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英語力やグローバルで活躍できる能力を磨く実践的なプログラ

ムがたくさんあることに魅力を感じたからです。いい意味で自

分を追い詰めないと、語学って習得できないと思っていました

から。それに大学は、受験の時に進む分野を決めることが一般

的ですが、YCUは1年生の履修次第で、2年生で本当に自分が進

みたいコースを選べるんです。だから幅広い知見を得ることが

できると考えました。

――1年生のときに、さっそく国際ボランティアに参加された

そうですね。

　はい。YCUには海外で学べるプログラムがたくさんあって、

入学当初から興味を持っていました。留学ではなくボランティア

に参加したのは、国際的な活動をしたかったことと、普段から

「私は人の役に立てることがあるのだろうか」と感じていて、自

分の力を試してみたかったからです。

――YCUを受験しようと思った理由は何でしょうか。

　私は好奇心が旺盛で、以前から海外に関心がありました。小

さいころからダンスを習っていて洋楽をよく聴いていました

し、中学生の時に家族で行ったアメリカ旅行で初めて異文化に

触れ、刺激を受けました。もっといろんなことを知りたい、も

っと世界の人々とコミュニケーションを取りたいという探究心

がむくむくと沸いてきたんです。ですから自然と、本格的に英

語を勉強できる大学に進みたいと考えていました。

　YCUを選んだのは、TOEFL-ITP500点相当がないと進級で

きない厳しいルールのある「Practical English」の授業など、

Interview
国際総合科学部
グローバル協力コース卒業 

溝
み ぞ か み

上結
ゆ め

女さん

多彩な国際プログラムでグローバルな視野を育てる
「将来は世界を舞台に活躍したい」――

夢への第一歩を踏み出した溝上結女さんに、学生生活を振り返っていただきました。

横浜から世界へ
YCUのグローバルロード

特集

今年卒業したばかりの

溝上さんに聞いてみました！
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　夏休みの1カ月間、オーストラリアのシドニーでホームステ

イをしながら地元の幼稚園で子どもたちの遊びの相手をした

り、園の業務を手伝うなどして過ごしました。見るもの、聞く

ことすべてが刺激的で楽しかったですね。でも実は、これが私

の初めての挫折体験になったのです。「英語が好きだから、向

こうへ行っても何とかなるだろう」と思っていたのに、私の語

学力はまだまだ。積極的にネイティブの輪の中へ入ることがで

きなかったのです。自分の気持ちをきちんと英語で伝えられな

い悔しさを経験しました。

――あまり得意ではなかったという英語を習得するために、ど

のように勉強されましたか。

　とにかく少しでも多く英語に触れる時間を作りました。その

ために大好きな部活を途中で辞めるという大きな決断をしたこ

とで、何としてでも英語力をつけなければならないという責任

感が芽生えました。

　学内にあるネイティブの先生と話せるPractical Englishセ

ンターや、多様な語学の教材がそろうLLテープライブラリーに

毎日のように通って勉強しました。特にLLテープライブラリー

は洋画のDVDなども豊富に揃っていて、英語漬けになれる環

境が整っているので、よく利用しました。目標って、急に大きな

ことを考えるとハードルが高くなりがちですが、毎日何かひと

つでも小さな目標を立てて実行するようにすると、続けられる

ものなんです。

　そうしているうちに、やっぱり海外へ行って現地の方々と接

することが会話力を磨く一番の方法であることに気がつき、2

年生のときに留学を目指すことにしました。

――さまざまな国際プログラムに参加された感想は？

　英語を習得するには座学も大切ですが、実際に見聞きし、五

感で刺激を受ける実体験こそが身になることがわかりました。

　2年生のときは、アメリカ・カリフォルニア大学サンディエゴ校

へ1カ月間、語学研修に行きましたが、さまざまな国から集まった

同世代の学生たちと接することで〝多様なものの考え方・見方〟

があることを知り、毎日が新しい発見で、充実していましたね。

　自分で最も成長できたと感じたのは、3年生の8月から翌年1

月までの5カ月間参加した、アメリカ・フロリダ州オーランド

市での「ディズニー・バレンシア国際カレッジプログラム」。

バレンシアカレッジやディズニー社の講師の方々からビジネス

に関する講義を受けながら、ディズニーワールドでインターン

シップ実習を行う留学プログラムです。

　留学といっても、働いてお金をいただくわけですから責任が

伴います。ディズニーワールドへ来られるお客様は、私たちを

学生ではなくキャストとして見ているわけですから、生半可な

対応はできません。園内のレストランで食事を作り、接客、入

り口でチケットをチェックするオペレーション業務などさま

ざまな仕事に従事しましたが、鍛えられたのは〝相手に伝える

力〟。大切なお客様の前で自信のない素振りはできませんから、

いつも笑顔で、わかりやすくお伝えするにはどうしたらいいか

を考えながら働いていました。

　思えば、日々自分で考えて判断するという有意義な体験をし

たことが、社会に出たら国内外の経済を向上させ、人々の笑顔

を増やす仕事に就きたいという大きな目標につながりました。

――とても充実した学生生活でしたね。最後にこれからYCUを

目指す受験生のみなさんへメッセージをお願いします。

　国内外からこの横浜へ集まった学生の多くが、いつか世界へ

羽ばたきたいと考えています。その夢の実現を後押してくれる

国際プログラムや実践的なゼミ、授業が充実している――それ

がYCUの特徴。ここまでグローバルな視点を養える環境が揃

った大学はそう多くないのではないでしょうか。

　そうしたことから、私はとても恵まれた4年間を過ごすこと

ができたと思います。みなさんも、何かひとつ、目標を持って

YCUの門をくぐってください。何事も目標を掲げ、その達成の

ために実行しないと気づきはありません。実行して、ひとつ自

分の殻を破ることができたら、またその上の新しい目標がおの

ずと出てくる。人って、そうして成長していくものなんだと、今、

感じています。

プロフィール
　神奈川県立港北高等学校卒。1年次に国際ボランティア、
2年次に短期留学、3年次にアメリカ・ディズニーワールドで
のインターンシップ実習と、YCUの国際プログラムに積極的
に参加。2016年3月卒業。4月から外資系IT企業に就職。
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LLテープライブラリー
　「英語が上手になりたい、とよく
通った場所」。英語だけでなくフラ
ンス語、スペイン語などさまざま
な語学教材がそろっています。

授業
　YCUでは、教養ゼミや総合講
義、実践科目などを通じて「自ら
問題を発見して解決する力」を身
につけます。

国際ボランティアプロジェクト
　「1年生の時に初めてオーストラリアでのボランティアに参加し
たことで、私の〝世界を知りたい〟という好奇心が芽生えました。
現地の人々とふれあい、暮らしを肌で感じる。この貴重な体験が
グローバルな視点に目覚めたターニングポイントだったと思いま
す」。YCUはTOEFLの日本事務局・国際教育交換協議会が提供
する国際ボランティアプロジェクトを推奨。プログラム数は世界
約30カ国、約800に上り、毎年多くの学生が海を越えます。

溝上さんの4年間に密着！

市大生の
グローバルロード

YCUのキャンパスライフって、どうなっているの？
溝上さんの4年間に密着しました。

横浜から世界へ
YCUのグローバルロード

特集

start!
入学式
　入学式は、大学生活の第一歩です。

「いろんなことにチャレンジしようと期
待でわくわくしていました」と溝上さん。
学生一人ひとりの可能性を広げる実践
的な教育プログラムが、いよいよスター
トします。

Practical English
　「ネイティブな英語を徹底的に
学べる有意義な時間」と溝上さん
が力を入れた「Practical English」
は、大学の知的活動を英語で行えるコミュニケーション能
力を伸ばす必須科目。

YCUのキャンパスライフって、どうなっているの？

4
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UCSD春季アカデミックスキル
　2年生の２月、アメリカ・カリフォルニア大学サンディエゴ校で
の4週間にわたる語学研修に参加。参加条件をクリアすれば、ど
の学年でもチャレンジできます。「国際ボランティアに行った経
験が生き、ホストファミリーや友だちとより深いコミュニケーショ
ンが取れました」。YCUの短期留学プログラムは、アメリカのほ
か中国、カナダ、イギリス、フランスなど、多くの国の大学と提携
しています。

ディズニー・バレンシア国際カレッジプログラム
　「3年生でアメリカ・ディズニーワールドでのプログラムに参加したのは、国際
ボランティアや留学の経験、そして培ってきた語学力を試してみたかったから。
世界のお客様を迎える現場で働く中、責任の大きさと行動することの大切さを
学びました。また多国籍の仲間ができた喜びも大きかったです」。米国フロリダ
州にあるバレンシアカレッジおよびウォルト・ディズニー・カンパニーの講師に
よるビジネス関連科目を受講しながらウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
で就業体験を行う留学プログラムです。

　2年生の２月、アメリカ・カリフォルニア大学サンディエゴ校で

ゼミ
　〝考える力〟を体得できるよう、
1年生からゼミがあるのがYCU
の特徴。「1年生の時の教養ゼミ
は和仁道郎先生、2年生からの
専門ゼミは吉田栄一先生のゼミ
に所属し、多角的な視点で物事
をとらえられるようになりました」

YCUの主な海外プログラム
短期から長期まで多様なプログラムを用意しています。

○グループ向けプログラム
・海外フィールドワーク／授業やゼミの一環として、教員とともに

海外の研究機関や大学を訪問し、調査研究を行う。

○個人向けプログラム
・学生海外派遣プログラム／海外協定校などで授業を受講、また語学学習を行うプログラム。
・海外インターンシップ／海外の現地企業・日系企業などでの就業体験を通して広い視野を得る。
・国際ボランティア／国際教育交換協議会（CIEE）による世界30カ国以上のプログラムから選択。
・協定校以外への留学／学生が自らが入学許可を得た留学先に、学則で定める「留学」扱いで派遣
する制度。

就職　NEXT STAGE！
　「1年生からさまざまな国際プログラムに参加
した体験から、希望の就職先は『世界を舞台に
活躍できる企業』と、目標が定まりました」とい
う溝上さん。「IoT＊で、世界にイノベーションを
起こせるはず」と、外資系のIT企業へ。「自由な
雰囲気の職場で、仲間や先輩たちと切磋琢磨
して働きたい」と、夢は膨らむ一方。このように
YCUは、学生一人ひとりの目標達成のためのサ
ポート体制を強化しています。キャリア支
援センターでは就職ガイダンスから各種
講座、海外インターシップなど多彩な
プログラムを展開。入学から卒業まで
のキャリア形成を応援します。

Yum
e’s Global Roa

d

5

＊IoT（Internet of Things）とは
PCやスマートフォンなどの情報・通信
機器だけでなく、さまざまな「モノ」を直
接インターネットに接続する技術
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学生企画

YCU Campus Life!!
市大生のある一日

大学生は、授業のスケジュールを自分で組み立てていきます。
自分の興味がある、好きな科目を選びましょう。

YCUは自分が入学した学系以外の科目も受講できるので、
知識・興味の幅が広がります。

Lunch time
一日の楽しみ、お昼ごはんの時間です。

大学生はお昼ごはんの摂り方も自由です。
今回は金沢八景キャンパスそばにある、

「ベーカリーハウス アオキ」に入ってみました！
豊富な種類とおいしさで、市大生なら

誰もが知っているパン屋さんです。

楽しかった時間もあっという間。
夕日が映える八景島シーパラダイスのジェットコースターとも
お別れです。

Leisure
授業が終わったので、私たちは近くの

「横浜・八景島シーパラダイス」に遊びに行くことに！
金沢八景キャンパスからは、

シーサイドラインに乗って、約10分で行けるんです。
なんと医学部のある福浦キャンパスからは

一駅という近さ！

「市大生ってどんなキャンパスライフを送っているの？」
「キャンパスの周辺って何があるの？」そんな疑問をここで解決！

　２人の在学生が、横浜市立大学のキャンパスライフを紹介します！
　それでは“市大生のある一日”のスタートです！

Morning

Noon & After School

国際総合科学部4年 れい

国際総合科学部2年 りほ

金沢HAKKEN
在学生が企画・制作・発行まで
すべてを行っている、金沢区の
魅力を発信するフリーペーパー。
大学近隣の駅や区役所、協力店
舗などで配布されています。今
回登場した、りほさんも制作メ
ンバーとして活躍しています。

金沢HAKKEN

YCUには天文部、137MeLがあります。
八景島付近で天体観測をすることもあります！

Evening & Night

ここで今回紹介したのはほんの一例。
ぜひ充実したYCUキャンパスライフをおくってくださいね♪

6

もっとキャンパス周辺を知りたい人には！
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まだまだあります 
YCUキャンパスライフ

マリンスポーツも楽しめる！
三浦

海が近いこともYCUの魅力！
部活でマリンスポーツを楽しんだり、

放課後に友達と海に遊びに行ったり、
楽しみ方はいろいろです♪

歴史あるまちで学ぼう！
鎌倉

金沢八景駅から電車で約30分。
歴史に名を残すまち、鎌倉。

YCUにはそんな地域の特徴を生かした
フィールドワークや部活動があるんです。

⬆国際文化コースの授業「日本の文化遺産」では、鎌倉へ
フィールドワークに赴きます。鎌倉の歴史を現地調査で学び
ながら、地域への理解を深めています

⬆英語部ESSのガイドセクションでは、鎌
倉を訪れた外国人観光客へのガイド活動
を行っています。鎌倉というフィールドで、
英語でのコミュニケーションを実践します

⬆YCUならではの授業です

⬇三浦・津久井浜では、
ウインドサーフィン部が元気に活動中！

⬆海上で感じる風や美しい夕日は格別！

⬆実習の様子

YCUならではの授業です。あなたはどんなYCUキャンパスライフを
おくりますか？

ENJOY YOUR YCU CAMPUS LIFE !!

7

横浜といえばここ！
みなとみらい地区

横浜の代表的な観光スポットであるみなとみらい地区。
YCUでは自然体験実習として、横浜港でシーカヤックの実習を行っています。

実習を通して海とふれあい、学びを深めます。

1

2

3

2

1

3

YCU周辺地図
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8

金沢八景キャンパスの新たなシンボル
“YCUスクエア”潜入！
2016年春、金沢八景キャンパスに「YCUスクエア」が新たにオープンしまし
た！この施設は、学生や教職員の活動場所として、地域とYCUをつなぐ場所

として、大いに活用されます。今回はこの新しいシンボル、「YCUスクエア」

に潜入し、各スポットを紹介します！

❺開放感のあるエントランスホール！
最上階の5階までを大胆に吹き抜けとしたエントランスホ
ールには、さまざまな情報や人々が集まります。

❻学生対応の窓口を一本化！
これまでキャンパス内に点在していた、学生が利用する窓
口が一本化され、ワンストップ・サービスが実現しました。

❸入試情報発信の拠点にも！
入試情報を発信するアドミッションズセンターも「YCUスクエア」
内に移転。受験生ラウンジでは、受験生の相談にも応じます。

❹大小さまざまな教室を設置！
各階には、300人教室や多目的教室など大小の教室を設けまし
た。多様な授業形態やイベントに対応し、公開講座などの地域
への開放にも活用されます。

❶キャンパスを一望できるテラス！
5階には、キャンパスの正門付近を見渡すことができるテラ
スを設置。天気の良い日は、キャンパスを眺めながら友人と
会話を楽しんだり、休憩したりすることができます。京浜急
行の車両基地も隣接していて、写真撮影スポットとしてもオ
ススメです。

❷スチューデントオフィスを設置！
2階～4階には、スチューデントオフィスと呼ぶ部屋がたくさ
んあります。このオフィスは、学生や研究者が、さまざまな
活動のために自由に使える場所になっています。

ピオニーホール

受付カウンター

エントランスホール

❻

1F

❷❶

❹

❺

会話を楽しんだり、休憩したりすることができます。京浜急

❷スチューデントオフィスを設置！
2階～4階には、スチューデントオフィスと呼ぶ部屋がたくさ

S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27

アドミッションズ
センター 300人教室2F ❹❸

S31 S32 S33 S34 S35

S41 S42 S43 S44 S45

テラス

3F

4F

5F

❶

S：スチューデントオフィス❷

❻

❺
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9

学生数5,000人未満の世界大学ランキングで、世界16位、日本2位に!

附属病院が保険外併用療養に関する
特例対象医療機関に認定

学生の感性を生かした
スイーツを企画開発

第12回神奈川産学チャレンジプログラムで
最優秀賞および優秀賞を受賞

PIAフェスタで「だるまさんが転んだ」の
ギネス世界記録TMを達成

　イギリス教育専門誌『TIMES HIGHER EDUCATION』が発表（現地
2016年1月25日）した「学生数が5,000人未満の世界大学ランキング（The 
world’s best small universities 2016）」で、YCUが世界16位となりまし

た。日本では2位、文系を含む総
合大学としては1位となります！
　評価の対象は、2015年10月
に発表された「THE世界大学ラ
ンキング」に入っている大学の中
から、学生数が5,000人未満で、
同ランキングの6分野のうち4分
野以上を有する大学です。

　横浜市立大学附属病院が、横浜市内及び神奈川県内で、初め
て「保険外併用療養の特例対象医療機関」に認定されました。米
国や英国など、海外の一部の国で承認を受け、日本では未承認の
医薬品や、医薬品等を用いる技術すべてを対象として、保険外併

用療養に関する特
例を活用し、迅速な
先進医療の提供が
期待できるようにな
りました。

　国際総合科学部の松本郁代ゼミ・鈴木伸治ゼミが（株）三陽
物産と共同開発し、「横濱三塔連絡協議会」・神奈川県「恋カナ!
プロジェクト」とのコラボレーションでスイーツ2種が誕生しました。
第2弾も発売され、今後も新商品の開発が継続される予定です。

　12回目となる神奈川産学チャレンジプログラムにおいて、YCU
からは16チームが参加し、3チームが最優秀賞を、3チームが優秀
賞を受賞しました。学生ならではの新しいアイデアや独自の目線で
企業経営における諸問題を解決する提案を行い、全体では神奈
川県下20大学236チームが参加するなかで素晴らしい結果を残
しました。

　2015年10月23日（金）と24日（土）に、横浜市金沢産業振興セン
ターで開催された「PIAフェスタ」（一般社団法人横浜金沢産業連絡
協議会、横浜シーサイドフォーラム主催）に、国際総合科学部 芦澤
美智子准教授ゼミのメンバーが「起業体験プロジェクト」の一環とし
て参加しました。また、イベントのひとつとして「だるまさんが転んだ
のギネス世界記録に挑戦」を企画立案し、世界記録を達成しました。

Rank

1

2

3

12

16

20

University

California Institute of Technology
カリフォルニア工科大学

US
アメリカ

École Normale Supérieure
高等師範学校

France
フランス

École Polytechnique
フランス理工科学校

France
フランス

Tokyo Medical and Dental University
東京医科歯科大学

Japan
日本

Yokohama City University
横浜市立大学

Japan
日本

Tokyo University of Marine Science and Technology
東京海洋大学

Japan
日本

Country
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研究室のトビラ

小島伸彦研究室
（再生生物学研究室）

私たちが紹介します！

朝倉夕稀さん 山田晃さん 平沢雅宏さん

生命環境コース 准教授

小島伸彦

◆小島研究室を選んだ理由や研究室の魅力について
教えてください。

山田：再生医療の分野に興味を持っていたことから、臓器の再構築
法の研究に取り組んでいる小島研究室を選びました。現在iPS細胞
の発見により再生医療関連の研究が活発化していますが、3次元的
に細胞を組み立てる技術が今後特に重要になると思ったからです。
　小島研究室では活発に外部発表を行っていることも魅力的に映
りました。学部生の時から学会に参加する機会も多く、高い専門性
をもつ研究者に交じっての発表やディスカッションは、新たな発見
や知見が得られることから有意義だと感じました。

◆普段はどんな研究をしていますか？

朝倉：バラバラの細胞を組み立てて3次元な組織を再構築する研
究をしています。肝臓や膵臓、骨髄、精巣などといった臓器・組織
が持つ微細構造を再構築・制御し、「ミニチュア臓器」を作製する
ことを目標としています。また再生生物学研究室では生体に準じた
臓器を再構築する一方で、細胞の組み立て方を工夫するというアプ
ローチでより高機能な臓器や、生体には存在しない新機能をもった
臓器の開発にも取り組んでいます。
　研究室では普段、さまざまな培養条件で３次元組織を作製し、
その組織構造や機能を観察・評価しながら、より適した培養系を
探っています。具体的には、培養細胞や動物組織から単離した細
胞を用いて高分子が含まれた高粘性培地で3次元組織を再構築し
ます。そして3次元組織の構造を様々な染色法によって観察したり、
分泌されたタンパク質の量を測定するなどして組織のもつ機能の評
価を行っています。
　作製した3次元組織が目的に近い微細構造を形成していること
を染色した状態で見た時は非常に嬉しく感じました。その反面、結

果がなかなか出ない時は悔しいです。ただ研究室の雰囲気はとても
明るくメンバーの仲が良いため、誰かが何か悩んでいることがあっ
ても皆で相談して解決しています。

◆「攻殻機動隊 REALIZE PROJECT the AWARD」への
参加について教えてください。

平沢：「攻殻機動隊 REALIZE PROJECT」とは、国内外で絶大な
人気を誇るSF漫画である「攻殻機動隊」の世界観の実現を目指す
プロジェクトです。2015年11月に東京大会（予選）があり、今年2
月に最優秀賞を決めるためのthe AWARDが開催されました。小島
研究室チームはこれまでの研究成果を生かし、「義体化」をテーマ
に人工肝臓の開発を紹介しました。肝臓の機能を分かりやすく説
明するため、多くの方に馴染みの深いアルコール分解量を示して説
明を行いました。私たちが扱っているのは細胞からなる小さな組織
であり、展示内容のインパクトが小さいので、人工肝臓を分かりや
すく表現するためには特に工夫が必要でした。他のチームは機械
系の展示が多く、生物系で挑んだのは私たちのチームだけでしたの
で、まさか最優秀賞を獲得できるとは思っていませんでした。賞をい
ただくことがゴールではなく、今後も医療あるいは産業へ応用でき
るレベルの人工肝臓を実現できるように頑張ります。

　小島研究室の4年生には、自分で考え行動する必要のある困難な課題をあえて与えています。
困難な課題を前にした学生たちは、最初は戸惑うようです。しかし、一旦「壁」を破ると目覚まし
い活躍をし、学生自ら研究成果を研究会や学会で発表しています。国際学会で発表を行う学生も
います。小島研究室の4年生は、まさに研究を推し進める主人公です。
　高い生体機能や精密な生体構造を備えた3次元的な臓器をどうやったら作ることができるのか。
世界中で試行錯誤が始まっていますが、まだまだ混沌とした状況です。はっきりした答えは見つか
っていません。自分で考えて手を動かすことで、誰もが考えつかない方法を見出していく楽しさを
ぜひ味わってほしいと思います。

最優秀賞！！
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学術情報センター（図書館）は、どなたでもご利用いただけます！
・貸し出しを伴わない、図書館内での資料の利用（閲覧、複写）は、

お住まい・年齢を問わずどなたでも可能です。
・神奈川県内在住または在勤で20歳以上の方は、「市民利用登録
（有料）」をすると、資料の貸し出しサービスを受けることもできます。

　市大交流プラザ（いちょうの館）多目的ホールや教室は、土曜・日
曜・祝日のうち大学が使用しない場合に有料で貸し出ししています。

●お申し込み方法等の詳細は　TEL：045︲787︲2482（総務課施設担当まで）

　6～9月の日曜は金沢八景キャンパス総合体育館内温水プールを
中学生以上の市民に開放しています。
▶1日3回（1回2時間）総入れ替え制　▶1回につき大人400円・中学生200円
●開放日時のお問合せは　TEL：0120︲119965（フリーダイヤル）

●学術情報センター
http://opac.yokohama-cu.ac.jp　TEL：045︲787︲2075

●医学情報センター
http://opac.yokohama-cu.ac.jp/med/　TEL：045︲787︲2556

市民の皆様に～耳寄り情報～

エクステンション講座の
ご案内

学術情報センターの利用

ホール・教室等の学外貸し出し プールの市民開放

「数理モデルで遊ぼう」
【全2回】7月23日（土）・7月30日（土）10：30～11：30
【講師】藤井一幸（横浜市立大学　国際総合科学部　　

理学系物質科学コース　教授）
【場所】横浜市立大学　金沢八景キャンパス

　数理モデルは、現象を微分方程式を用いて記述します。モデルの
微分方程式が決まれば、それを解くことによって現象の未来がある
程度わかります。従って、良い数理モデルは私たちに多くのことを
教えてくれるのです。この講座では、タイトルにある2つのモデル（あ
る国の人口予測と放射性物質を利用した絵画の贋作鑑定）を取り
上げ、出来るだけ詳しく解説します。

「基礎RNA実験」 
～セントラルドグマを理解しよう！～

【全2回】8月11日（木・祝日）・8月12日（金）10：00～17：00
【講師】一色正之（横浜市立大学　国際総合科学部　

理学系生命環境コース　准教授）
【場所】横浜市立大学　木原生物学研究所（舞岡キャンパス）

　ヒトやイネを始めとして、多くの動植物でゲノム解析が行われ、染
色体上に存在するDNAの全塩基配列が明らかになっています。で
は、全塩基配列から遺伝子の数や種類がわかれば、その生物種の
すべてが理解できるのでしょうか？ もちろんそんなことはありませ
ん。遺伝物質であるDNAは、必要に応じてRNAに転写され、RNA
はタンパク質に翻訳されて初めて生体内ではたらきを持つことにな
ります。これをセントラルドグマと呼びます。今回の実習では、植物
から全RNAを抽出し、RT︲PCRという方法で解析を行います。そこ
から、「転写」という現象を実感していただきます。

遊びのつもりで
数理モデルの世界を

覗いてみましょう。

「国際都市横浜のアートとまちづくり」
【全1回】5月21日（土）13：00～15：00
【講師】帆足亜紀（横浜トリエンナーレ組織委員会　プロジェクト・

マネージャー）、鈴木伸治（横浜市立大学　国際総合科学部　
まちづくりコース　教授）

【場所】横浜市立大学　金沢八景キャンパス

　横浜市では開港以来培ってきた国際性を生かし、2001年から3
年に1度の現代アートの国際展「横浜トリエンナーレ」を開催して
います。世界最新の現代アートの動向を紹介する当事業は、芸術
祭の草分け的存在として内外の注目を集めてきました。横浜市では、
国際展の開催と同時に、アートの作り手やクリエーターを誘致する
特色のある施策を打ち出すとともに、アートによるまちづくりも推進
してきました。約15年の間に開催された横浜トリエンナーレの沿革
を振り返りながら、横浜のまちづくりに影響を与えるアートの持つ
創造性の力について学びます。※講師2名による講義・対談となり
ます。

無料

無料

無料

まだまだたくさんの面白い講座が！
（詳しくはWebへ）

●エクステンション講座のお申し込み・お問合せ
横浜市立大学　地域貢献センター
受付は月曜日～金曜日（祝日を除く）9：30～16：30
TEL：045︲787︲8930
e-mail：exten@yokohama-cu.ac.jp
Webサイト：http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/
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広報誌アンケート実施中！
〆切：2016年5月31日まで
ご回答いただいた方の中から抽選でYCUオリジナルグッズをプレゼント！
当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
＊グッズの指定はできません。写真はプレゼント例です。

Web版はこちら！
http://www.yokohama-cu.ac.jp/univ/pr/whistle.html

⬅ スマートフォンからも、
携帯からもOK !

ご支援のお願い
　YCUでは「YCUサポート募金」を設けて、皆様からのご支援をお願いしております。お寄せいただい
たご寄附は、学生支援や教育・研究環境の整備、地域・社会への貢献のために活用させていただきます。
　是非、ご賛同・ご支援いただきますようお願い申し上げます。
＊YCUへのご寄附には税法上の優遇措置が適用されます。

詳細情報 で検索！

Disney Campus Collection
クリアファイル
250円（税込）
　ディズニーとYCUがコラボレーシ
ョンしたクリアファイル。表面には、

「本校舎と中庭」、「いちょう並木と時
計台」、裏面には「ヘボンホール」や
2016年春に完成した「YCUスクエア」
のイラストが描かれています。

4色ボールペン （シャープ付）
500円（税込）
　1本で黒・青・赤・緑の
４色油性インクにシャープペ
ンシルの計5機能が使える
多機能ペン。授業や外出の
時にこれ1本でとても便利！

クリアファイル
各200円（税込）
　グリーンタイプは、ヨッチー
のイチ押しポーズ。ブルータ
イプは、金沢八景キャンパス
のいちょう並木をモチーフ
にした、オリジナルクリアフ
ァイルです。

ミニトートバッグ
400円（税込）
　ちょっとしたお買い物や
お出かけ時のサブバッグに
便利なサイズのトートバッ
グです。

刺繍入り
ヨッチー ハンドタオル
各450円（税込）
　やわらかな肌触りのハン
ドタオルにヨッチーの刺繍
を施しました。

YCUオリジナルボールペン（PARKER）
3,500円（税込）
　スタイリッシュなフォルムの高級ボー
ルペン。高いデザイン性と握りやすさ
が特徴です。YOKOHAMA CITY
 UNIVERSITYの英文ロゴを
刻印しました。ギフトにも
最適な化粧箱入り。

本革パスケース
3,500円（税込）
　洗練されたシンプルなフォルムに機
能性をプラス。ポケットが5つあり、幅
広い年代の方にお使いいただけるデ
ザイン。上質の革を使用したこだわり
の逸品です！

オリジナルグッズの購入方法
オンラインショップ

「YCU－SHOP」
カード払いのみ
別途送料 80円～
24時間注文が可能
＊携帯電話・スマートフォンからも
アクセスできます。（右上のQRコードより）

大学グッズに関するお問い合わせ先
校内にも購入できるショップがありま
すので、詳細は以下にお問い合わせ
ください
YCU グッズ事務局

（広報室広報担当）
TEL：045︲787︲2412
e-mail :  ycushop@yokohama-cu.ac.jp

Disney Campus Collection

 UNIVERSITYの英文ロゴを
刻印しました。ギフトにも
最適な化粧箱入り。

本革パスケース

注目のアイテムを
紹介するよ！

YCU オリジナルキャラクター

ヨッチー

YCU
オリジナルグッズ

New Arrival

Character
Goods

　ちょっとしたお買い物や

YCUサポート募金

お問い合わせ先
広報室基金担当
TEL：045︲787︲2026
e-mail: kifu@yokohama-cu.ac.jp

★「YCU留学サポ―ト奨学金」へのご支援の募集を開始しました。経済的な理由で留学をためらっている学生をサポートしませんか？★
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