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国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表

現 行 変 更 案 変更理由

別表（収容定員） 別表（収容定員）

人文学部 １，２４０人 人文学部 １，２４０人

平 地域教育文化学部 ９６０人 平 地域教育文化学部 ９６０人

成 理学部 ７４０人 成 理学部 ７４０人

23 医学部 ９３０人 23 医学部 ９３０人

年 (うち医師養成に係る分野 ６８０人) 年 (うち医師養成に係る分野 ６８０人)

度 工学部 ２，５４０人 度 工学部 ２，５４０人

農学部 ６２０人 農学部 ６２０人

社会文化 研究科 ２４人 社会文化 研究科 ２４人システム システム

（ ） （ ）うち 修士課程 ２４人 うち 修士課程 ２４人

地域教育文化研究科 ２８人 地域教育文化研究科 ２８人

（ ） （ ）うち 修士課程 ２８人 うち 修士課程 ２８人

医学系研究科 １９９人 医学系研究科 １９９人

うち 博士課程 １０４人 うち 博士課程 １０４人

博士前期課程 ６２人 博士前期課程 ６２人

博士後期課程 ３３人 博士後期課程 ３３人

理工学研究科 ７５３人 理工学研究科 ７４７人 理工学研究科の

うち博士前期課程 ６５４人 うち博士前期課程 ６５０人 入学定員見直し

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９７人 のため

農学研究科 ９６人 農学研究科 ９６人

（ ） （ ）うち 修士課程 ９６人 うち 修士課程 ９６人

教育実践研究科 ４０人 教育実践研究科 ４０人

（ ） （ ）うち専門職学位課程 ４０人 うち専門職学位課程 ４０人

山形大学－１
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国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表

現 行 変 更 案 変更理由

別表（収容定員） 別表（収容定員）

人文学部 １，２４０人 人文学部 １，２４０人

平 地域教育文化学部 ９６０人 平 地域教育文化学部 ９６０人

成 理学部 ７４０人 成 理学部 ７４０人

24 医学部 ９５５人 24 医学部 ９５５人

年 (うち医師養成に係る分野 ７０５人) 年 (うち医師養成に係る分野 ７０５人)

度 工学部 ２，５１０人 度 工学部 ２，５１０人

農学部 ６２０人 農学部 ６２０人

社会文化 研究科 ２４人 社会文化 研究科 ２４人システム システム

（ ） （ ）うち 修士課程 ２４人 うち 修士課程 ２４人

地域教育文化研究科 ２８人 地域教育文化研究科 ２８人

（ ） （ ）うち 修士課程 ２８人 うち 修士課程 ２８人

医学系研究科 ２０２人 医学系研究科 ２０２人

うち 博士課程 １０４人 うち 博士課程 １０４人

博士前期課程 ６２人 博士前期課程 ６２人

博士後期課程 ３６人 博士後期課程 ３６人

理工学研究科 ７５３人 理工学研究科 ７４１人 理工学研究科の

うち博士前期課程 ６５４人 うち博士前期課程 ６４６人 入学定員見直し

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９５人 のため

農学研究科 ９６人 農学研究科 ９６人

（ ） （ ）うち 修士課程 ９６人 うち 修士課程 ９６人

教育実践研究科 ４０人 教育実践研究科 ４０人

（ ） （ ）うち専門職学位課程 ４０人 うち専門職学位課程 ４０人

山形大学－２
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国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表

現 行 変 更 案 変更理由

別表（収容定員） 別表（収容定員）

人文学部 １，２４０人 人文学部 １，２４０人

平 地域教育文化学部 ９６０人 平 地域教育文化学部 ９６０人

成 理学部 ７４０人 成 理学部 ７４０人

25 医学部 ９８０人 25 医学部 ９８０人

年 (うち医師養成に係る分野 ７３０人) 年 (うち医師養成に係る分野 ７３０人)

度 工学部 ２，４８０人 度 工学部 ２，４８０人

農学部 ６２０人 農学部 ６２０人

社会文化 研究科 ２４人 社会文化 研究科 ２４人システム システム

（ ） （ ）うち 修士課程 ２４人 うち 修士課程 ２４人

地域教育文化研究科 ２８人 地域教育文化研究科 ２８人

（ ） （ ）うち 修士課程 ２８人 うち 修士課程 ２８人

医学系研究科 ２０２人 医学系研究科 ２０２人

うち 博士課程 １０４人 うち 博士課程 １０４人

博士前期課程 ６２人 博士前期課程 ６２人

博士後期課程 ３６人 博士後期課程 ３６人

理工学研究科 ７５３人 理工学研究科 ７３９人 理工学研究科の

うち博士前期課程 ６５４人 うち博士前期課程 ６４６人 入学定員見直し

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９３人 のため

農学研究科 ９６人 農学研究科 ９６人

（ ） （ ）うち 修士課程 ９６人 うち 修士課程 ９６人

教育実践研究科 ４０人 教育実践研究科 ４０人

（ ） （ ）うち専門職学位課程 ４０人 うち専門職学位課程 ４０人

山形大学－３
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国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表

現 行 変 更 案 変更理由

別表（収容定員） 別表（収容定員）

人文学部 １，２４０人 人文学部 １，２４０人

平 地域教育文化学部 ９６０人 平 地域教育文化学部 ９６０人

成 理学部 ７４０人 成 理学部 ７４０人

26 医学部 ９９５人 26 医学部 ９９５人

年 (うち医師養成に係る分野 ７４５人) 年 (うち医師養成に係る分野 ７４５人)

度 工学部 ２，４８０人 度 工学部 ２，４８０人

農学部 ６２０人 農学部 ６２０人

社会文化 研究科 ２４人 社会文化 研究科 ２４人システム システム

（ ） （ ）うち 修士課程 ２４人 うち 修士課程 ２４人

地域教育文化研究科 ２８人 地域教育文化研究科 ２８人

（ ） （ ）うち 修士課程 ２８人 うち 修士課程 ２８人

医学系研究科 ２０２人 医学系研究科 ２０２人

うち 博士課程 １０４人 うち 博士課程 １０４人

博士前期課程 ６２人 博士前期課程 ６２人

博士後期課程 ３６人 博士後期課程 ３６人

理工学研究科 ７５３人 理工学研究科 ７３９人 理工学研究科の

うち博士前期課程 ６５４人 うち博士前期課程 ６４６人 入学定員見直し

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９３人 のため

農学研究科 ９６人 農学研究科 ９６人

（ ） （ ）うち 修士課程 ９６人 うち 修士課程 ９６人

教育実践研究科 ４０人 教育実践研究科 ４０人

（ ） （ ）うち専門職学位課程 ４０人 うち専門職学位課程 ４０人

山形大学－４
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国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表

現 行 変 更 案 変更理由

別表（収容定員） 別表（収容定員）

人文学部 １，２４０人 人文学部 １，２４０人

平 地域教育文化学部 ９６０人 平 地域教育文化学部 ９６０人

成 理学部 ７４０人 成 理学部 ７４０人

27 医学部 １，０００人 27 医学部 １，０００人

年 (うち医師養成に係る分野 ７５０人) 年 (うち医師養成に係る分野 ７５０人)

度 工学部 ２，４８０人 度 工学部 ２，４８０人

農学部 ６２０人 農学部 ６２０人

社会文化 研究科 ２４人 社会文化 研究科 ２４人システム システム

（ ） （ ）うち 修士課程 ２４人 うち 修士課程 ２４人

地域教育文化研究科 ２８人 地域教育文化研究科 ２８人

（ ） （ ）うち 修士課程 ２８人 うち 修士課程 ２８人

医学系研究科 ２０２人 医学系研究科 ２０２人

うち 博士課程 １０４人 うち 博士課程 １０４人

博士前期課程 ６２人 博士前期課程 ６２人

博士後期課程 ３６人 博士後期課程 ３６人

理工学研究科 ７５３人 理工学研究科 ７３９人 理工学研究科の

うち博士前期課程 ６５４人 うち博士前期課程 ６４６人 入学定員見直し

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９３人 のため

農学研究科 ９６人 農学研究科 ９６人

（ ） （ ）うち 修士課程 ９６人 うち 修士課程 ９６人

教育実践研究科 ４０人 教育実践研究科 ４０人

（ ） （ ）うち専門職学位課程 ４０人 うち専門職学位課程 ４０人

山形大学－５


