
 平成２３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７件実施。 

 

○ 平成２３年度 採択プロジェクト一覧 

 

山形DASH村興しプロジェクト 

DASH村in山形サークル 代表 岡田瑞央 氏 

 

第１回 山形学生スポーツ祭典 ～繋がり～ 

山形学生スポーツ祭典実行委員会 代表 土屋辰徳 氏 

 

東北アート・デジタルフェスティバル 

東北アート・デジタルフェスティバル 代表 笹原美香 氏 

 

第１０回 コム・ミュージアム 

東北芸術工科大学松村茂研究室チュートリアルLIRG 

 代表 渡部芳章 氏 

 

ＴＵＡＤラジオクラブ 

ＴＵＡＤラジオクラブ 代表 田中なつみ 氏 

 

映画「ちいさな哲学者たち」鑑賞会実行委員会 

東北文教大学 代表 信夫 椋 氏 

 

ゆうキャンパスブックコーナー 

ゆうキャンパス×ＴＵＡＤ 代表 藤田あかね 氏 
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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～やまがたの魅力再発見編～」 

５月開講 毎週水曜日18:30～19:30 場所：「ゆうキャンパス・ステ－ション」（計３４回） 

今年度からUSTREAMによるインターネット生放送を開始。 

○テーマ一覧 

・スマイル・トレード１０％支援 

・これからの学生による支援活動をどのように進めるか 

・女性研究者が語る「元気な山形の未来」 

・山形の魅力再発見新山形学～歴史編～ 

・山形の元気！再発見 新山形学～健やかな生活編～ 

・山形の元気！再発見 新山形学～地球環境問題編～ 

・山形の元気！再発見 新山形学～地域づくり・まちづくり編～ 

・最上川学編 

 

 

(2) 進学相談会 会場：「ゆうキャンパス・ステーション」 

６月１６日～ ７月２２日  ９機関 

１１月１３日～１２月１７日  ８機関 

 

 

(3) 合同企業説明会 

22年度に初めて行った合同企業説明会を年４回開催 

 

第１回目５月３０日（月）12：30～16：00「山形テルサ ３Fアプローズ」 

 参加企業数（計３８社） 参加学生数 １２０名 就職ガイダンスも開催 

第２回目７月２８日（木）12：00～16：00「山形テルサ ３Fアプローズ」 

参加企業数（計３５社） 参加学生数 １１０名 就職ガイダンスも開催  

第３回目１１月１日（火）・２日（水）10：00～16：30「ゆうキャンパス・ステーション」 

参加企業数（計１５社） 参加学生数延べ ７０名 

第４回目２月２７日（月）・２８日（火）10：00～16：30「ゆうキャンパス・ステーション」 

参加企業数（計３１社） 参加学生数延べ ８０名 

 

 

 

 

 

      第１回目       第２回目       第３回目      第４回目  
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(4) 留学生交流 

  １２月１８日（日）10:00～14:00 

小学生と留学生の交流会 in 山形－Xmas イベントを楽しもう！－ 

（参加学生数 ４９名） 

 

(5) 高校生と大学生のコラボレーション事業 

天童高校への学生講師派遣「東日本大震災に関わる学生ボランティア活動体験について」講演 

６月 ２日（木）14:40～15:30 （東北文教大学 信夫椋 氏 山形大学 熊谷周三 氏） 

６月２３日（木）14:40～15:30 （東北芸術工科大学 田中秀樹 氏 佐藤太一郎 氏 酒見浩司 氏） 

 

 

 

 

 

大学生による大学受験講座「正解への道標～ミチシルベ～」開催（山形大学 岡田瑞央 氏） 

１０月 ２日（日）9:00～17:00 

（参加学生数 １５名） 

 

 (6) 山形大学の講義を単位互換 

○「最上川の自然と文化」「最上川学俯瞰講義」を山形大学の単位互換科目として開講 

・「最上川の自然と文化」（前期）12名（山形大学） 

・「最上川学俯瞰講義」 （後期）18名（山形大学） 

   担当教員：山形大学人文学部 下平裕之 教授 

 

(7) イベント企画 

 ○震災復興支援プロジェクト NPO法人と学生と事務局との連携イベントを企画 

・４月２５日（月）～２８日（木）12:15～12:45 新入生歓迎プロジェクト（山形大学中庭） 

・５月 ７日（土）18:00～20:00 新入生交流企画 ゆうカフェ（ゆうキャンパス・ステーション） 

  （参加学生数 ４０名）大学コンソーシアムやまがた加盟校より 

・随時 スマイルエンジン説明会 18:30～20:00（ゆうキャンパス・ステーション） 

 

 

 

 

新入生歓迎会      ゆうカフェ   スマイルエンジン説明会 

○学生職員連携イベント 

・１１月２６日（土）10:00～18:00 （山形大学第１・２体育館） 

「上げろ!!勝利の雄叫び!!!第２回山形学生スポーツ祭典ドッジボール大会」 

（参加学生数 １４０名）大学コンソーシアムやまがた加盟校より 

 

                                    ドッジボール大会 
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 ○企業連携イベント 

 ・３月２７日（木）18:30～19:30「大学生の大学関係者ためのFACEBOOK勉強会」 

 SNSの大学生に向けた活用方法の勉強会を実施 

（参加学生数 １８名） 

 

連携教育事業 

（担当：事務局） 

 

(1)連携教育の推進 

  包括協定書に基づいて単位互換制度を周知するとともに、その広報のあり方や地域連携教育（地域の

課題対応や地域の魅力再発見等について地域と連携した教育）についても調査検討した。 

 

(2) 出張「大学等合同説明会」 

 

県内高校に出向いての大学等合同説明会の実施。県内への進学率アップを目指す。 

２３年度開催高校数 １４校 （2回開催する高校があるため開催は16回） 

（詳細；開催順） 

1.米沢中央高等学校 2011.5.18（水）10:00～11:30 模擬講義 4 機関 

 参加生徒数：１～３学年の特別進学コース 118 名 

2.県立米沢工業高校 2011.5.20（金）13:30～15:00 進学相談会 4 機関 

 参加生徒数：1～3学年の進学希望者 45 名  

3.県立新庄神室産業高校 2011.5.24（火）13:30～15:20 進学相談会 6 機関 

 参加生徒数：3学年進学希望者 16 名 

4.九里学園高等学校 （1回目）2011.5.24（火）13:15～15:05 進学相談会 7 機関 

 参加生徒数：3学年進学希望者 延 84 名（2回開催） 

5.県立小国高校 2011.6.1（水）14:00～15:10 進学相談会 6 機関 

 参加生徒数：1～3学年の進学希望者 28 名  

6.新庄東高校 2011.6.14（火）13:40～15:30 進学相談会 9 機関 

 参加生徒数：2学年進学希望者 232 名 

7.県立酒田商業高校 2011.6.22（水）進学相談会 4 機関 

 参加生徒数：2～3学年進学希望者 66 名 

8.酒田南高校 2011.6.24（水）9:30～12:15 模擬講義 4 機関 

 参加生徒数：1～3学年の希望者 延 192 名(2 回開催） 

9.県立寒河江工業高校（1回目）2011.7.26（火）13:30～14:20 進学相談会 2 機関 

 参加生徒数：3学年の進学希望者 5 名 

  県立寒河江工業高校（1回目）2011.8.24（水）15:30～16:20 進学相談会 1 機関 

 参加生徒数：3学年の進学希望者 21 名 ※7/26 参加不可であったため、日程を変更し開催。 

10.県立新庄南高校 2011.10.6（木）13:20～15:10 模擬講義 6 機関 

 参加生徒数：1～2学年全員 247 名  

11.県立鶴岡中央高校 2011.12.7(水）13:35～15:00 進学相談会 6 機関 

 参加生徒数：2学年普通科生徒 146 名 
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12.九里学園高等学校（2回目） 2011.12.8（木）13:00～15:30 模擬講義及び進学相談 6 機関 

 参加生徒数：2学年の進学希望者（模擬講義）延 94 名(2 回開催）、1,2 学年の進学希望者（進学

相談） 

13.県立北村山高校 2011.12.15（木）13:30～15:00 進学相談会 6 機関 

 参加生徒数：2学年の進学希望者 延 102 名（2回開催） 

14.県立谷地高校 2011.12.15（木）13:50～15:05 模擬講義 6 機関 

 参加生徒数：1～2学年全員と 3学年希望者 232 名 

15.県立山形中央高校 2011.12.22（木）13:15～15:45 模擬講義 6 機関 

 参加生徒数：1,2 学年全員 394 名 

16.県立寒河江工業高校(2 回目）2012.3.19（月）14:00～15:00 進学相談会 4 機関 

 参加生徒数： 29 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の交流・連携事業 

（担当：事務局） 

(1)  ゆうキャンパスＳＤ職員研修会 

フレッシュマン編 ８月２６日（金）10:30～17:00 

講師：山形大学総務部長 小島浩孝 氏「我が国の高等教育施策について」 

        ：東北芸術工科大学事務局次長 野村真司 氏 「大学等職員に求められるもの」 

グループワーク：高等教育機関における地域貢献事業の提案 

参加者数：9機関 21名 

 

ミドル編     １１月２４日（木）10:30～17:00 

      講師：東北公益文科大学副学長 工藤教和 氏  

「今なぜ大学連携か―ＵＲＳと質保証の観点から―」 

   ：山形大学理事・副学長  北野通世 氏 

「大学連携の意義とミドル職員への期待～国立大の立場から～」 

グループワーク：事例検討をとおしてミドルクラスの仕事のしかたを具体的に考える 

参加者数：7機関 16名 
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トップマネジメント研修会 ３月１９日（月）15:00～16:45 

      講師：岬 龍一郎 氏（作家・評論家）  

「人の上に立つ者の哲学」 

参加者数：2機関 20名 

 

 

 

(2) 「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    ９月１０日（土）～１１（日） 熊本学園大学 

共通テーマ 「地域新時代における大学の社会貢献」 

 

 紀要等の電子化公開支援事業  

（担当：事務局） 

  平成１９年度から実施してきた事業の最小限の維持経費として電子化作業経費を充当。 

 

 

 広報事業  

（担当：事務局） 

(1) 広報 

１ ＴＵＹ「どよまん」での広報 

 

○ TV 番組名：「どよまん DOYOMAN」 TUY テレビユー山形 

○ 放送時間：毎週土曜日 16:54～17:30（同日再放送 25:43～26:23） 

 

放送内容： 

5月28日  東北公益文科大学「5/31のシンポジウムPR」 

6月11日  羽陽学園短期大学「オープンキャンパスのＰＲ」 

7月16日  鶴岡工業高等専門学校「8/6（土）開催の中学生一日体験入学、中学生対抗エコロボコン及び、 

                   8/7（日）開催の親子で楽しむ科学の祭典2011の案内」 

7月2日   県立保健医療大学「平成23年度公開講座」 

7月9日   県立産業技術短期大学校「オープンキャンパスのＰＲ」 

9月24日  県立農業大学校「学生募集」 

10月15日 山形工科短期大学校「学生募集、頂上祭（てっぺんさい）のPR」 

11月19日 東北文教大学「個別相談会ＰＲ」 

1月14日  放送大学山形学習センター「学生募集」 

1月28日  山形大学「工学部雪合戦、県民シンポジウム」 

2月11日  東北芸術工科大学「2012年2月14日～19日に開催する本学の卒業制作展の広報」 

2月18日  大学コンソーシアムやまがた「合同企業説明会のＰＲ」  

2月25日  山形大学「３大学シンポジウムＰＲ」  

  （放送全１３回 参加機関１２機関） 
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２ ＹＢＣラジオオーレオーレでの広報枠（山形大学事業） 

 

○ ラジオ番組名：「オーレオーレ」 YBC ラジオ 

○ 放送時間：毎週日曜日 13:30～13:45 生放送 

放送内容：8 分間の大学コンソーシアムやまがた枠内 ゆうキャンパス通信にて、山形県内の学生

の情報発信を活発化するため、学生が生放送で様々なイベントや学生生活を紹介する 

 

１. 2011/6/12  ＊「Smile Trade 10%」：山形大：平尾教授 山形大学・東北芸術工科大学 学生 

２. 2011/6/26  ＊「やまがた学生セイバーズ」：山形大学 学生  

３. 2011/7/10  ＊「ふるさと小又村」計画実行委員会：山形大学 岡田瑞央氏 

４. 2011/7/24  ＊「タッチフットサークル」：山形大学・東北芸術工科大学 学生  

５. 2011/8/7   ＊「ソフトボール大会」やまがた学生スポーツ祭典実行委員会 山形大学 小林明日香氏 

６. 2011/8/14  ＊「ふるさと小又村」計画実行委員会：山形大学 岡田瑞央氏 

７. 2011/8/28  ＊「Lighting Object」：東北芸術工科大学 小林真緒氏 

８. 2011/9/4   ＊「ビビビ展」：山形大学 学生 

９. 2011/9/11  ＊「芸工祭」：東北芸術工科大学 森岡麻美氏  

１０.2011/9/25  ＊「ふるさと小又村」計画実行委員会山形大学 岡田瑞央氏 

１１.2011/10/9  ＊「SAKATA MUSIC FESTIVAL」東北公益文科大学 学生 

１２.2011/10/23 ＊「収穫祭」山形県立農業大学校 学生  

１３.2011/11/13 ＊「山工短大ってどんなとこ？」山形工科短期大学校 佐々木美里氏 

１４.2011/11/27 ＊「ふるさと小又村」計画実行委員会 山形大学学生 

１５.2011/12/11 ＊「山形大学フィルハーモニーオーケストラ 第２９回定期演奏会」：山形大学 学生 

１６.2011/12/25 ＊「冬祭り」：東北文教大学 信夫椋氏 

１７.2012/1/8  ＊「世界からやってきた 10 万羽の折り鶴たち」ワークショップ：東北芸術工科大学学生 

１８.2012/1/22 ＊「やまがた夜話について」 

１９.2012/2/12 ＊「卒展」東北芸術工科大学 

２０.2012/2/26 ＊子どもフェイスブックプロジェクト 

２１.2012/3/11  ＊カレッジリンク 

２２.2012/3/25  ＊ゆうキャンパスチャリティーコンサート 

  （放送全２２回 参加校 7校） 

 

３ ホームページの管理・充実 

「 ゆ う キ ャ ン パ ス ホ ー ム ペ ー ジ 」 

http://unicon.kj.yamagata-u.ac.jp/ 

・ 各大学等の各種事業募集案内やイベント情報等の更新。 

・ ゆうステのイベント情報等の更新。 

・ 平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 10日のアクセス総数 

 50,327 件（1 ｹ月あたり約 4,913 件） 

 

ゆうキャンパスブログの充実 

「ゆうステ親爺ブログ」 http://youcampus.blogspot.com/ 
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・ 毎日の様々な事業や活動を当事者（教員、職員、プロジ

ェクト学生委員等）がカジュアルに伝えていこうと平成

22 年 8 月より開始。 

・ ゆうステからの情報やイベント写真等を掲載・更新。 

・ 平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 10日のアクセス総数 

11,221 件（1 ｹ月あたり約 935 件） 

 

ゆうキャンパスツイッターを日々更新 

「大学コンソーシアムやまがた Twitter」 

http://twitter.com/youcampus 

・ 様々な企画やサービスを提供し情報を発信するため 

平成 23 年 1 月に開始。 

・ 平成 23 年 4 月 1日～平成 24 年 3 月 10 日の 

 ツイート総数 253 件   閲覧登録者数 1,479 名 

 

ゆうキャンパス USTREAM 配信 

・ 「やまがた夜話USTREAM」 http://goo.gl/EHwHV 

当日参加が難しい方でもやまがた夜話が見られる 

USTREAMで配信 

アカウント等でのログインは不要で、どなたでもリ 

アルタイムで見ることができる 

・ 平成 23 年 4月 19 日～平成 24 年 3 月 10 日のアクセス総数 

 276 件（1 ｹ月あたり約 23 件） 

 

ゆうキャンパス職員ネットワーク 

・「ゆうキャンパス職員ネットワーク」 http://goo.gl/EHwHV 

2011年8月よりFace book内にて大学コンソーシアムやまがた 

へ加盟している学校の若手職員を中心にさまざまな情報発信 

ができるネットワークグループを作成。 

個人アカウント取得にて紹介にて閲覧可能。 

プライバシーなどもあり職員のみ公開の閲覧制限をかけている。 

・ 参加総数２７名 

 

 

４ 「ゆうキャンパス・ステーション」での情報提供 

各加盟校の案内冊子、各種イベントポスター・チラシ、地域情報などを持ち帰り可能な媒体

および自由に閲覧できる形で提供。 

設置場所：入口ガラス面、壁、パネル、パンフレットスタンド、加盟校パンフレットコーナー 

〈内  容〉 

・ ゆうステ LIFELINE 

・ 自主避難者への開放 
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・ 各加盟校の作品などの展示 

・ 各加盟校学校案内 

・ 学生募集ＤＶＤの放映（放送大学山形学習センター） 

・ ゆうキャンパスの案内パンフレット（日・英・中・韓・越） 

・ 各加盟校教育関連イベントのポスター・チラシ 

・ 各加盟校学生主体イベントのチラシ 

・ 大学コンソーシアムやまがた主催イベントのポスター・チラシ 

・ 他コンソーシアム発行冊子およびイベントのポスター・チラシ 

・ 就職活動関連コーナー 

・ 山形新聞の朝刊地域情報のチラシ（ボランティア活動など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

就職活動関連コーナー  山形工科短期大学常設展①   山形工科短期大学常設展② 

 

 

 

 委託事業   

（担当：企画会議） 

 川西町から「『やまがた里の暮らし大学校』を通じた交流促進・コミュニティビジネス基盤事業」

関連調査研究の委託 

 

川西町が都市や学生等との交流促進を目的に設置した「やまがた里の暮らし推進機構」からの委託事

業として、山形大学、東北芸術工科大学、東北文教大学短期大学部、山形県立米沢女子短期大学の学

生・教職員によるチームを結成し、川西町の地域資源の発掘・利活用やダリヤの活用提言により川西

町の地域活性化に取り組んだ。 

 

○６月１５日（水）～１０月１０日（月）「川西町」 

川西検定調査 

食・自然・歴史グループに分かれて川西検定を制作する上での調査をおこなった 
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食グループ         自然グループ       歴史グループ 

○９月１９日（月）13：30～「川西町ダリヤ園」 

「毎年増えるダリヤの花をおじいちゃん、おばあちゃんと見に行こう！」をコンセプトとする敬

老の日イベントを開催 

 

○１１月１０日（木）18：30～20：00「旧川西第二中学校」 

「かわにし検定」発表会 

 

 

○１１月２６日（土）13：00～16：00「旧川西第二中学校」 

やまがた里の暮らし推進機構 委託事業 成果報告会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

○３月１２日（土）15：30～17：30「旧川西第二中学校」 

やまがた里の暮らし推進機構 委託事業 「かわにし検定」報告会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当：事務局） 

 山形県から「高等教育機関就職支援補助員配置事業」の委託 

昨年度に引続き平成 23 年 4 月 1日付けで山形県と「高等教育機関就職支援補助員配置事業」事業委 

託契約書を締結。 

ハローワークへの公募、各機関照会を経て、５名の補助員を採用し、各機関の就職活動を支援。 

[配置先：東北芸術工科大学、東北公益文科大学、山形県立米沢女子短期大学、山形大学（就職課・

ゆうキャンパス・ステーション] 

 

 

以上 
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	・ 「やまがた夜話USTREAM」　http://goo.gl/EHwHV

