
教 授 会 議 事

日時：平成２７年４月２１日（火）１４時５０分から

場所：地域教育文化学部会議室

協議事項

１ 学生の異動について ------------------------------------------------- 資料１

２ 平成27年度前期科目等履修生について ---------------------------------- 資料２

３ 平成27年度研究生について -------------------------------------------- 資料３

４ 単位の認定について -------------------------------------------------- 資料４

５ 平成27年度非常勤講師の委嘱について ---------------------------------- 資料５

６ 平成27年度教員養成実地指導講師の委嘱について ------------------------ 資料６

７ 平成27年度定期健康診断実施に伴う休講措置について -------------------- 資料７

８ 平成28年度推薦入試学生募集要項について ------------------------------ 資料８

９ 平成28年度社会人入試学生募集要項について ---------------------------- 資料９

10 平成28年度私費外国人留学生学生募集要項について ---------------------- 資料10

11 平成27年度支出予算配分基本方針（案）について ------------------------ 資料11

12 客員研究員の受入期間変更について ------------------------------------ 資料19

報告事項

１ 教育研究評議会について --------------------------------------------- 資料12

２ 国立大学法人山形大学の機能強化等に関するタスクフォース会議について -- 資料13

３ 教育・学生委員会について -------------------------------------------- 資料15

４ 統括教育ディレクター会議について ------------------------------------ 資料16

５ 入学試験委員会について ---------------------------------------------- 資料17

６ 入学試験実施会議について -------------------------------------------- 資料18

７ 附属学校運営会議について -------------------------------------------- 資料20

８ 小白川キャンパス運営会議について ------------------------------------ 資料21

９ 山形地区事業場安全衛生委員会について -------------------------------- 資料22

10 統合マネジメント会議について ---------------------------------------- 資料23

11 学部将来ビジョン検討会議について ------------------------------------ 資料24

12 総務委員会について -------------------------------------------------- 資料25

13 広報委員会について -------------------------------------------------- 資料26

14 財務委員会について -------------------------------------------------- 資料27

15 学務委員会について -------------------------------------------------- 資料28

16 アドミッション委員会について ---------------------------------------- 資料29

17 就職支援委員会について ---------------------------------------------- 資料30

18 その他



教 授 会 議 事

日時：平成２７年５月１９日（火）１４時５０分から

場所：地域教育文化学部会議室

報告事項

１ 学部将来ビジョン検討会議 -------------------------------------------- 資料25

協議事項

１ 規則の制定について ------------------------------------------------- 資料１

２ 山形県臨床心理士会との連携協定締結について -------------------------- 資料２

３ 学生の異動について -------------------------------------------------- 資料３

４ 平成27年度授業兼担について ------------------------------------------ 資料４

５ 平成27年度非常勤講師の委嘱等について -------------------------------- 資料５

６ 平成27年度教員養成実地指導講師の委嘱について ------------------------ 資料６

７ 平成28年度一般入試学生募集要項（案）について ------------------------ 資料７

８ 平成28年度山形大学養護教諭特別別科学生募集要項（案）について -------- 資料８

報告事項

２ 教育研究評議会 ------------------------------------------------------ 資料９

３ 国立大学法人山形大学の機能強化等に関するタスクフォース会議 ---------- 資料10

４ 施設環境整備委員会 -------------------------------------------------- 資料11

５ 入学試験委員会 ------------------------------------------------------ 資料12

６ 入試改革検討部会 ---------------------------------------------------- 資料13

７ 男女共同参画委員会 -------------------------------------------------- 資料14

８ 評価分析室会議 ------------------------------------------------------ 資料15

９ 統括教育ディレクター会議 -------------------------------------------- 資料16

10 附属学校運営会議 ---------------------------------------------------- 資料18

11 附属学校教育実習委員会 ---------------------------------------------- 資料19

12 小白川キャンパス運営会議 -------------------------------------------- 資料20

13 小白川キャンパスキャリアサポートセンター連絡会 ---------------------- 資料21

14 小白川キャンパス国際センター運営委員会 ------------------------------ 資料22

15 山形地区事業場安全衛生委員会 ---------------------------------------- 資料23

16 統合マネジメント会議 ------------------------------------------------ 資料24

17 総務委員会 ---------------------------------------------------------- 資料26

18 広報委員会 ---------------------------------------------------------- 資料27

19 財務委員会 ---------------------------------------------------------- 資料28

20 倫理委員会 ---------------------------------------------------------- 資料29

21 学務委員会 ---------------------------------------------------------- 資料30

22 アドミッション委員会 ------------------------------------------------ 資料31

23 就職支援委員会 ------------------------------------------------------ 資料32

24 教育実習専門委員会 -------------------------------------------------- 資料33

25 フィールドプロジェクト専門委員会 ------------------------------------ 資料34

26 教育実習支援オフィス運営委員会 -------------------------------------- 資料35

27 その他



臨 時 教 授 会 議 事

日時：平成２７年６月２日（火）１５時３０分から

場所：地域教育文化学部会議室

協議事項

１ 学部再編について ------------------------------------------------- 資料１



教 授 会 議 事

日時：平成２７年６月１６日（火）１４時５０分から

場所：地域教育文化学部会議室

協議事項

１ 教員の人事について ------------------------------------------------- 資料１

２ 平成26年度支出予算決算書（案）について ------------------------------ 資料２

３ 平成27年度支出予算配分書（案）について ------------------------------ 資料３

４ 規則の制定について -------------------------------------------------- 資料４

５ 平成27年度授業兼担について ------------------------------------------ 資料５

６ 平成27年度非常勤講師の委嘱等について -------------------------------- 資料６

７ 特別聴講学生の受入れについて ---------------------------------------- 資料７

８ 平成30年度入学者選抜における学力検査実施教科・科目等の検討について -- 資料８

報告事項

１ 日本教育大学協会評議員会について ------------------------------------ 資料９

２ 評価分析室会議について ---------------------------------------------- 資料10

３ 統括教育ディレクター会議について ------------------------------------ 資料11

４ バイオセーフティ委員会について -------------------------------------- 資料12

５ 知的財産本部会議について -------------------------------------------- 資料13

６ 基盤教育実施会議について -------------------------------------------- 資料14

７ 基盤教育評価改善会議について ---------------------------------------- 資料30

８ 教育開発連携支援センター運営会議について --------------------------- 資料28

９ 実践教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ推進ｾﾝﾀｰ運営委員会について --------------------------- 資料15

10 就職委員会について -------------------------------------------------- 資料16

11 附属学校教育実習委員会について -------------------------------------- 資料17

12 小白川キャンパス国際センター運営委員会について ---------------------- 資料18

13 山形地区事業場安全衛生委員会について -------------------------------- 資料19

14 統合マネジメント会議について ---------------------------------------- 資料20

15 総務委員会について -------------------------------------------------- 資料21

16 広報委員会について -------------------------------------------------- 資料22

17 財務委員会について -------------------------------------------------- 資料23

18 学務委員会について -------------------------------------------------- 資料24

19 アドミッション委員会について ---------------------------------------- 資料25

20 就職支援委員会について ---------------------------------------------- 資料26

21 男女共同参画推進委員会について -------------------------------------- 資料27

22 附属学校運営会議について -------------------------------------------- 資料31

23 その他



臨 時 教 授 会 議 事

日時：平成２７年７月７日（火）１４時５０分から

場所：地域教育文化学部会議室

報告事項

１ 学部改革について ------------------------------------------------- 資料１

２ その他



教 授 会 議 事

日時：平成２７年７月２１日（火）１４時５０分から

場所：地域教育文化学部会議室

協議事項

１ 平成28年4月1日付け採用人事の進め方について ------------------------ 資料１

２ 学生の異動について ------------------------------------------------ 資料２

３ 平成27年度大学推薦による国費外国人留学生（日本語・日本文化研修留学生）

の受入れについて -------------------------------------------------- 資料３

４ 平成27年度非常勤講師の委嘱等について ------------------------------ 資料４

５ 平成28年度地域教育文化学部推薦入試に係る休業措置（案）について ---- 資料５

報告事項

１ 平成27年度地域学系大学・学部等連携協議会について ------------------ 資料６

２ 平成27年度日本教育大学協会東北地区評議員会について ---------------- 資料７

３ 教育研究評議会について -------------------------------------------- 資料８

４ 山形大学の機能強化等に関するタスクフォース会議について ------------ 資料９

５ 学生委員会について ------------------------------------------------ 資料10

６ 基盤教育実施会議について ------------------------------------------ 資料11

７ 就職委員会について ------------------------------------------------ 資料12

８ 教員養成機構運営会議について -------------------------------------- 資料13

９ 統括教育ディレクター会議について ---------------------------------- 資料14

10 附属学校運営会議について ------------------------------------------ 資料15

11 山形大学ＣＯＣ推進委員会について ---------------------------------- 資料29

12 小白川キャンパス運営会議について ---------------------------------- 資料16

13 山形地区事業場安全衛生委員会について ------------------------------ 資料17

14 小白川図書館専門会議について -------------------------------------- 資料18

15 小白川キャンパスキャリアサポート運営委員会について ---------------- 資料19

16 統合マネジメント会議について -------------------------------------- 資料20

17 総務委員会について ------------------------------------------------ 資料21

18 広報委員会について ------------------------------------------------ 資料22

19 倫理委員会について ------------------------------------------------ 資料23

20 財務委員会について ------------------------------------------------ 資料24

21 学務委員会について ------------------------------------------------ 資料25

22 アドミッション委員会について -------------------------------------- 資料26

23 就職支援委員会について -------------------------------------------- 資料27

24 教育実習支援オフィス運営委員会について ---------------------------- 資料28

25 その他



教 授 会 議 事

日時：平成２７年９月１５日（火）１４時５０分から

場所：地域教育文化学部会議室

協議事項

１ 教員の人事について ------------------------------------------------ 資料１

２ 平成27年9月卒業判定について --------------------------------------- 資料２

３ 学生の異動について ------------------------------------------------ 資料３

４ 単位の認定（案）について ------------------------------------------ 資料４

５ 平成27年度非常勤講師の委嘱について -------------------------------- 資料５

６ 平成27年度授業兼担について ---------------------------------------- 資料６

７ 特別聴講学生の留学中止について ------------------------------------ 資料７

８ 大学院入試に係る入館規制について ---------------------------------- 資料８

９ 規程の一部改正について -------------------------------------------- 資料９

10 客員研究員の受入について ------------------------------------------ 資料10

報告事項

１ 教育研究評議会について -------------------------------------------- 資料11

２ 山形大学入試改革検討部会について ---------------------------------- 資料12

３ 学生委員会について ------------------------------------------------ 資料13

４ 大学入試センター試験小白川地区試験場会議について ------------------ 資料14

５ 男女共同参画推進委員会ついて -------------------------------------- 資料15

６ 統括教育ディレクター会議ついて ------------------------------------ 資料16

７ 附属学校運営会議について ------------------------------------------ 資料17

８ 山形大学環境保全センター運営委員会について ------------------------ 資料18

９ 小白川キャンパス運営会議について ---------------------------------- 資料19

10 小白川キャンパス国際センター運営委員会について -------------------- 資料20

11 小白川図書館専門会議について -------------------------------------- 資料21

12 統合マネジメント会議について -------------------------------------- 資料22

13 総務委員会について ------------------------------------------------ 資料23

14 広報委員会について ------------------------------------------------ 資料24

15 財務委員会について ------------------------------------------------ 資料25

16 学務委員会について ------------------------------------------------ 資料26

17 アドミッション委員会について -------------------------------------- 資料27

18 就職支援委員会について -------------------------------------------- 資料28

19 教育実習専門委員会について ---------------------------------------- 資料29

20 フィールドプロジュクト専門委員会について -------------------------- 資料30

21 その他
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