大学 コンソーシアムやまがた
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ゆうキヤンパス単位互換とは…

多彩な他大学の授業を受けてみませんか?

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
ゆうキヤンバス単位互換 は、ゆうキヤンパ スに加盟 している山7//県 内 11カ 所の高等

、
単位互換は
約2000科 目

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

受講料は無料 です (放 送大学を除く)。

業がたくさんありま抗

ただし、
教材等の実費を徴収する場合があります。

「ゆうキャンパス」は大学 コンツーシアムやまがたの愛称で抗 県内の大学 短期大学
等が連携 し、情報発信、多様な学習需要へ の対応、大学問・地域 との連携交流に関する
事業を展開していま抗

単位互換科目は、執務担当惑日または
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ゆうキヤンパス単位互換カロ
盟機関一覧
①授業開始日②履修届締切日】
【

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抗 履修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。

羽陽学園短期大学
前期【
① 4月 7日 (火 ) ② 4月 フ 日(火 )】
後期【
①10月 8日 (木 ) ②10月 8日 (木
〒
9940065天 童
市大字清池1559 教務担当023‑655‑2385(教 務課

山形県立保健医療大学
前期【
① 4月 6日 (月 )② 4月 1フ 日(金 )】
① 9月 28日 (月 )② なし】
後期【

鶴岡工 業高等専門学校
前期【
① 4月 9日 (木 )② 4月 28日 (火
後期【
①10月 1日 (木 )① 10月 16日 (金 )】
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山形県立米沢栄養大学
今年度は学生の派遣のみ行い、受入れは行いません

東北芸術工科大学
前期【
① 4月 13日 (月 )② 4月 27日 (月
後期【
① 9月 28日 (月 )② 10月 12日 (月 )】

山形県立米沢女子短期大学
前期【
① 4月 13日 (月 )② 4月 24日 (金
後期【
①10月 1日 (木 )② 10月 14日 (水 )】
生
〒
992‑0025米 沢
務
担
当0208227040(教 務
学
課
市通町6151 教

)】

)

)】

)

教務担当,0236272010(教 学事務室
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東北公益文科大学
前期【
① 4月 6日 (月 )② 4月 10日 (金
後期【
① 9月 24日 (木 )② 9月 30日 (水 )】
)】

〒998‑3580酒 田市 飯 森 山 051

教務担当i0236866606(教 務学生課)

〒9920025米 沢市 通 町 6151

教務担当 0238‑227340(教 務学生調
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〒9909500山 形市上桜田345

〒9902212山 形 市 上 柳 260

教務担当 02344■ 1116(教 務学生課)

)

山形大学
前期【
① 4月 13日 (月 )② 4月 24日 (金
後期【
①10月 1日 (木 )② 10月 15日 (木

)】
)】
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〒9908560山 形市ガヽ
白川町■412 教務担当023‑6284405(教 務課(学 務担当))
飯田キヤンパス (医 学部)
〒990,9585山 形 市 飯 田西 2‑2‑2 教務担当1023‑6285051(学 務課
)

東北文教大学
前期【
① 4月 10日 (金 )② 4月 22日 (水
後期【
①10月 5日 (月 )① 10月 19日 (月

)

)】

米沢キャンパス (工 学部)
〒992‑8510米 沢市城南町4‑3‑16
鶴岡キャンパス (農 学部)

)】
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〒9978555鶴 岡市 若 葉 町 +23

東北文教大学短期大学部
前期【
① 4月 9日 (木 )② 4月 22日 (水 )】
後期【
① 9月 25日 (金 )② 10月 8日 (木 )】
〒
9902016山 形
担
当023688‐ 2717(学 務
務
課
市片谷地515 教

教務担当,0238260015(学 務課 (教 育支援担当))
教務担当 0235‑282309(学 務担当)
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山形県立産業技術短期大学校 山形校 竹ブ
前期【
① 4月 13日 (月 )② なし】
後期【
①10月 1日 (木 )② なし】

)

放送大学山形学習センター
前期【
① 4月 1日 (水 )② 2月 28日 (土 )】
後期【
①10月 1日 (木 )② 8月 31日 (月
〒
990‑3580山 形
当023ヽ 6468836(教 務
務
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担
当
市城南町十■1 教
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山形県立震業大学校
前期【
①l年 生 4月 10日 (金 )、 2年 生 4月 6日 (月 )
②l年 生 6月 1日 (月 )、 2年 生 4月 10日 (金 )】
後期【
①10月 1日 (木 )② なし】
〒9960052新 庄市大字角沢 1366 教務担当0200221527(教 務学生担当)

〒990‑2470山 形市松栄221

教務担当:0236438431(教 務企画課

)
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山形県立産業技術短期大学校 庄内校 竹ブ
前期【
① 4月 フ日(火 )② なし】
後期【
①10月 1日 (木 )② なし】
〒9980102,酉 田市 京 田 3‐ 574
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教務担当102040+2000(教 務学生課)
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単位互換履修者の交通費 をサポー ト

!

大学 コンソーシアムやまがたは、遠隔地で開講する単位互換授業を履修する学生の経済的負担 を
軽減するために、交通費を支援することを目的とした 「ゆうキャンパス単位互換」履修学生交通費
支援制度を設けてお ります。

1.対 象者は ?
1.単 位互換協定カロ盟機関に在学する学生のうち、ゆうキャンパス単位互換協定による正式な
２
２
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手続きを経て、他大学等で開講される単位互換 の科 目を履修する学生です。
支援内容は ?
支援対象者が在学する大学等から単位互換開講大学等までの移動に伴 つて生 じた交通費を
支給 します。ただ し、同一市内での移動 は対象夕ヽとします。
例えば 東北公益文科大学 (酒 田市 )か ら山形大学 (山 形市 )へ 移動 → 支給
東北芸術工科大学 (山 形市 )か ら山形大学 (山 形市 )へ 移動 → 対象外
支給される交通費とは ?
在学する大学等から単位互換開講大学等まで、通常の公共交通機関を利用 した場合 に限 り
支払 つた交通費の額を支給 します。
「通常の公共交通機関」とは、
運賃、時間、
距離等の事情に照 らし、もっとも経済的かつ合理的
と認められる通 常の経路および方法 によるものとします。
※新幹線、タワシー、 自家用車 は対象外 とな ります。

Q4.支 給方法 は ?
A4.交 通費申告書

(指 定様式 )を 翌月 5日 までに大学 コンソーシアムやまがた事務局に提出 し
ていただき、 申告書に基 づき月末 に指定□座 に振 り込みいた します。詳孫
日は、所属大学等
の教務担当窓□で確認 して ください。

ゆうキヤンパス単位互換制度 を利用 した学生の声
社会入力育成山形講座を単位互換で履修 した学生に聞きました

!

●他大学の授業ということで、自分の専門分野以外 の関心があることに挑戦できます。興味はあつた￨サ ど
やったことがなかったことに取 り組むのが楽 しくて、積極的に単位互換 を活用 しました。また、他大学の
授業に飛び込むからこそ様々な出会いがあ りました。出会 った受講生やNPOの 方の中には今でも繋が りが
ある方もおり、ずつと仲良 くしていきたい仲間もできま した。他大学 への移動は少 し大変ですが、それよ
りも素敵な体験ができることに感謝 しています。 (東 北文教大学 4年
)

●他の大学の方と関われるのは、新 しい考え方、感性に触れることができる貴重な機会で した。同 じ大学
内だけだと、考え方やや り方がマンネ リ化 して しまつていたので、とても刺激的で した。授業外で打ち合
わせや作業をするときは、カフェやファミレスで行 いま した。環境 を変えて活動することができたのも違
う大学だからこそだと思います。足 を使 つて、五感を使える楽 しい授業が多かつたです。もっと多 くの授
業をとりたかつたです。 (東 北芸術工科大学 4年
)

●単位互換制度は、他大学の学生 と切磋3tX磨 しながら学んだ り、共同で作業 した りすることができ、様々
な経験を積むことができます。また、他大学の授業を受講することによつて、所属大学ではできない事 を
体験することができ、学びを更に深めることができます。所属大学の講義を受けながら週末 に開講される
講義を受講するために酒日と山形を往復 したことは大変で した。 しか し、単位互換制度を活用 したことに
よつて、多 くのス井ルを身に付け成長することができたと思います。多くの学生が単位互換制度の活用を
期待 します。 (東 北公益文科大学 3年
)

◆平成26年 度単位互換履修者数 68名
◆平成26年 度後期 交通費支援制度利用者数

7名

