
2017 年度寄附研究部門のアクティビティー 一覧 
 
2018.03.20 東北大学減災ポケット「結」プロジェクトが「ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）

2018」の金賞を受賞しました (今村、保田)  
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180320_report.pdf 
 
 
2018.03.19 東北大学災害科学研究拠点セミナーを開催しました（今村、富田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180319_report.pdf 
 
 
2018.03.18 「あれから 7 年スペシャル～仙台市職員の震災体験を，100 年後の人たちへ～」に参加 
しました（今村、佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180318_report.pdf 
 
 
2018.03.17 平成 29 年度 スキルアップ研修会を実施しました（保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180317_reportc.pdf 
 
 
2018.03.15 川崎市で産官学連携のキックオフシンポジウムを開催しました（今村、大石） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180315_report.pdf 
 
 
2018.03.11 東日本大震災 7 周年シンポジウム「地域社会に開かれた災害研を目指して—地域ニーズに 
基づいた実践的研究の蓄積・展開・社会実装－」を開催しました（今村、伊藤、丸谷、佐藤翔輔、岡田真介、

佐々木宏之、マリ） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180311_report.pdf 
 
 
2018.03.02 ランシット大学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/20180302_report.pdf 
 
 
2018.02.27 「 APRU Multi-Hazards Strategic meeting on strengthening DRR policy influence 
（防災政策への影響を強化するための戦略会議）」を開催しました（今村、泉、柴山） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180227_report.pdf 
 
 
2018.02.23 Participation in the UW-TU: AOS Symposium on Natural Disaster Management（Imamura, 
Kuriyama,Izumi,Torayashiki,Maly） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180223_reportb.pdf 
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2018.02.23 UW-TU:AOS Symposium on Natural Disaster Management に参加しました（今村、栗山、泉、

寅屋敷、マリ） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180223_report.pdf 
 
 
2018.02.20-25 チェンライ県（タイ北部）における 2011 年及び 2014 年の地震による被害と復興 
について調査しました（サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180220_report.pdf 
 
 
2018.02.17 「わたり防災フォーラム 2018」で登壇しました（今村、佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180217_report.pdf 
 
 
2018.02.11 第１回けせんぬま防災フェスタに参加・出展しました（安倍、気仙沼サテライト） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180211_report.pdf 
 
 
2018.02.10 シンポジウム「歴史が導く災害科学の新展開」を開催しました（今村、川島、後藤、蝦名、平野、

サッパシー、佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180210_report.pdf 
 
 
2018.01.31-02.01 タイ水文農業情報学研究所の所長が当研究所を訪問されました（今村、サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180131_report.pdf 
 
 
2018.01.23-24 『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、平野、佐々木（宏）、定池、安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180123_report.pdf 
 
 
2018.01.20 第一回東北大学タイ萩友会が開催されました（サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180120_report.pdf 
 
 
2018.01.11 Disaster Earthquake Archive built by the Affected Prefectures（imamura,Shibayama,Boret） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180111_report.pdf 
 
 
2018.01.06-07 平成２９ 年度東北地域災害科学研究集会 に参加しました（佐藤健、大野、森口、柴山、佐藤

翔輔、久利、山下、安倍、林、杉安） 
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http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180107_report.pdf 
 
 
2018.01.01 災害科学国際研究所と松岡隆志教授（金属材料研究所）が第 67 回河北文化賞を受賞（災害科学

国際研究所、松岡） 
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2018/01/award20180104-01.html 
 
 
2017.12.25 唐桑地域自治会「防災講座」において自主防災組織についての講師を担当しました（安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171225_report.pdf 
 
 
2017.12.18,22-23 さくらサイエンスプランによる台湾・日本の高校生を受け入れました（今村、サッパシー、

安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171223_report.pdf 
 
 
2017.12.08-09 第 7 回巨大津波災害に関する合同研究集会を開催しました（今村、越村、サッパシー、マス、

山下、林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171208_report.pdf 
 
 
2017.12.01 メキシコモンテレイ工科大学と共同セミナーを開催しました（今村、木戸、マス、泉） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171201_report.pdf 
 
 
2017.11.30-12.1,7-8,12.14-15 津波災害時の沖合津波観測情報と情報システムの活用について講師を担当し

ました（安倍） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171215_report.pdf 
 
 
2017.11.27 卓越大学災害科学研究拠点キックオフシンポジウム報告（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171127_report.pdf 
 
 
2017.11.25-28  『世界防災フォーラム』を開催しました：セッション報告（災害科学国際研究所、寄附） 
http://irides.tohoku.ac.jp/event/world-bosai-forum/wbf-sendai_2017.html 
 
 
2017.11.4-5 「世界津波博物館会議」に参加、協力しました（今村、川島、小野、智片、サッパシー、後藤、

柴山、中鉢） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171104_reportc.pdf 
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2017.10.27-12.08 Free Berlin University Research Visit（Imamura,Suppasri,Shibayama,Boret） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171208_reportb.pdf 
 
 
2017.10.25 Coastal Engineering Journal Citation Award を授与されました（今村、越村、サッパシー、マ

ス） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171025_report.pdf 
 
 
2017.10.24-27 土木学会第 64 回海岸工学講演会にて研究発表・講演を行いました（サッパシー、平野、佐

藤翔輔、山下、林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171024_reportb.pdf 
 
 
2017.10.11 災害対策本部および災害調査対応本部設置訓練を行いました（災害科学国際研究所、寄附） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171005_report.pdf 
 
 
2017.10.05-06 Disaster Risk Reduction: French-Japan Week – Sendai Event（Imamura,Suppasri,Boret） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171005_reportb.pdf 
 
 
2017.10.5-6 日仏防災イベント週間が仙台で開催されました（今村、サッパシー、ボレー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171005_report.pdf 
 
 
2017.10.02-06  Disaster Risk Reduction: French-Japan Week in Tokyo 
（Imamura,M.Sato,Suppasri,Goto,Boret） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171002_reportb.pdf 
 
 
2017.10.2-6 日仏防災イベント週間が東京で開催されました（今村、佐藤源之、サッパシー、後藤、ボレー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20171002_report.pdf 
 
 
2017.9.27-28 第 36 回日本自然災害学会学術講演会に参加しました（佐藤翔輔、定池、林、保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170927_report.pdf 
 
 
2017.9.13 ブラウンシュヴァイク工科大学サマースクールが災害研・東北の津波被災地を 
訪問されました（サッパシー、ローバー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170913_report.pdf 
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2017.9.7 「津波防災への『自然・地域インフラ』の活用に関するシンポジウム」において講演・総合討論 を
行ないました（山下） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170907_report.pdf 
 
 
2017.9.4-10 タイのバンコク・プーケット・ピピ島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/media/files/_u/topic/file/20170904_report.pdf 
 
 
2017.09.01 Princess Chulabhorn’s College Satun and Furukawa Reimei High School’s teachers and 
students visited IRIDeS（Suppasri） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170901_reportb.pdf 
 
 
2017.8.21-23 International Tsunami Symposium Bali-Flores 2017 に参加しました（今村、越村、サッパ

シー、佐藤翔輔、林、保田、（山下）） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170821_report.pdf 
 
 
2017.08.18  JICA Knowledge Co-Creation Program visited IRIDeS and attended lectures by IRIDeS 
members（Imamura,Suppasri） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170818_report.pdf 
 
 
2017.8.14 中東工科大学（トルコ）等の研究者が訪問されました (サッパシー、マス) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170814_report.pdf 
 
 
2017.8.9 第 19 回防災文化講演会・気仙沼市自主防災組織連絡協議会防災研修会で講演しました(安倍) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170809_reportb.pdf 
 
 
2017.8.6 ともに考える防災の未来―私たちの仙台防災枠組 講座シリーズ 「仙台防災枠組から考える私たち

の BOSAI （応用編）」 を開催しました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170806_report.pdf 
 
 
2017.8.3-4 第８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（今村、越村、丸谷、田所、

展示ワーキンググループ） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170803_reportb.pdf 
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2017.8.3 第４１回全国高等学校総合文化祭において講演しました（佐藤翔輔、林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170804_report.pdf 
 
 
2017.7.29 第４７回 IRIDeS 金曜フォーラム・平成２８年度共同研究成果報告会およびプロジェクトエリ

ア・ユニット報告会を開催しました（今村、災害科学国際研究所） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170729_report.pdf 
 
 
2017.7.26 松野博一文部科学大臣が災害科学国際研究所を視察されました（今村、蝦名） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170726_report.pdf 
 
 
2017.7.25-26 東北大学オープンキャンパスに参加しました（寅屋敷、岡田、山下、杉安、林） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170725_report.pdf 
 
 
2017.7.22-23 熊本地震被災地において「地震と津波の被害関数」に関する現地調査を実施しました（サッパ

シー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170722_report.pdf 
 
 
2017.7.18-21 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（SSH）災害研究・

防災講演会で講演しました（杉浦、小野、サッパシー、佐藤大介、泉、マリ） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170718_report.pdf 
 
 
2017.7.11-13 クウェート科学研究所での津波に関するセミナーに参加しました（今村、サッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170713_report.pdf 
 
 
2017.7.9 ともに考える防災の未来―私たちの仙台防災枠組 講座シリーズ 「基礎から学ぶ仙台防災 
枠組 for World BOSAI Forum」 を開催しました（今村、泉） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170709_report.pdf 
 
 
2017.7.4 多賀城市立小・中学校防災主任会で講話をしました（保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170704_report.pdf 
 
 
2017.7.3 第３回 若手研究者アンサンブルワークショップを開催しました（寅屋敷、岡田、山下、今野、安田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170804_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170729_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170726_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170725_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170722_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170718_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170713_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170709_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170704_report.pdf


http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170703_reportb.pdf 
 
 
2017.6.28 第 7 回 災害科学国際研究所「災害と健康」学際研究推進セミナーを開催しました（今村、「災害

と健康」プロジェクトユニット） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170628_reportc.pdf 
 
 
2017.6.28 鶴保内閣府特命担当大臣が災害科学国際研究所を視察されました（今村、田所、蝦名） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170628_report.pdf 
 
 
2017.6.28 土木学会海洋開発委員会特別シンポジウム「津波シンポジウム」を開催しました (今村、サッパシ

ー) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170628_reportb.pdf 
 
 
2017.6.27 Coastal Engineering Journal Citation Award を授与されました（今村、越村、サッパシー、マ

ス） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170627_report.pdf 
 
 
2017.6.16 在日タイ王国大使館における災害対応訓練を行いました (サッパシー) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170616_report.pdf 
 
 
2017.6.15 タイ大使館から感謝状を授与されました (サッパシー) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170615_report.pdf 
 
 
2017.6.11 平成 29 年度亘理町総合防災訓練にて「みんなの防災手帳」使い方講座を行いました（今村） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170611_report.pdf 
 
 
2017.6.7 人文学研究科と災害科学国際研究所及び国立歴史民俗博物館との連携・協力協定を締結しました

（今村） 
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_06_12_01.html 
 
 
2017.6.5-8 日比 Joint Seminar と減災ポケット「結」プロジェクトを実施しました（保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170605_report.pdf 
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2017.6.2 執筆した書籍が第 19 回学校図書館出版賞を受賞しました（今村、日野、サッパシー、佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170602_report.pdf 
 
 
2017.5.29,7.18 いわき市津波災害時における自動車避難検討部会に参加し、自動車による避難ガイドライン

や津波避難訓練の検討に協力しました (松本、杉安、安倍) 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170718_reportb.pdf 
 
 
2017.5.29 石巻市と災害科学国際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、佐藤健、小野

田、平野、姥浦、佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170529_report.pdf 
 
 
2017.5.28 「海と暮らす－恵みを，時に災害をもたらす海と私たちはどう向き合うのか」で講演し議論に参

加しました（今村、佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170528_report.pdf 
 
 
2017.5.26 第 45 回 IRIDeS 金曜フォーラムを開催しました（奥村、岩田、富田、大野、寅屋敷、保田） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170526_reportb.pdf 
 
 
2017.5.25 学生が土木学会東北支部研究奨励賞を 2 件受賞しました（今村、杉浦、佐藤翔輔） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170525_report.pdf 
 
 
2017.05.21  International TV conference on students’ volunteer activities as a pre-event of the Global 
Platform for Disaster Risk Reduction 2017（Imamura,Jibiki） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170521_reportb.pdf 
 
 
2017.5.21 UNISDR 主催の 2017 Global Platform 開催プレ・イベントで学生ボランティア活動についての

テレビ国際会議を実施しました（今村、地引） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170521_report.pdf 
 
 
2017.5.20-25 JpGU-AGU Joint Meeting 2017 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、寄附研究部門） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/201170520_report.pdf 
 
 
2017.5.17-19 「世界津波の日」に関する国連開発計画(ＵＮＤＰ)ワークショップに参加しました（小野、サ

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170602_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170718_reportb.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170529_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170528_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170526_reportb.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170525_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170521_reportb.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170521_report.pdf
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ッパシー） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170517_report.pdf 
 
 
2017.5.16-5.18 四川大学-香港理工大学 災害復興管理学院においてセミナーを開催しました/第９回水と災

害に関する専門家パネル会議（HELP）にて発表しました（今村、泉） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170516_report.pdf 
 
2017.04.25  Visit to IRIDeS by the Greater Portland delegates and a discussion with the President of the 
Portland State University (PSU)（Imamura,Okumura,Maruya,Iuchi,Suppasri） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170425_reportb.pdf 
 
 
2017.4.25 米国ポートランド・ベストプラクティスツアーの受け入れとポートランド州立大学総長と大学間

協定に関する意見交換を行いました（今村、奥村、丸谷、井内、サッパシー、マリ） 
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20170425_report.pdf 
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