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横浜市大同窓会総会２０２１〔資料１〕                      

横浜市大同窓会 ２０２０年度事業報告書 

（〔第3期〕2020年4月1日～2021年3月31日）  

 

横浜市大同窓会（YCUREUNION）は、会則に則り ①同窓会交流促進 ②市大との連

携・支援 ③地域・SDGsへの貢献の３本柱で事業を進めています。横浜市大１００周年

（2028年）に向け会員どうし、大学、学生等との連携を大切にしつつ実践を進めてい

ます。 

 

■１．市大同窓会交流促進 

□１-1 YCU REUNION ＳＤＧｓシンポ２０２１ 

〇日時：２０２１年１月９日 

〇内容：横浜市大のみなとみらいサテライトキャンパスにおいて、市大職員のご協力のも

と開催しました。基調講演の後、現役学生のSDGs活動や同窓会の実践活動の中間報

告があり、その後、活発なディスカッションとなりました。教職員の皆さまにもご参加い

ただき、市大同窓会が市大と共にSDGs・地域貢献活動に取り組む、旗揚げのイベント

となりました。 

 （zoomウェビナー使用→YouTube YCU REUNION SDGs チャンネルで公開） 

  

 

□1-２ 定期的なオンラインセミナー開催 

〇日時：２０２１年２月より開催 月２回程度 第２、第４火曜日 ２０時～２１時３０分 

〇内容：SDGｓ目標をテーマに、実践活動をしている市大教師、NPO団体、横浜市職員の

方などが講師となるセミナーを開催しました。オンラインの特性を活かして、広域から

幅広い年齢の方にご参加いただきました。 

〇実施内容 

２月２日：「海をつくる会の活動について」   

講師：坂本昭夫さん（NPO法人海をつくる会事務局長) 

２月９日：「SDGｓ推進のためのDFC（Design For Change）教育」 

講師：ユール洋子さん （NLPカタリスト＆ファシリテーター） 
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２月１６日：「企業の社会的責任とSDGｓ」  

講師：柴田仁夫さん 岐阜大学准教授 横浜市立大学非常勤講師 

３月１８日：「命がけのミャンマー抗議活動～在ヤンゴン日本人の報告」 

講師：看護師として日本の病院や被災地、途上国などで働く若者 

     ３月23日：「横浜市のSDGs活動～循環型経済・横浜リビングラボの活動」 

講師 関口昌幸さん 横浜市政策局共創推進室 

 

□1-３  オンラインミーティング 

〇日時：原則オンラインセミナー終了後の開催（６０分程度）  

〇内容：事業の推進に向けた情報共有、推進のための提案とディスカッション等を行いま

した。それまで開催してきたSDGsオンラインミーティングを引き継ぎ、分野、世代

等を超えたつながりのソフトインフラとして行い、具体的なSDGs活動につなげま

した。 

 

■２．大学・学生との連携・支援 

□2-１  キャンパス内交流拠点の設置と運営 

〇八景キャンバス内に同窓会と大学との連携スペースを、大学のご協力を得て整備しまし 

た。月８回程度活用し、同窓生への情報発信、大学との連携に活用しています。 
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□2-２  学生のSDGｓ活動との連携・支援 

〇“ＹＣＵ ＲＥＵＮＩＯＮ ＳＤＧｓシンポ202１”において、市大学生のＳＤＧｓ活動の紹介と

意見交換を行いました。   

   

 

〇ＴＥＨｓとの連携： 

食習慣に関するアンケート調査を実施しした際、TEHｓが取り組んでいる「サステナブ

ル・シーフード」に関するアンケート調査も一緒に行いました。 

 

  

 

 

□2-３  大学との連携・支援 

〇大学と連携してオンラインを活用した、SDGsシンポジウム、SDGs実践活動報告会、そ

してSDGsオンラインセミナーを数多く行いました。教職員の皆さまとの連携により、同

窓会活動の認知度が上がったと実感しています。 

 

 

「食習慣に関する調査ならびにサステ

ナブル・シーフードに関する調査」 

〈アンケート回答・協力者〉 

国際総合科学部学生から約200人

（全体で400人超）の回答、同窓会員

約９０人から回答をいただきました。 

調査実施においては、市大事務局に

多大なご協力をいただきました。ま

た、市大卒業生で現在市大教員の皆

さま（６名）にも大変ご多忙の中、ご協

力をいただきました。 

 

←オンラインでのアンケート調査票 

参加学生団体 

・TEH
テ フ ズ

ｓ SDGｓのその先へ！   

 「学食にサスシーを導入しよう！」 

・La Fraise 

 アフリカで布ナプキン作りをする！ 

個人参加：数人 
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〇新型コロナウイルス対策基金への協力 

   ◇12月の進交会報８６号の発送にあわせ、新型コロナウイルス緊急対策基金への寄

付納付書を同封したり、市大同窓会のメーリングリストにて、基金への協力要請を

行いました。 

令和２年５月１２日～３年７月３１日 のデータ↓ 

寄付件数：１，６８８件 寄付総額：７４，２２６，０３４円  （進交会報８７号p.9） 

◇１２月８日、進交会５０万円、Y校同窓会２５万円と合わせ、市大同窓会として２５万

円を寄付、総額１００万円を進交会から市大の二見理事長にお持ちしました。 

        「困難を強いられている学生の支援に使います」 

     

■３． 地域・SDGｓへの貢献 

□３-１  市大同窓会のSDGｓへの繋がりのインフラづくり 

〇市大同窓会員の経験・能力・ネットワークをSDGｓの課題解決に繋げるための、簡単な

アンケートを実施しました。 

     

 

□3-２ SDGｓ貢献活動・モデル事業の実施 

〇金沢の海をテーマに、「海グループ」と「食グループ」とに分かれてモデル事業を行いま

した。SDGs貢献活動として、市大現役生や同窓生の参加のもと、横浜市のSDGs補助

事業を活用し、海岸の実態調査や食に関するアンケート調査を実施しました。実施期間

が短く、完成に至らないものもありましたが、オンラインでの報告会を行ないました。 

〇メールアドレスの把握により得られた情報をも

とに、セミナー開催等の情報発信や、情報共有

を行いました。 

 

〇アンケートの回収率が極めて引くかったため、

進交会報８７号（横浜市大版）において、ＱＲコ

ードを用い、メールアドレス等、共有の協力を依

頼しています。 
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① 【海グループの実践活動】 

「海グループ」では、環境教育に生かせるような教育素材作りをおこないましたが、完

成には至りませんでした。 

       

      これを機に、プラスティックごみを減らそうと、横浜で唯一の自然海岸といわれてる 

野島ビーチの清掃活動に１１月から参加するようになりました。       

   

 

また、「海グループ」は、海のマイクロプラスチックの問題に関心を強め、NYを舞台とし

た映画「マイクロプラスチック・ストーリー ～ぼくらが作る２０５０年～」を上映しまし

た。 
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② 【食グループの実践活動】 

「食グループ」では、食生活の改善に向け、学生と同窓生を対象にアンケート調査を

行いました。毎日の食事で海藻を摂取する、朝食の欠食をなくすなどを目的とし、食

習慣の調査・分析を行いました。この調査結果は大学とも共有し、市大の保健管理室

へも報告していただきました。 

 

  

 

③ 【YCU REUNION SDGs 実践活動オンライン報告会と食習慣についての講演会】 

「海グループ」と「食グループ」、TＥＨｓ「サステナブル・シーフード」↓↓の活動の 

中間報告を行いました。 

  

 〈水産資源を守る＝海の豊かさを守る〉   〈市大学食にサスシーを導入する！〉 

報告会と講演会の様子は、YouTubeにのせ、アーカイブとして紹介しました。 

 

□3-３  市民団体との連携 

〇NPO法人海をつくる会が実施する、野島海岸（砂浜）の清掃活動に同窓会員が参加

して、プラスティックをはじめとする海岸のゴミの収集を行っています。（毎月第３土

曜日） 

〇映画「マイクロプラスチック・ストーリー ～ぼくらが作る２０５０年～」は、子ども 

と先生の取り組みの記録映画であり、NPO法人子ども大学よこはまの協力を得、子  

どもたちも参加する質の高い上映会となりました。なお、その後も双方向の交流や協

力が続いています。 
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□3-４． 広報 

“YCUREUNIONSDGsシンポ２０２１“の予告記事が神奈川新聞に掲載されました。 

  

 

 

 

 

 

シンポジウム終了後、同社の「SDGs横浜の挑戦」に掲載されました。評価されたのは、

学生たちとの交流・連携によるSDGs活動でした。 神奈川新聞2021.1.27 

 

  

 

■４．その他 １００周年に向けた、市大同窓会の活動と連携の強化 

□４-１ 横浜市大同窓会２０２０の開催 

〇１０月３１日（土）コロナ禍で大幅に遅れていた総会をオンライン併用で開催しました。 

〇市大１００周年に向けた、大学との連携強化、大学・地域と連携したＳＤＧｓの推進、同

窓会が活動できる体制、事務局機能の充実、推進などについて共有しました。 

 

□4-２ 会員間の情報共有と交流・連携 

〇広報による交流・連携 

ＳＮＳ（facebook）「横浜市大同窓会・公開グループ」の運営により、同窓会や大学の

活動内容を紹介し、同窓生の交流に繋げました。 

  メンバー現在約７００人（昨年総会時260人、一昨年総会時90人）参加者拡大中 

  閲覧５，８１８件、投稿・コメント１２７人、「いいね」のリアクション８２５件（最近の１月） 

        

   □4-３ 事務局機能の強化 

 〇市大事務局スタッフのボランティア活動への一部支援を行いました。 

 〇八景キャンパス内連携スペースを事務局拠点として活用しました。 

左）現役や同窓会が活動の現状報告SDGsシンポ  

横浜市大 

同窓会の海や食をテーマとした実践活動、学生団

体の活動を紹介し、同窓会が活動やネットワーク

を生かして学生・教職員と連携して SＤＧｓ活動を

進めているという記事。 

右）基調講演で述べられた「蓮の葉」理論を用い

て、地球の危機を訴える編集後記。 

国連が掲げる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の実現に向けて活動している横浜市立

大学同窓会は来年１月９日、オンラインでシンポジウムを開く。（中略）市大同窓会は、

親睦を深めるだけでなく社会貢献にも乗り出そうと、ＳＤＧｓに関する取り組みをスター

ト。自然環境の保全や食生活調査などを進めている。今回の催しでは、多くの人の結び付

きを強めることを目的にしているという。 
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 ≪その後の活動概要報告（２０２１年４月～１０月） 

■１．市大同窓生の交流促進 

YCU REUNION SDGs オンラインセミナーを一月に2回ほど開催しています。 

４月18日：花木陽子さん 神奈川県ユニセフ協会学習ボランティア講師 

「アフリカの貧困とSDGs～貧困の中で暮らす人たち、これが平和だと言えるの 

かな？」 

４月27日：花木陽子さん 神奈川県ユニセフ協会学習ボランティア講師 

 「アフリカのジェンダー問題」 

５月11日：佐藤響子さん 横浜市大教授 国際教養学部・都市社会文化研究科 

「ジェンダー基礎講座～価値観の対立・ゆらぎ・多様性～」 

５月２５日：佐藤響子さん 横浜市大教授 国際教養学部・都市社会文化研究科 

「世代を超えてディスカッション」 

6月8日：川根 友 さん インド在住インターナショナル・コーディネーター 

「天災・人災としてのパンデミック下のジェンダー」 

６月22日：川根 友 さん インド在住インターナショナル・コーディネーター 

「ケアを与える立場・受ける立場からの考察」 

7月13日：佐藤 一子(かずこ) さん ＮＰＯ法人 ソフトエネルギープロジェクト 理事長

「SDGs目標７ エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」 

７月27日：猿渡 紀代子さん 大佛次郎記念館・特任研究員、元横浜美術館学芸員 

      同窓生 商学部 相原光ゼミ 

「私の歩んだ道」 

8月10日：浅野 智恵美さん NACS消費生活研究所 主任研究員 

SDGsにつながるサステナブル・シーフード（TＥＨｓ支援） 

「私たちの『美味しい』が、地球の『悲しい』になりませんように」 

９月１４日：関芳実さん、菊原美里さん 横浜市大国際商学部在籍 ２０２１年４月に起業 

      Stock Base 代表取締役 

「企業の廃棄を削減し、循環型社会を実現する」（現役学生の起業支援） 

９月２８日：重家雅文さん  同窓生 商学部1971卒 相原光ゼミ 

「 『半農半エネ＋Ｘ』への道とソーラーシェアリング」 

10月 12日：ヌビアさん チェロ奏者・作詞家・作曲家  

NPO法人Dattoｃchi（ダットッチ）音楽担当理事  本名：須田史寛さん 

「SDGsにつながるプロボノ・チェロ演奏活動」 

                                  （２月第１回目から１０月で１７回目） 

■２．大学・学生との連携・支援 

〇TEHｓ活動支援のため、市場関係の人や横浜の著名人とのオンライン・オフラインのミ 

ーティングを数回行い、情報を共有しました。また、オンラインセミナーにサステナブル 
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シーフードに詳しい研究者を講師として招き、TEHｓのメンバーも加わり、大変中身の 

濃いセミナーとなりました。同窓会でも少額なら応援しましょう！と声が上がりました。 

〇La Fraiseは後継者がおらず解散となりました。最後の布ナプキンづくりのワークショ 

ップに参加しました。 

〇環境ボランティアStepUp！と連携し、協力団体のイベントへの協力を行いました。 

〇大学「卒業生担当者」との情報共有（facebook）を行っています。 

 

■３．地域・SDGｓへの貢献―地域との連携― 

〇ＳＤＧｓの推進：実践活動としては海岸清掃を継続しています。 

オンラインセミナーは多くの方が気軽に参加できるSDGs活動です。様々な情報と他者

の意見を聴くことによって、参加者一人ひとりの認識が新たになり、持続可能な社会づ

くりに向かう行動に変わっていくと信じています。 

 

【市民団体との連携】 

NPO法人海をつくる会と、NPO法人こども大学よこはまとの連携・協力に加えて、 

SeraCreationsが加わりました。 

同団体は、環境をテーマに活動している団体です。環境の専門家と音楽とのトーク・セッ 

ションなどをおこなっています。同窓会は協力団体となってイベントの支援を行い、今 

後さらなる実践活動の発展を目指しています。同団体制作の環境危機を呼びかけるメ 

ッセージビデオをｆacebook市大同窓会公開Gでシェアしています。 

 

■４．広報の強化 

□4-1 進交会報８７号の発行 

Y校版と横浜市大版とに分ける初の分冊を試行しました。分冊に関してのアンケート調

査を実施し、希望や賛同の声が大きければ、今後も分冊が続きます。 

横浜市大版には、活動のインフラであるメールアドレスのご連絡をいただけるように

QRコードを用いてお願いしています。 

 

□4-2 ホームページのリニューアル 

進交会HPのリニューアル（2021.10月）により、市大同窓会の会則、総会資料、などが    

より見やすくなりました。「最近の活動」報告として、終了したオンラインセミナーの動画

も視聴が可能となりました。ケータイから簡単にアクセスでき、外出先でもご覧になれ

ます。多方面からスッキリして見やすいとの評価をいただいています。 

http://www.shinkoukai-web.jp/pages/19/ 

 

 

http://www.shinkoukai-web.jp/pages/19/
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〇「市大同窓会について」のページ 

・会則 ・執行体制 ・総会 ・事業報告書 ・決算報告書 ・総会のご案内 

・連絡先ご連絡のお願い ・連携スペース ・会費納入のお願い ・SDGｓ実践活動ほか 

その他リンク ・市大ＨＰ ・市大浜大祭 ・市大後援会ＨＰなど ↓↓↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同期会や、ゼミ、

部活の OB・OG会の

情報をお寄せくだ

さい！ 
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〇「最近の活動」のページ： オンラインセミナーなどのご案内とご報告を掲載しています。

一部抜粋↓↓↓   

 

      

 

 

□4-3 SNS：facebook 「横浜市大同窓会（公開G）」  

メンバーであれば誰でも自由に投稿ができる仕組みになっており、昔を懐かしむ写真

とコメント、最近の話題、自己紹介なども投稿され、投稿者と読者の双方向のやりとり

が同窓会らしい数々の場面を作っています。事務局からは、イベントのご案内・参加呼

びかけ、終了後の報告などを行っています。市大卒業生担当者さんの投稿をシェアさせ

ていただき、市大広報課からは「投稿をシェアしてもらい、ありがとうございます」と感

謝の言葉をいただいています。 

 

https://www.facebook.com/groups/1609973329262356 

https://www.facebook.com/groups/1609973329262356
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木原研 「コルンムッター SAKURA」の紹介 

 


