千葉県私立大学短期大学協会加盟校

愛国学園大学

公開講座

https://www.aikoku-u.ac.jp
四街道市と共催で、市民大学講座として開催し、地域
連携を図っています。

講座開催日
９月から
翌年2月にかけて
８回開催
◎問い合わせ先：学務課
☎043-424-4322
℻043-424-4322
交 通
アクセス

ＪＲ総武本線・四街道駅下車
北口より徒歩７分

江 戸 川 大 学
講座開催日

前期 4月〜9月
後期 9月〜3月

本学の特色を生かした様々な講座を企画しています。
お気軽にお問い合わせください。

講座開催日
詳細は
ホームページにて
ご案内いたします。
◎問い合わせ先：教務課 公開講座
☎043-233-9187
℻043-233-9088
交 通
アクセス

〜 千葉県すべてがひとつのキャンパス 〜
開智国際大学
神田外語大学
川村学園女子大学
〈新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、講座開催の詳細につきましては、各学校へお問い合わせください。〉

https://www.kaichi.ac.jp
教養を深める、
スポーツを楽しむ、
という意欲が
あれば是非。詳細はHPで。

地域に開かれた大学として公開講座を開講しています。

講座開催日

詳細は
ホームページにて
ご案内いたします。
◎問い合わせ先：総務会計課
☎04-7167-8655 ℻.04-7163-0096

つくばエクスプレス線、東武アーバンパークライン
「流山おおたかの森」駅東口より無料スクールバス6分

「柏駅」東口より
交 通 ＪＲ常磐線・東武アーバンパークライン
アクセス バス10分、
または徒歩20分

前期 4月〜9月
後期 10月〜3月

交 通 又はバス約5分
アクセス JR総武線 幕張駅 徒歩約20分 京成線京成幕張駅 徒歩約15分

JR総武線／京成線 幕張本郷駅 バス約10分

国際医療福祉大学

国際武道大学

三育学院大学

https://www.iuhw.ac.jp/

http://www.budo-u.ac.jp

https://saniku.ac.jp

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

医療・看護・リハビリなどの最新の情報をお届けします。
健康づくりにお役立てください。

文化教室・体験教室を実施予定。
詳細が決まり次第ホームページにてお知らせします。

看護専門職者および一般市民を対象に、東京校舎で
開催します。

英語ディスカッションは毎月1回、その他の英語やIT
の講座は、大学祭にて開講。

講座開催日
7月〜3月を予定
詳細は成田キャンパスの
ホームページでお知らせ
します。

講座開催日

◎問い合わせ先：社会活動支援課
☎ 0470-73-4111（代表）
℻.0470-73-4302

交 通
アクセス

交 通
アクセス

城西国際大学
https://www.jiu.ac.jp/clics/
本学の最新の研究成果を地域社会に還元することを目的に、
県内5会場で開催しています。

講座開催日

◎問い合わせ先：城西国際大学
地域連携推進センター
☎0475-53-4670 ℻.0475-53-2186
交 通
アクセス

会場へのアクセスは
地域連携推進センターまで
お問い合わせください。

第Ⅰ期（春）
第Ⅱ期（夏・秋）
第Ⅲ期（冬）
◎問い合わせ先：生涯学習課
☎047-365-3601 ℻.047-365-1233
交 通
アクセス

ＪＲ常磐線・JR乗り入れ東京メ
トロ千代田線・
新京成線「松戸駅」東口徒歩１分

大

学

ＪＲ総武線 稲毛駅東口下車 徒歩1分

淑

徳

学

https://www.shukutoku.ac.jp
Not for him but Together with him
利他共生の力を身につけた人材の育成へ。

講座開催日

講座開催日

英語ディスカッション

前期 4月〜7月
後期 9月〜1月

毎月1回

大

大学祭（英語・IT）
11/14㈯・15㈰

◎問い合わせ先：地域連携室
☎043-265-7340 ℻043-265-9877

交 通
アクセス

「八千代緑が丘駅」
から ちばレインボーバス
「船尾車庫」
交 通 東葉高速線
アクセス 「千葉ニュータウン中央駅」
「木下駅」行きに乗り、
、
「秀明大学」
で下車

Ｒ蘇我駅
（徒歩約18分、
又はスクールバス約8分）
交 通 Ｊ
アクセス 京成電鉄千原線 大森台駅
（徒歩約18分）

ＪＲ中央線・東京メ
トロ丸ノ内線「荻窪駅」下車 徒歩7分

清
和
大
学
清和大学短期大学部
http://www.seiwa-univ.ac.jp（大学）
http://www.seiwa-jc.ac.jp（短大）

https://www.seitoku.jp/soa/

6月〜2月

明

交 通
アクセス

◎問い合わせ先：秀明ＩＴ教育センター
☎047-488-2116
℻047-488-2117

聖
徳
大
学
聖徳大学短期大学部

講座開催日

秀

◎問い合わせ先：敬愛大学生涯学習センター
☎0120-077-420
℻043-256-3420

◎問い合わせ先：公開講座委員会
☎ 0470-84-0111（代表）
℻.0470-84-0076

ＪＲ外房線 勝浦駅 徒歩15分

松戸駅前で
年間800講座以上！
お気軽に
お問い合わせください。

ホームページもしくは
担当部署へお問い合わせ下さい

年に数回開催予定
詳細はHPにて
ご案内いたします。

前期 6月〜7月
後期 10月〜11月

◎問い合わせ先：成田キャンパス 総務課
☎0476-20-7701
℻0476-20-7702
京成本線「公津の杜」
駅前

講座開催日

学

講座開催日

JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩約15分

「天王台」駅北口より 阪東バスで、NEC日本電気前行き
交 通 ＪＲ常磐線
アクセス 終点下車徒歩2分 又は、
大和団地行き川村学園女子大学下車

大

学び直し、いきがい、そしてつどいの場として
年間500以上の講座を開講しています。

◎問い合わせ先：教務部教務課
☎043-273-1320
℻043-273-1197

◎問い合わせ先：事務部・公開講座係
☎04-7183-0111
℻.04-7183-0115

愛

社会人対象の語学講座（英語・中国語・韓国語他）
を
開講しています。

後期 ９月〜１月

（詳細はホームページに
掲載します。）

敬

https://lifelong.u-keiai.ac.jp

講座開催日

10月頃を予定

JR都賀駅よりバス約15分
JR千葉駅よりバス約35分
千葉都市モノレール 千城台北駅 徒歩約10分
本学駐車場もご利用いただけます。

https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/

https://www.kgwu.ac.jp

講座開催日

◎問い合わせ先：江戸川大学駒木学習センター
☎04-7156-7715 ℻.04-7153-5904
交 通
アクセス

https://www.uekusa.ac.jp

2020（令和２年度）

https://www1.edogawa-u.ac.jp/stcenter/
地域の皆様へ向けた講座を実施いたします。
お気軽にお問い合わせください。

植 草 学 園 大 学
植草学園短期大学

本学の特色を生かした講座や体験教室を予定。
詳しくは、
ホームページにて。

講座開催日

（

７月以降で予定
詳細はホームページに
掲載します

千葉経済大学

http://www.cis.ac.jp/

https://www.cku.ac.jp

近隣の一般市民の方々への情報発信の一環として
市民公開講座を開催しています。

本学では「千葉経済大学オープンアカデミー」
を10月〜
「オープンアカデミー」
では、経済や経営そして
12月にかけて実施します。
開催内容や日程等、
詳細につい
一般教養に関する講座を開講しています。
ては決定し次第、本学ホームページでお知らせします。
受講料は無料です。

講座開催日

講座開催日

詳細は
ホームページにて
ご案内いたします。

）

◎問い合わせ先：入試広報センター
☎0438-30-5566
℻.0438-30-5550
交 通
アクセス

千葉科学大学

ＪＲ木更津駅東口 君津学園バスターミナルから
スクールバス約7分

10月〜12月

詳細は本学ホームページ
をご覧ください。

◎問い合わせ先：庶務部
☎0479-30-4500
℻.0479-30-4501

◎問い合わせ先：学務課
☎043-253-9115 ℻.043-253-9901

交 通
アクセス

交 通 ＪＲ総武線 西千葉駅よりシティバス 千葉経済大学下車
アクセス

ＪＲ銚子駅より 千葉科学大学行バス約10分

ＪＲ総武線 西千葉駅より徒歩13分

千葉都市モノレール 作草部駅下車 徒歩５分

千葉工業大学

千葉商科大学

中央学院大学

帝京平成大学

東京基督教大学

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

https://www.cuc.ac.jp/

https://www.cgu.ac.jp/active/

https://www.thu.ac.jp

http://www.tci.ac.jp/

地域社会への貢献を通じ、開かれた大学づくり
を目指しています。

新規開講
「CUC市民活動サポートプログラム」

地域に根ざした大学として、多種多様な公開講座
を実施いたしております。

本学の特色を活かし、地域社会に役立てるような
講座を実施いたします。

講座開催日

講座開催日

講座開催日

講座開催日

前期
夏期
後期

5月〜2月

（春期）
4月〜8月

詳細は本学Webサイト
にてご案内いたします。

（秋期）
9月〜1月

年数回開催予定
詳細は本学HPにて
ご案内いたします。

詳細は本学ホームページ
をご覧ください。

◎問い合わせ先：研究支援部 産官学融合課
☎047-478-0325 ℻.047-478-0434
交 通
アクセス

ＪＲ総武線 津田沼駅 徒歩１分〈南口〉
京成線 京成津田沼駅 徒歩10分 新京成線 新津田沼駅 徒歩３分

◎問い合わせ先：地域連携推進センター
☎047-320-8667 ℻.047-373-9958
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
JR常磐線「松戸」駅からバス20分

◎問い合わせ先：アクティブセンター事務課
☎04-7183-6529
℻.04-7183-6506
交 通
アクセス

ＪＲ常磐線「我孫子駅」北口より
無料スクールバスで7分

明

海

大

学

講座開催日

交 通
アクセス

「高花」行きのバス
交 通 北総線・千葉ニュータウン中央駅下車、
アクセス 「電話局」
下車、徒歩６分。

JR八幡宿駅より無料バス約20分

流通経済大学

http://www.tuis.ac.jp/

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

http://www.meikai.ac.jp

https://www.rku.ac.jp/

地域社会との交流・生涯学習の場として、
無料の公開講座を開催しています。

文学、書道、語学、演劇、教養、国際関係、
健康等の多彩な講座を開講します。

地域社会との交流を目的に、本学の特色を
活かした公開講座を実施いたします。

松戸市教育委員会と共催で春と秋に講座を開催。
また、随時ヨガ教室も開催しています。

5月〜2月
詳細はホームページにて
ご案内いたします。

◎問い合わせ先：総合情報研究所
☎ 043-236-4710
℻.043-236-1251
交 通
アクセス

千葉都市モノレール
「千城台駅」
から
京成バスで
「情報大正門」約7分、
JR千葉駅から京成バスで
「情報大正門」約38分

〈春期〉4月〜 8月
〈秋期〉9月〜12月

◎問い合わせ先：柏事務部 地域連携室
☎04-7191-8753 ℻.04-7191-0994
交 通
アクセス

JR柏駅・東武柏駅 東口から 無料スクールバス15分

講座開催日

講座開催日

11月頃を予定

詳細は、

詳細は
本学公式ホームページで
お知らせします。

◎問い合わせ先：浦安キャンパス事務部庶務課
☎047-350-4990 ℻.047-355-5420
交 通
アクセス

ＪＲ京葉線・武蔵野線
新浦安駅 下車 徒歩約８分

（随時）

◎問い合わせ先：学長室（社会連携担当）
☎0476-46-1131 ℻.0476-46-1405

二松学舎大学

講座開催日

5月〜3月

◎問い合わせ先：総務課 総務係
☎0436-74-5511
℻.0436-74-6400

東京情報大学
講座開催日

開学30年。教会音楽、福祉、神学に関する講座を開催。
ご参加をお待ちしています。

澤

大

学

https://rock.reitaku-u.ac.jp/
文化教養・ことば・健康、
この3つをコンセプトに
豊かなアクティブ・シニアライフをサポートします。

講座開催日
前期（4月〜8月）
後期（9月〜2月）

HPに掲載予定です。

◎問い合わせ先：新松戸 総務課
☎047-340-0290 ℻.047-340-0020
交 通
アクセス

麗

ＪＲ武蔵野線・常磐線「新松戸」駅より徒歩４分

詳細は本カレッジ
Webサイトで
お知らせします。

◎問い合わせ先：麗澤オープンカレッジ
☎04-7173-3664
℻.04-7173-3767
（快速）乗車→松戸駅にてＪＲ常磐線（各停）
交 通 上野駅よりＪＲ常磐線
アクセス 柏・我孫子・取手行きに乗り換え、
南柏駅下車（約35分）

和洋女子大学

昭和学院短期大学

千葉敬愛短期大学

千葉明徳短期大学

東京経営短期大学

https://www.wayo.ac.jp

https://www.showagakuin.ac.jp/

http://www.chibakeiai.ac.jp/

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

http://www.tokyo-keitan.ac.jp/

子どもについての学びを共有し、交流させていただく
機会にしたいと思います。

地域の保育関係者を対象に、保育実践を学び合う場と
して開催しています。

市川・佐倉・九段の各会場で
楽しく学べる全15講座を
開催します。
講座開催日

6月〜12月
詳細は本学ホームページを
ご覧ください。
◎問い合わせ先：地域連携センター
☎047-371-1473 ℻.047-371-2271
交 通
アクセス

京成線 国府台駅から徒歩9分 ＪＲ市川駅からバス８分
ＪＲ松戸駅からバス20分 北総線 矢切駅からバス７分

地域の皆様に楽しんでいただける公開講座を開催します。
詳細はホームページでお知らせします。お気軽にご参加ください。

地域の皆様に講座を公開しています。受講料無料。
お気軽にお問い合わせください。

講座開催日
○前期講座
（4月〜8月の土曜日に5回シリーズ）
講 師：佐藤 智広
（昭和学院短期大学 人間生活学科教授）
テーマ：
「黄門様と旅する鎌倉」
○後期講座
（11月〜12月の土曜日に2回シリーズ）
講 師：中田 玲子
（昭和学院短期大学 非常勤講師）
テーマ：
「食卓芸術をめぐる旅」

◎問い合わせ先：生涯学習委員会
☎047-324-7115 ℻.047-322-6800
交 通
アクセス

JR総武線・都営新宿線 本八幡駅
京成線 京成八幡駅

講座開催日

講座開催日

講座開催日
講座開催日

6月16日
（火）16：30〜
小林眞智子先生

2020年6月28日（日）

詳細は
ホームページにて
ご案内いたします。

詳しくはホームページで
ご案内いたします。

詳しくはホームページを
ご覧ください。

◎問い合わせ先：
「現代子ども学」公開講座係
☎043-486-7111㈹ ℻.043-486-2200

◎問い合わせ先：こども臨床研究所
☎043-265-1613㈹ ℻.043-263-9111

交 通
アクセス

交 通
アクセス

ＪＲ総武本線・成田線「物井」駅下車、東口より 徒歩７分

京成ちはら線 学園前駅より 徒歩３分

千葉県私立大学短期大学協会

◎問い合わせ先：エクステンションセンター
☎047-328-6161 ℻.047-328-6163
交 通
アクセス

ＪＲ・東京メ
トロ西船橋駅南口から徒歩約12分

〒260-0028 千葉市中央区新町18番地10

（千葉第一生命ビルディング8階）

電話043（243）7389 FAX043（245）3996
http://chibashigaku-daitankyo.com

