
2022年
第48回夏季大学講座



人は、「教育」によって、初めて「人間」

となる。

単なる知識の伝授ではない。

才能の開発だけでもない。

教育とは、過去から未来へ向かって、

「人間性」を確実に継承しゆく大道である。

「学は光」である。

生涯、学び続けることだ。

成長し続けることだ。

その人が、人生の勝利者と光っていくこと

ができる。

（「四季の励ましⅡ」より抜粋）

創立者
池田大作先生

ごあいさつ
　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広く開放し、教員を交え
て親しく交流していただくことを目的として、1973年8月に開始し
ました。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。大勢の皆様がこの講
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。
　本年もコロナ禍での開催となりますが、対面講座を多く用意いた
しました。皆様に安心してご参加いただけるよう、感染対策に十分
配慮した運営に努めます。またご都合により対面でご参加いただけ
ない皆様のために、収録講座のオンデマンド配信も行います。多彩
な講座を用意し、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
期待し、ご参加を心よりお待ち申し上げております。

学　長
鈴木 将史
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受講のご案内
対面講座

オンライン配信講座

開講日	 2022年８月27日（土）・28日（日）
	 創価大学　東京都八王子市丹木町1-236
	 1講座3,000円（税込）
	 1講座3時間（午前10：00〜11：30・午後13：30〜15：00）
	 	ローソン・ミニストップ各店設置の「Loppi（ロッピー）」から

お申し込みください。（チケット購入方法はp9をご確認ください）
	 2022年7月15日（金）午前10時〜8月26日（金）午後11時まで

	 2022年9月20日（火）午前10時	〜10月10日（月）
	 講座番号	4番・8番・12番・15番・19番・23番・26番・34番
	 8講座セットで3,000円（税込）
	 p10〜p12をご確認ください
	 2022年7月15日（金）〜	9月30日（金）

※１日に受講できる講座は１講座です。
※新型コロナウイルスの感染対策を考慮し、各教室の定員は座席数の半数程度に設定しています。
定員になり次第、講座ごとに申込受付は終了いたします。

※お申し込み後の講座変更は致しかねますので、お間違いのないようにチケットをご購入ください。
※お申し込み後、お客様のご都合によるキャンセル、返金はお受けできませんので、あらかじめご了
承ください。
※「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。

※1回のお申込みで配信期間中は全ての講座（8講座）が何度でも視聴できます。
※1講座は約180分（前半90分・後半90分）の動画となります。
※対面講座にご参加いただく方で、オンライン配信講座のお申込みを希望される場合
は、対面開催当日に創価大学の会場にて、割引料金（2,000円（税込））でオンライン
視聴チケットを販売いたします。お支払いは現金のみとなります。
　ご希望の方は重複して購入されることのないようご注意ください。

対面で実施する講座のうち、以下の８講座を期間限定で
オンライン（オンデマンド）配信します。
対面講座当日に収録した講義動画の配信となります。
ご自宅から便利に楽しく受講していただけますので、ぜひお申込みください！

開講日

配信期間

会　場

配信講座

受講料

受講料

講義時間

申込方法

申込方法

申込期間

申込期間
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学長　教育学部　教授
鈴木　将史

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
玉井　秀樹

副学長　文学部　教授
田中　亮平

文学部　学部長　教授
杉山　由紀男

文学部　教授
山岡　政紀

経営学部　教授
中村　みゆき

戸田城聖先生の『推理式指導算術』は、創
価教育を体現した書とされています。「推
理式」とはどんな「指導」なのか？問題に取
り組みながら考えてみましょう。前回は3
年前でしたので、もう一度最初から取り組
みます。

SDGsとは「誰一人取り残さない」（LNOB）
という包摂性と公平性の理念を掲げた「持
続可能な開発目標」です。この理念と目標
の実現には、困難を跳ね返すレジリエンス
（強靭性）と価値創造力を備えた個人の実
践が期待されます。

『法華経』はインドで生まれ、中国で成長
し、日本で花を咲かせ実を結んだ。『法華
経』の中心思想、中国での法華思想の展
開、日本での日蓮と『法華経』などについ
て講義します。講師による夏季大学講座の
最終講義となります。

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「暴力対暴力」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。

2003年3月に行われた創立者の第１回特
別文化講座を改めて振り返り、テーマと
なったゲーテを通して展開される創立者の
人間主義を、「自律と共生」「人格と学び」
などをキーワードに読み解いていきたいと
思います。

ここ100年の間に、社会と世界は大きく変
化しました。その激変の波に洗われて、私
たちの一番身近な家族と地域も小舟のよ
うに翻弄されています。その嵐の中に希望
を見出して生きていく方途を社会学の視点
から共に考えます。

日本語は奈良時代の古典語から現代語の
若者言葉に至るまで配慮表現に満ちた言
語です。対人関係を調節する機能を持っ
た配慮表現について楽しく学ぶことを通し
て、日常生活を豊かにするヒントが得られ
たら幸いです。

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。江戸商人の起業家精神
は明治期の財閥を経て、現代の企業に継承
されてきている。本講座では、日本のビジ
ネスの源流を江戸時代に発展した経営哲
学・手法を見ることから考えていきます。

AB103教室

AE452教室

ディスカバリーホール

S202教室

池田記念講堂

AW401教室

AW302教室

AW303教室

戸田城聖先生の
『推理式指導算術』に学ぶ

SDGs達成における包摂性と
公平性の理念と私たちの生き方

『法華経』の思想と
中国・日本における展開

平和学を活用するために
― 平和･紛争解決学入門

創立者の特別文化講座：
『人間ゲーテを語る』に学ぶ

激変の波に洗われる家族、
地域、世界、そして希望へ

楽しく学ぶ日本語の配慮表現

日本古来の商人の源流
─ 江戸商人、財閥そして渋沢栄一
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教育学部　教授
高野　久美子

理工学部　教授
寺島　美昭

看護学部　学部長　教授
本田　優子

看護学部　教授
佐々木　諭

教育学部　准教授
平井　康章

理工学部　教授
渡辺　一弘

看護学部　教授
鈴木　恵子

理工学部　教授
中嶋　一行

発達に凸凹のある子ども達は、その特徴が
理解されにくく困ったり辛い思いをしてい
ることが少なくありません。本講座では、
凸凹についての概説と子ども達の気持ち
の疑似体験を通して、適切なサポートのあ
り方について考えます。

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）技術の少し不思議な研究状況、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。

生きづらさを抱える現代にあって、自分ら
しさを大切に、しなやかに生き抜く方法を
探究します。ストレスの捉え方や生活習慣
を見直し、明日からの価値的な生き方に結
びつけて行きたいと思います。

世界はこれまで様々な感染症と闘い、感
染症に打ち勝つ歴史を残してきました。今
回の新型コロナの流行から得た知恵と教
訓、課題を学び、世界のすべての人々の命
を守ることについて考察します。

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！

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。

昨今の災害発生状況から、皆様の住む大
切な地域「わが町」の災害被害および災害
対策について考えます。さらに、「共助」の
視点で「わが町」を強くする取り組みにつ
いて、皆で考えてまいりましょう。

恐竜と哺乳類の祖先（単弓類）は同時代に
誕生しましたが、両者の関係は地球環境
とともに変化し盛衰をもたらしました。本
講座では、単弓類と恐竜の攻防、恐竜の繁
栄、真正哺乳類の台頭、恐竜の絶滅と哺乳
類の繁栄について解説します。

M402教室

AE352教室

S201教室

AB102教室

M401教室

AW403教室

AW301教室

AE453教室

発達に凸凹のある子ども達の
理解と対応

ICT技術によるスマートな
生活への期待と危険

自分らしく生き抜くための
しなやかな心と体

感染症の危機への挑戦
― 新型コロナと世界の闘い

明るく楽しく生き抜く！
シニアの学びと社会貢献

イノベーション：福沢諭吉から
スティーブジョブズ

今だからこそ、
災害と「わが町」を考える

恐竜と哺乳類：攻防と盛衰

オンライン配信対象講座

オンライン配信対象講座
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創価女子短期大学　学長　教授
水元　昇

副学長　経済学部　教授
西浦　昭雄

文学部　文学研究科長　教授
高橋　強

客員教授
浅子　清

法学部　教授
朝賀　広伸

文学部　教授
坂井　孝一

「女性(あなた)が輝く未来を拓く」とのテー
マを掲げて、開学35周年から40周年に向
けて出発した創価女子短期大学。創価の
女性教育の城での二年間を誇りとして、白
鳥姉妹は“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
ます。創価の女性教育の歴史と伝統につい
て、創立者のご期待、成長著しい学生の活
躍などを中心に講座を進めます。

アフリカは世界が抱える課題の縮図であ
り、SDGsの成否を決める地域でもある一
方で、先行きが見えない世界に対して多く
のヒントを与えています。今回は、アフリカ
経済と暮らしの視点から、その潜在力に学
んでいきます。

創立者はこれまで8回にわたり中国の大学
（中国社会科学院も含む）で講演をされま
したが、創立者の人間主義、平和主義、文
化主義、教育主義が至所に反映されていま
す。本講座ではそれらを総体的に考察する
ことを試みます。

中東は日本人にとって遠い国。しかし、オイ
ルショック、湾岸戦争、テロ、石油・ガス価
格上昇など、生活を直撃。外交官として４０
年に亘る同地域との関係から、日本にとっ
ての中東の重要性を明かします。

地球は先祖から受け継いでいるのではな
い、子どもたちから借りたものである（サン
＝テグジュペリ）。未来の地球を守るため
に、いま、私たちにできることは何かを一緒
に考えてみませんか。

現在、放映中のＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿
の13人」で時代考証を務める私自身が、脚
本からドラマが完成するまでの過程や、歴
史学的な観点からの見どころを詳しく解説
します。

AW404教室

AW401教室

AW301教室

AE351教室

M402教室

池田記念講堂

“女性の世紀”を拓く
創価の女性教育

アフリカの潜在力に学ぶ
― 経済と暮らしの視点から

創立者池田大作先生の
中国大学講演と「4つの主義」

中東に縁して40年

SDGsと環境
― 海の豊かさを守ろう！

時代考証者が読み解く
大河ドラマ
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文学部　教授
伊藤　貴雄

経営学部　教授
吉元　浩二

理工学部　教授
山上　敦士

看護学部　教授
長沼　貴美

文学部　講師
森下　達

教育学部　教授
遠藤　幸彦

理工学部　教授
清水　昭夫

看護学部　准教授
添田　百合子

「トロイ」遺跡の発掘で知られるドイツの
考古学者シュリーマンは、幕末の日本を訪
れ「絹の町」八王子についても記録を残し
ています。シュリーマン生誕２００周年を記
念し、文学部が展開する町おこしプロジェ
クトを紹介します。

なぜ今求められている経営が単なる経営
学理論ではない人間主義経営なのかを、過
去の時代背景と必要とされてきた理論が
変化してきた事実を明らかにし、具体的な
ケースを通して考えたいと思います。

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。

コロナ禍も3年目に突入し、子育て中の
方々にとってはまだまだご苦労の多い毎日
だと思います。変化の大きかった子どもや
家族との生活について、コロナとの共存を
見据えた感染予防対策や心のケア、ワーク
ライフバランスを考えます。

子ども向けらしからぬシリアスな物語をマ
ンガで語ることはいかにして可能になった
のでしょうか？　本講義ではマンガ家の手
塚治虫に焦点をあて、戦後の時期にマンガ
に起こった変化の内実を明らかにします。

創立者は子どもの心の成長について、数多
く論じられています。そうした視点を踏ま
え、精神科医としての臨床経験にもとづい
て、大人と子どもの関わりについて考えて
みたいと思います。

木材の成分のセルロースは地球上で最も
多く存在する炭水化物です。このセルロー
スを原料としてプラスチック代替品ができ
る可能性。さらに、高圧力が我々の身近で
どのように使われているかの2つのテーマ
の話をします。

食生活の向上や医療科学技術の進歩等
により、日本は世界一の長寿国になりま
した。要介護の要因となるフレイルを予防
し、人生100年時代を健康長寿で自分らし
く生き抜いていくための健康課題と日々の
ケアを考えていきます。

AW303教室

AE352教室

AE453教室

S202教室

AW302教室

AB102教室

AE452教室

ディスカバリーホール

シュリーマンと八王子　
～「絹の町」の魅力を発掘！～

今求められる人間主義
経営戦略の基礎

遠くて近い！？「素数」が織りな
す不思議な世界

コロナ禍3年目の子育て
～子どもと家族を守る暮らし～

手塚治虫と戦後のマンガ文化

子どもの心が育つとき
― 子どもと大人、お互いの事情

木材からプラスチックおよび
高圧の世界

人生100年時代！みんなで
目指す健康長寿2022
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法科大学院　教授
黒木　松男

文学研究科　准教授
松森　秀幸

創価女子短期大学　准教授
青野　健作

教職大学院　教職研究科長　教授
吉川　成司

創価女子短期大学　教授
亀田　多江

客員教授
堀江　良一

最近の法改正による身近な法律問題、例えば、
成年年齢の引き下げに伴う法律問題などを取り
上げ、また、スーパーマーケットや銀行の再編の
社会の動き、ネット上の誹謗中傷事件、交通事
故事件、離婚・相続問題などを取り上げ、生活
に役立つ法律の知恵を共に学んでいきます。

正法・像法・末法の三時に基づく末法思想
は、インドにはみられず、中国において成立
したものであると考えられます。本講義で
は、仏教における末法思想の形成と、中国
におけるその展開について概説したいと思
います。

2015年に国連でSDGs（持続可能な開発
目標）が採択され約7年が経ちました。本
講座では、企業の取り組み内容や創価女
子短期大学のSDGs推進活動を紹介しつ
つ、2030年への展望を考えていきたいと
思います。

前半は「心のエクササイズ」で心と頭を活
性化しましょう。後半もさまざまな学習活
動を交えつつ「ポジティブ心理学」を学び、
価値創造の生活・人生について考えていき
ましょう。

地域のあちこちでロボットの活躍を見られ
るようになりました。本講座では、本学の
ゼミ生と共に長年取り組んできた、高齢者
福祉施設や保育園、特別支援学級での「人
を幸せにするための」ロボット活用の取り
組みを紹介します。

外務省43年間、特にスーダン大使（2012
～14年）、ミクロネシア大使（16～19年）、
ケニア大使（19～21年）の経験を踏まえ、
外交及び外交官の仕事について写真等を
見せながら分かり易く講義します。

M401教室

AW404教室

S201教室

AB103教室

AW403教室

AE351教室

生活に役立つ法律の知恵

末法とはなにか？：末法思想
の誕生

未来に繋げるSDGsと私

心のエクササイズ：ポジティブ
心理学へのいざない

人を幸せにするロボットの活用

外交官の仕事―スーダン大使、ミクロネ
シア大使、ケニア大使の経験を踏まえて

講座番号が黄色い講座はオンライン（オンデマンド配信）があります

オンライン配信対象講座
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【各種番号をお持ちの方】を
押してください

Lコード（32329）を入力し、
【次へ】を押してください

※実際の操作画面と異なる場合がありますので、ご注意ください。

ローソン・ミニストップ各店に設置のチケット発券機
「Loppi（ロッピー）」からお申し込みください。

講座一覧が表示されますので、 
希望する講座を選択してください

内容に間違いがないかを確認し、
【次へ】を押してください

【▲】【▼】ボタンで 枚数を入力し、
【次へ】を押してください

内容に間違いがないかを確認し、
【確定する】を押してください

問題がなければ【はい】
を押してください

Loppi機械から
申込券が発券されます

申込券を30分以内にレジへ
お持ちいただき、支払いを済ませ、
聴講券をお受け取りください

8月27日の…
○□△…

トップ画面1 番号検索画面2 講座選択画面3

講座内容確認画面4 枚数選択画面5 申込内容確認画面6

最終確認画面7 申込券の発券8 聴講券の受取り9

夏季大学講座 Lコード：32329【Loppi】操作方法

対面講座のチケットご購入方法
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オンライン配信講座のご購入方法
8月27日（土）、28日（日）に実施する対面講座を収録し、期間を限定して
オンデマンドで配信します。詳細は以下の内容をご確認ください。

2022年9月20日（火）午前10時 ～ 10月10日（月）
8講座（詳細はｐ12をご確認ください。）
8講座セットで3,000円（税込）
クレジットカード決済・コンビニ決済
2022年7月15日（金）～9月30日（金）

※1回のお申込みで配信期間中は全ての講座（8講座）が何度でも視聴できます。
※1講座は約180分（前半90分・後半90分）の動画となります。
※�お申込み後、お客様のご都合によるキャンセル、返金はお受けできませんので、内容をよくご確認いただい
た上でお申し込みください。
※�対面講座を収録した動画のオンデマンド配信となります。双方向型の講義ではありませんので、講義内容
に関する質問にはお答えいたしかねます。あらかじめご了承ください。

右のURLまたはQR
コードよりアクセ
スができます。

この申し込みサイトより会員登録から視聴まで全て行います

▶URL：https://summerseminar.soka.ac.jp/

会員登録方法

オンライン配信講座申込サイト

お申込みの流れ

会員登録

「オンライン配信講座申込サイト」を開き、画面右上
の【新規登録】ボタンを押す
※スマートフォンで操作する場合は、画面右上の
 【 】を押すと【新規登録】ボタンが表示されます

メールアドレスを入力して、【送信】ボタン
を押す

講座の購入（申込み）
［申込期間］

7/15（金）～9/30（金）

視  聴
［配信期間］

9/20（火）10時～10/10（月）

1 2

配信期間

配信講座

受講料

支払方法

申込期間
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※「オンライン配信講座申込サイト」にある「利用規約」をご確認の上でお申し込みください。

※「お支払い方法」選択後の詳しい操作方法は、以下のURLまたはQRコードより
　確認することができます。

対面講座にご参加いただく方で、オンライン配信講座のご購入を希望される場合は、対面開催当日
に創価大学の会場にて、割引料金（2,000円（税込））でオンライン視聴チケットを販売いたします。
お支払いは現金のみとなります。重複購入にお気を付けください。

ご注意!

▶URL： https://www.soka.ac.jp/research/extension_course/
summer/manual

ご購入（お申込み）方法

「オンライン配信講座申込サイト（ｐ10参照）」を
開き、画面右の【ご購入はこちら】ボタンを押し、
表示された画面右の【購入する】ボタンを押す

「お支払い方法」を選択し、画面に従って操作を
続けてください

届いたメールのURLを押して、「会員登録」
画面を開く

「会員登録内容のご確認」画面で
入力内容を確認し、
間違いがなければ

【送信】ボタンを押す

「ログイン名」「パスワード」「名前」「生年月日」
「性別（任意）」を入力し、【確認】ボタンを押す
※パスワードは忘れないようご注意ください！

会員登録完了画面が表示されると、登録完了！
【トップページへ】ボタンを押して、講座の申込み
手続きに進んでください

3

5

1

4

6

2
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創価大学　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（平日10：00～16：00）  FAX：042-691-9300
E-mail kakidai@soka.ac.jp　 HP https://www.soka.ac.jp/research/extension_course/summer

オンライン配信講座の詳細
担当講師 テーマ 対面講座番号

1 経済学部 副学長・教授
西浦 昭雄 アフリカの潜在力に学ぶー経済と暮らしの視点から 19番

2 文学部 学部長・教授
杉山 由紀男 激変の波に洗われる家族、地域、世界、そして希望へ 4番

3 文学部
教授

伊藤 貴雄 シュリーマンと八王子～「絹の町」の魅力を発掘！～ 23番

4 経営学部
教授

中村 みゆき 日本古来の商人の源流ー江戸商人、財閥そして渋沢栄一 8番

5 教育学部
教授

遠藤 幸彦 子どもの心が育つときー子どもと大人、お互いの事情 26番

6 理工学部
教授

渡辺 一弘 イノベーション：福沢諭吉からスティーブジョブズ 12番

7 看護学部
教授

佐々木 諭 感染症の危機への挑戦ー新型コロナと世界の闘い 15番

8 創価女子
短期大学

教授
亀田 多江 人を幸せにするロボットの活用 34番

■ 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。
■お申込みされていない方への講義動画、資料の共有は禁止です。
■ 動作環境については、以下の内容をご確認ください。

■ 動画視聴の詳しい操作方法は、以下のURLまたはQRコードより
確認することができます。

◆Windows
Microsoft Edge（最新版）
FireFox（最新版）
Google Chrome（最新版）

◆Mac
Safari（最新版）
FireFox（最新版）
Google Chrome（最新版）

◆iOS
Safari（最新版）

◆Android
Google Chrome（最新版）

▶URL： https://www.soka.ac.jp/research/extension_
course/summer/manual
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