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YCUの学生生活
丸わかり！

腹腔鏡体験に血圧測定！ 
医学部ならではのイベントも
もりだくさん！

ミス・ミスターコンテストをより多くの人に知ってもらうために
はどうしたらよいか、日々意見を交わしながら、準備を進めてい
ます。当日は出場者の魅力を最大限引き出せるような企画を
考えていますので、ぜひ足を運んでみてください！

YCUの充実した学生生活が伝わるよう、高校生のみ
なさんと在学生が会話できる「学術企画」を準備し
ています！「どんな学びをしている？」「サークルや部
活は？」など、高校生の質問に在学生が個別でお答
えします！さらに受験相談会や模擬講義なども準備
しています。高校生のみなさん、ぜひ足を運んでみ
てくださいね！

国際総合科学部 国際教養学系 人間科学コース 3年
愛媛県立松山北高等学校出身

村上　潤さん

ミスターコンテスト! ミスコンテスト!

国際総合科学部 医学部

ミスターはこちら ミスはこちら

テーマは「創医工夫」。地域との交流を通じて
医療の魅力を伝えていきたい。

YCU医学部の学生生活・受験相談にいたるまで、在学生が高校生

からの質問にマンツーマンで答える学校紹介企画を開始。その他

にも、在学生からの声をあつめた「受験生・虎の巻」を配布します。

ここ以外では手に入らない、実体験に基づいた医

学部受験体験記を読むことができます。私自身も

この虎の巻を受験時に読み、とても役立ちました。

YCU医学部の学生生活・受験相談にいたるまで、在学生が高校生

からの質問にマンツーマンで答える学校紹介企画を開始。その他

にも、在学生からの声をあつめた「受験生・虎の巻」を配布します。

ここ以外では手に入らない、実体験に基づいた医

学部受験体験記を読むことができます。私自身も

この虎の巻を受験時に読み、とても役立ちました。

国際総合科学部
国際都市学系
まちづくりコース  2年
栃木県立宇都宮北高等学校出身

山本 幸さん

国際総合科学部
国際教養学系
社会関係論コース 2年
富山県立富山南高等学校出身

庄司 遥香さん

将来やりたいこと…
人工知能を使った
会社を設立！

休日の過ごし方…
ゲーム、映画、ダーツ！

国際総合科学部
経営科学系
経営学コース  4年
岐阜県立長良高等
学校出身

ドーキンズ 
ジェームズ
卓也さん

国際総合科学部
経営科学系  1年
宮城県立仙台三桜
高等学校出身

大槻 達也さん

国際総合科学部
国際教養学系 1年
愛知県立津島高等学校出身

廣澤 和音さん
自分を漢字１文字で…
「和」。おっとりタイプです。

高校生の方へ… 
後悔しない
毎日を。

国際総合科学部
国際都市学系 1年
茨城県立水戸
第二高等学校出身

武子 雛代さん

国際総合科学部
経営科学系 1年

静岡県立袋井高等学校出身

佐藤 優佳さん
休日の過ごし方…

買い物と料理
です！

将来やりたいこと…
起業して、世界を

素敵にする！

国際総合科学部
経営科学系  1年

神奈川県立神奈川総合
高等学校出身

石黒 澪さん

HAMA-DAI-SAI MEDICAL FESTIVAL

国際総合科学部
理学系
物質科学コース  2年
愛知県立昭和高等学校出身

伊藤 雅敏さん
自分を漢字1文字で…
「雲」。自由にフワフワと
生きてます。

国際総合科学部
国際教養学系  1年
私立スイス公文学園

高等部出身

早稲田 いぶきさん
 自分を漢字1文字で…
 「誇」。自分に
誇りを持つ！

国際総合科学部
経営科学系
会計学コース  2年
福島県立白河
高等学校出身

金子 崇人さん
高校生へ一言…
英語をぜひ
頑張って！

2016年浜大祭実行委員長

ミスターコンテスト企画担当

国際総合科学部  国際教養学系
国際文化コース  2年
大阪府立三国丘高等学校出身 眞竹 遥香さん

学術企画担当

ミスコンテスト企画担当写真
左（ （ 写真

右（ （

今年も注目
ミス＆ミスターコンテスト

横浜のオススメは…
観覧車が見える
原っぱです！

国際総合科学部
国際都市学系
1年
神奈川県立横須賀
大津高等学校出身

デイビス 美也那さん
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投票はこちらから 投票はこちらから

開催場所：10/29（SAT）12：10～（野外ステージ）（雨天時はシーガルセンター3Fホール） 開催場所：10/30（SUN）15：00～（シーガルセンター3Fホール）

▶

医学部 医学科 3年
埼玉県立浦和高等学校出身

学生企画担当

金沢八景キャンパス金沢八景キャンパス10/28（金）・29（土）・30（日）
11/5（土）・6（日）福浦キャンパス

かつて日本には、既存の組織に縛られない、開かれた市場として「楽市楽座」がありました。
今年の浜大祭は、これに習って、誰もが楽しめる、よりオープンなものにしようと
「横市楽座」をテーマにしています。中でも目玉はミス＆ミスターコンテスト。
魅力あふれる出場者が皆さんの投票をお待ちしています。他にも受験生に向けての企画、
お店、ビンゴ大会など魅力はたくさん。後夜祭で打ち上げられる花火も見どころです！ 

テーマは「横市楽座」！ 誰もが楽しめるお祭りです！

医学部 医学科 3年
静岡県立静岡高等学校出身 北堀 弘大さん

2016年メディカルフェスティバル実行委員長

「医療をもっと身近に感じてもらいたい」
「YCU医学部生のリアルな姿を伝えたい」そのような思いから、
実行委員長をつとめています。
なんとなく難しいイメージのある医療を、楽しみながら伝えていきたいと、
腹腔鏡体験をはじめ、すべて参加型、体験型のイベントとなっています。
ほかにも循環制御医学・梅村就将助教による
「医療ドラマ・マンガを100倍楽しく見る方法」をテーマとした講演会も実施
します。ぜひお越しください。

「医療をもっと身近に感じてもらいたい」
「YCU医学部生のリアルな姿を伝えたい」そのような思いから、
実行委員長をつとめています。
なんとなく難しいイメージのある医療を、楽しみながら伝えていきたいと、
腹腔鏡体験をはじめ、すべて参加型、体験型のイベントとなっています。
ほかにも循環制御医学・梅村就将助教による
「医療ドラマ・マンガを100倍楽しく見る方法」をテーマとした講演会も実施
します。ぜひお越しください。

学校紹介企画 受験生相談

YCU医学部を目指す高校生の
ための企画！

加藤 伸忠さん

医療看護企画 医療体験

地域の皆様に医療を身近に感じていただくことが、医療看護

企画の目的です。そのためには誰でも楽しめる企画であるこ

とが何よりも大切。今年は、腹腔鏡を使い、手術体験ができる

イベントを企画しました。他にも血圧測定や衛生的な手洗い方

法の紹介など、楽しくて役に立つイベントが盛りだくさんです。

医学部 医学科 3年
国立お茶の水女子大学
附属高等学校出身

中安 優奈さん

医学企画担当
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これがウワサの
虎の巻！

（写真は昨年のものです）
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海外フィールドワークレポート

巡回診療では、健診・保健指導を行い、病院へのアクセスが制限さ

れた日系高齢者への保健医療のあり方について学ぶと共に、国際

的視点を持つ医療従事者として活躍する礎となることを目的として

います。

日系高齢者の医療提供の実態や生活習慣を学び、人生の先輩から歴

史や様々な経験、価値観を教わり、多くのことを学ぶことができました。

フィールドワークプログラムの一部として、フィリピンの保育園児を

対象に、災害時に活用できるビニール袋と布を使用したおむつ交

換や、英語の歌による手洗い指導を行いました。健康教育の実施だ

けでなく、医療施設やコミュニティへの訪問なども行い、日本とは異

なる文化をもつフィリピンの母子保健や災害対策、公衆衛生の現状

と課題など、幅広い学びと気づきがありました。

イギリスのバース大学にて語学と文化を学ぶサマーコース（English 

Language and Culture）を 2 週間受講し、その後オックスフォードと

ロンドンにて 1 週間のフィールドワークを行いました。バース大学で

は、クラス授業とは別に、文化・音楽・芸術・食の４つのテーマに分か

れ、放課後の大学構内や、宿舎、休日の街に出て調査を行い、チーム

メイトと英語でグループワークし、プレゼンテーションを行いました。

研究室のトビラ

ASEANの中でも成長著しいベトナムにて、学生など人的交流、貿易・

投資などの経済関係、日本政府によるODAなどの援助と貢献を学ぶ

ためにフィールドワークを実施。ハノイ貿易大学と日本語学習セン

ターでベトナム人学生との交流、キヤノン・ベトナムの工場見学、

ODA案件のハノイ交通網整備事業の見学、青年海外協力隊員との

交流などを行いました。ほかにも、深田駐ベトナム大使より日越関係

についてお話を聞く大変貴重な経験ができました。

ベトナムと日本の関わりを学ぶ

渡航先　  ブラジル（南リオグランデ州）
渡航期間　  2016年 7月21日～31日
科目名：看護と統合と実践Ⅲ（叶谷由佳教授） 科目名：国際看護学Ⅰ（中村幸代教授）

渡航先　  フィリピン（イロイロ州イロイロ市）
渡航期間　  2016年 8月1日～6日

日系ブラジル人を対象とした、
生活習慣病の予防のための巡回診療に参加

チームメイトと忙しく動き回った充実の日々

フィールドワークで
健康教育を実施

渡航先  　イギリス（オックスフォード・ロンドン）
渡航期間  　2016年 8月13日～20日 

国際的な港都である横浜の大学で学ぶことは、世界の情報をすばやく手に入れられる大きな利点があります。いまや科学も産業も、1つの専門を極めるだ
けでは、その発展に限界があり、異分野とつながれ、新しい価値を生み出すことが求められています。大学のコースは、「デパートメント」と呼ばれ、何でも
そろうデパートと語源が一緒です。たくさんの魅力をもった大都市に位置したYCUで、自分の好きなテーマと、素質を伸ばしてくれる指導者を見つけ、ビッグ
に成長してください。（大関泰裕）

渡航先  　ベトナム（ハロン・ハノイ）
渡航期間  　2016年 8月27日～9月4日

高校生へのメッセージ

◆ どのような研究を行っていますか?

全生物にあり、細胞上の糖鎖をキャッチし、免疫や感染をコントロール
する、「レクチン」というタンパク質を研究しています。ヒトデの仲間で生
きた化石ともいえる ニッポンウミシダから、世界初のレクチンの発見に
成功し、それはがん細胞の増殖を抑えました。レクチンの結合する糖鎖
の正体や細胞への作用を明らかにして、海洋生物研究を将来のがん診
断や医科学へ発展させることが楽しみです。
(島田 澪さん、山本 大樹さん)
 
◆ 研究室で学ぼうと思ったきっかけは?

生物多様性の宝庫である海の生物を用いた糖鎖とレクチンの研究は、
環境保護、機能性食品、エイジング、医科学などと広くつながると説明さ
れ、それに共感したからです。生物採集などのメンバー全員での共同作
業は、互いの距離を縮め、結果に反映できることがわかりました。これは
卒業した先輩達とのきずなの強さにも表れています。
(宇田尻 文弥さん、小出 康裕さん)

◆ 研究室のみなさんの魅力を教えてください。

4年生で卒業し社会に早く出て自立を目指す者から、博士課程に進学し
て研究者になる者、海外から日本の科学を学びにくる者までが集まる、
多様なメンバー構成と国際性だと思います。私たちは2人のバングラデ
シュ人研究者と一緒に研究し、彼らに励まされ、異文化を受け入れ英語
で意見を伝える自信がつきました。
(柚木 茜さん、服部 杏奈さん)

◆ 社会に出てからも役立っていることは?

院生・学生時代には、研究の手技はもちろん、未来の研究者や社会
人としてのアドバイスをもらいました。仕事の仕方、他者への気づかい、
異分野の人との接し方を間近で見て学べたことで、難題にぶつかった
とき、「もし彼ならどうするか ?」と考えられるようになりました。われ
われの指導者は、人生の指針にもなる頼れる存在です。
( 浅沼 晃徳さん、藤井 佑樹さん )

大関泰裕
研究室
（糖鎖生物学・海洋生化学研究室）

ヨコハマの海をフィールドに、

海洋生物を用いた糖鎖生物学に

取り組む研究室を、

学生・院生・卒業者が紹介します。

A B

C

D
E

F

GHI
F：横浜市立横浜サイエンス
     フロンティア高等学校出身
    服部 杏奈さん（4年）

A：私立東京純心女子高等学校出身
    柚木 茜さん（3年）

B：私立城北高等学校出身
    山本 大樹さん（4年）

G：神奈川県立鎌倉高等学校出身
    宇田尻 文弥さん（3年）

H：私立拓殖大学紅陵高等学校出身
    小出 康裕さん（博士後期課程2年）

C：長崎国際大学薬学部助教
    藤井 佑樹さん(卒業生)

E：私立関東学院高等学校出身
    島田 澪さん（4年）

I：アイシン精機株式会社
    浅沼 晃徳さん(卒業生)

生命環境コース 教授  大関 泰裕 （D）糖鎖生物学・海洋生化学研究室 主催：

医学部看護学科

国際総合科学部

YCUでは、国際的な視野を持った人材を育成するため、授業の一環として「海外フィールドワーク」を
行っています。2016年度は、春季渡航グループを含めて302名の学生が参加する予定です。

学　　系：国際教養学系
コース名：国際文化コース
科 目 名：演習Ⅲ〈イギリス文学・イギリス文化論〉（加藤千博准教授）

学　　系：国際都市学系
コース名：グローバル協力コース
科 目 名：海外調査実習C〈国際協力〉（坂場三男教授）
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