
学 長 定 例 記 者 会 見 要 項 

日 時： 平成２１年１１月４日（水） 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．平成２２年度入学試験における追試験等の特例措置 

２．地域教育文化学部発！「うんまい弁当」発売！！ 

お 知 ら せ 

１．地域教育文化学部「自然と触れあおう」 

２．工学部合同企業説明会 

３．山形在来作物研究会公開フォーラム 

４．附属博物館特別展「毒地社とその時代展」 

５．附属博物館公開講座「美術館でアートに親しむ」 

（参 考） 

○ 次回の学長定例記者会見（予定） 

日 時：１１月１７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）
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プレス発表資料 

平成 21年 11 月 4 日 
山 形 大 学 

平成２２年度入学試験における追試験等の特例措置 

１１月に実施される本学入学試験について，新型インフルエンザ（Ａ／ 

Ｈ１Ｎ１）に感染又は感染の疑われる症状により入学試験を欠席せざる 

を得なくなった受験生を対象に追試験等の特例措置を実施します。 

１．追試験等の受験対象者 

本学に出願している者で，新型インフルエンザに感染又は新型インフルエンザに感染して 

いる疑いがあり，試験実施日の１７時までに「追試験等受験申請書」を提出し，追試験受験 

を許可された者 

２．追試験験等の受験申請手続き 

○提出書類 

①「追試験等受験申請書」 

② 医師の診断書（新型インフルエンザに感染又は感染の疑いがあること及び加療期間が 

明記されたもの） 

○手続方法 

追試験受験を希望する場合は，次の①又は②の期限までに各学部の担当に「追試験受験 

申請書」及び「診断書」を持参又はファックスにより提出する。 

① 試験実施日の前日までにインフルエンザ様症状があり，医師により新型インフルエン 

ザに感染又は感染の疑いがあると診断された者は，あらかじめ志願学部の担当へ電話で 

連絡した上で，試験実施日の前日の１７時までに志願学部の担当事務に電話で連絡し指 

示を受けた後，追試験受験申請書及び診断書を提出する。 

② 上記①で１７時までに電話連絡をできなかった者及び試験実施日にインフルエンザ様 

症状がある者は，試験開始時刻までに志願学部の担当に電話で連絡し指示を受けた後， 

医師の診断を受け， 試験実施日の１７時までに追試験受験申請書及び診断書を提出する。
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なお，試験実施日の１７時までに診断書を提出できない場合は，試験実施日の４日後ま 

で提出することを認める。ただし，試験実施日の４日後までに提出できない場合は，追試 

験等の受験を認めない。 

また，ファックスにより提出する場合は，あらかじめ各学部担当へ電話で連絡した上で， 

ファックス送信後に郵送等により原本を提出すること。 

３．対象となる入試の種別，追試験実施日等 

対応措置・試験実施日等 
学 部 

学力検査等 
の区分 

学科・コース 
対応措置 

選抜方法等 合 格 発 表 

平成21年 
11月７日(土) 

社会人入試 法経政策学科 
★追試験 ★11月14日(土) 本試験と同じ 

平成21年 
11月27日(金)10時 

11月７日(土) 
人間文化学科 

★追試験 ★11月14日(土) 本試験と同じ 
11月27日(金)10時 

11月７日(土) 

第３年次 

編入学試験 
法経政策学科 

★追試験 ★11月14日(土) 本試験と同じ 
11月27日(金)10時 

11月17日(火), 
18日(水) 人間文化学科 

★追試験 ★11月24日(火) 本試験と同じ 

【変更】 
12月４日(金)10時 

11月17日(火), 

18日(水) 

人文学部 

推薦入試Ⅰ 

法経政策学科 

★追試験 ★11月24日(火) 本試験と同じ 

【変更】 
12月４日(金)10時 

11月18日(水) 地域教育学科 

（出願要件①） ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

11月17日(火) 地域教育学科 

（出願要件②） ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

11月17日(火) 

文化創造学科 
音楽芸術コース 
造形芸術コース 
スポーツ文化コース 
異文化交流コース ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

11月17日(火) 生活総合学科 

食環境デザインコース ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

11月18日(水) 

推薦入試Ⅰ 

生活環境科学コース 

システム情報学コース★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

【変更】 
12月４日(金)10時 

11月17日(火) 

地域教育 

文化学部 

社会人入試 

文化創造学科 
音楽芸術コース 
造形芸術コース 
スポーツ文化コース 
異文化交流コース ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

【変更】 
12月４日(金)10時 

理 学 部推薦入試Ⅰ 物理学科 
★追試験 

11月16日(月) 

★11月30日(月) 本試験と同じ 

【変更】 
12月４日(金)10時 

11月19日(木) 
推薦入試Ⅱ 医学科 

★追試験 ★11月27日(金) 本試験と同じ 

【変更】 
２月８日(月)16時 

11月19日(木) 
医 学 部 

推薦入試Ⅰ 看護学科 
★追試験 ★11月27日(金) 本試験と同じ 

12月３日(木)10時
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11月14日(土) 
社会人入試 システム創成工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木)10時 

11月14日(土) 
機能高分子工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木)10時 

11月14日(土) 
物質化学工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木)10時 

11月14日(土) 
バイオ化学工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木)10時 

11月14日(土) 
応用生命システム工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木)10時 

11月14日(土) 
情報科学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木)10時 

11月14日(土) 
機械システム工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木)10時 

11月14日(土) 

工学部 

推薦入試Ⅰ 

システム創成工学科 
★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木)10時 

11月12日(木） 
農 学 部推薦入試Ⅰ 食料生命環境学科 

★追試験 ★11月24日(火） 本試験と同じ 
11月27日(金)10時 

11月21日(土) 
養護教諭特別別科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月４日(金)10時 

４．受験生及び高等学校等への周知 

広く受験生に周知するため，文書を山形大学ホームページへ掲載し，山形県内高等学校 

長には郵便で通知しました。 

また，出願者に対しては，受験票送付時に改めて通知する予定です。 

５．一般入試への対応 

このたびの措置は，１１月に実施される入学試験についての対応となります。大学入試 

センター試験以降に実施される一般入試（前期日程・後期日程）等につきましては，決定 

次第改めてお知らせする予定です。 

（お問い合わせ） 

小白川事務部入試ユニット 片桐 

電話：０２３（６２８）４１４１



平成２１年１０月３０日 

受 験 生 各 位 

山 形 大 学 

平成 22 年度入学試験における「新型インフルエンザ」への 

対応について（お知らせ） 

山形大学では，本学が定める出願受付期間内に出願手続きを行った者が，新型インフルエンザ 

（Ａ／Ｈ１Ｎ１）に感染又は感染の疑われる症状により入学試験を欠席せざるを得なくなった場 

合，当該受験生を対象に下記のとおり追試験等の特例措置を実施します。 

なお，現時点では，１１月に実施される入学試験についての対応となります。大学入試センタ 

ー試験以降に実施される一般入試等につきましては，決定次第お知らせする予定です。 

記 

１ 追試験等の受験対象者 

本学が定める出願受付期間内に出願している者で，新型インフルエンザ又は新型インフルエ 

ンザに感染している疑いがあり，試験実施日の１７時までに「追試験等受験申請書」を提出し， 

追試験受験を許可された者 

２ 追試験等の受験申請手続き 

○提出書類 

①「追試験等受験申請書」（本学所定の用紙） 

② 医師の診断書（新型インフルエンザに感染又は感染の疑いがあること及び加療期間が 

明記されたもの） 

○手続方法 

追試験受験を希望する場合は，次の①又は②の期限までに各学部の担当に「追試験受験申 

請書」及び「診断書」を持参又はファックスにより提出する。 

① 試験実施日の前日までにインフルエンザ様症状があり，医師により新型インフルエンザ 

に感染又は感染の疑いがあると診断された者は，あらかじめ志願学部の担当へ電話で連絡 

した上で，試験実施日の前日の１７時までに志願学部の担当事務に電話で連絡し指示を受 

けた後，追試験受験申請書及び診断書を提出する。 

② 上記①で１７時までに電話連絡をできなかった者及び試験実施日にインフルエンザ様症 

状がある者は，試験開始時刻までに志願学部の担当に電話で連絡し指示を受けた後，医師 

の診断を受け，試験実施日の１７時までに追試験受験申請書及び診断書を提出する。 

なお，試験実施日の１７時までに診断書を提出できない場合は，試験実施日の４日後まで 

提出することを認める。ただし，試験実施日の４日後までに提出できない場合は，受験を認 

めない。 

また，ファックスにより提出する場合は，あらかじめ各学部担当へ電話で連絡した上で， 

ファックス送信後に郵送等により原本を提出すること。



◎各学部担当の連絡先 

志 願 学 部 担 当 連 絡 先 住 所 

人文学部 

地域教育文化学部 

理学部 

入試ユニット 
電 話 023-628-4141 

ﾌｧｯｸｽ 023-628-4144 
〒990-8560 

山形市小白川町一丁目4-12 

医学部 医学部入試担当 
電 話 023-628-5049 

ﾌｧｯｸｽ 023-628-5058 

〒990-9585 

山形市飯田西二丁目2-2 

工学部 工学部入試担当 
電 話 0238-26-3013 

ﾌｧｯｸｽ 0238-26-3406 

〒992-8510 

米沢市城南四丁目3-16 

農学部 農学部学務担当 
電 話 0235-28-2808 

ﾌｧｯｸｽ 0235-28-2814 

〒997-8555 

鶴岡市若葉町1-23 

３ 入試日程，選抜方法等 

今回の措置に伴う選抜方法，試験実施日，合格発表日等の変更は下表のとおりとする。 

対応措置・試験実施日等 
学 部 

学力検査等 
の区分 

学科・コース 
対応措置 

選抜方法等 合 格 発 表 

平成21年 
11月７日(土) 

社会人入試 法経政策学科 
★追試験 ★11月14日(土) 本試験と同じ 

平成21年 
11月27日(金) 

10時 

11月７日(土) 
人間文化学科 

★追試験 ★11月14日(土) 本試験と同じ 

11月27日(金) 
10時 

11月７日(土) 

第３年次 

編入学試験 
法経政策学科 

★追試験 ★11月14日(土) 本試験と同じ 

11月27日(金) 
10時 

11月17日(火), 
18日(水) 

【変更】 
12月４日(金) 人間文化学科 

★追試験 ★11月24日(火) 本試験と同じ 10時 

11月17日(火), 

18日(水) 

【変更】 
12月４日(金) 

人文学部 

推薦入試Ⅰ 

法経政策学科 

★追試験 ★11月24日(火) 本試験と同じ 10時 

11月18日(水) 地域教育学科 

（出願要件①） ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

11月17日(火) 地域教育学科 

（出願要件②） ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

11月17日(火) 

文化創造学科 
音楽芸術コース 
造形芸術コース 
スポーツ文化コース 
異文化交流コース ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

11月17日(火) 生活総合学科 

食環境デザインコース ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

11月18日(水) 

推薦入試Ⅰ 

生活環境科学コース 

システム情報学コース ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

【変更】 
12月４日(金) 

10時 

11月17日(火) 

地域教育 

文化学部 

社会人入試 

文化創造学科 
音楽芸術コース 
造形芸術コース 
スポーツ文化コース 
異文化交流コース ★追試験 ★11月25日(水) 本試験と同じ 

【変更】 
12月４日(金) 

10時 

理 学 部 推薦入試Ⅰ 物理学科 ★追試験 

11月16日(月) 

★11月30日(月) 本試験と同じ 

【変更】 
12月４日(金) 

10時



11月19日(木) 
推薦入試Ⅱ 医学科 

★追試験 ★11月27日(金) 本試験と同じ 

【変更】 
２月８日(月) 

16時 

11月19日(木) 

医 学 部 

推薦入試Ⅰ 看護学科 
★追試験 ★11月27日(金) 本試験と同じ 

12月３日(木) 
10時 

11月14日(土) 
社会人入試 システム創成工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木) 

10時 

11月14日(土) 
推薦入試Ⅰ 機能高分子工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木) 

10時 

11月14日(土) 
推薦入試Ⅰ 物質化学工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木) 

10時 

11月14日(土) 
推薦入試Ⅰ バイオ化学工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木) 

10時 

11月14日(土) 
推薦入試Ⅰ 応用生命システム工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木) 

10時 

11月14日(土) 
推薦入試Ⅰ 情報科学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木) 

10時 

11月14日(土) 
推薦入試Ⅰ 機械システム工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木) 

10時 

11月14日(土) 

工 学 部 

推薦入試Ⅰ システム創成工学科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月10日(木) 

10時 

11月12日(木） 
農 学 部 推薦入試Ⅰ 食料生命環境学科 

★追試験 ★11月24日(火） 本試験と同じ 

11月27日(金) 
10時 

11月21日(土) 
養護教諭特別別科 

★追試験 ★11月28日(土) 本試験と同じ 

【変更】 
12月４日(金) 

10時



プレス発表資料 
平成 21 年 11 月 4 日 
山 形 大 学 

地域教育文化学部発！「うんまい弁当」発売！！ 

食の専門家を育てる食環境デザインコースの学生がプロデュースした 

“栄養バランスのとれた、おいしく、安全で安価なお弁当”の販売を 

開始します。 

日 時：平成２１年１０月３０日～１２月１８日までの毎週金曜日 １１時３０分～ 

販売場所：大学会館前 

販売食数：各日１５０食限定 

販売価格：３００円 

販 売：学生２～４名と山形大学生協職員１名で対応 

１．「お弁当プロジェクト」の経緯と効果 

栄養士の卵として必須のスキルである献立作成から販売までの流れを習得できる人材育 

成システムの確立を目的として、地域教育文化学部 生活総合学科 食環境デザインコース 

の学生で平成２１年８月に「お弁プロジェクト」を立ち上げました。 

お弁当の作成から販売をとおして、食材の調達、品質の見分け方、献立作成、衛生管理、 

収益の上げ方、販売によるコミュニケーション能力を身につけることができます。 

販売に関しては、山形大学生協の協力をいただきます。 

２．弁当の作成 

「うんまい弁当」の作成は、献立を「給食実践論」で、調理を「給食経営学実習Ⅰ・Ⅱ」 

の授業として行います。 

３．今後の展開 

今季は、４種類の献立を２回ずつ連続した内容で、毎週金曜日に８回の販売を行います。 

今後、その４種類のお弁当のうち反響の良かった献立を山形大学生協にゆずり、東北の大 

学生協で山形大学地域教育文化学部発！「うんまい弁当」として販売予定です。 

（お問合先） 山形大学地域教育文化学部 

生活総合学科 食環境デザインコース 三原、楠本、矢口 

TEL：023-628-4420､4464､4333





プレス通知資料 （概 要） 

平成２１年１１月４日 

山 形 大 学 

１．工学部合同企業説明会 

（概要） 工学部・理工学研究科学生の就職に対する早期の意識高揚と企業からの業務内容の 

詳細、求める人材像、採用に関する最新情報の提供等を目的に合同企業説明会を開催 

します。 

日 時 ： 第１回 １１月 ７日（土） 

第２回 １１月 ８日（日） 

第３回 １１月２３日（月） 各１０：００～１６：００ 

場 所 ： 山形大学工学部（１１月７日・８日） 

グランドホクヨウ米沢（１１月２３日） 

参加企業数 ：第１回 ９７社 

第２回 ９０社 

第３回 ８６社 

問い合わせ ： 工学部キャリアサービスセンター 

（ＴＥＬ） ０２３８－２６－３０２２ 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

２．山形在来作物研究会公開フォーラム ～帰ってきたあの味は、ホンモノの味がした。～ 

「日本の伝統野菜・在来作物のこれからを考える」 

（概 要 ） 近 年 、日 本 各 地 の伝統 野 菜 ・在 来 作物 の発 掘 とその様々な活 用 が進 行 して 

います。 

伝統野 菜・在来 作物 の持つ本当 の魅 力とは何か、これからの望ましい活かし 

方とは何か、様々な具体事例を見聞きしつつ、その本質に迫ります。 

日 時：平成２１年１１月２９日(日) １３：３０～１７：００ 

場 所：山形大学農学部３０１教室（鶴岡市・農学部キャンパス） 

問い合わせ：在作研公開フォーラム 2009 実行委員会事務局（山形大学農学部内） 

（ＴＥＬ）０２３５－２８－２８３０、２８５２ 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕



３．附属博物館特別展「毒地社とその時代展」 

（概要) 大正１１年、この山形の地で芸術を志す若者たちによって洋画グループ「毒地社」が誕 

生しました。この禍々しい名前は当時の若者たちにとって山形の地が毒々しく見えたこと 

から付けられました。毒地社は、山形の近代美術の初期を牽引した大きな意義を持つグ 

ループでありながら、その名は地元でもあまり知られていません。 

この特別展は、グループの重要なメンバーであった為本自治雄、小塚義一郎、奈良村 

正史の作品が本学に所蔵されていることを機縁に、広く学内外に山形近代美術の萌芽期 

を紹介することを目的としています。 

一般市民の方々のご来場を心よりお待ちしています。 

日 時 ： 平成２１年１１月９日（月）～２０日（金） ８：４５～１７：００ 

（土日は１１：００開場、最終日は撤収作業のため１４：００まで） 

場 所 ： 山形大学小白川図書館２階 

問い合わせ ： 附属博物館 

（ＴＥＬ） ０２３－６２８－４９３０ 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

４．附属博物館公開講座「美術館でアートに親しむ」 

（概要) 山形美術館との連携により「美術」をテーマにした公開講座も好評のうちに４回目を迎るこ 

ととなりました。 

大学で美術史を講義する講師陣は、作品をどのように解釈してどんな表現で話してくれる 

のでしょうか。日々現場で美術作品に関わる館の学芸員は、どんなエピソードを披露してく 

れるのでしょうか。 

「実際の作品を観ながら」というスタイルにこだわり、「観るだけより聴けば３倍楽しめる」講 

座を目指しています。これまでこのシリーズを受講されたことのある方も、今回が初めてと 

いう方も是非ご参加いただき、心ゆくまでアートに親しんでいただければ幸いです。 

日 時 ： 平成２１年１１月２８日（土）、１２月５日（土）、１２日（土） １３：３０～１７：００ 

場 所 ： 山形美術館 

受講料： ２，０００円（資料代含む） 

※別途、山形美術館への入館料４００円を講義初日に申し受けます。 

問い合わせ ： 附属博物館 

（ＴＥＬ） ０２３－６２８－４９３０ 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕



５．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。 

○附属特別支援学校高等部「ハートバザー in 山形大学 2009」 

日 時 ： 平成２１年１１月５日（木） １０：４０～１４：３０ 

平成２１年１１月６日（金） １０：２０～１４：１０ 

場 所 ： 山形大学中庭 大学会館前 

○山形大学グローバルＣＯＥプログラム 国際シンポジウム 

『山形から世界へ－先端医療は私たちが開く－』 

日 時：平成２１年１１月６日(金)～７日(土) 

場 所：ホテルメトロポリタン山形４F 霞城 

○サイエンスカーと行く！スクールミーティング「科学実験教室」 

日 時：平成２１年１１月７日(土) ①１１：００～ ②１５：００～ 

場 所：山形国際交流プラザ 山形ビッグウィング 

○人文学部・法学会主催講演会「なぜ日本には切られやすい労働者がいるのか？」 

日 時：平成２１年１１月１０日(火) １３：００～１４：３０ 

場 所：教養教育１号館１１５号教室（山形市・小白川キャンパス） 

○ひらめき☆ときめきサイエンス「有機の光を体験しよう」 

日 時：平成２１年１１月１４日(土) １０：００～１６：００ 

場 所：工学部（米沢市城南４丁目３－１６）



自然と触れあおう 
－大自然の中で大根を収穫し、獲れたて大根を使って豚汁を作って食べよう！－ 

近年、高齢化による耕作放棄地の増加と、食の多様化による子ども達の食に対する関心の低下が大きな 

社会問題となっています。本イベントは、耕作放棄地の再生に取り組む仙台のＩＴ企業の協力の下、再生 

された耕作放棄地の大根の収穫体験と収穫した大根を使った調理体験（豚汁・大根サラダ等）を通じて、 

子ども達の心を育み、食に対する関心を高めることを目的に企画されました。 

□開催日時：２００９年１１月１４日（土） 

□集合場所：大倉湖畔公園駐車場 

集合場所から、大根畑近くの駐車場まで車で移動します。 

□集合時間 ＡＭ １０：００（時間厳守） 

□当日のスケジュール 

10:00 集合場所に集合 

10:30 畑に移動し、大根を収穫（お一人につき１０本まで） 

11:00 近くの公民館に移動し、獲れたて大根を使って豚汁・大根サラダ等を作ります。 

12:00 食事タイム 

13:00 解散 

□参加費：お一人につき７００円（大根１０本と豚汁・大根サラダ込み） 

＊中学生以下の方は、保護者の方同伴でお申し込みください。 

□服装・持ち物 

服 装：軍手、長靴、帽子、タオル、長袖、雨具（当日の天気をみてご用意ください） 

持ち物：昼食時のおにぎり（各自食べる分だけ）、防虫スプレー、虫さされ薬等、持ち帰り用の大根を 

包む新聞紙とビニール袋 

□お申し込み方法 

下部のお申し込み書にお名前、連絡先、参加人数をご記入の上、 

山形大学心理教育相談室（０２３－６２４－２８４７） 

まで、ファックスにてお申し込みください。 

□定員：１５名（定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください） 

□雨天の場合：当日雨天の場合には、当日７時３０分までに電話にてご連絡いたします。 

主催 山形大学 地域教育文化学部 附属教職研究総合センター 心理教育相談室 

協力 （株）日立東日本ソリューションズ 

＊＊本事業は、文部科学省「平成 21 年度問題行動等への対応におけるＮＰＯ等の活用に関する実践研究事業」の一環として行われます。 

ｷ ﾘ ﾄ ﾘ 
－お申し込み書－ 

お 名 前： 

連 絡 先： － － (当日連絡がつく携帯電話） 

参加人数： 名 
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山形大学工学部合同企業説明会概要 

１．期 日 １１月 ７日（土）…参加企業数：９７社 

１１月 ８日（日）…参加企業数：９０社 

１１月２３日（月）…参加企業数：８６社 

２．場 所 

■１１月７日・８日 山形大学工学部 ■１１月２３日 グランドホクヨウ米沢 

山形県米沢市城南４－３－１６ 山形県米沢市金池２－３－７ 

３．タイムスケジュール 

10:0010:05 開会式（学生入場不可） 

10:0512:00 企業説明会・午前 

12:0013:00 （昼食・休憩） 

13:0016:00 企業説明会・午後 

16:0016:05 閉会式 

※午前と午後の企業の入れ替えはありません 

４．対 象 

・平成２３年３月卒業予定の山形大学工学部３年次および 

・平成２３年３月卒業予定の山形大学大学院理工学研究科博士前期課程１年次 

・その他 山形大学工学部および理工学研究科に在籍する学生 

５．実施の主な目的 

・学生の就職に対する早期意識の高揚 

・企業から学生へ企業内容の周知等 

業務内容について、求める人材についてなど 

お問い合わせ 

工学部キャリアサービスセンター 

TEL：0238263022










