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清泉女学院大学 平成 28年度 県内履修生募集要項（後期） 

 

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及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，「県内大学開放科目一覧」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。 

・通年開講期間 平成２８年４月４日から平成２９年１月３０日まで 

・前期開講期間 平成２８年４月４日から平成２８年７月２９日まで 

・後期開講期間 平成２８年９月１６日から平成２９年１月３０日まで 

本年度通年及び秋期の授業開始日は，次のとおりです。 

開講部局 授業開始日 

人間学部 心理コミュニケーション学科 ９月１６日（金） 

 

３ 授業時間 

授業時間は，次のとおりです。 

 月曜日～金曜日(水曜日を除く) 

時限 １ ２ ３ ４ ５ 

時間 

９：００ 

～ 

１０：３０ 

１０：４０ 

～ 

１２：１０ 

１２：５５ 

～ 

１４：２５ 

１４：３５ 

～ 

１６：０５ 

１６：１５ 

～ 

１７：４５ 

 

 水曜日のみ 

時限 １ ２ ３ ４ ５ 

時間 

９：００ 

～ 

１０：３０ 

１０：４０ 

～ 

１２：１０ 

１２：５５ 

～ 

１３：４５ 

１３：５５ 

～ 

１５：２５ 

１５：３５ 

～ 

１７：０５ 

 

４ 開放授業科目 

県内履修生に開放する科目は，「県内大学開放科目一覧」のとおりです。 
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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２年次

以上の学部生とする。 

 

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２８年９月３０日（金）まで 

＊ただし、この期日については柔軟に対応いたしますので、窓口担当者までご相談ください。 

 

７ 検定料・入学料及び授業料 

検定料・入学料及び授業料は，徴収しない。 

なお，県内履修生が授業で使用するテキスト代及び授業に係るその他の費用は，県内履修生の負担

となります。 

 

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。来学の際は、所属

する大学の学生証とともに持参してください。 

 

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下さい。 

 

１０ 福利厚生施設の利用 

県内履修生は，生協売店，学生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 

外部からの県内履修生の呼び出しは対応いたしません。また，授業中は，携帯電話の電源を切って

いただく等、受講に際しての常識的なマナーを守っていただくようお願いいたします。 

 

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及び研究に支障が及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，又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 

本学キャンパスには，駐車場がありませんので，公共の交通機関等をご利用ください。 

これに違反した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，原則として学内の掲示によって行います。本学ではまだインタ

ーネット（携帯電話対応）による休講等の情報掲示をしておりません。緊急の場合は個別に対応いた

します。 

 

 

１７ その他 

◎授業内容の紹介（シラバス）は，本学開講部局窓口及び HP において閲覧できます。 

◎県内履修生に関する本学の窓口、県内大学開放授業に関する問い合わせは次のとおりとする。 

清泉女学院大学 教務学生部長 仲條 正典 

〒381-0085 長野市上野２－１２０－８ 

Tel 026－295－1312（直通） 

Fax 026－295－6420 

E ﾒｰﾙ： nakajyo@seisen-jc.ac.jp 

 

 



清泉女学院大学

*受講の可否については、受講者数、担当者の判断をもって決定する。

№ 授業科目 担当教員 講義期 曜日 コマ 単位数 受入可能人数 備考

1 社会調査法 寺門　正顕 後期 月曜日 １時限 2 若干名

2 道徳教育の研究 田村　俊輔 後期 月曜日 １時限 2 若干名

3 認知心理学 石井　国雄 後期 月曜日 ２時限 2 若干名

4 Discussion ﾊﾞｰﾁ　ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ 後期 月曜日 ２時限 2 若干名

5 ｷﾘｽﾄ教概論b 古橋　昌尚 後期 月曜日 ２時限 2 若干名

6 ｷﾘｽﾄ教概論a 田村　亮子 後期 月曜日 ２時限 2 若干名

7 ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ心理学 田仲　由佳 後期 月曜日 ３時限 2 若干名

8 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 伊原　巧 後期 月曜日 ３時限 2 若干名

9 英米文学Ⅰ 古橋　昌尚 後期 月曜日 ３時限 2 若干名

10 心理学概論Ⅱ[心理学概論] 田村　俊輔 後期 月曜日 ４時限 2 若干名

11 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾄ表現Ⅰ[表現] 山貝　征典 後期 月曜日 ４時限 2 若干名

12 自己発見の方法 田村　亮子 後期 火曜日 １時限 2 若干名

13 ｷｬﾘｱのための基礎教養Ⅱ（理数系） 二井谷　剛 後期 火曜日 ２時限 2 若干名

14 行動観察調査法 田仲　由佳 後期 火曜日 ３時限 2 若干名

15 WritingⅡ ﾊﾞｰﾁ　ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ 後期 火曜日 ３時限 2 若干名

16 聖書 古橋　昌尚 後期 火曜日 ４時限 2 若干名

17 文化人類学 小泉　真理 後期 火曜日 ４時限 2 若干名

18 産業心理学[ﾋﾞｼﾞﾈｽ心理学] 石井　国雄 後期 火曜日 ４時限 2 若干名

19 ｷﾘｽﾄ教と世界の文化[西欧文化] 田村　亮子 後期 水曜日 １時限 2 若干名

20 情報科学Ⅰ 榊原　直樹 後期 水曜日 １時限 2 若干名

21 Reading StrategiesⅡ ﾊﾞｰﾁ　ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ 後期 水曜日 １時限 2 若干名

22 English ComⅡ 松谷　ｱﾘｿﾝ 後期 水曜日 ２時限 2 若干名

23 心理療法 望月　秋一 後期 木曜日 １時限 2 若干名

24 健康科学 三條　俊彦 後期 木曜日 １時限 2 若干名

25 現代文化論 山貝　征典 後期 木曜日 １時限 2 若干名

26 比較文学 芝山　豊 後期 木曜日 ２時限 2 若干名

27 学習心理学 田中　秀明 後期 木曜日 ３時限 2 若干名

28 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 生井　裕子 後期 木曜日 ３時限 2 若干名

29 いのちの哲学[臨床の哲学] 小林　信や 後期 木曜日 ３時限 2 若干名

30 笑いの文化 芝山　豊 後期 木曜日 ３時限 2 若干名

31 ﾐｭｰｼﾞｱﾑ概論 山貝　征典 後期 木曜日 ３時限 2 若干名

32 英文法 室井　美稚子 後期 木曜日 ４時限 2 若干名

平成28年度　清泉女学院大学　長野県内大学開放科目一覧（後期）

1時限9:00～10:30　2時限10:40～12:10　3時限12:55～14:25　4時限14:35～16:05  5時限16:15～17:45

＊ただし、水曜のみ　　　4時限　13:55～15:25　　5時限　15:35～17:05

【人間学部　心理コミュニケーション学科】
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清泉女学院大学

№ 授業科目 担当教員 講義期 曜日 コマ 単位数 受入可能人数 備考

33 地域産業論 川北　泰伸 後期 木曜日 ４時限 2 若干名

34 ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼｰ 榊原　直樹 後期 木曜日 ４時限 2 若干名

35 Busi Eng for TOEICⅠ ﾊﾞｰﾁ　ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ 後期 金曜日 １時限 2 若干名

36 法律と人間（日本国憲法） 関　良徳 後期 金曜日 ２時限 2 若干名

37 生理心理学 寺門　正顕 後期 金曜日 ３時限 2 若干名

38 異文化理解 室井　美稚子 後期 金曜日 ３時限 2 若干名

39 Listening and Pro[Ⅰ] ﾊﾞｰﾁ　ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ 後期 金曜日 ４時限 2 若干名

40 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄⅠ 川北　泰伸 後期 金曜日 ４時限 2 若干名
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