
2016 年度寄附研究部門のアクティビティー 一覧 
 
2017.03.24 ADRC Visiting Researchers visited IRIDeS (Suppasri and Leelawat)  
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170324_report.pdf 
 
 
2017.03.22-23 第２回 JASTIP Disaster Prevention International Cooperation Research シンポジウム

(JASTIP-WP4 Symposium)に参加し発表しました（サッパシー、リーラワット） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170322_report.pdf 
 
 
2017.03.15-17 寄附研究部門の研究活動がグリーンレジリエンス大賞にて優良賞を受賞しました（寄附研究

部門） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170315_reportd.pdf 
 
 
2017.03.15-17 「みんなの防災手帳」がジャパン・レジリエンス・アワード 2017 にて「最優秀レジリエンス

賞」を受賞しました（今村、佐藤翔輔、保田、「生きる力」市民運動化プロジェクト） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170315_reporte.pdf 
 
 
2017.03.15-17 第６１回水工学講演会において研究成果を発表しました（林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170315_reportc.pdf 
 
 
2017.03.15-16 2016 年熊本地震時における外国人の行動・対応に関するヒアリング調査を実施しました（サ

ッパシー、リーラワット） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170315_report.pdf 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170315_reportb.pdf 
 
 
2017.03.12 仙台防災未来フォーラム 2017 に参加しました（今村、丸谷、佐藤健、サッパシー、福島、寅屋

敷、山下、保田、安倍、林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170312_report.pdf 
 
 
2017.03.08 株式会社 NTT ドコモと連携協定を締結しました（今村、丸谷、佐藤健、サッパシー、保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170308_reportb.pdf 
 
 
2017.03.06-07 第 26 回海洋工学シンポジウムにおいて研究成果を発表しました（山下） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170306_report.pdf 
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2017.03.04 平成 28 年度土木学会東北支部技術研究発表会で多数の研究成果を発表しました（サッパシー、

マス、佐藤翔輔、山下、林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170304_reportb.pdf 
 
 
2017.02.27 第 1 回実践的防災学シンポジウムを開催しました（今村、丸谷、島田、岩田、寺田、村尾、佐藤

健、井内、平野、泉、寅屋敷、マリ、佐々木、佐藤翔輔、杉安、地引、小林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170227_reportb.pdf 
 
 
2017.02.10 中学生レベル学校図書館向けの書籍（帝国書院）が出版されました（今村、日野、サッパシー、

佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170210_reportc.pdf 
 
 
2017.02.10 21 世紀文明シンポジウム 熊本地震「減災と創造的復興」を開催しました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170210_reportb.pdf 
 
 
2017.02.10 「みんなの防災手帳 熊本県版」を制作、熊本地区に贈呈しました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170210_report.pdf 
 
 
2017.02.01 国立研究開発法人防災科学技術研究所との連携と協力に関する協定を締結しました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170201_reportc.pdf 
 
 
2017.02.01 気仙沼市役所において避難所開設・運営演習の講師を担当しました（安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170201_reportb.pdf 
 
 
2017.01.27 第 43 回 IRIDeS 金曜フォーラムを開催しました（今村、奥村、木戸、佐藤健、有働、柴山） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170127_report.pdf 
 
 
2017.01.21 IRIDeS NEWs：「大人も子どももともに学ぼう！じぶん防災行動」特別講座を開催しました（今

村、保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20170130/2022 
 
 
2017.01.20 IRIDeS NEWs：東日本大震災アーカイブ国際シンポジウムを共催しました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20170126/1976 
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2017.01.19 岩手県内の全公立・私立中学 1 年生に配布される「ぼくのわたしの防災手帳」の贈呈式が行われ

ました（今村、佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170119_reportb.pdf 
 
 
2017.01.18-19, 25-26 東北地方津波防災支援システム利用者講習会において津波観測情報の活用をテーマに

講師を担当しました（安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170118_report.pdf 
 
 
2017.01.18 IRIDeS NEWs：世界防災フォーラム 第一回実行委員会開催（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20170120/1971 
 
 
2016.12.23-24 平成 28 年度東北地域災害科学研究集会に参加しました（奥村、日野、佐藤健、柴山、久利、

安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161223_report.pdf 
 
 
2016.12.22 IRIDeS NEWs：福島県沖における地震・津波の 1 か月後報告会開催（今村、サッパシー、山下、

安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20161228/1907 
 
 
2016.12.20 『市町村・インフラ系企業防災関連担当者研修会～3.11 からの学び塾～』を開催しました（今村、

奥村、丸谷、岩田、佐藤健、小野田、平野、桜井、安倍、防災教育国際協働センター） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161220_reportb.pdf 
 
 
2016.12.11-15 Society for Risk Analysis Annual Meeting 2016 に参加しました（イ、保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161211_report.pdf 
 
 
2016.12.08-09 第 6 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（今村、サッパシー、

リーラワット、山下、林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161208_report.pdf 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161208_reportb.pdf 
 
 
2016.11.22-23 第 10 回 AIWEST-DR2016 を共催しました（今村、サッパシー、桜井、ボレー、杉安、地引、

保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170119_reportb.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170118_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20170120/1971
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161223_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20161228/1907
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161220_reportb.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161211_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161208_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161208_reportb.pdf


http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161123_report.pdf 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161123_reportb.pdf 
 
 
2016.11.22 インドネシア国立シャークアラ大学 TDMRC と部局間協定を締結しました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161122_reportc.pdf 
 
 
2016.11.22 インドネシア・アチェ津波ミュージアムと協定を締結しました（今村、柴山、ボレー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161122_report.pdf 
 
 
2016.11.21 インドネシアバンダアチェにおいて、減災ポケット「結」プロジェクト出前授業を実施しました

（今村、サッパシー、保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161121_report.pdf 
 
 
2016.11.16-18 土木学会第 63 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、大石、有働） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161116_report.pdf 
 
 
2016.11.11 藤沢市で津波防災に関する市民向けの講演を行いました（今村、大石） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161111_report.pdf 
 
 
2016.11.05 IRIDeS NEWs：過去 400 年に世界で発生した津波を解析、可視化（今村、サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20161105/1750 
 
 
2016.11.05 世界津波の日・岩沼市「千年希望の丘」国際交流防災セミナーにおいて、ワークショップを担当

しました（安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161105_report.pdf 
 
 
2016.11.02-05 第 7 回アジア防災閣僚級会議に参加し講演や展示を実施しました（今村、保田、林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161102_report.pdf 
 
 
2016.11.02 UNITAR Hiroshima Women’s Leadership in Tsunami-based DRR Training Program for 
World Tsunami Awareness Day (Ono and Suppasri) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161031_reportb.pdf 
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2016.10.29 IRIDeS members have been invited to the 8th Thailand-Japan International Academic 
Conference (Toda, Suppasri, and Natt) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161029_reportb.pdf 
 
 
2016.10.20 IRIDeS NEWs：学術・メディアが防災連携について議論（安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20161220/1874 
 
 
2016.10.19-21 「緑十字展 2016」に出展しました（王、マリ、川田、ホルロ、兪、笠原、佐藤翔輔、山下、

安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161019_report.pdf 
 
 
2016.10.01 日本地理学会秋季学術大会で災害研共催シンポジウムを行いました（今泉、遠田、サッパシー、

蝦名、柴山、岡田、丹羽、佐々木） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20161001_report.pdf 
 
 
2016.09.22 ハーバード大学との東日本大震災デジタルアーカイブを用いた学生交流と連携共同会議を実施

しました（今村、柴山、ボレー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160922_report.pdf 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160922_reportb.pdf 
 
 
2016.09.20-21 第 35 回日本自然災害学会学術講演会に参加しました（佐藤健、佐藤翔輔、山下、保田、林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160920_report.pdf 
 
 
2016.09.15-17 IRIDeS NEWs：「世界津波の日」プレイベントを IRIDeS とハワイ大学が共催（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20160923/1639 
 
 
2016.09.12 平成 28 年防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞しました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160912_report.pdf 
 
 
2016.09.08 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）災害研究・防災講演会で講演しました（安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160908_report.pdf 
 
 
2016.08.27-28 第 1 回防災推進国民大会においてシンポジウムの主催と展示を実施しました（今村、奥村、

村尾、遠田、江川、柴山、サッパシー、天野、寅屋敷、山下、小林） 
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http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160828_reportb.pdf 
 
 
2016.08.27 第１回防災推進国民大会において「安心・安全を未来につなぐ-東日本大震災等で得られた教訓

は活かされているか？-」を開催しました（今村、寄附研究部門） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160827_report.pdf 
 
 
2016.08.26 タイ王国 Princess Chulabhorn’s College Satun と古川黎明高等学校のみなさんが災害科学国際

研究所を訪問されました（サッパシー、保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160826_reportb.pdf 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160826_reportc.pdf 
 
 
2016.08.25-26 第７回「震災対策技術展」東北において講演および展示を行いました（吉田、遠田、栗山、

泉、高瀬、山下、展示 WG） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160825_report.pdf 
 
 
2016.08.19 JICA 研修員が東北地方被災港湾等の見学の一環として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/20160819_reportb.pdf 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160819_reportc.pdf 
 
 
2016.08.18-19, 21 「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/20160818_report.pdf 
 
 
2016.08.10 IRIDeS members visited the Thai Meteorological Department, the National Disaster 
Warning Center, and Chulalongkorn University at Bangkok (Suppasri) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160810_report.pdf 
 
 
2016.08.07 IRIDeS NEWs ： 「仙台防災枠組」を学ぶ市民講座スタート（その１・その２）（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20160809/1403 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20160809/1440 
 
 
2016.08.07-11 Thailand’s Ministry of Education invited IRIDeS members to give lectures in Disaster 
Education Training Workshops at Bangkok (Suppasri) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160807_report.pdf 
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2016.08.02-06  A student team from the Japan-UK Young Scientists Workshop 2016 joined the 
evacuation experiment under the supervision of the IRIDeS members at Matsushima Town (Suppasri, 
Sugiyasu, and Yasuda) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160806_report.pdf 
 
 
2016.08.02-05 アジア・オセアニア地球科学学会に参加しました（岩崎、サッパシー、マス、後藤） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160802_reportc.pdf 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160802_reportd.pdf 
 
 
2016.08.02 中国津波警報センターにて共同セミナーを行いました（サッパシー、マス） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160802_report.pdf 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160802_reportb.pdf 
 
 
2016.08.01 日英災害研究ワークショップ『地震と津波に関する総合リスク・不確実性評価』に参加しました

（今村、越村、サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160801_report.pdf 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160801_reportb.pdf 
 
 
2016.07.27 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特別講義を行いました（今村、佐藤

健、佐藤翔輔、中鉢） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160727_report.pdf 
 
 
2016.07.25 An experiment has been conducted to test a mobile application to estimate building damage 
from a tsunami at Kesennuma City (Suppasri and Abe) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160720_report.pdf 
 
 
2016.07.22 第３８回 IRIDeS 金曜フォーラムを開催しました（丸谷、柴山、寅屋敷、林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160722_report.pdf 
 
 
2016.07.19-22 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、後藤、桜井、泉） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160719_report.pdf 
 
 
2016.07.16 第１３回防災文化講演会「津波研究のいまとこれから」を開催しました（今村、奥村、サッパシ
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ー、山下、保田、安倍、気仙沼分室） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160716_report.pdf 
 
 
2016.07.10 平成２７年度特定プロジェクト研究成果報告会を開催しました 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160710_report.pdf 
 
 
2016.06.28 岩沼市・東松島市・亘理町への「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/20160628_report.pdf 
 
 
2016.06.15 IRIDeS NEWs：IRIDeS が「２１世紀文明シンポジウム」に共催協力（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20160617/1013 
 
 
2016.06.06 「東日本大震災 5 周年復興フォーラム」で登壇・出展しました（今村，佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160606_reportb.pdf 
 
 
2016.06.06 平成 27 年度建設工学研究奨励賞を受賞しました（サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160606_report.pdf 
 
 
2016.06.02 第５回 Indonesia-Japan Joint Working Group for Development of Bilateral Financial 
Cooperation で講演しました（サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160602_report.pdf 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160602_reportb.pdf 
 
 
2016.06.01 宮城県多賀城高等学校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を行いました

（災害科学国際研究所） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160601_report.pdf 
 
 
2016.06.01 IRIDeS NEWs：IRIDeS と多賀城高校が包括連携協定（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20160602/988 
 
 
2016.05.26 災害研職員を対象とした心肺蘇生及び AED 使用講習会を開催しました（佐々木，ブリッカー，

ローバー，マス，寅屋敷，イ，保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160526_report.pdf 
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2016.05.25 国連大学・ボン大学で国際ワークショップを実施しました（今村，江川） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160525_report.pdf 
 
 
2016.05.22-26 日本地球惑星科学連合 2016 年大会において研究発表をおこないました（災害リスク，人間・

社会対応，災害理学，情報管理・社会連携，寄附，リーディング） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160522_report.pdf 
 
 
2016.05.20 IRIDeS NEWs：G7 財務大臣・中央銀行総裁会議関係者が IRIDeS を訪問（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20160521/875 
 
 
2016.05.20 第３５回 IRIDeS 金曜フォーラムを開催しました（佐藤健，桜井，久利，保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160520_report.pdf 
 
 
2016.05.19 ネクスコ・エンジニアリング東北創立 10 周年記念技術講演会で講演しました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160519_report.pdf 
 
 
2016.05.19 平成 27 年度土木学会東北支部・総合技術及び技術開発賞・研究奨励賞表彰式が開催されました

（今村，寺田，サッパシー，森口，安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160519_reportb.pdf 
 
 
2016.05.14 仙台八木山防災連絡会で招待講演しました（サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160514_report.pdf 
 
 
2016.05.13 第 23 回企業・組織の BCP／防災勉強会@仙台を開催しました（丸谷，寅屋敷，佐々木，安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160513_report.pdf 
 
 
2016.04.26 第 10 回防災セミナー「ネパール ゴルカ地震からの復興：リスクをレジリエンスへ」を開催しま

した（今村，江川，井内） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160426_report.pdf 
 
 
2016.04.14 生命保険会社の災害対策五社情報交換会と意見交換を実施しました（丸谷，寅屋敷，佐々木，安

倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160414_report.pdf 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160525_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160522_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/irides-news/20160521/875
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160520_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160519_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160519_reportb.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160514_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160513_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160426_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20160414_report.pdf

