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

  

      ☆ みどり樹通信 ☆ 第２７号 （2016年 9月 15日発行） 

  

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

9月に入り，暦では秋になりましたが，まだまだ暑い日が続いております。 

例年のことですが，この時期は，「爽やかな秋風吹くも汗止まず！」といった気候です。 

更に，台風により各地で甚大な被害を受けており，ボランティアの方々のご支援が大き

な 

支えになっています。 

ここに，校友会メールマガジン “みどり樹通信” 第２７号をお届けします。 

今回も山形大学のフレッシュな情報をお届けします。 

                                     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．卒業生のひろば 

   ５．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 

○平成 29年度に学部及び研究科の改組が行われます 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/entrance/about2017/ 

○ペルー共和国のカトリカ大学内に「山形大学サテライト」が設置されました 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/international/base/peru/ 

○平成 28年度山形県科学技術賞に大場好弘理事・副学長が選ばれました 

https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=vCD8bE5JyxAyrK649z-l2LMeBn3Ad3zpsgcQbmfa9xUFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fykouyu%2f
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=57Zi0wxLuKbgS6NvSK_S6-1hRjKBdM7ezJIdgR5wMRYFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fjp%2fentrance%2fabout2017%2f
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=RdQcMAso7713lIoop-ttYRaSYqkD1IliEatVmcUMvKEFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fjp%2finternational%2fbase%2fperu%2f


http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/information/info/20160908_01/ 

○第 14回産学官連携功労者表彰で理工学研究科の小野浩幸教授らが 

 選考委員会特別賞を受賞されました 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/information/press/20160819_01/ 

 

■山大生の元気をお届けします 

○工学部・大滝拓也さんが FIA-F4選手権第 11戦(8/27)で初優勝されました 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/information/info/20160902_02/ 

○学生サークル紹介 

 今回は「硬式野球部」の活動を学生さんに紹介してもらいました 

▼硬式野球部▼ 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/mail/mm_circles/20160915mm_Ba

seball.html 

 

■山形大学からのお知らせ 

○第 6回学長特別講演会「山形から世界に，世界を山形に～共生社会の創造で 

グローバル次世代形成を～」が 10月 11日に開催されます(PDF) 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/files/1014/7332/3344/lecture_6th.

pdf 

◎入試関連情報◎ 

平成 29年度推薦入試学生募集要項及び平成 29年度社会人入試学生募集要項を 

9月 8日に発表しました 

http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/entrance/faculty/guidelines/ 

◎就職関連情報◎ 

▼就職支援・キャリア支援のページは，こちらから▼ 

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

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ２. 校友会からのお知らせ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■校友会からのお知らせ 

○校友会のシンボルネーム又は愛称を募集しています（9/30まで） 

  優秀作品 1点 5万円 佳作 2点 各 1万円 

http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/katudo/10shunen_aishouboshuu.

html 

○9月 26日（月）にビーチサッカーin 庄内を鶴岡市由良海岸で開催します 

https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=D1XcpuIpwv3rAw-SvBg6mkWQH9N_ZEDow0U2smbPxa4Frpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fjp%2finformation%2finfo%2f20160908_01%2f
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=g0ViWAKh32Xtr8kuJ4mAbe7uLk4LL-1aH44X2PAebW8Frpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fjp%2finformation%2fpress%2f20160819_01%2f
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=Ab29fnP0laUDMqy453Gz-nH8LT68og9f9ybS4ZWrCtcFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fjp%2finformation%2finfo%2f20160902_02%2f
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=N09WryPmKQEXZ76dkM3BS9oWSHhE0eHpg8MHpA7BI9MFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fykouyu%2fmail%2fmm_circles%2f20160915mm_Baseball.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=N09WryPmKQEXZ76dkM3BS9oWSHhE0eHpg8MHpA7BI9MFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fykouyu%2fmail%2fmm_circles%2f20160915mm_Baseball.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=t2CzIsU1V3-QLKUCaZH8gPcQjZH1Sm-O1bVkybd5hcwFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fjp%2ffiles%2f1014%2f7332%2f3344%2flecture_6th.pdf
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=t2CzIsU1V3-QLKUCaZH8gPcQjZH1Sm-O1bVkybd5hcwFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fjp%2ffiles%2f1014%2f7332%2f3344%2flecture_6th.pdf
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=0xyyo_I222Q4Zx1kBJdVBG9_6OSGrnonEapjU1OPN6kFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fjp%2fentrance%2ffaculty%2fguidelines%2f
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=6zsJTcOMHuY2YEj31LkjpVaWlb_qgvS9qhMTQ8FBWEAFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fjp%2femployment%2f
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=d3suhbUSo2mrBFvv388gNyr6zRbyBMX_yyjViUtgDHwFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fykouyu%2fkatudo%2f10shunen_aishouboshuu.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=d3suhbUSo2mrBFvv388gNyr6zRbyBMX_yyjViUtgDHwFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fykouyu%2fkatudo%2f10shunen_aishouboshuu.html


 当日は，小白川キャンパス，米沢キャンパス，鶴岡キャンパスから， 

 多くのチームが参加し激戦を繰り広げられます。 

http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/saiji/news_634.html 

○9月 28日（水）に各学部同窓会と校友会と大学との情報交換会を 

 小白川キャンパスで開催します。 

○10月 7日（金）に山形大学ＯＢ会を山形国際ホテルで開催します。 

○11月 12日(土)10:30から卒業生講演会を基盤教育 1号館で開催します。 

 米沢，鶴岡キャンパスからの参加者には交通費支給。 

 終了後，先輩卒業生を囲んで，軽食座談会（参加費無料)を開催。 

 詳細は，次号及びホームページでお知らせします。 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ３．各学部同窓会の情報をお伝えします 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■各同窓会からのお知らせ 

・平成 28年度米沢工業会群馬支部総会が開催されました 

   日時：9月 3日（土）／ 場所：ホテルラシーネ新前橋（群馬県前橋市） 

 http://www.yamagata-u.ac.jp//ykouyu/dousoukai/douso2016/28_0903

YKGunma.html 

・平成 28年度米沢工業会埼玉支部総会が開催されました 

   日時：9月 4日（日）／ 場所：割烹千代田（埼玉県浦和市） 

 http://www.yamagata-u.ac.jp//ykouyu/dousoukai/douso2016/28_0904

YKSaitama.html 

・「米沢工業会関西支部有志による夏のレクレーション」が実施されました 

   日時：8月 27日（土）／ 『FIA-F4参戦 大滝拓也君 鈴鹿サーキット応援ツアー』 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/YU_OBOG/OBOG_mmkikou/YU20160

915OB_MaedaOtk.html 

 

▼同窓会総会の今後の開催予定（校友会が出席させていただいているもの） 

・平成 28年度東京ふすま会「山大の集い」 

  日時：9月 24日（土）／ 場所：東京サテライト(田町) 

・平成 28年度鶴窓会関西支部総会 

  日時：10月 1日（土）／ 場所：大阪市 割烹湖月 

・平成 28年度米沢工業会定時総会･懇親会 

  日時：10月 8日（土）／ 場所：米沢市 サンルート米沢 

・母校創立 138周年祝賀行事（地域教育文化学部同窓会） 

https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=n--TSaLfsEZXVaVYhls72rsDsbqdNjLR_7n168yOe8UFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tr.yamagata-u.ac.jp%2fsaiji%2fnews_634.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=j4hFesVQrWpzjcVNWLScC8OeJ7cDCRvWdUMlGTGrMYsFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2f%2fykouyu%2fdousoukai%2fdouso2016%2f28_0903YKGunma.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=j4hFesVQrWpzjcVNWLScC8OeJ7cDCRvWdUMlGTGrMYsFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2f%2fykouyu%2fdousoukai%2fdouso2016%2f28_0903YKGunma.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=Sr8FWH87H2dALzTaA3QcPHzM73uzb821N3VyBStG1fMFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2f%2fykouyu%2fdousoukai%2fdouso2016%2f28_0904YKSaitama.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=Sr8FWH87H2dALzTaA3QcPHzM73uzb821N3VyBStG1fMFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2f%2fykouyu%2fdousoukai%2fdouso2016%2f28_0904YKSaitama.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=rgC9kit7n-XfKZu3rTDReOc17_OQWFY8KrsJxBNNI6YFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fykouyu%2fYU_OBOG%2fOBOG_mmkikou%2fYU20160915OB_MaedaOtk.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=rgC9kit7n-XfKZu3rTDReOc17_OQWFY8KrsJxBNNI6YFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2fykouyu%2fYU_OBOG%2fOBOG_mmkikou%2fYU20160915OB_MaedaOtk.html


  日時：10月 10 日（月）／ 場所：山形市 ホテルキャッスル 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ４．山大卒業生の皆さまからのメッセージ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○大学院教育実践研究科修了生の集い（7月 31日）の開催を平成 28年大学院 

 教育実践研究科修了の平山遼太さんから寄稿していただきました 

 http://www.yamagata-u.ac.jp//ykouyu/dousoukai/douso2016/28_0731

Kyouikujissen.html 

○尻無濱ゼミ OB会（8月 14日）の開催を平成 28年人文学部卒業の齋藤有加さんから 

 寄稿していただきました 

 http://www.yamagata-u.ac.jp//ykouyu/dousoukai/douso2016/28_0814

Ssemiob.html 

 

 ★卒業生等の皆さまからの情報や寄稿文を募集していますので，メルマガで 

 お知らせしたい情報や寄稿文をお気軽にお寄せください。（毎月末締切りです。） 

   ☆ 「あなたが過ごした山形大学時代」（800字以内） 

   ☆ 卒業生等が主催又は参加する各種イベント情報 

   ☆ 山形大学や山大生を“応援するメッセージ”（200字程度） 

   ☆ あなたが学生当時の山大キャンパス等の写真及びコメント 

   …などテーマは自由 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ５．地域の少し気になるニュース 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■山形県家族旅行応援事業が実施されています 

 小学生又は中学生の子ども 1人以上を含む家族旅行をする場合に， 

 山形県の支援により子ども 1人につき宿泊費 4,000円の減額の商品があります。 

 旅行期間，対象者数及び旅行会社に制限がありますので，ご確認ください。 

 http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110011/kazokuryokouoe

njigyou.html 

 

■戦略産業求職者マッチング事業が実施されます 

 合同企業面接会（11/29山形市・山形テルサ），求職者セミナー（日程等は今後公表）

が 

 山形県雇用対策課主催で開催されます。 

https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=hfe-v5tirxSV4XoANrBDp6nhWe1E9IZStT_iQHoA2LMFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2f%2fykouyu%2fdousoukai%2fdouso2016%2f28_0731Kyouikujissen.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=hfe-v5tirxSV4XoANrBDp6nhWe1E9IZStT_iQHoA2LMFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2f%2fykouyu%2fdousoukai%2fdouso2016%2f28_0731Kyouikujissen.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=usSHW4wiBJ8eZqG6ABJT9W-ncOZ9PTt0Z1J7fURripAFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2f%2fykouyu%2fdousoukai%2fdouso2016%2f28_0814Ssemiob.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=usSHW4wiBJ8eZqG6ABJT9W-ncOZ9PTt0Z1J7fURripAFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.yamagata-u.ac.jp%2f%2fykouyu%2fdousoukai%2fdouso2016%2f28_0814Ssemiob.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=jT3M124_fY1MjqpPzt6AEByRrbWCj0HYVGGvp4dWa2sFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.pref.yamagata.jp%2fou%2fshokokanko%2f110011%2fkazokuryokouoenjigyou.html
https://jm.kj.yamagata-u.ac.jp/owa/redir.aspx?C=jT3M124_fY1MjqpPzt6AEByRrbWCj0HYVGGvp4dWa2sFrpsa9OjTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.pref.yamagata.jp%2fou%2fshokokanko%2f110011%2fkazokuryokouoenjigyou.html


 http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110009/koyotaisakutan

tou/senryakumatching.html 

 

■就職ガイダンスが平成 29年 3月 19日に東京で開催されます 

 新卒者，既卒者，ＵＩターン希望者，県内企業の情報を求める方を対象に 

 山形県雇用対策課主催で開催されます。 

 http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110009/guidance/guida

ncekigyouboshu.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   ～ メルマガ編集局から ～ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ▼校友会フォトギャラリー9月▼ 

 <夏の終わりの小白川キャンパス> 

 http://www.yamagata-u.ac.jp/ykouyu/gallery01/gallery2016_0915.h

tml 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ■ □ ■  編集後記 ■ □ ■ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 本号で校友会メールマガジンも第 27号となりました。これもひとえに読者，寄稿 

 いただいた卒業生，そして取材に応じてくださる皆さまのおかげと心より感謝し 

 ております。これからも山形大学の在学生，卒業生及び山大を愛する皆さまとを 

 繋ぐ「架け橋」となるよう情報発信に努めて参ります。 

 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

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

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

 ★校友会メールマガジン新規登録、解除、アドレス変更はこちらから 

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

 メールマガジンに関するお問い合わせ、寄稿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]  ykouyu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 

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