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特集 ／山形大学将来ビジョン

キャンパスを共創拠点へ
新グラウンドは、その第一歩。
研究室訪問 ／ バイオマス資 源 学 、 生 物 化 学 工 学

米の美味しさと栄養の
ベストバランスを追求し、
農家の魅力＆収益アップに貢献。
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キャンパスを共創拠点へ
新グラウンドは、その第一歩。
山形大学は「つなぐちから。山形大学」をキーワードに、大学は地域の発展に貢献すべきとの
考えから小白川キャンパス全体のイノベーションコモンズ（共創拠点）化を宣言。
その第一歩となる、地域に拓かれた全天候型グラウンドが完成。
本特集では、キャンパスのコモンズ化事業を担う大西小白川キャンパス長と
中西「健康と学びのサポートセンター」長に話を聞いた。
新グラウンドの完成で施設がさらに充実
多様な教育研究資源をもつ小白川
キャンパスを
「コモンズ」共創の拠点に

て教えてください。
大西

グラウンドの老朽化が進み、教

育・研究への使用に耐えられない状態
力
になっていました。各方面からの協力

―― 小白川キャンパスのイノベーションコ

まり、
もあって2020年から改修工事が始まり、

モンズ（共創拠点）化とは？

今年の春に第1期工事として陸上競技場

大西

イノベーションコモンズ（innova

が完成しました。トラック部分は合成

tion commons）とはどういうことかと

ゴムシートの全天候型に、インフィー

言いますと、まず、コモンズは、誰もが

ルド部分は人工芝仕様に整備され、良

利用できる「公共のものや場所」のこと

好な競技環境が整ったことで、積雪期

であり、イノベーション（ 技術革新）と

間の利用も可能になり、利用時間・利

合わせて、
「革新をもたらすための公共

用期間も長くなるものと思われます。

の施設や場所」を意味し、共創拠点と表

現在、第2期工事として陸上競技場の

現しています。小白川キャンパスを多様

西側にある野球場やテニスコート、拠

な人々が利活用できるようにコモンズ化

点施設などの整備が進行中で、2023年

することで、大学が掲げる将来ビジョン、

春の完成予定となっています。

社会と共に育つ「共育」、共に創る「共創」、

中西

共に生きる「共生」によって、持続可能な

ルは、小白川キャンパスのイノベーショ

幸福社会の実現を目指します。

ンコモンズ（共創拠点）化の第一歩であ

今回のグラウンドのリニューア

山形大学は4つのキャンパスを持つ分散

り、教育・研究、課外活動などで利用

キャンパスですが、その中でも小白川キャ

するだけではなく、各種スポーツ団体

ンパスには、人文社会科学部、地域教育

などを通して地域の皆様にも活用いた

文化学部、理学部の3学部とそれぞれに関

だくことを前提に計画されたものです。

連した施設があり、人文・社会・自然・教育・

私がセンター長を務める「健康と学びの

芸術・体育・データサイエンスなどの多

サポートセンター」は、この新グラウン

様な教育研究が行われています。今回の

ドをはじめとする大学が有する様々な

リニューアルによって高機能化したグラ

施設というハードと教員の研究成果と

ウンドと小白川キャンパスのこうした教

いうソフトを有効活用して地域の皆様

育研究資源が融合することで、共創拠点

にサービスを提供することを目的とし

としての魅力が増し、地域の皆様と共に

て令和3年6月に設置されました。

創る新しいかたちの社会貢献事業が推進
できるものと期待しています。

リニューアルしたグラウンドは
共創拠点の象徴的な存在

キャンパスを共創拠点として
地域の人々の幸福・健康の実現に
最前線で取り組む事業
――「健康と学びのサポートセンター」の

――今回のグラウンドリニューアルについ

ことを少し詳しく教えてください。
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中西

通称はCWBと言って、Center for

の姿勢の表れでもあります。 第1部のセレ

Wellbeingの略称です。ウェルビーイング

モニーでは、学長挨拶や新グラウンドなど

（well-being）とは、 幸 福や健 康の意 味

施設に関する説明、来賓祝辞と続き、テー

で、 体の健康だけではなく、 心の健康や

プカットの際には、大西先生が小白川キャ

豊かさといったものも含めまれます。大学な

ンパス長として高らかに施設の「コモンズ

らではの付加価値をつけたサービスで地域

化宣言」をされました。さらに、花笠サーク

の皆様のウェルビーイングに結びつけるこ

ル「四面楚歌」の演舞も披露され、とても

とを目的に様々なイベントや体験会、公開

華やかな雰囲気に包まれました。

講座などを通じて、スポーツ、文化、伝統

大西

晴天に恵まれたこともあり、空の青

などの、幅広い企画・運営に携わっています。 と人工芝のグリーン、トラックの赤茶色の
「大学って一体どんなところ？」「大学に

コントラストが見事でした。セレモニー終了

はどんな施設があるの？」など、興味は持っ

後のイベントは自由参加でしたが、ホーム

てはもらえているようですが、まだまだ近づ

ページや新聞記事での情報発信により本

きにくさがあるようですので、 大学の敷居

当にたくさんの方々にお越しいただきました。

を低くして地域の皆さんが気軽に入って来

皆さん、グラウンドの立派さに感心し、ぜひ、

られる環境にしましょう、そういう取り組み

使ってみたいといった反応でした。

を行っているところです。

中西

大西

小白川キャンパスには、新グラウン

びのサポートセンター」が企画を担当し、ブ

ドの他にも文化ホールや天文台、博物館

モルックなど
ラインドサッカーやラグビー、モルックなど

など様々な施設がありますから、スポーツ

のスポーツ体験を実施しました。 子どもた

に限らず、文化や伝統に触れられる場でも

ちもワイワイとても楽しそうでした。

あります。新グラウンドの完成をきっかけに、

オープニングイベントは「健康と学

グラウンドでのスポーツに加えて、キャン

大学の敷居を低くするという狙いは大きく

パスツアーとして文化ホールでの音楽コン

進展するものと期待しています。

サート、図書館や日曜日に開館することの
少ない博物館などの公開も行いました。地

スポーツ体験から音楽コンサートまで
多様なイベントが行われ
地域の人々も多数参加

域の方々からはそちらの文化的な企画も大
変好評で、特に、文化ホールでの音楽コ
ンサートは立ち見が出るほどの盛況ぶりで
した。

――「新グラウンドオープニングセレモニー

大西

＆イベント」の様子や反響はいかがでしたか。

いきっかけになって、小白川キャンパスを少

大西 リニューアルしたグラウンドを早く地

し身近に感じていただけたのではないでしょ

域の人々にお披露目したいという玉手学長

うか。

地域の皆さんが大学に足を運ぶ良

の想いもあって、第2期工事の完成を待た
ずに、陸上競技場の整備が終わった時点
で「新グラウンドオープニングセレモニー＆
イベント」を開催しました。グラウンド改修

来春には拠点施設が完成
大学ならではの
高度なサービス提供が可能に

の実現にご尽力いただいた方々に多数ご
出席いただくにあたり日程調整がなかなか

――現在進められている第2期工事の注目

大変でしたが、去る5月29日に無事「新グ

点を教えてください。

ラウンドオープニングセレモニー＆イベント」

中西

を開催することができました。

どとして利用される多目的グラウンドとテニ

オープニングセレモニーには、今後、こ

令和4年度の整備では、野球場な

スコート、そして拠点施設の工事が進んで

のグラウンドを利用することになると思われ

おり、来春完成の予定です。 拠点施設で

る近隣の小中学校の校長先生や地域の代

は、スポーツデータの分析などができるよ

表の方々も招待させていただきました。 本

うになるほか、セミナーハウスや実験施設

学の施設である新グラウンドは地域の皆様

としても機能するようになります。フォース

と共存していくものだからです。

プレートと言って、床に設置されたセンサー

中西 グラウンドのリニューアルをきっかけ

で床を蹴る力などを計測する装置やスポー

にキャンパスのサービス機能を拡張し、地

ツの動きをカメラでモニターできるシステム

域活性化への貢献を加速させるという大学

なども導入されます。 本学にはスポーツ科
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学の教員もいるので、大学ならではの科学
的な分析が受けられる点も大きなメリットと
言えます。
大西

第1期工事で陸上競技とサッカーや

ラグビーが格段に良い環境で競技ができる
ようになりましたから、第2期工事が完了す
ればさらにできることが増えるということで、
周囲の期待も高まる一方のようです。

教育・研究・部活を優先しながら
1年間の試行期間を経て
地域貢献として外部への貸し出しも
――現在、新グラウンドはどのように利用

オープニングセレモニーで挨拶する玉手学長

されているのですか。
中西

大学のグラウンドですので、県や市

の競技場とは違い、教育研究や課外活動
をメインに、それに支障をきたさないように
外部への貸し出しを行う方針です。 授業、
部活、地域貢献という3つの用途で上手に
調整しながら適切に回していくことになりま
す。 1年間かけて試行し、キャパを確認し
ながら貸し出し方法を固めていくことにして
います。
現段階では、山形県サッカー協会や山
形陸上競技協会といったスポーツ関連団
体を通しての貸し出しで安全性や機能性と
いった部分の検証を行なっているところで

オープニングセレモニーで祝演披露する四面楚歌

す。また、ただ単に施設を貸し出すという
ン連合 ）が寒河江市でパラトライアスロン

のではなく、例えば、スポーツ科学の先生

加価値を付けた貸し出し方をしていく方向

による連携授業を行うなど、大学らしい付

で考えています。「健康と学びのサポート

強化合宿を行ったのですが、その際に新

センター」の事業としては、高い専門性を

グラウンドを使用し、本学の教員が技術指

誇る教員の協力のもと新グラウンドを利用

導を行なったという実績があります。また、

したイベントや活動を既にいくつか実施し

陸上部の卒業生と現役の学生が一緒に練

ています。

習する場を提供しています。社会人アスリー

大西

施設の維持管 理には施設利用料

トがプレイングコーチとして学生にアドバイ

などを充てることになっていますが、 料金

スしたり、学生が社会人の練習相手になっ

設定もこれからですので、本格運用はそれ

たり、一緒に練習することで互いに高め合

らの準備が整ってからということになります。

い、そこに大学の知を融合させることでさ

第2期工事で野球場やテニスコートが完成

らにレベルアップし、競技会での活躍も目

すれば、利用希望者はますます増えること

立ってきています。こうした経験は、将来、

でしょう。その期待に応えるためにも運用

中・高校生たちを指導できる地域人材の

上の環境を整えることが非常に重要ですの

養成にもつながり、ひいては、地域スポー

で、いましばらくお待ちください。

ツを盛り上げる人材や企業などを支援する
ことにもなります。

子どもからトップアスリートまで
幅広いスポーツ支援に加え、
心の健康に関するプログラムも

山形市内の第八小学校の6年生を対象に
陸上教室を開催し、教員と学生が指導を
行いました。また、県大会に出場する本学

中西正樹
なかにしまさき●教授／専門分野は情報科学、地域教
育文化学部長。2021年6月
「健康と学びのサポートセ
ンター
（CWB）
」センター長就任。キャンパス内施設の
コモンズ化に向けた有効活用、環境整備を担当。

子どもたちを対 象とした事 例としては、

――「健康と学びのサポートセンター」で

附属小学校の子どもたちが自分たちで練習

行っている事例をご紹介ください。

を計画し、定期的に大学のグラウンドで練

中西 まず、5月にJTU（日本トライアスロ

習しています。 結果、6年生男子400mリ
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ドローンにて上空から撮影した新グラウンド全景

レーチームが東日本都道県小学生陸上競
技交流大会で優勝しました。
今後の予定としては、ラグビーフットボー

地域の人々と共に創る「共創拠点」
地域と大学、ウィンウィンの関係で
ともに、つねにバージョンアップ

アップしていかなければなりません。それら
を地域の方々に還元し、 地域の方々から
は様々なカタチでの協力をいただく、山形
大学が目指すのはそんな双方向のコモンズ

ル協会との間でラグビー体験会を企画して
います。 学生たちにも関わってもらい、大

――小白川キャンパスの今後の展望をお

化です。その第一歩として、どうぞお気軽

学ならではの体験会にしたいと考えていま

聞かせください。

に大学に足をお運びください。

す。 学生たちにとっても良い経験になるこ

大西

中西 人と人、地域と大学、大学と企業……、

とでしょう。
子どもから社会人、トップアスリートまで、

春 は桜、 秋 は銀 杏、 ただキャン

パス内を歩くだけでも気 持ちがいいです

多様な「つなぐちから。 山形大学」を小白

よ。これからも環 境 整 備を進めて、いろ

川キャンパスでご体感ください。

幅広い層へのサービスを展開していきたい

いろな方々に気軽に訪れていただけるキャ

と考えています。

ンパスにしていきたいと考えています。ただ、

スポーツは、医療や小・中・高校

それは我々大学側だけで築けるものではあ

教育にも関わってきますから、総合大学と

りません。 誰もが自由に、安心して訪れる

いう点も大きな強みです。実際、小白川キャ

ことのできるキャンパスであり続けるために、

大西

ンパスの文化施設での音楽コンサートや公

地域の皆さんには基本的なルールやマナー

開講座などで大学に足を運んでいただく機

を守っていただくという協力をお願いしたい

会はスポーツ以外でもいろいろ広がってい

と思います。

くと思います。

中西

中西 そうですね。先程も申しました通り、

球場やテニスコート、拠点施設ができると、

来春には第2期工事が完了し、 野

「 健康と学びのサポートセンター」は体の

新しいサービスや一段階レベルアップした

健康だけでなく、心の健康や豊かさに関す

サポートができるようになると思うので、今

るサービスも行っていくということで、現在、

のうちに地域社会にはどういったニーズが

親子で遊びながら「子どもの発達や心の健

あるのかを調査していこうと思います。す

康などに関する講座」について学ぶ親子の

べて完成した暁には、地域の方々に技術

集いを行っています。 本学には、 心理学

指導やデータ分析などのサービスを提供し、

関係の教員もたくさんいますのでアドバイス

それらのデータを実験あるいは研究に活用

をしたり、相談に乗ったりと育児教室的な

させていただくことで大学の研究も発展し、

サポートを行っています。 参加者同士の交

地域の人材育成にもつながる、そんな地域

大西彰正

流や情報交換ができる場としても喜ばれて

と大学のウィンウィンの関係が成立するよう

いるようです。

な事業を実施していきたいと考えています。

おおにしあきまさ●教授／専門分野は光物性、電子物
性。2022年4月小白川キャンパス長就任。
「新グラウ
ンドオープニングセレモニー＆イベント」では、高らか
にキャンパス内施設の
「コモンズ化宣言」を行った。

大西

大学は、 研究も施設もバージョン
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小白川キャンパス
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Kojirakawa Campus

Kojirakawa Campus

Kojirakawa Campus

3年ぶりの

こんにちは！

オープンキャンパス

八峰祭実行委員会

新グラウンド完成記念イベント
「Innovation Commons
Opening Ceremony & Event
–大学で健康と学び–」を
開催しました

（対面型）を開催！

です！

7月23日（ 土）に小白川キャンパス3学
部合同の『 山形大学オープンキャンパス
2022』を開催し、3年ぶりに多くのみなさ
まにご来場いただきました。当日は新型コ
ロナウイルス感染症及び熱中症への対策を
実施するとともに、事前にお申込みいただ
いた約800名（ 高校3年生及び保護者限定）
を対象に、午前・午後に分けて各学部〔 人
文社会科学部・地域教育文化学部・理学部〕
の会場に分かれ、在学生との交流会・学生
生活紹介・キャンパスツアー・個別相談コー
ナー・学部・コース説明・保護者向けの大
5月29日（ 日）に小白川キャンパスの新グ

学説明会などを用意し、各プログラムで山

ラウンド完成記念イベントを開催しました。

形大学の魅力を発信しました。今後もコロ

はじめにセレモニーが行われ、玉手英利

ナ禍ではありますが、来場者のみなさまか

学長の挨拶、新グラウンドの概要説明など

らのご意見をもとに、今回以上に満足いた

の後、来賓の衆議院議員 遠藤利明様や文

だけるようなオープンキャンパスを開催す

部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長

べく、学生と教職員が一体となって企画・

私たちは八峰祭と新歓フェスティバルの

下間康行様、山形市副市長 井上貴至様か

準備を進めていく予定です。ご来場いただ

企画・運営を主に活動しています。近年の

らご祝辞をいただきました。さらに、大西

きありがとうございました。

コロナウイルスの影響でここ数年は八峰祭・

彰正小白川キャンパス長のコモンズ化宣言、

新歓フェスティバルともに開催をすること

テープカットの後、本学の花笠サークル「四

ができませんでした。しかし、今年の4月

面楚歌」による祝演も披露され、できたば

に3年ぶりに新歓フェスティバルを行うこと

かりの新グラウンドで花笠が華やかに舞い

ができました。今までのものと比べ制限が

ました。

厳しく、できることが限られた中で、新入

セレモニー終了後は、オープニングイベ

生・在校生ともに有意義な時間になったと

ントとして、新グラウンドを会場に、ス

思います。私たちは現在、この経験と反省

ポーツの体験が行われました。普段はなか

を生かし、10月22日
（ 土）～ 10月23日
（日）

なかできない体験に、好評をいただきまし

の2日間にわたり、3年ぶりの八峰祭開催に

た。その後、小白川キャンパス内を会場に

向けて準備を進めています。例年通り行う

したスタンプラリーも行いました。文化

ことは厳しいですが、なるべくコロナ前の

ホールでは、音楽を学んでいる学生による

イベントに近づけるよう感染対策等を試行

コンサートが行われ、立見が出るほどの盛

錯誤しています。コロナ禍だからこそ地域

況でした。ご来場いただきありがとうござ

を盛り上げたいという強い思いがあるので、

いました。

たくさんの参加お待ちしております！
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各学部からさまざまな話題や近況が届きました。
山形大学の多方面での活動、活躍にご注目ください。

医学部

工学部

農学部

Faculty of Medicine

Faculty of Engineering

Faculty of Agriculture

動物実験センターが
リニューアルしました

「学長と話そう」イベント
を実施しました

令和2年度・3年度
入学式を挙行

約3年間の改修工事を終えて2022年4月

7月10日（ 日）鶴岡市の荘銀本店ホール

に動物実験センターがリニューアルしまし

において、新型コロナウイルス感染症の

た。本センターでは、医学研究の発展と医

影響により入学式が中止となった令和2年

学生の教育を目的として、実験動物を飼育

度・3年度入学者向けの入学式を挙行しま

し、研究と実習の場を提供しています。

した。

新センターでは、微生物学的に清浄な

式典では、玉手学長が「 withコロナにお

SPF（ Specific pathogen free）動物を中心

ける大学での新たな学びを作り上げた最初

に大小合わせて約25,000匹の実験動物の

の世代。不自由に感じることがあると思う

収容が可能で、感染実験、発がん実験、吸

が、これからも前向きな気持ちで取り組

入暴露実験、X線照射実験等の特殊実験室

んでほしい」と挨拶し、入学生を代表して、

を整備しています。

食料生命環境学科アグリサイエンスコース

今回の改修工事で、マウス・ラットの飼

3年の池田晴香さんが、「 思い描いていた

育室を処置室とのセット（ セミスイート方

大学生活とかけ離れたスタートとなった

式）としたことで、簡単な実験処置が飼育

米沢キャンパスでは、入学式が実施でき

が、鶴岡キャンパスに来てからは専門的な

室エリア内で可能となったため、実験の利

なかった令和2年度、3年度入学生を対象

授業はもちろん、附属農場・演習林など恵

便性が格段に向上しました。また、新た

に、学長から動画メッセージをいただくと

まれた環境の中で研究活動を行うことがで

に動物実験専用の実習室（ 写真）を整備し、

ともに、学生たちと直接対話する機会とし

き、学部生としての実感が湧いてきた。こ

最大40名までの講義や実習を行う事がで

て特別イベント「 学長と話そう！」を企画

れからも学問・文化向上に努めていきたい」

きます。

し、7月21日に開催しました。

と述べました。

本センターを利用した研究が病気の原因

玉手学長は、新型コロナウイルス感染症

式典終了後は歓迎セレモニーとして、国

解明と治療に結び付き、また医学生の教育

によって、多くの社会的活動が制限される

指定重要無形民俗文化財『 黒川能』が特別

に貢献できるように、一層の充実を図って

なかで、大学生活を始めた学生たちへ、
「多

上演され、参加者は静かな動きの中にある

行きたいと考えています。

くの不安や困難を乗り越えて、大学での学

舞の迫力や演技を引き立てる囃子の演奏な

びを着実に続けてこられた皆さんは、自

ど伝統芸能を堪能しました。

身の努力によって、withコロナの大学での
新たな学びを作りあげた最初の世代であ
り、そのことに自信をもって、これからも
前向きな気持ちで、いろんなことにチャレ
ンジして欲しい。」と激励。学生たちとオ
ンラインと対面はどちらがいいかについて
ディスカッションをしたり、学生たちから
は、キャンパス整備への要望のほか、米沢
市内に交流できるシェアハウスを作りたい
といったプレゼンも展開されるなど、盛会
のうちに終了しました。
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Hello!

研究室
訪問

共同研究を行っている
阿部ベイコクの
工場にて
共同研究だけでなく、学生たちの貴
重な研修の場にもなっている。

米の美味しさと栄養の
ベストバランスを追求し、
農家の魅力＆収益アップに貢献。
渡辺昌規

教授（バイオマス資源学、生物化学工学）×

阿部龍也

代表取締役社長（阿部ベイコク）

健康志向を受けて米油の需要が高まり、米油抽出後の脱脂米糠が大量に
廃棄されていることに着目した渡辺昌規教授は、脱脂米糠から米タンパク
質を回収・精製する技術を確立。サプリメントや代替肉への応用を目指す
一連の研究は、新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）のプログ
ラムで審査員特別賞を受賞。さらに、鶴岡市の
「阿部ベイコク」
との共同研
究で米の栄養と美味しさを両立させる究極の精米技術の開発に挑んでいる。
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ムダなく美味しく、リスクなく
米タンパク質で諸問題を解決
「ごはんは太りやすい」「ごはんは炭水化
物として糖質だけ」などと思われがちだが、

渡辺昌規

阿部龍也

わたなべまさのり●教授／専門

あべりゅうや●
（有）阿部ベイコ

はバイオマス資源学、生物化学
工学、応用 微 生物 学。脱 脂 米

ク代表取 締 役 社長。
「つや姫」
、
「はえぬき」等の山形県産米にこ

糠からリン・タンパク質を回収

だわり続ける米卸売・小売業と

する技術で特許を取得するなど、

して、全国に販売を拡大してい

米由来バイオマスを中心とした
循環型農業の確立を目指す。

る。近年は自社ブランド米の開
発・販売にも注力している。

実は、米にはタンパク質やビタミン・ミネラル・
食物繊維なども豊富に含まれている。しかし、

白米になる工程、各種検査、パッケージン

残念なことに、玄米の段階では豊富な栄養

グ等について学ばせてもらっている。阿部ベ

価も精米することでその多くが米糠の方に

イコクの阿部社長は、
「学生さんたちの教育・

含まれてしまうのだ。健康志向の高まりを受

研究のお役に立てるのは嬉しいですし、若い

けて米糠から抽出される米油の需要も伸び、

皆さんの発想やアイデアに刺激をもらってい

大量に製造されるようになったことで副産物と

ます。将来、米業界に携わる人材になって

して脱脂米糠も大量に発生。脱脂米糠にも

もらえたらなお嬉しいです」と期待を滲ませる。

まだまだ豊富な栄養素が含まれているにもか

また、渡辺先生は山形生まれの品種「ど

かわらず、そのほとんどが廃棄されていること

まんなか」や「はえぬき」にアルツハイマー

に着目したのがバイオマス資源学を専門とす

性認知症の予防等に効果があるとされてい

る渡辺昌規教授。

る機能性成分フィチン酸が多く含まれている

渡辺先生を代表とするグループは、脱脂

ことを立証。こうした研究に対して阿部社長

米糠からリンを回収、タンパク質を回収・精

は絶大な信頼を寄せており、企業が持つ技

製する技術を開発し、特許を取得している。

術やノウハウと大学の科学的な知、その連

この技術を生かして余剰バイオマスである脱

携によって米の新たな可能性を引き出す研

脂米糠からアレルゲン・GM0（遺伝子組

究開発が始まっている。

阿部ベイコクでの研修

み換え農作物）フリーの米タンパク質を製造
し、サプリメントや代替肉に応用しようと研究
を進めている。 米タンパク質を大豆や乳清

玄米の栄養価と白米の美味しさ
精米技術でその最良値を目指す

タンパク質に次ぐ第三のタンパク質として市
場展開することで稲作農家の収益アップを

精米技術によって白米に玄米の栄養価を

目指すとともに、世界的に危惧されている食

最大限に留めることはできないものかと、渡

糧難対策の一つにつなげたいとしている。こ

辺先生と阿部ベイコクによる分搗き米の研

の一連の研究「非可食部由来アレルゲン・

究開発が進められている。玄米を自家精米

GMO フリータンパク質含有食品の提供 」

で 3 分搗きや 5 分搗きにすることはできるが、

は、新エネルギー・産業技術総合開発機構

安定した美味しさと栄養価を両立させること

（NEDO）主催の起業意識のある研究者

は難しい。渡辺先生らは、食感、匂い、栄

等を支援するプログラム TCP2021 で審査

養価など、さまざまなデータを取り、統計学

員特別賞を受賞している。

的にいちばん美味しくて栄養価の高い米を突

学生たちが阿部ベイコクを訪れ、玄米から白米になる工程や各
種検査、パッケージング等について学ぶ。

共同で研究開発

き止め、阿部ベイコクの高い技術力で大量

地元企業の協力を得て
学生に米業界のリアル体験を

生産する精密精米（仮称）の商品化を目指
している。
乱立するブランド米競争から一線を画した、

米の可能性を広げる研究に興味を持ち、

精密精米という付加価値による差別化で収

渡辺研究室への配属を希望した学生たちも

益性の高い稲作を実現するとともに、栄養

米に関する知識はほとんどなかった。 米糠

成分に優れた米を作っているというプライドを

を使った再資源研究に取り組むからには米

醸成し、稲作農家の魅力ややりがいにつな

糠がどのように産出されて流通するのかをリ

げたいと考えている。 米糠の有効活用から

アルに知る必要があると考えた渡辺先生は、

精米技術による理想的な分搗き米の開発ま

米の精米・販売を行う地元鶴岡市の「阿部

で、米の新たな可能性を開拓し続ける渡辺

ベイコク」に協力を依頼。毎年、学生たち

先生の教育・研究、そして起業意識、それ

と遊佐町にある精米工場を訪れ、玄米から

らの今後の展開に興味は尽きない。
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栄養価の高さと美味しさを兼ね備えた米の開発・大量生産に
向け、研究開発が進められている。

研究シーズ紹介動画
「FUTURE MAKER」Vol.7
「お米を世界のタンパク質源に～未利用国内
産米糖を活用した米タンパク質の製造～」

Yamadai SEIKA Relay

▼今回のランナー
松本達也
まつもとたつや●新潟県出身。
2021 年 3月大 学 院 理 工 学
研究科理学専攻修了。新種

山大聖火リレー

カクレトミヨを論文発表。 鹿
児島大学大学院在学中。

考察の成
果

山形県天童市と東根市の湧水域にのみ
生息するイバラトミヨ特殊型は、県の天然記
念物として地元の人々によって保護されてい
るが、温暖化に伴う渇水などの影響で絶滅
のリスクが高まっている。 環 境 省のレッドリ
ストで「 絶滅危惧 IA 類 」に分類されながらも、
正 式な学 名が 付いていないため国 の 重 点
的保全対策の対象外となっている。よって、
学名命名は地元保存団体等の数十年来の
悲願となっていた。 当時、本学大学院博士
前期課程 2 年だった松本達也さんは、修士
論文研究としてイバラトミヨ特殊型の分類学
的 研 究を取り上げ、 生 息 地 整 備、 個 体 数
調査といった保全活動に取り組みながら世界
中の保存機関にある他のトミヨ属の種と比較
解析。 結果、国際的に認められた他の種と
は明らかに形態的特徴が異なり、ゲノム解
析でもこの地域固有の新種であることを確認。
松本さんを筆頭著者に半澤直人本学理学部
教授（当時）等と共著した論文を国際的動物
分類学専門誌 Zootaxa に投稿し、受理され
た。 学名は「Pungitius modestus」、和名
は常に水草に隠れている性質から
「カクレトミ
ヨ」
と命名。 学名が認定されたことで環境省
の緊急指定種、国の天然記念物に指定され
る可能性が高まり、カクレトミヨとその生息地
の保全対策が進展するものと期待されている。
すでに修士課程を修了し、魚類分類学が
盛んな鹿児島大の大学院博士課程に進学
していた松本さんのもとに学名認定の知らせ

県の天然記念物イバラトミヨを新種と確認
“カクレトミヨ”
と生息地を守る活動加速へ。
松本達也

鹿児島大学大学院博士 2 年

が届くと、「研究成果によってカクレトミヨの
保全対策が進むことや関心が高まったことは
嬉しいし、論文共著の先生方や保存に懸命
な地元の人々に心から感謝したい」
と喜びを
語った。 現在は、海水魚カサゴの仲間の新
種発見を目指して研究を続けている。カクレ
トミヨの新種認定は、今後の研究活動の大
きな自信となったに違いない。 将 来は、 地
元新潟県あるいは山形県に帰り、希少生物
の保護などに関わっていきたいと思いは一途。
数年後、たくさんのカクレトミヨが清流を泳ぎ
回る、そんな光景で松本さんを迎えられたら
素晴らしい。

イバラトミヨの採取風景。 何度も現地に出向き、生息地整備や
個体数調査を行った。
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松本さんが論文を発表した新種「カクレトミヨ」。

2022 AUTUMN

▼今回のランナー
新田ゆい
にったゆい●地域教育文化
学部文化創生コース3 年。
専攻は心理学。山形県出身。

山形大学で学んだこと、過ごした日々、

山形の魅力を発信するフリー
ペーパーサークルY-ai! 代表。

それらはやがてさまざまな成果となって、社会に燦々と火を灯す。
現役山大生や卒業・修了生たちが各方面で活躍する姿を追った。
Humanities and Social Sciences Education, Art and Science
Science Medicine Engineering Agriculture

各種ボランティア活動にも積
極的に参加。

成果
挑戦の

コロナ禍により入学当初からオンライン授
業で、先生方に直接会うことも、学友と交
流をもつこともなかなか叶わなかった今の 3 年
生たち。地域教育文化学部の文化創生コー
スで心理学を専攻する新田ゆいさんもその一
人。自分から行動を起こさなければ孤立した
大学生活になってしまうと、さっそくフリーペー
パーサークル
“Y-ai!”
に SNSで入部を申し込
んだ。
“Y-ai!”
は、「 山 形をもっともーっと元
気にしたい」
を合言葉に学生目線で山形を紹
“Y-ai!”
での編集経験を活かし
「県議会ナビ」では文章だけでなく、
レイアウトや色使いの提案も行っている。

サークルのメンバーが様々な資料を持ち寄って意見を出し合い、全
員参加で
“Y-ai!”
を作り上げている。

介する年２回発行のフリーペーパー。 新田さ
んは、高校の図書室で何度も
“Y-ai!”
を目に
しており、自分の愛するふるさと山形の魅力
が詰まったその冊子に興味を持ち、本学を目

フリーペーパー“Y-ai!”の代表として
山形の魅力と自分自身の可能性を深掘り中。

指す理由の一つにもなっていたのだ。 入部

新田ゆい

サークル活動となった。

地域教育文化学部 3 年

後しばらくは、オンラインでの企画会議に参
加したり、電話や Zoomを駆使しての取材や
広告営業を行ったり、文字通り非接触での
フリーペーパー“Y-ai!”
は学外にも配布さ
れており、その学生目線の編集内容に着目
した山 形 県 議 会から依 頼を受け、2017 年
から高校生や大学生などの若者を対象とした
広報誌「県議会ナビ」の制作に協力している。
若者に届きやすい文章表現や目を引くレイア
ウト、色使いなど、これまでの編集経験とター
ゲットと同世代ならではの感性を生かした提案
を行っている。
現在、サークルの代表を務める新田さんが
リーダーとして大切にしていることは、メンバー
の様子に目を配り、誰一人取り残すことなく、
全員参加で
“Y-ai!”
を創り上げること。 興味
があるというSDGs の理念とも重なる。「 大
学時代は、いろんな経験が許される、社会
に出る前の猶予期間。 好きなことにも嫌いな
ことにも挑戦して、本当の自分を知る機会に
したい」
と意欲的な新田さん。 YU-SDGs ボ
ランティアに参加するなど、目の前のチャン
スは決してスルーしない。 将来は、さまざま
な問題を抱える人々に寄り添える地域福祉
の仕事を通して地元山形に恩返しがしたいと、
どこまでも山形愛に溢れている。
※ 所属や学年は取材時のものです。

Autumn 2022
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広告掲載ご希望の方は、山形大学総務部総務課秘書広報室までお問い合わせください。TEL. 023-628-4010
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山形大学校友会は、
「ウィズコロナの学生支援事業」として投稿型情報サイト「交流プラッ
トフォーム」を構築し、6 月 1 日に公開しました。本サイトは、各キャンパスのイラストマッ
プを掲載し、公認サークル、研究室、関連施設の情報収集と、
「いいね！」や投稿による交
流ができるほか、四季折々の風景をドローンや 360°カメラで撮影した映像で楽しむことが
できます。利用については、３種類（
「交流会員」
、
「正会員」
、
「卒業生会員」
）のカテゴリー
に登録いただくことにより、よりユーザーニーズに適った交流が可能となっています。
「山形大学将来ビジョン」の“つなぐ力”の DX ツールとして、本学学生 ･ 教職員はも
とより、卒業生、保護者、地域の皆さま等、本学に関わるすべての方のご利用をお待ちし
ております。

■ 交流プラットフォームの登録方法・使い方

１ 大学のHPを開きます
●

2 下
 までスクロールし、
●

3 交
 流プラットフォームの
●

4 下までスクロールし、

「会
●

5 「新規登録」

をタップ
●

6 交
 流会員（コメント投稿
●

7 正会員の方は

「広場への
●

8 交流会員

・正会員の方全
●

交流プラットフォーム
のバナーをタップ

ページが開きます

のみ可）
または、正会員
（画像等投稿可）のいず
れかを選んで登録します

Autumn 2022

投稿」ができます
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員ログイン」をタップ

員コメント投稿ができます

月

金曜日

感じて！
！
て
め
見つ
！
マジック
ス
ン
エ
サイ

日

〈第 1 週〉

20:00 ‐ 20: 30

（

）
リズム
ステーション

日直
県 内 各地 の中学 校で「出 張 実 験×ラジオ放 送」を展 開中です♪
最 新の 科 学をわかりやすい 実 験を 通して紹 介！
生 徒 たちの間で 流 行していること、学 校の 特 色・取り組みなども
インタビューしていきます！

県内の中学生にもっと科学の楽しさを知ってもらいたい！そんな思いを胸に、
栗山先生と福田アナウンサーが、山大サイエンスカーで出張実験にまわります。
直
栗山大恭
学教授
山形

）

当）

（（理学部担

福田雅
ーション

テ
リズムス ンサー
アナウ

（

は
いるの
にして
に
切
議
大
思
で
実験
ある不
回りに ていく」
の
身
「
迫っ
科 学で タイル！！
ス
という
にある
新庄 市 験の
は
回
実
今
園での す。
ま
萩 野学
し
介
紹
様 子を

サイエンスマジックを見つめてもらうためのスペシャルプログラムです♪

）

これまでの実験回数はなんと100 回以上にもなります。

新庄 市 立 萩 野 学

園

ちなみに水素と酸 素に火を
近づけると、
大きな音を立てて爆発が起
こります！！
最初は怖がっていた中学生
も、途中から
もっと大きな爆 発を起こそうと
積極的に
いろんな方法を自分から考
えていました。
爆 発が 起きる
ほど力強い水
素パワー。
現在は「燃 料
電 池」としての
研 究・実 用化
が 盛 んに行わ
れています。
人 類の未 来を
明るく照らす「
科 学」。
その可能 性に
触れることが
できるのが
「Ｂｅ☆らぼ！
山大サイエンス
カー」です！！

解』。
実験のテーマは『電 気分
…
うと水素と酸 素になる」
を行
分解
よる
気に
は電
「水
のですが、
容な
う内
で習
理科
校の
中学
う！！
Ｂｅ☆らぼの実験は一 味違
生している事を
実際に水素と酸素が発
て
確かめるために火を近づけ
験のポイント♪
の実
がこ
るの
を見
反応
その

これ からも

Let’s enjoy
science magic!

From Yamagata

毎週金曜 12:00‐12:30

山形県出身で全国を舞台に活躍するアーティストの日常を切り取ったアーティスト番組。
週替わりで登場する全 8 アーティストが、
エフエム山形でしか聞けない時間を届けます！
第1週

①『パスピエ OTONARI ROOM』 出演:三澤勝洸（村山市）
②『9mm Parabellum Bullet 菅原卓郎 CODE999』 出演:菅原卓郎（鶴岡市）

第2週

①『最上川司 まつぽいらじお』 出演:最上川司（河北町）
②『fox capture plan 山形捕獲計画』 出演:fox capture plan（井上司・河北町出身）

第3週

①『EnGene. トランスミッションレディオ』 出演 : EnGene.（山形市、朝日町）
②『阿部菜々実 ナナミナラジオ』 出演 : 阿部菜々実（山形市）

第4週

①『三上ちさこ Let Me CH♡EER You Up！』 出演 : 三上ちさこ（山辺町）
②『ラジシベ！』 出演 : 林部智史（新庄市）

周波数

株式会社エフエム山形
本
社／山形市松山三丁目14番69号 TEL 023-625-0804
庄内支社／鶴岡市茅原町28番47号
TEL 0235-22-6800
番組ブログ 更新中 ! 山形大学のホームページで過去の放送を聴くことができます♪

www.rfm.co.jp

広告掲載ご希望の方は、山形大学総務部総務課秘書広報室までお問い合わせください。TEL. 023-628-4010
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山形 80.4MHz
鶴岡 76.9MHz
新庄 78.2MHz
米沢 77.3MHz

山形大学ウェブマガジン「ひととひと」

山形大学将来ビジョン「つなぐちから」
との
連動企画がスタートします 。
■ 新たに「つなぐちから」の
カテゴリを追加！
■「つなぐちから」の記事を
まとめてご覧いただける
特設ページを開設！
山形大学の先生や学生と外部の方々の
つながりをご紹介いたします。

アクセスはこちら ▶

https://www.yamagata-u.ac.jp
/jp/hitotohito/

山形大学基金にご協力いただきありがとうございます。
日頃より山形大学にご支援を賜り厚く御礼を申し上げます。
山形大学基金は、本学における学生支援及び教育研究支援等に資することを目的に創設いたしました。
令和 3 年度は延べ 792 人の方から 19,457,916 円のご寄付を賜り、学生への経済支援として 7,680,475 円を、大学及び学生の活動支援（公
認学生サークル、学部等、附属学校（園）、未来プロジェクト）として 3,846,970 円を支援することができました。
本基金の趣旨へのご理解を賜りますとともに、今後ともより一層のお力添えを賜りますよう、よろしくお願いいたします。

山形大学基金ホームページ
www.yamagata-u.ac.jp/jp/fund/

■

ご寄付への謝意
www.yamagata-u.ac.jp/jp/fund/about_fund/gratitude/

■

お問合せ

山形大学基金担当
TEL 023-628-4497

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

Autumn 2022
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片麻岩とは、広域変成作用を受けてできた縞状の構造を持つ
変 成 岩である。左 下の粗 粒なカリ長 石の巨 晶（2cm×2cm）の周
囲を細粒の石英や黒雲母が伸びて縞状構造になっている眼球構
造（augen structure）は、変形した片麻岩や花崗岩に発達する。
そして粗粒な鉱物（特にカリ長石）が目玉のように見えることから眼球
眼球片麻岩は地下深部の断層で延性変形を受けたマイロナイト
（圧
砕岩）である。この試料は、1993年10月にオーストリアのグラーツ大

42

学で開催された構造地質･テクトニクス研究集会のポスト巡検で採集

山形大学附属博物館の収蔵品をはじめ、

したものである。オーストリア・アルプスのタウエルン･フェンスター（地

大学が誇る貴重な資料を紹介いたします。

理学部
3号館

人文社会科学部2号館

地域教育文化学部

3号館

に見られる。フェンスター（地窓）は地下の地質をのぞく窓のような場
所である。当初見学した露頭ではきれいな試料を採集する時間が
なかったが、歩いて山を下る途中で見つけた転石がこの試料だった。

小白川図書館

山大博物館
駐車場

守衛室

ヨーロッパアルプスの地質は学部生時代の地史学の授業の記憶が
甦り、バルセロナ自治大学に滞在していたポスドク時代に採集したも

法人
本部棟

のでは一番思い出深い試料である。
カリ長石斑状粗粒黒雲母花崗岩は、新潟県北部から山形県西

正面

南部に分布する白亜紀の岩船花崗岩で、2002年の日本地質学会
巡検｢羽越地域の花崗岩質地殻の形成と変形｣に参加して、村上
市岩ヶ崎の海岸の露頭で採集した（この巡検の案内者の1人は当時
まだ新潟大学ポスドクだった本学理学部の加々島慎一准教授）
。こ
の試料には、淡紅色のカリ長石の巨晶（2cm×4.5cm）が入ってい
る。カリ長石の巨晶が入っている花崗岩は特に珍しいわけではない
が、博物館に展示したいと考えて採集した。
眼球片麻岩は、このようなカリ長石巨晶を持つ花崗岩が、地下深
部の断層で変形作用を受けた花崗岩であると想像してみてほしい。
（附属博物館長 大友幸子／地域教育文化学部 教授）

が ん き ゅ う へ ん ま が ん

眼 球片麻岩と
カリ長 石斑状粗粒黒雲母花崗岩 (岩 船花崗岩 )
ち ょ う せ き は ん じ ょ う そ り ゅ う く ろ う ん も か こ う が ん

い わ ふ ね か こ う が ん

5cm
眼球片麻岩
採集地：オーストリア・アルプス
採集年：1993年
縦8㎝×横12㎝×高さ3.5㎝

今号の
表紙

5cm
カリ長石斑状粗粒黒雲母花崗岩(岩船花崗岩)
採集地：新潟県村上市岩ケ崎
採集年：2002年
縦9㎝×横13㎝×高さ5.5㎝

今月の特集「小白川キャンパス 新グラウンド」について、インタビューにお答えいた
だいた大西小白川キャンパス長と中西「健康と学びのサポートセンター」長。
写真下部の新グラウンドには、綺麗に整備された芝が広がっている。

●この
「みどり樹」
は山形大学ホームページでもご覧になれます。
山形大学

みどり樹

検索

●
「みどり樹」
は、年2回
（春号・秋号）
発行する予定です。
●みどり樹WEBアンケートを実施中です。ご意見やご感想をお寄せください。

www.yamaga ta-u .ac.jp

山大に集うひととつながる
ウェブマガジン「ひととひと」
月 2 回更新中！

〒990-8560 山形市小白川町一丁目4-12 山形大学総務部総務課秘書広報室
Tel.023-628-4010 Fax.023-628-4013 E-mail : yu-koho@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

人文社会
科学部
人文社会科学部1号館 3号館

理学部1号館

N

窓）では、衝上断層が発達し、浸食によって下位の岩石が大規模
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片麻岩（augen gneise）
よばれている
（augenはドイツ語で目）
。この

