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令和３年度 やまなし未来創造教育プログラム実施要領

山梨県内８大学・短期大学間におけるやまなし未来創造教育プログラム（以下、「プログラム」

という。）の実施要領は以下の通りとする。

(1) 受講資格

事業参加大学に在籍する学生であること。このうち、単位互換科目の履修については、所属

大学及び受入れ大学の許可を受けた者とする。(ただし、科目等履修生や研究生等の非正規生を

除く。) 

(2) 授業料

プログラムにかかる、検定料、入学料、授業料及び単位認定試験料等は不要となる。

(ただし、教材費等については、実費を徴収する場合がある。) 

(3) コース登録及び修了条件

① コース登録

「ツーリズム」、「ものづくり」、「子育て支援」及び「CCRC」の４コースのいずれか 1

つ以上を履修する学生は、原則として事前に所属大学にコース登録を行う。

② 修了要件

４コースのいずれかに登録し、地域教養科目を４単位以上かつ登録コースの専門科目を 6

単位以上修得することとし、このうち、各コースが定めるインターンシップまたはそれに準

ずる科目、または地域教養科目「フューチャーサーチ」を履修することを修了要件とする。

修了者には、各所属大学の修了認定に基づきプログラム修了認定機関より修了証を授与す

る。

なお、平成２７年度以前に修得した科目の取り扱いについては、各所属大学にて定める。

(4) 授業科目の概要

プログラムが提供する授業科目の概要（担当教員、履修年次、単位数、履修期間など）は、

「令和３年度やまなし未来創造教育プログラム授業科目一覧」の通りとする。

(5) 単位互換科目

① 単位互換における学生の身分

単位互換制度により科目提供大学が受け入れた学生の身分は、「特別聴講学生」となる。

② 履修できる授業科目の範囲

特別聴講学生が履修できる授業科目は、各所属大学の学則等に定める。詳細は、所属大学

の教務担当窓口（別紙１参照）に確認する。

③ 履修できる単位数

特別聴講学生が、各所属大学の在学期間を通じて単位互換により修得したものとみなすこ
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とができる単位数は、各所属大学の学則等に定める。

(6) 履修手続き（所属大学の提供科目の場合）

通常の履修手続きと同様とする。

(7) 履修手続き（単位互換科目の場合）

① 特別聴講学生志願票の提出

単位互換科目の履修を志望する学生は、各所属大学の履修手続きとは別に、所属大学が指

定する期日までに、特別聴講学生志願票（別紙２参照）に必要事項を記載した上で、所属大

学の教務担当窓ロへ提出する。

② 履修の許可

科目提供大学において志願票に基づき選考を行い、その結果は、所属大学から志願者に通

知される。

③ 身分証明証の発行

受入れ大学は、許可した学生に対して身分証明書を交付する。

④ 仮受講の許可と手続き

特別聴講学生として受入れが許可される前に、学生が履修を希望する授業科目が開始され

る場合、受入れ大学は当該科目の仮受講を許可することが出来る。仮受講を希望する場合は、

特別聴講学生志願票を所属大学の担当窓口に提出する。

⑤ 施設・設備の利用

特別聴講学生は、履修上必要な受入れ大学の施設・設備を利用することが出来る。詳細は、

各受入れ大学に確認する。

(8) 授業の実施方法

原則として科目提供大学の授業時間割により実施する。ワークショップやフィールドワーク

等を含む場合、授業時間が異なることがあるが、詳細は各授業担当教員の指示に従う。

   

(9) 試験の実施方法

受験上の取扱い及び追試験の実施等については、科目提供大学の学則等に定める。詳細は各

授業担当教員の指示に従う。

(10) 成績評価及び単位授与の方法

① 所属大学の提供科目の場合

通常の授業科目と同様とする。

② 単位互換科目の場合

受入れ大学の評価基準による成績通知に基づき、所属大学の授業科目の単位として認定さ

れる。 なお、科目提供大学で修得した単位が、所属大学においてどの科目区分に位置づけ

られるかについては、所属大学で確認する。
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(11) 問合せ先

別紙１のとおり。

（別紙１）

＜やまなし未来創造教育プログラム全般に関する問合せ先＞

大学コンソーシアムやまなし

〒400-8510 山梨県甲府市武田 4-4-37 山梨大学 B-1 号館 328

TEL：055-244-6707    E-mail: info@ucon-yamanashi.jp

＜プログラム登録や履修手続きに関する問合せ先＞

山梨大学

プ ロ グ ラ ム

登録・コース

登録・履修手

続 き に 関 す

ること

部署・担当者 山梨大学 地域人材養成センター地域未来創造室

住所
〒400-8510 甲府市武田 4-4-37 山梨大学 B-1 号

館 315

電話番号 055-220-8450

FAX 055-220-8702

単位互換手

続きに関す

ること

部署・担当者 教学支援部教務企画課教務支援室

住所 〒400-8510 甲府市武田 4-4-37

電話番号 055-220-8737

FAX 055-220-8796

山梨県立大学
（飯田キャンパス）

国際政策学部・

人間福祉学部

部署・担当者 学務課教務担当・遠藤

住所 〒400-0035 甲府市飯田 5-11-1

電話番号 055-224-5360

FAX 055-224-5386

山梨県立大学
（池田キャンパス）

看護学部

部署・担当者 池田事務室教務担当・手塚

住所 〒400-0062 甲府市池田 1-6-1

電話番号 055-253-7859

FAX 055-253-7781

山梨学院大学

部署・担当者 教務課 芦澤、SASSI

住所 甲府市酒折 2-4-5

電話番号 055-224-1230

FAX 055-224-1492

身延山大学

部署・担当者 大学事務局 松木 本隆

住所 〒409-2597 山梨県南巨摩郡身延町身延 3567

電話番号 0556-62-0107

FAX 0556-62-0727

山梨英和大学

部署・担当者 教務部 堀内 均

住所 〒400-8555 甲府市横根町 888 番地

電話番号 055-223-6027

FAX 055-223-6025

大月短期大学

部署・担当者 教務学生担当

住所 〒401-0012 山梨県大月市御太刀 1-16-2

電話番号 0554-22-5611

FAX 0554-22-5613

山梨学院短期大学

部署・担当者 事務局担当 三井・COC 担当 中川

住所 〒400-8575 甲府市酒折 2-4-5 ＳＴ-1 階

電話番号 055-224-1400

FAX 055-224-1396

帝京学園短期大学

部署・担当者 教務担当

住所 〒405-0018 山梨県山梨市上神内川 1150-1

電話番号 0553-23-1240

FAX 0553-23-2101
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（別紙２）

大学 学部 課程・学科

年

19
20

年 月 日

〒

1

1

2

3

4

5

※志願科目番号の最初の数字が「１～４」の科目を履修する場合は、以下の各コースへの登録が出来ます。

学年 学籍番号

処理番号

令和　　年　　月　　日

令和３年度　特別聴講学生志願票

　私は、特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなし及び地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の単位互換協定に

基づき、以下の通り特別聴講学生として志願します。

学部・学科等

ふりがな 国籍 性別印

氏名 男　・　女

※連絡先は、大学コンソーシアムやまなし事務局からの科目履修にかかる連絡やアンケート調査のお願い、その他本組織や県
内大学等が主催するセミナーやイベント等のご案内に使用することを承諾します。

○を付ける

　※個人情報は、単位互換事業にかかる連絡目的のみに使用します。

志願科目

生年月日 年齢 （満 歳）

現住所
電話番号 携帯電話番号

E-mail(PC)

E-mail(携帯)

曜日・時限

単位 　　曜日　　時限

No. 受入れ大学 科目名 単位数 開講期間

　　曜日　　時限

単位 　　曜日　　時限

単位

①本年度申請
単位数

②過年度修得単位数 ③①＋②合計単位数

　　曜日　　時限

単位 　　曜日　　時限

単位

　３．私は、コースに登録しません。

※やまなし未来創造教育プログラムのコースに登録し、必要単位を修得した学生には、修了証が授与されます。詳しくは、以下の

WEBサイトをご覧ください。

【やまなし未来創造教育プログラムWEBサイト】

https://miraiken.yamanashi.jp/

１：ツーリズム　２：ものづくり　３：子育て支援　４：CCRC

以下のいずれかひとつに○をつけてください。

　１．私は、志願科目が該当するコースに登録します。

　２．私は、既に該当するコースに登録しています。


