卒業生の皆様へ 国大の近況ご報告

戦略にしようと、現代社会で重要な実践的・学際的な

飯 田 嘉 宏

ます。この3年の間に組織として、法科大学院、横浜

横浜国立大学長

問題に対応できるプロジェクトを多く立ち上げており

皆様、相変わりませずお元気にご

ビジネス・スクール、横浜建築都市スクールのほか、

活躍のこととお慶び申し上げます。

安心・安全の科学研究教育センター、未来情報通信医

さて、本学は法人化という大き

療社会基盤センター、地域実践教育研究センター、統

な制度変更を受けてすでに3年経

合的海洋教育･研究センター、企業成長戦略研究セン

ちました。最近は教育が最大の政

ター等を設置しました。センターの多くは文理融合・

治課題になっていることもあって、

部局間融合の組織であります。このほか組織化はしな

国立大学の運営費等を巡って新聞を

くとも多くのプロジェクト研究を行っています。これ

賑わしており、皆様にもご心配を戴いているかと思い

らはいずれも社会に繋がる実践的な教育と研究を目指

ます。しかし我が国大は、多くの競争的資金を獲得し

しておりますが、詳細は本学ホームページでご覧下さ

ながら教育と研究の改革改善を重ねると共に社会貢献

い。

に努めており、全国立大学が直面している波浪の中で
も、ほぼ順調に航海しております。

従来の国立大学は、言わばミニ東大を目指して安心
していましたが、本学はそれを脱して、資源を得意の

本学は4学部4大学院の中規模大学ですから、何か

分野に選択･集中して個性化を図ることが戦略になり

と絶対値だけで評価する大学ランクでは割りを食うこ

ました。卒業生の皆様もご関係のセンター等の活動に

とが多くて残念に思うことも多いのですが、教育と研

積極的にご参加され、ご協力下さることをお願いいた

究の密度では旧制大学等に負けないよう頑張っており

します。

ます。また、中規模大学でこそ出来る機動力を本学の

大学の近況ご報告まで。

平成19年度 大学教育国際化推進プログラムに本学の取り組みが採択されました。
1. 海外先進教育実践支援

2. 海外先進研究実践支援

文部科学省が「高等教育の国際的通用性・共通性の

文部科学省が「大学等の教職員を海外の教育研究機

向上を図るため、大学等の教職員を海外の教育研究機

関に派遣し、教育研究能力の向上及び教育内容・方法

関に派遣し、教育研究能力の向上及び教育内容・方法

等の改善を図り、教育研究の国際化及び高度な人材育

等の改善を図り、高等教育を一層促進させることを目

成に資することを目的」として公募した事業で、教職

的」として公募した事業で、教育改善の取り組みに対

員海外派遣の取り組みに対して財政支援が行われるも

して財政支援が行われるものです。

のです。

本学からは「大学院レベルでの統合的海洋管理教

本学からは「環境リスクに関する教育・研究の総合

育−海と港をめぐる公共政策の新展開を受けた高等教

的推進」を大学としての取組みテーマに応募し，以下

育のあり方を探る」という取組みが採択されました。

の5件の取組みが採択されました。

この取組みは，本学が「国際みなとまち大学リーグ」
（注）の推進および統合的海洋教育･研究センターの発

1. ドイツの土地・環境法制に関する総合的研究

足を通じて行って

2. 組織制御による省エネルギー材料の開発

きた海と港に関す

3. 低環境負荷社会システム構築の材料設計技術

る高等教育の一層

4. 中国素材産業と環境・産業技術政策の研究

の充実・発展を目

5. 森林多様性・機能性評価と侵入生物リスク

的とするもので
す。

いずれも，
現在社会において，
非常に関心の高いテー
マであり，その研究成果が期待されます。

注…本学が世界有数の港町にある大学に呼びかけて結成。サザンプトン大学、上海交通大学等、7ヵ国8大学が賛同

PED (Pi-type Engineering Degree) プログラムが大学院工学府に設置されました
社会人学生に積極的に開かれた新しい大学院教育プ
ログラムが平成19年4月より大学院工学府に設置さ

ャリア開発支援プログラム」による授業料減免制度も
設けられています。

れました。この教育プログラムは、分野融合型科学技
術に対応できる広い視野と複数の専門性を持ち（π型
人材）、産業界で即戦力となる「実務家型技術者・研
究者」を養成することを目的としています。
1 複雑な現代的
プログラム内容の特徴としては、○

課題を解決し、実践的に応用できる能力を身につける
2 幅広い
ため、分野融合型の工学基盤科目を設置、○

専門性と問題解決能力を身につけるため、複数の実践
的な課題に対して複数の指導教員のもとで教育を受け
るという本学独自の「スタジオ（工房）教育」という
2点が挙げられます。なお、講義等は夜間・土日開講
など、在職社会人学生の方に対する十分な配慮がなさ
れています。また、既に研究のみならず実務家として
十分な業績を上げていらっしゃる社会人の方は、さら
に博士課程後期のスタジオで成果を見せていただくこ
とで、最短1年で博士号を取得することも可能となっ
ています。

■詳細情報（下記URLの入試情報欄）
http://www.eng.ynu.ac.jp/ENG/jpn̲in/index.html

また、本年度採択された文部科学省特別教育研究経
費「再チャレンジによる在職社会人技術者等の高度キ

■お問い合わせ先：PEDマネジメント事務室(岩崎麻依子)
TEL：045-339-3809(iwasaki.maiko@nuc.ynu.ac.jp)

宮脇昭名誉教授が日本人初「ブループラネット賞」を受賞 !!
本学名誉教授であり，（財）国際生態学センター研
究所長を務める宮脇 昭博士が、2006年（第15回）

教授が初めてとなります。
宮脇名誉教授の受賞記念及び業績等を広報するため
に「宮脇名誉教授メモリアルルーム」を開設しました。

ブループラネット賞を受賞しました。
「『潜在自然植生』の概念に基づく森林回復・再生
の理論を提唱・実践し，防災・環境保全林，熱帯雨林

環境情報4号棟2階にあり、関係書籍、DVD、パネル
等を揃えています。

の再生に成功して，地球の緑を回復する手法の確立に
貢献した」功績による受賞です。｢ブループラネット
賞｣は，財団法人 旭硝子財団が地球環境問題の解決に
関して科学技術の面で著しい貢献をされた個人，また
は組織に対して毎年2件贈られる地球環境国際賞で，
今年で 15回目を迎えます。日本人の受賞は宮脇名誉
写真中央が宮脇名誉教授

サイエンスカフェのお知らせ

詳細は本学ホームページに随時アップします http://www.ynu.ac.jp/society/so̲17̲H19.html

日程
第１回

講師

6月20日（水）

テーマ

谷生重晴（教

育） バイオマスエネルギー…水素を作るバクテリア

亀本喬司（工

学） 流体の科学･･･魚の泳ぎ、スキーのジャンプ

松本

境） 暗号と認証の科学･･･情報通信の安全を守る

横浜商工会議所談話室
第2回

7月18日（水）同上

第3回

9月

未定

第4回

10月

未定

間嶋隆一（教

育） 古生物学･･･岩石の語る歴史

第5回

11月

未定

西沢立衛（工

学） 建築デザイン･･･建築家は未来を作る

第6回

平成20年1月

未定

勉（環

渡辺慎介（副学長） 卵の不思議･･･直立不動の卵、立ち上がる卵

地域実践教育研究センターが発足しました
平成19年4月、グローバルな視野をもって地域課

渉力・行動力等が得られる今までの枠を越えた学びの

題を解決できる21世紀型の人材育成を目指しその基

場として好評を博し、さらに平成19年2月には、神

盤となる先端的かつ複合的な実践教育研究活動を推進

奈川県のイメージアップ

する全学拠点として「地域実践教育研究センター」が

や全国の大学改革の行方

発足しました。センターでは平成17年度から始まっ

に多大な影響を与えたと

ている『地域交流科目』という学生参画型実践教育プ

して、神奈川21世紀の

ログラムを中心に、大学院教育や市民教育も視野に入

会（毎日新聞社主催）よ

れ、分野横断的な実践研究を推進していく予定です。

り「第9回神奈川イメー

この『地域交流科目』は従来の学部の枠を超えたコア

ジアップ大賞」を受賞し

科目・関連科目・地域課題プロジェクトから成る科目

ました。

群で、これらに受講・参画することで大学発行の「地
域交流人材育成教育プログラム修了証」が得られるし
くみになっています。学生からは企画力・発想力・交
地域の専門家、自治体、NPO、企業等がゲストスピーカーとして登壇する
「コア科目／地域連携と都市再生」のほか、地域課題の把握･解決に向け学部･
学年を超えて学生が実践参画する「地域課題プロジェクト」は、今年度も学
生からの公募型プロジェクトも含め全13プロジェクトが始動しています。水
を未来につなぐシステムづくりIII、和田町いきいきプロジェクトIII、緑いき
いき地域交流プロジェクトなど様々な実践に取り組む様子は、センターホー
ムページ（http://www.crd.ynu.ac.jp/chiki-ct）
でも随時紹介してい
きますので是非ご覧下さい。

技術移転活動の推進：産学連携推進本部からのお知らせ
産学連携推進本部の知的財産部門と本学に拠点を置

その一つの例として、本学工学研究院の西野教授が

いているよこはまティーエルオー(株)は、本学の優れ

保有する画像計測技術と横浜ゴム（株）が保有する計

た特許・ソフトウェア等を企業に対して技術移転活動

測装置製作・製品化技術を融合することにより、ゴル

することにより、知的財産の実施料や譲渡料の増収を

フボールの３次元初期弾道計測システム「初期弾道測

推進しています。両組織は案件ごとにチームを編成し、

定器RED EYES」を完成させることができました。

知的財産の相談から技術移転に至る活動を一貫して推

ゴルフボールの試打による飛球シミュレーション予測

進することにより、平成18年度における知的財産の

精度が優れているため、全国のゴルフ用具販売店でも

実施・譲渡料収入が１千万円を超えて今後の新たな発

好評であり、今後の製品販売台数の増大が見込まれて

展に期待が見え始めたところです。

います。
また、産学連携等活動をより円滑、かつ組織的に推
進するために個別企業、大学及び研究機関等と包括連
携協定等を締結しています。協定は主に共同研究開発、
人材交流、地域社会貢献などを目的とし、包括連携協
定等を通じて、幅広い産学連携を推進し、大学教育の
充実・研究成果の活用・社会発展に寄与する取組を展
開しています。

【協定締結先一覧（平成18年4月以降）
】

▲横浜市との「創造都市・横浜」形成の協力に関する覚書締結

独立行政法人港湾空港技術研究所

H18.7. 1

横浜商工会議所

H18.9.22

独立行政法人海上技術安全研究所

H19.1.26

横浜市

H19.3.14

(財)地球環境戦略研究機関

H19.3.19

学生の学習、研究活動を積極的に支援しています
国際学術交流奨励事業
国際会議等出席･海外調査研究等
本学に在学する学部生及び大学院生の研究活動を活性化するために、海外におけ
る国際会議等での研究発表及び調査研究等に対し奨励金を支給する制度を、平成
18年につくりました。平成18年度は、前期54件、後期23件、計77件に及ぶ申
請が寄せられ、その多くは国際会議での論文発表であり、中には世界的な国際会議
での招待発表もありました。平成18年度は、前期10件、後期8件、計18件の取
組を採択しました。平成19年度も継続して実施し、学生の海外活躍を支援します。

国際学術交流奨励事業
本学に在学する学部生及び大学院
生の国際的な学術活動を支援する
ために、国際学術交流奨励事業を

私費外国人留学生

行っています。これは、国際会議

平成4年度に、本学に私費で留学している外国人留学生に対する奨学事業として
開始しました。平成18年度は10名に年間30万円の奨学金が授与されました。

等出席・海外調査研究等奨励金、
私費外国人留学生奨学金、短期派
遣留学生奨学金の3つで構成され
ています。

短期派遣留学生
平成12年度から、短期派遣留学生（日本人学生）に授与しています。海外に留
学し、その国の文化に直接触れる機会を支援しており、平成18年度は26名に10
万円の奨学金が授与されました。

工学府特別研究員／特待生制度（平成19年度より）
大学院工学府に、全国の国立大学の中でも、最も手厚い経済支援制度（年額120万円）を準備いたしました。
●支給額

10万円／月ないし5万円／月

●募集対象と募集人数
(A)平成19年10月もしくは平成20年4月入学出願予定者対象
募集人数

［10万円／月］………5名

［5万円／月］………6名

(B)平成19年4月入学者対象 （制度新設に伴う臨時募集）
募集人数

［10万円／月］………3名

［5万円／月］………5名

＊日本学術振興会特別研究員申請資格（入学前DC1，3年間の在学見込み期間中
DC2）を有することを条件とします（これに伴う年齢制限に注意して下さい）
。
＊有職者，国費留学生等で相当の収入等のある者は選考により不採用となります。

「ファイト！横浜国大！」
!
!
t
h
g
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ご寄付のお願い
横浜国立大学がさらに飛躍するために教育・研究活動や学生支援等を応援して頂
けませんか。

ご寄付頂いた方の

特典

・税制上の優遇措置
・ご寄付に対しましては、大学から礼状または感謝状等を
贈呈させて頂きます。

詳しくはホームページをご覧下さい。http://www.ynu.ac.jp/
ご不明な点は、総務部広報・渉外室渉外係にお問い合わせ下さい。
TEL：045-339-3027

E-mail：press@nuc.ynu.ac.jp

▲コカ･コーラ セントラル ジャパン
株式会社様より寄贈頂いたベンチ
でくつろぐ学生達

遺贈による寄附制度のお知らせ
近年、遺言に対する関心が高まっており、遺言書を作成され
る方が急激に増加しています。また同時に、慣習にとらわれな
い自由な相続を求める傾向が強まってきています。
横浜国立大学では、自分で築き上げた財産の一部を母校に寄
附することで社会に貢献したいとされる方々の便宜をお図りす
るため、信託銀行との提携による「遺贈による寄附制度」をス

タートさせました。
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.ynu.ac.jp/contribution/con̲2.pdf
「本学ホームページ」→訪問者別メニュー「卒業生の方へ」
→「寄附について知りたい」→遺贈による寄附制度について

第2回ホームカミングデーの開催へ向けて

理事
（国際担当）

長島

昭

昨年秋に初めて開催されたホーム

みんなの目的のために熱心な議論を繰り広げたことは

カミングデーは、最悪の天候にも

素晴らしいことでした。今年は参加者倍増を目指すと

かかわらず多くの卒業生が常盤台

の事ですので、是

キャンパスの丘に集まり、懐かし

非多くのみなさん

い同窓生との再会を楽しみました。

が参加してくださ

先日ある卒業生が大学へ下さった手

り、思い出に残る

紙には、自分の最も楽しい思い出は昔過ごした大学時

楽しい時間を過ご

代だとあり、昨年参加したホームカミングデーへの思

されることを期待

いと本学への叱咤激励の言葉が記されてあり、大変嬉

しています。

第1回ホームカミングデーの写真は下記をご覧く
ださい。
http://www.ynu.ac.jp/topics/topics̲440.html

しく心温まる思いが致しました。

第2回 ホームカミングデー

ホームカミングデーは全同窓会一体の行事で、全学
部の卒業生が一致協力して実行にあたり、大学の教職
員や学生が支えます。今後毎年、スムーズに開催する

●実施日

2007年11月10日（土） 午前10時から

●会

常盤台キャンパス

ために、実行委員長は主要3同窓会から順番にお願い
することになっており、昨年の岡松正憲委員長（富丘
会）に続いて、今年の実行委員長には樋口修一郎氏
（工学系から推薦）が就任し、第2回の開催へ向けて

場

来場目標者数1,500人（昨年870人来場）
昨年に続き、種々の講演会、研究室公開、キャンパスツアー、
コンサート、親子スポーツ教室、懇親会を楽しむ「横浜国
大ホームカミングデー」を実施します。

の準備が始まりました。去る5月12日には常盤台キ

詳細は、大学や同窓会ホームページ等にてお知らせします。

ャンパスにおいて第1回の実行委員会が開催されまし

◆横浜国立大学HP

た。各学部や各年度の卒業生が60名もはせ参じて、

http://www.ynu.ac.jp/

◆横浜国立大学同窓会連合HP

http://www.ynu-ds.org/

卒業生交流ルームをご活用下さい
教育文化ホールの一角に、卒業生のためのスペース
が設けられました。10時〜17時まで、卒業生同士
の話し合い等、ご自由にお使い頂けます。ポットを常
時ご用意しておりますので、温かいお茶をご自由にど
うぞ。

卒業生登録･横浜国大メールマガジン登録について
大学では，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

ご登録された方の中から，抽選により記念品を贈呈
させていただきます。

各種行事，広報等のお知らせをご案内するため，ある

登録データは，これらの目的以外の利用及び提供は

いは皆様のご活躍の状況を，広報誌等でご紹介するた

いたしませんが，同意をされた方のみ，各学部等の同

め，ホームページからデータ登録を行っていただくよ

窓会に情報をお知らせいたします。

うお願いしております。
登録方法
パソコン・携帯電話より下記ホームページにアクセスして下さい。

https://www.jmk.ynu.ac.jp/touroku/
本学ホームページ

▼
訪問者別メニュー
卒業生の方へ

▼
「卒業生･終了生データ登録」

卒
業
生
登
録
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

横浜国大メールマガジン
卒業生登録とともに、メールマガジンの登
録もお願いしております。メールマガジン
では、月に1〜2回、最近のニュースやお知
らせを配信しています。
〈Vol.10（5月30日発行）トピックス〉
1. 公開講座「タイの専門家が語るASEANの将来」
2. 清陵祭が今週末開催！
3. Y-GSAコンセプト
「建築をつくることは 未来をつくることである」
4. テレビ番組の撮影協力について

図書館をご利用下さい !!
平成15年4月に新装された中央図書館は、地上4

図書館では、先生方

階地下1階建て、総床面積約13,000㎡、横浜スタジ

の著書など本学関係

アムのグランド面積とほぼ同じ広さの空間の中に約

図書を展示する「わ

75万冊の蔵書を有する本学の情報収集拠点として、

が大学の研究」コー

多くの学生・教職員に利用されています。

ナーを整備しており

光あふれる館内には、1,100席以上の閲覧席がゆ

ます。資料収集には

ったりと配置され、またラウンジやカフェも設けられ

日頃から努めており

ていますので、くつろいだ雰囲気の中で、読書や調べ

ますが、すでに市場

物を楽しむことができます。

では入手できない本

図書館は、どなたでも入館できますが、本学卒業生

も少なくありませ

の方でしたら、利用者登録していただくことにより、

ん。恐縮なお願いで

蔵書の貸出サービス(5冊・2週間)もご利用になれま

はございますが、卒

す。手続きの際は、ご面倒をおかけしますが、本学を

業生の皆様がご所蔵

卒業されたことを証明できるもの、及び現住所が確認

されている本学関係図書の一部を、図書館にご恵贈い

できるものをお持ちの上ご来館ください。

ただけますと幸いでございます。

名誉教授

平成19年4月1日付けで名誉教授の称号を授与された方々は、下記のとおりです（敬称略）
。

●教育人間科学部

有光友學・影山清四郎・玉置禎紀・矢田茂樹・原田睦夫・山本昌邦・長縄光男・岡田守弘

●経営学部

功・木島洋一

臼井

●大学院環境情報研究院

浦野紘平

●大学院工学研究院

塚本修巳・西村誠介・山口益弘

●大学教育総合センター

大場昌也

横浜国立大学カード優待提携へのご協力について
大学では、今秋からクレジットカードである「横浜国立大学カード」を、学生・卒業生・教職員の帰属意識
の向上及び地域活性化への貢献などのために発行することとなりました。
つきましては、この会員募集を促進する観点から、カードを提示すると優待割引などが受けられる提携店へ
のご参加・ご協力を、特に卒業生の皆様が関係されている企業等から絶大なご協力を仰ぎたいと願っておりま
すので、よろしくお願い申し上げます。（担当：総務部総務課045-339-3014）
横浜国立大学が発行する広報印刷物において、広告掲載を募集しています。詳細は広報・渉外室にお問い合わせ下さい。
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