
 

 

日時：平成 25 年８月 2６日（月） 

「山形大学工学部長記者懇談会」終了後 

場所：山大工学部 事務棟２階 第１応接室 

 

 

「山形県立米沢女子短期大学学長記者懇談会」事項一覧 

 

 

                                                                        

  【お知らせ事項】 

  １．公開講座「米粉を使ってクレープをつくりましょう」開催について 

                             資料１ 

２．第１２回山形県科学技術奨励賞受賞について       資料２ 

３．平成２５年度男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰 

受賞について                      資料３ 

【資料配付】 

１．附属生活文化研究所地域貢献事業について 

２．米沢地域活性化のスマートフォンコンテンツについて 

 

 

 

    

  



 

講師：宮地洋子（みやち ようこ）先生 

（米沢女子短期大学 健康栄養学科 准教授） 

日時 平成２５年１０月５日（土） １０時～１２時 

会場：置賜総合文化センター（米沢市金池３-１-１４） 

対象：小学校４～６年生 

定員：１５名（保護者同伴可）※定員になり次第締切 

参加費：無料 

持ち物：エプロンと三角巾 

受付期間：９月２日～２７日 

申込先：米沢女子短期大学公開講座担当 

    ０２３８-２２-７３３０ 

 

米粉でいろいろなクレープを作ります。 

美味しいおやつを楽しく作ってみませんか？ 

米粉を使ってクレープを

作りましょう 

山形県立米沢女子短期大学公開講座 

資料１ 



資料２ 

第１２回山形県科学技術奨励賞受賞について 

 

科学技術に関して優れた研究成果をあげた若手研究者を表彰する「山形県

科学技術奨励賞」について、下記のとおり本学の加藤守匡准教授が受賞しま

したのでお知らせします。 

記 

１ 受賞者 

   加藤守匡（かとうもりまさ）山形県立米沢女子短期大学健康栄養学科准教授 
 

２ 受賞課題名 

脳と体の機能を繋ぐ健康評価法の開発とその成果を基にした健康活動の普及 

３ 研究概要（山形県商工労働観光部公表資料から転記） 

運動による認知症予防法の開発と、胃電図法と脳波を用いてストレス反応が心身に

与える影響の評価手法を確立した。またそれに関連した県内産品（仙太郎下駄等）の

機能性評価、県内産食品（ヒメウコギ、米粉等）の医学的評価を行うなど、県民生活

の向上や県内産業への貢献が高く評価できる。 

 

４ 山形県科学技術奨励賞の概要 

山形県内の若手研究者の研究意欲の向上を図るとともに、将来の研究者を確保する

ことを目的として、科学技術に関して優れた研究成果をあげた若手研究者を山形県知

事が表彰するもの。平成１４年度に第１回表彰を行い、今年度が１２回目。 

対象者:本県内において科学技術の研究開発に従事しているもしくは従事したこと

がある４０歳未満(４月１日現在)の者。 

 

 ５ その他 

   平成２５年１０月１日（火）に山形県庁２階講堂において、授与式及び研究発表が

行われる予定 

 

 

 

 
本件に関するお問い合わせ先  

    公立大学法人  山形県立米沢女子短期大学事務局  担当  三條・小佐野  

                       TEL 0238-22-7330  FAX 0238-22-7333  



 資料３ 

 

平成２５年度男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰受賞について 

 

男女共同参画社会づくりに関し，極めて顕著な功績のあった個人を表彰す

る「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」について、下記のと

おり本学の遠藤恵子学長が受賞しましたのでお知らせします。 

記 

１ 受賞者 

  遠藤恵子（えんどうけいこ）  元（公財）せんだい男女共同参画財団理事長 

                 現山形県立米沢女子短期大学学長 
 

２ 功績（内閣府公表資料から転記） 

宮城県内市町の男女共同参画推進審議会等の会長として、県内市町の男女共同参画

基本計画の策定等に貢献するとともに、仙台市男女共同参画推進センター（エル・パ

ーク仙台及びエル・ソーラ仙台）を管理する（公財）せんだい男女共同参画財団の初

代理事長を務め、地域の男女共同参画推進の先導役として活躍された。東日本大震災

発災後は、女性の視点による被災者支援や日本女性会議 2012 仙台の開催に尽力し、

さらに復興を先導する女性の育成に向けて取り組まれている。 

 

３ 男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰の概要 

多年にわたり男女共同参画社会に向けた気運の醸成等に功績のあった者や、各分野

において実践的な活動を積み重ね、男女共同参画の推進に貢献してきた者などを顕彰

することによって、豊かで活力ある男女共同参画社会の形成に資することを目的とし

て内閣府が実施するもの。 

 

 ４ その他 

   仙台市から、同様の功績により、仙台市の振興発展に著しく寄与したとして、特

別市政功労者表彰を受賞。 

 
本件に関するお問い合わせ先  

    公立大学法人  山形県立米沢女子短期大学事務局  担当  三條・小佐野  

                       TEL 0238-22-7330  FAX 0238-22-7333  



配付資料１ 

山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所 

地域貢献事業について 

 
生活文化研究所は昭和 28 年 6 月、本学開学の翌年に設立されました。「地

域社会の生活文化の向上をはかる」ことを目的として、所員は教員の 6 名から

出発しました。それにあわせて、学生自治会にも「生活研究クラブ」が誕生し、

教員・学生が一体となった組織でスタートしました。初期の研究活動としては、

南置賜郡南原村大字綱木部落や高畠町露籐、また高畠町二井宿の酪農などの調

査を教員と学生が協力して行い、その成果を「山村生活」、「農村生活」、「米

作りの村」などの学外報告書として発表してきました。 

 現在の生活文化研究所には教員全員が属しており、地域の生活文化の向上に

貢献するため次のような事業を行うこととしています。 

(1) 生活文化についての調査及び研究 

(2) 生活文化についての共同研究 

(3) 調査研究資料・成果等の刊行 

(4) 公開講座等の自主講座の開催 

(5) 外部機関からの依頼・相談窓口 

(6) 大学間及び地域連携事業 

(7) 外部資金導入についての情報収集及び学内周知 

(8) その他研究所が必要と認める事業 

特に共同研究では、原則として本学教員以外の者を含めて実施することとし、

その研究テーマも多岐に及んでいます。また、調査研究資料・成果等の刊行に

ついては、「生活文化研究所報告」として毎年発行しています。 
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生活文化研究所　共同研究　

学　　科 氏　　名 氏　　名 所　　属

23 1  特別支援学校における小学校「外国語活動」指導方法の調査 英語英文学科 北山　長貴 板垣由紀子 　山形県立山形盲学校

2  置賜地域における豪農佐藤家文書の史料学的研究Ⅱ 日本史学科 小林　文雄 青木昭博 　市立米沢図書館

3  産業集積地域における経営展開　―米沢の繊維工業について― 社会情報学科 松下　幸生 佐藤伸二 　米沢繊維協同組合連合会

4  企業の資産評価額と資産売却価値の非整合性およびその問題解決へのアプローチ 社会情報学科 鈴木　久美 宇田川大輔 　苫小牧駒澤大学

5  薄皮丸ナスの渋み除去に関する基礎的研究 健康栄養学科 仁科　淳良 奥山寛子 　山形県置賜総合支庁

24 1 平安散文作品の中世における享受と展開についての研究 国語国文学科 岩原　真代 佐藤晃 　東北文教大学

2 近代日本の図書選択論の基礎的研究 国語国文学科 新藤　　透 野口武悟 　専修大学

3 置賜地域における書籍の出版・流通・販売、および受容に関する研究 日本史学科 小林　文雄 青木昭博 　市立米沢図書館

4 人生を物語るための心理的装置としての故郷：故郷喪失（Heimatlos)の視点から 社会情報学科 沼山　博 菊池武剋 　日本キャリア教育学会

5
 米沢特産の雪菜（Brassica campestris L.chinensis gr.)中に存在する生理活性物質
の探索

健康栄養学科 仁科　淳良 松木英紀 　山形県置賜総合支庁

倉兼静江 　山形大学農学部

6 継続的ヒメウコギ摂取が一過性の運動に与える影響 健康栄養学科 加藤　守匡 張赫起 　ソウル大学

秋葉佳之 　有限会社おたまや

25 1 平安散文作品の中世における享受と展開についての研究 国語国文学科 岩原　真代 佐藤晃 　東北文教大学

2 小学校外国語活動の新テキスト「Hi,friends!」の利用実態調査 英語英文学科 北山　長貴 辻雅人 　米沢市立万世小学校

3
短期大学における教員養成の意義と課題に関する研究
－本学卒業生の進路調査を中心として－

英語英文学科 村瀬　桃子 渡邉浩美 　寒河江市立高松小学校

4 置賜地域における書籍の出版・流通・販売、および受容に関する研究 日本史学科 小林　文雄 青木昭博 　米沢市教育委員会

5 山形県飯豊町椿に所在する近世最古段階の窯跡の発掘調査 日本史学科 吉田　歓 大冨国雄 　いいで歴史考古の会

6
幕末・明治期における藩政・地域社会の連続性について
－仙台藩・宮城県における武士・士族の動向について、軍政改革・藩論形成・剣術・
育英事業を事例として－

日本史学科 布施　賢治 竹ヶ原康佑 　明治大学

7 液体撹拌技術による運動量推定装置の開発 健康栄養学科 加藤　守匡 中山奈美子 　山菜工房

番号年度

(学科・所属等は申込当時のもの）

研究代表者 学外者研究者
テ　　　ー　　　マ
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生活文化研究所　公開講座　

参加人数
学　　科 氏　　名 (延べ人数）

23 1 源氏物語を読む 国語国文学科 岩原　真代 3 本学 高校生以上 25

2 はじめての古文書講座 日本史学科 原　淳一郎 3 本学 初心者 53

3 楽しい米粉クッキーづくり 健康栄養学科 宮地　洋子 1 置賜総合文化センター 小学3～6年生 6

4 こころをひらくインターネット 社会情報学科 小池　隆太 1 本学 小学生と保護者 4

24 1 源氏物語を読む 国語国文学科 岩原　真代 3 本学 高校生以上 29

2 楽しい運動で健康づくり 健康栄養学科 加藤　守匡 2 本学 一般 13

3 米粉でお菓子を作りましょう 健康栄養学科 宮地　洋子 1 置賜総合文化センター 小学4～6年生 4

日本史学科 薗部　寿樹

国語国文学科 佐々木　紀一

25 1 日本の近現代史について考える 日本史学科 布施　賢治 3 本学 一般 31

2 『論語』をよむ─師としての孔子、古典としての『論語』 国語国文学科 加藤　聰 2 本学 高校生以上 40

3 米粉を使ってクレープを作りましょう 健康栄養学科 宮地　洋子 1 置賜総合文化センター 小学4～6年生 10/5開催

4 発達障がいの子どもを理解する 社会情報学科 沼山　博 2 本学 一般 11/6～開催

5 異文化コミュニケーションのための第五能力 英語英文学科 阿部　隆夫 2 本学 一般 11/8～開催

講師派遣実績

年度 番号 テ　　　ー　　　マ
講　　　　　師

4 平家物語とその時代

開催
回数

4 本学 高校生以上 26

会　　場 対象者

年度 件数 延べ数

22 53 102

23 47 71

24 67 106

jimu
タイプライターテキスト
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米沢市児童会館との共催事業

年度 テーマ 講師 会場 開催日 対象者 参加者

23 「英語で遊ぼう」～わいわい楽しく英語でゲーム～
平成23年

8月2日～4日
［3日間］

44名

24 「英語で遊ぼう」～みんなで楽しく英語でゲーム～
平成24年

8月1日～3日
［3日間］

38名

25 「英語で遊ぼう」～みんなで楽しく英語でゲーム～
平成25年

7月31日～8月2日
［3日間］

21名

参加者は延べ人数

いいで・米短こども大学

年度 内容 本学参加者 会場 開催日 対象者 参加者

22
平成22年

8月3日～5日
［3日間］

34名

24
平成24年

8月6日～8日
［3日間］

12名

25 　本学見学、学習指導(校舎改修の関係で学食利用不可）
平成25年

8月6日～8日
［3日間］

31名

松川キャンパス

年度 テーマ 講師 会場 開催日 対象者 参加者

23 「小説との出合い方」
平成23年
　7月29日

44名

24 「物語に親しもう」
平成24年
　8月9日

40名

25 「物語を楽しもう」
平成25年
　8月1日

37名

23年度は震災の影響で本学の日程が変更になったため、開催されず

学　　　長
生活文化研究所長
学生ボランティア

　本学見学、学食利用、学習指導

英語英文学科
マーニ・タヴァコリ

米沢市児童会館
小学１～４年生

（米沢市内小学生）

国語国文学科
馬場重行

本学

松川小学校
児童及び保護者

(23年度は、中学生も）
対象

初日：本学
第2～3日：飯豊町

飯豊町内
小学３～６年生
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配付資料２ 

 

米沢地域活性化のスマートフォンコンテンツについて 
 

山形県立米沢女子短期大学社会情報学科伊豆田ゼミでは、学園都市推

進協議会の支援をいただきながら、米沢地域の情報発信と活性化をはか

ることを目的に、スマートフォンコンテンツの制作と公開をおこなって

おります。 

これまでに、スマートフォンのユーザー年代が最も多い 20 歳代から

40 歳代の人を対象とした、神社、寺、博物館等の米沢の歴史的な情報や

米沢のＡＢＣ（リンゴ・牛・鯉）、温泉やそば、ラーメン店のガイド等を

制作し、情報発信しております。 

 

 



スマホ向け ' 米沢のかんたんなガイド ’ でオショウシナを表現する作品スマホ向け ' 米沢のかんたんなガイド ’ でオショウシナを表現する作スマホ向け ' 米沢のかんたんなガイド ’ でオショウシナを表現する作品品
社会情報学科　伊豆田ゼミ 　2011-2012 年プロジェクト

スマホ向け ' 米沢のかんたんなガイド ’ でオショウシナを表現する作品

米沢米沢鯉のサイト

米沢米沢リンゴのサイト

　リンゴのイメージをも
とサイトの基調色を決め
ています。
　サイトのコーディング
は JqueryMobile で行い、
簡単に活用できる開閉式
のボタンをベースに構築
しています。
　フィールドワークとア
ンケート調査で情報を収
集しました。

　少し引き締まった雰囲
気を演出するために紺色
をベースにしています。
　情報は、店舗への取材に
よって得られたものです。
　 サ イ ト の 構 築 に は
JqueryMobile を活用して
いまします。また、イラス
トはフォトショップで作
成しています。



社会情報学科　伊豆田ゼミ 　2011-2012 年プロジェクト

スマートフォンコンテンツ作成で米沢地域の活性化をはかる

ラ
ー
メ
ン
の
サ
イ
ト

温
泉
の
サ
イ
ト

米
沢
牛
の
サ
イ
ト

Iphone と android 系のスマホ専用

http://yone-smartphone.com 米沢市市内のラーメ
ン店を網羅するよう
にフィールドワーク
で取材しています。

中心街、温泉街と秘湯・秘境温
泉に分類した。また、メイン画
面にすべての項目を置くことで
閲覧・検索しやすくています。

のぼりや店の前の看板に「米沢
牛」と書いて、謳っている店を
確認してサイトにまとめました。
イラスト的な素材は、フォト
ショップとイラストレータで作
成しました。

jimu
テキストボックス

jimu
タイプライターテキスト

jimu
タイプライターテキスト

jimu
タイプライターテキスト

jimu
タイプライターテキスト
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