令和４年１０月 理工学府オリエンテーション資料一覧
List of orientation materials in October 2022
＊資料名をクリックすると該当ページまたはリンク先に移動します。 Click "Document Title" to move to the each documents or link.
区分
Classific
ation

資料名 Document Title

1

オリエンテーション説明事項
Description of Orientation in October 2022 (Japanese)

2

オリエンテーション説明事項（英文）
Description of Orientation in October 2022 (English)

1

各種ウェブサイトについて
The Information about the Websites

2

各教育分野問い合わせ先一覧
Faculty Members to Contact regarding School Affairs

1

理工学府履修案内
Course Completion Guidelines（Japanese)

2

理工学府履修案内（英文）
Course Completion Guidelines（English)

備考（内容等） Remarks
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①
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Top page of the Graduate School of Engineering Science website > Education
https://www.fse.ynu.ac.jp/english/education/index.html
For students enrolled in AY2022.
For students enrolled before AY2021, Please refer to it in the enrollment year.

3

理工学府履修案内 正誤表(日本語のみ）
List of Errata from Course Completion Guidelines （Only
Japanese）

履修案内の記載事項に変更があった場合に、更新します。
It will be updated, if the contents of Course Completion Guidelines changed.

4

理工学府時間割表
Timetables

理工学府ウェブサイト > 教育 > 時間割
Top > Education > Timetables
https://www.fse.ynu.ac.jp/education/index.html

5

令和4年度秋学期 履修登録について
Procedures for Course Registration (Fall Semester)

秋学期登録期間：10/5（水）～10/18（火） 平日9：00～21：00
必ず履修登録期間中にWEB（学務情報システム）で履修登録すること。
Period (Fall Semester): 5 October, Wed - 18 October, Tue

6

履修登録時の学生プロファイル入力
Student Profile

後日、授業支援システムに掲載します。
Will be posted on YNU-LMS at a later date

7

履修計画書、研究指導計画書・研究計画書について
NOTICE: "Course Registration Plan" and "Research Guidance
Plan and Research Plan"

8

履修計画書
Course Registration Plan

履修計画書：学期ごとに提出
研究指導計画書・研究計画書：年度ごとに提出
"Course Regstration Plan": submit each semester
"Research Guidance Plan and Research Plan": submit each academic year
履修計画を立てるにあたり、指導教員の承諾を得ること。
完成した履修計画書は理工学府係へ提出すること。
“Course Registration Plan” must be approved by your supervisor.
It is required to submit to Graduate School of Engineering Science Section.

9

研究指導計画書・研究計画書
Research Guidance Plan and Research Plan

指導教員と充分な打ち合わせの上、作成すること。
完成した計画書は写しを理工学府係へ提出すること。
Please create after sufficient discussion with your supervisor.
It is required to submit the copy of it to Graduate School of Engineering Science Section.

10

理工学府MPBLについて
Multi-diciplinary Problem Based Learning in Graduate School of
Engineering Science

PEDプログラム必修科目（令和4年度以降入学者対象）
Required course of PED Program (For students enrolled after AY2022)

11

実務系科目の紹介
Introduction of Professional Courses

後日、授業支援システムに掲載します。
Will be posted on YNU-LMS at a later date

12

対面授業における感染防止ガイドライン
Guidelines on preventing the spread of coronavirus infections in
in-person classes

新型コロナウイルスに係る本学の対応 > 在学生の皆様
https://www.ynu.ac.jp/about/president/message/message_03.html

13

インターンシップ報告書
Internship Report

インターンシップ科目を履修した者は、電子データで必ず提出すること。
It is required to submit by email, if you have taken the internship course.
提出先：理工学府係 ses.daigakuin-eng@ynu.ac.jp

14

博士課程前期学生の学術論文への貢献に対する顕彰について
Awarding for contribution to academic thesis of Master's
program students （Only Japanese）

学術論文を発表、もしくはこれに貢献した博士課程前期学生を、修了時に特に顕彰しま
す。
Master's program students to be awarded for presenting or contributing to academic
theses

1

副専攻プログラム「地域創造科目」履修案内
詳しい情報は、地域実践教育研究センターのWEBサイトをご覧ください。
Graduate sub-major program "Creative education program about http://www.chiki-ct.ynu.ac.jp/
local problems"

1

情報基盤センタークイックガイド
Quick Guide to the Information Technology Service Center for
New Students
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理工学府ウェブサイト > 教育 > 履修案内
https://www.fse.ynu.ac.jp/education/index.html
令和4年度入学者向け。令和3年度以前入学者は入学年度の履修案内を参照すること。

)

2

情報セキュリティ教育について
information security education

情報基盤センター > ガイドなどの刊行物
YNU Information Technology Service Center > Publications
https://www.itsc.ynu.ac.jp/service/manual.html#quick
学外から閲覧する際はMatrix認証接続サービスを利用してください。
Please login to the Matrix Authentication system, when off campus.
令和４年度学生への情報セキュリティ教育（e-learning）の実施について
Information security education for students 2022 (E-learning) implementation
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資料名 Document Title

備考（内容等） Remarks

1

学務部学生支援課からのお知らせ
Notice from Student Support Division (Only Japanese)

大学生活に必要な情報をまとめた資料。
Documents of necessary information for Student Life

2

定期健康診断のお知らせ
Notice regarding the 2022 Student Regular Health Exam

10月新入生対象 For new students in Oct. 2022
保健管理センターウェブサイト Health Service Center.
https://www.hoken.ynu.ac.jp/

3

キャリア・サポートルームからのお知らせ （就職行事日程）
Schedule of Job Guidance

キャリアサポートルーム ウェブサイト：http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/sp/career/

4

横浜国立大学附属図書館 利用案内
YNU Library User's Guide (Only Japanese)

5

YNUマップ
YNU MAP

1

研究の心得（理系版）
Fundamentals of Research

理工学府ウェブサイト > 教育 > その他 > 研究の心得（学内限定）
https://www.ynu.ac.jp/research/fair/fundamentals.html

2

安全の手引
Safety Guidebook (Only Japanese)

理工学府ウェブサイト > 教育 > 実験実習における安全の手引き（学内限定）
http://www.safety.ynu.ac.jp/index.php?Student%2FSafetyGuide

3

著作権ガイド
Copyright Guide

博士論文の適切な作成指針について → 1.大学院生の研究者倫理（科学者の行動規範）
について
https://www.ynu.ac.jp/education/plan/dissertation.html

1

新入留学生オリエンテーションのお知らせ
Orientation for New International Students

9月下旬に大学ウェブサイトで資料掲載予定、集合形式での実施はなし
The material will be posted on the YNU website in last September.
There is no briefing session.

2

在留カード情報の提出
Request for submission of your residence card information

グローバル推進課＞在留資格関連の手続き
https://global.ynu.ac.jp/support/status_of_residence/

3

外国人留学生向け日本での生活ガイド
Living Guide for International Students in Japan

Global Promotion Division Top > Support and Exchange Activities
https://global.ynu.ac.jp/en/support/after_enrollment/

4

国際交流/留学情報
Handbook for International Exchange

グローバル推進課 ウェブサイト＞留学生支援・交流＞授業支援システム「国際交流/留学」
https://global.ynu.ac.jp/support/globalcampus/

5

安全保障輸出管理ガイダンス
Security Export Control

留学生のみ（学内限定）
For international students
https://www.ripo.ynu.ac.jp/anzenhosho/

1

ハラスメント リーフレット
About Harassment

2

喫煙に関するパンフレット
About Smoking

3

大地震行動マニュアル
Manual of Evacuation

※掲載資料は変更、追加の可能性があります。
※The materials may be changed or added.

大学院理工学府 令和 4 年 10 月オリエンテーション説明事項
理工学府係
＊本資料で案内している各種システムについては、別紙「各種ウェブサイトについて」で URL および QR
コードをお知らせしていますので、閲覧の際に活用してください。

◆YNU ログイン ID、YNU メールアドレスについて
各種システムを利用する際に使用する YNU ログイン ID、大学からの連絡に使用する YNU メールアド
レスが発行されます。
使用開始するには初期設定が必要となりますので、別途配布される情報基盤センターのクイックガイ
ドを参照の上、手続きを行ってください。

◆履修・成績関係
1. 【授業の実施方法について】
令和 4 年度秋学期の授業は、対面または遠隔で実施します。
各科目の実施方法については、
「時間割」
、シラバス、授業支援システム内の各科目ページ等で確認
してください。
※状況に応じて変更となる可能性があるため、各授業担当教員の指示に従って受講してください。

2. 【時間割について】
「時間割」は理工学府ウェブサイトに掲載します。
掲載内容に変更があった場合は、同ページの「時間割更新情報」でお知らせします。
理工学府トップ > 教育 > 履修案内・時間割・シラバス > 時間割
https://www.fse.ynu.ac.jp/education/index.html

3. 【履修案内について】
理工学府の履修は、
「橫浜国立大学大学院理工学府 履修案内」に従い履修してください。
記載内容に変更があった場合は、
「時間割」と同じページに掲載されている「履修案内正誤表」で
お知らせします。

4. 【履修登録について】
（1）履修したい科目が決まったら、
「授業支援システム」で仮登録してください。
仮登録することで、講義資料、教員からのお知らせ等が閲覧できるようになります。
仮登録をはじめとした「授業支援システム」の操作方法については、情報基盤センターの利用案
内で確認してください。
（2）履修登録期間中に、
「学務情報システム」で履修登録してください。
「授業支援システム」で仮登録していても、
「学務情報システム」での履修登録をしなければ、成
績がつかないので、忘れずに行ってください。
秋学期の履修登録期間は 10 月 5 日（水）～18 日（火）です。
（3）システムでの履修登録とあわせて、
「履修計画書」を「授業支援システム」で提出してください。
「履修計画書」は指導教員の指導・助言のもと、作成してください。

1

5. 【インターンシップ報告書について】
インターンシップ科目を履修する場合は「インターンシップ報告書」を理工学府係へメールにて提
出してください。提出時期については、理工学府ウェブサイト（教育 > 履修手続 > インターンシッ
プ報告書）に掲載されている報告書様式内に記載された説明をご確認ください。

6. 【成績の確認について】
今年度秋学期の成績は、4 月 3 日（月）から学務情報システムで閲覧できるようになります。

◆研究指導計画書・研究計画書
指導教員と充分な打ち合わせの上、
「研究指導計画書・研究計画書」を作成し、完成した計画書は指
導教員-学生間での共有を行ってください。また、完成した「研究指導計画書・研究計画書」の写し
を、
「授業支援システム」で提出してください。

◆その他
1. 【事務部からの呼び出し、諸連絡について】
主に「授業支援システム」を用いたメール配信（お知らせ発信）により行います。
各学生の YNU メールアドレス宛にメールが送られますが、ファイルを添付して送信することができ
ません。送信内容に添付ファイルがある場合は、
「授業支援システム」を確認するようメール本文中
で案内しますので、その際は「授業支援システム」にログインして内容を確認してください。

2. 【掲示板について】
「授業支援システム」内の掲示板、理工学部講義棟（S5-5）横の掲示板にお知らせを掲示すること
がありますので、定期的に確認するようにしてください。
「授業支援システム」内の掲示板
講義名：
【連絡専用】理工学系事務部教務課理工学府係[Zac0011]
授業名：◆掲示板／Bulletin board

3. 【博士課程前期学生の学術論文への貢献に対する顕彰について】
理工学府では、学術論文を発表、もしくはこれに貢献した博士課程前期学生を、修了時に特に顕彰
することとしています。優秀学生表彰、奨学金返済免除などの評価においても学術論文への貢献度を
重視します。詳細は「博士課程前期学生の学術論文への貢献に対する顕彰について」をご参照くださ
い。

4. 【健康診断】
11 月 4 日（月）に健康診断が実施されますので、10 月新入生は受診してください。
なお、男女で受付時間が異なりますのでご注意ください。
横浜国立大学
理工学系教務課理工学府係
ses.daigakuin-eng@ynu.ac.jp
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Description of Graduate School of Engineering Science Orientation in October 2022
Graduate School of Engineering Science Section
Note: URLs and QR codes of various systems described in the following text can be found in the
document “The Information about the Websites”.

◆YNU Login ID, YNU Mail
It is necessary to use your YNU Login ID and passwords when you login YNU-Learning Management
System (YNU-LMS) and various systems. And some information will be delivered to your YNU Mail.
Please complete the initial settings of YNU Login ID and YNU Mail.
*Reference material: Quick Guide to Information Technology Service for New Students

◆Course registration and grade
1. 【How to conduct the classes】
Classes in Fall Semester in 2022 will be conducted face-to-face or remotely.
Please confirm the timetable or syllabus or YNU-LMS for how to implement each subject.
*Please follow the instructions of the instructor in charge of each class as it may change depending
on the situation.
2. 【Timetable】
Timetable will be posted in the web site of Graduate School of Engineering Science.
Changes of the timetable will be announced on “Updated Information of Timetables”.
Top > Education > Course Completion Guidelines, Timetables, and Syllabus
https://www.fse.ynu.ac.jp/english/education/index.html
3. 【Course Completion Guidelines】
Please refer to the “Course Completion Guidelines” for courses at this graduate school.
Changes of the guidelines will be announced on the “List of Errata from Course Completion
Guidelines”. This list will be posted on the same web page of the timetable.
4. 【Course Registration】
(1) Please pre-register the courses you want to take on YNU-LMS.
You can browse the documents of lectures and the messages from teachers, etc. after preregistration.
How to use YNU-LMS: Tutorial for Students (YNU Information Technology Service Center)
(2) Please register the courses on the Educational Affairs Information System (EAIS) during the
period of course registration.
You will not get grades unless you register in EAIS, even if you pre-register in YNU-LMS.
Period of Course Registration: Wednesday 5 October – Tuesday 18 October
(3) Please submit “Course Registration Plan” on YNU-LMS.
“Course Registration Plan” must be approved by your supervisor.

5. 【Internship Report】
It is necessary to submit “Internship Report” to Graduate School of Engineering Science Section
by e-mail, once you take part in the internship as a course of the Graduate School of Engineering
Science.
The format has been posted on the graduate school web site.
Top > Education > Corse Registration > Internship Report
https://www.fse.ynu.ac.jp/english/education/index.html
6. 【Confirmation of grades】
The results for the fall semester will be available on the EAIS from Monday 3 April.

◆Research Guidance Plan and Research Plan
“Research Guidance Plan and Research Plan” must be created and shared between supervisor and
each student. Please submit the copy of it on YNU-LMS.

◆Others
1. 【Calling and contacting from the university office】
Mainly by email delivery from YNU-LMS.
The e-mail would be delivered to each student’s YNU Mail, but you cannot confirm the attached
file from YNU Mail. It is necessary to login YNU-LMS when you confirm the attached file.
2. 【Bulletin board】
Some information will be posted in the bulletin board on YNU-LMS and the bulletin board beside
Lecture Hall A [Eng] (S5-5).
Place of the bulletin board (YNU-LMS)
Course Name: 【連絡専用】理工学系事務部教務課理工学府係[Zac0011]
Lecture Name: ◆掲示板／Bulletin board
3. 【Awards for contributions to academic papers of master’s students】
Master's students who have published or contributed to academic papers will be given special
commendation by Graduate School of Engineering Science upon completion.
As for the assessment of "Outstanding Students Award", "Scholarship payment exemption", we
also emphasize this contribution.
4. 【Health Examination】
Health examination for new students in October will be held on 4th November.
*Note: The reception hours are different for men and women.
Graduate School of Engineering Science Section, YNU
Email: ses.daigakuin-eng@ynu.ac.jp

各種ウェブサイトについて（理工学府）
The Information about the Websites (Graduate School of Engineering Science).
１-１．理工学府ウェブサイト 教務関係ページ
掲載ページ： https://www.fse.ynu.ac.jp/education/index.html
理工学府ウェブサイト＞教育
○理工学府オリエンテーション資料や、履修案内、時間割、シラバス、履修手続に関する各種書類等が
このページに掲載されている。

１-２．理工学府ウェブサイト （英語） Graduate School of Engineering Science Website（English）
URL： https://www.fse.ynu.ac.jp/english/education/index.html
Graduate School of Engineering Science > Education
○Orientation Materials, Course Completion Guidelines, Timetables, Syllabus, Procedures for Course
Registration, etc.

２．学生情報システム Student Information System
掲載ページ：https://www.ynu.ac.jp/campus/student_only/students_system.html
横浜国立大学ウェブサイト＞教育・学生生活＞在学生専用 Y's ネット＞学生情報システム
○休講、教室変更、時間割変更、補講、学生呼出、お知らせ等を掲載。
Important notice (information of class cancellation, make-up classes, classroom changes,
and timetable changes) may be posted on the Student Information System.
Please check this system regularly.

３．学務情報システム

Educational Affairs Information System

掲載ページ：https://www.ynu.ac.jp/campus/student_only/affairs_system.html
横浜国立大学ウェブサイト＞教育・学生生活＞在学生専用 Y's ネット＞学務情報システム
○履修登録、個別成績表の閲覧等 Confirmation of Grades and Course Registration

４．授業支援システム

Learning Management System

掲載ページ：https://lms.ynu.ac.jp/
横浜国立大学ウェブサイト＞教育・学生生活＞在学生専用 Y's ネット＞授業支援システム
○授業支援システムを利用する授業での資料受領や課題提出に利用する。
This system will be used for receiving documents and submitting reports related to registered courses.
○理工学府係からの呼び出しやお知らせが掲載される。
The Graduate School of Engineering Section will post the academic affairs information on this system.

各種ウェブサイトについて（工学府）
The Information about the Websites (Graduate School of Engineering).
１．工学府ウェブサイト Graduate School of Engineering Website
掲載ページ：http://gakufu.eng.ynu.ac.jp/student/affairs/index.html
横浜国立大学ウェブサイト>学部・大学院>大学院>工学府ウェブサイト＞在学生の方へ
○教務情報：工学府時間割表、履修登録関係（履修手続について、学務情報システム操作方法、
インターンシップ報告書他）
○オリエンテーション資料

２．工学府ウェブサイト （英語） Graduate School of Engineering Website（English）
URL：http://gakufu.eng.ynu.ac.jp/english/student/affairs/
YNU Website>Graduate Studies>Engineering>Graduate School of Engineering >
CURRENT STUDENTS > School Affairs
○Course Completion Guidelines
○Timetables , etc.

３．学生情報システム Student Information System
掲載ページ：https://www.ynu.ac.jp/campus/student_only/students_system.html
横浜国立大学ウェブサイト＞教育・学生生活＞在学生専用 Y's ネット＞学生情報システム
○休講、教室変更、時間割変更、補講、学生呼出、お知らせ等を掲載。
Important notice (information of class cancellation, make-up classes, classroom changes,
and timetable changes) may be posted on the Student Information System.
Please check this system regularly.

４．学務情報システム

Educational Affairs Information System

掲載ページ：https://www.ynu.ac.jp/campus/student_only/affairs_system.html
横浜国立大学ウェブサイト＞教育・学生生活＞在学生専用 Y's ネット＞学務情報システム
○履修登録、個別成績表の閲覧等 Confirmation of Grades and Course Registration

５．授業支援システム

Learning Management System

掲載ページ：https://lms.ynu.ac.jp/
横浜国立大学ウェブサイト＞教育・学生生活＞在学生専用 Y's ネット＞授業支援システム
○授業支援システムを利用する授業での資料受領や課題提出に利用する。
This system will be used for receiving documents and submitting reports related to registered courses.
○大学院工学府係からの呼び出しやお知らせが掲載される。
The Graduate School of Engineering Section will post the academic affairs information on this system.

各教育分野 問い合わせ先一覧
Faculty Members to Contact regarding School Affairs
（メールアドレスは、@の後にynu.ac.jp を付けてください）

専攻

教育分野

令和4年度 教務・図書委員

Department

Specialization

Person in charge

機械工学教育分野 （NA1、QA1）
Mechanical Engineering

航空宇宙工学教育分野 （NA2）
Aerospace Engineering

機械・材料・海洋系
材料工学教育分野 （NA3、QA2）
工学専攻
Materials Science Frontier

Department of
Mechanical Engineering, 航空宇宙工学教育分野
Materials Science, and Aerospace Engineering
Ocean Engineering

（NA4）

海洋空間教育分野 （NA5、QA3）

Systems Design for Ocean-Space

航空宇宙工学教育分野 （NA6）
Aerospace Engineering

化学教育分野 （NB1、QB1）
Chemistry

応用化学教育分野 （NB2、QB2）
化学・生命系
理工学専攻
Department of
Chemistry and
Life Science

Applied Chemistry

エネルギー化学教育分野 （NB3）
Energy and Sustainable Chemistry

化学応用・バイオ教育分野 （NB4、QB3）
Chemistry Applications and Life Science

エネルギー化学教育分野 （NB5）
Energy and Sustainable Chemistry

北村 圭一

Associate Prof. Keiichi KITAMURA
045-339-3876
kitamura-keiichi-dp@

前野 智美

Mathematical Sciences

数物・電子情報系
理工学専攻
Department of
Mathematics, Physics,
Electrical Engineering
and Computer Science

平川 嘉昭

Physics

応用物理教育分野 （NC3、QC3）
Applied Physics

情報システム教育分野 （NC4、QC4）
Information Systems

電気電子ネットワーク教育分野 （NC5、QC5）
Electrical and Computer Engineering

准教授

Associate Prof. Yoshiaki HIRAKAWA
045-339-4100/4093
hirakawa-yoshiaki-jd@

伊藤 傑

准教授
Associate Prof. Suguru ITO
045-339-3936
ito-suguru-xk@

三角 隆太

准教授

Associate Prof. Ryuta MISUMI
045-339-3995
misumi-ryuta-zm@
准教授

Associate Prof. Atsufumi HONDA
045-339-4213
honda-atsufumi-kp@

石渡 信吾
物理工学教育分野 （NC2、QC2）

准教授

Associate Prof. Tomoyoshi MAENO
045-339-3447
maeno-tomoyoshi-yf@

本田 淳史
数学教育分野 （NC1、QC1）

准教授

准教授

Associate Prof. Shingo ISHIWATA
045-339-4019
ishiwata-shingo-zc@

中田 雅也

准教授

Associate Prof. Masaya NAKATA
045-339-4128
nakata-masaya-tb@

理工学系事務部教務課理工学府係
Graduate School of Engineering Science Section
045-339-3817、3818
ses.daigakuin-eng@

各コース 問い合わせ先一覧
Faculty Members to Contact regarding School Affairs
（メールアドレスは、@の後にynu.ac.jp を付けてください）

専攻

コース

令和4年度 学府教務・図書委員

Department

Specialization

伊藤 傑

Person in charge

三角 隆太

准教授

先端物質化学 （SA5）

機能発現工学
Department of
Materials Science
and Engineering

Advanced Materials Chemistry

物質とｴﾈﾙｷﾞｰの創生工学 （SA6）
Chemical and Energy Engineering

准教授
Associate Prof. Suguru ITO
045-339-3936
ito-suguru-xk@

Associate Prof. Ryuta MISUMI
045-339-3995
misumi-ryuta-zm@

北村 圭一

機械システム工学 （SB1）
Mechanical Engineering

海洋宇宙システム工学 （SB2）
Department of
Systems Integration

Associate Prof. Keiichi KITAMURA
045-339-3876
kitamura-keiichi-dp@

平川 嘉昭

ｼｽﾃﾑ統合工学
Ocean and Space Engineering

Solid State Materials and Engineering

電気電子ネットワーク （SD1）
Electrical and Computer Engineering

Department of
Physics, Electrical
and
Computer Engineering 物理工学 （SD2）
Physics

准教授

Associate Prof. Tomoyoshi MAENO
045-339-3447
maeno-tomoyoshi-yf@

中田 雅也
物理情報工学

准教授

Associate Prof. Yoshiaki HIRAKAWA
045-339-4100/4093
hirakawa-yoshiaki-jd@

前野 智美

材料設計工学 （SB4）

准教授

准教授

Associate Prof. Masaya NAKATA
045-339-4128
nakata-masaya-tb@

石渡 信吾

准教授

Associate Prof. Shingo ISHIWATA
045-339-4019
ishiwata-shingo-zc@
理工学系事務部教務課理工学府係

Graduate School of Engineering Science Section
045-339-3817、3818
ses.daigakuin-eng@

令和４年度大学院工学府/理工学府
秋学期履修登録について
１．履修登録について
（1）履修したい科目が決まったら、
「授業支援システム」で仮登録してください。
仮登録することで、講義資料、教員からのお知らせ等が閲覧できるようになります。
仮登録をはじめとした「授業支援システム」の操作方法については、情報基盤センターの利用案
内で確認してください。
（2）履修登録期間中に、
「学務情報システム」で履修登録してください。
「授業支援システム」で仮登録していても、
「学務情報システム」での履修登録をしなければ、成
績がつかないので、忘れずに行ってください。
（3）システムでの履修登録とあわせて、
「履修計画書」を「授業支援システム」で提出してください。
「履修計画書」は指導教員の指導・助言のもと、作成してください。
※令和 4 年度より様式が改訂され「履修計画書」となりました。必ず新しい様式を使うようにして
ください。
「履修計画書」提出場所（授業支援システム内）
講義名：
【連絡専用】理工学系事務部教務課理工学府係
授業名：履修計画書／Course Registration Plan
２. 履修登録スケジュール
◎秋学期
履 修 登 録 期 間 ： 令和 4 年１０月 ５日（水）～１８日（火）
時間 9：00～21：00（土日を除く）
履修確認・訂正期間：令和 4 年１０月２４日（月）～２６日（水）
時間 9：00～21：00
＊履修登録期間中に 1 科目も履修登録していない場合は操作できません。
キ ャ ン セ ル 期 間 ：令和 4 年１１月 ７日（月）～１１日（金）
時間 9：00～21：00（土日を除く）
＊履修登録エラーが残っている場合は操作できません。
※履修計画書提出期間：令和 4 年１０月 ５日（水）～１９日（水）
※秋学期履修登録期間終了後に訂正・キャンセルを行った場合は、１１月１４日（月）までに
「履修計画書」を再提出すること。

○「履修･学修計画書」は、必ず本人控えとして、コピーを保管しておくこと。
３．履修の詳細について
履修についての詳細は「横浜国立大学大学院工学府/理工学府 履修案内」を参照すること。

▼理工学府 履修登録 WEB ページ▼
https://www.fse.ynu.ac.jp/education/index.html
▼工学府 履修登録 WEB ページ▼
http://gakufu.eng.ynu.ac.jp/student/affairs/registration/index.html
※上記ページに学務情報システムや同システム操作説明書へのリンクがあります。

< The English version is the back side >

2022 Graduate School of Engineering Science
Procedures for Course Registration (Fall Semester)
1. Course Registration
(1) Please pre-register the courses you want to take on YNU Learning Management System
(YNU-LMS).
You can browse the documents of lectures and the messages from teachers, etc. after
pre-registration.
How to use YNU-LMS: Tutorial for Students (YNU Information Technology Service Center)
(2) Please register the courses on the Educational Affairs Information System (EAIS) during
the period of course registration.
You will not get grades unless you register in EAIS, even if you pre-register in YNU-LMS.
(3) Please submit “Course Registration Plan” on YNU-LMS.
“Course Registration Plan” must be approved by your supervisor.
The format has been revised from AY 2022.
Place to submit the Course Registration Plan (YNU-LMS)
Course Name : 【連絡専用】理工学系事務部教務課理工学府係
Lecture Name: 履修計画書／Course Registration Plan
Period of Submission: October 5 – 19, 2022
2. Schedule
◎Fall Semester
Course Registration
: October 5 – 18, 2022
Revisions to Registered Courses
: October 24 – 26, 2022
*The EAIS is not available, if no courses are registered in the period of course registration.
Cancellation of Registered Courses
: November 7 – 11, 2022
*The EAIS is not available, if there are some registration errors.
* The period of system accessible are from 9:00 to 21:00 (Weekdays only).
* In addition to revising or canceling course registration in the Educational Affairs Information
System, it is also necessary to resubmit the Course Registration Plan to the Graduate School
of Engineering Science Section by November 14, 2022 for Spring Semester on YNU-LMS.
・Make sure a copy of the Course Registration Plan is taken for personal use, and keep it in a
safe place.
3. Details for Course Registration
For further details, refer to the Course Completion Guidelines distributed separately.
▼ Information of Course Registration in Graduate School of Engineering Science ▼
https://www.fse.ynu.ac.jp/english/education/index.html
▼ Information of Course Registration in Graduate School of Engineering ▼
http://gakufu.eng.ynu.ac.jp/student/affairs/registration/index.html
※ URL of the Educational Affairs Information System website, “How to
use the Educational Affairs Information System” and “User IDs and initial
passwords for student ICT service” are posted on the above website.

「履修計画書」
、
「研究指導計画書・研究計画書」について
（1）様式について
学期ごとに履修計画を、年度ごとに研究計画を立てるにあたり、それぞれ以下の様式をお使いくださ
い。
○履修計画書
履修計画（指導教員の指導・助言のもと学生が作成）について記載【各学期提出】
○研究指導計画書・研究計画書
研究指導計画（指導教員が作成）
、研究計画（学生が作成）について記載【各年度提出】
（2）提出方法等
○履修計画書
作成方法：指導教員の指導・助言のもと、作成してください。
提出期限：各学期の履修登録期間最終日の翌日
提出場所：授業支援システム（様式データも下記からダウンロードできます）
講義名：
【連絡専用】理工学系事務部教務課理工学府係[Zac0011]
授業名：履修計画書／Course Registration Plan
○研究指導計画書・研究計画書
作成方法：指導教員と充分な打ち合わせの上、作成してください。
先に「研究指導計画書」欄を指導教員に作成いただいてください。
上記「研究指導計画書」を踏まえ、
「研究計画書」欄を作成してください。
提出期限：原則、各年度の 4 月末日（10 月入学の場合は、10 月末日）
提出場所：授業支援システム（様式データも下記からダウンロードできます）
講義名：
【連絡専用】理工学系事務部教務課理工学府係[Zac0011]
授業名：研究指導計画書・研究計画書／Research Guidance Plan and Research Plan

“Course Registration Plan” and “Research Guidance Plan and Research Plan”
（1）Format
Student should make the course plan for each semester and the research plan for each academic year.
Please use the following format.
○Course Registration Plan
Describe the course plan (created by the student under the guidance and advice of the supervisor)
【Submit each semester】
○Research Guidance Plan and Research Plan
Describe the research guidance plan (created by the supervisor) and
research plan (created by the student) 【Submit each academic year】
（2）How to submit ,etc.
○Course Registration Plan
How to create：
Create under the guidance and advice of the supervisor
Deadline：
The day after the last day of the registration period for each semester
Submission place：
YNU Learning Management System (YNU-LMS)
Course name：
【連絡専用】理工学系事務部教務課理工学府係[Zac0011]
Lecture name：履修計画書／Course Registration Plan
○Research Guidance Plan and Research Plan
How to create：
Create after sufficient discussion with the supervisor
1. Supervisor creates the “Research Guidance Plan” column
2. Student creates the “Research Plan” column based on the “Research Guidance Plan” above
Deadline：
In principle, the end of April of each year (in the case of enrollment in October, the end of October)
Submission place：
YNU Learning Management System (YNU-LMS)
Course name：
【連絡専用】理工学系事務部教務課理工学府係[Zac0011]
Lecture name：研究指導計画書・研究計画書／Research Guidance Plan and Research Plan

XXXX年度（春学期 ・ 秋学期） 履修計画書

指導教員名

Supervisor's Name 承認日Date

XXXX Academic Year (Spring / Fall Semester) Course Registration Plan
提出日

年

月

日

Date of Submission: ________/________/________

博士課程（ 前期 ・ 後期 ） （PED ・ TED ・ PSD ・ 理学） プログラム
Degree Program (Master / Doctor) Education Program (PED/TED/PSD/Science)

専攻
Department
コース・教育分野
Specialization

学籍番号
Student ID No.
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名
Name

・（ ）はいずれか一方に○印をしてください。
Circle the relevant selection within the parenthesis.

○ 履修計画 Course Registration Plan
記載した科目は、学務情報システムから登録してください。通年科目は春学期に登録してください。
Register the courses listed in the Educational Affairs System. Year-long courses should be registered in [Spring Semester].
科目区分 ※
授業科目名
担当教員
Course Type *
Course Name
Instructor

※理工学府 ：学府共通科目、専攻共通科目、専門科目、スタジオ科目（PED）、モジュール構成科目（PED）、その他
* Graduate School of Engineering Science (2018-): Core courses, Major courses, Specialized courses, Studio courses, Module courses, and
the Others.
※工学府 ：共通科目、専攻共通科目、専門科目、スタジオ科目（PED）、モジュール構成科目（PED）、PED基盤科目、その他
* Graduate School of Engineering(-2017): Core courses, Major courses, Specialized courses, Studio courses, Module courses, Foundation
courses, and the Others.

XXXX 年度

研究指導計画書・研究計画書【大学院理工学府】

Research Guidance Plan and Research Plan【Graduate School of Engineering Science】in XXXX
日付
年
月
Date
yyyy
mm
入学月

学籍番号

専攻

フリガナ

Enrollment month

日
dd

Student ID No.

Department

Furigana

教育分野

氏名

Specialization

Name

研究題目

Title of research

期間
Period

年
yyyy

月 ～
mm

年

月

yyyy

mm

研究指導計画書（指導教員は、学生に対して、この欄を使用し、研究指導の方法及び内容並びに一年間の研究指導の計画をあら
かじめ明示する）Research Guidance Plan(filled in by Supervisor)
指導教員
Supervisor

研究計画書（教員の研究指導計画書を踏まえ、学生が計画を作成する。
）
Research Plan (to be filled in by students)

2022年度 理工学府MPBL科目について
• 理工学府MPBL科目

必修科目（ 2022年度以降入学者）

 PEDプログラム

 MPBL科目では、ユニットが異なる学生５～８名でチームを構成し、特定の課題についてメン
バーがそれぞれの観点から調査、考察、分析し、ファシリテータの支援のもと、チームの学生
同士による討論によりグループ学習を行います。

• 理工学府MPBL科目担当教員
•
•

取りまとめ教員

獨古

ファシリテータ担当教員

• 第1回授業
 4月14日（木）4限

薫

(dokko-kaoru-js@ynu.ac.jp)

10月入学の方は翌年度春学
期に履修してください。
参考に今年度春学期の情報
を掲載しています。

場所：C201教室

 初回授業でチーム分けを行いますので、履修者は必ず出席してください。

• 第2回～第14回授業

 各チームに分かれて授業（グループ学習）を行う。

• 第15回授業
 7月28日（木）4限

場所：未定（後日連絡）

 各チームのグループ学習の成果を発表会（各チームのプレゼンテーション）を実施する。

• 連絡事項等は授業支援システムを用いて周知します。

Multi-diciplinary Problem Based Learning in
Graduate School of Engineering Science
•

Multi-diciplinary Problem Based Learning in Graduate School of Engineering Science
 Students in the PED program are required to take this class and earn credits to complete the master's program (* Applies to
students enrolled after 2022)
 Students will belong to a group (5~8 members) with a specific MPBL theme. The students in the same group will cooperate
to analyze the problem(s) suggested in the PBL theme and discuss on their new ideas to solve the problem(s) with the
supports by a facilitator (a teacher). At the final class, the students will have a presentation on their ideas.

•

•

Facilitators
•

Prof. Kaoru DOKKO (dokko-kaoru-js@ynu.ac.jp)

•

Several facilitators will support the groups.

1st class

Students enrolled in October 2022 should
register this course in next spring
semester.
This is just the reference information
for this spring semester of 2022.

 1st class will be held on April 14, from 14:40 to 16:10, at Room C201 (Lecture Hall C (Eng.), CAMPUS MAP S5-9).
 Students who take this class are requested to attend the 1st class. Members of each group will be announced.

•

2nd ~14th classes
 Each group will do group works with a facilitator.

•

15th class
 15th class will be held on July 28, from 14:40 to 16:10. The room number will be announced later.


•

Students will have a presentation on their ideas.

Learning management system (LMS) will also be used for the communication between students and facilitators.

大学院工学府/理工学府 インターンシップ報告書
Graduate School of Engineering Science Internship Report
工学府または理工学府の授業科目としてインターンシップを行う際、インターンシップ実施後に履修登録する場合は履修登録時に、
インターンシップ実施前に履修登録する場合は実施後に、この報告書を理工学府係 ses.daigakuin-eng@ynu.ac.jp へメールにて提出してください。
To take part in internship as a course of the Graduate School of Engineering Science, it is necessary to submit this Internship Report to the Graduate School
of Engineering Science Section (ses.daigakuin-eng@ynu.ac.jp) by email, at the time of course registration when the course is registered after implementation
of the internship, and after implementation of the internship when the course is registered prior to implementation.
課程 （前期/後期）
Program (Doctoral or Master's)
専攻・教育分野・
プログラム(TED / PSD / 理学/
PED)
Department ・ Specialization ・
Program (TED / PSD / Science /

学年
Year

留学生の場合は右欄に○
Put a "○" in the right column if you are an
international student.

年

専攻
Department

コース・教育分野
Specialization

フリガナ
氏名
Name

学籍番号
Student No.

プログラム
Program

指導教員
Supervisor
単位数
Number of Credits

科目コード
Course Code
科目名
Course Name
PEDの学生でスタジオ代替する場 代替科目コード
Substitute Course Code
合
Substitution with A Studio Course 代替科目名
(PED Student)
Substitute Course Name
期
間
Period (YYYY/MM/DD)
履修科目
Course

代替単位数
Number of Substitute Credits

～

実習内容
Description
国内/海外（いずれかに○）
In Japan / Overseas (Circle the applicable)
インターンシップ先情報
Place of Internship

国内の場合
In Japan

海外の場合
Overseas

国内
In Japan

海外 【※1】
Overseas [*1]

両方（国内＋海外【※1】）
Both (In Japan + Overseas [*1])

機関名・実習部署名
Name of Organization/Department
分類（いずれかに○）
Category (Circle the applicable)

非営利企業
営利企業
Non-profit
Profit-making
Company
Company
インターンシップ先住所
Address of Place of Internship

教育・研究機関
Educational/Research Institution

都道府県
Prefecture
都道府県以下
Address
国名
Name of Country
国名以下
Address

海外の場合 ビザの種類（いずれかに○）
Overseas: Type of Visa (Circle the applicable)
報酬（いずれかに○）
Compensation (Circle the
applicable)

学生個人で加入
Taken out personally by the
student

インターンシップ先が加入
Taken out by the provider of the
internship

なし No Visa
その他 Others

観光 Tourist

学生 Student

具体的に Specify it
（

）

報酬有無
有
With or Without With

無
Without

把握していない
Not Sure

報酬内訳
Breakdown

賃金･報酬
Wage/ Compensation

両方（実費･交通費･賃金･報
酬）
Both (Actual Cost/Travel

実費･交通費
Actual Cost/ Travel Cost

保険加入状況（わかる範囲で加入しているものに○）
State of Insurance (Circle the applicable, as far as you can tell)
災害傷害保険
Disaster and accident insurance
賠償責任保険
Liability insurance
大学が加入
Taken out by the University
医療保険
Health insurance
生命保険
Life insurance
災害傷害保険
Disaster and accident insurance
賠償責任保険
Liability insurance
把握していない
Not sure
労災保険
Workers' compensation insurance
その他
Others

災害傷害保険
Disaster and accident insurance
賠償責任保険
Liability insurance
医療保険
Health insurance
生命保険
Life insurance

※1：海外の場合は、併せて「海外渡航届」を理工学府係に提出してください。
*1: When the internship takes place abroad, it is also necessary to submit an Overseas Travel Notification Form to the Graduate School of Engineering
これに加え、3ヶ月未満の滞在は外務省海外旅行登録「たびレジ」へ、3ヶ月以上の滞在は在留届電子届出システム「外務省ORRnet」へ登録してください。
In addition, each stay of shorter than 3 months and stay of no shorter than 3 months should be registered with the "Tabi- Regi (Travel Register)" system
and
(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/)
with the ORRnet (Overseas Residential Registration) system of the Ministry of Foreign Affairs of Japan, respectively.

以下記入欄について、一つの「セル」で改行したい場合は、[Alt]キーを押しながら、[Enter]キーを押し改行してください。
To begin a new line in the same cell below, press [Enter] while holding [Alt].

受入機関（企業・団体・大学等）・部署の概要
Outline of the Host Organization (Company, Organization, University, etc.) and Department

実習内容（具体的に）
Description of the Internship (In specific terms)

実習の成果、感想、自分の研究及び今後の進路へ向けて参考になったこと
Outcomes of, and Comments about, the Internship, and How It Can Help You with Your Research and Future Career

自己評価と総括
Self-evaluation and Summary

この個人情報は、実習内容の把握及び関連する調査統計にのみ使用し、その他の目的には使用しません。
This personal information will be used only for collecting information about the internship and conducting related statistical analysis and will
not be used for any other purposes.

大学院生の学術論文への貢献にについて

工学府長・理工学府長
大学院生

梅澤

修

各位

新たに大学院生となった皆さん，入学おめでとうございます．これから勉学なら
びに研究に励み，充実した学生生活を送ることを祈念します．また進学した皆さん
には，さらに充実した研究を行い，修了までに素晴らしい成果を上げると共に，研
究者として大きく成長することを期待します．
近年，グローバル化に伴って，世界中の国々が世界を相手に活動することが求め
られるようになりました．そのような状況下では，個人の経歴や能力を示す共通指
標として，学位の重要性がますます高まっています．重要な研究成果を上げたこと
に対して授与される博士号や修士号は，将来にわたり，皆さんの活動を支える重要
な称号となるはずです．修了に向けて，精一杯頑張ってください．
さて，皆さんもご存知のように，学術的な研究は，単に自らがそれを行っただけ
で完結するものではありません．その目的，過程，結果，考察をまとめた学術論文
を権威ある学術ジャーナルに発表することで，初めて国内外に正しく認知され，個
人の業績となります．またこのことが公的資金を用いた研究の社会還元の一つとな
ります．このような学術論文は，単に投稿すれば載るというものではなく，匿名の
査読者による厳しい審査をパスすることで初めて掲載されます．博士課程後期の学
生は，学位を取得するために，学位論文の執筆に加え，その内容を裏付ける学術論
文の執筆，投稿，掲載が求められます．博士課程前期の学生もこれに準じ，同様の
学術論文の執筆，もしくはこれに貢献することが望まれます．特に，上記のような
グローバル化が進む現代にあって，その価値は以前にも増して高まっており，学生
個人の評価，ひいては大学全体の評価にもつながっています．
以上のような背景から，工学府の博士課程前期では平成 29 年度より，学術論文
を発表，もしくはこれに貢献した学生を，修了時に特に顕彰することとしました．
理工学府でも継続します．さらに，学業優秀者表彰，日本学生支援機構大学院第一
種奨学金返還免除などの評価においても，これを最重要評価項目としています．
以上

令和４年４月

学生各位

情報化統括責任者（CIO）
谷 地 弘 安

令和４年度学生への情報セキュリティ教育（e-learning）の実施について（通知）

標記のことについて、下記のとおり実施します。
昨今、情報セキュリティインシデントが多発していることに鑑み、すべての学生に情報リ
テラシーを身につけていただく必要があることから、令和４年度情報セキュリティ教育計
画により、本学では年に１回の受講が義務づけられています。
趣旨をご理解の上、期限までに受講されますよう、よろしくお願いします。

記
１．実施期間：令和４年５月１日～令和４年１２月３１日
２．授業支援システム（PC 版またはモバイル版）よりログインしてください。
https://lms.ynu.ac.jp/lms/lginLgir/ （PC 版）
https://lms.ynu.ac.jp/lms/mlgiLgir/ （モバイル版）
YNU 情報セキュリティ教育（学生用）
日本語版、英語版いずれかを受講し、修了テストを修了すること。
授業支援システム モバイル版

【本件に関する問合せ先】
各学務窓口

4/2022
Dear students,

Chief Information Officer (CIO)
YACHI Hiroyasu

Information security education for students 2022
(E-learning) implementation (notification)

In light of the frequent occurrence of information security incidents in recent years, in
order to make students acquire information literacy for all students, it is a course obliged
to attend once a year by the Information Security Education Plan of 2022.
Please understand the purpose and take lecture by the deadline.

1. Implementation Period: May 1, 2022- December 31, 2022
2.
2. Please login from the YNU LMS.
https://lms.ynu.ac.jp/lms/lginLgir/ （PC.Ver）
https://lms.ynu.ac.jp/lms/mlgiLgir/ （mobile.Ver）
YNU Information security education (for students)
Take either the Japanese or English version and complete the completion tests.
the YNU LMS.mobile.Ver

【Inquiries on this matter】
Each college’s Student Affairs Office

「２０２２年度学生便覧」及び「学生支援課からのお知らせのご案内」は、
横浜国立大学ウェブサイトに掲載してあります。
以下のいずれかの手段で閲覧し、大学生活に役立ててください。
【閲覧手段１】右に記載の QR コードを読み込んでリンク
【閲覧手段２】以下のサイトにアクセスして閲覧してください
横浜国立大学ウェブサイト＞教育・学生生活＞学生便覧・学生生活ガイドブック
https://www.ynu.ac.jp/campus/guide/handbook/index.html

履修登録に関する情報が

Ⅰ．学生生活の手引き

２．諸手続について（４）履修登録に

掲載されています。必ず参照のうえ、指定期日までに確実に履修登録を行ってください。
履修登録期間は以下ウェブサイトをご確認ください。
YNU→教育・学生生活→学事暦・授業関連情報→在学生専用 Y's ネット→学務情報システム
https://www.ynu.ac.jp/campus/student_only/affairs_system.html

※システム利用時間は〔土日を除く〕９時～２１時となっておりますのでご注意ください。

学生便覧 掲載内容
Ⅰ．学生生活の手引き
１．学生担当窓口

２．課外活動用貸出物品
３．清陵祭及び常盤祭

２．諸手続きについて
３．日常の留意事項

Ⅴ．施設の利用について

４．学生表彰について

１．福利厚生施設

５．懲戒処分について

２．課外活動のための施設

６．構内交通等について

３．学生寮

Ⅱ．学生生活の支援等

４．保健管理センター

１．高等教育の修学支援新制度

５．国際教育センター

２．授業料免除制度

６．国際戦略推進機構基盤教育部門(英語)

３．授業料徴収猶予制度

７．附属図書館

４．奨学金制度

８．情報基盤センター

５．学割証などの発行

９．学外利用施設

６．保険制度

Ⅵ．国際交流

７．学生相談窓口

１．大学間及び部局間交流協定の締結状況

８．下宿・アパートの紹介

２．交換留学（派遣）について

９．アルバイトの紹介

３．留学生へのサポート

10．学外学生支援機関

４．その他

Ⅲ．就職支援関係

Ⅶ．諸規則等

Ⅳ．課外活動等

Ⅷ．組織の名称及び所在地

１．課外活動について

学生支援課からのお知らせ一覧
１．大学在学中の学生生活窓口等について
２．新入生のみなさんへ 学生生活の注意事項《気をつけたい１０のこと》
３．横浜国立大学の経済支援制度についてのお知らせ
４．最寄り駅からの通学路について
５．ごみと資源物の分け方・出し方（横浜市資源循環局チラシ）
６．知らなきゃ損！吸わないだけで、就職合格率アップ！？
／タバコを吸う人と恋愛したくない！？（横浜市健康福祉局チラシ）
７．飲み会の続きは→病院？（イッキ飲み防止連絡協議会チラシ）
８．薬物のない学生生活のために（文部科学省・厚生労働省・警察庁・内閣府チラシ）
９．履修管理アプリ・時間割管理アプリ等に関する注意喚起
１０．自治会町内会に加入しましょう！（横浜市・横浜市町内会連合会チラシ）
１１．住民票を移したら新しい生活のはじまり（総務省チラシ）
１２．あなたを悪徳商法から守る契約のきりふだ（神奈川県消費生活課チラシ）
１３．お互いの心と体を大切にするために（性暴力等防止啓発チラシ）
１４．キャンパス・サポーター（障がい学生支援）募集
１５．学生証を持って美術館・博物館へ行こう！（各館からのチラシ）
１６．学生相談窓口のご案内【PDF パンフレット】
１７．感染症 HANDBOOK【PDF パンフレット】

Notice Regarding the 2022 School Year Student Regular Health Exam
for students beginning school in October
YNU Health Service Center
The Annual Health Examination is given for students beginning school in this October (excluding Research
students (kenkyusei), Accredited auditors (kamokuto rishusei), and Auditors (chokosei)) on the following
date.
1. Contents: Filling in a medical questionnaire, measurement of height and weight, vision test, hearing test (by interview), measurement of
blood pressure, chest X-ray test, and medical check by doctors

2.Place:

University Hall – 4th Floor Reception hall

(campusmap S1-⑤)
※Please make sure it is the facility of YNU in campus.

3. Schedule

Date

November 4, Fri

Eligible Person

Time

Men

９：３０～１２：１５

Women

１２：３０～１３：１５
１４：３０～１６：３０

Remarks
Timetable(Day time classes)
Period 1 08:50～10:20
Period 2 10:30～12:00
Period 3 13:00～14:30
Period 4 14:40～16:10

4.Reminders
① You must have your Student ID to take the examination.
② Please bring or wear T-shirt with no buttons, metallic parts, prints. ←For chest X-ray test
③ Students who may be pregnant should say so on the day of the test. They will not be given the chest X-ray test.
④ If you take the examination during the above period, Health Examination Certificates will be issued by the automatic certificate
issuing system from December 7 (Wed).
⑤ If you cannot avoid missing the Student Health Examination, you must be examined at an external medical institution. Details
about the off-campus exam, provided free-of-charge, will be announced later on our website.
⑥ Everyone will be informed of their results. Please pick them up from the administration department of your college or graduate
school after December 7 (Wed).
※The medical consultation and interview forms will not be used for any purposes other than the Health Exam and its summary.
※We strictly manage all medical and other information related to the Health Exam so that it is not disclosed to a third party.
※Please be aware that this information will also be used by Health Service Center staff and external medical facilities involved in this examination.
About the Chest X-ray test
※According to the revisions to the Enforcement Regulations of the School Health Law, from April 1, 2005, students are only required to have the chest
X-ray test during their first year instead of all years. However, for the early detection and prevention of infectious diseases and because the chest X-ray
test results are required for the Health Examination Certificate, YNU will continue performing chest X-ray tests for all students.
※ Please inform us if you do not wish to undergo the chest X-ray test for any reason.
(Notice: You will not be issued a Health Examination Certificate when you do not have the chest X-ray test).

・If you experienced fever or were in poor physical condition during the period from a week prior to taking the
health exam to the day of your exam, you will not be able to take the exam.
・While waiting in line please wear surgical mask and refrain from talking.
・The dates may be subject to change or cancellation depending on the COVID-19 infection situation.

２０２２年度10月入学学生定期健康診断のお知らせ
横浜国立大学保健管理センター
今年10月の新入生（研究生・科目等履修生・聴講生を除く）を対象に定期健康診断を下記日程で実施します。
健康診断は健康の保持、疾病の早期発見に役立ちます。受診するようにしましょう。
１．内容

問診票記入、身長・体重測定、視力検査、聴力検査（会話法）、血圧測定、胸部X線撮影、内科診察（聴診なし）

２．場所

大学会館４階 講堂

(キャンパスマップS1-⑤) ※横浜国立大学内の施設です。

３．日程

実 施 日

対 象 者
男

11月4日(金)

子

受 付 時 間
９：３０～１２：１５
１２：３０～１３：１５

女

子
１４：３０～１６：３０

備考
授業時間割
第1時限 08:50～10:20
第2時限 10:30～12:00
第3時限 13:00～14:30
第4時限 14:40～16:10

４．注意事項
①学生証がないと受診できません。必ずお持ちください。
②胸部Ｘ線撮影は、Ｔシャツ（ボタン・金具・プリントのないもの）１枚のみ着用し行います。
③妊娠の可能性のある学生は胸部Ｘ線撮影は行いません。必ず受付に申し出てください。
④２０２２年度の上記日程における健康診断証明書は、１２月７日（水）から証明書自動発行機で発行できます。
⑤新入生で受診できない場合は、外部医療機関で受けてください。後日、学外健診（大学負担）をウェブサイト上でご案内します。
⑥受診者全員に結果を通知しますので、１２月７日（水）以降、所属学部等の学務担当係まで取りに行ってください。
※受診票・問診票は、健康診断及びその集計に用います。健康診断に関する個人情報は、第三者への漏えいのないよう厳重に管理いたします。
※ご本人以外に、本学保健管理センタースタッフ及び本学の健診に係わる学外の医療機関がこの情報を共有しておりますことをご了承ください。
※結果については、今後の健康管理に役立てるため個人が特定できないよう匿名化した上で学会・論文等で報告することがあります。
この調査にご自身の結果が加わることを希望されない方は申し出てください。

胸部 X 線検査について
※学校保健安全法施行規則の改定に伴い、胸部Ｘ線検査の対象者は第１学年のみとなりました。しかし、感染症の早期発見及び拡大防止、並びに胸部Ｘ
線検査結果が健康診断証明書の必須項目であることより、本学では、今後も胸部Ｘ線検査を全員を対象として実施いたします。
※どうしても胸部Ｘ線検査を希望されない方は、申し出てください。ただし、胸部 X 線検査を受けないと健康診断証明書は発行できません。

・健診を受ける１週間前から受診日まで、発熱や体調不良を認める場合は受診できません。
・不織布マスクを着用の上、会話はお控えください。
・新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

キャリア・サポートルーム
キャリサポの学内限定情報やサービスを
活用して就活準備を進めよう！
学生センター３階のキャリア・サポートルームでは、以下のご利用ができます。
オンラインで利用が可能なものも多く電話やメールでの相談も受けていますので、場所を選ばずに支援が受けられます。
● 就職関連（公務員含む）情報の収集 ● ビジネス雑誌・新聞の閲覧
● 就活本の貸出し
● 卒業生の進路先／ＯＢ・ＯＧ名簿閲覧
＜オンラインで収集や利用が可能なもの＞
● 就職ガイダンス・講座 ●求人・インターンシップ情報の閲覧
● 就職相談（事前予約制） ● 模擬面接（事前予約制）
▼利用方法の詳細は、下記ページをご参照ください（リンクをClick！）▼
「在学生の方へ」

http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/student/
キャリア・サポートルーム （学生センター３階／就職支援係）
【開室】平日 8:30～12:45、13:45～17:00
【TEL】 045－339－3117、3133 【E-mail】gakusei.shushoku@ynu.ac.jp

Ｇｅｔ
しよう！

オリジナル就活手帳を2024卒にプレゼント！

就活お役立ち情報とスケジュール帳が一つになった、
横浜国立大学オリジナル就活手帳「YNU CAREER GUIDE BOOK」の2022年～2024年版を
2024年卒（新3年生・修士1年生）の希望者にキャリア・サポートルームで配布しています！

参加
しよう！

文系・理系別就職ガイダンス（10/12,10/14）

就活の進め方、選考対策、業界研究のポイントを文・理別に解説する「就職ガイダンス」を開催します！
内定者座談会では、先輩から最新でリアルな就活事情や体験談、アドバイスが聞けます。
オンライン（Zoom）開催ですので、ＹＮＵメール（授業支援システム経由）への通知や就活アプリから参加ＵＲＬを
クリックしてご参加ください。
12日（水）は文系学生向け、14日（金）は理系学生向けの内容になりますが、両方参加もＯＫ！

１０月１２日（水）16:30～18:30 【文系学生向け】
１０月１４日（金）16:30～18:30 【理系学生向け】
内容 ： 文・理別の就活ポイントの解説、内定者座談会
チェック
しよう！

授業支援システム,アプリ,Twitterで情報をGet！

キャリア・サポートルームからの情報は、授業支援システム（就職支援係の【連絡専用】講義）や、
就活アプリ、公式Twitterで随時配信しています。今年度春学期に開催予定の就職ガイダンス・セミナー等の日程は、
裏面（２頁目）に記載していますが、詳細は授業支援システムやアプリ、Twitterでご確認ください。

@ynu_career

▼ダウンロードは下記ページをご参照ください▼
（リンクまたはQRコードから）
「キャリア・サポートルームからのお知らせ」

https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/
career/information/

就職ガイダンス・セミナー等日程
▼各イベントの詳細は、下記ページをご参照ください（QRコードからでもOK！）▼

http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/career/seminar/
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2022 年

10 月

2022年11月

全般

2022 年

7

2022/10/1

※基本的にオンライン（リアルタイム配信）で実施します。
※一部、対面形式や事前予約制、定員制のものがあります。
※学業に支障がない範囲で参加してください。
※記載内容は変更の可能性があるので最新情報をご確認ください。
業界・企業研究

11 月

自己分析

選考対策
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日
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土

日

月

火

水

木

金

土

###

9月26日

9月27日

9月28日

9月29日

9月30日

###

###

10月31日

11月1日

11月2日

11月3日

11月4日

11月5日

16:00～19:35

16:00～19:35

11月10日

11月11日

11月12日

業界・企業発 業界・企業発
見セミナー 見セミナー
###

10月3日

10月4日

10月5日

10月6日

10月7日

###

###

11月7日

（説明会）

（説明会）

11月8日

11月9日

秋学期開講

16:30～18:30

企業研究
＆ＧＤ対策
###

10月10日

10月11日

10月12日

16:30～18:00

16:30～18:30
文系向け

16:30～18:30
理系向け

ガイダンス

ガイダンス

仕事研究
人事の本音
総合職・文系

###

10月17日

10月18日

10月19日

10月20日

16:30～18:00

16:30～18:00

外交官になるには

業界研究
＆ＧＤ対策

～外務省専門職員
の仕事～
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10月24日

10月31日

10月13日

10月14日
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11月14日
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11月16日

11月17日
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11月23日
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10月28日
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###

11月28日

11月29日

11月30日

12月1日

12月2日

12月3日

10月25日

10月26日

16:30～18:00
世界・日本トップ
クラス企業・優良
企業の見つけ方

16:30～18:00

16:30～18:30

自己分析
講座

エントリーシート
講座（自己PR・ガ
クチカ編）
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2022 年
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10月27日
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2023年1月
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11月30日
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12月2日
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1月5日
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キャリサポ閉室

キャリサポ閉室
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1月10日

1月11日

1月12日

1月13日

1月14日

16:00～19:35

16:00～19:35
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企業研究 業界・企業発 業界・企業発
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ＯＢ・ＯＧ
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16:30～18:00
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3月13日
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業界・企業
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卒業式・修了式

14:00～15:30

業界研究
＆ＧＤ対策
###

2月27日

2月28日
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###

###

3月27日

3月28日
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本学に入学してきたときWhen you are newly enrolled at YNU;
在留期限を更新したときWhen you extended the period of stay;
住所が変更になったときWhen you changed your address;
資格外活動許可を得たとき
When you obtained permission to engage in activity other than that
permitted under the status of residence previously granted, or
 その他、カードの記載情報が変更になったとき
Any other change was made on your residence card.






QR コードを読み込んで、フォームに入力しご提出下さい。Please read the QR code, fill the form
and submit it.
QR コードが読み取れない場合はこちら If the QR code is not available：
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=odlf-lcmioj-93336d03e96141a281559697913c2f69
※登録する情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「スパイラ
ル」で安全に管理されます。
* Information to be registered is protected by encrypted communication (SSL) and is safely managed by
the information management system "spiral" by Piped Bits Co., Ltd.

横浜国立大学に在籍する、日本国籍を所持していない学生全員

All YNU students who do not have Japanese nationality
大学は、法律により、所属学生の在留カード情報を把握し出入国在留管理局に報告することが義務
付けられています。ご理解とご協力をお願いいたします。
We are required by law to hold the information stated on our student’s residence card and make
a report to the immigration bureau. Thank you for your understanding and cooperation.
（お問い合わせ先 Contact）
横浜国立大学留学生係 kokusai.shien@ynu.ac.jp
International Students Section, YNU

健康増進法の改正により、大学は原則として敷地内禁煙となりました
が、本学では、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所
である特定屋外喫煙場所（地図に示す６箇所）においてのみ喫煙を
可能としております。
本学では、健康増進法の趣旨を踏まえ、受動喫煙の防止、火災リスクの低減、さらに
快適なキャンパス環境の向上に資するため、「横浜国立大学 喫煙マナーアップ宣言」
を平成 26 年８月 1 日に宣言し、喫煙マナーアップに取り組んでいます。
特定屋外喫煙場所以外での喫煙、歩きタバコ、吸殻のポイ捨ては厳に禁止します。
（上記に違反した場合、神奈川県条例に基づき、過料に処せられることがあります。）
特定屋外喫煙場所

横浜国立大学では、受動喫煙防止のため
キャンパス内での喫煙は「特定屋外喫煙場所」のみ可能です

健康増進法により大学の
敷地内は原則禁煙です。

タバコを 1 日平均 16.1 本＊，1 年間吸い続けると，タバコの長さにして 587.6m にもなる．
これは，ランドマークタワー 296.3ｍを 2 つ積み重ねた高さと同程度．
＊厚生労働省 国民健康・栄養調査（平成 29 年）
：第 68 表 現在喫煙者の内「毎日吸う」と回答した人の 1 日当たりの平均値

※2022年3月現在の特定屋外喫煙場所を示す
1．南門脇駐輪場内
2．総合研究棟Ｗ棟駐車場
3．文化サークル共用施設裏
4．第２食堂・Ｓガーデン裏
5．テニスコート横
6. 本部棟屋上（教職員用）

編集・発行 横浜国立大学労働安全衛生委員会 2022 年 3 月発行

2022

横浜国立大学はグローバル新時代に活躍される学生の皆さんに
在学中から健康習慣を身につけていただきたいと考えます
横浜国立大学長
皆さんは，国内はもとより様々な国において活躍する貴重な人材です．本学
は公共性のある国立大学として皆さんの健康を守る責務があります．
タバコの喫煙が健康に及ぼす悪影響については，長い研究の歴史があり，今
日においては多くの研究成果が蓄積しています．その結果，喫煙者に，ガン，
心臓病，脳卒中，肺気腫，喘息，歯周病等，特定の重要な疾病の罹患率や死亡
率等が高いこと，及びこれらの疾病の原因と関連があることは多くの疫学研究
等により指摘されています．また，タバコに依存性があることは確立した科学
的知見となっています．
タバコの煙による健康への悪影響は喫煙者本人にとどまりません．他人のタ
バコの煙を吸わされる受動喫煙によって健康への悪影響が生じることも指摘さ
れています．

喫煙している人，これから喫煙しようとする人，喫煙をやめた人，喫煙しな
い人，それぞれの人に考えがあるでしょう．このパンフレットはそんな皆さん
一人一人に読んでいただき，健康について考えていただくために制作しました．
（参考：厚生労働省 WEB「たばこと健康に関する情報ページ」）

（いずれも2019/1/7-7:00データ)
4μg/m3
● 横浜市西区浅間下交差点自排局の PM2.5 値 *
● 在中国米国公館モニタリングデータ北京の PM2.5 値 * 50μg/m3

タバコを毎日 1 箱 480 円買い吸い続けてしまうと 1 年間で 175,200 円 40 年で累計 700 万円
にもなる．

タバコを吸い続け， もし肺ガンにかかってしまったら治療費はいくら？
病状の進行度や治療方法にもよりますが，肺ガン（肺腫瘍）の治療ではおよそ 160 万円 ( 自
己負担 48 万円，食事代とベッド代は別 ) 程度かかります．

40
離脱症状を感じる濃度

（※ 医療費の自己負担額は３割，
高額療養費制度の自己負担限度額を超えた分は戻ってきますが，
健康保険適用外の投薬や治療を行った場合，
一部例外を除き，医療費は全額自己負担となり，数十万～数百万円請求されます．
）

30
ニコチン血中濃度

40 年間タバコを吸わず，肺がんにもかからなければ、860 万円以上の経済負担が軽減され
ます．なにより命や健康はお金にはかえられません．

20

本学学生・教職員の喫煙の実態
構内にタバコの自販機があった 2006 年当時，工学部の一部を対象とした喫煙に関するアン
ケート調査では工学部・工学研究院全体の学生の喫煙者は推計値で 23％でした．2016 年度の
全学部・全大学院の学生の健康診断では喫煙者の割合は約 5％でした．
単純な比較はできませんが喫煙者の割合は年々低下している傾向にあります．喫煙者の割合
が減少した理由は様々なことが考えられますが，タバコの値上げ，健康への影響認知，ライフ
スタイルの変化，喫煙できる場所が限られてきたなどの社会情勢の変化が要因として考えられ
ます．
2016年度

5%

95%

2016年度全学部・全大学院の学生の喫煙者割合 （引用：本学保健管理センター年報） 2006年工学研究院安全衛生委員会の調査に基づく喫煙者の推定割合
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在学中から健康習慣を身につけていただきたいと考えます
横浜国立大学長
皆さんは，国内はもとより様々な国において活躍する貴重な人材です．本学
は公共性のある国立大学として皆さんの健康を守る責務があります．
タバコの喫煙が健康に及ぼす悪影響については，長い研究の歴史があり，今
日においては多くの研究成果が蓄積しています．その結果，喫煙者に，ガン，
心臓病，脳卒中，肺気腫，喘息，歯周病等，特定の重要な疾病の罹患率や死亡
率等が高いこと，及びこれらの疾病の原因と関連があることは多くの疫学研究
等により指摘されています．また，タバコに依存性があることは確立した科学
的知見となっています．
タバコの煙による健康への悪影響は喫煙者本人にとどまりません．他人のタ
バコの煙を吸わされる受動喫煙によって健康への悪影響が生じることも指摘さ
れています．

喫煙している人，これから喫煙しようとする人，喫煙をやめた人，喫煙しな
い人，それぞれの人に考えがあるでしょう．このパンフレットはそんな皆さん
一人一人に読んでいただき，健康について考えていただくために制作しました．
（参考：厚生労働省 WEB「たばこと健康に関する情報ページ」）
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タバコを毎日 1 箱 480 円買い吸い続けてしまうと 1 年間で 175,200 円 40 年で累計 700 万円
にもなる．

タバコを吸い続け， もし肺ガンにかかってしまったら治療費はいくら？
病状の進行度や治療方法にもよりますが，肺ガン（肺腫瘍）の治療ではおよそ 160 万円 ( 自
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高額療養費制度の自己負担限度額を超えた分は戻ってきますが，
健康保険適用外の投薬や治療を行った場合，
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ます．なにより命や健康はお金にはかえられません．
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構内にタバコの自販機があった 2006 年当時，工学部の一部を対象とした喫煙に関するアン
ケート調査では工学部・工学研究院全体の学生の喫煙者は推計値で 23％でした．2016 年度の
全学部・全大学院の学生の健康診断では喫煙者の割合は約 5％でした．
単純な比較はできませんが喫煙者の割合は年々低下している傾向にあります．喫煙者の割合
が減少した理由は様々なことが考えられますが，タバコの値上げ，健康への影響認知，ライフ
スタイルの変化，喫煙できる場所が限られてきたなどの社会情勢の変化が要因として考えられ
ます．
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横浜国立大学はグローバル新時代に活躍される学生の皆さんに
在学中から健康習慣を身につけていただきたいと考えます
横浜国立大学長
皆さんは，国内はもとより様々な国において活躍する貴重な人材です．本学
は公共性のある国立大学として皆さんの健康を守る責務があります．
タバコの喫煙が健康に及ぼす悪影響については，長い研究の歴史があり，今
日においては多くの研究成果が蓄積しています．その結果，喫煙者に，ガン，
心臓病，脳卒中，肺気腫，喘息，歯周病等，特定の重要な疾病の罹患率や死亡
率等が高いこと，及びこれらの疾病の原因と関連があることは多くの疫学研究
等により指摘されています．また，タバコに依存性があることは確立した科学
的知見となっています．
タバコの煙による健康への悪影響は喫煙者本人にとどまりません．他人のタ
バコの煙を吸わされる受動喫煙によって健康への悪影響が生じることも指摘さ
れています．

喫煙している人，これから喫煙しようとする人，喫煙をやめた人，喫煙しな
い人，それぞれの人に考えがあるでしょう．このパンフレットはそんな皆さん
一人一人に読んでいただき，健康について考えていただくために制作しました．
（参考：厚生労働省 WEB「たばこと健康に関する情報ページ」）
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タバコを毎日 1 箱 480 円買い吸い続けてしまうと 1 年間で 175,200 円 40 年で累計 700 万円
にもなる．

タバコを吸い続け， もし肺ガンにかかってしまったら治療費はいくら？
病状の進行度や治療方法にもよりますが，肺ガン（肺腫瘍）の治療ではおよそ 160 万円 ( 自
己負担 48 万円，食事代とベッド代は別 ) 程度かかります．

40
離脱症状を感じる濃度

（※ 医療費の自己負担額は３割，
高額療養費制度の自己負担限度額を超えた分は戻ってきますが，
健康保険適用外の投薬や治療を行った場合，
一部例外を除き，医療費は全額自己負担となり，数十万～数百万円請求されます．
）

30
ニコチン血中濃度

40 年間タバコを吸わず，肺がんにもかからなければ、860 万円以上の経済負担が軽減され
ます．なにより命や健康はお金にはかえられません．
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本学学生・教職員の喫煙の実態
構内にタバコの自販機があった 2006 年当時，工学部の一部を対象とした喫煙に関するアン
ケート調査では工学部・工学研究院全体の学生の喫煙者は推計値で 23％でした．2016 年度の
全学部・全大学院の学生の健康診断では喫煙者の割合は約 5％でした．
単純な比較はできませんが喫煙者の割合は年々低下している傾向にあります．喫煙者の割合
が減少した理由は様々なことが考えられますが，タバコの値上げ，健康への影響認知，ライフ
スタイルの変化，喫煙できる場所が限られてきたなどの社会情勢の変化が要因として考えられ
ます．
2016年度

5%

95%

2016年度全学部・全大学院の学生の喫煙者割合 （引用：本学保健管理センター年報） 2006年工学研究院安全衛生委員会の調査に基づく喫煙者の推定割合
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健康増進法の改正により、大学は原則として敷地内禁煙となりました
が、本学では、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所
である特定屋外喫煙場所（地図に示す６箇所）においてのみ喫煙を
可能としております。
本学では、健康増進法の趣旨を踏まえ、受動喫煙の防止、火災リスクの低減、さらに
快適なキャンパス環境の向上に資するため、「横浜国立大学 喫煙マナーアップ宣言」
を平成 26 年８月 1 日に宣言し、喫煙マナーアップに取り組んでいます。
特定屋外喫煙場所以外での喫煙、歩きタバコ、吸殻のポイ捨ては厳に禁止します。
（上記に違反した場合、神奈川県条例に基づき、過料に処せられることがあります。）
特定屋外喫煙場所

横浜国立大学では、受動喫煙防止のため
キャンパス内での喫煙は「特定屋外喫煙場所」のみ可能です

健康増進法により大学の
敷地内は原則禁煙です。

タバコを 1 日平均 16.1 本＊，1 年間吸い続けると，タバコの長さにして 587.6m にもなる．
これは，ランドマークタワー 296.3ｍを 2 つ積み重ねた高さと同程度．
＊厚生労働省 国民健康・栄養調査（平成 29 年）
：第 68 表 現在喫煙者の内「毎日吸う」と回答した人の 1 日当たりの平均値

※2022年3月現在の特定屋外喫煙場所を示す
1．南門脇駐輪場内
2．総合研究棟Ｗ棟駐車場
3．文化サークル共用施設裏
4．第２食堂・Ｓガーデン裏
5．テニスコート横
6. 本部棟屋上（教職員用）

編集・発行 横浜国立大学労働安全衛生委員会 2022 年 3 月発行
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大地震行動マニュアルについて
MANUAL FOR ACTION UNDER MAJOR
EARTHQUAKE
大地震が起きた際、家族や大学への連絡方法や注意事項について、大地震行動マニュアルとして学生の
皆さんに入学時に配布しています。最新版は以下のウェブサイトで確認できますので、いざというとき
のためにお気に入り登録する等、すぐ確認できるようにしておきましょう。
In the event of a major earthquake, we distribute the “MANUAL FOR ACTION UNDER MAJOR
EARTHQUAKE” to all students upon enrollment, which explains how to contact your family and
YNU and what precautions to take. The latest version of the manual can be found at the
following website, so be sure to register it as a favorite so that you can check it
immediately in case of emergencies.
日本語(Japanese)

英語(English)
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