2020 年 9 月 度 情 報 交 換 会
日時：2020 年 9 月 30 日（水）14:00～

【発表内容】
1． 課題挑戦型オンラインインターンシップ成果報告会の開催について

2． エドゼミの本間美術館の英語ツアー実施について

3． Liga オンライン活動報告会の開催について

4． 【大学院事務室】
・大学院特別講座「SDGsで考えるこれからの社会と公益」
・公開講座「公益学総論」単独受講可能回のご案内
・2021年度（令和3年度）春学期入学対象入試出願受付中

※次回の情報交換会は 2020 年 10 月 28 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

Press Release
2020 年 9 月 30 日
東北公益文科大学

課題挑戦型オンラインインターンシップ成果報告会
春学期実施しました“課題解決型”のインターンシップの成果報告会を開催します。
新型コロナウイルス感染症対応として、通期実施している“体験実習型”のインタ
ーンシップに変え、各機関より課題を提示していただき、学生がチームでその課題の
解決策を提案する方法に変更し実施しました。
成果報告会を下記のとおり開催します。

★ ポイント
10 機関より提示された 16 の課題に、18 チーム 88 名の学生が取り組みました。
当日の成果報告会は、履修した 88 名の学生で予備審査を行い、6 チームが選抜さ
れ発表を行います。さらに、当日聴講学生の投票で最優秀チームが選定・表彰さ
れます。

記
○ 日

時：
2020 年

○ 会

10 月 7 日（水） 17：00～18：45

場：

酒田市公益研修センター 大ホール

お問い合わせ
地域共創センター
小野
電話）0234-41-1115
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エドゼミの本間美術館の英語ツアー
フェック・エドモンド講師の担当する専門演習 I を受講している３年生６名が酒田市にある
本間美術館で英語ツアーを行います。
清遠閣や鶴舞園を訪れながら、伝統のある日本文化をご紹介します。

★
※
※
※

ポイント
学生は、本間美術館の清遠閣と鶴舞園を英語で紹介します。
酒田市在住の外国人の方に酒田の魅力をお伝えします。
ツアー後は参加者の方と本学学生が、英語で交流します。

記

10 月 25 日（日） 9：30～１3：00

○ 日

時：2020 年

○ 会

場：本間美術館(酒田市御成町

○ 担

当：フェック・エドモンド講師

7-7)

○ 入場料：１０００円
○ 対象者：酒田市在住の外国人の方
酒田市在住の日本人で英語に興味がある方

お問い合わせ
国際教養コース フェック・エドモンド
Tel: ０２３４－４１－１２８４
Email: edfec@koeki-u.ac.jp

本間美術館|英語ツアー
こんにちは！私たちは東北公益文科大学のエドゼミの学生です！
私たちは、酒田市にある本間美術館で英語ツアーを予定しています。
清遠閣や鶴舞園を訪れながら、伝統のある日本文化を体験することができます。
本間美術館のツアーが終了しましたら、美術館にある部屋で私たちとトークをしながら
ランチを楽しみましょう！

・日付

2020年10月25日(日曜日)

・集合場所
・対象

本間美術館(酒田市御成町7-7) ※美術館は酒田駅の近くにあります。

酒田市在住の、外国人の方々
酒田市在住の日本人で、英語に興味がある方

・最大定員数 10名
※最大人数に達した場合は、外国人の方が優先になりますのでご注意ください。
・入場料

・美術館

1,000円

・持ち物

・昼食をご持参ください。美術館にある部屋で一緒に昼食を食べる予定です。
・もし雨が降る場合は、雨具等が必要になりますので宜しくお願い致します。

・申込先

Googleフォームでお申し込みください。
→https://forms.gle/upzwZ1NhdVYAphyq7

申込締切日:2020年10月11日(火曜日)
・お問い合わせ

sakatatour.2020@gmail.com

日程表
9:30 本間美術館集合
10:00 ツアー開始
12:00 昼食
13:00 解散

鶴舞園

清遠閣

清遠閣は、酒井藩主の本間家によって建て

鶴舞園はおよそ200年前に作られた庭園で

られた建築物です。天気が良い時は、鳥海

す。四季によって違う風景を楽しむことも

山を見ることができます。昭和天皇が庄内

できます。

に来たときは、ここに滞在していました。

庭園内には32個の石灯籠があります。

Honma Museum English Tour
Hello! We are 3rd Year Tohoku University of Community Service and Science students
in Ed Fecʼs English seminar class.
We have planned an English tour of the Honma museum in Sakata! You can experience
traditional Japanese culture while visiting Kakubuen gardens and Seienkaku pavilion.
After the tour, please enjoy your lunch while talking with us in a room at the museum.
We look forward to your participation!
Date:

October 25, 2020 (Sunday)

Meeting Point: Honma museum (7-7 Onari-machi, Sakata City). The museum is near Sakata station.
Target: Foreigners living in Sakata City.
Japanese who live in Sakata City and are interested in English.
Maximum capacity: 10
※Please note that foreigners will be given priority when the number of participants is reached.
Entry fee:
・Museum fee: 1,000 yen
To bring:
・Please bring your own lunch. We will eat together in a room at the museum.
・If it rains, you will need rain gear.
Application: Please apply using this Google Form → https://forms.gle/upzwZ1NhdVYAphyq7

Deadline: October 11, 2020 (Tuesday)
Inquiry: sakatatour.2020@gmail.com
Honma Museum Tour schedule:
9:30
Meet at museum
10:00
Start tour
12:00
Lunch
13:00
Finish

-Seienkaku-

-Kakubuen-

Seienkaku is a pavilion built by Honma for Lord Sakai.

“Kakubuen” is a garden made about 200 years ago.

You can see Mt.Chokai on a clear day.

You can enjoy the scenery of the four seasons.

Showa emperor stayed here when he came to Shonai.

There are 32 stone lanterns in the park.
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Ｌｉｇａフードロス削減チーム 活動報告会のお知らせ
東北公益文科大学学生団体Ｌｉｇａフードロス削減チームは、下記の日程で活動報告会を
行います。これまでの活動状況・今後の方向性についてお知らせいたします。

★
※
※
※

ポイント
これまでのＬｉｇａの活動をわかりやすくご説明します。
今後の活動予定もご紹介します。
Ｌｉｇａの取り組みに興味のある方であればどなたでもご参加いただけます。

記

10 月 17 日（土） 19:00～20：00

○ 日

時：2020 年

○ 会

場：オンライン

○ 参加費：無料
○ 対象者：どなたでも（Liga の活動、食品ロス削減に興味のある方）
○ 申

込：メール（liga.foodloss@gmail.com）にて 10 月 15 日までに
氏名・ご所属をお知らせください。
※申込完了後 zoom の URL・パスワードをお知らせします。

お問い合わせ
学生団体 Liga 食品ロス削減チーム
TEL 0234-41-1115 (地域共創センター)
Mail) liga.foodloss@gmail.com

庄内開発協議会 令和２年度公益のふるさとづくり活動補助事業 ・ 大学院特別講座

ＳＤＧｓ で 考える
こ れ か ら の

社 会 と 公 益
with
会場

鶴岡キャンパス
大学院ホール

近頃よく耳にする「SDGｓ」、２015年9月の国連サミットで採択され、
2030年までに、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを
誓っています。この特別講座（全４回）では、SDGsとは何かを具体例
を通して学び、講師と受講者のみなさんが一緒にディスカッションを
行うことで、SDGs達成に向けたこれからの社会の在り方を共に考え
ます。せひご参加ください。 コーディネーター 准教授 倉 持 一

鶴岡市馬場町
１４番１号
Zoomによる

オンライン参加
O K！

第１回

山形県を舞台にしたSDGs活動

２０２０年

佐藤亮敏氏

１０月１９日（月）

リコージャパン株式会社 販売事業本部 山形支社 地域創生推進グループ

午後６時３０分

SDGsとは何か、今 企業に何が求められているのか、
リコージャパン株式会社の具体的な活動などをお話しいただきます。

～８時００分

新型コロナウイルス感染拡大防止のために
• 新型コロナウイルス感染が拡大している地域を往来された方や、当日体調不良の方は、大学院ホールでのご参加はご遠慮ください。（オンラインでの参加をご検討ください。）
• 会場のホールにお越しの場合は、マスクの持参・着用、検温、手指消毒等にご協力ください。また、当該感染症の拡大に際しては、お申し込み内容を関係機関に提供する場合があります。

●お申し込み・お問い合わせ
東北公益文科大学 大学院事務室（鶴岡キャンパス） 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町１４番１号
TEL 0235-29-055５ メール gs@koeki-u.ac.jp
申込方法

電話またはメールにて、下記の８つの内容をお知らせください

申込内容

大学院SDGｓ特別講座

申込締切

開催日３日前まで

受 講 料

各回 １,５００円

①氏名 ②氏名よみ
⑥所属（企業・学校等）

③住所
⑦参加回

公益学部生は
キャンパス間
シャトルタクシー
利 用 無 料！

④電話番号 ⑤メールアドレス（オンライン参加の場合）
⑧参加方法（ホール または オンライン）

ホールでの参加は、密集を避けるために定員20人に達し次第締め切ります。

オンライン参加の方は事前にお振込みいただきます。山形県内の高等学校に在籍の学生・教職員は無料です。

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。
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東北公益文科大学大学院
2021 年度春学期入学対象入試 出願受付中
東北公益文科大学大学院では現在、2021 年度春学期（2021 年 4 月）入学対象の
入学試験（第 1 期）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」「卒論・修論等試験」の
４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

１０月１７日（土）

○入学試験日：2020 年

１１月１日（日）

○合格発表日：2020 年

１１月６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 9:00～17:00

