2020 年 7 月 度 情 報 交 換 会
日時：2020 年 7 月 29 日（水）14:00～

【発表内容】
1．夏休み英語講座「通じる英語教えます」の開催について
本学と酒田市との連携事業で、8 月 11・12 日に中学生向けの英語教室を実施し、
国際教養コース教員が講師を務めます。
※受講申込の受付は酒田市教育委員会で実施済みです。
2．公益教養プログラム FORUM21「Web セミナーの開き方」の開催について
本学教員の三浦彰人特任助教によるオンラインセミナーを 7 月 31 日（金）に
開催しました。
3．公益学部履修証明プログラム「生活空間情報処理入門」受講生募集について
4．【大学院事務室】
・令和2 年度 秋学期大学院入学生募集（出願受付中）について
・令和2 年度 大学院履修証明プログラム「公益ビジネス人材養成プログラ
ム」受講生募集について
・令和2 年度 大学院履修証明プログラム「ハッピーキャリアプログラム」
受講生募集について
・令和2 年度 大学院公開講座「公益学総論」受講生募集について

※次回の情報交換会は 2020 年 8 月 26 日(水)の予定です。

お問い合わせ
東北公益文科大学

共創センター 進藤

TEL）0234-41-1115 FAX）0234-31-2082
E-mail）koho@koeki-u.ac.jp
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通じる英語教えます

夏休み英語講座

本学と酒田市の連携推進事業で、酒田市在住の中学生（２～３年）を対象とした英
語講座「通じる英語教えます」を開催し、本学国際教養コースの教員が講師を務めま
す。

★
※
※
※

ポイント
酒田市と共同での開催。本年で 4 年目。
中学生に本学について知ってもらう。
「生きた英語」を大学の先生から学ぶ。

◇日時
8 月 11 日（火）・12 日（水）の 2 日間
2 日間とも午前 9 時 00 分～12 時 15 分
◇場所
公益研修センター 1 階中研修室（東北公益文科大学 内）
◇募集対象
本市在住の中学 2・3 年生（両日とも参加できる方）
※受講者の募集は酒田市教育委員会で実施済み（～7/21）です。
◇講師
本学講師 フェック エドモンド
本学助教 バンティング ティモシー

お問い合わせ
国際教養コース 准教授 玉井雅隆
電話）0234‐41－1287（研究室）
メール）tamai@koeki-u.ac.jp

東北公益文科大学連携推進事業

受講者募集
通じる英語の発音や会話を、東北公益文科大学の先生と
一緒に実践を通して習得します。
◇日時

8 月 11 日（火）・８月 12 日（水）の２日間
２日間とも午前 9 時 00 分～12 時 15 分

◇場所

公益研修センター１階中研修室（東北公益文科大学内）

◇対象

本市在住の中学 2～3 年生（両日とも参加できる方）
※初めて参加する方を優先させていただきます。

◇定員

先着２4 名

◇講師

東北公益文科大学

◇費用

講師

フェック エドモンド 先生

助教

バンティング ティモシー

先生

保険料として 100 円を当日持参してください。
（受講料は無料）

◇申し込み

7 月 6 日(月)から 7 月２１日（火）まで
電話で申し込んで下さい
市教育委員会企画管理課企画管理係へ℡26-5772
【お問い合わせ先】

夏休みに公益大で
英語を学ぼう！

酒田市教育委員会企画管理課企画管理係
〒998-8540
酒田市本町二丁目２番 45 号
TEL(26)5772

FAX(23)2257
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公益教養プログラム FORUM２１
「Web セミナーの開き方」の開講について
東北公益文科大学 地域共創センターでは、FORUM21「Web セミナーの開
き方」をオンラインで開催します。コロナ禍の中ですので、オンラインでの開講と
なります。オンラインサービスを活用したセミナー開催ノウハウを学びます。

＜セミナー概要＞
・ライブ配信ってどうやるの？
・大人数を相手に配信したい
・配信品質を高めるには？
・ライブ配信におけるコミュニケーション術
・あなたも今日から YouTuber？

日 時：7 月 31 日（金）13:10～14:40
講 師：本学特任助教 三浦彰人
参加費：無料

※FORUM21 は、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です。無料でどなたでもご参加いただけます。
※本事業は「公益のふるさとづくり活動補助金」
（庄内開発協議会）の支援を受けて
行っています。

お問い合わせ
東北公益文科大学 地域共創センター
電話）０２３４－４１－１１１５
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酒田市委託 2020 年度 履修証明プログラム
「生活空間情報処理入門」受講者募集
このたび、東北公益文科大学では、我々をとりまく空間を扱う情報技術に着目し、
それらの情報ツールの一歩進んだ使いこなしをするための知識について実践的に学ぶ
プログラムを設けました。
★ ポイント
●基本的に「平日夜間」開講のため、仕事をお持ちの方でも履修しやすいスケジ
ュールとなっています。

記
○募集プログラム：

「生活空間情報処理入門」
※詳細は別紙「履修証明プログラム」チラシ参照

○受 講 料：3,000 円(保険料含む)
○定

員：8 名（ドローン実習はペアで行うため、2 名での申込者を優先します）

○出願締切：2020 年 8 月 7 日（金）※所定の出願書類様式有り。

お問い合わせ・募集要項請求先
入試事務室
電話）０２３４－４１－１１１８
メール）ao@koeki-u.ac.jp
受付時間は 平日 9:00～17:00

＜酒田市委託事業＞

東北公益文科大学

2020年度秋学期

履修証明プログラム

人類の歴史は空間の把握の進歩でもあります。太古の昔から人類はよりよい土地を
求め移動を繰り返すことで、地面に2次元の広がりがあることを知りました。そして
今、ドローンを利用することで鳥の視点を容易に得られるようになり、3次元を自在
に楽しめる時代となりました。
本講座は我々をとりまく空間を扱う情報技術に着目し、それらの情報ツールの一
歩進んだ使いこなしをするための知識について実践的に学びます。
プログラム内容（シラバス）
講義日程

裏面をご覧ください

週2回（毎週火・金曜日）19：00-21：00 ◆初回開講日 8月25日（月）
と9月13日(日)、27日(日)
※実習のため休日の日中に開講（開講日は受講者と調整）

会場

東北公益文科大学 酒田キャンパス

講師

広瀬 雄二（東北公益文科大学 准教授）

募集人員

8

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
開講日が変更となる場合があります。

名（ドローン実習はペアで行うため、2名での申込者を優先します）

※申し込みが2名に満たない場合は開講しません

費用
選抜日程

保険料 3,000円
出願期間

2020年7月27日(月)～8月07日(金)※必着

選考期間

2020年8月11日(火)～8月14日(金)

選考結果通知

2020年8月17日(月)

手続期間

2020年8月18日(火)～8月24日(月)※必着

※詳しくは大学ホームページまたは受講生募集要項をご確認ください。

お問い合わせ

東北公益文科大学 入試事務室
（募集要項請求） 電話）0234-41-1118 E-mail）ao@koeki-u.ac.jp
（平日 9時-17時）

酒田市委託事業
2020 年度秋学期 履修証明プログラム
「生活空間情報処理入門」シラバス
＜概要＞
人類の歴史は空間の把握の進歩でもあります。太古の昔から人類はよりよい土
地を求め移動を繰り返すことで、地面に 2 次元の広がりがあることを知りました。
そして今、ドローンを利用することで鳥の視点を容易に得られるようになり、3
次元を自在に楽しめる時代となりました。本講座は我々をとりまく空間を扱う情
報技術に着目し、それらの情報ツールの一歩進んだ使いこなしをするための知識
について実践的に学びます。
＜担当教員＞
准教授 広瀬 雄二
＜開講日＞
回
日程(予定)
内容
1
8/25(火) GPS 情報と写真／Web 地図の変遷
2
8/28(金) OSM と uMap(マッピング)
3
9/ 1(火) uMap(属性 レイヤ GeoJSON)／ドローン概論
4
9/ 4(金) 光学(焦点／露出)／データ共有／ドローン(移動)
5
9/ 8(火) 光学(Ev と対数)／ドローン(旋回)
6
9/11(金) 画像(GIMP RGBa／レイヤ)／ドローン(撮影)
7
9/13(日) ドローン操縦総合演習(日中に屋外で行います)
8
9
9/15(火) 画像処理(GIMP 選択操作／トリミング／リサイズ)
10
9/18(金) 動画処理･基礎(コーデックとコンテナ／画素／ビットレート)
11
9/25(金) 動画処理･編集操作
12
9/27(日) ドローン撮影演習(日中に屋外で行います)
13
14
9/29(火) ドローン(法規･申請･保険)
まとめ
15 10/ 2(金)
※開講時間は 19 時 00 分～21 時 00 分
※新型コロナウイルス感染症の影響により、プログラムの中止や開講日が変更と
なる場合があります。

＜受講上の注意＞
・演習を主体として情報理論の理解定着をはかるため、PC の操作は不自由なく
できる程度に習熟していることを受講条件とします(ローマ字での日本語入
力が容易に行え、必要なアプリケーションのインストールができる程度)。
可能であれば PC 持参で受講してください。
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東北公益文科大学大学院
2020 年度秋学期入学対象入試 出願受付中
東北公益文科大学大学院では現在、2020 年度秋学期（2020 年 10 月）入学対象の
入学試験の出願を受け付けています。
★ ポイント
●「一般選抜試験」「社会人選抜試験」「社会人特別選抜試験」の３つの区分で出願を
受付しています。
●試験区分によっては、書類審査および面接のみの試験となる入学試験もあります。
記

○出願受付期限：2020 年

８月１４日（金）

○入学試験日：2020 年

８月２３日（日）

○合格発表日：2020 年

８月２８日（金）

※消印有効

※本学大学院では、出願者の希望する研究内容と、本学大学院の指導体制・研究環境
等に齟齬が生じないよう、出願に先立って相互理解を図ることが望ましいと考えて
おり、本学教員との事前面談を受け付けております。

お問い合わせ
大学院事務室（鶴岡キャンパス）
電話）０２３５－２９－０５５５
メール）gs@koeki-u.ac.jp
受付時間は 平日 9:00～19:30
土曜日 9:00～17:00
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2020 年度大学院履修証明プログラム
「公益ビジネス人材養成プログラム」受講生の募集
「履修証明プログラム」は、学生以外の方を対象に、教育機関等が一定の教育計画
の下に編成した総時間数60時間以上の体系的な学習プログラムを提供するものです。
東北公益文科大学大学院では、今年度新たに、「公益」
「ビジネス」に関するプログ
ラムを開講します。
★ ポイント
●プログラム修了者には、学校教育法に基づく「履修証明書」が交付されます。
●修得した単位は、本学大学院に入学した際、修了単位に認定されます（上限 10 単位まで）。
●5 科目構成のプログラムですが、最低 3 科目履修でもプログラムを修了することができ
ます。費用と時間の負担を軽減することで、受講しやすくしています。
記
本学ならではの「公益学」を通じて公益に関する多様な考え方を身につけた上で、
「経営戦略」
、
「マー
ケティング・コミュニケーション」
「組織行動論」といったビジネスの基礎的な知識・理論を学ぶだけ
ではなく、社会課題起点の新たなビジネスモデルとして注目を集める「ソーシャルビジネス」につい
ても学ぶことで、社会課題や公益概念にも広く目を向けた経営について考える力を集中的・体系的に
培う学習プログラムです。

○受講費用：5 科目 144,340 円（4 科目 114,340 円、3 科目 84,340 円）
〇対象科目：公益学総論、国際ビジネスコミュニケーション論、組織行動論、
経営戦略論、ソーシャルビジネス論の 5 科目（最低 3 科目履修とする）
○出願締切：2020 年 8 月 21 日（金）※所定の出願書類様式有り。
お問い合わせ・募集要項請求先
大学院事務室（鶴岡キャンパス）
電話）０２３５－２９－０５５５
メール）gs@koeki-u.ac.jp
受付時間は 平日 8:30～17:00
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2020 年度大学院履修証明プログラム
「ハッピーキャリアプログラム」受講生の募集
「履修証明プログラム」は、学生以外の方を対象に、教育機関等が一定の教育計画
の下に編成した総時間数60時間以上の体系的な学習プログラムを提供するものです。
東北公益文科大学大学院では、昨年度に引き続き、関西学院大学専門職大学院経営
戦略研究科と連携し、女性を対象としたビジネススキル養成プログラムを開講します。
★ ポイント
●プログラム修了者には、学校教育法に基づく「履修証明書」が交付されます。
●修得した単位は、本学大学院に入学した際、修了単位に認定されます（上限 10 単位まで）。
●庄内にいながら、ビジネススクールの実践的な学びに触れ、多くの仲間とともにビジネス
スキルを培い、自身のキャリアを見つめ直すことができます。
記
ハッピーキャリアプログラム 女性のビジネススキル養成 大学連携オンラインコースは、
「キャリアデ
ザイン」
「人的資源とキャリア開発」
「モチベーション＆リーダーシップ」
「国際ビジネスコミュニケー
ション論」
「経営戦略論」の 5 科目で編成し、かつ、フォローアップも加えた学習プログラムです。

○受講対象：本学修士課程出願資格を満たしている、原則 2 年以上の就業経験を
有する女性
○受講費用：129,340 円
○出願締切：2020 年 8 月 21 日（金）※所定の出願書類様式有り。

お問い合わせ・募集要項請求先
大学院事務室（鶴岡キャンパス）
電話）０２３５－２９－０５５５
メール）gs@koeki-u.ac.jp
受付時間は 平日 8:30～17:00

東北公益文科大学大学院
令和2年度公開講座

公益学総論
―現代社会における公益のあり方を考える―
本講義では、これまでの公益学研究の展開と
公益概 念への 理解を 深 めたうえ で 、各 研究領 域 に
おける問題提起・事例検討にもとづき、教員と受講生
がディスカッションを深め、現代社会における
公益のあり方を考えることを目的とします。

【講師】
石原 俊彦 ／ 後藤 好邦 ／ 青木 孝弘
武田 真理子 ／ 小野 英一 ／ 玉井 雅隆 ／ 伊藤 眞知子 ／ 広瀬 雄二
講義日程および講義内容は、裏面にてご確認ください。
講義の一部は、オンライン（Zoom）での受講可能です！

◆日時：令和

2年

9 28
1 18
月

～ 令和 3 年

日（月）

月

日（月）

東北公益文科大学

◆会場：

鶴岡キャンパス 大学院ホール
（山形県鶴岡市馬場町14番1号）

◆お問い合わせ先
東北公益文科大学 大学院事務室
〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町14-1
TEL：0235-29-0555 FAX：0235-29-0556 E-Mail：gs@koeki-u.ac.jp URL：http://gs.koeki-u.ac.jp/

※新型コロナウィルス感染症拡大などの状況により、内容を変更する場合があります

日

時

講 義

内 容

講 師

9月28日（月）

18：00～19：30
19：40～21：10

公益とは
：公益概念の整理
：公と私、営利と非営利

武田 真理子

10月12日（月）

18：00～19：30
19：40～21：10

公益学の歴史
公益学研究の事例

小野 英一

10月26日（月）★

18：00～19：30
19：40～21：10

公共経営と公益
：地方創生
：官民連携

石原 俊彦 氏

11月 9日（月）★

18：00～19：30
19：40～21：10

行政と公益
：地方自治体の政策立案・実施
：自治体職員

後藤 好邦 氏

11月30日（月）

18：00～19：30
19：40～21：10

国際ビジネスと公益
：CSRと国際ビジネス
：グローバリゼーションと国際ビジネス

玉井 雅隆

12月 7日（月）★

18：00～19：30
19：40～21：10

地域共創・ソーシャルワークと公益
：近代社会とジェンダー
：社会的課題解決

12月21日（月）

18：00～19：30
19：40～21：10

情報科学と公益
：情報技術は何を目指して発展してきたか
：オープンソースソフトウェアの公益性

広瀬 雄二

まとめ

武田 真理子
小野 英一
玉井 雅隆

1月18日（月）

18：00～19：30

【オンラインによる講義】

伊藤 眞知子
青木 孝弘 氏

★印 限定受講（単独での受講）が可能です。 受講料は、1日につき、3,000円です。
ご希望の方は、ご自宅からオンライン（Zoom）による受講も可能です。お申込み前にお問い合わせください。

石原 俊彦氏

後藤 好邦

関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科 教授
博士（商学）

山形市役所企画調整部
企画調整課 課長補佐
修士（公益学）

会津大学短期大学部
産業情報学科 准教授
博士（公益学）

総務省地方行財政検討会議構成員、内閣府
第30次地方制度調査会委員、名古屋市交通
事業経営健全化委員会委員長、奈良市監査
委員など政府と地方自治体の公職を多数歴
任。現在も西宮市代表監査委員や豊橋市公
契約審議会会長を務める。
公認会計士。
専門分野は、会計学、監査論、公会計論、
公共経営論。

自治体職員が横のつながりを持つ機会を生
み出すため、2009年6月に岩手県北上市の職
員らと共に「東北まちづくりオフサイト
ミーティング」を発足し、会員900名になる
まで拡大させるなど、人・組織・地域・い
ろいろなものをつなぎ、東北、そして日本
を元気にするための活動を実践している。
著書に、「自治体職員をどう生きるか」
（学陽書房）。

山形県長井市出身。国内外の社会的企業で
の勤務を経て、地元山形へUターン。
まちづくりセンターや観光協会で様々な事
業の再編や立上げに関わる。その後、大学
研究者として地域産業やコミュニティを支
える人材育成に取り組む。
主な研究テーマは、社会的企業の経営戦略。
日本地域政策学会理事 、中部圏地域創造
ファンド評議員などを務める。

氏

青木 孝弘氏

◆お申し込み・お問い合わせ先
受 講料
定
員
申込方法
申込締切

30,000円（初回受講時に会場受付にて申し受けます。）
30名
電話、FAX、電子メールのいずれかで下記事項をお知らせの上、お申し込みください。
①氏名（ふりがな） ②住所 ③電話番号 ④所属（会社・学校名） ⑤メールアドレス
9月25日（金） (定員になり次第、締め切らせていただきます）

※単位修得を希望される方は、科目等履修生として受講することもできます。
書類審査等がございますので、8月21日（金）までにお問い合わせください。

