
単位互換
履修生募集

2022
年度

普段受講できない

県内高等教育機関の授業
を履修しよう！

申込受付期間
※受入機関によって異なります。
詳細は裏面を参照してください。

前期

後期

2022年3月上旬

出願方法・履修手続

●所属学部の窓口へ所定の期間内に
出願書類を提出してください。

●開講科目シラバス・出願書類等は、
WEBで確認してください。

出願書類等の

詳細はこちら

高等教育コンソーシアムみえ 単位互換

詳しくはWEBで！

URL: https://conso-mie.jp/credit/

授業料

無料
※一部体験型授業除く

高等教育コンソーシアムみえ

県内高等教育機関の学生が履修できます！

高等教育コンソーシアムみえ 単位互換協定参加高等教育機関

三重大学 三重県立看護大学 四日市大学 四日市看護医療大学 鈴鹿医療科学大学

鈴鹿大学 皇學館大学 三重短期大学 鈴鹿大学短期大学部 高田短期大学 ユマニテク短期大学

鈴鹿工業高等専門学校 鳥羽商船高等専門学校 近畿大学工業高等専門学校

2022年8月上旬



NO. 高等教育機関名 科目名 単位 担当教員 授業形態 開講学期 曜日・授業時間 受講可能人数 備考

1
日本理解特殊講義（三重の歴史
と文化）

2 志垣 智子 講義 前期 水曜・13：00-14：30 人数制限無し 状況によりオンライン開講になります

2
日本理解特殊講義（医療・健
康・福祉実践）

2 志垣 智子 演習 前期集中
事前学習 6/18、本講義8/20・8/27、
事後学習9/2 　※詳細はシラバス参照

人数制限無し 状況によりオンライン開講になります

3
現代社会理解特殊講義（三重の
産業）

2 志垣 智子 講義 後期 水曜・13：00-14：30 人数制限無し 状況によりオンライン開講になります

4 三重学（食と観光実践） 2 志垣 智子 演習 後期集中 集中講義のためシラバス参照 5名
交通費等3,000円程度発生。その他食事代がかかります。他高
等教育機関とのグループワークあり。※状況により不開講の可
能性があります。

5
現代社会理解実践（次世代産業
実践）

2 志垣 智子 演習 後期集中
2月中旬予定。
集中講義のためシラバス参照

5名
交通費等2,000円程度発生。その他食事代がかかります。他高
等教育機関とのグループワークあり。※状況によりオンライン
開講になる可能性があります

6 日本史特殊講義 2 藤田　達生 講義 前期 金曜・13：00-14：30 人数制限無し 状況によりオンライン開講になります

7 日本史概論Ⅰ 2 藤田　達生 講義 後期 金曜・13：00-14：30 人数制限無し 状況によりオンライン開講になります

8 材料力学 2 松本　金矢 講義 前期 火曜・13：00-14：30 5名程度 状況によりオンライン開講になります

9 工業力学 2 松本　金矢 講義 後期 火曜・13：00-14：30 5名程度 状況によりオンライン開講になります

10 原動機工学 2 松本　金矢 講義 後期 木曜・10：30-12：00 5名程度 状況によりオンライン開講になります

11 基礎物理学Ａ 2 國仲　寛人 講義 前期 火曜・16：20-17：50 2名 ※

12 基礎化学Ａ 2 市川　俊輔 講義 後期 木曜・8：50-10：20 2名 ※

13 基礎生物学Ａ 2 平山　大輔 講義 前期 木曜・10：30-12：00 2名 ※

14 基礎地学Ａ 2 伊藤　信成 講義 後期 木曜・16：20-17：50 2名 ※

15 理科実験（物理） 1
國仲　寛人・
阿部　幸夫

実験 後期 火曜・13：00-15：25 2名 ※

16 理科実験（化学） 1
市川　俊輔・
新居　淳二

実験 後期 木曜・13：00-15：25 2名 ※

17 理科実験（生物） 1
後藤太一郎・
平山　大輔

実験 前期 木曜・13：00-15：25 2名 ※

18 理科実験（地学） 1
伊藤　信成・
栗原　行人

実験 前期 火曜・13：00-15：25 2名 ※

19 理科情報基礎（生物） 2 平山　大輔 演習 前期 木曜・16：20-17：50 2名 ※

20 理科教育法Ⅲ 2 未定 講義 前期 木曜・10：30-12：00 2名 ※

21
日本理解特殊講義（起業マイン
ドの醸成）

2
武田 秀一、松岡
守、八神 寿徳

講義・演習 後期 金曜・10: 30-12: 00 10名程度

22 量子力学 2 小竹　茂夫 講義 後期 火曜・13：00-14：30 人数制限無し 状況によりオンライン・ハイブリッド開講になります

23 解析力学 2 小竹　茂夫 講義 後期 金曜・13：00-14：30 人数制限無し 状況によりオンライン・ハイブリッド開講になります

24 自然環境リテラシー学 2 坂本　竜彦 演習 前期集中 集中講義のためシラバス参照 10名程度
費用負担が10,000-15,000円程度発生。その他必要な書類につ
いて案内があります。

25
医学医療C（テーマ：現代社会と
健康）

2 桝屋　正浩 講義 前期 木曜・16：20-17：50 人数制限無し

26
医学医療D（テーマ：暮らしと看
護）

2 桝屋　正浩 講義 後期 木曜・16：20-17：50 人数制限無し

27 地域環境論 2 千葉  賢 講義 前期 金曜・10：50-12：20 5名程度

28 地域防災 2 鬼頭  浩文 講義+演習 前期 金曜・13：00-14：30 5名程度

「防災士」資格取得を目指す講義のため、テキスト・試験受験
料込みの受講料22,500円が必要になります。講義は、前半9コ
マのオンデマンド型授業と土曜3回(8：50～16：00)の対面型
(四日市大学)で構成されます。詳細はシラバスをご覧くださ
い。

29 鈴鹿大学 鈴鹿学 2 冨本真理子など 講義 前期 火曜・13: 30-15: 00 5名程度 状況によりオンライン開講になります

30 三重短期大学 自治体行政特論 2 小野寺　一成 講義 前期 水曜・16：10-17：40 5名程度 状況によりオンライン開講または不開講もありうる。

31 人生と仏教Ⅰ 2 清水谷正尊 講義 前期 木曜・13：00～14：30 若干名
状況によりオンライン開講になります。 2回分は月曜14：40～
16：10へ振替します。

32 人生と仏教Ⅰ 2 松山　智道 講義 前期
火曜・13：00～14：30

・14：40～16：10
若干名

状況によりオンライン開講になります。 2回分は月曜14：40～
16：10へ振替します。

33 人生と仏教Ⅱ 2 清水谷正尊 講義 後期 火曜・10：40～12：10 若干名
状況によりオンライン開講になります。2回分は月曜14：40～
16：10へ振替します。前期出願期間に申し込んでください

34 人生と仏教Ⅱ 2 松山　智道 講義 後期
火曜・13：00～14：30

・14：40～16：10
若干名

状況によりオンライン開講になります。2回分は月曜14：40～
16：10へ振替します。前期出願期間に申し込んでください

35 医療と文化 2 浦野　茂 講義 前期 火曜・16：20-17：50 10名程度
状況によりオンライン講義を実施する場合には、開放しないこ
とがあります。

36 現代社会の社会学 2 浦野　茂 講義 前期 金曜・9：00-10：30 10名程度
状況によりオンライン講義を実施する場合には、開放しないこ
とがあります。

37 看護人間工学 1 齋藤　真 講義 後期 月曜・14：40-16：10 10名程度
状況によりオンライン講義を実施する場合には、開放しないこ
とがあります。

38 運動処方論 1 大西　範和 講義 後期 木曜・10：40-12：10 10名程度
状況によりオンライン講義を実施する場合には、開放しないこ
とがあります。

39 学校経営と学校図書館 2 箕浦　龍一 講義 春学期 土曜・13：30-15：00 若干名 ※

40 学校図書館メディアの構成 2 箕浦　龍一 講義 春学期 土曜・11：10-12：40 若干名 ※

41 読書と豊かな人間性 2 箕浦　龍一 講義 秋学期 土曜・11：10-12：40 若干名 ※

42 学習指導と学校図書館 2 田中　聖子 講義 春学期
土曜隔週・ 9：30-11：00

11：10-12：40
若干名 ※

43 情報メディアの活用 2 箕浦　龍一 講義 秋学期 金曜・9：30-11：00 若干名 ※

※は資格に係る科目であり、受講は一部の高等教育機関に限定しておりますので、対象高等教育機関以外は受講できません。

高等教育機関 開講時期

前期

前期集中

後期・後期集中

四日市大学 前期

鈴鹿大学 前期

三重短期大学 前期

高田短期大学 前期・後期

前期

後期

春学期

秋学期

高田短期大学

四日市大学

必要書類

1.特別聴講学生願　2.在学証明書令和4年3月 1日（火）～3月24日（木）

出願期間

三重県立看護大学

皇學館大学

令和3年3月28日（月）～4月 1日（金）

1.特別聴講学生願　2.在学証明書　3.成績証明書（令和4年度新1年生が前期授業を受講する場合は不要）　4.「学生教
育災害傷害保険及び学研災附帯賠償責任保険加入証明書」あるいは大学生協の「学生総合共済及び学生賠償責任保険加
入を証明する書類」

1.特別聴講学生願　2.在学証明書　3.成績証明書

令和4年3月 1日（火）～3月10日（木）

令和4年4月 1日（金）～4月14日（木）

令和4年8月 1日（月）～8月10日（水）

高等教育コンソーシアムみえ　単位互換科目一覧

皇學館大学

令和4年8月 1日（月）～8月10日（水）

令和4年3月 7日（月）～3月11日（金）

令和4年3月 1日（火）～3月11日（金）

1.特別聴講学生願　2.在学証明書

1.特別聴講学生願　2.在学証明書

1.特別聴講学生願　2.学生証のコピー

1.特別聴講学生願　2.学生証のコピー

令和4年2月25日（金）～3月4日（金）

令和4年8月17日（水）～8月24日（水）

令和4年3月 1日（火）～3月10日（木） 1.特別聴講学生願　2.学生証のコピー
三重県立看護大学

三重大学

三重大学
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