
❶ 愛国学園大学
❷ 植草学園大学
❸ 江戸川大学
❹ 開智国際大学
❺ 川村学園女子大学
❻ 神田外語大学
❼ 敬愛大学
❽ 国際医療福祉大学
❾ 国際武道大学
10 三育学院大学
11 秀明大学
12 淑徳大学
13 城西国際大学
14 聖徳大学
15 清和大学
16 千葉科学大学
17 千葉経済大学
18 千葉工業大学
19 千葉商科大学
20 中央学院大学
21 帝京平成大学
22 東京基督教大学
23 東京情報大学
24 東京成徳大学
25 明海大学
26 流通経済大学
27 麗澤大学
28 和洋女子大学

29 植草学園短期大学
30 昭和学院短期大学
31 聖徳大学短期大学部
32 清和大学短期大学部
33 千葉敬愛短期大学
34 千葉経済大学短期大学部
35 千葉明徳短期大学
36 東京経営短期大学

【短期大学】

【大学】
❶ 愛国学園大学
❷ 植草学園大学
❸ 江戸川大学
❹ 開智国際大学
❺ 川村学園女子大学
❻ 神田外語大学
❼ 敬愛大学
❽ 国際医療福祉大学
❾ 国際武道大学
10 三育学院大学
11 秀明大学
12 淑徳大学
13 城西国際大学
14 聖徳大学
15 清和大学
16 千葉科学大学
17 千葉経済大学
18 千葉工業大学
19 千葉商科大学
20 中央学院大学
21 帝京平成大学
22 東京基督教大学
23 東京情報大学
24 東京成徳大学
25 明海大学
26 流通経済大学
27 麗澤大学
28 和洋女子大学

29 植草学園短期大学
30 昭和学院短期大学
31 聖徳大学短期大学部
32 清和大学短期大学部
33 千葉敬愛短期大学
34 千葉経済大学短期大学部
35 千葉明徳短期大学
36 東京経営短期大学

【短期大学】

【大学】
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https://www.aikoku-u.ac.jp

・ＪＲ「千葉駅」東口よりバス約35分
・ＪＲ「都賀駅」東口よりバス約15分
・千葉都市モノレール「千城台北駅」より 徒歩約10分

https://www.uekusa.ac.jp

・つくばエクスプレス・東武アーバンパークライン「流山おおたかの森」駅からスクールバス約6分
・東武アーバンパークライン「豊四季」駅から徒歩約12分
・JR「柏」駅西口より東武バス（2番のりば）に乗車、「梅林バス停」で下車（約5分）

【問合せ】 入学課 
　0120-440-661
　
〒270-0198 流山市駒木474  

https://www.edogawa-u.ac.jp

交　通
アクセス

ＪＲ常磐線 東武アーバンパークライン「柏」駅東口より　　
・阪東バス「戸張」行（4番乗場）乗車約10分「柏学園前」下車、徒歩3分
・徒歩約20分

【問合せ】 アドミッションセンター 
☎04-7167-8655
〒277-0005
柏市柏1225-6

教育学部
国際教養学部

開智国際大学
https://www.kaichi.ac.jp https://www.kgwu.ac.jp/

交　通
アクセス

・ＪＲ常磐線「天王台」駅下車、北口からバス４分
・ＪＲ成田線「東我孫子」駅下車、徒歩20分
・ＪＲ山手線「目白」駅下車、徒歩2分

〈我孫子キャンパス〉

〈目白キャンパス〉

【問合せ】 事務部 入試広報
☎04-7183-0114
〈我孫子キャンパス〉
　〒270-1138 我孫子市下ヶ戸1133
〈目白キャンパス〉
　〒171-0031 豊島区目白3-1-19

文学部
教育学部
生活創造学部

川村学園女子大学

【問合せ】 アドミッション＆コミュニケーション部 
☎043-273-2826

・ＪＲ京葉線「海浜幕張駅」 徒歩約15分もしくはバス約５分
・ＪＲ総武線「幕張駅」 徒歩約20分
・京成電鉄「京成幕張駅」 徒歩約15分
・ＪＲ総武線「幕張本郷駅」 ／京成電鉄「京成幕張本郷駅」 バス約8分

https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
外国語学部
グローバル・
リベラルアーツ学部

【問合せ】 アドミッションセンター 
☎0120-878-070
〒263-8588 
千葉市稲毛区穴川1-5-21

・ＪＲ総武線「稲毛」駅東口より徒歩約10分、またはバス約5分
・京成線「みどり台」駅より徒歩約15分

https://www.u-keiai.ac.jp
経済学部
国際学部
教育学部

https://www.iuhw.ac.jp/　

交　通
アクセス

医学部
成田看護学部
成田保健医療学部

国際医療福祉大学

・京成本線「公津の杜」駅前

【問合せ】 入試事務統括センター
☎0476-20-7810
〒286-8686 
成田市公津の杜4-3 

【問合せ】 入試・広報室 
　0120-654-210
〒299-5295 勝浦市新官841

【問合せ】 入試課 
☎03-3393-7810
〒298-0297 
夷隅郡大多喜町久我原1500

https://www.saniku.ac.jp

・ＪＲ内房線「袖ヶ浦」駅
 ＪＲ外房線「茂原」駅　要連絡、送迎あり

東京メトロ東西線直通東葉高速線「八千代緑が丘」駅
京成線「勝田台」駅、東葉高速線「東葉勝田台」駅
東武アーバンパークライン・新京成線・北総線「新鎌ヶ谷」駅

各駅よりスクールバス
20～25分

学校教師学部
看護学部
総合経営学部
英語情報マネジメント学部
観光ビジネス学部

https://www.shumei-u.ac.jp

交　通
アクセス

●千葉キャンパス ＪＲ「蘇我」駅より無料スクールバス約8分
●千葉第二キャンパス ＪＲ「蘇我」駅より千葉キャンパス経由の無料スクールバス約20分
  ＪＲ「千葉」駅から千葉中央バスで約25分「ジェイコー千葉病院」下車
  京成電鉄「大森台」駅より徒歩18分（千葉東病院内経由）

総合福祉学部（千葉）
コミュニティ政策学部（千葉）
看護栄養学部（千葉第二）
経営学部・教育学部（埼玉）
人文学部・短期大学部（東京）

淑 徳 大 学
https://www.shukutoku.ac.jp

【問合せ】大学アドミッションセンター千葉オフィス
☎043-265-6881
〒260-8701 
千葉市中央区大巌寺町200

【問合せ】 入試課 
☎0475-55-8855
〒283-8555 東金市求名1番地

国際人文学部
観光学部
経営情報学部
メディア学部
薬学部
福祉総合学部
看護学部

https://www.jiu.ac.jp https://ouen.seitoku.ac.jp/

交　通
アクセス

ＪＲ常磐線・JR上野東京ライン・JR乗り入れ地下鉄千代田線・
新京成線「松戸」駅下車、東口徒歩5分

【問合せ】 入学センター 
　0120-66-5531（フリーダイヤル）　
☎047-366-5551（直通）
〒271-8555 松戸市岩瀬550

聖 徳 大 学
教育学部 ※2022年4月設置予定
心理・福祉学部
文学部
人間栄養学部（管理栄養士養成課程）
看護学部
音楽学部

・ＪＲ「木更津」駅　
 君津学園バスターミナルからスクールバス約7分

【問合せ】 入試広報センター 
☎0438-30-5566
〒292-8555
木更津市東太田3-4-5

https://www.cis.ac.jp

交　通
アクセス

・ＪＲ総武本線「銚子」駅より路線バス（千葉科学大学行）
 約10分
 

【問合せ】 入試広報部 
　0120-919-126（フリーダイヤル）
E-mail koho@cis.ac.jp
〒288-0025 銚子市潮見町3番

薬学部
危機管理学部
看護学部

千葉科学大学
https://www.cku.ac.jp

交　通
アクセス

・ＪＲ総武線「西千葉」駅下車 徒歩13分
  または「ちばシティバス」轟町循環線にて「千葉経済大学」下車
・千葉都市モノレール「作草部」駅下車 徒歩5分

経済学部

千葉経済大学

【問合せ】 入試広報センター 
☎043-253-5524
〒263-0021 
千葉市稲毛区轟町３-59-5

https://www.it-chiba.ac.jp

交　通
アクセス

・ＪＲ総武線「津田沼」駅前 （南口）
・新京成線「新津田沼」駅下車 徒歩3分

【問合せ】 入試広報部 
☎047-478-0222
〒275-0016
習志野市津田沼2-17-1

工学部
創造工学部
先進工学部
情報科学部
社会システム科学部

千葉工業大学
https://www.cuc.ac.jp/

交　通
アクセス

・ＪＲ総武線「市川」駅からバス10分、または徒歩20分
・京成線「国府台」駅から徒歩10分
・北総線「矢切」駅からバス10分・ＪＲ常磐線「松戸」駅からバス20分

商経学部
政策情報学部
サービス創造学部
人間社会学部
国際教養学部

千葉商科大学

【問合せ】 入学センター 
☎047-373-9701
〒272-8512 
千葉県市川市国府台1-3-1

・ＪＲ常磐線・成田線・東京メトロ千代田線 直通「我孫子」駅北口下車
  無料スクールバス約7分、徒歩約20分
・大駐車場完備（700台）

商学部
法学部
現代教養学部

https://www.thu.ac.jp/

交　通
アクセス

■千葉キャンパス  「八幡宿」駅東口からスクールバス22分／「ちはら台」駅からスクールバス12分
■ちはら台キャンパス  「ちはら台」駅から徒歩15分／「鎌取」駅から路線バス15分 「ちはら台中央」下車

薬学部
人文社会学部
ヒューマンケア学部
健康メディカル学部
健康医療スポーツ学部

帝京平成大学

【問合せ】 入試課（池袋キャンパス）
☎03-5843-3200
〈千葉キャンパス〉
〒290-0193 千葉県市原市うるいど南4-1
〈ちはら台キャンパス〉
〒290-0192 千葉県市原市ちはら台西6-19

https://www.tci.ac.jp

交　通
アクセス

・北総線「千葉ニュータウン中央」駅下車、
 千葉レインボーバス「高花」行バスにて「電話局」下車　徒歩7分

神学部

東京基督教大学

【問合せ】 教務課入試担当 
☎0476-46-1131
〒270-1347 
印西市内野3-301-5

総合情報学部
看護学部

https://www.tｓu.ac.jp

交　通
アクセス

・京成線「勝田台」駅、または東葉高速線「東葉勝田台」駅 北口
  Ａ３出口から無料スクールバス 約15分

【問合せ】 入試広報課 
☎03-3908-4566
〒276-0013 
八千代市保品2014

東京成徳大学
応用心理学部（東京）
国際学部（東京）
人文学部（東京）
子ども学部（東京）
経営学部（東京）

・浦安キャンパス　ＪＲ京葉線「新浦安」駅より徒歩８分
・坂戸キャンパス　東武越生線「川角」駅より徒歩９分

【問合せ】 企画広報課 
☎047-355-1101
〒279-8550 
千葉県浦安市明海１丁目

外国語学部
経済学部
不動産学部
ホスピタリティ・ツーリズム学部
保健医療学部
歯学部（坂戸キャンパス）

https://www.meikai.ac.jp

【問合せ】 入試センター 
☎047-340-0293
〒270-8555 松戸市新松戸3-2-1

・ＪＲ武蔵野線・常磐線「新松戸」駅より
  徒歩4分

経済学部・社会学部
流通情報学部・法学部
スポーツ健康科学部
（龍ケ崎キャンパスのみ）

https://www.rku.ac.jp/ https://www.reitaku-u.ac.jp

交　通
アクセス

【問合せ】 アドミッションセンター
☎04-7173-3500
〒277-8686 
柏市光ヶ丘2-1-1 

麗 澤 大 学
レイ　　　　　　　 タク

国際学部
外国語学部
経済学部

 JR常磐線各駅停車（東京メトロ千代田線直通）
「南柏」駅、東口より東武バス（1番乗り場）に乗車で約4分
「麗澤大学前」で下車  東武アーバンパークライン「新柏」駅から徒歩約15分

・JR「市川」駅よりバス8分
・京成線「国府台（和洋女子大学前）」駅より徒歩9分
・JR「松戸」駅よりバス20分　・北総線「矢切」駅よりバス7分

人文学部
国際学部
家政学部
看護学部

https://www.uekusa.ac.jp

交　通
アクセス

・ＪＲ「千葉駅」東口より バス約35分
・ＪＲ「都賀駅」東口より バス約15分
・千葉都市モノレール「千城台北駅」より 徒歩約10分

こども未来学科

植草学園短期大学

【問合せ】 入試・広報課 
☎043-239-2600
〒264-0007 
千葉市若葉区小倉町1639番3

https://www.showagakuin.ac.jp

交　通
アクセス

・JR総武線「本八幡」駅下車徒歩20分または
  都営新宿線「本八幡」駅、京成電鉄「京成八幡」駅下車徒歩15分
  （大町駅･高塚･東松戸駅行きバス5分）
・JR武蔵野線「東松戸」駅下車または北総鉄道「東松戸」駅下車（本八幡駅行きバス15分）
・JR総武線「市川」駅下車（市川学園・本八幡駅行きバス10分）
・JR武蔵野線「市川大野」駅下車（高塚線本八幡駅行きバス10分）
※いずれのバスも「昭和学院」下車

【問合せ】 入試広報課
☎047-324-7115
〒272-0823 
市川市東菅野2-17-1

人間生活学科
ヘルスケア栄養学科

昭和学院短期大学

https://ouen.seitoku.ac.jp/

交　通
アクセス

ＪＲ常磐線・JR上野東京ライン・JR乗り入れ地下鉄千代田線・
新京成線「松戸」駅下車、東口徒歩5分

【問合せ】入学センター 
　0120-66-5531（フリーダイヤル）
☎047-366-5551（直通）
〒271-8555 松戸市岩瀬550

保育科〔第一部〕
  （昼間・2年制）
保育科〔第二部〕
  （夜間・3年制）
総合文化学科

聖徳大学短期大学部

・ＪＲ「木更津」駅　
 君津学園バスターミナルからスクールバス約7分

こども学科

【問合せ】 入試広報センター 
☎0438-30-5535
〒292-8511
木更津市東太田3-4-2

【問合せ】 入試広報センター 
☎043-255-4363
〒263-0021 
千葉市稲毛区轟町3-59-5

https://www.chiba-kc.ac.jp

・ＪＲ総武線「西千葉」駅下車 徒歩13分
  または「ちばシティバス」轟町循環線にて「千葉経済大学」下車
・千葉都市モノレール「作草部」駅下車 徒歩5分

http://www.chibameitoku.ac.jp/tandai/index.html

交　通
アクセス

・京成ちはら線「学園前」駅より徒歩3分
・JR京葉線・外房線・内房線「蘇我」駅よりバス15分

【問合せ】 アドミッションセンター
   0120-863-509
〒260-8685
千葉市中央区南生実町1412

保育創造学科

千葉明徳短期大学
http://www.tokyo-keitan.ac.jp 

交　通
アクセス

・ＪＲ中央・総武線、武蔵野線、東京メトロ東西線、東葉高速鉄道
  「西船橋」駅南口より徒歩12分　無料送迎バス運行中

【問合せ】 入試広報室 
☎047-328-6162
〒272-0001 
市川市二俣625-1 

経営総合学科
こども教育学科

東京経営短期大学

HPアドレス http://chibashigaku-daitankyo.com/


