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建学の理念

長野大学憲章

1．清爽な自然環境を充分に活かした理想的教育研究の場の建設をめざす。
2．少人数教育により人間的接触を深め、全人的人間形成をめざす。
3．専門的技術的教育のみに偏せず、広い社会的視野の涵養をめざす。
4．地域社会との密接な結びつきにより、学問理論の生活化をめざす。

長野大学は、建学の理念および学校教育法第52条を踏まえ、さまざまな学問分野の「ものの見方･考え
方」を身につけることを通じて、世間の常識や社会通念を問い直すことができる力を養い、自らの社会
的役割を的確に認識することのできる人間を世に送り出すことを使命とする。とりわけ、地域に根ざし
世界に開かれた大学として、21世紀の地域社会の発展を牽引することのできる人間の養成が必要な責
務であると自覚する。このような役割を担う学術拠点として、長野大学は以下の基本目標を定め、本学
すべての構成員の指針とする。

１　教養のある職業人の育成
長野大学は、学生の自発性を尊重し、さまざまな課題を文献学習やフィールドワークや実習をと
おして発見し解決する能力を培うとともに、自立した個人に必要なコミュニケーション能力、論
理的な思考力を高める教育を実践し、生涯にわたって地域社会に貢献できる「教養ある職業人」
を育成する。

２　学生が「自己成長を楽しむ」ことができる支援体制の追求
長野大学は、地域の豊かな資源を積極的に活用しながら、学生が目標をもって主体的に行動し、
「入学から卒業までの自己成長を楽しむ」ことができるような学習･キャンパスライフ･キャリア
支援体制を構築する。

３　未来を拓く学生主体のキャンパスづくり
長野大学は、現代社会の情報化、共生化、国際化を踏まえた「学生が主人公」のキャンパスづくり
を推進するために、「ITキャンパス」「エコキャンパス」「バリアフリーキャンパス」「グローバル
キャンパス」を構築するという目標を掲げ、学生･教職員が一体となってその達成に努める。

４　地域に貢献する学術研究の展開
長野大学は、地域における社会、産業および政策に関する学術研究の拠点として、教員個人およ
び組織的な研究活動の不断の発展に努め、福祉、環境･観光、情報の分野における成果を積極的に
地域に還元することによって、人々の豊かな暮らしの実現に貢献する。

５　構成員の主体的活動による「知の共同体」の構築
長野大学は、すべての構成員の自主性を尊重し、互いに協調し啓発しあうことを通じて、高い倫
理観と豊かな教養の醸成に努めるとともに、知の継承、創造、統合を実践し「知の共同体」を構築
することをめざす。
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前学期授業開始 ４月８日㈭

キャンパスミーティング ６月23日㈬

前学期授業調整日

６月23日㈬　水曜授業
４限目以降、授業調整日（補講）

６月30日㈭　水曜授業
４限目以降、授業調整日（補講）

７月28日㈬　水曜授業
４限目以降、授業調整日（補講）
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９月卒業証書・
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後学期定期試験 ２月３日㈭～９日㈬

卒業論文合評会 ２月上旬

卒業判定結果発表 ３月２日㈬

卒業証書・学位記授与式 ３月17日㈭
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学修について （学修ガイドから抜粋）１
授業と諸手続き
授　業
■授業時間

■出　席
●出席登録を毎回すること。
●出席登録は、各教室に設置されている「出席登録シ
ステム」のカードリーダに学生証をかざして行い
ます。
●カードリーダがない教室の場合は、教員の指示に
より行います。
●ポータルサイト（出席管理）で各自の出席状況を確
認することができます。
●試験を受けるには、出席時数が授業時数の3分の2
に達していることが必要です。

■休　講
つぎの場合は休講となります。
　①科目担当者にやむを得ない理由が生じた場合
　②授業を休講としなければならない特別な学校行
事を行う場合

　③自然災害等で警報等の発令があった場合

■補　講
休講を補うために補講を行います。

1時限 2時限 3時限 4時限 5時限 6時限
8：50～
10：20

10：30～
12：00

12：50～
14：20

14：30～
16：00

16：10～
17：40

17：50～
19：20

■欠　席
本学では授業の「忌引き公欠制度」はありません。た
だ「無断欠席」か「理由のある欠席」かどうかを明確に
するために次のような欠席届があります。欠席理由
の如何を問わず、授業科目の成績評価等に関する取
り扱いについては、科目担当教員の判断に委ねられ
ます。
　①欠席届
　　学生が授業を欠席する場合、教務担当窓口にある
「欠席届」に、証明する書類を添えて学生が直接、
科目担当教員に提出してください。

　　※新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等
学校保健法に定められた感染症に罹患したと
医療機関に診断された場合は、直ちに保健室
（0268-39-0028）に連絡してください。

　②長期欠席届
　　病気等の理由により引き続き1週間以上欠席を
する場合は、「長期欠席届」に証明する書類を添
えて、教務担当へ提出してください。申請用紙は
教務担当窓口で配布します。

出席状況・成績状況等で
ご不明な点がございましたら、
右記にお問い合わせください。

〒386-1298 長野県上田市下之郷658-1
長野大学 学生担当

TEL0268-39-0028
E-mail gakusei@nagano.ac.jp
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その他の手続き
①休　学
　病気またはやむを得ない理由により３カ月以上修
学することができない者は、「休学願」にその事由
（病気の場合は医師の診断書添付）を付して、保証
人連署のうえ教務担当へ提出し、学長の許可を得
て休学することができます。休学期間は、前学期・
後学期又は1年（通年4年まで）です。ただし、特別
な理由がある場合は、引き続き更に１年を限度に
休学期間の延長を認めることがある。（学則第37
条、39条）

　〈手続に関する諸注意〉
　休学中であっても、授業料等納入金は納入しなけ
ればなりません。ただし、後学期の末日（3月31日）
までに次年度の前学期休学を希望し許可された場
合と前学期の末日（9月30日）までに後学期の休学
を希望し許可された場合は休学期間中の授業料等
についてその一部または全部を減免することがで
きます。
　休学を希望する場合は、事前にアドバイザー又は
教務担当にご相談ください。

②転学部
　他の学部に転学部を希望する者は、所属学部の学
部長にその旨を届け出て転学部を志願することが
できます。「転学部願書」にその理由を付し、保証人
連署のうえ教務担当へ提出し、受験料を納入後、所
定の試験を受けます。試験に合格した者には転学
部を許可します。
　〈手続に関する諸注意〉
　転学部は１月中旬から２月上旬を目途に募集の案
内を行います。
　転学部を希望する場合は、事前にアドバイザー又
は教務担当にご相談ください。

履修と成績について

単位の算定
大学では「単位」という数値で表し、履修すべき時間
数を決めています。
「半期科目」とは前学期あるいは後学期のみで修了す
る科目、「通年科目」とは前学期と後学期の1年間を
通じて履修する科目のことです。

卒業要件
■卒業の要件
①4年以上在学のこと。
②系列ごとの最低必要単位数を満たした上で卒業所

要単位数の単位を取得すること。

③卒業見込み証明書の発行基準
　3年次終了時点で卒業に必要な残単位が43単位以
下の学生は、原則として卒業見込証明書の交付を
うけることができます。なお、3年次終了時点で卒
業に必要な残単位が44単位以上であっても、4年
次前学期終了時点で25単位以下となった場合は、
その時点で卒業見込証明書の交付を受けることが
できます。

大学の時間割は高校までとは違い、履修する科目を自分で選び、時間割を組み立てます。
履修の仕方を間違えた場合には、基本的に自己責任となります。
優秀な成績でありながら、履修の仕方を間違えて、4年間で資格を取れなくなってしまった例もあ
ります。
大学にはホームルームや朝礼はなく、学生への連絡は掲示やポータルサイトで行われます。確認し
なかったために不利益があっても、確認しなかった人の責任とみなされます。

社会福祉学部…………………… 124単位
環境ツーリズム学部…………… 125単位
企業情報学部…………………… 125単位
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4年間の計画的履修について
■各学期制限単位数
各学期に履修登録できる単位数は以下のとおりです。

■未修得単位の追加履修について（2018年度 入学生まで）
各学期で単位修得できなかった単位があった場合、以下の範囲で次学期に制限単位をこえて履修登録をする
ことができます。

■4年間の単位修得計画

学　　年 各学期制限単位数 最低履修登録単位数
1年次 21単位以内

留学生のみ　14単位2・3年次 20単位以内
4年次 30単位以内

未修得単位数 次学期　履修可能単位数
4単位以上 制限単位数＋4単位以内
4単位未満 制限単位数＋未修得単位数

学習の状況
修得単位数

１年次終了時 ２年次終了時 ３年次終了時
順調に単位を取得している 36単位以上 71単位以上 97単位以上
今後の学業に努力を要する 20～35単位 40～70単位 80～96単位
卒業までに努力を要する 19単位以下 39単位以下 79単位以下

※	卒業までに努力を要する範囲（上記単位数以下およびGPA1.5未満）に該当する学生に対して、
別途、本学の教員（アドバイザー）が学生と面接し、学習状況の把握と指導を行う。

■GPAに応じた履修上限単位数（キャップ制）の設定（2019〜2021年度 入学生）
２・３年次の履修上限単位数は、各学期20単位になるが、直前学期のGPA値により、下表の通り履修上限値を緩
和する。

ＧＰＡ値 2.0未満 2.0以上2.5未満 2.5以上
履修上限単位数 20単位 22単位 24単位
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履修科目の区分 説　明
必 修 科 目 その科目を必ず履修するよう指定された授業科目をいう。

選択必修科目 各系列の授業科目のうち、指定群の中から一定の科目数、単位数を必ず履修するよ
う定められた授業科目をいう。

選 択 科 目 各系列の区分に関わりなく、選択して履修するよう定められた授業科目をいう。

登録必修科目 「登録必修」とは、必ず年度の最初に履修登録登録し履修するが、単位を取得できな
かった場合は次年度以降に選択必修と同じ扱いとなる。

セメスター制について
セメスター制とは、4月～9月の前学期と10月～3
月の後学期の2学期を設け、半年間の学期ごとに授
業が完結し、単位を修得する制度です。しかし、学生
生活の日程や入学・卒業等は1年を基準にします。
（ただし、卒業については9月卒業の制度があります。）

成績について
①	成績は、出席状況・レポート・試験の結果を総合的
に判断し、各科目ごとの判定されます。
②「成績通知書」は３月に、保証人へ郵送します。
③修得した成績または単位の取消の申し出は認めま
せん。

成績について（GPA制度について）
本学では学生の学習意欲を高めるとともに、本学
が掲げる教育の質の保証について一層の具体化を
進め、適切な修学指導に資することを目的として、
GPA制度を導入しています。
GPAの種類やその算出方法、GPAの活用等について
は、大学ホームページでご確認いただくか、教務担当
にお問い合わせください。

成績評価の質疑について
成績評価について質疑がある場合は、受付期間内に教
務担当から指定された方法で提出しなければなりま

成績評価基準及びGP
評　語 GP（評価点） 評　価 合　否
秀 4 100点～90点

合格
優 3 89点～80点
良 2 79点～70点
可 1 69点～60点
不可 0 59点以下

不合格
対象外 GP対象外 「対象外」

（出席時数不足、試験放棄等で評価を与えられないもの）

セメスター制により、講義科目も半期科目（2単位）
が基本となっています。
ただし、通年科目（4単位）や週2コマ（4単位）の授業も
あり、また短期集中的に学習したほうが効果の上が
る外国語は、週2回の授業（2単位）となっています。

授業科目の区分
履修科目は、必修科目、選択必修科目、登録必修科目に区分されます。

せん。受付期間を過ぎた場合は、一切受付けません。
また、教務担当を通さずに、直接教員に問い合わせる
ことはできません。
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教育職員免許状
■教 職 課 程（全学部）
教員免許状を取得しようとする者には、教育に使命
感を抱き、得意分野と個性をもち、教育現場の課題に
適切に対応し、解決していくことのできる力量が求
められています。
教職員免許状の修得にあたっては、１年次から履修
者一人ひとりに「履修カルテ」の作成が義務付けら
れ、4年間を通じた計画的な学修が求められるよう
になりました。このため教育職員免許状の取得希望
者は、1年次に教職課程に登録を済ませておく必要
があります。

社会福祉学部で取得可能な免許状
教育職員免許状の種類免許教科

単位修得により取得可能な資格、免許

中学校教諭一種免許状………………社　会
高等学校教諭一種免許状……………公　民
高等学校教諭一種免許状…………地理歴史
高等学校教諭一種免許状……………福　祉
特別支援学校教諭一種免許状
　………知的障害者・肢体不自由者・病弱者

資　格　取　得

環境ツーリズム学部で取得可能な
免許状
教育職員免許状の種類免許教科

企業情報学部で取得可能な免許状
教育職員免許状の種類免許教科

中学校教諭一種免許状………………社　会
高等学校教諭一種免許状……………公　民
高等学校教諭一種免許状…………地理歴史

高等学校教諭一種免許状……………情　報

国家試験受験資格
■社会福祉士課程（社会福祉学部）
「社会福祉士」とは、専門的知識及び技術をもって、身
体上若しくは精神上の障害が有ること又は環境上の
理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉
に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提
供する者、又は医師その他の保健医療サービスを提
供する者、その他の関係者との連絡及び調整その他
の援助を行うこと（相談援助）を業とする者をいいま
す。
社会福祉士の資格を取得するためには、社会福祉指
定科目を履修し、卒業しなければならず、厚生労働大
臣が行う「社会福祉士試験」に合格しなければなりま
せん。

■精神保健福祉士課程（社会福祉学部）
「精神保健福祉士」とは、精神障害者の保健及び福祉
に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院
その他の医療施設において精神障害の医療を受け、
または精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目
的とする施設を利用している者の社会復帰に関する
相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために
必要な訓練その他の援助を行うこと（相談援助）を業
とする者をいいます。
「精神保健福祉士」の資格を取得するためには、精神
障害者の保健及び福祉に関する指定科目を修めて卒
業しなければならず、厚生労働大臣が行う「精神保健
福祉士試験」に合格しなければなりません。
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保育士
都道府県知事が指定する指定試験機関＝社団法人全国保育士養成協議会が年２回（４月・10月）実施する保育
士試験に合格し、都道府県に保育士登録をすることにより取得できます。
詳しくは、キャリアサポート担当へお尋ねください。

試験を受験･講習を受講することにより取得可能な資格

■認定心理士
「認定心理士」とは、心理学の専門家として仕事をす
るために必要な最小限の標準的基礎学力と技能を修
得していると公益社団法人日本心理学会が認定した
人のことです。
認定心理士を取得するためには、所定の心理学関連
科目を36単位以上修得して認定機関に申請すれば、
資格が認定されます。

■認定心理士（心理調査）
「認定心理士（心理調査）」とは、「認定心理士」の上位
資格に位置づけられ、認定心理士と同時に取得する
ことが可能です。
認定心理士資格申請にかかわる科目に加え、認定心
理士（心理調査）資格申請のための必修科目を修得す
ることで資格が得られます。

公益社団法人日本心理学会認定心理士及び認定心理士〈心理調査〉（社会福祉学部）

社会調査士（環境ツーリズム学部）　
「社会調査士」は、各種の社会調査の企画・実施・分析
を担当する専門職であり、指定された５科目の単位
を取得して社会調査協会（認定機関）に申請すれば、
資格が認定されます。

公認心理師（社会福祉学部）
「公認心理師」は、心理療法や心理検査をはじめとし
て心理学の専門的知識や技能を用いて、人々の心の
健康の支援を行う職業です。
公認心理師の受験資格を取得するには、大きく①大
学で４年間、大学院で２年間学ぶ、②大学を４年間、
その後実務経験を積む方法があります。その後、国家
試験に合格することで公認心理師の資格を取得でき
ます。
社会福祉学部では、2019年4月から「公認心理師」の
受験資格を取得するために必要な科目のうち、大学
（学部）の科目を開講しています。
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キャリア支援・就活支援２
長野大学では、教育目標として「教養ある職業人の育成」を、また、教育コンセプトとし
て「学生が自己成長を楽しむことができる支援体制の追求」を掲げています。
本学の３つの学部では以下のとおり学生の成長像を定義しています。

●職業選択と生き方
●福祉の仕事
●キャリアガイダンス

●キャリアデザイン論
●社会福祉基礎実習
●キャリアガイダンス

●インターンシップ
●相談援助実習・精神保健福祉援助実習
●就職活動ゼミナール
●長野大学主催「業界・仕事研究セミナー」
●ＳＰＩ試験対策講座
●マナー・コミュニケーション講座
●面接トレーニング
●個別相談

●就職ガイダンス
●福祉就活のすすめ方
●学内企業説明会（学内）
●福祉の職場説明会（予定）
●個別相談

長野大学が考える学生の成長像

キャリア形成支援から就職活動支援の流れ

各学部のめざすひとづくり

１年次

２年次

３年次

４年次

学びを社会につなぐ
キャリアサポート

社会福祉学部
福祉の向上に寄与できる人材

①意識の向上・行動力
職業人基礎能力・専門能力の育成

環境ツーリズム学部
持続可能な地域づくりを担う人材

②将来の自分を想定する
職業観養成科目の受講とキャリア
専門職による相談支援

③目標設定・充実した学生生活
自らの成長に向けて「成長ノート」
に記述・蓄積・確認

企業情報学部
企業が求める問題解決能力をもつ人材

社
会（
企
業
・
組
織
）へ

教
養
あ
る
職
業
人

特別コース・特別プログラム／国家試験対策
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相談援助実習・
精神保健福祉援助実習
社会福祉士、精神保健福祉士をめざす学生は、3年
次から「相談援助実習」「精神保健福祉援助実習」を
受講します。「相談援助実習」は、高齢者、障害者、児
童、地域、行政などさまざまな分野や種別で行われま
す。「精神保健福祉援助実習」は、障害福祉サービス事
業所と精神科医療機
関で行われます。実習
では、利用者理解や相
談だけでなく、地域を
含む関係者との連絡・
調整、その他の生活に
関わる援助まで、幅広
い業務を体験します。

インターンシップ
インターンシップは、学生が企業や自治体で一定期
間研修生として働き、自分の将来に関連のある就業
体験ができる制度です。長野
大学では職業観養成科目とし
て「インターンシップ」を正課
に組み込んでおり、毎年多く
の学生が希望する業界・企業
でインターンシップに参加し
ています。授業ではインター
ンシップの意義や目的を学ぶ
講義のほか、履歴書や自己紹
介書などの作成、実習先の事
前研究、マナー講座などを行
い、事前準備を行ったうえで
臨みます。

長野大学主催
「業界・仕事研究セミナー」 福祉の職場説明会

マナー講座

長野大学の学生を採用
したいと考えている企
業・団体の人事担当者と
3年生の面談会です。直
接人事担当者から話を
聞くことで、進みたい業
界や仕事内容について
の理解を深めることが
できます。

就職活動をする際に役立つビジネスマナー中心に、講
師の先生を招き開講しています。「挨拶や敬語の使い
方、電話のかけ方、名刺交換の仕方、立ち居振る舞い」
など卒業後就職してからも役立つ内容です。

福祉施設への就職は、学
生の「人となり」を知った
うえで採用が決まるケー
スが多くあります。その
ため学生と人事担当者と
の接触機会を増やすこと
と、学生が具体的に職場
に対するイメージをもて
るよう実施しています。

キャリアサポートセンターによる就活支援

正課を通してのキャリア形成における実践

※上記以外にも「個別相談」や3年生を対象とした「就職ゼミナール」など行っています。詳細はキャリアサポート担当へ。
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充実した学生生活のための
支援制度３

ゼミを担当する教員が、学生一人ひとりのアドバイザーとして、学生のさまざまな相談に応じます。
たとえば、授業についていけない、どう学んでいいかわからない、将来の進路選択に迷っている…など、アドバ
イザーの教員が相談窓口になります。
その後、学生の問題に対して最善の解決方法を、大学の各セクションが連携・協力して検討し、問題の解決に向
けて組織的にバックアップします。

アドバイザー教員

長野大学の取り組み
誰もが安心して学べるよう、さまざまな相談に対応します。
大学での学びや生活は、クラス単位で行動する高校生活と違い、基本的には一人ひとりの自主性に
任せられています。授業科目の選択や、サークル加入など、全て自分で判断し、行動しなければなり
ません。また、はじめての一人暮らしなど、慣れない環境にとまどい、悩みを抱えてしまう人も少な
くありません。
本学では、学業上の悩みはもちろんのこと、生活や友人関係など、学生生活をとりまくさまざまな問
題を一緒に考え解決していくために、学生が気軽に相談できる仕組みを整備し、以下の３つの相談
先を中心に、教員、職員が一体となって一人ひとりを全力でサポートしていきます。
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学生相談室相談員　
大学生は人間的成長に最も重要な時期にあります。それだけに、学業や進路、対人関係など、たくさ
んの悩みを抱える時期でもあります。
学生相談室では、学生の抱える悩みや問題を共に考え、解決していけるように支援しています。
１回約40～50分、専門職員が相談に応じますので安心してご利用下さい。
気になることがあれば、ご連絡をお待ちしています。

■たとえば
●学　業………履修・転学部など
●進　路………就職・進路など
●課外活動……サークルの選択・トラブル・退部など
●対人関係……友人・異性・恋愛・先輩・後輩との関係など
●性　格………自分の性格を知りたい・変えたいなど
●心身の健康…体調がすぐれない・気分がはれないなど
●経済的な問題
　…………授業料が払えない・借金・アルバイトなど
●家庭の問題…家庭の問題・父母と意見が合わないなど

■申し込み方法
●相談は予約制です（相談料はかかりません）。
●申し込み、予約にはいくつかの方法があります。
　①電話で申し込む【☎0268-39-0009】
　②学生相談室利用申請フォームから受付する
　　https://forms.gle/DUdMsf15Yd11A7TL7
　　大学ホームページ・ポータルサイトをご参照く
ださい

　③保健室・学生相談室と5-207号室向かいに設置
してある申し込み用紙に記入し、投函する。

保健室
保健室は5号館１階にあります。

■健康診断
学生生活を健康で有意義に過ごすため、健康診断を実施し、疾病の予防･早期発見に努めています。

■応急処置
怪我や気分が悪くなった時は応急処置を行います。
保健室で処置できない病気や外傷は近隣の医療機関を紹介します。

■健康相談･保健指導
身体や心のこと、食事や運動といった生活習慣のことなど、相談に応じています。
近隣の医療機関の情報もお伝えしています。
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障害のある学生への支援
本学は創立以来、障害のある学生を受け入れてきました。そして本格的に障害学生支援に乗り出し
たのは、我が国でも数大学のみが取り組んでいた時代で、この分野では歴史ある大学であると自負
しています。「障害が学びの障壁になってはならない」というバリアフリーキャンパス作りの理念の
もとに支援や設備改善を行ってきました。
長野大学の障害学生支援の目標は、大きくわけて２つあります。第一は、大学での学びにおいて障壁
を作ってはならないという「学びの保障」です。そして第二は、自分の障害について、どのように向き
合い、どのように付き合って行けばよいのか、その試行錯誤の機会を提供することです。
大学の学びは資格取得をはじめとする専門的な学修のみでなく、長い人生における、生き方の基礎
と羅針盤を得ることにもあり、長野大学の障害学生支援は、生き方の基礎と羅針盤の製作にも資す
るよう配慮しています。簡単に言えば「自立を目指す」という言葉になりますが、「自立」はなんでも
一人で出来るようになることではありません。出来ないこと、不得意なことを自らが適切な方法で、
他者や社会に支援を求めることも含めて「自立」と言います。自分を知ることからはじめる、これ
は簡単なようでかなり難しい課題です。長野大学の障害学生支援は	100％を目指していますが、
100％に達することができない理由の一つはここにあります。

授業や入学式、卒業式、オープンキャンパスなどの
大学行事でのノートテイク支援で活躍しています。
また、ノートテイク説明会の企画・運営により、ノー
トテイクの普及活動も行っています。

ノートテイクとは？
教員や他の学生が話す音声情報を手書きやパソコン
入力によって視覚化し、要約して伝える手段です。本
学では主に聴覚に障害のある学生の授業支援で活用
されています。

長野大学では、スマート
フォン ア プ リ「UD※ トー
ク」を平成29年度より本格
的に導入しました。　　
UDトークとは、音声認識と
多言語翻訳で会話を文字
化し、リアルタイムに表示するアプリです。長野大
学では、授業等における聴覚障害のある学生への情
報支援に使用しています。※UD＝ユニバーサルデザイン

UDトークでできること
　①授業におけるリアルタイムの字幕
　②音声・文字・手話通訳のサポート
　③ビデオ教材等の文字起こし
　④行事・ガイダンス等のディスプレイ表示
　⑤多言語翻訳機能
　⑥読み上げ機能

ノートテイクサークルこだまの紹介 UDトークの導入
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募集
毎年4月に行います。応募希望者は4月上旬に行う説明会に必ず出席し、申請期間、必要書類等の説明を受けて
ください。
なお、「主たる家計支持者の失職・死亡」、「火災、災害等による家計の急変」等、不慮の災難によって就学が困難
になった場合、日本学生支援機構奨学金には状況によって緊急・応急採用の途があるので、遠慮せず学生担当
に相談してください。

奨学金・経済支援制度　
本学で取扱う奨学金制度には日本学生支援機構奨学金、地方公共団体および民間育英事業団体奨学
金などのほか同窓会、後援会などの支援もあります。

奨学金制度
■日本学生支援機構奨学金（貸与奨学金と給付奨学金があります。 詳しくは、学生支援機構のホームページでご確認ください。）

①貸与奨学金

日本学生支援機構　給付奨学金（月額） 授業料減免額（年額）単位（円） 単位（円）

※第一種奨学金は返還時に無利子の奨学金で、第二種奨学金は返還時に有利子の奨学金です。
　第二種奨学金は3％以下の利子がつきますので、自分で返還することを考えて貸与月額を選んでください。

②高等教育の修学支援制度

第一種奨学金
月額

自宅通学		　20,000円		30,000円		45,000円
から本人が選択

自宅外通学		20,000円		30,000円		40,000円		51,000円

第二種奨学金
月額

2万円、3万円、4万円、5万円、6万円、7万円、8万円、9万円、10万円、11万円、
12万円の中から本人が選択

支援区分 第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分
給付額（自宅） 29,200 19,500 9,800
給付額（自宅外） 66,700 44,500 22,300

支援区分 第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分
授業料減免額 535,800 357,200 178,600
入学金減免額 282,000 188,000 94,000

■地方公共団体および民間育英事業団体奨学金（貸与・給付）
奨学金制度を設けて、奨学金の貸与または給付をしている団体等があります。
本学では関係機関からの連絡があった場合、そのつどポータルサイトで周知します。

特待生・経済支援制度 （詳細は、学生担当にお問い合わせください。）

長野大学
■特待生
　人物・学業ともに優秀な学生に対して、特待生とし
て奨学金を給付する制度です。募集は毎年４月に
行います。

長野大学同窓会
■長野大学同窓会奨学金
　４年次を対象に若干名の学生に対し、学業成績と
家庭の経済状況を書類選考し、長野大学同窓会役
員による面談によって奨学生を決定し、授業料の
半額相当を給付します。

制度の概要および対象者
経済的な理由で学び続けることをあきらめずにすむよう、授業料等の減免と給付型奨学金により意欲のある
学生のみなさんの「学び」を支える制度です。
採用にあたっては
生計維持者に対する家計要件と学生本人への学業要件があります。
詳細に関しては、日本学生支援機構および文部科学省のホームページをご覧ください。
募集
毎年４月、９月に行います。応募希望者は説明会に必ず出席し、出願期間、必要書類の説明を受けてください。
なお、家計急変による採用は随時行っていますので、緊急の場合は学生担当にお気軽にご相談ください。
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表彰制度
■課外活動表彰
本学の学生が課外活動団体（サークル等）及び個人の活動で、各種地区大会
において優れた成績をおさめ、全国規模の大会に出場することとなった場
合、または全国規模の大会等で優秀な成績をおさめた場合、あるいは文化
活動等で顕著な功績があった場合に賞状と報奨金を贈り表彰します。

■長野大学後援会奨励賞
本学学生による活動（サークル、ボランティア、文化
活動等）による活動成果を広く学内外で共有し、そ
の活動を表彰します。

■学長賞・学長奨励賞
4年間の大学生活（勉学、スポーツ等のサークル活動、ボランティア等の社
会貢献活動等）を通じて特に優れた成果を修めた卒業生に対して、その活
躍を表彰する制度です。毎年卒業式で表彰しています。

■夢チャレンジ制度
本学学生がチャレンジしたいことに対して奨励金を支給する制度。
初回は「はじめての一歩部門」、二回目は「さらなる飛躍部門」として応募
できる。
奨励金の額は「はじめの一歩部門」で最大10万円、「さらなる飛躍部門」で
最大20万円。

長野大学後援会
■長野大学後援会応急短期貸与
　病気や就職活動等で一時的かつ緊急にお金を必要
とするときは、長野大学後援会の「応急短期貸付制
度」を利用できます。貸付限度額は10万円です。

■長野大学後援会奨学金
　経済的な理由により、就学が困難な学生を対象に、
年間授業料の半額を支給する制度です。採用にあ
たっては学業成績と経済状況の審査があります。

大学生協
■勉学援助制度
　扶養者を病気（その他死亡含む）などで亡くし、経
済的に学業継続が困難な学生・院生組合員に対し
て、緊急援助として10万円を給付（返還不要）する
制度です。扶養者が亡くなられてから６ヶ月以内
に申請が必要です。
　応募資格等詳細は、全国大学生活協同組合連合会
大学生協勉学援助制度推進委員会事務局へお問い
合わせください。
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学生教育研究災害傷害保険制度
本学では、教育研究活動中の不慮の災害事故保証のため「学生教育研究災害補償制度」の賛助大学と
なり、安心して教育研究活動ができるよう、全学生が加入しています。
この保険は、「教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場
合」に補償の対象になります。ただし「病気」はこの対象となりません。
正課（授業等）中、学校行事中、キャンパス内にいる間、課外活動中、通学中に事故が生じた場合には、
事故の日時・場所・状況・傷害の程度をすみやかに保健室に報告し、パソコン又は携帯端末から引受
保険会社に通知をしてください。
事故通知のURLは次のとおりです。

【PC・スマートフォン】https://f.msgs.jp/webapp/form/15429_lvw_1/index.do
【携帯】https://f.msgs.jp/webapp/form/15429_lvw_4/index.do
一定期間医療機関に入院・通院した場合に対象となりますので、領収書等はきちんと保管しておい
てください。
なお、教育研究活動中及び通学中とは次の場合をいいます。

■学生教育研究災害傷害保険

■通学中等傷害危険担保特約

1 正課中
講義、実験、実習、演習又は実
技による授業を受けている
間（通信生の場合は面接授業
を受けている間）をいい、次に掲げる間を含みます。
①指導教員の指示に基づき、卒業論文研究又は学位論文研究に従
事している間。ただし、専ら被保険者の私的生活に係る場所に
おいてこれらに従事している間を除きます。
②指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っ
ている間、又は、授業を行う場所、大学の図書館、資料室もしく
は語学学習施設において研究活動を行っている間。

1 通学中
大学の授業等、学校行事又は
課外活動（クラブ活動）への参
加の目的をもって、合理的な経路及び方法（大学が
禁じた方法を除きます。）により、住居（注1）と学校
施設等（注2）（大学の敷地に入るまで）との間を往復
する間。
（注1）社会人入試※を経て大学に入学した学生が大学に通う場合
は、勤務先を含みます。
　※「社会人入試」とは…社会人特別選抜入試等の社会人を対象
とする入試をいいます。

（注2）「学校施設等」とは…大学が教育活動のために所有、使用又
は管理している施設の他、授業等、学校行事又は課外活動（クラ
ブ活動）の行われる場所をいいます。

2 学校施設等相互間の移動中
大学の授業等、学校行事又
は課外活動（クラブ活動）
への参加の目的をもって、
合理的な経路及び方法（大
学が禁じた方法を除きます。）により、大学が教育活
動のために所有、使用又は管理している施設の他、
授業等、学校行事又は課外活動（クラブ活動）の行わ
れる場所の相互間を移動している間。

3 キャンパス内にいる間
1、2、4以外で学校施設内にいる間、
大学が教育活動のために所有、使用又
は管理している学校施設内にいる間。
ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる
間又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

4 課外活動（クラブ活動）中
大学の規則にのっとった所定の手続きにより、大学
の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又
は体育活動を行 っている間。
ただし、山岳登はんやハンググライダーなどの危険なスポーツを
行っている間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間又は大
学が禁じた行為を行っている間を除きます。

2 学校行事中
大学の主催する入学式、
オリエンテーション、卒
業式など教育活動の一
環としての各種学校行
事に参加している間。
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⑴　死亡保険金（事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合）
補　償　範　囲 支払保険金

Ｂタイプ
「正課中」「学校行事中」 1,200万円
「正課中・学校行事中以外で学校施設内にいる間」「課外活動（クラブ活動）中」
「通学特約加入者の通学中・学校施設等相互間の移動中」 600万円

⑵　後遺障害保険金（注2）（事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合）

補　償　範　囲 支払保険金
Ｂタイプ

「正課中」「学校行事中」 程度に応じて
72万円～1,800万円

「正課中・学校行事中以外で学校施設内にいる間」「課外活動（クラブ活動）中」
「通学特約加入者の通学中・学校施設等相互間の移動中」

程度に応じて
36万円～900万円

（注2）死亡保険金と後遺障害保険金とを重ねて支払うべき場合には死亡保険金のみお支払いします。

学研災付帯賠償責任保険制度
「学生教育研究災害傷害保険制度」にあわせ、全学生が加入しています。
国内外において、保険期間中に学生（被保険者）が正課、学校行事、課外活動又はその往復により他人にケガを
負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等において、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損
害について保険金が支払われます。保険加入者の私物に対する賠償は対象外となります。

■学生賠償責任保険
他人や物に対しての「賠償責任」を保証
●日常生活、正課の講義、行事、実習などでの賠償責
任を保証
●大学生協の学生組合員のみの加入
●示談交渉サービス

よくある賠償事故…
自転車同士の事故、水漏れ、スキー・スノーボードの
事故、福祉施設実習中のウィルス感染事故、大学・他
大学での借用物の破壊、他人の財物を破損、インター
ンシップ中の事故など。

■学生総合共済
自分の「病気・けが・こころ」の保証
●24時間健康相談サービス
●大学生協の学生組合員のみの加入
学生総合共済（生命共済）は安い掛金で、学内でのケ
ガや病気はもちろん、旅行やアルバイト中など大学
生の行動範囲の広さに対応した4年間の学生生活を
24時間365日保障しています。

注意事項
⑴　上記の保険金は、生命保険、健康保健、他の傷害保険、加害者からの賠償金と関係なく支払われます。
⑵　保険金は上記金額に限定されているので、2口以上の加入はできません。
⑶　同日に複数の病院へ通院した場合でも治療日数は1日となります。1日のうちに2つの病院へ通院しても、治療日数は2日とはなりま

せんのでご注意ください。

大学生協の学生賠償責任保険・学生総合共済

⑶　医療保険金（医師の治療を受けた場合）および入院加算金
事故発生時の活動の種別 治療日数（注3） 医療保険金

対象外
対象外

1日～ 3日 3,000円
4日～ 6日 6,000円
7日～ 13日 15,000円

治療日数1日
から対象

治療日数4日
以上が対象

治療日数14日
以上が対象

14日～ 29日 30,000円
30日～ 59日 50,000円
60日～ 89日 80,000円

正課中・学校行事中 課外活動（クラブ活動）
を行っている間以外で
学校施設内にいる間・
通学特約加入者の通学
中・学校施設等相互間
の移動中

学校施設内外を問
わず、課外活動（ク
ラブ活動）を行っ
ている間

90日～119日 110,000円
120日～149日 140,000円
150日～179日 170,000円
180日～269日 200,000円
270日～ 300,000円

（注3）実際に入院または通院した日数をいいます。傷害を被り治療を開始した日から「医師が必要であると認めた治療が完了した日」
　　　の間の実治療日数であり、治療期間の全日数が対象になるのではないことにご注意ください。

入院した場合

入院加算金
（180日程度）

入院1日につき
4,000円

いずれの活動
種別において
も入院1日目
から支払われ
ます。
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事務窓口と学費について４
事務窓口案内

学生及び保証人の住所等変更 の届出
学生又は保証人が住所・電話番号等を変更した場合は、「学生データ変更届」により、すみやかに学生担当に届
け出るよう指導してください。届け出がないと、大学からの緊急連絡ができません。

■教務担当 履修登録、授業、試験、成績および諸証明書の発行等、教務に関する事務。
また、欠席、休学、退学、復学、および卒業に関する事務を取扱う。☎0268-39-0017

■学生担当 学生証および諸証明書の発行、奨学金、アパート、アルバイト、学生教育研
究災害傷害保険、サークル活動、障害学生支援、その他学生生活に関する事
務を取扱う。☎0268-39-0028

■キャリアサポート担当
学生の進路全般と資格取得、就職相談、斡旋に関する事務を取扱う。

☎0268-39-0003

■社会福祉演習・実習室 社会福祉を学ぶ学生の相談窓口であり、主に社会福祉士、精神保健福祉士、
介護職員初任者研修の資格取得を目指す学生の実習・演習科目に関する事
務を取扱う。☎0268-39-0008

■広報入試担当
学生募集広報に関する事務を取扱う。入学試験全般に関する事務を取扱う。

☎0268-39-0020

■図書館担当
図書の貸出・返却、および図書館利用に関する事務を取扱う。

☎0268-39-0005

■情報システム担当
学内ネットワークシステムの管理、運用に関する事務を取扱う。

☎0268-39-0016

■地域づくり総合センター担当 本学の研究教育活動と地域とを具体的に結ぶ機構としての窓口業務を取
扱う。（地域からの依頼、情報の提供、生涯学習講座、市民開放授業、まちな
かキャンパスうえだ事業、研究推進など）☎0268-39-0007

■国際交流担当
留学生の受入、支援及び海外留学に関する事務を取扱う。

☎0268-39-0013

■総務・人事・施設担当 [総務・人事担当]　大学全般に関する事務を取扱う。
[施設担当]　大学の施設設備に関する事務を取扱う。☎0268-39-0001

■経営・企画・財務担当 [経営・企画担当]　大学全体の経営に関すること、基金管理・寄附の
　　　　　　　　募集に関する事務などを取扱う。
[財務担当]　学費の納入等に関する事務を取扱う。☎0268-39-0220
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学費の納入について
■納入金額
学費内訳は、次のとおりです。（全学部共通）　　				

■納入期間
次の納期にそれぞれ納入してください。
前学期4月10日 〜4月30日まで、後学期10月10日 〜
10月31日まで
毎年、前学期については4月上旬、後学期については
9月下旬に学生の保証人あてに学費の納入通知を送
付しますので、同封の振込用紙にて所定の額を振り
込んでください。（振込手数料はご負担願います。）
用紙を紛失したり、急な住所変更により届かなかっ
た場合は財務担当へ申し出てください。
なお、納入期限を過ぎ、催告を受けた後20日を経過
しても納入されない場合は除籍となることがありま
す。

■納入猶予
納入期間に学費の納入が困難で、やむを得ないと認
められる事情があるときは、願い出により当該学期
内において納入期限の延期が許可される制度があり
ます。なお、申請は当該学期の納入期限までに行う必
要があります。
詳細は財務担当までお問い合わせください。

		（単位：円）

区　　分
納入金

前学期 後学期

授 業 料 290,000 290,000

教 育 充 実 費 30,000 30,000

学 期 納 入 金 額 320,000 320,000

合 計 640,000

※納入した学費は、学則に定める場合を
除き返還いたしません。
※左記の他、前学期納入時に諸会費の預
かり金として長野大学後援会年会費
14,000円（毎年度）と長野大学同窓会
費10,000円（入学年度のみ）の納入を
併せてご案内します。
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長野大学後援会５
１．定期総会開催…新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、書面による決議を実施。
　　　　　　　　　全ての議案について賛成多数で可決された。

２．後援会報発行…第90号…令和２年６月／第91号…令和３年２月　
３．評議員会開催…令和３年４月16日㈮　（令和２年度評議員会）
４．各種事業・補助事業

2020(令和２)年度　長野大学後援会事業報告

クラブ活動後援費 サークルの大会出場時の参加費、交通費補助、備品購入補助。
後 援 会 奨 励 賞 個人１名、団体３組を表彰。

教育環境整備事業 飛沫対策パーテーション、電子黒板、グラウンド整備用品、乗用草刈り機、ジェット
ヒーターを寄贈。

短 期 貸 付 金 学生1名に100,000円の支援を実施。全額返還済み。
入 学 記 念 事 業 新入生に対して入学記念品の配布。
卒 業 記 念 事 業 卒業記念品の配付、卒業記念パーティー中止により卒業生へ商品券を配布。
資 格 取 得 奨 学 金 資格取得奨学金	延べ147名に給付。
奨 学 費 事 業 経済状況による給付型奨学金　290,000円を４名に支給。
就職活動支援事業 就職活動支援金８４名に給付。
福 利 厚 生 事 業 新入生に対し、学生生活スタートブックを配布。
大学や学生の情報提供 後援会報の発行（年２回）、後援会オクレンジャーの発信。
課外活動支援事業 夢チャレンジャー４名に対し奨励金を支給。

賛成 反対
令和２年度事業報告ならびに収支決算について（第１号議案） 283 0
令和３年度事業計画ならびに収支予算について（第２号議案） 282 1
令和３年度本部役員の選出について（第３号議案） 283 0
後援会会則の改正について（第４号議案） 282 1

特別積立金

長野大学後援会奨学金

長野大学後援会応急短期貸付金

令和元年度末積立金残高　	 	16,554,508円
令和２年度積立金	 300,000円
本会計への戻入金	 -5,000,000円
預金利息	 1,364円
令和２年度末積立金残高	 11,855,872円

前年度繰越金	 1,101,712円
受取利息	 10円
翌年度繰越金額	 1,101,722円

前年度繰越金	 6,418,951円
令和２年度返済	 0円
本会計への戻入金	 -1,450,000円
受取利息	 46円
翌年度繰越金額　　	 4,968,997円

信州うえだ農業協同組合
塩田支所　
定期口座　03255179

信州うえだ農業協同組合
塩田支所　
普通口座　6114067

信州うえだ農業協同組合
塩田支所　
普通口座　0093767
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2020(令和２)年度　長野大学後援会決算書
収入額	 30,758,938円
支出額	 15,685,737円
次年度繰越金	 15,073,201円

収入の部 （円）

項  目 予算額 決算額 差額 執行率 説明
会費収入 19,880,000 19,236,000 ▲	644,000 97% 在学生会員1,374名×14,000円
雑収入 120,000 50,596 ▲	69,404 42% 長野大学同窓会からの寄付、銀行利息
記念事業戻し金（特別会計） 5,000,000 5,000,000 0 100% 教育環境整備事業のための取崩し金
奨学金取り崩し（特別会計） 1,450,000 1,450,000 0 100% 給付奨学金取崩し金
課外活動戻し金 100,941 課外活動支援事業の決算による戻し金
繰越金 4,921,401 4,921,401 0 100% 前年度からの繰越金
合計 31,371,401 30,758,938 ▲ 612,463 98%

支出の部 （円）

項  目 予算額 決算額 残額 執行率 補足
【一般事業】
消耗品 100,000 70,002 29,998 70% 事務消耗品
通信費 900,000 946,047 ▲	46,047 105% 会報・オクレンジャーID・卒業アルバム等の郵送料

報酬委託手数料 800,000 512,188 287,812 64% 月額JAバンク手数料（@2,200円×12カ月）、オクレンジャー委託料等
会議費 400,000 27,434 372,566 7% 正副会長会諸経費
印刷費 500,000 363,220 136,780 73% 後援会ガイドブック制作、封筒印刷等
広報費 150,000 126,478 23,522 84% 会報90号・91号
旅費交通費 200,000 108,096 91,904 54% 正副会長会、監事・評議員等会議手当・旅費交通費
役員手当 200,000 171,870 28,130 86% 正副会長手当
雑費 30,000 18,294 11,706 61% 弔電1件、生花代1件
小計 3,280,000 2,343,629 936,371 71%
【各種事業】
1.教職員父母懇談会事業 0 0 0 0% 令和2年度は実施なし

2.クラブ活動後援事業 3,050,000 706,780 2,343,220 23% サークル等課外活動への補助

3.後援会奨励賞事業 250,000 65,880 184,120 26% 後援会奨励賞（個人1名、団体3組）

4.教育環境整備事業 5,000,000 2,837,680 2,162,320 57%
公立大学法人長野大学へ図書・DVD、グラウンド整備用品
（草刈り機、とんぼ）、体育館用大型ヒーター、電子黒板、飛
沫対策パーテーションを寄贈

5.入学記念事業 440,000 250,520 189,480 57% 入学記念品の配布
6.卒業記念事業 4,400,000 3,326,880 1,073,120 76% 卒業記念品の配布、卒業アルバムの制作、卒業式の生花代
7.奨学費事業 2,900,000 1,161,760 1,738,240 40% 給付型奨学金の支給（4名採用）
8.資格取得奨学金事業 3,150,000 3,142,890 7,110 100% 資格取得奨学金の支給（延べ147名）
9.就職活動支援事業 1,700,000 855,120 844,880 50% 就職活動への支援金（84名）
10.大学祭補助事業 1,210,000 0 1,210,000 0% 令和2年度は支出なし
11.福利厚生補助事業 1,300,000 92,840 1,207,160 7% 学生生活スタートブックの配布

12.課外活動支援事業 1,200,000 596,603 603,397 50% 夢チャレンジ制度への支援（はじめの一歩部門2組、さらなる飛躍部門2組）
小計 24,600,000 13,036,953 11,563,047
【その他】
特別積立金 300,000 300,000 0 100% 特別積立金へ資金移動
予備費 3,191,401 5,155 3,186,246 0.2% 教職員父母懇談会会場費キャンセル料
小計 3,491,401 305,155 3,186,246 9%
合計 31,371,401 15,685,737 15,685,664

令和２年度会計収支決算書について、関係諸帳簿及び証拠書類を照合審査の結果、予算執行は適正と認めましたのでご報告申し上げます。

　令和３年４月９日　　　　　長野大学後援会監事… 窪田　里江　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　… 深沢　順子　㊞
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2021(令和３)年度　長野大学後援会事業計画
１.各種事業・補助事業
　①経済支援事業
　●奨学金:全学年の学生を対象とした経済的困窮

者への授業料の給付
　●応急短期貸付金:一時的な生活費の困窮者を対

象とした貸付制度（１回10万円を上限）
　②課外活動支援事業
　●夢チャレンジ支援金:夢チャレンジ制度の対象

者に対し、一組20万円を上限とした支援
　③クラブ活動支援事業
　●クラブ活動後援費:物品、ユニフォーム購入、大

会参加費、登録料、交通費等の一部補助
　●後援会発注の借上げバス・レンタカーの支援後
援会奨励賞:課外活動等で成果を挙げた学生を
表彰する

　④就職活動支援事業
　●就職活動支援金:就職活動に係る経済的負担軽

減のため、就職活動にかかった交通費や宿泊費
の一部補助

　●就職活動バス支援:就職活動にかかるバス代金
の補助

　⑤資格取得奨学金事業
　●資格を取得した学生に資格等に応じて奨学金を
給付

　　例）TOEIC、HSK中国語検定、情報処理技術者、
総合旅行業務取扱管理者

　　全国手話検定試験等
　　社会福祉士・精神保健福祉士合格者、教員採用
試験最終合格者

　⑥教育環境整備事業
　●図書寄贈
　●教育環境を充実させるための物品寄贈
　⑦大学祭補助事業　　大学祭にかかる経費補助
　⑧福利厚生事業
　●食に関する支援:学食への補助及び利用費の一

部補助
　●学生生活スタートブックの配付（人間関係や守
るべきルールを編集。安心安全な学生生活を送
れるように、学生生活の悩みの解決やトラブル
防止、危険等の回避をわかりやすく掲載したガ
イドブック）

　●予防接種の補助:予防接種を実施した学生に対
して費用の一部補助

　●学研災・学研賠の加入:大学の授業や行事で自
身が怪我を負った場合や、他人の身体に傷害を

負わせる又は物品を破損した場合に備える保険
への加入

　⑨教職員父母懇談会事業
　●6月にかけて父母と教職員との懇談会を実施
　⑩入学記念事業
　●記念品の配布
　⑪卒業記念事業
　●卒業記念パーティの開催
　●記念品の配付等
　　（平成30年度以降、上田紬のふくさ袋）
　●卒業アルバムの制作と配布
　⑫機関紙等発行事業
　●後援会ガイドブックの作製
　●後援会報（６月12月、年２回発行）
　⑬特待生補助事業
　●優秀な成績を修めた学生に対する「長野大学特
待生制度」の実施にあたり、学生に給付する奨
学金の補助

　⑭海外留学支援事業
　●海外留学を希望する学生に対して、要件に応じ
て奨励金を支給する

２.行事スケジュール
①評議員会
　令和３年４月16日㈮　18:30～19:00
　オンライン
②定期総会
　書面決議
③教職員父母懇談会
　令和３年６月26日㈯～６月27日㈰

開催日 開催時間 会　場

6月26日㈯
環境ツーリズム学部・
企業情報学部 10:00～

16:00
オンライン
で実施

6月27日㈰
社会福祉学部
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2021(令和３)年度　後援会本部役員の選出について
■会長・副会長 ■評議員及び監事

会    長（４年生） 永　 濵　　　 健 氏

副 会 長（４年生） 笹　 木　 佳 代 子 氏

副 会 長（３年生） 白　 石　　　 勉 氏

副 会 長（３年生） 西　 澤　 敬　 之 氏

副 会 長（２年生） 小　 山　　　 紳 氏

副 会 長（２年生） 加　 藤　 友　 美 氏

副 会 長（１年生） 小　 山　 友　 司 氏

副 会 長（１年生） 依　 田　 典　 昭 氏

評 議 員（４年生） 大　王　希恵子 氏

評 議 員（４年生） 東　濵　智　美 氏

評 議 員（４年生） 滝　 澤　　　 恵 氏

評 議 員（３年生） 飯　塚　智　子 氏

評 議 員（３年生） 井　出　千寿子 氏

評 議 員（３年生） 矢　野　典　子 氏

評 議 員（２年生） 松　沢　多　紀 氏

評 議 員（２年生） 山　 﨑　　　 伸 氏

評 議 員（２年生） 小　菅　真　貴 氏

評 議 員（１年生） 髙　 野　　 彰 氏

評 議 員（１年生） 政　 塚　　 薫 氏

評 議 員（１年生） 荒　井　祐　治 氏

監  　事（４年生） 深　沢　順　子 氏

監  　事（１年生） 平　林　由　美 氏
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2021(令和３)年度　長野大学後援会収支予算
収入の部 （円）

項  目 ２年度予算額 ３年度予算額 増減 積　算
会費収入 19,880,000 20,090,000 210,000 在学生会員14,000×1,435名
雑収入 120,000 120,000 0 寄付金、利息等
特別会計からの戻し金 5,000,000 0 -5,000,000 教育環境整備事業
奨学金口座取り崩し（特別会計） 1,450,000 1,450,000 0 特別会計より入金
繰越金 4,921,401 15,073,201 10,151,800 令和2年度会計からの繰越金
合計 31,371,401 36,733,201 5,361,800

支出の部 （円）

項  目 ２年度予算額 ３年度予算額 増減 説　明
【一般事業】
消耗品 100,000 100,000 0 事務用品等
通信費 900,000 900,000 0 会報・オクレンジャーID・卒業アルバム等郵送料
報酬委託手数料 800,000 550,000 -250,000 月額JAバンク手数料（50千円）、オクレンジャー委託料（500千円）
会議費 400,000 350,000 -50,000 定期総会、正副会長会諸経費
印刷費 500,000 300,000 -200,000 後援会ガイドブック、懇談会資料、封筒印刷
広報費 150,000 130,000 -20,000 会報92号・93号等　
旅費交通費 200,000 180,000 -20,000 正副会長会8回、監事・評議員等旅費交通費
役員手当 200,000 200,000 0 正副会長、監査手当
雑費 30,000 30,000 0 緊急対応等
小計 3,280,000 2,740,000 -540,000
【各種事業】
1.教職員父母懇談会事業 0 500,000 500,000 教職員父母懇談会手当等

2.クラブ活動後援事業 3,050,000 4,200,000 1,150,000 サークル等課外活動への補助（借上バス・レンタカー代2,000千円を含む）、振込手数料
3.後援会奨励賞事業 250,000 400,000 150,000 後援会奨励賞

4.教育環境整備事業 5,000,000 3,000,000 -2,000,000 長野大学付属図書館へ図書・DVD等寄贈(100千円)、教育環境充実のための物品寄贈
5.入学記念事業 440,000 320,000 -120,000 入学記念品200千円、紅白餅代100千円、生花代20千円他

6.卒業記念事業 4,400,000 4,400,000 0
卒業記念パーティー開催費2,500千円、卒業記念品代1,060千
円、卒業アルバム制作費700千円、卒アル発送代（@360円×
350冊）、生花代20千円

7.奨学費事業 2,900,000 2,900,000 0 給付型奨学金（@290,000円×10名）
8.資格取得奨学金事業 3,150,000 3,150,000 0 資格取得奨学金3,150千円、振込手数料

9.就職活動支援事業 1,700,000 2,000,000 300,000 就活支援金1,000千円、就職合同説明会バス補助金1,000千円、振込手数料

10.大学祭補助事業 1,210,000 2,300,000 1,090,000 大学祭への補助（大学祭への補助金2,000千円、後援会事業実施費用300千円)

11.福利厚生補助事業 1,300,000 3,210,000 1,910,000
食育フェア2回（130千円）、秋の味覚フェア(400千円)、学食利
用補助(300千円）、学生生活スタートブック（200千円）、予防
接種補助（580千円）、学研災・学研賠保険料負担（1,600千円）

12.課外活動支援事業 1,200,000 1,200,000 0 夢チャレンジ制度支援（はじめの一歩部門@100千円×8、さらなる飛躍部門@200千円×2）
13.留学支援事業 0 550,000 550,000 海外留学をする学生への支援金
14.特待生事業 0 2,400,000 2,400,000 特待生各学年(2,3,4年)4名×200千円
小計 23,192,000 24,600,000 1,408,000
【その他】
特別積立金 300,000 1,500,000 1,200,000 周年記念事業積立金（特別会計）
予備費 3,191,401 1,963,201 -1,228,200
小計 3,491,401 3,463,201 -28,200
合計 31,371,401 36,733,201 5,361,800

※後援会費につきましては学費納入と同時にお納めいただいております。
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長野大学後援会事業紹介
就職活動支援事業

■就職活動支援金
長野大学後援会の支援により、就職活動及び大学院等受験のための説明会や採用試験における交通費を補助
する制度です。

●算定基準額
　（※会場所在地を基準に算定。同日に複数件の申請
がある場合は、最も算定額の大きいものを採用。）

　A.	上田市内の場合	 …………………1回1,000円
　B.		長野県内（上田市除く）の場合	…1回2,000円
　C.		長野県外の場合	…………………1回5,000円

■資格取得奨学金
将来の目的意識をもって学業に励めるように、在学中に各種検定試験に挑戦し資格の取得を奨励するものと
して、資格ランクに応じて最高30,000円の奨学金を給付する制度です。
申請および詳細は学生担当にお問い合わせください。

クラブ活動補助事業
■クラブ活動後援費の支給
サークル活動に必要な物品の購入費や、公式試合出場、公演会への参加に係る費用、大学外の施設借用に係る
費用などを補助しています。上限額を超過して補助が必要な団体は、その都度後援会で協議し、認められた場
合は補助を受けることができます。

●補助金額（※算定基準額の累計額により決定）
　①3,000円以上5,000円未満に達した場合
　　▶3,000円を給付
　②5,000円以上10,000円未満に達した場合
　　▶5,000円を給付
　③10,000円以上に達した場合
　　▶10,000円を給付
　※詳細についてはキャリアサポート担当にお問
い合わせください。

●主な資格と資格取得奨学金の一例
資格名称 Aランク Bランク Cランク Dランク

ＩＴパスポート試験 ○
基本情報技術者試験 ○
日商簿記検定試験 １級 ２級 ３級
保育士 ○
社会福祉士 ○
精神保健福祉士 ○
国内旅行業務取扱管理者 ○

その他の資格についてはキャリアサポート担当に確認のうえ、申請して下さい。
給付金額　Ａランク…30,000円　Ｂランク…10,000円　　Ｃランク…5,000円　Ｄランク…2,000円
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（名　称）
第　１　条　　　本会は、長野大学後援会と称する。
（目　的）
第　２　条　　　本会は、長野大学及び大学院（以下「大学」という。）と家庭との緊密な連携の下に学生の修業と人格の

陶冶に、より効果的な結実を計り、併せて会員相互の親睦と長野大学の興隆に寄与することを目的とする。
（事　業）
第　３　条　　　本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
　　　　　　　　１　勉学環境の整備などについての助成
　　　　　　　　２　学生の指導、厚生への協力
　　　　　　　　３　総会、役員会ならびに大学当局との連絡、懇談会等の開催
　　　　　　　　４　学生の表彰
　　　　　　　　５　その他前条の目的達成のため必要と認める事業
（組　織）
第　４　条　　　本会は、本学在学生の父母兄姉その他左記に代わる保証人をもって組織する。また、卒業生
　　　　　　　　の父母兄姉その他左記に代わる保証人も会員になることができる。
（役　員）
第　５　条　　　本会に次の役員をおく。
　　　　　　　　１　会　長　　　１名
　　　　　　　　２　副会長　　　７名
　　　　　　　　３　評議員　　　各学年５名以内
　　　　　　　　４　監　事　　　２名
　　　　　　　　５　幹　事　　　若干名
（役員の任期）
第　６　条　　　役員の任期は子弟の在学期間とする。
（役員の任務）
第　７　条　　　１　会長は本会を代表し、会務を掌理する。
　　　　　　　　２　副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
　　　　　　　　３　評議員は会長の招集により、評議員会を開き会務を審議する。
　　　　　　　　４　監事は会計の監査にあたる。
　　　　　　　　５　幹事は会長の指示により、会務会計を処理する。
（役員の選任）
第　８　条　　　１　会長は、評議員会で会員の中から選出する。
　　　　　　　　２　副会長は、評議員会で該当学年会員の中から選出する。
　　　　　　　　３　評議員および監事は、総会において該当学年会員の中から選出する。
　　　　　　　　４　前１・２項は、総会で報告しなければならない。
　　　　　　　　５　幹事は、大学事務局職員の中から会長が委嘱する。
（支部の設置）
第　９　条　　　１　本会に支部を置く。
　　　　　　　　２　支部の区域は、別に定める。
（名誉会長）
第　10　条　　　本会に名誉会長を置く。名誉会長には長野大学長を推戴する。
（相談役）
第　11　条　　　本会に相談役を置く。相談役はすべての会議に出席して意見を述べることができる。
　　　　　　　　相談役は次の者とする。
　　　　　　　　１　社会福祉学部長、環境ツーリズム学部長、企業情報学部長、学生支援センター長、事務局長
　　　　　　　　２　評議員会の推薦する者
（総　会）　
第　12　条　　　総会は毎年１回 5月中に会長が招集して開催する。
　　　　　　　　但し、会長が必要と認めた時は、評議員会の議を経て、臨時総会を開くことができる。
（経　費）
第　13　条　　　本会の経費は、会員の会費・寄付金・その他をもってあてる。
（会　費）
第　14　条　　　１　会費は年額金 14,000 円とし、毎年 4月に納入する。
　　　　　　　　２　卒業生の父母兄姉、保証人の会費は別に定める。
（会計年度・予算および決算）
第　15　条　　　１　本会の会計年度は毎年 4月 1日にはじまり翌年 3月 31 日に終わる。
　　　　　　　　２　予算および決算は、評議員会の議決および承認を経、また、
　　　　　　　　　　決算は監事の監査を経て、会員に報告しなければならない。
（会則の改正）
第　16　条　　　本会則を改正するには、評議員会の議を経て、総会で議決する。
（事務局）
第　17　条　　　本会の事務局は、長野大学事務局におく。

附　則　　　　　本会則は、昭和 41 年 4月 1日から施行する。
　　　　　　　　本会則は、昭和 49 年 4月 1日改正
　　　　　　　　本会則は、昭和 55 年 4月 1日改正
　　　　　　　　本会則は、昭和 57 年 4月 1日改正
　　　　　　　　本会則は、昭和 63 年 4月 1日改正
　　　　　　　　本会則は、平成…元年 4月 1日改正
　　　　　　　　本会則は、平成… 6 年 4 月 1日改正
　　　　　　　　本会則は、平成… 8 年 4 月 1日改正

本会則は、平成… 9 年 4 月 1日改正
本会則は、平成…10 年 4 月 1日改正
本会則は、平成…11 年 4 月 1日改正
本会則は、平成…15 年 4 月 1日改正
本会則は、平成…25 年 4 月 1日改正
本会則は、令和…元年 7月 1日改正
本会則は、令和… 3 年 4 月 1日改正

長野大学後援会 会則
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