
●開催日　　平成３０年１０月２１日（日）

●開催学部　海洋工学部

●受付場所　越中島キャンパス越中島会館１階「受付」　　　

●受付　　　9:00～15:30（随時）　　　

【海事システム工学科】

イベント等 時　間 内　　容 会　場

学部紹介
学科紹介

9:35～10:15

海洋工学部及び各学科の概要を説明します。

塚本 達郎　海洋工学部長
岩坂 直人　海事システム工学科主任
元田 慎一　海洋電子機械工学科主任
今野   均　流通情報工学科主任

越中島会館
２階講堂

第１回
10:25～10:55

第２回
11:05～11:35

①13:30～14:00
②14:30～15:00
③15:30～16:00

「先端ナビゲートシステム」　講師：庄司　るり 教授

船舶の安全で効率的な運航に必要な情報を表示するシステムを見学していただき、
その各種情報について説明します。

（各回とも先着20名まで）

第１実験棟３階
航海システム研究室

①13:30～14:00
②14:30～15:00
③15:30～16:00

「統合ECDIS訓練システム」　講師：竹本　孝弘 教授、逸見　真 教授

海のカーナビ「ECDIS」と操船シミュレータが体験できます。

(各回とも先着20名まで)

第３実験棟７階
ECDIS演習室

①13:30～14:00
②14:30～15:00
③15:30～16:00

「情報通信工学研究室」　講師：久保　信明 准教授

今後利用されるかもしれない高精度測位のデモと、本学実習船やよいや汐路丸で取
得したGNSSの位置計測結果や方位計測結果の紹介します。

（各回とも先着15名まで）

第４実験棟５階
情報通信工学研究室

【注意事項】

①　学部紹介・学科紹介、模擬講義、研究室・施設公開の事前申込みは不要です。

 9:00より受付を行いますので、オープンキャンパス参加者は、当日
 来校しましたら、まず受付にお越しください。

 なお、「やよい体験航海」参加希望者は，当日同じく9：00より
先着順に受付，定員になり次第締め切りますので，ご注意ください。

模擬講義

「ナビゲーションと測位（位置を測る仕組み）」
　　講師：久保　信明 准教授

ナビゲーションは船にとってなくてはならないものです。歴史的にみて
も、ナビゲーションという言葉は船の航行を支援する意味で使われ始めま
した。現在では自動車や飛行機にも利用されています。本講義では、現代
の船のナビゲーションがどのように行われているか、衛星測位
（GPS/GNSS）の観点より話しをします。合わせて、衛星測位による位置を
測る仕組みについて平易に紹介します。また今後、船で利用される可能性
のある高精度な位置決定技術とそのアプリケーションについて紹介しま
す。

※各回とも内容は同じです。

越中島会館
２階講堂

研究室・施設公開

②　研究室・施設公開では機械・設備に触れることもあり、知らずに服装に汚れが付くこともあり得ますので、制服等で来られる方は
　　 ご注意ください。

③　参加者希望者が多数の場合は、高校生等の学生を優先するなど、参加者数を調整させていただくこともありますので、予めご了承
　　 ください。

プログラムの内容・時間等は

変更になる場合があります。



【海洋電子機械工学科】

イベント等 時　間 内　　容 会　場

学部紹介
学科紹介

9:35～10:15

海洋工学部及び各学科の概要を説明します。

塚本 達郎　海洋工学部長
岩坂 直人　海事システム工学科主任
元田 慎一　海洋電子機械工学科主任
今野   均　流通情報工学科主任

越中島会館
２階講堂

第１回
10:25～10:55

第２回
11:05～11:35

①13:30～14:00
②14:15～14:45
③15:00～15:30

「機械設計研究室」　講師：田中　健太郎 准教授

普段の生活においてはほとんど意識することのない水滴の存在ですが、特
別な状況下では驚くほど大きな力をおよぼすことを簡単な実験で体感して
もらいます。小さな世界でのモノの運動や、表面加工に関する研究を紹介
します。

第１実験棟３階CAD室

①13:30～14:10
②14:25～15:05
③15:20～16:00

「機械設備研究室」　講師：小嶋　満夫 准教授　國吉　直 助教

船舶の機械設備は多岐にわたっており、陸上の様々な場面で使用される各
種の機械設備がほとんど搭載されているといえます。これらを紹介すると
ともに、冷凍空調に関連するエネルギー有効利用に関する研究について紹
介します。

第１実験棟１階
冷凍空調実験室

①13:30～14:10
②14:25～14:55
③15:10～15:50

「ロボット工学研究室」　講師：清水　悦郎 教授

燃料電池推進船および自動航行船の実現に向けた研究内容の紹介および研
究開発設備の紹介をします。
時間までにポンド入口に集合してください。

（各回とも先着１５名程度）

越中島キャンパス
ポンド（繋船場）

【注意事項】

①　学部紹介・学科紹介、模擬講義、研究室・施設公開の事前申込みは不要です。

研究室・施設公開

模擬講義

「壊れにくい金属材料の作り方」　講師：盛田　元彰 准教授

金属材料は構造部材の材料として広く使用されており，船舶用（特に大型
船舶用）の材料にも適用されています。船舶を安全に運用するためには適
切な特性を持つ金属を作りこまなければなりません。金属材料の特性はナ
ノ〜ミクロオーダーの設計により大きく変化することが知られており，マ
クロな特性もそれらに影響されます。本講義では，金属材料の基本的な性
質と金属の特性を制御する方法について紹介します。

※各回とも内容は同じです。

２号館１階
２１０１教室

②　研究室・施設公開では機械・設備に触れることもあり、知らずに服装に汚れが付くこともあり得ますので、制服等で来られる方は
　　 ご注意ください。

③　参加者希望者が多数の場合は、高校生等の学生を優先するなど、参加者数を調整させていただくこともありますので、予めご了承
　　 ください。



【流通情報工学科】

イベント等 時　間 内　　容 会　場

学部紹介
学科紹介

9:35～10:15

海洋工学部及び各学科の概要を説明します。

塚本 達郎　海洋工学部長
岩坂 直人　海事システム工学科主任
元田 慎一　海洋電子機械工学科主任
今野   均　流通情報工学科主任

越中島会館
２階講堂

第１回
10:25～10:55

第２回
11:05～11:35

①13:30-13:50
②14:10-14:30
③14:50-15:10
④15:30-15:50

「物流設計研究室」　　講師：黒川　久幸 教授

今、物流現場の改善で注目されている2つの内容について、下記のように回
を分けて紹介します。
①と③：AmazonやZOZOTOWNといったネット通販を支える配送センターの業
務改善について紹介します。
②と④：物が運べない！トラック輸送の無駄を解消するための改善の取り
組みについて紹介します。
(各回とも先着15名程度）

第４実験棟２階
ゼミ室

①14:10-14:30
②14:50-15:10
③15:30-15:50

「数理物理研究室」　　講師：茂木　康平 准教授
　
数学や理論物理の可積分系の世界では、ルール自体は単純である「おも
ちゃの模型」が研究対象として存在する。その一種である完全可解ゲーム
(三山崩し)や箱玉系を、簡単なルールを覚えて遊んでみたい(対戦や振る舞
いの観察)と思います。

２号館７階
７０３室前

【注意事項】

①　学部紹介・学科紹介、模擬講義、研究室・施設公開の事前申込みは不要です。

②　研究室・施設公開では機械・設備に触れることもあり、知らずに服装に汚れが付くこともあり得ますので、制服等で来られる方は
　　 ご注意ください。

③　参加者希望者が多数の場合は、高校生等の学生を優先するなど、参加者数を調整させていただくこともありますので、予めご了承
　　 ください。

模擬講義

「流通情報システム～情報分野から見た本学科の魅力～」
    講師：麻生　敏正 助教

企業は生き残りをかけ、新製品や新サービスといった新たな試みをしてい
きます。もちろんこれらに直接関係する「研究・開発」は重要ですが、そ
もそも「研究・開発」に力を入れるためには、ロジスティクスといった観
点からの日常業務の効率化がとても重要です。日本の国立大学で、この
「ロジスティクス」を工学的観点で教育しているところは本学科しかあり
ません。

本講義では、流通の重要性を情報の観点から整理します。

２号館１階
２１０２教室

研究室・施設公開



【学生による体験談紹介】

時　間 会　場

13:40～14:30
２号館１階
２１０２教室

【入試相談・在学生との懇談・各種資料閲覧（配布）コーナー】

時　間 会　場

13:40～16:00
（随時）

２号館１階
２１０３教室

【講演会「キャリアコンパス～将来の仕事を見てみよう～」】

時　間 会　場

12:30～13:20
越中島会館
２階講堂

【進路・就職相談、パネル展示等 「キャリアコンパス～将来の仕事を見てみよう～」展示ブース】

時　間 会　場

越中島会館１階集会室

・日本船主協会

・日本舶用工業会

・日本ロジスティクスシステム協会（JILS）

集合時間
出港時間

集合場所

内　　容

在学生による体験談（入学の動機、入学して良かったこと、大変だったこと、普段の生
活[おもしろい講義、実験、実習、クラブ活動・・・]など）を聞くことができます。

入試相談の他、教員・先輩から実際にお話を聞くことができます。この他、海洋工学部
の「履修案内及び講義要目」、「学生生活ガイド」等の冊子の閲覧ができます。

内　　容

内　　容

下記各会の担当者より、将来の仕事について、お話を聞くことができます。
事前申込みは不要です。
　・日本船主協会
　・日本舶用工業会
　・日本ロジスティクスシステム協会（JILS）

越中島会館１階
「やよい体験航海」
　受付

研究船「やよい」東京湾体験航海
～　学内（ポンド）― 東京湾（お台場付近）― 学内（ポンド）　～

所要時間　約1時間    講師：田丸　人意 准教授

【注意事項】
１.当日午前9：00より先着順に受付をし、定員（40名）になり次第受付を
　締め切らせていただきます。
２.『やよい体験航海』は、高校生等の学生が対象者となります。
３.『やよい体験航海』は、当日の天候等により中止する場合があります。
　（小雨の場合は、船室見学等をしていただく場合があります。）
４.サンダル、スリッパ、ハイヒール等での乗船はできません。
５.集合時間に遅れた場合には、乗船することができません。

集合時間
14:35

出港
15:00～16:00

（１便のみ）

内　　容

13:30～16:00
（随時）

内　　容

本学の卒業生も会員企業に多数在籍している各業界団体の担当者からお話しを聞くこと
ができます。将来の就職先候補となる業界について今から予習できるチャンスです。

【やよい体験航海】（注：当日、「やよい体験航海」の申込受付を済ませ、乗船チケットを交付された
　　　　　　　　　　　　方以外、乗船できません。）



【主な施設見学】

時　間 集合場所

第１回
13:30～14:00

第２回
15:10～15:40

時　間 会　場

 9:00～16:00
（随時）

２号館１階　廊下

時　間 会　場

 9:30～16:00
（随時）

附属図書館

時　間 会　場

 10:00～16:00
（随時）

百周年記念資料館

○生協 営業時間：  【売店】11：00～15：00　　　【食堂（マリンカフェ）】11：00～14：00

○休憩場所 越中島会館食堂（マリンカフェ）

03-5463-0510

内   容

学生寮を見学することができます。
希望者は左記の開始時間までに集合して下さい。

越中島会館
１階受付

○学生寮見学 （海王寮）

自由に見学することができます。

○附属図書館

内   容

問合せ先：
東京海洋大学入試課
入試第一係

○明治丸・百周年記念資料館・明治丸記念館

内   容

歴史的な資料を展示しています。自由に見学することができます。

自由に見学、利用することができます。

内   容

○海洋工学部　研究活動パネル展示


