
▲▲▲ 山形大学校友会 ▲▲▲ 

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

山形大学校友会メールマガジン 

 

□■■………………………………………………………………… 

■■  

■      ☆ みどり樹通信 ☆ 第２号          

                        2014 年 8 月 19 日発行 
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毎日暑い日が続いておりますが、お元気でしょうか。 

メルマガ創刊号はご覧いただけましたでしょうか。 

ここに、山形大学校友会メールマガジン“みどり樹通信” 

第２号をお届けします。 

これからも山形大学のたくさんの元気をお届けしたいと 

考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

                             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 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～  

………………………………………………………… 
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 １. 山形大学のトピックス  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■山大トピックス 

 

○学長記者会見の様子を紹介します。 

・学長記者会見(７／２２開催分) 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=14 

  (資料 PDF ファイル 3.15MB） 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/
http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=14


 

・学長記者会見(８／５開催分) 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=15 

  (資料 PDF ファイル 6.26MB） 

 

○山大ホームページに「進化し続ける山形大学」が新たに掲載されました。 

山形大学の“看板”となっている研究やプレスリリースしたものも含めて 

紹介しています。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/common14/index.php?id=88 

 

○広報誌「みどり樹」では、山大卒業生の活躍をお伝えしています。 

「山大聖火リレー」として紙面に登場した卒業生を紹介します。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/common14/index.php?id=86 

 

○８月７日（木）の花笠まつりパレードにエントリーしていましたが、 

雷雨のため 23 年ぶりに７日のパレードは中止となりました。（残念!!） 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1040 

 

■山大のアラカルト紹介 

 

○山形大学大学歌及び学生歌「みどり樹に」のイメージ VTR が動画 

投稿サイト「You  Tube」で視聴できます。 

https://www.youtube.com/watch?v=fQ4qe7e1uZ4 

 

○国立大学ではかなり珍しいのですが、山形大学では授業料の支払 

方法が選択できます。保護者等の希望に応じて４つのパターンから 

選択できるんです…。 

http://campus3.kj.yamagata-u.ac.jp/gakuhi/pamphlet.pdf 

 

○山形大学には、教職員のお子さんを預かる『院内保育所』が２ヶ所 

設置されているのをご存知ですか。 

・医学部保育所「すくすく」 

http://www.id.yamagata-u.ac.jp/hoiku/ 

・小白川キャンパス保育所「のびのび」 

http://www.yamagata-u.ac.jp/kenkyu/danjo/nobinobi/ 

 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=15
http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/common14/index.php?id=88
http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/common14/index.php?id=86
http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1040
https://www.youtube.com/watch?v=fQ4qe7e1uZ4
http://campus3.kj.yamagata-u.ac.jp/gakuhi/pamphlet.pdf
http://www.id.yamagata-u.ac.jp/hoiku/
http://www.yamagata-u.ac.jp/kenkyu/danjo/nobinobi/


■山大生の元気をお届けします  

 

○平成２５年度に「大学間交流協定大学への派遣留学生」支援事業 

に参加した１０人の学生さんのうち、今回は石田佳栄さん（工学部情報 

科学科：留学当時２年）のレポートを紹介します。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/ryugaku/r25_01/r25_01_07ishida.html 

  

○平成 26 年度山形大学外国人留学生日本語発表会が開催されました。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1038 

 

○農学部ボランティアグループ「走れ!! わぁのチャリ」が上名川演習林で 

「フクシマの子供たち」と森・川遊びをしました。 

http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/saiji/news_440.html  

 

○女子バスケットポール部が、２０１４年佛光盃大会(台湾)で第４位を 

獲得しました。校友会からも遠征費の一部を支援しています。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1024 

 

○山形大学学生広報部 【YＵＭ！】 

ＹＵＭ！とは、(Yamagata University Magazine) の略で学生広報部 

です。 山大生がホームページを運営し、山形大学を受験する皆様や、 

山形大学の学生に向けて情報を発信しています。 

http://www.yamagata-university.jp/  

 

○２６９団体もある学生サークルから、今回は５つのサークルの活動を紹介 

します。 

 

▼フリーペーパーサークル「Y-ai」▼  

＜Twitter＞ https://twitter.com/Yaiyai117 

 

▼囲碁将棋部▼ 

http://ysyogi.web.fc2.com/ 

 

▼社交ダンス部▼ 

http://syakou.jimdo.com/ 

 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/ryugaku/r25_01/r25_01_07ishida.html
http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1038
http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/saiji/news_440.html
http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1024
http://www.yamagata-university.jp/
https://twitter.com/Yaiyai117
http://ysyogi.web.fc2.com/
http://syakou.jimdo.com/


▼ラグビー部▼ 

http://www.geocities.jp/yamagata_u_rugby_c/ 

 

▼男子サッカー部▼ 

<twitter> https://twitter.com/yamadaifc 

http://ftb.jp/jufa-tohoku/team.php?keyno=11 

 

■山形大学からのお知らせ 

 

○山形大学出版会では、山形大学の研究に限らず、山形の文化、 

風習、食などの様々な“山形学”を納めた書籍を出版しています。 

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

 

○人文学部は１０月１８日(土)に「ホームカミングディ」を実施します。 

http://www-h.yamagata-u.ac.jp/news/news-event/4770.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 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 

 

○各同窓会と校友会との情報交換会を開催しました。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_07/H2607jouho_koukan.html 

 

○７月３１日（木）に平成２６年度校友会支援事業「大学間交流協定大学 

への派遣留学生」支援金贈呈式を開催しました。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_07/H26zoutei_shiki.html 

 

○９月１３日（土）に「第３回ビーチサッカー大会 in 庄内」を開催します。 

山大生が庄内浜に集い、学部対抗によるビーチサッカー大会です。 

お近くにお住まいの卒業生の皆さん、ぜひ後輩たちの応援にお越しくだ 

さい。 

－昨年の様子はこちら－ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/25_09/25_09beach.html 

 

 

http://www.geocities.jp/yamagata_u_rugby_c/
https://twitter.com/yamadaifc
http://ftb.jp/jufa-tohoku/team.php?keyno=11
http://www.yamagata-u.ac.jp/books/
http://www-h.yamagata-u.ac.jp/news/news-event/4770.html
http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_07/H2607jouho_koukan.html
http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_07/H26zoutei_shiki.html
http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/25_09/25_09beach.html


 

○平成２６年度山形大学事務系職員ＯＢ会を開催します。 

日時：平成２６年１０月３日（金）１７：３０～  

会場：山形国際ホテル 

－昨年の様子はこちら－ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/25_09/25_10OBkai.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 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 

 

○「青春の詩碑」は母校８０周年記念事業の一つとして建立され、 

平成２年１０月１日、８０周年記念日の当日、除幕式が執り行われ、 

米沢工業会から山形大学工学部に贈呈されたものです。 

《工学部の卒業生以外の方も必見です!!》 

 

http://www.ykk1910.jp/about/%e9%9d%92%e6%98%a5%e3%81%ae%e7%a2%91%e3%83

%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88  

 

○看護学科樹氷会の交流会としてホームカミングディを実施しました。   

http://n-yu.jp/alumn/2014/06/09/%E5%B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E5%BA%

A6%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A%E3%80%8C%E3%83%9B%E3%83%BC%

E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%87%E3%83

%BC%E3%80%8D%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC/ 

   

○農学部鶴窓会庄内支部総会開催に合わせてホームカミングディを 

実施しました。 

http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/saiji/news_435.html   

 

■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。～ 

  ・東京ふすま会会報「乾坤」第 129 号 

  ・樹氷ＮＥＷＳ 第 11 号 －看護学科同窓会発行－  
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http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/saiji/news_435.html
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 ４.一枚の写真からみえたもの   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■今の学生寮 

 

○昔と比べ「学生寮」は“ずいぶん”変わりました。とりあえず全体の 

概要と、現在の清明寮と啓明寮の建物や部屋の様子を紹介します。 

 

・現在の学生寮の概要 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201408gakuse

iryo.html 

 

・山形「清明寮」（昔の学寮です。） 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201408no1.ht

ml 

 

・鶴岡「啓明寮」  

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201408no2.ht

ml 

 

■山大オリジナルグッズ 

○山形大学にはたくさんの「山大グッズ商品」があります。 

 “学長せんべい”をはじめ山形大学生活協同組合で取り扱っている 

商品を紹介しま～す。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/h26yamadai_goods.html 
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 ５.山大応援団の皆さまからのメッセージ   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

【寄稿】「山大重量挙部への想い!!」と題し、山大重量挙部現 OB 会長の 

長岡幸雄さんからご寄稿いただきました。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/mail201408kikou.html 

 

■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。 

○引き続き、広く募集中です。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201408gakuseiryo.html
http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201408gakuseiryo.html
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http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/mail201408kikou.html


 

■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時代の写真を広く募集いたします。できれば、 

写真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 

○卒業生の皆さんに原稿を募集しますので、どしどしお寄せください。 

テーマを自由とし、８００字以内でお願いします(締切は毎月末デス)。 

例えば、「あなたが過ごした山大時代!!」や「山形大学への想い」の 

ようなもの…。何でも OK です。 
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 ６.地域の少し気になるニュース   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■山形のイベント情報 

 

○“山形名物”日本一のいも煮会フェスティバルが開催されます。 

▼第 26 回日本一の芋煮会フェスティバル公式サイト▼ 

http://www.y-yeg.jp/imoni/ 

 

○山形市が進めてきた「史跡山形城跡」(山形市霞城公園内) の本丸 

一文字門の復元工事が終了し、８月４日（月）から一般開放が始まり 

ました。 

▼山形市公式ホームページ関連記事▼ 

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/oshirase/kanko/a427eid0729131832.html 

 

○山形大学(東京サテライト)が協賛する「芝浦運河まつり」は 

９月２８日（日）に実施されます。 

東京及び東京近郊の卒業生の皆さまにはぜひお越しください。 

－昨年の様子はこちら－ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/satellite/tokyo/newpage2.html 

 

 

 

 

http://www.y-yeg.jp/imoni/
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/oshirase/kanko/a427eid0729131832.html
http://www.yamagata-u.ac.jp/satellite/tokyo/newpage2.html
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  ～ メルマガ編集局から ～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

校友会のホームページにある８月のフォトギャラリーでは、小白川 

キャンパスの風景等を紹介しています。 

 

▼山形大学校友会フォトギャラリー▼  

＜２０１４年８月＞ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/gallery01/gallery2014_08(1).html 

＜ギャラリーインデックス＞ 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ■ □ ■  編集後記 ■ □ ■ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜T さんのご感想＞ 

校友会のメールマガジン「みどり樹通信（創刊号）」配信ありがとう 

ございました。一読させていただきましたが、山形大学の”今”を、サー 

クル活動、同窓会情報を含めて諸々、トータルで知ることができて有益 

でした。もっとも、私のような老体には、ヤレ Facebook や Twitter などと 

戸惑いもありますが…。 

 

＜K さんのご感想＞ 

母校のことを知れたり、先輩方と関われるのはとても幸せだと感じます。 

校友会は卒業生にとって母校と繋がれる、ありがたい存在ですね。 

メールマガジンも楽しく読ませていただきました。 

新しい学長先生のことや在校生のがんばり、学食のことなど楽しく読ま 

せていただきました。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

------------------------------------------------------------ 

メールマガジン創刊号をご覧になり、T さんや Kさんをはじめ 

さまざまなご感想をお寄せいただきありがとうございました｡ 

８月１１日から１５日まで大学が一斉休業のため、第２号の配信が 

本日になってしまいました…。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/gallery01/gallery2014_08(1).html
http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/gallery_index.html


 

これからも目一杯頑張りますので、応援してくださいネ。 

残暑厳しき折、ご自愛のほどお祈り申し上げます。 

 

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 

 

■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） 
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Tel：023-628-4867  Fax：023-628-4185 
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