
平成21年度

　足利工業大学
〒326-8558 足利市大前町２６８－１
学務課（TEL 0284-62-0950）

　足利短期大学
〒326-0808 足利市本城３ 丁目２１２０
学務係（TEL 0284-21-8242）

　宇都宮共和大学
〒320-0811 宇都宮市大通り1-3-18
教務課（TEL 028-650-6611）
〒329-3121 那須塩原市鹿野崎１３１
教務課（TEL 0287-67-3111(代)）

　宇都宮短期大学
〒321-0346 宇都宮市下荒針町長坂３８２９
事務局 教務課（TEL 028-648-2331）

　宇都宮大学
〒321-8505 宇都宮市峰町３５０
学務部修学支援課（TEL 028-649-5085）

　宇都宮文星短期大学
〒320-0058 宇都宮市上戸祭４ 丁目８－１５
教務課（TEL 028-625-3737）

　小山工業高等専門学校
〒323-0806 小山市中久喜７７１
学生課教務係（TEL 0285-20-2142）

　國學院大學栃木短期大学
〒328-8588 栃木市平井町６０８
教務課（TEL 0282-22-5511)

　国際医療福祉大学
〒324-8501 大田原市北金丸2600-1
事務部 教務課（TEL 0287-24-3209）

　作新学院大学
〒321-3295 宇都宮市竹下町９０８
学務課教務係（TEL 028-670-3642）

　作新学院大学女子短期大学部
〒321-3295 宇都宮市竹下町９０８
学務課教務係（TEL 028-670-3642）

　佐野短期大学
〒327-0821 佐野市高萩町1297
学務課（TEL 0283-21-1200）

　自治医科大学
〒329-0498 下野市薬師寺３３１１－１
大学事務部 学事課（TEL 0285-58-7550）

　帝京大学
〒320-8551 宇都宮市豊郷台１ 丁目１
学生支援グループ教務チーム（TEL 028-627-7120）

　獨協医科大学
〒321-0293 壬生町北小林８８０
学務部教務課（TEL 0282-87-2419）

　文星芸術大学
〒320-0058 宇都宮市上戸祭４ 丁目8-15
教務課（TEL 028-625-6888）

　放送大学栃木学習センター
〒321-0943 宇都宮市峰町350
宇都宮大学峰キャンパス内
事務室（TEL 028-632-0572）

　白鷗大学
〒321-8585 小山市大行寺１１１７
学務課（TEL 0285-26-2513）

作新学院大学
経営学部 総合政策学部 人間文化学部
http://www.sakushin-u.ac.jp/

作新学院大学女子短期大学部
幼児教育科 
http://www.sakushin-u.ac.jp/

佐野短期大学
英米語学科 経営情報科 社会福祉学科
http://www.sano-c.ac.jp/

自治医科大学
医学部 看護学部 
http://www.jichi.ac.jp/ 

帝京大学
理工学部
http://www.teikyo-u.ac.jp/

獨協医科大学
医学部  
http://www.dokkyomed.ac.jp

白鷗大学
経営学部 法学部 教育学部 
http://hakuoh.jp/

文星芸術大学
美術学部
http://www.bunsei.ac.jp

放送大学栃木学習センター
教養学部
http://www.u-air.ac.jp/

足利工業大学
工学部
http://www.ashitech.ac.jp

足利短期大学
幼児教育科 看護科 専攻科福祉専攻
http://www.ashikaga.ac.jp/

宇都宮共和大学
シティライフ学部
http://www.kyowa-u.ac.jp

宇都宮短期大学
音楽科 人間福祉学科
http://www.ujc.ac.jp/

宇都宮大学
国際学部 教育学部 工学部 農学部
http://www.utsunomiya-u.ac.jp

宇都宮文星短期大学
地域総合文化学科
http://www.bunsei.ac.jp

小山工業高等専門学校
http://www.oyama-ct.ac.jp

國學院大學栃木短期大学
国文学科 家政学科 初等教育学科 日本史学科 商学科
http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/tandai

国際医療福祉大学
薬学部 保健学部 医療福祉学部
http://www.iuhw.ac.jp/

この講座は「大学コンソーシアムとちぎ」単位互換に関する包括協定書を締結している高等教育機関(以下「大

学」という)の協力により実施されるもので、構成する大学に所属する学生にとっては、自分の大学では学べない

講義を受講することで学習の幅を広げるとともに、異なった大学の教員や学生が一緒に学ぶ機会をもつことが

できます。また同時に、大学に在籍していない社会人の方々にとっては、生涯学習の一環として、大学レベルの

学びを受けることで、大学卒の資格に必要な単位取得だけでなく、自分自身の新たな見直しの機会になります。

028-649-5079

「大学コンソーシアムとちぎ」
単位互換に関する包括協定書締結校一覧（順不同）

※平成21年3月末現在
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