⼊会のお誘い

公益社団法⼈⽇本航海学会は、航海に関する学術を
考究し、その向上を図ることにより、我が国の発展に
寄与すると共に、我が国の国⺠⽣活の向上を図ること
を⽬的に活動しています。
⽇本航海学会の起源は１９４８年に遡り、航法の学
術的発展に貢献するために設⽴された後、船舶運航の
他、航空・宇宙の関する先進的なナビゲーションに関
連する研究を遂⾏することを通じて、多くの成果と⼈
材を輩出してきた。
今後、全世界的な航法の発展のために、本学会はグ
ローバル化を進め、特にアジア地域における航法関連
の拠点として、重要な役割を果たさなければならない。
このため、⽇本航海学会は、あなたが本学会の活動
に参加し、その発展のために貢献されることを期待い
たします。
Japan Institute of Navigation was founded
in 1948 for the purpose of contributing to the
academic advance in navigation. The
Institute should play a signiﬁcant role to
contribute to the worldwide progress of the
ﬁelds concerned as one of Institutes of
Navigation especially in Asia.
You are kindly requested to participate in
the activity of our Institute and make an
important contribution to the development of
our Institute.

⼊会時の特典

・出版物の配布
論⽂集へのアクセス ( 年間 2 回刊⾏ )
学会誌 Navigation の配布 ( 年間 4 回刊⾏ )
・各研究会への参加
・当学会講演会での発表（⼀般会員）
・当学会講演会および当学会が主催・共催・協賛
するシンポジウム等への会員資格での参加
背景は、( 独 ) 航海訓練所の銀河丸

⼊会のご案内

公益社団法人

⼊会ご希望の⽅は、右の QR
コードからダウンロードできる⼊
会申込書を⽤いて、以下の⼿順で
学会事務局まで、お申し込みくだ
さい。
(1) ご希望の会員種別 ( 正会員・
学⽣会員・賛助会員 ) 等必要情報をフォームに基
づいて、ご記⼊の上、電⼦メールあるいは郵便に
てお送りください。
(2) 年会費（４⽉１⽇〜翌年３⽉３１⽇分）を下記の
どちらかの⼝座へ送⾦して下さい。（なお、振込
⼿数料はご負担下さい。）
⼊会申込書及び年会費⼊⾦を確認後に⼊会⼿続に⼊
り、後⽇、⼊会受理書等を送付します。

日本航海学会
Public Interest Incotporated Association

Japan Institute of
Navigation

会員の種類と年会費

✳会計年度は、４⽉１⽇から翌年の３⽉３１⽇までです。

□正会員（個⼈）
□学⽣会員
□賛助会員
団体特級
団体 １級
団体 ２級
団体 ３級
団体 ４級
個
⼈

年会費振込先

7,000 円
2,000 円
450,000 円
300,000 円
150,000 円
60,000 円
30,000 円
5,000 円

(1) ゆうちょ銀⾏ 振込先⼝座番号 00180-4-169686
加⼊者名：公益社団法⼈

（コウエキシャダンホウジン

⽇本航海学会

ニホンコウカイガッカイ）

(2) 三菱東京 UFJ 銀⾏ 深川⽀店 普通預⾦ 0029009
加⼊者名：公益社団法⼈

（コウエキシャダンホウジン

⽇本航海学会

ニホンコウカイガッカイ）

問合せ先・⼊会申込書送付先
⽇本航海学会事務局

〒135-8533 東京都 江東区 越中島 2-1-6
東京海洋⼤学内
TEL (FAX 共⽤ ): 03 (3630) 3093
E-mail navigation@nifty.com
http://www.j-navigation.org/jp/

入会のお誘い

公益社団法人

Japan Institute of Navigation

日本航海学会
学会の主な活動

・航海功績賞：航海に関連した分野において
顕著な業績を挙げた者に授与します。
・奨学ほう賞：航海に関連する教育機関の推
薦による優秀な学⽣に授与します。

・講演会、シンポジウムなどの開催
- 講演会（春季、秋季）
- 各種シンポジウム
- 国際会議 (ANC, IAIN)
・プロジェクト研究
- 東⽇本⼤震災検討会 (2011-2013)
航海学会からの提⾔
- 最低主機出⼒プロジェクト (2014- )
・研究会、⾒学会等の開催
- 航法システム研究会
- 海上交通⼯学研究会
- 海洋⼯学研究会
- 航空宇宙研究会
- 物流研究会
- 海上交通法規研究会
- 操船シミュレータ研究会
- GPS/GNSS 研究会
- シーマンシップ研究会

研究会

・会誌その他図書の刊⾏
- 論⽂集（年２回刊⾏ )、英⽂論⽂誌
（年２回刊⾏予定 )

- その他：
1) 航海規格・⽤語集 (1999 年 3 ⽉ )
2) ⽇本航海学会研究会論⽂レビュー
（2003 年３⽉発⾏）
3) 第 2 回超省エネ船シンポジウム
－燃料 5 割削減に向けた取り組み－
海事３学会共同企画
（2015 年 7 ⽉発⾏ )
・学会賞
- 論⽂賞：年度内の講演会で発表し論⽂集に
掲載された論⽂の中から、優秀な論⽂に
授与します。
・奨励賞：年度内の講演会で発表し論⽂集に
掲載されたうち、特に優秀な論⽂を執筆
した若⼿研究者に授与します。

・他学会との連携
- 国際航法学会 (IAIN)
- アジア航海学会 (ANC)
- 国際航路会議協会 (PIANC)
- 国際⽔路機関 (IHO)
- 国際海洋科学技術協会 (ECOR)
- ⽇本船舶海洋⼯学会 (JASNAOE)
- ⽇本マリンエンジニアリング学会 (JIME)

講演会

シンポジウム

情報交換会

⾒学会

第 128 巻以降の論⽂集及び英⽂論⽂誌は
電⼦ジャーナルとして J-STAGE 上で閲覧
可能。また、論⽂集第 127 号以前の論⽂は
CiNii 上から無料で閲覧可能。
- 学会誌 NAVIGATION ( 年４回刊⾏ )

論⽂賞の表彰

学会賞の楯

背景の海図は、海上保安庁海洋情報部の許しを得て使⽤しています。

