
                           

 

             学 長 定 例 記 者 会 見  要 項   

 

日  時： 平成２５年７月２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．平成２５年度｢基盤教育ベストティーチャー賞｣の受賞者が決定 

２．短期留学生受入れプログラム「山形文化体験学習セミナー」を開講 

３．山形大学短期留学生受入プログラムを実施 

４．基盤教育科目「フィールドワーク出羽三山」で慈恩寺の考古学的調査を実施 

５．イメージからリアルへ。 山形大学オープンキャンパス２０１３の開催 

 

  お 知 ら せ     

１．理学部「小さな科学者・体験学習会」の開催  

２．理学部「サイエンス・サマースクール in やまがた」の開催 

３．平成２５年度スライムマイスター養成講座の開催 

 

（参 考） 

○ 次回の学長定例記者会見（予定） 

日  時：平成２５年７月２３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） 



業種 所在地 月日 曜日 時間

東根市 7月23日 火 14:00

南陽市 8月6日 火 14:00

金融業 鶴岡市 7月30日 火 14:00

情報システム 南陽市 7月22日 月 14:00

電気工事 仙台市 7月29日 月 14:00

株式会社荘内銀行

ＮＤソフトウェア株式会社

株式会社ユアテック

備　　　　　考

製造業

企　　業　　名

山形スリーエム株式会社

株式会社かわでん

学長学長学長学長とととと本学学生受入企業本学学生受入企業本学学生受入企業本学学生受入企業とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会

意見交換意見交換意見交換意見交換のののの視点視点視点視点

訪訪訪訪 問問問問 企企企企 業業業業

進進進進 行行行行 方方方方 法法法法

〇〇〇〇 多多多多くのくのくのくの本学学生本学学生本学学生本学学生をををを採用採用採用採用いただいているいただいているいただいているいただいている各界代表企業各界代表企業各界代表企業各界代表企業

〇〇〇〇 各企業各企業各企業各企業がががが必要必要必要必要としているとしているとしているとしている本学学生本学学生本学学生本学学生のののの能力，学生気質，及能力，学生気質，及能力，学生気質，及能力，学生気質，及びびびび本学本学本学本学へへへへ求求求求めることにめることにめることにめることに関関関関するするするする

ことについてことについてことについてことについて意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行うううう。。。。

ファシリテーターファシリテーターファシリテーターファシリテーター

はははは本学学生本学学生本学学生本学学生

◆結城◆結城◆結城◆結城プランプランプランプラン201201201201３３３３ 学生支援学生支援学生支援学生支援のののの基本方針基本方針基本方針基本方針 PLANPLANPLANPLAN 2222 をををを満満満満たすたすたすたす。。。。

「戦略的な就職支援を図るため，30社以上の企業とアライアンスシステムを構築するとともに，学長による企業訪問を実施します。」

◆大学機関別認証評価／大学機関別選択評価◆大学機関別認証評価／大学機関別選択評価◆大学機関別認証評価／大学機関別選択評価◆大学機関別認証評価／大学機関別選択評価をををを満満満満たすたすたすたす。。。。 ＜基準６－２－②＞卒業（修了）生，就職先の意見

山形大学山形大学山形大学山形大学

〇 結城学長

〇 在学生（キャリアサポーター）

〇 キャリア関係教職員

各企業各企業各企業各企業

〇 代 表

〇 本学ＯＢ・ＯＧ
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                                   平成２５年 ７月 ２日                  

山 形 大 学 

平成25年度「基盤教育ベストティーチャー賞」の受賞者が決定  

本学では、平成19年度から、基盤教育（旧  教養教育）において、多くの学生に
支持され、質の高い授業を実施している優秀な教員に「ベストティーチャー賞」
「ベストティーチャー新人賞」を授与し、表彰しています。  
平成25年度の受賞者４名が決定し、本日表彰式を行います。  

◆選考方法 

 以下の３つの区分で候補者を選考し、基盤教育評価改善会議（議長 清塚邦彦人文学部

教授）において審議し、受賞者を決定。  

１．ベストティーチャー賞（教員推薦）本学教員３名以上からの推薦があった者 

２．ベストティーチャー賞（学生投票）本学学生による投票において最多得票数を得た者 

３．ベストティーチャー新人賞（教員推薦）本学採用から３年以内かつ満 40歳未満で、  

２名以上の教員から推薦があった者 

 

◆平成２５年度受賞者 

ベストティーチャー賞（教員推薦）  

・地域教育文化学部  講師  新海 宏成（しんかい ひろなり） 

・基盤教育院    講師  佐藤  琴（さとう こと） 

・小白川キャンパスキャリアサポートセンター 
准教授 松坂 暢浩（まつざか のぶひろ） 

ベストティーチャー賞（学生投票）  

・基盤教育院    准教授 杉原 真晃（すぎはら まさあき） 

ベストティーチャー新人賞（教員推薦）  

該当者なし 

 

◆表彰式 

７月２日(火)１６：２０から 学長室において 

 

◆平成２５年度受賞者による公開授業 

質の高い授業の共有を目的に、以下のとおり受賞者による公開授業を予定しています。 

・新海講師 ［7月12日 (金 ) 13:00～14:30 情報ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ3階第一実習室］  

『スポーツ科学とデータ解析』 

・佐藤講師 ［7月10日 (水 )  8:50～10:20 基盤教育1号館2階128教室］  

『江戸絵画の見方』  

・松坂准教授［7月30日 (火 )  8:50～10:20 基盤教育2号館2階222教室］  

『キャリアデザインⅠ』  

・杉原准教授［7月19日 (金 ) 14:40～16:10 基盤教育2号館2階222教室］  

       『春からのキョウヨウ教育必勝法』  

 （お問合せ先）  

 小白川キャンパス事務部教務課  教育企画担当（庄司）  

電話  023(628)4720 
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                                   平成２５年 ７月 ２日                  

山 形 大 学 

短期留学生受入れプログラム「山形文化体験学習セミナー」を開講 

独立行政法人  日本学生支援機構の平成２５年度留学生交流支援制度 (短期受入
れ )に、本学の短期留学生受入れプログラム「山形文化体験学習セミナー」が採択
され、７月２５日から、大学間交流協定校の銘傳大学 (台湾 )の学生を迎え、セミナ
ーを開講します。  

 

◆概要 

このセミナーは、本学の大学間交流協定校である銘傳大学(台湾)の学生たちが、山形

で活躍する講師による講義、地元企業や工場見学、花笠祭りへの参加、山形の仏教文化

体験や伝統文化体験、ホームステイ等の活動を通して、日本語能力を高め、山形の伝統

文化や豊かな自然、そこに息づく人々の営みを学び、山形、日本に対する多角的な理解

を深めることを目的としています。  

また、受け入れにあたっては、川西町、西川町等と連携し、地域での交流をプログラ 

ムに盛り込み、地域の国際化に貢献すると共に、山形の文化を海外に発信する機会にな

ればと考えています。 

・受入期間：平成２５年７月２５日 (木)～８月８日(木) 

・受入人数：１５名  

・学生への支援：プログラム参加にかかる経費のうち、１人８０，０００円を留学生

交流支援制度（短期受入れ）により補助。  

 

◆プログラム（スケジュールは別紙参照） 

・日本文化体験（茶道、着付け、こけし絵付け、平清水焼、花笠踊り） 

・日本文化講義（京都祇園のお座敷文化、温泉学、座禅（常林寺）、けん玉）  

・見学（山形市内、蔵王温泉・お釜、山寺等） 

・川西町での体験（獅子舞、川西町国際芸能フェスティバルに参加） 

・西川町での研修（そばうち、和菓子作り、月山の自然講習、酒蔵） 

・山形花笠祭りに参加 

・多文化共生概説授業（日本人学生と一緒に受講しながら交流） 

  ・ホームステイ（計4泊5日） 

◆期待される効果 

  ・協定校から受け入れている交換留学生数に比べて、本学から協定校に派遣する学生

の数が少ないため、この交流を通して、本学学生が台湾やその他の国への留学に関

心をもつようになること。 

・交流プログラムの参加者が、銘伝大学を卒業後に本学の大学院へ進学すること。 

・本プログラムの実施によって、将来、日本と台湾の懸け橋になる人材が育つこと。 

（お問合せ先）  

 基盤教育院  准教授  尤  銘煌  

電話  023(628)4933 



 

山形文化体験学習セミナー ―地域の「人・物・精神」との交流を通して― 

 

時間 午前 午後 夜 宿泊 

7/25（木） 台北－仙台空港 仙台空港－山形駅 18:30 歓迎会・開会式 市内ホテル 

7/26（金） 
9:00～ 茶道講義（清風荘） 

11:00‐12:00 花笠踊り練習① 

14:30 平清水焼 

（平清水焼窯元七右エ門窯） 
 市内ホテル 

7/27（土） 8:30～ 着付講義、着付け（清風荘） 山形―川西町 19:00 獅子舞祭り 川西町 homestay 

7/28（日） 9:30～国際芸能フェスティバルリハーサル 
13:30 国際芸能フェスティバルに出演 

（川西町ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ） 
17:00 地元との交流会 市内ホテル 

7/29（月） 9:00‐10:30 こけし絵付け(教室) 

12:00 昼食懇談会（地域教育文化学部） 

14:00‐16:00 花笠踊り練習② 

16：30‐18：00 多文化共生概説授業（R114） 

 市内ホテル 

7/30（火） 

9:00‐10:00 花笠踊り練習③ 

11:00～ 山形市内見学（文翔館、七日町御殿堰、やまがた伝統こけし館、山形まなび館、

山形まるごと館、紅の蔵、瑳蔵、市役所、山形郷土館、三浦人形店などを見学） 

 市内ホテル 

7/31（水） 
9：00～ 京都祇園のお座敷文化講義（教室） 

11:00‐12:00 花笠踊り練習④ 
14:30 蔵王温泉、お釜 18:00 蔵王 夜景観賞 市内ホテル 

8/1（木） 
山形―西川町 

10:00～ そばうち 
14:00 和菓子作り 17:00 地元との交流会 西川町 旅館仙台屋 

8/2（金） 10:00～ 旅館出発 12:30 月山の自然講習（雪散策、植物）  西川町 旅館仙台屋 

8/3（土） 
9:00 旅館出発 

10:00～ 酒蔵見学 
13:00 山寺 芭蕉記念館  市内ホテル 

8/4（日） 5:20～ 座禅講義、座禅（常林寺） 14:00‐16:00 花笠踊り練習⑤  市内ホテル 

8/5（月） 9:00-10:30 けん玉講義（教室） 11:00‐12:00 花笠踊り練習⑥  山形市 homestay 

8/6（火） 10:00～ 花笠踊りの着付け、練習⑦ 花笠祭りに参加  山形市 homestay 

8/7（水） 8:50～ 成果発表会（教室） 送別会 山形市 homestay 

8/8（木） 9:00 山形―仙台 仙台空港‐台北   
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                                   平成２５年７月２日                  

山 形 大 学 

 

山形大学短期留学生受入プログラムを実施  

 

グローバル社会に対応する取り組みの一つとして、山形大学に山形大学のサテライト

がある中国、ベトナム、インドネシア、ケニア、ペルーの5カ国から学生を10日間程度

受け入れ、山形大学生が相互理解を深める山形大学短期留学生受入プログラムを実施し

ます。  

 

グローバル社会を生きる私達は、諸課題を地球規模で把握することや他国の人々
との相互理解が不可欠です。そして、多くの国の文化や歴史、習慣を学び、諸外国
及び諸外国人を多面的に理解する必要があります。このためには、海外からの留学
生を受入れることや学生を海外に留学させることは重要な取り組みであると考えま
す。  
今夏、山形大学のサテライトがある中国、ベトナム、インドネシア、ケニア、ペ

ルーの5カ国から学生を10日間程度受け入れ、山形大学生が相互理解を深める山形

大学短期留学生受入プログラムを実施します。  
 
【詳細】  
・受入期間  ８月１日 (木 )～８月９日 (金 )※3～5日ホームスティ  
・受入人数  ２１人  
・招待大学  ベトナム：ハノイ農業大学、カントー大学  
       中   国：延辺大学  
      インドネシア：ガジャマダ大学  
      ケニア：ジョモケニヤッタ農工大学  
      ペルー：カトリカ大学、ラモリーナ農業大学  

 ・プログラム内容  国際相互理解：各国紹介、各大学紹介  

  （別紙参照）    山形を知る：山形放送見学、県庁訪問ほか  
          日本を知る：日本語学習、日本事情講義  

ホームステイ  
 ・その他  往復の航空賃、国内での滞在費などを山形大学が負担します。  
 
【ホームスティ先を募集】  
山形大学では、留学生を受け入れていただくホームスティ先を募集しております。

ご家庭でも異文化交流を体験してみたいという方、ぜひ国際交流室までご一報くだ
さい。お待ちしております。  

 

 

 

（お問合せ先）  

 山形大学渉外部国際交流室  

 迎田、星  

電話  023-628-4118 



７月３１日（水） ８月１日（木） ８月２日（金） ８月３日（土） ８月４日（日） ８月５日（月） ８月６日（火） ８月７日（水） ８月８日（木） ８月９日（金） ８月１０日（土）

9:00 ステイ先より移動

10:00

11:00

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食

13:00 蔵王山寮より移動

14:00
ホストファミリー紹

介

15:00 開講式

16:00 蔵王山寮へ移動

17:00 オリエンテーション 閉講式

18:00

19:00

20:00 フリータイム フリータイム フリータイム

宿泊 ソーレインホテル 蔵王山寮 蔵王山寮 ホームステイ ホームステイ ソーレインホテル ソーレインホテル ソーレインホテル ソーレインホテル ソーレインホテル

＜平成２５年度山形大学短期留学生受入プログラムスケジュール＞

【日本を知る】
日本語学習

【山形を知る】
文翔館

最上義記念館
山形城
見学

フリータイム

【日本を知る】
日本事情講義
（政治・経済・
社会・文化）

フリータイム

【山形を知る】
県庁訪問

知事表敬訪問

フリータイム

【国際相互理解】
各国紹介

（問題点と将来）

【日本を知る】
日本語学習

【山形を知る】
県立博物館

霞城セントラル
見学

フリータイム

移動日

【山形を知る】
電車で山寺を訪ねる

感想発表

送別会歓迎会 懇親会

離日

移動

【日本文化を知る】
花笠体験
温泉街探訪

【日本の体験と理
解】ホームステイ

【国際相互理解】
各大学紹介
大学生活紹介

【山形を知る】
山形放送見学

【日本の体験と理
解】

ホームステイ

【日本を知る】
日本事情講義
（政治・経済・
社会・文化）
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平成２５年７月２日                  

山 形 大 学 

 

基盤教育科目「フィールドワーク出羽三山」で慈恩寺の考古学的調査を実施 

基盤教育科目「山形に学ぶ」の一つ、「フィールドワーク出羽三山」（地域学） 

の授業で、慈恩寺の考古学的調査（寺域の石塔調査）を行います。  

本年度、慈恩寺は国史跡への指定を目指しており、全国に誇れるスケールの  

大きな史跡・慈恩寺の姿が浮かびあがってきており、本調査もその一環です。  

 

日  時：７月１３日（土）、１４日（日）※予備日１５日（月・祝）  

１０ :００～１７ :００頃  

会  場：慈恩寺境内  ※小雨決行  

参加者：山形大学、明治大学の学生、東北芸術  

工科大学卒業生、各地の埋蔵文化  

財担当者など約２０名  

 

○授業の目的  

山形大学では、より豊かな人間力の育成を目指し、

平成２２年度入学生から新しい教育カリキュラム

「基盤教育」を導入しています。学生自らが実践的な歴史調査活動を通じて、山

形への理解を深めることを目的として、慈恩寺、寒河江市教育委員会から全面的

にご協力をいただき、実施することとなりました。  

 

○調査概要  

調査対象は、慈恩寺の各所に残る僧侶やその周辺の人々の墓石です。考古学的

な手法を用いて、文字部分の解読や石材の検討、形式の変化を検討し、必要に応

じて拓本調査も実施します。 

昨年度の調査では、慈恩寺の僧侶の墓を多数確認され、その性格として①非常に

格式が高いこと②修験道に関係する人びとの痕跡が確認される③形式（デザイン）

や石材に、慈恩寺固有の特徴が確認された、などの発見がありました。  

こうした調査成果から、かつての慈恩寺の範囲を特定し、慈恩寺の活動の実態を

探る上の有力な材料を得ることが目的です。  

 

※慈恩寺は、奈良時代に開山とされ、奥州藤原氏の保護を受けるなどして反映した大寺院。

出羽三山の一角であったことも指摘され、修験の場としても著名。寺内には多数の仏像を

はじめとする重要文化財がある。 

（お問合せ先）  

基盤教育院准教授  荒木  志伸  

（℡）023(628)4974 
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イメージからリアルへ。  

山形大学オープンキャンパス2013の開催  

 

 

山形大学を志望している受験生や、高校１・２年生、高校教員、保護者等 

の皆様を対象に「山形大学オープンキャンパス２０１３」を開催します。 

○７月２７日（土）飯田キャンパス（医学部）                   

○８月 ２日（金）米沢キャンパス（工学部）･鶴岡キャンパス（農学部）                   

○８月 ３日（土）小白川キャンパス（人文学部、地域教育文化学部、理学部） 

 

 

山形大学のことをより詳しく知っていただくため、各学部（学科）概要説明や、模擬講義、

体験授業、相談コーナー等を行います。 

来場者には、山形大学オリジナルグッズを差し上げます。 

 

◆プログラム 

・各学部（学科）概要説明 ・施設、研究室見学 ・模擬講義、体験授業 

・なんでも相談コーナー ・在学生相談コーナー ・各種資料配付 等 

 

◆シャトルバス 

各キャンパス“最寄り駅”(山形駅、米沢駅、鶴岡駅)から無料シャトルバスを運行します。 

 

 ◆参加申し込み 

山形大学ホームページ及び携帯サイトにおいて、参加受付を開始しています。 

原則として予約制ですが、当日の参加も大歓迎。詳しくは、ホームページをご覧ください。 

 

 

（お問い合わせ） 

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 
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１．理学部「小さな科学者・体験学習会」の開催 

 

  この講座は、主に小・中学生を対象に、演示実験や簡単な体験型の実験を通して、科学の

面白さや楽しさに触れてもらおうと企画しているもので、毎年複数の講座を実施しています。 

今年の夏は、以下の２つの講座を開催します。各分野の教員及び大学生が丁寧に指導しま

すので、夏休みに親子で楽しくサイエンスに触れてみませんか？ 

①『光の不思議』 

◆日 時： ７月２８日（日）１３時３０分～１５時３０分 

◆場 所： 山形県産業科学館4階発明工房（山形駅西口霞城セントラル内） 

◆対 象： 小学４年生～中学３年生２０人とその保護者 

（申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。） 

◆参加費： 無料 

 

②『親子で体験！バイオロジー11』 

◆日 時： ８月４日（日）１３時００分～１５時３０分 

◆場 所： 山形大学SCITAセンター（小白川キャンパス内） 

◆対 象： 小学５～６年生 ２０人とその保護者 

（申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。） 

◆参加費： 無料 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

 

２．理学部「サイエンス・サマースクール in やまがた」の開催 

 

この講座は、高校生を対象に山形大学理学部が毎年夏に実施しているもので、一日がかり

の実験・実習を通してじっくりと科学に触れてもらおうと企画している体験型講座です。 

今年度は、以下の期間内に５つのコースを開催します。好きなコースを複数受講できます

し、１つだけの受講でも構いません。各分野の教員及び大学生が丁寧に指導しますので、高

校生の皆様からのご応募をお待ちしております。 

 

◆期 間： ８月２日（金）～９日（金） 

◆場 所： 山形大学理学部（小白川キャンパス内） 

◆対 象： 高校生（学年不問。ただし各コースの定員10名。） 

◆受講料： 無料 

 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧ください 〕 

 

 



３．平成２５年度スライムマイスター養成講座の開催 

 

 やまがた『科学の花咲く』プロジェクトでは、地域や家庭で科学の不思議や面白さ、科学

技術を教える講師や補助者になっていただくためのスライムマイスター養成講座（初級・上

級）を開講します。開催日時、場所、参加費、申し込み締切は、２つのプログラム共通です。 

◆開催日時：７月２８日（日）及び８月３日（土）と、 

８月１０日（土）又は９月２１日（土） 

   ◆開催場所：山形大学 SCITAセンター（小白川キャンパス内） 

      ※実験指導実施講座は、霞城セントラル又は、イオン石巻ショッピングセンター 

   ◆参加費 ：無料 

   ◆申込締切：７月１９日（金） 

   ◆定員  ：初級は２０名（応募者多数の場合は抽選） 

      ※上級の定員はなし。ただし、受講対象は初級を取得した方に限ります。  

 

〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

 

 

 


















