校友会と同窓会の関係について

校友会は、学部横断型事業を行います。海外のネットワークを含んだ在学生、

教員、職員、卒業生の連携を通して、同窓会の協力を得つつ、在学生と大学へ

平成29年度入学生各位／保護者のみなさま

横浜国立大学校友会のご案内

最前線で活躍の著名な方々の
経験を踏まえた貴重な講演で、
ほかの学部生とも意見交換で
きいい勉強になった（経済 1 年）

学生の声

〈講演会〉

の様々な支援を目指します。

YNU Connect

同窓会は、各学部、各学科の永年の歴史の上に卒業生のネットワークを活か

A community for alumni, students, faculty,
staff and friends of Yokohama National University

した交流の機会、事業などを通じて卒業生との絆を深めます。

皆さんは、校友会と同窓会に加入することによって、在学中から卒業後まで永

い年月にわたる絆を築くことができます。

会費について

横浜国立大学校友会はこれらの活動を行うために、新入生の皆さまから下記

のとおり会費（終身）
をいただきます。添付の郵便振替用紙に必要事項をご記入
なお、入学先の学部等によっては、同窓会費、校友会費とあわせてお振り

込みいただくこととなりますので、同封の郵便払込票記載の会費等の内訳をご
確認いただき、合計金額をお振込みいただくようお願いいたします。
記

①平成29年4月入学の学部生

YNU校友会会長

人間科学 1 年）

の上、平成29年4月30日
（日）までにお近くの郵便局にてお手続きいただきますよ

うお願いいたします。（お振込にかかる手数料は横浜国立大学校友会が負担します）

杉田亮毅

質問が自由にできる雰囲気
なので、とても役立った（ 教育

長谷部勇一

学長・YNU校友会副会長

多様な価値観に触れ、自分
の意見を伝えることの難し
さを学ぶことができた（ 経

学生の声

〈まなび座〉

済 1 年）

20,000円

②平成29年4月入学の大学院生（博士課程前期・後期） 10,000円

会員証について

会費をお支払いいただいた会員の方には、永年有効の会員証をお渡ししていま

す。会員証には会員お一人ずつに会員番号が付与されています。これを提示して
いただくことで、在学中から卒業後に渡って校友会

主催の各種イベントへの優先参加、無償参加、割

引での参加にご利用いただくことが出来ます。ご利

ディスカッションなど、
高校時代とも、大学の
他の講義とも違った経
験ができた（ 理工 1 年）

卒業生の話から選択肢は
たくさんあり価 値観もた
くさんあると改めて思え
た（ 理工 1 年）

学生を実社会へと
つなぐ真ん中に
校友会があります！

用できるイベントや内容につきましては、校友会ホー
ムページにてその都度ご案内していきます。

横浜国立大学校友会ホームページのご案内

横浜国立大学校友会では、会員登録の有無にかかわらず、会員の皆さま方へ

校友会の各種活動、ご案内をお知らせするためにホームページを開設しています。
理事会・評議員会の議事掲載をはじめイベント案内なども行っておりますので、

ご挨拶とお願い

下記アドレスをぜひご覧ください。

▶ http://koyukai.ynu.ac.jp

お問い合わせ先： 横浜国立大学校友会

〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 79-1 本部棟 1 階

TEL：045-339-3177

入
平

事務局

FAX：045-339-3178

営業時間：8:30-17:15（土日・祝日は除く）

e-mail：koyukai@ynu.ac.jp

ホームページ：http://koyukai.ynu.ac.jp

個人情報の取扱について：横浜国立大学校友会に提供いただいた個人情報につきま
しては、会員情報管理、会報等お知らせの発送、会員の交流支援、就職支援活動等の
イベント開催関連のために利用し、同趣旨の目的の範囲内で各同窓会、各学内学会及
び横浜国立大学に提供することがありますが、それ以外の目的では使用しません。

学おめでとうございます。横 浜

国立大学は、そのルーツとして

神奈川師範、横 浜高等工業、横 浜高等

校友会事務局

（本部棟１階）

国大中央

横浜国立大学 学長・横浜国立大学校友会 筆頭副会長

→正門へ
経営学部
研究棟

小運動場

第一食堂

んな大学としても発展してきました。

本学では、学部ごとに同窓会があり、

キャリア教育支援

▶

グローバル人材育成の支援

▶

長谷部勇一

も毎年約 900 名在籍する国際交流の盛

▶

▶

講演会開催

交流会、学生活動支援

的なソトとの交流を活発にすることを目
指しています。

「 実践的学術の国際拠点 」をめざして、

商業という戦前から高い評判のあった学

専門性を活かしたタテの交流を担ってき

本学は教育、研究、社会貢献を推進して

する約 11 万人の卒業生を輩出していま

卒業生と教職員も含む総合的な交流の

割を発揮するものと期待しています。 ご

校を母体にして発足以来、国内外で活躍
す。また、国際都市横浜に位置し、世界

水準の研究を進めると共に海外留学生

メインストリート

校友会の学生支援

ましたが、さらなる発展のため、在校生、
組織として校友会を発足させ、学部の壁

を越えたヨコの交流、国籍を超えた国際

いますが、校友会がそのための重要な役
子息・ご令嬢の良き将来のため、お手続
きのほど宜しくお願いいたします。

すべてのチャンスを活かすため、校友会へのお手続きをお願いします。

ALL YNUの力 で、学生を社会 と世界へ送り出します

横浜国立大学校友会の

学生支援

キャリア教育支援

キャリア教育授業や学生参加型のコンテスト、

OB・OG 交流会などを通して、キャリア意識の醸成を支援

学生が主体的に学業に取り組む土台創

2016年度実績

まなび座Ⅰ・校友会リレートーク ［1年生春学期］

り、社会へ羽ばたく準備として、一年生の
うちから横浜国立大学のOB・OG、社会人

（ 高大接続・
校友会の協力により昨年開講した教養教育科目
「 まなび座Ⅰ 」

の方々と触れ合う機会を提供することで、

全学教育推進センター 市村光之准教授 ）は、出席率 97％、授業満足度 3.81（ 4

通常の授業では実施が難しいキャリア支援

段階 ）と好評でした。今年度も春学期に、12 名の卒業生をゲスト講師に迎

リア教育授業の提供、学生参加型コンテス

ネラリストの違いなど、深い議論が交わされました。

事業を展開します。主に、校友会によるキャ

え学生たちと語り合いました。主体的に学ぶとは、スペシャリストとジェ

トの実施、OB・OGとの交流会などにより、
会員の皆さんのキャリア意識の醸成を支援

また、校友会の人脈を生かし、各業界・

ネできけるガイダンス・相談会等の就職イベ
ントも実施していきます。

校友会は各学部と共催で講演会を開催しています

教育人間科学部、経済学部、経営学部、

2016年度の開催日程

理工学部と、校友会はそれぞれの学部と共

事前申込、
会員優先

より身近な興味深いテーマで講師をお呼び

教育人間科学部

催で、秋学期に4回開催。各学部生にとって

します。本年度からは新設の都市科学部も
これに加わります。

さまざまな世界で活躍されている方の実践

体験を踏まえ、また将来を見据えたお話です

ので、将来の進路や人生を考えるよい機会に

なります。会員はどの講演会にも参加できま

すし、校友会会員証をお持ちの学生の保護
者の参加もできます。

交流会

参加方法は
校友会ホームページにて案内します。
▶ http://koyukai.ynu.ac.jp

これからの公教育と学校外教育の在り方
講師：新井健一氏（ベネッセ教育総合研究所理事長）
日時：11/25（金）５限 16：15-17：45
場所：教育6号館101教室
経営学部・経営学会

グローバリゼーションの変質と
『現場力』
講師：飯島彰己氏（三井物産㈱代表取締役会長）
日時：12/1（木）10：30-12：00

場所：経営学部講義棟Ａ棟１号館

学部の壁を越えたヨコの交流、

国籍を越えた国際的なソトとの交流を活発に展開

学生（留学生・日本人）と
社会人との交流会

仕事、
会社や職場の様子、
結婚、
出産、

営-108教室

経済学部

アジアの未来、
日本の未来、
今起こっていること、
起こること

講師：大泉啓一郎氏（日本総研 調査部上席主任研究員）
日時：12/2（金）５限 16：15-17：45
場所：経済学部101号室
理工学部

化学企業の概要とその研究所における
ケミカルエンジニアの役割
講師：笠原伸元氏（旭硝子㈱技術本部企画部 主幹・
JMTCエンザイム㈱取締役CTO

（植物由来有機酸の開発・製造・販売））

日時：12/6（火）5限 16：15-17：45
場所：理工学部Ａ棟201号室

ホームカミングデー 大学祭と同日開催

学生、同窓生、教職員、本学関係者がキャンパスに集
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。

若い社会人の先輩に車座で気軽に

は留学を決意するときに知りたいこと、不安なこと、ま

現場の話はとても好評です。

グローバルな視野の形成を支援

海外ビジネス経験者をゲスト講師として迎え、海外対応のカギとなる異

文化理解やコミュニケーションスキルの向上を目指す授業を提供します。
また在学生向けに、海外経験のあるOB・OGや留学生との交流の場を設

講師の海外勤務の経験談等から、

けることで、海外へ目を向ける契機を提供します。
2016年度実績

実務の世界を学生は肌で感じま
す。これが大切です

「 まなび座Ⅰ 」に続く第 2 弾のキャリア教育科目を秋学期に開講した。グローバル環境で活躍するための下

［ 2年生以上秋学期］

地をつくるのが目的です。異文化コミュニケーションに関する講義やグループワークに加え、海外勤務経験

のある卒業生をゲストに迎え、外国人と信頼関係を構築するポイントについて考えます。校友会の多彩な卒
（ 市村准教授 ）
業生人脈に期待しています。

世界経済がますますグローバル化し、海外進出へのスピードを速めています。平成 28 年度秋学期に新規開

講した本講座では、さらに一歩進めて主要企業の海外ビジネスで活躍した 8 人の経験豊富な講師が、ビジ
ネス世界の現実、経済の仕組み、企業活動の実態、海外駐在員のやりがいと苦労等を体験の中から教授しま

す。理論だけではない実務の世界を肌で感じることができます。8 人の講師の様々なジャンルの実務経験を

吸収することにより、将来進路を選択する際の一助になります。業界としては、航空・観光、食品、情報通信、
精密化学、自動車、金融、医薬品、総合商社。一部英語による講義も実施。

学生活動支援

学生らしい自由で新鮮なアイデアで活発な活動を展開する
学生チームを支援しています

社会に出ていい結果を出すためにはチームワークが不可欠です。目

標を定め役割分担してより良い結果を出す。そんな視点から、ＩＴに強
い学生の育成や体育系・文化系の部活の活性化を競うコンテストなど
を支援しています。

YAC アプリコンテスト

2 部門の大賞チームには
計40万円！
MVP にはシリコンバレーツアー

門」
、実際にアプリを開発する
「開

留学・国際交流 インターナショナルウィーク

聞けます。留学生にも日本の会社の

将来的には海外インターンシップの実施など、

アイデアや企画力を競う
「 企画部

大学生活の過ごし方など、普段聞く
ことのできないことを、年代の近い

海外経験を持つ卒業生や留学生との交流、

による講義、交流の場を提供します。校友会の多彩な卒業生人脈から、

グローバルビジネス
実践論

2015 年度第 4 回
小泉元内閣総理大臣の講演

てのチャンスを活かすために、
校友会のお手続きを！

アウェーで戦える人材育成の支援として、海外経験豊富な各分野の先輩

［ 2年生以上秋学期］

職種、各種士業について卒業生からのホン

新入生への支援は、入学と同時に始まります。
すべ

横浜国立大学が推進する「グローバル人材育成」をバックアップし、

グローバルビジネス・
コミュニケーション

していきます。

講演会開催

グローバル人材育成の支援

キャリア教育、就職支援、
グローバル人材育成 �

インターナショナルウィークの留学経験者の座談会で
た留学経験が社会で役立ったことなど、気楽に聞くこと
ができます。個別相談会、交流会も楽しく役立ちます。

発部門 」の 2 部門で構成。事前に勉

部活動支援プロジェクト

強会も開催して、作品やアイデア
を募集し、決勝ではプレゼン審査
会に加え、IT 産業の第一線で活躍す
る卒業生との交流も図れます。

YAC2015
受賞者インタビュー
情報基盤センター長
企画部門賞

「 真鍋ゼミ」
チーム

樫村和可奈 さん

大学公認の体育系・文化系部活動コンテストを開催。優秀

長谷部学長から開発部門賞の授与

団体の表彰・支援を通して部活の活発化、大学のブランド
アップを目指します。

人の縁って不思議ですね。
YAC に出ていなかったら公務員になっていたかもしれません。

アプリは日常生活で使用するだけで特に詳しかったわけではないのですが、一から挑戦しよ
うと思って参加しました。自分は何が好きで何がしたいのか、YAC に参加して深く考えること
ができました。元々、公務員試験を受けるつもりでしたが、懇親会で審査員の方とお話したこ
とで IT 分野への理解が深まり、最終的には IT ベンチャーのコンサルティング営業に就職する
ことにしました。

