高等教育コンソーシアム信州 会員
■正会員

加盟大学

高 等 教 育 コン ソ ー シア ム 信 州
The Consortium of Higher Education in Shinshu

信州大学 長野（教育）
キャンパス

信州大学 長野（工学）
キャンパス

長野保健医療大学

清泉女学院大学

〒381-2227 長野市川中島町今井原11-1
TEL.026-283-6111㈹
http://shitoku.ac.jp/

〒381-0085 長野市上野2-120-8
TEL.026-295-5665㈹
http://www.seisen-jc.ac.jp/

信州大学 上田キャンパス

信州大学

松本キャンパス

〒390-8621 松本市旭3-1-1
TEL.0263-35-4600㈹
http://www.shinshu-u.ac.jp/

長野大学

〒386-1298 上田市下之郷658-1
TEL.0268-39-0001㈹
http://www.nagano.ac.jp/

松本大学

〒390-1295 松本市新村2095-1
TEL.0263-48-7200㈹
http://www.matsumoto-u.ac.jp/

信州で
学ぼう！

佐久大学

〒385-0022 佐久市岩村田2384
TEL.0267-68-6680㈹
http://www.saku.ac.jp/

松本歯科大学

信州大学 伊那キャンパス

〒399-0781 塩尻市広丘郷原1780
TEL.0263-52-3100㈹
http://www.mdu.ac.jp/

諏訪東京理科大学

〒391-0292 茅野市豊平5000-1
TEL.0266-73-1201㈹
http://www.suwa.tus.ac.jp/

高等教育コンソーシアム信州は、長野県内各高等教育機関が相互に連携・協力し、長野
長野県看護大学

■特別会員

〒399-4117 駒ヶ根市赤穂1694
TEL.0265-81-5100㈹
http://www.nagano-nurs.ac.jp/

長野県

〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1
URL：http://www.c-snet.jp/

■賛助会員
株式会社映像センター , メディアサイト株式会社

県内の高等教育全体の資質向上を推進することにより、地域の教育・学術研究の充実・
発展を図るとともに、地域社会及び産業界との連携推進により、産学官による活力ある
人づくり・街づくりへの貢献を目指し、その実現に取り組むことを目的としています。

電話：0263-37-2427
Mail：oﬃce@c-snet.jp

FAX：0263-36-3044

http://www.c-snet.jp/

高 等教育コンソーシアム 信 州の取り組み

他大学の講義が
受けられる！
リアルタイムの遠隔授業

セミナーのネットワーク配信、地域連携、学生間交流などに資するさまざまな取り組みを行っています。

大学間・地域連携

学生支援
単位互換・遠隔授業

高等教育コンソーシアム信州に加盟する長野県内9大学では、
「 遠隔講義システム」
を利用した授業や

県内大学FDセミナー・
県内大学市民開放セミナー

当コンソーシアムの長野県内大学単位互換制度には、「通学による単位互換」のほかに
「遠隔授業」
があります。遠隔授業では、システムの配信により、他大学で行われている

スキルを磨く教職員のセミナーと
毎回好評な市民開放セミナー

授業を自大学にいながらにして受講でき、
それが自大学の単位として認定されます。
また、当コンソーシアムのホームページからは、学習システムを利用して、資料ダウンロ
ード、復習のためのビデオコンテンツ視聴、課題の提出等を行っています。
リメディアル教育としても人気の高い「英語基礎 I･II（たてなおしの英語）」は、一般向け

教育力を磨く教職員向けの
「県内大学 FD セミナー」
や、

にゲスト開講されており、
どなたでもホームページから受講できます。

民開放セミナー」
は、多くの教職員・市民の方から好評
をいただいています。

学生募集共同PR事業

インターンシップ成果報告会

実践的な
キャリア教育の支援

「健康長寿」など身近な話題を取り上げる「県内大学市

▲遠隔授業の様子

これまでに開催したセミナーは、ビデオコンテンツになっ

『信州で学ぼう！』
県内大学の魅力を発信

現場での実践を通じて自らのキャリア形成につな
がる、インターンシップに参加した学生の報告会
を加盟大学合同で開催しています。

ており公式ホームページからご覧いただけます。

当コンソーシアムでは、長野県の学生

報告会の参加者には、他大学の学生の多様な業

募集に関する情報発信を強化し、信州

種の報告を聞くことができる場となっています。
▲報告会の様子

▲共同記者会見の様子

で学ぶ魅力をアピールしようと、県と連携し「信州で学ぼう！ 大学発信事
業」
を展開しています。
信州で学び、信州で暮らすことの魅力を県内外に発

学生交流

信する積極的な広報活動として、県及び当コンソー
シアム加盟大学の有する情報・資源を出し合って、信
州で学ぶ魅力を示すコンテンツを作成しました。多く

県内9大学合同学生キャンプ

の皆様に見ていただくために、様々なメディアや場面
でアピールしています。

大学間の枠を超えて自らの成長を体感
加盟大学学生を対象としたキャンプは、大学間の枠を越え

地域とつながり協働して取り組む

がグループ学習で教員をサポートし、学生の推進役を務め
る
「学生ピア・メンター」
を育成することを目的としており、
心の成長が体感できるプログラムを組んでいます。

長野県大学連携シンポジウム

本キャンプは、授業により積極的に参加できるよう、学生

当コンソーシアムでは、より一層の地域連携
▲キャベツの収穫体験の様子

を深めようと、加盟大学・県と連携してシン
ポジウムを開催しています。
県外・県内大学教職員や県・市町村関係者、

大学祭実行委員会交流会

地域住民の皆さまにもご参加いただき、地域

「大学生は勉強しない」
と言われていますが、本
当にそうなのでしょうか？
「勉強をしない」のではな
く、
「 勉強のしかたを知らない」
ということなのではな
いでしょうか？高校での勉強や受験勉強は、与えら
れた宿題や問題集をこなすことであったのに対し、
大学ではそういうものは与えられない場合が多いこ
とから、
この可能性は追求する価値がありそうです。
本シンポジウムでは、
このような実態
（？）
を直視し、
「『自ら学ぶ力』
をスキルとして捉え直す」
ということ
を試みます。

▲シンポジウム
8.20［木］

2015

▲シンポジウムの様子

■下記のとおり高等教育コンソーシアム信州加盟大学に遠隔配信を行います。
※印の大学は、一般の皆様のご利用はできません。
遠隔配信会場

象】 小・中・高・大学教職員、生徒、学生、一般の皆様

【主

催】

企画のひとつとして、長野県学生活動PRキャラクター
「ナー」
を作製
▲大学祭実行委員会交流会の様子

しました。
イベント等に無料で貸し出され、
イベントを盛り上げます。

お問合せ先

ものとなっています。

高等教育コンソーシアム信州の取り組みは、
▲PR キャラクター
「ナー」

ཧຍ㈝
↓ᩱ

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

申込み方法

■公式ホームページ

ます。

●信州大学 松本キャンパス･61 番講義室、農学部･30 番講義室、工学部･200 番講義室、繊維学部･32 番講義室
●長野県看護大学 中講義室 4 ●佐久大学 4103 講義室 ●諏訪東京理科大学 432 教室
●清泉女学院大学 F206 教室 ●長野大学 4-302 教室 ●松本歯科大学※ 図書会館小会議室 ●松本大学※ 127 教室

【対

大学祭実行委員会交流会は、各大学の大学祭の期間だけではな
く、一年を通じて様々な企画を立てて大学間の交流をすすめてい

15：00〜18：00

（受付14：30開始）

【メイン会場】 信州大学教育学部 図書館2階視聴覚室（〒380-8544長野市西長野6の口）

と連携した様々な取り組みに一層弾みがつく

学生の主体的な交流の場

スキルとしての﹃ 学び方 ﹄
学校︑大学︑職場から

長野県大学連携シンポジウム

た交流ができ、毎年好評のイベントのひとつです。

▲参加者全員で食事

▲ネットワーク配信の様子

ホームページからご覧いただけます。

http://www.c-snet.jp/

■ 高等教育コンソーシアム信州ウェブサイト
（http://www.c-snet.jp/）の申込みフォームより

申込みを行ってください。
（火）
までにお申込みをお願い致します。
■ 申込期限：当日参加も可能ですが、資料等準備の都合上、平成27年8月11日
高等教育コンソーシアム信州事務局（信州大学学務部学務課教務グループ内）
〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1【TEL】0263-37-2427（平日8:30 〜 17:00）【FAX】0263-36-3044
【Email】oﬃce@c-snet.jp 【Web Site】http://www.c-snet.jp/

