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総合研究教育棟

理 科 館

10:00 - 10:20
学部概要説明会

10:50 - 11:10
入試説明会

11:10 - 11:30
ＡO入試説明会

11:30 - 11:50
基盤科学コース説明会

11:50 - 12:10
環境生命コース
説明会

13:00 - 13:15
基盤科学コース
説明会

14:00 - 14:15
環境生命コース
説明会

13:15 - 13:45
基盤科学コース
模擬講義

14:15 - 14:45
環境生命コース
模擬講義

15:00 - 15:30
入試説明会
（AO入試説明含む）
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保健管理センター（1F）
気分が悪くなった時は
こちらへお越しください。

総合案内（1F）
迷ってしまった・・・
困ってしまった・・・
そんな時はこちらへ

学術情報
センター

総合研究教育棟

カメリアホール

理科館

12:00 - 16:00
12:00 - 16:00

市大グッズコーナー

シーガルセンター
（ホールと生協食堂）

タイムスケジュール（入退場自由）

OPEN CAMPUS 2010
ようこそ横浜市立大学へ

理学系国際総合科学部 金

本日はご来場ありがとうございます。上記URL
（パソコン・携帯共に可）よりぜひアンケートに
ご回答ください。

http://ycu.jp

シーガルセンター3F
シーガルホール

カメリアホール

基盤科学コース　環境生命コース　研究室見学

10:15 - 16:00 神奈川県 女性の理工系進路選択支援事業「大学院進学・研究者を目指す女子生徒のための相談コーナー」

キャンパスツアー出発場所（1F）
11:30 - 16:00　随時出発。
1コース30分程度でご案内します。

10:20 - 10:50
共通教養・
Practical English 説明会

10:00 - 10:20
基盤科学コース
説明会

10:40 - 11:10
学部概要説明会

11:10 - 11:30
共通教養・
Practical English 説明会

11:30 - 11:50
入試説明会

11:50 - 12:10
ＡO入試説明会

10:20 - 10:40
環境生命コース
説明会

13:00 - 16:00　　学生相談コーナー　資料コーナー

学術情報センター（図書館）

学術情報センターでは、学生ライブラリ
スタッフによる館内ツアーを行ってい
ます。また、普段一般公開していない
江戸時代の解剖書の翻訳書「解体新書」
や、坂本竜馬が活躍した幕末期の書簡
など貴重な資料の展示も行っています。

10:00 - 16:00

“セカンドウインド
ジャズオーケストラ”
によるライブ演奏

12:15～13:00

シーガルホール前

学生相談コーナー
資料コーナー

1F

2F 3F

シーガルホール

食堂ホール

生協購買

入口

模擬講義（シーガルホール）

再生医学と iPS 細胞 仁科行雄

環境生命コース

みなさん、これだけ科学技術が進歩しているのに天気予報はあまり当たらないと感じて
いませんか。日食の予想が分秒の単位まで正確に的中するのと好対照です。その理由は、
天気予報には「カオス」という壁が立ちはだかっているためです。この壁についてお話
します。

シーガルホール 10:20 - 10:50　カメリアホール 11:10 - 11:30ＹＣＵリベラルアーツ教育の特徴

シーガルセンター 

14:15 - 14:45

●  お弁当、総菜パン、菓子パンを販売（10:30 - 15:00）
●  住まい・受験宿泊の相談（11:00 - 15:00） 
●  “セカンドウインドジャズオーケストラ” による
      ライブ演奏（12:15 - 13:00）
●  生協食堂（11:00 - 15:00）  
●  キャンパスツアー出発場所（11:30 - 16:00 随時出発。1コース30分程度でご案内します。）
●  総合案内（10:00 - 16:00）  

●  学部概要・入試説明会
●  AO 入試説明会
●  コース説明会
●  模擬講義
●  リベラルアーツ教育紹介

カオスの壁　（天気予報は何故当たらないか） 大月俊也 

基盤科学コース

提供者不足から臓器移植が行き詰まりをみせている中、将来それに代わるものとして
幹細胞を中心とした再生医学が注目されています。本講義では幹細胞・再生医学の歴
史と現在の課題を概説し、近年注目を浴びている iPS 細胞についても御紹介します。

13:15 - 13:45

Carl McGary共通教養 小屋 良祐

共通教養のコーナーでは、まず教養とは何かということについて説明します。それから、
教養を身につけるということはどういうことなのか、そして、そのための本学の共通教養の
カリキュラムについて説明をしていきます。ことに、本学の教養教育と専門教育の関係を
理解されたい方の参加を歓迎いたします。

The director of the Practical English Center will explain the goal of Practical 
English and explain how we help students reach that goal. He will also explain 
the results of passing Practical English.

Practical English

●  神奈川県 女性の理工系進路選択支援事業
　「大学院進学・研究者を目指す女子生徒のための
　相談コーナー」（10:15 - 16:00）  

大地の揺れを調べてみよう！

吉本 和生
木下 繁夫

232

地震計は地球に当てる聴診器であり、記録
された地震波形を波動論に基づいて解析
することで、地球内部の様々な情報を得る
ことができます。本実験では、人体には感じ
られない極微弱な揺れを高感度地震計に
よって検出するとともに、横浜市の地震防
災対策に役立てられている高密度強震計
ネットワークのシステムについて紹介します。

コムギの染色体観察
小麦にはいろいろな種類があり、パン用
小麦はパスタ小麦と野生種が融合して
約一万年前にできたものです。最近ですと
ライコムギがあります。染色体を観察する
とライコムギはライムギとコムギの融合に
よりできたことが判ります。坂 智広

岸井 正浩

小麦のゲノム科学

私たちが普段食べている小麦は3種の野生
コムギが交雑してできたので、1細胞の中に
3つの遺伝子セットをもちます。この遺伝子
セットをどのように使っているかを新しい
技術を用いて研究し、作物の品種改良に
役立てようとしています。 荻原 保成

川浦 香奈子

体にイイ植物たち

私たちは、植物由来の薬用成分をたく
さん作る方法や、おいしく食べて健康に
なるように作物を改良する研究を行って
います。私たちの研究材料であるアロマ
オイルの香りやカンゾウの甘みを体験
して、健康に良い植物について考えて
みましょう。 一色 正之

422422

422

ミクロな世界をのぞいてみよう。

重田諭吉
戸坂 亜希

315
走査型電子顕微鏡を使って、ミクロの世界を
覗いてみませんか？蟻や花粉、髪の毛など、
身の回りにあるものを走査型電子顕微鏡を
使って観察してみましょう。

色が変わる驚き物質。
物質創製実験科目紹介

望月 桂
塚田 秀行

「溶媒や温度によって色が変化するニッ
ケル錯体」（金属錯体の合成）、「光で色が
変わるフォトクロミック分子」（有機機能
物質の合成）など、基盤科学コースで行って
いる物質創製実験科目から、色が変わる
無機、有機物質を紹介いたします。 

523

暗闇で光る・・・ルミネッセンス

篠崎 一英

232

近年、発光技術は目覚ましい進歩をとげ
ています。信号には発光ダイオードが使
われ、ディスプレイでは有機ＥＬが注目され
ています。私たちの無機光化学研究室では、
有機ＥＬ材料など色々なものを光らせます。 

真空中を飛んでいる生体分子を見る

野々瀬 真司

335

生体分子のかたちとはたらきとの関わりに
ついて詳しく理解するために、生体分子を
真空中の孤立状態で研究しています。
実験には手作りの二重質量分析・衝突
反応装置を用いています。

有機化合物の蒸留

及川 雅人

236

有機合成で得られる化合物を精製する
ためには、再結晶やクロマトグラフィーなど
いくつかの方法があります。私たちの研究
室では、その中でも蒸留について演示して
説明します。

低温の世界を体験しよう !!
マイナス 200 度の物理

フラーレン、カーボンナノチューブ
ってどんなもの

益田 隆嗣
山田 重樹

低温では普段私たちが生活している世界で
は見られない現象が見られます。当日は、
液体窒素を使って低温で見られる不思議
な現象を体験します。 

橘 勝

フラーレンやカーボンナノチューブは次
世代材料として最も注目されている物質
です。当日は、これらのナノカーボンが
どのように作られ、どのように観察される
のかを体験してもらいます。 

103 132

原子や分子を
見る・触る・制御する

横山崇

走査型トンネル顕微鏡という特殊な装置
を使って、原子や分子を観察しています。
直接見ることの出来ないミクロな世界を
紹介します。

135

ヒト遺伝子を人工的に破壊する！

ヒトの培養細胞を自分の目で観察して
みましょう。

518

404/405

脳と神経細胞を観察しよう

私達の生命活動を維持している「脳」を
知るため、ラットやマウスの脳を観察します。
脳の機能の中心にある神経細胞を実際に
見ることで、脳が行っている機能の不思議
さと精緻さを体験してください。 

山本 敏文

コンピュータで見る
原子分子の世界

立川 仁典

426

植物の細胞培養を体験しよう

塩田 肇

437
植物細胞培養は、植物の細胞や組織を無菌
状態で増やしたり育てたりする技術です。
この技術を利用して、植物細胞や植物ホル
モンの研究が行われています。実際に細胞
培養の操作を体験してみよう。 

私たちは「計算機」を駆使して、様々な
科学現象を解明しています。皆さんもコン
ピュータを使って、化学反応や生体物質
の姿を見てみませんか？ 高校では学習し
ない「計算科学シミュレーション」を、この
機会に、是非体験してください！ 

519

遺伝子組換えネズミを使って
免疫のしくみを知る
私たち人間は、体の中に侵入したバイ菌を
殺すために活性酸素を使っています。その
活性酸素を作れないネズミはどうなるの
でしょう？ 肺の病気を顕微鏡で観察して
みましょう。荒谷康昭

遺伝子組換え植物を観る 

オワンクラゲ由来の発光（緑色蛍光タン
パク質）遺伝子を導入した形質転換植物
が実際にどうなっているのか、自分の目で
観察してみましょう。 

田中 一朗

532

416
動物の体や器官のつくりはどうなっている
のでしょうか？私たちの研究室では、マウス
の組織切片の観察や解剖をおこないます。
また、体内のホルモンの働きについて分かり
やすく解説します。自分の目で見て確かめ
てみましょう。 

動物のからだのしくみとホルモン

佐藤 友美

電気泳動を見てみよう

DNAの電気泳動は、遺伝子の解析に欠かせ
ない技術です。電気泳動の様子を自分の
目で見てみましょう。

藤井道彦

539

総合研究教育棟

理科館
やってみよう。
科学実験。

体験！ 大学の実験科目。
基盤科学コース実習科目紹介。

触れてみよう、先端研究。
研究室を“開放”します。

見てみよう。
先端生命研究。

415
404 405

422

523
518516

保健管理
センター

カメリア
ホール

理科館へ

2322F
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市大グッズ
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539
5F

4F

2F

3F

1F

総合研究教育棟より

基盤科学コース

環境生命コース
研究室見学
12:00 - 16:00

516

ヒト培養細胞から
DNAを抽出してみよう！！
ヒトの培養細胞からゲノム DNA を抽出
する実験をしてみましょう。

遺伝子ターゲティング法により、特定の遺伝子だけを失った細胞を人工的に作り出すことができます。
この方法の原理や課題、将来性について、現役学生が詳しく解説します。

足立 典隆

先着30名限定！
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シーガルセンター3F
シーガルホール

2F 教室

第Ⅰ講堂

306

11:00 - 11:20
学部概要説明

12:30 - 12:50
学部概要説明

12:50 - 13:10
共通教養説明

14:30 - 14:50
学部概要説明

14:50 - 15:10
共通教養説明

11:20 - 11:40
Practical English説明

13:30 - 13:50
学部概要説明

13:50 - 14:10
Practical English説明

10:00-10:30
入試説明

11:00-11:30
入試説明

13:30-14:00
入試説明

14:30-15:00
入試説明

カメリアホール
10:00-10:30
ＡO入試説明
（今年度向け）

13:30-14:00
ＡO入試説明
（次年度以降向け）

12:30-13:00
ＡO入試説明
（今年度向け）

14:30-15:00
ＡO入試説明
（今年度向け）

10:00 - 10:20
コース説明会

10:20 - 10:50
模擬授業

11:00 - 11:20
コース説明会

11:20 - 11:50
模擬授業

13:30 - 13:50
コース説明会

13:50 - 14:20
模擬授業

14:30 - 14:50
コース説明会

14:50 - 15:20
模擬授業

【学生企画】

人間科学コース

国際文化創造コース

政策経営コース

308
ヨコハマ起業戦略
コース
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キャンパスツアー出発場所（1F）
11:00 - 15:30　随時出発。
1コース30分程度でご案内します。総合体育館
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12:00 - 13:00

11:00 - 16:00

総合案内（1F）
迷ってしまった・・・
困ってしまった・・・
そんな時はこちらへ

本日はご来場ありがとうございます。上記URL
（パソコン・携帯共に可）よりぜひアンケートに
ご回答ください。

http://ycu.jp

タイムスケジュール（入退場自由）

OPEN CAMPUS 2010
ようこそ横浜市立大学へ

土文系・融合領域国際総合科学部

シーガルセンター
（ホールと生協食堂）

本校舎

カメリアホール

チアリーダー
“シーガルズ”
による歓迎演技
※雨天中止

1  12:15～
2  13:00～

保健管理センター（1F）
気分が悪くなった時は
こちらへお越しください。

本
校
舎

“セカンドウインド
ジャズオーケストラ”
によるライブ演奏

12:15～13:00

学術情報センター（図書館）

学生ライブラリスタッフによる館内
ツアーを行っています。普段一般
公開していない江戸時代の翻訳書
「解体新書」などの貴重な資料も
展示中です。

10:00 - 16:00

”しゃかりきパンダ”
によるジャグリング

13:00～13:30

カ
メ
リ
ア

ホ
ー
ル

10:00 - 10:20
学部概要説明

10:20 - 10:40
共通教養説明

総
合
研
究
教
育
棟

11:00-11:30
ＡO入試説明
（次年度以降向け）

305

304303302301

306

307

308

本校舎1F 2F へ

正門より

第Ⅰ講堂

市大グッズコーナー

総合案内

キャンパスツアー出発場所

玄関コンコース

本校舎 3F

市大グッズコーナー

コース別模擬授業

Carl McGary

人間科学コース

漢字の起原と成り立ちを探る 小幡 敏行

入試説明会

スポーツと地域との “切っても切れない” 関係 松野 将宏

2010年は、FIFAワールドカップ、オリンピックという国際的なスポーツ
イベントが開催されました。華やかな国際舞台で活躍する選手たちの
多くは、日本国内のチームに所属していますが、その経営状況は必ず
しも安泰というわけではありません。スポーツチームの日本型経営モデル
を地域との関係で考えていきます。1  11:20 - 11:50   2  14:50 - 15:20

ドイツ近現代史から世界を考える 山根 徹也

1  10:20 - 10:50   2  13:50 - 14:20

1  10:20 - 10:50   2  11:20 - 11:50

規制の緩和・撤廃を考える 廣田全男

近年、特定の区域について法律の規制を例外的に免除する「構造改革
特区」の試みが各地で行われています。法律による規制はなぜ必要
なのでしょうか。なぜ規制の緩和・撤廃が求められるのでしょうか。
授業では、(1) ビール、どぶろくの製造、(2) 株式会社による大学経営、
(3) タクシー事業の例を挙げて考えます。

1  13:50 - 14:20   2  14:50 - 15:20

人間の心理と人間関係 浮田徹嗣

性格や知能あるいは精神病理といわれるような問題は、個人のうちに
ある属性なのか人間関係の中で起きる問題であるのか検討する。また、
人間関係という視点から考えることの意義を考察し、意欲や願望につい
ても人間関係の視点から考えてみる。さらに、人間が語る言葉の意味を
人間関係という視点から再検討する。

10:20 - 10:50
身体知を考える 村松 茂

自己の理解には、言語知（形式知）と身体知（暗黙知）が必要であると
考えられますが、現代社会で生きるわれわれは言語知偏重で身体知が
乏しく、これが一部では他者への理解、社会や文化への理解を希薄な
ものにしていると思われます。身体知とは何か、また身体知と、他者、
社会および文化との関わりを一緒に考えてみましょう。

13:50 - 14:20 
悪の問題について考える 三上 真司

私たちの悪は何に由来するのか？ 悪の本性は何か？ 悪は避けることが
できるものか？ それとも抑止できないものか？ こうした問いを正面から
見据えそれに答えを出そうとした試みを少しばかり紹介することによって、
「悪の問題」の奥深さの一端を感じ取っていただきたいと思います。

11:20 - 11:50

現代社会と人間　――＜関係＞を生きる―― 藤山 嘉夫

私たちは他者との関わりのなかで、ひとりでは得ることのできない歓びを
＜生きる＞ことができます。しかし同時に、歓びの源泉でもあるこの
＜関係＞が苦しみや不幸の源となることも経験しています。＜生きる＞
時に一刻も離れることのできない他者との＜関係＞のあり方を、特に
家族等の親密な関係を念頭におきながら考えてみましょう。

14:50 - 15:20

1  10:30 - 10:50   2  13:00 - 13:20   3  15:00 - 15:20 1  11:30 - 11:50   2  14:00 - 14:20

12:00～ 13:00
【ヨコイチ学生企画】

共通教養 小屋 良祐

学生企画

人間科学コース

国際文化創造コース

政策経営コース

国際経営コース

ヨコハマ起業戦略コース

シーガルホール

308

304

303

政策経営コース グローバルなキャリア形成と経済学 中村 さやか

大学で経済学を学ぶことは卒業後のキャリアにどのように結び付くので
しょうか？ 経営科学のさまざまな分野を学ぶ上で、経済学の知識は必要
不可欠です。皆さんが経済学に対して持っているイメージと現実の経済
学の間のギャップを埋めながら、横浜市立大学で経済学を学ぶ意義に
ついてお話します。

1  10:20 - 10:50   2  13:50 - 14:20

社会科学における IT 活用 坂口 利裕

コンピュータの登場から約半世紀。一般生活にまで普及してきた IT
（ICT、情報通信技術）は、自然科学や工学分野ばかりでなく、人文科学
や社会科学でも、よりよい成果を生み出すための必須のツールとなって
います。この授業では、社会科学分野での活用場面のいくつかを紹介し、
ITとの接し方を考えてもらいます。

1  11:20 - 11:50   2  14:50 - 15:20

経営戦略の肝、ドメインについて考えよう 岸川善光

長年、家業として、仕出し弁当・製造販売業の社長をしていた父が
死亡しました。28 歳の娘は、途方にくれて、「経営管理者養成コース」
にすがる思いで参加しました。講師のアドバイスは、仕出し弁当・
製造販売業は、仮の姿と考えなさい、まず、ドメインと場を考えましょう。
そして、新たなビジネス・システムを構築しましょうというものでした。
娘は頭が真っ白になり、パニック状態です。この娘さんとご一緒に、
経営戦略の肝であるドメインについて考えましょう。

共通教養のコーナーでは、まず教養とは何かということについて説明
します。それから、教養を身につけるということはどういうことな
のか、そして、そのための本学の共通教養のカリキュラムについて説
明をしていきます。ことに、本学の教養教育と専門教育の関係を理
解されたい方の参加を歓迎いたします。

The director of the Practical English Center will explain the 
goal of Practical English and explain how we help students 
reach that goal. He will also explain the results of passing 
Practical English.

1  10:20 - 10:50   2  11:20 - 11:50

現代社会を経済学で考える 藤野次雄

菅首相は、「強い経済」、「強い財政」、「強い社会保障」と言われてい
ます。現在の日本で必要とされる国家運営の第１が「強い経済」であり、
「強い財政」も、「強い社会保障」も、その他の課題も「強い経済」があっ
て初めて実現するもので、「経済」はわれわれの日常生活の基礎の
基礎です。この模擬授業では、経済運営の目指すもの、現実の経済
の把握の仕方と問題がある場合の治療方法、つまり経済学的思考方法
について解説します。

1  13:50 - 14:20   2  14:50 - 15:20

306

307
国際経営コース

ヨコハマ起業戦略コース

ＹＣＵリベラルアーツ教育の特徴

Practical English

302

3Fへ本校舎2F

204

203

202

201

205 206 207 208 209 210 211 212

2F個別相談コーナー
在学生・教職員による各種相談

資料コーナー
各種資料の閲覧・配布

※国際総合科学部文系受験生対象の企画です。

国際文化創造コース

漢字は、いつ、どのように作られたのでしょうか。後漢の許慎の『説文
解字』叙には、初めに上古の漢字の歴史が記されていて、漢字の起原
に対する伝統的な見方がよく分かります。甲骨文や金文を題材として、
いくつかの漢字の成り立ちについても改めて考えてみたいと思います。

１９世紀以降のドイツ近現代史をながめると、いろいろと重要なできごと
が見られます。ドイツ統一や経済の発展、あるいは戦争とユダヤ人虐殺
などがよく知られていることがらでしょう。こうしたことが起きた原因を
検討しながら、現代世界の問題とつなげて考えてみたいと思います。

大学生活情報満載
トークショー ＆ 個別相談会

1F 3F

食堂ホール

食堂ホール ●  住まい・受験宿泊の相談（11:00 - 15:00） 
●  “セカンドウインドジャズオーケストラ” による
　  ライブ演奏（12:15 - 13:00）
　“しゃかりきパンダ”によるジャグリング（13:00 - 13:30）  
●  生協食堂（11:00 - 15:00）  
●  フードショップ（10:30 - 15:00）  入口

2Fへ

シーガルセンター 

シーガルホール
●　学部概要説明会
●　共通教養説明会
●　Practical English 説明会

シーガルホール


