ＣＵＣライフステージ大学
ー千葉商科大学 履修証明プログラムー
＜社会人対象＞
2019年度 募集要項

地域の課題を分析・解決するための知識やスキルを
身につけられる科目を中心に、社会人のみなさまが
新たなライフステージに踏み出す時に必要となる
「学び」を提供する講座です。
（1科目からの受講も可能です）

＜Ⅰ ＣＵＣライフステージ大学の概要＞
◆履修証明プログラムとは
２００７年の学校教育法の改正により、大学等における「履修証明制度」が創設されました。この制
度は、社会人の方などを対象とした一定のまとまりのある学習プログラム（履修証明プログラム）を
開設し、その修了者に対して法に基づく履修証明書（Certificate）を交付するものです。この履修証
明書は、学びの内容を証明するもので、履歴書等にも記載できます。

Ⅰ－１．講座開設の趣旨
「ＣＵＣライフステージ大学」は、社会人が直面する人生の新しい段階（New Life Stage）において
必要とされる「学び」（もしくは「学び直し」）の場として、特に、コミュニティ・ビジネス（行政だけでは解
決しない、既存の企業では供給されていないサービスを提供する事業など）や地域密着型ビジネス
等を発展させるために必要な知識や技術を提供するものです。
学校教育を終えて社会人となった後でも、新しい仕事にチャレンジするとき、子育てが終わってか
らや定年後など新しい自分の人生を始めようとするときなど、人生の様々な段階において、学び直
しが必要になることがあります。
私たちは特に、コミュニティ・ビジネス（行政だけでは解決しない、既存の企業では供給されていな
いサービスを提供する事業など）や地域密着型ビジネス、ＮＰＯを中心に、地域社会において自分
の力を発揮して活躍している方に、地域課題の分析力、マネジメントや高度なファシリテーション技
術を身に付けてもらうことで、自らの力を発揮するだけでなく、地域で活躍する多様な利害関係者
（ステークホルダー）を繋ぎ、彼らとの対話の中から創発を生むために必要な知識や技術を３つの
科目群（社会課題、情報・表現、ファシリテーション）から提供します。
ＣＵＣライフステージ大学では、持続可能な開発目標（SDGｓ）についての取り組みとして、子供や
や高齢者を含む全ての人が、安心して住み続けられるまちづくりを実現するために、パートナーシッ
プを発揮して目標を達成する人材を育成します。
＜講師と科目＞
科 目 群

必

修

社会課題

ファシリテ
ーション
総合演習

2 科目
以上選択

情報・表現
【注】

担当講師候補（所属・氏名）

科 目 名

時間

千葉商科大学

和田義人

高齢者に対する支援(介護保険制度)

12

いちかわＴＭＯ

橋本由佳

子育て・家族サポート論

12

千葉商科大学

榎戸敬介

非営利組織論

12

千葉商科大学

仁平京子

エリアマーケティング・経営学

6

千葉商科大学

山田耕生

地域分析論（資源論）

6

千葉商科大学

小口広太

地域分析論（実習）

12

千葉商科大学
合同会社
J-doc company
代表社員
いちかわＴＭＯ

朽木量
影山貴大

ファシリテーション・コーディネーション
講座

12

熊野健志

プロジェクトマネージメント

12

千葉商科大学

朽木量

ゼミナール（総合演習）

12

いちかわＴＭＯ

熊野健志

クラウドソーシング活用講座

12

いちかわＴＭＯ

志鎌真奈美

IT ツール仕事獲得講座

12

千葉商科大学

小林直人

情報リテラシー

12

千葉商科大学

上田裕子

アニメーション表現

12

千葉商科大学

吉羽一之

グラフィックデザイン基礎

12

【注】選択科目は５科目中２科目以上履修
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＊いちかわ TMO 講座（いちかわライフネットワーククラブ主催）とは、受講者一人ひとりの経験や想
いを通じ、街づくりのリーダーを養成する講座です。
＊都合により開講科目を変更する場合があります。

Ⅰ－２．講義時間・カリキュラムの設定
ＣＵＣライフステージ大学は、千葉商科大学が社会人向けに編成する特別の課程で、修了者には
学校教育法に基づき「履修証明書」が交付されます。
２０１９年度は全体で１４科目を開設予定です。修了要件としてはこのうち必修科目９科目９６時間
と、情報系５科目の内２科目以上を選択して（２４時間以上）受講し、各科目について一定以上の成
績評価を得た上で、最終プレゼンテーションに合格すると「履修証明書」を発行し、「千葉商科大学
認定 地域コーディネーター」の称号を授与します。
ＣＵＣライフステージ大学のユニークなカリキュラムとして、「総合演習（ゼミ）」では、受講者一人ひ
とりの「ライフステージ」に合った目的意識をより洗練させることをサポートします。また、一部の科目
についての受講も認めます（部分履修）。
ＣＵＣライフステージ大学の各授業（講義または実習等）は、原則として千葉商科大学で実施する
予定です。

Ⅰ－３．本プログラムで提供する知識・技術
私たちが用意した科目について、受講者のタイプ毎に科目設置のねらいと得られる知識・技術を
お示しします。
（１）既に NPO などの地域活動をしている方へ
この履修証明プログラムの特徴は、「地域分析」や「エリアマーケティング」など地域の現状・ニー
ズを正確に把握し、自らの活動をより効率化するための方法、ファシリテーションやプロジェクトマネ
ジメントなどを学んで地域の多様な利害関係者（ステークホルダー）を繋ぐことにより、対話を通じて
新たな創発を生み出すスキルを身に付けてもらうことにあります。活動の維持・承継に苦労している
NPO などの地域活動団体が多い中、それらを繋ぎ合わせることで、自らの地域活動をより発展させ
るための知識・能力を身に付けてもらいます。
（２）新規に地域活動やコミュニティ・ビジネスを始めたい方へ
これまでの経験を生かして、地域に役立つ仕事をしてみたいという方は多数いらっしゃると思いま
す。具体的に何をしようか未定の方はもちろん、既にある程度の構想をお持ちの方にもお薦めのプ
ログラムです。WEB を使って仕事を進める上で基本となるクラウドソーシングや IT 仕事獲得術など
の科目や地域の魅力発見、高齢者や子育てサポート、NPO についての知識を学べるようにしており、
新規に地域活動を始める方にも有効です。

Ⅰ－４．開講時期
２０１９年５月～２０２０年２月 ※平日夜間に１コマ、土曜日に３コマ（予定）
総合演習ゼミは第１期開講前および各期の間、第３期終了後に行ないます。総合演習終了後「最終プレ
ゼンテーション」を実施します。
第１期 ６月３日（月）～７月２８日（日）
第２期 ９月２日（月）～１０月２７日（日）
第３期 １１月１１日（月）～１月２６日（日）
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Ⅰ－５．講義時間割
◆開講式・総合演習（必修ゼミ）第１回 ５月１８日（土） １０時４０分
総合演習（必修ゼミ）第２回 ５月２５日（土） ９時
◆第１期 ６月３日（月）～７月２８日（日）
月曜日

火曜日

金曜日

６限

６限

６限

「非営利組織

「IT ツール仕事

論」

獲得講座」

榎戸敬介

志鎌真奈美

土曜日
１限

２限

「高齢者に対す

「地域分析論

「エリアマーケテ

（資源論）」

ィング・経営学」

※1

※1

「情報リテラシ
る支援(介護保
ー」
険制度)」

山田耕生

仁平京子

和田義人

小林直人

※1 金曜日 6 限は各 4 回を一週おきに実施（予定）
◆第２期 ９月２日（月）～１０月２７日（日）
火曜日

土曜日

６限

１限

２限

３限

＜授業時間帯＞
１限 ９：００～１０：３０

「 グラフ ィッ ク デ

「プロジェクト

「クラウドソーシ

ザイン基礎」

マネージメント」

ング活用講座」

「地域分析論
（実習）」
※2

２限 １０：４０～１２：１０
３限 １３：１０～１４：４０
４限 １４：５０～１６：２０

吉羽一之

熊野健志

熊野健志

小口広太

※2 フィールドワークを 2 日間(計 4 コマ分)、残りの授業は教室で実施（予定）

５限 １６：３０～１８：００
６限 １９：００～２０：３０※
※大学時間割とは異なる

◆第３期 １１月１１日（月）～１月２６日（日）
土曜日
１限

２限

「子育て・家族サ

「ファシリテーション・コーディ

ポート論」

ネーション講座」

橋本由佳

影山貴大、朽木量

３限
「アニメーション表現」
上田裕子

【注】上記時間割は変更する場合があります。

＜Ⅱ 受講生の募集について＞
Ⅱ－１．募集人員
受講生・・・１０名
●受講生とは必修科目 9 科目 96 時間と、情報系 5 科目の内 2 科目以上を選択して（24 時間以上）を受講する者を
いいます。11 科目を一定以上の成績評価を得た上で、最終プレゼンテーションに合格すると履修証明書が交
付されます。
●ＣＵＣライフステージ大学は学位プログラムとは異なり、本学の正規の履修科目と同様の単位や学位が授
与されるものではありません。
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部分履修生・・・１科目につき１０名
●一部の科目のみを履修するものをいいます。
●ＣＵＣライフステージ大学は学位プログラムとは異なり、本学の正規の履修科目と同様の単位や学位が授
与されるものではありません。
●１科目につき、定員１０名のため、希望する科目を履修することが出来ない場合があります。
●「総合演習」は履修できません。

Ⅱ－２．申込資格
高等学校を卒業以上、または高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた方は申込
できます。中学校卒業の場合等は、個別審査を行います。 ※5ページの学則第21条参照
通常の大学以上の学歴（中退を含む）を有する場合も申込可能です。

Ⅱ－３．申込期間・郵送先
申込期間：２０１９年２月１８日（月）～４月１９日（金）締切日１７：００まで（必着）
※都合により期間を延長することがあります。
※第２期以降の開講科目の部分履修については、開講前に追加募集を行なうことがあり
ます。詳細につきましては、本学のホームページをご参照ください。
郵 送 先：〒２７２－８５１２ 千葉県市川市国府台１-３-１
千葉商科大学

地域連携推進センター ＣＵＣライフステージ大学係

※封筒の表書きに「申込書類在中」と朱書きしてください。

Ⅱ－４．申込書類
申込者は、次の書類を揃えて申込期間内に提出してください。
申込書類

提出上の注意

１．申込書※

所定の用紙を使用してください。

２．志望理由書※

所定の用紙を使用してください。
最終学歴の証明書または卒業証書のコピーを提出してください

３．卒業を証明
する書類

＊婚姻等により、上記の書類に記載された氏名が現在の氏名と異なる者は、公
的身分証明のコピーを提出してください。
＊本学を卒業された方は、事務局で確認しますので、提出は不要です。必ず卒
業時の氏名（ふりがな）を申込書の学歴欄に明記してください。

４．証明写真※

縦４cm×横３cm の顔写真を２枚提出してください。（１枚は申込書に貼付してください。）

※部分履修を希望される方は申込書類１、２、４を提出ください。

Ⅱ－５．申込上の注意
・申込書類に不備があるものは受け付けないことがあります。
・入学後、出願に際して提出した書類、記載事項に不正が認められた場合は、受講を取り消すことがあ
ります。
・外国籍の方は、住民票記載の本名を用いてください。ただし、通称名も併記してある者は、通称名を用
いてもかまいません。この場合、すべての出願書類の氏名を統一してください。
・一度受理した申込書類は返却しません。

Ⅱ－６．審査方法
受講生・部分履修生ともに 書類審査のみ、選考料は無料。申込書類に基づき地域連携推進センターで
審査を行います。
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Ⅱ－７．結果通知(予定)
２０１９年４月２６日（金）
審査結果は、当日付の文書で本人宛に通知(郵送)します。

＜Ⅲ 受講手続＞
Ⅲ－１．受講料
受講生
部分履修生
保険料（任意）

７０,０００円(税込)※１
１科目につき１０,０００円(税込)
１,１４０円（税込）※２

※１ 本学を卒業された方は受講料が６０,０００円(税込)となります。
※２ 損害保険に加入される場合は、保険料も併せて振り込みください。加入手続きは事務局で行ないます。
【注】別途、テキスト代や学外授業時の交通費等の実費が発生します。

Ⅲ－２．受講手続き上の注意
・受講者は、２０１９年４月２６日（金）から５月９日（木）までの間に受講料をお振り込みください。
振込先などの詳細につきましては、審査結果通知においてご案内します。
・一旦、納入された受講料は、いかなる場合も返金できませんのでご了承ください。
・振込手数料はご負担ください。

【参考】千葉商科大学 学則 第２１条
第21条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
（１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する
学校教育を修了した者を含む。）
（３）外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の
指定した者
（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該
課程を修了した者
（５）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満
たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了
した者
（６）文部科学大臣の指定した者
（７）高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格
した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）
（８）本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認
めた者で、18歳に達した者
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＜アドミッションポリシー（求める受講生像）＞
●地域社会などで自分の力を発揮して活躍しようとする意志があり、そのための「学び」や「学び直
し」に対して強い意欲を持っている。
●起業や自己の職域の拡大について強い関心を持っている。
●人生の新しい段階（New Life Stage）に備え、大学での新たな知識の獲得や人的ネットワークの
構築について高い関心がある。

＜カリキュラムポリシ－＞
ＣＵＣライフステージ大学においては、必修科目である「総合演習（ゼミ）」および必修科目（地域
分析・ファシリテーション技術・社会課題などをテーマとする）を設置する。情報・表現科目は履修者
のスキルの差が大きいため、各人の能力とニーズに合わせて自由に選択することができる。
・総合演習(必修ゼミ)
受講者一人ひとりの「ライフステージ」に合った科目選択をサポートし、最終プレゼンテーションに
向けての指導を実施するゼミナール。
・３つの科目群
① 社会課題科目：地域コミュニティの主要課題である高齢者支援と子育て家族サポートと、
非営利組織の運営、地域の現代的課題について各種統計などを駆使して分析する方法、
エリアマーケティングの仕方について専門的に学ぶと同時に、実習形式で実地に学ぶ。
② 情報・表現科目：情報技術の基礎から、より専門的な知識であるグラフィックデザイン、クラ
ウドを活用した仕事獲得術までそれぞれのスキルと興味関心で選択して学ぶ。魅力的なＨ
Ｐの作成やチラシ（広告）のデザインにより、個人や団体・商品・サービスなどをより効率的
に表現（プレゼンテーション）するために必要な知識を学ぶ。
③ ファシリテーション科目：地域で活躍する多様な関係者（ステークホルダー）を繋ぎ、対話の
中から創発を生む手法であるファシリテーション技術を身につけ、プロジェクトを遂行する
ためのマネジメントの仕方を学ぶ。

＜修了要件＞
必修科目 9 科目 96 時間と、情報系 5 科目の内 2 科目以上を選択して（24 時間以上）、合計１２０
時間以上を受講し、各科目について一定以上の成績評価を得た上で、最終プレゼンテーションに合
格すると「履修証明書」を発行し、「千葉商科大学認定 地域コーディネーター」の称号を授与する。
ＣＵＣライフステージ大学のユニークなカリキュラムとして、総合演習（ゼミ）で、受講者一人ひとり
の「ライフステージ」に合った科目選択をサポートします。また、一部の科目についての受講も認め
ます（部分履修）。
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■お問い合わせ先■
千葉商科大学 地域連携推進センター
「ＣＵＣライフステージ大学」 係
〒272-8512 千葉県市川市国府台1-3-1
TEL：047-320-8667 FAX：047-373-9958
E-MAIL：cucr@cuc.ac.jp
※事務取扱時間

⽉〜⾦

9:00〜17:00（祝日を除く）

