
  

 

 

表紙……………………………………………………………………p.1 

 

目次……………………………………………………………………p.2 

 

山形大学について……………………………………………………p.3～4 

 

大学生活について……………………………………………………p.5～6 

 

サークルについて……………………………………………………p.7～8 

 

生協店舗について……………………………………………………p.9 

 

大学生活についてＱ&Ａ……………………………………………p.10～11 

 

山形大学生協 学生委員会紹介……………………………………p.12 

 



 

 

 

  

① 
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③ 小白川
こじらかわ

キャンパス 
小白川キャンパスは山形駅から徒歩約 35 分の場所に位置しています。小

白川キャンパスには全学部（工学部フレックスコースを除く）の 1 年生と

人文社会科学部、地域教育文化学部、理学部の学生が通っています。附属図

書館などの施設もあり、勉強するための空間が整っています。例年であれば

10 月に学園祭である八峰祭が 2 日間にわたって開催されていて賑わいを見

せます。さらに、サークル数は 100 以上もあり楽しい大学生活を送ること

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 飯田
い い だ

キャンパス 
飯田キャンパスは山形大学附属病院と同じ敷地内にあり、医学部の学生

が通っています。大学に勤務している医師による講義や、附属病院での病

院実習もあるため、臨床に即した知識を学ぶことができます。また飯田キ

ャンパスの敷地内には、放射線がん治療で注目されている東日本重粒子セ

ンターがあり、最先端の医療技術を取り扱う病院のそばで高いモチベーシ

ョンを保ちながら、学生たちは日々勉強に励んでいます。山形市は夏と冬

の寒暖差が激しいですが、キャンパス内には大きな桜の木があり春は大き

く咲き、冬は雪化粧を纏って私たちを楽しませてくれます。山形市内中心

部にはバスを利用して 15 分ほどで行くことができます。飯田キャンパス

の周辺にはコンビニや飲食店、スーパーも多いため住み心地が良いことも

魅力の１つです。 

 

 

 

 

 

 

 

② 米沢
よねざわ

キャンパス 
米沢キャンパスは現在、工学部フレックスコースの全学年と工学部の 2

年生以上(工学部建築デザイン学科を除く)の学生が通っています。工学部

では有機ＥＬなどの世界的に有名な研究も行なわれており、最新の研究施

設が充実していることが魅力の 1 つです。米沢キャンパスの周りにはスー

パーやコンビニ、ドラッグストアが多いため一人暮らしでも安心して暮ら

すことができます。 

米沢市の夏は暑く、冬は厳しい寒さに襲われます。豪雪地帯なので 1ｍ

以上雪が積もることもあります。そのような気候を生かしたウィンタース

ポーツが米沢市では人気です。春には米沢上杉まつりが開催され、川中島

合戦の再現はとても迫力があります。夏には米沢サマーフェスティバル、

秋にはなせばなる秋祭りなども開催されます。また、冬は積もった雪を使

った上杉雪灯篭まつりが行われ、会場には幻想的な空間が広がっていま

す。 

 

 

 

 

※建築・デザイン学科の学生については、現在は小白川キャンパスに通っ

ていますが、令和４年４月から、２年生以上の学生は米沢キャンパスに通

うことになる予定です。 

 

① 鶴岡
つるおか

キャンパス 
鶴岡キャンパスは農学部の 2 年生以上の学生が通っています。講義棟自

体は小さいですが、その分和気あいあいとした雰囲気で学生と教授との距離

が近いです。さらに農学部ならではの農場と演習林を有しているため、総面

積は 4 キャンパス最大です。 

実習の講義が多いので身近に自然を感じることができるのが大きな特徴で

す。鶴岡市は年間を通して風が強く、冬には吹雪になることも多いですが、

キャンパス周辺にはスーパーやドラッグストアなどがあり、生活がしやすい

環境となっています。また、夏休みになるとだだちゃ豆の収穫バイトがあ

り、多くの学生が農家さんの所に行ってアルバイトをしています。このよう

に地域の人との関わりが多いのも魅力の 1 つです。 
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～実家暮らしについて～ 

私は、山形県内の実家から電車で通学しています。電車の本数が少

ないため時間に制約があり、一人暮らしの人に比べると自由度は低

めです。一方、電車時間に合わせて起床、登校するため、比較的毎

日同じ生活リズムを保って過ごすことができると思います。さらに、

私は、料理や洗濯など家事のほとんどを家族にやってもらっていま

す。家族が近くでサポートしてくれるおかげで、安心して大学生活

を送ることができます。 

 また、大学の講義や友人との交流を通じて、今まで気が付かなか

った山形の魅力に数多く出会うことができ、充実した日々を送って

います。 
 

 

 

 

～一人暮らしについて～ 

私は、宮城県北部出身です。電車の定期代と今住んでいるアパートの家

賃が同じだったこともあり、実家からだと通学時間が長いため、一人暮

らしにすることになりました。実家では、少し家事をお手伝いする程度

であまりやったことがなかったので食生活の面は不安でしたが、初め

の頃はあまり無理せず、平日は大学の食堂を利用して、休日は自炊を頑

張るという風にすると楽です！買い物の時は、山形市内は坂が多いの

で、自転車があった方が楽ですね。 

一人暮らしは、自炊だけでなく掃除なども全部自分でやることになり、

想像よりも忙しいですが、慣れたら楽しいと思えるようになりました。 

 

 

 

 

～留学について～ 

မဂၤလာပါ။ ! （こんにちは！） 

突然ですが、ミャンマーという国を知っていますか？「え、なんか治

安とか良くなさそうだし食べ物でおなか壊しそう．．．」そんなマイナ

スイメージを持っているあなた！ミャンマーはとっても素敵な場所

ですよ！ 

私は 2 週間、ミャンマー実習に参加しました。現地ではカチン大学

の学生とともに、フィールドワークを通じてミャンマーの社会問題

などについて学びました。ミャンマーの魅力はこの短さでは伝えき

れないのでとにかく 1 度行ってみてください！ 

山形大学には他にもたくさんの留学プログラムがあります。海外に

行くことで日本について考えるきっかけにもなり、視野も広がりま 

した。 

 

 

地域教育文化学部児童教育コース 2 年 齋藤
さいとう

琴音
こ と ね

さん 

 

～部活について～ 

私は弓道部に所属しており、いつも楽しく、時には真剣に部活に

打ち込んでいます。医学部に入ったら朝から晩まで勉強ばっかり

…？そんなことはありません！学生のほとんどは部活動に所属し、

積極的に活動を行っています。医師の仕事は体力勝負ですので、学

生のときは運動部に所属する人がとても多いです。体力、精神力が

鍛えられるだけでなく、かけがえのない仲間とも出会えます。青春

を共に過ごした大切な友人、先輩、後輩たちはきっと社会に出ても

みなさんの支えとなってくれるでしょう。 

 

 

 

 

 

～アルバイトについて～ 

アルバイトをして得られるものはお金だけではありません。高校生

からアルバイトをしている人はお分かりかと思いますが、学校生活

では学べないことを多く学ぶことができます。僕は飲食店に勤務し

ているので人前でのマナーや正しい言葉遣いなどを学ぶことがで

きました。また、学業とアルバイトの両立が心配な人もいると思い

ますが問題ないと思います。適度な勤務時間・規則正しい生活・自

分に合った学習リズムを守っていけば、体調や学業に支障をきたす

ことは少ないです。試験期間なども考えてシフトを組んでもらえば

余裕をもって試験に臨むことができます。 

 

 

 

 

 

～長期休みについて～ 

山形大学の夏休みは約 2 か月と長く、高校と違って長期休みに課

題がないため、自分のやりたいことに挑戦でき、有意義な時間を過

ごすことができます。私は昨年の夏休みには自分を成長させるため

に勉強会に行ったり、実家に帰って家の手伝いや地元の友達と遊ん

だりしました。また、春休みには蔵王や湯殿山のスキー場でスキー

やスノーボードをしました。友達の中には長期休みを利用して農学

部ならではの枝豆収穫などの短期バイトをする人もいました。 

山形県に初めて来る人は四季折々を楽しめる山形県内を長期休み

で観光してみるのもいいですね！

 工学部システム創成工学科 2 年 椿
つばき

谷
や

久
ひさ

翔
と

さん 



  

     鶴岡キャンパス 

～森の民～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。私たち森の民は年 3 回、農学部演習林で開催さ

れる小学生を対象とした野外学習教室のお手伝いを主軸として活動

しています。お手伝いとはいっても企画の段階から、当日の運営ま

でしっかり関わるので様々な経験をすることができます。 

夏は川遊び、秋は落ち葉で遊び、冬は雪遊びと 1 年中子ども達と思

い切り遊んでいます。 

上記の他にも部員皆でお花見をしたり、近くの森へお散歩に行った

りと楽しく過ごしています。 

皆さんもぜひ森の中へ行ってみてください。楽しいことが発見でき

るかもしれませんよ。

 

～鶴
かく

寿
じゅ

祭
さい

実行委員会～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは！鶴寿祭実行委員会です。 

鶴寿祭実行委員会は、例年 10 月下旬から 11 月頭の間、農学部キ

ャンパスで行われる大学祭を企画・運営する団体です。 

自分自身で大学祭を運営企画するだけあって、大変なこともありま

すが、多くのやりがいや達成感を味わうことが出来ます。 

優しくて頼れる先輩や仲間たちと一緒に最高の鶴寿祭を作り上げて

みませんか？ 

学祭員一同お待ちしております。 

 

    米沢キャンパス 

～吾妻
あ ず ま

祭
さい

実行委員会～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

吾妻祭実行委員会は山形大学、米沢女子短期大学、米沢栄養大学の

3 大学で構成されているため、他大学や他学科の生徒とも仲良くな

ることができます。 

また、実行委員はステージ、企画、外宣、装飾の 4 つの部門に分か

れているため、自分のやりたいことに合った活動ができます。吾妻

祭以外にも部門旅行やスポーツ大会など様々なイベントがあり、と

ても楽しいサークルです。

小白川キャンパス 

～花笠サークル「四面楚歌」～

 

花笠サークル四面楚歌は週 3 回、大学内のサークル棟前で笠回しと

番傘を練習しています。現在メンバーは約 120人おり、楽しく活動

しています。花笠踊りは山形の伝統舞踊の 1 つで、それを大学生ら

しくパワフルに踊っています。昨年は花笠まつりをはじめ、地域の

お祭りや小学校、老人ホーム、海外でも披露しました。興味のある方

はぜひ四面楚歌に見学にいらしてください！お待ちしています！ 

 

 

 

 

～JCC～ 

 

 

 

 

 

 

 

JCC はボランティアサークルで、主な活動は山形市の花火大会や日

本一の芋煮会にボランティアとして参加することです。そのほかに

も募金活動や地域のイベントにも参加します。山形でしか行われて

いないイベントに参加できるのが魅力の 1 つです。 

JCC には様々な学部の人がいるので他学部の友達を作る絶好のチ

ャンスです！ボランティアに興味がある人や人の役に立ってみたい

人、新しいことにチャレンジしたい人におすすめです！ 

 

飯田キャンパス 

～医学部弓道部～ 

 

 

 

 

 

 

 

私たち医学部弓道部は月曜日と水曜日の放課後、土曜日の午後に活

動を行っています。現在 50 人以上いる部員のほとんどが大学から

弓道を始めた初心者です。何か新しいことを始めたい！という方に

おすすめです。私たちは毎年夏に行われる東日本医科学生総合体育

大会、東日本看護学生弓道大会をはじめとする大会を見据えて日々

練習に励んでいます。先輩、後輩の垣根を越え、お互いに高め合って

伸びてゆける、そんな部活動を目指しています。

 



 

 

 

 

 

 

 

【小白川コンビニ店Ciel
シエル

】 

シエルでは、おにぎりやお弁当、パン、

お菓子など多くの種類の食品や飲み物を

販売しています。また、コピー用紙や文

房具、日用品など講義や日常生活に必要

なものまで品揃えが豊富です。10 月に

はハロウィン企画を開催したりなど、季

節によって様々なイベントを開催してい

ます。 

【小白川食堂テール・ポム】 

テールは大学会館 2 階にある食堂です。メニューの種類が豊富なのでバランスの良い食

事ができます。定番のおかずから丼ものまであります。ポムは大学会館 4 階にある食堂

です。うどんやそば、ラーメンを提供しており、麺が食べたい人はポムで食事をしていま

す。種類も豊富で日替わりとなっているので、毎日違ったメニューを楽しむことができま

す。 

※感染症対策のため提供メニューが変更になっている場合があります。 

【小白川書籍店Porte
ポ ル ト

】 

ポルトでは教科書・参考書・語学書など、

講義で使用するものはもちろんのこと、

文庫・新書・雑誌・コミックなど各種取

り揃えています。組合員になると安く購

入することができます。また、店頭に並

んでいない本や CD・DVD はスマホやパ

ソコンから書籍注文サイトで取り寄せる

こともできます。 

飯田キャンパスには生協食堂と購買書籍店、 

米沢キャンパスには生協食堂と購買書籍店と購買のサテライト店 KOBEL（コーベル）、 

鶴岡キャンパスには生協食堂と購買書籍店 Vert（ヴェール）があります！ 

※各店舗の営業時間等は山形大学生協の HP から見ることができますので 

そちらからご確認ください。 

 

～🏫日常生活について🏫～ 

 
Q１ 1 日のスケジュールや時間割はどんな感じですか？ 

 →学部にもよりますが、1 年生のうちはほぼ毎日学校に来ています。 

平均して 1 日 3〜４つの授業を受けます。 

朝は早いと 8：50 から講義が始まり、終わるのは遅いと 17：50 です。 

放課後は課題やサークル、アルバイトなど過ごし方は様々です。 
 

 

Q２ サークルや部活に入ると忙しいですか？学業との両立ができるか知りたいです！ 

 →入るサークルによって忙しさは異なりますが、多くの人は両立できています！ 

活動頻度は様々なので自分に合ったサークルや部活に入ることもできます。 
 

 

Q3 アルバイトについて知りたいです！ 

 →アルバイトについて大学側は学業に慣れてきた前期期間終了後の８月頃から 

推奨しています。職種については様々で、スーパーや居酒屋で働く人もいれば、 

将来教員を目指していて塾講師として働いている人もいます。 

また、学業がおろそかにならないように注意が必要です。 
 

  

Q4 自動車学校はどうしていますか？ 

→自動車学校は大学が始まってすぐに通い始める人もいれば、夏休み中などの 

長期休み中に通う人もいます。2 年次以降は忙しくなる人もいるため、 

自分のスケジュールと相談しながら通うのがおすすめです。 

生協では 1 年次の通学を勧めており、新入生のうちに申し込むとお得です！ 
 

 

Q5 一人暮らしは大変ですか？物件選びの方法やおすすめの条件は何ですか？ 

 →自炊等の家事は大変ですが自分の時間を持つことができるので楽しいです！ 

  物件選びは山形駅やスーパー、薬局などが近くにあることを条件にする人も 

  いれば、とにかく大学からの近さを重視する人もいます。 

  また、大学生協や大学生協の HP などでも物件を見ることができます。 
 

 

Q6 日用品や服はどこで買いますか？ 

 →日用品は学内にある生協店舗やキャンパス周辺、もしくは 

自分の家の近くにあるスーパーや薬局で買います。 

  服については山形市内で買ったり、帰省の際に地元で買ったりします。 

  土日には遠出をして仙台市で買う場合もあります。 
 

 

Q7 主な移動手段は何ですか？ 

 →主な通学手段は徒歩と自転車です。山形市内を走っているバスもあるので 

  それを使用して遊びに出かけたり買い出しに行ったりすることもあります。 
 

 

 



 

Q8 大学の中にある学食について教えてください 

 →和食、洋食、中華がありメニューが豊富で、価格帯も様々です。 

季節に合った限定メニューもあり、とてもおいしいです。  
※写真は限定メニューのため、普段は提供されておりませんのでご注意ください。 

 

 

～✏勉強について✏～ 
Q1 「自分で履修を組む」とはどういう意味ですか？ 

→大学は高校と違って自分で時間割を組まなければならず、 

受けなければならない授業と自分で受けるか決めることができる授業があります。 

そのようなある程度決められた枠の中で授業のスケジュールを 

自分で組み立てることを「自分で履修を組む」といいます。 
 

 

Q2 高校と大学の授業の違いは何ですか？ 

→大学はほとんどの授業が１週間に１回しか行われず、1 回の授業時間が 

90 分と長いです。また、1 時間目、1 時限目ではなく、1 コマという 

単位が使われることもあります。 
 

 

Q3 基盤共通教育ではどのようなことを学びますか？ 

→将来必要な学問を吸収しやすくするために幅広い分野の基礎知識について 

学びます。全ての学部の 1 年生が受けられる場合がほとんどなので 

他学部の学生とも交流をすることができます。 
 

 

Q4 テストや授業などの勉強は大変ですか？ 

 →テストや課題の難易度は受ける授業によって異なります。 

課題やレポートなどはため込まないように計画的に取り組むことが大切です。 
 

 

Q5 留学について知りたいです！ 

 →大学生協主催の留学や、学部によっては授業の一環となる留学もあります。 

  費用の援助がある場合もあるので大学の窓口や大学の先生、 

大学生協のサービスカウンターに一度相談してみることがおすすめです。 
 

 

～⭐その他について⭐～ 
Q1 大学内で行われるイベントは何がありますか？ 

 →例年だと新入生歓迎フェスティバルや、大学祭である「八峰祭」、他にも 

  私たち学生委員が主催するスポーツ大会などが行われます！ 
 

 

Q２ 大学生はどうやって友達を作りますか？ 

 山形大学にはクラスがあるのでクラスで集まる時などに話しかけて 

友達を作ります！その他には授業のグループワークでできることもあります。 

例年は、私たち学生委員主催で入学前に友達を作ることを目的に「Tea-Party」 

というイベントを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～活動の写真～ 
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スポーツ大会 受験生案内 

皆さん、この度は本冊子「All Right2021」を 

最後まで読んでいただき誠にありがとうございました！  

本冊子は私たち『山形大学生協学生委員会 OH,ONE!?（おーわん）』 

が作成いたしました！ 

 

 

私たち OH,ONE!?（おーわん）は学生のより良い生活のために 

活動を行っています。主な活動は、山形大学生協と協力しながら行う企画

の運営で、学生に楽しんでもらえるような企画・運営に努めています。 

その他にも、オープンキャンパスでの企画・運営や受験期の受験生案内な

ども行なっています。 

 

お店企画 

みなさま本冊子「All Right2021」の内容はいかがだったでしょうか。 

大学生活に関して少しでもイメージを持っていただけたなら幸いです。 

今後も山形大学生協は新学期に向けての情報を発信していきます。 

Web 上で更新していきますので、閲覧をお願いいたします。 
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