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 山形ではとうとう雪の季節となりました。 

 校友会事務局のある小白川キャンパスは、まだ積雪はわずかですが、工学部キャンパス

のある米沢や農学部キャンパスのある鶴岡では 早くも 30cm ほどの積雪となっているよう

です。 

 ここに、山形大学校友会メールマガジン“みどり樹通信”第 6号をお送りします。 

山形大学のたくさんの元気をお届けしますので寒さの厳しい季節ではありますが、暖かい

部屋でご覧いただけましたら幸いです。 

 次号の配信は新年になります。今年もたいへんお世話になりました。 

 来年もどうぞよろしくお願いします。  

                                                          山形大学校友会メルマガ編集局 

 

ＩＮＤＥＸ …………………………………………… 

   １．山形大学のトピックス 

   ２．校友会からのお知らせ 

   ３．各学部同窓会の情報をお伝えします 

   ４．一枚の写真から見えたもの 

   ５．山大卒業生の皆さまからのメッセージ 

   ６．地域の少し気になるニュース 

     ～ メルマガ編集局から ～  

…………………………………………………………… 
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【校友会支援事業】平成 27年 2月 14日(土)に恒例の「山形大学雪合戦大会」が 

 米沢キャンパスで開催されます。 

 卒業生の皆さま、国際ルールに基づいて行われる熱戦をぜひご観戦ください。 
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  １. 山形大学のトピックス  
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 ■山大トピックス 

 ○学長記者会見の様子を紹介します。 

 ・学長記者会見(11月 18日開催分) 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=23 

   (資料 PDFファイル 5.78MB） 

 ・学長記者会見(12月 9日開催分) 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=26 

   (資料 PDFファイル 1.87MB） 

 ○日本学術振興会(JSPS)頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プロ 

 グラムに山形大学の「先端次世代エネルギーリーダーシップ」が採択されました。 

 http://www.jsps.go.jp/j-zunoujunkan3/saitakujigyou.html 

 ○第 4回 安達峰一郎記念世界平和弁論大会を開催しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1115 

 ○留学生と地域との交流イベントを開催しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1120 

 ○12月 1日から小白川キャンパスのイルミネーションが始まりました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1119 

 ○山形大学学生フォーラム「山大闘論！in 米沢キャンパス」が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1123 

     

 ■山大のアラカルト紹介（キャンパス内で、なんとなく不思議発見） 

 ○山形大学では、学生支援のために次のような独自の奨学金を提供しています。 

 ・山形大学山澤進奨学金 山形俊才育成プロジェクト 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/campus3/index.php?id=29 

 ・山形大学エリアキャンパスもがみ土田秀也奨学金 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/campus3/index.php?id=38 

 ・山形大学 YU Do Best 奨学金 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/campus3/index.php?id=34 

 ・山形大学学生支援基金奨学金 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/campus3/index.php?id=32 

 ○ 山形大学では、各キャンパスで学生さんからの様々な悩みの相談を受け付ける 

 「なんでも相談コーナー」及び「学生相談室」を提供しています。  

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/campus3/index.php?id=7 
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 ○ 山形大学では「山形大学ソーシャルメディアポリシー」に基づき、次のような 

 ソーシャルメディアアカウントを公式に運用しています。  

 Facebookや Twitter をご利用のかたは、ぜひアクセスしてみてください。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/common14/index.php?id=75 

 ○山形大学大学歌及び学生歌「みどり樹に」のイメージ VTRが動画投稿サイト 

「You  Tube」で視聴できます。 

 おかげさまで 12月 3日（水）にアクセス 1,000回を突破しました。引き続き 

 2,000回のアクセスを目指しますので、よろしくお願いします。 

 https://www.youtube.com/watch?v=fQ4qe7e1uZ4  

  

 ■山大生の元気をお届けします 

 ○ベトナム国家農業大学にて「リーダーシップ応用２」を開講しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1113 

 山形大学は同大学にもサテライトを設置しています。こちらをご覧ください。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/topics0/article.php?storyid=393 

 ○学生サークル紹介 

 今回は工学部「ジャグリングサークル」の活動を代表の学生さんに紹介して 

 もらいました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/2014circle_index.html 

 ○学生関係のイベント紹介（お近くの方はぜひお出かけください。） 

・山形大学混声合唱団 第 64回定期演奏会が 12月 27日（土）14:00から、 

 遊学館 2Fホール（山形市）で開催されます。 

 http://yamadaikon332.web.fc2.com/03_concert.html#pageLink01 

 ・「山形から世界へ ～多文化交流コンサート～」が来年 1月 10日（土）に 

 遊学館 2Fホールで開催されます。多数の山形大学留学生が出演します。 

 ＜昨年の様子は次のページをご覧ください。＞ 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_01/26_01tabunka_concert.html 

  

■山形大学からのお知らせ 

 ○平成 26年 12月 21日（日）に「山形大学キャンパスコンサート」を開催します。 

 会場／山形大学文化ホール ＜小白川キャンパス構内＞入場無料 

 http://www.e.yamagata-u.ac.jp/topics/img/141103.pdf 
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  ２. 校友会からのお知らせ  
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 ■校友会からのお知らせ 

【校友会支援事業】「知的書評合戦ビブリオバトル 2014inやまがた」を開催しました。 

 http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/ytlib/info8011/ 

【校友会支援事業】平成 26年 12月 6日（土）小白川キャンパスにて「山形大学卒業  

 生講演会」シンポジウム ～私にとっての山形大学とは～ 」を開催しました。 

 （詳細は次号で紹介します。） 

 ▼平成 26年 12月 20日（土）「山形大学同窓会・校友会首都圏ネットワーク総会並びに 

 各同窓会と校友会との情報交換会」を開催します。（会場：山形大学東京サテライト）  
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  ３．各学部同窓会の情報をお伝えします   
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 ■同窓会インフォメーション 

 ○「ふすま同窓会支援事業海外チャレンジ支援プログラム」による支援学生が 

 決定しました。同プログラムについては、次のページをご覧ください。 

 http://www-h.yamagata-u.ac.jp/news/news-news/7450.html 

 ○各同窓会支部総会等の開催状況（校友会事務局から出席した総会等） 

 ▼平成 26年 11月 22日（土）米沢工業会関西支部総会 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/dousoukai/douso_26_09/26_11ykKANSAI.html 

＜校友会が出席した総会等の様子はこちらからご覧ください。＞ 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/kakudousoukaikatudou.html 

   

 ■同窓会からのお知らせ 

 ▼平成 27年 1月 30日（金）一般社団法人米沢工業会 TH会首都圏支部新年会が 

  クーポール赤坂本店（東京）において開催されます。 

  

 ■各同窓会から校友会に寄贈された機関誌等を紹介します。 

  ～ありがとうございました。～ 

 ・会報『乾坤』第 130号 東京ふすま会発行 
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  ４．一枚の写真からみえたもの   
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 ■人文学部１号館の増築工事中に出現したもの！！ 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201412.html 
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  ５．山大卒業生の皆さまからのメッセージ   
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 ■山形大学や学生への 200字程度の応援メッセージをお願いします 

  ○引き続き、広く募集中です。 

 ■学生当時の写真（大学構内の様子など）をお持ちではありませんか！！ 

  ○引き続き、広く募集中です。  

 ■特別寄稿 

  ○卒業生の皆さんに原稿を募集しますので、どしどしお寄せください。 

  次のテーマで 800字以内でお願いします(締め切りは毎月末デス。) 

  テーマ：「あなたが過ごした山形大学時代！！」 
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  ６．地域の少し気になるニュース   
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 ○Ｊリーグのモンテディオ山形が４年ぶりに J1復帰を果たしました。  

 皆さま、応援ありがとうございました！ 

 試合の結果等については＜モンテディオ山形オフィシャルサイト＞をご覧ください。 

 http://www.montedioyamagata.jp/ 

 ○女子スキージャンプワールドカップが来年 1月 17日（土）、18日（日）に 

 蔵王（山形市蔵王ジャンプ台）で開催されます。 

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/sub2/kakuka/kyoiku/supotsu/ibento

/jump2013.html 

 ○山形県内各地でスキー場がオープンしています。 

＜山形県内のスキー場オープン情報（予定）を紹介します＞ 

 http://yamagatakanko.com/log/?l=303129 

 ○「山形駅クリスマス イブイブコンサート」に山形大学混声合唱団、 

 山形大学吹奏楽団が出演予定です。 

  平成 26年 12月 23日（火・祝） 会場：山形駅東西自由通路 

 <出演予定時間> 

  [混声合唱団] ①10:35～11:00 ②13:00～13:25 

  [吹奏楽団] ①11:35～12:00, 12:05～12:30   ②13:30～13:55,14:00～14:25 
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   ～ メルマガ編集局から ～  
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 ▼校友会フォトギャラリー12月▼ 

 ＜キャンパス雪景色＞ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/gallery01/gallery2014_1202.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ■ □ ■  編集後記 ■ □ ■ 
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 モンテディオ山形がクラブ史上初めて出場した「サッカー天皇杯決勝戦」。  

 ガンバ大阪に惜しくも敗れ準優勝となりましたが、Ｊ１優勝チーム相手に 

 最後まで諦めずにボールを追いかける選手たちの姿は、山形県民に大きな 

 勇気と感動を与えてくれました。2015年はＪ１復帰、山形をますます盛り 

 上げるチームにメルマガ編集局も期待しています！！ 

 メルマガに最後までお付き合いいただきありがとうございました。  

 年末を控え、皆さまには益々ご自愛ください。 

-------------------------------------------------------- 

 メールマガジンに関するお問い合わせ、メッセージ、寄稿文及び配信停止の 

 希望などは、下記のアドレスまでご連絡ください。 

 [山形大学校友会メルマガ編集局] 

 ykouyukai ＠ jm.kj.yamagata-u.ac.jp 

 

■編集＆発行■  

 山形大学校友会メルマガ編集局（山形大学校友会事務局） 

 E-Mail: ykouyukai @ jm.kj.yamagata-u.ac.jp 

 山形市小白川町１丁目４－１２ 

 Tel：023-628-4867  Fax：023-628-4185 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 メールマガジンの一部または全部を無断転載することは 

 禁止されています。 

 Copyright Yamagata University. All rights reserved. 
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