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令和３年度 大学コンソーシアムやまがた事業報告書 

 

 令和３年度についても、県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、

単発開催等の事業を除き集客等を伴う事業については、開催を見送ったため実施できなかっ

た。 

 

 

地域貢献・活性化事業 （担当：企画会議） 

  「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目的に適う事業 

（１）学生による地域貢献・活性化プロジェクト 

募集を見送り実施できなかった。 

 

（２）「やまがた夜話」  

実施できなかった。 

 

（３）小学生を対象とした体験型学習の開催 

募集を見送り実施できなかった。 

 

（４）プロスポーツを活用した地域活性化活動の開催 

 企画名：モンテディオ山形杯 雪中棚田サッカー大会 in 大蕨 2022 

 開催協力地域の山辺町の判断等もあり、開催できなかった。 

 

（５）遊学館共同事業の開催 

   山形県立図書館との連携事業として、次の事業を行った。 

  ① だれかに話したくなる～夏の星空物語～ 

     ７月１０日（土）、県立図書館アクティブラーニング室を会場にＮＰＯ法人小さな天 

 文学者の会から３人の講師を招き、親子等２１人が参加。 

夏の星座等の講話や「笠型星座早見盤」の制作ほか、国立天文台の「ミタカ」(仮想宇 

宙空間シミュレーションソフトウェア)を操作しながらの講話など 、楽しみながら夏の 

星空の理解を深めることができた。 
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② ハワイ真珠湾作戦から８０年 海軍大将 南雲忠一（米沢市出身）を語る 

１２月１８日（土）、日米開戦となったハワイ 

真珠湾攻撃（昭和１６年１２月８日）から８０年 

を迎え、同作戦の指揮を執った米沢出身の南雲忠一 

の生涯について、山形大学学術研究院の山本陽史 

教授を講師に招き、遊学館（生涯学習センター） 

第１研修室を会場に５６名が受講した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ だれかに話したくなる～冬の星空物語～ 

     「夏の星空物語」に続き、１２月２５日（土）、県立図書館アクティブラーニング室

を会場にＮＰＯ法人小さな天文学者の会から４人の講師を招き、親子等１８人が参加。 

冬の大三角等の星座の解説、最近の宇宙ロケット・探査機の話や参加者がそれぞれの

星を分担して冬の星座の位置を確認する等、冬の星空のストーリー等について学ぶこと

ができた。 

          

 

④ 山形大学地域教育文化学部文化創生コース卒業研究作品セレクト展 

     昨年度に引き続き、２月８日（火）から１８日（金）の１１日間に亘り、県立図書館

１階ロビーにおいて、山形大学地域教育文化学部文化創生コースで美術を中心に学んだ

学生の卒業研究作品の中から、セレクトした作品の展示を行い、図書館利用者が足を止

めて作品を鑑賞していた。 
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連携事業（担当：事務局） 

 

（１）単位互換の推進 

  包括協定書に基づいた単位互換制度を推進した。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、約半数の大学等が学生の受け入

れを中止せざるを得ない状況となった。 

【実施内容】 

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１人、後期 延７人、合計 延８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とおり支援を行った。 

交通費支援制度利用者数 前期０人、後期１人、合計１人。 

（東北公益文科大学 １人） 

 

【前期】    

派遣大学等 受入大学等 科  目  名 人数 

東北文教大学短期大学

部 

山形大学 ロシア語Ⅰ １ 

前期合計 １ 

 

【後期】    

派遣大学等 受入大学等 科  目  名 人数 

東北芸術工科大学 放送大学 循環器の健康科学（’20） １ 

東北芸術工科大学 放送大学 フランス語Ⅰ（’18） １ 

東北芸術工科大学 放送大学 歴史と人間（’14） １ 

山形県立保健医療大学 放送大学 心理学概論（’18） １ 

山形大学 放送大学 心理臨床における法・倫理・制度（’21） １ 

東北公益文科大学 山形大学 英米文学概論 １ 

東北文教大学短期大学

部 

山形大学 ロシア語Ⅱ １ 

後期合計 ７ 
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（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、コンソーシアム構成機関への

進学率アップを目指して「大学等進学説明会」を開催した。 

令和３年度大学等進学説明会一覧 （参加生徒数：延 ３,２８５ 名） 

NO 高校名 開催日時 
実施形態 

参加対象数計等 
分野（）は参加数内訳 

参加 

延数 

1 県立高畠高校 5 月 13 日(木) 

14:25-15:15 

個別進学相談 
(3 学年 延 82 名、
保護者 13 名) 
ブースを３か所
訪問 

羽陽学園短期大学(12) 

82 

東北芸術工科大学(9) 

東北公益文科大学(12) 

東北文教大学・同短期大学部(15) 

県立保健医療大学 
看護学科(12)、 
理学療法学科(1) 

県立米沢女子短期大学(12) 

山形大学(9) 

2 

 

羽黒高校 5 月 26 日(水) 
13:55-15:10 

大学等全体説明、
模擬講義、 
個別進学相談 
(2,3 学年 246 名) 

羽陽学園短期大学(10) 

246 

東北芸術工科大学(10) 

東北公益文科大学 

国際教養コース(25) 

メディア情報コース(5) 

政策コース(35) 

東北文教大学(10) 

東北文教大学短期大学部(5) 

県立保健医療大学 

看護学科(25) 

理学療法学科(40) 

作業療法学科(10) 

県立米沢栄養大学(8) 

県立米沢女子短期大学(3) 

山形大学(60) 

3 県立酒田西高校 6 月 11 日(金) 
14:25-15:55 

大学等全体説明、
模擬講義 
(2 学年 138 名) 
２回開催 

東北芸術工科大学(20) 

276 

東北公益文科大学 

観光・まちづくりコース(32) 

メディア情報コース(27) 

東北文教大学(29) 

県立産業技術短期大学校庄内校(20) 

県立農林大学校(9) 

県立保健医療大学 
看護学科(36) 
作業療法学科(26) 

県立米沢栄養大学(13) 

山形大学 
人文社会科学部(21) 
理学部(26) 
工学部(17) 

4 米沢中央高校 6 月 16 日(水) 
13:30-15:00 

模擬講義 
(1,2 学年 188 名) 

東北公益文科大学(33)  
188 東北文教大学(19) 
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県立保健医療大学 
看護学科(17) 
理学療法学科(17) 

県立米沢栄養大学(9) 

山形大学 
地域教育文化学部(23) 
理学部(23) 
工学部(47) 

5 県立加茂水産高
校 

6 月 23 日(水) 
11:50-12:40 

個別進学相談 
(3 学年 1 名) 

県立産業技術短期大学校庄内校 1 

6 県立庄内農業高
校 

7 月 8 日(木) 
11:10-12:45 

大学等全体説明、 
模擬講義、 
個別進学相談 
(3 学年 15 名) 

東北公益文科大学(8) 

15 県立農林大学校(5) 

山形工科短期大学校(2) 

7 県立長井高校 7 月 21 日(水) 
13:05-15:15 

大学等全体説明、
模擬講義 
(1 学年 175 名 
2 学年 165 名 
計      340 名) 

２回開催 

東北文教大学(73) 

664 

県立保健医療大学 
看護学科(57) 

理学療法学科(67) 

県立米沢栄養大学(30) 

県立米沢女子短期大学(47) 

山形大学 
人文社会科学部(人間文化)(63) 
人文社会科学部(グローバル)(37) 
人文社会科学部(総合法律)(98) 
地域教育文化学部(36) 
理学部(60) 
工学部(情報系)(60) 
工学部(機械系)(36)  

8 県立新庄北高校 【文系】 
7 月 26 日(月) 
10:10-12:00 

大学等全体説明、
模擬講義、 
質疑応答 
(2 学年  95 名 
1,3 学年希望者) 

２回開催 

東北芸術工科大学(12) 

162 

東北公益文科大学(24) 

東北文教大学(25) 

山形大学 
人文社会科学部(58) 
地域教育文化学部(43) 

【理系】 
7 月 27 日(火) 
10:10-12:00 

大学等全体説明、
模擬講義 
(2 学年  59 名 
1,3 学年希望者) 

２回開催 

県立産業技術短期大学校(7) 

146 

県立保健医療大学 
看護学科(25) 

理学療法学科(30) 

作業療法学科(12) 

県立米沢栄養大学(5) 

山形大学 
理学部(28) 
医学部医学科(5) 
工学部(28) 
農学部(6)  

9 県立天童高校 9 月 17 日(金) 
13:40-15:20 

大学等全体説明、
模擬講義 
 (1 学年 133 名) 

東北芸術工科大学(40)④  
 
 
266 

東北公益文科大学(20)② 

東北文教大学(26)① 

県立産業技術短期大学校(40)
④ 
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①～⑤のグループ
の２機関を受講 

県立保健医療大学 
看護学科(23)③ 
理学療法学科(24)⑤ 
作業療法学科(24)⑤ 

県立米沢栄養大学(23)③ 

県立米沢女子短期大学(26)① 

山形大学(20)② 

10 県立南陽高校 9 月 24 日(金) 
13:10-14:20 

大学等全体説明、
質疑応答 
(2 学年 141 名、 
3 学年  10 名) 

２回開催 

羽陽学園短期大学(19) 

248 

東北芸術工科大学(21) 

東北公益文科大学(39) 

東北文教大学・同短期大学部(61) 

県立産業技術短期大学校(7) 

県立農林大学校(7) 

県立保健医療大学 
看護学科(21) 
作業療法学科(10) 

県立米沢女子短期大学(26) 

山形大学(37) 

11 県立鶴岡中央高
校 

11月 24日(水) 
13:25-15:15 

大学等全体説明、 
模擬講義、 
質疑応答 
(2 学年 187 名) 
２回開催 

羽陽学園短期大学(34) 

366 

東北芸術工科大学(45) 

東北公益文科大学(56) 

東北文教大学(57) 

県立産業技術短期大学校(13) 

県立産業技術短期大学校庄内校(21) 

県立農林大学校(10) 

県立保健医療大学 
看護学科(24) 
理学療法学科(30) 

県立米沢栄養大学(27) 

山形大学 
全学(28) 
工学部(21) 

12 県立新庄南高校 12 月 8 日(水) 
13:25-15:15 

大学等全体説明、
模擬講義、 
質疑応答 
(1,2 学年 200 名) 
①～③のグループ
の２機関を受講 

東北芸術工科大学 
文芸学科(70)① 
美術科(70)①  

400 
東北公益文科大学(70)② 

東北文教大学短期大学部(70)② 

県立保健医療大学 
理学療法学科(60)③ 

県立米沢栄養大学(60)③ 

13 山本学園高校 12 月 8 日(水) 
13:20-15:10 

大学等全体説明 
(1,2 学年 507 名) 
２回開催 

羽陽学園短期大学(15) 

152 

東北芸術工科大学(53) 

東北公益文科大学(15) 

東北文教大学・同短期大学部(28) 

県立産業技術短期大学校(18) 

県立保健医療大学 
看護学科(11) 
理学療法学科(9) 
作業療法学科(3) 
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14 県立北村山高校 12 月 9 日(木) 
13:40-15:10 

大学等全体説明 
(2 学年 39 名) 

２回開催 

羽陽学園短期大学(7) 

35 
東北芸術工科大学(11) 

東北公益文科大学(6) 

東北文教大学(11) 

15 県立米沢商業高
校 

12月 13日(月) 
13:25-15:15 

大学等全体説明 
個別相談 
(2 学年 60 名) 
ブースを４か所
訪問 

東北芸術工科大学(13) 

38 東北文教大学短期大学部(12) 

県立米沢女子短期大学(13) 

※ ３月４日(金)に開催を予定していた県立高畠高校については、感染拡大状況を考慮し、５月に開催
が延期された。 

 

教職員の交流事業（担当：事務局） 

（１）「第１８回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム」への参加 

・開催日：令和３年９月１１日（土）１０：００～１５：３０ 

・開催方法：オンライン（Ｚｏｏｍ）： 

各機関へご案内を通知いたしましたが、参加者はおりませんでした。 

 

（２）ＦＤ，ＳＤ研修会の開催 

   今年度は、諸般の事情により、ＦＤ研修等は開催できなかった。 

 

 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 

大学コンソーシアムやまがたの事業及び構成機関を簡潔に紹介するパンフレット

を４,３００部作成し、県内の高校及び構成機関へ配付した。 

 

（２）ゆうキャンパスホームページ等の充実・管理 

随時、イベントの周知や事業の募集について情報発信を行っている。 

ゆうキャンパスＮＡＶＩでは、高等教育機関ＮＡＶＩとして毎月各構成機関が持ち回 

りで最新の情報等を掲載し、また、構成機関の公開講座、オープンキャンパスやＰＲ特 

集等の情報を提供いただいている。 

     ・１日平均アクセス数  大学コンソーシアムやまがた… ６０ 

               ゆうキャンパスＮＡＶＩ  … ３４ 

 

（３）ゆうキャンパス・ステーションの充実 

   ゆうキャンパス・ステーションの貸し出し 

は、感染拡大状況等もあり、利用回数は３回 

に留まった。 

   なお、利用予約がない日については、学習 

スペースとして開放し、高校生や図書館利用 

の一般市民に活用されている。 
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   ステーション内においても、構成機関の大学案内、各種イベントポスター、チラシ 

による情報提供を行い、また、山形県立図書館から借用したステーション近くの広報 

用書架（情報発信コーナー）は、高校生等に加え図書利用者等からも資料を手にして 

もらうことができ、大学案内については、これまでにない部数がはけている。 

 

 男女共同参画推進事業 （担当：ダイバーシティ推進ネットワーク会議） 

今年度は以下の活動を行った。 

令和３年１０月２２日（金） 第１回ダイバーシティ推進ネットワーク会議開催 

令和３年１０月２５日（月） 令和３年度男女共同参画推進状況アンケートの実施 

令和４年 ３月１４日（月） 第２回ダイバーシティ推進ネットワーク会議開催 

 

その他のセミナー・交流会は以下のとおり 

 

令和３年 ６月２８日（月） 山形大学男女共同参画セミナー 

（全国ダイバーシティネットワーク組織南東北会議研修会） 

令和３年  ８月 ５日（木） 米沢栄養大学外部資金獲得セミナー 

  令和３年１１月 １日（月） 全国ダイバーシティネットワーク組織 

東北ブロック会議（２３機関） 

                出席：６機関 

                   鶴岡工業高等専門学校、東北公益文化大学、 

東北文教大学・東北文教大学短期大学部、 

保健医療大学、米沢栄養大学、山形大学 

令和３年１２月１６日（木） 山形大学若手・女性研究者研究交流会 

 

※ 今年度の男女共同参画推進状況アンケート結果を 報告 １ として添付 

 

以上 


