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【ホームカミングデーとは】
　横浜国立大学ホームカミングデーは、同窓生、学生、教職員、本学に関係ある人々
がキャンパスに集い、種々のイベントに参加することによって旧交を温め、また、学部、
世代、属性の垣根を越えて親睦を深めるものです。この「繋がり」がYNUを支えて
いく礎になることを期待しています。

第８回HCD開催にあたって ～鈴木邦雄学長からのメッセージ～第８回HCD開催にあたって ～鈴木邦雄学長からのメッセージ８回HCD開催にあたって ～鈴木邦雄学長からのメッセージ～
　本年度から学長として第２期目の任にあたっています。これまでの４年余は大学の社会的存在意義の向上
のため教育・研究はもとより、キャンパス整備など広範にわたって機能の強化に携わることができました。
これは大学関係者の皆様のお力添えによるものと感謝しています。とりわけ、卒業生・同窓会の方々には創
立60周年事業の活動をはじめ、キャリアサポートなど多岐にご支援・ご協力をいただいていることは本学
にとって心強いかぎりです。
　ホームカミングデーの開催にあたっても同窓会の主体的な運営があればこそであり、協働している大学と

しても卒業生の方々と一体となれる喜びを強く感じています。今回で第８回目となりますが年々、充実したイベントとなって
おり、YNUの底力を見る思いです。
　ホームカミングデーを通して各同窓会の連携も進み、昨年からは全学関係者を構成員とする校友会の設立構想も進展してい
ます。校友会はオールYNU体制の象徴となるものです。第８回ホームカミングデーに多くの方々がご参加くださることは勿論、
校友会構想についての情報共有の絶好の場となることを強く願っています。
　最後になりますが、同窓会・実行委員会委員の皆様のご努力に感謝申しあげます。 　横浜国立大学長　鈴木邦雄　

Welcome to YNU-HCD ～実行委員長挨拶～Welcome to YNU-HCD ～実行委員長挨拶～
　今年のテーマは、「YNUの学風、伝統を見つめる」で、メイン講演者は相澤益男先生（工学部1966年卒）です。
先生は内閣府総合科学技術会議議員として日本の科学技術政策の舵取り役を務められ、更に東京工業大学学
長、国立大学協会会長として大学改革を進めてこられました。大学においてグローバル化が進んでいる今、
先生の広い視野に立ってのYNUの学風や伝統を見つめたご講演は多くの示唆が含まれていると思います。
　その他に、学風・伝統を象徴するYNUの４つの精神「実践性・先進性・開放性・国際性」を実感できるイベン
トを多く用意しています。OB&OG及び在学生・サークル仲間・大学教職員・ご家族・ご友人を誘って頂き、多

くの皆様方がYNU-HCDをお楽しみ下さい。 第８回ホームカミングデー実行委員長　鈴木弥栄男（工学部1969年卒）　

第８回テーマ：YNUの学風、伝統を見つめる第８回テーマ：YNUの学風、伝統を見つめる

【ホ ムカ グデ とは】

　名教自然碑は、本学工学部（現理工学部）の
横浜高等工業学校初代校長鈴木達治の功績を顕
彰した碑で、1937年11月に建立しました。
正面に鈴木達治自筆の「名教自然」の大字が、
また裏面に徳富蘇峰の撰文が横浜を代表する実
業家原三渓による楷書で彫り込まれています。
　「名教自然」の四文字には、学問は強制され
るものではなく、自らの意思で自発的に、自由
に学ぶべきものであり、自学自発の教育主義に
より、すぐれた人材を育成するという意味が込
められています。
　本碑は横浜高等工業学校発祥の地、弘明寺工
学部本館前に設置されていましたが、1978年
工学部の常盤台キャンパスへの移転に伴い現在
位置に移築され、2000年５月に国の登録有形
文化財に指定されました。

登録有形文化財　
横浜国立大学名教自然碑
登録登録登録録登録登録登録登録登録有形有形有形有形有形有形有形有形形文化文化文化文化文化文化文化文 財財財財財財財財
横浜横浜横浜横浜横浜横浜横浜横浜横 国立国立立立立国立国立国国 大学大学大学大学大学大学大学大学大学大 名教名教名教名教名教名教名教名教名教教教自然自然自然自然自然自然自然自然然碑碑碑碑碑碑碑碑
登録有形文化財　
横浜国立大学名教自然碑



7名教自然碑名教自然碑

講演者：2013年科学技術振興機構顧問　2007-2013年内閣府総合科学技術会議常勤議員
　　　　2001-2007年東京工業大学学長　1971年東京工業大学大学院博士課程修了　1966年横浜国立大学卒業 
会　場：理工学部講義棟A-202教室（マップ②）
内　容：アジアの躍進に突き動かされ、世界は地球規模課題に直面しつつ、大転換期に遭遇。こうした課題に対応し未来社

会を切り拓くには、科学技術イノベーションが不可欠。今こそ、日本が世界のイニシアテイブを取り、先導的役割
を果たすべき時。このような背景のもと、国際連携強化の為にも重点的に推進されるべき「世界を惹きつける卓越
した科学技術の持続的な創出」、「未来社会づくりに挑む科学技術イノベーションの創出」「グローバル人材の育成」
についてご説明します。

会場：第２食堂（マップ①）　　時間：14:00 ～ 16:00
内容：恩師・青春を共有した友と語り合いませんか。

YNUの原点に触れたその先に、新しい一歩を踏み出しましょう。
参加費を事前にお振込みいただいた方
・・・事前に送付しました参加証を会場内受付にてご提示下さい。
参加費を事前にお振込みいただいていない方
・・・会場内受付にてお支払い下さい。
　　卒業生・教職員4,000円、その家族・学生1,000円

メイン講演「未来社会づくりに挑む科学技術イノベーション」

交流会（要参加費）

各　企　画
――――――――講演会――――――――
●豊かな教育を語る会
　会場：理工学部講義棟A-104教室（マップ②）　　
　内容：経験豊富な現役教諭などを講師にむかえ、教育現場におけ

る優れた実践研究の成果が発表されます。
●講演「電子黒板を活用した新たな理科授業」
　会場：教育人間科学部講義棟７号館102教室（マップ④）　　
　講師：教育人間科学部 和田一郎 准教授
　内容：理科教育の諸課題を、電子黒板をはじめとしたICT 機器の

活用によって、いかに解決するか？その一端をご紹介します。

●講演「生活習慣病って、一体何者？」
　会場：理工学部講義棟A-201教室（マップ②）
　講師：埼玉医科大学 千本松孝明 准教授
　内容：生活習慣病とは、いったい何者で、我々にどのように近づいて

くるのでしょうか？まずは理解することからはじめましょう。
●工学研究院講演会（横浜三工会共催）
　「未来の医療を切り拓く再生医療と細胞組織工学の今」
　会場：理工学部講義棟A-208教室（マップ②）　
　講師：工学研究院 福田淳二 准教授
　内容：この１月、工学研究院機能の創生部門に着任された福田淳

二 准教授にホットな再生医療について、分かりやすくお話
しをして頂きます。

●講演「鈴木達治（煙洲）先生と名教自然」
　会場：理工学部講義棟A-110教室（マップ②）　　
　講師：村松四郎 氏（橫浜高等工業学校卒）
　内容：横浜高等工業学校初代校長鈴木達治（煙洲）先生の教育方針

や、徳富蘇峰氏との交流など、名教自然碑にまつわる歴史
や裏話を紹介します。

――――――スポーツイベント―――――
●アンチエイジング体操
　会場：中央図書館情報ラウンジ（マップ③）　　
　講師：教育人間科学部 高橋和子 教授
　内容：「美しく歳を重ねる」をテーマに、日常の動き（歩く・座る）

を意識した体操などを紹介し、長生きのコツを見つけます。
●子どものための陸上教室（雨天中止）
　会場：陸上競技場（マップ⑨）
　内容：短距離、投てき、跳躍などの各種目に分かれ、YNUスポー

ツアカデミーの講師が指導しつつ、 記録への挑戦をします。

―――――――コンテスト―――――――
●YNU日本語スピーチ大会２０１３
　会場：理工学部講義棟A-105教室（マップ②）　　
　内容：横浜国立大学留学生による日本語スピーチコンテストです。
　　　　初中級・上級の各レベル毎に個性あふれるスピーチが行われます。
●ビジネスプランコンテスト
　会場：理工学部講義棟A-102教室（マップ②）　　
　内容：主に横国生を対象としたチーム制コンテスト形式のビジネス

プランコンテストで、運営も横国生が担います。この大会を
通じて実践的な知識や技術を学び、大きく成長する姿をご覧
ください。

―――――――コンサート―――――――
●グリークラブコンサート
　会場：中央図書館メディアホール（マップ③）　　
　内容：日頃から練習に励み積極的な演奏活動をしているグリーク

ラブとそのOB、OB合唱団が、ホームカミングデーでそれ
ぞれの演奏と合同演奏を披露します。

――――――その他のイベント――――――
●入試説明会
　会場：理工学部講義棟A-107教室（マップ②）　　
　内容：横浜国立大学を目指す人のための入試説明会です。
　　　　平成26年度入試「募集要項（願書）」の頒布も行います。
●ワンダーフォーゲル部企画展　―創部55周年のワンゲルの伝統―
　会場：理工学部講義棟A-106教室（マップ②）　
　内容：創部55周年を迎えたワンダーフォーゲル部の活動やこれま

での歴史を、写真や貴重な資料でご紹介します。
●グローバルスタディーズ（パネル展示）
　会場：中央図書館情報ラウンジ（マップ③）　　
　内容：教育人間科学部人間文化課程のカリキュラムの一つとして、

本学学生と世界各地の提携校の学生同士が世界について学
び合った成果を展示発表します。

第8回 橫浜国立大学ホームカミングデー CAMPUS AREA MAP
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② 理工学部講義棟A（S5-5）
・メイン講演
・豊かな教育を語る会
・講演「生活習慣病って、一体何者？」
・工学研究院講演会「未来の医療を切り拓く
再生医療と細胞組織工学の今」
・講演「鈴木達治（煙洲）先生と名教自然」
・YNU日本語スピーチ大会2013
・ビジネスプランコンテスト

⑦ Sガーデン
　 ローソン

 総合案内

③ 中央図書館（S3-6）
・アンチエイジング体操
・グリークラブコンサート
・グローバルスタディーズ
　 Shoca.（カフェ）

⑤ 大学会館
　 購買書籍部
　 食堂（シェルシュ）

⑥ 教育文化ホール（S1-2）
・YNUミュージアム

⑨ 陸上競技場
・子どものための陸上教室

・ワンダーフォーゲル部企画展 
　―創部55周年のワンゲルの伝統―
・ミニシンポジウム「“いのち”の語らい ―国
大から自然・動物・人間の共生を考える―」
・南極クラス
・キャンパスツアー集合場所
・入試説明会（S5-7）

① 第２食堂
・交流会

④ 教育人間科学部講義棟７号館（S2-2）
・教育デザインフォーラムポスター発表会
・講演「電子黒板を活用した新たな理科授業」
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 臨時シャトルバス乗り場8
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…マップ番号

…施設番号

…お手洗い

…食堂・売店等

…バス停留所

臨時シャトルバス乗り場臨時シャトルバス乗り場
総合案内総合案内

第２食堂第２食堂

SガーデンSガーデン

相澤益男 氏

交番



会　　場 企　　画
時　　間

理工学部講義棟A
（マップ②）

メイン講演

豊かな教育を語る会

講演「生活習慣病って、一体何者？」

工学研究院講演会「未来の医療を切
り拓く再生医療と細胞組織工学の今」

講演「鈴木達治（煙洲）先生と名教自然」

YNU日本語スピーチ大会2013

ビジネスプランコンテスト

入試説明会

ワンダーフォーゲル部企画展
―創部55周年のワンゲルの伝統―

ミニシンポジウム「“いのち”の語
らい―国大から自然・動物・人間
の共生を考える―」

南極クラス

キャンパスツアー

教育人間科学部講義棟
7号館（マップ④）

教育デザインフォーラムポスター
発表会

講演「電子黒板を活用した新たな
理科授業」

中央図書館（マップ③）

グリークラブコンサート

グローバルスタディーズ

アンチエイジング体操

陸上競技場（マップ⑨） 子どものための陸上教室

第２食堂（マップ①） 交流会

食堂・カフェ・売店

タイムテーブル

YNUミュージアムについて

●教育デザインフォーラムポスター発表会
　会場：教育人間科学部講義棟
　　　　7号館201・202・203・210・211教室（マップ④）　　
　内容：大学院教育学研究科の学生が、さまざまな分野について日

ごろの研究成果をまとめ、ポスターセッションを行います。
●ミニシンポジウム「“いのち”の語らい―国大から自然・動物・
　人間の共生を考える―」
　会場：理工学部講義棟A-207教室（マップ②）　
　内容：緑豊かな国大キャンパスで、長年、学内の環境保全と“小さ

な命（のら猫）“を救う活動に従事してきた市民・学生・教
職員ボランティアが、卒業生と共に「共生」をテーマに語
り合います。

●南極クラス
　会場：理工学部講義棟A-203教室（マップ②）　
　内容：２万年前の南極氷。弾き出る太古の大気の音を、聞いてみ

ませんか？元南極観測隊員がお話しする南極クラスで体験
できます。（2013年キッズデザイン賞＆グッドデザイン賞
受賞）

●キャンパスツアー 
横浜国立大学で一番見晴らしの良い国際社会科学研究棟の屋上か
らの眺望やキャンパス内の名所をご案内します。 
　出発時間：①10:10　②11:00　③12:10　④:13:00　
　所要時間：約50分　　集合場所：理工学部講義棟A前（マップ②）
※事前申し込みは不要です。出発時間５分前までにお集まりください。

　次の場所が営業しておりますので、ご利用下さい。 　YNUミュージアムは、大学の歴史・伝統、教育・
研究成果、学生の活動を社会にわかりやすく示すこ
とを目的として設立されました。
　時代の変遷の中でYNUがどのように歴史を刻み、
現在へと歩んできたのか、そしてこれからYNUが目
指す未来への展望を、資料や写真等の展示によりご
紹介していますので、是非お立ち寄り下さい。
場　　所：教育文化ホール１階（マップ⑥）
開館時間：10:00 ～ 14:00

10:00

10:00～11:3010:00～11:30

11:30～12:3011:30～12:30

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

10:00～11:3010:00～11:30

10:00～11:3010:00～11:30

10:00～12:0010:00～12:00

10:00～14:0010:00～14:00

10:00～14:00の間で４回実施10:00～14:00の間で４回実施

10:00～16:0010:00～16:00

14:00～16:0014:00～16:00

10:00～12:3010:00～12:30

10:10～11:2510:10～11:25

10:25～11:2510:25～11:25

10:30～11:3010:30～11:30

10:30～15:1010:30～15:10

12:40～13:4012:40～13:40

12:40～13:5012:40～13:50

12:40～13:4012:40～13:40

12:45～13:4012:45～13:40

14:30～16:3014:30～16:30

場所 営業形態 営業時間

大学会館
（マップ⑤）

1F 購買書籍部 飲食物・大学グッズ
販売 10:00～16:00

2F 食堂（シェルシュ）
食堂

（席のみの利用は
 10時より可）

11:30～13:30

Ｓガーデン（ローソン）（マップ⑦） 飲食物等販売 終日
図書館カフェShoca.（マップ③） カフェ 10:00～14:00



横浜駅西口
↓

横浜国立大学
（往路）

横浜駅西口
バス乗り場 バス会社 系統・行先 大学最寄バス停 最寄門

9 相鉄バス 浜１１系統・釜台住宅第３行
浜１１系統・釜台経由上星川駅行

　釜台住宅第１
　　／釜台住宅第２ 西門

11 横浜市営バス ２０２系統・循環外回り　横浜駅西口行 岡沢町（正門側） 正門
14 横浜市営バス ２０１系統・循環内回り　横浜駅西口行 岡沢町（交番側） 正門
14 神奈川中央交通 ０１系統・中山駅行 岡沢町（交番側） 正門
10 相鉄バス 浜５系統・交通裁判所経由　横浜駅西口行 岡沢町（交番側） 正門

横浜国立大学
↓

横浜駅西口
（復路）

最寄門 大学最寄バス停 バス会社 系統・行先
西門 釜台住宅第１／釜台住宅第２ 相鉄バス 浜１１系統・横浜駅西口行
正門 岡沢町（正門側） 横浜市営バス ２０２系統・循環外回り　横浜駅西口行
正門 岡沢町（交番側） 横浜市営バス ２０１系統・循環内回り　横浜駅西口行
正門 岡沢町（正門側） 神奈川中央交通 ０１系統・三ツ沢西町経由　横浜駅西口行
正門 岡沢町（交番側） 相鉄バス 浜５系統・交通裁判所経由　横浜駅西口行

横浜モアーズ横浜モアーズ

ホームカミングデー
臨時シャトルバス乗り場
ホームカミングデー
臨時シャトルバス乗り場

横浜銀行横浜銀行
松屋松屋

セイジョーセイジョー

横浜
プリンス
会館

横浜
プリンス
会館

首
都
高
速
道
路

首
都
高
速
道
路

エフテム
白十字ビル
エフテム
白十字ビル

情報セキュリティ
大学院大学
情報セキュリティ
大学院大学 東京急行

電鉄
東京急行
電鉄

モスバーガーモスバーガー

ファミリー
マート
ファミリー
マート

横浜鶴屋町郵便局横浜鶴屋町郵便局

中華
珍来
中華
珍来

きた
西口
きた
西口

横浜駅
西口
横浜駅
西口

至
相
鉄
線

至
相
鉄
線

西
口
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

西
口
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

　大学会館１階購買書籍部で、YNUオ
リジナルグッズを販売しています。来校
記念に是非お立ち寄りいただき、オリジ
ナルグッズ＆YNUにより一層親しんで
ください。
場所：大学会館１階 購買書籍部
　　　（マップ⑤）
時間：10:00 ～ 16:00

≪横浜市営地下鉄≫　　　　　　　　　　　　　　　　≪相鉄線（各停）≫
　 横浜駅→三ツ沢上町駅→正門（徒歩約16分）　　　　　 横浜駅→和田町駅→南門・南通用門（徒歩約20分）

　本学では、卒業生・修了生との連携を深めることを目的として、皆様が卒業・修了された後
も大学からの各種行事、広報等のお知らせをご案内するため、卒業生情報の登録ページを設け
ました（広報誌やウェブサイトのインタビュー記事等を依頼させていただくこともあります）。
　本趣旨と使用内容をご理解の上、ご賛同いただける場合は、下記ページよりご登録をお願
いします。また、ご同意いただける場合には、それぞれ卒業・修了された学部・研究科等の
同窓会にもデータを送付します。
＜卒業生・修了生データ登録システム＞
https://www.jmk.ynu.ac.jp/graduate/
大学HP→卒業生の方→卒業生・修了生データ登録

YNUオリジナルグッズの
販売について

卒業生・修了生データ登録のお願い

アクセス案内

臨時シャトルバスについて

※キャンパス内は、駐車場の余裕がありませんので、自家用車によるご来場はご遠慮ください。※キャンパス内は、駐車場の余裕がありませんので、自家用車によるご来場はご遠慮ください。

総合案内の最寄バス停は釜台住宅第１です。総合案内の最寄バス停は釜台住宅第１です。●バスでのご案内●バスでのご案内

●電車＋徒歩でのご案内●電車＋徒歩でのご案内

臨時シャトルバス時刻表臨時シャトルバス時刻表

　ホームカミングデー当日に限り、横浜駅西口～横浜国立大学第２食堂前（マップ⑧）間で臨時シャトルバスを運行しますので、ご利用下さい。
　※バス運賃／ご寄付100円をお願い申し上げます。

横浜駅西口から、向かって右手に見える横浜モアーズ沿いの道路を直進し、高速道路下の橋を渡って
最初の交差点を右に曲がってください。道なりに歩くと右手に臨時シャトルバス乗り場が見えます。

本システムに関するお問い合わせ先
横浜国立大学総務部広報・渉外室
  ０４５－３３９－３０１６
　sotsugyo@ynu.ac.jp

【往路】横浜駅西口⇒第２食堂前

９時 20　30　40　50

10時 00　15　30　45

11時 00　20　40

12時 00　30　

13時 00　30

【復路】第２食堂前⇒横浜駅西口

12時 00　15　30　45

13時 30

14時 00　30

15時 00　20　40

16時 00　15　30　45


