退職し、通教で学びたいと申し込みまし
た。共通総合演習に事前レポートがあり、
戸惑い、何とか書いたものの、送信する
方法がわからず２日がかりで、奥さんの
助けを借り何とか送信することができ、
ほっとしました。 頭と心を鍛えるべく、
しっかりと学びたいと思います。
(科目等履修生 60代 男性
さとうこういちさん)

台風接近と、猛暑の中で迎えた夏期スクー
リング。移動の不安や、熱中症の心配もな
く、自宅に居ながら、オンラインで受講で
きることに大変感謝しています。 ICTサ
ポートデスクのお世話になりながら、パソ
コンにも段々と自信がつきました。手厚い
サポート体制は創価大学ならではと思いま
す。 自宅の落ち着いた環境で、メディア
学習も計画的に済ませました。明日からの
受講が楽しみです。
3月卒業を目指して頑張っています。
(法学部 70代 女性 MOONさん)

今年も、昨年に引き続きコロナ禍の中
ですが、夏期スクーリングをオンライ
ンにより受講できることに心から感謝
申し上げます。創立者に見守って頂く
中で、開設45周年の歴史を綴り、最高
に充実した夏期スクーリングを受講さ
せていただくことができて嬉しいです。
コロナ禍に負けず、通教生の「学は
光」の学光スピリットを燃やして学び
たいと思います。

リモート授業になり他の生徒がどんな方
が分からない中、すり合わせしていない
のになんと偶然友達3人が同じ授業を受
けていることが分かりみんなで驚きまし
た。とてもやる気が出ましたし、友達は
もちろん他の方とも画面越しですが、学
べることの楽しさを分かち合いながら授
業を受けたいと思います！

（文学部 20代 女性 A・S さん)

（文学部 愛知県 うぐちゃん さん)

創価大学通信教育部開設４５周年の素晴らしい
時にアメリカより夏期スクーリングの受講がで
きますことを心から感謝しております。時差が
あり夜中の受講になりますが、挑戦できる事を
楽しみにしております。特に3科目受講予定の
中の創価教育論の事前のメディア授業に於いて
創価大学創立の理念と3代会長の偉業をお伺い
し、涙腺が崩壊しました。授業受講に際しては、
横にティッシュを置いて臨もうと思っておりま
す。「創価教育」とは何かまた、「価値創造」
する人間になるためには等、しっかり心に刻ん
でいきたいと思っております。

開講式動画の馬場学長挨拶の中で『創立
者の語らい』のご紹介がありました。早
速画面を開き読ませて頂きました。こん
なにも学生を思う創立者はおりません。
心から感動でいっぱいになりました。
ノートを作成し1回から書き写すことにし
ました。今回は4科目に挑戦します。情熱
溢れる講義と通教生に会える日を楽しみ
にしております。仕事と両立は大変
ですが学べることに感謝で一杯です。
（文学部 東京 女性 諌山玲子さん)

（教育学部 アメリカ 女性 Nobuko Oyaさん)
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夏スク特設サイトのイラスト…爆笑しま
した！すごいパロディ！今だからこそで
きたものだし、かわいくて、ピクトグラ
ム1個1個が表しているのが、ほんまに夏
スクのすべてで・・・
入学後4年間は、創大での夏スクを堪能
しましたが、去年・今年とオンラインに
なってすこしさみしかったし、また創大
で生の授業を受けたい気持ちでいっぱい
ではあります。でもすでに6年生。今年
こそ最後になるよう、頑張ります。
(法学部 40代 女性

kodevyさん)

B群の受講が終了しました。昨年に続き
オンライン環境下での学習でしたが、先
生が一辺倒に講義されるのではなく、随
所にグループアウトセッションを取り入
れて下さり、同じ教科を学習する学友と
交流を深めるチャンスもいただけました。
学習内容が難しいと悩んでいても学友と
共有することができ、通教生なんだと実
感することができました。３月卒業目指
してさらに学びを深めていきます。
（文学部 東京都 女性 nakajiさん）

昨年同様のオンラインでの開催は、残念な気
持ちがある一方で、生活との両立や安全面な
ど良い点も多く、自宅から学べることに感謝
しながら受講しています。 今年は特設サイ
トやキャンパスたよりなど、運営の方々から
の工夫をこらした応援にも元気をもらってい
ます。また、画面を通したやり取りの中でも、
先生方や他の受講生の方の優しさや思いやり
を感じる場面が多く、感動しています。自習
時には薄れてしまいがちな「学ぶ喜び」を噛
みしめて最終日まで弛まずに学びを
深めたいです。
（教育学部 大阪府 女性 okuY iakaN さん）

今春教育学部児童教育学科を卒業し、
直ぐに、文学部人間学科に編入しまし
た。これで、4学部目で５学科に挑戦
することになります。今年71になり、
後期高齢になる頃までゆっくり時間を
掛けて楽しみたいと思います。やはり、
多くの通教生の皆さんとの出会いが醍
醐味の夏スク、コロナ禍を克服してリ
アルで受講することを楽しみに残して
おきたいと思います。

2度目の夏期スクーリングを迎えました。昨
年は、初めてパソコンを買い操作が思うよ
うにテキパキとできず涙目でした。でも、
解りやすい先生の資料と講義のもと、色々
な年代の、色々な国の方と画面上でグルー
プセッションあり、オンラインでも楽しく
学ぶことが出来ました。コロナ渦の中、緊
急事態宣言により家と買い物の往復で、学
ぶ時間は存分にあります。今年は息子も加
わり、履修科目は違いながらも対話も増え、
充実の夏を迎えております。前半戦が終わ
り、後半戦も苦手な科目で授業前から四苦
八苦ですが、しっかり学び苦手意識を克服
していき、今後の学びに活かしていきたい
と思います。健康に留意して卒業を勝ち取
るまで頑張るぞー❕
（教育学部 千葉県 女性 増田恵さん）

(文学部 70代 男性 奈良県
シャイニングフレンドさん）
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仕事、介護、家事で日々時間に追われる
中で勉強の時間を作ることから挑戦でし
た。今までは1日が終わるとバタン
キューでしたが、メディア授業に取り組
む事が楽しみになり、やり切れたことが
自信にもなりました。まだ不安 不安ばか
りですが、初めてのスクーリング、挑戦
の夏にしたいと思います！
（教育学部 神奈川県 50代 女性 U・O さん）

仕事の都合で、夏期スクーリングには参
加できませんが、皆さんの声やキャンパ
スだよりを毎日拝見し、元気をもらいな
がらレポート課題に励んでいます。皆さ
んそれぞれが忙しい中で、光学の炎を燃
やし、勉強に挑戦している。そんな仲間
の声が聞けるのはとてもいいですね。勇
気が出ます。スクーリング参加している
方も、そうでない方も、ともども
に頑張りましょう！

２０１０年に創大キャンパスで創立者の
ご出席のもと、通教経済学部で入学しま
した。私たち学生のことを心から思って
くださる創立者に、ただただ感謝の涙が
滂沱と流れ、必ず勉学をやり切って、人
間形成をします！必ず卒業します！と心
に誓いました。 途中経済的な事や諸事情
で、２回も退学しましたが、どうしても
誓いを果たさねば！と復学。さらに今年
文学部に編入学させて頂き、新たに出発
しました。 卒業まで決して諦めないで、
自身と戦い勝利します！皆さんも共に頑
張りましょう！
(文学部 60代 兵庫県 男性
Kazuhiro・Kurodaさん)

初めての夏期スクーリング、４科目に奮闘
中。キャンパスだよりを読んでいると、憧
れのキャンパスにいるような気分になって
います。 難解な問題に、頭がパンクしそう
になりながらも、皆さんと共に、学ぶ喜び、
知る喜びを体感できている今、思い切って
入学して本当に良かったなぁ～と実感して
います。そして、いつも応援し支えてくれ
る家族に感謝の気持ちでいっぱいです。 今、
ここで学べることに感謝し、鍛えの夏にし
ていきます! 皆さん、共々に最高の夏にして
いきましょう(^^)/
（教育学部 愛媛県 女性 三好京子さん）

事前レポートに奮闘中です。なんだか熱
があるのかな～コロナかな～と心配にな
りましたが、勉強しすぎの知恵熱でした
＾＾； 今までがしなさすぎだったので
脳がびっくりして沸騰中です。オンライ
ンという形ですが、担当の先生、皆さん
にお会いできることを楽しみにしており
ます。熱い夏を吹き飛ばそう～！
（文学部 40代 兵庫県 女性 ちるるんさん）

（教育学部 20代 埼玉県 男性 さか さん）
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創立者からのメッセージで『人間の知恵に
限界はありません。勇気をもって磨けば磨
くほどに、「学の光」は一段と輝き放ち、
混迷を深める社会の闇を赫々と照らし晴ら
していくことでありましょう』とありまし
た。 今日まさに久保田教授の講義で「脳
は使えば使うほど能力が向上し、学べば学
ぶほど知識が増え、身体を動かせば動かす
ほど技術が上達します。脳の活動から見れ
ば、学力や技術の伸びには限界がないとい
う事もできます。脳が構築しうる情報処理
能力は、一生涯訓練を受けても到底使い切
れないほどの、十分な余剰能力を与えられ
ているからです」との指導を受け、感銘し
ました。 ミュートやチャット操作も教わ
り、学友と楽しく愉快に受講しています。
明日も頑張ります。
（文学部 60代 男性 北海道 クラちゃんさん）

夏期スクーリングは３回目の参加になり
ます。オンライン形式ですので、家族の
協力を得ながら毎日授業に食らいついて
います！ 同じ通教生との交流の場が対
面と比べて少ないのは悲しいですが、同
時間帯に全員で学べていると思うと非常
に励まされます。 最後までしっかりと
学んでいきたいと思います！
（法学部 20代 男性 神奈川県 K・S さん)

C群の講義をもって、夏期スクーリングを無
事に終えることができました。特設サイト
のキャンパスだよりを見て、まだまだ知ら
ないキャンパスの秘境を冒険する楽しみを
発見できました。
創立者、先生方や職員の皆様の真心の結晶
である夏期スクーリングに参加できたこと
を本当に感謝しています。明日からも頂だ
けを見つめて日々前進してまいります。来
年こそはキャンパス冒険の旅へ出発しよう。

今年もオンラインでのスクーリン
グですが、オフィスアワーをめ
ちゃくちゃ活用しています。どの
先生も、快く丁寧に話を聞いてく
ださり、もっと充実させてほしい
です。
各期1科目受講していますが、オ
ンラインなので、時間に余裕があ
り、家事や犬のことを気にしなく
てもいいのが嬉しいです。 通学に
往復5時間くらい費やすので、そ
の時間が勉強に充てられるのがと
ても良いと思っています。
（法学部 男性 千葉県 山崎照夫さん)

（文学部 50代 男性 大阪府 ちよのび さん)
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夏期スクーリング、オンラインでは
ありますが、楽しく学ぶことができ
ました。授業内で友人もでき、自分
以外にもバイトなどと両立しながら
頑張って勉強していることを知ると、
とてもやる気が出て嬉しいです。
また事務局のキャンパスだよりのブ
ログはスクーリング中の楽しみでも
ありました。毎日見させていただい
てます。レポート提出に向けてエネ
ルギーチャージさせていただくス
クーリングとなりました！！
頑張るぞ！！！

B群の卒業研究の授業に参加しました。久し
ぶりの授業は大変活気があり、先生、学友
の皆様と語らえたことで日ごろの疲れが
吹っ飛びました。それぞれに苦労をしなが
ら勉強している様子を感じて感動し、自身
のやる気にも繋がっています。先日の学光
祭、インタビューの貴重なお話しにも大変
勇気をいただき、何度も視聴しています。
ブログの景色や先生方のメッセージに、た
だただ創価大学に行きたい！という想いが
募るばかりです。皆様が必ず創価大学に通
える日がくるよう祈りつつ、
卒業を目指します。
（文学部 40代 女性 北海道 よこじゅん さん)

(法学部 20代 男性 東京都 EMさん)

今日、無事に受講が終了しました。
特設サイトがとても楽しかったです。
ピクトグラムでツボにはまり、バー
チャルキャンパスツアーで創大に
行った気持ちになり、夏の楽しい思
い出になりました。また授業でも、
レポート作成講義でもたくさん質問
に答えていただき、勉強のモチベー
ションが上がりました。準備にあ
たってくださった先生方、スタッフ
の皆さま、一緒に受講してくださっ
た皆さま、大変にありがとうござい
ました。
レポートもがんばります。
（文学部 20代 埼玉県 sora さん)

オンライン夏期スクーリング、今年は３期全てに挑戦
しました。仕事終わり5分でご飯を食べてすぐに授業。
この忙しさが心地よく、身体の疲れを感じたら創立者
のメッセージを、学光祭を、とまた元気を取り戻して
やっていってます。授業が終わったらすぐにオフィス
アワーが始まります。このオフィスアワーで先生とお
会いできることもまた楽しみの一つになりました！
ポータルサイトをみんなで使いこなして、ともども
に卒業目指していきたいと思います。秋にむけてまた
コツコツとメディア視聴していきます！

大変にお世話になりました。勇猛精
進でがんばります。ありがとうござ
いました。これからもよろしくお願
いいたします。
（文学部 30代 大阪府

N・D さん)

（文学部 30代 女性 静岡県 ヤパニマル さん)
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