令和4年度入学生各位 / 保護者のみなさま

横浜国立大学校友会・同窓会のご案内

学生を実社会へとつなぐ真ん中に
校友会と同窓会があります
ご挨拶とお願い

横浜国立大学 学長・横浜国立大学校友会 筆頭副会長

合

格おめでとうございます。コロナ禍の中で勉学
を続けてこられたことに敬意を表します。本学

は、戦前から有名であった学校（神奈川師範、横浜高工、
横浜高商）を母体にして発足し、国内外で活躍する約
12 万人の卒業生を輩出しています。

また、国際都市横浜に位置し、世界水準の研究を進

めると共に海外からの留学生も毎年約 1,300 名が訪問
する国際交流の盛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、専門性を活か

梅原 出

したタテの交流を担ってきました。それに加えて在学
生と教職員も含む総合的な交流の組織として校友会

を発足させ、学部の壁を越えたヨコの交流を活発に
することで、コロナ新時代を切り開く世界水準の研究
大学をめざしています。校友会と同窓会がそのための

重要な役割を発揮するものと熱く期待しています。ご

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・同窓会への入会お手続きをお願いします。

入会方法、入会特典を別紙にてご案内しております。ぜひご確認ください。

本学の発展と在学生の成長を支援
各

国立大学は、研究の独創性

に加え、各大学独自の財政

的自助努力が求められています。

本学の発展と在学生の更なる成長

のための新しい取り組みに対し、校

友会・同窓会は卒業生、在学生及
び関係者一丸となって寄付、年会費
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校友会会長

等で財政的支援を行ってゆきます。

友松会会長

富丘会理事長

名教自然会会長

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、

校友会と
同窓会の関係

卒業生の連携を通して、同窓会の協力を得つつ、在学生と大学への様々な支援を目指します。

同窓会は、皆さんの充実した豊かな学生生活の支援を行うとともに、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。そのほかに、就職活動を支援するため、キャリア・アドバイザーや模擬面接官を大
学に派遣し学生をサポートしています。

横浜国立大学
（ YNU ）の
校友会と同窓会

ヨコの交流

タテの交流

▶
▶

校友会（総合）

同窓会（各学部）

・友松会（教育学部）

・富丘会（経済学部・経営学部）

・名教自然会（理工学部・都市科学部 ※都市社会共生学科は除く）

名教就美会、国大化学会、横浜三工会、水煙会、土木同窓会、弘陵造船航空会、
横浜物理工学会、名教自然会、横浜電子情報工学会

横浜国立大学校友会の

学生支援①

校友会及び同窓会との
合同での主な活動

新入生の皆様への支援は、入学と同時に始まります。
例年、新入生歓迎会、地域実践課題プロジェクト等を行っており、
令和 4 年度のご案内は、校友会ホームページ等でお知らせします。

交流会

学部の壁を越えたヨコの交流、国際的なソトとの交流を活発に展開

新入生歓迎会
例年、入学直後の４月に学内の食堂において新入

生歓迎会を開催してきました。新入生同士で学部を超

えた繋がりを持つことができ、また、学長や学部長と
2

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、令和 3 年度のイベン
トはほぼ中止としました。
令和 4 年度につきましては、新型
コロナウイルスの感染状況に応
じて、開催の可否を検討します。

も話ができる有意義な会です。

2019 年 4 月撮影

地域実践課題プロジェクト
本学の地 域 実 践 教 育 研 究センターが 進めている

「地域課題実習」のプロジェクトに対して、活動費を
支援しています。

2020 年 2 月撮影

課外活動団体激励会
体育系・文化系の部活動団体に対し激励会を開く

と同時に、校友会から学生団体表彰を行い、部活動
の支援と大学のブランドアップを目指します。

2019 年 4 月撮影

横浜港ナイトクルージング

（校友会、同窓会、大学共催）

例年５月に新入生、外国人留学生と保護者の方が参

加し、実施してきました。

貸し切りのクルーズ船で夜の横浜港をクルージング！

海から見る横浜ベイブリッジや赤レンガ倉庫などは絶

若手社会人×現役学生との交流会

ヨココク、ツナガル

OB・OG と座談会形式で、就職に向けての準備や

仕事内容からプライベートまで、たくさんのアドバイス

が得られます。少人数でじっくりと対話ができる学部
学年不問のイベントです。

2019 年 11 月撮影

アプリコンテスト
本学出身者も所属する IT 産業界の方々に審査員を

お願いし、学生が自ら開発したアプリのコンテストを

行っています。高評価を得るアプリも多く、レベルの
高いコンテストです。

2019 年 11 月撮影

横国 Day

（主催：大学。共催：校友会・同窓会で一体となって共催しています）

横国 Day（ホームカミングデー）は、同窓会、学生、

教職員らがキャンパスに集い、学部、世代、属性の
垣根を超えて親睦を深めるために開催しています。

景です。

2019 年 5 月撮影

2019 年 10 月撮影
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横浜国立大学校友会の

学生支援②

授業を支援しています

キャリア教育、グローバル人材育成、学部横断的講演会を通じて
ALL YNU の力で学生を社会へ、世界へ送り出します。

キャリア教育（授業科目）

グローバル人材育成を目指す講座、全学部生受講可能

まなび座

グローバル化と
日本人

グローバルビジネス
実践論

1年次／春学期開講（2単位）

全学年／秋学期開講（2 単位）

2 年次以上／秋学期開講（2単位）

グローバル人材養成という社会

大学での主体的な学びを考え

航空、マスコミ、メーカー、情

る科目です。例年、卒業生をゲス

ニーズに応え、異文化コミュニケ

報通信、国際金融、総合商社等の

されます。またオープンキャンパ

きる下地を作る科目です。最新の

った10名の講師のリレー講義。実

生向けの模擬授業を行います。

る卒業生の体験談から学びます。

られ将来の進路の指針になります。

ーションを考え、外国人と協業で

ト講師に迎え、熱い議論が交 わ

研究成果や、海外駐在経験のあ

スでは、学生と担当教員で高校

経営者が語るこれからの
企業戦略・イノベーションと
若者へのメッセージ
2年次以上／秋学期開講（2単位）

令和３年度
トップ経営者等に
よる講義
（全 15 回）

企業経営者の会社概要、企業内容のＰＲと合わせ、

やりがいを持って活き活きと働いている社員の紹介

を行います。学生が各企業の実態を知る良い機会と
なり、就職先の一つの選択肢としてとらえ、就職機

会の拡大につながることを目的としています。

講演会開催

業界でグローバルビジネスに携わ

践的なビジネスセンスを肌で感じ

１．横浜国立大学 ｜ 学長補佐、国際社会科学研究院教授
２．株式会社髙島屋 ｜ 執行役員横浜店長
３．株式会社アイネット ｜ 代表取締役 兼 社長執行役員
４．コーン・フェリー・ジャパン株式会社 ｜ 特別顧問
５．株式会社荏原製作所 ｜ 取締役 代表執行役社長
６．株式会社サカタのタネ ｜ 取締役 常務執行役員
７． 日本発条株式会社 ｜ 常務執行役員 DDS 生産本部長

８．日揮ホールディングス株式会社 ｜ 常務執行役員 CDO( 最高デジタル責任者）
９．京浜急行電鉄株式会社 ｜ 生活事業創造本部
10．株式会社有隣堂 ｜ 代表取締役社長

開発統括部長

11．コマツ ｜ 代表取締役会長
12．相鉄ホールディングス株式会社 ｜ 経営戦略室 第一統括担当部長
13．元内閣府、
「IoE 社会のエネルギーシステムのデザイン 」｜
大臣官房審議官（科学技術政策担当）、イノベーション戦略コーディネーター
14．株式会社オカムラ ｜ 取締役 常務執行役員 コーポレート担当
15．横浜国立大学｜ 学長補佐、国際社会科学研究院教授

校友会は例年、5学部と共催で講演会を開催
［教育学部］講師：宇宙飛行士
テーマ：宇宙、人、夢をつなぐ

令和 3 年 10 月 4 日（月）
10:30 ～ 12:00（オンライン開催）

山崎 直子氏

※他の学部の講演会につきましては、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて、現在開催の可否を検討しています。

過去の主な講演会開催実績

2015 年度
2017 年度
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（校友会設立記念講演会）元内閣総理大臣
森ビル株式会社

代表取締役社長

小泉 純一郎氏

辻 慎吾氏

2018 年度

ノーベル物理学賞受賞、高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授、

2019 年度

JAXA 宇宙航空研究開発機構 理事・宇宙科学研究所所長
國中 均氏

2020 年度

名古屋大学特別教授

小林 誠氏

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、すべての学部で中止

上：山崎直子氏

下：小泉純一郎氏

YNU 校友会と同窓会 は 大学と協力して

キャリア教育から模擬面接まで、

就職までの道のりを
しっかりサポートします

社会で認められ、力を発揮

するため、在学中に先輩と
の交流や講演会から広く実

社会を知り、後悔のないか

たちで自分の進路を目指す

ことが大切です。

実際の就職活動状況を見据えて、1 年次から就職支援を行っています。
全学部の学生が登録（参加）できます。（詳細は各学部学務係・キャリアサポートルームに照会ください）

1年次からの就職支援の流れ
1年次
全学年
2年次
以上

ビジネスの
基本を体感する

貴重な体験談等から
グローバル世界への
対応の基本を学ぶ

まなび座

自分たちで問題をみつけ、チームで解決策を見出し、
発表というプロセスを通じて課題解決力を鍛えます

グローバル化と日本人

海外勤務経験者もゲスト講師に、異文化理解とコミュニケーションを学ぶ

グローバルビジネス実践論

主要業界のグローバルビジネスで活躍したビジネスマンによる実践講義

経営者が語る これからの企業戦略・イノベーションと若者へのメッセージ

トップ経営者による
講義

トップ経営者が学生に直接、企業経営について語る貴重な機会

3年次

就職活動実践に
備えて

キャリア・サポートルーム利用がおすすめ、人気の模擬面接は６ページを

全学年

早くから
広く社会を知る

視野を拡げ世界を鳥瞰し、将来の進路や人生を考える参考に

個別就職相談、模擬面接

5 学部と校友会共催の講演会

きめ細やかなキャリア・就職支援を行う

キャリア・サポートルームの紹介

キャリア・サポートルームでは、会社案内、求人票、会社四季報など就職に関

まずは
キャリア・サポート
ルームへ
お越しください！

する刊行物、日本経済新聞、ビジネス誌などを取りそろえています。また、インタ
ーンシップ情報、OB・OG 名簿の閲覧、公務員関係資料なども収集できます。

さらに、キャリア・アドバイザーによる就職相談（予約制）も行っていますので、

就職活動で悩んでいることがあったら、気軽にお立ち寄りください。
就職サポート内容（上記の他に）
●

就職支援行事の開催

●

学外就職イベント情報の入手

●
●

先輩方の進路状況の閲覧

アプリ、Twitter での情報発信

就活アプリ
iPhone の方

就活アプリ
Android の方

Twitter
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就活の
ポイント
就職相談員より

情報のアンテナを張って素早く動ける準備を

→民間企業の多くは例年、3 月から選考が始まります。外資、IT は更に早い。

進路は初めからあまり絞らず、幅広く業界を見たうえで絞っていく
→志望理由に厚みが出る。

インターンシップでよい評価を得れば、選考が有利に進む

「キャリア・サポートルーム」を気軽に活用しよう

→個別相談、模擬面接など就職対策の強い味方です。一人で抱え込まずに不安なことは気軽に相談を。
同窓会から派遣された社会経験豊かなキャリア・アドバイザーが相談に乗ってくれます。

校友会・同窓会はキャリア・サポートルームと連携し、就職支援を行っています
新型コロナウイルス対応のため
WEB による就職相談等を実施

キャリア・アドバイザーを派遣

同窓会は、就職支援のために様々な業界で活躍経験のあるＯＢ・

ＯＧをキャリア・アドバイザーとして大学に派遣し、事前予約制の個
別就職相談を実施しています。

個別就職相談は、１回 45 分、1 対 1でじっくりと学生の相談にのり、

2019 年 6 月撮影

OB・OGによる模擬面接

年間を通して様々なアドバイス、面接指導、エントリーシートの添削

を行っています。

2021 年 1 月 23 日にオンラインで各同窓会と大学の共催で行われました。

学生の参加は約 70 名で、面接官は横浜国大 OB・OG30 名が自宅等や海
外からオンラインで参加しました。

学生や面接官もオンラインでの面接に不慣れなところはありましたが、

face to face 面接の本番と変わらない雰囲気の中、学生も懸命に自己 PR

をしていました。面接の後、面接官より学生に対し丁寧な feed back が行
われ、学生は面接力を強化することが出来ました。

横浜経営者の会による
模擬面接会

2020 年 12 月 18 日（金）に横 浜 経 営 者

の会と横浜国立大学及び校友会の共催で
対面での模擬面接会が開催されました。

午 前 の 部・ 午 後 の 部 の 2 回 開 催 され、

横浜経営者の会からは 14 社が参加し、学
生の参加も31 名ありました。

OB・OGによる
マスコミ業界向け就活相談会

2021 年 7 月 30 日（金）にオンラインによる就活相談会

が開催されました。学生の参加は約 50 名。OB・OG の

朝日放送テレビ記者と時事通信社福島支局記者をお迎え

し、マスコミ業界最前線での体験談や自らの就活体験な
どをうかがい、アドバイスをいただきました。

時事通信社福島支局記者
山本舜也氏
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朝日放送テレビ記者
佐藤江里子氏

これから就活を考える後輩へのメッセージ
稲垣公太さん
教育学部
学校教育課程
2021 年卒

神奈川県横浜市立
桜井小学校 教諭

吉野光陽さん
経済学部
経済学科４年

内定先：株式会社
日本政策投資銀行

山口広也さん
経営学部
経営学科 4 年

内定先：
株式会社日立製作所

竹内優太さん
環境情報学府
情報環境専攻 2 年

内定先：神奈川大学
附属中・高等学校

山内彩愛さん

都市科学部
都市社会共生学科４年
内定先：NHK
（日本放送協会）記者

今だからこそ！

経験したことに無駄なことは一つもありません。授業、バイト、仲間と

の時間、大学生活での経験は学校現場の様々な場で活きていきます。
多様な働き方がある時代、多くの経験をして後悔のない就活を！

自分と向き合う機会に

就職活動の本質は「自分を理解すること」だと思います。インターネッ

ト等には就活に関する情報があふれており、つい外に目を奪われがち

です。しかし、ES や面接で問われるのは「自分はどういう人間か」と
いうことです。就職活動では視野を広げつつも、自分と向き合う時間
を大切にしてください。

実行までしましょう

目の前のことを全力に！ 自分で考えて、実行しましょう！ 悔いの残らな
い学生生活になります！ 就活の時期になったらキャリア・サポートルー

ムを利用しましょう！ 卒業生の方々が学生の質問に快く答えてくれま
す！！

人を頼る

現代では、社会へ出るにあたり、大量の選択肢があり、そこから選択

をする必要があります。その際に、1 人だけで抱え込まず、先生や先輩、
同期、後輩まで様々な人を頼り、自分なりの答えを見つけてみてくださ
い。

「就活は物々交換」という言葉が励みに

就活がうまく進まない中、偶然手にとった本で出会ったのが
「就活は物々
交換」という言葉でした。志望の会社でできることと自分の特性やスキ

ルとのマッチングが大切、という意味でした。このままの自分でいいん
だ！と励みになりました。道に迷ったら、思い出してみてください。

新型コロナウイルス緊急支援報告

令和 2 年度、
「新型コロナウイルス」感染拡大、政府による「緊急事態宣言」という状況を
受け、大学では「横浜国立大学緊急学修支援事業」 YNU Emergency Study SUpport

Package（ YNU E-SSUP イーサップ）を策定し、学生への緊急支援を行いました。
令和 3 年度は、引き続き「横浜国立大学緊急学修支援事業」と新しく「特別授業料免除
制度」を策定し、学生への緊急支援を行いました。

〈令和３年度の主な取り組み〉
● 横浜国立大学緊急学修支援事業（YNU E-SSUP）
・生活支援奨学金（経済的に困窮する学生に対して生活費等の一部を支援）
・外国人留学生の移動支援（自主隔離期間中の滞在費の一部を支援）
・新型コロナウイルス陽性者（自宅療養者）への食料等支援
● 特別授業料免除制度（新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変
した世帯の学生に対する支援）

校友会では、横浜国立大学緊急学修支援事業の一部として、大学に 4,290,000 円寄附
いたしました。

緊急生活支援奨学金を受けた

学生からのコメント（WEBサイトより抜粋）
●ご支援ありがとうございます。 4 年生で就活も
ありアルバイトを増やすのも難しい状況だったた
め大変助かります。 大切に使わせていただきま
（経営学部 4 年）
す。
●奨学金のご支援をいただきまして、誠に感謝
しております。 今後、立派な社会人として自立
できるよう、一層努力を行っていこうと思っており
ます。ご支援をくださった全ての方々に心よりお
礼申し上げます。
（都市科学部 1 年）
●ご支援ありがとうございました。 僕は中国から
の留学生です、1 年前日本の文化と先端技術
に興味ありますので、横浜国立大に来ました。
新しい生活を始めた前にコロナが発生し、日本
語の勉強はうまく進まなかった、友達も少なかっ
た。 今はこの支援のおかげで自信が増えます、
今後もがんばって勉強して、前に進みます。
（理
工学府 1 年）

会費について

横浜国立大学校友会・同窓会はこれらの活動を行うために、

新入生の皆さまから会費をいただきます。

払込取扱票記載の会費等の内訳をご確認いただき、校友

会費・同窓会費とあわせて合計金額をお振込みいただくよう、

お願いいたします。

同封の払込取扱票に必要事項をご記入の上、入学手続期

間内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。

なお、詳細につきましては、入学手続きのご案内に同封い

たします。

校友会会員証について

校友会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で、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、下記アドレスをぜひご覧ください。
▶ http://koyukai.ynu.ac.jp

注：各同窓会のホームページは、
上記校友会ホームページのリンク欄からご覧ください。

横浜国立大学校友会

facebook のご案内

横浜国立大学校友会の Facebook ページを開設しています。

今後は、･ 校友会のイベント情報 ･ 校友会の活動記録 ･ 学生生活の様子などを
投稿しています。

学生、保護者の方及び卒業生の方々にお知らせいただき、
「いいね！」
ボタン

をクリックしていただければ幸いです。

▶ https://www.facebook.com/

ynu.connect/

お問い合わせ先：横浜国立大学校友会

事務局

〒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

FAX：045-339-3178

窓口時間： 9:00-17:00（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・同窓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ます。同趣旨の目的の範囲内で各学内学
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。

校友会事務局

（本部棟１階）

国大中央

→正門へ
経営学部
研究棟

臨時駐車場

メインストリート
第一食堂

