
 

 

日時：平成 25 年９月３０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．山形県立米沢栄養大学（仮称）学部長予定者の着任について 

２．国際理解教育のためのフォーラム開催について 

（山形県立米沢女子短期大学開学記念日記念事業） 

３．山形県立米沢女子短期大学総合教養講座の開催について 

４．山形県立米沢女子短期大学公開講座の開催について 

５．米沢史学会公開講演会の開催について 

６．椿焼裏山窯跡発掘調査現地説明会の開催について 

 

    

 

 

 

山形県立米沢女子短期大学側出席者 

遠藤 恵子（山形県立米沢女子短期大学学長） 

鈴木 道子（山形県立米沢女子短期大学副学長（兼）新県立大学開学準備室長） 

大和田浩子（山形県立米沢女子短期大学新県立大学開学準備室次長（兼）教授） 
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平成２５年９月３０日 

 

山形県立米沢栄養大学(仮称)学部長予定者の着任について 
 

 

【氏名】 

大和田 浩子（おおわだ ひろこ）氏 

  （昭和３４年１２月生まれ） 

 

 

【略歴】 

 ○女子栄養大学栄養学部卒業 

 

 ○筑波大学大学院医科学研究科修士課程修了 

 

 ○東京医科歯科大学大学院医学研究科博士課程修了 

 

 ○雪印乳業株式会社生物科学研究所、社会福祉法人希望会あすなろ学園、東京医科歯科大

学難治疾患研究所、国立健康・栄養研究所、宮城学院女子大学助教授を経て 

 

○平成１６年４月～茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科教授に就任 

平成２３年４月～  同      大学院生活科学研究科教授に就任 

 

 

【学位】 

○栄養学士（女子栄養大学） 

 ○医科学修士（筑波大学） 

 ○博士（医学）（東京医科歯科大学） 

 

 

【着任】（予定） 

 ○平成２５年１０月１日 山形県立米沢女子短期大学 

新県立大学開学準備室次長（兼）教授 

 

【就任予定】 

○平成２６年 ４月１日 山形県立米沢栄養大学健康栄養学部学部長 

資料１ 
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山形県立米沢女子短期大学 開学記念日記念事業 

英語英文学科 

問い合わせ：山形県立米沢女子短期大学英語英文学科 伊藤  TEL 0238-93-2285 

国際理解教育のためのフォーラム開催について 

 

１ 期日 平成２５年１０月３０日（水）１０：００～１２：１５ 

              （山形県立米沢女子短期大学開学記念日） 

２ 場所 本学 Ｃ２０１教室 

３ 日程 

（１）開催行事       １０：００～１０：２０ 

（２）プレゼンテーション  １０：２０～１１：２０ 

Title of presentation:  

Your American Experience : How to make the most of it. 

                （アメリカでの体験：その有効活用について） 

Speaker: Pambos Polycarpou 

（Spring International Language School 校長） 

（３）交流会（どなたでも参加できます） 

        １１：３０～１２：１５ 

４ その他 

  当日は授業体験（英検準２級レベル）も兼ねて本学に入学を希望する県立米

沢東高等学校の生徒も参加予定となっております。また、それ以外の学外の方

も参加可能です（事前に下記までご連絡願います）。 

 
Pambos Polycarpou（パンボス ポリカルプー） 

（略歴） 

キプロス生まれ。 

アメリカ合衆国でのフルブライト交換留学生時代に英文学の学位を取得後、大学院で研究を続けアリゾナ

大学より第二言語としての英語教育（TESL）の修士号と英語教育の教育修士号を取得。その後、出身地の

キプロスに戻り英語を教える傍ら、海外留学を支援するためのフルブライト・アドバイザーを務めていたが、

インディアナ大学において教育哲学を博士課程で研究するために再度アメリカに渡る。１９７９年に、複数

の有志とアメリカコロラド州にあるアラパホ・コミュニティーカレッジ (Arapahoe Community College：

平成２年１月 25 日に山形県立米沢女子短期大学と姉妹大学協定締結) にスプリング・インターナショナ

ル・ランゲージセンター (SILC: Spring International Language Center) を創設し、日本人を含む何千人も

の外国人留学生の語学学習を 30 年余りにわたり支える。 

現在、Spring International Language Center の校長。SILCはコロラド州とアーカンソー州で英語集中

プログラムを行う。  

資料２ 
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資料３

NO. 期　　日

毎週木曜日　14：40～16：10までの９０分
米沢女子短期大学　Ｃ－２０１教室

お知らせください。

平成２５年度　山形県立米沢女子短期大学

『総合教養講座』のお知らせ【毎週木曜日】

テーマ　「キャリア・アクション・プラン2013　～「キャリア」の向こう側～」
　 ちょっと想像してみて下さい。５年後、10年後のあなたは、一体どんな人生を歩んでいると思いますか？そして、どんな生
き方を「人生のテーマ」に選んでいると思いますか？
　 「キャリア」とは単に就職や進学だけを指すのではなく、自らの人生をどう生きるのか、どういう自己実現をしたいのかとい
う意味が込められた言葉です。米短を卒業して、就活や受験を乗り越えた後も、人生はずっと続きます。
　 社会や世界の問題、職場や家庭の問題、健康に環境、そして生きることの意味について。
　 「キャリア」の向こう側で、少し先の未来で、待ち構えている人生にとって必要なこと、大切なこととは何なのか。多彩な先
生方の講義を通して、少し考えてみませんか。
　本講座は、本学の地域貢献事業として県民の皆様にも広く公開いたします。多くの皆様の御聴講をお待ちしております。

１．講義日程・内容
講　　師

1 10月3日(木)
エンパワメント山形
　代表　今野 裕子

4 10月24日(木)
エッセイスト・イラストレーター
　きくち いま

5 10月31日(木)
人材育成アカデミー ローズレーン
　代表　黒田 三佳

2 10月10日(木)
パイオニアレッドウィングス
　栄養トレーナー　山口 喜代美

3 10月17日(木)
山形県立総合コロニー希望が丘あさひ寮
　総括援助専門員　長谷川 昌宏

8 11月21日(木)
認定ＮＰＯ法人　ＩＶＹ
　理事　阿部 眞理子

9 11月28日(木)
山形大学人文学部
　准教授　三上 喜孝

6 11月7日(木)
公益財団法人　せんだい男女共同参画財団
　理事長　木須 八重子

7 11月14日(木)
絵本作家
　亀岡 亜希子

12 12月19日(木)
さくら情報システム株式会社
　小針 亮子

13 1月9日(木)

－ 1月16日(木)

10 12月5日(木)
山形県環境アドバイザー
　橋本 聡

11 12月12日(木) 映画「ヲ乃ガワ」製作委員会

仙台国税局
　総務部次長　我妻 勇一郎

休　講

※ＦＡＸ及びＥ-ｍａｉｌで申し込まれる場合は、件名に「総合教養講座聴講希望」と明記ください。

３．会　　　場
４．そ の  他 聴講を希望する方は、講義日の前日までに、講義名、住所、氏名、連絡

先を本学教務学生課『総合教養講座』担当あて、電話、ＦＡＸ又はＥ-ｍａｉｌのいずれかの方法で

山形県立米沢女子短期大学　教務学生課『総合教養講座』担当
ＴＥＬ：０２３８－２２－７３３１　　ＦＡＸ：０２３８－２２－７３３３　　Ｅ－ｍａｉｌ：jimu@yone.ac.jp

14 1月23日(木) 米沢市長　安部 三十郎

15 1月30日(木)
さと子女性クリニック
　院長　井上 聡子

２．講義時間
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公 開 講 座 
 発達障がいの子どもを理解する 

異文化間コミュニケーションのための第五能力 

日 時 会 場 

  6日10:30～12:00 

 20日18:00～19:30 (２回講座） 

講 師 

社会情報学科 

教 授  沼山 博 

山形県立 

 米沢女子短期大学 
米沢市通町6丁目15-1 

[申込み・問合せ] 

 山形県立米沢女子短期大学 事務局 公開講座担当 TEL 0238-22-7330 / E-mail:jimu@yone.ac.jp 

内 容 

日 時 会 場 

18:30～20:00（２回講座） 

講 師 

英語英文学科 

教 授 阿部 隆夫 

山形県立 

 米沢女子短期大学 
米沢市通町6丁目15-1 

内 容 

第1回 

第2回 

第1回 

第2回 

海外旅行で必要なコミュニケーショ

ン能力 

日本在住の外国人とのコミュニケー

ション 

幼児期・児童期の子どもの発達障が

いを理解する 

思春期・青年期の子どもの発達障が

いを理解する 

[定員30名] 

[定員20名] 

山形県立米沢女子短期大学 

※定員になり次第締め切らせてていただきます。 

※定員になり次第締め切らせていただきます。 

11/ ６,20 [水] 

10月1日受付開始 

11/ ８,15 [金] 
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米沢史学会公開講演会 
 

●講演者及び演題 

１９世紀山形の書物と社会 
－庶民の蔵書と読書からみえるもの－ 

  山形県立米沢女子短期大学教授 小林文雄氏 
     

東北地方の民俗宗教 

  敬和学園大学教授      神田より子氏 
1947年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。 

慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学（社会学博士）。 

現在は敬和学園大学人文学部教授。 

研究テーマは女性と宗教、芸能と宗教。 

主著 『神子の家の女たち』東京堂出版 1992、 

『神子と修験の宗教民俗学的研究』岩田書院 2001 

『神事と芸能－民俗小辞典』（俵木悟と共編）吉川弘文館 2010 

 

●日時 10月 19日（土） 

          午後１時 30分～午後４時３０分 
 

●会場 山形県立米沢女子短期大学 C202教室 

入場無料・一般来聴者歓迎・事前予約不要 
 

●主催 米沢史学会 
米沢史学会は、本学日本史学科の卒業生、在学生、置賜周辺の歴史研究者及び同

学科の常勤教員で構成された、 日本史を研究する学会です。2013年現在、卒業生

約 1,400名、 在学生 112名を擁する規模で、活動しています。現在の本会会長は、

東海林静男本学名誉教 授です。本会は、日本史学科開設と同時の 1984年に創設さ

れました。本会 では、秋の公開講演会と冬の卒業研究発表会、及び機関誌『米沢

史学』の刊行を定例の事業としています。 

 
山形県立米沢女子短期大学 日本史学科                 

米沢市通町 6-15-1  TEL0238-22-7330 

             ＊問い合わせは米沢女子短大日本史学科まで 

資料５ 
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資料６

 

問い合わせ先：山形県立米沢女子短期大学日本史学科 吉田歓 TEL0238-22-7240 
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