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卒業生と大学の
「絆」
をより深めるコミュニティマガジン

卒業生のみなさまへ

卒業生の皆様、お変わりなくご活躍の
ことと存じます。
ご無沙汰しておりますが、私どももお
蔭様で元気に頑張っておりますので、大
学の様子をお伝えしてごあいさつに代え
たいと思います。
以前に比べますと、大学の動向が新
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聞記事に出る機会が大分増えたことに
す。また、世界のトップ 500 大学を選ぶ
お気づきと思います。本学も、特に神奈
Times 社のランキングでは 354 位に顔
川版ですが、かなり頻繁に出ております。 を出しました。いずれも大学規模が大き
本学が、教育と研究をもって、より社会
いほど上位になる筈の評価法ですから、
に貢献しようと新しい試みや変革に努め
中規模の本学としてはかなり健闘してい
ていることと、21 世紀『 知の時代 』にお
ると言えます。その他、産学連携の資金
ける本学への期待が高まっているからだ
増など沢山の成果を挙げることができ、
と考えております。
関係者の方々の知恵と努力に敬服して
法人化後は、国からの交付金だけで
いる次第です。中でも最も肝心なことは、
なく、教職員数も減じさせられるばかりで
優れた学生をできるだけ多く社会に送り
すが、本学は、それにも拘らず、教育研
出すことですが、上記の教育改革経費
究の成果を大きく増加させると共に競争
によるプロジェクト等も含めて、このため
力を高めようと努力しています。このた
の改革を積極的に進めております。
め意識の転換を図りながら、運営から経
なお、平成 22 年から6 年間の第二期
営へ、各面に亘る合理化効率化、資源
中期目標・計画の策定作業に入りました。
集中による個性化、外部資金の獲得な 「 卓越した実践的学術の拠点 ｣となる目
どにも必死に取り組んでいます。成果の
標を掲げて、本学の輝ける将来を実現
例をご紹介しますと、国公私立大学を通
すべく、意欲的に全学的取り組みを行っ
じた教育改革のための競争的経費獲得
ています。先輩諸兄姉のご支援・ご鞭撻
は、昨年度実施分が 9 件で全国 6 位で
をお願いいたします。

ブランド力向上へ向けて

シンボルマーク及び“ YNU ”を商標登録しました！

浜国立大学らしさ
（ University
Identity：UI ）を視 覚 化して、
シンボルマークを作成し、商
標登録いたしました。
このシンボルマークが今後、皆様に愛
され、本学の UIを表すイメージとして広
く社会に根付くことを願っております。
また、本学の呼称についても、社会に
発信していく際に、極力、統一感のある
表現をしていった方が今後の大学ブラン
ド力の向上につながると考え、この程
“ＹＮＵ”を商標登録しました。
もちろん、
Yokohama National University の “ＹＮ

Ｕ”です。本学の４つの理念の一つ「 国
際性 」を視野に、広く世界に、社会に横
浜国立大学を認識してもらえる愛称、表
記として全学的に使用していきます。
シンボルマークは、各同窓会の方も申
請を行うことで使用できますので、総務部
広報・渉外室までお問い合わせください。
“ＹＮＵ”のみで使用する場合は、ロゴを
規定していませんので、書体は自由にお
使いください。
お問い合わせ先／横浜国立大学総務部広報・渉外室
電話＝ 045-339-3016 ／3027

電子メール＝ koho@nuc.ynu.ac.jp

シンボルマークと“ YNU ”

『 青い空を自由に、力強く羽ばたくカモメは、地
球の豊かな自然環境を育み、未来に向かって大
きく、力強 く 飛翔 する 横浜国立大学 の 姿 』を 表
現しています。
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世界とつながるＹＮＵ

第 4 回アフリカ開発会議（ TICAD Ⅳ）in 横浜と横浜国立大学

５

月 28 日から３日間、日本外交の
重要イベント「第４回アフリカ開
発会議」が横浜で開催されます。
これに伴い、横浜国立大学では教職員
や学生が協力し、様々な取り組みを実
施しています。
文部科学省と共同で主催する下記の
国際シンポジウムでは、富の分布が偏
り人口の半分が１日１ドル以下の生活を
強いられているアフリカの現状を踏まえ、
貧困削減に有効とされる教育の普及、
特に教育の質と女子の就学率の向上を
テーマとしています。
アフリカ唯一の女性大統領サーリー
フ・リベリア大統領と喜多悦子日本赤十

字九州国際看護大学長の基調講演に
続き、本学国際社会科学研究科 池田
龍彦教授をモデレータとして、国際機関
の専門家等による討議を行います。こ
のテーマは、７月の「洞爺湖サミット」
でも議論が予定されています。多くの参
加者を得て、アフリカを深く理解すること
が期待されます。卒業生の皆様もぜひ、
足をお運びください。
memo

アフリカ開発会議（ TICAD ）
とは？
日本政府が 国連と共催し、開発途上国 の
中でも、最も開発に後れを取っているアフリ
カ諸国 の 開発をテーマに、平成 5 年から 5
年毎に東京で開催している。平成 20 年 の
第４回は、横浜市で開催。

TICAD Ⅳへの学生の関わり
「 アフリカ開発会議 」開催にあたり、
横浜市が主催する
「 学生企画 」へ、本
学の学生たちが積極的に参加をしてい
ます。具 体 的 には、
『 アフリカンタイム
＠保 土ヶ谷 』
、
『 アフリカン・スクール
2008 』
、
『 アフリカ開発会議関連機関ス
タディーツアー 』の 3 企画です。実際の
現場で企画運営に携わることで、広く一
般社会と接しながら、国際人としての自
覚が学生の中に芽生えています。主催
者の横浜市国際交流協会には篤く御
礼申し上げるとともに、国際都市横浜に
根ざす本学において、大学、学部
（教
育人間科学部 ）
の後援を受け、名実と
もに国際人の育成が 行われていること
を、喜びを以てご報告申し上げます。
教育人間科学部准教授 小宮正安

アフリカンタイム＠保土ヶ谷の様子

国際的トピックス

毎

工学研究院 馬場俊彦教授が
2006～2007 年 IEEE / LEOS
Distinguished Lecturer Award を
受賞

年、レーザや光ファイバー通
信に関する技術分野の代表
的な研究者を世界中から4・5
名選出し、年間 6 回以上の単独講演会
を世界各地で開催することになってお
り、本学工学研究院 馬場教授が「フォト
ニックナノ構造光デバイスの先端的な研
究」
により選出され、約 1 年間に6 ヶ国で
12 回の講演を行いました。

そして、期間の完了に対し、平成 19
年 10 月22日( 月)にフロリダ州オーラン
ドで開かれた LEOS の 30 周年記念定
例国際会議において、LEOS 会長より記
念の楯が贈られ、表彰されました。
この表彰は、今回が 23 回目で、日本
人では中村修二氏（ 元日亜化学、現在
カリフォルニア大学教授）
らに続いて5 人
目の快挙です。

研究室紹介企画

『 Hello Lab. 』
のご紹介
本学の各研究室での活動をわかりやす
くお伝えするために、学生広報サポーター
取材による研究室紹介企画『 Hello Lab. 』
を大学ウェブサイトにて掲載しています。
第１回は、高度な認識ができるロボット及
びＡＩ
（ 人工知能 ）を研究している環境情報
学府 有澤 研究室を紹介しています。今後
も順次掲載予定ですので、お楽しみに！
横浜国大ウェブサイト
（ http://www.ynu.ac.jp/ ）→
『 広報・公開・メディア』
→
『 Hello Lab. 』
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ＹＮＵ研究最前線

グローバルCOE

「環

アジア視点の国際生態リスクマネジメント
代表／松田裕之
（ 環境情報研究院教授 ）

境リスクといえば横浜国
大 」と言われています。
中西準子前教授らが切り
開いたブランドです。また、本学は最も生
態学者の多い大学の一つであり、日本国
籍初の「ブループラネット賞 」
を受賞した
宮脇昭名誉教授の作った通称「 宮脇の
森 」は、緑豊かな本学の特徴です。表題
の本プログラムは、昨年、文部科学省教
育研究プログラム
（グローバルＣＯＥ）に
採 択された、全 国
全 学 問 領 域 で 63
課題の内、
「 生態 」
を課題名に掲げた
ミレニアム 生態系評価
編・横 浜 国 大 COE 翻
訳委員会訳 「 生態系
サービスと人類の将来 」

全国唯一の教育研究拠点です。
本学は早くから環境と安全を重視して
きました。環境情報学府環境リスクマネ
ジメント専攻などを日本で初めて設置
し、環境科学と生態学の国際的な第一
人者を多数輩出してきました。そして、環
境科学と生態学が異なる理念と方法で
環境政策に取り組んでいる現状を鑑み、
人文社会科学の研究者も交えて両者を
共通の理念で体系付けた生態リスク管
理学を提案してきました。
本プログラムは、環境情報研究院を主
体とし、工学研究院、国際社会科学研究
科の教員も含め、さらに国立環境研究所
と連携して取り組んでいます。理念方法
論、生態系機能、生態系サービスの３グ
ループに分かれて活動し、経済発展著し
いアジアで、ますます問題となる生態系

丹沢長期研究調査地

破壊の問題を地球温暖化、環境汚染、
外来種拡大、廃棄物、土壌浸食、大量絶
滅、乱獲、自然観光などの諸問題につい
て、リスクと共生する新たな方策を提案し
つつあります。来年度には、全学共通の
副専攻として
「 環境リスク管理学国際教
育課程 」
（ 仮称 ）の設置を準備中です。
公開掲示板を開設して討論を進め、公
開講演会などの諸行事を随時開催して
いますので、関心のある方はぜひ、ご覧
ください（ http://gcoe.eis.ynu.ac.jp/ ）。

研究分野横断による地域貢献への試み
建築学コース
「 地域共生まちづくり」
プロジェクトチーム

建

築学コースは、平成 14 年度
以来、都市および都市周辺に
おける課題に関して、大学参
画による問題解決モデル確立を試行し
てきました。そこではコース内の多様な
研究分野が協力して地域の課題に取り
組む研究教育手法が特色で、その嚆矢
「 和田町いきいきプロジェクト」が大きな
成果をあげたことは、既に様々な機会で
紹介されています。
この実績をうけて平成 17〜18 年度
は、おもに津久井郡藤野町（ 現相模原
市）
において、
「 都市と農村の交流によ
るまちづくりモデル」確立を目指し、地元
のまちづくり組織「 ふじの里山くらぶ 」
と
の連携を試みました。旧藤野町と建築学

郷土資料館で開
催 されたシンポ
ジウムの様子

コースの関係は 50 年前に遡り、当時、緒
についた古民家研究において画期的成
果をあげています。この地域は、養蚕盛
行を背景とした豊かな生活文化が継承
されており、建築では養蚕農家や神楽
殿の充実が特筆されます。また、地域近
代化を支えた土木遺産（ 吊り橋や鉄橋 ）
が、渓谷の自然美と調和を保ち、甲州道
中の宿場町がさりげなく残されています。
こうした歴史的資産を、地域の人たち
と共に学び、関心を高め、まちづくりに活
かすべく平成 16 年度以来、
「 ふじの里山
くらぶ 」
とともに見学会＆シンポジウム
「 藤野の魅力再発見」や、土蔵修復体験
「 里山普請プロジェクト」
を展開し、併せ
て古民家の温熱度特性や土塗り壁の構
造特性を把握する研究に取り組んでい
ます。その結果、平成 18 年度に旧藤野
町初の登録有形文化財が５棟誕生し、
存続が危ぶまれていた郷土資料館が町
指定文化財となり、吉野宿本陣土蔵の

取り壊しの危機
にあった甲州道
中の郷土資料館
「 藤野の魅力
再発見 vol.1 」

存続も実現しました。また、新相模原市
観光基本計画において注目されるに至
りました。こうした成果をもとに、昨年度
から
「 地域共生まちづくり」
プロジェクトを
立ち上げ、分野横断型の研究教育によ
る地域との連携を一層深め、実践的なま
ちづくりに寄与すべく活動を継続してい
ます。昨年度試作したカラー冊子「 藤野
の魅力再発見 vol.1 」は、地域の魅力を
伝える資料として好評です。今後も大学
と地域との連携を深めていきたいと考え
ています。
（ 文責・工学研究院建築学コース准教授 大野敏）
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新センター紹介

平成 19 年度に横浜国立大学に新しく設置された３つのセンターをご紹介します。

統合的海洋教育・研究センター

海 政について、統合的な知識基盤
洋に関する科学・技術と法律・行

を育む教育・研究拠点として平成 19 年
6 月に
「総合的海洋教育・研究センター」
を開設しました。
わが国は、世界第 6 位の領海と排他
的経済水域の合計面積を持っていま
す。その資源の持続的有効利用と環境
保全のためには、海洋の統合的管理が
必要です。平成 19 年 4 月に海洋基本法

が成立し、海洋の統合的管理と、それを
担う人材の育成が喫緊の問題となりま
した。海洋に関わる様々な環境問題、社
会・経済・産業問題の解決のためには、
これら課題の学際的教育が必要です。
本プロジェクトでは、広く全学の大学
院修士課程学生を対象に、海洋に関す
る科学・技術と法律・行政について総
合的な知識基盤を育む教育カリキュラ
ムを開発し、統合的海洋管理・海事産

企業成長戦略研究センター

企

業成長にもとづく新しい経済成
長戦略についての国際共同研
究および､ 産学共同研究を推進するた
め 2007 年 6 月に｢ 企業成長戦略研究セ

「 みなとみらい
産官学ラウン
ドテーブル 」
セ
ミナーの様子

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

本

統合的海洋教育・研究センター組織図

http://www2.igss.ynu.ac.jp/cseg/

ンター｣を立ち上げました。経済学 ･ 経
営学分野の研究者が共同で企業レベ
ルからマクロ経済レベルまでの成長戦
略を総合的に研究しています。環境情
報研究院・工学研究院とのコラボレー
ションを通じて､ 企業成長戦略に関する
研究を幅広い観点から進めてまいりま
す。こうしたセンターは我が国では始め
ての試みです。
本センターでは｢ 新企業のスタート

学際プロジェクト研究センター

学では
「 実践性」
「
、 先進性」
「
、開
放性」
「
、国際性」
の精神のもとに、
密度の高い教育と研究を行い、知識基
盤社会における
「 実践的学術の拠点 」
構築を目標として改革努力を続けてい
ます。その改革の一環として、分野融合
型科学技術に対応できる広い視野を持
ち、世界に通用する創造的研究能力を
備えた、新しいタイプの教員を育成する
仕組みを定着させるために、
「 学際プロ

業振興に寄与する人材育成を行います。

アップと成長 ｣部門､｢ 既存企業の成長
戦略 ｣部門､｢ 企業成長とマクロ経済成
長 ｣部門を設け､ 現在 7 つの研究プロ
ジェクトを推進しています。
また研究成果を社会に還元するため､
産業界 ･ 官界 ･ 学界の協力による新し
い仕掛けとして｢ みなとみらい産官学ラ
ウンドテーブル ｣を設け､ 年 4 回の公開
セミナーを予定しています。詳しくはセン
ターウェブサイトをご覧ください。

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

ジェクト研究センター」
を設立しました。
本センターでは、
「 科学技術振興調
整費—若手研究者の自立的研究環境
促進事業」
の援助を得て、
テニュアトラッ
クポストとしての特任教員（ 助教 ）
を11
名国際公募し、人事協議会を設置して、
学外からの意見も取り入れた透明性の
高い仕組みで、採用、昇任人事審査を
行い、本学の新しい人事・人材育成制
度の定着を図ります。

学際プロジェクト
研究センター棟

FIGHT! KOKU-DAI

『ファイト！横浜国大』
ご寄附のお願い

詳しくはこちら 横浜国大ウェブサイト
（

研究分野と
関連する実
験等の指導
補助の様子

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いただけませんか。
ご寄附いただいた方の特典
● 税制上の優遇措置
● 大学から礼状または感謝状等の贈呈

http://www.ynu.ac.jp/ ）→『 ご寄附のお願い 』

ご不明な点は、総務部広報・渉外室にお問い合わせください。

電 話＝ 045-339-3027／ 3016 電子メール＝ press@nuc.ynu.ac.jp

最新情報
Let's go, 第 3 回ホームカミングデー（ HCD）
YNU!

平成18 年から、年に 1 回、大学と同窓生の絆を強めることを目的に、
母校のキャンパスでホームカミングデー
（ 大学と同窓生による学園祭）
を開催しています。
ただ今、平成 20 年 11 月 15 日
（ 土）
に開催予定の第 3 回に向けて着々と準備を進めています。
現在までに決定した内容についてお知らせします。

ホームカミングデー
今回は、昭和 58 年卒（ 卒後 25 年 ）の
卒業生・修了生を懇親会に無料招待します !
開催日 平成 20 年11月15日
（土）
場所
横浜国立大学
（ 常盤台キャンパス）
イベント ● 講演会

メイン講演：藤嶋 昭先生
〈 昭和 41 年工学部卒／本学名誉博士〉
他

●
●

研究室公開・見学
スポーツイベント

●
●

キャンパス探訪
懇親会 など

※なお、上記の内容は、今後変更もございます。
（ http://www.ynu.ac.jp/ ）
大学ウェブサイト
でご確認ください。

卒業生登録のお願い
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、大学からの各種行事等のお知らせをご案内するため、皆様
のご活躍の状況を、広報誌等でご紹介するために大学ウェブサ
イトからデータ登録を行っていただくようお願いをしております。
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
ただいております。また、メールマガジンを希望された方には、
月に1 〜 2 回、横浜国大の最新ニュースやお知らせを電子メー
ルで配信しています。
登録データについて、大学では上記目的以外の利用はいた
しません。ただし、ご了承いただいた方のみ、各学部等の同窓
会に情報をお知らせいたします。
卒業生登録トップページ

CHECK!! オリジナルグッズ 続々と新登場！
シンボルマークをあしらった横浜
国立大学オリジナルグッズを開発
し、
大学生協等で販売しています。
“ カラッチ～～ﾉ ”
、キャベツワイン
などに続き、平成 20 年 3月に
“横
国煎餅”
“Ｙ
、 ＮＵサブレ”
、マグカッ
プなどを新たに発売しました。
現在も大学生協等で購入が
可能ですが、ホームカミングデー
にお越しの際には、ぜひ、記念に
横国煎餅
お買い求めください。

学生の活躍
大学ウェブサイトで
キラリ輝く学生紹介企画を開始！
大学ウェブサイトで、様々な分野で活
躍する個性豊かな本学の学生を紹介
する企画「こちら現役国大生 」の掲載
を始めました！ 第１回では公認会計士
試験を在学中に突破し、経営学部会
計・情報学科を今年、卒業した藤田さ
んを紹介しています。今後も順次掲載
していきますので、ぜひ、ご覧ください。
横浜国大ウェブサイト
（ http://www.ynu.ac.jp/ ）
→
『 広報・公開・メディア』
→
『 こちら現役国大生 』

第2回HCDで活躍した副島優子さんが
横浜観光親善大使に選ばれました！

携帯電話からは QR コード
でもアクセスできます !

登録
方法

パソコン・携帯電話より
下記ページにアクセスしてください。

平成 19 年度開催の第 2 回 HCDにおいて司会を務めた教
育人間科学部３年の副島優子さんが、横浜観光親善大使に
選ばれ、様々な場面で活躍しています。
また、テレビ神奈川「 みんながでるテレビ 」
（ 毎週火曜日
22:00 〜 ）で、みんテレ特派員とし
てレギュラー出演もしています。彼
女の今後の活躍にご注目ください！

https://www.jmk.ynu.ac.jp/toroku/
横浜国大ウェブサイト
『 訪問者別メニュー 』→『 卒業生の方へ 』
『 卒業生 ･ 修了生データ登録 』

第２回 HCD にて
（ 左が副島さん ）

「 横浜国大カード」発行！
本 学では、平 成 20 年 4 月から卒 業
生・在学生等向けに、卒業生との連携、
学生サービスの向上及び地域活性化
への貢献として「 横浜国大カード」
を発
行しました。
この国大カードをVISA 加盟店や、公
共料金などの支払いにご利用いただく
と、DC ハッピープレゼントポイントが貯ま
るだけでなく、ご利用額に応じた提携料
がカード会社から大学に入ってくるシス
テムとなっており、本学の教育研究環境
の発展にも寄与していくことができます。
母校を応援できる「 横浜国大カード」
に
ぜひ、ご加入ください。
カード入会申込書は、大学の正門守

3つのメリット

横浜国大カード

1

一般／年会費：初年度 1,575円無料
ゴールド／年会費：初年度 10,500円無料

カード使用時または提示により、
「 独自」
の優待割引が受けられます。
優待割引提携店と特典内容の情報はこちら
ＹＮＵ福祉協会ウェブサイト

http://www.jmk.ynu.ac.jp/gakugai/somu/jinji/ynufukushi/card-shop.html

2
3

カード会員及びカード会員のお子様の婚礼時に、
学長名で祝電をお届けします。
本学附属図書館の入館及び図書利用カード発行の手続きが
スムーズになります。
卒業生からの感想
入館の手続き
従来：名前・住所を記入

附属図書館を利用して

国大カードを提示するだけでＯＫ！

昭和 44 年工学部機械工学科卒

松下英明

図書館利用カード発行の手続き
従来：卒業証明書の提示

衛所及び教育
文化ホールに
あります。

平成19年のホームカミングデーに参加した折に卒業
生も附属図書館を利用出来る事を知り、利用してみま
した。自由に席を選び、自由に本を選び、好きなだけ読
み、考え、メモをとる…、このゆったりと流れる自由で贅
沢な時間！ 途中で 1F の明るいカフェテリアでのコー
ヒータイムでリフレッシュ。ガラス張りの近代的な外観も
素晴らしいのですが、その中に流れる時間は通常の図
書館では得られない充足感と満足を与えてくれます。

国大カードを提示すればＯＫ！

後は、申込書の記入と身分証明書の
提示で手続き完了となります
お問い合わせ先／

YNU 福祉協会事務所

電 話＝ 090-1047-4845

学長ももちろん
持ってます !

ミサワホームの NO.1 テクノロジー＆ONLY１デザインで

あなたにいちばんの住まいづくり

皆様に信頼をいただいて地元で 30 年の歴史！
航空券 1 枚の手配から個人旅行、団体旅行までお一人お一人のニーズに誠心誠意お応えいたします。

◆ 航空券・ホテル・JR・バス手配（国内・海外）、査証代行取得
◆ 社員旅行・同窓会・業務視察研修旅行の提案、企画、手配
◆ セミナー、シンポジウム、展示会等の企画・運営
まずはお電話ください！迅速に対応させていただきます。
ほんとうにお気軽にお問合せください。

株式会社横浜エアーアンドシーサービス
神奈川県知事登録旅行業第 2 種 696 号
〒231-0057 横浜市中区曙町 1-1 興信ビル 1F

TEL：045-261-5222 相談カウンターあり！
横浜国立大学国大 NEWS
第５号

編集・発行
お問い合わせ

※詳細はお問合せくださいませ。

お電 話時 に横浜国大 の
OG・OB 様とお伝えくださ
い！担当：榎本、本多

横浜旅行社ｵﾘｼﾞﾅﾙﾂｱｰ例

・ｱﾒﾘｶの国立公園めぐりﾂｱｰ
・山好きな方のためのｽｲｽｱﾙﾌﾟｽ登頂と
氷河ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ&「ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞﾋｭｯﾃ」
・その他お好きなｺｰｽを格安で企画いたします！

横浜国立大学総務部広報･渉外室
〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1
電話＝045-339-3016 ／ 3027 ファックス＝045-339-3019

電子メール＝press@nuc.ynu.ac.jp

