
 

 

                           

 

             学 長 定 例 記 者 会 見  要 項   

 

日  時： 平成２４年８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） 

   発 表 事 項   

１．山形大学短期留学生受入プログラムについて 

２．「日本一の芋煮会フェスティバル」で科学体験 

 

   お 知 ら せ  

１．平成２４年度山形大学地域教育文化学部公開講座開催 

２．ひらめき☆ときめきサイエンス 

「生物の多様性を考える―土壌微生物・植物・昆虫間の相互作用―」開催 

３．大学コンソーシアムやまがた「やまがた夜話」 

       ８月は、「ＮＰＯをもっと知ってみよう」をテーマに開催 

   ４．工学部国際連携サマープログラム 米沢キャンパスにて実施中！ 

   ５．『文部科学省っておもしろい』「子ども霞ヶ関見学デー」に今年も参加 

 

（参 考） 

○ 次回の学長定例記者会見（予定） 

日  時：平成２４年９月４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） 



（ 告 示 ）

山形大学教職員 各位

「飲酒運転の撲滅」と「安全運転の徹底」について

本学では、これまで、飲酒運転の撲滅と安全運転の励行について注意を

喚起するとともに、法令遵守の徹底を図ってきたところですが、今般、医

学部附属病院の教員(助教)が、酒気帯び運転により山形警察署に検挙され

たことから、停職（６月）の懲戒処分を行いました。本年４月にも酒気帯

び運転により事務職員を停職（３月）の懲戒処分にしたばかりであり、学

長告示を発して法令遵守の徹底と綱紀の粛正について注意を促したにもか

かわらず、再びこうした事件を引き起こしたことは誠に遺憾です。

本学教職員各位におかれては、飲酒運転の危険性を再認識するとともに、

今後、同様の違反行為を行わないよう厳に求めます。

なお、今回の処分により、今後同様な事案の懲戒処分については、停職

（６月）が標準となるほか、悪質な場合は、「諭旨解雇」または「懲戒解

雇」に及ぶことになります。

また、酒気帯び運転を行った職員に車両を提供したり、飲酒を勧めた職

員も、その関与の程度により処分を受けることになります。

平成２４年８月１日

山形大学長

結 城 章 夫
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                                   平成２４年８月７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

がある中国とベトナムから学生を２週間程度受け入れ、日本人学生も含めた３ヵ国の学

生が相互理解を図るために、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。 
 

今年度、山形大学では初めての取り組みとして、山形大学のサテライトがある中
国とベトナムから学生を２週間程度受け入れ、日本人学生も含めた３ヵ国の学生が

相互理解を図るために、山形大学独自の「短期留学生受入プログラム」を実施しま
す。詳細は次のとおりです。 

 
・受入期間 ８月２０日(月)～８月３１日(金) 

・受入人数 ３０人 (内訳)  ハノイ農業大学(ベトナム)  １５人 
カントー大学(ベトナム)  ５人  

延辺大学(中国)  １０人 
 ・プログラム内容 日本文化体験(茶道、そば打ち、花笠) 

   (別紙参照)   相互理解のためのグループワーク 
          蔵王登山 

ホームステイ 
           日本・山形を理解するための「街歩き」 

各キャンパスでの専門分野に関するプログラム 
 ・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。 

 
 

山形大学では、この短期留学生受入プログラムの他にも、山形大学の学生を延辺
大学やハノイ農業大学に２週間派遣するプログラムを実施します。この短期学生派

遣プログラムは学生の海外留学への動機づけを図ることを目的としています。 
 

 

 

（お問合せ先） 

 山形大学渉外部国際交流室 

 三宅和広 

電話 023-628-4118 



２０日(月) ２１日(火) ２２日(水) ２３日(木) ２４日(金) ２５日(土) ２６日(日)
9:00 話題提供（１） 話題提供（２） ホストファミリー紹介

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00 蔵王山寮オリエンテーション

18:00

19:00

20:00

ワシントンホテル ワシントンホテル 蔵王山寮 蔵王山寮 ワシントンホテル   ホームスティ   ホームスティ

２７日(月)　 ２８日(火) ２９日(水) ３０日(木) ３１日(金)
9:00 各キャンパスに移動

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00
閉講式

17:00

18:00

19:00

ワシントンホテル   ホームスティ   ホームスティ ワシントンホテル

フェアウェル・パーティ
夕食

フレンドリータイム

日本語学習

日本文化体験(茶道)

歓迎会

日本文化体験（花笠）

夕食

街歩き(発表)

各キャンパスプログラム
各キャンパスプログラム

各キャンパスプログラム

終日フリー

入浴

渡日

開講式・オリエンテーション・
山形インフォメーション

日本語学習　

昼食

日本文化体験(そば打ち)

離日

山形大学短期留学生受入プログラムスケジュール

終日フリー

街歩き(調査) 

昼食

街歩き(検討)

フレンドリータイム

入浴

グループワーク相互理解
（２）

夕食

昼食

新庄まつり

グループワーク相互理解
（１）

昼食

蔵王登山
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                                   平 成 ２ ４ 年 ８ 月 ７ 日                 

山 形 大 学 

     
 

「日本一の芋煮会フェスティバル」で科学体験 

「やまがた『科学の花咲く』プロジェクト」では、科学体験コーナーを 

 

「日本一の芋煮会フェスティバル」に出展します。 

 

 

概要 

（１）出展日時 ９月２日（日） １０時 ～１６時 

 

（２）出展場所 「日本一の芋煮会フェスティバル」会場（山形市馬見ケ崎河川敷） 

 

（３）出展内容 

①プラ板キーホルダー（予定） 

  プラスチックの板に絵を書いてオリジナルキーホルダーを作ります 

②クラゲマイスターがクラゲの説明を行ないます。 

  クラゲタッチ・クラゲと記念撮影等 

③有機ＥＬの展示 

 

（４）参加経費 科学体験コーナーは無料 

 

 

※「やまがた『科学の花咲く』プロジェクト」とは  

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、今年度からは、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です。 

 

（お問い合わせ） 

山形大学ＳＣＩＴＡセンター 

電話：０２３（６２８）４５１７ 



 

プレス通知資料               （概 要） 

                                                           

平成２４年８月７日 
山 形 大 学 

 

１．平成２４年度山形大学地域教育文化学部公開講座開催 

①銅版画の技法と表現 

銅版画をみるときに必要な基礎知識としての技法と名称、基礎的な制作過程と用具、

それによって得られる表現効果の特徴や違いなどを紹介し、技法の起源と歴史をその変

遷にそって概説します。 

・日時：平成２４年９月１日（土），８日（土），１５日（土） 全３回 いずれも１３時～１７時 

・会場：山形大学小白川キャンパスの講義室 

・募集人数： １５人 

・受講料： 全３回で３,５００円（材料費・保険料を含む） 

②社会調査でみる山形県民の暮らしと社会 

アンケート調査のデータを通して、全国の他地域との比較も取り入れながら、山形県に

おける人々の生活や地域社会の現状を捉え、地域づくりに向けた課題について考えてい

きます。 

・日時： 平成２４年９月２１日（金），２８日（金） 全２回 いずれも１８時３０分～２０時 

・会場：山形大学小白川キャンパスの講義室 

・募集人数： ３０人 

・受講料： 全２回で１,０００円（資料代を含む） 

                          〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

２．ひらめき☆ときめきサイエンス 

 「生物の多様性を考える―土壌微生物・植物・昆虫間の相互作用―」開催 

農学部では、昨年に引き続き「ひらめき☆ときめきサイエンス 『生物の多様性を考え
る－土壌微生物・植物・昆虫間の相互作用－』を開催します。土壌微生物・植物・昆虫
間の相互作用についてインドネシアと日本で実施した研究成果を紹介するとともに、土壌微

生物や昆虫の観察，植物の分析などの実験を通して、農学の面白さを皆さんに伝えます。 

・日時：９月２９日（土）9:00～ 

・場所：山形大学農学部３号館 

・対象：高校生／定員２０名 

・参加費：無料(昼食付） 

                          〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

３．大学コンソーシアムやまがた「やまがた夜話」 

「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、それぞれの得意分野で活躍している第一人者の方に、皆

様へわかりやすいお話しをしていただいております。 

８月は、「ＮＰＯをもっと知ってみよう」をテーマに４回開催します。   

・１回目 ＮＰＯってなあに？－社会人のためのＮＰＯ講座－」     ８月２１日（火） 

・２回目 「地域を活性化するＮＰＯ活動」（仮題）            ８月２２日（水） 



・３回目 「社会のビタミン・ＮＰＯ－シニアにとってのＮＰＯ－」  ８月２９日（水） 

・４回目 「森づくりから人づくりへ」                   ８月３１日（金） 

時間は、いずれも １８：３０～１９：３０ 

                       〔 詳しくは、別添の資料をご覧下さい 〕 

 

４．工学部国際連携サマープログラム 米沢キャンパスにて実施中！ 

山形大学工学部では、７月３０日から８月１２日の期間、国際連携サマープログラム

2012 を開催中です。 

今回の特長は、日本の学生も含め、中国、韓国、タイ、マレーシアの五か国の学生が一

同に介して２週間を過ごすことです。工学部のサマープログラムとしては、過去最大の国の

数で、互いの共通点・相違点を感じながら、融合を図ってもらうため、海外協定校生 12 名
（男 5、女 7）、及び、山形大学工学部生 13名（男６、女７）が参加しています。 
                     〔詳しくは、別添の資料をご覧下さい〕 

 

   ５．『文部科学省っておもしろい』「子ども霞ヶ関見学デー」に今年も参加 

昨年に引き続き！山形大学が文部科学省で科学教室を開催します。 

文部科学省を始めとする２４府省庁等が実施する「子ども霞ヶ関見学デー」に、山形大

学が科学・理科の楽しさを出前します。 

・日時：平成２３年８月８日（水）、９日（木）１０：００～１６：００ 

・場所：文部科学省庁舎２階エントランス前ひろば（東京都千代田区霞が関） 

・対象：自由参加（どなたでも。当日、会場にお越しください。） 

・プログラム： 

◎クラゲにタッチ！！ 

◎バルーンスライムでどっきり体験！ 

◎クリップモーターを作ろう              

◆「子ども霞が関見学デー」は、子どもたちが親の職場を見学すること等を通して、親子

のふれあいを深め、広く社会を知る機会とするために、文部科学省を中心に始まった

取組です。 

                     〔詳しくは、別添の資料をご覧下さい〕 

 

 

◇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 

１．山形大学東北創生研究所 キックオフ・シンポジウム開催 

平成２４年１月設立した東北創生研究所のキックオフ・シンポジウム  

～５０年後も発展し続ける社会を目指して～を開催いたします。 

・日時：平成２４年８月８日（水） １３：３０～１７：００ 

・会場：山形国際ホテル 

・内容：学長挨拶、所長挨拶、各部門の研究内容説明、パネルディスカッション 

                     〔詳しくは、別添の資料をご覧下さい〕 

 









  

 

  

 

  

 

  

 
  

 

  

 
  

 

  

 

  

 

テーマ  NPOをもっと知ってみよう 

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 

主   催  大学コンソーシアムやまがた 

 



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 

参加日に○をつけてください。 

    平成２４年８月２１日 （水）   講師： 佐藤 悠 氏 

    平成２４年８月２２日 （木）   講師： 呉  尚浩氏 

    平成２４年８月２９日 （水）   講師： 戸内 美子氏 

    平成２４年８月３１日 （金）   講師： 三森 和裕氏 

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・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 



2012

2012.7.30 (Mon.) 2012.8.12 (Sun.)

WELCOME !
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DOZO
YOROSHIKU
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