品川区内大学・高専との学びのパートナーシップ

日蓮宗の教育機関を淵源とし、
校名は日蓮聖人の唱えた「立
正安国論」
（正しきを立て社会の安寧に尽くす）に由来する本
学は、1872年の創立より開校150 周年の節目を迎えました。
昨年度は新たにデータサイエンス学部が誕生し、品川
キャンパスでは新校舎が建ち、学生が日々学んでおります。
今年度は 150 周年を記念する事業・イベントを多数実施予
定でおりまして、品川地域に貢献する大学としての存在感
をますます高めていきます。
〈品川区包括連携協定締結校〉

1877 年スペインに設立されたカトリックの聖心侍女
修道会を母体として、1950 年に大学が設立されました。
VERITAS et CARITAS（まことの知・まことの愛）を教育
理念とし、学問を追求して真理を発見、豊かな人間性を身に
つけ、広い人類愛の立場から人々の幸福に貢献できる自律的
で品位のある女性を育てます。〈品川区包括連携協定締結校〉

品川区でこんなことをしています
・ふうの木ネット（品川区図書館と清泉女子大学附属図
書館相互貸借システム）
・すまいるスクール（大学生による放課後児童教室）ほか
・しながわ観光協会のホームページの英語訳
（大学生が編集協力）
・品川区男女平等啓発発行「マイセルフ」
・平成 29年２月にしながわ大学連携推進協議会に入会

品川区でこんなことをしています
・品川区・立正大学連携講座「しながわ学」
・こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮南小学校跡）を活用した土壌再生事業
・品川シルバー大学修了生へ「科目等履修生」受講料割引
・すまいるスクール（品川区の全児童放課後等対策事業）ほか
・平成 29 年２月にしながわ大学連携推進協議会に入会

令和３年度講座実績

令和３年度講座実績

「『間違った』英語の使われ方― She don’ t care と I loves you, Porgy から―」
「聞こえるはずのない声が聞こえるとき」
「ケニアの教育 日本の教育」
「人とつながる英会話」ほか
土曜自由大学、地球市民セミナー全28講座：品川区共催

「江戸の魅力」
：品川区共催
「コロナ禍のメンタルヘルスを考える
ー心的トラウマとしてのコロナー」
：品川区共催
ほか全 4 講座
所在地 ： 品川区大崎 4-2-16
（ JR山手線 ・ 湘南新宿ライン ・ 埼京線 ・
りんかい線 「大崎」 駅徒歩５分）
お問い合わせ先 ： 03-3492-8152
ホームページ ： http://www.ris.ac. jp/

所在地 ： 品川区東五反田 3-16-21
（JR 山手線 ・ 都営浅草線 ・ 東急池上線
「五反田」 駅徒歩 10 分）
お問い合わせ先 ： 03-3447-5551 （代表）
ホームページ ： https://www.seisen-u.ac. jp/

品川区では、区内７大学・１高等専門学校と生涯学習パートナーシップ協議会議を実施しています。
各学校の専門性や特色を生かした講座の開講など、今後も生涯学習の充実を図っていきます。

本学は 1926 年創設以来、創立者杉野芳子から受け継
いだ建学の精神である「挑戦の精神」
「創造する力」
「自
立する能力」のもとに、現在および未来のファッション
産業の道を切り拓き、服飾業界のスペシャリストとして、
社会で自立できる人材を育成しています。

品川区でこんなことをしています
・ 品川区等近隣の中学２・３年生を対象とした「ファッショ
ングッズ中学生セミナー」開催
・五反田 TOC ホールイベント「モンド ファッションメッセ」参加
・品川区平塚児童センター、品川区八潮児童センターで子供
向けワークショップ実施
・品川区青少年対策大崎第一地区委員会主催
「さきいち街角フェスティバル」参加

令和３年度講座実績
新型コロナウイルス感染症防止対策として中止。

本学は、
「いのち」
「思いやり」
「絆」
「愛」を尊重する心
を持った医療人を育成するため、2005年に誕生しました。
建学の精神である「科学技術に基づく正確な医療保健の
学問的教育・研究及び臨床活動」
「寛容と温かみのある人
間性と生命に対する畏敬の念を尊重する精神」に則り、
医療分野において特色ある教育研究を実践します。
〈品川区包括連携協定締結校〉

品川区でこんなことをしています
・品川区産後ケア（訪問型・日帰り型）事業
・看護大学生が企画・実施する地域健康づくり事業
・平成 30 年12 月にしながわ大学連携推進協議会に入会

令和３年度講座実績
「新型コロナウイルスと生きる Part2
明るい未来までもう少し！？」

所在地 ： 品川区上大崎 4-6-19
（JR 山手線 ・ 東急目黒線 ・ 東京メトロ南北線 ・
都営三田線 「目黒」 駅徒歩３分）
お問い合わせ先 ： 03-3491-8152
ホームページ ： http://www.sugino-fc.ac. jp/

所在地 ： 品川区東五反田 4-1-17
(JR 山手線 ・ 都営浅草線 ・ 東急池上線
「五反田」 駅徒歩８分）
お問い合わせ先 ： 03-5421-7655 （代表）
ホームページ ： http://www.thcu.ac. jp/

東京都立産業技術高等専門学校

星薬科大学

品川キャンパス

「本学は世界に奉仕する人材育成の揺籃である」を建学
の精神として、臨床の現場において高度な専門性を発揮
できる薬剤師の養成、及び薬学を基礎とし生命・健康を
科学し創薬研究・開発に携わる人材の育成を目指してい
ます。
〈品川区包括連携協定締結校〉

昭和３年（1928 年）に前身である昭和医学専門学校と
して創立し、今年で 94 年目を迎えます。医学部、歯学部、
薬学部、保健医療学部（看護学科、理学療法学科、作業
療法学科）を設置する日本で唯一の「医系総合大学」です。
〈品川区包括連携協定締結校〉

品川区でこんなことをしています

・施設の開放（薬用植物園、歴史資料館）
・薬剤師向けの研修会を地元薬剤師会と共催
・品川区学校薬剤師会への協力
・平成 29年２月にしながわ大学連携推進協議会に入会

・昭和大学病院・昭和大学病院附属東病院による医療の提供
・品川区立第二延山小学校清水台小学校の児童への校外
実習の実施
・平成 29年２月にしながわ大学連携推進協議会に入会

令和３年度講座実績

令和３年度講座実績

新型コロナウイルス感染症防止対策として中止

「暮らしと健康」（春・秋）
・正しい病院のかかり方 ～かかりつけ医制度、選定療養費、
セカンドオピニオンについて～
・今、飲んでいる薬、多いと感じていませんか？
～ポリファーマシーとかかりつけ薬局について～
など 8 講座

所在地 ： 品川区荏原 2-4-41
（東急池上線 「戸越銀座」 駅徒歩８分）
お問い合わせ先 ： 03-3786-1011 （代表）
ホームページ ： https://www.hoshi.ac.jp/

所在地 ： 品川区旗の台 1-5-8
（東急大井町線・池上線 「旗の台」 駅徒歩５分）
お問い合わせ先 ： 03-3784-8000 （代表）
ホームページ ： https://www.showa-u.ac. jp

首都東京の産業振興や課題解決に貢献するものづくり
スペシャリストを育成する公立高専として、平成 18 年に
都立工業高専と都立航空工業高専が統合・再編されて開
校し、社会の多様なニーズに応えるための特徴的な教育
コースがある本科及び専攻科を設置しています。

品川区でこんなことをしています
・公開講座「ＡＩ
Ｉ
Ｔフォーラム」
（無料）の開催
（ＩＣＴ分野、ものづくり・デザイン分野、創業・事業継承分野に関する講演会）
・区内事業者向け「品川区との連携セミナー」の開催
・平成 30 年12 月にしながわ大学連携推進協議会に入会
・技術相談の実施（地域企業向け）

品川区でこんなことをしています
・理科・技術サポーターの派遣（近隣小中学校）
・技術相談の実施（地域企業向け）
・若手技術者支援講座（品川区・大田区産業振興協会受託）

令和３年度講座実績
「デザインはランダムプロセスか」

令和３年度講座実績
「中学生のための小論文講座」など 10 講座

所在地 ： 品川区東大井 1-10-40
（りんかい線 「品川シーサイド」 駅徒歩３分）
お問い合わせ先 ： 03-3472-7831 （代表）
ホームページ ： https://aiit.ac. jp/

所在地 ： 品川区東大井 1-10 -40
（りんかい線 「品川シーサイド」 駅徒歩３分）
お問い合わせ先 ： 03-3471-6331 （代表）
ホームページ：https://www.metro- cit.ac. jp/

◆企業・団体などで、
「しながわ学びの杜」に協力していただける方はご連絡ください。＜文化観光課 生涯学習係 03-5742-6837 ＞
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区内大学・高専との
学びのパートナーシップ

品川区でこんなことをしています

本学は、平成 18年度に開学以来、首都東京の産業発展
を担う高度専門職人材の育成を目的とするリカレント教
育の一拠点となっています。
令和２年に研究科を再編し、産業技術専攻に３つのコー
スを設け、事業設計工学修士、情報システム学修士、創
造技術修士の学位を授与するカリキュラムを提供します。
＜品川区包括連携協定締結校＞

