
地域教育文化研究科委員会議事 

 

 

日時 令和 2年 10月 28日（水） 

14時 50分から 

場所 会議システム Zoomによる 

   オンライン会議 

 

 

協議事項 

1 令和３年度山形大学大学院社会文化創造研究科（修士課程） 

入学試験合格者判定基準及び判定資料について         資料１ 

      

2 令和３年度山形大学大学院社会文化創造研究科（修士課程）入学試験 

実施要領について        資料２ 

 

3 社会文化創造研究科管理運営体制について     資料３ 

               

 4 その他 

 

報告事項 

  

1 地域教育文化研究科運営協議会委員について     資料４ 

  

2 大学院基盤教育機構会議について                   資料５ 

 

 3 大学院統括ディレクター会議について                 資料６ 

 

 4 社会文化創造研究科設置準備委員会（10/16）について       資料７ 

 

 5 その他 

  

○次回以降開催予定 

 
 
 
 

〇（令和２年１１月１０日（火）１４時４０分から  

 社会文化システムコース協定校推薦、一般入試合否判定） 
〇令和２年１１月２５日（水）１２時１５分から （合否判定） 

 臨床心理学コース一般入試、芸術・スポーツ科学コース一般入試 

〇（令和２年１１月２５日（水）教授会終了後  （定例）） 
〇 令和２年１２月１６日（水）教授会終了後  （定例） 



地域教育文化研究科委員会議事 

 

 

日時 令和 2年 11月 25日（水） 

12時 15分から 

場所 地域教育文化学部３号館 

321講義室 

  

 

 

協議事項 

１ 令和３年度山形大学大学院社会文化創造研究科（修士課程）合否判定について  資料１                

                 （机上配布） 

２ 令和３年度山形大学大学院社会文化創造研究科（修士課程） 

学生募集要項 （第 2次募集）（案）について                 資料２ 

 

 ３ チャレンジプログラムの審査について     資料３ 

 

４ 令和３年度非常勤講師時間数について                    資料４ 

 

                  

 

報告事項 

 １ 令和３年度時間割について             資料５ 

       

２ 学生募集（第 2次募集）のスケジュールについて             資料６ 

 

３ 社会文化創造研究科設置準備委員会について     資料７

     

       

その他 
○次回以降開催予定 

 〇 令和２年１２月１６日（水）教授会終了後  （定例） 

〇 令和３年 １月２０日（水）教授会終了後  （定例） 

〇 令和３年 ２月１０日（水）１４：４０から （臨時） 

〇 令和３年 ２月１７日（水）教授会終了後  （定例） 



 

地域教育文化研究科委員会議事 

 

 

日時 令和 2年 12月 16日（水） 

教授会終了後 

場所 会議システム Zoomによる 

          オンライン会議 

  

 

協議事項              

１ 学生表彰(学長·学部長等)の推薦について     資料１ 

 

２ その他 

 

報告事項 

１ 大学院統括教育ディレクター会議について     資料２ 

 

２ 社会文化創造研究科設置準備委員会について     資料３ 

資料４ 

  

３ その他 

 

その他 
○次回以降開催予定 

 〇 令和３年 １月２０日（水）教授会終了後  （定例） 

〇 令和３年 ２月１０日（水）日程調整中   （臨時） 

〇 令和３年 ２月１７日（水）教授会終了後  （定例） 



地域教育文化研究科委員会議事 

 

 

日時 令和 3年 1月 20日（水） 

教授会終了後 

場所 会議システム Zoomによる 

オンライン会議 

 

 

協議事項 

１ 令和 3年度山形大学大学院社会文化創造研究科入学試験実施要領 

（第２次募集）（案）について                       資料１ 

２ 令和 3年度山形大学大学院社会文化創造研究科入学試験合格者判定基準 

及び判定資料（第２次募集）（案）について                 資料２ 

３ 令和 3年度山形大学大学院社会文化創造研究科入学試験（第３次募集） 

スケジュール（案）について         資料３ 

 ４ 令和 3年度山形大学大学院社会文化創造研究科入学試験学生募集要項 

（第３次募集）（案）について        資料４ 

５ 令和 3年度学生便覧(案)について        資料５ 

６ 令和 3年度時間割(案)について        資料６ 

７ 令和 3年度非常勤講師時間数について       資料７ 

８ 令和 3年度非常勤講師の委嘱について       資料８ 

９ 令和 3年度非常勤カウンセラーの委嘱について      資料９ 

10 令和 2年度学位記·修了証書の被授与代表者の選出(案)について     資料 10 

11 奨学金返還免除について         資料 11 

12 チャレンジプログラム大学院履修資格認定の進め方について     資料 12 

         

報告事項 

 １ 山形大学大学院社会文化創造研究科設置準備委員会について             資料 13 

       

その他 

 １ 次回地域教育文化研究科委員会の開催について 

○次回以降開催予定 

 

 

〇 令和３年 ２月１０日（水）１２時１５分から（臨時）合否判定 （2次募集） 

〇 令和３年 ２月１７日（水）教授会終了後  （定例） 

〇 令和３年 ３月 ４日（木）教授会終了後  （臨時）※曜日注意 

（〇 令和３年 ３月１９日（金）日程調整中  （臨時）合否判定（3次募集）） 

〇 令和３年 ３月１９日（金）教授会終了後  （定例）※曜日注意 



臨時地域教育文化研究科委員会議事 

 

 

日時 令和３年２月１０日（水） 

１２時１５分から 

  場所 地域教育文化学部 321教室 

 

 

協議事項 

１ 令和３年度山形大学大学院社会文化創造研究科（修士課程）（2次募集） 

合否判定について    資料１ 

         

2  令和 4年度社会文化創造研究科入試日程（案）について    資料２ 

 

 

その他 

１ 次回地域教育文化研究科委員会の開催について 

 
〇 令和３年 ２月１７日（水）教授会終了後  （定例） 

〇 令和３年 ３月 ４日（木）教授会終了後  （臨時）※曜日注意 

（〇 令和３年 ３月１９日（金）日程調整中  （臨時）合否判定（3次募集）） 

〇 令和３年 ３月１９日（金）教授会終了後  （定例）※曜日注意 



地域教育文化研究科委員会議事 

 

 

日時 令和 3年 2月 17日（水） 

教授会終了後 

場所 会議システム Zoomによる 

   オンライン会議 

 

 

協議事項 

 １ 規程の廃止について         資料８ 

 

２ 令和 3年度時間割(案)について        資料１ 

 

３ 令和 3年度学年暦(案)について        資料２ 

 

４ チャレンジプログラム大学院履修資格認定審査結果について     資料３ 

 

５ 令和 2年度修了証書の被授与代表者の選出について      資料４ 

 

 ６ その他 

 

                    

報告事項 

 １ 令和３年度客員准教授について        資料５ 

 

 ２ 社会文化創造研究科の学位論文題目届等の様式について     資料６ 

 

３ 大学院統括教育ディレクター会議について        

 

４ 山形大学大学院社会文化創造研究科設置準備委員会について     資料７ 

   

       

その他 

１ 次回地域教育文化研究科委員会の開催について 

 

 

 

〇 令和３年 ３月 ４日（木）教授会終了後  （臨時）※曜日注意 

〇 令和３年 ３月１９日（金）教授会終了後  （定例）※曜日注意 

〇 令和３年 ４月２１日（水）1４時４５分から 



臨時地域教育文化研究科委員会 

 

 

日時 令和 3年 3月 4日（木） 

教授会終了後 

場所 地域教育文化学部 321教室 

 

 

協議事項 

１ 令和２年度 修了判定について                     資料１ 
         （机上配布） 

２ 令和３年度山形大学大学院社会文化創造研究科（修士課程）  
臨床心理学コース，芸術・スポーツ科学コース（第３次募集）入学試験 
合格者判定基準及び判定資料について          資料２ 
          （机上配布） 

３ 令和３年度山形大学大学院社会文化創造研究科（修士課程）入学試験    資料３ 
（第３次募集）実施要領（案）について                （机上配布） 

                      
４ その他 
   

報告事項 
 １ 社会文化創造研究科設置準備委員会学務部会について        資料４ 
 
 ２ 社会文化創造研究科設置準備委員会について      資料５ 
         

その他 

   

地域教育文化研究科委員会の開催予定 

〇 令和３年 ３月１９日（金）１２時１５分から （合否判定）※曜日注意 

〇 令和３年 ４月２１日（水）１４時４０分から 



 

地域教育文化研究科委員会議事 

 

 

日時 令和 3年 3月 19日（金） 

12時 15分から 

場所 地域教育文化学部 321教室 

 

 

協議事項 

１ 令和３年度山形大学大学院社会文化創造研究科（修士課程）（3次募集） 

合否判定について          資料１ 

           （机上配布） 

２ 学生の異動について         資料２ 

            （投影のみ） 

３ 奨学金返還免除について         資料３ 

           （投影のみ） 

４ 令和３年度集中講義日程について        資料４ 

 

５ 令和３年度授業兼担について        資料５ 

 

 ６ その他 

 

報告事項 

 １  社会文化創造研究科設置準備委員会について      資料６ 

 

２ チャレンジプログラムに係る申し合わせについて      資料７ 

 

 ３ その他 

 

その他 

１ 次回社会文化創造研究科委員会の開催について 

 次回以降開催日時について 

〇 令和３年 ４月２１日（水）１４時４０分から 
〇 令和３年 ５月１９日（水）１４時４０分から 
〇 令和３年 ６月１６日（水）１４時４０分から 
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