
学 長 定 例 記 者 会 見 要 項 

日 時： 平成２３年６月７日（火） １１：００～１１：３０ 

場 所： 事務局第二会議室（小白川キャンパス、事務局４階） 

発 表 事 項 

１．「スマイルトレード 10％」活動に企業連携 

２．「高校生朗読コンクール」出場者募集 

３．山辺町で「世界の良心」をつなぐパレード 

４．「はやぶさ」帰還、一周年記念！講演会 

お 知 ら せ 

１．大学コンソーシアムやまがた『やまがた夜話』（６月分） 

２．農学部・山形県農林水産部連携推進協議会 

『平成２３年度 研究成果公開シンポジウム』 

３．大学コンソーシアムやまがた『進学相談会』 

４．地域教育文化学部公開講座 

『骨の健康～上手なカルシウム摂取のための知識と実験・調理実習～』 

５．山形大学・宮城教育大学・福島大学「３大学合同進学説明会」（仙台会場） 

（参 考） 

○ 次回の学長定例記者会見（予定） 

日 時：平成２３年６月２１日（火） １１：００～１１：３０ 

場 所：事務局第二会議室（小白川キャンパス、事務局４階）



プ レ ス 発 表 資 料 

平成２３年６月７日 

山 形 大 学 

「スマイルトレード10％」活動に企業連携 

スマイルトレード１０％運動へ賛同いただける団体との 
連携を進めています。 

東日本大震災復興支援のために、山形大学と東北芸術工科大学が始めた「スマ 

イルトレード１０％」の活動に賛同する団体との連携をスタートします。 

○ＢＢＪ（Big Blue Japan） 

日本アイ・ビー・エム(株)のＯＢネットワークを活用し、スマイルトレー 

ド１０％の以下の活動を支援していただきます。（団体の詳細は添付資料参 

照）。 

１）ボランティアバスツアー、寄付活動の広報協力 

２）東北未来塾への講師派遣 

３）復興支援コンサルティング「スマイルシンクタンク」への参加 

○オフィスコロボックル 

内田洋行のノウハウを活用して開設されたクラウドサービスと連携したエ 

コオフィス「コロボックル」の１０％を、「スマイルシンクタンク」のプロ 

ボノオフィスとして提供いただきます。 

☆オフィスコロボックル 

東京都港区赤坂六丁目６− ２３ 

（お問い合わせ） 

エンロールメント・マネジメント部 教授 平尾 清 
TEL：０２３－６２８－４８６６ 
e-mail：goodhope@jm.kj.yamagata-u.ac.jp



プ レ ス 発 表 資 料 

平成２３年６月７日 

山 形 大 学 

「高校生朗読コンクール」出場者募集 

山形大学では高校生朗読コンクール「井上ひさし－いま、言葉を東北の灯に」 

を開催します。 

４回目となる今回は、井上ひさし氏（川西町小松出身）の『イソップ株式会社』 
を題材に開催します。 

昨年惜しまれながら世を去った作家・劇作家井上ひさし氏は、東北を舞台にし 
た作品を数多く執筆し、さまざまの活動を東北の地を舞台に行い、山形そして東 
北をこよなく愛し、日本の、そして世界の中の東北のあり方を常に世に問い続け 
ました。 

東北地方は、現在未曾有の困難に直面しています。そして、今後進むべき方向 
は未だ明確にはなっていません。 

本朗読コンクールでは、井上氏の作品や偉大な活動を振り返り、そこに込めら 
れた東北地方への思いを明らかにし、そこから東北地方に生きていく私たちの歩 
みを照らす指針を得たい、そんな思いをもって開催します。 

まず予選を録音審査の形で実施し、学内の教員等で構成する審査委員会の審査 
によって本選出場者を決定します。 

◎予 選 
応募資格：東北地方在住の高校生。または、東北地方の高校に在学する高校生。 

高等専門学校生は１年から３年までのみ。 
◆予選課題文 ：井上ひさし「イソップ株式会社」（中公文庫８０頁～８３頁）。 
◆応募締切 ：平成２３年７月２２日（金）（郵送の場合は当日消印有効） 

◎本 選 
◆日 時：平成２２年９月３日（土）１３：３０～１７：００ 
◆会 場：シベールアリーナ（山形市蔵王松ケ丘2-1-3） 
◆本選での課題：「イソップ株式会社」より予選通過者それぞれに異なる部分 

を審査委員会が指定します。 

※2008、2009年と山形大学特別プロジェクト「藤沢周平の山形」の一環として朗読コンクー 

ルを実施しました。昨年（2010年）は、井上ひさし氏の「吉里吉里人」をテーマに、実施 

しています。 

（お問い合わせ） 
山形大学渉外部社会連携・図書・情報課 図書担当 

（ＴＥＬ）０２３－６２８－４０１６



山形大学特別プロジェクト 井上ひさしの東北 

第四回山形大学高校生朗読コンクール 

井上ひさし─ いま、言葉を東北の灯に 

出 出場 場者 者募 募集 集 
主催） 国立大学法人山形大学 共催） 公益財団法人 弦地域文化支援財団 

【課題】 井上ひさし著 「イソップ株式会社」 

【予選】 応募締切７月２２日（金）消印有効（応募要項は裏面） 

【本選】日時） 平成23 年9月3日（土）13：00～17：00 

会場） シベールアリーナ（〒990-2338 山形市 蔵王松ケ丘二丁目1番3号） 

山形大学は、9月3日（土）に弦地域文化 

支援財団と共催で、第四回高校生朗読コン 

クール「井上ひさし─ いま、言葉を東北の 

灯に」を開催いたします。 

高校生朗読コンクールも今年で四回目と 

なりました。山形大学は「地域に根ざし、 

世界をめざす」をミッションとして、山形 

の地域の文化の活性化を目指してまいりま 

した。 平成19年度から特別プロジェクトと 

して「藤沢周平の山形」を3年計画で展開 

し、山形出身の藤沢周平を通して「東北の 

こころ」を探りました。また、そのプロジ 

ェクトの一環として、高校生朗読コンクー 

ルを平成20、21年と開催、多数の応募を 

いただきました。藤沢周平プロジェクトは 

平成21年度で終了しましたが、平成22年 

度は、やはり山形県出身の作家井上ひさし 

氏の作品に焦点をあて、「東北のことばとこ 

ころ」をテーマとした朗読コンクールを開 

催いたしました。 

そして今年度より、新たに 

「特別プロジェクト井上ひさしの東北」 

をスタート、その一環として、第四回高校 

生朗読コンクールを開催いたします。 

昨年惜しまれながら世を去った作家・劇 

作家井上ひさし氏は、東北を舞台にした作 

品を数多く執筆され、さまざまの活動を東 

北の地を舞台に行われ、遅筆堂文庫として 

本県に多数の蔵書を寄贈されるなど、山形 

そして東北をこよなく愛し、日本の、そし 

て世界の中の東北のあり方を常に世に問い 

続けられました。 

東北地方は現在未曾有の困難に直面して 

います。そして、今後進むべき方向は未だ 

明確にはなっていません。本プロジェクト 

は井上氏の膨大な作品群や偉大な活動をさ 

まざまの形で振り返り、そこに込められた 

東北地方への思いを明らかにし、そこから 

東北地方に生きていく私たちの歩みを照ら 

す指針を得たい、そんな思いをもってスタ 

ートしたいと考えております。



第四回山形大学高校生朗読コンクール 井上ひさしーいま、言葉を東北の灯に 

◎予選募集要項 

応募資格：東北地方在住の高校生。または、東北地方の高校に在学する高校生。 

高等専門学校生は一年から三年までのみとさせていただきます。また同一高校からの応募人数制限は設けません。 

予選課題：「イソップ株式会社」（以下の頁数は、中公文庫2008年刊行初版にもとづく） 

80 頁最終行 「今日の父のお話には」より 

83 頁 10 行目 「教訓。ものは大切に。」まで 

審査方法：テープ審査。 

応募方法：上記課題を朗読録音し、下記応募受付まで送付お願いします。 

録音メディアは、 MD/CD-R のいずれかとし、各メディアにも必ず氏名を明記してください。 

応募締切:平成23年7月22 日（金）（当日消印有効） 

○郵送の場合には封筒表面に「高校生朗読コンクール応募」と朱書してください。 

○応募の際、以下の項目について記したものを同封してください。書式は自由です。 

１）氏名（よみがな） ２） 性別 ３） 学校名、学年 ４） 自宅住所 ５）自宅電話番号 

６） 携帯電話番号 ７）メールアドレス 

６）７）については記入しなくてもかまいません。情報については本学からの連絡のみに用い、他用途に 

転用することはありません。 

○予選の録音メディアの費用及び郵送料は自己負担とします。 

○予選で大学に送付されたメディアは返却せず、本選後録音を消去いたします。 

○予選は学内の教職員で構成した審査委員会が審査を行い、結果は全応募者に8月上旬に御自宅に 

郵送で通知いたします（学校でとりまとめて応募いただいた場合は、学校にも結果を通知いたします）。 

○予選通過者を優秀賞として表彰し本選に招待します。なお、予選通過者名は公表いたします。 

○朗読の録音に伴う著作権の手続きは山形大学が一括して処理いたします。 

○予選通過者は、全員本選への出場をお願いしますが、日程上、出場できない場合はご相談ください。 

◎本選について 

日時： 平成23 年9 月3日（土）13：30 ～ 17：00 

会場： シベールアリーナ 

課題： イソップ株式会社より予選通過者それぞれに異なる部分を審査委員会が指定します。 

○審査結果通知時にそれぞれの課題部分を指定します。 

○作品の内容や量による審査の有利不利は起きないよう審査の際に配慮します。 

○文章中の地名や人名等の固有名詞の難読語に限り相談を受け付けますので、お問い合わせください。 

○本選は、学内外のメンバーで構成した審査委員会が審査を行います。 

○本選の上位3名を山形大学学長賞として表彰します。他に特別賞、会場賞も設ける予定です。各賞には賞 

状・記念品を贈呈します。 

○本選は一般に公開します。一般の方の聴講受付は7月ごろ開始します（新聞等のメディアで告知します）。 

応募・お問合わせ先： 

山形大学企画部社会連携・図書・情報課図書担当 

〒 990-8560 山形市小白川町1-4-12  TEL  023-628-4016 FAX 023-628-4849 

E-mail k-tojyoki@jm.kj.yamagata-u.ac.jp



プ レ ス 発 表 資 料 

平成２３年６月７日 

山 形 大 学 

山辺町で「世界の良心」をつなぐパレード 

世界の良心「安達峰一郎博士」の世界平和の心をつなぐ行進を実施します。 

日 時 等：平成２３年６月１８日（土） 

９：００～ 開会式（安国寺（山辺町大寺）） 

１０：００～ パレード（ＪＡ山辺支店～ＪＲ山辺駅） 

１１：２０～ 継承式（山形大学体育館（小白川キャンパス）） 

参加予定者：◇安達峰一郎記念保育所、やまべ幼稚園、ゆりかご幼稚園 

の年長児 １２０人 

◇第９回「花のいろ」文芸賞受賞者 小学生５人 

◇山辺町長及び山辺町職員、交通指導員 

◇山形県議会議員、山辺町議会議員 

◇安達峰一郎顕彰会会員 

◇山形大学教職員 

山辺町と山形大学都市・地域学研究所の連携協定締結を記念して、「安達峰一 

郎博士」が生涯を通して持ち続けた「世界平和を願う心」を、将来にわたって受 

け継ぐ決意をリレーする行進を実施します。 

安達峰一郎博士は、山辺町出身で“世界の良心”と称えられる国際法学者で、 

アジア系として初の常設国際司法裁判所の所長となった人物です。 

（お問い合わせ） 

山形大学都市・地域学研究所 所長 

山形大学人文学部人間文化学科 教授 

松尾 剛次（まつお けんじ） 

（ＴＥＬ）０２３－６２８－４９１７





プ レ ス 発 表 資 料 

平成２３年６月７日 

山 形 大 学 

「はやぶさ」帰還、一周年記念！講演会 

☆星のかけら☆ が実験室にやってきた！ 

～新しい太陽系の歴史：解明への道～ 

日 時：平成２３年６月１２日（日）１３：３０～１６：３０ 
会 場：山形大学理学部大講義室（山形市：小白川キャンパス） 
対 象：どなたでも。入場無料・予約不要です。 

小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰ったサンプルを、いま現在進行形で解析 
している中村智樹先生、野口高明先生から最新の成果が発表されます。 

しかも、だれにでも理解できるようにやさしく親切な解説です。 
いったい、「はやぶさ」は何をしたのか、どんなことが分かるのか、太陽系 

形成の歴史の謎が解かれようとしています。 
このまたとないチャンスへのご来場をお待ちしています！ 

○講演 第一部 
「はやぶさカプセルの地球帰還から、カプセル開封、 

イトカワ微粒子発見まで」 
中村 智樹 氏(東北大学大学院理学研究科 准教授) 

帰還カプセルの開封や微粒子回収を実際に行った中村先生から、その場 
その時の臨場感が伝わるような解説をいただきます。 

◯講演 第二部 
「イトカワから持って帰られた微粒子はどのようなものか？」 

野口 高明 氏(茨城大学理学部 教授) 

今年初めに行われたイトカワの微粒子の分析によって、それら微粒子の 
特徴が明らかになり、どのようなことが分かったか、わかりやすく説明い 
ただきます。 

※ なお、「第６２回ＪＡＸＡタウンミーティング in 山形」が、別添資料の 
とおり開催されます。 

（お問い合わせ） 
んだ！「はやぶさ」見に行がんなねプロジェクト 
山形大学理学部物理学科 教授 柴田晋平 
（ＴＥＬ）０２３－６２８－４５５２







プレス通知資料 （概 要） 

平成２ ３年 ６月 ７日 

山 形 大 学 

１．大学コンソーシアムやまがた『やまがた夜話』 

（概要）『女性研究者が語る「元気な山形の未来」』をテーマに、気鋭の女性研究者が山形の未来 

を語ります。 

【第１夜】 

日 時：平成２３年６月１日（水） １８：３０～１９：３０ 

『女性の経験から学ぶ～山形大学ウーマン・オブ・ヤマガタの試み～』 

木村 松子 （山形大学男女共同参画室 准教授） 

【第２夜】 

日 時：平成２３年６月８日（水） １８：３０～１９：３０ 

『元気な山形づくり～保健・医療・福祉がつなぐ、まち・人・地域～』 

丹野 克子 氏（山形県立保健医療大学理学療法学科 講師） 

【第３夜】 

日 時：平成２３年６月２２日（水） １８：３０～１９：３０ 

『女性の視点からみた、元気なまちづくり』 

早野 由美恵 氏（東北芸術工科大学プロダクトデザイン学科 准教授） 

【第４夜】 

日 時：平成２３年６月２９日（水） １８：３０～１９：３０ 

『紅花から元気な山形を』（仮題） 

平松 緑 氏（東北公益文科大学公益学科 教授） 

場 所：ゆうキャンパス・ステーション（山形市：山形むらきさわビル１階） 

対 象：高校生・学生・一般市民 ５０名 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

問い合わせ：大学コンソーシアムやまがた事務局 

（ＴＥＬ）０２３－６２８－４８４２



２．農学部・山形県農林水産部連携推進協議会『平成２３年度 研究成果公開シンポジウム』 

（概要） 「つながりから見えてくる明日の山形」をテーマに、本学農学部と山形県農林水産部の 

「連携研究ユニット」から得られた最新の研究成果や今後の課題等を一般参加者や学生 

も理解しやすいように報告します。 

また、パネルディスカッションでは、連携することのメリット、連携を困難とする障壁、活動 

を進めるうちに更に見えてきた新たな連携のあり方などの話題をコーディネーターが「紡 

ぎ」、山形県の農林水産業やその基盤となる自然環境の近未来像を、参加者とともに語り 

合います。 

日 時：平成２３年６月１６日（木） １６：３０～１８：２０ 

場 所：基盤教育 2 号館 2 階講義室（山形市、小白川キャンパス） 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

問い合わせ：山形大学農学部企画広報室 

（ＴＥＬ）０２３５－２８－２９１０ 

３．大学コンソーシアムやまがた『進学相談会』 

（概要） 高校生、保護者の方を対象に、県内の高等教育機関による個別進学相談会を開催いた 

します。ぜひ、この機会に会場へ足を運んで、進学の疑問を解決しませんか。 

日 時：別添の資料のとおり 

場 所：ゆうキャンパス・ステーション（山形市：山形むらきさわビル１階） 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

問い合わせ：大学コンソーシアムやまがた事務局 

（ＴＥＬ）０２３－６２８－４８４２



４．地域教育文化学部公開講座 

『骨の健康～上手なカルシウム摂取のための知識と実験・調理実習～』 

（概要） 加齢に伴い骨密度は減少するため、高齢者にとってカルシウムを積極的に摂取すること 

は、骨密度を増加させ、健康な生活を過ごすための第一歩です。 

また、スポーツクラブや部活動などでの運動は、骨代謝によいと言われています。しかし 

ながら、何となくよいというイメージが先行し、「本当はどうなのか？」とよく理解されていま 

せん。 

そこで、本講座では「骨の健康」のために、講義及び実習を行います。 

日 時：平成２３年７月２日（土）、９日（土）、１６日（土） １３：３０～１５：３０ 

場 所：山形大学地域教育文化学部１号館（山形市、小白川キャンパス） 

対 象：一般市民（中学生以上） ２０名（先着順） 

受講料：３，０００円 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

問い合わせ：山形大学小白川キャンパス事務部 地域教育文化学部事務室（総務担当） 

（ＴＥＬ）０２３－６２８－４３０４ 

５．山形大学・宮城教育大学・福島大学「３大学合同進学説明会」（仙台会場） 

（概要） 大学進学を目指す方に、より自分に適した大学・学部・学科等を選択する際の情報や資 

料入手の利便性を図るとともに、各大学ブースにおける個別相談を通じ、進学に関する悩 

みや疑問等解消の一助とします。 

日 時：平成２３年７月３日（日） １３：００～１６：００ 

場 所：仙台国際センター ３Ｆ 白橿（しらかし）（仙台市青葉区青葉山無番地） 

内 容： ・大学案内、入学者選抜要項等の配布 

・各大学全体概要説明 

・各大学ブースにおける個別相談 

・学生相談コーナー 

・資料コーナー 

・センター試験の英語で使用するリスニング機器の体験コーナー 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

問い合わせ：山形大学エンロールメント・マネジメント部政策課（ＥＭ担当） 

（ＴＥＬ）０２３－６２８－４０６３



６．これまでの学長定例会見でお知らせをしたもので開催がせまっているイベント 

当日の取材をよろしくお願いいたします。 

○『んだ!「はやぶさ」見に行がんなね』プロジェクト 

☆春の星空案内 

日 時：星空ガイドツアーの出発時間は、毎週土曜日 

１回目 １９：１５～、２回目 １９：４５～、３回目 ２０：１５～ 

参加料：小学生以上 ２００円 

☆小惑星特別展示 

日 時：～平成２３年６月１０日（金） 月曜から金曜日 １０：３０～１６：００ 

場 所：山形大学インフォメーションセンター（山形市、小白川キャンパス） 

特別展示内容： 

①山形に因んだ天体大集合 

②惑星や小惑星はどのようにしてできたか。 

③日本の宇宙船やロケットの歴史を振り返るペーパークラフト展 

④小惑星探査機「はやぶさ」で使われたターゲットマーカーの反射材の展示 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

問い合わせ：『んだ！「はやぶさ」見に行がんなね』プロジェクト 

（プロジェクト代表：柴田晋平 山形大学理学部 教授） 

（ＴＥＬ）０２３－６２８－４５５２ 

○人文学部公開講座『遠い方言 近い方言』 

日 時：平成２３年６月２日（木）～６月１６日（木）［月・木 計５回］ １８：３０～２０：１０ 

場 所：山形大学人文学部１階 １０４教室（山形市、小白川キャンパス） 

対 象：一般、大学生、高校生 定員３０名 

受講料：一般 ２，０００円、大学生・高校生は無料。 

募集期間：平成２３年５月９日（月）～５月３１日（火） 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

問い合わせ：山形大学人文学部事務室 

（ＴＥＬ）０２３－６２８－４２０３



○都市・地域学研究所「都市研カフェ」 

日 時：平成２３年６月１０日（金）～７月１５日（金）１７：００～１９：００ 

場 所：ゆうキャンパス・ステーション（山形駅前、山形むらきさわビル１階） 

申込〆切：平成２３年６月３日（金）１７：００ 

定 員： 一講座２０名程度 

参加料：一般 ５００円、高校生 無料（資料代＋菓子代） 

プログラム： 

第１回 ６月１０日（金）「ジブリ作品と宗教学」 

都市研所長 人文学部教授 松尾 剛次 

第２回 ６月１７日（金）「持続可能社会のためのエネルギー」 

都市研所員 理学部教授 栗山 恭直 

第３回 ７月 ８日（金）「ナスカの地上絵」 

都市研所員 人文学部教授 坂井 正人 

第４回 ７月１５日（金）「驚きの名画：美術史の楽しみ方」 

人文学部教授 元木 幸一 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

問い合わせ：山形大学人文学部事務室 

（ＴＥＬ）０２３－６２８－４２０３







山形大学農学部・山形県農林水産部連携推進協議会
平成23年度 研究成果公開シンポジウム

主 催 ：山形大学農学部・山形県農林水産部連携推進協議会

■ テーマ

コーディネーター 山形大学農学部 安田 弘法

■研究成果発表（連携研究ユニットの報告）

森林 「森林環境維持・増進技術の研究ユニット」

山形大学農学部 高橋 教夫

農畜産 「飼料用米研究ユニット」

山形県農業総合研究センター畜産試験場 三上 豊治

水産 「YELL-Stream研究ユニット」
山形大学農学部 大久保博

園芸 「庄内産メロン研究ユニット」
山形県農林水産部生産技術課 古野 伸典

■ パネルディスカッション（総括）

山形県農業総合研究センター研究企画部 電話：023-647-3510

コーディネーター ＋ 上記報告者（パネラー）

期 日 ： 平成23年6月16日（木） 16:30～18:20

会 場 ： 山形大学小白川キャンパス 基盤教育2号館2階講義室
（山形市小白川町1丁目4-12）

参加費 ： 無料 （どなたでも、ご自由に）

申し込み ： 事前連絡不要 （当日、会場にお越し下さい）

「つながりから見えてくる明日の山形」をテーマに、山形大学農学部と山形県農林水産部の「連携研究ユニット」から
得られた最新の研究成果や今後の課題等を一般参加者や学生も理解しやすいように各ユニットから報告します。また、
パネルディスカッションでは、連携することのメリット、連携を困難とする障壁、各活動を進めるうちに更に見えてきた新
たな連携のあり方などの話題をコーディネーターが「紡ぎ」、山形県の農林水産業やその基盤となる自然環境の近未来
像を、参加者とともに語り合います。

（駐車場に限りがあります。できるだけ公共交通機関で来場ください）

◎ お問い合わせ先 山形大学農学部企画広報室 電話：0235-28-2910



■ 会 場 

高校生、保護者の方を対象に、県内の高等教育機関による個別 
進学相談会を開催いたします。ぜひ、この機会に会場へ足を運 
んで、進学の疑問を解決しませんか。お待ちしております。 

ゆうキャンパス・ステーション 
山形市香澄町１－３－１５ 山形むらきさわビル１階 
（山形駅東口から徒歩１分） 
駐車場：近隣の駐車場をご利用ください。（利用者負担） 

■ お問い合せ 
大学コンソーシアムやまがた（担当 西田） 
電話：０２３－６２８－４８４２ 
E-mail：unicon@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 

大学コンソーシアムやまがた 

６月１６日（木） １５：００～１８：００ 山形県立農業大学校 

６月２０日（月） １６：３０～１８：００ 羽陽学園短期大学 

６月２１日（火） １５：００～１８：００ 山形工科短期大学校 

６月２１日（火） １６：３０～１８：００ 羽陽学園短期大学 

６月２４日（金） １５：００～１７：３０ 山形工科短期大学校 

６月２６日（日） １０：００～１４：００ 山形県立産業技術短期大学校 

６月２８日（火） １６：００～１８：００ 山形大学 

６月２９日（水） １６：００～１８：００ 山形大学 

６月３０日（木） １６：００～１８：００ 山形大学 

７月 ３日（日） １０：００～１５：００ 山形県立保健医療大学 

７月１０日（日） １０：００～１５：００ 山形県立保健医療大学 

７月１３日（水） １６：００～１８：００ 東北公益文科大学 

７月１４日（木） １６：００～１８：００ 東北公益文科大学 

７月１９日（火） １６：００～１８：００ 東北文教大学／短期大学部 

７月２０日（水） １６：００～１８：００ 東北文教大学／短期大学部 

７月２１日（木） １５：００～１８：００ 東北芸術工科大学 

７月２１日（木） １６：００～１８：００ 東北文教大学／短期大学部 

７月２２日（金） １５：００～１８：００ 東北芸術工科大学







やまがた天文台
星空案内と

小惑星特別展

山形にちなんだ名前の
小惑星リスト公開

小惑星誕生のメカニズム

ペーパークラフトで見る
日本のロケットの歴史

はやぶさ搭載
ターゲットマーカー
反射材実物展示

春の星空案内
と土星の観察

■公開日
5月14日から毎週土曜日
（特別展は6月12日まで)

星空ガイドツアーの出発時間は
1回目 午後7:15～ 2回目 午後7:45～ 3回目 午後8:15～

■参加料
小学生以上 ２００円

なお、特別展の見学のみであれば、
月曜から金曜日(10:30-14:00)無料で
御覧いただけます。

■場所
山形大学小白川キャンパス
インフォメーションセンター/やまがた天文台

問い合わせ先
山形大学インフォメーションセンター
平日の日中(午前９時～午後５時) TEL 023-628-4050
または、理学部柴田研究室 023-628-4552
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山形大学人文学部松尾研究室 又は山形大学人文学部総務課 

TEL・FAX 023-628-4917 TEL 023-628-4203 

メールアドレス：kmatsuo@human.kj.yamagata-u.ac.jp 

公 開 講 座 

山形大学都市・地域学研究所の一流教授陣が、高校生と市民を学問の世界に誘う、 

紅茶とお菓子付きの楽しい講座です。新しい知の世界に接する絶好のチャンス！ 

場 所： ゆうｷｬﾝﾊﾟｽ・ｽﾃｰｼｮﾝ（山形駅前、十字屋向かい大学ｺﾝｿｰｼｱﾑやまがた） 

時 間： １７：００～１９：００ 

申込〆切： ６月３日（金）１７：００ 

定 員： 一講座２０名程度 

資料代＋菓子代： 一般 ５００円 高校生 無料 

内 容 

第 1 回 6 月 10 日（金） 「ジブリ作品と宗教学」 都市研所長 人文学部教授 松尾 剛次 

第 2 回 6 月 17 日（金） 「持続可能社会のためのエネルギー」 

都市研所員 理学部教授 栗山 恭直 

第 3 回 7 月 8 日（金）「ナスカの地上絵」 都市研所員 人文学部教授 坂井 正人 

第 4 回 7 月 15 日（金）「驚きの名画：美術史の楽しみ方」 人文学部教授 元木 幸一 

問い合わせ先 

主催：山形大学都市・地域学研究所


