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平成２８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件採択、実施。 

 

○平成２８年度 採択プロジェクト一覧 

  １．企画名：最上留学プロジェクト 2016真室川町・最上町編 

団体名：最上地域学生団体「ともしび」 代表 平井 裕士（山形大学） 

    目 的：山形県内の学生が最上地域、特に真室川町、最上町の行事に参加し、地域住民との交流

を深めることで、最上地域に親しみを持ってもらう。また、最上地域の情報を発信する

ことを通じて、潜在的な人口（地域に在住していなくともその地域に関心を抱く人）を

増やす。 

内 容：赤倉温泉薬師神社祭り、真室川夏祭り、真室川ホワイトアスロンほか、最上地域で行わ

れる行事の準備、設営及び運営に関わり、また、それらの写真漫画を作成や諸活動の内

容を情報発信し、最上の魅力を伝える。 

    助成額：１５０，０００円 

    期 間：平成２８年５月７日～平成２９年３月１３日 

    会 場：最上町赤倉温泉ほか 

 

２．企画名：科学の世界を広めよう 

    団体名：山形大学 SCITA センター学生スタッフ 代表 齋藤 周（山形大学） 

    目 的：山形県内の子供たちの科学や生物への好奇心と探求心を育み、理科好きな子ども

たちを育成する。また、県内各地のイベントに参加し、科学体験を通し科学の楽

しさや不思議さを老若男女を問わず、より多くの方々に伝えることで、世代間の

コミュニケーションの機会を提供し、地域の活性化を図る。 

    内 容：・山形大学 SCITA センター内でのクラゲ等の飼育体験 

        ・スマイルプロジェクト☆かみのやま 2016「スーパーボール、ヴァンデクラフ 

及び透明標本の展示」、夏だ！科学体験教室（イオンモール三川）「偏光板万
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華鏡」、モンテディオ試合前イベント（天童市ＮＤソフトスタジアム）「人工

イクラ」ほか 4 件の実施。 

・全国の学生が地域の機関と連携して科学を伝える運動を広げる「第 1 回サイエ

ンスリング in 山形大会」を開催。 

    助成額：１５０，０００円 

    期間等：平成２８年７月１９日～平成２９年３月３１日 

    会 場：山形大学 SCITAセンター、上山市、三川町、山形県総合運動公園ほか 

 

３．企画名：学び場プラス 夏・冬の集中特訓 

団体名：学び場プラス 代表 多田 智大（山形大学） 

   目 的：貧困家庭の子供たちの学習支援活動の一環として、夏は受験を控えた中学生、高校生を  

対象に受験を意識した勉強習慣と勉強し方の習得。冬は高校受験を控える中学３年生を

対象に過去問題を解くことで現在の学力把握の場を設けることを目的とし、これらの目

的を達成することで生き生きとした学習ができるようにする。 

    内 容：・夏季休暇を利用した、問題冊子への取り組みと、課題・苦手克服に向けた指導。 

・年末年始休暇を利用し、高校入試本番に合わせたスケジュールで問題解答を実施し、 

個々の結果を踏まえて翌日に解説、対策を立てる。  

    助成額：２５，０００円 

    期間等：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

会 場：山形市東部公民館、山形市中央公民館、まなび館 

 

４．企画名：まちづくりシンポジウム in 長井 

    団体名：長井まちづくり研究会  代表 成田 葵（山形工科短期大学校） 

    目 的：長井市はかつて最上川舟運の終着地として知られ、旧西置賜郡役所（現小桜館）

なお歴史的建物が数多く残る地域である。人口減少や高齢化など、地域を取り巻

く環境は厳しく、商店街は休日でもシャッター街と化し閑散としている。 

長井市の歴史的な街並みや伝統を活かし、さらに緑豊かなまちづくりを目指し、

学生が中心となってまちづくりのためのシンポジウムを開催する。 

    内 容：計画コンセプトとしての「長井紬」等の地域資源や、市街地における新たな公園

計画など山形工科短期大学校の学生が中心となって「まちづくりシンポジウム in

長井」を開催する。 

    助成額：１５０，０００円 

    期間等：平成２９年３月５日 

    会 場：長井市内 

 

２ 企画会議事業 

   「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・実施する。 
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（１）「やまがた夜話」  

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。 

・延べ参加人数 １，３１８人（前年度 １，３５４人） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２８年度「やまがた夜話」実施一覧  

 ●５月 テーマ：「旅の人」が見た山形 山形ゆかりの人びと －近代編 2－ （４回）  

回
数 

期  日 題      目 氏  名 所 属 ・ 職 名 
参加 
者数 

 

1 ５月１１日（水） 芭蕉の足跡を慕って －正岡子規 山本 陽史 
山形大学学術研究院
教授 

48  

2 ５月１８日（水） 
エデンの園とアルカディア －イザベラ・
バード 

山本 陽史 
山形大学学術研究院
教授 50  

3 ５月２６日（木） 都と鄙（ひな）のかたち －司馬遼太郎 山本 陽史 
山形大学学術研究院
教授 48  

4 ５月３０日（月） 
もう一つの日本への旅 －エドウィン・Ｏ・
ライシャワー元駐日大使 

山本 陽史 
山形大学学術研究院
教授 48  

         194  

 ●６月 テーマ：月山を学び、地域を知るⅡ  （４回）  

5 ６月１日（水） 月山の雪 阿部 修 
防災科学技術研究所
博士 39  

6 ６月８日（水） 月山ブナの森 児玉 勝義 月山マイスター 39  

7 ６月１５日（水） 江戸絵画に見る出羽三山 佐藤 琴 
山形大学基盤教育院
講師 44  

8 ６月２２日（水） ジオパークと地域振興 橋本 智雄 月山マイスター 41  

     163  

 ●７月 テーマ：医師の目からみた お話し  （４回）     

9 ７月１日（水） 宮澤賢治について 八幡 芳和 
山形県立米沢栄養大
学教授 31  

10 ７月８日（水） 石川啄木について 八幡 芳和 
山形県立米沢栄養大
学教授 39  
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11 ７月１５日（水） 有名人と感染症 八幡 芳和 
山形県立米沢栄養大
学教授 28  

12 ７月２２日（水） 楽しく学ぶ「栄養学」 八幡 芳和 
山形県立米沢栄養大
学教授 28  

     126  

 ●９月 テーマ：山形の地震と火山  （４回）     

13 ９月７日（水） 地球上で地震はどこで起きているか 長谷見晶子 山形大学理学部教授 45  

14 ９月１４日（水） 日本列島で起きる地震について 長谷見晶子 山形大学理学部教授 35  

15 ９月２１日（水） 東北地方、山形県で起きる地震の特徴 長谷見晶子 山形大学理学部教授 38  

16 ９月２８日（水） 
蔵王山：現況と噴火歴、噴火予測につい
て 

伴 雅雄 山形大学理学部教授 44  

     162  

 ●１０月 テーマ： 家康に天下を獲らせた男 最上義光（４回）   

17 １０月５日（水） 義光－幼少から家督を継ぐまで 松尾 剛次 
山形大学人文学部教
授 55  

18 １０月１２日（水） 義光－羽州探題の再興を目指して 松尾 剛次 
山形大学人文学部教
授 54  

19 １０月１９日（水） 初代山形藩主への道 松尾 剛次 
山形大学人文学部教
授 58  

20 １０月２６日（水） 義光のその後を追う 松尾 剛次 
山形大学人文学部教
授 54  

     221  

 ●１１月 テーマ：明治初期の日本におけるイザベラ・Ｌ・バードと 
           ウィリアム・Ｓ・クラークの接点  （２回） 

  

21 １１月１６日（水） 
イザベラ・バードの足跡 
－コロラド、山形、北海道、京都－ 

内田 勝雄 
山形県立保健医療大
学名誉教授 49  

22 １１月３０日（水） 
ウィリアム・Ｓ・クラークの足跡 
－マサチューセッツ、札幌、京都－ 

内田 勝雄 
山形県立保健医療大
学名誉教授 37  

     86  

 ●１月 テーマ：私の見た「創造都市」ボローニャ （３回）    

23 １月１１日（水） 
創造都市って何だろう？ 
－佐藤山形市長との対話－ 

山本 陽史 
山形大学学術研究院
教授 57  

24 １月２５日（水） ボローニャってどんな町？ 山本 陽史 
山形大学学術研究院
教授 40  

25 ２月１日（水） 深読みボローニャ紀行 山本 陽史 
山形大学学術研究院
教授 40  

     137  

 ●２月 テーマ：放送大学山形学習センター教養講座 （７回）    

26 １月１８日（水） 
蕪村はなぜ奥の細道図屏風を描いたの
か？ 

山本 陽史 
放送大学客員教員/山
形大学学術研究院教
授 

43  

27 ２月２日（木） 発酵を化学する 栗山 恭直 
放送大学客員教員/山
形大学理学部教授 20  
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28 ２月８日（水） 最上川から山形を学ぶ 下平 裕之 
放送大学客員教員/山
形大学人文学部教授 42 

29 ２月９日（木） 
自閉症スペクトラムの理解 ～あたし研
究から～ 

森 直樹 
放送大学客員教員/山
形県立保健医療大学
准教授 

33  

30 ２月１５日（水） 家族ライフサイクル -動詞としても家族- 佐藤 宏平 
放送大学客員教員/山
形大学地域教育文化
学部准教授 

35  

31 ２月２３日（木） 言葉の音と文字に親しむ 冨田かおる 
放送大学客員教員/山
形大学人文学部教授 25  

32 ３月１日（水） ワインで探る大気中ＣＯ２ 櫻井 敬久 
放送大学山形学習セン
ター長/山形大学名誉
教授 

31  

     229 人 

    延べ人数 1,318 人 
 

 

（２）ビブリオバトルの開催【共催】 

「ビブリオバトル 2016 in やまがた」 

 日  時：平成２８年１０月２２日（土） 

 会  場：山形大学小白川図書館 

 参加者数：５人（山形大学学生のみ） 

 

（３）山形大学男女共同参画シンポジウム【共催】 

男女共同参画シンポジウム「女性研究者の活躍による豊かな未来の生活」 

 日  時：平成２８年１１月１１日（金）１３：３０～１６：３０ 

 会  場：米沢市 伝国の杜大会議室 

 主  催：山形大学、県立米沢栄養大学、大日本印刷株式会社研究開発センター 

参加者数：１００人 

内  容：Ⅰ部 

(1) 基調講演 「女性研究者が活躍できる環境とは～女性研究者支援の今後の課題～」 

東京農工大学副学長・宮浦 千里 

(2) 提案講演「有機エレクトロニクスが創る快適で豊かな未来の生活」 

        山形大学卓越研究教授・城戸 淳二 

Ⅱ部 研究成果発表 

 

（４）小学生を対象とした体験型学習の開催【主催】 

小学生対象体験学習イベント 

「イヌワシふれあい体験 in やまがた 2016」 

日  時：平成２８年１１月１３日（日） 

場  所：ゆうキャンパス・ステーション及び 

山形駅西地区開発事業用地芝生ゾーン 
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参加者数：小学生と保護者２４組 ４８名 

内  容：第１部 講演 

   「イヌワシと山形の自然」 

講師：高橋 誠（イヌワシの森倶楽部 代表） 

         第２部 体験学習 

         「イヌワシを間近で見て体感！」 

         講師：高橋 誠（イヌワシの森倶楽部 代表）  

         松原英俊（日本唯一の現役・鷹匠） 

 

（５）プロスポーツを活用した中山間地域活性化活動の開催【主催】 

 モンテディオ山形杯 雪中棚田サッカー大会 in大蕨 2017 

日  時：平成２９年２月１８日（土） 

場  所：山辺町大蕨地区 

 参  加：一般１０チーム、モンテディオジュニアユース 

２チームの計１２チーム 

参加人数：１１０人（選手８０人、芸工大学生ボランティア 

１０人を含む３０人） 

 

 

 

 

連携事業 

（担当：事務局） 

 

（１）単位互換の推進 

  １．単位互換推進チラシ等を作成。 

  ２．単位互換受講者数 前期 延６０人、後期 延２６人、合計 延８６人。詳細は下表のとおり。 

  ３．「ゆうキャンパス単位互換」履修学生交通費支援制度により下記の支援を行った。 

交通費支援制度利用者数 前期２５人、後期５人、合計３０人。 

（東北公益文科大学 １９人 山形県立米沢女子短期大学 １１人） 

 

＜前期＞    

派遣大学等 受入大学等 科  目  名 人数 

山形大学 東北芸術工科大学 
風土形成論 1 

マーケティング基礎 1 
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山形大学 東北芸術工科大学 

エコロジカル地域論 1 

エンタテイメントコンテンツ論 1 

芸術平和学 1 

起業論（起業の理論を学ぶ）（社会人

力育成山形講座） 
1 

山形大学 東北文教大学短期大学部 地域と経済（社会人育成山形講座） 2 

山形大学 放送大学 

心理と教育を学ぶために（'12） 1 

心理学概論（'12） 1 

発達科学の先人たち（'16） 1 

東北芸術工科大学 山形大学 

感じる山形７～教科書の向こう側へ～

山形の森づくり体験（社会人力育成山

形講座） 

1 

感じる山形７～教科書の向こう側へ～

民話語り部体験（社会人力育成山形

講座） 

3 

地域デザイン in 東沢バラ公園（社会

人力育成山形講座） 
1 

リーダーシップ入門１（社会人力育成

山形講座） 
5 

リーダーシップ入門２（社会人力育成

山形講座） 
2 

リーダーシップ応用１（社会人力育成

山形講座） 
1 

東北公益文科大学 山形大学 

感じる山形７～教科書の向こう側へ～

赤湯温泉まちづくり体験（社会人力育

成山形講座） 

3 

感じる山形７～教科書の向こう側へ～

山形の森づくり体験（社会人力育成山

形講座） 

1 

大蕨地区地域資源の活かし方（社会

人力育成山形講座） 
1 

Ｊリーグと地域社会（社会人力育成山

形講座） 
2 

リーダーシップ入門１（社会人力育成

山形講座） 
7 
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東北公益文科大学 山形大学 

リーダーシップ応用１（社会人力育成

山形講座） 
1 

経済学史 1 

東北公益文科大学 東北芸術工科大学 

初級線形代数 1 

臨床心理学 1 

宗教学 1 

県立米沢女子短期大学 山形大学 

哲学ってどんなこと？ 3 

ホンモノの地域貢献と地域活性化と

は何か-山形を元気にする企業家に

学ぶ-（社会人力育成山形講座） 

2 

感じる山形７～教科書の向こう側へ～

民話語り部体験（社会人力育成山形

講座） 

1 

大蕨地区地域資源の活かし方（社会

人力育成山形講座） 
1 

リーダーシップ入門１（社会人力育成

山形講座） 
1 

リーダーシップ応用１（社会人力育成

山形講座） 
1 

地域づくりから山形を学ぶ 2 

表象文化概論 1 

比較文化概論 1 

地域の国際化 1 

鶴岡工業高等専門学校 山形大学 やまがたフィールド科学 ＩＩ  3 

前期合計 60 
    

＜後期＞    

派遣大学等 受入大学等 科  目  名 人数 

山形大学 東北芸術工科大学 

メディアアート論 1 

ロジカルライティング 1 

起業家ビジネス論（社会人力育成山

形講座） 
3 
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山形大学 東北芸術工科大学 
起業家ビジネス演習（社会人力育成

山形講座） 
1 

山形大学 東北文教大学 
地域作りとその手法（社会人力育成

山形講座） 
2 

山形大学 放送大学 人格心理学('15) 1 

東北芸術工科大学 山形大学 

感じる山形８～教科書の向こう側へ～

雪と共に生きる体験（社会人力育成

山形講座） 

1 

言語学とその周辺領域 1 

仕事の流儀～プロから学ぶ仕事のや

りがい 
1 

小さい町を旅する（秋冬編） 1 

実践的コミュニケーション学（社会人

力育成山形講座） 
2 

東北芸術工科大学 放送大学 
日本語リテラシー（’16） 1 

「ひと学」への招待（’12） 1 

東北公益文科大学 山形大学 

情報の海（ビックデータ）が意思決定

を変える―デ－タサイエンスが創造す

る未来― 

1 

感じる山形８～教科書の向こう側へ～

地域のにぎわいづくり体験（社会人力

育成山形講座） 

1 

感じる山形８～教科書の向こう側へ～

台所と農業をつなぐ地域循環型農業

体験（社会人力育成山形講座） 

1 

実践的コミュニケーション学（社会人

力育成山形講座） 
1 

東北公益文科大学 東北文教大学 
地域作りとその手法（社会人力育成

山形講座） 
2 

県立米沢女子短期大学 山形大学 基礎から産業・中小企業を考える 1 

東北文教大学短期大学部 山形大学 

感じる山形８～教科書の向こう側へ～

地域のにぎわいづくり体験（社会人力

育成山形講座） 

1 
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東北文教大学短期大学部 山形大学 

感じる山形８～教科書の向こう側へ～

雪と共に生きる体験（社会人力育成

山形講座） 

1 

後期合計 26 

    

    

 

（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。 

平成２８年度開催高校数 １３校 

 

平成２８年度大学等進学説明会一覧    

      

  高校名 期日 内容 対象及び人数 参加大学等 

1 県立小国高校 2016.5.20(金) 
大学等説明
とミニ模擬講
座 

2～3学年進
学希望者 
27名 

羽陽学園短期大学、東北公益文科

大学、山形県立保健医療大学、山形

工科短期大学校、放送大学山形学

習センター（５校） 

2 新庄東高校 2016.5.24(火) 模擬講義 
2学年進学希
望者  
92名 

山形県立保健医療大学、山形大学

（２校） 

3校の参加依頼があったが、調整の

結果、2校のみ参加となった。 

3 県立酒田西高校 2016.6.2（木） 

大学説明会
（学部・学科
紹介）、質問
会 
（２回開催） 

2学年 
187名 

東北芸術工科大学、東北公益文科

大学、東北文教大学・東北文教大学

短期大学部、山形県立保健医療大

学、山形県立米沢栄養大学、山形県

立米沢女子短期大学、山形大学（７

校） 

4 県立米沢商業高校 2016.6.15(水) 
全体説明及
び個別相談 

2・3学年希望
者 
35名 

東北芸術工科大学、東北公益文科

大学、東北文教大学・東北文教大学

短期大学部、山形県立米沢栄養大

学、山形県立米沢女子短期大学（５

校） 

5 米沢中央高校 2016.6.16(木) 模擬講義 
1～3学年特
別進学コース 
121名 

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

（４校） 

6 県立庄内農業高校 2016.6.30(木) 
個別進学相
談 

3学年希望者 
11名 

東北文教大学短期大学部、山形県

立農林大学校、山形大学（３校） 

7 県立鶴岡工業高校 2016.7.1（金） 
講話・個別
進学相談 
（２回開催） 

1～3学年の
希望者（工学
系進学希望者
対象） 
60名 

鶴岡工業高等専門学校、山形県立

産業技術短期大学校庄内校、山形

大学（３校） 

8 県立天童高校 2016.7.1（金） 
大学・学部・
学科説明 

1学年 
162名 

東北公益文科大学、東北芸術工科

大学、山形県立米沢栄養大学、山形

県立保健医療大学、山形大学、放送

大学山形学習センター（６校） 
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9 県立谷地高校 2016.7.14(木) 模擬講義 
1～2学年全
員 
215名 

羽陽学園短期大学、東北芸術工科

大学、東北文教大学短期大学部、山

形県立保健医療大学、山形県立米

沢栄養大学、山形大学（６校） 

10 県立新庄南高校 2016.10.18(火) 模擬講義 

1～2学年全
員及び 3学年
希望者 
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・同短期大学部、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（７校） 

11 県立山形北高校 2016.11.25(金) 
大学内容説
明会 

1学年 194名 
1，2学年保護
者 55名 
 計 249名 

山形県立保健医療大学、山形県立

米沢栄養大学、山形大学（３校） 

12 県立鶴岡中央高校 2016.12.7(水) 

学部・学科
説明会、模
擬講義、個
別進学相談 

2学年 
161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、山形県立産業技術短期大学

校（庄内校）、山形県立保健医療大

学、山形県立米沢栄養大学、山形大

学（８校） 

13 県立北村山高校 2016.12.8(木) 
進学相談会 
（２回開催） 

2学年希望者 
延 34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

大学短期大学部、山形県立産業技

術短期大学校（山形校）(５校） 

 
 
 

（３）「やまがた高等教育職業フォーラム」の開催 

  県内進学率並びに県内就職率を上げるため、県内高等教育機関が協力し、進学後の学びと卒業後

の進路選択に寄与する、実物展示の「高等教育職業フォーラム」を開催した。 

開催日時：平成２８年８月２１日（日）10:00～16:00 

会  場：山形市 霞城セントラル１階アトリウム 

参加機関：連携１２機関（山形県を除く） 

来 場 者：高校生、保護者等 延べ人数 ７６人 

（小国高校、南陽高校、山形商業高校、荒砥高校、山形西高校、山形工業高校、 

山形明正高校 など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      会場の様子 
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教職員の交流事業 

（担当：事務局） 

 「２０１６年度全国大学コンソーシアム協議会総会」及び 

「第１３回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム」へ参加した。 

期間：平成２８年９月１０日（土）～１１日（日） 

会場：広島県広島市 エリザベト音楽大学、広島国際大学 広島キャンパス 

参加者：大学コンソーシアムやまがた事務局長 

【１日目】 

   基 調 講 演：「広島県における人材育成について～ひろしま未来チャレンジビジョン～」 

          講師 湯﨑 英彦（広島県知事） 

シンポジウム：「大学連携によるグローバル人材育成」 

文教行政報告：高等教育政策の動向について 

角田 嘉彦（文部科学省高等教育局大学振興課長） 

【２日目】 

   第１分科会「社会で真に通用する『グローバル人材』の育成法と課題」 

   第２分科会「大学を取り巻く環境の変化に対応する大学連携による FD・SDの在り方を探る」 

   第３分科会「地域連携事業の現状と今後の在り方」…参加 

   第４分科会「留学生に対する就職支援・キャリア支援」 

 

 広報事業  

（担当：事務局） 

(1) ゆうキャンパス広報パンフレットの作成 

今年度新たに４，３００部作成し、県内高校及び加盟機関へ配布した。 

 

(2) ゆうキャンパスホームページ等の充実・管理 

ＨＰの内容を随時更新し、内容を充実させた。 

 

 受託事業  

（担当：山形人材育成委員会） 

 (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

事業の実施（担当：山形人材育成委員会） 

 

山形大学が代表校で申請した文部科学省大学間連携共同教育推進事業の採択を受けた事業名称

「美しい山形を活用した「社会人力育成山形講座」の展開」に係る以下の事業を展開した。 

 

１．委員会・部会等の開催 

・山形人材育成委員会総会、企画運営部会、共同教育部会（共同教育ＦＤ及び共同教育研

究会を含む）、連携取組評価部会等の開催。 
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２．連携取組評価 

・連携取組評価部会等の開催をとおして、 

(1) 連携取組評価の一材料とするため、企業、教員及び受講生に対してアンケート調査

を実施した。 

(2) 連携取組評価の一材料とするため、また大学教育の改善につなげていくことを目的

に、受講生、授業関係者及び連携機関委員との意見交換会を実施した。 

    (3) 社会人力育成山形講座の評価及び提言を行った。 

  (4) 外部評価委員２名により、外部評価を実施した。 

 

３．共同教育ＦＤ事業（共同教育部会において開催） 

・共同教育ＦＤ研修会の開催 

「平成２７年度連携評価への対応」及び「山形講座教育プログラムのまとめ方等」につい 

て、をテーマに１６名の参加により実施した。 

 

４．単位互換制度・広報事業 

(1) 山形講座に係る単位互換制度利用者は、平成２８年度５３名であった。 

(2) 単位互換制度に関するアンケート調査を実施した。 

(3) 今まで取り組んできた「社会人力育成山形講座」の成果を 

広く関係者に知ってもらうため、「社会人力育成山形講座 

総括フォーラム」を実施した。 

     日時：平成２８年１２月１６日（土）13:00～17:00 

     会場：山形市 ホテルメトロポリタン山形 

     参加人数：８０人 

 

 

 

 協力事業  

（担当：事務局） 

【協力】 日本一さくらんぼ祭り実行委員会 

     事業名：第４回 日本一さくらんぼ祭り 

     （学生パフォーマンス・やまがたゆうキャンパス 

ステージ） 

平成２８年６月１８日（土）11:00～16:00 

１１団体 １２６名出演 

① 東北文教大学 軽音楽部：4 名  

② 山形大学アカペラサークル smile（スマイル）：12 名  

③ 山形大学 コピーダンスサークル twinkle：10 名  



14 
 

④ 山形大学 JAZZ 研究会：5 名  

⑤ 山形大学 ジャグリングサークル：2 名 

⑥ 東北公益文科大学 アカペラサークル「まごペル」：8 名 

⑦ 県立保健医療大学 花の会：20 名 

⑧ 羽陽学園短期大学「アシナミ」：22 名 

⑨ 山形大学 マンドリンクラブ：15 名 

⑩ 花笠サークル四面楚歌：20 名 

⑪ 東北公益文科大学 よさこいソーラン部：蒼嵐：8 名 

以上 


