
●開催日　　平成30年7月27日（金）

●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　　　9:00～15:45（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

9:30～10:15

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
14:00～14:40

第２回
15:30～16:10

「船舶運航性能実験水槽」　　講師：南　清和 教授

　造波装置などを備えた長さ54m、幅10mの水槽で、模型船を取り付けた曳
航電車を走行させ、船舶の運動性能を精密に計測することができます。今
回は曳航電車が実際に走行する様子をお見せします。
（各回とも先着40名まで）

船舶運航性能
実験水槽

14:00～15:30

「レーダシミュレータ」　　講師：榧野　純 准教授

　海事システム工学科が行っている避航操船の演習（レーダARPA演習）を
体験できるコーナーです。
(参加方法：自由)

第３実験棟４階
航法システム演習
室

第１回
14:00～14:30

第２回
14:50～15:20

第３回
15:40～16:10

「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

【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

「船の航路はどのように決めるのか？」　　講師：庄司　るり 教授

　道路や信号のない海の上で、船がある目的地まで航行するための道（航
路）は、どのように決められるのでしょう？渋滞や高速道路のようなもの
はあるのでしょうか？また、皆さんが自宅から海洋大へ来る時に選ぶ道順
は、何が決め手になるのでしょうか？
　この授業では、船が航海する航路を決めるための「最適航路選定（ウェ
ザールーティング）」という考え方について説明します。帆船の時代は船
長の知識と経験から行われていたことですが、現代ではどのような技術が
使われているのかについてお話しします。

※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。

※プログラムの内容等は

変更される場合があります。



【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

9:30～10:15

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
13:45～14:25

第２回
14:45～15:25

第３回
15:45～16:25

「ターボ動力研究室」
　　　　　講師：刑部　真弘 教授、堀木　幸代 教授、伊東　次衛 助手

　蒸気タービンシステムと安全性の担保を目的とする要素研究について、
および研究室が担当する教育について紹介します。
ターボ動力実験棟に集合してください。

ターボ動力実験棟
（第二実験棟蒸気動
力実験室）

第１回
14:00～14:20

第２回
14:30～14:50

第３回
15:00～15:20

「情報通信工学研究室」 講師：大島　浩太 准教授

　東京湾海上の無線データ通信について、どのような特徴があるのかにつ
いて紹介を交えながら研究成果などを説明する。
(各回とも先着15名程度)

第５実験棟２階
船舶機関データ解析
室

第１回
14:00～14:30

第２回
15:00～15:30

第３回
16:00～16:30

「機能デバイス研究室」　　講師：大貫　等 教授，権丈　義宣 助手

　生体機能を微細加工技術を用いてデバイス化したバイオセンサの研究紹
介を行います。疾病・アレルギーの診断や糖分による発電などの研究を紹
介します。
（２号館１階ホールに集合してください。）

２号館１階ホール及
び応用物理第一実験
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。

研究室・施設公開

模擬講義

「エンジンか、電気か、船を動かす巨大なパワー」
　　講師：木船　弘康 准教授

　膨大な量の荷物を運べる巨大な船。これを動かすパワーもハンパない！
一方で、少ない燃料で走る、排気ガスをできるだけにクリーンにする、長
く使える、ことが求められています。
　本講義では、これまでの技術潮流と最新の動向をウォッチします。

※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

9:30～10:15

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
14:30～15:00

第２回
15:15～15:45

「地域計画研究室」　　講師：兵藤　哲朗 教授

　最新の交通計画に関する話題提供を行います．具体的には，ダブル連結
トラックの挑戦，動画で見る世界の交通，交通マイクロシミュレーション
でできることなどを予定しています．

３号館５階
５０２号室

第１回
13:45～14:15

第２回
14:30～15:00

「交通政策研究室」　　講師：寺田　一薫 教授

　鉄道経営を科学します。自動車を減らし地球環境を守るため、住民の通
学や買物の足を確保するため、鉄道が注目を集めています。ところが、経
営難や廃線が相次いでいるのが現実です。今、鉄道会社に求められている
のはどんな経営なのかを考えます。(各回とも先着15名まで)

３号館２階
２０１号室

第１回
14:00～14:20

第２回
14:40～15:00

第３回
15:20～15:40

「ロジスティクスって何だろう－産業と社会を支える重要機能」
　講師：日本ロジスティクスシステム協会（JILS）

　企業活動におけるロジスティクスの機能について実際の事例映像をお見
せして、紹介します。時間は20分程度です。
(参加方法:自由)

越中島会館
２階多目的教室

【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

「確実に情報を届ける（通信路符号化）」　　講師：田中　洋平 教授

　ディジタルデータを送る，例えばフラッシュメモリに記録したり回線を
通じて送信する，という時に，メモリの一部が書き換わったり回線に雑音
が混ざる，というように送ったデータに誤りが発生する可能性がある．そ
こで，送りたいデータにその一部の情報を付け加えることにより，誤りを
検出し，更には誤りを訂正できるようにする．それが通信路符号化であ
る．データを繰り返し送るのは１つの方法であるが，付け加える情報の長
さを抑えた効率の良い通信路符号化が種々考えられている．
　この講義では通信路符号化の例をいくつか紹介し，符号理論の入門とし
たい．

※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



【学生による体験談紹介】

時　間 会　場

13:45～14:35
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

13:45～16:30
（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

12:45～13:35
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

・日本船主協会

・日本舶用工業会 越中島会館１階集会室

・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

第１回（便）
集合時間
10:30
出港

10:50～11:40

第２回（便）
集合時間
12:45
出港

13:05～13:55

第３回（便）
集合時間
13:55
出港

14:15～15:05

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）　～

全所要時間　約1時間10分

【注意事項】
１.当日午前9：00より先着順に受付をし、定員（各回40名　計120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.各回（便）の集合時間に遅れた場合には、乗船することができません。

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）

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。

内　　容

13:45～16:30
（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。）

　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



【女子学生のためのキャリアパスセミナー】（事前申込なしでご自由に参加できます）

時　間 会　場

15:15～16:30
越中島会館２階
セミナー室
（３）、（４）

【海外派遣プログラムに関する説明】

時　間 会　場

13:45～16:30
２号館１階
２１０1教室

【奨学金等進学資金ガイダンス】

時　間 会　場

15:00～16:00
２号館１階
２１０２教室

【主な施設見学】

時　間 集合場所

第１回
13:45～14:15

第２回
16:00～16:30

時　間 会　場

 9:00～16:30
（随時）

２号館１階　廊下

時　間 会　場

 9:00～17:00
（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

　女子学生の皆さんが将来像を考える際の参考にしていただくため、現在社会で活躍中
の若手の先輩に、仕事内容や就職活動について本音で語っていただく、「海洋大で学ぶ
と社会でどのように活躍できるのかが見えてくる」セミナーです。
　講演後にはグループ懇談会の時間も設けています。気になるＯＧの皆さんに直接話を
聞くチャンスです。お誘い合わせの上、ぜひお越しください。

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

内   容

　本学では、海洋工学部グローバル・リーダーシップ・イニシアティブ（GLI）認定
コース、
全学部共通海外探検隊プログラムを設定しています。
これまでに、各プログラムでは、各国の企業研修や大学での研究活動の実績がありま
す。
海外派遣に興味のある学生対して、プログラムの特色等を説明します。

内   容

　日本学生支援機構のスカラシップ・アドバイザーによる「奨学金等進学資金ガイダン
ス」を開催いたします。進学を希望される入学前の受験生の皆さん、保護者等の皆さ
ん、奨学金や進学のための資金計画について、専門家の方の説明を聞いてみませんか。
安心して進学できるよう、日本学生支援機構と大学がサポートいたします。
　なお、入学後の奨学金申請の際、このガイダンスへの参加は必須ではありません。

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。

自由に見学することができます。

○附属図書館

内   容

○学生寮見学 （海王寮）

内   容

○海洋工学部　研究活動パネル展示

内   容


