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　「グローバルなリーダー人材というと、『グローバ

ルな経営戦略立案、研究開発、事業展開、国際標準化

活動、外交などでリーダーとして活躍する意欲と能

力を持ち、高度な専門知識を身につけた、才能豊かな

人間』というようなスーパーマンを求めがちである。

しかし、このような人材は教育ではなく、実社会にお

ける実務経験と本人の意思によってのみ育成される

ものであり（産業競争力懇談会、2011）」、理工学大

学院教育のアウトカムズの目標とは異なっていると

いう、至極まっとうな認識からスタートするべきで

しょう。理工学大学院教育のアウトカムズを「日本で

活動するのと同様に海外でも活躍できる技術系リー

ダー」と設定し、そのための教育課程を学部と大学院

を通して一貫した設計に向かうべきでしょう。

理工学部と工学府での英語教育改革着手

　そうした文脈から、2011年度における教育改革の中

心は「英語教育または英語による教育」と「Graduate 

Attributes および Professional Competency」で

した。両課題、特に後者に対するソリューションの探

求は2012年度も継続しなければならないと思って

います。以下、2011年度に着手できた一部をご紹介

いたします。

　本ハイライトの冒頭の記事として物理情報工学専

攻電気電子ネットワークコース博士課程前期講義の

全面英語化を、実施に向けたWGを主導された馬場

教授に紹介いただいておりますが、これは2011年度

に実施された英語教育改革の象徴といえます。特筆

すべきは、この改革が教員の自律性のもとで実施に

移されたことです。

　工学研究院としては、こうした英語教育改革が安

定して実施できるよう、またそれが広がるよう支援

を計画し、それで間に合うのかというお叱りはあり

ましょうが、2011年度にできることとして、平成25

年度運営交付金特別経費の事業計画に、英語で講義

（を計画）する教員向けの研修経費を計上いたしまし

た。ただ、そうした事業計画を文部科学省に提出した

あとに、松岡和久国際担当理事から、2011年度に教

員向けにBritish Councilの英語研修を国際課を通

して通知・連絡したはずだがとお聞きいたしました。

先年の危機管理の不徹底と同様、本学で正さねばな

らぬ事例が、また一つ垣間見えた瞬間でした。

早稲田大学理工学英語教育センター見学調査から

英語演習VE開設まで

　東日本大震災の2週前、2011年2月28日、理工系

英語教育を先導的に進めている早稲田大学理工学術

院英語教育センターを石原研究院長外7名で訪問し、

その実施内容・成果等を調査し、理工学系英語教育

改革への取り組みを開始しました。大学院博士課程

前期での英語教育として、PEDプログラムでは必修

として、TEDプログラムでも修了要件とはならない

までも履修可能な英語科目が配置されています。た

だ、大学院単独での英語教育強化の効果は薄いと言

えましょう。そこで、学部の英語教育の改革に向かわ

ねばならないと決断いたしました。

　ここからは、学内のご理解を得る手順（英語教育

部、教養教育主事、教育担当理事、理工学部教務・厚

生委員会、理工学部教養・共通教育運営委員会、理工

学部代議員会、全学教務・厚生部会、全学教育部会）

に5カ月を要しましたが、なんとか2011年10月5

日に、新しく開設した英語演習VE開講日を迎えるこ

とができました。その効果等の検証が2012年度の課

題です。

グローバル人材育成を巡る動き

　2011年12月に平成24年度政府予算として大学改

革強化推進事業が公表され、学長主導で文部科学省と

折衝が繰り返されました。その過程で、国際化に焦点を

絞った改革促進が本学に託されているという感触をも

とに、既存の国際戦略推進室、留学生センター、大学教

育総合センター英語教育部を統合し、さらにそこに研究

推進機構研究戦略推進本部の業務の一部を移管し、国

際戦略を統合的に推進する国際センターを設置すると

いう事業計画が打ち出されました。ここで統括する事業

には、このハイライトでも川村教授により紹介されます

学生交流プログラムなどが含まれています。

　センターでの施策が、理工学系英語教育にポジ

ティブな効果をもたらしてくれるためには、注意深

くその動向をモニタリングするとともに、積極的な

関与が必要であろうかと思います。他部局よりも圧

倒的に教育並びに研究に傾注する時間の多い工学研

究院教職員に、こうした積極的関与をお願いするの

は心苦しいのですが、引き続きご協力いただけます

ことを心より願うものです。

2012年度教育企画経営会議主査 小泉　淳一

 「英語」そして「グローバル」



　日本学生支援機構の留学生交流支援制度により、上海交
通大学（中国）・北京大学（中国）、及び釜慶大学校（韓国）と
の間で、工学分野（工学府、環境情報学府、都市イノベーショ
ン学府、工学部）における２種類の学生交流プログラムを実
施しました。

（ⅰ）相互学術交流体験プログラム（約２週間）
　相互学術交流体験プログラムでは、各交流大学から専門
分野の学生を10名受入れ（SS）、横浜国立大学にて約２週

間の教育プログラムを実施しました。また同様に、横浜国立
大学から各交流大学へ10名の日本人等学生を派遣し（SV）、
交流大学における教育プログラムを受講してもらいまし
た。各プログラムでは、英語による専門的な内容の講義や
学生研究発表会、各種施設見学や文化体験プログラム等を
実施しました。

（ⅱ）ショートインターンシッププログラム（３カ月）
　ショートインターンシッププログラムにおいては、各交

学生交流プログラム（ショートステイ（SS）・ショートビジット（SV））
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は、本学の理念の一つである国際化に本格的に取り組むた
め、2012年4月より一部の共通科目や非常勤講師科目を除
いて大学院博士課程前期の授業を英語化しました。本稿で
はその経緯と現状を紹介します。

なぜ英語化するのか
　これは昨年度、コース教員が日常の雑感を披露する座談
会で出てきた話題です。いま世界は激しいグローバル化の
流れにあり、アジア諸国も英語教育に力を入れています。日
本にも英語を公用化する企業が現れるなど重要度が増して
います。ところが大学では意外なほど英語化が進まず、む
しろ学生の内向き志向が進んで、世界の中での孤立感が増
していると感じる人は多いでしょう。この状況を根本的に
変えるのが授業の英語化です。
　当初はデメリットも指摘されました。時間が不足し内容
が手薄になる、学生の理解が追いつかない、教員も学生も負
担が増える、下手な英語だと講義や質疑が成立しない、日本
人どうしだと必然性が乏しい、拒否反応が起こる等々。し
かしメリットの議論が勝りました。学生の苦手意識が減り、
英語的思考が養われ、国際舞台へのステップアップになる、
教員の英語での対応力や発言力が高まり、重要な英文誌へ
の論文投稿が多くなる、優秀な留学生や海外研究者が増え
るなどです。議論の末、コースは講義、質疑、素材すべての
英語化を決めました。
　教育効果を考えると対象学年が重要な判断になります。
基礎で脱落すると後々の影響が大きい学部、細部の議論を
中途半端にできない博士課程後期を避け、専門性と自由度
がバランスする博士課程前期が選ばれました。

準備期間を経て
　具体的な実施に向けてWGが問題点の調査と対策検討を
行いました。授業英語化の解説書からは「英語の完璧さは必
要ない」、「講義内容の事前準備が重要」、「学生の理解度を
確認しながら進める」など印象深い指摘を学びました。また
授業に必要な決まり文句、数式などの専門表現をマニュア
ルとしてまとめました。続いてWG内で模擬講義を試行し、
在外経験がない教員でも十分にやれることを確認、さらに
コース全教員へ公開して議論を深めました。授業形式はプ
ロジェクタ、板書、プリントなど教員により様々ですが、聴
講者の指摘は内容に関するものが多く、英語が特段の障害
にならないと感じられました。4月のオリエンテーション
では同窓会副会長の伊藤俊彦氏（日立製作所）から待ったな
しの国際化を熱弁いただき、「企画の本気度が伝わった」と
いう言葉が学生から聞かれました。

始めてみて
　開講日から英語授業が始まり、相互理解のためにWG教
員の授業は全教員に公開としました。1ヶ月経ち、教員や学
生から聞き取り調査した結果、存外、順調なことがわかり
ました。ヒアリングに学生が集中している、教員も学生も
徐々に慣れて講義や発言が軽快になってきている、英語が
苦手な教員に対してもその努力を学生が理解し共有してい
る等々。準備負担が重いという声もありますが、年度を重
ねれば解消されるでしょう。また学内競争的資金の援助が
得られたことで、ネーティブのゲストスピーカーを適度に
加えることもできそうです。
　まだ始まったばかり。今後さらに課題が見えてくるかも
しれません。しかしこの試みが一歩となり、全国に先駆け
た全学的な国際化や大学院修了生の国際舞台でのいっそう
の活躍に発展することを期待しています。

大学院授業の英語化



上海交通大学への
SVプログラムの様子

３ヶ月プログラム参加の
学生は語学クラスに参加
するなど留学生との交流
等も行った

流大学から3名の学生を、横浜国立大学にて3カ月以内の
期間で受け入れる（SS）とともに、横浜国立大学から各交流
大学へ３名の日本人学生を派遣（SV）しました。本プログラ
ムでは、学生は研究室に配属され専門分野に関する研究や
プロジェクトワークを行い、専門知識を身に付けながら派

遣先との交流を行いました。プログラム参加者が取り組ん
だ研究テーマの例を下記に示します。
・ 上海交通大学及び横浜国立大学におけるバラストフリー
　船の研究について（上海交通大学SV）
・ 分子動力学にもとづく数値シミュレーションによる圧電
　材料の分極挙動に対するモデル化手法に関する研究（北
　京大学SV）
・ 自己治癒機能を持つ繊維強化セラミックスの開発に関す
　る研究（釜慶大学校SS）

　SS&SVプログラムへの参加学生は専門分野に関する知
識を得ただけでなく、派遣先の学生との交流、発表会や研究
活動等を通じて、国際的なコミュニケーションの大切さを
実感するとともに、両国の文化の相違について理解を深め
ました。本プログラムに参加した学生が、将来的にグローバ
ルに活躍する人材へと育っていくことを期待しています。 
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  工学府PED教育プログラムでは、多様なキャリアパスに
対応し、産業界でミスマッチなく活躍できる国際同等性を
持つ人材の育成を目的に、プロフェッション（高度専門職
業）育成の立場から、多種多様の専門分野で工学を捉えたユ
ニークな基盤科目群の充実を図っています。
　企業内で実際に行われている研究アイデアから研究実施
予算獲得までに至るプロセスを学修する産学連携スタジオ
科目を用意しています。帝人㈱の協力を得て設置した「研究
企画能力育成帝人スタジオ」が多くの受講生から好評を得
ましたので、2011年には当活動を拡充して、一般財団法人
バイオインダストリー協会の協力を得た「研究企画能力育
成バイオインダストリースタジオ」が設置されました。バイ
オインダストリーにおけるリーディングカンパニーの研究
者・経営者による講義と企業内インターンシップによるス
タジオ教育から構成され、博士課程前期・後期学生用に特

徴化されています。さらに、2012年より一般財団法人エン
ジニアリング協会の協力を得た「研究企画能力育成　エン
ジニアリングスタジオ」が新設されました。このスタジオ
は、石油、ガス等のエネルギープラント建設等のプロジェク
トにおいて、各開発フェーズ（立案、企画、研究、試行、建設）
で必要とされるリソース（技術、人、もの、資金、時間、情報）
の管理を行うための実務内容・ツール・技法を演習および
ワークショップを元に修得する内容です。
　一方、グローバルな環境に対応できる職性育成のためバ
イリンガル環境での倫理、リスク管理を学修することを目
標とした「Professional Ethics EU & US」新設の準備
をしました。この科目では、倫理は法や道徳とは異なると
いう国際社会における法－倫理－道徳の構造を理解させる
ことで、将来のグローバルビジネスにしっかりと対応でき
るエンジニアの育成を目標にしています。

PED教育プログラムにおける新科目紹介
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　2008年度に採択された横浜国立大学グローバルCOEプ
ログラム「情報通信による医工融合イノベーション創生」

（代表　河野隆二教授）では、横浜市立大学を始めとする医
学研究拠点と連携した新たな医工融合教育研究の試みを推
進しています。これまで、工学・医学両方の学位取得をめざ

す「ダブルディグリー制度」や、工学・医学双方の学生が新
たな医工融合研究の萌芽をさぐり、互いの研究を発表・議
論しあう「医工融合教育研究セミナー」、そこから生まれた
研究テーマをさらに深化させるための「医工融合モジュー
ル」および５つのPEDスタジオ科目など、医工融合拠点形
成にふさわしい特色ある取り組みを進めてまいりました。
　さらにこの度、医療と工学の融合分野における最新の研
究事例と応用事例を俯瞰し、新たな電子情報通信技術の医
療分野への展開について理解を深めることを目的に、横浜
国立大学と横浜市立大学教員によるオムニバス講義「医工
学融合研究」が開講されました。本講義は、横浜国大・市大
間のネットワークを介した遠隔講義であり、個々の画面と
音声を双方向につないだインタラクティブな受講が可能で
す。今年度は試行段階ですが、医工融合教育拠点としてのさ
らなる教育内容・環境の充実に向けてはもちろん、今後の
国大市大間の連携を促進する上でも大きな１歩となります。 横浜市大との遠隔連携講義「医工融合研究」の開講

全日本学生フォーミュラ大会
 　全日本学生フォーミュラ大会（社団法人自動車技術会主
催）は、大学生たちが約1年をかけ企画・設計・製作した
フォーミュラマシンにより、ものづくりの総合力を競う大
会で、設計・コスト分析及びプレゼンテーションを競った
後、レースにより走行性能を競います。

横浜国立大学フォーミュラプロジェクト
　本学学生フォーミュラチームは、2004年大会より毎年
参戦しており、理工学部を主体に経済学部、経営学部等の学
部学生、約40 人で構成されており、教員は、本プロジェク
ト教育において、設計・製作・解析・実験を指導しています。

2011年大会　（於：静岡県小笠山総合運動場）
　2011年大会では、2010年の総合3位を上回る総合2位
の成績を収めました。今現在は、2012年大会での総合優勝
を目指し設計製作に取り組んでいます。

Formula SAE World Ranking 
　学生フォーミュラ大会は、統一ルールの下、世界中で行
われている世界最大の大会であり、あらゆる学問を必要と
する理工学の実践大会であり、学生エンジニアのための世
界大会として世界中で高く評価されています。
　世界ランキングは、ドイツ自動車技術会によって世界10
大会での結果から算出され、ほぼ毎月更新されます。
　本学チームは、2011年10月以来、現在（2012年6月）
まで、世界484校中、世界ランキング2位（日本チーム1位）
をキープしています。

　2012年度4月からの具体的な講義内容は、
１）フィンランドメソッドを中心とした「考えるための道
　　筋」の理解
２）グローバル化した産業の舞台で法が現れる瞬間：「倫理
　　が示す道筋」の理解

３）倫理の産物として規範や規準：グローバル化時代の対
　　処の3部から構成されています。
　これらの基盤科目群を更に充実させることにより、産業
社会における喫緊の現代的課題に果敢に挑戦する高い意識
を持った高度専門職業人材を数多く育成していきます。

「医工融合研究」を遠隔講義で開講

横浜国立大学フォーミュラプロジェクト
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受賞者氏名 賞名等（受賞年月日） 指導教員

工学府 青木康徳 土木学会第57回構造工学シンポジウム論文賞（2011.4.30）
勝地弘教授
山田　均副学長
佐々木栄一准教授

工学府 米山直樹 The Best Paper Award, 2011 IEEE MTT-S International Microwave Workshop 
Series on Innovative Wireless Power Transmission（2011.5.12） 新井宏之教授

工学府 柿添光治 日本船舶海洋工学会賞（発明考案等）（2011.5.19）
平山次清教授
高山武彦特別研究教員
平川嘉昭特別研究教員

工学府 竹内宏賢，坂井直樹，
祝黎明，黒川瑛宣，矢納拓弥，
矢野真也，和田直人

ナノ学会産業タイムズ社賞（2011.6.4） 一柳優子准教授

工学府 李　晧準 The Best Paper Award, The Asian Society of Visualization（2011.6.8） 西野耕一教授

工学府 佐竹　開 Best Paper Award, The 16th International Conference on Luminescence
（2011.7.1）

武田淳教授，
片山郁文助教

工学府 松尾和哉 Student Paper Award, ASME 2011 Pressure Vessel & Piping Conference
（2011.7.20） 高橋宏治准教授

工学府 Mikeka Chomora Third Prize for the Best Paper Award, IEEE International Conference on RFID-
Technologies and Applications（2011.9.16） 新井宏之教授

工学府 小澤　瞬 日本磁気科学会学生ポスター賞（2011.9.28） 山本　勲教授

工学府 Naser Amirhesari 地盤工学会第46回地盤工学研究発表会優秀論文発表者賞（2011.10.5） 谷　和夫教授

工学府 友永雄也 Poster Award, The 4th Asia-Pacific NMR Committee（2011.10.18） 内藤　晶教授

工学府 澤田知幸 Best Paper Award, 2011 International Symposium on Micro-Nano Mechatronics 
and Human Science Award（2011.11.9） 丸尾昭二准教授

工学府 山東真士 Young Researcher Award, The 6th International Conference on Leading Edge 
Manufacturing in 21st Century（2011.11.10） 篠塚　淳准教授

工学府 石井香織 第8回地盤工学会関東支部発表会優秀発表者賞（2011.11.11） 早野公敏准教授

工学府 友永雄也 日本核磁気共鳴学会若手優秀ポスター賞（2011.11.17） 内藤　晶教授

工学府 田制侑悟 日本核磁気共鳴学会若手研究者渡航費助成金（2011.11.17） 内藤　晶教授

工学府 中川郷士 日本ばね学会優秀ポスター賞（2011.11.24） 高橋宏治准教授

工学府 古賀　翔 光物性研究会奨励賞（2011.12.9） 片山郁文助教
武田　淳教授

工学府 山東真士 日本機械学会若手優秀講演フェロー賞（2012.1.20） 篠塚　淳准教授

工学府 兼村瑠威 応用物理学会特別研究会服部賞（2012.1.21） 田中正俊教授
大野真也特別研究教員

工学府 高木雄太 応用物理学会放射線分科会研究会奨励賞（2012.1.26） 中村正吾准教授

工学部 市川真基 映像情報メディア学会優秀発表賞（2012.2.18） 後藤敏行教授

工学部 河村拓実 日本機械学会関東支部Best Paper Award賞（2012.3.9） 藪田哲郎教授

工学部 梅原実加 日本水環境学会年会学生発表会優秀賞（2012.3.15） 藤江幸一教授

工学府 山東真士 2012年度精密工学会春季大会学術講演会ベストプレゼンテーション賞（2012.3.16） 篠塚　淳准教授

工学府 山東真士 日本設計工学会武藤栄次賞優秀学生賞（2012.3.23） 篠塚　淳准教授

工学府 酒井昭典 軽金属学会平成23年度軽金属希望の星賞（2012.3.23） 廣澤渉一准教授

工学府 原　恒平 電気化学会燃料電池研究会ポスター賞（2012.3.30） 光島重徳教授

（http://www.ynu.ac.jp/education/ynu_research/result/award.php?y=2011から抜粋）

工学部・工学府学生の受賞
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教
育
の
ハ
イ
ラ
イ
ト　工学研究マネージメント学習プログラムは、博士課程後

期の学生を対象に、「研究の企画立案、研究資金獲得、研究
資金を管理しながらの研究の遂行、そして成果の社会への
公表と還元」という一連の流れを経験してもらうためのも
のです。
　学生は研究の企画立案をしてプログラムに応募、審査委
員会にて審査を行い、研究費等の支給が決定されます。

　このプログラムで支援される研究費の使途は、①研究の
成果発表や研究動向調査のための外国等で開催される学
会・シンポジウム出席のための旅費や参加費、②研究に使
う薬品や部材、部品などの消耗品に限られます。また、研究
期間の終了後には、学生自身が企画・立案し成果報告会、講
演会をセットで開催することになっています。
　この学習プログラムは 2005 年度から実施しており、
2012年度までの採択者数は118名になります。

年度別採択者数
専攻名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 計

機能発現工学 9 4 4 1 3 2 3 26

システム統合工学 2 2 1 2 1 2 10

社会空間システム学 10 5 3 3 8 6 4 1 40

物理情報工学 9 5 7 3 3 4 5 6 42

計 30 16 11 10 14 14 11 12 118

　本制度は、博士課程後期入学者数の増加と入学した学生
への経済的支援、併せて日本学術振興会特別研究員（DC1、
DC2）採用者数の増加を目指して、2007年度より導入され
た制度です。
　この制度に採用された学生は、RA相当として雇用され給
与の支給を受ける特別研究員、奨学金としての支給のみを
受ける特待生として区分されます。

　給与、奨学金の支給は博士課程後期入学時から1年間、た
だし、審査の上最大3年間更新が可能ですが、日本学術振興
会特別研究員（DC1、DC2）に採用された場合は、支給を中
止することとなっています。
　2007年度の制度導入以降2012年度まで特別研究員35
名、特待生10名が採用されており、日本学術振興会特別研
究員（DC1、DC2）にも13名が採用されています。

年度 特別研究員採用者数 特待生採用者数 日本学術振興会特別研究員採用者数※

2007年度 ８ ０ １

2008年度 ８ １ ６

2009年度 ７ ２ ４

2010年度 ３ ３ １

2011年度 ３ １ １

2012年度 ６ ３ 審査中

2007 ～ 2012年度　計 　　　　35 10 　　　　　13

※各年度の特別研究員／特待生採用者数の内数

工学府特別研究員／特待生

工学研究マネージメント学習プログラム


