
平成29年度前期　山形大学フィールドワーク支援実績（H29.4.1～9.30）

支援講義数：60科目　　FW実施回数：107回 参加者数：2901人（延べ人数）

実施No. 開講学部 講義名 実施日時 対象地・訪問先 自治体 参加者数

1 人文社会科学部 平成29年　4月29日（土) 山形県営野球場 中山町 14

2 平成29年　9月10日（日） 天童スポーツセンター野球場 天童市 14

3
企業課題解決型実践演習a（モンテディオ山
形）

平成29年　5月21日（日） ＮＤソフトスタジアム山形 天童市 16

高畠ワイナリー、まほろば観光
果樹園

高畠町

夕鶴の里 南陽市

5 地域構造論演習 平成29年　5月28日（日）
蔵王温泉街、御釜、上山温泉
街

上山市 9

(株)スガサワ、(株)マイスター 寒河江市

（株）IBUKI 河北町

7 日本語学演習(前期) 平成29年　8月 4日（金） 河北町溝辺研修センター 河北町 16

8 法経政策専門基礎実習 平成29年　7月13日（木） 株式会社片桐製作所 上山市 33

大石田町文書調査 大石田町
尾花沢市内 尾花沢市
大石田町文書調査 大石田町

尾花沢市内 尾花沢市

11 地域教育文化学部 環境地質学実習B 平成29年　8月 7日（月）
赤芝峡、箱ノ口、横川ダム、明
沢、沼沢地域

小国町 16

12
地域造形文化実践論A・絵画版画表現演
習

平成29年　5月13日（土）
金山町中央公民館、金山町中心
部、大美輪大杉、遊学の森、カム
ロファーム俱楽部、谷口がっこそば

金山町 10

鳥海山湧水群、当山地域 遊佐町

中牧田地域 酒田市

科沢地域 庄内町

鼠ヶ関地域、由良地域 鶴岡市

14 地圏物質科学 平成29年　6月　3日（土）
蔵王温泉街、二度川源泉、鴫の谷
地沼、樹氷橋、東北電力蔵王変電
所周辺の酢川右岸

山形市 25

15
フィールドプロジェクトA（まちづくりと社会
参画）

平成29年　6月21日（水） 児童遊戯施設べにっこひろば 山形市 26

平成29年　9月12日（火)～14日（木） 5

平成29年　7月29日（土）～30日（日） 20

9

プロジェクト演習Ⅳ

13
地形景観学野外実習A、地理学野外実習
Ａ

平成29年　8月16日（水)～18日（金） 5

10

企業課題解決型実践演習a（楽天）

4 現代社会学演習（前期） 平成29年　9月26日（火）～27日（水） 14

6 中小企業論演習 平成29年　8月29日（火） 3



16 フィールドプロジェクトB（地域文化交流） 平成29年　5月28日（日） 北谷地構造改善センター 河北町 24

猿羽根峠 舟形町

一福や、金山町内 金山町

18 平成29年　5月27日（土）
飯豊町役場、白川荘、雪室施
設、農家民宿、しらさぎ荘

飯豊町 12

19 平成29年　7月　1日（土）
飯豊町役場、白川ダム公園、し
らさぎ荘、農家

飯豊町 16

20 平成29年　6月  9日（金） 山形市立蔵王第三小学校 山形市 10

21 平成29年　7月  6日（木） 山形市立南沼原小学校 山形市 10

22 平成29年　6月  7日（水） 長井市白ゆり保育園 長井市 6

23 平成29年　7月28日（金） 長井市立長井小学校 長井市 9

24 理学部 平成29年　5月　6日（土） 月山姥沢、月山山麓 西川町 34

寒河江ダム 西川町
月山ダム 鶴岡市

26 平成29年　5月27日（土） 蔵王山山頂周辺 上山市 34

27 平成29年　6月　3日（土） 由良海岸、白山島 鶴岡市 34

28 野外演習Ⅲ 平成29年　5月　6日（土） 蔵王温泉街 山形市 31

医学部 最上町立最上病院 最上町 42

小国町立小国病院 小国町 42

朝日町立旭病院 朝日町 42

30 工学部 課外活動の一環として 平成29年　5月13日（土） 山形大学米沢キャンパス 米沢市 623

株式会社東ソー・クォーツ 山形市

山形共和電業株式会社 東根市

32 平成29年　8月 8日（火）
酒田共同火力発電株式会社、
花王株式会社酒田工場

酒田市 36

株式会社SMUCO米沢工場 米沢市

株式会社ニクニ白鷹 白鷹町
フジクラ電装 米沢市
小森マシナリー、ASEジャパン 高畠町
山形カシオ 東根市

小森マシナリー 高畠町

日立建機カミーノ 東根市
彌満和精機工業 米沢市

ナブテスコオートモーティブ 村山市
36 平成29年　9月29日（金） 13

フィールドプロジェクトＧ（国際理解）

34 情報通信（電気） 平成29年　9月25日（月) 21

35
県内企業と県外企業の比較研究およびキャリ
アセミナー

平成29年　9月28日（木） 18

31

工場見学・視察

平成29年　8月 7日（月） 28

33 平成29年　8月 9日（水） 56

17
フィールドプロジェクトE（地域の自然・景
観）

平成29年　7月　9日（日） 17

フィールドプロジェクトK（幼少年期の運動
とスポーツ指導）

フィールドプロジェクトF（フード＆アート）

野外演習Ⅰ
25 平成29年　5月13日（土） 34

29 総合医学演習：地域医療学 平成29年　6月30日（金）



37 農学部
キャリア形成論（安全農産物生産学コー
ス）

平成29年　5月10日（水）
松ヶ丘開墾記念館、いでは文
化記念館、出羽三山神社

鶴岡市 40

38
キャリア形成論（食農環境マネジメント学
コース）

平成29年　5月　9日（火）～10日（水）
松ヶ丘開墾記念館、羽黒山、海
麓園、加茂水族館、下池、上池

鶴岡市 20

39 キャリア形成論（食品・応用生命科学コー 平成29年　5月26日（金） 酒田米菓、山居倉庫 酒田市 24

40 キャリア形成論（植物機能開発学コース） 平成29年　4月28日（金）
道の駅しゃりん、古代塩づくり
の里、一霞地区の焼畑温海カ
ブの花畑と採取工場

鶴岡市 27

41 キャリア形成論（森林科学コース） 平成29年　7月19日（水） 協和木材株式会社新庄工場 新庄市 28

42 平成29年　5月23日（火）
吹浦大物忌神社、蕨岡大物忌
神社

遊佐町 23

43 平成29年　5月30日（火） 余目第二公民館、風車市場 庄内町 23

44 平成29年　6月13日（火）
藤島エコタウンセンター、(株)東北
イートップ、東栄地区農家視察、エ
コ有機センター

鶴岡市 24

45 平成29年　6月20日（火）
槇島ほうき手作りの会、道の駅
しょうない風車市場

庄内町 21

46 平成29年　7月  4日（火）
（株）山本組、窪畑ファーム、
ファーマーズマルシェ

鶴岡市 22

47 平成29年　7月18日（火）
槇島ほうき手作りの会、道の駅
しょうない風車市場

庄内町 22

48 平成29年　5月15日（月）
月山ダム、赤川頭首工、分水
ゲート、農学部高坂農場

鶴岡市 45

49 平成29年　5月22日（月）
月山ダム、赤川頭首工、分水
ゲート、農学部高坂農場

鶴岡市 60

50 平成29年　5月29日（月）
やまがたフィールド科学セン
ター上名川演習林

鶴岡市 45

51 平成29年　6月　5日（月）
フィールド科学センター上名川
演習林

鶴岡市 60

52 平成29年　6月12日（月）
フィールド科学センター上名川
演習林

鶴岡市 18

53 平成29年　6月19日（月）
フィールド科学センター上名川
演習林

鶴岡市 26

54 平成29年　6月26日（月）
フィールド科学センター上名川
演習林

鶴岡市 27

55 平成29年　7月　3日（月）
フィールド科学センター上名川
演習林

鶴岡市 30

56 森林学への招待 平成29年　9月20日（水）～21日（木）
山形大学フィールド科学セン
ター　上名川演習林

鶴岡市 19

食料生命環境学実験実習

食農環境マネジメント基礎実習



57 農家体験実習 平成29年　8月21日（月)～26日（土） 庄内地域の農家 庄内町 40

（株）石井製作所本社工場 酒田市

（株）石井製作所物流センター 庄内町

59 平成29年　6月　5日（月）
寒河江市文化センター、三泉
地区農家、三泉さくらんぼ管理
センター

寒河江市 10

60 平成29年　7月10日（月） 鶴岡市役所櫛引庁舎 鶴岡市 10
道の駅とざわ 戸沢村
JAみちのく村山東部選果場 尾花沢市

62 平成29年　9月13日（水）～15日（金）
山形大学農学部附属やまがた
フィールド科学センター高坂農場

鶴岡市 13

63 平成29年　9月26日（火）～28日（木）
山形大学農学部附属やまがた
フィールド科学センター高坂農場

鶴岡市 26

64 基礎農学セミナー 平成29年　9月25日（月)～26日（火）
鶴岡キャンパス、高坂農場、上
名川演習林

鶴岡市 164

基盤教育科目 蔵王温泉観光協会 山形市

上山市観光物産協会 上山市

66 Ｊリーグと地域社会（山形から考える） 平成29年　6月11日（日） ＮＤソフトスタジアム山形 天童市 29

67 石造文化と祈り（山形から考える） 平成29年　7月　8日（土）
米沢市の草木塔（３か所）、米
沢市上杉博物館

米沢市 19

68 平成29年　5月27日（土） 飯豊町観光物産館、飯豊町役場 飯豊町 27

69 平成29年　7月  8日（土）
白椿地区公民館、めざみの
里、しらさぎ荘

飯豊町 26

西川町寒河江川河床、志津自
然博物園

西川町

羽黒山、環境省月山ビジネス
センター

鶴岡市

立谷沢川六淵砂防堰堤 庄内町

最上峡 戸沢村

米沢市

長井市
大江町
中山町
天童市
東根市
河北町

最上川巡検

最上川巡検

19

71

最上川から山形を学ぶ(山形から考える)

平成29年　8月22日（火)

2972 平成29年　8月23日（水)

地方で考える（山形から考える）

70
フィールドワーク・月山―景観から地域を
読む―（山形から考える）

平成29年　6月10日（土）～11日（日）

フィールドリサーチ実習

61 平成29年　7月24日（月）

観光を考える 平成29年　7月  2日（日）

13

やまがたフィールド科学Ⅰ

58 フィールドサイエンス実験実習-ⅠA 平成29年　7月19日（水） 39

1265



大石田町
鶴岡市
酒田市

74 平成29年　6月17日（土）～18日（日） 新庄駅東口 新庄市 11

75 平成29年　7月　8日（土）～9日（日） 新庄駅東口 新庄市 12

76 平成29年　6月17日（土）～18日（日） 新庄東山焼工房 新庄市 10

77 平成29年　7月　8日（土）～9日（日） 新庄東山焼工房 新庄市 12

78 平成29年　6月　3日（土）～4日（月） 新庄駅東口 新庄市 10

79 平成29年　7月　1日（土）～2日（日） 山屋セミナーハウス 新庄市 10

80 平成29年　5月20日（土）～21日（日） 新庄市立図書館 新庄市 10

81 平成29年　6月17日（土）～18日（日） 新庄市立図書館 新庄市 13

82 平成29年　6月24日（土）～25日（日） 道草ぶんこう 金山町 10

83 平成29年　7月　8日（土）～9日（日） 道草ぶんこう 金山町 10

84 平成29年　5月13日（土）～14日（日） 遊学の森 金山町 10

85 平成29年　7月　8日（土）～9日（日） 谷口公民館 金山町 8

86 平成29年　5月13日（土）～14日（日） 谷口公民館 金山町 8

87 平成29年　6月10日（土）～11日（日） 遊学の森 金山町 10

88 平成29年　5月20日（土）～21日（日） みつざわ未来館らいず 最上町 9

89 平成29年　6月17日（土）～18日（日） 大場満郎冒険学校 最上町 10

90 平成29年　5月27日（土）～28日（日） 舟形町役場 舟形町 10

91 平成29年　6月　3日（土）～4日（月） 舟形町役場 舟形町 10

92 平成29年　6月　3日（土）～4日（月） 山屋セミナーハウス 新庄市 12

93 平成29年　7月　8日（土）～9日（日） 新庄駅東口 新庄市 12

94 平成29年　6月10日（土）～11日（日） 神室少年自然の家 真室川町 14

95 平成29年　7月　8日（土）～9日（日） 神室少年自然の家 真室川町 14

フィールドワーク共生の森もがみ⑦
森と人との共存を考えるⅠ～山間地の歴
史を探り地域振興へ～

フィールドワーク共生の森もがみ⑧
大場満郎の冒険の心に触れ、最上を体感
しよう！

フィールドワーク共生の森もがみ⑨
里地里山の再生１

フィールドワーク共生の森もがみ⑩
田舎体験で考える-豊かな暮らしをつくる
生き方働き方-

フィールドワーク共生の森もがみ⑪
子供の自然体験活動支援講座１

最上川巡検

フィールドワーク共生の森もがみ①
新庄まつりとオレ-日本一の山車行列-

フィールドワーク共生の森もがみ②
「作陶に挑戦！」新庄東山焼の世界

フィールドワーク共生の森もがみ③
地域の資源を活かし山屋の魅力を探る

フィールドワーク共生の森もがみ④
マルシェ「本活プロジェクト」-本と人をつな
げる出前図書館-

フィールドワーク共生の森もがみ⑤
山間地の宝物を探そう

フィールドワーク共生の森もがみ⑥
歴史的地域資源の保存と活用を考える
（金山町）

73 平成29年　8月25日（金）～26日（土）



96 平成29年　6月　3日（土）～4日（月） 赤松生涯学習センター 大蔵村 15

97 平成29年　5月27日（土）～28日（日） 赤松生涯学習センター 大蔵村 15

98 平成29年　5月27日（土）～28日（日） 木の根坂みやまの里 鮭川村 7

99 平成29年　6月10日（土）～11日（日） 鮭川村中央公民館 鮭川村 7

100 平成29年　5月27日（土）～28日（日） 古口公民館 戸沢村 14

101 平成29年　6月24日（土）～25日（日） 古口公民館 戸沢村 14

102 平成29年　5月27日（土）～28日（日） 農村環境改善センター 戸沢村 12

103 平成29年　6月24日（土）～25日（日） 農村環境改善センター 戸沢村 12

104 平成29年　6月10日（土）～11日（日） 農村環境改善センター 戸沢村 12

105 平成29年　7月　8日（土）～9日（日） 農村環境改善センター 戸沢村 12

学芸員資格科目 文教の杜ながい 長井市

（地域教育文化学部） 掬粋工芸館、樽平酒造 川西町

まほろば・童話の里浜田広介
記念館

高畠町

西川町自然と匠の伝承館・大
井沢自然、

西川町

朝日町エコミュージアムコアセ
ンター「創遊館」

朝日町

フィールドワーク共生の森もがみ⑫
【大蔵村】自然・人・もの体験

平成29年　8月26日（土） 22

107 平成29年　9月16日（土） 26

フィールドワーク共生の森もがみ⑬
里山体験と鮭川歌舞伎

フィールドワーク共生の森もがみ⑭
戸沢村の超元気印！幸齢者集団の生きざ
まに学ぶ

フィールドワーク共生の森もがみ⑮
里山保全と山菜料理

フィールドワーク共生の森もがみ⑯
伝承野菜栽培と郷土料理

106

博物館実習



平成29年度前期　ＣＯＣ＋参加大学等フィールドワーク支援実績（H29.4.1～9.30）

支援講義数：33科目　　FW実施回数：67回 参加者数：1309人（延べ人数）

実施No. 開講大学 講義名 実施日程 対象地・訪問先 自治体 参加者数

1 米沢栄養大学 基礎教育群「基礎ゼミナール」 平成29年 4月20日（木） 伝国の杜、上杉神社 米沢市 7

2 臨床栄養学Ⅰ 平成29年 9月10日（日） 山形県立新庄病院 新庄市 7

3 平成29年 9月24日（日） 山形県立中央病院 山形市 4

山形県立中央病院 山形市 4

山形県立河北病院 河北町 5

山形県立新庄病院 新庄市 4

山形県立こころの医療センター 鶴岡市 4

1 東北公益文科大学 平成29年 5月30日（火） 日向コミュニティーセンター 酒田市 6

2 平成29年 6月 5日（月） 酒田警察署 酒田市 7

3 平成29年 6月 8日（木） 酒田市中通り商店街周辺 酒田市 11

4 平成29年 6月13日（火） 荒木米穀店 酒田市 8

5 平成29年 6月13日（火） 旧鐙谷、日和山公園 酒田市 7

6 平成29年 6月15日（木） NPO法人にこっと 酒田市 11

7 平成29年 6月15日（木） 酒田市中通り商店街周辺 酒田市 11

8 平成29年 6月16日（金） 鳥海自動車学園 酒田市 7

9 平成29年 6月22日（木） 酒田市役所（福祉課） 酒田市 11

10 平成29年 7月 4日（火） 天正寺、稲荷神社、旧寺町、中町 酒田市 7

11 基礎演習ａ・専門演習Ⅰ 平成29年 5月12日（金） 庄内町役場 庄内町 18

12 平成29年 4月22日（土） 酒田市光ヶ丘公園 酒田市 16

13 平成29年 6月23日（金） 志藤正一氏農園 鶴岡市 16

14 平成29年 7月25日（火） 北庄内森林組合 酒田市 20

15
基礎演習ａ、専門演習Ⅰ・Ⅱ、地理学フィールド
ワーク

平成29年 7月30日（日）
庄内平野東緑断層帯（眺海の
海、横根山、飛鳥神社、土淵）

酒田市 16

16 平成29年 5月19日（金）
櫛引農村工業農業協同組合連
合会

鶴岡市 25

17 平成29年 5月26日（金）
庄内たがわ農協庄内柿生産組
織連絡協議会長　菅原勉氏の
柿農場

鶴岡市 25

18 平成29年 6月 9日（金） 庄内町新産業創造館クラッセ 庄内町 25

19 平成29年 7月21日（金） 鶴岡市藤島庁舎 鶴岡市 25

20 共創の技法（大学院科目） 平成29年 4月15日（土）
東北公益文科大学鶴岡キャンパス内
大学院ホール、セミナーハウス 鶴岡市 6

平成29年 9月27日（水）4

競争型課題解決演習「庄内の農業・農村活性
化プロジェクト」

臨床栄養学Ⅱ

基礎演習ａ

基礎演習ａ、専門演習Ⅰ・Ⅱ



21 平成29年 5月13日（土）
東北公益文科大学鶴岡キャンパス内
大学院ホール、セミナーハウス 鶴岡市 6

22 平成29年 6月10日（土）
東北公益文科大学鶴岡キャンパス内
大学院ホール、セミナーハウス 鶴岡市 6

23 平成29年 7月15日（土）
東北公益文科大学鶴岡キャンパス内
大学院ホール、セミナーハウス 鶴岡市 5

24 平成29年 7月22日（土）
東北公益文科大学鶴岡キャンパス内
大学院ホール、セミナーハウス 鶴岡市 5

25 平成29年 7月29日（土）
東北公益文科大学鶴岡キャンパス内
大学院ホール、セミナーハウス 鶴岡市 5

26 平成29年 8月 5日（土）
東北公益文科大学鶴岡キャンパス内
大学院ホール、セミナーハウス 鶴岡市 5

27 平成29年 8月 5日（土） 知憩軒 鶴岡市 23

28 平成29年 8月 7日（月） 穂波街道　緑のイスキア 鶴岡市 23

29 専門演習 平成29年 6月20日（火） 山形地裁酒田支部 酒田市 9

30 平成29年 5月 6日（土） 日向コミュニティーセンター 酒田市 4

31 平成29年 5月24日（水） 日向コミュニティーセンター 酒田市 4

32 平成29年 6月21日（水） 日向コミュニティーセンター 酒田市 4

33 平成29年 7月19日（水） 日向コミュニティーセンター 酒田市 4

34 平成29年 7月29日（土） 日向コミュニティーセンター 酒田市 4

35 平成29年 8月 4日（金） 日向コミュニティーセンター 酒田市 4

36 平成29年 9月23日（土） 日向コミュニティーセンター 酒田市 7

37 平成29年 5月30日（火） 酒田市立浜田小学校 酒田市 18

38 平成29年 7月29日（土） 遊佐町生涯学習センター 遊佐町 4

39 プロジェクト型応用演習「酒田おもてなし隊」 平成29年 5月 3日（水）

遊佐町役場、遊佐高校、遊佐町内
湧水、しらい自然館、牛渡川・丸池
様、農家レストラン、西浜キャンプ
場、おためし住宅、十六羅漢・釜磯
海岸、大学セミナーハウス

遊佐町 8

40 平成29年 5月12日（金）
加茂コミュニティセンター、加茂
地区内

鶴岡市 15

41 平成29年 6月30日（金）
加茂コミュニティセンター、加茂
地区内

鶴岡市 16

42 平成29年 8月22日（火）～23日（水）
加茂コミュニティセンター、加茂
地区内

鶴岡市 16

共創の技法（大学院科目）

プロジェクト型応用演習(Koeki Kids Project)

グリーンツーリズム論

長期学外学修プログラム（日向地区）

プロジェクト型応用演習「庄内の達人プロジェク
ト～聞き書きからみる地域・鶴岡市加茂地区～
(３)」



43
プロジェクト型応用演習(飛島防災)、基礎演習
ａ、専門演習Ⅰ

平成29年 7月 1日（土）
とびしま総合センター、島内防
災関連施設見学、個人宅イン
タビュー訪問

酒田市 26

44 平成29年 6月 2日（金） 日向コミュニティーセンター 酒田市 29

45 平成29年 6月23日（金） 日向コミュニティーセンター 酒田市 25

46 平成29年 9月16日（土）～17日（日） 日向コミュニティーセンター 酒田市 26

47 平成29年 9月29日（金） 日向コミュニティーセンター 酒田市 33

48 平成29年 4月28日（金）
山形パナソニック株式会社庄
内営業所

酒田市 26

49 平成29年 5月26日（金） 株式会社上林鉄工所 酒田市 25

50 平成29年 6月16日（金） 酒田米菓株式会社 酒田市 25

51 平成29年 7月 7日（金）
荘内銀行酒田営業本部　若竹
町支店

酒田市 25

1 東北文教大学 理科Ⅰ 平成29年 6月17日（土） 山形県県民の森 山辺町 43

2 地域社会論 平成29年 6月18日（日）
谷柏氷河埋没林、黒沢温泉、
観光果樹園、津金沢の大ス
ギ、南山形地区内宅地

山形市 30

3 教職概論 平成29年 6月21日（水）
山形県立博物館分館教育資料
館

山形市 89

山形市水運用センター 山形市
山形浄化センター 天童市
山形市学校給食センター 山形市
千代田クリーンセンター、リサ
イクルプラザ、くりえいと工房

高畠町

6 平成29年 7月 8日（土）　ＡＭ 県民の森 山辺町 33
7 平成29年 7月 8日（土）　ＰＭ 県民の森 山辺町 40

山形新聞社制作センター 天童市
山形新聞社(株)メディアタワー 山形市

9 平成29年 7月18日（火） （株）シベール麦工房 山形市 44

1 東北文教大学短期大学部 地域と経済 平成29年 6月11日（日） 鮭川村中央公民館 鮭川村 16

かほくあいこども園 河北町
山形県立こども医療療育センター 上山市

3 デジタル・アーキビスト概論 平成29年 7月15日（土） 市立米沢図書館 米沢市 22

平成29年 6月26日（月）～30日（金）

39

平成29年 6月23日（金）

平成29年 6月30日（金）

平成29年 6月23日（金）

52

52

1012 実習基礎論

4

8

5
家庭Ⅰ

保育内容研究（環境Ⅱ）

社会Ⅰ

プロジェクト型応用演習「ものづくり、店づくり、
物流ネットワークの現場を知るプロジェクト」

プロジェクト型応用演習（日向地区・防災）
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