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平成２５年度 大学コンソーシアムやまがた事業報告書 

 

 

  大学コンソーシアムやまがたの顔となる事業  

（担当：企画会議） 

 

１ 「高等教育山形宣言」プロジェクト 

   平成２２年２月２３日に発表した「ゆうキャンパス－学長等共同宣言 美しい山形から「もう一つ

の人づくり」を目指して」の内容を実現するため、学生が企画・実施する「大学コンソーシアムやま

がたの顔となる事業」を４件実施。 

 

○平成２５年度 採択プロジェクト一覧 

１．スマイルエンジンプラス 蛤浜合宿（助成額 150,000円） 

  代表 高橋 悠眞（東北芸術工科大学） 

【内容】宮城県石巻市桃浦蛤浜にて営業している「ｃａｆｅはまぐり堂」に隣接する斜面の土砂崩れ 

を防ぐダムの設営や、子供たちの遊び場となる浜や広場の瓦礫・ガラス片撤去の活動。 

期間：8月24日（土）～8月25日（日） 

参加者：48名 

 

２．コム・ミュージアム（助成額 79,225円） 

代表 斎藤 亜美（東北芸術工科大学） 

【内容】コム・ミュージアムは、「七日町を美術館のようにする」ことを目的とした、東北芸術工科 

大学生が運営するイベントです。芸工大生から見た七日町の素晴らしいところを、アートを使って県 

内に発信する。 

日時：10月13日（日） 

場所：七日町商店街ほか 

 

３．長井のまちづくり～工科短大の挑戦～（助成額  150,000円） 

  代表 髙橋 恭真（山形工科短期大学校） 

  【内容】長井市の中心地であり、市民生活の核となる長井駅前通りの一角の空き地を会場とし、工科 

短大の特色を紹介するワークショップを開催し、市民や他大学の学生にも周知し、長井におけるまち 

づくりの活性会に寄与する。 

期間：10月26日（土）～27日（日） 

 

４．学び場プラス～小中高生に向けた学校外での無料学習支援～（助成金 82,000円） 

代表 増田 政彦 

【内容】塾や予備校に行きたくてもいけない子どもたちに、学生が学習支援を行う。1.居心地の良い 

環境づくり。2.勉強する習慣を少しずつ身につけさせる。3.褒める。ことを意識し、学習課題や自学 
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自習への学習を支援する。 

期間：1月18日（土）～3月5日（水） 

場所：ゆうキャンパス・ステーション 

 

２ 企画会議主催プロジェクト 

   「ゆうキャンパス･ステーション」を中心に、「大学コンソーシアムやまがたの顔となる事業」を

企画・実施。 

 

(1) 「やまがた夜話」 参加者数 総計 延７７９名 

５月～２月の毎週水曜日（変則開催有）18:30～19:30に「ゆうステ」で開講。 

 ○テーマ・参加人数等 

５月 草木塔 －やまがたと草木塔の歴史－ ４回開催 延１２３人 

６月 いま、ふたたびのおくのほそ道    ４回開催 延１５８人 

８月 山形発 ～食の魅力と可能性～    ４回開催 延 ７４人 

９月 来たれ、もう一つの故郷 ～山形レトロ館のあゆみ～ ４回開催 延１１０人 

１０月 最上川を学ぶ            ４回開催 延１０６人 

１１月 放送大学客員教授による “いろいろ教養講座” ６回開催 延８８人 

１月 月山に学ぶ             ２回開催 延６３人 

２月 子どもと一緒に科学しよう！大人のための科学実験講座 

 －ホームメイド・サイエンス－ ３回開催 延５７人 

 

(2) その他、各種講習会・イベントの企画・実施 

１．ビブリオバトル首都決戦２０１３山形・秋田地区決戦の開催 

 日  時：平成２５年１１月２日（土） １３：００～１５：００ 

会  場：ゆうキャンパス・ステーション 

参加者数：１７名 

 

２．山形大学男女共同参画シンポジウム「これからの社会をつくる女性リーダーを育てるために」

を共催で開催。 

日  時：平成２５年１１月１５日（金）１４：４０～１７：３０ 

会  場：山形大学小白川キャンパス基盤教育１号館１３２教室 

参加者数：約６０名 

内  容： 

  基調講演「女性リーダー育成の意味と教育の役割」村松泰子氏（東京学芸大学長） 

 

  パネルディスカッション 

   コーディネーター 高木 直氏 

（山形大学教授・男女共同参画推進室理事・副学長付スタッフ） 

       パネリスト 梅田 惠氏（日本アイ・ビー・エム株式会社 人事ダイバーシティー＆ 

人事広報担当部長） 

             坂本 澄子氏（山形大学附属小学校校長） 
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             中野 朱理氏（山形大学人文学部３年） 

             阿部 信也氏（山形大学地域教育文化学部３年） 

 

 

連携事業 

（担当：事務局） 

 

(1) 単位互換の推進 

  単位互換推進チラシ等を作成。 

  単位互換利用状況は下記のとおり。 

＜前期＞ 

派遣大学等 受入大学等 科  目  名 延人数

山形大学 東北芸術工科大学 

生活とグラフィックデザイン 

ブランドデザイン 

プロジェクト型演習２「起業演習」 

プロジェクト型演習４ 

特別教養講座１「起業論」 

8

山形大学 東北公益文科大学 

アントレプレナーシップ論Ⅰ 

アントレプレナーシップ演習Ⅰ 

農業観光を含む新規営農による集落の再生 

3

米沢女子短期大学 山形大学 
まちづくり実践論 

感じる山形１～教科書の向こう側へ～ 
3

東北文教大学 山形大学 
地域デザイン 

感じる山形１～教科書の向こう側へ～ 
4

東北芸術工科大学 山形大学 

リーダーシップ論Ⅱ 

山形を知り、山形を愛し、山形で働き、山形を担う

感じる山形１～教科書の向こう側へ～ 

4

東北公益文科大学 山形大学 

環境保全型農業栽培学 

地域デザイン 

山形を知り、山形を愛し、山形で働き、山形を担う

リーダーシップ論Ⅰ 

リーダーシップ論Ⅱ 

感じる山形１～教科書の向こう側へ～  

エコスタジアムプロジェクトを考えよう 

集落担い手養成プロジェクトⅠ 

27

東北文教大学 
東北文教大学短期

大学部 
地域と経済 3

前期合計 52
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＜後期＞ 

派遣大学等 受入大学等 科  目  名 延人数

山形大学 東北芸術工科大学 
特別教養講座２「起業家ビジネス論」 

プロジェクト型演習３「起業家ビジネス演習」
3

山形大学 東北文教大学 地域作りとその手法 1

東北芸術工科大学 山形大学 

実践的コミュニケーション学 

感じる山形２～教科書の向こう側へ～ 

アメリカ研究特殊講義 

27

東北公益文科大学 山形大学 

感じる山形２～教科書の向こう側へ～ 

リーダーシップ論Ⅲ 

リーダーシップ論Ⅳ 

8

東北文教大学 山形大学 
実践的コミュニケーション学 

感じる山形２～教科書の向こう側へ～ 
3

米沢女子短期大学 山形大学 

生物化学Ⅱ 

微生物学 

バイオマテリアル工学 

生化学Ⅱ 

4

後期合計 46

 総計 ９８人 

 

 

(2) 大学等進学説明会 

高校生の進学意識形成や進学選択を支援するとともに、コンソーシアム加盟機関への進学率アッ

プを目指して「大学等進学説明会」を開催した。 

２５年度開催高校数 １２校 

 

  高校名 期日 内容 対象及び人数 参加大学等 

1 庄内農業高校 2013.5.18（土） 進学相談会 

2～3学年の進

学希望者およ

び保護者 23

名 

羽陽学園短期大学、東北公益文科大

学、東北文教大学・同短期大学部、

山形県立農業大学校、山形大学（５

校） 

2 
県立新庄神室産業高

校 
2013.5.21（火） 進学相談会 

3 学年進学希

望者 

14 名 

羽陽学園短期大学、山形県立産業技

術短期大学校（山形校）、山形県立

農業大学校、山形大学（４校） 

3 県立小国高校 2013.5.29（水） 進学相談会 

2～3学年の進

学希望者 

18 名 

羽陽学園短期大学、東北公益文科大

学、山形県立産業技術短期大学校

（山形校）、山形県立保健医療大学、

山形大学（５校） 
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4 
県立鶴岡工業 

高等学校 
2013.6.13（木） 進学相談会 

2～3学年希望

者 

延 42 名 

鶴岡工業高等専門学校、東北芸術工

科大学、東北公益文科大学、産業技

術短期大学校（庄内校）、山形大学

（５校） 

5 酒田南高校 2013.6.21（金） 模擬講義 

1～3学年の希

望者 

延 85 名 

山形県立産業技術短期大学校（庄内

校）、山形県立保健医療大学、東北

公益文科大学、山形大学（４校） 

6 山形北高校 2013.6.27(木） 進学相談会 

1～3学年の進

学希望者 

303 名 

東北芸術工科大学、山形県立保健医

療大学、山形県立米沢女子短期大

学、山形大学（４校） 

7 新庄東高校 2013.7.8（月） 進学相談会 

2 学年進学希

望者 

延 102 名 

羽陽学園短期大学、東北芸術工科大

学、東北公益文科大学、東北文教大

学・同短期大学部、山形県立産業技

術短期大学校（山形校）、山形県立

農業大学校、山形県立保健医療大

学、山形県立米沢女子短期大学、山

形工科短期大学校、山形大学（１０

校） 

8 県立新庄南高校 2013.9.19（木） 模擬講義 
1～2学年全員

254 名 

羽陽学園短期大学、東北芸術工科大

学、東北公益文科大学、東北文教大

学、山形県立保健医療大学、山形大

学（６校） 

9 県立谷地高校 2013.10.3（木） 模擬講義 

1～2学年全員

及び 3学年希

望者 202 名 

羽陽学園短期大学、東北芸術工科大

学、東北文教大学・同短期大学部、

山形県立保健医療大学、山形大学

（５校） 

10 県立鶴岡中央高校 2013.12.4(水） 進学相談会 
2 学年生徒 

144 名 

東北芸術工科大学、東北公益文科大

学、東北文教大学・同短期大学部、

山形県立保健医療大学、山形大学、

山形県立産業技術短期大学校（庄内

校）（６校） 

11 県立北村山高校 2013.12.18（水） 進学相談会 

2 学年進学希

望者 

延 43 名 

東北芸術工科大学、東北文教大学・

同短期大学部、羽陽学園短期大学、

山形県立保健医療大学（４校） 

12 県立楯岡高校 2014.2.19（水） 模擬講義 
1～2学年全員

258 名 

東北芸術工科大学、山形県立保健医

療大学、山形大学（３校） 
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教職員の交流事業 

（担当：事務局） 

「全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム」への参加 

期間：平成２５年９月１４日（土）～１５日（日） 会場：同志社大学 

共通テーマ：「大学に求められる役割と大学間連携における未来」 

 

 

 紀要等の電子化公開支援事業  

（担当：事務局） 

  構成校の紀要等をゆうキャンパス・リポジトリにおいて、電子化して公開する。最小限の維持

経費として電子化作業経費を充てる。 

 

 広報事業  

（担当：事務局） 

(1) ゆうキャンパス広報リーフレットの作成（増刷） 

２５年度使用する分は、２４年度作成分で確保できたため増刷は行わず、２６年度に新規加盟

校を含んだ内容にて刷新し、作成する。 

 

(2)ゆうキャンパスホームページ等の充実・管理 

高等教育機関情報のページを追加するために、ホームページを刷新した。各大学の情報を集約

し、閲覧することが可能となった。 

 

(3)ゆうステの充実 

ゆうキャンパス・ステーションでの情報提供を継続。 

加盟校の学校案内冊子、各種イベントポスター・チラシ、地域情報の提供。 

 

 受託事業  

 (1)大学間連携共同教育推進事業「美しい山形を活用した「社会人力育成山形講座」の展開」の一

部事業を受託し、事業を実施した。（担当：山形人材育成委員会） 

 

１．委員会・部会等の開催 

・山形人材育成委員会の総会、企画運営部会、共同教育部会、連携取組評価部会及び関

連チーム会議（４教育チーム、教育評価チーム、ＩＲシステム評価チーム）の開催 

２．連携取組評価 

・連携取組評価部会等の開催をとおして、本事業（連携取組）の評価を行う。 

３．共同教育ＦＤ事業 

・共同教育ＦＤ研修会の開催 

４．広報事業 

・連携取組に関わる広報活動関連事項 

・単位互換制度活用関連事項（単位互換推進パンフレット等の作成） 

５．その他関連事業 
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・当該事業に必要な関連業務 

 

(1) 山形県（「起業支援型地域雇用創造事業」に係る基金事業）からの受託事業２件を実施した。 

詳細は別紙１及び別紙２のとおり。（担当：企画会議） 

 

受託事業名 

「高等教育機関連携情報発信事業」 

事業目的 

県内高等教育機関が連携し、教育･研究成果を情報発信することにより、高等教育機関の地域貢

献及び県民への学習機会提供の拡大を図る。 

事業内容 

  （１）各高等教育機関の教育・研究内容、公開講座・オープンキャンパス案内、県民向けイベン

ト情報等を集約し、ホームページによる情報発信を行う仕組みの構築 

（２）さくらんぼ祭り等の各種イベント、学生等の交流スペースにおける学生の活動や研究成果

等の紹介、情報発信 

 

受託事業名 

「プロスポーツと大学との連携による地域活性化推進事業」 

事業目的 

県内高等教育機関が連携し、県内のプロスポーツ（地域資源）を軸に様々な地域創造活動を展開

する事で、地域起こしや産業活性化の基盤形成を図る。 

事業内容 

（１）プロスポーツを活用した中山間地域活性化活動 

（２）プロスポーツと観光のコラボレーション活動 

（３）プロスポーツを活用した障がい者支援活動 

（４）プロスポーツを活用した街づくり活動 

 

 後援・共催事業  

 【後援】 公益社団法人天童青年会議所 

      事業名：地域の未来を担う輝く人材育成事業 

① 知ろう磨こう歩く道 平成２５年５月２６日（日） 

② 歩こう天の童たち  平成２５年８月１０日（土） 

 【後援】 のりさんSUMMER CAMP IN 尾花沢実行委員会 

      事業名：のりさんSUMMER CAMP IN 尾花沢 平成２５年８月６日（火）～９日（金） 

 

 【共催】 山形大学 

事業名：山形大学男女共同参画シンポジウム 平成２５年１１月１５日（金） 

 

 【共催】 山形大学 

事業名：ビブリオバトル首都決戦２０１３ 地区決戦 平成２５年１１月２日（土） 

以上 


