
▲▲▲ 山形大学校友会 ▲▲▲ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/  
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□■■…………………………………………………………………………………………… 

■■  

■                    ☆ みどり樹通信 ☆ 第５号 

                                         2014 年 11 月 17 日発行 

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

 10 月から 11 月は多くの同窓会支部総会が各地で開催され、校友会からも出席し卒業生の皆 

 さまと親しくお話する機会に恵まれました。 

 校友会は卒業生と大学及び在学生とを繋ぐ架け橋のような存在でありたいと願っています。 

 ここに、山形大学校友会メールマガジン“みどり樹通信”第５号をお届けします。山形大学の 

 たくさんの元気をお伝えしますので、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 ～  

…………………………………………………………… 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 【校友会支援事業】12 月 6 日（土）に「山形大学卒業生講演会」を開催します。 

 ふすま同窓会と校友会との共催事業です。この機会にぜひご来場ください。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_09/26_11Symposium.html 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  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(10 月 22 日開催分) 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=21 
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 ・学長記者会見(11 月 5 日開催分) 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=22 

  (資料 PDF ファイル 5.98MB） 

 ○山形大学はアルケマ社（フランス）と有機エレクトロニクス分野における学術交流協定を締 

 結しました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=20 

 ○【人文学部】ホームカミングデー”３年目の卒業祝い”等が開催されました。 

 http://www-h.yamagata-u.ac.jp/news/news-event/7343.html 

 ○【地域教育文化学部】山形大学文化ホールのオープニングセレモニーが開催されました。 

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

 ○【農学部】日本酒シンポジウム「Oh!洒落に日本酒 de Night 2 時限目」を開催しました。 

 http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/saiji/news_478.html 

     

 ■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） 

 ○山大小白川キャンパスの理学部屋上には、小さな天文台があります。 

 理学部と NPO 法人小さな天文学者の会が共同して運営する市民のための「やまがた天文台」 

 です。   

 http://ksirius.kj.yamagata-u.ac.jp/yao/ 

 ○人文学部の卒業生で、女流講談師の宝井琴柑さんが特別授業を行いました。   

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_09/26_10takaraikinkan.html 

 ○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  

 ○（株）ブリジストン代表取締役ＣＯＯ西海和久さん（山形県出身：本学大学院工学研究科高 

 分子化学専攻 昭和 50 年修了）に、地元の山形新聞〈11 月 16 日付け朝刊〉の山形大学全面 

 広告に登場していただきました。＜どうぞご覧あれ！＞  

 

 ■山大生の元気をお届けします 

 ○今秋、各キャンパスで開催された“大学祭”の様子を紹介します。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/2014daigakusai_index.html  

 ○学生サークル紹介 

 今回は「女子バスケットボール部」と「山形大学吹奏楽団」の活動をそれぞれ 

 代表の学生さんに紹介してもらいました。 

 <サークル紹介インデックス＞ 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/2014circle_index.html 
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 ○学生サークルのイベント紹介（お近くの方はぜひお出かけください。） 

 ・女子バスケットボール部が「全日本大学バスケットボール選手権大会」に出場します。 

 初戦は平成 26 年 11 月 25 日（火）大田区総合体育館にて愛媛大学と対戦します。 

 試合開始は 13：40 です。 

 東京近郊にお住まいの卒業生の皆さん、応援よろしくお願いします。     

 ＜全日本インカレ組み合わせ表＞ 

 http://www.jubf.jp/games/?year=2014&ac=24 

 ・劇団めざましどけい『ユリイカ』公演のご案内 

  平成 26 年 12 月 19 日（土）・20 日（日）山形市遊学館２F ホール 

 http://yamadaigekidanmezamashidokei.web.fc2.com/ 

 

■山形大学からのお知らせ 

 ○【人文学部】第 42 回山形大学模擬裁判 12 月公演のご案内 

 http://www-h.yamagata-u.ac.jp/news/news-event/7437.html 

 ○【地域教育文化学部】音楽芸術コース音楽研究会「第 65 回定期演奏会」を開催します。 

 （平成 26 年 12 月 6 日（土）／山形テルサ） 

 http://www.e.yamagata-u.ac.jp/~ongaku/teiki2014.html 

 ○山形大学附属博物館の「古文書（こもんじょ）展」を 2 つの会場で同時開催します。 

 http://www2.lib.yamagata-u.ac.jp/museum/tokuten.html 

 ○公開講座「よみがえる東北文化」を宮城県松島町で開催します。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin2/article.php?storyid=379 

  

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  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】実践教育プログラム「合宿型交流ワークショップ」および 

 「長期インターンシップの実施等」が開催されました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/2014jissen_index.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 

 ○各同窓会支部総会等の開催状況（校友会事務局から出席した総会等） 

 ▼10 月 10 日（金）米沢工業会創設 90 周年記念行事 
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 ▼10 月 13 日（月）地域教育文化学部同窓会 母校創立 136 周年祝賀行事 

 ▼10 月 24 日（金）ふすまの日・ふすまの夕べ 

 ▼10 月 25 日（土）米沢工業会千葉支部総会 

 ▼10 月 25 日（土）地域教育学部同窓会神奈川支部総会 

 ▼11 月 9 日（日）米沢工業会東海支部総会 

＜校友会が出席した総会等の様子はこちらからご覧ください。＞ 

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

 

 ■同窓会からのお知らせ（校友会事務局から出席予定） 

 ▼11 月 22 日（土）米沢工業会関西支部総会が大阪弥生会館において開催されます。 

  

 ■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。～ 

 ・機関誌『さくらんぼ』第 12 号 地域教育文化学部同窓会神奈川支部発行 

 ・同窓会新聞『蔵王』第 17 号 医学部医学科同窓会「蔵王会」発行 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ４．一枚の写真からみえたもの   

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 ■附属博物館所蔵の逸品「結髪土偶（けっぱつどぐう）」を紹介します。 

 この土偶は、頭部の左右が髪の毛を結い上げているようにみえることから「結髪土偶」と呼ば 

 れています。  

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201411.html 

＜山形大学附属博物館のページはこちらからご覧ください。＞ 

 http://www2.lib.yamagata-u.ac.jp/museum/ 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ５．山大応援団の皆さまからのメッセージ   

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

【寄稿】『重量挙げ部 OB の集い』をやりました！と題し、鈴木和彦さん（農・昭 45 年卒）から 

 ご寄稿いただきました。 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/mail201411kikou.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。  
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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形大学時代！！」 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ６．地域の少し気になるニュース   

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ○モンテディオ山形が天皇杯サッカー大会の準決勝に進みました！！ 

 準決勝は 11 月 26 日（水）午後 7 時から大阪市のヤンマースタジアム長居で J２ジェフユナイ 

 テッド千葉と決勝進出を懸けて戦います。 

 関西在住の皆さんは、ぜひ応援をお願いします。 

 ＜試合日程など＞ 

 http://www.jfa.jp/match/emperorscup/2014/match_page/m86.html 

 J2 最終公式戦の情報はこちらからご覧ください。山形大学も応援しています。 

 http://www.montedioyamagata.jp/news/g-2/y-2014/m-11/n-00003606/ 

 ○11 月 23 日（日）に山形県の無形民俗文化財に指定されている山戸能・ 

 山五十川歌舞伎が上演されます。（鶴岡市） 

 ＜鶴岡市観光連盟ホームページ（山戸能・山五十川歌舞伎紹介）＞ 

 http://www.tsuruokakanko.com/event/index.html 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   ～ メルマガ編集局から ～  

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ▼校友会フォトギャラリー11 月▼ 

 ＜農学部校舎・附属農場・演習林＞四季折々の風景 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/gallery01/gallery2014_1117.html 

 

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

                      ■ □ ■  編集後記 ■ □ ■ 

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

 メルマガに最後までお付き合いいただきありがとうございました。  

 昨日、特別寄稿で紹介した旧山大重量挙部のＯＢ6 人が小白川キャンパスを訪問され、“昔 

 の部室”を見学し、ぜひ「部」を復活 したいという熱い思いを語り合っていました…。 

 山形では雪便りも届き、今年もあと１ヶ月半余りとなりました。 

 年末を控え、皆さまには益々ご自愛ください。 
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-------------------------------------------------------- 

 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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