
はじめよう！

　　オンライ
ン講座

夏季
大学講座
2021年
第47回

ウィズコロナの生活が続く中、今年の夏季大学講座は
オンライン講座として実施します！
日本全国どこからでも、便利に楽しく受講できます。
ぜひご参加ください！



きのうよりはきょう、きょうよりはあすと、向上の坂を上りゆく、

みずみずしい生命力と学びの姿勢があるかどうかで、

人生の勝利が決定づけられることを忘れてはならない。

新しい知識の習得のみが、学ぶということの本当の意味ではない。

最も重要なことは、学ぶことによって、

自分自身が「新しい自分」になっていくことである。

「向学の心」を失わないことだ。

前進し続けることだ。

そうして進んだ道が、君にしかない、あなたにしかない

「使命の道」「充実の道」「勝利の道」になっていく。

（2021.3.28「四季の励まし」より抜粋）

創立者
池田大作先生

建学の精神

人間教育の最高学府たれ

新しき大文化建設の揺
よう

籃
らん

たれ

人類の平和を守る
フォートレス（要

よう さい

塞）たれ
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開学から１年が経過した1972年春、創立者から社会人・一般市民を対象とする公開講座

開催の提案があり、まずは地元八王子および周辺の市民を対象とする公開講座を企画し、

夏季市民講座（4講座）として開講。

翌年（1973年）には、より本格的に準備をし、8月25日・26日に初の試みとなる夏季大学

講座を開講。

午前の分科会（16講座）に続き、午後の全体会では、創立者が「文学と仏教」と題して

講演し、約2500人が参加した。

その後、夏季大学講座は夏の主要行事として定着し、現在までに延べ40万人が参加。

生涯学習と自己啓発の一助となるべく、「市民に開かれた創価大学」としての歴史を刻む。

第1回夏季大学講座  創立者講演「文学と仏教」（1973.8）

創価大学は2021年4月に創立50周年を迎えました
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1 2 3
　枚数、支払い方法を選択 
 → 【ログインへ進む】をクリック

　内容を確認し、【チケッ
トを申し込む】をクリック

あいさつ
　本学の夏季大学講座は、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、1973年８月に開始しました。以来、皆様の温かい
ご支援と関係各位のご協力を得て、開始以来の受講者数は延べ40万
人にも及んでおります。そして、大勢の皆さんがこの講座を楽しみ
にしておられることは主催者として誠に嬉しい限りであります。
　しかし残念ながら、昨年は新型コロナウイルス感染症のために、
やむを得ず中止をさせていただきました。本年は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止を考慮し、皆様に安心して参加していただくため
に、対面講座の開催は行わず、オンラインによる講座配信を実施い
たします。ご自宅から楽しく受講していただけるよう、講師の先生
方も万全の準備を進めております。本講座が皆様にとって、有意義
な学びの場となりますよう念じつつ、ご参加を心よりお待ち申し上
げております。

学　長
馬場　善久

聴講資格   どなたでも受講していただけます

聴 講 料 3,000円（税込）

※１回のお申し込みで配信期間中は全ての
　 講座（12講座）が何度でも視聴できます。
※ お申し込み後のキャンセルはできません。

申込期間 7月1日（木）〜 8月27日（金）
配信期間 8月10日（火）10：00 〜  8月31日（火）

配信講座 12講座 ※事前に収録した講座をオンデマンドで配信します
※1講座約120分（前半60分、後半60分）となります

▶お申し込み方法

▶受講のご案内

チケットのお申し込みは、イベント管理システム「Peatix」のアカウント登録（無料）が必要です。

アカウント登録がお済みでない方は、同封の別紙「Peatixアカウント登録方法」
をご参照の上、ご登録ください。

　 本 学 ホームページ
「夏季大学講座案内画

面」の【申込画面へ】
をクリックしPeatixの
サイトにアクセス
URL：https://www.
soka.ac.jp/research/
extension_course/
summer
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コンビニ／ATM支払いの場合 クレジットカード支払いの場合

Paypal支払いの場合

※配信開始後の視聴方法は、ｐ8をご参照ください。

　Peatixにログインし、主催者からの事前
アンケートに回答
→【請求先情報へ進む】をクリック

　Peatixにログインし、主催者からの事前
アンケートに回答
→【請求先情報へ進む】をクリック

　お支払い完了後、5分程度で、登録したメール
アドレスにチケットお申し込み詳細のメールが届
きます。
※ @peatix.comからのメールが受信できるよう設定してください。

※ コンビニ・ATM支払いの場合は聴講料とは別に
220円の手数料がかかります。

　申込完了後、登録したメールアドレスにチケット
お申し込み詳細のメールが届きます。
※ @peatix.comからのメールが受信できるよう設定してください。

　Paypalでの支払いを希望される方は以下のサイト
より操作方法をご確認ください。

（Paypalの場合）
URL：https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/
support/solutions/articles/44001822954

　申込内容を確認
→【お申し込みを確
定する】をクリック

　請求先情報（電話
番号）を入力
→【確認画面へ進む】
をクリック

　請求先情報（カード番
号、有効期限（月/年）、
セキュリティーコード）を
入力
→【確認画面へ進む】
をクリック

　申込内容を確認
→【今すぐ支払う】を
クリック

必ず支払い期限を
ご確認ください

　【お支払い手続きへ
進む】をクリック
→ ご希望の支払い方
法を選択し、画面の指
示に従って入金手続き
をしてください。

その他の「申込み」「チケットの確認」「アカウント設定」については、Peatix参加者ヘルプサイトをご参照ください。
 ➡ URL：https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/home
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創価大学は、開学以来50年を迎えました。この間にどのように発展して
きたのか。その概略についてお話ししたいと思います。

コロナ危機の只中にありながら、国連SDGｓ17目標は、現代に生きる私
たちの共通の目標であり、人類の未来を決めるアジェンダ（行動目標）で
す。ポストコロナにおける私たちの生き方について一緒に考えましょう。

『法華経』の一仏乗思想（誰もが平等に成仏できるという思想）を行動化
したドラマが常不軽菩薩の授記である。一方、釈尊滅後の『法華経』の
弘通を託されたものが、釈尊の久遠の弟子である地涌の菩薩である。こ
れらを通じて、『法華経』の菩薩思想を考える。

鎌倉幕府では初代源頼朝から三代実朝まで源氏将軍が続いた。幕政も
将軍親裁が基本であった。ところが、実朝の暗殺、承久の乱の勝利によ
り、執権の北条氏が権力を掌握する。源氏将軍と北条氏の関係、その歴
史に迫る。

これまで三十数回にわたり、夏季大学講座を担当させて頂きましたが、
今回が最後の講座となります。これまでご参加下さった皆様に、心より
感謝しつつ、楽観主義の生き方について考えます。

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、…と無限に続く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。

経済学部　副学長・教授 神立　孝一

経済学部　学部長・教授 高木　功

文学部　教授 菅野　博史

文学部　教授 坂井　孝一

教育学部　教授 鈎　治雄

理工学部　教授 山上　敦士

創価大学開学50年の歴史

人類共通の目標「国連SDGs」の達成と私たちの生き方
ーポストコロナを考える

『法華経』における地涌の菩薩と常不軽菩薩について

源氏将軍と北条氏

楽観主義とレジリエンスの心理学

遠くて近い！？「素数」が織りなす不思議な世界
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コロナ禍でも心や体の素晴らしいメカニズムを生かす健康生活について
考えます。そして普段の対人関係を振り返り、効果的なストレス対処の方法
と、相手も自分も大切にできるコミュニケ―ションへの理解を深めます。

どんな時代にあっても、健康を守っていくことには多少の困難はつきも
のです。この講座では、看護の立場から、人生100年時代を健康長寿で
朗らかに生き抜くための健康課題を、皆さんと一緒に考えていきます。

社会の変動に伴い、特に、昨今ではコロナ禍における現在の日本の事情も
相まって、新たな社会問題・法律問題がクローズアップされています。それ
らの新たに生起する諸課題に対して、生活者である私達はどのように対処
していくべきかを、法律の知恵を通して共に学んでいきたいと思います。

国連が2015年に策定したSDGs（持続可能な開発目標）とビジネス（特
に、イノベーション）との関係について、実務的な観点から講義し、2030
年に向けてどのように生きていくかを学びます。

プランクトンは様々な機能を持ち、環境技術と組み合わせると循環型社会を
作るのに大いに役立ちます。創価大学で進めている国際プロジェクトの紹介
を通して、アジア・アフリカにおける循環型社会のあり方を考えます。

「糖鎖」は、DNAやタンパク質に次ぐ“第三の生命鎖”といわれています。ヒトをはじめ
とした動物、植物、細菌、ウイルスなど、あらゆる生命体に含まれ、それらの営みに重
要な役割を果たしています。しかし、複雑でいまだに多くが解明されていません。糖
鎖は、どのように働き、どんな可能性を持つのか。「創価大学糖鎖生命システム融合
研究所」の所長と副所長が、生物と情報の切り口から解説します。

看護学部　学部長・教授 本田　優子

看護学部　准教授 添田　百合子

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　国際ビジネス学科　准教授 青野　健作

理工学研究科　教授 古谷 研（プランクトン工学研究所　所長）
理工学部　学部長・教授 戸田 龍樹（プランクトン工学研究所　所員）
理工学部　教授 佐藤 伸二郎（プランクトン工学研究所　所員）

糖鎖生命システム融合研究所　所長・教授 西原 祥子／副所長・教授 木下フローラ聖子

生きる力を育むコミュニケーションと健康生活

人生100年時代！みんなで目指す健康長寿

生活に役立つ法律の知恵

SDGs（持続可能な開発目標）とイノベーション

プランクトンを活用する環境技術で循環型社会を作る

「わからないから、面白い」糖鎖研究
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オンライン講座お申し込みから受講までの流れ

≪注意事項≫ お申し込みされていない方への講座動画、資料の共有は禁止です。

お申込み

開講までに

視聴当日

〈配信期間〉
8月10日（火）

10：00
~

8月31日（火）

申込完了後、Peatixから登録したメールアドレスに
【チケットお申し込み詳細】メールが届きます。

インターネット回線につながったパソコン・タブレット・
スマートフォンのいずれかをご用意ください。
※通信にかかる費用は受講者の負担となります。
※ 連続して講座を受ける場合は、視聴できる十分な容量、または
無制限のインターネット環境のご利用をおすすめします。

Peatixから届いた【チケットお申し込み詳細】メールを開き、
【イベント視聴ページに移動】をクリック。

イベント視聴ページの【イベントに参加】をクリック。
（配信期間外は視聴できません）

【創価大学夏季大学講座特設ページ】が開きます。
希望する講座の【動画視聴】をクリックし、受講開始とな
ります。【講義資料】をクリックして資料をダウンロード、
印刷してご活用ください。
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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　 kakidai@soka.ac.jp
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