2014 年度寄附研究部門のアクティビティー一覧
2015.03.17 国連防災世界会議パブリックフォーラム「巨大化する自然災害に備える技術者の役割」
に参加しました（サッパシー）
http://wcdrr.irides.tohoku.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2015/04/20150317_report_WCDRR_supp
asri.pdf
2015.03.17 GEM オープンクエイクとアジアの地震リスク評価〜Powering Asian organizations
with GEM's OpenQuake tools〜を開催しました （今村，遠田，和田，岡田（真），丹羽，石村，福
谷）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2483.html
2015.03.16 第３回国連防災世界会議において災害保険に関するパブリック・フォーラムを開催しま
した（今村，サッパシー，安倍，福谷，保田）
http://wcdrr.irides.tohoku.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2015/04/20150316_report_WCDRR_supp
asri.pdf
2015.03.15 国連防災世界会議においてタイ外務省主催のパブリック・フォーラムを開催しました
（サッパシー）
http://wcdrr.irides.tohoku.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2015/04/20150315_reportb_WCDRR_sup
pasri.pdf
2015.03.15 第３回国連防災世界会議パブリックフォーラムイベント「せんだい防災の広場」に出展
しました（保田）
http://wcdrr.irides.tohoku.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2015/04/20150315_reportc_WCDRR_yasu
da.pdf
2015.03.14 防災教育交流国際フォーラム「レジリエントな社会構築と防災教育・地域防災力の向上
を目指して」において、防災教育に関する「仙台宣言」が採択されました（保田，安倍）
http://wcdrr.irides.tohoku.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2015/04/20150314_reportc_WCDRR_saku
rai.pdf
2015.03.14-18 ３Ｄドキュメンタリー映画「大津波３．１１未来への記憶」
（特別編集版）の上映を
行いました（サッパシー，智片）
http://wcdrr.irides.tohoku.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2015/04/20150314_reportb_WCDRR_chik

ata.pdf
2015.03.13 国連アジア太平洋経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）事務局長が東北地方太平洋沖地震津波
の被災地を訪問しました（小野，サッパシー）
http://wcdrr.irides.tohoku.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2015/04/20150313_report_WCDRR_ono.p
df
2015.03.12 第３回国連防災世界会議 Children & Youth Forum 参加者が IRIDeS を訪問しました
（保田）
http://wcdrr.irides.tohoku.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2015/04/20150312_report_WCDRR_yasu
da.pdf
2015.02.25 東日本大震災メモリアル 『震災 4 周年シンポジウム＆３D 映画 「大津波 3.11 未来へ
の記憶」 上映』 に関する記者発表会を行いました（今村，小野，井内）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2446.html
2015.02.14 「中野五丁目津波避難タワー完成報告会」に出席しました（今村，佐藤健）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2431.html
2015.02.07-08 減災ハッカソン in 仙台を開催しました（邑本，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2429.html
2015.01.31 減災こども国際フォーラムを開催しました（今村，サッパシー，イ，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2428.html
2015.01.23-29 ハワイ島ヒロの小学校で減災教育出前授業を行いました（サッパシー，野内，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2376.html
2015.01.14-17 The 2015 International Conference on Building Resilience and Developing
Sustainability に参加しました（サッパシー，マス）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2348.html
2015.01.14-16 「防災・減災に関する国際研究のための東京会議」に参加し、災害科学国際研究所
の活動および研究に関する発表を行いました（今村・江川・菅原・福谷）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2354.html

2015.01.09 神戸大学震災復興支援・災害科学研究推進室 第 3 回シンポジウム (阪神・淡路大震災
20 年シンポジウム) 大震災を踏まえた教訓と課題―次世代へつなぐ―に参加しまた（今村）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2350.html
2015.01.09-10 平成２６年度東北地域災害科学研究集会に参加しました（日野，大野，山本，王，
今井，飯沼，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2333.html
2015.01.05 『防災教育に関する情報交流セミナー』を開催しました（佐藤健，桜井，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2321.html
2014.12.26-27 第 4 回巨大津波災害に関する合同研究集会を開催しました（越村，ブリッカー，サ
ッパシー，今井，菅原，蝦名，石村，佐藤翔輔，安倍，福谷）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2322.html
2014.12.15-19 2014 年 AGU Fall Meeting に参加し、研究発表を行いました（災害リスク研究部門，
地域・都市再生研究部門，災害理学研究部門，寄附研究部門）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2323.html
2014.12.07-11 英国ケンブリッジ大学,ロンドン大学,オックスフォード大学で研究交流を行いまし
た（今村，サッパシー，蝦名，ボレー，地引，保田，福谷）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2292.html
2014.12.16 「生きる力」市民運動化プロジェクトが「PR アワードグランプリ」ソーシャル・コミ
ュニケーション部門において優秀賞を受賞しました（今村，佐藤翔輔，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2280.html
2014.12.09 今村文彦所長監修 3D ドキュメンタリー映画 『大津波 3.11 未来への記憶』 （製作：
NHK メディアテクノロジー）が「国際 3D 先進映像協会 ルミエール・ジャパン・アワード 2014」
で作品賞 ドキュメント/ライブ部門を受賞いたしました（今村，柴山，サッパシー，佐藤(翔)）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2267.html
2014.12.04-06 第 14 回日本地震工学シンポジウムに参加し、研究発表を行いました（今村，源栄，
越村，佐藤(健)，大野，サッパシー，王）

http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2260.html
2014.11.28-29 インドネシア・アチェ州で減災教育出前授業を行いました（サッパシー，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2251.html
2014.11.24-27 International seminar of the 10 years commemoration of the 2004 Indian Ocean
tsunami (IOT seminar) がジャカルタとバンダ・アチェで開催されました（今村，越村，井内，平
野，泉，サッパシー，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2218.html
2014.11.24-26 日本地震学会 2014 年度秋季大会に参加し、研究発表を行いました（遠田，趙，三浦，
今泉，木戸，岡田(知)，久利，今井，飯沼，石村，内田，丹羽，和田，福谷）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2250.html
2014.11.21 International Journal of Disaster Risk Reduction 2013 Outstanding Contribution in
Reviewing を授賞しました（サッパシー）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2204.html
2014.11.13 土木学会・海岸工学論文奨励賞を受賞しました（福谷）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2181.html
2014.11.12-14 土木学会 第 61 回海岸工学講演会に参加しました（越村，ブリッカー，平野，今井，
呉，マス，ローバー，佐藤（翔），福谷）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2201.html
2014.11.02-06 ２０１１年東北地方太平洋地震津波被害に関連した IRDR-IRIDeS 合同調査と共同
研究打合せを行いました（サッパシー，イ，ボレー）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2182.html
2014.10.30 遠隔合同シンポジウム「震災からの創造的復興と東北大学の取り組み」が開催されまし
た（今村，栗山，中山，佐藤（翔），保田，安倍）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2152.html
2014.10.20-21 第２回	
  津波・雪崩・洪水エネルギー減衰国際イノベーション・ワークショップを
開催しました（今村）

http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2128.html
2014.10.09-10 米日カウンシル・アニュアル・カンファレンスに参加しました（今村）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2106.html
2014.10.01 「東日本大震災復興技術支援フォーラム」で講演しました（今村，佐藤翔輔）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2091.html
2014.09.26 第２２回 IRIDeS 金曜フォーラムを開催しました（遠田，丹羽，石村，福谷）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2072.html
2014.09.16 駐日英国大使が東北大学を訪問され，災害における日英の共同研究についての会合があ
りました（今村，サッパシー）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2050.html
2014.09.02-07 ブリストル海峡周辺で 1607 年に発生した大規模水災害について地質学的調査を行
いました（サッパシー，菅原）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2017.html
2014.08.31 24 時間テレビで「みんなの防災手帳」が岩手県沿岸市町村の全世帯に配布されることを
紹介しました（今村）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2001.html
2014.08.27-29 フィリピン・レイテ島で減災出前授業を行いました（サッパシー，野内，イ，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2000.html
2014.08.23 第４回防災文化講演会を気仙沼市で開催しました（川島，安倍，気仙沼サテライト）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1980.html
2014.08.22 第２１回 IRIDeS 金曜フォーラムを開催しました（今村，真野，森口，木戸，王，マス）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1978.html
2014.08.08 Ashinaga Internship Program Participants visit IRIDeS, participate in Lectures
(Okumura, Egawa, Bricker, Iuchi, Shibayama, Maly, Yasuda)
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1972.html

2014.08.05-08 インドネシア・ジャカルタで現地情報収集を行いました（呉，福谷）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1969.html
2014.07.28-08.01 アジア・オセアニア地球科学会（AOGS）第 11 回年次大会に参加し、研究発表
を行いました（災害リスク研究部門，災害理学研究部門，寄附研究部門）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1970.html
2014.07.31 APRU-IRIDeS マルチハザードプログラム	
  サマースクールを開催しました（今村，奥
村，江川，小野田，村尾，小野，泉，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1929.html
2014.07.26 APRU-IRIDeS マルチハザードプログラム	
  コアグループ会合を開催しました（今村，
真野，小野，泉）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1927.html
2014.07.18 2013 年フィリピン台風調査報告会を開催しました（今村，真野，江川，井内，呉，花岡，
地引，池田，マス）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1915.html
2014.07.08 「国連経済社会理事会閣僚級会合防災サイドイベント」に仙台市奥山市長，陸前高田市
と伴に参加しました（今村，小野，柴山）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1905.html
2014.06.22-26 6AMCDRR 報告(4): 第 6 回アジア防災閣僚会議にて災害科学国際研究所・仙台市共
同のパネル展示を行いました（サッパシー，イ，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1913.html
2014.06.22-26 6AMCDRR 報告(3):第 6 回アジア防災閣僚会議にてイベントを開催・講演しました
（災害科学国際研究所，今村，越村，小野，村尾，泉）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1912.html
2014.06.16-21 タイ・バンコクとプーケットで防災出前授業を行いました（サッパシー，野内，保
田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1885.html

2014.05.26-06.02 2013 年 11 月ハイエン台風による高潮による被害把握の調査を行いました（サッ
パシー，イ，保田）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1808.html
2014.05.17, 05/27, 07.16 地域ごとの津波避難計画を検討するためのワークショップに協力してい
ます（今村，保田，安倍）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1914.html
2014.04.28-05.02 日本地球惑星科学連合 2014 年大会において研究発表をおこないました（災害科
学国際研究所）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1800.html
2014.04.23 気仙沼市立気仙沼中学校で防災出前授業を行いました（安倍）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1743.html
2014.04.17 「COMPSAFE2014」を開催しました（今村，越村，寺田，森口，加藤）
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,1714.html

