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「祭」の創造者たち
「浜大祭」
と
「Yokohama Medical Festival」、大学祭を作り出す実行委員長の思いとは？
10月30日
（金）～11月1日
（日）開催
「浜大祭」実行委員長
国際総合科学部 国際総合科学科 3年
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産・官・学・市民の連携が未来を拓く
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JICA横浜 所長

小幡俊弘氏

み ね

11月7日
（土）～ 8日
（日）開催
「Yokohama Medical Festival」
実行委員長 医学部 医学科 3年

そう

あ い ざ わ

小峰 奏さん

ひ ろ

た

ろ う

相澤 広太郎さん

1年の時に、
当時の浜大祭実行委員長

これまで2年間、
Yokohama Medical

にお会いしました。
その方の人間性に惹か

Festivalに参加する側として携わってきま

れ、
こんな人になりたい！という憧れの想い

したが、開催されるまでの経過は全く知り

で浜大祭実行委員になりました。実行委員

ませんでした。
今回、幹部学年になるにあ

の活動内容としては、
1年かけて企画・準備し、
11月に開催される浜大祭を

たり、土台から築き上げたらいったいどのような景色が見えるのかという興

運営していきます。

味と、
この機会に最初から最後まで存分に楽しみたいという期待から立候

実行委員のやりがいを一番感じるのは、浜大祭を無事に終えたあとの
何にも代えがたい達成感を感じている時です。本番当日まではミーティング

補させていただきました。
今年のテーマは
「医学はそばにある ～部屋とワイシャツとメディフェス

ばかりで実感のわかない作業が多いのですが、本番は実際に運営を行っ

～」
です。福浦キャンパスは気軽に立ち寄れるような立地ではなく、
キャンパ

ていくためにかなりハードな1日が強いられます。
それを乗り切った後に感じ

ス周辺は患者さんや学生、関係職員がほとんどです。加えて医学部は世

ることができる達成感は最高ですね。

間で堅いイメージがあると思われがちです。故に今年度は医学部キャンパ

今年度のテーマは
「協創曲第６５番」です。浜大祭は実行委員だけで創

スの可視化、透明化を通して、医学の親近化（身の周りの医学を知る）
を

るには限界があります。
このテーマには、委員の皆だけでなく、
YCUの学生、

図るテーマを掲げました。つまり地域の方々、
また幅広い年齢層の方々の

来場者の方と共に学祭を創っていこうという願いが込められています。65番

興味、関心を引くような企画を立案し、
より良いものを創り上げていこうと考

という数字は、
今年度行われる浜大祭が第65回目であることを意味します。

えております。

浜大祭は、
小さいお子様からお年寄りの方まですべての人が楽しめるよ

具体的には、
毎年好評の腹腔鏡手術体験や臓器展示をはじめとした医

うになっています。ステージで開催されるバンドやビンゴ大会、
コンテストなど

療関連企画の他、
今年度は医学の親近化をモットーに外部講師の講演に

皆さんが楽しめる企画がたくさんあります。締めくくりとして毎年打ち上げら

力を入れましたので、来場者の皆さんは、
ぜひお楽しみ下さい。福浦キャンパ

れる花火も見応えがあるため、最後まで目が離せません。皆さんのご来場

スはギュッと詰まった施設構造をしているので、
学生の日常の様子も各所で

を実行委員一同心よりお待ちしております！

垣間見ることができます。
ぜひ、
併せてご覧下さい。

information

YCU古本募金

市民向けの生涯学習講座

ご自宅に眠っている本やDVDを、未来の教育、研究、
医療に役立てませんか？ YCU古本募金は、卒業生・在
学生・保護者・教職員・一般の方々から書籍をお送りい
ただき、
その買い取り金額を教育・研究環境の整備などに役立てる取
り組みです。
ご不要の書籍がありましたら、
YCU古本募金へご協力お
願いします。
詳しくはこちら→ YCU古本募金

学生活動

検索

平成27年度後期エクステンション講座の申込みを開始しました。本
学キャンパスをはじめ、
市内の市民利用施設でリーフレットを配布してい
ます。
ぜひご覧ください。
【ピックアップ講座】
「仕事と実務に役立つわかりやすいＭＢＡ的経営理論」
（11/10 18 : 00〜19 : 30）
「風邪やインフルエンザの漢方薬」
（12/19 10 : 00〜11: 30）
詳しくはこちら→ エクステンションYCU 検 索

Web版はこちら

弓道部、水泳部が
全国大会で活躍！

http://www.yokohama-cu.ac.jp/univ/pr/whistle.html

弓道部（男子）が「第27回全国大学弓道

スマホからも、
携帯からもOK!

選抜大会」
に出場しました。見事決勝トーナ

もっ
と楽
し
もっと詳 く
しく

メントに進出し、
ベスト16で大会を終えました。
また、水泳部は
「全国国公立大学選手権水
泳競技大会」
に出場しました。個人の部では
背泳ぎに２名、
自由形に１名が出場。女子は

定期購読者募集中！

リレーにも出場しました。
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JICA横浜の図書資料室で、
小幡所長から説明を受ける研修員の皆さん
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を超える横浜の発展経験に基づく「知」
その真ん中で命の水をたた

大 陸 に 強く惹かれました。

幼な心に誓いました。その思

を持つ横浜市とそのシンクタンクである

スムーズに、そして強力にできるのも、
いを胸に、世界に開けた港

付けられ「絶対行こう」と、

都市機能がコンパクトに集まっている横
を持つ国際都市・横浜で勉
強したいと思いＹＣＵに進

「横浜市立大学（ＹＣＵ）は国際協力
── ＪＩＣＡとＹＣＵも、密接な連携が
できていると感じています。
はい。私たちにとってＹＣＵは、国際

ＪＩＣＡは「すべての人々が恩恵を受
中核人材育成プロジェクト（ＰＥＡＣＥ

―サトレップス ―）
」と「未来への架け橋・

上国は多いです。その地域で道路や病院、

紛争など、深刻な課題を抱える開発途
管理を勉強するために来日したタンザニ

ティブ（ＡＢＥイニシアティブ）で経営

フリカの若者のための産業人材イニシア

２００８年に横浜で開催された第４回ア

ーの所長、その前は本部のアフリカ部。

されるマレーシア・セベランプライ市の

ィ防災プロジェクトや、この秋から開始

いるフィリピン・イロイロ市のコミュテ

踏み出すと、一つのチャンスは不思議と

材育成にもつながっています。
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の大切なパートナー」とおっしゃる国際
協力機構（ＪＩＣＡ）横浜国際センター
毎年、１００人規模の受講生が出席

協力の大切なパートナーです。
する連携講座を開催していますし、国際

（ＪＩＣＡ横浜）の小幡俊弘所長に、世界
み、そして未来を担う学生に今、伝えた

一方、ＹＣＵには「地球規模課題対応

Ｕの学生を受け入れています。

機関のインターンシップ実習としてＹＣ

へ発信すべき横浜の魅力や実際の取り組
い思いなどをお聞きしました。
── ＪＩＣＡは、どのようなお仕事をさ

けるダイナミックな開発を進める」とい
―ピース ―）
」で、木原生物学研究所に

国際科学技術協力事業（ＳＡＴＲＥＰＳ

うビジョンの下、日本のＯＤＡ（政府開
アフガニスタンのＪＩＣＡ研修員を継続

れている機構なのでしょうか。

発援助）を実施する機関です。

学校などの基礎インフラを作ったり、研
アからの研修員２名もＹＣＵで受け入れ

して受け入れて頂いています。また、
「ア

修員を受け入れて技術を伝えたりと、途
て頂いています。こうしてじかに顔と顔

世界に目を向けると、貧困、環境問題、

上国の発展をサポートしています。日本

横浜市は２０１５年４月に政令指定

を合わせる人の交流こそが、生きた学び

都市としては初めて国際局を新設しまし

の若いボランティアたちも現地で大勢活
を超える国や地域で幅広い事業に取り
た。こうしたやる気のみなぎる横浜市、

になるのです。

組んでいますが、一言で言えば、途上国
ＹＣＵと連携した、三者間の事業も展開

躍しています。このように世界の１５０

と日本を結ぶ 〝
架け橋 〟―― それがＪ
しています。

ＩＣＡの役割です。
ＪＩＣＡ横浜には、２０１４年３月末

フリカ開発会議や２０１２年に沖縄で開

まちづくり協力がその事例です。世界の

草の根技術協力事業 （＊）で実施して

催された第６回太平洋・島サミットも担

都市と都市を結ぶにあたって、１５０年

に着任しました。前職は沖縄国際センタ

当しました。

フリカのビクトリア湖畔に立った時は感
激しました。
── 最後に、学生へメッセージをお願いし
ます。
念ずれば夢は叶うと言いますが、それ
だけではだめです。何事も自分で積極的
に動くこと。
「こうしたい」と意志を強く
持って動いていれば、突然やってくるチ

──現在のお仕事に就かれ

ャンスを見逃すことはありません。一歩

「 世 界に出てみたい」ということが、

次のチャンスに繋がって行きます。私も
に「働きたい」と英文で手紙を書いたり、

学生時代は、関心を持った海外の大使館

たが、国と国がつながり、助け合い、よ

少年時代から広い世界に憧れていまし

標準語の生活をはじめ、何だか異文化に

話を聞きに出かけてみたりと、夢に向か

際教育を重視するＹＣＵの強みです。

りよい世界にしたいというＪＩＣＡの理

力です。ぜひ、夢に向かってチャレンジ

と手を携えて生きる私たちに問われる能

前へ進む――その感覚こそ、
地球上の人々

広げてほしい。仲間たちと切磋琢磨して

的に他大学の学生とも交流して、見識を

探し出し、学んでほしい。そして、積極

こで培われた世界に通じる経験や技術を

迷い込んだ気がして、落ち込んでいまし

アフガニスタンのヘラートの圃場にて小麦の育成調査の様子

そして一番大事なことですが、ＹＣＵ

員が参加することで、
次代を担う若手研究員の人

って努力しました。また、いつか世界で

な期待が寄せられています。
その研究開発に研修

念に共感したからです。そのように共感

り
「ア
、 フガニスタンの平和と繁栄に不可欠」
と、
大き

た。その時、教室の片隅で見つけた地図

ガニスタンから持ち帰った小麦の品種改良を行い、

をはじめ横浜で学ぶ学生の皆さんには世

同国に戻して栽培するというプロジェクトを進めてお

働くことを見据え、必要な知識を得よう

同研究所は、
半世紀前に故木原均博士がアフ

できたのも、ＹＣＵでの授業を通して、

れています。

帳をめくって「なんて世界は広いのだろ

」
によ
プス）
」
、およびJICA事業の
「PEACE（ピース）

界に開かれた横浜、生きている街・横浜

り、
アフガニスタンから4名のJICA研修員を受け入

と英語や歴史や経済など幅広く勉強しま

術振興機構との共同事業の
「SATREPS（サトレッ

いろいろな角度から世界を見る目を養え

研究所では、JICAと国立研究開発法人科学技

う」と感動しました。同時に、自分の悩み

さらにYCUの附置研究所である木原生物学

というフィールドがあります。街が丸ご

を養っています。

した。自分の専門分野以外の面白そうな

スタッフの話を聞くなど、
実践的なグローバル視点

たからかもしれません。余談ですが、そ

を開講。
100人以上の学生たちが途上国のJICA

なんてちっぽけなものに思えました。特

学術的な交流の場として定期的に
「連携講座」

と自分たちのキャンパスだと思って、そ

紹介します。

授業を容易に受講できること。ここが学

献活動に取り組んでいます。
ここでは、
その一部を

の後実際にＪＩＣＡへ進み、夢だったア

東北から東京の小学校に転校した際、

た理由は何だったのでしょう？

みました。

横浜というフィールドを活かして学んでほしい

小学生の頃からの夢でした。

ください。

──ＹＣＵへの入学を決めた理由を教えて

浜だからこそだと感じます。

えるビクトリア湖に目が据え

卒業生インタビュー：産・官・学・市民の連携が未来を拓く

ＹＣＵと連携できることは心強いです。

Toshihiro Obata

こうして「産・官・学・市民」の連携が

Profile

に地図帳の２頁に亘って拡がるアフリカ

YCUはJICA横浜と共同で、
さまざまな国際貢
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してください。
＊草の根技術協力事業
国際協力の意志のある日本のＮＧＯ、地方自治
体、大学、民間企業等の団体が、これまでに培
ってきた知見や経験を活かし、開発途上国の地
域住民の経済・社会の開発を目的にＪＩＣＡと
共同で行う事業。

小幡所長とJICA横浜で学ぶ研修員の皆さん

小幡俊弘（おばた・としひろ）
文理学部（現国際総合科学
部）国際関係課程卒業後、
1981
年に国際協力事業団（現JICA）
入団。在パプアニューギニア日本
大使館出向、長期海外研修にて
米国DUKE大学大学院修士課
程修了、文部科学省出向（国際
交流調整官、ユネスコ協力官な
ど）、国内事業部国内連携促進
課長、タンザニア事務所長、
アフリ
カ部審議役、沖縄国際センター
所長などを経て、2014年3月より、
横浜国際センター所長、海外移
住資料館館長。1959年生まれ、
福島県出身。

YCU×JICA横浜
産学連携で国際貢献

