
大学コンソーシアムやまなしとは
　大学コンソーシアムやまなしは、山梨県内の大学・短期大学と地方自治体や地域

の産業界を中心とした産学公の連携組織として2006年に設立されました。以来、

地域活性化事業、単位互換事業、高大接続事業、留学生支援事業、SDGsプラット

フォーム事業など、全国に先駆けた事業を展開しています。

　超高齢社会の到来や少子化による18歳人口の減少など、かつてない速度で、日

本社会は変化しています。こうした中、大学・短期大学には、地方自治体や地域の

産業界との連携拠点、リカレント教育や留学生の受入れの拡充、生涯学習の場とし

ての期待が寄せられています。山梨県内の大学・短期大学が、その個性と特色を活

かした多様で柔軟な取組を展開するとともに、山梨の魅力を見出し創出するための

大学間連携組織、また大学と地域の連携組織としての役割を果たすのが大学コン

ソーシアムやまなしです。

お問い合わせ
　令和５年度に履修できる科目一覧や履修する際の手続きなどについては、大学

コンソーシアムやまなしのWebサイトをご覧ください。また、各参加大学・短期大学

における手続きの詳細については、在籍する大学の教務担当窓口にお問い合わせ

ください。

身延山大学
minobusan university

大月市立大月短期大学

〒400-8510 山梨県甲府市武田4-4-37 山梨大学B-1号館328室
TEL: 055-244-6707 
E-mail：info@ucon-yamanashi.jp 
URL：http://www.ucon-yamanashi.jp
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単位互換とは
単位互換事業参加大学・短期大学に在籍して
いる学生が、他の大学が提供する授業科目を
履修し、単位を修得することができます。

在籍する大学で提供していない科目や、各大
学の特色を活かした科目など、個々のニーズ
に合わせた科目の選択機会が広がります。

履修条件
「特定非営利活動法人大学コンソーシアムやま
なし単位互換事業参加大学間における単位互
換に関する協定」に加盟している8大学・短期
大学に在籍する学生で、単位互換科目履修を
希望する方であればどなたでも履修できます。

費  用
単位互換についての検定料、入学料及び授業
料は必要ありません。ただし、授業に関わる教
材費、交通費等については、各自での負担とな
ります。

「単位互換」で県内8大学があなたのキャンパスに

◉参加大学

履修科目の
選択肢の広がり

他大学において授業を受けることで、大学の
枠を超えた教員や学生との新たな交流が広
がります。

他大学の教員や
学生との交流

単位互換科目を履修する学生は、履修上必
要な施設・設備を利用することができます。

他大学の図書館
などの利用

山 梨 大 学

山 梨 県 立 大 学

山 梨 学 院 大 学

身 延 山 大 学

山 梨 英 和 大 学

山梨学院短期大学

帝京学園短期大学

大 月 短 期 大 学



令和５年度「単位互換」科目一覧 ※履修登録、開講期間、初回開講日は、大学コンソーシアムやまなしのホームページ内よりご覧いただけます。また、授業科目のシラバス詳細は単位互換参加大学のシラバスをご覧ください。

山梨大学
UCY23001 特別支援教育総論Ⅰ 永田 真吾 専　門 2 前期
UCY23002 多様性生物論 宮崎 淳一 専　門 2 後期
UCY23003 企画・マネジメント演習Ⅰ 栗田 真司、大内 邦靖 専　門 2 集中
UCY23004 企画・マネジメント演習Ⅱ 栗田 真司、大内 邦靖 専　門 2 集中
UCY23005 生涯学習論 栗田 真司 専　門 2 前期
UCY23006 材料力学Ⅰ 伊藤 安海 専　門 2 後期
UCY23007 加工学Ⅰ 孕石 泰丈 専　門 2 後期
UCY23008 バイオメカニクス 伊藤 安海 専　門 2 前期
UCY23009 組込みソフトウェア構成法 鈴木 良弥 専　門 2 後期
UCY23010 信号とシステム 大木 　真 専　門 2 後期
UCY23011 情報システムと社会Ⅰ 安藤 英俊 専　門 2 前期
UCY23012 景観工学 石井 信行 専　門 2 前期
UCY23013 環境生物工学 遠山　 忠 専　門 2 後期
UCY23014 基礎材料科学 上野 慎太郎 専　門 2 前期
UCY23015 入門物理Ⅰ 酒井 優、東海林篤　他 専　門 3 前期
UCY23016 半導体プロセス工学 近藤　英一 専　門 2 後期
UCY23017 行政法Ⅰ 若生 直志 専　門 2 前期
UCY23018 行政法Ⅱ 若生 直志 専　門 2 後期
UCY23019 多様性生物論 岩田 智也 専　門 2 前期
UCY23020 生態学 岩田 智也 専　門 2 後期
UCY23021 環境科学概論 岩田 智也 専　門 2 後期
UCY23022 観光政策科学概論A 菊地 淑人、宮川 雅至 専　門 2 前期
UCY23023 観光経営論Ⅰ 田中 　敦 専　門 2 前期
UCY23024 観光経営論Ⅱ 田中 　敦 専　門 2 後期
UCY23025 観光資源保全・活用論 菊地 淑人 専　門 2 後期
UCY23026 観光政策論 菊地 淑人 専　門 2 前期
UCY23027 地域計画学 大山 　勲 専　門 2 後期
UCY23028 地域共生デザイン 大山 　勲 専　門 2 前期
UCY23029 ベンチャービジネス論 戸田 達昭 専　門 1 通年
UCY23030 日本事情Ⅰ 伊藤 孝惠 共　通 2 前期
UCY23031 日本事情Ⅱ 伊藤 孝惠 共　通 2 後期
UCY23032 富士山学 秦康範、北原正彦 他 共　通 2 後期
UCY23033 医療の最先端 市川 大輔、矢ヶ崎 英晃　他 共　通 2 前期
UCY23034 大学生のための言語表現 仲本 康一郎 共　通 2 前期
UCY23035 大学生のための言語表現 仲本 康一郎 共　通 2 後期
UCY23036 消費者教育 神山　久美 共　通 2 前期
UCY23037 考古学について 佐野　隆（非常勤） 共　通 2 前期
UCY23038 発達と障害 古屋　義博 共　通 2 後期
UCY23039 フューチャーサーチ 大山 勲、澤 伸恭　他 共　通 2 通年
UCY23040 ワインと宝石 武井 貴弘、奥田  徹　他 共　通 2 前期
UCY23041 これからの機械技術 青柳潤一郎、鳥山 孝司　他 共　通 2 前期
UCY23042 クリスタルサイエンス 武井 貴弘、熊田 伸弘　他 共　通 2 後期
UCY23043 自然災害と都市防災 秦　 康範、後藤 　聡 共　通 2 前期
UCY23044 環境生態学 森 　一博、八重樫 咲子 共　通 2 後期
UCY23045 電力伝送工学 小川 覚美 共　通 2 前期
UCY23046 加工学Ⅰ 孕石 泰丈 共　通 2 後期
UCY23047 社会における看護と介護 宮村 季浩、小林 康江　他 共　通 2 後期
UCY23048 観光政策科学概論A 菊地 淑人、宮川 雅至 共　通 2 前期
UCY23049 子ども文化 栗田 真司 共　通 2 後期
UCY23050 自発的教養（実践的キャリア形成活動） 大山 勲、澤 伸恭　他 共　通 2 通年
山梨県立大学
UCY23051 日本語の方言と山梨 　　 吉田 雅子 共　通 2 後期
UCY23052 環境論 箕浦 一哉 共　通 2 後期
UCY23053 山梨学Ⅱ 輿水 達司 共　通 2 後期
UCY23054 キャリアデザイン実践 杉山 　歩、吉田　 均 専　門 2 通年
UCY23055 ソーシャルデザイン入門（2020年度入学生まで受講可） 安藤 勝洋 専　門 2 後期
UCY23056 災害支援 渡邊 裕子、平尾 百合子　他 共　通 2 前期
UCY23057 地域実践入門Ⅰ：安藤 安藤 勝洋 専　門 1 前期
UCY23058 地域実践入門Ⅱ：安藤 安藤 勝洋 専　門 1 後期
UCY23059 地域理解演習Ⅰ：安藤 安藤 勝洋 専　門 2 前期
UCY23060 地域理解演習Ⅱ：安藤 安藤 勝洋 専　門 2 後期
UCY23061 観光実務 吉田　 均、八代 一浩　他 専　門 2 前期
UCY23062 山梨観光演習 吉田 　均、安藤 勝洋　他 専　門 1 通年
UCY23063 観光ビジネス論 安藤 勝洋 専　門 2 後期
UCY23064 地域実践入門Ⅰ：吉田 吉田 　均 専　門 1 前期
UCY23065 地域実践入門Ⅰ：兼清 兼清 慎一 専　門 1 前期
UCY23066 地域実践入門Ⅱ：吉田 吉田 　均 専　門 1 後期
UCY23067 地域実践入門Ⅱ：兼清 兼清 慎一 専　門 1 後期
UCY23068 地域実践入門Ⅱ：杉山 杉山 　歩 専　門 1 後期
UCY23069 山梨の観光 樋川 　昇　 専　門 2 前期
UCY23070 観光まちづくり概論 吉田 　均 専　門 2 後期
UCY23071 海外インターンシップ ケビン・ブラウン 専　門 1 後期
UCY23072 地域観光情報論 伊東 洋晃 専　門 2 前期
UCY23073 観光政策論 樋川 　昇　 専　門 2 後期
UCY23074 国際観光まちづくり論 吉田 　均 専　門 2 前期
UCY23075 地域理解演習Ⅰ(吉田) 吉田 　均 専　門 2 前期
UCY23076 地域理解演習Ⅱ(吉田) 吉田 　均 専　門 2 後期
UCY23077 地域理解演習Ⅰ(杉山) 杉山 　歩 専　門 2 前期
UCY23078 地域理解演習Ⅱ(杉山) 杉山 　歩 専　門 2 後期
UCY23079 マーケティング論 伊東 洋晃 専　門 2 前期
UCY23080 子育て支援演習 太田 　研 専　門 1 後期
UCY23081 特別支援教育概論（幼・小） 里見 達也 専　門 2 前期
UCY23082 子ども家庭支援論 奥谷 佳子 専　門 2 後期

科目番号 科目名 担当教官 科目属性 単位 期間
UCY23083 老年看護学 渡邊 裕子、小山 尚美 専　門 2 前期
UCY23084 文化とコミュニケーション 兼清 慎一 専　門 2 後期
UCY23085 共生社会論 徐　 正根 専　門 2 前期
UCY23086 山梨の政策課題 安達 義通 専　門 2 前期
UCY23087 地域企業実践論 安達 義通、高野 孫左ヱ門 専　門 2 後期
UCY23088 環境社会学 箕浦 一哉 専　門 2 前期
UCY23089 経営学 黒羽 雅子 専　門 2 前期
UCY23090 経営組織論 未定 専　門 2 未定
UCY23091 経営史、経営戦略論 黒羽 雅子 専　門 2 前期
UCY23092 国際経営論 未定 専　門 2 未定
UCY23093 会計学 石山 　宏 専　門 2 前期
UCY23094 上級簿記 石山 　宏 専　門 2 前期
UCY23095 経営分析論 石山 　宏 専　門 2 後期
UCY23096 簿記論 石山 　宏 専　門 2 前期
UCY23097 簿記演習 石山 　宏 専　門 1 後期
UCY23098 地域プロジェクト論 伊東 洋晃 専　門 2 後期
UCY23099 金融論 黒羽 雅子 専　門 2 前期
UCY23100 日本語教育概論 萩原 孝恵 専　門 2 前期
UCY23101 日本語教育特講（外国籍児童生徒等） 萩原 孝恵 専　門 2 前期
UCY23102 比較文化論(異文化理解) 佐藤 正幸 専　門 2 後期
UCY23103 日本語の表現Ⅱ（コミュニケーション） 萩原 孝恵 専　門 2 後期
UCY23104 公的扶助論 関屋 光泰 専　門 2 後期
UCY23105 私たちの人生と障がい 柳田 正明 専　門 2 後期
UCY23106 VUCA時代のキャリアレジリエンス 水上 　篤、杉山 　歩 共　通 2 前期
UCY23107 地域のチャレンジ１ 堀内 久雄、杉山 　歩 共　通 1 後期
UCY23108 地域のチャレンジ２ 堀内 久雄、杉山 　歩 共　通 1 後期
UCY23109 グローバルマインドとスキル 嶋津 幸樹 共　通 2 後期
UCY23110 地域しごと概論（経営マインド） 手塚 　伸、今井 　久 共　通 1 前期
UCY23111 地域の豊かさ 今井　久 共　通 2 前期
UCY23112 問題発見の技法 佐藤 文昭 共　通 1 前期
UCY23113 地域資源の保全と活用 堀内 久雄、杉山 歩 共　通 2 前期
UCY23114 料理とワインのマリアージュ 長谷部 賢、堀内久雄　他 共　通 1 後期
UCY23115 通訳入門実践 新井 達司 共　通 1 後期
UCY23116 実用中国語 賀南 共　通 1 後期
UCY23117 ネイチャーガイド演習１ 吉田 均 共　通 1 後期
UCY23118 ネイチャーガイド演習２ 吉田 均 共　通 1 後期
UCY23119 日本ワイン歴史マイスター養成講座 仲田 道弘、安藤 勝洋 共　通 1 後期
UCY23120 おもてなしマイスター養成講座 高野 　登、安藤 勝洋 共　通 1 後期
UCY23121 観光実践マネジメント講座 瀬戸川 礼子、安藤 勝洋 共　通 1 後期
UCY23122 やまなしワイン入門講座 長谷部 賢、堀内 久雄　他 共　通 1 通年
UCY23123 ワークショップデザイン 田中 友悟 共　通 2 前期
UCY23124 まちづくりの思想と技術 田中 友悟 共　通 2 後期
UCY23125 事業づくりの技法 佐野 信也 共　通 1 前期
UCY23126 政策づくりの技法 保坂 久 共　通 1 前期
UCY23127 ローカルデザイン実践演習 田中 友悟 共　通 1 前期
UCY23128 事業づくり実践演習 澤 伸恭、佐藤 文昭 共　通 1 後期
UCY23129 政策づくり実践演習 保坂 久 共　通 1 後期
UCY23130 企業がチャレンジする経営革新 内田 研一、手塚 　伸　他 共　通 1 前期
UCY23131 付加価値を生む地域資源の保全とブランド化 中村 光良、安達 義通 共　通 1 後期
UCY23132 金融リテラシー向上講座～お金の過去・現在・未来～ 堀内 久雄、手塚 　伸　他 共　通 1 後期
UCY23133 国際貿易実務 中矢 一虎、今井 　久　他 共　通 1 後期
UCY23134 事業計画づくりワークショップ 内田 研一、手塚 　伸　他 共　通 1 後期
UCY23135 トレンド予測の手法 家安 　香、手塚 　伸　他 共　通 1 後期
UCY23136 イノベーション創造の基礎と実践 田子 　學、手塚 　伸　他 共　通 1 後期
UCY23137 ブランディング基礎と実践 田子 　學、手塚 　伸　他 共　通 1 後期
UCY23138 企業におけるレクチャーと現場研修 手塚 　伸、今井 　久 共　通 1 前期
UCY23139 多文化共生地域課題２（多文化社会における対人援助/外国人と人権） 新居 みどり、長坂 香織 共　通 2 前期
UCY23140 多文化社会とことば 長坂 香織 共　通 1 後期
UCY23141 保健医療福祉における文化理解 錦織 信幸 共　通 1 後期
UCY23142 多文化共生地域課題１（山梨県の多文化化） 長坂 香織 共　通 1 後期
UCY23143 芸術活動をとおした多様性協働プロジェクト 山野 靖博、中原 和樹 共　通 2 通年
UCY23144 多文化共生の現場を歩く 長坂 香織 共　通 1 前期
UCY23145 多文化共生を目指した地域課題プロジェクト 錦織 信幸、長坂 香織　他 共　通 1 後期
UCY23146 多文化対応人材育成演習（教育） ピッチフォード 理絵 共　通 1 前期
UCY23147 多文化対応人材育成演習（保健・医療・福祉） 沢田 貴志 共　通 1 前期
UCY23148 アントレプレナーシップとスキル 戸田 達昭 共　通 2 後期
UCY23149 グローバルビジネススキル 戸田 達昭 共　通 1 後期
UCY23150 アイデア共創実践 戸田 達昭、杉山 歩 共　通 1 前期
UCY23151 ビジネス共創実践 齊藤 浩志 共　通 2 前期
山梨学院大学
UCY23152 異文化コミュニケーションA 原　 百年 国際共修 2 前期
UCY23153 異文化コミュニケーションA 寺澤 君江 国際共修 2 前期
UCY23154 異文化コミュニケーションB 原　 百年 国際共修 2 後期
UCY23155 異文化コミュニケーションB 寺澤 君江 国際共修 2 後期
UCY23156 女性とキャリア形成 今井　 久 キャリア形成支援 2 前期
UCY23157 ビジネス・コミュニケーションⅠ 立石 貴子 キャリア形成支援 2 後期
UCY23158 ビジネス・コミュニケーションⅠ 立石 貴子 キャリア形成支援 2 後期
UCY23159 ビジネス・コミュニケーションⅡ 立石 貴子 キャリア形成支援 2 前期
UCY23160 ビジネス・コミュニケーションⅡ 立石 貴子 キャリア形成支援 2 前期
UCY23161 ウェルビーイングⅠ 林　 将寛、春日 駿哉 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23162 ウェルビーイングⅠ 林　 将寛、春日 駿哉 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23163 ウェルビーイングⅠ 中野 陽子、三輪 真資 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23164 ウェルビーイングⅠ 宮本 大輝、篠崎 恵子 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23165 ウェルビーイングⅠ 中野 陽子、三輪 真資 ヒューマンスキル 2 前期

科目番号 科目名 担当教官 科目属性 単位 期間
UCY23166 ウェルビーイングⅠ 深島 孝仁、篠崎 恵子 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23167 ウェルビーイングⅠ 大﨑 恵介、若栁　 翼 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23168 ウェルビーイングⅠ 大﨑 恵介、若栁　 翼 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23169 ウェルビーイングⅡ 林　将寛、春日 駿哉 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23170 ウェルビーイングⅡ 林　将寛、春日 駿哉 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23171 ウェルビーイングⅡ 中野 陽子、三輪 真資 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23172 ウェルビーイングⅡ 宮本 大輝、篠崎 恵子 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23173 ウェルビーイングⅡ 中野 陽子、三輪 真資 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23174 ウェルビーイングⅡ 深島 孝仁、篠崎 恵子 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23175 ウェルビーイングⅡ 大﨑 恵介、若栁 　翼 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23176 ウェルビーイングⅡ 大﨑 恵介、若栁 　翼 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23177 学びと社会のデザインⅠ 林　将寛 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23178 学びと社会のデザインⅠ 若栁　翼 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23179 学びと社会のデザインⅠ 大﨑　恵介 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23180 学びと社会のデザインⅠ 大﨑　恵介 ヒューマンスキル 2 後期
UCY23181 学びと社会のデザインⅠ 若栁 　翼 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23182 学びと社会のデザインⅠ 大﨑 恵介 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23183 学びと社会のデザインⅠ 大﨑 恵介 ヒューマンスキル 2 前期
UCY23184 学びと社会のデザインⅠ 林　 将寛 ヒューマンスキル 2 後期
身延山大学
UCY23185 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 建守 善之 福祉理論系科目 2 前期
UCY23186 地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 建守 善之 福祉理論系科目 2 後期
UCY23187 地域福祉実践 池上 要靖 福祉理論系科目 1 後期
UCY23188 地域福祉演習 池上 要靖 福祉理論系科目 1 後期
UCY23189 インターンシップⅣ 木村 中一 キャリア系科目 1 通年
UCY23190 山梨県と峡南地域 望月 真澄 地域教養科目 2 集中
UCY23191 山梨県の福祉文化 伊東 久実 地域教養科目 2 前期
UCY23192 サービスラーニングⅠ 池上 要靖 地域教養科目 1 集中
UCY23193 サービスラーニングⅡ 伊東 久実 地域教養科目 1 集中
UCY23194 日蓮学入門 桑名 法晃 専門基礎科目 2 前期
UCY23195 仏教通史 池上、木村、金 専門基礎科目 2 前期
UCY23196 仏教福祉学概論 池上 要靖 専門基礎科目 2 前期
UCY23197 仏教学概論 望月 海慧 仏教学系科目 2 後期
UCY23198 日蓮聖人伝 木村 中一 専門基礎科目 2 後期
UCY23199 大乗仏教概論 望月 海慧 仏教学系科目 2 前期
UCY23200 日本仏教概論 望月 真澄 仏教学系科目 2 前期
UCY23201 中国仏教概論 金 　炳坤 仏教学系科目 2 後期
UCY23202 仏像の基礎知識 柳本 伊左雄 仏教芸術系科目 2 前期
UCY23203 人間関係とコミュニケーションの基礎 中野 宏子 自然科学系･総合領域科目 2 前期
UCY23204 心理学 手塚 知子 人文･社会科学系科目 2 前期
UCY23205 倫理学 桑名 法晃 人文･社会科学系科目 2 後期
山梨英和大学　（※当大学は「クォーター制」を導入しています。）
UCY23206 心理学的支援法Ⅰ 高橋 寛子 領域科目 2 後期
UCY23207 障害者・障害児心理学 中嶋 彩 領域科目 2 後期
UCY23208 サービスラーニング 内田 奈津子 基礎科目 2 後期
UCY23209 高齢者の心理と健康 黒田 浩司、小田切陽一　他 融合科目 2 通年
UCY23210 山梨の地場産業 野村　魁 オープン科目 2 後期
UCY23211 サービス・サイエンスとCCRC 和田 典子、黒田 浩司　他 融合科目 2 後期
UCY23212 地域課題研究 黒田 浩司・佐藤 文昭 融合科目 2 通年
UCY23213 子育て支援実践演習 佐柳 信男 融合科目 1 通年
UCY23214 縄文文化と山梨 長澤 宏昌 オープン科目 1 4Q
UCY23215 心理学概論Ⅱ 武部 正明 領域科目 2 後期
UCY23216 発達心理学 佐柳 信男 領域科目 2 前期
UCY23217 福祉心理学 小林 真理子 領域科目 2 前期
UCY23218 音楽史・音楽学 井上 征剛 領域科目 2 前期
UCY23219 日本文学史 小菅 健一 領域科目 2 前期
UCY23220 国際交流論 李 　尚珍 領域科目 2 前期
UCY23221 メディアサイエンス概論 難波 道弘、長谷川成明　他 領域科目 2 前期
UCY23222 芸術と心理療法 高橋 寛子、石橋 泰 融合科目 2 前期
UCY23223 聖書学 洪 　伊杓 オープン科目 2 後期
UCY23224 まんが論 小菅 健一 オープン科目 2 前期
山梨学院短期大学
UCY23225 ホテルサービスⅠ 渡辺 浩章 専　門 1 前期
UCY23226 ホテルサービスⅡ 渡辺 浩章 専　門 1 前期
UCY23227 社会生活と健康 田草川 憲男、田中結香 専　門 2 前期
UCY23228 ライフスタイルと健康 田草川 憲男 共通科目 2 後期
UCY23229 環境と健康 田中結香 共通科目 2 後期
UCY23230 山梨の自然 望月 一二 共通科目 2 前期
UCY23231 食生活学 深澤 早苗 共通科目 2 後期
UCY23232 ビバレッジⅡ 樫山 美穂 専　門 1 前期
帝京学園短期大学
UCY23233 自然観察 五味 愛美 教養科目 1 前期
UCY23234 児童館・放課後児童クラブの活動内容と指導法Ⅰ 河西 美代子 教養科目 2 後期
大月短期大学
UCY23235 大月学入門 山口 隆太郎 共　通 2 前期
UCY23236 地域実習（体験） 槇平 龍宏　他 共　通 1 後期
UCY23237 地域実習（応用） 槇平 龍宏　他 共　通 1 前期
UCY23238 地域実習（提言） 槇平 龍宏　他 共　通 2 後期
UCY23239 キャリアデザイン論Ａ 佐藤 茂幸 共　通 2 前期
UCY23240 キャリアデザイン演習 佐藤 茂幸 共　通 2 前期
UCY23241 地域インターンシップ 佐藤 茂幸 共　通 1 前期
UCY23242 専門演習第９A 佐藤 茂幸 専　門 2 前期
UCY23243 専門演習第９B 佐藤 茂幸 専　門 2 後期

科目番号 科目名 担当教官 科目属性 単位 期間


