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日時：2021年 4月 28日（水）14:00～ 
 

 

 

【発表内容】 

 

1． ハタラクカタチ（Vol.2）発行のお知らせ 

 

 

 

 

 

2． 春のミニオープンキャンパス（5/16,6/20）を開催します 

 

 

 

 

 

3． 公開講座「スーパームーンの皆既月食観察会」（5/26）を開催します 

 

 

 

 

 

※次回の情報交換会は 2021年 5月 26日(水)の予定です。 

 

お問い合わせ 

東北公益文科大学 地域共創センター 進藤 

TEL）0234-41-1115  FAX）0234-31-2082 

E-mail）koho@koeki-u.ac.jp 



 

 

2021 年 4 月 28 日 

東北公益文科大学 

庄内企業の魅力発信！「ハタラクカタチ vol.2」 

冊子発行のお知らせ 
 

大学生の視点で地元企業の魅力や地域で働くスタイルを発信する「ハタラクカタチ vol.2」

を発行しました。 

 ハタラクカタチプロジェクトとは、2019年度よりスタートした本学学生が庄内地域の企業を

訪問、取材をし、大学生ならではの視点で「ワーク」と「ライフ」スタイルを発信しようとい

う取り組みです。 

 2020年度は、10社を取材し、うち４社は社長へのインタビューも行いました。 

 プロジェクトの趣旨に賛同をして下さいました企業様、従業員の皆様からのあたたかいご協

力により本冊子が完成しました。みなさまぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 冊子は、公益大図書館、ミライニなどに配置していますので、ぜひお手にとってご覧ください。 

本学 HPでも内容をご確認いただけます。       

 

 

 

 

          

 

Press Release 

お問い合わせ 

 地域共創センター 

 電話）０２３４－４１－１１１５ 

★ポイント 

○10社、10名への取材、インタビューを掲載しています 

〇「ワーク」と「ライフ」の両方の視点から取材しました 

○学生主体で、構成・編集し完成に至りました 

←「ハタラクカタチ vol.2」冊子データの QRコード 

URL:https://www.koeki-u.ac.jp/news_topics/hataraku_katachi_vol.2.pdf 

←本学 HP「ハタラクカタチ vol.2」紹介ページ 

URL: https://www.koeki-u.ac.jp/news_topics/kyoso_20210406.html 



 

 

2021 年 4 月 28 日 

東北公益文科大学 

 

春のミニオープンキャンパス （5/16、6/20）を開催します 

 

東北公益文科大学では、5 月 16 日（日）と 6 月 20 日（日）の 10 時 00 分か

ら、春のミニオープンキャンパスを開催します。今回のオープンキャンパスは、

本学の学びの内容や今年度の入試概要をじっくり少人数で説明するイベントです。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

○日  時：2021 年５月１６日（日）、６月２０日（日） 
                    １０：００～１５：００ 

○内  容：学部説明会、６コース説明会、入試・奨学制度説明会、 

      先輩トークタイム、個別相談コーナー、資料配布コーナー、 

      キャンパス＆ドミトリー見学ツアー 

○問い合わせ：入試事務室 ０１２０－４１－０２０７（フリーコール） 

 

＜今後の開催予定＞ 

 7月 18日（日）、8月 8日（日）、9月 26日（日）、10月 17日（日）、3月 27日（日） 

 

 

 

Press Release 

お問い合わせ 

  入試事務室 武蔵 

  電話）０２３４－４１－１１１８ 

★ ポイント 

・学生スタッフ（約 20名）と教職員が一体となり実施 

・学生スタッフが「先輩トークタイム」を企画 

・感染症対策を徹底して実施（事前予約制、高校生 1 名に対し保護者 1名など） 



◆内容（予定）◆ ※詳しくは大学ホームページをご覧ください。

・学部説明会
学部の概要、カリキュラムの特長について説明します。

・６コース説明会
経営、政策、地域福祉、国際教養、観光・まちづくり、メディア情報
の各コースについて説明します。

・入試・奨学制度説明会
2022年度入試・奨学制度について速報でお伝えします。

・先輩トークタイム
学生生活のあれこれ、先輩が教えちゃいます！

・個別相談コーナー
コースの学びや入試、学費などなんでもご相談ください。

・キャンパス&ドミトリー見学ツアー
公益大のキャンパス内をご案内。特別にドミトリーも見学できます！

◆参加特典◆

・参加者全員に無料ランチチケットを配付！

・当日アンケートに回答してくれた高校生に公益大オリジナルグッズをプレゼント！

〒998-8580 山形県酒田市飯森山3-5-1

E-mail ao@koeki-u.ac.jp 0120-41-0207

参加申込フォームはこちらのQRコード

からもアクセスできます。

◆参加申込方法◆

ホームページの「春のオープンキャンパス

参加申込フォーム」からお申し込みください。

会場案内図

春のミニオープンキャンパスは、
本学の学びの内容や今年度の入試
概要をじっくり少人数で説明する
イベントです。

【お願い】37.5℃以上の発熱があるなど、体調が万全でない場合の参加はご遠慮ください。

SNSなどで情報発信中♪

『東北公益文科大学』で検索！



 

 

2021 年 4 月 28 日 

東北公益文科大学 

 

公開講座「スーパームーンの皆既月食観察会」 
（開催告知と当日取材のお願い） 

 

公開講座「スーパームーンの皆既月食観察会」を開催します。約 3 年ぶりに起こ

る皆既月食の当日に、天文学が専門の山本准教授による解説をします。屋外での観

測、インターネット望遠鏡を利用した観測も行います。 

 

 

  

     

 

 

 

 

記 

 

○日 時：2021 年5 月 26 日（水） 18:00～20:30 
         18:00～19:00 皆既月食についての解説 

         19:00～20:30 観測会 

○会 場：東北公益文科大学酒田キャンパス  

酒田市公益研修センター 中研修室 1 
○講 師：本学准教授 山本裕樹 

○参加費：無料 

○定 員：対面参加 先着 70名、オンライン参加 先着 50名 

○申込方法：申込フォーム（https://forms.gle/wFyhYtVBTVMZ1pEB7）又は 

E-mailにて氏名、電話番号、オンライン・対面の別、お住ま 

いの市町村名をお知らせください。 

     〇締 切：5月 21日(金)17:00 
※新型コロナウイルスの感染状況によっては全面オンラインとなる可能性もあります。 
※本公開講座は「地域 IT人材等育成事業」（酒田市委託）の一環で実施します。 
 
 

 

 

 

Press Release 

★ ポイント 

・今回約３年ぶりに起こる皆既月食はスーパームーンでいつもより大きく見えます。 

・皆既月食について解説し、スーパームーンとは？皆既月食は何色？などの疑問について 

お答えします。 

・望遠鏡による観測や東海大学のインターネット望遠鏡の中継も行います。 

 

お問い合わせ・お申込み 

東北公益文科大学 地域共創センター 

TEL 0234-41-1115 FAX 0234-31-2082 

E-mail kyoso@koeki-u.ac.jp 



 

スーパームーンの皆既月食観察会 

講 師 
 

会 場 
 

酒田市公益研修センター１階中研修室１ 
（東北公益文科大学 酒田キャンパス内） 

 東北公益文科大学 准教授 山本 裕樹（やまもと ゆうき） 

研究分野のキーワード：素粒子理論、インターネット望遠鏡 
熊本県出身。九州大学大学院理学研究科基礎粒子系科学専攻博士課程修了、 
慶應義塾大学商学部助教などを経て 2009年本学講師として着任、 
2019年より現職。 

定 員 
 

来場 70名 
Zoomによるオンライン参加 50名 
 ※いずれも要事前申し込み。定員に達し次第締め切り。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により全面オンライン開催の可能性もあります。 

 
申 込 

 

下記申込フォームまたはメールにて以下６つの内容をお知らせください。 
申込期限：5月 21日(金) 
※メールにてお申込みされる方は、件名に「5/26皆既月食観察会申込」と入力してください。 
①氏名②氏名よみ③メールアドレス④参加方法（来場またはオンライン） 
⑤住所（来場希望者のみ）⑥電話番号 
 
 

 

参加費 
 

無料 

■ お申込み・お問い合わせ（平日 9:00～17:00） 

〒998-8580山形県酒田市飯森山 3-5-1   東北公益文科大学 地域共創センター 

TEL 0234-41-1115 FAX 0234‐31‐2082 E-mail kyoso@koeki-u.ac.jp 

日時 
 18:00～19:00 皆既月食についての解説 

19:00～20:30 外に出て天体観測（20:09頃：皆既食の始め 20:18頃：食の最大） 

※悪天候時以外は、屋外での天体観測を行いますので、必要な方は、上着や虫よけスプレー
などをお持ちください。 

※インターネット望遠鏡とは、世界各地に望遠鏡を設置し，インターネットを通

して天体観測しようというものです。 インターネット望遠鏡を使えば，いつで
もどこからでもリアルタイムで 天体観測をすることができます。 

対 象 
 

どなたでも 

（小学生もOK！） 

 ご来場の皆様にはマスク着用・検温・ 
手指消毒へのご協力をお願いします。 

R3酒田市地域 IT人材等育成委託事業 

こちらの駐車場をご利用ください。 

今回約３年ぶりに起こる皆既月食はスーパー
ムーンでいつもより大きく見えます。 
皆既月食について解説し、スーパームーンと
は？皆既月食は何色？などの疑問について
お答えします。 
望遠鏡による観測や東海大学のインターネッ
ト望遠鏡（※）の中継も行います！！ 
みなさんぜひこの機会にお越しください。 

参加申込フォーム 

2021年5 月26 日（水）18：00～20：30（開場 17：30） 

 


