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平成２７年度活動報告 

 当コンソーシアムでは、平成２６年度より、長野県と共同で学生募集について発信してい

くＰＲ事業「信州で学ぼう！」を行っています。 

 平成２７年度は、信州で学び、信州で暮らすことの魅力を、主に県内の高校生およびその

家族に向けて発信する広報活動として、「親子で語ろう地元進学」のパンフレットを作成し

ました。進路選択についての親子の話し合いの様子やふるさと９大学の学び、サークルの紹

介、ふるさとに貢献する先輩の話しなど、地域で学び、地域をつくる、地元進学のメリット

と県内９大学の魅力が一冊でわかるパンフレットとしました。 

 パンフレットは、県内全ての高校に配布するなど、大学進学を目指す方々の手元に届けら

れました。平成２８年度も引き続き、県内大学の魅力を発信していきます。  

 

 平成２７年８月２０日（木）長野県大学連携シンポジウム「スキルとしての『学び方』：

学校、大学、職場から」が開催されました。 

  このシンポジウムでは、「教えて考えさせる授業」を提唱している、市川伸一先生（東京

大学大学院教育学研究科教授）をお迎えして、「『学び方』はどう学ばれるのか～習得と探

求の学習スキルの獲得～」というテーマで、基調講演を行いました。専門であられる認知心

理学の観点から、まずは「教師からの説明」によって教え、その後に「理解を確認するよう

な課題」「発展的な課題」「自己評価活動」などによって理解を深めていくことで、「教え

られて、理解し、さらにその先を考えていく授業」となることをご教示いただきました。 

 大学教職員や、県・市町村関係者、学生等の１３０名を越える参加がありました。       

 平成２７年１２月に開催された「インターンシップ成果報告会」では、加盟大学のうち、５大学か

ら各１名の学生が発表を行い、遠隔講義システムによって各会場に配信されました。今回は長野県経

営者協会、長野県のキャリア教育担当者にもご参加いただき、講評を述べていただきました。報告会

参加者からは、「インターンシップを考えていますが、そのイメージがあまりつかめていないので、

今回のイベントを通して参考になった」「自分の学部の分野以外の話が聞けてよかった」等の意見が 

寄せられました。 

  
  

  

 

 当コンソーシアム加盟大学の大学祭実行委員会交流会

では、参加大学の大学祭において御嶽山噴火災害支援募

金を実施し「届けよう、御嶽-Come on！Take action！-

」を合言葉に、来場者、学生に対して募金や横断幕への

メッセージ記入を呼びかけました。寄付金、およびメッ

セージ旗は木曽町、王滝村にそれぞれ贈呈しました。 

長野県との学生募集共同PR事業「信州で学ぼう！」事業報告 

インターンシップ成果報告会開催報告 

「スキルとしての『学び方』：学校、大学、職場から」 シンポジウム開催報告 

長野県大学祭実行委員会交流会報告

平成27年度遠隔授業受講状況 

東京大学 

大学院教育学研究科教授 

市川伸一氏 

昨年度発行したパンフレット 

「親子で語ろう地元進学」 

発表の様子 

贈呈式を終えて 

全体
うち単位互換
受講者※

英語基礎 Ⅰ（たてなおしの英語）      　 田村　亮子（清泉女学院大学） 90 40 4 94

検索の科学 鈴木　治郎（信州大学） 102 0 0 102

ドイツ語初級（総合）Ⅰ　　　　　　　　　 松岡　幸司（信州大学） 75 8 0 75

国際看護学Ⅰ　　　　　　　　　　　 宮越　幸代（長野県看護大学） 13 8 0 13

ドイツ語中級（読解）Ⅰ 松岡　幸司（信州大学） 4 0 0 4

物理学の世界 矢部　正之（信州大学） 97 0 0 97

ネイチャーライティングのすすめ（環境文学Ⅰ） 松岡　幸司（信州大学） 28 3 0 28

看護倫理学　　　　 八尋　道子（佐久大学） 104 13 0 104

日本人のための英作文練習ゼミ 加藤　鉱三（信州大学） 13 1 0 13

英語基礎 II（たてなおしの英語） 田村　亮子（清泉女学院大学） 45 9 5 50

ドイツ語初級（総合）Ⅱ 松岡　幸司（信州大学） 25 1 0 25

自己発見の方法 田村　亮子（清泉女学院大学） 35 20 0 35

現代医療における物理学 矢部　正之（信州大学） 84 1 0 84

ドイツ語中級（読解）Ⅱ 松岡　幸司（信州大学） 1 0 0 1

環境文学のすすめ (環境文学Ⅱ) 松岡　幸司（信州大学） 49 0 0 49

新聞と私たちの社会（信濃毎日新聞社寄附講義） 分藤　大翼（信州大学） 77 0 0 77

科学英語（大学院生対象） 加藤　鉱三（信州大学） 19 0 0 19

検索の科学 鈴木　治郎（信州大学） 17 0 0 17

878 104 9 887
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期

後
　
　
期

計

授業科目名 担当教員
受講登録者



 長野県９大学連携シンポジウム「企業は学生に何を学

んできてほしいのか？」を平成２８年１０月２２日

（土）に、信州大学松本キャンパスをメイン会場として

開催します。企業は学生に何を学んできてほしいのか？

本シンポジウムでは、企業で採用

に関わっておられる方に率直なと

ころをお伺いし、大学生本人、ま

た、家庭、高校、大学もそれぞれ

の立場で「何ができるのか」を考

えます。「就職活動とは何だ？」

を一緒に考えることで、大学生が

「自分で自分を成長させることが

当たり前」になる環境づくりの

きっかけとなることを目指しま

す。 

ぜひご参加ください。 

     詳しくはこちら⇒http://www.c-snet.jp/  

 平成２７年１０月から平成２８年１０月にかけて、長

野県の特長である「健康長寿」をテーマに、１１回にわ

たる市民対象の連続セミナーを開催しています。 

(各月１回、第２火曜日、１６：３０～１８：００） 

 本セミナーは、県内に点在する加盟大学を「遠隔講義

システム」でつなぐことで、毎回異なるメイン会場か

ら、コンソーシアムに加盟する各大学の専門家が、わか

り易く実践的な情報をお伝えします。 

 この機会に、「健康長寿」についてじっくり考えてみ

ませんか。１回からでもご参加いただけます。 

 第１０回は平成２８年９月

１３日（火）「病気とつき合

いながら健康的に生きる」

「自分の家で最適に暮ら

す」、第１１回は平成２８年

１０月１１日（火）「健康を

支えるスポーツ」と題して開

催されます。最寄のコンソー

シアム加盟大学・各キャンパ

スからご参加ください。お申

込み・お問合せは高等教育コ

ンソーシアム信州まで。 
 

 毎年好評の加盟大学学生を対象とした学生キャンプ

を、南佐久郡南牧村の信州大学野辺山ステーションに

て、平成２８年８月３１日(水)～９月２日(金)に開催

します。 

 今年は、学生がプログラムの企

画に携わり、「なりたい自分にな

ろう！」をテーマに開催されま

す。農業体験や自ら収穫した野菜

を用いた自炊、自大学以外の学生

や教員との大学間の枠を越えた交

流など、大変良い機会です。 

お知らせ 

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内） 

〒３９０ｰ８６２１長野県松本市旭３-１-１ 【TEL】０２６３-３７-２４２７ 【Email】 office@c-snet.jp 【Web】 http://www.c-snet.jp/ 

   ー新規加入のお知らせー 平成２８年４月から当コンソーシアムに新たなメンバーが加わりました。 

      [賛助会員]  自然科学研究機構 国立天文台野辺山宇宙電波観測所    

〒384-1305 長野県南佐久郡南牧村野辺山４６２−２ 【Web】http://www.nro.nao.ac.jp/ 

 平成２７年度に初めて開催しました、加盟大学

日本人学生と留学生との合同キャンプを好評につき

今年度も開催します。 

 今年度は、将来外国人の同僚

や上司をもった際に起こる可能

性のあるトラブルについて、ま

たそのトラブルの乗り越え方に

ついて2日間のグループワークを

通じて考えていきます。 

 加盟大学の大学祭実行委員会が連携して、各大学・各キャ

ンパスの大学祭実行委員会とそれぞれの大学祭をさらに盛り

上げていく活動を行っています。ぜひお近くの大学の大学祭

に足を運んでいただき、学生の活動を現地でご覧ください。 

「企業は学生に何を学んできてほしいのか？」  

シンポジウム開催(平成28年１０月２２日(土）14時～) 

連続セミナー開催中 

県内９大学連続市民セミナー「健康長寿を考える」 

加盟大学日本人学生と留学生との合同キャンプ 

高遠 global night 開催 

 （平成28年10月1日（土）～2日（日）） 

長野県大学祭実行委員会交流会 

県内９大学合同学生キャンプ開催 

 （平成28年8月31日（水）～9月2日（金)）  

昨年度の参加者 

昨年度のキャンプの様子 

◆信州大学 

松本キャンパス 銀嶺祭 10月29日（土）、30日（日） 

教育学部 まほろば祭  11月19日（土） 

工学部 光芒祭 10月15日（土） 

農学部 落葉松祭 11月 5日（土）、6日（日） 

繊維学部 東雲祭 10月22日（土）、23日（日） 

◆長野県看護大学 鈴風祭 9月10日（土）、11日（日） 

◆佐久大学 秋桜祭 10月22日（土）、23日（日） 

◆諏訪東京理科大学 理大祭 10月29日（土）、30日（日） 

◆清泉女学院大学 清泉祭 10月8日（土）、9日（日） 

◆長野大学 長野大学祭 10月29日（土）、30日（日） 

◆長野保健医療大学 桃華祭 10月9日（日） 

◆松本歯科大学 松涛祭 
平成28年度の大学祭は終了いたしました。 

平成29年度は4月29日（土）に開催予定です。 

◆松本大学   梓乃森祭 10月15日（土）、16日（日） 

※詳しくは、各大学HPをご確認ください。 


