第 回 夏季大学講座
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建学の精神
人間教育の最高学府たれ
よう らん

新しき大文化建設の揺籃たれ
よう

さい

人類の平和を守るフォートレス（要塞）たれ

21世紀を「教育の世紀」に
創立者

池田大作 先生
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）

人間教育の最高学府をめざして
3

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45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
38万人にも及び、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
皆様にとって、有意義で楽しい学びの場となることを念じつ
つ、ご来学を心よりお待ち申し上げております。

◆内
開

講

会

学

馬場

長

善久

容
日

平成30年8月31日（金）・9月1日（土）・2日（日）

場

創価大学

聴講資格

東京都八王子市丹木町１-236

自由
○１日に聴講できるのは１講座です。

聴

講

１講座
2,500円（税込）

料

○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30年7月9日（月）午前10時 〜 8月30日（木）午後11時まで

◆ 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。

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

夏季大学講座 Lコード：38999

1

トップ画面

2

「各種番号をお持ちの方」を
タッチしてください。

4

講座内容確認画面

最終確認画面

内容を確認し、
「確定」を
タッチして下さい。

3

5

枚数選択画面

6

枚数を入力してください。

8

レジ発券申込券受取

ロッピー本体から
「レジ発券申込券」が発券されます。

講座選択画面

ご希望の講座を
タッチしてください。

直接Lコード（38999）を
入力してください

講座内容を確認し、
「次へ」を
タッチして下さい。

7

番号検索画面

選択画面で簡単
に選べます！

氏名と電話番号入力画面

氏名と電話番号を入力して下さい

9

聴講券の受取

「レジ発券申込券」を持って、
30分以内にレジにて支払い。

※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。

電話で予約後の引き取りの場合 の説明は14ページへ
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8/31〈FRI〉
講座番号

1

M402教室

講座番号

身近な消費者問題
─ 最近の話題 ─

2

M401教室

レッツトライ！ 新聞作り

─ ニュースの見方が変わる ─

法学部 学部長・教授

須藤

法学部 准教授

悦安

山田

消費者問題は、私たちの知らない
ところで次々に形を変えて起こっ
ています。被害にあわないために
は、何が起きているのかを知るこ
とが一番大切ですので、最近の問
題について、一緒に学んでいきた
いと思います。

講座番号

3

ディスカバリーホール

「レッツトライ！―ニュースの見方が変
わる」がテーマです。講義とグループ
ワークを組み合わせて進めます。
「ニュースとは何か」の講義の後、実際
の新聞記事のニュース価値を検討しま
す。
「原稿の書き方」を学び、書きやす
い話題について記事を作成します。

講座番号

『法華経』の中心思想（1）

4

AW301教室

創価教育と男女平等・男女
共同参画

文学部 教授

菅野

博史

杉山

5

AB103教室

講座番号

平和学を活用するために

─ 平和・紛争解決学入門 ─
文学部 教授

玉井

秀樹

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
に紛争をなくすということではな
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。

6

文学部 教授

由紀男

人権意識の拡がりの中で、はたして男
女平等の意識と行動も拡がっている
のでしょうか。この講座では、身近な
男女平等・共同参画の実態を皆さんの
ディスカッションの中から浮かび上が
らせます。そして今後の展望とあり方
のヒントを創価教育の中に探ります。

私は、
『法華経』の中心思想を三点から捉
えてきました。第一は「一仏乗の思想」、
第二は「久遠の釈尊の思想」、第三は「地
涌の菩薩の思想」です。前回までに、一応
『法華経』二十八品の講義を終えました
ので、今回は、
「一仏乗の思想」、
「久遠の
釈尊の思想」について簡潔に説明したあ
とで、地涌の菩薩について考察を加えた
いと考えています。

講座番号

隆司

6

AE452教室

イノベーション：福沢諭吉
からスティーブジョブズ
理工学部 教授

渡辺

一弘

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。

Soka University Summer Seminar 2018
講座番号

7

AW302教室

講座番号

多様性を豊かさに ─複合社会

マレーシアの挑戦から学ぶ─

8

AB102教室

子ども達の可能性を見つめて

国際教養学部 教授

杉本

教職大学院 准教授

一郎

若井

多様な民族、文化、宗教が並存する
複合社会マレーシア。この国は今、
歴史的転換期にあります。講義で
は本年5月の総選挙で政権交代を
成し遂げ、首相に再就任した92歳
のマハティール氏に焦点をあて、
この国の挑戦を学びます。

講座番号

9

AW404教室

未来の宝である子ども達の成長の
ため、偉大な人間教育の指導者で
ある創立者に学び、限りない可能
性を秘めた子ども達の成長のため
になにができるか共々に考え、学
びあう時間にして参りましょう。

講座番号

仏典とはなにか？：漢訳経典
の成立事情

幸子

10

AW303教室

ロボットと暮らす共生社会を
考えてみよう

比較文化研究所 准教授

創価女子短期大学 准教授

日本をはじめとする東アジア漢字
文化圏において、仏教は漢訳され
た 経 典を通じて 理 解され て いま
す。インドから伝わった経典が、ど
のように中国語に翻訳されていっ
たのかを学習したいと思います。

身近な生活や地域社会で活躍し
つつあるコミュニケーションロボッ
ト。本講座では、高齢者福祉施設
や保育園で実践してきた、笑顔を
引き出すロボット活用の取組みを
紹介すると共に、ロボットと暮らす
共生社会について語らう。

松森

秀幸

亀田

多江

7

9/1〈SAT〉
講座番号

11

AW301教室

創造と友情の歴史

─ゲーテ=シラーの往復書簡から─

講座番号

12

AE452教室

国連持続可能な開発目標(SDGs)
とBoPビジネスの可能性

文学部 副学長

田中

経済学部 研究科長・教授

亮平

高木

文学史に名高いゲーテとシラーの
往復書簡を、二大詩人の作品創造
のドキュメントとして、さらにまた
激動する転換点の世界を背景に、
人間性の理想を追求し、文学によ
るその実現を目指した苦闘の歴史
として読んでいきます。

講座番号

13

AW302教室

SDGsとは2030年に向けて「経
済 発 展・社 会 的 包 摂・環 境 保 全 」
を めざす 世 界 共 通 の 目 標 で す 。
SDGs達成の取組として貧困層の
ニーズに応える新たなビジネスの
可能性と創価大学の役割ついて考
えます。

講座番号

「世界人権宣言」70年

─ 池田・アタイデ対談を読む ─

14

AB102教室

承久の乱直前に行われた
大内裏再建の歴史的意義

法学部 教授

中山

文学部 教授

雅司

坂井

本年は、
「世界人権宣言」が国連に
おいて採択されて70周年を迎え
ます。21世紀を“平和と人権”の
世紀とするために何が求められる
のかについて、
「SGIの日」記念提
言および池田・アタイデ対談に学び
たいと思います。

講座番号

15

M402教室

文学部 教授

山岡

政紀

人に生命の尊厳への感性を抱か
せ、異民族、異文化、異宗教に対す
る寛 容と協 調もたらす の は 普 遍
的宗教性にほかなりません。その
ことを一つのヒューマニズムとし
て皆さんと共に学びたいと思いま
す。

8

孝一

鎌倉時代の１２２１年、後鳥羽院は鎌
倉幕府の執権北条義時を追討する
ため承久の乱を起こした。ただ、そ
の前年、後鳥羽院は焼失した大内
裏の再建も断行している。乱直前
の大事業に秘められた意味につい
て考察する。

講座番号

人間学の扉（３）普遍的宗教
性から寛容と協調を学ぶ

功

16

AW303教室

江戸商人に学ぶビジネス

─ 商人の企業家精神と倫理 ─
経営学部 教授

中村

みゆき

日本では、100年以上続く長寿企
業が世界の中で圧倒的に多いと言
われる。これら企業の多くは江戸
時代に創業されている。本講座で
は、江戸時代に遡り、長寿企業の原
点となった商人の企業精神を考え
ていきます。

Soka University Summer Seminar 2018
講座番号

17

AE453教室

講座番号

18

ゼロから学ぶ
戦略フレームワーク

S201教室

生涯学習と社会参加

─ シニアの生きがい･学びがい ─

経営学部 准教授

安田

教育学部 准教授

賢憲

平井

3C、SWOT、PEST、5Fsなどの
戦略フレームワーク。これらはビジ
ネスの現場で頭を整理し、未来を
拓くヒントを導くツールです。それ
らがどんなもので、どんな目的で、
どんな時に使うべきなのか、分か
り易く解説します。

講座番号

19

池田記念講堂

遠くて近い!? 「素数」が
織りなす不思議な世界
理工学部 准教授

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。こ
れは脳科学の発展によって、音楽
と私たちの「いのち」との深い関
係を示しています。自分の脳と音
楽の「こころ」とはどのような関係
しているのかを見てみませんか。

皆さんは「素数」と聞いてどんな
世界を想像するでしょうか？この講
義では、
２、
３、
５、
７、…という素数た
ちが織りなす不思議な世界を、皆
さんと一緒にほんの少しだけ散策
してみたいと思います。

教育学部 准教授

21

20

AB103教室

董 芳勝
足立広美

教育学部 准教授

講座番号

生涯学習の時代、シニアの皆さん
が楽しく学び、それを活かして地
域で活躍するための方法を考えま
す。学びを入口に、楽しみながら、
地域の仲間とともに、頼られる存
在であり続けましょう！

講座番号

音楽の力と脳科学の関係

康章

AW404教室

山上

講座番号

22

八王子と桑と健康

敦士

ディスカバリーホール

がんに負けない生き方

理工学部 講師

看護学部 学部長・教授

創価大学がある八王子は、桑の都
と呼ばれています。桑という植物
の特徴と健康効果を、創価大学で
行われてきた桑研究の歩みと、新
しい桑品種の開発を通してお話し
てまいります。

今の時代「がんになった人が、身近
に一人もいない」という方は珍し
いのではないでしょうか。このよう
な時代に、がんについて基礎知識
を得ることは、とても大事です。が
んに負けない生き方も共に考えて
みましょう。

久米川

宣一

中泉

明彦

9

9/1〈SAT〉
講座番号

23

S202教室

心の健康と自分らしい
心身のセルフケアを考える

講座番号

24

看護学部 教授

本田

優子

25

AW403教室

黒木

26

ワールドランゲージセンター 講師

李

佩

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。短時間でも、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。

10

松男

住宅総合保険、自動車保険、生命
保険は、大抵の方々が加入してい
る保険ですが、最近の事例や判例
を通して、それらの保険について、
知って得するお話しをしたいと思
います。

講座番号

初心者向け実用型中国語

知って得する保険の知識
法科大学院 法学研究科長・教授

現代はストレスフルな社会ですが、
心と体のメッセージに素直に耳を
傾けることで、自分らしさに気づけ
るかも知れません。講座では心と
体のセルフケアとコントロールを
学び、人間関係に生かす会話術を
体験しましょう。

講座番号

M401教室

AE454教室

やさしい英会話講座
創価女子短期大学 准教授

石川

由紀子

海外へ旅行するときに使える英語
のフレーズを学んでいきます。移
動のとき、買い物するときなど、さ
まざまな場面を想定して、簡単な
会 話 例をもとに学 習 する予 定 で
す。一緒に楽しく練習しましょう。

9/2〈SUN〉
講座番号

27

AW301教室

講座番号

江戸時代における農民の消費
行動 ─ 市場とお酒を中心に ─

28

AB102教室

江戸時代の「和算」に挑戦！
─『塵劫記』の世界 ─

経済学部 副学長

神立

教育学部 副学長補・学部長

孝一

鈴木

江戸時代は、三都に代表される一大
消費都市が存在し、地方にも城下町
や宿場町があり市場がありました。
そこで江戸時代の史料をもとに、庶
民の日常的な嗜好品であるお酒に
着目し、その消費行動と市場の働き
について考えてみましょう。

講座番号

29

AE452教室

江戸時代には「和算」が発達し、全
国の算術道場で人々が数学を学
んでいました。中でも吉田光由が
著した『塵劫記』は最大のベストセ
ラーです。
『塵劫記』の楽しい問題
を解きながら、江戸の庶民に挑戦
しましょう。

講座番号

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 ─

30

M402教室

『罪と罰』
を読みなおす

─張り巡らされた仕掛けと隠された意味─

法学部 教授

朝賀

文学部 教授

広伸

佐々木

31

S202教室

講座番号

32

‘68年「池田提言」と
日中友好の未来展望
文学部 教授

高橋

強

本学創立者の池田大作先生が1968
年に日中国交正常化の提言を発表し、
その精神に基づき日中友好を促進して
こられて、今年は50周年を迎えます。
次の新たなる50周年を目指し、継承し
てゆく精神とは何か、新たなるチャレ
ンジとは何かを考えていきます。

精治

誰もが一度は読んだことのあるドストエフス
キーの『罪と罰』。物語の舞台となっているの
は帝政ロシアの都サンクトペテルブルグです
が、世界遺産にも指定されているこの街の観
光案内も兼ねて、新旧の地図や街並みの写真
を紹介しながら、まずはこの名作の物語の粗
筋をたどり、次に個々の登場人物の謎めいた
言葉や作品の随所に散りばめられた象徴や仕
掛けを取り上げ、それらの隠された意味と物
語の構造を炙り出してゆくことを試みます。

「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。

講座番号

将史

AW404教室

医療人類学の世界

─文化が与える健康と病への影響─
文学部 教授

井上

大介

本講義では、文化が与える痛みや
病、健康や身体への影響について、
医療人類学という観点からその多
様性や普遍性を中心に学びます。
身近な事例を用いながらより理解
が深まる内容となっていますので
お楽しみに！
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9/2〈SUN〉
講座番号

33

AW403教室

学問と経済観念

─賢明な経済生活を送るために─

講座番号

34

池田記念講堂

人生を豊かにする
「楽観主義」の力

経営学部 教授

前田

教育学部 教授

清隆

鈎

「読み、書き、そろばん」は、初等教育
の基礎的能力・学力を指していました。
私たちの現実生活において金銭にま
つわるさまざまな課題も、学問により
適切に解決することができると思いま
す。コンビ二経営、サブ・リース経営な
ども一緒に考えてみたいと思います。

講座番号

35

AE453教室

最近の心理学では、
「楽観主義」と
人間の幸福に関する研究に関心が
寄せられています。本講座では、こ
れまでの研究成果をふまえて、人
生を豊かにする楽観主義の力につ
いて、皆さんとご一緒に考えてみ
たいと思います。

講座番号

ICT技術によるスマートな
生活への期待と危険

36

AW302教室

わたしの最終夏季大学講座
─｢脳｣から｢ミトコンドリア｣へ─

理工学部 教授

寺島

理工学部 教授

美昭

木暮

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。

講座番号

37

M401教室

ら く

楽に楽しく孫活（まごかつ）
ソフリエ
看護学部 教授

長沼

貴美

孫たちにとっては大好きなおじい
ちゃん、おばあちゃん。でも祖父母
世代は少し戸惑いながら孫たちに
関わっているようです。奥深い孫
育てについて一緒に考えていきま
せんか？これからはおじいちゃん
たちも出番ですよ！
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信一

創価大学へ赴任して30年。その間21
回の夏季大学講座を担当してきました。
前半は「脳科学」をもとにした健康論
を、後半は「光生物学」をもとにしたミト
コンドリア活性化論を展開しました。今
回は最終講座として、それらのエッセン
スを紹介するとともに、皆さんからの質
問に答える講座にしたいと思います。

講座番号

た の

治雄

38

ディスカバリーホール

今日からはじめる健康学
看護学部 准教授

添田

百合子

人生100年と言われる時代となり
ました。自分のからだを知り、大切
にしていきたいと思っている方に、
最近の医療・看護の知識をもとに、
健康長寿のヒントをお伝えします。

Soka University Summer Seminar 2018
講座番号

39

AB103教室

講座番号

心のエクササイズ：ポジティブ
心理学を教育へ生かすために

41

健康へのアプローチ
─ 食事そして運動 ─

教職大学院 研究科長・教授

創価女子短期大学 教授

「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」を子どもの教
育へ生かす観点について考えてみ
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)の観点からアプ
ローチしていく予定です。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、日常のな
かの身近な運動等について紹介し
たいと思います。

吉川

講座番号

40

S201教室

成司

鈴木

正敏

AE454教室

やさしい英会話講座
創価女子短期大学 准教授

石川

由紀子

海外へ旅行するときに使える英語
のフレーズを学んでいきます。移
動のとき、買い物するときなど、さ
まざまな場面を想定して、簡単な
会 話 例をもとに学 習 する予 定 で
す。一緒に楽しく練習しましょう。
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1
1 電話をする

Ｌコード 38999 を入力

3 講演日を入力

次に講演日（8月31日の場合）0831と入力

4 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」

2ケタで入力

6 あなたの

電話番号の入力

ローソンチケット
0570-000-777（10：00～20：00）

7 電話番号と

予約内容の確認

電話が繋がりましたら【0】を
押してください。

発売以降、24時間自動音声対応

2 Ｌコードの入力

5 チケット枚数を
※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。
※困ったときはオペレーターにご相談
ください

0570-084-003

8 引取期間と

予約番号のお知らせ

2枚の場合は「02」となります
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

正しければ「1」、誤っていれば「5」

予約番号を確認してください

※引取期間と10ケタの予約番号をメモしてください

引取期間内に手続きを
しないと失効しちゃうよ！

2

電 話 予 約した 後 、ロ ーソン・ミニストップ
各店で手続きを
1 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

2 「番号検索」画面にご予約時に発行された10桁
電話予約後引取期間内にローソン・ミニストッ
プへ行き、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。）

電 話 予 約 の 際 の 注 意 事 項
■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。

の予約番号を入力します。

3 「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

4 「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。

5 「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。

6 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。

■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。
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お 目 当 て の チ ケット を ゲット！

中央教育棟

本部棟

・AB教室
・AW教室
・AE教室
・ディスカバリーホール

・M教室

池田記念講堂

池田記念講堂前
バス停

中央教育棟前
バス停

大教室棟
・Ｓ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。

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
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