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表 紙 

 
写真左：2009 年岩手・宮城内陸地震による荒砥沢ダム上流の地すべり(宮城県栗原市) 

    （2009 年 2 月 28 日 静岡大学 小山真人撮影） 

 

写真右：2009 年 1 月 8 日コスタリカ・ポアス火山付近を震源とする地震によって発生した

土石流（2009 年 1 月 10 日 群馬大学 片田敏孝撮影） 
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