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三重とこわか国体・三重とこわか大会

国体４１７日前 大会４４５日前

新しい国体に向けた津市の取り組み

「密」回避のための会場変更

新型コロナウイルス
感染症発生後初



歴史は繰り返す！ 昭和50年（1975）三重国体は
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新型コロナウイルス
感染症

厳しい経済情勢の中で「ムダを省いた
あたたかい国体」をモットーに従来の
慣例にとらわれることなく準備を進め
る
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派手さはなくとも「心あたたまる
ふだん着国体」を目指す
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新型コロナウイルス感染症拡大によるスポーツ界の動き

３月１１日 ３月１９日から阪神甲子園球場で開催予定の第９２回選抜高等学校野球大会の中止が決定

３月２５日 津市開催の三重とこわか国体なぎなた競技リハーサル大会の中止決定

３月３０日 東京オリンピック・パラリンピックの１年程度の延期（３月２４日）、２０２１年夏に延期が決定

４月２６日
今夏、東北から九州の２１府県で分散開催される予定の全国高等学校体育大会（インターハ
イ）の中止が決定

５月２０日
８月１０日から阪神甲子園球場で開催予定の第１０２回全国高等学校野球選手権大会の中止
が決定

６月２日
津市開催の三重とこわか国体セーリング競技、ライフル射撃競技（ＣＰ、ＣＰ以外）、ビーチ
バレーボール競技リハーサル大会の中止決定

６月１０日
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）と組織委員会が、感染症拡大で１年延期となった東京五輪の大
会運営簡素化の方針で一致

６月１９日
第７５回国民体育大会（鹿児島国体）、第２０回全国障害者スポーツ大会（鹿児島大会）の今秋
開催断念と両大会の延期（引き続き調整）が発表される

７月２７日 津市開催の三重とこわか国体ボウリング競技リハーサル大会の中止決定



「新しい国体」 に向けた津市の取り組み方針

１ 安心・安全な環境の提供を最優先課題とする（感染症対策）

２ 市民の理解と共感が得られるよう、効率的な大会運営を
目指す（思い切った見直し）

「新型コロナウイルス感染症発生
後初」となる国体で、従来からの
華美な運営は市民の理解が得ら
れない

確実な感染症の収束が見込めない
なか、津市開催の競技会で感染拡
大がないよう万全な措置が必要

実行委員会で「感染症防止ガイドライ

ン」を策定し、「密を避ける対策」を講
じて感染防止を徹底する

実行委員会事務局で「見直し」に係
る具体案を策定し、競技団体、関係
団体との協議を進める



※三重とこわか国体の会期は、９月25日（土）～10月５日（火）の11日間
会 期

広い競技会場へ変更

サオリーナ、芸濃総合文化センターを最大限に活用し、広い競技
会場で「密」を防ぎます！ 施設の強みを生かす
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成年男子
少年男子

● ● ● ● ● ● ● ●

女子 ● ● ● ●

柔道
成年男子
少年男子
女子

メッセウイング・みえ
⇓

サオリーナ

● ● ● ● ● ●

サオリーナ ● ● ● ●

安濃中央総合公園内体育館 ● ● ● ●

芸濃総合文化センター内アリーナ ● ● ● ●

サオリーナ ● ● ● ● ●

安濃中央総合公園内体育館 ● ●
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● ●

なぎなた
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レスリング、柔道の会場変更

観客席 仮設で最大1,500席

選手控室 仮設で最大900㎡

アップ場 仮設で最大1,200㎡

役員室等 メッセウイング・みえの諸室

津市産業・スポーツセンターで同時に２競技実施することにより密が生じることから、会期前
実施競技とし、サオリーナで開催 メッセウイング・みえ⇒サオリーナへ変更

変更前 メッセウイング・みえ 変更後 サオリーナ

3,054席→約2倍（50％以上の削減可能）

三重武道館内武道場 1,399㎡→約1.6倍

サブアリーナ 1,702㎡→約1.4倍

サオリーナ、メッセウイング・みえ両施設の諸室

平成30年度全国高等学校総合体育大会 レスリング競技（メッセウイング・みえ） 平成30年度全国高等学校総合体育大会 柔道競技（サオリーナ）



変更前 久居体育館 変更後 芸濃総合文化センター

競技会場 アリーナ 1,457㎡

選手控室 仮設で最大 600㎡

アップ場 仮設で最大 300㎡

2,389㎡（アリーナ）→約1.6倍

817㎡（文化ホール）→約1.4倍

432㎡（剣道場）→約1.4倍

変更後 久居体育館

これら競技会場の変更、会期前開催については、既に競技団体から了承を得ており、本日
（８月４日）午後に開催される三重県実行委員会総会で審議され、承認を得た後、（公財）日
本スポーツ協会国体委員会において審議され、承認を得て正式決定

なぎなた
関係者の規模（選手・監督４７都道府県３１４人）に応じ文化ホール等を活用できる芸濃総合
文化センターで開催 久居体育館⇒芸濃総合文化センターへ変更

1,205㎡（アリーナ）

80㎡（更衣室）

252㎡（アリーナ）

変更前 芸濃総合文化センター

競技会場 アリーナ 2,389㎡

選手控室 文化ホール 817㎡

アップ場 剣道場 432㎡

バスケット
ボール

選手・監督１日８チーム（１０４人）が試合時間に応じ競技会場へ集合することから、久居体育
館で開催 芸濃総合文化センター⇒久居体育館へ変更

施設面積は狭小化し
ても利用規模により
対応可能

なぎなた、バスケットボールの会場変更



これから取り組むもの ～ガイドラインの策定～

ガイドラインを策定し、参加者の「命」と「健康」を守ります！
津市実行委員会独自の感染症対策を実施

それぞれの団体で「ガイドライン」等を作成し、対策を徹底
例）ＮＰＢ新型コロナウイルス感染予防ガイドライン

スポーツイベントの再開
にあたっては

5月14日
（公財）日本スポーツ協会が「スポーツイベントの再開に向けた感染症拡大予防ガイドライン」を発表

6月19日
プロ野球開幕

１ 参加募集時の対応 体調が良くない場合はエントリーを見合わせる 等

２ 当日の参加受付時の留意事項 発熱や咳など症状がある人の入場を控える 等

３ 参加者への対応 マスクの準備、イベント前後のミーティング等での「密」回避 等

４ 主催者の留意事項 手洗い場、更衣室、休憩スペース、飲食物の提供等の対策

５ 参加者が行う留意事項 十分な距離の確保、タオルの共用回避等の対策

これらガイドライン等を参考に、津市実行委員会（宿泊衛生専門委員会・常任委員会）で
「（仮称）感染症防止ガイドライン」を作成し感染症対策を実施



競技団体と連携し、新たな取り組みを津市から発信します！
競技運営や競技会場などで「密」を防ぎます。

例）選手・監督、役員等の入場抑制（ルールづくり等）

①試合会場への入場や選手控室、更
衣室、アップ場への入場・入室に関す
る利用計画やルールづくり、②来賓、
役員などが観戦する役員席への着席
を制限するなどして、「密」を防ぎます

競技によっては、①出番を待
つ選手や監督が選手控室や競
技会場内の観客席で待機した
り、②多くの来賓、役員向けに
役員席を用意するなど「密」が発
生するケースがあります

例）監督会議や競技別開会式など式典の見直し（簡素化等）

監督会議や総合開会式とは
別に行う競技別開会式などの
式典では、 多くの監督、選手・
役員が参加し「密」が発生する
ケースがあります

①より広い会場での監督会議の実施
や、②競技別開会式や表彰式などの
式典では、参加者を限定したり、進行
を見直すなど簡素化し「密」を防ぎます

これから取り組むもの ～競技団体との連携～

2019茨城国体 なぎなた競技

2019茨城国体 なぎなた競技



例）一般観覧者の入場抑制（入場制限等）

①競技会場へは全国から多く

の観客、応援団が訪れ、②会場

に入場する列ができ、「密」が発

生するケースがあります

例）人が多く集まる大型テントの見直し（小・中型テントでの分散化）

①競技会場への入場制限（定員の
５０％等）や②事前申込を検討するなどし
て、「密」を防ぎます

大型テントを用い、①選手・観
客の皆さんが休憩したり、②式
典・セレモニーなどを行う競技が
あり、多くの人が利用し「密」が
発生するケースがあります

①試合を終えた選手は速やかに退場
するなど、休憩所は小・中型テントで対
応したり、②式典・セレモニーは参加者
を限定し簡素化するなどして、「密」を
防ぎます

これら津市の新たな取り組みには、これまで築きあげてきた津市開催の各競技
団体との信頼関係のもと、十分協議・検討を重ね具体化していきます。

入場できなかった方への対策として、イン
ターネットなどを活用した映像配信体制を
検討していきます2019茨城国体 高校野球競技

2019茨城国体 セーリング競技



関係団体や市民等と連携し、新たな取り組みを津市から発信します！
おもてなしや売店での「密」を防止 津市らしい取り組みを進めます。

例）「ふるまい」の見直し（カタログ販売等）

これまでの多くの国体では①
地場産品のＰＲ、②全国各地か
ら来る選手、観客へのおもてな
しのため地場産品等の「ふるま
い」を実施し、「ふるまい」を求め
る列が発生します

従来からの「ふるまい」に代え、新たに①
観光協会や物産振興会と連携した「カタ
ログ販売」等に取り組むとともに、②選手
への参加記念品を充実させるなど、津市
らしい取り組みを進めます

例）「ドリンクコーナー」の見直し（ペットボトルによる配布等）

これまでの多くの国体では「ド
リンクコーナー」で選手・監督、
一般観覧者に紙コップにより無
料でドリンクを提供しており、ボ
ランティアからの手渡しやドリン
クを求める列が発生します

①一般観覧者へのドリンク提供を自動
販売機の設置などに見直すとともに、
②選手や役員へは各人に「ペットボト
ル」で提供するなど、津市らしい取り組
みを進めます

これから取り組むもの ～市民・団体との連携～

2019茨城国体 セーリング競技

2019茨城国体 高校野球競技



これらの新たな取り組みは、市観光協会や市物産振興会、市教育委員会等
の関係組織と調整し、協力も得ながら具体化していきます。

例）総合案内所の見直し（様々な媒体で事前に情報提供等）

これまでの多くの国体では主
要駅等に総合案内所を設置し、
利用者に対して出版物、印刷
物を中心にご案内を行うこと
から、利用者が集中する等の
「密」が発生します

総合ガイドブックへの情報集約やＨＰ、
Ｗｅｂ版の充実、タウン誌の活用などに
より、様々な媒体から必要な情報を事
前に得られる取り組みを進めます

例）学校観戦の見直し（選手による学校訪問等）

これまでの多くの国体では小
学生等がスポーツへの意識高
揚等のため「学校観戦」として、
バス移動や学年単位で競技
観戦することから「密」が発生
します

国体を通じた小学生等のスポーツへの
関心、全国から訪れる選手・役員の皆
さんとの交流は大切であり、選手によ
る学校訪問や映像等による国体学習
を行うなど、津市らしい取り組みを進め
ます

2019茨城国体 卓球競技

2019茨城国体 ＪＲ日立駅総合案内所



今できること。これからのスタンダードを津市から発信します！
津市実行委員会ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでＰＲ動画を発信しています。

ＰＲ、広報イベントの見直し（ＹｏｕＴｕｂｅで情報発信）

市内各地域でのイベントや行
事でブースを出展しＰＲを行って
きましたが、中止や延期により、
その機会が無くなっている状況
にあります

楽しみながら、国体・大会を知って
いただける「津市実行委員会ＹｏｕＴ
ｕｂｅチャンネル」を開設し、様々な情
報を発信するとともに、津市観光協
会等と連携した取り組みを進めてい
ます

ＳＮＳの活用（様々な情報を連日更新）

若年層の認知度が低い中で、
利用時間、利用者ともに増加し
ているＳＮＳを十分活用する必
要があります

従来の実行委員会ＨＰ、広報津等
に加え、ＳＮＳでの情報発信を強化
することで、より多くの皆さんに情報
をお伝えできる取り組みを進めていま
す

既に取り組んでいるもの ～広報・ＰＲ～



お問い合わせ先

三重とこわか国体・三重とこわか大会津市実行委員会（国体・障害者スポーツ大会推進局内）
〒514-0056  津市北河路町１９番地１ メッセウイング・みえ ２階

T E L 059–229–3373 ／ F A X 059–229–3260 E-Mail 229–3373@city.tsu.lg.jp

市内で開催される競

技会の紹介や会場ま

でのアクセス、イベン

ト情報など

を掲載して

います

国体を身近に感じていただ

ける投稿を連日更新し、リ

アルタイムな情報をお届け

しています

国体の情報だけでな

く観光や物産の紹介

など楽しんでいただけ

る動画を

投稿して

います

津市実行委員会
ＨＰ

津市実行委員会
ＳＮＳ

津市実行委員会
ＹｏｕＴｕｂｅ ｃｈ



令和２年８月４日

「津市マイナンバーカード相談・支援窓口」

“マイナコーナー”の設置

～マイナンバーカードの交付からマイナポイントの利用手続きまで
ワンストップで相談・支援します‼～



マイナポイント事業の概要

マイナポイント
事業とは

①マイナンバーカードをお持ちの方が、手続き（マイキーＩＤの設定・マイナポイント

の申込み）の上で

②令和２年９月以降（令和３年３月末まで：予定）に、民間キャッシュレスサー
ビスを利用してポイントのチャージやお買い物をすると

③最大で２万円の２５％（５千円分）のマイナポイントが付与されるもの

取得したマイナポイントを買い物などに利用‼

マイナポイント
利用の手続

ご利用には、次の手続きが必要です‼

【参考】利用可能な主なキャッシュレス決済事業者（Ｒ2.7.26現在） 計１２８サービス

ＩＣカード（電子マネー） ＴＯＩＣＡ ＷＡＯＮ nanaco 楽天Edy

ＱＲコード決済 ｄ払い FamiPay PayPay LINE Pay

クレジットカード イオンカード au Payカード JP BANKカード 三井住友カード

など

Ｓｔｅｐ① Ｓｔｅｐ③

マイナンバーカード
の取得

マイキーＩＤの設定 マイナポイントの申込
（決済サービス事業者の選択）

Ｓｔｅｐ②



マイナポイント利用の手続き・フロー （マイナンバーカード取得➡マイナポイント獲得）

マイナンバー
カードを

市民課・各総合支所（市民福祉課・市民課）で取得

マイキーＩＤ
を

マイナポイント
を

スマートフォンやコンビニ・郵便局等でご自身が申込み
【市民課・各総合支所（市民福祉課・市民課）でも申込みを支援】

民間キャッシュレスサービスを利用してポイントチャージ・お買い物（＝マイナポイント獲得‼）

【主な手続方法】
郵送、オンライン等で申請の上、市役所から案内通知が届
いたらご予約の上、市民課（各総合支所）へお越しください。

Ｓｔｅｐ①

マイナンバーカード＋暗証番号（４桁）が必要です。
注）シルバーエミカ等をご利用中の方は、利用手続き時に、

マイキーＩＤを設定済みです。

Ｓｔｅｐ③

マイナンバーカード＋暗証番号（４桁） ＋使用する決済サービス
の選択が必要です。

Ｒ２．９～

暗
証
番
号
忘
れ
な
ど
は

市
民
課
等
で
再
設
定

スマートフォンやコンビニ・郵便局等で設定
【市民課・各総合支所（市民福祉課・市民課）でも設定を支援】

持っていない

持っている

or

設定していない

設定している

or

申込んでない

申込んだ

or

申請から取得まで１か月半ほどかかります‼

Ｓｔｅｐ②



マイナンバーカードの取得/マイキーＩＤの設定方法

スマートフォンで

パソコンで

郵便で

証明用写真機で

①
申
請

写 真 J-LIS（地方公共団体情報システム機構）
でマイナンバーカードを作成

市役所【市民課・各総合支所（市民福祉課・

市民課）】に到着

市役所から「カード交付案内通知」を郵送

☑ お電話で、受取日時をご予約ください。

☑ ご予約の日時に、本人確認書類（運転免許証など）を
持ってご来庁ください。

＋

「カード交付案内通知」が届いたら…

申請から受取までは、
１か月半ほどかかります。

お早めに手続きを‼

②
受
取

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得

マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
の
設
定

スマートフォンで

パソコンで
（ＩＣカードリーダが必要）

市民課
各総合支所で

マイナンバー
カード

暗証番号（４桁）
※カード受取時

に設定

＋

マイナンバー
カードの読み取り

暗証番号
の入力

マイナポイントアプリ
のインストール

マイナンバー
カードの読み取り

暗証番号
の入力

マイキーＩＤ作成ソフト
のインストール

マイナンバーカードの読み取り 暗証番号の入力

※マイナンバーカード受取時に手続きいただくと便利です‼

マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
設
定
完
了

《手続きに必要なもの》



マイナポイント申込みに必要なもの

マイナポイントを申込みいただくには、次の３つが必要になります

マイナポイントの申込み方法は、決済サービス事業者によって様々です

マイナンバーカードやマイナポイントに関する
市民の皆様の各種の相談や手続きを“ワンストップでご支援”します‼

「津市マイナンバーカード相談・支援窓口」“マイナコーナー”をご利用ください

８/１１（火）設置

“スマートフォンを持っていない”“手続き方法が分からない”など、申込みにお困りのときは…

ご自身で、ご利用いただく決済サービス事業者をお選びください



❶マイナンバーカード、マイナポイントに関する各種の相談
⇒ お一人お一人の状況をお聞きし、必要な手続きを迅速・

的確にご案内します

❷マイナンバーカードの取得、暗証番号（４桁）の再設定
が必要な場合

⇒ 市民課(マイナンバーカード交付窓口)へご案内します

❸マイナポイント申込みに関する相談・支援
⇒ “手続き方法が分からない”など、お困りごとに対応します

設置場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール

設置日 令和２年８月１１日（火）

主な業務内容

※各総合支所（市民福祉課・市民課）でも、同様に相談・支援を実施
※コンビニエンスストア、郵便局等の「マイナポイント手続きスポット」

（市内108箇所：7月27日現在）でもマイナポイントの申込みができます

「津市マイナンバーカード相談・支援窓口」“マイナコーナー”の概要

市民課

「マイナコーナー」設置場所
（本庁舎１階）

❷

北玄関

案
内

マイナコーナー

❸

正面玄関

市
民
ホ
ー
ル

❶

EV

E
V



●マイナンバーカードについて
市民部市民課 ＴＥＬ 059-229-3198

●マイナンバー制度全般について
総務部行政経営課 ＴＥＬ 059-229-3273

お問い合わせ

マイナンバーカード相談・支援窓口“マイナコーナー”をご利用ください‼

「マイナンバーカード」や「マイナポイント」
に関する“ご相談”や“お困りごと”は

お気軽にお問合せください‼



令和３年度三重短期大学入学生の募集

８月１９日～２１日
オープンキャンパスの開催中止

三重短期大学の新しい取り組み
～食物栄養学科の開設・
法経科第２部の長期履修学生制度の実施～

三重短期大学発表

令和２年８月４日



オープンキャンパスの開催中止

食物栄養学科 ８月１９日（水） １３時から１６時まで

生活科学科 ２０日（木） １３時から１６時まで

法経科
第１部・第２部

２１日（金） １３時から１６時まで

上記の予定をしておりましたが、今般のコロナウイルス感
染症の状況を鑑み、オープンキャンパスの開催を中止い
たします。中止に際し、当日配布を予定していた関連資
料をご希望の方はお問い合わせください。



年 度 法経科第１部 法経科第２部 家政科 ※H3年度から生活科学科

１９５２（昭和２７） １００名 ４０名

１９５３（昭和２８） １８０名 ６０名

１９６７（昭和４２） ９０名

１９６９（昭和４４） ６０名 １５０名
専攻分離
食物栄養学専攻 １００名
被服専攻 ５０名

１９７３（昭和４８）
コース制導入
法政コース
経商コース

コース制導入
法政コース
経商コース

食物栄養学専攻 ５０名
家政専攻 １００名
被服コース
食物コース

１９８５（昭和６０） １００名

１９９１（平成３）
生活科学科（家政科から名称変更）
食物栄養学専攻 ５０名
生活科学専攻 １００名

１９９７（平成９）
法律コース
経商コース
行政コース

法律コース
経商コース
行政コース

生活科学専攻にコース制導入
生活システムコース
居住環境コース

２００２（平成１４） コース制廃止

２００７（平成１９）
コース制の改変
法律コース
経商コース

コース制の改変
生活福祉・心理コース
居住環境コース

三重短期大学の創設からの沿革



現在の三重短期大学の構成

学科 専攻 コース

法経科（第１部）
（100名）

法律コース

経商コース

生活科学科
（150名）

食物栄養学専攻
（50名）

生活科学専攻
（100名）

生活福祉・心理コース

居住環境コース

法経科（第２部）
（150名）



三重短期大学の受験状況

学科・専攻等 募集人員（名）
受験者数（名）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

法経科
第１部

法律コース
100

132 170 145

経商コース 92 136 126

生活
科学科

食物栄養学専攻 50 132 115 83

生活科学専攻

生活福祉・
心理コース

100
116 87 89

居住環境
コース

122 103 138

法経科第２部 150 125 160 156

合 計 400 719 771 737



新しい取り組み ① 食物栄養学科が開設

学科 専攻 コース

生活科学科
（150名）

食物栄養学専攻
（50名）

生活科学専攻
（100名）

生活福祉・心理
コース

居住環境コース

学科 専攻 コース

食物栄養学科
（50名）

食物栄養学専攻

生活科学科
（100名）

生活科学専攻

生活福祉・心理
コース

居住環境コース

令和３年４月から現行

◆ 生活科学科としての共通科目を専門科目に移行することが可能と
なり、 食物栄養に関して一層の充実が図れる。

◆ 人気の高い、栄養士資格取得カリキュラムが充実。



食物栄養学科において履修内容の変化

区 分
必要最低
単位数

一般教養

生活科学概論 ２

語学・情報・

環境・心理等
１４

専門教養
生 活 基 礎 ８

食物栄養専門 ４０

卒業に必要な単位数 ６４

区 分
必要最低
単位数

一般教養

食物栄養学入門 ２

語学・情報・

環境・心理等
１４

専門教養 食物栄養専門 ４８

卒業に必要な単位数 ６４

一般教養が食物
栄養学に特化

専門8単位を
食栄専門分とし
て履修が可能

新設科目：食物栄養学入門、病態学、食品学各論、応用栄養学Ⅱ、

応用栄養学実習、栄養指導論、栄養指導論実習、給食運営総合指導



新しい取り組み ② 法経科第２部で長期履修学生制度がスタート

◆ 入学後、あらかじめ長期での履修計画を作成した学生については、通常２年のカリ

キュラムを３年もしくは４年で履修することを認める。（学費は通常の２年分）

◆ 就業状況等に柔軟に対応できる、ゆとりのある履修環境の提供による法経科第２部

の魅力アップ

◆ 長期履修制度に対応するため、定員を100名に変更

「勤労学生の学びの場」から「リカレント教育の場」へ

学 科

法経科（第２部）
（150名）→（100名）

長期の履修が可能に



長期履修学生制度モデル

卒業に必要な履修単位 最低６４単位

３２単位 ３２単位

２２単位 ２１単位

１６単位 １６単位

２１単位

１６単位 １６単位

３年次 ４年次

修業年限
２年

長期履修期間

３年

長期履修期間

４年

（年間の履修上限 30単位）

（年間の履修上限 20単位）

（年間の履修上限 50単位 ※食物栄養学科は同55単位）

２年次１年次



令和３年度 入学に向けた各種選抜試験

現在、入試概要をホームページにて案内中

◆関連分野特別選抜

（高等学校等において社会福祉、建築、居住、デザイン、環境のいずれ

かを中心に学習している学生を対象とした選抜試験）

◆学校推薦型選抜

（高等学校等の学校長からの推薦を得た者を対象とした選抜試験）

◆一般選抜

（本学で受験する選抜試験）

◆大学入学共通テスト利用選抜

（大学入学共通テストの結果で判定する選抜試験）

◆社会人特別選抜

（社会人を対象とした選抜試験）

URL:ｈｔｔｐｓ：//www.tsu-cc.jp/admission/



令和３年度入試日程について①

関連分野特別選抜

学校推薦型選抜

法経科第１部 食物栄養学科 生活科学科 法経科第２部募集学科

出願期間 令和２年１１月１８日（水）～１１月２５日（水）

試験日 令和２年１２月１２日（土） 令和２年１２月１３日（日）

合格発表 令和２年１２月２２日（火）

生活科学科募集学科

出願期間 令和２年１０月１５日（木）～１０月２３日（金）

試験日 令和２年１１月７日（土）

合格発表 令和２年１１月１６日（月）

一般選抜
法経科第１部 食物栄養学科 生活科学科 法経科第２部募集学科

出願期間 令和３年１月１４日（木）～１月２２日（金）

試験日 令和３年２月９日（火） 令和３年３月７日（日）

合格発表 令和３年２月１７日（水）

令和３年２月８日（月）

令和３年２月１８日（木）
～２月２６日（金）

令和３年３月１０日（水）



令和３年度入試日程について②

大学入学共通テスト利用選抜

法経科第１部 食物栄養学科 生活科学科 法経科第２部募集学科

出願期間 令和３年２月１８日（木）～２月２６日（金）

試験日 本学での個別学力検査は実施しない

合格発表 令和３年３月１０日（水）

社会人特別選抜

募集学科

出願期間

試験日 令和２年１２月１２日（土）

合格発表

生活科学科 法経科第２部

令和２年１１月１８日（水）
～１１月２５日（水）

令和３年２月１８日（木）
～２月２６日（金）

令和３年３月７日（日）

令和２年１２月２２日（火） 令和３年３月１０日（水）


	①新型コロナウイルス感染症対策　8月4日開催　津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第27回）開催結果 -データ軽い
	①コロナ会議資料
	②2021三重とこわか国体・三重とこわか大会　「密」回避のための会場変更（7.31） データ軽い
	③「津市マイナンバーカード相談・支援窓口」“マイナコーナー”の設置（市民課、行政経営課） - データ軽い
	④修正板3【三重短期大学】8.4定例記者会見用（最終版）



