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■■  

■       ☆ みどり樹通信 ☆ 創刊号          

                    2014 年 7 月 15 日発行 

   

 …………………………………………………………………■■■        

                                                                  

     

 メールマガジンの創刊に当たって！！ 

 

 山形大学校友会から、山形大学や校友会に関する様々な情報をメールに 

 より発信させていただくことになり、ここに記念すべき第１号（創刊号） 

 をお届けします。 

 山形大学の今と昔、元気な山大生の情報を独自の視点でお伝えします。 

 各種イベント紹介や皆さんから投稿される情報も発信し、在学生、卒業 

 生及び教職員とのたくさんの繋がりができればと願っています。 

 “みどり樹通信”をご高覧いただき､忌憚のないご意見やご要望をお寄 

 せいただければ幸いです。 

 なお、次回以降､メールマガジンの配信が不要であればその旨返信をお 

 願いします。 

                         山形大学校友会事務局長 大沼一男 

 

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 山大応援団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～  

………………………………………………………… 

 

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


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  １. 山形大学のトピックス  

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ■山大トピックス 

 

 ○この４月から小山清人（こやま きよひと）新学長が就任しました。 

 任期は６年間。小山新学長は和歌山出身ですが、山形大学を卒業しその 

 後も工学部の教員として４６年間、一貫して山形大学とともに歩まれて 

 きた方です。 

  http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/university1/index.php?id=189 

 

 ○東北有数の総合大学である山形大学､本学のさまざまな情報を紹介し 

 ます。 

 ・数字で見る山形大学の基本情報 

  http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/suji2014.html 

 

 ・大学歌、学生歌「みどり樹に」、イメージソング及びロゴマーク 

  http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/university1/index.php?id=126 

 

 ・年４回発行する「広報誌 みどり樹」の最新号（Vol.６０） 

  http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/university1/index.php?id=9 

 

 ・毎月２回実施する「学長記者会見」､７月１日開催分の会見資料 

   (PDF ファイル 15 M） 

  http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=13 

 

 ○６月２８日（土）に開催された「新入生保護者の皆さまと山形大学 

  との交流会」の様子を紹介します。 

  http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1022 

 

 ■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） 

 ○授業出席の確認は、ＩＣ学生証をカードリーダーにかざして行います。 

（ＩＣ学生証とカードリーダーはこちらからご覧いただけます） 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201407(2).htm
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 これじゃあ、昔のように“代返”はできませんねぇ…（笑）。 

 さらに、欠席が３日続くと大学から学生にメールでお知らせ、４～５日 

 欠席で電話連絡、連絡がつかない場合には保護者に連絡し安否確認にも 

 活用しています。 

 

 ○山形大学小白川キャンパスに隣接する山形五堰のひとつ「笹堰」では 

  清流に咲く“梅花藻（ばいかも）”が見られるのをご存じでしたか。 

  http://www-sci.yamagata-u.ac.jp/kenkyu/sasazeki/baikamoHP.htm_ 

 

 ■山大生の元気をお届けします  

 

 ○人文学部３年太田浩二朗さんが、日本代表として「２０１４年世界学生 

 フロアボール選手権大会」に参加しました。日本男子チームは６位でした。  

 ▼人文学部ホームページ▼ 

 http://www-h.yamagata-u.ac.jp/about/topics_201406_07.htm 

 

 ○５月１１日に行われた第６２回東北学生剣道選手権大会の男子個人戦 

 に出場した医学部医学科３年佐藤瞭（さとうりょう）さんは、優勝の栄 

 冠に輝きました。 

 ▼東北学生剣道連盟ホームページ▼（第 62 回東北学生剣道選手権大会） 

 http://tohoku-gakuseikenren.jp/H26senshuken%20man.html 

 

 ○元気で頑張る学生サークルの活動を紹介します。 

 山形大学には学生の公認サークルが、４キャンパス合計で“２６９団体” 

（体育系１６１・文化系１０８）もあるのをご存じですか。 

 数多い公認サークルの中から、今回は次の３つのサークルの活動を紹介 

 します。 

 

 ▼山形大学ラジオサークルＨＢＫ▼  

 ホームページ： http://y-hbk.com/ 

 

 ▼山形花笠サークル「四面楚歌」▼  

https://www.facebook.com/pages/%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A

6%E8%8A%B1%E7%AC%A0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AB%E

5%9B%9B%E9%9D%A2%E6%A5%9A%E6%AD%8C/268196563352710?fref=ts 
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 ▼山形大学女子サッカー部▼ 

 http://yamajo-soccer.jimdo.com/ 

 

 ■山形大学からのお知らせ 

 ○オープンキャンパス２０１４を開催します。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=949 

 

 ○山形大学は今年も花笠パレードに参加します。教職員、学生らが踊り手 

 として８月７日（木）市内に繰り出します。医学部附属病院も同じ７日に 

 登場します。山形市内や近郊の皆さまには応援をよろしくお願いしま～すﾈ。 

 昨年の様子はこちらからご覧いただけます。  

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=823 

 

 また、人文学部３年の金澤愛実さんが今年の「ミス花笠」の１人に選ばれ 

 ました。金澤さんの応援もぜひよろしく。（金澤さんの情報はこちらから） 

 ▼山形花笠まつり公式ホームページ▼ 

http://www.hanagasa.jp/html/ms26.html  

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ２. 校友会からのお知らせ  

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ■校友会からのお知らせ 

  

○６月１９日（木）に平成２６年度校友会理事会を開催し、全体で 

 ２５件総額２３,１７０千円の事業計画が承認されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/rijikai_houkoku/rijikai_16th.html 

 

 ○山形大学卒業生の「人財バンク登録事業」をスタートし､卒業生 

 の適任者推薦を各学部同窓会長及び各学部長に依頼しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/26jinzaibank.pdf 

 

 ○平成２６年度大学院学生表彰者の推薦を大学院各研究科長に依頼 

 しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/26daigakuin_hyosho.pdf 
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 ○山形大学校友会をもっとご理解いただくため、皆さんからよくあ 

 る質問を「Ｑ＆Ａ形式」で整理しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/koyuQA2014.pdf 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ３.各学部同窓会の情報をお伝えします   

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ■同窓会インフォメーション 

 

 ○平成２６年度に係る各同窓会の本部や支部の総会が、順次開催さ 

 れています。 

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

 

 ■同窓会からのお知らせ 

 ○平成２６年１０月１０日（金）に米沢工業会９０周年記念行事が 

 開催されます。記念特別講演として工学部卒業生２人が講演する予定 

 です（乞う ご期待）。 

 

 ○平成２６年１０月２４日（金）に「ふすまの日・ふすまの夕べ」が 

 開催されます｡ 山高、山大文理、人文、理学部卒業生多数の参加をお 

 待ちしています。 

 

 ■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。～ 

   ・米澤工業會誌 №１５１ 

   ・ふすま同窓会報 第６２号 

   ・札幌ふすま会会報 創刊号   

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ４.一枚の写真からみえたもの   

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ■小白川キャンパス生協食堂の昔と今 

 ○１９７８年（昭和５３年）当時の生協食堂のメニューを紹介します。 

 生協食堂は学生会館の１階と３階にあります。１階は定食類、丼類、 

 カレーなど、３階は麺類でどちらもセルフサービスです。市内の各 

 食堂と比較してがぜん安いのはうけあいで、例えば、かつ丼２００円、 
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 カレー１６０円、カツカレー２２０円、チャーハン１５０円、ラーメン 

 各種１７０円、うどん、そば８０円で、それぞれに卵を入れると１０５ 

 円、天ぷらを入れると１１０円といった具合です…（ちょっと懐かしい 

 かもﾈ）。 

 ちなみに、現在はカレー、ラーメンとも２８０円でした（普通盛の場合）。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201407.html  

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ５.山大応援団の皆さまからのメッセージ   

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 ■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 

 ○山形大学の応援団となっていただける方ならどなたからでも受け 

 付けます。山形大学や山形大学の学生さんへの熱いメッセージをお 

 願いします。下記アドレスまでお寄せください（お待ちしてま～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!! 

 ○皆さんが山大の学生当時の写真を広く募集いたします。できれば、 

 写真のデータにコメントを添えてこちらまでお寄せください（とりあ 

 えずご一報を…）。 

 

 ■特別寄稿 

 ○卒業生の皆さまからの特別寄稿を掲載するコーナーです。今後、 

 卒業生の皆さまにご依頼を申し上げますので、その節はよろしくお 

 願いします。 

 ▼メッセージ・寄稿送信先アドレス▼ 

 山形大学校友会メルマガ編集局（山形大学校友会事務局） 

 ykouyukai @ jm.kj.yamagata-u.ac.jp 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ６.地域の少し気になるニュース   

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ■山形県では、現在、ＪＲと連携し観光キャンペーンの真っ只中です 

 ○「山形日和。」のキャッチコピーのもと、山形県はＪＲと連携し観 

 光キャンペーン中です。山形デスティネーションキャンペーンは平成 

 ２６年６月１４日～９月１３日まで。卒業生の皆さん、この機会に山 

 形にお出かけしてみませんか…。 
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 ▼山形日和。▼ 

 http://dc.yamagatakanko.com/ 

 

 ■「トランヴェール」をご存じですか 

「トランヴェール」は山形新幹線に乗車すると座席ポケットにある 

 JR 東日本発行の新幹線車内サービス誌のことです。 

８月号の裏表紙に山形大学の広告が載るとか…（ぜひご覧あれ）。 

 

 ■７月１９日（土）の山形新聞朝刊に、山形大学の全面広告が掲載 

 されま～す。 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   ～ メルマガ編集局から ～  

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 校友会のホームページにはフォトギャラリーがあり、大学キャンパス 

 構内の四季を伝えています。今回は小白川キャンパスのイチョウ並木 

 を紹介します。 

 ▼山形大学校友会フォトギャラリーページ▼  

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

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ■ □ ■  編集後記 ■ □ ■ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 “みどり樹通信”創刊号を最後までご覧いただきありがとうござい 

 ました。素人３人でおそるおそる船出しました。これからも長い 

 目で温かく見守っていただけたらうれしいです。皆さまには単に 

 読者感覚でなく、参加する立場で盛り立てていただければ幸い 

 です。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

［編集スタッフ］ 

★大沼一男…山形大学を定年退職し、この４月から校友会事務局に 

 勤務。演歌もいいが、昔のフォークソングを聴いたり歌ったりする 

 のが好き。往年のフォーク歌手による山形でのコンサートでは、年 

 がいもなく勝手に盛り上がってます。 
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★山口茂男…定年後、校友会事務局に勤務して３年目。国際交流の 

 担当を長くやっていました。facebook などを使って海外の学生さん 

 や卒業生の皆さまに山形のことをお伝えできるよう心がけており 

 ます。 

 

 ★渡部いづみ…信州・松本の出身。在山形１０年目の今年「市民の 

  ためのやまがた検定」を受検、１級取得。最高位の【山形マスター】 

  取得を目指し山形にまつわる情報を集めるなど、日々勉強中です。 

 

◎メールマガジンに関するお問い合わせ、メッセージ、寄稿および 

  配信停止希望などは、下記のアドレスまでご連絡ください。 

 

 [山形大学校友会メールマガジン編集局] 

  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. 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

▼▼ 山形大学校友会 ▼▼ 

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

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

