
長野県内大学単位互換履修生募集要項 

 
この長野県内大学単位互換履修生（以下「履修生」という。）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，「県内大学単位互換履修生受入対象授業一覧」の受入可能人数欄に記載のとおりです。

なお，信州大学で開講する正規の授業に履修生を受入れ，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）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。 
・通年開講科目 平成１９年４月から平成２０年２月まで 
・前期開講科目 平成１９年４月から平成１９年７月まで 
・後期開講科目 平成１９年１０月から平成２０年２月まで 

本年度通年及び前期の授業開始日は，次のとおりです。 
開講部局 授業開始日 

工学系研究科（旭キャンパス） ４月１１日（水） 
工学系研究科（若里キャンパス） ４月１１日（水） 
農学研究科 ４月１２日（木） 

 
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 
９：００ 
～ 

１０：３０ 

１０：４０ 
～ 

１２：１０ 

１３：００ 
～ 

１４：３０ 

１４：４０ 
～ 

１６：１０ 

１６：２０ 
～ 

１７：５０ 

１８：００ 
～ 

１９：３０ 

 
４ 受入対象授業 

履修生を受入れる対象授業は，「県内大学単位互換履修生受入対象授業一覧」のとおりです。 
 
５ 受講資格 

履修生として受講できる学生は，長野県内大学単位互換協定に参加している大学の研究科に在学す

る大学院生とします。 
 
６ 出願手続 
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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１９年３月２６日（月）～平成１９年４月１３日（金） 

 
７ 検定料・入学料及び授業料 

検定料・入学料及び授業料は，徴収いたしません。なお，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，履修生の負担となります。 
 
８ 学生証の交付 

履修生として，本学の授業の受講を認められた者には学生証を交付します。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。 
なお，授業開始日から受講決定までの期間については，履修希望授業の開講研究科担当窓口へ所属

する大学の学生証を提示のうえ，お申し出ください。「リボン」をお渡ししますので，当回授業中着

用いただき，授業終了後は窓口へご返却ください。 
 
９ 附属図書館の利用 

履修生は，附属図書館の利用ができます。利用の際は，学生証をご提示ください。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 

履修生は，売店，食堂及び理髪店等の福利厚生施設を利用することができます。 
 
１１ 履修生の呼び出し等 

履修生の呼び出しには，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ください。 
 
１２ 履修生の義務 

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努めていただくとと

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 

履修生が義務に違反し，本学の秩序を乱し，又は履修生としてふさわしくない言動があった場合，

受講を停止いたします。 
 
１４ 損害賠償 

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 

各キャンパス（南箕輪キャンパスを除く）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。 
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これに違反したトラブルや事故がおきた場合，本学では責任を負いませんので，ご了承ください。 
 
１６ 休講情報等 

休講，補講，教室変更等の連絡は，公用掲示板・電子掲示板・インターネット（携帯電話対応）に

よる『キャンパス情報システム』によって行います。なお，緊急の場合等はできる限り電話又はメー

ル等により連絡いたしますが，できない場合もありますので，ご了承ください。 
 
１７ その他 

◎授業内容の紹介（シラバス）は，本学の開講研究科窓口において閲覧できます。 
また，次のＵＲＬからインターネットにて閲覧することも可能です。（一部の専攻を除く） 

http://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/top 
工学系研究科若里キャンパスの各専攻については，次のＵＲＬとなりますのでご注意ください。 

http://wwweng.cs.shinshu-u.ac.jp/kyouikukatei/sylabus/syllabus.htm 
 
◎県内大学単位互換履修に関する本学の窓口は次のとおりです。 

信州大学学務課教務グループ 
〒390-8621 松本市旭３－１－１  TEL：0263-37-2194 

 
※各受入対象授業に関する問い合わせは，開講研究科の窓口（下表参照）にお願いします。 

研究科 担当係 住  所  等 
工学系研究科 
（旭キャンパス） 
数理・自然情報科学専攻 

物質基礎科学専攻 

地球生物圏科学専攻 

理学部 
学務係 

〒390-8621 松本市旭 3－1－1 
TEL：0263-37-2439 

（若里キャンパス） 
機械システム工学専攻 

電気電子工学専攻 

社会開発工学専攻 

物質工学専攻 

情報工学専攻 

環境機能工学専攻 

工学部 
学務係 

〒380-8553 長野市若里 4－17－1 
TEL：026-269-5051 

農学研究科 農学部 
学務係 

〒399-4598 上伊那郡南箕輪村 8304 
TEL：0265-77-1314 
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（前期開講科目） 【受講場所】　工学系研究科(理学）（旭キャンパス）

番 号 授業科目名 対象専攻名 担当教員氏名
曜日・
時限

講義室 単位数 受入可能人数 備　考
シラバス
ペ ー ジ

1 ホモロジー代数学 数理自然情報科学専攻 栗林　勝彦 水･2
　数理
ｾﾐﾅｰ室

2 若干名 175

2 ネータ多元環論 数理自然情報科学専攻 西田　憲司 月･2
　数理
ｾﾐﾅｰ室

2 若干名 175

3 有限群の表現論 数理自然情報科学専攻 花木　章秀 金･3
　数理
ｾﾐﾅｰ室

2 若干名 176

4 確率論・確率過程論 数理自然情報科学専攻
井上　和行
乙部　厳己

火･3
　数理
ｾﾐﾅｰ室

2 若干名 177

5 関数現象学Ⅰ 数理自然情報科学専攻 真次　康夫 金･1
　数理
ｾﾐﾅｰ室

2 若干名 177

6 応用偏微分方程式論 数理自然情報科学専攻
一ノ瀨　弥
谷内　靖

月･1
　数理
ｾﾐﾅｰ室

2 若干名 178

7 数理物理学の幾何学的方法論 数理自然情報科学専攻 中山　一昭 木･2
　数理
ｾﾐﾅｰ室

2 若干名 179

8 固体物性物理学Ⅰ 物質基礎科学専攻 樋口　雅彦 月･2
物理ﾘﾌﾚｯ
ｼｭﾗｳﾝｼﾞ

2 若干名 182

9 磁気共鳴論 物質基礎科学専攻 天児　寧 木･2
物理ﾘﾌﾚｯ
ｼｭﾗｳﾝｼﾞ

2 2 183

10 固体スペクトロスコピー 物質基礎科学専攻 武田　三男 木･3
物理ﾘﾌﾚｯ
ｼｭﾗｳﾝｼﾞ

2 若干名 184

11 金属電子論 物質基礎科学専攻 寺尾　洌 木･2
物理ﾘﾌﾚｯ
ｼｭﾗｳﾝｼﾞ

2 若干名 184

12 宇宙線物理学 物質基礎科学専攻 宗像　一起 金･4
物理ﾘﾌﾚｯ
ｼｭﾗｳﾝｼﾞ

2 若干名 185

13 物理と対称性 物質基礎科学専攻 小竹　悟 月･4
物理ﾘﾌﾚｯ
ｼｭﾗｳﾝｼﾞ

2 若干名 186

14 場の理論Ⅰ 物質基礎科学専攻 奥山　和美 金･2
物理ﾘﾌﾚｯ
ｼｭﾗｳﾝｼﾞ

2 若干名 187

15 計測化学特論 物質基礎科学専攻 樋上　照男 木･2
化学ｾﾐﾅｰ
室

2 2 191

16 量子化学 物質基礎科学専攻
笹根　昭伸
大木　寛

金･1
化学ｾﾐﾅｰ
室

2 2 192

17 超分子化学 物質基礎科学専攻
尾関　寿美
男　        他

金･2
化学ｾﾐﾅｰ
室

2 2 194

18 分子反応科学 物質基礎科学専攻 小田　晃規 火･1
化学ｾﾐﾅｰ
室

2 2 194

19 複素環化学 物質基礎科学専攻 小田　晃規 木･1
化学ｾﾐﾅｰ
室

2 2 196
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（前期開講科目） 【受講場所】　工学系研究科若里キャンパス

番 号 授業科目名 対象専攻名 担当教員氏名
曜日・
時限

講義室 単位数 受入可能人数 備　考
シラバス
ペ ー ジ

1 応用最適制御理論 機械システム工学専攻 今度　史昭 金･4 101 2 5

2 熱工学特論 機械システム工学専攻 平田　哲夫 金･2 201 2 5

3 地水環境工学特論 社会開発工学専攻 藤縄　克之 月･3 社東院講 2 5

4 生物化学特論 物質工学専攻 天野　良彦 月･2 研究室 2 若干名

5 生物機能工学特論 物質工学専攻 野崎　功一 火･3 研究室 2 若干名

6 有機金属化学特論 物質工学専攻 三谷　道治 火･2 研究室 2 若干名

7 無機材料化学特論 物質工学専攻 北島　圀夫 水･2 共1 2 若干名

8 無機材料工学特論 物質工学専攻 樽田　誠一 金･2 共3 2 若干名

9 材料表面工学 物質工学専攻 新井　進 水･3 共1 2 若干名

10 情報計測特論第１ 情報工学専攻 海谷　治彦 火・1 情2 2 若干名

11 応用情報工学第1 情報工学専攻 橋本　昌巳 火･3 研究室 2 若干名

12 プログラミング言語特論 情報工学専攻 海尻　賢二 木･2 研究室 2 若干名

13 計算機システム特論 情報工学専攻 劉　小晰 金･5 研究室 2 若干名

14 環境エネルギー工学特論 環境機能工学専攻 中村　正行 水･3 研究室 2 3

15 材料環境強度学特論 環境機能工学専攻 牛　立斌 月･3 共1 2 3

16 応用統計学特論 専攻共通 山崎　基弘 木･4 102 2 10

17 応用物理学特論第１ 専攻共通 澤田　圭司 火･3 103 2 若干名

18 応用物理学特論第３ 専攻共通 榮岩　哲二 水･1 100 2 若干名

※シラバスは、各専攻のホームページに掲載されています。
http://wwweng.cs.shinshu-u.ac.jp/kyouikukatei/sylabus/syllabus.htm
※IT開講科目の履修方法は、担当教員の指示に従って下さい。
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【受講場所】　農学研究科（南箕輪キャンパス）

番号 授業科目名 担当教員専攻等 担当教員氏名 単位数 受入可能人数 備考

1 昆虫生態学特論 附属ｱﾙﾌﾟｽ圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 中村　寛志 2 若干名

2 植物病理学特論 食料生産科学専攻 久我　ゆかり 2 若干名

3 生物環境保全学特論 食料生産科学専攻 渡邉　修 2 若干名

4 土壌生物学特論 食料生産科学専攻 齋藤　勝晴 2 若干名

5 食料生産経済学特論 食料生産科学専攻 加藤　光一 2 若干名

6 農業経営管理学特論 食料生産科学専攻 佐々木　隆 2 若干名

7 植物栄養学特論 食料生産科学専攻 井上　直人 2 若干名

8 作物生産学特論 食料生産科学専攻 萩原　素之 2 若干名

9 果樹生産学特論 食料生産科学専攻 伴野　潔 2 若干名

10 観賞植物栽培利用学特論 食料生産科学専攻 土井　元章 2 若干名

11 農村健康科学特論 全学教育機構 杉本　光公 2 若干名

12 農作業学特論 附属ｱﾙﾌﾟｽ圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 春日　重光 2 若干名

13 動物行動管理学特論 食料生産科学専攻 松井　寛二・竹田　謙一 2 若干名

14 家畜飼養学特論 附属ｱﾙﾌﾟｽ圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 久馬　忠 2 若干名

15 飼料栄養学特論 食料生産科学専攻 神　勝紀 2 若干名

16 動物栄養学特論 食料生産科学専攻 唐澤　豊 2 若干名 注）

17 動物形態情報学特論 食料生産科学専攻 平松　浩二 2 若干名

18 動物生体機構学特論 食料生産科学専攻 大島　浩二 2 若干名

19 畜産物製造学特論 機能性食料開発学専攻 保井　久子 2 若干名

20 食品機能学特論 機能性食料開発学専攻 大谷　元 2 若干名 注）

21 動物生理学特論 食料生産科学専攻 佐々木　晋一 2 若干名

22 生殖制御学特論 附属ｱﾙﾌﾟｽ圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 濵野　光市 2 若干名

23 動物発生学特論 食料生産科学専攻 小野　珠乙 2 若干名

24 動物遺伝学特論 食料生産科学専攻 鏡味　裕 2 若干名

25 植物生産科学特論 食料生産科学専攻 大井　美知男 2 若干名

26 動物生産科学特論 食料生産科学専攻 盧　尚建 2 若干名

27 森林土壌学特論 森林科学専攻 岡野　哲郎 2 若干名

28 森林環境学特論 森林科学専攻 中堀　謙二 2 若干名

　　受講希望者は，出願手続前に必ず，開講期間・開講曜日・時間について，農学部学務担
当事務にお問い合わせください。（一部，平成１９年度に開講しない科目があります。）

注）基礎学力が無ければ理解できませんので，受講にあたっては受講の必要性について予め指導教員の依頼状を提出して下さい。
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【受講場所】　農学研究科（南箕輪キャンパス）

番号 授業科目名 担当教員専攻等 担当教員氏名 単位数 受入可能人数 備考

　　受講希望者は，出願手続前に必ず，開講期間・開講曜日・時間について，農学部学務担
当事務にお問い合わせください。（一部，平成１９年度に開講しない科目があります。）

29 林地保全学特論 森林科学専攻 北原　曜 2 若干名

30 木材材料学特論 森林科学専攻 武田　孝志 2 若干名

31 森林経済学特論 森林科学専攻 野口　俊邦 2 若干名

32 森林政策学特論 森林科学専攻 小池　正雄 2 若干名

33 森林経営計画学特論 森林科学専攻 植木　達人 2 若干名

34 森林計測学特論 附属ｱﾙﾌﾟｽ圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 加藤　正人 2 若干名

35 森林施設学特論 森林科学専攻 井上　裕 2 若干名

36 木材生物学特論 森林科学専攻 安江　恒 2 若干名

37 木材理学特論 森林科学専攻 德本　守彦 2 若干名

38 林道設計管理学特論 森林科学専攻 井上　裕 2 若干名

39 農村計画学特論 森林科学専攻 木村　和弘 2 若干名

40 地水環境工学特論 森林科学専攻 星川　和俊 2 若干名

41 生産環境学特論 森林科学専攻 鈴木　純 2 若干名

42 流域管理学特論 森林科学専攻 宮﨑　敏孝 2 若干名

43 流域環境学特論 森林科学専攻 平松　晋也 2 若干名

44 緑地計画学特論 森林科学専攻 佐々木　邦博 2 若干名

45 地域生態学特論 附属ｱﾙﾌﾟｽ圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 泉山　茂之 2 若干名

46 植物保全学特論 附属ｱﾙﾌﾟｽ圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 荒瀬　輝夫 2 若干名

47 緑地生態学特論 森林科学専攻 大窪　久美子 2 若干名

48 食品安全学特論 応用生命科学専攻 後藤　哲久 2 若干名

49 天然物化学特論 応用生命科学専攻 加茂　綱嗣 2 若干名

50 生体反応制御学特論 機能性食料開発学専攻 藤田　智之 2 若干名

51 生理活性物質化学特論 応用生命科学専攻 廣田　満 2 若干名 注）

52 生物制御化学特論 機能性食料開発学専攻 真壁　秀文 2 若干名

53 応用生物化学特論 応用生命科学専攻 中村　宗一郎 2 若干名

54 応用細胞生物学特論 応用生命科学専攻 藥師　寿治 2 若干名

55 植物工学特論 応用生命科学専攻 田渕　晃 2 若干名

56 応用微生物学特論 応用生命科学専攻 池田　正人・竹野　誠記 2 若干名

注）基礎学力が無ければ理解できませんので，受講にあたっては受講の必要性について予め指導教員の依頼状を提出して下さい。
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【受講場所】　農学研究科（南箕輪キャンパス）

番号 授業科目名 担当教員専攻等 担当教員氏名 単位数 受入可能人数 備考

　　受講希望者は，出願手続前に必ず，開講期間・開講曜日・時間について，農学部学務担
当事務にお問い合わせください。（一部，平成１９年度に開講しない科目があります。）

57 遺伝子工学特論 応用生命科学専攻 千　菊夫 2 若干名

58 動物発生工学特論 応用生命科学専攻 辻井　弘忠 2 若干名

59 植物育種学特論 機能性食料開発学専攻 南　峰夫 2 若干名

60 動物生殖学特論 応用生命科学専攻 髙木　優二 2 若干名

61 生物資源開発学特論 応用生命科学専攻 山田　明義 2 若干名

62 きのこ遺伝学特論 応用生命科学専攻 福田　正樹 2 若干名

63 機能高分子化学特論 応用生命科学専攻 中村　浩蔵 2 若干名

64 食品化学特論 応用生命科学専攻 橋本　博之 2 若干名

65 生体光化学特論 応用生命科学専攻 小嶋　政信 2 若干名

66 酵素化学特論 応用生命科学専攻 藤井　博 2 若干名

67 機能性食料育種学特論 機能性食料開発学専攻 南　峰夫 2 若干名

68 機能性食料資源学特論 機能性食料開発学専攻 松島　憲一 2 若干名

69 きのこ遺伝育種学特論 応用生命科学専攻 福田　正樹 2 若干名

70 食料機能解析学特論 機能性食料開発学専攻 藤田　智之 2 若干名

71 生理活性食料化学特論 機能性食料開発学専攻 濵渦　康範 2 若干名

72 食料感性化学特論 機能性食料開発学専攻 藤田　智之 2 若干名

73 食料微生物機能学特論 機能性食料開発学専攻 保井　久子 2 若干名

74 食料免疫機能学特論 機能性食料開発学専攻 大谷　元 2 若干名 注）

75 畜産食品製造学特論 機能性食料開発学専攻 保井　久子 2 若干名

76 食料有機化学特論 機能性食料開発学専攻 真壁　秀文 2 若干名

77 機能性食品創製学特論Ⅰ 非常勤 森永　康 2 若干名

78 機能性食品創製学特論Ⅱ 非常勤 石井　康一 2 若干名

79 機能性食品創製学特論Ⅲ 非常勤 谷本　浩之 2 若干名

80 食料機能学特論 機能性食料開発学専攻 大谷　元 2 若干名 注）

81 食料分析化学特論 機能性食料開発学専攻 藤田　智之 2 若干名

82 生活習慣病学特論 非常勤 橋爪　潔志 2 若干名

注）基礎学力が無ければ理解できませんので，受講にあたっては受講の必要性について予め指導教員の依頼状を提出して下さい。
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（通年開講科目） 【受講場所】　工学系研究科若里キャンパス

番 号 授業科目名 対象専攻名 担当教員氏名
曜日・
時限

講義室 単位数 受入可能人数 備　考
シラバス
ペ ー ジ

1 情報基礎特論第１ 情報工学専攻 中村　八束
IT開講
科目

2 若干名 IT開講科目

2 情報基礎特論第２ 情報工学専攻 不破　泰
IT開講
科目

2 若干名 IT開講科目

3 知能情報特論第１ 情報工学専攻 新村　正明
IT開講
科目

2 若干名 IT開講科目

4 知能情報特論第２ 情報工学専攻 師玉　康成
IT開講
科目

2 若干名 IT開講科目

5 知能情報特論第３ 情報工学専攻 和崎　克己
IT開講
科目

2 若干名 IT開講科目

6 応用情報工学第３ 情報工学専攻 宮尾　秀俊
IT開講
科目

2 若干名 IT開講科目

7 情報セキュリティ特論 情報工学専攻 不破　泰
IT開講
科目

2 若干名 IT開講科目

8 セキュリティ社会システム特論 情報工学専攻 和崎　克己
IT開講
科目

2 若干名 IT開講科目

※シラバスは，各専攻のホームページに掲載されています。
http://wwweng.cs.shinshu-u.ac.jp/kyouikukatei/sylabus/syllabus.htm
※IT開講科目の履修方法は，工学部学務係へご連絡の上，担当教員の指示に従って下さい。
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