プレスリリース

国立大学法人山梨大学
プレスリリース

平成３０年７月２７日
各報道機関 御中
国立大学法人山梨大学
やまなし未来計画「サマーキャンプ 2018」の開催について
この度、山梨県内外の高校生・学生、及び一般の皆様を対象に、やまなし未来計画「サマーキャンプ
2018」を開催いたします。
この夏に、何かに熱中する（＝“ハマる”）ことを通じて、新たな発見や気づきにつながるよう、それ
ぞれの目標設定を考えるとともに、参加学生が県内企業の方と仕事の面白さや働くことの楽しさを気軽
に話すことの出来る２日間です。
当イベントの１日目につきましては、広く一般の皆様の参加を募集しておりますので、多くの方に知
っていただくためにも、イベント情報欄等でご紹介のほどお願い申し上げます。また当日の取材につき
ましてもよろしくお願いいたします。
記
場

所：山梨県防災新館やまなしプラザ１階オープンスクエア（山梨県甲府市丸の内１丁目 6－1）

日

程：
（１日目）平成 30 年 8 月 9 日（木）13：30～17：00
やまなしＪＩＢＵＮデザインワークショップ「この夏、何かに“ハマる”
」
①トークイベント ： わたしが何かに「ハマった」わけ
ゲスト：山野 靖博さん（俳優・声楽家・ヴォーカルコーチ 甲府市出身）
鈴木 太郎さん（旅するフリーランサー、世界一周ブロガー）
②ワークショップ ： 「何かにハマってみよう」
【参加者：一般の皆様、県内外の高校生及び学生
定員 60 名】
（２日目）平成 30 年 8 月 10 日（金）13：00～16：30
One Day フューチャーサーチ交流会
① 企業訪問報告 13：00～14：45
② 交流会
15：00～16：30
【参加者：県内外の学生 定員 60 名、参加企業 30 社】

※各開催日のそれぞれ個別に参加できます。
詳細およびお申込み方法は、添付のチラシをご覧ください。
（問合せ先）
山梨大学地域未来創造センター内「未来計画研究社」
TEL 055-220-8450 FAX 055-220-8702
E-mail : info@miraiken.yamanashi.jp
（広報担当）
山梨大学総務部総務課広報企画室
TEL 055-220‐8006
FAX 055‐220‐8799
E-mail： koho@yamanashi.ac.jp

皆さんへ

2018
参加費

無料

定員60名

1日目

木 13：30〜
8月9日●

やまなしJIBUNデザインワークショップ
この夏、何かに “ハマる”

2日目

金 13：00〜
8月10日●

One Dayフューチャーサーチ交流会
学生の皆さんが、山梨県内の企業を1日訪問する
ライフデザイン·イベント

場所：山梨県防災新館やまなしプラザ1階オープンスクエア
お問い合わせ
お申し込み先

以下の専用WEBサイトより、大学・学部・学科名・お名前、ご連絡先などをご記入の上、お申し込みください。
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2018

FUTURE PLANNING
YAMANASHI
SUMMER CAMP
2018

1日目

2日目

木 13：30〜17：00
8月9日●

金 13：00〜16：30
8月10日●

やまなしJIBUNデザインワークショップ

One Dayフューチャーサーチ交流会

この夏、何かに “ハマる”
参加者及び参加人数

一般の方 および 山梨県内外の学生の皆さん

参加者及び参加人数

山梨県内外の学生の皆さん

（One Dayフューチャーサーチ参加者を含む）

この夏、皆さんはどのように過ごしますか?
やってみたいこと、何かありますか?
やまなしや国内外の各地で何かに熱中する=「ハマる」ことを
通じて、新たな発見や気づきにつながるよう、この夏休みを有
意義に過ごすための目標設定について考えます。

学生の皆さんが、山梨県内の企業を1日訪問するライフデザ
イン·イベント「One Dayフュ-チャーサーチ」。そのまとめと
して、学生の皆さんと参加企業の方々との交流会を開催しま
す。企業を訪問した方はもちろん、企業訪問は出来なかったけ
ど企業の方との交流に参加してみたい方も大歓迎です。
山梨県内外の学生の皆さん、お気軽にご参加ください。

プログラム

プログラム

①（トークイベント）
わたしが何かに「ハマった」わけ

ゲスト： 山野 靖博さん（声楽家・俳優・ヴォーカルコーチ）
鈴木 太郎さん（旅するフリーランサー・世界一周ブロガー）
ナビゲーター：兼清 慎一（山梨県立大学）

〜休憩〜

②（ワークショップ）
「何かにハマってみよう!」

①企業訪問報告（13：00〜14：45）

授業科目「山梨企業研究」の一環として企業訪問をした学生の
皆さんが、訪問を通じて気づいたことを発表し共有します。

〜休憩〜

②交流会（15：00〜16：30）

参加企業の方と学生の皆さんが気軽に話すことができるチャ
ンスです。
仕事のおもしろさや働くことの楽しさ、山梨で暮らす魅力な
ど、社会人から本音の話が聞けるかも。

グループディスカッション
プレゼンテーション
ファシリテーター：今井

久（山梨学院大学）

訪問先企業の方（全30社を予定）
企業名

■ 山野 靖博
俳優、声楽家、ヴォーカルコーチ。
甲府市出身。甲府西高、東京芸術大学声楽科卒業。
現在はクラシックのフィールドに限らず、芝居、ミュー
ジカル、
ジャズ、
シャンソンなどさまざまな舞台芸術の
分野で活動。
出演作に「ジャージーボーイズ」
「ビューティフル」
「シン
デレラ〜ねずみたちのプリンセス〜」
「ヤマガヒ」など。

■ 鈴木 太郎

旅するフリーランサー、世界一周ブロガー。
大学2年のとき、
アメリカのDisney Worldにて8か月の
インターンシップを経験。
大学卒業後、サントリーホールディングスに入社。3年で
退職。
2015年、世界一周に出発。旅のテーマは「海外で活躍
する日本人をインタビューし発信する」
218日間で25カ国を旅し、
200人以上の日本人と出会う。
ことし、株式会社MIGRISを設立。
山梨県南部町の古民
家で宿泊型コワーキングスペースを開業予定。

株式会社アルプス
飲食、小売、サービス
株式会社ニッセー
製造業
株式会社産業革新研究所
情報通信業
フォネットグループ
サービス業
株式会社光・彩
貴金属製品の製造業
株式会社smartDIYs
開発、生産、販売
山陽精工株式会社
製造業
昇仙峡ロープウェイ株式会社
索道業
株式会社内藤製作所
製造業
株式会社下部ホテル
ホテル業
株式会社アスモ介護サービス
高齢者福祉
株式会社萩原ボーリング
建設業·地質調査業
昭和産業株式会社
機械器具製造業
株式会社中島鶏卵市場
卵加工品製造·卵卸売
株式会社オキサイド
製造業
株式会社電溶エ業
製造業
株式会社中家製作所
製造業
株式会社内外ビル
宿泊·温浴施設
株式会社エーティーエルシステムズ
情報通信業
石和健康ランド
ホテル·健康ランドの経営
アフターゲームカフェ株式会社
サービス業
社会福祉法人三富福祉会
社会福祉事業（障がい福祉）
疾測量株式会社
測量、街づくりコンサルタント
株式会社ハーモテック
生産用機械器具製造業
株式会社YSK e-com
ソフトウェア開発
飯田鉄工株式会社
金属製品製造業
株式会社中村製作所
製造業
株式会社シー·シー·ダブル
情報サービス
株式会社早野組
総合建設業
北杜市農業企業コンソーシアム
農業
（有限会社アグリマインド／株式会社サラダボウル）

お問い合わせ・お申し込み先

未来計画研究社

業種

詳細はこちらから

山梨大学 地域未来創造センター内

〒400-8510 山梨県甲府市武田4-4-37 山梨大学 B-1号館315 TEL：055-220-8450 FAX：055-220-8702
Email：info@miraiken.yamanashi.jp

HP：http://miraiken.yamanashi.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/miraiken.yamanashi/

未来計画研究社

