
教 授 会 議 事

日時：平成２７年１０月２０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 サバティカル研修申込みについて ------------------------------------ 資料１

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

３ 単位の認定（案）について ------------------------------------------ 資料３

４ 平成27年度後期科目等履修生について -------------------------------- 資料４

５ 平成28年度地域教育文化学部推薦入試・社会人入試実施要領(案)について - 資料５

６ 平成28年度養護教諭特別別科入学試験実施要領（案）について ---------- 資料６

７ 平成28年度地域教育文化学部推薦入試・社会人入試合格者判定基準及び

判定資料について ---------------------------------------------------- 資料７

８ 平成28年度養護教諭特別別科入学試験合格者判定基準及び判定資料について 資料８

９ 平成29年度入学者選抜における私費外国人留学生学力検査実施教科・科目

等（案）について ---------------------------------------------------- 資料９

報告事項

１ 日本教育大学協会学長・学部長等連絡協議会について ------------------ 資料10

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

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について - 資料12

４ 統括教育ディレクター会議について ---------------------------------- 資料13

５ 評価分析室会議について -------------------------------------------- 資料30

６ 研究活動に関する行動規範委員会について ---------------------------- 資料31

７ 入学試験委員会について -------------------------------------------- 資料14

８ 入学試験実施会議について ------------------------------------------ 資料15

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

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

11 遺伝子組換え実験安全委員会について -------------------------------- 資料18

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

13 小白川キャンパス運営会議について ---------------------------------- 資料20

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

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

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

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

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

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

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

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

22 フィールドプロジュクト専門委員会について -------------------------- 資料29

23 その他



教 授 会 議 事

日時：平成２７年１１月１７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 規程の一部改正について -------------------------------------------- 資料１

２ 地域教育文化学部長候補適任者に関する意向聴取日程（案）について ---- 資料２

３ 平成27年度年度計画実施に係る中間報告の作成について ---------------- 資料３

４ 学生の異動について ------------------------------------------------ 資料４

５ 大学院入試に係る入館規制について ---------------------------------- 資料５

６ 地域教育文化学部学生による部屋の時間外使用に関する申し合せ（案）

について ------------------------------------------------------------ 資料６

報告事項

１ 教員の人事について ------------------------------------------------ 資料16

２ 教育研究評議会について -------------------------------------------- 資料７

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

について ------------------------------------------------------------ 資料８

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

５ 入学試験委員会について -------------------------------------------- 資料10

６ 教員養成機構運営会議について -------------------------------------- 資料11

７ 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12

８ 基盤教育実施会議について ------------------------------------------ 資料13

９ 基盤教育評価改善会議について -------------------------------------- 資料23

10 附属学校運営会議について ------------------------------------------ 資料14

11 山形地区事業場安全衛生委員会について ------------------------------ 資料15

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

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

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

15 財務委員会について ------------------------------------------------ 資料19

16 学務委員会について ------------------------------------------------ 資料20

17 就職支援委員会について -------------------------------------------- 資料21

18 倫理委員会について ------------------------------------------------ 資料22

19 その他



臨 時 教 授 会 議 事

日時：平成２７年１１月２４日（火）１６時２０分から

場所：地域教育文化学部会議室

協議事項

１ 平成28年度地域教育文化学部推薦入学試験・社会人入学試験の合格判定

について ------------------------------------------------------------ 資料１

２ 平成28年度養護教諭特別別科入学試験の合格判定について -------------- 資料２

３ 平成33年度入学者選抜試験について ---------------------------------- 資料３

４ 平成30年度入学者選抜試験について ---------------------------------- 資料４

５ 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５

報告事項

１ 拡大アドミッション委員会について ---------------------------------- 資料６

２ 拡大統合マネジメント会議について ---------------------------------- 資料７

３ その他



教 授 会 議 事

日時：平成２７年１２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 規程の一部改正について -------------------------------------------- 資料１

２ 地域教育文化学部副学部長（山形大学教育研究評議会評議員）候補適任者

選考日程（案）について ---------------------------------------------- 資料２

３ 平成28年度大学入試ｾﾝﾀｰ試験実施に伴う休業措置について -------------- 資料３

４ 平成28年度大学入試ｾﾝﾀｰ試験実施に伴う学生の入構規制について -------- 資料４

５ 客員研究員の受入について ------------------------------------------ 資料５

６ 平成27年度支出予算の追加配分（案）について ------------------------ 資料６

報告事項

１ 地域教育文化学部長候補適任者選出について

２ 教員の人事について ------------------------------------------------ 資料24

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

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

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

６ 学生委員会について ------------------------------------------------ 資料11

７ 入学試験委員会について -------------------------------------------- 資料12

８ 入学試験実施会議について ------------------------------------------ 資料13

９ 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

10 山形大学入試改革検討部会について ---------------------------------- 資料15

11 附属学校教育実習委員会について ------------------------------------ 資料16

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

13 小白川キャンパス運営会議について ---------------------------------- 資料33

14 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

15 小白川キャンパスキャリアサポートセンター連絡会について ------------ 資料19

16 障がい学生支援センター運営会議について ---------------------------- 資料20

17 山形地区事業場安全衛生委員会について ------------------------------ 資料21

18 電子ジャーナル検討ワーキンググループについて ---------------------- 資料22

19 ＩＲ調査について -------------------------------------------------- 資料23

20 統合マネジメント会議について -------------------------------------- 資料24

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

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

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

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

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

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

27 フィールドプロジェクト専門委員会について -------------------------- 資料31

28 教育実習支援オフィス運営委員会について ---------------------------- 資料32

29 その他



教 授 会 議 事

日時：平成２８年１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 地域教育文化学部副学部長候補適任者選挙について

２ 学部改組について

協議事項

１ 平成28年度非常勤講師の委嘱について -------------------------------- 資料１

２ 平成28年度地域教育文化学部学年暦について -------------------------- 資料２

３ 特別聴講学生の受入れについて -------------------------------------- 資料３

４ 平成28年度地域教育文化学部一般入試合格者判定基準及び判定資料(案)

について ------------------------------------------------------------ 資料４

５ 平成28年度私費外国人留学生入学試験合格者判定基準及び判定資料(案)

について ------------------------------------------------------------ 資料５

６ 平成28年度地域教育文化学部一般入試実施要領(案)について ------------ 資料６

報告事項

３ 教育研究評議会について -------------------------------------------- 資料７

４ 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８

５ 統括教育ディレクター会議について ---------------------------------- 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 附属学校運営会議について ------------------------------------------ 資料13

９ コンプライアンスに関する連絡会について ---------------------------- 資料14

10 小白川キャンパス運営会議について ---------------------------------- 資料15

11 電子ジャーナル検討ワーキンググループについて ---------------------- 資料17

12 統合マネジメント会議について -------------------------------------- 資料18

13 総務委員会について ------------------------------------------------ 資料19

14 広報委員会について ------------------------------------------------ 資料20

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

16 学務委員会について ------------------------------------------------ 資料22

17 アドミッション委員会について -------------------------------------- 資料23

18 就職支援委員会について -------------------------------------------- 資料24

19 安全衛生委員会について -------------------------------------------- 資料25

20 倫理委員会について ------------------------------------------------ 資料26

21 教育実習専門委員会について ---------------------------------------- 資料27

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

23 その他



教 授 会 議 事

日時：平成２８年２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 平成27事業年度に係る業務の実績に関する報告について ---------------- 資料１

２ 平成27年度研究生について ------------------------------------------ 資料２

３ 特別聴講学生の留学中止について ------------------------------------ 資料３

４ 平成28年度非常勤講師の委嘱について -------------------------------- 資料４

５ 平成28年度教員養成実地指導講師の委嘱について ---------------------- 資料５

６ 平成28年度授業兼担について ---------------------------------------- 資料６

報告事項

１ 学科長の推薦等について

２ 教育研究評議会について -------------------------------------------- 資料７

３ 統括教育ディレクター会議について ---------------------------------- 資料８

４ 附属学校運営会議について ------------------------------------------ 資料９

５ 知的財産本部会議について ------------------------------------------ 資料10

６ 学生委員会について ------------------------------------------------ 資料11

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

８ 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13

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

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

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

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

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

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

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

16 フィールドプロジェクト専門委員会について -------------------------- 資料21

17 キャンパス・ハラスメント防止対策委員会について

18 その他

次回以降教授会開催日 ：

（３月臨時） 平成２８年３月 １日（火）１４時５０分から

（３月定例） 平成２８年３月１９日（土）１４時５０分から



臨 時 教 授 会 議 事

日時：平成２８年３月１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 教員の教育研究業績審査に関する事項について ------------------------ 資料１

２ 平成28年度一般入試（前期日程）の合格判定について ------------------ 資料２

３ 平成28年度私費外国人留学生入学者選抜試験の合格判定について -------- 資料３

４ 平成27年度卒業・修了判定について ---------------------------------- 資料４

報告事項

１ 学務委員会について ------------------------------------------------ 資料５

２ 拡大アドミッション委員会について ---------------------------------- 資料６

３ 倫理委員会について ------------------------------------------------ 資料７

４ キャンパス・ハラスメント防止対策委員会について

５ その他

次回教授会開催日 ：平成２８年３月１９日（土）１４時５０分から



臨 時 教 授 会 議 事

日時：平成２８年３月４日（火）１６時００分から

場所：地域教育文化学部会議室

協議事項

１ 平成28年度一般入試（前期日程）の合格判定について ---------------- 資料１

報告事項

１ その他

次回教授会開催日 ：平成２８年３月１９日（土）１４時５０分から



教 授 会 議 事

日時：平成２８年３月１９日（土）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年度一般入試（後期日程）の合格判定について ------------------ 資料１

２ 平成28年度山形大学研修生の受入れについて -------------------------- 資料２

３ 教員の教育研究業績審査に関する事項について ----------------------- 資料3･4

４ 学生の異動について ------------------------------------------------ 資料５

５ 転学部・転コース選考結果について ---------------------------------- 資料６

６ 平成28年度授業兼担について ---------------------------------------- 資料７

７ 規程の一部改正について -------------------------------------------- 資料８

報告事項

１ 教育研究評議会について -------------------------------------------- 資料９

２ 統括教育ディレクター会議について ---------------------------------- 資料10

３ 入学試験委員会について -------------------------------------------- 資料11

４ 入学試験実施会議について ------------------------------------------ 資料12

５ 基盤教育実施会議について ------------------------------------------ 資料13

６ 基盤教育評価改善会議について -------------------------------------- 資料36

７ 就職委員会について ------------------------------------------------ 資料14

８ 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

９ 遺伝子組換え実験安全委員会について -------------------------------- 資料16

10 バイオセーフティ委員会について ------------------------------------ 資料17

11 動物実験委員会について -------------------------------------------- 資料18

12 附属学校運営会議について ------------------------------------------ 資料19

13 山形地区事業場安全衛生委員会について ------------------------------ 資料20

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

15 小白川ｷｬﾝﾊﾟｽ国際ｾﾝﾀｰ運営委員会について ---------------------------- 資料22

16 小白川図書館専門会議について -------------------------------------- 資料23

17 電子ジャーナル検討ワーキンググループについて ---------------------- 資料24

18 統合マネジメント会議について -------------------------------------- 資料25

19 総務委員会について ------------------------------------------------ 資料26

20 広報委員会について ------------------------------------------------ 資料27

21 学務委員会について ------------------------------------------------ 資料29

22 財務委員会について ------------------------------------------------ 資料30

23 拡大アドミッション委員会について ---------------------------------- 資料31

24 就職支援委員会について -------------------------------------------- 資料32

25 フィールドプロジェクト専門委員会について -------------------------- 資料33

26 教育実習支援オフィス運営委員会について ---------------------------- 資料34

27 学部内各種委員会委員について -------------------------------------- 資料35

28 その他

次回教授会開催日 ： 平成２８年４月１９日（火）１４時５０分から
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