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創価大学ニュース

［ 特集 １  ］池田先生の国際交流の軌跡
　　　　　　名誉学術称号350番目御受章に寄せて
Dr.Ikeda – Interacting with the World,
Receiving his 350th Honorary Degree

［ 特集 2 ］ 
学部長が語る
“2014年度カリキュラム”

The Deans Speak– 2014 Curricula

［ 特集 3 ］ 
オープンキャンパス
ベスト５
Open Campus Best5

GLP１期生の学生
（参照P9、裏表紙）
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　世界の大学や学術機関から、これほど
多くの名誉学術称号を受章されたのは、
創立者池田先生の平和行動とその業績に
対する尊敬と評価の証であると思います。
　創立者は、「名誉博士号や名誉教授称
号を受章する事は、創価教育の父である

牧口先生、戸田先生を顕彰することであ
り、また世界の平和のために貢献している
メンバーを讃えることなのです」とよく
おっしゃっています。まさに、その心のまま
に世界中と交流された創立者の功績であ
ると確信しています。
　国際部長時代に、お会いした方々が池
田先生について語られている中で、印象
的なシーンを幾つかお話ししましょう。
　トルコ・ビルケント大学創立者のイフサ

ン・ドーラマジュ博士（当時80歳）は、名誉
博士号を15も受章されており、また国際
的にも著名でドイツ語、フランス語、英語
に堪能で、大臣・首相にも推されるような
人物でした。当時100近くの名誉学術称
号を受章されていた池田先生について、
「池田先生は、私が想像できないようなこ
とを成された。どうして、あのような多くの
業績を作り上げることができるのであろ
うか」と敬意を表し、驚いておられました。

名誉学術称号350番目御受章に寄せて
池田先生の国際交流の軌跡
本年５月22日、ペルー共和国・国立工科大学から本学創立者 池田大作先生に、平和・文化・教育へ
の貢献を讃えて名誉博士号が授与されました。これは、世界の大学・学術機関から贈られた名誉学
術称号の350番目にあたります。約10年間にわたり、国際部長として国際交流や受章に関わってこら
れた北政巳教授に、話を聞きました。

特集1

350番目の御受章の
意義とは

本部棟で行なわれたペルー共和国、国立工科大学名誉博士号授与式
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　1987年9月に、創立者は、創価大学で
アメリカの元国務長官のヘンリー・アルフ
レッド・キッシンジャー氏を迎えました。
　池田先生がキッシンジャー氏に初めて
会ったのは1975年、その前年（1974年）
に池田先生は中国、ソ連を相次いで訪問
し、コスイギン首相、周恩来総理とも会見
をしていました。
　キッシンジャー氏は、「私はニクソン大
統領の命を受けて、国交回復を探りに共
産圏の中国、旧ソ連に行きました。そこで
日本の指導者の中で誰が信用できるかと
尋ねると、中国でも旧ソ連でも、返ってき
た答えは、創価学会の池田会長だという

ものでした。だから、私は池田会長を深く
知りたいのです」との強い思いを語られ
ていました。当時、アメリカと中国、ソ連の
冷戦が続く中で池田先生の行動を認めて
いたのでした。
　両氏は、1975年1月にワシントンの国
務省で初めて対面していますが、その何
年も前から書簡のやり取りがあったようで
す。その後、キッシンジャー氏の来日の際
にも繰り返し会談を続けられ、対談集
『「平和」と「人生」と「哲学」を語る』として
結実しています。キッシンジャー氏は、池
田先生のトインビー対談、ペッチェイ対談
もすでに読まれていましたね。そうした両
氏の深い交流の中で1987年にキッシン
ジャー氏を創大に迎えたわけです。
　空港に見送りに行くと、キッシンジャー
氏が私を見つけ「彼（氏の友人である日
本の著名な政治家）に、日本の将来でわ
からないことがあったら、池田会長に相談
してみるといいと話した」と言って帰国さ
れたことも印象深く残っています。

　ハワイ大学教授、国連大学を経て、フィ
リピン大学の総長に就任されたホセ・ア
ブエバ博士との出会いも忘れられないも
のです。
　アブエバ博士は日本で生活していた時
のことを、創価女子短大で話してください
ました。博士は、息子さんや娘さんを連れ
て多摩川沿いをよく散策したそうです。そ
の穏やかな風景を見ながら、「『なぜこん

なに平和的な日本人が、私たちのおじい
さん、おばあさんを殺したのですか』と子
供たちに聞かれました。私はその苦しみ
を常に背負ってきました。しかし戦争中
に、創価教育の父・牧口常三郎先生らが、
平和主義を掲げ軍部に反抗したと知り、池
田先生に会いたいと思ったのです」と。

　その後、アブエバ博士がフィリピン大学
総長に就任するとすぐに、創価大学との
交流協定が結ばれました。
　フィリピン大学ディリマン校の前庭には
石塔がありますが、それは日本の爆撃で
血に染まった石を集めて「二度と戦争は
しない」と誓って作られたものでした。池
田先生は石塔に込められた意義をご存知
で、その前で「一日本人として心よりお詫
びいたします」と歴史に対して陳謝し、平
和への決意を込め祈りを捧げられまし
た。その姿に、アブエバ博士が感動してお
られたことが私の心に印象深く残ってい
ます。
　フィリピン大学が創立者へ名誉法学博
士号を授与しましたが、これは東南アジア
で最初の名誉学術称号受章となりました。

Receiving his 350th Honorary Degree
Dr.Ikeda – Interacting with the World, 

On May 22nd this year, Peru’s National University of Engineering awarded Soka University founder Dr.Daisaku 
Ikeda an honorary doctorate for his contributions to peace, culture, and education. He has now been awarded 
350 honorary degrees by academic institutions around the world. We speak to Professor Masami Kita, who is 
involved with such international exchanges and presentations, after having served for a long time as Director of 
the International Affairs. 

Special edition 1

フィリピン、アブエバ博士と
創価大学

国際部長として初めて迎えた
キッシンジャー氏

創価大学でアメリカ元国務長官のヘンリー・A・キッ
シンジャー博士と会見（1987年9月12日）

国立フィリピン大学のホセ・アブエバ総長の自宅を訪問
（1993年5月12日）
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　また、今回名誉博士号を授与するため
に来学された、ペルー共和国・国立工科
大学のアウレリオ・パディジャ・リオス総長
は授章の辞の中で、「私は、一個人として
もフィリピン国民に対する池田博士の言
葉に感銘を受けました。それは、日本の軍
国主義により犠牲になった方々ヘ深い哀
悼の意を表されていたからであります。こ
れこそが、真の模範の行為です」と述べら
れました。

　池田先生との出会いは、その人の心に
重要なものを残し、個人の中で生き続け
ていることを実感します。

　1990年３月には、アルゼンチン・ブエ
ノスアイレス大学から名誉博士号を受章
されました。その際、先方にトインビー博
士との対談集『二十一世紀への対話』の
英訳版を持参し、渡そうとしたところ、「こ
の本は、すでに持っているので結構です」
と断られました。驚いて理由を尋ねると、
「去年のクリスマスに、妻が『主人は大学
の教授として学生を指導しているが、主
人にも勇気を与える本がないだろうか』
と探していたところ、書店でこの本を勧め

られ買ってきてくれたのです」とのことで
した。
　トインビー博士との対談集『二十一世
紀への対話』を通じて創立者のことを知り、
創価大学への来学者も少なくありません。
当時ファックスやメールがない時代に、池
田先生の著作が世界の人々に読まれて共
感を呼び、創立者の平和の哲学を知ること
となった大学が多く存在しました。

特集1

名誉学術称号を授与した主な世界の大学

グラスゴー大学
［イギリス］
グ ゴ

クィーンズ大学
ベルファスト
［イギリス］

ボローニャ大学
［イタリア］

ガーナ大学
［ガーナ］

アンカラ大学
［トルコ］大学 アンカラ大ンアンカラ大アンカラ大アンアン

ソフィア大学
［ブルガリア］

ヨルダン大学
［ヨルダン］

フィリピン大学
［フィリピン］

国立マラヤ大学
［マレーシア］

インドネシア大学
［インドネシア］

シドニー大学
［オーストラリア］

デリー大学
［インド］

北京大学
［中国］

清華大学
［中国］

香港大学
［中国（香港）］

慶熙大学
［韓国］

モンゴル国立大学
［モンゴル］

ナイロビ大学
［ケニア］

モスクワ大学
［ロシア（旧ソ連）］
モスクモスクワ大学ワ大学

サンクトペテルブルク大学
［ロシア（旧ソ連）］

マサチューセッツ大学
ボストン校
［アメリカ］

デラウェア大学
［アメリカ］

マサチ セ

ラバル大学
［カナダ］

デンバー大学
［アメリカ］

グアナファト大学
［メキシコ］

国立サンマルコス大学
［ペルー］

デル・バーリエ大学
［ボリビア］

学エ大学学

パラナ連邦大学
［ブラジル］

学

ハバナ大学
［キューバ］

国立コルドバ大学
［アルゼンチン］

モスクワ大学の
名誉博士号授与式
（1975年5月27日）

シドニー大学の名誉博士号授与式
（2000 年 11 月 24 日）

デンバー大学の
名誉教育学博士号授与式

（1996年6月8日）

北京大学の名誉教授称号授与式
（1984年6月5日）

トインビー博士との対談集
『二十一世紀への対話』が
もたらしたもの

イギリス・ロンドンでアーノルド・J・トインビー博士と対談
（1973年5月19日）

インド国立デリー大学の名誉文学博士号授与式
（1998年12月13日）
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　世界においても日本においても、心と
心の交流が大事であることを学びました。
国際部長時代には、交流大学の関係者に
毎年、年賀状を300枚以上は書いていま
した。交流大学との信頼関係を保つため
にしてきたことですが、やった分だけ多く
のものが自分の中に残っています。大学
のために緊張感を持って仕事ができるこ
とが何よりも有難かったです。国際部長時
代に築いた仕事への考え方や姿勢が、今
の財産になっています。

　池田先生は、常にどうすれば創大生を
激励することができるかと、心を砕き続け
ていらっしゃいました。その中で、池田先
生の学生への激励シーンが鮮明に思い
出されます。
　生協（現在の学生ホール）で、ある学生
が池田先生に、「なぜこんな小さな存在の
僕がここにいるのかわかりません」と言い
ました。池田先生は次のように語りかけら
れました。「意味がなければ君は生まれて
いないし、創価大学にも来ていない」と。

学生の使命を信じ、激励してくださった創
立者は、次のような例えを引かれ、「川に
は魚が泳いでいる。水の中の魚は同じよ
うに泳いでいるわけではない。フナにはフ
ナの道がある」と語っておられました。
　池田先生のご指導に触れ、どこかで、何
かで、自分らしく一番になれる道を考え挑
戦していく中で、必ず自分の使命が見つ
かることを教えていただきました。
　池田先生は創大生に、創立の精神や、
ブロンズ像の指針を示してくださってい

国際部長時代の財産

池田先生と創大生

経済学部教授。和歌山大学経済学部、同大学院修士課程終了。大阪大
学博士課程終了、経済学博士（大阪大学）。1975～76年、英国グラス
ゴー大学経済史学科リサーチ・フェロー。1979～80年、英国グラスゴー大
学経済史学科シニア・リサーチ・フェロー（ブリティッシュ・カウンシル・スカ
ラー）。1987～98年、創価大学第２代国際部長。

Professor, Faculty of Economics. Completed undergraduate school and Master's 
Degree at Wakayama University's Faculty of Economics. Awarded PhD in 
Economics by Osaka University. Research fellow at Scotland's Glasgow University 
Graduate School of Economics from 1975 to 1976, a Senior Research Fellow (as 
a British Council Scholar) from 1979 to 1980. Served as the second director of  
the International Affairs from 1987 to 1998. 

Profile

北 政巳 Masami Kita

ますが、私はその目標に向かって努力す
ることに意味があると思います。創大生に
は、池田先生の人間共知の理想を現実の
ものにしていってもらいたいです。ゆえ
に、世界の大学・学術機関から350の名
誉学術称号を受章されている創立者の
元で学べる私達の使命は、本学を世界一
の理想の大学にするという目標であると
感じています。これからも創価大学の発
展のために、学生のために尽力してまい
ります。

Special edition 1

※「名誉博士・名誉教授等の名誉学術称号」一覧は創価大学ホームページをご覧ください。　http://www.soka.ac.jp/about/philosophy/founder/honor/

香港中文大学で創価大学生・卒業生たちと懇談（1983年12月3日）
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左より栗山 直樹経営学部長、加賀 譲治法学部長、浅山 龍一文学部長、マリコ・J・ホンマ経済学部長、マリア・グアハルド国際教養学部長、鈴木 将史教育学部長、渡辺 一弘工学部長、中泉 明彦看護学部長

特集2

学部長が語る“2014年度カリキュラム”
2014年度は、全学的にカリキュラム改訂が行なわれ、ますます内容豊かで魅力的な授業がスタートしまし
た。８学部11学科のカリキュラムのポイントを各学部長が紹介します。

世界の未来を見据えた先進的なカリキュラムを
実践している経済学部は、学生のグローバル力、
専門力、人間力を育成する専門教育を提供して
います。世界基準の授業を目指す「英語で経済
学を学ぶインターナショナル・プログラム（IP）」
や「留学生と共に学ぶJASプログラム」に加え、
新たに「入学時から卒業まで英語で授業が行わ
れるSUCCEEDプログラム」がスタート。また、専

門力を身に付けるために、初年次に履修できる
「経済学の基礎科目」を充実させ、2年次から
は、関心のある科目群を自由に選び、学修でき
ます。そして、「経済学」と自身が目指す「社会
貢献」との関係性を学びつつ、専門ゼミでは学
生同士が切磋琢磨しながら、人間力も高めてい
きます。これらにより経済学部では、社会の幅広
い分野で活躍する人材を育成していきます。

経済学部 Faculty of Economics

経済学部長
マリコ・J・ホンマ教授
Prof. Mariko・J・Honma

SUCCEEDプログラムで世界基準の教育を
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Special edition 2

The Deans Speak – 2014 Curricula
The curriculum across the entire university has been revised for 2014 to provide the students with classes full 
of even richer content and greater appeal. The deans of eight faculties and eleven departments provide an 
introduction to some of the points surrounding the new curricula. 

文学部長
浅山 龍一教授
Prof. Ryuichi Asayama

文学部人間学科は創立者から3項目の指針を戴
いています。「生命の尊厳の探究者たれ！」「人
類を結ぶ世界市民たれ！」「人間主義の勝利の
指導者たれ！」です。人間の可能性を尊重し、異
文化を認め、自他の幸福を願える人間主義の
リーダーに育たなければならないと思います。
文学部には多彩な12領域（11メジャー＋１専
修）の学問がありますが、学生の皆さんは豊か

な教養を身につけながら、自分の好むメジャー
へ、さらには自分の研究分野へと進んでいって
ください。併せて、英語だけではなく、中国語、
ロシア語等、プラス１の語学を修得し、異文化
理解力を培っていきましょう。創価大学と海外
大学両方の学位を取得できるデュアル・ディグ
リーコース（イギリス・中国）や文学部独自の留
学プログラムも開設しています。

文学部 Faculty of Letters

12の多彩な学問領域と充実した学部独自の留学プログラム

2014年度より法学部は、グローバル&キャリア主義
のコンセプトで新カリキュラムを実施しています。法
学部生全員にチャンスのあるPeace & Human 
Rights Programとして、英語による「平和・人権・環
境」の講座を開き、本学全体の交換留学制度に加
え、バッキンガム大学と香港大学への法学部独自の
留学制度も新設しました。また「キャリア・コース
制」を導入し、多彩な進路で学生の「夢を実現」して

いきます。「リーガルプロフェッション」、「ビジネス法
務」、「公共政策・行政」、「国際平和・外交」の4つの
コースを用意し、法曹、民間企業就職、公務員、外交
官等を志望する学生のために最新の授業科目を設
置しました。法曹志望者のための特別教育プログラ
ム、グローバル・ロイヤーズ・プログラム（GLP）も、
スタートしました。国際的な視野をもつ実力と情熱
のある法曹を輩出したいと念願しています。

法学部 Faculty of Law

法学部長
加賀 譲治教授
Prof. Joji Kaga

グローバル&キャリア主義で情熱ある法曹を

経営学部長
栗山 直樹教授
Prof. Naoki Kuriyama

経営学部は、人間主義経営の視点をもち、社会
に価値創造するSOKAビジネスを担う人材を育
成します。
2014年度から、目指すべき人材像を明確にする
ため、２つのコースに分けました。グローバル・
ビジネス・リーダー・コースでは、世界で活躍す
るリーダーを育成するため、英語で経営学を学
びます。1年次には、週4回の英語の授業が実施

されます。また、プロフェッショナル・コースは、
会計・金融のスペシャリストを目指し、簿記検定
や公認会計士・税理士を目指す方にもっとも有
利なコースです。さらに、世界市民を育成するグ
ローバル・プログラム（GP）では、３つの海外研
修全てにおいて奨学金が用意されています。実
用的で面白い経営学を学び、社会へ、世界へ、
確かなスキルをもって進出していきましょう。

経営学部 Faculty of Business Administration

具体的な未来像を創る２つの新コース
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教育学部の新カリキュラムは、2つの学科の特
徴を最大に発揮することを目的としています。
教育学科では新たに「教育学」「心理学」「国際
教育」の3つのコースを設定し、学生の目的別に
高度な専門的力が得られるようにしました。
また児童教育学科では、得意分野にしたい教科
について集中して学べるように、たくさんの教科

内容科目を設定しています。さらに、「学校研
究」を新設して「学校インターンシップ」を充実
させるとともに、美術館でインターン体験をする
「ミュージアム・エデュケーション」や、グローバ
ル教育に対応した「英語で教育を学ぶ科目」も
開設しました。新時代の教育界において多彩な視
野を持つ人材の養成を目指します。

教育学部 Faculty of Education

教育学部長
鈴木 将史教授
Prof. Masashi Suzuki

新時代の教育界に相応しいプログラムを新設

工学部長
渡辺 一弘教授
Prof. Kazuhiro Watanabe

情報システム工学科では、4月から新しいカリ
キュラムがスタートしました。ポイントは３点で
す。まず、①在学中に留学しても4年間で卒業で
き、また 教員から企業就職まで多様な進路に
対応できるように、科目選択の自由度が向上し
ました。次に②単に講義を聞くだけでなく、能
動型学習、課題解決型学習の新しい科目が1
年次と3年次に導入しました。さらに、③2つのEP

（Educational Program）、国際技術協力EPと
教員養成EPがスタートします。そして、明年4月
開設予定の共生創造理工学科（生命情報工学
科と環境共生工学科を改組、設置認可申請中）で
も同じ方針でカリキュラムを準備しています。
工学部は、明年4月の理工学部（工学部より名
称変更予定）スタートに向け、より魅力的なカリ
キュラムの充実を目指しています。

工学部 Faculty of Engineering

2015年度の理工学部スタートへ向けた新カリキュラム

一、生命の尊厳を探究する　生涯学びの看護
一、生きる力を引き出す　励ましの心光る看護
一、共に勝利の人生を開く　智慧と慈悲の看護
創立者が贈ってくださったこの指針を根本に、
「人間力」「確かな看護実践力」「グローバルマ
インド」を養成します。豊富な教養科目を有機
的に体系化した「創価コアプログラム」を通じた
教養教育により、「人間力」をつけていきます。

看護師教育で修得すべき技術項目と卒業時の
到達目標を明確にしたカリキュラムにより、講
義・演習・実習を連動させ科学的根拠に基づく
実践力を養成します。フィリピンキャピトル大
学、米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校
などから招聘した客員教員の講義を提供し、希
望者には両校および付属病院での研修を提供
します。

看護学部 Faculty of Nursing

看護学部長
中泉 明彦教授
Prof. Akihiko Nakaizumi

創価コアプログラムと科学的実践力の講義

国際教養学部長
マリア・グアハルド教授
Prof. Maria Guajardo

国際教養学部では、変化の激しいグローバル社
会で必要とされる人材を育成します。
学部の授業はすべて英語で実施し、１年次後期
からは、全員が英語圏での２セメスターの充実し
た留学を経験し、異文化理解力を広げていきま
す。帰国後は、「歴史・文化」、「国際関係・政
治」、「経営・経済」の３つの学問分野から関心
のある科目を選択し、より専門的な知識を身に

付けることが可能です。クラスは少人数制を導入
しており、あらゆる分野の教員と学生との双方向
的な学生参加型の授業を提供しています。本学
部の最大の使命は、世界規模で社会に貢献でき
る人材の輩出、すなわち「世界就職」です。卒業
後の進路は、日本のみならず世界中のグローバ
ル企業、NGOやNPOへの就職、大学院進学な
ど、あらゆるキャリアが見込まれます。

国際教養学部 Faculty of International Liberal Arts

世界規模で社会に貢献できる人材を輩出

特集2 Special edition 2
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法学部グローバル・ロイヤーズ・プログラムがスタート！

本年 4月から、グローバル化時代に対応した「法律のプ
ロ」を育てるための選抜プログラムGLP（Global Lawyers 
Program）が始まりました。現代社会では経済や情報のグロー
バル化をはじめ、国家紛争や環境汚染の深刻化など、あらゆ
る事象が地球規模で起こっています。国際的な視野から鋭敏
な人権感覚をもち、さまざまな問題の解決のために法を活か
して行動できる法律家の養成が本プログラムの目的です。

Global Lawyers Program Starts at the Faculty of Law

Global Lawyers Program (GLP) opened its doors in April of this year as an elective 
program designed to cultivate legal professionals who are able to better respond 
to our increasingly globalized world. Economies and information are becoming 
more globalized in modern society. As we see an escalation in parliamentary 
confl ict, environmental degradation, and other issues, we are seeing all types of 
phenomena occurring on a global scale. Th e objective of this program is to instill 
in students a shrewd sense of human rights from an international perspective, 
and to cultivate lawyers who can act by applying the law to the resolution of a 
variety of issues. 

昨年度の司法試験には、本学から22名が合格、過去最高の実
績でした（合格率は私大6位）。本学出身の弁護士のきめ細や
かなサポートが法学部の魅力ですが、GLPの特徴のひとつは、
実務の観点からOB・OGの経験とスキルを法曹教育に取り入
れた点にあります。また、GLP Englishなどグローバルな視野と

国際力を養うための科目や法学部独自の留学制度も充実して
います。さらに、4年間の一貫したチュートリアル（個別指導）や
オープン・セミナー（夏合宿）を通して、建学の精神を学び、価
値創造の精神を体現する法曹を養成します。

昨年度司法試験に22名が合格！

学生を全面的に
サポートする体制も充実

なかには、GCP（Global Citizenship Program）とGLPを
併用する学生もいます。世界を駆け巡る国際弁護士を
夢みて英語と法律の両立に挑戦する姿勢は、まさしく
グローバル・ロイヤーズを彷彿とさせます。彼らをバッ
クアップするために、本学からの援助と、後輩を勉学に
専心させてあげたいとの思いから始まった創価大学法
曹会奨学金（授業料等の半額相当）が、学年毎10名に
給付されます。特別奨学生制度等と併せると全額免除
となります。1期生は9名が全額免除となりました。
GLP1期生の夢の実現に向けて、法学部のスタッフが
全力でサポートしていきます。

GLP Englishでは、英語力とグローバルな視野を培います

GLPゼミでは、法律家に求められる基本的能力（論理的推論力、文章読解力、分析的推論力
など）を修得します

GLP１期生が出発式
全国から優秀な学生22名が、GLP1期生として集いました。学
生たちは、入学と同時に、寝る間も惜しんで仲間と切磋琢磨し
ています。夜遅くまで課題に取り組む姿から、「法律を武器に
社会のために貢献したい」「自分たちが新しい法曹の道を切り
拓く」「人権侵害の被害者の声を代弁する人権弁護士になる」
との気概が伝わってきます。 GLP1期生の出発式
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特集3

オープンキャンパス ベスト

OPEN CAMPUS BEST5
Approximately 6000 prospective students, parents, and guardians attended the two day open campus held 
in May. A great variety of events were held – including sample classes, entrance exam guidance, and bus 
tours – and the fi ve most popular are listed.

たくさんのイベントがありますが、どの場所
に行っても創大生・短大生がいきいきとし
た笑顔で参加者の方をお迎えしています。
学生スタッフの多さも創価大学ならでは。

第1位「笑顔」

First Place The Smiling Faces
While many events are held, the thing the participants remember most is the 
many vibrant, smiling faces of Soka university and college students who greet 
them everywhere they go. The number of student staff is another thing they feel 
is unique to Soka University.

学びのための充実した環境と設備が整って
いるラーニング・コモンズ“SPACe”、1000人
収容のディスカバリーホール、グランカフェ
やコンビニと見所満載です。

第2位「中央教育棟」

Second Place Global Square
Global Square is the university’s newest facility. It is home to SPACe, a learning 
center that provides a great number of services, Discovery Hall (with seating for 
1000), Gran Café, a convenience store, and much more.

大学の授業とはどんなものか、さまざまな学
部の授業を体験できます。さらに勉強内容
が具体的に分かる展示や、教授や学生がど
んな質問にもとことん答えてくれます。

第3位「体験授業」

Third Place Sample Classes
The participants have the chance to see what classes are like in the faculties. 
Exhibits give a clear look at academic life, and the Q and A sessions are very 
popular – professors and students answer any question the visitors have. 

とにかく広い大学構内。歩いて全部の建物
を見て歩くと2時間かかるところを１周20
分で案内付きのバスで回ります。効率がい
いと好評です。

第4位「バスツアー」

Fourth Place Bus Tour
Soka University’s campus is quite expansive, and to walk around the campus 
and see all the buildings would take two hours. The bus tour gives the same 
experience in 20 minutes, and it is received well for its efficiency.

有名予備校講師による「入試の傾向と対
策」、入学試験ガイダンス、留学相談、保護
者への奨学金制度など、受験や大学生活に
役立つ情報を細かく紹介しています。

第5位「お役立ち情報」

Fifth Place Useful Information
Instructors from famous cram schools provide information on entrance exam 
trends and techniques, and the university provides guidance on entering the 
school, study abroad counseling, scholarship information for parents and 
guardians, and much more. The finely detailed, useful information on exams 
and university life is well-received.

●中央教育棟 GLOBAL SQUARE １Fで参加者受付
　【資料・食券（無料）配布、記念品プレゼント】を
　おこなっています。
●事前予約は不要です。
●開催時間：10時～16時

８月２日（土）、３日（日）、24日（日）

次回オープンキャンパスの日程

5
５月に行なわれたオープンキャンパスは２日間で受験生や保護者約6,000人が参加。体験授業や入試ガイダンス、
バスツアーなど盛りだくさんの企画に大盛り上がり。創大オープンキャンパスの人気ベスト５を紹介します。

オープン
キャンパス
ベスト５
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New Student 

Voices
2014

This April the university welcomed 

1705 new students. We asked 

a few to tell us a little bit about 

their brand-new campus life, their 

resolve, and their goals.

2014
Freshman

2014年度
新入生の声

この４月、
入学した新

入生は17
05人。

その中から
、入学の喜

び、決意、

目標を語る
声を集めま

した。

文武両道で
一流の人間になります。
I want to excel in both 
academics and sports.

中邨 英雄　経営学部

全ての出会いに「感謝」
できる人へ成長します。

I want to become the kind 
of person who appreciates 

every encounter.

大河原 智之　看護学部

一日一日を大切に、有意義な
学生生活を送っていきます！
I want to appreciate every 
day and have campus life 

be meaningful.

中村 広一　教育学部

自信を持って、誠実にどんな
ことに対しても取り組める
自分に成長します。

"I'll always be a person who 
has confidence with a 

sincere attitude in every 
matter."

Byun  Jeonghwan
国際教養学部

創価大学での4年間を
精一杯楽しみます！

I want to enjoy every 
minute of my four years at 

Soka University.

内藤 敬太　工学部

「親孝行」が出来る
人材になります！

I want to be a good son to 
my parents.

藤井 正哉　経済学部

創立者の思想、哲学を勇んで
学んでいきます。

I want to learn by keeping 
the founder’s ideas and 

philosophy at the top of my 
mind.

山口 春菜　文学部

語学を徹底して学び、
必ず留学を勝ち取ります。

My goal is to completely learn a new 
language and definitely study abroad.

毛利 貴志　文学部

将来は国際的に活躍する
弁護士になります。

I want to work as a lawyer 
on the international stage.

水上 洋美　法学部

素敵な友達や先輩に恵まれて
毎日とても幸せです。

I’m surrounded by amazing 
friends every day and I’m 

very happy.

中村 和美　教育学部

素晴らしい友人に囲まれて、
大学生活を楽しんでいます！
I really enjoy my campus 
life with the wonderful 

friends!

齋藤 桃子　国際教養学部

税理士試験の簿記に
合格し入学できました。
I was able to pass the 
book-keeping theory 

section of the certified tax 
accountant exam before 

entering Soka.

青木 美奈実　経営学部

創価大学を世界一に
していける自分に！

I want to help make Soka 
University #1 in the world! 

新垣 亜里紗　経済学部

看護学部の三指針を胸に
頑張ります！

I’ll try my best according to 
the three principles of the 

Faculty of Nursing.

谷口 美紀　看護学部

充実した大学生活に
しようと決意しました！

I’m determined to make my 
time at university fulfilling.

小林 真輝　工学部

建学の精神を胸にGCP5期、
GLP1期として頑張ります！

I have taken the university’s 
founding principles to heart 

and I’ll work hard as a 
member of GCP and GLP.

窄口 修兵　法学部
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学生の活躍
貴重な人間練磨の場となっている創価大学のクラブは、
学術系、文芸系、体育系を合わせて100を超える団体があります。
2014年度もまた、多くのクラブが活躍をし、顕著な成績を収めています。
その活躍の中から最新のものを紹介します。

Student Activity

5月25日、日本武道館で「平成26年度東
京学生柔道優勝大会」が行われ、創大女
子柔道部が3人制の部で優勝し、全国大
会の切符を手にしました。
創大女子柔道部は、初戦（対東京女子体
育大学）、準決勝（対早稲田大学）を2対0
のストレートで勝ち上がり、慶應義塾大学
との決勝戦へ進みました。決勝戦では、先
鋒戦1本負け、次鋒戦引き分けとなり、大
将戦で1本勝ちしなければ負けとなる場
面で、大将の柳川愛佳選手（4年）が1本
勝ちをし、代表決定戦へと望みをつなげ
ました。迎えた代表戦でも柳川選手が1本
勝ち。見事優勝を飾りました。また、柳川
選手は大会優秀選手賞にも輝きました。
石橋清二監督は、「持ち前のチーム力を
発揮することができました。さらに練習を
重ね、全国大会では応援してくださる皆
様に勝利を届けたいと思います」と決意
を語りました。

東京新大学野球連盟の春季リーグ戦で
優勝に輝いた硬式野球部が、3季連続21
回目の「全日本大学野球選手権大会」（全
日本大学野球連盟、読売新聞社主催）に
出場しました。
初戦では佛教大学(京滋大学野球連盟)に
4対0で勝利を収めると、続く亜細亜大学
(東都大学野球連盟)との対戦では、序盤
にリードを許すも、好投手相手に得点を
重ね、3対2で逆転勝利。九州産業大学
（福岡六大学野球連盟)との対戦となった
準々決勝では、終盤、手に汗握る展開とな
りましたが、3対2で勝利し、見事準決勝へ
進出。そして、準決勝では東海大学（首都
大学野球連盟）と対戦し、残念ながら2対
7で敗れましたが、全国大会ベスト4に入
る健闘をみせました。
試合終了後、スタンドからは最後まで決し
て諦めることなく、大健闘をみせたナイン
に対して、温かな拍手が送られました。

6月21日に、沖縄県人会、沖縄平和研究
会、イチャリバチョーデーズの3団体が主
催し、「6.23沖縄戦慰霊の日平和祈念イ
ベント」を開催しました。
今回は、「今、ここから！あなたの平和を
継
つ な

承ぎゆけ！！」とのテーマのもと開催さ
れ、沖縄戦を題材にした創作劇の公演や
朗読、また、沖縄の伝統芸能であるエイ
サーを披露しました。
実行委員長を務めた大城里恵さん(法学
部3年)は、「世界平和への一歩として、来
場者の皆様とともに『平和』について考え
られたことに、感謝の思いでいっぱいで
す。今、ここから！との思いで、さらに私たち
から平和の波を巻き起こしていきます」と
語りました。また、参加者からも「自分に
とっての平和とは何か、今の私たちに出
来る事は何かを考えることができ、とても
貴重な時間になりました」との感想が寄
せられました。

「東京学生柔道優勝大会」
で優勝！

硬式野球部が「全日本大学野球
選手権大会」でベスト4！

沖縄戦慰霊の日
平和祈念イベントを開催

女子柔道部 硬式野球部 沖縄戦平和記念イベント

学生の活躍
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創価女子短期大学　トピックス

Soka Women's College Topics

６月１日、短大２年生16名がアメリカ創価大学（SUA）に向
け日本を出発しました。2ヶ月間の短大での留学準備プログ
ラムの中では、主に、ライティング、スピーキング、プレゼン
テーションやタイムマネジメントのスキルを身につけまし
た。また、５月14日には、国際教養学部のマリア・グアハルド
学部長と懇談し、留学することの意義やタイムマネジメント

の大切さ、友達を多く作ることや女性の生き方など、幅広い
内容について話をしていただきました。出発式では、長山望
未さんが今まで支えてくれた人たちへの感謝とSUA留学へ
の決意を述べました。2ヶ月間、16名の学生が英語を通して、
さまざまな力を身につけ７月31日に帰国する予定です。

イングリッシュラウンジ（EL）では、13時～
16時30分の間、自由に出入りして留学生
との英会話を楽しむことができます。

Book Chat…今読んでいる本を持ってき
て、ストーリーや登場人物を紹介します。
English Forum…時事問題等につい
て本格的に自分の意見を交換します。他
にも英語学習を支援するプログラムが充
実しています。

“イングリッシュラウンジ”に新プログラム！

ELに新たな２つの
プログラムが登場！

S U A 短 期 留 学 プ ロ グ ラ ム が ス タ ー ト！

スピーキング練習法、多読の薦め、リ
スニング上達法、夏休みの勉強法な
どのワークショップを開催していま
す。参加した学生が毎日実践し続けら
れる英語学習法をレクチャーします。
楽しく自然に身につけられる内容に
なっています。

英語学習支援
ワークショップを開催！MONDAY

右：SUA短期留学プログラムに参加の16
名が出発直前に成田空港にて。

左：創価大学国際教養学部のマリア・グ
アハルド学部長との懇談の様子。

英語基礎力特訓
プログラム TUESDAY

英語に苦手意識がある、基礎からしっ
かりやりたいという方に、音読トレー
ニングを開催しています。音読プログ
ラムに参加した学生は英語の苦手意
識がなくなり、TOEICのスコアがアッ
プして短期留学プログラム、海外研修
に参加している学生もいます。

WEDNESDAY

英語の学習方法など、英語を学習す
る上での悩みや対策など一人ひとり
の相談にのります。特に、どうやって勉
強する時間を確保するのかといった、
英語だけに関わらない勉強時間のタ
イムマネジメントも気軽に相談ができ
ます。

英語学習相談室を
開催！
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「私」の学生時代

卒業後、国際複合一貫輸送関連の会社に6年間勤務の後、イギリスに留学しケント
大学にてMBA（経営学修士号）を取得。2007年から水野ストレーナー工業株式会社
に就職し、2013年4月より現職。水野ストレーナー工業株式会社は、舶用こし器の分
野で国内トップシェアを誇り、2008年には経済産業省が選ぶ　『元気なモノ作り中小
企業300社』に選出されました。

勉強に傾注していたわけでなく、あまり優秀な学生では
なかったと思います（笑）。自身の入学式と卒業式以外は
全て運営役員として行事運営に携わりました。整理総括
として臨んだ、３年生の創大祭のときのことです。創立者
池田先生が来賓の方に対し、役員をしている我々を指し
て、「彼らがわが創価大学の最優秀の学生たちです」と紹
介してくださいました。決して目立たない影の役員に徹す
る中で、創立者から頂いた励ましの数々は、私の原動力
になっています。

「世界に通じる仕事がしたい」と海運業界を志望し、国際
物流の会社に就職することができました。海外駐在を希
望していましたが、実現はしませんでした。今思えば、ただ
「海外に出たい」というだけで、「“何を”したいのか」具体
的なビジョンはなかったと思います。

就職して5年が経つ頃、多忙な毎日に充実感はありまし
たが、卒業式の時に池田記念講堂の前で誓った「世界に
貢献できる人材、創価大学を宣揚できる人材になろう！」
という自分には程遠いと感じ始めました。そこで、「もっと
力をつけたい」と一念発起し、MBAの取得を志し、渡英す

ることになりました。
ビジネススクールでは世界20カ国からの学友たちととも
に、議論やプレゼンテーション、レポート作成の毎日。国
籍、宗教、文化、言葉などのバックグラウンド全てが異な
る中での相互理解と価値共有をする過程において、自分
の小さな世界を壊し、新しい自分を創りあげていく醍醐
味を実感しました。寝ても覚めても勉強で、本当に大変で
したが、それらをやり遂げた時に今までになかった自信
と経験を得ることができました。

現在は奈良県という海のない県
で、船の仕事をしています。製品
の性質上、取引先は海外とのつな
がりが強く、日本で製造業を継続
させていくためには弊社のような
小さな企業でも「拠点は日本、事
業活動は世界（日本含む）」という
気慨が必要です。地域に根を張
り、地域の雇用に貢献しながら、
いかに志を高く持ち発展させていくか。MBAでは勉強し
なかった、教科書には載っていないような問題が発生す
るたびに、「創大生としてどうすべきか、池田先生ならどう
されるか」を自問しながら、苦闘・苦悶の毎日です。でも、
それらの苦労を乗り越えたときの喜びもまた最高です。

社会には本当にさまざまな職業
があり、自分とは違うこととの関わ
りの中で仕事をしていくことにな
ります。その意味で、学生時代に
最高の哲学にふれ、いろいろな
経験をすること、徹して勉強する
ことは非常に大きな意味を持つ
と思います。4年間というかけがえ
のない時間を素晴らしい場所で
過ごせることに感謝を忘れず、そ
こで得られる全てが人生を豊か
にし、自分の道を切り拓いてくれることは間違いありませ
ん。就職後も苦難の連続です。その時にこそ、学生時代に
立ち返り、創大卒業生としての実証を示そうとの気概を
持ち続けることが大切だと思います。環境に左右される
自分ではなく、今いるその場所で全力を尽くす自分であ
りたいと思います。

水野ストレーナー工業株式会社　代表取締役
水野 宣明さん　経営学部25期卒　栗山ゼミ

創価大学ではどんな学生でしたか？

現在の仕事と地域への思いとは？

最後に創大生へのメッセージを

卒業後にイメージしていた姿は？

転換点となった出来事は？

My memory

率先垂範をモットーに挑戦の日々

創大通教で学ぶ妻の真理さんと



15

今、社会問題として注目されている“依存症”に取り組む

「薬物依存症者の回復には何よりもケアが必要です」
For drug addicts’ recovering, care is required the most.

精神看護学の立場から
薬物依存の問題に取り組む

社会復帰を支える
ネットワーク作りを研究

　看護学部の五十嵐愛子先生の専門は精神看護
学です。精神看護学とは、人の精神に関わる看護
のあり方を学ぶもので、現代のようなストレス社会
を背景に心の不調を訴える人が急増している中、
重要度が増し、非常に注目されている学問です。そ
れは、精神科だけでなく、すべての医療分野におい
て、心の健康やケアについての知識を持ち、対応で
きる看護師が求められているからといえるでしょう。
　五十嵐先生は精神看護学関連の授業をいくつ
か担当していますが、授業と共に力を注いでいる
のが薬物依存症の研究です。なぜ、研究を始める
事になったのでしょうか？
「10年ほど前に依存症治療で知られるクリニック
に勤務し、そこで初めて薬物依存症者の看護に直
面しました。しかし当時は精神看護学の教科書に
も薬物依存症者についての記述はほとんどない状
態でした。世の中の理解も低く、依存症という『病
人』であるにもかかわらず、『犯罪者』というイメー
ジばかりが先行していたのです。それなら、自分が
研究をして薬物依存症者の実態を正しく世の中に
知らせようと思ったのです」
　そして現在では、五十嵐先生は精神看護学におけ
る薬物依存症研究のトップランナー的な存在です。

　五十嵐先生の研究は国にも高く評価され、助成を
受け、論文となっています。その手法は、直接薬物依
存症者本人や家族達にインタビューをし、回復まで
の過程をまとめるというもの。本人や家族達が語っ
たライフ・ヒストリー（生い立ち、薬物を使うきっか
け、家族の混乱と絶望、立ち直りのきっかけ等）を分
析することで、薬物依存症の経過には幾つかの段階
があり、回復への道筋がある事を提示しました。
「子供が薬物に手を出してしまった親は、外部には
隠し家族の力だけでなんとか立ち直らせようとしま
すが、まずうまくいきません。子供と距離を持ち、専
門の医療施設やリハビリ施設等に任せるのが最も
重要です。それで初めて子供が自分で考え、行動し、
回復へとつながっていく事ができるのです」
　しかし、本人や家族、治療スタッフの努力だけで
はままならない問題も数多くあります。仕事や住居
等の生活面の支援や社会の厳しい偏見です。そこ
で、五十嵐先生が新たに取り組んでいるのが「回復
と社会復帰を支えるネットワーク」作りです。
　「薬物依存症者をバッシングして社会の片隅に追
いやるのではなく、回復可能な病気と捉えて、彼らを
支えていける社会にしたい。学生と共に、そういう人
に温かい社会を目指していきます」

［　］FILE

02
看護学部
精神看護学

五十嵐 愛子 教授

看護師として現場経験を積んだ後、
山梨大学医学部看護学科で精神看
護学の講座を担当。その後、榎本ク
リニック看護部長、新潟青陵大学看
護福祉心理学部教授を経て、2013
年より創価大学看護学部教授。保
健福祉学博士。

五十嵐 愛子
Profi le

Aiko Igarashi

「人間関係とコミュニケーション」の授業では、看護師
にとって必要な、聴く・質問する・自己開示する・投げ返
す・説明するなどのコミュケーション・スキルをロールプレ
イングで習得。「人と良い人間関係を作るのは看護の
基本。言葉だけでなく、表情や仕草からも相手の気持
ちを読み取る力を付けてほしいですね」と五十嵐先生。

コミュニケーション力が
看護学の基本
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communico
大好評の創大投稿サイトcommunico
（コムニコ）の中から、今回は料理関連
の投稿がたくさん届きました。激安レ
シピから人気レシピまで盛りだくさん。
ぜひ感想もお寄せください。みなさん
の投稿お待ちしてます！

創大投稿サイト

留学生喫茶の人気料理レシピ①
チュニジアのソウルフード「ブリック」はアフリカ版春巻き。
スパイスを入れると本場の風味を楽しめます！！
〈材料（10個分）〉春巻きの皮10枚/ジャガイモ2個/玉ネギ
1/2個/青ネギ少々/卵3個/とろけるチーズ4～5枚/シーチ

キン1缶/スパイス(ガラムマサラ・タイム・クミン)少々

〈作り方〉1.ジャガイモを茹でて皮をむき、すりつぶす。2.玉
ネギをみじん切り。3.1と2にシーチキン、刻んだ青ネギを

入れ、塩、コショウ、スパイスを混ぜ合わせて具を作る。

4.春巻きの皮に具を大さじ３、卵大さじ３を入れ、その上

にチーズを乗せて巻く。5.フライパンの底が全体に浸るく

らいの油を注いで熱し、春巻きがきつね色になるまで揚

げる。　留学生喫茶

夏の暑い日に新提案☆簡単冷や汁そうめん☆
夏の国民食そうめんのアレンジレシピです。冷や汁を「山形のだ
し」を使って作ります！
〈材料（１人前）〉そうめん１束/さばの水煮1/2缶/山形のだし
（きゅうり、なす、みょうがなどを細かく刻み、昆布でねばりを加え

てだし醤油で味を調えた郷土料理。スーパーで入手可）/水

300cc/ほんだし小さじ1/味噌大さじ1（写真は白味噌を使用）

〈作り方〉1.鍋に水、ほんだしを加えて火にかけ、味噌を溶かす。
2.さばの身を箸でほぐして加え、一煮立ちさせる。3.器に移しラッ

プをして冷蔵庫で冷やす。4.そうめんを茹でて水で洗い、冷や汁

に浸し、お好みの量の山形のだしを加えて完成！　ニラ玉

アルプスの26円もやし×激安鶏モモ肉の
麺つゆ卵炒め
料理研究会部長の加藤です！スーパーアルプスの安売りも
やしと、浅川近くの業務用スーパーの冷凍ブラジル産鶏モ
モ肉(2kg798円)を使います。
〈材料（2人前）〉もやし1袋（200g）/鶏モモ肉100g/溶き卵
２個分/細ネギ１本/(調味料)みりん・麺つゆ・醤油・酒各大

さじ１/塩小さじ3分の1/ブラックペッパー適量/油大さじ１

〈作り方〉1.卵は溶いておく。2.細ネギは小口切り。3.鶏肉は
一口大に切る。4.もやしは水洗い。5.フライパンに油をひ

き中火で温める。6.鶏肉を入れ、ブラックペッパーを振り

かけ、ある程度火が通るまで炒める。7.強火にして、もやし

を追加。8.鶏肉にしっかり火が通ったら、溶き卵を入れ混

ぜ合わせる。9.細ネギと調味料を入れ味が馴染むまで炒

め、塩で味を整える。10.皿に盛り、ブラックペッパーを振り

かけて完成。おすすめもやしレシピ本http://goo.gl/

M8cqR7　加藤 友規

留学生喫茶の人気料理レシピ③
フィリピンで朝食やおやつとして愛されている「トゥーロン」は
バナナの春巻き。簡単なので誰でも作れます！
〈材料（6個分）〉バナナ3本/黒砂糖/春巻きの皮6枚/チョコ
レートシロップ/油

〈作り方〉1.皮をむきバナナを切る（横半分／縦半分）。2.春巻
の皮の上にバナナを２切れ置く。3.黒砂糖（大さじ1/2）をか

けて巻く。4.きつね色になるまで油で揚げる。5.チョコレート

シロップをかけてできあがり！　留学生喫茶

時間をかけずにおいしい☆肉ニラ炒め☆
創大生なら一度は行く楢原の某定食屋さんの肉ニラ炒め定食。
あの味を再現したいと研究！極力時間をかけないレシピです。
〈材料（1人前）〉ニラ1/2束/もやし1/2袋（100g）/豚肉100g/合
わせ調味料（醤油大さじ1/オイスターソース大さじ1/酒大さ

じ1/鶏ガラスープの素小さじ1/ゴマ油小さじ1）/水溶き片栗

粉適量

〈作り方〉1.沸騰した鍋に、ニラ、もやし、豚肉を入れて１分弱
湯通しする。2.合わせ調味料を作る。3.フライパンに油を引い

て熱し、湯通ししたニラ、もやし、豚肉に合わせ調味料を加え

強火で炒める。4.水溶き片栗粉を加えてとろみが出たところ

で火を消し、完成！鍋の水を沸騰させている間に合わせ調味

料を作り、湯通しに１分、炒めるのに１分。某定食屋さんの

味にどこまで近づいているか、試してください！　ニラ玉

cummunicoの投稿フォームから！　http://soka-communico.tumblr.com/submit/に
携帯、パソコンから簡単アクセス、簡単投稿！　
※メールでの投稿も可能。ou3zophz7wvie@tumblr.comへメールを送信。
携帯、パソコンからメールに画像、動画、テキストを添付して投稿。

投稿方法

今号は“おすすめレ
シピ”が盛りだくさん

！

留学生喫茶の人気料理レシピ②
ブラジルでおやつとして親しまれている「コシーニャ」。「涙の形」が
特徴的なブラジル風コロッケです！
〈材料（約15個分）〉鶏ムネ肉200g/玉ネギ1/2個/小麦粉700g/ 
YOKI(※)/卵白1個分/ニンニクペースト大さじ1/牛乳100cc/トマ

トホール缶1/2缶/塩、コショウ　※YOKIはパン粉をもっと細かく

したもので、パン粉でも代用可能。

〈作り方〉＜具を作る＞1.鶏肉を水で洗う。2.鍋に水と鶏肉を入れ
茹でる（中火）。3.鶏肉が白くなり中まで煮えたらボールに取り出す

（茹で汁は必ず残す！）。4.鶏肉の皮を取り、ナイフで細かく肉を割

く。5.鍋に油をしき、ニンニクペーストを軽く炒め、玉ネギを加え

透明になるまで炒める。6.5に鶏肉を加え、塩、コショウで味を整え

る。7.トマト缶と3の茹で汁を少量加えて煮詰める。

＜生地を作る＞8.茹で汁300cc、牛乳100ccを鍋に入れ中火で温
める。9.火を止め、小麦粉を数回に分けて混ぜる。10.小麦粉を全

て入れ、弱火で焦げ付かないよう生地が手につかなくなるまで

混ぜる。＜コシーニャを揚げる＞11.生地で具を涙の形に包む。
12.卵白をつける。13.YOKIをつける。14.油できつね色になるまで

揚げる。　留学生喫茶
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第44回創価大学・第30回創価女子短期大学入学式を挙行

4月2日（水）、第44回創価大学、第30回創価女子短期大学
入学式が桜満開の中、池田記念講堂で挙行されました。創
立者池田大作先生がメッセージを贈るとともに、台湾の中
国文化大学・池田大作研究センター一行が来賓として列席
し、同大学の林彩梅元学長が祝辞を述べました。

中華人民共和国、程永華駐日大使
が講演会
6月13日、中央教育棟ディスカバリーホールで、中国・程
永華駐日大使による講演会が「継承伝統　共架金橋（伝
統を継承し、共に金の橋を架けよう）」のテーマで開催さ
れました。これは、1974年の北京大学等の訪問や周恩来
総理との会見など、創立者池田先生の初訪中40周年を
記念して行われました。

言語学者ジェフリー・リーチ博士
公開講演会開催

工学部のチームSOBITSが「ロボカップ＠ホームシミュレーションチャレンジ」
で2年連続優勝！
5月4日から6日の３日間にわたり、福岡と新潟の会場でロボカッ
プジャパンオープン2014が行われ、「＠ホームシミュレーショ
ン」リーグにおいて、創価大学工学部情報システム工学科のチー
ムSOBITSが2年連続の優勝を果たしました。このリーグは、コン
ピューター上の仮想空間内で日常生活における人間とロボットの
共同作業の可能性を探る競技で、ロボットの人工知能や計算処
理において、より理論的な研究成果が求められています。創価
大学のチームSOBITSは東京大学や金沢工業大学、九州工業大
学などのチームを上回り、見事優勝を手にしました。

コミュニケーション用ロボット
「SOBIT（ソビット）」

優勝した工学部のチームSOBITS

5月14日、5月21日、6月4日、創価大学英文学会後援による、言
語学者ジェフリー・リーチ博士（英国ランカスター大学名誉教
授／創価大学客員教授）の公開講演会が開催され、学内外の
多くの教育関係者、学生、一般の方々が参加しました。リーチ博
士は、世界的に著名な言語学者であり、英語文法、文体論、語用
論、意味論、コーパス言語学の専門分野において、多大な功績

をあげられています。現在、英
国ランカスター大学を中心とし
た大規模プロジェクトである、イ
ギリス英語、アメリカ英語の共
時的、通時的コーパス構築に、
リーダー的存在として携わって
おり、その研究成果に世界中が
注目しています。

創大・短大
入学式
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Ouk Sokhenさんが
日本語弁論大会に出場

SPACe来場者が
30万人を突破！

5月24日、カンボジア・王立プノンペン大学からの交換留学
生Ouk Sokhenさん（カンボジア）が、在住外国人の日本理
解と、日本人の国際理解を深めることを目的とした「第55
回外国人による日本語弁論大会」（国際教育振興会・国際
交流基金・松江市主催）に出場しました。22カ国・地域、97
名の応募者の中から予選を勝ち抜いた10カ国・地域、12名
が本大会に出場。Ouk Sokhenさんは「キリングツリー」の
テーマでスピーチを披露しました。

6月4日、ラーニング・コモンズ“SPACe”の来場者が記念すべ
き30万人を数えました。30万人目となった学生とその前後
の2人に、寺西副学長より記念品（図書カード）が贈られまし
た。30万人目の来場者となった経済学部１年生の平塚勇太
さんは、「現在インターナショナルプログラム（IP）に所属し、交
換留学を目指して頑張っています。
TOEFL iBT90点取得を目指して、今後
もSPACeを利用します」と決意を語っ
ていました。

ジーン・オコンネル氏による看護学部公開講座が開催
5月30日、中央教育棟で、創価大学看護学部公開講座が行
われました。当日は、カリフォルニア大学サンフランシスコ校
（UCSF）臨床准教授であり、サンフランシスコ総合病院にお
いて最高経営責任者（CEO）を務めるジーン・オコンネル氏
が、「グローバル時代の看護と今後の展望―アメリカの看護
から学ぶこと―」と題する講演を行いました。オコンネル氏
は、「看護師が患者さんに深い思いやりと尊敬の念を持ち、

常に相手の立場に立って接していく事が大切である」と語
りかけ、「一人ひとりが大きな可能性を持っているからこそ、
未来はここにいる皆さんにかかっています」と、参加者に大
きな期待を寄せました。
参加者からは、「国際看護を学べる創大看護学部生として、
世界に貢献できる看護師に成長していきたい」等の感想が
寄せられました。

国際会議にて本学大学院生の論文2件がBest Paper Awardを受賞
2月23日～27日、フランス・ニースでThe International 
Academy, Research and Industry Association (IARIA)主
催の国際会議「The Ninth International Conference on 
Systems (ICONS 2014)」が開催されました。世界約40カ国
から、有名大学や一流企業の研究者が集まり、情報システ
ムの最新技術に関する約150件の研究が発表され、工学

研究科博士前期課程1年の青木秀伸さんの論文「An 
Electricity Flow Optimization Problem for Effective 
Operation of Storage Devices in Microgrid」及び、淵上貢
記さんの論文「Remote Monitoring System with Optical 
Fiber Sensors and the Internet-Standard Protocol」が、そ
れぞれ「Best Paper Award」を受賞しました。

SRI（社会的責任投資）レポートコンテストで経営学部の学生が奨励賞に
3月に、第2回SRI（社会的責任投資）レポートコンテストの
審査発表が行われ、経営学部・中村みゆきゼミの学生が提
案した「Change！あなたが変える！地域社会の未来 ～おつ
り投資～」が奨励賞に輝きました。
このコンテストは、SRIやESG（E：環境、S：社会、G：ガバナン
ス）投資に関する研究活動を促進し、その成果を情報発信

する目的で行われています。中村ゼミは、少子高齢化・地方
経済の衰退という日本が直面する課題を直視し、地方経済
の自立化と活性化の手段として、住民が地域で買い物をす
る際の「おつり」を原資とした地域通貨・コミュニティ投資を
提案。将来の可能性を秘めた好論文であるとし、今コンテス
トでは唯一の受賞（奨励賞）を果たしました。

日本学術振興会「特別研究員」に本学大学院生3名が採用
優れた若手研究者に与えられる、2014年度の独立行政法
人日本学術振興会「特別研究員」に、本学大学院生3名が
採用されました。
この制度は、『我が国トップクラスの優れた若手研究者に対
して、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びなが
ら研究に専念する機会を与え、研究者の養成・確保を図る

（※日本学術振興会ホームページより）』ことを目的としてお
り、本学より、いずれも工学研究科の大学院生である中富
伸幸さん（領域：生物学、受入研究者：山本修一教授）、水林
啓子さん（領域：数物系科学、受入研究者：戸田龍樹教授）、
福崎由美さん（領域：総合、受入研究者：木暮信一教授）の3
名が採用されました。
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2014年度前期特待生
2014 Performance-Based Scholarships

学生部委員会・学部教授会にて審議決定された2014年度前期特
待生が発表されました。特待生とは、セメスター（前期／後期）ごと
に学業成績が優秀である学生を表彰する制度で、対象者には奨励
金15万円が給付されます。

経済学部3年
広島県出身
久保隅 正弘さん
Masahiro Kubosumi
最高の教育環境で、価値創造
の真義を学びたいと思い入学
しました。将来は、人の喜びや感
動を共に創造できる仕事に就
き、社会貢献していきたいです。

経済学部経済学科　4年

板子 博子さん
Hiroko Itako

経営学部経営学科　4年

杉村 優美さん
Yuumi Sugimura 

法学部法律学科　3年

和知 伸明さん
Nobuaki Wachi 

教育学部児童教育学科　3年

山中 麻衣さん
Mai Yamanaka 

文学部人間学科英語・英米文学専修　4年

佐藤 恵子さん
Keiko Sato 

文学部人間学科　2年

堀切 雄太郎さん
Yutaro Horikiri 

経済学部経済学科　4年

力武 奈津美さん
Natsumi Rikitake

経営学部経営学科　4年

萩原 大希さん
Daiki Hagiwara 

法学部法律学科　3年

岡野 正治さん
Masaharu Okano 

教育学部児童教育学科　2年

小笹 光明さん
Mitsuaki Ozasa 

文学部人間学科社会福祉専修　4年

川上 友子さん
Tomoko Kawakami 

文学部人間学科　2年

落合 舞子さん
Maiko Ochiai 

経済学部経済学科　4年

西野 義輝さん
Yoshiki Nishino

経営学部経営学科　4年

尾木 友香さん
Yuka Ogi 

法学部法律学科　3年

戸羽 直也さん
Naoya Toba 

教育学部児童教育学科　2年

岡澤 茜さん
Akane Okazawa 

文学部人間学科英語・英米文学専修　4年

橋本 泰之さん
Yasuyuki Hashimoto 

看護学部看護学科　2年

松岡 裕佳さん
Yuka Matsuoka 

経済学部経済学科　4年

鈴木 安奈さん
Anna Suzuki 

経営学部経営学科　4年

中澤 秀夫さん
Hideo Nakazawa 

法学部法律学科　3年

柴崎 光明さん
Mitsuaki Shibazaki 

工学部情報システム工学科　4年

西仲 幸太さん
Kota Nishinaka 

文学部人間学科ロシア語・ロシア社会文化専修　4年

鶴田 裕子さん
Yuko Tsuruta 

看護学部看護学科　2年

野尻 晴華さん
Haruka Nojiri 

経済学部経済学科　4年

江口 将瑛さん
Masaaki Eguchi 

経営学部経営学科　3年

柴田 光明さん
Mitsuaki Shibata 

法学部法律学科　3年

松本 英之さん
Hideyuki Matsumoto 

工学部情報システム工学科　4年

宮原 広翼さん
Kosuke Miyahara 

経済学部経済学科　3年

小山 航平さん
Kohei Koyama 

経営学部経営学科　3年

七海 智貴さん
Tomoki Nanaumi 

法学部法律学科　3年

小川 清高さん
Kiyotaka Ogawa 

工学部情報システム工学科　3年

本間 光宣さん
Mitsunobu Honma 

文学部人間学科人文学専修　4年

寒川 妙美さん
Taemi Sangawa 

経済学部経済学科　3年

西田 あずささん
Azusa Nishida 

経営学部経営学科　3年

中根 正和さん
Masakazu Nakane 

法学部法律学科　2年

袴田 伸男さん
Nobuo Hakamata 

工学部情報システム工学科　3年

平沢 光昭さん
Mitsuaki Hirasawa 

文学部人間学科人文学専修　4年

西村 美里さん
Misato Nishimura 

経済学部経済学科　3年

若林 勇人さん
Yuto Wakabayashi 

経営学部経営学科　3年

谷内 光一さん
Koichi Yachi   

法学部法律学科　2年

池田 桜さん
Sakura Ikeda 

工学部情報システム工学科　2年

榊 塁さん
Rui Sakaki 

文学部人間学科　3年

玉井 香織さん
Kaori Tamai 

経済学部経済学科　3年

久保隅 正弘さん
Masahiro Kubosumi 

経営学部経営学科　3年

小林 優美華さん
Yumika Kobayashi  

法学部法律学科　2年

水野 智寛さん
Tomohiro Mizuno 

工学部情報システム工学科　2年

三田部 直樹さん
Naoki Mitabe 

文学部人間学科　3年

北原 加奈さん
Kana Kitahara 

経済学部経済学科　3年

原田 彩乃さん
Ayano Harada 

経営学部経営学科　2年

稲場 英知さん
Eichi Inaba   

法学部法律学科　2年

三井寺 夏希さん
Natsuki Miidera 

工学部生命情報工学科　4年

潮田 雄揮さん
Yuuki Ushioda 

文学部人間学科　3年

酒井 光一さん
Koichi Sakai 

経済学部経済学科　2年

菅井 みなみさん
Minami Sugai 

経営学部経営学科　2年

成田 幸恵さん
Yukie Narita   

法学部法律学科　2年

田村 幸恵さん
Yukie Tamura 

工学部生命情報工学科　4年

德永 敬子さん
Keiko Tokunaga 

文学部人間学科　3年

中西 なつみさん
Natsumi Nakanishi 

経済学部経済学科　2年

中村 拓也さん
Takuya Nakamura 

経営学部経営学科　2年

広川 祐美さん
Yumi Hirokawa   

教育学部教育学科　4年

白井 早紀子さん
Sakiko Shirai 

工学部生命情報工学科　3年

太田 隼人さん
Hayato Ota 

文学部人間学科　3年

カーリー 法流さん
Paul Carley 

経済学部経済学科　2年

樋口 優紀さん
Yuki Higuchi 

経営学部経営学科　2年

大上 宗人さん
Muneto Ooue 

教育学部教育学科　4年

菅家 ゆかりさん
Yukari Kanke 

工学部生命情報工学科　3年

平良 正和さん
Masakazu Taira 

文学部人間学科社会福祉専修　3年

篠崎 ひかるさん
Hikaru Shinozaki 

経済学部経済学科　2年

田村 由香さん
Yuka Tamura 

経営学部経営学科　2年

田中 沙輝さん
Saki Tanaka 

教育学部教育学科　3年

田中 宣城さん
Nobushiro Tanaka 

工学部生命情報工学科　2年

鈴木 伸子さん
Nobuko Suzuki 

文学部人間学科　3年

原 祐里佳さん
Yurika Hara 

経済学部経済学科　2年

三門 翔太郎さん
Syotaro Mikado 

法学部法律学科　4年

白石 愛貴さん
Aki Shiraishi 

教育学部教育学科　3年

平岡 秀美さん
Hidemi Hiraoka 

工学部環境共生工学科　4年

石川 清美さん
Kiyomi Ishikawa 

文学部人間学科　3年

村田 花摘名さん
Kazuna Murata 

経済学部経済学科　2年

垣尾 大吾さん
Daigo Kakio 

法学部法律学科　4年

加藤 紗貴さん
Saki Kato 

教育学部教育学科　2年

船戸 明美さん
Akemi Funato 

工学部環境共生工学科　4年

北村 正恵さん
Masae Kitamura 

文学部人間学科　2年

佐藤 はるかさん
Haruka Sato 

経済学部経済学科　2年

香川 由香さん
Yuka Kagawa 

法学部法律学科　4年

本村 真帆さん
Maho Motomura 

教育学部教育学科　2年

越智 理佐子さん
Risako Ochi 

工学部環境共生工学科　3年

黒澤 佳子さん
Keiko Kurosawa 

文学部人間学科　2年

大林 貴子さん
Takako Obayashi 

経済学部経済学科　2年

熊野 一公さん
Kazuki Kumano 

法学部法律学科　4年

佐野 孝騎さん
Koki Sano 

教育学部児童教育学科　4年

武富 健太さん
Kenta Taketomi 

工学部環境共生工学科　3年

富松 雄太さん
Yuta Tomimatsu 

文学部人間学科　2年

佐藤 綾香さん
Ayaka Sato 

経済学部経済学科　2年

大島 遥さん
Haruka Oshima 

法学部法律学科　4年

伊藤 孝明さん
Takaaki Itou 

教育学部児童教育学科　4年

中野 光弘さん
Mitsuhiro Nakano 

工学部環境共生工学科　2年

立花 咲さん
Saki Tachihana 

文学部人間学科　2年

熊野 あずみさん
Azumi Kumano 

経営学部経営学科　4年

土田 和広さん
Kazuhiro Tsuchida 

法学部法律学科　4年

原口 那津子さん
Natsuko Haraguchi 

教育学部児童教育学科　3年

飯島 光一さん
Koichi Iijima 

文学部人間学科人文学専修　4年

蚊野 千尋さん
Chihiro Kano 

文学部人間学科　2年

足立 真優さん
Mayu Adachi 

文学部人間学科　2年

近野 美咲さん
Misaki Konno 
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健康を
科学する
1972年に生体時計が脳の視床下部の中にある事が、1997年には
生体時計は時計遺伝子の働きで時を刻んでいる事が発見された。

看護学部
奥山 みき子准教授
修士（心身健康科学）
専門は地域在宅看護学

元三重県立看護大学講師

第２回 生体時計（体内時計）

私達の生体リズムは、地球の自転のリズムと１時間異なり
25時間です。その生体のリズムを保持するために、活動開
始の時間帯（朝）に太陽光をあびると、１時間前進して25
時間の生体リズムが24時間に調整（リセット）されます。一
方、休息開始の時間帯（夜）に光（2500ルクス以上）をあ
びると生体リズムは１時間後退し２時間のずれが生じます。

1 生体リズムは宇宙のリズムに
　適応している

快適な生活を送る、病気にならないために体を調節する自
律神経を調整するのが体内時計です。時計遺伝子の異常
が睡眠、活動、食欲等の生活スタイルと深く関わっている
ことが発見され、生体リズムの乱れと生活習慣病との関連
が注目されています。また、６つの時計遺伝子のうちの、い
ずれかに遺伝子異常が発現するとがんになることが明ら
かになりました。

3 生体リズムが乱れると病気の原因にも
①朝の時間帯に太陽光をあびる。②朝食の時間を一定に
する。③適切な睡眠時間の確保と起床時間を一定にする。
もし、睡眠時間が少なくて眠い場合は、１５時までに２０～
３０分の昼寝をする。３０分を過ぎると体内時計を乱すこと
に。④朝に緑茶やコーヒーを飲む、グレープフルーツを食
べる、朝の散歩等で交感神経を緊張させる。⑤社会活動を
続けて規則的な生活リズムをつくる。

体内時計の乱れの例に時差ボケや、三交替勤務がありま
す。体内時計が乱れると、脳の時計が止まり、命令が止まっ
て、各細胞の動きがバラバラになります。夜、光をあびると
深夜になっても昼間だと思ってしまい、脳は外の時間に合
わせられないので混乱して時計を止めてしまうのです。深
夜の食事も、各臓器に栄養を送ると、身体を動かしてしま
うので、体内時計が乱れます。夜間の運動も同じ理由で体
内時計が乱れます。

2 なぜ生体時計が乱れるの？

4 生体リズムをまもるための養生訓

国 際 部 か ら の お 知 ら せ
Information from Soka University’s International Affairs Office

夏季海外研修は夏休みを利用して、約２～４週間、海外諸大学で異文化体験、

語学学習ができるプログラムです。本年度は国際部や学部主催研修も含め全部

で９研修、約110名の学生が参加します。アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギ

リス、香港等の大学での英語研修をはじめ、ドイツ、韓国、ケニアでの他言語研

修もあり、7月末より順次行われます。

2014年度の夏季海外研修が始まります！

南カリフォルニア大学研修にて 香港大学研修での授業風景

海外研修が
留ステONLINEで
申し込めます！
本年４月より、『留学情報ス
テーションONLINE』が導入
されました。WEB上で先輩
の留学情報の閲覧をはじ
め、交換留学や短期研修の
オンライン申し込みも可能
になりました。

ポータルサイト
↓

「ツールリンク」
↓

「留学情報ステーションONLINE」

出典：大塚邦明著『病気にならないための時間医学』（ミシマ社）
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2013年度は、創立50周年を目指す「創価大学グランドデザイン」の第2ステージの1年目でありました。中央教育棟、学生センターの完成
をはじめ、看護学部の開設、ラーニング・コモンズ“SPACe”の開設、国際教養学部の設置準備を進めました。決算につきましては、消費収入
は189億円、同支出は191億円となり、当年度の消費支出超過額が2億円となりました。今後も経費削減と収入の確保に取り組み、さらに
財務改善を目指してまいります。詳しくはホームページに今回の事業報告及び決算各種資料を掲載しておりますので、ご参照ください。
http://www.soka.ac.jp/about/finance/

2013年度
創価大学の事業および決算報告書
Fiscal 2013 Soka University Operation and Balance Sheet

単位（千円）

  資金収入の部
科目 予算 決算 差異

学生生徒等納付金収入 8,867,208  8,879,361 △　　  12,153 
手数料収入 276,453 271,191 5,262 
寄付金収入 2,698,750 2,935,371 △　　236,621 
補助金収入 2,529,200 2,642,762 △　　113,562 
　　国庫補助金収入 2,528,500 2,642,096  △　　113,596 
　　地方公共団体補助金収入 700 666 34 
資産運用収入 3,028,300 3,223,126  △　　194,826 
資産売却収入 37,240,000 38,012,331  △　　772,331 
事業収入 760,523 774,521 △　　  13,998 
雑収入 84,675 307,832  △　　223,157 
前受金収入 2,767,386 2,514,979 252,407 
その他の収入 19,329,803 18,255,696 1,074,107 
資金収入調整勘定  △　　2,738,540  △　　3,564,722 826,182 
前年度繰越支払資金 1,498,063 1,498,063 0 
収入の部合計 76,341,821 75,750,512 591,309 

単位（千円）

  資金支出の部
科目 予算 決算 差異

人件費支出 6,799,609 6,738,531 61,078 
教育研究経費支出 6,076,532 5,785,336 291,196 
管理経費支出 2,141,015 2,011,180 129,835 
借入金等利息支出 6,724 6,661 63 
借入金等返済支出 68,861 68,860 1 
施設関係支出 17,286,718 16,813,011 473,707 
設備関係支出 1,768,558 1,771,446  △　　 2,888 
資産運用支出 33,284,028 35,788,107  △ 2,504,079 
その他の支出 1,892,134 2,036,919  △　144,785 
予備費 7,908 7,908 
資金支出調整勘定  △　1,804,766  △　1,608,731  △　196,035 
次年度繰越支払資金 8,814,500 6,339,194 2,475,306 
支出の部合計 76,341,821 75,750,512 591,309 

２ ０ １ ３ 年 度 　 資 金 収 支 計 算 書

単位（千円）

  消費収入の部
科目 予算 決算 差異

学生生徒等納付金 8,867,208 8,879,361  △　　  12,153 
手数料 276,453 271,191 5,262 
寄付金 2,738,750 2,970,112  △　　231,362 
補助金 2,529,200 2,642,762  △　　113,562 
　　　　 国庫補助金 2,528,500 2,642,096  △　　113,596 
　　　　 地方公共団体補助金 700 666 34 
資産運用収入 3,028,300 3,223,126  △　　194,826 
資産売却差額 472,629 860,618  △　　387,989 
事業収入 760,523 774,521  △　　  13,998 
雑収入 84,675 308,015  △　　223,340 
帰属収入合計 18,757,738 19,929,706  △　1,171,968 
基本金組入額合計  △　　　31,871  △　　　1,024,730 992,859 
消費収入の部合計 18,725,867 18,904,976  △　　179,109 

単位（千円）

  消費支出の部
科目 予算 決算 差異

人件費 6,735,290 6,676,810 58,480 
教育研究経費 9,041,618 8,710,833 330,785 
（減価償却額） 2,965,086 2,923,890 41,196 
管理経費 2,609,289 2,542,855 66,434 
（減価償却額） 468,274 531,204  △　　  62,930 
借入金等利息 6,724 6,661 63 
資産処分差額 818,684 1,074,647  △　　255,963 
徴収不能引当金繰入額等 129,767 93,936 35,831 
消費支出の部合計 19,341,372 19,105,742 235,630 
当年度消費支出超過額 615,505 200,766 414,739 
前年度繰越消費支出超過額 5,236,238 5,236,237 1 
翌年度繰越消費支出超過額 5,851,743 5,437,003 414,740 
帰属収支差額  △ 583,634 823,964  △　1,407,598 

２ ０ １ ３ 年 度 　 消 費 収 支 計 算 書

単位（千円）

　資産の部
科目 2013 年度末 2012 年度末 増減

固定資産 227,324,769 232,209,970  △　4,885,200 
　 有形固定資産 102,531,808 88,090,263 14,441,546 
　　　 土地 18,263,336 18,263,336 0 
　　　 建物 70,097,466 47,023,816 23,073,650 
　　　その他の有形固定資産 14,171,006 22,803,111  △　8,632,104 
　 その他の固定資産 124,792,961 144,119,707  △ 19,326,746 

流動資産       8 ,935,568 3,498,350 5,437,217 
　 現金預金 6,339,194 1,498,063 4,841,131 
　 その他の流動資産 2,596,374 2,000,288 596,086 

資産の部合計    236,260,337 235,708,320 552,017 

２ ０ １ ３ 年 度 　 貸 借 対 照 表
単位（千円）

負債の部
科目 2013 年度末 2012 年度末 増減

固定負債    3 ,884,379 4,017,074  △　　132,696 
　　　　 長期借入金 204,140 273,000  △　 　 68,860 
　　　　 その他の固定負債 3,680,239 3,744,074  △　　　63,836 

流動負債 4,118,118 4,257,369  △　　139,251 
　　　　 短期借入金 68,860 68,860 0 
　　　　 その他の流動負債 4,049,258 4,188,509  △　　139,251 

負債の部合計 8,002,496 8,274,443  △　　271,947 
　基本金の部

科目 2013 年度末 2012 年度末 増減
第１号基本金 156,380,318 139,456,351 16,923,966 
第２号基本金 9,655,640 25,657,876  △  16,002,236 
第３号基本金 66,628,886 66,525,886 103,000 
第４号基本金 1,030,000 1,030,000 0 
基本金の部合計 233,694,844 232,670,114 1,024,730 

　消費収支差額の部
科目 2013 年度末 2012 年度末 増減

翌年度繰越消費支出超過額 5,437,003 5,236,237 200,766 
消費収支差額の部合計  △　　5,437,003  △　　5,236,237  △　  200,766 

科目 2013 年度末 2012 年度末 増減
負債の部、基本金の部

及び消費収支差額の部合計
236,260,337 235,708,320 552,017 
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夏季大学講座一覧
Soka University Summer Seminar 2014

第41回

8月29日(金)～8月31日(日)に開催決定！
充実の50講座が皆さんの参加を待っています！

41回目を迎える夏季大学講座が、今年も８月29日（金）から31日（日）の
３日間で50講座を開講します。昨年は、9,731人が受講。本講座は、「市民
に開かれた大学」を目指し、開学３年目の1973年から開始しました。完成
したばかりの中央教育棟GLOBAL SQUARE（グローバル スクエア）で、創
大生活を満喫してください！

●内容
開講日　　2014年8月29日(金)・30日(土)・31日(日)
会場　　　創価大学　東京都八王子市丹木町1-236
聴講資格　自由
聴講料　　1講座 2,500円(税込)
　　　　　親子で学ぶ一日絵画教室は1組(お二人)で2,500円(税込)
※1日に聴講できるのは1講座です。
※申し込み後の変更ならびに返金はできません。
※「創友会・会友会カード」(クレジットカード併用) をお持ちの方は、当
日、割引額(500円)を返金いたします。

●時間帯
午前の講義　10時～11時半
昼食・休憩　  11時半～13時半（校内散策など）
午後の講義　13時半～15時
※お申込の１講座を、午前・午後合わせて３時間聴講することになります。

●ピストンバスの案内 
【ピストンバス往路】　
JR八王子駅北口14番乗場より大学構内直行便を、
午前７時半～午前9時半まで運行します。
【ピストンバス復路】
大学構内２ヶ所よりJR八王子駅直行便を、
午後３時～午後４時まで運行します。
※午後４時以降は、通常の路線バスをご利用ください。

●お申込方法
申込期間：2014年6月20日(金)午前10時～8月28日(木)午後11時まで。
コンビニエンスストア「ローソン」各店のチケット発券機Loppi（ロッ
ピー）にて購入できます。

先端科学から健康まで、魅力ある講座からピックアップ！

一生のうちに、男性の２人に１人が、女性の３人に１人が、
“がん”になる時代です。このように身近な“がん”の予防法は
あるのでしょうか？疑問点を挙げながら、ともに学びましょ
う！後半は“膵癌”の話をします。

看護学部　学部長・教授
中泉 明彦

生活習慣の改善で
がんを防ぐ

入門～初級の中国語講座です。まず、発音、声調を基礎とし
て、日常生活での二文字から通ずる会話をマスターします。
例えば「你好!不　!好看!好听」等を学びます。最後に「母」を
中国語で唄う予定です。

文学部　教授
李 燕

中日の「金橋」の交流
－中国語会話入門～初級－

Soka
U

niversity
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m
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inar

2014
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niversity Sum
m

er Sem
inar 2014

ローソンチケット▶0120-36-3963

インターネットで検索▶http://store.lawson.co.jpお近くの
ローソンの探し方

ロッピー（発券機）の
使い方

ローソン店頭「Loppi」の画面で
「各種サービスメニュー」をタッチしてください。１
「スポーツ／コンサート／演劇・ミュージカル・お笑い／
会員向けサービス／ファンクラブ入会・継続」をタッチしてください。2

チケットの「直接購入」をタッチしてください。3
「Lコードで探す」をタッチして、
直接Lコードを入力してください。4

Loppi本体から「レジ発券申込券」が発券されます。5
「レジ発券申込券」を持って、30分以内にレジで
清算してください。6
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開催日 NO Ｌコード 担当教員 学部 役職 講義テーマ 会場 定員

8/29
（金）

1 36587 北　政巳 経済学部 教授 スコットランド人離散共同体と幕末・明治日本 ＡＷ 403 160

2 36588 朝賀　広伸 法学部 教授 思いやりの共生社会をめざして！―環境問題を考える― ＡＷ 404 160

3 36589 菅野　博史 文学部 教授 『法華経』を読む（９）―随喜功徳品・法師功徳品・常不軽菩薩品― ディスカバリーホール 900

4 36591 杉山　由紀男 文学部 教授 人間教育の思潮―デューイ・牧口・創立者― ＡＷ 302 205

5 36592 高橋　強 文学部 教授 創立者と中国の碩学が語る「文化・文化力」 ＡＢ 103 260

6 36593 山岡　政紀 文学部 教授 配慮表現に満ちた新しい日本語 ＡＢ 102 260

7 36595 高野　久美子 教育学部 教授 「いいとこ探し」でのびる子どもたち Ｍ 401 320

8 36596 吉川　成司 教職大学院 教授 心のエクササイズ：リフレーミングを「生きる意味へ」 ＡＥ 452 120

9 36598 渡辺　一弘 工学部 副学長補・
学部長・教授 イノベーション：福沢諭吉からスティーブジョブズ Ｍ 201 200

10 36599 西原　祥子 工学部 教授 生物のからだで働く糖鎖 ＡＥ 453 160

11 36603 奥山　みき子 看護学部 准教授 健康長寿を目指して、豊かな老いを生きるために Ｓ 201 460

12 36604 添田　百合子 看護学部 准教授 あなたの足の調子はどうですか？―足の手入れから始める生活習慣病予防― Ｓ 202 340

13 36605 加納　直幸 通信教育部 准教授 マンデラ氏が遺した軌跡と言葉―競争と格差の時代に― ＡＷ 303 205

14 36606 尹　秀一 ワールドランゲージ
センター 教授 （続）一日楽しく韓国語会話 Ｍ 402 300

15 36607 ダニエル　ササキ ワールドランゲージ
センター 講師 英会話初級～外国人になりすましてコミュニケーション～ Ｍ 205 36

16 36608 亀田　多江 短大 准教授 人を幸せにするＩＣＴ（ＩＴ）の活用法 ＡＷ 301 205

8/30
（土）

17 36609 神立　孝一 経済学部 副学長補・教授 創価大学の創立と創価教育 ＡＢ 103 260

18 36610 高木　功 経済学部 教授 グローバル経済と私たちの生き方 ＡＷ 403 160

19 36612 中山　雅司 法学部 教授 国連と平和―地球的課題の解決に向けて― ＡＷ 404 160

20 36615 山田　隆司 法学部 准教授 わかりやすい「新聞教室」 Ｍ 401 320

21 36616 田中　亮平 文学部 副学長補・教授 対談「人間ゲーテを語る」に学ぶ③―シラーとゲーテ（続）― ＡＷ 301 205

22 36617 石神　豊 文学部 教授 哲学入門―デカルトは何を見出したのか― ＡＷ 302 205

23 36618 坂井　孝一 文学部 教授 未完の東国王権―源実朝の夢と悲劇― ＡＢ 102 260

24 36619 山中　馨 経営学部 教授 次代を担う女性のリーダーシップと人間主義 ＡＥ 452 160

25 36620 清水　由朗 教育学部 教授 親子で学ぶ一日絵画教室 ＡＥ 455 25 組

26 36621
董　芳勝 教育学部 准教授

音楽による人間革命 池田記念講堂 2000
足立　広美 教育学部 准教授

27 36630 江口　満 文学部 教授 創立者とロシア　～ソ連初訪問から 40年～ ＡＷ 303 205

28 36623 木暮　信一 工学部 教授 ミトコンドリアはミドリがお好き Ｓ 201 460

29 36624 清水　昭夫 工学部 教授 高圧力の食品・医療・環境問題への有効利用 ＡＥ 453 160

30 36627 中泉　明彦 看護学部 学部長・教授 生活習慣の改善でがんを防ぐ ディスカバリーホール 900

31 36628 本田　優子 看護学部 教授 子の心・親の心―私らしく楽しむ子育てのために― Ｓ 202 340

32 36631 東森　由香 看護学部 准教授 認知症の人の理解と関わりのあり方 Ｍ 402 300

33 36632 ダニエル　ササキ ワールドランゲージ
センター 講師 英会話初級～外国人になりすましてコミュニケーション～ Ｍ 205 36

8/31
（日）

34 36634 寺西　宏友 経済学部 副学長・教授 グローバル化時代の「歴史政策」―日独比較の視点から― Ｍ 201 200

35 36635 マリコ・Ｊ・ホンマ 経済学部 学部長・教授 あなたも今日からグローバル人材！―ＩＰ授業を体験しよう― ＡＷ 403 160

36 36638 土井　美徳 法学部 准教授 地球文明と「世界市民」―創立者の大学講演に学ぶ― ＡＷ 404 160

37 36639 黒木　松男 法科大学院 研究科長・教授 生活に役立つ保険の知恵―パート２ ＡＷ 301 205

38 36640 西田　禎元 文学部 教授 韓国歴史ドラマの主人公たち Ｍ 401 320

39 36641 李　燕 文学部 教授 中日の「金橋」の交流―中国語会話入門～初級― ＡＢ 102 260

40 36642 玉井　秀樹 文学部 教授 人間の安全保障の追求―創立者の平和提言に学ぶ― ＡＥ 453 160

41 36643 中村　みゆき 経営学部 教授 『絆』からみるビジネスのあり方～創立者の知見に学ぶ～ ＡＢ 103 260

42 36644 鈎　治雄 教育学部 教授 楽観主義は元気の秘訣！―ポジティブ心理学のすすめ― 池田記念講堂 2000

43 36645 清水　由朗 教育学部 教授 親子で学ぶ一日絵画教室 ＡＥ 455 25 組

44 36648 長崎　伸仁 教職大学院 研究科長・教授 「励まし」の対話＆笑いと対話 ディスカバリーホール 900

45 36649 中嶋　一行 工学部 教授 グリア細胞：神経を支え、守る細胞 ＡＷ 303 205

46 36652 山本　修一 工学部 研究科長・教授 21世紀の科学技術の発展と課題 ＡＷ 302 205

47 36653 五十嵐　愛子 看護学部 教授 依存症のはなし Ｍ 402 300

48 36654 五味　千帆 看護学部 准教授 心と脳の健康のための食事・運動・睡眠について Ｓ 201 460

49 36657 柴田　博文 通信教育部 准教授 人生に失敗はない、と考える心理学講座 Ｓ 202 340

50 36658 鈴木　正敏 短大 副学長補・教授 健康へのアプローチ―食生活と運動を中心に― ＡＥ 452 160

※「親子で学ぶ一日絵画教室」は親1人、子1人（小学校高学年）の1組で2,500円になります。



24 Soka Univ. News

中央教育棟 GLOBAL SQUARE をメイン会場
に、池田記念講堂で開催される歓迎フェスティバ
ル、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、学部・学科の学びを体験で
きる体験授業、他にも入試ガイダンスや相談コー
ナーなど、多岐に渡るプログラムを用意していま
す。皆様のお越しを心よりお待ちしています。

O P E N  C A M P U S  2 0 1 4
創大で、あなたの未来の姿を発見してください!!

3月22日8月2日
3日
24日

土

日

日

2 0 1 4 2 0 1 5

10：00～16：00

編 集 部
か ら の
お知らせ

S
oka U

niversity N
ew
s 82

号
　
○
編
集
発
行
／
S
oka U

niversity N
ew
s 編
集
委
員
会
 ○
発
行
責
任
者
／
田
代
康
則
 ◯
編
集
長
／
笛
田
賢
一
　
〒
192-8577 東

京
都
八
王
子
市
丹
木
町
1
丁
目
236

番
地
 Tel: 042(691)2215 Fax: 042(691)9300　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／
 http://w

w
w
.soka.ac.jp  2014

年
7
月
発
行

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

2015年度 入学試験日程決まる！

キャンパス
アカデミック ビジット

「表紙の人」紹介

開催時間
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オープンキャンパスに参加し、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

「創大ベイクドドーナツ」創学サービスで新発売！

創大キャンパスガイド2015

いよいよネット出願を導入します！
詳しくは「創価大学 学部入試情報」を検索

配布中
短大キャンパスガイド2015

創価大学、創価女子短期大学の入試要項（願書）や、キャンパスガイド
2015がご請求いただけます。請求方法は以下の通りです。

祝日の通常授業を利用して受験生の皆さんに
体験していただくことができる
『Campus Academic Visit』

この機会に是非、
“創価大学の日常”を
体感してみてください！

大学ではどんな授業が行なわれているの？
実際の授業ってどんな雰囲気なんだろう？

［日時］９月23日（火・祝）

資料請求は、
創価大学ホームページから
・最新のキャンパスガイド（創大・短大）
・過去の入試問題集
・願書（入試要項）
https://www.umcnavi.jp/soka/soka.asp

１箱：1,000円（税込）、10個入り

法学部 宮﨑 淳教授
（左から３人目）
とGLP１期生の皆さん。左から
中川 裕大さん、西出 未来さん、
田辺 徳子さん、楠田 雄飛さん、
中村 春菜さん。

Campus Academic Visit

参加者には
創大特製
グッズを
贈呈！

第１回

［日時］11月3日（月・祝）第2回

出願期間

公募
推薦
入試

2014年11月1日（土）～
　　　　11月10日（月）

文系学部・
看護学部・
理工学部
情報システム
工学科

理工学部
共生創造
理工学科

文系学部・
看護学部・
理工学部
情報システム
工学科

理工学部
共生創造
理工学科

全学科
（共生創造理工学科を除く）

理工学部※
共生創造理工学科※

2014年12月上旬～
　　　　12月中旬※

2014年11月22日（土）

2015年1月中旬※

2014年12月3日（水）

2015年1月中旬
※公募推薦入試で入学手続き

2014年12月18日（木）～
2015年1月16日（金）

2015年1月17日（土）・18日（日）
※センター試験を受験

2015年1月17日（土）・18日（日）
※センター試験を受験

2015年2月12日（木）

2015年2月12日（木）

2015年2月18日（水）

2015年3月14日（土）

2014年12月18日（木）～2015年1月21日（水）

2014年12月中旬～2015年1月中旬※

2014年12月中旬～
2015年1月下旬※

2015年2月中旬※

2015年2月中旬※

2015年2月上旬

経済・法・教育学部  2015年2月7日（土）

経営・文・国際教養学部  2015年2月8日（日）

看護学部・理工学部情報システム工学科
　　　　　　　　 2015年2月9日（月）

2015年2月上旬

2014年12月18日（木）～
2015年1月21日（水）

2015年2月25日（水）～
　　　3月4日（水）

大学入試
センター試験
利用入試（前期）

大学入試
センター試験
利用入試（後期）

一般
入試

全学
統一
入試

試験日 合格発表

公募推薦入試 2014年11月15日（土） 2014年11月21日（金）

2015年2月4日（水） 2015年2月13日（金）

2014年10月29日（水）～
　　 　11月7日（金）

2015年1月5日（月）～
　　 　1月23日（金）

※予定であり変更の場合がある。設置認可後、正式に公表する。

一般入試

出願期間 試験日 合格発表

2015年2月3日（火）

しっとりと焼き上げ、口いっぱい
に良質な卵とマーガリンの香りが
広がります。油で揚げていないの
で、すっきりとした口当たり！お
土産に、お茶請けに是非！


