
日本地球化学会 2014 年度総会 式次第 
 

日時： 2014 年 9 月 17 日（水）13:00〜14:00 

会場： 富山大学五福キャンパス 黒田講堂 

 

 

1.   開会宣言 

2.   議長選出 

3.   故木越邦彦名誉会員を偲んで 

4.   会長挨拶   川幡 穂高 会長 

5.   大会委員長挨拶 張 勁 委員長 

6.   議事 

 1) 名誉会員の承認について 

 2) 2013 年度事業報告、決算報告および監査報告 

 3) 2014 年度事業中間報告および会計中間報告 

 4) 2015 年度事業計画および予算案 

 5) ゴールドシュミット 2014 会議の報告と 2015 会議の紹介 

 6) ゴールドシュミット 2016 会議横浜開催の準備状況 

7.   名誉会員証贈呈式 

8.   2014 年度柴田賞、日本地球化学会賞、日本地球化学会奨励賞授賞式 

 1) 日本地球化学会奨励賞 

    堀 真子 会員 「炭酸塩試料を用いた陸域での物質循環と第四紀気候研究」 

    古川 善博 会員 「隕石の海洋衝突模擬実験によるアミノ酸などの生成に関する研究」  

    野崎 達生 会員 「Re-Os 年代測定法による硫化物鉱床の成因に関する研究」 

 2) 日本地球化学会賞 

    本田 勝彦 会員 「希ガス同位体による地球内部構造進化に関する研究」 

 3) 柴田賞 

    大本 洋 会員 「地球史における硫黄循環に関する研究」 

9.   会場からの意見・提案など 

10.  議長解任 

11.  閉会宣言 

 

14:00〜15:20  特別集会「学会の明日を考える」 

15:20〜15:30  休憩 

15:30〜17:25  受賞記念講演（要旨は講演要旨集 p.169-177 を参照して下さい） 

 

 

 

会場利用上の諸注意 

 

・年会会場（共通教育棟）は16時頃に閉鎖・施錠する予定です。クロークに荷物をお預けの方、持ち

物を置いてきてしまった方は、今のうちに回収してください。 

・会場のホール内での飲食は禁止です。 

・受賞記念講演終了後、懇親会場（18:30 開始）へは、市電をご利用ください。懇親会参加者へは、

市電乗車券を名札と一緒にお渡しいたしております。市電は約 7 分おきに出ています。 

また、懇親会会場行きのバスを 1 台（50 名）用意していますので、ご年配の先生方はご利用くださ

い。 



2013 年度事業報告 
 

1. 会員状況 

917 名（2013 年 1 月 1 日）〜 921 名（2013 年 12 月 31 日） 

 

2. 年会、委員会等開催 
・日本地球惑星科学連合 2013 年大会 (2013/5/19-24、幕張メッセ国際会議場) 

・ゴールドシュミット 2013 会議 (2013/8/25-30、フィレンツェ、イタリア) 

・年会 (2013/9/11-13、筑波大学)、総会 (9/12、筑波大学)、公開講演会 (9/14、ノバホール) 

・評議員会 4 回 (2/9, 6-7 月メール審議, 9/10, 9/13)、幹事会 4 回 (2/2, 5/25, 9/7, 12/21)、GJ 編集委

員会 1 回、地球化学編集委員会 1 回、学会賞等受賞者選考委員会 1 回、鳥居基金選考委員会 2 回 (メ

ール会議)、広報委員会 (メール会議) 

3. 会誌発行 Geochemical Journal: Vol. 47 (1-6)、地球化学: Vol. 47 (1-4 号) 

4. ニュース発行 No. 212-215 (和文誌「地球化学」と合本) 

5. 第 8 回 地球化学ショートコースの実施 (2013/9/10) 

6. 日本地球化学会賞等の授与 (学会賞 1 件、奨励賞 3 件) 

7. GJ 賞授与 (ゴールドシュミット 2013 会場にて) 

8. 鳥居基金：第 1 回 (海外渡航 1 件、国内研究集会 1 件)、第 2 回 (海外渡航 1 件) 

9. 学会などの共催・協賛・後援 
・第 19 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 (2013/6/13-14、後援) 

・第 50 回アイソトープ・放射線研究発表会 (2013/7/3-5、共催) 

・第 41 回可視化情報シンポジウム (2013/7/16-17、協賛) 

・国際火山学地球内部化学協会 2013 年学術大会 (2013/7/20-24、後援) 

・ゴールドシュミット 2013 会議 (2013/8/25-30、共催) 

・レーザーアブレーションワークショップ 2013 (2013/9/4、協賛) 

・第 57 回粘土科学討論会 (2013/9/4-6、共催) 

・第 61 回質量分析総合討論会 (2013/9/10-12、共催) 

・日本地質学会第 120 年学術大会巡検 (2013/9/13-17、協賛) 

・第 5 回アジア太平洋放射化学シンポジウム (2013/9/22-27、共催) 

 

 

2015 年度事業計画 
 

1. 年会：横浜国立大学 (2015/9/16-18) 

2. 総会：横浜国立大学 (2015/9/17) 

3. 日本地球惑星科学連合 2015 年大会 (2015/5/24-28、幕張メッセ) 

4. ゴールドシュミット 2015 会議 (2015/8/16-21、プラハ、チェコ共和国) 

5. 評議員会 4 回 (うち 1 回はメール審議、第 4 回は引き継ぎ) 

6. 幹事会 4 回 (第 4 回は引き継ぎ) 

7. 2016-2017 年度役員選挙 

8. 会誌発行 Geochemical Journal: Vol. 49 (1-6)、地球化学: Vol. 49 (1-4 号) 

9. ニュース発行 No. 220-223 

10. 日本地球化学会賞等の授与 

11. 鳥居基金助成 2 回 (1 月、7 月) 

12. 学会などの共催・協賛・後援 
・国際第四紀学連合(INQUA)第 19 回大会 (2015/7/27-8/2、名古屋、共催) 

 

 

 

（庶務幹事・山岡香子） 


