
過去記事：2020/4～2021/3 

 

2021.3.19  「国連海洋科学の１０年」ウェブサイトを立ち上げました 

        笹川平和財団海洋政策研究所と共同事務局で活動しています。 

         https://oceanpolicy.jp/decade/case.html 

 

2021.2.22  ニューズレター JSOP Newsletter 第 12 号 が発行されました。   

 

2021.2.5   国立極地研究所、JAMSTEC、北海道大学 3 機関実施  

         北極域研究加速プロジェクト（ArCS II） 

          2021 年度第１回若手人材海外派遣プログラム派遣支援の募集  

            募集期間：2021 年 2 月 1 日（月）～2 月 26 日（金）15：00  

           https://www.nipr.ac.jp/arcs2/priority/capacity/essential3.html 

 

2021.2.1   メールニュース「Ocean Policy Update」No45 が発行されました。 

 

2020.12.23  第７期役員が選出されました。 

         １２月２３日開催の第２５回理事会にて第７期の新役員が 

         選出されました。 

 

2020.12.23  2021「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（木） 17：00 必着！ 

           詳細は左メニューの【学生小論文】を参照下さい。 

 

2020.12.23  学会誌第１１号の自由投稿論文を募集いたします。 

          〆切 ５月６日（木） 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 

 

2020.12.22  国立国会図書館インターネット資料収集保存事業（ＷＡＲＰ）登録 

           当学会のweb ページが登録されました。 

           今後年１回収集更新されます。 

            https://warp.da.ndl.go.jp/waid/31724 

 

2020.12.17  第１２回年次大会 発表資料の公開 

         オンラインで開催いたしました年次大会での発表資料を公開します。 

         左メニューの【年次大会】 ３．発表資料を参照ください。 

         （ｐｄｆ版で印刷のみ可の提供となります） 

 

2020.12.10  学会誌第 10 号 pdf 版の配布 



         会員皆様に日本海洋政策学会誌第１０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 3,000 円（税込、送料別） 

 

2020.11.30  日本海洋政策学会誌第 10 号が発刊されました 

         会員の皆様にはｐｄｆ版で送付予定です。 

         印刷製本版（Ｂ5）については予備がございますので 

         頒布予定ですが、しばらくお待ちください。 

          （税込価格未定、送料別） 

 

2020.11.25  第 12 回年次大会 講演資料（予稿集）配布 

         参加お申し込みありがとうございます。 

         研究発表の資料も掲載したためファイルサイズが大きくなりました。 

         皆様にメールで送ることが難しいためお手数ですが下記ファイルを保存の上 

         事前に印刷をお願いいたします。 

           第 12 回年次大会資料.pdf  （19ＭＢ） 

 

2020.11.11  第 12 回総会の書面審議について 

         これまで年次大会と併催で行ってきましたが、コロナの影響により 

         第 12 回総会を書面による審議に代えさせていただくことになりました。 

         11 月 13 日に会員皆様にメールにて総会資料と表決書を送りますので 

         内容確認いただき表決書に記載し事務局まで返送をお願いいたします。 

              返送〆切 12 月 13 日 

 

2020.10.26  第 12 回年次大会 参加申込受付開始 ＊3 日の開始時間が変更となりました 

         コロナの影響によりオンラインでの開催となりました。 

         統一テーマ：「パンデミックが変える海の世界 

              －海洋政策・産業・科学技術のゆくえ-」 

          日  時：12 月 3 日（木） 13：30～ 

                  4 日（金） 13：00～ 

          会  場：オンライン（ZOOM ウェビナー使用） 

           ■プログラム： 

            第 12 回年次大会プログラム.pdf 

          ■参加申込み方法： 

            お申し込み後に返信する登録サイトへの登録で参加する方法となります。 

           １）会員の方は「第 12 回年次大会参加申込」とメールで申込下さい。 

            確認後 11 月中に登録サイトを返信します。     〆切 11/27 

           ２）一般の方は下記のいずれかでお申込み下さい。〆切 11/20 

            ①右のリンクから     参加申込み  

            ②右のURL から https://forms.gle/dQME7eQCVTvkeBrn6 



 

          ■〆切日以降の参加申込はできません。 

           参加者確認、資料送付等のため早めにお申し込み下さい。 

 

2020.10.19    ニューズレター JSOP Newsletter 第 11 号 が発行されました。 

 

2020.10.12  国立極地研究所、JAMSTEC、北海道大学 3 機関実施  

         北極域研究加速プロジェクト（ArCS II） 

            第 2 回若手人材海外派遣プログラム派遣支援の募集  

            募集期間：2020 年 10 月 5（月）～11 月 4 日（水）15：00  

           参照：https://www.nipr.ac.jp/arcs2/priority/capacity/essential2.html 

 

2020.9.10  メールニュース「Ocean Policy Update」No44 が発行されました。 

 

2020.9.1   新型コロナ感染が落ち着くまで事務局は不定期勤務を継続しますので 

        学会へのお問合せはメールでお願い致します。 

        事務局が在席する笹川平和財団ビルは 12 月末まで休業しておりますが 

        郵便等は受付けております。 

 

2020.8.17  第 12 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を募集いたします。 

        奮ってご応募下さい。 ポスター募集はありません。 

           １）年次大会開催 

             ・期  日  ： 2020 年 12 月 3 日（木）、4 日（金） 各日 13:００～ 

             ・開催方法 ： オンライン開催 

             ・開催内容 ： 基調講演、研究発表、パネルディスカッション 

             ・参加費   ： 会員無料、非会員有料 

           ２）統一テーマ 

             「パンデミックが変える海の世界 

               －海洋政策・産業・科学技術のゆくえー」 

          ３）研究発表の募集  〆切 9/23 12:00 必着  受付終了しました 

               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） 

 

2020.8.11  国立極地研究所、JAMSTEC、北海道大学 3 機関実施  

         北極域研究加速プロジェクト（ArCS II） 

            若手人材海外派遣プログラム派遣支援の募集  

            募集期間：2020 年 8 月 5（水）～8 月 31 日（月）15：00  

        参照：https://www.nipr.ac.jp/arcs2/priority/capacity/essential.html 



          (ArCS II：Arctic Challenge for Sustainability II 

              文部科学省環境技術等研究開発推進事業費補助金事業) 

 

2020.8.3   学会第７期 役員候補者の推薦受付開始 

        本年 12 月にて 2 年の任期満了を迎える役員の改選時期にともない、 

        会則により、会員各位から役員候補の推薦を受付けます。 

        会則第 14 条第 3 項を参照の上、理事候補者を下記用紙を 

        利用して事務局まで送付ください。 〆切 8/31 17:00 必着 受付終了しました 

        なお推薦される候補者の事前了解等注意点を確認ください。 

          推薦用紙.word  

           参考：会則第１４条（抜粋）.pdf  第６期役員（理事）一覧表 

 

2020.7.16  メールニュース「Ocean Policy Update」No43 が発行されました。 

 

2020.7.9    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 8/31(月) 12：00 受付終了しました 

 

2020.6.30    日本海洋政策学会誌 既刊の公開について 

          第２４回理事会での承認により学会誌既刊の公開をいたします。 

          左メニューの【学会誌】を参照ください。 

          創刊号から第６号までを公開しております。 

 

2020.6.29    7 月より学会事務局は時差出勤およびテレワーク勤務を並行しますので 

          お問合せ等への回答が遅れることを了解願います。 

          学会へのお問合せはメールでお願いいたします。 

 

2020.6.23    学生小論文募集      〆切 9/30（水） 17:00 

          募集テーマ 「海洋問題解決への提案」 

          詳細は左メニューの【学生小論文】を参照ください。 

 

2020.6 .1    新型コロナウィルス感染拡大にともなう学会事務局の勤務体制について 

          6 月末まで財団ビル休業延長のため学会事務局もテレワークとなります 

 

 


