
Division of Ocean Safety Systems Science

Courses at Master’s Degree Program ( _: Courses in English)

  The Division of Ocean Safety Systems Science provides education and research programs which cover the fields of Water 
Environment, Meteorology, Geology, Maritime Safety, Radiations and Particle Beam Science, Material and Analytical 
Chemistry, and Mathematics, with paying the special attentions on the preservation of global and marine environment and 
safety development and uses of the oceans, in order to achieve the sustainable development of the human society.

Education and Research Area

1.Why did you choose the Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University?
   Kobe University is one of the leading Japanese national university located in the beautiful city of Kobe. The high 
quality of education and research in the Graduate School of Maritime Science is the main inspiration to get my higher 
education from Kobe University.

2.How do you feel after enrolling at Kobe University?
  It’s amazing. When I came to Kobe University in October 2014, I couldn’t understand Japanese at that time. Most touching to me is that my 
supervisor arranged a tutor for me specially and everyone at the Lab was helping me enthusiastically.
3.Please explain briefly what your research is.
  My research focuses the assessment of heavy metal toxicity to marine organisms. The purpose is to detect and manage the potential risk to the 
marine environment.
4.Do you have opportunities for cultural exchange?
  I am lucky that got the chance to live in Hyogo International House (HIH) with people from different parts of the world. The HIH office arranged 
events to explore Japan, its culture and traditional Japanese sports like SUMO. I also participated in many events through Kobe University’s 
International Student Center platform. All these activities integrate myself into the life in Japan rapidly.
5.What are your plans for after graduation?
  I hope to join a Sino-Japanese joint venture, and hope my education in Japan and knowledge of Japan’s way of work will help me to a lot in my 
future life.
6.What was your biggest culture shock after coming to Japan?
  The biggest culture shock for me is that every Japanese has a personal notebook(手帳) for writing down the schedule. The most surprising is 
that sometime the duration of their schedule can be even more than half-year.
7.What are the appeal points of the Graduate School of Maritime Sciences for you?
  The complete researching equipment, outstanding professor and beautiful campus are the selling points in my view. Moreover, it’s awesome 
that we can do a research by using a school training ship (FUKAEMARU), canoes and boats.
8.Please give a message or advice to anyone who wishes to study abroad.
  As we know Kobe is one of the livable city in the world. Your research would successfully here benefit from the comfortable environment and 
school resource bank. You won't regret if you enrolled Kobe University.

as of January, 2017

1. 海事科学研究科を選んだ理由は？
　日本で唯一，総合大学として海事科学を専攻できる大学院だからです．海洋に関わる様々な分野の教授が揃い，レベルの高い講
義を受け，研究をすることができます．また，国際交流にも力を入れており，日本だけに留まらず幅の広い経験を積むことができると考え
入学しました．

2. 入学後の大学院の印象は？
　研究に専念できる設備が揃い，講義の選択においても自由度が高いと思いました．学部の時とは違い，講義選択に余裕があるため，より自身の専門性を磨くこ
とができます．また，研究室の環境が整っているため，快適な研究生活を送ることができます．
3. あなたの研究内容について簡単に説明してください。
　洋上風力発電の建設を促進するための，日本全国の洋上風況マップの作成を行っています．スーパーコンピュータで数値シミュレーションを行い，日本沿岸域
の風速や風向の結果を使用してマップを作成します．主には，その計算設定や観測値との精度検証を行っています．
4. 大学院進学の魅力について教えてください。
　専門性を磨きつつ，国際的な活動もすることができます．学部ではできない自身の研究の追求はもちろん，国際学会への参加や大学院生向け海外派遣研修を
通して，視野を広げ，国際的に活躍できる人材へと成長することができます．大学院という環境であるからこそ，その両方を高めることができると思います．
5. 卒業後のあなたの進路について教えて下さい。
　大学院卒業後は自身の専門を生かし，新エネルギーに関わる職種・企業で，場所を問わず活躍したいと考えています．具体的には，環境コンサルティングファー
ム・海洋や気象に関わる研究施設での就職を考えています．大学院で得た専門性や英語能力を生かして，国際的に活躍することを視野に入れ，新エネルギー・
再生可能エネルギーの普及に携わりたいと思います．
6. 海事科学研究科の魅力は何ですか？
　研究を行うための設備・環境が整っていることが一番の魅力だと思います．キャンパスが海に面していることや船を所有していることで，海洋に関する実験や観
測を容易に行えます．また，図書館や博物館があり，研究資料が充実しています．さらに，国際学会への参加や国際交流にも力を入れて取り組んでいるため，英語
を学ぶ機会や自身の実力を海外で発揮する機会が十分にあります．
7. 海事科学研究科を目指す高校生、大学生へのメッセージ
　行きたい！と思ったなら，大学院への進学をオススメします．なんとなくではなく，自身でやりたいことを見つけ，研究をしたいという思いを持って大学院へ来ることが
大切です．それがなければ，無意味な2年間を過ごすことになります．もし海事科学研究科へ進学したいと思うのであれば，目標に向かいチャレンジしましょう．明確
な目標は達成が容易です．同じ分野を学び合える後輩が来るのを，楽しみにしています．
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加藤  茉里 海洋ロジスティクス科学領域
（海洋安全システム科学コース）

・International Maritime Sociology
・Exercises for Marine Science and Technology
・Aquatic Environmental Science 1, 2
・Conservation of Aquatic Environment 1, 2
・Applied Oceanography 1, 2
・Applied Meteorology 1, 2
・Atmospheric Environmental Science 1, 2
・Ocean Safety Engineering A1, A2
・Ocean Safety Engineering B1, B2
・Radiation Science and Applications 1, 2

・Applied Nuclear Reaction Engineering 1, 2
・Quantum Beam Science 1, 2
・Exploring Safety Systems through Cognitive 

Psychology 1, 2
・Functional Materials Science 1, 2
・Applied Mathematical Science A1, A2
・Applied Mathematical Science B1, B2

・Aquatic Environmental Science
・Oceanography and Meteorology

・Ocean Safety Engineering
・Radiation and Particle Beam Science

・Ocean Fundamental Science

本コースの授業科目（＿：英語による授業科目）

　理工学分野の幅広い知識を基礎として，人類の持続的発展に不可欠な地球・海洋環境の保全，海洋の開発と活用及び海事
活動に係る安全性の確保に関する教育研究を行う．

本コースの教育研究分野

・水環境学
・海洋・気象学

・海洋安全工学
・放射線・粒子ビーム科学

・海洋基礎科学

・国際海事社会学
・海洋理工学演習
・水環境科学1, 2
・水環境保全学1, 2
・応用海洋学1, 2
・応用気象学1, 2
・大気環境科学1, 2
・海洋安全工学A1, A2
・海洋安全工学B1, B2
・放射線応用科学1, 2

・核反応応用工学1, 2
・量子ビーム科学1, 2
・実験認知安全論1, 2
・機能性材料科学1, 2
・応用数理科学A1, A2
・応用数理科学B1, B2

Lin Yingqing


