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21世紀を「教育の世紀」に

人間教育の最高学府をめざして

1928年1月2日生まれ。創価学会名誉会長。創価

学会インタナショナル（SGI）会長。創価大学、アメ

リカ創価大学、創価学園、民主音楽協会、東京富

士美術館、東洋哲学研究所などを設立。世界の知

性との対話を重ね、平和・文化・教育運動を推進。

ハーバード大学、コロンビア大学、フランス学士院な

どで講演。国連平和賞、国連難民高等弁務官事務

所（UNHCR）人道賞、ブラジル南十字国家勲章、

桂冠詩人の称号など、受章多数。モスクワ大学、グ

ラスゴー大学、北京大学、香港大学、デンバー大

学、済州大学などの大学・学術機関から名誉博士、

名誉教授等の称号を受ける。著書にトインビー博士

との対談『二十一世紀への対話』等多数。

暑いなか、ご多忙のところ、日本、そして世界の各地から、本当にご苦労さまです。
現代は、ますます激しく、乱世の様相を示しています。
すなわち「智慧の戦い」の時代に入りました。
だからこそ、常に、自分自身の頭脳と精神を磨き続ける「生涯学習」「生涯教育」
こそが、人生の勝利への最高の力なのであります。
皆さま方は、ある時は、疲れた自分を奮い立たせ、また、ある時は、必死に時間を
工面しながら、日 、々学問に挑戦しておられます。
その尊き努力と労苦に、私は最大の敬意を表したいのであります。
ロシアの大文豪ドストエフスキーは語りました。
「人は教養があればあるだけ、ますます勉強するもので、一生そうして続くのだ」
（米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集17』河出書房新社）と。その通りであります。
学ぶ喜びに限りはありません。そしてまた、学び続ける人生に行き詰まりは
ありません。

（2005/8/20　創大通教生大会　創立者のメッセージ抜粋）

創立者　池田大作先生
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あいさつ
　本学の夏季大学講座は、市民大学講座として、大学にお
ける学術・教育研究の成果を広く社会に還元し、また大学
を市民の皆様に開放し親しく交流することを目的として、
昭和48年8月に開始されました。以来、皆様の温かいご支援
と関係各位のご協力を得て年々隆盛の一途を辿り、本年で
第44回を数えるに至りました。本学にとりましても主要な年
間行事の一つとなっております。開始以来の受講者数は延べ
37万人にも及び、大勢の皆さんがこの講座を楽しみにしてお
られる姿は、主催者として誠に嬉しい限りであります。
　本年も三日間にわたり多彩な講座を用意し、また担当する
講師の先生方も万全の準備を進めておりますので、きっとご
満足いただけるものになると確信しております。本講座が皆
様に学ぶ喜びを与え、有意義で楽しい一時となりますよう念
じつつ、ご来学を心よりお待ち申し上げております。

学　長
馬場　善久

◆ 内　容
開 講 日 平成29年8月25日（金）・26日（土）・27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）

○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。

申 込 方 法 ローソン・ミニストップ各店
申 込 期 間 平成29年７月10日（月）午前10時 〜  ８月24日（木）午後11時まで

◆ ピストンバスの案内

往　　路 JR八王子駅北口14番乗場より大学構内直行便（中央教育棟、池田記念
講堂下車）を、午前7時半〜午前9時半まで運行します。

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。

◆ 当日の時間帯
午前の講義 10：00〜11：30
昼食・休憩 11：30〜13：30（校内散策など）
午後の講義 13：30〜15：00

※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。
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“電話で予約後の引き取りの場合”の説明は15ページへ

「各種番号をお持ちの方」を
タッチしてください。

直接Lコード（38888）を
入力してください

※実際の操作画面とは異なる場合がありますのでご注意下さい。

これまで講座ごとにLコードが設定されていましたが、
全講座共通のLコードの設定となりました。

トップ画面 番号検索画面

ご希望の講座を
タッチしてください。

講座選択画面

ご希望の講座は、
選択画面で簡単
に選べます！

講座内容を確認し、「次へ」を
タッチして下さい。

枚数を入力してください。

講座内容確認画面 枚数選択画面

氏名と電話番号を入力して下さい

氏名と電話番号入力画面

内容を確認し、「確定」を
タッチして下さい。

ロッピー本体から
「レジ発券申込券」が発券されます。

最終確認画面 レジ発券申込券受取

「レジ発券申込券」を持って、
30分以内にレジにて支払い。

聴講券の受取

聴講券の購入方法が簡単になりました！

1 2 3

4 5 6

7 8 9

聴講券の購入方法が簡単になりました！
コンビニエンスストア「ローソン」・「ミニストップ」各店にある
チケット発券機Loppi（ロッピー）での購入となります。

コンビニエンスストア「ローソン」・「ミニストップ」各店にある
チケット発券機Loppi（ロッピー）での購入となります。

 これまで講座ごとにLコードが設定されていましたが、
全講座共通のLコードの設定となりました。

夏季大学講座 Lコード：38888
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8/25
講座番号

1

講座番号

3

講座番号

5

講座番号

2

講座番号

4

講座番号

6

法学部　教授
朝賀　広伸

文学部　教授
玉井　秀樹

教育学部　准教授
平井　康章

文学部　教授
杉山　由紀男

教育学部　副学長補・教授
鈴木　将史

理工学部　教授
渡辺　一弘

「自分が変われば、世界が変わる」
というテーマのもと、わたしたち
の身近な日常生活の視点からより
良い地球環境の実現を目指し、皆
さまと一緒に考えていきたいと思
います。

21世紀になってからも絶えること
のない戦乱と紛争で「平和」が脅
かされています。そのような時代
に紛争をなくすのではなく、紛争
を創造的に解決することを追求す
る平和学の学びを紹介します。

生涯学習の時代、自分の興味・関心
からスタートした学びが、いつの間
にか、他の人に、地域に役立ってし
まうケースも増えています。様々
な事例を紹介しながら、自分らしい

「生きがい・やりがい・学びがい」
について考えます。

激変の波に洗われる家族、絆を弱
めて久しい地域社会、そしてます
ますグローバル化する世界。家族
と地域と世界のこれからを社会学
の目で展望し、創価教育の理念を
ヒントに、そのより良いあり方を皆
で探ります。

「実験は理科でやるもの」と思って
いる人が多いことでしょう。しかし
実は数学でも、手や体を動かして
いろいろな実験ができるのです。
みんなで実験しながら数学の不思
議さを味わい、楽しさを見出して
みませんか？

日本の科学技術、精神文化は世
界に誇れる財産。未来を拓くイノ
ベーションの精神とは？　福沢諭
吉、エジソン、スティーブジョブズに
何を学ぶか？　イノベーティブな人
生を楽しむ創価の心を養いましょ
う。

M201教室

AW302教室

M401教室

AW303教室

AB103教室

AW404教室

自分が変われば世界が変わる！
─よりよい地球環境を目指して─

平和学を活用するために
─平和･紛争解決学入門─

生涯学習と社会貢献
─生きがい・やりがい・学びがい─

創価教育と家族・地域・世界

実験で楽しむ
意外な数学の世界

イノベーション：福沢諭吉から
スティーブジョブズ
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Soka University Summer Seminar 2017

講座番号

7

講座番号

9

講座番号

8

講座番号

10

理工学部　教授
寺島　美昭

看護学部　准教授
志村　千鶴子

看護学部　学部長・教授
中泉　明彦

看護学部　准教授
東森　由香

私たちの生活は、スマートフォン
などを使う事により、ますます快
適になって います 。この 発 展を
支えるICT（Information and 
Communication Technology）
技術の最新状況や、便利になるが
ゆえに直面する危険を学びながら、
将来のスマートな社会を考えます。

男女が対等なパートナーとして協力
し活躍できる社会を目指して、働き
やすい職場環境の確保や仕事と家
庭の両立支援などの取り組みがあり
ます。現代女性を取り巻く環境や、
ライフサイクルからみた女性の健康
についてご一緒に考えましょう。

日本人男性3人に2人、女性2人に
１人が、“がん”になる時代が到来
しました。まさに“がん”は避けら
れない病と言えます。昨年から看
護学部4年生に“がん看護論”の講
義を一部担当していますので、看
護の視点からもお話いたします。

本講では、認知症者になる前に
知っておきたい「備えるべき介護
の構え」をふまえ、認知症者の介護
方法や関わりについて皆様と共に
ディスカッションを通して一緒に検
討して参ります。

AE453教室

AW403教室

ディスカバリーホール

S201教室

ICT技術によるスマートな
生活への期待と危険

男女共同参画社会の
ウィメンズヘルス

生活習慣の改善でがんを防ぐ 
─パート５─

私が、家族が認知症になる
前に知っておきたいこと
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8/25
講座番号

11

講座番号

13

講座番号

12

講座番号

14

教職大学院　研究科長・教授
吉川　成司

ワールドランゲージセンター　講師
李　佩

教職大学院　准教授
若井　幸子

 創価女子短期大学　講師
BJ チャン

「ふれあい」を意味する「エンカウ
ンター」という体験学習に取り組
んでいただき、その上で人間の幸
福（ウェルビーイング）を探求する

「ポジティブ心理学」の観点から、
ふれあいの人間関係について講述
いたします。

世界では、母国語として話す人口
の数の1位は中国語であり、それ
は13億7000万人にも上ります。
インターネットの普及、経済のグ
ローバル化、日本への旅行者数の
急増により、中国語のニーズは高
まってきています。短い時間です
が、自己紹介・買い物・サービス・旅
行関連用語など、実用型中国語会
話を覚えましょう。

未来の宝である子ども達を育てる
一人ひとりが偉大な人間教育の指
導者。創立者の智恵に学び、限りな
い可能性を秘めた子ども達の成長
のために、共に学びあう時間とし
て参りたいと思います。

外国人観光客が「困る」「驚く」シーン
をよく見かけませんか。駅や店内など
街の中で役に立つ英会話を～簡単な

「フレーズ」～写真の場面で「ダイア
ログ」～受講生同士で「ロールプレイ」
～の３ステップで学習します。思わぬ
場所で出会った外国人の力になれる
ような「英語力」を身につけ、一言の
出会いから思い出を深められるよう
に、みんなで勉強していきましょう。

AB102教室

AE452教室

M402教室

AE454教室

心のエクササイズ：ポジティブ
心理学とふれあいの人間関係

初心者向け 実用型中国語会話

学ぶ心を育む
─子ども達の可能性を見つめて─

おもてなしの英会話
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Soka University Summer Seminar 20178/26
講座番号

15

講座番号

17

講座番号

19

講座番号

16

講座番号

18

講座番号

20

経済学部　副学長・教授
神立　孝一

経済学部　教授
高木　功

文学部　教授
山岡　政紀

経済学部　教授
北　　政巳

法学部　学部長・教授
須藤　悦安

文学部　教授
伊藤　貴雄

「創価教育学会史序説」の（１）で
は、「創価教育学会」創設の意義を
考察するために、創価教育支援会
の実態を検討してきました。今回
は牧口常三郞と犬養毅の関係に焦
点を当てて探求してみましょう。

SDGｓとは2030年に向けて国連
で採択された「持続可能な開発目
標」のことです。世界のすべての
人々にとって「平和・公正・包摂的
な社会」をめざす革新的な共通目
標です。取組みの現状と思想的基
盤について学びましょう。

どんな人でも持っている他者と仲
良くしたいという欲求が、なるべく
人を傷つけず、人をいい気持ちに
させる言葉（＝配慮表現）を産み出
しました。日本語に豊富に見られ
る配慮表現の使い方と機能をご一
緒に学びましょう。

明治維新を封建制度の再版と観る
歴史家もいる。インドが１８５７年セ
ポイの反乱、中国が第２次アヘン戦
争により植民地化されてゆく時代
に、日本は国家モデルを変え西欧・
工業化に成功する。世界史の舞台
から明治維新を再評価する。

私たちの身のまわりでは、さまざ
まな消費者問題が起きています。
自分や家族、知人がそうした問題
に遭遇したとき、どのように対処し
たらいいのでしょうか。いざという
とき、知っていると便利な消費者
法を学びます。

「読書」とは何か？「読み方」にコツ
はあるのか？「良書」はどうやって
選ぶのか？などの問題を、ドイツの
哲学者ショーペンハウアーの読書
論を教材に、受講者と対話しつつ
考えていきます。

ディスカバリーホール

AW403教室

S202教室

M201教室

AW301教室

AW404教室

創価教育学会史序説（２）
─牧口常三郎と犬養毅─

平和・公正・包摂的な社会を目指
すSDGsと私たちの生き方

配慮に満ちた日本語の表現

世界舞台から観た
明治維新の再評価

身近な消費者問題

哲学入門
─ショーペンハウアーの読書論─
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8/26
講座番号

21

講座番号

23

講座番号

25

講座番号

22

講座番号

24

講座番号

26

経営学部　教授
山中　馨

教育学部　准教授
加藤　康紀

理工学部　教授
清水　昭夫

教育学部　教授
高野　久美子

教育学部  准教授   董 芳勝
教育学部  准教授   足立 広美

看護学部　教授
長沼　貴美

創立者の人間主義の思想は、さま
ざまな分野の活動を支える精神的
基盤を形成しています。ビジネス
の分野でその求めるところを実現
しようとするとどのような形にな
るのか。CSVなど新しいビジネス
を材料に考えていきます。

『詩ごころ』があると、
☆ みんなが、なかよくなる
☆ あたまが、かしこくなる
☆ こころが、豊かになる

『詩ごころ』教育は、生きる歓(よろ
こ)びを育みます。子供たちの「短
歌」や「言葉あそび」を通して、『詩
ごころ』を味わいましょう。

圧力は我々の生活にとって非常に
有用ですがまだ一般の人には理
解されていません。圧力の基礎か
ら食品分野、さらに今後期待され
る分野まで幅広くその利用・有用
性について優しく解説をしていき
ます。

発達上の得意・不得意のばらつき
が大きい故に、日常生活で様々な
困り感を抱く子ども達がいます。
本講座では、疑似体験を通して皆
さんに実際に「困り感」を体験して
いただき、子どもに寄り添う支援
のあり方を考えます。

近年、脳科学の発展に伴って、音楽の
力が一層注目されています。誰人も
音楽の力を持っており、脳科学の発達
によって、音楽と私たちの「いのち」
は深い関係があることが実証されて
います。今回は、あなたの音楽の「心」
と脳の秘密を探り、音楽による脳の活
性化を体験していただきたいと思い
ます。是非、あなたの素晴らしい音楽
の「心」を開いていきましょう。

子育て世代にとって、祖父母の存
在は大変ありがたいものです。し
かし、祖父母世代は少し戸惑いな
がら孫や子どもたちに関わってい
るようです。そんな孫育てについ
て一緒に考えていきませんか？

AW303教室

AE452教室

M205教室

AW302教室

池田記念講堂

AB102教室

ビジネスで実現する
池田人間主義

生きる歓びを育む
『詩ごころ』教育のすすめ 

─みじかな価値創造を考える─

我々の生活に身近になって
きた高圧力の利用

発達の凸凹のある子ども達
─その困り感を理解する─

音楽と脳科学のミッション

楽して楽しい孫育て
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講座番号

27

講座番号

29

講座番号

28

講座番号

30

看護学部　教授
本田　優子

創価女子短期大学　准教授
亀田　多江

看護学部　准教授
添田　百合子

ストレスフルな現代社会でも、人
は無意識に健康的な心身を保とう
としていることを分析します。そ
して、豊かな自分らしい生き方を
見出す方法について、日常を振り
返りながら体験的に考えていきま
す。

一人暮らしや病気を持った高齢者
の方が安心して暮らせるようにICT

（情報通信技術）を使って取り組
んだ様々な高齢者見守りシステム
の事例を紹介します。かわいい会
話型ロボットの登場もお楽しみに！

本講座では、生活習慣病を吹き飛
ばし、生涯自分の足で歩き、寿命を
まっとうしたいと思うあなたに、足
から全身を元気にしていくための
ヒントをお伝えします。

M401教室

AE453教室

S201教室

AE454教室

心の健康と自分らしい
ストレス対処

高齢者見守りシステムで
安心＆ぬくもりを！

健康は足元から
─とっておきスペシャル─

 創価女子短期大学　講師
BJ チャン

外国人観光客が「困る」「驚く」シーン
をよく見かけませんか。駅や店内など
街の中で役に立つ英会話を～簡単な

「フレーズ」～写真の場面で「ダイア
ログ」～受講生同士で「ロールプレイ」
～の３ステップで学習します。思わぬ
場所で出会った外国人の力になれる
ような「英語力」を身につけ、一言の
出会いから思い出を深められるよう
に、みんなで勉強していきましょう。

おもてなしの英会話
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8/27

講座番号

33

講座番号

35

講座番号

32

講座番号

34

講座番号

36

文学部　副学長・教授
田中　亮平

法学部　教授
中山　雅司

文学部　教授
高橋　強

経済学部　学部長・教授
勘坂　純市

文学部　教授
菅野　博史

文学部　教授
井上　大介

ドイツ語の知識がなくても、ドイツ
語を使ってみることを目指します。
楽しみながら身につけるというこ
とを基本方針にしています。これ
までの挨拶や自己紹介に加えて、
今回は「買い物」にも挑戦します。

本年は、戸田城聖創価学会第2代
会長によって発表された原水爆禁
止宣言から60年を迎えます。核兵
器廃絶への気運が高まるなか、人
間の安全保障にもとづく平和な世
界への方途について考えてみたい
と思います。

『人生地理学』の中では「日光と人生」
「平原と人生」「港湾と人生」「森林と
人生」「動物と人生」「気候と人生」等、

「人生」が様々な角度から述べられ
ている。本講義は特に同書「緒論」の

「世界民、国民、郷土民」思想の視点
から「人生」が示唆するものを考える。

創立者がローマクラブ会長のペッ
チェイ博士と行った対談『21世紀
への警鐘』（1984年）では、両者
がともに「人間革命」を語っていま
す。この二つの「人間革命」論は、
どこが同じで、何が異なるのでしょ
うか？

『法華経』28品を学ぶシリーズも、
今回で最終回を迎えます。妙荘厳
王本事品第27では、母と二人の息
子が協力して、父親を仏法に導く
話が説かれ、普賢菩薩勧発品28で
は、普賢菩薩が『法華経』を受持す
る者を守護する誓いが説かれます。

世界20カ国で使用され、話者人口
約4億2000万人を超えるスペイ
ン語。本講義は、スペイン語の概要
を紹介しつつ、基礎文法、基礎表現
をわかりやすく解説し、受講者が
初歩的な会話を体験できる内容と
なっている。

AW403教室

AW301教室

AW302教室

AB102教室

ディスカバリーホール

AW404教室

ドイツ語を楽しもう３

核廃絶と人間の安全保障
─原水爆禁止宣言60年にあたって─

『人生地理学』の「人生」が
示唆するものを考える

池田大作・ペッチェイ対談
『21世紀への警鐘』を読む

『法華経』を読む（12）
─妙荘厳王本事品・普賢菩薩勧発品─

昨日はメキシコへ行った夢を見たよ！
君の舞台は世界だ！
メキシコ版スペイン語講座へようこそ！

講座番号

31
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講座番号

37

講座番号

39

講座番号

38

講座番号

40

経営学部　教授
中村　みゆき

教育学部　教授
遠藤　幸彦

教育学部　教授
鈎　治雄

理工学部　教授
木暮　信一

江戸商人のビジネス哲学や手法
は、数百年の歴史を経て現代企業
に継承されているといわれる。本
講座では、江戸時代の経済社会と
商人のビジネス精神を遡ることか
ら、現代日本の企業の源流を考え
ていきます。

「こころの病」には多くの種類があ
り、治療や関わり方も多種多様で
す。このため、正しく「理解」するこ
とがなかなか難しく、「誤解」され
ていることも少なくありません。こ
うした点を中心にお話ししてまい
ります。

最近のポジティブ心理学や楽観主
義研究の成果をふまえて、"幸福と
は何か"について言及すると共に、
感謝や希望の大切さについて、ご
一緒に考えてみたいと思います。

拙著『わたしの夏季大学講座－創
発的健康観のすすめ』（2000年）
と『ミトコンドリアはミドリがお好
き－究極のヒューマン・パワー・プラ
ント』（2015年）をもとに、超高齢
化社会における健康的・創造的な
人生を考えます。

AW303教室

M401教室

池田記念講堂

AB103教室

江戸時代のビジネス
─江戸商人の経営哲学に学ぶ─

精神科の臨床から考える
「こころの病」の誤解と理解

楽観主義で感謝と希望の
人生を！

創発的健康観と
ミトコンドリアの活性化

講座番号

41
講座番号

42
理工学部　講師

久米川　宣一
国際教養学部　教授

杉本　一郎
創価大学がある八王子は、桑の都
と呼ばれている。一昨年・昨年と同
じ内容ではあるが、その由縁と創
価大学での桑研究の歩み、桑とい
う植物の特徴や、創価大学で開発
した桑品種と桑の健康効果につい
て講義を行う。

異なる民族、宗教、文化が並存しつ
つ発展を続けるマレーシア。この
国を創立者は「世界市民をつくる
共生の十字路」と称しています。本
講座では、マレーシアの魅力を、国
際教養学部の短期研修での取り組
みとともに紹介します。

M201教室 AE453教室

八王子と桑と健康 多様性を豊かさに ─国際教養
学部マレーシア短期研修の取り組み─
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8/27
講座番号

43

講座番号

45

講座番号

44
法科大学院　法学研究科長・教授

黒木　松男

創価女子短期大学　副学長補・教授
鈴木　正敏

比較文化研究所　准教授
松森　秀幸

地震から守るものは自分の命や家
族の命が最優先になります。次に怪
我をしないよう備えをすることも大
切でしょう。地震で住まいや家財が
被害にあった場合はその復旧費用を
どこから捻出するのかが重要な備え
になります。これらの備えについて
皆さんと考えてみたいと思います。

“日常生活と健康”について、食生
活と運動（身体活動）を中心に話題
を提供する予定です。特に、バラン
スのとれた食事摂取のあり方や体
脂肪に関する話題、日常で実践で
きる運動について紹介します。

インドと中国とでは文化も言語も
大きく異なりますが、中国人はどの
ように仏教を自分たちの信仰とし
て取り入れたのでしょうか？仏教が
日本でも広がるきっかけとなる中
国での最初の仏教理解の様子を学
んでいきましょう。

S201教室

S202教室

AE452教室

地震に対する備えは
大丈夫ですか？

健康へのアプローチ
─食事と運動を中心に─

中国仏教入門：
仏教の最初の中国化
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電話をする 0570-084-003
発売以降、24時間自動音声対応

Ｌコードの入力 Ｌコード 38888 を入力

講演日を入力 次に講演日（8月25日の場合）0825と入力

講座番号を入力 講師名、講義テーマ選択のアナウンス
正しければ「1」、誤っていれば「5」

チケット枚数を
2ケタで入力 2枚の場合は「02」となります

あなたの
電話番号の入力

市外局番からゆっくり入力します
注）同じ箇所で繰り返し操作を誤ると
　  自動的に電話が切れてしまいます

電話番号と
予約内容の確認 正しければ「1」、誤っていれば「5」

引取期間と
予約番号のお知らせ

予約番号を確認してください
よろしければ「1」、聞き直しは「5」
注）最後に「1」を押さないと予約成立しません

電話予約した後、ローソン各店で手続を
機械の画面の左側に表示される「各種番号をお持ち
の方」を押します

「番号検索」画面にご予約時に発行された10桁
の予約番号を入力します。

「検索結果一覧」画面で「予約済みチケットの発
券」を押します

「予約済みチケットの引き取り」画面の「番号入力
欄」にご予約時に登録した電話番号を入力します。

「カード情報入力」画面では「いいえ」を押し次の
画面でお客様の名前、電話番号を入力します。

すべての予約内容を確認の上、Loppiから発券され
る「申込券（バーコード）」を持ってレジにて代金を
お支払いの上、チケットをお受け取りください。
※申込券は発券後30分を過ぎると無効になります。

目当てのチケットをゲット！

電話予約後引取期間内にローソンへ行き、
Loppi( ロッピー）で引き取り手続きをしてレ
ジにて購入してください。
（必ず予約番号をメモしてローソンへお出かけ下さい。）

■講座別のＬコードを必ず確認の上、電話してください。

■予約はプッシュ回線、トーン信号のでる電話機をご使
用ください。

　（プッシュ型電話機でも回線がダイヤル方式の場合は
〔トーン〕ボタンまたは〔＊〕ボタンをＬコードの前に
押した上で、操作すればスムーズに予約できます。）

■予約番号と入力した電話番号と引取期間を必ずメモし、
控えておいてください。チケット購入の際、予約番号
が分からないと購入できません。

■チケットは最高 10 枚まで予約できます。

■申込みが集中した場合には、回線がつながりにくい場
合がありますのでご了承ください。

電 話 予 約 の 際 の 注 意 事 項

引取期間内に手続きを
しないと失効しちゃうよ！ 2

1

※引取期間と10ケタの予約番号をメモしてください

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8

15

※予約はプッシュ回線、トーン信号
のでる電話機をご用意ください。

※必ずメモのご用意を



夏季大学講座係
〒192ｰ8577  東京都八王子市丹木町1丁目236番地
 TEL：042-691-8228　FAX：042-691-9300

中央教育棟

池田記念講堂

・AB教室
・AW教室
・AE教室
・ディスカバリーホール

大教室棟

池田記念講堂前
バス停中央教育棟前

バス停

・Ｓ教室

本部棟
・M教室

キャンパス内は禁煙となっております。
ご理解・ご協力をお願いします。


