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１．ホームページ

（１）海を知る（キッズ向き）

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

1 海上保安庁
http://www.kaiho.mlit
.go.jp/

海上保安庁ホームページ
キッズコーナー

　 小学校
（中学年程度まで）

静止画
海上保安庁の業務、海上保安官になるための方法等を紹介す
るとともに、子ども達に親しみながら海上保安庁の業務を
知ってもらえるようクイズコーナーを設置しています。

http://www.kaiho.mlit.g
o.jp/kids/index.htm

2 （社）日本船主協会 http://www.jsanet.or.jp/ きっずこーなー
小学生
中学生

静止画
（ゲーム部分除く）

海運に興味を抱くよう、さまざまな貨物船の紹介やゲーム
「君も船長になろう」が体験できるコーナーです。

http://www.jsanet.or.jp/
kids/index.html

3 日本内航海運組合総連合会
http://www.naiko-
kaiun.or.jp/

内航海運キッズページ
フレンドシップ

小学生
動画

静止画
船の図鑑、クイズ、ゲームなどを通じて、内航海運を分かり
やすく紹介しています。

http://www.naiko-
kaiun.or.jp/kids/index.h
tm

4 （社）日本船長協会 http://www.captain.or.jp/ 船長、母校へ帰る
小学生

（高学年）
中学生

静止画
海、船、航海等について、船長自らの体験談を交えた講話の
概要と生徒の感想文を紹介しています。

http://www.captain.or.jp
/?page_id=26

5 全日本海員組合 http://www.jsu.or.jp/ 船乗りのページ
「お船って知ってるよね」

中学生
高校生 静止画 船と船員の歴史について紹介しています。

http://www.jsu.or.jp/yo
mi/fune.htm

6 （財）日本海事広報協会 http://www.kaijipr.or.jp 海と船ものしり観察ノート 小学生 静止画
海や船の観察の仕方、水族館・博物館の利用の仕方など紹介
しています。

http://www.kaijipr.or.jp/
monoshiri

7 海ふねKids
小学生

（保護者）
静止画

海や船に関することを分かりやすく紹介し、小学生が親子で
楽しみながら学習できるホームページです。

http://www.kaijipr.or.jp/
umifune-kids

8 海の自然 小学生 静止画
わたしたちと海との関わりや海の自然環境などに関するいろ
いろを分かりやすく紹介します。

https://www.kaijipr.or.jp
/umifune-
kids/umi/index.html

9 海の生き物 小学生 静止画
海にすむ生き物についての知識や漁業のいろいろなどを紹介
します。

https://www.kaijipr.or.jp
/umifune-
kids/umi/index.html

10 わたしたちの暮らしを
ささえる船

小学生 静止画
わたしたちの暮らしをささえる船（船の果たすやくわりな
ど）について紹介します。

https://www.kaijipr.or.jp
/umifune-
kids/fune/index.html

11 船のいろいろ 小学生 静止画
ものを運ぶ船、人を運ぶ船、特別な仕事をする船など、船に
はいろいろな種類があることを紹介します。

https://www.kaijipr.or.jp
/umifune-
kids/fune/index.html

12 船のしくみ 小学生 静止画
船のしくみ（船はどうして浮くか？どうやって動くかなど）
を紹介します。

https://www.kaijipr.or.jp
/umifune-
kids/fune/index.html

（財）日本海事広報協会
（海ふねKids)

http://www.kaijipr.or.
jp/umifune-kids/
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（１）海を知る（キッズ向き）

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

13 船で働く人 小学生 静止画
あまり知られていない船員の仕事や船員になるにはどうすれ
ばよいかなどを紹介します。

https://www.kaijipr.or.jp
/umifune-
kids/fune/index.html

14 船の歴史 小学生 静止画
丸太船にはじまり、動力で動く船になるまでの船の歴史を簡
単に紹介します。

https://www.kaijipr.or.jp
/umifune-
kids/fune/index.html

15 船ができるまで 小学生 静止画
発注されてから進水式（船ができあがる）までの工程を簡単
に紹介します。

https://www.kaijipr.or.jp
/umifune-
kids/fune/index.html

16 「港」について 小学生 静止画
港の役割についてイラストを使って、わかりやすく紹介しま
す。

http://www.kaijipr.or.jp/
umifune-
kids/minato/index.html

17 「海の日」について 小学生 静止画 国民の祝日「海の日」について紹介します。

http://www.kaijipr.or.jp/
umifune-
kids/manabu/index.html

18 海や船について知るには 小学生 静止画
海や船に関する展示を行っている博物館の情報を都道府県別
に紹介します（川・水運・漁業含む）。

http://www.kaijipr.or.jp/
umifune-
kids/manabu/shiru.html

19 [海と船の本」について 小学生 静止画
海や船に関する代表的な児童書を紹介します（外国のおはな
し、日本のおはなし、絵本、図鑑）。

http://www.kaijipr.or.jp/
umifune-
kids/manabu/book.html

20 「海の遊び」について 小学生 静止画
船旅、セーリング、シュノーケリング、サーフィン、磯遊び
など、いろいろな海の遊びを紹介します。

http://www.kaijipr.or.jp/
umifune-
kids/asobu/index.html

21 海のなるほど 小学生 静止画 海について、あまり知られていない事柄を紹介します。

http://www.kaijipr.or.jp/
umifune-
kids/other/index.html

22 お問合せ 小学生 静止画
HPを見て、海や船について疑問に思ったことなどをメールで
受け付けて、回答します。

https://www.kaijipr.or.jp
/umifune-
kids/mail/index.html

23 トピックス 小学生 静止画
子ども向けのいろいろな新しい情報（イベントやお知らせ）
を紹介します。

http://www.kaijipr.or.jp/
umifune-
kids/index.html

（財）日本海事広報協会
（海ふねKids)

http://www.kaijipr.or.
jp/umifune-kids/
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（２）海を知る（一般向き）

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

1 海上保安庁
http://www.kaiho.mlit
.go.jp/

海上保安庁ホームページ
業務紹介ツアー

一般 静止画 海上保安庁の業務紹介、関連する用語の説明など

http://www.kaiho.mlit.g
o.jp/syoukai/tour/index.
html

2 海と船のＱ＆Ａ 小学生以上 静止画
海、船、航海、海運と貿易の4つのテーマ別に、主に海運に
関する素朴な質問(全125問)に答えていくコーナーです。

http://www.jsanet.or.jp/
qanda/index.html

3 海運雑学ゼミナール 小学生以上 静止画
つい読み進めてしまう海運に関する興味深い豆知識集です
(全315項目)。

http://www.jsanet.or.jp/
seminar/index.html

4 DVD｢日本の海運｣ 小学生以上 動画
DVDで配布している「日本の海運」(18分)を1分間に短く纏
めたダイジェスト版のオンライン視聴できるコーナーです。
オンラインでDVDの申込みもできます。

http://www.jsanet.or.jp/

5 日本の新鋭船 小学生以上 静止画
さまざまな貨物船の紹介。きっずこーなー内のコンテンツよ
り詳細な内容となっています。

http://www.jsanet.or.jp/
newship/index.html

6 海運用語集 小学生以上 静止画 海運に関する充実した専門用語集です。
http://www.jsanet.or.jp/
wording3/index.html

7 海運のことを知りたい方へ 小学生以上 静止画
パンフレット・ビデオ類の紹介コーナーへのリンク、日本の
海運史、海運年表が掲載されているコーナーです。

http://www.jsanet.or.jp/
shipping/index.html

8 パンフレット・ビデオ類の紹介
学生
一般

静止画 パンフレット・ビデオ類の紹介コーナーです。
http://www.jsanet.or.jp/
pamphlet/index.html

9 環境コーナー
学生
一般

静止画 海運業界の環境への取り組みを紹介しています。
http://www.jsanet.or.jp/
environment/index.html

10 オピニオン 高校生以上 静止画
船主協会首脳　(海運会社トップ)　による毎月発信のオピニ
オン(機関誌の巻頭言)です。

http://www.jsanet.or.jp/
opinion/index.html

11 クルーズ客船紹介 一般 静止画
クルーズ客船６隻の船舶概要やクルーズエリア、デッキプラ
ン等について写真を使用して分りやすく紹介しています。

http://www.jopa.or.jp/cr
uise_ships/index.html

12 外航定期客船紹介 一般 静止画
国際定期旅客船１０隻の船舶概要や航路、デッキプラン等に
ついて写真を使用して分りやすく紹介しています。

http://www.jopa.or.jp/re
gular_ships/

（社）日本外航客船協会

（社）日本船主協会 http://www.jsanet.or.jp/

http://www.jopa.or.jp/
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（２）海を知る（一般向き）

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

13
世界のクルーズエリア
(全面改訂作業中)

一般 静止画
日本をはじめとする世界のクルーズエリアと寄港地を紹介し
ています。

http://www.jopa.or.jp/cr
uise_area/index.html

14
クルーズ講座
(クルーズ航辞苑)

一般 静止画
クルーズ旅行や客船内で使用される専門用語及びその解説で
す。

http://www.jopa.or.jp/le
sson/index.html

15 内航海運について 一般 静止画 内航海運の概要、船腹量、輸送貨物など内航海運について紹介します。

http://www.naiko-
kaiun.or.jp/001/index1.
html

16 内航海運の現況 一般 静止画
内航海運の概要、船腹量、輸送貨物など内航海運について紹
介します。

http://www.naiko-
kaiun.or.jp/001/index31
.html

17 内航船のいろいろ 一般 静止画
さまざまな内航船の種類や構造図を写真とイラストで紹介し
ます。

http://www.naiko-
kaiun.or.jp/001/index4.
html

18 （社）日本旅客船協会 http://www.jships.or.jp/ 日本の旅客船
Ｑ＆Ａ

一般 静止画
船旅をするに当たっての基本的な予備知識をＱ＆Ａで分かり
やすく紹介します。

http://www.jships.or.jp/
qa/view.cgi?mode=list

19 （社）日本船舶機関士協会
www.marine-
engineer.jp

機関誌
「マリンエンジニア」

一般
学生

静止画
技術論文、船員労働問題、海事関係参考資料等に加え、体験
記、私の本棚、アイドル登場、ヤング頑張ってます等多岐に
亘り毎月発行分を提供しています。

http://www.marine-
engineer.jp/katsudo.htm

20
日本を支える人と船
（SEA POWER）

一般 静止画 日本の船と人をとりまく状況に関するパンフレットです。
http://www.jsu.or.jp/pdf
/leaflet_01.pdf

21
日本を支える人と船
(日本絶滅のトキ・外航日本籍船と
船員はわずか5%です。）

一般 静止画 日本の船と人をとりまく状況に関するパンフレットです。
http://www.jsu.or.jp/pdf
/leaflet_02.pdf

22
日本を支える人と船
（えっ、これだけ？5%)

一般 静止画 日本の船と人をとりまく状況に関するパンフレットです。
http://www.jsu.or.jp/pdf
/leaflet_03.pdf

23

日本を支える人と船
（現在の日本の外航貨物船は
91隻だけです。）

一般 静止画 日本の船と人をとりまく状況に関するパンフレットです。
http://www.jsu.or.jp/pdf
/leaflet_04.pdf

24 カタフリコーナー 一般 静止画
船乗りたちの日常用語で、おしゃべりを楽しむことを「カタ（肩）
をふる」といいます。当コーナーは、組合員・家族・一般の方々と
の交流のページで、船員についての疑問などにお答えします。

http://www.jsu.or.jp/kat
afuri/katafuri.htm

（社）日本外航客船協会

日本内航海運組合総連合会

全日本海員組合

http://www.jopa.or.jp/

http://www.naiko-
kaiun.or.jp/

http://www.jsu.or.jp/
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（２）海を知る（一般向き）

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

25 全日本海員組合 http://www.jsu.or.jp/ 戦没した船と海員の資料館 一般 静止画 戦没船と戦没船員に関する各種資料
http://www.jsu.or.jp/siry
o/index.html

26 学校向け壁新聞
中学生
高校生

静止画
日本にとって、船とその船を造る産業である「造船業」がなぜ必要
なのか、造船所はどんなところなのかなど、イラストと写真で分か
りやすく紹介しています。

http://www.sajn.or.jp/in
formation/pr.htm#sd

27
造船系大学向け造船関連情報紙

「Japan Shipbuilding Digest」
大学生 静止画

造船・海洋系学部に在籍する大学生及び大学院生の方々に、造船・
海洋への理解をさらに深めていただくため、日本造船工業会各社の
技術開発を中心とする情報をまとめて紹介しています。

http://www.sajn.or.jp/in
formation/pr.htm#sd

28
造船業PRパンフレット
「Shipbuilding」

学生
一般

静止画 日本の造船業を分かりやすく紹介しています。
http://www.sajn.or.jp/p
df/shipbuilding.pdf

29 （独）海技教育機構 http://www.mtea.ac.jp/ 船員と海運
中学生
高校生
一般

静止画 船員と内航海運を紹介しています。
http://www.mtea.ac.jp/s
enin/index.html

30 海事広報ホームページ 一般
動画

静止画
広く一般の方々に、海事に関する基礎知識を分かりやすく紹
介するホームページです。

http://www.kaijipr.or.jp

31 「海の日」について 一般 静止画
「海の日」制定の経緯や「海の日」旗、国民の祝日「海の
日」海事関係団体連絡会などを紹介しています。

http://www.kaijipr.or.jp/
day/index.html

32 「海運」の基礎知識 一般 静止画
海運と国民生活の関わり、船員の仕事などを紹介していま
す。

http://www.kaijipr.or.jp/
kaiun/index.html

33 「造船」の基礎知識 一般 静止画
造船の概要、船の主機と船内の種々の機器などを紹介してい
ます。

http://www.kaijipr.or.jp/
zosen/index.html

34 「港湾」の基礎知識 一般 静止画 港の役割や種類、港の機能と施設、仕事などを紹介しています。
http://www.kaijipr.or.jp/
kowan/index.html

35 「海洋環境」について 一般 静止画
水の惑星「地球」、海洋エネルギー開発、国連海洋法条約、
海洋汚染、地球環境との調和など海洋環境について紹介して
います。

http://www.kaijipr.or.jp/
kankyo/index.html

36 「水産」の基礎知識 一般 静止画
日本人と魚食文化、漁業環境、漁法と漁具などを紹介してい
ます。

http://www.kaijipr.or.jp/
suisan/index.html

（社）日本造船工業会

（財）日本海事広報協会

http://www.sajn.or.jp/

http://www.kaijipr.or.jp
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（２）海を知る（一般向き）

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

37 海と船のクイズ 一般 静止画 海、船についてのＱ＆Ａを掲載しています。
http://www.kaijipr.or.jp/
quiz/index.html

38 海・船フォトギャラリー 一般 静止画
海の風景や仕事、帆船、客船、貨物船などの写真を掲載して
います。

http://www.kaijipr.or.jp/
photo/index.html

39 海と船なるほど豆事典 一般 静止画 海や船についてのＱ＆Ａを掲載した本を掲載しています。
http://www.kaijipr.or.jp/
mamejiten

40 海の施設総ガイド 一般 静止画
日本全国の海の博物館や水族館、保存船・復元船、レジャー
施設などの情報を調べることができます。

http://www.kaijipr.or.jp/
guide/index.html

41 海と船の情報ファイル 一般 静止画 客船やレストラン船、船旅のガイドです。
http://www.kaijipr.or.jp/
jouhou/index.html

42 「海マイストーリー」 一般 動画
国民の祝日「海の日」の意義を皆様に知ってもらうため、海
にまつわるテレビ番組の制作を進めています。第１回番組の
「汐汲の海」のビデオを見ることができます。

http://www.uminohi.org

43 海・船今日はどんな日 一般 静止画 海・船に関する記念日や過去の出来事を紹介しています。
http://www.kaijipr.or.jp/
cgi-bin/diary/diary.cgi

44
スペシャルコンテンツ
～船の種類～

一般
動画

静止画
海運業で活躍している様々な船に関し、説明と動画で紹介し
ます。

http://www.jpmac.or.jp/
special/kind_of_ship.htm
l

45
スペシャルコンテンツ
～海運の大切さ～

主に学生 動画
「マグロが食卓に届くまで」と題したフラッシュムービーで
海運が身近なものに関しても役立っていることを紹介しま
す。

http://www.jpmac.or.jp/
special/imp_mari_tra_01
.html

（財）日本海事センター

（財）日本海事広報協会

http://www.jpmac.or.jp/

http://www.kaijipr.or.jp
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（３）海で楽しむ

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

1 （社）日本舟艇工業会
http://www.marine-
jbia.or.jp/ マリンレジャーの基礎知識 一般 静止画

ボート免許、ボート・水上オートバイの乗り方、注意事項な
どを紹介します。

http://www.marine-
jbia.or.jp/knowledge/ind
ex.html

2
(社)日本舟艇工業会
(財)日本海洋レジャー安全・振興協会

(財)マリンスポーツ財団

http://www.marine-
jbia.or.jp/ 実感、マリンウィーク 一般 静止画

毎年6～10月に全国のマリーナ等で行われる体験試乗会等の
ご案内をします。

http://www.uminohi.co
m/

3
(財)日本海洋レジャー安全・
振興協会

http://www.kairekyo.gr.jp/
海を楽しみ、海を味わい、
海に憩う「海の駅」関連広
報

一般 静止画
全国に100カ所登録されている海の駅のデータやアクセスな
ど紹介をしています。

http://www.umi-eki.jp/

4 親水事業 一般 静止画
全国各地における各種マリンスポーツ体験乗船会に関するイ
ベントスケジュールや内容について情報提供します。

http://www.maris.or.jp/
sinsui/index.htm

5 マリスクラブ 一般 静止画
親水イベントを全国各地で実施するためのマリンボランティ
ア組織の活動内容やイベントの開催スケジュール等を紹介し
ています。

http://www.maris.or.jp/
sinsui/marisclub/index.h
tm

6
水に賢い子どもを育む年間
型活動プログラム

小学生 静止画
海洋性レクリエーション体験をはじめ、水に関係する科学実
験や発泡スチロールを使ったカヌーづくりなどのほか、水の
特性を利用した様々な遊び・学習プログラムを紹介します。

http://www.bgf.or.jp/ab
out_us/2007/event/07m
izupuro_top.html

7
WEB講座
（ヨット講座、カヌー講座、ロー
プ講座）

一般 動画
ヨットやカヌー等をイラストや動画を交え、乗り方など、わ
かりやすく解説します。

http://www.bgf.or.jp/les
son/backnumber.html

8 B&G体験クルーズ
小学生
中学生

静止画
「海や船」に関する学習や「海洋環境」などの洋上研修及び
寄港地活動を行います。

http://www.bgf.or.jp/ab
out_us/2008/taiken/08c
ru_recg.html

9 （財）日本海事広報協会 http://www.kaijipr.or.jp 「マリンレジャー」の
基礎知識

一般 静止画
小型船舶操縦士免許、スキューバダイビングのライセンス、
マリーナガイド、海釣り施設ガイドなどを紹介しています。

http://www.kaijipr.or.jp/
marine/index.html

（財）マリンスポーツ財団

（財）ブルーシー・アンド・
グリーンランド財団

http://www.maris.or.jp/

http://www.bgf.or.jp/
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（４）海で働く

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

1
海上保安庁ホームページ
動画配信コーナー

一般 動画
海上保安庁の活動をより理解してもらうため、海上保安庁に
おいて撮影された映像、業務紹介ビデオ等を配信していま
す。

http://www.kaiho.mlit.g
o.jp/stream/index.html

2
海上保安庁ホームページ
装備技術部

一般 静止画
海上保安庁装備技術部の業務を紹介するとともに、巡視船
艇・航空機の要目等を記載しています。

http://www.kaiho.mlit.g
o.jp/syoukai/soshiki/gijy
utu/index.html

3
海上保安庁ホームページ
警備救難部

一般 静止画
海上保安庁警備救難部の業務を紹介しています。
（海難救助、海洋環境の維持、海上防災、治安対策など）

http://www.kaiho.mlit.g
o.jp/syoukai/soshiki/kei
kyu/index.htm

4
海上保安庁ホームページ
海洋情報部

一般 静止画 海上保安庁海洋情報部業務案内のページです。
http://www1.kaiho.mlit.
go.jp/

5
海上保安庁ホームページ
交通部

一般 静止画
海上交通の安全確保を担う海上保安庁交通部の業務を紹介し
ています。

http://www.kaiho.mlit.g
o.jp/syoukai/soshiki/tou
dai/index.htm

6 日本内航海運組合総連合会
http://www.naiko-
kaiun.or.jp/ 船乗りへの道

高校生
一般

静止画
船員の仕事内容や船員になるために必要な海技資格を取得す
る方法など「船乗りへの道」を紹介します。

http://www.naiko-
kaiun.or.jp/001/index5.
html

7 全日本海員組合 http://www.jsu.or.jp/ 船乗りのページ
「船乗りをめざそう」

中学生 静止画
「プロの船員への道」として、進路の解説や船員教育機関一
覧などを紹介しています。

http://www.jsu.or.jp/yo
mi/funanori.htm

海上保安庁
http://www.kaiho.mlit
.go.jp/
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（５）海事関係団体・学校紹介

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

1 巻頭記事 一般 静止画
航海訓練所の活動やトピックを紹介しています（月に一回程
度更新）。

http://www.kohkun.go.j
p/topics/kantou_bn.html

2 船の知識 一般
動画

静止画

航海・機関・通信・船内生活・帆船・船舶職員になる過程等
について，一般的な質問に回答しています。動画映像もあり
ます。

http://www.kohkun.go.j
p/knowledge/knowledge
.html

3 練習船一般公開等
学生

（保護者）
一般

静止画
寄港地での一般公開・セイルドリル等のイベント情報を紹介
しています（主催者の連絡先等も掲載）。

http://www.kohkun.go.j
p/event/event.html

4 実習風景
学生

（保護者）
一般

静止画
各練習船から送られてくる実習・船内生活の様子をJPG画像
を入れて掲載しています。「分団実習」「総員退船部署操
練」等の様子も掲載しています。

http://www.kohkun.go.j
p/huukei/huukei.html

5 練習船の概要／仕様等 一般 静止画 5隻の練習船の概要・特徴・仕様を紹介しています。

http://www.kohkun.go.j
p/training_ship/training_
ship.html

6
航海訓練所の実習や業務に
関するよくある質問

一般 静止画 練習船・乗船実習に関する質問を集め，回答しています。
http://www.kohkun.go.j
p/faq/faq.html

7 研究実績 一般 静止画
当該年度の研究計画・過去に行われた研究報告・研究のタイ
トル分野別実績を掲載しています。

http://www.kohkun.go.j
p/research/results.html

8 航海訓練所のご紹介 一般 静止画 航海訓練所の概要・理念・目的・使命を掲載しています。
http://www.kohkun.go.j
p/aboutus/aboutus.html

9
広報資料
（広報誌「NIST」、パンフレット
「ようこそ練習船へ！」など）

一般 静止画
広報誌「NIST」、航海訓練レポート、パンフレット等を掲載
しています。ダウンロードして印刷もできます。

http://www.kohkun.go.j
p/aboutus/shiryou.html

10 海王丸乗船研修と海洋教室 一般 静止画
(財)海技教育財団が行っている海王丸の体験航海海洋教室の
概要を紹介しています。

http://www.kohkun.go.j
p/aboutus/kaiwo_trainin
g.html

11
独立行政法人海技教育機構
トップページ

中学生
高校生
一般

静止画 独立行政法人海技教育機構の教育業務を説明しています。 http://www.mtea.ac.jp/

12 学校及び大学校案内
中学生
高校生
一般

静止画
機構の海上技術学校・海上技術短期大学校・海技大学校の紹
介及び教育業務案内です。

http://www.mtea.ac.jp/g
akkou/index.html

（独）航海訓練所

（独）海技教育機構

http://www.kohkun.go.jp/

http://www.mtea.ac.jp/
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（５）海事関係団体・学校紹介

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

13 学校紹介ビデオ
中学生
高校生
一般

動画
海上技術学校及び海上技術短期大学校の紹介ビデオを見るこ
とができます。

http://www.mtea.ac.jp/g
akkou/video/index.html

14 各校の資料請求
中学生
高校生
一般

静止画
海上技術学校及び海上技術短期大学校の資料請求用ページへ
のリンクです。

http://www.mtea.ac.jp/g
akkou/seikyuu/index.ht
ml

15 募集案内
中学生
高校生
一般

静止画 各校の募集要項の説明です。
http://www.mtea.ac.jp/b
oshu/index.html

16 Ｑ＆Ａ
中学生
高校生
一般

静止画
海上技術学校及び海上技術短期大学校に関するＱ＆Ａ形式の
学校説明です。

http://www.mtea.ac.jp/q
a/index.html

17
国立小樽海上技術学校
トップページ

中学生 静止画
中学校卒業者を対象とした、内航船舶職員（航海士、機関
士）を養成する学校の紹介をしています。

http://www.otaru-
kaigi.ed.jp/

18
国立館山海上技術学校
トップページ

中学生 静止画
中学校卒業者を対象とした、内航船舶職員（航海士、機関
士）を養成する学校の紹介をしています。

http://www.awa.or.jp/ho
me/seaman/

19
国立唐津海上技術学校
トップページ

中学生 静止画
中学校卒業者を対象とした、内航船舶職員（航海士、機関
士）を養成する学校の紹介をしています。

http://www7.ocn.ne.jp/~
karakyou/

20
国立口之津海上技術学校
トップページ

中学生 静止画
中学校卒業者を対象とした、内航船舶職員（航海士、機関
士）を養成する学校の紹介をしています。

http://www.kohkai.ed.jp
/

21
国立宮古海上技術短期大学
校トップページ

高校生 静止画
平成１９年４月に新たに開校する、高等学校卒業者を対象と
した、内航船舶職員（航海士、機関士）を養成する学校の紹
介をします。

http://www.rnac.ne.jp/~
miyakai/

22
国立清水海上技術短期大学
校トップページ

高校生 静止画
高等学校卒業者を対象とした、内航船舶職員（航海士、機関
士）を養成する学校の紹介をしています。

http://www.mars.dti.ne.j
p/~seikaiko/

23
国立波方海上技術短期大学
校トップページ

高校生 静止画
高等学校卒業者を対象とした、内航船舶職員（航海士、機関
士）を養成する学校の紹介をします。

http://www.namikai.ac.j
p/

24 海技大学校ホームページ
一般

静止画
海技大学校の業務を一般の方々に紹介するとともに、船員又
は船員になろうとする方に対し、本校の募集案内を掲載して
います。

http://www.mtc.ac.jp/

（独）海技教育機構 http://www.mtea.ac.jp/
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（５）海事関係団体・学校紹介

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

25 海技教育機関について

中学生
高校生

（保護者）
一般

静止画
(独)海技教育機構各学校の教育目的・内容・設置課程等並び
に(独)航海訓練所の船舶実習及び５隻の練習船を紹介してい
ます。

http://www.seda.jp/edu
cation/traning.html

26 奨学金制度について 学生 静止画
受給要件、申請手続、貸与額、入学準備金等、奨学金の貸
与・返還等に関する概要を紹介しています。

http://www.seda.jp/sch
olarship/index.html

27 海洋工学部ホームページ 一般 静止画 海洋工学部のホームページです。
http://www.e.kaiyodai.ac
.jp/index.html

28 海洋工学部WEB講座 一般 静止画 WEB上で海事教育に関する講座を提供しています。
http://www.e.kaiyodai.ac
.jp/column/index.htm

29
知的財産本部
技術紹介一覧

一般 静止画 東京海洋大学が有する技術を公開しています。
http://chizai.s.kaiyodai.a
c.jp/chizai_seeds.php

30 海域生物工学プロジェクト 一般 静止画
東京海洋大学が現在取り組んでいるプロジェクトを紹介して
います。

http://www.kaiyodai.ac.j
p/Japanese/new/2007/2
0070816project/index.h
tml

31 神戸大学大学院
http://www.maritime.
kobe-u.ac.jp/

神戸大学大学院
海事科学研究科・海事科学
部

一般
動画

静止画

神戸大学大学院海事科学研究科及び海事科学部の教育・研究
等の概要紹介及び在学生，入学志願者向け情報を提供しま
す。

http://www.maritime.ko
be-u.ac.jp/

32
学科情報
（商船学科紹介ページ）

中学生
（保護者）

一般

動画
静止画

「商船学科とは」、「設備紹介」、「学ぶ科目」及び「練習船鳥羽
丸」等の項目で紹介。また学生生活の紹介ビデオの視聴ができま
す。

http://www.maritime.tob
a-cmt.ac.jp/

33 商船学科紹介パンフレット
中学生

（保護者）
一般

静止画
航海コース、機関コース別にコースの概要、実習設備、授業
内容、取得可能な資格及び卒業後の進路を紹介しています。

http://www.maritime.tob
a-cmt.ac.jp/PDF/S.pdf

34 商船学科紹介ビデオ
中学生

（保護者）
一般

動画
本校の歴史、学習内容、練習船鳥羽丸、遠洋航海、校内設
備、資格卒業後の進路、学生寮及びクラブ活動を紹介してい
ます。

http://www.cargo.toba-
cmt.ac.jp/course-
j/video/

35 弓削商船高等専門学校 http://www.yuge.ac.jp/ 学科紹介(商船学科)
中学生

（保護者）
一般

静止画
スタッフ紹介，専門科目教育課程表、卒業までの歩み、卒業
後の進路、取得資格，実習設備、船の仕事について、OB先輩
からの案内、Q＆A等の項目で紹介します。

http://www.yuge.ac.jp/
modules/xfsection/categ
ory74.html

36 大島商船高等専門学校
http://www.oshima-
k.ac.jp/ 学科紹介（商船学科）

中学生
（保護者）

一般
静止画

「商船学科とは」「教員紹介」「就職・進学情報」「シラバ
ス」等の項目で、商船学科について紹介します。

http://www.oshima-
k.ac.jp/subject/shousen
ka/shousen.php

（財）海技教育財団

鳥羽商船高等専門学校

東京海洋大学

http://www.seda.jp

http://www.toba-
cmt.ac.jp

http://www.kaiyodai.a
c.jp/Japanese/
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（５）海事関係団体・学校紹介

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

37 富山商船高等専門学校
http://www.toyama-
cmt.ac.jp/ 商船学科

中学生
（保護者）

一般
静止画

「学科紹介」、「中学生の皆様へ」、「関連サイト」等の項
目で紹介します

http://www.toyama-
cmt.ac.jp/NE/

38 広島商船高等専門学校
http://www.hiroshima
-cmt.ac.jp/ 学科情報（商船学科）

中学生
（保護者）

一般
静止画

商船学科概要では「学科の特徴」と「身につける能力」について掲載してい
ます。教員紹介では「教科とその担当者」を掲載して、教科名からリンクを
張って教科の概要説明を行っています。カリキュラムでは「年次科目詳
細」、「実験実習内容」、「校内練習船内容」について紹介しています。

http://www.hiroshima-
cmt.ac.jp/gakka/shosen
/index.html
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（６）イベント情報

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

1 海上保安庁
http://www.kaiho.mlit
.go.jp/

海上保安庁ホームページ
イベント情報

一般 静止画
体験航海や一般公開など各地で行われる海上保安庁のイベン
ト情報を掲載しています。

http://www.kaiho.mlit.g
o.jp/info/event/index.ht
m

2 （財）海技教育財団 http://www.seda.jp 帆船海王丸
体験航海のご案内

学生
一般

静止画
船舶職員資格取得のための訓練船である練習帆船での体験航
海や海洋教室の各種コースを紹介し、参加申込みを受け付け
ています。

http://www.seda.jp/kaiw
omaru/embark.html

3 各種イベント情報 一般 静止画
シンポジウムやイベント全般に関する情報を提供していま
す。

http://www.kaiyodai.ac.j
p/Japanese/

4 海洋工学部広報月間 一般 静止画 海洋工学部のイベント情報等を掲載しています。
http://www.e.kaiyodai.ac
.jp/publicity/index.htm

5 海事交通共同センター 一般 静止画
産官学フォーラムやイベント全般に関する情報を提供してい
ます。

http://www.mtc.e.kaiyod
ai.ac.jp/

6
体験教室
シーカヤック教室

一般
動画

静止画

自らの手で船を進め、浮力や復元性、方向転換など、船の基本的な
知識を体験の中から学ぶことが出来る教室です。
開催期間：５月～９月の第２日曜日（７月・８月は除く）

http://www.funenokagak
ukan.or.jp/sc_03/2006/
05/post_2.html

7
体験教室
海洋教室

小学生 静止画
季節によって変化する水温や透明度のほかプランクトン等の微生物
を採取し、東京港の水質を定期的に調査する教室です。
開催期間：６月～１０月の第１日曜日　（８月を除く）

http://www.funenokagak
ukan.or.jp/sc_03/2006/
05/post.html

8
（財）日本海事広報協会
（海ふねKids)

http://www.kaijipr.or.
jp/umifune-kids/

イベント情報
（海や船に関するイベント紹介）

小学生 静止画
全国で開催される（海の日を中心とした時期）海や船に関わ
るイベントを、都道府県別に紹介します。

https://www.kaijipr.or.jp
/umifune-
kids/asobu/event.html

（財）日本海事科学振興財団

東京海洋大学

http://www.funenoka
gakukan.or.jp/

http://www.kaiyodai.a
c.jp/Japanese/
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（７）その他

No. 団体名 団体URL 名     称 対象者 動画、静止画 概　　要 コンテンツURL

1 練習船写真館 一般 静止画
航海訓練所所蔵の歴史的な写真等を掲載しています。
一般の方から送付された練習船の写真を紹介しています。

http://www.kohkun.go.j
p/information/shashinka
n.html

2
ダウンロード
（練習帆船の壁紙等）

一般 静止画
パソコンの壁紙として利用できる練習船写真や、ロープワー
クによるマット・携帯ストラップの作り方を掲載していま
す。

http://www.kohkun.go.j
p/download/kabegami.h
tml

3
（財）ブルーシー・アンド・
グリーンランド財団

http://www.bgf.or.jp/ 注目の人 一般 静止画 主に海などで活躍する人の体験談等を紹介します。

http://www.bgf.or.jp/an
dly/content/backnumber
2.html

4 海の俳句・川柳投稿コーナー 一般 静止画 海の俳句や川柳の投稿コーナーです。
http://www.kaijipr.or.jp/
cgi-bin/senryu/haiku.cgi

5 キッズコーナー 小学生 静止画
「あいぼうはだれだクイズ」、「海の生物で遊ぼう」にチャ
レンジできます。

http://www.kaijipr.or.jp/
kids/index.html

（独）航海訓練所

（財）日本海事広報協会 http://www.kaijipr.or.jp

http://www.kohkun.go.jp/
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（１）海を知る（キッズ向き）

郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

1 海上保安庁
かいじょうほあ
んキッズ手帳

小学生
（中学年程度まで）

紙 34ページ 100-8918
東京都千代田区
霞が関2-1-3

03-3591-6361
(内線2211）

総務部政務課
政策評価広報室
広報企画係
根岸智子

satoko-
negishi@kai
ho.mlit.go.j
p

海上保安庁の業務概要を子ども向けに分かりやす
く紹介しています。

2 船ってサイコー
小学生
中学生

紙 8ページ 102-8603
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3264-7181

総務部
課長
髙橋裕之
長嶋麻衣子

pub-
office@jsan
et.or.jp

海運業 の 役割 や 重要性、船の仕組みや種類など
を、マンガを使ってわかりやすく解説していま
す。(HPでもご覧になれます)

3
めざせ、船のエ
キスパート

小学生
中学生

紙 6ページ 102-8603
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3264-7181

総務部
課長
髙橋裕之
長嶋麻衣子

pub-
office@jsan
et.or.jp

船を動かすオフィサー（船舶職員）の仕事など
を、わかりやすく説明しています。(貸出のみ・HP
でもご覧になれます)

4
「ワールドワイ
ドに船を追え」

小学生以上 DVD (ゲーム形式) 102-8603
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3264-7181

総務部
課長
髙橋裕之
長嶋麻衣子

pub-
office@jsan
et.or.jp

世界とわが国の貿易のつながりや、これに果たす
海運の役割や重要性などを、欧州および北米へコ
ンテナ船の旅を通じて紹介しています。

5 （社）日本中小型造船工業会
船の誕生～船が
できるまで～

小学生 紙 4ページ 105-0001
東京都港区虎ノ門
1-15-16
海洋船舶ビル

03-3502-2965
総務部長
相本伸幸

aimoto@caj
s.or.jp

船は、いろいろな作業を行う人々の手と知恵と工
夫で造られていることを紹介しています。

（社）日本船主協会

上 映 時 間
ページ数等

２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、ＤＶＤ等）

概             要
資料入手先の情報

No. 団体名 名　　称 対象者 媒　体

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-1



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

1 「日本の海運」 小学生以上 DVD 18分 102-8603
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3264-7181

総務部
課長
髙橋裕之
長嶋麻衣子

pub-
office@jsan
et.or.jp

日常生活の中で人々が織り成す4つのショートス
トーリーをたどりながら、日本の海運の役割と重
要性を自然に認識いただけるように作成していま
す。

2 「エネルギー資源」 小学生以上 VHS 20分 102-8603
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3264-7181

総務部
課長
髙橋裕之
長嶋麻衣子

pub-
office@jsan
et.or.jp

われわれの生活に欠かせない、エネルギー資源を
輸送するための工夫と技術を通して、わが国海運
の役割と重要性を紹介しています。(貸出のみ)

3 「コンテナ船」 小学生以上 VHS 21分 102-8603
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3264-7181

総務部
課長
髙橋裕之
長嶋麻衣子

pub-
office@jsan
et.or.jp

世界各地を結び、様々なものを運ぶコンテナ船の
活躍を通して、わが国海運の役割と重要性を紹介
しています。(貸出のみ)

4 「地球環境と海運」 小学生以上 VHS 21分 102-8603
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3264-7181

総務部
課長
髙橋裕之
長嶋麻衣子

pub-
office@jsan
et.or.jp

海や大気など地球環境保護対策への海運の工夫・
取り組みを紹介しています。(貸出のみ)

5 ｢内航海運」 小学生以上 VHS 19分 102-8603
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3264-7181

総務部
課長
髙橋裕之
長嶋麻衣子

pub-
office@jsan
et.or.jp

わが国の産業の発展と人々の暮らしを支えている
内航海運の働きを紹介しています。(貸出のみ)

6
｢日本の海運50年
の歩み」

小学生以上 VHS 15分 102-8603
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3264-7181

総務部
課長
髙橋裕之
長嶋麻衣子

pub-
office@jsan
et.or.jp

第二次大戦から50年間のわが国海運の歴史をその
時代背景を踏まえて紹介しています。(貸出のみ)

7 海上保安庁 海を探る 一般 紙 25ページ 100-8918
東京都中央区
築地5-3-1

03-3541-4296
海洋情報部
企画課
監理係

hod-
kikaku@kai
ho.mlit.go.j
p

海上保安庁海洋情報部の業務概要を紹介していま
す。

8 （社）日本船主協会 環境と海運 中学生以上 紙 12ページ 102-8603
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3264-7181

総務部
課長
髙橋裕之
長嶋麻衣子

pub-
office@jsan
et.or.jp

環境問題と海運の係わりや海運業界における海洋
環境の保全をはじめとする地球環境保護対策につ
いて図やグラフを用いて分かり易く解説していま
す(貸出のみ・HPでもご覧になれます)

（社）日本船主協会

資料入手先の情報
概             要

（２）海を知る（一般向き）

No. 団体名 名　　称 対象者 媒　体
上 映 時 間
ページ数等

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-2



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

9

ゆったり、くつ
ろぎの洋上バカ
ンス～クルーズ
だから体感でき
るこころとから
だを癒す旅

一般 紙 リーフレット 102-0093
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-5275-3710
事務局長
安田憲一

gogo@jopa.
or.jp

ゆとり時代に相応しいクルーズ旅行の魅力を船体
写真やデータ、例示及びQ&Ａで分かりやすく紹介
しています。

10

国際定期船を利
用した船の旅～
フェリーで海外
旅行を楽しもう

一般 紙 リーフレット 102-0093
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-5275-3710
事務局長
安田憲一

gogo@jopa.
or.jp

気軽に海外旅行ができる国際定期フェリーの魅力
を船体写真やデータ、航路及びQ&Ａで分かりやす
く紹介しています。

11 内航海運の活動 一般 紙 29ページ 102-0093
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3263-4551
広報室
中畑秋恵

nakahata@n
aiko-
kaiun.or.jp

内航海運の活動全体について数表やグラフ等を用
いて解説しています。

12 まんが
「これが内航海運だ」

中学生
高校生

紙 19ページ 102-0093
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3263-4630
第１事業部
松島啓二

matsushima
@naiko-
kaiun.or.jp

内航船や船員についてマンガにてやさしく説明し
ています。

13 海へ
高校生
一般

DVD 16分 102-0093
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3263-4630
第１事業部
松島啓二

matsushima
@naiko-
kaiun.or.jp

2008年1月完成予定
高校生、一般若年者を対象として内航船員の仕事
について紹介します。

14 （社）日本旅客船協会 日本の旅客船 一般 紙 リーフレット 102-0083
東京都千代田区麹町
2-3アーバンBLD麹町

03-3265-9681
総務部長
福田行康

fukuda@jshi
ps.or.jp いろいろな種類の旅客船を紹介しています。

15 （社）日本船舶機関士協会 舶用電子機器の基礎
学生
一般

DVD/紙
1.5時間/

133ページ
102-0083

東京都千代田区麹町
4-5

03-3264-2518
専務理事
宮寺重男

m-
e@maine-
engineer.jp

船舶に使用されている電子機器の基礎部品、基礎
回路を分かり易く紹介しています。

16 （社）日本造船工業会 学校向け壁新聞
中学生
高校生

紙 1～2ページ 105-0001
東京都港区虎ノ門
3-2-2

03-5425-9527
企画部
笹本裕三

sasamoto@s
ajn.or.jp

日本にとって、船とその船を造る産業である「造
船業」がなぜ必要なのか、造船所はどんなところ
なのかなど、イラストと写真で分かりやすく紹介
しています。

（社）日本外航客船協会

日本内航海運組合総連合会

（２）海を知る（一般向き）

No. 団体名 名　　称 対象者 媒　体
上 映 時 間
ページ数等

資料入手先の情報
概             要
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郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

17 （社）日本舶用工業会
21世紀の船づく
りを目指して

学生
教員

（工業高校）

VHS 15分 105-0001
東京都港区虎ノ門
1-15-16
海洋船舶ビル

03-3502-2041
総務部長
森山雅幸

moriyama@j
smea.or.jp

平成５年度に作成。不況産業として社会的に悪い
イメージにとらわれており、人材確保のための業
界のPR資料を作成しました（配布先は全国の工業
高校235校）。

18
海と船の雑誌
「ラメール」

一般 紙 80ページ 104-0043
東京都中央区湊
2-12-6湊SYビル

03-3552-5034
出版部長代理
熊谷　奏

kumagai@k
aijipr.or.jp

広く一般国民に「海」と「船」をアピールし、海
事関心層にも情報を提供しています。

19
Shippinｇ Now
日本の海運

高校生
大学生

紙 20ページ 104-0043
東京都中央区湊
2-12-6湊SYビル

03-3552-5033
事業部調査役
鈴木幸子

suzu-
sachi@kaijip
r.or.jp

「海運」が日本人の暮らしに欠かせない産業であ
ることを、わかりやすく紹介しています。

20 海のビデオライブラリー 一般 VHS - 104-0043
東京都中央区湊
2-12-6湊SYビル

03-3552-5035
海事情報部長代理

高橋美隆
y.takahasi@
kaijipr.or.jp

海に関する映像資料を収集し、希望者には貸出し
を行っています。

（財）日本海事広報協会

上 映 時 間
ページ数等

資料入手先の情報
概             要対象者 媒　体名　　称団体名

（２）海を知る（一般向き）

No.
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郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

1 （社）日本舟艇工業会
ミニボート入門者
のための安全ガイ
ド

一般 紙 リーフレット 104-0061
東京都中央区銀座
2-5-1

03-3567-6707
課長
山内信彦

JDX04014@
nifty.ne.jp

免許不要のミニボートの安全な使い方について説
明

2
（財）日本海洋レジャー
安全・振興協会

ハローマリン
レジャー

一般 紙 166ページ 231-0011
神奈川県横浜市中区
太田町4－47

045-228-3061
振興事業部長
田崎正幸

tazaki@kaiy
o-reja.gr.jp

海洋レジャーガイドブックとしてボートショー等
で配布しています。

3 （財）マリンスポーツ財団 海のおもしろ手帳 小学生 紙 35ページ 105-0001
東京都港区虎ノ門
1-15-16
海洋船舶ビル

03-3519-3900
事業部
親水担当課長
梅田秀幸

umeda@mar
is.or.jp

小学生を対象に、海や船に関する知識をわかりや
すく説明しています。

4 what is B&G 一般 紙 6ページ 105-8480
東京都港区虎ノ門
1-15-16
海洋船舶ビル

03-5521-6742
広報課
係長
清水康雄

koho@bgf.o
r.jp

海洋センターや海洋クラブの活動内容を紹介して
います。

5
海洋センター・
海洋クラブ一覧

一般 紙 176ページ 105-8480
東京都港区虎ノ門
1-15-16
海洋船舶ビル

03-5521-6742
広報課
係長
清水康雄

koho@bgf.o
r.jp

全国に建設した海洋センターや海洋クラブの施設
内容や住所･電話番号の一覧表です。

6 海あそび手帳
小学生
中学生

紙 39ページ 105-8480
東京都港区虎ノ門
1-15-16
海洋船舶ビル

03-5521-6742
広報課
係長
清水康雄

koho@bgf.o
r.jp

青少年向けに、マリンスポーツや海遊び等につい
て写真やイラストを用いて紹介しています。

7
B&G体験クルーズ
小笠原

小学生
中学生

DVD 60分 105-8480
東京都港区虎ノ門
1-15-16
海洋船舶ビル

03-5521-6742
広報課
係長
清水康雄

koho@bgf.o
r.jp

平成１８年度に実施した小笠原への体験クルーズ
を船内活動や現地活動を交えて映像で紹介してい
ます。

8 （社）日本海洋少年団連盟
みんなおいで
よ！海洋少年団

小学生
中学生

VHS 15分 104-0043
東京都中央区湊
2-12-6湊SYビル

03-3553-1818
事務局長
岩瀬　操

jsfiwase@ya
hoo.co.jp

海洋少年団の活動を紹介するとともに、子ども
達、保護者、学校関係者に海の楽しさ、団体活動
のおもしろさや喜びを分かりやすく伝えます。

（財）ブルーシー・アンド・
グリーンランド財団

上 映 時 間
ページ数等

資料入手先の情報
概             要対象者 媒　体No. 団体名 名　　称

（３）海で楽しむ

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-5



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

1
海上保安庁
パンフレット

一般 紙 34ページ 100-8918
東京都千代田区
霞が関2-1-3

03-3591-6361
(内線2211）

総務部政務課
政策評価広報室
広報企画係
根岸智子

satoko-
negishi@kai
ho.mlit.go.j
p

海上保安庁の業務概要を説明しています。

2
海上保安庁
リーフレット

一般 紙 リーフレット 100-8918
東京都千代田区
霞が関2-1-3

03-3591-6361
(内線2211）

総務部政務課
政策評価広報室
広報企画係
根岸智子

satoko-
negishi@kai
ho.mlit.go.j
p

海上保安庁の業務概要を子供から大人まで様々な
世代に写真を多用して分かりやすく紹介していま
す。

3 （財）日本海事広報協会 「海上の友」 一般 紙 8ページ 104-0043
東京都中央区湊
2-12-6湊SYビル

03-3552-5034
出版部長代理
熊谷　奏

kumagai@k
aijipr.or.jp

船員とその家族向けに、いろいろな情報を提供し
ています。

海上保安庁

資料入手先の情報
概             要対象者 媒　体

上 映 時 間
ページ数等

No. 団体名 名　　称

（４）海で働く

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-6



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

1 ようこそ練習船へ ! 一般 紙 リーフレット 231-0003
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57
横浜第二方合同庁舎

045-211-7303
総務課
課長補佐
小澤文雄

ozawa-
f@kohkun.g
o.jp

各練習船の要目、 航海訓練所が受け入れている学
校や実習期間、練習船の設備、実習生の日課など
を簡単に紹介しています。

2 航海訓練所 一般 紙 13ページ 231-0003
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57
横浜第二方合同庁舎

045-211-7303
総務課
課長補佐
小澤文雄

ozawa-
f@kohkun.g
o.jp

航海訓練所の理念，組織・実習課程・情報公開等
の概要・練習船隊・沿革についての紹介パンフ
レットです。

3
NIST
（ナイスティ）

一般 紙 4ページ 231-0003
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57
横浜第二方合同庁舎

045-211-7303
総務課
課長補佐
小澤文雄

ozawa-
f@kohkun.g
o.jp

実習訓練の様子や実施した行事等時機に応じた話
題を掲載しています。

4 航海訓練レポート 一般 紙 13ページ 231-0003
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57
横浜第二方合同庁舎

045-211-7303
総務課
課長補佐
小澤文雄

ozawa-
f@kohkun.g
o.jp

年度毎にまとめた活動実績報告です。組織と予
算・航海訓練・研究活動・ニーズへの対応・改善
の取り組み等を掲載しています。

5 帆船実習訓練 一般 DVD 10分 231-0003
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57
横浜第二方合同庁舎

045-211-7303
総務課
課長補佐
小澤文雄

ozawa-
f@kohkun.g
o.jp

日本丸及び海王丸で行われている航海・機関など
の実習風景や帆走中の船内生活の様子を紹介した
DVDです。

6
機構
リーフレット

学生
一般

紙 ４ページ 424-8678
静岡県静岡市清水区
折戸3-18-1

054-334-0970
情報運用課長
三木譲二

miki-
j@mtea.ac.j
p

全国にある各学校と海技教育機構組織図の紹介で
す。

7 若き船乗りたち
学生
一般

DVD 17分 424-8678
静岡県静岡市清水区
折戸3-18-1

054-334-0970
情報運用課長
三木譲二

miki-
j@mtea.ac.j
p

海技教育機構各学校の海上、航海、機関実技実習
授業、シミュレーション授業や寮生活・クラブ活
動等を分かりやすく映像をとおして紹介していま
す。

8
短期大学校３校
共通パンフレット

学生
一般

紙 4ページ 424-8678
静岡県静岡市清水区
折戸3-18-1

054-334-0970
情報運用課長
三木譲二

miki-
j@mtea.ac.j
p

海上技術短期大学校（宮古・清水・波方）３校の
海技士免許＆教育の特徴を紹介しています。

（独）海技教育機構

（独）航海訓練所

上 映 時 間
ページ数等

資料入手先の情報
概             要

（５）海事関係団体・学校紹介

No. 団体名 名　　称 対象者 媒　体

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-7



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

9
国立小樽海上技術
学校パンフレット

中学生
（保護者）

紙 12ページ 047-0156
北海道小樽市桜
3-21-1

0134-54-2121
教務課長
吉田宗弘

yoshida@ot
aru-
kaigi.ed.jp

本校に入学志望している中学生及び保護者に対
し、学校案内（資格免許・カリキュラム・就職
先・Q&A）、生徒募集案内を紹介しています。

10
国立館山海上技術
学校パンフレット

中学生
（保護者）

紙 14ページ 294-0031
千葉県館山市大賀
無番地

0470-22-1911
教務課長
中嶋　眞

kyoumu@a
wa.or.jp

本校に入学志望している中学生及び保護者に対
し、学校案内（資格免許・カリキュラム・就職
先・Q&A）、生徒募集案内を紹介しています。

11
国立唐津海上技術
学校パンフレット

中学生
（保護者）

紙 16ページ 847-0871
佐賀県唐津市
東大島町13-5

0955-72-8268
教務課長
五井　猛

kyoumukac
hou@key.oc
n.ne.jp

本校に入学志望している中学生及び保護者に対
し、学校案内（資格免許・カリキュラム・就職
先・Q&A）、生徒募集案内を紹介しています。

12
国立口之津海上技
術学校パンフレッ
ト

中学生
（保護者）

紙 10ページ 859-2503
長崎県南島原市
口之津町丁5782

0957-86-2151
教務課長
太田祐二

ohta-
y@kohkai.e
d.jp

本校に入学志望している中学生及び保護者に対
し、学校案内（資格免許・カリキュラム・就職
先・Q&A）、生徒募集案内を紹介しています。

13
国立宮古海上技術
短期大学校パンフ
レット

高校生
一般

紙 6ページ 027-0024
岩手県宮古市磯鶏
2-5-10

0193-62-2340
教務課長
石川光典

miyakai@rn
ac.ne.jp

本校に入学志望している高校生及び社会人に対
し、学校案内（資格免許・カリキュラム・就職
先・Q&A）、学生募集案内を紹介しています。

14
国立清水海上技術
短期大学校パンフ
レット

高校生
一般

紙 6ページ 424-8678
静岡県静岡市清水区
折戸3-18-1

054-334-0922
教務課長
加藤道郎

kyoumukaty
o@kaiin.ac.j
p

本校に入学志望している高校生及び社会人に対
し、学校案内（資格免許・カリキュラム・就職
先・Q&A）、学生募集案内を紹介しています。

15
国立波方海上技術
短期大学校パンフ
レット

高校生
一般

紙 10ページ 799-2101
愛媛県今治市波方町
波方甲1634-1

0898-41-9640
教務課長
田邉礼士

kyoumu-
c@namikai.a
c.jp

本校に入学志望している高校生及び社会人に対
し、学校案内（資格免許・カリキュラム・就職
先・Q&A）、学生募集案内を紹介しています。

16
Blue Peter
（海技大学校パン
フレット）

一般 紙 13ページ 659-0026
兵庫県芦屋市西蔵町
12-24

0797-38-6212
教務課長
西　重樹

kyoumu@m
ail.mtc.ac.jp

海技大学校で実施している新人教育、水先教育、
実務教育・訓練、資格教育、外国人教育等の内容
を紹介しています。

（独）海技教育機構

（５）海事関係団体・学校紹介

媒　体対象者
上 映 時 間
ページ数等

資料入手先の情報
概             要No. 団体名 名　　称

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-8



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

17
海技大学校通信
コース
リーフレット

一般 紙 リーフレット 659-0026
兵庫県芦屋市西蔵町
12-24

0797-38-6220
通信教育課長
有助忠行

tushin@mail
.mtc.ac.jp

海技大学校海技教育通信コースに入学志望してい
る方に対し、コースの紹介をしています。

18
BRM（さらなる安
全運航を求め
て）

一般 VHS/DVD 19分 659-0026
兵庫県芦屋市西蔵町
12-24

0797-38-6223
企画課長
織金人姿

kikaku@mai
l.mtc.ac.jp

海技大学校で実施しているBRM訓練※の基本的な考え
方、その有効性をわかりやすく紹介したVHS/DVDで
す。
※（Bridge Resource Management訓練：船舶の安全と効
率的な運航を確保する新たな手法）

19
若き船乗りたち
未来の海運を
担って

中学生
高校生
一般

VHS
DVD

16分 102-0093
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3288-0991
教育振興事業課長

伏井繁雄
fushii@seda
.jp

海上技術学校・短期大学校等の技業室実習や練習
船での多彩な実習内容、シーマンの絆を育む学園
生活などを紹介。学生募集・就職促進を期する。

20
海王丸
練習帆船海王丸体
験乗船のご案内

中学生
高校生

（保護者）

一般

紙 リーフレット 102-0093
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3288-0991
教育振興事業課長

伏井繁雄
fushii@seda
.jp

海洋教室、国内・遠洋体験航海についての内容・
応募要領等について紹介。

21
「海が好き、人が
好き」そんなキミ
を待っている。

中学生
高校生

（保護者）

一般

紙 リーフレット 102-0093
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3288-0991
教育振興事業課長

伏井繁雄
fushii@seda
.jp

船の設備と船員の仕事、海上技術学校・短期大学
校の紹介等。

22 奨学金のしおり 　 学生
（海技教育機関）

紙 リーフレット 102-0093
東京都千代田区平河町
2-6-4
海運ビル

03-3265-6526
奨学事業本部長
原田康憲

harada@sed
a.jp

受給要件、申請手続、貸与額、返還方法、入学準
備金等を紹介。

23 東京海洋大学概要 一般 紙 55ページ 104-8477
東京都港区港南
4-5-7

03-5463-0355
広報係長
渡邊一子

so-
koho@kaiyo
dai.ac.jp

海事教育および学生の主な就職先等を紹介してい
ます。

24
東京海洋大学
ガイドブック

中学生
高校生

紙 30ページ 104-8477
東京都港区港南
4-5-7

03-5463-0355
広報係長
渡邊一子

so-
koho@kaiyo
dai.ac.jp

海事教育および研究室紹介、学生の主な就職先等
を紹介しています。

東京海洋大学

対象者 媒　体

（独）海技教育機構

資料入手先の情報
概             要

上 映 時 間
ページ数等

No. 団体名 名　　称

（５）海事関係団体・学校紹介

（財）海技教育財団

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-9



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

25
東京海洋大学
紹介ビデオ

中学生
高校生

VHS 20分 104-8477
東京都港区港南
4-5-7

03-5463-0355
広報係長
渡邊一子

so-
koho@kaiyo
dai.ac.jp

海事教育および授業の様子などを貴重な映像とわ
かりやすい説明で紹介しています。

26
東京海洋大学
海洋工学部

中学生
高校生

紙 6ページ 135-8533
東京都江東区越中島
2-1-6

03-5245-7315
越中島事務室
入試係
阿蘇敏幸

e-
nyusi@kaiyo
dai.ac.jp

海洋工学部における海事教育・研究・学生生活等
を紹介しています。

27 神戸大学海事科学部
高校生
一般

DVD 17分 658-0022
兵庫県神戸市東灘区
深江南町5-1-1

078-431-6206
総務係長
前田正吾

gmsc-
soumu@offi
ce.kobe-
u.ac.jp

学生および教員による海事科学に対する生の声を
収録編集したDVDです。

28 神戸大学海事科学部
高校生
一般

紙 20ページ 658-0022
兵庫県神戸市東灘区
深江南町5-1-1

078-431-6206
総務係長
前田正吾

gmsc-
soumu@offi
ce.kobe-
u.ac.jp

海事科学部の紹介です。

29
進路良好パンフ
レット

中学生
（保護者）

紙 24ページ 517-8501
三重県鳥羽市池上町
1-1

0599-25-8404
学生課
入試・支援係長
村田修平

gakusei-
nyushi@tob
a-cmt.ac.jp

本校に入学志願している中学生及び保護者に対
し、学科の概要、学生生活及び卒業後の進学・就
職状況等を分かりやすく説明します。

30
進路良好リーフ
レット

中学生
（保護者）

紙 リーフレット 517-8501
三重県鳥羽市池上町
1-1

0599-25-8404
学生課
入試・支援係長
村田修平

gakusei-
nyushi@tob
a-cmt.ac.jp

本校に入学志願している中学生及び保護者に対
し、学科の概要及び卒業後の進学・就職状況等を
簡潔に説明します。

31 中学生の皆さんへ 中学生
（保護者）

紙 リーフレット 517-8501
三重県鳥羽市池上町
1-1

0599-25-8404
学生課
入試・支援係長
村田修平

gakusei-
nyushi@tob
a-cmt.ac.jp

本校に入学志願している中学生及び保護者に対
し、学科の概要、課外活動、学寮及び卒業後の進
学・就職状況等を簡潔に説明します。

32 学校案内 一般 紙 リーフレット 517-8501
三重県鳥羽市池上町
1-1

0599-25-8404
学生課
入試・支援係長
村田修平

gakusei-
nyushi@tob
a-cmt.ac.jp

一般公開時のパンフレットとして配付しており、
学校の概要を紹介しています。

上 映 時 間
ページ数等

資料入手先の情報
概             要

東京海洋大学

神戸大学海事科学部

鳥羽商船高等専門学校

（５）海事関係団体・学校紹介

No. 団体名 名　　称 対象者 媒　体

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-10



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

33 練習船鳥羽丸 一般 紙 22ページ 517-8501
三重県鳥羽市池上町
1-1

0599-25-8054
商船学科長
石田邦光

ishida@toba
-cmt.ac.jp

一般公開時のパンフレットとして練習船鳥羽丸の
概要を紹介しています。

34
いつか、大洋を
航海する日

中学生
（保護者）

DVD 15分 517-8501
三重県鳥羽市池上町
1-1

0599-25-8404
学生課
入試・支援係長
村田修平

gakusei-
nyushi@tob
a-cmt.ac.jp

本校に入学志願している中学生及び保護者に対
し、学科の概要、学寮、卒業後の進学・就職状況
及び練習船実習・遠洋航海について紹介していま
す。

35 高専(KOSEN)
中学生

（保護者）

一般
紙 リーフレット 517-8501

三重県鳥羽市池上町
1-1

0599-25-8402
総務課企画室
企画係長
荒木　徹

araki@toba-
cmt.ac.jp

高等専門学校の特色と本校の学科構成及び教育方
針を紹介しています。

36
リーフレット
国立弓削商船高専

中学生
（保護者）

紙 リーフレット 794-2593
愛媛県越智郡上島町
弓削下弓削1000

0897-77-4619
学生課入試係長
大門直清

nyushi@offi
ce.yuge.ac.j
p

本校に入学志願している中学生及び保護者に対
し、学科の概要、学校の施設、特徴、教育課程及
び卒業後の進路等を簡潔に説明しています。

37
リーフレット
海の向こうに何
がある？

中学生
（保護者）

紙 リーフレット 794-2593
愛媛県越智郡上島町
弓削下弓削1000

0897-77-4619
学生課入試係長
大門直清

nyushi@offi
ce.yuge.ac.j
p

本校に入学志願している中学生及び保護者に対
し、商船学科の特色、取得資格、就職・進学先等
を簡潔に説明しています。

38 学校案内 中学生
（保護者）

紙 32ページ 794-2593
愛媛県越智郡上島町
弓削下弓削1000

0897-77-4619
学生課入試係長
大門直清

nyushi@offi
ce.yuge.ac.j
p

本校に入学志願している中学生及び保護者に対
し、学科の概要、学生生活及び卒業後の進学・就
職状況等をわかりやすく説明しています。

39
学校案内
（College Guide）

中学生
（保護者）

紙 20ページ 933-0293
富山県射水市海老江
練合1-2

0766-86-5145
学生第二課
入学試験係長
梶谷理香

nyushi@toy
ama-
cmt.ac.jp

本校に入学志願している中学生及び保護者に対
し、学科の概要、学寮、卒業後の進学・就職状況
及び練習船実習・遠洋航海について紹介していま
す。

40 練習船若潮丸 一般 紙 リーフレット 933-0293
富山県射水市海老江
練合1-2

0766-86-5145
学生第二課
入学試験係長
梶谷理香

nyushi@toy
ama-
cmt.ac.jp

練習船若潮丸の概要を紹介しています。

資料入手先の情報
概             要

弓削商船高等専門学校

富山商船高等専門学校

鳥羽商船高等専門学校

対象者 媒　体
上 映 時 間
ページ数等

No. 団体名 名　　称

（５）海事関係団体・学校紹介

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-11



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

41 はばたけ未来へ 中学生
（保護者）

DVD 15分 933-0293
富山県射水市海老江
練合1-2

0766-86-5145
学生第二課
入学試験係長
梶谷理香

nyushi@toy
ama-
cmt.ac.jp

本校に入学志願している中学生及び保護者に対
し、学科の概要、学寮、卒業後の進学・就職状況
及び練習船実習・遠洋航海について紹介していま
す。

42 総合高専ポスター 中学生
（保護者）

紙 ポスター 933-0293
富山県射水市海老江
練合1-2

0766-86-5145
学生第二課
入学試験係長
梶谷理香

nyushi@toy
ama-
cmt.ac.jp

富山商船高等専門学校を紹介しています。

43
地球サイズの青
春ポスター

中学生
（保護者）

紙 ポスター 933-0293
富山県射水市海老江
練合1-2

0766-86-5145
学生第二課
入学試験係長
梶谷理香

nyushi@toy
ama-
cmt.ac.jp

商船学科を紹介しています。

44 学校要覧 一般 紙 54ページ 933-0293
富山県射水市海老江
練合1-2

0766-86-5112
総務課
総務第二係長
山本　徹

somu-
kakari@toya
ma-
cmt.ac.jp

富山商船高等専門学校を紹介しています。

45 高専(KOSEN)
中学生

（保護者）

一般
紙 リーフレット 933-0293

富山県射水市海老江
練合1-2

0766-86-5112
総務課
総務第二係長
山本　徹

somu-
kakari@toya
ma-
cmt.ac.jp

高等専門学校の特色と本校の学科構成及び特色の
紹介をしています。

46 就職パンフレット 一般 紙 リーフレット 933-0293
富山県射水市海老江
練合1-2

0766-86-5135
学生第二課
学生生活係長
大門　聡

seikatsu-
kakari@toya
ma-
cmt.ac.jp

本校の各学科の紹介及び求人の担当者等紹介をし
ています。

47 学校案内 中学生
（保護者）

紙 リーフレット 725-0231
広島県豊田郡大崎上
島町東野4272-1

0846-67-3021
学生課
課長補佐
小野田正夫

s-
sub@hiroshi
ma-
cmt.ac.jp

本校に入学を志願する中学生及び保護者に対し、
学科の概要、学生生活及び卒業後の進学・就職状
況等をわかりやすく説明しています。

48 学校の概要 中学生
（保護者・教諭）

紙 リーフレット 725-0231
広島県豊田郡大崎上
島町東野4272-1

0846-67-3021
学生課
課長補佐
小野田正夫

s-
sub@hiroshi
ma-
cmt.ac.jp

本校に入学を志願する中学生及び保護者に対し、
学科の概要、学生生活及び卒業後の進学・就職状
況等を「学校案内」よりさらに詳細に説明してい
ます。

富山商船高等専門学校

広島商船高等専門学校

資料入手先の情報
概             要対象者 媒　体

上 映 時 間
ページ数等

No. 団体名 名　　称

（５）海事関係団体・学校紹介

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-12



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

49
広島商船高等専
門学校　～ひろ
がる未来～

中学生 DVD 17分 725-0231
広島県豊田郡大崎上
島町東野4272-1

0846-67-3021
学生課
課長補佐
小野田正夫

s-
sub@hiroshi
ma-
cmt.ac.jp

本校に入学を志願する中学生に対し、学科の概
要、学生生活及び卒業後の進学・就職状況等をわ
かりやすく映像により説明しています。

50
広島商船高等専
門学校　～ひろ
がる未来～

中学生
（保護者・教諭）

DVD 12分 725-0231
広島県豊田郡大崎上
島町東野4272-1

0846-67-3021
学生課
課長補佐
小野田正夫

s-
sub@hiroshi
ma-
cmt.ac.jp

本校に入学を志願する中学生及び保護者に対し、
学科の概要、学生生活及び卒業後の進学・就職状
況等をわかりやすく映像により説明しています。

51
高専
（KOSEN）

中学生
（保護者）

一般
紙 リーフレット 725-0231

広島県豊田郡大崎上
島町東野4272-1

0846-67-3021
学生課
課長補佐
小野田正夫

s-
sub@hiroshi
ma-
cmt.ac.jp

高等専門学校の特色と本校の学科構成及び教育方
針を紹介しています。

52 学校案内 中学生
（保護者）

紙 18ページ 742-2193
山口県大島郡周防大
島町大字小松
1091-1

0820-74-5473
学生課
教務係長
濱崎健一

kyoumu@os
hima-
k.ac.jp

本校に入学志願している中学生及び保護者に対
し、学科の概要、学生生活、卒業後の進学・就職
状況及びQ&A等を分かりやすく説明しています。

53
高専
（KOSEN）

中学生
（保護者）

一般
紙 リーフレット 742-2193

山口県大島郡周防大
島町大字小松
1091-1

0820-74-5457
総務課
企画係長
山平宜孝

kikaku@osh
ima-k.ac.jp

高等専門学校の特徴と本校の学科構成及び教育方
針を紹介しています。

54 専攻科パンフレット
高専生

（保護者）

一般
紙 リーフレット 742-2193

山口県大島郡周防大
島町大字小松
1091-1

0820-74-5473
学生課
課長補佐
藤元美晴

g-
hosa@oshi
ma-k.ac.jp

本校専攻科志願者、保護者及び社会人に対し、専
攻科の概要、Q&A及び進学・就職状況を分かりや
すく説明しています。

55 110周年記念DVD
高専生

（保護者）

一般
DVD 45分 742-2193

山口県大島郡周防大
島町大字小松
1091-1

0820-74-5457
総務課
企画係長
山平宜孝

kikaku@osh
ima-k.ac.jp

110周年記念事業として作成。大島商船高等専門
学校のPR映像および学校の年表等諸資料をPDFに
て収録しています。

56 学校概要
高専生

（保護者）

一般
紙 36ページ 742-2193

山口県大島郡周防大
島町大字小松
1091-1

0820-74-5457
総務課
企画係長
山平宜孝

kikaku@osh
ima-k.ac.jp

本校のカリキュラム・学科紹介・教職員紹介等概
要について掲載。毎年発行しています。

広島商船高等専門学校

大島商船高等専門学校

上 映 時 間
ページ数等

資料入手先の情報
概             要

（５）海事関係団体・学校紹介

No. 団体名 名　　称 対象者 媒　体

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-13



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

57 B&G　Information 一般 紙 リーフレット 105-8480
東京都港区虎ノ門
1-15-16
海洋船舶ビル

03-5521-6742
広報課
係長
清水康雄

koho@bgf.o
r.jp

財団で行っている各種事業を簡単に、紹介してい
ます。

58 B&Gプラン 一般 紙 22ページ 105-8480
東京都港区虎ノ門
1-15-16
海洋船舶ビル

03-5521-6742
広報課
係長
清水康雄

koho@bgf.o
r.jp

財団の設立趣旨から現在の事業内容や実績を紹介
しています。

（財）ブルーシー・アンド・
グリーンランド財団

対象者 媒　体
資料入手先の情報

概             要
上 映 時 間
ページ数等

No. 団体名 名　　称

（５）海事関係団体・学校紹介

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-14



郵便番号 住　　所 電話番号 担当者名 メールアドレス

1 （独）航海訓練所 ポスター 一般 紙 ポスター 231-0003
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57
横浜第二方合同庁舎

045-211-7303
総務課
課長補佐
小澤文雄

ozawa-
f@kohkun.g
o.jp

航海訓練所が運航している5隻の練習船の写真を
中心に「海をキャンパスに若人を育む」のキャッ
チフレーズを入れたイベント用ポスターです。

2
船の科学館
大型パンフレット

一般 紙 28ページ 135-8587
東京都品川区東八潮
3-1

03-5500-1116
業務部長
野村幸雄

y-
nomura@fu
nenokagaku
kan.or.jp

船の科学館の概要及び展示内容を一般の人に分か
りやすく紹介しています。

3
船の科学館
リーフレット

一般 紙 リーフレット 135-8587
東京都品川区東八潮
3-1

03-5500-1116
業務部長
野村幸雄

y-
nomura@fu
nenokagaku
kan.or.jp

船の科学館の概要及び展示内容を一般の方に分か
りやすく紹介しています。

（財）日本海事科学振興財団

（６）その他

資料入手先の情報
概             要対象者 媒　体

上 映 時 間
ページ数等

No. 団体名 名　　称

（２．その他広報素材（パンフレット、ビデオ、DVD等）  2-15


