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第１回日本鉱物科学会 評議員会議事録
日 時：平成 19 年 9 月 23 日（日）18：30-20：30
会 場：東京大学理学部 1 号館 2F 小柴ホール
出席者：板谷徹丸会長，松原 聰副会長
赤井純治，赤荻正樹，阿部なつ江，有馬 眞，石渡 明，
上原誠一郎，榎並正樹，小畑正明，大谷栄治，黒澤正紀，
小暮敏博，佐藤 努，杉山和正，月村勝宏，土`山 明，
富樫茂子，中牟田義博，馬場 敬，廣井美邦，松井正典，
柳沢教雄，圦本尚義（以上，評議員：50 音順）
赤坂正秀，大和田正明，小山内康人，工藤康弘，榊原正幸，
篠田圭司，留岡和重，平島崇男，藤巻宏和，宮嶋 敏，
宮脇律郎（以上，幹事：50 音順）
司 会：宮脇律郎（庶務幹事）
記 録：小山内康人（庶務幹事）
報告事項
１．会員報告（平島会員幹事，篠田会員幹事）
・日本鉱物科学会発足直前（平成 19 年 9 月 20 日現在）の会員数に
ついて，以下の報告があった。
会員合計：1,020 名（正会員：893 名，大学院・学生会員：77 名，
永年会員：39 名，名誉会員：11 名）
，
特別会員，講読会員等の団体合計：196 件
・会員数の増加に向けて，積極的な努力の必要性が謳われた。
２．平成 19 年度予算の確認（留岡会計幹事，工藤会計幹事）
・平成 19 年度（平成 19 年 9 月 1 日〜平成 20 年 8 月 31 日）の予算
が提示され，改めて確認された。なお，鉱物科学会初年度の予算
審議は，学会統合移行措置として，平成 19 年 9 月 22 日開催の旧
日本岩石鉱物鉱床学会評議員会および旧日本鉱物学会評議員会
で行われ，平成 19 年 9 月 22 日開催の日本鉱物科学会設立総会で
承認を得ていた。
３．学会資産の確認（留岡会計幹事，工藤会計幹事）
・日本鉱物科学会の特別会計として，旧日本岩石鉱物鉱床学会およ
び旧日本鉱物学会からの引き継ぎ資産について報告があった。
４．事業計画（工藤行事幹事）
・2008 年日本鉱物科学会年会は秋田大学で行われ，第 115 年日本地
質学会学術大会と同時開催されることが報告された。
・引き続き，秋田大学 LOC の水田敏夫会員から，年会スケジュー
ル等について説明があった。
５．後援・協賛学会
・学術団体等について，後援・協賛の報告があった。
承認事項
１．入会の承認
・一般正会員 7 名および学生正会員 32 名について入会申込書が回
覧され，全員の入会を承認した。
２．平成 19 年度幹事・委員の承認
・宮脇庶務幹事から，学会統合に伴う役員移行措置に基づき平成 19
年度の幹事および次の各種委員が紹介され，承認された（幹事，
委員名簿は後記参照）
。
審議事項
１．将来問題検討委員会設置について
・大谷評議員から「将来問題検討委員会」の設置について提案があ
り，審議の結果，設置することが了承された。
・委員候補者の選定は，大谷評議員に一任することになった。
２．会則・内規検討委員会について
・土`山評議員から「日本鉱物科学会会則」について説明があり，
質疑・応答の後，了承された。しかし，修正等が必要な箇所につ

いては，「会則・内規検討委員会」を設置し，次回総会までに改
訂案が提示できるように検討することになった。
３．各種委員会委員の選出（委員候補者名簿は後記参照）
・委員構成について審議された。なお審議が未了の委員会について
は，候補者の選定は庶務幹事に一任し，後日，その候補者につい
て評議員の電子メールによる審議を行うことになった。
４． 2008 年秋田年会および 2009 年以降の年会について
・2008 年秋田年会は日本地質学会学術大会との同時開催であること
が改めて審議され，了承された。
・2009 年以降の年会については，日本地質学会との同時開催を継続
することの是非・意義について質疑・応答があった。審議の結果，
2009 年度は札幌年会（北海道大学）とし，日本地質学会学術大会
との同時開催を行わないこととした。
・2010 年以降の年会については，今後検討することとした。
５． 2008 年連合合同大会と地惑連合役員について
・小山内三鉱連絡委員から 2008 年地球惑星科学連合大会について
報告があり，了承した。
・日本鉱物科学会が選出する地惑連合役員，地惑連合対応委員等に
ついて審議され，後記の委員が承認された。
６．国際渉外対応委員会，IMA 代表委員，IMA 小委員会について
・大谷評議員から日本学術会議国際対応分科会について説明があり，
日本鉱物科学会としても国際対応の窓口となる委員会設置が提
案された。
・審議の結果，大谷評議員（将来問題検討委員会委員長）を中心に，
検討を進めることが了承された。
７. その他
(1) 宮嶋普及教育委員会委員より，普及教育委員会の方針案として
「中教審・次期学習指導要領中間答申に対するパブリックコメン
トへの対応」について説明があった。
(2) 富樫評議員より，
「第 5 回男女共同参画学協会連絡会シンポジウ
ム」について案内があった。
役員リスト（*は正幹事または正委員）
会
長：板谷徹丸
副 会 長：松原 聰
庶務幹事：宮脇律郎*・小山内康人
会員幹事：平島崇男*・篠田圭司
会計幹事：留岡和重*・工藤康弘
行事幹事：工藤康弘*・大和田正明
和文誌編集幹事：藤巻宏和*・赤坂正秀
英文誌編集幹事：榎並正樹*・大谷栄治
渉外・広報幹事：柳澤教雄*・榊原正幸・赤荻正樹
特務幹事(学振科研費担当)：土屋範芳
特務幹事(会則・内規検討担当)：土`山 明
会計監査委員：長瀬敏郎・高橋裕平
地惑連合連絡担当：大谷栄治*・吉田武義・小暮敏博
「地球惑星科学連合」内委員：
総務委員会：吉田武義（委員長代行）
将来構想委員会：大谷栄治（副委員長）
財務委員会：無
企画委員会：外田智千(委員）
・大谷栄治（オブザーバー）
広報・アウトリーチ委員会：坂野靖行（委員）
運営委員会プログラム局：黒澤正紀（副委員長）
・角替敏昭（正
委員）
・小暮敏博（副）
国際委員会：赤荻正樹（委員）
・有馬 眞（委員）吉田武義
（オブザーバー）
教育問題検討委員会：宮嶋 敏（幹事）
男女共同参画委員会：富樫茂子（副委員長）
・沼子千弥（委員）
・
吉田武義（委員）
日本地質学会 Island Arc 編集顧問：板谷徹丸
日本アイソトープ協会第 45 回放射線研究発表会運営委員：
藤巻宏和
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国際惑星地球年（IYPE）日本担当：柳澤教雄
三鉱連絡委員：小山内康人（平成 19〜20 年度幹事）
・小暮敏博
評議員（平成 19 年度）
：
吉朝 朗，小暮敏博， 松井正典， 黒澤正紀，上原誠一郎，
柳澤教雄，沼子千弥， 佐藤 努， 赤井純治，圦本尚義，
赤荻正樹，大谷栄治， 中牟田義博，鍵 裕之，杉山和正，
月村勝宏，阿部なつ江，荒井章司， 有馬 眞，石渡 明，
榎並正樹，小畑正明， 貴治康夫， 佐藤博明，土'山 明，
富樫茂子，馬場 敬， 林信太郎， 廣井美邦，宮下純夫
各種委員会委員リスト

(9)将来問題検討委員会
委員長：大谷栄治
委 員：小澤一仁，鍵 裕之，河上哲生，橘 省吾，土`山 明，
平賀岳彦，松井正典，宮脇律郎，村上 隆，圦本尚義
(10)名誉会員推薦委員会
(11)会則・内規検討委員会
委員長：土`山 明
委 員：石渡 明，中村美千彦，松井正典＋宮脇律郎（庶務幹事）
(12)選挙管理委員会（2 名以上）
委員：奥寺浩樹，森下知晃

(1)行事委員会
委員長：工藤康弘幹事
委 員：大和田正明幹事，大場 司，海田博司，亀井淳志，河上
哲生，河野元治，黒澤正紀，小暮敏博，佐藤 努，杉山
和正，田村芳彦，月村勝宏，角替敏昭，伴 雅雄，外田
智千，永井隆哉，長瀬敏郎，柚原雅樹，圦本尚義，吉朝
朗

(13)会長候補者推薦委員会
委員長：石渡 明
委 員：小澤一仁，平島崇男，圦本尚義，吉朝 朗

(2)岩石鉱物科学編集委員会
委員長：藤巻宏和幹事
委 員：赤坂正秀幹事，赤井純治，荒川洋二，有馬 眞，石田
秀輝，石渡 明，上原誠一郎，氏家 治，大谷栄治，
加藤 工，掛川 武，木股三善，木村 眞，工藤康弘，
小暮敏博，近藤 忠，柴 正敏，周藤賢治，田切美智雄，
田中久雄，谷口宏充，豊田和弘，中井 泉，中野聰志，
中牟田義博，中村美千彦，長瀬敏郎，根建心具，長谷中
利昭，林謙一郎，林信太郎，平島崇男，藤縄明彦，前田
仁一郎，三浦裕行，水田敏夫，溝田忠人，村田 守，
圦本尚義，吉朝 朗, 吉田武義

(15)渡邉萬次郎賞選考委員会
委員長：鹿園直建 副委員長：藤巻宏和
委 員：板谷徹丸，小澤一仁，周藤賢治，田切美智雄，西山忠男，
松原 聰，

(3)Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 編集委員会
委員長：榎並正樹幹事
副委員長：大谷栄治幹事，平島崇男
委 員：有馬 眞, 藤巻宏和, 藤本光一郎, 藤野清志, 河野元治,
木股三善, 木村純一, 工藤康弘, 松枝大治, 村上 隆,
中村美千彦, 小畑正明, 佐藤 努, 佐脇 貴幸, 杉山和正,
鈴木和博, 留岡和重, Jung Ho Ahn, Richard J. Arculus, D.
Chandrasekharam, Ming Chen, Moonsup Cho, Mervet Elhadad,
James B. Gill, Alexander Khanchuk, Anhuai Lu, Gregory R.
Lumpkin, Ian D.R. Mackinnon, M. Santosh, Joseph R. Smyth
(4)広報委員会
委員長：柳澤教雄渉外・広報幹事
委 員：榊原正幸幹事，赤荻正樹幹事，井上 徹，栗林貴弘，橘
省吾，坂野靖行，宮脇律郎（庶務幹事）
(5)日本鉱物科学会普及教育委員会
委員長：奥山康子 副委員長：赤井純治
委 員：川手新一，黒澤正紀，宮島 敏
(6)科学研究費問題検討委員会
委員長：赤井 純治
委員（任期 1 年）
：大谷栄治，鈴木和博，藤巻宏和
委員（任期 2 年）
：赤荻正樹，榊原正幸，土'山 明，中村美千彦，
＋宮脇律郎・小山内康人（庶務幹事）
(7)日本鉱物科学会抄録委員会
委員長：砂川一郎
委 員：外田智千，金沢康夫，木原國昭，皆川鉄雄，三浦裕行，
水田敏夫，長瀬敏郎，野口高明，沼子千弥，大橋文彦，
大川真紀雄，大谷栄治，大沼晃助，佐々木信行，富田
克敏，塚本勝男，月村勝宏，上原誠一郎，山川純次，
佐野貴司，宮脇律郎
(8)新鉱物・鉱物名委員会
委員長：松原 聰
委 員：青木正博，上原誠一郎，小林祥一，清水正明，坂野靖行，
宮脇律郎

(14)日本鉱物科学会賞選考委員会
委員長：松井正典 副委員長：石渡 明
委 員：荒井章司，上原誠一郎，榎並正樹，黒澤正紀，小暮敏博，
廣井美邦，宮下純夫，吉朝 朗，＋板谷徹丸（会長）

(16)日本鉱物科学会論文賞選考委員会
委員長：圦本尚義 副委員長：佐藤博明
委 員：阿部なつ江，小畑正明，貴治康夫，土'山 明，柳澤教雄，
沼子千弥，佐藤努，赤井純治
(17)日本鉱物科学会研究奨励賞選考委員会
委員長：赤荻正樹 副委員長：山田裕久
委 員：有馬 眞，大谷栄治， 鍵 裕之，富樫茂子，中牟田
義博，長瀬敏郎, 平島崇男，吉田武義，
(18)日本鉱物科学会応用鉱物科学賞選考委員会
委員長：入舩徹男 副委員長：永井隆哉
委 員：井上 徹，奧山康子，草地 功，杉山和正，月村勝宏，
中村美千彦，馬場 敬，林信太郎
(19)櫻井賞選考委員会
委員長：加藤 昭
委 員：清水正明，中井 泉，松原 聰
(20)年会運営委員会
委員：工藤康弘行事幹事，大和田正明幹事，水田敏夫

