
過去記事：2018/4～2019/3 
 
 
2019.3.25 学会誌募集要項、投稿規定、執筆要領について一部改訂 

      引用文献、応募原稿ページ数増、カタカナ記載方法等の変更が 

      ありますので左メニューの【学会誌】を参照下さい。 

 

2019.3.1 「海洋産業の市場規模および構造に関するシンポジウム」 3/15開催 

      日本財団助成事業―「海洋産業構造及び規模に係る調査研究」 

       主催：（一社）海洋産業研究会 

       応募、〆切等詳細は シンポジウム開催案内.pdf を参照下さい。 

 

2019.2.14  ２０１９「学生小論文」募集 
      昨年に引続き「学生小論文」を募集いたしますので是非応募下さい。 

        対象：高専生（４，５年次）、学生、大学院生 

         〆切    ９月３０日（月） 

      詳細は左メニューの【学生小論文】を参照下さい。 

 

2019.2.1  「日本海洋政策学会誌」 第９号の自由投稿論文を募集します。 

         〆切    ５月６日（月） 

      詳細は左メニュー【学会誌】の募集要項を参照下さい。 

 

2019.1.31  課題研究グループ 公開シンポジウム 2/19開催 

      「海洋政策と海底資源探査に係る環境影響評価」 

        主催：横浜国立大学統合的海洋管理研究拠点 

        協力：日本海洋政策学会 

        日時：2月 19日（火）14：00～17：00  

        会場：横浜国立大学教育文化ホール中集会室 

        プログラム、申込み先等は下記参照 

          公開シンポジウム開催案内.pdf 

 

2019.1.31  ニューズレター JSOP Newsletter 第８号 が発行されました。 

 

2019.1.28  事務補助員１名募集（長期アルバイト）   募集終了 

      ４月以降事務局を手伝って頂ける方を募集しております。 

       週８時間（２～３日）程度  〆切 2/25 AM 



       詳細は下記案内を参照の上 メールにて応募ください。 

         事務補助員募集案内.pdf  

 

2019.1.9  第 10回年次大会発表資料を掲載致しました 

      昨年 12/7開催の年次大会で皆様が発表した資料を掲載しております。 

         左メニューの年次大会ページ内の発表資料をご覧ください。 

         （注：コピー不可、印刷のみ可） 

 

2018.12.7 海洋政策学会誌 第８号が発刊されました 

      会員皆様には順次お手元に届くよう郵送準備中です。 

      宛先不明での返送が多々ありますので送付先住所変更がありましたら 

      メールで事務局までお知らせください。 

 

2018.12.7 新理事 20名並びに新役員が選任されました 

      第 10回総会にて、会員による投票により理事 20名が承認され、その後 

開催の第 21回理事会にて新役員が選任されました。 

             第６期理事・監事一覧表.pdf  

 

2018.11.30 長崎県職員【研究員（海洋科学）】の募集（約 1 名） 紹介 

      当学会法人会員の長崎県で職員を募集しております。 

        採用予定時期： 来年４/１以降 

        勤務先：長崎県環境保健研究センター（大村市） 

        応募締切り：12/19 必着 

        募集要項等詳細は下記 URLを参照下さい。 

        http://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/366145/ 

 

2018.11.22 メールニュース「Ocean Policy Update」No40 が発行されました。 

 

2018.11.8 特別研究会「国家管轄権外区域の海洋生物多様性（BBNJ）に関する 

      新しい海洋法形成」  日本海洋法研究会主催 

      笹川平和財団海洋政策研究所・日本海洋政策学会共催 

       日時：2018年 11月 19日（月）14：00～16：45（受付開始 13：30） 

       会場：笹川平和財団ビル １０F AB会議室 

       事前申込み BBNJ特別研究会開催案内 参照 

 

2018.11.1 学会主催「学生小論文」募集 審査結果について 

     10名の審査委員による評価により応募の中から 1編が最優秀賞に選定さ 



れました。 

        東京海洋大学 後藤裕希さん 

        「沖合域海洋保護区設定にむけた漁業規制への提言 

                   ―国際的動向への準拠の必要性」 

        表彰式は 12/7 第 10回年次大会にて行います 

 

2018.10.30 日本海洋政策学会 第 10 回年次大会・総会 12/7 開催 

      第 10回年次大会および定例総会を下記により開催しますのでご参加を 

      お願い致します。 関係団体機関等への周知も宜しくお願いします。 

       第 10回年次大会 統一テーマ 

       『新たな海洋立国への挑戦―科学・技術・海洋政策の統合―』  

         ■プログラム： 第 10回年次大会プログラム   

   ■参加申込み： 参加申込書（ＷＯＲＤ版）   

               申込書をダウンロードしてメールでお申込み下さい。 

      ■〆切：当日の申し込みも可能ですが参加者名簿作成のため早めに  

           お申込み下さい。  

      注）参加受付の回答は行っておりませんので直接会場へお出で下さい。 

 

2018.10.29  ＭＴＳ日本支部創立 30周年記念セミナー 

 「米国の海洋政策に関する講演会」 

           11/2（金） 15：30～ ＪＡＭＳＴＥＣ共用会議室 

           事前申込 開催案内.pdf を参照 

 

2018.10.24  内閣府・ＪＡＭＳＴＥＣ 共催戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ） 

        次世代海洋資源調査技術シンポジウム 

        最終年度報告会 

          11/19（月） 13：00～  イイノホール 

          事前申込 開催案内.pdf を参照 

 

2018.10.1  第 6期役員改選と投票について＜依頼＞ 

        会員皆様に申請された住所あてに投票要領と投票用紙を 

        郵送致しますので、同封の封筒にて学会へ返送ください。 

        〆切 10/31着まで有効 

     （注）投票資格は本年 6/25までに入会手続きの会員含め 計 283名 

 

2018.9.13  ニューズレター JSOP Newsletter 第７号 が発行されました。 

 



2018.9.3 日本沿岸域学会講習会開催 

      日時： 9/11（火） 13：20～17：45（意見交換会 18：00～） 

      会場：日本大学理工学部駿河台校舎 1号館 2階 

       http://jaczs.com/05-lecture/H30lecture_guide02.pdf 

        参加費：正会員 3,000円 意見交換会 3,000円 

      〆切は 9/4ですが過ぎても申込みは可能です 

      注：日本海洋政策学会員として申込みをすると正会員として 

        参加費優待されます （非会員 4,000円） 

 

2018.8.7 学会誌抄録の公開について＜お知らせ＞ 

     科学技術振興機構より当学会の学会誌の抄録が公開されております。 

     検索で 【日本海洋政策学会】 で研究者、文献が表示されます。 

          http://jglobal.jst.go.jp/ 

 

2018.8.6 メールニュース「Ocean Policy Update」No39が発行されました。 

 

2018.8.2 学会第６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 2項及び現役員を参照の上、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必着 

     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   

      参考：会則第１４条（抜粋）.pdf、第５期役員一覧表.pdf 

 

2018.7.30 第 10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  ： 2018年 12月 7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 

         「新たな海洋立国への挑戦―科学・技術・海洋政策の統合―」 

       ３）研究発表、ポスター発表の募集  〆切 9/16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 

http://jaczs.com/05-lecture/H30lecture_guide02.pdf
http://jglobal.jst.go.jp/
http://jglobal.jst.go.jp/


     ＊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） 

 

2018.7.13 課題研究グループから提言が出されました 

     「海の知がもたらす海洋・沿岸域の活性化に関する提言 

        ～サイエンス・ベースの新たな海の産学官民連携を目指して～」 

         海洋・沿岸域の活性化に関する提言.pdf  

 

2018.7.4   新規課題研究テーマ募集  （〆切は募集要領を参照）  

       継続中１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 

      用紙を送付下さい 

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

 

2018.7.3 「学生小論文」の募集   

      日本海洋政策学会主催で、「海の日」記念から「学生小論文」に 

      名称を替え大学生、院生、高専生（4，5年生）を対象に募集します 

      ふるって応募下さい  〆切 9/30（日）必着 

        ＊詳細は左のﾒﾆｭｰ「学生小論文」から参照下さい 

 

2018.6.29 第 10回年次大会開催について【予告】 

      12/7（金）  会場：笹川平和財団ビル １１F国際会議場 

      これまでの 12月第 1土曜日の開催から平日に変更します 

      研究発表募集は 8月予定 

 

2018.5.24 6月 29日（金） 学会創立 10周年記念シンポジウム開催 

      日本海洋政策学会は、わが国における総合的・学際的な海洋政策学の 

形成・確立を目指して活動を行っており、会員皆様のご支援ご協力に 

より本年創立 10周年を迎え、記念シンポジウムを開催致します。 

      是非ご参加下さい。 

        「創立 10周年記念シンポジウム」開催案内.pdf 

         参加申込みは  6/15（金）までに  盛会にて開催 

         メールまたはＦＡＸで 

    【氏名、所属・役職、連絡先（電話）、祝賀会（参加）、会員資格】等を 

     記載しお申込み下さい。  メールアドレス  office@oceanpolicy.jp 

           



     なお、当日参加も受付けますが、資料準備のため早めにお願いします 

 

2018.5.22 日本沿岸域学会 創立 30周年記念全国大会開催のお知らせ 

      7/17-18 横浜にて全国大会が開催されます 

       日本沿岸域学会創立 30周年記念全国大会開催案内.pdf 

       参加申込みは日本沿岸域学会のホームページからお申込み下さい 

       なお当学会と協力協定を結んでおり、【日本海洋政策学会員】と 

       記載の上申込みすれば日本沿岸域学会員同等と優待されます 

 

2018.4.16 メールニュース「Ocean Policy Update」No38が発行されました。 

 

 


