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 長野大学 県内大学単位互換履修生募集要項 

【 平成２９年度 】 

 

この県内履修生の募集要項は、長野県内の大学で相互交流および教育の充実を図ることを目的と

して行われた単位互換協定に基づくものです。 

 

１ 募集人数 

募集人数は、「県内大学単位互換履修生受入対象授業科目一覧」の受入可能人数に記載のとお

りです。なお、正規の授業を県内履修生向けの授業として開放し、本学の学生と一緒に受講して

いただくこととなるため、教室の収容能力の関係で、次のような場合は受講できないことがあり

ます。 

（１）本学の学生のみで教室の収容人数を超えた場合 

（２）県内履修生の受入可能人数を超えた場合 

 

２ 開講期間 

開講期間は、次のとおりです。 

・前学期開講科目 平成２９年４月１１日(火)から平成２９年８月７日(月)まで 

(試験期間を含む) 

・後学期開講科目 平成２９年９月２２日(金)から平成３０年２月８日(木)まで 

(試験期間を含む) 

本年度通年および前学期の授業開始日は、次のとおりです。 

開講学部 授業開始日 

社会福祉学部 ４月１１日(火) 

環境ツーリズム学部 ４月１１日(火) 

企業情報学部 ４月１１日(火) 

 

３ 授業時間 

授業時間は、次のとおりです。 

時限 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

時間 

８：５０ 

～ 

１０：２０ 

１０：３０ 

～ 

１２：００ 

１２：５０ 

～ 

１４：２０ 

１４：３０ 

～ 

１６：００ 

１６：１０ 

～ 

１７：４０ 

１７：５０ 

～ 

１９：２０ 
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４ 開放授業科目 

県内履修生に開放する科目は、別添「県内大学単位互換履修生受入対象授業科目一覧」のとお

りです。 

 

５ 受講資格 

県内履修生として受講できる学生は、長野県内大学単位互換に参加している大学に在学する学

部生とします。なお、大学院学生が受講を希望する場合は、研究指導教員と相談のうえ、あらか

じめ本学教育支援課に問い合わせください。 

 

６ 出願手続 

県内履修生として、県内大学開放科目の履修を希望する学生は、「県内大学単位互換履修生願」

に必要事項を記入の上、下記の期間内に所属する大学の担当係へ申請してください。 

平成２９年４月６日（木）～平成２９年４月１０日（月） 

 

７ 検定料・入学料および授業料 

検定料・入学料および授業料は、徴収いたしません。 

 

８ 受講証の交付 

県内履修生として、本学の授業の受講を認められた者には受講証を交付しますので、来学の際

は持参願います。 

 

９ 図書館の利用について 

県内履修生は、図書館の利用ができます。利用の際は、受講証を提示願います。図書検索等に

ついて不明な点は職員にお尋ねください。 

 

１０ 福利厚生施設の利用 

県内履修生は、生活協同組合の店舗および大学食堂等の福利厚生施設を利用することができま

す。 

 

１１ 県内履修生の呼び出し等 

本学からの県内履修生の呼び出しは、電話または電子メールでいたします。学外からの呼び出

しには、緊急の場合を除き、対応いたしません。 

 

１２ 県内履修生の義務 

県内履修生は、受講にあたり本学が行う教育および研究に支障がおよぶことがないよう務めて

いただくとともに、授業担当教員の指示に従ってください。 

 

１３ 受講の停止 

県内履修生が義務に違反し、本学の秩序を乱し、または県内履修生としてふさわしくない言動

があった場合、受講を停止します。 
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１４ 損害賠償 

県内履修生が本学の施設、設備等を破損したときは、届け出てください。その損害を賠償して

いただくことがあります。 

 

１５ 通学方法等 

キャンパスには、駐車場がありますが、できるだけ公共の交通機関等をご利用ください。 

トラブルや事故がおきた場合、本学では責任をおいませんので、了承願います。 

 

１６ 休講情報等 

休講、補講、教室変更等の連絡は、原則として掲示によって行います。また、登録のうえ、イ

ンターネット（携帯電話対応）でも情報を確認できます。 

 

１７ その他 

◎授業内容の紹介（授業概要）は、本学のホームページから閲覧できます。 

◎県内履修生に関する本学の窓口は次のとおりです。 

長野大学 教育支援課 

〒386-1298 上田市下之郷６５８－１ 

℡ 0268-39-0017 

eメール：kyoumu@nagano.ac.jp 



平成29年度 【前学期】 長野大学 単位互換履修生 受入対象授業一覧 【教養教育科目】

講 義 名 称 代表教員 単位数 開講期 曜 日 時 限 受入人数

心理学 遠藤　忠 2 前期 水曜日 ３時限 若干名

文学 笠原　保一 2 前期 火曜日 ４時限 若干名

哲学概論 徳永　哲也 2 前期 金曜日 １時限 若干名

教育学 早坂　淳 2 前期 火曜日 ３時限 若干名

心理学理論と心理的支援 稲木　康一郎 2 前期 月曜日 ３時限 若干名

地方自治論 久保木　匡介 2 前期 月曜日 ２時限 若干名

東洋史 塚瀬　進 2 前期 水曜日 ３時限 若干名

環境科学 高橋　一秋 2 前期 水曜日 ２時限 若干名

平成29年度 【前学期】 長野大学 単位互換履修生 受入対象授業一覧 【社会福祉学部専門科目】

講 義 名 称 代表教員 単位数 開講期 曜 日 時 限 受入人数

火曜日 ４時限

金曜日 １時限

現代社会と福祉Ⅰ 野口　友紀子 2 前期 水曜日 ２時限 若干名

社会保障Ⅰ 鈴木　忠義 2 前期 金曜日 ４時限 若干名

コミュニティ論 安井　幸次 2 前期 火曜日 ２時限 若干名

障害者に対する支援と障害者自立支援制度 旭　洋一郎 2 前期 火曜日 ４時限 若干名

社会福祉発達史A 野口　友紀子 2 前期 月曜日 ３時限 若干名

社会福祉発達史C 野口　友紀子 2 前期 月曜日 ６時限 若干名

社会的養護 川島　良雄 2 前期 木曜日 ３時限 若干名

聴覚･言語障害教育総論 高木　潤野 2 前期 火曜日 ３時限 若干名

就労支援サービス 塩津　博康 1 前期 木曜日 ３時限 若干名

権利擁護と成年後見制度 合田　盛人 2 前期 月曜日 ４時限 若干名

知的障害者の心理･生理･病理 高木　潤野 2 前期 木曜日 ２時限 若干名

人体構造及び日常生活行動に関する理解 上鹿渡　和宏 2 前期 水曜日 １時限 若干名

福祉用具の知識 伊藤　英一 2 前期 木曜日 ４時限 若干名

火曜日 ３時限

火曜日 ４時限

リハビリテーション論 伊藤　英一 2 前期 火曜日 ４時限 若干名

心理学研究法 佐藤　俊彦 2 前期 火曜日 ５時限 若干名

精神疾患とその治療Ⅰ 上鹿渡　和宏 2 前期 月曜日 ２時限 若干名

平成29年度 【前学期】 長野大学 単位互換履修生 受入対象授業一覧 【環境ツーリズム学部専門科目】

講 義 名 称 代表教員 単位数 開講期 曜 日 時 限 受入人数

政治学概論 久保木　匡介 2 前期 月曜日 ５時限 若干名

自然とレクリエーション 高橋　一秋 2 前期 月曜日 ３時限 若干名

まちづくりマネジメント論 松下　重雄 2 前期 水曜日 ３時限 若干名

木曜日 ４時限

木曜日 ５時限

地域社会学 相川　陽一 2 前期 火曜日 ５時限 若干名

まちづくりの社会学 古田　睦美 2 前期 木曜日 ２時限 若干名

自然再生論 高橋　大輔 2 前期 火曜日 ２時限 若干名

観光文化論 山崎　隆之 2 前期 月曜日 ３時限 若干名

組織キャリア論Ⅰ 久保木　匡介 2 前期 水曜日 ３時限 若干名

介護概論 越田　明子 4 前期 若干名

社会心理学 遠藤　忠 4 前期 若干名

観光まちづくり事業論 熊谷　圭介 4 前期 若干名



平成29年度 【前学期】 長野大学 単位互換履修生 受入対象授業一覧 【企業情報学部専門科目】

講 義 名 称 代表教員 単位数 開講期 曜 日 時 限 受入人数

情報デザインa 禹　在勇 2 前期 水曜日 ３時限 若干名

情報デザインb 禹　在勇 2 前期 木曜日 ２時限 若干名

地域情報メディア論 前川　道博 2 前期 水曜日 ３時限 若干名

商業と流通/流通論 木村　誠 2 前期 木曜日 １時限 若干名

火曜日 １時限

木曜日 ２時限

ネットワーク社会論 奥村　博造 2 前期 水曜日 １時限 若干名

月曜日 １時限

月曜日 ２時限

オペレーティングシステム 平岡　信之 2 前期 木曜日 ２時限 若干名

デジタル映像表現 田中　法博 2 前期 木曜日 ３時限 若干名

マルチメディア論 前川　道博 2 前期 木曜日 ３時限 若干名

月曜日 ２時限

月曜日 ３時限

木曜日 ４時限

木曜日 ５時限

プログラミング言語論 平岡　信之 2 前期 木曜日 ３時限 若干名

経営情報システム論 木村　誠 2 前期 水曜日 ２時限 若干名

平成29年度 【後学期】 長野大学 単位互換履修生 受入対象授業一覧 【教養教育科目】

講 義 名 称 代表教員 単位数 開講期 曜 日 時 限 受入人数

後期 月曜日 ２時限 若干名

後期 火曜日 ２時限 若干名

教育心理学 高木　潤野 2 後期 金曜日 ４時限 若干名

生態学 高橋　大輔 2 後期 水曜日 ３時限 若干名

倫理学概論 徳永　哲也 2 後期 金曜日 １時限 若干名

セクシュアリティの理解 旭　洋一郎 2 後期 金曜日 ３時限 若干名

保健体育講義 野口　京子 2 後期 木曜日 ２時限 若干名

東洋史概論 塚瀬　進 2 後期 月曜日 ３時限 若干名

歴史の見方 塚瀬　進 2 後期 水曜日 ３時限 若干名

社会調査の基礎 旭　洋一郎 2 後期 月曜日 ４時限 若干名

グローバル･ビジネス論 京谷　栄二 2 後期 木曜日 ４時限 若干名

平成29年度 【後学期】 長野大学 単位互換履修生 受入対象授業一覧 【社会福祉学部専門科目】

講 義 名 称 代表教員 単位数 開講期 曜 日 時 限 受入人数

人体の構造と機能及び疾病 上鹿渡　和宏 2 後期 月曜日 ３時限 若干名

現代社会と福祉Ⅱ 鈴木　忠義 2 後期 水曜日 ２時限 若干名

社会保障Ⅱ 鈴木　忠義 2 後期 金曜日 ４時限 若干名

社会福祉発達史B 野口　友紀子 2 後期 月曜日 ３時限 若干名

児童や家庭に対する支援と児童･家庭福祉制度川島　良雄 2 後期 火曜日 ４時限 若干名

低所得者に対する支援と生活保護制度 鈴木　忠義 2 後期 月曜日 １時限 若干名

情報バリアフリー論 伊藤　英一 2 後期 火曜日 ４時限 若干名

病弱者の心理･生理･病理 上鹿渡　和宏 2 後期 木曜日 ３時限 若干名

福祉行財政と福祉計画 野村　健一郎 2 後期 木曜日 ３時限 若干名

経営学概論 森　俊也 4 前期 若干名

前期 若干名

アルゴリズムとデータ構造 和田　勉 4 前期 若干名

オブジェクト指向モデリング 田中　法博 4

前期 若干名

心理学概論 稲木　康一郎 4

データベース論 高橋　進 4



福祉コミュニケーション論 伊藤　英一 2 後期 木曜日 ４時限 若干名

発達診断の理論と方法 高木　潤野 2 後期 木曜日 ２時限 若干名

加齢及び障害に関する理解 中島　豊 2 後期 火曜日 ２時限 若干名

集団心理学 遠藤　忠 2 後期 火曜日 １時限 若干名

社会的養護内容 川島　良雄 2 後期 火曜日 ２時限 若干名

心理統計学 遠藤　忠 2 後期 火曜日 ４時限 若干名

精神疾患とその治療Ⅱ 上鹿渡　和宏 2 後期 月曜日 ２時限 若干名

社会福祉特別講義D 川島　良雄 2 後期 木曜日 ５時限 若干名

平成29年度 【後学期】 長野大学 単位互換履修生 受入対象授業一覧 【環境ツーリズム学部専門科目】

講 義 名 称 代表教員 単位数 開講期 曜 日 時 限 受入人数

エコツーリズム論 松下　重雄 2 後期 水曜日 ３時限 若干名

観光まちづくり計画論 熊谷　圭介 2 後期 水曜日 ２時限 若干名

環境教育論 高橋　一秋 2 後期 月曜日 ３時限 若干名

社会調査法 相川　陽一 2 後期 火曜日 ５時限 若干名

地域環境概論/環境社会学 高橋　大輔 2 後期 水曜日 ２時限 若干名

観光概論 山崎　隆之 2 後期 月曜日 ３時限 若干名

男女共生の地域づくり 古田　睦美 2 後期 木曜日 ２時限 若干名

地産地消論 古田　睦美 2 後期 金曜日 ２時限 若干名

信州学 市川　正夫 2 後期 月曜日 ３時限 若干名

平成29年度 【後学期】 長野大学 単位互換履修生 受入対象授業一覧 【企業情報学部専門科目】

講 義 名 称 代表教員 単位数 開講期 曜 日 時 限 受入人数

コマーシャルデザイン 禹　在勇 2 後期 木曜日 ２時限 若干名

統計学 奥村　博造 2 後期 水曜日 １時限 若干名

組織キャリア論Ⅱ 前川　道博 2 後期 水曜日 ３時限 若干名

情報処理概論 平岡　信之 2 後期 木曜日 ２時限 若干名

情報数学 奥村　博造 2 後期 金曜日 １時限 若干名

インターネット・ビジネス論 木村　誠 2 後期 水曜日 ２時限 若干名

企業情報概論 木村　誠 2 後期 水曜日 １時限 若干名

後期 月曜日 １時限 若干名

後期 月曜日 ２時限 若干名

後期 火曜日 １時限 若干名

後期 木曜日 ２時限 若干名

戦略経営論 森　俊也 2 後期 月曜日 ２時限 若干名

コンピュータアーキテクチャ 和田　勉 2 後期 月曜日 ３時限 若干名

情報セキュリティ/システムセキュリティ 奥村　博造 2 後期 木曜日 １時限 若干名

市場戦略論 森　俊也 4

オブジェクト指向プログラミング 田中　法博 4


