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■                    ☆ みどり樹通信 ☆ 第３号 

                                         2014 年 9 月 16 日発行 

  ……………………………………………………………………………………………■■□ 

 山形はめっきりしのぎやすい季節となりましたが、季節の変わり目、朝夕の寒暖の差に体調 

 を崩されることのないよう、くれぐれもご自愛ください。 

 ここに、山形大学校友会メールマガジン“みどり樹通信”第 3 号をお届けします。 

 これからも山形大学の「あんなこと、こんなこと」をたくさんお届けしたいと考えておりますので、 

 ご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

                                                          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 ～  

…………………………………………………………… 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  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(9 月 2 日開催分) 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=16 

   (資料 PDF ファイル 5.75MB） 

 ・学長記者会見 (9 月 16 日開催分) 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=17 

   (資料 PDF ファイル 6.46MB） 

 ○【人文学部】ナスカ地上絵の保護を目的に（株）ミラドールと協定を締結しました。  

 http://www-h.yamagata-u.ac.jp/news/news-laboratory/4804.html 
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 ○【人文学部】人文学部１号館の増築工事が８月末で完了しました。      

 http://www-h.yamagata-u.ac.jp/about/topics_201409_04.htm   

 ○【医学部】山形大学重粒子線がん治療装置研究棟開所式典を挙行しました。 

 http://www.id.yamagata-u.ac.jp/juryusi.html 

 ○【工学部】米沢駅にデジタル工作室「駅ファブ」をオープンしました。 

 ファブスペースが駅舎内にできるのは”日本初”です。 

 http://www2.yz.yamagata-u.ac.jp/info/2014/140830ekifab.html 

 ○【農学部】JICA の地域別研修「アフリカ地域稲作収穫後処理コース」を開始 

 しました。 

 http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/saiji/news_446.html 

  

 ■山大のアラカルト紹介 

 ○山形大学 SCITA センターをご存知ですか？ 

 このセンターは、科学的思考能力を備えた将来の山形あるいは日本を 

 支える人材を育成することを目的として設置されたものです。 

 http://mirai.scita.jp/ 

 ○小白川キャンパス専用シャトルバスを紹介します。  

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/campus3/index.php?id=56 

 ・こちらもご覧ください。（バスのデザイン紹介） 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin5/article.php?storyid=9 

 ○山形大学では、facebook により山形大学の旬な情報をお伝えしています。 

 https://www.facebook.com/YamagataUniv 

 facebook をお使いの皆さんは、是非、「いいね！」をお願いします。 

 なお、facebook、twitter 等、山形大学が「山形大学ソーシャルメディアポリシー」に 

 基づき、公式に運用しているソーシャルメディアアカウントは次のとおりです。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/common14/index.php?id=75 

 ○山形大学大学歌及び学生歌「みどり樹に」を動画投稿サイト「You Tube」でお聴き 

 いただくことができます。 

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

 

 ■山大生の元気をお届けします  

 ○平成 26 年度学生元気プロジェクトとして 12 件のプロジェクトが採択されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/campus3/index.php?id=93 

 ・元気プロジェクトの趣旨・応募方法等についてはこちらをご覧ください。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/campus3/index.php?id=96 
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 ○今年度の各キャンパス大学祭は次の日程で開催されます。 

 ・八峰祭（小白川キャンパス） 平成 26 年 10 月 18 日（土）～19 日（日） 

 <八峰祭についてはこちらをご覧ください。> 

 http://www.yatsuminefestival.com/ 

 ・吾妻祭（米沢キャンパスほか） 平成 26 年 10 月 11 日（土）～13 日（月：祝日） 

 ・鶴寿祭（鶴岡キャンパス） 平成 26 年 11 月 2 日（日）～3 日（月：祝日） 

 ○オープンキャンパス 2014 が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1048 

 生協学生委員会／OH,ONE!?が冊子を作成しオープンキャンパスで高校生や 

 保護者に配付しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/h26AllRight_index.html 

 ○ただいま留学中！ 

 校友会からの支援を受けて海外の大学間交流協定大学に留学中の学生さんから 

 近況報告をいただいていますのでご覧ください。 

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

 ○学生サークル紹介 

 数ある学生サークルの中から、今回は次のサークルの活動を紹介します。 

＜体育系サークル＞ 

 ▼基礎スキー同好会ＢＩＧＢＯＯＴＳ▼ 

 http://yamagatabigboots.fc2web.com/ 

 ▼サリバンディ部▼  

 http://s.maho.jp/homepage/38f4f4a1a2d0ef66/ 

＜文化系サークル＞ 

 ▼山形大学混声合唱団▼ 

 http://yamadaikon332.web.fc2.com/index.html 

 

 ■山形大学からのお知らせ 

 ○【地域教育文化学部】ひらめき☆ときめきサイエンス『算数・数学マジックを 

 楽しもう！ in 山形 ～「なぜ？」＆「なるほど！」の世界～』を開催します。 

 http://www.e.yamagata-u.ac.jp/topics/img/141101.pdf 

 ○「第 6 回ＥＭＩＲ勉強会」を関西学院大学において開催します！ 

   ※ＩＲ：Institutional  Research の略 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin2/article.php?storyid=367  

 ○山形大学、愛媛大学、高知工科大学の共催による「科学・理科体験教室」を 

 開催します。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/satellite/tokyo/pdf/rika2014.pdf 
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 ○ホームカミングデーのお知らせ 

 この機会に卒業生の皆さんも山形大学へぜひお出かけしてみませんか！ 

【人文学部】10 月 18 日（土） 

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

【理学部】10 月 18 日（土）、19 日（日） 

 http://www-sci.yamagata-u.ac.jp/soumu/kenkyu/2014home.pdf  

 ○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” を収めた書籍を出版しています。 

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

 ○第 39 回医学部慰霊祭が 9 月 26 日（土）に開催されます。 

 －昨年の様子を紹介します。－ 

 http://www.id.yamagata-u.ac.jp/shirayuki/katudou.html 

 ＜山形大学しらゆき会とは？＞ 

 http://www.id.yamagata-u.ac.jp/shirayuki/index.html 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ２. 校友会からのお知らせ  

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ■校友会からのお知らせ 

【校友会支援事業】第 3 回ビーチサッカー大会が 9 月 13 日（土）に鶴岡市 

 由良海岸で開催される予定でしたが、大雨のため農学部体育館に会場を 

 移してのフットサル大会に変更となりました。 

（結果等については次号で紹介します。） 

【校友会支援事業】企業訪問バスツアーを実施しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/career/140807_1.html 

【校友会支援事業】キャリアカフェ（ＯＢ・ＯＧフォーラム）を実施しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/career/140820.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 

 ○現在の人文学部と理学部の同窓会である「ふすま同窓会」。来年には 

 95 周年を迎えます。さて、「ふすま」という名称の由来は？ 

 http://www4.plala.or.jp/fusuma/aboutus/whats_fusuma.html 
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 ○各同窓会支部総会の開催状況 

 ▼一般社団法人米沢工業会東京支部総会が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/dousoukai/douso_26_09/26_09yktokyo.html 

  

 ■各同窓会からのお知らせ 

 ○「山大の集い」（東京ふすま会）が 9 月 27 日（土）に開催されます。   

 http://www.tkyfusumakai.jp/sub1-26-10.htm 

 ○米沢工業会 90 周年記念事業の詳細スケジュールが決定しました。  

 http://www.ykk1910.jp/about/%e4%bc%9a%e5%91%8a 

 ○地域教育文化学部同窓会 136 周年祝賀行事が 10 月 13 日（月:祝日）に 

 開催されます。併せて地域教育文化学部ホームカミングデーが開催されます。 

 会場：山形国際ホテル 12:00～ 

  

 ■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。～ 

   ・地域教育文化学部同窓会川崎支部会報『こまくさ』平成 26 年 8 月 20 日号 

   ・北海道スキー指導者協会機関誌『 シュプール』41 号 

  （ふすま同窓会札幌支部から） 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ４．一枚の写真からみえたもの   

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ■東京ふすま会ホームページをお借りして「山形大学蔵王山寮」の今昔を 

 紹介します。あなたが知っているのは「コーボルトヒュッテ」？それとも 

 「蔵王山寮」？ 

 http://www.tkyfusumakai.jp/shashin-2.htm 

 ・現在の蔵王山寮についてはこちらもご覧ください。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/sanryo/ 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  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。 

 ○引き続き、広く募集中です。 

 ■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!? 

 ○引き続き、広く募集中です。 
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 ■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。 

  次のテーマで 800 字以内でお願いします（締め切りは毎月末デス)。 

  ・テーマ「あなたが過ごした山大時代!!」 

 ▼メッセージ・寄稿送信先メールアドレス▼ 

 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   

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ■山形のイベント情報 

○【東京都】山形大学（東京サテライト）が協賛する「芝浦運河まつり」の 

  詳細スケジュールが決定しました！（関東地域の方は必見） 

 ▼芝浦運河まつり公式サイト▼ 

 http://shibaura-canal.com/  

 ○【山形市】「第 2 回山形まるごとマラソン」が開催されます。 

  開催日：平成 26 年 10 月 5 日（日） 

＜第 2 回山形まるごとマラソン公式サイト＞ 

 http://www.yamagata-city-marathon.com/ 

○【米沢市】「第３回なせばなる秋まつり」が開催されます。 

 開催日：平成 26 年 9 月 27 日（土）～28 日（日）10:00～17:00 

    （※28 日は 16:00 まで） 

 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/4281.htm 

○【鶴岡市】「第 9 回鶴岡市芸術祭」が 12 月 6 日（土）まで開催中です。 

 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/070300/page8084.html 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   ～ メルマガ編集局から ～  

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 9 月の校友会フォトギャラリーでは、小白川キャンパスの風景（建物）を 

 紹介しています。 

 ▼山形大学校友会フォトギャラリー▼  

 ＜ギャラリーインデックス＞ 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/gallery_index.html 
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                      ■ □ ■  編集後記 ■ □ ■ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

  ＜N さんの感想から＞ 

 第 2 号お届け頂き有難うございました。毎号が皆様から待たれる企画が続きます様ご活躍を 

 祈ります。ところで、お盆に東北新幹線を利用しました。トランベール 2014-8 月号の裏表紙に 

 「進化し続けるそれが山形大学」とありよくやっているなあと感心しました。 

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

 N さんをはじめ、様々なご感想をお寄せいただきありがとうございました。 

 これからも充実した誌面作りを目指しますので、応援をよろしくお願いいたします。 

  

 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） 

 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. 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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