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■                    ☆ みどり樹通信 ☆ 第４号 

                                         2014 年 10 月 15 日発行 

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

 蔵王の木々も紅葉した今日この頃、皆さまにはお変わりなくお過ごしでしょうか。10 月は後期の授

業がスタートし、大学キャンパスには再び学生さんたちの賑わいが戻ってきました。 

 恒例の大学祭は先週末に米沢キャンパス他で「吾妻祭」が開催され、親子連れなど多くの来場者

で賑わいました。 

 ここに、山形大学校友会メールマガジン“みどり樹通信”第４号をお届けします。山形大学の元気

を皆さまにお伝えします！  

                                                          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  
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 ■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(10 月 7 日開催分) 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=19 

   (資料 PDF ファイル 7.58MB） 

 ○【人文学部】学部ホームページをリニューアルしました。 

 http://www-h.yamagata-u.ac.jp/ 
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 ○【地域教育文化学部】公開講座「21 世紀の教育の創造－ほめる・叱るに替わる教育と子育て－」   

 を開催しました。 

 http://www.e.yamagata-u.ac.jp/topics/140924.html 

 ○【理学部】第 47 回理学部スポーツ大会を開催しました。 

 http://www-sci.yamagata-u.ac.jp/soumu/event/2014sports/2014sports.html 

 ○【工学部】第３期ものづくりシニアインストラクター養成スクール開校式と記念講演を 実施しまし 

 た。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1081 

 ○【農学部】ひらめき☆ときめきサイエンス- 生物の多様性を考える - 」を開催しました。 

 http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/saiji/news_456.html 

 ○【農学部】山大農場フェスティバル「お米がとれたよ みんなで踊ろう！」を開催しました。 

 http://yamagata-univ-nojofes.jimdo.com/ 

  

■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） 

 ○山大サイエンスカーは県内外各地で『出張科学実験』を行っています。また、第 1 金曜日に 

 FM 山形で放送されている「Be★らぼ～山大サイエンスカー」の内容は大学ホームページから 

 も聴くことができます。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/common14/index.php?id=83 

 ＜Be★らぼ山大サイエンスカー＞（FM 山形番組 Web サイト） 

 http://www.rfm.co.jp/be/ 

 ＜Be★らぼ Facebook ページ＞ 

 https://www.facebook.com/FmyamagataBerabo 

 ○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。（1,000 回以上のアクセスを目指しています…。） 

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

 

 ■山大生の元気をお届けします 

 ○10 月18 日（土）、19日（日）に開催される「第 48 回八峰祭」の詳細を公式サイトから紹介します。  

 http://www.yatsuminefestival.com/ 

 ○10 月 11 日（土）～13 日（月）に開催された「第 20 回吾妻祭」の実行委員会ブログを 紹介します。 

 http://azumafesta.com/ 

 ○鶴寿祭が 11 月 2 日（日）、3 日（月）農学部鶴岡キャンパスにて開催されます。 

 ＜昨年の様子＞ 

 http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/saiji/news_365.html 

 ○学生サークル編集フリーペーパー”Y-ai”第 3 号が発行されました。 

 『YAMGATA の AI』="Y-ai!”。企画・制作・出版すべてを学生の手で行っています。 
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 https://www.facebook.com/pages/%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%83%95%E

3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%8

2%AF%E3%83%AB%EF%BC%B9-ai/393342804089873?fref=ts 

○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＞ 

 ▼ワンダーフォーゲル部▼ 

 http://www.yuwv.com/ 

 ▼医学部空手道部▼ 

 http://yamamedkarate.ikaduchi.com/ 

＜文化系サークル＞ 

 ▼ジャグリングサークル▼ 

 http://plaza.rakuten.co.jp/JuggleWithNekkey/ 

 

 ■山形大学からのお知らせ 

 ○山形大学が中心となりコーディネートする「東北地区国公立大学説明会」を宇都宮市と 

 札幌市で開催します！！（東北地域の大学に入学を考えている高校生には必見！!） 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin2/article.php?storyid=377 

 ○奥の細道マイスター養成講座（中級）公開講座（11/14）のご案内です。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin2/article.php?storyid=370 

 ○【地域教育文化学部】山形大学文化ホール新設の記念コンサート(11/3～)を開催します。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin2/article.php?storyid=374 

 <PDF>  http://www.e.yamagata-u.ac.jp/topics/img/141103.pdf 

 ○【医学部】平成 26 年度医学部公開講座「在宅医療・在宅看護の課題と対策」を開催します。 

 http://www.id.yamagata-u.ac.jp/koukaikoza26.html 

 

 ○【農学部】農学紹介講座「農学の夕べ 2014」を開催中です。 

 http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/PDF/2014/2014-yube.pdf 
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  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 

 ○「山形大学校友会会報第 4 号」を発行しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/kaiho_index.html 
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【校友会支援事業】第３回ビーチサッカー大会 in 庄内が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_09/26_09beachsoccer.html 

【校友会支援事業】「科学で東北を盛り上げ隊！＠石巻」が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1075 

【校友会支援事業】「知的書評合戦ビブリオバトル 2014in やまがた」が開催されます。 

 <PDF>  http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/images/H26nendo/biblio2014.pdf 

 ○平成 26 年度山形大学事務系職員ＯＢ会が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_09/26_10yamadaiOB.html 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ３．各学部同窓会の情報をお伝えします   
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 ■同窓会からのお知らせ 

 ○【ふすま同窓会】10 月 18 日（土）に開催される「人文学部ホームカミングデー」において 「ティー 

 デマン・ふすま賞授賞式」が行われます。 

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

 ・受賞論文および受賞者名 

   http://www4.plala.or.jp/fusuma/aboutus/2014tiedemann.html 

 ・「ティーデマン・ふすま賞」とは？ 

   http://www4.plala.or.jp/fusuma/aboutus/tiedemann.html 

  

■同窓会インフォメーション 

 ○各同窓会支部総会の開催状況 

 ▼（東京ふすま会）「山大の集い」が開催されました。 

＜東京ふすま会ホームページ＞ 

 http://www.tkyfusumakai.jp/sub1-26-11.htm 

 ▼鶴窓会関西支部総会が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/dousoukai/douso_26_09/26_10kakso_kansai.html 

 ▼米沢工業会北海道支部で芋煮会が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/dousoukai/douso_26_09/26_09ykHKDimoni.html 

 ▼第 11 回米沢工業会千葉支部「平成の会」が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/dousoukai/douso_26_09/26_09ykCHIBAheisei.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。～ 

  ・ふすま同窓会八十年記念写真誌『ひかり北地に』 
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  ４．一枚の写真からみえたもの   
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 ■小白川キャンパス各所に残る「赤レンガ」。その由来は？ 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201410.html 

＜みどり樹 33 号 P14＞「山大のある風景」（最終回）小白川キャンパス 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/html/midorigi/mid_33.pdf 
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  ５．山大応援団の皆さまからのメッセージ   
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 小白川キャンパスを訪問された鈴木和彦さん（農 OB 昭 45 卒）から感想が寄せられました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/raihou/raihou_20140922.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。 

 ■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。 

 ■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形大学時代！！」 
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  ６．地域の少し気になるニュース   
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 ○山形大学(東京サテライト)が協賛した「芝浦運河まつり」が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin1/article.php?storyid=1080 

■山形のイベント情報 

 ○第 64 回山形県農林水産祭（第 24 回山形県林業まつり＆秋の食彩まつりが開催されます。 

 ▼山形県観光情報ポータル「やまがたへの旅」▼ 

 http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=8740&yc=event&yp=1 

 ○10 月 17 日（金）～11 月 9 日（日）まで「南陽の菊まつり」が開催されます。 

 ▼南陽の菊まつり（南陽市ホームページ）▼ 

 http://www.city.nanyo.yamagata.jp/kankoibento/380.html  

 ○10 月 18 日（土）、19 日（日）に「酒田どんしゃんまつり」が開催されます。 

 http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=8148&yc=event&yp=1 
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   ～ メルマガ編集局から ～  
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 ▼山形大学校友会フォトギャラリー10 月▼ 

 山形市平清水の清明寮（元学寮のところ）の周囲に、「地域教育文化学部附属農場」があるのを 

 ご存じですか！！ 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/gallery01/gallery2014_10.html 
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                      ■ □ ■  編集後記 ■ □ ■ 
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 １０月は３つのキャンパスで開催される大学祭、ホームカミングデーなど現役の大学生と山大卒業

生が交流する場が数多くあります。私ども校友会では、同窓会活動への若手の参加が増えるような

＜きっかけの場作り＞のお手伝いを出来ればと考えています。 

 メールマガジン 4 号を最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

 これからも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 
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 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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