


ようこそ三重短期大学へ
　現在、全国に公立の短期大学は15校あります。設置の目的や経緯
に違いはあるものの、地域に根差し、地域に有為な人材を育成する
という根本の理念は共通しています。本学も、戦災からの復興は教
育からという津市の強い意思の下、勤労青年や女性に高等教育の機
会を提供すべく昭和27年に設立されました。以後、時代のニーズに
合わせて、学科や専攻の改編を行いつつ、67年に及ぶ歴史の中で、
2万名もの卒業生を世に送り出してきました。
　このようなことから、本学のアドミッション・ポリシーでは、知
の創造と継承を理念として、真理の探究とそれに基づく教育により
優れた人材を育成するとともに、地域における知の拠点として、広
く市民と連携し、協働することを通じて、地域の文化の向上及び豊
かな地域社会の実現に寄与することを目指すとしています。そのう
えで、この目標を理解し、必要な基礎学力と豊かな感性を備え、主
体的に学ぶ姿勢をもち、積極的に社会と関わり、他者と協働しなが
ら地域社会を形成しようとする学生を本学は求めています。
　2年間という限られた時間の中ですが、本学に入学の暁には、学
問の面白さや楽しさに触れるとともに、地域や社会の中で活躍でき
る資質を育んでいただきたいと思います。それでは、来春にキャン
パスでお目にかかれることを楽しみにしています。

1. 現代社会の総合的把握をめざす法経科第 1部
2. さまざまな学習ニーズにこたえる法経科第 2部
3. 栄養士養成の伝統を持ち、地域の食育拠点をめざす食物栄養学専攻
4. 福祉・心理分野と居住環境分野を中心に生活の総合的把握をめざす生活科学専攻

生活科学専攻
（100名）

法経科第1部
（100名）

法経科第2部
（150名）

生活科学科

食物栄養学専攻
（50名）

居住環境コース

生活福祉・心理コース

経商コース
三重短期大学

本学の教育のめざすもの
三重短期大学は、広い分野の総合的な知識と深い専門的学術を教授研究し、豊かな人間性と高い知性を備え、論理的で自主的な判断
能力に加え、応用力や実践力に富む有為な人材を育成することをめざしています。

1. 創造性豊かな人間性と優れた専門性を備えた人材の育成
　 文化・社会・人間・自然に関する人類の知的遺産を学び理解するとともに、基本的な知的思考能力を育成する。

2. 実社会で活躍できる知的・人間的資質を備えた人材の育成
　 総合的に考える能力、科学的な思考法、適切な自己表現能力、自主的な課題発見・解決能力など応用力や実践力を育成する。

3. 地域社会を主体的に担う市民の育成
　 高い公共性・倫理性を備え、民主的で文化的な社会の形成に主体的に参画する市民を育成する。

4. 国際社会に対する理解とコミュニケーション能力や情報社会に対応できる能力の養成
　 グローバルな視野と国際感覚を身につけるとともに、コミュニケーション能力や情報社会に対応できる ICT（Information &
　  Communication Technology）活用能力を育成する。

学長　東福寺 一郎 Ichiro Tofukuji

多様な学科構成

学科構成

教育目標

法律コース
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三 重短大の
　 良いところ

学 生生活

受 験生の
　 皆さんへの
　 メッセージ

北村…
鈴木…
北村…
藤田…
橘髙…
藤田…

鈴木…

橘髙…

藤田… 
橘髙…

藤田・鈴木・北村…
北村…
橘髙・藤田…
鈴木…

橘髙…
藤田…

北村…
橘髙…

鈴木…

藤田…

北村…

藤田 季里
法経科第1部　法律コース

Kiri Fujita

学生

キャンパスガイドですので、まずは三重短のよいところをお聞かせ下さい。
学費が安い。（皆激しくうなづく）
そうなんです。安いです（笑）ここははずせませんね（笑）他にもありますか？
楽しい！勉強も楽しい！
えらいっ！！勉強のどのあたりが楽しいの？
高校生の時は美術専攻を希望していました。法律を勉強したいと思っていたわけでもありませんし、三重短はすべりどめで
した。でも、入学して勉強を始めたら法律は役に立つし、本来みんな知っておくべきことだと思うようになり、質問したら
先生方は丁寧に答えてくれるのでどんどん楽しくなりました。
先生との距離が近いから、気軽に質問できるので勉強ははかどりますね。私も短大で福祉を学び始めてから福祉系の仕事に
つきたいと思うようになりました。
私は理科ができなかったので入学後のことも心配でしたが、オープンキャンパスで先生から「大丈夫！サポートもする
し！」と言ってもらいました。実際、基礎から教えてもらえるし大丈夫です！就職についても先生方は熱心ですよね。
アドバイスをたくさんもらえます。

食物栄養学専攻ってどんな感じなの？
調理実習が楽しいかな。1年生の前期では「ご飯・味噌汁」という本当に基本から作り始めます。包丁の使い方も一から。
そして今は流動食なども作るし、先生のサポートを受けながら大量調理もします。要するに給食を作ることができます！
 　  すごいなー！
通学はどうですか？学生生活の重要な要素だとも思いますが。
　　　私たちは実家から通っています。
私はひとり暮らしです。24時間自由だし、好きなことができます。でも、家事は自分が動かないと滞るので楽しいけど
大変！とはいえ、それなりに頑張れば生きていけます（笑）
私には距離が重要でした。近いとめっちゃ楽です。
電車通学なので、電車では本を読んでいます。結構遠くから通っている人もいるよね。学年があがると確かにしんどく思う
こともあるけど、時間の使い方でカバーできるかな。

それでは、受験生の皆さんにメッセージをどうぞ。
私は商業高校出身で受験勉強も手探りでしたが、今ある環境で今できることを精一杯すれば選択肢が広がります。諦めずに
頑張ってください！
受験勉強をしていると「なんで勉強しているのだろう」と思うかもしれませんが、今頑張っていることは受験だけではなく
他の様々なことに活かせます。私は入学してからしたいことが見えてきました。三重短では多くの視点をみつけられると思
います。今は辛くても頑張ってください！
「今なりたいもの」にこだわって志望校を決めてしまいがちですが、視野を広げて色々な大学を見て受験したらよいと思い
ます。自分の興味以外の学科も見て、よかったら是非三重短へ来てください！
私から付け加えるようなことは何もないのですが（笑）。三重短大では、入学後も柔軟な進路選択ができると同時に、最先
端で高度な専門的知見を得ることができます。私たち教員は皆さんが新しい自分をみつけ、自分の可能性を広げるお手伝い
ができればと考えています。是非一緒に学びましょう。三重短期大学でお待ちしています。

北村 香織
Kaori Kitamura

障害者福祉論

教員

橘髙 眞由美
生活科学科　食物栄養学専攻

Mayumi Kittaka

学生

鈴木 香澄

生活科学科
生活福祉・心理コース

Kasumi Suzuki

学生
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　法学は法律の規定を前提として、その正しい解釈を追究
する解釈学です。正しい解釈とは、裁判の当事者を納得さ
せる解釈に他なりませんが、法律には 100 年以上も前に作
られたものがあり、これを解釈して納得させるのは容易で
はありません。昔の法律を現代の基本的な価値観に合致す
るよう解釈しなければならないのです。法学の面白さは、
条文に縛られながらも現代の価値観に則った解釈を導き出
す、いわば職人の技の面白さに似ています。

　わたしは行政法ゼミに所属しており、そこではそれぞれ原告・被告・裁判官に分かれ、
模擬裁判を行なっています。講義よりもさらに近い距離で先生や他の学生と盛んに意見を
交わし合うので、自分にはなかった新たな論点や視点の発見につながり大きな刺激を受け
ます。また、発言する力も身につき、就職試験や編入試験などでも生かすことができます。
学外で活動することも多く、例えば昨年はまちづくりサミットというものに参加し、多く
の大学の学生たちと議論をする機会が持てました。さらに、ゼミでは、裁判を傍聴するな
どの経験をしました。このように、広く近隣の大学生や地域の社会人の方と交流を通じて
学びを深めることもできます。他ではできない様々な経験を通して多くの刺激を受けるこ
とができるのも、本学の魅力の１つです。

模擬裁判や
　　学外活動で
　　学びを深める

専門：刑法　楠本 孝 Takashi Kusumoto

 法律は、職人の技の
  面白さに似ています

法経科第 1 部　法律コース　2 年　河合 保乃華 Honoka Kawai 

「法」を知る、「社会」がわかる法経科第１部
法律コース

Department of Law&Economics,
Day Course

Law & Pol it ical Science
Course
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▲
▲

▲
法学入門

両系共通

入
門
科
目

法律系基礎科目

日本国憲法／民法Ⅰ／刑法

行政法／労働法

政策系基礎科目

日本国憲法／行政学／政治学原論

基
幹
科
目

応
用
・
発
展
科
目

法律系応用・発展科目

民法Ⅱ・Ⅲ／民事控訴法／刑事控訴法／家族法／

商法Ⅰ・Ⅱ／法哲学／法制史／国際法

政策系応用・発展科目

刑事政策／社会保障法／地域政策論／地方政治論／
政治史／政治思想史／国際関係論／社会福祉論／
地方自治法／税法／消費者法

演習（ゼミ）
演
習
科
目

法学基礎演習

◆建設・不動産
◆製造業
◆電気・ガス等
◆卸売業・小売業
◆金融・保険業
◆観光業・飲食業
◆医療・福祉
◆複合サービス業
◆サービス業
◆公務

Pick  UP! 4年制大学に匹敵する豊富なカリキュラムで、法律学を基礎から応用まで学べます

法律の講義でポケット六法は必需品 具体例を基に法令違反がないか仲間と分析中 少人数ゼミで法律の理解を一層深めます

関権不動産
パナソニック㈱エコソリューションズ社／万協製薬／三重金属工業
中部プラントサービス
サンドラック／トヨタカローラ三重／三重トヨペット
百五銀行／三重銀行／但馬銀行／愛知信用金庫／きのくに信用金庫
長島観光開発／プラトンホテル
服部眼科／恒心福祉会／おおとり福祉会／鈴鹿グリーン歯科
ＪＡ伊勢／ＪＡ多気郡
アーク引越センター／トヨタレンタリース愛知
国家公務員一般職／三重県行政職／三重県警察事務／三重県警察官
津市役所／鈴鹿市役所／松阪市役所／四日市市役所／志摩広域消防

公立短期大学では唯一の法律専門コース

□法律学の基礎を徹底して学びます
　憲法・民法・刑法などの基礎を固めて、リーガルマインドを育てます。

□政策系の科目も充実し、幅広い知識が得られます
　公務員を志望する学生の興味に応えます。

□広い視点に立って総合的に現代社会をとらえます
　　法律・政策系の科目に限らず、経商コースの科目も受講できます。

法律コースとは？

3年間の主な進路
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　我々は、普段、多くの物に囲まれて生活しています。経
済学・経営学は、そうした生活を成り立たせる上で欠かせ
ないものです。皆がこれらの学問を学び、実社会で存分に
活用すれば、社会はよりよいものになっていくことでしょ
う。経商コースでは、経済学・経営学を体系的にしっかり
と学べ、就職後や編入後もここでの学びが必ず役に立つよ
うなカリキュラムを用意しています。一緒によりよい社会
に向けてがんばってみませんか。

　公務員を目指していた私は、経済や金融にも興味があったので経商コースを選びました。
経商コースでは経済・経営だけでなく、法律の講義も受講でき、幅広い知識を身につける
ことができます。学んだことは新聞記事や日々のニュースを理解するために活かすことが
できるし、この理解する力は社会人になってからも役立つと思います。
　また少人数ゼミでは学生が中心となって討論が行われます。難しい経済や金融のことで
も、先生との距離が近いゼミでは何でもすぐに質問できて説明してもらえるし、就職や編
入学などの進路についてひとりずつ親身になって相談に乗ってくださいます。
　共に学ぶ素敵な仲間、頼りになる先生方や充実した学習・指導環境のおかげで日々成長
できていると実感しています。皆さんも三重短で有意義な学生生活を送りませんか！

幅広い知識が
  　身に付く
　　　講義内容

専門：財政学　大畑 智史 Satoshi Ohata

よりよい社会の構築に向けて

法経科第 1 部　経商コース　2 年　西村 清花 Sayaka Nishimura

「経済」を知る、世界が見える法経科第１部
経商コース

Department of Law & Economics, 
Day Course

Economics & Business 
Administration Course
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▲
▲

▲
経済学入門

統計学

両系共通

入
門
科
目

経済系基礎科目

経済原論／金融論／財政学

経済政策／経済史

経営学系基礎科目

経営学／会計学

マーケティング論

基
礎
科
目

応
用
・
発
展
科
目

経済系応用・発展科目

日本経済論／国際経済論／経済学史

地方財政論／環境経済論

経営学系応用・発展科目

経営管理論／経営財務論／人的資源管理論
企業論／管理会計論／財務会計論／税務会
計論

演習（ゼミ）

上級簿記
資
格
科
目

簿記原理、工業簿記および
原価計算

◆建設・不動産
◆製造業
◆電気・ガス等
◆卸売業・小売業

◆金融・保険業

◆観光業・飲食業
◆医療・福祉
◆複合サービス業
◆サービス業
◆公務

ミニミニ近畿、インテリアマルサン
ナブテスコ／三重金属工業／村田機械／名古屋電機工業／フタバ電子工業
日本陸送
イオンリテール／パナソニック㈱　エコソリューションズ社／エディオン／
津松菱／スズケン／林イマニティ／ホンダカーズ三重／トヨタカローラ三重
第三銀行／百五銀行／三重銀行／北伊勢上野信用金庫／八幡信用金庫
三縁証券／百五オフィスサービス
長島観光開発／三交イン
東海眼科／服部眼科／メディカルリンク
三重県森林組合連合会／ＪＡ三重北／ＪＡ三重中央
三重平安閣／富士交通／トヨタレンタリース三重
警視庁／四日市市役所／津島市役所

Pick  UP! 経済・経営の知識やスキルを身につけ、地域の主要産業で活躍できる人を育てます

講義のポイントはノートに整理して覚えます ゼミの主役は学生、今日は私が報告します 90分の講義はいつも内容たっぷり

新たな時代のニーズに応える 経済・経営のためのコース経商コースとは？

□経済学の基礎を徹底して学びます
　基本科目から応用科目まで段階的に学ぶことにより、確実に経済学の知識が身につきます。

□実践的な経理能力を身に付けられます
　簿記原理や会計学など実践的な経理能力を養うことができるようカリキュラムが組まれています。

□経営学の理論まで幅広く学習できます
　　経営学などの実践的な理論を学ぶことにより、企業経営に積極的に関与できる人材の養成をめざします。

3年間の主な進路
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　第 2 部の学生は従来から社会人、退職者、主婦など多様
な経験を積まれた人々から構成されていましたが、最近で
は、若者の比重が高まっています。そのためでしょうか。
編入学、民間企業や公務員をめざす学生が増え、成果もあ
がってきています。日本の大学に夜間の大学が減った現状
をみると、本学の存在は重要性を増しています。卒業生が
時折よこしてくれるメッセージからは、それぞれが各分野
で活躍している様子が伝わってきます。

　法経科第 2 部の特徴は、学費が安いこと、幅広い年齢層の学生がおり、同期としての関
わりを通して自分には無いものを発見できること、講義内容が充実しているため、就活・
編入など自分の目的に合わせた選択ができることなどです。乗り入れ制度やクラブ活動も
参加できるので昼間部との交流もあります。
　私は労働法ゼミに所属していますが、少人数ゆえに発言する機会も多く自発的に学ぶこ
とができます。また、先生との距離も近く、疑問があると納得のいくまで学びに付き合っ
てくださいます。
　2 年という短い期間ですがとても濃厚な時間を過ごせると思います。入学の際は不安が
つきものですが、みなさんをサポートしてくれる心強い先生や先輩がたくさんいるので、
安心してキャンパスライフを送ることができますよ！

幅広い年齢層の
  学生を通して  
新たな発見をする

専門：行政学　立石 芳夫 Yoshio Tateishi

編入学、民間企業や公務員を
めざす学生が増えています。

法経科第 2 部　2 年　中島 可鈴 Karin Nakashima

新しい「自分」を発見する
法経科第2部

Department of Law & 
Economics ,Night Course
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2 部では社会科学の基礎科目を
広く学べます

Pick  UP! それぞれの学びを全力サポート

生涯教育も行うため多様な学生が
集います

◆製造業
◆卸売業・小売業
◆金融・保険業
◆観光業・飲食業
◆医療・福祉
◆複合サービス業
◆教育・学習支援業
◆サービス業

◆公務

エィ・ダブリュ瑞浪／トピア／桑名エンジニアリングプラスチック
イオンリテール／西日本フード／日琉／林建材／コネクシオ／クロップス
十六銀行／金沢信用金庫／木村証券
鳥羽ビューホテル／麦の穂
ベテスタ／白壽会／緑寿会／洗心福祉会／津市社会福祉協議会
ＪＡ鈴鹿／ＪＡえひめ南／日本郵便
スクール玉野
トヨタレンタリース三重／三重綜合警備保障／後藤会計事務所／
ミッドランド経営
三重県行政職

法経科第 2部では次のような学生を求めています法経科第2部とは？

□法律や経済の知識を仕事に生かしたい
　  働きながら学ぶ、また新たな仕事にチャレンジすることをめざす人

□地域や社会問題に市民として関わりたい
　まちづくりや環境など市民として積極的に参加することをめざす人

開学当初は、勤労学生が働きながら法律や経済を学ぶことを目的としていましたが、現在
は、リカレントをめざす社会人の方や主婦、そして４年制大学への編入学を目指す若い人々
がともに学びあうことで、多くの知的な交流が生まれる場となっています。

多様な人々がともに学ぶユニークな環境

１年次から２年次に進級するときに、法経科第２部から第１部に
転部できる制度があります。「乗り入れ受講」や転部制度により、
各自の望む学習が可能となるよう弾力的な仕組みを備えています。

転部制度があります

授業時間が短い夜間課程を補うために、第１部の講義を
「乗り入れ」受講できるので、余裕を持って２年間で卒業できます。

2年間で余裕を持って学習できます

法経科第２部では、法律学、政治学、経済学、経営学などの社会科学全般を学ぶことが
可能です。また、講義では「今の」社会で現実に生起している問題を取り上げ、その背
景を理論的に解明します。

夜間部で社会科学が学べる充実したカリキュラム

□教養や文化について広く学びたい
　　子育てが一段落した、退職後もう一度学び直したいという人

□ 4 年制大学に再チャレンジしたい
　　社会科学を幅広く学び自分の進路を見つめ直したい人

法経科第2部の学生は年齢も出身地も多様

 

 性　別 男性 47 人
女性 29 人

年　齢

出　身　地
2018年４月 入学生のデータ

三重県はもとより全国から学生が集まっています

42人 ………三重県

10人 ………愛知県

  6人 ………兵庫県

  2人 ………

  1人 ………
30 ～ 39 歳         

～ 19 歳
20 ～ 29 歳

60 歳以上　

40 ～ 49 歳    
50 ～ 59 歳

2人

40人
28人

3人

2人
1人

和歌山県／大阪府

北海道／秋田県／岩手県／
埼玉県／岐阜県／長野県／
富山県／石川県／京都府／
広島県／鳥取県／香川県／
徳島県／沖縄県

合計 76人

3

2

1

4

3年間の主な進路
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　人の健康にとって、食べることはとても重要です。超高
齢化社会を迎えた今日、多くの人が生涯健康な生活をおく
るために、食に関する専門知識を持った栄養士の必要性は
高まっています。本学では、食や健康についての専門知識
や技術の習得はもちろん、地元の特色や専門性を生かした
社会活動に参加する機会を設け、在学中に多様な実践経験
を身につけることができます。自ら積極的に行動し、食の
スペシャリストを目指しましょう。

　私は三重県内の大学で栄養士資格を取得し地元で就職をしたいという思いがあり、食物
栄養学専攻を受験しました。三重短大は栄養士を目指す上でとても学習内容が充実してい
ると思います。他の大学よりも調理実習が多かったり、先生方との距離が近いことで分か
らないことなどがあってもすぐに相談できるアットホームな環境であり、勉強に励むこと
ができます。また管理栄養士を目指すための特別講義もあり、卒業生の方々の合格率も高
いため短大でも管理栄養士を目指せるというところが魅力の一つだと私は感じます。授業
が 2 年間に濃縮されているため 4 年制大学よりも大変だと感じることはありますが、それ
以上に先生方や仲間のおかげで毎日楽しく大学生活を送っています。受験生の皆さん、充
実した大学生活で共に栄養士を目指しましょう！頑張って下さい！

栄養士を目指す
  ために必要な  
　　充実した講義

専門：公衆栄養学　杉野 香江 Kae Sugino

食のスペシャリストを
目指しましょう

生活科学科 食物栄養学専攻　2 年　古川 舞那 Maina Furukawa

21 世紀の「食」と、「健康」を考える生活科学科
食物栄養学専攻

Department of Life & 
Environmental Science 
Major in Food & Nutrit ion
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2年次

専修科目 (栄養士資格科目 )

専修基礎科目

生活科学概論

生活基礎科目

食生活論／ヘルスカウンセリング論／化学　など 社会学／数理科学／情報処理実習　など

▲

社会生活と健康
公衆衛生学／健康管理概論／社会福祉論

人体の構造と機能

解剖生理学／生化学／生化学実験 解剖生理学実験／運動保健学／病理学

▲

食品と衛生
食品学／食品学実験／食品加工学／
食品衛生学Ⅰ、Ⅱ／食品衛生学実験 食品の機能

▲
栄養と健康

栄養学／栄養学実験／臨床医学概論Ⅰ ライフステージ栄養学／臨床栄養学／
臨床栄養学実習／臨床医学概論Ⅱ

▲
栄養の指導

栄養教育論Ⅰ、Ⅱ 栄養教育論実習Ⅰ、Ⅱ／公衆栄養学

▲

給食の運営

調理学／調理学実習Ⅰ、Ⅱ／給食計画実務論
給食計画実務論実習Ⅰ／給食計画実務論実習Ⅱ
（学外実習）／校外実習事前事後指導／

食品の流通／調理学実習Ⅲ

▲

専修科目（その他）

特別演習（ゼミ）、管理栄養特殊講義

1年次

Pick  UP! 食栄のある日のひとコマをご紹介します

【右】 アミノ酸飲料の運動後疲労軽減
 効果を実験中

【左】 栄養素のバランスがとれた料理を
 作ります

◆製造業
◆電気・ガス等
◆卸売業・小売業

◆飲料業・宿泊業
◆医療・福祉
◆複合サービス業
◆教育・学習支援業
◆サービス業

◆公務

パナソニック（株）エコソリューションズ社／福助工業／三重グリコ
中電興業／サイネックス／大王運輸
ホンダカーズ三重東／三重日産自動車／ぎゅーとら／東海セイムス／
マルヤス／ミエライス
コイサンズ
主体会病院／永井病院／小山田記念温泉病院／全心会／メディカルリンク
日本冷凍食品検査協会
伊勢湾マリン開発
トモ／日本ゼネラルフード／日清医療食品／魚国総本社／三重給食センター
／メフォス／ダイショク／まつぜんフードサービス
掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター

栄養に関わる資格が取得できます食物栄養学専攻とは？

3年間の主な進路
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　生活福祉・心理コースでは、社会福祉学や心理学などを
通して、人間や社会の多様性を学ぶことに力を入れていま
す。そのため講義科目だけでなく、みんなで楽しく学べる
演習科目が多いことも特徴です。一般企業への就職はもち
ろん、福祉関連の企業や施設、行政への就職、そして編入
学や社会福祉士などの資格取得をめざす人、幅広い進路に
対応しています。あなたも一緒に学んでみませんか？

　生活福祉・心理コースでは、指定された単位を取得することで社会福祉士の基礎資格を
得られます。私は心理学を学びたいと思い入学を決めました。しかし、講義を受けている
間に福祉分野にも興味が湧き、ゼミでは社会福祉を研究しています。
　ゼミは少人数で行われ、それぞれが自由なテーマを研究し、知識を深められます。その
ため社会福祉系への就職だけでなく、一般企業や、編入を目指す人も多くおり、一人ひと
りが目標に向かい努力できる環境が整っています。
  学費の安さだけでなく、アットホームな雰囲気で学ぶことができるのが三重短の魅力で
す。入学当初は学校生活や一人暮らしへの不安でいっぱいでしたが、今では温かい友人達
や先生方のおかげでとても楽しい毎日を過ごしています。
  皆さんも、三重短で実りある、そして楽しい 2 年間を過ごしてください！

一人ひとりが
  目標に向かい  
　努力できる環境

専門：社会福祉論　長友 薫輝 Masateru Nagatomo

多様性を楽しく学んで
   社会に出よう！

生活科学科　生活科学専攻　生活福祉・心理コース　2 年　金澤 咲希 Saki Kanazawa

人とつながる福祉学、心を見つめる心理学生活科学科
生活科学専攻

生活福祉・心理コース
Department of Life & 
Environmental Science
Social Welfare &
 Psychology Course
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心理学概論／心理学研究法／発達心理学／社会心理学／カウンセリング論／心理学／心理学基礎実験／
家族関係学／人間関係論　など

心理学系

社会福祉論／社会福祉援助技術総論／老人福祉論／障害者福祉論／児童福祉論／公的扶助論／地域福祉論／
社会保障論　など

社会福祉学系

社会福祉援助技術演習／社会福祉援助技術現場実習／社会福祉運営管理論／権利擁護と成年後見制度論／
社会福祉行財政論　など

社会福祉士系

福祉心理基礎演習

一年次

福祉心理演習

二年次

演習（ゼミ）

Pick  UP!

少し緊張しながらの食事介助練習です

◆製造業
◆電気・ガス等
◆卸売業・小売業

◆金融・保険業
◆観光業・飲食業
◆医療・福祉

◆複合サービス業
◆サービス業
◆公務

ナブテスコ／名古屋電機工業／パイロットインキ／マリンフーズ／エイム
三岐鉄道
パナソニック㈱エコソリューションズ社／イオンリテール／
トヨタカローラ三重／ぎゅーとら／ダイレクトカーズ／かわむらや
第三銀行／アルプス中央信用金庫
近鉄・都ホテルズ／ルートインジャパン
和順会／おおすぎ／四日市福祉会／明合乃里／なでしこ苑／レモンの里／
みどり自由学園／洗心福祉会
ＪＡ三重中央／日本郵便
三重平安閣／ PALME
大阪国税局税務職員／津市役所／塩尻市役所

資格取得支援が充実しています

関連分野特別選抜で
   入学しました！

生活科学科　生活科学専攻　生活福祉・心理コース　2 年

西山 千尋 Chihiro Nishiyama 

　私は、児童支援の道を志望しています。生活福祉・心理コー
スでは、社会福祉の知識習得はもちろん、実習を通じて実
践的な力を養うことができ、支援の現場を肌で感じること
ができます。少人数で行われるゼミでは関心のあるテーマ
を仲間と研究し、いつも新たな発見があります。先生方と
の距離も近く親身になって相談に乗って下さるので、入学
前は、授業についていけるか、友達ができるか不安でしたが、
学ぶうちに「もっと知りたい」が増えています。

□社会福祉士基礎資格
　指定科目履修後、２年の実務経験を経て受験資格が与えられます。
　６年連続合格者輩出。　　

□社会福祉主事任用資格
　社会福祉士関連科目を履修することで社会福祉主事任用資格が取得できます。

□心理系の専門職
　法務教官などの専門職に就きたいと考えている学生や４年制大学へ編入学して、
　将来、臨床心理士など心理分野の専門家になることを希望する学生に対して
　サポートします。

3年間の主な進路
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　住宅とまちは連続しており、一体の都市として捉えて計
画していくことが大切です。また、人口減少・超高齢社会
に生じる様々な社会問題に対応するためには、専門家だけ
ではなく市民一人ひとりの意識や活躍が必要とされます。
　空間計画の視点から住民主体のコミュニティを大切にし、
住環境を良い方向に導く都市計画やまちづくりについて学
び、計画づくりの基礎を修得します。
　あなたも一緒に本学で学んでみませんか？

　私は高校生のころから住宅関連の仕事に携わりたいと考え、教養科目から建築の専門科
目まで、幅広く学ぶことができる三重短期大学の居住環境コースを志望しました。このコー
スでは、1 年次から専門の講義と並行して、製図や模型の演習を行います。講義で学んだ
知識を随時演習で活かしていくことで、知識の定着につながります。私は1年間ここで学び、
建物単体だけでなく街や環境にも興味を持つようになりました。また 2 年次から配属され
る少人数ゼミでは、仲間との意見交換を通じて、自分にはない考え方を共有でき、視野が
広がりました。ここで学ぶことで、何が好きで、何に向いているのかを確かめることがで
き、入学前よりもやりたいことを明確にすることができました。2年という短い期間ですが、
三重短で有意義な毎日を送ってください。

多様な視点から
幅広く建築分野を
　　　　学べます

専門：都市計画　小野寺 一成 Kazushige Onodera

住民主体のまちづくりや
都市計画について考える

生活科学科　生活科学専攻　居住環境コース　2 年　河村 澄佳 Sumika Kawamura

環境共生をめざす家づくり、まちづくり生活科学科
生活科学専攻
居住環境コース

Department of Life &
 Environmental Science
 Housing & Environmental

 Design Course
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居住環境特別演習（ゼミ）

インテリアデザイン／美学／住生活論／食生活論／被服学／
居住計画論／居住福祉論／居住設備学 など

インテリア系

建築史概論／建築計画／建築環境学／建築一般構造／建築構法／建築生産／
建築材料学／構造力学Ⅰ・Ⅱ／建築製図基礎／住生活設計Ⅰ・Ⅱなど

建築系

住環境計画／都市計画論／居住政策論／まちづくり設計Ⅰ・Ⅱ／地域環境学／地域政策論／
社会調査論／地理学／自治体行政特論 など

都市・まちづくり系

環境論／環境倫理学／環境共生論／環境政策論／環境経済論／生命科学／生態系の科学／
環境とエネルギー／化学／消費者法 など

環境問題系

情報と社会／数理科学／統計学／経済原論／自然と科学／情報と科学／認知の科学／
情報処理実習Ⅰ・Ⅱ など

情報科学系

生
活
科
学
概
論

http://www.tsu-cc.ac.jp/seikatsukagakuka/kyojyu_web/model.html

※詳細は以下の大学ホームページ URL、または QR コードをご覧ください。

Pick  UP!

グループ課題で「戸建て住宅地」を計画中

◆建設・不動産

◆製造業
◆電気・ガス等
◆卸売業・小売業

◆医療・福祉
◆複合サービス業
◆サービス業
◆公務

アサヒグローバル／トヨタホーム三重／やまぜんホームズ／奥村設計事務所／
サンクスホーム／ミツイバウ・マテリアル／ハウスクラフト／プラスワン／
北山建築／タマホーム／ニッカホーム／北村組／新日／ミニミニ
フタバ電子工業／東洋紙業
トランス・コスモス
パナソニック㈱エコソリューションズ社／ＴＯＴＯ中部販売
セイワ／三重トヨタ自動車／三重日野自動車／トヨタカローラ三重／
ココカラファイン
田中内科クリニック
鳥羽磯部漁業協同組合／ＪＡ鳥取中央
トヨタレンタリース三重／南海カツマ
京都府庁／四日市市役所

多様な進路を目指して学べます
　居住環境コースでは、インテリア、建築といった分野を中心に、都市・まちづくり、環境問題、情報科学
といった、幅広いテーマを勉強することができます。卒業後は、インテリアやリフォーム関係の住宅メーカー
に就職する人や、建築士資格をとって技術系公務員として働く人、工学部建築系や環境系学部へ進学する人、
ＩＴパスポートを取得して一般企業での活躍を目指す人など、多様な分野へ進み地域で活躍しています。

関連分野特別選抜で
   入学しました！

生活科学科　生活科学専攻　居住環境コース　2 年

倉田 麻純  Masumi Kurata
　私は工業高校で建築を学び、もっと建築の知識を深めたい
と思い、居住環境コースに入学しました。このコースでは、
建築はもちろん、都市計画や環境、福祉の観点から住まいづ
くりについて幅広く学ぶことができます。課題に追われ忙し
い時もありますが、仲間と意見を交わしたり、様々な価値観
に触れたりすることで自分の視野が広がります。短大生活は
あっという間ですが、毎日を大切にすることで充実した日々
を送る事ができると思います。

3年間の主な進路

居住環境コースとは？
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豊富なカリキュラムのなかからそれぞれの興味に応じ
て選択できます。「文学」や「ジェンダー論」など、私
たちのもっと知りたい、もっと学びたい科目がそろえ
られています。

外国語…………英語Ⅰ／ドイツ語Ⅰ／フランス語Ⅰ／中国語Ⅰ／英会話／総合英語／英語講読／ドイツ語Ⅱ／フランス語Ⅱ／中国語Ⅱ
自然・健康……生命科学／自然と科学／情報と科学／情報と社会／心理学／ 環境論／体育実技／体育講義／情報処理実習Ⅰ／情報処理実習Ⅱ
人文・社会……ジェンダー論／差別と人権／文学Ⅰ／文学Ⅱ／歴史学／地理学／哲学／美学／比較文化論／地域史／自治体行政特論／キャリア形成セミナー／農林体験セミナー

三重短期大学の主な教養科目（法経科・生活科学科）

英語・ドイツ語・フランス語、そして中国語が加わ
り、多くの外国語を基礎から応用まで、さらにコミュ
ニケーション能力を高めるための会話など、自由に選
んで学習できます。

今や、社会人に必須の情報処理能力。「情報処理実習」
では、ワープロや表計算などの基本的な操作はもちろ
ん、パソコンを自在に使いこなせるよう、指導します。
情報処理演習室は講義時間以外にも、自由に利用でき、
レポートの作成や情報収集を行うことができます。

　三重短期大学では、専攻する専門分野の知識と技術を体系的に身につけるための専修科目に加えて、
社会人として求められる幅広い教養を養うための教養科目があります。教養科目は、法経科第１部、第
２部、そして生活科学科も、すべて同じ科目構成となっており、自由に選択することができます。専攻
の異なる友人たちと共に学ぶ貴重な機会ですので、分野を超えた広い視野を培う大切な時間にしてほし
いと思います。

　「経済学の基礎を学びたい」そんな思いを胸に、私は法経科第２部に入学しました。しかし、シラバスの教養科目の豊富さに
心が躍り、長年の夢をひとまず棚上げし、好奇心の赴くままに、英会話・情報処理実習といった日常生活に役立つ講義や、自
治体行政特論・比較文化論・キャリア形成セミナーなど社会生活においてプラスになる講義を受講しました。どれも面白く、
私の視野は広がり、知的好奇心が満たされました。学ぶ喜びを感じることに、年齢は関係ありません。むしろ、今までの人生
経験が、知識となって脳内で結びつき、新たな自分の成長を、実感できました。将来、初めて社会人となる学生は、教養科目
を学ぶことで、幅広く柔軟な思考を生み出す手がかりとなり、豊かなコミュニケーション力が育ちます。ともに学生生活を謳
歌しましょう。

知的好奇心を
  存分に満たす  
　　多様な講義

専門：情報科学　笠 浩一朗 Koichiro Ryu

専攻の異なる友人たちと共に学びましょう

法経科第 2 部　峰　英美 Hidemi Mine

幅広い教養を身に付け、豊かな人間性を培う
教養科目

L ibera l  Ar ts

人の興味と要望に応える基礎・教養科目が充実しています各

パ ソコン
を使いこなす

国 際性
を養う

教 養
を深める
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Pick  U
P! 三重短期大学では、様々な方面で地域に貢献する活動をしています。

学生による 1日限定のカフェで
提供したフルーツ大福。

　今日、大学には地域貢献が求められる時代です。本学では、教員の専門的知見を地域に還元したり、
広く市民と連携して地域貢献をしたりするために、地域連携センターを設けています。毎年、多くの学
生が教員と共に地域に赴き、様々な活動に参加しています。こうした活動は地域の皆様に喜ばれるだけ
でなく、学生たちが学内では学べないことを学び、人間的に成長する良い機会となっています。皆さん
の積極的な参加をお待ちしています。

地域連携センター長　石原 洋介 Yosuke Ishihara

今日、大学には地域貢献が求められる時代です

人命救助を学ぶ消防団学生機能別
団の学生団員。

小論文コンクールの表彰式にて。
優秀作品には賞金も出ます。

地域と協力し
  商品づくりを  
　　経験しました

生活科学科　食物栄養学専攻　2 年　鈴木 沙弥子 Sayako Suzuki 

　私たち食物栄養学専攻の学生 15 人は、5
コイサン

13 ベーカリーさんとコラボレーションし、三重短パンを開発、販売しました。まず、
1 人 1 人が三重県津市の特産物を使用し、栄養面も考えたパンを提案しました。その中から、実際に 513 ベーカリーさんの
厨房に訪れて試作をし、製造長の方や学生同士の話し合い、提案者のプレゼン等を繰り返して２つのパンを決定しました。
そのうちの１つの「元祖！天むす風パン」は、天むすが三重県津市発祥だと言うことを多くの人に知って欲しいと願って考
えました。家族や友人、その他にも多くの方に三重短パンを食べていただき、そして美味しいと言っていただけて、とても
嬉しかったです。513 ベーカリーさんのパンに開発から携わることができて、とても楽しかったと同時に貴重な経験ができ
たので、参加してよかったです。

地域を知り、地域と結び、地域に貢献

 C   afé HONOBUONO 津  市消防団学生機能別団 小  論文コンクール

地域との連携
Reg iona l  contr ibut ion
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　私は短大生活を充実して過ごそうと考え、生協学生委員会SKYに入りました。
SKYは｢私達の力で私達の大学生活を楽しく・充実して過ごせられるように活動している組織｣です。うぇるかむ
ぱーてぃー(新入生歓迎会)や共済お化け屋敷などの企画を通して、自己成長、
仲間との絆や仲間と協力して創り上げていく楽しさ・達成感を感じました。
この経験は、何十年経っても私の宝であり財産となるでしょう。
　2年という短い短大生活ですが、何でもできます。その中で自分がやりたい
ことを、自分から積極的にやっていきましょう。勉学に励み、自分が学びた
い分野を深く学んでいったり、サークルに入ったり、友達と遊びに行ったり
と、どんなことでもやりたいことはやりましょう。そして、今までの殻を破
り、1歩を踏み出して、素敵に充実した短大生活を送ってください！

生協学生委員会 SKY 委員長／法経科第 1 部　経商コース　2 年　木全 比捺 Hina Kimata

4April

8August

7July

9September
○入学式
○オリエンテーション
○新入生歓迎会
○前期講義開始

○サマー
　フェスティバル

○前期補講
○オープンキャンパス
○夏季休業

○後期オリエンテーション
○成績表交付
○後期講義開始

○健康診断
○開学記念日
○新歓バス旅行

積極的に1歩を踏み出して、充実した短大生活を送りましょう！

出会いと感動に満ちた三重短期大学の 365 日
CAMPUS
LIFE

学生活を豊かに彩る課外活動大

仲間をつくり、友情を深め、そして広げてゆく短大の 2 年間

MIETAN

　法経科第１部・第２部、生活科学科には学生自治会があり、自主的な活動を行っています。春の新入生
歓迎会や自治会バス旅行、７月のサマー・フェスティバル、11月の三重短祭（大学祭）などの催しは大学
時代の良き思い出をつくります。
　サマー･フェスティバルと大学祭では各クラブ・ゼミの模擬店・展示会、軽音楽部のライブ演奏をはじ
め、さまざまな趣向を凝らした催し物が行われます。
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　クラブ活動はキャンパスライフを豊かにするものとして欠かせ
ません。本学には各種のクラブ・サークルがあり、たくさんの
友達との出会いのなかで、自分をさらに発展させる良い機会とな
ります。

体育系 女子バレーボール部、女子バスケットボー
ル部、男子バスケットボール部、バドミ
ントン部、卓球部、硬式テニス部、ソフ
トテニス部、サッカー部、野球部

ラブ・サークルク

文化系 小原流華道部、茶道部、軽音楽部、
図書館ボランティア部、将棋囲碁部
文學部 このほかにも、さまざまな同好会が

あり、盛んな活動をしています。

　三重短期大学には体育系・文化系のクラブやサークルがあり、学科も学年も様々に、楽しく活動しています。
私はバスケットボール部に所属し、キャプテンを務めています。週3日の活動日があり、それ以外にも昨年は他

短期大学との定期交流戦や車いすバスケットボール体験会に参加しました。
私にとってクラブを通じて出会った先輩や他学科のメンバーは、部活だけで
なく、大学生活や進路実現において大きな支えになっています。
　短大生になると充実した授業カリキュラムの中から履修をどのように組む
のか、就職や編入など将来に向けてどのように活動していくのかを決断しな
くてはなりません。自身で取捨選択をする機会が多いからこそ、悩みや喜び
を共有しあえる存在が必要です。三重短期大学で信頼できる仲間と共に、夢
に向かって前進してみませんか。

11November

12December
1January

3March

○大学祭

○冬季休業
○後期補講

○成績表交付
○春季休業
○学位記授与式

CLUB
CIRCLE

MIETANかけがえのない友にめぐりあい、新たな自分を見つける
体育系・文化系のさまざまなクラブが活動しています。

女子バスケット部キャプテン／生活科学科　居住環境コース　2 年　浅野 菜那 Nana Asano

信頼できる仲間と共に夢に向かって前進してみませんか
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務員志望者への
サポート体制が充実しています

　行政法のゼミに所属していました。ゼミでは物
事を論理的に考えていくことができるようになり
ました。また、公務員を目指していましたが、三
重短では公務員講座が開かれる等サポート体制も
充実しています。目標に向かって充実した学生生
活を送ってください。

法経科第１部　法律コース
（就職先：鈴鹿市役所）

Reika Harada原田 麗加さん 

公

学生のうちに
積極的に挑戦することが大切

　就活では悩むこともありましたが、自分が今学
んでいることをより深めたいと思い就職先を決め
ました。授業やゼミは大変でしたが、それ以上に
学ぶことも多く自分自身成長できたと思います。
大学生のうちに少しでも興味のあることは積極的
に挑戦することが大切だと思います。

生活科学科　居住環境コース
（就職先：トヨタホーム三重株式会社）

Mai Okamoto岡本 真依さん 

大

ランティア参加で
福祉が身近であることを実感

　ボランティアへの参加などで、福祉が身近にあ
ることを肌で感じた私は地元の福祉施設に就職す
ることを決意し、夢をかなえることが出来まし
た。短大ではチャレンジすることが大切だと私は
思います。信頼のできる仲間や先生に出会え、多
くの挑戦が自身の力になります。

生活科学科　生活福祉・心理コース
（就職先：社会福祉法人おおすぎ 障害者支援施設れんげの里）

Momoka Nakatsu中津 百花さん 

ボ

生や友人の励ましの
おかげで頑張ることができました。

　私は、当初編入学を希望していましたが、途中
で就職に切り替えました。出遅れて焦りはありま
したが、親身になってくれる食栄の先生方や、友
人の励ましのおかげで、前向きに頑張ることがで
きました。三重短に来て、人との出会い、つなが
りのありがたみを実感しました。

生活科学科　食物栄養学専攻
（就職先；医療法人社団主体会（栄養士職））

Naoko Mizuno水野 菜生子さん 

先

じ目標を持つ
仲間と先生に支えられました

　就活と勉強の両立は苦しい時もありましたが、
同じ目標を持つ仲間と先生方に支えられ、自分が
就きたいと思える仕事を見つけることが出来まし
た。2年間の学生生活の中で、周りの方への感謝の
気持ち、チャレンジする気持ちを忘れずに自分ら
しく過ごして下さいね。

生活科学科　食物栄養学専攻
（就職先：伊賀の里モクモク手づくりファーム）

Miki Teraoka寺岡 美季さん 

同

就職活動は自分の能力、性格や特性を確認し、自分が本当にやりたい仕事は何かを見つめ直す機会でもあります。自分の人生をいかにとらえ、
いかに生きていくのかを考えることを目的とした「キャリア形成セミナー」を開講し、一人ひとりの夢の実現をサポートします。

学生一人ひとりの夢を実現します1
民間企業への就職希望者に対しては、1年生の 9月から個別面接を行い、10月からは自己分析、職業・企業理解のセミナーを行うことで
就職に対する考え方を育てます。2 年生からはエントリーシートの書き方、模擬面接など就職活動を具体的に指導していきます。

きめ細かい指導体制2

納得の出来る就職を支援します就 職
Job Search

3 公務員についても、専門校から講師を招き、小論文の指導や公務員対策講座を開設することによって、ここ数年合格者が増加しています。

公務員希望者への支援も充実しています
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入学講座などの手厚いサポートの  
おかげで編入できました

　入学当初は、短大卒業後は就職しようと考えてい
ましたが、法経科の様々な授業を受ける中で興味や
関心が持てることが増え、もっと知りたい、学びた
いと思うようになり、編入学に決めました。編入学
は辛いこともたくさんありましたが、支えてくれる
先生や編入学講座など、手厚いサポートのおかげで
やり遂げることが出来ました。

編
法経科第１部　経商コース

（編入先：三重大学人文学部法律経済学科）

Aki Suzuki鈴木 亜妃さん 

生時代の経験が
編入試験でとても役に立ちました

　編入学対策に向けて不安がたくさんありました
が、先生方の手厚いサポートのおかげで無事志望
校に合格できました。学校生活において私は学生
自治会に所属し会長となり、また野球部のキャプ
テンも務めました。これらの経験が編入試験にと
ても役に立ちました。勉強以外でも新たな挑戦を
することが大切だと思います！

学
法経科　第 2 部

（編入先：島根大学法文学部法経学科）

Yuki Aoyama青山 優生さん 

生方が親身に
なってアドバイスしてくれました

　三重短大は編入学にとても強い大学で、先生方
が専門分野に関係なく親身になってアドバイスし
てくださいます。もし、編入学のことや、それ以
外でも不安なことがあれば、まずは、気軽に周り
の先生方に相談してみてください。明るい未来の
ために頑張ってください。

先
生活科学科　居住環境コース
（編入先：福井大学工学部）

Karin Moriyoshi森吉 夏鈴さん 

国
公
立
大
学

法経科
第 2 部

小計
（　）推薦再掲

私
立
大
学

生活科学科

食物栄養 福祉心理 居住環境

法経科第1部

法律 経商

14   （2）三重大学 8 1 5人文学部 ( 法経 )

※（指）＝指定校推薦

1青森県立保健大学 1健康科学部

1愛媛大学 1農学部

1埼玉県立大学 1保健医療福祉学部

1   （1）佐賀大学 1理工学部

1滋賀県立大学 1環境科学部

2静岡大学 2人文社会科学部

1島根大学 1法文学部

1信州大学 1経法学部

1高崎経済大学 1地域政策学部

1都留文科大学 1文学部

1長野大学 1環境ツーリズム学部

1奈良女子大学 1生活環境学部

1   （1）福井大学 1工学部

小　　計 28   （4）9 3 1 2 49

法経科
第 2 部

生活科学科

食物栄養 福祉心理 居住環境

法経科第1部

法律 経商
小計

（　）推薦再掲

2大阪経済大学 2経営学部

1   （1）関西大学 1総合情報学部
( 指 )

1椙山女学園大学 1生活科学部

2   （2）南山大学 1 1総合政策学部
（指）

1名古屋経済大学 1法学部

1   （1）名古屋学院大学 1法学部（指）

1神戸学院大学 1法学部

1日本大学 1生産工学部

1
龍谷大学

1経済学部

1   （1）1法学部（指）

1日本福祉大学 1社会福祉学部

1広島修道大学 1人文学部

小　　計 14   （5）3 1 0 2 44

合　　計 42   （9）12 4 1 4 813

高校卒業時点で本当に自分が学びたいものが何か分かっている人は少ないのではないでしょうか。短大での学習を通して自分の研究したい
テーマ（分野）を見つけ、4年制大学でそれを極める。それは決して回り道ではなく、合理的な選択だと考える学生が増えています。

編入学希望者が増加しています

推薦編入学（指定校推薦） 
本学は、南山大学、関西大学、龍谷大学、京都女子大学、椙山女学
園大学など全国の私立大学から指定を受けており、本学からの推
薦で編入学できます。

さまざまな方法の編入学

2018年３月の卒業生のうち、国公立大学に 28名、私立大学に 14名、延べ 42名が４年制大学の編入学試験に合格しています。本学では、
希望者に編入学のための対策講座を開設し、またゼミ教員の個別指導により希望大学に応じたきめ細かい対応を取っています。

充実した編入学指導

1
2
3 国立大学の一般推薦 

三重大学、福井大学、和歌山大学、佐賀大学、島根大学、広島大学
などでは、本学からの推薦者に対して大学で選考が行われます。
このほか、従来からの選抜試験による一般編入学があります。

編入学
Academic  Transfer

さらなる飛躍の手助けをします
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専任教員が特別の時間を設けて、学習・進路・学生生活などの学生の相談に応じています。学生は、
この時間にはいつでも予約なしで必要な相談を教員にすることができます。

オフィス・アワー

人物・学業ともに優れた学生で、経済
的な理由により修学が困難と認められ
る者に対して、以下のような奨学金の
制度が利用できます。

◎日本学生支援機構
・第一種奨学金（無利子貸与）
・第二種奨学金（有利子貸与）
・給付奨学金

詳細は日本学生支援機構のホームページをご確認下さい。

◎地方自治体、財団法人等による奨学金
　・要領等を掲示しますが、詳細は各団体に問い合わせてください。

三重短期大学では、学びたい学生のために以下の様な制度等を設け充実した大学生活の応援をしています。

法経科第1部
生活科学科

法経科第2部 納入時期

84,600
169,200

70,500
141,000

入学手続時に納入

入試情報公開
志願状況、入試結果、合格発表など入学試験に
関する情報をホームページで公開しています。

成績開示
個人の成績、順位は請求により公開しています。

＊入学料の上段は「入学の日（4月1日）の1年前から引き続き津市内に住所を有する者、
　またはその者の配偶者、もしくは一親等の親族である者」に対して適用されます。
＊在学中に授業料等の学費が改定されることがあります。

参 考：2018年度入学生（円）

入学料

授業料 前期　195,000
後期　195,000

前期　75,000
後期　75,000 入学後に納入

心身の悩みに対する相談に応じるために、学生相談室があります。臨床心理士が第 2木曜日・第 4水
曜日に待機しています。また、スクールカウンセラーが第 1・第 3火曜日に待機しています。原則予
約を基本としていますが、緊急の場合は学生部までお問い合わせください。

学生相談室

学内での急病や負傷に対して看護師による応急処置等の対応を行います。
健康診断をはじめ、校医による健康相談を実施しています。

健康・医務室

生協の食堂や売店では、文具・書籍・日用品の販売や、食事のサービスを提供しています。また、小教室・
談話室・和室・防音室もあり、課外活動や憩いの場として利用されています。

大学ホール

経済的理由や災害、保護者の病気・失業などにより修学が困難な場合には、選考のうえ授業料の
全額または半額が免除されることがあります。また、授業料の分納や猶予などの制度もあります。
なお、対象となる方には、一定の条件が必要となりますので、詳細は大学総務課にお問い合わせ
ください。

授業料減免制度

講義・実験などの正課中をはじめ、学校行事や通学途中、あるいは学内外を問わず事前に届けられた
課外活動中の不慮の事故などによって被った損害に対する補償救済制度で、全学生が加入しています。

学生教育研究災害傷害保険制度

奨 学金制度 入 学料 授業料

健康でゆとりのある大学生活を送るためのさまざまな支援制度学生サポート
Support

授業料
奨学金

Tu i t ion  
Scho larsh ip
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●上記の推薦入試の募集人員には、次の津市特別推薦枠が設けられています。
　法経科第1部／20名以内、食物栄養学専攻／10名以内、生活科学専攻／20名以内

入試種別 試験科目

推 薦 入 試

センター試験
利用入試

書類審査、小論文、面接

一 般 入 試
【 国語 】　国語総合（古文・漢文をのぞく）
【 英語 】　コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

国語、地歴、公民、数学、理科、外国語から2教科 2科目
ただし地歴と公民の組み合わせは不可
■国語は近代以降の文章  ■英語はリスニングを含む

学　科 専　攻

法経科第1部

生活科学科
食物栄養学専攻

生活科学専攻

入学定員

100名

  50名

100名

推薦入試

50名程度

20名程度

45名程度

一般入試

40名程度

25名程度

30名程度

社会人
特別選抜

若干名

関連分野
特別選抜

5名程度

センター試験利用入試
Ⅰ期 Ⅱ期

10名程度

 5名程度

 5名程度15名程度

入学定員 センター試験利用入試一般入試推薦入試

募集人員 150名 30名程度 50名程度40名程度

社会人特別選抜

30名程度

※センター試験利用入試における地歴・公民、数学並びに理科の試験科目の詳細は本学ホームページを参照してください。
※出願は郵送にて締切日必着。出願期間中、本学にて午前 9時から午後 5時まで出願願書の受け付けも行います。（土、日、休祝日除く）

法経科第 1部・生活科学科

法
経
科
第
1
部

出願期間

2018年
11月 1日（木）
　 ～ 11月 9日（金）

2018年
11月 24日（土）

試験日

2018年
 11月 28日（水）

合格発表

2019年
1 月15日（火）
　 ～ 1月 22日（火）

2019年
  2 月 6 日（水）

2019年
  2 月  8 日（金）

2019年
2 月   8日（金）
　 ～2 月15日（金）

個別試験は行いません 2019年
  2 月25日（月）

入試種別 試験科目

推 薦 入 試

センター試験
利用入試Ⅰ期

書類審査、小論文、面接

一 般 入 試
【 国語 】　国語総合（古文・漢文をのぞく）
【 英語 】　コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

国語／数学（数Ⅰ、数Ⅰ・数 A、数Ⅱ、数Ⅱ・数 B）、
理科から１科目／外（英）の３教科３科目生

活
科
学
科

出願期間

2018年
11月 1日（木）
　 ～ 11月 9日（金）

2018年
11月 24日（土）

試験日

2018年
 11月 28日（水）

合格発表

2019年
1 月15日（火）
　 ～ 1月 22日（火）

2019年
  2 月 5 日（火）

2019年
  2 月  8 日（金）

2019年
2 月  8日（金）
　 ～2 月15日（金）

個別試験は行いません 2019年
  2 月 25日（月）

食物栄養学専攻

国語、地歴、公民、数学、理科、外国語から２教科２科目
ただし地歴と公民の組み合わせは不可

生活科学専攻

センター試験
利用入試Ⅱ期
［生活科学専攻のみ］

すべての科目から１科目
■ 国語は近代以降の文章　　　■ 英語はリスニングを含む

2019年
 2 月 25日（月）
　 ～ 3 月 1 日（金）

個別試験は行いません 2019年
  3 月 13 日（水）

関連分野特別選抜
［生活科学専攻のみ］

書類審査、面接
2018年
9 月  5日（水）
　 ～9 月11日（火）

2018年
  9 月 22日（土）

2018年
  9 月 28日（金）

書類審査、小論文、面接社会人特別選抜
［生活科学専攻のみ］

2018年
11月 1日（木）
　 ～ 11月 9日（金）

2018年
11月 24日（土）

2018年
 11月 28日（水）

法経科第 2部

入試種別 試験科目

推 薦 入 試 書類審査、面接

一 般 入 試 小論文、面接

法
経
科
第
2
部

出願期間

2018年
11月 1日（木）
　 ～ 11月 9日（金）

2018年
11月 25日（日）

試験日

2018年
 11月 28日（水）

合格発表

2019年
 2 月 25日（月）
　 ～ 3 月 1 日（金）

2019年
  3 月 10 日（日） 2019年

  3 月 13 日（水）

センター試験
利用入試

■ すべての科目から１科目　　　■ 国語は近代以降の文章　
■ 英語はリスニングを含む

個別試験は行いません

社会人特別選抜 書類審査、面接

※

※

※センター試験利用入試では、■国語は近代以降の文章　■英語はリスニングを含む

2019年度
入学試験
概要
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