
                                  

令和５年度（2023 年度）長野県看護大学科目等履修生募集要項 

 

１ 募集人員 

  若干名（授業科目により異なります。） 

 

２ 入学の時期 

   令和５年４月及び 10月 

 

３ 履修資格 

（１） 看護系短期大学を卒業した者及び令和５年３月卒業見込みの者 

（２） ３年課程又は２年課程の看護師養成所を卒業した者及び令和５年３月卒業見込みの者 

（３） その他、特に学長が科目等履修を認めた者 

 

４ 履修対象科目 

  別紙のとおり 

  なお、授業内容、授業日程、履修に当たり留意する事項等について、事前に科目担当教員に確認 

 してください。 

 

５ 入学審査料、入学料及び授業料 

  長野県看護大学条例（平成６年長野県条例第 40号）の定めるところにより次の額を徴収します。 

  なお、同条例が改正された場合は、改正後の金額で納付していただきます。 

（１） 入学審査料  

9,800 円 

（２） 入学料  

28,200 円 

（３） 授業料    

    １単位につき 14,800 円 

    なお、実験・実習等に要する実費を別途徴収することがあります。 

 

６ 出願書類等 

（１） 科目等履修生入学願書（本学所定の用紙） 

（２） 写真１枚 

   出願前３ヶ月以内に撮影した上半身正面、縦４㎝×横３㎝のものを入学願書に添付してくだ 

   さい。 

（３） 履歴書（本学所定の用紙） 

（４） 履修希望理由書（本学所定の用紙） 



                                  

（５） 最終学校の卒業（見込）証明書又は修了証明書 

（６） 入学審査料 

9,800 円 

株式会社ゆうちょ銀行又は郵便局が、出願前３ヶ月以内に振り出した「普通為替証書」に限りま 

す。ただし、証書には一切何も記入しないで、振り出したままの状態にしておいてください。 

（７） 外国籍の方 

    ・在留カードまたはパスポートのコピー：氏名、生年月日、写真、発行機関、有効期限、在留資格 

および最新の在留期間（科目等履修を希望するすべての期間の在留が認められていること）が 

記載されている部分のコピー。 

    ・特別永住者の方は、特別永住者証明書のコピー。 

 

７ 出願手続 

（１） 出願方法 

郵送（速達・簡易書留）又は持参してください。 

（２） 出願期限 

前学期開講科目  令和５年３月 14日（火）まで 

後学期開講科目  令和５年８月 25日（金）まで 

なお、郵送の場合、最終日の消印があるものは有効とします。 

（３） 受付時間 

午前９時から午後５時までとします。 

ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日及び振替休日は受付を行いません。 

（４）出願先 

郵便番号 ３９９－４１１７  

長野県駒ケ根市赤穂１６９４  長野県看護大学事務局 教務・学生課 

電話番号  ０２６５－８１－５１００ 

ＦＡＸ   ０２６５－８１－１２５６ 

 

８ 選考方法 

  出願資格等書類審査により決定しますが、応募者多数の場合は抽選を行うことがあります。 

  また、決定に際して、面接を行うことがあります。 

 

９ 選考結果及び入学手続き 

（１） 選考結果については、前学期開講科目については令和５年３月 24日（金）までに、後学期 

開講科目については令和５年９月 22日（金）までに応募者全員にお知らせします。  

   なお、電話等による照会には一切応じません。 

（２） 選考の結果、合格者には入学手続に必要な書類を送付しますので所定の日までに入学手続を 

  完了してください。  



                                  

 

10 個人情報の取り扱い 

  本選考を通じて取得した個人情報については、選考のほか、次の目的のために利用します。 

  ①入学手続 

  ②学籍管理 

  ③学習指導及び学生支援関係業務 

  ④選考方法や大学教育を改善するための調査・研究 

  なお、外部への漏洩や目的外の利用等がないよう、その保護に十分留意して適正な取り扱いに努めます。 



別紙

学期 単位数 受講時間数

哲　学 屋良 朝彦 准教授 前学期 2 30

倫理学 屋良 朝彦 准教授 後学期 1 15

生命倫理 屋良 朝彦 准教授 後学期 1 15

文化人類学 座馬耕一郎 准教授 前学期 2 30

疫学 秋山　剛 准教授 前学期 1 30

公衆衛生学 秋山　剛 准教授 後学期 1 30

座馬耕一郎 准教授

秋山　剛 准教授

井村 俊義 准教授

吉村　隆 准教授

健康支援と社会保
障Ⅰ

吉村　隆 准教授 前学期 1 15

看護英文読解 井村 俊義 准教授 後学期 1 30

看護英語Ⅰ 井村 俊義 准教授 前学期 1 30

病理学 喬　　炎 教授 後学期 1 15

疾病学Ⅰ 喬　　炎 教授 前学期 1 30

疾病学Ⅱ 喬　　炎 教授 前学期 1 30

看護学概論 伊藤 祐紀子 教授 前学期 2 30

看護過程の理論と
展開

伊藤 祐紀子 教授 前学期 1 15

看護研究方法 伊藤 祐紀子 教授 後学期 1 30

慢性期看護概論 柳原　清子 教授 前学期 1 15

慢性期看護方法 江頭　有夏 講師 後学期 2 60

急性期看護概論 浦野　理香 講師 後学期 1 15

急性期看護方法 江頭　有夏 講師 前学期 2 60

症状マネジメント論 熊谷　理恵 講師 前学期 1 15

老年看護概論 渡辺 みどり 教授 前学期 2 30

老年看護方法Ⅰ 千葉 真弓 准教授 後学期 1 30

細田　江美 講師

曽根 千賀子 講師
老年看護方法Ⅱ 前学期 1 30

令和５年度（2023年度） 科目等履修対象科目

長野県看護大学看護学部

科　目　名 教　員　名 備　考

信州学 前学期 1 15



学期 単位数 受講時間数

有賀美恵子 教授

松本 淳子 准教授

精神看護概論Ｉ 有賀美恵子 教授 前学期 1 15

精神看護概論Ⅱ 有賀美恵子 教授 後学期 1 15

精神看護方法 東　修 准教授 前学期 2 60

竹内 幸江 准教授

髙橋　百合子 講師

竹内 幸江 准教授

髙橋　百合子 講師

竹内 幸江 准教授

髙橋　百合子 講師

安田 貴恵子 教授

御子柴 裕子 講師

柄澤 邦江 准教授

小野塚 元子 講師

柄澤 邦江 准教授

小野塚 元子 講師

前期：４月～８月　　後期：10月～２月

在宅ケア方法Ⅰ 後学期 1 30

在宅ケア論 前学期 1 15

公衆衛生看護概論 前学期 1 15

小児看護概論Ⅱ 後学期 1 15

小児看護方法Ⅱ 前学期 1 30

人間発達論 後学期 1 15

小児看護概論Ⅰ 前学期 1 15

科　目　名 教　員　名 備　考


