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21世紀を「教育の世紀」に

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46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
39万人にも及び、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。

学　長
馬場　善久

◆ 内　容
開 講 日 2019年8月30日（金）・31日（土）・9月1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。

○「創友会カード」（クレジットカード）をお持ちの方は、
受講当日に聴講券と「創友会カード」（クレジットカー
ド）の提示で、特典の受講料割引（500円返金）。

申 込 方 法 ローソン・ミニストップ各店

申 込 期 間 2019年7月8日（月）午前10時 〜  8月29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（31110）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：31110
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8/30〈FRI〉
本年8月、第7回アフリカ開発会
議が横浜で開催されます。アフリ
カと日本の交流の歩み、創立者の
アフリカ観や創価大学のアフリカ
との交流を踏まえながら、アフリ
カと日本の友好関係について考え
ていきます。

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。

日本語のことばあそびとして、回
文、アナグラム、くるみ文、あい
うえお作文、なぞなぞなどをご紹
介します。ことばあそびを楽しみ
ながら、普段は意識しない日本語
の特徴に触れてみてはどうでしょ
うか。

社会学の目で人類史を観る時、集
団＝尊厳の思想と人間＝尊厳の思
想の激しい対立を確認することが
できます。仏教の歴史の中にそれ
を見つめ、皆さんのディスカッ
ションをとおして生命尊厳の思想
の未来を展望します。

昨年と同様、身の回りで起こる消
費者問題とそれに関連する法制度
について紹介し、被害にあわない
ように気をつけるべきことを確認
していきます。

ドイツ文学史上最大の両詩人。そ
の共同作業の意義を、二人の往復
書簡と実作を通して考えます。

平和学を活用するために
─平和･紛争解決学入門─

AＷ403教室文学部　教授
玉井　秀樹

日本語のことばあそび

AW303教室文学部　教授
山岡　政紀

仏教史を社会学する
─生命尊厳の思想の困難な歩み─

AE453教室文学部　教授
杉山　由紀男

身近な消費者問題

M401教室法学部　学部長　教授
須藤　悦安

アフリカと日本の友好関係
─創価大学の教育交流─

M201教室経済学部　教授
西浦　昭雄

創造と友情の歴史
ゲーテ＝シラー往復書簡集をよむ

AW301教室文学部　副学長　教授
田中　亮平
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Soka University
Summer Seminar 2019

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涵養
しましょう。

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。

現代の青年期をテーマとし、前半
では発達心理学における青年期
の課題や人間の一生涯の中での
位置づけなどを紹介します。後半
では大学での学生相談や大学受
験生へのカウンセリング経験など
から具体的に青年期について考え
ます。

発達に凸凹のある子ども達は、そ
の凸凹が理解されにくいが故に
困ったりしんどい思いをしている
ことが少なくありません。本講座
では、凸凹の理解や子ども達の気
持ちを疑似体験することを通し
て、適切なサポートのあり方につ
いて考えます。

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

ICT技術によるスマートな
生活への期待と危険

AW404教室理工学部　教授
寺島　美昭

現代の青年期について
考える

AE452教室教育学部　准教授
中野　良吾

発達に凸凹のある
子ども達の理解と対応

AB102教室教育学部　教授
高野　久美子
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〈FRI〉

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。

「持続可能な開発目標」は、2016
年より始まり、世界の国々で「誰
も置き去りにしない」世界を目指
しています。「世界の貧困と生命
の格差」を視点に、世界の子ども
の現状といのちを守る取り組みを
学びます。

がんの予防と診断・治療に関する
必須の基礎知識を紹介します。が
んになりにくい生活習慣のポイン
トや、早期発見のためにできるこ
と、がんに負けない生き方を共に
考えましょう！

「地球温暖化」について、そのメカ
ニズムや影響、対策等を、講義と
グループディスカッションを通し
て学びます。少し科学的な説明を
しますが、科学が苦手な人でも大
丈夫です。創立者の講演（仏法の
視点）も学びます。

世界の子どものいのちを守る
─誰も置き去りにしない世界へ─

AB103教室看護学部　教授
佐々木　諭

ロボットと暮らす
共生社会を考えてみよう

M402教室創価女子短期大学　准教授
亀田　多江

がんを防ぐライフスタイル

ディスカバリーホール看護学部　教授
中泉　明彦

地球温暖化の科学

AW401教室理工学部　教授
井田　旬一
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Soka University
Summer Seminar 2019

観光を題材に、そこにみられる人
間文化の特徴を儀礼と象徴から読
み解く。特に非日常的空間や時間
と結びついた権力、宗教、医療、
消費をめぐる諸特徴について紹介
し、観光という文化について文化
人類学的に考察する。

全 国 紙 記 者 から教 員に転じた
ジャーナリズムセンター長が大
ニュースを分かりやすく解説する。
ニュースに詳しい方も、そうでない
方も、新聞づくりの舞台裏がわか
り、「そういうことか！」。あなたの
新聞の読み方が〝劇的に〟変わる。

承久の乱は、後鳥羽上皇が鎌倉幕
府を倒すために起こした兵乱とさ
れてきた。しかし、それは先入観
に基づく虚像である。発売後たち
まち五万部を突破した話題の中公
新書『承久の乱』の著者が、その
実像を解き明かす。

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。今回は、「久
遠の釈尊の思想」を説く如来寿量
品を中心に講義したいと考えてい
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。

戸田城聖先生の受験参考書『推理
式指導算術』は戦前の大ベストセ
ラーですが、その内容はよく知
られていません。「推理」とは何
か？どんな「指導」なのか？問題
に取り組みながら考えてみましょ
う。

観光から読み解く人類文化の深層
─権力、宗教、医療、消費をめぐる象徴の人類学─

AW301教室文学部　教授
井上　大介

承久の乱
─その虚像と実像─

AB103教室文学部　教授
坂井　孝一

ディスカバリーホール

『法華経』の中心思想（2）
─ 如来寿量品の思想─

文学部　教授
菅野　博史

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─

M205教室法学部　教授
朝賀　広伸

「記者のち学者」がニュースを
読み解く ―わかりやすく解説─

M203教室法学部　教授
山田　隆司

戸田城聖先生の
「推理式指導算術」に学ぶ

M402教室教育学部　副学長補　学部長
鈴木　将史
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8/31〈SAT〉

音楽と私たちの健康生活

現代生活を振り返り、私達のスト
レス対処を考えます。そして、心
のあり方を分析し、対人関係のヒ
ントを探究します。心が軽くなり
明日を生きる意欲に繋がるよう体
験的に学んで参りましょう。

精神科臨床では、心についてのさ
まざまな課題が、脳科学、心理
学、環境などの次元から取り上げ
られます。今回は、ムラ社会から
今日に至る親子関係の歴史を踏ま
え、子供の心の成長について解説
します。

日本企業を振り返ると江戸時代に
起源を持つものが多い。また、
企業家精神は明治期の財閥で発展
し、その中で渋沢栄一が誕生して
いる。本講座では、ビジネスの源
流を江戸、明治期の商人に遡り考
えていきます。

ストレス社会を生き抜く
ための自分らしい健康管理

S201教室看護学部　学部長　教授
本田　優子

圧力が我々の生活に
もたらす有用性

特別支援教育の現状と課題

AW404教室教育学部　准教授
杉本　久吉
国連「障害者の権利条約」で求め
られる障害者の人権が侵されない
社会作りの一つの柱として、特別
支援教育があります。その改善が
図られて10年が経過する中で浮
かび上がってきた課題について概
説します。

池田記念講堂

最近の科学的な発展によって、私たち人
間の体に対する音楽の効能がますます注
目されています。それは、心身の健康に
つながる音楽の力は私たちに内在してい
るからです。本講座は、音楽が私たちの
健康生活にどのように関係しているのか
を、いろいろな歌でみんなで一緒に考え
ていきたいです。是非、自分のこれらの
内在する音楽の力を開花させましょう。

教育学部  准教授  董 芳勝
教育学部  准教授  足立 広美

子供のこころの
「育ち」と「かたち」

S202教室教育学部　教授
遠藤　幸彦

日本古来の商人の源流
─江戸商人、財閥そして渋沢栄一 ─

AB102教室経営学部　教授
中村　みゆき
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理工学部　教授
清水　昭夫
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
について解説をしていきます。

AE452教室
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Soka University
Summer Seminar 2019

「女性教育の城」として発展を遂
げてきた創価女子短期大学。卒業
生は“女性の世紀”を拓く先駆け
として、地域や社会、世界を舞台
に活躍している。この歴史と伝統
について、創立者のご期待、学生
の活躍などを中心に話していきた
い。

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
14億人にも上ります。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。

この講座では、海外の人たちと仲
良くする異文化交流から、海外の
人たちとお互いに理解する交流に
するためのコツを見ていきます。
同じ人間と一人一人ユニークな存
在がどのように両立するのか皆さ
んと一緒に考えて行きたいと思い
ます。

「心のエクササイズ」ということ
で、体験学習を楽しんでいただき
ます。また、単なるポジティブ思
考にとどまらない、「ポジティブ
心理学」の様々な理論や方法（人
生満足度、時間、選択、強みな
ど）について皆様と考え深めてい
きたいと思います。

日常生活を過ごすうえで、遭遇す
ることになる法律問題がありま
す。その中でも、特に、交通事故、
被災、離婚、相続などを取り上げ、
知っておいた方がいい法律知識を
紹介します。

子育てはいつの時代にも悩み戸惑
いながらやっているように思いま
す。お母さんがひとりで担うこと
が多い育児ですが、社会やみんな
で助ける育児を一緒に考えていき
ませんか？

“女性の世紀”を拓く
創価の女性教育

AW302教室創価女子短期大学　学長　教授
水元　昇

初心者向け
実用型中国語会話

AE453教室ワールドランゲージセンター　講師
李　佩

異文化交流を
虫めがねで見てみると

AW403教室教職大学院　准教授
山﨑　めぐみ

心のエクササイズ：
ポジティブ心理学入門

M201教室教職大学院　研究科長　教授
吉川　成司

生活に役立つ法律の知恵

M401教室法科大学院　研究科長　教授
黒木　松男

地域（まち）のみんなで助ける
育児 ─「マチイク」のすすめ─

AW303教室看護学部　教授
長沼　貴美
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『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─

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。

創立者は10回の訪中をされたが、
第1次訪中はその後日中友好実践
の基礎を構築された。第1次訪中
を回顧してみると、一つは文化、教
育、平和、人間主義の実践であり、も
う一つは「国際人」としての行動で
あった。未来永遠の日中友好の為に
これらの特色は何かを共に考える。

日本語と中国語には、同じ漢字を
使っても、意味が通じるのと通じ
ないのがある。本講座では、中国
語の日常会話を、使う頻度の高い
二文字の言葉から習い、国際交流
に役立てようと考える。

日常生活の中で遭遇する可能性の
ある身近な法律問題、例えば売
買、賃貸借、借金、交通事故、離
婚、相続などの場面で問題となる
法律関係について、具体例を紹介
しつつ法律の概要を解説する。

本年は、国連で「平和の文化に関す
る宣言と行動計画」が採択されて
20周年の節目の年にあたります。

「戦争の文化」から「平和の文化」
への転換が求められる今、宣言の
採択に尽力されたチョウドリ氏と創
立者の対談を通して、平和とは何
かについて考えたいと思います。

国連「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」のSDGｓ17
目標は、私たち一人ひとりがシェ
アすべき共通の目標であり、人類
の未来を決めるアジェンダ（行動
目標）です。私たちの生き方につ
いて一緒に考えましょう。

創立者池田大作先生の日中
友好実践と「4つの主義」

AB103教室文学部　教授
高橋　強

中国語を聞き取り、読み、書き、話す
こととは? ─漢字の二文字から考える─

AW403教室文学部　教授
李　燕

AW302教室文学部　教授
佐々木　精治

身近な法律問題

M201教室法学部　教授
鈴木　美華

AW303教室法学部　教授
中山　雅司

「平和の文化」と人間の安全保障
─池田・チョウドリ対談を読む─

人類共通の目標「国連SDGｓ」
と私たちの生き方

AE452教室経済学部　研究科長　教授
高木　功
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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
講座では、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
け探検してみたいと思います。

日本で経験する災害を理解し、地
域社会で生命尊厳のこころで「共
助」の実践するために、必要な知
識や行動を学ぶ。講師の災害救護
体験をとおして、一人ひとりの暮
らし方を確認する。

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。

人生100年時代といわれる今、
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、心得を考えます。楽しみ
ながら地域の仲間とともに元気に
活躍しましょう！

楽観主義と悲観主義は、今日の心
理学の重要な関心事の一つです。
本講座では、これまでの研究成果
をふまえて、「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。

パナソニック、トヨタ自動車、
ファーストリテイリングなど日本
を代表する企業の経営理念を紹
介しながら、経営理念にはどんな
メッセージが込められているの
か、また、企業文化とはいかなる
ものか、などについて皆さんと一
緒に考えていきたいと思います。

S202教室看護学部　教授
鈴木　恵子

災害大国日本で
災害と共に生きるには八王子と桑と健康

AW404教室理工学部　講師
久米川　宣一

遠くて近い!? 「素数」が
織りなす不思議な世界

AB102教室理工学部　准教授
山上　敦士

シニアの生きがい・学びあい
─生涯学習と社会貢献─

S201教室教育学部　准教授
平井　康章

池田記念講堂

「楽観主義」の心理学
─人間を幸福へと誘う力─

教育学部　教授
鈎　治雄

事例で学ぶ経営理念と
企業文化

AE453教室経営学部　准教授
安田　賢憲
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“日常生活と健康”について、食生
活と運動の観点からアプローチし
ていく予定です。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。

本講義では、中国の文化圏にある
シルクロードの要所・敦煌に焦点
をあてて、敦煌における仏教文化
を紹介し、また20世紀に発見さ
れた敦煌出土仏教文献の歴史的意
義について解説します。

いじめは社会全体の問題です。本
講座では、過去三十数年間に起
こったいじめ事件や様々ないじめ
防止の取り組み事例に学び、「い
じめとは何か」「どうすれば防ぐ
ことができるのか」を、皆さんと
一緒に考えていきます。

日本は健康寿命が世界一の長寿社
会を迎えています。どうせ長生き
するのなら、いつまでも健康で楽
しく朗らかに生きたいと思いませ
んか。本講座では、人生100年
時代を楽しむためのからだづくり
について考えていきます。

健康へのアプローチ
─食事と運動から考える─

M401教室創価女子短期大学　副学長　教授
鈴木　正敏

敦煌と仏教文化

M402教室比較文化研究所　准教授
松森　秀幸

いじめとたたかう
─学校におけるいじめの現状と課題─

AW301教室教職大学院　准教授
三津村　正和

ディスカバリーホール

人生100年時代を
楽しむためのからだづくり

看護学部　准教授
添田　百合子
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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 31110 を入力

講演日を入力 次に講演日（8月31日の場合）0831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

電話予約した後、ローソン・ミニストップ
各店で手続きをする
Loppi（ロッピー）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。

お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・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店舗へお出かけ下さい。）

■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

※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

　ローソンチケット
　0570-000-777（10：00〜20：00）
　電話が繋がりましたら【0】を
　押してください。

事前
に電話

予約ができる！電話で
予約後の
引き取りの
方法
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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。


