
公立諏訪東京理科大学 佐久大学 信州大学 清泉女学院大学 長野県看護大学
長野県立大学 長野大学 長野保健医療大学 松本歯科大学 松本大学

遠隔授業とは

2019年度 遠隔授業開講題目・講義室一覧
（▲遠隔授業の様子）

高等教育コンソーシアム信州では，学生のみなさんが自大学にいながら県内の他大学の授業を履修する
ことができるよう，遠隔配信システムを利用してリアルタイムで授業配信を行います。遠隔授業を受講
して修得した単位は，長野県内大学単位互換協定に基づき，みなさんの所属する大学の単位として認定
されます。※大学によって一部授業を単位認定しない場合がありますので，所属大学で確認してください。

遠隔授業は開講大学の学年暦に沿って行われます。受講前にシラバスで授業日程や注意事項を必ず確認
してください。振替授業等で自大学の授業との重複が生じた場合，受講できなかった遠隔授業は，
eChes上で学習することができます（次ページ参照）。
マイクを利用して双方向のやりとりが可能ですので，受信側の学生も発言することができます。

※e e-Learning受講とは

講義時間に教室へ行かなくても，受講生の都合のよい時間に受講生自身のパソコンから授業の録画ビデオ
を見ることで，遠隔配信されている授業を受講できる制度です。インターネットに接続したパソコンがあ
れば，『 』『 』受講することができます。e-Learning受講で修得した単位は，受講生が
所属する大学の単位として認定されます。（対象授業は上記授業一覧の ※e 参照）
e-Learning受講する場合も受講登録が必要です。
※開講大学の学生にはe-Learningでの受講を認めていない授業や，一部のみe-Learningでの受講を認め

る授業もありますので，詳細は必ずシラバスをご覧ください。

〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1 信州大学学務部学務課内
TEL：0263-37-2427 ／ FAX： 0263-36-3044 ／ e-mail： office@c-snet.jp

高等教育コンソーシアム信州 事務局連絡先

松本
（全学教育機構）

教育学部 工学部 農学部 繊維学部

1限 9：00‐10：30 清泉女学院大学 英語基礎 I（たてなおしの英語Ⅰ）　※1 ※e 田村　亮子 2 4月8日（月） 共211演 学びセ W2-106 16番講義室 × 4103講義室 F206

2限 10：40‐12：10 信州大学 検索の科学 鈴木　治郎 2 4月8日（月） 共61講 学びセ W2-106 16番講義室 × 4103講義室 F203

5限 16：20‐17：50 信州大学 ドイツ語初級（総合）Ⅰ ※e 松岡　幸司 1 4月8日（月） 共61講 学びセ W2-106 16番講義室 × 4103講義室 F206

水 5限 16：20‐17：50 信州大学 ドイツ語中級（読解）Ⅰ ※e 松岡　幸司 2 4月10日（水） 共211演 学びセ C3-200 × × 4103講義室 F206

4限 14：40‐16：10 信州大学 物理学の世界 ※e 矢部　正之 2 4月11日（木） 共61講 学びセ W2-106 16番講義室 × 4103講義室 F206

5限 16：20‐17：50 信州大学 ネイチャーライティングのすすめ（環境文学Ⅰ） ※e 松岡　幸司 2 4月11日（木） 共61講 学びセ W2-106 16番講義室 × 4103講義室 F206

金 4限 14：40‐16：10 信州大学 発信のためのやさしい英作文練習ゼミ 加藤　鉱三 2 4月12日（金） 共211演 SUNS会議室 W2-106 11番講義室 × 4103講義室 F206

5限 16：20‐17：50 信州大学 ドイツ語初級（総合）Ⅱ ※e 松岡　幸司 1 9月30日（月） 共61講 学びセ W2-106 16番講義室 × 4103講義室 F206

5限 16：20‐17：50 信州大学 科学英語（大学院生対象） ※e 加藤　鉱三 2 9月30日（月） 共211演 SUNS会議室 C3-201 11番講義室 32番 5号館会議室2 ×

2限 10：40‐12：10 清泉女学院大学 英語基礎 II（たてなおしの英語Ⅱ）　※1 ※e 田村　亮子 2 9月24日（火） 共211演 学びセ W2-106 16番講義室 × 4103講義室 F206

4限 14：35‐16：05 清泉女学院大学 自己発見の方法 ※e 田村　亮子 2 9月24日（火） 共211演 SUNS会議室 W2-106 11番講義室 × 4103講義室 F206

水 5限 16：20‐17：50 信州大学 ドイツ語中級（読解）Ⅱ ※e 松岡　幸司 2 10月2日（水） 共211演 学びセ C3-200 16番講義室 × 4103講義室 F206

1限 9：00‐10：30 佐久大学 健康管理と生活習慣 ※e 朴　相俊 2 10月3日（木） 共211演 学びセ × 16番講義室 × 4103講義室 F206

3限 13：00‐14：30 信州大学 現代医療における物理学 ※e 矢部　正之 2 9月26日（木） 共61講 学びセ C3-200 16番講義室 × 4103講義室 F203

5限 16：20‐17：50 信州大学 環境文学のすすめ（環境文学Ⅱ） ※e 松岡　幸司 2 9月26日（木） 共61講 学びセ W2-106 16番講義室 × 4103講義室 F206

金 2限 10：40‐12：10 信州大学 新聞と私たちの社会（信濃毎日新聞社寄附講義） ※e 分藤　大翼 2 9月27日（金） 共61講 学びセ × 16番講義室 32番 4103講義室 F206

信州大学 検索の科学 ※e 鈴木　治郎 2

※1「英語基礎Ⅰ（たてなおしの英語Ⅰ）」（前期月1限），「英語基礎Ⅱ（たてなおしの英語Ⅱ）」（後期火2限）はセットでの受講が原則。（前期1コマ2単位・後期1コマ2単位，両方受講で4単位）
※e 　e-Learningでの受講が可能な授業（詳細は，「e-Learning受講とは」を参照してください。） 

◆　公立諏訪東京理科大学，長野県看護大学，長野県立大学，長野大学，長野保健医療大学，松本歯科大学及び松本大学では今年度，授業時間での受信はありませんが，表中※eの
　　授業はe-Learningで受講することができます。

初回
授業日

※開講大学に
よって異なるので
注意してください。

講義室一覧
※「×」は開講しないことを示す。

黄色塗りつぶしは開講大学の講義室（授業担当教員がいる会場）。

信州大学
※共211演＝全学教育機構211番演習室，共61講＝全学教育機構61番講義室，

学びセ＝学びセンター遠隔講義室，
C3-200教室＝旧：講義棟200，W2-106室＝旧：W2-SUNS会議室

佐久大学
※授業により，
講義室が変更
となる場合が

あります。
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※eの授業は、e-Learningで
いつでもどこでも受講できます！
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eChes（E-learning for the Consortium of Higher Education in Shinshu）は，「高等教育コンソーシアム信州」専用
のLMS（Learning Management System：学習管理システム）です。
eChesを利用して，インターネットを介した講義資料の取得，課題レポートの提出，受講生同士の意見交換や講師への質疑応
答などを行うことができます。

eChesの利用について

● ユーザ名，パスワードに関する問い合わせ ⇒ 自大学の担当事務局
● eChesに関する問い合わせ ⇒ 高等教育コンソーシアム信州事務局 eChes管理・運用係

e-mail：campus-eches@shinshu-u.ac.jp／ TEL：0263-37-2956（信州大学内線 811-7274）
※メールの際は必ず「所属大学名・学籍番号・氏名・受講科目名」を記載してください。

eChesの操作方法は，eChesトップページに用意されたヘルプ＆サポートページを参照してください。
（https://moodle-cloud.ealps.shinshu-u.ac.jp/help/）

① GoogleやYahoo!などの検索サイトにて「高等教育
コンソーシアム信州」と検索，または
右記QRコードから，公式Webサイト
にアクセスしてください。

▲① 「高等教育コンソーシアム信州」公式Webサイトトップページ

Click！

▲②ログイン画面

② 受講登録終了後に発行される「アカウント通知書」に
記載されたユーザ名とパスワードを入力してください。
信州大学の教職員及び学生はACSUからログインして
ください。

Click！

▲③eChesトップページ

遠隔授業に関するQ&A
Ｑ：履修したい遠隔授業の講義と同じ時間に自大学の必
修があるが両方を履修する方法はありますか？
Ａ :  e-Learningでの受講も可能としている講義がありま
す。※前ページ「e-Learning受講とは」参照

Ｑ：遠隔授業はどこで受講できますか？
Ａ :  遠隔配信システムを利用して，自大学の遠隔講義室で
受講します。ただし， e-Learning受講の場合は講義室へ
行く必要はありません。※「e-Learning受講とは」参照

Ｑ：自大学と他大学の学年暦が異なる場合はどうすればよい？
Ａ：遠隔授業は，開講大学の学年暦に沿って行われます。自大学
の授業開始日前に他大学の遠隔授業が行われる場合も，授業に出
席してください。なお，全ての遠隔授業を録画して学習管理シス
テム「eChes」上で閲覧できるようにしていますので，行事，振
替授業など自大学の都合で遠隔授業を受講できなかった場合は，
eChes上で学習することで受講してください。

授業ごとに指示がある場合がありますので，受講前に，シラバ
スで授業日程や注意事項を必ず確認してください。

受講の手続き
①シラバス（授業内容）の確認

各授業のシラバスは，高等教育コンソーシアム信州のホームページにて
公開します。特に，「遠隔授業に関する注意」「履修上の注意」を必ず
確認してください。（http://www.c-snet.jp/)

②受講登録
所属する大学の窓口に，単位互換（遠隔授業用）受講登録票（各大学に
て配付）を所定の期日までに提出してください。※右表参照

③受講制限の確認
各授業のシラバスの「遠隔授業受講学生定員数」欄に記載される定員数
を超えた場合は，全大学の受講手続終了後に抽選により受講学生を決定
します。受講の可否は各大学担当窓口を通じて連絡します。

④学習管理システム（eChes）の利用（下欄参照）
「eChes」へ接続するための「ログインID」並びに「パスワード」を，
各大学の担当窓口を通じて付与します。利用者登録処理が完了するまで
の間は，ゲストでの利用ができます。

前　期 後　期

松本ｷｬﾝﾊﾟｽ 共通教育窓口

教育学部 学務グループ

工学部 学務グループ

農学部 学務グループ

繊維学部 学務グループ

教務課 4月17日(水) 10月3日(木) 単位互換受講登録票を教務課へ提出

教務学生部 4月18日(木) 9月27日(金) 単位互換受講登録票を教務学生部へ提出

佐久大学

清泉女学院大学

大学名 担当窓口
受講登録期限

受講登録方法

信
州
大
学

4月19日
(金) ※

10月9日
(水) ※

信州大学キャンパス情報システムにより登録
(受講登録票の提出は必要ありません)

※1年次生（医学部医学科2年次生含む）対象の期間。
高年次生は，各学部が定める履修登録期間を原則とし，
履修登録最終日が左記期日以降の場合は，左記期日としま
す。


