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ようこそ
横浜みなとみらい へ

関東海っ娘塾 の みなさん

今日は「海」について

をもって

勉強しましょう！

好奇心

楽しく

今日のスケジュール

10：00 海と船のお話
10：15 客船のお話
10：25
10：40 主な寄港地
10：45
10：55 質疑応答
11：00 終了

ＤＶＤ

クイズ

M/S ASUKAⅡ飛鳥Ⅱ
総トン数：50,142ｔ
全長：241m 全幅：29.6ｍ 喫水：7.8ｍ
航海速力：最高21ノット（時速約39キロ）
客室数：436室（全室海側・全室ﾊﾞｽﾀﾌﾞ付き）
乗客数：872人 乗員数：約470人

関東海っ娘塾 「４県合同交流集会」

魅力的な

2016年7月25日（月）
郵船クルーズ 下田眞平

“海への誘い”

海と船のお話

～ 海の日とは ～

「海の日」の制定は１９９５年。 「海の記念日」を継承した記念日。

明治丸：ウィキペディアより

制定は、明治天皇が１８７６年（明治９年）、明治丸に乗船し東北巡幸した際、

最後に北海道へ渡り、悪天候の中７月２０日夜１０時に横浜港に到着された

ことに由来する。

実は、今でも、海事関係者の中では、

明治丸に由来する“７月２０日”への

愛着も強いといわれている。

その後、２００３年にハッピーマンデー制度により７月３月曜日に変更された。
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～ 海の誕生 ～

地球が誕生したのは約４6億年前。

イラスト：日本海事広報協会提供

43億年前には「原始の海」ができました。

約40億年前に最初の生命が生まれ、やがて海中の生物が陸に上がってきました。
海と生きものは深いつながりがあるので。

～ 海の深さと広さ ～

海は深いなあ、大きいなあ・・・

イラスト：日本海事広報協会提供

～ 海の深さを表す海図 ～

船が安全に航海するためには海の深さを知ることが必要です。
海には「海図」という海の地図を使います。

イラスト：日本海事広報協会提供

さて、この人は、どのように
あの島へ渡ると思いますか？

ここで、ちょっと、頭の体操をしましょう！

正解 ： 歩いて渡る。
干潮時には、道ができて渡ることができる。

ところで、ここはどこでしょう？

これは英国のコンウォール地方の

“セント・マイケル・マウント”
です。

でも、フランスの世界遺産

“モン・サン・ミッシェル”
ではありません．．．

Mont Sait-Michel（ﾌﾗﾝｽ語） Saint Michael Mount（英語）
※スペルと順序が少し違います。
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日本のモン・サン・ミッシェル

契島（広島県）

江の島（神奈川県）

小島神社（佐賀県）

～ どうして海は青いの？ ～

白い光 青い光

水は透明なのに、海は青く見えるって、ふしぎだなあ．．．。

～ 船はどうして水に浮くの？ ～

浮力が働いているから。 飛鳥Ⅱのような大きな船は、浮力を大きくする

ため船体を大きくして水面下の体積を大きくする必要があります。

イラスト：日本海事広報協会提供

～ 船はどうして転覆しないの？ ～

船には復元力と言う船がかたむいた時、もとに戻そうとする力が働きます。
そのため航海中に強い風やうねり、三角波がおそってきても簡単には転覆
しません。

イラスト：日本海事広報協会提供

～ 船はどうして進むの？ ～

水面に浮く船が動き出すためには推進力（すいしんりょく）という

船を進める力が必要です。

イラスト：日本海事広報協会提供

これは、何でしょう？
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これは、フィンスタビライザーといいます。
大きな船には装備されています。

～ 飛鳥Ⅱは揺れにくい船 ～

フィンスタビライザー（横ゆれ防止装置）は７０％～９０％揺れを減らす
ことができます。

飛鳥Ⅱ

イラスト：日本海事広報協会提供

～ 船はこうして造られる ～

イラスト：日本郵船提供

「船の速さ」は、

どんな単位で表すか

知っていますか？

～ 船の速さ「ノット」

Ｑ：船の速度を「ノット」と言うのはなぜ？

「ノット（ＫＮＯＴ）」は英語で 結び目の意味。

たとえば、とても簡単に言うと一時間に5個の結び目が送り出されたら
時速５ノットと呼ぼうと決めたのです。

イラスト：日本郵船提供

の語源 その① ～

時速１ノットとは１時間に１海里（かいり）シー・マイル進む速さを

言うように定めらました。

～ 船の速さ「ノット」の語源 その② ～

イラスト：日本郵船提供

すなわち、時速１ノット ＝ 時速１.８５２キロメートル
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では、「船の大きさ」は、

どんな単位で表すか

知っていますか？

イラスト：日本海事広報協会提供

～ いろいろなトン数 ～

～ 船の大きさ「トン」の語源 ～

イラスト：日本海事広報協会提供

～ 船のいろいろ その① ～

液化天然（えきかてんねん）ガス
（ＬＮＧ）を運ぶ船

ＬＮＧ船

写真＆イラスト：日本郵船提供

タンカー

原油を運ぶ船

写真＆イラスト：日本郵船提供

～ 船のいろいろ その② ～

コンテナ船

さまざまな貨物をコンテナに
収納して運ぶ船

自動車を運ぶ船で船内は屋内駐車
場のようになっています。

自動車専用船

写真＆イラスト：日本郵船提供

～ 船のいろいろ その③ ～

鉱石船 ばらづみ船

鉄鉱石（てっこうせき）を運ぶ船 石炭や鉱石、トウモロコシなどの
穀物を運ぶ船
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客船のお話

～ 日本のおもな大型クルーズ船 その①～

ぱしふぃっくびいなす

26,594トン 長さ183.4メートル

にっぽん丸

22,472トン 長さ166.6メートル

飛鳥Ⅱ

50,142トン 長さ241メートル

～ 日本のおもな大型クルーズ船 その② ～ ～ 船内施設 ～

動くホテルだね！

～ 船の仕事をする人 ～

船 長

副船長 船医 ﾎﾃﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ機関長

医務部甲板部 機関部 営繕部 ホテル部無線部

通信長

通信士

航海士

甲板長

操舵手

甲板員

看護師 機関士

操機長

操機手

機関員

修繕技師

電気技師

大工長

電気士

営繕部員

パーサー

クルーズスタッフ

ショップクラーク

ウェイター/
ウェイトレス

シェフ/コック

プロビジョンスタッフ

ランドリースタッフ

※船によって多少呼び方が変わります。

～ どんな仕事をしているの？ ～

無線部
甲板部

医務部

機関部

営繕部

ホテル部
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～ 船ではたらく人たち ～

国名 比率

フィリピン 63.1%

日本 24.0%

ポーランド 1.9%

イギリス 1.3%

ルーマニア 1.3%

中国 1.0%

インドネシア 1.0%

セビリア 0.8%

アメリカ 0.6%

カナダ 0.4%

クロアチア 0.4%

オーストラリア 0.2%

ボスニア 0.2%

エストニア 2%

ドイツ 0.2%

ハンガリー 0.2%

スロバキア 0.2%

南アフリカ 0.2%

飛鳥Ⅱでは総勢470名、約20ヶ国のスタッフが働いています。

人数

フィリピン

日本

ヨーロッパ

アジア

北アメリカ

オーストラリア

アフリカ

飛鳥飛鳥ⅡⅡは、船内も国際色にあふれています。は、船内も国際色にあふれています。

PG.57

飛鳥Ⅱでは20カ国以上の国々のクルーが働いています。
それぞれのクルーが母国語で書いた「ありがとう」を集めてみました。

ちょっと、練習
してみましょう！

～ 飛鳥Ⅱの紹介 ～

高さ：45メートル
ビルの高さ、15階建て分

全長：241メートル
新幹線先頭車両、約9両分

船幅：29.6メートル
大型観光バス、2.5台分

乗組員：約470名

15階建のビルに相当

×2.5台分

× 9両分

乗客定員：872名

←

45
メ
ー
ト
ル→

～ 快適な施設 ～

飛鳥飛鳥ⅡⅡを楽しもう！を楽しもう！

2015年世界一周クルーズ航路

～ 旅先は地球 ～
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主な寄港地と風景を
紹介しましょう！

横浜港

東京港夕景
富士山と飛鳥Ⅱ

大船渡
瀬戸大橋
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桜島

シドニー（オーストラリア）

オークランド（ニュージーランド） ミルフォード＆ダウトフルサウンド（ニュージーランド）

ケープタウン（南アフリカ共和国）
サントリーニ（ギリシャ）
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ベネチア（イタリア） ドブロブニク（クロアチア）

セーヌ川（フランス） アントワープ（ベルギー）

ニューヨーク（アメリカ） パナマ運河（全長約80km）
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パナマ運河を学ぶパナマ運河を学ぶ

カリブ海⇔ガトゥン閘門⇔ガトゥン湖⇔ゲイラード・カット

⇔ペドロ・ミゲル閘門⇔ミラフローレス湖

⇔ミラフローレス閘門⇔太平洋

「パナマックス」サイズ

◆現在通航可能な船舶のサイズ
全長：294.3メートル
全幅： 32.3メートル
喫水： 12.0メートル

パナマ運河の通路は、上り下り各々３段階（高低差２６ｍ）。
待ち時間を含め約２４時間をかけて通過させる。

◆2016年6月26日拡張工事完成
全長：365.8メートル
全幅： 48.8メートル
喫水： 15.3メートル

パナマ運河

サンフランシスコ（アメリカ） アラスカ（アメリカ）

未知との遭遇がいっぱい！未知との遭遇がいっぱい！ その①その①

普段は見ることのできないたくさんの体験

グリーンフラッシュ 新旧飛鳥ランデブー

自然界に生きる動物たち皆既日食

未知との遭遇がいっぱい！未知との遭遇がいっぱい！ その②その②

＊＊＊ 影がない？！＊＊＊

デッキではあちこちで皆さん記念撮影会。

ペットボトルにまったく
影がありません。

赤道直下では、船ならではの
「影がなくなる日」があります。

一体、なぜ？
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思い出に残る思い出に残る 船上から見る夕日船上から見る夕日 数字で見る数字で見る飛鳥飛鳥ⅡⅡ世界一周クルーズ２０１４世界一周クルーズ２０１４ ①①

～１１２日間というスケールを感じ取れます。～

■総航海距離（予定距離）
３６,７６８マイル（68,094ｋｍ）

■使用した海図 ２６１枚

■造水器でつくった清水量 ４４,１９６㎥

■燃料消費量
Ｃ重油 ８,８３５ｋｌ（ドラム缶44,170本）
ＬＳＧＯ ２８５ｋｌ（ドラム缶 1,424本）

～ 2014月6月29日（日）ｱｽｶﾃﾞｲﾘｰより ～

25ｍプールで
約92杯分！

25m X 16ｍ X 1.2m   480㎥

直径0.6ｍ X 高0.9m 200L

東京～大阪間(556km）
約61往復に相当．．

積み上げると4,000m超
富士山より高い！

■お客様食料品消費量（抜粋）

～ 2014月6月29日（日）ｱｽｶﾃﾞｲﾘｰより ～

お米 9,730ｋｇ
米俵 １６２俵

牛乳 13,950L
大型ﾛｰﾘｰ 約１.３台分

ワイン
3,722本

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ(1.5L)
23,660本

大型ﾛｰﾘｰ 約３.３台分

1俵＝60kg

ビール（小瓶）
17,787本

たまご
115,200個

サラダ油
9,360L

西瓜
1,200個

味噌
1,168ｋｇ

大型ﾛｰﾘｰ車＝10．9KL

数字で見る数字で見る飛鳥飛鳥ⅡⅡ世界一周クルーズ２０１４世界一周クルーズ２０１４ ②②

■消費した消耗品

～ 2014月6月29日（日）ｱｽｶﾃﾞｲﾘｰより ～

２,５６７個（横浜・神戸）

４,６５８通

洗濯用粉石鹸
3,340ｋｇ

ごみ袋
33,264枚

綿棒
42,590本

■各寄港地で投函した郵便物の数

■日本出港時に積み込んだ荷物の数

ゴミ袋

はがき
4,243枚

手紙
415通

数字で見る数字で見る飛鳥飛鳥ⅡⅡ世界一周クルーズ２０１４世界一周クルーズ２０１４ ③③

■クルーズ中に

■フォトショップのスタッフが撮影した写真枚数

■アヴェダサロン＆スパ
スタッフがブローした人数

■ツアー催行本数＝162本 参加人数＝9,894人

■本船ランドリーでお預かりした洋服の総点数＝5,647点

～ 2014月6月29日（日）ｱｽｶﾃﾞｲﾘｰより ～

１４６名 １組

1,273名

147,000枚

４１組

ハネムーナー結婚記念日誕生日を迎えた方

数字で見る数字で見る飛鳥飛鳥ⅡⅡ世界一周クルーズ２０１４世界一周クルーズ２０１４ ④④ ドレスコードドレスコード

飛鳥Ⅱでは、夕方５時頃から、「ドレスコード（服装指定）」
を設けています。

カジュアル インフォーマル フォーマル

「ひとりひとりのお客様が、その夜にふさわしいおしゃれで船内の雰囲気を盛り上げる」という
目的から生まれたルールで、「カジュアル」「インフォーマル」「フォーマル」の３つの分けられます。

＜POINT＞ ドレスコードとは

＜ドレスコードのめやす＞
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① 船は揺れない？船酔いは大丈夫かしら？

② 船内では退屈じゃないかしら？

③ どんな服装をすればいいのかしら？

④ 食事や飲み物は高いのかしら？

⑤ 船って安全かしら？

～～ 心配はいりません心配はいりません～～

心配はいりません。
客船は安全でゆったりと
くつろげます。

「フィンスタビライザー」が横揺れの９０％をカット。
全長が長いので縦揺れも非常に少ない。

イベントが盛りだくさん。退屈どころか忙しいくらい。
ぜひ「ゆっくり景色を楽しむ時間」も作ってください！

優秀な日本人航海士のもとに、最新の安全装置と
ともに運航。乗組員は週に１回お客様の誘導訓練を。

交通費・ホテル代・イベント代・お食事代・お飲み物代等
はすべて含まれています。（ｱﾙｺｰﾙ類、ｴｽﾃ等一部を除く）

夕食以降のお時間に「ドレスコード」を指定しています。
ぜひおしゃれをして船内生活をお楽しみください！

さあ、いよいよ

楽しいクイズの

時間です。

今日は、賞品として、

を 10冊 用意しました。

第１問

クイズ大会クイズ大会!!!!

地球の表面で、海の面積は約70%を占める。

○かＸか？

海

青色が海、緑・茶・白色が陸地

第１問 解答

○
地球の表面の約70.8%が海で、陸が29.2％である。

クイズ大会クイズ大会!!!!

注意!!
面積がこんなに違います。

メルカトル図法（正角円筒図法） モルワイデ図法（正積図法）

ちょっと、お勉強！

グリーンランド

南極
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メルカトル図法（正角円筒図法）

日本
日本

「日本は東の果ての国」 と言われる理由がわかります。

ちょっと、お勉強！

日本で一般的に使用されている世界地図

第２問

南極と北極の氷では、北極の氷の方が
塩からい。

○かＸか？

海

クイズ大会クイズ大会!!!!

第２問 解答

北極の氷は、 が固まってできたもの。

○

クイズ大会クイズ大会!!!!

南極の氷は、 が固まってできたもの。雪

だから北極の氷は塩辛いのです。

海水

第３問

飛鳥Ⅱは英語表記すると、「M.S. ASUKAⅡ」。
これは、英語で船が“Sｈe”と女性となることに
由来している。

○かＸか？

客船

クイズ大会クイズ大会!!!!

第３問 解答

×
M.S.ASUKAⅡのM.S.は、MOTOR SHIPの略語である。
従って、Ms.ではなく、M.S.である。

クイズ大会クイズ大会!!!!

第４問

飛鳥Ⅱを立てると、郵船クルーズ本社のある
横浜ランドマークタワーより高くなる。
注）写真には遠近感があります。

○かＸか？

客船

クイズ大会クイズ大会!!!!
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第４問 解答

×

横浜ランドマークタワーの高さは、296ｍ。

241m

296m

クイズ大会クイズ大会!!!!

飛鳥Ⅱの長さは、241ｍ。

第５問

海の一番深いところに、世界一高い山エベレスト
を入れると、完全に沈んでしまう。

○かＸか？

海

クイズ大会クイズ大会!!!!

第５問 解答

○
完全に沈んでしまう。
エベレストの高さは、8,848ｍ。

世界で最も深い海（海溝）マリアナ海溝の深さは
10,924ｍもある。

イラスト：日本海事広報協会提供

クイズ大会クイズ大会!!!!

第６問

３つの大洋とは、太平洋、大西洋、
地中海である。

○かＸか？

海

クイズ大会クイズ大会!!!!

第６問 解答

３つの大洋とは、

×

クイズ大会クイズ大会!!!!

７つの大洋とする場合は、北太平洋、南太平洋、
北大西洋、南大西洋、インド洋、北極海、南極海となる。

太平洋、大西洋、インド洋。

第７問

山梨県・群馬県・埼玉県・栃木県の
４県以外で、周りを海に接していない
県は他に４つある。

○かＸか？

海

クイズ大会クイズ大会!!!!
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第７問 解答

４県以外で海に面していないのは、

○

クイズ大会クイズ大会!!!!

奈良県の４県である。滋賀県、
長野県、

岐阜県、

合計８県が「海なし県」。

第８問

海岸線の一番短い都道府県は、
大阪府である。

○かＸか？

海

クイズ大会クイズ大会!!!!

第８問 解答

×
１番短いのは鳥取県129ｋｍで第39位である。
大阪府は、240ｋｍで第34位。

国土交通省 河川局 海岸統計（平成22年度版）

クイズ大会クイズ大会!!!!

第９問

今年の“海の日”は、７月１８日であったが、
今年から制定された “山の日”は、
８月１１日である。

○かＸか？

海と山

クイズ大会クイズ大会!!!!

サービスクイズ

第９問 解答

「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを
趣旨としている。

日本は山の文化と海の文化の融合によって形成されて
いるので、“美しい自然が次世代につないでいける
ように”との目的が込められている。

○

クイズ大会クイズ大会!!!!

第１０問

「海は広いな大きいな・・・」 で始まる
童謡「海」の作詞者と作曲者は、
二人とも海なし県の出身である。

○か×か？

海

クイズ大会クイズ大会!!!!
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第１０問 解答

作曲 ： 井上武士（いのうえ たけし） 群馬県勢多郡芳賀町
（現前橋市）

○

クイズ大会クイズ大会!!!!

作詞 ： 林 柳波（はやし りゅうは） 群馬県沼田市

今日のお話は
これで おしまい です。

「海っ娘塾」 を楽しめましたか？

関東海っ娘塾 の みなさん

それでは、

また、会いましょう！

楽しい夏休みを

山

で満喫して下さい！

海と


