
学会評議員会議事録 

● 2008 年度第 1回 

日時：2008 年 2 月 16 日（土）13:00〜17:45 

場所：東京大学 山上会館 001 

出席者：蒲生俊敬会長, 石橋純一郎, 小畑元, 佐野有司, 鈴木勝彦, 平田岳史, 益田

晴恵, 南雅代 (以上幹事), 天川裕史, 岩森光, 鍵裕之, 北逸郎, 瀧上豊, 奈良岡浩, 

野尻幸宏, 日高洋, 松尾基之, 三村耕一, 柳沢文孝 (以上評議員), 松久幸敬 (監事) 

 

1. 会長挨拶 

 蒲生会長から会長就任の挨拶があった。 

2. 2008-2009 年度新評議員の追加承認 

 瀧上豊会員を新評議員として追加承認した。 

3. 2008-2009 年度幹事の承認 

 2008-2009 年度各幹事（石橋ニュース幹事，小畑庶務幹事，佐野 GJ 編集幹事，鈴木広報

幹事，平田行事幹事，益田地球化学編集幹事，南会計幹事）を承認した。 

4. 2007 年度第 3回評議員会議事録の承認 

 2007 年度第 3回評議員会議事録を承認した。 

5. 報告事項 

(1) 庶務 (小畑幹事)： 

 【科学研究費補助金】（日本学術振興会）平成 20 年度科学研究費補助金研究成果公開促

進費「定期刊行物」(GJ)計画調書提出（11/13, 6,740 千円）; 日本学術振興会による平

成 18 年度科学研究費補助金研究成果公開促進費「定期刊行物」に関する実地調査および

意見交換(12/21)； 平成 19 年度科学研究費補助金研究成果公開促進費「定期刊行物」の

実績報告書提出（2/6）。【研究助成等】日産科学振興財団・日産科学賞候補者を推薦した。

【後援・共催等】（共催）日本質量分析学会「第 56 回質量分析総合討論会」（2008/5/14-16）; 

（社）日本原子力学会「原子力総合シンポジウム 2008」（2008 年 5 月），運営委員として

村松康行会員を推薦； 第７回核融合エネルギー連合講演会組織委員会「第７回核融合エ

ネルギー連合講演会」（2008/6/19-21）; (社)日本アイソトープ協会「第 45 回アイソト

ープ放射線研究発表会」（2008/7/2-4）。【その他】（株）国際文献印刷社との情報通信業

務基本委託契約；故猿橋勝子名誉会員への弔電・供花(10/22)，故小穴進也名誉会員への

供花(11/15)，故半谷高久名誉会員への弔電・供花(1/18)；「地球化学」への広告募集を

行なった（1/31 締切）；学会賞各賞・鳥居基金への推薦・応募状況(1/31 締切)：奨励賞

6 名，学会賞 2 名，柴田賞 2 名；鳥居基金（海外渡航 4 名，国内研究集会 2 件）。【幹事

会】2008 年 2 月 9 日 13:00〜 第１回評議員会の議事内容について整理した（出席：蒲

生・海老原・石橋・小畑・佐野・鈴木・角皆・平田・益田・南の各幹事）。 

 また，評議員に対して，ウェッブ広告宣伝の依頼があった。6 月のメールによる評議員

会については，幹事会などで具体案を検討することとなった。 

(2) 会計 (南幹事)： 

 「地球化学」掲載の広告費が納められていないため，2007 年度会計が閉じられていないとの



報告があった。 

(3) 会員異動(2007/9/1/-2007/12/31) (角皆会員幹事，代理で蒲生会長が説明)： 

【入会】 

（9月） 

一般会員 

9282478  吉武 美和 ﾖｼﾀｹ ﾐﾜ 

  神戸大学理学研究科地球惑星科学専攻 惑星物質科学研究室  

学生会員（学生パック） 

9282480  昆 慶明 ｺﾝ ﾖｼｱｷ 

  東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻 

9282491  岨 康輝 ｿﾜ ｺｳｷ 

  北海道大学大学院理学院自然史科学専攻 地球システム進化グループ 

（10 月） 

一般会員 

9282501  玉城 喜章 ﾀﾏｷ ﾖｼｱｷ 

  琉球大学理学部海洋自然科学科（化学系） 

9282503  関根 康人 ｾｷﾈ ﾔｽﾋﾄ 

  東京大学大学院新領域創成科学研究科複雑理工学専攻 

学生会員（学生パック） 

9282495  白石 智一 ｼﾗｲｼ ﾄﾓｶｽﾞ 

  大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 松田研究室 

（11 月） 

学生会員（学生パック） 

9282499  丸山 匡臣 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵﾐ 

  日本大学総合基礎科学研究科相関理化学専攻 放射化学研究室永井教授 

9282502  竹谷 裕 ﾀｹﾀﾆ ﾕﾀｶ 

  東北大学大学院理学研究科地学専攻 

（12 月） 

一般会員 

9282504  高田 将志 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｼ 

  奈良女子大学文学部地域環境学コース 

【退会】 

（9月） 

学生会員 

9282429  山崎 俊輔 

（10 月） 

名誉会員 

8280501  猿橋 勝子 2007/9/29 ご逝去 

（11 月） 

名誉会員 



9280399  小穴 進也 2007/11/13 ご逝去 

（12 月） 

正会員 

9282364  GUPTA, Lallan Prasad 

1281059  高城 裕之 

1281190  大田 啓一 

1282326  蓑島 佳代 

2280310  水谷 伸治郎 

3280045  福田 一義 

6280066  合田 四郎 

6281333  横田 喜一郎 

6281656  北村 守次 

6282279  森山 文基 

8280307  三谷 明恒 

8280879  星加 章 

学生会員 

4282273  椎根 大 

8282327  萬福 真美 

9282357  山本 和幸 

シニア会員 

3280272  馬淵 久夫 

5280483  斉藤 信房 2007/12/19 ご逝去 

6280312  水谷 義彦 

【除名】 

（一般会員：10 名）平良 初男，植山 洋一，野上 健治，山口 学，GUODONG ZHENG，

加藤 喜久雄，SEMET, MICHEL P.，JOHEMKO, JEROME，フジイＭ ヤスオ（学生会員：5 名）

佐久間 英輔，辻 寛之，呉 佳紅，羅 玜泰，井上 由美子 

【変更】 

（9月） 

会員番号 会員名  変更前  変更後 

1282229  辻 寛之 一般会員 学生会員 

（12 月） 

会員番号 会員名  変更前  変更後 

3282258  JENKINS, ROBERT 学生会員 一般会員 

9282424  坂本 直哉 学生会員 一般会員 

3280294  松永 捷司 一般会員 シニア会員 

6280680  脇田 宏 一般会員 シニア会員 

8280233  清棲 保弘 一般会員 シニア会員 

 

2007 年 12 月 31 日現在の会員数 



 

 正会員 （一般） 

（学生） （学生） 

（学生パック）（シニア） 賛助会員 名誉会員 計 海外会員

2007/8/31 941 (761) (67) (56) (57) 11 12 964 40 

入会 9 (4)  (5)    9  

退会 -19 (-12) (-4)  (-3)  -2 -21  

除名 -15 (-10) (-5)     -15 -3 

変更  (-2) (-1)  (3)     

除名取消 1 (1)      1  

2007/12/31 917 (742) (57) (61) (57) 11 10 938 37 

 
会員異動(2008/1/1/-2008/1/31) (角皆会員幹事，代理で蒲生会長が説明)： 

【入会】 

（1月） 

一般会員 

9282505  星野 美保子 ﾎｼﾉ ﾐﾎｺ 

  筑波大学生命環境科学研究科地球進化科学専攻 木股研究室 

9282512  杉原 永一 ｽｷﾞﾊﾗ ｴｲｲﾁ 

  三井化学株式会社袖ヶ浦センター 総務グループ健康管理室 

学生会員（学生パック） 

9282508  松岡 かおり ﾏﾂｵｶ ｶｵﾘ 

  東京農工大学大学院連合農学研究科 

【退会】 

名誉会員 

7280092  半谷 高久 2008/1/17 ご逝去 

一般正会員 

9282212  半澤 有希子 

学生正会員 

9282422  森 美佳 

【変更】 

（1月） 

会員番号 会員名  変更前  変更後 

9282370  小岩 嘉隆 学生パック 学生正会員 

9282379  齊藤 友比古 学生パック 学生正会員 

9282382  賞雅 朝子 学生パック 学生正会員 

9282383  今野 祐多 学生パック 学生正会員 

9282384  嶋本 洋子 学生パック 学生正会員 

9282385  吉野 徹  学生パック 学生正会員 

9282394  荒川 雅  学生パック 学生正会員 



9282397  武田 匡樹 学生パック 学生正会員 

9282398  中尾 俊夫 学生パック 学生正会員 

9282399  竹内 ふみ 学生パック 学生正会員 

9282400  宮川 和也 学生パック 学生正会員 

9282401  中村 真仁 学生パック 学生正会員 

9282405  山根 雅子 学生パック 学生正会員 

9282406  岡崎 寛大 学生パック 学生正会員 

9282407  川島 龍憲 学生パック 学生正会員 

9282410  小竹 翔子 学生パック 学生正会員 

9282412  福本 塁  学生パック 学生正会員 

9282416  深澤 真  学生パック 学生正会員 

9282417  内山 嘉子 学生パック 学生正会員 

9282421  若林 貴弘  学生パック 学生正会員 

9282422  森 美佳  学生パック 学生正会員（自動変更後に退会届） 

9282423  中村 英人 学生パック 学生正会員 

9282431  堀口 桂香 学生パック 学生正会員 

9282432  徳竹 大地 学生パック 学生正会員 

9282433  小林 紗由美 学生パック 学生正会員 

9282436  新原 隆史 学生パック 学生正会員 

9282438  金子 雅紀 学生パック 学生正会員 

9282440  加藤 智樹 学生パック 学生正会員 

9282359  栗崎 弘輔 学生正会員 一般正会員 

9282389  宮川 千絵 学生正会員 一般正会員 

9282413  光延 聖  学生正会員 一般正会員 

 

2008 年 1 月 31 日現在の会員数 

 正会員 （一般） 
（学生）

通常 

（学生） 

学生パック
（シニア） 賛助会員 名誉会員 計 海外会員

2007/12/31 917 (742) (57) (61) (57) 11 10 938 37 

入会  2  1      

退会  -1 -1    -1   

種別変更  3 -3       

（2年経過によ

り移行） 
  28 -28      

2008/1/31 918 (746) (81) (34) (57) 11 9 938 37 

 

(4) 編集： 

a. GJ (佐野幹事): 新編集委員会の組織について説明があった。欧米からの投稿が増え

るよう，新たに Vice Executive Editor を置く。Express Letter については，今後宣

伝を積極的に行う予定。 



b. 地球化学 (益田幹事): 2007 年度の編集状況について。2007 年度は 14 編の原著論文

を受付，うち 7編を受理，5編を審査中，2編を却下した。総説は 3編を受付，うち 2

編を受理，1件が審査中である。記念論文は 3編を受付，受理した。博士論文抄録は 1

編を受付，受理した。その他を 1編受付，受理した。現在は 7編の原著論文と 1編の

総説を審査中である。また，編集委員会を 2回行った。受け付けるにあたって問題の

ある論文について，対応が検討された(審議事項参照)。 

c. ニュース (石橋幹事): ニュース記事の構成について説明があった。 

d. 広報 (鈴木幹事): 学会 HPの Q&A について，評議員に回答協力の依頼があった。また，

国際文献印刷との「ホームページ作成業務」「大会関連業務」の業務委託契約書につい

て報告があった。 

(5) 行事（平田幹事）: 

a. 2007 年年会報告: 年会 LOC の奈良岡評議員から 2007 年度年会について，財政，国際

文献印刷との交渉経緯が報告された。また，講演締切と要旨締切を一緒にする方が良

いとの提案があった。 

b. 2008 年日本地球惑星科学連合大会: 今年度は 5/25–30 にかけて幕張メッセ国際会議場

で開催される。共催のセッションについては，行事幹事に報告してほしい旨，依頼が

あった。 

c. 2008 年ゴールドシュミット国際会議: 今年度は 7/13–18 にかけてカナダ・バンクーバ

ーで開催される。学会から 3000 ドルの寄付を行うこと，この寄付は学生の旅費補助に

使用されること，日本地球化学会のブースを設けること，パンフレットを参加者のバ

ックに入れ配付すること，GJ 賞の授賞式をプレナリーセッションで行うこと，今回は

登録料の割引がないことが報告された。また，GJ 賞の説明については，テラパブから

の副賞を辞退することが会長から報告された。代わって，篤志家からの寄付を受け，

副賞を１件 33 万円とすることとなった。 

d. 2008 年年会準備状況: 2008 年度年会の準備状況について，大会実行委員長の松尾評

議員から説明があった。今年度は 2008 年 9/17–19 に東京大学駒場キャンパスで行う。

講演受付と要旨受付を一緒に行うこと，講演はすべてセッションテーマ制で行うこと

など例年との違いが説明された。セッションテーマは公募し，採用されたテーマにつ

いては，コンビナーが主に編成を考える。2/10: セッションテーマ締め切り; 4/1: ホ

ームページ開設; 7/14 講演受付，要旨提出締切; 8/29:事前登録締切，9/16 に第 3回

ショートコースを行う予定である。 

e. 第 2 回ショートコース・アンケート結果: 第 2 回ショートコースが 2007 年度年会前

日(9/18)に行われ，盛会に終わったことが報告された。 

(6) 各種委員会 

a. 各種委員会の委員構成について，以下の委員会委員が承認された。2008-2009 年度名誉

会員推薦委員会は海老原充副会長が委員長を務め，野津憲治会員，田中剛会員，松田准

一会員(以上，会長経験者)，野尻幸宏会員，角皆潤会員(以上評議員)が委員となること

が提案され，承認された。2008-2009 年度将来計画委員会は海老原充副会長が委員長と

なり，鍵裕之会員，奈良岡浩会員，平田岳史会員，益田晴恵会員(以上評議員)，三澤啓

司会員，山本鋼志会員，山下勝行会員が委員となることが提案され承認された。新たに



設置される 2008-2009 年度広報委員会については，鈴木勝彦広報幹事が委員長を務め，

小木曽哲会員，折橋裕二会員，橘省吾会員，山本鋼志会員が委員となることが提案され

承認された。 

b. 日本地球惑星連合第 6回評議員会に鍵評議員が出席され，法人化やセクション制につ

いて報告があった。また，2008 年 3/14 には討論会と拡大評議会が開催されるため，評

議員から数名が参加することが確認された。 

c. 日本地球惑星連合各種委員会の活動状況に関して，教育問題検討委員会について，瀧

上評議員から現在の進捗状況についての説明があった。また，国際地学オリンピック日

本委員会について説明があり，日本地球化学会に対しても支援要請があった。協賛金 1

口 10 万円の支援が認められた。男女共同参画推進委員会について天川評議員から説明

があった。科研費の助成審査員拡大に関して協力要請があったが，状況の推移を見守る

こととなった。 

d. 学術会議における IAGC 対応小委員会の状況について，海老原副会長に代わって蒲生会

長が現状を説明した。IAGC は IUGS 分科会の下に分属することとなった。また，IUGS の

年報に，日本地球化学会の活動を寄稿したことが報告された。 

e. 地球化学講座の編集状況について，松久監事から 2/28 に第 2巻が発行される予定であ

るとの報告があった。残る第 8巻についても大部分の原稿が集まり，近日刊行される見

込みであることが報告された。 

6．審議事項 

(1) 国際文献委託業務の契約（小畑幹事）: 2008 年度国際文献印刷への学会業務委託契約

書について説明があった。2008 年度にかかる費用の予測が示され，新しい契約書が承認

された。 

(2) 学生会員 (学生パック加入者) 宛のリマインドについて(角皆会員幹事に代わって蒲

生会長から説明）： 今年度から学生パック会員の学生会員への自動種別変更が行われる

ようになった。退会する学生パック会員には，2月末まで手続きの猶予期間を設けると

いう提案が行われた。また，この変更についてリマインドのメールを流すことも提案さ

れた。審議の結果，この新しい手続きで種別変更することが認められた。 

(3) GJ の出版形態について(佐野幹事）: 電子化を進める際の問題点について議論を行い，

幹事会を中心に必要な手続きを準備することが承認された。また，非会員の GJ への投

稿が増加しつつあることから，ページチャージの可能性についても今後検討していくこ

とが承認された。 

(4) 「地球化学」について (益田幹事): 編集委員会から，論文投稿に対して一定の指針を

出すという提案が行われた。また，二重投稿などの事態に対応するため，編集委員会で

内規を作ることが提案された。その基準については，編集委員会の判断に委ねることが

承認された。 

(5) 第3回ショートコースについて (平田幹事): 年会前日に第3回ショートコースを行う

ことが認められた。経費の一部について，学会が補助することも確認された。 

(6) ニュースの電子化 (石橋幹事): 人事公募など，時期的なニュースについては，メール

を活用し，印刷はしないことが認められた。会員の交流に繋がるページは従来のままと

する。 



(7) 「地球惑星化学の事典」(仮題)編集・出版計画について(蒲生会長): 「地球惑星化学

の事典」という企画について提案があり，出版をすすめることが認められた。 

7. 次回幹事会・評議委員会の日程 

 幹事会  5月31日(土) 13：00～ 東京大学 

 評議員会 6月中にメールによる会議 

 


