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■                    ☆ みどり樹通信 ☆ 第７号 

                                         2015年 1月 15日発行 
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2015年の幕開け、山形は「雪」の新年でした。 皆さまがお住まいの地域はいかがでしたか。

とても寒い山形の冬ですが、米沢の「雪灯篭まつり」はじめ、県内各地域ではイベントが

目白押しです。ここに、山形大学校友会メールマガジン “みどり樹通信” 第７号をお届

けします。本号でも、冬の寒さにも負けない山形大学の「熱気」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．山大卒業生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 

○小山学長の年頭のあいさつを紹介します。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/university1/index.php?id=193 

○学長記者会見の様子を紹介します。 

・学長記者会見(12月 24日開催分) 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=29 

 (資料 PDFファイル 2.92MB） 

・学長記者会見(1月 14日開催分) 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=30 

 (資料 PDFファイル 4.13MB） 
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○大学院理工学研究科の城戸 淳二教授、夫 勇進准教授らの研究グループが 

多層構造を持つ低分子塗布型有機ＥＬ素子の開発に成功しました。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin4/article.php?storyid=28 

○【人文学部】第 42回山形大学模擬裁判公演を実施しました。 

http://www-h.yamagata-u.ac.jp/news/news-event/7632.html 

○【地域教育文化学部】「やまがた食育カレンダー2015」が完成しました！ 

http://www.e.yamagata-u.ac.jp/topics/141226.html 

○【工学部】工学部の学生編集による「工学部新聞」No.16（平成 26年 12月号）が 

発行されました。 

http://www2.yz.yamagata-u.ac.jp/shinbun/141208shinbun-16.pdf 

（PDFファイル 2.76MB） 

○【農学部】第 3回庄内地区若手営農者“農業の明日を語る会”を開催しました。 

http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/saiji/news_492.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） 

○ゆうキャンパスリポジトリ（正式名称：学術成果発信システムやまがた） 

・「ゆうキャンパスリポジトリ」とは、山形大学に設置するインターネット上の 

電子書庫（リポジトリ）のことです。 

http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yttop/bulltein/ir/ 

○山形大学大学歌及び学生歌「みどり樹に」がイメージ VTRとともに動画投稿サイト 

「You  Tube」で視聴できます。 

（引き続き 2,000回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 

○1月 10日（土）に「山形から世界へ～多文化交流コンサート～」が開催され、 

山形大学の留学生が多数出演しました。  

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/27_01/27_01tabunka_concert.html 

○学生サークル紹介 

今回は「裏千家茶道サークル 千歳」と「チアダンス部 Cherries(チェリーズ)」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。 

▼裏千家茶道サークル 千歳▼ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/mm_circles/201501mm_Chitose.html 

▼チアダンス部 Cherries（チェリーズ）▼ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/mm_circles/201501mm_Cherries.html 

＜学生サークル紹介インデックス＞ 
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http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/2014circle_index.html 

 

■山形大学からのお知らせ 

○1月 24日（土）、25日（日）に「平成 27年度入試直前相談会」を開催します。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/bulletin2/article.php?storyid=384  

○山形大学の平成 27年度入試日程と募集人員をお知らせします。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/entrance2/index.php?id=30 

○【人文学部】国際学術講演会『大学の国際化』を開催します。 

1 月 23 日（金）16 時 30分より、ルイ・パンザラン氏（フィリピン共和国：サン・カルロ

ス大学 学長補佐）による講演会を開催します。 

http://www-h.yamagata-u.ac.jp/news/news-event/7702.html 

○【工学部】フレックス大学院「 第 2回特別シンポジウム」を開催します。 

日時：1月 22日（木）13:45～17:45 ／ 場所: 工学部 1号館グローバル教育棟  

＜Web事前参加登録締切:1月 19日（月）17時＞ 

http://ifront.yz.yamagata-u.ac.jp/view.cgi?p=148 
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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 

○12月 6日（土）小白川キャンパスにおいて、ふすま同窓会と校友会との共催による 

「山形大学卒業生講演会」を開催しました。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_09/26_12Symposium.html 

○12月 20日（土）山形大学東京サテライトにおいて「山形大学各同窓会東京（関東） 

支部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_09/26_12Syutoken_net.html  

○【校友会支援事業】学生企画「浦戸諸島桂島観光再生ツアー」参加者を募集します。 

第 1回：1月 31日（土）～2月 1日（日）／第 2回：2月 28日（土）～3月 1日（日） 

http://tour.yamant.com/ 

・桂島プロジェクトについて 

http://tour.yamant.com/katsurashima-project/ 

○【校友会支援事業】2月 28日（土）石巻市遊楽館にて『科学で東北を盛り上げ隊！ 

＠石巻』が開催されます。  

※前回（平成 26年 9月開催）の様子はこちら 

http://mirai.scita.jp/~chiiki/event_20140927.html 

○【校友会支援事業】「第 6回山形大学雪合戦大会」を 2月 14日（土）に開催します。 
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http://www2.yz.yamagata-u.ac.jp/info/2014/141219yukigassenn_bosyu.html  

※昨年の様子はこちら 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/26_02/2602yukigassen.html 

○【予告】3月 7日（土）山形大学東京サテライトにて「 OB・OGセミナー」を開催 

します。 

※昨年の様子はこちら 

http://www.yamagata-u.ac.jp/satellite/tokyo/news0301.html  
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  ３．各学部同窓会の情報をお伝えします   
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■同窓会インフォメーション 

＜これまで校友会事務局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） 

 

▼1月 25日（日）「ふすま同窓会関西支部総会」 神仙閣大阪店（大阪市北区） 

▼1月 30日（金）「米沢工業会 TH会首都圏支部新年会」 クーポール赤坂本店 

（東京都港区） 

 

■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。～ 

・一般社団法人米沢工業会 発行『米沢工業会報』創設九十周年記念号 

・山形大学農学部鶴窓会 発行『鶴窓会だより』21号 
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  ４．一枚の写真から見えたもの   
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■東京・JR田町駅前にあるこの建物は…？ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/images_mail2014/mail_gallery201501.html  
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  ５．山大卒業生の皆さまからのメッセージ   
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■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 
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 ○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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■「酒田日本海寒鱈まつり」1月 24日（土）、25日（日） 

http://www.sakata-kankou.com/event/102 

☆ご参考まで…「どんがら汁」レシピ 

http://nmai.org/kyodo/kyodo-fuyu/dongara.html 

■「上杉雪灯篭まつり」（米沢）2月 14日（土）、15日（日） 

http://yukidourou.yonezawa-matsuri.jp/ 

■第 50回記念「蔵王樹氷まつり 2015」  

3月 31日（火）まで記念行事が開催されます。 

http://www.kankou.yamagata.yamagata.jp/zao/winter/pc_2015/maturi/ 

■蔵王樹氷ライトアップ  

・期間：1月 17日（土）、18日（日）、1月 24日（土）～ 2月 28日（土） 

・場所：蔵王温泉スキー場(山形市) 

＜蔵王ロープウェイWEBサイト＞ 

http://zaoropeway.co.jp/zao/winter/lightup.html 
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   ～ メルマガ編集局から ～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

▼校友会フォトギャラリー1月▼ 

＜キャンパス風景＞ ～小白川・飯田キャンパス周辺～ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/gallery01/gallery2015_0115.html 
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  ■ □ ■  編集後記 ■ □ ■ 
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年末年始に降った大雪により、小白川キャンパスの正門右手にある赤松の 

枝が折れてしまいました。（残念！）この冬の山形市は温かく、雨が降る 

日も多くあるという長期予報も出されていましたが、実際は……。 

とはいえ 1月 20日は「大寒」です。寒さも益々厳しくなりますので、皆さま 

どうぞご自愛ください。 

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。   

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

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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