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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
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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

学生と教員お互いの顔が見える少人数教育
　三重短期大学は、昭和27年に津市立の公立短期大学として開学しました。戦災を被っ
た津市が、「市の復興はまず学校から」という方針のもと、文教都市建設を目指す中で本
学が設立され、勤労学生や女性に高等教育の場を提供しました。その後、学科や専攻の改
編を行う中、２万名を超える学生が巣立ち、津市内外の各界で活躍しています。
　大学では、教育、研究、地域貢献の３つの柱が、バランスよく機能することが大切で
す。本学は短期大学でありながら、４年制大学に匹敵するカリキュラムを揃え、専門的
な知識と教養が短期間で幅広く、かつ深く身につきます。また、教員は熱心に研究活動
に取り組んでおり、学生は講義や演習を通して、最先端の知見に接することができま
す。さらに公立の短期大学である本学は、地域に根づき、地域に愛され、地域に必要と
される大学を目指しています。附属機関である地域連携センターでは、市民向け講座を
開設し、県内高等教育機関や高等学校等との多彩な連携事業を展開しています。
　三重短期大学は、小規模な大学であるメリットを活かし、学生と教員お互いの顔が見
える少人数教育を通して、これからの地域社会を担う人材を育成しています。２年間と
いう限られた時間の中で、仲間と一緒に主体的に学び、考える楽しさを知り、実社会で
活躍できる知的・人間的資質を備えた人物に成長されることを心から祈念しています。

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

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　村井 美代子 Miyoko Murai 

多様な学科構成

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

法律コース

本学の教育の目指すもの
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入  試のこと、そして受験生の皆さんへメッセージ

三  重短期大学を選んだ理由

学  生生活

北村…
平野…

合田…

田中…

北村…

田中… 

合田…

平野…

北村…
平野…
田中…

合田…

北村…

北村 香織
障害者福祉論

Kaori Kitamura 教員

それではみなさん、三重短期大学を選んだ理由について教えてもらえますか？
私は三重県出身なのですが、家から近いところで「栄養」について学びたいと思っていました。あとは、自分の学力と学
費を考えて決めました。学費は大きいですね（笑）
高校生の時は社会の科目が好きでした。そして、大学では法律を学びたいと思って学校を探しました。あとは、学費のこと
も考えて。はじめは、4年制大学を目指していましたが、今は2年間で集中して学べるので短大でよかったと思っています。
私は、将来子どもと関わる仕事がしたいと思っていました。保育所以外にも児童養護施設などの施設があることを知って
興味を持ち、社会福祉を学べる三重短に入学しました。今は社会福祉士の基礎資格を取得するコースにいて、施設実習に
行ったりもしています。そして、やっぱり学費。一般の半分ぐらいですしね。

学費の安さははずせない魅力ですね（笑）とはいえ、自分自身興味を持てる分野が学べる大学を探していて、三重短をみつけ
てくれたようですね！三重短で学んで面白いところや各学科専攻の特徴ってありますか？？
私は児童福祉や心理学に興味があって入学しましたが、講義を受けていくと高齢者福祉も障害者福祉も面白い！と視野が広が
りました。資格にこだわらなくても、幅広い分野を勉強できますね。あと、先生との距離が近い！2年間だから勉強だけでは
なく、就職や編入の相談もする必要がありますが、とても相談しやすいので安心です。
法経科は、卒業までの単位数は考えないといけないけれど、学びたい科目を自由に選択できます。とにかく自由！私にとって
は自由に学べることが一番魅力で重要です。法律の中では憲法が好きで、憲法ゼミに所属しています。ゼミでは、判例を取り
上げてみんなで議論したりしています。食栄はバイトとかできるの？忙しそうだけど…。
そうか…　そんなに自由なのか…　食栄は栄養士資格を取得するために必修科目が決まっているので自由にとれる科目がとて
も少ないです。でも、常にみんな一緒で日々実習や講義で協力して頑張るので、「みんながいるから大丈夫！」という気持ち
になれます。バイトもできるよ！2年生になると少し余裕ができてくるしね。

受験生の皆さんにアドバイスやメッセージがあればどうぞ！
三重短は、出願・試験・発表の期間のバランスが良いので受けやすいと思います。
確かに!! 生活科学専攻は3月にも入試があるし、チャンスがたくさん（笑）周りの人が受かっていても焦らず諦めず頑張って
下さいね。
入学後は、三重県内はもちろん他県の人とも知り合うことができますし、一人で受ける講義があっても、「ここわかっ
た？」「わからない…」「やばい！！」というような感じで友達もできます（笑）そして、学ぶことで自分の世界が広がり
ます。ぜひ、三重短で楽しい学生生活を送って下さい。
では、教員の私からも。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。

田中 夢乃
生活科学科　生活科学専攻

Yumeno Tanaka 学生

平野 綾
生活科学科　食物栄養学専攻

Aya Hirano 学生

合田 結依
法経科第1部　法律コース

Yui Gouda 学生
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　法学はただ条文を読んで暗記するという学問ではありま
せん。法学とは法律の規定について解釈を行う学問です。
解釈を行うためには、なぜその規定が設けられたのかとい
う経緯や今の社会状況など、様々なことを考慮しなければ
なりません。最近は重要な法律についての改正が相次いで
おり、新しい条文をどのように適用するのかといった解釈
がより必要となってきています。法律コースで共に学び、
幅広い視野を身に着け、是非、法学の面白さを実感してく
ださい。

　公務員を目指していた私は、政治や法律にも興味があったので法律コースを選びました。
法律コースでは、４年制大学の法学部で扱う基本的な法律科目を 1 年生からしっかりと学
ぶことができます。また、法律だけでなく、経済・経営・金融の講義も受講でき、幅広い
知識を身につけることができます。
　1 年生後期から始まる少人数ゼミでは自分が研究したことを報告し、皆から意見をもらっ
たり、質問に答えることによって法律の理解を深めていきます。ゼミ担当の先生は進路や
履修のことも親身になってサポートしてくれます。
　三重短は小規模ですが、だからこそとてもアットホームな大学です。素敵な仲間や先生
方がたくさんいるので、楽しい学生生活を送ることができます。皆さんも、三重短でたく
さん成長しながら充実した 2 年間を過ごしてください！

確かなカリキュラムで
　幅広い知識を身につける

専門：民法　川上 生馬 Ikuma Kawakami 

法学を一緒に深めていきましょう

法経科第 1 部　法律コース　2 年　大河内 紫英 Shie Okochi

「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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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

基礎をしっかり理解することが大事 ポケット六法は必携 難しい法律用語も楽しく学ぶ

◆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

アサヒグローバル㈱／㈱プラスワン
パナソニック㈱ライフ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
イオンリテール㈱、㈱スギ薬局、トヨタカローラ三重㈱
㈱百五銀行／㈱三重銀行／㈱第三銀行／富国生命保険相互会社
㈱東横イン
服部眼科／鈴鹿グリーン歯科／恒心福祉会／特定非営利活動法人シンセア
ＪＡ伊勢／ＪＡ多気郡
㈱トヨタレンタリース愛知
国家公務員一般職／愛知県行政職／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／志摩市役所／
尾鷲市役所／豊明市役所

公立短期大学では唯一の法律専門コース法律コースとは？

3年間の主な進路

▲
▲

▲
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／民事訴訟法／刑事訴訟法／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

□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。
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　今日の経済は日々進化しており、そのスピードはとてつ
もない勢いで進んでいます。これから生きていくうえでど
う立ち向かえばよいのでしょうか。三重短期大学法経科経
商コースで学ぶ講義は、経済系、経営学系科目を中心に学
問を学びます。経済の分野だけでなく法律科目も学べます。
卒業後の進路に進むためにも様々な科目に触れることで、
短大での学びが大きくなっていくものだと思われます。先
生達が全力で取り組んで学生生活をサポートしていくので、
皆様も全力で短大生活を駆け抜けてみませんか。

　私は経済や経営に興味があったので経商コースを選択しました。1 年生の時、金融論を
受講してレポート作成のためにキャッシュレス化について調べました。調べていくうちに
キャッシュレス化がだんだん身近なものになっていることや現在の経済の流れも知ること
が出来てとても心に残っています。経商コースで学んだことを踏まえてニュースを見てみ
ると学んだこととリンクすることが多く、自分にとって知識が増えたと実感します。三重
短大はこれから経済や経営を学びたい人にはとても良い環境だと思います。
　また、講義や進路について分からないことがあれば先生方が相談に乗ってサポートして
下さいます。2 年間という濃縮された学校生活は大変なこともあり不安に思うこともあり
ますが、三重短で出会った仲間や先生方のおかげで充実した学校生活を送っています！三
重短で充実した学校生活をみなさんも送って下さい！

知的好奇心を
存分に満たす 多様な講義

専門：マーケティング論　鷲尾 和紀 Kazunori Washio

将来の生活基盤を見据えて

法経科第 1 部　経商コース　2 年　手嶋 美優 Miyu Tejima

「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・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

◆建設・不動産
◆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
◆サービス業
◆公務

三重県労働者住宅生活協同組合／㈱中村土木建設
パナソニック㈱ライフソリューションズ社／ナブテスコ㈱／三重金属工業㈱
イオンリテール㈱／㈱津松菱／ユニー㈱／㈱エディオン／
トヨタカローラ三重㈱／三重トヨペット㈱／㈱ホンダカーズ三重
㈱百五銀行／㈱三重銀行／㈱第三銀行／岡三証券㈱／三縁証券㈱／
百五オフィスサービス㈱
㈱三交イン／㈱鳥貴族
林歯科医院／大木歯科医院
ＪＡみえきた／ＪＡ津安芸／ＪＡ三重中央／日本郵便㈱
㈱三重平安閣／富士交通㈱／㈱トヨタレンタリース三重
国家公務員一般職／警視庁／四日市市役所

90 分の講義はいつも内容たっぷり 講義のポイントはノートに整理します 学びの主役は、君自身だ

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？

3年間の主な進路

▲
▲

▲
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／工業簿記および原価計算
資
格
科
目

簿記原理

□経済学の基礎を徹底して学びます
　基礎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。
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　現代社会において、法や経済は、私たちの生活の中に深
く入り込んでいます。そこで、ある程度の社会科学の知識
を身につけておくことは非常に大切なことです。法経科第 2
部では、幅広く法や経済について学ぶことができるカリキュ
ラムが用意されています。
　また、社会人の方や仕事をリタイアした後もう一度学び
直したいと思って通って来られている方など、様々な社会
経験を積んだ人達が、若い学生たちに交じって日々勉学に
励んでいるのも法経科第 2 部の特徴です。そのような仲間
たちと学び、議論し、共に成長していきましょう。

　私が在籍している法経科第２部は学費が安く、また、幅広い年齢層の学生がいることが
特徴です。講義については自由に時間割を組むことができるので、ライフスタイルに合わ
せた学修が可能です。私の場合、昼にアルバイトをし、夜に講義を受けるという生活を送っ
ています。また、第１部の講義に乗り入れて受講することができるので、アルバイトが早
く終わる曜日には昼の講義を受講しています。
　進路に関しては、学内で就職ガイダンスや公務員試験対策講座があるなどサポートが充
実しており、また、担任やゼミの先生が親身に相談に乗ってくださるので、自分の目標に
向けてスムーズに活動することができます。
　そのほかにも、三重短期大学ではクラブ活動や課外活動など様々な取り組みが可能となっ
ており、有意義な２年間を送ることができます。

幅広い年齢層の学生を
　通して 新たな発見をする

専門：行政法　藤枝 律子 Ritsuko Fujieda

社会科学をいっしょに学びましょう

法経科第 2 部　2 年　中川 瑞稀 Mizuki Nakagawa

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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◆建設・不動産
◆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
◆サービス業

◆公務

三重県労働者住宅生活協同組合
㈱エィ・ダブリュ瑞浪／㈱トピア／桑名エンヂニアリングプラスチック㈱
日琉㈱／林建材㈱／㈱ホンダカーズ三重／㈱スズキ自販三重
金沢信用金庫
鳥羽ビューホテル㈲／㈱麦の穂
たずみ歯科／社会福祉法人ベテスタ／社会福祉法人白壽会／
社会福祉法人緑寿会／社会福祉法人洗心福祉会／津市社会福祉協議会
ＪＡ鈴鹿／日本郵便㈱
㈱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／
名阪チサンカントリークラブ
三重県警察官／広島県警察官／松阪市役所

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？

3年間の主な進路

□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

3

2

1

4

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

法経科第2部の学生は年齢も出身地も多様

 性　別 男性 64 人
女性 33 人

出　身　地2019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

33人 …三重県
  8人 …和歌山県
  6人 …愛知県
  5人 …富山県
  4人 …
  
  
  3人 …大阪府
  2人 …

 年　齢

30 ～ 39 歳         

～ 19 歳
20 ～ 29 歳

60 歳以上　

40 ～ 49 歳    
50 ～ 59 歳

1人

84人
9人

2人

0人
1人

北海道／岐阜県／
京都府／兵庫県／
鳥取県

合計 97人2 部では、社会科学の基礎を広く
学べます

埼玉県／長野県／
奈良県／沖縄県

岩手県／宮城県／
福島県／千葉県／
東京都／石川県／
島根県／岡山県／
高知県／福岡県／
長崎県／大分県／
宮崎県／鹿児島県

1人 …
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　食物栄養学専攻では、食に関する専門的な講義や実習に
より、人を健康にする能力が必ず身につきます。その力を
活かし、卒業後に栄養士として多くの人々を健康に導くこ
とはとても素晴らしい事だと思います。また、食に関わら
ない仕事に就いたとしても、学生時代に身につけた食の力
は、私生活で家族や自身の健康に必ず貢献します。周囲や
自身を健やかに、幸せにする力を身に付けるため、是非と
も本学へ学びに来てください。

　私はパラ陸上で 100m と走り幅跳びをしており、2020 年の東京パラリンピックでメダ
ルを獲得するために、日々練習に励んでいます。アスリートにとって食事は、自分の身体
をつくっていくとても重要なものです。勝利を掴むために、何をどのタイミングで食べれ
ばいいのか、どういう効果があるのかを勉強したいと思い、食物栄養学専攻を志望しまし
た。将来は栄養士としても働きたいと考えています。
　三重短期大学の食物栄養学専攻は、自分が栄養士になったら…ということを、常に意識
して勉強できる環境です。先生方との距離も近いので、わからないこともすぐ相談するこ
とができます。他の学部に比べ、講義や課題が多いため少し大変ですが、週５で練習して
いる私でも、時間をうまく使って両立できているので大丈夫です。
　皆さんも、人々の暮らしを支えられる栄養士を目指して頑張っていきましょう！

栄養士を目指すために
　　　必要な充実した講義

専門：運動栄養学　相川 悠貴 Yuki Aikawa

食の能力を高め、
周囲と自身を健やかにしましょう

生活科学科 食物栄養学専攻　2 年　前川 楓 Kaede Maegawa

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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◆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
◆サービス業

パナソニック㈱ライフソリューションズ社／㈱正和製菓／ヤマモリ㈱
ウェルシア薬局㈱／㈱ココカラファイン／㈱ぎゅーとら／㈱ミエライス
明治安田生命相互会社
㈱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
ＪＡみえきた
㈱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／㈱ニチダン／㈱ダイショク／葉隠勇進㈱

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

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】 実験結果を正確にノートに記録
 します

【左】 栄養素のバランスがとれた料理を
 作ります
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　あなたは今、自分らしく生きていますか。自分らしく生きら
れるかどうかは、実は自分だけでは決めることができません。
本人の能力や個性が発揮されるかどうかは、その人の置かれる
環境によって大きく変化します。地域社会には様々な理由で、
生きづらさを抱えている人々がいます。生活福祉・心理コース
では、そのような支援の必要な人も含め、社会に生きる人間を
多面的にとらえる視点と、柔軟な思考力を養うことを目指しま
す。多様な授業科目はもちろん、実験や演習科目も充実してい
ます。みんなで議論し、協力しながら、実践的な知識と技能を
身につけることができます。そして 2 年後、あなたの力を、社
会の中で自分らしく生きたい誰かのために役立ててみませんか。

　新聞やニュースで孤立死や貧困について見る度、｢ 福祉 ｣ について興味を持ち、生活福
祉・心理コースを選択しました。三重短では、幅広い講義を受けることができるだけでな
く、社会福祉学や心理学について実習を通じて専門的に学ぶことが可能です。知識を深め、
新たな発見や出会いは自分の視野を広げる機会となりました。
　ゼミでは、自分の興味のある分野について研究します。私は、高齢者問題について研究
を進め、生きる時間の質を高めるためにはどうすればよいのか、考えています。少人数で
行われるゼミは同じゼミ生の研究内容に良い刺激をもらうことが少なくありません。
　2 年という短い期間ですが、得るものは非常に多く、親身に相談にのってくれる先生や
かけがえのない友人・先輩と出会えた素敵な大学です。新たな自分を見つけるチャンスに
するもよし、今しか出来ないことをするもよし、自分なりに大学生活を楽しんでください。

少人数でのゼミで
　仲間と刺激し合える環境

専門：心理学　高橋 彩 Aya Takahashi

自分らしく生きること

生活科学科　生活科学専攻　生活福祉・心理コース　2 年　坂井 美咲 Misaki Sakai

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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◆建設・不動産
◆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
◆サービス業
◆公務

昱耕機㈱／㈱やまぜんホームズ
㈱名古屋電機工業／パイロットインキ㈱／住友電装㈱／エイム㈱
イオンリテール㈱／トヨタカローラ三重㈱／㈱スズキ自販三重／
コネクシオ㈱／㈱メガネトップ
㈱第三銀行／百五オフィスサービス㈱
㈱近鉄・都ホテルズ／ルートインジャパン㈱
津整形外科医院／服部眼科／社会福祉法人洗心福祉会／
社会福祉法人おおすぎ／社会福祉法人よつ葉の会／社会福祉法人里山学院
ＪＡ三重中央／日本郵便㈱
㈱三重平安閣／三重県福祉総合支援サービス合同会社
三重県行政職／紀宝町役場

資格取得支援が充実しています

3年間の主な進路

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

１年次

福祉心理演習

２年次

演習（ゼミ）

どんな支援が必要か意見を出し合う

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

木村 有花 Yuka Kimura 

　生活福祉・心理コースでは、社会福祉士になるための相談援
助を中心とした実践的な知識を楽しく学ぶことができます。
　社会福祉士は介護業務とは異なります。高校で介護福祉を
学んだ私にとっては、新たな発見の連続です。
　関連分野特別選抜試験を利用して、高校で学んだことを活
かすことができます。
　福祉関連のことを学んでいる高校生のみなさん、是非、生
活福祉・心理コースで学びましょう！

□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。
　７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。
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　私は小さい頃からものづくりが好きで、将来のことを考えたときに建築士という職業に
興味を持ちました。２年間で建築士の受験資格が得られることに惹かれ、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製図や模型の
演習が始まります。演習では、多くの学生が建築の知識がゼロの状態から始めるため、前
期は既存の作品を真似ることから始め、後期にはテーマに沿って自分なりの設計を各自が
考え、発表します。他の学生のアイデアや作品に取り組む姿勢に刺激を受けることで、自
分自身の成長を日々感じています。また、建築のことを学びながらも、まちづくり・環境・
情報・福祉・心理のことも学べるため、幅広く知識を得られ、将来に関して視野を広く持
てるところが、このコースの良いところです。２年間という時間は、好きなことを学んで
いるとあっという間に過ぎていきます。三重短で有意義な大学生活を送ってください。

ゼロから始める
　充実した建築分野コース

生活科学科　生活科学専攻　居住環境コース　2 年　町田 絢実 Ayami Machida 

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

　今日の住まいでは、少子高齢社会の進展やライフスタイ
ルの多様化、地域コミュニティの希薄化などへの対応が課
題となっています。また、こうした住まいを取り巻く状況
は時代とともに変化しており、時の流れに対応しながら、
将来にわたって長く住み続けられる住まいづくりを考える
必要があります。本コースでは、子どもから高齢者まで世
代を問わず、誰にとっても優しい快適な住環境の実現に向
けた知識と技術を修得します。あなたも一緒に学んでみま
せんか？

専門：居住計画論　木下 誠一 Seiichi Kinoshita 

人に優しい快適な住まいづくりを考える
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◆建設・不動産

◆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
◆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／
㈱川崎ハウジング中部／奥村設計事務所／㈱ミツイバウ・マテリアル／
㈱プラスワン／㈱辻工務店／㈱川崎ハウジング中部／㈱堀口建築設計
パナソニック㈱ライフソリューションズ社／㈱光機械製作所
トヨタカローラ三重㈱／三重日野自動車㈱／三重三菱自動車販売㈱／
㈱西濃／兼松コミュニケーションズ㈱
ＪＡ共済連三重
カネ美食品㈱／㈱東横イン
田中内科クリニック
鳥羽磯部漁業協同組合／ＪＡ鳥取中央
伊勢湾マリン開発㈱
四日市市役所

居住環境コースとは？

3年間の主な進路

グループ課題で「戸建て住宅地」を計画中

生活科学科　生活科学専攻　居住環境コース　2 年

西岡 隆貴 Ryuki Nishioka 

　私は工業高校で建築を学んでおり、更に深く建築に関して
学びたいと思い、居住環境コースに入学しました。このコー
スでは、建築からまちづくり、地球環境、情報科学と幅広く
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、
仲間と助け合い、意見を交わし合ったりすることで様々な価
値観に触れることができるので自分の視野が広がります。短
大生活は２年間と短いですが、毎日を大切にすることで充実
した学生生活を送ることができると思います。

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

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

※建築士の資格取得に必要な科目が揃っています。詳細は大学 HP か QR コードをご覧ください。

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！
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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、学科や学年に関係なく自由に選択できる教養科目も充実しており、学科の枠を超
えて様々な分野について学ぶことができます。そこで培われる幅広い教養と、各学科の専修科目で身に
つけた知識や技術が両輪となり、皆さんをより広い知の世界へと導いてくれるでしょう。また専攻の異
なる仲間たちと共に学び交流することも良い刺激となるはずです。教養科目を通じて学問的な視野を広
げ、複眼的に物事を見る力を養ってほしいと思います。

　私は高校の生物で環境について学ぶうちに、環境をより深く学びたいと思い三重短期大学の居住環境コー
スに進学しました。大学では、専門の環境に関する科目を履修する一方で、教養科目で開講されている講
義も数多く履修しました。例えば、自身のキャリアイメージを形成するのに役立つ「キャリア形成セミナー」、
津市長をはじめ津市の職員がリレー形式で講義する「自治体行政特論」、現在の情報社会で求められる知識
と倫理を習得できる「情報と社会」などを履修しました。特に、「情報と社会」では、現代社会における情
報の重要性を感じ、２年生で履修する居住環境特別演習（ゼミ）では、情報科学ゼミを希望しました。
　もともとは環境を学びたいと思って入った居住環境コースでしたが、教養で触れた「情報」という世界
に関心を持ち、将来は情報の知識と技術を生かした仕事に就きたいと考えています。
　皆さんも、教養科目で幅広い知識に触れることをおすすめします。

専門：ドイツ文学　今本 幸平 Kohei Imamoto 

複眼的に物事を見る力を養いましょう

生活科学科　生活科学専攻　居住環境コース　2 年　豊田 詩央理 Shiori Toyoda

幅広い教養を身に付け、豊かな人間性を培う

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

教養科目
L ibera l  Ar ts

専門的な科目の一方で
　幅広い知識に触れる
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三重短期大学の主な教養科目（法経科・生活科学科）

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。

　今日、大学には地域貢献が求められています。三重短期大学には、教員の専門的知見を地域に還元し
たり、広く市民と地域貢献したりするために、地域連携センターが設置されています。地域連携センター
を通じて教員や学生が地域に赴き、様々な活動に参加しています。こうした活動は、地域の方々に喜ば
れるだけでなく、学生が学内で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。

地域連携センター長　楠本 孝 Takashi Kusumoto 

大学には地域貢献が求められています

生活科学科　生活科学専攻　居住環境コース　森田 真理野 Marino Morita 

地域との
連携

Reg iona l  contr ibut ion

地域を知り、地域と結び、地域に貢献

　私たち生活科学科居住環境コースの学生 10 名は、賃貸メイトさんとコラボレーションしました。賃貸住
宅の一室を多様なニーズを踏まえた個性的なインテリアデザインを提案し、具体的なコンセプト、費用など
を、提案する学生自らがプレゼンしてコンペティションを行い、３作品が選ばれました。そのうちの「Café 
Style」は、学生が多く住むことから、自炊も一人暮らしの生活も楽しくしてもらいたいと願って提案しま
した。賃貸メイトさんからは、学生だけでなく多くのニーズに対応しており、工事のコストも抑えられると
の評価を頂き、とても嬉しかったです。これらの選ばれた作品は、実際に三重短大周辺の賃貸住宅で実現し
ます。私たちも、適用される物件でのデザイン調整や、仕上げ等の選定に携わりました。こうした自分のイ
メージしたものが本物の部屋の一室に実現するといった、とても貴重な経験をさせて頂き光栄でした。この
経験を今後の活動に繋げていきたいです。

学生による１日限定のカフェ
で提供したチーズケーキ

人命救助を学ぶ消防団学生
機能別団の学生団員。

  津  市消防団学生機能別団

小論文コンクール表彰式にて。
優秀作品には賞金もでます。

  小  論文コンクール   C   afe HONOBUONO´

017　Campus Guide MIETAN

20mietan-cg_編集190528.indd   17 19/05/29   17:57



　私は、２年という短い短大生活の中でたくさんのことを経験するため、生協学生委員会SKYに入りました。
SKYは、「三重短生のより良い大学生活を実現すること」をモットー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）や学祭での企画を、一から自分たちで考え作っていくことや、他大学の生協学生委員と
関わり交流すること、SKYの委員長として組織運営していくことは、自分に
とってとてもやりがいや充実感があり、SKYで経験した多くの事は今の自分
を作ってくれている大きな要因となっています。
　大学は、高校までと比べていろいろな場面で自分で選択できることが多い
です。だからこそ、勉学・課外活動・人との関わり・社会との関わりなど、
いろんな分野でたくさんのことに挑戦・経験し、より楽しい充実した三重短
生活を送ってください！

生協学生委員会 SKY 委員長／生活科学科 居住環境コース　２年　太安 由奈 Yuna Tayasu 

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
○夏季休業

○後期オリエンテーション
○後期授業開始

○入学式

7○健康診断
○開学記念日
○自治会バス旅行

CAMPUS
LIFE

MIETAN

積極的に挑戦・経験し、充実した短大生活を送ってください！

出会いと感動に満ちた三重短期大学の 365 日

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、バドミントン部、
硬式テニス部、ソフトテニス部、陸上部、
サッカー部、軟式野球部、ダンス部

ラブ・サークルク

文化系 華道部、茶道部、軽音楽部、将棋囲碁部、
図書館ボランティア部、文學部　他

　三重短大には、体育系・文科系のクラブやサークルが色々あり、学科を越えて交流することができます。
私たち女子バレーボール部は、火曜日と木曜日の週2日練習しています。年に一度の三重大学で行われる審判
講習会に参加したり、大会は、6月に春季大会、11月に秋季大会、12月に選手権大会と年に3回出場したりし

ています。昨年は、大会で好成績を残すことができました。
　練習は基本的に学生だけで行い、部員で工夫して練習を行っています。ブ
ランクのある人や大学から始めた人もたくさんいます。また、バイトで忙し
かったり、勉強が大変だったりという人も週2回の練習なら無理なく参加す
ることができると思います。部員はみんな明るくて楽しい人ばかりなので、
練習の雰囲気も良く、人見知りで不安だという人も楽しめる部活です。異な
る学科の人たちと交流することで仲間の輪が広がり、より充実した学校生活
を送ることができます。

11November

12December

1January

3March

○大学祭

○冬季休業

○後期補講

○春季休業
○学位記授与式

CLUB
CIRCLE

MIETANMIETAN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。

バレーボール部副キャプテン／生活科学科 食物栄養学専攻　２年　海透 優夏 Yuka Kaito

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異なる学科の皆と交流することで仲間の輪が広がります

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。
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務員講座に参加し、合格しました公

　私は民法ゼミに所属しており、ゼミでは、相手
に分かりやすく伝える能力が身につきました。ま
た、私は警察官を目指していましたが、公務員予
備校には通わず三重短で開かれる公務員講座に参
加し、合格することができました。みなさんも自
分に合った学習スタイルを見つけてください。

法経科第１部　法律コース
（就職先：三重県警察）

Ayumi Hishikawa菱川 歩美さん 

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

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

納得の出来る就職を支援します

三重短期大学
から羽ばたいて
活躍している、
卒業生たちの
メッセージ

MIETAN　卒業生の声

らず自分に適したタイミングを焦

　短大に入り、まだまだ先のことと考えていた就
職活動はあっという間に始まりますが焦らなくて
も自分に適したタイミングやチャンスはきっとあ
ると思います。日頃から大学での勉強（＝幅広く
知識を身につけること）や、人との出会いを大切
にして周りの方への感謝の気持ちを忘れずに過ご
してくださいね。

生活科学科　食物栄養学専攻
（就職先：社会福祉法人明光福祉会　明光保育園（栄養士））

Natsuki  Miki三木 夏希さん 

実したカリキュラムで
   楽しく学べました

充

　講義やゼミを受ける中で設計が楽しいと思うよ
うになり、就職先を選びました。所属していた都
市計画ゼミでは、校外学習やゼミ視察などもあり
楽しく勉強が出来ました。
　できないまま諦めるのではなく、先生方や友達
にも相談し、チャレンジすることが大事だと思い
ます。

生活科学科　生活科学専攻　居住環境コース
（就職先：（株）堀口建築設計）

Sakura Tsujinaga 辻永 さくらさん 

味がわけば、挑戦してください興

　自分の将来について考え、やりたいことを軸に就活
をしました。壁にぶつかったときは一人で悩むのでは
なくTask Roomの人や先生、友達といった周囲の人に
出来るだけ相談しました。おかげで一歩ずつ着実に進
めました。2年間は自分が思っているよりも早く時が
過ぎます。少しでも興味がわけば、時間が許す限り挑
戦してください。自分の道が格段と広がり、やりたい
ことも自然と見つかります。人との出会い、繋がりを
忘れずに過ごすのが大切だと思います。

法経科第１部　経商コース
（就職先：百五銀行）

Mayu Ota 太田 真由さん 

域の福祉を担う職場で働いています地

　私は生活福祉・心理コースでまちづくりについて
学び、現在は地域福祉を担う社会福祉協議会で働い
ています。
　生活福祉・心理コースは、先生と学生との距離が
近く、社会福祉と心理を中心に楽しくわかりやすく
学ぶことができます。そして、社会福祉士として地
域の方々の生活相談に乗るために必要な知識や視点
を身につけることができます。
　みなさんにも生活福祉・心理コースで学んで欲し
いと思っています。 

生活科学科　生活科学専攻　生活福祉・心理コース
（就職先：垂井町社会福祉協議会）

Nozomi  Yanase柳瀬 望美さん 
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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

12   （5）

三重大学

5 2 14人文学部 ( 法経 )

※（指）＝指定校推薦

11人文学部 ( 文化 )

11工学部

1
静岡大学

1人文社会科学部

11農学部

1   （1）1生物資源科学部

11総合理工学部

1

島根大学

1

1   （1）1

和歌山大学 経済学部

11

福井大学 工学部

21 1

佐賀大学 理工学部

11

名桜大学 国際学群

室蘭工業大学 工学部 11

小　　計 24   （8）8 2 1 0 85

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

1愛知工業大学 1情報科学部

1   （1）関西大学 1総合情報学部
( 指 )

2大阪経済大学 11経営学部第2部

1   （1）南山大学 1総合政策学部
（指）

1   （1）大阪経済法科大学 1経済学部（指）

2関西福祉科学大学 2健康福祉学部

1岐阜女子大学 1家政学部

1   （1）京都産業大学 1経済学部（指）

1
龍谷大学

1農学部

22社会学部

1神戸芸術工科大学 1芸術工学部

1神戸女子大学 1家政学部

小　　計 22   （5）1 2 5 5 36

合　　計 46   （13）9 4 6 5 1111

1
名古屋学院大学

1法学部

1   （1）国士館大学 1政経学部（指）

11経済学部

1東京理科大学 1理学部第 2 部

1日本社会事業大学 1社会福祉学部

1日本大学 1法学部

1名城大学 1法学部

1 1   （1）

1 1

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、京都産業大学、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

2019年３月の卒業生のうち、国公立大学に 24名、私立大学に 22名、延べ 46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、愛媛大学、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

編入学合格数
（2019年3月卒業生）

2019年3月31日時点の合計です。

を学びたいか」が側にある環境「何
法経科第１部　法律コース

（編入先：三重大学　人文学部）

Mai Ishiguro 石黒 真衣さん 

　三重短では、熱心な先生方の講義・ゼミ等、学
びの機会が豊富に与えられており、「何を学びた
いか」常に考えられる環境で勉強することが出来
ました。これは編入学を志す原動力となり、苦し
い時もきっと支えてくれます。貪欲に学び、かけ
がえのない出会いと経験を大切にして下さい。

しいことに挑戦することも大事新
生活科学科　生活科学専攻　居住環境コース

（編入先：島根大学　生物資源科学部）

Senta Kobayashi小林 千太さん 
　入学当初は編入できるか不安でしたが、先生方
が親身に相談にのって下さり無事志望校に合格し
ました。大学生活では学生委員会に入ったり、陸
上部を発足し大会に出場したりしました。
それらが編入にとても役に立ちました。勉強も大
切ですが新しいことに挑戦することも大事だと思
います！

ろいろな方に相談することが大事い
法経科第 2 部

（編入先：関西大学　総合情報学部）

Takuya Tahara田原 拓弥さん 

　私は早い段階から編入学に向けて勉強をしてい
ました。しかし、面接練習では一人では難しい部
分もありましたが、先生方のサポートもあり、無
事に志望校に合格することができました。自分自
身ではわからない強みや弱みを知ることができる
のでいろいろな方に相談することが大事です。
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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/月額)
　　自宅通学の場合      : 20,000円、30,000円、45,000円から選択
　　自宅外通学の場合 : 20,000円、30,000円、40,000円、51,000円
　　  　　から選択　
　・第二種奨学金(有利子貸与/月額)
　　　20,000円から120,000円までの間で、10,000円単位で選択

◎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：2019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。臨床心理士が基本的には
毎週木曜日に待機しています。
原則予約制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

学生サポート
Support

授業料
奨学金

Tu i t ion
Scho larsh ip

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
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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

■国語は近代以降の文章  ■英語はリスニングを含む
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

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

2019年
11月 1日（金）
　  ～ 11月 8日（金）

2019年
11月 23日（土）

試験日

2019年
11月 27日（水）

合格発表

2020年
1月14日（火）
　  ～ 1月 21日（火）

2020年
  2月  5日（水）

2020年
　2月10日（月）

2020年
2月7日（金）
　  ～ 2月 14日（金）

個別試験は行いません 2020年
　2月25日（火）

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

2019年
11月 1日（金）
　  ～ 11月 8日（金）

2019年
11月 23日（土）

試験日

2019年
11月 27日（水）

合格発表

2020年
1月14日（火）
　  ～ 1月 21日（火）

2020年
  2月  4日（火）

2020年
　2月10日（月）

2020年
2月7日（金）
　  ～ 2月 14日（金）

個別試験は行いません 2020年
　2月25日（火）

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

2020年
2月21日（金）
　  ～ 2月 28日（金）

個別試験は行いません 2020年
　3月11日（水）

関連分野特別選抜
［生活科学専攻のみ］

書類審査、面接
2019年
9月4日（水）
　  ～ 9月10日（火）

2019年
　9月21日（土）

2019年
　9月27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］

2019年
11月 1日（金）
　  ～ 11月 8日（金）

2019年
11月 23日（土）

2019年
11月 27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

2019年
11月 1日（金）
　  ～ 11月 8日（金）

2019年
11月 24日（日）

試験日

2019年
11月 27日（水）

合格発表

2020年
2月21日（金）
　  ～ 2月 28日（金）

2020年
  3 月   8日（日）

2020年
　3月11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

2020年度
入学試験
概要

※

※

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