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     ☆ みどり樹通信 ☆  第３６号  2017 年 6 月 15日発行 

 

…………………………………………………………………………………………■■□ 

  当地山形も間もなく梅雨の時期に入り、キャンパス内の銀杏並木が一層新緑を増し、 

学生さん達はそれぞれカラフルな色彩の傘を差し通学する姿を観るようになります。 

 ここに、校友会メールマガジン “みどり樹通信” 第 36 号をお届けします。 

今回も山形大学のフレッシュな情報をお届けします。 

                                              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．卒業生のひろば 

   ５．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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  １. 山形大学のトピックス 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■山大トピックス 

◯山形大学附属博物館ものがたり《収蔵品が語る 90 年のエピソード》 

近代教育が始まった明治時代まで遡る山形大学の歴史を振り返る展覧会です。 

展覧会には，昭和 20 年に(旧制)山形高等学校理科甲類に入学され， 

現在東京工業大学名誉教授である鈴木光男先生からお預かりしている資料の一部の 

「入学および勤労動員関係資料」，「新聞『ふすま』」が展示されています。 

この資料の展示は，東京ふすま会の相馬義嗣さんのご協力によるものです。 

期間：6月 12日(月)～8 月 18日(金)   土・日曜，祝日(除く 8月 11日)及び 8 月 14～16日は休

館 

http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/museum/ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/
http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/museum/


展示内容を抜粋しましたのでご覧ください(PDF) 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/Fuzokuhakubutukan_photos.pdf 

◯時任静士教授らが宇部興産（株）との共同開発で半導体オブ・ザ・イヤー2017 

グランプリを獲得 

宇部興産と山形大学有機エレクトロニクス研究センターの時任静士卓越研究教授の 

グループが共同で開発した、印刷有機集積回路に適用可能な N 型有機半導体が、 

電子デバイス産業新聞主催の「半導体・オブ・ザ・イヤー2017」の半導体用電子 

材料部門グランプリを受賞しました。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/information/press/20170606_01/ 

◯並河教授らが自然界の模様の謎を解き明かす、新たな化学的モデルを発見 

本学の並河教授（物理化学）らは、自然界の模様の類似性の謎に迫ることを可能にした、 

重合反応(1)を用いた新しい化学的モデルを発見しました。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/education/notice/chemistry/20170602/ 

◯平成 29 年度文部科学省「留学生就職促進プログラム」に採択 

本学の『地域社会が連携した地域留学生就職促進プログラム』が採択されました。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/information/info/20170523_01/ 

◯仙台合同庁舎で有機エレクトロニクス展を開催 

6 月 1 日から末日まで仙台合同庁舎（仙台市青葉区本町）1 階ロビーで 

有機エレクトロニクス展を開催しています。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/information/info/20170602_01/ 

 

■山大生の元気をお届けします 

◯山形大学フリーペーパ－サークル“Ｙ－ａｉ！（ﾔｲ）”の菅野智佐さん(人文学部４年)から 

「ご支援！ありがとうございます」のメッセージを寄稿していただきました 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/YU_gakusei/Zaigakusei/20170615YU_Sugeno.

html 

◯先輩から１年生への応援メッセージ 

工学部機械システム工学科 2 年の矢野雅之さんから応援メッセージを寄稿していただきました 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/YU_gakusei/Zaigakusei/20170615YU_Yano.ht

ml 

◯学生サークル紹介 

今回は「体育会水泳部」と「パラグライダー部」の活動を紹介していただきました 

▼体育会水泳部（代表：地域教育文化学部 3 年 渡邉健太郎さん）▼ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/mm_circles/20170615mm_swimming.ht

ml 

▼パラグライダー部 (代表：工学部 3 年 山本寛都さん）▼ 
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http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/mm_circles/20170615mm_paragliding.ht

ml 

 

■山形大学からのお知らせ 

○東北地区国立大学「宮城教育大学･福島大学･山形大学」３大学合同進学説明会を開催 

7 月 2 日（日）13 時から仙台国際センター（仙台市青葉区）で開催します。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/information/event/guide/eventinfo20170605_20170

702/ 

◯平成 29 年度学校図書館司書教諭講習を開催 

平成 29 年 8 月 22 日(火)から 25 日(金)まで 山形大学小白川キャンパスで開催します。 

申込みは 6 月 20 日（火）必着です。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/information/event/guide/20170525_01/ 

◎入試関連情報◎ 

平成 30 年度 AO入試学生募集要項を 5 月 31 日に公表しました 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/entrance/faculty/guidelines/ 

◎就職関連情報◎ 

▼就職支援・キャリア支援のページは、こちらから▼ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/employment/ 
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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 

〇5 月 31 日（水）に第 23 回となる校友会専門委員会を開催しました。 

6 月 27 日（火）には第 22 回の理事会が開催され、平成 29 年度の支援事業が決定します。 

その内容は次号でお知らせします。 

◯5 月 22 日(月)に「化けもの」に扮した農学部の留学生と職員が校友会事務局を 

訪問してくださいました 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/YU_gakusei/Zaigakusei/20170523YU_tsuruoka

_tenjin.html 

 

■寄贈された広報誌等を紹介します ～ありがとうございました～ 

・「米沢工業会誌」第 15４号   ー一般社団法人米沢工業会様からー 
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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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■各同窓会からのお知らせ 

・ふすま同窓会平成 29 年度総会（本部及び山形支部総会）が開催されました 

 日時：5 月 13 日（土）／ 場所：ホテルメトロポリタン山形（山形市） 

http://www.yamagata-u.ac.jp//ykouyu/dousoukai/douso2017/29_0513FusumaYamag

ata.html 

・東京ふすま会平成 29 年度総会が開催されました 

 日時：5 月 20 日（土）／ 場所：学士会館（東京都千代田区） 

http://www.yamagata-u.ac.jp//ykouyu/dousoukai/douso2017/29_0520Tokyofusuma.

html 

・鶴窓会代議員会が開催されました 

 日時：5 月 27 日（土）／ 場所：山形大学農学部（鶴岡市） 

http://www.yamagata-u.ac.jp//ykouyu/dousoukai/douso2017/29_0527KakusoukaiDai

gi.html 

 

▼同窓会総会の今後の開催予定（校友会が出席予定のもの） 

・地域教育文化学部同窓会川崎支部総会 

 日時：6 月 24 日（土）／ 場所：中国料理 「味良」（川崎市) 

・地域教育文化学部同窓会東京支部総会 

 日時：6 月 25 日（日）／ 場所：アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区） 

・米沢工業会神奈川支部総会 

 日時：7 月８日（土）／ 場所：ヨコハマプラザホテル（横浜市） 

・米沢工業会北海道支部総会 

 日時：7 月 14 日（金）／ 場所：ほくでん「北二条クラブ」（札幌市） 

・米沢工業会山形支部総会 

 日時：7 月 15 日（土）／ 場所 : 山形グランドホテル（山形市） 
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  ４．山大卒業生の皆さまからのメッセージ 
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◯平成 27 年工学部物質科学工学科卒業の高山泰英さんから寄稿していただきました 

「学生生活とその後」 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/YU_OBOG/OBOG_mmkikou/YU20170615OB_T

akayama.html 

 

★卒業生等の皆さまからの情報や寄稿文を募集していますので， 
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  メルマガでお知らせしたい情報や寄稿文をお気軽にお寄せください。 

（毎月末締切りです。） 

   ☆ 「あなたが過ごした山形大学時代」（800 字以内） 

   ☆ 卒業生等が主催又は参加する各種イベント情報 

   ☆ 山形大学や山大生を“応援するメッセージ”（200 字程度） 

   ☆ あなたが学生当時の山大キャンパス等の写真及びコメント …などテーマは自由。 
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  ５．地域の少し気になるニュース 
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■女性・若者のためのナリワイカレッジの開催 

山形県では、創業・起業・ナリワイづくりを目指す女性・若者を対象に、資格や特技を 

活かしてナリワイをつくり、起業につなげていくための基礎知識と実践力を身につける 

セミナーを開催します。(6 月 20 日申込締め切り) 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314041/nariwaicollege.html 

■これから山形の花『紅花』の季節を迎えます。そこで，山形市長のやまがた自慢 

「最上紅花」を紹介します。 

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shicho/jiman/jiman201706.html 

■おいしい庄内空港 夏のキャッシュバックキャンペーン 

2 名以上の方が 7 月 1 日～9 月 30 日の間に庄内と羽田の両空港間を同一行程で往復する 

場合には，先着 1,000 名限定で 1 名当り 5,000 円のキャッシュバックを受けられます。 

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/kousokukoutu/tiiki012222222222.html 
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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▼ 

 今月はお休みさせていただきます 
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  ■ □ ■  編集後記 ■ □ ■ 
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 本号で校友会メールマガジンも第 36 号となりました。これもひとえに読者、 

寄稿いただいた卒業生、そして取材に応じてくださる皆さまのおかげと心より 

感謝しております。これからも山形大学の在学生、卒業生及び山大を愛する 

皆さまとを繋ぐ「架け橋」となるよう情報発信に努めて参ります。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314041/nariwaicollege.html
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-------------------------------------------------------------------- 

 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 


