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⽇本財団 海洋開発サマースクール 応募フォーム2019

応募フォーム⼊⼒前の確認事項

⽇本財団オーシャンイノ
ベーションコンソーシア
ム学⽣メンバ登録を済ま
せましたか？

はい
いいえ

※学⽣メンバ登録をまだしていない⽅は、「学⽣メンバ登録」 をしてから応募してください。 
登録はこちらから http://project-kaiyoukaihatsu.jp/merit/

（独法）⽇本学⽣⽀援機
構の提供する奨学⾦及び
これに準ずる奨学⾦を受
給している。

はい
いいえ
申請中・申請予定

2011年3⽉1⽇以降の下
記の国々への渡航歴につ
いて解答してください。

下記の国への渡航・滞在歴はない
「イラク」に渡航・滞在した
「イラン」に渡航・滞在した
「スーダン」に渡航・滞在した
「シリア」に渡航・滞在した
「リビア」に渡航・滞在した
「ソマリア」に渡航・滞在した
「イエメン」に渡航・滞在した

これまでに参加した⽇本
財団オーシャンイノベー
ションコンソーシアム主
催のイベントを教えてく
ださい。

なし
海外インターンシップ
2017年１⽉ 海洋開発オリエンテーションセミナー（九州会場）
2017年２⽉ ライザー式科学掘削船「ちきゅう」⾒学（静岡県）
2017年２⽉ 海洋開発業界セミナー（東京会場）
2017年３⽉ 洋上⾵⼒発電設備の設計・製作セミナー（⼤阪⼤学）
2017年 サマースクール
2017 年7⽉ 浮体式洋上⾵⼒発電設備⾒学（⻑崎県）
2018 年１⽉ 海洋開発オリエンテーションセミナー（九州・⼤阪）
2018年２⽉ 海洋開発業界セミナー（東京会場）
2018年3⽉ ライザー式科学掘削船「ちきゅう」⾒学（静岡県）
2018年３⽉ 設計・製作セミナー（東京）
2018 年7⽉ 浮体式洋上⾵⼒発電設備⾒学（⻑崎県）
2018年 サマースクール
2018年10⽉ ライザー式科学掘削船「ちきゅう」⾒学（静岡県）
2018年11⽉ 南⻑岡ガス⽥及び直江津LNG基地訪問
2019年1⽉ 海洋開発オリエンテーションセミナー（⼤阪・九州）
2019年２⽉ 海洋開発業界セミナー（東京会場）
2019年３⽉ 設計・製作セミナー（東京）



関⼼がある海洋開発分野 海洋⽯油・天然ガス開発
海洋エネルギー（特に洋上⾵⼒発電）
海洋エネルギー（洋上⾵⼒発電以外）

その他

顔写真は⽤意しました
か？

はい

※顔正⾯、縦⻑、カラー、無背景、脱帽のデジタル写真 
※ファイル名は、⽒名をアルファベット表記にする。例）Taro_Nippon.拡張⼦ 
※6ヶ⽉以内に撮影のもの 
※2MB以下

顔写真のアップロード 選択されていませんファイルを選択

指導教員・担当教員から
の応募承諾書をご⽤意く
ださい。（研究室に所属
している学⽣のみ）

はい

※PDFでご⽤意ください。 
※応募承諾書は、以下から⼊⼿してください。 
http://project-kaiyoukaihatsu.jp/consortium/images/Written_consent.pdf 
※応募時に準備できない⽅は、ダミーファイルをアップロードの上、フォーム末尾の「連絡事項」にその旨を連絡ください。

応募承諾書はこちらから
アップロードして下さ
い。

選択されていませんファイルを選択
※PDFのみ。

個⼈情報の取扱について 同意する

※本事業の実施のために収集した個⼈情報は、本事業を主催する⽇本財団、協⼒先である各組織が個⼈情報保護法に基づいて適切に管理・
保護し、本事業の実施・運営に関する⽬的以外には使⽤いたしません。

参加希望のサマースクール

参加を希望するサマース
クール

選択してください

補⽋登録希望について 選択してください

※辞退者が出た場合など、繰り上げで採⽤させていただく場合があります。

基本情報 / APPLICANT'S BASIC INFORMATION

⽒名 姓 海洋  

名 花⼦  

※⽇本語で⼊⼒してください。

Name Family Nam
e（すべて⼤
⽂字）

KAIYO  

Given Nam
e

Hanako  

※英語で⼊⼒してください 
※パスポートをお持ちの⽅はその表記と⼀致させてください。特に次のスペルに注意してください。「お」、「し」、「ち」、「つ」、
「ふ」、「じ」、「づ」、「ず」、「しゃ」、「ちゃ」、「しゅ」、「ちゅ」、「しょ」、「ちょ」、「りゃ」、「りゅ」、「りょ」、
「じゃ」、「じゅ」、「じょ」など。 
 
例：てつや：「TETSUYA」、「TETUYA」等 
例：さいとう：「SAITO」、「SAITOH」、「SAITOU」等 
例：しまづ：「SHIMAZU」、「SIMADU」等 
例：しょうや：「SYOYA」、「SHOYA」等 
例：なんば ：「 NAMBA」、「NANBA」など

性別 / SEX 男 / Male
⼥ / Female



その他 other

⽣年⽉⽇ / Date of Birt
h

--  年   --  ⽉   --  ⽇

年齢 / Age 20  歳 / years old

メールアドレス/ Email
Address

▼確認のため、再度メールアドレスの⼊⼒をお願いします。

※連絡が取れるEmail アドレスを記⼊してください。

現在お住いの住所 〒   住所検索

都道府県

市区町村番地

マンション/ビル名

※郵送物が届く住所を記⼊

Your Current Addres
s

〒   住所検索

都道府県

市区町村番地

マンション/ビル名

※英語で記⼊

電話番号 / Telephone
number

 -   -  

※連絡が取れる電話番号を⼊⼒してください。

国籍/ Nationality ⽇本語 ⽇本  

ENGLISH Japanese  

⼤学について / UNIVERSITY

学年 学部3年
学部4年
⼤学院1年

その他

Year in University Junior
Senior
Grad.1st year

Other

⼤学名 ⼤学名 海洋開発⼤学  

学部・学科 ⼤学院⼯学系研究科 海洋開発学専攻  



University University
Name

University of Offshore Development  

School/Dep
artment/Fa
culty

Graduate School of Engineering, Dep  

例： 
University of Offshore Development

指導教官・専攻⻑⽒名 / Super
visor

⽇本語 ⼭⽥海太郎教授  

ENGLISH Prof. Umitaro Nippon  

学歴について/EDUCATION

学歴（⼤学以上） ⼤学名・学部
名

⽇本海洋⼤学 ⼤学院⼯学系研究科 海  

専攻分野また
は研究テーマ

ライザーの挙動解析  

卒業年（予
定）

2023年  

取得（予定）
学位

修⼠（⼯学）  

※⽇本語で記⼊

学歴（⼤学以上） ⼤学名・学部名  

専攻分野または研究
テーマ

 

卒業年（予定）  

取得（予定）学位  

※⽇本語で記⼊

EDUCATION (University or
college or equivalent)

University Nippon Kaiyo University  

School/Dep
artment/Fa
culty

Graduate School of Engineering  

Main Cours
e of Study

Motion Analysis of Riser Support Sys  

Year Gradu
ated or exp
ected

2023  

Degree Obt
ained or Ex
pected

Master of Engineering  

※英語で記⼊

EDUCATION(University or c
ollege or equivalent)

University  

School/Departme
nt/Faculty

 

Main Course of St
udy

 



Year Graduated o
r Expected  

Degree Obtained
or Expected

 

※英語で記⼊

職務経歴について / WORK HISTORY

職務経歴 （アルバイト・イン
ターンシップ含む）

期間 例:2017年4⽉から5ヶ⽉  

組織名 ⽇本海洋造船  

業務内容 インターンシップ  

※⽇本語で記⼊。

職務経歴 （アルバイト・イン
ターンシップ含む）

期間  

組織名  

業務内容  

※⽇本語で記⼊。

Work History（inclusive of
part-time & internship）

Duration 5 month from April 2017  

Organization Nippon Kaiyo Shipbuilding Company  

Work Description Summer Internship at Ship Design D  

※英語で記⼊。

Work History（inclusive of
part-time & internship）

Duration  

Organization  

Work Description  

※英語で記⼊。

海外居住歴 / OVERSEAS DOWELLING HISTORY

⾏ったことのある国/ Fo
reign Coutries Visite
d

US/Canada/Poland  

※英語で記⼊ 例） Korea/US/Canada 
※ない場合は、「none」と記⼊

海外居住歴（出⽣より現在ま
で）

期間 1994-1998  

居住国 US  

居住理由 留学  

※⽇本語で記⼊。

海外居住歴（出⽣より現在ま
で）

期間（例：1994-19
98)

 

居住国  

居住理由  



※⽇本語で記⼊。

Overseas Dwelling History
(From birth to present)

Period 1998-1999  

Country US  

Reason of Reside
nce

Study  

※英語で記⼊。

Overseas Dwelling History
(From birth to present)

Period  

Country  

Reason of Reside
nce

 

※英語で記⼊。

⾔語レベル(主に英語）/KNOWLEDGE OF LANGUAGES（Mainly English）

最近受けたテストがある
場合は選択をしてくださ
い。

選択してください

スコア・級  

受験年⽉を⼊⼒ 例）2016/10  

その他使⽤可能な⾔語 (other l
anguages)

① French  

② Norwegian  

③ Indonesian  

※英語で記⼊

PCスキル/ COMPUTER SKILLS

PCスキル・利⽤可能なソフトウ
エア・資格など

種類 Microsoft Office  

程度 中級  

使⽤経験 １０年以上  

※⽇本語で記⼊

PCスキル・利⽤可能なソフトウ
エア・資格など

種類 Orcaflex  

程度 上級  

使⽤経験 ３年  

※⽇本語で記⼊

Computer Skill Type Microsoft Office  

Level Intermediate  



Experience More than 10 years  

※英語で記⼊

Computer Skill Type Orcaflex  

Level Advanced  

Experience 3 years  

※英語で記⼊

Metalab/Python の使
⽤経験について

Metalab/Python の両⽅を使える
Metalab のみ使える
Python のみ使える

発表論⽂/ PAPER(S) PRESENTED

発表論⽂ 題⽬ 例：CFDを⽤いた軽量ライ ザーの挙動解  

発表年 2017  

※⽇本語で記⼊

発表論⽂ 題⽬  

発表年  

※⽇本語で記⼊

Paper Presented Title 例：Research on Behavior analysis o  

Year 2017  

※英語で記⼊

Paper Presented Title  

Year  

※英語で記⼊

課外活動/ EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

課外活動 期間 例：2016-2017  

内容 ROV開発クラブにて、軽量ROVの設計開 

※⽇本語で記⼊

課外活動 期間  

内容  

※⽇本語で記⼊

Extracurricular Activities Period 2016-2017  

Description As a member of ROV design club, de  

※英語で記⼊



Extracurricular Activities Period  

Description  

※英語で記⼊

志望動機/ REASON(S) FOR APPLICATION

志望動機 700⽂字以内

※⽇本語で記⼊

Reason(s) for Applic
ation

※ 英語で記⼊

サマースクールに期待す
ること

300字以内

⽇本語で記⼊

Expectation(s) for th
e Summer School

達成したい⽬標/OBJECTIVE(S)

サマースクールで達成したい⽬
標

1.  

2.  

3.  

Objective(s) in participatin
g this program

1.  

2.  

3.  

ご⾃⾝について／About Youself



ご⾃⾝について教えて下
さい

700⽂字以内

※⽇本語で記⼊

Tell us about yoursel
f

※英語で記⼊

他の応募者と⾃分は違う
と思われる点はなんです
か？

⽇本語で記⼊  

What sets you apart
from other applicant
s?

英語で記⼊  

あなたがサマースクール
に参加することで、他の
参加者にどのような点で
貢献できると思います
か？

⽇本語で記⼊  

How can you contrib
ute to your group?

英語で記⼊  

⾃分⾃⾝について３つのキーワ
ードで表現してください。

1つめ 猫好き  

2つめ 積極的  

３つめ ⽇本ビール検定1級  

※⽇本語で記⼊

Describe yourself in 3 word
s

1 cat lover  

2 positive  

3 Certified beer master  

※英語で記⼊

あなたは、インドア派で
すかアウトドア派です
か？

インドア派
アウトドア派
中間

家事について、得意なも
のを教えて下さい。

料理（調理と⽚付け）
洗濯
掃除



買い物
できればどれもしたくない

現地での⾃由時間にした
いことは何ですか？

 

「チーム戦」と「個⼈
戦」、どちらが得意だと
思いますか？

チーム戦
個⼈戦

「結果を出すこと」と
「プロセスをつくるこ
と」どちらを重視する傾
向にありますか？

結果を出すこと
プロセスをつくること

グループワークで意⾒の
相違があったとき、どの
ように対応しますか？

 

サマースクールの「序
盤」「中盤」「終盤」の
うちいつが最も⼤事だと
思いますか。その理由も
教えて下さい。

 

将来のキャリアについて/ YOUR CARRIER PLAN

将来、就職を希望する分
野

⽇本語で記⼊  

What line of work yo
u would like to be i
n?

英語で記⼊  

10年後の⾃⾝のキャリア
イメージを教えてくださ
い。

⽇本語で記⼊  

Where do you see yo
urself in 10 years?

英語で記⼊  

関⼼がある海洋開発分野
（再掲）

海洋⽯油・天然ガス開発
海洋エネルギー（特に洋上⾵⼒発電）
海洋エネルギー（洋上⾵⼒発電以外）

その他

前質問で選んだ「関⼼の
ある海洋開発分野」で、
10年後に世界をリードし
ていると思う技術は何で
すか。

⾃⼰アピールビデオ（任意）  

⾃⼰アピールビデオを作成し、お送りしたい⽅はこちらから 
オンラインストレージサービス等を利⽤してリンクをお送りください。

その他



注意事項 応募フォームに⼊⼒する⼀切の情報に虚偽・誤りがないことを確認します。

連絡事項がある場合は、こちら
に記⼊してください。

 

⼊⼒内容の確認画⾯へ

⽇本財団オーシャンイノベーションコンソーシアム事務局
⽇本財団 海洋開発⼈材育成推進室内 
〒107-8404 東京都港区⾚坂1-2-2 
代表電話：03-6229-2611


