
日本海洋学会 2016 年度春季大会プログラム 

 

期 日： 2016 年 3 月 14 日（月）～ 18 日（金） 

 

場 所： 東京大学 本郷キャンパス（東京都文京区） 

 

大会実行委員会：  

委 員 長：古谷 研（東京大学 大学院農学生命科学研究科） 

事務局長：升本 順夫（東京大学 大学院理学系研究科） 

委  員：東京大学本郷地区会員 

 

事務局： 日本海洋学会 2016年度春季大会実行委員会 

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1  

東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻内 

電話: 03-5841-4297 Fax: 03-5841-4297 

Eメール: jos2016spring@gmail.com 

3月 14日（月）～ 18日（金）は大会会場内に本部を設置 

大会期間中の電話: 080-4204-4297 

 

大会・大会付属行事日程 

 

受 付： 安田講堂エントランスホール 

     3月 15日（火）8:30 〜 17日（木）12:00   

 

会場：  第１会場（安田講堂） 

     第２会場（理学部 1号館 2階小柴ホール） 

     第 3会場（山上会館 2階大会議室） 

     第 4会場（理学部 1号館 3階 336号室） 

 

研究発表：3月 15日（火）〜 3月 17日（木） 



  口頭発表  第１会場（安田講堂） 

        第２会場（理学部 1号館 2階小柴ホール） 

        第 3会場（山上会館 2階大会議室） 

        第 4会場（理学部 1号館 3階 336号室） 

  ポスター発表  A会場 安田講堂周回路（第 1会場後方周回路） 

          B会場 理学部 1号館小柴ホール前ロビー（第 2会場前） 

          展示期間：3月 15日（火）10:00〜17日（木）16:00 

          立会説明：3月 15日（火）13:00〜14:00 

               3月 17日（木）13:00〜14:00 

 

シンポジウム：3月 14日（月）・3月 18日（金） 

       第２〜４会場・理学部 1号館 2階 206〜207教室 

 

ナイトセッション：3月 15日（火） 第４会場・理学部１号館 7階 710号室 

 

ポスターイベント：3月 15日（火）・3月 16日（水）  

         B会場（理学部 1号館小柴ホール前ロビー（第 2会場前）） 

 

総会及び受賞記念講演：3月 16日（水）13:00〜17:00 第 1会場（安田講堂） 

 

懇親会：3月 16日（水）18:00〜20:00 東天紅（上野本店） 

 

海洋関係の企業・団体などによる機器等展示： 

     3月 15日（火）9:00 〜 3月 17日（木）15:00 

     安田講堂エントランスホール・安田講堂２階席入り口ロビー・ 

     安田講堂周回路 

 

 

  



 

大会概要 
 

3月 14日 

（月） 

9:30～17:30 

 

11:00〜18:05 

 

 

9:00〜16:30 

 

 

9:30〜18:00 

 

シンポジウム A（第 3会場） 

「震災復興に対する沿岸海洋学の貢献」 

シンポジウム B（理学部１号館 2階 206教室） 

「大気海洋間物質輸送と環境災害問題における波浪と界面微 

 細過程の役割 -機械工学,海岸工学,船舶工学を交えて-」 

シンポジウム C（第 4会場） 

「光環境を巡る植物プランクトンの生理生態学最前線」 

（関連業者による展示は理学部１号館 3階 331教室） 

シンポジウム D（第 2会場） 

「海洋潮汐混合が強い海域を利用する海洋生物資源変動」 

3月 15日 

（火） 

 9:00～12:00 

13:00～14:00 

14:00～17:55 

10:00～17:00 

 

 

18:15～20:15 

 

 

18:15～20:15 

 

18:30～20:30 

口頭発表（第 1～4会場） 

ポスター発表立会説明（A会場、B会場） 

口頭発表（第 1～4会場） 

ポスターイベント（ポスター B会場） 

「海洋教育特別イベント －普及・実践のためのネットワーク 

 づくり－」 

ナイトセッション A（理学部１号館 7階 710教室） 

「海洋若手研究者の会―研究者間ネットワークの構築と強化 

 ―」 

ナイトセッション B（第 4会場） 

「新たな水質基準の導入と海域管理」 

評議員会（山上会館地下食堂） 

3月 16日 

（水） 

 8:50～12:00 

9:30～17:00 

 

 

13:00～17:00 

18:00～20:00 

口頭発表（第 1～4会場） 

ポスターイベント（ポスター B会場） 

「海洋教育特別イベント －普及・実践のためのネットワーク 

 づくり－」 

総会および受賞記念講演（第 1会場） 

懇親会（東天紅 上野本店） 



3月 17日 

（木） 

8:55～12:05 

13:00～14:00 

14:00～17:55 

口頭発表（第 1～4会場） 

ポスター発表立会説明（A会場、B会場） 

口頭発表（第 1～4会場） 

3月 18日 

（金） 

13:00～17:40 

 

 

13:00〜17:50 

 

9:00〜17:30 

 

シンポジウム E（第 2会場） 

「海洋データ・情報管理の将来を考える －日本海洋データ 

 センター設立 50年の歴史と今後－」 

シンポジウム F（理学部１号館 2階 206教室） 

「東経 137度定線の 50年と今後の日本の持続的海洋観測」 

シンポジウム G（理学部１号館 2階 207教室） 

「海洋データ同化 20年の歩みと今後の展望」 
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