
４月 １日 (月) キャリア開発センターニュース1号発行　(以後毎月1、15日発行 全22回発行)

４日 (木) 前期ガイダンス（2・3年）

５日 (金) 前期ガイダンス（4年）

６日 (土) 入学式

保護者会総会

ドミトリー入寮式

入学生保護者説明会

８日 (月) 新入生ガイダンス（4/11まで）

１１日（木） アクティビティー・新入生歓迎会（ウェルカムパーティー）開催

１２日（金） 前期授業開始

前期聴講開始（前期聴講生４名）

１５日（月） 平成25年度やまがた若者チャレンジ応援事業申請説明会

１６日（火） 震災復興教育プロジェクト傘福製作会①

１７日（水） 平成25年度親子わくわくサタデーボランティア参加学生募集説明会

２４日（水） 震災復興教育プロジェクト傘福製作会②

２５日 (木) 第1回出張ハローワーク開催　(以後2/27まで全17回開催)

２７日 (土) 春のオープンキャンパス（第1回）　開催

５月 １０日 (金)
公益教養プログラム フォーラム21教員紹介シリーズ
「日本企業は強いのか弱いのか？」

課外講座「販売士3級」取得講座開講　(7/5まで)

１１日 (土)
公益教養プログラム フォーラム21地域防災ワークショップ
「『他人事』ではいられない」

１４日 (火) 第1回3年生との進路に関する個別面談実施　(6/1まで)

１５日（水） 「歩こう天の童たち」ボランティア参加学生募集説明会

１６日（木） 震災復興教育プロジェクト　酒田市へ義援金贈呈

２０日 (月) 就職筆記試験対策講座開講　(2/20まで)

２５日（土） 春のオープンキャンパス（第2回）　開催

６月 ８日（土） 「庄内の文化」致道館・論語の素読体験

９日（日） 鶴岡市加茂地区活性化事業　ワークショップ

１３日（木）
公益教養プログラム フォーラム21
「観光客から感動客へ～沖縄・伊是名島から、新しい地域づくりの風～」

東北地区私立大学就職セミナー開催　(仙台)　送迎バス配車

１５日（土） 「庄内の文化」善寳寺修行体験①（1泊2日）

２２日（土）
公益教養プログラム フォーラム21
平成24年度ニュージーランド短期語学留学報告会「Joinus!! New Zealand!!」

　　①主な活動項目

　（１）大学行事、エクステンション事業等の状況

８　地域貢献・連携活動

　　ア　公益学部



春のオープンキャンパス（第3回）　開催

２３日（日）
科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ2013（1）」図形を調べよう
※平成25年度子どもゆめ基金助成金  採択"

２８日 (金)
公益教養プログラム フォーラム21教員紹介シリーズ
「CSRを儲けにつなげる」

庄内地区就職ガイダンスに参加　(三川)

２９日（土） 「庄内の文化」羽黒山修行体験① 善寳寺修行体験②（1泊2日）

７月 １日（月） 公益教養プログラム フォーラム21「こころの健康いろは」

７日（日）
科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ2013（1）」かけ算を調べよう
※平成25年度子どもゆめ基金助成金  採択

９日（火）
鶴岡市加茂地区活性化事業
「加茂地区サインデザインコンテスト募集要項作成」ワークショップ

１０日（水） 夏休みこども大学ボランティア学生募集説明会

２０日 (土) 夏のオープンキャンパス（第1回）　開催

３年生保護者就職懇談会開催　(酒田)

２１日 (日) 夏のオープンキャンパス（第2回）　開催

２３日（火） 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ参加学生募集説明会

２７日（土）
科学体験教室「身近なもので電気をつくろう！」
※平成25年度子どもゆめ基金助成金  採択"

３年生保護者就職懇談会開催　(山形)

３０日（火） 前期定期試験開始（8/5まで）

８月 ４日（日） ロシア短期語学留学実施(8/18まで)

６日（火） 夏季休業期間開始

前期集中講義（8/12まで)

９日（金）
公益教養プログラム フォーラム21　目加田説子氏×佐高信氏 対談講演
「平和憲法を考える」

１０日（土）
震災復興教育プロジェクト（～１１日（日））
「つながっぺ！おおくま・しょうない ～夏の日本海で一緒に遊ぼう～」

歩こう天の童たち（～１２日（日））

夏のオープンキャンパス（第3回）　開催

１１日 (日) 夏のオープンキャンパス（第4回）　開催

１２日（月） English Summer School 開始（8/16まで)

１８日（日） アイルランド短期語学留学実施(9/8まで)

２０日（火） アメリカ短期語学留学実施(9/8まで)

３１日（土）
鶴岡市加茂地区活性化事業「加茂地区サインデザインコンテスト」審査
ワークショップ

９月 ５日（木） 前期卒業再試験実施

８日 (日) ＡＯ入学試験（Ａ日程）　→合格発表　9/13

１４日（土） 秋のオープンキャンパス（第1回）　開催

１５日（日） 震災復興教育プロジェクト被災地合宿・被災地ヒアリング調査

介護職員初任者研修　(12/15まで)



１６日（月） 「庄内の文化」羽黒山修行体験②（1泊2日）

１８日（水） 夏季休業期間終了・前期卒業 卒業証書・学位記授与

１９日（木） 後期ガイダンス（1・2年）

２０日（金） 後期ガイダンス（3・4年）

鶴岡市加茂地区活性化事業加茂水産高校生によるサインデザイン予備審査
ワークショップ

２４日（火） 後期授業開始（後期聴講生4名）

２８日（土） 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ フィールドワーク

１０月 ５日 (土) ハローワーク就職面接会に参加　(山形)

６日（日）
科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ2013（2）」絵と数のおはなし
※平成25年度子どもゆめ基金助成金  採択

１２日（土） ＡＯ入学試験（Ｂ日程）　→合格発表　10/18

編入学試験（Ａ日程）　→合格発表　10/18

１１日 (金) ハローワークワークチャンスに参加　(酒田)

１２日（土） 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ プレゼンテーション

２４日（木） 東北公益文科大学の未来を語る座談会　開催

(本学理事長、学長、理事者による座談会)

庄内オフィス第1回全体会　並びに　第1回地域課題共有検討会開催

２６日（土） 公翔祭　～２７日

震災復興教育プロジェクト
（傘福みんなに伝え隊）傘福制作ワークショップ　～２７日

秋のオープンキャンパス（第2回）　開催

２８日 (月) 第2回3年生との進路に関する個別面談実施　(11/8まで)

３１日（木） 加茂地区整備構想策定事業　ワークショップ

１１月 ３日（日） クラブ・サークルリーダー養成研修会（1泊2日）

秋田県立大学との合同ワークショップ（～４日（月））

８日（金）
東京イイノホールにて文部科学省(ＪＳＴ)主催「地域再生と地（知）の拠点とし
ての大学への期待」で発表。

１０日 (日) 指定校制推薦入学試験　→合格発表　11/15

公募制推薦入学試験（Ａ日程）　→合格発表　11/15

１７日（日）
科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ2013（2）」余りを調べよう
※平成25年度子どもゆめ基金助成金  採択"

２１日（木）
公益教養プログラム　フォーラム21平成25年度ロシア短期語学留学報告会
「Давайте поедем в Россию ! ～さあ、ロシアに行こう！
～」

２６日（火） 公益大ウィーク2013 in山形 パネル展示（～２９日（金））

３０日 (土） 冬のオープンキャンパス　開催

１２月 １日（日）
鶴岡市加茂地区活性化事業「加茂サインデザインコンテスト」表彰式ワーク
ショップ

３日（火） 公益教養プログラム フォーラム21「インド・白い壁のキセキ」

４日（水） Koeki Kids Project酒田市立浜田小学校での実践授業

第1回就職ガイダンスｉｎ公益大開催



５日（木） 鶴岡市加茂地区活性化事業「加茂サインデザインコンテスト」表彰式（高校生）

第2回就職ガイダンスｉｎ公益大開催

６日（金） 公益教養プログラム フォーラム21公益大教員紹介シリーズ「水と地方自治」

７日 (土) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

８日 (日) 東京での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１３日（金） Koeki Kids Project酒田市立内郷小学校での実践授業

１４日（土） 公益大ウィーク2013in酒田ワークショップ「目指せ！若者まちづくりリーダー！」

公益大ウィーク2013 in酒田
地域共創活動報告「語ろう！若者まちづくりリーダー」
パネルディスカッション「広がれ！若者まちづくりリーダー」

仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１５日 (日) ＡＯ入学試験（Ｃ日程）　→12/20

公募制推薦入学試験（Ｂ日程）　→合格発表　12/20

編入学試験（Ｂ日程）　→合格発表　12/20

東京での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１９日（木）
公益教養プログラム フォーラム21公益大教員紹介シリーズ
「いじめ防止対策推進法の成立と課題」

加茂地区整備構想策定事業　ワークショップ

２１日 (土) ハローワーク就職面接会に参加　(山形)

２３日 (月) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

２４日（火） 冬季休業期間開始

２５日（水） 個別入試相談会（第1回－1日目） 

２６日（木） 個別入試相談会（第1回－2日目）

２７日（金） 個別入試相談会（第1回－3日目）

１月 ５日（日） 冬季休業期間終了

８日 (水) 第3回就職ガイダンスｉｎ公益大開催

１１日（土）
震災復興教育プロジェクト（傘福みんなに伝え隊）
「南三陸町仮設住宅における傘福づくり事業」

山形での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１３日 (月) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１６日（木） 卒業論文提出日

１８日 (土) 大学入試センター試験　1日目

１９日 (日) 大学入試センター試験　2日目

大学入試センター試験利用入学試験（Ａ日程）　→合格発表  2/14

大学入試センター試験利用入学試験（Ｂ日程）　→合格発表  3/19

大学入試センター試験利用入学試験（Ｃ日程）　→合格発表  3/28

２１日（火） 公益大ウィーク2014in山形 パネル展示（～30日（木））

個別入試相談会（第2回－1日目） 

酒田地区雇用対策協議会主催模擬面接会開催

２２日（水） 個別入試相談会（第2回－2日目）



２３日（木） 個別入試相談会（第2回－3日目）

２４日（金） 個別入試相談会（第2回－4日目）

２７日（月） 個別入試相談会（第2回－5日目）

２８日（火） 後期定期試験開始（2/3まで）

個別入試相談会（第2回－6日目）

２９日（水） 個別入試相談会（第2回－7日目）

２月 ４日（火） 春季休業期間開始・後期集中講義（2/10まで）

ドミトリーアワード

第1回面接対策集中講座開講　(2/5まで)

２月 ５日（水）
キャンドル作りワークショップ「3年目のキャンドルナイト」
～みんなの力で開催しよう～

町田学長による2市3町、庄内総合支庁の首長ヒアリング
（庄内町、鶴岡市、遊佐町）

７日（金） 一般入学試験（前期）　→合格発表　2/14

Koeki Kids Project酒田市立浜中小学校での実践授業

１２日（水） 後期追試験（2/13まで）

第2回面接対策集中講座開講　(2/13まで)

１５日（土） ニュージーランド短期語学留学実施（最長3/17まで)

１８日（火） 町田学長による2市3町、庄内総合支庁の首長ヒアリング（三川町）

１９日（水） 平成25年度地域共創センター事業報告会

２１日（金） 秋田県立大学との連携事業 パネル展示（～３０日（金））

町田学長による2市3町、庄内総合支庁の首長ヒアリング（酒田市）

２３日（日）
鶴岡市加茂地区活性化事業　景観回廊まち歩きルートとお休み処の選定
ワークショップ

３月 ３日（月） 個別入試相談会（第3回－1日目） 

４日（火） 個別入試相談会（第3回－2日目）

５日（水） 町田学長による2市3町、庄内総合支庁の首長ヒアリング（庄内総合支庁）

６日（木） 卒業再試験実施

８日 (土) 公募制推薦入学試験（Ｃ日程）　→合格発表　3/14

編入学試験（Ｃ日程）　→合格発表　3/14

１６日 (日) 一般入学試験（後期）　→合格発表　3/19

１７日（月） 地(知)の拠点円卓会議（第2回地域課題共有検討会）開催

２１日（金） ドミトリー内覧会（初日）

２２日（土） 卒業式

２３日（日） ドミトリー内覧会（2日目）

平成25年度景観回廊事業報告会

２８日（金） ドミトリー入寮開始



４月 ６日 (土) 入学式、新入生ガイダンス

１２日 (金) 前期授業開始

６月 ２９日 (土) 公開講座「特別セミナー（公益法人論）」開講（全４回）

７月 １４日 (日) 院生研究報告会

２５日（木） イブニング公益カフェ（鶴岡会場)開講（全８回）

２６日（金） イブニング公益カフェ（山形会場)開講（全８回）

８月 ２日 (金) 夏季休業期間開始

９月 ２０日 (金) 夏季休業期間終了

２１日 (土) 後期授業開始

公開講座「公益社会デザイン」開講（全５回）

１０月 ２６日 (土) 公開講座「特別セミナー(自治体経営実務講座)」開講（全４回)

ニュージーランド研究プロジェクト・第３７回研究会開催

１１月 ９日（土） 公開講座「特別プログラムⅠ・Ⅱ」開講（各７回）

１７日 (日) 院生研究報告会

１２月 １７日（火）
公益ビジネスプロジェクト・大学院公開講座「社会保障制度改革
国民会議の議論と報告」開催

２４日 (火) 冬季休業期間開始

１月 ５日 (日) 冬季休業期間終了

２３日 (木) 修士論文審査・最終試験　～１月２７日(月)

２６日 (日) 春季休業期間開始

２月 １１日（火） 公益ビジネス研究プロジェクト「連続口座内川学５×商店街」開催

１３日 (木) 修士課程修了者発表

３月 ９日 (日) 後期入学試験（合格発表３月１４日(金))

１５日 (土)
公開講座「特別プログラムⅠ・Ⅱ」最終講～「庄内地域から考える政治・
行政のあり方」開催

１６日（日） 公益ビジネスプロジェクト　シンポジウム開催

２２日 (土) 学位授与式

　　イ　大学院



② 市民交流の主な実績 

 （H25.4.1～H26.3.31） 

参加人数等 
項   目 

今年度実績 (前年度実績) 
内   容 

メディアセンター利

用者、貸出し冊数 

25,741人 

9,608冊 

(22,781人) 

(8,870冊) 

学生、教職員を除く一般市民の利用者 

…利用者数全体 43,353人、貸出 17,117冊 

（前年度：利用者全体 42,250人、貸出 16,377冊） 

カフェテリア利用者 40,590人 (  －  ) 利用者全体人数 

（学生、教職員、一般市民利用者数） 

市民の施設利用 384件 

8,440人 

(373件) 

(7,933人) 

市民団体等に大学施設の貸出し 

 酒田キャンパス    329件 5,388人 

         （前年度：348件 6,423人） 

鶴岡キャンパス      55件 3,052人 

（前年度：25件 1,510人） 

聴講生等数 8人 (10人) 前期：4名（延べ 12科目聴講） 

後期：4名（延べ 5科目聴講） 

（前年度：前期 5人、後期 5人） 

公開講座の受講者 76回 

1,244人 

(66回) 

(1,811人) 

公益教養プログラム 11回 658人 

身近なもので電気をつくろう １回 57人 

かずのふしぎ 自然のふしぎ  4回 198 人 

公益大ウィーク(学生発表会) 1回 130人 

（前年度：31回 1,322人） 

大学院公開講座  3講座 45 回 5人(延べ 75人) 

大学院公開講座(課外)2講座 14 回 18人 

(延べ 126人) 

（前年度：3講座 24回 79人） 

まちづくりデザインスタジオ  － 回 － 人 

（前年度： 10回 350人） 

公開シンポジウム －（前年度：  1回 60人） 

教員による講演 88件 

 

(126件) 学内外における授業以外の講演等 

教員の審議会等への

参画 

49件 (56件) 学外の各種委員就任等 

インターンシップ 

参加 

73人 (107人) 学生が 56の企業、団体等で社会実習に参加 

（前年度：73企業、団体） 

内訳： 



インターンシップ 62 人（46 企業、団体） 

社長インターンシップ 11人（10 企業、団体） 

大学祭等の参加者 約 2,574人 (約 2,598人) 大学祭      約 2,000 人（前年度：約 2,000人） 

オープンキャンパス 

第 1 回（ 4/27） 13 人（前年度：  －人） 

第 2 回 ( 5/25)  25 人（前年度： 10 人） 

第 3 回 ( 6/22)  31 人（前年度： 54 人） 

第 4 回 ( 7/20) 137 人（前年度： 57 人） 

第 5 回 ( 7/21)  61 人（前年度：115 人） 

第 6 回 ( 8/10)  93 人（前年度：121 人） 

第 7 回 ( 8/11)  96 人（前年度： 91 人） 

第 8 回 ( 9/14)  50 人 (前年度： 87 人） 

第 9 回 (10/26)  55 人 (前年度： 63 人） 

第 10回 (11/30)  13 人 (前年度： －人） 

地域行事への参加 多数 多数 酒田まつり      34人（前年度：27人） 

さかたこどもまつり   8人（前年度：－ ） 

鶴岡こどもまつり     －（前年度：9人 ） 

その他地域活動への参加  多数 （前年度：多数） 

学生のクラブ活動 公認クラブ 

24団体 

 

公認サークル 

25団体 

公認クラブ 

(25団体) 

 

公認サークル 

 (23団体) 

【主な活動実績】 

・硬式野球部 南東北大学野球連盟春季リーグ 

3 位 

       新人王、ベストナイン選出 

本学に対する 

寄付件数 

 

127件 

 

(199件) 

 

給付型奨学金基金繰入指定寄附金 

2件（前年度：13件） 

その他寄付金・現物寄附（寄贈本除く）6件 

（前年度：5件） 

寄贈本件数 119件 415冊 

（前年度：181件 829冊） 

 



③公益教養プログラム「ＦＯＲＵＭ２１」開催実績 

 

課外の教養講座として実施しているもので、学内外の講師による幅広いテーマのプログラ

ムを開催している。(会場はすべて本学酒田キャンパス) 

 

 期日 タイトル名・テーマ等 講師等 役職・職名 

1 5 月 10 日（金） 

公益大教員紹介シリーズ 

「日本企業は 

     強いのか弱いのか？」 

水田健輔 本学教授 

2 5 月 11 日（土） 

地域防災ワークショップ 

「他人事」ではいられない 

～もし酒田で 

   大災害が起ったら～ 

① 畠山 

  扶美夫氏 

②畑文隆氏 

③太田千尋氏 

①南三陸町平成

の森仮設住宅自

治会長 

②西宮市都市局

建築課・開発指導

部開発指導課長 

③仙台市消防局 

元地震防災アド

バイザー 

3 6 月 13 日（木） 観光客を感動客へ 納戸義彦氏 
NPO 法人島の風理

事長 

4 6 月 22 日（土） 
平成24年度ニュージーランド

短期語学留学報告会 

「Joius!! New Zealand!!」 

短期語学留学 

参加学生 
 

5 6 月 28 日（金） 
公益大教員紹介シリーズ 

「CSR を儲けにつなげる」 
尾身祐介 本学准教授 

6 7 月 1 日（月） こころの健康いろは 細川清氏 

香川医科大学 

名誉教授、 

精神科専門医 

7 8 月 9 日（金） 
対談講演 

「平和憲法を考える」 

目加田説子氏 

佐高信氏 

本学非常勤講師 

評論家、作家 



8 11 月 21 日（木） 

平成 25 度 

ロシア短期語学留学報告会 

「Давайте поед

ем в Россию !  

～さあ、ロシアに行こう！～」 

短期語学留学 

参加学生 
 

9 12 月 3 日（火） インド・白い壁のキセキ 
おおくに 

  あきこ氏 

NPO 法人 

ウォールアート

プロジェクト 

理事長 

10 12 月 6 日（金） 
公益大教員紹介シリーズ 

「水と地方自治」 
内藤悟 本学准教授 

11 12 月 19 日（木） 

公益大教員紹介シリーズ 

「いじめ防止対策推進法の

成立と課題」 

竹原幸太 本学准教授 

 



④公開講座  

 

ア 大学  

講座名  科学体験教室「かずのふしぎ しぜんのふしぎ」  

主催者  地域共創センター  

期 間  平成 25 年 6 月 23 日（日）～11 月 17 日（日） (全 4 講 ) 

事業費  地域共創センター  

子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）助成活動）  

受講料  無料  

科学の面白さ、科学に対して熱心に取り組む体験活動を行った。何度も

自分で繰り返すことができる簡単なプログラムを通して、仮定が正しい

かどうか、あるいは原理を導くことができるかどうか、など、納得する

までやりぬくことの面白さを伝えることを目標とした。  

（担当：西村まどか准教授）  

６月 23 日（日）テーマ：図形を調べよう  

「図形を知ろう」「図形をかこう」「図形を組み立てる」  

７月７日（日）テーマ：かけ算をしらべよう  

 「かけ算は何だろう」「計算道具を作ってみよう」「かわったかけ算」  

10 月 6 日（日）テーマ：絵と数のおはなし  

 「線対称」「点対称」「ペンローズタイル」「黄金比」  

概 要  

11 月 17 日（日）テーマ：余りを調べよう  

 「素数を調べよう」「カレンダーを作ろう」「電気回路を作ってみよう」 

 

講座名  科学体験教室「身近なもので電気をつくろう」  

主催者  地域共創センター  

庄内開発協議会支援事業  

期 間  平成 24 年月 21 日（日）～11 月 18 日（日） (全 1 講 ) 

事業費  地域共創センター  

子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）助成活動）  

受講料  無料  

東日本大震災や原発事故による大規模停電により、社会や生活における

電気の在り方が問われている。この教室では、電気の性質や発電の原理

を学習することにより科学（電気工学）のおもしろさを体験させると共

に、現在から将来の生活における電気の使い方や電気の大切さを意識さ

せることを目的とした。（担当：古山隆准教授）  

概 要  

お話 1：電気って何だろう？  

 電気の性質や電気研究の歴史について知る。  

工作 1：ペットボトルで風力発電機をつくろう！  

 ペットボトルを利用した小型発電機の作製に取り組んだ。  

 作製を通して、電力・磁界・力の関係（フレミングの左手の法則）を

体験しながら理解した。  

工作 2：木炭とアルミニウムで電池をつくろう！  

 イオン化傾向（化学反応）を利用した木炭電池の作製に取り組んだ。  



 作製を通して、電池の仕組みを理解した。  

お話 2：暮らしの中の電気  

 地域の発電施設の話を交えつつ、教室で学んだことを振り返った。  

 

講座名  公益大ウィーク  

主催者  地域共創センター  

期 間  平成 25 年 11 月 26 日（火）～平成 26 年 1 月 30 日（日）  

事業費  地域共創センター  

庄内開発協議会支援事業  

受講料  無料  

高校生、高校教諭や保護者、一般市民を対象とし、東北公益文科大学で

の地域共創の学び、学生の活動の成果についてわかりやすく、伝える場

を創り出すことを目的とする。また、25 年度は大学生の活動だけでなく、

高校生と大学生との協働による活動、高校生の地域活動の報告も行い、

高校生と大学生、そして卒業生や地域の方々がディスカッションする機

会とし、学外発表会は酒田市（公益大）で、パネル展示は学内、山形市

の２ヶ所で開催した。  

12 月 14 日 (土 ) 活動発表会・パネルディスカッション  

「遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ」  

（酒田光陵高校＆東北公益文科大学生）  

「鶴岡市加茂地区活性化事業」  

       （加茂水産高校＆東北公益文科大学）  

「紅大豆本舗」（置賜農業高校）  

「槇島ほうきプロジェクト」（庄内総合高校）  

「震災復興教育プロジェクト」「Koeki Kids project」  

「秋田県立大学との連携事業」  

「身近なもので電気をつくろう」  

「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ」  

パネルディスカッション「広がれ！若者まちづくりリーダー」  

パネリスト：齊藤達也さん（酒田光陵高校 2 年生）  

      森亮輔さん（庄内総合高校 3 年生）  

      小野寺太樹さん（本学３年生）、  

熊澤舞子さん（本学 3 年生）  

呉尚浩教授  

コーディネーター：齋宮征博さん  

（フリーアナウンサー公益大 1 期卒業生）  

＊活動発表会に先立ち、西田みづ恵氏（本学特任講師）を講師として、

ワークショップ「目指せ！若者まちづくりリーダー」を開催（高校生・

本学学生限定）  

 

概 要  

パネル展示 (山形県生涯学習センター遊学館（山形市）  

平成 25 年 11 月 26 日 (火 )～11 月 29 日 (金 ) 

平成 26 年 1 月 21 日 (火 )～1 月 30 日 (木 ) 



イ 大学院 

講座名  公益社会デザイン  

期 間  平成 25 年 9 月 21 日（土）～10 月 19 日（土）（全 5 回、15 コマ）  

講 師  出井  信夫  教授、高谷  時彦  教授、水田  健輔  教授、温井  亨  教授、阿

部  公一  教授、内藤  悟  准教授、渡辺  暁雄  准教授、武田  真理子  准教

授、神田  直弥  准教授、尾身  祐介  准教授、竹原  幸太  准教授、大島  美

恵子  講師、福田  耕治  講師、小野  英一  講師  

受講料  1 人 30,000 円（単位認定を希望しない場合は 1 人 20,000 円）  

概 要  

公益社会をデザインするため 5 つの共通テーマを設け、それぞれ 3 名ず

つの教員が各自のアプローチを示す。3 名の教員の示すアプローチをも

とに、教員と受講生によるディスカッションを行い、当該共通テーマに

関する受講生一人ひとりの考えを深める。  

 

講座名  特別セミナー（自治体経営実務講座）  

期 間  平成 25 年 10 月 26 日 (土 )、27 日 (日 )、11 月 2 日 (土 )、3 日 (日 ) 

（全 4 回、15 コマ）  

講 師  出井 信夫 教授、水田 健輔 教授  

受講料  1 人 30,000 円（単位認定を希望しない場合は 1 人 20,000 円）  

概 要  

自治体の地方財務について、一般的な現状、問題、課題を整理するとと

もに、庄内地域における酒田市、鶴岡市などの財務実態に関して、実際

に演習を通じて、財務分析や公会計について、理解を深める。  

 

講座名  特別セミナー（公益法人論）  

期 間  平成 25 年 6 月 29 日 (土 )、30 日 (日 )、7 月 13 日 (土 )、15 日 (月 ) 

（全 4 回、15 コマ）  

講 師  出井 信夫 教授  

受講料  1 人 30,000 円（単位認定を希望しない場合は 1 人 20,000 円）  

概 要  

新公益法人制度について、制度解説、現状、問題、課題について、整理、

概観するとともに、今後のあるべき方向について考察し、論究する。特

に、自治体の外郭団体、出資法人等について考察し、論究する。また実

際に、酒田市、鶴岡市の一般法人、公益財団法人等へ出向き、事例視察・

検証を行う。  

 

 



⑤　地域共創センターの活動
No. 開催日 時間 タイトル名・テーマ等 役職・職名 講師等 会場

1 4月15日（月） 12:30～13:00
平成25年度やまがた若者チャレンジ応援事業
申請説明会

地域共創センター長 澤邉 みさ子
地域共創センター職員

地域共創セン
ター前

2 4月16日（火） 18:30～20:00
震災復興教育プロジェクト
傘福製作会①

庄内傘福研究会 共同研究室E

3 4月17日（水） 12:30～13:10
平成25年度親子わくわくサタデーボランティア
参加学生募集説明会

生涯学習施設「里仁館」　研修部長
生涯学習施設「里仁館」　研修部員

教授

佐藤 純子　氏
小野 祐子　氏
伊藤 眞知子

地域共創セン
ター前

4 4月24日（水） 18:30～20:00
震災復興教育プロジェクト
傘福製作会②

庄内傘福研究会 共同研究室E

5 4月26日（金） 10:00～12:00 鶴岡市加茂地区活性化事業　打ち合わせ 小研修室4

6 5月10日（金） 18:30～20:00
公益教養プログラム フォーラム21
教員紹介シリーズ
「日本企業は強いのか弱いのか？」

教授 水田 健輔 中研修室1

7 5月11日（土） 13:00～17:00

公益教養プログラム フォーラム21
地域防災ワークショップ
「『他人事』ではいられない
　　　　　　　　　　～もし酒田で大災害が起ったら～」

南三陸町平成の森仮設住宅自治会長
西宮市都市局建築・開発指導部開発指導

課長
仙台市消防局 元地震防災アドバイザー

本学　学生
本学　教職員

畠山 扶美夫　氏
畑 文隆　氏

太田 千尋　氏
震災復興教育プロジェ

クト

103教室

8 5月15日（水） 18:00～19:30
「歩こう天の童たち」ボランティア参加学生募集説明
会

公益社団法人天童青年会議所
地域共創セン

ター前

9 5月16日（木） 13:00～13:20
震災復興教育プロジェクト
酒田市へ義援金贈呈

震災復興教育プロジェ
クト

酒田市役所

10 5月30日（木） 10:00～12:00 鶴岡市加茂地区活性化事業　打ち合わせ 中研修室2

11 6月9日（日） 9:30～11:00 鶴岡市加茂地区活性化事業　ワークショップ 准教授 渡辺 暁雄
鶴岡市加茂コ
ミュニティセン

ター

12 6月13日（木） 10:40～12:10
公益教養プログラム フォーラム21
「観光客から感動客へ
　～沖縄・伊是名島から、新しい地域づくりの風～」

NPO法人島の風 理事長 納戸 義彦　氏 大教室

13 6月17日（月） 18:00～19:00 「歩こう天の童たち」ディスカッション 公益社団法人天童青年会議所
地域共創セン

ター前



⑤　地域共創センターの活動
No. 開催日 時間 タイトル名・テーマ等 役職・職名 講師等 会場

14 6月22日（土） 15:00～16:30
公益教養プログラム フォーラム21
平成24年度ニュージーランド短期語学留学報告会
「Joinus!! New Zealand!!」

平成24年度ニュージラ
ンド短期語学留学参加

者
105教室

15 6月23日（日） 13:30～16:30

科学体験教室
「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ2013（1）」
図形を調べよう
※平成25年度子どもゆめ基金助成金  採択

西村 まどか
教室運営スタッフ学生
地域共創センター職員

中研修室1

16 6月28日（金） 18:30～20:00
公益教養プログラム フォーラム21
教員紹介シリーズ
「CSRを儲けにつなげる」

准教授 尾身 祐介 中研修室1

17 7月1日（月） 14:00～16:00
公益教養プログラム フォーラム21
「こころの健康いろは」

香川医科大学名誉教授、精神科専門医 細川 清　氏 中研修室2

18 7月7日（日） 13:30～16:30

科学体験教室
「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ2013（1）」
かけ算を調べよう
※平成25年度子どもゆめ基金助成金  採択

西村 まどか
教室運営スタッフ学生
地域共創センター職員

中研修室2

19 7月9日（火） 19:00～20:30
鶴岡市加茂地区活性化事業
「加茂地区サインデザインコンテスト募集要項作
成」ワークショップ

准教授 渡辺 暁雄
鶴岡市加茂コ
ミュニティセン

ター

20 7月10日（水） 夏休みこども大学ボランティア学生募集説明会
庄内こどもプロジェクト

明日のたね
地域共創セン

ター前

21 7月23日（火） 18:00～19:00
遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ参加学生募集説明
会

大学院　非常勤講師 小地沢 将之
地域共創セン

ター前

22 7月27日（土） 14:00～17:00
科学体験教室
「身近なもので電気をつくろう！」
※平成25年度子どもゆめ基金助成金  採択

古山 隆
教室運営スタッフ学生
地域共創センター職員

中研修室2

23
7月29日（月）
～8月2日（金）

7:45～18:00 あそぶ！まねぶ！夏休みこども大学（さかた会場）
庄内こどもプロジェクト

明日のたね
公益ギャラリー

24 8月2日（金） 18:00～19:30
遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ参加学生募集説明
会②

大学院　非常勤講師 小地沢 将之
地域共創セン

ター前

25
8月5日（月）～

9日（金）
7:45～18:00

あそぶ！まねぶ！夏休みこども大学（つるおか会
場）

庄内こどもプロジェクト
明日のたね

鶴岡キャンパ
ス中教室



⑤　地域共創センターの活動
No. 開催日 時間 タイトル名・テーマ等 役職・職名 講師等 会場

26 8月6日（火） 18:00～19:00 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ 勉強会
大学院　非常勤講師

講師
小地沢 将之
小関 久恵

地域共創セン
ター前

27 8月9日（金） 13:00～14:30
公益教養プログラム フォーラム21
目加田説子氏×佐高信氏 対談講演
「平和憲法を考える」

非常勤講師・中央大学総合政策学部・公共
政策研究科教授

評論家・作家

目加田 説子　氏

佐高 信　氏
中研修室1

28
8月10日（土）

～
11日（日）

震災復興教育プロジェクト
「つながっぺ！おおくま・しょうない ～夏の日本海で
一緒に遊ぼう～」

震災復興教育プロジェ
クト

大熊町社会福祉協議
会

山形県庄内地
方

29
8月10日（土）

～
12日（月）

歩こう天の童たち 公益社団法人天童青年会議所

30 8月22日（木） 16:00～17:30 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ勉強会
大学院　非常勤講師

講師
小地沢 将之
小関 久恵

地域共創セン
ター前

31 8月29日（木） 16:00～17:30 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ勉強会 講師 小関 久恵
地域共創セン

ター前

32 8月30日（金） 19:00～21:00
鶴岡市加茂地区活性化事業
「加茂地区サインデザインコンテスト」審査
ワークショップ

准教授 渡辺 暁雄
鶴岡市加茂コ
ミュニティセン

ター

33 9月5日（木） 16:00～17:30 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ勉強会
大学院　非常勤講師

講師
小地沢 将之
小関 久恵

地域共創セン
ター前

34
9月15日（日）
～18日（水）

震災復興教育プロジェクト
被災地合宿・被災地ヒアリング調査

震災復興教育プロジェ
クト

岩手県陸前高
田市、宮城県
気仙沼市・石
巻市・南三陸

町

35 9月12日（木） 16:00～17:30 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ勉強会
大学院　非常勤講師

講師
小地沢 将之
小関 久恵

地域共創セン
ター前

36 9月20日（金） 16:00～17:00
鶴岡市加茂地区活性化事業
加茂水産高校生によるサインデザイン予備審査
ワークショップ

准教授 渡辺 暁雄 加茂水産高校

37 9月21日（土） 13:30～16:30 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ 顔合わせ会
遊佐町蕨岡地区まちづくり協会 会長

大学院　非常勤講師
講師

佐藤 幸一 氏
小地沢 将之 氏

小関 久恵
小研修室2～4

38 9月28日（土） 9:30～16:00 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ フィールドワーク
遊佐町蕨岡地区まちづくり協会 会長

大学院　非常勤講師
講師

佐藤 幸一 氏
小地沢 将之
小関 久恵

山形県飽海郡
遊佐町



⑤　地域共創センターの活動
No. 開催日 時間 タイトル名・テーマ等 役職・職名 講師等 会場

39 9月30日（月）
鶴岡市加茂地区活性化事業
「加茂サイン打ち合わせ」

准教授 渡辺 暁雄
鶴岡市加茂コ
ミュニティセン

ター

40 10月2日（水） 12:30～13:15 公益起業フォーラム 参加学生募集説明会 教授 伊藤 眞知子
地域共創セン

ター前

41 10月6日（日） 13:30～16:30

科学体験教室
「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ2013（2）」
絵と数のおはなし
※平成25年度子どもゆめ基金助成金  採択

西村 まどか
教室運営スタッフ学生
地域共創センター職員

公益ギャラリー

42 10月12日（土） 9:30～11:00 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ プレゼンテーション
大学院　非常勤講師

講師
小地沢 将之
小関 久恵

中研修室2

43 10月20日（日） 10:00～16:00 公益起業フォーラム ～まちづくり編～

宇都宮大学地域連携教育研究センター　教
授

教授
特任講師

廣瀬 隆人　氏
伊藤 眞知子
青木 孝弘

中研修室2

44 10月26日（土） 13:30～15:30
震災復興教育プロジェクト（傘福みんなに伝え隊）
傘福制作ワークショップ

傘福みんなに伝え隊
庄内傘福研究会

地域共創セン
ター前

45 10月27日（日） 10:30～12:30
震災復興教育プロジェクト（傘福みんなに伝え隊）
傘福制作ワークショップ

傘福みんなに伝え隊
庄内傘福研究会

地域共創セン
ター前

46 10月31日（木） 13:00～15:00 鶴岡市加茂地区活性化事業　打ち合わせ 小研修室4

47 10月31日（木） 19:00～21:00 加茂地区整備構想策定事業　ワークショップ 准教授 渡辺 暁雄
鶴岡市加茂コ
ミュニティセン

ター

48
11月3日（日）

～
4日（月）

秋田県立大学との合同ワークショップ
秋田県立大学　准教授

准教授
嶋崎 真仁　氏

渡辺 暁雄
秋田県にかほ

市

49 11月14日（木） 15:50～17:00 遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ勉強会 酒田光陵高校

50 11月17日（日） 13:30～16:30

科学体験教室
「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ2013（2）」
余りを調べよう
※平成25年度子どもゆめ基金助成金  採択

西村 まどか
教室運営スタッフ学生
地域共創センター職員

中研修室2



⑤　地域共創センターの活動
No. 開催日 時間 タイトル名・テーマ等 役職・職名 講師等 会場

51 11月18日（月） 11:30～13:30 鶴岡市加茂地区活性化事業　打ち合わせ
鶴岡市加茂コ
ミュニティセン

ター

52 11月20日（水） 9:30～11:30 Koeki Kids Project　模擬授業 Koeki Kids Project 207教室

53 11月21日（木） 18:00～19:30

公益教養プログラム　フォーラム21
平成25年度ロシア短期語学留学報告会
「Давайте поедем в Россию
! ～さあ、ロシアに行こう！～」

平成25年度ロシア短期
語学留学参加者

中研修室2

54
11月26日（火）

～
29日（金）

公益大ウィーク2013 in山形 パネル展示
遊学館1Fギャ

ラリー

55 12月1日（日） 9:30～11:00
鶴岡市加茂地区活性化事業
「加茂サインデザインコンテスト」表彰式
ワークショップ

鶴岡市加茂コ
ミュニティセン

ター

56 12月3日（火） 14:40～16:10
公益教養プログラム フォーラム21
「インド・白い壁のキセキ」

NPO法人ウォールアートプロジェクト理事長 おおくに あきこ　氏 105教室

57 12月4日（水） 9:30～10:15
Koeki Kids Project
酒田市立浜田小学校での実践授業

浜田小学校

58 12月5日（木） 15:40～16:30
鶴岡市加茂地区活性化事業
「加茂サインデザインコンテスト」表彰式（高校生）

加茂水産高校

59 12月6日（金） 18:30～20:00
公益教養プログラム フォーラム21
公益大教員紹介シリーズ
「水と地方自治」

准教授 内藤 悟 中研修室1

60 12月13日（金） 10:30～11:45
Koeki Kids Project
酒田市立内郷小学校での実践授業

内郷小学校

61 12月14日（土） 10:00～11:30
公益大ウィーク2013in酒田
ワークショップ「目指せ！若者まちづくりリー
ダー！」

特任講師 西田 みづ恵 211教室

62 12月14日（土） 12:30～17:00

公益大ウィーク2013 in酒田
地域共創活動報告「語ろう！若者まちづくりリー
ダー」
パネルディスカッション「広がれ！若者まちづくり
リーダー」

酒田光陵高校生
加茂水産高校生
置賜農業高校生
庄内総合高校生
齋宮 征博　氏

各プロジェクト参加学
生・教員

中研修室1



⑤　地域共創センターの活動
No. 開催日 時間 タイトル名・テーマ等 役職・職名 講師等 会場

63 12月19日（木） 18:30～20:00
公益教養プログラム フォーラム21
公益大教員紹介シリーズ
「いじめ防止対策推進法の成立と課題」

准教授 竹原 幸太 中研修室1

64 12月19日（木） 19:00～20:30 加茂地区整備構想策定事業　ワークショップ 准教授 渡辺 暁雄
鶴岡市加茂コ
ミュニティセン

ター

65 1月11日（土） 10:00～15:00
震災復興教育プロジェクト（傘福みんなに伝え隊）
「南三陸町仮設住宅における傘福づくり事業」

庄内傘福研究会
傘福みんなに伝え隊

チームはちまき

宮城県南三陸
町

66
1月21日（火）

～
30日（木）

公益大ウィーク2014in山形 パネル展示
遊学館1Fギャ

ラリー

67 1月31日（金） 地域共創センター通信Vol.31 発行

68 2月3日（月） 15:00～16:30 鶴岡市加茂地区活性化事業 打ち合わせ 小研修室3・4

69 2月5日（水） 12:00～15:00
キャンドル作りワークショップ
 「3年目のキャンドルナイト」
～みんなの力で開催しよう～

「3年目のキャンドルナイトin酒田」実行委員
会

公益ホール1階
ホワイエ

70 2月6日（木） 10:00～12:15 秋田県立大学との連携事業 打ち合わせ 32会議室

71 2月7日（金） 13:50～14:35
Koeki Kids Project
酒田市立浜中小学校での実践授業

浜中小学校

72 2月19日（水） 16:00～17:00 平成25年度地域共創センター事業報告会 中研修室2

73
1月21日（火）

～
30日（金）

秋田県立大学との連携事業 パネル展示
由利本荘市カ

ダーレ

74 2月23日（日） 9:30～11:30
鶴岡市加茂地区活性化事業
景観回廊まち歩きルートとお休み処の選定
ワークショップ

鶴岡市加茂コ
ミュニティセン

ター

75 3月23日（日） 9:30～11:30 平成25年度景観回廊事業報告会
鶴岡市加茂コ
ミュニティセン

ター



（２）受託研究・受託事業の状況 

 

① 受託研究 

業務名 平成 25年度大学まちづくり政策形成事業 

研究者 

國眼眞理子教授、伊藤眞知子教授、渡

辺暁雄准教授、武田真理子准教授、竹

原幸太准教授、小関久恵講師、温井亨

教授 

委託者 酒田市 

契約期間 平成 25年 5月 10日～平成 25年 2月 28日 

契約金額 1,000,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

平成 25年度は下記の 2つのテーマにそって調査研究を進め、酒田市の大学まちづく

りのあり方について検討し、提案する。 

・酒田市における家庭教育支援に関する調査研究 

・中山間地域特有の資源を活かす地域活性化実践活動と交流活動の展開可能性 

 

 

業務名 まちづくり人材連携強化事業 

研究者 
温井享准教授 

委託者 
酒田市中心市街地まち

づくり協議会 

契約期間 平成 25年 6月 1日～平成 26年 3月 31日 

契約金額 1,000,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

大学が有する資源を活用した実験事業を行うこと等を通じ、地域住民に中心市街地の

活性化を提案し、地域住民によるまちづくりの取組みを誘発することにより、中心市

街地における問題の解決と、コミュニティの再生を図る。 

 

 

業務名 平成 25年度手向地区「まちあるきマップ」素案作成業務 

研究者 高谷時彦特任教授 委託者 鶴岡市 

契約期間 平成 25年 8月 9日～平成 25年 11月 30日 

契約金額 380,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

まちあるきマップの素案の作成し、地元住民などに提示し、意見交換を行うためのた

たき台とする。 

 

 

業務名 平成 25年度門前町の街並景観の保全・創造事業「まちづくり協定書素案作成業務」 

研究者 高谷時彦特任教授 委託者 鶴岡市 

契約期間 平成 25年 10月 10日～平成 25年 11月 30日 

契約金額 220,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

現在までの調査研究の成果から手向地区の街並景観保全・創造に関する協議会におい

てまちづくり協定の内容を協議するための検討資料を作成する。 



 

業務名 平成 25年度手向地区「まち歩きイベント」企画に係る業務 

研究者 高谷時彦特任教授 委託者 鶴岡市 

契約期間 平成 25年 9月 30日～平成 25年 11月 30日 

契約金額 260,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

まち歩きイベントの企画・実施・参加者を対象としたワークショップの実施。 

 

 

業務名 『東日本大震災学術調査』「行政・地方自治」 

研究者 和田明子教授 委託者 独立行政法人日本学術振興会 

契約期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日 

契約金額 500,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

東日本大震災に関する行政の事前の防災・減災制作、応急対応ならびに復旧・復興の

過程を調査し、左記における行政の災害対応の様相を明らかにした上で、東日本大震

災が日本の地方自治や中央―地方間関係にどのような影響を与えたか、あるいは地方

自治や中央―地方間関係が行政の災害対策にどのような影響を与えたか等を分析す

る。 

 

 

業務名 
紅花若菜粉末等のフリーラジカル消去作用の分析・メタボローム解析および評価に係

る研究 

研究者 平松 緑 教授 委託者 有限会社グローバルアイ 

契約期間 平成 24年 1月 10日～平成 28年 9月 31日 

契約金額 1,732,500円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

・紅花若菜粉末ほか四種の青汁製品のフリーラジカル消去作用の分析および評価 

・ 紅花若菜粉末ほか一種の青汁製品のメタボローム解析および比較評価 

 

 

 

②  補助事業 

業務名 創造都市デザインセンター研究支援事業 

補助金 

交付者 

鶴岡市（担当課：企画部政策推進課） 

事業期間 平成 25年 6月 1日～平成 26年 3月 31日 

補助金額 2,040,000円（税込み） 

事業目的 

及び概要 

食文化をテーマとした創造型まちづくりに取り組み、地域の関係組織や専門家ネット

ワークによる開かれたまちづくりの場を創出するとともに、情報や研究プロジェクト

の共有・交流を通して地域課題に対して創造的な解決をもたらす。 

 



 

業務名 市民参加による「まち並再現」プロジェクト及び「連続講座内川学５」の開催事業 

補助金 

交付者 
庄内開発協議会 

事業期間 平成 25年 8月 16日～平成 26年 3月 31日 

補助金額 200,000円（税込み） 事業総額 915,926円（税込み） 

事業目的 

及び概要 

鶴岡中心部を流れる内川と周辺のまちに注目し、このゾーンやその中にある歴史的建

築物などが持つ魅力やまちづくりの資源としての可能性を地域の人々とともに多面

的に考える「連続講座内川学」の取り組みを行った。 

 

 

事業名 平成 25年度 公益のふるさとづくり活動補助金 

「公益の地域づくりリーダー育成ゼミ事業」 

受託者 東北公益文科大学（地域共創センター） 

委託者 庄内開発協議会 

実施期間 平成 25年 8月 12日～平成 26年 3月 31日 

契約金額 1,000,000円 

事業目的 

及び概要 

１．公益大と庄内地域の高校生と共同で行う地域リーダー育成ゼミ 

 庄内のさまざまな地域にある多様な課題に、大学生（大学）と高校生と地域の方 

 が参加できる「小さなゼミ活動」を展開することで、地域課題解決に寄与する若手 

 リーダーの育成を目指した。 

 

 ①「遊佐町蕨岡地区まちづくりゼミ」の実施 

  山形県立酒田光陵高等学校と協働で、若者・よそ者の視点から、これからの遊佐 

  町蕨岡地区のまちづくりへの提言を行った。 

   ＊合同勉強会  

     実施日時：平成 25年 9月 21 日（土）13:30～16:30 

   ＊フィールドワークおよび地域住民との意見交換会 

     実施日時：平成 25年 9月 28 日（土）9:30～16:00 

   ＊地域住民へのプレゼンテーション 

     実施日時：平成 25年 10 月 12 日（土）9:30～11:00 

 

 ②「加茂地域サイン（看板）の裏面デザインコンテスト」の実施 

  山形県立加茂水産高等学校と協働で、山形県鶴岡市加茂地区でまちづくりの一環 

  としてサイン（看板）の裏面デザインコンテストを開催し、審査等を行った。 

   ＊加茂水産高校での審査会 

     実施日時：平成 25年 9月 20 日（金）16:00～17:00 

 

 ③ワークショップ「目指せ！若者まちづくりリーダー！」の開催 

  山形県内の高校生と一緒に、まちづくりに関するある催しを事例として取り上げ 



  議論する「地域ディスカッション」を行った。 

   開催日時：平成 25年 12 月 14 日（土）10:00～11:30 

   開催場所：本学酒田キャンパス 211 教室 

   講師：西田みづ恵（本学特任講師） 

 

２．パネル展示および地域共創事業学外発表会 

 庄内と庄内以外の地域で、東北公益文科大学および県内高校の地域活動を取り上 

 げるパネル展示と、活動を報告する学外発表会を実施した。 

  

  【公益大ウィーク 2013 山形会場】 

    ＊パネル展示期間：平成 25 年 11 月 26 日（火）～11 月 29 日（金） 

  【公益大ウィーク 2013 in 酒田】 

    ＊パネリスト：齊藤達也さん（山形県立酒田光陵高等学校 2年生） 

           森亮輔さん（山形県立庄内総合高等学校 3 年生） 

    ＊パネル展示期間：平成 25 年 12 月 2 日（月）～12 月 27 日（金）  

  【公益大ウィーク 2014 山形会場】ポスター展示のみ 

    ＊パネル展示期間：平成 26 年 1 月 21 日（火）～1月 30 日（木）  

 

 

事業名 身近なもので電気をつくろう！ 

受託者 東北公益文科大学（地域共創センター）  担当：古山隆准教授 

委託者 子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構） 

実施機関 平成 25年 7月 27日（土） 

契約金額 257,494円 

事業目的 

及び概要 

ペットボトルを使った風力発電機や木炭やアルミニウム、食塩水を使った電池など、

身近にある材料を用いて実験を行い、楽しみながら学び、結果を自分の目でたしかめ

る教室とした。それにより、楽しみながら学習した電気の性質や発電の原理をより深

く理解することができた。また、山形県庄内地域の発電施設についての話を盛り込む

ことで、自分達が普段使用している電気について振り返り、改めて電気の大切さや使

い方を考えることにつなげた。さらに、親子で参加できる科学体験教室としたことで、

親子間のコミュニケーション促進にもつながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業名 かずのふしぎ、しぜんのふしぎ（計 4講座） 

受託者 学校法人東北公益文科大学（地域共創センター）  担当：西村まどか准教授 

委託者 子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構） 

実施期間 平成 25年 6月 23日（日）～平成 25年 11月 17日（日） 

かずのふしぎ、しぜんのふしぎ 2013（1） 297,957円 

かずのふしぎ、しぜんのふしぎ 2013（2） 483,222円 

契約金額 

合計 781,179円 

事業目的 

及び概要 

本教室の開催を通して、庄内の小学生に本格的な理科機器に実際に触れる機会を 

持たせるとともに、家庭にあるもので実験器具を作成し、基礎科学に興味を持た 

せることを目的とした。 

また、最近は大学生も科学に対して熱心に取り組む体験が少ないため、大学生を 

先生役として企画運営および教材開発を任せた。それにより、プログラムを自分 

達で試行錯誤し、いかにわかりやすく教えるかを考え抜く体験を通して、大学生 

にも大きな教育的効果がもたらされた。 

 

 

③ 受託事業 

事業名 平成 25年度庄内景観回廊 加茂地区活性化事業 地域づくり推進業務 

受託者 東北公益文科大学（地域共創センター）  担当：渡辺暁雄准教授 

委託者 鶴岡市加茂地域自治会振興会 

実施期間 平成 25年 5月 27日～平成 26年 3月 31日 

契約金額 202,333円 

事業目的 

及び概要 

平成 23 年度から鶴岡市加茂地区の「庄内景観回廊・加茂地区活性化事業地域づ

くり推進事業」に関わり、さまざまな事業を展開してきた。 

平成 25 年度は、前年度作った地域サイン看板の裏面デザインを公募するととも

に、加茂まち歩き回遊ルートの開発と休憩所の設定などを、加茂地区自治振興会、

山形県庄内総合支庁、鶴岡市ともに取り組んだ。年度後半からは、加茂地区整備

構想策定事業にも参加。 

 



(3) 寄附講座の状況 

 

公益信託荘内銀行ふるさと創造基金助成金による「公益社会演習」の運営（助成額２００,０００円） 

 

■ 科 目 名：「公益社会演習」 

テ ー マ：地域の多様な主体とともに目指す公益社会づくり～「公益社会演習」で実現する公益的

な問題解決～ 

 

概 要：分野融合（学融合）のプロジェクト型演習科目である公益社会演習は、分野の異なる複数 

    の教員が担当し、地域・自然の中でのフィールドワークや、多様な主体が参加するワーク 

    ショップ等を実施しながら、学問の領域を超えて、地域の公益的な問題解決のための提案・ 

    活動等を実施した。 

 

（実施内容） 

 ・坂野辺新田とアグリツーリズム 

 ・昔遊びを活用した方言の保存と高齢者の生きがいづくり 

 ・科学教室の教材開発、解説書の制作および発表 

 ・飛島の「とび魚」文化と地域づくり 

 ・小学生を対象とした「公益を考える授業」の開発と実践 

 ・庄内公益情報プロジェクト 

 ・被災地の子どもたちとの交流プログラムの企画、実施を通して東日本大震災の被災地の課題を 

  学び、支援のためのコーディネート力を養う 

 ・農村観光を含む新規就農による集落の再生 

 ・酒田市のまちなかまちづくり 

 

本学担当教員：温井、松山、澤邉、渡辺、西村、神田、伊藤、呉（尚）、武田、國眼、広瀬、鎌田、

和田 



(4)各種講演会等への教員の派遣状況

氏　　名 業務内容等 場　　所 期　　日 備　　考
平松　緑 公益大イブニングカフェ 十日町オフィス H25.6.14 講師

平松　緑
秋田県、三種町観光協会観光振興部会開催に伴う記
念講演「紅花と健康について」

ホテル森山館 H25.11.21 講師

平松　緑
地の拠点庄内第3回シンポジウム「紅花と健康につい
て」

鶴岡市先端研究産業支援センター H25.12.8 講師

平松　緑
研修会「身近な環境を守るしくみを考える（紅花を
通じた私たちの健康から）」

ホテルリッチ＆ガーデン H25.12.13 講師

杉山　肇 公益大イブニングカフェ 十日町オフィス H25.7.9 講師
杉山　肇 公益大イブニングカフェ 公益大十日町オフィス H25.7.19

國眼眞理子 国立精神・神経医療研究センター院内研修
国立精神・神経医療セン
ター

H25.5.20 講師

國眼眞理子 平成25年度幼保小指導者研修会 酒田市総合文化センター H25.6.18 講師
國眼眞理子 第2回家庭教育支援フォーラム 庄内町文化創造館 H25.6.21 講師
國眼眞理子 平成25年度酒田っ子すくすく育成会議 酒田市健康福祉部子育て支援課 H25.7.2 助言者
國眼眞理子 シルバー人材センター研修会 酒田市シルバー人材センター H25.7.26 講師
國眼眞理子 臨床指導者研修 東京大学医学部付属病院 H25.7.29 講師
國眼眞理子 東京大学付属病院実習指導者研修 東京大学付属病院 H25.7.29 講師
國眼眞理子 埼玉県高等看護学校教務主任協議会 川口駅前市民ホール H25.8.23 講師
國眼眞理子 わいわい出前講座（キャリア教育） 酒田市立飛鳥中学校 H25.9.27 講師
國眼眞理子 子育て研修会 酒田市立宮野浦小学校 H25.9.27 講師
國眼眞理子 PTA研修会 酒田市立内郷小学校 H25.9.28 講師
國眼眞理子 リーダーシップ研修 国立国際医療研究センター国府台病院 H25.9.30 講師
國眼眞理子 公益教育セミナー 庄内町響ホール H25.10.11 講師
國眼眞理子 高校新規採用教員研修 山形県教育センター H25.10.16 講師
國眼眞理子 看護研修 国立精神・神経医療研究センター H25.10.28 講師
國眼眞理子 わいわい出前講座（キャリア教育） 酒田市鳥海八幡中学校 H25.11.26 講師
國眼眞理子 進路講演会 酒田西高等学校 H25.12.18 講師
國眼眞理子 進路講話 山形県立楯岡高等学校 H26.2.19 講師
國眼眞理子 構成的グループエンカウンター実践支援プログラム 酒田市立富士見小学校 2013/10/8,10/17 講師
國眼眞理子 わいわい出前講座（キャリア教育） 酒田市立第一中学校 2013/5/24,31 講師
伊藤 眞知子 地域を元気にする女性講座「椿ゼミナール」第1回 庄内町余目第四公民館 H25.6.8 講師
伊藤 眞知子 平成25年度第1回SSH特別講義 岩手県立水沢高等学校 H25.6.14 講師
伊藤 眞知子 第67回山形県教職員組合女性部定期大会講演 あこや会館 H25.6.22 講師
伊藤 眞知子 ボランティア「ほほ笑みの会」発会記念講演 健生ふれあいクリニック H25.6.28 講師
伊藤 眞知子 平成25年度山形県老人保健施設大会講演 海麓園 H25.9.6 講師
伊藤 眞知子 市民大学講座 東北公益文科大学 H25.9.11 講師
伊藤 眞知子 こども大学特別講座 東北公益文科大学大学院 H25.9.29 講師
伊藤 眞知子 連合山形「2013山形県男女共生集会」 大手門パルス H25.10.21 講師

伊藤 眞知子 第63次教育研究山形県集会　第14分科会 三川町立三川中学校 H25.11.9
研究協力
者

伊藤 眞知子 市民大学講座出前講座 東北電力（株）酒田営業所 H25.11.12 講師
伊藤 眞知子 子育て支援ヘルパー講習 酒田市シルバー人材センター H25.11.22 講師
伊藤 眞知子 女性人材育成事業「活き活きモガジョ養成講座」 雪の里情報図書館 H25.11.23 講師
伊藤 眞知子 平成25年度再就職準備講座 公益大大学院 2013/6/19,7/19,9/18 講師
伊藤 眞知子 地域を元気にする女性講座「椿ぜみなーる」第7回 余目第四公民館 H25.2.7 講師
伊藤 眞知子 第62回西村山地区学校保健大会 村山教育事務所 H25.2.12 講師
伊藤 眞知子 心の健康づくり教室 港南学区コミュ二ケーション防災センター H25.2.14 講師
伊藤 眞知子 心の健康づくり教室 かんぽの宿酒田 H25.2.15 講師
遠山　茂樹 酒田市市民大学出前講座 酒田市総合文化センター H25.11.1 講師
遠山　茂樹 NHK文化センター庄内教室講師 NHK文化センター（鶴岡） 2013/7/6,8/3,9/7 講師
三原　容子 山形県企業局「酒田工業用水道50周年記念講演」 ガーデンパレスみずほ H25.3.15 講師

三原　容子
平成25年度田川地区高等学校国語教育研究協議会総
会

鶴岡中央高等学校会議室 H25.5.16 講師

三原　容子 松本十郎を顕彰する会総会講師 第三コミセン H25.7.11 講師
三原　容子 三川町「町民講座」 三川町公民館 H25.7.25 講師
三原　容子 県立酒田光陵高校講義 山形県立酒田光陵高等学校 H25.10.29 講師
三原　容子 鶴岡まちづくり塾　羽黒グループの勉強会 鶴岡アートフォーラム H26.1.26

森　彰夫 国連UNHCRフューマン・シネマ・フェスティバル イオンシネマ米沢 H25.10.6
ゲストス
ピーカー

森　彰夫 出張講義 九里学園高等学校 H25.5.28
森　彰夫 出張講義 山形県立新庄南高等学校 H25.9.19 講師
森　彰夫 鶴南ゼミ 山形県立鶴岡南高等学校 平成25年4月26日～7月18日

水田　健輔 秋田県自治研修所公会計研修 秋田県自治研修所 2013/10/30-11/1 講師
水田　健輔 香川県自治研修所公会計研修 香川県自治研修所 2013/11/27-29 講師

水田　健輔
広島大学高等教育研究開発センター第41回研究員集
会

広島大学 2013/12/5-7 講師

温井　亨
酒田市教育研究所「（中）総合的な学習部会研修
会」

酒田第三中学校 H25.10.3 講師

温井　亨 庄内地区教育委員会協議会社会教育部会研修 三川町公民館 H25.11.22 講師

温井　亨 まちづくり実践組織・グループの連携を考える会 商工会館コアアルザ H26.2.26
コーディ
ネーター

温井　亨 庄内町郷土史研究会総会 庄内町第二公民館 H26.3.28 講師



温井　亨 （仮称）高校のあるまちづくりフォーラム 庄内町響ホール H26.5.17
コーディ
ネーター

温井　亨 労働講座 中心市街・勤労福祉センター
平成26年3月2日
街歩き、4日講義

講師

阿部　公一 天真学園高校への出張講義 天真学園高校 平成25年5月19日、6月6日 講師
和田　明子 子育て支援ヘルパー講習会 酒田市シルバー人材センター H25.11.20 講師
和田　明子 酒田市PTA連合会第2回母親委員会会議 酒田市　琢成小学校 H25.12.3 講師
和田　明子 PTA研修会 庄内町立余目第2小 H25.12.14 講師

呉　尚浩
酒田市地域おこし協力隊隊員が飛島を学ぶための
研修会

とびしま未来協議会県内事務所 H25.5.24 講師

澤邉みさ子 協同集会 in 酒田 酒田市総合文化センター H25.5.18
コーディ
ネーター

澤邉みさ子
内閣府「青少年社会活動コアリーダー育成プログラ
ム」
研修

国立オリンピック記念青少年総合センター H25.6.22 講師

澤邉みさ子 生活困窮者問題シンポジウム JA山形ビル H25.11.16
コーディ
ネーター

松田　憲 岩手県立水沢高等学校出張講義 岩手県立水沢高等学校 H25.6.14 講師
古山　隆 第8回リサイクル技術部門委員会 五番町センタービル5F H25.7.10 講師
古山　隆 招待講演 新橋住友ビル H25.9.12
古山　隆 主査級研修 山形県職員育成センター 2013/7/8,7/22 講師

武田真理子 地域ケア推進担当者合同会議 保険福祉センターにこふる H25.4.19 講師
武田真理子 第1回ケアネットワーク推進会議 鶴岡市第五学区コミュ二ティ防災センター H25.7.23 講師
武田真理子 平成25年度生活援助活動推進研究協議会Ⅱ 天童ホテル H25.10.25 講師
武田真理子 福祉まちづくり講演会 狩川公民館 H25.10.31 講師
武田真理子 平成25年度身体障害者相談員研修会 山形ビッグウィング H25.11.29 講師
武田真理子 第6回鶴岡・田川高齢者集会 鶴岡協同の家こぴあ H26.2.19 講師
武田真理子 第2回ケアネットワーク推進会議 鶴岡市宝町学区コミセン H26.2.26 講師
武田真理子 鶴岡市第一学区社会福祉協議会役員研修 鶴岡市第一学区コミュ二ティセンター H26.10.11 講師
武田真理子 大学出前講座 酒田南高等学校 H26.12.1 講師
竹原　幸太 天真学園高校模擬講義・研究指導 天真学園高校 2013/9/20,10/18 担当者
山本　裕樹 東北地区SSH指定校発表会 山形県立米沢興譲館高等学校 H26.2.2 講師
山本　裕樹 鶴南ゼミ（発表準備指導） 山形県立鶴岡南高等学校 2013/9/26,10/10,17 講師



(5)各種委員等の就任実績

氏　　名 業務内容等 依頼先（担当） 任　　期 備　　考

平松　緑 庄内地域保健医療協議会 山形県庄内総合支庁長 2013/11/1～2016/10/31 委員

平松　緑
平成26年度やまがた農産物安全・安心取組認
証第1次申請に係る審査委員会

公益財団法人やまがた
農業支援センター理事長

委員

出井　信夫 新潟県県出資法人経営評価委員会 新潟県知事 2013/4/1～2014/3/31 座長

出井　信夫 上越市指定管理者選定委員会 上越市長 2013/4/1～2014/3/31 委員長

出井　信夫 新潟県立武道館基本構想検討会議 新潟県知事 2013/4/1～2014/3/31 委員

出井　信夫 山形県公益認定等審議会 山形県知事 2013/4/1～2014/3/31 委員長代理

國眼眞理子 山形県産業教育審議会 山形県教育委員会 2013/5/1～2015/4/30 委員

伊藤眞知子 第63次教育研究山形県集会分科会研究 山形県教職員組合執行委員長 2013/6月～11月 研究協力者

伊藤眞知子 庄内町男女共同参画社会推進アドバイザー 余目第四公民館ほか 平成25年4月～平成26年3月
アドバイ
ザー

伊藤眞知子 山形県総合政策審議会 山形県庁 平成25年4月～平成26年3月 委員

伊藤眞知子 庄内町情報発信研究所特別研究員 庄内町役場ほか 平成25年4月1日～平成26年3月31日 特別研究員

伊藤眞知子 山形労働局労働関係紛争担当参与 山形労働局 平成25年4月1日～平成27年3月31日 参与

伊藤眞知子 酒田市男女共同参画推進後期計画に係るアドバイザー 酒田市 平成25年4月25日～平成26年3月31日
アドバイ
ザー

伊藤眞知子
宇都宮大学地（知）の拠点整備事業外部評価
委員

宇都宮大学 委員

伊藤眞知子 山形地方労働審議会委員 山形労働局 2013/10/1-2015/9/30 委員

伊藤眞知子 山形地方労働審議会労働災害防止部会 山形労働局労働基準部健康安全課長 2013年10月1日～2015年9月30日 委員

三原　容子 山形県野外広告物審議会委員 2013年10月1日～2015年9月30日

水田　健輔 酒田エフエム放送㈱番組審議会 酒田エフエム放送㈱ 2013年10月～ 委員

水田　健輔 国立大学等施設のマネジメント検討会 文部科学省 2013年10月～2014年3月 委員

水田　健輔
私立大学連盟・インテリジェンスセンター・
広報・情報部門会議（調査）委員

日本私立大学連盟 平成25年4月1日～平成27年3月31日 委員

温井　亨 造園CPD推進委員会 日本造園学会事務局 平成25・26年度 委員

温井　亨 造園CPD企画会議 日本造園学会事務局 平成25・26年度 委員

温井　亨 庄内町地域活性化アドバイザー 庄内町長 平成25年4月1日～平成26年3月31日
アドバイ
ザー

温井　亨
宮城県文化財保護審議会部会委員（松島部会
委員）

宮城県教育委員会教育長 平成25年4月1日～平成27年3月31日

温井　亨 東松島市特別名勝松島保存管理検討委員会 東松島市教育長 平成25年4月1日～平成27年3月31日

温井　亨 宮戸・野蒜地域の文化遺産の再生・活用指導委員会
宮戸・野蒜地域の文化遺産
の再生・活用実行委員会長

平成25年4月1日～平成27年3月31日 委員

温井　亨 庄内総合高校第1回学校評議員・学校評価委員 庄内総合高校 平成25年5月13日～平成26年3月31日

温井　亨 日本造園学会理事 日本造園学会事務局 平成25年5月25日～平成27年5月 理事

和田　明子 県立高校の将来の在り方検討委員会 山形県庁 平成25年9月～平成26年8月 委員

呉　尚浩 山形県教育振興計画検討委員会委員委嘱 山形県教育委員会　教育庁 平成25年6月13日～平成26年3月31日

呉　尚浩 第36回豊かな海づくり大会テーマ審査員 山形県農林水産部 審査員

澤邉みさ子 社会福祉法人光風会苦情解決第三者委員 社会福祉法人光風会 平成25年4月1日～平成26年3月31日 委員

澤邉みさ子 山形県立特別支援学校　学校評議員 山形県教育委員会教育長 平成25年4月1日～平成26年3月31日 評議員

澤邉みさ子
サポートセンターあおぞら 苦情解決委員会
第三者委員

サポートセンターあおぞら 平成25年4月1日～平成26年3月31日 委員

澤邉みさ子 鶴岡市総合計画審議会　健康福祉専門委員会 鶴岡市長 平成25年4月1日～平成26年3月31日 委員

澤邉みさ子 吹浦荘苦情解決委員会委員 障害者支援施設吹浦荘 平成25年4月1日～平成27年3月31日 委員

澤邉みさ子 特定非営利活動法人あらた　理事 特定非営利法人あらた 平成25年4月1日～平成27年3月31日 理事

澤邉みさ子 山形県介護体験審査会委員 山形県知事 平成25年4月1日～平成28年3月31日 委員

澤邉みさ子 酒田市立浜田小学校　学校評議員 酒田市教育委員会委員長 平成25年5月1日～平成26年3月31日 評議員

澤邉みさ子
社会福祉法人酒田市社会福祉協議会苦情解決
第三者委員

社会福祉法人酒田市社会福祉協議会 平成25年6月1日～平成27年5月31日 委員

松田　憲 酒田市都市計画審議会委員 酒田市長 2013/12/20～2015/12/19

松田　憲
鶴岡南高等学校（通信制）学校評議員・
学校関係者評価委員

山形県教育委員会教育長 2013/5/13～2014/3/31
評議員・委
員



武田真理子 子育てするなら山形県推進協議会 山形県知事 平成25年10月4日～平成27年9月30日 委員

武田真理子 酒田市子ども・子育て会議 酒田市長 平成25年11月7日～平成27年11月6日 会長

武田真理子
山形県立酒田光陵高等学校学校評議員兼学校
関係者評価委員

山形県教育委員会教育長 平成25年5月13日～平成26年3月31日 学校評議員

武田真理子 社会福祉法人山形県社会福祉協議会監事 山形県社会福祉協議会会長 平成25年7月10日～平成27年7月9日 監事

武田真理子 山形県総合政策審議会特別委員 山形県知事 平成25年7月5日～平成27年4月29日 特別委員

武田真理子 山形県NPO推進委員会委員 山形県知事 平成25年8月1日～平成27年7月31日 会長

竹原　幸太 鶴岡市社会福祉協議会法人後見委員会委員 鶴岡市社会福祉協議会 平成25年4月～平成27年3月
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