
2015 年度寄附研究部門のアクティビティー 一覧 
 
2016.03.24 2015 年ネパール地震を経験したネパールの高校生が災害科学国際研究所を訪問されました（サ

ッパシー，久利，保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160324_report.pdf 
 
 
2016.03.22 JICA ネパール国カトマンズリスクアセスメントプロジェクト研修プログラム一行が訪問され、

防災・復興に関する講義・ディスカッションと仙台平野の巡検を行いました（今村，奥村，源栄，江川，後藤，

井内，マリ） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160322_reportc.pdf 
 
 
2016.03.15 「ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）2016」優秀賞を共同受賞しました（災害科

学国際研究所（今村，安倍，林）） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160315_report.pdf 
 
 
2016.03.14-16 第 60 回土木学会水工学講演会で研究成果を発表しました（有働，呉，山下，安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160314_report.pdf 
 
 
2016.03.13 東日本大震災 5 年「震災を忘れない」フォーラム～ともに築く、災害に負けないまち～を開催し

ました（地震津波リスク評価（東京海上日動）寄附研究部門） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160313_reportb.pdf 
 
 
2016.03.12 仙台防災未来フォーラム 2016 に参加しました（災害科学国際研究所（山下，寄附研究部門）） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160312_reportd.pdf 
 
 
2016.03.12 国連事務総長特別代表（防災担当）で国連防災戦略事務局（UNISDR）の代表を務める Robert 
Glasser 氏が災害科学研究所を訪問されました（今村，小野，泉，バシャ―） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160312_reportc.pdf 
 
 
2016.03.07-08 第１２回 APRU マルチハザードシンポジウムに参加しました（今村，小野，泉，マス） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160307_reportb.pdf 
 
 
2016.03.05 平成 27 年度土木学会東北支部技術研究発表会で研究発表を行いました（災害リスク，人間・社

会対応，地域・都市再生，情報管理・社会連携，寄附（（林，安倍））） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160305_report.pdf 
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2016.02.27-29 第 21 回日本集団災害医学会総会・学術集会で発表しました（今村，佐々木） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160227_report.pdf 
 
 
2016.02.25-26 第 12 回アジア防災会議（ACDR2016）に参加しました（村尾，サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160226_report.pdf 
 
 
2016.02.19 第３４回 IRIDeS 金曜フォーラムを開催しました（川田，浩日勒，山下） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160219_report.pdf 
 
 
2016.02.17 「みんなの防災手帳」使い方講座を実施しました（今村，佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160217_report.pdf 
 
 
2016.02.08 台湾南部地震に関する緊急報告会を開催しました（今村，遠田，趙，大野，王） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160208_report.pdf 
 
 
2016.02.02-04 APRU-IRIDeS マルチハザードプログラム キャンパスセーフティーワークショップ 「災

害に強い大学～大学の備えは充分ですか？～」を開催しました（今村，丸谷，泉） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160204_report.pdf 
 
 
2016.01.19 東日本大震災の被災地・気仙沼市で開発中の建物被災想定アプリケーションの操作・体験実験を

実施しました（サッパシー，安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160119_report.pdf 
 
 
2016.01.18 南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト・第 6 回東海地域研究会にて講演しました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160118_report.pdf 
 
 
2016.01.13-15 キングス・カレッジ・ロンドンとの合同活動で蔵王山の火山噴火による観光への影響につい

て情報収集しました（サッパシー，久利，寅屋敷） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160113_report.pdf 
 
 
2016.01.11 「東日本大震災アーカイブシンポジウム：地域の記録としての震災アーカイブ～未来へ伝えるた

めに～」を開催しました（今村，柴山，桜井，佐藤翔輔，ボレー） 
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http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160111_report.pdf 
 
 
2016.01.08-09 平成２７年度東北地域災害科学研究集会に参加しました（日野，佐藤健，大野，柴山，王，

呉，佐藤翔輔，山下，保田，武田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160108_report.pdf 
 
 
2015.12.09 東北大学イノベーションフェア２０１５において展示と紹介プレゼンテーションを行いました

（佐藤源之，石井，柴山，マス，鈴木，寅屋敷，丹羽，兪，林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151209_report.pdf 
 
 
2015.12.04-05 第 5 回巨大津波災害に関する合同研究集会にて研究発表を行ないました（サッパシー，佐藤

翔輔，山下，安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151204_report.pdf 
 
 
2015.11.26 日産自動車の電気自動車（EV）を活用した災害対応訓練を行いました（災害科学国際研究所（今

村，山下，林，安倍）） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151126_report.pdf 
 
 
2015.11.25-27 津波浸水図作成ワークショップにおいて講演しました（サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151125_report.pdf 
 
 
2015.11.17-19 SUSTAIN (2015) Best Paper award を受賞しました（今村，サッパシー，ブリッカー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151117_report.pdf 
 
 
2015.11.16-18 南シナ海地域における将来的津波イベントと防災対策に関する専門家技術会議に出席ました

（サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151116_reportb.pdf 
 
 
2015.11.16 宮城豪雨被害に関して現地調査を行いました（五十子，鈴木，呉，山下，林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151116_report.pdf 
 
 
2015.11.11-13 土木学会第 62 回海岸工学講演会にて研究発表を行いました（サッパシー，有働，ブリッカー，

佐藤翔輔，山下，福谷） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151113_report.pdf 
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2015.11.06 津波数値モデルのグローバル展開と世界津波の日の提案について（今村，サッパシー，保田，ラ

チャロット） 
http://blog.willis.com/2015/11/progress-in-assessing-tsunami-risk-on-a-global-scale/ 
 
 
2015.11.04 広島大学附属高校の皆さんが IRIDeS を訪問されました（今村，富田，遠田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151104_report.pdf 
 
 
2015.10.22-23 東北大学災害科学国際研究所とイギリス・ロンドン大学リスク・減災研究所主催日英減災研

究セミナーを開催しました（今村，小野，遠田，サッパシー，野内，イ，ボレー，保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151022_report.pdf 
 
 
2015.10.13 ひょうご震災記念２１世紀研究機構の理事長と専務理事が災害科学国際研究所を訪問されまし

た（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151013_report.pdf 
 
 
2015.10.11 第８回防災文化講演会を気仙沼市で開催しました（安倍，気仙沼分室） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151011_report.pdf 
 
 
2015.10.10 ネパール地震緊急調査報告会を開催しました（今村，江川，富田，ブリッカー，ダス，佐々木） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151010_report.pdf 
 
 
2015.10.07-10 第１１回 APRU（環太平洋大学協会）マルチハザードシンポジウム（フィリピン）で発表し

ました（小野，サッパシー，桜井，泉，呉，マリ，保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151007_report.pdf 
 
 
2015.10.03-04 地域安全学会・東日本大震災連続ワークショップ 2015 in 気仙沼を開催・研究発表しました

（村尾，丸谷，佐藤健，杉安，佐藤翔輔，寅屋敷，安倍，気仙沼分室） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151003_report.pdf 
 
 
2015.10.01 IRIDeS メディアフォーラムを東京にて開催しました（今村，伊藤，丸谷，富田，柴山，呉，ボ

レー，中鉢） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20151001_report.pdf 
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2015.09.30 盛岡市で「みんなの防災手帳」贈呈式が行われました（今村，佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150930_report.pdf 
 
 
2015.09.24-25 第 34 回日本自然災害学会学術講演会に参加しました（今村，桜井，佐藤翔輔，保田，林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150924_report.pdf 
 
 
2015.09.06 「サイエンスデイ in 気仙沼」にて講座を開催しました（川島，サッパシー，丹羽，石村，佐藤

翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150906_reeport.pdf 
 
 
2015.08.31 新庄東高等学校の生徒・教員の皆さんが災害科学国際研究所を訪問されました（今村，保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150831_report.pdf 
 
 
2015.08.28 タイ王国 Princess Chulabhorn's College Satun 校の学生さんたちが災害科学国際研究所を訪

問されました（サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150828_reportb.pdf 
 
 
2015.08.24 モンゴル科学技術大学付属高専・新モンゴル高専の皆さんに講義を行いました（今村，源栄） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150824_reportb.pdf 
 
 
2015.08.11 気仙沼市において自主防災組織活動や避難行動要支援者の支援対策について講演しました（安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150811_report.pdf 
 
 
2015.08.10  International  Journal  of  Disaster  Risk  Reduction  2015  Outstanding 
Contribution in Reviewing を受賞しました（サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150810_report.pdf 
 
 
2015.08.08 南海トラフ広域地震防災研究プロジェクトシンポジウムに参加しました（今村，日野，蝦名，佐

藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150808_report.pdf 
 
 
2015.08.05 名取市と災害科学国際研究所との連携と協力に関する協定締結式および記念講演会を開催しま

した（今村，奥村，村尾，佐藤健，小野，菅原，佐藤翔輔，ボレー，中鉢） 
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2015.07.29 東北大学オープンキャンパスで多賀城高等学校の生徒さんに講座を行いました（今村，佐藤健，

佐藤翔輔，中鉢） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150729_report.pdf 
 
 
2015.07.24 研究会「生きる力を育むには？：学術と現場のコラボレーションに向けて」を開催しました（佐

藤健，サッパシー，杉浦，野内，佐藤翔輔，保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150724_report.pdf 
 
 
2015.07.23 研究所若手アンサンブルワークショップに参加し研究成果を発表しました（有働，サッパシー，

森口，王，兪，佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150723_repoprt.pdf 
 
 
2015.07.21-24 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，泉，マリ，ボレー，保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150721_reportb.pdf 
 
 
2015.07.12 平成 26 年度特定プロジェクト研究成果報告会（第 29 回 IRIDeS 金曜フォーラム）を開催しまし

た（災害科学国際研究所（今村，サッパシー，安倍，福谷，保田）） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150712_report.pdf 
 
 
2015.07.05 ネパール地震の対応・復興に関するイベント「プロジェクトネパール」に参加しました（江川，

サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150705_report.pdf 
 
 
2015.06.22-07.02 第２６回国際測地学・地球物理学連合 IUGG2015 で研究成果を報告しました（今村，越

村，サッパシー，マス，岡田，保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150628_report.pdf 
 
 
2015.06.23 地震調査研究推進本部 20 周年特別シンポジウムで講演しました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150623_reportb.pdf 
 
 
2015.06.22 災害後の地域復興における市民参加に関するシンポジウムを開催しました（今村，井内，姥浦，
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マス，マリ） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150622_report.pdf 
 
 
2015.06.11 気仙沼市総合防災訓練（災害対策本部図上訓練）に参加しました（丸谷，寅屋敷，安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150611_reportb.pdf 
 
 
2015.06.07 国土地理院 平成 27 年度「測量の日」における功労者表彰を受けました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150607_report.pdf 
 
 
2015.06.04-05 英国王立国防大学スタディツアー一行と交流しました（今村，サッパシー，井内，マリ，イ，

ボレー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150604_report_rev.pdf 
 
 
2015.05.30-31 米国・オーバリン大学スタディツアー一行と交流しました（今村，サッパシー，佐藤大介，

天野，ボレー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150530_report.pdf 
 
 
2015.05.29 国際協力機構ニュース ネパールの「より良い復興」に向けたセミナーの実施について －日本

の復興に関する知見をネパールの復興に－（今村） 
 
 
2015.05.24-28 日本地球惑星科学連合 2015 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

（今村，サッパシー）） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150524_report.pdf 
 
 
2015.05.22 第２７回 IRIDeS 金曜フォーラム・第２回みやぎ防災・減災円卓会議を開催しました（今村，小

野，江川，田所，呉） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20150522_report.pdf 
 
 
2015.05.22 平成 27 年度「測量の日」における功労者感謝状(個人)が授与されます（今村） 
http://www.gsi.go.jp/common/000103508.pdf 
 
 
2015.05.13  ASEAN 諸国の防災担当者と AHA センター（ASEAN  Coordinating  Center  for 
Humanitarian Assistance）より２２名が災害科学国際研究所を訪問しました（小野，サッパシー，泉，呉，

マリ） 
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http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2594.html 
 
 
2015.05.08 2015 年ネパール中部地震への被災状況把握と支援に関する緊急シンポジュウムを開催しました

（今村，遠田，趙，大野，マス，ダス） 
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2576.html 
 
 
2015.04.24 カリフォルニア大学リバーサイド校代表団が訪問されました（今村，寺田，大野，佐藤大介，蝦

名，ボレー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2554.html 
 
 
2015.04.23 磐城高校が災害科学国際研究所を訪問しました（平野，サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2590.html 
 
 
2015.04.16-17  日 独 ６ 大 学 コ ン ソ ー シ ア ム 4th  German-Japanese  University  Presidents` 
Conference に参加しました（今村，越村，寺田，富田，サッパシー，姥浦，杉安） 
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2539.html 
 
 
2015.04.15 平成 27 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 表彰式に出席しました（今村，柴山，佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2536.html 
 
 
2015.04.07 平成 27 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰において科学技術賞（科学技術振興部門部門）を

受賞しました（今村，柴山，佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/topics/detail-,-id,2512.html 
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