
2 0 1 8 年 第 ３ 回 情 報 交 換 会  
日時：2018 年 7 月 25 日（水） 

 

 

【発表内容】 

 

1． 学生が大学受験時の勉強法をまとめた書籍が発売されます   

2． 「Global Seminar 2018」を開催します        

3． 日本政策金融公庫、酒田市、東北公益文科大学の初コラボ企画  

「チャレンジ 12 ～庄内の未来とお金と事業について考えよう！～」開催 

4． 《地域共創センター》  

(1) 地域との連携事業について              

(2) 共創カフェ「公益大生トークセッション」について   

(3) 共創の技法、ワークショップ発表会の開催について   

(4) その他、学生活動の報告               

5． 本学学生による放課後学習支援・夏休み宿題お手伝い教室開催について    

  

 

次回の情報交換会は 2018 年  8 月 22 日(水)の予定です。 

 

 
リリース情報に関するお問い合わせ 

東北公益文科大学（広報担当） 

TEL）0234-41-1111  FAX）0234-41-1133 

E-mail）koho@koeki-u.ac.jp 



 

 

 

2018 年 7 月 25 日 

東北公益文科大学 

学生が大学受験時の勉強法をまとめた 

書籍が発売されます 

 

本学 2 年の湯本 巴瑠季さん（ゆもと はるき・国際教養コース所属）が、大学受

験時に使っていた倫理のノートをまとめた書籍が、8 月 6 日（予定）に株式会社清

水書院から発売されます。 

 

○書籍名：『ワ・タ・シの思想家ずかん』（著・イラスト ゆも） 

○内 容：倫理の教科書に必ず出てくる有名な思想家から知る人ぞ 

知るようなマイナーな思想家までを、著者の世界観で 

180 人ほどキャラ化し紹介。全 200 頁・1,500 円（税別） 

○書籍化の経緯： 

   元々、絵を載せる Twitter のアカウントがあり、そこに大学 

受験の時に使っていた倫理のノートの写真を載せたところ、 

2 万近くのリツイートがされ、それが出版の仕事をされていた 

方の目に留まり、出版社（清水書院）さんにつなげていただいた。 

 

○ 以下、湯本さんへのインタビュー 

Ｑ）出版社から連絡いただいたときはどういう気持ちだった？ 

Ａ）連絡いただいたのはちょうど一年前。まさか声をかけられるとは思っていなかった 

ので、自分のしてきたことが認められたようなドキドキする気持ちが大きかったです。 

 

Ｑ）書籍は、どのように活用されたら嬉しい？ 

   Ａ）とにかく楽しく勉強に役立ったら嬉しいです。私自身が大学受験の時にどうやった 

ら楽しく勉強できるかなと考えて編み出した勉強法がこれだったので、やり方を真

似してもらっても嬉しいし、これをきっかけに勉強が楽しくなったと思ってもらえ

たらなあと思っています。ページの途中途中に漫画や思想家の言葉をはさんだり、

遊び心も満載です。 

 

 

 

 

 

 

Press Release 

お問い合わせ 

 入試事務室・佐藤  

 電話）０２３４－４１－１１１７ 



 

 

2018 年 7 月 25 日 

東北公益文科大学 

 

高校生対象 Global Seminar 2018 

『Variety of Cultures -多様な文化- 』を開催します 

【資料添付】 

 

 

国際教養コースでは 9 月 29 日（土）9:00 より 16:00 まで、新世紀館 2 階グローバル

ラウンジにおいて、グローバルセミナー「多様な文化」を開催します。 

 

  

     

 

 

 

記 

○ 日 時： 2018 年 9 月 29 日（土）９:0０～１６:００ 

○ 会 場： 酒田キャンパス新世紀館 2 階グローバルラウンジ 

○ 講 師： 本学国際教養コース教員 ※内容、講師等詳細については添付資料参照 

○ 対 象： 高校生（参加費‧教材費 無料） 

○ 定 員： 先着 25 名 

○ 申込み先： 東北公益文科大学 教務学生課 

電話) 0234-41-1116 または Fax.)0234-41-1135 

 E-mail) kyomu@koeki-u.ac.jp にて 

（お名前、学校名、学年（または所属先）、連絡先（電話番号、E メール）） 

をお伝え下さい。 

※ いただいた個人情報は、本件の事前連絡‧緊急連絡以外では使用しません。 

○ 締切り： ９月１５日（土）まで 

 

 

Press Release 

★ ポイント 

本学教員が高校生にもわかる英語で、文化の多様性についての授業をおこない

ます。（例）アメリカ英語とイギリス英語の違い。多文化主義と国際政治など。 

(お問い合わせ) 
 教務学生課 

 電話）0234-41-1116 



 

Global Seminar 2018 

高校生対象 

東北公益文科大学 国際教養コース主催 

Variety of Cultures 

多様な文化 

講師紹介 

Fec, Edmund  

British English and American English 

 

Tamai, Masataka  

Multiculturalism and International Politics 

 

Wu, Weifeng  

Reading Kanshi: A Short Introduction of 

Chinese Traditional Poetry 

 

Matsuta, Ken  

Intercultural Communicative Competence in a 

Globalized World 

 

Sultonov, Mirzosaid  

The Exchange of Goods and Services between 

Countries 

 

国際的なことに関心がある高校生を対象に

東北公益文科大学国際教養コースの教員が

それぞれの専門分野の授業を行います。 

講義は基本的に英語で行います。 

多くの方の参加をお待ちしております。 

 

時間: 2018 年 9 月 29 日（土）9 時～16 時 

 

場所: 東北公益文科大学酒田キャンパス 

 

申し込み: 教務学生課 

        Tel: 0234-41-1116  Fax: 0234-41-1135 

E-mail: kyomu@koeki-u.ac.jp 

 

申し込み方法: 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、9 月 15 日まで

に、お申し込みください。 

氏名＊住所 ＊電話番号 ＊所属（学校名） 

参加費：受講料・昼食費 無料 

過去セミナーの動画 



 

 

2018 年 7 月 25 日 

東北公益文科大学 

 

日本政策金融公庫、酒田市、 

東北公益文科大学の初コラボ企画 

「チャレンジ１２～庄内の未来とお金と事業について考えよう！～」開催 

 
酒田市で４回目の実施となる「チャレンジ１２」は、今回初めて日本政策金融公庫酒田支店との

コラボ企画を実施します。テーマは、「～庄内の未来とお金と事業について考えよう！～」です。 

 

地元で、事業やお金に関して将来に感じている不安や課題を気軽に相談できる場をつくり、新

しいチャレンジや未来に向けたアクションを起こすきっかけを提供することと、参加する地域の

方々に新しい経済的なつながりを作る機会を提供することを目的としています。 

 

  

     

 

 

 

 

記 

� 日 時：2018 年7 月 29 日（日） 9：00～21：00 

� 会 場：酒田市産業振興まちづくりセンター（サンロク） 

� 内 容：時間帯設定で、自由なタイミングで参加できる３つの企画と時間自由な 

２つの企画を実施。 

◇ 時間帯設定の３つのセッション： 

「庄内地域の経済動向レポート」「ソーシャルビジネス」「情報交換会」 

◇ ２つの常設コーナー： 

「相談コーナー」、「地域改善アイディア・募集コーナー」 

                       

 

 

 

 

 

 

Press Release 

★ ポイント 

① 単体実施ではなく、金融機関とコラボ形式で実施する庄内初の試みです。 

② 今後も、協力機関や企業とコラボした「チャレンジ１２」実施予定。 

お問い合わせ 

 経営コース 特任教授 平尾 清 

 メール：hirao@koeki-u.ac.jp 
 



◇チャレンジ１２について 

今年 5 月に開設された酒田市産業振興まちづくりセンター(サンロク)併設のコワーキング

スペースで、6 月から実施している 12 時間連続開催のイベント。 

サンロクでコンシェルジュを担当している東北公益文科大学 経営コース 特任教授 平尾

 清氏が企画と実施・運営を担当。これまでに 3 回実施し、延べ約 60 名が参加。起業や新

規ビジネス、販路拡大、女性活躍など、地域課題に対する気軽な相談機会を提供している。 

 

◇7/29(日) アジェンダについて 

＞時間帯を指定したゾーン展開する３つのセッション＜ 

� 10:00－12:00 の時間帯でサロン的に開催 

「庄内地域の景気動向レポート発表会」：日本政策金融公庫が精緻な情報収集を元に定期的に行って

いる経済評価を報告。地元経済を俯瞰する機会を提供する。 

� 13:00－15:00 の時間帯でサロン的に開催 

「ソーシャルビジネスについて、事例からまなぶセッション」：身近な存在である地域金融の活用方

法についてご紹介します。気軽に話せる場を設けて、様々なご相談にのるコーナーとします。 

� 15:00－16:00 の時間帯で情報交換会開催 

「庄内未来サロン～異業種＆多世代交流会～」：チャレンジ 12 の参加者同士がソフトドリンクとお

茶菓子で交流会を実施する。 

＞12 時間オープンの２つの常設コーナー 

� 「新規事業、創業、事業継承、第二創業などなど、相談＆ディスカッションコーナー」：未来につい

て、制限なく自由にディスカッションする場を設けます。金融や企画のプロも参加するディスカッ

ションとして、刺激的な機会を提供します。 

� 「地域改善アイディア募集コーナー」：地域の未来を考える様々なアイディアを募集し、みんなでブ

ラッシュアップする機会をつくります。企画のプロが、その場で企画書に仕上げるサポートも実施

します。 

 



地域共創センター                   2018 年 7 月 25 日 

 

１．地域との連携事業について  

２．共創カフェ 2018 夏 学生報告シリーズ第 1 弾「公益大生トークセッション」

について  

３．共創の技法、ワークショップ発表会の開催について  

４．その他、学生活動の報告  

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ          

地域共創センター     

  TEL：0234-41-1115      

Email：kyoso@koeki-u.ac.jp  

 

 







2018 年度春学期インターンシップ実習について 

 

 2018 年 8 月 1 日～9 月 25 日までの間、69 名の学生がインターンシップに取り組みます。 

 

実習先 〒 住所 窓口部門　担当者 役職 氏名 tel

1 公益財団法人秋田観光コンベンション協会 8/2～7 010-0921　 秋田市大町二丁目2番12号 イーホテル秋田1階 総務 副参事 米塚　剛 018-824-1211

2 （株）雅裳苑ベルナール酒田 9/3、5～8 998-0833 酒田市若原町2-12 総務 日田　理恵 0234-26-0111

3 株式会社タマツ 9/3～7 997-0857 鶴岡市美咲町32-7 事務課 課長 富樫　孝之 0235-23-6333

4 株式会社鈴木測量事務所 9/18～25 997-0046 山形県鶴岡市みどり町６−７ 技術部 技術部長 岡部　範雄 0235-22-3174

5 株式会社ダイユーエイト 8/21～25 960-8151 福島市太平寺字堰ノ上58 人事部採用 主任 加藤　明子 024-545-2215

6 株式会社オリーブ 8/22～28 998-0864 山形県酒田市新橋1-14-12　2F 取締役 工藤佐規子 0234-28-8469

7 医療法人社団さつき会　明日葉 8/6～10 998-0862 酒田市曙町２丁目１８－６ 明日葉 支援相談員 進藤　美代 0234‐22‐3885

8 ヤマリョー株式会社 8/22～28 990-8660 山形市流通センター三丁目6番地の5 管理部 副部長 伊藤　淳 023－633-2323

9 （福）敬友会　おいたまの郷 9/10～14 992-0111 米沢市大字下新田28 0238-37-7788

10 株式会社庄交コーポレーション航空事業部 8/20～25 997-0112 山形県酒田市浜中字村東30-3　庄内空港 旅客課 リーダー 佐藤　仁 0234-92-4195

11 社会福祉法人さくら福祉会 9/3～7 999-6851 酒田市中牧田字丸福171
酒田市地域包括支援センターまつやま

管理者 伊藤　文知 0234-61-4033

12 社会福祉法人 佛子園 8/20～24 924-0024 石川県白山市北安田町548番地2 法人本部 辻　真珠美 076-275-0616

13 特別養護老人ホーム芙蓉荘 8/6～10 998-0054 酒田市宮野浦３丁目２０−１ 副施設長 土門　真琴 0234-31-2525

14 社会福祉法人大槌町社会福祉協議会 8/27～31 028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1-1 総務課 川端様 0193-41-1511

15 鶴岡市立加茂水族館 8/17～21 997-1206 山形県鶴岡市今泉大久保６５７−１ 飼育課 主査 渡辺　葉平 0235-33-3036

16 公益財団法人出羽庄内国際交流財団 8/21～25 997-0802 山形県鶴岡市伊勢原町８−３２ 主任 佐藤　幸 0235-25-3600

17 ネッツトヨタ山形株式会社（山形市） 9/19～24 990-2423 山形市東青田5丁目1-1 企画グループ 主任　 横倉　圭峰 023-623-0502

18 【社長インターン】株式会社ウエノ 8/27～31 999-7634 山形県鶴岡市三和堰中１００ 0235-64-2254

19 株式会社秋田キャッスルホテル 9/3～7 010-0001 秋田県秋田市中通１丁目３−５ 総務課 キャプテン 滝沢　悦子 018-834-1143

20 オガール企画合同会社 8/1～6 028-3318
岩手県柴波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9オガールセン ター204

代表社員 高橋　望 019-601-5222

21 認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画 8/20～24 990-0044 　山形市木の実町9-52　木の実マンション201 事務局 担当 遠藤　徹 023-666-4486

22 （株）ヒグチ　バイパス店 8/16～20 990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿１１１４-8 店長 志鎌　誠次
０２３７-６７-２０１１

23 世嬉の一酒造株式会社 9/3～7 021-0885 岩手県一関市田村町５−４２ 0191-21-1144

24 学校法人天真林昌学園天真幼稚園 8/6～10 998-0861 山形県酒田市富士見町3-2-117 園長 齋藤　法明 0234-22-7252

25 学校法人天真林昌学園天真幼稚園 8/6～10 998-0861 山形県酒田市富士見町3-2-117 園長 齋藤　法明 0234-22-7252

26 株式会社東洋開発 9/3～7 998-0043 酒田市本町1丁目5-31 取締役本部長 鶴見　準
0234－24－6226

27 株式会社東洋開発 9/3～7 998-0043 酒田市本町1丁目5-31 取締役本部長 鶴見　準
0234－24－6226

28 株式会社東洋開発 9/3～7 998-0043 酒田市本町1丁目5-31 取締役本部長 鶴見　準
0234－24－6226

29 株式会社東洋開発 9/3～7 998-0043 酒田市本町1丁目5-31 取締役本部長 鶴見　準
0234－24－6226

30 株式会社ニゴロデザイン 9/3～7 998-0833 酒田市若原町１番１号 代表取締役 髙橋　剛 0234-25-5313

31 株式会社ニゴロデザイン 9/3～7 998-0833 酒田市若原町１番１号 代表取締役 髙橋　剛 0234-25-5313

32 酒田米菓株式会社 8/20～24 998-0832 山形県酒田市両羽町２−２４ 観光部 リーダー 小松　恵 0234-25-0017

33 酒田米菓株式会社 8/20～24 998-0832 山形県酒田市両羽町２−２４ 観光部 リーダー 小松　恵 0234-25-0017

34 トヨタカローラ山形株式会社　長井店 9/5～7、12、13 990-2441 山形市南一番町1-15 人財開発室 課長 髙橋　仁 023-641-2120

35 トヨタカローラ山形株式会社　山居店 9/5～7、12、13 990-2441 山形市南一番町1-15 人財開発室 課長 髙橋　仁 023-641-2120

36 酒田市役所　税務課 8/20～24 998-8540 酒田市本町2-2-45 総務部総務課

 
人材育成係調整主任

渡部　浩徳
0234－26－5703

37 酒田市役所　まちづくり推進課 8/24～30 998-8540 酒田市本町2-2-45 総務部総務課
 

人材育成係調整主任

渡部　浩徳
0234－26－5703

38 酒田市役所　商工港湾課 8/29～9/2 998-8540 酒田市本町2-2-45 総務部総務課

 
人材育成係調整主任

渡部　浩徳
0234－26－5703

39 酒田市役所　行政経営課 8/27～31 998-8540 酒田市本町2-2-45 総務部総務課

 
人材育成係調整主任

渡部　浩徳
0234－26－5703

40 酒田市役所　福祉課 8/27～31 998-8540 酒田市本町2-2-45 総務部総務課
 

人材育成係調整主任

渡部　浩徳
0234－26－5703

41 酒田市役所　福祉課 8/27～31 998-8540 酒田市本町2-2-45 総務部総務課

 
人材育成係調整主任

渡部　浩徳
0234－26－5703

42 酒田市役所　交流観光課 8/20～24 998-8540 酒田市本町2-2-45 総務部総務課
 

人材育成係調整主任

渡部　浩徳
0234－26－5703

43 酒田市役所　交流観光課 8/20～24 998-8540 酒田市本町2-2-45 総務部総務課

 
人材育成係調整主任

渡部　浩徳
0234－26－5703

44 鶴岡市役所　企画部 9/10～14 997-8601 鶴岡市馬場町9-25 総務部職員課 専門員 熊田　晃久
0235－25－2111

45 鶴岡市役所　商工観光部 8/23～29 997-8601 鶴岡市馬場町9-25 総務部職員課 専門員 熊田　晃久
0235－25－2111

46 鶴岡市役所　総務部 8/19、27～29、9/5 997-8601 鶴岡市馬場町9-25 総務部職員課 専門員 熊田　晃久
0235－25－2111

47 庄内総合支庁　総務課 8/27～31 997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19－1 総務課 主査 高田　ちづる 0235-66-5415

48 新庄市役所　商工観光課 8/23～27 996-8501 新庄市沖の町10番37号 総務課 主査 笹原　佳子 0233-22-2111

49 新庄市役所　商工観光課 8/23～27 996-8501 新庄市沖の町10番37号 総務課 主査 笹原　佳子 0233-22-2111

50 新庄市役所　商工観光課 8/23～27 996-8501 新庄市沖の町10番37号 総務課 主査 笹原　佳子 0233-22-2111

51 村山市役所　政策推進課 8/6～10 995-0035 山形県村山市中央１丁目３−６ 総務課 職員主査 仲嶋　祐鶴憲 0237-55-2111

52 東根市役所　庶務課 8/8～13 999-3795 山形県東根市中央 1−1−1 総務部庶務課職員係 職員主査 斎藤　直子
0237－42－1111

53 天童市役所　総務課 8/20～24 994-8510 山形県天童市老野森1-1-1 総務部総務課 主任 秋葉　純 023-654-1111

54 南陽市役所 8/20～24 999-2292 南陽市三間通436-1 総務課 課長補佐 島貫　正行 0238-40-3211

55 米沢市役所　市民環境部 9/18～25 992-8501　 山形県米沢市金池五丁目2番25号 総務部総務課
人事研修担当　主任

戸田　良 0238-22-5111

56 長井市役所 9/3～7 993-8601 山形県長井市ままの上５番１号 総務課職員係 主査兼係長 吉川　幸代 0238-84-2111

57 長井市役所 9/3～7 993-8601 山形県長井市ままの上５番１号 総務課職員係 主査兼係長 吉川　幸代 0238-84-2111

58 長井市役所 9/3～7 993-8601  山形県長井市ままの上５番１号 総務課職員係 主査兼係長 吉川　幸代 0238-84-2111

59 むつ市役所　子どもみらい部 8/20～24 035-8686 青森県むつ市中央一丁目8番1号 総務部総務課
人事グループ主事

今泉　一樹 0175-22-1111

60 一関市役所　 8/6～10 021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号 総務部職員課 主任主事 坂本　泰久 0191-21-2111

61 花巻市役所　防災危機管理室 9/5～8 025-8601 岩手県花巻市花城町9-30 総合政策部人事課 主任 沢口　菜花 0198-24-2111

62 由利本荘市役所　市民部 8/20～24 015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地 総務部総務課
参事兼課長補佐

三浦　浩喜 0184-24-6216

63 由利本荘市役所　観光文化振興課 9/10～14 015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地 総務部総務課
参事兼課長補佐

三浦　浩喜 0184-24-6216

64 宮城県角田市役所　商工観光課 8/7～15 981-1592 宮城県角田市角田字大坊41番地 総務課 人事係長 森　敦 0224-63-2111

65 会津若松市役所 8/20～24 965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号 人事課 二瓶　祐一 0242-39-1111

66 山形県庁　子育て推進部 8/20～24 990-8570 山形県山形市松波2丁目8番1号
子育て推進部子育て支援課 

総務主査 　岡部 久美
０２３－６３０－２２６１ 

67 大仙市役所　企画部まちづくり課 9/3～7 014-0053 秋田県大仙市大曲花園町１−１ 総務課 主査 戸嶋　佑 0187-63-1111

68 村山総合支庁　地域産業経済課 9/10～14 990－2492 山形市鉄砲町2丁目19－68 総務課 職員係長 佐藤　亮 023-621-8110

69 村山総合支庁　地域産業経済課 8/1～7 990－2492 山形市鉄砲町2丁目19－68 総務課 職員係長 佐藤　亮
023－621－8110  

 

地域共創センター 

 小野  tel：0234-41-1115 



 

 

2018 年 7 月 25 日 

東北公益文科大学 

 

本学学生による 

放課後学習支援・夏休み宿題お手伝い教室開催 

について 

 

東北公益文科大学の教職課程の学生、福祉・教育に関心のある学生が、酒田市の

小中学生を対象に学習支援ボランティアを以下の日程でおこないます。 

本事業は、酒田市教育委員会企画管理課「東北公益文科大学連携推進事業」の一

環です。 

  

記 

（１）放課後学習支援事業 

• 事 業 内 容：中学校の放課後を利用し、教員とともに東北公益文科大学の学 

       生が生徒の学習支援を行う。 

• 実 施 時 期：９月から２月頃までの間で原則として週１回の実施。 

• 対 象 者：中学３年生 

• 実 施 校：酒田市内５つの中学校 

（酒田第一、酒田第四、酒田第六、鳥海八幡、東部） 

   

（２）夏休み宿題お手伝い教室 

• 事 業 内 容：小学生の夏休みの宿題について、退職した教員とともに東北公益 

文科大学の学生がアドバイスを行う。 

• 実 施 時 期：８月２日、８月３日の９時２０分から１１時３０分頃 

• 対 象 者：小学３年生から６年生 

• 会   場：酒田市総合文化センター 408・409・410・411 
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お問い合わせ 

 酒田市教育委員会 

  企画管理課 永森 

  電話）0234-26-5772 

 東北公益文科大学 
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