
プログラム 学科等 内容 時間 場所

海洋工学部 海洋工学部概要説明

海事システム工学科 海事システム工学科概要説明

海洋電子機械工学科 海洋電子機械工学科概要説明

流通情報工学科 流通情報工学科概要説明

第１回

10:25 ～ 10:55

第2回

11:05 ～ 11:35

学生による体験談紹介 11:45 ～ 12:15 ２号館１階２１０２教室

入試相談・在学生との懇談コーナー 13:00 ～ 16:00 ２号館１階２１０３教室

キャリアコンパス展示説明会 13:00 ～ 16:00 越中島会館１階集会室

垂直循環型回流水槽 13:00 ～ 15:10 第１実験棟１階風洞回流水槽実験室

先端ナビゲートシステム 13:00 ～ 15:10 第３実験棟４階航法システム演習室

錨水槽 13:00 ～ 15:40 第１実験棟１階錨水槽実験室

内燃機関工学研究室 13:20 ～ 15:25 第２実験棟内燃機関工学研究室

機械材料研究室 13:30 ～ 15:30 第３実験棟２０１室

大気環境物理研究室 13:30 ～ 15:10 ２号館６階６０８室

流通情報システム研究室 14:00 ～ 15:30 ３号館１階麻生研究室

国際交通・国際経済研究室 14:15 ～ 15:45 ３号館２階２０１室

やよい体験航海（注意：午前9時より先着順に受付） 14:35 ～ 16:00 越中島会館１階総合受付

13:30 ～ 14:00

15:10 ～ 15:40

※各プログラムの詳細は、次頁をご覧ください。

時間 場所

海洋工学部研究活動パネル展示 9:00 ～ 16:00 ２号館１階廊下

附属図書館公開 9:30 ～ 16:00 附属図書館

明治丸・百周年記念資料館・明治丸記念館　公開 10:00 ～ 16:00 百周年記念資料館

※展示公開内容の詳細は、5頁をご覧ください。

海洋電子機械工学科

2019年度　第2回海洋工学部オープンキャンパス展示公開（自由見学）

展示公開内容

海事システム工学科

学生寮見学 越中島会館１階総合受付

海洋電子機械工学科

流通情報工学科

研究室施設公開

2019年度　第2回海洋工学部オープンキャンパスプログラム

制御工学って何？

流通情報工学科 データから線をどう引くか

２号館１階２１０１教室

２号館１階２１０２教室

9:35 10:15学部学科紹介

模擬講義

越中島会館２階講堂～

海事システム工学科 錨の歴史とそのメカニズム 越中島会館２階講堂

各回とも内容は同じです。



●開催日　　２０１９年１１月１０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

第１回
13:00～13:30

第２回
13:50～14:20

第３回
14:40～15:10

「垂直循環型回流水槽」　講師：井関　俊夫 教授

　船舶の操縦性能を推定するためのPMM（Planar Motion Mechanism）試験
法を説明します。

（各回とも先着15名まで）

第１実験棟１階
風洞回流水槽実験室

第１回
13:00～13:30

第２回
13:50～14:20

第３回
14:40～15:10

「先端ナビゲートシステム」　講師：田丸 人意 准教授

　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３実験棟４階
航法システム演習室

第１回
13:00～13:40

第２回
14:00～14:40

第３回
15:00～15:40

「錨水槽」　講師：増田　光弘 准教授

　船舶を安全に錨泊するための重要な道具である「錨（いかり）」のメカ
ニズムについて体験型の模擬実験を通して紹介します。
　
（各回とも先着15名まで）

第１実験棟１階
錨水槽実験室

【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

「錨の歴史とそのメカニズム」　　講師：増田　光弘 准教授

　「錨（いかり）」は船舶を安全に係留するための重要な道具として昔か
ら利用されてきています。では、錨はいつから使用されるようになったの
でしょうか？また、錨は船や港のシンボルとして度々目にする機会がある
と思います。しかし、実際どのようにして船舶を繋ぎ止めているのでしょ
うか？
　本授業では、普段目にする機会はあってもその歴史的背景やメカニズム
を知る機会の少ない錨という道具についてお話ししたいと思います。

※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。
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【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

第１回
13:20～13:45

第２回
14:10～14:35

第３回
15:00～15:25

「内燃機関工学研究室」
　　　　　講師：塚本　達郎 教授，佐々木　秀次 助教，大橋　慶勘 助手

　自動車等と同様に、船を動かす動力源の多くに内燃機関が利用されてい
ます。当研究室では、船舶の内燃機関、中でもディーゼル機関を中心とし
た、燃焼、省エネルギー、環境負荷低減等に係る、地球環境保全に繋がる
研究を行っております。オープンキャンパスでは、研究設備（舶用ディー
ゼルプラント、ディーゼル機関）を公開します。

第２実験棟
内燃機関工学研究室

第１回
13:30～14:00

第２回
14:15～14:45

第３回
15:00～15:30

「機械材料研究室」　講師：盛田　元彰 准教授

　機械材料研究室では，海洋微生物燃料電池の研究開発，腐食に強い低コ
ストチタン材の研究開発，ならびに固着物（スケール）抑制材の研究開発
を行っています。それらの研究内容と実験設備について紹介します。

（各回とも15名以下）

第３実験棟
２０１室

第１回
13:30～13:50

第２回
14:10～14:30

第３回
14:50～15:10

「大気環境物理研究室」　講師：関口 美保 准教授

　本研究室では、気体、雲、大気を浮遊する微粒子などによって太陽と地
球がやりとりしているエネルギーがどのように変化するかを研究していま
す。地球温暖化に代表される大気環境の変化を動画などで紹介します。

２号館６階
６０８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。

2019年度　第2回海洋工学部オープンキャンパス展示公開（自由見学）

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。

研究室・施設公開

模擬講義

「制御工学って何？」　講師：章　ふぇいふぇい 教授

　昨今、特にロボットに関する技術の目覚ましい進展により、制御技術は
ホビーやおもちゃの世界にまで浸透し、さらにドローンのように新しい工
業製品への飛躍の原動力となっています。
　この模擬講義は、身近にある自動制御事例を通して、制御工学が扱う問
題、また、大学の講義で学ぶ内容、および自動制御を実現するための基本
的な考えを紹介します。制御工学がより身近な学問として捉えてくれるこ
とを願っています。

※各回とも内容は同じです。

２号館１階
２１０１教室
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【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

第１回
14：15～14:45

第２回
14：45～15:15

第３回
15：15～15:45

「国際交通・国際経済研究室」　　講師：遠藤　伸明 教授

　競争していた企業がひとつになったり、協力することが増えています。
海運会社・航空会社も例外ではありません。合併・提携はどのような効
果・影響をもたらすのでしょうか。経済学の視点から説明します。説明は
15-20分程度です。

(各回とも先着15名程度）

３号館２階
２０１室

第１回
14:00～14:30

第２回
15:00～15:30

「流通情報システム研究室」　　講師：麻生　敏正 助教

　情報の観点からの本学科の強みを説明した後、スマホ等を利用した作業
計測システムについてお話します。

３号館１階
麻生研究室

【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。

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

「データから線をどう引くか」    講師：茂木　康平 准教授

　大学初年度における物理実験から近年発展している機械学習に至るま
で、データから線をどう引くかということが、理解すべき最も基本的かつ
重要なこととしてある。
　本講義ではまず、最も簡単な例である最小二乗法に関して説明し、その
考え方を発展させることで分類、予測、ニューラルネットワークが進展し
てきたことを説明します。

※各回とも内容は同じです。

２号館１階
２１０２教室

研究室・施設公開
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【学生による体験談紹介】

時　間 会　場

11:45～12:15
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

13:00～16:00
（随時）

２号館１階
２１０３教室

【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

　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。）

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

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：國枝　佳明 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

13:00～16:00
（随時）
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【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】10：00～15：00　　　【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
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