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創価大学ニュース

特集1　2017年度創価大学・創価女子短期大学教育ヴィジョン
Feature 1: 2017 Vision on Education of Soka University and Soka Women’s College

 特集2　滝山国際寮・万葉国際寮がついに完成！
Feature 2: Takiyama International Dormitory and Manyo International Dormitory Completed!

 特集3　看護学部1期生が卒業、いよいよ医療現場に！
Feature 3: The first graduating class of the Nursing Department will go to Medical sites!
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　創価大学の歴史の中で、昨年度は様々な
分野における学生の活躍がひときわ目覚し
い一年でした。国際的な分野では、G20加盟
国を中心に各国から１名が選出されて開催
される国際女性会議「Girls20サミット2016」
をはじめ、多くの会議や青少年交流事業に、
本学の学生が日本を代表して参加しました。
さらに、日本政府がケニア共和国で開催した
第6回アフリカ開発会議（TICAD VI）の「日
本・アフリカ学生イノベーターズ・エクスポ」
にお いて、最 優 秀 の 発 表 者 に贈られる

「Grand Award」に本学の学生が選ばれるな
ど、世界を舞台に活躍し多大な成果を収めま
した。
　また、大学コンソーシアム八王子やネット
ワーク多摩主催のコンテストに参加して、最
優秀賞等の受賞や八王子特産米の米粉を使
用したパンを開発するなど、地域に貢献する
学生たちの活躍もありました。そして、その他
国内で開催された、様々なコンテスト、大会
や会議に参加し、日頃の研鑽の成果を充分
に示しました。
　一方、スポーツの面では、2016プロ野球ド
ラフト会議において、1位・2位と上位指名で、
硬式野球部から二人のプロ野球選手が誕
生。さらに箱根駅伝では、2年ぶり2回目の出
場で、初出場時を大きく上回る記録と順位
で、初めて襷を繋ぎゴールテープを切ること
ができました。
　この他にも難関国家試験や難関企業の採
用試験の突破等、本学で培った「自分力」を
いかんなく発揮した学生も枚挙に暇がありま
せん。学生諸君の活躍とそれを支える教職
員、さらには関係者の皆さんに、心より感謝申
し上げます。
　さて、創立50周年を目指し、2010年に策
定した「創価大学グランドデザイン」も、本年
度はいよいよその最後の段階である第3ス
テージに入ります。このグランドデザインは、

「創造的世界市民の育成」のためのシステム

構築へ向けたロードマップであり、今後4年
間でそのシステムの完成を目指します。本年
度は、2014年に採択された文部科学省

「スーパーグローバル大学創成支援」の第1
回の中間評価の年でもあり、一つひとつの計
画を着実に実行していきます。
　昨年度は、各学部・研究科において「三つ
の方針」すなわちディプロマ、カリキュラム、ア
ドミッションの三つのポリシーを見直し、それ
ぞれの教育の目的と特色を明らかにしまし
た。特にディプロマ・ポリシーの中で、本学が
これまで取り組んできた「創造的世界市民の
育成」にあたって、身に付けるべきものを以
下のとおり掲げました。
知識基盤：幅広い知識と高度な専門性
実践的能力：知識を社会に応用する力と
　　　　　  コミュニケーション力
国際性：多様性を受容する力と
　　　   他者との協働性
創造性：統合する力と創造的思考力
　今後は、一人ひとりの学生がこれらを自分
のものにできるよう、本学の教育を継続的に
改善する「内部質保証」システムを構築し、機
能させていきます。その第一歩として、内部質
保証に関する、全学的な方針や組織のあり方
について議論を開始する予定です。
　本年度は、創立者池田先生が本学の設立
構想の発表以来、幾度となく学生に語りかけ
てくださったスピーチ等をまとめた『創立者
の語らい』をデジタル化することにより、本学
が養成すべき人材の骨格となる数々のス
ピーチに、これまで以上に学生が触れること
ができます。本年度の新入生が卒業する
2021年に、創価大学は創立50周年を迎えま
す。教職員と学生が一体となって、大学の理
想をえがく『創立者の語らい』を学ぶことか
ら、創立50周年への新たな出発を開始しま
す。創価大学の未来に責任を担う一人ひとり
が、自らの課題に全力で挑戦することを願
い、本年度の教育ヴィジョンとします。

グランドデザイン第3ステージへ
― 建学の精神に基づく「創造的人間」の育成 ―

1953年富山県生まれ。創価大学経済学部卒。カ
リフォルニア大学サンディエゴ校経済学研究科博
士課程修了。Ph.D.取得。専門分野は計量経済
学。創価大学経済学部講師、助教授を経て教
授。1996年教務部長、2005年副学長、2013年
創価大学学長。主な著書に、本多 佑三編『日本
の景気―バブルそして平成不況の動学実証分析』

（有斐閣、第5章、1995年）など多数。

Born in Toyama Prefecture in 1953. Graduated 
from the Faculty of Economics, Soka University. 
Completed his Ph.D. in Economics at the 
University of California, San Diego as a specialist 
in econometrics. Served as lecturer, associate 
professor and subsequently professor at the 
Faculty of Economics, Soka University. Appointed 
Head of Educational Affairs in 1996, Vice 
President in 2005, and President in 2013. Literary 
works include Economy Outlook of Japan ‒ A 
Dynamic Empirical Analysis of the Bubble Years 
and Subsequent Recession edited by Yuzo Honda 
(Yuhikaku, Chapter 5, 1995).

創価大学 学長
馬場 善久

Pro le

Soka University President

Yoshihisa Baba

[特集1] 2017年度 創価大学教育ヴィジョン
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   Within the history of Soka University, last 
y e a r  w a s  o n e  i n  w h i c h  o u r  s t u d e n t s 
accomplished particularly outstanding feats in 
many areas. In the internat ional area, as 
r epre sent at i ve s  of  Japa n ou r  s t udent s 
participated in numerous conferences and 
youth exchange programs, an example being 
G(irls)20 Summit 2016, an international girls' 
conference where one representative from each 
G20 count r ie s were selec ted to at tend . 
Furthermore, a Soka University student was 
selected for the Grand Award given to the best 
pre senter  a t  t he  Japa n -A f r i c a  S t udent 
Innovators Expo, a part of the Sixth Tokyo 
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  A f r i c a n 
Deve lopment  ( T ICA D V I )  t he  Japa ne se 
government organized in the Republ ic of 
Kenya. These are some of the numerous great 
accomplishments Soka University students 
achieved throughout the world.
  In addition, students participated in a contest 
organized by the Consortium of Universities in 
Hachioji and Network Tama taking first prize 
for developing a bread made from rice f lour 
extracted from locally grown Hachioji rice. This 
is an example of how our student body is 
cont r ibut ing to loca l communit ies . Soka 
University students also put their daily studies 
on full display by joining various contests, 
competitions and conferences held in Japan.
  Meanwhile in sports, two of our students from 
the Baseball Team have become professional 
baseball players as the first and second pick in 
the 2016 Japanese pro baseball draft. Soka 
University also sent its team to the Hakone 
Ekiden after competing two years prior, where 
the student athletes posted a much better 
record than last time and were able to pass on 
the team sash over the finish line and through 
the ribbon.
  Elsewhere, Soka University students passed 
dem a nd i ng  n a t i on a l  e x a m s  a s  we l l  a s 
recru itment exams to get jobs at h igh ly 
desirable companies, and more. In fact, we don't 
have the space to l i st a l l  the ways they 
displayed the potent ia l cult ivated at our 
university. We would l ike to express our 
heartfelt gratitude to what you, the students 
have done, and to the faculty and everyone else 
who support them.
  And this year the Soka University Grand 
Vision, formulated in 2010 ahead of our 
institution's 50th anniversary, finally enters its 

third and final stage this school year. This 
Grand Design is a roadmap toward constructing 
a system for the education of Creative Global 
Citizens, and over the next four years we aim to 
complete that system. This academic year will 
see the first interim assessment of the Top 
Global University Project started in 2014, so we 
would like to move each and every one of our 
plans forward in a steady manner.
  Last school year we rev ised the Three 
Guidelines for each faculty that set the policy in 
t h ree a reas :  D iplomas ,  Cur r icu lum a nd 
Admissions. The guidelines state the purpose 
and the nature of the education provided by 
each faculty. With regard to Diploma Policy in 
particular, it states that students should acquire 
the following in their education of Creative 
Global Citizens:
Knowledge Base: Extensive knowledge and 
advanced expertise
Practical Competencies: The ability to adapt 
knowledge to and communicate with society
International Qualities: The ability to accept 
diversity and cooperate with others
Creativity: The ability to synthesize and engage 
in creative thinking
  So that each and every student can acquire 
these assets, in the future we would like to 
build and operate an Internal Quality Assurance 
system to continuously improve the university's 
education. Our plan for the first step in doing 
so is to initiate discussions on the nature of 
schoolwide guidel ines and organizat ions 
concerned with Internal Quality Assurance.
  This academic year we wil l digit ize the 
Founder's Words, a compilation of the many 
speeches and other messages he gave to 
students since announcing plans to establish 
Soka University. The archive wil l provide 
students with an even greater opportunity to 
explore the numerous speeches that formed the 
f ramework for the ta lent our un iversity 
cultivates. When this year's freshmen graduate 
in 2021, it wi l l be Soka University's 50 th 
anniversary. We hope that the faculty and 
students wi l l come together to study the 
Founder's Words and embark on a new journey 
toward the golden anniversary. This is our 
request to each one of you, who bears a 
responsibility for the future of Soka University 
to do all we can, to tackle the tasks we shall 
face in th is academic year. It is a lso our 
educational vision for the year.

1教育の取り組み（1）グローバル化に対応した新カリキュラムの準備 
（2）新3ポリシーにおける学習成果の評価
（3）導入教育、初年次教育の充実
（4）高大接続改革
（5）大学院教育の新たな展開

2教員の研究・教育活動（1）研究支援体制の整備と強化
（2）競争的資金獲得強化のための支援制度の検証
（3）研究不正行為防止への取り組み
（4）教員の業績評価によるインセンティブの付与

3学生支援の充実（1）奨学金制度の拡充
（2）学生寮のさらなる充実
（3）地方Uターン希望者への進路・
    就職活動支援のさらなる強化

（4）留学生へのキャリアサポートの強化

4スーパーグローバル大学創成支援（1）グローバル・モビリティ
　 学生の海外派遣・受け入れの拡大を通じた
　 キャンパスのグローバル化。

（2）グローバル・ラーニング
　 「創造的世界市民」を育成する
　 学部教育プログラムのグローバル化。

（3）グローバル・アドミニストレーション
　 昨年度は北京に続き、タイ、韓国に本学事務所を　 
　 開設。本年度はフィリピン事務所の開設を目指す。

（4）グローバル・コア
　 明年4月、大学院に「国際平和学研究科」（仮称）を
　 開設すべく申請業務を進める。

Toward Stage 3 of the Grand Design
— Pedagogy for Creative Humanity Based on the Founding Principles —

Feature 1: 2017 Vision on Education of Soka University

5通信教育部の取り組み2018年度には新学部として文学部の
通信教育課程を開設する（設置認可申請中）。
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留学生との英会話に挑戦できるEnglish 
loungeや英語学習カウンセリング、土曜日
に開講される資格試験対策講座や石川惠
子学長による「文章の書き方講座」をはじ
めとする各種イベントを開催し、短大生の
学習をサポートします。

アメリカ創価大学短期留学プログラムとオ
タゴ春季語学研修（ニュージーランド）を開
催。海外のキャンパスで学ぶだけでなく、
ホームステイや寮生活を通して活きた英
語を学び、国際感覚を身に付けることがで
きます。

授業だけでなく、OG懇談会をはじめとする
各種キャリアイベントの開催や、就職活動
のトップランナーの育成を目的とする「創
短就活塾」の発足など、きめ細かな支援を
行い、就職希望者のほとんどが内定を勝ち
取っています。

静岡県生まれ。東京教育大学文学部卒。東京教
育大学大学院文学研究科中国古典学修士課程
を修了。専門分野は日本語学、日本語教育。創価
大学別科長（日本語研修課程）、副学長補を経
て、2012年創価女子短期大学学長。教授。主な
著書に、『日本語2nd ステップ』（共著）など多数。

Born in Shizuoka Prefecture. Graduated from the 
Faculty of Letters, Tokyo University of Education. 
Completed her master's degree in Tokyo University 
of Education. Specialized in Japanese-language 
education. Appointed Dean, the Institute of the 
Japanese Language; Vice President; and Soka 
Women’s College President in 2012. Literary 
works includes Japanese Language 2nd Step.

創価女子短期大学 学長
石川 惠子

Pro le

Soka women’s College President

Keiko Ishikawa

2018年4月より、従来の「現代ビジネス学
科」を「国際ビジネス学科」に名称変更し、

「英語コミュニケーション学科」の定員を付
け替えて、２学科体制から１学科体制とし
て創価女子短期大学は大きく生まれ変わ
ります。
近年のグローバル化の進展に伴い、ビジネ

スでは経営力と実践的な英語力が求めら
れ、本学の建学の指針「社会性と国際性に
富む女性」のニーズが高まっています。新
学科では、経営マネジメントや実践的な英
語力と豊かな国際感覚を身に付け、21世
紀にふさわしい、高い英語能力とコミュニ
ケーション力を持った女性を育成します。

※構想中のため変更の可能性があります。

「国際ビジネス学科」として生まれ変わります！

学習支援センター

授業以外でも学習・進路就職を強力バックアップ
留学・語学研修 進路サポート

短大開学35周年を目指し、
新たな挑戦のステージへ！

[特集1] 2017年度 創価女子短期大学教育ヴィジョン

　本年度は、「現代ビジネス学科」を「国際
ビジネス学科」に学科名称を変更します。さ
らには「英語コミュニケーション学科」の定
員を国際ビジネス学科に付け替えて、1学
科に改組し、2018年度入試より募集を開
始する予定です。よき校風・伝統を受け継
ぎつつ、開学35周年を目指し、短大構成員
が心をひとつに、総力を挙げて、「女性の世
紀」を開く人間教育の城を構築していきま
す。また、昨年は高大接続の中で三つのポ
リシーの見直しを行い、建学の指針を受
け、新たな時代にふさわしい短大のありよ
うと育成すべき人材像をより明確にしまし
た。この三つのポリシーに基づき、教育成
果を可視化し、本学の教育の継続的な改
善を進めていきます。
　本年度も各種資格検定試験の支援、キャ
リア教育の充実を図るとともに、教育改革、
教育環境の整備や充実に努め、学生一人
ひとりが多彩な進路に進めるように全力を
あげてまいります。

1

2
3

教育の取り組み

教員の研究・教育活動の活性化

学生支援

（1）新たなカリキュラムの実施とアクティブラーニングの展開
（２）グローバル社会を生きる英語教育の実施
（３）ＳＵＡ短期留学制度の検討
（４）入学者選抜の方法の検討
（５）学習支援センターの利用推進

中堅及び若手の教員の教育研究活動の活性化を図り、
外部研究資金獲得の支援を行う。

（1）給付型奨学金による学生生活のサポート
（２）各種プログラムによる進路支援の取り組み
（３）学生寮の学習環境、生活環境の充実
（４）ＳＬＳ（スチューデントライフサポート）セミナーでの
　  女性教育の推進
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Feature 2:  Takiyama International Dormitory and 
Manyo International Dormitory Completed!

[特集2]

滝山国際寮・万葉国際寮がついに完成！
2015年9月の起工式から1年半、2017年3月24
日に滝山国際寮と万葉国際寮が完成しオープン
しました。日本全国から集まった学生と、世界か
ら創大にやってきた学生が共に暮らし勉学に励み
ます。国際学生寮の魅力の全てをご紹介します。

滝山国際寮の外観とテープカットの様子 万葉国際寮の外観とテープカットの様子

国 際 学 生 寮 ３ つ の 魅 力

55カ国・地域、185大学と交流を結
ぶ創価大学には、世界各国から多く
の留学生が集います。日本人学生と
留学生が共同生活する国際学生寮
では、日本語だけではなく、英語を
はじめ、様々な言語で語りながら、
友情を育むことができます。

まるで“留学”
しているみたい！

1

世界のみならず、国際学生寮には北
は北海道、南は沖縄の47都道府県か
ら学生が集まります。同じ日本でも出
身地域によって文化・習慣も異なりま
す。そのような環境の中で協力しなが
ら様々な問題を乗り越えていく中で、
将来の土台となる人格が形成されま
す。

“多様性 Diversity”
あふれる環境で暮らす！

2

RA（レジテント・アシスタント）とは、寮
に住みながら、寮生活をサポートして
くれる学生ボランティアスタッフのこ
とです。寮に到着したときから施設の
利用方法や大学生活のアドバイスを
してくれる等、いつでも親身に相談に
のってくれる心強い存在です。

RAが寮生活を
温かくサポート！

3
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各寮には、学習やコミュニケーショ
ンに活用できる共用ラウンジが設
置されています。寮生同士が積極的
に交流することでグローバルなネッ
トワークを築くことができます。

寮生同士の交流に欠かせない
共用ラウンジ

2

滝 山 国 際 寮・万 葉 国 際 寮 を ま る ご と 紹 介！

寮内での異文化交流を通じ、グローバルに活躍する人材の育成をコンセプトとした
滝山国際寮と万葉国際寮。寮内の設備も世界基準です。

その全貌をご紹介します！

寮室は全て個室（机、椅子、ベッド、
クローゼット、空調完備）。それぞれ
のプライバシーを確保しつつも、8
人で１つのリビングを設け、寮生同
士がコミュニケーションを取れる間
取りとなっています。

プライバシーと
コミュニケーションが
両立する個室

1

様々な文化、言葉の壁を一気に乗り
越えさせてくれるのが、寮生が一緒
に入る大浴場。手足を伸ばして温ま
れば、勉強疲れの頭もほぐれます。
他にシャワールームもあります。

仲間意識が一気に高まる
大浴場

3

保護者の元を離れて暮らす寮生活で最も
大切なのが食事。食堂では、1日2食（朝・
夕、月～土曜）が提供されます。忙しい朝
も、しっかり朝食をとってから授業に出席で
きます。管理栄養士さんが作るメニューは、
栄養だけでなくおいしさも保証付き。各フ
ロアには自炊ができるキッチンもあります。

おいしさと栄養管理も万全の
食堂（滝山国際寮）

4

万葉国際寮の各ユニットには、寮生同士で一
緒に料理ができるキッチンがあり、様々な国
の料理に挑戦しながら、国際交流を楽しめま
す。また、勉強の合間には、ユニット共用のラ
ウンジで、ほっと一息つくことができます。

文化の壁を越えた交流の場！
ユニットキッチン・ラウンジ

（万葉国際寮）
5
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R A（レジデント・アシスタント）からW e l c o m e  m e s s a g e !

滝山国際寮データ（男子寮）

【構造】鉄筋コンクリート造地上7階（西棟7階、
　東棟6階）、地下１階建
【定員】400人（1ユニット8人、50部屋）
【個室設備】机、椅子、ベッド、クローゼット、空調
【共用施設】多目的室、大浴場、ブラウジングルーム、
　食堂、シャワールーム、ランドリースペース、
　洗面トイレ、リビング、キッチン、Wi-Fi完備
【食事】月～土曜（朝・夕2食）
【管理者】24時間常駐
【セキュリティ】オートロック

万葉国際寮（女子寮）

【構造】鉄筋コンクリート造地上6階建
【定員】144人（1ユニット8人、18部屋）
【個室設備】机、椅子、ベッド、クローゼット、空調
【共用設備】集会室、大浴場、シャワールーム、
　ランドリースペース、洗面トイレ、リビング、
　ユニットキッチン、Wi-Fi完備
【管理者】24時間常駐
【セキュリティ】オートロック

経済学部経済学科4年
西村 美紀さん

　私がRAを志望した理由は、3つありま
す。1つは、私自身が寮生活経験者である
こと。入寮したとき、緊張している自分を
先輩が温かく迎えてくださって、心配や不
安が払拭されたことを覚えています。2つ
目は、フィリピンでの留学経験。留学先の
寮生は国籍も多様でしたが、寮主催のイ
ベント、食事会やスポーツなどを通じて、
どんどん仲良くなっていく感覚を味わい
ました。また、偶然にも創大に留学経験の
あるフィリピン人に現地で出会ったので
す。話してみると、私が感じた寮生活の良
さと、彼女が感じたことが全く同じでし
た。国籍や文化を越えた交流ができる創

大の良さを再確認したのです。それを新
しい寮でも伝統にしたいというのが3つ
目です。
　万葉国際寮のRAは、私を含めて19人。
年齢も国籍もバラバラですが、その多様
性が寮生サポートの強みの一つだと思
います。そして、いろいろなイベントを計
画して、寮生一人ひとりとコミュニケー
ションを取り、信頼関係を築きたいです。
　私にとって理想のRAとは、いつでも、
何事も仲間と共有して進み、勉学や部活
動、ボランティアなどに挑戦する人。RA全
員その心意気でいます。「万葉寮でよかっ
た」と思える場所にしていきたいです。

自身の寮生活と留学経験を生かして全力サポート！

　私は今、国際弁護士を目指して法学部
で勉強しています。母国マレーシアが抱
えている様々な問題の解決の力になりた
いという夢を抱いて創大に入学し、別科
生として宝友寮に入りました。
　当初は初めて親元を離れ、習慣の違う
日本での生活に緊張していた私に、寮の
先輩がやさしく声をかけてくれたことを、
今でも覚えています。しかし、１年目は部
屋が留学生ブロックだったことや、日本語
がまだ上手でなかったこともあって、日本
人学生の中に積極的に入っていくことは
できませんでした。ところが法学部１年生
になると周りは全て日本人に。これをきっ
かけに、国籍や習慣の壁を乗り越えよう！

と決心したのです。そんなとき、創立者の
コロンビア大学ティーチャーズカレッジで
の講演（1996年6月）を読む中で、  違い
を尊重できるのが勇気の人だ"ということ
を学びました。「まずは自分から変わって
いこう」と、さらに決意しました。それから
は、日本人学生と一緒に旅をしたり、ルー
ムメイトの実家でお正月を過ごしたりもし
ました。でも、お風呂に一緒に入れるよう
になるまでには、ちょっと時間がかかりま
したね（笑）。私がRAに挑戦するのは、こう
した経験が外国人留学生にきっと役立つ
と確信しているからです。新しい寮でも、
国際交流の場をたくさん企画したいと
思っています!

世界から集う、外国人留学生の強い味方に！

法学部法律学科2年
リー ジャンジュン ベンジャミンさん

セキュリティ対策も万全！

全寮、ICカードによる入館管理をし、
24時間管理者が常駐しています。

"
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からのスタートで、様々な課題が山積みで
した。それでも、設立趣旨に賛同してくだ
さった多くの方々や病院・施設に協力をい
ただき、2013年に開設できました。

 『人間力』と『看護実践力』を
兼ね備えた看護師を育成

̶̶創大ならではの看護学部の特色につ
いて、お話しください。
中泉：創大の看護学部の設立理念は、「生
命の尊厳を基調とし、生命力を引き出す慈
愛の看護を実践できる人材の育成」です。
そのために身に付けてほしい素養として、

『人間力』『看護実践力』『グローバルマイン
ド』を掲げています。まず『人間力』ですが、
看護師は一人ひとりの患者さんに寄り添っ
てケアをする職業。人間性や倫理観、使命
感を求められています。その点、本学では
豊富な教養科目を体系的に学ぶことがで
きます。次に、『看護実践力』ですが、高度
化する医療・看護の現場に必要な技術と
知識を確実に身に付けるためのカリキュラ
ムや病院実習が組まれています。
̶̶実習先での評価はいかがですか？
中泉：とてもいいです。患者さんの中には、
気むずかしい方もいるようですが、ケアを
通じて信頼感を得て、最後には別れを惜し
まれるような関係を築くことができたケー
スが多々あります。あとから感謝の手紙を
いただくこともあるほどです。
天笠ももさん（以後天笠）：私は実習で、たく
さんのことを患者さんから学ばせていただ
きました。特に忘れられないのは、英語し
か話せない患者さんの担当になったとき
のことです。体調が悪いうえに言葉が通じ
ないため、とてもナーバスになっていらし
たのですが、英語で懸命に話しかけながら
ケアをしたところ、少しずつ笑顔が増えて
いき、向こうからもたくさん話してくれるよう
になりました。全力で患者さんと向き合うこ
との重要性を実感しました。

これからの看護師に必須の
 『グローバルマインド』

̶̶もう一つの特色である『グローバルマ
インド』について、具体的に教えてください。
中泉：グローバリゼーションが進む社会に
おいては、国内外を問わず医療現場での異
文化理解とコミュニケーション能力が求め
られています。グローバルマインドを身に付
けた看護師を養成するための具体的な取
り組みが、国際看護研修です。

小迫由季さん（以後小迫）：私は1年次に
フィリピン研修に参加しましたが、出発前
に日本とフィリピンの医療事情の違いをグ
ループで調べ、質問事項を英語に翻訳す
るなどの準備をして研修に臨みました。英
語がなかなか通じなくて四苦八苦しました
が、思い切って相手の懐に飛び込めば心
が通じ合うことが分かりました。
天笠：私は1年次にフィリピン研修、翌年に
アメリカ研修に参加しました。アメリカ研修
では、一人ひとりがテーマを決めてリサー
チに挑みます。私は終末期医療を選び、
様々な医療施設で看護師にインタビュー
し、最後に「終末期の患者とその家族を尊
重した看護師の関わり方」について発表し
ました。

創大初の保健医療系学部は、
ゼロからのスタート

̶̶看護学部初代学部長である中泉先生
にとって、1期生を無事送り出した感想は
いかがですか？ 
中泉明彦看護学部長（以後中泉）：創大に
とって保健医療系の学部設立は初めてで
すから、試行錯誤しながらの4年間でした。
例えば、入学式後の5月に行う「ユニフォー
ム・聴診器贈呈式」。これは、演習や実習で
使うユニフォームと聴診器を学生一人ひと
りに手渡しして、看護の道を歩む責任を自
覚してもらうための大切な儀式です。その
ユニフォームもお仕着せではなく、自らの
感性で選んでもらおうと、学生たちの投票
によってデザインを決めました。このように
一つひとつの事柄を、学生と教職員が一緒
になって考え、新しい学部を作り上げてき
たのです。
̶̶稲光参与は看護学部の開設準備の段
階からかかわっていらっしゃいますね。
稲光禮子参与（以後稲光）：私の主な担当
は、教員のリクルートや実習病院の確保で
した。他の大学では附属の病院を持ってい
て、そこに看護学部ができるケースが多い
です。その場合は、実習を指導する人材も
設備も用意されていますが、私たちはゼロ

[特集3]

看護学部1期生が卒業、いよいよ医療現場に！
看護師国家試験75名全員が合格。合格率100％を達成！

看護学部１期生が卒業を迎え、社会
に旅立ちました。看護学部教職員と
卒業生の代表の皆さんに、看護学部
の４年間について語ってもらいました。

看護学部長

中
なかいずみ

泉  明
あきひこ

彦
大阪大学医学部卒業　医学博士　医師

大阪医科大学附属病院　看護師

小
こ さ こ

迫 由
ゆ き

季さん
2017年3月　看護学部看護学科卒　（岡山県出身）
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の笑顔や声かけでとても安心できたので
す。私も、どんな状況でも患者さんに安心
感やパワーを与えられる看護師になるた
めに、卒業後も知識を深めスキルを磨いて
いきたいです。

厳しい医療現場で
信頼される看護師に！

̶̶最後に、社会に旅立つ1期生へ、はな
むけの言葉をお願いします。
稲光：信頼される看護師になること、これが
全てです。一瞬一瞬が真剣勝負だと思って
患者さんと向き合ってください。医療現場
では、ミスは絶対にしてはならないもので
す。ミスは信頼を失い、一度失った信頼を
取り戻すのは大変なことです。どんな時も
目の前の一人を大切に気を引き締めて、何
があっても負けないで頑張ってください。
中泉：社会での評価が、創大看護学部の評
価となる、大きな使命を1期生は担ってい
ます。創大生の誇りを胸に、厳しい医療現
場で頑張り抜いてほしい。困ったとき、悩ん
だときは、いつでも大学に来てください。い
つもドアは開いています。

話している中で、ルールを決めたらみんな
が気持ちよく過ごせるねと、一人ひとりの
声から徐々に有志が集まり、様々な事柄を
話し合うようになりました。
稲光：トイレの便座のふたをすると便座暖
房の電気代が何円節約になるかなど、い
ろいろ調べてみんなに呼びかけて、大学の
ために行動してくれたのよね。
小迫：はい。そのうちに、きちんとした組織
を作ろうという声があり、3年次に学生自治
会が発足しました。学部運営の歴史を残
し、学部生が連帯していけるようにとの思
いで、事務の方にも協力していただきなが
ら体制を整えていきました。
稲光：1期生を見守ってきた私としては、ス
ケジュールの詰まった看護学部で、そうい
う活動は難しいのでは、と心配でした。で
も、あなたたちは勉強や実習、学生自治会
を見事に両立させましたね。
小迫：クラブ活動やアルバイトにチャレン
ジしている人もたくさんいました。
̶̶皆さん、たくましいですね。先生から見
て、1期生に点数を付けるとしたら何点ぐら
いですか？
稲光：100点です。私たちの期待以上の成
長をされたと思います。
中泉：私も文句無く100点満点ですね！

後輩の目標となれるような
看護師を目指したい！

̶̶1期生の頑張りに高評価が付いたとこ
ろで、これからの抱負を聞かせてください。
小迫：実習で患者さんに接すると、改めて
自分は目の前の患者さんのために勉強し
てきたのだと実感しました。創大で学んだ
ことを忘れずに、後輩の目標となれるよう
な看護師を目指していきます。
天笠：4年間親身にサポートしてくださった
先生や職員の方々に恩返しするためにも、
日々努力していきたいと思っています。実
は、フィリピン研修で体調を崩し、現地の病
院のお世話になったのですが、看護師さん

授業、実習と予定がびっしり。
看護学部生は毎日が挑戦！

̶̶看護学部のカリキュラムは、講義の他
に実習が多く、スケジュールがびっしりで
すね。
天笠：学年が上がるにつれて、学びの質が
求められるだけでなく、量まで増えていくの
で、やはり大変でした。毎日が自分との闘い
です。
中泉：特に4年生はハードです。実習、就職
活動、卒論、そして２月に看護師国家試験
が待っていますから。
天笠：国家試験は、先生からアドバイスをい
ただいたり、スカイプを利用して友人同士で
勉強会を開いたりと猛勉強が続きました
が、励まし合う仲間や応援してくださる方々
がいたので頑張れたと思います。

勉学以外のことにもチャレンジ！
たくましい看護学部生たち

̶̶勉強や実習で忙しい学部にもかかわ
らず、小迫さんは学生自治会を立ち上げて
初代執行委員長を務めたそうですね。
小迫：最初はとても些細なことから始まっ
たのです。机の上の消しゴムのカスをその
ままにしていていいのかと（笑）。友だちと

横浜市立みなと赤十字病院　看護師

天
あまがさ

笠 ももさん
2017年3月　看護学部看護学科卒　（神奈川県出身）

参与

稲
いなみつ

光 禮
れ い こ

子さん
元東海大学医療技術短期大学教授　看護師

About four years of the Nursing Department, 
faculty staff and graduate representatives discussed.

Feature 3: The first graduating class of the Nursing Department will go to Medical sites!
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看 護 学 部 4 年 間 の 学 び

創立者からいただいたユニフォームを身にまとい決 意を新たに

創立者から贈られた看護学部 指 針

演習の様 子

全員が卒業論文を執 筆し、研 究発 表を行いました

ヒューマンケアのプロフェッショナルを目指して
1期生の目指す看護師像

　実習で、認知症の患者さんをていね
いに観察し、持っている力を引き出す
かかわりができたときは心から感動し
ました。実際の現場では忙しさに追わ
れると思いますが、さらに力を付け、ど
んなときも、患者さん一人ひとりに寄り
添い、大切にできる看護師になります。

患者さんに寄り添う看護師に!

松本 成美さん
Narumi Matsumoto

三重県立総合医療センター　看護師
2017年3月　看護学部看護学科卒　（三重県出身）

　最初のフィリピン研修では、戸惑いば
かりでしたが、アメリカ研修では学ぶこ
とが楽しく、自分の成長を感じることが
できました。就職活動中は目標とする
看護師とは何か真剣に考え悩みました
が、何があっても前を向き、いつかは国
際協力ができる看護師を目指します。

国際的な現場で活躍できる看護師に!

野尻 晴華さん
Haruka Nojiri

東京大学医学部附属病院　看護師
2017年3月　看護学部看護学科卒　（神奈川県出身）

　創大での4年間は、私の人生の原点、
心の拠り所です。実習中には、患者さん
から「ありがとう」という言葉をいただき、
修了のときは先生や看護師さんが玄関
まで見送ってくださいました。人に必要と
され、それに応えられる看護師になるた
め、さらに力を付けていきます。

人に必要とされ、それに応えたい

椿 青空さん
Aozora Tsubaki

島根大学医学部附属病院　看護師
2017年3月　看護学部看護学科卒　（島根県出身）

看護師の使命を確認し、基礎となる知識と技術、
そして教養を学んだ１年次。海外研修にも挑戦しました。

将来を展望しながら、成人（急性期・慢性期）、老年、小児、精神の14週間の
実習に取り組んだ３年次。国家試験の受験準備も始まりました。

看護の思考過程と技術を学び、
初めて患者さんを受け持つ実習に挑戦した２年次。

専門領域別の学習もスタートしました。

就職活動に取り組みながら、母性、地域在宅実習、
そして４年間の総仕上げとなる統合実習と卒業論文に挑戦した４年次。

そして２月 看護師国家試験！

1年次

3年次

2年次

4年次
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世界の医療現場を
肌で感じた国際看護研修

創大看護学部の大きな特徴の一つは、グロー
バルマインドを持った看護師の育成。実際に海
外研修に参加した卒業生の声を紹介します。

　中学生のときに見た国際的な
舞台で活躍する看護師のドキュメ
ンタリーや高校でアメリカ留学中
に起きた東日本大震災。私は、ど
こにいても人の助けになれる看
護師になりたいと強く思い、創価
大学の看護学部を目指しました。
フィリピンとアメリカの研修では、
医療現場で患者の文化や宗教に
対応した治療や食事が行われて
いることが印象的でした。看護や
英語だけでなく、人間として成長
させていただいた研修でした。後
輩の皆さんにも挑戦してほしいで
す。国や地域によって医療事情は
違い、現場では自分の看護師像と
実態が異なるかもしれませんが、
国際看護研修で得た経験を生か
していきたいと思います。

人間として成長できた海外の医療現場

住田 久美さん
Kumi Sumida

参加した研修：アメリカ研修
　　　　　　 フィリピン研修
藤田保健衛生大学病院　看護師
2017年3月
看護学部 看護学科 卒

（愛 知県出身）

　フィリピン研修では貧富の差、
医療体制など、初めて見る世界に
驚くと共に、多様性に対応するに
は語学が必要だと感じて語学力
アップを図りました。また、アメリ
カ研修では、多様な人種、宗教、
価値観が混在する中で、現地の
看護師が、患者一人ひとりを理解
し、違う価値観を受け入れようと
する姿を肌で感じました。この研
修で、自分が思い描く看護師像が
はっきりしました。一つは、相手の
人格や背景に先入観を持たず、
尊重し向き合える看護師。もう一
つは医師と患者、患者のご家族な
ど周囲との間に入って調整できる
看護師です。将来、海外で看護師
として活躍できるよう、日々精進し
たいと思います。

海外研修で、思い描く看護師像を確立

藤井 清文さん
Kiyofumi Fujii

参加した研修：アメリカ研修
　　　　　　 フィリピン研修
国立国際医療研究センター病院
看護師
2017年3月
看護学部 看護学科 卒

（大阪 府出身）

サンフランシスコ総合病院
元CEO ジーン・オコンネル氏

キャピトル大学 看護学部長
フィデラ・アンサレ教授

フィリピン大学看護学部
ジョセフィナ・ツアゾン教授

仁済（インジェ）大学
医学部看護学科副学部長
ユン・スッキ教授

Global Nursing Training Course  
国際看護研修

●アメリカ研修
研修先:カリフォルニア大学
サンフランシスコ校（UCSF）
期　間:約10日間
内　容:看護先進国の米国で医療・健康に
関してグローバルな視野で学び、日本の看
護ケアに関する考察を深めます。

●フィリピン研修
研修先:キャピトル大学、フィリピン大学
期　間:約2週間
内　容:現地の医療や公衆衛生及び健康
保険等について学び、同国の総合病院の
視察を通じて民衆奉仕の精神を深めます。

●韓国研修
研修先:仁済（インジェ）大学
期　間:約1週間
内　容:韓国の医療制度、看護ケア、看護
教育等を学ぶと共に、日本と隣国との友好
交流の重要性の理解を深めます。

海外交流大学から招聘した客員教員による講義を
各セメスターで実施しています。

特色ある国際看護教育

これまでに招聘した主な客員教員

●カリフォルニア大学サンフランシスコ校看護学研究科
　ベサニー・フェニックス臨床教授
●カリフォルニア大学サンフランシスコ校
　元全米看護協会会長　メアリー・フォーリー臨床教授
●仁済大学医学部看護学科長　オ・ジナ教授
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　3年間の寮生活や留学等、ま
さに人の中で磨かれ、人の中で
成長した創大生活でした！「闇
が深ければ深い程、暁は近い」
という言葉で困難を乗り越えて
きました。これからも人間主義
の哲学を胸に、生活に潤いを与
える“モノ”を通して、国籍や人
種に関係なく世界中の人 の々気
持ちを前向きに変えていきます。

花王株式会社

菅野 竣介
Shunsuke Sugano（埼玉県出身）

文学部人間学科

2016年度卒業生の進路紹介
本年３月に創価大学から世界や地域へ羽ばたいた皆さん。

これからの目標と大事にしてきた言葉を語っていただきました。

　公認会計士試験に挑戦し、
現役合格を果たすことができま
した。苦しいときもありましたが、
周囲からの励ましに支えられて
辿り着くことができました。「英
知を磨くは何のため 君よ それ
を忘るるな」を指針に、信頼さ
れる公認会計士に、人を励ます
ことのできる女性に成長してい
きます。

有限責任あずさ監査法人

松本 愛美
Kanami Matsumoto（千葉県出身）

経営学部経営学科

　猛勉強してつかんだフランス
への交換留学が、人生の転換
点でした。専門外のビジネス
の勉強を、苦しみながらも負け
たくないとの一心で学んだこと
が今の夢に繋がっています。好
きな言葉は「日に日に新たに、
日々、新たなり」です。新しい
環境でもしっかりと信頼を築き、
日々挑戦していきます！

株式会社資生堂

添田 幸恵
Yukie Soeda（千葉県出身）

法学部法律学科

　夢は「沖縄の価値を高める」
ことです。そのために創大では
沖縄戦の芝居の出演や監修を
し、留学にも挑戦しました。時
に、自身の弱さに打ちひしがれ
ることがあっても、「自分にしか
歩めない道がある」の言葉や信
じてくれる仲間に励まされました。
その感謝を胸に「沖縄」「創大」
へ恩を返す人生を歩みます。

株式会社日建設計

饒平名 広武
Hiromu Yohena（沖縄県出身）

経済学部経済学科

　留学生として、日本語のみな
らず英語とドイツ語の習得に挑
戦しました。その語学力と培っ
た人間力で、多様な国籍の
人 と々自身の価値観を深めまし
た。「行動なき決意は虚言であ
る」という言葉で自分を叱咤激
励し、実力と人格を備えた女性
リーダーとして創価教育の体現
者になります。

日本アイ・ビー・エム株式会社

元 知恵
Jihye Won（韓国出身）

経営学部経営学科

　生命尊厳の社会をつくりた
いとの思いから、勉学やフィリ
ピン留学、論文大会等、挑戦と
充実の大学生活でした。私以
上に私を信じてくださる教職員
や先輩のおかげで、成長の日々
を送ることができました。今後
も母校愛と「青春の誓いは時
代を動かす」の言葉を胸に、夢
実現に向けて努力し続けます！

アクセンチュア株式会社

河端 美代子
Miyoko Kawabata（神奈川県出身）

経済学部経済学科

　大学時代はマーチングバンド
と研究活動に挑戦し、2度の全
国大会出場と国際会議を含む
5度の学外発表を行いました。
時間をかけてとことん掘り下げ
ること、トルストイの「戦いは、
必ず勝つと決めたほうが勝つ」
の言葉で壁を乗り越えました。
支えてくれた周囲の方 の々ため
に、これからも頑張ります。

ソフトバンク株式会社

山田 正史
Masashi Yamada（愛知県出身）

工学研究科情報システム工学専攻

　2年間の寮生活、3年次に
はビジネスコンテストに挑戦し、

「人のために努力する大切さ」
を学びました。「負けじ魂いつ
までも」の言葉と何があっても
あきらめない強い信念を持って、
目の前の困っている人の声に
耳を傾け、患者様やそのご家
族に生きる希望を与えていけ
る人になります。

日本イーライリリー株式会社

野呂 裕貴
Yuki Noro（大阪府出身）

経営学部経営学科

1313

Career Choices for 2016 Graduates
These Soka graduates just took their first steps into the world. 
Hear their goals and important words from them.

　2年間の寮生活、クラブ活動
など様々なことに挑戦した4年
間でした。その分やることが多
く苦しいときも。そんなときは
仲間が何度も奮起させてくれ
ました。そして「冬は必ず春と
なる」の言葉が前向きな気持
ちにしてくれました。これからも
何があっても負けずに、創大生
としての誇りを胸に頑張ります。

デル株式会社

髙橋 由美
Yumi Takahashi（宮崎県出身）

工学部(現 理工学部)情報システム工学科

　1日10時間の勉強を続ける
日 の々中で、先輩と一緒に学習
計画を立てたり、友だちと食事
しながら問題を出し合ったりと、

「縦と横の繋がり」が私の支え
となりました。県庁では明るく
元気に働く私の姿で、後輩の
道を切りひらいていきます。努
力し、やり抜いた後は信じるのみ。

「成るようになる」です！

佐賀県庁

森田 栄子
Eiko Morita（佐賀県出身）

経済学部経済学科

　入学したときから語学に挑
戦しようと決意し、トルコへの
留学も経験しました。学生生
活では様 な々ことで悩みました
が、「必ず、最後には勝つ」とい
う言葉を支えに進み、全てが
自分を成長させてくれる良き原
点となりました。この思いを忘
れず、社会で活躍しゆく人材へ
と成長したいと思います。

外務省（専門職員）

野村 武史
Takeshi Nomura（大阪府出身）

経済学部経済学科

　4年間、男子フットサル部
「Soka Futs」で活動し、目標
としていた関東リーグの1部
昇格を果たすことができました。

「何とかならないわけがない」
という言葉を胸に、2017年度
からは教師としての実践力を
磨くために、教職大学院で様々
なことを学びたいと思っていま
す。

創価大学教職大学院

林 恒樹
Koki Hayashi（大阪府出身）

教育学部児童教育学科

　中国北京へ2年間留学し、語
学だけでなく中国各地への旅行
や現地での長期インターン等、
学生時代にしかできない様 な々
ことに挑戦しました。入社後は
地元企業と中国を結ぶ架け橋と
なる決意です。先輩から言われた

「君は今、世界一の行動ができ
ているか」を忘れずに、いかなる
ときもベストを尽くします。

株式会社山口フィナンシャルグループ

伊村 桃子
Momoko Imura（山口県出身）

文学部人間学科

　大学ではクラブ活動に挑戦し、
「目の前の一人を大切にする」
姿勢を学びました。苦しいとき
は、創立者の励ましの言葉に
触れ、仲間と共に乗り越えてき
ました。卒業後は、生徒の持つ
魅力や力を引き出せる教育者
になります。大切にしている言
葉は、インドの大詩人タゴール
の「汝の力を強く信ぜよ」です。

千葉県公立中学校社会科教員

堀野 望美
Nozomi Horino（千葉県出身）

教育学部教育学科

　2年間の寮生活、クラブ、ゼ
ミなど様々なことに挑戦してい
く中で、多くの方々に支えられ
ました。いつまでも創大で培っ
た原点を忘れずに、卒業後は、
長野県庁の職員として、住民が

「ずっと住み続けたい」と思え
るまちづくりに貢献していきます。
座右の銘は、「青は藍より出で
て藍より青し」です。

長野県庁

今井 良明
Yoshiaki Imai（長野県出身）

法学部法律学科

　短大の2年間は、様々な委
員会活動に励み、志の高い仲
間と共に活動する中で、一生
涯の原点を築き、宝の友情を
結ぶことができました。心を奮
い立たせてくれる「誓いの青春 
はればれと 共に躍進 光彩は
なて！」の言葉と、短大で学ん
だ誇りを胸に、聡明な女性リー
ダーに成長してまいります！

株式会社三井住友銀行

坂本 結華
Yuka Sakamoto（石川県出身）

創価女子短期大学 現代ビジネス学科
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学生寮

学生寮

学生寮

緑風合宿所

第一グラウンド

中央教育棟

看護学部棟

ゲストハウス

新世紀橋

学光の塔

栄光の道

本部棟（M棟）

学生センター

白百合体育館

ニューロワール食堂
学修館

白雲駐車場

太陽の丘クラブハウス

青春広場

テニスコート

ビクトリーグラウンド

シャイニング・ロード

ワールドグラウンド
（野球場）

松風センター

出発の庭

建学の碑

東洋哲学研究所
文系校舎（C棟）

創

学

総合体育館

ラ

ラーニ

学生寮

バイク置場

駐輪場

文系

栄光門

滝山国際寮

HELP DESK の OPEN
時間については、館内掲
示板を見てください

SPACe(ＨＥＬＰ ＤＥＳＫ)
専門スタッフが皆さんの
大学生活をサポート!

SPACe HELP DESK では学習相談、レポートチュータリング・レ
ポート診断などの学習支援サービスが利用できるよ! 学習相談では、
大学生活、履修、語学、留学、数学などについて、レポートチュータ
リング・レポート診断では、レポートについて専門のスタッフに相談
ができるんだって。その他に、仲間と学びを共有できるシェア・タイ
ムなど、様々な企画があるよ。ぜひ行ってみてね!

お得スポットお得スポット
10選！10選！

1
お得

SPACe: 中央教育棟 2 階
月～金曜 9：00 ～ 20：30
土曜 9：00 ～ 17：00
日曜・祝日 休館
※長期休暇等、変更の
可能性があります。

ニュープリンス食堂、ニューロワー
ル食堂では、授業実施日の朝8時か
ら100円で朝食が食べられます。栄
養バランスのとれた朝ごはんで１
日を元気にスタート。ランチメ
ニューもとってもおいしいので、
食べすぎには注意しよう!

3
お得

体調不良や怪我をしてしまった……。そん
な時は、学内でドクターの診察を受けられ
るよ ! 検査や治療が必要な場合は病院への
紹介状を出してくれます。簡単なお薬や空
き時間にベッドで休養をとることも。心配
なことがあれば、まずは安心して、相談し
てみよう。本人確認のため学生証が必要
なので、必ず持参してね!

4
お得

中央教育棟東棟地下１階
開館時間はホームページでご確認ください。

総合体育館３階のトレーニングジムは、
講習を受ければ無料で使えるよ。専属
のトレーナーがいるので、初心者でも
大丈夫。開館時間は、ポータルシステ
ム PLAS”にログインして「各施設の開
館時間」をチェック!

5
お得

創価大学キャンパスは広い！
そしてたくさんの施設があります。
まずは、新入生にとって便利でお得な、
とっておきのスポットをご紹介します！

知
っ
て
い
る
と
便
利
！

3

4

2

1

5

10

大学生活にも、授業にもパソコ
ンは欠かせないアイテム。IT 環
境をサポートしてくれる IT 
Support Desk"サ イ ト で は、
レポートや課題に必須の Word
や Excel 等の Office ソフトが
無料でダウンロードできるよ!
また、パソコン環境など分から
ないことはコンサルテーション
ルームで相談してみよう!

2
お得

創大生が
本気で選んだ

創大生が
本気で選んだ

マイクロソフトOfficeが無料で
ダウンロードできる!!

コンサルテーションルーム
中央教育棟 AE254
平日 9：00～20：30
土曜 9：00～17：00

●IT Support Desk サイトURL
https://itsupport.soka.ac.jp/
●IT Support Deskから
ダウンロードできるソフトウェア
Windows版・Mac版
Word・Excel・PowerPointなど

IT Support Desk

一日の活力の源は100円朝食から!

ニュープリンス&
ニューロワール食堂

ニュープリンス食堂の100円朝食。
時期によってメニューは変更します

あって良かった!
安心の保健センター

保健センター 創大生・短大生限定の
無料のジムがある!

トレーニングジム

荒幡  大勝さん
（経営学部 4 年）

荒幡  大勝さん
（経営学部 4 年）

田村 彩華さん
（教育学部 4 年）

田村 彩華さん
（教育学部 4 年）
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学生寮

創価教育の道

中央教育棟

松風センター

出発の庭

建学の碑

創大シルクロード

創価教育
万代之碑

創大時習館

学生ホール

ラーニング棟

ラーニング棟別館

学生寮

平安の庭

創大門

池田記念講堂

中央図書館

万葉国際寮

理工学部棟（K棟）
理工学部棟（E棟）

理工学部棟（P棟）

総合案内所

正門

創価女子短期大学

東京富士美術館

教育学部棟別館（BA棟）

教職大学院棟（V棟）

白鳥体育館

短大クラブハウス

タゴール広場

教育学部棟（B棟）

大教室棟
ニュープリンスホール
（食堂1階）

文系校舎（A棟）

文学の池

文学の橋

シャトルバス
創大̶新宿間が超快適なのだ!!

図書館
Soka Book Waveで図書カードをゲット!

短大パソコン室 （短大生限定）  
実践的なパソコンスキルが身につく！

東京富士美術館
世界の名画を無料で!

学生ホール
何から何まで、
学生生活の大応援団!!

新宿駅西口と創大（池田記念講
堂前）が最短40 分。移動中は本
を読んだり、仮眠をとったり、
思い思いの時間を過ごせる
よ！予約制だから、座席の確
保も安心で片道410円。座席の
予約や運行ダイヤ、利用方法
の確認は、ポータルシステム 
PLAS”内の「シャトルバス予
約」にアクセス!!

6
お得

3

4

6

7

8

9

10

読んだ本の感想文を WEB上で投
稿すると、大学院生が添削してく
れ、確認・承認が終わると１件に
つき１ポイントをゲット。５ポイ
ント貯まると、図書カードのプレ
ゼントがあるよ!

7
お得

中央図書館開館時間
通常 / 月～金曜 8：30 ～ 21：00
土曜 9：00 ～ 21：00
日曜 10：00 ～ 17：00
※長期休業期間や試験期間は開館時間が異なりますのでホームページでご確認ください。

2階・Soka Book Waveの企画展示コーナー

Microsoft Office Specialist（MOS）
検定試験対策ソフトが全パソコンに
導入されており、短大生なら誰でも、
日頃からパソコンスキルを磨くこと
ができるよ ! 同検定試験のスキルを競
う「MOS／ACA世界学生大会 2016」
日本大会において、短大生は2011年度より６年連続で入賞しており、
2015年度には世界大会に日本代表として出場 ! 見事、世界第３位の快
挙を成し遂げました !

8
お得

短大パソコン室
利用可能時間 / 月～金曜 9 : 00 ～ 20 : 20
※長期休暇等、随時変更の可能性があります。

創大生・短大生は学生
証の提示で、東京富士
美術館の常設展入場料
が無料に。空きコマな
どを利用して世界の名
画に触れ、心休まるひ
と時を過ごそう!

9
お得

東京富士美術館　開館時間 10 : 00～17 : 00（16:30 受付終了）
休館日 / 毎週月曜（祝日、振替休日の場合は開館。翌火曜は振替休館）、
年末・年始、展示替期間

ガクホの愛称でみんなに親しまれている「学生ホー
ル」。1階売店では書籍・雑誌が10%OFF、文具
20%OFFなど超おトク!試験期間にはパンとオニギ
リの半額セールも企画。ついつい爆買いしちゃう
こと間違いなし。今話題のハラールフードの販売
や旅行、各種試験の申し込み、切手、クリーニング、
宅配便も扱っています。ガクホを使いこなせば、
大学生活が充実すること間違いなしだね！

10
お得

の
ジム

ハラールフードは冷凍食品、レトルトカレー、
インスタント麺、チリソースなど豊富な品揃え



16 Soka Univ. News16 Soka Univ. News

創大のロケ地へ
イッテみよう!!

創大があの
ドラマの舞台に！

創価大学・創価女子短期大学のキャンパスが多くのド
ラマや映画等のロケ地に使用されています。ここでは
人気ドラマや映画で使用された場所の一部を紹介しま
す。是非、キャンパスのロケ地巡りをお楽しみください！

TBS日曜劇場「下町ロケット」
第7話～第10話

放映期間：2015年11月29日～12月20日
主な出演者：阿部寛、今田耕司、世良公則、小泉孝太郎、安田顕など

宇宙科学開発機構の研究員だった主人
公の佃航平（阿部寛）が、死んだ父の経営
していた町工場の社長となり、倒産寸前の
状態から国家的プロジェクトに挑む物語。
本学がロケ地として使用されたドラマ後半
は、「ガウディ」という心臓に埋め込む人工
弁の開発に取り組む様子が描かれた。

第８話で使用された理工学部Ｐ棟106研
究室。今田耕司さん演じる医師・一村教授
が深夜に研究をするシーンが撮影された

第８話の後半で使用された中央教育棟３
階渡り廊下。世良公則さん演じる心臓外
科部長の貴船教授がコアハートの臨床試
験の状況を確認するため病室に移動する
シーンが撮影された

第９話で使用された栄光の道（ロワール食
堂周辺）。一村教授が心臓病患者の子供
と、その母親を励ますシーンが撮影された

TBS日曜劇場「99.9 刑事専門弁護士」
第1話、第3話、第5話～第10話

放映期間：2016年4月17日～6月19日
主な出演者：松本潤、香川照之、榮倉奈々など

刑事事件専門の貧乏弁護士・深山大
翔(松本潤)が、室長・佐田篤弘(香川照
之)、立花彩乃(榮倉奈 )々らと共に自らの
依頼人が「99.9％有罪」という事件の
真相に迫っていく物語。本学は裁判所
のロビーや検察庁として使用された。

中央教育棟地下2階エントランス。中央教
育棟から看護学部棟や学生センター、創
大門に行きたいときの近道。ドラマでは裁
判所のロビーとして使用された

ディスカバリーホールの出入口を繋ぐ階
段。ドラマでは裁判所の階段として第7話
などで使用された

創価女子短期大学2階のコンピュータ室
前の廊下。奥にはEnglish Lounge等があ
る。ドラマでは検察庁の廊下として、第1話
で深山と大友検事正が対峙するシーンな
どに使用された

日テレスペシャルドラマ、映画
「黒崎くんの言いなりになんてならない」

放映期間：ドラマ／2015年12月22日、23日　映画／2016年2月27日全国ロードショー
主な出演者：中島健人、小松菜奈、高月彩良など

女子高生の赤羽由宇（小松菜奈）は憧れ
の男子と同じ寮に住むことになる。しかし、そ
こに悪魔級ドS男子、黒崎晴人（中島健
人）があらわれる。黒崎くんから突き付けられ
る無理難題に立ち向かいながら、恋が展開
する斬新なラブストーリー。主人公の生徒
が通う高校として本学が使用された。

スペシャルドラマで使用された中央図書館前。小松菜
奈さん演じる赤羽由宇が親友とクリスマスツリーを飾る
シーンが撮影された

スペシャルドラマで使用された学生センター１階の実行委員会室。ク
リスマスツリーに装飾するデコレーションを探すシーンが撮影された

まだまだある ! ここもあそこも創大ロケ地一覧　※詳細はホームページに掲載しています。

番組名 放映日 撮影場所 撮影シーンの主な出演者

日本テレビ 金曜ロード SHOW!「銭形警部」 2017 年 2 月 10 日 本部棟前 前田敦子、三浦貴大、袴田吉彦

TBS 月曜名作劇場「あんみつ検事の捜査ファイル②」 2017 年 2 月 6 日 文系Ａ棟、文学の池 片平なぎさ、石塚英彦

土曜ドラマ「スニッファー 嗅覚捜査官」 2016 年 11 月 5 日 池田記念講堂前庭、ロビー 阿部寛、香川照之、井川遥

TBS 月曜名作劇場「あんみつ検事の捜査ファイル①」 2016 年 6 月 13 日 模擬法廷教室、文系 A 棟ロビー、中央図書館 片平なぎさ、石塚英彦

テレビ東京金曜ドラマ「ドクター調査班」 2016 年 5 月 27 日、6 月 3 日 中央教育棟 B2F 前・1 Ｆエントランス・1 Ｆ前 谷原章介、中越典子、田山涼成、忍成修吾　

フジテレビ 松本清張スペシャル「一年半待て」 2016 年 4 月 15 日 本部棟模擬法廷教室 菊川怜、石田ひかり

フジテレビ 「火の粉」 2016 年 4 月 2 日 本部棟模擬法廷教室 ユースケ・サンタマリア、伊武雅刀、佐藤隆太

日本テレビ 金曜ロード Show ！「さよならドビュッシー」 2016 年 3 月 18 日 中央教育棟ディスカバリーホール 北大路欣也、キムラ緑子、黒島結菜

テレビ朝日 金曜ナイトドラマ「スミカスミレ」 2016 年 2 月 5 日～ 創大門周辺 桐谷美鈴、町田啓太

ＴＢＳ ドラマ「マザーゲーム」 2015 年 5 月、6 月　 中央教育棟ディスカバリーホール、中央教育棟周辺、栄光の道周辺 木村文乃、横山歩

日本テレビドラマ「Dr. 倫太郎」 2015 年 4 月 正門からの桜並木 堺雅人、蒼井優
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蓄積された政治理論に立ち返ることで問題を明確にし、「より深い民主主義」を追究することが研究課題

「何が問題なのかを見つけ、深く考える訓練こそ、教養ある世界人への道です」
"Practice in identifying problems and thinking deeply about them is the way to become a learned global citizen."

責任ある行動をとれる“市民”に。
政治学はその糧に

　山田教授の専門は政治学。現代民主主義理論や政
治思想などについて研究しています。研究成果を海外
で発表する機会も多く、最近ではイギリス政治学会
（PSA）で研究発表を行ったり、国際専門誌に論文が掲
載されたりしています。普段は、国際教養学部の教授と
して政治理論の講義を担当。授業はもちろん英語です。
　「政治学は、これから“市民”になっていく学生に是非
学んでほしい学問です。“市民”とは、民主主義について
考え、判断し、責任ある行動をする人と言えますが、そ
の意味が本当に分かるのは、社会人になって苦労して
からかもしれません。それを学生に英語で教えるのは
なかなか難しいのですが、政治学に興味を持ってもら
えるようにと授業をしています」

研究者としての思いは、
「民主主義をもっと深めたい」

　山田教授が研究を通じて追究しているのは「民主主
義をもっと深める」ことです。
　「民主主義というと、代議制や参政権などの言葉が
浮かぶかもしれませんが、制度が整っても民主主義の
完成ではありません。民主主義を掲げている国でも、男
女差別や経済格差など不平等があり、差別や抑圧を受
ける側から見ると決して民主的な社会とは言えない。
もっと民主化する余地があるわけです。そこで意味を持
つのが、ラディカル・デモクラシーという考え方です」
　ラディカル・デモクラシーとは、民主主義をより徹底
化させようというもの。いろいろな議論が含まれます
が、中でも注目されるのは、しっかりした対話を重視す
る熟議民主主義だそうです。
　「例えば、議会制民主主義では多数決でものごとを
決めますが、そもそも多数決は民主的なのかという疑
問はついてまわります。だとすれば、最終的には多数決
で決めるとしても、そこに至るまでに熟議することを大

事にしようという考え方です。その意見や
政策がなぜ良いのかという根拠を示し、反
対意見にも耳を傾ける。数より先に、根拠
の強さを競い合うように変わっていけば、
民主主義はもっと鍛えられていくでしょう」

母語で思考訓練をして
深く考える力を付ける

　山田教授のゼミは現在、3年生が6人、4
年生が5人。3年生の後半には卒論テーマを決め、執筆準備
にとりかかります。卒論は英語で書きますが、山田教授は日
本語の本を存分に読むことも奨励しています。
　「ものごとをより深く理解するためには、母語で書かれた文
献をたくさん読むべきだと考えています。国際教養学部の強
みは、英語と母語の両方で専門書や資料を読みこなせるこ
とです。専門用語を理解し、筋道立てて考えるという思考訓
練を母語でしっかり行ってこそ、英語での議論も深まります」
　日々接するニュースも、現象をただ追うだけではなく、背景
や文脈をとらえることが大事だとも言います。
　「移民や経済格差などの問題にしても、それはいつから起
きたのか？以前にもあったことなのか？前と今とはどこが共
通でどこが違うのか、などという視点がないと、何が問題なの
かが見えてきません。広く浅い知識ではなく、理論と歴史を
ふまえ深く考えられる人こそ、教養のある人と言えます。世界
で通用する人になるために、英語力と共に本物の教養を身
に付けてほしいと願っています」

［　］FILE

12

国際教養学部
山田 竜作 教授

1989年日本大学国際関係学部卒業。1992年日本大学大学
院国際関係研究科修士課程修了。八戸大学商学部専任講
師、日本大学国際関係学部専任講師を経て、2003年英国
シェフィールド大学大学院社会科学研究科Ph.D.（政治理論）
取得。2004年日本大学国際関係学部准教授、2012年創価
大学学士課程教育機構准教授。2014年より創価大学国際
教養学部教授。

山田 竜作
Pro le

Ryusaku Yamada 

山田教授の著作。
今の時代だからこ
そ興味深いテーマ
だ
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創価大学には様々な海外短期研修の機会
が用意されています。語学の向上はもちろん、
現地の生活・文化に触れ、視野を広げるチャ
ンス！在学中に、第一歩を踏み出しましょう。

Experience in the world!
春の海外研修で世界を体感しよう！

　今回、創価大学として初めて行われた
本プログラムには、経済学部、経営学
部、文学部、法学部、理工学部より10名
の学生が参加しました。「農業ボランティ
アを通し実践的な英語を習得する」「海
外ボランティアに参加することで協調
性・主体性の向上を図る」「ミャンマーの
農村部にて、地域住民との交流を通し、
異文化理解・国際感覚を養う」ことを目
的に、ミャンマー北部のパヤタン村の児
童施設にて、農業、英語授業などのボラ
ンティアを行いました。

ミャンマー・ボランティア・プログラム

　教育費の支払いが困難な約1600名
の生徒・児童が施設に住み、そこから隣
接する学校に通っています。
　児童は夜明け前の朝5時頃から、教科
書を音読し暗記を始め、学校が終わっ
てからも、自分たちで食事の準備から後
片付けを行い、さらに夜10時頃まで勉
学を続けています。その向学の姿には、
参加者全員が心を打たれました。
　電気や上・下水道などのインフラ不足
など、初めて体験する生活環境で、最初
の数日間は戸惑いましたが、生徒・児童
や現地ボランティア従事者と接する中
で、不便さを払拭するほどの価値を見い
だすことができ、参加者全員が成長でき
るものとなりました。

期　　間：2017年2月15日～28日
参加人数：10名

井上 秀輝さん　Hideki Inoue　文学部2年

岡村 和恵さん　Kazue Okamura　法学部3年

　机の上だけでは学べない、世界各国
の異文化を学びたいと思い参加を決め
ました。多様な国籍の留学生の仲間と
議論する中で、様々な価値観や考え方
があることに驚いています。今後もどん
どん海外に出て行き、語学力と共に、国
際的な視野を身に付けていきたいと思
います！ 

　私には、世界を舞台に活躍するジャー
ナリストになるという夢があります。その
ためにも、１ヶ月以上の海外研修に参加
し、世界の実情をこの目でみて、力を付け
たいと思いました。多様な考え方を学ぶ
中で、世界の動きを英語で発信していき
たいという気持がさらに強くなりました。
次は長期留学にも挑戦していきます！

オーストラリア ラトローブ大学研修

“ミャンマーの人々の姿と豊
かな自然に心打たれました”

“これからも海外へ！
その第一歩となりました”

“ジャーナリストを目指し、
次は長期留学！”

1.総勢10名の参加者／2.異文化交流のスタート／
3.現地の農業の実態に戸惑うことも／4.美しい自然に
感動／5.日本ではできない経験の連続

期　　間：2017年2月7日～3月19日　参加人数：20名

1.

2.

4.

5.

3.
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現在、創大には約750名の留学生が学んで
います。彼らは創大に何を期待し、そして何
を感じたのでしょうか。留学生が見た創大の
魅力を語ります。

My experience at the SOKA univ.
留学して感じた「創大のここが凄い！」

　2014年、ブルネイ大学からの交換留
学生として、創大に来ました。1学期だけ
の短い間でしたが、異なる文化や宗教
を受け入れてくれる人々、安心して勉強
できる環境、美しいキャンパスなど、全
てが素晴らしくて、この大学が大好きに
なりました。そして、もう一度創大で勉強
したいという思いから、昨年の春、大学
院の修士課程に入学し、現在は経営マ
ネジメントの勉強をしています。私の留
学生活は大学からのたくさんのサポー
トによって成り立っています。その一つ
は奨学金。学費免除と「牧口記念教育
基金会留学生奨学金」をいただき、経済
的な心配をせずに勉強に専念できる感
謝を勉学の結果で恩返ししていこうと
決意して、日々学んでいます。

　また、教授はとても親切で、勉強の指
導だけでなく、家に招いて手料理をごち
そうしてくださいました。国際課の職員
の方も、私が来日時の手続きに苦戦し
ているのを見て、市役所まで付き添って
くれました。さらに、創学サービスではハ
ラール料理が提供されていますし、留
学生向けのニューイヤーパーティーで
も、ハラール処理された肉を使ったすき
焼きが出るなど、ムスリム（イスラム教
徒）に対する配慮もあります。こうした温
かいサポートに支えられ、私は今、この
留学が自分の可能性を広げ、自分を輝
かせてくれていると感じています。留学
期間はあと１年。その後はブルネイに帰
りますが、できれば日本と交流がある企
業で働きたいです。

奨学金からハラール料理までサポートに感謝

ヌルファディラ
ハジ ジャイラニさん
修士課程コース
 （2014年度ブルネイ大学から秋交換留学生）

ブルネイ

　母国インドネシアの大学で経営学を学
んでいましたが、世界で活躍できる人材
になるために留学を決意しました。留学
先の候補には東南アジアや中国、アメリ
カなどがありましたが、日本に決めたの
は、経済大国でアジア圏への影響力が大
きく、そしてグローバルな視点で教育をし
ている創価大学があることでした。
　入学して驚いたのは、キャンパスその
ものが 世界”だということです。創大には
世界185大学とのネットワークがあるの
で、様々な国の学生が集い、多様な言語
が飛び交っています。ですから、寮や
SPACe、図書館、学食など、キャンパスの
あちこちに、新しい出会いや繋がりを作
るチャンスがあるのです。
　また、職員の方 と々学生との距離が近

いことも魅力です。入寮のウェルカムパー
ティーや創大祭などのイベントを通して
関係を深め、こちらから相談する前にス
タッフから声をかけてくれ、生活やメンタ
ル面でのケアにとても感謝しています。
　私にとって創大で得た 友だち”は、と
ても大切な存在です。一緒にいて楽しい
だけでなく、お互いに人間としても成長
できるし、いろいろな国の文化や経済の
情報交換もできる。全てが自分の糧に
なっていると感じています。
　将来、自分や創大同窓生が成長して
政界や経済界で活躍するようになった
ら、互いの国を尊重し、経済発展や世界
平和の実現のために手を携えていく、そ
んな未来を描ける、他では得られない
環境が創大にはあります。

創大のキャンパスは、“世界”の縮図

インドネシア

スナルディ ムリアワンさん
修士課程コース
 （2015年度Non-degree生）

留学生と友だちになろう！

来日したばかりの外国人留学生をサポートする取り組み。履修登録や市
役所での手続き、一緒にバスに乗って駅前でショッピングも。国際課が
各学期前にポータルサイト等を通じて募集しています。

外国人留学生と創大生がペアを組み、互いの言語や文化を教え合いな
がら友情を深める取り組み。留学経験者による創価大学ワールド会が
運営しており、毎年秋にポータルサイト等を通じて募集しています。

■Conversation Partner Program（CPP）■留トモ

”

”
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創価大学創立45周年・創価女子短期大学開学30周年記念寄付事業への御礼

　平素より創価大学、創価女子短期大学に対し、深いご理
解と多大なご協力を賜り衷心より御礼申し上げます。
　この度は、創価大学創立45周年並びに、創価女子短期
大学開学30周年記念寄付事業に、多くの皆様方から真心
のご寄付を賜りましたことに心から感謝申し上げます。
　お陰様で、寄付の総額は、目標額でありました10億円を
超えることができました。誠にありがとうございました。
　賜りましたご寄付は、世界各国から創価大学に集った
留学生と日本の学生が共に生活し、勉学に励むことにな
る、新たな学生寮「滝山国際寮」（男子）、「万葉国際寮」（女
子）の建設費用の一部に充てさせていただきます（滝山国
際寮、万葉国際寮の詳細は5ページをご参照ください）。
　また、給付奨学金をはじめとする各種奨学金制度のさら
なる拡充をもって、学生への支援を充実してまいります。
　創価女子短期大学開学30周年記念寄付におきまして
も、短大の卒業生をはじめ、多くの皆様からご支援を賜り
ました。短大の教育環境整備の充実のため、大切に使わ
せていただきたいと存じます。
　この度の記念寄付事業にご寄付を賜りました皆様のお名
前は、芳名録としてまとめ、滝山国際寮、万葉国際寮、創価
女子短期大学に大切に保管をさせていただきます。

　これからも、創価大学・創価女子短期大学は、どこまでも
創立者池田大作先生の示された「学生第一」の根本精神
を堅持し、創立50周年へのさらなる発展を目標に鋭意努
力し、皆様にお応えしてまいります。
　皆様方の益々のご活躍とご健勝を心からお祈り申し上
げます。

2017年２月１日
学校法人　創価大学　理事長　田代 康則

　　　　　　　　　創価大学長　馬場 善久
　　創価女子短期大学長　石川 惠子

　この度、創友会では、卒業生向けのサ
ポーターズサイトを開設いたしました。
これは、創友会員の登録情報の閲覧・更
新を行うための従来のログインサイトを
拡充・発展させたもので、今後、卒業生
の皆様へ母校・創価大学の発展の様子
などの情報をお届けし、喜んでいただけ
るようなサイトを目指してまいります。サ
ポーターズサイトにログインしていただ
くと、
・卒業生の活躍の様子
・奨学生からの感謝の声
（創大生へのインタビュー記事）
・創友会メールマガジンの配信設定なら
びにバックナンバー閲覧
などのコンテンツが利用できます。

卒業生向けのサポーターズサイトを開設2017年

春！

サポーターズサイト　トップ画面

今後もさらなる充実を目指しております
ので、乞うご期待！
【ログイン方法】
ログイン用URL:https//contrib1.soka.
ac.jp/soyu
　従来の創友会アカウントをお持ちの
方は、アカウント・パスワードをそのまま
ご利用いただくことができます。

問い合わせ先：創友会事務局 
〒 192-8577
東京都八王子市丹木町1-236
Mail：alumni@soka.ac.jp
FAX：042-691-1768

記念事業　寄付者芳名録
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応募方法
募集期間：2017年４月１日（土）～５月6日（土）
応募資格：創価大学にゆかりのある方なら誰でもＯＫ！
募集作品：創大・短大の魅力が伝わる風景や人物、建物の写真
宛先：sodaiphotocontest@gmail.com
件名：撮影地点・メッセージ・本名または投稿ネーム
本文：在学生の場合/学部・学年・学籍番号・氏名・電話番号
　　   在学生以外の場合/住所・氏名・電話番号
賞品：最優秀賞受賞者には図書カード3万円分プレゼント
　　   優秀賞、佳作受賞者にも豪華プレゼントがあります！
※なお、撮影した写真の著作権は創価大学に帰属します。

⇒入賞作品は次号ＳＵＮvol.94にて発表！

最優秀賞　妹尾 英一さん 優秀賞　大黒 由紀さん

佳
作
賞

　
増
井 

連
さ
ん

佳
作
賞

　
大
峡 

典
人
さ
ん

佳
作
賞

　
谷
口 

邦
明
さ
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大好評だった第1回では、

300点を超える応募がありました。皆さんの熱き思いを

受けて第2回を開催します。創大・短大の魅力が伝わる、

とっておきの“SOKAワンショット”を待っています！

創大公式SNSを活用して、キャンパスライフを充実させよう！

第１回コンテストの受賞作品から

大好評だった第1回では、
んの熱き思いを

第2回“SOKA Photo コンテスト”開催！

最優秀賞受賞者には、図書カード3万円分をプレゼント！

フェイスブック

https://www.facebook.com/
sokauniversity

ホームページでは紹介しきれない
ニュースや写真などを紹介しています。

フェイスブック英語版

https://www.facebook.com/
sokauniversity.en/

英語で創価大学のニュースや写真、
取り組みを紹介しています。

ツイッター

@soka_univ

創大のニュース、主なイベント情報、
報道発表などのお知らせを投稿して
います。

創大オフィシャル
放送局「ユニスタ」（動画サイト）

Instagram

http://line.me/ti/p/EmFnYEt

@sokauniversity

創大のニュースや取り組みを紹介す
る映像コンテンツを公開しています。

創大のキャンパス風景や各種イベン
トの模様を画像で紹介しています。

LINE

大学の日常や受験生向け
の情報などもお届けしま
す。 創価大学ライン QRコード
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2017年4月度の新任役職人事および新任教員紹介
New staff appointments and faculty starting April 2017 

八王子出身の医師・肥沼信次氏の生涯を描いた演劇を学生らが公演
Students Put on Drama Depicting the Life of Nobutsugu Koenuma, Physician from Hachioji

3月8日、本学学生らによる演劇グループ「劇衆オの組」（代
表：文学部3年 福地海斗さん）が、八王子市内のいちょう
ホールで、八王子市出身の医師・肥沼信次氏の生涯を描い
た「七一年目の桜」を公演し、約280名の方が鑑賞しまし
た。本公演は博士の71回目の命日にあわせて行い、第二次
世界大戦終戦後のドイツ・ヴリーツェン市で、伝染病治療に
尽力した肥沼博士の人生を描いたものです。肥沼氏の役を
務めた石田哲也さん（文学部4年）は、「多くの人の命を救っ
た肥沼博士の功績を伝えると共に、演劇を通して苦悩や喜
びといった人間的な側面を表現したいと思い演じました」と
語りました。

経営学部　　　　　准教授　志村 裕久
　　　　　　　　　講師　　松本 敬子 　　
文学部　　　　　　准教授　西川 ハンナ
　　　　　　　　　講師　　蝶名林 亮 　　
看護学部　　　　　教授　　鈴木 恵子
　　　　　　　　　准教授　西尾 育子
工学研究科　　　　教授　　古谷 研 
法務研究科　　　　教授　　鈴木 朋子 
比較文化研究所　　准教授　松森 秀幸
学士課程教育機構　講師　　荊 紅涛
　　　　　　　　 　講師　　山本 梓
ワールドランゲージセンター(WLC)
　　　　　　　　　准教授　ポール・ホーネス
　　　　　　　　　講師　　対馬 あすか

新任教員創価大学　役職人事

副学長
経済学研究科長・
研究推進センター長兼任

神立 孝一

副学長補
国際部長兼任

小山内 優

入試部長
川島 秀明

学生部長
亀田 多江

図書館長
鈴木 正敏

創価女子短期大学　役職人事

※助教についてはSUN94号で紹介します。
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第43回創価大学、第31回創価女子短期大学卒業式を盛大に挙行
Celebrating the 43rd Soka University and 31st Soka Women’s College Graduation Ceremonies

3月18日、第43回創価大学、第31回創
価女子短期大学卒業式が本学キャン
パスにて晴れやかに挙行されました。
田代康則理事長による創立者からの
メッセージ紹介に続き、学位記等の授
与、創立者賞をはじめとした各賞の表
彰が行われました。卒業生の代表が

抱負を述べた後、馬場善久学長の告
辞に続き、来賓であるタイ王国タマ
サート大学のノーラニット・セータブッ
ト評議会議長から祝辞がありました。
晴れ着姿の卒業生たちは学生歌を大
合唱して終了しました。

留学生が長野県白馬村での
「スキーツアー」に参加
Int'l Students Join Ski Tour in Hakuba, 
Nagano Pref.

交換留学生ら17カ国・地域128名の
修了式を開催
Completion Ceremonies for 128 Exchange 
Students in 17 Countries & Territories

創大で学んだ交換留学生、アメリカ創価大学研修生、特別履
修生ら17カ国・地域128名の修了式が、1月26日にディスカバ
リーホールで行われました。修了式では田代康則理事長より、
創立者池田大作先生からのメッセージが紹介されました。創
立者はメッセージの中で、「どうか、これからも、何があっても負
けない『創大スピリット』を燃え上がらせ、それぞれの使命深

1月下旬に国際課が2泊3日のスキーツアーを開催。約20名
の留学生が参加しました。講師から指導を受けた後、雪山
の様々なコースを、皆で楽しく滑りました。また、ホテルにて
太巻寿司作りにも挑戦。最終日はゴンドラに乗って山頂へ
移動し、白馬村の美しい雪景色をバックに記念撮影を行い

き大事な人生を、明るく朗ら
かに、そして忍耐強く勝ち開
いていってください」と呼び
かけました。その後、受講証
書が授与されました。

ました。初めてスキーを体験
するアフリカからの留学生な
どもおり、日本での貴重な思
い出の一コマとなりました。

学位記および各賞受賞者
■博士学位記
李 韶娟　 博士(経済学) 
徐 明玉 博士(経済学) 
ツグラッゲン・エヴェリン    博士(人文学) 
水地 良明 博士(工学) 
木下 貴明 博士(工学) 
三浦 太一 博士(工学) 
阿久根 幸恵 博士(工学)
■博士前期課程・修士課程代表
岸川 隆行　修士(法学)
■法科大学院 総代
黒川 真希 法務博士（専門職）

■教職大学院 総代
大城 威  教職修士（専門職）
■学部 総代
利倉 心之助 経済学部
稲場 英知  経営学部 
水野 智寛  法学部 
落合 舞子  文学部 
岡澤 茜  教育学部 
湯浅 大樹  工学部 
中村 美鈴  看護学部
■通信教育部 総代
近野 忍  教育学部

■別科日本語研修課程 総代
李 溶洙
■北京語言大学学位記
髙間 俊幸
平山 直樹
桑原 伽奈
町田 崇
時沢 清美
内田 典人
吉村 香織
伊村 桃子
長井 裕子

川上 美喜
山本 秀美
■バッキンガム大学学位記
野﨑 茜
渡邉 紗蘭
若井 香織
柳澤 晴美

■創立者賞
稲場 英知  経営学部 
佐藤 幸恵  文学部 
川井 麻海唯 英語コミュニケーション学科
■魯迅青少年文学賞
松本 英之  法学部 
宮本 尚子  経済学部
■インド創価池田女子大学世界友情賞
髙木 光子  経営学部 
古武家 優佳 英語コミュニケーション学科
■マハトマ・ガンジー青年平和賞
野村 武史  経済学部 
渡邊 紗月  現代ビジネス学科

■冰心青少年文学賞
津田 良恵   経済学部 
森田 彩香   現代ビジネス学科
■創価大学貢献賞
田村 幸慈   文学部 
関谷 美幸   文学部 
谷口 優和   文学部 
吉岡 舞有   文学部 
松戸 千恵子  文学部 
辰田 隆   経済学部 
他村 咲希   経営学部 
菅野 竣介   文学部 
小幡 未央   経済学部 

折原 伸男 　経済学部 
堀田 知香子　経済学部 
千葉 栄輔 　法学部 
土居 奈月 　法学部 
小野 幸一 　教育学部 
孫 惠永 　経営学部 
朱 迎恩 　経済学部 
村田 正樹 　法学部 
カーリー 法流　文学部 
伊藤 光恵 　文学部 
坂田 光一 　文学部
■スポーツ栄光賞
田中 正義 　経営学部 

池田 隆英 　経営学部 
セルナルド 祐慈 　経営学部 
彦坂 一成 　経済学部
■香峯賞（学科総代）
大谷 広美 　現代ビジネス学科
大原 萌子 　英語コミュニケーション学科
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林俊雄教授の著書が
新たな内容を加え再出版
Professor Toshio Hayashi's Book Republished 
with Additional Contents

文学部・林俊雄教授の著書『興亡の世界史 スキタイと匈奴 
遊牧の文明』が、1月11日に講談社学術文庫より再出版され
ました。本書は2007年、「興亡の世界史シリーズ」の一環と
して同社より発刊。林教授は、中央ユーラシアの歴史と考古

学を専門とし、初期の騎馬遊牧民族で
あるスキタイ・匈奴に焦点を当て、草原
地帯での発掘調査などを重ねてきまし
た。10年が経ち、今回文庫版を刊行する
にあたって、考古学の新たな発見や事件
が「あとがき」として加筆されていま
す。

社会福祉士国家試験で、私立大学
合格率３年連続の「第１位」に！
Acquired first place in the pass rate of 
private universities for three consecutive 
years in social worker national exam

第29回社会福祉士国家試験に、本学文学部の社会福祉専
修生が挑戦。9名が合格しました（新卒合格率81.8％）。全
国私立大学で3年連続の第1位となりました（受験者10人以
上の私大）。なお、本年は45,849名が受験し、11,828名が
合格、合格率は25.8％でした。社会福祉士は、生活保護や
介護、児童虐待などを抱えた方の相談援助を担います。本
学では合格に向け、課外講座や学習相談等の支援を行って
きました。今回、社会福祉士を取得した学生の多くは、国や
各都道府県などの行政機関、医療機関、地域の相談機関、
社会福祉施設等に就職が決まっており、これから社会福祉
の第一線での活躍が期待されます。

八王子夢街道駅伝で
陸上競技部駅伝部が優勝・準優勝
Track and Field Team's Ekiden Club Won 1  & 
2   at Hachioji Yume Kaido Ekiden

2月12日、「スーパーアルプス第67回全関東八王子夢街道
駅伝競走大会」が開催。大学男子の部で「創価大学Bチー
ム」が優勝、「創価大学Aチーム」が準優勝に輝きました。国
内最大規模の駅伝大会といわれ、JR八王子駅から20.7km
を、4区に分けて競い合う大学男子の部には、強豪校を含
む全84チームが出場。5年ぶり2回目の優勝を飾ったBチー

ムは大会最高記録に迫る
力走をみせました。両チー
ムの好成績に、瀬上雄然
監督も「チームの勢いを感
じる走り」と語りました。

陸上競技部の学生が「走り方教室」で
講師を務めました
Track and Field Team Members Instruct at 
Running Class

2月7日に東京都中央区立明石小学校で、1年生から6年生
の児童を対象に「走り方教室」が開かれ、陸上競技部の学
生9名が講師を務めました。この教室は、児童が正しい走
り方を学べるよう、同校が毎年開催しているものです。第
93回箱根駅伝に出場したセルナルド祐慈さん、大山憲明
さん、江藤光輝さんらも講師を務め、リズムにあわせたス

キップやフォーム、長距離
の走る姿勢など、実演を交
えながら指導しました。

 「ノーベル平和賞受賞者世界サミット」
に本学学生が参加
Soka University Students Attend World Summit 
of Nobel Peace Laureates

2月2日から4日（現地時間）、コロンビアにて「第16回ノーベ
ル平和賞受賞者世界サミット」が開催され、本学から大島輝
一さん（国際教養学部4年）、生駒比奈子さん（法学部3
年）、廣瀬文人さん（法学部3年）、亀井咲希さん（経済学部
3年）の4名が参加しました。これまでのノーベル平和賞受
賞者が一堂に集まり、現在の世界を取り巻く状況などにつ

いて、世界中から集まった
青年代表団らと活発な意
見交換が行われました。

ノーベル平和賞受賞のカイラシュ・
サティーアーティ氏と

資格検定で創価女子短大が表彰
Soka Women's College Honors in Qualification 
Exams

2月27日、平成28年度成績優秀者・優秀団体表彰式（主
催：実務技能検定協会）がアルカディア市ヶ谷において開
催され、ビジネス文書技能検定にて団体優秀賞と感謝状、
秘書技能検定では感謝状を受賞しました。ビジネス文書
技能検定での団体優秀賞の受賞は今回で4度目、秘書技
能検定での団体表彰は11年連続となり、 資格取得に強い”

という本学の伝統にまた
一つ歴史が刻まれました。

右端:表彰式に出席した大野智弘学
習支援センター長（現代ビジネス学
科教授）

st

nd

”
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「創価大学ダ・ヴィンチ賞」は、①学生の創造性と勉学意欲の向上、②本学の“勉学重視”の方針の徹底、③幅広い分野の教養を
そなえた全体人間の育成を図ることを目的として制定されました。2016年度の受賞者を紹介します。（敬称略、学年は2016年度のもの）

第17回創価大学 ダ・ヴィンチ賞 受賞者
Recipients of the 17th SOKA University Da Vinci Award

加藤 孝征
経済学部 経済学科 2年

北村 正恵
工学研究科  環境共生工学専攻

博士前期課程 1年

オオイ シャーメイン シャーリン
文学部 人間学科 1年

吉川 光一
経済学部 経済学科 4年

倉持 宏美
文学部 人間学科 4年

後藤 あゆみ
文学部 人間学科 4年

竹内 香織
文学研究科 国際言語教育専攻 

修士課程 2年

オイカワ マエハラ
アラン ミツノリ

経済学部 経済学科 1年

髙玉 美葉子
文学研究科 国際言語教育専攻 

修士課程 2年

宮本 直美
法学部 法律学科 1年

井上 音々
法学部 法律学科 1年

矢野 大輔
工学部 情報システム工学科 3年

杉浦 伸秀
経済学部 経済学科 4年

富松 雄太
工学部 環境共生工学科 4年

小野里 由香
教育学部 教育学科 4年

大橋 秀夫
法学部 法律学科 2年

生駒 比奈子
法学部 法律学科 2年

下山 正夫
経済学部 経済学科 4年

亀井 咲希
経済学部 経済学科 2年

松本 健太
国際教養学部 国際教養学科 2年

小林 英雄
工学研究科 情報システム工学専攻

博士前期課程2年

関根 幸恵
法学部 法律学科 4年

山根 愛
理工学部 共生創造理工学科 2年

立野 未奈子
法学部 法律学科 3年

王 汶強
経済学部 経済学科 4年

田中 慶太
経済学部 経済学科 2年

松尾 勇斗
国際教養学部 国際教養学科 2年

袁 浩彪
工学部 情報システム工学科 3年

若井 香織
文学部 人間学科 4年

塚本 貴子
文学部 人間学科 3年

渡邉 紗蘭
文学部 人間学科 4年

井戸 幸恵
文学部 人間学科 4年

船戸 明美
教育学部 教育学科 4年

青山 洋明
国際教養学部 国際教養学科 3年

野中 美華
経済学部 経済学科 4年

守屋 佑之将
教育学部 教育学科 4年

塩田 貴子
法学部 法律学科 2年

柳澤 晴美
文学部 人間学科 4年

山口 有紗
法学部 法律学科 1年

堤 早希
文学研究科 英文学専攻

博士前期課程2年

新倉 杏樹
文学部 人間学科 4年

古根川 舞
文学部 人間学科 4年

平山 直樹
文学部 人間学科 4年

牧口 桃子
法学部 法律学科 4年

下山 博美
文学部 人間学科 3年

細野 修平
文学部 人間学科 4年

宮本 陽子
文学部 人間学科 4年

福山 幸恵
法学部 法律学科 4年

杉山 晋之助
文学部 人間学科 4年

坂田 美湖
文学部 人間学科 3年

尾張 智華子
法学部 法律学科 3年

武中 晴美
文学部 人間学科 4年

水田 南
文学部 人間学科 2年

上原 裕美
文学部 人間学科 3年

江畑 希
文学部 人間学科 3年

佐藤　麻織
法学部 法律学科 2年

大林 貴子
文学部 人間学科 4年

山中 光恵
法学部 法律学科 4年

大松 成美
経済学部 経済学科 3年

中山 潤一
教育学部 教育学科 4年

申 惠蓮
工学研究科 生命情報工学専攻

博士後期課程2年

木下 貴明
工学研究科 生命情報工学専攻 

博士後期課程3年

伊藤 和義
工学研究科 生命情報工学専攻 

博士後期課程3年

井上 光一
法学部 法律学科 4年

佐藤 幸恵
文学部 人間学科 4年

宮下 華奈
文学部 人間学科 4年

松野 彩良
文学部 人間学科 3年

瀨田 恭平
法学部 法律学科 4年

鈴木 伸代
文学部 人間学科 4年

学業において
優秀な成果

●ＩＰテスト年間最高得点者　●英語検定高得点者（ＴＯＥＦＬ PBT600点以上、CBT250点以上、
iBT100点以上、ＴＯＥＩＣ920点以上、ＩＥＬＴＳ7.0以上、英検１級合格、国連英検 特Ａ級合格）　●その他、
難関の語学試験合格者（通訳案内士国家試験合格、中国語ＨＳＫ（漢語水平考試）新試験で６級合格のう
ち、190点以上等）　●全国あるいは国際規模の学会や団体からの受賞、または国際的に評価されている
学術専門誌への論文掲載など、ゼミナール・研究室における研究や卒業研究等の内容の卓越性が対外的に
認められた者　●全国あるいは国際規模の団体や学会からの受賞、また、そうした団体等が主催する大
会、競技会などで卓越した成績を上げるなど、社会的に高い評価を得たクラブ・団体や個人　●スピーチ・
コンテスト等の優勝者　●社会貢献が顕著な者・団体

学生の活躍 Student Activity
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難関の試験に
合格

●難関といわれる資格試験等に現役合格した者（司法試験、公認会計士試験、税理士試験、外交官試験、
国家公務員総合職試験に合格した者。特に難関とされる都道府県、政令指定都市の地方公務員上級試験
および教員採用試験に合格した者。その他の資格試験、公務員採用試験等の合格者）

企業の
就職活動で
特筆すべき成果

●企業就職を目指した活動で特筆すべき努力・成果がみられた者（「フォーチュン・グローバル500」にラン
クインした企業のうち、難関の総合職・専門職での採用試験に合格した者。社会的評価や競争率が高い「新
規開拓企業」「未上場企業」「地方優良企業（Ｕターン就職）」での採用試験に合格した者）

松本 愛美
経営学部 経営学科 4年

山本 遼太郎
経営学部 経営学科 3年

松井 雄介
経済学部 経済学科 3年

松本 英之
法学部 法律学科 4年

野村 武史
経済学部 経済学科 4年

小川 ひかり
文学部 人間学科 4年

松本 美幸
教育学部 教育学科 4年

竹村 凜
工学部 生命情報工学科 4年

冨塚 賢二
文学部 人間学科 4年

堀野 望美
教育学部 教育学科 4年

矢萩 広人
工学部 情報システム工学科 4年

辻井 久敏
文学研究科 教育学専攻

博士前期課程2年

千田 康文
法学部 法律学科 4年

戸田 貴大
経済学部 経済学科 4年

土屋 貴久
経済学部 経済学科 4年

大藏 陽子
法学部 法律学科 4年

佐藤 豪矩
法学部 法律学科 4年

袴田 伸男
法学部 法律学科 4年

今井 良明
法学部 法律学科 4年

林 智恵美
法学部 法律学科 4年

土居 奈月
法学部 法律学科 4年

菅原 博美
法学部 法律学科 4年

白潟 はるか
法学部 法律学科 4年

千葉 栄輔
法学部 法律学科 4年

福島 直美
法学部 法律学科 4年

赤丸 佳太朗
法学部 法律学科 4年

小池 由美
法学部 法律学科 4年

紅野 晴香
法学部 法律学科 4年

延武 大吾
経済学部 経済学科 4年

土橋 華奈
経済学部 経済学科 4年

熊﨑 礼音
経済学部 経済学科 4年

松本 慎也
経済学部 経済学科 4年

森田 栄子
経済学部 経済学科 4年

前原 里奈
経済学部 経済学科 4年

辺見 孝行
経済学部 経済学科 4年

川上 青春
文学部 人間学科 4年

井窪 明美
文学部 人間学科 4年

水口 茜
文学部 人間学科 4年

吉江 光一
文学部 人間学科 4年

大曲 爽香
文学部 人間学科 4年

大野 一宏
経営学部 経営学科 4年

上野 洋美
経営学部 経営学科 4年

田村 佳帆
法学部 法律学科 4年

黄 龍
経済学部 経済学科 4年

星川 賢一
経済学部 経済学科 4年

久保田 里沙
経営学部 経営学科 4年

横山 風香
法学部 法律学科 4年

小幡 未央
経済学部 経済学科 4年

岩元 晴美
経済学部 経済学科 4年

山守 正明
経済学部 経済学科 4年

鬼木 生子
経済学部 経済学科 4年

嶋村 梨穂
経済学部 経済学科 4年

久米井 鴻輝
経済学部 経済学科 4年

斉藤 秀美
文学部 人間学科 4年

村岡 雅裕
文学部 人間学科 4年

梶田 真理
文学部 人間学科 4年

小柳 菜生子
文学部 人間学科 4年

合田 彩
文学部 人間学科 4年

元 知恵
経営学部 経営学科 4年

木村 和則
経営学部 経営学科 4年

利倉 心之助
経済学部 経済学科 4年

北野 華子
経営学部 経営学科 4年

進藤 秀樹
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年

平塚 健太
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年

山田 正史
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年

瀬戸口 諒
経済学部 経済学科 4年

永田 観月
経済学部 経済学科 4年

村田 温子
経済学部 経済学科 4年

原田 彩乃
経済学部 経済学科 4年

堀田 知香子
経済学部 経済学科 4年

江口 銀河
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年

知念 直樹
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年

佐藤 正夫
法学部 法律学科 4年

鳥井 正明
法学部 法律学科 4年

栗林 勇介
法学部 法律学科 4年

川端 祐樹
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年

羽尻 真子
教育学部 教育学科 4年

篠木 紀之
法学部 法律学科 4年

臼井 亮太朗
法学部 法律学科 4年

高橋 夕輝
経営学部 経営学科 4年

原田 葵
工学部 情報システム工学科 4年

橋本 渚月
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年

原 敏明
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年

宮原 広翼
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年

武藤 弘幸
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年

熊崎 泰明
経済学部 経済学科 4年

竹下 伸二
文学部 人間学科 4年

中野 遼
経営学部 経営学科 4年

東野 栄太
経済学部 経済学科 4年

平田 英明
経済学部 経済学科 4年

国吉 ひかり
経済学部 経済学科 4年

河端 美代子
経済学部 経済学科 4年

渡邉 紗蘭
文学部 人間学科 4年

中村 秀美
文学部 人間学科 4年

小笠原 舞
文学部 人間学科 4年

前田 光一
経営学部 経営学科 4年

中嶋 剛
経営学部 経営学科 4年

大澤 心咲
経営学部 経営学科 4年

東條 美紀子
法学部 法律学科 4年

内田 典人
文学部 人間学科 4年

孫 惠永
経営学部 経営学科 4年

稲吉 すみれ
経営学部 経営学科 4年

藤田 将広
工学研究科 生命情報工学専攻 博士前期課程2年

松崎 奨慶
法学部 法律学科 4年

小林 泰斗
経済学部 経済学科 4年

谷嵐 弘之
経済学部 経済学科 4年

齋藤 夏美
経済学部 経済学科 4年

藤原 涼太郎
経済学部 経済学科 4年

秋山 清彦
文学部 人間学科 4年

齋藤 光子
経済学部 経済学科 4年

江川 光一
経営学部 経営学科 4年

若井 香織
文学部 人間学科 4年

徳永 敬子
工学研究科 生命情報工学専攻 博士前期課程2年

新田 裕美
法学部 法律学科 4年

菅野 竣介
文学部 人間学科 4年

稲田 俊
経済学部 経済学科 4年

折原 伸男
経済学部 経済学科 4年

樫山 優子
工学部 環境共生工学科 4年

バルア 志保里
経営学部 経営学科 4年

西田 あずさ
経済学部 経済学科 4年

岩本 和代
経営学部 経営学科 4年

黒崎 あい
経営学部 経営学科 4年
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2017年度学生団体リーダー
創価大学

創価大学を支える、学生自治
会・学友会・男女学生寮・友
城会のリーダーたち。学生自
治会中央執行委員長の大塚
学さんは、「各団体と連携を
強め、創大生が充実した学生
生活を送れるように尽くして
いきます！」と語りました。

国際ビジネス学科の開設を
控え、大きく革新する創価女
子短期大学で短大建設に励
む学生会、クラブ連合会、学
生寮のリーダーを紹介しま
す。学生会執行委員長の岩
田梨沙さんは、「先輩の思い
を受け継ぎ、皆で短大の新
たな伝統を築いてまいりま
す」と力強く語りました。

創価女子短期大学

後列左から、学友会運営委員長／八橋大
樹さん、学生自治会中央執行委員長／大
塚学さん、男子寮全寮代表／深町常一郎
さん、友城会委員長／石川秀和さん。前列
左から、学友会女子責任者／池田文香さ
ん、学生自治会女子責任者／林玲子さ
ん、女子寮全寮代表／金森良美さん

左から、クラブ連合会運営委員長／山本萌
さん、学生会執行委員長／岩田梨沙さん、
朝風寮寮長／矢野妙弥さん、香友寮寮長
／荒岡稀奈さん

第9回創価女子短期大学 マリー・キュリー賞 受賞者

杉 明美
現代ビジネス学科

全寮代表

當山 彰子
現代ビジネス学科
新規就職先開拓

足立 夢実
現代ビジネス学科
難関企業からの内定

櫻井 美和
現代ビジネス学科
クラブ連合会運営委員長

大石 裕紀子
現代ビジネス学科

全国大学対抗簿記大会3級の部優勝

清水 昌美
現代ビジネス学科
白鳥祭実行委員長

佐藤 幸恵
現代ビジネス学科
難関企業からの内定

鎌倉 まり子
現代ビジネス学科
難関企業からの内定

川口 良美
現代ビジネス学科
入学式実行委員長

長谷川 彩華
現代ビジネス学科
選挙管理委員会委員長

鶉橋 美優
英語コミュニケーション学科

TOEIC成績向上

惠 仁奈
英語コミュニケーション学科

新規就職先開拓

下川 萌香
英語コミュニケーション学科

新規就職先開拓

南野 杏
英語コミュニケーション学科
卒業委員会等各分野で活躍

東野 彩香
英語コミュニケーション学科

卒業委員会委員長

様々な分野において短大建設に大きく貢献し、模範の姿を示した代表15名に授与されました。

第8回
シュリーマン賞

（追加）64名

この賞は、国際性豊かな世界市民の輩出を目指して設置されました。夢を実現するために、類いまれな語学
の才能を発揮したシュリーマンのように、世界に羽ばたく創大生の語学習得の成果を顕彰するものです。

吉村 香織
文学部 人間学科 4年

本田 咲
経済学部 経済学科 4年

丹野 渓
経済学部 経済学科 4年

矢根 健一
法学部 法律学科 4年

河村 美里
経営学部 経営学科 4年

知見 明子
文学部 人間学科 4年

布川 拓朗
法学部 法律学科 4年

中川 夏子
法学部 法律学科 4年

金沢 涼平
経営学部 経営学科 4年

井上 大樹
法学部 法律学科 4年

保坂 幸子
経営学部 経営学科 4年

新垣 真一朗
経済学部 経済学科 4年

津田 良恵
経済学部 経済学科 4年

髙間 俊幸
文学部 人間学科 4年

前田 清志
経済学部 経済学科 4年

添田 幸恵
法学部 法律学科 4年

水田 拓也
教育学部 児童教育学科 4年

長谷 飛鳥
文学部 人間学科 4年

下山 正夫
経済学部 経済学科 4年

高橋 由美
工学部 情報システム工学科 4年

柳澤 晴美
文学部 人間学科 4年

兵連 明男
経済学部 経済学科 4年

市丸 征嗣
経済学部 経済学科 4年

北 和美
経済学部 経済学科 4年

神田 博幸
経済学部 経済学科 4年

石井 直樹
経営学部 経営学科 4年

筆保 智明
経済学部 経済学科 4年

饒平名 広武
経済学部 経済学科 4年

岡澤 沙貴子
経済学部 経済学科 4年

籾山 智子
文学部 人間学科 4年

鈴木 貴博
経営学部 経営学科 4年

宮本 隆志
法学部 法律学科 4年

的野 暁
経済学部 経済学科 4年

田中 秀美
経済学部 経済学科 4年

中ノ子 秀樹
経済学部 経済学科 4年

山内 明美
文学部 人間学科 4年

高月 香織
経営学部 経営学科 4年

佐藤 光一
経営学部 経営学科 4年

宍戸 勇祐
経済学部 経済学科 4年

瀨田 恭平
法学部 法律学科 4年

松本 誠
工学研究科 情報システム工学専攻 博士前期課程2年
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編集部からのお知らせ
編集部では、読者の皆様の声を募集しています。これか
らも、充実した魅力ある誌面づくりに努めてまいります
ので、何卒よろしくお願いいたします。
FAX：042-691-9300　E-mail：sun@soka.ac.jp
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学部・学科の学びを体験できる体験授業や学生に
直接質問ができる相談コーナー、学生ガイドが案
内しながら広大なキャンパスをまわるバスツ
アー、池田記念講堂で開催される歓迎フェスティ
バル、他にも予備校講師による入試問題「傾向と
対策」講座（英語・国語・数学）、入試ガイダンス
など多彩なプログラムを用意しています。皆様の
ご参加お待ちしています！

2018 年度（平成 30 年度）入試から、「PASCAL 入試」を導入します。
この入試では創価大学への入学を強く希望する受験生を求めます。
選考方法は第一次選考として書類審査を行い、第二次選考は、アク
ティブラーニング方式のグループワーク、小論文、面接を行います。
受験生の表現力、主体性、協働性などを多面的に評価します。

オープンキャンパスにて、「PASCAL 入試」に関連
する L T D （Learning Through Discussion）体験
コーナーを開催します ! 体験申込は、アドミッション
ズセンターホームページ「受験生ナビ」に掲載しま
すので、是非ご覧ください。皆様のご参加をお待ち
しています。
※５月に開催するオープンキャンパスの LTD 体験申
込開始は、４月上旬を予定しています。

実 際 の 授 業 を 体 験 で き る
「Campus Academic Visit」
を開催。是非、体験ください！

O P E N  C A M P U S  2 0 1 7
創大で、あなたの未来の姿を発見してください!!

2018年度入試からPASCAL入試を導入します
オープンキャンパスで
LTDを体験しませんか！

3月21日

2 0 17 2 0 18
5月3日

4日

水

8月20日 日

7月29日 土

30日 日

祝 祝

木 祝

10：00～
16：00（予定）

Campus
Academic Visit

月 祝9月18日

詳細は

開催時間

水

オープンキャンパス当日、参加者登録を
すると創価大学オリジナルの素敵な記念
品をプレゼント！

参加者登録で記念品プレゼント

で検索 !創価大学 Campus Academic Visit

歓迎フェスティバル 相談コーナー

学部企画

創大ライフナビ

ワールド会イベント

キャンパスバスツアー

※創価女子短期大学も
同時開催！

詳細は で検索 !創価大学　受験生ナビ

導入学部・募集人員

学部 学科

※理工学部と国際教養学部は実施しません。

募集人員

経済学部 経済学科 15 人

経営学部 経営学科 15 人

法学部 法律学科 20 人

文学部 人間学科 28 人

学部 学科 募集人員

教育学部 教育学科 7 人

教育学部 児童教育学科 8 人

看護学部 看護学科 7 人

PASCAL 入試 ( 合計 ) 100 人


