
これから想定される自然災害
～土木技術者に突きつけられている課題～

主催：公益社団法人 土木学会 教育企画・人材育成委員会 高校教育小委員会
共催：全国高等学校土木教育研究会 ／ 関西大学 社会安全学部 ／ 東日本高等学校土木教育研究会 ／ 西日本高等学校土木教育研究会
後援：公益社団法人 土木学会 関西支部

開催日 平成 30年 8月 21日 ( 火 )
会　場 関西大学　高槻ミューズキャンパス

参加費 3000 円
社会安全学部講義室

申込み方法 下記のいずれかの方法でお申込み下さい。（先着順）

（１）土木学会 高校教育小委員会ホームページ

　　「http://committees.jsce.or.jp/education11/」

（２）FAX：土木学会に掲載されいる「本部行事参加申込用紙」をご利用下さい。

申込締切日：平成 30年 7月 31日 ( 火 )【必着】

9:30 ～ 10:00 受付

講演①　「地震予知による防災の夢と現実」

　　　　関西大学 社会安全学部　教授　林　能成 
講演②　「地震による構造物の被災、それから地盤災害」

　　　　関西大学 社会安全学部　教授　一井　康二 
講演③　「津波災害の怖さと津波から身を守る方法」

　　　　関西大学 社会安全学部　准教授　奥村　与志弘 
講演④　「タイムラインを用いた高潮と洪水災害の縮災」

　　　　関西大学 社会安全研究センター長

　　　　　　　　　　　特別任命教授　河田　恵昭 

基調講演

　　「これから想定される自然災害」
　　関西大学 社会安全研究センター長・特別任命教授

河田　恵昭 ( 中央防災会議専門委員 )

【午前の部】　10:10 ～ 11:40

【午後の部】　13:00 ～ 16:50

定員
200名

平成 30年度実施 土木学会
第 52 回　夏期講習会

関西大学社会安全研究センター長
河田　恵昭

本講習会は
CPD認定講習
(5 単位 ) です

CPDS ユニット取得については、
JCM事務局へお問い合わせ下さい。
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平成 30年度実施 土木学会
第 52 回　夏期講習会

これから想定される自然災害
～土木技術者に突きつけられている課題～

主催：公益社団法人 土木学会  教育企画・人材育成委員会 高校教育小委員会
共催：全国高等学校土木教育研究会 ／ 関西大学 社会安全学部 ／ 東日本高等学校土木教育研究会 ／ 西日本高等学校土木教育研究会
後援：公益社団法人 土木学会 関西支部

開催日 平成 30年 8月 21日 ( 火 )
会　場 関西大学　高槻ミューズキャンパス

参加費 3000 円
社会安全学部講義室

申込み方法 アクセス

問い合わせ先

下記のいずれかの方法でお申込み下さい。（先着順）

（１）土木学会 高校教育小委員会ホームページ

　　「http://committees.jsce.or.jp/education11/」

（２）FAX：土木学会に掲載されいる「本部行事参加申込用紙」をご利用下さい。
JR「高槻駅」 徒歩約 7分

阪急「高槻市駅」徒歩約 10 分

土木学会 教育企画・人材育成委員会 高校教育小委員会　夏期講習会事務局

〒553-0007　大阪府立西野田工科高等学校　建築都市工学系　近藤 大地

TEL：06-6461-0023　　FAX：06-6461-3483　　E-mail：taichi_1982jp@yahoo.co.jp

申込締切日：平成 30年 7月 31日 ( 火 )【必着】

9:30 ～ 10:00 受付

10:00 ～ 10:10 開会挨拶

　　土木学会 教育企画・人材育成委員会 高校教育小委員会

　　委員長　渡邉　隆 ( 東京都立蔵前工業高等学校 校長 )
　　関西大学 社会安全学部

　　学部長　安部　誠治 ( 関西大学 社会安全学部 教授 )

16:50 ～ 17:00 閉会挨拶

　　土木学会 教育企画・人材育成委員会 高校教育小委員会

　　副委員長　赤木　恭吾 ( 岡山県立岡山工業高等学校 校長 )

13:00 ～ 13:50 講演①
　　「地震予知による防災の夢と現実」
　　　　関西大学 社会安全学部　教授　林　能成 
14:00 ～ 14:50 講演②
　　「地震による構造物の被災、それから地盤災害」
　　　　関西大学 社会安全学部　教授　一井　康二 
15:00 ～ 15:50 講演③
　　 「津波災害の怖さと津波から身を守る方法」
　　　　関西大学 社会安全学部　准教授　奥村　与志弘
16:00 ～ 16:50 講演④
　　「タイムラインを用いた高潮と洪水災害の縮災」
　　　　関西大学 社会安全研究センター長
　　　　　　　　　　　特別任命教授　河田　恵昭 

10:10 ～ 11:40 基調講演

　　「これから想定される自然災害」
　　関西大学 社会安全研究センター長・特別任命教授

河田　恵昭 ( 中央防災会議専門委員 )

【午前の部】

【午後の部】

【休憩】11:40 ～ 13:00

〒569-1089
大阪府高槻市白梅町 7番 1号
TEL：072-684-4000

関西大学
高槻ミューズキャンパス

定員
200名

・昼食は、講堂もしくは１Fの休憩スペースをお使い下さい。なお、会場周辺にも飲食店がございます。
・駐車場や駐輪場等のスペースはございません。公共交通機関を利用してお越し下さい。
・当日キャンセルされた場合、全額負担となります。後日、請求書と配布資料を送付いたします。

土木学会　高校教育小委員会HP　　http://committees.jsce.or.jp/education11/

本講習会は
CPD認定講習
(5 単位 ) です

CPDS ユニット取得については、
JCM事務局へお問い合わせ下さい。


