








平成 22年 3月 26日

東北文教大学長 殿

大学コンソーシアムやまがた会長

山形 大 学 長  結 城  章

単位互換協定への加入に伴 う協定書について (通知)

平成 22年 3月 9日 付けにて単位互換協定への加入申し込みがあった件については、

平成 22年 3月 26日 付けにて承認の回答をしているところですが、協定書の取り交わし

については、次のとおりお願いいたします。

別添 「単位互換に関する包括協定書 (写 )」 および「単位互換実施に関する覚書 (写 )」

と、本通知書の 3″点を合わせて保管することで協定書の取り交わしに換えていただくよぅ

お願いいたします。                     ヽ

一本件担当一

大学コンソーシアムやまがた事務局

TELi023-628-4842  Faxi023-628-4820
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平成 22年 3月 26日

単位互換協定加盟機関の長 殿

大学コンノーシアムやまがた会長

山形 大学長  結 城  章

東北文教大学の単位互換協定への加入について (通知)    
｀

平成 22年 3月 9百 付けにて本ヨンノーシアムヘ加入申込みのありました標記のことに
ついて、平成 22年度から東北文教大学が単位互換協定校として加入することと決定しま

したのでお知らせいたします。

つきましては、「単位互換に関する包括協定書」および 「単位互換実施に関する覚書」

と、本通知書の 3点を合わせて保管することで、協定書の取り交わしに換えていただくょ

うお願いいたします。

一本件担当―

大学コンソーシアムやまがた事務局

TEと i023-623-4842  Fax:023-628-4820
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′平成 22年 3月 26日

山形県立農業大学校長 殿

大学FンソTシアムやまがた会長

山形 大 学 長  結 城  章

東北文教大学の単位互換協定への加入について (通知)

平成 22年 3月 9日 付けにて本コンノーシアムヘ加入申込みのありました標記のことに

ついて、平成 22年度から東北文教大学が単位互換協定校として加入することと決定しま

したのでお知らせいたします。

つきましては、「単位互換に関する包括協定書 (写 )」 および「単位互換実施に関する覚

書 (写 )」 と、本通知書の3,点を合わせて保管することで、協定書の取り交わしに換えて
いただくようお願いいたします。

一本件担当―

六学コンソーシアムやまがた事務局

TELi023-628-4042  Faxi023中629-4820

E―mall:unioon@jm=k」 =yamagata一 u.ac.jp



平成 26年 7月 30日

山形県立米沢栄養大学長 殿

大学コンノーシアムやまがた会長

山形 大 学長  小 山  清

単位互換協定への加入に伴 う協定書について (通知)

平成 26年 2月 25日 付け公米短第402号により単位互換協定への加入申し込みがあ

った件については、平成 26年 3月 4日 付けにて承認の回答をしているところですが、協

定書の取り交わしについては、次のとおりお願いいたします。

別添「単位互換に関する包括協定書 (写 )」 および「単位互換実施に関する覚書 (写 )」

と、本通知書の 3点を合わせて保管することで協定書の取り交わしに換えていただくよう

お願いいたします。

一本件担当一

大学コンソーシアムやまがた事務局

TELi023-623-4342  Faxi023-628-4820
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平成 26年 7月 30日

山形県立農業大学校長 殿

大学コンノーシアムやまがた会長

山形 大 学長  小 山  清

山形県立米沢栄養大学の単位互換協定への加入について (通知)

平成 26年 '2月 25日 付け公米短第402号により本コンソーシアムヘ加入申込みのあ

りました標記のことにつぃて、平成 26年度から山形県立米沢栄養大学が単位互換協定校

として加入することと決定しましたのでお知らせいたします。

つきましては、「単位互換に関する包括協定書 (写 )」 および「単位互換実施に関する覚

書 (写 )」 と、本通知書の 3点を合わせて保管することで、協定書の取り交わしに換えて

いただくようお願いいたします。

一本件担当―

大学コンソーシアムやまがた事務局

TELi023-623-4842  Faxi023‐628-4820
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平成 26年 7月 30日

単位互換協定加盟機関の長 殿

大学コンノーシアムやまがた会長

山形 大 学長  小 山  清

山形県立米沢栄養大学の単位互換協定への加入について (通知)

平成 26年 2月 25日 付け公米短第402号により本コンソーシアムヘ加入申込みのあ

りました標記のことについて、平成 26年度から山形県立米沢栄養大学が単位互換協定校

として加入することと決定しましたのでお知らせいたします。

つきましては、「単位互換に関する包括協定書」および「単位互換実施に関する覚書」

と、本通知書の3点を合わせて保管することで、協定書の取り交わしに換えていただくよ

うお願いいたします。

一本件担当―

大学コンソーシアムやまがだ事務局

TELi023-628-4842  Faxi023-628-4820
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平成 30年 3月 27日

山形県立産業技術短期大学校長 殿

大学コンソーシアムやまがた会長

山形 大 学 長  小 山  清

単位互換協定への加入に伴 う協定書について (通知)

平成 30年 2月 27日 付け産技大第 223号により単位互換協定への加入申し込みがあ

った件については、平成 30年 3月 27日 付けにて承認の回答をしているところですが、

協定書の取り交わしについては、次のとおりお願いいたします。

別添 「単位互換に関する包括協定書 (写 )」 および 「単位互換実施に関する覚書 (写 )」

と、本通知書の 3点を合わせて保管することで協定書の取 り交わしに換えていただくよう

お願いいたします。

一本件担当一

大学コンソーシアムやまがた事務局

TELi023-628-4842  Fax:023-628-4820

E―malliunicon③ jm.kj=yamagata― ui ac 」p

囲



平成 30年 3月 27日

山形県立産業技術短期大学校庄内校長 殿

大学コンノーシアムやまがた会長

山形 大 学 長  小 山  清

単位互換協定への加入に伴 う協定書について (通知)

平成 30年 3月 1日 付け産技大庄第 155号により単位互換協定への加入申し込みがあ

つた件については、平成 30年 3月 27日 付けにて承認の回答をしているところですが、

協定書の取 り変わしについては、次のとおりお願いいたします。

別添 「単位互換に関する包括協定書 (写 )」 および 「単位互換実施に関する覚書 (写 )」

と、本通知書の 3点を合わせて保管することで協定書の取 り交わしに換えていただくよう

お願いいたします。

一本件担当一

大学コンソーシアムやまがた事務局

TELi023-628-4842  Faxi023-628-4820
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平成 30年 3月 27日

単位互換協定加盟機関の長 殿

山形県立産業技術短期大学校及び山形県立産業技術短期大学校庄内校の

単位互換協定への加入について (通知)

平成 30年 2月 27日 付け産技大第 223号 及び平成 30年 3月 1日 付け産技大庄第

155号 により本コンソーシアムヘ加入申込みのありました標記のことについて、平成

30年度から山形県立産業技術短期大学校及び山形県立産業技術短期大学校庄内校が単位

互換協定校として加入することと決定しましたのでお知らせいたします。

つきましては、「単位互換に関する包括協定書」および 「単位互換実施に関する覚書」

と、本通知書の 3点を合わせて保管することで、協定書の取 り交わしに換えていただくよ

うお願いいたします。

一本件担当一

大学コンソーシアムやまがた事務局

TELi023-628-4842  Fax:023-628-4820
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平成 30年 3月 27日

山形県立農林大学校長 殿

大学コンノーシアムやまがた会長

山形 大 学 長  小 山  清

山形県立産業技術短期大学校及び山形県立産業技術短期大学校庄内校の

単位互換協定への加入について (通知)

平成 30年 2月 27日 付け産技大第 223号 及び平成 30年 3月 1日 付け産技大庄第

155号 により本コンソーシアムヘ加入申込みのありました標記のことについて、平成

30年度から山形県立産業技術短期大学校及び山形県立産業技術短期大学校庄内校が単位

互換協定校として加入することと決定しましたのでお知らせいたします。

つきましては、「単位互換に関する包括協定書 (写 )」 および「単位互換実施に関する覚書

(写 )」 と、本通知書の 3点を合わせて保管することで、協定書の取 り交わしに換えていた

だくようお願いいたします。

一本件担当一

大学コンソーシアムやまがた事務局

TELi023-628-4842  Fax:023-628-4820
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東北文教大学長 殿

平成 30年 3月 27日

大学コンノーシアムやまがた会長

山形 大 学 長  小 山  清

山形県立産業技術短期大学校及び山形県立産業技術短期大学校庄内校の

単位互換協定への加入について (通知 )

平成 30年 2月 27日 付け産技大第 223号 及び平成 30年 3月 1日 付け産技大庄第

155号 により本コンノーシアムヘ加入申込みのありました標記のことについて、平成

30年度から山形県立産業技術短期大学校及び山形県立産業技術短期大学校庄内校が単位

互換協定校として加入することと決定しましたのでお知らせいたします。

つきましては、「単位互換に関する包括協定書 (写 )」 および 「単位互換実施に関する覚

書 (写 )」 と、本通知書の 3″点を合わせて保管することで、協定書の取 り交わしに換えて

いただくようお願いいたします。

一本件担当一

大学コンソーシアムやまがた事務局

TELi023-628-4842  Fax:023-628-4820
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平成 30年 3月 27日

山形県立米沢栄養大学長 殿

大学コンソーシアムやまがた会長

山形 大 学 長  小 山  清

山形県立産業技術短期大学校及び山形県立産業技術短期大学校庄内校の

単位互換協定への加入について (通知)

平成 30年 2月 27日 付け産技大第 223号 及び平成 30年 3月 1日 付け産技大庄第

155号 により本コンソーシアムヘ加入申込みのありました標記のことについて、平成

30年度から山形県立産業技術短期大学校及び山形県立産業技術短期大学校庄内校が単位

互換協定校として加入することと決定しましたのでお知らせいたします。

つきましては、「単位互換に関する包括協定書 (写 )」 および 「単位互換実施に関する覚

書 (写 )」 と、本通知書の 3フ点を合わせて保管することで、協定書の取 り交わしに換えて

いただくようお願いいたします。

一本件担当一

大学コンソーシアムやまがた事務局

TELi023-628-4842  Faxi023-628-4820
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