
過去記事：2019/4～2020/3 

 

2020.2.27    ニューズレター JSOP Newsletter 第 10 号 が発行されました。 

 

2020.2.13    当学会協賛 日本海洋工学会第 28 回海洋工学シンポジウム 

          「ビッグデータと人工知能の波---海洋工学開花」 

           日 程：3/9（月）～10（火）    ＜開催延期＞ 

           会 場：日本大学理工学部駿河台キャンパス 1 号館 

           プログラム、申込等詳細は  http://oesymposium.com を御覧下さい。 

           追：当学会員は協賛会員として参加費優待で申込時に手続等確認下さい。 

 

2019.12.27   長崎県 海洋産業フォーラム開催 （当学会法人会員） 

           「未来を拓く洋上風力産業の創出を長崎と共に」            

           日 時：2020 年 2 月 3 日（月） 14:00～17：50 （懇親会 18：00～） 

           会 場：ザ・ホテル長崎BW プレミアコレクション（長崎市宝町 2 番 26 号） 

           参加費：無料   懇親会：会費制 

           ＊ 2 月 4 日（火）五島市崎山沖の浮体式洋上風力発電施設等視察会開催 

           ■参加申込み： 長崎県ホームページ申込み  参照の上 

                   海洋産業フォーラム申込みフォーム 

                〆切 1 月 29 日（水） ＊視察会は定員制 

 

2019.1218   日本海洋政策学会シンポジウム開催  笹川平和財団海洋政策研究所共催 

          「国連海洋科学の１０年と海洋政策 ～海洋政策の１０年のデザインに向けて～」 

           日 時：2020 年１月 27 日（月） 10:00～18：00 （懇親会 18：00～） 

           会 場：笹川平和財団ビル １１Ｆ国際会議場 

           参加費：無料   懇親会：会費制 

           詳細： シンポジウム開催案内.pdf   

           ■参加申込み：下記いずれかでお申し込みください 

          １）ＵＲＬから   参加申込み 

           ２）開催案内の記載する必要事項を学会までメールでお申し込みください  

 

2019.12.16  2020「学生小論文」募集開始 

           対象：高専生（４，５年次）、学生、大学院生 

            〆切  9 月 30 日（水） 17：00 必着！ 

          詳細は左メニューの【学生小論文】を参照下さい。 

 

2019.12.12  学会誌第１０号の自由投稿論文を募集いたします。 

          〆切 ５月６日（水） 必着 



         詳細は左メニューの 【学会誌】の募集要項等を参照下さい 

 

2019.12.12  学会誌第９号 pdf 版の配布 

         会員皆様に日本海洋政策学会誌第９号ｐｄｆ版をメールにて配布しております。 

               お手元に届かない場合はお問合せ下さい。 

         印刷製本B5 版も限定数作成しておりますので購入希望の方はお問合せ下さい。 

                 会員 1,000 円 会員外 5,000 円（税込、送料別） 

 

2019.12.6   第 11 回年次大会で学生小論文表彰式が行われました。 

          優秀賞   熊谷 卓也さん （東京海洋大学） 

          奨励賞   折田 清隆さん（東京海洋大学） 

           〃     藤本 菜々子さん（海上保安大学校）：乗船実習のため欠席 

           〃     横地 一真さん（三重大学）：学内試験のため欠席 

           ＊受賞論文掲載準備中（学生小論文・表彰情報に掲載予定） 

 

2019.11.19  ニューズレター JSOP Newsletter 第９号 が発行されました。 

 

2019.10.28  日本海洋政策学会第 11 回年次大会・総会開催  ＜盛会に開催されました＞ 

       第 11 回年次大会及び定例総会を開催致しますので参加をお願い致します。 

          統一テーマ：「海とSDGｓ ―日本の海洋政策と海洋産業―」 

           日  時：12 月 6 日（金）9：30～17：45 受付開始 9：00 

          会  場：笹川平和財団ビル 11Ｆ 国際会議場 

           ■プログラム：第 11 回年次大会プログラム.pdf 

          ■参加申込み：下記いずれかの方法でお申し込みください。 

            １）URL から 

             参加申込み  https://forms.gle/RNYNmXVnDg8Qf9iq7 

            ２）参加申込書をダウンロードして事務局までメール下さい。 

              参加申込書（ＷＯＲＤ版）  

           ■当日参加も可ですが、受付をスムーズに行うため早めのお申込み下さい。 

            受付用名簿作成のため 12/3(火)までにお願いします。 

 

2019.10.25  当学会後援 公開シンポジウムのお知らせ 

        日本学術会議 主催 

         「わが国の水産養殖の未来像」 

          日  時：12 月 19 日（木）13：00～17：00  

          会  場：日本学術会議講堂 （東京メトロ 千代田線 乃木坂駅 徒歩 3 分） 

          参加費：無料 当日先着順（定員 250 名） 

          詳細は下記参照 

            水産養殖の未来像公開シンポジウム.pdf 



 

 2019.10.16  当学会後援 公開シンポジウムのお知らせ 

        日本学術会議海洋生物学分科会、ＳＣＯＲ分科会 主催 

         「国連の持続可能な海洋科学の 10 年―One Ocean の行動に向けて」 

          日  時：11 月 6 日（木）9：30～17：00 受付開始 9：00 

          会  場：笹川平和財団ビル 11Ｆ 国際会議場 

          参加費 ：無料  

          申込み等詳細は下記参照 

            海洋科学 10 年公開シンポジウム.pdf 

 

 2019.10.10  新規課題研究テーマ募集  

           会員による「課題研究」新規テーマを引続き１，２件募集いたします 

         下記募集要領を参考に、所定の提案〆切日までに、事務局まで提案 

          用紙をダウンロードし記入の上送付下さい 

         課題研究テーマ＜募集要領＞   提案用紙  〆切 12/16(月) 12：00 

 

 2019.10.4  当学会協賛 

         令和元年度 海洋理工学会 秋季大会 開催 

         テーマ：「海洋ロボティクスの最先端」 

         日 時：11 月 19 日(火)、20 日(水) 

         会 場：京都大学楽友会館 

         詳細は http://amstec.jp を参照下さい。 

 

 2019.8.26  学会ホームページがＳＳＬ化されました。 

         ＳＳＬサーバー証明書取得により当サイトが安全になりました。 

          https://www.oceanpolicy.jp 

 

 2019.8.22  メールニュース「Ocean Policy Update」No42 が発行されました。 

 

 2019.8.19  「海洋・沿岸域の総合的管理に関する 2020 年アピール」 

         検討委員会メンバーが決定しました。 

             2020 アピール委員名簿.pdf  

        活動内容は随時メールニュース等でお知らせ致します。 

 

2019.8.1   第 11 回年次大会での研究発表募集開始 

         年次大会の開催にあたり研究発表及びポスター発表を募集いたします。 

                  奮ってご応募下さい。 

            １）年次大会開催 

              ・期  日  ： 2019 年 12 月 6 日（金） 



              ・場  所  ： 笹川平和財団ビル 11F 国際会議場 

              ・参 加 費  ： 有料、交流・懇親会は会費制 

            ２）統一テーマ 

             「海とＳＤＧｓ ―これからの海洋政策と海洋産業―」 

            ３）研究発表、ポスター発表の募集  〆切 9/20 必着 

                下記募集要項を参照しご応募下さい。 

                    募集要項（Call for Papers）.pdf 

            ＊大会プログラム公開および参加者募集を 10 月中旬開始予定。 

                 （現在、基調講演者、パネリスト等の調整中） 

 

2019.7.10   （仮）「海洋・沿岸域の総合的管理に関する 2020 年アピール」検討委員会 参加募集 

          日本沿岸域学会と共同で、海洋・沿岸域の総合的管理の今後のあり方に関し、 

          2020 年に共同で提言をまとめることとなりました。 

          参加希望の方は、事務局あてにメールでお申込みください。 

          メール件名に「2020 アピール委員会参加希望」と記入ください 

             2020 アピール検討委員会参加募集.pdf  

 

 2019.7.1    新規課題研究テーマ募集  （〆切は募集要領を参照）  

           継続中３件の課題研究が今年度９月で終了する予定で、 

          会員による「課題研究」新規テーマを１，２件募集いたします 

         下記募集要領を参考に、所定の提案〆切日までに、事務局まで提案 

          用紙をダウンロードし記入の上送付下さい 

              課題研究テーマ＜募集要領＞   提案用紙  〆切 8/31（土）必着 

 

2019.6.21  学生小論文募集テーマについて 

        テーマを幅広く「海洋問題解決への提案」として応募を受付けますので院生、学部生、 

                高専生へ周知下さい。  〆切 9/30（月） 

               学生小論文募集要項.pdf 

 

 2019.6.12  日本沿岸域学会全国大会（大阪）開催 

         日時：7 月 19 日（金）～20 日（土） 

         会場：大阪府立大学Ｉ-site なんば 

        プログラム、申込み先等は下記参照 

         2019 年度日本沿岸域学会全国大会開催案内.pdf 

        注：当学会と協力協定を締結しておりますので事前に【日本海洋政策学会員】で 

                    申込みされると正会員扱いとして参加費が優待されます。 

 

2019.6.10  課題研究テーマ 公開シンポジウム開催 

        「水中文化遺産へのアプローチ」 



         日時：7 月 6 日（土）13：00～17：00 

         会 場：東京海洋大学品川キャンパス 楽水会館大会議室 

         主 催：日本海洋政策学会 後援：東京海洋大学 ほか 

         参加費：無料  当日参加も可 

          申込み等詳細は下記参照   150 名超の参加者で盛会 

          公開シンポジウム開催案内.pdf 

         申込み先： https://forms.gle/JLESobkuRyJr8CmW6 

 

 

 2019.5.20  日本工学会 公開シンポジウム開催 

         「工学の未来 ―今、社会が工学に求めるもの―」 

         日 時：6 月７日（金）13：00～16：45 

         会 場：東京大学 山上会館 2 階大会議室 

         プログラム、申込み先等は下記参照 

         日本工学会公開シンポジウム案内.pdf  

 

 2019.4.18  メールニュース「Ocean Policy Update」No41 が発行されました。 

 

 

 

 


