
大学コンソーシアムやまがた

2012年 度ゆうキャンパス単位互換
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ゆうキヤンパス単位互換

単位互換とは、大学等間で協定を結ぶことにより、他の大学等で修得した単位を所属

する大学の単位と認定するもので抗

ゆうキャンパス単位互換は、ゆうキヤンバスに加盟している山形県内10カ所の高等教

育機関の授業を受けることが出来ます (県立産業技術短期大学校はオブザーバー参

加)。ゆうキャンパスの単位互換科目には、皆さんの所属大学 学部の分野をこえた授

業がたくさんありま帆

ゆうキヤンパス単位互換力1理機関一覧
他大学の授業を受けるには、所属大学と、受けたい授業のある大学との両

方で手続きが必要です。履1多申込みやお問い合せはご自分の大学等の教務

担当にお尋ねください。

【①授業開始日②履修締め切り日】

羽陽学園短期大学
前期【①4月 6日 (金)
後期【①10月9日 (火)
〒9940065天童市大学清池1569

② 4 月 6 日( 金) 】
②10月 9日 (火)】
教務担当i023‐655-2385(教務課)

鶴岡工業高等専門学校
前期【①4月 11日(水)② 5月 1日(火)】
後期【①10月 1日(月)②10月19日(金)】
〒9978511鶴岡市井岡字沢日104 教務担当0235259024(学生課)

東北芸術工科大学
前期【①4月 16日(月)② 4月 14日(土)】
後期【①10月 ]日(月)②10月29日(月)】
〒9909530山 形市上桜国345 教 務担当0236272010徴 学事務室)

東北公益文科大学
前期【①4月 13日(金)④ 5月 2
後期【① 9月 21日 (金)② 10月 11
〒9988580酒 田市飯森山351 教 務担当02344打

日(水)】
日(木)】
1116(教務学生課)

夕彩な他大学の授業を受けてみませんか?

単位互換は2500科目、
受講料は無料です(放送大学を除く)。

ただし、敦材等の実費を徴収する場合があります。

ゆうキヤン′《スホームベージ

http://uniconttkj.yamagata口uBac.jp/

お問合せ お申込み

東北文教大学短期大学部
前期【①4月 12日(本)② 4月 26日(木)】
後期【①9月 27日(本)④10月11日(木)】
〒9902316山形市片谷地515 教務担当「0236882717(学務課)

放送大学山形学習センター

前期【① 4月 1日 (日)② 2月 29日 (水)】
後期【①10月 1日 (月)② 8月 31日 (金)】
〒9908680山形市城南町H司打 教務担当0206468836(教務担当)

山形県立農業大学校
前期【①l年生4月 12日(木)、2年生4月 19日(木)

②l年生 4月 9日 (月)、2年生4月 16日(月)】
後期【①10月 1日 (月)② 前期で一括】
〒9960052新 庄市大字角沢Ⅲ366 教 務担当023322」 527働 務学生担当)

山形県立保健医療大学
前期【①4月 9日 (月)② 4月 18日(水)】
後期【①10月 1日(月)②なし】
〒990-2212山 形市上ll1260 教務担当i023‐686-6606徴 務学生詢

山形県立米沢女子短期大学
前期【①4月 11日(水)② 4月 24日(火)】
後期【①10月 1日(月)②10月12日(金)】
〒992 002rl米沢市通町615」 敦務担当0238227330(教務学生課)

山形大学
前期【①4月 12日(木)② 4月 25日(水)】
後期【①10月 1日 (月)②10月22日(月)】
小白サllキャンパス (大文学部、地域教育文化学部、理学部)

〒9908560山 形市刀ヽ自川OJ+4均 2 教 務担当023628-4406は 務訣学務担劫

飯田キヤンパス (医学部)

〒9909585山 形市飯田西222

米沢キャンパス (工学部)

〒9928510米 沢市城南町4316

鶴岡キャンパス (農学部)

〒9978555鶴 岡市若葉町+23 +

教務担当023-628-5①51(学務課)

教務担当0208263015(学 務nD教育支援担当)

山形県立産業技術短期大学校 山形校 けブザツヽ 参加

前期【① 4月 11日(水)② なし】

後期【①10月 1日 (月)④ なし】
〒9902473山 形市松栄22打  教 務担当0236438431(教 統 画課)

山形県立産業技術短期大学校 庄内校 けブツハウか

前期【① 4月 9日 (月)②なし】
後期【①10月 1日 (月)②なし】
〒998-0102酒田市京口3‐57‐4 教務担当0234-3+23①O(教務学生謀)韓"整整誕ン鑑ン私



アンケー|
平成22年 1月に、平成18～21年度に単位互換を利用した

学生 (5大学・短大の36名が回答)から、単位互換に関する

アンケート調査を行いました。

問.単位互換を受講して、

その満足度はどうだったでしょうか。

問.単位互換科目の受講経験からすれば

他の学生にも単位互換科目の

受講をすすめますか。

問。単位互換制度を利用する際に、その

制度をどのようにして知りましたか。

該当するものを複数ある場合は

2つまで選んでください。

④、⑤、未回答0°/。

③
60/。選択肢

O非 常に満足している

0満 足している

0あ まり満足してない

0全 く満足していない

0そ の他

未回答

選択肢

O非 常にすすめたい

のすすめたい

0あ まりすすめたくない

④全くすすめたくない

0分 からない

夫回答

総数

16

18

2

0

0

0

36

③、④O°/。
⑤

総数        6° /0
13

21

0

0

2     ② 580/。
0

36

①20/0

①440/0

②500/0

未回答0°/。

①360/0

末回答5°/0

①180/0

選択肢        総 数

Oチ ラシ        10

0ポ スター       12

0大 学等ホームページ  7

0友 人 矢R人       8

C)先輩         0

C教 員         9

0授 業オリエンテーション  6

3/その他         1

未回答         3

56

r ④14% ①l
⑤O°/。

②210/0

30/0


