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（ 1 ）

2022東京・早稲田大会　予告

日本地質学会第129年学術大会（2022東京・早稲田大会）

都の西北から探ってみよう！ 新しい地質学
会場：早稲田大学早稲田キャンパス（東京都新宿区）

日程：2022年9月4日（日）～6日（火）
（注）ポスタ−発表のみオンラインで9/10（土）または9/11（日）開催

　日本地質学会は，東京都新宿区の早稲田大学早稲田キャンパス（14，15号館）にて，第129年学術大会（2022年東京・早
稲田大会）を開催します．早稲田大学で開催するのは38年ぶり2回目となります．今年は口頭発表については3年ぶりに対面
で行えるよう準備していますが，ポスター発表はオンラインで口頭発表とは別日に開催する予定です．また，地質情報展は
9月3日（土）より15号館地階ロビーで，市民講演会は9月4日に15号館地階教室で実施する予定です．ただし，コロナウイル
ス感染状況次第では現地開催を中止して完全オンライン方式に変更する可能性もあります．また，対面の懇親会は残念なが
ら行うことができません．
　今回の大会のキャッチフレーズは「都の西北から探ってみよう！ 新しい地質学」です．また，LOCによるシンポジウム

「関東の地質：露頭から大深度地下まで」と関連して，大会ハイライト（宣伝用フレーズ）として「関東構造盆地の地下地
質」を取り上げました．また，今回よりセッションが改訂され，トピックセッション，ジェネラルセッション，アウトリー
チセッションの３つのカテゴリーに変更されます（ただし今大会ではアウトリーチセッションは開催しません）．いずれの
セッションにおいても，さまざまな研究領域の研究者がさまざまな手法によって実施した成果を発表し，大会がさらなる研
究の展開の場，情報交換の場，そして近況を互いに語らう場となることを期待しています．
　東京から地質を見学するためには広大な関東平野を通過する必要があり，やや時間を要しますが， 2016年の東京・桜上水
大会の巡検地を意識しつつ，関東の見所であるチバニアン，上総層群，三浦半島，関東山地（秩父帯・御荷鉾帯）のほか，
櫛形山（黒鉱），ジオパーク巡検でもある屏風ヶ浦，秩父，下仁田，伊豆大島など，多様な地質とジオパークを見学する巡
検メニューを用意しました． 
　東京・早稲田大会が活発な議論の場となり，これからの地質学を発展させる機会となることを望んでいます．そのため
に，大会実行委員会一同，開催に向けて頑張りたいと思います．コロナ対策については，色々とお願いすることもあるかと
思いますが，皆様の129年学術大会へのご参加を心からお待ちしています．

　各種申込は，従来と同様の参加登録システムを利用します．発表についても演題登録システムConfitを利用したオンライ
ン登録となります．なお，大会準備がスムーズに運ぶよう，締切日の厳守をお願いいたします．
　東京・早稲田大会に関する最新情報は，学会ホームページ（http：//www.geosociety.jp/）の「2022 東京・早稲田大会
HP」に掲載します．

大会に関わるおもな締切

ランチョン・夜間集会申込 6月29日（水）

演題登録・要旨投稿 6月29日（水）18:00

Jrセッション参加申込 8月1日（月）

大会参加・巡検申込 8月10日（水）18:00
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（ 2 ）

日程：9月4日（日）15:30～17:30（予定） 
会場：早稲田大学　早稲田キャンパス14号館　大教室

（1）地質情報展2022とうきょう
日程：2022年9月3日（土）～5日（月）（時間はいずれも予定）
　　　　　　 9月3日（土）9:30～17:00（ただし，入場は16:30

まで）
　　　　　　 9月4日（日）9:30～17:00（ただし，入場は16:30

まで）
　　　　　　 9月5日（月）9:30～16:00
会場： 早稲田大学早稲田キャンパス15号館，新宿区西早稲

田1-6-1
料金： 無料．
主催： 産総研地質調査総合センター・日本地質学会・早稲

田大学（予定）
内容： 東京の地盤や地質についてパネルや映像を使って展

示・解説する「地質情報展2022とうきょう」を開催
します．産総研が作成した東京都区部の3次元地質地
盤図のデモや，液状化実験，地震の揺れ実験などの
実験や実演を通じて，東京で安全に暮らすのに役立
つ「地質」を楽しみながら学べるイベントです．ぜ
ひ，「地質情報展2022とうきょう」にご来場くださ
い．

※ コロナ感染拡大状況によってはオンライン開催になる可
能性があります．

お問い合せ先： 産総研 地質調査総合センター 地質情報展
企画運営事務局

　TEL：029-861-3540
　E-mail：M-johoten2022-ml@aist.go.jp

（2 ）市民講演会「関東の自然災害と防災」
日 時：9月4日（日）13:00～16:30（無料，事前申込不要）
会 場：早稲田大学早稲田キャンパス15号館03教室
1． 宍倉正展氏（産業技術総合研究所）関東の海溝型地震・

津波履歴に関する最近の解釈
2． 山崎晴雄氏（東京都立大学名誉教授）東京の地形と自然

災害
3． 土屋信行氏（公財 リバーフロント研究所）東京低地の

災害に備える防災まちづくり

（3 ）第20回日本地質学会ジュニアセッション（旧　
小さなEarth Scientistのつどい）

　日本地質学会地学教育委員会では，地学普及行事の一環
として，地学教育の普及と振興を図ることを目的として，
学校における地学研究を紹介する発表会をおこなっていま
す．なお，会の名称は「日本地質学会ジュニアセッション」
と変更しています．東京早稲田大会でも，小・中・高等学
校の地学クラブの活動，および授業の中で児童・生徒が行
った研究の発表を募集いたします．今年は，学会会場にお
けるポスター発表はなく，学術大会の他のポスターセッシ
ョンと同様にe-posterによる発表となり，審査もオンライ
ン上で行います（当日の表彰は行いません）．この会を通じ
て日頃の研究成果を披露していただき，地質学，地球科学
への理解が深まって，未来を担う生徒たちの学習意欲への
良い刺激と励みになることを願っております．なお，参加
証とともに，優秀な発表に対しては審査のうえ，日本地質
学会ジュニアセッション優秀賞・奨励賞を授与いたします．
またポスター毎に評価・コメント作成し後日お送りします．
　下記の要領にて参加校を募集します．
1）�コ アタイム日時：2022年9月10日（土）2時間程度
（e-posterは，会期中を通して掲示）

2） 発表方法：発表は全て学術大会運営システムConfit
（https://about-confit.atlas.jp/）のe-poster機能を利用し
たオンライン発表となります．従来のコアタイムに相当
する質疑応答は，システムのコメント機能及びzoom部
レクアウトルームを利用して行う予定です．e-posterの
作成方法は大会プログラム記事や学会ホームページ等で

早稲田大学　早稲田キャンパス14号館，15号館（東京都新
宿区西早稲田1丁目）

※ ポスター発表はオンラインで実施します（e-poster形式）．
現地会場での対面形式ポスター発表はありません．

１．日　　程

２．会　　場

３．各賞表彰式・記念講演

4．普及行事・関連行事

日　程 行　事
9/3（土）
～ 5（月） 地質情報展（現地）

9/4（日）
午前： 口頭発表（現地），
午後： 市民講演会（現地），表彰式（現

地），受賞講演（現地）
9/5（月） 口頭発表（現地）
9/6（火） 口頭発表（現地）
9/10（土）
or 11（日）

ポスター発表（RT），ジュニアセッシ
ョン（RT） 

（RT=オンラインリアルタイム；現地=現地開催）
※ 新型コロナウイルス感染症の状況が悪化した場合，一部

あるいはすべての行事をオンライン形式に変更する可能
性があります．
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（ 3 ）

2022東京・早稲田大会　予告

ご案内します．
3） 参加対象
 ・ 小，中，高校の地学クラブや理科クラブ，個人研究等の

活動成果の発表
 ・ 小，中，高校の授業における研究成果の発表
 ・ 活動，研究内容は地学的なもの（地質や気象などの地球

科学・環境科学，天文など）
4）�参加申込締切：8月1日（月）
5） デジタル審査の方法：学会理事が各ポスターへの評価コ

メントを作成します．それらのコメントも含めて地学教
育委員会が採点・評価した後，各賞選考委員会が審査結
果を集計し，結果発表を行います．後日各ポスター発表
に対するコメントや評価をお送りします．

6） 参加費　無料（参加者・引率者とも），同学術大会で発
表されている研究者のe-posterの閲覧，コアタイム

（zoomオンライン）の聴講も可能です．
7） 問い合わせ・申込先：所定の書式（学会HPよりダウン

ロード可）をFAXまたはe-mailで下記宛にお送り下さ
い．

日本地質学会地学教育委員会（担当　三次）
　〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
　TEL：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156
　e-mail：main@geosociety.jp

（4 ）家族巡検「生命の進化を楽しく学ぼう」
日程： 2022年9月3日（土）10:00-15:00
集合・解散： 上野動物園正門10:00集合,国立科学博物館15:00

解散
午前中は上野動物園での観察，午後は国立科学博物館での
観察，昼食は各自でお取りください．
案内者： 上野動物園・犬塚則久氏（古脊椎動物研究所 代表）
　　　　 国立科学博物館・對比地孝亘氏（国立科学博物館 

地学研究部）
対象： 会員の家族（10組）
参加費： 有料（後日お知らせします），
中学生以下の場合は必ず保護者同伴でお申し込み下さい.

（5）徳永重康展
　早稲田大学教授で日本地質学会長も務めた徳永重康は，
県の石・東京都の化石「トウキョウホタテ」の記載命名を
行った事でも知られています.今大会では早稲田大学の協力
のもと，会場にて，徳永重康に関する展示等を行う予定で
す.

（6）若手会員のための業界研究サポート
　今年は3年ぶりに対面での企画を再開します．一方で，昨
年好評だったオンライン企画を，遠方の企業や学生が参加
しやすい環境を維持するため大会期間以外に別途行う予定
です．
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（ 4 ）

講演申込に関するご案内
演題および原稿締切：6月29日（水）18:00（オンライン）

　今大会は，口頭発表は対面形式で行い，ポスターは昨年同様Confitのe-poster機能を利用したオンライン形式で行う予定
です．シンポジウム，セッションとも演題登録・要旨投稿は大会HPにアクセスし，オンライン入力フォームに従ってお申
込下さい．発表セッションや会場・発表日時等は行事委員会が決定し，8月上旬に通知します．今大会も郵送による申込受
付は行いません．また，講演をされる方は，別途事前に大会参加登録も行って下さい．

5．シンポジウム

　今大会では執行理事会および大会実行委員会（LOC）が
それぞれ提案したシンポジウム3件を開催します．LOC提
案シンポジウムについてはp.（9）をご覧下さい（執行理事
会提案シンポジウムについては，決定後大会ホームページ
で紹介します）シンポジウムの発表は招待講演のみです．
発表者は通常のセッション同様，必ず締切までに演題登録・
要旨投稿を行って下さい．発表時間は世話人が決定します．
シンポジウム発表にはセッション発表における1人最大2題
までの制約（下記）が及びませんので，シンポジウムで発
表する会員は別途セッションにも発表を申し込めます．非
会員による招待講演には発表料金がかかりません（会員に
は発表料金がかかります）．また非会員招待講演者に限り大
会参加登録費も免除となります．
　シンポジウムの講演要旨もセッション発表と同じ様式・
分量です．p.（5）7項を参照して要旨を作成して下さい．

6．セッション発表の募集
（1）セッション概要
　今大会では14件のトピックセッション，およびジェネラ
ルセッションで構成されます．トピックセッションとジェ
ネラルセッションの違いについては，ニュース誌本年1月号
の記事または学会ホームページ（http://www.geosociety.
jp/science/content0142.html）をご確認ください．各セッ
ションの詳細についてはp.（9）「シンポジウム・セッショ
ン一覧」をご確認ください．なお，今大会ではアウトリー
チセッションを開催しません．

（2）発表料金
　1題：1,500円．今大会より大会参加登録費から発表料金
を分離するため，発表料金が発生します．ただし非会員に
よる招待講演には発表料金が発生しません．

（3）発表に関するルール（条件・制約）
1 ）会員はトピック・ジェネラルのどのセッションにも発表
を申し込むことができます．セッション共催団体の会員は
共催トピックセッションへの発表申込が可能です．非会員
は発表できませんので，発表を希望する非会員は6月22日

（水）までに入会手続きをして下さい（入会申込書が届く
まで発表申込を受理できません）．

2 ）口頭発表（対面）あるいはポスター発表（e-poster）を
最大2題まで申し込みが可能です（招待講演を含む）．発表
可能な組み合わせについては次の表を参照して下さい． 

発表可能な組み合わせ例
１件目 ２件目 申込可否 発表料金

セッションA：口頭1件 セッションA：口頭1件 ×

セッションA：ポスター1件 セッションA：ポスター1件 ×

セッションA：口頭1件 セッションA：ポスター1件 ○ 1,500円×2

セッションA：口頭1件 セッションB：口頭1件 ○ 1,500円×2

セッションA：ポスター1件 セッションB：ポスター1件 ○ 1,500円×2

3 ）共同発表（複数著者による発表）の場合は，上記「最大
2題まで申し込み可能」は発表者に対して適用し，発表料
金も発表者に対して発生します．発表者は筆頭でなくても
構いません（筆頭者に会員・非会員等の条件はありませ
ん）．

（4）招待講演
　招待講演者をp.（9）「シンポジウム・セッション一覧」 
およびp.（13）「セッション別招待講演の紹介」に示しまし
た．招待講演も一般発表と同様，期日までに演題登録・要
旨投稿が必要です．非会員招待講演者の場合は世話人が代
理でオンライン入力することも可能です．セッション招待
講演も発表に関するルール「最大2題まで」の適用対象とな
り，発表料金も発生します．一方，非会員招待講演者は大
会参加登録費と発表料金が免除となります．

（5）セッション発表申込の際の注意点
1 ）発表方法は「口頭」「ポスター」「どちらでもよい」のい
ずれかを選択して下さい．締切後の変更はできません．な
お，行事委員会が発表方法（口頭・ポスター）の変更をお
願いすることがあります． 

2 ）発表題目と発表者氏名は，登録フォームと講演要旨の両
方を一致させて下さい． 

3 ）ジェネラルセッションでの発表を希望する方は，演題登
録時に発表に関連する分野として「①地域地質・層序・年
代，②岩石・鉱物・火山，③地球化学，④堆積地質，⑤海
洋地質，⑥構造地質，⑦第四紀地質・環境地質，⑧古生
物・古環境，⑨応用地質・地質災害・技術，⑩教育・研究
史，⑪その他」の中から最大3つ選び，関連性の順位を記
入できます（任意）．行事委員会はその順位を考慮して演
題をグルーピングし，最大10程度のサブセッションにまと
めて配列する予定です．

4 ）関係する一連の発表があるときは，必要に応じて発表順
希望等をコメント欄に入力して下さい（ただしご希望に沿
えない場合があります）．

(01)-(14)_予告記事.indd   4(01)-(14)_予告記事.indd   4 2022/04/26   16:072022/04/26   16:07



（ 5 ）

2022東京・早稲田大会　予告

７．講演要旨（シンポ・セッションすべてに共通）

（1）講演要旨の投稿
　講演要旨は，演題登録システムで直接テキストを入力し，
図表をアップロードします（図表は掲載希望者のみ）．閲覧
用のpdfファイルはシステム上で自動作成されます．かつて
のようにA4サイズ1枚分の要旨PDFを作成いただく必要はあ
りません．また，郵送による要旨投稿も受付できません．

（2）講演要旨の倫理責任と著作権管理
　本学会は，本学会著作物への投稿原稿に対して，その倫
理性について著作者が保証する「保証書」および著作権を
本学会へ譲渡することに同意する「著作権譲渡等同意書」 
に署名捺印をして提出していただいております．しかし学
術大会の講演要旨投稿では署名捺印ができないため，代わ
りにオンライン画面上で「保証書」と「著作権譲渡等同 意
書」の内容に同意していただいてから電子投稿画面に進め
るようになっています．

（3）講演要旨における文献引用 
　引用した文献の情報を必ず記載して下さい．講演要旨で
は文献記載の簡略化が認められています．著者名，発表年，
掲載誌名など，文献を特定できる必要最低限の情報を明記
して下さい． 

（4）講演要旨の校閲
　行事委員会は，すべての（招待講演を含む）講演要旨につ
いて，学会の目的ならびに倫理綱領（定款第4条）に反して
いないかという点について校閲を行います．校閲によりいず
れかの条項に反していると判断された場合，行事委員会は修
正を求めるか，あるいは発表申込を受理しないことがありま
す．行事委員会の措置に同意できない場合，発表申込者は法
務委員会（学会事務局気付）に異議を申し立てることができ
ます（異議申立てに関する詳細は大会HPに掲載）．

８．発表要領（シンポ・セッションすべてに共通）

（1）口頭発表
1 ）口頭発表は，大会会場にて対面形式で行う予定です．た
だし，新型コロナウイルス感染症の状況が悪化した場合は
オンライン形式に変更する可能性があります．

2 ）発表時間：セッションの発表時間は，招待講演を除き１
題15分です（質疑応答時間3～5分と演者交代時間を含む）．
招待講演は15分または30分で，世話人が決定します．シン
ポジウムの発表時間も世話人が決めます．

3 ）使用するパソコンやその他の注意点については大会プロ
グラム記事や学会ホームページ等でご案内します． 

（2）ポスター発表
1 ） ポ ス タ ー 発 表 は 全 て 学 術 大 会 運 営 シ ス テ ムConfit 
（https://about-confit.atlas.jp/）のe-poster機能を利用した
オンライン発表となります．e-posterは9月4日から掲示す
る予定です．e-posterの作成方法は大会プログラム記事や
学会ホームページ等でご案内します． 

2 ）コアタイムの議論はzoomを利用して行います．また，
e-posterシステムのコメント機能（文字チャット）も利用
できます．文字チャットでの質問・コメントは9月4日から
ポスター発表終了時点まで可能とし，発表者には可能な範
囲で応答していただきます．詳細については大会プログラ
ム記事や学会ホームページ等でご案内します． 

3 ）運営規則第16条2項（8）により，優れたポスター発表に
対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します．優
秀ポスター賞はエントリー制です．エントリーを希望され
る発表者は，講演申込時に優秀ポスター賞エントリー希望
を選択してください． 

（3）発表者の変更
　口頭・ポスター発表に関わらず，あらかじめ連記されて
いる共同発表者内での変更は認めますが，必ず事前に行事
委員会に連絡して下さい．この場合もセッション発表者に
ついては6項（3）の「最大2題まで」の条件を適用します．
e-posterの場合も発表者が責任を持って質疑応答に対応し
てください．

（4）口頭発表の座長依頼
　各セッションの座長を発表者に依頼することがあります．
座長にはセッション内での司会進行を行っていただきます．
ご協力をお願いいたします．
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大会参加登録のご案内
申込締切： 8月10日（水）18:00（オンラインのみ）

　参加登録に関わるお申込は大会専用参加登録システムをご利用の上，お申し込み下さい（会員・非会員にかかわらずどな
たでも申込可）．

＜注意＞
 ・ 今大会ではポスター発表以外の行事を対面形式で実施します．ポスター発表は昨年同様オンライン（e-poster形式）
で実施します．

 ・ 今大会より，大会参加登録費から発表料金を分離します．発表する方は大会参加登録費と発表料金の両方の支払い
が必要です．発表せず参加だけの方は大会参加登録費だけの支払いになります．

 ・ 講演要旨集の冊子体は作成・販売いたしません．講演要旨はConfitシステム上で閲覧・ダウンロード可能です（全
講演分一括ダウンロード可能）．参加登録者は講演要旨を会期前および会期中に閲覧・ダウンロード可能です（会期
後はどなたでも閲覧・ ダウンロード可能とする予定）．

 ・ 郵送・電話・FAXでのお申し込み受付は行いません． 
 ・ 発表申込をする方は忘れずに大会参加登録をして下さい．

9．各種申込とお支払いについて
（1）申込方法

 参加登録システム（オンライン）による申込
（申込締切：8月10日（水）18:00）

　学会HPから「東京・早稲田大会ホームページ」の大会
専用参加登録システムへアクセスし，画面表示に従って
入力をして下さい．支払方法などの詳細はホームページ
をご覧下さい．申込締切後，申込内容の確認とプログラ
ムへアクセスするためのログイン情報（ID/PW）をメー
ルでお知らせします．口頭発表会場へお越しの際は，会
員証もしくは確認メールを印刷してお持ちください．

（注） 入金確認が取れない場合は，ログイン情報を発行で
きません．また請求金額は「当日払い」の金額とな
ります．

（2）申込後の変更・取消
　締切までの間は，大会登録専用HPから予約の変更・取消
が出来ます．締切後は直接学会事務局（東京）にe-mailに
てご連絡下さい．
キャンセルポリシー：自然災害等学術大会が中止となった
場合，巡検参加費以外は原則として返金致しません．巡検
参加費については，準備経費として巡検参加費の10％を差
し引いた金額を返金致します．

（3）取消に関わる取消料と返金について

※ ポスター発表（開催：9/10または11）の場合も，取消料
と返金の期日は同じです．

※ 返金がある場合は，振込手数料を差し引いた額をクレジ
ットカード会社もしくは学会から返金します．返金まで
に2～3 ヶ月要する場合もありますので，ご了承下さい．

10．参加登録費

※ 発表する会員には別途発表料金（1,500円/題）が発生し
ます．

※ 講演要旨集（冊子）はありません． 
※ セッション共催団体会員の参加登録費と発表料金は地質

学会会員に準じます．
※ 当日受付は，9/4-6の会場（早稲田大学）でのみ受付を行

います．

11．巡検参加申込

企画：日本地質学会，旅行取扱：選定中 
申込締切： オンライン：8月10日（木）18:00

（注）アウトリーチ巡検以外は，定員になり次第締切りま
す．早めにお申込下さい．

計9コースの巡検を計画しました．
（1）会員・非会員問わずお申込頂けます．
（2）実施日程が異なる場合，複数の巡検コースへの申込を
行うことができます．

（3）申込人数が最小催行人員に達しなかったコースは中止

締切日
（8/10）まで 9/1まで 9/2以降

大会参加
登録費 0% 60% 100%

発表料金 0% 60% 100%

巡検
（9/1出発分） 0% （8/29まで）

50%
（8/30以降）

100%

巡検
（9/3出発分） 0% （8/31まで）

50%
（9/1以降）

100%

巡検
（9/7出発分） 0% （9/4まで）

50%
（9/5以降）

100%

事前申込 当日受付

正会員 6,000 8,000

正会員（65歳以上） 3,000 5,000

院生割引会費適用正会員 1,500 3,500

名誉会員，学部学生割引会費
適用正会員，非会員招待者，
非会員（学部学生）

無料 無料

非会員（一般） 12,500 15,000

非会員（院生） 7,000 9,500
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になります．
（4）本学会ならびに大会実行委員会は巡検参加者に対し，
巡検中に発生する病気，事故，傷害，死亡等に対する責任・
補償を一切負いません．これらについては，巡検費用に含
まれる保険（国内旅行傷害保険団体型）の範囲でのみまか
なわれます．

（5）新型コロナウィルス感染症（COVID-19）に関わる学
会の対応指針（下記）を事前にご確認ください．

（6）集合・解散の場所，時刻等に変更することがあります．
大会期間中は会場内大会サイトの掲示板等案内に注意して
下さい．また，案内者から直接ご連絡することもあります．

（7）中学生以下が巡検に参加する場合は，必ず保護者同伴
でお申し込み下さい．なお，バスや徒歩での移動，露頭観
察などに際して介助が必要な方への対応は準備しておりま
せん．巡検中いかなる介助もできませんのでご了承くださ
い．

（8）各コースの巡検案内書を大会までにWEB上で公開しま
す．巡検参加者には，各コースの案内書のコピーを巡検当
日に配布します．案内書の冊子体およびCD-ROMは作成し
ません．

（9）実施後，大会報告記事（ニュース誌11月号を予定）に
おいて参加者氏名を掲載させて頂きます．あらかじめご了
承ください．

（10）申込締切後の変更・取消は学会事務局（東京）に
e-mailにてご連絡下さい．取消料はコースによって異なり
ます（p.（6）参照）．

巡検コース
※各コーアの詳細は次号ニュース5月号および大会HPでお
知らせします．
Aコース「チバニアンGSSPサイトと陸化した前弧海盆上総
層群の層序」9/7（水）日帰り（案内者：岡田　誠・羽田
裕貴）
Bコース「房総半島東部，上総層群下部の海底地すべりと
前弧テクトニクス」9/7（水）日帰り（案内者：宇都宮正
志・大坪　誠）
Cコース「三浦半島の上総層群中－下部の層序と化学合成
化石群集」9/3（土）or 9/7（水）日帰り（案内者：野崎　
篤・宇都宮正志・間嶋隆一）
Dコース「関東山地東部の御荷鉾緑色岩類と秩父帯付加体
の海洋性岩石」9/7（水）日帰り（案内者：原　英俊・冨
永紘平）
Eコース「御坂・櫛形山地の新第三紀黒鉱型鉱床―伊豆島
弧・背弧の衝突と衝上」9/7（水）～8（木）1泊2日（案
内者：浦辺徹郎・藤本光一郎・伊藤谷生）
Fコース「千葉県東部，銚子周辺地域の鮮新―更新世テフ
ラと銚子ジオパーク」9/7（水）日帰り（案内者：植木岳
雪・岩本直哉・田村糸子）
Gコース「ジオパーク秩父のジオの多様性」9/7（水）日帰

り（案内者：高木秀雄・吉田健一）（注）アウトリーチ巡
検
Hコース「下仁田ジオパークみどころめぐり―多様な地質

現象が生み出した下仁田の文化―」9/7（水）日帰り（案
内者：関谷友彦・保科　裕）
Iコース「伊豆大島火山—玄武岩質火山でみる噴火史とジオ
パーク—」9/2（金）～3（土）1泊2日（案内者：鈴木毅
彦・臼井里佳）（注）伊豆大島現地集合のため東京から前
日9/1の夜行船乗車が必要

◆�巡検実施にあたってのCOVID-19に関わる対応指針（す
べて案内者・参加者共通）◆

＜ワクチン接種，体調，マスク着用など＞
 ・ ワクチン接種をお願いする．
 ・ 巡検当日の朝の体温が37.5℃以上の場合は参加不可（バ

ス乗車時に測定）．※1）

 ・ 巡検当日の朝に咳や鼻水，倦怠感，嗅覚異常など感染が
疑われる症状がある場合は参加不可．※1）

 ・ バス車内や屋内では常時マスク着用．野外でも半径2 m
以内に人がいる状況では着用．

＜大型バス・マイクロバス等の利用＞
 ・ 乗車人数は制限しない．
 ・ 常時換気可能な車を手配する．
 ・ 車中では会話をできるだけ控えるようお願いする．
 ・ 車中での食事は不可．
＜宿泊＞
 ・ 可能な限り個室を確保．
 ・ 個室確保が不可能な場合は1部屋2名の相部屋も可．ただ

し相部屋では常時換気するとともに就寝時以外はマスク
を着用．

 ・ 食事は黙食をお願いする．
 ・ 集団形式の食事中は飲酒禁止．飲酒は一人または少人数

で，静かに，マスク着用ですることをお願いする．
 ・ 救急セットに抗原検査キットを含め，2日目以降に必要に

なった際に使用できるようにする．抗原検査で陽性が判明
した場合は，その時点でそのコースの巡検を中止する．※2）

＜その他＞
 ・ 円滑な巡検実施に支障をきたす恐れのある方（肢体不自

由など），およびコロナ感染による重大な影響が懸念され
る方（基礎疾患を有する方など）には，応募を遠慮いた
だくようお願いする．

 ・ 案内者には，事前に現地医療機関の所在地・連絡先等を
調べるようお願いする．

※1） この場合は「本人の責に帰さないと認められる事由」
と考えられることから，学会のキャンセルポリシーを
適用し，巡検参加費の90%の金額を返金します．

※2） 中止になった場合の行動指針や返金等については大会
HPでお知らせします．

12．会期中のお食事について

今大会ではお弁当の予約・販売は実施しません．
大学内の食堂等の情報は，プログラム記事および大会HPで
お知らせします．
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13．ランチョン開催の申込

開催予定：9月4日（日），5日（月），6日（火）（1時間以内，
開始終了時刻は日によって異なります） 
申込項目：（1）集会名称，（2）集会内容（50～100字程度） 

（3）世話人氏名・連絡先（メールアドレスと電話番号）（4）
予定人数（5）その他ご希望等（希望日程，プロジェクター
使用希望など）

15．企業等団体展示・書籍販売の募集

申込締切：一次7月30日（火），最終8月10日（水）現地事務
局扱い
企業等団体展示会，書籍・その他物品の販売ブース設置を
対面形式で大会会期中に予定しています．詳しくは大会ホ
ームページまたは現地事務局までお問い合わせ下さい． 

16．実行委員会組織 

委員長　高木秀雄（早稲田大学）
笠間友博（事務局：箱根ジオミュージアム），太田　亨（早
稲田大学），亀尾浩司（巡検案内書：千葉大学），小松原純
子（産総研：巡検担当）・細矢　卓（中央開発（株）：巡検
担当）

14．夜間小集会開催の申込

開催予定：9月5日（月），6日（火）（1.5時間，開始終了時
刻は日によって異なります）
申込項目：（1）集会名称，（2）集会内容（50 ～100字程度） 

（3）世話人氏名・連絡先（メールアドレスと電話番号）（4）
予定人数（5）その他ご希望等（希望日程，プロジェクター
使用希望など）

17．連絡先一覧

（1）日本地質学会行事委員会・地学教育委員会・ 
学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F 
TEL：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156
e-mail：main@geosociety.jp

日本地質学会行事委員会（2022年4月現在）
委員長　星　博幸
委　員　上松佐知子（古生物部会）
　　　　上澤真平（火山部会）
　　　　遠藤俊祐（岩石部会）
　　　　黒田潤一郎（環境変動史部会）
　　　　佐藤大介（地域地質部会）
　　　　竹下欣宏（第四紀地質部会）
　　　　矢島道子（地学教育委員会）
　　　　田村嘉之（環境地質部会）
　　　　常盤哲也（構造地質部会）
　　　　中村謙太郎（鉱物資源部会）
　　　　納谷友規（層序部会）
　　　　野田　篤（堆積地質部会）
　　　　野々垣　進（情報地質部会）
　　　　松崎賢史（海洋地質部会）
　　　　山口悠哉（石油石炭関係）
　　　　山崎新太郎（応用地質部会）

会合のお申込
申込締切：6月29日（水）行事委員会扱い

　口頭発表の会期中（9月4日～6日）に対面形式で開催いたします．会合開催をご希望の場合は，必要な申込項目をe-mail
で行事委員会宛に申し込んで下さい．なお，開催日時のご希望には沿えない場合があります．また，世話人には，集会内容
を大会報告記事（ニュース誌11月号を予定）に投稿していただきます（800 字以内，原稿締切は10月下旬を予定）．

その他のご案内
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S1．関東の地質：露頭から大深度地下まで（Geology of 
the Kanto Plain ー From outcrops to deep 
underground）
世話人：高木秀雄*（早稲田大；hideo@waseda.jp)，向山　
栄（国際航業（株）），笠間友博（箱根ジオパーク推進協議
会），加藤　潔（駒沢大学）
Convener :  Hideo Takagi (Waseda Univ . )，Sakae 
Mukoyama（KOKUSAI KOGYO Co.），Tomohiro Kasama 
(Hakone Geopark Promotion Council)，Kiyoshi Kato 
(Komazawa Univ.)
趣旨：関東平野はプレート三重会合点の影響を受けた特異
な前弧海盆に形成された日本最大の平野である．時間的空
間的に様々の視点から，その形成過程や地質分布などの特
徴を議論し，全体像を把握することを目的とする．
講演予定：
安 藤寿男（茨城大学）：白亜紀古日本陸弧−海溝系の連続性

と前弧堆積盆の地質分布からみた関東地域の位置付け

高 木秀雄（早稲田大学）：関東平野の地下における中央構造
線の延長

高 橋雅紀（産総研）：日本列島の第四紀東西圧縮の原因と房
総前弧海盆の急激な隆起テクトニクス

鈴 木毅彦（東京都立大学）：上総層群とテフラからみた関東
における海域から陸域への地形変化過程

田 村糸子（中央大学）：南関東における上総層群下部の指標
テフラとその意義−2.5Maのざくろ石テフラを中心に−

佐 藤比呂志（東大地震研）・阿部 進・松原 誠・蔵下英司・
石山達也：関東地域の地殻・マントル構造の特徴

中 山俊雄（東京都土木技術支援・人材育成センター）：東京
の地盤と応用地質的課題

※ このほかに早稲田大会の一般公開オンラインシンポジウ
ムとして2件程度のシンポジウムを開催する方向で検討中
です．詳細については本誌５月号に掲載予定です．

シンポジウム・セッション一覧

※タイトル（和英），世話人氏名・所属（和英），概要を示します．＊印は代表世話人（連絡責任者）です．
※発表申込については，本誌p.（4）をご確認下さい．

シンポジウム

T1．変成岩とテクトニクス（Metamorphic rocks and 
tectonics）
世 話 人： 足 立 達 朗*（ 九 州 大；t-adachi@scs.kyushu-u.
ac.jp）・田口知樹（早稲田大）・大柳良介（国士舘大）
Convener: Tatsuro Adachi*（Kyushu Univ.）・Tomoki 
Taguchi（Waseda Univ.）・Ryosuke Oyanagi（Kokushikan 
Univ.）
趣旨・概要：本トピックセッションは，2021年大会までレ
ギュラーセッションとして開催されてきた同名のセッショ
ンを継続さらに発展させる形で，国内外を問わず世界各地
の変成岩・変形岩とテクトニクスに関連する幅広い研究成
果を募集する．野外調査・岩石組織の記載・各種機器分析
を基本とする岩石学的および構造地質学的研究のみならず，
岩石変形実験や理論モデリングに基づく地殻・マントルの
レオロジーや変成反応・変形・破壊の物理化学的素過程な
ど，様々な地球科学的手法・規模の視点に立った話題を取
り上げる．マイクロ・ナノスケールから大規模テクトニク
ススケールまで広く対象とすることで，衝突帯や沈み込み
帯で起こる変成・変形作用の包括的理解に迫る．
提案母体：岩石部会
招待講演予定者：なし

T2．新生界地質から読み解く西南日本弧の成立—付加体形
成から背弧拡大まで—（Cenozoic SW Japan arc: from 
forearc accretion to backarc rifting）
世話人： 羽地俊樹*（産総研；t-haji@aist.gojp）・新正裕尚

（東京経済大）・藤内智士（高知大）
Convener: Toshiki Haji*（GSJ/AIST）・Hironao Shinjoe

（Tokyo Keizai Univ.）・Satoshi Tonai（Kochi Univ.）
趣旨・概要：西南日本弧は，新生代に三重会合点の移動と

背弧拡大を経験して島弧になったとされる．これらのイベ
ントの時期や様式については多くの仮説が提唱されている
ものの，未だ統一見解が得られていない．近年では，年代
測定技術や古応力解析法をはじめとする種々の研究手法の
発展に伴って，1980-90年代のテクトニクス論の再検討が行
われつつある．そこで本セッションでは，専門分野に捉わ
れず西南日本の新生代地質に関する幅広い発表の場を設け
ることで，各分野の最新の知見の情報共有を行い，多角的
な議論を行うことを目的とする．本セッションは，西南日
本の新生代地質構造発達史に関する幅広い発表を募集する．
話題はローカルなものから広域テクトニクスに関するもの
まで問わない．表層堆積盆に関連する層序学・古地磁気学
的研究だけでなく，古環境や火成活動の変遷史，付加体の
形成史，先新生界の新生代変形史・熱史など，新生代の西
南日本で起こったイベントに関する多様な研究分野の発表
を歓迎する．
提案母体：なし
招待講演予定者：木村 学（東京海洋大：会員）

T3．南大洋・南極氷床：地質学から解く南極と地球環境の
過去・現在・未来（Southern Ocean and Antarctic ice 
sheet: past, modern, future of the Antarctica and 
Earth’s climatic system revealed by geology）
世話人：菅沼悠介*（極地研；suganuma.yusuke@nipr.ac.
jp）・池原　実（高知大）・香月興太（島根大）
Convener: Yusuke Suganuma*（NIPR）・Minoru Ikehara

（Kochi Univ.）・Kota Katsuki（Shimane Univ.）
趣旨・概要：近年，南極氷床の融解や流出の加速が相次い
で報告され，地球温暖化に伴う近未来の急激な海水準上昇
が社会的に強く懸念されている．また南大洋では，海洋や

トピックセッション：14件
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大気循環の変動が連動した大規模な気候システムの再編の
可能性も指摘されている．しかし，これらの現象は，過去
数十年の観測から得られたもので，短周期の揺らぎである
可能性もあり，長期的に継続し，やがて地球環境の激変に
つながるような現象かはわかってない．この人類的問いに
迫るためには，長期的かつ大きな空間スケールでの南大洋・
南極氷床変動メカニズムの理解が不可欠であるため，観測
データ解析やモデル研究，古環境復元といった複数のアプ
ローチからの総合的な取り組みが重要となる．そこで本セ
ッションでは，第一線の氷床・気候モデル研究者や古海洋・
古気候研究の専門家を招待し，南極域の海洋・沿岸・湖沼・
露岩域を対象とする研究者と南大洋・南極氷床システムに
関する知見を共有し，南極と地球環境の過去・現在・未来
を議論する場を提供する．
提案母体：なし
招待講演予定者：関　宰（北海道大低温研：非会員）・平野
大輔（極地研：非会員）

T4．地球史（History of the Earth）
世話人：冨松由希*（九州大学；tomimatsu.yuki.396@m.
kyushu-u.ac.jp）・大山　望（九州大）・桑野太輔（千葉大）
Convener: Yuki Tomimatsu*（Kyushu Univ.）・Nozomu 
Oyama（（Kyushu Univ.）・Daisuke Kuwano（Chiba Univ.）
趣旨・概要：これまでの地球史において，大気や海洋，そ
れに生命圏は様々な時間スケールでそれぞれ変化を遂げて
きた．それらは，火山活動などの地球内部の活動だけでな
く，太陽活動や公転軌道要素，隕石衝突などの地球外要因
によっても駆動されている．また，地球史において，地球
環境と生命は密接に関わっており，大気・海洋・生命圏で
のダイナミックな環境変動が生物の環境への適応や絶滅に
大きく影響する．それらの証拠は地層や化石といった地質
記録に間接的に記録され，地球史上の様々な変動を，多岐
にわたる科学的手法を駆使して紐解くことは，地質学の大
きな醍醐味の一つといえよう．本セッションでは，特定の
時代や科学的手法にとらわれず，地球史上に残される環境
変動や生命の進化，地殻変動などの幅広い研究分野を取り
上げたいと考えている．そして「地球史」というキーワー
ドを通じて，様々な研究分野に携わる研究者同士が繋がり，
最新の成果を集約したインタラクティブな議論を展開する
場にしたい．大学院生や若手研究者の積極的な参加を期待
します．
提案母体：環境変動支部会
招待講演予定者：泉　賢太郎（千葉大：非会員）・齋藤諒介

（山口大：非会員）

T5．グローカル層序学・年代学 (Glocal stratigraphy 
and geochronology)
世話人：髙嶋礼詩*（東北大総合博；reishi.takashima.a7@
tohoku.ac.jp）・折橋裕二（弘前大）・星　博幸（愛知教育大）
Convener: Reishi Takashima*（Tohoku Univ. Mus.）・Yuji 
Orihashi（Hirosaki Univ.）・Hiroyuki Hoshi（Aichi Univ. 
Edu.）
趣旨・概要：昨年Geologic Time Scaleが改定され，チバニ
アンをはじめとした各地質年代のGSSP認定も着実に進展し
ている．近年，日本においても放射年代の測定機器の普及
や，各種同位体比を用いた新しい層序対比手法，サイクロ
層序学的手法も適用されるようになり，地層の年代対比・
年代決定精度は大幅に向上しつつある．長い伝統のある化
石層序学，古地磁気層序学，テフロクロノロジーなども，
上記の新たな手法との統合や，分析機器の進展，湖沼や深
海掘削コアの増加に伴うデータの蓄積により，対比基準面

の改定や対比精度の向上が着実に進んでいる．各地域の地
層の正確な年代の決定は，地味ではあるが地質学の根幹で
あり，ローカルのみならずグローバルな古環境変動やテク
トニクスを考察するうえでも極めて重要である．本セッシ
ョンでは，ローカルからグローバルまで，様々な層序対比・
年代測定に関連する講演を募集する．
提案母体：なし
招待講演予定者：岡田　誠（茨城大：正会員）・松本廣直 
(JAMSTEC：正会員)

T6．日本列島の起源再訪（The origin of the Japanese 
Islands revisited）
世話人：磯﨑行雄*（東京大；isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp）・
澤木祐介（東京大）・佐藤友彦（岡山理科大）
Convener: Yukio Isozaki*（Univ. of Tokyo）・Yusuke 
Sawaki（Univ. of Tokyo）・Tomohiko Sato（Okayama 
Univ. Sci.）
趣旨・概要：日本列島形成史の研究の中でも，最も古典的
かつミステリアスな問題として「日本列島の起源」がある．
1980年代後半以降に，プレートテクトニクスの枠組みの中
で東アジアのテクトニクスが議論されはじめ，その中で日
本列島のルーツを探る試みが重ねられてきた．しかし視点
は変わったものの，現実には古生代ないしそれ以前の岩石
の日本での産出が極めて限定的であるため，初期日本のテ
クトニクスや古地理学的位置付けについては，未だに未確
定要素が多い．しかし，2010年代にはLA-ICPMSによるジ
ルコンU-Pb年代測定が普及し，古生代・中生代の火成岩類
のみならず，砂岩中の砕屑性ジルコン粒子についても濃密
なデータが得られるようになった．それは国内に限らず，
近隣のアジア東縁においても同様で，それに伴って古地理
の議論もかつての自由度が大幅に縮小した．特に日本列島
に産する中・古生代造山帯の要素，そして日本海対岸を含
む東アジア東縁の地質体との対比・比較を通して，Greater 
South Chinaなどの新しい解釈が提案されている．そこで，
本セッションでは日本列島の形成過程に関する多くの講演
を募るが，特にこれまで未知の事柄が多かった初期形成史
に関する現時点での知識を議論し，次の探求目標を探るこ
とを目指す．
提案母体：なし
招待講演予定者：谷　健一郎（科博：会員）・田中源吾（熊
本大：会員）

T7．マグマソースからマグマ供給システムまで（From 
magma source to magma plumbing system）
世 話 人： 齊 藤　 哲*（ 愛 媛 大 学；saitotetsu@sci.ehime-u.
ac.jp）・草野有紀（産総研）・江島圭祐（山口大）
Convener: Satoshi Saito*（Ehime Univ.）・Yuki Kusano

（GSJ/AIST）・Keisuke Eshima（Yamaguchi Univ.）
趣旨・概要：地球上に見られる多様な火成岩体は，マント
ル～地殻深部のマグマソースから火山体下のマグマ供給シ
ステムに至る広い環境下でのマグマプロセスを経て形成さ
れたものであり，野外地質調査や観測，各種実験・分析に
より得られる岩石・鉱物の産状や組織，化学組成などの解
析からは，マグマの起源物質，活動規模，固結・冷却年代，
温度圧力条件，酸化還元状態などについての情報を得るこ
とができる．個々の火山体・深成岩体から火山帯・バソリ
ス群まで，また，様々な時代のプレート収束境界・プレー
ト発散境界・プレート内などのマグマ形成場において，発
生から定置・固結に至るまでのマグマの物理・化学的挙動
や時間スケール，テクトニクスとの相互作用などを明らか
にすることは，地球の進化およびダイナミクスの理解に重
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要である．
本セッションでは，多様なテクトニクス場において発生・
定置した火成岩体・火成岩類を対象に，マグマの発生・輸
送・定置・分化などのマグマプロセスにアプローチした研
究発表を広く募集する．野外地質学・岩石学・鉱物学・火
山学・地球化学・年代学・岩石磁気学・物理探査など様々
な視点からの活発な議論を期待する．
提案母体：火山部会・岩石部会
招待講演予定者：谷内　元（産総研：会員）

T8．文化地質学（Culture geology）［共催：文化地質研
究会］
世 話 人： 大 友 幸 子*（ 山 形 大；yukiko@e.yamagata-u.ac.
jp）・森野善広（パシフィックコンサルタンツ株式会社）・
猪股雅美（広島大：非会員，文化地質研究会会員）
Convener: Yukiko Ohtomo* (Yamagata Univ.)・Yoshihiro 
Morino (Pacific Consultants Co.Ltd.,)・Masami Inomata 
(Hiroshima Univ.)
趣旨・概要：文化地質学は人類の文化・文明が，地質とど
のように関わってきたか，そして現在もどのように関わっ
ているかを研究する学際的学問分野である．これまでのト
ピックセッションでは，以下のような研究例が示された．

（１）石材など資源として活用した事例研究，（２）考古遺
物の成分分析を行った研究，（３）地域の固有文化との関わ
りを論じた研究，（４）博物館などでの普及・教育実践につ
いての研究，（５）地質に関わる文学の研究，（６）山岳霊
場など宗教と地質の関わりを論じた研究．
中谷礼仁氏の招待講演では，プレート境界で生きる人々の
暮らしや住まいについて，建築史，歴史工学から講演して
いただく．今年の大会でも，招待講演にやや関連のある

（３）地域の固有文化と地質の関わりを論じた研究発表を歓
迎したい．もちろん研究発表の申込みはこれに限定せず，
文化・文明と地質との関わり，人・社会の営みと地質との
関わり，観光資源としての地質など，地質と人々との関わ
りについて論じたすべての研究発表を歓迎する．
提案母体：なし
招待講演予定者：中谷礼仁（早稲田大：非会員）

T9．カーボンゼロエミッションに貢献する石油天然ガス石
炭地質学・有機地球化学（Oil, Gas and Coal Geology 
and Organic Geochemistry Contributing to Zero 
Carbon Emissions）［共催：有機地球化学会，石油技術
協会探鉱技術委員会］
世 話 人： 三 瓶 良 和*（ 島 根 大；sampei@riko.shimane-u.
ac.jp）・千代延 俊（秋田大）・山口悠哉（JAPEX）
Convener: Yoshikazu Sampei*（Shimane Univ.）・Shun 
Chiyonobu（Akita Univ.）・Yuya Yamaguchi（JAPEX）
趣旨・概要：カーボンゼロエミッションに向けて自然再生
エネルギーが普及しはじめているが，化石燃料の多くは
CO2を排出せずにエネルギー資源とする可能性が検討され
ており，カーボンゼロエミッションに貢献できる化石燃料
への期待は高まっている．本セッションでは，水素エネル
ギー資源となる石油天然ガス・メタンハイドレートや褐炭，
水素指数の高い有機物を含む泥岩等，およびCCS・CCUS・
DACとして大気CO2を貯留できる地層に関する研究成果の
最前線とその関連研究分野を議論する．
提案母体：堆積地質部会
招待講演予定者：徂徠正夫（産総研：非会員）・辻　健（東
京大：会員）

T10． 鉱 物 資 源 研 究 の 最 前 線（Frontiers of Mineral 
Resources Research）
世話人：中村謙太郎*（東京大；kentaron@sys.t.u-tokyo.
ac.jp）・町田嗣樹（千葉工業大）
Convener: Kentaro Nakamura*（Univ. of Tokyo）・Shiki 
Machida（Chiba Institute of Technology）
趣旨・概要：資源は，人類の文明を支えるために不可欠の
要素であり，最先端の電子技術・環境技術にも多様なレア
メタル資源が必須である．そのため，人類が今後環境・エ
ネルギー問題を解決し，持続可能な社会を発展させる上で，
資源の安定的な確保は極めて重要な課題と言える．このよ
うな背景のもと，海底鉱物資源をはじめとする新しい資源
の開発に向けた動きが活発化し，鉱物資源への注目が高ま
っている．鉱物資源の形成過程に関わる様々な元素の輸送・
濃集過程は，地殻・マントルにおけるプレート運動やマグ
マ活動，大気・海洋における環境変動など，地球における
ダイナミックな物質循環と分化の一部に他ならない．その
ため，鉱物資源の成因を考える上では，地球全体にまたが
るグローバルな物質循環とその変遷が，資源形成とどのよ
うに関わってきたのかについての包括的な理解が不可欠で
ある．そこで本セッションでは，鉱物資源そのものに対す
る研究に加えて，資源の形成メカニズムと地球の表層およ
び内部環境，テクトニックセッティング，マントルダイナ
ミクス等との関わりについてグローバルに議論する場を提
供する．さらに，鉱物資源研究における新しい研究アプロ
ーチや研究手法を提案する機会も提供したい．
提案母体：鉱物資源部会
招待講演予定者：野崎達夫（JAMTEC：会員）

T11． 堆 積 地 質 学 の 最 新 研 究（Latest Studies in 
Sedimentary Geology）［共催：日本堆積学会，有機地球
化学会，石油技術協会探鉱技術委員会］
世話人：松本 弾*（産総研；dan-matsumoto@aist.go.jp）・
足立奈津子（大阪公立大）・山口悠哉（JAPEX）
Convener:Dan Matsumoto*（GSJ, AIST）・Natsuko 
Adachi（Osaka Metropolitan Univ.）・Yuya Yamaguchi

（JAPEX）
趣旨・概要：堆積物や堆積岩（砕屑岩・珪質岩・炭酸塩岩・
蒸発岩・石油・石炭など）とそれを構成する物質（砕屑物・
沈積物・有機物など）についての最近の研究成果を対象と
し，野外調査や観測・分析による実証的な研究及び理論的・
実験的な研究にもとづく堆積地質学分野の最新の知見を共
有するとともに，今後の展望について議論する．堆積物／
堆積岩の形成に関わるプロセス（風化・侵食・溶解・運搬・
堆積・沈積・続成作用），堆積物／堆積岩の粒子形態・組
織・構造・岩相・層序・堆積相・生物相，堆積前後の周辺
環境の物理的・無機／有機化学的・生物学的研究および観
察・測定・分析・探査手法などについての研究発表を募集
する．また，石油・石炭地質に関する成因・産状・資源量
などについての発表も歓迎する． 
提案母体：堆積地質部会
招待講演予定者：渡邊　剛 (北海道大：会員)

T12．火山噴出物から読み解く火山現象と防災への応用
(Volcanic phenomena deciphered from volcanic 
products and their application to disaster 
prevention)
世 話 人： 長 谷 川 健*（ 茨 城 大；takeshi.hasegawa.paul@ 
vc.ibaraki.ac.jp）・石毛康介（電中研）・山﨑誠子（産総研）
Convener: Takeshi Hasegawa* (Ibaraki Univ.)・Kosuke 
Ishige (CRIEPI), Seiko Yamasaki (AIST)
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趣旨・概要：火山地質ならびに火山現象のモデル化やその
応用に関し，マグマや熱水流体の上昇過程，噴火様式，噴
火推移，噴出物の移動・運搬・堆積，各火山あるいは火山
地域の層序学的研究，テフロクロノロジー，地球年代学的
研究，テクトニクスと火山との関連性，化学組成，さらに
は噴火の推移予測や防災・減災対策に資する研究など，幅
広い視点からの議論を期待する．
提案母体：火山部会
招待講演予定者：なし

T13． 都 市 地 質 学： 自 然 と 社 会 の 融 合 領 域（Urban 
Geology: Interdisciplinary research on natural and 
social environments）
世話人：中澤 努*（産総研；t-nakazawa@aist.go.jp）・小松
原純子（産総研）・小荒井 衛（茨城大）
Convener: Tsutomu Nakazawa*（GSJ, AIST）・Junko 
Komatsubara（GSJ, AIST）・Mamoru Koarai（Ibaraki 
Univ.）
趣旨・概要：都市は，自然環境と社会環境の接点に存在す
る複雑なシステムである．レジリエントな都市を実現する
ためには，自然と社会の相互作用を理解することが不可欠
である．都市地質学は，層序学，第四紀学，構造地質学，
環境地質学，土木地質学，災害地質学，水文地質学など，
都市に関連するすべてのテーマからなる総合的な地質学で
ある．都市の地質情報は，都市の発展やインフラの維持に
重要であり，極めて高い社会経済的価値を有している．国
連は，持続可能な開発目標（SDGs）の1つに，持続可能な

「都市」を挙げている．この目標を達成するために，地質の
専門家は，関係するステークホルダーに必要な専門知識を
提供するという重要な役割を担っている．また最近では，
国のDX戦略の一環として，スマートシティの取り組みが各

地で行われ，地質情報の社会実装のひとつの手段として期
待されている．このような観点から本セッションでは都市
の地質環境に関わるさまざまなテーマの講演を受け付ける．
また国のDX戦略に対応した都市の地質情報のあり方につい
ても議論したい．
提案母体：なし 
招待講演予定者：野々垣 進（産総研：会員）

T14．大地と人間活動を楽しみながら学ぶジオパーク
（Geopark to enjoy and learn about the earth and 
human activities）［共催：日本ジオパーク学術支援連合

（JGASU）］
世話人：天野一男*(東京大；ikap@cap.ocn.ne.jp)・松原典孝

（兵庫県立大)・高木秀雄 (早稲田大)
Convener: Kazuo Amano* (Univ.of Tokyo)・Noritaka 
Matsubara (Univ.of Hyogo)・Hideo Takagi (Waseda Univ.)
趣旨・概要：ジオパークは，大地とその上に広がる動植物
やエコと私たちの生活・文化・歴史を総合的に理解し，楽
しみながら学ぶ場である．現在日本には，9つのユネスコ世
界ジオパークを含む46のジオパークがあるが，それぞれの
地域で教育やジオツアーによる観光活動などがユニークな
活発が展開されている．それらの活動にあたっては，大地
の歴史(ジオ)やその上で展開されている人間活動との関連
を，一般の方に分かり易く解説し現地を案内することが重
要となる．本セッションは，研究者のみならずジオパーク
の現場で活動している博物館学芸員・ジオパーク専門員・
自治体職員等も対象として，ジオパークに関連する幅広い
講演を募集したい．本セッションの議論を通じても，日本
地質学会としてジオパークの発展に寄与したい．
提案母体：ジオパーク支援委員会
招待講演予定者：なし

(01)-(14)_予告記事.indd   12(01)-(14)_予告記事.indd   12 2022/04/26   16:072022/04/26   16:07



（ 13 ）

2022東京・早稲田大会　予告

T1．変成岩とテクトニクス：無し

T2．新生界地質から読み解く西南日本弧の成立—付加体形
成から背弧拡大まで—
■木村　学（東京海洋大，会員）30分
　木村会員は，これまでプレート収束帯のテクトニクスに
関する研究を長年にわたり進めてきた．近年は特に，南海
トラフ周辺の地質学・地球物理学的なデータに基づき，フ
ィリピン海プレートの運動，四万十付加体，南海付加体ト
ラフの研究成果を発信され続けている．招待講演では木村
氏の成果の取りまとめを依頼し，本セッションの目指す多
角的な議論の下敷きとなる西南日本の成立過程論のモデル
を提示していただく．

T3．南大洋・南極氷床：地質学から解く南極と地球環境の
過去・現在・未来
■関　　宰（北海道大，非会員）30分
　関氏は堆積物からアイスコアまで幅広い試料を対象とし，
主に有機物分析に基づく古気候復元から地球気候システム
の解明を進めている．とくに過去の二酸化炭素濃度復元に
おいてマイルストーンとなる論文（Seki et al., 2010）を発
表するなど世界的に注目される研究者であるが，近年は南
極周辺の海底堆積物の分析から，過去の温暖期における急
激な氷床融解イベントの復元にチャレンジしており，地質
学会でもこのトピックについて講演頂く．

■平野大輔（国立極地研究所，非会員）30分
　平野氏は海洋物理学を専門とし，とくに南極沿岸域にお
ける周極深層水の貫入と南極氷床・棚氷の相互作用による
融解について，近年顕著な業績を挙げている業界でも注目
の若手研究者である．今回の招待講演では地質学会ではあ
まり馴染みのない現代海洋における海洋循環と南極氷床の
相互作用，とくに急激な棚氷・氷床の融解現象について講
演頂く．

T4．地球史
■泉　賢太郎（千葉大，非会員）30分
　泉氏は，生痕化石を専門とされており，太古の生態系や
古生物の行動様式の進化について研究を行っている．中で
も，前期ジュラ紀の温暖化に伴う海洋環境変動と生物相へ
の影響や，第四紀更新世における古環境復元などの研究は，
古生物学と地質学の観点からのアプローチにより世界的に
も注目される．招待講演では，生痕化石を中心とした生物
の行動史について最新の成果も踏まえて講演していただく．

■齋藤諒介（山口大，非会員）30分
　齋藤氏は，これまで，ペルム紀末大量絶滅直後における
地球表層環境と生物の応答に関して研究を行ってきた．齋
藤氏は，有機化学的手法を用いた前期三畳紀の研究を率先
して行ってきた研究者であり，堆積有機分子の解析や元素
分析によって，前期―中期三畳紀の海洋の酸化還元状態や
当時の陸上の植生変化について明らかにしてきた．招待講
演では，これまでの研究成果について，最新のアイデアを
踏まえて講演していただく．

T5．グローカル層序学・年代学
■岡田　誠（茨城大，会員）30分�
　岡田会員は日本初のGSSPである「チバニアン」の認定に
尽力した研究チームのリーダーで，千葉セクションの地層
を対象とした岡田氏らの一連の研究成果は，国際地質年代
尺度の進展に大きく貢献した．また，チバニアンの認定に
よって，日本の一般社会において層序学の認知度が大いに
高まった．岡田氏には日本のローカルな地層の研究が，グ
ローバルな貢献，とりわけ，国際基準となる地質年代の認
定に至った道のりを講演していただく予定である．

■松本廣直（JAMSTEC，会員）30分
　 堆 積 物 中 に 記 録 さ れ て い る 古 海 洋Os同 位 体 記 録

（187Os/188Os）は，強力な層序対比ツールとして近年注目を
集めている．Os同位体比は海洋での滞留時間が短いために，
マントル由来の大規模な火成活動の開始や隕石衝突が起こ
った時代の層準を高解像度で特定することができ，層序対
比に加えて古環境イベントに対しても用いられるようにな
りつつある．松本会員は白亜系中部のオスミウム同位体比
層序を検討することにより，この時代の様々な層序対比基
準面や大規模火成活動イベントを見出すことに成功した．
本講演では，Os同位体比を用いた層序学・古環境学研究の
現状と今後の展望について解説いただく予定である．

T6．日本列島の起源再訪
■谷　健一郎（国立科学博，会員）15分
　とくに谷会員は，伊豆小笠原弧などの海洋性島弧や島弧
衝突帯における地殻形成過程を研究してこられた．陸上で
の野外調査また日本周辺の海洋調査を手広く行なってこら
れた．伊豆衝突帯の系統的なジルコン年代測定からそのテ
クトニクスを制約した仕事が代表作で，最近では日本列島
花崗岩類について多数のジルコン年代測定を試みておられ
る．今回は，日本列島の起源に関係する大和堆の地質学／
岩石学について講演をお願いする．

■田中源吾（熊本大，会員）15分
　田中会員は，介形虫など節足動物化石の機能形態学・古
環境学および古生態学を専門とする．現生介形虫群の情報
に基づき，古環境復元やイベント堆積物の認定，また化石
化過程を研究している．最近では，日本産古生代介形虫の
古生物地理区を考察している．今回は，希少な日本産介形
虫，サンゴ，三葉虫，コノドントなどの最新情報の紹介と，
それらの古生物地理学的意義について講演をお願いする．

T7．マグマソースからマグマ供給システムまで
■谷内　元（産総研，会員）30分
　谷内会員は, 沈み込み帯火山岩類の詳細な岩石学的検討
に基づいた成因研究を推進している. 特に北海道北部の利
尻山の玄武岩質初生マグマの多様性やアダカイト質マグマ
の成因について, スラブ由来の超臨界流体の水流体とメル
トへの分離の可能性を新たに指摘し, 沈み込み帯での火成
活動に新しい知見を与えている. これらの研究成果は３編
の論文としてトップランクの国際誌に公表しており, 今後
の活躍が期待される若手研究者である. 今回は, これまでの

トピックセッション招待講演者の紹介

　世話人から提案され，行委委員会が承認した招待講演者（予定も含む）をご紹介します．講演時間は変更になる場合があ
ります．
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利尻山研究の総括を, 最新の成果も踏まえて講演していた
だく.

T8．文化地質学
■中谷礼仁（早稲田大，非会員）30分
　中谷氏の専門は建築史，歴史工学，建築理論である．著
書は，インドネシアからアフリカ北部に及ぶ広大な地域を1
年弱巡歴した建築論的旅の記録である．講演ではプレート
運動の影響を強く受ける地域に住む人々の叡智と暮らしを，
地質，建築構法，古代文明，グローバライゼーションの実
相などの多層的な視点からお話いただく予定である．

T9．カーボンゼロエミッションに貢献する石油天然ガス石
炭地質学・有機地球化学
■徂徠正夫（産総研，非会員）30分
　徂徠氏は，産総研地質調査総合センター地圏資源環境研
究部門CO2地中貯留研究グループ長として「CO2地中貯留に
おける遮蔽性能評価に関する研究」・「グローバル元素循環
モデルに基づいたCO2およびN2O収支の評価」等の日本・
世界をリードするCCU研究を推進しておられる．

■辻　健（東京大，会員）30分
　辻会員は，九州大学カーボンニュートラル・エネルギー
国際研究所において，CO2の貯留層をモニタリングし地下
貯留層の状態を把握してモデリングを組み合わせることで
将来の状態を評価する研究を行っておられ，またブルー水
素等にも造詣が深い．

T10．鉱物資源研究の最前線
■野崎達夫（JAMTEC，会員）30分
　野崎会員は，日本の鉱物資源研究をリードする第一人者
であり，最先端のOs同位体分析を駆使した鉱床形成年代決

定や，海底熱水鉱床研究における新たな成因論の構築，さ
らには革新的な資源養殖の提案など，極めて独創的な研究
を展開し続けている．本講演では，当該分野の最新の話題
を提供して頂く予定である．そのお話を聞ける機会は，本
セッションに関係する全ての研究者にとって非常に有意義
なものになると期待される．

T11．堆積地質学の最新研究
■渡邊　剛（北海道大，会員）30分
　渡邊会員は，炭酸塩骨格に成長縞を残すサンゴやシャコ
貝などの生物源炭酸塩の地球化学分析をもとに，超高解像
での古環境復元に取り組んでおられる．鮮新世温暖期のエ
ルニーニョ現象の発見や地球温暖化が西インドの気候シス
テムに与えた影響の解明，20世紀の黒潮流量の長期復元な
ど，将来の環境変動を見積もる上でも重要な成果を次々と
出されている．招待講演では最新の研究を紹介いただく予
定である．

T12．火山噴出物から読み解く火山現象と防災への応用：
無し

T13．都市地質学：自然と社会の融合領域
■野々垣　進（産総研，会員）30分
　野々垣会員は，3次元地質モデリングの第一人者であり，
都市の地下地質モデリングの技術開発と実践について実績
がある．3次元地質モデリング技術の紹介とともに，DX戦
略に対応した地質情報の社会実装について，最新の情報と
課題を整理していただく．

T14．大地と人間活動を楽しみながら学ぶジオパーク：無
し

(01)-(14)_予告記事.indd   14(01)-(14)_予告記事.indd   14 2022/04/26   16:072022/04/26   16:07



1日本地質学会News　25（４）

日本地質学会News
Vol.25 No.4 April 2022
The Geological Society of Japan News
一般社団法人日本地質学会
〒101−0032　東京都千代田区岩本町２−８−15　井桁ビル ６F
編集委員長　小宮　剛
TEL　03−5823−1150　FAX　03−5823−1156
main@geosociety.jp（庶務一般）
journal@geosociety.jp（編集）
http://www.geosociety.jp

Contents
巻頭　日本地質学会第129年学術大会（2022東京・早
稲田大会）予告記事……（1）〜（14）

案内……2
日本学術会議公開シンポジウム ｢チバニアン，学術的意義とその社
会的重要性｣ /2022年度第1回（追加）地質調査研修/第59回アイソト
ープ・放射線研究発表会/第35回ヒマラヤ・カラコラム・チベット

（HKT）ワークショップ（延期）

公募……2
産業技術総合研究所地質調査総合センターパーマネント型研究員（定
年制・任期無）公募/福岡大学理学部地球圏科学科地球科学分野公募

（教授，准教授または講師）/三島村・鬼界カルデラジオパークにお
けるジオパーク専門職員募集

各賞・助成……3
第13回（令和4年度）日本学術振興会育志賞候補者推薦依頼/2022年
度「深田賞」募集/住友財団2022年度　基礎科学研究助成・環境研究
助成募集/隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術奨励事業募集/令和4年度
筑波山地域ジオパーク学術研究助成金募集/令和４年度秋田県ジオパ
ーク研究助成事業募集

第13回惑星地球フォトコンテスト審査結果

CALENDAR……10

紹介……11
小説 原子力規制官僚の理(ことわり)−火山リスクに対峙して　松崎
忠男著（石渡　明）

博物館で地学を学ぼう！（４）……12
独立行政法人国立科学博物館：もっと多くの人に地学に触れてもら
えるように（内尾優子）

報告：地質情報展2022あいち―発見！あいちの大地―開催報告（遠
山知亜紀ほか）……14

2022年「地質の日」行事案内……15
オンライン一般講演会〜最近の話題をテーマに/惑星地球フォトコン
テスト第13回ほか入選作品展示会/街中ジオ散歩ミニin Tokyo「国分
寺崖線」/第39回地球科学講演会/一般向け特別講演会「深海チャー
トの地層から地球の歴史を解読する」

TOPIC……17
日本庭園の文化，その伝承と発展を指向した新しい造園−石の庭園博
物館 ―登録博物館「仙石庭園」−（沖村雄二ほか）

意見・提言……19
令和4年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書

支部コーナー……20
関東支部：サイエンスカフェ「おうちで楽しむ陸と海の火山紀行」実
施報告

表紙紹介……20
第12回惑星地球フォトコンテスト入選「catastrophe」（峯田翔平）

院生コーナー……21
日本古生物学会第171回例会参加報告（朝永悠斗）

一般社団法人日本地質学会第14回総会開催について……23

入会申込書……24

巻末　会費口座振替依頼書

印刷・製本：日本印刷株式会社　東京都豊島区東池袋4−41−24

学会事務局は現在も出勤日数・人数を調整しながら部分的テレワ
ークを導入しております．営業時間は通常通り，電話対応も再開
しておりますが，事務局へのご連絡・お問い合わせはできるだけ
メールでお送りください．ご理解・ご協力のほどよろしくお願い
致します．

01_目次.indd   101_目次.indd   1 2022/04/26   16:082022/04/26   16:08



2 日本地質学会News　25（４）

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

日本学術会議公開シンポジウム
｢チバニアン，学術的意義と
その社会的重要性｣

日時：令和４年（2022年）5月24日（火）13：
00～17：10
場所：日本学術会議講堂（東京都港区六本木 
7-22-34）

（注）本シンポジウムはハイブリッド形式で
行います．
主催：日本学術会議地球惑星科学委員会
IUGS 分科会，地球惑星科学委員会地球惑星
科学国際連携分科会INQUA 小委員会，東北
大学学術資源研究公開センター総合学術博物
館
共催：日本地質学会，日本地球惑星科学連
合，日本古生物学会，日本第四紀学会，福井
県立大学恐竜学研究所
千葉県市原市の地層「千葉セクション」が，
国際基準の地層境界である「国際境界模式層
断面とポイント（GSSP）」に認定され，約77
万４千年前～約12万９千年前の地質時代の名
称が「チバニアン」と名づけられました。本
シンポジウムでは，チバニアンの決定におけ
る過程を振り返り，その科学的および社会的
な意義を紹介します。
以下からお申し込みくださるようお願い申し
上げます．多くの方々のご参加をお待ちして
おります．
https://nws.stage.ac/scj_sympo220524/

2022年度第1回（追加）
地質調査研修

主催：産総研コンソーシアム「地質人材育成
コンソーシアム」
協力：いわき市アンモナイトセンター，広野
町教育委員会
日程：2022年5月30日（月）～ 6月3日（金）
補備日程：事前のe-ラーニング（約80分），
上記研修開催日の前週にリモートレクチャー

（約40分）を予定
研修場所：室内座学：茨城県つくば市（産総
研）
野外研修：茨城県ひたちなか市，福島県双葉

郡広野町・いわき市周辺
研修内容：最近はルートマップを作成したこ
とがあっても地質図を書いた経験のない方，
岩石の見方に不安がある方など，地質調査の
基本である踏査に関し，大学で充分な経験が
積めなかった方もいらっしゃいます．この研
修では，まず室内で岩石や地層の見方等を座
学で理解した上で，野外での地層・岩石の観
察ポイントからまとめまで，地質図を作成す
るための基本的事項を事前のe-ラーニングと
5日間の対面研修で習得します．対面研修は
少人数でマンツーマンに近い形での研修とな
ります．
※今回は特に企業の地質初心者が対象となり
ます．
※経験者（卒論等で地質図を作成したことが
ある方）向けは秋を予定しています．
定員：定員6名（最小催行人数：4名）
講師：利光誠一博士（地質調査総合センター
において，多くの地質図幅の作成を行い，白
亜紀大型化石，層序の研究を行うと共に，地
質標本館館長として，地質学の普及に努めて
きました．）他1名
CPD：42単位（事前のe-ラーニング等と合わ
せて42単位になるよう，時間を調整して指導
を行います）
参加費：産総研コンソーシアム「地質人材育
成コンソーシアム」に63口（1口1000円）の
会費が必要です．
申込締切：5月13日（金）（ただし，定員にな
り次第受付終了）
申し込み・問い合わせ: training-gsj-ml@aist.
go.jp
この他参加に関わる注意事項等，詳しくは
HPを参照してください．
https://www.gsj.jp/geoschool/geotraining/ 
2022-1.html 

（注）第1回地質調査研修（5/16-20開催分）
は定員達しましたので，締切ました．

第59回アイソトープ・放射線
研究発表会（オンライン開催）

この度，「第59回アイソトープ・放射線研究
発表会」を7月6日（水）～8日（金）の3日間，
オンラインで開催いたします．一般発表の他，
特別講演，パネル討論，招待講演，若手企画，
日本アイソトープ協会奨励賞受賞講演等のプ
ログラムもございます．
皆様からの参加をお待ちしております．どう
ぞよろしくお願い申し上げます．
会期：2022年7月6日（水）～8日（金）
参加登録：ログインサイト（https://jrias.
confit.atlas.jp/login）よりご登録　
事前参加登録（7,000円）：～ 6月10日(金)17時　
上記以降の参加登録（9,000円）：6月13日(月)
～7月8日(金) 12時　
学生：無料 
 ・ 特別講演「放射線防護に用いられる「線

量」についての新たな動き」/「ホウ素中
性子補足療法の現状と今後の展望」/「医
療用ラジオアイソトープ生成に向けた高強
度イオン加速器開発」

 ・ パネル討論「初心者のための植物（だけじ
ゃない）RIイメージング実験のはじめ方」

 ・ 理工・ライフサイエンス部会 若手ユーザ
活性化専門委員会企画「研究者のキャリア
パス」

 ・ 日本アイソトープ協会奨励賞　2022年受賞
講演

お問合せ先：第59回アイソトープ・放射線研
究発表会　事務局
公益社団法人日本アイソトープ協会　学術振
興部　学術課
メール：happyokai@jrias.or.jp
＜大会サイト＞https://confit.atlas.jp/guide/
event/jrias2022/top 

第35回ヒマラヤ・カラコラム・
チベット（HKT）

ワークショップ（延期）

今年3月中旬に予定されていた上記の会は延
期されました．目下検討中ですが，主宰者ら
によれば11月上旬になる可能性が高いとのこ
とです（2022年11月2日～4日の予定）．野外
巡検コースも多数準備され，日本のヒマラヤ
研究者の参加に高い期待があります．内容は
3月予定だったものとほとんど同じになるよ
う で す． ご 興 味 の 方 はhttps://ngs.org.np/
hkt-2022/をご参照下さい．

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

産業技術総合研究所地質調査
総合センターパーマネント型
研究員（定年制・任期無）公募

公募課題名：
 ・ 物質学的手法に基づく火山活動推移の解明

に向けた、マグマ供給システムとその発達
過程に関する実験岩石学的研究

 ・ 火山噴火履歴及び火山の形成発達史を解明
する為の年代測定手法の開発と高度化に関
する研究

 ・ 構造地質学的手法による地震発生過程の研
究

 ・ 地質調査に基づいた活断層評価に関する研
究開発
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 ・ 地下開発と利用に関するジオメカニクス研
究

 ・ 燃料資源ポテンシャル評価のための地下環
境分析技術の開発

 ・ 地下水の利活用と動態把握に関する学際的
な研究開発

 ・ 地下資源探査および環境保全に資する物理
探査技術の研究開発

 ・ 陸域の地質調査及び地質図の作成
 ・ 物理探査による海底地形や海底火山・海底

熱水に関する研究業務
 ・ 平野沿岸域の第四系地質の研究
 ・ 斜面災害に資する地質情報に関する研究
 ・ 地熱・地中熱利用に関する研究開発
採用年月日：2023年4月1日
応募資格：博士の学位を取得した者（採用予
定日までに学位取得見込である者を含む），
又は博士号取得と同等の能力を有する者であ
ること．
応募締切：2022年5月17日(火) 12:00 ※正午
(JST)
それぞれの公募課題に関する情報は，HPを
参照してください．https://www.aist.go.jp/
aist_j/humanres/02kenkyu/task.html

福岡大学理学部地球圏科学科
地球科学分野公募

（教授，准教授または講師）

１．公募職および人数：教授，准教授または
講師　１名
２．所属：福岡大学理学部地球圏科学科　地
球科学分野
３．採用予定時期：2023年4月1日（もしくは
それ以降のできるだけ早い時期）
４．任期：なし（定年65歳）
５．専門分野：古生物学を中心に他の地球科
学的研究手法を組み合わせた，地球史，生物
相変遷，地球環境変遷に関する研究分野
６．応募資格：次の条件を共に満たす方

（1）博士あるいはPh.D.の学位を有する方
（2）上記の専門分野において優れた研究業績
を有する方

（3）十分な野外調査経験を有し，野外におけ
る教育・指導ができる方

（4）学部と大学院の教育・研究および必要な
業務に他の教職員と協調して取り組める方

（5）学内諸業務を遂行できる日本語運用能力
を有する方
７．担当科目など

（1）学部専門教育科目（地球環境進化学な
ど），実験科目と卒業研究指導

（2）共通教育科目の自然科学の地球科学関連
科目（地球圏科学入門など）

（3）大学院理学研究科地球圏科学専攻の講義
科目と研究指導
８．応募締切：2022年7月15日（金）必着
９．提出書類

（1）履歴書（様式なし）

（2）業績リスト（様式なし）
（3）主な論文5編以内の別刷（コピー可）
（4）教育業績書（様式なし）
（5）科研費などの競争的研究資金の獲得状況
（様式なし）
（6）これまでの研究概要（2000字程度）
（7）これからの研究および教育活動の抱負
（2000字程度）
（8）応募者本人について意見を伺える方2名
の氏名と連絡先
10．書類送付先および問い合わせ先：
〒814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1
福岡大学理学部地球圏科学科地球科学分野
教授　上野勝美
Eメール： katsumi@fukuoka-u.ac.jp
応募方法等詳細については以下のホームペー
ジを参照してください．
https://www.sci.fukuoka-u.ac.jp/earth/index.
html

三島村・鬼界カルデラ
ジオパークにおける
ジオパーク専門職員募集

三島村・鬼界カルデラジオパークにて，ジオ
パーク事業の企画運営，関係機関との連携，
活動情報の発信，ジオパーク関連の調査・分
析などをしていただける人材（専門員）を募
集していています．小さな村ですので，ジオ
パーク以外の事業もご協力いただくことにな
ります．
募集期限：随時受付（採用者が決まり次第終
了）
任 期： 令 和4年4月1日 か ら 令 和5年3月31日

（注）選考等の能力実証を行った上で，再度
任用する場合があります．（再度の任用回数
に上限はありませんが，任用期間が5年を超
えたとしても，無期の任用への転換申し込み
はできません．）
待遇等：
(1) 雇用形態：パートタイム会計年度任用職
員（地方公務員法第22条の2第1項第1号）
(2) 賃金：月額223,155円(時給1,539円で月20日
勤務想定)
(3) 手当：時間外勤務手当（年間賃金額の5％
以内）：通勤手当(正規職員同様支給.)
(4) 勤務時間：午前8:30～午後4:45（7時間15分
勤務）
(5) 休日等：週休二日（土日勤務の場合は他
の曜日に振替），夏季，年末年始，年次有給
休暇
(6) 保障：社会保険・厚生年金・雇用保険に
加入
(7) 賃金支払日：毎月22日
(8) その他：賞与あり(月額相当額の2.6月分)，
昇給なし，退職金制度なし．ただし，初年度
の6月賞与については，期間率により減額有．
選考方法：一次審査（書類審査），二次審査

（面接審査）

問合せ先：
三島村役場　総務課　人事係
〒892-0821　鹿児島市名山町12番18号
Tel:099-222-3141 Fax:099-223-1832
E-mail：teijyu@mishimamura.com
詳 細 URL： h t t p : / /m i sh imamura .
com/20210228_bosyuu/

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

第13回（令和4年度）日本学術
振興会育志賞候補者推薦依頼

対象分野：人文学，社会科学及び自然科学に
わたる全分野
対象者：以下の①②の条件を満たす者を対象
とします．
　なお，推薦に当たっては，論文等の業績の
みにとらわれず，将来，我が国の学術研究の
発展に寄与することが期待される優秀な者，
経済的に困難な状況や研究施設が必ずしも十
分ではない等の厳しい研究環境の下でも創意
工夫を凝らして主体的に研究を進めている者
など多様な観点から推薦願います．
①我が国の大学院博士課程学生（海外からの
留学生を含む）であって，当該年度の４月１
日において３４歳未満の者で，当該年度の５
月１日において次の１）から４）のいずれか
に該当する者
１）区分制の博士後期課程に在学する者
２）一貫制の博士課程３年次以上の年次に在
学する者
３）後期３年のみの博士課程に在学する者
４）医学，歯学，薬学又は獣医学系の４年制
博士課程に在学する者
②大学院における学業成績が優秀であり，豊
かな人間性を備え，意欲的かつ主体的に勉学
及び研究活動に取り組んでいる者
推薦権者：
１）我が国の大学の長（大学長推薦）．推薦
数：人社系，理工系，生物系各1名，その他
に分野を問わず１名の計４名まで
２）我が国の学術団体（日本学術会議協力学
術研究団体に限る）の長（学会長推薦）．推
薦数：１名まで
※自薦・個人推薦は受付けません．
受付期間：令和4年5月26日（木）～5月31日

（火）17:00（締切）
学会推薦を希望される方は，5月13日（金）
までに必要書類を揃えて学会事務局までご連
絡ください．
推薦に関する詳細は，下記よりご確認くださ
い．
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https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/
yoshiki.html

2022年度「深田賞」募集

　深田地質研究所は，1954年に故深田錠造氏
の寄付行為のもと，故深田淳夫氏を中心とし
て地質工学の創造，地質学の普及，地質技術
者の職域の開拓を旗印に財団法人として創設
されました．その後，2011年に公益財団法人
に移行し，その事業として「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，普及，育成，助成・顕彰」と謳いました．
この度，助成・顕彰事業の一環として当所の
設立趣旨に鑑み，この分野で陰になり日向に
なり顕著な功績をあげた人を讃え，それがま
た後進の励ましになるよう，ここに深田賞を
創設しました．
　顕彰候補者：顕彰候補者は，上記理念に沿
い，複合的地球システム及びその社会とのか
かわりに関して著しい功績が認められる個人
または団体で，かつ，所定の様式をもって応
募された者とします．応募には申請者のほか
に2名の推薦が必要です（自薦も可）．ただし，
本研究所の役職員は，その任期中に顕彰候補
者となることはできません．
応募期限：2022年6月30日（当日消印有効）
顕彰：受賞者には記念品と副賞100万円を贈
呈します．また，適切な時期に顕彰記念講演
を行っていただきます．
提出および問い合わせ先：
〒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　船戸
e-mail: fgi_award@fgi.or.jp
詳細は，深田地質研究所ホームページをご覧
く だ さ い（https://fukadaken.or.jp/?page_
id=6813）

住友財団2022年度
基礎科学研究助成・
環境研究助成募集

基礎科学研究助成
助成の趣旨：科学の進歩は社会の発展に大き
な貢献を果たしてきました。科学は人類社会
の未来を拓くことにつながるものです。この
助成は、重要でありながら研究資金が不十分
とされている基礎科学研究、とりわけ新しい
発想が期待される若手研究者による萌芽的な
研究に対する支援を行うものです。
助成対象研究：理学（数学、物理学、化学、
生物学）の各分野及びこれらの複数にまたが
る分野の基礎研究で萌芽的なもの（それぞれ
の分野における工学の基礎となるものを含
む。）
助成金：総額 １億5,000万円（１件当たり最
大　500万円）
助成件数：90件程度

環境研究助成
助成の趣旨：現在、人類が直面している大き
な問題の一つに環境問題があります。地球温
暖化、オゾン層破壊、酸性雨、生物種の減
少、食料と人口、砂漠化、公害等様々な問題
があり、その原因の探究と解決策の模索が続
けられています。この助成は、環境問題の解
決のためには、多面的アプローチによる分析
と様々な対応策の構築が必要と考え、そのた
めのいろいろな観点（人文科学･社会科学･自
然科学）からの研究に対する支援を行うもの
です。
助成対象研究：
・一般研究　環境に関する研究（分野は問い
ません。）
・課題研究　2022年度募集課題「ウイズ・ポ
ストコロナ時代における環境問題の理解およ
び解決のための学際研究または国際共同研
究」
助成金：総額 １億円（一般研究 7,000万円，
１件当たり最大500万円/課題研究 3,000万円，
１件当たり最大1,000万円）
助成件数：一般研究  50件程度，課題研究  3
件程度
---------------------------

（以下共通）
応募資格：研究者個人または研究グループ
①国籍に関係なく、日本の大学等の研究機関
に所属し、申請に関する所属機関長の承諾が
とれるのでれば応募可能です。
②上記①以外であっても、日本国籍を持つ者
または日本に永住を許可されている外国人
は、応募可能です。尚、海外の大学等の研究
機関に所属している者は所属機関長の承諾を
得ることが必要です。
尚、申請者の所属が営利企業等（兼務を含
む）の場合には応募不可です。
募 集 期 間：2022年4月15日（ 金 ）～6月30日

（木）
応募方法：財団ホームページ（本ページ最下
部URL）から応募ページにアクセスし、手
順に従って申請書類を作成して、システムに
アップロードすることで申請を行って下さ
い。
連絡先：
〒105-0012　東京都港区芝大門1-12-16　住友
芝大門ビル２号館
公益財団法人　住友財団
TEL：03-5473-0161，FAX：03-5473-8471
E-mail：basic.science@sumitomo.or.jp
URL:http://www.sumitomo.or.jp/

隠岐ユネスコ世界ジオパーク
学術奨励事業募集

隠岐ジオパーク推進機構では，隠岐ユネスコ
世界ジオパークの科学的な資料の蓄積を図る
ため，大学生，大学院生，研究者等を対象に
隠岐に関わる調査研究を助成します．多くの

方のご応募をお待ちしております．
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．

【新規】隠岐にかかわる島内外の人文・社会
科学および自然科学にかかわる調査研究で
2022年度で実績報告が可能な研究．

【継続】隠岐にかかわる島内外の人文・社会
科学および自然科学にかかわり，かつ，過去
3年以内に隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進
協議会から助成金の交付を受けた調査研究
で，2022年度で実績報告が可能な研究．
※調査地が島外でも，隠岐の価値を高める調
査研究であれば，対象とします．
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，隠岐ジオパーク推進機構理事長
が認めた研究者
助成金の額等：一件あたり上限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．
募集締切：

【新規】2022年5月27日（金）（必着）
【継続】2022年4月29日（金）（必着）
詳 細 URL：http://www.oki-geopark.jp/
information/2022/04/02-4017/
問合せ先：
一般社団法人 隠岐ジオパーク推進機構 事務
局　担当：立花
〒685-0013　島根県隠岐郡隠岐の島町中町目
貫の四61番地
TEL：08512-2-1577，08512-3-1321（総務）
FAX：08512-2-1406，08512-3-1322（総務）
E-mail：info@oki-geopark.jp

令和4年度筑波山地域ジオパーク
学術研究助成金募集

趣旨：筑波山地域ジオパークの地域 資源を
対象とした研究を助成することで，当ジオパ
ークの地域の特性を明らかにする研究成果を
蓄積することを目的とする．
助成対象研究：以下の研究のうち， 令和 5 年 
2 月末日までに完了するものとする．
(1) 筑波山地域ジオパークにおける地球科学
分野の研究
(2) 筑波山地域ジオパークにおける生態，生
物学分野の研究
(3) 筑波山地域ジオパークにおける歴史，文
化に関する研究
(4) 筑波山地域ジオパークにおける地域振興
に関する研究
(5) 筑波山地域ジオパークにおける教育に関
する研究
助成対象者：以下の個人または団体のうち，
研究開始から 2 年以内にその成果を学会で
発表，もしくは学術雑誌等に投稿できるも
の．また，筑波山地域ジオパーク推進協議会
が開催するイベント等において，口頭発表を

02-05_案内／公募／各賞助成.indd   402-05_案内／公募／各賞助成.indd   4 2022/04/26   16:082022/04/26   16:08



5日本地質学会News　25（４）

行うことができるもの ．
(1) 大学あるいは 研究機関 に籍を置く大学
生，大学院生，研究者
(2) 小学校，中学校 中等 教育学校， 高等学校，
特別支援学校の教員
(3) その他，選考委員会が認めた者
助成額と採択件数：1件あたり上限 20 万円． 
1 2 件程度．
応募方法：以下の書類を下記 提出先まで郵
送で提出すること ．

（1）交付申請書（2）在学証明書または職員
証のコピー
応募締切：令和4年5月31 日（必着）
実績報告：研究終了後，以下の書類を提出以
下の書類を提出すること．提出期限は令和5
年3月5日（日）（必着）とする．

（1）完了報告書 （2）支出簿（3）領収書等証
拠書類
申請書の提出・問合せ先
筑波山地域ジオパーク推進協議会
教育・学術部会事務局（上高津貝塚ふるさと
歴史の広場）
〒300-0811土浦市上高津1843
電話029-826-7111，FAX029-826-6088

令和４年度秋田県ジオパーク
研究助成事業の募集

　秋田県では，男鹿半島・大潟ジオパーク，
八峰白神ジオパーク，ゆざわジオパーク，鳥
海山・飛島ジオパークの日本ジオパークの地
域において，地域資源の学術的価値を創出す
るとともに，得られた成果を地域に還元し，
住民や観光客に地域の魅力の再発見を促すこ
とを目的に，学生・研究者・教員等に対し研
究費用の助成を行います．
助成対象事業：男鹿半島・大潟ジオパーク，
八峰白神ジオパーク，ゆざわジオパーク，鳥
海山・飛島ジオパークの４地域（いずれかも
しくは複数）を研究範囲に含んだ以下の研
究．

（１） 地形，地質に関する調査研究
（２） 自然，環境に関する調査研究
（３） 考古，歴史，民俗，芸術，文化，教育，
地域経済，地域づくりに関する調査研究

（４） その他審査委員が認める調査研究
助成対象者：助成決定翌年の２月末日までに
実績報告書の提出が可能であり，翌々年度内
に学会または研究対象地域のジオパークで研
究成果の発表が出来る，以下（１）～（４）
のいずれかに該当する方．なお，いずれも共
同研究も可能です．

（１） 大学またはそれに相応する教育研究機
関において，調査研究に従事している大学
生，大学院生，研究者（２） 小学校，中学校，
高等学校，特別支援学校の教員（３） 社会教
育や地域づくりを業務としている方（４） そ
の他審査委員が認めた方及び団体
３．助成金の額等：

（１） 助成金の額：１件あたり20万円以内．
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．

（２） 助成対象経費：① 調査研究地までの交
通費及び調査研究地での宿泊費等（飲食費は
対象外）② 研究にかかる分析委託費・謝礼・
図書購入費等 ③ 調査研究に係る事務経費等

（消耗品，郵券料など）④ その他審査委員が
認めた経費
募集締切：令和４年5月31日（必着）
問合せ先：
秋田県ジオパーク連絡協議会事務局（八峰白
神ジオパーク推進協議会事務局 ）
〒018-2502 秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟
字目長田 118 番地（八峰町産業振興課内）
TEL：0185-76-4605 ／ FAX：0185-76-2203
E-mail： happosirakami.geo@gmail.com
ht tps : //www. town .happou . ak i ta . jp/
docs/2022040100012/
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撮影場所：御殿場市　宝永山　山頂付近
審査委員長講評：富士山の宝永第1火口岩脈群は五合目から撮影されることが多いのですが，
作者はぐっと近づいた宝永山山頂からの撮影なので迫力があります．満月の夜，適度な陰影
ができる明け方の撮影で，溶岩流とその間に挟まれる火砕物，それらを貫く岩脈の関係がよ
く判ります．中望遠で画面一杯に捉えた緊張感のある構図が良かった．

第13回惑星地球フォトコンテスト　作品展示会
日程：2022年5月3日（火・祝） 午後～ 5月15日（日）15時頃まで
場所：東京パークスギャラリー（上野グリンサロン内）（台東区上野公園）
入場無料，どなたでもお気軽にお立ち寄り下さい．

　今年もコロナ禍が続き，6人の審査員によるリモートでの審査会となりました．審査員の着眼点はそれぞれで，候補
作が30点以下に絞られるとそれからは喧々囂々（けんけんごうごう）．4時間もかかりましたが作品を楽しみながらの
審査会となりました．
　2年間のコロナ禍のため，応募のほとんどは国内で撮影された作品となりました．いままで見逃していた身近な地質
や地形を見直す良い機会になっています．しかし一方では，パキスタン最北部のカラコルム山脈で撮影された作品があ
るのには驚きました．
　この10年でデジタルカメラと画像の処理技術の進歩は驚くばかりですが，類型的な作品が多く，審査員一同がびっ
くりするようなアイデアの作品は僅かです．顕微鏡やマクロレンズを用いた作品や組写真による対象に肉迫するような
作品など，まだまだジオフォトには多くの可能性があるはずです．来年には冒険的な表現の作品にも期待します．

総評：審査委員長　白尾元理（写真家）

惑星地球フォトコンテスト審査結果第13回第13回 惑星地球フォトコンテスト審査結果

最優秀賞：宝永火口岩脈群
撮影者：露木孝範（静岡県）
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撮影場所：山形県　飽海郡遊佐町　釜磯海岸
審査委員長講評：パターンが美しい作品です．最初
は何を撮影したのかわかりにくいのですが，奥の方
を見ると 1m ほどの湧水の流れを撮影したもので
あることが判ってきます．じっくり見るとだんだん
わかってくるのがこの作品の魅力です．作者はこの
作品のほかにも，視点を変えた 2 作品を応募され
ました．組写真での応募でも良かったかもしれませ
ん．

撮影場所：京都府八幡市
審査委員長講評：評者はこの作品で初めて関西には
3 つの川が合流する場所があることを知りました．
この場所は京都府と大阪府の境界になっています．
数百ｍからの高度から撮影されているので，ドロー
ンでの撮影でしょうか．人口密集地での撮影や高度
の規制があり，ドローンでの撮影が年々難しくなっ
ているのは残念です．三川合流を地上から眺めるの
には「さくらであい館」の展望塔があります．

撮影場所：パキスタン北部ゴジャール地区フセイニ村
審査委員長講評：撮影地はパキスタン最北部の
7000 ｍ峰が連なるカラコルム山脈です．垂直な
岩壁，積み上げられたスレートの敷板，そこを生活
の道として行き来する人，それぞれの配置が絶妙で
す．私が行ったら足がすくんで動けなくなりそうな
場所です．作者は秘境ツアーを得意とする旅行会社
のスタッフです．これからも写真を通して世界の秘
境を地質学的な見地から紹介してください．

ジオパーク賞：大海に注ぐ湧水
撮影者：大場建夫（秋田県）

優秀賞：3つの Stream
撮影者：加藤順子（東京都）

優秀賞：恐怖の石段
撮影者：高木　嶺（東京都）
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入選：大荒れ橋杭岩
撮影者：福村成哉（和歌山県）
撮影場所：和歌山県東牟婁郡串本町くじ野川橋杭岩
審査委員長講評：橋杭岩は毎年応募作品があります．この作品では荒天
の日に津浪岩に打ち寄せる白波を長時間露光で雲海のように表現し，今
までに見たことのない幻想的な作品にしました．光線が柔らかく，橋杭
岩や津浪岩の質感もよくわかります．上側3分の1を占める空の部分が
単調になってしまったのが少し残念です．

日本地質学会会長賞：ミニチュアテラス
撮影者：金子敦志（福島県）
撮影場所：山形県　飯豊町　広河原温泉
審査委員長講評：この作品は山形県の広河原温泉の小規模な石灰華テラ
スを撮影したものです．ローアングルで手前から奥まで見渡せるように
撮影しています．一面が褐色のモノトーンで，テラス以外に余分なもの
が入っていません．探査車「オポチュニティ」は火星表面で発見した「ブ
ルーベリー」を連想させる小球まであり，まるで火星表面にいるような
気分になります．

第 13 回惑星地球フォトコンテスト：審査結果

スマホ賞：島山島のシマシマ
撮影者：安永　雅（長崎県）
撮影場所：長崎県五島市玉之浦町島山島西海岸
審査委員長講評：五島列島は2022年 1月，日本ジオパークに認
定された地域で，そのためか今回は五島列島から多くの作品が寄せ
られました．船からしか撮影できないポイントですが，船から眺め
る10kmの大露頭はさぞかし壮観でしょう．薄曇りだったようで
陰があまりなく，地層の詳細がよくわかります．解説も適切でした．

ジオ鉄賞：たまゆらの中の洗濯岩
撮影者：落合文登（宮崎県）
撮影場所：宮崎市　大淀川 JR橋
講評：日豊本線（宮崎～南宮崎間）で有名な鉄道撮影スポットとして知られ
る大淀川橋梁（436.6m）は，大正４(1915) 年の建設から100年を超え
る今も現役で活躍している鉄橋のひとつです．本作品は，大淀川橋梁を渡る
特急列車のシルエットと夕景が織りなす写真の美しさもさることながら，河
床の宮崎層群が露岩する干潮のベストの時間帯に狙いを絞った撮影で，地元
の地質技術者ならではの常日頃の観察眼が感じられます．昭和40年代の宮
崎新婚旅行ブームに拍車をかけた小説「たまゆら」．原作執筆のため川端康
成が滞在した宮崎観光ホテルも右端にわずかに写しこまれています．地元愛
あふれたジオ鉄的感性の光る作品です．（藤田勝代：深田研ジオ鉄普及委員
会幹事）
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佳作（19点）：
惜しくも入選には至らなかったものの，より多くの優れたジオフォ
ト作品を発掘するために「佳作」を設け，作品画像をWEB上で紹
介します．
　・日本三奇石　生石神社：明野敏行（兵庫県）
　・魅惑の川廻し洞窟：糸賀一典（千葉県）
　・石灰藻球三千三百万年の旅：井上克幸（長崎県）
　・険しき山：小川智教（岩手県）
　・褶曲の丘：小澤　宏（神奈川県）
　・後退する氷河：片岡雅子（兵庫県）
　・逆層スラブ、穂高岳の溶結凝灰岩：川邉竜也（愛知県）
　・岩模様：木下　滋（和歌山県）
　・阿蘇の大地と春の天の川：草田栄久（千葉県）

　・サメの口の中：河野　潔（埼玉県）
　・ブロモ山噴火口：白井里奈（愛知県）
　・筏下り：鈴木文代（和歌山県）
　・坊主の入浴：DHAKAL BISHAL（大分県）
　・崖の前の赤灯台：德本陽士（長崎県）
　・鬼の洗濯：中吉剛彦（東京都）
　・ガンガラ岩と五能線列車：原口孝和（千葉県）
　・銅色の湖：福永拓真（茨城県）
　・阿蘇カルデラ：峯田翔平（山口県）
　・山に包まれる：安永　雅（長崎県）

※�入選作品，佳作の作品画像や撮影者からのコメント，地質学的解説
は学会HP「地質フォト」に掲載予定です．

入選：4 億年の記憶
撮影者：中川達郎（愛媛県）
撮影場所：愛媛県	 西予市三瓶町周木須崎海岸
審査委員長講評：四国西予ジオパークは愛媛県にある東西に細長いジオ
パークで，その海岸部に位置するのが須崎海岸です．4億年前のシルル
紀～デボン紀の地層は日本では分布が限られますが，海岸にこんなにく
っきりと地層まで見える場所があるとは知りませんでした．最近はジオ
パークのHP等があるので，このような場所にアクセスしやすくなりま
した．

入選：ぽっかり
撮影者：笠井　忠（奈良県）
撮影場所：和歌山市新和歌浦	蓬莱岩
審査委員長講評：蓬莱岩は海岸に露出した岩場で，観光名所になっています．
超広角レンズを使ってダイナミックに蓬莱岩を捉え，そこに空いた穴からタ
イミング良くぽっかりと浮いた雲を捉えました．フイルム時代には右側の日
陰部分は露出アンダーで表現できませんでしたが，最近のデジタルカメラで
は階調域が広く，このような作品ができるようになりました．

入選（中高校生部門）：広がる世界
撮影者：谷川七海（長崎県）
撮影場所：五島市富江町土取
審査委員長講評：これも五島列島ジオパークでの作品です．福江島には
いくつかの単成火山群からなり，海を隔て鬼岳のスコリア丘とそこから
広がる溶岩原，その右端には別のスコリア丘が見えます．手前は別の単
成火山からの溶岩原で，この付近には日本で有数の溶岩トンネルがあり
ます．力の入った作品ばかりを審査していると，のんびりしたこのよう
な雰囲気の作品を見るとホッとします．

入選：Inside the Volcano
撮影者：金井雄亮（東京都）
撮影場所：アイスランド	 レイキャビック南東20km　スリーヌ
カギガル火山
審査委員長講評：スリーヌカギガルはアイスランドの首都レイキャビク
の南15kmにあるスコリア丘で，山頂からマグマが退いた火山の深部
を覗ける人気の観光スポットになっています．インターネットでは，
360°画像や動画が紹介されているので，この作品がどのような場所
で撮影されたかがわかるでしょう．溶岩の酸化の度合いや硫黄の昇華物
などによって色鮮やかな地底探険となりました．
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C A L E N DAR
2022.4～

　地球科学分野に関する研究会，学会，国際
会議，などの開催日，会合名，開催学会，開
催場所をご案内致します．会員の皆様の情報
をお待ちしています．
★印は学会主催，（共）共催，（後）後援，

（協）協賛．

2022年
■5月　May
第31回 地質汚染調査浄化技術研修会

（座学オンライン第6回目）
5月13日（金）19:30-21:30
内容：地質汚染調査におけるボーリング調査
講師：風岡　修（地質汚染診断士、理学博
士）他
申込期限：5月10日まで
受講料：無料
http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm

日本地球惑星科学連合2022年大会
5月22日（日）～6月3日（金）

【ハイブリッド期間】5月22日（日）～27日（金）
【オンラインポスターセッション】5月29日
（日）～6月3日（金）
開催方式：ハイブリッド方式（現地開催＋オ
ンライン開催）
現地会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）
https://www.jpgu.org/

（共）日本学術会議公開シンポジウム
（ハイブリッド形式）
｢チバニアン，学術的意義とその社会
的重要性｣
5月24日（火）13:00～17:10
場 所：日本学術会議講堂（東京都港区六本木4）
要参加申込
https://nws.stage.ac/scj_sympo220524/

★地質学露頭紹介 at JpGU2022
5月29日（日）14:00から
方法：オンライン（Zoom）＋YouTubeライ
ブ配信
発表申込期限：5月9日（月）18時
http : //www.geosoc i e ty . j p/sc i ence/
content0146.html

■6月　June
地質学史懇話会（オンラインとハイ
ブリッド）
6月18日（土）13:30～16:30
場所：早稲田奉仕園：東京メトロ東西線早稲
田駅下車徒歩5分
中川智視「19世紀アメリカにおける専門化の
進展」（仮）
五味　篤「高橋是清のペルー銀山事件と地質
関係者」
問い合わせ先：矢島道子
メール：pxi02070@nifty.ne.jp

■7月　July
（後）第59回アイソトープ・放射線研
究発表会（オンライン）
7月6日（水）～8日（金）
事前参加登録：4月6日（水）～ 6月10日（金）
17時
https ://conf i t . a t las . jp/guide/event/
jrias2022/top

■8月　August
（後）科学教育研究協議会第68回全国
研究大会（岡山大会）
8月10日（水）～12日（金）
会場　岡山理科大学　岡山キャンパス
https://kakyokyo.org/

（後）第9回国際地学教育会議
8月21日（日）～25日（木）
場所：くにびきメッセ（島根県コンベンショ
ンセンター）
https://ja.geoscied9.org/

■9月　September
★ 日 本 地 質 学 会 第129年 学 術 大 会

（2022東京・早稲田大会）
9月4日（日）～6日（火）
会場：早稲田大学　早稲田キャンパス（東京
都新宿区西早稲田）
※関連行事「地質情報展2022とうきょう」は
同会場で9/3-9/5開催予定です．

日本鉱物科学会2022年年会・総会
9月17日（土）～19日（月）
会場：新潟大学
http://jams.la.coocan.jp

国 際 ゴ ン ド ワ ナ 研 究 連 合（IAGR）
2022年総会及び第19回ゴンドワナか
らアジア国際シンポジウム
9月23日～25日（シンポジウム）
9月26日～27日（峨眉山巨大火山区野外巡検）
場所：中国四川省成都工科大学
https://www.data-box.jp/pdir/4aa617ecc008
45c284f085edba48eec5

■11月　November
日本火山学会2022年度・秋季大会
11月3日（木）～6日（日）
会場：三島市民文化会館・三島市民市生涯学
習センター（状況により開催方法・内容が変
更になる可能性があります）
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/index.
html

注意：新型コロナウィルス感染拡大の影響
により，行事中止の可能性もあります．実
際の行事開催の有無については事前に各主
催者，問い合わせ先にご確認ください．
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　原子力規制委員会・規制庁（職員総数約1000
人）のような専門的な業務に当たる政府の役所
で，実際にどんな職員がどんな仕事をしている
かを知ることは，一般の会員にはなかなか難し
い．この本は，火山リスクという特定の課題を
中心に据えて，規制庁の職員だけでなく，そこ
に関与する火山学者，政治家，原子力事業者，
原発訴訟関係者も含めた人間模様を活写しなが
ら，実際の原子力規制行政（特に訴訟対応の業
務）に当たる職員の仕事の内容を小説形式でわ
かりやすく描いており，将来このような官庁へ
の就職を希望する若い会員の参考になると思う
ので，以下に紹介する．
　本書末尾の紹介文によると，「著者は1953
年生まれ．東京大学工学部卒業，米国ペンシ
ルベニア大学大学院修士課程修了．旧科学技
術庁に入庁．文部科学省で科学技術行政に携
わる．デビュー作『小説　1ミリシーベルト』
で第4回エネルギーフォーラム小説賞を受賞」

（原文のまま）となっている．規制庁には，
就職時にこの著者が上司だったという人がい
て，その人によると著者名はペンネームでは
なく本名だそうである．そして本書の帯の宣
伝文は，「カルデラ噴火を巡る川内原発取り
消し訴訟の控訴審がモデル．裁判官，火山学
者，国会議員の思惑が絡み合う中，信念を貫

紹　介
き通す原子力規制官僚は，その矜持を保ち続
けることができるか――」である．
　この本の目次の2ページ後に，「この作品はフ
ィクションであり，実在する人物・地名・団
体・施設などとは一切関係ありません」と書い
てはあるが，その次のべ一ジに九州の地図があ
って，実際の火山やカルデラの位置と「薩摩原
発」の場所が，そのあるべき位置に正確に示し
てあり，第1章の最初の3 〜 4行目には「原子力
規制庁は…六本木ファーストビルに入居してい
る」と事実が書いてあって，民自党や協産党が
どの団体を指すかも自明なので，この本に書い
てあることは決して単なるフィクションではな
い．それどころか，p. 11に出てくる「火山担当
の内山幸恵安全審査専門員」という女性は，

「国立大学の理学部地学科で博士課程を修了し，
原子力規制庁に入って四年目の若手だ．専門は
岩石学で，地震・津波の審査グルーブに所属
し，研究グループを兼務している」とのこと
で，多少経歴・所属等に違いはあるが，私には
この人の顔がすぐに思い浮かぶ．この小説では
悪役になっている「Ｔ大学の地震・火山研究所
の竹岡弘明教授」（p.18）や「海洋研究所の大
山哲研究首席」（p.39, 103）が誰であるかも，ち
ょっと火山に関心のある人ならすぐにわかる．
そして極めつけは，「原子力規制委員会の委員
が火山の専門家を恫喝した記録が残っている」

（p.38）という部分で，「平成26年8月に設けられ
た火山活動のモニタリング検討チーム」で「地
震・火山担当の桜井正治委員」（失礼なことに

「既に他界している」ことになっている）が，
「そこまで遡って全部引っ繰り返してしまうと，
この検討チーム自体が成り立たない」と言って

「火山専門家の批判を押さえ込んだ」のがその
「恫喝の記録」なのだという（p.93 〜 94）．P.95
にはこの発言が平成26年8月25日の「原子力施
設における火山活動のモニタリングに関する検
討チーム」の第1回会合だったように書かれて
いるが，実際には翌週の第2回会合（平成26年9
月2日）における当時の委員長代理の発言（同
議事録p.9*）そのままである．筆者は現職に就
任する前だったが，これらの会合にはチーム員
の一人として参加していた．かなり ｢荒れた」
会合だったことは事実だが，この発言では炎上
せず，検討チームの座長の立場からは当然の発
言であって，「恫喝した」とは言えないと思う．
　この小説は，原発訴訟に対応する規制庁職員

（五十嵐隼人）を主人公として，規制委員会の
委員，規制庁の職員，関連省庁の職員，火山関
係の大学教授・研究者，閣僚・国会議員・県知
事などの政治家，裁判官と訴訟関係者，原子力
事業者や五十嵐の家族・親族の人間模様を絡ま
せながら，霧島火山と薩摩硫黄島の噴火が発生
する中で（これらは近年実際に発生したが，そ
の状況は本書の記述と異なる），薩摩原発が

「点検を名目とした自主的な運転停止」に追い
込まれるが，選挙で民自党が勝利し，当該訴訟
で国が勝利し，国会で「カルデラ法案」が通っ
て 省 庁 横 断 型 のCEP（Caldera Eruption 
Prediction）プロジェクトが動き出し（これは
完全にフィクション），運転停止は解除される

というストーリーになっている．
　本書の題名中の「火山リスク」は，巨大噴
火のリスクまたはその関係の訴訟リスクのこ
とらしく，新規制基準への適合性審査やバッ
クフィットにおける火山リスク全般の議論を
扱っているわけではない．火山に関する本格
的な原子力規制は2012年の本委員会発足後に
始まったもので，地震，津波，活断層など他
の自然災害リスクに関する規制に比べると，
まだ日が浅く経験不足の面があり，審査の後
で「新事実」が判明し，場合によっては規則・
解釈・審査ガイドなどを改正し，事業者に改
めて対応を求めるバックフィットを複数行っ
てきた．火山噴火時の大気中の火山灰濃度に
関するもの**と，新しい火山灰露頭の確認によ
る噴出規模の見直し（それによる火山灰層厚
の加増）***が主なものである．一般には「一
事不再理」というのが行政・司法の処分の原
則だが，原子力のように最新の科学技術に基
づく非常に社会的影響の大きい事業に対して
は，確実な新知見が得られた場合，既に許可
したものであっても再度審査して，必要があ
れば事業者の対応を求める方針でやっている．
　以上のように，この小説は，原子力規制委
員会・規制庁が扱う火山リスクとそれに関連
する訴訟に係わる規制行政の内容を，虚実取
り混ぜではあるものの実際に即してわかりや
すく述べており，一般の会員がその概要を理
解する糸口になる作品だと思う．「経産省と
原子力規制庁は，元はといえば，同じ組織な
んだよ」という竹岡弘明教授のセリフ（p.295）
や本書の出版社名が示すように，この著者の
立ち位置は原子力規制を行う筆者らの立場と
は異なっており，個人が特定できる情報を記
した上での個人批判には同意できない部分も
あるが，「この作品はフィクションであり…」
との本書冒頭の宣言を前提として，会員諸兄
諸姉のご一読をお勧めする．主人公の五十嵐
隼人がどんな信念をもち，原子力規制官僚と
しての理に叶った，国民のためになる仕事を
したかどうか，確かめていただきたい．

引用文献
*原子力規制委員会（2014.09.02）「…火山モ
ニタリング検討チーム第2回会合議事録」　
https ://warp.da .ndl .go . jp/info :ndl jp/
p i d / 1 1 1 0 5 5 8 8 / w w w . n s r . g o . j p /
data/000049168.pdf
**石渡明・西来邦章（2018）日本地質学会
125年 学 術 大 会（ 札 幌・ つ く ば ） 発 表
R 2 4 - O - 5 .  h t t p s : / / w w w . n s r . g o . j p /
data/000257782.pdf
***原子力規制委員会（2019.04.17）資料3「…
関西電力株式会社からの報告について」
https://www.nsr.go.jp/data/000267920.pdf　
関西電力株式会社（2021.05.19）「…層厚評価
の見直しに係る原子炉設置変更許可につい
て 」https://www.kepco.co.jp/corporate/
pr/2021/pdf/20210519_2j.pdf

（石渡　明：原子力規制委員会委員）
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以来，2015（平成27）年に一部展示をリニュ
ーアルして公開しています．また，「日本館」
は，2007（平成19）年4月に全面的に改修し，
展示内容を「日本の自然」に再構成してオー
プンしました．コロナ禍となる前は，上野本
館だけで年間250万人を超える来館者があり
ましたが，現在は事前予約制で制限しての公
開となっています．
　「地球生命史と人類」をテーマとする「地
球館」の展示では，地球の多様な生き物が，
お互いに深く関わり合って生きている姿，地
球環境の変動の中で生命が誕生と絶滅を繰り
返しながら進化してきた道のり，そして，人
類の知恵の歴史というグローバルな内容を，
標本を伴って解説しています．地学に関する
展示は，１F，地下１F・２F・３Fを中心に，
宇宙の中での地球の誕生から人類の出現まで
の壮大なスケールの歴史の流れとして，演出
照明をともなった大量の標本により説明され
ます．地下１F「恐竜の進化」の展示は，や
はりとても人気です．巨大な恐竜標本に囲ま
れた空間は迫力満点です．特別なイベント
で，この空間でハープの生演奏を行なったこ
とがありましたが，音楽と相まって，神秘的
な得も言われぬ雰囲気となりました．
　一方，「日本列島の自然と私たち」がテー
マの「日本館」ですが，名前の通り「日本」
の自然史を紹介する展示です．日本館の建物
は，「旧東京科学博物館本館」として，平成
20年６月に国の重要文化財に指定されまし
た．関東大震災当時に別の場所（東京都文京
区湯島）にあった当館が全壊し，その後に震
災復興事業の一環で現在の場所に再建され，
昭和６年に竣工したレンガ造りの建物です．

　国立科学博物館は，1877（明治10）年に
創立した，日本で最も歴史のある博物館の１
つで，自然史・科学技術史に関する，国立の
唯一の総合科学博物館です．東京都台東区の
上野恩賜公園内にある上野本館，茨城県つく
ば市の筑波地区，そして東京都港区白金台の
附属自然教育園の３つの地区で，「調査・研
究」，「標本・資料の収集・保管・活用」，「展
示・学習支援」の博物館事業を展開していま
す．
　主に研究活動を行っている筑波地区には，

「筑波研究施設」と一般にも公開している
「筑波実験植物園」があり，５つの研究部
（動物・植物・地学・人類・理工）と ３つの
研究センター（産業技術史資料情報センタ
ー・標本資料センター・分子生物多様性研究
資料センター）を中心に，様々な機関と連携
して研究を推進しています．地学研究部で
は，地球表層部の地殻をつくる岩石や鉱物，
地球内部のマントル物質，生命の進化の記録
である多種多様な化石を標本として収集し，
地球の生い立ちとその46億年の変遷を解明す
ることを目的に調査・研究を行っています．
また，国際深海掘削計画の国際共同利用研究
施設「微古生物標本・資料センター」が設置
されており，微化石標本が国内外の研究者に
利用されています．
　「筑波研究施設」は，通常一般公開してい
ませんが，年１回開催の「オープンラボ」の
際には，研究施設内を公開（昨年はコロナ禍
でオンラインでの企画）して，分析室や収蔵
庫の公開などを行って，博物館での研究現場
を来場者（主に一般の方）に目の当たりにし
ていただいています．実際，もっと見学した
いというご意見がありますので，博物館のバ
ックヤードや研究現場に興味・関心がある方
はかなりいらっしゃるようです．
　やはり国立科学博物館というと，最もイメ
ージされるのが上野本館で公開している「展
示」館でしょう．常設展示も期間限定の特別
展・企画展も，「調査・研究」と「標本・資
料の収集・保管」の博物館活動の地道な成果
がベースにあってこそ，展示としてたっぷり
豊かに表現されます．
　常設展示は「地球館」と「日本館」からな
ります．「地球館」は2004（平成16）年11月
に現在のボリュームでグランドオープンして

館内，腰壁の大理石（イタリア産のネンブロ
ロザート）には，ところどころに化石（アン
モナイトや貝など）が見られ，探してみるの
も1つの楽しみ方となっています．地学に関
係する展示は，３Fの各展示室と１F南翼展
示室にあります．
　日本館３F南翼展示室は，日本館の展示の
イントロダクション的な内容ですが，「日本
列島の素顔」というタイトルどおり，日本列
島は地質年代的な長い目で見ると地殻運動に
よってめまぐるしく変化し，複雑な地質と山
岳に富む地形が造られ，四季の変化が明瞭
で，季節風と海流の影響を強く受けて，複雑
な自然環境が多様な生き物たちを育んできた
こと，の概要を知ることができます．入口に
は「私たちはどれだけ日本列島のことを知っ
ているのだろうか」という導入展示（次ペー
ジ上部写真参照）があり，これは「標本箱」
のイメージで，実物標本は博物館の研究活動
の基本であることを見学者に伝える意図があ
り，各研究部の担当する標本・資料を一同に
展示し，日本列島がいかに多様な生き物や鉱
物資源に恵まれているか，その中で日本人が
いかに自然と深くかかわり合いながら暮らし
てきたかを感じ取ってもらいたいというメッ
セージが込められています．この標本箱展示
に，何種もの石英が展示されているのも標本
収集の意義を視覚的に伝えます．
　そして，このフロアの「変動する日本列
島」コーナーでは，日本列島の地質の特徴と
は？なぜ激しい地震と活発な火山活動が起こ
るのか？など，海洋プレートの沈み込みによ
る付加体とかつて大陸の一部であった岩石か
ら構成されていることを，岩石標本で作られ
た日本地図や日本列島断面，そして地震の震
源地分布の立体模型など，一般の方が日々の
暮らし中で感じる，もう一歩深く知りたいと
思うことが，見て分かりやすく表現されてい
ます．また，西側の小さな展示室での「日本
の鉱物」と「日本に落下した隕石」の展示で

もっと多くの人に地学に触れてもらえるように
国立科学博物館　科学系博物館イノベーションセンター　内尾優子

地球館１F「地球史ナビゲ
ーター」．標本・資料と映
像でたどる138億年を一望
する時間の旅

博物館で地学を学ぼう！（4）
独立行政法人国立科学博物館

独立行政法人国立科学博物館

東京都台東区上野公園7-20

https://www.kahaku.go.jp/
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は，日本中の鉱物や隕石に囲まれ，どのよう
な鉱物が産出されるのか？なぜ多種多様な鉱
物が産出されるのか？鉱物結晶の美しさとと
もに楽しんでもらうことができます．
　日本館３F北翼展示室の入口では，シンボ
リックな「フタバスズキリュウ」展示に出迎
えられます（冒頭の写真参照）．修学旅行生
など，この前で記念撮影される方が多いで
す．この展示室のテーマは，「日本列島の生
い立ち」で，世界的にもまれな複雑な地史的
背景をもつこと，そして，数多くの生き物た
ちが繁栄と絶滅を繰り返し，地層に刻まれた
生き物の痕跡が，日本が大陸の縁から分裂
し，列島として成立するまでのダイナミック
な変動の歴史を物語ること，およそ２０億年
のおよぶ地史について標本を伴って解説して
います．この展示室のマングローブのジオラ
マで，ビカリアのロボットが動きます．「今
動かなかった？」と気付いた来館者は，リア
ルでびっくりされる方も多いです．単純な仕
掛けですが，生きていた時の様子のイメージ
を持ちやすく，常設展示としてちょっと驚き
があっていいのではないでしょうか．
　各展示室の数か所に共通したケースで配置
されているのが「コラム展示」で，メインの
ストーリーの文脈とは異なり，日本の自然の
豊かさと人々の暮らしとの深いつながりを共
通テーマとして展開されます．衣食住など日
常生活でなにげなく使われるモノが実は日本
の地史や自然環境と深い結びつきがあるとい
う意外性のある内容をとりあげ，日本の自然
を身近に感じられる構成となっています．地
学に関するコラムに，「日本庭園を飾る付加
体の岩石」（ページ下部写真参照）がありま
す．庭石の多くは付加体の一部であるチャー
トや高圧変成岩など，日本列島の形成史と深
くかかわる岩石であることを紹介しながら，
見た目も箱庭のようです．また，コラム「日
本の産業を支える石灰岩」では，付加体の一
部である石灰岩がセメントの原材料として日
本の産業を支えていることを紹介していま
す．その他，「太古の森から生まれた宝石琥
珀」，「古代の贈り物で作る七輪」，「日本海と
一緒に生まれた資源」など，私たちが，産業
や暮らしの中で，日本列島に産する岩石鉱物
化石とどのようにかかわっているかが表現さ
れています．標本の重要性をダイレクトに解

説するのとは異なり，地学が身近ではない方
にも，見てみようと思ってもらえるのではな
いでしょうか．
　「 日 本 館 」 の 脇 に 全 球 型 映 像 施 設

「THEATER36○（シアター・サン・ロク・
マル）」があるのですが，設置されてしばら
く経ちますが未だに人気です．直径 12.8m

（地球の約１００万分の１）のドームの内側
全てがスクリーンで，真ん中のブリッジに立
って映像を鑑賞します．360°全方位に映し出
される映像に囲まれ，独特の浮遊感と迫力が
あります．2005年「愛・地球博」の長久手日
本館の「地球の部屋」が移設され，生まれ変
わりました．国立科学博物館で制作した７本
のオリジナル映像を含め上映しており，地学
に関係するコンテンツは２本です．１本は

「恐竜の世界－化石から読み解く－」で，骨
や歯の形や関節の形から，恐竜がどのように
動き暮らしていたか，国立科学博物館の恐竜
展示室のトリケラトプスが生息していた白亜
紀最末期の北アメリカの世界を想像してみよ
う，という内容です．もう１本が，「マント
ルと地球の変動－驚異の地球内部－」で，プ
レートの運動によって大陸が分裂移動し，中
央海嶺で生まれた海洋底は海溝から地球内部
へ沈み込み，地震や火山噴火をおこしながら
ときに大山脈も形成，これらの変動を解明す
るカギは数億年かけてゆっくりと循環するマ
ントルの動きで，地球内部に入り込み，マン

トル深部からの上昇流と表面近くからの下降
流による対流を追いかける，という内容で
す．映像を体験することで，ダイナミックな
地球の姿や歴史について，研究者がデータか
らどのようにイメージしているか，その像に
触れることができます．展示中の，標本と標
本との意味のつながりもより理解しやすくな
るのではないでしょうか．
　コロナ禍になって，やはり増加したのは
ICTの活用でしょうか．中でも，「おうちで
体験 ! かはく VR」は，PCやスマートフォ
ン等を通じて，展示室内を巡っているかのよ
うに観覧することが出来るため，多くの方に
活用されました．博物館で実物標本を目の当
たりにしてもらうのが一番ですが，コロナ禍
や様々な事情で簡単に来館できない方も多
く，少しでも博物館の展示を活用して身近に
感じてほしいことから，VRでのコンテンツ
提供を開始．個人利用のみならず，大学の授
業で活用されていると聞きます．Zoomなど
を通じ，「かはくVR」を利用して，遠隔でも
展示フロアの案内ができるため，様々な目的
での活用が広がっています．お客様からも，
この公開をありがたいというお声を多くいた
だきました．また，YouTubeやInstagramで
の生中継や動画配信など情報発信が急増しま
した．地学関連の内容についても，化石，鉱
物，調査内容など，生配信やオンデマンドと
いった様々な形で提供して楽しんでいただい
ています．じっくり情報を得て興味関心を高
めていただき，良いタイミングで「実物」を
直接見に来館してほしいと思います．
　国立科学博物館のシンボルマークがありま
すが，グラフィックデザイナーの佐藤卓氏に
よるデザインで，展示のティラノサウルスの
歯からのインスピレーションでこの形が生み
出されたとのことですが，このマークを見て
何をイメージするかは見た人次第で自由であ
り，アーチの形は，「想像力の入口」という
マークのキャッチコピーどおり，博物館の活
動は，多くの方の科学への興味・関心のきっ
かけ・導入となることを示しています．現在，
特別展「宝石～地球がうみ出すキセキ～」が
開催中ですが，原石からジュエリーまで，科
学的・文化的な切り口で紹介され，地球が生
み出した自然の美しい姿と，磨いた後のきら
びやかな姿を見比べられ，サイエンス＆アー
トとして楽しんでいただけるのではないでし
ょうか．また，特別企画展「ポケモン化石博
物館」を開催中ですが，こちらは，官民連携
による地域振興を目的とした巡回展で，複数
の博物館と企業が協力して形となりました．
大人気のポケモンと，「観察・比較」という
科学の基本的な手法を体験しながら，楽しみ
ながら古生物学に触れることができます．
　これからももっと「博物館で地学を学ぼ
う！」と思う人が増えていくように，地学へ
馴染みのない方へも，関心を持つきっかけと
なる情報が届くように，時代に合わせた，多
様な方法でのアウトリーチの工夫をして行く
ことが重要だと思っています．

日本館３F南翼「日本列島
の素顔」．入口の展示導入
展示「私たちはどれだけ
日本列島のことを知って
いるのだろうか」

コラム展示「日本庭園を飾る付加体の岩石」

12-13_博物館�地学を学�う！.indd   1312-13_博物館�地学を学�う！.indd   13 2022/06/01   14:412022/06/01   14:41



14 日本地質学会News　25（４）

　産業技術総合研究所地質調査総合センター
と日本地質学会，名古屋市科学館が主催する

「地質情報展2022あいち」が，2月19日（土），
20日（日）の2日間，名古屋市科学館地下2階
イベントホールで開催された．2020年2月か
ら本格化した新型コロナウイルス感染症の感
染拡大により，2020年9月の地質学会及び地
質情報展の開催が中止となり，翌2021年10月
に再度開催を予定した地質情報展も中止とな
った．そして今回，三度目の正直として，
2022年2月の開催を計画した．またしても感
染拡大が収まらない中での開催となったが，
これまでの新型コロナウイルスの感染予防対
策で得た知見を活かしながら，念入りに計画
を練り，開催に至ることができた．
　今回の地質情報展のサブタイトルは，「発
見！あいちの大地」である．名古屋市では，
1999年に「中部地質情報展　20億年のタイム
トラベル」というタイトルで名古屋市科学館
を会場として開催している．この時は，中部
地方という広い範囲の地質情報を紹介した
が，今回は愛知県を中心に東海４県に絞った
内容とした．初日の開会式は，コロナ禍のた
め，主催者である地質調査総合センターの田
中裕一郎実行委員長，日本地質学会の磯﨑行
雄会長（リモート参加），名古屋市科学館の
鈴木雅夫学芸課長の3名による短い挨拶のみ
取り行った．
　今回の地質情報展を開催するにあたり，当
初は研究紹介パネルの展示に加えて，子供向
けに６つの体験コーナー（「化石レプリカ作
成」，「石を割ってみよう」など）を準備して
いた．しかし，開催直前になっても感染者数
が減少しなかったため，体験コーナーは「地
盤液状化実験ショー」，「福徳岡ノ場の軽石展
示と重さ比べ」の2つに縮小した．また，会
場の運営スタッフ数を9名に抑え，つくばか
ら研究者4名による研究パネルのリモート解
説を導入するなどの工夫をした．
　研究紹介パネルは，「中部地方の20億年の
記録」，「日本列島の礎が大陸の縁でできてい
た時代」，「西三河平野の地質と産業」，「濃尾
平野の深～い地下の話」，「伊勢湾の活断層調
査」，「知多半島・西三河の盆地反転」，「愛知
の活断層」，「地震の起こり方」，「南海トラフ

巨大地震の繰り返し」，「海溝付近で起こる地
震と津波」，「名古屋から見える活火山と御嶽
山の噴火」，「地中熱利用システム」（2枚組），

「温泉・地熱の利用」，「今も昔も重要な資源
『石灰岩』」，「瀬戸・東濃の粘土資源」（2枚
組），「元素の地図－中部地方－」（2枚組），

「東海地方の岩石・鉱物：県の石」，「東海地
方の化石」（3枚組）の計23枚を展示した．こ
の他に，中部地方を中心にした1/20万日本シ
ームレス地質図の床貼り（1/10万縮尺で印刷
して，8 m x 7.5 mのサイズ）を展示した．こ
の床貼りと，県の石のパネルについては，関
連の岩石や鉱物の標本展示も行った．日本地
質学会からは，「第12回惑星地球フォトコン
テスト」の入選作品をデジタルサイネージ

（50インチ）で展示した．この展示は，産業
技術総合研究所地質調査総合センター（つく
ば中央第七事業所本館ロビー）で現在も引き
続き行っている．
　初日は12時開始とし，２日間合わせて424
名の入場者があった．名古屋市科学館のイベ
ントホールはかなり広い会場（777 m2）であ
ったため，幸い来場者で密になることはなか

った．しかし，会場運営スタッフを9名に絞
ったため展示パネルの説明者が不足気味で，
説明要員が間に合わずに諦めて会場を後にす
る方もいた．今回はアンケートを取らなかっ
たが，来場者からの声として，「他の回の情
報展をネットで見ており，体験を楽しみに来
たのに残念．」「化石の展示や体験がやりたか
った．」などがあった．例年通りの子供向け
の体験コーナーが開設できなかったことは残
念であった．
　さて，2022年の地質情報展は，日本地質学
会学術大会と同じ早稲田大学を会場として９
月に開催予定である（日程は1日ずれて9月3
日～5日）．学術大会開催中に是非お立ち寄り
頂きたい．また，GSJウェブサイトで， 2014
年以降の地質情報展の展示パネルを検索・閲
覧できる「地質情報展ポスターアーカイブ」
サイトを公開した．高精細なパネル画像の閲
覧も可能なので，学校の教材などにご活用い
ただければ幸いである．

（遠山知亜紀，宮下由香里，渡辺真人：産業
技術総合研究所）

報告
地質情報展2022あいち
―発見！あいちの大地―
開催報告

左上）会場の様子（開会前）と解
説・展示風景
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★オンライン一般講演会
オンライン一般講演会～最近の話題をテーマに

日本地質学会は，一般の皆様に最新の地質学研究の成果とその
意義についてお知らせし，地質学への興味・関心を高めていた
だくことを目的に，『地質の日』にあわせ一般講演会をオンラ
インで開催いたします．今回は，災害や土地利用にかかわる案
外身近な「地質情報の利用」と，最近日本やトンガでおきて注
目を浴びている「海底火山噴火」のふたつをキーワードに，そ
れぞれの研究で主導的役割を果たしている研究者に一般の皆様
向けにわかりやすく解説していただきます．どなたでも無料で
参加できます．チャット（YouTube上での書き込み）による
質問・コメントも可能です．

開催日時：2022年5月8日（日）  9:00開会，12:10閉会予定
開催方法：YouTubeライブ配信（学会公式YouTubeチャンネ
ル）　どなたでも視聴可能，申込不要，無料
プログラム（予定）
9:05～10:15

「地質が身近にある社会を創る−新しい分野への活用に向けて
−」斎藤　眞（産総研地質調査総合センター・イノベーション
コーディネータ）
地質図には様々な地質情報が含まれています．地質情報はこれ
まで地下資源，土木，防災（地震・火山噴火）などに使われて
きましたが，斜面災害の規制の面で考慮されていないなど，活
用にまだ多くの課題と可能性があります．こうした災害面の課
題とともに，農作物の地理的表示（GI）保護制度での活用など，
地質を身近なところで活用する新たな取り組みをご紹介します．
10:20～12:00

「海底火山の世界を探る『爆発的海底噴火とその噴出物』」
鹿野和彦（元鹿児島大学総合研究博物館・教授）
海面下の火山は，直接見ることがむずかしく，謎の多い世界で
す．それだけにフンガ・トンガや福徳岡ノ場で起こった大規模
な噴火を目にすると，海面下の火山でどのようなことが起こっ
ているのか気になりませんか．この講演では，爆発的噴火の噴
出物の特徴や潜水調査中に撮影された動画などを紹介し，そこ
から読み取れる「その何か」を探ります．

問い合わせ先：日本地質学会事務局（main@geosociety.jp）

★惑星地球フォトコンテスト
第13回ほか入選作品展示会

日程：2022年5月3日（火・祝） 午後～ 5月15日（日）15時頃まで
場所：東京パークスギャラリー（上野グリンサロン内）（台東
区上野公園　JR上野駅 公園改札出てすぐ）
入場無料，どなたでもお気軽にお立ち寄り下さい．
http://www.photo.geosociety.jp/

★街中ジオ散歩
街中ジオ散歩ミニin Tokyo「国分寺崖線」

主催：（一社）日本地質学会，（一社）日本応用地質学会
日時：2022年5月15日（日）　午前9時～ 12時
見学場所：国分寺崖線（東京都国分寺市）
参加受付は終了しました．

★近畿支部
第39回地球科学講演会

「北アルプス生成の謎　－マグマと短縮テクトニクスが作り出
した北アルプス－」
日時：2022年5月8日（日）15:00～16:30
主催：地学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
行事形式：講演会およびインターネットによる配信
講師：原山智氏（信州大学名誉教授）
場所：大阪市立自然史博物館講堂（YouTubeを使った同時配信）
定員：聴講150名（定員を超えた場合は抽選）
参加費：無料（博物館での聴講の場合は博物館入館料が必要）

（注）YouTubeを使った配信での聴講をご希望の方は、申込不
要です．

★中部支部
一般向け特別講演会「深海チャートの地
層から地球の歴史を解読する」

日時：2022年5月8日（日）13:00 ～ 14:00
演者：高橋　聡会員（名古屋大学准教授） 
場所：名古屋大学環境総合館レクチャーホール（入場制限有り）
およびオンライン配信
日本列島をはじめとする環太平洋域の付加体地質の中には、世
界的に希少な古生 代-中生代の時期の深海域を記録した地層が
残されています。本講演では、高橋 会員がこれまで取り組ま
れてきた古生代-中生代境界期の生物大量絶滅事件・環境異変
の研究とともに中部日本にも存在する地質資料（秩父帯、美濃
帯）とその意義について紹介していただきます。ご興味のある
方はご参加ください。
問い合わせ：中部支部　支部長　道林克禎（名古屋大）
メールmichibayashi[at}eps.nagoya-u.ac.jp

2022年の「地質の日」学会関連のイベントをご案内します．
イベントの情報は，学会HP<http://www.geosociety.jp>で
随時更新していますので，あわせてご覧下さい．
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自然の再現であり，しかも限られた庭石の運搬手段のもとでは，
地域の岩石がその主役をなしていることからも明らかである．
日本を訪れた外国の地質学者が，“日本の川は滝である”と表
現したように，わが国では岩塊状の自然石が比較的容易に採取
でき，縄文時代の環状列石のように，日本の庭園文化の主役を
担ったとするのは想像に難くない．このような自然環境こそ，
石の配列，石組み，池泉の配置などで自然を写し取る文化が，
日本で生まれた理由のひとつであろう．
　仙石庭園は上述したような日本の庭園文化の原点に立ち戻
り，可能な限り岩石を主体とした日本庭園の様式を再現，さら
に日本各地の銘石を配列した稀石通りをはじめ，日本庭園の基
礎となる石組み（三尊石，五石・七石）や枯山水の発生を促し
た築山庭園を配置した散策道など，新しい庭園の様式を導入し
ている．

3. 仙石庭園の銘石，石組みと庭園様式
　庭園・銘石および神石殿の貴石類が主体となる博物館の申請
に際し，登録No.を付した岩石は750個（高さ15ｍの神仙大滝の
崖に要した400tを超す岩石の数を除く），貴石類は500個を超え
ている．以下，本報でその要約を記述するが，初めに述べたよ
うに，廃棄・整理される個人の庭園や業者の廃業による庭石の
入手であることが多く，広島県の銘石を除いて産地の詳細が不
明なものもある（庭園名はゴシック）．
ⅰ）神石殿の前庭：庭園入り口左側には，樹齢350 ∼ 400年の
神木の大杉（岡山県新見市，日尾山八幡神社）6本を使用した
展示館（出雲大社の心御柱に因んだ純和式木造建築・神石殿）
があり，その前庭に配置されている銘石類とその特徴を列記す
る．i)ア）伊予青石（座した考える人に似る褶曲構造），イ）志
布志湾石（姶良火山の火砕流堆積岩・甌穴石と呼ばれる），ウ）
神居古潭石（別名；真黒石・油石・濡れると深青色），エ）砂
谷石（蹲踞を構成する三尊石），オ）深海性黒色泥岩（赤色チ
ャートの断裂がウミガメ模様），カ）砂岩片岩（三波川結晶片
岩），キ）三波石鳥の巣石（海底火山溶岩２石），ク）伊勢鎧岩

（赤色縞状チャート層の海底地すべりによる褶曲・断裂構造，
22t），ケ）粘板岩（スレート壁開顕著），コ）盆栽松（樹齢300
年＋）丘の土台石群（三波川結晶片岩４石および海底火山の溶
岩５石），サ）灰白色縞状チャート（形態が咆哮する獅子岩＋
２石），シ）砂岩・珪質泥岩互層圧砕岩（平行する石英脈群），
ス）菊花石（岐阜県根尾谷産），セ）赤色縞状チャート（2石），
ソ）三波川結晶片岩（帽子岩），タ）高知赤石．真柏の老樹（樹
齢不明・根株の大きさ１x １ｍ・高さ２m．
ⅱ）入園通り広場：ア）紅簾片岩のお休み所・机（褶曲模様の
紅簾片岩・平行した発達する多数の石英脈）／椅子，イ）緑泥
石片岩（三波川結晶片岩20t），ウ）緑色岩（伊予青石），エ）

New landscape under the tradition and possibilities - on the 
registered Museum SENSEKI Japanese Garden 
Abstract:The first registration of Japanese garden museum 
was officially notified in December 23， 2020， by the board of 
education of Hiroshima prefecture (Appellation : Senseki 
Garden Inspirational Rocks Museum). This garden museum 
consist of the five different styles of Japanese Garden (stroll 
garden”Dimyou Garden”， garden with pond and cascade， 
hill garden， dry hill garden， waterfall and pond garden). This 
garden of 40000m2 in area contains 750 registered rocks out 
of which 27 big rocks are over 20t each. Furthermore， over 
500 precious stones are exhibited in a very valuable huge 
wooden building inside the garden. The building was 
constructed using 350~400 years old Japanese cedars of a 
shrine of Okayama prefecture.

Prologue: 東の清澄庭園・西の仙石庭園．岩石を取材とした日
本庭園は，紀伊国屋文左衛門に始まる歴史的な背景もあり，東
京都立「清澄庭園」が広く知られ，“岩石庭園”であることか
ら，観光はもちろん地学教育にも多くの貢献をしている．この
たび，東広島市に造園された「仙石庭園」は“登録された庭石
博物館”として，同様な役割を果たす施設であり，昨年，広島
大学地球惑星システム学科の岩石学演習に利用され，近隣小・
中学校の理科地学（岩石園を兼ねた学習施設として）や，広島
大学国際室企画（日本語再教育・日本文化特別研修（日本の庭
園文化と日本の地質）などで高評価をいただいています．

1. 庭石博物館の認可
　平成29年12月23日，日本庭園としては初めて，登録博物館

「仙石庭園銘石ミュージアム」が認定されました（登録番号第
二三号，広島県教育委員会告示第一号，配置場所は広島県東広
島市高屋町高屋堀1589－7，面積は約40000m2，配置者は一般社
団法人日本石庭文化保存協会で公告．また，2021年12月，配置
者・管理団体は，「公益財団法人仙石庭園」となり（広島県指
令総務第5698号・（社）日本石庭文化保存協会・一般財団法人
仙石庭園を吸収合併，公益事業学校教育，社会教育をとして評
価される公益事業の実践が義務化されています．日本国中の庭
石・銘石の展示・解説施設（博物館）として，初めて登録され
た意義を評価していただき，利用の機会を持ってくださること
を祈ってやみません．

2. 日本の庭園文化の起源に対する考察と仙石庭園
　日本の庭園文化の始まりが，地域の自然を縮小した岩石庭園
であったことは，岩山と落石を縫う急流から緩流に移り変わる

沖村雄二　Yuji OKIMURA（公益財団法人仙石庭園理事長・学芸員）
山名征三　Seizo YAMANA（仙石庭園銘石ミュージアム館長（Ph・D））
DAS KAUSHIK（広島大学理学部准教授）

日本庭園の文化，その伝承と発展を指向した新しい造園
－石の庭園博物館 ―登録博物館「仙石庭園」－

左から，写真1）準回遊
式庭園（仙石湖・仙石
富士）．写真2）日高赤
石（三尊石石組・赤色
縞状チャート）．
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サ）高知山石3石（チャート/苦
灰岩/泥岩），シ）さんご石（紅
色縞状チャート），ス）大公石

（糸掛け石・灰色縞状チャート・
平行石英脈群），セ）京都紅加
茂石7石（赤色縞状チャート），
ソ）羅漢石組石5石（安山岩），
タ）祖谷舞石（珪質結晶片岩），
チ）五木紫雲石（枕状溶岩），
ツ）日高赤石（赤色縞状チャー
ト），テ）羅漢石・砂谷石組石5
石，ト）大分黒紫雲石（緑色
岩），ナ）抹香石（細粒砂岩），
ニ）越前クラゲ石（粗粒砂岩/
細粒礫岩），ヌ）高知天狗石（縞
状チャート），ネ）高知糸掛け
石（灰白色チャート），椎葉紫
雲石7石（枕状溶岩・急冷破砕
岩），ﾉ）鳥海石3石（安山岩）
xii）ワニ池・池泉庭園：ア）

（高さ2mの茶紫雲石不動滝，モ
アイ石丘築山庭園および全ての
湖岸石と池に横たわるワニ型石

（流紋岩）奇岩通りとの間にあ
る側溝の景観美，イ）石槌石英石（珪質片岩）白色三波川結晶
片帯の稀少岩
xiii）蓬莱山築山庭園（3 ∼ 5tの日本各地の銘石，約20種を積
み上げた，高さ約10mの築山（中国の蓬莱神仙思想の表現）
xiv）東屋西側の組石群：ア）佐治石（緑色岩陰陽石），イ）砂
谷陰陽石），ウ）向原石組石7石
xv）仙石湖池泉庭園（南方に高さ26mの仙石富士を望む“大名
庭園”・準周回式）湖内の亀石島に至る花崗岩の八つ橋型と呼
ばれる石橋，北部に菖蒲池と蓮池
xvi）奥の院：ア）山門伊予青石2石，イ）大分赤石（赤色縞状
チャート），ウ）滝山川組石（園主の思い碑）
xvii）昇竜庭：（枯山水・砂谷石・長野県産花崗岩砕石）
北園地域公園（芝生運動公園・中央の亀島湖水庭園バーベキュ
ウセット20基・ピザ窯・瞑想室）
xviii）池泉庭園：ア）不帰洞伊予青石，イ）曹長石石英岩，
ウ）南岸沿い磯石（同質化した円礫岩の橋石・三波川結晶片
岩・砂谷石・祖谷青石など）20基と亀島への渡石5基，エ）高
知赤亀石（赤色縞状チャート），オ）貴船石（細粒砂岩），カ）
西条層最下部産，炭化埋もれ木と越前珪化木の組み合わせ，キ）
三重赤石，ク）五木紫雲石，ケ）佐渡赤玉石，コ）伊予青石，
サ）祖谷青石，シ）花崗斑岩，ス）椎葉黒紫雲石，セ）向原石，
ソ）花崗岩と流紋岩の石組，タ）羅漢石と砂谷石の石組，チ）
五木枕状溶岩2石組
xix）長野鉄平石（飛び石として，涼道，東屋前付近，奥の院
誘導路）が敷かれている．
xx）園主の思い碑石庭：（滝山川花崗岩・富士山を望む好立地
の3石・サツキ・ツツジ園）
xxi）奥の院の石組：ア）日高赤石三石（赤色チャート/苦灰岩
互層，海底地すべりに起因する互層の断裂および褶曲：写真2），
イ）松山蛇紋岩（海底火山急冷破砕岩2石），ウ）人字型石組み
三尊石（砂谷石），エ）大分赤富士（赤色縞状チャート/苦灰石
互層岩2石）
xxii）平庭・黄山：（滝山川花崗岩15石のうち一石には，溶融
時の縞模様あり，20tを超す巨岩二石；22t1石・24t １石）中国
の世界遺産・地質公園「黄山」の景観を表現
xxiii）青大路：（伊予青石20石配列）
xxiv）高知赤平石：（赤色泥岩）

花崗岩（滝山川石・開園記念石），オ）赤色縞状チャート（軍
艦石・長さ4.2ｍ），カ）出船入船庭（船型の羅漢石２石を含む
5石）キ），石林（向原石・流紋岩11石），ク）高知糸掛け石（灰
白色縞状チャート・層理面に直行する石英脈群），ケ）庵治石
の五重の塔（神戸地震で倒壊した内田御殿の銘石塔復元）．
ⅲ）紅葉園（45本のイロハモミジ・杉苔庭園：ア）門石（伊予
青石および高知赤色泥岩），イ）志布志湾石（甌穴石），ウ）砂
谷石（三尊石および土手石８石），エ）緑色岩（紫雲石）およ
び大理石2石（急冷破砕の塩基性海底火山岩と着生した石灰岩），
オ）四国赤石（深海成赤色泥岩），カ）紅簾石（三尊石），キ）
海底火山溶岩（枕状溶岩・塊状岩3石・ガスの抜け跡を埋める
方解石），ク）長野亀甲石（陰陽石組），ケ）真赤石（陰陽石），
コ）珪質雲母片岩（三波川結晶片岩）．
ⅳ）三段滝池泉小庭園（向原石（流紋岩），砂谷石．三波川結
晶片岩からなる滝石および湖岸石40石，三日月型に湾曲する池
の長さは約12m；池泉の排水口にある，神戸内田御殿に座して
いた庵治石手水鉢（直径1.5ｍx高さ1.5ｍ）は，紅葉園の一隅に
あって，木陰の庭園にふさわしい庭園．
ⅴ）一夜庭：向原石21石＋小豆島石1石からなる階段状の古城
を思わせる築山（幅約20m・高さ約13m）は，縫うようにたど
れる枯山水の流れを思わせる様式の庭園である．
ⅵ）甌穴庭：ア）志布志湾石5石，イ）微晶室石灰岩2石，ウ）
太湖石および花崗岩の中・円礫底池（幅７ｍ・奥行2.5m）に注
ぐ高さ1mの小滝からなる小庭園．隣接してエ）三和石（流紋
岩の碑石），オ）大和花崗岩（巨人の沓脱石）が配置．
ⅶ）平庭（瀬戸の島々）：広島型花崗岩7石（うち１石には流動
状態の花崗岩の縞模様が観察できる）．
ⅷ）造園記念碑の大島石：幅5m，高さ3m，厚さ0.5m，裏面に
断層鏡肌・断層線条痕が発達する稀岩である．
ⅸ）徳川家紋灯篭（大谷石）
ⅹ）高田流紋岩石段：節理面を利用した石段．
xi）奇岩通り（銘石個石群列）：ア）高知赤石（赤色縞状チャ
ート2石），イ）高知貝食石（雑色縞状チャート），ウ）伊予亀
石（赤色縞状チャート），エ）カメレオン石（椎葉紫雲石），オ）
三波緑石（緑色岩），カ）三波紫雲石（枕状溶岩），キ）クジラ
石（三波青石），ク）日高赤石（赤色縞状チャート），ケ）伊予
虎紋石（灰白色チャート/泥岩互層），コ）仁淀川紅簾石片岩，
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法人に課せられた公益事業にご支援をお願いしたい．なお，景
園学の権威である加賀美英雄博士は，2013年，「仙石庭園」を
観察され，中国を始め世界の石文化について記述されるととも
に，石を主題にした公園は世界でも珍しいと高い評価をされて
います（加賀美英雄，2014 ‐ 東広島市自然研究会のホームペ
ージ，特別寄稿欄を参考にしていただければ幸いです）．

参考文献：
加賀美英雄，2014，仙石庭園の石群について．東広島市自然研

究会会報， 45，1-8
鈴木陽子，1992，　庭石に関する地理学的考察―三波石を事例

として－．お茶の水地理，33，37-44
西　桂，2005，日本の庭園文化．学芸出版社，216p．

xxv）枯山水昇竜庭：（砂谷石石組み・長野県産花崗岩）

Epilogue：国内には，文化財保護法による国指定の名勝（庭園）
は182か所を超している（うち，23は特別名勝―西，2005）．し
かし，日本庭園の重要な構成要素である岩石については，指定
の要因にはなっていないと考えざるをえません（清澄庭園は名
勝に指定されていない）．一方，鈴木（1992）によれば，庭石
として知られている岩石（多くは銘石）の産地は123か所あり，
岩石名と共に表示・図示されている．明らかに庭石の地域性を
あらわしており，移動手段が限られたなかでの造園であったこ
とが伺える．その点，「仙石庭園」に集められ，庭石として展
示されている銘石の種類の多さ，加えて巨岩といえる庭石を対
象に，博物館として登録・認証されたことを報告し，公益財団

意見・提言

令和４年度大学入試共通テストの地学関連科目
に関する意見書

　独立行政法人大学入試センターへ，令和4年度大学入試共通
テストの地学関連科目に関する意見書を提出しました．

-----------------------------------------------------------------------------------

令和4年3月29日

独立行政法人大学入試センター
理事長　山本廣基様

一般社団法人日本地質学会
会長　磯﨑行雄

令和４年度大学入試共通テストの地学関連科目に関する意見書

　日本地質学会は，ここ数年にわたり，旧・大学入試センター
試験/現・大学入学共通テストの地学関連科目の問題に関する
意見並びに改善に向けた要望を大学入試センターに申し入れし

てきました．その要望の主眼は，地学関連科目の平均点が他の
理科科目に比べて低くならないようにしていただきたいという
ことでありました．本年度もコロナ禍の厳しい環境の中，問題
作成に携わった関係各位の努力に敬意を表するとともに，令和
４年度大学入試共通テスト（本試験）の地学関連科目に関して，
以下のような意見を申し入れ致します．

（1）理科①の「地学基礎」においては基礎的な問題が出題され
ており，適正かつ良質な問題であったと考えます．他の科目の
平均点と比べて難易度も適正であったと思われます．

（2）理科②の「地学」においても，大学入学共通テストの目的
に合致した思考力・総合力が試される，良質な問題であったと
考えます．今年度は平均点も高く，難易度も適切であったと考
えられます．

（3）「地学」B　地磁気に関する文章において，「この逆転を境
界とする地質時代がチバニアンと名付けられた」とありますが，
厳密には地磁気の逆転付近にあるByk-Eテフラの下限でチバニ
アンが定義されるため，「この逆転をはじまりの目安とする地
質時代がチバニアンと名付けられた」とする必要があると思わ
れます．出題ミスではありませんが，問題文のより正確な記述
を行っていただくようお願いします．

　この度の地学関連科目の問題は，毎年課題とされてきた平均
点の低さも是正されており，今後も本年同様の努力を維持して
いただくようお願いいたします．
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支部コーナー

☆関東支部

報告

サイエンスカフェ
「おうちで楽しむ陸と海の火山紀行」

実施報告

　新型コロナウィルス感染症の蔓延が収まらず，現在も自由に
あちこちへ行かれない状況が続いています．このような状況下
で行われた日本地質学会関東支部のサイエンスカフェ「おうち
で楽しむ陸と海の火山紀行」は，タスマニア大学大学院生の池
上郁彦さんをゲストに，科博SCAの岡山悠子さんをファシリテ
ータとして，3連休の最終日である2022年3月21日15時～17時に
Zoomを使用して実施しました．事前に上限30名で参加者を募
集したところ，数日で席が埋まってしまうほどの人気でした．
　まず最初に岡山さんからサイエンスカフェの趣旨説明と池上
さんの紹介があり，引き続き池上さんの自己紹介がありました．
子供の頃から鉄道と地図が好きで，長じて地球科学の研究者に
なったということです．子供の頃に作成したという数m四方の
非常に詳細な架空都市の地図を見せていただき，小さい頃から
の地図への情熱が現在まで続いていることがよくわかりまし
た．
　次にフリーソフトと地形データを使い，海底の火山地形や富
士山の地形が生々しく3Dで表現された画像の作成を，実際の
作業過程の動画を使って解説していただきました．カリフォル
ニアの火山地形を例に，地図ではっきりと見える溶岩地形であ
っても，実際に地表を歩いていると規模が大きくて把握できな
いこともあるというお話がありました．それは海底地形も同様
で，地形を見る場合は視点の位置が重要であるということでし
た．

　後半は事前アンケートでも参加者の関心が高かったフンガト
ンガ火山と福徳岡ノ場の話題に移りました．フンガトンガ火山
に関しては，瞬間的な噴煙の高さが２つの気象衛星によってわ
かったという話，福徳岡ノ場の噴火については，陸上の噴火と
海底の噴火では噴火様式も軽石の分布もまるで異なるという話
など，様々なトピックについてお話しいただき，参加者からの
質問も活発でした．ほかにも鬼界カルデラや姶良カルデラの話，
SNSの発信に関する話題などについてもお話いただきました．
　質問や感想は随時Zoomのチャットに書き込んでもらい，フ
ァシリテータの岡山さんが拾い上げて池上さんに答えていただ
くという形を取りました．多くの方からのいろいろな質問があ
り，オンラインながらも互いにやりとりを共有するという一体
感を持ってもらえたのではないかと思います．
　興味深い火山の話題を次々と提供してくださった池上さん，
最初から最後までイベントを完璧に進行してくださったファシ
リテータの岡山さん，サイエンスカフェに参加してくださった
皆様に御礼申し上げます．

（産業技術総合研究所　小松原純子）

Zoomで行われたサイエンスカフェの様子．右上の映像はゲストの
池上さん，その下の映像はファシリテータの岡山さん．

第12回惑星地球フォトコンテスト入選
catastrophe

写真：峯田翔平（広島県）

撮影場所：島根県　益田市礁の鼻

撮影者より：益田市の日本海沿には，荒波により削られ，形成された奇岩や巨石，断崖が数多く存在します．その中で
一層際立った存在感を出しているのが，「礁の鼻」です．その特徴的な尖った風貌は，日本であることを忘れさせます．
この撮影時は，その存在感を更に引き出すような，燃えるような夕焼けでした．このシーンを更に非現実的にするため
に，NDフィルターを用い，長秒露光を行いました．

審査委員長講評：撮影地点の「礁の鼻」は地元では有名な朝日・夕日スポットのようです．この作品も優秀賞の「ゴジ
ラの背」と同様に波の動きを長時間露光によって単純化し，海岸の岩石を強調しています．風景写真としては非常に美
しい作品ですが，ジオの要素がもう少し含まれるほうが良かったと思います．（審査委員長　白尾元理）

地質的背景：島根県の西端に近い小浜港西側の岬です．夕映えの景勝地として地元で愛されています．周辺は，後期白
亜紀セノマニアン期～サントニアン期の花崗岩からなる沈水海岸です．岩盤が黄金色に見えるのは夕日のせいばかりでは
ありません．当地域周辺は，後期鮮新世～前期更新世の江津層群が下位の花崗岩を広く覆っています．江津層群分布地の
基盤岩は深層風化していることが特徴であり，この花崗岩も黄褐色に弱風化しています．（渡辺勝美：島根県地学会）

表紙紹介
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はじめに
　日本古生物学会は，古生物学及びこれに関連のある学問分野
の普及・拡大を図るために，1935年（昭和10年）に設立され，
年に2回（1-2月頃に例会，6-7月頃に年会）開催されています．
2022年の第171回例会は，2月4日～6日の三日間にわたり名古屋
大学をホスト校としてオンライン（Zoom）で開催されました．
本稿では，本例会にて行われたシンポジウム，オンライン懇親
会，口頭発表，ランチョン小集会，ポスター発表，夜間小集会
の内容について報告します．

シンポジウム
　初日に行われたシンポジウム「関節の科学」では，藤原慎一
氏・大路樹生氏（名古屋大学博物館）を議長として，田村朝紀
氏（名古屋大学），松本涼子氏（神奈川県立生命の星・地球博
物館），吉永亘希氏（九州大学），江川史朗氏（理化学研究所
BDR），山田晋之介氏（国際医療福祉大学）によって，様々な
分類群での関節形態の形態形成，機能形態，解析手法について
の発表が行われました．これらの中でも筆者は，松本涼子氏に
よるCTから読み解く四肢動物における首の関節運動の発表が
大変興味深かったです．
　脊椎動物の体軸運動は，椎骨間の関節運動によって行われま
す．この運動は，関節の形態によって制約を受けますが，椎骨
形態の多様化に伴って，複雑な運動様式を獲得してきたと考え
られています．その中でも捕食様式と密接に関わる頸椎関節の
動きは後頭顆―第1頸椎と，それ以降の軸椎を含む個々の頸椎
間で生じる3軸回りの可動範囲となり，この可動域は後頭顆や
頸椎の形態によって異なります．したがって，個々の頸椎の形
態と可動域の関係を理解することは，絶滅動物における捕食様
式の復元に必要不可欠です．しかし，現生動物においても椎骨
の関節が運動の際にどのように動き，骨同士の干渉によって可
動域がどの程度制限されるのかを調べた研究は少ないため，形
態に基づいた絶滅動物の捕食様式を復元するために必要な，形
態と機能の関係の検証を行うのが困難というのが現状です．
　そこで，松本涼子氏は近年普及しているCTスキャンを用い
て，後頭顆と個々の頸椎の3Dデータを作成し，頸椎の可動域
を解析した研究事例を2つ紹介されました．
　1つ目は，絶滅動物における捕食様式の復元についてです．
本研究では，絶滅動物であるチャンプソサウルス（コリストデ
ラ類）と，外形がよく似ている現生ワニ類であるインドガビア
ルの頸椎や後頭顆の形態を比較し，首の可動域を明らかにする
ことで両者が同様の捕食様式を持つのかを検証されました．結
果，両者は側屈に適した頸椎を持ちますが，チャンプソサウル
スはインドガビアルに比べて，背屈運動の可動域が小さいこと
を明らかにされました． 上記の運動特性から，松本氏はチャ
ンプソサウルスの捕食様式を推定しています．
　2つ目は，四肢動物における後頭顆の形態と可動域について
です．後頭顆は頭蓋骨の背下部に位置し，後頭顆に第1頸椎が
関節します．本研究では，初期の四肢動物において後頭顆の形
態が，カエルやイモリといったような現生平滑両生類（一対型）

と爬虫類・鳥類（ボール型）で主に二分化されるため，それぞ
れのCTスキャンを用いて得られた情報を基に分類群ごとに，
後頭顆の可動範囲の特性を検証されました．結果，一対型では
第1～第2椎骨のねじり・側屈運動が制限されているのに対して，
背屈・腹屈運動に適していることが分かりました．一方，ボー
ル型では第1～第2椎骨のねじり運動が卓越するため，後頭顆の
形態は車軸運動に適していることを明らかにされました．
　以上2つの研究から四肢動物の首は頸椎間（第2頸椎より後方）
の関節が首全体の可動域を決定しますが，後頭顆は系統ごとの
制約が強く影響することが示唆されました．松本氏の研究の結
果は，筆者が研究で扱っている標本にも通ずる部分が多く，今
後は椎骨の形態から推測される運動特性ついても注目してみよ
うと思います．

オンライン懇親会
　シンポジウム終了後にZoomを用いて行われたオンライン懇
親会には総勢約200名もの方々が参加されました．大路樹生氏

（名古屋大学博物館）による名古屋大学についての貴重なお話
の後，ブレイクアウトルームを用いた自由な歓談の時間が設け
られました．当初予定されていた終了時刻は19時でしたが，予
定終了時刻で教員，学芸員，学生を問わず一堂に会する貴重な
場を終わらせてしまうのはもったいないという，学会行事係の
粋な計らいによって，終了時刻後もブレイクアウトルームが開
けられました．今回もオンラインでの懇親会でしたが，例年通
り各々の研究の話で盛り上がり，参加者の中には日付を超えて
交流を楽しむ方もいたそうです．

口頭発表
　2日目から一般講演の口頭発表が開始し，3日目にかけて行わ
れました．A会場では古脊椎動物の部として，古脊椎動物につ
いて26件の発表が行われ，B会場では古環境の部として，古生
態・形態解析・古環境・年代解析について27件の発表が行われ
ました．これらの中で特に印象深かったのは，筆者が関わって
いるプロジェクトになってしまうのですが，佐賀昇吾氏による

「“愛媛県道後姫塚から産出した脊椎動物歯化石”の検討」です．
本研究は県内のメディア等で取り上げられ，注目された発表の
うちの一つであると思われます．愛媛県松山市の道後姫塚に分
布する上部白亜系和泉層群黒滝層は，古くより二枚貝を中心に
海棲動物化石を多く産出することが知られています．2021年4
月より愛媛大学を主体として，黒滝層下部の細礫を稀に含有す
るシルト岩層の発掘調査が行われました．調査の結果，サメや
硬骨魚類の遊離歯化石や二枚貝などの海棲動物化石の他に，こ
れまでに本層からの産出報告がない大型脊椎動物の遊離歯化石
が採取されました．本発表では，大型脊椎動物の遊離歯化石と
様々な海生脊椎動物の歯との形態比較が行われ，その分類群の
検討がされました．結果，歯冠が細長い，舌側面のみで線上が
見られる，切縁を持たないという形態的特徴から，一般的なエ

日本古生物学会第171回例会参加報告

愛媛大学大学院・理工学研究科・修士課程2年
朝永悠斗

院生コーナー

松山市道後姫塚の和泉層群より産出した首長竜類の遊離歯化石

20-22_支部コーナー／院生コーナー／表紙紹介.indd   2120-22_支部コーナー／院生コーナー／表紙紹介.indd   21 2022/06/01   14:462022/06/01   14:46



22 日本地質学会News　25（４）

ラスモサウルス科首長竜の歯の特徴によく一致していることが
明らかにされました．和泉層群から首長竜類の化石が産出する
ことは非常に稀で，過去には淡路島や香川県からの産出が報告
されています．したがって，今回の発見は和泉層群堆積初期に
おける海棲脊椎動物相を解明する上で大きな発見であり，今後
の調査研究によって新たな発見があることが期待されます．

ランチョン小集会
　2日目の一般講演の口頭発表，午前の部が終わった後に松井
久美子氏（Smithsonian Institution），木村由莉氏（国立科学博
物館），Ms. Ana M.Valenzuela-Toro（University of California）
によってランチョン小集会が開催されました．本小集会は，
2015年9月25日に国連総会によって「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が採択されて以来，そこで挙げられたSDGs

（Sustainable Development Goals），すなわち持続可能な人類社
会のための取り組みを古生物学分野に置き換えて考え，議論す
ることを目的として行われました．実際に，一部の国では過去
に持ち出された標本や脱法的に入手された化石を購入すること
による問題が起きています．日本では購入標本を用いた研究も
少なくはないため，同じ事が起きないよう，今回のランチョン
小集会によって古生物学におけるSDGs，“パレオSDGs”につ
いての考えが広まり，国内外問わず貴重な標本たちを保全しよ
うという働きが行われるようになればと思います． 

ポスター発表
　本例会のポスター発表は2日目のランチョン小集会が終了し
た後に行われました．一般講演のポスター発表は全32件，高校
生ポスターセッションが全2件ありました．本例会もオンライ
ン形式のポスター発表でしたが，ブレイクアウトルームとして
分けられた発表会場では活発な議論が飛び交っていました．筆
者が最も興味深かったポスター発表は，今井卓哉氏ら（福井県
立大学）による，「仮想現実を利用した古生物展示と課題」で
す．本発表では，現代において普及しているVR技術を用いて，
発表者らがこれまでに作成・実施してきた古生物展示と課題に
ついて発表されていました．既存展示のVR化は，博物館に行
けない人や展示物が気になる人に対して博物館及び古生物学の
普及をするのに大変役に立つと思われます．それに加え，展示
そのものをVR化するというのは，実際の展示において目に見
えにくいものを拡大して見えるように表示でき，普段立ち入り
禁止のエリアを見せることもできるといったように，実物展示
よりも展示方法の可能性が広がります．やがて，これらのVR
技術を用いた展示が普及し，展示の幅が広がることで古生物展

示を通した教育が場所，時間などの制約無く行える時代がくる
ことを楽しみにしています．
　数多くあるポスター発表の中から，最優秀ポスター賞を受賞
したのが3名，高校生ポスター賞を受賞したのが2名でした．ど
のポスターも綺麗にまとめられており，そのレイアウト方法な
ど，大変勉強になりました．筆者自身も次回以降の学会にてポ
スター発表を行う際にはこれらのポスターに負けないようなも
のを作れるよう日々精進したいと思い，これから研究を行って
いくにあたっての大きな刺激を頂きました．

夜間小集会
　2日目の最終プログラムとして，樽 創氏（神奈川県立生命の
星・地球博物館）,木村敏之氏（群馬県立自然史博物館）に加
え，鈴木毅彦氏（東京都立大学），納谷友規氏（産業技術総合
研究所），高桑祐司氏（群馬県立自然史博物館），山川千代美氏

（滋賀県立琵琶湖博物館），福嶋 徹氏（昭島市郷土資料室）に
よって夜間小集会が開催されました．本小集会は，まだ研究が
あまり進んでいない関東平野の最西部に分布する上総層群の面
白さを伝えることを目的として開催されました．話題提供は4
部に分けられ，第一に「時間」，第二に「海」，第三に「植物」，
第四に「陸上動物」といったような流れで議論され，最後に総
合討論が行われました．上総層群からはクジラなどの大型脊椎
動物の他にサメ類や大型植物といった様々な化石が産出し，生
層序についての研究も進んでいることが今回の小集会で多くの
参加者に知られました．上総層群における海棲動物化石の産出
状況を知ることができ，筆者自身も実際に現地の発掘調査に参
加してみたいと思いました．

終わりに
　これまで日本古生物学会に参加してきて，毎度自らの勉強不
足を痛感します．そのため，参加した中で学んだことを糧に，
今後はただ参加するだけでなく演者として発表の場に立てるよ
う，日々研究を進めていきたいと思います．また，いつの日か
新型コロナウイルスの影響が弱まり，オンラインのみでなく対
面での古生物学会が開催されることを切に願っています． 

院生コーナー

常時投稿をお待ちしています．編集は，現在以下の4名で行って
います．原稿は1500～5000文字程度，図・写真3点以内を目安
に，e-mailでお送りください．
dkuwano@chiba-u.jp	 桑野太輔（千葉大）
90rymenjpgr@gmail.com	 時永万音（新潟大）
koki9824k@gmail.com	 吉永亘希（九州大）
t-morohoshi@eps.s.u-tokyo.ac.jp	 諸星暁之（東京大）

20-22_支部コーナー／院生コーナー／表紙紹介.indd   2220-22_支部コーナー／院生コーナー／表紙紹介.indd   22 2022/06/01   14:462022/06/01   14:46



23日本地質学会News　25（４）

一般社団法人日本地質学会第14回総会開催について

　第 14 回総会を下記の次第により開催いたします．
2022 年 4 月 9 日

一般社団法人日本地質学会

会長・代表理事　磯﨑行雄

2022年6月11日（土）14:00 ～ 15:30
【WEB 会議形式】

総会議事次第
　１．議長選出
　２．開会
　３．議案
　　第 1 号議案　2021 年度事業報告・決算報告
　　第 2 号議案　代議員および理事選挙結果報告
　　第 3 号議案　2022 年度事業計画
　　第 4 号議案　2022 年度予算案
　　第 5 号議案　名誉会員の選出
　　第 6 号議案　定款の変更
　　第 7 号議案　運営規則の変更
　４．閉会

１．�定款 20 条により，本総会は役員ならびに代議員による総会となります．代議員には，総会開催通知とともに総会

に必要な資料等を別途お送りいたします．ご都合で欠席される方は，定款 28 条第 1項にもとづき，議決権行使書

および議決権の代理行使（委任状）などにより，総会に出席したものとして議決権を行使することができます．

２．�正会員は，総会に陪席することができます．ただし，総会規則 12 条 3 項により，許可のない発言はできません．

　自宅や勤務先等登録内容にご変更があった場合は，速やかに学会事務局までご連絡をお願い致します．
毎月の会誌や大切な郵便物が届かなくなってしまいます．情報の変更は，学会ホームページ「会員ページ」
にログイン（ID：会員番号）していただければ，ご自身で登録内容を更新する
ことも可能です．
ご協力をよろしくお願い致します．

問い合わせ：日本地質学会事務局　メール：main@geosociety.jp　
電話 03-5823-1150　FAX 03-5823-1156
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興興味味専専門門分分野野：：あなたの興味専門分野を教えてください．３つまで選択することができます． （該当する項目に○印を付けて下さい）

　　１．層位　　２．堆積・堆積岩　　３．古生物　　４．構造地質　　５．火山・火山岩　　６．深成岩　　７．変成岩　　８．鉱床地質（金属・非金属）

　　９．鉱床　　10．鉱物　　11．燃料地質　　12．地熱　　13．第四紀　　14．環境地質　　15．都市地質　　16．土木地質　　17．土質工学

　　18．水文地質　　19．探査地質　　20．土木工学　　21．情報地質　　22．地震地質　　23．海洋地質　　24．地球物理　　25．地球化学

　　26．地質年代学　　27．地理　　28．地学教育　　29．考古学　　30．その他　　40．地球惑星

入入　　会会　　のの　　ごご　　案案　　内内

　入会には正会員1名の紹介が必要です．近くに紹介者となるべき会員がいない場合はその旨お申し出ください．また，初年度の会費は

申込書郵送時から時間の間隔をおかずに下記送金先へ速やかにご送金ください．会員としての正式登録は，入会承認後，初年度会費

の入金を確認した上で行い，雑誌の送付（4月号から）を開始いたします．

　　　　　　　　　大学 University  　　　　　　　　　　学部 Faculty                   年　  　　　月 卒業（見込み）Year completed

修士 Master：         　　     大学Univ.                        研究科Fac.     　       年　 　　   月 修了（見込み）Year completed

博士 Doctor：       　　       大学Univ.                        研究科Fac.       　     年　　　     月 修了（見込み）Year completed

自宅住所 Home address： (郵便番号 Zip code　　　 　　-             ）

Recommended by (name of member)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Signature

専専門門部部会会：：現在，下記の15の専門部会があり活動しています．専門部会に参加ご希望の方は登録をお願いします．所属希望の部会を３つまで選択する
　ことができます．（該当する項目に○印を付けて下さい）

学学部部学学生生割割引引・・院院生生割割引引申申請請欄欄：：運運営営規規則則にに基基づづきき，，学学会会費費のの割割引引申申請請ををいいたたししまますす．．

上記本学の学生につき，　　□□　　学学部部学学生生   ・・   □□　　定定収収ののなないい院院生生（（研研究究生生））　〔いずれかにチェックをつけてください〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　 であることを証明いたします．

first name

　　１．地域地質　　２．層序　　３．堆積地質　　４．海洋地質　　５．構造地質　　６．岩石　　７．火山　　８．応用地質

　　９．環境地質　　10．情報地質　　 11．古生物　　12．第四紀地質　　13．環境変動史　14．鉱物資源

連絡先 Correspondence：　　□　自宅　Home　　　　　□　所属機関　Office

紹介者名（正・院生会員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　指指導導教教員員　　所所属属：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏氏名名：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印印

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　＠

　　※e-mail Addressは地質学会からのメルマガ配信用，その他連絡用に登録します．携帯電話各社のe-mail Addressを記入の場合は登録いたしません．ご注意ください．
　　※所属先（代表）の問い合わせ専用　e-mail Address　は記入しないでください．

    　      年Year  　      月Mo　       日Day  生born on Sex： □ 男 Male　　□ 女 Female　　Country：

　　　　　　　　　学校 High school　　　　　　　　　　年卒業 Year completed
学歴 Academic career：

電話 Phone：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファックス Fax：

所属機関名称・所属機関住所 Affiliation with address： (郵便番号 Zip code　　　 　　-             ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　郵便物がきちんと届けられるよう，ご記入ください．

e-mail Address：

電話 Phone：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファックス Fax：

＊会員番号

太太枠枠内内ののみみににごご記記入入くくだだささいい（（＊＊OOffffiicciiaall  uussee  oonnllyy））

一一般般社社団団法法人人日日本本地地質質学学会会入入会会申申込込書書　　　　 Application form for the Geological Society of Japan

氏名（ふりがな）　Name　in　Japanese

＊会員種別　 □ 正会員　（□ 学部学生割引　・　□ 院生割引）

ローマ字表記　family name

　入会ご希望の方は下記の入会申込書を一般社団法人日本地質学会事務局へお送りください．

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

　　　　　送金先：郵便振替口座　00140-8-28067　一般社団法人日本地質学会

　　　　　会費（※１）年額：正会員 12,000円　（学部学生割引＊5,000円，院生割引＊8,000円【定収のない方に限る】　※２）
　　　　　　　※１：学会費には地質学雑誌の購読料が含まれています．

（注）ご提供いただいた個人情報は、日本地質学会プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います．

＊受付（　　　　　　年　　　　月　　　　日） ＊入金（　　　　　　年　　　　月　　　　日）　振替 ・ 現金 ・ 銀行 ・ 他

＊承認（　　　　　　年　　　　月　　　　日） ＊送本（　　　　　　巻　　　　　　号）

　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行　〇一九（ゼロイチキュウ）店／当座 0028067 ／一般社団法人日本地質学会 ｼﾔ)ﾆﾎﾝﾁｼﾂｶﾞﾂｶｲ

　　　　　　　※２：学部学生割引，院生割引を希望される方は，下記の割引申請欄に指導教員の署名，捺印をもらってください．

会員名簿の掲載項目：2年に1度，会員名簿を発行しています．氏名・所属先は掲載必須項目です．下記の項目について掲掲載載をを拒拒否否すするる項項目目ににはは
 □□ ににチチェェッッククをを付付けけててくくだだささいい（（チチェェッッククがが無無いい項項目目はは掲掲載載承承諾諾いいたただだいいたたももののととししまますす））．

□ 最終学歴　　□ 所属先学科名・部課名（掲載不可の場合は「○○大学○○学部」，「㈱△△△△社」までを必須項目として掲載）

□ 所属先住所　　□所属先電話・FAX番号　　□自宅住所　　□自宅電話・FAX番号　　□e-mail Address
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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

　〒105-8625　東京都港区新橋1－8－4　SMBC新橋ビル

不備返却先
　SMBCファイナンスサービス㈱
　決済ビジネス業務センター　口座振替依頼書課

（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。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
の
銀
行

ゆうちょ銀行
お 届 け 印

お届け印（捨印）
ゆうちょ銀行を除く

振替日
（払込日）

記号（6桁目がある場合は※欄にご記入下さい）

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

取
扱

店 日

附
印

※

令和　　年　　月　　日
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東 京 都 千 代 田 区 岩 本 町

　二 丁 目 八
＿ 一 五 　井 桁 ビ ル 内

　 一 般 社 団 法 人 日 本 地 質 学 会 　 御 中
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©一般社団法人日本地質学会　〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-15　井桁ビル6F　電話03-5823-1150
Fax 03-5823-1156   E-mail：main@geosociety.jp  ホームページ http://www.geosociety.jp
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	11_紹介
	12-13_博物館で地学を学ぼう！
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