臨時シャトルバスについて

ごあいさつ
長谷部 勇一

横国 Day は、卒業生の皆様ならびに本学に関わるすべての皆様をお迎えして交流を盛んにするイベントです。この
機会に現在の横浜国大を知っていただくとともに，卒業生の皆様には教職員や同窓の方々と旧交を温め，ご家族あるいは
地域の皆様には各種イベントを楽しんでいただきたく存じます。
今年 4 月、本学は 50 年ぶりの全学的な学部改革を行い、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部と
いう 5 学部体制となりました。今後、実践的な研究と教育をさらに向上させて、国際的に卓越した大学＝グローバル・
エクセレンス大学を目指していく所存です。そのためには、卒業生、本学に関わるすべての皆様との「絆」がますます
重要となります。横国 Day を通して、皆様と大学との連携がさらに深まることを願っています。

横国 Day 実行委員長

横国Day行き

岡野

富丘会 理事長

面

JTB

出口５

《臨時シャトルバス》と《学内バス》
は異なります。
横国Day当日は、休日の為《学内
バス》は運行しておりませんので
ご注意下さい。

横浜駅西口

横浜ベイシェラトンホテル

井上 誠一

過去 11 回に亘り盛大に行われてきたホームカミングデーは、今年は趣向を変えて「横国 Day」として開催され
ることになりました。卒業生どうしの交流は基より、卒業生と恩師の先生方、卒業生と現職員・OB 職員、卒業生
と若い現役学生、卒業生と地域の方々など、YNU に係わるすべてのコミュニティーの方々が交流を深めることに
より、大学を支援する輪が広がります。大学の充実・発展を示す 50 年振りの新学部（都市科学部）誕生を祝福し、
新しく策定された YNU Action Plan の基で研究力・教育力を高めようとする YNU に力強いエールを送りましょう。
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第12回 横浜国立大学 ホームカミングデー

エキニア横浜

10/14（土）

歩道橋

出口 7

第 1 バスターミナル

横浜髙
横浜
髙島屋

モアーズ

TAX
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派出所

交番
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JOINUS ジョイナス

横浜駅
相鉄口

（再開発中）

横浜駅西口

臨時シャトルバス時刻表
―順

【往路】横浜駅西口22番バス停⇒横浜国立大学（15便）【復路】横浜国立大学⇒横浜駅西口22番バス停（18便）

９時 9:20 9:30 9:40 9:50

12時 12:00 12:15 12:30 12:45

10時 10:00 10:15 10:30 10:45

13時 13:45

11時 11:00 11:20 11:40

14時 14:00 14:30

12時 12:00 12:30

15時 15:00 15:20 15:40

13時 13:00 13:30

16時 16:00 16:30
18時 18:10 18:20 18:30

その他の
アクセス

横浜駅西口
↓
横浜国立大学
（往路）

バスでのご案内
総合案内の
最寄バス停は
岡沢町です。

横浜国立大学
↓
横浜駅西口
（復路）

有料バス

横浜駅西口第1
バスターミナル

バス会社

9

相鉄バス

11

系統・行先

大学最寄バス停

最寄門

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

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（正門側）

正門

14

神奈川中央交通

０１系統・中山駅行

岡沢町（正門側）

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（正門側）

正門

最寄門

大学最寄バス停

バス会社

西門

釜台住宅第１／釜台住宅第２

相鉄バス

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

お問い合わせ

時代を、学部を超えて。横国 Day でツナガル。

系統・行先

共催：校友会、友松会、富丘会、名教自然会

横浜国立大学 広報・渉外課

おかえりなさい。ようこそ「みはるかす」の丘へ

浜１１系統・横浜駅西口行

※駐車場のご利用はできませんので、自家用車でのご来場はご遠慮ください。

主催：横浜国立大学

路―

横浜駅西口から、向かって
左手に見える横浜髙島屋沿い
に進み、岡野町方面に向かい
ま す。最 初 の 交 差 点 を 横 浜
ベイシェラトンホテル側に
渡ります。
横浜ベイシェラトンホテル
前にバス乗り場があり、22番
乗り場から臨時シャトルバス
にご乗車いただけます。

17時 17:00 17:15 17:45

富丘会は、大学生・留学生の皆さんに有意義な機会を提供しようと様々な取り組みをしてきました。連携講義、
就職相談員による指導、面接官を卒業生が担当し、学生の就職対策の準備、若手セミナー・懇親会を通じ卒業生と
対話のできる機会の提供などが挙げられます。横国Dayを通じ、大学と、校友会、３同窓会が協力し、神奈川の発展
に寄与することはもとより、グローバルに活躍できる人材を輩出していく横浜国立大学として、プレゼンス向上に
向けた取り組みを考え、共有・実行していく起点になることを望みます。

̾

2017

宮田 芳文

名教自然会 会長

【ご 注 意】

出口10

市営
地下
鉄

従来行われていた HCD が新たに「横国 Day」として、大学が主体で開催されることは、素晴らしいことです。
この時期、大学では大きな変革期を迎えております。校友会の推進、学部新設、基金室設置などどれをとっても、
大学の充実、発展にとって必要なものばかりです。私たち友松会は教育学部改編、教職大学院新設など新たに学部
環境は変わりましたが、これらの充実、発展のために最大限の支援、協力を行っていく所存です。
友松会では、当日午後からの「横国 Day」開催に先立ち、午前中に、
「豊かな教育を考える会」を開催します。
「豊
かな教育について語る会」で教育について語り、「横国 Day」で母校・横浜国立大学の今を知るいい機会です。
たくさんの方々の参加を期待しています。

町方

ブ
ル
ーラ
イン

芦川 弘

出口９

出口６

杉田 亮毅

友松会 会長

（第12回ホームカミングデー）

バス22番乗り場

内海橋

泉 宏之

校友会は発足して３年目に入り、特に校友会学生幹事会が積極的に学生目線で様々な活動を企画実践して、参加者
も着実に増えてきており、校友会設立の効果も実感できております。
今年度は４月に、「都市科学部」が新設され、学長からの 21 世紀新時代にふさわしい、
「グローバル・エクセレ
ンス大学をめざして」という新たなスローガンのもと、挑戦的な中期目標・計画の推進がスタートし、大学基金も
始まりました。卒業生のみなさんには、
大学のランクアップのために一人でも多くの方に寄附金応援をお願いします。
本年より「横国 Day」と衣替えしたこの場に、是非 YNU 関係者多数が参加して、大学の近況・将来展望への
理解を深め、YNU の一体感を一層深めていただければ幸いです。
理

臨時シャトルバス乗り場

22

東京建物横浜ビル

横浜国立大学からの情報発信の場とすべく、これまでのホームカミングデーを「横国 Day」として衣替えすること
になりました。そのため、
本学が主催し、
校友会と各同窓会には共催という形でご支援をいただく体制に変更しました。
今回は、大学が中心に企画した午後のメインイベントに皆さまが参加できるように、プレイベントは午前中に
開催するスケジュールとしています。また、各学部のご協力によるプレイベントも設けました。
多くの皆さまと、横国 Day の新たな第一歩を踏み出したいと思っております。

校友会 会長

ラ
シカメ
ヨドバ

横浜国立大学 学長
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横国Day当日に限り、横浜駅西口第２バスターミナルより臨時シャトルバス（無料）を運行しますのでご利用下さい。

TEL: 045-339-3016 E-Mail: koho@ynu.ac.jp

旧学芸学部校舎（鎌倉）

旧経済学部校舎（清水ヶ丘）

旧工学部校舎（弘明寺）

学生歌「みはるかす」は 60 年という時を経てなお、その響きが遠く遥かなものを見せている歌、心に残る歌として広く歌い継がれています。

1

2

グローバル・エクセレンス大学
を目指して
―真のグローバル教育の推進―

本学では語学力だけ
で なく、文 化・歴 史
等背景の異なる人々
と接するグローバルな
環境下で専門的知識
を活かし高い成果を
生みだす力を習得する
ための実践的学びの
機会を充実させてい
ます。講 演 で はその
具体を紹介します。

横浜国立大学

長谷部

ひじりが丘

学長

勇一

グリークラブ & ピアノ
コンサート

3

今春、横浜国立大学にとって 50 年ぶりと
なる新学部、都市科学部が発足しました。
学部の紹介と、この４月に入学した１年生
が半年間で学んだこと、将来どのように
「都市の未来へ挑戦」したいかをスピーチ
します。

［13:35-13:50］

メインイベント

6

［15:35-16:15 ］ 校友会主催による部活動支援プロジェクト
敦子 氏

横 浜 国 立 大 学 経 済 学 部 卒 業。2001年、演 奏 不 可 能と
いわれたリスト作曲「超絶技巧練習曲1837年版」日本初演
にてデビュー。
「稀代のリスト弾き」と評される。作曲家
伊福部昭氏より絶大な信頼を受け、20 04年５月には「日
本狂詩曲」ピアノ独奏版を献呈され、初演。2012年９月
にリリースされ たCD「伊 福 部 昭ピ アノ曲 集」は月刊誌
「レコード 芸 術」にて特 選 盤に 選 ば れる。その 音 楽は、

です。大学へ登録している体育系・文化
系団体よりエントリーされた中から、年間
の部活動の活動実 績の事前審 査を経た
上位各 3 団体が参加します。学生が 3 分
間のパフォーマンスを行い、当日会場の
皆さん の 決 戦 投 票により受 賞 者を決 定
します。

豊かな音楽性を支えとした精妙な表現と評され、2016年

［15:05-15:35 ］

には、カーネギーホールにてリサイタルなど活躍。

交 流 会（要参加費）

CAMPUS AREA MAP

東通用門

国際教育センター

ト
への 徒 歩ルー

（一部食事スペースがあります）

正門

小宮

昼食移動販売車

（11:00 〜 14:00）

中央広場

岡沢町

工学基礎研究棟

※このエリアは試験を行っているため
立ち入りできません

多目的
運動場

中央図書館

正安 教授
釜台住宅第1

人文社会系研究科独文科博士課程満期単位取得。秋田
大学を経て現在、横浜国立大学都市イノベーション研究院

国大西

教授（都市科学部兼担）。専門はヨーロッパ文化史。

交流会会場

教育文化ホール

※このエリアは試験を行っているため
立ち入りできません

YNU 校友会 第３回総会
11:30 〜 12:00

第１食堂

南門

西門

南通用門

大学と地方銀行による持続的かつ
魅力的な地域振興のあり方

横浜新道

U ミュージアム
N
Y 10:00 〜 16:15

庭球場

「ボクらの船舶展
―横浜国大の船舶工学」

野球場

急速な人口減少が進む
中 で 地 域 社 会 を持 続
させていくという、私
たちはこれまで経験した
ことのない困難な対応
が 求められています。
YNU は「都市科学部」
を新設され、地域との
融合にも力を入れており、地域金融機関
である横浜銀行の取組みとも重なること
が多くあります。私自身の銀行業務から見
える地域振興の課題についてお話します。

［14:35-15:05］
横浜銀行 代表取締役頭取

臨時シャトルバス
発着所・到着所

調整池

東 京都出身。東 京大学文学部社会学科卒業。同大学院

5

メインストリート
教育文化ホール前付近

棟
工学 基 礎 研究

［13:50-14:25］
都市イノベーション研究院

食事スペース

N

北門

ウィーンというと、日本
で は「音 楽 の 都」と
して有名です。ですが、
な ぜこの 街 は「音 楽
の 都」に な った の で
しょうか、そして現在
の 姿とは？ 学 生 を 率
［13:20-13:35］
いて 毎 年 行 って い る
ス タ ディーズ ツ アー
の 成 果 も交 え、お 話
「都市の未来へ挑戦する」
します。
学部紹介・学生スピーチ

グリークラブコンサート
では、創部以来 70 年
の伝統ある本学グリー
クラブ合唱団が OB と
ともに男声合唱の魅力
をお届けします。曲目
は OB 合 唱 団による
「愛する歌」をはじめ、
現役グリークラブ学生
が愛唱曲を歌います。
【会 場】教育文化ホール（大集会室）
ピアノコンサートでは、経済学部卒業生
の世界的なピアニスト川上敦子氏をお招
きし、優雅な午後の一時を皆様と一緒に
楽しむピアノコンサートを開催いたします。
部活動支援プロジェクト
曲目はリスト「エステ壮の噴水」
、ショパン
「YNU CLUB AWARD 2017」
「幻想即興曲」など。
川上

4

現地で学ぶ！
「音楽の都ウィーン」の現在（いま）

各同窓会からの推薦協力を得て、本学の
設 置 する 委 員 会 に お いて決 定 され た、
社会的貢献度が高く、その功績が在校生
の 鑑となる 横 浜 国 立 大 学 の 卒 業 生を、
「YNU プラウド卒業生」として表彰いた
します。

［13:00-13:20］

7

横浜国立大学
YNU プラウド卒業生表彰式

川村

健一 氏

神奈川県出身。1982年横浜国立大学経済学部卒。同年

プレイベント
10:00-12:30

10:00-12:30

教育学部の歴史をふり返る
国際教育センター 1F 103

「経済学部の今・昔―清水ヶ丘から常盤台へ―」
国際教育センター 1F 106

「経営学部創設50周年記念：スライドで振り返
10:00-12:30 る経営学部の50年」
国際教育センター 1F 101

10:00-12:30

横浜銀行入行。新横浜支店長、綱島支店長、リスク統括

「理工学部九十余年の歴史と大学の今を巡る」

工学基礎研究棟（ESタワー）1F
グローバルスタジオ（理工学部事務棟 1F 広報室）

教育学部は、戦前の神奈川師範学校から戦後の新制横浜国立大学・学芸学部を経て教育学部へ、さらに教育
人間科学部の時代を経て今年から教育学部へと変遷を遂げてきました。その概要を年表やパネル、当時の資料
を使って展示します。
キャンパス移転前の清水ヶ丘時代の写真や当時の卒業アルバム（1950年代から1960年代半ば頃まで）、横浜高等
商業学校20年史などの資料と並び、現在の経済学部の資料、留学・国際交流などの活動や学生たちが地域で行っ
ている研究成果をパネル等で表示します。また、現在の経済学部紹介DVDの上映も行います。
今年度、経営学部は創設50周年を迎えました。本企画では、入口に過去50年を振り返る年表をパネル展示する
とともに、スライドを使って経営学部の50年間を振り返ります。また、今年度改組後の経営学部および最近の
大学院の状況などもスライドを用いて説明します。
理工学部の前身である横浜高等工業学校は1920年に創立され、工学部を経て現在に至っています。本イベントで
は大学の創立から今までの懐かしい写真や資料を展示します。また、大学の今を巡るキャンパスツアーを行い、
大学の歴史と今を卒業生の皆様に体験していただきます。

部長、取 締役常務執行役 員などを経て2016年４月から
コンコルディア・フィナンシャルグループ取締役、６月から
横浜銀行頭取。

〜恩師や青春を共有した友と食事をしながら語り合う場です〜

10:00-12:00
10:00-12:00

【会 場】第１食堂

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ください。

10:00-12:00

【時 間】16:30 〜 18:00

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ください。
卒業生・教職員 4,000 円
その家族 1,000 円
学生 1,000 円（校友会会員証持参の方に限り無料）

10:00-12:00

セミナー「遺言と相続人の権利」
教育文化ホール 小集会室

「豊かな教育を考える会」
教育文化ホール 中集会室

「ワンダーフォーゲル部OB会」
国際教育センター 3F 306

「茶道研究会お茶席」

国際教育センター 2F ロビー

メインイベント

釜台住宅第2

自分の死後に財産をどのように遺すか。遺産をふさわしい人や団体、家族に適切に分配するために何が必要か
相続人や受遺者の権利にも言及しながら、遺言と遺留分について法律の視点から解説します。事前申込制（30名）
小・中学校で教育実践された素晴らしい成果を、教育学部同窓会（友松会）の「松沢研究奨励賞」受賞者が
分かりやすく伝えます。学生・卒業生・教職員・ご家族の方も、皆様ぜひお越しください。

横浜国立大学ワンダーフォーゲル部のOB会を開催します。
茶道研究会の学生によるお茶席です。お茶のおもてなしで、ゆったりとした時間をお過ごしください。
参加費：無料 当日は先着45名程度

時 間

教育文化ホール
企 画

プール

学長講演
13:00~13:20 「グローバル・エクセレンス大学を目指して
フットサル場
―真のグローバル教育の推進― 」

13:20~13:35

YNUプラウド卒業生表彰式

13:35~13:50

都市科学部長による学部紹介及び学生スピーチ

フットボール場

13:50~14:25
14:25~14:35

都市イノベーション研究院

小宮 正安 教授による講演
「現地で学ぶ！
『音楽の都ウィーン』の現在（いま）」
休 憩
横浜銀行代表取締役

14:35~15:05

15:05~15:35
15:35~16:15

川村 健一 頭取による講演
「大学と地方銀行による持続的かつ魅力的な
地域振興のあり方」
部活動支援プロジェクト（校友会主催）
「YNU CLUB AWARD 2017」
グリークラブ＆川上 敦子 氏
ピアノコンサート

