大学コンソーシアム富山 教育連携部会

〔単位互換〕とは、富山県内７つの高等教育機関の学生が、他大学等の科目を履修し、それを自分の所属する大学等の単位として認定してもらうという制度です。
(ただし、認定可能な科目であるかどうかや単位数などは、履修願提出の際に所属大学等にて必ず確認してください。)

平成29年度後期 単位互換提供科目一覧
①富山大学 [五福キャンパス]

②富山県立大学

履修願提出期間 ： 10/2～10/6
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(教養) はじめての経済学
(教養) 地球と環境 *２
(教養) 生命の世界 *２
(教養) 化学物質の世界
(教養) 日本の歴史と社会
(教養) 言語と文化 *２
(教養) 地球と環境 *２
(教養) 社会と情報の数理
(教養) 西洋の歴史と社会
(教養) 言語と文化 *２
(教養) 市民生活と法 *２
(教養) 産業と経済を学ぶ *２
(教養) 経営資源のとらえ方 *２
(教養) 人間と倫理
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(教養) 経済生活と法
(教養) 地域の経済と社会・文化
(教養) 物理の世界
(教養) 材料の科学
(教養) コンピュータの話 *２
(教養) こころの科学
(教養) 現代と教育 *２
(教養) 外国文学
(教養) 市民生活と法 *２
(教養) 産業と経済を学ぶ *２
(教養) 経営資源のとらえ方 *２
(教養) 生命の世界 *２
(教養) 技術の世界
(教養) コンピュータの話 *２
(教養) 地域ライフプラン
(教養) ロシア語Ｂ(4) *２
(教養) 中国語Ｂ(4) *２
(教養) ラテン語Ｂ(4)

(教養) 物理学
〔専門〕 ロボット設計工学
〔専門〕 バイオ計測基礎
〔専門〕 光通信工学
〔専門〕 インターネット工学
〔専門〕 コンピュータ工学
〔専門〕 資源循環工学
〔専門〕 生体高分子化学
〔専門〕 応用微生物学
〔専門〕 酵素有機化学
〔専門〕 蛋白質工学
〔専門〕 ゲノム工学
〔専門〕 薬物概論

③高岡法科大学

(教養) 現代と教育 *２
(教養) 東洋の歴史と社会
(教養) 現代社会論

履修願提出期間 ： 9/21～9/28
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(教養) 【教養特殊講義】ローカルガバナンス

〔専門〕 憲法(人権）Ⅱ

履修願提出期間 ： 10/2～10/6
1
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(教養) 基礎英語Ⅱ
(教養) 実践英語Ⅱ
(教養) 中国語Ⅱ
(教養) 地域社会論
(教養) ジェンダー論
(教養) 法学
〔専門〕 地方自治法
〔専門〕 旅行業論
〔専門〕 地域社会と観光
〔専門〕 観光と交通
〔専門〕 生活と水環境
〔専門〕 生活環境論Ⅱ(住環境デザイン)
〔専門〕 資源・エネルギー論
〔専門〕 都市空間デザイン
〔専門〕 環境デザイン特別講義
〔専門〕 情報社会論
〔専門〕 情報ネットワーク論
〔専門〕 スクールソーシャルワーク論

〔専門〕 刑法総論Ⅱ

⑤富山短期大学

〔専門〕 民法総則Ⅱ

履修願提出期間 ： 9/25～10/10

〔専門〕 保険法
〔専門〕 親族法
〔専門〕 裁判法
〔専門〕 刑法各論Ⅱ
〔専門〕 債権各論Ⅱ
〔専門〕 債権各論Ⅲ

1
2
3
4
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[専門] 解剖生理学
[専門] 官能評価論
[専門] 社会的養護
[専門] 経営管理論
[専門] 富山型福祉特別講義

〔専門〕 行政法Ⅰ(作用法)
〔専門〕 情報公開・個人情報保護法
〔専門〕 労使紛争処理システム
〔専門〕 法哲学
〔専門〕 環境と法

⑥富山福祉短期大学
履修願提出期間 ： 9/4～9/8
1 (教養) 現代の子どもたち
2 (教養) 運動生理学

〔専門〕 女性と法
〔専門〕 社会福祉論Ｂ
〔専門〕 公正取引法

19 〔専門〕 中国ビジネス法と中国事情

(教養) ドイツ語Ｂ(4) *２
(教養) 中国語Ｂ(4) *２

④富山国際大学

履修願提出期間 ： 10/2～10/6

「単位互換の手引き」

⑦富山高等専門学校
履修願提出期間 ： 10/2～10/6
1 (教養) 言語と文化 [本郷C]
2 (教養) 環境社会学 [本郷C]
3 (教養) 環日本海文化論 [射水C]

(教養) ドイツ語Ｂ(4) *２

１．単位互換とは

(教養) ロシア語Ｂ(4) *２
(教養) 朝鮮語Ｂ(4)

２．履修可能学生について
３．履修・単位認定のながれ

※H30年2月中旬～下旬（予定） 別途募集します

(教養) 英語Ｂ(4)

４．履修に関するＱ＆Ａ

1 (教養) 災害救援ボランティア論 [富山大学]

(教養) フランス語Ｂ(4)

５．年間スケジュール・各機関時間割対応表

(注)富山大学の提供科目に関しては、曜日・時限・担当教員
が異なる同一科目名が存在します。
「*2」は同一科目名が２つあることを示します。

６．単位互換提供科目一覧・シラバス

⑧大学コンソーシアム富山授業科目

提供される科目・シラバス・履修に関する

手続きについては大学コンソーシアム富山の
７．各機関の連絡事項・問合せ先・アクセス
ホームページ(http://www.consortium-toyama.jp/student.html)で！

※なお、提供科目の内容等は変更となる場合がありますので、履修希望者は必ず所属大学等を通して確認してください。

