⽔環境文化賞・みじん子賞・クリ
タ賞・ライオン賞・国際活動賞（いであ活動
賞 ）・ 国 際 招 聘 賞(JSWE- IDEA Water 
Environment International Exchange 
Award)）, ⾒学会, 懇親会, 会員企業・研究機
関等就職説明会
3月18日（⽔）：口頭発表
特別講演会
講師：松政正俊 氏（岩手医科大学・教授）
題目：東日本大震災と復興工事：沿岸・河口
域の⽔辺環境の変更と生物の応答（仮題）
期日：3月17日（⽕）15：15～16：15（予定）
会場：岩手大学　学生センター C棟GC1大講
義室
参加費：無料
問い合わせ先：（公社）日本⽔環境学会　第
54回年会係
〒135-0006　東京都江東区常盤2-9-7 グリーン
プラザ深川常盤201号
Tel：03-3632-5351
E-mail：nenkai＠jswe.or.jp 

第61回科学技術映像祭作品募集

目的：科学技術映像祭は，科学技術を正確に
わかりやすく伝える優れた映像を選奨し，科
学技術への関心を喚起し，その普及と向上を
はかるとともに，社会⼀般の科学技術教養の
向上に資することを目的とするものです．
募集締切： 2020年1月24日（金）（必着）
応募資格：日本所在の製作者，企画者（スポ
ンサー），テレビ局，学術研究機関・教育機
関および個人が製作した作品．日本に所在を
持たない場合でも，作品が日本国内で公開

（放送，上映または販売）された作品は参加
できる．
参加出品に関するお問い合わせ
公益社団法人 映像文化製作者連盟
〒103-0016  東京都中央区日本橋小網町17-18
藤和日本橋小網町ビル7F
TEL．03-3662-0236 / FAX．03-3662-0238
その他のお問い合わせ
公益財団法人 日本科学技術振興財団　科学
技術映像祭事務局
〒102-0091   東京都千代田区北の丸公園2番1
号
TEL: 03-3212-8487 / FAX: 03-3212-0014
E-mail: filmfest@jsf.or.jp
詳 し く は，http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/61/
youkou.html

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

九州大学大学院理学研究院地球
惑星科学部門テニュアトラック

助教公募

職種：テニュアトラック助教1名（テニュア
審査合格後に准教授として採用）
所属：地球惑星科学部⾨　太陽惑星系物質科
学講座
専⾨分野：地球内部物質学
担当業務等：主に実験的手法を用いて，鉱物
物性や岩石物性，断層物性，マグマ物性など
上記専⾨分野に関する独自の研究を推進でき
る若手研究者，次世代の実験技術を開発する
能⼒と意欲を持ち，久保友明教授と連携して
研究室の運営にあたり，また本部⾨および国
内外の研究者とも協⼒して学際的な共同研究
を積極的に推進できる⽅，学部（全学共通教
育を含む）・大学院の教育と研究指導を担当

（テニュア・トラック期間中は大学運営業務
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を軽減することによって，研究に専念できる
環境を提供します）．
採用予定日：2020年4月1日以降できるだけ早
い時期
任期：テニュアトラック期間 2025年3月31日
まで
応募締切：2020年1月17日（金）（必着）
問合せ先：
〒819-0395 福岡市西区元岡744
九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部⾨
久保 友明（選考委員長）
電話番号：092-802-4195
E-mail：kubotomo@geo.kyushu-u.ac.jp
詳細については下記をご覧ください，
https://www.sci.kyushu-u.ac.jp/koho/kobo/
kobo_191204.html

新大学（現大阪府立大学・
大阪市立大学）専任教員募集

募集人員：教授 １名
所属：理学研究院・理学研究科・地球学専攻
／理学部・地球学科・地球情報学分野
研究分野の内容：地球情報学に関わる理論・
解析などに関する研究
https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/jobs/
jobs_faculty/faculty

募集人員：教授 １名
所属：理学研究院　理学研究科 地球学専攻　
理学部 地球学科
研究分野の内容：地球科学 自然災害科学分野
https://www.osakafu-u.ac.jp/public_notice/
rec2201/

募集人員：教授1名，准教授１名
所属：理学研究院・理学研究科・地球学専攻
／理学部・地球学科・固体地球物理学分野
研究分野の内容：固体地球物理学に関わる理
論・実験・計測を通じて、変動帯・島弧の実
態把握に関する研究
https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/jobs/
jobs_faculty/faculty
着任予定時期：2022年4月1日
勤務形態：常勤（任期の定め：なし）
応募締切：2020年1月31日（金）消印有効
詳しくは，それぞれのURLから詳細をご覧
下さい．

栗駒山麓ジオパーク専門員
（宮城県栗原市）の募集

栗原市では，2019年4月1日にオープンした
「栗駒⼭麓ジオパークビジターセンター」の
運営に携わりながら，市内外へジオパークを
周知する広報・宣伝活動，ジオサイトの調
査，ジオガイドの人材育成や小学校・中学校

などへの防災・減災教育への取り組み，地域
資源の掘り起こしなど，「栗駒⼭麓ジオパー
ク専⾨員」として，地域の⽅々とともに意欲
をもって活動していただける⽅を募集してい
ます．
募集人員：地域おこし協⼒隊（栗駒⼭麓ジオ
パーク推進業務）3名
募集締切：2020年1月22日（水）
任期：2020年4月1日任用（委嘱）の予定です

（採用決定後の移住手続き等に応じて，任用(
委嘱)日を変更する場合があります．）
任用（委嘱）日から2021年3月31日までの期
間としますが，最長3年を限度として，毎年
度更新することができます．
待遇等：1．栗原市職員の例により，住居に
かかる費用を補助（上限27,000円）
2．活動に使用する車両は，栗原市が貸与
選考⽅法：第1次審査：書類審査，第2次審
査：面接選考
詳 し く は，https://www.kuriharacity.jp/
w010/010/010/010/080/1001/PAGE0000000 
00000003821.html

【問合せ先】
募集内容に関して：栗原市企画部市民協働課　
電話0228-22-1164
業務内容に関して：栗原市商工観光部ジオパ
ーク推進室　電話0228-24-8836

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

2020年度
「深田研究助成」研究課題募集

1．趣旨：公益財団法人深田地質研究所は，
「地質学や地球物理学等を基盤とする総合地
球科学の研究，及び環境，防災，建設等社会
発展に係る科学・技術の研究，ならびにそれ
らの融合的な研究を進めることにより，複合
的な地球システムへの理解を増進し，その研
究等の活動を継承する専⾨家の教育・人材育
成及び研究助成活動を行うとともに広範な国
際交流を通して，これらの先進的成果を社会
に広く普及せしめ，もって社会の持続的な発
展に寄与すること」を目的として，「研究事
業」「普及事業」「育成事業」「助成・顕彰事
業」の4つの事業を掲げており，その事業の
１つとして，「複合的地球システム及びその
社会とのかかわりに関する研究等への助成な
らびに顕彰」を行っています．
2．助成対象課題：複合的地球システム及び
その社会とのかかわりに関する研究等を助成
対象とします．ここでいう研究等とは，以下
の①から⑥までの各領域のいずれかに該当す

るもので，野外調査もしくは試験，実験を含
む内容であること．
① 　地質学に関する研究　② 　応用地質学
に関する研究　③ 　地球物理学に関する研
究　④ 　地盤工学に関する研究　⑤ 　環境
工学に関する研究　⑥ 　防災工学に関する
研究
3．応募者の資格：大学またはこれに相応す
る教育・研究機関において，研究に従事して
いる個人で，所属教育・研究機関の研究指導
者の推薦を受けた大学における助教あるいは
大学院博士後期課程在学者，または博士後期
課程への進学が決まっている者，またはこれ
と同等と考えられる研究者．応募者が共同研
究の⼀員である場合は，研究上の役割分担と
その意義を明示して下さい．
4．推薦者：推薦者は，応募者を直接指導し
ている⽅で，推薦は⼀件に限ります．
5．採択件数および金額
　イ．採択件数　　　10件程度
　ロ．助成金の総額　500万円以内

【申請受付期間】2019年12月2日（月）～2020
年2月3日（月）
詳しくは，https://www.fgi.or.jp/?page_id=484
申請に関する問合せ先
公益財団法人 深田地質研究所　高木
℡.03-3944-8010　fax.03-3944-5404
e-mail: grant@fgi.or.jp

2020年度山田科学振興財団
研究援助候補推薦募集

援助の趣旨及び内容 
1. 本財団は自然科学の基礎的研究に対して，
研究費の援助を致します． 実用指向研究は
援助の対象としません．推薦に際しては，次
記を考慮して下さい． 
1）萌芽的・独創的研究 
2）新規研究グループで実施される研究 
3）学際性，国際性の観点からみて優れた研究 
4）国際協⼒研究 
※評価が定着して研究資金が得やすいものよ
り，萌芽的で将来の発展が期待される基礎研
究の計画を重視します． 
2. 援助額は1件当たり100～500万円，総額
3,000万円，援助総件数は15件程度（予定）
です． 
3. 援助金を給与に充てることは出来ません．
特に財団が指定した場合を除き，給与以外の
使途は自由です． 
4. 援助金の使用期間は，採択日から翌年度の
3月末日までとします．
申請者資格：
1. 当該研究を独立して実施し得る者でなけれ
ばなりません．すなわち，当該研究者は代表
研究者であることを必要とし，単に研究グル
ープの研究費集めの⼀端を担う者であっては
なりません． 
2. 身分，経歴，年齢等は問いません．但し，
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日本の研究機関に所属する研究者であること
が必要です． 
推薦依頼：本財団が推薦を依頼した学会の代
表者
締切期日：推薦者から本財団に推薦書が到着
する締切期日は，2020年2月28日（金）必着
です．（学会締切：2月3日（月））
推薦者（学会）の推薦書送付先及び連絡先 
公益財団法人 ⼭田科学振興財団 
〒544-8666 大阪市生野区巽西1丁目8番1号 
電話 大阪(06)6758-3745（代表）
https://yamadazaidan.jp/jigyo/bosyu_
kenkyu.html

第51回（2020年度）
三菱財団自然科学研究助成

助成の趣旨：近年の自然科学の進歩はめざま
しく，各学問分野の研究の深化はもとより分
野間の相互作用によりつぎつぎに新たな研究
領域が誕生しつつあります．このような状況
のもとで自然科学のすべての分野にかかわる
独創的かつ先駆的研究を支援します．さらに
既成の概念にとらわれず，新しい発想で複数
の領域にまたがる研究に対しても大きな期待
をよせ，助成します．なお，昨年度と今年度
は財団50周年記念特別助成として，若手の研
究者の⽅を対象とした「若手助成」を実施し
ます．
助成総額：約3億6,000万円のうち，
⼀般助成：2億8,000万円（1件2,000万円以内）
若手助成：約8,000万円（1件⼀律400万円）
応募期間：2020年1月8日（水）～2月5日（水）
17時（締切厳守）

【申込書提出先】
公益財団法人　三菱財団事務局
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目3番1
号
三菱商事ビルディング21階
Tel．03-3214-5754
Fax．03-3215-7168
応募⽅法の詳細は，HPをご参照下さい．
http://www.mitsubishi-zaidan.jp

C A L E N DAR
2019.12～

　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
■12月　December
○地区防災計画学会・京都大学矢守
研究室共同シンポジウム

（第33回研究会）「台風19号等の教訓と地区防
災計画」
12月21日（土）　13：45 ～ 16：45（予定）
場所：キャンパスプラザ京都第4講義室（京
都市下京区西洞院通）
参加費無料・定員70名・事前申込制・定員に
達した場合は申込締切
http://www.gakkai.chiku-bousai.jp/

○地質学史懇話会
12月22日（日）13:00～17:00
場所：北とぴあ803号室（東京都北区王子）
八耳俊文：岡田家武と張定釗の生涯 ‐ 上海
自然科学研究所化学科員の政治と科学 ‐
⼭田俊弘：地層累重の法則の意味：ステノ

『プロドロムス』（1669）出版350周年を記念
して（仮題）

2020年
■1月　January

（後）北淡国際活断層シンポジウム
2020

「活断層研究の新たな展開−阪神淡路大震災
から25年」
1月14日（⽕）～ 17日（金）
h t t p s : / / h o m e . h i r o s h i m a - u . a c . j p /
kojiok/20circularJ.pdf

○水蒸気噴火のメカニズムに関する
国際ワークショップ
1月15日（⽔）～16日（木）
場所：湯本富士屋ホテル／神奈川県立生命の
星・地球博物館
https://www.onken.odawara.kanagawa.jp/
information/20191015-01.html

○シンポジウム「オープンサイエン
ス時代の学会誌出版の在り方を模索
する」
1月23日（木）13:30～17:00
場所：御茶ノ⽔ソラシティ　カンファレンス
センター（千代田区神田駿河台）
http://www.jfes.or.jp/reg/?eid=200123

★関東支部シンポジウム
「関東のテフラ−最近の年代観と供給源−」
1月25 日（土）10:00～16:30 
場所：北とぴあ第1研修室（〒114-0002　北
区王子1-11-1）
懇親会は事前申込必要［締切：1月17日（金）］
http : / /www.geosoc i e ty . j p/ou t l i ne/
content0201.html

○第230回　地質汚染・災害イブニン
グセミナー
1月31日（金）18:30～20:30
場所：北とぴあ808会議室（東京都北区王子）
講師：川辺能成（産総研）
演題：「3.11東日本大震災時に発生した津波
堆積物の重金属の分布とその後」
http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm

■2月　February
★関東支部ミニ巡検「大磯丘陵北東
部のテフラ」
2月16日（日）
申込締切：1月31日（金）
http : / /www.geosoc i e ty . j p/ou t l i ne/
content0201.html

★西日本支部令和元年度総会・第171
回例会
2月29日（土）例会・総会
場所：北九州市立自然史・歴史博物館 いの
ちのたび博物館
講演申込・参加申込：2月14日（金）締切
http : / /www.geosoc i e ty . j p/ou t l i ne/
content0025.html

○第54回日本水環境学会年会 
3月16日（月）～18日（⽔）
会場：岩手大学上田キャンパス
http://jswe.or.jp/event/lectures/index.html

○第9回防災学術連携シンポジウム
テーマ「低頻度巨大災害」
3月18日（⽔）12:30～17:30
場所：日本学術会議講堂（東京都港区六本
木）
https://janet-dr.com/

■5月　May
○JpGU2020年大会
5月24（日）～28日（木）
会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）
最終投稿締切：2月18日（⽕）17:00
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/
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「高レベル放射性廃棄物」は
ふやさない，埋めない

―「科学的特性マップ」の問題点―

「科学的特性マップ」を考える会　著

地学団体研究会　地団研ブックレットシ
リ ー ズ13，2019年7月31日 発 行，A5判，
44ページ，頒価100円，ISSN 0918-5372

　東北地⽅太平洋沖地震による地震と津波の
影響で，東京電⼒福島第⼀原子⼒発電所は全
電源を喪失し，1 ～ 3号機の炉心溶融，⽔素
爆発，そして大量の放射性物質の放出・拡散
というレベル7の大事故に⾄った．発電所に
近い地域の住民約16万人が避難せざるを得な
くなり，現在（2019年）なお約4万人が避難
を強いられたままになっている．放射性物質
は福島県のみならず東北地⽅から関東地⽅に
いたる広い地域に拡散され，深刻な状況が続
いている．相次ぐトラブルで使用済み核燃料
の取り出しは未だ⾒通しが立っていない現状
や，100万トンを越えさらに増え続けている
大量の汚染⽔の問題など，課題は⼭積みであ
る．
　原子⼒発電所からは放射能をもつさまざま
なレベルの廃棄物が生まれ，最も危険なもの
は高レベル放射性廃棄物とよばれている．こ
れには使用済み核燃料や再処理廃液なども含
まれる．福島第⼀原発の事故で明らかなよう
に，ひとたび大きな原発事故が起こると，取
り返しのつかない事態に発展する．
　著者らは，原発が稼働することによって生
まれるさまざまなレベルの放射性廃棄物をま
とめて「核のゴミ」とよんでいる．この「核

のゴミ」処分をどのように行うかはきわめて
重要な問題である．国は「核のゴミ」の最終
処分⽅法として地層処分を行うことを決め，
広大な土地に穴をほって高レベル放射性廃棄
物を埋めてしまうことにしている．
　経済産業省資源エネルギー庁は，2017年に
地層処分に関する「科学的特性マップ」を公
表した．このマップは「核のゴミ」の地層処
分地について，「好ましい地域」と「好まし
くない地域」に区分したものである．頻繁に
大地震がおき，⽕⼭が噴⽕し，活発な地殻変
動が進行している世界有数の変動帯に位置す
る日本において，「核のゴミ」の地層処分地
として「好ましい地域」などあるのだろう
か．果たして安全性は担保されるのか，誰し
もが不安になるところである．著者らは，地
層処分が本当に安全で最良の⽅法であるかは
疑問であるとのべている．
　「科学的特性マップ」の公表に引き続き，
原子⼒発電環境整備機構（NUMO）は2018
年11月に「包括的技術報告書」を公表した．
この報告書は，「適切なサイトの選定に向け
たセーフティケースの構築」というサブタイ
トルにみられるように，地層処分を行う具体
的な場所の選定をすすめるためのものである
といえる．このまま推移すると経緯・内容・
問題点などが十分に検討されないうちに，地
層処分選定の作業が「⾒切り発車」的に押し
すすめられる可能性が危惧される．
　本書は，こうした「科学的特性マップ」と
地層処分についての問題点を整理し，「核の
ゴミ」の発生・地層処分・解決の道筋などに
ついて順を追って分りやすく記述している．
項目は以下のようになっている．

A　「核のゴミ」の発生と地層処分
　1　「核のゴミ」をどうする？
　2　破綻した核燃料サイクル
　3　「核のゴミ」の地層処分
　4　地層処分地の選定と地層処分の費用
　コラム1～6
B　「科学的特性マップ」の問題点
　1　「科学的特性マップ」とは？
　2　「科学的特性マップ」と地震
　3　「科学的特性マップ」と活断層
　4　「科学的特性マップ」と⽕⼭
　5　「科学的特性マップ」と地下⽔の流れ
　6　福島第⼀原発の汚染⽔と地下⽔問題
　コラム1～6
C　「核のゴミ」の処分をどうするか
　1　地層処分についての学術会議などの⾒解
　2　「核のゴミ」の処分は，社会的合意で！
　コラム1～2

　本書中には14項目のコラム欄がもうけられ
ており，中高生から大人までの幅広い層の人
が利用できるように，基礎的な内容やトピッ
ク的な内容をとりあげるなどの工夫もなされ
ている．また，カラー刷り44ページで安価か
つ手軽で，その上，内容がコンパクトにまと
められている．グループ学習のテキストや教

材としても適しており，多くの人の間で広く
活用されればと思う．
　本書は会員の皆様にも参考になるものと思
います．関心をお持ちの⽅は下記までお問い
合わせ下さい．
地学団体研究会　〒171-0022　豊島区南池袋
2-24-1　八大ビル301号
Tel：03-3983-3378  Fax:03-3983-7525
E-mail：chidanken@tokyo.email.ne.jp

（足立久男）

紹　介
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学協会・研究会報告

　表題の会が2019年11月8日～10日に高知市
で開かれ，11日～12日にはシンポジウム付属
の室戸ジオパーク巡検が行われた．高知は
2001年から2012年の間，10年以上IAGRの事
務局所在地であったこともあり，IAGRの総
会がここで開かれるのは2度目であった．大
会・シンポジウムの会場は高知市中心部，高
知城の前にある高知県立県民文化ホールの大
規模多目的室等で，場所，会場とも申し分の
ない設定であった．会の参加者は9カ国70人
ほどで，所属機関の国別では日本（32），中
国（25），韓国（4），ロシア（4），タイ，イ
ンド，オーストラリア，米国，ボツワナ（各
1）であった．
　11月8日15時から会場で参加登録，夕方か
らは近くのサンライズホテルでアイスブレー
カーパーティーに40人ほどが集まって気勢を
上げた．
　9日は朝から開会式で，IAGR事務局長の
M. Santosh，会長のJ.G. Meertと大会組織委
員長のD. Lingleyらによる挨拶があった．
　 分 科 会I 「Gondwana Amalgamation and 
Supercontinent Tectonics」 は9日 朝 か ら 午
後 の 前 半 に か け て 基 調 講 演：「The great 
Jurassic aridification: True polar wonder 
induced climate change and the demise of 
the Yanliao biota」（J.G. Meert ら）と「Newly 
determined U-Pb zircon ages from the 
Napier Complex, East Antarctica」（Y. 
Osanaiら ） の2題 と 一 般 講 演7題（H.U. 
Rehmanら, T. Kawasakiら, T.O. Basupiら, 
X. Zhou & S. Xu, M. Satish-Kumar, Y. Liuら, 
K.V.W. Kehalpannala）が行われた．

　分科会II「Orogens in China」は9日午後
の後半から10日午前の前半にかけて基調講演
1題： 「Timing of orogenic exhumation 
processes of the Qinling Orogen: Evidence 
from 40Ar/39Ar dating」（Y. Dongら）と一般
講 演 ７ 題（C. Chengら, Z. Li, B. Huiら, J. 
Yaoら, D. He & Y. Dong, Y. Han & G. Zhao, 
Q. Liuら）があった． 
　 分 科 会III「Crustal Evolution in Central 
and East Asia」は10日午前の後半から午後
に か け て 基 調 講 演：「Mesozoic tectono-
magmatic response in the East Asian ocean-
continent connection zone to subduction of 
the Paleo-Pacific Plate」（S. Li ら）と「Tectonic 
erosion at Pacific-type convergent margins: 
Evidence from East and Central Asia」(I. 
Safonova)の2題と一般講演６題（S. Kwonら, 
N. Nakanoら, I. Savinskiyら, D. Songら, S. 
Williamsら, M. Owadaら）があった．最後に
キャンセル講演を埋めてM. Santoshが特別講
演「Lithosphere roots of gold metallogeny」
を行った．
　基調講演の講演時間は30分，一般講演は20
分でかなり余裕があり，質疑は活発であった．
2日間のランチ・ポスタータイムはそれぞれ
90分あり，分科会Iが17題，IIが6題，IIIが16
題のほか，VI 「Metallogeny and Tectonics」
が4題あり，ポスター会場は賑やかで熱気に
溢れていた．ティーブレークは午前と午後に
各30分間あり，全体としてゆったりした会で
あった．
　9日の分科会終了後には，近くのクラウン
プラザホテルでIAGR総会とシンポジウム晩
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國際ゴンドワナ研究連合（IAGR）2019 年総会及び
第 16回ゴンドワナからアジア國際シンポジウム参加報告

餐・懇親会があった．総会では来年の総会・
シンポジウムをロシアのノボシビルスクに招
待するとのI. Safonovaの提案が大喝采を受け
た．また，2018年Gondwana Research Best 
Paper Awardが「Rifted margins: Ductile 
deformation, boudinage, continentward-
dipping normal faults and the role of the 
weak lower crust.」（C. Clercら，Gondwana 
Research, 53）と発表され，表彰が行われた．
その後は晩餐・懇親会で，恒例の各国の歌自
慢があった．懇親会の後，IAGR役員会があ
り，2019年度活動報告・経理報告等が行われ
た．また，次回をノボシビルスクで，次々回
を中国の青島で行うことが確認された．さら
に将来の開催場所として韓国や米国が話題に
なった．
　10日の分科会終了後には学生の優秀ポスタ
ー表彰式があり，V.B.T. Sinhら, Metamorphic 
history of the high-grade metamorphic rocks 
in the Ngoc Linh Complex, Kontum Massif, 
Vietnamが第1位で賞金と賞状をうけた．第2
位 はP. Gaoら, Evidence for arc subduction 
f r om z i r c on  geoch rono l ogy  o f  t h e 
accretionary complex in Kochi, SW Japan，
第3位 はH. Kadowakiら, Prolonged (～170 
Myr) pressure-temperature-time evolution 
of the Trivandrum Block, southern India: 
Implications for fluid-induced high-grade 
metamorphismで，それぞれ表彰された．そ
の後閉会式はM. SantoshとD. Lingleyの簡単
なあいさつ，T.O. BasupiとY. Dongによる参
加者の謝辞で解散となった．
　以下には筆者ら個々の感想などを収録す
る．
高村　今回の高知でのIAGR総会は，私にと
っては5回目の参加であり，また国内での開
催に遭遇するのは2015年のつくばでの開催以
来2回目となる．顔馴染みの方々との再会も
あれば，今回初めてお会いした方もおり，改
めてIAGRのつながりの広さを実感した．
　各セッションの研究発表はいずれも興味深
かったが，特に微量元素組成，同位体組成，
ジルコンやモナザイトなどの放射性同位体年
代，モデリングといった各手法の統合運用と
考察が多くの研究で基礎的に行われているこ
とが印象的であった．未解明の問題，不明点
を解決するにはどのような情報を得る必要が
あるか，自分の研究についても考え直す必要

吉田　勝 1・角替敏昭 2・高村悠介 2・高橋一輝 2

1 ゴンドワナ地質環境研究所，2 筑波大学生命環境系
写真2　開会式で大組織委員長 D. Lingley.の
挨拶

写真1　会場の前で参加者一同（P. Gao提供）
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性を感じた．
　ポスターセッションでは，活発な議論を交
わすことができた．特に今回は，私が現在取
り組んでいる地域の研究を行ってきた方々が
多く参加されていることもあり，自身の研究
内容についても数多くの助言をいただくこと
ができた．
　最後に，今大会の運営をして下さった
Darren Lingley教授，及び高知大学の学生た
ちにこの場を借りてお礼を申し上げたい．ま
た学生さんたちには，Banquetにおいて素晴
らしい歌を披露していただいた．ありがとう
ございました．
角替　中国人研究者のデータの量および質に
はいつも圧倒される。限られた研究費で研究
を行っている我々としては、記載を重視した
詳細な微細組織・構造の解析など、彼らがや
らない研究をして差別化するしかない。この
会議は常連が多く参加して楽しい学会ではあ
るが、やや閉鎖的な感がある。次回以降は多
くの日本人研究者が参加することを期待す
る。
吉田　IAGRに由緒ある高知でのIAGR総会
は感慨深いものがあったが，高知大学の関係
教室の学生は居らず，教員も一人だけの参加
だったのは寂しかった．分科会IIではQinling 
Orogenic Beltや南中国クラトンに関する発
表が多く，その多くがゴンドワナ・ロディニ
ア・コロンビアの大構造との関連に言及して
おり，聞き応えがあった．また多くの発表で

ジルコンの同位体年代測定を多数行ってお
り，中国の地球科学界の進展が覗われた．な
お，この分科会の講演者はすべて中国人で，
8人中7人が西安の北西大学地質学教室の
Laboratory of Continental Dynamics所属で
あった．かつてIAGR総会の開催に大きく貢
献した同研究室の活動性に改めて敬意を表し
たい．
　そのほかの分科会では，M. Satish-Kumar
がスリランカのマーブルの化学組成と同位体
組成で原生代の環境を議論したが，私には同
様のデータは議論の多い周辺地域原生代の地
層・陸片対比に有効と思えた．また，Y. 
Osanaiが南極ナピア岩体の新しい年代的解析
を示したが，ゴンドワナ対置とされるインド
の東ダルワールクラトンにはナピア岩体に特
徴的なUHT変成作用や前期始生代の岩石は
なく，さらにはNdとSr同位体初生値比でも
大きく異なり，両岩体の対比は益々難しくな
るのではないかと思われた． 
　シンポジウム全体を通して共同発表が多
く，また一人の研究者が多くの発表に関わっ
ている場合が少なからず認められた．その
方々はゴンドワナ研究で指導的な役割を果た
してきているということであろう．5題以上
に発表者／共同発表者となっている研究者に
敬意を持って以下に記録しておこう．
　Adachi, T. (6題)，Dong, Y. (6), Hokada, T. 
(5), Kamei, A. (8), Kitano, I. (5), Li, S.Z. (5), 
Nakano, N. (7), Osanai, Y. (7), Owada, M. (9), 

Santosh, M. (7), Tsunogae, T. (12), 
高橋　IAGRに参加するのは今回が3回目で
あった．口頭発表では今後の研究の参考とな
る知見が得られ，ポスターセッションでは他
大学の研究者・学生と議論をすることで様々
なことを学ぶことができた．今回は学会後に
1泊2日で行われた巡検にも参加したが，日本
人唯一の参加者であった．初日は室戸市内で
四万十帯南帯のタービダイト（行当-黒耳海
岸・新村遊歩道），海成段丘（国立室戸青少
年自然の家），室戸世界ジオパークセンター，
枕状溶岩（日沖-丸山海岸），海食洞（御厨人
窟・神明窟），斑れい岩（室戸岬）を観察・
見学した．海嶺の沈み込みによる火成活動の
証拠を観察することができたことはとても良
い経験となった．二日目は四万十帯北帯のメ
ランジュ（芸西村西分漁港）と秩父帯南帯の
石灰岩および海洋島玄武岩（三宝山）を観察
した．参加した外国人にとってプレートの沈
み込みや付加体は珍しいものであり，高度変
成岩体において何に相当するか（例えば砂泥
互層はレプチナイトとコンダライトの互層の
原岩に相当する）という説明によって多くの
参加者が理解していたのは印象的であった．
同じ露頭であったとしても生活環境にある地
質の違いによって見方が変わるということを
改めて感じ，興味深かった．巡検中は案内人
の高知大学の中川教授，室戸ジオパーク推進
協議会の中村博士および高橋博士にお世話に
なった．深く御礼申し上げる．

左から，写真3　懐かしい友人たちと筆者ら，左からT.O. Basupi, 吉田，W. Kehelpannalaと角替（P. Gao提供）．写真4　熱気溢れたポスター
会場（P. Gao提供）．写真5　M. Santoshから最優秀ポスター賞を受ける学生達
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退任の挨拶にかえて
　Island Arc はAims and Scopeに書かれて
いるように，日本地質学会会員のすべての
学問分野をカバーする日本地質学会の公式
の国際誌です．日本地質学会を国内外にア
ピールする国際的な顔ということができま
す．その インパクトファクター（IF） が 1 
以下（現在は0.893，よくて1前後）である

ことは由々しき問題だということを，我々は認識する必要があ
ります．この分野でほぼ最低のIFです（2018年のランキングで
は当該分野で171/196）．最低の学術雑誌を顔としている集団が
世界から尊敬されるはずがありません．また，自分自身が日本
地質学会員であることが恥ずかしく思われます．
　Island Arcは2020年から新しい編集委員長を迎え，編集体制，
雑誌の形態も大きく変わっていきます．しかし，それだけでは
IFは決して上昇しないということは断言できます．一番の問題
は，優秀な日本地質学会員がIsland Arcには投稿しない，とい
うことです．悪く言うと，学会ではお酒を飲んで楽しんで，学
問は別の場で議論する，ということになります．日本のラグビ
ーはあれだけ我々を感動させました．同様に，日本地質学会員
自ら，大和魂の誇りと尊厳をみせてほしいのです．
　ワイリーに国際誌を持つ別の学会では，理事が自らの学会誌
に投稿することを義務づける，という規定を設けて，IFが4を
越えている例があります．IFは自力であげることは可能なので
す．そのためにはアカデミックに所属する理事や執行理事を初
めとするすべての地質学会員が自分の本気論文をIsland Arcに
投稿する必要があります．他力本願ではなく，自力でIsland 
ArcのIFをあげて，世界に成功例を示すのです．どの学術誌に
論文を投稿するかは，研究者にとって非常に重要な問題である
ことは十分承知しています．しかし，もしIsland ArcのIFが4
を越えていたら，多くの研究者は迷わずIsland Arcに投稿する
でしょう．また，このIFを自力で上昇させる試みは，現在の国
際誌が競合する世界で，Island Arcを廃刊にせずに存続させる
ためにも，どうしても必要なことなのです．日本人は富士山を
見ると誇らしい気持ちになると思います．Island Arcも日本地
質学会のおのおのの会員が誇りを持って世界に発信するジャー
ナルにしたいのです．Island Arcに積極的に投稿して，Island 
Arcを世界に誇れる学術誌にしようではありませんか．

田村芳彦（海洋研究開発機構）

退任にあたって
　2016−2019年の4年間，田村芳彦さんとと
も にIsland ArcのEditors-in-Chiefを 務 め ま
し た． 編 集 事 務 局（ 前・ 現Executive 
Editors，Wiley東京）・編集委員会（Associate 
Editors・Editorial Advisory Board）をはじ
め，本誌に投稿してくださった著者の方々，
査読者の方々，また本誌の編集に携わって

くださった全ての皆さまに，心より感謝申し上げます．本誌へ
の関わりを通してわが国の地質科学界に多少なりとも奉仕でき
たことは私にとって悦びであり，大いに誇りとするところです．
　この4年間を振り返れば，また2015年以前の編集事務局にお
いても，本誌をより良い学術誌とするための試みが間断なく施
されてきたことが思い起こされます．2015年まで季刊だった本
誌は，2016年（Volume 25）から隔月刊行となり，年６issues
が発行されるようになりました．また，2016年から特集号の完
全バーチャル化を推進したことなどにより，受理から掲載まで
の平均日数を大幅に短縮しました．2017年には，多くの学術誌
が採用しているAPA styleをベースにして誌面レイアウトを大
幅に刷新し，校正原稿のチェックにOnline Proofing Systemを
導入して，著者，EIC，EE，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ことで校正
作業の短縮化を進めました．2018年半ばからは，EICによる入
稿前チェックをやめ，代わりにWileyが原稿体裁を精査するこ
ととし，それが済み次第入稿するようにいたしました．これら
の方策が奏功したのか，2015年と2018年の実績を中央値で比較
すると，投稿論文受付から担当AE選任までの日数は11.1日から
6.2日に，査読者選任から査読結果提出までの日数は41.1日から
34.8日に，PEが受理原稿を受け取ってからEarly View掲載まで
に要した日数は121日から80日に，それぞれ短くなりました．
そして，2020年（Volume 29）からはissue単位での出版をなく
し，校正が終わった受理論文を随時出版することとなりました

（これにより，Early View自体が無くなります）．同時に，著者
に日本人が含まれる場合に必須としてきた日本語要旨を廃止し
ます．これらの改変は論文受理から出版までの期間を更に短縮
するはずです． 
　ところで，本誌のインパクトファクターが地質科学分野の諸
ジャーナルの中で最低水準に留まっていることは甚だ憂慮すべ
きであり，抜本的な改善を要することは誰の目にも明らかです．
一方で，創刊期から今日に至るまで，重要な科学的発見を記し
た論文を本誌が生産し続けてきたこともまた確かな事実なので
す．大切なことは，そのような本誌の機能を高める努力を今後
もたゆみなく続けていくことでしょう．時には発想の大転換が
必要かもしれません．次期EICに大いに期待する所以です．新
しい編集体制のもとで，本誌は，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，今後も改革が進められていきます．私はその光景を静か
に見守りたいと思っています．

武藤鉄司（長崎大学）

　Islands Arcは，最新号のVol. 28, Issue 4 が2019
年7月に発行されました．学会ホームページから会
員ログインすると全文がオンラインで無料閲覧で
きます．是非ご覧下さい．

（Island Arc編集委員会）

表紙をはじめとしたIsland Arcの新しいここ
ろみについては，次号2020年1月号でお伝え
いたします．
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支部コーナー

☆関東支部

お知らせ

関東支部功労賞募集

　日本地質学会関東支部では，支部の顕彰制度に基づき2019年
度も支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関
東支部として顕彰いたします．
　つきましては，下記の要領で支部会員からの推薦を募集しま
す．

対象者：�支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた関東
支部内に在住の個人・団体　

　　　　＊�社会貢献や活動の評価においては，必ずしも学問的
な成果を問うものではありません．

公募期間：2019年12月10日～2020年１月10日
選考期間：2020年1月11日～2020年1月31日
　　　　　�関東支部功労賞審査委員会（委員長：有馬　眞�前

支部長）を設置
審査結果報告：NEWS誌、関東支部総会
推薦方法：�対象者氏名，推薦者氏名，推薦理由（400字程度）

を記入の上，件名を「関東支部功労賞推薦」として
メールもしくはFAXにて下記へお送りください．

推薦受付：�箱根町立箱根ジオミュージアム���笠間友博�　〒250-
0631　箱根町仙石原1251

E-mail：�geo-museum@town.hakone.kanagawa.jp，
FAX：0460-84-9656
　過去5年の関東支部功労賞受賞者（順不同敬称略）
2014年度　�千葉達朗，横須賀市立自然・人文博物館
2015年度　�千葉県立中央博物館，神奈川県大井町・株式会社古

川
2016年度　�門田真人，遠藤　毅，栃木県立博物館
2017年度　�故山本高司，中山俊雄
2018年度　�ミュージアムパーク茨城県立自然博物館，本間岳史

シンポジウム「関東のテフラ－最近の年代観と供
給源－」（第二報）

　1970年代に大磯丘陵などの詳細なフィールド調査から発展し
た関東地方のテフラ研究も半世紀を迎えようとしています．そ
の間，多くの火山の噴火史が明らかになり，また広域手フラの
年代精度も向上しました．日本地質学会関東支部では，関東地
方に分布するテフラを中心に最新の研究成果に関するシンポジ
ウムを下記のように開催いたします．

【期日】令和2年1月25日（土）10：00～16：30，終了後懇親会
【場所】「北とぴあ」第一研修室　北区王子1-11-1（JR京浜東北
線王寺駅徒歩5分，地下鉄南北線出口直結）

【対象】日本地質学会会員および一般（非会員）【参加費】無料，
事前申し込み不要

【要旨集】有料（一般1,000円，学生500円）【CPD単位】取得可
能（5単位）

【懇親会】事前申込必要，締切：1月17日（金），会費4,000円程
度（当日支払）
申し込みはEメールでkanto@geosociety.jpまで（氏名，所属を
ご記入ください）

【プログラム】9：30受付開
始，10：00開会，開会あい
さつ
①�10：10～10：50　 小 林　

淳（静岡県富士山世界遺
産センター）「富士・箱
根～伊豆諸島北部にかけ
ての爆発的なテフラ噴火
史」

②�10：50～11：30　笠間友
博（箱根町立箱根ジオミ
ュージアム）「三浦半島
宮田層中のテフラから得
られたFT，U-Pb年代」

11：30～12：30昼休み（周
辺の飲食店をご利用ください）
③�12：30～13：10　中里裕臣（農研機構）「上総・下総層群に

おける海水準変動と更新世テフラの層位」
④�13：10～13：50　中澤　努（産総研）「関東平野内陸部地下

の下総層群の堆積サイクルとテフラ層序」
13：50～14：00　休憩
⑤�14：00～14：40　田村糸子（首都大学東京）「南関東におけ

る新第三紀/第四紀境界層準の指標テフラ」
⑥�14：40～15：20　水野清秀（産総研）「関東まで飛んできた

鮮新世以降の九州起源のテフラ」
15：20～15：30　休憩
⑦�15：30～16：10　鈴木毅彦（首都大学東京）「上総層群のテ

フラから復元する東北日本弧における巨大噴火史と関東平野
の形成史」

16：10～16：30　総合討論，閉会の挨拶，16：30終了
会場片付けの後，懇親会場へ徒歩移動

問い合わせ先：日本地質学会関東支部　幹事長　笠間友博（箱
根町立箱根ジオミュージアム）
メール：geotracks.hakone@outlook.jp　電話0460‒84‒8140

「大磯丘陵北東部のテフラ」ミニ巡検のお知らせ

　関東支部ではシンポジウム「関東のテフラ－最近の年代観と
供給源－」に合わせて，関東地方のテフラ研究で重要な役割を
占めていた大磯丘陵の模式的な露頭をめぐるミニ巡検を開催し
ます．大磯丘陵のミニ巡検は2016年に北西部で行いましたが，
今回は北東部です．
　路線バス＋徒歩の巡検になります．昼食と飲料水をご持参く
ださい．なお，現地にはトイレが少ないので，あらかじめご承
知おきください．雨天（雪，みぞれ）中止です．

主催：日本地質学会関東支部
実施日：2020年2月16日（日）
対象：会員（空きがあれば一般参加も可能）
募集：20人（先着順）
講師：笠間友博　箱根町立箱根ジオミュージアム
集合：平塚市土屋「土屋橋」バス停10:00　ファミリーマート土
屋橋店の近く
小田急線秦野駅，JR東海道線平塚駅より神奈中バス利用　ICカ
ード可
費用：保険代他1,000円（当日集金）
コース：粟久保→東海大学グラウンド→神奈川大学（昼食）→
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早田→神奈川大学
解散：神奈川大学バス停15:30頃　秦野駅，平塚駅へは神奈中バ
ス利用
CPD単位：4.5単位
申込み・問合せ：メールにて下記担当者まで．

件名は「テフラミニ巡検申し込み」として下さい．
氏名，所属，日中連絡の付く電話番号，CPD単位の要・不
要を記入してください．
申込者全員に，受け付結果についてのメールを返信します．
後日，参加者は保険申込のため性別，住所，生年月日をお
伺いします．

申込締切：2020年1月31日（金）
担当　関東支部幹事　小田原　啓（おだわら　けい）（神奈川
県温泉地学研究所）
メール：odawara@onken.odawara.kanagawa.jp

ノミで割る作業を見学した．矢穴を穿ち，楔を3回叩くと，あ
っさりと半割になった．また，採石場では，約4.4万年前に噴出
した赤城鹿沼テフラ（以下，Ag-KPと記す）の観察を行った．
観察した露頭では，Ag-KPが40-60cm程度の層厚を示していた．
軽石の粒径の変化を観察することができた．
　STOP2の桜川市真壁の伝建地区に指定されている伊勢屋旅
館で摂った．霞ヶ浦で獲れた小魚の佃煮や，地元産の大豆や味
噌を使った料理を頂いた．昼食を頂きながら，真壁地区が関東
と東北の結節点になっていることや，東北地方に行商していた
木綿について説明を受けた．また，隣席に座ったグループの方
は，趣味として学会主催の地質巡検に友人同士で参加されてい
るらしく，議論をさせていただいた．昼食場所近くの真壁伝承
館に移動し，チャート製の剥片石器のほか，台石などの礫石器
類，真壁市の歴史に関する展示について見学した．
　STOP3では，護岸から桜川河床に降りて礫の観察を行った．
礫は円磨度が高く，扁平状～球形状を示し，礫径は10cmから
数cm程度のものが多い．礫種としては，肉眼でざっと見ただ
けで，安山岩や泥岩（ホルンフェルス化が進行しているものも
含まれるとみられる），チャート，奥日光流紋岩類に由来する
岩石が認められた．STOP3において観察される礫は古鬼怒川
に流れていたものであり，桜川に分布する地質に由来する岩石
とは全く異なるという説明がなされた．
　STOP4の筑波山梅林では，まず，筑波山の中腹から山頂付
近までに分布するはんれい岩の転石の観察を行い，STOP1で
観察した花崗岩との岩相の違いについて説明がなされた．はん
れい岩は角閃石や輝石を含み，全体的に緑色を帯びるものもあ
る．角閃石斑晶の径が10mm程度を示すものもあり，ルーペを
使わずに肉眼で容易に見つけられた．はんれい岩の転石の割れ
方から，花崗岩と比較して加工が困難であることの説明を受け
た．さらに，筑波山花崗岩の露頭で観察した．筑波山花崗岩は，
径15mm程度のカリ長石斑晶が散在する特徴をもち，斑晶が不
揃いであるため，石材としては石材加工業者には選ばれなかっ
たということであった．また，梅林では，山麓斜面堆積物の巨
礫を観察した．こうした山麓斜面堆積物の先端部分は巨礫が運
ばれやすくなるため，運搬された巨礫が石碑などに転用されて
いるという説明が印象に残っている．
　STOP5の筑波山神社では，筑波山花崗岩およびはんれい岩
製の手水石が置かれている．それらの岩相の違いとともに，は
んれい岩製の手水石の断面には層状構造が見えており，その形
成過程の説明を受けた．また，筑波地域周辺がうんしゅうみか
んの北限という説明がなされた．また，STOP6付近で栽培さ
れている福来みかんを観察した．福来みかんの皮は加工されて
七味に使われるとのことであった．放射冷却により，筑波山中
腹部において，温暖な空気が滞留するという気候条件と，筑波
山の地形が，蜜柑の栽培に適しているという説明がなされた．
　最後のSTOP6において，稲葉酒造の見学および日本酒試飲
ができたが，帰路に自動車の運転を予定していたので，日本酒
試飲は残念ながら辞退した．酒造で使われている仕込み水を試
飲したところ，まろやかな味がして，乾いた喉を潤してくれた．
この仕込み水は筑波山を構成する花崗岩を23年かけて育まれた
とのことで，京都府の伏見の水に似ているという酒造元の説明
が印象に残った．試飲後に多くの方が日本酒を買い求めていた．
　今回の巡検は，地質の巡検とはやや性格が異なり，歴史や文化，
食に関わる広いテーマでコースが設定されており，出発が遅れたた
め，やや慌ただしくあったが，個人的な興味が刺激され，再訪した
いと思う巡検であった．案内者の久田氏，杉原氏，幹事の小田原氏，
米澤氏，議論させて頂いた参加者の皆様，見学をさせて頂いた寺西
石材株式会社および稲葉酒造様に厚く感謝申し上げます．

（パリノサーヴェイ（株）　坂元秀平）

☆関東支部

報告

筑波山地域ジオパーク巡検　実施報告

　関東支部では関東地方各地のジオパークを会員や一般の方々
に体験していただき，そのことを通じて地元のジオパーク活動
を応援することを目的として様々な巡検を行っています．今回
は，2019年10月20日（日）に，筑波大学の久田健一郎先生，杉
原薫先生を講師として筑波山ジオパーク巡検を実施しました．
巡検の前の週には令和元年台風19号により関東地方をはじめ各
地で大きな被害が発生し，巡検の開催も危ぶまれましたが，何
とか実施することができました．当日は，バス会社の連絡ミス
により配車が30分以上も遅れるというトラブルがありました
が，先生方の機転によりなんとか無事に巡検を進めることがで
きました．巡検の様子については，参加者の坂元秀平さんに感
想文を書いていただきましたので，そちらをご覧ください．
　前述のトラブル等で各STOPで駆け足での見学となり十分な
見学時間が取れなかったことなど，参加者の皆様にはご迷惑を
おかけしましたことをお詫び申し上げます．最後に，今回の巡
検開催にご協力いただきました，つくば市ジオパーク室，寺西
石材店，稲葉酒造の皆様に篤く御礼申し上げます．

（関東支部幹事，神奈川県温泉地学研究所　小田原 啓）

参加者の感想
　2019年10月20日に日本地質学会関東支部主催の筑波山ジオパ
ーク巡検に参加した．巡検の感想を書く機会を頂いたので，当
日の様子を振り返りたい．
　開催日前日は雨が降っていたが，当日は爽やかな晴天に恵ま
れた．集合地点のTXつくば駅前に参加者約20名が集まった．
バスの配車トラブルがあり，出発が遅れ10：20発となった．幹
事の方による説明を受けた後，バスが来るまでの間，つくば駅
前広場にて稲田石および花崗岩に包含される捕獲岩を観察し
た．この広場は建築家の隈研吾氏による設計で，花崗岩に包含
される捕獲岩をマグマに見立てているとの説明がなされた．
　STOP1への移動中，バス車内で，つくば市が学術都市とし
て選定された理由や，都市計画，街路樹が道路ごとに植え分け
られていることなど興味深い説明を受けた．
　STOP1の寺西石材採石場において，加波山花崗岩を観察し
た．用意していただいた花崗岩やはんれい岩の標本の観察も行
えた．採石場の歴史の説明を受けたのち，実際に矢穴を穿ち，
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☆東北支部

お知らせ

☆西日本支部

お知らせ

2019年度東北支部総会・講演会のお知らせ

日時：2020年2月29日（土）～3月1日（日）
場所：秋田大学教育文化学部（秋田市手形学園町1-1）
日程：
2月29日（土）13:30～　シンポジウム「東北地方の火山災害の
特性と防災の課題」，支部総会議事＊1，個人講演＊2，18:00～　
懇親会＊3

3月1日（日）9:00～12:00　個人講演＊4

参加費：1,000円
＊1　総会：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．
＊2　個人講演（2/29）：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．講演申込および要旨締切は2月17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．講演要旨は，学術大会の様式に従っ
て下さい．
＊3　懇親会：会場から徒歩3分の藤井酒店にてキャッシュ・オ
ン・デリバリー方式で行います．会費1500円程度（つまみのみ）
で，飲み物代は注文の都度各自支払い．収容40名以内．懇親会
参加ご希望の方は2月17日（月）までに下記連絡先までお申込
下さい．
＊4　個人講演（3/1）：講演数が少ない場合には，3月1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＞
支部幹事　西川　治
〒010-8502　秋田市手形大沢28-2　秋田大学鉱業博物館　
tel：018-889-2467
fax：018-889-2465
e-メール：nishi@gipc.akita-u.ac.jp

令和元年度総会・第171回例会の案内

【共催：北九州市立自然史・歴史博物館　いのちのたび博物館】
日程：令和2年2月29日（土）例会・総会
場所：北九州市立自然史・歴史博物館　いのちのたび博物館
博物館地図:　http://www.kmnh.jp/access/#03

�・�例会参加費：一般　1,000円/人，学生　500円/人
�（参加者は施設利用料（入館料等）　無料）
�・�懇親会参加費（予定）：一般　5,000円/人，学生　2,500円/人
※懇親会はお申込者のみの受付となります（当日受付なし）

講演申込
�・�発表は口頭もしくはポスターです．
�・�口頭発表は15分（質疑込み），ポスターサイズは幅90cm以下，

縦170cm以下．
�・�学生発表者には「優秀発表賞」を設けております．
�・�講演要旨原稿は地質学会年会のフォーマットと同じ形式と

し，PDFファイル（フォント埋め込み）とWord形式ファイ
ルの両方を西日本支部事務局までe-mailにてお送り下さい．

�・�お申込みの際には，下記情報をあわせてお知らせ下さい．
1）連絡先（発表者氏名・所属・e-mail・電話）
2）発表様式（口頭・ポスター・どちらでも可，のいずれか）
3）一般 or 学生
4）懇親会の参加・不参加

参加のみの申込
上記1），3），4）を支部事務局までe-mailにてお知らせ下さい．

※講演申込・参加のみの申込：2月14日（金）締切

CPD単位証明書の発行
地質技術者への継続教育の一環として，大会参加者・発表者へ
CPD単位を発行します．大会参加と口頭／ポスター発表の「受
講証明書」は，当日15時以降に会場受付にてお渡しします．

�・�ポスター発表：1×ポスター制作時間（h）（上限15）
�・�口頭発表：5×発表時間（h）（15分の場合：5×1/4h=1.25単

位）
�・�学会参加：1 × 滞在時間（休憩時間はのぞく）

委任状
総会にご出席できない方は，下記様式の委任状を支部事務局へ
お送り下さい．

（e-mailでも結構です）

===============　　委任状　　===============
日本地質学会西日本支部令和元年度総会・第171回例会におけ
る議決権を，

　　　　　　　　　　　　　様に委任いたします．
令和 　　 年　　月　　日
御氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
========================================
委任先が無記名の場合は，「議長」とさせて頂きます．

お問い合わせ先，および講演要旨原稿の送付先（西日本支部事
務局）
〒890-0065　鹿児島県鹿児島市郡元1-21-35
鹿児島大学�理工学研究科�地球環境科　ハフィーズ� ウル� レ
ーマン

（tel: 099-285-8147，e-mail:�hafiz@sci.kagoshima-u.ac.jp）
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はじめに
　2019年7月24日～29日 の 日 程 で， ア ジ ア 恐 竜 協 会（Asia�
Dinosaur�Association）による第4回アジア恐竜国際シンポジウ
ム（The�4th�International�Symposium�on�Asian�Dinosaurs�in�
Mongolia�2019）が，モンゴル国ウランバートル市にて開催さ
れました．アジア恐竜協会は，アジアの恐竜に関する研究や教
育を推進する目的で2013年に設立された組織で，本シンポジウ
ムは，アジアを中心とした各国の研究者による，アジアにおけ
る古生物学や地質学に関する研究成果発表の場となっていま
す．7月24日，25日には，ウランバートル市内で，口頭発表と
ポスター発表を含めたシンポジウム，26日～29日には，ゴビ砂
漠の恐竜化石産地を対象にフィールド見学会が行われました．
また，7月23日～25日には，ウランバートル市内のショッピン
グモールにて，モンゴル産恐竜化石の特別展が企画されました．
参加者は，イギリス，カナダ，韓国，スペイン，タイ，台湾，
中国，デンマーク，ドイツ，日本（岡山理科大学，福井県立恐
竜博物館，福井県立大学，北海道大学），フランス，モンゴル，
ロシアの13か国から，100名以上，テクニカルセッション（口
頭発表）には34名，ポスターセッションには24名，フィールド
見学会には90名が参加しました．私の所属する岡山理科大学は，
本シンポジウムを主催したモンゴル科学アカデミー古生物学地
質学研究所と共同研究を実施しており，私の研究テーマがモン
ゴル産恐竜化石であるため，本シンポジウムに参加する機会を
得ました．本稿では，ウランバートル市内でのシンポジウム及
び特別展，そして，ゴビ砂漠でのフィールド見学会について，
その詳細を報告させていただきます．

シンポジウム・特別展 (ウランバートル)
　シンポジウムはモンゴル国立大学のLibrary�Conference�Hall
にて行われました（写真1）．24日午前中は，開会宣言に続いて，

モンゴル科学アカデミー古生物学地質学研究所のRinchen�
Barsbold博士，カナダ・アルバータ大学のPhilip�J.�Currie教授，
韓国・ソウル国立大学のYuong-Nam�Lee教授による，モンゴ
ルの恐竜研究や発掘調査の歴史に関する紹介と発表がありまし
た．その後，各国の研究者や学生による口頭発表が行われまし
た．
　夜には，ウランバートル市内のWhite�Rock�Centerにて歓迎
パーティーが開かれ，食事を摂りながらモンゴルの伝統芸能を
鑑賞，アジアを中心とした他国の化石研究者や学生の方々と交
流を深めました．
　25日は，前日と同じ会場で，午前中から口頭発表，昼過ぎか
らはポスター発表も行われました．私は，角竜類恐竜であるプ
ロトケラトプスの成長と形態についてポスター発表を行いまし
た．海外の学生の方々と研究について意見交換ができ，充実し
た研究発表となりました．
　発表の合間に設定されたコーヒーブレイクでは，各国の研究
者や学生が雑談をしながら，研究に関して意見交換をしていま
した．また，昼食会での会話も弾みました．口頭発表，ポスタ
ー発表ともに，アジア各国での脊椎動物化石や産出層の岩相層
序や古環境に関する研究，そしてその発展について興味深い話
を数多く聞くことができました．
　また，ウランバートル市内のHunnu�Mallというショッピン
グモールでは，モンゴル産恐竜化石の特別展が公開されました．
ショッピングモールの中央では，3体の大型恐竜の組み立て骨
格が展示され，特別展ブースには，大小様々な恐竜化石が展示
されていました．孵化したばかりの幼体の恐竜化石や，様々な
成長段階のプロトケラトプスの標本，近年まで「謎の恐竜」と
して注目されてきたデイノケイルスの標本など，モンゴル産恐
竜化石の保存状態の良さ，美しさに圧倒されました．これから
のさらなる化石発見に期待したいところです．

フィールド見学会 （ゴビ砂漠）
　モンゴル・中央ゴビ地域には，恐竜化石が多産する上部白亜
系のDjadokhta（ジャドフタ）層が露出しており，プロトケラ
トプスとヴェロキラプトルが取っ組み合ったまま化石になった

「Fighting�Dinosaurs」が発見されたことでも有名です．その
他にも，恐竜をはじめとする多様な脊椎動物化石が産出してい
ます．今回のフィールド見学会では，モンゴルを代表する恐竜
化 石 産 地 で あ るTugrugyn�Shiree地 域，Bayan�Dzak地 域，
Alag�Teeg地域の3地点，と前期白亜紀の地層を観察できる
Tsagaan�Suvarga地域を訪れ，化石の探索や地層の観察などを
体験しました．
　26日は，朝から晩までバスに乗り，ウランバートルから宿泊
先のツーリストキャンプを目指して600km以上の距離を移動し
ました．街から徐々に草原地帯，砂漠地帯へ風景が変化してい
く様は，非常に新鮮でした．参加者は，Govin�naranとThree�
Camel�Lodgeという2つのツーリストキャンプに分かれて宿泊

写真2　化石産地Tugrugyn Shireeの見学

写真1　シンポジウム参加者で集合写真

院生コーナー

第4回アジア恐竜国際シンポジウム参加報告

岡山理科大学大学院 生物地球科学研究科
生物地球科学専攻 修士２年　山本雄大
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院生コーナー

しました．
　27日は，Tugrugyn�Shiree地域とAlag�Teeg地域を見学しま
した．モンゴル科学アカデミー古生物学地質学研究所の研究員
やアルバータ大学のPhilip�J.�Currie教授，岡山理科大学の實吉
玄貴准教授などから，産出する脊椎動物化石や地層が示す古環
境についての解説を聞き，参加者は，露頭を観察し，足元を見
ながら歩き回って化石を探しました（写真2）．Tugrugyn�
Shiree地域はプロトケラトプス（角竜類），Alag�Teeg地域はピ
ナコサウルス（ヨロイ竜類）の化石が多数産出することで知ら
れており，Djadokhta層の中でも特に恐竜化石が数多く発見さ
れている化石産地でもあります．
　28日は，Bayan�Dzak地域を訪れました．Bayan�Dzak地域は，
1920年代に，ロイ・チャップマン・アンドリュース率いるアメ
リカ自然史博物館の調査隊が，「フレーミングクリフ（燃える
崖）」と名付けた断崖があることで有名な化石産地です．ここ

からも，プロトケラトプスの他にヴェロキラプトル，オヴィラ
プトルなどの恐竜化石が産出しています．見学会ではフレーミ
ングクリフを登り（写真3），ゴビ砂漠の景色を十分に堪能した
後，崖を下りたところで，参加者全員で記念撮影も行いました．
また，午後からは，「ミニ・ナーダム」と銘打って，馬頭琴に
よる伝統音楽の演奏やモンゴル相撲を鑑賞し，存分にモンゴル
文化に触れる機会を得ることができました．
　29日は，朝にツーリストキャンプを出発し，その道中，
Tsagaan�Suvarga地域に寄り，前期白亜紀の地層を観察しまし
た．草原地帯に露頭が広がる風景が印象的でした．そして，30
日未明にウランバートルに到着しました．

まとめ・謝辞
　今回のシンポジウムでは，アジアを中心とした恐竜，脊椎動
物化石についての最新の研究成果に触れ，モンゴルで有名な恐
竜化石産地を訪れることができただけでなく，研究の背景には，
これまで様々な人が関わり，多くの努力があったことを感じ，
アジアの恐竜研究の一端に触れられる貴重な体験ができまし
た．また，次回は2021年に韓国で開催予定です．今回のシンポ
ジウムを企画した，アジア恐竜協会，モンゴル科学アカデミー
古生物学地質学研究所をはじめ，シンポジウムやフィールド見
学会，特別展などの開催運営に関わった全ての方々に深く感謝
申し上げます．

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名で行っています．原稿は5000字以内，図・写真３点以内
を目安に，e-�mailでいただければ幸いです．
manto.yamada@gmail.com 山田眞嵩（北大）
716o.nonn@gmail.com 大山　望（九州大）
a.sakuma@eps.s.u-tokyo.ac.jp 佐久間杏樹（東京大学）
dkuwano@chiba-u.jp 桑野太輔（千葉大学）

写真3　「フレーミングクリフ」で有名な化石産地Bayan Dzakの見学

表紙紹介：第10回惑星地球フォトコンテスト　スマホ賞

「大地のグラデーション」
写真：加古原　恵（東京都）

撮影場所：ベトナム�ムイネー，スイティエン（妖精の渓流）

撮影者より：砂漠を抜けた先に広がるのは，鮮やかな絶景．自然の造形美に目を奪われます．

審査委員長講評：ムイネーはベトナム南部のホーチミン市からバスで6時間の海岸にあるリゾートで，近くにあるのがこの渓

流です．長さ600ｍ，崖の高さは20ｍ程度ですが，この作品では崖上部の赤い地層に目が惹かれます．対岸の緑との対比

でより鮮やかに赤が際立ちます．しかし雲が青味をおびていることからもわかるように彩度が強調されており，赤い地層

も同様です．過度な彩度強調は実物とかけ離れてしまうのでご注意下さい．

地質的背景：ベトナム南東部のBinh�Thuan省の沿岸には，長さ100�km，最大幅20�km，最大標高150�m以上の砂質堆積物から

な丘陵地が発達します．ムイネー地域はその中の美しい砂丘の一つで，この地域では白亜紀の流紋岩などの火成岩類が基

盤となって，その上に主に風の作用によって堆積した砂が見られます（風成堆積物）．砂の堆積は少なくとも20万年前よ

り前に始まったと考えられています．現在でも植生がない裸地では，東北東からの冬季モンスーンにより横列砂丘や縦列

が発達しています．左手の露頭は更新世の風成堆積物で，上部と下部の砂の色の違いは，雨季と乾季を繰り返す半乾燥地

の続成作用を反映しています．
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　一般社団法人日本地質学会運営規則により，次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします．2020 年４月〜 2021 年３月の会費額は
下記の通りです．

１．自動引落を登録されている方の 引き落とし日は 12 月 23 日（月）です．
　2020 年度分会費の引き落とし日は 12 月 23 日です．請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい．こ
れより以前に不足額がある場合には加算され，余剰金がある場合はその分を減額して引き落としとなります．通帳には金額とともに「チシツ
カイヒ」あるいは「フリカエ」，「SMBC」などと表示されますので，必ずご確認下さい．

２．自動引き落としをご利用下さい．
　12 月 23 日の引き落としには間に合いませんが，請求書に同封の書式にてぜひ自動引き落としのお申込をお願いいたします（2020 年
6 月にも引き落とし手続きを行う予定です）．自動引き落としによる払込をより多くの会員に積極的に採用して頂きたく，ご協力をお
願いいたします．自動引き落としを希望する方は，「自動払込利用申込書」（ニュース誌 10 月号巻末掲載）をお送り下さい．

３．上記以外の方（お振り込み）
　12 月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙を発送しました．折り返しご送金くださいますようお願いいたします．

一般社団法人日本地質学会　会計委員会

2020 年度の会費払込について

	 会員資格	 2020 年 4 月〜 2021 年 3 月分会費

※学部に在籍している学生の方，定収のない大学院生（研究生）の方で，それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会
費を適用します．なお，2019 年度までの学部学生割引・院生割引会費についての申請は終了しておりますので，2020 年度会費
にのみ適用となります．

　正会員	 12,000 円
　　〃　（院生割引）※　要申請	 8,000 円
　　〃　（学部学生割引）※　要申請	 5,000 円

一般社団法人日本地質学会運営規則
第２章　第７条（会　費）
　学会は会費の年額（４月１日〜翌年３月末日）を次のように定め，
会員は当該年度の初日までにこれを支払うこととする．入会の際には
当該年度の年額を支払うこととする．
　（1	）正会員：12,000 円
	　　	ただし，大学学部ならびに大学院に在籍するものは，毎年度ご

とに所定の申請書を提出した場合，それぞれ学部学生割引と院
生割引を適用し，年会費を 5,000 円ならびに 8,000 円とする．こ
れらに準じる身分の学生についても同様の扱いとする．

　（2	）賛助会員：１口 25,000 円，２口以上
	　　	ただし，諸般の事情により理事会が認める場合は，１口とする

ことができる．
２　	会費の変更は，理事会の議決により，総会の承認を得なければな

らない．
３　	会員は，上記に定める会費を当該会計年度の前に一括納入しなけ

ればならない．ただし，やむを得ぬ理由により理事会が認める場
合は，分納もしくは減免することができる．

４　会費を滞納した会員については次の処置をとる．
　（1）滞納期間が６ヶ月以上となった場合には，地質学雑誌等の会誌

の送付を停止する．
　（2）滞納会費が納入された場合には，送付を停止した地質学雑誌等

の会誌の送付を再開する．ただし，会誌の在庫の関係で送付が
できないことがある．

　（3）地質学雑誌への投稿，講演会での講演を制限することがある．
　（4）会費支払いの督促を受けつつ，正当な理由なく，かつ，退会届

を提出せぬままに会費を滞納した会員は，滞納４年度目をもっ
て，理事会の議決により会員の資格を喪失させ除籍とする．

災害に関連した会費の特別措置のお知らせ

　日本地質学会では，災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状をふまえ，申請により会費を免除いたします．「日本
地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち，希望する方」は2020年度会費を免除いたしま
す．
　適用を希望される会員は，1.	会員氏名，2.	被災地，3.	被災状況（簡潔に）を添えて学会事務局にお申し出下さい（郵送，FAX，
e-mail、電話のいずれでも可）．

申請締切：2020年2月28日（金）
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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

2020年度（2020．4～2021．3）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）．

★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．
　 2020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

2020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，2020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

2020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

2020年3月31日（火）
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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

 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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