
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

Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するために Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するために

とるべき措置 とるべき措置

３ その他の目標を達成するための措置 ３ その他の目標を達成するための措置

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置 （３）附属学校に関する目標を達成するための措置 平成17年４月

１） 教育・研究活動の基本方針 １） 教育・研究活動の基本方針 から、教育学部

1-1.学部と附属学校園との共同研究部会の発展・充実を図 1-1.大学・学部と附属学校園との共同研究部会の発展・充実 を地域教育文化

るとともに、研究成果を年１回報告書に取りまとめ、附 を図るとともに、研究成果を年１回報告書に取りまとめ、 学部に改組する

属学校園での応用実践について具体化を図る。 附属学校園での応用実践について具体化を図る。 ことに伴い、教

育学部附属学校

2-1.学部の教育実習計画に基づき、効果的実習が行えるよ 2-1.大学・学部の教育実習計画に基づき、効果的実習が行え を大学の附属と

う協力するとともに、学部教育実習委員会を通じて、教 るよう協力するとともに、教育実習に関する全学組織を通 するため

育実習の方法改善に努める。 じて、教育実習の方法改善に努める。

平成17年４月Ⅱ．業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにと Ⅱ．業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにと

から、教育学部をるべき措置 るべき措置

地域教育文化学部２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

に改組することに1-6. 平成17年４月から 教育学部 を 地域教育文化学部 地、「 」 「 （

伴うものである。域教育学科、文化創造学科、生活総合学科 」に改組する。）

なお、平成16年地域教育学科においては「学士（教育学 」の学位、文化創）

５月の中期計画提造学科及び生活総合学科においては「学士（学術 」の学位を）

出時には、新学部授与する。

の骨格が決定して

いなかったため、

未記載であった。
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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

Ⅷ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 Ⅷ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

・生体磁気計測装置整備に必要となる経費の長期借入れに伴い ・平清水寄宿寮の土地の一部（山形県山形市大字平清水字フカウ 山形市へ下水、

本学病院の敷地及び建物について担保に供する。 ９９番ほか、６００．００㎡）を譲渡する。 道用地として売

却するため

・医学部附属病院施設・設備整備に必要となる経費の長期借入れ 医学部附属病

に伴い、本学病院の敷地及び建物について担保に供する。 院再整備のため
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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 医学系研究科の

教育学部 ９６０人 教育学部 ９６０人 課程表記の修正

(うち教員養成に係る分野 ４８０人) (うち教員養成に係る分野 ４８０人)

平 理学部 ７４０人 平 理学部 ７４０人

医学部 ８６０人 医学部 ８６０人

成 (うち医師養成に係る分野 ６００人) 成 (うち医師養成に係る分野 ６００人)

工学部 ２，８０６人 工学部 ２，８０６人

16 農学部 ６２０人 16 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

（ ） （ ）年 うち 修士課程 ２４人 年 うち 修士課程 ２４人

教育学研究科 ７８人 教育学研究科 ７８人

（ ） （ ）度 うち 修士課程 ７８人 度 うち 修士課程 ７８人

【内訳】医学系研究科 １６４人 医学系研究科 １６４人

：看護学専攻うち 修士課程 ４２人 うち 修士課程 ３２人

：医学専攻博士課程 １２２人 博士課程 １１６人

：生命環境医科学専博士前期課程 １０人

攻（前期・後期）博士後期課程 ６人

理工学研究科 ６３７人 理工学研究科 ６３７人

うち博士前期課程 ５３８人 うち博士前期課程 ５３８人

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９９人

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
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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 教育学部の改組

教育学部 ９６０人 地域教育文化学部 ９６０人 及び医学系研究

(うち教員養成に係る分野 ４８０人) (うち教員養成に係る分野 ３６０人) 科の課程表記の

平 理学部 ７４０人 平 理学部 ７４０人 修正

医学部 ８６０人 医学部 ８６０人

成 (うち医師養成に係る分野 ６００人) 成 (うち医師養成に係る分野 ６００人)

工学部 ２，８０６人 工学部 ２，８０６人

17 農学部 ６２０人 17 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

（ ） （ ）年 うち 修士課程 ２４人 年 うち 修士課程 ２４人

教育学研究科 ７８人 教育学研究科 ７８人

（ ） （ ）度 うち 修士課程 ７８人 度 うち 修士課程 ７８人

医学系研究科 １６４人 医学系研究科 １７６人

うち 修士課程 ４２人 うち 修士課程 ３２人

博士課程 １２２人 博士課程 １１２人

博士前期課程 ２０人

博士後期課程 １２人

理工学研究科 ６３７人 理工学研究科 ６３７人

うち博士前期課程 ５３８人 うち博士前期課程 ５３８人

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９９人

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

山形大学－４



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 教育学部の改組

教育学部 ９６０人 地域教育文化学部 ９６０人 及び医学系研究

(うち教員養成に係る分野 ４８０人) (うち教員養成に係る分野 ２４０人) 科の課程表記の

平 理学部 ７４０人 平 理学部 ７４０人 修正

医学部 ８６０人 医学部 ８６０人

成 (うち医師養成に係る分野 ６００人) 成 (うち医師養成に係る分野 ６００人)

工学部 ２，８０６人 工学部 ２，８０６人

18 農学部 ６２０人 18 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

（ ） （ ）年 うち 修士課程 ２４人 年 うち 修士課程 ２４人

教育学研究科 ７８人 教育学研究科 ７８人

（ ） （ ）度 うち 修士課程 ７８人 度 うち 修士課程 ７８人

医学系研究科 １６４人 医学系研究科 １７８人

うち 修士課程 ４２人 うち 修士課程 ３２人

博士課程 １２２人 博士課程 １０８人

博士前期課程 ２０人

博士後期課程 １８人

理工学研究科 ６３７人 理工学研究科 ６３７人

うち博士前期課程 ５３８人 うち博士前期課程 ５３８人

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９９人

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
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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 教育学部の改組

教育学部 ９６０人 地域教育文化学部 ９６０人 及び医学系研究

(うち教員養成に係る分野 ４８０人) (うち教員養成に係る分野 １２０人) 科の課程表記の

平 理学部 ７４０人 平 理学部 ７４０人 修正

医学部 ８６０人 医学部 ８６０人

成 (うち医師養成に係る分野 ６００人) 成 (うち医師養成に係る分野 ６００人)

工学部 ２，８０６人 工学部 ２，８０６人

19 農学部 ６２０人 19 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

（ ） （ ）年 うち 修士課程 ２４人 年 うち 修士課程 ２４人

教育学研究科 ７８人 教育学研究科 ７８人

（ ） （ ）度 うち 修士課程 ７８人 度 うち 修士課程 ７８人

医学系研究科 １６４人 医学系研究科 １７４人

うち 修士課程 ４２人 うち 修士課程 ３２人

博士課程 １２２人 博士課程 １０４人

博士前期課程 ２０人

博士後期課程 １８人

理工学研究科 ６３７人 理工学研究科 ６３７人

うち博士前期課程 ５３８人 うち博士前期課程 ５３８人

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９９人

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
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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 教育学部の改組

教育学部 ９６０人 地域教育文化学部 ９６０人 及び医学系研究

(うち教員養成に係る分野 ４８０人) 科の課程表記の

平 理学部 ７４０人 平 理学部 ７４０人 修正

医学部 ８６０人 医学部 ８６０人

成 (うち医師養成に係る分野 ６００人) 成 (うち医師養成に係る分野 ６００人)

工学部 ２，８０６人 工学部 ２，８０６人

20 農学部 ６２０人 20 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

（ ） （ ）年 うち 修士課程 ２４人 年 うち 修士課程 ２４人

教育学研究科 ７８人 教育学研究科 ７８人

（ ） （ ）度 うち 修士課程 ７８人 度 うち 修士課程 ７８人

医学系研究科 １６４人 医学系研究科 １７４人

うち 修士課程 ４２人 うち 修士課程 ３２人

博士課程 １２２人 博士課程 １０４人

博士前期課程 ２０人

博士後期課程 １８人

理工学研究科 ６３７人 理工学研究科 ６３７人

うち博士前期課程 ５３８人 うち博士前期課程 ５３８人

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９９人

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
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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 教育学部の改組

教育学部 ９６０人 地域教育文化学部 ９６０人 及び医学系研究

(うち教員養成に係る分野 ４８０人) 科の課程表記の

平 理学部 ７４０人 平 理学部 ７４０人 修正

医学部 ８６０人 医学部 ８６０人

成 (うち医師養成に係る分野 ６００人) 成 (うち医師養成に係る分野 ６００人)

工学部 ２，８０６人 工学部 ２，８０６人

21 農学部 ６２０人 21 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

（ ） （ ）年 うち 修士課程 ２４人 年 うち 修士課程 ２４人

教育学研究科 ７８人 教育学研究科 ７８人

（ ） （ ）度 うち 修士課程 ７８人 度 うち 修士課程 ７８人

医学系研究科 １６４人 医学系研究科 １７４人

うち 修士課程 ４２人 うち 修士課程 ３２人

博士課程 １２２人 博士課程 １０４人

博士前期課程 ２０人

博士後期課程 １８人

理工学研究科 ６３７人 理工学研究科 ６３７人

うち博士前期課程 ５３８人 うち博士前期課程 ５３８人

博士後期課程 ９９人 博士後期課程 ９９人

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
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