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YNU 意識を共有し、
「 知 」の創生とその継承を通じ

実践的学術の国際拠点をめざします

横浜国立大学長

ざします。

法人化された国立大学は、高等教育
機関として、次世代を担う優れた人材
の育成、科学・研究を通じた人類の発

横

浜国立大学第 14 代の学長
に就任いたしました。ここに
ご報告すると共に、ご挨拶申
し上げます。
平成 21 年は、本学創立 60 周年とい
う記念すべき年でもあり、本学は、21 世
紀の知識基盤社会における実践的学
術の国際拠点として、さらなる発展をめ

NEWS

展への寄与、地球環境問題・高齢化
社会への貢献が求められています。ま
た、競争的環境下での教育研究におけ
るグローバル化と効率化が進められて
おります。このような変化の中、本学は、
２１世紀の知識基盤社会への一層の貢
献をするために、大学の強み・培われ
てきたリソースを強化していきます。
本学の強みは、第一に、国際都市・
横浜という立地にあり、全学部・大学
院が一箇所の緑溢れる広大なキャン
パスに集約されているという地の利で
す。第二が、グローバル COEを複数獲
得できる先進的な教育研究力です。そ
して、第三として、前身の師範学校、
高等工業学校、高等商業学校から国
立大学法人となった現在までに輩出し

鈴木邦雄

た有為な卒業生のネットワークです。

本学は、こうした三つの強み・培わ
れてきたリソースを活かし、さらに進化
させていくために、教育面では、質の高

い、能力と意欲のある学生をひとりでも
多く受け入れ、専門性・国際性のある
教育研究を体系化し、学生の知の質を
確保するためのカリキュラム改革・成績
評価の標準化を進め、優れた卒業生・
修了生を社会に送り出していきます。
研究面では、世界に通用する先進的
拠点として研究成果の発信を増加さ
せ、横浜らしさを生かした国際共同研
究を推進します。
本学は、教職員・学生そして同窓の
皆様にも
「 知の創生とその継承 」
を核と
した YNU 意識（ 大学の存在意義 ）
を共
有していただき、社会からの付託に真
摯にこたえ、横浜から世界に多くの
「知」
を発信する大学として全力をもって活
動を展開してまいります。

新体制発表

鈴木学長のもと、新体制によるスタート！

平成 21 年 4 月1日、鈴木学長をはじめ、以下の理事、副学長が新たに就任しました。
また、学部長、研究科長等においても４名が新任となり、新体制で創立 60 周年を迎え
る平成 21 年度をスタートしました。
学長、理事、副学長

後列：小野、大門、八木、池田、石原、有馬、矢内、高木
前列：有信、溝口、鈴木、國分、斉藤、山田
（ 敬称略）

学部長、研究科長等
理事（財務／施設）

斉藤和信

教育人間科学部長・
小野康男
教育学研究科長

国際社会科学
研究科長

理事（総務／研究）
國分泰雄
・副学長

理事（ 国際 ）

有信睦弘

経済学部長

大門正克

工学部長・
工学府長・
工学研究院長

理事（ 教育）
・
副学長

副学長
（ 評価）

山田 均

経営学部長

学長

鈴木邦雄 ・事務局長

溝口周二

八木裕之

（新）

環境情報学府長・
環境情報研究院長

池田龍彦

附属図書館長

石原 修

教養教育主事

（新）

（新）

有馬 眞

矢内光一
高木まさき

（新）

TOPICS

大学最新トピックス

横浜国立大学創立 60 周年記念事業始動

平

成 21 年、創立 60 周年を迎
えることを記念し、横浜国立

が各事業を企画立案し、実施にあたり
ます。以下に現在予定されている事業

窓会代表者から構成される、横浜国立
大学創立 60 周年記念事業関係委員会

次第、ご案内いたしますので、ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

大学創立 60 周年記念事業
をスタートしました。
記念事業は、大学教職員及び各同

60 周年

記念
イベント
開催予定

内容をご紹介します。
また、本事業の実施にあたり、募金
事業を予定しております。詳細が確定し

▶創立 60 周年記念式典・小パーティー
本学関係機関の方々を来賓としてお招きし、約１００名が出席予定。
日時：平成 21 年 11 月8日（日）10：30 ～ 13：00
場所：横浜ロイヤルパークホテル（ ＭＭ21 地区 ）
記念式典終了後は、第４回横浜国大ホームカミングデーに合流。

▶「 横浜国立大学通史（ 仮称）」の作成

▶メインストリート ベンチ・記念物等の設置

学生、教職員、卒業生の一体感の醸成
を目的として、学部、諸学校や分野を超
えた 135 年間の通史作成を予定してい
ます。

学生の利用がもっとも多い中央通りのメインスト
リートに、学生の憩いの場として、テーブルやベ
ンチの設置などの環境整備及び 創立 60 周年
記念物の設置を予定しています。

現在の常盤台キャンパスの風景
正門から続くメインストリートは緑に囲まれている

各同窓会代表からのメッセージ（６０周年を迎えて ）

友松会

金子 禎会長

平成 21 年、横浜国立大学は創立 60 周年を迎えます。
昭和 24 年に現在の学校制度が施行され、神奈川師範学
校、横浜高等商業学校、横浜高等工業学校がまとまり、
横浜国立大学が創立されました。教育人間科学部の前身
である神奈川師範学校は、明治 7 年に創立されましたの
で、今年が 135 年になります。
夫々の学部が歴史と伝統のある学校の基盤の流れを汲
んでの 60 周年であります。これまでの先輩方のご努力には

敬服するばかりです。
法人化された横浜国立大学が、この周年記念を新たな
出発点に、ますます充実した高等教育機関として発展するこ
とを望むと共に、卒業生が横浜国立大学で学んだことを誇り
とし、母校への思いを忘れずにいてほしいと強く思います。
最後になりますが、皆様の同窓会に寄せるご理解とご協
力には心より感謝し、お礼申し上げます。
今後とも皆様方のご多幸をお祈りいたします。

卒業生の皆様、毎日お元気でご活躍のこととお喜び申

関係されました方々の、この間のご尽力・ご努力に感謝申し
上げます。
ただき有難うございます。
また、平成 16 年以降、大学法人化がなされ、新たな厳
さて、今年は、昭和 24 年に我が校が新制大学として新 しい環境のもとで、研究と教育の実践の場としての力強い
たなスタートをしてから60 年にあたります。3 学部で始まった 活動が日々なされておりますことは、私どもの喜びとするとこ
大学が 4 学部 4 大学院と、中規模大学ではありますが、大 ろです。富丘会としても、今後大学のバリューをさらに上げ
変な充実・発展をし、さらに産業界・地域社会等との連携 るべく、同窓会・卒業生としての立場から協力・努力をして
を始め、大きく様変わりをいたしました。教職員を始めとして まいりたいと思います。

し上げます。日頃は、同窓会の活動にご理解・ご協力をい

富丘会

入江昭夫 理事長

工学部同窓会連合

井上誠一 代表

昭和 24 年に開学した横浜国立大学は今年で 60 周年

平成 16 年の国立大学法人化以降、各大学が個性化

を迎えます。この間にキャンパスの統合を経て、現在は緑豊

を推し進める中で、本学は崇高な理念を掲げた冨山初代

かな環境に白を基調とする建物が建ち並ぶ最高学府に相

学長の精神を引継ぎ、実践的・先進的な研究に裏付けさ

応しい景観を見せています。本学の様に、いち早く統合が
完了し、素晴らしい教育研究環境を実現させたのは他に例
を見ないことです。既に統合後の新キャンパスで卒業した方
が過半数になっていますが、ぜひこの機会にキャンパスを訪
れてご覧になってください。

れた高度専門職・研究者育成の教育拠点としての機能を

果たそうとしています。私たち卒業生は開学 60 周年にあた
り、大学の強力なサポーターとして、中核的人材育成の強
化、世界的水準となる研究の推進、そして教育研究環境
の向上に向けて協力することを確認したいと思います。
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ＹＮＵ教育最前線

ビジネスに実践的に取り組む

ビジネス・キャリア教育プログラム
http://www.business.ynu.ac.jp/contents/intern/

経

営学部では、本学の理念の
一つである実践性を重視し

たビジネス・キャリア教育プ
ログラムを実施しています。このプログラ
ムは、
「 啓発・学習・実践 」
という自ら考
えて行動する主体的な学びを通じて、学
生のビジネス・キャリア形成を支援する
プログラムです。このプログラムの主要

経営学部

なコンテンツは、以下の4 つです。
平成 20 年度は、
「 マイ・プロジェクト・
ランチャー」から生まれたプロジェクト

「 横浜の野菜を使った 1日地産地消レ
ストラン」
が実現し、多くのメディアに取
り上げられました。

さらに、以下の① ~③を、体系的・継
続的に学ぶ副専攻プログラム
「ビジネ

ス・プラクティス」
を設置するとともに、
キャリア教育支援 SNS である、｢ Y-CA
REER ｣を開設しています。
また、
「 学生アントレプレナー支援制
度」
を制定し、学生のアイデア・プラン

が、外部の企業などに採用される可能
性が生じた場合には、必要となる旅費
等を支援しています。

ビジネス・キャリア
教育プログラム

①「 気づく」：経営者・創業者など、実業界からの多様な講師による講義形式の授業
「 経営者から学ぶリーダーシップと経営理論 」「 ベンチャーから学ぶマネジメント」
②「 磨く」：講師と少人数の学生による自己学習・相互啓発的な形式で、各人がビジネス・
プランを考え、ブラッシュアップし、プロジェクト化する授業「 マイ・プロジェクト・ランチャー 」
③「 働く」：専門科目「 経営学部インターンシップ 」
④「 創り出す」：ビジネス・プラン・コンテスト：学生の創造性と企画力、プレゼンテーション
能力を養うことを目的として開催。運営主体は学生実行委員会であり、同窓会である
富丘会と経営学部の協力の下に実施しています。

マイ・プロジェクト・ランチャーからの実践プロジェクト
「1
日地産地消レストラン 」

地域課題解決を担う人材を育てる

地域交流人材育成教育プログラム「 地域交流科目」
http://www.chiki-ct.ynu.ac.jp/

経

済活動がグローバル化する
中、実際の経済活動の場で
ある都市地域がいかにそれ

ぞれ活力を維持し、そこに生活する市

地域実践教育研究センター
科目」
という科目群の受講・参画により
所定の要件を満たせば「 地域交流人
材育成教育プログラム修了証 」
が取得

できるものです。また、実践的な課題意

民の生活の質を高めていくかが 21 世
紀初頭の大きな課題になっています。
本学ではこのような現代的課題に対
応するため、平成 17 年度から従来の学
問・教育領域を超えた
「 地域交流プロ

識と複眼的な視野を持つ 21 世紀型人
材育成を目指した教育プログラムとし
て、平成 20 年度からは本学の副専攻プ
ログラムとしても位置づけられています。
「 地域交流科目」
の基礎となる
「 地域

目・地域課題実習から成る
「 地域交流

養科目、名称は
「 地域連携と都市再生
Ａ・Ｂ」)で、地域で活躍する専門家
の方々をコーディネーターやゲストス
ピーカーとして迎えて行い、毎年各々

グラム」
を全学的に実施しています。こ
れは、地域交流コア科目・選択必修科

地域活性化の
ため、地元 の 和
田町商店街の
お弁当を媒介と
して商店街と大
学・学 生を繋ぐ
仕 組 みを提 案・
実施する、学生
公募型「 和田べ
んプロジェクト 」
の活動風景

交流コア科目」は横浜・神奈川をそれ
ぞれ対象とした実践的内容の授業 ( 教

200 ～300 人の学生が受講します。さら
に
「 地域課題実習」
は実践型プロジェク

ト形式による教養教育科目で本プログ
ラムの大きな特色となっています。この
授業は、大学と地域が連携して行なう

プロジェクト活動成果報告会において学生の話を熱
（ 右から２人目は松沢神奈川
心に聞く来場者の方々
県知事 ）

プロジェクトに学生が１年を通して参画
するもので、参画型実践教育研究の場
として、これまでに学生自らの提案によ

る学生公募型の
「 和田べんプロジェク
ト」、
「 保土ヶ谷まちづくり学習プロジェク
ト」なども含めて、毎年 10 以上のプロ
ジェクトに多数の学生が参画し活動し
ています。活動の様子、年度末の成果
報告会の案内等は地域実践教育研究
センターホームページでも随時紹介し
ていますのでぜひご覧ください。
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ＹＮＵ研究最前線

燃料電池に向けた脱白金触媒の開発
太田健一郎（ 工学研究院教授）

燃

料 電 池は環 境に優しいエ
ネルギー変換装置として我

ニウムと言った 周
期律表の 4 族、5 族

が国に限らず、北米、欧州
等、世界各国で開発が進められてい
ます。中でも固体高分子形燃料電池

金 属 の 酸 化 物を
ベースにした 材 料
です。

始を目指しており、ここではコストダウ
ンが最も大きな課題です。
まずは触媒に用いられている白金

図 1 に示す通りここ
10 年で、研究室の
職員、学生諸君の

（ PEFC）は我が国では家庭用に平成
21 年度から実用化がスタート、燃料
電池自動車も平成 27 年からの普及開

を安価な材料に変えられないかという
ことですが、この燃料電池は酸性電
解質を用いるため、安定していて、活
性のあるものは白金しかないというの
がこれまでの常識でした。しかし、理
論的に不可能ではないと考え、我々は
水素極、酸素極の二種ある電極の中
でも、より困難な酸素電極（カソード）
の開発に取り組んでいます。
用いている材料は世界中で誰も予
想しなかったタンタル、ニオブ、ジルコ
活性 ･ 原理追及グループ
横国大・東大・
日本電気・パナソニック・
日産自動車

これらの酸化物
は酸性溶媒中で安
定です。触 媒 能は

努力もあり、毎年着
実に成果を伸ばし
てきています。ジル
コニウム系で 開 発
できれば触媒のコス
図 1 ／横浜国大における酸化物系カソード性能の推移
トは 1/1000 に な る
池プログラムの中で次世代材料の目
見通しです。
当初は科学技術振興機構（ JST ） 玉として開発を進めています。
特に、平成 20 年度からはコンソー
のプロジェクトとして進めていました
シアム型プロジェクトとして、本学の成
が、現在では新エネルギー・産業技
果をもとに、東京大学と関連企業 9 社
術総合開発機構（ NEDO）の燃料電
が集まり研究を進めています。図 2 は
メンバーとその役割を示しています。こ
生産技術開発グループ
の計画は 7カ年計画です。白金の性
アライド マテリアル・
昭和電工・住友化学・
太陽化学

能を凌駕して、1日でも早く実用化に結
びつけたいと頑張っています。

PL（プロジェクトリーダー）

太田健一郎（ 横国大 ）
凸版印刷・新日石
太田健一郎
工学研究院教授
専門は工業物理化学、
エネルギー学一般

燃料電池評価グループ
図２／ PEFC のための NEDO 酸化物系カソードプロジェクト

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
（

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

Let's go,

YNU!

第 4回

第 4 回ホームカミングデー（ HCD）最新情報
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。

第４回横浜国大

ホームカミングデー

Comments ホームカミングデーのご案内

今年は、横浜国立大学創立６０周年記念式典と同日開催！
日時 ：平成 21年11月８日（ 日）
場所 ：横浜国立大学（常盤台キャンパス）
創立60周年記念式典模様ビデオ放映／
基調講演／テーマ別講演／研究室公開・
見学／キャンパス探訪／懇親会 など
昨年 のホームカミングデーでの 懇
親会の様子

詳細が 確定し次第、大学ウェブサイト

http://www.ynu.ac.jp/ ）
でお知らせいたします。

（

卒業生登録のお願い
本学では、卒業生・修了生との連携を
深めるため、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。ご登録の特典として、抽選による記念
品の贈呈、メールマガジンを希望された方
には、月に1 回程度、電子メールで大学の
最新ニュースや各種行事、卒業生をご紹介
したウェブページの案内など、毎回充実し
た内容の大学情報をお届けしています。現
在はグアムで合気会を主宰されている、本
学卒業生 峰岸睦子さんの半生を綴った自
伝小説を連載中です。
登録いただいた個人情報について、本
学では、上記の目的以外の利用はいたし
ません。ぜひご登録ください。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。

山崎哲男実行委員長
（ 昭和 43 年 経済卒）

今年で、ホームカミングデーは４年目を迎え、ちょうど３学部が持
ち回り幹事となって一巡し、富丘会が再度、当番幹事となりました。
母校は法人化により、他の国立大学と同様、自主・自立が求めら
れ、大学の地位向上に努めることが、今まで以上に必要になって
きました。今後、この任務を強化し発展させていくために、現在の
大学関係者である教員・職員及び学生に加え、卒業生にもネット
ワークを広げ、母校横浜国大の結束を強める一環として、ホームカ
ミングデー
（ＨＣＤ）
を位置づけております。
卒業生のみなさまのご協力とご参加をぜひお願いいたします。

卒業生の活躍
「 経営を学び、デザイナーとして独立」
神里僚子さん（ 経営学部卒）

国内をはじめ、世界中で活躍している本学卒業生を紹介する企画を大学
ウェブサイトで連載しており、これまでに１５名の方々をご紹介しています。
最新回では、経営学部卒業生で、デザインチーム
「 ＮＥＷ ＦＲＩＥＮＤＳ」
を
運営、この「 国大ＮＥＷＳ」のデザインも手が
けている神里 僚子さんをご紹介。今回の取
材は、自身も会社を経営している社会人学
生の広報サポーター 竹 健治を始めとする４
名の学生が担当しました。双方の熱意溢れ
る取材記事をぜひ、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』
→
『こちら国大卒業生 』

学生広報サポーターにとって貴重な体
「 co-lab 」
での取材
験となったオフィス

在学生の活躍
「“ 和田べん
“で商店街を盛り上げる」
原田季奈さん（ 大学院国際社会科学研究科）

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。

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 』

本学には多方面で頑張っている個性豊か
な学生が大勢います。そんな、キラリ輝く現役
横浜国大生を紹介する企画を大学ウェブサイ
トで連載中。
最新回では、地域課題プロジェクト
「 和田
べんプロジェクト」
で地域活性化に取り組み、
学生広報サポーターとしても活動、平成２１
年春に大学院国際社会科学研究科を修了
し、ＮＨＫの記者として新たなスタートを切っ
た、原田さんをご紹介。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 』

活性化に取り組んだ和田町商店街の
店舗の方と「 和田べんプロジェクト 」
メ
ンバー
（ 右から2 人目が原田さん ）

「 横浜国大カード」発行中！
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
などのお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、大学の正門守衛所及
び教育文化ホール等にあります。

3つのメリット

横浜国大カード

1

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

鈴木学長も
利用してい
ます！

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。
入館の手続き
従来：名前・住所を記入

国大カードを提示するだけでＯＫ！

図書館利用カード発行の手続き
従来：卒業証明書の提示

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

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

お問い合わせ先／

YNU 福祉協会事務所

電 話＝ 090-1047-4845

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。

《 国大 OG・OB の方へ 》 まずはお電話ください。
◆ 国内線格安航空券、国際線航空券（ビジネスディスカウントチケ
ットなど格安ビジネスクラスの航空券も多数あります！）
◆ 同窓会会場、日帰りバスツアーなど多数ご提案いたします。
株式会社横浜エアーアンドシーサービス
◆大切な人とゆっくり・・
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！
http://www.yokohamatour.jp
横浜国立大学国大 NEWS
第7号

編集・発行
お問い合わせ

高級旅館も多数格安に
て紹介いたします！

お電話時に横浜国大の OG・OB
様とお伝えください！特典多数
あります！担当：本多、吉永
TEL：045-261-5222（代表）

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＝045-339-3027／ 3016 ファックス＝045-339-3019

電子メール＝press@nuc.ynu.ac.jp

