
                           

 

             学 長 定 例 記 者 会 見  要 項   

 

日  時： 平成２６年９月１６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．山形大学「地（知）の拠点整備事業」 平成２６年度地域志向教育研究課題 

「山形県理科人財育成 科学の甲子園ジュニアへの参加者養成プログラムの開発」 

について 

２．「奥の細道マイスター養成講座（中級）公開講座」について 

３．平成２７年度「推薦入試学生募集要項」、「私費外国人留学生入試募集要項」 

及び「社会人入試学生募集要項」を公表 

 

  お 知 ら せ   

１．科学で東北を盛り上げ隊！@石巻の開催 

２．３大学合同「不思議で楽しい科学・理科体験教室」を東京サテライトで開催 

３．山大農場フェスティバル「お米がとれたよ みんなで踊ろう！」を開催 

４．農学部紹介講座「農学の夕べ」を開催 

   ５．ホームカミングデーの開催 

    ①地域教育文化学部  資料パネル展示会 

    ②理学部  講演会・研究室公開 

６．地域教育文化学部公開講座「家族で考える理科教室」を開催 

７．大学コンソーシアム山形「やまがた夜話」の開催 

８．「山形大学文化ホール」で山形大学キャンパスコンサートを開催 

 

（参 考） 

○ 次回の学長定例記者会見（予定） 

日  時：平成２６年１０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） 



 

                                  

プ レ ス 発 表 資 料                 

 

                                   平成２６年９月１６日 

山 形 大 学 

 

山形大学「地（知）の拠点整備事業」 平成２６年度地域志向教育研究課題 

「山形県理科人材育成   科学の甲子園ジュニアへの参加者  

養成プログラムの開発」について  
 

平成25年度に文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」に採択された本学の「自立分

散型（地域）社会システムを構築し，運営する人材の育成」事業（以下，COC事業）の

一つの研究課題として，山形県内の中学生対象に理科人材育成プログラムの開発を行い

ます。科学の甲子園ジュニアへの参加をサポートします。  

 

◆研究の背景  

大学で中学生対象の実験講座を開講しても、部活で忙しい中学生の参加は、そ

れほど多くありません。また、中学校の理科・科学クラブも少なく、先生が異動

になると、活動しなくなる傾向だそうです。大学では、ＦＭやまがたと共同で県

内の中学校を訪問し、理科の授業を収録し、毎月第一金曜日に放送していますが、

理科人材の養成までには、いたっていません。今までの大半は、理科の楽しさや

面白さを知ってもらうイベントが多く、理科好きな子どもをもっと理科好きにす

る仕組みは、あまりありませんでした。  

 

◆科学の甲子園ジュニアへのサポート  

高校生が参加する科学の甲子園は、今年で４年目です。これまで、大学では、

代表チームを教員・大学生と事前の研修会などでサポートしてきました。中学生

対象の科学の甲子園ジュニアは２年目です。今年は、予選会が行われ、代表チー

ムが決まります。高校生と同様に大学等で研修会を開き、サポートを行う予定で

す。  

 

◆今後の予定  

  理科が好きでも、参加するクラブがない学校が存在します。彼らの受け入れ

る仕組みを教育委員会や現場の先生方と話し合いながら、作って行きたいと考

えています。個人あるいは学校単位での参加を可能とする講座の開催や、毎月

の実験講座の開催等、中学生の理科人材育成の仕組みを構築していく予定です。 

 

（お問合わせ）  

  理学部  教授  

栗山  恭直  

電話  023-628-4506 



 

 

主催：わくわくときめき化学実験隊 

後援：山形市教育委員会 

    山形大学理学部 

小さな科学者・体験学習会は、演示実験や簡単な体験型の実験を通して、子どもたちに科学の 

おもしろさ・楽しさに触れてもらおうと企画したものです。親子で楽しくサイエンスに触れてみませんか？ 

・日時：平成26年10月18日（土）10：00～12：00 

・場所：山形大学SCITAセンター 

     (山形大学小白川キャンパス 理学部内) 

・対象：小学4年生～中学3年生とその保護者 20組 

・内容：水の電気分解といろいろな電池 

・指導者名：栗山恭直（山形大学理学部教授） 
          荻野博（東北大学名誉教授） 
        小林将浩（元日本化学オリンピック事務局長） 

         

 

申込締切 ： 平成26年10月1日（水）必着 
参加者の決定方法 ： お申し込みが多数の場合は、抽選になります。 
残念ながら定員を上回ったため参加いただけない場合は、別途その旨をお知らせいたします。 

山形大学理学部事務室 小さな科学者体験学習会係 行 

この申込用紙に必要事項をご記入の上、ファックスでお申し込みください。ファックスを
お持ちでない場合は、メール・ハガキに参加申込書と同じ項目をご記入の上、上記お
申込み先までお送りください 

FAX：023-628-4510 

わくわくときめき化学実験隊 

山形大学理学部事務室 

〒990-8560 山形市小白川町1-4-12  

TEL：023-628-4505   FAX：023-628-4510 

E-mail：koukai@sci.kj.yamagata-u.ac.jp 

お申し込み先 

子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）助成活動 

●おなまえ（ふりがな） ●性別 

 男    女 
          *○で囲んでください 

●年齢 

        歳 

●ご住所   〒 

●ＴＥＬ 
 
     －      － 

●ＦＡＸ 
 
     －        － 

●メールアドレス 

●学校名 

            
●学年 

             学年 

●同伴する保護者のお名前（ふりがな） ●性別 

   男  女 
                *○で囲んでください 

●年齢 

歳 

●SCITAねット(さいたねっと) 
 
＊メンバーの方は四角内にチェックを入れてください。    ＊入会を希望される方は四角内にチェックを入れてください。 

  □ SCITAねットのメンバーである       □ SCITAねットに入会する 

※参加者の方には、レクリエーション保険に加入していただくため、性別・年齢のご記入をお願いします。保険料は大学で負担します。 
※参加申込み時にいただきました個人情報は、本件に関する準備・連絡以外には使用いたしません。 

「SCITAねット」では、メンバーを募集中です。理学部で開催する様々なイベント情報を 
優先的にお知らせします。入会金・会費等は一切ございません。 

参加費 
無料 



 

                                  

プ レ ス 発 表 資 料                 

 

                                   平成２６年９月１６日                  

山 形 大 学 

 

「奥の細道マイスター養成講座（中級）公開講座」について  

今年度開講する奥の細道マイスター養成講座（中級）において、実地

踏査及び講義を公開講座として講座受講生以外の皆様にも開放します。 

 

山形大学では平成24年度から一般市民を対象に、奥の細道についてのボランティ

アガイドを養成する「奥の細道マイスター養成講座」を開講しています。  

今回、鶴岡市で中級講座を開講するにあたり、実地踏査と講義を公開講座として

広く一般に開放します。また、『おくのほそ道』に加えて山形大学地域教育文化学

部の前身の山形師範学校を卒業した作家、藤沢周平の作品世界を探訪します。  

 

◆日時：平成２６年１１月１４日（金）１３：００～１６：３０  

 

◆内容：第一部  文学散歩「奥の細道と藤沢周平文学ゆかりの地を散策」  

     開催時間  １３：００～１５：００  

     集合場所  １３：００までに山形大学農学部正門  

           （山形県鶴岡市若葉町１－２３：旧国道７号線側）  

     ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 山形大学基盤教育院  教授  山本  陽史  

     予定ｺｰｽ  鶴岡市内（約２時間）  

    第二部  講演「松尾芭蕉の庄内、藤沢周平の海坂」  

     開催時間  １５：１０－１６：３０  

     会   場  山形大学農学部  ２０２教室  

     講   師  山形大学基盤教育院教授  山本陽史  

 

◆募集定員：文学散歩  ４０名（参加料500円：入館料・保険料等）  

講   演  ８０名（参加料  無料）  

       ※先着順のため、申込が必要です。  

◆受付開始：平成２６年９月１７日（水）午前９時から  

 

 

 

（お問合せ先）  

 山形大学ＥＭ部社会連携課  

電話  ０２３－６２８－４８４３  



奥の細道マイスター養成講座（中級）  

     公開講座 
 山形大学では、平成２４年度から一般市民を対象に、奥の細道について
のボランティアガイドを養成する「奥の細道マイスター養成講座」を山
形・宮城県内で開講しています。今回鶴岡市で中級講座を開講するにあた
り、実地踏査と講義を公開講座として広く一般に開放します。 
 『おくのほそ道』に加えて、山形大学地域教育文化学部の前身の山形師
範学校を卒業した作家、藤沢周平の作品世界を探訪します。 

 第一部 文学散歩「奥の細道と藤沢周平文学ゆかりの地を散策」 
  開催時間 １３：００～１５：００ 
  集合場所 １３：００までに山形大学農学部正門 
       （山形県鶴岡市若葉町１－２３：旧国道７号線側） 
  ﾅﾋ゙ｹﾞー ﾀー  山形大学基盤教育院 教授 山本 陽史 
     *予定コース：農学部発～長山重行邸跡（松尾芭蕉が滞在）～内川芭蕉乗船の地～ 
              内川（海坂藩ものの五間川のモデル）岸辺散策～致道館（旧藩校）～ 
              藤沢周平記念館～農学部到着（１５：００を予定） 

  
 第二部  講演 「松尾芭蕉の庄内、藤沢周平の海坂」 
  開催時間 １５：１０～１６：３０ 
  会  場 山形大学農学部 ２０２教室 
  講  師 山形大学基盤教育院 教授 山本 陽史 

平成２６年１１月１４日(金) １３：００～１６：３０ 

お問い合わせ 

 山形大学エンロールメント・マネジメント部社会連携課 

   電話：023-628-4843  FAX：023-628-4491 

   E-mail:k-sangaku@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 主催：山形大学 

   参加費 ５００円 
( 藤沢周平記念館入館料･保険料等 )   

文学散歩参加者のみ当日現金でい

ただきます（講演のみの参加は無料） 

●受付開始 ：   ９月１７日（水）９時から  

 ※受付開始日時前の申込は無効となりますのでご注意下さい。 

       お申し込み方法は、裏面申込書をご覧下さい。 
 

●注意事項：荒天の場合には、文学散歩のルートの変更や、藤沢周平記念館の見学のみとなる  

                         場合がありますので、ご了承願います。 

 参加者募集（先着順）  
 文学散歩 40名･講演 80名 

平成２６年度 



 

＜申込先＞ 山形大学ＥＭ部社会連携課 

FAX:023-628-4491 E-mail：k-sangaku@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 

 

 

「奥の細道マイスター養成講座（中級）公開講座」申込書 

 

 

 お申し込みの際は、以下に必要事項をご記入の上ファックスをお送りいただくか、以下の

情報を入力して E-mail をお送りください。 

 なお、平成２６年 ９月１７日(水)午前９時前のお申し込みは無効となりますので、ご注

意ください。 

 

 

ふ り が な 

お  名  前 

 

（ 生 年 月 日 ） 

                          

 

 

 （       年   月   日生  ） 

性 別 

 

男・女 

 

 

ご  住  所 

 

  〒     - 

 

 

 

連絡先電話番号 

 

 ご自宅：           -            - 

  

 携帯電話：         -            - 

 

     E - m a i l           

 

 

              @ 

 

 

   参 加 方 法 

希望に○をつけてください 

               *文学散歩ご参加の方はそのまま講演会もご聴講ください 

 文学散歩+講演 ・ 講演のみ 

 

 

 山形大学からの連絡方法 

希望に○をつけてください 

 

  郵送 ・ ご自宅電話 ・ 携帯電話 ・ Eメール 

 

 

※今回記載していただいた個人情報は、この催しに関する事務処理のみに使用いたします。 

※文学散歩は、安全な道・場所を引率者が配慮の上案内いたしますが、参加は自己の責任でお願いいたします。

（仮に自己の責任に基づく事故・怪我等があった場合、主催者側は責任を負いかねます。） 



 

                                  

プレス発表資料  

 

平成２６年  ９月１６日                  

山 形 大 学 

 

平成２７年度「推薦入試学生募集要項」，「私費外国人留学生入試募

集要項」及び「社会人入試学生募集要項」を公表します。  

 

 

Ⅰ  平成２６年度入学者選抜との主な変更点  

 募集人員の変更  

（１）選抜試験ごとの募集人員の変更  

  １）推薦入試Ⅰ大学全体  ５人増（昨年度   ２５２人→   ２５７人）  

 

（２）学部における募集人員の変更  

  １）人文学部法経政策学科  

     推薦入試Ⅰ     ５人増（昨年度    ３０人→    ３５人）  

  ２）地域教育文化学部地域教育文化学科  

    児童教育コース  

     推薦入試Ⅰ     １人増（昨年度    １２人→    １３人）  

    異文化交流コース  

     推薦入試Ⅰ     １人増（昨年度     ７人→     ８人）  

  ３）工学部昼間コース応用生命システム工学科  

     推薦入試Ⅰ     ２人減（昨年度    １２人→    １０人）  

 

 出願要件の変更  

  地域教育文化学部地域教育文化学科児童教育コース  

   推薦入試Ⅰ  

    （１）「②調査書の全体の評定平均値が 3.5 以上に属する者で，人物及び学力とも  

に優秀で，数学及び理科について，数学Ⅲ，物理，化学，生物及び地学（理数

科にあっては，理数数学Ⅱ，理数物理，理数化学，理数生物及び理数地学）の

科目の中から２科目以上を履修した者又は履修見込みの者」を追加した。  

   

Ⅱ  選抜日程  

推薦入試Ⅰ  願書受付  平成２６年１１月  ４日（火）～１１月  ６日（木）  

選抜期日  平成２６年１１月１５日（土）～１１月２０日（木）の間に実施  

合格発表  平成２６年１１月２８日（金）  

推薦入試Ⅱ  

 

願書受付  医学部  平成２６年１１月  ４日（火）～１１月  ６日（木）  

理学部，工学部  平成２７年  １月１９日（月）～  １月２２日（木） 

選抜期日  医学部  平成２６年１１月１９日（水）  

理学部，工学部  平成２７年  １月３１日（土）  

合格発表  平成２７年  ２月  ９日（月）  



 

私費外国人

留学生入試  

願書受付  平成２７年  １月１９日（月）～  １月２２日（木）  

選抜期日  平成２７年  ２月１３日（金）～  ２月２６日（木）の間に実施  

ただし，理学部，農学部では試験を課さない。  

合格発表  人文学部  平成２７年  ２月２０日（金）  

人文学部以外  平成２７年  ３月  ７日（土）  

社会人入試  願書受付  人文学部  平成２６年１０月２０日（月）～１０月２２日（水）  

地域教育文化学部  平成２６年１１月  ４日（火）～１１月  ６日（木） 

工学部  平成２６年１０月２１日（火）～１０月２３日（木）  

選抜期日  平成２６年１１月  ８日（土）～１１月１９日（水）の間に実施  

合格発表  平成２６年１１月２８日（金）  

  

Ⅲ  募集要項等の入手方法  

「推薦入試学生募集要項」及び「私費外国人留学生入試募集要項」は，本学ホームページで

請求いただけます。また，本学インフォメーションセンター又は各学部入試担当窓口でも配

布しております。  

なお，「社会人入試学生募集要項」は，冊子体を作成しておりませんので，本学ホームペ

ージから直接ダウンロードしてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ先）  

ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部入試課  

   前  田・高  橋  

電話  023(628)4141 









 

プレス通知資料               （概 要） 

                               平成２６年９月１６日 

山 形 大 学 

 

＊詳細は別添の資料をご覧ください。 

 

１．「科学で東北を盛り上げ隊！＠石巻」を開催 

 「やまがた『科学の花咲く』プロジェクト※」(山形大学)では、文部科学省「学びを通じた被災地 

の地域コミュニティ再生支援事業」として「科学で東北を盛り上げ隊！＠石巻」を開催します。 

◆日 時：９月２７日（土） １０：００ ～１５：００ 

◆場 所：イオンモール石巻 

◆参加費：無 料(遊べる学べるイベントがいろいろあり、どなたでも参加できます。) 

※「やまがた『科学の花咲く』プロジェクト」 

独立行政法人科学技術振興機構（JST）の支援により、山形県、県内関係機関とともに地域の科学舎

推進事業「地域ネットワーク支援」として「やまがた『科学の花咲く』プロジェクト」を平成 21年

度から３年間行い、平成 24年度からは、大学や県などで継続して事業を進めているプロジェクト。 

 

２．３大学合同「不思議で楽しい科学・理科体験教室」を東京サテライトで開催 

昨年度始めたこの企画は、東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター（ＣＩＣ）にオフィ

スを持つ大学が、地元の子どもたちに、理科・科学への興味を深めてもらうことを目的として、科学

・理科体験教室を合同で開催するものです。今年度は山形大学、高知工科大学、愛媛大学の３大学が

参加します。 

◆日 時： ９月２８日（日）１０：００～１６：３０ 

◆内 容：山形大学では、「紫キャベツのカラフル水溶液」「ウォーターフラワー」の２つのコーナ

ーを設け、主に学生スタッフが体験教室での指導を行います。 

◆場 所：東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター ３階（東京都港区芝浦３－３－６） 

◆対 象：小学生以上（事前登録制）   ※参加費無料 

 

３．山大農場フェスティバル「お米がとれたよ みんなで踊ろう！」を開催 

 本学の農場、演習林での活動を楽しみながら知っていただくために、農学部附属やまがたフィール 

ド科学センターが主催し、学生、教職員、地域の方々と一緒に、農場フェスティバルを行います。新 

米炊きたてご飯は無料です。 

◆日 時：１０月４日（土）１０：３０～１６：００ 

            （１６：１０～１７：１０までは、農場 de キャンドルナイトを開催） 

◆内 容：農場ならではの遊びのコーナー、歌と踊りのステージ、農産物販売、果物やお米にまつわ

る特別講演会等 

◆場 所：山形大学農学部高坂農場（鶴岡市高坂字古町５－３） 

※駐車場に限りがありますので、山形大学農学部と農場間のシャトルバスもご利用ください。 

 



 

４．農学部紹介講座「農学の夕べ」を開催 

現代農学の対象は食育、有機農業、バイオテクノロジー、環境問題など非常に幅広くなっています。 

山形大学農学部ではそんな農学を広く皆さんに知っていただきたいと考え、農学紹介講座「農学の夕

べ」を今年も開講します。 

◆日 時：１０月 ９日、１６日、３０日／１１月１３日、２７日／１２月１１日  計６回 

※いずれも木曜日の１８：００～１９：３０開講 

◆場 所：山形大学農学部講義室（鶴岡市若葉町１－２３） 

◆対 象：一般(受講料 無料) 

 

５．ホームカミングデーを開催します 

①地域教育文化学部  資料パネル展示会 

地域教育文化学部では、卒業生に、学部・大学院の現在について見ていただき、学部と卒業生の連 

携強化を図るために、昨年度同様、地域教育文化学部同窓会母校創立１３６周年記念祝賀会の開催に

合わせて、会場ロビーにおいてパネル展示および資料展示を行います。 

◆日 時：１０月１３日（月）１０：００～1４：００ 

◆会 場：山形国際ホテル （同窓会記念式典会場のロビーでの同時開催） 

◆内 容：パネル展示（学部概要、山形新聞コラム「地域×学び」、研究紹介ポスター、学生・ 

教育、男女共同参画推進パネル）及び資料展示 

 

②理学部  講演会・研究室公開 

◆講演会「ティーデマン・ふすま賞、理学系の受賞論文講演」 

日時：１０月１８日(土)１０：３０～１２：００   場所：山形大学理学部 １１番講義室  

※ティーデマン・ふすま賞は、人文・理学系（人文学部、理学部および関連研究科）における昨年度 

の卒業論文・修士論文を対象に募集し、応募論文の中から特に優れた論文と認められた論文に対して、 

ふすま同窓会が授与する賞。 

◆理学部研究室公開 

日時：１０月１８日(土)、１９日(日) 

 

６．地域教育文化学部公開講座「家族で考える理科教室」を開催 

 本講座は、いつも目にふれているため「当然」と考えていて、改めて「どうしてそうなるの？」「ど

うしてそう考えるの？」と問われても戸惑ってしまうような日常的現象を取り上げ、その現象の「し

くみを解く」ための実験や観察の方法を、家族で考え、家族で実験や観察を行うことで、『自然科学

の方法』を「再認識」してもらうことをねらいとしています。 

◆日 時：１０月２５日、１１月１日、１１月８日 全日土曜日 １３：００～１５：００ 

◆場 所：地域教育文化学部２号館 自然科学多目的第１及び２実験室 

◆対 象：小学校３年生以上の児童・生徒とその家族（定員２０組：先着順） 

◆受講料：１組２，０００円（材料費・保険料込み） 

◆申 込：１０月１７日（金）まで電話またはメールでお申し込みください。 

 

 



７．大学コンソーシアム山形「やまがた夜話」の開催 

「大学コンソーシアムやまがた」では、「もう一つの人づくり」を実現するため、「山形県の人・ 

モノ・地域作り」をテーマに、「やまがた夜話」を開催し、それぞれの得意分野で活躍している第一

人者の方からお話ししていただきます。１０月は、『続・最上川を学ぶ』をテーマに４回開催します。 

◆日 時：  ※全日水曜日、１８：３０～１９：３０まで 

１０月８日 下平 裕之 氏 （山形大学人文学部教授） 

１５日 本木 勝利 氏 （山口里づくり会長） 

２２日 阿子島 功 氏 （山形大学名誉教授） 

２９日 大川 健嗣 氏 （東北文教大学教授） 

◆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 定員５０名（参加費は無料） 

 

８．「山形大学文化ホール」で山形大学キャンパスコンサートを開催 

新設した「山形大学文化ホール」を会場として、市民向けコンサート山形大学キャンパスコンサー

トを行います。山形大学文化ホールは「地域と大学をつなぐ文化の創造」の拠点として、大学の教育

・研究の成果を地域に向けて発信し、大学と地域との協働的活動を展開する場となります。 

今年度は、音楽芸術コースの学生及び大学院生が授業の学修成果を活用して、市民の皆様方のため

にクラシック音楽を中心とした様々なプログラムを用意しました。今後は、地域の音楽家や音楽関係

諸団体と連携したコンサートや市民向け公開講座などを積極的に展開していく予定です。 

＊リハーサルも見学可能 

 

第 1回 
見て聴いて楽しむ―語りと音楽の饗宴― 

ストラヴィンスキー作曲≪兵士の物語≫ 

11月 2日（日） 

14：00-18：00 リハーサル 

11月 3日（月） 

9：00-12：00 

13：00-13：30 

13：30-14：30 

 

リハーサル 

オープニングセレモニー 

コンサート 

第 2回 

―市民のための音楽講座― 

アドリアン・コックス氏 

ピアノ公開レッスン 

11月 17日（月） 

14：40-17：50 

 

公開レッスン 

第 3回 
―オペラで味わう日本の民話― 

林光作曲≪あまんじゃくとうりこひめ≫ 

12月 20日（土） 

14：00-18：00 

 

リハーサル 

12月 21日（日） 

9：00-12：00 

13：30-14：30 

 

リハーサル 

コンサート 

第 4回 
―響けハーモニー，合唱の魅力― 

佐藤眞作曲≪大地讃頌≫ほか 

3月 20日（金） 

14：00-20：00 

 

リハーサル 

3月 21日（土） 

9：00-12：00 

13：30-14：30 

 

リハーサル 

コンサート 













＜第1回＞10／9（木） 【会場：302講義室】
「米副産物の再資源化による地域産業創生の可能性に
ついて」 准教授 渡辺 昌規（食品・応用生命科学コース）

＜第2回＞10／16（木） 【会場：302講義室】
「世界のブドウ栽培とワインの話」

客員教授 元村 佳恵

＜第3回＞10／30（木） 【会場：302講義室】
「果物と健康」

教授 村山 秀樹（植物機能開発学コース）

＜第4回＞11／13（木） 【会場：402講義室】
「内陸へつなぐ道 -明治から平成の六十里越街道-」

教授 奥山 武彦（水土環境科学コース）

＜第5回＞11／27（木） 【会場：402講義室】
「使える進化論 ‒ダーウィンと紫式部はどこで繋がる
のか？-」 教授 小山 浩正（森林科学コース）

＜第6回＞12/11（木） 【会場：302講義室】
「1兆倍に育つ樹木の呼吸法則 ‒論争最前線-」

教授 森 茂太（森林科学コース）

お問い合わせ

山形大学農学部企画広報室
TEL: 0235(28)2803

日時：H26.10.９（木）～ 12.11（木）
PM6:00~7:30 全6回

受講料：無料場所：山形大学農学部講義室
※下記参照





理学部ホームカミングデー ２０１４  

 ■理学部講演会 10月18日(土)10:30 ～ 12:00 

                                         場所：山形大学理学部 11番講義室      
        「ティーデマン・ふすま賞、理学系の受賞論文講演」 
       理学部ホームカミングデーでは、最近の学生の研究成果を紹介するため、 

       今年度のティーデマン・ふすま賞受賞論文についての講演会を行います。        

問い合わせ先：山形大学理学部事務室 
                     E-mail koukai@sci.kj.yamagata-u.ac.jp   電話 023-628-4505 
 理学部ホームページ  http://www-sci.yamagata-u.ac.jp/index.html  

 ■理学部研究室公開   

サイエンス再発見！  

10月18日(土) 下記公開時間帯中は、いつでも見学可能です。 

 10：00～12：00 脇 研究室「和算家会田安明の紹介」 

 10：00～16：00 佐々木・大西・北浦研究室 「物質の不思議体験」 

 10：00～16：00 大谷研究室「地球と共に生きる ”もの創り”」 

 10：00～16：00 奥野研究室「 Let it go！ありのままの研究室を覗いてみよう」 

 10：00～15：00 中内研究室「クラゲとプラナリアを用いた原始的筋細胞の 

              構造と機能の研究」 

 10：00～15：00 宮沢研究室「陸上植物の環境応答と形態形成機構の研究」 

 13：00～15：00 塩見研究室「素数の規則性」 

 19：00～21：00 柴田研究室「やまがた天文台・宇宙を観察しよう！」 

         ※やまがた天文台での見学につき受付と参加料200円が必要です。 

            20：15 までにご入場下さい。 

10月19日(日) 

 10：00～16：00 横山研究室「植物と他の生物との関わりが導く植物の進化を考える」  

 10：00～16：00 栗山研究室 「環境にやさしい有機合成」 

 10：00～16：00 ジョルダン研究室 「様々なバリエーションに富む小さな小さな 

                 化石の世界」 

自家用車でのご来場はご遠慮ください。 

申込不要！ 

※ティーデマン・ふすま賞は、人文・理学系（人文学部、理学部および関連研究科）における 
  昨年度の卒業論文・修士論文を対象に募集し、応募論文の中から特に優れた論文と認められた 
  論文に対して、ふすま同窓会が授与する賞です。 





テーマ『続・最 上 川 を 学 ぶ 』 

やまがた夜話 

会  場 

お申し込み 

対  象 

アクセス ゆうキャンパス・ステーション  
（山形むらきさわビル１階） 

高校生・学生・一般市民        

入場無料 
定員：５０名 

山形駅東口より徒歩１分 

電話又はチラシ裏面の参加
申込書に必要事項を記入の
上Ｆａｘ，郵送、メール等でお
申し込みください。 

        〒９９０－００３９ 山形市香澄町１－３－１５ 山形むらきさわビル１階 

        ℡：023-628-4842  FAX:023-628-4820 

        E-mail:unicon@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 
 

お申込み・お問合せ 

大学コンソーシアムやまがた 主   催 

後   援 山形市 



FAX：023-628-4820 

大学コンソーシアムやまがた事務局 行き 

やまがた夜話に参加申込みをします。 

 

 

参加日 

参加希望日に☑、又は日付を〇で囲んでください。 

□  平成２６年 １０月 ８日（水） 講師： 下平 裕之 氏 

□  平成２６年 １０月１５日（水） 講師： 本木 勝利 氏 

□  平成２６年 １０月２２日（水） 講師： 阿子島 功 氏 

□  平成２６年 １０月２９日（水） 講師： 大川 健嗣 氏 

住 所 

〒 

 

氏 名 

 

連絡先 
TEL 

E-mail 

  所 属 

必要事項を明記の上、FAX・郵送またはE-mailにてお申込ください。 

申込締切日：それぞれの夜話前日までにお申込をお願いいたします。 

受講申込者が多数の場合は、お手数ですが参加申込書をコピーしてご利用ください。 

この申込書にご記入いただいた情報は、今回の講座を受講するために必要な事務連絡等に使用すると共に、 
参加者名簿の作成にのみ使用させていただきます。 

【お申込み・お問合せ先】 

大学コンソーシアムやまがた ゆうキャンパス・ステーション 

〒９９０－００３９ 山形市香澄町１－３－１５ 山形むらきさわビル１階 

TEL:０２３－６２８－４８４２ FAX:０２３－６２８－４８２０ E-mail:unicon@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 



山形大学文化ホール新設記念 !
山形大学キャンパスコン

サート

第1回　見て聴いて楽しむ―語りと音楽の響宴ー　I.ストラヴィンスキー ／《兵士の物語》 
 2014年11月3日（月・文化の日）9:00～12:00（リハーサル）13:30～14:30（コンサート） 

第2回　―市民のための音楽講座ー　アドリアン・コックス氏ピアノ公開レッスン 
 2014年11月17日（月）　14:40～17:50（公開レッスン） 

第3回　―オペラで味わう日本の民話ー　林光 ／オペラ《あまんじゃくとうりこひめ》 
  2014年12月21日（日）　9:00～12:00（リハーサル）　13:30～14:30（コンサート） 

第4回　―響けハーモニー、合唱の魅力ー　佐藤眞／《大地讃頌》ほか 
 2015年3月21日（土）　9:00～12:00（リハーサル）　13:30～14:30（コンサート） 

オープニングセレモニー 
2014年11月3日（月・文化の日）13:00～13:30（第1回コンサート前）

!!!!!
　《アクセス》 !
　山形大学 小白川キャンパス 

こ じらかわ

　〒990-8560　山形市小白川町一丁目4-12 
　TEL：023-628-4304 !
　（JR山形駅から東方へ約2km） 
 　・JR山形駅前から県庁行きで山形南高校前（山大入口） 
　 　下車、そこから徒歩5分。 
 　・JR仙台駅前から高速バス(約65分）で山形南高校前 
  　（山大入口）下車、そこから徒歩５分。 
 　・JR山形駅前から徒歩（約20分） !
　＊構内の案内板は正門付近にございます。 
　＊休日は北側駐車場がご利用できますが、11月17日は、 
　　駐車場のご利用はできませんので、近隣の駐車場をご 
　　利用ください。

!
山形大学文化ホール新設記念  音楽芸術コース学生による !
山形大学キャンパスコンサート !
会場 : 山形大学文化ホール（小白川キャンパス構内） !
入場料 : 無料

　この度「山形大学文化ホール」が新設され、このホールを活用した市民向けのコンサー
トが行われます。今年度は音楽芸術コースの学生及び大学院生が、授業の学修成果を活用
して、市民の皆様方にクラシック音楽を中心とした様々なプログラムを用意しました。皆
様のご来場を心よりお待ちしております。 
＊リハーサルも見学可能です。 

＊演奏者、曲目等の詳細は、音楽芸術コースのホームページを 
　ご覧ください。↓ 
<http://www.e.yamagata-u.ac.jp/̃ongaku/index.html> !!!
お問い合わせ　山形大学地域教育文化学部　佐川 馨（023-628-4332）

Yamagata University Campus Concert


