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次目

1
． 基本科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁 開設年次 作成年度 メディア

（人文系）

1 現代の人間観と世界観　……………………………………………　1 1 59（㊥） 　　　　　　　　邑

sV

2 入間の歴史　……一……………∴・…………・・……………・………　3 1 59（㊥） R

3 文化の形成と普及　…………………………………………………　5 2 59 TV
4 文学と芸術　……………………………’……”……………●’…●…　6 2 TV
5 生活と芸術　…………・……・・………………………………・…・・…　7 1 59 TV
6 日本の教育　………………………………・…・・………＿＿＿．．．＿　g、 2 TV

（社会系）

7 人間と社会　………・…・……・・……・…………・……………………　10 2 R

8 社会生活と法　…………・…・…・………・……・…・…………………　12 2 TV
9 比較政治1　………………………………’…⇔’…………’……．’…　14 1 59 R

10 比較政治五　……・…………・・…………・……・・……………………　16 1 59 R

11 比較経済・経営・社会　…・・∵・一…・…・・……………・・…・……… 2 TV
12 日本経済と産業と企業　…………………………・………・・………　18 1 58 TV

（自然系）

13 地球と宇宙　……………………………一………・…一・一一…・…　20 1 58（㊤） TV
7

14 物質とエネルギー　……一…・……・・………………………………　22 2 R

15 人間の生物学　………一…・一・…………一一・……………・…・・24 1 1．59（㊤）
TV

16 日本の自然　………・…・……・…・……………・・…一……一一…… 2 TV
17 数：学と人間生活　…………・…………………一…・・……………・…　26 1 59（㊥） R

目科照門
　
　
　
●2

（人文系）

18． 哲学の基礎……………一・………………’．’．…．……………’”…　28 1 58（㊤） R

19
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

ﾃ・代中国．の．思想　…………・……・・…・一…………・・………………　30 1 59（㊥）． R
．20 ．近代の思想．………・・……一・・………………・・……一・…・……・…　32 1 58 R
．21． ．現代の思想．………………・・…・……………．．＿＿＿＿．＿＿．．＿＿　：34 1 ，53（㊤）． R

22 世界史と時代意識　……・…………・・………・………・・……………　36 1 58 R

23 比較文化論　………・………・・…・……………・・…・……………・・…　38 2 TV

1
目
，



開設年次 作成年度 メディア

24 コミ三二・ケーションと言語…………・・ピ∴…・………………”．…40 1 58（㊤） TV
25

思考と論遅　・…・g…・・……・轡・・………………g…轡…轡・・g…2・・…、42 2
�@R’，

26 ’人文地理学　・・6……………………………………・・，………・・…・…43 1 59（㊤） TV

27 行動科単’………………・・……・……………………………………45 2 TV
28 心理学概論1…………・・，…………………………………………46 1 ．59（㊥） TV

29 心理学概論皿………一・…∴一・……・一・…………一一・……48 1 58（㊥） TV

30 教育学概論　……一……………………………………………・・…・50 2 R

31 日本語の基礎．………∴・？・…・…………一・・……………………51 2 R

32 作詩・作歌・作句　…………………………………’●●……………53 2’ TV

（社．会系）

33 国家と法1　……………・・……・…………………＿＿＿＿．＿．．＿　55 1 59 1R

34 国家と法皿　・∴……………………………・・…・……………・…・・…． 2 R

35 現代の二三と経済み析　…∴……………・…・……・………・………　57 1 58・59 ．TV

36 会計学　…………・一・・一……・…∴…9・・……………一…………　58 1 58・59 TV

37 社会科学の成立と発展1　………………………一………・……・・φ0 2 R

38 社会科学の成立と発展嚢　……・…・一・………………・・…・……… 2 R

39 現代社会論1　…………∴……………………………∴…………　62 2 R

40 現代社会論皿・’……一一…・・…一・…………・……・・………………64 2 ぢ　R

41 社会調査．・一・・…………・・・…………………………∵・………’”…　65 1 58 TV

42 ：数理計画法入門　……………・・…・…………………………………　67 1 59（㊥） Tvl．

（自然系） R

43． 奉麓数学1・・←……………・・…・……………………………・・…・…　69 ！ 59 TV

44 基礎数学∬．………………・…………・……………．………………71 ’
1

．59（㊥） R

45 基礎数学皿．…………………………………・…・・…………………　73・ 2 R

46 鞭物理学1………一・……………’”●……………’…”74 2 TV

47 基礎物理学皿　…………………………………………………・…・・76 2 TV

48 基礎化学　………・…一…・・…・・……………」・一・・………………　77 2 TV．

49 基礎生物学　……………即●．’……………’…●’………………”●…　81 2 T†．

50 基礎宇宙地球科学．．…………………………………………………　83 1・ 59 TV

51 確率論・統計学∴…一∵…1一一…∵一…………’∵・…●…87 1 59 R

52 自然系’実騎…………・…碗＿＿＿＿＿＿“＿＿＿＿＿＿＿．＿＿．g1 1 お TV

一目乞一



3
1

タド国言壽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁 開設年度 作成年度 メディア

（英’語）

53 英誇1……一？……・・一一一…一・一…一一岬・一一・”・93 ユ 58、 TV、、

54 ．英語皿一A　…・……・・…・・…」………・……・…………’∴一・………　97 1、 59 ．・ q・
P

55 英翻一B・∴・……・一・…∵・…………∵・一・・∵…一・…・…一・ 2 ・R

56 茨副・一B2…・一1？・・………ニ二一………6一一一・……・…∵． 2、 q，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虚
i独語）、

57 独語1　……………・6・…………………・・………・…………函・…・・99．・ 1、 59・ ，TV・R

58 独語皿一A　・………………・・一・……………・・……・…・…・、…・……103 ユ 58（⑨． ．R」

59
独語．血一B・……………………・∵・・……・…………・……・・…一・05 2

．．R’

E

60 独語E－B2…・……∴……1・・．………………・・一………一・……∵106 ．　　2 q・、

1仏．語）

61． 仏語1　………・………・…………・り・………一∵………．・…．Ψ・》・…．107 1． 59． ．TV宮R

62 仏語∬一一・A　……………・…一・…卿・∵…・…一一・・…・州・・一……111 1． 58（㊥）． R．

．63 仏語豆一B11…1………………・・∴・………・ゆ……・∴1…・………… 2． R．・

64 仏語∬一B2…1・・…一・…・∵………一・・…・…・・……・∵…………・… 2 R

（その他）

65
”ロシア語　……．…・・…・．……∴一・……ゆ・…．・桝・・…。脚…・・…，・．唄即113 1， 58・59’

R、

66
．中国語・…・・…………・…ρ・・∴・∴……………………………∵一117　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り 1 （58，59②、． Rl’

67
．ス！ぐイ’ 刀E語一・∴…r・…………1…・・…・・…・・．一・……………∵・………．121 3

k，

4．保健体育

n
6
　
　
　
Q
り
6
　
　
　
6

保健体育　…………一・……r………一一・……………一・・……122

ﾌ育実技　…・……：・・…一．・……・一一……・………・・……一「一……

・1

P

59（㊤） TV

ゆ
5 専門．科目

生活と福祉専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

70’ 生活史…………・∵・・………一…・・…・………・・．・……・・………124 ．　　2 瓦

71 家庭の本質　・・6・…ρ………・……………………・r一・………’．．…… 2 R

マ2 生活の社会学，…一・・一・∴ゆ……一……………・一・・∴…………125 1

；　’

@　58 R

73 衣服論　…・∵一……一…・一∵…一…・……………・一・・……・・127 2 ．TV．・

74 食生活論　……一………・・…・・………一…・・…………………榊・…128 2 ，R♂∫

．一D目3一



頁 開設年次 作成年度 メディア

75
　　　　　　　　　　　　’

Z居1………………・・一…………・…・・……………・…・・………129 1 59 TV

76 住居皿………………………一……………・・……・………………131 2 TV

77 住居皿………………………………・…・…・………………………133 3 TV

78 家庭経営学　…………………………………………………・…・・…134 1 R

79 家庭経済学　……………・・…・………………………………・…・・…136
1
　
噂 59（⑨ R

80 家族関係　……………・・…・…………・・……・……………・一・……138 3 R

81 生活福祉　…………・・……・……………・…・・…………・…・…・……139 3 R

82 母子保健　………………………………・…・・……………・…・・……140 3 TV

83 成．人の保健　…・…………・…・………………………………・…・・…141 4 TV

84 老人の保健　………………・ゼ…・……………………………・…・・…142 4 R

85 青少年の保健1　…・…・…・……・…一・……………………………145 2 R

86 青少年の保健皿　…………・……・・…・』……………・・……………… 3 R

87 環境衛生　……………・・…・…………・…・…・……………………146 1 58 R

88 精神衛生　………………………・………一・・…………・……・・…150 3 R

89 人間の病気　……一…一・…・…………・…・…・・…………一…・…151 3 R

90 衣生活概論　………・…・……・………………………………………153 1 58（㊥） TV

91 衣生活の科学　……………・…・・………………………………・・…・155 3 59 TV

92 食物総論　………………………………・・…・・…∴……・……・・…157 1
， 58 TV

＼

93 食物各論　………・・』…・…・・∴………一一・・繭……………，……一159 ・1 58・59③ TV

94 余暇生活　………・……一・………一…’…・……一…一…・…・…161 1 R

95 生活と福祉特論　……………・…・・一…・…諭……・………・……… 4

発達と教育専攻

96 教育思想　…∴・…一一…・…………一…………………一・……165 1 59 R

97 児童観　………………………………・・一・……・………………・・169
馳v

Q R

98 発達心理学r．一……………・………・……・…・…・・……一………170 　　　　冒
P 59 ’TV

99 ．発達心理学H　……一一…・…・一・一一…一一…一…………一一 ．2 TVゴ

100 学習心理学夏　…・…一・……・・一…………’…●．………………’催．172’ 1 58’ TV1

101 学習心理学聾　…一……一…・………・……一・・一…一…・……179 1 59・’ 』TV・

102 異常心理学　…………・一…・…一…………・・……一……………181 3 R

103 深層心理学　…………………………………………・…………・・…182 3 R

目4



＼

頁、 閾殺年次 作成年度． メディア

・1q4 教育社会学　…∴・……・←画・・……∴・……6…・・……・………・…・・…183 2
＝幽　　　．

、TV

105 薮二方法学’………・…・マ・・∴し・…・・……∴…・・∴・・………』・…∴…・…185 3’ TV〕’

106 道徳教育　………………………∴…」…・・而…碗…幽・……函…186 3 Rゴ

107 情操φ教育　……………・・…・∴・・…一1・・∴…・・……’・・b・…6b・………187
1・』 5S∫ ：R、託

108 家庭教育　……………・・…・・∴…一………・・…・・…∴・づ・∴・・…・…・189 1 ・58．（㊥）、 耳’

109 学校教育．……∴・…∴…一・……………・』…・…………∴…b・・6…1191 、　準 ，こ 轤W．（㊥）． ∫TV

110 地域社会と学校　…・……・………・…………・’……・雨・………6…・・193 3 TV
111 言語と教育∵……・・……一…∴……」……・…・一…・・』∴・…………1941 3 R．∫

11を’ 文化と精神発達　∴…轡…・』…………．…∵・・…・…・油…6…冨…』… 3 R・

113
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾『』ﾂ少年支化　…・・∴一……・・・……∴∴一…』一・…6・’∴・∵∴・伽∴．．…495 1』 59（㊤） TV・

114 青少年の指導　…∴・…∴一6・…・◎∴・…∴…6・∴・…・6・6………・…・…・197 3． TV’

115 カウンセリング　．．∴………r……・…∴・・6………函・…………函…∴φ198 4
箪・．・

116 パ「ソナリティー論　…………∴・」6∴・‘・・6………・…6・………・6…・… 3 TV．

117
入間関係論　…………一…∴・一9・一』・・6・」一・・r．・…b・．・…’…・…』・199 3’1 TV．

118 知能と創造性　・∴………∴．＿。＿＿∴＿函．．＿、．．．．＿．6細＿＿諭200 1
59・『1 　　　｝

sV
119． 謬知と息考’…一……．・・…づ一∴……・諭・・・…一……・函・一202 ビ4 TV・

120 教育評’価　…「‘・・……・…・…∴g………◎∴∴5…・・∴……6・岬・・山 3 R、

1をi 乳幼児ゐ健康と心珪　・・・…｛…一…・・∴．…・・…∴・…∴・・∴一…・∴r…・203． 2 TV
122 ’児童の心理1と教’育’・碗…∴一・…∴…・』………・・｛……．…6・…204ヒ 2’ R．．

123 青年の心理と教育．・・’…．・………∴・……」……・・’…・・一……．∴∴＿206 4 k

124 障害児の心理と教育　…・∴………∴∴・・…一一・∴…・…・・諦…・…・207 ’－ P 58（㊥） 耳「

1乞5 生涯教育論・…●・’」…’∵φ“’∴……●．∴．∴00…●∴’…”．…9∴”●…209’ 1 も9（⑨’ ．R層

126 ．言語障：害．…・・∴…’…画∴…・函…？・∴・……∴∴・』・…』∴…………．211’
’2・1

．・ ql．

1乞7 発達と教育三論　鼠……・・……∴一み・∴幽…一…………・∴・・∴・…・・． 4ゴ

社会と経済専攻

1£8 犯罪と法　……一……．・6・一…一…」・∴∴…∴∴…∴…6・・…・・…・2i3” ・1 59．（㊨） R・

129
　．
k現代の裁判　…………∴……・・∴………∴∴・∴・・……・∴∴画函ゼ…瓢5 ．　　1． 鵠．！㊥） Tvl

rf．

130 日常生活と法　・∴……………90……………触亀●………………り． 2 TV

131 取引と企業の法　………………………一…………………………217 3 R

132 日本の社会と法　……………・一・……………・・…・………………－ 3・ H

一目5一



頁 ．開設年次 作成年度 メディア

　　　　　　　　　　　　　　．≡．X

1331 経済活動と法　・・∴・・……∵∵・…・…・…轡・・9………・……・∵・・……218 3 R

134「
三際社会と法　・……………∴……・∴∴・………・・……………・……．219 ．　2． ．耳・

135 労働問題と法　…………一…・……・・………………………●…・●●σ● 3 葺

136 政治思想．1．・…6・……騨…・・………・り・……・・…………………221 1 58 R

1＄7 ‘政治回想r…………・………………・・………・……・一……一・223 1 59（㊥） R

．138 現代政治理輪　・・触・………・……・∴…・…・…轡…」………・一・・……225 1 58（㊨ TV，

139 現代の政治生活　…・……∵………・………一……・…r………・…・・227 3 ．TV

140
現代の国際政治　……………・………∵…・……………・轡∴・……229 3 R

141
日本の政治　…………・……・……・・………∴，………・……………231 2 TV

142 政治史1　………………………………・∵…………・………・・…232 1 58 R

143 政治史皿、………………・・…両・………………・・……∴…∵……234 1 59（㊥） R

．144
政策科学　∴………∴……・…・・……・…・・…∵・…………・…・・…236 3 』R

14与 近代経済思想　………………………………∵…・……………・…・・238 3
、 TV

146’ 経済発展論．……・…・…函？………’……’……………”…●………’ ．3 TV

147 産業組織論　……∴・一…一一一・………9………………………… 3 TV

148 中小企業論　…………………………………∵・・…・・一……………　239 1 58（㊥） R

149 国際経済学…・・轡……轡・…・・……・…………・一∵………●・…●●● 4 R

150 巳本経済史　…・・の・・…∴・一一・…………・……・・…………一…・・241 ．11 与9（㊥）． TV

151 欧米経済稟，…………・…・…・…………………………・…………∵243 3　． TV

152 財政と金融　……………∵・…・∵…………・・……・・r……・…r……・・244 2 ’TV

153 社会学の理論1………一・・…一…唾一……・・一・∴…一・…245 1 58（㊤） R

154 社会学Q理論皿　・…・・………・・…・…………………………………247 1 59（㊥） R

155 社会構造と社会変動　………・∴一・・∵・・……∵・一…………………249 3．． R

156 地域社会学1・一…・…・9……’……………．…”…∵●………’…”… 3 TV．

157 地域社会学豆　………………”…’……………’●’………………”．
3　’ ．TV

158 セスコミュニケーション論1　………………………………一・・251 1 58（㊥） TV

159 マスコミ・芦二’ Pーション諭：H　……・r・………………………’●●…253 ．　1
s9（㊥1

TV

160 社会と経済三論　…・一・…………・…・一……・……・・…………… 4

．一 ﾚ6「



頁 開設年度 作成年度 メディア

産業と技術専攻．’ @　　　　　　　　　　．．

161 技術史・技術論　……………………∴…・‘………・・D∵・∵………… £ TV．

．162 産業技術の動向1　……・…………・・……………冨轡・………r……
3． TV，’

163 産業技術の動向巫　……………・…・・……………………………… 4
！

TV

164 産業社会学　…………一・・…・∵∵・…一一…・・……………………255 1
’58「’． 冒・

q

165 産業地珪学・一・…・・∵…・一∴……6・…一・一一・…・…∴……・・…257 1
．r

T8（㊥〉 T†’』

166 産業と情報………・一…・r・…・……∴…∴病一1・…∴……………26Q 1「
68！㊥〉ゴ・ 〕R計

167 　　　　　　　　　　　　　　　　　　，Y業と企業　……………・・…・…………一・一・………・…∴……∴∴262 1 59（⑧ T∀・．

168 千年と資源∵・…………・・…・…………………………………●o．… 2
llR∴

169 産業と環境「・…一……・∴一……一∴・…………一一・・一264 1 58（＠〉・’ T＞1’

170 経営管理1　…・一∴……岬・・…∴・……・…一・……………∴…・…266 1　． 59
k1〕

171』 経営管理皿一…一一・一・1…一一一“…・・一∵∴9…一…268 2 ↑vl’

172 人事・労務管理……＿∴・一∴…・…∴……・∵一∴…∴∴……270 「　．1 5S・’
lR．・

i73’ 労働．経済’ D・……・・∴∴・∴…・…一・…一…∵・……∴…∴…∴・r・例． Q72 2
：R1’

174 経営分析と財務管珪　……∴…1…り…………………・……∴・命・∴273
　
　
3
」

lR　1

F響

175 企業と会計L…一一…一…’…・・……………・…………一・…・… 2 TV　’

176 企業と会計皿　………・・………・…………………∵……………轡・・ 2 lk．

177 マーケティング　…・・………∴………∴…・………一・。…・…1…・・…275 1 58’ lR．∵

178 経営組織論1……・∴・…∴……・∴…・……卵…1…・……∴……∴∴’277 3
・R．’∬

・170 経営戦略『………一・・∴∴・’…・…∴…………・…・…∴…∴……£78
．幽

R　． 「RL’

18d’ 生産智理とOR・・∴……∴・∴∴一一・…・……∵・∴∴…ゐ∴……・∴…・280 ．　1’ 一58、 T∀r

181 経営科学．・……∴…・桝一一一一………・・‘……………’…．’… 3’ ・瓦・

、　冒

182 システム主学………一・・…一”……∴…・…∴1・……∴…∴∴…2理 3 T†1

183 人間工学・…………一・一一…………・一∴…・∴一∴…・…∴…284
．㌦

@4　r TV・ P

184 情報工学∵…∴…∵∵∴…・…・・……………・∴……・岬・・∴∴・286 ’．2 ヒTV’・1

185 計測と制御．…一∴…∴一∴一∴…∴一一1……一……∴一・…288 1 ∴’ I（＠． ．TV」

186 解析と設計’………一・1・…・…・………∴・…・・∵………一一……290 ．2 ．T▽．

1帥 物質工学7…∴………1…・・………∴…い・一・∴・……・………∴・1292 3 をv・

188 エネルギ』工学…・一∴∴∴一…・一∵・……一一・一…………293 3 ．TV．

189 流通と商業：…………・・一・…∴：∴……一・・∴…・…6……一・・…294 ．1
’5a〈㊤）

．、1q「

190 サービス産業論……………・…・・……………・…・・一り………一296
　
3
． ｛R
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頁’ 開設年次 作成年度 メディア

噌
1
　
　
　
9
臼
9
　
　
9
4
■
　
　
　
4
⊥

交通と通信　…………・……一・・一一…一…………●…．’…’…　…

@　’Y業と技術三論　…………………………一…・・…’………………
3
4
「

TV

人間の探究専攻

193 哲学的人間学………………………一………………………’…”297 1 59 TV

194 知識と学問の構造　……………・…・・………………………………299 1 58 R

195 行為と規範　………………………………・…・…・…………………301 1 58 ◎　R

196 美の本質と様態　………………・・…・……………………………… 3 R

197 文化人類学　………………………一…一…………………………303 2 TV

198 アメリカ論1　…………一…………………………………一……304 2
、

TV

199 アメリカ論皿　…一一一…………………・……・…・…………・…・・305 3 TV

200 アジア論1　…………………………………・・…一・………・…・・306 1 59（㊥） R

201 アジア論皿　……一…………一………………∵一一一…・…・・308 3 TV

202 ヨーロヅぐ論1　………………………………一・・一一・・………・1・309 3 TV

2Q3 ヨーロッパ’ _皿　　……一…・…・一・…………一∵・・・・……………●．●・… 3’ TV

204 アフリカ論　…………」…一・・………一………一…・一・……・……310 3 TV

205 日本文化論1　……………・…・一……・……・∵・一一・……………311 1 58 TV

206 日本文化論皿　……………．…………・…………・・………………… 2 R

207 哲学悪想史　……………・…・・一・・一…・……………………一……313 3 R
、

208 社会思想史　…………一一・・・……………………一………………315 1 58（㊥） R

209 宗教理論と宗教史　………一・一……轡・・………・………………・・317 1 59（㊥） TV

210
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲
�jの理論　…・…………∵…・………卿・……・…………・一・……　319 ．　　　1 5⑱（㊥）． R

211 記号と人間　…………・……・・一一一・一……・一・・一一…・…・……921 1 、58．（㊥）．
TV、

212
；構造と’ �ﾟ　……i一…∵∵∵・∵∵一…・・…∵・…一∵一・……∵・…323． 4 TV

213 美徹と美構…一一・』・一一一一…・一一…一一・一324 3 Ty
2エ4 音楽史と音楽論　………一…・・…・一∴一…一……・…一一一……32¢・ 1 59 TV

215
演劇史’ﾆ演劇論’…………副・一…一・一一・…・…・・一…………… 4

．’

sゾ

216、 文芸史と文＝同論　………・……・・………・………・…・………・・…・…328 2 R

£17 表現と、観賞．・…一一…卿・∵一・一6・…一…・……一……一・…一…
3’ R、

218 日本言語文化論………………・…一……………・・一一……一…329 1 58 R

219 和文古典1　・一・………一…一……一一・…一一………・…・・…331 1 59（㊤） R
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’

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁 開設年度 作成年度 メディア

220
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

a文古典11　…………………………………………………………、333 2　． R

221 和文古典皿　…………・…・・………………………………………… 3　　． R

222 和文古典y　…………・……・…・…………・・・………………・…・・…335
4
　
「 R

223
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

E漢文古典1　……一………・…・・……………・……・・………………336 3唖 TV

224
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

ｿ文古典皿　……………・・…・……………・…・・……………………337 3 R

225 近代文芸1　……………………………・……・・……………………338． 3 R

226 近代文芸皿　………………………………・…・・…………・……・・…338
　　　　■

S R

227 イギリスの言語文化　…………・・…………………………………339 2 TV

228 アメリカの言語文化　……・…・………・……・…………・・…………341 2 TV

229 ドイツの言語文化　……一……………………一…・……・・………343 2 TV

230 フランスの言語文化　………・……・…・………・………・・…………344 1 58（㊥） TV

231 ロシアの言語文化　……一……………………………一……一一346 1 58 TV

232
西　洋　古　典　……………………・・…一・・……・・………………348　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ

3 ’
R

233 人間の探究特論　…・……・…一・………………・…・・…一………… 4

自然の理解専攻　　　　、

234 物理科学史………・…∴・…・…一…一………一……一…………349 1 59 R

235 生命科学史　……一……・一・・……………・…・…・…………・…・・…353 1 59 R

236 字並の構造と進化・……一………・・…………・……・・……………357 2 TV
237 太陽系の科学　………・一・・………………………………………… 3 sV
238． 宇宙像の変遷　………・………・・……………．…・……・・…“一…・・… 3 TV．

．「．

239 地球の科学　…………・…・…・……一……一・・一…∵………一・・359 3 TV．

240 地球像の変遷．………………………P…．・・……一……・一・・………361
「．

P 与9・＠〉 TV．

241 大気．と海洋……・・…・…一・・．………・…岬…・・……・…………・・363 2． ・TV．

242． 生態学．概論……’・一…・……………‘…’●………’…．‘…㊤●．……365 2 ．R．

243． 現代資．源．論　……・・…一・…一……一・一・…一…一一・…・・…．一・366 2 R．

244 ’現代物理学1．…………一・…・・…………一一・・一・……………・・．・368 3． k
245 現代物理学∬　・・…・…一……………………………………一…… ．3

TV

246 物質：の科学1　………一……・・…・…一……一・・…一・一………… 3　　　　　　’ TV1

247 物質の科学皿　……………・…・……一・………’…………’……”… 4 R

248 脳と行動　………・…一…・…………・…一・一…一…………　370 1 58（㊥） TV
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炉

．頁 開設年度 作成年度 メディア

249 生命のしくみ1　…・・…・………，一・………．……一…………・一・372 1 59 TV．

250
生命のしぐみ皿　…一…………・…・・………………………………374　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

1 ．58（㊥） TV

251 集団遺伝学　……一…・・……・…一一…一・…・……・………・…・・…376 4 R

252．「 動物の行動．………………・・…・………………………………・…・・378 1 59（㊥）’． TV．

253 植物の生理　…・…・……一…・………………………………………380 4 TV

254 生物の進化と系統．…………………………………………………381 3 TV

255． 統計学三論　……・．・・………・・…・………・………………一……・・… 2． R

256 データ解析法……………・・…・……一………・・…・………………383
．1

58 TV’

257．． 数値計算：とデータ処理　……一一・……・…・…………一………一387 1． 58 TV
2．58． 現代数学三論1　……………・…・・………一………………………391 3 R

259 現代数学特論E　………一・…・・…・・……………・……・・……一…392． ．3 R

260． 現代応．用数学．………………・・…・……………………………・…・・393 3 R．

261 自然の理解高論　…………一………………・…・…・……………… 4

高科合判　
　
　
9

6

262 生　命’論　…一………・…・・…………．・……・・……………一…… 4 R

263 生理と心理　…………一一・一一……一・…・・…・一………………394 4 TV

264 行動と責任　…………一……………………．．．＿＿＿＿＿＿．．．＿ 4 R
L

265 都市問題と都市政策　………・一…・…一……・一…・……………395 4 TV

266 社会保障と福祉政策　……………………一…・………・・………… 4 R

267 人口・食糧・資源1・∬　…………………………………………398 4 ．TV

268 存在と価値　……………………………・・……・…………・……・・… 4 R

269 自然と文明　………．……・…・・………………・．．……＿＿＿＿．．．＿ ．
4 TV

270 科学と宗教　一…．……・……・・………………．●…’……………D…” 4 R．

271 環　境論　……………………………・…・…・……………・…・・… 4 TV

272 文学の東西　一………．……・．・・…………・…・’………………’”…… 4 TV．
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＝現代の人間観と世界観＝
〔主任講師：中埜　肇（筑波大学教授）〕

全体のねらい
　私たちがいま生きている現代という時代には、人間と世界について、他の時代には見られない独特

の考え方があるはずである。それを、科学・哲学・文学・芸術・宗教という5つの分野について、講

義と対談によって考えてゆく。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

まず「現代」とは何かを考え、「現代」の思想

1 序　　　　　　論
的・文化的な特質と、それにもとづいて形成され

ｽ人間観と世界観の全般的な特徴を概括する。
中　埜　　　肇

i筑波大学教授）

17世紀の西欧で遂行された　「科学革命」は、

2
自然科学的世界像

ﾆ人間1

科学的自然観を定着させ、世界像にも多大の影響

�^え、さらに科学技術を基盤とする機械文明の

烽ﾆで、人間観の変革をうながした。まず、この

中　埜　　　肇

i　井　　　博
歴史的経緯を概観する。 （東海大学教授）

20世紀になると、新物理学理論、特に量子論の

3
自然科学的世界像
ﾆ入間丑

形成によって、世界像は「古典的jから「現代的」

ﾖと変貌した。因果律に代って確率統計法則が科
wの基本となり、新しい型の機械論が登場してく

同　　　上

る○

機械論の影響は生物科学に：及び、生命の機械論

4
自然科学的世界像
ﾆ入間皿

的解明をおし進め、人間の科学的理解を深めるの

ﾉ役立った。しかし、この傾向に全く何の問題も 同　　　上

ないかどうかを検討し、これからの人間像につい
て考える○

現代哲学を大別すると、「考える我」を中心に

5
現代哲学から見た
l間と世界1

据えたドイツ・フランス系の超越論的哲学と、実

ﾘ主義的発想を受げ継ぐ英米の分析哲学とに分か

黷驕寳｢界と人間の見方はこの二つの流れでどの

中　埜　　　肇

|　市　明　弘

ようになるか○ （京都大学助教授）

「ことがら」に即して考えるという実証主義の

6
現代哲学から見た
?ﾔと世界H

精神を生かしつつ、同時に素朴で日常的なものの

ｩ方を徹底的に反省することから．現象学や解釈 同　　　上

学という、新しい世界と人間の見方が成立する。

現代思想の特徴は、これまでの実体的な見方を

7
現代哲学から見た
l間と世界皿

排して、物を機能や構造のなかにとけこませるこ

ﾆである。しかし私たちの具体的な世界概念や人

ﾔ経験は、むしろ逆に「物」や「個体」という見
同　　　上

方の確立を求めばしないか。

一1一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
現代文学にあらわれ

ｽ人間像と世界像1

　まず、1文学は人間・世界をどのように捉えるか

�lえる。つぎに現代文学のく現代性〉とは何か、

�lえる。そして現代文学を構成する主要な流れを、

@心理主義的文学②マルクス主義的文学③ギ亟ト教

O三に纐しそれ御の燗観世顯を考える。

中　埜　　　肇

R　形和美
i筑波大学教授）

9
現代文学にあらわれ
ｽ人間像と世界像巫

　上の三つの主要な流れを代表すると思われる作

ﾆ・作品をあげながら、現代文学にあちわれた人

ﾔ像・世界観を具体的に確認してゆく○ 同　　　上

10
現代芸術から見た
l間と世界1

中　埜　　　肇

攝ｬ　隆士
i筑波大学助教授）

11
現代芸術から見た
l間と世界H

　自分で直接に見ることのできる自分の顔かたち

ﾍごく限られて澄り、それについて多くを知ろう

ﾆするとき、鏡や他人の眼のよう：な媒介が必要と

ﾈる。現代人と現代社会がいかなるものであるか

�mろうとするときは、われわれに：とって事態は

ﾞ似の構造をもっており、われわれは人間と世界

�fす鏡やこれらを捉える他人の眼を必要とする・

|術作品はこのよう：な意味での鏡のひとつであり、

|術家は同時代を客観視する鋭い眼である。

黷ｱのような認識にもとづいて、ここでは主と

ｵて造形芸術の具体例によって、現代の個人とし

ﾄの人間、人間関係、生態系としての社会の基盤

ﾅある環境世界の特徴をさぐり、その意味を哲学

Iに考える。

同　　　上

12
現代芸術から見た
l間と世界巫

同　　　上

13
現代宗教から見た
l間と世界1現代
ﾉ澄ける神の問題

　宗教の性格と本質は、その崇拝の中心である神

ﾌ内容によってきまる。神概念は、㈲非形態的、

G形態懐く◎人格的の三つに分けられる。そのう

ｿ真の超越性は人格的独一神に：求められる。

中　埜　　　肇

ｬ　川　圭治
i筑波大学教授）

14
現代宗教から見た
l間と世界亜
_から見た人間

　人間を客観的に：見る科学の立場に対して、哲学

ﾅは主体としての人間そのものをとらえる。その

蜻ﾌの中心を人間の理性におく自律的・内在的・

蜉ﾏ的な見方に対して、超越者としての神から見

髓ｴ越的・客観的なとらえ方がある。

同　　　上

15
現代宗教から見た
l間と世界巫
_から見た世界

　人間のとらえ方に：二種類があったように、世界
ﾉ対する見方にも、内在的・主観的なものと超越
I・客観的：なものがある。前者で世界は人間の活
ｮの場所、利用する資源となる。それに対して世
Eを与えられたものとして、世界そのものとして

ｩる立場があるはずである。

同　　　上
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＝人間の歴史＝
　　　一宗教にみる日本女性史一・
〔主任講師：笠原一男（放送大学教授）〕

全体のねらい

　日本人の歴史的探究の中で最も診くれているのが、女性史の分野である。その理由として、日本の

女性の社会・政治・文化等々の分野への参加が、時間的・量的におくれたことが考えられる。その点

において、史料的にも若干恵まれているのが宗教の分野である。本講では日本女性史を宗教の面から

具体的に探究するのがねらいである。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 日本史にみる女性

　日本史上に登場する女性をかぞえあげ、日本女

ｫの政治的・社会的等々の分野への進出のおくれ
��j的に：概観する。それをふまえて、宗教の世界

ﾉおげる日本女性解放史の概略を、古代から現代
ﾖと歴史的に辿って、本講の予備知識にあてる。　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ

　笠　原一　男
i放送大学教授）

@小　栗純　子
i中央学術研究所講師）

2
古代仏教の聖域と

乱ｫ

　日本の古代仏教の大寺院＝・聖域が女性の立ち入

閧�諡ｭに拒否し、女性の成仏・往生に帯いて男

ｫと差別する実状を具体的にながめる。そしてそ

､した歴史的事実がなぜ生まれたかを史料によっ

ﾄ探究する。

小　栗　純　子

3 古代仏教と巷の女性

　古代の巷で生活する女性と古代の仏教との関係

�A往生伝や御利益説話を史料として探究する。

ｻれらの往生伝などにみえる女性は、極楽往生の

ｽめに、どのような宗教的・人間的・倫理的条件

ｪ要求されたかを具体的に考える。

笠　原　一　男

4 女入往生の諸条件

　往生伝にみる巷の女性の極楽往生の伝承を整理

ｷると、往生に必要な宗教的条件と人間的条件が

mられる。ここでは往生伝を史料として古代の女

ｫの往生の有様と条件を具体的に探究する。
笠　原　一　男

5 鎌倉仏教と女人往生

　鎌倉仏教の誕生によって、仏教の救いが出家・

ﾝ家を問わず、全日本人に開放された。ここでは

剔q仏教の特質を古代仏教との比較のなかで考え、

乱l往生論誕生の必然性ともいうべきものを探究

ｷる。

笠　原　一　男

6 法然の女人往生論

　鎌倉仏教の最初の開祖が法然である○ここでは

@然の『御家人の妻への手紙』『無量寿経釈』『念

ｧ往生要義紗』『百四十五箇条問答』『法然上人

s状画図』などを史料として、法然の女人往生論

�T究する。

小　栗　純　子

7 平家物語と女入往生

　平家物語は全巻を通して仏教思想で貫ぬかれて

｢る。そこには平家の公達や平家にまつわる女性

ﾌ生活がえがかれている○ここでは白拍子（二王

E砥女・とじ・仏）から皇后建干門院にいたる女

l往生について考えてみる。

小　栗　純子
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 親鷺の女人往生論

輿迎め思想は「悪人正機」と「不断煩悩・得浬

Z」に象徴される。ここではそれらの親鷺の思想

�w歎異抄』などで究明し、親筆の思想に診げる

乱l往生論誕生の必然性ともいうべきものを探究

ｷる。

笠　原　一　男

9 道元の女人成仏論

　道元は古代仏教の聖域における修行の男女平等

_、女人成仏論を最も強烈に主張した人である。

ｹ域の破壊こそ仏恩報謝になるとまでいっている。

ｹ元の修行における男女平等論と女人成仏論をそ

ﾌ著『正法革茸』によって考えてみる。

笠　原　一　男

10 日蓮の女人成仏論

　日蓮は『女人成仏紗』『女人往生妙』『日眼女

ﾟ迦仏供養事』『千日尼御前御返事』『月水御書』

ﾈど多くの女人成仏論・女人往生論を書いている・
垬@の女人成仏論には「女人為本」の思想が見ら
黷驕Bここで日蓮の女人成仏論・女人往生論を考

ｦてみる。

笠　原　一　男

11 存覚の女人往生論

　野曝は本願寺創始者覚如の長子で、鎌倉時代の

^宗の磧学である。彼の『女人往生聞書』は、後

｢の女人往生論に大きな影響を与えている・存覚

ﾌ女人往生論に：は「女人正機」の思想がみられる。

ﾈ上の問題を『女人往生聞書』によって考える。

笠原　一　男

12 蓮如の女人往生論

　蓮如は本願寺の中興の祖といわれ、戦国乱世の

ｯ衆に念仏の救いをひろめた人である。蓮如は御

ｶとよばれる数多くの手紙で布教している。ここ
ﾅは御文を通じて、蓮如の女人往生論を考えてみ

驕

笠　原　一　男

13 近世の女人往生論

　本願寺・高田専修寺・仏光寺は近世社会に澄い

ﾄ、大幅な発展をとげた。ここでは本願寺法主の
w消息」、高田専修寺の『高田御書』、仏光寺の『仏

�寥苡早x、それに巷の布教書としての『女入教化

W1などによって、近世の女人往生論を探究する。

小　栗　純　子

14 近世の女人往生伝

　古代の巷に澄げる布教の手段としての往生伝は、

ﾟ世に入って大幅に復活した。その数は彪大なもの

ﾅある。ここでは浄土宗系、仏光寺系、高田専修寺

nなどの往生伝と本願寺系の妙好人伝によって、近

｢におげる女人往生の諸条件を具体的に：考えてみる。

小　栗　純　子

15
女人往生思想の回

ﾚと展望

以上14回にわたって日本の女性が古代から近世

ﾉ：いたる間、宗教の世界に澄いて厳し喚差別から

�冾ｳれて来た歴史を探究して来た。ここでは・
ｻの流れをもう一度ふり返えり、更に近代から現代

ﾉ澄ける女人往生思想の流れを展望する。

笠　原　一　男

ｬ　原　純　子
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　　＝文化の形成と普及＝

　　　一一仏教の日本土着化の過程一・

〔主任講師：笠原一男（放送大学教授）〕

全体のねらい

　日本の文化は外国文化の選択的擁取を通じて形成されてきた。それは思想・宗教・制度●衣食住の

すべてについていえることである。ここでは、外国文化の一つとして日本人に摂取された仏教が、約

1，400年の日本人との関係の中で、日本人の生活の中にひろく普及して行く過程を、仏教の伝来いら

い現在にいたる仏教の歴史のなかで考える。この問題の究明によって日本人が外来文化を摂取し、普

及させる場合の基本的姿勢、つまり日本民族の心ともいうべきものをさぐってみた。

主な項目

（1）仏教の伝来と日本人

（2）奈良時代の日本入と仏教

（3）平安時代の日本人と仏教

（4）浄土思想の誕生と発展

（5）仏教の普及と鎌倉仏教

（6）念仏のひろがりと親鷺

（7）京都・越後の民衆と親鷺

（8）関東の民衆と親鷺

⑨　加入正機

⑩　念仏のひろがりと弾圧

⑪　戦国乱世の民衆と蓮如

⑫　北陸の民衆と急心

⑬　蓮如の思想

Oゆ　民衆の心をとらえた蓮如

⑮　念仏のひろがりと親心・謡扇の役割
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＝文学と芸術＝
〔主任講師　長谷章久（放送大学教授）〕

全体のねらい

　文学も芸術の一環であるが、言語あるいは文字を媒体（メディア）として人間の思想・感情・想像

を美的に表現している点が、造形美術と呼ばれ視覚に直接訴えかける絵画・彫刻や聴覚中心の音楽と

根本的に異なっている。この相異点を分析するとともに、文学と他の芸術とが古来密接に連関し合っ

ている事実、例えば絵巻や舞台美術の如きを生んで効果を発揮していることを考慮し、これらの諸点

について検討を加える。

主な項目

（1）文学と芸術

（2）唐絵と大和絵

（3）文学と大和絵

（4）物語絵巻

（5）　日記文学絵巻

（6）説話文学絵巻

（7）仏教文学と絵解き

（8）平曲（平家琵琶）の鑑賞と批評

（9）舞台芸術論

⑩　能と幽玄

⑪　人形浄瑠璃発生と展開

⑫　近松門左衛門の視点

⑫　歌舞伎の発生と展開

⑭　南北と黙阿弥

⑮新演劇の動向
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＝生活と芸術・＝
〔主任講師　熊倉功夫（筑波大学助教授）〕

全体のねらい
　日本の芸術は西洋の芸術にくらべて独自の性格を持っている。芸術が純粋にその美を目標として創

造されるのではなく、日本では生活の道具として制作される。また喫茶の習慣が、古今東西の美術工

芸を取り込んで、茶の湯という独自の生活文化も作っている。芸能と工芸を軸に日本人の生活と芸術

が結びついた文化の歴史を論じる。

回 テ、　一・　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 日本人の　生活
ｶ　化　の　性　格

　生活文化とは何か。平安・鎌倉時代の貴族を中
Sとする生活の芸術化とその細越日本人の生活
i衣・食住）の基本的なスタイルが確立した室町時

繹ﾈ降に澄ける生活に即した新しい文化とその普
y。茶の湯を具体的に見ながらその意義などを考

ｦてみたい。

熊　倉功　夫
i筑波大学助教授）

2 茶の文化の成立

　人類がいっから茶を飲用したかわからないが、

��逕N前の中国の文献には茶の記事が初めて現
墲黷驕B中国の茶の文化は唐代に大きく成長し、
坙{にも九世紀に伝わっている。さらに鎌倉時代
ﾉ再び茶の文化が禅宗とともに渡来し、日本的：な

W開をとげた。

熊　倉功　夫

3 供える花と飾る花

　「花を瓶に挿す」ことは、まず、仏に：供える供

ﾘとして、とくに密教伝来の九世紀以降に盛んと
ﾈる。また平安時代の貴族は愛する草花を瓶に立
ﾄて楽しんでいた。鎌倉時代の絵巻などを例に、
ｻれらの供花や観賞花が生活空間に取り入れられ
ﾄゆくさまを考える。

熊　倉功　夫

R　根面　三

｣聾女重）

4 南北朝時代の美意識

　鎌倉末以後、禅宗を背景に数多く輸入された中

荘v元時代の書・画・工芸品は武家や公家に：よって

uｨとして珍重され茶寄合や花合せが盛んとなる。

ｱうした転換期南北朝時代の美意識をバサラと呼

ﾔ○異風異体のバサラの現代的意義を考える。

熊　倉　功　夫

5 書院造りと茶の湯

　室町時代の武家文化の発達に伴い、武士の礼法、

ｺ礼、飲食などの面で新しい様式が完成される。
ｻうした様式の一つの核となるのが書院造に澄け

髓モﾌ湯で、台子の茶といわれる規式正しい道具
ﾌ扱いや点前法が行われたといわれる。書院の茶
�ﾄ現レながら具体的に述べる。

熊　倉功　夫

6 室町時代のいけばな

　「花を瓶に挿す」ことが、技術や方法となりは

ｶめたのは、室町時代、十五世紀の中葉）その核
ﾆなったのは、座敷飾りの中心をなす「三具足の
ﾔ」o座敷飾りの普及は略式の飾りを生み、いけ
ﾎ象の役割が増大する。それらを初期の花伝書な
ﾇにより述べる。

熊　倉　功　夫

R　根　有三

7 わび茶の成立

　京・堺などの都市には経済的に豊かな新興町衆
ｪ登場する。彼らは武家貴族の遊びであった茶を
ｩらの生活のなかにあみなおし、‘‘やつし”の美

ﾆもいうべき粗相の美をもって茶の湯の建築や道
?�n造した○村田珠光と武野四丁の茶をとおし
ﾄわび茶の成立をみる。

熊　倉功　夫
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回 テ　　一　　　マ 、内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 千利休と桃山文化

　わび茶の大成者千利休は堺の町衆として生ま’れ、17世紀すなわち下剋上の時代を生きぬいた茶人

ﾅあった。桃山文化をいうどるわびと黄金の文化、
L臣秀吉と利休の葛藤、かぶく美へのあこがれ等、

?xの茶の湯と生涯を通して下剋上の文化とその
I焉をたどる。

熊　倉　功　夫

9 茶　室　の　世　界

　わび茶の発展とともに：完成された茶室とはどの

謔､なものであったのか。日常生活の様式を借り
ﾈがら、非日常的な体験を創造するために、庭や
ヮｺに新しい工夫をこらし主客の礼法を完成させ
ｽのがわび茶である。わび茶の茶室にみる特異な
�ﾔと造型を具体的に検討する。

熊　倉　功　夫

10 池坊専好の立花

　室町末から座敷飾りとしての花以外に花を立て
驍ｱと自体を楽しむ花会が行われた。江戸初期の
辮?�V皇は寛永年間に宮中や仙洞御所でしばし
ﾎ花の会を開かれたが、その花会を指導したのが
r坊専好（二代）で、この専好によりいけばなの
ﾃ典、立花様式が完成。

熊　倉　功　夫

R　根　有三

11 寛永文化と桂離宮

　16世紀末の桃山文化と18世紀初頭の元緑文化
ﾌ間にはさまれた17世紀前期の文化を寛永文化と

ﾄぶ。社会が安定L洗練度を増した京都の文化の
ﾈかに：伝統の復活と新しい意匠の創造が見られる。

j離宮を主題にすえて、近世文化の出発をたどりたい。

熊　耳蝉　夫

12 町人の生活と遊び

元緑文化の時代を過ぎると、真の町人文化の隆

ｷをみる。経済の実権が町人に：移り、町人の生活

ﾌうちにさまざまの美術工芸品があふれてくる○

ﾜた町人の遊びの世界は遊廓や遊芸にひろがり、

ﾝごと：な遊びの文化を作りあげた○

熊　倉　功　夫

13 日本料理の発展

　日本料理は見る料理ともいわれる。日本料理が

|能的な性格をその源流に持っていたためであろ

､。まず作るところを見せる式包丁、あるいは器

ﾌ美を誇る懐石料理。そうした日本料理の伝統を

`承と思想のうちにさぐってゆく。

熊　倉　功　夫

14 近代の生活文化論

　江戸時代の民衆の工芸や、あるいは朝鮮半島の

H芸の美に触発された近代の工芸運動に、柳宗悦
ﾌ創始した民芸運動がある。そこには近代と反近
縺A西洋と東洋、都市と農村といった多様の問題
�ﾜみ、日本人の生活文化を考えるユニークな論

ｪ隠されている。

熊　倉　功　夫

15
伝統　と　創　造一ま　　と　　め一

　現代の日本人の生活は歴史上、かつて見ること

ｪなかった大きな変革期を迎えている。伝統文化
ﾍますます現代人にとって理解が困難となる一方、

坙{文化に対する国際的関心は高まっている○こ
､した生活文化の現状を考え、将来への展望を得

ｽい。

熊　倉功　夫
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一日　本　の　教　育士

〔主任講師：深谷昌志（放送大学教授）〕

全体のねらい

　教育についての入門コースにあたるため、教育現象を幅広い角度からとらえるのを狙いとする。そ

のさい、学問的な体系から離れて身近かな教育問題の中から、よく考えると、深い重みを持つテーマ

を選んで扱う形をとりたい。とり’ ?ｦず、15のテーマを選び、教育考現学とでもいう型式の講義を

展開していきたい。特に：、日本の教育は、他の国の教育と比べ、長所や短所を備えているので、そう

した特性を具体例を通して提示したいと思う。な憂、こうした構成を考えているため、数名の共同研」

究者の協力を得るのを予定している。

主な項目

　入学式、教科書、給食、学力、入学試験、教師、学歴、修学旅行、部活動、女性の教育など、15

の項目を選び、歴史的な背景や、比較教育的な角度からの分析をまじえて、それぞれのテーマを掘り

下げていきたい
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　　＝　人　間　と　社　会　＝

〔主任講師：加藤秀俊（放送大学教授）〕

全体のねらい
　社会と人間の関係を探究することは、社会学のもっとも中核的な課題であると同時に：、その明確化

はきわめてむずかしい。このコースの前半では、動物としての人間というわれわれの存在の根源にま

でさかのぼり、社会と人間の関係の多様性を学習し、後半ではそれをふまえて、現代日本の社会の諸

問題をとらえる手がかりを用意したい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「社会」ということばによって、どのようなご
加　藤　秀　俊

1 社会とは何か
とが意味されるのであろうか。この地球上に生き

ﾄいる百万以上の生物界全体を見わたし、「種」社

?�ｻのなかでの個体の役割を、ひろく生物社会

wの立場からとらえてみる○

（放送大学教授）

｡　西　錦　司
i京都夫学名誉教授）

動物はかなり素朴な段階から社会を形成してき．

2
動物　の　社会
l　間　の　社　会

ている。そうした動物社会の諸相を具体的事例に

謔ﾁて紹介しながら動物社会と人間社会とが、ど

ﾌような点で連続し、どのような点でちがうのか、

加藤　秀　釜

冝@高敏　隆
i京都大学教授）

についての問題点を整理する。

メラネシアの大部分は、まず国家形式をとげる

3 メ　ラネシア　の
l　間　と　社　会

以前の部族社会である。ここでは、主としてニュ

[ギニア高地の人びとが形成する社会をとりあげ、

ﾍげしいリーダーシップの交替の背景にある諸要

加　藤　秀俊

ｨ　中幸　子
i金沢大学教授）

因をさぐることをこころみる。

人類は、その初期の段階で、いわゆる狩猟・採

ア　フ　リ　カ　の
集社会のなかで生活していたとおもわれる。そう 加　藤　秀俊

4
人　間　と　社　会

した、定着社会以前の人びとの姿にちかいものが

ｱんにちの世界にも存在する。それをアフリカの
　山　口　昌　男
i東京外国語大学教授）

事例を中心にして考察する。

「社会」と「個人」という二分法は、近代ヨー

5
ヨ　一　ロ　ッ　パ　の

l　間　と　社会

ロッパからうまれた○このふたつの観念によって

ﾓ味されるものを、北イタリアの村落の事例に即

ｵて検討し、その歴史的背景と現代に澄ける展開

加　藤　秀　俊

J　　　　　泰
i京都大学教授）

をあきらかにすることをこころみる。

日本の稲作文化は東南アジアからつたわったも

6 東南アジアの
l　間　と　社会

のとされている。農業的に定着した社会のひとつ

ﾌ事例として、タイの農村をとりあげ、安定した

ｺ落社会と、そのなかでの人間の行動様式の諸特

　加　藤秀　俊

@飯　島　　　茂
i東京外国語大学教授）

徴をとらえることをこころみる。
6

人間の社会は、大規模な定着化とともに分化を

とげるように：なってきた。そうした分化のひとつ 加　藤　秀　俊

7 インドの人間と社会 に階層分化がある。インドのカースト制度はその 佐々木高　明
一例であろう。その事例をつうじて、階層社会で （礁糟物館教授）
の人間の生き方をさぐる。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 アメリカの人間と社会

　多くの社会は、たんなる階層分化のみならず、

ｳまざまな人種と民族の混住によって成り立って

｢る。そうしこ多民族国家の二例としてアメリカ
㍼O国がある。その多民族国家社会の諸問題と、

ｫ来への展望を考察する。

加　藤　秀　俊

@DavidPlath
@or　J．Bailey
iアィオア大学教授）

9 拘束としての社会

　われわれの日常生活をふりかえってみても、社

?ﾍしばしば拘束的である○法律だの、制度、慣、

K、あるいはしきたりと呼ばれるものはどのよう

ﾉ：して生まれそれらはひとりひとりの入間の行動

ﾆどうかわるのかを検討する。

加　藤　秀　俊

10 近代の組織原理

　かって、人間は地縁・血縁という原理によって

ｶ活していた。しかし、近代社会は、そのような

l間関係の組み方を根底からくつがえすことによ
ﾁて成立したとかんがえてよい。その社会変化の

ﾟ程を主題として考察する○

同　　　上

11 シンボルと社会

人間は、社会への帰属意識をすくなくとも潜在

Iに抱いている。それを顕在させ、かつ強調する

ｽめに、社会は、たとえばトーテムのような共同

o験：の対象としてのシンボルをつくってきた。そ

､したシンボルと社会を考察する。

同　　　上

12 ひき裂かれる自我

　近代から現代にかけての人間は、複数：の集団に

椛ｮし、それぞれの集団で特定の役割をうけもた

ﾈければ：ならぬ。そこでは「自我」とはなにか、

ﾆいう問いが浮き上ってくるしまた、そこから社

?a理的な問題も派生してくる○

加藤　秀　俊

ｬ比木　啓　吾
i慶応義塾大学教授）

13 社会をかえる力

　人々と社会とは相互刺激的な性質をもつ。社会

ﾍ人間にたい・して拘束的だが、同時に、人間こそ

ｪ社会をかえる力の唯一の馬鞭だ○技術革：新をも

ﾜめて、そもそも社会の「進歩」とはどのように

ｵて生まれるのか．を問題とする。

高橋　　　徹
i東京大学教授）

14 日本の人間と社会

　まえにみた世界のさまざまな社会についての事

痰竅A現代社会の特質に関する考察をふまえて、

｢まの日本社会で、ひとりひとりの人間がもって

｢る行動様式や、それと関連する諸問題を整理し

ﾄ、生きた学問としての社会学を論ずる。

加　藤　秀　俊

15 社会と社会学

　これまでシリーーズは、人間と社会のすべての問

閧�?ｫらかにしたわけではない。最終回では、

ｱれから受講者がみずからかんがえ、研究をつづ

ｯてゆくための問題領域を示唆し、主体的な学習

ﾌための手がかりをしめす。

青　井和夫
i津田塾大学教授）
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　一社会生活と法一
〔主任講師：伊藤正己（最：高裁判事）〕

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

日本人は、法に対して親近感が薄く、権利の意

1 法　　と　常　　識
識が明確ではない。しかし、法は常識に基礎をお

ｭものであり、一般の人も法の常識をそなえ、ま

ｽ、法や裁判も常識；と遊離しないことが必要であ

伊　藤　正　己

i最高裁判事）

る。

法学の中心をなすのは、法解釈学である。それ

が科学であるのかどうかは争いがあるが、これを
2 法を学ぶ意味 学ぶことによって、法的なものの考え方を習得し、 同　　　上

論理的な判断力を養うことができる○

法を定義することは難しいが、それは、風習、

集団内部のしきたり、道徳などとならんで、人間

3 法　と　は　何　か の行動を規律する規範であり、それらのうち最も 同　　　上

強制力の強いものである。

法と道徳とは、行為規範として密接な関係をも

つとともに：、異なる役割をはたしている○この両
4 法　　と　道　　徳 者を区別するものが何かを考えることにより、法 同　　　上

の特質を明らかにすることができる。

「社会があるところに：法があるdといわれるが、

古くからいろいろな根拠で法は必要でないという
5 法　は　必要　か 主張がある。これに対して、法は必要であること 同　　　上

をどう論証するか。

実際に行われない法は意味がない。そこで、法

がどのようにして強制されるかが問題に：なる。法
6 法　　と　強　　制 はそれぞれの目的や任務にしたがって多様な強制 同　　　上

手段をそなえている。

悪法も法であるという考え方と悪法は法ではな

いという考え方は、古くから対立して澄り、特に
7 悪法とは何か 日本では悪法論議がさかんであるが、何が悪法な 同　　　上

のかを考えてみる必要がある。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

悪法も法であるかどうかを考えるに：は、法の目

的、機能の理解が必要である。そこに法実証主義

8 悪法は法であるか と自然法論という法思想の二？の潮流の対立をみ 伊　藤：正　己

ることができる。

抽象的な議論よりも」悪法をどう防ぐかが実際

重必要である。近代の国家は、議会制や司法審査

9 悪法を防ぐもの 制などの仕組を通じて悪法を防いでいる。最も問 同　　　上

題になるのは抵抗権である。

法は具体的事件に適用されねばならないが、近

代国家は、それを主として裁判所の任務としてい

10 裁　判　の　働　き る。そこで、現代の法を明らかにするために、司 同　　　上

法権のあり方を考えることが重要になる。

裁判は法を基準として行われる。そこで裁判の

11
裁判の基準（1）一成　　文　　法一一 基準となる法が何かを考察する必要がある。まず

ﾟ代の国家では、法のうち成文法が重要であり、 同　　　上

その種類を明らかにせねばなら：ない。

成文法を補うものとして、慣習法と判例法とが

12
裁判の＝基準（D一慣習法と判例法一 ある。それらは、どのような意味を電ち、どのよ

､な働きをするのであろうか。 同　　　上

学説は法となりうるか○さらに、適用すべき法

13
裁判の基準⑪一学説と条理一一 のないとき、条理によって裁判ができるか）現代

ﾌ法は、一般条項を通じて、実際には条理による 同　　　上

裁判の道を開いているともいえよう6

法は、それを適用するにあたって解釈しなけれ

ばならない。法の解釈とはどういうことか。正し
14 法　　の　解　　釈 い解釈をどうして選べるのか。法を作った人の意 同　　　上

思をどうみたらよいのか。

法の解釈には、文理解釈、論理解釈、目的論解

釈など多くの方法があり、法の概念も相対的であ
15 解　釈　の　方　法 る。法を生かすための正しい価値判断をするため 同　　　上

に、法的なものの考え方が重要になる。
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〔主任講師　齋藤　真（国際＝基督教大学教授）〕

全体のねらい
　国家を単位として、政治の比較研究を行う。国家は各々個性的であるが、「似たもの同士」で国家

群を分類し、国家群間の比較、国家心内の比較を行う。このような比較を通じて、各国についての知

識を得るだけでなく、政治という現象の多様な問題点をより深く理解するようにしたい○

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
序　　　論　（1）一目的と方法一

　この比較政治1で扱うのは、東欧を含めた欧米

ﾂまり（日本を除く）先進工業諸国である。それ

ﾍさらに自由民主主義国家群とソ連を中心とする

ﾐ会主義国家とに分けることができる。このよう

ﾈ国家を分類し比較することにどんな意味がある

ﾌかを、これまでの比較と尺度とを合わせて考え

驕B比較の基準としては、国家の独立と統一とい

､意味での国民主義、自由主義、民主主義、社会

沁モ�ﾜめた社会主義の四つを選び、各国につい

ﾄ、その四つがどう関連しているかを見る。

　齋　藤　　　真
i国際基督教大学教授）

@河　合　秀　和
i学習院大学教授）

@百　瀬　　　宏
i津田塾大学教授）

2
序　　　　論　（2）一一尺度と基：準一

河　合秀　和

3
イギリスの場合
齠㍾曹ﾆ連続性一
@　　　（1）

　イギリスは早くに国家統一を実現し、世界最初

ﾌ産業革：命を体験した。革命や戦乱に見舞われる

ｱとも少なく、いわゆる「不文憲法」のもと、社

?ﾍ過去との連続性を保ちながら発展した○国民

蜍`、自由主義、民主主義、社会主義は、その順

?ﾅ順調に、先のものを含み込みながら発展した。

ｱの国について、政府機構、代表制（政党、圧力

c体）の発展過程をたどり、国家別の比較政治研

?ﾉとっての1つのモデルを打ち出したい。イギ
潟Xの政治制度と理念は世界各地に拡がったが、

Cギリス連邦諸国についても展望して診きたい。

同　　　上

4

イギリスの場合一島国と連続性一

@　　　（2）

同　　　上

5
アメリカの場合
?A邦制と権力分立
@　　　（1）

　イギリスの植民：地として、アメリカにはイギリ

X的制度が移植されたが、アメリカ的な風土の下

ﾅ、その制度は大きく変容する。主として、イギ

潟Xと比較しつつ、アメリカの政治制度と機能と

�wびたい。前半では、アメリカ人の政府観、憲

@観を検討し、その憲法の下での連邦制及び三権

ｪ立制の構造を明らかにする○後半では、その制

xを実際に動かすものとして、大統領のリーダシ

bプ、政党の役割、圧力団体の活動、裁判所の政

｡的機能：などを検討したい。

齋　藤　　　真

6
アメリカの場合
u連邦制と権力分立一
@　　　（2）

同　　　上

7 フランスの場合
鼕v命と伝統一一

　フランス革命の伝統は、フランス史の中に何度も
ﾄ現してくる）フランスは、大革命以後16回も憲法
�ﾏえた。この革：命的伝統とでもいうべき：逆説を
ｾらかに：することによって、イギリス、アメリカとの比

rを進めたい。いくらかフランス史に立ち入ること

ｯ説尋鎗藍轍総翫響創上ヒ較

河　合秀　和
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
ドイ　ツ　の場合一先進と後進一・

　ドイツが統一国家になったのは、1871年、国家の
`成に：は遅れたが経済発展、社会主義運動の発展
ﾔりを典型的に：示している。今世紀二度の敗戦ファシ
Yムの出現など、国際政治によρて国の進路は大き
ｭ左右された。現在のドイツは東西に：分割されて澄
閨Aそのことが現在の西欧世界の安定の条件とも

河　三三　和

なっている。

西欧外周に位置する後進的地域でありながら、

9
北　欧　の　場合一中立と福祉一 列強紛争からの隔離に指せられた急速な工業化を

ﾊじて福祉国家を築いたスカンディナヴィア諸国 百　瀬　　　宏

に澄ける、多党政治とそれを機能させてきた「組

織社会」について＝考察する。

これまで述べてきた比較政治論の方法と英米仏

10
日　本　の　場　合一中間のまとめ一 独北欧の事例のまとめを兼ねて、この章では日本

�_じる。これまでの考え方と知識からすれば、

坙{はどのように：把えられるかが、この章の課題

河　合　秀　和

である。

国際革命への期待を裏切られたソヴィエト政権

11

ソ　連　の　場　合一国際革：命と一国

ﾐ会主義一①

は、ロシア帝国の多くの負の遺産をかかえ＝ながら

ｩつ敵対的な国際環境のもとで社会主義を建設す

驩ﾛ題に直面した。第2次世界大戦後の変化した
煌O条件のもとで屯な論、　「一国社会主義」時代

百　瀬　　　宏

の体質を脱却しえていない。ソ連憲法に示された

理念と現実、ソ連共産党による一党支配がもつ機

12

ソ　連　の　場　合一国際革命と一国 能．労働組合が果す役割、多民族国家としての問

闢_に注目しつつ考察する。 同　　　上

社会主義一（2）
■

19世紀から20世紀にかけて多民族帝国の解体

13

東　欧　の　場　合一団結と多元化一 の結果独立し、かつ一西欧の停滞した外周部分とし

ﾄ位置づけられていた東欧諸国は、第2次世界大 同　　　上

（1） 戦後、　「社会主義共同体」としてソ連と強く結び

つく反面、一元的な統御に抗して民族的伝統のう

えにそれぞれの道を模索してもいる。この点を踏

まえながら、ソ連政治との、また東欧諸国相互の

14

東　欧　の　場　合一団結と多元化一 異同を検討し、また「自主管理社会主義」の理念

�fげるユーゴスラヴィアについても考察する。 同　　　上

（2）

以上14回の講義の成果をふまえてもう一度、い 齋　藤　　　真
わゆる欧米諸国の政治について、その共通性と各

15
シ　ンポ　ジウ　ム

[総括と展望一
国との特殊性とに注目して、総括的に比較討論を

sい、さらに比較政治亜への展望を行う。

河合　秀和

S瀬　　　宏
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＝比較政治II＝
〔主任講師：小田英郎（慶応義塾大学教授）〕

全体のねらい
　本書では、発展途上地域（中国、東南アジア、南アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカ）の政

治について比較学的考察を訟こなう。具体的には、各地域の歴史にも触れながら、主として独立期以

後に澄ける国家建設と近代化の問題を取りあげ、それぞれの政治文化、イデオロギーと政治体制、国

際政治への対応などを比較する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

伝統と近代化との緊張関係、国民的統合、イデ

1
序　　　　　　論
艨@較　の　方　法

オロギーと政治・社会体制、国際社会に対するイ

＝[ジと対外行動から、各地域の特殊性と共通性

�沒｢し、その総合的把握を試みる。

小　田　英　郎

i慶応義塾大学教授）

西欧の衝撃の下で、伝統社会から近代国家への

2
中　　　　国　（1）

v命と近代化

成長をめざして苦悶した中国の歴史的経験。 岡　部　達　味

i東京都立大学教授）

社会主義的発展途上国である現代中国が、：革命

3
中　　　　国　（2）

v命と近代化

の完成、建設、独立の確保にあたって当面した諸

竭閧�l察する。 岡　四達　味

人種、宗教、言語一世界のなかでもっとも多

東　南　ア　ジ　ア 様性に富むこの地域の、国民的統合と近代化の努 松　本　三　郎
4 ASEANとインド 力のあとを、その複雑な国際環境にも触れながら （慶応義塾大学教授）

シナの国ぐに 考察する。

時勢の人口の圧力と、貧困にあえぐ南アジア諸

南　　ア　　ジ　ア 国の前途はきびしい○イギリス植民地から解放さ

5 苦悩するインド亜 れたのち、混合革命方式で国家建設をはかるイン 松　本　三　郎

大陸 ドを中心に考察する。

現代中東の政治を考える出発点として、気候、

中　　　　東　① 地勢に触れながら歴史を概観する。古い中東の歴 青　木　一能
6 古さと新しさのモ 史のなかで生まれた伝統や文化に触れながら、中 （日本大学助教授）

ザイク 東諸国の独立達成までを考察する。

中東紛争と、それに対するアラブ諸国の団結と

7
中　　　　東　（2）

?倹ｭ治の展開軸

分裂に：ついて考察し、さらにサーダートのイスラ

Gル訪問とそれ以後生じた変動を、中東政治の多

ｳ化に触れ表がら検討する。

青　木一　三
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回 テ　　　一・　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

社会主義から君主制に：いたる様々な体制の現代

8
中　　　　東　（3）

ﾏ　動　と　模　索

中東諸国の政治を考察し、それぞれの道を模索す

髀�ｵとそこでの変動要因について、国際社会と

ﾌ関係を考慮しつつ検討する。

青　木一　能

歴史的復権への志向が現代のアフリカに：旧いて

ア　フ　リ　カ　（1） なぜ強いのか、そうした志向はナショナリズムに

9 歴史的復権の志向 どう反映しているか、といった問題を、植民地時 小　田　英　郎

とナショナリズム 代を振り返りながら考察する○

アフリカ的社会主義、一党支配体制、軍部支配

体制など、国家建設や近代化の過程で出現したイ

10
ア　フ　リ　カ　（2）

ﾟ代化と政治体制
デオロギーや政治体制を考察し、あわせて南部の

註l人種主義支配体制にも論及する。

小　田　英郎

大陸の統一・団結をめざす反面、国家的自己主

張で対立し、多元化の度合を高めるアフリカ圏内

11
ア　フ　リ　カ　（3）

c結と多元化
の国際関係、冷よび非同盟主義を軸とした第三世

E連帯＝運動への対応を考察する。

小　田　英　郎

序論として、現代ラテンアメリカの政治現象の

12
ラテンアメリカ（1）

ﾇ頭支配的政治体制

諸特徴を指摘したのち、それらの歴史的淵源であ

髏A民地時代以来の寡頭支配的、権威主義的政治

ﾌ制を考察する。

　加　茂　雄　三

i青山学院大学教授）

民衆の政治舞台への登場を契機とする現代国民

ラテンアメリカ（2） 国家の形成、近代化された権威主義政治体制、現

13 大衆の登場と政治 代政治における軍部の役割などの諸問題について 加茂　雄　三

の近代化 考察する。

対米関係の歴史と現段階、ラテンアメリカの地

14
ラテンアメリカ（3）

総ﾛ政治の展開

域主義、第三世界主義、および非同盟主義運動と

ﾌ関係などに：言及しつつ、ラテンアメリカの国際

ｭ治の展開について明らかにする。

加　茂　雄　三

これまでの講義め成果を踏まえて、もう一度、発

展途上諸地域の政治について、それぞれの特殊性

15
シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

香@括　と　展望
と共通性を整理しながら、総括的に比較討論を行

､。

小　田　英郎
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　＝日本経済と産業と企業＝＝

選任講師：難麟綿織

全体のねらい
　本講は日本経済の全体の姿（国民経済の構造）を、国民所得勘定などを用いて構造的に把握する・

次に日本経済を構成する産業と企業の構造的な相互関連を明らかにする。さらに産：業組織や企業経営

のレベルに澄ける歴史的、構造的な特徴をうきぼりにすることが本講のねらいである。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

この講義の導入部として、本講義で論じられ

1
日本経済一産業一
鼕驪ﾆ一

る内容がどのような一般的枠組みの中に：位置づ

ｯられるか、どのような問題意識に従って取り 　黒　澤一清
i東京工業大学教授）

上げられるかを明らかにする。

最も単純な経済循環モデルから、国民所得勘

2
日本経済と企業
i国民所得勘定と
驪ﾆ）

定（企業部門、家計部門、政府部門、海外部門）

ﾌ体系を示す。それは日本経済を構成する諸部

蛯ﾌ構造的連関を統計的に示すものである。

　磯　部　浩一
i明治学院大学教授）

国民経済計算体系の中に結合されている産業

日本経済と産業 連関表を説明して、国民所得勘定では捨象され

3 （国民経済計算体 る中間生産物の流れがどのように把握されてい 同　上

系と産業） るか。日本経済に於いて産：業はどのように位置

づけられるか、を明らかにする。

現代経済にみる資金循環の重要性を明らかに

4
資金循環と産業・

驪ﾆ

し．その把握方法である資金循環表を説明して、

Y業と企業の位置づけを行なう。 同　上

日本経済の発展において貿易の果してきた役

5
日本経済の発展と

f易

割と、貿易と産業・企業の連関とを明らかにす

驕Bとくに、国際収支表によって、その特色を

ｾらかにしたい。貿易摩擦や産業調整問題にも

同　上

ふれる。

先進資本主義国へ追いつくために、中央銀行

6
日本経済の発展と
熕ｭ金融政策

の信用創造による資金の調達と、政府主導下の

蜉驪ﾆ育成策がとられた。資本市場の発達が遅

黷ｽために、間接金融が企業の資金調達の方式

同　上

となった。（資金循環表と国富表を示す）

本章では、まず国民経済循環におけるストック（資

産の状態）を把握する国民貸借対照表勘定を説明する。

7
国民経済計算体系
謔閧ﾝた日本経済

これによって国民経済のフロー・とストックを把握する

走ｯ経済計算体系の5つの「物さし」を全部学習する
同　上

ことになる。ついで、この5つの「物さし」で日本経

済の現状をみることにしたい。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

いろいろな産業が組み合わされる姿の歴史的変

8 産業構造の特徴
化の傾向にみられる日本経済の特徴を考察する。

ｷなわち産業発達の形態学的特徴とそれをもたら
黒　澤　一　清

した背後の根拠と条件を解明する。

産業とは．経済の、すぐれて形態的、かつ生産；

9 産業構造と生産性
力的側面を指す。本章では、前章の形態学的側面

ﾌ考察をさらに内容的に展開するために、日本経
同　上

三一産業系を、生産性のタームで解明する。

産業活動が効率の観点から解明される。日本と

米国との比較・分析に：よって、これが浮き彫りに

10 産業活動の効率と政策 されるだろう。最後に：、日本産業の特徴を屯たら 同　上

すのにあつかった産業政策の特殊性が論ぜられる。

相対的な蓄積資本不足と相対的な労働過剰の

11
日本経済に聴ける

?ｬ企業問題

下で、急速な成長をした日本経済に診いて、中

ｬ企業の問題性が国民経済の構造的矛盾として

?轤墲黷ｽ。中小企業問題の展開の特殊性と一

磯　部　浩　一

般性を明らかにしたい。

戦前までの日本企業の歴史的特徴は、財閥本社を頂点
とするピラミッド型で、かつ多角化された企業の資本的

12
日本企業の経営史

I特徴

管理の展開、労働力の定着：のための終身雇用と年功序列

^賃金制度による労務管理、さらに先進国から導入され
ｽ生産管理や予算管理が組織的に展開されたこと、また

小　林　靖　雄

i放送大学三三長）

移植工業における中小企業の下請的利用の展開等があげ

られる。これらをできるかぎり具体的に把握する。

日本企業は今日極めて高い国際競争力をもち、

世界市場に進出している。それは高度の技術・

13
日本企業の国際競

?ﾍ
製品開発力、近代的設備の装備、人材育成、経
c管理力の強化を基盤としてえられる高い生産

同　上

性に支えられている。その実態を具体的に：明ら

かにする。

日本企業の経営管理の特徴は、その歴史、社

会的環境に大きく関係しているが、終身雇用と

14 日本的経営の特徴 年功序列賃金制度に育まれた集団主義的経営が 同　上

展開し成果をあげる基盤となっている。この点

を先進国との比較において展開する◎

政府の軍事費支出の比重の低いこと、民間部門
の設備投資が高度成長の促進要因であり、消費支

15
日本経済の特色と
｡後の課題

出の増大が国内市場の拡大、日本産業の輸出競争

ﾍを高めた。石油ショック以降、低成長経済下の 磯　部浩　一

国際化の進展により貿易摩擦の回避、国内市場の
開放、産業構造の技術集約化等の課題を示す。
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鼎沸　球　と　宇　宙＝・

主任講師 鷲簾麟突絵雛
全体のねらい
　人間の活動の場としての地球、1個の禾体としての地球を取り巻く宇宙について、その全体像がど

のように変遷してきたか、現在の地球や宇宙の観測や探査がいかに行われているか、それによって得

られた成果に：もとつく地球像や宇宙像がどのようなものであるかを学ぶ。人間とのかかわりを含めて

広い視野から考察する。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 宇宙観の歴史

　古代から現代まで、人間の宇宙観がどのよう

ﾉ変わってきたかを述べる。それは、文化一般

ﾌ進展、周辺の科学や技術の発展と切りはなす

ｱとができないが、ここではさまざまな視点か

迚F宙観の変遷をながめ、考察する。

小　尾　信　弥

i東京大学教授）

2
現代の宇宙観測と

T査

　昔からの光学観測に加えて、近年は電波や赤

O線観測、地球大気圏外からの紫外線やX線観

ｪが宇宙の研究には欠かせない。さらに惑星な

ﾇの直接探査も盛である。宇宙の観測と探査に

ﾂいて、現状と展望を述べる。

同　上

3 宇宙の階層構…造

　現在の宇宙の特徴の一つは、物質が階層化し、

ｽ様化し分化していることである。銀河集団、

竕ﾍ、星団、恒星、冷たい天体、生物という宇

?ﾌ階層構造を概観するとともに、その空間的、

條ﾔ的な拡がりを認識する。

同　上

4 宇宙の　構造
@（膨張宇宙）

　有限な天球に恒星がちりばめられていると考

ｦられた昔から今日まで、宇宙全体の構造につ
｢ていろいろなモデルが考えられてきた。現在一般に受け入れられている膨張宇宙に：ついて、

攪_的な基礎と観測的裏付けをもとに概説する。

同　上

5 宇宙の　進化

　澄よそ200億年前に爆発的に開開したわれわれ

ﾌ宇宙では、膨張に伴って温度や密度が下がる

ﾌにつれて、元素が形成され、銀河や恒星がつ

ｭられてきた。その意味で膨張宇宙は、進化宇

?ﾅあるといえる。そのような宇宙を概観する。

同　上

6 宇宙進化と地球

　地球が誕生したのは約46億年以前であるが、

ｻれまでには長い宇宙進化の歴史がある。ここ

ﾅは、地球を含む太陽系の誕生に至る背景を述

ﾗるとともに、その形成の過程を概観し、われ

墲黷ﾌ地球が存在する宇宙的な意味を考える。

同　上

7 地球観の歴史

　古代から現代にいたるまでの間の人々の地球

ﾏの変遷について述べる。例えばギリシャ時代

ｷでに地球の大きさを測ったエラトステネスの

ﾆ績などを紹介する。科学・技術の進歩とともに

l類の地球観は最近飛躍的な進展をみせている。

奈　須　紀　幸

i放送大学教授）
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

地球についての観察や研究を行うに際して、、

現在どのような探査が実施されているのか、そ

8 現代の地球探査 の内容について概説する。例えば、地球内部の 奈　須　紀　幸

構造の推定には主として地震波による測定が行

われていることを紹介する。

地球は固体地球とくその表層に分布する水圏

と、さらに高空までを覆う気圏によって構成さ

9 地　球　の構造 れている。固体地球の内部を含めて地球は層状 同　上

構造を形成している。この層状早笛に注目して

地球の構造を学ぶ。

固体地球の内部の溝成物については種々推定

はなされているが不明な点も多い◎一方、固体地球

10 岩　石　と　鉱物 の表層を構成するのは岩石であり、その最小単位 同　上

の構成物が鉱物であることはよく知られている。

これら岩石や鉱物の種類や特徴について学ぶ。

固体地球の表層を覆う大気と海洋はそれぞれ

独特の性質と特徴を示す。・一方、大気と海洋の

11 大　気　と　海洋 間の相互作用も密接なものがある。大気および 同　上

海洋の特性をそれぞれ学んだ上で、大気と海洋

の相互関係まで立入って学ぶ。

地球はその創性からほぼ50億年に近い歴史を

編み続けてきたといわれる◎その間にどういう

12 地球　の歴史 事柄が起ったのか、主として生物界の変遷と地 同　上

球表層の変動の跡を辿って地球の歴史を学ぶ◎

地質時代の歴史に主眼を置いて学習する。

1967年から68年にかけて提唱されたプレー

プレートテクトニクス
トテクトニクスは、固体地球の表層の変動に関

13
（現代の地球観）

する実体をほぼ解明したと云える。その内容と、

ｻこにいたるまでの研究の足跡について、大陸

同　上

移動説の提唱の時点から辿ってみる。

地球の表層では火山と地震が生起する場所が

ある。これら火山や地震は主として火山帯と地

14 火　山　と　地震 震帯の中に集中している。何故、このように：限定 同　上

された地域に火山や地震が集中するのか、その

原因を探りかつ火山や地震の実体について学ぶ。

地球・宇宙の中における人間の存在という事

実をまず認識し、そのかかわりについて思考す 奈　須紀　幸

15 人間と地球・宇宙 る。そのような基礎認識の上に立って、人間生 小　尾　信　弥
活や科学・技術、さらに社会と、自然としての

地球・宇宙の関係の深さを学ぶ。
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＝物質とエネルギー＝
〔主任講師：池上雄作（東北大学教授）〕

　　　　ノ全体のねらい
　自然界を形づくる物質とエネルギー、その科学のもっとも基本となる部分を、高等学校に澄げる理

科学習内容を復習しながら広い視野から整理して理解を新たにするとともに、大学における自然科学

系講義の基礎となるところを学習する・物質の髄と変化・いろいろなエネルギーと物質ρかか籾

あいを学習することによって、自然への理解と自然科学的なもののみかたを高めたい。

回 テ　　　一・　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

自然界にはいろいろな物質とエネルギーがある。

自然界をつくる 力学的、熱、光、電磁気、化学、原子核エネルギ
池　上雄作

1 物質とエネルギー 一は多様な仕事をし、変換する。物質とエネルギ （東北大学教授）

一一 ?_として一 一のかかわりあいを概括的に述べる○

物質の分類や構成をどう理解するか、純物質、

混合物、元素、原子、原子量、分子、イオン、モ

2 物　質　の　構　成 ルの概念を簡潔にまとめ、無機、有機物質のいく 同　　　上

つかを化学式とともに解説する。

運動エネルギー、位置エネルギー、仕事、熱、

温度、エネルギー保存則はエネルギー論の基本に

3 力学的エネルギー・熱 なる○熱力学の基本法則に：も触れる○ 同　　　上

物質の三態は分子の運動と深いかかわりあいが

あり、状態の変化はエネルギーの変化を伴う。状

4 物質の状態とその変化 態図、潜熱、エントロピー変化を実例とともに解 同　　　上

噛し、気体について分子運動論の要点を述べる。

“溶ける”ということは自然界の重要な現象

である○溶解度、溶けるときのエネルギー変化な

5 溶解　と　溶　液 ど、溶液のもつ基本的性質について解説する。 同　　　上

原子の構造、その模型、核外電子の配置、イオ

ン化ポテンシャル等について概説する。電子のよ

6 原　子　の　構造 うなミクロの粒子の世界を理解するには、エネル 同　　　上

ギー値が不連続であるという量子概念が必要であ

る。

共有結合と電子、σ結合、π結合、原子間距離、

またイオン結合、金属結合、水素結合等について

7 化学結合とエネルギー 解説する。化学結合はいろいろな大きさの結合工 同　　　上

ネルギーをもつ。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
電磁波のエネルギー
ﾆスペクトロスコピー

　光で代表される電磁波は宇宙からラジオ波まで

L範：な周波数をもち、E＝加のエネルギーをもつ。

ｨ質は発光したり、電磁波と相互作用して吸収し

ｽり、いろいろなスペクトルをみせる。実例を挙

ｰて簡潔に解説する。

池上　雄　作

9 燃　　　　　　焼

　燃焼はきわめて身近な化学エネルギーの変換で

?驕B発火や爆発を含め、熱化学方程式、反応熱

凾ﾉよる化学的解釈を平易に述べる。 同　　　上

10 化学変化とエネルギー

　反応速度、活性化エネルギー、反応座標と自由

Gネルギーの関係、：遷移状態、反応中間体、触媒

竝y素の働きは．物質の化学変化を理解するうえ
ﾅ基本に：なる○

同　　　上

11 電気化学的エネルギー

　物質の酸化還元の応用として．標準電極電位、

d池の原理、起電力、実用電池に：ついて電気化学

ﾌ基本を理解する○電気分解にも言及する。 同　　　上

12． 原子核エネルギ」と太陽

　原子核分裂と核融合反応は大量のエネルギーを

叝oし、また太陽エネルギーの源泉になっている。

ｴ高温プラズマ状態では「質量とエネルギーは転

ｻしうる」という4E＝4鵬62の考えが重要に
ﾈる。

同　　　上

13 生体とエネルギー

　生体物質、生物の利用するエネルギー、生体に

ｫげるエネルギー変換の基本的な部分を、解糖、

ﾄ吸を例に：より、高エネルギーリン酸化合物ATP

ﾌ構造と機能を含めて解説する。

同　　　上

14 光　　　合　　　成

　生物に澄げるエネルギー転換の代表的なものに

�≒ｬがある。緑色植物に：よる光合成のしくみ、

t緑体の役割、CO2の固定、光合成に齢げるエネ
泣Mーの収支に：ついて述べる○

同　　　上

15 物質：とエネルギしの循環

　自然界における物質の循環とエネルギーの循環

�ｻの相互関係を含めて概説する。またエネルギ

[資源について言及する。 同　　　上
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　　　　＝人間の生物学＝
〔主任講師：太田次郎（診茶の水女子大学教授）〕

全体のねらい
人間（ヒト）も生物の一種であることばいうまでもない。しかし、他の生物とは違ったいくつかの特

徴を備えている。生物学の立場から、人間の形態や機能を調べ、人間とはどん：な生物か、広く生物界

に成り立つ法則性はどこまで人間に適用できるかなどを探り、科学的な人間像の理解をめざしたい。

回 テ　　一・　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 生物としての人間

　全体の講義の導入としてこ人間（ヒト）は生物界

ﾅどんな位置を占めているのか、人体の特徴は何

ｩ、人間の脳は他の動物の脳とどこが違っている

ﾌかなどを概説し、生物学の立場で人間をとらえ

骼挙_を明らかにする。

　太　田　次　郎
iお茶の水女子大学教授）

2 人類の誕生と進化

　生物の進化の歴史で、人間はいつ、どこで誕生

ｵたか、それはいかなる証拠で裏づけられるかな

ﾇを説明する。また、化石人類から現代人に至る

i化の道筋をたどり、人類の誕生以後の進化の歴

jを明らかにする。

同　　　上

3 人体の成り立ち

人体は、いかなる成り立ちであるかを、形態の

ﾊを中心に：説明する。構成の単位となっている細

Eの形態と機能、組織と器官の成り立ちとそれら

ﾌ特徴を調べ、他の生物と比較する。また、人間

ﾌ一生や老化についてもふれる。

同　　　上

4 血液とその働き

　人体内の細胞は血液に浸され、血液は細胞・組

D・器官の働きを支えている。血液の組成とそれ

ｼれの成分の働き、血液循環のしくみ、腎臓での

r出作用などを調べ、人体の働きに澄ける血液の

�р�ｾらかにする。

同　　　上

5 脳　　と　神　経

人体に澄ける情報の伝達と統御にあっかる神経

ﾆ脳の構造と機能を説明する。神経系の単位とな

驛jューロンの構造、感覚器から脳へと情報が伝

Bされるしくみ、脳のつくりなどを調べる。また、

]とコンピュータとを比較する。

同　　　上

6 ホ　　　ル　　　モ　　　ン

　神経と共に人体の働きの調節にあっかるホルモ

唐ﾆは何か、その働きの特徴などを説明する。人

ﾌの各内分泌器とそれから分泌されるホルモンの

嵭ﾞ、ホルモンの相互作用も調べる。他の動物の

zルモンにもふれる。

同　　　上

7 行　　　　　　動

　動物の行動としての本能、学習（刷り込みを含

ﾞ）、知能の意義を、具体側を示しながら説明す

驕B学習と知能を中心にして、他の動物の行動と

芒rしながら、人間の行動の特徴を、生物学の視

_に立って考える。

同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏各）

動物の行動に関して興味深い事柄の一つに：、体

内時計とそれに支配されるバイオリズムがある○

8 体内時計とバイオリズム 人間を含めたいくつかの動物について、バイオリ 太　田　次　郎

ズムを調べ、それを支配している体内時計の特性

を探っていく。

人間を含めて多細胞動物は、1個の受精卵がも
とになって発生し、成長する。代表的な動物の受

9 生　殖　と　発　生 精と発生の道筋を示し、それらと人間の発生との 同　　　上

共通点や相違点を明らかにし、発生のしくみにつ

いての研究や成果を説明する。

遺伝の法則、遺伝のもとになる遺伝子と染色体

の関係、遺伝子の本体であるDNAの構造や働き

10 遺　　　伝　　　1 について説明する。特に、一般の生物に：関して成 同　　　上

り立つ遺伝の法則性が入間にどこまで適用できる

かを明らかにする○

双生児法を中心にして、人間のどの形質が遺伝

し、どの形質が遺伝しないかを説明する。病気の

11 遺　　　伝　　　H 遺伝、近親結婚の危険性、知能の遺伝に関する研 同　　　上

究など、人間の遺伝の研究で特徴となる事柄をと

り上げ、解説する。

集団生活をしている動物では、1個体で生活し

ている場合とは異なる法則性に支配されることが

12 個　　と　集　団 ある○いくつかの動物の集団生活を調べて、その 同　　　上

しくみを探ると共に、それらと比較して、人間の

集団生活の特徴を調べる○

自然界では、生物は自然環境と密接な関係を保

ちながら生活している。そのような関係を説明し、

13 自　然　と　人　間 その解析のしかたを明らかにすると共に：、人間と 同　　　上

自然との関係、生態系に診ける入間の位置づけな

どを明らかにする。

人間の生物学の特有の問題として、健康と病気

をとり上げ、病気とは何かについて考察する・ま

14 健康　と　病　気 た、感染と免疫を中心にして、病気とその予防、 同　　　上

治療などについて調べ、人間の生活における健康

の意義を考える。

この講義のしめくくりとして、生物学の発達が

未来の入間生活に与える問題点をとり上げる。体

15 人　間　の　未来 外受精、遺伝子工学、脳の機能の研究、人口問題 同　　　上

などを例にして、人間の生物学の課題やそれに伴

う問題点を説明する。
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＝数：学と人間生活；
〔主任講師　赤　撮也（放送大学教授）〕

　　　　く全体のねりい

　数学は、日常生活、科学、技術等々と密接に：関連し、互いに強い影響をあたえあって来た。この様

相を概観し、数学が人間にとって何であるのかを考える資料とするのが目標である。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

十進位取り記数法を他の種々の記数法と比較し、

1 記　　　数　　　法

前者の特徴について考える。筆算との関連にとく

ﾉ注目する。
赤　　　撮　也

i放送大学教授）

四則応用問題の算術的解法と代数的解法とを比

心し、代数的解法が強力である所以を考える。ま
2 代　　　数　　　学 た、記号化の他の意義についても考察する。 同　　　上

ユークリッドの「原論」の成立の過程、診よび

その構成の概要を紹介する。
3 ユークリッド幾何学 同　　　上

ユークリヅドの「原論」は西欧の合理主義に強

い影響をあたえてきた。パスカルの「幾何学的精

4 幾何学的精神 神」その他を引き：ながら、このことを説明する。 同　　　上

解析幾何は、幾何を代数的に研究しようという

ものである。その概要を紹介し、その意義につい

5 解　　析　幾　何 て考える。 同　　　上

ニュー gン力学は、のちに優勢となった機械論

的自然観の基盤であるとともに：、いわゆる解析学

6 ニュートン力学 の発展を強力に促した要因でもある。ケプラーな 同　　　上

どの業績からニュートン力学が生まれ出るまでの

いきさつを明らかにする。

ニュートン力学が解析学の発展をどのように促

したか、他方、解析学がいかにしてその独自の課

7 解　　　析　　　学 題をもつに至ったかを考察する。 同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

数学では、例外をなくし、理論を単純化するた

めに、　「理想的要素」を導入することが多い○そ

8 射影　幾何学 の典型的な例として射影幾何学を紹介する。 赤　　　橘　也

ユークリッド幾何学の平行線公準は、19世紀に

至って非ユークリッド幾何学を生んだ。さらに、

9 非ユークリッド幾何学 後者は、数学思想を公理主義へと根本的に変：慨す 同　　　上

る原因となった。これらのいきさっと意義とにつ

いて考察する。

パスカルとフエルマによりはじめられ、ラブラ

スによって大幅に発展させられた確率論は、公理

10 確　　　率　　　論 主義の誕生によってあざやかに衣がえをした○そ 同　　　上

の概略を紹介する。

構造主義は公理主義を深化したものである。構

造の概念は、諸科学と数学との関係を明確にし、

11 構造主義と数理科学 多くの科学に数理化するきっかけをあたえた。こ 同　　　上

れらのことを解説する○

電子計算：機は、現今の社会を急速に変えつつあ

る重大な存在である○これが．野砲よそいかなる

12 電　子計　算機 構造をもつものであるかを紹介する。 同　　　上

確率論の応用としての数理統計学は、電子計算：

機の登場によって、その適用範囲を一躍ひろげた

13 数　　理　　統　計 その数理統計学とはどのような原理にもとつくも 同　　　上

のであるかを解説する。

社会に大きな影響をあたえはじめた　“New

Math”の一つに計画数学がある○そのうちもつ

14 計　　画　数：　学 と竜初歩的な線型計画法について、その原理を紹 同　　　上

介する。

電子計算機は巨大な存在であるが、あきらかな

限界がある。それがどのようなものであるか、ま

15 帰納　的　関　数 た、それを克服するためにどのような努力がなさ 同　　　上

れているかを説明する○
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全体のねらい
　哲学は衰々の日常生活に根ざし、半白観や世界観の問題に連なるものではあるけれども、学問とし

て理論的にやってゆくためには、どうしても抽象的な概念や問題設定を扱うことができなければなら

ない。そのための最も基礎的な道具立てを整えて診きたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

「哲学」という言葉そのものの意味を考える

1 哲学とは何か
ことから始め、この学問がもっている独自の性

iと、それを学ぶときの特殊事情について述べ
驕B

山　本　　　信

i東京大学教授）

他の諸学とは事情を異に：して、哲学の研究は

常にその歴史との内的な連関において行われな

2 哲学と哲学史 ければならない。哲学を西洋から移入し、しか 同　上

も自国の思想的伝統をもっている日本人には、

この点でも特別の問題が課されている。

普通哲学に属すると考えられている諸学問を

列挙し、それぞれについて多少の説明を加え、

3 哲学の諸部門 それら全体に：わたって見とおしをつける。 同　上

「ある」ということをめぐる古来の論議をふ

まえ、「実体」「形相」「本質」など、歴史的

4 存在論の基本問題 にも体系的にも哲学にとって最も基本的な諸 同　上
概念をとりあげる。

「主観」あるいは「主体」と訳される概念の

形成過程をかえりみることによって、現代にい

5 主　観　概　念 たるまでの近代的な思考体制の原点を究明する。 同　上

近世に澄ける心と物、精神と物体の二元論は、

それ自体が本質的に不安定なものであり、観念

6 近代的二元論 論と唯物論という対立的立場もそのことの所産 同　上

に：ほかならない所以を論ずる。

近世以降の哲学を特徴づける認識論的問題設

定について、その端緒における歴史的意義を明

7 認識論の系譜 らかにし、その後の展開を跡づける。 同　上
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回 テ　　　一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

認識し行為する主体としてのあり方をもって

原理とする立場が、近代の合理性をになう一方

8 主体性の形而上学 の柱として、どのように展開されてきたかを考 山　本　　　信

察する。

現在われわれが「科学」とよんでいる知的形

9
近代科学の歴史的

ﾓ味

態が、近代の合理性をになうもう一方の柱とし

ﾄ、思想史的に何を意味しているかを考察する。 同　上

科学的な思考法、それはまたわれわれが小学

校以来の教育で叩きこまれてきて常識になって

10 科学的思考の諸性格 いる考え方でもあるが、その特質と帰結とを、 同　上

いくつかの項目にわけて露わにする。

科学の進歩は、生命現象をも物理的化学的な

過程にひきもどし、また人間に：対してはその尊

11 生命と人間性 厳を剥奪してゆくかのようにみえる。こうした 同　上

事態に関してどう考えたらよいか。

からだとの関係に窪いて心とは何なのかとい

うことは、入類にとって古くからの関心事であ

12 心　　身　　問　題 り、哲学の主要問題の一つでもあった。特に近 同　上

世的二元論の文脈のなかで現在どう考えたらよ

いか。

入間の自由に対立するものとして、運命、自

然因果性、社会的制約などが語られる。これら

13 自　由　と　必　然 の必然的支配を説く決定論に対して、どう考え 同　上

たらよいか○

何を考え何を語るにぜよ、それは真なのかと

いう問が最後までつきまとう。ではそもそも真

14 真　　　理　　　論 理とは何か。そして、何かが真であるというこ 同　上

とはどうやって確かめられるか。

哲学の歴史から見てわれわれがどのような状

況に澄かれ、いかなる問題に直面しているか、

15 現代の哲学的状況 ということを知るために、現代の諸学説に現わ 同　上

れている思想的動向を概観する。
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＝古代中国の思想＝
〔主任講師　戸川芳郎（東京大学教授）〕

全体のねらい

　中国古代中世に生れた思想の歴史を概観する。その源流を追って、発現のすがたと現実に：果たした

役割またその後世への影響をえがきつつ、中国思想のいとなみを把握したい○

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

東洋思想は、中国文明のはじまりとともにある。

1 “仁”と　孔　子
古代宗法制の世界再編にさしかかった春秋期の時

纓l相とそこに：出現した孔子一儒家の開祖の思想

�烽ｫあかす。

戸　川　芳　郎

i東京大学教授）

儒家の思想的基盤を澄びやかした墨家の“兼愛

交利”の考えと宗教結社の性格を澄びるその行動

2 墨家集団の思想 集団の軌跡をたどる。“心志”“尚同”の政体論 同　　　上
や“薄葬”“三三”の社会批判にも言及する。

社会体制の変動するただなかで“聖人”の徳治

を遊説する孟子の“王道”国家論を、入間“性善”

3 孟子の王道論 説とともに紹介する。楊朱・墨子や告子らその論 同　　　上

争の対象となった諸思考をも考える○

人為を排した全性保身の“養生”論と相対世界

を脱して“斉同”の真実在をもとめた荘周の夢は
4 荘子　と　老　子 古代観念論の極致である○後続の「老子」の“自 同　　　上

然無為”を標遇した黄老思想をあわせ論ずる○

古代中国は撫子の指さす方向にすすんだ。天人

の分離、後瀬思想、性悪説によって“礼法”秩序を

5 “礼”　と　筍　子 支える根源を現実の実力者“聖王”の権威に：帰し 同　　　上

た。この法家思想を導いた内容を考えた。

宋釧・サ文の精気論や恵施・公孫龍の論理学、

「墨弁」や隔子の正名思想、また申不害・商鞍・
6 諸　　子　　百　　家 慎到の法術思想を、郡析から韓非までを紹介しな 同　　　上

がら概論する。

中国の生んだグローバルな思想とは、けだし陰

陽二元と五行終始の説であって、それを採用して
7 「易伝」と陰陽思想 “変易”の原則を立てた「易伝」であろう。多岐 同　　　上

にわたる変遷・変化の概念を整理してみよう。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「史記」にみえる司馬遷の考え方をその列伝と

書を中心にうかがう。また董仲舎予の国家思想一

8 司馬遷と董仲舎予 “天人相関”の災異説がもつ意味を述べる。両者 戸　川　芳　郎

の後代に及ぼした影響力をも考える○

統一・帝国の宇宙観を「回書」や三三・張衡をつ

うじて見るとともに、王充を代表とする徹底レた

9 生成論と運命論 命定論を紹介する。できれば後漢の政論をもふく 同　　　上

めたい。

学官の学校制度の整備にともなう学術の分化と

論争、また統一解釈への動き。後漢の許慎・鄭玄

10 経学　の　展　開 魏晋の王粛・何曼の学術について、またかれらの 同　　　上

経書解釈を再解釈する。　‘‘義疏”一訓　・音義の

学に言及する。

六調思想を特徴つげる「易」と老荘の三玄の学

について、その義理の易学と“無”の存在論、斐

11 玄学　の　成立 危頁の崇有孔、郭象の名書自然の主張などを追って 同　　　上

ゆく。稽康・経籍や楊泉・・飽敬言にも及ぼう○

中国仏教の受容と定着について概述する○

“格義”による伝統思想との習合またそれへの批

12 仏教　の　受　容 判が展開されるなかで、仏教理解が深まってゆく、 同　　　上

そのありさまを説明する。

道教前史の神イ山思想、後漢期の五斗米道：などを

つうじて老子の神格化・宗教的性格がすすむつ葛

13 道　教　の　形　成 洪の理論と冠謙之・陶弘景の教義を見てゆぐ。 同　　　上

人間をとりまく社会や自然を成りたたせ運動さ
せている生命体や万物のエネルギーとしての‘6翌夕’

14 気　の　思　　想 は、ひろく伝統医学（方響）の診断や文芸思想の 同　　　上

評価にも用いられた。いまその一二を例示する○

以上の中国思想の流れを概括するとともに、わ

が国の古代社会に中国文明を支えた世界観がどの

15 近代日本と中国思想 ように受け入れられたか、そのあらましを述べる。 同　　　上
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＝近代の思想＝
〔主任講師　中埜　肇i（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　とくに西欧を中心とした近代思想の特質を、神・人間・自然という主題にもとづいて、ルネサンス

（15～16世紀）、知性の時代（17世紀）、啓蒙の時代（18世紀）、ロマン主義の時代（19世紀）という時

間的経過のなかでとらえる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「近代」という概念の由来と意味＝澄よびその妥

当性について考え、その範囲を限定し、さらにい 中　埜　　　肇

1 「近代」の概念 わゆる「近代化」の内容を検討する○ （筑波大学教授咜卵蜉w客員教授）

近代の思想の特質を、その全般にわたって、そ

れに先行する中世との対比において概括する。

2 中　世　と　近代 同　　　上

近代初頭から17世紀までを中心に、キリスト教

信仰が強く生き続けたことを、当時の哲学思想や

3 神に：ついて　（1） 自然科学との関連に導いて述べる○ 同　　　上

宗教改革：、神秘思想、ピューリタニズム、ピェ

ティズムなどの宗教運動を信仰の内面化としてと

4 神について　（2） らえ、その思想的な意味について考える。 同　　　上

啓蒙思想に：よって知性化・合理化された信仰と

しての理神論や無神論の意味について述べる。

5 神について　（3） 同　　　上

スピノザ的汎神論の19世紀に澄ける復権によっ

てもたらされた、知性と信仰との再統合である哲
6 神について　（4） 学的な理性宗教とその破綻について考える。 同　　　上

近代に入って生まれた新しい人間像を、ルネサ

ンスのヒューマニズムやフランス・モラリストの
7 人間について（1） 思想を通して概観する。 同　　　上

一32一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

近代哲学の全体にわたってD山・「精神1・「自

我」・「意識」が優越していたことの思想的な意味

8 人間に：ついて（2） を考える。 中　埜　　　肇

社会的に：見た近代的人間像の象徴とも言うべき

「近代市民社会」の思想について考察する。

9 人間について（3） 同　　　上

「近代国家」の思想的な基礎ならびにロマン主

義のもとでそれと結びついた「歴史」の思想を検

10 人間について（4） 聾する。 同　　　上

近代的自然像としての「開かれた宇宙」が持つ

世界観的・学問的な意味について考える。

11 自然について（1） 同　　　上

「物質的自然」に関する新しい学問としての「自

然科学」の思想的な基礎診よびそれと「自然哲学」

12 自然について（2） との関係を論ずる。 同　　　上

「人間的自然」（h㎜an　nature）の意味の発見

と結びついた「自然法」の思想について考える。

13 自然について（3） 同　　　上

ロマン主義のもとに：おげる有機的（生命的）自

然観や美的自然観と目的論的思考について述べるQ

14 自然について（4） 同　　　上

近代の思想的特質を、それの原理的批判から生

まれた現代の思想的なありかたとの対比に：澄いて

15 近代　と　現代 再考する。 同　　　上
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一現代の思想一
〔主任講師　今道友信（放送大学教授）〕

全体のねらt・

　現代を20世紀後半と規定し、1983年現在の思想状況を哲学的に明らかにし、21世紀への展望を試み

ることにする。テーマには、常に問われている永遠の課題と特に現代で問われ始めたものとがあるが、

前者では方法の新しさに、後者では問題内容に重点を置く。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

時代区分として現代をいかなる理由で1950

1 近代から現代へ
年前後とするかを明らかにするとともに、19世

I末から20世紀前半にかけての思想を現代思想

ﾖの助走として論理的に反省する。

今道　友　信
i放送大学教授）

実存主義、マルクシズム、プラグマティズム1930

年代からしばらく、世界的な危機が全体主義の高揚と

2 過渡期の三三
なって具体化して来たが、この時期の思想的な運動と

ｵて現象学の深化としての実存主義と社会思想の実践 同　上

原理としてのマルクシズム、道具連関に澄ける認識方

法としてのプラグマティズムをあげる。

新カント派の科学批判とは異なった別種の科

3
科学哲学と論理学

ﾌ変貌

学哲学と数学に接近した論理学の再編が大戦前

繧ﾌ世界に流行したが、その思想的背景と哲学

I特色をのべる。

同　上

人間への反省が、神話や歴史への注目を呼ぶ。

4
歴史の再考と比較

､究

ここでは、考察の次元の拡大とともに成立しか

ｯた本格的な比較研究への手がかりを探索する。 同　上

／

相互伝達の可能性の根本に言語性があるから

こそ、人間同士の理解が期待されるのである。

5 言　語　哲　　学 それゆえ、言語の構造的省察を事とする言語哲 同　上

学が成立する。

㌦

分析哲学の自律的展開の過程の中で、初期に

は問われなかった諸問題が新たに探究されるよ

6 分析哲学の展開 うになって来た。そういう問題として、芸術や 同　上

倫理に対する態度決定と方法上の試みを考える。

言語による意味指示の講造は一般化すれば文

化全体をテキストとして構造的にとらえる考え
7 構…　造　主　義 方につらなる。歴史主義の相対性に：対立する非 同　上

時間的な考察方法として構造主義が拾頭した。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

立場や見解の差異に対する寛容が、共存（co一

existence）の条件として新たに要求されると

8 修　　　辞　　　学 き、説得の論理としての修辞学が見直されて来る。 今　道　友　信

新たな再興を示した修辞学が見直されて来る。新

　　　　　㌦ｽな再興を示した修辞学の哲学的検討を試みる。

1940年頃からの神学の動向は注目に値いする

ものがあり、これが哲学に及ぼした影響も見逃

9 宗　教　哲　　学 しえない。また、禅に集結する仏教哲学への西 同　上

欧からの近接も見逃してはならないQイスラー

ム神秘思想も注目されている。

芸術が、その豊かな表現可能性を以て、思想
界を先駈け為ことは過去にもあったが、現代に

10 芸　術　思　　想 耀いてはどうであるかを、芸術の各ジャンルに 同　上

わたる作品を基に：して芸術家や作曲家、詩人た

ちの証言を参考に：しつつ考えてみる。

日本の思想界は特に現代世界め中でどのよう

11
日本の現代の思想

ﾆについて

に位置づけられるのか、広い視野から公正に考

ｦてみる必要がある。 同　上

自然だけが環境であった時代とは異って、技

12
metatechnica
鼡Z術の哲学・一

術が環境となった現代、人間は環境との対応の

d方としては、古代に回帰したも同然で、新し

｢哲学が要求される。それがmetatecわnica

同　上

である。

都市が、巨大都市化するにつれて、国家の編

13
urba：ni　ca

齠s市の哲学一

限形態としてのcivitasとは違：つた新しい

iurbs）についての学urbanicaが要求される。

Vしい都市哲学は国家哲学や法哲学とも違って、

同　上

独特の社会哲学となる。

人間の生態の変化とともに、新しい藩論学が

14
ecOrethica

齔ｶ圏道徳学一

要求されて来る。その必然性と新しい徳目や新

ｵい人間関係、物質観や生命観について考えて

ﾝたい。

同　上

二十一世紀に：向けて、どのように：曰くべきか、

ま：た思うべきか、を具体的に：考えてゆく。

15 将来への展望 同　上
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一世界史と時代意識一
〔主任講師　和田久徳（放送大学教授）〕

全体のねらい
本讃ほ、歴史を白しやすくするたゆ、老の基礎となる紀年法と歴史舗纂の大要を説明する。

さらに、この理解を通じて、歴史的な物の見方、歴史的センスを会得できるようにしたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

世界諸民族の時代意識、とくに主要な紀年報

1 序　　　　　　説
（西暦・ヒジュラ暦など）。

和　田　久　徳
i放送大学教授）

中国に澄ける紀年報、とくに元号の成立と発
達。

2 中国の紀年報（1） 同　上

元号の展開と近接諸民族に対する影響。

3 中国の紀年報（2） 同　上

東アジア文化圏内の有力な民族として、朝鮮

4 朝鮮の紀年と
ｳ号制　受　容

に澄ける紀年報、とぐに元号の受容と独特の展

J。 同　上

ベトナムおよびわが国に：澄ける紀年報、とく

ベ　　ト　ナ　ム　・
に元号の発：達。

5
日　本の元　号

同　上

中国に澄ける歴史書の編修の中で、紀伝体の

6
中国の歴史記述（1）

成立と展開、とくに「史記」著作の意義など。

同　上
紀　　　伝　　　体

中国に澄ける編年体史書の発達、とくに「資

7
同　　　　　　（2）

治通鑑」とその影響。

同　上
編　　年　　体
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回 テ　　一　　　マ
　　　り
焉@　　　　　　　容 担当講師

i所属・氏名）

中国に澄ける紀事本末体史書、その他の歴史
中国の歴史記述（3） 的文献の発達とその意味。

8 紀事本末体 和　田　久　徳

そ　　　の　　　他

朝鮮およびベトナムにおける史書編修、とく

9
朝鮮・ベトナム

ﾌ歴史　記述

に中国的歴史記述の受容とその意味。

同　上

わが国に澄ける史書編修、とくに六国史の成

10
日本の歴史記述（1）

Z　　　国　　　史

立とその特色。

同　上

いわゆる鏡物その他の成立、わが国の歴史記
同　　　　　　（2） 述の特性。

11 か　が　み　物 同士
そ　　　の　　　他

インドに澄ける伝統的な歴史意識のあらわれ

12
南アジア（インド）

ﾌ時代意識（1）

として各種の紀年報の展開、歴史的文献の発生。

同　上

インドにおける歴史記述の展開・

13 同　　　　　　（2） 同　上

インド文化圏としての東南アジアの時代意識、

14
東　南　ア　ジ　ア

ﾌ時代意識

とくに紀年報、歴史記述のあり方。

同　上

日本論よび近隣諸民族における伝統的な年代

観、歴史観とその意義。多様な紀年報、とくに

15 ま　　　と　　　め 元号と時代意識。特色ある歴史記述と時代意識。 同　上
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＝＝
@　上ヒ　　較　　文　　イヒ・　論　　＝

〔主任講師　中村　元（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

人間の思想の発展に関して、単に知識を伝えるというのではなく、世界が一つになり、万事がグロ

ーバルに考慮されねばならぬ時代になったので、〈思想〉そのものを取り上げて、東西を通して発展

史的に：述べて行きたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 比較思想論とは何か

　思想は万人に承認され得るものである○この視

_に立って、学問のセクショナリズムを打破し、

＆ﾕ的思想確立のために諸文化圏の思想の比較考

@が必要であると説く。

　中　村　　　元

i東京大学名誉教授）

2 比較思想論の発展

　「比較思想論」はアメリカやヨーロヅパに旧い

ﾄ長い発展史があるが、インド・シナ・日本など

圏mに澄いても古い歴史があり、その概略を述べ

ﾄ、新しい思想を探りたいと結ぶ。

同　　　上

3 古代思想の特徴
_々と究：極のもの

　どの文化圏に澄いても最古代にはそれぞれに民

ｰ宗教が形成され、多くの神々が崇拝されていた

ｪ、やがて神々を超えた真の実在を探究する哲学

I思惟が起こったことを考察する。

同　　　上

4 自由思想家の出現

　もろもろの文化圏のうちでも特にギリシャ・イ

塔h・シナにおいてそれぞれの伝統的な思想に反

Rした唯物論・快楽論・道徳否定論・宿命論・懐

^論などの自由思想家を紹介する○

同　　　上

5 人　間　の　反　省

　人間が現実のすがたを直視し、現世の苦しみ、

ﾍかなさ、無常を自覚して、それらを超克するこ

ﾆによって真の自己を探求する動きが起こったこ

ﾆを論じる。

同　　　上

6 普遍宗教の生活倫理

　普遍ないし普遍宗教といわれるものは、互いに

`統を異にするにもかかわらず、人間の生き方に

ﾂいて意外と共通性をもっている。併せてその相

癈_を考える。

同　　　上

7 世界共同体の理想

　都市国家から広域国家へすすむ中で、理想の政

｡・国家とは何かを宗教的思惟との関わりを中心

ﾉ考察し、さらに世界国家をめざす動きによる世

E共同体の理想に論をすすめる。

同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

普遍的宗教を政治の中に生かそうとレ1う理想を

かかげて統一的国家が諸文化圏に：おいて形成され

8 普遍的国家の成立 た。それら国家の諸帝王の思想や宗教的な考えを 中　村　　　元

さぐる。

、

中世には諸国家の社会を通じて封建制度が確立

されるに至る○それに伴って身分的階位制が出現

9 中世社会の思想三冠・徴 し、それを基礎づける思想体系として普遍的宗教 同　　　上

が支配者によって権威づけられた。

普遍宗教は人々をわけ隔てなく愛することを説

いた。ここにく慈悲一愛〉の道が成立する○その

10 〈慈悲一愛〉の道 〈慈悲一票〉がどのようなすがた・かたちをとつ 同　　　上

たかを考察する。

中世に思いてはく慈悲一愛〉の道と並んでく瞑

11
〈瞑想〉の道と
N学　的　思想

想〉の道が実践され、哲学的思索も深められたが

ｻこから自力か他力かの二つの類型が論じられる

謔､になった。

同　　　上

中世の伝統的権威を合理的主義をもって批判し、

12 自我の自覚と
瘁@判　的　精神

自我を自覚するところに近代的思惟が確立されて

艪ｭ。この点で徹底的であった東洋の思想家の所

_へと考察をすすめる。

同　　　上

人間すべて平等であるという主張は近代におい

て特に顕著になった。しかし国により、文化圏に

13 入　間　の　平等 よって異なる点を考慮しつつ、平等思想による社 同　　　上

会的連帯性の重要さを探る。

近世初期の宗教が職業倫理ないし資本主義精神

を基礎づけたといわれるが、ここにも諸文化圏ご

14 宗教と資本主義 とに相違点があることを論じ、併せて主義や国家 同　　　上

を離れた人類性の実現を説く。

近代精神がもたらした種々の問題点を考察しな

がら、未来に向かっては、仏教でいうところの、

15 未来への展望 「何人にとっても生命は最もいとしいものである」 同　　　上

という自覚の重要性を論じる。
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＝＝＝コ ミュニケーションと言語＿

〔主任講師　沢田允茂（慶応義塾大学名誉教授）〕

全体のねらい
　人間だけが生物の進化の過程で言語によるコミュニケーシ．ンという手段を獲得した。このことで

人間は何ができるようになったのか、一それは人間の生活にどのような特殊性をもたらしたのか、それ

は人間に：たいしてどんな意味をもつか、などの問題を分析して言語の側面から人間への理解の途を探

るのが本講座全体のねらいである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

1
「生きること」と

Rミュニケーション

　生きているということはその生物の内部やその

ﾂ境との間に何らかの形のコミュニケーションが行

墲黷ﾄいることを意味する。それは人間だけでな

ｭすべての生物に：とって「コミュニケーション」がも

ﾁている意味の根源であることを明かにする。

　　　　　　’

@沢　田　允　茂

i慶応義塾大学名誉教授

2
環境世界とコミュ

jケーション

　すべての生体はそれをとり巻く自然的、社会

I環境と何らかの形のコミュニケーションを行って

｢る。そしてそれぞれの生体にとってその環境
｢界とはコミュニケーションによって構成されて始

ﾟて存在するものだ、ということができるだろう。

同　上

3 環境　の　風　景

　この章では「環境の風景」という概念を用い
ﾄ人間のコミュニケーションの在り方の分析とそ
ﾌ意味・特に人間の生活に：どのような特性を変

ｦているか、私たちが「心」とよんでいるよう
ﾈ働きをどう理解すべきか、といった問題につ
｢て述べる。

同　上

4
言語と
Rミュニケーション

　コミュニケー・ションは言語を通じてのみ行われ

驍烽ﾌではない。言語的コミュニケーションの他
ﾉ多くの異なった形の非言語的コミュニケーショ
唐ｪある。コミュニケーションがどのような形で

i化してきたかを考えながら、人間の言語につ
｢て考える。

同　上

5 言語と環境その1

　言語は人間の存在をあまねく包み、物理的に
^えられた環境世界と人間との間に：あって、一

墲ﾌ中間世間を構成している。だが強いて言え
ﾎ、与えられた環境に比較的よく対応する部分
ﾆ、それを余り反映しない部分に分けることが
o来る。

　鈴　木　孝　夫

i慶応義塾大学教授）

6 言語と環境その2

　牧畜を主とする人々の言語に、家畜を細かく

ｪける表現が多いといったことは、外的対応の
D例であるが、反面、生物としての人間が共通
ﾉ持つ新型関係が、民族により甚しく違って把

ｬされるなどは極めて人間的な言語のしくみと一言える。

同　上

7 言語の構造その1

　人間がことばを聞いて意味が理解できるのも
ｨ理的な音の流れの中には現れない不連続な単
ﾊや区切りなど抽象的な構造を知っているから
ﾉ：ほかならない。文の要素間の統語構造に焦点

�№墲ｹてそのような構造や規則について明ら
ｩにする。

　西　山　佑　司

i慶応義塾大学助教授
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回 テ　　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 言語の構造その2

@　、

　文の意味は、その文を織成している語の意味
竅A文の統語構造と密接左関連をもつ。文の意

｡構造や規則を明らかにしたあとで、意味の曖
?ｫとは何か、それは意味解釈にまつわる不明
ﾄ性と同一一標してよいかといった問題について

lえる。

西　山　佑　司

9 言語　と　論理

　自然言語に内在するそれ固有の論理的推論に：
ﾍ形式論理だけで：なく、文の意味構造が重要な

�р�ﾊたす。「意味論的含意」や「前提」と
｢う概念を明らかにすることを通じて、論理的
v考と言語構造との間の密接な関連について述

ﾗる。

同　上

10 発話の解釈と推論

　話し手が文を用いて聞き手に伝えようとして
｢る内容は文の言語的意味と必ずしも一致しな
｢。そこには話し手・聞き手の背景的知識や文
ｬ的要因が介入してくるからである。言語を用
｢て現実に行っている推論を発語状況との関連
ﾅ考える。

同　上

11
言語による世界の
`成（1）

言語は人間の環境に適応するように作られて
｢るが同時に言語の構造に合わせて世界を見、

ｻのような世界を自から作りあげるという側面
�烽ﾁている。この章では思想とか世界観とい
､ものがいかに言語に関係しているかを明かに
ｷる。

沢　田　允　茂

12
言語による世界の
`成（2）

　前章で述べたことをより具体的に、言語の構
｢とか、言語の中に組込まれている論理的な構
｢が、どのような過程を経て新しい風景のイメ
[ジ、即ち人間にのみ独特な環境の風景を作り
繧ｰ、人間独自の生き方を創造したかについて
qべる○

同　上

13 概念　の　進　化

　人間が言語を通じて作りあげた世界は不変の
烽ﾌではなくて自然環境や社会環境の変化に応
ｶて進化する。原始宗教の世界から今日の科学
Iに見られた世界への進化はどのような環境の
ﾏ化との関連の下で生じたのかを探究してみる。

同　上

14 言語　と　行為

　言語とは単にある情報を受取るだけでなくて、

ｻれにもとづいて行動するときの仕方をも決定
ｷる。しかし我々の行動のすべてが言語的思考
ﾉよって決定されているものでもない。私たち
ﾌ行動の中で果す言語の役割と意義について考

ｦる。

同　上

15
コミュニケーション

ﾌ地球化

コミュニケーションの手段の発達を通じて人間の
ﾐ会とその生活は次第に地球化（910bal　iz　ation）

ﾖの方向に向っている。このよう：な現在の新し

｢状況の中で解決を迫られる諸問題にとりくむ
ｽめの基本的な方向や知的態度について述べる。

同　上
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　　　一思考と論理＝＝

主任講師：大森荘蔵（放送大学副学長）
　　　　　　伊藤公一（東京大学助手）

全体のねらい

　「思考」と「論理」の意味分析。

主な項目

（1）「思考」とは？

　　広義に：は「何かを心に浮べること」、従って、想起、想像、予期etcもすべて含む。

（2）だが狭義には、何かを「整合的に（首尾一貫）」思い浮べること。例、作戦計画、病気診断、理

　論建設、犯罪推定。この「整合性」が「論理的整合性」として論理と呼ばれる。

（3）論理学の性格

　ω　記号論理学（命題論理）の概説的説明（アリストテレス三段論法を含む）

　←）心理法則、存在法則ではない。

　の言語使用規則である。そのことを、現代記号論理学の骨組を実際に構築することによって証示

　　する。

④複数の論理学

　④　弁証法と形成論理

　←）多値論理、量子論理、等非標準論理学の提示

　の論理機械（Turing　Machine）とコンピュータ

　←）帰納法の問題

（5）まとめ

　　「論理的」とは？繰り言に平ならず、etc．
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　＝　人　文　地　理　学　＝

〔主任講師　西川　治（東京大学教授）〕

全体のねらい
　人文地理学は、人間が風土に適応して生活環境を組織し、自然地域の上に：人文地域を形成してきた

過程と、その地域的差異の要因を究明する学問である。ここでは主として日本の国土を対象として、

その風土的特色、国土観の変遷、および村落や都市、人口移動、農業や工業活動に関する地域システ

ムなどについて考察する。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 日本の風±と国民性

　導入部として人文地理学の考察法と風土論を取

闖繧ｰる。日本列島の地形的・気候的条件、住民

ﾆ生活様式の地域的差異、水田稲作などの関連に

氓｢て、日本人の性格や思考法の特徴について論

ｶる。

西　川　　　治

i東京大学教授）

驕@木　秀　夫
i東京大学教授）

2 日本国論の変遷（1）

　わが国では古来、小国論と大国論とが繰り返し

ｻわれてきた。それぞれの論拠を時代的背景、地

搦v想、外国人の日本論、日本地図・世界地図の

ｭ達などとの関連に：澄いて考察する。

西　川　　　治

3 日本国論の変遷（2）

　明治以降、ナショナリズムのいきすぎを警告す

髀ｬ国論も現われたが、大国意識が強まった。戦

繧ﾍ資源小国論が流行したが、最：近では経済大国

_が復活した。これらの論拠を検討し、高度経済

ｬ長とその後の国土利用についても考える。

西　川　　　治

a@崎　正　義
i日本地図センター）

4 日本の国土開発
ﾆ　景観変　化

　文化景観を歴史的複合形態として把え、各時代

ﾉ眠ける農地開発・土地改良・村作りの遺構が、

ｻ在に澄ける景観の地域的差異の形成にどのよう

ﾈ役割を果しているか、野外調査の事例を用いて

l察する。

山田　安　彦
i千葉大学教授）

5 日本の農業地域

　日本農業の特色と高度成長期につづく農業地域

ﾌ変化について、農業政策、都市化、兼業化、機

B化、国際市場などとの関係に即して、野外調査

ﾉよる具体例を示し：ながら考察する。

竹　内　啓　一

i一橋大学教授）

6
アジアの稲作の
ﾏ貌、バングラデ
Vュを例にして

　外国との対比によって日本農業の特色を鮮明に：

ｷるために、バングラデシュの農業について、そ

ﾌ伝統的農耕の特性を明確にし、近年の農業生産：

ﾌ動向と農業開発の実態をふまえながら農耕の変

ｻの様相を明らかにする。

菱口　善美
i駒沢大学教授）

7
ヨーロッパに：澄ける

_　村　の　変貌

　ヨーロッパに澄ける村落の諸類型について概説

ｵ、村落共同体の解体に伴う農村の変貌、統合ヨ

[ロッパの動きの中で実施された農村構造改善事

ﾆなどについて紹介し、日本農村の近代化との差

ﾙについても言及ずる。

竹　内　啓　一
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
人口移動の趨勢
ﾆ地域人口問題

　わが国における明治中期以降の人口移動、大都

s集中傾向を、都道府県別の転入・転出収支と人

菇ｧ度順位モデルによって考察し、とくに1970年

繧ﾌ転換期の意義を指摘し、人口構造の地域的差

ﾙと問題点に：ついて論じる。

西　川　　　治

_　　　英　彦
i西城大学教授）

9
日本の工業構造
ﾆ地域的展開

　わが国におげる工業の発達過程を地域的に概観

ｵ、とくに高度成長期とその後に斥ける工業立地

ﾌ動向、基幹工業の立地による地域の変貌、工業

ｧ地が地域経済と生活環境に及ぼす影響について

燔_及する。

西　川　　　治

a@崎　正　義

10 日本の地場産：業

　わが国には多種多様な地場産業が存在し、世界

s場や全国的市場に：依存するものも多い○その中

ｩら諸事例、とくに東京の＝城東地区における生活

?ｮを紹介し、地場産業の近代化、国際化と地方

ﾌ時代におけるその在り方に：ついて考える。

西　川　　　治

|　内　淳彦
i日本工業大学教授）

11 都市の類型と
?@心　地　理論

　都市地理学の課題、都市の類型、ヨーロッパと

坙{の歴史的都市の差異について考察し、近代に

ｨける都市の中心地機能と階層文化、都市群の配

�Aすなわち都市システムに関するWクリスタル
堰[理論に：ついて説明する。

西　川　　　治

12 大都市地域の構造

　大都市の成長は、都市化地域の拡大と地区別の

Zみ分けと機能分化を伴い、中央業務地区（CBD）

�?Sとする同心円的及び扇形的地域構造などを

ｶじる傾向がある。その理由を説明する古典的理
_モデルと最近の研究法に：ついて紹介する。

山　口　岳　志

i東京大学助教授）

13
日本の都市システ

?ﾆ大都市問題

最近における大都市化の諸相、ユナーペーショ

悼ｻやメガロポリス化の傾向について考察し、都

sシステムからみた日本の地域構造を把握する○

ｳらに、大都市問題と大都市圏の行政、ニュータ

Eンの意義等について論及する。

’西　川　　　治

艨@内　　　昇

i夢の水好構）

14 都市化と自然災害

　高度成長期には各地で工場用地・宅地・公共用

�凾ﾌ造成による大規模な地形改変が行われ、加

ｦて大都市の過密化や地盤沈下：など洪水・高潮・

n震による災害激化要因がふえている。この問題

ﾉついて地理学の立場から考察する。

’西　川　　　治

蛛@矢　雅　彦
i早稲田大学教授）

ｼ　田　磐　余
i都立大学助教授）

15
国際化時代に診
ｯる人文地理学

　人文地理学の啓蒙性と応用性について説明し、

坙{人による海外地域研究や世界的スケールの研

?ｬ果、さらに途上国の開発援助に澄ける地理学

I貢献などの事例を紹介し、人文地理学の進むべ

ｫ方向について考える。

西　川　　　三

O　木　秀夫

蛛@矢　雅　彦
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＝　行 動 科 学　＝

全体のねらい

　行動の科学としての心理学を主として以下の項目で扱う予定・（　）内は関連する内容のキーワー

ド。1．行動科学の系譜・区分（系統発生・個体発生．）2．生得的行動（種一行動の比較、行動の生理一

生物学的機制）　3．習得的行動（選択行動、認知一学習行動、言語行動）　4，行動の制御、行動変

容　5社会的行動・心理学旧基：礎　6．個体間行動、対人場面の行動　7．集団行動・集団関係　8・集合

行動　9．生活環境と行動

主な項目

（1）行動科学の系譜・行動の区分

②生得的行動
（3）　　　〃

（4）　　　〃

（5）　　　〃

（6）習得的行動

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
0
3
ω
⑮

〃

〃

〃

〃

〃

行動の制御・行動変容

　　〃　　　　　。　　　　〃

〃

〃

・　　　　〃

・　　　　〃

㈹
血
の
⑬
働
⑫
①
⑳
㈱
㈱
㈱
㈲
鱒
鋤
㈱
㈲
㈲

社会的行動・心理学的基礎

　　〃　　　　　・　　　　　〃

〃 〃

　　〃　　　　　・　　　　　〃

個体間行動・対人場面の行動

　　〃　　　　　。　　　　　　　〃

〃 〃

　　〃　　　　　。　　　　　　　〃

集団行動・集団関係

　〃　　　　・　　　　〃

　〃　　　　・　　　〃

集団行動

　　〃

生活環境と行動

　　　〃
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　　＝＝心理学概論1＝
主任講師：大山　正（東京大学教授）

　　　　　　詫摩武俊（東京都立大学教授）

全体のねらい
　人の心と行動のはたらきを理解するために、まず、人が環境の状態を感覚を通して知り、それによ

って得た情報を処理して、自分の要求の実現に役立てていく過程を考えてみる。つぎに、このような

人の心と行動が、子供から大人へと発達していく過心細いて、いかに変化していくか、また臥個

人によりどのように違うかについて述べる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 心　理　学　と　は

　心理学とは何かに：ついて、2回以降の内容を説

ｾしながら具体的に述べ、つぎに、心理学の課題

ﾎ象、方法などをめぐって、歴史的発展の過程と

ｻ況を述べる。

大’山　　　正
i東京大学教授）

l　摩　武　俊
i東京都立大学教授）

2 環境の認知　1
ｴ　　覚

　人間が環境の中で生活し行動し、環境に適応し

ﾄいくためには、まず環境の状況を把握する必要

ｪある。その手段としての感覚の特性について考

ｦる。

大　山　　　正

3 環境の認知　鉦
m　　覚

　われわれが環境の状：況を見、聞き、感じる場合、

ｻれは単なる感覚のよせあつめでも外界の忠実な

ｽ映でもない。この観点から、知覚の法則、錯覚、

�ﾔと運動の知覚について述べる。

同　　　上

4 情報の処理　1
壕ﾓ　と　探　索

　われわれが日々接している情報の量はきわめて

c大であるが、われわれはその一部しか利用して

｢ない。この観点から、注意と知覚的探索につい

ﾄ述べる○

大　山　　　正

艨@領　　　謙
i千葉大学教授）

5 情報の処理∬
L　　憶㌦

人間が利用している情報のかなりの部分は記憶

ﾆして保存されている過去の情報である。この記

ｯの成立、保持、検索、変容などについて述べる。

大　山　　　正

亦J津　孝　明
i慶応義塾大学教授）

6 情報の処理皿
v考　と　言　語

　選択され、検索された情報を用いて、ある目的

ﾌために：、人が問題を解決していく過程が、思考

ﾅある。その際に：は、人々が長年にわたり作り上

ｰ、個人が幼時より習得してきた言語の体系が大

ｫな役わりを演ずる。

大　山　　　正

ｭ　取　広　人
i東京大学教授）

7 経　験の　効果
w　　　　　　　習

　多くの生物とともに人間は、過去の多くの経験

ﾉよって、行動の習慣を獲得し、変容している。

ｱの学習の過程を、条件づけの原理に基づいて考

ｦてみる。

大　山　　　正
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

人が行動を起こすのは何らかの要求にもとつい

ている。要求には、多くの動物と共通している生

8 要　求　と　感　情 物的要求と、人間の社会生活にもとつく社会的要 大　山　　　正
求がある。また、これらの要求が実現される過程

にざまざまの感情と情動が生じる。

他の動物に比べて、入には本能的行動が少なく

9
心　の　発　達　1

緖刳冝E幼児期

豊かな可塑性をもって生れてくる。赤ちゃんがま

墲閧ﾆのかかわり合いの中でどのように成長して

｢くかを述べる○

詫　摩　武　俊

青年期から老人期にかけての心の変化、すなわ

10
心　の　発　達：H
ﾂ年期から老人期

ち他人との関係、自分自身についての考え方や感

ｶ方の変化の過程を述べる。 同　　　上

、

　知能とは何か、どんな働きの知能があるのか、

ｻれの測定は可能か、天才とは何かなどについて
詫　摩　武　俊

11
個　　人　差　　1

m　　　　　　能
述べる。

伊　藤　隆　二
（横浜市立大学教授）

性格の個人差の形成過程．性格の類型、性格の

12
個　　人　　差　　H

ｫ　　　　　　格

測定法、性格の認知、性格の好き嫌いなどについ

ﾄ述べる○ 詫摩武　俊

人はつねに他入とかかわりをもって生きている、

ﾂ人と集団との関係、人と人との距離感、人間関 詫摩　武　俊

13 社　会　的　行動 係にみられる日本人の特徴などについて述べる。
加　藤　義　明

（東京都立：大学助教授）

　精神病、神経症、性的倒錯、非行、自殺などの

ﾀ態、現在の特色、これらの原因、対策などを取 詫摩　武　俊

14 心　　の　異　常 り上げる。
斎　藤　茂　太

（斎藤神経科病院長）

現在の心理学ぱ個人の生活とも社会の諸事象と

も密接に関係している、心理学の研究成果や研究 詫摩武　俊
15 心理学の応用 法が実際にどのように応用されているかを実例を

あげながら述べる。 大　山　　　正
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＝心理学概論II＝
〔主任講師　中川大倫（放送大学教授）〕

全体のねらい
　心理学概論1を土台として、心理学上の諸問題を各論的に述べる0これによって、心理学概論1と

ともに、心理学的なものの見方、考え方を豊かにし、同時に、心理学のみならず、隣接領域にかかわ

る諸事象に対しても、関心と興味とをもっことができるように配慮する。

回 テ　　　・一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 心　の　発　達　1

　幼少期の発達に診ける脳細胞間の精密な連結

ｻと神経繊維の髄鞘化の重要さに：ふれ、それを

y台として、初期経験の問題を、動物実験の事

痰�?Sに説明する。

中　川　大　倫

i放送大学教授）

2 心　の　発　達　皿

　幼少期に入間的社会的接触をもたなかった野

ｶ児や、より豊かな人間的社会的環境を与えた

鼾№ﾌ事例（施設児）をあげ、人の発達に及ぼ

ｷ初期経験の重さを説く。

同　　　上

3 環境の認知1

　知覚的世界の基本的な特性を、形の知覚（図一

n、群小、分節、枠組、輪郭線、知覚の場）と

^動の知覚（実際運動、みかけの運動）を取り

繧ｰ説明する。

同　　　上

4 環境の認知H

　空間知覚に重点をおき、奥行き視（単眼視と

ｼ眼視の場合）と恒常現象（大きさ、明るさ、

`の場合）とを述べ、さらに、時空相対の問題

ﾉもふれる。

同　　　上

5 環境の認知厘

　知覚形成における主体的要員として、構え、

ｶ脈、図式、順応水準、動機、共通の期待など

ﾉついて述べ、また、知覚と有機体の生活の問

閧ﾉ：ふれる。

同　　　上

6 学　　　　習　1

　古典的条件づけとオペラント条件づけの概要

�qべ、とくに、オペラント条件づけにおける

薄竭閧竝ﾅ近のシェイビング、バイオフィード

oックにもふれる。

同　　　上

7 学　　　　習　H

学習に関する認知説を説明し、S－R理論と
ﾌ間の論議にふれる。さらに、技能学習、社会

I学習（モデリング、不安回避の模倣）につい

ﾄ述べる。

同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

最近の情報理論の影響による記憶モデルを土

台として、感覚的記憶の基本的な特質、ならび

8 記憶のシステム1 に、感覚的記憶と短期記憶の関係や短期記憶の 中　川　大　倫

情報処理過程につき述べる。

短期記憶と長期記憶の関係、長期記憶の構造

の問題、記憶に於けるリハーサルと忘却の問題、

9 記憶のシステムH 記憶研究と日常生活の関係、などの事項につき 同　　　上

説明をする。

認知における特徴抽出の理論（心理学的理論

と生理学的理論）、ならびに、認知における情 甲　川　大　倫

10 認　　　　　　知 報処理の方略として、刺激駆動型処理と概念駆

動型処理について説明をする。 星　　　　　薫

知的個人差に焦点をしぼり、知能の因子構造

を述べ、また、知能と学力の特性を、測定法と

11 個　　　人　　差 の関連に早いて説明し、測定結果の意味の理解 中　川　大　倫

に役立てる。

人の行動を社会的背景に思いて捉える。まず．

対人関係として対人魅力、ついで、集団形成に 中　川　大　倫

12 社会的行動亙 ふれ、集団凝集性を説き、さらに．集団規範と

同調の問題を取り上げる。 山　口　　　勧

集団内の個人行動（社会的促進と手抜き）や

集団行動（集団の生産性、リーダーシップ、集

13 社会的行動亙 団決定：など）を説き、：最後に、危機的場面と人 同　　　上

の行動に：ふれる。

要求（動機）の構造、要求の充足と阻止を土

14
要求　（動機）

ﾆ　阻止現象

台として、とくに、阻止に伴う非合理的な反応

ﾌ諸タイプについて説明を加え、人の行動の理

�ﾆ予測に役立てる。

中　川　大　倫

不適応の指導と治療における各種の方法の特

性について述べる。カウンセリング、心理療法、

15 指　導　と　治　療 行動療法、内観法、集団療法などを紹介する。 同　　　上
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＝　教 育 学 概 論　＝

〔主任講師　田浦武雄（名古屋大学教授）〕

全体のねらい

　教育学は、教育現象を学問的に：研究し、理論体系化したものである。教育は、文化・社会の動態と、

人問の成長・発達との接する面で、文化と入間との現実構造や変化過程を探求し、よりよい未来を創

出するのを助ける営みである。現象的には、青少年非行や校内暴力等多くの教育問題が発生している

が、教育の基底にある問題どの関わりを含め、教育の基本問題を研究し、それらの改善の方向を究明

したい。

主な項目

（1）教育学の意義

（2）人間形成の要素

③　教育の機能

（4）成長と教育

㈲　発達と社会化・文化化

㈲　発達：と教育の理念

（7）教育の動向一教育の人間化

（8）現代教育学の類型1

　　現代教育学の類型H（9）

⑩　現代教育学の類型皿

⑪　現代社会と教育1

⑫　現代社会と教育皿

㈹　現代社会と教育皿1

㈲　現代社会と教育W

⑮　現代社会と教育V

進歩主義・伝統主義

改造主義・教育人間学・教育現象学

　　　　　　　　　教育三三三等

　　　　　　　　　教育の文化的，基礎

　　　　　　　　　地域社会と教育

　　　　　　　　　青少年集団と教育

　　　　　　　　　情報化社会と教育

　　　　　　　　　家庭と教育

㈲
㎝
㈱
鋤
⑳
⑳
㈱
㈱
鋤
㈲
鱒
吻
㈱
鋤
3
0

学校教育の基本問題1

学校教育の基本問題H

学校教育の基本問題皿

学校教育の基本問題W

学校教育の基本問題V

学校教育の基本問題W

学校教育の基本問題W

学校教育の基本問題冊

学校教育の基本問題双

学校教育の基本問題X

教育制度と教育1

教育制度と教育鉦

教育制度と教育皿

教育制度と教育W

教育制度と教育V

学校の機能

学力観と人間観

教育的価値と目的

教育課程

教育方法

生徒指導

道徳教育

情操教育

福祉と教育

教育評価

学校経営

学級経営

教育制度

教育行政

教師論
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＝日本語の基礎＝
〔主任講師　阪倉篤義（京都大学名誉教授）〕

全体のねらい

　母国語である日本語は、われわれが“言語”というものについて考えるための、最適の材料である○

ここでは、特に日本語に澄ける特徴的な事実を取上げて、その意味を解明しつつ、実際的な問題にも

触れて、日本語の基礎的な問題に：ついて、ひとわたり述べたい。

回
テ　　　一　　　マ　、

内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 日本語とは何か

　何を指して日本語というか○世界の諸言語の中

ﾅ、日本語は、どういう位置をしめているか。ま

ｽ、それはどういう系統の言語か、等の問題につ、

｢て述べる。

阪　倉　篤義
i京都大学名誉教授）

2 日本語のいろいろ

　同じく日本語と言われるものの中にも地方的な

痰｢、位相的な違い、さらにはまた歴史的な違い

ｪあり、“話しことば”と“書きことば”との違

｢がある。そういう日本語の種々相について述べ

驕B

同　　　上

3 日本語のコミゴニケーション

　一般に、ことばによるコミュニケーションは、ど

ﾌように：して成立するか。特に：日本語のコミュニ

Pーションの特色は何か○それが日本語の構造と

ﾇう関係するか、等について述べる○

同　　　上

4
敬語と“やる・もら

､”表現

　敬語は日本語の特色の一つとして、よく問題に

ｳれるが、その本質は何なのかd“読んでやる9夕

g見てもらう”などの言い方とともに、こういう

ｨ言いの生れてぐる理由はどこにあるのか、につ

｢て考える○

同　　　上

5
“は”と“が”の使

｢分け

　“は”と“が”との使い分けは、実践的には容

ﾕであるが、両者の違いを説明することは、なか

ﾈかむつかしい。これの解明は、日本語の構文論

iシンタックス）の基本的な課題の1つである○

同　　　上

6 語　順　の　問　：題

　日本語は．語順の比較的ゆるやかな言語である

ﾆ言われる。しかし、そこにはやはり一つの法則

ｪある。それはどういう竜のか。また、日本文の

蜩ﾇ点は語順とどのように関係するか、などに：つ

｢て述べる。

阪　倉　篤　義

`　島　忠　夫
i大阪府立大学教授）

7 日本語の語彙

　語彙とは何か。語の種類には、どういうものが

?驍ｩ。特に使用率の大きい語と小さい語との性

i・機能はどう違うかなどの点を考え、日本語の

龕bの特色を述べる。

同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

和語め、文章の中での役割はどういうものか。そ

れに対して漢語が日本語に襲いて果す役割はどう 阪　倉篤　義
8 和語・漢語・外来語 いうものか。特に造語という面から考えた場合の

ｼ者の特色。さらに、いわゆる外来語の役割につ 樺　島　忠　夫

いて述べる。

語の意味は、どのように：記述されるか。また、

それを集めた“辞書”というものについて、その

9 語の意味と辞書 種類と、利用法について述べる。 阪　倉篤　義

漢字・ひらがな・カタカナ・Rδmaz　iと4種類の

文字を使う日本文の表記には特異な問題がある。 阪　鼻塞　義
10 日本語の文字と表現 その役割の分担、分かち書きの問題、更には外来

語の表記やワードプロセッサーなどとの関係から考 樺　島　忠　夫

えられる、将来の日本語表記について。

仮名遣いとは何か。特に現代仮名遣いに澄げる

“と澄”と“とう”との向い分け、“こうし”は

11 かなづかい・送りがな 格子か子牛かなどという問題を考え、また、送り 同　　　上

仮名の問題点などを述べる。

日本語の音韻組織は比較的簡単で、アクセント

も、他の言語に：比較して意義弁別の役割が軽い○

12 日本語の発音 その体系の概略と、方言的・歴史的な差異につい 阪　倉　篤　義

て述べる。

現代日本語は、過去の日本語の変遷の結果とし

て生れてきたものである。現代語の単語が、かつ

13 語史と慣用句 てはどのような形や意味を持っていたかを、二三 同　　　上

の例によって説明し、併せて慣用句の発生につい

て説く。

日本語の歴史が始まって以来、今日まで計数百

年の間に、内発的な原因、また外国語との接触に

14 日本語の過去 よる外発的な原因で、日本語はどのような方向に 同　　　上

変化してきたか。その大要を述べる。

日本語は、将来、発音・語彙・文字など、どのよ

うな面で変化する可能性があるか。それは日本人 阪　倉篤　義

15 旧本語の将来 の言葉に：対する態度によるが、将来の日本語はど

うあるべきかという点をも含めて、語りあいたい。 樺　島　忠　夫
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　　＝作詩・作歌・作句＝
〔主任講師：井本農一（実践女子大学長）〕

全体のねらい

　短歌・俳句塗知的に理解するだけでなく、それらを創作する試みによって、文学に対する共感と理

解を深める。

回
テ　　　一　　　マ　、

内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

古典和歌・俳諸から現代短歌・現代俳句までの

歴史的展望を述べ、短歌と俳句の文学的特質に：つ 井本　農　一

1 短歌と三三の成り立ち いて論ずる。 （実践女子大学長）

短詩形文学における作者と読者の同一性の問題

を論じ、何等かの意味に旧いて風雅への共感が必

2 風雅への共感 要であることを述べ、いわば国民詩ともいうべき 同　　　上

短詩形文学創作への導入を計る。

現代に生きる日本最古の詩形である短歌の特性

と、短歌をつくることの意味を述べる○ 井本　農　一

3 なぜ歌をつくるか
前　田　　　透

（成蹟大学教授）

現代短歌にさまざまな傾向が見られるが、おの

4 現代短歌の動向
おのの作歌思潮を、具体的な作例によって示す。

前　田．　　透

i成蹟大学教授）

作歌の根本は感動であるが、感動の把握は言葉

によってなされ、言葉が短歌の韻律をつくる。短

5 言葉とリズム 歌の言葉とは何か○ 同　　　上

作歌技法の澄もなものが写生であるが、写生と

は生を写すことであって、たんなる模写ではない○

6 写　　　　　　　生 写生の歌とはどのようなものか。 同　　　上

現代短歌に澄ける比喩の技法とその重要性とを

実作に即して述べる。

7 比　喩　の　用　法 同　　　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 理解と批評と推敲

　作品のよさを感じとる力を養うことが作歌上必

vであり、一歩進んだ批評の態度を確立すること

ｪさらに重要である○関連して推敲の添削等を述

ﾗる。

前　田・　　透

9 なぜ俳句を作るか

　芭蕉の「古池や」の句をめぐって「俳」の意味

�Tり、俳句の特性を考えるとともに、現代人が

o句を作ることの意義について考える。

井本　農一

?@崎　展宏
i明治大学教授）

10 近代俳句の出発

子規の俳句革新運動とそれによって切り捨てら

黷ｽものの意味を、芭蕉の句を例にして考え、句

?ﾌ「場」の問題、先行の文芸との関係などを考

ｦる。

川　崎　展　宏

i明治大学教授）

11 写　　　　　　　生

　明治という時代の中で子規が文学や俳句をどう

lえたかを明らかにしながら、子規の写生につい

ﾄ述べ、さらに写生の現代俳句における意義を論

ｸる。

同　　　上

12 花鳥調詠と季語

　虚子が俳句と俳人の在り方を規定した「花鳥講

r」と、その方法としての「客観写生」について

qべ、さらに季語について考える。 同　　　上

13 対　話　の　世界

　挨拶の句は、連句の第一句目としての発句のは

ｽらきが、近代の社交の場に生かされているもの

ｾが、挨拶句を鑑賞して俳句の対話性に着目する。 同　　　上

14 俳句の近代化の過程

　子規の俳句革新の試みが、その旧いかに継承さ

黶A俳句の近代化がいかに推進されたかを具体的

ﾉ考える。 同　　　上

15
創作の根源に：ある

烽ﾌとその形象化

　この講座の結びとして、短歌・俳句の根源にあ

驍烽ﾌと、その形象化について話し合い、短詩形

ｶ学の未来についても展望する。
井本農　一
O　田　　　透

?@崎　展　宏
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＝国　家　と　法　1＝・

〔主任講師：芦部信喜（学習院大学教授）〕

全体のねらい

　憲法は、近代型から現代型へ大きく変化したが、人権を保障する法であることに本質がある点は、

変わりない。この歴史の流れと憲法の本質を明確にし、明治憲法とも比較しながら、日本国憲法の原

理と仕組みの大要を検討する○また、それを通じて、国家と法との関係についても考えてみることにする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．憲法の意味

2　憲法の分類 芦　部信　喜
1 憲法と立憲主義 3．立憲主義と現代国家一法の支配 （学習院大学教授）

1．明治憲法の特色

2　日本国憲法の成立経過

2 日　本　憲　法　史 3．日本国憲法成立の法理 同　　　上

1．　日本国憲法の基本原理

2　国民主権
3 国民主権の原理 a　天皇制 同　　　上

1．憲法第9条成立の経緯と特色

2　戦争の放棄と戦力の不保持

4 平和主義の原理 3．日米安保体制 同　　　上

1．人権宣言の歴史

2．人権の概念

5 基本的人権の原理 3　人権享有の主体 同　　　上

4．人権の内容・分類

L　公共の福祉一二重の基準
2．特別権力関係に澄ける人権

6 基本的人権の限界 3．私人間に澄ける人権規定の効力 同　　　上

1．生命・自由・幸福追求権

7 包括的基本権と
@の下の平等

a　法の下の平等

R。参政権（特に選挙権の平等） 同　　　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 自　由　権　（1）

1．思想・良心の自由

Q．宗教の自由

R．学問の自由 芦　部信　喜

9 自　由　権　（2）

1．表現の自由の意義

Q．報道の自由・広告の自由

R．表現の自由の限界 同　　　上

10 自　由　権　（3）

1．職業の自由

Q．居住・移転の自由

＝@財産権

S　人身の自由一法の適正手続

同　　　上

11 社　　　会　　　権

1．生存権（環境権）

Q．教育を受ける権利

R．労働基本権 同　　　上

12
統治機構（1）一立法と国会一

1．権力分立の原理と制度

Q．国会の憲法上の地位

＝@国会の組織と活動

S．国会（議院）の権能

同　　　上

13
統治機構（2）一行政と内閣一・

1．内閣制度の特色

Q．行政権の意味

＝@内閣の組織と総理大臣の首長性

S．議院内閣制

同　　　上

14
統治機構（3）一司法と裁判所一

1．司法制度の特色

Q．司法権の意味

＝@裁判所の組織と最高裁の特色

S．司法権独立の原則

同　　　上

15 憲　法　の　保　障

1．憲法保障の諸方式

Q．違憲審査制

＝@憲法改正とその限界 同　　　上
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＝現代の経済と経済分析＝

〔主任講師：嘉治元郎（東京大学教授）〕

全体のねらい

主な項目

（1）経済生活と経済分析

（2）家計一所得とその処分

（3）消費者行動

（4）企業行動

（5）　　〒…∫場；機倉旨　　　　　1．

（6）　　〃　　　2．

（7）市場の失敗

（8）所得配分

（9）独占

㈹　価格と経済政策

⑪　国民経済の構造

⑫　国民所得勘定

⑬　消費

⑯　投資

⑮　国民所得の決定

部分均衡

一般均衡

⑯　景気循環

鋤長期波動

㈹経済成長

⑲貨幣

⑳　インフレーション

⑳金融

紛財政

㈱租税と公債

㈱経済政策

㈱国際収支

㈲国際貿易

鋤国際資本移動

㈱国際金融制度

㈲外国為替

㈲　現代の経済問題
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一会計学その1＝

〔主任講師　江村　稔（放送大学教授）〕

全体のねらい

　会計学の講義は、企業会計（とくに財務会計）の「しくみ」と「はたらき」を明らかにすることを

目的として、体系的かつ構造的な説明を行うように企図されている。会計学その1は、その前半部分

に相当するので、ひきつづき、会計学その2を受講する必要がある。会計学その1に澄いては、企業

会計に：澄ける会計処理、すなわち、複式簿記の技法による経済活動の記録についての説明に、相当の

時間があてられることとなる。

主な項目

（1）決算書とその役割

（2）複式簿記と複式記帳

（3）複：式記帳の法則

（4）線算：のしくみ（その1）

（5）決算：のしくみ（その2）

（6）決算書の様式（その1）

（7）決算書の様式（その2）

（8）利益の処分と留保

（9）企業会計の法的規制

⑩　期間損益の計算方法

⑪発生主義と現金主義

⑫商製品の売上高

⑬役務提供による営業収益

⑯　資産：の取得価額と払出価額（その1）

㈱　資産の取得価叡と払出価額（その2）
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一会計学その2・＝

〔主任講師　江村　稔（前掲）〕

全体のねらい

　会計学その1に引きつづく回議として行われるので、すでに、会計学その1を受講して旧く必要が

ある。会計学その2では、主要な財務諸表項目につき、その会計処理とくに期間損益計算に澄ける取

り扱いを詳述する。したがって、・固定資産の減価償却や繰延経理と引当経理のような高度の問題につ

き、説明が加えられる。そして　最後のまとめとして、財務諸表による財務状況の開示、澄よび、財

務諸表監査、さらには、企業会計の国際化などの諸問題を解説する。

主な項目

⑯　商製品の売上原価

⑰　商製品の貸借対照表価額

⑱製造費用と製造原価

⑲　有価証券の貸借対照表価額

⑳　固定資産の減価償却（その1）

⑳固定資産の減価償却（その2）

⑳繰延資産とその償却（その1）

¢3繰延資産とその償却（その2）

⑳　引当金の設定

㈱　資本金と資本項目

⑳利益配当の法的規制

⑳　連結財務諸表の作成

㈱企業内容の開示と財務報告

⑳1株式会社の監査制度

働制度会計の諸課題
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＝社会科学の成立と発展1：＝

〔主任講師：松田智雄（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい
　社会科学は、自然科学と比較すればおくれて成立した新しい科学である。しかし、自立的：な科学と

なる迄にも、哲学、自然科学の発展のなかに、その基本概念の・基礎は与えられた。そして、社会的現

実の実態を認識し、その発展の法則性を明らかにしてきた。これに基いて未来像を目指しっっ、批判

的科学としての成立史をたどりたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

社会科学とは何か。社会集団は、政治経済、

1
社会科学について
@　　　（1）

文化などを結合の軸として、歴史的：な序列に齢

｢て編成される。その社会集団を正確に、科学

Iに把握すること、従って、その発展の動きの

松　田　智雄i
i東京大学名誉教授）

法則性を捉えようとする。

社会的現実を組織的な法則体系の：なかで把握

2
社会科学について
@　　　（皿）

する。従って発展してきたものとして歴史的に

ｨえる。先ず自然法則の下にあるものと仮定し、

氓｢で固有の社会法則の下に在るという認識論

同　上

的な意味：で社会科学の方法の成立史を述べる。

社会的現実の実態を認識し、さらにその未来

3
社会科学について
@　　　⑪

像を描くことによって現代批判が生まれ、批判

I科学として成立するに至る。ユートピアの諸

烽ｩら、社会理想の提案を追い、最後にマック

同　上

ス・ウエーバーの理念型に及ぶ。

思想的前提を明らかにするために、まずドイ

ツ思潮を辿る。カント、新カント派としてのウ

4 ド　イ　ツ　思　想 インデルバント、リッケルト、マックス・ウエ 同　上

一バーへ。さらに、ヘーゲルとマルクスを対比

し、歴史学派とカール・メンガーに至る。

啓蒙期に、はじめて社会に対する法則的認識

が始まる。自然法の光りのもとに自然と人間社

5 啓蒙期の思想 会とを観察し、社会に対する：最初の科学的見地 同　上

をうち立てる。

Natural　History一一という概念は、自然史

：などという訳語は誤訳の惧れがある。自然につ

6 科学の　成立 いての歴史または叙述をいみするもので、生物 同　上

学、物理学、地質学、鉱物学：など自然を全体と

して把握する。

Natural　Philosophyは、自然全体を研究し、

とくに物理学を中心として学問を確立する。さ

7 自然科学の意義 らにNatural　Scicnceが成立し、自然を観察 同　上

し把握するのであるが、自然のなかに人間が含

まれ、人間の社会が考察される。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 カール・マルクス

　人間は自然に従属するものとして、人間論が
ﾈ学的思考の対象と：なる。念のため、Karl
larxの「経済学批半山は経済の対象をnalur　　　　　　　　　　　　　　ら

№?唐モ?奄モ?狽撃奄モ汲?秩@Prozessとするがこれが自然

j的過程を誤訳された。社会科学とは人間と人
ﾔ社会の科学である。

松　田　智　雄

9 哲学思想と社会科学

　社会科学。科学としての成立。プラトン、ア

潟Xトテレスの思想を前史とする。ダンテの社

?癆ｻとデカルトの人間論、人間の意味：と人間

ﾉ関する批判の基準として「社会的正義」とく

ﾉ配分的正義論が再生する。

同　上

10 市民社会の研

　社会に関する思想一イギリス近代社会にむ

ｯる市民的社会の自己認識が進められ、ベイコ

刀Aホッブス、ロックによって、自然法の社会

ｶ活を貫徹する意義を発見する。社会批判と、

ﾐ会改：革、社会進歩の思想が生み出される。

同　上

11 経済学の父、スミス

　市民社会の経済的組織を科学的に把握したの

ｪ、アダム・スミスであり、社会科学としての経

ﾏ学が成立する。経済学は、すべてスミスを源

�ﾆする。これに続くマルサス、リカードウ、
v．S。ミル。ついに経済学は、憂欝な科学となる。

同　上

12 フランス啓蒙思想

　フランス啓蒙思想のもとにむいては、ルソー、

c塔eスキュー、ヴォルテール、ケネーに至る
ﾂ人的自由、近代国家論、自然法則のもとにあ

骭o済社会が、科学として形成される。

同　上

13 社会科学と社会主義

　社会思想の発展の系譜について。ベソサムか
轤i．S．ミルへの功利主義は、最大多数の最大幸

氓�搗zとした。しかし、その結果は社会主義

ﾉ接近する。ヘンリー・ジョージ、ラスキン、
a[リス◎フランスでは、サン・シモン、フ2ルードン。

同　上

14 新　カ　ン　ト派

　カントは経験科学をあとづけ、次いで新カン
g派は、ウインデルバントが歴史科学を、リッケル

gが経済科学を基礎つげる。カール・マルクス

ﾍ、古典主義経済学とヘーゲルを前提として、

軏{的には人間的科学としての社会科学を提起。

同　上

15 マックス。ウェーバー

　市民社会への批判的科学として、マヅクス・

Eェーバーは、社会法則を理念型によって、発

W法則を具体的因果帰属として把握する。資本

蜍`を「鉄の如き外衣」として表現したことは、

ｻの批判の集約であった。

同　上
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〔主任講師：辻村　明（東京大学教授）〕

全体のねらい

　現代社会論1では、現代社会を基本的に規定している諸条件を、世界的視野のなかで眺め、現代社

会が歴史的にどのように位置づけられるかを検討する。そのためには、資本主義か社会主義かといっ

た社会体制という条件と、近代化という条件との絡み合いのなかでみていく必要がある。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 現代社会のとらえ方

　人類の発展過程を5つの社会類型でとらえる

}ルクスとロストウの理論を紹介し、両者の比

rを通して、現社会のとらえ方の典型を検討す

驕B

辻　村　　　明

i東京大学教授〉

2 現代社会と大衆社会

　現代社会を階級社会とみるか大衆社会とみる

ｩで、意見は大きく成立するが、日本での大衆

ﾐ会論とアメリカでの大衆社会論を比較し：なが

轣Aコーンハウザーの大衆社会論を検討する。

同　上

3 社会体制と近代化

　現代社会を規定している最も基本的な条件で

?驕u社会体制」と「近代化」について、それ

ｼれの定義を治こ：なったのち、両者の絡み合い

ﾌ：なかで、現代社会を分析することの必要性を

燒ｾしていく。

同　上

4 初期の資本主義

、そのまず初めとして、資本主義社会を動かし

ﾄいる根本的なメカニズムを明らかにする。ウ

Fーバーの初期資本主義のエートスやマルクス・

Gンゲノレスの説を紹介する。

同　上

5 現代の資本主義

　その資本主義社会が、「機械化」と「民主化」

�熾?ﾆした「近代化」が進展することによっ

ﾄ、どのように変貌してきたかを検討する。 同　上

6 初期の社会主義社会

　次いで、資本主義社会の対極を：なす社会主義

ﾐ会の基本的メカニズムを明らかにする必要が

?閨A具体的にはソ連をとりあげて、国家機構、

o済機構…、党機構、言論；機関などの現状を報告

ｷる。

同　上

7 現代の社会主義
@　　　（その1）

　その社会主義社会も、資本主義社会と競争し

ﾄいかなければならず、「機械化」という「近

繪ｻ」は大いに推進されてきた。それが社会全

ﾌにどのようなインパクトを与えているか、主
ﾆして経済や階級の面での可能性を検討する。

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
現代の社会主義
@　　　（その1）

　「近代化」によって、社会主義社会も「豊か

ﾈ主会主義」になっていぐわげで、その結果

]暇、家族、宗教などの面で、イデオロギーに

?Gしかねない現象が発生する。

辻　村　　　明

9 収敏理論と拡散理論

　その結果、資本主義社会と社会主義社会とは、

ﾞ似した社会に接近していくであろうとみる収

q理論と、両社会は根本的に対立し続けるとみ

驫g散理論とを比較検討する必要がでてくる。

同　上

10 現代社会と官僚制

　以上の他、大規模組織には不可欠の官僚制と

｢うメカニズムが、資本主義社会にも社会主義

ﾐ会にも出現してくるのでその病理現象を検討

ｷることが、最終的な体制選択をするために必

vな参考と：なるであろう。

同　上

11 発展途上国の近代化

　これまでは、両社会体制の先進国間での比較

ﾆいうことになるが、近代化の遅れている発展

r上国も近代化を指向しているので、その近代

ｻ途上にむけるさまざま：な難問も検討しておく

K要がある。

同　上

12 高速社会と入間

　機械技術のうちでも、特に交通機関の発達は

ﾟざましく、その総合的：な結果として、「高速

ﾐ会」とも呼ばれるべき状況が出現し、それが

l聞にどのよう：なインパクトを与えているかを

ﾝる。

同　上

13 情報社会と入間

　機械技術の発達は、単に交通機関におい
ﾄばかりで：なく、：最近は通信機関や情報処理機

ﾖでの発達：がめざましく、　「情報社会」が人間

ﾉどのよう：なインパクトを与えているかも検討

ｵて拾く必要がある。

同　上

14
機械技術発達の功罪

@　　　（その1）

　その機械技術の発達は、入類に：多くの利益を

烽ｽらした反面、過度の発達から逆に最：近は不

?vをもたらしている面があり、ここでは「高

ｬ社会」の功罪の両面を検討する。

同　上

15
機械技術発達の功罪

@　　　（その2）

　同じように、「情報社会」の功罪も検討する

K要があり、特にINS（高度情報通信システ
?jの実現する高度情報社会の問題を検討する。 同　上
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一現代社会論H＝・

〔主任講師　辻村　明（前掲）〕

全体のねらい

　現代社会論丑は、1のマクロの視点にたいして、ミクロな視点にたった現代社会の現象的な諸問題

をとりあげる。い＼かえれば、より心理学に接近する。前半は主としてコミュニケーションに関して

次いでその特殊な形態として流言やパニックの問題をとりあげ、そのあとにコミュニティ論、最後に

日本社会論と日本人論とする。

主な項目

　世論とマスコミ、国際コミュニケーション、文化摩擦と異文三間コミュニケーション、入種的偏見

とステレオタイプ、流言と噂話、パニック、流言と伝授普及過程、コミュニティの崩壊、地方の復権、

大衆文化論、社会病理現象、国民性論、日本社会論、日本人論、戦後日本の大衆心理。
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　＝社　　会　　調　　査＝

〔主搬：思纂輯離講鍵）〕

全体のねらい
　社会調査はD歴史、m方法、面）経済社会学の成立という3つの側面をもっている。社会調査の範
囲は、センサスから個人の日記書簡に及ぶ。ここではわれわれの日常生活に社会調査がか＼わる問題を

通して、この3つの側面をできるだけ同時にとりあげていきたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

群馬県村落調査を実例として、社会調査の方

1
社会調査の展開
@日　　本　　（1）

法とその限界について解説する。
甲　田　和　衛

i放送大学教授）

戦前日本の社会調査の典型として戸田貞三

2
社会調査の展開
@日　　本　　（2）

「家族構成」を検討する。

同　上

国勢調査の実施、集計、結果の利用から基本

的統計調査としての国勢調査の歴史に及ぶ。 井　出　　　満

3 国　勢　　調　　査 総務庁統計局

総務課長

1）人口と社会の相互関係、2）人口研究の観

人　口　と　社　会 察資料、3）人口現象の測定方法について解説 阿　藤　　　誠
﨎ｶ省人口問題

4 （1）入ロデータと する◎ 研究所
人口三三 入口資質部長

1）人口変動の一般モデル

人　口　と　社　会 2）近代日本の人口変動に及ぶ

5 ②近代日本の人 同　上

口変動

社会調査の創始者としての1）Boothの貧困

6 社会調査の展開
調査、2）Durkhe　imの自殺論をとりあげる。

甲　田　和　衛
ヨ　　一　　ロ　　ツ　　ノく

3っの業績、Pane1調査として、　Layarsgeld

7 社会調査の展開
ほかの投票行動調査、社会心理学的要因の事例

ﾆして、Stoufferほかのアメリカの兵士、定 同　上
ア　　メ　　リ　　カ 量的方法の限界についてMurdo　ckの社会構造

をとりあげる。
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回 デ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
社会調査と経験社

?w

統計的データと現実の社会、文化の測定、デ

[タの国際・比較等の諸問題について論談ずる。

甲　田　和　衛

ﾒ　村　　　明
i東京大学教授）

ｼ　井　　　優
i東京大学助教授）

9 世　　論　　調　査

　世論調査は、社会調査に大ぎな技術上の革新

�烽ｽらした。ここでは、世論調査の沿：革を辿

閧ﾂつ㍉無作為標本抽出や構造化された質問票

ﾌ意義を明らかにする。そして指数化ざれた情報瓜

l々の行動の予測や公共政策へ反映することを示す。

　　　　戸

ｼ　井　　　優

10 産業・労働調査

　近代の工業化は、新た：な社会問題をもたらし

ｽだけでなく、オートメーション：などの技術革新は、

ﾎ労者の仕事や労使関係にたえず影響を及ぼし

ﾄいる。勤労者の仕事や動機づけの測定法を紹
薰ｷることにより、社会調査の応用を明らがにする。

同　上

11 社会階層と社会移動

　近代社会は、機会の均等と現実の不平等が両
ｧしている社会である。そのため、社会全体に、

s平等がどのように分布しているか、そしてど
黷ｾけ機会の均等が達成されているか、という
竭閧ﾉ関して、縦断調査の方法と測定法を説明
ｷる。

同　上

12 集団・組織調査

　近代社会は、多元的：な社会といわれるように、

ｽんに家族の一員であるだけで＝なく、各種の集

cや組織に属している。こうした集団や組織の

ﾐ会的なネットワークや集団・組織が人々に及

ﾚす集合効果を測定する方法を説明する。

同　上

13 地　域　　調　　査

　地域調査は、一地域に関する調査から、地域
ﾔの相互連関を明らかにする調査へと発展して
ｫた。ここでは、地域を調査単位として、集計
ﾊによる指数を作成し、それによって、’地域間
i差の是正をはかろ・う．とする社会指標運動につ

｢て説明する。

同　上

14 国際比較調査

　社会調査による結果の妥当性と信頼性は、た
ｦず他の調査結果との比較によってのみ評価す
驍ｱとができる。こうした比較調査の最も大き
｢設計が、国際比職調査である。具体的な調査
沫痰�烽ﾆに、日本社会の普通性と個別性を説
ｾする。

同　上

15 社会調査の課題

社会調査の課題としてdata　bankの問題をと

閧?ｰ、社会調査に澄ける方法上の問題につい

ﾄ説明する。
甲　田　和　衛

ｼ　井　　　優
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＝数理計画法入門＝
〔主任講師：加瀬滋男（放送大学教授）〕

全体のねらい
現行の各種数理計画法のうち最も一般的で、しかも実際に顕著な成果を収めつつあるリニア・プロ

グラミング（：LP）につき、簡単な例を挙げ：ながら平易に解説する。それらの具体的解法の理解を通

して、さらに高度の数理計画法へ挑むための足掛りを提供しようとするものである。

回
テ　　　一　　　マ　一

内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 数理計画法概説

　一般計画問題への数理的アプローチの手法か

逅烽ｫ起し、数理計画法の大要に言及する◎数

搆v画法の具体的内容として、：LP、　QP、　N

FLP、　IP、　DPにふれ、：なかんずく：LPの重

v性と汎用性を強調する。

加　瀬　滋　男

i放送大学教授）

2 LPの具体例

　：LPにもそれなのの問題点があるので、それ
轤ﾉ関して注意を喚起したのち、：LPの中心的
ﾈ若干の例題を列挙する。生産計画問題、混合
竭閨A輸送問題、産業構造問題、倉庫問題等に
ﾂいて、それらの定式化とモデルを例示する。

同　上

3 L　P　の　構　造

　：LPにむける基本形・標準形の最大化問題治

謔ﾑ最小化問題の普遍的：な数学モデルを講述す

驕揩ﾜたしPでの種々の解を概観するとともに、

FLP問題の図解を詳説し、より一層：LPへの関

Sを高め理解を深めるようにする。

同　上

4 シンプレクス法（1）

　シンプレクス法の初歩すなわちシンプレクス

¥の作成と意味を手掛りとし、：LP問題の実際

I解法を順次解説する◎後半では基底解の改良

�sう方法に関し、適宜比喩を混じえ：ながら理

�ｵやすいように述べていく。

同　上

5 シンプレクス法（2）

　シンプレ・クス法の核心ともいえる可能基底解

?ﾇの操作を意味：付け、同法の有効な意義を

ｾ確にする。その理解に基づいて、さらにシン

vレクス法についての一般論を展開し、思考の

_軟性の一読を目指す。

同　上

6 各種の特殊解法

初めに前回の末尾との関連から、簡易シンプ

激Nス法の概要を講述し、続いて特別な場合に
ﾞける解法を示す◎す：なわち、可能域が非有界

E不存在の場合や、解が一意で：ないとか退化す

驍ﾆかの場合について考える。

同　上

7
2段階シンプレク
X法

　2段階法の必要性と有用性を述べてから、そ

ﾌ実際手法を既出の若干の例題に基づいて明示

ｷる。そのほか留意すべき事項を詳述し、特に

謔P1回で再説される2段階法応用の展開に備
ｦるとともに、：LPの妙味を伝授する。

同　上
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回
　／
e　　　一　　　マ ，内　　　　　　　容 担当講師

i所属・氏名）

最適解を現実の意思決定の基礎資料とすると

きの留意点を検討し、ついで条件の変動下にむ

8 実施上の検討（1） ける解の安定域を考察する。さらに安定域を越 加　瀬　滋　男

えた場合にも、シンプレクス表に少々手を加え

るだけで直ちに対処しうる利便を明かす。

いわゆる感度分析をさらに展開したある局面

について述べる。具体的には、最適解を積極的

9 実施上の検討② に変更した場合を取り上げ、その際の処置を例 同　上

示する。その他シャドウプライスに論及するほ

か、摂動法についても付言する。

変転極わりない現実問題に時を移さず追従し

うるよう、モデルの改変とそれに即応する手段

10 モデルの改変 を考える。実際には変数や制約式の追加・削除 同　上

を対象に論じ、それらの一端につき既述の例題

を用いて検証する。

双対性に基づく最小化問題の解法、および双
対シンプレ’クス表または2段階法による最小化

11
双対問題と整数解
竭

問題の解法を解説する。さらに双対シンプレク
X法との関連から、整数解問題の解法にも論を

同　上

進め、ついでに割当・輸送問題の予備知識を用
湿する。

主一双対法に避ける双対変数の定め方を改良

した方式による輸送問題の解法を紹介する。引

12 特殊問題の解法 き続き、ネヅトワーク問題全般の概略拾よび特 同　上

にしPと最も深い関連をもつCPMの考え方を
講じ、後述のCPM解法への導入部とする。

多くの書にしばしば見られる簡単な例題を援

下し、CPM問題の実際的解法を教示する。最

13 CPMの解法 後に、ダミーアクティビティや多段コストスロ 同　上

一プのアクティビティを含む問題にも、その解

法を適用しうる伸展性を示唆する。

14 数理計画　法
?pの実際（1）

　これまでの応用例はいずれも簡易化されたも

ﾌで、現実の経営面で利用するにはさらに種々

ﾌ配慮：が必要である。そのような問題点につき、

ﾀ践的な立場からより具体的に論じ、理論と実

ﾛの関連を追求する。

加　瀬　滋　男

a@井　英　造
i三菱石油㈱数理

v画部）

前回に引き続き、種々の企業における数理計画

法の利用の諸例を概説する。またより広範な応 加　瀬　滋　男

15 数理計画　法
?pの実際②

用を志向するについて、コンピュータの活用の
ｻ状を参考までに陳べる。最後に全体の趣旨を

高　井　英　造

蛛@槻　　　健
まとめて、聴講者各位の将来の勉学と発展に資 （三菱石油㈱需給部）

する。
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＝　基　礎　数：学　1　＝＝

〔主任講師：田村二郎（元東京大学教授）〕

全体のねらい
　現代の数学は厳密な論理体系として構成されているために、われわれの経験に基づく具体的な直観

が表面に現れ：ない。多くの学習者にとって、数学がむずかしいのは、このような理由によると思われ

る。そこで、この講義では、微分積分学と力学の境界をたどり：ながら、具体的：な現象と正確な理論の

橋渡しをする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 導関数と原始関数

　高等学校で学ぶ数学のなかから、今後必要と

vわれる最：小限の知識を整理して旧く。内容は

遠剴Iな微分積分法の基礎概念だけである◎
田　村　二　郎

i元東京大学教授）

2 時刻　と　位　置

　すべての自然現象は空間のなかで起こり、時

ﾔとともに推移する。それゆえ、われわれはま

ｸ時刻と位置を数によって表さねぼならない。

ｻの手続きを考えてみる。

同　上

3
ベクトルとベクト

距ﾊ

　最終的にはすべての量を数で表すとしても、

｢くつかの量はひとまずベクトルで表す方がは

驍ｩにわかりやすい。ここでは、ベクトル：量と

xクトルそのものを明確に区別し、後者を前者

ﾌ数学的表現とみ：なすのがよいと思われる。

同　上

4 速　さ　と　速度

　小学校で学習した速さを考え直す。これによ

ﾁて、新しい量の単位を定める手続きがわかる。

ｳらに、ベクトル量としての速度を導入する◎

矧wから見れば、ベクトル値関数の微分法であ

驕B

同　上

5
加速度と運動の方

�ｮ

　速度がわかれば、加速度の理解に困難はない。

ｻこで質量と力の概念を導入すると、ニュート

唐ﾌ第2法則は数とベクトルによって表現され

驕B同時に、古典物理学に下げる三つの基本量
i長さ、質量、時聞）が出そろうことに：なる。

同　上

6 数による量の表現

　ベクトルを三つの数で表せば、古典物理量は

ｷべて数に翻訳される。この際、座標系ととも

ﾉ単位系を固定レなければならない。この前提

ﾌもとに、はじめて量と数の同一視が意味をも

ﾂであろう。

同　上

7 回転と円運動

　いわゆる一般角は、平面上の回転という量を

pによって測ったものである。さらに、等速円

^動を考えると、三角関数の微分法について、

?ﾌ的なイメージが得られる。

同　上
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回 　／
e　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師

i所属・氏名）

実際の現象をとり扱うときには、極限として

の変化塾（微分係数）よりも、微小変化を用い

8 無限小と微分 る方が有効である。ただこの際、物理学の考え 田　三二　郎
方と数学の理論とのあいだに、微妙な相違が現

れる。このギャップを数学の側から埋める。

がんらい、積分とは微小変化の集積（の極限）

である。ここでは、運動の概念から出発して、

9 積分の道のり 積分と原始関数の関係、曲線の長さなどに言及 同　上

したい。

力学にもどって、仕事とエネルギーの概念を

明らかにする。これによって、ベクトルの内積

10 仕事と線積分 と線積分の意味が自然に理解されるであろう。 同　上

1変数の関数の微分積分学を締めくくるにあ

たって、テイラーの定理を取り上げる。この際、

11 テイラーの定理 “多項式近似”から見たこの定理の意味と、使 同　上

用上の注意：を明らかにしたい。また、できるだ

け自然：な初等的証明をくふうしたいと思う。

時刻の関数から位置の関数に移ると、多変数

（3変数、2変数）の関数が現れる。これは物

12 スカラー場の変化 理学でいう場である。いわゆる偏微分法は、場 同　上

の変化を計算するための手段と考えられよう。

第2法則とともに、重力の法則は力学にむけ

るもっとも基本的な原理である。またこれから

13 重力　の　法則 導かれる重力場とニュートン・ポテンシャルは、 同　上

ベクトル場とスカラー場の典型である。

平面ベクトルの変換とみなせば、複素数も決

して“仮想的：な数”では：ない。それどころか、

14 複：　　素　　　数 物理現象を記述し、処理するためにしばしば有 同　上

効な手段を提供する。数学に治ける複素数の役

割はさらに重要である。

惑星は太陽を焦点とする楕円の軌道を描く。

この事実を発見したのはケプラーである。さら

15 惑星の運動 に、ニュートンは彼の第2法則と重力の法則か 同　上

ら、ケプラーの法則を導いた。この業績を紹介

する。

し
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＝　基　礎　数　学　H　＝

〔主任講師ゴ：赤擾也（放送大学教授）〕

全体のねらい
　現代数学の基礎理論の一つである線型代数学について講述する◎これはひと言でいえば・ベクトル

と行列についての数学であるが、ここでは、それらについての基礎的な概念や定理を解説し・かつそ

の背景や意味が出来るだけあきらかになるようにしたい。また、この理論の応用の一端にもふれたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

行列とはどのよう：なものであるかを説明し、

かつ、転置：行列、対称行列、交代行列、対角行
赤　　　福　也

1 行　　　　　　列 列、三角行列、行列の分割等々の用語について （放送大学教授）
解説する◎

行列に対して、加法、スカラー乗法、鉛よび

乗法の3種の演算を定義し．それらが満たす各

2 行列の　演算： 種の法則を証明する。また．それらの演算と行 同　上

列の分割との関係、語よび正則行列の概念にも

言及する。

連立一次方程式に対するGauss－Jordanの

3
連立一次方程式の

�@

解法を説明し、これを行列に関する術語を用い

ﾄ言い換えることを試みる。 同　上

前章の結果を参考にして基本行列の概念を導

入する6また、行列の標準形なるものを定義し、

4 基　　本　　行　列 どのような行列も基本行列　　　　を用いて 同　上

標準形に変形しうることを証明する。

ベクトル空間の概念を定義し、ベクトルの一
次独立、一一次従属、部分空間、生成系などの用

5 ベク　トル空間
語について解説する◎また、生成系であるベク
gルの組と一次独立なベクトルの組に含まれる

同　上

ベクトルの個数についての基本的な定理を証明

する。

前章の定理を利用して、ベクトル空間の基底

および次元の概念を定義する。また、これらの

6
． 次　　　　　　元

概念を応用して、行列の階数の概念を導入し、

ｳらに行列の標準形が唯一通りであることを証

同　上

明する◎

ベクトル空間からベクトル空間への線型写像

およびベクトル空間の線型変換の概念を定義し、

7 線　型　写　像
これらについて解説する。これらと行列との関

Wにもか：なりの　　言及する。

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

行列の考察にかくことの出来ない行列式につ

いて解説する。置換の偶奇の区別の説明からは

8 行　　　列　　　式 じめて、行列式の定義にうつり、ついで、その 赤　　　掘　也

簡単な性質にふれる。

行列式の重要な性質について説明する。たと A

えぱ、転置行列の行列式はもとの行列の行列式

9 行列式の性質 に等しいという定理や、行列の積の行列式は各 同　上

行列の行列式の積に：等しいという定理などであ

る。

行列式をその行：ないし列淀ついて展開する公

式について説明する。まず、行列式の成分の余

10 行列式の展開
因子を定義し、次いで目標の公式の証明にうつ
驕B最後に、正則行列の逆行列の求め方や連立

同　上

一次方程式のCramerの解法への応用にふれる。

複素行列について固有値および固有ベクトル

の概念を導入し、解説する。さらに、これらを

11 固　　　有　　　値 利用しての行列の三角化について述べる。 同　上

実数をスカラーとする内積空間を定義し、べ

クトルのノルム、ベクトルの成す角、正規直交

12 内　積　　空　間 基底、Sc㎞idtの正規直交化法、直交行列＝など 同　上

にふれる。

二次形式を標準形に変換する問題、蛤よびそ

の解法について述べる。これは、結局、実対称

13 二　　次　形　式 行列を直交行列によって対角化する問題むよび 同　上

その解法に他なら：ない。

まず、ユークリッド空間に対するWey　1の公

理系を述べる。次いで、ユークリッド空間の座

14 ユークリッド空間 標系、座標系の変換、むよび部分空間などにつ 同　上

いて解説する。

ユークリッド平面の二次曲線の分類について

説明する。これは二次形式を標準形に変換する

15 二　　次　曲　線 問題の応用であるが、n次元ユークリッド空間 同　上

内の二次超曲面の分類方法が　　できるよう、

できるだけ一般的に述べる。
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＝　基　礎　数　学　皿　＝

　　　　　　　　　　〔主任講師：赤　摂也（放送大学教授）〕

全体のねらい

　集合と位相の概念について講述する。

　これらは、現代数学の基礎によこたわる極めて重要な概念である。現代数学のどの分野を勉強する

場合にも、これらがなくてはいかゆともしがたい◎本四では、これらの概念を平易に・かつ多くの具

体的をも交えながら解説する。

主な項目

（1）集　　合

（2）写　　像

（3）濃　　度

（4）順序集合

（5）ツオルンの補題

（6）距離空間

（7）位相空間

（8）連続写像

（9）　コンパクト’性

⑳連結性
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＝基礎物理学1　＝
〔主任講師：戸田盛和（東京教育大学名誉教授）〕

全体のねらい
　自然現象をできるだけ少数の基本概念と法測によって理解しようとするのが物理学の立場である。

1では重要な概念と法則を明かにする。巫ではさらに深く物理学の基礎と人間の思考方法との関わり

を考える。なぜ科学は常識をはなれなければ：ならないか。数学はどの程度必要か。物質の科学と技術

の関係は？。空間と時間の概念の変遷。物質と重力と宇宙の関係などの本質的な問題を古典物理学の

範囲で明かにしたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

自然現象を理：解しようとする知的な努力から

1 科学のはじまり

科学が生まれた。エジプトのピラミッドに代表

ｳれる技術、ユークリッド幾何学、アルキメデ

Xによるがこの釣り合いの静力学の研究は数量

　戸　田　盛　和
?梛ｳ育大学名誉教授）

的な科学のはじまりを物語っている。

アルキメデスは風呂の中で浮力の原理を発見

したと伝えられる。パスカルは大気の圧力が空

2 浮力と水の圧力
気の重さによるものであることを明らかにし：た。

ｱれにより自然には真空が存在することが明ら
同　上

かにされたが、これは自然を理解する上で大き

な発見であった。

ガリレ’イは落体の運動を研究し、速度が変化

する場合の運動を明確に把えた。実験：と数理的

3 落　　下　　運，動 ：な推論を組み合わせて自然現象を理解する方法 同　上

がはじめられた。放物体の運動、振り子の等時

性についても触れる。

、ガリレイは望遠鏡によって木星の衛星や太陽

の黒点などを発見し、地球もこれらと同じよう

4 地　　　　　　球
に天体であることを明らかにした。地球が球形
ﾅあることは古代ギリシャ時代にも考えられた

同　上

が、この時代にこれが確認された。コペルニク
スの地動説が提出される。

ケプラーの法則の発見について述べる。月ま

での距離、太陽までの距離はどのようにして知

5 太　　　陽　　　系 られたか。 同　上

ニュートンは運動の法則、それを有効に扱う数

学、それに万有引力の法則をもって太陽系の問

6 運動の　法　則 題と取り組んだ。地球をまわる月の運動はその 同　上

テストケースであった。

力に対する身近かな例といろいろの運動の具

体的な例。

7 力　　と　運　動 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

多くの日常的な運動は回転を含んでいる◎玉

の衝突、円板の回転、潮汐、体操などに齢ける

8 回　　転　　運　動 身体の回転、ネコの空中に澄ける回転、コマの 戸　田　盛　和

運動。

ワットは蒸気機を発明し、馬力という単位を

作った。エネルギーの概念は力学においても重

9 仕事とエネルギー 要である。永久機関の夢にも触れる。 同　上

熱はエネルギーの一つの現れであることがわ

かってきたのは19世紀半ばである◎熱現象に関

10 熱　　　　　　量 する学問、低温の物理学も19世紀後半にはじま 同　．上

つた。

物質の分子的構造は今世紀になってから明ら

かにされたものであるが、ここでは原子分子に

11 物質　と　分子 対する理解の進歩、気体・液体・固体のちがい 同　上

結晶の構造などについて述べる。

飛行機の翼やヨットの帆に働く揚力をはじめ

流体の運動は大変興味：深い現象が多い。台風な

12 流体の運　動 どの運動には地球の回転もからんでくる。 同　上

波は重要な運動の形態である。音の波光の波、

水の波、ドヅプラー効果などについて述べる。

13 波　　　　　　動 同　上

電流は磁気的：な作用がある◎その研究は独特

な歴史をもち、ファラデーを経てマクスウェル

14 電流　と　磁　気 によって完成された。 同　上

マクスウェルの研究は電波の存在を予言した。

一方で光速度の測定と熱放射の研究は物理学の

15 電　　波　　と　光 20世紀に拾ける大きな変革につながるもので 同　上

あった。
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＝　基；礎物理学皿　＝

〔．ま任講師　．戸．田．盛和（東京都教育木学名誉教授）つ．

全体のね・らい

．主な項目

．（1）． 寛ｯと科学…1……∵…」…・・……………・・…・科学の方法

．（2ﾃ離間・“’∵．●●1∴●∵卿∴”’．’づ…’判物群の出発点

．（き）数学と物理学一…∵・一9一∵・骸・・∵・・1一…幾．何学

i4）物質変化と原子・……………・…・……………目に見えない存在

1⑤．温度と状態変化．……∴・・……・∴1・り・・………・マクロ的性質とミクロ的＝構造

（6）エネルギーと熱量…………・∵………・☆……熱．力学

・（7）決定論・確率・非可逆現象．．…一……・・…・諭ボルツ．マンと．統計力学

．（8＞物質と物理学………………………∴・………電磁気学

⑨電気磁気エビ4卜．・一クス’●……煎物現学．

．㈹　光．・物恥・色………1・…∵∵・・一・…∵…∴・…幾可光学・物理光学・波動

．⑳　地球と太陽……∴・………・……・・……………．太陽．系

1．⑫光と相対性理論尋…・……………・……1……・・特殊相対性理論　　．　・

⑯輔と搬相対腱論∵∵’●’…●’9……一般欄性聯

卿　物理学者と創造……∴・………・・…・一………創造性．．

⑱個と全体……………・…・・…………………科学と人間

〆

一76一



＝　基　礎　化　学　＝

〔主任講師：伊能　敬（武蔵大学教授）〕

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

台所、自動車：など、われわれの周辺にある親
伊　能　　　敬
i武蔵大学教授）

1

化学と依（その1）一身のまわりの化学一 しみやすいものが、いかに化学とかかわってい

驍ｩ、実物と対応させながら化学にむけるミク

香Fな見方、考え方にはいりこんで行く。

綿　抜　邦　彦
i東京大学教授）

ｱ　台　　　潔
（東京大学助教授）

自然界に砦いて、化学変化がどのような形で

化学とは（その2） 見出せるか。化学変化イコール実験：室、白衣、
伊　能　　　敬

2 一自然界に見られ ビーカー、試薬瓶といったイメージを、ここで
綿　抜　邦　彦

る化学変化一 改めて見直したい。

固体物質の構造から発展させて、エネルギー

物質の構　造 と物質の不連続の問題、さらに原子の構造へと

3 一物質は何からで つないで行く。 同　上

きているか一

原子を構成している電子、陽子、中性子の本

原子の　構造 性を調べ、さらに水素原子の構造、同位体、原 伊　能　　　敬

4 一陽子・中性子と 子の電子構造などを明らかにする。 高　橋博　彰

電子のふるまい一 （早稲田大学教授）

イオンの本性、イオン結合、共有結合、金属

化　学　結　合 結合など原子の主な結合方式、分子構造の表現

5 一価電子のはたら などを学ぶ。 同　上

き一

気体の性質からはいって、液体、固体の特徴

6

物質の　三　態一物質の状態変化

ﾍどのように：して

を明らかにし毫それらの状態の相互変換につい

ﾄ調べる。
伊　能　　　敬

ﾈ　抜　邦　彦

起こるか一

物質の三態から見れば、いろいろな意味では

コ・イ　ド状態 んぱな状態がコロイドである。ところが、われ 伊　能　　　敬

7 一中途はんぱな粒 われを取り囲む自然界、衣食住を支える多くの 太　田　次　郎

子一 物質が、実はコロイドの状態にある。 （癒茶の水女子大学三三
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

溶液はどのようにしてできるか。純物質とし

8
溶　　　　液　（1）一水のはたらき一

ての液体と、どのように違うか。溶液の特徴、

n解という現象にかかわる諸問題を解明する。
伊　能　　　敬

ｱ　台　　　潔

前回に引続き、溶解度の関係をわれわれは、

溶　　　　液　（2） どのように利用するか、：など問題を展開する。 伊　能　　　敬

9 一つり合いという 星　埜　頑　男

こと一 （東京大学教授）

化学反応とは何か。それをわれわれはどのよ

10
化学　反応　（1）一はやいか澄そいか一

うに表現するか。化学反応にともなうエネルギ

[の出はいりについて、また化学反応の速度を
?閧ｷるものは、：などを追究する。

伊　能　　　敬

ｾ　田　次　郎

沈澱反応、酸・塩・基反応、酸化・還元反応な

ど、諸反応の本質を明らかにし、また、それが
伊　能　　　敬

11
化学反応　（2）一陽子のやりとり一

どのように応用されるかを知る。 玉　虫　伶　太
i理化学研究所
蜚C研究員）

12
化学反応　（3）一電子のやりとり一

同　上

基礎化学皿にむいて活躍する有機化学関連の

13

有機化学　（1）一アルコールを中

@心として一

諸分野の話を理解するためにも、知っておかな

ｯればならない有機化学の基礎を学ぶ
伊　能　　　敬

ｱ　台　　　潔

前回に引続き、炭素化合物の主な族、官能基

有機化学　（2） に従って行なう物質の分類、代表的な化合物：な

14 一ヵルボン酸を中 どを知る。 同　上

心として一

放射能とは何か、から始まって、核反応のあ

15

核　　　化　　　学一放射能とはどん

@なものか一

らわし方、人工核転換、核分裂、核融合、原子

ﾍ利用、放射性同位体：など、核反応という他の

ｻ学分野と違う特異な領域について学ぶ。

伊　能　　　敬

ﾈ抜　邦　彦
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

16

生命の化学　（1）一生命は分子機械

@である一

生命は分子を部品とする機械である。細胞の

蝸v部品としての核酸、タンパク質は、また何

ｩらできているのか。酵素の役割は何か。細胞

�?�ﾅいる膜の働きは？

伊　能　　　敬
i武蔵大学教授）
ｱ　台　　　潔
i東京大学助教授）

蛛@島　泰　郎
i三菱生命科学研究所）

17
生命の化学　（2）一生命の歴史一

　生命の起源から説き起こし、先カンプリア代

ﾉおける生命の歴史、酸素の歴史、分子進化と

｢う生物：進化研究の新しい手段に至るまで、生

ｽの歴史を追求する。

伊　能　　　敬

蛛@島　泰　郎

18

食物と化学　①一食物のエネルギ

@一化一

　生物が生命を保ち、生活現象を続けて行くた

ﾟには、いわゆる栄養現象が不可欠である◎五

蜑h養素とは何かを述べ、またエネルギー源食

iのエネルギー値について考察する。

伊　能　　　敬

沛黶@博保
i捨茶の水女子
@　　大学教授）

19

食物と化学　（2）一食品の色と味と

@香り一

　私たちの食：生活は、カロリー計算の勘定合わ

ｹだけで成り立つものではない。より重いしく

Hべるための、日常の食卓に治ける色・味・香

閧ﾌ問題を化学の面から解説する。

同　上

20

生物活性物質（1）一天然物化学と

@生物活性物質一

　天然物化学のあゆみを知るために、日本にな

ｯる天然物研究者の足跡をたどる。生物活性物

ｿの研究の現状と、植物の生活に関与するホル

c唐ﾉ：触れる。

伊　能　　　敬

ｱ　台　　　潔

X　　　謙　治
i東京大学教授）

21

生物活性物質（2）一生物活性物質研

@究の進歩一

　天然有機化合物の構造決定法の進歩は、分析

ﾌ微量化と切り離せ：ない。生物活性物：質研究の

i歩について昆虫の生活に関与するホルモン、

tェロモン、幻のオーキシンa：などの例によっ

ﾄ解説する。

伊　能　　　敬

X　　、謙　治

22

化学と産業　（1）一転換期にある化

@学工業一

　学問としての化学は、いわゆる化学工業を成

ｧさせただけではなく、材料を媒介として他の

Y業分野にも貢献してきた。その歴史と現状を

T観し、化学技術開発にむける指導原理の展開
�Tる。

伊　能　　　敬

ｽ　沢　　　冷
i東京大学助教授）

23
化学と産業　（2）一高分子を例としで一

　素材や材料としての物質の開発には、その組

ｬ、分子構造のみならず、ミクロ、マクロな物

ｿの構造、集合状態まで考慮する必要がある。

≒ｬ高分子を例にしてニーズに適合する素材設

vを考える。

伊　能　　　敬

ｱ　台　　　潔

ｽ　沢　　　三
ﾋ　嶋　直　樹

i東京大学助教授）
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回 デ　　一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

材料の開発はまたその合成法の開発でもある。

24

化学と産業　（3）一どんなつくり方 設計された「物質の構成」を実現するためにど

､アプローチするか。その指導原理を探る。
伊　能　　　敬

ｽ　沢　　　冷
があるか一

物質：の極限状態、または極限条件下に治ける

25
化学と産業　（4）一極限を追求する一

物質の性質を追求する過程で、画期的に新素材

ｪ生み出されている。新素材開発の動向とそれ

ｪ産業に与える衝撃を予測し、化学工業の将来

伊　能　　　敬

ｽ　沢　　　冷
ｱ　台　　　潔

を展望する。

人類は火を利用することを知って、他の動物

エネルギー資源（1） と異：なる生活をするように：なった。人類がこれ 伊　能　　　敬

26 一人類：が利用した まで利用してきたエネルギー資源を化学の立場 綿　抜　邦　彦

エネルギー から論述する。 （東京大学助教授）

前章の化石エネルギーに換わるべき今後のエ

エネルギー資源（2） ネルギーは何かを求め、原子力、地熱エネルギ

27 ・一 ｫ来のエネルギ 一について解説する。 同　上
■口團胴國●　　　一■圏唖■一

28

化学と環境　（1）一地球環境はどの

@ように変遷して

　太陽系の特異な一惑星としての美しい地球の

ﾂ境の特色とくに、水の果たす役割、大気の変

J、海水組成変動の歴史について述べる。 同　上

きたのか一

人類が膨大：な資源を消費し、膨大：なエネルギ

化学と環境　（2） 一を使用するように：なって、大自然の流れ、地

29 一人類：の活動と 球環境に影響が拾よぶようになって来た。主と 同　上

地球環境一 して大気汚染を中心に、この問題を考えてみよ
う。

基礎化学の締めくくりとして、再び化学とは

化　　学　　と　は 何かを問いかけ、化学に澄ける方法論を説明す 伊　能　　　敬

30 一分ける・つくる ると共に：、今後の化学は専門家のみのものでは 綿　抜　邦　彦

・考える一 なく、広く皆のものであることを説く。 務　台　　　潔

一80一



＝　＝基　礎　生　物　学　：＝：

〔主任講師：毛利秀雄（東京大学教授）〕

全体のねらい
　専門課程への橋渡しとして、生物学の基本となる一般的事実や概念をできるだけ分り易くのべるこ
とを：ならいとする。生物学は実験科単の一つで、日々新たな発見が行われまた新しい考えが出されて
治り、今後ますます発展していく学問である。また医学、農学、工学：など応用分野との関連も拡がっ

てむり、これらを含めた生命科学の研究は人類の将来にも大きな影響を与えつつある。憎憎の探求が

きわめて魅力に富んだものであることを伝えたい。

回 テ　　・一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 生物とは何か 生物の特徴「生きている」とはどういうことか

毛利秀雄（東大教授）
ｽ本幸男（東工大教授）
R田晃弘（東大教授）
ﾎ川統（東大助教授）

2 生物のつくり 生物の構造、個体、器官、組織、細胞 毛　利　秀　雄
R　田　晃　弘

3
生命の単位として

ﾌ細胞
細胞の構造と機能 毛　利　秀　雄

4 細胞小器官　　夏 核・ミトコンドリア・ブルジ体等 同　上

5 細胞小器官　　聾 葉緑体、小脳体、細胞膜等
毛　利　秀　雄
R　田　晃　弘

6 膜のはたらき 生体膜の構造と機能 山　田　晃へ弘

7
太陽エネルギーと

ｶ物
生物は太陽エネルギーをどのように利用してい

驍ｩ　酵素の働きにもふれる〉
同　上

8 光　　　合　　　成 光合成のしくみ 同　上

9 発酵　と　解糖 解糖作用 同　上

10 呼　　　　吸 外呼吸と内呼吸 同　上

11 運　　　　　　　動 筋肉の構造と筋収縮のしくみ 平　本　幸　男

12 運動・発電・発光 筋肉以外の運動のしくみ　生物の発電と発光 同　上

13 ホメオスタシス 生体に澄ける恒常性の維持 同　上

14 受容器のはたらき 感覚器官の構造と機能 同　上

一81一



回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

15 神　　　　　　経 神経系の構造と機能 平　本幸　男

16 ホ　ル　モ　ン　　1 脊椎動物のホルモン 同　上

17 ホ’ル　モ　ン　　豆 無脊椎動物のホルモン、植物ホルモン 同　上

18 遺伝の法則 メンデルの法則 石　川　　　統

19 染色体と遺伝 遺伝現象に澄ける染色体の役割 同　上

20 遺　　　伝　　　子 遺伝子の本体　DNA 同　上

21 遺伝情報の発見1 遺伝晴報にもとつぐ蛋白合成のしくみ 同　上

22 遺伝情報の発見皿 同　　　　　上 同　上

23 遺伝子操　作 組換えDNAその他の遺伝子操作の実際 同　上

24 性　　と　生　殖 性の決定と生殖方法　生活環 毛利　秀　雄

25 受　　　　　　精 配偶子の形成ならびに卵と精子の相互作用 同　上

26 初　　期　　発　生 細胞分裂とのう胚形成　三胚葉の形成 同　上

27 分化と形態形成1 動物に論げる細胞・組織の分化と形態形成 同　上

28 分化と形態形成H 植物に澄ける分化と形態形成 山　田　晃弘

29 分化と形態形成皿 分化と形態形成のしくみ 石　川　　　統

30 生命科学の展望 生命科学の現状と将来

毛　利　秀　雄平　本幸　男

R　田　晃　弘
ﾎ　川　　　統
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　＝基礎宇宙地球科学＝

［主任講師：総評葦劃

全体のねらい
　基本科目としての「地球と宇宙」を既に履修していることを前提として基礎科目としての「基礎宇

宙地球科学」を学ぶ。自然科学としての宇宙地球科学の内容は膨大なものがあり・その学問的発展も

近年著るしいものがある。その中で、基礎となる事項を選んで曜修する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 宇宙と地球の概観

　宇宙と地球に：ついての理解は、近年急速に深

ﾜっている。そのような学問的成果をふまえて、

F宙と地球についての概観を述べる。この科目

S般にわたっての学習のガイダンスなども行な

､。

奈　須紀　幸
i放送大学教授）

ｬ　尾　信　弥
i東京大学教授）

2

宇宙科学の発展一20世紀はじめ

@まで一

　「地球と宇宙」にむいて、古代から現代にい

ｽる人間の宇宙観の変遷を学んだが、ここでは、

F宙探求の歴史の古典的：な部分を、他の科学や

Z術の発展と関連させつつ学ぶ。

小　尾　信　弥

3

宇宙科学の発展一20世紀はじめ

@以降一

　量子物理学と相対性理論という新しい物理学

ﾌ出現により、宇宙の科学は急速に進展した。

ｳらに1950年代からの電波天文学や大気圏
O観測は、宇宙の理解を根底から変えている◎

ｱれら今世紀に山ける発展を学ぶ。5

同　上

4 天体の観測

　天体観測の基本は、天体の位置、明るさ、光

ﾌ性質（色やスペクトル：など）や、それらの時

ﾔ的：な変化を測定することである。光による観

ｪを中心に、これらが具体的にどのよう：なもの

ﾅあるかを学ぶ。

同　上

5 太陽系一惑星の運動

　太陽や月、惑星：など太陽系の天体は、恒星と

痰ﾖ天球上で相互の位置が時間とともに変わる。

ｱこでは、万有引力の法則にもとずいて、惑星の運

ｮについてのケプラーの法則が説明できることや．

Pプラーの法則の応用などについて学ぶ。

同　上

6
． 太陽系一構成と天体

　太陽を中心にして、地球をはじめ無数の天体が

Wまっている。この太陽系にはどんな特徴がみら

黷驍ﾌか、について学ぶ。最近の直接探査はわ

黷墲黷ﾌ太陽系像を大きく変えたが、その成果
ﾉ’ 烽ﾆずいて太陽系の天体についても学ぶ。

同　上

7 太　　　　　　　陽

　太陽は地球上に住むわれわれにとって欠かせ
ﾈい天体であるばかりでなく、表面の模様や活’
ｮを直接観測できる唯一つの恒星でもある。太
zとはどのよう：な天体であるかを概観し、表面

竭蜍C、そこに見られる活動などについて学ぶ

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

星座の草すなわち恒星は、いずれも太陽と同

8
恒星一一距離：と光度

ﾈど

様に自から輝いている。ここでは、その距離の
ｪ定、それをもとに知られる本当の明るさ（光
x）：など、恒星の基本的：な性質について、太陽

小　尾　信　弥

と比較し：ながら学ぶ。

恒星はさまざま：な色をして見える。これは、

9
恒星一色とスペク
gルなど

その表面温度の違いによる。これらを熱放射に

烽ﾆづいて学ぶ。．さらに、その光を早しく調べ 同　上

ると、表面の化学組成などについても知ること

ができるが、それの原理ま結果などを学ぶ。

恒星の表面の色（温度）はいろいろであり、

また光度もさまざまである。質量もいろいろで

10 恒星一HR図 ある。これらの性質の間には特定な関連が見ら 同　上

れる。HR図はその代表的：なものであり、それ

について学ぶ。

恒星は太陽と同様に、一般には水素の熱融合
反応をエネルギー源としている。この反応の進

11 恒星の　進　化
行について、恒星が色や光度などの特徴を変え

ﾂつ進化することについて学ぶ。超新星の爆発
同　上

など、進化の最終段階に見られる現象について
も学ぶ。

われわれの周りには、恒室のほかにさまざま

な天体が見られる。ガス星雲や暗黒星雲のよう

12 銀河系の天体 に古くから知られていた天体もあれば、パルサー 同　上

やブラヅクホールのように最近発見された天体も

少く：なレ・、これらの諸天体について学ぶ。

多数の恒星とガス星雲：などは、巨大＝な円盤状

の集団をつくっている。これがわれわれの銀河

13 銀河系の構造 系であるが、ここでは銀河系の構造や運動につ 同　上

いて学ぶ。また、銀河系の天体の種類について
も学ぶ。

銀河系の外には、大望遠鏡の視界のとどく限り、

銀汗系と対等：な別の銀河が無数に見られる。こ

14 銀河の　世　界 れらの銀河について、その形態や分布、運動な 同　上

どについて学ぶ。電波銀河やクエーサーなど、

銀河の世界に見られる特異な天体にもふれる。

無数の銀河が観測されている宇宙全体がどの

ようなものであるかを、研究の歴史にふれなが

15 宇宙の構造と進化 ら、最近の成果にもとずいて学ぶ。さらに、ビ 同　上

ックバンで誕生して以来の宇宙の進化について、

その道筋を学ぶ。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

16
地球科学の発展一20世紀中葉まで一

　「地球と宇宙」の中で既に「地球観の歴史」

�wんでいるが、その内容を更に詳細にわたっ

ﾄ学ぶとともに、その中では触れ：なかった地球

ﾈ学の学問的発展の内容についても学ぶ。20
｢紀中葉までをとり上げる。

奈　須紀　幸

17
地球科学の発展一20世紀中葉以降一

　20世紀中葉以降め地球科学研究の進展はと

ｭに著るしいものがある。そのような進展の経

ﾟを追って、人々の地球についての理解が深化

ｵていった過程を学ぶ。

同　上

18 地　　　　　　　層

　岩石が火成岩・堆積岩・変成岩に：3大別でき

驍ｱとは「地球と宇宙」の中の「岩石と鉱物」

ﾌ章で既に学んだ。これらの岩石が、地層を構

ｬしている状態について学ぶ。とくに堆積岩が

n層を構成する主体であることを学ぶ。

同　上

19 地　　質　　調　査

　地：質図や地質柱状図の作製は、目標とする地

謔ﾌ地質を理解するうえで必須の資料である。

ｱのような地質図や地質柱状図をいかにして作

ｻするのか、その過程となる地質調査の実施の

?阨福ﾉついて学ぶ。

同　上

20 地質時代の区分

　「地球と宇宙」の中の「地球の歴史」の章で、

n質時代の区分については既に学んだ◎その点、

ｳらに一歩を進めて、化石等にもとつく地質時

繧ﾌ区分と、岩石の絶対年代にもとつくその精

xの向上の経過について学ぶ。

同　上

21 プレートの変動

　「地球と宇宙」の中の「プレートテクトニク
X」の章で、プレートの動態については既に：学

�ｾ。ここでは、その内容をさらに詳細にわた
ﾁて学ぶこととする。プレートの概念の登場に
謔ﾁて地球科学は目覚ましい進展を遂げつつあ
驍ｱとに理解する◎

同　上

22 地球と生物の進化

　「地球と宇宙」の中の「地球の歴史」の章で、

n球の進化と生物の進化については、その概ぼ

､を学んだ。ここでは、その基本的な学習の上

ﾉ積み重ねて、さらに詳細にそれらの内容を学

ﾔ◎

同　上

23
日本列島の地質と

n史

　日本列島は、太平洋プレートがユーラシア大
､プレートの下へ潜没するところに位置する。
ｱの日本列島の地質を学び、その成立の地史を
wぶ。日本列島の一部はプレートの移動につれ
ﾄ他所から移動してきたものとの最近の学説も
ﾐ介する。

同　上
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回 デ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

われわれの日常生活に欠くことのできない物

質には、食糧の他にも様々：なものがある。例えば石

24 地　　下　資　源 油や金属の類である◎これらの物質の多くが地 奈　須　紀幸
下資源として採取される。このように生活と深

くかかわる資源の分布状態について学ぶ。

地表は風化・浸食などの作用によって絶えず

変化する。その態様としての地形の変化を学ぶ。

25 地表の　変　化 また、風化の過程、流体による堆積物の運搬・ 同　上

堆積の過程についても学ぶ。陸上の地表の変化

に加えて海底の地形の変化にも触れる。

「地球と宇宙」の中の「大気と海洋」の章で

海洋の特性について既に学んだ。ここではさら

26 海水の性質と運動 に詳しく、海水のもつ性質について学び、また、 同　上

海水の大循環に重点を齢いて海水の運動のあり

方を学ぶ。エルニーニョ現象にも触れる。

上記のように海洋の特性の中で海の波の性質

についても学んだ。ここでは、それに加えて、

27 海　　　の　　　波 より詳細に波の性質を学ぶ。とくに沿岸および 同　上

海岸にむける波の性質と種類、堆積物の運動と

のかかわり合いなどについて学ぶ。

「地球と宇宙」の中の「大気と海洋」の中で

大気について学ん蔦ここではその基本の上に立つ

28 大気の　運　動 て、さらに詳しく大気の運動のあり方について 同　上

学ぶ。大気の大循環のあり方に重点を拾いて学

ぶが、加えて地球の熱収支にも触れる。

上記のように大気についてはその中で天気の

ことも学んだ。ここではその基本の上に立って

29 天気と気候の変化 天気の変化、気候の変化について学ぶ。加えて 同　上

気候の変化と大陸氷河の消長の関係にも触れ、

これが海水準変動にも影響することを学ぶ。

われわれ人類はまさに宇宙の中に存在し地球
上で生活を営んでいる。そのことは自然環境と

30 宇宙・地球と人類
人類との深いかかわり合いをも生む。こうした
箔_について学ぶ。また将来、人類は宇宙コロ

奈　須　紀　幸

ｬ　尾　信　弥

ニー �嚼ﾝする可能性もある。そのような点に
ついての見通しについても学ぶ。
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　　　　　　　　　　　：＝確率論・統計学＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　のうち確率論

　　　　　　　　　〔主任講師：林知己夫（統計数理研究所長）〕

全体のねらい
　不確実な現象を記述し、将来を予測するための手段としての確墾論の入門である。個々の事象の確

墾を数値的に計算するのが目的ではなく、現象のモデル化を通して、いろいろな場面に適用できる数

学的理論を構成することを目標とする。統計学の講義にスムーズにつ：ながるよう：な内容としたい◎ま

た、数学的な厳密性は追：憎し：ない。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

不確実で予想の困難な現象がすべて確詰論の
対象となり得る訳ではない。銭投げの例では、 清水　良　一一

1 事象　の　確率
多数回の実験を行い、結果をヒストグラムにす
驍ﾆ、それらの間に変動と、ある種の法則性が
ｩ出される。この法則性を根拠にして、簡単：な

（攣器鷺）

事象に半白を与える方法を述べる。　．

2つ以上の事象を同時に考えることが必要と
なる。簡単：な例をあげて確塾の和の法則を示し、

2
複雑な事象とその

m率

一般化の必要性を説く。ここで和事象、全事象、

�柾ﾛ、事象の排反などの概念が導入され、和・
同　．上

の公式をはじめ、基本的な計算規則が与えられ
る。

実験や観察によって、不確実な現象に関する
情報がふえると、事象の確率は変わる◎このこ

3
条件つき確率と乗
@公式

とは条件つき確率の導入によって定式化される。
m墾の乗法公式とベイズの定理：など基本的：な計

同　上

算規則がさらに追加される。事象の独立の概念

が導入される◎

．前回の“事象の独立”に続いて、“試行の独立”

4
ベルヌウイ試行と
Q項分布

の概念を導入する。独立な試行の系列の最も簡

Pなものがベルヌウイ試行列である◎この試行

�A蛤よびこれと関係のある確立モデルによっ

同　上

て記述されるような偶然現象について考える◎

特定の偶然現象の観察結果で決まる数量を確

墨変数という◎これは一定の分布法則に従って

5 確率変数と確率分布 変動する偶然量である◎偶然現象は1個または 同　上

複数個の確茎変数の組を使って記述することが

できる。いくつかの簡単な例をあげる。

確率変数の行動様式は、分布法則によって完

全に規定される◎平均値はこれを部分的に特徴

6 平　　　均　　　値 づけるものである◎例えば2つの三三変数、あ 同　上

るいはそれらの分布法則を比較するのに、それ

らの平均値は不完全ながら有用である。

分布を特徴づけるのに平均値だけでは必ずし
も十分でない◎平均値とは相補的な意味をもつ

7
確率母関数とその

棊p
分散や標準偏差、あるいはもっと一般にモーーメ

塔gを導入する。確率母関数がこれらの計算を
同　上

するのに有用であり、他の重要な用途があるこ
とを示す。
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回 デ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

2項、ポアソン、超幾何、負の2項、複合ポ
アソン、多項分布など、昔からよく知られてい

8 離　　散　　分　布
る離散分布をまとめてとりあげ、それらの性質、

褐ﾝの関係、用途などを明らかにする。偶然現 清　水　良　一

象のモデル化に有用であり、理論的にも興味が
ある。

2項分布は最も簡単な分布法則の一つである
が、パラメタの値によっては別の分布で近似す

9
2項分布のポアソ
搭ﾟ似

る方が自然であり、また計算も容易である。ポ

Aソン分布による近似がその一つ。この分布で
同　上

近似されるような偶然現象に言及し、その意味
を考える。

2項分布はパラメタの値によっては正規分布に

よる近似が適切である。これは古くから知られ

10 2項分布の正規近似 ていた事実で、近似は単に確茎の計算を容易に 同　上

するにとどまらず、理論的に興味のある深い成

果をもたらすものであった。平声論の歴史にも触れる。

“データの算術平均：な母平均に収束する”。T

ベルヌウイが最も簡単な場合に証明したこの命題は、

11 大数の　法　則 確率論に砦ける基本的な極限定理の1つである。 同　上

弱法則について述べたあと、：確墾空間の再検討

を行へ強法則、重複対数の法則に言及する。

分布の近似を問題にしたときは分布関数の差

12
分布の間の距離を

ｪる

でその近さを測ったが、データのもつ情報の多

ﾇが問題になるときには、むしろ別の、それに

ﾓさわしい距離を考える方がよい。尤度、情報

同　上

量などの概念を導入し、最尤原理に言及する。

確墾分布としての正規分布は最小2乗法と共
にガウスによって発見され、彼の誤差論の中で

13
正規分布と：最小2

譁@
重要な役割を果した。中心極限定理との関連も
?ﾁてその重要性は今日でも変っていな㍉～こ

同　上

の分布の意味、確墨モデルとしての用途の広さ、

その限界などについて述べる。

これは美しい大定理である。いくつかの側面

から解説を行い、この定理の意味を明らかにす

14 中心極限定理 る。分布の近似という観点からは、収束の速さ 同　上
が問題になるが、具体例をあげてその偉力と共

に限界をも明らかにしていく。

講義の中で余り述べることのでき：なかった、

独立で左い試行列の問題をとりあげ、マルコフ

15 ま　　　と　　　め 性について簡単に触れる。最後に、このあとに 同　上

続く統計学に言及し、偶然を扱うこの2つの学

問の相互の関係と役割を説いて終る。
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＝確率論・統計学＝
のうち統計学

全体のねらい

　確痙論を計え、統計学の基礎概念及び基本的諸理論を説明し、統計学の基本を習得させることを第

一の眼目とする。これとあわせて、統計学の発展を示すいくつかの例をあげる。ここで統計学の役に

立つ応用例を知ることができる。

回 テ、　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

確三論と統計単の関連性について述べ、統計

16
確率論と統計学の
ﾖ連と統計学の意
｡するもの

学に漉いて確画論がいかに活用されるかについ

ﾄ考察する◎また、統計学とは何かについて説

ｾし、今後の講義のバヅクボーンを与える。

　林　　　知己夫

i統計数理研究所長）

統計学は集団を取扱うことに始まる。この集

団とは何か、について説明する。母集団の考え、

17 統計学の基礎概念 集団の要素を表す標識、算術平均や分散のもつ 同　上

意味、チェビシェフの不等式に基く推論の仕方

について説明を加える。

度数分布の実例をいくつか示し、モード、メデ

イアン、レインジ、平均、分散、標準偏差、対 石　田　正　次

18 度　　数　　分　布 称度、歪度など基礎統計量について説明する◎
（統計数理研究所第四研究一部）

最小2乗法の初歩的：な説明をし、これを用い

て回帰直線を求める。更に多項式のあてはめ、

19 相　　関　　係　数 相関係数についての話をする。 同　上

調査や実験に齢げる測定誤差の性質とその統

計的処理法について述べる◎

20 測　　定　　誤　差 系統誤差と偶然誤差の問題 同　上

統計的推定と検定の基本的：な考え方を簡単な

実例によって説明する。

21 推定　と　検定 統計学での信頼性の問題 同　上

世論調査や品質検査などで使われる標本調査

のやり方とどうずれば調査精度を上げることが

22 標　　本　　調　査 できるかということについて説明する。 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 、内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

23
調査の計画と統計
I考え方（D

　社会の実証的研究に利用される社会調査の企

謔�痰ﾉとり、調査の計画にあたって利用され

髟W本抽出の方法の基礎となる単純ランダムサ

塔vリングの方法について概要をのべる。

鈴　木　達　三
i統計数理研究所第六研究部）

24
調査の計画と統計
I考え方（m

　調査の計画のうち、調査対象者の選び方につ

｢てはいくつかの手法がある。各種の補助的情

��?pすることにより、二丁のよい標本抽出

v画を実行することができる。実際に行われて
｢る大規模な全国調査の標本抽出計画にもふれる。

同　上

25 調査データの見方

　調査から得られる情報（データ）は、情報収

Wの手法の選択、標本抽出の計画調査データの

ｮ理の仕方等、調査に利用した手法に関連して

｢る。ここでは標本調査によるサンプリング誤

ｷについて、具体的な実例を中心にのべる。

同　上

26、 工学への応用

　不規則に変動する現象を統計的に解析するた

ﾟの基礎概念として、定常時系列の自己相関関

狽ﾈらびにスペクトル密度関数について説明す

驕揩ｻの応用として統計的システムの制御の問

閧�謔闖繧ｰ、工学的実用例について概説する。

赤　池　弘　次
i統計数理研究所第五研究部）

27
ソフトサイエンス
ﾖの応用

　広く人間的・社会的事象の解明に携わるソフ

gサイエンスでは、人の意識や態度など、内容

ｪ多義的で変動しがちのデータから、有効な情報

�ﾇう取り出すかの工夫が常に優先する。この領

謔ﾌ統計的考え方や分析法の特徴を二三する。

水　野　欽　司

i攣蕃鷺）

28
ライフサイエンス
ﾖの応用一計量診断一

　からだの種々の計測データについて似たもの

�Oループ化し、これらグループに同じ医学的

ﾓ味を見出し、病名、病状の度合、予後の見通

ｵなどの判断を行う計量診断に用いられる多次

ｳ的統計：解析について講義する。

駒　澤　　　勉

O二鷺）

29
ライフサイエンス
ﾖの応用一自然保
?ﾌ統計

　野生動物の数を知ることは、自然生態系の中

ﾉ冷ける野生動物のバランスを考える上で重要な

軏{事項である。統計学の最も難しい問題の一

ﾂであるが、確茎論・コンピュータ・標本調査
攪_を活用して、二念数を推定する方法を述べる。

林　　　知己夫

30 値を測る統計的方法

　質的：なものを量的に表すことぽ現象を統計的に

謌ｵおうとするとき、不可欠のことである。こ

ﾌ数量化の問題に対して、統計学の立場からど

､考えてよいかを説明する。根本概念を明らか

ﾉすると共に、その具体化について述べる。

同　上
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＝・ ｩ然系実験＝
〔主任講師●宮代彰一（放送大学教授）〕

全体のねらい
　多くの自然科学（ひろく理工学ととらえる）に：澄ける実験：というものをとりあげ　これらを横断し
て眺め、そこに共通した考え方や手法を抜き出してきて勉強してみたい・各テーマ（章）に旧いて・そ
れぞれの趣旨に沿って、できるだけ色々な科学の分野からの実験や実例を引用、提示する・なお本科

目の面接授業ではいくつかの実験を学生が自ら行えるようにする・

◇は放送番組における主な実験や見学

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

・科学に澄ける実験の意義

…序　　　　　　論 ・実証科学の澄こり；物理、化学、生物学の歴 宮　代　彰　一

1 史に：澄ける例

（科学と実験） ・実験：（科学）の限界；再現性 （放送大学教授）

・実験の分野；基礎科学と応用科学

・問題の発見、把握がまず最初
・その手法；大局を見渡す、ブレインストーミ 宮　代　彰　一

2 企　画　・計　画

　ング、KJ法・研究に澄ける計画性・計画の手法；フローチャートやP：ERT法。計画をすすめる上での二、三の問題

宮　尾　　　亘
i東芝技術管理部慶応大学講師）

◇KJ法の実習状況の見学

・科学は情報の拡大再生産

。情報のありか、その形

3 情　報　・文　献
・文献の種類、その膨大な量

E研究の各段階と調査のあり方 宮　代彰　一

・検索の方法、機械検索

◇国会図書館、JICSTの見学

・現象をうけとめる人間の感覚

実験の心得
・学習実験と研究実験・機器の理解

宮　代彰　一

4 ・実験ノート 遠　山　紘　司
（実験の準備） 。装置の作製、工作、材料 （放送大学助教授）

◇感覚に関する実験（横浜国大ほか）
◇機械工作などの見学（東大海洋研）

・危険は実験と背中合わせ

5
実　験の心得
i安　全　性）

。危険の分類、素因と誘因

E化学、生物、物理的な危険
B安全のための基本的注意とマナー
E応急処置、防災指針

宮　代彰一
n　部　徳　子

i放送大学助教授）

◇化学実験：室（東大理）の見学ほか

㊤整理は事物の把握の基本

6 整　理　と　分類：

⑭データの整理、周期律表、グラフ表示

B試料の整理；各種標本などの例
E考え方の整理
C分類；分類学、自然分類、人為分類

宮　代彰　一

磨@山　紘　司

◇神奈川県立博物館

⑳単位と標準は定量化の基盤

㊤物理量と単位、次元 宮　代彰一

7 単　位・・標　準
・のぞましい単位系；国際単位系（SI）

E物理定数・7っの基本単位ど標準
E慣用の単位とSI

大　井　みさほ
i通産省三三院計：量研究所）

◇標準とその研究の実際（計量研）
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

・自然をよく観ることと測ること
・観察の例、野外観察

8 観察　と　測定
・道具による観察力の強化；顕微鏡・直接測定と間接測定

E測定結果のグラフ化、実験：式

宮　代　彰　一

刀@山　紘　司

◇自然教育園ほか

・測定には不確かさが伴う
・絶対誤差と相対誤差 宮　代　彰　一

9 誤　差　と精　度
・測定精度のバランス
E系統誤差と偶然誤差 冨　永　靖　徳
・データの処理、最小自乗法・妥当な測定；真の値とは？ 膓茶の㌻子瀞

◇学生実験、測定の状況（玉茶の水女子大）
・測定対象自体のあいまいさについて・放射線測定に穿けるぱらつき

宮　代　彰　一

・信号と雑音；熱雑音 冨　永　靖徳
10 測定とゆらぎ

・目にみえる量子的なゆらぎ・ゆらぎの中にも法則性をみる

桙｢くつかのゆらぎの実験
档с潟Cカの神経のゆらぎ（電総研）

　松　本　　　元
i通産省工技院電子技術総合研究所）

・実験にかかせない電気・電子的手法
・電気的な量と測定 宮　代　彰　一

11 電　気　計　測
・偏位法と零位法・指示計器・測定点のとり方

田　中　清　臣

・受動素子と能動素子・変化する量の測定；オシロスコープ （電気通信大学助　　教　　授）

◇基本的な電気測定の実際

・実測と数値計算的方法
・πの実測と計算；モンテカルロ法ほか

数値計算と ・電算機による計算上の理念
12

シミュレーション
・シミュレーション
Eモデル化：計算実験

同　上

◇数値計算の実演
◇風向分布のアニメーション（気象研）

・電算機の実験研究への利用，そしてとくに，
観測・制度への応用

・実験システムに預ける電算機
13 電子計算機の応用 ・量子化ど標本化 同　上

・インターフェース；センサなど
◇音声解析の実験：（電通大）

◇数種のセンサの演示など

・研究や実験：は報告で仕上がる

・学習（学生）実験でのレポート

14 報　　　　　　告
・報告書（論文）の組立て方
Eよい報告のあり方；内容上で注意すべきこと、 宮　代彰　一

表現上での心得ごと
・各種の技術報告、特許という形の報告

・今まで勉強したことと実際の研究 宮　代彰　一
・創造活動；その技法、その成否

田　中　栄　一
15 し　め　く　く　り ◇実際の研究の典型的な例としてポジトロンCT

@の研究を見学（放医研） 購霧）
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　　　　　　＝　英　　　語　1　＝
An　In七roduction　to　Living　English　Speech

全体のねらい
　副題にLivi㎎English　Speechとあるように、話されている英語のありのままの姿を学習の対象

とする。教材としては主として標準的な英語のテレビドラマを使い、ことばが使われている場面や身

体的動きなどの非言語情報と関連させながら聴解力の養成を目指す。話す練習は聴解力養成の一環と

して行うことになる。

〔主任講師：鈴木　博（東京大学助教授）　　　　　國吉丈夫（千葉大学助教授）〕

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
＜入門講座1＞

R　一　ス　紹　介

　生きた話しことばとしての英語の例としてイ
塔^ビュー、ニュース、演説を取り上げて学習
pに作られた英語との差を示す。そのあと本講
ﾀで使う作品を一覧し、授業の一部を紹介する。
F最後に、毎回設ける「音声コーナー」の第1回
ﾅ母音図の見方を解説する。

鈴　木　　　博

i東京大学助教授）

2
＜入門講座2＞
she　ComPuter

@第　1　回

　生きた話しことばに本格的に取り組む前の準

�ﾆして英国放送’協会（BBC）が英語学習用
ﾉ制作したフィルムを2本使うが、今回はその
P本の前半を利用する。

@「発音コーナー」では母音図上での個々の英
皷ｹの位置を確認する。

同　　　上

3
＜入門講座3＞
she　ComPuter

@　第　2　回

　前回のフィルムの後半を使って学；回したあと、

O半後半を通して視聴する。

@「発音コーナー」では二重母音について解説

ｷる。

同　　　上

4
＜入門講座4＞
@In　the　Park
@　第　1　回

　準備段階としてBBCが制作した英語学習用
tィルムをもう一本使って音声英語に慣れる練

Kを行う。今回はその前半を使う。

@「発音コーナーでは英語の子音のうち、破裂

ｹ、破擦音、摩擦音を取り上げる。

同　　　上

5
＜入門講座5＞
@In　the　Park
@　第　2　回

　前回のフィルムの後半を使って学習したあと、

O半後半を通して視聴する。

@「発音コーナー」では英語の子音のうち、鼻

ｹ、〔豊〕、〔r〕、〔w〕．〔」〕を取り上

ｰる。

同　　　上

6
The　Necklace

諱@1　回

　生きた話しことばに本格的に取り組む：最初の

ｳ材はモーパッサンの短編小説「首飾り」を現
繧ﾌアメリカに場面をおきかえてドラマ化した
tィルムである。今回は5分40秒分。
@「発音コーナー」では前置詞、代名詞、助動
戟A接続詞等の「下形」を取り上げる。

同　　　上

7

The　Necklace

諱@2　回

　前回のフィルムの続ぎを使う。全体で20分の

?iのうち今回は3分35秒分。
@「発音コーコー」は「歯形」の続きで、音が

ﾈ略される場合を取り上げる。
同　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
The　Necklace

諱@3　回

　前向のフィルムの続きを使う。今回は6分30

b分。

@「発音コーナー」では「音の連結」を取り上

ｰる。

鈴　木　　　博

9
The　Necklace

諱@4　回

　「首飾り」の最終回で、約1分の最後の結末
狽�gっての学習のあと、この作品を通して視
ｮする。最後の重要なせりふはこの通しの視聴

ﾅ初めて聴くことになる。
@「発音コーナー」では破裂音が連続レた場合
ﾉ起きる。　「不完全破裂」を取り上げる。

同　　　上

10
APoi：nt　of

ceParture
諱@1　回

　米国で制作放映されたテレビドラマシリーズ
eamilyの中のエピソードを6回に分けて単習
ｷる。中流階級の家庭の長男が抱く自立の悩み
ﾆそれに寄せる家族の思いやりがテーマである。

｡回は約6区分。
@「発音コーナー」では「同化」を解説する。

同　　　上

11
APoint　of
ceParture
諱@2　回

　前回のフィルムの続きを使う。全体で約36分

ﾌうち今回は7分30秒分。
@「発音コーナー」ではフィルムに頻出する
X0nna（going　tO）とwanna（Want　tO）を取り

繧ｰる。

同　　　上

12
APoint　of
ceParture
諱@3　回

前回のフィルムの続きを使う。今回は約6分

R0秒分。

@「発音コーナー」では「強勢（ストレス）」

�謔闖繧ｰる。

同　　　上

13
APoint　of
ceParture
諱@4　回

前回のフィルムの続き．を使う。今回は約4分

R0秒分。

@「発音コーナー」では「リズム」を取り上げ

驕B

同　　　上

14
APoint　of
ceParture
諱@5　回

　前回のフィルムの続きを使う。今回は約5分

P0秒分。

@「発音コーナー」ではイントネーションの4
ﾂの、基本型を取り上げる。

同　　　上

15
APoint　of
ceParture
諱@6　回

　前回のフィルムの続きを使う。今回は約5分

R0秒分。

@「発音コーナー」では前回の基本型に入らな

｢イントネーションの型と意味について解説す

驕B

同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「出発点」の最終回で、約36分の作品を前半

APoint　of と後半に分けてそれぞれ解説したあと視聴する。

16 DeParture
鈴　木　　　博

第　7　回

☆効果的に学習を進めるための留意事項

17

‘‘ `n　Eye　to　the　　　　　　　　　　　　　Future

@　－1一

◎アメリカのTVドラマFAM　I：LYのシリーズ
@の一つを七つの部分に分けて使うが、その最

@初のLawrence一家の朝食の場面
凾oHONET　ICS　Corner：日本語と英語の音

國　吉　丈　夫

i千葉大学助教授）

声の流れの違い、発音練習

☆前回の復習と英語表現テスト

18

‘‘

`n　Eye　to　the
@　　　Future”

@　一2一

◎Lawrence一家の夕食の後、夫婦が話し合っ
@ている。妻の：Kateは夫のDo㎎に就職したい

@という決意を打ち明ける。
凾oHONETICS　Corner：英語の強勢アクセ

同　　　上

ントとその発音練習

19

　An　Eye　to　the

@　　　Future”

☆前回の復習と英語表現テスト
揩jateは前の晩に夫のDougにすすめられたよ
@うに知人のSandy　Prat七の音楽事務所に行っ
@て就職の相談をする。Sandyは又大学生にな 同　　　上

一3一一 　って勉強したらどうかという。
凾oHONETICS　Corner：文表現の強勢と発

音練習

20

‘‘

`n　Eye　to　the
@　　　Future”

☆前回の復習と英語表現テスト
摯vのDougは最初驚くがKa七eの大学行きに賛
@成する。電話で連絡を受けたKateは次の日
@auditionを受けに大学に出かける。そこで自 同　　　上

一4一
　分の力のなさを思い知らされ断念する。
凾oHONETICS　Corner：英語文表現の強調

と強勢

☆前回の復習と英語表現テスト

21

‘6

`n　Eye　to　the
@　　　：Future”

◎断念したKa七eが働く音楽事務所にDr　Styles
@がやって来る。前日のaudi　tionの先生である・
@非礼をわびていろいろいうKateに先生は諭 同　　　上

一5一 すように話しかけるのであった。
☆PHONETICS　Comer：英語ぐリズムと発

音練習

‘‘

`nEye　to　the

☆前回の復習と英語表現テスト
揄ｹ楽事務所の単調な仕事に飽き足らなく：なつ
@て辞めたKateは夫に会って打ち明ける。そ

22
　　：Future”

黷U一

　して、「大学も、職もやめてしまうとはどう
@したのだ」と強く励まされるのであった・
凾oHONETICS　Cornerl英語のイントネ｝

同　　　上

ション

23

“An　Eye　to　the　　　　　　　　，，　　　　Future

@　－7一

☆前回の復習と英語表現テスト
掾F意を決して：Kateは大学のDr．　Stylesのとこ
@ろに行きauditionを受け入学を許可され盈。
@Kateは希望に胸をふくらませて猛然とピア
@ノの練習に励むのであった。
凾oHONETICS　Corner：イントネーション

同　　　上

の型
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回 デ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

24

‘‘

`nEye　to　the
@　　　Future”

@　一8一

☆七回に分けて扱ってきたこのTVドラマを出
@来るだけ通して見る。ことばを意識し：ないで
@英語の世界に浸ることを目標とする。ことば
@が使われている場面、文化的背景。
凾oHONETICS　Corner：英語のイントネー
@ションとその発音練習

國　吉　丈　夫

25

‘‘

she　Ingenious
@　　RePorter”

@　一1一

☆前回までの総復習とディクテーション・テスト
揩sVドラマ“The　I㎎enious　Reporter”を五
@つの部分に分けて扱うがその最初の場面であ
@る。青年記者Harry：Langleyが身元不明の死
@体を利用し大スクープとする考えを編集長にいう。

凾oHONET　ICS　Corner：英語のテンポとポ
@ーズ

同　　　上

26

‘‘

she　Ingenious
@　　RePorter”

@　一一2一

☆前回の復習とディクテーション・テスト
摧ﾆ人を装って逮捕され、計画通り監獄に入っ
@たHarryは検察官の取り調べを受けている。
@検察官の話す事件の顛末をHarryは最初は半
@分茶化し気味に聞くのであった。
凾oHONETICS　Corner：英語表現の音量の
@変化

同　　　上

27

‘‘

she　Ingenious
@　　RePorter”

@　一3一

☆前回の復習とディクテーション・テスト

搦Eされた恋人のHenrietteだと聞かされ、
@Har　ryにとって予想もしなかった事態となる。
@公判にどう対処するか弁護士のDupresと話
@し合うが意見が全く合わない。
凾oHONETICS　Corner：英語表現の音質の
@変化

同　　　上

28

‘‘

she　Ingenious
@　　RePorteゼ’

@　一4一

☆前回の復習とディクテーション・テスト
搶d要な証拠のないこの件には打ち勝つ自身が
@あるという弁護人のDupr　esには耳を貸さず、
@Harryは法廷の場で事実をそのまま述べるの
@であった。
凾oHONETICS　Comer：音声分析と総合的
@効果

同　　　上

29

‘‘

she　Ingenious
@　　RePOrter”

@　　一5一

☆前回の復習とディクテーション・テスト

揩garryに急き立てられるようにして編集長を
@言入に立てるが、検事：Lefargeの巧みな尋問

同　　　上

30

‘‘

she　I：ngenious

@　　RePOrter”

@　一6一

☆前回の復習とディクテーション・テスト
搆ﾜ回に分けて扱ってきたこのTVドラマを通
@してみる。出来るだけことばを意識しないで
@英語の世界に浸ることが目標である。
剄u師とゲストとの話し合いを聞く。
凾oHONETICS　Corner：いろいろな英語

同　　　上
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＝　英　語　H A　　＝

〔主任講師：山内久明（東京大学助教授）〕

全体のねらい

　英語皿Aでは、大学の一般教養課程に治ける英語講読に相当する程度の英文を読むことになってい
る。さまざまの文体に慣れるために、（D事実についての論述、（皿）文学作品の想像的散文、（三冠三三要

素と想像的要素とを兼ね備えた散文を選んで読む。英語の修練と同時に、新知識を得たり、想像的世

界を垣間見るのがねらい。

回
テ　　　一　　　マ　、

内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

1．The　Bri七ish

h／ife　and　Institu
狽奄盾氏FWi｝1ter　Per葛z，

pPen　Univars　i　ty（1）・

　英国の社会・教育制度の中で、　「放送大学」

ｪいかにして生成発展して来たかを探る。①成

l教育の必要性、②教育放送の発達、③教育に

ﾞける機会均等主義の三つの要因のうち、まず

ｬ人教育の実態が　られる。

山　内　久　明

i東京大学助教授）

2

The　British　Life
≠獅п@Institution：「▽va一一

Pter　Perry，　Qpen

tniversi｛y（2L

　①の話題を続けて、英国に齢ける成人教育の

ｽめの機関が、正規の教育機関に比して不充分

ﾅあったこと、また従来の教育機関がこの目的

ﾌために有効で：ないことを論ずる。

同　上

3

The：Birtish：Life

≠獅п@Institution：V▽a－

Pter　Perry，　Open

tniversity（3》

　②英国に捨ける従来からあった教育放送番組

ｪ、放送大学発足の機運にいかに関わったかを

_ずる。 同　上

4

The　British：Life
≠獅п@Insti加tion＝V▽a－

Pter　Perry，　Open

tn挽rsity④

　③エリート主義に対する機会均等主義の理念

ｪ、　「放送大学」の発足にいかに結びついたか

�_ずる◎ 同　上

5

H．Thc　Wbfk　of

hmagination：EM・
eorster，“The
rtory　of　a　Panic”（1．

　経済学者Maynard　K：eynesらとともにThe
aloomsbury　G　roupの一員であった臥M：F　or－

唐狽?窒ﾌ初期の短編“The　S七〇ry　of　aPanic”

�ﾇむ、イタリアに滞在中の慣習的な英国人観
�qの一行に混じって、躾や慣習から逸脱した

ｭ年Eustaceが登場する◎

同　上

6

The　Wb且（of　Imagi醐
獅≠狽援p：EJVLForster“TheSt・・yofa

oanic”（2）。

　散策に出かけた山中で、突如得体の知れ：ない

u恐怖」（Panic）に襲われてわれ先にと山を駆

ｰ下りる、慣習に凝り固まって鼻持ち：なら：ない、’

p国人観光客の俗悪さと、不合理な恐怖心から
ﾙ走する愚かしさとの皮肉：な対照性。

同　上

7

TheWαk　of　Imagi一
Fnat　ion：EごM．R）rs七erゴ“T｝£Stoly　of　a

oanic”（3）．

　山を駆け下りる途中、Eustaceがい：ないのに気

tいた大人たちは．元の場所へと引き返す。大

lたちの恐怖と不安をよそに、ひとり山中で平

Rとして、山羊の足跡の上を転げ廻るEustace
ﾌ姿には、大人たちの理解を絶する何かがある。

同　上
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回 テ　　一　　　マ

内
　
　
　
　
　
　
　
容
5 担当講師

i所属・氏名）

帰る魚肉、喜々として山中を跳びはね自然界

TheWαk　of と一体化したかに見えるEust包ceの姿は、大人

8
Imagina七ion：EM・

eorster，“The
rtory　of　a　Panic”（4）

たちには不可解である。さらに、ホテルのイタ
潟A人使用人に馴れ馴れしく振舞むうとする
dus七aceは、階級意識にとられた大人たちの

@を買う。

山　内　久　明

その日の真夜中、ひとり闇の中でホテルの庭

9

TheWo】巨k　of

hmagination：E』＞L

e・rster，“The
r七〇1y　of　aPanic’て5）

を俳徊するEustaceに再び狼狽する大人たちは・

ｺ内に監禁しようと、使用人Gennaroを買収し

ﾄ、Eustaceを連れ戻す。

同　上

二階に閉じ込められた筈のEustaceとGenr
TheWofk　of aroは、窓から庭に飛び下りる。　G　enmroの死・

10
Imagi　na　t　i　on：E・M・

eorster，‘‘The　Sto－

窒凵@of　a　Panic”（6）・

あとには、庭の撰を跳び越えて逃げ延びた

dustaceの笑いが、下方の谷間からこだまして

ｿいて来るのだった。

同　上

11

皿。Civilization：
jenneth　Cla］d（，‘‘The　　　　　　　　　，，Wbrship　of　Nature

　原著は、英国を代表する著名な美術史家によ

驍aBCの連続テレビ番組で、わが国でも放映
ｳれた。十八世紀後半から十九世紀前半にかけ
ﾄ生じた自然に対する興味の覚醒を、文学と美

同　上

from　C　ivilisation 術に即して論じた一章。第一一回は十八世紀詩人
（1）。

の場合。

自然崇拝の諸相をJearJacques　Rousseau・

12

Civi　l　ization：Kbme一・

狽?@Cla盛（，‘‘The　Wbr－

唐?奄吹@of　Nature　fr㎝

Joharm　Wolfga㎎von　Goeth窃S㎜lel　Taylor

boleridgeに即して辿る。 同　上

Civilisa七ion（2）。

英国の湖水地方に生まれ、生涯の大半をその

13

Civi　l　izbtion：：Kbrme－

狽?@Cla盛（，‘‘TheWbr一

@　　　　　　夕夕唐?奄吹@of　N拙ture　form

地で過ごし：たWilliamWords㎜rthの場合を、

纒¥的な詩の一部を手がかりにして論ずる。 同　上

Civilisa七ion（3）。

Wordsorthの自然詩の素朴な写実性は同時代
Civi　l　ization：Keme肉 の風景画家John　Constableに通ずる反面、

14
もhCla1玉（，‘‘The　Wbr一

@　　　　　　，，唐?奄吹@of　Nature　fo

bivi　lisa七ion（4）。

Word　sworthの詩のもうひとつの側面である自然
ﾉ宿る崇高性の発見は、もうひとりの画家J・M・

v。Tumerに通ずる。自然崇拝をめぐっての詩

同　上

と絵画との並行が辿られる。

19世紀後半のフランス画家の場合一Const一
Civi　l　izatio：n：Keme一 ab　leの写実性の伝統は例えばCourbetにみら

15
th　Clark，‘‘The　Wbr－

唐?奄吹@of　Nature，，fro

れるのに対し、Turnerの主観的幻想性は、
uan　GoghやMonetのよう：な印象派の絵画に通

同　上

Civilisation（5）。 ずる。
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＝ドイツ語1（その1）＝
主任講師：辻　　理（放送大学教授）
　　　　　　中山　純（明治学院大学助教授）

全体のねらい
　このレベルでは、語学能力の基盤となる文法知識と、その活用方法の習得を目指す。また単に・語

形変化を理解するだけではなく、思想的・文化的背景を把握するために、「ドイツの文化」に対する

批判的アプローチを試みる。テレビというメディアの特性を三三に入れて・発音やイントネーション

等、 発話レベルの事項も注意する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

学習に関する注意事項 辻　　　　　理
学習にあたって ドイツ語とは、どのような言語か。 （放送大学教授）

1
発　　　　　　超
l　　称　　変　化

l称代　名　詞

現代ドイツ語の位置づけ。

ｭ音、動詞の現在人称変化。

l称代名詞の種類。

　中　山　　　純
i明治学院大学助教授）

i他ゲスト2－3名）

名詞の性別、格変化

動詞の格支配 辻　　　　　理

2
名詞の性格／変化 冠詞の種類、格変化 中　山　　　純
／冠詞 （他ゲスト2名）

名詞の複数形のタイプ

3
名詞の複数形／
s規則動詞

不規則動詞の人称変化
同　上

再帰動詞、再帰代名詞等について

4
動詞の再帰的表現
l称代名詞の格変化

入称代名詞の格変化
中　山　　　純

i他ゲスト2名）

前置詞の種類、格支配

動詞や名詞と前置詞

5 前　　　置　　　詞 中　山　　　純

形容詞の付加語的用法と述語的用法

格変化、比較変化

6 形容詞の用法
同　上

所有代名詞、指示代名詞、疑問代名詞等につい

て

7 代　　　名　　　詞 同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

数の概念、数詞

8
数　　　　　　　詞

宦@　　　　　詞

副詞の種類と用法
中　山　　　純

i他ゲスト2名）

接続詞の種類

9
接　　　続　　　詞

z　　　　　　　語

動詞の副文に澄ける位置について

中　山　　　純

、

関係代名詞の格変化、呼応

関係文に澄ける動詞の位置

10 関係代名　詞 同　上

分離動詞の用法等について

11 動詞の前つづり 同　上
分離動詞

話法の助動詞の種類、用法

12 話法の助動詞 同　上

動詞の三要形について

単一・複合時称

13 動詞の三要形 同　上

態について

受動態の時称と人称変化

14 能動態／受動態 同　上

話法について

話　　　　　　法 動詞の命令形について 辻　　　　　理

15 命　　　令　　　法 接続法1・∬の時称と人称変化 中　山　　　純

接　　　続　　　法 （他ゲスト2名）
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　　＝ドイツ語1（その2）＝

全体のねらい
　このレベルでは、ドイツ語1（その1）で習得した文法知識をさらに深め、確実に身につけさせる。

また（その1）では主として語レベルの問題が中心であったが、ここでは文レベルでの問題を考察す

る。また「ドイツの文化」を批判的にみる目を養うために、．文学作品だけではなく、様々な種類のテ

キストを読んでいく。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ドイツ人学生の学生生活を見：ながら、若い世

1 大学／学生生活
黷ﾌ短縮・略語

代の生活様式や意識を考察する。

黷ﾌ短縮の方法につい℃

ｪ語について

辻　　　　　理

?@山　　　純
i他ゲスト2名）

生活様式から、さらに一一歩踏み込んで「三文

住　　　　　　宅 化」や都市のあり方、また政策面での裏付け等

2 直　接　　説　話 について考える。 同　上

間　　接　　説　話 直接説話、間接説話について

家族、あるいは家庭を取りまく諸問題につい

て考える。

3 家　　　　　　族 同　上

ドイツだけでは：なく、ヨーロッパ文化を理解

する上で、不可欠：な要素である宗教問題につい

4 宗　　　　教　（1） て考える。 同　上

西ドイツの政治制度や法秩序について考察す

5
政　　治　　／　法
｢　語　法　　（1）

る。また東西ドイツ問題に関しても一考を試み

ｽい。

≒ｬ語の作り方、派生語、接合素等の造語法に

同　上

ついて

宗教、特に「キリスト教文化」と、その影響

6

宗　　　　教　（2）

ﾐ会／社会保障

について、文化的側面、社会的側面等から考え

ﾄみる。 同　上

造　語　法　　（2） 接頭辞、接尾辞等について

西ドイツの経済事情、また他のヨーロッパ諸

国との関係、日本との関係について考えてみた

7 経　　　　　　済
しへ。 同　上
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回 デ　　一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

職業と教育のかかわり方、職の歴史、ドイツ

8 仕事／職　業
ｶ　　の　構　成

人の職業観、若い人の就職状況等について考え

ﾄみる。

ｱこから各課にわたって、文の構成について論

辻　　　　　理

?@山　　　純
i他ゲスト2名）

じる。

ドイツの言わゆる“Urlaub”の歴史的背：景

や、現在のドイツ人の休暇の過ごし方等につい

9 休　　　　　　暇 て考察する。また、ドイツ人と外国文化のかか 同　上

わり方についても見てみたいQ

西ドイツ社会の中の外国文化、ドイツ人の異

文化の受容等について論じる。

10 異文化／日本 同　上

ドイツ人の様々：な生活習慣を通して、もう一

度、社会全体を見な回している。また歳時を通

11 習慣／歳　時 して、宗教と日常生活との関係を、再度考察す 同　上

る。

ドイツ入の食生活を通して、　r食文化」につ

いて考察する。

12
食　　　生　　　活

ｵ　　用　語　法
成句、ことわざ、慣用語法について 同　上

西ドイツの中・高校での外国語教育や大学で

の外国語教育の在り方を見て、ドイツ人の言語

13 ドイツの外国語教育 観について考えてみたい。 同　上

現代のドイツ人作家の作品等を見ながら現代

西ドイツの文化活動の状況を見てみる。

14 文学／文化活動 同　上

初級1（その1）、（その2）を通じて習得
した文法知識の総まとめをして、合わせて、次

15 ま　　　と　　　め のステップへの接続を試みる。 同　上
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＝ドイツ語1－A＝
〔主任講師：辻 理（放送大学教授）〕

全体のねらい

　ドイツ語1につづく講義である。若いドイツ人夫婦クラオスとガービの日本体験を枠としながら、

現代のすぐれた作家・思想家のさまざまな文体に触れていく。文章の構造を分析的・理知的に解明し

ていくことと、言葉をきっかけとして想像力を駆使することが、実は同じ根拠に立つものであること

を体得していきたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

両親にあてたガービの手紙。日本に無事到着
辻　　　　　理

1
　　手　　紙一町に見る三々一

したことを知らせて、その目に映った日本人の

p、女性、男性、子供たちを描写していく◎カ

泣`ァ・ショックの始まり？

（放送大学教授）

jゲシュ
@　テイ，ヒ夫人

日本の先生とクラオス、ガービの若夫婦。

「何でも好き左ように教えてほしい」という日

2
　　対　　話一日本の先生一

本の先生。一定の目標やカリキュラムがあるは

ｸだと思って怒るクラオス、なだめるガービ。

同　上

テキストだのドイツ語だのと言っても、実に

千差万別。その内容はまた必ず形式にあらわれ

旦
　　対　　話一何を教えたら一

る。日本人のロマンチックなドイツ像に困惑し

ﾈがら、テキスト選びをする若夫婦。

同　上

，クラオスとガービは、自分たちの変化の足跡

を書きとめるために日記をつけようとする。カ

4
　　一@日記について
iエリァス・カネッティ）

ネッティの日記についての一文が想起される。

?ｭまで言葉による意識化を要求した文章。

同　上

カシカの小品「出発」の解読。言葉が分って

も、内容が分るとは限ら：ない。想像力を駆使し

5
　　r出発』
iカ　フ　カ　）

て、自分で文学を完結させることが必要。 同　上

4

現代オーストリアみすぐれた作家、トーマス

『シューマンのよう』 ・ベルンハルトの特殊な文体。たった一つのセ

6 （トーマス・ ンテンスから作られたその小品を、クラオスが 同　上

ベルンハルト） 解釈していく。

西独のすぐれた科学評論家ディトフルト教授

生き残るため？ の論文の一節。私たちの脳は、自然を客観的に

7
（ホイマール・フオ 認識するためでなく、私たちが生き残るために 同　上
ン・ディトフルト） できているのであろうか？
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回 デ　＿　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

T教授登場して、なぜ独々辞典かの長広舌。

8
なぜ独々辞典か？
iヴァーリヒ他）

ゲルハルト・ヴァーリヒ著「現代重々辞典」の

?ｶの一節を読み、他の辞典からいくつかの項
ﾚを紹介。

辻　　　　　理

jゲシュ
@　ティヒ夫人

ある新聞のインターヴュ記事から。たとえば

9
言語と社会1・一糊塗と美化一

核廃棄物処理場をめぐる言葉の使用について。

｢ったい言葉は、嘘をつく道具なのだろうか。 同　上

ドイツ語にもアメリカ語は非常に多く流れこ

10
言語と社会H一アメリカニズムー

んでいる。その原因を探り、一見矛盾して見える

骼ﾐ会と言語の相互作用を解明しようとする。

�J討論の一部。

同　上

どうもドイツ入の短い作品は、まじめくさっ

11
ユーモアとドイツ入

iブレヒ　ト）

てばかりいる、と嘆くガービ。そこでブレヒト

ﾉ登場していただき「形式の素材」の訓話を一 同　上

つ。

クラオスもガービも時に日本で体験するカル

カルチュア・ショック チュア・ショックに耐えられ旧い。　「あひるの

12 （コンラート・ 博士」ローレンツが、「慣れたもの」への憧れ 同　上

・一レンツ） を解明。

現代スイスの作家ペーター・ピクセルの「ロ

13
　『ロマーン』
iペーター・ピクセル）

マーン（長編小説）」という超短篇小説。そこ

ﾉ見られる現代性についてクラオスとガービが

c論。

同　上

ドイツ語圏での流行語の一つ、　「批判的」と

14
r受け継いだもの』
iライナー一・1クンツェ）

いう言葉でも、実に千差万別に用いられ、意図

ｵ意味するところが正反対になりかね：ない。今

ﾍ西ドイツに暮らすクンツェのわさびの利いた

同　上

小品。

クラオスとガービは、都市の姿こそ、ヨーロ

15
都市について
iベンヤミン）

ヅパの歴史を如実に物語るものと考え、　情と

tァンタジーのあふれるベンヤミンのベルηン
`写を想起する。

同　上
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＝＝ドイツ語H一一B1＝＝

〔主任講師：辻三（放送大学教授）〕

全体のねらい

　独語11－Aで各種の文体にふれ、抽象的な思考への糸口が掴めたものと考え・1［一一B1ではその程

度をさらに高め、テキス｝の量もふやしていきたい○テキストの種類としては、想像力を必要とする

文学的要素を減らし、社会科学、自然科学、思想史の分野を増加～また時代的には一一部啓蒙主義時代

にまでさかのぼる。何といっても扱うテキストの絶対量が少いので、短いテキストを有効に機能させ

るためにはreflexiv　（文省的）な取扱いをしなければなら：ない。聞くこと、話すことに大きな重点

を診くことは、不可能となろう。

主な項目

　皿一・・Aにつづき、クラオスとガービの枠小説構造は、部分的にはな澄堅持するが、この枠は各学問

分野に対峠する生活世界の表現となってゆく。入文科学、社会科学、自然科学の論述がほぼ10項目、

一部に小説、新聞記事、笑話などを配置する。
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＝ドイツ語H－B2＝

〔主任講師1岩崎英二郎（慶応義塾大学教授）〕

全体のねらい

　日本語とドイツ語という、言語そのものも、その背景をなす文化圏も大きく異なる二つの言語の特

殊性をつねに意識し：ながら、両者を対照的にとらえて授業を進めてゆきたい。ドイツ語から日本語へ

という、いわゆる訳読主義に偏すること左く、むしろ日本語をドイツ語に馨植する独作文に重点を置

くつもりである。外国語を受動的に理解するだけでなく、外国語で自分の考えを発表する力をつける

ことの重要さを強調したいと思う。

主な項目
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　　　　　　　　　　＝フランス語1（その1）＝

　　　　　　　　　　〔主任講師：福井芳男（東京大学教授）〕

全体のねらい
　視覚による状況の把握とフランス語の音との結びつきが、自然に行なわれるよう・アニメ・ロヶロ
ションなどによる素材を使い、発音練習、：構文練習を併用して、聴き、話し・理解する能力を四望す

る。よい発音習慣と少数の文法　　の運用能力をつけて、フランス語の入門とする・特に構文感覚の

養成を重視する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

まず、発音の基礎を習得して、簡単左会話を

学ぶ。
福　井　芳　男

1 発音　と　会話 〔文法項目〕　名詞の性と冠詞 （東京大学教授）

一er動詞の変化を学び、動詞の習得の第一

歩とする。

2 動詞　の　変　化 〔文法〕　一一er動詞の現在形、不定用、疑 同　上

間。

〔文法〕　動詞etreの現在形、形容詞の女

3
動詞etre　形容

性形、形容詞の位置、導入詞
同　上

、〔文法〕　動詞avoirの現在形　avoirを用

いた慣用句、数詞と日づけ

4 動言下avoirと数下司 同　上

1－4課までの復習

5
復　　　　　　習
ｶ　法　　補　遺

発音・イント・ネーション解読

ｼ詞標識語（冠詞ほか）などの文法事項補遺 同　上

〔文法〕　非人称構文一時間、天候、ie

6
非人称　＝構文
ｮ詞faire

fan七七i

同　上

〔文法〕　複合過去形一助動詞にはav◎irと

etreが使われること。過去分詞の形。

7 複合過　去形 同　上
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回 デ　　一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

〔文法〕　独自な半過去というもの一三と用

8
半過去形とその用
@・代名動詞

法、代名動詞とその変化形。

福　井　芳　男

〔文法〕　動詞allerの活用　aller＋不定

9
動詞allerと不定
`・構文と代名詞

形、構文の問題と代名詞　代名詞の位置

同　上

6－10までの復習、動詞のさまざまな活用

10
復　　　　　　習

ｮ詞の　活　用

形（アニメの本文に出てくる動詞にかぎる）と

ｻの動詞の使いかた。 同　上

〔文法〕　中性代名詞enとyの用法、動詞句

中性代名詞enとy （動詞＋不定形）の問題

11 動詞句（動詞＋不 同　上

定形）

〔文法〕　未来形とその使い方（近接未来と

12
単純未来形・命令
`と代名詞

の関係）、命令形にむける代名詞の位置

同　上

〔文法〕　比較・最上級のつくり方

13
形容詞副詞の比較
堰@文型の問題

動詞の種類による基本文型の問題

同　上

〔文法〕　複文導入への第一歩としての簡単

14
簡単な名詞節副詞
ﾟ複文の導入

な名詞節と副詞節を学ぶ。

同　上

総復習をして進歩の度合いを学生に自分では

復　　　　　　習 かってもらうとともに文法の補　として時制と

15 文の構造と時制の 文の構造について簡単に述べ、中級への橋渡し 同　上

問題 とする。
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＝フランス語1（その2）＝
〔主任講師：福井芳男（東京大学教授）〕

全体のねらい

　ラジオというメディアの特性を考え、音の直接把握と学生の反応の敏速化をねらう。同時に文法項

目をこまかに、体系立てて解説することにより、フランス語の理解を深め、聞き、読み、話すという

能力の基礎を与える。テレ’ビ（フランス語1－1）と関連させ、発表能力と構文知識をより深めて
行く。

回
テ　　　一　　　マ　｝

内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 会話　と　発　音

　簡単な基礎会話によって発音の基礎を学ぶと

ﾆもに、綴り字との関係を学ぶ、特にイントネ

[ションを重視する。
福井　芳　男
i東京大学教授）

2
動詞の変化と否定
ｶ・疑問文

　一er動詞の現在形を学んで、すぐに使って
ﾝることを可能にしたい。否定・疑問という基

{的変換の訓練も行なう◎ 同　上

3 名詞と名詞グループ

　名詞の性・数と、それを指示するのに不可欠

ﾈ冠詞類を学び、あわせて若干の形容詞も勉強

ｷる。 同　上

4 avoir　と　etre

　もっとも重要なavoirとetreという二つの
ｮ詞の現在形とその2つを使った表現を学ぶ。

同　上

5
復習　と　応　用
i付）形　容　詞

　1－4までの文法項目の復習をし、またそれ

�W開させて応用力を養なう。文法の補遺とし

ﾄ形容詞を学ぶQ 同　上

6
非人称構文：時の
¥現と数

　非人称構文を学び、つづいて数詞を勉強して、

條ﾔ、天候などの基礎的な言い方を学ぶ。

同　上

7
疑問文：動詞の現
ﾝ形　（1）

　さまざまの疑問詞を学び、同時に不規則動詞

ﾌ現在形を学ぶ。

同　上
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’

回
　ノ
e　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師

i所属・氏名）

否定のさまざまな型を学ぶとともに、不規則

8
否　　　定　　　文
ｮ詞の現在形　（2）

動詞の現在形をさらに習得する。
福　井　芳　男

フランス語の文の型として重要な動詞＋不定

9 動詞と動詞句
i動詞＋不定形）

形のさまざまな構造を学ぶ。
同　上

5－9まで復習と展開、さらに文法補遺とし

10
復習　と　応　用
t・文型と代名詞

て基本文型並びにそれと関連して代名酌を学ぶ。
同　上

比較級（最上級）の勉強とともに、代名詞と

その使い方を学ぶ。

11 比較級一代名動詞 同　上

フランス語の過去時制の体系を学習するか、

12
過去の問題：複合
ﾟ去形と半過去形

特にむずかしい複合過去と半過去を比べて学習

ｷる。
同　上

動詞の単純未来形を学ぶとともに、命令文、

13
単純未来形：命令
ｶと感嘆文

感嘆文、あるいはそれに関連する表現を学ぶ。
同　上

名詞節、副詞節、形容詞節の関単な導入を行

ない、次の段階への橋渡しとする。

14 基本的な　文構造 同　上

1－14までの復習と展開。文の構造とそれ

15
復　　　　　　習
ｶの構造展開と変形

がいかに展開、変形して　文構造と：なるかにつ

｢て説明する。 同　上
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＝フランス語豆一A＝
〔主任講師：福井芳男（東京大学教授）〕

全体のねらい
　複文構造をまず把握することによって、読み、理解するという方向に前進する。それもラジオとい

うメディアを通じて、フランス語のイントネーションの理解を深め文のみ：ならず思考のリズムをつか

まえるようにする。さらにさまざまの型の文章に接し、フランス語の文章に慣れるようにする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

副詞節と条件法：

ｻ在分詞とジェロ
塔fィク

　まず副詞節・特に仮定節を学び、それとの関

Aで条件語を勉強する。あわせて副詞節の代わ

閧ﾆなる現在分詞、ジェロンディフを勉強する。
福　井　芳　男

i東京大学教授）

2
間接話法と時制の・一致：関係代名詞

　名詞節の一環として間接話法を学ぶか、必然

Iに時制の一致の問題に触れる。さらに関係代

ｼ詞について勉強し、形容詞節を学ぶ 同　上

3 接　続　法　（1）

名詞節内にむける接続法（現在形・過去形）

�wぶとともに、その形を習得する。

同　上

4 接　続　法　（2）

　副詞節を中心に接続法の用法を勉強する。ま

ｽ複文構造を全体的に考えて、フランス語によ

骼v考のあり方を考える。 同　上

5
復習と応用：単純
ﾟ去の体系

　1－4までの復習、並びに単純過去を用いる

ｶに癒ける過去の体系を学び、歴史、小説など

ﾌ記述文への導入部とする◎ 同　上

6 文章：解読　（1）

手紙文の読みかた◎書きかた。

同　上

7 文章解読　（2）

天気予報、事実の報道：。

同　上
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回 チ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 文章解読（3）

簡単な伝記文、軽い笑い話。

福　井　芳　男

9 文章解読（4）

軽い笑い話、インタビュー記事。

@　　　　　　　　　　　　、
同　上

10 文章読解・まとめ

　書き言葉への移行、各詞の名詞化、フランス

lゲス｝との対話。
同　上

11
フランスと日本（1）

i文章読解と会話）

　パリについての簡単な紹介文、それをめぐっ

ﾄの会話文。
同　上

12 フランスと日本（2）

　フランス事情についての文、それをめぐって

ﾌ会話文
同　上

13 フランスと日本（3）

日本紹介の文、それをめぐっての会話文。

同　上

14 フランスと日本④

日本紹介の文、それをめぐっての会話文。

同　上

15
フランスと日本

恟Kとま　とめ

フランス語の詩と日本語訳（永井荷風）、

Qスト：フランスに澄ける日本紹介の現状
同　上
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＝＝ロシア語（前半）＝＝

〔主任講師　浅岡宣彦（大阪市立大学助教授）〕

全体のねらい

　ロシア語前半では名詞の格変化と動詞の入称変化に的を絞り、基本的文型、文例をえらんで分かり易

い内容のものにしたい。そのために最少限必要な文法の基本的事項を厳選し、使用語彙を制限し、ロ

シア人に吹き込みを澄願いして、耳からの学習の利点を生かしていきたい。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師i所属・氏・名）

アルファベット、母音、アクセント、有声子

1 文字と発音（1）
音と無声子音、子音の同化、硬子音と軟子音、

ｪ臨海としての　とb、特殊な子音結合の発音、

ｳ書法の規則。

　浅　岡　宣　彦

i大阪市立文学部助教授）

動詞を含まない文、疑問文、肯定文、否定文、

否定の副詞Heの位置、イントネーション、接

2 文字と発音（2） 続詞u、a、HO。 同　上

名詞の性（男性、女性、中性）、数（単数

複数）、格（主格、生格、与格、対格、旧格、

3 簡単　な文章 前置格）、人称代名詞、所有代名詞（1） 同　上

動詞の不定形、不定形の用法、直接法現在（1）

第一正則変化、㈲第一特殊変化、語結合（1）動詞

4・ 名詞の性・数・格 の格支配、蹟e？Ky加？をもつ疑問文とそれ 同　上

に答える副詞。

直接法現在③第二変化、（の歯音変化、信音変

5
動詞の人称変化（1）

ｼ　詞の対格

化；命令法、動詞xoTeT6、　yMeT6、　rnos㎜o

ﾌあとの動詞の不定形、個数詞1～10。 同　上

形容詞の長語尾形、形容詞の定語的用法と述

6
動詞の人称変化（2）

ｼ詞の前置格

語的用法、疑問代名詞KaK磁、　qe藍、指示代名

撃RTOT、　TOT、　順序数詞、所有代名詞②、 同　上

語結合②性、数、格の一致。

形容詞の照応尾形、点語尾形の用法、短語尾

形丑omKe　H（ねばならない）、一〇に終る副詞

7 形容詞の長語尾形 述語的副詞、無人称文（1） 同　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

動詞の過去時制、動詞の過去形、動詞So　rmo

の過去と未来、場所を示す前置格、前置詞Bと

8 動詞の過去、命令法 且a、時の表現（1）、月の表現（8月に）；思考、 浅　岡　宣　彦

発言の内容を示す前置格、前置詞0；肱eの
構文。

名詞の硬変化、軟変化；男性、中性名詞硬変

化、人称代名詞の格変化、接続詞uと且。、否

9 名　詞の旧格 定の小詞HH。 同　上

男性、中性名詞軟変化、疑問代名詞KTO、

qTOの格変化、過去時制の述語とKmo、Ymo

10 動　　詞　の　体 の主語との一致、KTO、qTOの構文、不定人 同　上
回文。

属性を示す生蜜、数量生立、数詞と用いられ

11
動詞の未来、・一。　の　動　詞

る生格、否定生格、部分画格、所有を表わす生

ﾑ、HeT、He、rbMo、He　r翼eT　の表現
桙ﾌ表現（2）、行為の対象を示す対格、方向を示

同　上

す対格、時の表現紛、曜日、Kygaの構文。

女性名詞の硬変化と軟変化、個数詞11～

名　詞の与格 100、　i且SumoとHpaBuT6c　　、i接続詞

12 女性名詞の硬・軟 K。TOPH藍の構文。
同　上

変化

定動詞、不定動詞、一　動詞、方向を示す表

現、前置詞B、Ha十対格、　K十与格（Ky加？）

13 名　詞の旧格 場所を示す表現、前置詞B、Ra＋前置格、　y 同　上
＋生熟（r双e？）、逆方向を示す表現、前置詞

H3、　OT＋生路（∂TKy丑a？）

一しに終る女性名詞」一瓢　に終る中性名詞

の格変化、間接補語を示す与格、年令を表わす

14 運動の動　詞
構文、無人称文（2）と一与格、述語としての高覧、

闥iを表わす造格、共同行為を示す錦窯、Kak
同　上

の構…文。

動詞の入称変化、名詞の格変化、簡単な読み
物。

15 復習編。名詞の格

ﾏ化
同　上
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　　　　　　　　　　　　　＝ロシア語（後半）＝・

　　　　　　　　　〔主任講師：浅岡宣彦（大阪市立大学助教授）〕

全体のねらい
　前半は文法事項の説明が煩雑にすぎた点に留意し、後半では文法事項を絞り、文章の読みを多くし

たい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

接頭辞rlo一、nPH一、　y一、　B一、　Bbl一、　Ho双一、

16
接頭辞のある運動
ﾌ動詞

OT一などのついた運動の動詞、運動の動詞ととも

ﾉ用いられる接頭辞と前置詞との関係
　浅　岡　宣　彦
i大阪市立大学助教授1

形容詞の短語尾、P鍛、πoBo∬eH、　roTcB、

丑oA》KeH、　yBepeH、　Hoxo兆

17 形容詞の短語尾 命令法（2）、一一入様、三人様の命令法 同　上

名詞の複数主格と生格
名詞の複：数与格、対格．旧格、前置格

18 名詞複数形の格変化 数量を示す主語と述語との一致 同　上

疑問代名詞K躍碗、形容詞HOBb職
納ono双0量、　C器H氏指示名詞∂TOT、

19 形容詞の格変化 TOTの単数、複数：の格変化 同　上

疑問代名詞q磁、所有代名詞．M磁、　TB磁、

Ha田、Ba二二代名詞BeCb、CaM、CaM繍の格
20 所有代名詞の格変化 変化 同　上

形容詞と副詞の比較級、比較級と生格、接続

21
形容詞と副詞の比

r級

詞qeMの用法。形容詞と副詞の最上級の形成と

p法 同　上

22
軽い読み　物
`容詞・副詞の最

復習を兼ねてやさしい内容のものを予定。 ii　同上

上級
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

個数詞、集合数詞。

個数詞と名詞・形容詞との結合。

23 個　　　数　　　詞 年令め表現 浅　岡　宣　彦

順序数詞の格変化

日附げを示す用法

24 順　　序　数　詞 時間の表現 同　上

（現実にありうる動作を示す）ec甜

（非現実的動作を仮定する）ec朋6H

25 仮　　　定　　　法 接続詞qTO6Hを伴う複文 同　上

KOTOPbl遠などを伴う複文のまとめ。

26 複文のまとめ 同　上

不定代名詞・不定副詞KTo－To、　KTo－HH6y応、

27
不定代名詞・否定
纐ｼ詞

qTo－To、　qTo－HH6y，4b、　r双e－To、　F汲e－HH6y双㌻

ﾈどの用法。

@否定代名詞・否定副詞HeKoro、　Heqero、　HHKO一

同　上

ro、　H幽ero、　HeKor丑a、　HHKoUa：などの用法

不完了体副動詞．・完了体副動詞

能動形動詞現在と過去

28 副動詞形動詞（1） 同　上

被動形動詞現在と過去

被動形動詞過去の短語尾形

29 形　動　詞　（2） 能動文と受動文 同　上

プーシキンの韻文小説「エヴゲーニイ・オネ

一ギン」からの丁丁（予定）

30 読　　　み　　　物 同　上
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蹴中国語（後半）＝

昏任講師撃欝霧三子藷劉

全体のねらい

　漢字は表意文字であるから、表音文字を利用しつつ前半では発音練習に重点を澄き、かつやさしい

文型を通して中国語のリズムを習得できるようにする。後半では動詞を中心とした慣用句型に初歩的

な文法の説明を加える。全体を通じ、語順が大切なので、基本表現の文例をできるだけ多くして語順

の習得をめざす。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

　はじめに、普通話（標準語）について

ｹ出字母（発音記号）
頼　　　惟　勤

iむ茶の水女子大学教授
1 第1課　発音1 母音（その1、単母音）

声調
皷ｹ（その2、複合三三鼻母音、特別母音）

平　松　圭子
i放送大学助教授）

子音
発音標記のまとめ 平　松　圭　子

2 第2課　発音∬ 声調の変化
中国入講師
欧　陽　可　強

旧称代名詞

3
第3課　請多血忙
iどうぞよろしく）

動詞”是”（主語十三十名詞）

^問文①”鴫” 同　上

形容詞述語文

第4課 造句助詞　”的”

4 速本書根好 疑問文②反復疑問文 同　上

（この本はとても
よい）

数：のいい方

第5課 年、月．日

5 今天几月几号？ 疑問文③疑問詞のいろいろ 同　上

’（今日は何月何日 声調の変化④”一”

ですか）

量詞（助数詞）

第6課 動詞と目的語の位置

6 我有丙ノト中国朋友 動詞の否定①　”不” 同　上

（中国の隠魚が二 声調の変化⑤”心”

人いる）

程度補語造句助詞”得”

第7課 程度補語の否定と疑問文

7 画得彼象我 目的語の前置 同上
（わたしにそっぐ 造句助詞”地”

りに画けている）
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

進行、持続の表現征在””着”　”咤”

第8課 疑問文④選択疑問 平　松　圭　子

8 正在折音楽 動詞の否定②　”没” 中国人講師
（いま音楽を濯い 欧　陽　可　強

ている）

経験を表わす”這〃

第9課 完了を表わす”了”

9 看過中国電影 経験、完了表現の否定 同　上

（中国の映画を見 語気助詞”了”
たことがある） 動興業

能願動詞”能””会””可以””要”

第10課 ”庫該”

10 我立看古文報 簡単方向補語　”来””去” 同　上

（中国の新聞を読 方向補語と目的語の位置

むことができる）

結果補語

第11課 結果補語を伴う動詞の否定

11 什悪戯候看完了？ 処置式”把” 同　上

（いつ読み終りま
すか）

第12課 可能補語　”得”
弥一判人搬思寝 可能補語を伴う動詞の否定と疑問文

12 搬不云力？ 複合方向補語① 同　上

（君一人で動かせ 複合方向補語と目的語の位置
ますか）

比較表現①”比”

第13課 比較表現②”象”・一一一”祥〃

13 比以前好多弁 ”眼”　　一〃祥〃 同　上

（以前よりずっと 比較表現③〃有〃
よくなった） 介詞のはたらき

第14課 時間補語
刷学了再介多書 時間補語と目的語の位置

14 （ちょうどニケ月余り 複合方向補語② 同　上

勉強したところだ）

第15課
兼語式構文
g役表現”叫”　”註”　”使”

15 請朋友去吃飯
i友入を食事にさ

受身表現”叫”　”祉”　”被” 同　上

そう）
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　　　　＝：中国語（前半）＝

ド任講師：撃松劉三冠詳授）〕

全体のねらい
　入門編では平易左話しことばを学習した。今回はそれに続いてやや程度の高い文章を読みながら慣

用句型、文法を学び、複雑な構文を解読する。テキストの内容には、少年向けの易しい文章・比較的

平易左筆調の随筆、論文調の文章、新聞記事左ど異る文体ρ文章を集めた。解読を通して中国語の特

長について基本的な常識を学ぶ。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

①　中国語の句読点について 頼　　　惟勤

16
変　　　戯　　　法

i手品をつかう）

②副詞“再”“又”“逃”の用法上のちがい
（む茶の水女子大学教授）

@平　松圭子
@（放送大学助教授）

Qスト　中国人講師
魏　　錘：　棋

東嶺朝霞　（一）

桂林の麗しい朝景色にちなむ民話風の連還画

i劇画）である。二回に分けて放送する。
平　松　圭　子
i放送大学助教授）

17 Do㎎1ing　Zhaoxia

i東嶺と朝霞）
文法上の主：な説明事項

P．　ことばのはばについて。接続詞のはたらき 中国人講師
ｰ　　鍾　　棋

もする“好”hao

2　四字句と成語

東嶺朝霞　（二）

18 Do㎎1　ing　ZhaQxia 同鳴上

（東嶺と朝霞）

、魯迅の姪が少女時代に接した伯父魯迅の思い

19
我的伯父　（一）
i私の伯父さん）

出の記である。わかりやすい文体で書かれ、伯

?D迅に対するやさしい敬愛の情にあふれてい

驕B一部分を四回に分けて放送する◎

同　上

文法上の主な説明事項

20
我的伯父　（二）
i私の伯父さん）

1．離合動詞　　2．疑問詞の特殊な用法

R．反語の表現①
S．慣用文型　①接続詞“而”　②介詞“把”

同　上

我的伯父　（三）

21
（私の伯父さん） 同　上

三三伯父　（四）

22
（私の伯父さん） 同　上

軸
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回 デ　　一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

北京に生れ育った作家、老舎は茸花が好きで、

23
養　　　花　（一）

i鉢植の花づくり）

たくさん花を鉢植えし、庭に並べて手入れする

ﾌを楽しみにしていた。その楽しさを書いた随
Mである。二回に分けて放送する。

平　松　圭　子

?蒼?u師
ｰ　　鍾　　棋

文法上の主：な説明事項。

24
養　　　花　（二）

i鉢植の花づくり）

1．反語の表現②

Q．慣用文型
@“不是：～、就是～”

同　上

②“既～、又～”

25

從札幌到長崎（一）

@　求知之行
i札幌から長崎まで

@一新矢［識を求めて）

　胡耀邦総書記の日本訪問記事のうち、北海道

�Kれた記事と神戸、長崎に出かげた時の活動

ﾌ模様を伝える記事である。光明日報（1983

N12月1日）に掲載された記事の一節である。
同　上

從札幌到長崎（二）

26
　求知之行
?yから長崎まで 同　上

一新知識を求めて）

「一語多義」一つの単語が複数の意味をもつ
“朝潮朝落”和 ている。「多義三音」同一の漢字でありながら

27
“長瀕長螺”（一）

i一語多義と多音
意味によって発音が異る。これは中国語の特長
ﾅもある。また軽車、重読によって生ずる意味： 同　上

多義） の違いなども軽視することはできない。これら
の問題をテーマにした論文調の随筆である。四
回に分けて放送する。

“朝潮三三”和 中国語の単語の特長について、常識を学ぶ。

28
“長応長消”（二）

i一語多義と球音 同　上

多義）

“朝潮朝落”和

29
“長応長消”（三）

i一語多義と多音 同　上

多義）

“朝潮内兜”和

30
“長脹長消”（四）

i一語多義と三音 同　上

多義）

岬
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＝スペイン語（前半2単位）＝・

〔主任講師：山口蕪正（亜細亜大学非常勤講師）〕

全体のねらい

　「聞く」、　「話す」、　「読む」、「書く」の基礎的な訓練：を行う。

　元来ともすると、語学の学習は読んで意味をとることのみに琿解され勝ちであるが、外国語をr自

分のものに：する」ということは、学語の章味なり、文法の規則なりを「頭だけの知識」に止めておか

ず、実際の言語行為の中でそれらを困難なく用いて行くことである。そのためには、できるだけ多く

の練習をこなして修得して行くことが必要である。

　また、スペイン語は日本語と構造が違うので、初歩の簡単な文章で文型をきっちり学習して診かな

ければならない。そのために：も主語の省略があり、藷順の比較的自由なスペイン語にあっては、動詞

の活用が非常に重要で、まずこれをマスターすることが、スペイン語学習の第1歩となる。

主な項目

　発音、文の基本構造、動詞（旧称による活用、時制、再帰動詞等）、名詞、形容詞．副詞、前置詞、

冠詞、入称代名詞（特に目的格）、疑問文（詞）。
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　＝　保　健　体　育　＝
　　　　一新しい人体面一

主任講師：平沢彌一郎（放送大学教授）

整のための基礎体操Medico

雛霧羅轍緒琴鑓諜総山蕪蓼藷　　　　　　　　　　　　　physical　Therapyを紹介する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

美しい人を見たり、美しい音楽を聞くと心の

1 見る人聴く人別の人

ときめきを感ずる。ここでは知覚の内省的把握が・

注Nの自己管理の基礎条件であることを中心課
閧ﾆし、視覚と聴覚の分析能力の比較から、「見

平沢彌一郎
i放送大学教授）

る煽から「聴く人」への転換について考える。

憶こらえ』の時間の長短ばその人の、その時

の身体的むよび精神的能力の総和である。これは

2 息、　こ　ら　え 心身の持久力を知るための最も簡便な方法である・ 同　上

運動負荷や姿勢変化にとも：なう実験結果と、長

期間継続して測定した資料に基づいて解説する。

健全な精神ははたして健全な身体にのみ宿り、

健全な身体には必ず健全：な精神が宿るのだろうか。

3 偉人　と　健　康 ユベナリスの言葉を出発点として、いわゆる偉人 同　上

と呼ばれた26数人の体格や健康について考察
一

しながら心身の「健康」・「不健康」を考える。

人のからだの形は：なぜこのように：なったのだ

ろうか。ここではJ・Sobottaの体表の地理図、

4 か　ら　だ　の　形 A。Vesaliusの解剖図によって骨格の仕組みを 同　上

学習する。また、カバラの思想によるセフィー
ロスのからだの部分の意味づけについて言及する。

「膝小憎」　とは膝関節のこと。この関節を
中心に、脚の筋肉の起始部と停止部、神経支配

5 膝　　　小　　　僧
とそのはたらきについて、実際に解剖をしてい
驩譁ﾊによって学習を展開してゆく。「膝小倒 同　上

は前方には曲がるが後方には曲がらないのはな
ぜか。

ヒトはいつどのよう：なきっかけで、またどの

ような道のりをたどって「直立人」になったの

6 直立入の歩む道
だろうか。ヒト化hominizationに：むける「直

ｧ人」への進化の過程を系統発生学的見地から
同　上

考察する。我々は直立姿勢に完全に適応しきっ
†

ているのか。

人は出生後面rO山月で誰からも手ほどきを
うけ：ないでひとりで立つことができる。その機

7 新生児の反抗 序（要因と過程）の解明はいまだに明らかでは 同　上

ない。ここでは出生直後の新生児の姿勢制御と

神経発達との関連について解説をする。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

　「からだ」の語源は、人が大地に両足を踏ま　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　●

ｦて立つさまを表わす「躯立ち」（からだち）

8 か　　ら　だ　　ち というやまとことばに由来する。　「からだ」に 平沢彌一郎
関連する文字や言葉から、「からだ」の価値観

の変遷について解説する。

アリストテレスの「動物運動論」から、からだの

「静止」（Steady　setti㎎の機序）について解

9 スタシオPジー 説する。スタシオロジーの原論、評価の方法、装 同　上

置、応用面（平衡神経科学・整形外科学・神経

内科学・神経眼科）の現況について述べる。

両足をきちんとそろえて立つロンベルグの姿

勢を20秒間とらせた時の重心図（重心動揺面

10 日本人の直立能力 積）から、日本人の直立能力について、年令差、 同　上

性差、環境差（地理的・社会的）、病経別、民

三差を解説する◎

左足と右足のあいだには、機能的：な一側優位性

（ラテラリゼーション）が存在する。左足は前進の

11 左足　と　右足 方向性と全身の安定の支持作用、右足はスピー 同　上

ドのコントロールと器用性の役割分担がある。

また、左足は遺伝因子、右足は環境因子による。

近ごろ全国各地で「はだし教育」がはじめら

れている◎　「はだし」と「すあし」の相異から、

12 はだしとすあし ここでは「足のうらをはかる」目的、方法、：解 同　上

析法、評価法について解説する。また．　「足と

はきもの」の問題についてふれてゆく。

人は立つことができてはじめて歩くことがで

きる。人は片足歩行である。正常な歩行はその

13 立つことと歩くこと 重心：軌跡がゆるやかなサインカーブを描く。脳 同　上

性マヒ患者の晶晶から、　「立つこと」と「歩く

こと」の関連を解説する。

昭和52年から日本各地の遺跡から沢山の古代

14
ふんぞりかえった
坙{入

入の足跡が発見された。この足跡から日本人の立

ｿ構え（身構えと気構え）を考察したところ、

ｽ安時代あたりから変ったことが推定される。

同　上

縄文晩期から年代を追ってその変化を解説する。

この20年くらいの間に、現代人の踵が丸くて大

きくなっている。これは重心位置の後退現象を

15 現代入　の　足 物語る。もしこのことが直立能力の衰退であると 同　上

考えることができるとすれば、ことは重大であ

る。人類の存亡の危機について論説を試みる。
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　　　　　　　　　　　　　＝　生　　　活　　史　＝

　　　　　　　　　　〔主任講師：中鉢正美（慶応義塾大学教授）〕

全体のねらい、主な項目

（1）生活史、生活学、生活構造論

　生活構造論は、生活の構成を論ずるもの。

（2）マクロとミクロの生活史

　マクロの生活史は広く入類史につながり、ミクロの生活史は各人のケース・レコードにつながる。

（3）共同体の生活史

　例えばパプア・ニューギニアの生活史。

（4）文書記録の生活史

　例えばエジプトより現代まで。

⑤都市の生活史

　例えば川添登著「裏側から見た都市」。

（6）産業化に於ける生活史

　19世紀の欧米。

⑦　諸文化の生活史

　現代。

（8）衣食住の生活史

　家計調査。

（9）教育、医療、住居、養護の社会化

　謂る社会福祉。

⑳　意識と無意識のかかわり

　生活空間に於けるマクロとミクロの接点。

⑪　日本の生活史（1）

　生活水準より。（第二次世界大戦まで）

⑫　同上。（第二次大戦以後）

⑬　日本の生活史（2）

　人口構造より。（二十世紀前半）

㊥　同上。（二十世紀後半）

⑮　日本に於ける生活の文化的特質

　現代生活の再構成
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＝生活の社会学＝
〔主任講師：副田義也（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　1・生活構造論は、生命の日日の創造として、人間の生活の本質をとらえ、その入間らしいありかた

を考える。IL生活問題論は、生活の人間らしさが失われる問題状況を学問的にとらえる工夫をする。

皿生活保障論は・生活の人間らしさを維持・回復する政策・制度・運動・実践を論じて、福祉国家・

福祉社会のありかたまでを考える。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

1 生　　活　構　造

　生活の本質を入間の生命の日日の生産過程と
ｵて把握する。また、それは、労働者のばあい、

J働力の生産→労働力の販売→労働力の消費→
ｶ活手段などの生産→生活手段などの購買→生
?闥iなどの消費→…という循環となるのを示
ｷ。

副　田　武　也

i筑波大学教授）

2 生　　活　水　準

　生活水準は賃金水準、貨幣消費水準、物量消費水準に区分される。第2のものに注目して、最低生活費研究の現状を結介し、生活費目の分類を論じる。また、生活機i会、生活資源などの

Vしい概念を紹介する。

同　上

3 生　　活　関　係

　夫婦関係は具体的には分業関係であり、たがいの労働力、性的成熟、愛によって成立する。

e子関係は具体的には扶養関係であり、子の無
ﾍ性、愛、その他によって成立する。あわせて、
｢帯の概念にふれる。

同　上

4 生　　活　　時　間

　生活構造の時間的形式としての生活時間を、

同　上

5 生　　活　空　間

　生活構造の空間的形式としての生活空間を、

?ｮ空間、資源空間、意識空間などで論じる。

糟ｹ空間からシビル・ミニマム論をみちびき、

ﾓ識空間からコミュニティ論、地方自治論をみ

ｿびきたい。

同　上

6 生　　活　　問　題
同　上

7 生活問題の諸範躊

　生活問題の政策的範瞬、実践的範疇、運動的弓躊、科学的三三を規定したうえで、それらの

ﾖ係を論じる・政策的範疇は、抽象的・統計的であるが、実践的範躊は具体的・個別的である。

ﾜた、運動的範躊、科学的範躊の限界にもふれ
驕B

同　上
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回 デ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 貧　　困　問　題

　貧困問題の政策、運動、科学の三範疇の関係
�ｪ析して、科学的範躊のうち、欧米の相対的
穀Dの概念や日本の不安定階層の理論多少くわ
ｵく述べる。貧困の多元的把握をめざしながら、
ｻれを無限定に拡大してゆく一部の動向は批判
ｷる。

副　田　武　也

9 非貨幣的問題

　保育問題、老人問題などを例にとり、非貨幣

I問題の政策、運動、科学の三範疇の関係を分

ﾍする。この問題はニーズと扶養の函数である

ｱとを示し、家族形態、肝入労働などとの関連

�?ｫらかにする。

同　上

10 生活問題の諸類型

　生活問題を階級問題、階層問題、地域問題、

ﾆ族問題、個人の問題などとして把握する見方

�ﾐ介し、それぞれのばあいで、成立過程を理

�ｷる枠組が異なることを指摘する。
同　上

11 生　活　保　障

　生活保障の体系を紹介し、福祉国家の条件の

ﾐとつに位置づける。生活保障と英国でいう社

?ｭ策、米国でいう社会保障の異同にもふれる。

沁ロ痩ﾆへの批判、生活の自助責任などをも論
ｶる。

同　上

12 所　得　保　障

　社会保険、公的扶助、家族手当、資金貸付、

ｹ害補償などについて、原理的性格をあきらか

ﾉし、前の三者について、日本での現状を紹介

ｵ、問題点、改良の方向・試案を提示する。
同　上

13 医　　　　　　療

　医療、の領域を概観し、その原理的性格、日

{での現状を紹介し、問題点、改良の方向・試

ﾄなどを論じる。 同　上

14 サーヴィス保障

　児童福祉、老人福祉、身体障害者福祉、精神

鮪緕ﾒ福祉、母子福祉の五領域で原理的性格を

?ｫらかにし、コミュニティ・ケア・専門的処

�ﾈどに焦点をあわせつつ、現状を分析する。．
同　上

15 生活保障運動

　生活保障の政策、実践の向上を要求・期待す

驩^動、その実践に参加する運動を論じる。そ

黷轤ｪ、生活問題、生活保障について学習する

^動＝教育運動であり、また、研究する運動＝

ﾈ学運動である可能性を追求したい。

同　上
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　　　＝　衣　　　服　　　論　＝

〔主任講師：騰臓驚団長）／

全体のねらい

　衣服を、美意識のあらわれる一つの場としてとらえ、日本、西洋の歴史の中から具体的な事象をと

りあげて、衣服表現の諸相をみる。最初に、表現の場として形態、色彩などの問題を概観し・次に服

飾史の流れの中から美意識の特徴ある姿を選び各論とする。実物資料の他、絵画、彫刻などの美術資

料、衣服についての記録、考証：などの文献、文学作品の資料を引用し、衣服研究の一つのあり方を示

す。

主な項目

（1）衣服の類型

②形態と表現

（3）色彩の寓意と象徴

（4）重ね色目の拝情

（5）文様の意想

（6＞流　　行

（7）伝統と新風

（8）　「だて」の諸相

⑨　「いき」

㈲　歌舞伎への傾倒

⑪　近代の断面

⑫　西欧封建制三下の衣服の象徴

⑬　色彩の象徴主義一中世フランスに澄ける｝

⑭　「ダンディズム」

⑮服飾と人間
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　　＝＝　食　　生　　活　　論　＝國

〔主任講師　宮崎基嘉（放送大学教授）〕

全体の：ねらい

　食物そのものについては、食物総論、食物各論に論いて教育するので、この科目においては食生活

をめぐる諸問題をその内容とする。食生活が入間の生活の中にあっていかなる位置づけにあるか、歴

史的にどのように変りつつあるのか、健康との係わりあるいはどのようになってきているかなど多面

的に論じてみたい。

主な項目

（1）食文化、食の歴史

（2）食と生活環境

（3）食と家族生活

（4）食形態の変化

（5）嗜好の多様化

（6）食と栄養・健康
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　　　　　＝　住　　居　　1　＝
　　　　　　　　　　一住生活一

〔主任講師菜翻欝璽撫養）〕

全体のねらい
　住居1では住生活の問題を中心に講義する。住生活は家族生活の基本であるが、異なった自然環境

や社会環境のもとで住生活がどのように営まれているか、様々な実例を紹介し、その本質について考

える。ついで、我国における住生活の変遷を考察し、その特徴を明らかにする。あわせて、現代の住

生活上の問題点を検討し、将来の課題と展望について考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 住居学のめざすもの

　住居学の授業を開講するにあたって、住居学

ﾌ目的、内容、範囲について建築学との違い、

ｼの生活諸科学との関連について概説し、合せ

ﾄ、住居1、H、1皿の夫々の講義計画について
qべる。

清　家　　　清
i東京芸術大学教授）

戟@　　修　三
i京都府立大学教授）

{　間　博　文
�卵蜉w客員助教授）

2
風土と住居一1
q乾燥地帯の住ま
@い〉

　日本とは異なった社会環境や自然環境に澄い

ﾄ、住居がどのような材料で構成され、どのよ

､な構法や形態を取っているか、生活と関連づ

ｯて分析し住居とは何かを考える。主に乾燥地

ﾑの住居について検討する。

清　家　　　清

{　間　博　文

3
風土と住居一2
ｮ湿潤地帯の住ま
@い〉

　第2回の講義に引き続いて、主に湿潤地帯の

Z居について考察を行しへ風土と住居が如何
ﾉ密接なかかわり合いを持っているかを考え、

ｻ在の我々の住居のあり方を見直してみる。

同　　上

4
風土と住居一3
q中国の穴居住宅
ﾉ：澄ける住生活〉

　中国黄河流域に点在する穴居住居をケースス
^ディとして取り上げ、住居形態、住環境、生
?l式を様々な角度から分析し、住居が気候風
yといかに密接な関係を持って造られてきたか
�wぶ。

同　　上

5
住居の歴史一1
q竪穴式住居から
@寝殿造りまで〉

　日本人の住生活の歴史を4回にわたって講義

ｷる。第1回は弥生時代の竪穴式住居に澄ける

Z生活のようすを概観し、一方、奈良時代、平

ﾀ時代の貴族と庶民の住生活の様子を当時の遺

¥や文献を元に対比させながら探る。

同　　上

6
住居の歴史一2
q主殿造りから書
@院造り〉

　書院造りや数寄屋造りといったいわゆる「日
{的な住い」の原型は鎌倉時代から室町時代に
ｩけて日本人の住居に起こり江戸時代に完成す
驕Bこういつた住居形式がどのような経緯を経
ﾄ我々の生活の中に定着していくのか　主に支
z階級の住宅を中心にその変遷を考察する。

同　　上

7
住居の歴史一3
q中世・近世に澄け
@る庶民の住生活〉

　中世・近世に寿げる庶民生活の歴史は、適切
ﾈ資料が少ないために良く分っていない。しか
ｵ、庶民の住生活を知ることは、現代における
艨Xの住まいのあり方を理解する上で大切であ
驕B当時の遺構や絵巻物を手がかりに、この時
繧ﾌ庶民の住生活のようすを探る。

同　　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
住居の歴史一4
ヶｾ治、大正時代
@の住生活

　明治時代に入って我々日本人の住生活は大き
ｭ変化する。洋風建築、洋風の生活の導入と普
yである。明治から大正にかけて、こういつた
ｼ欧的な物と日本風な物とがお互いに入りまじ
閨A透けあって現在の我々の住生活に至る。こ
ﾌ過程をたどりながら、我々の住生活のあり方
�lえる。

清　家　　　清

9

日本の住まいの
@　構成原理一1
q建具と床仕上げ〉

　＝襖、障子、畳といった建築材料は日本的な住

ﾜいの構成要素としていずれも欠かせないもの
ﾅある。しかしながら、我々の住まいの中に何
桙ｲろ、どのような経緯：で定着したのか、意外
ﾉ知られていない。その経緯をたどりながら、
坙{の住まいの＝構成原理を学ぶ。

同　　上

10

日本の住まいの

@　構成原理一2
ン]用性・室礼・
@間について〉

　我国の住まいは、履き替え1つを取ってみても
｢界に：あまり類例をみ：ない独特のものである。第

T回から第9回の講義のまとめとして「問」の概

Oや「空間の転用性」あるいは「室礼」といった
芻曹ﾉ独特な空間の使い分けをもとに、日本の
Zまいの：構成原理を明らかにする。

同　　上

11
現代の住まい一1
ンﾆ立住宅におけ
@る住生活〉

　現代社会における家族生活と住生活の関係に

ﾂいて考える。具体的な独立住宅の間取りをも
ﾆに野生特上の問題点をコミュニケーションとプライ

oシーの関係を軸に分析し、独立住宅における住

ｶ活からみた家族関係のあり方を考える。

同　　上

12
現代の住まい一2
q集合住宅に診け
@る住生活〉

　集合住居における住生活は独立住宅における

ｻれとは異なった点が多い。集合住宅における

l々な住生活上の問題点を取り上げ、その問題

�?ﾌ為のいくつかの試みを紹介し、望ましい

W合住宅のあり方を検討する。

同　　上

13
社会と住まい一1
q欧米の住宅問題
@と住宅政策〉

　欧米に澄ける住宅問題の発生とその進展、及

ﾑ問題解決の為に打ち出された様々な住宅政策

ﾌ推移をたどり、日本人と彼ら西欧人との住宅

ﾉ対する基本的な考え方の違いを述べる。

同　　上

14
社会と住まい一・2

ン坙{の住宅問題
@と住宅政策〉

　日本に澄ける住宅問題の発生とその経緯を述

ﾗ、合わせて問題解決のために政府が行って
ｫた住宅政策を検討し、我国の住宅政策のあり

福ﾉついて考え、住宅問題解決の手掛りを探る。

同　　上

15 住生活の将来像

　14回の講義を通して見てきたように、我々日
{人の住生活は急速に変りつつあり、しかもそ
ﾌ変化の方向は必ずしも望ましい方向に向って
｢るとは言いがたい側面も多く見られる。住生
?ﾆは一体何なのか、住生活の将来像は如何に
?驍ﾗきか、いくつかの提案を具体的に検討し
ﾈがら考える。

同　　上
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　　　　　　　＝　住　　居　　II：＝

〔主任講師蕪謡講鵜）〕

全体のねらい
　生居は住生活の場である。健康で快適な住生活を営む前提として、住居の室内環境・敷地環境於よび

地域の住環境、ならびに関連事項などについて、科学的理解を深める。

回 テ．　一　　　マ 『内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

良い住居とはどのようなものか。はじめに住

居の室内環境、敷地環境ならびに地域の住環境

1 は　　じ　　め　　に： などに注目して保健性、快適性、安全性、利便

性の観点から考える。

まず住居の敷地の選定にあたって留意すべき

敷地の自然的条件、すなわち、地形、地質など

2 住居の敷地環境一1 の土地の性状、ならびに微気候について述べる。

住居の日照は敷地の南側の建物や樹木などで

障害を受ける。日影曲線、太陽位置図などを解

3 住居の敷地環境一2 渡して、日照時間と隣棟間隔、日照障害などに

ついて述べる。

都市は大気汚染、騒音などによってその住環

境が悪化しており、多くの公害問題が発生して

4 地域の住環境一1 いる。これらの公害の実態と対策を中心に述べ

る。

居住地の選択には、教育、医療などの公共施

設の配置状況や公害、交通事情などの社会的条

5 地域の住環境一2 件が問題になる。都市計画区域内の用途地域区

分などに注目して考える。

一一 ｺ内気候と自然気候調節一住居の内部は
屋根や外壁などの住居構造体によって外気を隔

6 室内環境一1
てられているため、外部の一般の気候と違づた
C候状態を呈して診り、これを室内気候という・
室内気候の成立機構、さらに住居の自然気候調

単機能を中心に述べる。

一人工気候調節一冷暖房などの設備によっ
て快適な室内気候を実現しようとするのが人工

7 室内環境一2
気候調節である。熱貫流に関する基本事項、冷

g房理論に基づき、住居構造体の断熱設計など

について述べる。

一131一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

一一ﾊ風と換気一一通風は夏季在室者に涼感を

一与え、換気は冷暖房時の室内空気の汚染を排除

8 室内環境一3 し、ともに室内気候の改良に役だつ。通風計画

澄よび換気設計について述べる。

一採光と照明一室内に適度の照度を確保す
るのに昼間は窓その他の開口部から採光する。

9 室内環境一4 採光が不十分なときや夜間は照明を行なう。採

光計画澄よび照明設計について述べる。

一騒音の防止一外部騒音などを防止するに
は、住居構造体、特に外壁などの隔壁、窓、扉な

10 室内環境一5 どの遮音性を高める必要がある。騒音に関する

基礎事項、構造体材料の遮音性能などに関する

事項を概説して騒音防止対策に役だてる。

一結露の防止一冬季暖房時などに、室内の
壁、天井診よび床、さらに押入の内部などに結

11 室内環境一6 露が発生し、その表面に汚損を受けることが多

い。結露の発生＝機構を探り、その防止対策につ

いて述べる。

省エネルギー時代における住居の設備計画の

あり方について考える。まず、太陽熱利用の設

12 住居設備一1 備システムを使ったいわゆるソーラハウスなど

の研究を紹介する。

冷暖房設備、照明設備などの住居設備計画に

澄ける省エネルギー手法について述べる。

13 住居設備一2

廃棄物の発生と処理のバランスがくずれると、

住環境の悪化を招く。廃棄物の排出、その収集・

14 廃棄物処理 処理の実状などを述べる。

講義内容を総括し、住居の室内環境、敷地環

境ならびに地域の住環境などに関する重要課題

15 ま　　　と　　　め を取り上げ、将来の方向を提起する。
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　　　　　＝　住　　居　　皿　＝

主任講師：清家　清（東京芸術大学教授）
　　　　　　　本間博文（放送大学客員助教授）

全体のねらい

　住居3では、快適：な住生活を営む上で、住居がどのような条件を満たさなければならないか、住居

のハードな側面を使用者の立場から考える。建物の平面構成、構造、材料と言った点に6いてはもと

より・従辛・建築学に澄いては比較的研究が行なわれていなかった住居の維持・管理や安全性と言っ

た諸点について、生活をしていく上での様々な問題点を検討する。

主な項目

（1）住居計画論

②　住居の種類

（3）住居の平面構成一1　〈平面型の種類〉

（4）住居の平面構成一2　〈ゾーニング〉

（5）住居の平面構成一3　〈動　　　線〉

（6）住居の規模一1　　〈入体寸法と室内空間〉

⑦　住居の規模一2　　〈適正規模論〉

（8）各　室　論　　く居間、食堂、厨房、主寝室、子供室、その他〉

（9）住宅の構成材料

¢Φ住宅の構造

⑪　住居の安全性

⑫　住居の管理

⑬　住居の維持

αφ　住居の修繕

⑮　ま　と　め
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＝＝@家　　庭　　経　　営　　学＝胴
　　一一これからの社会と家庭経営一

〔主任講師　今井楽聖（金城学院大学教授・学長）〕

全体のねらい

　家庭経営はそれをめぐる生活環境から影響をうけ、適応を迫られるとともに、他方では、そのあり

方が生活環境を醸成し、変えていく。これからの社会の動きの中で、家庭経営が考えて澄かなければ

ならない内在的、外在的諸問題をとりあげ、家庭経営がその本来の目的を実現するための問題解決の

すじ道を考えることとする。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

家庭経営は、最も根源的に：して中核的なエコ

1
家庭経営の本質と

ﾚ的

システムである。それは何を本質とし、何を目

Iとするか、企業・国・自治体などの派生的な

Gコシステムとの関係はどうかなど、家庭経営

今　井　光　映

i金城学院大学長）

の根本問題を考える。

家庭経営はインプット、プロセス、アウトプ

ット、フィードバックの4つのマネジメント要
2 家庭経営のシステム 素から成る。それら4要素の内容と関連を、具 同　上

体的な例で考え、合理的な家庭経営行動の基礎

とする。

新しい家庭経営に響いて「家庭経営とは意思

3
家庭経営の意思決
閧ﾌ過程

決定のことなり」と考えられ、意思決定こそ家

?o営の中核とされる。家政の意思決定のプロ 同　上

セスを具体的な例をあげながら考える。

家庭経営のシステムにおいて、価値は最も中

4
家庭経営と価値と

宴Cフスタイルの
ﾝ計

核的なインプットとして意思決定のプロセスを

綷?ﾃけ、それぞれにライフスタイルを形成す

骭ｹとなる。価値の意義とその家庭経営への影

山　口　久　子

i椙山女学園大学
@　　　　教授）

響の過程を考える。

家庭経営の理論をふまえて、家族・個入のラ

5
家庭経営と経済生

?ﾌ設計

イフサイクルにそった家庭の経済生活の設計を

lえる。 同　上

食物・栄養の理論をふまえて、家族・門門の

6
家庭経営と食生活

ﾌ設計

ライフサイクルにそった食生活の設計を考える。

同　上

繊維・衣料の理論をふまえて、家族・個入の

7
家庭経営と衣生活

ﾌ設計

ライフサイクルにそった衣生活の設計を考える。

同　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「住まう」ことに視点をおいた、家族・個入

8
家庭経営と住生活
ﾌ設計

のライフサイクルにそった住生活の設計を考え

驕B
小　沢　紀美子

i東京学芸大学
助教授）

家庭や個人の生活時間の構造がどのような変

9
家庭経営と生活時
ﾔの設計

化をたどっているか、またその変化の中で家庭

o営はどのような問題に迫られているかを考え

驕Bまたその有効：な活用のためのマネージメン

同　上

トの方法を考える。

家事労働は、従来、時間的要素と身体的要素
によって、労働生理学的に把握されてきたが、

10
家庭経営と家事労
ｭの設計

それに加えて、情感的と認知的の二つの要素を
ﾁえて、トータルにとらえられる必要がある。

同　上

それとともに、それを経済的に評価する方法も
考えて論く必要がある。

世界に類をみない早やさと水準ですすんでい

11
高齢化社会と家庭

o営

るわが国社会の高齢化によって、家庭経営がど

ﾌような影響を受けるかを自覚し、それに対応

ｷる方策を家庭経営の立場で考える。
山　口　久子

従来、家政の意思決定は経験：的に行われてき

たが、ハウスホールドコンピュータの開発によ

12
情報化社会と家庭

o営
って、それを科学的に行うことができるように

ﾈった。ニューメディアの時代を迎えるに乾た
小　沢　紀美子

って、澄こりうる家政の問題を考える。

家庭経営がその目的を達成するうえで問題と

13
家庭経営と消費者
竭

しなければならないものに消費者問題がある。

ｻの背景構造を明らかにし、問題を解決するた

ﾟの生活環境醸成的な家庭経営を考える。
今井　光映

今日の家庭経営をめぐる外部環境条件の旧き

14
家庭経営と消費者

ｳ育

な問題として消費者問題があるが、その問題解

?ﾌ損い手として消費者教育を位地づけ、その

lえ方と方法を考える。

同　上

15
これからの家庭経
cを考える

今　井　光　映

R　口　久子
ｬ　沢　紀美子
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＝　家庭経済学　＝
〔主任講師　今井光映（金城学院大学教授・学長）〕

全体のねらい
　家庭は家族・個人が自己実現するために最も根源的なエコシステムである。その家庭の経済が現代

の経済社会の全体のシステムの中で、どるように関連しているか、また、個別経済としてどのような

行為法則をもっているかを認識する。さらに、キャッシュレス社会・高齢化社会といった新しい環境

条件に対応する家庭経済を考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
現代経済の構造と
ﾆ庭経済

　経済の安定と福祉の向上を図るためにとられ
驍｢わゆる混合経済のメカニズムを理解し、家
?o済が政府や企業とともに、どのように国民
o済の循環と成長にかかわるかを認識する。家
?o済を、経済の循環の中でシステム的にとら
ｦることの必要性と重要性を考える。

今　井　光　映

i金城学院大学長）

2
賃金・租税と家庭

o済

　家庭経済、とくに勤労者のそれの源である賃
烽ﾍ、どのようなメカニズムや政策によって決
ﾜるのか、また、高負担社会を迎えて、そこか
迯ｷし引かれる税のシステムと政策は、国民経
ﾏと家庭経済にどのような意味をもつのかを理
�ｷる。

山　口　久　子

i椙山女学園大学
@　　　　教授）

3
物価・価格・料金
ﾆ家庭経済

　現代のインフレーションの発生原因とそのメ

Jニズムを一般的に、また公共料金や一般商品

ﾌ価格の決定のメカニズムを理解し、

驪ﾆ・政府がそれぞれ、物価・価格・料金安定

ﾌために何をすべきかを考える。

同　　上

4
産：業組織・マーケティ

塔Oと家庭経済

、競争的、寡占的、独占的な市場構造など、市

鼾¥造や市場行動の違いが家庭経済に一与える影

ｿについて＝考え、独禁政策を含む競争促進対策

ﾌ役割を理解するとともに、広告・宣伝などの

@能について家庭経済の立場で考える。

小　木　紀　之

i名古屋経済大学
@　　　　教授）

5 流通機構と家庭経済

複雑かつ多様化した流通機構の特性と問題点

��ｾし、流通組織、および自由公正な取引
ｫ制度が家庭経済に及ぼす影響関係とその対策

�lえる。

同　　上

6
家庭経済の構造と

цﾚ

　家庭経済を組み立てる収入と支出にはそれぞ

黷ﾇのようなものがあるか、’この両者のフロー

ﾌ＝構造関係、その移り変わりを理解する。また、

緖xというフローだけでなく、資産というスト

bク関係についても認識する。

今　村　幸　生

i奈良女子大学教授）

7 家庭経済の分析手法

　家庭経済を分析する手法、その分析の基礎資

ｿにどのようなものがあるか、さらに分析に必

vな基本的な概念を認識する。 同　　上

一136一



回 テ　　　・一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

家計の支出のメカニズムおよび消費者行動に

どのような定律性・法則性が認められるかを、

8 家庭経済の諸法則 支出全体、ならびに費目別に認識し、生活設計 今　井　光　映

への資料とする。

家計における支出の決定メカニズムと消費者

行動を解明する古典的、ならびに新しい理論を

9 家庭経済の理論 認識し、合理的家計支出行動の資料とする。 今　村　幸　生

家計簿を記入するのは、記入のためではなく、

家庭経済の改善のためである。そのためには診
三　束　純　子

10 家庭経済の診断 断が必要である。家庭診断の原則、目のつけど

ｱろ、ポイントを認識する。
（横浜国立大学教授）

家庭経済の計数的把握の用具として家計簿を

位置づけ、その基本的な記入のシステムと手法

11 家庭経済と家計簿 を学ぶ。とくにキャッシュレス社会に向けての 同　　上

新しい家計簿を考える。

ライフ・サイクルのステージに沿った私的個

12
家庭経済と生活設
vポリシー

別的生活設計の考え方と方法を理解するととも

ﾉ、社会の責任による公的社会的生活設計、す

ﾈわち生活設計ポリシーの必要性を認識する。

今　井　光　映

今後ますます厳しさを増す国際経済社会にあ
って、わが国経済の根幹の問題であり、国民的課

13
資源・エネルギー制

�ﾐ会と家庭経済
題である資源・エネルギー問題が家庭経済に及
ﾚす影響を認識するとともに、個々の家庭経済 小　木　紀　之

が資源とエネルギーを有効に活用する方策を考
える。

消費者信用制度の発達や銀行振替システムの

14
キヤ　ツシュレ！ヌ

ﾐ会と家庭経済

定着化は、キャッシュレス社会の到来を思わせ

驕Bそれらの制度が家庭経済に及ぼす影響を認

ｯし、それに対応する家計管理方法を考える。
山　口　久　子

｝ 高齢化社会の到来を目前に、この高齢化社会

15
高齢化社会と家庭

o済

が家庭経済にどのような影響を及ぼすか、それ

ﾉ対して家庭経済はどのような生活設計をたて

ﾄおくべきかを考える。

今　井　光　映
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　　　一　家　族　関　係　一

〔主任講師：森岡清美（成城大学教授）〕

全体のねらい

1）戦前から戦後をへて現在に至るまでの、日本家族の構成と機能にみられる変化を、主として統計

によって明らかにし、将来の動向を予測する。

2）日本の家族関係の現状を、ライフサイクルの過程に沿うて解説する。そのさい、戦前の家族関係

および欧米の家族関係と比較して考察し、日本の家族関係の特色を明らかにする。

3）高齢化社会に：澄ける家族関係の問題点を探り、それへの対策を検討する。

主な項目

　家族とは何か、家族・家・家庭・世帯、家族の類型と分類、家族構成の変化、家族機能の変化、配

遇者選択、結婚、子どもの社会化．家族のライフサイクル、家族の内部構造、家族の危機、離婚、再

婚、老親扶養、家族の未来、など。
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　　　　　＝　生　活　福　祉　＝

〔主任講師　イ中村優一（日本社会事業大学教授）〕

全体のねらい

　この科目は、人間が社会生活を営む際に直面する生活上の諸聞題にどんなものがあるか、そして、

それらに対処して問題解決を図ることを目的とする社会的諦施策はどうなっているか・また・その間

題点は何か、についての基本的理解をえさせることを目的とする。中でも、社会福祉の制度と施策を

中心に、一個の市民として当然にもっていってよいと思われる知識を身につけてもらうことをねらい

としたい。’

主な項目

（1）人間の社会生活と生活上の諸問題（1）

（2）人間の社会生活と生活上の諸問題（2）

（3）社会福祉の意味

（4）社会福祉と関連諸施策

⑤　社会福祉の展開（1）　欧米

⑥　社会福祉の展開（2）　欧米（つづき）

（7）社会福祉の展開（3）　日本

（8）社会福祉の展開（4）　日本（つづき）

⑨　社会福祉の制度と仕組（1）

⑩　社会福祉の制度と仕組（2）

⑪　社会福祉の制度と仕組（3）

⑫　社会福祉の制度と仕組（4）

⑯社会福祉の主な分野（1）概要について

αの　社会福祉の主な分野（2）公的扶助（D

㈱　社会福祉の主な分野（3）公的扶助①

（
α
仇
η
③
9
①
り

　
　
　
　
　
　
⑳

血
《
い
血
α
②
¢

法制のあらまし（D餌｝

法制のあらまし①㈲

行財政の仕組（D　㈲

行財政の仕組（の　鋤

　　　　　　　㈲

　　　　　　　㈹

社会福祉の主な分穿（4）児童福祉（D

社会福祉の主な分野（5）児童福祉㊥

社会福祉の主な分野（6）老人福祉（D

社会福祉の主な分野（7）老入福祉㊥

社会福祉の主な分野（8）障害者福祉（D

社会福祉の主な分野（9）障害者福祉①

社会福祉の方法（1＞ケースワーク（i）

社会福祉の方法（2）ケースワーク①

社会福祉の方法（3）グループワーク

社会福祉の方法（4）コミュニティ・オーガニぜション

社会福祉の従事者問題（1）

社会福祉の従事者問題（2）

社会福祉施設の問題（1）

社会福祉施設の問題（2）

社会福祉と国際化

一139一



　　：＝　母　　子　　保　　健　＝
　　　　　　（→母子健康科学）

〔主任講師：本間日臣（放送大学教授）〕

全体のねらい

　本学の健康調査は、既成の治療医学、予防医学、リハビリテーション医学、保健学のいずれとも異

なる学問領域で、既存の医学の研究対象である病体生理学に対し常態生理学と称すべき領域を主たる

研究教育の対象とし、生涯健康科学：Life：Long　Health　Scienceを授業内容とする。教育の目標は、

胎生期から老年期までの生体の形態学的、生理学的、心理学的経時変化の理解を基礎として、家庭職

場、社会、都市、自然現象の環境に澄ける多種多彩の刺激因子と生体との不断の反応のメカニズムに

ついての判断力と養成することにある。生活と福祉関係諸講座と密接な連繋の下に講義内容を作成し

：たい。

母子健康科学は担当者を依頼するので詳細に入らない以下のようなテーマを考えている。

胎盤の生理学

　　　胎盤を通過する物質、しない物質

　　　母子の血液型の相違は何故影響しないか

周産期の呼吸生理

周産期の心・循環系機能

周産期のホルモン動態

ホルモン作用からみた乳児の成長

形成不全発生のメカニズムと予防

新産児呼吸困難症

　　　胎盤呼吸から肺呼吸への移行機行

Fetal　alcohol　syndrome

喫煙と妊娠

腸内細菌叢の発現と役割と変遷
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　　　　　　　　　　＝＝　成　　入　　の　　保　　健　・＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　（→成入健康科学）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：本間日臣（放送大学教授）〕

全体のねらい

　母子健康科学と同じ・母子・青少年の健康科学にひきつづき・同じ目＝標の下に闇一貫し斥内容とする。

成人から壮年へかけての問題に重点をおく。

主な項目

ω
②
③
ω
⑤
⑥
ω
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

健康の指標としての正常値の読み方

バイオリズムに：ついて1（時差ボケとは）

　　　　〃　　　　　　　2

　　　　〃　　　　　　3

脳のはたらき

環境と生体反応

運動と生体反応

安静と生体反応

ストレスと生体反応

肥満の生理

外傷と生体反応

薬剤と生体反応

日常生活に於ける生体反応1）睡眠

　　　　　〃　　　、　　2）疲労

　　　　　〃　　　　　　3）不安・怒り

㈲
㈲
⑱
⑲
⑳
⑳
三
三
鋤
鱒
㈱
鋤
㈱
㈲

日常生活に澄ける生体反応4）
　　　　　　　　　　　　食事・飲酒・便通

　　　　　〃　　　　　　5＞入浴

　　　　　〃　　　　　　6）家族関係

喫煙と生体反応1）

　　　〃　　　2＞

　　　〃　　　　3）

高地・高温・低温と生体反応

汚染大気と生体反応

生体反応統御のメカニズム1）細胞

　　　　　〃　　　　　　2）神経系

　　　　　〃　　　　　　3＞内分泌系

　　　　　〃　　　　　　4）心循環系

　　　　　〃　　　　　　5）呼吸器系

　　　　　　　　　　　　6＞
　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　防御・免疫機構

ま　と　め
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　　　　　　　　　　＝　老　　人　　の　　保　　健　＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　（→老人健康科学）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：本間日臣（放送大学教授）〕

全体のねらい

　母子健康科学と同じ。母子・青少年・成人の健康科学にひきつづき、同じ目標の下に一・貫した内容

とする。老年期から高齢期に澄ける問題点に重点をおく。

主な項目

（1）加齢統御のメカニズム総論　　　　　　　　　⑮　老化の諸学説　（3）

（2）細胞澄よび細胞小体の加齢統御　　　　　　　⑯　老人ボケの正体

（3）神経系の発生と加齢変化　（1）　　　　　　　⑰　老年期の常態値

（4）　　　　　　”　　　　　　（2）　　　　　　　⑱　老人と運転

（5）内分泌系の発生と加齢変化　（1）　　　　　　⑲　日常にみられるからだの変化の機序

（6）　　　　　　〃　　　　　　（2）　　　　　　㈲　皮膚がかゆくなる

⑦　心循環系の発生と加齢変化　（1）　　　　　　⑳　睡眠時間が短かくなる

（8）　　　　　　〃　　　　　　（2）　　　　　　　⑳　排尿が近くなる

（9）呼吸器系の発生と加齢変化　（1）　　　　　　㈱　物忘れをする

⑳　　　　　　　〃　　　　　　（2）　　　　　　㈲　腰が伸びない

⑪　防御・免疫系の発生と加齢変化　（1）　　　　㈲　階段で息が切れる

⑫〃（2）鱒怒ったり泣いたりし易い
⑬　総括　日常経験するエピソードを中心に　（1）鋤　足にむくみが出る

⑭　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　（2）㈱　感冒が長引く
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（参　考）

＝人間のからだと健康＝
　　　　　（保健シリーズ）

全体のねらい

　胎生期から老年末期までの生体の形態学的、生物学的、心理学的経済変化の理解を基礎として、家

庭、社会、：職場、都市、自然現象の環境に澄ける多種多様の刺激因子と生体との不断の反応のメカニ

ズムについての判断力を養成する（付図参照）。それによって日常め健康管理、食事、栄養、習慣、運

動、病気・．外傷などの際の対応について、理性的かつ理論的な行動がとりうる教養人の育成を目指す。

主な項目

　母子保健（周産期保健）、乳幼児保健、小児学童保健（欠）、青少年保健、成入保健、老入保健、

〔乳幼児心理〕〔青年心理〕〔老入心理（欠）〕、加令（欠）

〔環境衛生〕、〔精神衛生〕　　　　　　　　　　　　　　（保健の用語は将来健康科学となる。）

　　　〔　〕内は関連科目

　　欠：設置審申請時項目三三の三
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　　　＝青少年の保健1一
〔主任講師：黒川良康（放送教育開発センター教授）〕

全体のねらい

　保健に関連する講座は、母子保健に続いて青少年の保健、さらに成人の保健と、年令の順に保健に

ついて考える構成となっている。

　従って、この項は、学三期から成人するまで、つまり肉体的に成長の頂点と考えられる25才位ま

での、成育期の保健と考えて全体を構成してゆきたい。成育期とは回忌調和の時期でもあり、未調和

の中で肉体的に、精神的に：成長する健康状態を正しく把握し、調和のとれた成長とは何かの理解を深

めさせたい。

主な項目

　学令期のからだ。学令期の発育。知能の発育と教育。学令期の事故傷害。保健と健康増進。思春期、

とは（肉体的面と精神的面、その両者の調和）。性教育。情緒及び社会性の発達と精神活動。

一145一



二　環 境 衛 生　＝

〔主任講師：黒川良康（放送教育開発センター教授）〕

全体のねらい

　ヒトは環境に影響を受け、同時に環境に影響を与えながら生活している。個人の場合でも、地域集団の

場合でも、地球的規模にお・いても、この両者の関係は変りない。

　又、過去から未来にわたって変りない。この事実を直視し、健康について考え、健康な生活について考

え、生活環境全般の衛生について理解を深める。

回 テ　　　一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

1 環境衛生の視点

　講義で扱う環境衛生について述べ、一連の保

抽ﾖ係講義との関連性に触れて、ヒトの常態に

ﾂいて考える。この講座に於いて、学んで欲し

｢態度を述べ、生活条件の把握、認識について

lえる。

黒　川　良朔康

i放送教育開発
@センター教授）

{　間　日　臣
i放送大学教授）

2 環境＝衛生概論1

　ヒトの住んできた外部環境は、時代や場所に

謔ﾁて、大きな違いがある。衛生の歴史を考え、

ﾂ境とは何か、その考え：方と変遷。個人、地域

ﾌヒト集団、地球規模の、それぞれについての
ﾂ：境を考える。

黒　川　良　康

3 環境衛生概論2

　健康とは何か。個人の健康を中心に考える。

ﾂ境と健康との関係について考える。この環境

ﾉ生存するヒトの健康のための環境基準の設定

ｪ、現実的に必要になっている。これらについ

ﾄ考える。

同　上

4 環境衛生概論3

　ヒトを取り巻く環境は、バランスを保ちつつ

ﾏ化している。その全てを、科学的に理解して

｢るわけではない。環境基準設定の手順と、環

ｫ要因、リネク、判定条件について考える。環
ｫ要因の質と量について考える。

同　上

5 歴史的変遷1

　地球上に生物が出現し、ヒトが現われるまで

ﾌ歴史を述べ、自然環境の変化と共にヒトの生

?熾ﾏっている。ヒトの脳の容量の変化からそ

ﾌ一部を考える。
同　上

6 歴史酎変遷2

　前回に引き続き、骨の変化から日本人の生理

�盾ﾌ変化を見る。飢えや伝染病に悩まされた

l類は、科学技術の進歩などにより悩みの様相

�ﾏえた。伝染病を中心に歴史的変遷を例示的

ﾉ回顧する。

同　上

7 地域的　問題

　自然環境には、地域的に特徴的な変化が見ら

黷驕Bアフリカのサハラ砂漠に診いて、見聞し
ｽ入々の生活様式、特に衣、食、住、について

瘤ｦして、所謂南北問題を含めて、環境問題に

ﾂいて考える。

同　上
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

主として、産業革：命以後、自然環境に対する

ヒトの対応は大きく変化し、自然環境も変化し ’

8 ヒトの住む環境 た。ヒトの生活を取り巻ぐ環境要因について、
黒　川　良　康　　　　　　　駕

分類的に考えて、ヒトの恒常性、常態に：ついて

考える。

世界的に人口動態に変化が見られる。多産：多

撃墜から少産少死型に移行する傾向の見られる

9 出生　と生　存 国も多い。妊娠調査や家族計画に：ついて現状を 同　上

概観し、生存数曲線について考え、増加しつつ

ある交通事故を例に死亡率について考える。

ヒトの寿命について考える。寿命の時代的弓

遷と共に、各国民の寿命、他の動物の寿命など

10 寿　　　　　　命 との比較を行う。健康指標としての平均余命や、 同　上

国勢調査などによって得られる指標、寿命にま

つわる寓話についても触れる。

健康な状態をかりに、『常態』と名づける。

常態において、一人一人が示す測定値（例えば

11 正　　　常　　　値 血圧、血球数など）は、時間的に変化する。正 同　上

常値の示す幅、変動、作用機序を考え、健康に

ついてさらに考える。

古来、伝染性疾患は、ヒトの健康な生活につ

いて考える場合の重要なテーマの一つである。

12 伝染性疾　患 伝染性疾患の流行の歴史を辿り、’人類が始めて 同　上

根絶に成功した、天然痘予防対策の足跡を調べ

健康への理解を深める。

対流圏に於ける大気は、自然現象によって、

また人為的にも変化を起している。大気の中で

13 大気　と　生　活 最も関係が深く、生活に欠くことのできない、 同　上

酸素、二酸化炭素、他の要素について、健康と

の関係を考える。

古来：、ヒトの生活に：、水は欠く事の出来ない

要素であった。水の必要性、利用、再生、循環

14 水　　と　生　　活 について考え、水と生物、農耕、牧畜の関係、 同　上

上水道、下水道、下水処理、水質基準、などに

ついて考える。

気候と健康との関係について、まず考える。

気候、特に温度の健康への影響に：ついて考える。

15 熱　　と　生　　活 温度調節機構、温度の生体に及ぼす影響、順応 同上
性、熱中症について述べる。
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回 デ　　＿　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

16 音・振動と生活

　振動と音。感ずることの出来る音、音の感覚

�e器の構成、騒：音の影響、騒音の発生防止、

實ｹに関する基準について考えると共に、触覚

ﾉ覚によって感じられる振動についても、その

e響について考える。

黒　川　良　康

17 光　　と　生　　活

　光、可視光線の生体、特に眼に与える影響に

ﾂいて考える。日照の意義と影響、採光と照明

ﾆ度、光の認知、明順応、暗順応、色の生理的

S理的作用、色の調和、色彩調節、などについ

ﾄ考える。

同　上

18
非電離放射線と生

　光線、紫外線、赤外線、電波、超音波、など

d離作用を持たない、電磁波を総称して非電離

厲ﾋ線として扱っている。この種の放射線は、

ｶ活の中に多く取り入れられている。この放射
?ﾆ健康に：ついて考える。

同　上

19 電離放射線と生活

　電離放射線、放射線物質の発見の歴史。電離

厲ﾋ線の種類と性質。利用と効果、ヒトに：．与え

驩e響、国連科学委員会報告による、存在放射

?ｹの現状、放射線防護の為の考え方の基礎と

ﾀ際について述べる。

同　上

20 化学毒と生活（1）

　化学薬品、医薬品、農薬、など化学毒物は、

?坙�U，000種の新合成物質が登録されている

ｻ状である。これら多くの劇毒物の影響・許容

ﾊの考え方、麻薬や覚醒剤の中毒症状、など量

ﾆの関係で、生体への影響に：ついて考える。

同　上

21 化学毒と生活（巫）

　食品需要の量的増大、生活様式の変化などに

謔ﾁて、肥料や農：薬、食品添加物の利用される

ﾊが増加している。毎日摂取しなければならな

｢食品に、関連するこれら毒物に対する考え方

ﾉついて述べる。

同　上

22
生活の中の精神活

ｮ

　健康について考える場合、肉体的反応と同じ

謔､に、心の動きに：ついて忘れることは、出来

ﾈい。日常生活で、精神活動は多くの影響を肉

ﾌ的に与えている。ハゼやウノレシのかぶれを例

ﾉ、生活の中の精神活動について考える。

同　上

23 生理現象と生活

　個入の生活のリズム、生理現象も亦、健康に：

蛯ｫな影響を与える。この章では、生理現象の

､ち、睡眠をとりあげ、その現象と意義・研究

ﾈどについて説明すると共に、健康について、

lえる。

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

衛生生物と呼ばれる生物と、ヒトの生活との

関係、生物濃縮、循環輪廻、バクテリアの関与

24 他の生物と生活 各生物間の生存バランスについて考える。 黒　川　良　康

特に鼠については、その；習性、疾病との関係

駆除方法などについて、述べる。

温泉の歴史、医学に：澄ける温泉利用の歴史、

温泉の効果と副作用、温泉の飲用効果と圧力に

25 温泉と生活 よる物理的効果、などについて述べた後、健康 同　上

な生活に役立つ為の、湯治法や森林浴について

も述べる。

この方面の、研究的接近法には、色々な方法

がある。例えば、個を対象とした毒性学的研究 黒　川　良　康

26 研究的接近法 と云われる実験的方法や、集団を対象とする非 前　田　和　甫

実験的方法の疫学的研究の方法などである。疫 （東京大学教授）

学的方法を中心に述べる。

日常の生活において、衣服の持つ意味につい

て、主として温度調節の面から考え、衣服とし 黒　川　良　康

27 衣生活と健康 ての材料、染料、洗剤、など衣生活関：連の講座 矢　部　章　彦

との関係についても述べる。 （放送大学教授）

日常の生活に澄いて、食事の持つ意味につい

て、食事の必要条件、各国の食生活の違い、環 黒　川　良　康

28 食生活と健康 境に適した食生活．など食生活関連の講座との 宮　崎　基　嘉

関係も含めて述べる。 （放送大学教授）

住居は、安全、快適、健康的、且つ利便性に

富んだ建物が要求される。住居の歴史的考察、 黒　川　良　康

29 住生活と健康 住居の必要条件、人工気候と住宅、要求される 本　間　博文
住居内環境、住居と災害、などについても述べ （放送大学助教授）

る。

生活廃棄物の発生と、その処理処分に：ついて

考え、自然の摂理に従った調和が必要であるこ

30 終　　り　　に と。外的環境、内的環境のバランスある変化を 黒　川　良　康

心すること。環境要因については、質と共に、

量の問題を述べる。
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＝精 申ネ 衛 生＝＝

〔主任講師『：織田尚生（鳥取大学医学部講師）〕

全体のねらい

　精神衛生は、本来社会におげる精神障害の予防と治療を目的としているが、さらに広義には健康者

の精神健康の保持向上をも目指すものである。これを達成するため精神障害について概要を理解させ

ると共に：、予防・治療論に及ぶ。対象としては、乳幼児期から老年期までの各ライフサイクルにわた

る精神衛生の実際、また家庭・学校・職場・地域社会という多様な生活環境での精神衛生のあっ方に

ついて講じる。本講義全体として、従来の精神衛生学の枠組みを、新しい精神力動的な視点から見直

してみたいと考えている。

主な項目

（1）精神衛生の定義とその歴史的展開

（2）精神障：三論（診断・予防・治療）の概要

（3）ライフサイクル（乳幼児期・学童期・思春期・成人期・初老期・老年期）と精神衛生

④家庭・学校・職場・地域社会におげる精神衛生活動（児童相談所・家庭裁判所の役割を含む）

（5）現代日本社会と精神衛生の課題
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＝　人　間　の　病　気　＝

〔主任講師　川喜田愛郎（千葉大学名誉教授）〕

全体のねらい

　人間の一生に澄いて重い意味をもつ病気の科学と今日の医療技術をめぐる諸問題を、現今の医学専

門教育の形式を離れた枠組みによって概観しょうとする。ある意味でそれを一つの医学概論とみるこ

ともできるだろう。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
常識の中の病気と
ﾟ代医学

　人間の生活の中で、医学がもつ重い意味にも

ｩかわらず人々がそれを眺める視座は、とかく

ﾀ定を欠いているようにみえる。それを分析し

ﾄ本講の目的と構想を明らかにする。近代医学

ﾌ成立の経過。

川喜多　愛　郎
i千葉大学名誉教授〉

2 医師との出会い

　どういう状況において、病人と医師との出会

｢がおこるか。病人にとって病気とは何か。与

ｦられた臨床的事実への自然科学的アプローチ

ﾆその前提について。

同　　上

3

人体生物学概観（1）一「生きている」と

ﾍどういうことか一

　病気の科学の前提としての現代生物学ヒトか

逕�ｶ物まで「生命」は1つの原理に貫ぬかれ
ﾄいること。微生物（または細胞）にとって、

ｶきるとはどういうことか。

同　　上

4

入体生物学概観（2）一ヒトはどのように

ｵて「生きる」か一

　ミニマスの生き方と手のこんだ生き方。シス

eムとしての人体。細胞・組識・器官。微生物

ﾆ比べられる基本的な諸器官。生殖と発生の生

ｨ学。

同　　上

5

人体生物学概観（3）一人体の「管理的

ﾈ」諸機構一

　中枢的な管理機構について。内分泌、免疫、

_経系。ホメオスタシス。神経系の構築と進化。

_経細胞のはたらき。反射とその複雑化。 同　　上

6
病気の理法とその
增X相　　　　（1）

　上述の機械論的性格の強い現代生物学の上に

ﾐとまず機械の故障と対比しながら病気の理法
ﾆ特質について考える。本章では、病気の「屈

栫v像と「逸脱」像について。

同　　上

7
病気の理法とその
增X相　　　　（2）

　「反擬」像としての炎症。「内因」病として

ﾌ遺伝病。（癌の諸相とその生物学）生物学の

g内での病気概念の再検討。 同　　上
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回 チ　　一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
病気の理法とその
增X相　　　　（3）

　器官のレベルでみた病気。病気がしばしば逐

沒W開する生物学的過程であること。自然治癒、

攝ｫ化、病気の変貌、生物学的にみた死。 川喜多　愛　郎

9
精神と病気そして
ｸ神の病気

　「こころ」と「からだ」という古今の難問に

繩wは、どう対処するか。現代病としての神経

ﾇ（ノイローゼ〉精神医学とその方法について 同　　上

10 病　気　の　診断

　通念的な診断と診断の本義。臨床的な病気と

ﾍ何か。操作的なカテゴリーとしていわゆる病

ｼの医学的意味。診断（予後判定を含む）を支

ｦる2つの柱としての病理学とテクノロジー。

同　　上

11

病気の治療（1）一自然治癒力と治

ﾃ一

　治療の前提としてのいわゆる自然治癒力につ

｢て。治癒の歴史、呪術、前科学と科学。内科

I治癒ことに薬物療法の現代的変貌。いわゆる

繻ｴ病について。看護の意味。いわゆるチーム

纓ﾃの諸問題。

同　　上

12
病気の治療（2）一外科的治療一

　外科の医学史的意味。外科的療法に現代的変

eをもたらした諸要因（細菌学、麻酔術、輸血、

R生物質、現代テクノロジー、その他）。現代

O科手術の諸相。放射線療法。

同　　上

13 医師・患者関係

　話は再び第2講に戻る。病人から病気の生物

wを抽出した近代的手続の科学的意義。医術の

l間学的・倫理的な意味。現代の科学技術を背

iとして、新たにうまれた諸問題について。

同　　上

14 医療の社会学

　文化現象の1つとしての医療（付・漢方医学

_）。医業の形態の時代的変遷。現行医療制度

ﾆその功罪。現代医療のはらむ諸問題（医学の

齧蜑ｻ、現代病院、製薬産業、その他）。

同　　上

15
病気の予防、健康
ﾌ意味

　衛生学略史。伝染病の予防。健康をまもると

｢うこと。環境、とくにいわゆる公害の問題。

注Nの真義。むすび。 同　　上
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＝衣　生　活　概　論＝

〔主任講師　矢部章彦（放送大学教授）〕

全体のねらい
　で喫生活の中の衣服”という視点か転今日の衣生活にかかわる諸問題を、多くの事例をあげて通観

する。

流れの筋を、衣服が語る人間（2～5回）、衣生活を支える科学（6～14回）に大別し、それぞ
れの立場から概説し、さらに高度な専門への橋渡しとする。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 生活の中の衣服

　衣服は人体を覆い隠すとか、寒暑を防ぐとい

､単純な道具立てではない◎むしろ着る人間が

ｻの根源にある。衣生活のもつ意味を、原点に

矢　部　章　彦
i放送大学教授）

@酒　井　難　予
i都立立川短大教授）

立帰って吟味してゆく筋立てを、種々の観点か

逞¥告的に論じ合う。

小　池　ご　枝
iオ、茶の水女子

@大学助教授）

人間にとって衣服とはどのような役割を果す

2 衣服の　意味
ものなのか。われわれは衣服を着ることによっ

ﾄ、どのように自己を他人に示しているのだろ

矢　部　～葦　彦

ｬ　池　ご　枝
うか。衣服を着ることの意味を考える。

特に礼服や制服のように、社会の慣習や制度

によって定められた衣服を着るとき、堅固しく

3 衣服のかたち 窮屈と感じる人もあれば、逆に心地よく思う人 同　上

もある。衣服のかたちとそれを着る人間の心情

のさまざまな関係を考える。

衣服から受ける印象の中で、色の果す役割は

きわめて大きい。日本独特の色、季節をあらわ

4 衣服の　色　（1） す色、官職；や地位を示す色、時々の流行の色な 同　上

どをとりあげ、衣服の色に托される心情につい

て考える◎

衣服につげられた文様は．見る人にどのよう

な働きかげをするだろうか◎衣服のかたちとそ

5 衣服の　文様 の中に置かれる文様の場所、文様表現の技法、 同　上

文様のかたちと意味、などをと夢あげ、それら

が訴えるものについて述べる。

衣服は体温調節や運動性などの人体の機能を

6 衣服　と　人　体
どのように助けているか、また妨げとなるのは

ﾇのような場合かを、衣服の素材、かたち、着
矢　部　章　彦

�@井　豊　子
方などの面から考察する。

絹・毛など天然繊維からポリエステル・アク

リルなど合成繊維までの各種繊維の特質を、衣

7 衣服の素材（1） 服の実用上の諸特性との関係をとらえ、それら 同　　上

の改良の工夫、また一そう天然繊維に近づけよ

うとする化学繊維の改質の方向について述べる。
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回 テ　　一　　マ 、内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

8 衣服の素材（2）

　衣服を構成する代表的素材である織物と編物

ﾉついて、それぞれの特徴と相違点を認識し、

ﾟ服の丈夫さ、形の安定性、取扱いやすさ、着
S地のよさ、などの性能の上に、それらの特質：

ｪどのようにかかわっているかをしらべる。

矢　部章　彦
�@井　豊：子

9 衣服の　色（2）

　色の感覚と知覚とをどのように区分するかは、ニュートン、ゲーテの時代からの課題である。

ｱこでは、先ず、色票や表風系による色の客観

Iなあらわし方について述べ、次いで各種繊維
ﾌ染色法の原理につき略説する。

矢　部章彦

10 衣服の　色（3）

　染織物の色は、うつろいあせてゆく宿命をも

ﾂ。天然染料、合成染料を問わず、それらで染

ﾟた染色品の堅ロウ度（日光・洗濯・汗・マサツな

ﾇ）は、衣服にとって大切な特性である。その

ｻ定法と表示法について解説する。

同　　上

11 衣服の製作（1）

　衣服デザインに対し、人体の体型・サイズに

桙ｶて衣服パターンが作られるまでの過程の諸

竭閧�ｵう。素材の伸縮性のちがいによるゆと

阯ﾊの相違、桑戸性のちがいによる衣服の形の

縁o効果の相違などについてもしらべてみる。

矢　壮語　彦
�@井豊　子

12 衣服の製作（2）

　衣服はいくつかの布片を、縫い合わせ、貼り

№墲ｹ、とじ合わせなどして作り上げられる。こ

ｱでは各種の縫製条件、接着条件などに診げる

o来上りの丈夫さ、美しさなどについて考える

同　上

13
衣服の手入れとい

ｽみ

　新しい衣服を長持ちさせる手だてについては、

ｶ活者の主体性によって研究が進められねばな

轤ﾊ。損傷の種類（変形・風合の劣化・変退色

E強度低下など）について考え、それぞれに対

��uずる必要があろう。

矢　短章　彦

14 衣生活と環境
　不要となった衣服の廃棄・再利用の問題、手

?黷ﾌ過程で用いる洗剤排液のゆくえ、など資

ｹ・環境にかかわる衣生活の側面を考えたい。

同　上

15 衣生活の総合的考察

　衣服のもつ内面的なものと、流行などの社会

Iなもの、さらに技術の進歩による科学的なも

ﾌ、はそれぞれ独立に論じても自つと限界があ

?､。これらの総合されたものが衣服であり衣
ｶ活であることを、まとめとして論じ合う。●

矢旧 煤@章　彦

�@井豊：子
ｬ　池　三　枝
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　　＝衣生活の科学＝
〔主任講師：矢部章彦（放送大学教授）〕

全体のねらい
　衣生活と衣服の機能との関係に焦点をあてて、快平な衣生活の科学的側面を考えてゆきたい・

回
テ　　　一　　　マ　、

内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 衣服　の　機能

　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　o
@総合科学としてとらえられる衣生活の科学の

g立てとその流れにつき概説する。

@衣服の機能の自然科学的側面（物理・化学・

ｶ理学・衛生学〉を、素材の科学と対応さぜて

lえてゆく組立てである。

矢　部　章　彦
i放送大学教授）

2
ヒトの体温調節と

ﾟ服

　衣服の機能をまずヒトの側から考えてゆくた

ﾟの基本事項について解説する。

@ヒトの体温調節のしくみとその限界、衣服に

謔驪C候調節（衣服気候）、ヒトの環境への適

栫A馴化などが主題となる。

矢　部　章　彦

c　村　照　子
i文化女子大学助教授）

3
冬を暖かく夏を涼
ｵく

　衣服による保温と放熱の機構を、物理と衛生

ﾌ両面から考察する。水分の吸収と放散も重要

ﾈ課題であり、これら諸性能と素材の物理的、

ｻ学的性質との関連に多くの問題が隠されてい

驕B

同　　上

4 拘束性とゆとり

着衣のシルエットと、からだの運動や動作そ

ﾌ他、矛盾した関係を、衣服の拘賦性とゆとり

ﾊとしてとらえ、衣服圧の許容限界や快適域を、

ﾟ服の形と素材の伸縮性とも併せ考えてゆきた

｢。

同　　上

5 水にかかわる性質

　肌着の吸湿、吸水性。レインコートの擬水性

ﾈど、種々のかたちで要求される衣服と水との

ｩかわりを、繊維の化学的性質にさかのぼって

lえる。ぬれやすさ、乾きやすさが主題となろ

､。

矢　部　章　彦

�@井　豊　子
i都立立川短大教授）

6 熱に：かかわる性質

　合成繊維は熱により収縮、融解しやすい反面、

M固定によるプリーツ加工が｝さきるなどの利点

烽?驕Bこれら衣服の熱的な性質と繊維を構成

ｷる高分子の物理的性質との関係を述べる。

同　　上

7
型くずれ．寸法変
ｻと素材の性質

　収縮、伸長、型くずれの原因となる繊維の性

ｿや、織物、編物などの構造的特徴を知り、防

k加工、形態固定加工などの原理を、羊毛の防

k加工や、パーマネントプレスとして著名な樹

演ﾁ工を例に解説する。

同　　上
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回 デ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

布から衣服への造形過程で用いる、縫う、か

がる、刺す、いせるなど種々の仕立ての技法に 矢　部　章　彦
8 布から衣服へ ついて、解析的な概観を試みたい。またこれら

単位技術の機械化の意義についても考える。 酒　井　＝豊　子

自家製作、注文服から既製服活用へ、衣生活

の転換は、満足度の高い既製服の供給が課題で

9 既製服とサイズ あった。日本人の体格調査の諸数値をもとにし 同　　上

た既製服寸法のJIS化と国際規格への同調の方

向を述べる。

新しい衣服を1いかに長もちさせるかという

10 衣服の手入れ
@（1）洗浄理論

衣生活の大切な課題を洗濯を中心に、3回にわ

ｽって解説する。

@洗浄理論は、汚れる→汚れを落とす、過程の

矢　部　章　彦

界面化学的考察を中心とする。

11 衣服の手入れ
@（2）洗濯の条件

　洗浄温度、洗浴濃度、洗浄時間、などの
軏{的条件と洗浄理論との対応から、一般的
ﾈ洗濯に有利な条件を考える。

@洗掘の疲労やすすぎなど、洗濯に関係深い応

矢　部　章　彦

ﾑ　　　雅　子
i文化女子：大教授）

用作業の解析も試みたい。

水を媒体とする洗濯と、ドライクリーニング

12 衣服の手入れ
@（3）ドライタリー
@　　ニングほか

を対比して論ずる。新繊維や新加工が、ドライ

Nリーニングで引きおこすトラブル、器よび繊

ﾛ製品の取扱い表示についても論じたい。

同　　上

衣服の入手から廃棄までの過程を考え、衣服

の損傷の原因を分類検討する。

13 衣服のいたみ 廃棄の理由は必ずしもいたみによるばかりで 同　　上

はない。使用実態調査からのややくわしい解析

を試みたい。

環境科学の大きな主題となっている洗剤（石

ケン澄よび合成洗剤〉の問題を、とりあげる。

14 衣生活と環境 水質汚濁、環境汚染にかかわるリンや蛍光増白 矢　部　章　彦
剤にも言及する。家庭洗濯の排水は大きな社会

問題となろう。

環境科学のもう一つの側面である安全性の観

点から、衣生活を見つめ直す。：有害な繊維加工

15 衣服の安全性 剤の追放を志し、ホルマリン、ディルドリン等 同　　上

の規制を達成した成果を中心に解説する。
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・＝ H 物 総 論＝
〔主任講師　宮崎基嘉（放送大学教授）〕

全体のねらい

　食物の種類は極めて多く、また関係する学問の分野も広い範囲にわたっている。ここでは食物につ

いての共通する重要なことを理解し、食物を食べる人間の側にたって成分、栄養、衛生、嗜好の問題

を理解し、さらに食生活の基本知識である栄養のバランス、食事構成について学ぶ。食物各論を理解

するために必要な科目でもある。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

生活の中での食物の持つ意味、食物の果たす
機能と役割を説明する。食物の物質的内容とし

1 食　　物　　と　は ての栄養素を解説し、食べる側の人間の体成分
ﾉ触れ、栄養バランスの重要性を説く。食物生

宮　崎　基　嘉
i放送大学教授）

産：の方式、食物流通の経路、食物生産：の新技術

にも触れる。

食物の機能のうち、人問の生活エネルギーの
給源であることを解説し、食物の有するエネル

2 食物のエネルギー ギー・と摂取した場合のエネルギーの相異、食物

ﾌ消化吸収実験例を見せ、食品のエネルギー換
同　　上

算係数を　干する。エネルギーの多い食事、少
い食事の例を示す。

食物成分のうち炭水化物について解説する。

炭水化物の種類、利用される炭水化物、利用不

3 炭水化物と食物繊維 能炭水化物に触れ、炭水化物の化学構造と消化

z収、代謝の基礎知識を解説する。最近研寄の
同　　上

発展した食物繊維について、その内容、栄養や
健康との関連を解説する。

食物成分のうち脂質について解説する。食用
油脂、食品中に含まれる脂質：の化学的解説、脂

4 脂質　の　役割 質の栄養に果たす役割、脂質の代謝とコレステ
香[ルの代謝、健康との関係について触れる。

同　　上

最近研究の発展した魚油の栄養についても解説
する。

食物成分のうちたんぱく質について解説する。

たんぱぐ質はアミノ酸によって　成され、その

5
たんぱく質とアミ
m酸の栄養

　成が栄養質に影響することをよく理解させる。

ｽんぱく質、アミノ酸の化学、代謝、栄養価の
同　　上

表わし方など、たんぱく質の組合せの問題につ
いても触れる。

食物成分のうち無機質について解説する。無
機質の種類、食事中の存在状態、無機質の代謝、

6 無機質　と　水 栄養、他の栄養素との関係などに触れる。また

�ﾊのトレースエレメントの研究が進んでいる
同　　上

のでそれを解説する。また水の重要性について
も触れる。

　食物成分のうちビタミン全体について解説し、

於n性ビタミンの各々について種類、化学、栄
宮　崎　基　嘉

7 脂溶性のビタミン 養効果、欠乏症、また必要量、食品への応用な 稲　垣　長　典
どについて解説する。調理、加工時②ビタミン （共立女子大学教授）

の損失についても触れる。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

7回に続き、水溶性ビタミンの各々に：ついて同 宮　崎　基　嘉
8 水溶性のビタミン 様の解説をする。

稲　垣　長　典

　食物の機能のうち嗜好適性について解説する。

H欲とはどのようなことか、美味とはどういう
宮　崎　基　嘉

9 食物の嗜好適性 ことか。食物の嗜好性に関係する、色、味、香 小　林　彰　夫
気成分にはどのようなものがあるか。嗜好に関 （：疑茶の水女子大学教授）

慣する食物の物理的性質についても解説する。

植物性食品、動物性食品など食品素材中に各

種の成分がいかなる状態で存在し、それが加工

10 食物の組成と特性 によってどのように変化し、どのような物性変 同　　上

化を生ずるかなど、例示的にいくつかの食品を

選んで解説する。

食品の品質に関係する化学的基礎知識、食品

の品質保持技術などを解説する。また食品の保

11 食品の品質と保蔵 蔵中に生ずる化学的変化、物理的変化を解説し、 宮　崎　基　嘉
貯蔵方法が食品の価値に：どのような影響をもた

らすかを考察する。

食物の調理に：際しては種々の材料が混合さ

れ、また加水、湿熱、乾熱などの物理的条件が

12 食物の調理科学 加わる。これら様々な調理による食物の成分的 同　　上

変化、嗜好的変化を解説し、好ましい調理とは

どのようなことかを解説する。

食物は必ずしも安全なものとは限らない。食
品衛生の知識が重要であり、それによって食物

13 食物の衛生と安全性 の安全性を確保することができる。また食品に
Y加される物質：の規制、正しい使用法などに触

同　　上

れる。

食事はわれわれの健康を守り、生活活動を営

14
栄養所要量と食事

¥成

む上に欠くことのできないものであるが、食品

ｬ分表と栄養所要量：に関する知識を解説し、食

枕¥成のための知識を述べ、日常生活と食物の

同　　上

摂り方について理解する。

食物総論のしめくくりとして、食物の資源的

な面からの知識を解説する。歴史的な経過を述

15 食物の資源と将来 べ、現状を解説し、さらに将来の展望について 同　　上

も触れる。
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＝食：物　各　論＝

〔主任講師　宮崎基嘉（放送大学教授）〕

全体のねらい
　食物総論に澄ける知識を土台として、日本に澄ける日常食品について、その生産、流通方式、含有

成分、栄養価、品質、調理加工＝適性、貯蔵法、家庭に診ける利用方法などにつき各論的に教える・食

品をめぐる諸情勢、とくに法規制についても触れる。ねらいは食品についての科学的教育にある。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

わが国の食品全般の供給システム、日常食品

1 日　本　の　食：品

の種類、種別特色の解説などを通じ、食品全体

ﾉついての概念を教える。
宮　崎　基　嘉
i放送大学教授〉

米、小麦、大麦、そば、とうもろこしなど穀

農　産　食品　1 類の原料、一次加工品、二次加工品を中心に教

2 育する。特に食生活に澄ける穀類食品の位置づ 同　　上

穀　　　　　i類 けについても教育する。

各種いも類、同加工品、各種でん粉類、でん

農　産食品　2 粉を原料とする食品について教育し、栄養価の

3 面からの見直しを述べる。 同　　上

いも、でん粉類

、大豆、小豆等豆類の種類は多く、近年この面

農　産　食品　3 の知識が欠けてきているので、その特色、利用

4 法、栄養価などにつき教育する。種：実類につい 同　　上

豆類、種実類 ても解説するQ

野菜の実態を明らかにし、流通問題、栄養価

：農　産食：品　4 の正しい認識、新しく出回っている新規野菜に

5 ついても教育する。きのこ類については名称等 同　　上

野菜、きのこ類 が混乱して澄り、知識を整理する。

果実の種類は極めて多く、新規出回りのもの

農産　食品　5 を含めて、生産実態、栄養的特色、品質などを

6 重点に教育する。また果実類の加工、貯蔵に：つ 同　　上

果　　実　　類 いても触れるQ

畜　産食品　1

肉類の消費は増大しているが、その実態はよ

ｭ知られていない。食肉の種類、部位別調理、
宮　崎　基　嘉

7 部位による栄養価の違い、肉の品質など教育す 荒　川　信　彦
肉　　　　　類： る。また肉類の加工食品についても教育する。 （澄茶の水女大教授）
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

乳類、乳製品は多様化のはげしい部門で、従

畜　産食品　2 来の知識では対応できない。現状の認識をめざ

8 して多様化の実態、内容の実態を教育する。卵 宮　崎　基　嘉
乳類、　三間 類に：ついてはとくに加工品を中心に解説する。

魚類、貝類等多種類に及ぶが、近年、新品種

も出回り、名称なども混乱している。また天然

9 水　　産　食　品 もの、養殖ものの差異など教育すべき内容は極 同　　上

めて多い。鮮度、調理の問題にも触れる、藻類

もこの時間において含める。

：砂糖及び各種でん粉糖、甘味料の製造法、化

学構造、甘味度、栄養価を解説し、菓子類、し 宮　崎　基　嘉
10 甘味、し好食品 好飲料、茶の成分についても述べる。

加　藤　博　通

みそ、しょうゆ、す及びアルコール飲料など

微生物を利用する醸造食品について、微生物の

11 醸　造　食　品 解説と製造法、その成分について述べる。 宮　崎　基　嘉

調味料、香辛料の種類は激増している。現在

の実態を知り、利用上の知識を教育する。また

12 調　　味　食　　品 食用油、油脂利用食品を便宜上この時間に含め 同　　上
て解説する。

乾燥食品、調理済加工食品、レトルトパウチ

食品、冷凍食品など最も現代的な加工食品がど

13 加　　工　食　　品 のように製造されるのかを解説し、その成分、 同　　上

利用上の注意を述べる。

栄養強化食品、特別用途食品、医療用食品、

等特殊な食品について教育する。わが国におけ

14 特　殊　食　品 る食品の表示に：ついて述べる。 同　　上

食生活の変化要因をさぐり、食事の実例を検

証した上で、食品の特色を食品群別にとらえて

15 食品のま　とめ 食物各論のまとめとする。 同　　上
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　　　＝余暇生活（その1）＝
　　　　　　　　　日本人の休暇一

〔主任講師：一番ケ瀬康子（日本女子大学教授）〕

全体のねらい

　いまや余暇生活問題は、国民の大ぎな生活課題としてうかびあがってきている。寿命が延び、生涯

のなかで余暇生活の時間が増加したことや、労働時間短縮などで余暇時間がふえたことなどが、その

理由であろう。その中で、ただ受け身の余暇生活では：なく、自発的な余暇活動をもつよう、その探求

のための視点と視座を明らかにする。

回 テ　　　一・　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

1 1．余暇とは何か

　余暇とは何か。その概念、語源などについて

qべる。また、現在の日本においては、いかな

髞ﾍ囲の生活行為を余暇生活ととらえているか

ﾉふれる。そして、この講義の目的をのべ、講

`全体の導入とする。

　一番ケ瀬　康子
i日本女子大学教授）

2
2．余暇生活の歴史

@　①歴史的展開

　ある社会の余暇生活のありようは、その社会

ﾌ歴史的特質を反映する◎近代以前の社会から

ｻ代社会に至るまで、余暇の意味内容がどのよ

､に変化してきたかを、それぞれの社会の特質

ﾆのかかわ如で検討する◎

　牧野　暢男
i日本女子大学教授γ

3 ②戦後の推移

　余暇生活が戦後、どのように変化してきたか

ﾉついて検討する◎余暇生活を昭和30年以降
ﾌ高度成長時代の「大衆レジャー一時代」と昭和

S8年以降の第一次石油危機以降の「多様で個
ｫ的レジャー時代」に分けて、その背景と特質
ﾉついて探る。

松　山　美保子

i機械振興会経済研究所・調査役）

4 3．余暇生活の条件

　余暇生活を規定する条件は、歴史的・社会的

ﾉさまざまである◎現代日本人の余暇生活を条

盾ﾃけている諸要因を検討するとともに、余暇

ｶ活の内容との関係について考察する。

牧　野　暢　男

5
4余暇生活の構造
@①時間・空間・
@　　　　　　手段

　余暇時間を、まず共同体における「時間の共

L制」から「時間の私有制」への移行の視点から

ﾆらえる。次に余暇活動を可能にする余暇空間
ﾌひろがり（モータリゼーション）とパーソナル化

iテレビ）との両面から余暇の実態をみる。

岩　崎　隆治
i社会評論家）

6 ②階　　　層

　余暇生活は、労働時間と関連する余暇時間、
ﾆ計のなかでのレジャー・・教養費など経済階層

I条件によって影響される。経済階層的条件が
ﾇのように余暇生活に：影響を及ぼしているか、各

K層の余暇生活にどのような特徴があるか検討
ｷる◎

山手　　　茂
i茨城大学教授）

7 ③余暇歴

　余暇生活に大きく影響を及ぼす余暇歴、つま

閨A人々が過去に：どのような余暇活動を行って

ｫたかが、いかに現在の余暇活動の＝豊かさ、あ

驍｢は貧弱さを左右しているかについて検討す

驕B

松山　美保子
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

子ども時代の余暇生活は、生涯における余暇

8 5余暇生活の実態 生活の在り方に影響する。その子ども時代の余

①子　ど　も 暇生活の中心である「遊び」が、現在どのよう 一番ケ瀬　康子
な状態であるか、時間「場」仲間との関係で現

状をとらえ、そのあり方を検討・考察する。

青年の余暇実態を生活意識の変化。労働中心

から生活中心へ、オカネ重視から時間重視へ、

9 ②青　　　年 職域から地域、または第三の空間へ一を中心に 岩　崎　隆　治

みていく。とくに夫婦中心型のレジャーの登場

にスポットをあてる。

中高年サラリーーマンが、週末、夏期休暇、年

次有給休暇をどう活用しているか。勤労観やレ

10 ③勤労者 ジャー観の変化をあとつげながら、余暇の実態 同　上

をみていく。　とくに「レクリエーション」から

「ホビー」への移行を中心に考える。

主婦は、核家族化・少産化・寿命の延長・家

事労働軽減化など生活周期と生活構造の変化に

11 ④主　　　婦 よって余暇時間が増加し、多様な余暇活動を行 山　手　　　茂

っている。ライフ・ステージ別分析をふまえて、

中年期主婦の活動タイプ別分析を試みるd

高齢者の余暇生活の実態調査から、その特徴

と問題点について検討する。また高齢者は、ラ

12 ⑤高齢者 イフ・ステージのなかで余暇がもっとも重要に 松　山　美保子

なるという点に着眼し、高齢者の余暇生活を豊

かにするための条件に：ついて探る。

人びとの余暇生活は、個人単位および家族単
位に営まれている。家族の生活条件がどのよう

13 ⑥家　　族
に個人の余暇生活に影響しているかを考察し、

ｳらに家族単位の余暇活勤の実態を、④家族内
山　手　　　茂

活動、②家族そろっての外出、③家族旅行に分
げ探る。

世界各国の余暇生活の実態を紹介するととも

14 6．国際比較 に、国際比較調査の結果にもとづき、日本人の

余暇生活の特質をあきらかにする。 牧　野　暢男

以上述べてきた日本人の余暇生活の歴史、実

15
7．余暇生活を
@　高めるために

態や問題点をふまえ、さいしょに述べたこの講

ﾀの目的との関係で、自らの課題として、どの

謔､に余暇生活を高めるか。その検討課題につ

一番ケ瀬　康子

いて述べ、で？まとめ，，とする。
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　　　　　　　　　　　　：＝余暇生活（その2）＝

　　　　　　　　　　　　　　一これからの余暇一一

　　　　　　　　〔主任講師：一番ケ瀬康子（日本女子大学教授）〕

全体のねらい
　前回では、日本人の余暇の実態澄よびその改善のための、視点と視座を明らかにした。その視点と

視座ににもとづき、さらに具体的な課題を検討するために、余暇をめぐる社会的諸局面においての課

題を展開し、どのような政策的展開が必要とされるかについて検討する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

余暇の確立を、基本的人権のひとつとしてと

らえ、「余暇権」確立へのあゆみが、国際的に
一番ケ三図　子

16 人権としての余暇 すすめられてきている状況を説明する。そして、 （日本女子大学教授〉
日本の場合はどうであるか、諸法との関連で把

握する。

日本人の余暇活動を部門別・ライフスタイル
松　山　美保子

17
余暇生活の動向
@余暇活動の特徴

別に分析し、その特徴と問題点について述べる。

ｳらに高齢化社会の到来による「生きがい」の

d要性という観点から、余暇と労働の関係、余

（機械振興協会経済

､究所調査役〉

暇機会の拡大、余暇学習などについて述べる。

需要と供給という経済原則の観点から余暇を

とらえ、余暇産業の特性、近年に論ける余暇市

18 ②余暇産業の推移 場の推移について述べるとともに、今後、成長 同　　上

が期待される余暇市場の部門、特徴澄よび問題

点について述べる。

企業の余暇対策は、戦前の労務管理施策のな

19 ③企業の対策

かにみられる。戦後は福利厚生として行われて
ｫたが、所得水準の下痢レジャー産業の発達：
激Wャーの多様化の波を受けて、企業の余暇対

岩　崎　隆　治

i社会評論家〉

策は曲り角にある。その実晴と方向について述

べる。

労働組合の余暇対策は、企業に比べて遅れを

とっている。しかし、最近では高齢化社会への

20 ④労働組合の対応 対応策の1つとして，生涯教育に力を入れる組

№ｪ増加してきた。その動向をふまえ、今後の
1　同　上

方向について検討する。 i

　
i
2
1
i
　
i

1余暇生活の展開方
?@多様化する情報

@　とその選択

　余暇生活へ今や影響の大きい余澱済報が、歴

j的にどのように変ってきたかについて述べ、

ｳらに来たるべきニューメディア時代における

]暇清報の多様化、その余暇圭活へのインパク

g澄よび問題：点について述べる。

｛
i
松
山
美
保
子
i
i

攣
　謹

；

22i

1
②
余
懸
麟
i
｝
　
と
共
有
化
i
…

1　余暇生活を高めるためには、まず住宅がそれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重

P犠紬欝蕪あ必聴を嵐i燕
i
ｶ
欝
謙
無
二
．
そ
の
余
蝦
…

i……………1

@一番ク瀬　康　子

奄
糞
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回 テ　　　一　　　マ 内弓　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

余暇推進のための組織づくりは、レジャー意

23
③組織づくりの必
@要と課題

識の普及に比べて大幅に遅れているが、余暇開

ｭセンターの設立を機に、企業中心から地方自マ

｡体中心へと移行しつつある。その意義と課題
岩　崎　隆　治

について述べる。

親は、子どもとともに豊かな余暇活動を行な

24
余暇生活の主体形成
@家庭教育の重要性

うことを通じて、子どもが余暇生活を主体的に

[実させる人間として育つよう努力する必要が

?驕Bこの課題を達成するために、どのような

山　手　　　茂
i茨城大学教授）

考え方と方法を、親は学習すべきかを考える。

学校生活が、青少年の余暇生活のあり方やそ

25 ②学校教育の検討
の後の余暇行動にどのような影響を及ぼすかを

lえる。そして、余暇生活の主体形成の視点か

轣A学校教育の現状を検討し、今後の余暇教育

牧　野　暢　男
i日本女子大学教授）

の方向を探る。

社会教育は、余暇生活の条件の1つであると

同時に、余暇教育の場でもある。学習、スポー

26 ③社会教育の変革： ツ、レクリェーションなどの社会教育活動を中 同　　上

心に、住民が主体的な余暇生活を営むための社

会教育のあり方を検討する。

団体・グループの活動、社会教育、福祉、保

健活動、コミュニティ活動など、多くの分野で

27 ④余暇指導者の必要 余暇活動の指導者が求められている。これら様 山　手　　　茂
々な分野の指導者の地位、役割と養成、研修の

実態および今後の課題について考える。

余暇政策への政策 県や市町村における余暇施策の推移と現状を、

28
転換
@地方自治体の方

まず明らかにする。次に、まちづくりや地域づ

ｭりなどとの関連で、余暇環境の整備と充実の 牧　野　暢　男

向 ための地方自治体の課題や施策の方向を検討す

る。

国の余暇政策がどのように発展してきたかを

ふりかえり、今後の政策課題とその推進方策を

29 ②国の政策の推進 考えるための余暇活動の基：礎的条件の整備、情 山　手　　　茂
報の収集、提供システムの整備、指導者の養成、

､修など多くの政策を検討する。
i

余暇生活を充実していくためには、何よりも

30
「余暇権」確立の

ｽめの視点と視座

生活者自らの認識と努力が肝要であり、とくに

ｻの社会的努力が重要である。回議全体を総括 一一ﾔケ瀬　康子
し、余暇権確立のための原則を探究し、まとめ

とする。
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＝教 育 思 想＝
〔主任講師　村井　実（慶応義塾大学教授）〕

全体のねらい
　どうしたら子どもたちを善くすることができるか、についてのさまざまの考え一徹育思想一を、
歴史的な発生と発展の順を追って吟味したい。ある時代に、ある思想を、どういう人物が代表的に表

明したかという、列伝体の形式によって講義を展開する。

回

1

2

3

4

5

テ　　　一　　　マ

教育思想のはじまり
　　　　（一）

一教育ということば一

教育思想のはじまり
　　　　（二）

一子どもを善くする一

ソ　ク　ラ　テ　　ス

プ　　ラ ト　　ン

イ　ソ　ク　ラ　テス

6
入間主義・理想

き

i主義・現実主義
i

内 容

　教育ということばが作られるということは、

教育が問題として人々の意識に上ることを意味

する。それは、人間の歴史の上で、いつごろ、

どのようにして起ったか。

担当講師
（所属・氏名）

　子どもを善くしたいということから、そもそ
も何が善いか、また、どうしたら善くすること
ができるか。さらにまた、いったい善くするこ
と自体ができるのかなどが問題として生ずる。

これが、教育思想のはじまりである。

　「善さ」とは何か、　「善くする」とは何か、

などの問題を生涯かけて問うと同時に、人々に

その問いをすすめ、またその問い方について、

「産婆術」　「問答法」などの主張を行ったソク

ラテスの歴史的意味は何か。

　ソクラテスの弟子として、プラトンは、ソク

ラテスの思想を理論的に整えることに力を注い

だ。だが、その思想はソクラテズのそれに対し

て、対極ともいうべき特徴をもつに至った・そ

の吟味。

　インクラチスは．ソクラテス、プラトンとほ

ぼ同時代のアテナイの町で、さらに黍た独自の

修辞学校を開ぐことによって、教育思想の第三

の原型ともいうべきものを展開してみせた。そ

れは何か。

村　井　　　　実
（慶応義塾大学教授）

阿　　上

同 上

同　　上

子どもたちを善くしたいとい久教育の思想i
に、子どもたち．澄よび善さをどう考えるかに応i

じて．教育思想の三つの原型が生まれた。ソク1

ラチスの燗主義プラトンの理駐義イソ｛
クラテスの現実主義である。　　　　i

同　　上

7クインティリアヌス た。その思想の集大成としてのクインティリアi
ヌスの「雄弁家の教育」の特色。　　　　　　　i
　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

同　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内’　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

キサスト教が社会に力を強めるに至って、そ

のキリスト教的「神」との関わりに：澄いて人間

8 アウグスティヌス の教育が考えられる。ギリシア・ローマの時代 村　井　　　実

の教育思想との比較を試みたい。

子どもたちを善くしたいという、その善さが、

中世の教育思想 理想として神とされ、その神に向って子どもた

9 （一） ちを形成することが教育と考えられた。しかし、 同　上

一教会の教育一 理想を求めるよりも、理想に基づいての形成が

強調された。

教会が掲げる神の理想の下で、世俗の世界で

中世の教育思想 は、宮廷は宮廷なりに、商人は商人なりに、：職

10 （二） 人は職入なりに、社会階層毎に現実主義的な教 同　上

一世俗の教育一 育を展開した。思想上、いわば理想主義と現実

主義との癒着が発生したのである。

久しい中世の教会による：極槽からの解放を求

ルネサンスの教育 める動きが、ギリシア・ローマ時代の人間像を

11 思想 理想に：掲げる人文主義の教育思想を産んだ。代 同　上

一人文主義一 表的な人物に：エラスムス、トーマス・モアなど

が挙げられる。

宗教改革の教育
　中世は、人間にとっての「善さ」＝神が教会

ﾉよって独占された時代といえる。それを教会

12
思想 から解放して、聖書を通しての人間との直接の 同　上
一ルター・と 関係に置こうとしたのが、ルターとカルグァン、

カルヴァンー 宗教改革の思想家たちであった。だが、その教
育上の意味は何か。

人文主義の教育が形式化して「キケロ主義」
ラブレーと と評されるようになるのに対して、形式よりも

13 　　モンテーニユ
[実学主義の

内容、ことばよりも感覚や理性、知識よりも経
ｱを重んじようとする実学主義が拾頭した。中

同　一上

拾頭一 世以来の理想主義的な大勢に対しては、久しぶ
りの現実主義的な関心の再現である。

「知る」という髄の普遍的鍾要准、万入 i
にとっての可能性への着眼を中心として、それ i

14 コ　メ　　ニ　ウ　ス

思想の系譜（一）

@・一ロ　ックー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
ﾔ白書蔀白白室端白白歯 ii同上

とっての「善さ」であったのである。 1
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ロックは子どもの心はあらゆる知識や善悪の

思想の系譜（二） 考えに対して「白紙」であると考えた。そこか

16 一「白紙」モデル ら、教育上においても、経験と訓練を重んずる 村　井　　　実

の子ども観一 という原則が生れた。だが、この子ども観が絶

対主義国家に旧いて、強制教育の推進を支える。

「造物主の手を出るときはすべてが善いのだ

が、人間の手にかかってすべてが駄目にされて

17 ル　　　　ソ　　　　一 いる」という革命的な宣言……その教育思想的 同　上

意味は何か。

ルソーの影響下に、人間の教育、自然の教育、

感覚と身体との関心等をもとにドイツに汎愛派

18 汎愛派の人々 の運動が生じた。バゼドウ、ザルツマンなどを 同　上

代表とするが、とくにザルツマンについてその

特色を見てみたい。

人間と自然を重んずるというルソーの系譜に
立ち、同時に実践上では汎愛派に同調したが、

19 カ　　　　ン　　　　ト カントは、両者の現実主義的な関心をはるかに 同　上
越えうる、いわば理念主義的思想を抱いた。こ
れは、人間性理念の完成という、その意味での
新らしい理想主義思想の力強い宣言であった。

フランス革命は、教育上歴史的な二つの問題

を提起した。一つは、圧制への抵抗としての自

20 コ　ン　　ド　ル　セ
由と平等の強調であり、第二は、国家による公 同　上
教育という考えである。この二つの、ほとんど
矛盾的といってよい要求の、最初の調停者とし
て、コンドルセが出現した。

政府への関心、経済への関心と教育への関心

との関係、したがって、政治思想、経済思想と

21 ペスタ　ロッチー 教育思想との関係、こうした関係がペスタロッ 同　上

チーの思想としてどう把握されていたか。

アウグスティヌスやルターの場合の教育思想

の中心にあった「神」が新しい意味をもって出

22 フ　　レ　　一　　ベ　　ノレ 現する。子どもの中の「神」、それが教育の歴史 同　上

にどういう新しい動きを作り出したか。

産業革命の進展と共に．社会が労働者の子弟

の啓蒙を必要とし、そこから社会の側からの労

23 オ　一　　ウ　　ェ　ン 働者階級への教育的関心が生じた。こうして社 同　上

会主義の教育思想が生れる。その代表者として

のロバート・オーウェンの思想を吟味する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

フランス革命によって提出された、自由と平

ホーレス　・マン 等と公教育との緊張の解決への道が、新大陸の

24 一アメリカの 新国家アメリカにおいて、デモクラシーの理念の 村　井　　　実

教育思想一 下に拓かれることになった。その代表的教育行

政・思想家として、ホーレス・マンが出現した。

近代に入って、教育に科学の成果としての知

ヘ　ル　バ　ル　ト
識技術をとり入れると同時に、教育の思想を科

25
一思想と科学一

学化する関心が高まっていった。その最初の積極

Iな試みがヘルバルトによって企てられた。こ

同　上

こでは、その意味と限界とを考察する。

国家と知識技術と市民と人間と、この三者の

必然的なもつれ合いをどういう方向に解決して

26 デ　　ュ　　一　　イ 理想の教育を実現するか。この視点から、デュ 同　上

一イの教育的民主主義の思想を吟味する。

日本に澄ける国家と教育との関係をどう考え

どう調整するか。森有礼の国家主義的教育思想

27 森　　　有　　　礼 の誕生を吟味する。 同　上

森有礼と同時に、同じ意図をもってスタート

した福沢諭吉の教育思想がどういう異った主張

28 福　沢　諭　吉 に結晶していったか。その両者の相異の意味。 同　上

明治以来百年にわたる日本での教育思想の流

29
教育の民主主義
@　　　（一）

れ。敗戦。米国教育使節団報告書。教育基本法

ﾆ新教育の運命。現在の日本の教育思想上の問

閧ﾆしてそれが何を意味するか。

同　上

日本の戦後の教育は民主主義を旗印として進

30
教育の民主主義
@　　　（二）

められたが、いつのまに：か、自由の理想にも平

凾ﾌ理想にもかえって遠ざかる方向に進んでい

驕Bこれは何を意味するのか。これを、明治以

同　上

来の潜在的な国家主義の問題として吟味する。
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＝児 ま旧 観＝

〔主任講師：深谷昌志（放送大学教授）〕

全体のねらい

　子どもについての見方を多角的にとらえるのを目的とする。具体的には、③欧米の教育にみられる

児童観、②日本の児童観の変遷、③心理学の進歩からみた児童観の3つのアングルから、児童観の変

遷を跡つげてみたい。

　まず、①からは、ペスタロッチーやルソー、フレーベル、②では、貝源益軒や福沢諭吉、③はフロ

イドやユング、エリクソンのように大きな思想学の児童観を中心としてとりあげていきたい。そして、

最初と最後に、児童観の現状とその問題点を探る形の要約をつけたいと思っている。

主な項目

（1）欧米の教育から＝ペスタロッチー、フレーベル、ルソー、デューイなど

（2）日本の児童観＝貝回益軒、福沢諭吉、森有礼、沢柳政太郎など

（3）心理学から＝フロイト、ユング、エリクソン、ピアジェなど
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＝発達心理学1＝＝
〔主任講師二宮川知彰（放送大学教授）〕

全体のねらい
　人生の各時期の精神発達の状況、現象を概観したあとで、発達心理学とはどのような科学であるの

か、精神発達はどのような方法で研究されているか、「発達」についてどのような見方、考え方があ

るのかといったより抽象的な問題について考えてみることにする。つまり具体的な現象から理論的な

問題へと考察をすすめていこう。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 乳　　　　　　児

　乳児は、一般に母親との相互の社会的関係を
ﾊして成長・発達をとげる。本章では、胎生期
ﾌ成長に続き、乳児期の身体・運動、知的機能、

贒ｮや性格などの発達的特徴を指摘し、それを
ﾓまえて初期経験：の意義と養育のあり方を考え

宮　川　知　彰
i放送大学教授）
宦@田　　　　晃
i東　北　大　学）

@（対談〉
る。

幼児期の身体と運動、思考や言語などの知的
機能の発達、自我や自立心・道徳性の芽ばえ、

2 幼　　　　　　児
性役割の学習、性格、遊びを中心とした対人関

Wの形成を述べ、幼児期とはどんな段階かを検
同　　上

討し、家庭・保育所・幼稚園での指導問題を考

える。

学童期における身体と運動機能、知的機能
（とくに論理的思考と知識、言語）の発達、仲

3 学　　　　　　童
間との相互交渉を通じての行動空間の拡大、性
�рﾆ道徳性・自我意識の発達などについて考
え、あわせて家庭、小学校の指導の問題点を指
摘する。

青年期とは、いっからいつまでのことをいう

のか、また青年期の「発達課題」は何かについ

4 青　　　　　　年 て概述する。 宮　川　知　彰

「精神発達」の過程では、新しい「能力」が
獲得されていくと同時にこれまであった「能力」

5 壮　　　　　　年
が失われたり減衰したりする。壮年期では若き

冾ﾌ何が失われ、何が新たに獲得されるのだろ
同　　上

うか。壮年の社会的責任との関連でこの問題を

考えてみよう。

20代以降、70～80才代に到るまでに、我
々の記憶力、知能テストで測る知力等はどう変 宮　川　知　彰

6 老　　　　　　年
化するのだろうか。記憶力は年と共に衰えると

ｾわれるが、具体的にどのような変化があるの

星　　　　　　薫
i放送大学助教授）

か。多くの実験結果を概観する中で、考察して （対　談）

みたい。

これまで6回にわたって人生各期の特徴を概

回してきたが、今回は人生経過を全体として概

7 人間　と　人　生 観し、年齢の推移と共に変化する社会的な地位 宮　川　知　彰
と関係つげながら、人生経過における人格特性

の形成・変化の過程を考えてみよう。

一｝ P70一



回 テ　　　・一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

発達心理学について、ヨーロッパ特にドイツ・

とアメリカとでは、異なった視野・観点をもつ

8 発達心理学とは ているように思われる。この点を紹介するとと 宮　川　知　彰
もに、発達心理学はいかなる科学であるべきか

について考えてみる。

9
動物における精神

ｭ達

　進化の過程において、いかにして心理が発生

ｵ、また要素的感覚心理の段階から知覚的心理

ﾌ段階へと発展していったかを考察する。その

ﾛ動物の生活条件とそこにおける動物の活動に

宮　川　知　彰
ｼ　野　　　　豊
i東　北　大　学）

@（対　談）
留意してその心理発達を分析する。

人間に固有の心理は社会的起源をもち、媒介

的構造をもち、意識性をもって働く、このよう
10 動物　と　人　間 な入間心理の生物学的前提は何であろうか、ま 同　　上

た入間の心理はどのような新たな生活条件と活

動の下に生まれたのかを考察する。

哲学、教育学、心理学、さらに生物学や医学
ﾈど、隣接する入文・社会澄よび自然諸科学の 宮　川　知　彰

11 発達心理学のあゆみ 発展とあわせて、発達心理学が科学としていか 寺　田　　　　晃
に台頭し、その体系を整えるにいたったか、今 （対談）
日までのあゆみと問題点について具体的に検討

するQ

一つの問題を解決するのには、その問題を解

決するのに最も適当した方法を創案しなければ

12 精神発達の研究法 ならない場合が多い。それで発達心理学の領域
ﾅも幾多の独特な方法が考案されてきた。本構

宮　川　知　彰

では、それらのうち基本的なものについて概説
しょう。

精神が発達するとはいったいどのようなこと

13 発達の理　論
を指すのであろうか。そもそも「発達」は何か。

ｱの問題について諸家の考え方を概観し、でき
同　　上

うれば首肯しうる発達理論を選択するとともに、

新しい発達理論の建設の可能性をも考えてみた
い。

今日の子ども達には、「どうせダメだ」とい
う悲観的な「発達観、に囚われている者が多い 宮　川　知　彰

14 発達　と　学　習 のではなかろうか。本講では、発達と学習との 野　口　　　　正
関連についての諸家の見解を概観して、「やれ （宮城教育大学教授〉

ばできる」という積極的な発達観の形成に寄与 （：対談）

したい。

障害児とはどのような子どもか、その定義と
類型、診断・判断の技法を、医学・生理学、社 宮　川　知　彰

15 発達　と　障　害 会学、教育学などの知見を含めて総合的に解説 大　山　正　博
すると共に、発達に対し障害とは科学としてい （東　北　大　学）

かなる位置づけをもつのか、その意義につき考 （対　談）

える。
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＝学習心理学1一

〔主任講師　小口忠彦（放送大学教授）〕

全体のねらい、主な項目

1．はじめに

　　　学習心理学とは

　学習とは、現実の環境のもとで、生活体（人間）瓜経験を通じて、適応の仕方を変化させること。

　学習心理学は、この学習に関係する心理現象に：ついて研究する科学である。

（1）どこまでも学習しつづける心理現象

（2）慣れた段階のところで停滞する心理現象

③　ゆがんだ方向へ進行する心理現象

（4）ゆがんだ方向から回復する心理現象

（5）学習指導法の研究

　環境　経験　適応　学習意欲　記憶力　思考力　応用力　協力　入間性　自己実現　心理療法

2．学習と勉強

　　　いわゆる「勉強」をめぐって

（1）学校教育の場合

　　　学習指導要領（義務教育の段階）

　　　　ω　教　　科

　　　　③　道　　徳

　　　　⑥　特別活動

　　勉強とは、ωが中心である。

　　⑬・（0は、勉強とはよばれていない。

（2）意図的学習と偶然的学習

　　勉強は、意図的学習であるが、学習には、偶然時学習もふくまれる。予想もしないことをおぼえ

　るのは、偶然的学習。

（3）学習と勉強との一致

　　自分から進んで、自分を、当面している場合に打ち込むこと、つまり、自分自身への挑戦という

　点では、学習と勉強とは、一致する。
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3．学習と発達

　　　経験と成熟

（1）野生児の事例

　　　アベロンの野生児、狐少女など、経験の役割

（2）発達の：最近接領域

　　　経験によって、成熟が変化する。

（3）経験による特殊性

　　　国民性…………文化の型と性格

　　　役割性格…………職業と性格

　　　性役割…………男らしさ・女らしさ

（4）成熟による普遍性

　　　エリクソン（Erlkson，E．H．）の「入生周期」

（5）経験と成熟の相互補完性

4．学習の方同

　　　望ましい方向の学習・ゆがんだ方向の学習

　学習には、ゆがんだ方向の学習もある。

　　　　　　　　（1）耐える一一→生産的構え
　　　　　欲
　　　　　求
　　　　　不
　　　　　満
　　　　　の
　　　　　場
　　　　　合
　　　　　；　　（2）耐えられ：ない　→防衛的構え→

　　　　　二　　　　　　　　防衛機制
　　　　　i　　　　　　　　　　iI

　　　　　：　　　　　　　逃げ腰になる

　　　　　i　　　　　　まにあわせをする
　　　　　三　　　　　　　攻撃的になる

（1）外的な欲求不満

　　㈹欠乏　⑧損失　（0障壁

（2）内的な欲求不満

　（A》欠陥⑬損傷◎抑制
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ω正常な場合

　　怠ける

　　無気力

　　まにあわせる

　　ごまかす

　　嫉妬する

　　乱暴する

⑧異常な場合

　　　神経症

　　　犯　罪



5．学習の成立

　　条件づけ（1）

　スキナー箱（Skinner　Box）一→テ置を押すと、餌が出てきて・食べることが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　できるようになっている。
　　　　（テコ）　　　　（押す）

　　　　条件刺激　　　　条件反応

　　　　Sc　一→Rc
　　　　　　　　　　　　｝●●……「強化」の三三

　　　　　　　　　　　　Su＿一一一一一→Ru
　　　　　　　　　　　無条件刺激　　　無条件反応
　　　　　　　　　　　　（餌）　　　　　ぐ食べる）

　特定の条件のもとで、特定の反応が形成される。

　　経験を通じて形成されるので、学習されることになる。

　　　　　スキナー（Skinner，B．　F。）　　　　　　パブロフ（Pavlov，LP・）

　　　　　　　道具的条件づけ　　　　　　　　　　　古典的条件づけ

　　　　　　　オペラント条件づけ　　　　　　　　　レスポンデント条件づけ

　　　　　　　　R型条件つげ　　　　　　　　　　　　S型条件づけ

　正しい反応（期待されている特定の反応）ならば、欲求の充足につながっており、このために・

正しい反応が形成されることになる。

　　動物の「調教」の原理でもある。

6。学習の成立

　　　条件づけ（皿）

（1）プログラム学習（programmed　learmng）

　　　　　　　　　Sc－7一一→Rc
　　　　　　　　　　！／　　，月

　　　　　　　　　／　　　　　　／Su一一→Ru

　　　　　　　　　”　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　　　　　／　　　　　（C）即時フィードバック
　　　　　　ノ　　　　　／．　　　　　　正しい反応かどうか、反応の直後に分かるようにする。

　　　　㈹連続的漸進
　　　　　　　小刻みに進めるようにする。
　　　　　　　（自分のペースで進めるようにする。）

　　　　⑬反応形成（シェービング）
　　　　　　　正しい反応をまとめるようにして、進める。

　〔問題点〕

＼
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（2）　水路つげ（canalization）

　　　最初の充足、反復、消去されない。　　　・

（3）刻印づけ（imprinting）

　　　初期学習（early　leanin9）、消去されない。

7．学習の成立

　　認知構造の変化

環境がどのように認知されるか、その認知のされかたには、それなりの構造がある。その構造が認

知構造である。

　　　　　　　　　　この図形に、三角形はいくつあるか。（正解　8つ）

　　　　　　　　　　　　3つとか、4つとか答える場合にしても、一8つと答える場合にしても・

　　　　　　　　　　　　それなりの認知構造が成立している。

認知構造は、認知地図ともよばれ、この地図によって行動が選択される。すなわち、認知構造によ

って、学習の成立は左右されるのであり、＝適切な学習の成立には、適切な認知構造が必要になる。

＆　山盛的動機づけ

　生活体（人間）が、特定の方向へ行動するように、その生活体の外部から働きかけること◎

　代表的なのは、　「賞と罰」である。

賞は、行動を促進させ、罰は、行動を禁止させ、回避させる◎

　しかし、賞の場合、ほめる、報酬を与えるだけでなく、　「承認」の欲求の充足に：かかわるような条

件ならば、ふくめる必要がある。同様に、罰の場合、叱る、体罰などだけでなく、承認の欲求の否定

にかかわるような条件ならば、ふくめる必要がある。

　希望のもてるような環境ならば、賞に屈することになり、希望のもてないような環境ならば・罰に

屈すことになり、要は、こうした点にある。

9．内発的動機づけ

生活体（人間）が、特定の方向へ行動するように、自分の内部に澄いて、自分に働きかげること。

興味、関心、解決の喜び、発見の喜び◎

　これらの他に、　「認知的葛藤」も、注目されている。

　　驚き……………・…・・………確信している知識に：「ずれ」を生じる状態

　　当　惑　…………………………　答えがいくっもある状態

　　矛　盾　……………・…・・………　両立できない状態
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　　認知的不協和　………・……・一信じていたことが信じられなくなった状態

　　混　乱　・………・…・・…・・………混沌としてつかみどころのない状態

　　不適切……・…・・…・・・…………答えの出しようの：ない状態

　　　　ノ　しかし、内発的動機づけが、必要で、かつ十分な効果を示すには、「自信」の裏づけを欠くわけに

はいかない。

10．学習と模倣

　　　　問題解決（1）

　問題解決過程には、次の四つの段階がふくまれている。

（1）問題場面

（2）試行錯誤

（3）手がかりの選択

（4）見通しの成立

　しかし、問題解決過程ではあるが、問題解決とはいっても、問題の提出者には、すでにして、問題

は解決されている。すなわち、この問題解決過程をたどっても、問題の提出者の水準以上に出ること

は難かしい。「模倣」以上に出ることは難かしいのである。

　系統学習の限界性。

11．学習と創造

　　　　問題解決（皿）

問題解決：といっても、創造ということになると、与えられた問題の解決ではなく、問題そのものを

つくり、その問題の解決をすることが必要になる。

　発明、発見、創作などは、このような問題解決である。問題解決学習の必要性。

　プレインーストーミング（brain　storming）とよばれている方法には、独創的な新しいアイデ

ィアをつくの出す際の必要条件が澄りこまれている。

　　（A）5－10名程度のグループ

　　（B）40－60分程度の時間

　　（C）ルール　　　1．批判禁止

　　　　　　　　　　2．自由奔放

　　　　　　　　　　3．質より量

　　　　　　　　　　4．改　　　良

　　（D）課　題　　（例）新聞紙の活用法
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12、習得と習熟

　　　　　　　　　　　学ぶ　一一一→覚える一一→習得

　　　　　　　　　　　習う　一一一一→　慣れる一一一→　習熟

（1）覚える

　（A）機械的に覚える

　（B）図式的に覚える

　（C）論理的に覚える

　（A）→（C）は、暗記→理解になっている。

（2）忘れる

　（A）理解（分かる）すると、忘れない。

　（B）干　渉　………順向抑制・回向抑制

　（C）抑圧………不快なことは無意識化されやすい。

（3）慣れる　　　　　　　　　　 l　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Il　H　l皿
　（A）　ドリル学習、過剰学習　　　　　　　　　　1　　　　し’

　　　　　　　　　　　　　　　　効　　　　　　　1
　（B）練習曲線……………・＿．．果　i　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　ほ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　き
　（C）練習の分配　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間（回数）
　　　　全習法　旧習法　直接反復法

　　　　漸進反復法　集中法　分散法

④　身につく（自己拡大）

13・学習の転移

（1）正の転移

（2）負の転移

に大別され、「応用」が効くというのは、正の転移の場合。

　その転移の条件について。

　（A）構成要素の一致

　（B）　一回目ヒ（般イヒ）

　（C）　構造の等価

（D）学習方法の学習
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14，学習と個人

（1）個人差

　伍）個人間差異

　　　　ノ　（B）個人内差異

（2）個　　性

　（A）全体性としての個性

　（B）独自性としての個性

（3）個別学習

　（A）時間制限法

　（B）作業制限法　…………

　　　　　　　I　i　H
　　　　効　　　　i
　　　　果　　　　1　　　　，

（どこまで可能か）

皿　／　　　第三段階は、必ず成立する、とは限らない。
，，ノ’

時間（回数）

（4）自己実現

　　　価値の多様性

15。

（1）

（2）

（3）

まとめ

学　習　＝　（内的条件）～（外的条件）

　　生活体（人間）の側面　　環：境の側面

教授　一　学習過程

教授　一　学習理論
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＝学習心理学］［1＝

〔主任講師　小口忠彦（放送大学教授）〕

全体のねらい

　この「学習心理学H」では、　「学習心理学1」で中心とした基本的・一般的な原理を土台にし、

「学習指導法」との関連をつけつつ、学習心理学全般にわたる重要問題の考察を試みる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 思考過程（1）
@考えるとは

　集中的思考と拡散的思考、分析的思考と直観

I思考を総合的にまとめ、「解決」、「理解」

ﾈどとよばれていることをめぐって、「考える」

ﾆはどういうことかについて考察する。

小　口　忠　彦
i放送大学教授）

2
思考過程　（2）
@論理的思考

　ピァジェの研究を中心にして展開する。

@発生的には、・「らせん的構造」になっている、

ﾆいう点と、　「可逆性」という概念とに重点を

ｨいて考察する。

同　　上

3
思考過程　（3）
@自己認知

　思考の対象が自分自身である場合の思考過程

�謔闖繧ｰる。

@そして、自己意識、自己評価、自己洞察など

ﾌ概念との関連のもとで、問題にする。

同　　上

4
創造過程　（1）
@創造活動を進
@める条件

，アナロジー（類推）を中心にし、インダクシ

㏍刀i帰納）、ディダクション（演繹）に対す

驕Aアブダクション（発想）とよばれている論

揩ﾌ基礎を考察する。

@ゲストとの対談形式の導入Q

小　口　忠　彦
Qスト

ｶ　田　　　彰
i東洋大学教授〉

5
創造過程　（2）
@創造活動を妨
@げる条件

　慣れた側面にこだわる機能的固着性から、文

ｻ的条件にいたるまで、創造活動を妨げる条件

�Aはば広い範囲で考察する。

@ゲストとの対談形式の導入。

同　　上

6 受容学習と発見学習

　知識の「系統化」に基づぐ学習方法と、　「学

K方法」についての発見を中心とした学習方法

ﾆの関連を問題にする。

@受容学習の長所・短所を通じて、発見学習の

ｷ所・短所について指摘する。

同　　上

7
生活綴方的方法と
@集団主義的方法

　集団に澄ける「個人」が中心の学習方法と、

u集団」の在り方のほうに重点がかけられる学

K方法との関連を問題：にする。

@生活綴方的方法の長所・短所を通じて、集団

蜍`的方法の長所，短所について指摘する。

同　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 役　割　演　技

　仮にではあっても、「指導者」としての役割

�焔Zする場合、本来（実際）の学習者として

ﾌ役割の場合と比較して、学習は、より効果的

ﾉ進む傾向がある。

@このメカニズムをめぐって、考察する。

小　口　忠　彦

9 学　習　意　欲

　学習意欲が低下し、その原因について診断す

驍ｱとが必要になるような場合の分析を通じて、

w習意欲とは何か、学習意欲を高めるにはどう

ｷればよいか、について考察する。

@ゲストとの対談形式の導入。

小　口　忠　彦

Qスト

{　明　　　寛
i早　大　教　授）

10 入　生　　周　期

　エリクソンの「人生周期」を姐上にのせ、経

ｱと成熟、すなわち、学習と発達の関係につい

ﾄ考察する。

@ゲストとの対談形式の導入。

同　　上

11 ヒントの活用

　ヒントも、依存する場合には、解決過程（思

l過程）をゆがめる。では、依存するのではな

ｵに、ヒントを活用するには、どのような条件

ｪ必要になるか。

@こうした点を問題にする。

同　　上

12 誤　り　の訂　正

　誤りであることに気づくのも、学習である。

ｻして、誤りであることに気づき、これを訂正

ｷるのも、学習である。

@こうした点を問題にする。

同　　上

13 学習と心理療法

　心理療法に、療法としての効果が成立する根

窒�癘｡すれば、経験によって適応の仕方を変

ｻさせる、という学習の機能であり、この点に

ﾂいて考察する。

@ゲストとの対談形式の導入。

小　口　忠　彦

Qスト

焉@山　喜久雄
i新潟大学教授）

14 学習と行動療法

　スキナーの「道具的条件づけ」を理論的根拠

ﾆする行動療法は、学習心理学では、新しい、

ｵかも、重要な研究課題になって澄り、この行

ｮ療法について考察する。

@ゲストとの対談形式の導入。

同　　上

15 学習　指導法
@のまとめ

学習の根源を「創造」に求める立場をとり、

ｵたがって、学習指導法の基礎も、この創造に

≠ﾟることになる。
同　　上
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一異常心理学一

〔主任講師轡旧記饗）〕

全体のねらい

　他の関連科目（たとえば、人格心理学、異常心理学、発達心理学等）の知識をどの程度前提として

よいかが不明なので、構想は立てにくいが、一応これらについては知っているものとして・臨床心理

学的実践にとって必要最小限の基本的観点と態度をまず話し、次いでアセスメント・心理療法・コミ

ュニティ心理学の技法の輪かぐについて、具体例を用いて解説する。独りで実習可能な部分について

は、できるだけ実習させたいので、そのための工夫や知識を伝える予定。ただし・この実習はあくま

でも、体験学習を意図しており、専門的実践につながるものではない○

主な項目

（1）臨床心理学とは何か

（2）心理臨床家について

（3）精神衛生の特質

④心理学的アセスメントの狙いと過程

（5）各種心理検査の特質

（6）テスト。バッテリー

⑦心理療法の一般的特質

（8）三つの代表的な立場

（9＞心理療法の効果

⑩　日本的心理療法

⑪　コミュニティ心理学とは何か

⑫危機介入の特質

㈹　コンサルデーションについて
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コ深層心理学＝
〔主任講師：織田尚生（鳥取大学講師）〕

全体のねらい

　19世紀末以来のフロイトおよびユングなどによる、人間の無意識に対する探究を歴史的に跡付け

る。深層心理学は神経症の治療という臨床的な経験にその奉礎を置くことを理解させる○また精神分

析学や分析心理学など深層心理学各派の理論・技法を学習することによって、健康者個入の心理の理

解、さらには現代文明および日本入心性の深層心理学的考察のための視点を得させる○

　な澄、文化人類学・宗教学・神話学・民俗学など隣接諸科学との関連についても触れる。

主な項目

（1）深層心理研究の歴史

（2）意識と無意：識の構造

（3）精神分析学と分析心理学

（4）心理発達の深層心理学的理解

（5）現代文明と日本入心性

（6）隣i接諸科学との関連
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「任講師D

＝教　育　社　会　学＝
　・河野重男（お茶の水女子大学教授）／

　　新井郁男（東京工業大学助教授）　i
　　岡崎友道（東京学芸大学助手）　　」

全体のねらい

回
テ　　　一　　　マ　， 内　　　　　　　　容 担当講師

i所属・氏名）

発達とは単なる心理学的・生物学的現象では 河　野　重　　男
ない。人間の発達：には社会的・文化的環境：からの （お茶の水女子大学教授

1 人間の発達と社会
働きかけが不可欠である点を解説する。さらにこ

ﾌ社会・文化的環境の働きかけによってうながされ

新　井　郁　男
i東京］業大学助教授〉

る発達には適時性があり、それぞれの時期に果た 山　村　　　健
されなくてはならない発達課題を明らかにする。 （大正大学助教授）

生物的な存在としてのヒトが、社会的な存在

としての人間にまで高められる過程は社会化と

2 人間の社会化 呼ばれるが、ここではとくに日本人の国民性の 河　野　重　男
形成を手がかりとして、社会化のメカニズムを

解説する。

家庭に澄ける幼時期の体験：は、入間の基礎的

な形成に大きなかかわりをもっている。ここで 河　野　重　男

鋒 3 幼児の発達と家庭 はとくに親子関係とのかかわりから幼児の発達

を考察する。 山　村　　　健

家庭とならんでとくに戸外での仲間集団とそ

こでの遊びに着目して、子どもの発達にとって

4 子どもの生活と発達 仲間集団での生活体験が果たす固有の教育機能 同　　上

を明らかにし、さらに現実の問題点を浮き彫り

にする。

青年の生活の場として、家庭、学校、職場及

1びそれ以外の余暇活動の場の三つをとりあげ、

5 青年の生活と発達 それぞれの場に於いて青年が達成すべき基本的 同　　上

な発達課題とその問題状況を解説する。

6 発達の病　理

　　現在のかが国では、青少年はさまざまの要因
@によって望ましい発達を阻害され、多様な病理｝現象を：露呈している。非行、自殺、登校拒否、

@家庭内暴力等がそれである。これら青少年の発
@達の病理を明らかにし、あわぜて病理発生のメ

河　野　重　男
R　村　　　　健

ｯ　野　周　弘
i科学警察研究所）

i環境研究室長）
ヵニズムを考察する。

7 成人の生活と発達

　学習は青少年期にとどまらず、成入期にも必

vであるが、それは何故か。現代の成人の生活
ﾆ学習要求、能力発達：の可能性、学；習環境など

ﾌ問題と関連させながらこの間について考える。

・河　野　重　男
@新　井　郁　男
@神　田　道　子
@（東洋大学助教授）
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回 デ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

わが国にはさまざまの青少年団体が存在し、

多彩な活動を展開しているが、トータルに見た 河　野　重　男

8 団体活動と人間形成
とき、青少年の団体活動への参加は必ずしも盛
�ﾅない。ここでは、青少年ののぞましい人間
`成にとって団体活動がになう固有の役割を明 山、村　　　健

らかにし、さらに現状の問題点を検討する。

地域社会の変貌は、入間の発達に大ぎな影響

を及ぼしている。その実態を明らかにし、これ 河　野　重　　男

9 発達と地域社会 からの地域社会のあり方について考える。あわ

せて地域社会の中での社会教育の役割について 新　井　郁　男

もふれる。

テレビなどの映像文化を離れて現代人の生活

は考えられない。映像文化は人間の発達にとつ

10 発達と映像文化 てどのような意味：があるかについて解説する。 同　　上

また「児童文化」の実態・意味・あり方につい

ても考える。

学校というものが人間形成にどらてどのよう

11 学校と人間形成
な機能を果たしているか、またどのような機能

�ﾊたすことを期待されているのか、ついては 河　野　重　　男

学校というものの特質と関連させながら考える。

学校制度は社会と密接に関連している。

12 社会と学校制度
その関連の仕方を歴史的に、また比較教育
w的に検討し、日本の学校の特質：を明らか

河　野　重　　男

にする。 新　井　郁　男

情報化社会、学歴社会、大衆社会などと呼ば き

13 現代社会と学校
れる現代社会に澄ける学校の役割について考え

驕B 河　野　重　　男

日本人であることと国際人であることとの関

係はどのように考えたらよいのか。国際理解の 河　野　重　男

14 国際化時代の教育 教育、海外子女、帰国子女の教育などの諸問題

を具体的にとりあげながら、国際化時代の教育 新　井　郁　男
のあり方を考える。

15 生涯教育　論

　これからの学校教育のあり方を、家庭教育、

ﾐ会教育、職場教育といった教育の全体構造の

?ﾉ位置づけて、「生涯教育論」の観点から検

｢する。

河　野　重　一

V　井　郁　男
R　村　　　　健

一184一



＝教　育　方　法　学＝

〔主任三三●東 洋（東京大学教授）〕

全体のねらい

　学習澄よび発＝達に関する心理学的知見と教授の過程に関する実践的検討とをあわせ、単に既存の教

育方法についての知識を得るのみでなく、新しい教育方法の開発、理解、評価の能力を獲得してもら

いたいと思う。心理学、教育学、教育工学の諸分野から、数名の講師が分担して講述にあたる・

主な項目

（1）教育作用のに：ない手

（2）教育方法と文化

（3）学習の起る場（家庭、仲間、社会、学校）

④授業の諸様態（日本）

（5）授業の諸様態（外国）

（6）授業の諸様態（内容により）

⑦　授業の諸様態（学習者に：より）

（8）授業過程の分析・記述1

（9）授業過程の分析・記述2

⑩　授業過程の分析・記述3

⑪　授業の歴史1

⑫　i授業の歴史2

⑬　授業の評価

⑯　学習の過程1

⑮　学習の過程2

㈹
⑰
　
⑱
⑲
⑳
⑳
㈱
鱒
㈱
鱒
㈲
鋤
㈱
㈲
㈹

学習者の動機及び人格1

学習者の動機及び人格2

学力とその評価1

学力とその評価2

学習者の特性と指導方法1

学習者の特性と指導方法2

教育とニュー・メディア1

教育とニューメディア2

情意面の発達と教育方法1

情意面の発達：と教育方法2

技能面の発達と教育方法1

技能面の発達と教育方法2

知識と能力の構造1

知識と能力の構造2

これからの教育方法
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　　　　　　　　　　　　　　一道　　徳　　教　　育一

　　　　　　　　　　〔主任講師：宇佐美　寛（千葉大学教授）〕

全体のねらい

　「道徳」と呼ばれる社会的事実の中心部分は、社会的問題状況に澄ける意志決定である・この意志

決定の能力を育成するのが道徳教育である。このためには、具体的にはどうしたらよいのかを論ずる・

羊な項目

（1）道徳と非道徳

（2＞道徳的価値

③　道徳的判断

（4）道徳教育の方法

㈲　道徳教育の可能性と限界
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　　　＿・情操の教育一

〔主任講師課照照欝翻〕

全体のねらい
　情操を育てる教育は、人間が人間であることを確める教育である。それはまた、現代の人間社会の

危機を克服する一つの道でもある。今までの芸術教育とは異なる視点から、情操教育を考える・すな

わち、人間の想像力や表現力を育てることを出発点とした、美的価値への感情や態度を築いてゆく意

義と方法を、多くの事例に即して考えてみよう。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
情操とは一価値への感情一

　情操とはなにか。入間の感晴の働き、前頭葉

ﾌ働き、の中で考える。

@情操の中でもとりわけ、表現美の価値に対す

驫ｴ情を、根本に見定める。

片　岡　徳　雄
i広島大学教授〉

2
情操教育とは一表現し想像する

@ことから一

　美的な価値に触れさせ、教えこんで、情操を

轤ﾄてゆぐのではない。情操教育は、表現し想

怩ｷることから出発する。

@ドイソのシュタイナー学校やその他の多くの

沫痰ﾅ、このことを考えたい。

野　村　幸　治
i広島大学助教授）

3 科学と情操と

　情操教育は、科学の研究や道徳の教育と重な

閧?､。創造の喜び、創造の苦しみ、イメージ

ﾌ働きなどにおいて、である。
@な澄、最近の科学文明¢）問題に情操教育が果

ｷ役割についても考える。

片　岡　徳　雄

4 芸術教育でなく

　芸術教育は、情操教育の一部であっても、そ

ﾌすべてではない。情操教育で大事なのは、そ
ﾌ技術性ではなく、表現としての体験である◎

?Iとは、技術とは、そして芸術とは。

同　　上

5 いま情操教育では

　現在の日本の学校教育では、芸術教育はあっ

ﾄも、情操教育は弱い。四つの問題点一美術と

ｹ楽、文学、映像と総合、社会性、のそれぞれ

ﾌゆがみ一について考える。

同　　上

6 文学教育では

　幼児から大人に至るまで、人は多くの物語や

高ﾉ接する。情操教育としての問題は？

@幼児の読み物、学校の文学教育、そして成入

ﾌ読書、の実記に即して考える。

同　　上

7 文学教育とは

　人間にとって、文学とはなにか。そしてまた、

ｶ学教育はどうあるべきか。

@様々な理論を検討した上で、人間性の理解と

z像性の伸長、という目標をつきとめる。

同　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 音楽教育とは

　音楽教育は、人間の情操教育にとって、重要

ﾈ領域を占める。そこでまず最初に、音楽と人

ﾔのかかわり合いを幅広く考察する。次に音楽

Iな感動と表現の関係について触れ、それに関

Aして音楽教育への示唆についても考える。

高　萩　保　治
i東京学芸大学教授〉

9 いま音楽教育では

　日本の学校音楽教育は、指導要領で鑑賞と表
ｻの二大領域で指導するよう規定されているが、
ｻ状は教科書の歌の指導ということに片寄って
｢る。そこで総合的な音楽指導の実践や、米国
ﾌ包括的アプローチなどに触れ、情操教育とし
ﾄの音楽教育のねらいを考える。

同　　上

10 これからの音楽教育

　これからの音楽教育には、抜本的な発想の転

ｷが必要である。音楽がコミュニケーションと
ｵてあることに眼をつけ、音楽を「動き」のほ
ｩに、即興的に、五線譜から自立して、生き生
ｫと表現することも含め末広がりな表現学を念
ｪに音楽教育を考える。

同　　上

11 美術教育では

　子どもはなぜ絵を描くか。好んで描いていた

ﾌが、なぜ急に描かなくなるのか。　「自由画教

轣v派の考えに対する「技術指導」派の考え。

Gの鑑賞など。美術教育の諸問題に触れる。

片　岡　徳　雄

12
マスコミと映像の

?ﾅ

　現代は、映画やテレビやラジオなど、映像的・

d波的マスコミの時代である。その中で、情操

ﾍどう育てられているか。

@マスコミの強烈な影響の事実と、裂くれがち

ﾈ映像教育、について論じる。

同　　上

13 総合の活動の中で

　情操は、様々なからみの中で、総合的に開発

ｳれる。

@仲間の中から生れ、仲間を結びつげる、表現

?ｮ。劇表現と祭りに焦点をあてたい。

野　村　幸　治

14
社会の人間化として　　　　　“

　現代社会の問題は、あまりにも科学技術化さ

黶A遊び的表現を見失なっているところにある。

ｻ代社会の人間化のために、遊びと芸術をどう

轤ﾄるか。つまり情操教育への期待は大きい。

片　岡　徳　雄

15 自己実現として

情操教育はまた、人間それぞれが自己実現し

ﾄゆくための教育でもある。

@自己実現とは、自己実現的人間とは、そして

ﾜた、美的自己実現のもつ深さ・厳しさ・自由

ﾆは。

同　　上
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一家 庭 教 育一

〔主任講師：山村賢明（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　家庭内のあれこれの場面で、子どもをどうしつけるかといった単なる技術論としてではなく、より

広い視野に立って、家庭教育の本質的機能をとらえたいQそのために、家庭教育を人間の社会化過程

の一環として位置づけ、そこにみられる問題を、日本の文化や現代社会のあり方との関連で考えてゆ
く。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

1

1家庭教育の考え
@方
ｿ）子どもの発達と

@社会化

　子どもはどのようにして、一く前の大入へと
ﾐ会化されてゆくのかを述べる。とくに入間が

ﾅ初に遭遇する集団としての家族の役割をとり

?ｰ、家庭教育が個々の家族の日常生活の現実
ﾉ即して考えられなければなら：ないことを示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　、墜

山　村　賢　明
i筑波大学教授〉

親が意図すると否とにかかわりなく、日本の

2
（2旧本入の形成と

@家庭

家庭に吾いては、子どもは極めて幼時から日本
?ﾆして形成されることを述べる。とくに基本
I生活習慣や日本語の獲得を通して、日本の文

同　上

化の本質的な部分が伝えられることを指摘す
驕B

家庭や村落社会における自然な教育から、学

（3塚庭の教育・学 校という専門的教育機関への移行という歴史的

3
校の教育 変化をふまえて、学校教育とは異なる家庭教育

{来の機能は何か両者の関係はどうあるべきか
同　上

を明らかにする。

皿家庭に澄ける人 乳幼児期から青年期へという子どもの発達に

間形成 対応した、母親の役割の変化を考える。そして
4 α）母親の役割 母親の役割の中心が、将来様々な対象に拡大し 同　上

一　　愛の原体験 てゆく愛の感情を原初的に形成する点にあるこ

とを述べる。

子どもにとって、母親とは異った関わりをも

（2）父親の役割
つ父親の役割の諸相をとりあげる。そして結局

5
一権威の原体験 父親の重要な役割は、規範や道徳意識の基礎に

?骭?ﾐの感覚を、子どもに最初に与えるとこ

同　上

うにあることを示す。

男女の性別役割が、まず家庭の中で父親・母

6
（3）性別役割としつ

@け

親をモデルにして子どもに獲得されることを示

ｷ。さらに性別役割が社会や時代を通して不変

ﾌものでないこと。これからの男の子・女の子

同　上

のしつけのあり方について考える○

親のもとでの親和と競争、対等と庇護とい

7
（4）きょうだい関係

@の意義

つた微妙な関係を経験するところに、きょうだ

｢関係の重要性をみる。同時に、そのような経

ｱの乏しい、今日の「一入っ子的状況」のもつ

同　上

問題点を考える。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

8

回しつけの日本的
@特質
t）性善説的子ども

@観

　しつけの基礎にある子ども観を考える。日本

ﾌ性善説的子ども観のもとでは、子どものコン

gロールにむずかしい点が出てくることを、と

ｭに現代の状況から論じ、子どもに対する明確

ﾈ言葉による要求の必要性を指摘する。

山　村賢　明

日本の親子関係に澄いては、とくに母子の関

9
②母子関係への偏

@り

係が濃密であることを示し、それが結果として、

qどもの甘えを助長し、父親の影響を弱めて、

K範意識をうすくさせるように作用することを

同　上

論じる。

日本的集団主義の行動様式が、まず家庭生活

10

・∫〉

i3）家庭からの集団

@主義

の中でつくられることを示し、他方で、いかに

ｵて個人の自律性や主体性をのばすようなしつ

ｯを行うかについて考える。

同　上

W現代家庭のひず
核家族化と情報過多は育児不安を、さらに子

み
ども数の減少と生活水準の向一上は過保護を、ほ

u U）育児不安と過保

@護

とんど必然的にもたらすことを述べ、それから

E出する方法や、祖父母との関係を考える。

同　上

現代の工業化社会のなかで、子どもたちから

12
（2）「見えない父親」

@と子ども

見えなくなる父親の存在、経済中心の生活のな

ｩで子どものことを忘れる父親を問題にする。 同　上

そしてそのような父親の回復なしには、子ども

の問題行動の解決はありえないことを論じる。

伝統的な母子関係の濃密さに加えて、ますま

13
③母親による支配
@と管理

す顕在化する母親、その母親によって先廻りし

ﾄすみずみまで管理される子どもの生活を述べ 同　上

それが子どもに及ぼす影響る考える。

社会全体にみられる受験体制の中で偏差値信

仰にとらわれた家庭をとりあげる。そして教師

14 （4＞受験体制と家庭 とは異なるはずの子どもを見る親の目、子ども 同　上

をとらえる勉強以外の多様な物指の必要性につ

いて考える。

本講座のしめくくりとして、社会・家庭・子

V結　　　　　び どもをめぐる現代の問題状況のなかで、どのよ

15 一新しい家庭教育 うな形で家庭教育を再生させるか、その可能性 同　止

の創造 をさぐる。そしてそれは、親自身の生き方の再

検討をせまるものであることを指摘するQ
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一学 校 教 育一

〔主任講師　深谷昌志（放送大学教授）〕

全体のねらい

　本丁では、学校教育の現状をふまえつつ、学校教育のあり方を理論的に深めていきたいと考えてい
る。

　全体の構成としては、1、2回で学校の紹介をした後3～6回を通して、学校の歴史的な系譜をた

どる07－10回で、学校の制度的な枠組を紹介した後、以下、各論の形で、学校教育の諸側面を検

討する形をとりたい。

回 デーマ　　　内　　　容　　想講欝

1
子どもの発達と学

Z

子どもの発達にとって、学校の果たす役畿i　　　　l

?
初
V
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　

2
日本の学校その特

F

膿血鷲灘饗鷲論膿裳iく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

「
同
　
上

3
近代の社会と学校

ﾌ成立

　学校のあり方は社会の歴史的変化に対応して　i変わる。ここでは、近代学校をそれ以前にあった藩学や寺子屋などと対比して考えたい。

ナ　　　　中　野　　　光　　　　（立教大学教授）

4
国家による学校教
P育の明暗

学校教育の発達とは何かを明治糊の教育政↑策を歴史的素材として、国家主義的な教育の明　｛暗を解明してみたい。

同　上

5
教育改造を求めた

ｮき

　大正デモクラシーの時代といわれた第一次大

甯繧ﾌ教育界に起った教育改造の動きを、画一

ｻと個性との関連でとらえてみたい。 同　上

6 戦後の教育の原点

p

　　敗戦を契機とした教育改造の動きを．6・3

@制の成立を中心に、原点に戻って考えてみたいo

鴛
･

…
i
同
上
i
i

7

｝　　　　　　　　　　　　　　　　1

P

　　　　　　　　　　　i　学校教育と法規との関連を子どもの学習三保　i

cめぐ…

ﾗ飾　　く聯i〆馨　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
一”…窒
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
担 当　　　講
i所属・氏名）

師

学校の主体性を求める事が強い。主体的な学

8 学校経営の仕組み

佼づくりを目指すのに校長をはじめ教職員の協

ﾍ関係をどう組識化したらよいかを考える。 下
深

村
谷

哲
昌

夫
志

学校の授業内容はどのようにして編成され、

どこに問題があるのかを学力に関連させて考え

9 教育方法と授業 たい。
同 上

教科書、補助教材、クラブ活動、学校事故な

ど、教育活動の展開に関連して生じるさまざま

10 教育活動の展開 な問題をとらえる。 同 上

11 学校集団の構造

　小学校教育の中心は学級にある。そこで、学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

Q麟を集団構造の榔らとらえてみ
谷 昌 志

専門職制との関連で、教職のあり方をとらえ

てみたい。特に教職の特性を研修のあり方に関

12 教師　の仕　事 連して考えたい。 同 上

学校の役割を地域社会や家庭との関連で考え

ていく。教育と学校との違いも視野に置きたい。
13 地域社会と学校 同 上

近代以降に限ってもさまざまな学校論が提起

されてきている○そうした系譜を現代の視角か
14 学校論の系譜 ら分析し跡づけてみたい。 同 上

1

学校改：革の可能性を、諸外国の学校改革：の状

況を視野に澄いてとらえてみたい。 i　中 野 光

15 学校改：革の可能性 1下 村 哲 夫

深 谷 昌 志

一192一



一地・域社会と学校二

　　　　　　　　　　　〔主任講師：溝口謙三（山形大学教授）〕

全体のねらい

　最近の教育問題の一つの側面として、発達の事実としての「生活」からの遊離が指摘される。生活

との結合は、成入教育、生涯教育に竜求められる動向である○

　生活の現実の場は「地域社会⊥であり、ここに教育と地域との関連の再確立が求められるσしかも

このことは、最近の経済、行政の動向の中に求められている”地方化”にも通ずる一つの社会的要請

といえる。

　地域社会と教育との関連は、地域自体のもつ”教育力”を確認助長するとともに、地域の変貌を見

すえながら、地域の生活差に応ずる教育計画を樹立することにあるdそれは学校教育とともに、生涯

教育にも貫かれるべき教育課題である。

主な項目

ω　社会と教育一原理と歴史

②　地域社会と教育との関係一地域の教育力

（3）地域社会学校運動

（4）都市と農村との教育問題

⑤　へき地の教育

㈲　地域教育計画一地域変貌と教育改革

（7）地域生涯教育一その課題
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＝言　語　と　教　育＝

〔主任講師　村石昭三（国立国語研究所部長）〕

全体のねらい

　言語は人間の認識、伝達、思考、創造の手段であると共に、言語活動そのものが人間の思想の形成

を促す。このことを読み、書く、話す、聞く活動の各分野で確めながら、その指導を幼児、児童の発

達面から押さえる。そして、この指導の実態や効果をこれまでの実証的研究から評価し、将来の言語

教育また教育全般の改善に必要な課題は何かを考える。

主な項目

（1）言語の機能

（2）言語の習得一文字

③　言語の習得一語彙

（4）話す指導

（5）　ことば遊びの指導

⑥　絵本の指導

⑦　日本人の読み書き能力

（8）読み書き能力の基準

⑨　現代社会と読み書き能力

㈲　文書表現カー書く：意味

⑪　文書表現力の発達

⑫　言語と創造性

α3　文章の理解と創造性

㊥　話づくりと創造性

鱒　まとめ

一1鱗一



　　＝・青少年文化＝
〔主任講師罐鼎融融）〕

全体のねらい
　ひとくちに、青少年文化といっても、子ども文化と若者文化とでは実態も異なっているし・当然・

分折のアングルも違ってくる。そこで、本講義では、子ども文化を前半、青年文化を後半で扱う形式

をとることにした。文化論であるから、現実の姿を紹介すると同時に、そうした現像を理論的に深め

る点にも配慮することにした。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　容　　i 担当講師
i所属・氏名）

1
青少年文化のとら

ｦ方

輪1熱烈雛i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
回国（筑波大学助教授）

…
一 達隷難犠キ難総総麓」i

2 遊びの機　能 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

�a㌫鰻雀蒙鑑慈母’ i深谷昌志
堀り下げていく。 i

さまざまな玩具を紹介しながら、子どもの心 i

を豊かに育てる玩具はどういうものなのか。玩 i

3 玩具の変　遷i 具の条件を考えていくgそれと同時に、現代の i　同上
玩具がそうした条件を備えているかどうかも検

討していきたい。

子ども雑誌を素材としながら、童話の成り立

ちを紹介する。次いで、児童文学が低迷してい

4 童話の世　界 るといわれる現代にふれ、童話が、これから先 同　　上

も、子どもの成長に欠くべかざるものなのかを

考察していきたい。

子どもの世界からギャング集団が失なわれ、

現代の子どもは友をもたずに成長していく。そ

5 仲間集団のゆくえ うした現状を視野に置きつつ、仲間集団の中で、 同　　上

子どもたちが身につけたものは何なのかを考え

ていく。 1

テレビ抜きに、現代を語ることはできない。 i

6 テレビとのつき合い 偉塩畿三三灘旧記墓黛 il　同　上

　i　i一十一

@1　…

V
i
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i
　
i
　
　
　
　
　
　
　
　
i
　
董

1りかえりつつ、子どもにとっての望ましい視聴

苑ﾔ度とは何なのかを検討していきたい。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当
i所属・氏名）

講師

子ども文化を再生するために、どういう方策

が必要なのかを、遊び場や児童公園、キャンプ

8 子ども文化の再生 などと関連させて考えていきたい。なお、子ど 深　谷 日　　　士
冝@　　ノじ、

も文化は8回目でで終り、次回からは青年文化

を対象とする。

青年の行動特性を理解するには、少年期と成

人期の狭間にある年齢段階に泣寄の行動特性と

9 青年期と青年文化 時代や社会の変化に敏感な年齢層としての青年 門　脇 厚　　司

集団に特徴的な行動とをみきわめておく必要が

ある。青年文化の前提を整理する。

近代日本の発展に果してきた青年の力は予想

10
日本の青年と青年

ｶ化

以上に大きなものであった。明治維新以来、青

Nは何を目指しどう生きてきたのか。ここ100
N間の青年の活動を跡つげつつ、各時代に開花

同 上

させた青年の文化を概観する。

現代青年の行動特性を理解するには、彼らを

11
現代青年文化の
ﾐ会的背景

培ってきた時代的・社会的な背景を知って知く
ﾆよい。生活水準や学歴水準の上昇、核家族化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霊や都市化、あるいは情報化やME（マイクロエ

激Nトロニクス）化などが青年に与えた影響を

｛同 上

みる。

現代青年が志向する生き方ないしライフスタ

12
青年のライフスタ
Cルと価値観

イルはどう特徴づけられるのか。また、そうし

ｽライフスタイル志向を支えている価値観は何 同 上

か、さまざまな調査の結果を整理しつつ、この

点を明らかにする。

現代を生きる青年たちの生き方とそうした彼

らが創りあるいは支えるさまざまな風俗や商品

13 現代の若者文化（1） や産業などを3つに分けて紹介する。最初は、 同 上

飽食する若者たちの姿をモノ（商品）、サービ

ス、記号（情報〉という側面から照し出す。

過剰なモノと情報とサービスにとりかこまれ
て、いま青年は飽きあきし退屈している。こう

14 現代の若者文化（2） した若者が退屈しのぎにするさまざまな行いを

ﾐ介する。ばか笑い、スギーソ、セックス、音
同 上

楽、ディスコ、そしてマリファナ、オカルトな
…
き

どがそれである。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　一
i

群れてさわぎばか笑いする若者たちの心底もi

15 現代の若者文化③

馨獅讐念き欝織灘旛貝iソコン、TVゲーム、ウォークマン、個室などi

同 上

にこだわる自閉的な若者の姿と彼らの心象風景i
�ﾝる。　　　　　　　　　　　　i
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　　＝青　少　年　の　指　三一

〔主任講師：深谷昌志（放送大学教授）〕

全体のねらい

　児童や生徒についての指導を体系だてて考察していく。本講義は4単位のTVを利用しての内容だ

けに、社会的な関心をひく割合が多いと考えられる。見方によれば、本講義は発達と教育，系の中で

のひとつの中枢科目になる可能性が強い。そこで、共同研究ティ～ムを発足させ、それぞれの権威を

集め、青少年指導の決定版とでも払いうるような格調の高い講義を提示したいと考えている○今のと

ころ、臨床心理学者、社会福祉研究者、生徒指導の専門家、非行の権威などの構成を予定している。

主な項目

ω　児童理解の視点，遊び．友だち、家族、地域社会、教師、兄弟など

②、臨床からの接近、登校拒否、かんもく、非社会性、非行．青少年犯罪など

（3）健全な子育てのために、児童福祉、学校の指導体制．カウンセリング．システム：など
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＝カウンセリング＝

〔主任講師　佐治守夫（東京大学教授）〕

全体のねらい

　カウンセリング、教育相談、さらに広く、心理治療一般、（プレイセラピイ、グループセラピイ、

成長グループの活動などを含む）、についての理論、及び実践に際しての重要なポイントを講ずる。

主な項目

ω　カウンセリング、心理治療とは何か

（2）〈格変化、入間的成長の様相

（3）カウンセラーの態度と技法

（4）人間関係のもつ意味
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＝人間関係論＝

〔主任講師　三隅二不二（大阪大学教授）〕

全体のねらい

　本講義は、社会的存在としての人間の特性は社会的相互作用のいとなみのなかに形成され発達する

という視点に立って考察をすすめる。入間の心も自我もそこから形成されるのだが、それはさまざ寮

な人間関係の行動様式として展開する。二人の入間関係から、対面的小集団そして組織に訟ける入聞

関係の分野にわたる。主要なものをあげれば、グループ・ダイナミックス、同調と逸脱、意思決定と

リーダーシップなどについて述べ、他方、実際的、応用的側面として、学級の集団指導、災害予防と

人間関係、創造性と人間関係などについて実証的データを中心にして論議を広げる。

主な項目

（1）人間関係論序章

（2）対人関係の心理

（3）グループ・ダイナミックス

（4＞同調と逸脱一く集団圧力と集団標準）

（5）競争ど協同

（6）準拠回忌と態度変容

（7）集団構造とコミュニケーション

（8）　リーダーシップー社会的勢力

（g）　リーダーシップの測定

⑳　リーダーシップの測定

⑪　コンフリクトとその関係

q⇒　組織における人間関係論

⑬意思決定の行動科学

⑭　学級のグループ・ダイナミックス

⑮教師のり一ダーシップ

⑮　災害と入間関係

㈲　創造性と入間関係

⑱　日本入の入間関係
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＝・ ^…口倉旨と倉q造：’性＝

〔主任講師　田中正吾（放送教育開発センター教授）〕

全体のねらい

　ヒトの知能と脊椎動物の知能を比較し、知能の発達の諸様相とその理論、素質、環境論争を概説す

る。また知能検査の歴史、その理論と応用面について考察する。さらに知能と創造性がどのように人

間の文化の発展に貢献してきたか、また人間が当面している諸問題の解決に知能と創造性の教育がい

かに重要であるかを考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 知能とは何か

知能の定義、知能の種類としての具体的知能

ﾆ抽象的知能を矢［能検査の演示により考える。

ﾜた人間の文化が知能とどのような形でかかわ

ﾁているかを考察する。

田　中　正・吾
i放送教育開発セン
^ー教授）

C　ンタ　ビュー
ﾉ　藤　隆　二
F　賀　　　純

2
ヒトの知能・動物

ﾌ知能

脊椎動物（アユ、ニワトリ、ネコ、イヌ、サ
求Aチンパンジー、イルカなど）の知能実験を

ﾊして、知能的行動の進化のあとをたどり、ヒ
gの知能と脊椎動物の知能の相違を調べる。ま

ｽ脳の進化と関連にも言及する。

田　中　正　吾
Qスト

ｳ　井　秀　夫
i大阪大学教授）

3 知能検査の歴史

　ゴルトン、キャッテルなどビネー以前の知能

沚ｸの考え方に始り、ビネーとシモンの知能検
ｸの作成、ターマンのスタンフォード・ビネー
?�m能検査、ウェクスラー知能検査などの歴
jをたどり、教育、産業界などへの利用に言及
ｷる。

田　中　正　吾

4 知能検査の理論

　知能検査における年令尺度の構成、年令尺度

ﾌ性質、標準化とサンプルの理論、さらに知能

沚ｸの妥当性の問題、信頼性の算出法などを説

ｾする。

同　　上

5
精神年令と知能指

　精神年令の意味と限界、知能指数の公式、知

¥指数の意味、知能指数の恒常性、教育や職業

w導への意味について言及する。 同　　上

6 知能の発達　　（1）

　具体的知能と抽象的知能の発達の諸相を調べ

驍ﾆともに、言語の発達に澄ける知能の役割を

qべ、知能の発達曲線（クロス・セクショナル

ﾆロンジチューディナル）の性質を述べる。

同　　上

7
知能の発達　　（2）

@遺伝か環境か

　知能の発達におげるネイチャー・ナーチャー

竭閧ﾌ論争、一卵性双生児による研究とその研

?菇@の限界について述べる。 同　　上
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i報　　・慧 驚
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容

　禧　　　　－幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜　7　｝

P（礪旧名謡糞

パーソナリティーの定義と意義、パーソナリ i 　

8
知能とパーソナリ

ティ検査の種類を叙述し、パーソナリティと知

¥の関連を説明する。
ii田中正吾 簗

　
ティ

｛
i

塵
讃
　｛

数学、国語、理科、社会科、外国語などの知

的教科の成績および図工、音楽科など芸術的教

9 知能と学業成績 科の成績と知能検査成績の相関を調べるととも 同　　上

に、教授方法の採用如何によってこの相関関係

が変ることを説明する。

知能と知能検査に対するさまざまな批判に答

えるとともに、教育に於ける知能の正しい考え

10 知能　と　教　育 方、知能検査の正しい用い方、知能検査のもつ 同　　上

ている限界などを考える。

科学技術上の創造性がどのようにしてもたら
されたか、科学者の基礎的トレーニング、仮説

11 科学の創造性
のたて方、問題解決の過程について述べるとと
烽ﾉ、そのユニークな解決について考察する。

同　　上

また創造性の発達曲線と知能のそれとの比較を

行う。

絵画など造型美術の創作過程に診ける主題、 田　中　正　吾
構図、表現様弐の基礎として、イメージの形成 ゲスト

12 美術の創造性 構造のダイナミックス、澄よびそのユニークさ
ﾌ原因とその社会的背景について考察する。

川　崎　春　彦
@（画　伯）

ソナタ、交響曲、ピアノ協奏曲、ヴァイォリ

13 音楽の創造性
ン協奏曲などの作曲過程における第1主題、第
Q主題とそのヴァリエーションなどの考察を通 田　中　正　吾
じて、楽想の創造性を考える。

小説などの創作過程に齢ける主題、表現
様式、言葉の選択などの考察を通じて、作

14 文学の創造性
者の精神構造のユニークさと文学の関連性
�lえる。

同　　上

科学教育、美術教育、音楽教育、文学教
育の諸領域で創造性を伸ばすための個性に合っ

15 創造性と教育 たカリキュラムの編成法、個別指導の方法、学 同　　上

級編成の問題点などについて検討する。
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＝認知　と　思考二

〔主任講師：中川大倫（放送大学教授）〕

全体のねらい

　認知心理学の主たる起源は、ゲシュタルト心理学に澄かれるが、その発達と展開には、情報理論、

コンピューターの技術とプ・グラム、言語学、ピァジエの認知的発達理論に影響されるところが大で

あったQそして、最近に澄いては、心理学の各領域に認知的なアプローチがみられるようになった。

　本講義では、認知的アプローチの活発な記憶の研究を中心とし、さらに．推理による問題解決の問

題にふれたいと思う。

主な項目

（1）認知的心理学の歴史

②　情報処理系としての入間

③　感覚的記憶

（4＞短期記憶

⑤　長期記憶

（6）数学的問題解決

’
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＝乳幼児の健康と心理＝

〔主任講師’平井信義（大妻女子大学教授）〕

全体のねらい

　正常に発達している乳幼児の精神澄よび身体の発達・発育について、育児・保育・保健・福祉・文

化などの分野から総合的に理解を深め、とくに人格形成につい七は自発性（意欲）と共感性（思いや

り）を中心に、家庭や集団の中でそれらがいかに育つかを追求する。さらに：、三身に問題のある乳幼

児の早期発見と、療育、治療教育の実際について認識し・とくに児童三三との関連において対策を考

える。

主な項目

（1）人格形成の理論と人間関係

（2）自発性（とくに：意欲）の発達と育児・保育

（3）共感性（とくに思いやり）の発達と育児・保育

（4）言語発達・社会性の発達と育児・保育

（5）知的発達と育児・保育

（6）身体発育と運動機能の発達と育児・保育

（7）家族関係の育児に：及ぼす影響

（8）集団保育、幼稚園と保育所

（9）児童福祉の理論と実践、施設

⑩　児童と環境、自然、文化財、社会環境

⑪　問題（こころとからだ）の早期発見と医療・治療教育（1）

⑫　問題（こころとからだ）の早期発見と医療・治療教育（2）

⑬　思春期問題から見た乳幼児期

⑯　文化人類学と国際比較から見た育児

⑮　今日的課題（トピックス）
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＝児童の心理と教育一

〔主任講師　東 洋（東京大学教授）〕

全体のねらい

　精神の発達と、教育於よび社会環境門門要因との相互作用を概説し、知能、学力、情意に関し最近

数年間に急速に集積しつつある研究成果の分析に立って、発達と教育とに関する通説の若干を批判的

に検討する。特に知的発達と自我の形成の問題に力点を置き、心理学を勉強しようとする者に発達・

教育的視点を、又、教育に関心を持つ者に心理学的視点を提供することを目的とする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

講座の導入として、子どもの精神発達につい 東　　　　　洋

1
子どもの精神発達

ての概論。（特にそのさまざまな考え方につい

ﾄ）

（東京大学教授）

i　野　重　史
をどうとらえるか （国立教育研究所

第3研究部長）

activeな反応の発達、環境との相互作用、

道具への反応などの問題も含む。

2 最初の一　年 永　野　重　史

出生前後から子どもへの期待、母性意識の形 東　　　　　洋

成、母子相互作用、愛着の形成、母親の仕事。

3 親　　　と　　子 上　村　菊　朗

（伊豆逓信病院

小児科医師）

ジェスチュアや哺語からどのように形式的な 永　野　重　史

面と機能的な面との両面に診いて言語が発達す

4 言葉の誕　生 るか。 村　石　昭　三

（国立国語研究所

言語教育研究部長）

知能とはどういうものか。その知能検査と意

5
知的能力、その概

味。

東　　　　　洋
念と最近の研究

赤ちゃんと子どもはどう違うか。子ども時代

6
子ども時代の始ま

の発達課題。

永　野　重史

イメージの世界、イメージによる思考。

、

7 表象能力の発達 同　上
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

言語と思考、言語発達に於ける問題や異常。

8 言語　と　思考 永　野　重　史

表象的思考から具体的概念的思考を経て論証

9
論理的思考と知識

的な思考の能力が形成されるまで。

同　上
構造

自己中心性からの脱却、競争と協力、友達関

係のひろがり。

10 子ども　と友達 東　　　　　洋

社会は、その社会の成因としての行動の型を

11
行動基準の形成と

ｭ達

各個人について形成していく。つまり社会化の

ｭきをもつ。この社会化の働きを行動の基準の

`成との関係で考えてみる。

同　上

依存から独立へ、心理的離乳の問題、児童期

の精神衛生。

12 自　我　の　発達 東　　　　　洋

11、12歳（小五）の段階での論理的思考
力の発達や、社会関係、情緒面での諸問題

13 子どもから大人へ 永　野　重　史

課題によって、その学習に適切な発達上の時

期があるという考え方の紹介と、それを教育上

14 教育　と　発達 どう考えるか。 永　野　重　史

すごやかな精神発達を助けるためにどういう

健康な精神発達を
ことをすべきか。 東　　　　　洋

15
たすけるために 永　野　重　史
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＝・ ﾂ少年の心理と教育一

〔主任講師：宮川知彰（放送大学教授）〕

全体のねらい

　「青年期」とは入生経過の中で、どのような意義、使命、役割をもつ時期なのであるか、また、ど

のような「問題」をかかえているかを、主として教育心理学・発達心理学・社会心理学等の諸分野の

立場から多面的に検討し、青年教育のあるべき姿を展望する。

主な項目

ω　青年心理学の歴史

｛2）青年期研究の方法、

③　青年期の始まりと終わり

ω　性一青年の心とからだ一

⑤　反抗心人生の中の青年期

（6）余暇活動一青年の生活構造

（7）仲間・友情一青年の対入関係

（8）学習一青年の学力・人格形成

（9）非　行

㈹　登校拒否・家庭内暴力・自殺

鋤　校内暴力

働　進路の選択一学歴社会と青年、

㈱　青年の生きがい等
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＝障害児の心理と教育＝

〔主任講師　寺田　晃（東北大学教授〕

全体のねらい
　障害児の教育は、人間の尊厳を問い教育の本質にせまるものである。本コースでは、前半に総論と
して、まずそうした障害児がどんな子どもなのかと診断・判断の方法、研究法を検討すると共に、後
半の各論では、障害の類型別に、心理の発達的特徴と教育の方法、・福祉の在り方などを一連に考え、

障害児への一般的理解を深める。　　　　　　　　　　　・　’

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

障害児とはどのような子どもか、その定義と
類型を主に心理学、社会学的、医学・生理学的

1
障害児とはどのよ

､な子どもか

：な見地から総合的に解説する。障害児は、視覚
瘧Q、聴覚障害、肢体不自由、病弱、虚弱、知
¥、情緒、学業不振、重複障害の各子どもであ

寺　田　　　晃
i東北大学教授）

る。

障害児に対する学校教育の理念と目的（目標）、

2
障害教育の目的と

普通教育とのちがい、特殊教育の現状などを述
ﾗ、あわせて障害児に関する研究、教育（養護） 同　上

歴史的発展 一般の歴史的なあゆみについて論ずる。

障害児の病理（身体・諸器官、大脳ほか）、

3
障害児の研究課題

心理（認知、人格、情動、社会的行動ほか）の

e分野にわたり、従来の研究とその傾性を概括 同　上
と研究法 し、現下の障害児教育・心理Q研究の課題性を

指摘する。

．主に医学・生理学、心理学の見地で、障害児

4
障害の原因と診断

の心身に関する病理と障害の一般的様相を述べ、

ｩつ医学、心理学による測定・評価の方法を説 同　上
・判断 明することによって、科学的な診断の実際的技

法と問題点とを解説する。

発達とは一般にどのような機構のもとに、ど

発達と障害（1） んな段階を経て展開するのかを個体発生の側面

5 心身発達の仕組み から検討し、従来の発達理論を各種紹介すると 同　上

と機能 共に、発達に対処して障害がいかに位置づけら

れるものであるかを考察する。

発達に訟ける親の役割と意義、障害にかかわ
る家庭的条件、親子関係の一般的状況、学校教

6
発達と障害（亜）

瘧Q児と親・家庭

育の意義、障害児の学校での行動状況などを考
@することにより、発達と障害の特に2次的
i環：境的）な効果に言及し、家庭於よび学校で

同　上

の教育の適切な在り方を検討する。

視覚障害児の身体、認知能力（感覚、知覚、

感覚障害論（1） 思考ほか）、学習能力、人格、情動於よび社会

7 視覚障害児の心理 的行動などを通じて、視覚障害児の心理的な発 同　上

と教育 達と特徴を概観し、医学的所見をも加えて、主

ﾉ盲学校教育の現状と最適化を検討する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

聴覚障害児（言語障害を含む）の身体と認知

感覚障害論（巫） 能力（特に感覚、知覚、思考と言語との関連でλ

8 聴覚障害児の心理 学習能力、人格・情動と社会的行動の各発達と 寺　田　　　晃

と教育 特徴を把握し、主にろう学校教育の現状と最適

化を考えることにより、感覚障害論をまとめる。

主に医学・生理学、心理学の立場で、肢体不
身体運動障害論（1） 自由児の身体・運動の障害特徴をとらえ、認知

9 肢体不自由児の心 能力、人格・情動等の発達をも論ずることによ 同　上

理と教育 り、治療教育ならびに職業的リハビリテーショ

ンの現状と養護学校教育の最適化を考える。

前章とならび主に医学・生理学、心理学の見
身体・運動障害論（皿） 地から、病弱児・虚弱児の身体・運動上の障害

10 病弱児・虚弱児の 特徴、ならびに心身発達の相互関連性を論じ、 同　上

心理と教育
健常児への復帰、養護学校教育の現状と指導の

ﾅ適化を考察し、身体・運動障害論をまとめる。

知能障害児の身体・運動、認知能力（思考と
精神発達障害論（1） 言語を中心に）、人格・情動ならびに社会的行

11 知能障害児の心理 動の障害特徴を述べると共に、特殊学級、養護 同　」二

と教育 学校澄よび施設での教育・訓練・養育の現状と

指導の最適化、社会適応等を論じる。

12

精神発達障害論（皿）

譓緒瘧Q児の心理
ﾆ教育・治療

　主に心理学、医学、社会学的な見地から、自

ﾂ傾向、登校拒否、施設症ほか情緒障害の子ど

烽ﾌ心身の諸特徴を述べ、学校教育での現状と、

ﾆ庭教育を含めた指導の在り方、教育相談等に

ﾂいて考察し、精神発達障害論をまとめる。

寺　田　　　晃

蛛@山　正博
i東北大学医療技術短期大学部教授）

学業不振澄よび学習障害の子どもの定義、診

学力障害論　一 診よび類型を述べ、心理的（人格を中心）、

13 学業不振児の心理
境的（家庭、学校、社会）な側面からの特徴
s振の原因を指摘し、学校教育および教育相

寺　田　　　晃

と教育 を中心とした指導の効果、適切な措置の在り
について論ずる。

障害児の福祉の理念、福祉行政を含む福祉の
構造および職員の養成などの形態を考察すると

14
心身障害児の福祉

ﾆ生活

共に、重複（重症）障害を中心として、相談指
ｱ、症療育、施設療育、収容保護などの実践的
竭閧�A医学、心理学、教育学その他の分野か

同　上

ら論ずる。

総　　括　　　一
第7章から第14章までの各種障害型の特徴

�濠№ｵ、『“轄児”とは（そして‘‘燗”
寺　田　　　晃

V　谷　　　守
15 障害児研究・教育 とは）何か』を論及しつつ、障害児研究と教育 （東北大学助教授）

の展望 の意義ならびに今後の問題点を展望する。
大山　正博
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＝生　涯　教　育　論＝
一生涯教育学の成立をめざして一

　　　　　　　　　　〔主任講師：麻生　誠（大阪大学教授）〕

全体のねらい

　生涯教育理念は、わが国でも漸次、教育政策や教育制度、教育組織、教育課程などに影響を及ぼす

ようになった。だが、生涯教育は、教育の自由と平等、学習と教育との間の矛盾に代表されるような

二律背反的要素を内にふくんでいる。このような生涯教育理念を現代の教育現実と関連させながら、

新らしい生涯教育学を構想してみよう。　　　　　　　．　・

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

生涯教育は、八たの自己実現を達成させるた
めに、人々の全生涯を通して人間的、社会的、．

1 生涯教育の理念
職業的な発達を援助する教育の仕組みである。
竄竄烽ｷれば言葉だけの美辞句に終ってしまう
ｰれのある生涯教育理念を全体社会のなかに位

麻　生　　　誠
i大阪大学教授）

置づけて総合的・統一的観点からとらえ直して
みよう。

人間は「生涯にわたって学ばねばならぬ」と

2
生涯教育の社会的
gヒ糸
ﾚ示

いうことは古くから言われてきた。この意味で、
ｶ涯教育は古き理念である。しかし、最近生涯
ｳ育論が唱導されてきたのはこの古き理念の新
轤ｵい意：味を引き出すような社会的条件が発生

同　．上

してきたからである。

生涯教育は、何よりも国民の生涯にわたる学

3
生涯教育と学習要

習要求を前提としている。だが、あらゆる人間

ｪ生涯教育を享受しうる継続的な学習要求や学 同　上
求 習能力を持っているものであろうか。この問題

を考えてみよう。

．生涯教育理念は、それぞれの社会や国によっ

4
日本の生涯教育の

求[ソを探る

てこのニュアンスが異っている。その理由の一
ﾂは、国々の文化的、教育的伝統が異っている

ｩらである。わが国の生涯教育のルーソを幕末

同　上

の教育書に探ってみよう。

わが国の国レヴェル、地方自治体レヴェルの

5
教育政策のなかの

教育政策のなかにどのような生涯教育課題がど

ﾌような文脈で現れてきているかを明らかにし、 同　上
生涯教育 さらにその問題点を考えてみよう。

放送は、生涯教育機会を社会に拡散させるの

6
生涯教育と放送利

p

に大きな力を持っている。しかしまた、教育上

ｳ視できない限界をあわせ持っている。これら

ﾌ限界を克服し、放送を生涯教育に生かす手だ

同　上

てを考えてみよう。

7

生涯教育を欧米に
ｩる一アメリカの生涯

ｳ育一

　欧米の生涯教育政策・制度を：概観しながら、

ｶ涯教育の教育政策や教育制度上の課題を考え

ﾄいこう。まず、生涯教育の先進国といえるア

＜潟Jの生涯教育の特徴をみてみよう。

　　　同　上・

Qスト

@天　野　郁　夫
i東京大学教授）

一209一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

イギリスでは、歴史的に学校卒業後、職業的 麻　生　　　誠

継続教育が整備されており、他方、労働者教育 ゲスト

8 イギリスの生涯教育 運動から生まれた市民的成人教育があり、これ 市　川　昭　午

らがイギリスの生涯教育の二本柱となっている。 （国立教育研究所

部長）

福祉国家として名高いスウェーデンの生涯教

9
スウェーデンの生

育は学ぶべき点が多い。高等教育の開放、北欧

ﾌ伝統的成人教育としての学習サークル有給教

同　上

涯教育 育休暇や奨学金政策などの種々な学習保障活動 ゲスト

をみてみよう。 市　川　昭　午

社会主義体制下の生涯教育の事例としてソビ 同　上

10
ソビエトの生涯教

エトをみてみよう。そこでは、政府主導型、官

ｻ制、画一性などのデメリットが生じやすい。 ゲスト
育

これらが如何に克服されているのであろうか。 川野辺　　　敏：

（国立教育研究所）

生涯教育論には、行・財政論が欠けていると

11
生涯教育の体系と

s・財政問題

批判される。誰でもが「何時でも何処ても学習

ﾅきる」という生涯教育シュラムの行・財政的

赶ﾕを探り、生涯教育システムを確立するには、

同　上

行政がどう変わるべきかを検討してみよう。

私たちの生活は、私たちの生活国としての地
域社会を基盤として澄こなわれている。このよ

12
地域社会と生涯教 うな地域社会のなかで地域住民に対してどのよ

､な教育機会が提供され住民の学習要求をどの
謔､に充足させているかを、一つの事例をとり

同　上

あげて考えてみよう。

人間の発達過程のそれぞれの時期に現われる

13
発達課題と生涯教

達成すべき課題を発達課題という。これらの課

閧���謔ｭ達成することによって健康な人格 同　上
育

が形成される。現代日本の発達課題とその解決

に：生涯教育のはたす役割を考えよう。

これまでの教育学は子どもを対象とするもの

成人教育学（アン であった。生涯教育の時代とともに、成人が対

14 ドラゴジー）を求 象とする教育方法論や教育課程論が必要となる。 同　」二

めて このような要請に答えて誕生した成入教育学
（アンドラゴジー）である。その成果を紹介しよう。

わが国の生涯教育を支える三本柱である学校

日本の生涯教育の 教育システム、社会教育システム、職業訓練シ

15 必要性と可能性を ステムの実態と問題点を明らかにし、生涯教育 同　上

求めて の必要性と可能性を考えてみよう。
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一言　語　障　害一

〔主任講師　内須川　洗（筑波大学教授）〕

全体のねらい
　人間が社会生活を営むうえに不可欠の機能である“ことばによるコミュニケーション”という働き
に障害をもつ人々の諸問題を理解できるように、言語障害学をやさしく解説した入門講座である。
（1）言語障害の概説、（2）発達と言語障害、（3）人間関係と言語障害、（4聴覚と言語障害を主柱として、言
語発達遅滞、音声障害、構音障害、吃音、難聴による言語障害、口蓋裂による言語障害、失語症、そ
の他器質的言語障害にわたり、その要点を解りやすく口述することをねらいとした。最後にL言語障
害発生の予防と障害改善への配慮、リハビリテーションの諸問題について、人間生活の中で蕎語とそ
の障害の意味について考察した。

回

テ
　
　
　
一
　
　
　
マ
賜 内　　　　　　　　容 担当講師

i所属・氏名）

言語障害の定義・出現率、各障害の概要につ

いて解説する。 内須川　　　洗

1 言語障害とは （筑波大学教授）

言語障害を対入関係面から考察し、話者と聴

2
言語障害の心理と

き手との相互関係から、その心理的・感情的問

閧�l察し、治療教育問題について論ずる。 同　上
教育

言語障害に関する生理・病理としての音声・

3
言語障害の生理と

共鳴機構・聴覚機構・構育機構について概説す

驕B 同　上
病理

言語発達：・情緒発達・対入関係の発達と言語

障害の発生問題を概述する。

4 発達と言語障害 同　上

言語発達遅滞の生ずる諸要因を、器質的条件

5
言語発達遅滞児の

情緒的条件・環境的条件の夫々の側面に区分し

ﾄ論ずる。 同　ま：

理解
コ

言語発達遅滞児に対する診断法と治療・教育
盲

6
言語発達遅滞児の

の面について基本的知識を論ずるQ

同　上
治療・教育

人間関係が言語障害に如何に影響するか、基

人聞関係と言語障
本的視点に立って種々なる言語障害問題につい

7
害

て概述する。 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

吃音の病因・症状・診断・治療・教育の諸問

8
吃音児（者）の理

�ﾆ治療・指導

題について概述する。
内須川　　　洗

構音障害問題について概述し、環境面と対入

9
＝構音障害児（者）

ﾆ幼児語

関係面が構音に及ぼす影響について論ずる。

同　上

音声障害と口蓋裂の言語障害について基礎的

10
音声障害と口蓋裂

ﾉよる言語障害

知識を概述する。

同　上

聴覚と言語との関係について論じ、難聴にも

とつく言語障害の諸問題を概述する。

11 聴覚と言語障害 同　上

最：近の言語障害の特徴の一つは、障害が重複

12
言語障害と重複障

Q

化しつつあることで、これらの重複言語障害問

閧ﾉついて論じる。 同　上

中枢神経の障害が、言語に如何なる障害をも

13
中枢神経の異常と

たらすかについて概述する。

同　上
言語障害

人間生活において言語障害は、どのような影

14
人間生活と言語障

Q

響を与えるか考察し、言語障害の生活上の意味

ﾉついて論じる。 同　上

言語関係を豊かに育てるためには、どのよう

豊かな言語関係を
なことが必要か論ずる。

15
育てる

同　上
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＝犯 罪 と 法＝
〔主任講師　内藤　謙（千葉大学教授）〕

全体のねらい

　現代社会における犯罪現象に対して法がどのようにかかわるかを、近代刑法の展開という視点から

講義する。犯罪とは何か、刑罰とは何かという基本的な問題の検討が中心に：なるが、現代社会が犯罪

と刑罰について提起しているさまざまの問題を手がかりにして、できるだけ具体的に説明することに

したい。

回
テ　　　一　　　マ　｝

内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 犯罪現象と刑事法

犯罪とは何かとい燗慰礎まざま略え｝がありうる。まず、その答えと法との関係を考｝える。そして、犯罪と刑罰に関する法体系であ1　内　藤　　　三

K甥門脇轡輪轡護法1

2 刑事法と国家

　近代・現代の社会では、犯罪に対して刑罰を
ﾁえる権能をもっているのは・原則として国家｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　同上である。このような国家刑罰権の根拠と限界を

ﾇのように考えるべきかを検討する。

3 罪刑法定主義

　罪刑法定主義は近代刑事法の基本原理である。

ｱの罪刑法定主義はどのような理由で近代刑事

@の基本原理とされているのかという問題を考　　　　同　上
ｦるとともに、罪刑法定主義の内容と現代的意i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…義について考察する。

4

犯罪の刑事司法的
?揄ﾟ程　　（1）

@一警≡察・検察
@　　　　の段階

現在の日本で、犯罪は刑事司法的にどのよう

ﾉ処理されているのであろうか。この問題を統

vにあらわれた数字を参考にしながら検討する。

｡回は、警察・検察の段階について見ることに

ｷる。

同　⊥

5

犯罪の刑事司法的
?揄ﾟ程　　（2）一裁判・矯正・更

@　生保護の段階

　前回に続いて犯罪の刑事司法的処理の問題を

沒｢する。今回は、裁判・矯正・更生保護iの段

Kについて考察するとともに、少年犯罪の特殊

ﾈ処理に：ついても概観することにする。

同　上

6 刑法の機能

　刑法の機能には人権保障機能と法益保護機能l
血
J
1
簾
轍
襲
膿
綿
毛
1
同
上
考
察
し
、
法
益
保
護
機
能
と
人
権
論
障
機
能
の
関
係
を
考
え
る
。

7
刑法理論の系譜と

w派の争い
P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
@犯罪と刑罰についての基本的：な考え方をめぐi

ｳ
鶉
鵬
沼
部
難
詰
諾
1
検
討
し
、
日
本
に
お
け
る
学
派
の
争
い
の
特
色
を
考
え
る
。

同　一ヒ
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回 テ　　　一・　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

現代刑法理論の基本動向を、刑法理論の系

8
現代刑法理論の基

{動向

譜との関連で検討する。日本における動向とと

烽ﾉ、英米・フランス・西ドイソなどの諸外国

ﾉおける動向についても概観する。

内　藤　　　謙

個々の犯罪は、個人的法益に対する罪、社会

9
個別的犯罪類型の
泊

的法益に対する罪、国家的法益に対する罪に分

ﾞされるが、それらの個々の犯罪類型のうち主

vなものについて説明する。

同　上

刑法学では、通常、　「犯罪」とは「構成要件

10
犯罪とその一般的

ｬ立要件

に該当する違法で有責な行為である」と考えて、

ｷべての犯罪に共通する一般的成立要件を検討
ｷる。その考え方の内容と特色を説明するとと

同　上

もに、犯罪学に澄ける客観主義と主観主義の対
立を考察する。

刑罰がどのような意味をもっているかについ

ては、応法高論と目的刑論とが対立し、目的刑

11 刑罰論の基本問題 論はさらに一般予防論と特別予防衣（教育刑論） 同　上

に分かれる。このような対立の現状と、その総

合の可能性について検討する。

現在の日本に澄ける刑罰の種類には、死刑・

12
刑罰制度の内容と

懲役・禁鋼・拘留・罰金・科料・没収がある。

ｻれぞれの刑罰の内容と問題点について概観す 同　上
問題点 るとともに、執行猶予など刑罰制度の運用の問

題を考察する。

法制度の全面的改正が現在問題になっている

13
刑事政策上の現代

I問題

論点として、行刑の原理と監獄法改正の動向、

Y罰と保安処分の関係などを検討する。そして

ｳらに、刑を終えた者の更正保護の問題を考え

同　上

る。

刑・事訴訟の原理には、適正手続と実体的真実

主義がある。それぞれの原理がどのような内容

14 刑事訴訟の原理 をもっかを考察するとともに、両者がどのよう 同　上

な関係にあるかを検討する。

安楽死・尊厳死、公害、わいせつ文書と表現

の自由などの現代的問題について刑法がどのよ

15 刑法の現代的課題 うにかかわるかを検討し、今後の刑法の課題を 同　上
考える。
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＝現　代　の　裁　判一

〔主任講師：田宮　裕（立教大学教授）〕

全体のねらい

　法は、六法全書の中から引き出され、裁判の過程を経て、「生きた法」となる。そのからくりを・

裁判の担い手たる人の側面、国の制度としての側面、手続き過程としての側面から分析し、文化の一

翼を構成する日本の裁判の特色を浮き彫りにしたい・

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 現代日本の裁判

　裁判は、普通理解されているよりは、はるか

ﾉ人間くさい創造的活動だが、それだけに流動

ｷる社会の中で、多方面の社会的機能を＝果たす。

ｻ代の市民生活において、裁判の持つ意義と機

¥を、序論的に考える。

田　宮　　　裕

i立教大学教授）

2
裁判の担い手（1）

@一裁判官一

　裁判所の組織・構成、裁判官の地位・身分、

i法権の独立、キャリアの裁判官制度が持つ問

闢_など、裁判所と裁判官にまつわる今日的課

閧�薗Tる。

同　上

3
裁判の担い手（2）

@一検察官一

　ひとたび起訴すれば99パーーセント以上の有

ﾟ率を誇る、刑・事訴追の有能な法曹集団。検察

ｯをぬきには日本の刑事司法は語れないが、そ

ﾌ組織・活動とこれに対する法的規制を検討す

驕B

同　上

4
裁判の担い手（3）

@一弁護士一

弁護士は、いわば市民の困り事の相談役ある

｢は、法律生活上の病理現象の予防・治療iにあ

ｽる「法の町医者」。現実にどのような役割を

ﾊたし、また、期待されているのだろうか。

同　上

5 民事訴訟の手続き

　私人間の紛争を解決するための裁判手続きを

�烽ｷる。行政訴訟．非訟事件、調停などにも

Gれる。裁判を実現するための強制執行や仮差

氓ｦ・仮処分もとりあげる。

同　上

6 刑事訴訟の手続き

　捜査→起訴→事実審理→判決→上訴などの概

ｪを、順を追って説明する。家庭裁判所の少年
R判は「刑事」訴訟ではな広が、便宜上ここで

�烽ｷる。

同　上

7 国民の司法参加

　先進諸国では、ほとんど例外なく素人裁判官

ﾌ制度がみられる一陪審や参審。戦前の日本に

焉A陪審があった。これらの制度の運用状況や

竭闢_を紹介し、職業裁判官制度と対比しなが

轣A国民と裁判の関係を考える。

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内’　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

戦後、アメリカにならって取り入れられた制

度で、現行憲法のもとに澄ける司法の際立った

8 違憲審査　制 特色を示す。これを支える政治理念を明らかに 田　宮　　　裕

し、外国と比較しながら、制度のありかたを検
討する。

刑事事件では、裁判が始まるまでに、捜査を
つくして犯人をあげ証拠を確保しておく必要が

9 捜査　と　裁　判
ある。捜査は、真相を逃さぬためにも人権保障
ﾌためにも、公判に劣らず重要なので、近時制

同　上

僧上・理論上の発展がいちじるしい。この見地
から、捜査と裁判のかかわりを考える。

裁判の生命である事実認定をめぐる諸問題、

とくに、裁判官の自由心証主義、証拠法則、科

10 証拠と事実認定 学的知見の応用、自白の取扱いなどを取り上げ

驕B

同　上

「遅れた裁判は裁判の拒否に等しい」といわ

れるように、迅速性は裁判の生命。長くかかる

11 長期裁判の問題 裁判の現状とその背景にある問題点を明らかに 同　上

する。

訴訟法規の大部分は、正しい裁判を願って作
られたものだが、「人のわざ」としての裁判に

12 誤判とその救済 は、僅かであるが、誤判もでる。最近の再審事件 同　上

の手掛りにえん罪救済制度について検討してみ

驕B

日本人は、権利　義務の観念で是非を明確に

13
「裁判好き」と

@　「裁判嫌い」

するよりも、義理人情による大岡裁きを好むと
｢われる。また、市民と裁判所の距離は大きく、
ｻの間に準法律家が活躍する。このような裁判
ﾌ利用関係をめぐって、日本人の法意識の問題

同　上

を考える。

当事者主義の極致を示すアメリカでは、刑事

14
裁判に論ける正義

齠喆ﾄの比較一

事件でさえ、当事者の取引きが行なわれるが、

坙{の裁判手続きは、真実発見の理念に忠実だ

ﾆいわれる。このことを手掛りに、裁判文化の

同　上

比較を試みる。

判例による法形成の意義と限界を考える。裁
判を法の形成とみる現実主義的立場は、法学κ

15 裁判　と　立　法 どのような影響を及ぼしたかを検討し、立法に 同　上

よる法形成との相互関連に注目して、判例の役

割を分析する。
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＝取引と企業の法＝

〔主任講師：龍田　節（京都大学教授）〕

全体のねらい

　企業の組織澄よび取引を規制する法の基礎的な部分を説明する。現代の経済活動の主な担い手は企

業であり、企業をめぐる取引の法律関係を知ることは重要である。また、企業の多くは会社形態をと

っているから、代表者の権限などのように、組織の問題が企業の取引に深く関係する。さらに・組織

それ自体の問題としても、企業の行動を決める要因・あるいは投資者9）利益を左右する要因であると

いう点で重要である。このように、商法上の制度の主要なものを、市民の立場から理解できるように

説明しようと思っている。

主な項目

（1）企業取引

（2）約款と消費者保護

（3）取引をする権限

（4）　トップ・マネジメント

（5）株式への投資

（6）企業のグループ

⑦倒産

（8）お金の流れ

（9），紙にのった権利

α0）企業法の歴史と特色
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＝経済活動と法＝

〔主任講師　来生　新（横浜国立大学教授）〕

全体のねらい

　国家と社会の二極構造を前提とする古典的市民社会像は、今日、全く一変し、市民の社会生活・経

済活動のほとんどの部分に：関して国家が様々な行政介入をなしているのが、現代の我々をとりまく状

況である。本講のねらいは、このような国家に：よる経済活動への介入が、どのような法的手段によっ

て実現して理り、それがどのような法的問題を生ぜしめているかを検討することである。

　それ故、自由主義経済体制に診ける市場と行政の機能に関する理論的検討をまず行ない、その後に、

市場による資源配分と法、資源配分の人為的（行政的）調整と法対外経済問題と法という3本の柱を

中心に話を進める予定である。

主な項目

（1）経済活動と国家の役割（歴史的検討）

②　わが国の経済と行政の実態

（3）市場機能の維持と法1（総　論）

（4）市場機能の維持と法2（独占カルテル）

（5）市場機能の維持と法3（不公正な取引）

（6）市場機能の維持と法4（手　続）

（7）市場機能の行政的制限1（総　論）

（8）市場機能の行政的制限2（手　法）

（9）公益事業と法

㈹　中小企業と法

⑪　物価政策と法

⑫産業構造の転換と法

⑬輸出入取引と法

αφ　貿易摩擦と法

⑮　まとめ
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一国際社会と法＝

〔主任講師1横田洋三（国際基督教大学教授）〕

全体のねらい
・相互依存関係の深まる今日の国際社会に澄いては、いかなる国家もその国限りですべての生活上の

必要を充足することはできない。しかし他方では、今日の国際社会は依然として複数の主権国家の併
存を前提として澄り、多様性と不安定性がつねに基調となっている。こうした状況のもとでは、法を
通じての秩序の確保が強く要求され、またその法のあり方には、国内社会とは異なる特異性が見られ
る。このことをふまえて、国際社会における法の意義と役割を、とくに日本とのかかわ如を念頭に澄

きつつ、考えることにする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 …㌍所讃名四

1
国際社会における

　国際社会に澄いて、法が必要とされる三三を
l察し、あわせて、国際社会の離の軸性かiらくる法の存在形態の特異性にも目を向ける。　i

i　横　田　洋　三

法の意義 国際基督教大学教授

国蝋係を虚血る法には調三巴私i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彙

2
国際社会を規律す

Iる法の種類

編総論、弁難警魏錨i互の関係を明嚇する・　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韮

同　上

…

国騰を即する法の中で中四位蕪↑

めるものが、国際法である。この国際法の成立

3． 国際法の成立 のいきさつを、16、7世紀のヨー貿ッパにさ 同　上

かのぼって検討する。

、初期の国際法は、自然法の強い影響下にあっ
国際法の発達　（1） た。しかし、次第に科学的思考の影響を受け． ｝

4 一実定国際法体系 実証法体系へと移行し．19世紀には、実定国 同　、上

の確立一 際法体系が確立した。この間のいきさっと、そ

の政治的社会的背景を考察する。

今世紀に入って、戦争の違法化、国際機構…の

5

国際法の発達　（2）

齔V国際法秩序の

@形成一

発達、個人の地位の向上など、伝統的国際秩序
�ｪ底からゆるがす現象が生じ、それに伴って
総ﾛ法体系も大きな変容を余儀：なくされている。
ｱの間の事情を、一つの必然的歴史の流れとし

…
i
同
上
…てとらえる。 i

従来．国際法学者の問で、理論上争われてき 1

6 国際法の基本問題
堰
c

　た基本問題のうち、ω国際法の法的性質、⑭国

@際法と国内法の関係、セう国際法の法源、の3つ

@について考察する。

i
i
　
同
上
i
i
…

i’

@1実定国際法規　（D
V開国離艇立に　i　関する規則一　i　！　　　　　　　　　｝　i　　　　　　　　　　　　　　　l

i立簿鷺罐驚娑や絵繋ρ讐iく噸習三法の成立の問題と條約三絃　効力、実効性などに関する諸規則を考察する。

｝
｝
i
　
　
同
一
と
l
i
I
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回 テ　　　一　　　マ 内’　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

国際法の中でも比較的古くから慣習法として

8
実定国際法規　（2）

形成されてきた外交関係に関する底心走、とく

ﾉ、大使、公使をはじめとする外交官の職務、 横　田　洋　三

一外交関係法一 特権、免除などについて検討する。

国際法上の重要な主体である国家の成立、種
実定国際法規　（3） 類、領域、主要な権利、義務などについて検討

9 一国家に関する する。 同　上

諸規則一

国際法成立の直接の契機を与えた戦争と国際

10
実定国際法規　（4）

法の問題について、戦争それじたいが合法か違

@かという問題と、戦争が起った場合に当事者 同　上
一　戦争と法　一 によって守られるべき規則は何か、という二つ

の側面から検討する。

従来、国際法は、国家間の関係を規律する法
として確立されてきたために、個人については

11 個人と国際法
直接規定することがなかっ：た。しかし、最近は、
ﾂ人の地位の向上とともに、個人について直接

同　上

規定する国際法規則が増えてきた。これを考察
する。

近年、企業活動の国際化に伴い、国際法も企

業活動や経済関係について、さまざまの規律を

エ2 企業活動と国際法 及ぼすようになった。こうした企業活動に関す 同　上

る国際法の諸規則を概観する。

今日の国際社会は、国際機構の存在を無視し
ては語れない。これらの国際機構は、国際法を

13 国際機構と国際法
基礎として成立し、国際法に従って行動すると
ﾆもに、みずから、内部に独自の法体系を形成

同　上

している。こうした国際機構に関する諸法規を
概観する。

開国以後の近代日本のあゆみは、国際法と深、
くかかわっている。また、相互依存の進む中で

14 日本と国際法
貿易立国としての日本の将来は、国際社会との
ﾂながりを無視しては考えられ：ない。こうした

同　上

観点に立って日本と国際社会のかかわりを、法
的側面からとらえ直してみたい。

技術進歩と国際’協力の進展に伴って、今後国
際社会はますます複雑になることが予想され、

15
国際社会の将来と

@
そのために法に期待される役割もけっして小さ
ｭない。こうした、国際社会の将来を考えるう
ｦで、法の果たすべき任務と条件を検討する。

同　上
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＝政治思想1＝
〔主任講師　佐々木毅（東京大学教授）〕

全体のねらい
　政治思想は日本国憲法の前提にしている政治についての考え方を理解する上で重要な役割を持つ。従

ってこの点に可能な限り注意しながら講義を進めると共に、近代の民主主義をめぐるさまざまな批判や

問題点に言及し、それらを考えていくための素材を提供することを目的にしている6

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

ヨーロッパの政治思想の骨組を形成する上で

1

ヨーロッパ政治
v想の伝統（1）u

黹|リスの政治学

ギリシャに生まれたポリスの政治学は絶大な影

ｿ力を持った。ここではプラトンやアリストテ

激Xに言及しつつ、後代との関連で重要と思わ

佐々木　　　毅

i東京大学教授）

れる論点を網羅的に論ずる。

ポリスの政治学と並んでキリス｝教や中世の伝
ヨーロッパ政治 統もまた見のがすことの出来ない重要な役割を

2
思想の伝統（2）一キリスト教と中

持っていた。ここでも前回と同様の観点から、

@教的権威対世俗的権力、法の支配、立憲主義
同　上

世の政治思想 といったテーマに即して重要な論点を解明するQ

近代政治思想の生誕期に旧いて何が政治の論

点とされ、何が改革すべき問題とされたかを、

3 ルネッサンスの 主としてマキアヴェッリに即して吟味する。 同　上

政治思想

ルター、ヵルヴァンによって認められた宗教

改革がどのような側面に旧いて決定的な役割を

4 宗教改革と政治思想 果したかを、例えば、寛容の問題を鞘寄込みな 同　上
や がら、多方面から考察する。

ギダレによって提起された主権という新しい

概念が、折から興隆しつつあった絶対主義と結

5 主権論と絶対主義 合しながら、王権神授説として定着していく過 同　上

程を、その政治的意味に即して分析する。

近代政治原理の母胎と＝なったピューリタン革

6
ピューリタン革命
ﾌ政治思想

命が、いかに多様な政治思想や新しい転換を含

�ﾅいたかを、重点的に取塾上げ、解説する。 同　上

伝統的政治学の革命的転換を行なったホップ

ズの政治思想を、それがいかなる意味で革命的

7 ホッブズの政治思想 であったかを、自然状態論、政治権力の成立論 同　上

などに即して紹介する。
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回 テ　　　一　　マ 内！　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

8 ロックの政治思想

　近代政治理論の父と言われるロックの自然法

_、所有権論、社会契約説、革命論、寛容論な

ﾇを紹介し、それを通して彼の政治思想の全体

ﾉ接近することを試みる。

佐々木　　　毅

9
モンテスキュー・

ﾌ政治思想

　三権分立論で有名なモンテスキューは18世；
Iの政治思想家の中で最も奥行きの深い思想家
ﾅあるQここでは三権分立論の背後にある政治
ｩ由についての見方のみならず、商業活動と政
｡、封建制、古代ポリスなどについての論述を
沒｢したい。

同　上

10 文明社会と政治理論

　18世紀ヨーロッパの人々は、彼らがそれま
ﾅの社会とは異った、物質的に豊かな文明社会
ﾉ到達したと論じた。フランス啓i蒙、スコット
宴塔h啓蒙＝などに見られるこれら文明社会論と、

ﾞらの文明社会に対する評価、態度を問題にす
驕B

同　上

11

　　　

泣¥ー・の政治思想

　　　　　　　一@文明社会のメカニズムに対決し、教育や政治

ﾌ次元で新たな地平を開こうと苦悩したルソー

ﾌ政治思想を、　「学問芸術論」「不平等起源論」

u社会契約論」を中心に紹介するQ

同　上

12
アメリカ独立革命
ﾌ政治思想

　近代民主主義の制度化の一例としてのアメリ

Jを取り上げ、ペインと「ザ・フェデラリスト」

ﾉ見られる民主主義論の特徴を明らかにする。

ﾁに間接民主主義ど権力分立とが中心テーマで

?餡

同　上

13 保　　守　主　義

　アメリカやフランスでの革命に抗して、王権

站M族制に依りつつ旧来の体制の意味を説く一

禔A民主主義の問題点を鋭く指摘したパークや

wーゲルの政治思想を紹介する。

同　上

14 社　会　　主　義

　18世紀の二つの革命が政治革：命であった点

�癆ｻし、その基礎にある文明社会そのものの

v命を唱える社会主義の流れをマルクス等に焦
_を当てながら講義する。その際、政治という1営為の行方が重要なテーマとなるQ

　　　同　上

P

15 自　由　主　義

　18世紀の二つの革命の原則を容認しつつも、

ｻの十分な機能を実現するためにはどのような

�盾ｪ必要であるかを問題にしたトクヴィルミ
汲�謔闖繧ｰ、今日の政治理論への展望とし：た

｢○

同　上
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〔主任講師　渡辺　浩（東京大学教授）〕

全体のねらい
　近代日本社会とその政治の解明には、西洋渡来の制度文物だけではなく、それを受容し、しばしば

変容させた日本の側の条件の理解が必要である。本講義は、徳川日本における政治思想の展開を解説

することによってその一助となること、そして同時に、広く政治について考えるための刺激と素材を

提供することを目標とする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

徳川時代の昧それは嚇る社会であり、i

そこに響ける思想とはどのようなものだったの 渡　辺　　　浩

1 時　代の概観 か。思想の背景をなす当時の社会・政治の状態

��ﾚしつつ、思想史の全体的な流れを解説し、 （東京大学教授）

以後の講義への展望を提供する。

徳川時代の知識入の政治思想の主流は儒学で

ある。その影響は次第に庶民にも及んだ。この

2 儒学の政治思想 回は、儒学の一般的な政治観を、君・臣・民・ 同　上

天・命・革命・禅譲・放伐・徳・修己治人等の

観念に触れっっ、解説する。

武士が支配身分だったことは、中国・朝鮮：等

と対照的な日本史の顕著な特色である。この回

3 武　士　と　忠　誠 は、戦国武士及び徳川時代の忠誠・規範意識と 同　上

その溜出を、「武士道」論や赤穂事件論にも触

れながら、論じる。

政治とは何か、特に、統治は誰のためになさ
れるのかという問いへの答えは、決して自明で

4 政治とは何か ない。この回は、この問いに関わる徳川時代の 同　上

人々の議論を紹介する。儒学の「革命」論はそ

の一つの焦点である。

京の町人儒者、伊藤仁斎とその子東涯による

5
「入情」の儒学 新しい儒学、いわゆる仁志学の内容を説明する。

ｻれは、真面目で暖かな思いやりの態度を全て 同　上

一伊藤仁斎の思想 の人の倫理として強調し、それを政治に澄いて

も実行すべきだとするものである。

幕府に近かった荻生祖棟は、天下国家を治め

6
「治国」の儒学 藁t獲難雲譲喚呼喚呼讐即吟 咤i　　　同　上

一荻生祖殊の思想 想は知識人の世界を一時席捲し、巨大な影響力 i
を持った。この回は、その内容を説明する。 i 慧

墨
徳川時代人が頭に描いた政治社会像は、しば

一一¥一一一一一一一
@　i
@　i

蓬

7

｝
「
家
」
と
「
天
下
」
…
i

　しば、いわば過去から未来へ延びる筒状の「家」

Pが無数にピラミッド状に積み上げられた構造を
猿揩ﾂ．この回は旧本の「刎の顯を論じつ

奄ﾂ、その倫理・政治思想との関連を探る。

i　＿i　　　同　．上

奄
奄
ｫ
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回 テ　　　一　　　マ 内畳　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

文明は人類にとって恩恵であろうか。これを

害悪と見、それを支える思想と対決し、太古の

8 ユートピアの構想 理想社会への復帰を夢みた人々もいる。この回 渡　辺　　　浩

は、賀茂真淵等にも触れつつ、特に安藤昌益の

思想を解説する。

特に徳川時代人にとって、時の政治体制に：正

面から叛逆することは、知的精神的にも至難だ

9 叛逆の　論理 つた。しかし、自己の築いた思想を足場に、実 〃

際にそれを試みた人々もいる。この回は、特に：

山県大弐と大塩平八郎について論じる。

徳川時代人は、世界とその中に澄ける日本の

位置について、いかに：理解し、どう説明したの

10 華夷思想と日本国観 だろうか。この回は、中国渡来の華夷思想を一 〃

つの焦点としつつ、当時の対外観及びその関：連

に解ける日本国観について論じる。

徳川時代、天下様（将軍）と天子様（天皇）

との関係はすこぶる曖昧で、これをめぐって種

11 尊王論の昂揚 々の議論が発生した。それを経る内に、次第に、 〃

いわゆる尊王論が昂揚していったのである。こ

の回は、その過程をたどる。

いわゆる「もののあはれ」の文学論の首唱者、
「もののあはれ」 『古事記伝』の著者、伊勢国松坂の医師本居宣

12 と「道」 長の国学は、政治思想としても興味深く、かつ 〃

一本居宣長の思想 歴史的に重要である。この回は、本居宣長の政

治思想の内容を解説する。

1945年まで、「国体」は、日本の重要な政

治用語だった。その直接の淵源は会沢正志斎・

13 「国体」の逆説 藤田東湖等の後期水戸学にある。本来徳川体制 〃

の維持強化を目指しながら、機能に眠いてその

墓穴を掘ったこの逆説的な思想を解説する。

徳川時代、人口の圧倒的多数は村人だった。

14
百姓一揆と

@　　　「世直し」

彼等にとって、政治とは、正義とは何であった
ﾌか。興味深いがすこぶる難問である。そこで
ﾁに百姓一揆とその指導者の史料に材をとって
瘤ｦ的な説明を試みる。　「世直し」騒動にも言

〃

及する。
罫

15 西洋観と「開国」

学雑革綴両両震鋤ヒ紫
ﾄ三三三四の陶」をめぐ

ii　”
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＝現代政治理論＝
〔主任講師：阿部　斉（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　政治理論は、今日の政治的現実に適切な説明を与え．今後の政治的変化を的確に予測する上で、大き

な役割を三二たす。現代の政治理論は、大きく分ければ、ヨーロッパで発展した伝統的理論と、大戦後に

アメリカで発展した行動論的理論とに分けられようQ以下、これら二つの流れの双方に澄いて為政治理

論を概観することにしたいQ

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 　担当講師
C　（所属・氏名）

　…

@｝

A陵代国家の理論

@…

19世紐での代表的姻家騰である＿元i
I国家論やマルクス蟻的蹴謝の対比降｛いて、パーカーやラスキの唱えた多元的国家論　1　阿　部　　　斉を考察し、あわせて現代国家の理論的位置づけを嬰らかにするQ

（筑波大学教授）

2
マルクス主義の

ｭ治理論

　マルクス主義は19世紀の代表的な政治理論の

ﾐとつであるが、今世紀に入るとともに、社会

I経済的現実の変化に：対応して、新たな理論的

ｭ展を遂げた。ここでは、レーニン、ベルンシュ

^イン、グラムシらの政治理論を検討する。

1　　　　同　上

3 自由主義の政治理論

　自由主義は今日なお西欧の政治哲学の根幹を

ｬしている。現代の自由主義に大きな影響を及
ﾚしたトクヴィルやミルのほか、今日の自由主義

N学を代表するバーリン、アメリカ的自由主義の

ﾁ質を解明したバーツの理論を検討する。

同　上

4 エリートの理論

　自由主義に対抗する理論としては、まずエリ

[トの役割を強調するエリート理論をとりあげる

ｱとができる。その代表的な例として、パレート、

cXカの政治理論を紹介、また最近の例として、

~ルズのパワーーエリート論をとりあげたい。

同　上

5 大衆社会の政治理論

　エリートと対抗関係に立つのは大衆であるが．

蜿Oの政治的特性の分析も現代政治学の重要：な

ﾛ題である。大衆社会を分析した政治理論のな
ｩから幅ウォーラヘ　リップマン、デューイら
ﾌ理論をと動あげ、それぞれの意義を明らかに
ｷる。

　　　同　上

P

6

　　　　　　　　　　　　戦後に澄けるアメリカ政治学興隆の出発点と

@　　　　　　　　　　なったの嫉メリアムの政治学であ鉱またそ
@　　　　　　　　　　れを継承したラズウェルの政治学であった。こ
ｭ治権力の理論　　こでは．政治権力の理論に焦点をあわせながら、
@　　　　　　　　　　メリアムとラズウェルの政治理論を検討するQ　　　　　　　　　　垂

i
l
　
同
上
i
i

7

，
畢
｝
｛
i
琵
，
1
看

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…@　　　　　　　　　　システム論は現代の政治学に緕・ても重要な役l　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　割を果たしている。政治学にシステム論を導入政治システムの理論　する上で先駆的役割を果たしたイーストン、構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　上　　　　　　　　　　　造一機能分析によってシステム論を展開したア　　　　　　　　　　　ーモンドらを紹介し、システム論の意義を検討する。
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回 テ　　一一　　マ 内”　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 意思決定の理論（1）

　第二次大戦後のアメリカ政治学の二本の柱は、

?ﾍ論と意思決定論であった。ここではまず、

ﾓ思決定論の一分野として、ノイマンとモルゲン

Vュテルンによって開発されたゲごムの理論を

ﾆりあげ、その政治学的意義を明らかにする。

阿　部　　　斉

9 意思決定の理論（m

　今日の意思決定の最も一般的な方式は、多数

?ﾅある。しかし、この多数決：はさまざまなパ

宴hックスを持っている。なかでも最もよく知

轤黷ﾄいるアローのパラドックスを中心に、多

煤F決の問題点を追求したい。

同　上

10 意思決定の理論⑩

　組織内に聴ける意思決定の特質を究明したの

ﾍサイモンであり、それを発展させたのはりン
hブロムであったbここでは、サイモンの意思決定

_やリンドブロムのインクリメン．タリズムを紹介し

ﾂつ、政治的意思決定過程の特質を解明する。

同　上

11 政治参加の理論

　政治参加は現代民主政治の最も重要な特徴の

ﾐとつである。しかし、政治参加はけっして平等

ﾉ行われているわけではない。だれが最もよく政

｡に参加するかを明らかにしたヴァーバ、ナイ、キ

?轤ﾌ研究を通して、政治参加の問題点を探る。

同　上

12 集団行動の理論

　利益集団の圧力活動にみられるように、集団

s動は、今日の政治過程に論ける最も重・要な要

�ﾌひとつである。集団行動の政治的意味につ

｢て、古典的成果を残したベントレイから今日

ﾌオルソンに至る一連の研究を検討する。

同　上

13 投票行動の理論

　利益集団と並んで政治過程で中心的な役割を

ﾊたすのは、政党と有権者である。政党と有権
ﾒの行動様式に関する多くの理論のなかから、

ｱこではダウンズの合理的投票行動論とサルト
[リの政党論をとのあげ、それぞれの問題点を
Tiる。

同　上

14 民主主義の理論

　ダールは、今日の民主主義の理論的分析を進
ﾟてきた政治学者の一人である。彼はより厳密
ﾈ分析のために、ポリァーキーという概念を提起

ｵた。また、クリックは民主主義と政治との緊
｣関係を明らかにした。その紹介を通じて現代
ｯ主主義の問題点を探る。

同　上

15
現代政治理論の課

　第2次大戦後のアメリカ政治学は、行動論的
ｭ治学とも呼ばれるが、行動論的政治学に対す
骰ﾅも鋭い批判を試みたのは、哲学者のアレン
gであった。アレントの批判を通じて行動論的
ｭ治学の限界を明らかにし、現代政治理論の課

閧�Tる。

同　上
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　　　一現代の政治生活一

〔主任講師：堀江　湛（慶応義塾大学教授）〕

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

わが国に診ける産業社会の変動がどのような

1
産業構造の変動と

政治問題を生み出し、全体として政治生活にど

ﾌような変化が生じたかを産業化、都市化、マ

堀　江　　　湛

i慶応義塾大学
政治生活 スコミ、交通・通信、教育などに焦点を当てな 教　授）

がら論じる。

現代政治はまず何よりも大衆現象によって特

大衆の登場とマス 色づけられる。そこでまず大衆とは何かを公衆

2 ・デモクラシーの ・群衆と比較しながら明らかにした上で有権者 同　上

課題
の増大、マスコミの発達、政治的無関心などを

論じる。

情報化社会とは何か。管理社会とは何かを明

らかにしながら、特徴的な反体制行動の性格、 芳　賀　　綾

3 技術化社会と政治 米ソ両体制の収敏イデオロギーの終焉論ユー （東京工業大学

ローコミュニズムなどについて説明する。 教　授）

巨大組織の発展、疎外、アミノーといった現

代社会の病理が政治意識や行動にどのように現 堀江　　　湛

4 現代社会の病理 われているかを明らかにする。 （慶応義塾大学

教　授）

人間がどのようにして政治的：態度を身につけ 堀　江　　　湛

5
政治的社会化
@　　　　（対談）

政治的イデオロギーや価値観がどのように注入

ｳれ、政治的態度はどのように変化していくか。

ｳらに世代の断絶や社会化の新しい問題などに

（慶応義塾大学
@　　　教　授）

F賀　　緩（東京工業大学

ついても論じる。 教　授）

人間のパーソナリティやライフ・スタイルと

6
政治的パーソナリ

政治的イデオロギーや意識・行動の関連につい

ﾄ考察する。権威主義的パーソナリティ偏見の

堀　江　　　湛

i慶応義塾大学
テイ 構造・若者や社会的少数派のアンデンティティ 教授）

の問題などにふれる。

現代社会に旧いてはイメージ選挙に代表され

7
イメージ時代の政

るように入々の政治行動は政治的イメージによ

ﾁて大きく左右される。政党や候補者イメージ、
芳賀　　綾

i東京工業大学
治行動 ステレオタイプ、イメージ言語などについて論 教授）

じる。
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回 テ　　　一・　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

政治参加とは何か。現代政治においてエリー

トはどのような影響力を行使しているか。エリ

8 政治参加とエリート 一ト民主政治との関連はどのようにとらえられ 堀　江　　　湛

るべきか。政治的リーダーシップの諸側面など

について論じる。

現代政治に澄いて政党はどのような機能を果

しているか。名望家政党から大衆政党への変質、

9 現代政治と政党 政党政治家の社会的背景、政党の派閥などにつ 芳賀　　綾
いて論じる。

新しい選挙運動の形態、金のかかる政治の実

10
政　治　活　動　と

ｭ治資金（対談）

態、政治資金の公営化や政治資金の規制につい

ﾄ論じる。

堀　江　　　湛

F　賀　　綾

現代政治における農協、医師会etcといった

11
利益団体の圧力行

既成の利益団体と住民運動、市民運動にみられ

髏Vしい利益団体との性格の比較検討、街頭に 堀　江　　　湛
動と住民運動 澄ける大衆の圧力行動の考察を行う。

投票行動の科学的研究の発展のあとをふりか

えり、基本的な分析の視角について紹介する。

12 投票行動の政治学 同　上

人々の投票意思の決定における社会的、心理

的、政治的要因について分析し、争点の操作、

13 有権者を動かすもの マスコミの果す役割について論じる。 芳賀　　綾

いわゆる政党支持ばなれ、都市の多党化現象、

現代政治と無党派
若者の脱政治的傾向などについて考察する。 堀　江　　　湛

14
層の勤向（対談） 芳　賀　　綾

選挙予測の方法について紹介、検討するとと

もにマスコミの・与える影響力について論じる。

15 選挙予測とマスコミ 堀　江　　　湛
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一現代の国際政治一

〔主任講師：神谷不二（慶応義塾大学教授））

全体のねらい

　現代の世界を理解するため、第二次世界大戦後から今日に至る国際政治の流れを次の三つの視点よ

り考える。1）戦後の国際政治の枠組を形成した米ソ関係。2）そのような枠組の中で展開されたア

ジア地域の国際政治。3）戦後日本外交の歩み。以上の視点から、現在の国際情勢をより広い視野と

より深い視角で把握することを目的とする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

第二次世界大戦後の国際政治を大きく規定し

冷戦の起源
た米ソ冷戦の起源を検討する。 神　谷　不　二

1

（1945～1953） 畷礒塾旧記

米ソの硬直した対立抗争の展開、国際政治の

2
冷戦の展開

i1953～1962）

二極化（双極化）状況、さらにはキューバ危機

ﾌ歴史的意義等について考える。 同　上

米ソ関係に診ける対立から交渉への道程を、

3
対決から交渉へ

i1962～1976）

国際政治の多極化現象、戦略兵器制限交渉、デ

^ント等の観点から考える。 同　上

ソ連の継続的な軍備拡張、アメリカの自由世
カーター政権下の 界における指導力の低下等の問題を検討しつつ、

4 米ソ関係 現在の米ソ関係を考える。 同　上

（1976～　　　）

多極世界の国際政治を第三世界の動向をも含

めて検討し、さらに80年代の国際政治の構造
5 80年遅の展望 的特質に言及しながら将来を展望する。 同　上

第二次世界大戦後のアジアに蜘ける国際政治

に一時期を画し、米中対決の原形を形作った朝 小此木　政　夫

6 朝　鮮　　戦　争 鮮戦争を考える。 （慶応義塾大学助　　教　　授）

民族解放戦争、南北ブェトナム間の闘争、さ

らには国際的抗争が複雑に交錯する国際内戦と

7 ヴェトナム戦争 してのヴェトナム戦争を考える。 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1949年に中華人民共和国が成立して以来の
中国の政治を「進歩」と「急進」という二つの

8 中　国　の　政治 路線の揺れ動きの中から考える。 小此木　政夫

第二次世界大戦後の国際政治に大きな衝撃を

与えた中ソ対立を、両国の国益、イデオロギー

9 中　ソ　　対　　立 など様々なレベルで検討しその意味を探る。 同　上

米ソ冷戦下において二つの陣営のいずれにも
属さずに、積極的中立を推進しようとする運動

10 非同盟主義運動
がチトー、ナセル、ネルーらによって始められ
ｽ。しかし、この運動は、これら指導者を失い

同　上

現在曲り角に立っている。これらを振りかえり
ながら今後の方向を考える。

日本のポツダム宣言受諾へ向けての連合国側

第二次世界大戦の と日本側双方の動き及びアメリカの初期対日占 片　桐　庸　夫

11 終結と米国の初期

ﾎ日占領対策

領政策について考える。 群県三子壌）

アジアに冷戦が波及し中国に革命が起った結

アジアの冷戦と米 果、米国による日本の位置付けの変更や、それ

12 国の対日占領政策 にともなう初期対日占領政策の修正がいかに行 同　上

の修正 われたのかを考える。

アジアにおいて冷戦が顕在化すると、アメリ
カは対日多数講和の実現を急いだ。その成果が

13 独　立　の　回復
サンフランシスコ講和条約である。これによっ
ﾄわが国は独立を回復した。その結果わが国が

同　上

置かれた国際的立場、残された問題等を検討す
驕B

向米一辺倒の吉田内閣を後継した嶋山内閣は、
日ソ国交正常化に取組んだ。だがこの交渉は極

14 日ソ国交正常化
めて変則的性格をおびざるを得なかった。なぜ
ｻうならざるを得なかったのか、正常化の結果、

同　上

何が解決され何が未解決問題として残されたの
か等を検討する。

安保改訂を経て経済大国へと成長した日本が

15
「戦後」の終焉と 沖縄返還、日中国交正常化をいかに果し、また

ｻ在どのような外交課題をかかえているのかを 同　上
世界の中の日本 考える。

一230…



一日　本　の　政　治一

〔主任講師　阿部　斉（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　基本的なねらいは、日本の政治についての体系的理解を深めることにある．受講者はすでに錫本の

政治について断片的、部分的知識を持っていると想定されるが、それは必ずしも日本の政治を科学的、

客観的に理解していることを意味しない。そこで、この講義では受講者の日本の政治に関する常識を

前提としながら、比較政治聴診よび現代政治論の学習成果を活用しつつ、日本の政治の特性を明らか

にしていぐことにしたい。

主な項目

1　日本の政治制度

H　日本の政治過程

皿　日本の政治意識

①内閣　②国会③最高裁④官僚制⑤地方自治制　など

①政党②圧力団体　③有権者④住民運動⑤マス・メディア　など

①ナシ．ナリズム　②民主主義③自由主義④保守主義⑤秩序感覚

　など
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＝政治史　1＝：

〔主任講師：山口　定（大阪市立大学教授）〕

全体のねらい
　ドイツ第二帝制の成立から第二次世界大戦前夜にいたるヨーロッパ現代政治史のなかから、できる

だけ現代的意味のあるテーマを選んで講述する。かつてのようにヨーロッパを「学びとるべき模範」

とするのでもなく、また今日一部に見られるように、「かつての先進国」として軽く見るのでもなく・

批判的摂取の対象として考え直してみたい。

回 テ　　　・一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

1871年忌ドイツ第二帝政の成立は、現代ヨ
一ロッパ政治史の起点であるばかりでなく、ビ

1
ドイツ第＝二帝制

ﾌ成立

スマルクの強力な指導力とプロイセンの軍事力
ﾉよる「国民的統一」の達成、その後の目覚まし

｢産業の発展を考える時、「後発山型近代化」の

山　口　　　定

i大阪市立大学）

一原型といえるQ

19世紀の三回にわたる選挙法改革とそれを通

イギリスに：澄ける じての近代政党の成立によって生まれる古典的議

2 議会制民主主義の 会制民主主義（ヴィクトリア期に澄ける議会政治の 同　上

確立 黄金時代）の諸相を明らかにし、それを可能にし

た社会的・経済的・文化的諸条件を考える。

イギリス労働党とドイツ社会民主党、それに

3
第一次大戦前の労
ｭ運動と社会主義
^：動

フランスの三分裂（革命派、改良派、サンディ

Jリズム）を比較しつつ、労働者政党の譜類型、

J働運動、社会主義運動と政治のかかわりあい

ﾌ歴史的特質について考察する。

同　上

イギリス、ドイツ、フランス三国の「帝国主義」

政策の性格の違いをそれぞれの国の内政のあり

4
1帝国主義の時代1
ﾆ第一一次大戦

方や社会構造の相違と関連させながら説明し、

?墲ｹて、第＝次大戦の悲劇がなぜ起ったかを
同　上

とくにドイツの対外政策の展開の跡を追いっっ
明らかにする。

ロシア革命がなぜ起ったのか、そしてそれが
「社会主義」革命になったのはなぜなのか、ま

5 ロ　シ　ア革　命
た後進国で「社会主…義」：革命が成功したときに

ﾇのよう：な問題が生じるのか、といった諸問題 同　上

を、ツァーリズム・ロシアの政治・社会構造の
特質の解明と関連させて考える。

1922年10月のムッソリー・二内閣成立を
ファシズム型「直接行動の政治」の勝利と考え

イタリアにお・ける そうした事態の生じた原因を第一次大戦直後の
6

ファシズムの勝利
イタリア政治の混乱に求めるだけでなく、イタ

潟A統一（1861年）以後の政治の特質のな

同　一ヒ

かに探るQ

第一次世界大戦と第二次大戦のあいだのいわ
ゆる「戦間期」に澄ける「議会制民主主義の危

7
ヴァイマル共和制
ﾌ不安定性

機」の古典的事例とされるヴァイマル・デモク
宴Vー・について、その不安定条件を比例代表を 同　上

初めとする制度的諸要因と政党政治のあり方の
なかに探る。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

世界恐慌（1929年～　）の土樽を最初に受け
たのは、イギリスの労働党政権、ドイツの社会民

8
世界恐慌と

@　社会民主主義

主党中心の連合政権であった。そしてこれら社会

ｯ主主義政権の恐慌への対応め失敗と「スウェー

山　口　　　定

i大阪市立大学）
デン・ニューディ一轍ル」の成功との対比によって、

訟つの歴史的岐路を明らかにする。

麟籍騨塞濃蟻壁塞磐 i

9 保守派の恐慌対策
いたのはイギリスでもドイツでも保守派であっ
ｽ。イギリスではなぜ保守派が成功し、ドイソ

！i　　　同　上

では、保守派も坐解し、ファシズムにいたった
のか比較しつつ考える。

ドイツにおけるヒトラー内閣の成立（1933年1

10
ナチスの拾頭と
@　　　　政権掌握

月）は巨大なファシズムの大衆運動の登場によっ

ﾄ可能と：なったものであったが、この大衆運動の

ｬ立の条件と、それを支えた思想ならびに政権

同　上

掌握時の諸事情を考察する。

第二次大戦は、ヴェルサイユ体制（第一次大戦の

11
ヴェルサイユ体制
ﾌ矛盾とその展開

戦後処理）にはらまれた諸矛盾が、世界恐慌によ

ﾁて爆発した結果であると考えられる。ここでは

ｱの戦後体制の出発点での諸矛盾とそれに対す

同　上

る諸国の対応をドイツ問題を中心にして考える。

1929年以降のソヴェトに：診けるスターリンの独

スターリン独裁体 裁権掌握とその後の暗黒政治の展開の背景には

12 制の成立とその波 何があったのか、という問題を「一国社会主義」

_と農業集団化を中心として「後進国革命」の

同　上

たどった道という観点から考察する。

1936年にスペインとフランスに相ついで
成立した人民戦線政府は、前者は内乱と社会革

13
二つの三民戦線政
{とその苦悩

命の狭間に立たされ、後者は経済政策の失敗と

Xペイン援助問題によって窮地に追いこまれる。
同　上

その苦悩の実相を明らかにし、第二次大戦との
関係を考える。

14
二つのファシズム
ﾌ制一その虚像
ﾆ実像

ズ轟轟篇ど磁綴饗撫6
蜊?奄ｫ競熱量議鑛盟畠意義を考える。とくに軍拡と「破滅経済」に力

点をおく。

・5
1ソヴィエト外交と
G和政策

転混ご愚麟臨こ㌘白白繍窪締結する。しかし．イギリス．フランスの宥和政策の展開は結局、スターリンとヒトラーの提 1　　　　同　上

1 携という逆転劇を通じて戦争への＝道を最：終的に

開いてしまう。
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＝政　治　史　皿＝・

〔主任講師　五百旗頭　真（神戸大学教授）〕

全体のねらい

　明治維新から現在に至る日本政治外交史を講述する。はじめに、近代日本が背負うことになった・基

本的課題を総説し、ついで、時代区分しつつ歴史的展開をたどる。国内政治の変動を縦軸とし・国際

環境の変化への対応を横軸として、両者の関連の中で近現代史を見て行きたい。古い時代に劣らず・

新しい時期にも注意：を払いたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

西洋文明の挑戦と
ﾎ応一近代日本の基本

@問題（1）一

　西洋文明の挑戦に対する近代日本の対応の型
�}クロに考察する。学習すべき西洋社会の力
@　　　日本の独自性を守る方途、価値観と政の秘密、

�_の双方における欧化主義と「日本への回帰」

蜍`への分裂、および両者の時期的移行などを
ｩる。

五百旗頭　　真

i神戸大学教授）

2

政治地理的条件

鼡ﾟ代日本の基本
@問題（2）一

　近代日本が置かれた極東の島国という地理的
�盾ﾌ持つ政治的意味がどのように変化したか
�沒｢する。また儒教的秩序観の支配する社会
ｩら、帝国主義時代の世界に船出した日本人の
総ﾛ認識と自己認識の特徴は何であったかを検
｢する。

同　上

3
明治初期の「内治

D先主義」

　明治初期における近代国家形成の特徴を講述
ｷる。新政府は、一方で武力反乱を鎮圧し、他
福ﾅ征韓論のような対外的冒険策を斤けて、国
燗搓№�ﾅめつつ新国家の基盤確立を計る。大
v保利通を中心とする「内治優先主義」を検討
ｷる。

同　上

4 明治体制の成立

　明治22年の大日本帝国憲法を頂点とする明
｡体制の：概要と問題点を講述する。明治立憲制
ﾍ自由民権運動などにより内圧化された国際的
ｪ流を反映しつつも、新政府内の諸要請を制度
ｻしていた。その長期的制度としての問題点を
l察する。

同　上

5

日清・日露の時代

黶u帝国」として
@の発展＝一

　日清・日露両戦争発動の理由とその帰結を検

｢する。明治後半期の日本が、帝国主義的時代

ﾂ境に対応する中で、予想をこえる戦勝をはず

ﾝとして、アジアに澄ける「遅れて来た帝国」

ﾉ成長する過程を考察する。

同　上

6

「藩欄支配」から

ｭ党政治へ
皷ﾟ度期の日本一

　近代日本史に於いて政治の民主化は、ジグザ

Oの中でも長期的底流であった。明治後半の対

O戦争を終えたあと、その潮流は明白となる。

蜷ｳ政変の時期を中心に、新旧勢力が妥協しつ

ﾂ新しい政治形態を模索する状況を講述する。

同　上

@　＼

7

政党政治と国際協
ｲ一大正デモクラシー一

　第一次世界大戦以後の時代は、通常、現代史
ﾆ呼ばれている。それは、社会の民主化と国際
ｻ、科学技術の発展などを主要な特徴としてい
驕B日本の政治がこのインパクトをどう受けと
ﾟたかを、原敬の政治外交指導を中心に検討す
驕B

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ほぼ、順調に発展していたかに見えた政党政

軍部の時代 治が、なぜもろくも崩壊したのか。陸軍はいか
8

一1930年代一
にして軍部支配を押し：進めたか。満州事変によ

ﾁて解き放れた「盛事発展ドライブ」と、二・

五百旗頭　　真

二六事件を頂点とする「革新運動」を講ずる。

日中戦争が拡大する中で、対外軍事行動と国
内の軍部支配が結合され、一つの体制が形成さ

9 「帝国」の破局 れる。それを背景に、三国同盟から真珠湾攻撃
ﾉ至る時期、日本外交は最も大胆であった。外

同　上

面的な勇壮さと実質的な破局という背理を考察
する。

米国政府は敵国日本をどのように処理しよう

としたか。処罰的破壊論と友好国としての再建

10 対日占領政策 論が米国内で対立する中で、非軍事化と民主化 同『上

とを軸とする対日占領政策が形成される過程を

検討する。

敗戦後の目本には、（D民主化の徹底、②経済

11
「通商国家一とし

ﾄの国際復帰

復興、（3）伝統的国家の回復、の三路線が競合し、

ｻれぞれの立場を代表する政権が現れた。その
?ﾅ吉田茂を中心とする（2）の路線が主流をなし、

伺　上

日本は「通商国家」として国際復帰するに至る。

1955年に成立した戦後国内政治の基本的

12 「55年体制」と
構成について概説する。「1巷体制」を支えた

ｭ治基盤、政治的分極化、於よびその帰結とし 同　上

政治危機 ての「60年安保」を検討する。

安保闘争のあと政権についた池田勇人は、政

「通商国家」の発 治問題の回避策と経済的積極策を採り「通商国

13 展 家」路線を定着させる。60年代の経済成長を 同　上

一1960年代一
もたらした国内的・国際的条件、於よびその間

に於ける国内社会の変化を講述する。

政治・経済両面にわたる国際的激変が、70
「経済大国」の動 年代初頭の日本を襲い、「経済大国」の脆弱性が

14 揺 露呈される。国内でも多党化と保革伯仲状況が 同　上

一ユ970年代一
治と経済がどう対応したかを検討する。

明治三楽、100年をこえる歴史の中で、我々

15 まとめ一日本政治
は何を得、何を失ってきたか。現在、どのよう

ﾈ歴史的地点に立っているのか。歴史的遺産と 同　上

外交の問題点一 新しい国際環境は、我々にどのような課題を負

わせているか。
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一政　策　科　学　一

〔主任講師　吉村　融（埼玉大学教授）〕

全体のねらい

　1960年代後半より急速に発達してきた新しい学問分野である「政策科学」ないしは「公共政策

研究」について、その発展の過程、背景、思考のフレームワーク、政策研究の動向などを概観し・経済

政策、医療政策、科学・技術政策等との関連性と貢献の諸様相について紹介し、政策科学研究に対す

る基礎的理解と今後の問題点を提起する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

政策科学研究の発

　ア）政策科学研究に対する時代の要請消極的
s政から積極的問題解決型行政への転挽子見
I政策体系の確立。 吉　村　　　融

1

祥とその背景
　イ）政策科学研究20年の歩みと新しいパラ
_イム、社会科学研究における一連の現代化と

（埼玉大学教授）

方法論の革新。新しい研究組織と教育組織の発
達過程。

ア）政策形成過程の構造化と、わが国におけ

2
政策形成過程の革

Vと政策科学

る問題点。

@イ）政策形成過程への科学的知識・知見の導
?ﾆその制度化。

同　上

ウ）法制定主義とその問題点。

ア）わが国における社会科学政策の立遅れ。

3
社会科学政策の課

イ）行政府内における革新へのステップ。

同　上

政策過程とは、政策決定と政策実施とを含む

4
政策過程の政治社

?w

過程である。それについて、政治システムと環

ｫ、入力と出力、支持と要求、出力フィード・

oックなどの基礎的な概念を政治社会学の観点

綿　貫　譲　治

i上智大学教授）

から説明し、基本的な文献を紹介する。

予算：編成と熱冷制定の両方の場合について、

5
政策決定過程の諸

また、日本の場合に焦点をおき、その主要アク

^ーについて解説する。議会、政党、執行部 同　上

アクター （内閣、首長）、名駅と自治体行政をとりあげ、

それぞれの行動様式と機能について解説する。

主として政策実行の担い手としての行政につ

6
行政における諸縁

いて、その効果的機能に関連する諸要因をとり

繧ｰる。組織の効果的運営、情報の役割り、国 同　上
因 民あるいは住民のニーズについての政治社会学

理論の検討と問題点の指摘とを行う。

7

「経済政策」と政

�ﾈ学的アプロー
`（1）一経済政策の目的一

　政府が経済政策を行なうのは、私的な経済活

ｮだけでは必らずしも社会的に望ましい結果が

烽ｽらせないからである。これを、資源配分、

鞄ｾ分配経済安定化の各観点から整理する。

野　口　悠紀雄

i一一橋大学助教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

「経済政策」と政

�ﾈ学的アプロー
`（皿）一経済政策の手段

@の選択一

　経済政策の目的を達成するための手段には、

K制、補助金、税など、さまざまなものがある。

ｱれらの手段の選択にあたり、いかなる評価基

?�pいるべきかという、政策選択の基本理論

�wぶ。

野　口　悠紀雄i

9

「経済政策」と政

�ﾈ学的アプロー
`（皿）一大きな政府が小

@さな政府か一

　政府の果すべき機能についてはそれをできる

ｾけ積極的に広げようとする考えと、逆にでき

驍ｾげ限定化しようとする考えとが、従来から

ﾎ立していた。これについて、代表的見解を紹

薰ｵ、各国の事例をみる。

同　上

10

医療と政治科学（1）一医療において計

@画とは何か一

　医療とは医学の社会適用であるといわれてい

驕B一種の社会システムとしての医療システム

ﾉは、いままで、対策はあっても計画はなしと

｢った傾向がみられた。ここではまず医療にお

ｯる計画とは何かを論ずることとしよう。

藤　正　　　厳

i東京大学助教授）

11

医療と政策科学（の一医療と科学技術

@進歩一

　医療に科学技術の進歩が与えるインパクトは

蛯ｫい。どのような科学技術が医療にどのよう

ﾈインパクトを与え、さらに、どのように社会

ﾆ政策上に影響を及ぼしたかを述べ、科学技術

ﾆ入間生活のかかわりあいを考えよう。

同　上

12

医療と政策科学（皿）一科学技術政策の

@現状一

　医療費の高騰は、どの先進諸国においても解
?�vする問題がある。ここでは、わが国の医
ﾃ構造を経済面よりながめ、その未来を予測し、
ﾇのような問題が発生し、その解決策は何であ
驍ｩを一つの政策科学の応用例として解いてみ
謔､。

同　上

13

政策科学と科学技
p政策（1）一科学技術政策の

@現状一

　日本における科学技術政策がどのように行わ
黷ﾄいるかについて概観する。過去20年間は、
坙{にとっては激動の時代であった。科学技術
ｭ策も大きな変遷を遂げた。そこで、科学技術
ｭ策の分野に於いて起きた主要な変化について
�烽ｷる。

児　玉　文　雄

i埼玉大学助教授）

14

政策科学と科学技
p政策ω一廓細革：新に関す

@る研究一

　科学技術政策を政策科学的に分析する場合の

賰bとなるのは、技術革新に関する研究である。

ｻこで、技術革新に関する最近の研究成果を紹

薰ｵ、それらが科学技術政策に対して何を意味

ｷるかを考えてみる。

同　上

15

政策科学と科学技
p政策α）一技術政策の今後

@の方向一

　技術の面でも欧米諸国水準に追いついた日本

ﾉおいて、技術政策も質的に変化しなければな

轤ﾈい。そこで、あらためて、政府が技術開発

ﾉ対して何ができるかを問い直すことにより、

｡後の技術政策のあり方を考えてみよう。

同　上
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想思済経代近

三三授教
教

助
助

学
学

大
大

京
送

東
回

適
一　

順
部
津

西
旧

師旧任主一

全体のねらい

　近代ヨーロッパの経済思想史の流れの中から、広く社会科学一般に大きな影響を及ぼした代表的人

物を取上げ、それぞれの見解を（資本主義経済の運命）をどう促したか、という観点から整理し、相

互に比較しながらそれぞれの特徴を明らかにする。具体的には、資本主義の比較史的独自性を強調し

た。ヴェーバー。資本主義社会を文明社会として楽回したスミス。産業革命以降の諸問題に直面した

社会改良家ミル。役回資本主義国の代弁者リスト。資本主義の終末と労働者階級の解放を展望したマ

ルクス。混合経済への道を拓いたケインズ。資本主義の将来に独特の見通しを与えたシュンペーター。

最後に現代の諸問題への経済思想からの展望が取上げられる。

主な項目

（1）序

（2）（1）ヴェーバー1

（3）（1）ヴェーパー2

（4）（1）ヴェーバー3

（5）　（1）ヴェーバー4

（6）（2）スミス1

（7＞（2）スミス2

（8）（2）スミス3

（9）（2）スミス4

（1①　　（3）　ミ　　　ノレ1

qD　（3）　ミ　 ノレ2

q2）　　（3）　ミ　　　ノレ3

q3》　（3）　ミ　 ノレ4

ω（4）リスト1

㈲（4）リスト2

㈹
α
の
⑯
㈲
⑳
⑳
⑫
⑳
伽
㈲
鱒
鋤
㈱
鋤
⑳

（5）マルクス1

（5）マルクス2

（5）マルクス3

（5）マルクス4

（5）マルクス5

（6）ケインズ1

（6）ケインズ2

（6）ケインズ3

（6）ケインズ4

（7）シュンペーター1

（7）シュンペーター2

（8）現代の諸問題1

（8）現代の諸問題2

（8）現代の諸問題3

（8）現代の諸問題4
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＝中小企業論＝＝

〔主任講師：磯部浩一（明治学院大学教授）〕

全体のねらい
　中小企業論の対象領域は、経済学、商業学、経営学などの研究分野にまたがっており、名専門分野の

研究者の共同研究の対象とされることが多い学際的分野である。この科目は、1人の研究者の視点から、

この学際的領域を総合的に把握しようとする1つの試みであり、専門科目の水準を保持しつつ、入門者

にも分り易く、と願っている。

回 テ　　　・一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

中小企業論に対する視点には、経営的視点、

政策的視点、研究的視点があるQ中小企業論の

1 中小企業論の課題 課題は、研究的視点から国民経済に澄ける中小

驪ﾆの全体像を客観的にとらえ、経営と政策の

　磯　部　浩一一
i明治学院大学教授）

対応に役立っ基礎的認識を与えることである。

わが国に澄いて中小企業問題が発生したのは、

第一次世界大戦後であ軌独占的な大企業や、

2
中小企業問題の展
Jと政策の推移一

百貨店などの大規模小売業の発展を契機として
｢る。一・部の中小企業の問題にとどまらず、経

同　上

済全体の問題として認識が拡がり、政策が形成
される。

中小企業問題の発生は、伝統的な経済理論に

3
中小企業理論の形

ｬ

対する疑問をひき澄こすQ何故．現実は理論ど

Mりにはならないのか。また、問題の分析と対
�ﾌ立案のために、これまでの理論でよいのか．

同　上

こうして、中／」企業をめぐる理論構築が進められる。

中小企業とは何か、これが中小企業研究の出

発点である。しかし、また、同じ問レ・が到達点に

4 中小企業の定義 おいても問われる。中小企業は試験管の中で観 同　上
察されるのではなく、動態的な国民経済の中で

構造的な存在として追求されるのである。

日本の中小製造業は事業所得では99．5嘱従業

者数：では74．3％、出：荷額：では52．1％、付加価値

5
中小企業の地位と
�

額では56．9弧（何れも昭和55年）と、きわめて大

ｫな比重を占込消費財の生産、大企業の下請、輸
同　上

出、雇用の上で大きな役割を荷っているQ

　日本経済の特質を．製品市場、労働市場．金

Z市：場．資本市場に燈いて大企業と中小企業の

i
｝

6
日本経済の構造的

ﾁ質と中小企業

@　　　　　　　4

相互関連の面に澄いて明らかにし、日本経済に
o縛る三三の役割分担と・その問題性とを｝考察する。

i
同
上
｛

2

日本の流通機構を考察し、その問題点を明ら 　

かにしたうえで、中小工業の流通問題と、中小 i

7 流通機構と中小企業 商業（卸売業、小売業）の流通問題を明らかに

｛
　
同
上
星

して、その対応策としての組織化にもふれるG
薔
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回 テ　　一　　マ 内‘　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

8 中小企業の存立条
盾ﾆ存立分野

　中小企業が大企業との競争に敗退してしまわ

ﾈいで、残存している条件は何か。また、ある

ｪ野では中小企業が成長しているが、その条件

ﾍ何か、大企業の中小企業分野への進出は、如

ｽに対応すべきか等の諸問題を検討する。

磯　部浩一

9
中小企業の存立形
ﾔと下請．系列

　多くの中小企業が大企業の外注あるいは下請
驪ﾆとして存在している。中小企業の下請とし
ﾄの存在形態は、どのような性質のものか。独
ｧ形態の場合とどこが違うのか。下請制の問題
_は何か。その国際競争力における役割は何か
ﾈど。

同　上

10 中小企業の経営者

　中小企業の経営者は、創業者と継承者に区分

ｳれる。創業者は他企業の営業あるいは製造の
d事に従事した経験をもち、独立開業したもの
ﾅあり、二代目等の継承者と、その意識行動に
ﾍ差がみられるが、所有経営者という点では同
ｶである。

同　上

11 中小企業の経営（1）

　中小企業経営の特質を、企業規模の中小性に

ﾂいて、経営管理、財務管理、マーケティング

ﾈどの諸側面に謡いて考察する。とくに大規模

o営の利益、最適現換の利益：などが主要な対象

ﾆなる。

同　上

12 中小企業の経営（2）

　中小企業経営の特質を業種的側面から考察す

驕B伝統的な地場産業に澄ける経営と、近代的

H業型の業種の経営との比較考察、さらに、ベ

塔`ャービジネスについてもふれる。

同　上

13
環境変化と
@　　　　中小企業

　中小企業をめぐる経済的環境変化として、日
{経済および国際経済の構造的変動があり、社
?I環境変化として公害問題、都市化、さらに
ﾍ経済社会全体としての成熟化、高齢化、国際
ｻ等の諸要国と中小企業との関連、対応につい
ﾄ考察する。

同　上

14
中小企業の組織化
@　　　　と協業化

　本質的には競争相手である中小企業の同業者
ｪ、何故、組合を作るのか、大企業と部晶企業
ﾆの系列化は、何故、中小企業の組織化には含
ﾜれないのか。中小企業者の組織化の本質は何

ｩなどといって考察が行なわれる。

　　　同　上

c

15 中小企業政策

内
灘
蕪
喚
呼
1
い
て
考
察
し
、
現
段
階
に
齢
け
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
　
1
　
　
同
　
上
し
、
2
1
世
紀
の
中
小
企
業
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
と
り
あ
げ
る
。
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一日頃本　経　済　史一

　一近代日本経済史一

　　　　　　　　　〔主任講師：三和良一（青山学院大学教授）〕

全体のねらい

　近代日本の資本制社会は、前近代社会とくらべてどのような特質を持つかを考え・つぎに・近代の

日本経済の発展過程を追う。そのなかで、（1）再生産の構造はどのように段階的な変化をとげたか・

（2）構造変化と成長をもたらし：た要因はなにか、（3旧本経済の構造と成長力は他の諸国と比較してどの

ような特質を持つかを考えよう。

回 テ　　＿　　マ　i 内　　　　　　　　容
i担当講師嚢　　（所属・氏名う

し郵購饗麟織鵬織部 i　三　和　良　一一

1 資本制社会論 しょう。ここでは、近代社会がそれ以前の社会

ﾆくらべると、経済成長率が極めて高いのはな
（青山学院大学
@　　　教　授）

ぜであろうかという問題を中心に考えてみよう。

封建社会としての幕藩体制は．開港以前の時

期にすでに商品経済の発達とともに変質しつつ

2 幕末の経済と開港 あった。世界資本主義との接触によって、資本 同　上

制社会への移行の前提条件が急速に熟していっ

た。開港の経済史的意義を検討しよう。

明治維新は．どのような点で、近代資本制社

会の誕生を促したと評価できるのか。土地所有 三　和　良　一

3 明　治　　維　新 制度の変化、「営業の自由」の保証の2点を中 石　井　寛　治

心に．地租改正・秩豫処分・その他の諸改革の （東京大学教授〉

内容を検討することにしよう。

おくれて近代化を開始した日本の場合、資本
制経済を発達させる上で政府の果すべき役割は

4
殖産興業と松方財

ｭ
大きかった。資金・労働力・技術．・企業者など
K要な要素が社会的に形成される際に、殖産興
ﾆ政策と松方財政は、いかなる効果を持ったで

同　上

あろう。

5
近代産業の発達（1）

黶@軽工業　一

　産業革命によって、資本制社会は本格的な再

ｶ産の仕組を確立させた。後進国日本の産業革

ｽは、どのように展開したであろう。衣料品生

Y部門の中心である綿工業と外貨獲得のための

i三和良＿
@高　村　直　助
c棟京大学助教授）

輸出産業の中心である製糸業をまず検討しよう。 i
暮

6

1
近
代
産
業
の
発
達
②
一
　
重
工
業
　
一
i
…

　　資本制的再生産には、生産財の供給確保が不

ﾂ夷緯照照獄灘恋箋
睡d野讐勢画趣綴画嚢農1討しよう。　　　　　　　　　　　　　　　　～一一一一一一十一一一一一一

↑
i
i
　
殿
｛
｛

7・

…
』
清
購
戦
争
と
1
日
本
経
済
i
…

　　日清・日露の戦争は、それぞれ日本経済に大
X羅を嫉た．鉢位翫採肌・植馳i　を領有して資本主義列強の一翼に列するにいた　iiつた日本が、明治末期にどのような再生産構造iを持ったか、地主制・財閥も含めて分析しよう。

i　三　和　良　一

@中　村政　則
堰
i
一
三
学
鞭
）
｝
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回 テ　　　一　　　マ 内’@　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

第i次世界大戦は、日本経済を新しい局面に
みちびいた。先進諸国のアジアにたいする経済

8
第1次世界大戦と

坙{経済

的圧力が弱まった時期に、日本は、輸出軽工業
ﾆ同時に、重化学工業を拡大するチャンスをつ
ｩんだ。大戦ブームはなにをもたらしたであろ
､。

三　和　良　一

1920年代は危機iの時代であった。企業は低

い利潤率に悩み、日本経済は国際収支の激しい

9 1920　年　代 不均衡に壽ちいり、労働争議・小作争議が多発 同　上

して社会体制を揺り動かした。危機をもたらし

た原因はどこにあったのであろうか。

危機への対応策として金解禁と緊縮政策を柱
ﾆする井上財政が登場した。日本経済のスバル 三　和　良　一

10 昭　和　　恐　　慌
タ式ハードトレーニングが開始された時、世界
o済は大恐慌の時代に突入した。井上財政の経
ﾏ史上の位置を確定しながら、昭和恐慌を分析

武　田　晴　人

i東京大学助教授）

しよう。

井上財政のあとをうけた高橋財政の課題はふ

たつあった。日本経済を昭和恐慌から脱出さぜ

11 高　橋　　財　政 ることと満州事変いらいの軍事費膨張にいかに 同　上

対応するかである。「現代資本主義」の時代を

ひらきながら苦闘する高橋財政の姿を見よう。

日中戦争から太平洋戦争へとつづく戦争の時

代に、戦時動員を極端にまで進めた日本経済は、 三　和　良　一

12 戦　時　経　済 ついに再生産を維持できない状況におちいった。 原　　　　　朗
戦時経済の崩壊過程を追いながら、戦時統制が （東京大学教授／

産業構造・金融構造に与えた：影響を検討しよう。

日本を占領した連合国の基本政策は、日本の

非軍事化であった。非軍事化政策の一環として、

13 戦後経済改革 経済面でも、財閥解体・農地改革・労働改革を 同　上

柱とする「戦後改革」が進められた。「戦後改

革」は、日本経済をどのように変容させたであろう。

戦争経済の負と正の遺産を継いで日本経済は
復興の途についた。占領政：策の転換や朝鮮戦争

14 経　　済　　復　興
の特需を手がかりとしながら日本経済は、戦前
ﾆは異なった再生産の構造を備えて再建された。

同　上

復興のなかで高度成長の芽が育つのに注目しよ
､。

｛

1950年代中頃から、日本経済は、日本近 i

代史の上でも、国際比較の点でも、比類のない i三和良一
15 高度経済成長

四三雛籍羅鯉簾歳翻壽代を分析し、つぎに新しく発生した諸問題を展望しよう。 i榛馨　　　　　教授）

…242一一



　　　　　一欧米経潜史一

［主任講師：騨縫三三授）〕

全体のねらい

　人類の歴史の中で、物質的欲望満足の努力、すなわち、富の増大と貧困の除去とに向かっての苦心

のあとを、産業革命以降現代までを中心に考察する。す左わち、西洋が経済史の主役を演じ、経済先

進国にあっては飢餓よりの解放が実現しはじめるとともに、西洋の経済覇権は不動のものであるかの

ようにさえ信じられるに至ったが、現代に澄いてはその覇権に動揺Q色が現われはじめているのを明

らかにするとともに、将来の展望についてもヒントを与えるように努める。

主な項目

（1）飢餓よりの解放

（2）人口の持続的増大

（3）工業化の駆動

（4）石炭と動力革命

（5）交通革命と市場の増大

（6）工業化時代の企業と企業者

⑦　工業化時代の労働者生活

（8）都市化と移民

（9）西欧を中心とする世界経済の体制

㈲　経済成長と景気循環

⑪　二つの大戦の間

⑫　国民経済と世界経済

⑬　自由と統制

。ゆ　大衆消費社会

⑮　将来への展望

一243…



　　　＝財政と金融一

〔主任講師：貝塚啓明（東京大学教授）〕

全体のねらい

　通常経済学部のカリキュラムでは財政と金融とに分けて講義が行われるのに対し、ここではできる

限り統一一した形で内容を盛り込む。また、できる限り抽象的な問題から出発するのではなく、具体的

な問題（たとえば新聞の経済記事）から話を進め、最近の問題（たとえば、財政再建、金融の自由化、

サラ金問題など）をも解説する。さらに統計をできるだけ利用することにしたい。

主な項目

（1）経済システムと財政・金融（1）

（2）経済システムと財政・金融②

（3）経済システムと財政・金融（3）

（4）経済システムと財政・金融（4）

㈲　日本の財政システム（1）

（6）日本の財政システム（2）

（7）日本の財政システム（3）

（8）日本の財政システム（4）

⑨　財政支出論（1）

⑩　財政支出論（2）

⑪　財政支出論（3）

⑫租税論（1）

㈲租税論（2）

⑬租税論（3）

⑮　公債発行と金融（1）

⑯
⑰
㈱
㈲
⑳
⑳
鋤
㈱
⑳
㈲
㈲
鋤
㈲
㈲
鋤

公債発行と金融②

公債発行と金融（3）

金融政策論（1）

金融政策論（2）

金融政策論（3）

マクロ経済と財政・金融（1）

マクロ経済と財政・金融（2）

マクロ経済と財政・金融（3）

日本経済と財政金融政策（1）

日本経済と財政金融政策（2）

日本経済と財政金融政策（3）

日本経済と財政金融政策（4）

日本経済と財政金融政策（5）

日本経済と財政金融政策（6）

日本経済と財政金融政策（7）
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＝社会学の理論1＝＝

〔主任講師　塩原　勉（大阪大学教授）〕

全体のねらい
　社会学は間口の広い、性格のつかみにくい学問である○げんに社会学の内部に：は様ざま：な立場があ

る。しかし、社会学が全体として受入れ共有してきた基本的な考え方と理論がある。そのような考え

方と理論の特色を明らかにしたい。いわば社会学原論である。な澄後編∬では、現代社会学の内部の

様ざま：な立場について論ずる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

1 社会学の基本概念

　ある学問の特色は、そこで活用される基本的

ﾈ概念によく表われる。ミクロな社会現象をみ

驍ｽゆの概念から、マクロなそれのための概念

ﾜで、社会学の基本概念を紹介する。

：塩　原　　　勉

i大阪大学教授）

2 社会的行　為

　1入の人間が他の人間とのかかわ如で行なう

ﾐ会的行為は、一切の社会現象の基本単位であ

閨A社会学の基本概念である。社会的行為の仕

gみ、構成要素、タイプ、行為者などに言及す

驕B

同　上

3 社会規範と逸脱

　社会的行為が実際に規則正しく行われるのは、

lびとが社会規範にしたがうからである。しか

ｵ、他方では、規範の欠如や逸脱の発生も日常

ヴﾑ事である。社会規範の種類、アノミー、逸

E行動などに注目したい◎

同　．上

4 社会的相互作用

　2入以上、複数の入びとの間の相互行為は、
ﾐ会的相互作用と呼ばれる。それはシンボリ、ッ

Nな性格をもっている。象徴的相互作用と役割

閧ﾉついて考察する。

同　上

5 社会的交　換

　社会的相互作用を具体的にみると、まず交換

ﾉよる結合が重要である。日常生活は無数の社

?I交換の織りものである○社会的交換の諸相

�ｾらかにし、交換から他のタイプの相互作用

ｪ派生する場合のメカニズムにも論及しよう○

同　上

闘争　と　支　配

　社会生活は親和と結合のみではなく、対立と

ｪ離を含んでいる。まず闘争が社会生活に及ぼ

ｷ影響を説明し、ついで支配服従という相互作

pをと参あげ、正当支配と呼ばれるものが、ど

ﾌように成立するかを分析する○

同　上

　導
V睡決定と準拠集団

　　燗は不粉で不興学報の下で回避定i　をしている。その場合、ある範囲の他者たちと　自分ないし自分たちを比較することによって判

ｮを下す・このような儲たちを・朗の準拠i集団という。準拠集団の理論を論じたい。

一　　　　同　上

一245一



回 テ　　一　　マ 内‘　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

8 社　会　集　団

　社会生活は様ざまな集団によって構成され運

cされている。社会集団は社会学のもっとも戦

ｪ的な概念である○社会集団とは何か、どのよ

､な集団類型が考案されてきたかを紹介する。

塩　原　　　勉

9 組織の動　態

　集団の内部には、共同目標の達成のために諸

?ｮを調整する組織がある。今日では、大きい

g織は官僚制と呼ばれる仕組みを持っているが、

ｻ実には変形したり、目標さえも変化させたり、

｡雑な動きを示す。その動態をみよう。

同　上

10 組織　と環　境

　組織がダイナミックに動くということは、組

Dと環境との間に相互作用があるからである。

g織の構造と環境条件との間に、どのような適

㈱ﾖ係がつくられる傾向があるかを調べてみよ
､。

同　上

11 社　会　構　造

　社会全体の構造をどのように把握するかは、

錘挙I社会学の大切なテーマである。複雑な構

｢をみるには、社会をいくつかの部分に分割し

ｽり、構造を組立てる構成要素を分析するとい
､工夫が必要になる。社会システム論を役立てよう。

同　上

12 階級　と　階　層

　全体社会は社会的資源の配分と人員の配置を

ﾟぐって構造化されている。配分と配置の構造

ﾍ不平等と格づけによって特徴づけられて器り、
ﾎ立をはらんでいる。不平等構造の問題を中心

ﾉ取り上げる。

同　上

13 社　会　変　動

　社会構造の変動は、社会変動と呼ばれる○社

?ｪどこからどこへ変わってゆくかということ

ﾍ痛切な関心事であるから、社会学では多くの

ﾐ会変動論が提唱されてきた。主要な変動論を、

ｻの社会的背景との関連で整理し紹介しよう。

同　上

14 運動　と　計　画

　社会変動は自動的にすすむわけでない○なん

轤ｩの意図をもつ諸主体の作用をうける○社会
wには集合行動という独特の運動概念があるが、

ｱの問題も含めて、社会変動の中の集団的な変

ｮ主体を論ずる。

同　上

15 社会学の性格

以上の議論をふまえて、社会学とは結局どの

謔､な性格の学問なのか、を総括的に考えてみ

謔､。あわせて社会学の方法についても触れよ

､。要するに、社会学論である○

｝1　同上
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一社会学の理論∬一

〔主任講師　塩原　勉（大阪大学教授）〕

全体のねらい

　前編『社会学の理論1』では、社会学原論をとりあげた。本編∬では、社会学の主要な学説を紹介

することにしたい。社会学の過去と現在という形をとり、前半で社会学の歩みをふりかえり、後半で

今日の社会学の諸ラダイムを整理して、社会学のさまざまな考え方を全体として概観してみよう。

回

テ
　
　
　
一
　
　
　
マ
， 内　　　　　　　　容 担当講師

i所属・氏名）

パラダイムの革命といった科学史の立場や、

プロローグ：社会
科学そのものを社会学的に分析しようとする科 塩　原　　　勉

1

学の歴史
学社会学の立場から、社会学の歴史を眺めてみ

驍ﾆ、なにがみえてくるだろうか。
（大阪大学教授〉

社会学は市民革命と産業革命という激：動の時

代に誕生した。創成期の社会学を代表し、しか 田　中　清　助
2 産業化への対応 も対立しあう考え方をもったサン＝・シモンとコ

塔gをとりあげてみよう。
（大阪大学教授）

産業革：命の渦中からもうひとつの巨大な思想

が形成された。それはコントのソシオロジーに

3 社会の弁証法 対抗するマルクスの社会理論である。マルクス 同　上

の社会認識について考えてみる。

社会学の第2世代の代表者のひとりはデュル

ケムである。彼によって社会学はどのように性 大　村　英　昭
4 連帯とアミノー 格づけられ、そして市民社会はどのように診断

ｳれたのか、を考えてみる。
i（大阪大学助教授）

世界史の合理化をベースにして、経済・政治・

宗教・その他、ほとんどすべての生活分野に言 厚　東　洋　輔
5 エートスと合理化 及した壮大な社会学をつくったのは、ヴゴーバ

[であった。彼の社会理論を紹介するQ
（大阪大学助教授）

いちはやく流動社会の将来を見抜いていたの

6
相互作用と流動社

は、都会人ジンメルではなかったか。そして彼

ﾌ社会学は米国のシカゴ学派に影響を及ぼした。

Wンメルとシカゴ派について検討してみよう。

塩　原　　　勉

、

人間が構築した概念やイデオロギーを研究す

る社会学は、ひろい意味で知識社会学と呼ばれ
徳　永　　　洵

7 知識とイデオロギー る。この分野を代表するシェーラーとマンハイ

?�ﾆりあげる。
（大阪大学教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内L@　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1930年代に一一群の社会学者がフランクフ
ルト大学・社会研究所によって活動を始めた。

8 進歩の弁証法 ナチスに追われ亡命し抵抗し、戦後も多ぐの仕 徳　永　　　拘
事を：なし遂げた。フランクフルト学派の批判理

論を紹介する。

1950年代に最大の影響力をもった社会学
者はパーソンズだった。彼は行為理論から出発し

9 機能主義的世界 て、機能主義と社会システム論を合体させた。 厚　東　洋　輔

パーソンズの社会学について検討しよう。

日常のミクロの相互作用や生活世界への関心

が1960年代後半から強く：なった。その中心
井⊥　　　俊

10 生活世界とドラマ には象徴的相互作用論とリアリティ構成の社会

wがある。これらに特徴的な考え方をみてみよ
（大阪大学教授）

う。

今日のフランス社会学を代表するクロジエの

組織論とトゥーレーヌの運動論をと澄して、現
杉　山　光　信

11 組織　と　運　動 代フランスの社会学的思考の重要な諸側面を照

ﾋしてみよう。
（東京大学助教授）

今日の社会学はマクロな社会現象にも関心を

もっている。イギリスの社会学者ギデンズの階
宮　本　孝　二

12 構造化とパワー 級構造論やパワー論をとりあげ、あわせて現代

Cギリス社会学の動向をみてみよう。
（大阪大学助手）

斜陽のパーソンズ流システム論に対してパラ

13
世界の複雑性とシ

Xテム

ダイム転換をはかり、システム論を再生しよう

ﾆしているのはルーマンで亘る。彼の社会認識

ﾆシステム観を点検する。

山　口　節　郎

i大阪大学助教授）

ルーマンの好敵手であり、フランクフルト学

コミュニケーショ
派第2世代の旗手はババーマスである。真に人

14
ン行為と合理性

間を結合させるコミュニケーション行為の復権

�ﾟざす彼の批判理論を考える。
同　上

ポスト産業社会への移行期にある今日、社会

エピローグ：現代
学はどのようにして課題をみさだめ、自己革新

15
社会学の課題

をはかることができるだろうか。
塩　原　　　三
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一社会構造と社会変動＝＝

〔主任講師　富永健一（東京大学教授）〕

全体のねらい

　最近時に置ける欧米社会学の理論的発展はめざましく、とりわけ社会システム理論ないし構造…機

能主義理論を軸とした社会構造・変動論は高度の理論水準に達している○本講義は、それらの理論的

発展の上に立ちつつ、先進諸国に澄ける近代化と産業化についての一般理論を構築し、かつその一般

理論を幕末以後現代までの日本社会の近代化と産業化の分析に適用することを目的とする。なおこの

講義は元来「社会変動論」という題目で考えられてきたものに依拠しているが、ここでいう社会変動

とは構造変動に他ならないという意味から、社会変動の考察の前提として社会構造論にもふれるよう

に配慮：されている。

主な：項目

1　社会構造と社会変動の概念化

（1）序　論：社会とは何か

　（2）社会構造とは何か（1）：基礎社会、地域社会、機能社会

　（3）社会構造とは何か（2）：社会構造の構成要素

（4）社会変動とは何か（1）：人類史の発展段階

（5）社会変動とは何か（2）：成長、発展、進化

（6）近代化と近代社会

⑦　産業化と産業社会

（8）社会進化としての近代化と産業化

（9）社会変動の原因

H　社会：構造と社会変動の諸理論

⑳　古典市民社会論：ホッグズとロック

⑪　進歩の観念：デカルト、パスカル、コンドルセー

⑫　古典産業社会論1サソーンシモンとコント

⑬　社会進化論：スペンサー

⑯　理念主義論：ヘーゲル

⑮　史的唯物論1マルクス
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㈹　超勢理論（1）：テンニエス

㈲　超勢理論（2）：デュルケーム

⑱　超勢理論（3）：マックス’ヴェーバー

　㈹　循環理論：パレート

⑳　歴史主義論：ゲイルタイ、トレルチ、アルフレート・ヴェーバー

⑳　構造一機能理論（1）：マリノフスキーとラドタリフブラウン

伽　構造一機能理論②：マートンとパーソンズ

皿　近代化と産業化の分析

　　近代化と産業化の諸要件

伽　近代産業社会の構造要件と機能要件

㈲　先発産業社会と後発産業社会

㈱　社会変動の制御と計画化

⑳　日本社会の近代化と産業化（1）：徳川幕藩社会の二構造

　　日本社会の近代化と産業化（2）：明治維新と初期近代化・産業化

　　　日本社会の近代化と産業化（3）：職後改革と高度近代化・産業化

　　高度産業社会日本の転＝機
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＝マス・コミュニケーション論1・＝

ジャーナリズムとマス・メディアー一

〔主任講師　佐藤智雄（中央大学教授）〕

全体のねらい

　マス・コミュニケーション論1では、特にジャーナリズムを扱う○まずマスコミの概念を明らかに

し、ニュースとは何かを問い、ニュース系情報がマス・メディア伝達の過程で生ずる諸問題をいろい

ろ：な角度から検討する。また現代のマスコミの機能への評価を批判を通じて、マスコミと日常的市民

生活との関係まで考えてみたい。　　　　　　　　　　　、　．

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

1

マス・コミュニケ
[ションと一

Wャーナリズム

　マス・コミュニケーションとは何か。マス（大

O）を対象とした情報伝達はどんな社会的要求

ｩら生じてきたか○要求された最初の情報はど

�ﾈものであったか。またジャーナリズムとは

ﾇんな現象をさしているか、などを考える。

佐　：藤　智　雄

i中央大学湯授）

2
マス・メディア産業

ﾆジャーナリズム

　マス・メディア産業の特徴をとらえるために

ﾍ、①メディアの普及度、②情報の有効消費度、

B産業的な規模と構造、の3つの視点から総合
Iにアプローチする必要がある。そこで明らか

ﾉされる特徴はいかなるものかを検討する。

佐　藤　智　雄

S　瀬　英　彦
i東洋大学教授）

3
ニュースの機能と

¥造

　まずマスコミの伝達内容中に時事（ニェース）

n情報をはじめ、4つの型に分ける。受け手に

ﾆってニュースとは何かを考え、受け手の生活
翌ﾆの関わり方や、ニュース・ヴァリューのも

ﾂ意味の重要性を述べねばならない。

佐　藤　智　雄

4 送り手の意識と
s動

　ニュースを選別するシステムであるマス・メ
fィアは、どのような選別機構をもつか。その
ﾈかでニュースのスクリーニングにあたるゲー
gキーパー（門番）たちは、いかなる基準と意
ｯで、選別を澄こなっているかについて説明す
驕B

佐　藤　智　雄

L　瀬　英　彦

5
新　　　　　　聞

Wャーナリズム

新聞は伝統的な活字メディアで社会的に大き

Fな力をもったが、放送の出現で解説ジャーナリ

Yムへと変化する。初期の新聞と大ジャーナ

潟Xト、新聞報道の問題点、読者の構造やステ

激Iタイプの問題などにもふれる。

佐　藤　智　雄

6
放　　　　　　送

Wャーナリズム

　ラジオ、テレビはニュース伝達の形を変え、

�ｯ手に速報、迫真、理解をもたらした○が、

`達時聞の制限や迫真性からくる問題、電波使

pによる中立性への要求、またテレビ・ニュー

Xの取材や解説の問題などをとりあつかう。

佐　藤　智　雄

7
雑　　　　　　誌

Wャーナリズム

雑誌は、こんにち、ますます多様化する読者

ﾌ関心に照応して、タウン誌、情報誌など各種

ﾌ新雑誌が登場し、細分化が進むとともに、マ

Xコミ批判その他、ホットな議論による活性化
烽ﾝられる。その変化の実相と特徴とを考えてみる。

佐　藤：智　雄

L　瀬英　彦
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

受け手は日常性のなかで、目前の直接環境し
か見えない。遠い匿名の世界を現前さすものが

8
日常性のなかの
[　似　環　境

マスコミで、受け手は紙面や映像のうちで世界
�ﾂ境に変えている。これが擬似環境。また偽

佐　藤　智　雄

筆削：境のもたらす問題はなにかも考える
き

9 欠　　陥　報　道

擁1難無難紙雛麗な報道だ。欠陥報道は受け手の判断を誤らせ、 ｛1佐　藤　智　雄

不適応をひき起すもので、報道批判の原点とな

っている。

ニュース情報と行動の関係のなかで、情報の二

10 情報の流れと
Iピニオンリーダー

段の流れや、新機具の採用時などの情報伝達機

¥を説明する○またニュース情報の流れを、影

ｿの流れが区別する場合、そこで機能している

　佐　藤　智　雄i

@飯　田　良　明
i北海道東海大学助教授）

ピ艶美ンリーダーの問題を検討する。

個人的意見が世論に発展していくときで、どん

な発展過程があるか○また世論は民主政治や社 佐　藤　智　雄

11 世論の動　態 会正義にどん：な関係をもつか○さらに現代の世

論はマス・メディアの普及で討論集団を衰退さす 飯　田　良　明

ために操作を受けやすい、等々。

災害時情報とマス・メディアの関係や、メデ
イア別の効果の検討、澄よびニュー・メディア 佐　藤　智　雄

12 非常災害と環境監視
の役割などを考える。災害のみならず予知情報
ﾌ段階で予想される住民の心理的パニックの問
閧ﾆの関係などについても、事例を紹介し、検

飯　田　良　明

討する。

作為、無作為を問わず、いろいろの形の擬似

ニュースがある。無意図な流言飛語や、意図

13
擬似ニュースとし

ﾄの流言、デマ
的なデマゴギーは代表的なもの。そういうニュ
[ス類似物の恐ろしさを説明し、メディアから

佐　藤　智　雄

クチコミの段階で影響力をもつ噂についても考
えてみよう。

こんにちマス・メディアから疎外されている

14
受け手の参加と
Aクセス権

受け手に、マス・メディアへの参加を保障する
烽ﾌとして、アクセス権、，反論権などの新しい受

ｯ手の権利が主張されるようになった。これら

ﾌ新しい権利の意義と問題とについて考える。

佐　藤　智　雄

L　瀬　英　彦
i東洋大学教授）

時事系情報の伝達現象が受け手の日常生活の

なかに濃密な情報環境を構成し、適応の手段で
佐　：藤　智　雄

15
生活のなかのジャ ある情報に適応を余儀なくさせられている。そ 広　瀬　英　彦
一ナリズム こからくる諸問題をとりあげていろいろと話し

あい、この講義を総括する。（座談会） 飯　田　良　明

一252一



＝マス・コミュニケーション論∬＝
　　　一大衆文化とマス・メディアー

〔主任講師；佐藤智雄（中央大学教授）〕

全体のねらい
　マスコミ論巫では、大衆文化を中心に扱う。まずマス・メディアのなかの文化の特殊性と、その背

景にある大衆社会状況をみたい。ついで活字メディアの細分化現象と活字文化の現状を考える。さら

に映画、ラジオ、テレビからニューメディアにいたる映像・音響文化を分析する。大衆文化の問題点

を把え、その功罪に言及する。

回1 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i駈属・氏名）

1｛

iマス．コミーーケ」ションの内容 　　マス・メディアの複雑な伝達内容を時事、知il羅灘謙譲｛（鷺錨
…

マスコミの発達は大衆社会の成立と軌を一に1

2
背景としての大衆

P
社
会
…

するが、先世紀末から今の大衆社会は出現し、
ｻの中心的担い手は新中間層。大衆文化はかれ
轤ﾌ文化として資本主義的な商品文化の性質を
烽ｿ、メディアの伝達内容となることを説明す

　佐　藤　智　雄
奄

f

る。 i

まず文化とは何かを考え、基本文化と大衆文

化に分ける。前者は知識や行為準則になるもの。

3 大衆文化の概念 後者は日常生活に楽しみ、能率．快適その他を 佐　藤　智　雄

求める一過性の消費文化が多い。両者の比較の

繧ﾅ大衆文化の特性を明らかにしたし％ 1

、メディア接触による人びとの趣味・娯楽志向

4
メディアのなかの

の動向を調べ、メディアに対する「利用と満足」

ﾌ諸相とその問題点を取り上げる。さらに現代

佐藤：智　雄
R　本　　　透

遊び 的行動様式としての「遊び」の特色について検 （上智大学教授》

討してみたい。

マス・メディアが伝える大衆文化は、資本主

5
受け手としての消

義的な商品生産の原則に従いながら、シンボル

､品として加工・製造されるから、大衆市場で 佐　藤　智　雄
費者 受け手を消費者とみる。受け手もメディアに消

「

… 費文化を期待する。そのしくみを考える。 i
　
1
6
i
出
版
と
大
衆
文
化
　
｛
　
i

　　大衆社会の：進展とともに、出版の世界も大衆

@化の道を歩み、手軽な娯楽本が伸長して、テレ

宴rの人気タレントの著書がベストセラーとなり、i
倦ｽ様な大衆雑誌が氾濫している。この大衆文牝　藍
奄
ﾌ
実
相
を
明
ら
旅
す
る
．
…

ii佐藤智雄…　広　瀬　英　彦

堰q東洋大学教授）
堰
c

　i

@i
V
滴
聞
の
変
　
§

　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申㎜@i　　　従来論機関としての機能を中心としてきi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚢　　た新聞も、大衆化・通俗化してエンターテイン質iメイト機能を融一ユース報道も理性から情i動疇えるものとな九この変蜘実態を分i　l析する・　　　　　　　　　　｛

｛佐藤智雄

@広　瀬　英　彦

…253…一



回 テ　　　一　　　マ 内』　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

映像化する活字メー“アイア

　テレビ時代を迎えて、活字メディアもビジュ

Aルなものに変容してきた。劇画・コミックが

ｲ盛をみせ、イラストや写真中心の雑誌が籏生

ｵ、論理的理解より感覚的認知にたよるものと

ﾈった。その変化のあとをたどる。

佐　藤　智　雄

L　瀬　英　彦

9 視聴覚文化の展開

　メディア前史の源流にさかのぼる一方、今世
Iあいついで登場した視聴覚文化としての「マ

X・アート」の系譜について、主として写真、

f画論よびレコード、ラジオの展開をたどる。

佐　藤　智　雄

R　本　　　透

10
映像文化・音響文

ｻの現在

　生活のなかの映像文化（テレビやビデオ）と

ｹ響文果（FM放送、諸種の音響器機）につい
ﾄ考え、また、マンガや広告を中心に若者に焦

_をあてながら、そこにみられる現代性にふれ

ﾄいきたい。

佐　藤　智　雄

R　本　　　＝透

11
環境としての映像

E音響

　こんにちの映像と音響の世界がつくりだす環

ｫが、入間におよぼす影響など、功罪の面を検

｢し、現代社会における映像・音響環境の構造

ﾆ特質について、大衆文化という視点から考え

ﾄみる。

佐　藤　智　雄

R　本　　　透

12
　　　　　一やjューメァィアの

｢界

　いわゆるニューメディアは、多チャンネル、
o方向通信、自由な情報検索など新しい技術的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■可能性を開いたが、そこで展開されるのは、豊

`、多彩な文化か、貧しい画一的な娯楽の世界

ｩ。その光と影をさぐる。

佐　藤　智　：雄

L　瀬　英　彦

13
大衆文化と地方文

ｻ

　基本文化と地方文化との関係を考え、強力な

}スコミの流れとして襲う大衆文化の影響下で、

n方文化のもつ意義とその将来性を問題にした

｢。このとさにマス・メディアの役割とはいっ

ｽい、なんであろうか。

佐　藤　智　雄

14 大衆文化の思想

　大衆文化の思想を求めて、まずその成立過程

�ﾇう。さきの世紀末、1920年代および第二
汨蜷甯繧ﾌ60年以降、そこにあらわれる大衆
ｶ化の思想とはなにか。

佐　藤　智雄

15
現代大衆文化の問

闢_

　現代の大衆文化の存在意義を問いな吾し、芸　　　　　壁

pとの関係や大衆文化の通俗性を考え、正常な

蜿O文化の発展のために、受け手集団の問題を

lえてみる。
佐　藤智　雄
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一白　業　社　会　学一

〔主任講師：松島静雄（日本大学教授）〕

全体のねらい
　今日の産業社会学は戦前の経営社会学職業社会学等と異り、入間が入為的意図的に構成したアソ

シエーション、就中社会生活に重要な意味を持つようになった企業及び労働組合等の集団的特徴を分

析する所に特色がある○ここでは従来の成果を示しつつ、主として企業経営あわぜて労働組合の集

団的特徴を考えて行く。

回 テ　　一　　マ 内　　　容　　津慮晶晶

1 産：業社会学の性格

　①戦前労働社会学、職業社会学等といわれたも
ﾌの特徴、②今日の産業社会学の発生、③産業
ﾐ会学の研究対象、④産業社会学の研究方法、
Dその主要内容は④企業、労働組合の組織、＠組
Dと従業員、組合員の関係、㊦人間関係、θ地
謗ﾐ会と企業・組合の関係、㊨企業と組合の関
W、θ日本の経済的特色等　　　　一

｛ii松島静雄

@（日本大学教授）

2 企業と組織（1）

　①アソシエーションとしての企業、労働組合
ﾍ集団の構成に組織が先行、②組織の高度化、
B最初の社会学的組織論としてのウエーバーの
rウロクラシー論、④その内容④義務と権限の
ｪ配、◎階層性の論理、㊦規則の優位性、㊥技

p的有用性

同　上

3 企業と組織⑩

　①フィヨールの組織論、②ライン・タイプと

宴Cン・スタッス・タイプ、③テイラーの組織

_と職能組織、④組織の基本的性格、⑤組織の

P位としての職位、職務、職種

同　上

4 企業組織と入間α）

　①組織入としての行動の要請．②内部の入問

ﾉ公人と導入の態度の使い分けを求める、③組

Dの重層化の悩み、④文書主義のもたらす繁文

條ﾑ、⑤形式合理性が求められるあまり．入間

侮ﾔとなり集団目的が理解され難くなる。

　　　同　上

o
｛

5 企業組織と人間（H）

　①組織の高度化と従業員の疎外感情の発生・　i②組織の顕在的機能と潜在的機能、順機能と逆

@能、③マグレガーのX理論とY理論．④余暇　　　同　上
u向の増大と感情の論理の恢復　　　　　　　i
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

6
人間関係論の発生

ﾆモラール

①＿ルド．グルつとホづン腸の実i
f鷺鮮欝霧顯濃磐嵩i同上インタビ＿　　　　　　　　　　　i

7
人間関係とインフ

Hーマルな組織

①巻線作業観察室の実験、②人間関係、③フ

Hーマルな組織とインフォーマルな組織、④イ

塔tォーマルな組織の性格、⑤集団の実態とし

ﾄの人間関係

　　　同　上
奄
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

①組織と入間の関係、②経営哲学としての入

間関係、③疎外の受け止め手、④小集団の研究

8 小集団論と行動科学 とグループ・ダイナミックス、⑤行動科学の発 松　島　静　雄
生

①ヘッドシップとリーダーシップ、②リーダ

9

行動科学とリーダ　　　　●一一シッフ 一シップ論、③目標達成機能と集団維持機能、

Cリーダーシップ成立の条件、⑤フォロアーの

ｧ場に立った見方、⑥企業のリーダーシップと
同　上

組合のリーダーシップ

①ホーソン工場の実験への反省、②労働組合、

10
企業・労働組合と

n域社会

労使関係の研究、③ウォトーナー・ローのヤン

Lーシティ製靴工場のストライキの分析、④地

謗ﾐ会の企業経営への影響、⑤フォーマルな組
同　上

織とインフォーマルな組織の統合

①集団主義的志向の強さ、②能率の論理より

従業員の生活保障の論理の重視、③終身雇用の

11 経営の日本的特質（1） 慣行、④定期昇給と年功賃金、⑤福利厚生の重 同　上

視

①日本の「人間関係」、②職場運営の日本的

特質、③大企業と中小企業の経営、④日本的経

12 経営の日本的特質⑪ 営の功罪、⑤経営組織の混沌化と強い帰属意識 同　上

の発生、⑥特異な労使関係、⑦争議は多発する

が極めて短期間で終結

①日本的経営の成立時期、②日本の組合運動

の第1期の昂揚、③同第2期の昂揚、④そのこ

13 日本の労働組合 とと日本的経営との関係、⑤労働組合の組織論 同　上

的特色、⑥企業別組合の発生

①ME化の進行、②オートメーションとメカ

技術革新と日本の トロニックスとの異同、③技術革新と労働の質

14 企業
の変化、④技術革新と職場組織の変質、⑥日本

I経営と技術革新

　　　同　上
撃

①従業員の高年齢化と高学歴化の進行、②能

力主義化と年功昇進の変化、③人件費の増大と

15 日本的経済の今後 賃金制度の変：革、④変化のない企業別組合と終 同　上

身雇用の慣行、⑤日本に澄ける能力主義
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一同　業　地　理　学・＝

〔主任講師　竹内啓一（一橋大学教授）〕

全体のねらい

　地表に澄いて展開されている経済活動は、空間的位置関係について見る場合、全く無秩序に展開さ

れているわけではない。また、国民経済というものは、その内部を生産要素がまったく自由に移動す

る均質な空間でもない。ある場所で、ある経済活動が営まれるのはどのような理由によるのか．そし

て、その経済活動は他の場所の経済活動とどのような関係をもっているのか、そして、このような関

係を通じて空間の構造化、あるいは空間組織の形成がどのようにしてなされているのか、これらのこ

とを理論と現実の分析とから考察するのが産業地理学であるじ

回

1

2

3

4

5

6

テ マ

産　業　と　地理

経済的地域分化

中心地と地域の重
層構造

工業の地域的構成

とその変動

内 容

　産：業地理学とは何かということを、経済活動

がもっている空間的側面と、古ぐからの学問で
ある地理学との関係から考える。それは経済学
のみでなく、生態学、さらに文化誘科学と関連
する一つの学問になるであろう。入間の経済行

動はそのようなひろがりをもっている竺並餌

㌍所轄護名鷲

　　　　　　　　羅

竹　内　啓　一

（一橋大学教授〉

　経済活動は、あらゆる場所で、質的にも量的

にも均等に：展開されているわけではない○その

不均等な発展は経済的地域分化を生ぜしめ、国

内的、国際的：な地域問題をひき診こす○ここで

は、経済的地域分化の諸理論を検討する。

竹　内　啓

磯　部　啓　三

（成践大学講師）

　経済地域内部が、また、経済地域相互がどの
ように組織されるかということを理論的に検討
する。それは、さまざまなフローを結節的に組
織する重層的な中心：地体系の問題と密接に関連

している。同時に、ここでとりあげられる理論

が、現実の空間分析に旧いて、どのように活用
されるかということも問題になる○

竹　内　啓　一一

磯　部　啓　三

　工業活動の地域的分化を、いくつかの国民経
済を事例にして考察する○その際、各国民経済
の世界史的位置づけ、再生産構造の特色の理解
を踏まえた上で、工業の地域的分化の実態の確
認とともに、それを説明する諸理論の有効性と
限界とを考える○

竹　内　啓　一

農：業の地域的構成

　農業活動の地域的分化を、いくつかの国民経
済を事例にして、前回と同様の観点から考察す
る○工業と比較しての広義の農業の特色を念頭
に入れた上で、農業の地域分化を説明するため

1の理論の有効性と限界とを考え、現代の農業、

農村がかかえている諸問題にも言及する○

｝三内竹

院
議

泰
轄豊玉

嚇

商業・サービス業
の空間組織

　第3章ではかなり抽象度の高い次元で重層的
結節構造の形成を分析したが、ここでは、たと
えば「身のまわり品」、「買いまわり品」の区

別があるように、取り引きされる財貨、サービ
スをいくつかに分類しながら、その空間的移動
が、国民経済、あるいは大部分圏内部でどのよ
うにして重層的、階層的な空間組織を形成して
いるかを分析する。

t
i

l竹内啓
l
i杉　村　暢　二
i（文部省主任

i　教科書調査官）

｛
i
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

7
通信・交通と空間

g織

　経済的行為としての財貨および人間の空間的
ﾚ動が交通であり、通信は経済的行為としての
﨣�ﾌ空間的移動であるが、空間組織形成に於
｢て、通信は交通を代替することがある。交通、
ﾊ信ともに原始時代から存在したが、近年の技
p革新あるいは、情報革命によって、その産業
ﾆしての性格が急速に変化してきている○また、
�ﾊ、通信ともに、インフラストラクチャーに
蛯ｫく負うが、同時に、これらの施設が大きな
O部経済をつくり出す。以上の諸点がここで問
閧ﾉ：なる。

　竹　内　啓　一

@青　木　栄　一
i東京学芸大学教授）

8 労働力の空間的移動

　生産：諸要素の中で、労働力は中位の空間的可

ｮ性をもっていると考えられる。そのことによ
ﾁて生ずる諸問題を、主として空間的移動であ
驍ﾆ同時に社会的流動性の性格をもつものを中
Sに考える。具体的には農村から都市への移動、
総ﾛ的な労働力移動について考察する○

竹　内　啓　一

R　本　健　児
i法政大学経済

w部助教授）．

9 国内の地域格差

　国民経済を構成する諸地域の間の経済的格差
ﾉついて、いくつかの事例をもとにして考察し、

ｱれを説明するための諸理論の有効性と限界と

ﾉついても考察する。ここでは、単なる所得格
ｷには解消されえ：ない国内諸地域間の不平等を

燒竭閧ﾉする。

竹　内　啓　一

R　本　健　児

10 国際的な地域格差

　国家の間の経済的格差には、産出高あるいは
鞄ｾの水準のみでなく、さまざまな社会的スト
bクあるいは広義の福祉も考慮されなければな
轤ﾈい○また、このような格差を専生産するメ
Jニズム、国際的な格差形成の機構と恵まれな
｢国の内部の社会構造、地域構造との関連も問
閧ﾉなる。

竹　内　啓　一

ﾃ　賀　正　則
i一橋大学社会

w部教授）

11
都市に澄ける空間
I不平等

　都市は経済活動の装置であるとともに住民の
ﾐ会生活の場でもある○しかし、都市空間内部
ﾉおいては、さまざまな理由によって階級間、

K層間の格差には解消されえない空間的不平等
ｪ存在する。同時に階級間、階層間の不平等が、

�ﾔ的な形をとって現象することがある。これ
轤ﾌ問題について、理論的澄よび政策論的考察
�ｷる○

竹　内　啓　一一

驕@部　啓　三

12 権力と産業地理

　政治権力はそれ自体さまざまな性格の空間組
Dを形成し、それを通じて、産業の空間的構成
�K定するが、移動、立地などの空間的側面を
烽ﾂ経済的意志決定にも直接的影響を与える。

ｳらに、公共財、公共サービスの空間的配分あ
驍｢は立地を通じて生ずる外部経済もここでの
l察の対象になる。

竹　内　啓　一
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

13
エコロジーと産業
F地理

　狭義の産業地理は、経済の論理によって構成

ｳれる。その論理からすれば、経済活動に及ぼ
ｷ自然の影響も、経済学のタームで表現される
ｱとになるが、人間の活動は、・自然界の物質体

ﾓの一部をも構成している。人間活動をそのよ
､な側面でとらえた論理であるエコロジーの論

揩ﾆも結びついた広義の産業地理を分析する視

_を考えるのがここでの課題である。

i　竹　内　啓　一

ﾅ

14 文化と産業地理

・恥

@　　　i　　　　　竹　内　啓　一・

@　　　　磯　部啓　三

15 経済体制と空間組織

　分権的か集権的か、市場機構がどの程度まで

d要な役割をになっているか、これらの点での

o済体制の相違によって、経済活動の空間的関

Aの様子がどのよう、に相違するかということを・

n域政策のあり方をも関連させて考察する。

竹　内　啓　一

ﾃ　賀　正　則

一259一



一二：

〔主任講師

業　と　情　報＝

加瀬滋男（放送大学教授）〕

全体のねらい

　近時企業環境の複雑化に伴い・経営に関する情報の重要性は、以前にも増して広く認識されるよう

になった○他面、情報の処理や伝達Q技術も、目覚しい進歩を見せつつある。この時流に鑑みて、

企業内外の技術情報を中心に、産業と情報の関連を概説する。また随時、社内技術者や一般産業人の

情報に対する望ましい心構えに：もふれる。

回 テ　　　・一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

1 情報概論（1）
@情報とは何か

　情報の定義は今のところ確定していないが、

﨣�齡ﾊ澄よびビジネス情報についての若干の

ﾁ徴を述べ、本講を進める上での一応のイメー

Wないしコンセンサスの確立を試みる。

加　瀬　滋　男

i放送大学教授）

2 情報概論（2）
@情報の活用

　情報のi探索と収集の具体的方法を講述する○

ｻの後、情報の収集から活用を経て、保管・管

揩ﾉ至るまでの実際的手法を解説し、改めて本
u全体についての方向付けを行う。

同　上

3
情報の収集（1）
Z術情報の種類

　技術情報の種類を、形式・生産（発生〉場
梶E加工度から分類し、それぞれに：ついて概要を

燒ｾする。1次情報の種類と特徴に関しては、

ﾁに他の成書の論説を引用して詳しく紹介する。
同　上

4
情報の収集（2）

@情報調査

　情報収集に先んじて行われる情報調査の要点

�_ずるとともに、2次・3次情報の効果的活
p法を示唆する。そのため、国内・国外の主な

麹㍼﨣�@関や各種文献・資料の紹介も行う。
同　上

5
情報の収集（3）

@情報検索

　他書の論点を随所に援用しながら、情報検索

ﾌ発展過程と内実について説く。次いで情報検

�ﾌオンライン・サービスを受ける場合の問題

_を列挙し、受講者の他日の参考に供する。
同　上

6
情報の創出（1）
﨣�Y出の意義

　情報の公表・伝達に対する個人ならびに企業

ﾌ責任は、研究・開発に対するそれと同等であ

驍ｱと、論よび研究者や技術者も情報流通活動

ﾉ積極的に参加すべきであることを力説する○
同　上

7
情報の創出（2）
V情報の産出例

　最近新素材として脚光を浴びているニュー・

Zラミックスの重要特性でもある曲げ強さデー

^の解析を例に、新情報の創出を解説する。新

ｵい素材とはやされながら、その強度解析の古

ｳに挑戦する様相を述べる。

同　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

8
情報の創出（3）
ﾖ連情報への展開

　情報は孤立した存在でなく、他の情報と何ら

ｩの関連をもつのが普通である。このことにつ

｢て、前面で提起された新しい情報から、他の

ﾖ連情報の産出へと展開されて行った事例を呈

ｦする。

加瀬滋男

9

オフィス・オ・一ト
＝[ション（1）

@OAの内容

　日米におけるOAの認識の違いから、・OAの
^のあり方を考える。その期待される形態のO

`の導入よりLAN（企業内情報通信網）澄よ
ﾑINS（高度情報通信システム）に説き及ぶ。

同　上

10
オフィス・オート
＝[ション（2）

@OAの内容

　OA機器のうち主なものについて、活用面で

ﾌ留意事項を検討する○実際には、ファクシミ

梶Aパソコン、オフコンその他現時点で新しい

@器類の若干にも話を進める○

同　上

11
情報の伝達（1）

@データ通信

　高度情報化社会への足掛りとしてのキャプテ

刀Eシステムをはじめ、データ通信サービスの

v点を概説する。また電電公社によるDRESS

i販売在庫管理サ』ビス）とDEMOS（科学技
p計算サービス）をも紹介するQ

同　上

12

情報の伝達（2）
@高度情報通信
@システム

　先にふれて酔いたINSの具体的内容を詳述
ｷるとともに、光ファイバー・ケーブル伝送を
?Sに将来の高度情報通信を展望する。 同　上

13

情報の伝達（3）

@情報活動
iNISTに関して）

　NIST（科学技術情報流通システム）の経
ﾟを概説した後、NIST構成機i構とそれらの
�рﾉついて説明する。そのほか、データベー

Xについてもやや詳しく補説し、NIST推進
ﾉ関する7項目の提言を検討する。

同　上

14

’晴　　幸艮　　産　　業　（1）

Y業人と情報産業

　特にわが国の中小企業に熔ける入たちが情報

Y業の動向を知ることの意義を強調する。その

闃|りとして法律第90号を細部にわたって解
烽ｵ、また当該法律に基づく情報処理技術者認

闔詞ｱにふれ、チャレンジ精神を鼓舞する○

同　上

15

情　報産　業（2）

@産業の情報化
@と情報の産業化

　近刊の『情報産業の将来像』に基づき、新情

�Y業の内容を考える。そのうち一般産業と最

煌ﾖ連が深くなると予想されるデータバンク産

ﾆ、コンサルディング産業、エイジェント産業

ﾉついては、立ち入って論述する○

同　上
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一三　業　と　企　三一

〔主任講師：黒沢一清（東京工業大学教授））

全体のねらい

　産業という巨視的現象も、他方企業という微視的・主体的存在も、それぞれ専門的に研究され得る

対象であるが、本講では、こうした産業と企業との、まさに交互作用領域をユニークな対象とし・そ

こに現われる生いきとした現象を把握する方法と理論とを与えようとする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

序　論：

Y業一企業誌研究
ﾌ方法

　本講義の対象の特徴を明らかにし、これを把

ｬするための方法について述べる。産業一企業

nがある種の多元・重層構造をもった実体であ

驍ｱとが述べられ、これを把握するための独特

ﾌ方法論が展開される。

黒　沢一　清
i東京工業大学

@　　　教授）

2
産業一鞭白系の：構

｢（1）

　産業一企業系の内容を構成する“構造”を解

ｾするにあたって、まずはじめに、最も抽象化

ｳれた水準の構造としてのメタ構造を、人間と

ｩ然との相互作用系及び人間と人間との相互作

p系との交絡構造として把握する。

同　上

3
産業一企業系の構
｢（2）

　第2回で把握された産業社会一般の構造を、

謔闍?ﾌ的に、産業と企業との相互作用系とし

ﾄ、すなわち、マクロな産業水準とマイクロな企

ﾆとの相互作用として、重層的に把握する仕組

ﾝを解明する。

同　上

4 産：業組織一企業系

ひとつの産業とそれを構成する企業との相互

?p関係の在り方が生み出す産業組織の状態を

｢かに把握するか。その上で、業界に生起する

薄竭閧ｪ、現代産業社会ではどのように解決さ

黷ﾄゆくか、を解明する。

同　上

5
産業一一企業系の成

ﾊの構造連関

　社会経済一産業一企業を結ぶ経済成果として
ﾌ付加価値の性格を中心に、この系を一貫するよ
､な経済成果分析の方法を論じる。付加価値と
｢う概念が一般の通念とは違って、かなり複雑
ﾈ構造を持つものであること、現代の産業一企
ﾆをまたがる分析や政策実践におけるこのカテ
Sリー一の運用上に考慮すべき基本問題を論じる。

同　上

6

産業一企業系に即
ｯる生産性・収益
ｫの関係とその分

ﾍ

　前章の議論に引き続き産業レベルの経済成果

ﾆ企業の主体性を表現する経済成果とを統合・

A結・した成果：分析体系を考える。 同　上

7
独占禁止政策と企

ﾆ

　独占禁止は、競争経済によって経済の活力と

_軟性との維持を目的とする政策として、市場

o済体制の国々に実施されている。この政策の

烽ﾆでいわゆる大型合併の例をとりあげる。

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

巨大企業の優勢とは対極的に、中小規模の企
業は、その経済的・社会的劣勢のために、十分

8
中小企業政策と企

ﾆ
な生産力の拡充を達成し得ず、相対的に低い経
ﾏ的社会的地位に追いやられる。ここに、産業
I・社会的政策としての中小企業政策が提起さ

黒沢一　清

れる。

中小企業問題の自主的解決のひとつの道とし

9
中小企業の組織化・

て、中小企業者による協同運動があり、これを

ｧ度的に支持する諸制度がある。制度と運動、 同　上
共同化 及びそこにおける基本問題を考える。

産業一企業系の問題をここでは地域社会とい

10
産業一地域社会一

う場の上で、よりいっそう具体的に考察する．

ﾜず従来の工業立地論を反省してそれの現代的 同　上
企業系 条件を考える。

生産性向上問題を社会経済一三業一企業系の

プロダクテイヴイ 上にひとつの体系として考える枠組みをプロダ

11 ティ・スキームと クティヴィティ・スキームという。これの世界 同　上

産業一企業系 的・日本的な経験を総括して、現代の基本問題

を考える。

前章までの議論を前提に、それらのより具体

労働生産性・賃金・ 化された問題としてここでは生産性・賃金及び

12 物価をめぐる産業一 物価の問題を取り上げる． 同　上

企業系の基本問題

わが国伝統産業と近代化された巨大産業との

13
伝統：産業一近代産：

関係域は、現代日本産業に澄けるひとつの重要

ﾈ典型的問題領域である。幾つかの産業を取り 同　上
業系に臨ける企業 上げて論じる。

日本産業及び企業の国際競争力とは何か。そ

14
産業と企業の国際

れらの計測論的な接近を試みる。まず最初は．

総ﾛ諸機関が発刊している統計資料を活用して、 同　上
競争力（その1） 先進産：業諸国間及び発展途上諸国間の産業水準

での比較研究を行う。
…

ここでは企業レベルでの国際競争力の計測論 i

15
産業と企業の国際

的接近を試みる。

同　上
競争力（その2） ノ

｝263一



一三　業　と　環　境一
一産業一環境系の構造論的解明一

〔主任講師：黒沢一一清（東京工業大学教授）〕

全体のねらい

　本講義は、産業とそれの環境との相互作用域を対象として、そこに生起する現象を構造的に把握し、
問題の解決への洞察を得るための基礎能力を養うことを課題としている。産業と環境の問題を、産
業にとっての環境とし℃だけでなく、同時に、むしろ人間にとっての環境の交叉域を、産業と環境と

いうフィールドで問題にしょうというのである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
産業一一環境系研究

ﾌ方法

　産業と環境との相互作用域に生じる現象をそ

ﾌ日常性に診いて観察し、我われの研究対象の

ﾁ徴を示し、かつはこのような現象を研究する

ｱとの現代的な意義を考える。

黒　沢　一　清

i東京工業大学教授）

2

産業社会の構造に
fける：産業一環：境

?iその1：産業
ﾐ会のメタ構造）

　産業一環境系が、産業社会の中に占める構造

Iな位置を示し、これを把握するための方法と

ｵての構造論の概要を示す。まず最初として、

Y業社会の根源（メタ）構造を規定する。

同　上

3

産業社会の構造に
ｨける：産業一環境

n（その2：メタ
ｴ理）

　産業社会のメタ構造の規定を受けて本章では、

ｻうしたメタ：構造を規律している原理、すなわ

ｿメタ原理を論じる。 同　上

4

産業社会の構造に
ｨける産i業一環：境

n（その3＝一般
¥造）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝@産業社会のメタ構造の内容を、多元・重層構

｢として描き、この一般的な意味内容を説明す

驕B 同　上

5 S－Fスキームの
_理と操作

　実体一構造一形態一機能という4つの次元を

烽ﾁて構成されるS－Fスキームの論理と、こ
黷�Iペレーションする方法を述べる。 同　上

6
：産業と環境系の構

｢

　以上に議論されてきた産業社会の一般構造を

ﾓまえて、いよいよ我われの産業一環境系の構

｢を確定しなければならない。ここでは人間一
ﾂ境：系の基礎の上に、この系と産i業一環境面と

ｪ統一される構造が示される。

同　上

7

産業一環境系研究
ﾉ於ける意味論
@　　　（その1）

　環境を産業・人間にとって外的なモノ、と見

髓i階から、本章では、それを入間のタームで

ﾓ味理解されたモノと見る、つまり意味論的環

ｫの議論に入る。

同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

産業一環境系研究に 前章の意味論の一般的理解の上に、ここでは

おける意味論（その 人間一環境系の全体構造を示す。

8 2：主体的環境と意 黒　沢一　清
味論的環境の統一、

及び文化環境〉

産業一自然環境系を支配する最も基本的な諸

9
産業一自然環境系

法則を規定し、それらの間の構造的関連性を明

轤ｩにする。法則の階層性と止揚関係である。 同　上
に関与する諸法則

産業一環境系の視野からのユニークな産業分

環境産業としての 類を示し、まずその中の最も基本的産業として

10 海の産業とその環 の海の産業の環境問題を議論する。海と入間を 同　上

境問題 媒介する漁業の意義である。

緑の産業、すなわち林業のもつ環境論的弓問

11
緑の産業と環境問

題の基礎を考える。森林と人間を媒介する林業

ﾌ意義である。 同　上
題

以上の諸章では、人間の外的環境と産業との

12
生命の産業と環境

関連を主として議論してきたが、本章では人間

ﾌ内的環境とこれにかかわる産業としての生命 同　上
問題 産業との関係を考える。医療及び医薬品産業で

ある。

産業を一般的に取り上げてそ’れの環境問題を

産業・企業一地域 考察してきたが、本章ではそれらをさらに特定の

13 社会環境系の基本 地域の上でいっそう具体的に考察する。地域社 同　上

問題 会というフィールドが基礎である。

住民、各種産業、自治体等の、具体的な地域

人間一産業一自然 における複合体。これこそが人びとの眼前に展

14
　　　oRンフレッタスの
Vステム・シミュ

開されている最も具体的な“環境”である。そ
ｱに現われる問題としての環境の背後にある構
｢をモデルに描き．これを用いて実験を試みる。

同　上

レーション システム・シミュレーションの意義と役割りに
ついて論じる。

本講義の全体を総括して、この講義から我わ

全体の総括一人類 れはいったい何を学んだのか、そしてそうした

15 一国際産業一地球 知識がこの社会でどういう意味を持つのか、我 同　上

系への展望 われはこれによって、どのような産業的・生活

I課題を課されることになるのか、等を考える。
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＝　経　営　管　理　1　＝

　　　　　　一現代の経営一

〔主任講師：高宮　晋（産業能率大学長）〕

全購三業社会である．本議は高度諜社会回る現代雛の麗あ嫉方式を体系

的にかつ具体的に明らかにしょうとするものである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

現代経営は高度産業社会に於ける経営である。

1
高度産業社会と現

繻o営

現代経営の特質、問題、課題を高度産業社会と

ﾌ関連で考察し経営学の課題を明らかにする。

高　宮　　　晋

i産業能率大学長）

経営学説の発展を概観し、このうちの科学的

2 経営学説の発展（1）

管理法と人間関係論を述べる。両学説の特質、

�пAならびに限界を明らかにする。 同　上

経営学説として、行動科学、社会的責任論、

3 経営学説の発展（2）
及び条件適応理論を述べる。行動科学は、今日

x配的な学説であるので、とくにこれを中心に
同　上

論ずる。

まず、経営に澄ける基礎概念として、企業と

経営の：概念を明確にする。つぎに、経営に澄け

4 経営の概念と枠組み る具体的活動の枠組みを提示して、それを説明 同　上

する。

経営の目的・目標を明らかにした後、経営理

念の内容を明らかにする。ここでは、利潤追求、

5 経　営の理念 人間尊重、社会的責任の統合が中心問題になる。 同　上

経営政策の意義を明らかにし、さらに、現代

経営の政策の動向を論ずる。また、経営政策は

6 経営政策と経営戦略 環境の中で実現されるものであって、経営戦略 同　上

が展開する。

経営管理の意義、体制、職能を解明する。と

7 経営管理体制
くに、経営管理は執行体制、監督体制と区別さ

黷髑ﾌ制であることが論じられる。 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

経営管理の原理として、（1）全体と個の統合、

8 経営管理の原理
（2）合理性、民主性、社会性の統合、（3）職能説、

i4）協働、（5）業務活動関係を述べる。

　
高
　
宮
　
　
　
晋
ζ

現代経営の経営管理めあり方は、分権的管理、

革新的管理、目標による管理である。ここでは、

9 経営管理のあり方 この三つのあり方の特質を解明する。 同　上

現代経営の経営組織の意義を述べ、経営組織

10 経　営　　組　織
が八間集団であると同時に職務体系であること

�ｾらかにし、すすんで責任と権限・構造シス 同　上

テム等の問題を解明する。

経営管理行動は、（1）意思決定、②リーダーシ

ップ、（3）環境適応である。本章ではこのうち、

11 意　思　　決　定 経営に於ける意思決定の問題、とくに意思決定 同　上

の方式及び意思決定をめぐる諸問題を論ずる。

経営にお・けるリーダーシップは、マネジメン

ト・リーダー・シヅプである。ここでは、マネジ

12 り一ダーシツプ、 メント・リーダーシップのあり方、モチベーシ 同　上

ヨン等の問題を論ずる。

経営はいかに環境に適応するか。戦略とは経

営の環境適応の行動である。ここでは、環境適

13 環境適応と戦略経営 応システム、経営戦略ぐ戦略経営の問題を解明 同　上

する。

日本の経営は現代経営の問題をもつと同時に、

いわゆる日本的経営の特質をもっている◎ここ
14 日　本的経営 では、日本的経営の特質を明らかにし、それと 同　上

現代経営との統合を論ずる。

最後に、現代経営の将来を論ずる。それは、
（1）経営の人間化、（2）経営のコンピュータ化、

15 現代経営の将来 （3）経営の社会化にあると考えられる。ここでは 同　上

これらの点について、その将来を論ずる。

し
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＝　経　営　管　理　H　＝

一経営管理技法の体系一

〔主任講師：小林靖雄（放送大学副学長）〕

全体のねらい

　経営管理1は、高度産業社会における現代企業の経営のあり方を、経営理念、政策・戦略、管理体制、

組織、経営管理の原理等にわたって明らかにしている。それに続いて本講義では、企業経営の構造的体

系に即しながら、経営管理の具体的手法を説明し、実践論としての経営管理の内容を理解してもらうこ

とが、ねらいである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
経営管理の機能と

¥造

一般に経営管理は、事業活動の計画、組織、指

ｱ、統制の機能であると説明される。まずその
ｻれぞれの内容を解説し、さらに企業活動の内
eに応ずる経営管理の分類、さらに物的・合理
I管理と人的・社会的管理の分類、経営構造管
揩ﾆ業務活動管理の分類をのべ、しかも経営管
揩ｪ、それらの総合化として、初めて現実のも
ﾌとなることをのべる。

小　林　靖雄
i放送大学副学長）

2
経営管理の歴史的
ｭ展：

今日の経営管理は長年の歴史的発展の所産であ
驍ｱとを理解するため、19世紀末からのテイ
堰[・システムに始まり、フォード・システム、
?槙ﾇ理、予算：統制・原価管理、人間関係論、
i質管理の展開と今次大戦後の新しい展開につ
｢てのべる。

同　上

3 経営管理組織（1）

経営管理組織は、静態面と動態面の両面から考
ｶする必要がある。本章では管理の全体を展望
ｷるため、静態的に組織の形態を、まずトップ・
}ネジメント組織、部門管理組織、事業部制組
Dについてとりあげ、また委員会、プロジェク
g・チームについてもふれる。

同　上

4 経営管理組織（2）

経営管理組織の動態面、すなわち組織形成の原
･をとり上げる。具体的には組織の水平的分化
ﾉ澄ける管理限界、命令単一の原則階層的分化
ﾉ肯ける例外の原則法よび責任、権限の原則で
?閨Aその結合による組織形成のプロセスを説明
ｵ、近年の行動科学の考察の貢献についてのべる。

　
　
同
　
上
r

5
経営戦略と経営計
諱i2）

企業が環境変化に適応するための経営戦略の問

閧�A主として多角化問題としてとりあげ、企
ﾆ買収や子会社設立にもふれる。ついで長期の
挙_にたった考慮を必要とする経営構造計画の
ﾌうち、プロダクト・ライブ・サイクルの考え方と

ｻ品計画、澄よび海外事業戦略について説明する。

同　上

6
経営戦略と経営計
諱i2）

経営構造計画のうち、技術・研究開発計画、設

�且糟v画、要員計画をとりあげ、かつそれら

�Dりこんだ長期経営計画（長期利益計画）の

燉eを概説する。財務構造については、第12

ﾍでのべる。

同　上

7 生産管理（1）

第7章、第8章で、物的合理化を中心とする経

c管理の内容をのべる。本章では、そのうち技

p的管理、すなわち時間管理、品：質管理、物量

ﾇ理について、生産管理上の特長と内容を明ら

ｩにする。

同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 生産管理②

「かね」の数値、すなわち貨幣価値的評価によ

骭o済的管理をとり．上げる。具体的にはコスト

ﾇ理が中心となるが、それを前章の技術的管理
ﾌ澄のおのと密接に関連させて理解する。さら

ﾉ利益管理との関連についてもふれる。

小林　靖雄

9 労務管理（1）

経営を構成する八間従業員の管理をとク扱う。

{章では，まず経営労働力のにない手としての

]業員の入事管理にはじまり、人間関係論、行

ｮ科学との関連について論じ、またわが国企業

ﾌ現在の労務構造の特長を概観する。

同　上

10 労務管理（2）

科学的管理がいかに賃金問題と結びついて展開

ｳれたかという歴史的問題を糸口にして、経営

ﾇ理と賃金問題、労使関係管理、賃金と生産性

ﾌ関係を論じ、併せてわが国の終身雇用と年功

?�ﾀ金制度の変化にふれる。

同　上

11 マーケティング管理

企業が販売市場との接点に旧いて展開するマー

Pティング活動の管理を、需要調査、広告企画、

ﾌ売チャネルの調査・企画、物流システムの改

Pについて取りあげ、さらに販売活動の統制に
ｨ・よぶ。

同　上

12 財務管理α）

財務管理は、資本調達管理と総合的経済的管理

ﾌ2面がある。本章は資本調達管理をとりあげ、

ﾜずわが国企業の資本構成の特長を国際比較に

謔阮ｾらかにし、ついで企業財務の基本原則を
ﾌべ、さらに長・短期資本調達、資金計画に砿ぶ。

同　上

13 財務管理（2）

総合的経済的管理としての利益管理について、

ｹ益分岐図表を中心に、限界利益計画の内容を

燒ｾする。またそれが多品種の場合、どう変形

ｳれるかを示し、併せて予算編成および統制に

ﾂいてのべる。

同　上

14
コンピュータと経

c管理

経営面に澄けるコンピュータの利用は、生産面

ﾅはNC工作機械、ロボット化、　F・M・Sの
ﾌ用等で著しい。他方事務の合理化が近年オフ

Bス・オートメイション（OA）として展開さ
黷ﾄ測り、その内容と問題点をのべる。

同　上

15
総合管理と日本の

o営

以上の各月の講義を総合し、これを総合管理と
ｵて位置づける。具体的には、実体管理の内容
�ﾆも：なった長期経営計画の樹立とそのフォロ

[・ Aップとしてとられる。また長年欧米から
wんだ日本の経営のもつ特長と、それをわが国
ﾌ経営風土と調和させ、今後努力すべき重点を
l察し、結びとする。

同　上
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＝人事・労務管理一

〔主任講師　＝津田真激（一橋大学教授）〕

全体のねらい

　実務経験を欠く入々に：人事労務管理を理解しやすいように講義する～二とは非常にむずかしい○そこ

でこの講義では全体を3部に分け、第1部では企業経営全体の中に澄ける人事労務管理の役割を明ら
かにし、その上で第2部で人事労務管理の内容を説明する○また第3部で人事労務管理にとって：重要

なトピックを取り上げることにする○

回 テ　　一　　マ 内　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

1

第1部総　　　論

l事労務管理
@　　　とはなにか

開講にあたって（学習の意義）

l事労務管理の定義

?迄J務管理の対象
l事労務管理の位置（経営のサブシステ

?ﾆしての位置と役割）

津　田　真徴
i一橋大学教授）

2 経営システム

経営の組織と管理
o営システムの国際比較

l事労務管理の国際比較

]業員意識の国際比較

同　上

3
日本の経営

@　　　システム

日本の経営システムの性質

坙{の人事労務管理の性質

坙{の企業の性質

坙{の企業経営の歴史（戦後）

同　上

4

第2部各　　論

l　事　制　　度

人事労務管理の骨格としての人事制度

o営組織
相i制度と職位制度

?抹]価制度

齧蜷E制度

同　上

5 人　事　配　　置

採　用

z　置
ﾙ動（出向をふくむ）

v員管理
ｸ進・昇格制度

同　」二

6 教　育　訓　　練

教育訓練の意義と役割

ｳ育訓練の体系と計画

ｳ育訓練の実施と評価

ﾇ理者教育
同　上

7 労　働　時　　間

労働時間の制度と種類

x日制度
x暇制度
J働時間の国際比較
落q・未成年者の労働時間

同　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

賃金・給与の意義
賃金・給与の種類

8 賃金・給与制度 基本給、職務給、業績給、能率給
博闢磨E賞一与　　　　　‘

津　田・真　徴

人件費

賃金・人件費の国際比較

従業員福祉制度の意義

従業員福祉制度の種類

9 従業員福　祉 住宅制度一寮、給与住宅、持家制度 同　上

文化・体育・レクリェーション

中高年従業員の心身の健康の問題

解雇、日本の雇用慣行

定年制

10 定年・退職金 退職金 同　上

企業年金

再就職制度

労使関係制度

労働組合

11 労　使　関　　係 団体交渉と労働協約 同　上

企業内組合

労使協議制

第3部特殊問題 職場の人事労務管理

職場集団の活動

12 ：職　場　集　　団 小集団活動、TQC、　QCサークル 同　上

欧米諸国の：職場、勤労意欲

従業員の高州化・高学歴化の問題の意義
人事労務管理の諸施策一役職定年制、能

13 高令化問　題 力主義管理、選択定年制、専門職制度、 同　上
定年前教育、定年延長
公的雇用援助制度の利用
定年制の国際比較

情報技術革命の意義

情報技術革命の進展の状況と展望

14 ME革命の影響 情報技術革命の人事労務管理にあたえる 同　上

影響

臨時従業員の意義一臨時工、季節工、社

パートタイマー・
外工

15
派遣社員の増加

パートタイマーの管理 同　上

派遣社員の管理

最低賃金制の役割
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＝　労 働 経 済　一

〔主任講師　古郡靹子（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　労働市場にかかわる諸現象を経済理論を用いて分析する。労働市場では労働の需要と供給が行われ、

労働の対価としての賃金が決定される。労働市場は金融市場、財用役市場と同じようにもつとも基本

的な市場といえるが、人間により深いかかわりあいを持っている。

　このコースでは、労働力の需要・供給、賃金決定のメカニズムに関する基礎理論をミクロ経済学に

もとづいて学ぶ。必要に応じて、マクロ経済学による理論的分析も行う。また、現実の経済と労働市

場にも目を向け、労働市場で実際に起っている現象を分析し、問題点と政策を論じる。

主な項目

（1）労働経済学とは何か。

（2）労働力：人口、労働力率、労働時間

（3）労働供給の理論

（4）家計の労働供給

（5）労働需要の理論

（6）サービス経済化、情報化と雇用構造の変化

（7）賃金決定のメカニズム

（8）労働組合の影響と賃金

（9）失業と労働市場

⑩　潜在的失業と不完全就業

⑪　賃金格差：男女格差、職業別格差、産業別格差、規模別格差

⑫　男女差別の経済分析

㈱　日本的経営と日本的雇用慣行

㊥　高齢者の雇用問題

⑮　雇用対策：技術革：新、賃金とインフ’レーション等
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＝経営分析と財務管理・＝
〔主任講師：小林靖雄（放送大学副学長）〕

全体のねらい

　企業の資本調達および運用の計画・統制活動である財務管理について基：礎的考察を行い、かっ企i業

活動の総合的結果としての財務状態澄よび経営効率についての分析を内容とする経営分析について、

その主要な指標り体系と分析方法について説明する。会計学に関する教科目を予め履修して旧くこと

が望ましい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名う

資本調達と運用の管理としての財務管理と、企

1
財務管理の意義と

o営分析

業活動全体の価値的管理としての財務管理を説

ｾし、両者の融合と、経営分析の位置づけを論

ｸる。

小　林　靖　雄

i放送大学湯学長）

企業財務に関する財務流動性、財務安全性、財

2
企業財務の基本原

･

務経済性の3原則の内容とその総合化に：ついて

ﾌべる。 同　上

企業の長期資本の調達：について、株式金融、社

債金融、長期借入金等について説明する。

3 長期資本の調達 同　上

長期資本運用の主たる内容である設備投資の意

4
設備投資の意思決
閨i1）

思決定について、設備投資の種類とその主要検

｢項目について述べる。
古　川　浩一

i東京工業大学

@　　　助教授）

設備投資の意思決定に関する検討手法のうち、

5
設備投資の意思決
閨i2）

特に、割引現金利益法（D・C・F法）を中心に

燒ｾする。 同　上

6 短期資本の調達

短期資本調達のうち、短期借入（手形借入）と

リ|金三等について説明する。 ii小林靖雄

企業の短期の資金繰り計画について、その作成

方法と運用をのべる。

7 資金繰り問題 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内！　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

減価償却の財務上の意味と、ローマン・ルフチ

の効果を中心として、自己金融の内容を説明す

8 自　己　金　　融 る。 小林　靖雄

経営分析の目的を内部澄よび外部に分けて説明

9
経営分析の意義と

し、その発展史をのべる。

古　川　浩　一
発展

流動比率等を中心とする支払能力分析について

説明する。

10 財務流動性分析 同　上

負債比率、固定比率等を中心とする危険負担力

分析について説明する。

11 財務安全性分析 同　上

資本収益率を中心とする収益力分析について、

12
資本収益性と生産

その分解、基礎となる生産性分析を説明する。
同　上

性分析

各種比率分析の指標を総合化して判断をする必

要性、その方法についてのべる。

13 経営分析の総合化 同　上

証券投資家のため株価収益率等の特殊な分析指

14
投資家のための経

標；が用いられるが、それらについて説明する。

同　上
営分析

国際比較に澄いて、日本企業の財務上の特長を

日本企業の財務管
のべ、将来の課題について論ずる。 小林　靖雄

15
理の課題 古　川　浩　一
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＝＝マーケティング＝＝

〔主任講師：大沢　豊（大阪大学教授）〕

全体のねらい

　マーケティングという言葉はいつ頃から使われ始めたのか、現在それは一般にどのように理解した

らよいのか、さらに学問としてのマーケティング論は、どのように体系づけられるのかを明らかにし、

その上で企業のマーケティング活動をとりまく環境と、意思決定者の直面する諸問題を理解し、分析

していく上での基礎的な知識について論ずる。　　　　　．　・

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

マーケティングという用語の発生のいきさつ

1
マーケティング思
zの発生と展開

をたどり、それが企業の具体的な行動を指すも

ﾌではなく、一つの理念であることを明らかに
ｷる。初期のマーケティング理念と現代マーケ

大　沢　　　豊
i大阪大学教授）

ティング理念との差を、歴史的に検討する。

学問としてのマーケティング論を体系づけよ

2
マーケティング論

¥成の視点

うとするとき、いろいろな視点に立ってそれを

¥成していくことができる。米国に論いて一般
I左マネジリアル・マ唱ケティングもその一つ

同　上

であるが、もっとマクロな立場で議論を組立て
ていく。

マネジリアル。マーケティングの立場で企業の

マーケティング環 マー・ケテイング活動をとらえようとするとき、

3 境とマーケティン マネジャー・にとって与件として考えられなけれ 同　上

グ手段
ぱならない環境と、意思決定の対象とな参うる
闥iとを区別して考案するのが、もっとも便利
である◎

自由主義経済を基幹とする国々では、何らか
政府による規制 の形で競争を制限する行為を禁止する法律をも

4 一マークティング っている。世界各国の競争制限禁止政策を見る 同　上

環境その1一 とともに、わが国の独禁法の沿革をたどり、そ

の法律の意図するところを明らかにする。

不公正な取引方法に関する禁止規定、景品や

表示の問題に対する規制の内容について、事例

5 同　　　上 ｛をあげながら考察する。 同　上

流通機構の形成と 一企業の立場で、流通機構を変えていくこと

商慣習 はできない。それは歴史的、風±的、あるいは

6 法制的に影響を受けながら変遷をくりかえして 同　上
一マーケティング いく。日米の流通機構の比較を通じて、日本の

　　　環境その2－P 流通機構の特質を考察する。

7

…i同　上 　日本的取引慣行として、どのようなものが挙
ｰられるか。いくつかの事例を見ながら、取引

]徽1霧讐畠馨欝湯治趨

｛｛1　同上

1
小売店舗に対する規制など、日本に於ける国の
ｬ通政策の違いについて論じる。
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回 テ　　　一　　　マ 内’　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

マーケティング担当者は、競争企業の意思決
市場と競争 定を左右することはできない。競争市場での成

8 一マーケティング 果を記述するモデルについて概説する。 大　沢　　　豊：

環境その3一

消費者はマーケティング担当者の最終目標で
消費者行動 ある。その消費者は経済学で仮定するような合

9 一マーケティング 理的行動をとるとは限らない。しかもすべてが 同　上

環境その4一 同質であるとはいえない。市場細分化は異質的な

市場に対応する企業の適応であるといってよい。

意思決定に必要とされる情報は社内で得られ

10
情報の収集と分析

齊s場調査一

るとは限らず、調査によってこれを入手しなけ

黷ﾎならないことが多い。市場調査技術は、対象

ﾌ選択（標本調査論）と質問票の作成の両面で、
同　上

プロフェッショナルな知識の上に成立っている。

将来の不確定な状況について、何らかの形で

11
情報の収集と分析

齊�v予測一

予測を行なうことが要求される。短期的な予測

ﾆ長期的な予測とでは、自から異ったタイプの

阮@が適用される。コンピュータの発達に：よっ

同　上

て予測技術は進歩しつつある。

現在の企業では、単一の製品またはサービス
のみを提供していることは極めて稀である。製

12 新製品開発 品開発は、市場細分化のための戦略と、多様化 同　上
を目指した戦略とが考えられる。製品の特性を
どう把えたらよいか、製品属性分析の手段にも
ふれる。

広告実務に澄いては、広告活動を他のマーケ

ティング変数と切り離して論ずることが多い。

13 広告計画 ここではそれらの実務で多．く利用される基準と 同　上

その問題点を考え、同時により総合的な立場か

らの意思決定モデルに言及する。

個々の企業にとって価格決定の自由度はその

14
価格政策と地域マ

[ケティング

市場が競争的であるか寡占的であるかによって
ﾙなる。価格決定の実務的，基準のいくつかを概
烽ｷる。

同　上

地域マーケティングでは消費者の空間的行動
を分析するためのモデルを考察する。

ケネディ大統領による消費者の権利の保護の

提唱以来、国や公共団体による施策がとられて

15 企業と消費者 きている。国や企業はその権利を保護する責任 同　上

を負うと同時に、消費者の側でもそれに応じた

知識を自ら身につける義務があろう。
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＝＝ o　営　組　織　論＝

〔主任講師　森本三男（青山学院大学教授）〕

全体のねらい

　まず組織一般の性格を、個入と組織の関係を軸に理解させる。ついで、それを基礎にして、経営組

織の全体的特質を理解させる。ついで、経営組織の具体的内容に立ち入り、それを構造論（静態論）

と行動論（動態論）に大別して、順次いくつかの柱を立てて講義する。構造論では、形態とそれを規

定する制約要因とを関連づけて組織設計を考える・行動論では・組織②学習・成長・流動化・活性化

などを取扱う。その後で、若干の特殊問題一経営者組織、作業組織、日本の組織など一を扱い、しめ

くくりの部分として、組織の有効性と活性化などを検討する。現代が組織社会であることに留意し、

また、組織が環境適応的システムであることを重視する。

主な項目

（1）経営組織の意義と本質

（2）経営組織研究の発展（古典派、新古典派、現代派）

（3）経営組織へのアプローチ（官僚制、システム論）

（4）経営組織構造論（形態とその発展、規模、技術と構造、戦略と構造）

（5）経営組織設計論（組織原則と問題点）

（6）経営組織の流動化（プロジェクト組織、マトリックス組織）

⑦　経営組織環境論（環境の特質と構造、組織三関三論）

（8）経営者組織

（9）経営組織成長論1（組織成長とは何か、経営組織と組織学習）

⑩　経営組織成長論E（組織成長モデル）

⑪　経営組織と：革新1（組織と革新、コンフリクトと解消、研究開発組織）

⑫　作業組織（職務拡充、入間化）

鱒　日本の経営組織一経営組織の国際化

⑯経営組織の有効性（概念とモデル、測定と評価）

⑮　経営組織の活性化（組織開発、組織風土）
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　　　　　　　　　　　＝　　経　　営　　戦　　略　　＝

　　　　　　　　　　〔担当講師：河野豊弘（学習院大学教授）〕

全体のねらい
　経営戦略とは、企業が環境にどのように対応し、どのような製品やサービスを提供するかを決定する
　　　　　　即ち製品構成を決定し、そのための新製品を開発し、後方への垂直的統合や前方への垂直ことである。
的統合をどうするか、海外に子会社を設けるか否か、競争戦略をどう進めてゆくかなどを決定すること

である。
　戦略的意思決定は前例のない一回限り意思決定であり、企業の業績に大きな影響を与える。そのよう

：な意思決定をどう行なうか、をこの科目では研究する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

経営戦略の必要性

1
経営戦略の概念と

嵭ｪ的意思決定

経営戦略の体系

嵭ｪ的意思決定の特徴
河　野　豊　弘

i学習院大学教授）

重要な情報の選別

環境の分析一機会 戦略情報の体系

2 と脅威 情報源 同　上

収集と処理と伝達

強みと弱みの分析の体系

3
自社分析一強みと PPM分析の例

ｪ析の方法 同　上
弱み

目標・方針の体系

基本目標；の水準の決定

4 ＝基本目標の設定 戦略上の問題点 同　上

製品構成の類型

5
製品構成の決定と

V製品開発

製品構成と業績

ｽ角化と組織 同　上

新製品開発の成功と失敗

開発のプロセス

6 〃 開発の組織 同　上

…

垂直的統合の意義

7 垂直的統合

統合の原理
1
同
上
…
1
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

多目籍企業経営の原理

適する領域
8 多国籍企業経営 成功と失敗の要因 河　野　豊：弘

競争の起る理由

競争の武器
9 競争戦略 同　上

競争についての原理

競争の具体的展開

10 〃 同　上

〆

資源構造の領域

内的強化と外的強化

11 体質の強化 組織文化の変革 同　上

評価の要素

評価の方法

12 戦略の評価 同　上

実行計画の要素

資源獲得と権力

13 実行計画
センターの動員 同　上

動機づけの原理

14
戦略計画に：澄ける

ｮ機づけ

動機づけの実際

?ｱ立の鰍　　　　　　i
i　　　同　上

p
…
1

トップマネジメント
…

企画部門

15 戦略計画と組織 プロジェクトチーム 同　上
社内ベンチャー　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
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二生産管理とOR＝
＿らい〔主任講師：羅出山繋）〕

　生産に当って、市場6要求に適合する製品の産出、材料・動力・設備などの効果的な活用、作業者

の人間性尊重などの課題に応えるために、生産とその管理の活動を適切に計画し、運用していくため

の考え方、方式、方法を説き、また、それらを統合するシステムについて示す。さらに方法論として

のORの概要を紹介する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

1 生産管理

　生産とは何か。生産管理とはどのようなこと
�ｷるのか、特性（品質、数量、時間、金額）
ﾌ管理と作業（材料投入、工程稼働、製品産出）の管理とを組み合わせて考え方ととらえ方を示

ｷ。

　秋　庭　雅　夫：

i東京工業大学教授）

2 生産方式

　生産管理のとらえ方に基づいて、各種の生産

緖ｮの区分体系の考え方を示し、また、それぞ

黷ﾌ生産方式の特徴を説く。さらに、今までの

ｶ産方式の移りかわりと、現在の課題を示す。
同上

3’ 製品企画と品質管理

　市場の要求を分析し、そこから製品に何が期

ﾒされているのかを導き出す方式とその結果を

ｦす。さらに、管理図法、抜取検査など品質管

揩ﾌ基本を示す。
同上

4 工程分析

工程図記号に基づく工程図の作成方法を示し、

ｶ産工程の改善への活用方法を例示する。

同　上

5 作業管理

　作業分析、既定時間法、標準資料法などを示

ｵ、作業方法・時間の設定ど標準化について説

ｭ。それに関連して、複式活動分析の考え方と

?pのしかたを示す。

木　村　俊　郎

i国際協力事業団）

6
待ち行列と設備能

ﾍの決定

　設備能力の決定問題について、待ち行列モデ

汲ﾆ確率モデルの導入の必要性を説く。M／M
^1型の待ち行列理論、一般の待ち行列問題に：

ﾂいてモンテカルロシミュレーションによる方

@について説く。

　横　山　雅　夫@
（
東
京
工
業
大
学
助
手
）
き

7 ラインバランシング

　作業負荷を平準化するためのラインバランシ

塔Oの手法について説く。ラインバランス効率、

R崩しの考え方とともに、ジャックソンの列挙

ﾁ去法澄よび位置重み値を用いる方法について

烽ｭ。

同　上
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回 テ㍉　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

生産計画に：澄ける意思決定の線形計画法によ

8
線形計画法による

るモデル化をとりあげる。具体的解法の手段と

ｵて、図式解法、シンプレックス法による解の 横　山　雅夫
生産計画 求め方について説く。

n個の仕事、m個の機械があるときにガント
スケジューリング チャートによる可能な加工順序を示しながら、

9 （ジョブ・ショbプ　・　タイ　プ）
問題の意味を説く。また、ジョンソンの解法に

ﾂいて例示する。

同　上

プロジェクトに含まれる仕事の先行順位が与
ノ

スケジューリング えられたときの進度管理を行なう手法として

10 （プロジェクト・タイプ） PERTをとりあげる。アローダイヤグラム、日

�v算、クリティカルパス、人員配置、3点見

同　上

積り、時間短縮の求め方とその意味を説く。

線形計画法に澄ける最適割当ての問題、輸送

問題をとりあげ、それらの実際的意味を解説す

11 作業割当と輸送計画 るとともに、わずかの計算努力で解くことので 同　上

きるハンガリァ法などのアルゴリズムについて
説く。

資材調達に関する各種資材発注方式について

示す。また、それと関連して、在庫を持つ要因

12 資材調達 の分析とその排除の取組み方に：ついて説く。さ 秋　庭雅　夫
らに、外注への考え方と管理の課題を示す。

在庫要因の立場から在庫モデルおよび生産・

在庫管理方式の考え方を整理する。また大量効

13 在庫管理 果に基づく経済発注量の求め方、需要、リード 同　上

タイムの不確実性に基づく発注点のシミュレーー

Vョンによる求め方について説く。 i

14

ll生産合理化 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…@目標を重点的に展開して生産を合理化する方

ｮ、対策の体系的な選定について示す。

i
l
　
　
　
同
　
上
i
i
l

　生産自動化の構造を示し、トランスファ方式、1

Q管理方式などの方式ならびに機器を例示する。
1　　　同　上

15 生産自動化 さらに、自動化の経営効果とそこでの課、題：につ 下　地　脩　亮

いて説く。 （末廣技研㈱社長）
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＝システム工学＝
〔主任講師：渡辺　茂（東京都立工科短期大学教助）〕

全体のねらい

　まずシステムの定義を明確にし、つぎに現実世界にあるシステムの例として、社会システム、コンピ

ュータ・システム、宇宙システム、知識システム等を挙げ、システムの内容がどのように複雑であるか

を説明する。さらにシステムを構成するための原理と手法を述べ、システム工学は、この構成手段を体

系化したものであるとし、シミュレーション、オプティマイゼーション、エバリュエーションを中心と

して解説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

新しいシステムを設計し、開発し、実施し、

1
システム工学の定

`と効用

評価して、リサイクルするための学問であるシ
Xテム工学について学ぶ。例としては教育シス
eムの本質を考え、また新システムを作るため

渡　辺　　　茂
i東京都立工科短期大学教授）

の手順を論じる。

「治に居て乱を忘れず」という古語があるが、

現代の欠陥を分析し、将来の危機を予測するこ

2 目的を設定すること とによって、やらなければならない目的を設定 同　上

してゆくプロセスを日本の現状分析の中から考

えていく。

目的を文章で書き、その目的が達成できたか

3
目的を定量化する どうかをあとで判定できるようにするため、そ

同　上
こと の目的を明確化し、さらに定量化することが必

要である。

目的が明確化されたならば、目的達成のため

4 候補を探すこと に必要な要素の候補を探しだす段階に進むが、
同　上

それには、まず文献を調べたり、ブレーン・ス

トーミングをしたりする。

目的を実現する為に必要な要桑としては現在
‘ 注目されているもの、たとえばマイコン、ネッ

5 候補を調べること トワーク、無人工場、新エネルギーなどを求め 同　上
たり、さらに得難い情報を模索していか：なけれ

ばならない。

候補の機能にしたがってシステムとしての役

6
役割を振り付ける

ｱと

割を振付け、それが適正であるかどうかをシミ

?戟[ションという手法によって調査していく。 同　上

l
lシステムを組みたてそれを最適なものにする ；
1

7 システムの最：：適三三
ためには線型計画法や動的計画法などの手法が

同　上
用いられるが、ここでは例をあげ、それらの要

i 点を調べる。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 　撞当講師
堰i所降氏名）

8 システムの最適化H

ゲームの職を中心として・ミニマックスのi考え方を説明したあと、システムを造出するに

ﾍいくつかのオーータナティブを提示し、比較検

i　　　　　　　　　　難　　　　　　　　　漂

戟@　　　l渡辺　茂1

討を行わなければならない。 　
耐一　…㎜餅Aシステムを発動させるためフ＿チ＿瞬…

9
システムの造出と

Rンピューータ

作り方を考える。また新システムは出発点に語

｢ては小型であることは当然であるが、その小

撫辺　茂　井　上　博　充

型システムを成功させる為には、ランチェスタ （東京大学助教授）

一の法則を使用する。

システムの実施に必要なガントチャート、フ

10 システムの実施
エイムなどの手法を説明し、その流れを管理す

驍ｽめには、流れの将来を予測すること、そし
井　上　博　充

てその予測をするためには、データ収集を巧み

に行うことが必要である。

プラニングに於ける評価、マネジメントに於

ける評価などのための手法としてパートがある。 渡　辺　　　茂

11 システムの評価 パート／タイム・パー「ト／コストなどによ如、 三　浦　宏　文
i東京大学教授）

計画の進行状況の申間評価が行われる。

システムには故障がつきものであって、故障

12 システムの信頼性
を前提とした上でシステムの智歯性を考えねば

ﾈらない。信頼性をいかに評価し、これを向上
三　浦　宏　文

させるかが問題：なのである。

新しいシステムが生まれると、さまざまな効

13
システムのアセス

＜塔g

果を多方面に与える。マイナス効果を生むζと

熄¥分に考えて澄かねばならない。そこにテク
同　上

ノロジー・アセスメントの必要性がある。

研究開発を行って得た成果は、モデルのデモ

14
システムのリサイ

Nル

ンストレーションによって公開され、さらに社

?ﾌ中で適用され、評価され、終始決算が行わ

渡　辺　　　茂

O　浦　宏　文

れなければ：ならないQ

石油ショック後の日本が国際社会の中で自立

15
期待される新シス

eム

していくためには、新システムの造：出が必要で

?驕Bそれはたとえば小型分散システム、伝統

H芸システム、垂直フロンティアシステム等で

渡　辺　　　茂

ある。
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＝人　間　工　学＝

工学的入間学

〔主任講師：加：藤一郎（早稲田大学教授）〕

全体のねらい

機械と人間の類似性に着目し、入間について問いを発する。入間を工学的に観察しようというのであ

る。有機体として複雑性と多様性とをもつ入間に対し動的システムモデルによるアプローチを試みる。

その成果がロボットからサイボーグへと展開応用されていくことを示す。

回 テ　　　一　　　マ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当講師内　　　　　　　　容

（所属・氏名）

1
工学的人間学とは

齠?ﾔ尺二一

　人間は工学とどのようにかかわってきたか。
l間機械論から人間システム論に至る。更更工学

?ﾔ学”の系譜について述べる。工学的人間学
ｪ、人間の解明と福祉とに果す役割りを通じて、
ｱれからの展開に対する理解を深める。

加　藤　一　郎
i早稲田大学教授）

2

ブラックボックス

@　としての人間

齊ｩ動人問一一

　思想的にデカルトに始まる人間機械論は、背

iとなる技術の進歩に支えられて変遷し近代に

鰍ﾁている。この自然観は人間を外部からなが

ﾟ一種の機械として理解してゆくのが特長であ
驕Bその歴史と現状について語る。

同　上

3
内側からみた人体

齔ｶ理工学一

　学問の分化が進むにつれて人間を内側から理

�ｷることに重心が移ってきた。レオナルドの

�Uから近代の電気生理学に至る流れを新たに

ｶ理工学として現代的展開をみせようとしている。

同　上

4
脳のサイバネティクス

@・一入工知能一

　人間の頭脳とコンピュータとの間には大きな

Mャップがある。しかしコンピュータによって
l間の知能を一部代行させることはできる。こ
ｱでは人工知能の開発とそれによる脳機能の理
�ﾌ試みについて述べる。

同　上

5

情報チャンネル
@　　としての皮膚

@一官能検査一

　皮膚感覚の特異説がしだいに根拠のうすいモ
fルとなりつつある。これを例として、仮説・
沛ﾘのプロセスを示す。外界との代行情報チャ
塔lルとしての応用や官能検査能力の人工化な
ﾇを紹介する。

同　上

6 骨と筋のメカニズム

[人工関節・渾一

　骨生成の電気機械的メカニズムをしらべ、形

ﾆ機能について考える。筋についてはその構造
ﾁ性など特有の性質をしらべる。これらの代替
@器としての人工関節や人工筋についても紹介

ｷる。

同　上

7

身体リズムの

@　　　メ三三ズム

[電気刺激一

　人間の体内では神経によって情報が伝達され

ﾄいる。したがって、神経に電気刺激を与える
ｱとにより、心臓、腸管などのリズムを制御し、

?驍｢は痛みを澄さえることなど、入工的に身

ﾌの制御を行うことができる。

内　山　明　彦
i早稲田大学教授）
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＼

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容
担　当
i所属・氏名）

講師

血液循環系の
　全身に血液を供給している循環系は、心臓→
鼬穴ﾇ系→心臓→肺→心臓の一巡閉鎖回路をなし 土 屋

：
董
：
　
＿
口

8 メカニズム ている。これらの構成している心臓、血管、血 （早稲田大学教授）

一一 l工心臓一一
液流動のメカニズムを解説し、あわせて心不全
ﾌ外科治療、入工心臓の現況について言及する。

我々は物を見て、その形を知り、意味を理解
し、さらには美しい色彩にあふれた三次元の空

＿1＿凸

発声のメカニズム 間を知覚する。この巧みな視覚のしくみ一回 臼 井 兄　彦
9

一入工のロー一一
カニズムーを主として機能的に解説する。さ
轤ﾉ、このような機能に欠陥のある視覚障害者

（早稲田大学教授）

に対する技術補助の問題について議論する。

言語が人間システムの中で持つ様〃な特質に

ついて、言語の構造、言語の習得、思考と言語

10
聴覚のメカニズム の関係などを見る6さらに、音声を発生する機 同 上

一一 l工の目一 構と、入工的に音声を発生する方法について述

べる。

人間システムの中で、聴覚の果す役割を見る。

11
視覚のメカニズム

[一・ ?Hの目一一

生理学的に見た聴覚の機構と聴覚の複雑な心理

ｻ象について、今日の聴覚理論をながめ、それ

�H学の立場から考察する。さらに音声の認知

大　　頭
i早稲田大学教授）

仁

と人工の耳の可能性について述べる。

12
手のメカニズム

[入工の手一

　手は人間である。感覚系、運動系ともに人間
ﾁ有のシステムをもっていることが手の巧緻性
ﾆ深く関連している。その巧緻性についてその
@械的：構造や運動制御についてしらべる。義手
窿鴻{ットについて現状を：人間機械システムの

白　　井
i早稲田大学教授）

克　彦

立場より述べる。

零足歩行の意義と問題点をさぐる。歩行運動

足のメカニズム
の計測とそれに関連して正常と異常について考

同 上
13

一一 ?Hの足一
える。歩行の制御力学や歩行機械により足のメ

カニズムを解明し義足への技術波及に言及する。

人間は心と体をもつ。心理学的知見をもとに

14
内面からみた人間一一心理工学一

人体に澄ける情報系と動力系について考察する。

l間機械システムの評価の問題やベイオフィー

hパックなどを例に心と体の関係についてのべ

加　　藤
i早稲田大学教授）

一　郎

る。

＿L＿
琶

工学的人間観はロボットモデルからサイボー 1

15
人間と機械の共生

黹Tイボーグ社会一

グモデルへと移行してきた。近代合理主義がよ

閧ﾇころとしてきた知性偏重でなく、知性に感

ｫを加えた新たな現代の価値観をサイボーグ社

｝
1
ヨ

同 上

会という視点から探る。
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＝・ 﨣�H学＝・
〔主任講師●森口繁一（東京電気通信大学教授）〕

全体のねらい
　超小型電子計算機（いわゆるマイク・コンピュータ）を用い、初級言語受で基本BASIC”によるプロ

グラム（算譜）の作成を主軸として展開し、文科系・理科系を問わず情報化社会を主体的に生きるため

に必須の基礎知識を伝えたい。

回 テ　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

80坪は何匠か、150m／sは何k田／hか、とい

1
A1
P位の換　算
@（単純な流れ）

つた簡単な計算問題を例にとり、読んで計算し

ﾄ書くという単純な手順と、これをプログラム
ｷるのに必要な、基本的な命令、電算機操作の要

ﾌ等を扱う。問えば答える電算機との出合いで

森　口　繁　一
i東京電気通信大学
@　　　　教授）

ある。

x2、亟、sinxなど、簡単な関数について、

A2
関数値の表や、関数のグラフを作る。：FOR一

2 数表とグラフ
@（反復：処理）

NEXTによる反復処理構造やTAB機能によ
髑ﾅ点を学ぶ。少しの入力に対して多くの出力

同　上

が得られる自動機械らしい使用法の例である。

いままでの最高点よりもっと高い点が出て来

A3
たら、最高点の記録を更新する。そのためには、

3 最高点と最低点 大小比較の結果によって処理の流れを変える 同　上
（判断と分岐）

qQ ｻ断”機能を表すif－then文が役に立つ。
if－then文はまた、ループからの脱出の判定に
も使える。

方程式！（x）一〇の根を求める反復解法の一種。

4
A4
ﾍ　さ　み　打　ち

@（配列と添字）

プ（al＜0、〆（b）＞0：ならば、　aとbの間に根が

?驕B中点m・＝（a＋b）／2について、∫㈱
モOならばmとbの間に、∫⑩＞0ならばaと
高ﾌ間に根がある。こうして区間の幅を半分に

同　上

して進んで行く。

大勢の学生の点数を般配列”に入れて旧き、

B1 その平均値と標準偏差を求め、それを用いて

5 偏　　　差　　値 璽q ﾎ差値”を計算する。最も基本的なデータ構
同　上

（配列と添字）
造である配列の使い方を学ぶための例である。

講義のたびに受講者の興味度と理解度を5点

B2 法で記入して出してもらう。これを入力しなが

6 興味度と理解度 ら、2次元の配列を用いて度数を数え、度数分 同　上
（2次元の度数分布） 布表を作り、平均、相関などを計算する。ヒス

トグラフ（柱状図）も簡単に作れる。
｝

小学生の算数、たとえば｛驚九々”の反復練習

B3 には、電算機打って付けである。問題と正解

7 算：数　ド　リ　ル
@　（記録の累積）

を次々と作り出し、答の正否を判断して適当な
椏嘯�oし、正答率の統計を取ったり、誤答の
L録を累積して澄くなど、いろいろな働きが期

同　上

待できる。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
B4
ﾂ　　並　　　べ
@（後戻りと棚）

　いろいろな形をした板を並べて、たとえば3

~8の長方形を作る。こういう問題の解法の本
F質は、行き詰まったら後戻りしてやの直す璽璽後

ﾟり算法”にある。ここでは配列が璽望棚”すな

墲ｿ璽璽後入れ先出し表”として用いられる。

森　口　繁　一
i東京電気大学教授）

9
C1
d　　子　帳　簿
iファイルの作成
@　　　　と更新）

　事務処理の基本は帳簿の維持管理にある。こ

黷�d算化すれば、電子帳簿すなわちで電ファイ

求hの作成と更新が問題となる。ここでは簡単

ﾈ例を、特に更新の論理を中心にして取り扱う。

同　上

10
C2
〟@に　並　べる
@（整列の算法）

　入学試験：の成績ならば総点数の順に、販売統

v：ならば販売高の順に並べ換える必要が起こる。

ｱのような般整列”のための算法がいろいろ工

vされているが、ここではそのうちの比較的簡

Pなものについて述べる。

同　上

11
C3
ｧ御の切れ目
@（報告書の作成）

　報告書の作成では一般に大分類・小分類に区

ｪけした明細の表示と、小計・大計於よび総計

ﾌ計算と表示が問題になる分類が変わるところ

ｪ喫喫制御の切れ目”である。それは一つ先を読

�ﾅ比較すれば分かる。

同　上

12
D1
^イプの練習
@（文字の処理）

　マイコンや電算機の端末機の鍵盤のキーの配

�ﾍ普通の英文タイプライターのほとんど同じ

ﾅある。だからマイコンを使ってタイプの練習

�ｷることができる。それは難対話形式”での

}イコン：利用法の一つの典型でもある。

同　上

13
D2
Gレベータと列車
@（制御の論理）

　エレベータの上昇・下降・停止は，各階のボ
^ンやエレベータ内部の行く先ボタンの押して
?髀�ﾔに応じて、自動的に制御されるのが普
ﾊである。どういう状態のときにどういう動作
�ｷるかをきめる論理を考え、列車の模型で試

ｵてみる。

同　上

14
D3
F　の足　し算
@（図形・着色）

　青・赤・緑の三原色を適当に混ぜると任意の

Fが作り出せる。この原理を示す3円の図形を

?閨A各領域に色を着ける。その他いろいろな
}形の描き方、色模様の作り方などを扱う。簡

Pなプログラムで、かなり複雑な模様が作れる。

同　上

15
D4
ｹ　楽の演奏
i楽譜の文字列化）

　楽譜の内容を文字列として入力し、それに対

桙ｷる音を発生させ、あるいは対応する信号を

d子オルガンに送って音楽を演奏する。既製の

闡ｱきを使うほか、その手続きに用いられてい

骼Z法も吟味する。

同　上
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＝＝ v測と制御＝
〔主任講師：森　政弘（東京工業大学教授）〕

全体のねらい

　希望ど治りの経過や結果や状態を得るために必要な操作をほどこすことを制御という。このために

は現状や結果を計測することが必要で、．計測なしには制御は成りたたない。本講義では、これらを踏

まえて社会に澄ける計測制御の活躍状況の解説を背景に、計測制御を学んでゆくための必要最小限の
工学的基礎事項を説明する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

1

もし計測と制御が
@　　　なかったら一計測・制御がな

ｩったら世の中は
@　　ストツプー

　計測がなければ、仕様に合った製品は存在し

ﾈい。また生物にしろ機械にしろ目的を持つ動
ｫを実現するためには、制御がなくては達成で
ｫない。この計測・制御がない場合とある場合
�ﾎ比させ、いくつかの実例を示し解説する。

森　　　政弘
i東京工業大学教授）

ｬ　川　鑛一
i東京工業大学助手）

生産と計測・制御1 加工組立ラインでは、さまざまな姿でシーケ
（加工組立ライン ンス制御が活躍している。シーケンスの概念を

2 の実際） 人間行動を例に解説するとともに、機械運動や 同　上
一入間行動もシー 生産ラインとシーケンス制御について述べる。

ケンス制御一

生産と計測・制御II プロセスとは、原料を受け入れ加熱、冷却な

（プラント制御の どを行い、化学的、物理的な変換を施し目的と

3 　　　　　　実際）一連続体の自動化 する物質を生産するシステムをいい、このたあ
ﾌ機械、装置：全体をプラントという。ここでは、

同　上

がプロセス制御一
プラント各部の流量・温度などの制御につき述べる。

生産と計測・制御 N・C・とロボットは、ディジタル計算機と制御

（数値制御NCと 技術が有機的に結合した結果今日のように発展

4 ロボットの実際）一メカトロニクス

@　　　　　入門一

した。NCは数値信号で工作機械を、ロボット
ﾍ指令信号で腕や手をサーボ機構を介して制御
ｷる。本章では、NCとロボットの概要を述べ
驕B

同　上

制御の基本方式 一般に制御といえばフィードバック制御（F

（フィート深ックとフィ B制御）を指すほどにFB制御は一般化してい

5 　　一ドフォワーめ一制御のすばらし

@　　　　　　さ一・

る。このFB制御の本質を理解するため教室の
ｷ度制御を例に上げ温度調節係のおじさん物語
�lえる。また制御の名称分類用語についても
Gれる。

同　上

計測・制御は情報の流れを取り扱う学問とい
計測制御の基礎知 える。この情報の流れを取り扱いやすくするた

6
識一制御理論の基礎 め、制御ではいろいろと工夫がなされているα

ｻの基本的なものにプロツク線図、伝達関数、
同　上

の基礎一 ラプラス変換デジペルなどがあるので、解説す
る。

制御系の過度応答
時間関数として制御系の特性を表わすために、

Cンパルス応答とステップ応答がある。これは、

7 一入る信号・姿を 系にインパルスあるいは単位ステップ関数を入 同　上

変えて出る信号一 力し、その出力を解析するもので、系の特性を

理論的、実験：的に取り扱うのに有力である。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
　　　　　　師　　当講担（所属ポ氏名）

8

安定・不安定の概
Oと条件．一制御の安定・不

　安定・不安定という概念は、物や人間の心に
ｮきが伴う場合に現われる⑪物に動きがあっ
ﾄ、はじめて制御が成り立つので、安定・不
ﾀ定は制御工学にとって夫切な概念である。制

森　　　政　弘

ｬ　川　鑛　一一
安定一 御系と物理系を対比させ安定．不安定現象を説

明する。

制御系の周波数応
　制御系の特性を表わす別の方法に周海数応答
ｪある。これは、系の入力に周期可変の正弦波

9
答一正強波の魔カー を入れ、その出力応答の振幅と位相に注目して

�ﾍするものである。任意の時間関数は種々の
同　上

周波数の正弦波に分解できるので、これらにつ
き述べる。

制御対象に操作を加え希望通りにすることが
制御装置 制御であるが．この操作を指令するものが制御

10 一頭脳にあたる 装置である。ここでは、プロセス制御の装置で 同　上

制御装置一 ある調節計、澄よびサーボ機構の制御装置の基

本としての補償回路について説明する◎

制御用機器は種類が多く、プロセス制御、シ

制御用機器 一ケンス制御、サーボ機構、数値制御などとその

11 一制御特有のバー 名称分類によって使用制御機器も異ってくる。 同　上

ドウエアー
ここでは、プロセス制御とサーボ機構を例に取

わ上げ、その代表的制御機器について解説する◎

科学の進歩と計測技術は澄互に深い関係を保

12
計測の話

ち発展した◎制御工学においても、計測技術な

ｵには制御不可能である◎本章では、物理量を 同　上
一な：ぜ測るのか一 測るためエネルギー変換型センサとエネルギー

制御型センサについて説明する◎

センサの種類は非常に多く、また一つのセン

センサ技術 サでも使用目的に応じ工夫を凝らすことにより．

13 一センサと頭は 多岐にわれる応用が考えられる。ここでは、エ 同　上
ネルギー変換型セニンサの一つである熱電対と抵

使いよう一 抗線歪ゲージを取り上げ、その幅広い応用の一
端を紹介する。

14
最近の制御工学

齬攪_の世界一

　制御理論はここ十数年の間にいちじるしい進歩

�ﾆげた。本章では工学に沸ける理論とは何か、

ｻの有用性、その背景、その体系の美などにつ

ｫ．現代制御理論に主幹を置いて解説し、学問

森　　　政　弘

W古　田　勝　久
i東京工業大学教授）

の世界をかい間謝することにする◎

上述の14章を総括し、要点を復習し、計測・

まとめ 制御の未来を展望する。 森　　　政　弘

15 一まずます広がる 受講者に将来への希望を与え、勉学努力への 古　田　勝　久

計測・制御一
エネルギー源とする。 小　川　鑛一

一289一



　　　　　　　　　　　　＝　解　析　と　設　計　＝・

　　　　　　　　　　　　　　　　一設計工学一

　　　　　　　　　〔主任講師：阿武芳朗（東京工業大学教授）〕

全体のねらい

　本症では、設計の学問ならびに工業技術に澄ける位置付けとその意義、澄よび設計の思考過程、行動
実行過程、また、その評価、管理について論じ、社会に貢献し得る設計とはいかなるものかを会得させ
るための教養講義とする。前段（1～5回）は設計工学の・基礎事項、中段（6～12回）は、設計目的
の具体化のための技術的基本事項を、後段（13～15回）は設計の評価ならびにその管理事項について
述べる。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1、 設計工学

　設計を工業社会に澄けるエンジニヤリング的

ﾈアプローチからその位置付け、思考、実行過

��_じる。そのための基本を述べる。
　阿　部芳　朗

i東京工業大学教授〉

2 設計と創造性

　設計思考過程では、とくに総合において創造

ｫが要求されるが、設計に要求される創造性の
{：質、技法について述べる。 同　上

3 言葉としての図面

　人間が意志を他人に正確に伝える手段に言葉

ｪある。3次元空間での物体の正確な情報は、

}面によって伝達される。図面の基礎を述べる。 （塚田　）

4
設計とコンピュータ

@　　　（CAD）

　機械的作業を得意とするコンピュータと創造

I思考とする設計者の相互の長所を結合すれば

�ｦのよい設計が行える。このかかわり合いに

ﾂいて述べる。

同　上

5 機械要素

　次回以降に例示される設計構造の基礎知識と

ｵて、種々の機械に共通して使用される部品の

`態、機能、使用目的を述べる。 （舟橋　）

6 解析と総合

　設計にあらわれる二つの正反対の思考プロセ

X、すなわち諸支配因子を細かく分けて調べる

�ﾍと既存の知識を総合し、最適解を得る総合

�qべる。
同　上

7 運動の変換・伝達（1）

　機械を運動系としてとらえ、運動の変換・伝

Bの基本形式を示し、系内の物体の数や入力の

狽ﾈどの条件について述べる。
同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

機械運動系の入力および出力運動の量的関係

について解析し、また所要の入出力関係を満足

8 運動の変換・伝達（2） する運動系の総合を行う。 （舟橋　）

材料の性質は、本来部品として完成された性
能を目標に選ばれる、しかし素材料より加工を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酔

9 材料　と　加工
経るに従ってその材料の性質は変化する。この

ｱとを中心に材料と加工を述べる。

（　阿武　）

機械の寿命の究極状態は壊れることである。

予想される使用条件に：耐え、くり返し力が働く

10 強　度　設　計 条件で、保証期間内は破壊しない強度設計を述 （塚田　）
べる。

設計者の考える理想的な動きをする機械、精

密な運動をする機械では、作用する力と機械の

11 剛　性　設　計
変形の関係が考慮されねばならない。このよう　　　　　　　　　　　　　　　1

同　上
な剛性設計を述べる。

高精度機械では、その構成部品に非常に高い

精度が要求される。機械全体の組合せ精度を損

12 精　　度　設　計 わずに、部品に適切な精度の配分をする考え方 同　上
を精度設計と云う。

機械が設計・製造・保全の過程を経て、その

一生を終らせる迄に、夫々の過程での信頼性を

13 設計と信頼性 高いレベルに保つ必要がある。設計の時点でこ （阿武　）
れらの信頼性を維持させる考え方を述べる。

設計の時点で製造・保全に関する経済性を考

慮に入れることを生産設計と云う、本講では生

14 設計と経済性 産設計について述べる。 同　上

設計部門の人事、技術、作業、設備全般に互

り、生産工場における設計部門の管理の在り方

15 設　計　管　理 に：ついて論ずる。 同　上
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＝　物　質　工　学　　＝

〔主任講師：町田周郎（放送大学教授）〕

全体のねらい

　自然界に存在する物質（元素から化合物まで）のもつ各種の性質に関する基礎知識をもとに、自然界

の物質を物理的、化学的および生物学的手法により人工的に処理し、入類に有効なエネルギーや材料と

して活用する過程について説明する。特に物質澄よび材料の各種の性質の調べ方や新たに要望される性

質とそれを生み出す手法等を現状における新材料・新技術等を例に解説する。

主な項目

（1）地球をとりまく資源と物質

②　物質の分類と性質

（3）物質から材料へ

（4）材料発達の歴史

（5）材料の生産手法

（6）材料の試験法と品質管理

（7）未来の材料（新材料、先端技術、未来予測）等
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＝エネルギー工学＝

〔主任講師　丹生慶四郎（東京工業大学教授）〕

全体のねらい

　これまでの人聞のエネルギーの利用の歴史をふり返り、現在の使用状況を調べて、今後の使甫の見通

しを探る。一方エネルギー資源を調べ、新しいエネルギー涼の開発の必要性を悟らせる。化石燃料、原

子力の特色、推定埋蔵量を述べるとともに、新エネルギー源としての自然エネルギー．核融合の開発の

技術の現状を教え、今後の社会が挙に科学技術上だけでなく、八四の考え方kいたるまでエネルギ吻

開発と深くかかわっていることを知らせる。エネルギーを有効に利用するための代表的なエネルギー変

換法とその工学、特に効率について述べる。

主な項目

（1）毎日の生活とエネルギーの係わり

（2）過去のエネルギーの利用の歴史

（3）エネルギーの利用量とエントロピー

（4）再生可能エネルギーと非再生可能エネルギー

（5）化石燃料

（6）原子力

⑦　エネルギーと環境問題

（8）自然エネルギー

（9）核融合

⑩　新エネルギーと文明

⑪　エネルギーと社会

⑫　エネルギーの経済と需要

⑬　エネルギーの変換工学1

αづ　エネルギーの変換工学2

⑮　エネルギーと入類の関係のまとめ
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＝流通　と商業＝・

〔主任講師：鈴木安昭（青山学院大学教授）〕

全体のねらい
　われわれの生活にも、また企業の生産活動にも、流通活動は不可欠である。その中心的な担手である

商業は就業人口の二割余が従事している。そのような重要性にも拘らず流通や商業は十分理解されてい

ないどころか誤解されてもいる。本講座ではそれらを理解するための基礎知識を平易に解説することを

目的としている。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 流通の社会的役割

　流通は必要悪で無くて済ませることができれ

ﾎ無い方が良いのだろうか。それとも流通は望

ﾜしい社会的役割を果しているし、今後も一層

K要性を増してくるのだろうか。まず流通とは

ｽかという基礎から始めよう。

鈴　木　安　昭
i青山学院大学教授）

2

流　通機能（1）
蒲L権の流れに
@　　関する機能

　流通の社会的役割の達成には流通機能が遂行

ｳれる必要がある。社会的分業の結果として生

Yしない財は購入して所有権を入手しなければ

ﾁ費できず、また購売を目的として生産が行わ

黷驍ｪ危険が伴うことも理解する。

同　上

3 流通機能　②
ｨ流に関する機能

　生産の地点と消費の時点それぞれに発生する。

ｻの懸隔（へだたり）をうめるためには、輸送

ｳれ、保管されなければならない。またその過

�ﾅ集められ、分割され、組合せがっくられる。
同　上

4

流通機能（3）
﨣�`達に：

@　　関する機能

、消費に関する情報をもとに生産され、生産さ

黷ｽ商品に関する情報を伝達して消費の意欲を

ｷ起する。それに対して消費者から購入の意図

ｪ情報として伝達される。こうして情報を伝達

ｷることが流量の不可欠の要素となる。

同　上

5
流通活動の
@　　分化と統合

　流通機能は多くの担当者に多様に分化して遂

sされるとともに分化していたものが統一され

驕Bそこに参加するのは不可欠の生産者と消費

ﾒから中間商人としての卸売業者と小売業者、

ｳらに輸送業者や広告業者など一専門機能業者で

?驕B

同　上

6 消費者と流通

　われわれの生活にとって流通活動はどのよう

ﾈ意義があり、また福祉とはどのような関係であ

驍ｩ、消費者の買物場所選択行動の基礎にある

烽ﾌ、消費者の買物費用、そしてわれらが小売

ﾆに与える影響などを学ぶ。

同　上

7 生産者と流通

　生産者は財の生産に必要な原材料や機械・設

�ﾌ購入に関して、そして生産した財の販売に

ｨ・いて流通機構と深いかかわりをもつのみでな

ｭ、生産した財の最終的な販売にいたるまでも

ﾇ理の対象とするにいたった。

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

生産者と消費者の中間の部門として商業部門

が存立し、しかもそれが存立するほうが社会的

8 商業の存立＝基盤 に合理的ある場合の根拠は何だろうか。さらに 鈴　木　安　昭
　　　　　　　　　　　　　6､業内部が多段階になる場合も考察しなければ

ならない。

流通機構のうちわれわれ消費者にと？て最も

9
小売業の役割
@　　　　　と機能

存在である小売業の果す社会的役割を確認し、

ｻの果している流通機能を整理してみよう。 同　上

小売業は多様な単位を構成要素として成立っ

ている。その全体と変化の方向を　握するため

10 小売業の構造 に、それを規模別、業種別、地域別そして形態 同　上

別に整理し、それらの変化を、環境諸要因とか

かわらせて学ぶ。

小売業の店舗、企業そして企業間の組織には

多様な形態がある。百貨店、スーパー、専門店

11 小売業の諸形態（1） チェーン・ストア、中小小売業者、ボランタリ 同　上

一。 `ェーン、フランチャイズ・システへ商
店街、ショッピング・センター．生活協同組合

などの諸形態の特徴を知るばかりでなく、その

ような諸形態がなぜ生ずるのか．同一名称で呼

12 小売業の諸形態（2）
ばれていればそれらは同質なのか、新形態の出

ｻについての試論にはどのようなものがあるか
同　．上

などを論ずる。

卸売業は一般的には小売業よりも理解し難い

ものである。ここでは卸売業が果している社

13
卸売業の役割
@　　　　　と機能

会的役割とその機能を整理し、さらにその存立

赶ﾕに影響を与える諸要因を考察する。
同　上

卸売業には巨大な総合商社から、食品など業

14 卸売業の構造と
@　　　　　諸形態

種：別総合卸売業者．地場産業と密接に結びつい

ｽ産地問屋、局地的：な市場を対象とした零細卸

щﾆ者、輸出あるいは輸入を地域別品三熱に扱
同　上

う専門商社など多様な構成要素が存在するQ

流通・商業のあり方に対して、政府や地方公

15
流通・商業に
@対する公共政策

共団体は公権力によって介入している。それら

ﾍより望ましい方向を目指して、民間の経済主

ﾌの行動を規制し、助成し、あるいは紛争の調
同　上

整を行っている。
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＝サービス産業論＝

全体のねらい

　サービス産業は統計的には第三次産業の「サービス業」として分類される。経済の高度成長と、石

油危機により拍車をかけられ「サービス経済化」によって、第三次産業には新しい分野も生まれ、現

状は極めて流動的左状況にある。本講では流動的左現状を把握するフレームワークの提供と、現状分

析による実態の解明、問題点を明らかにしたい。

主な項目

（1）サービス産業の概念規定と分類の検討

②　サービス経済化とサービス産業の関連のメカニズムの解明

③　サービス産業就業者割合の動向、とくに女子パートタイマーの動向

（4）サービス需要の動向

（5）代表的サービス業の実態と問題点
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＝哲学的入間学＝

〔主任講師：藤田健治（お茶の水女子大学名誉教授）〕

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

世界観人生観の学としての哲学的思考の特質

1
哲学的人間学とは

ｽか

を芸術、宗教、科学のそれと対比して説明し、

N学の新しい分野として現在注目をあびている 藤　田　健　治

哲学的人間学の導入を試みる。

人間とは何かという問いに対しては古来さま
ざまのアプローチが試みられ、現在でも自然科

2
哲学的人間の課題
E人間とは何か

学、社会科学、人文科学などの分野でこの問題
ﾌ解決にむかって努力が傾けられているが、実

同　上

はその根底に哲学的人間学というものが無けれ
ぱならないことを明らかにする。

き

ではひとしく人間を主題にしながらも哲学的

等 3 人間の根本的・本
人間学と他の学問の人間研究との間にどのよう
ﾈ相違があるかを考え、哲学的人間学が求める

藤　田　健　忌

?@埜　　　肇
質的あり方 人間の根本的・本質的な規定の分析を試みる。 （筑波大学教授）

まず人間を形式の面からとらえるために、実
践とか行為といわれるものの本質は「目的実現」

4 人間の活動形式・
s為と認識の現象学

，にあり、認識とか知識とかいわれるものの本質
@は「意味表現」にあるという点で区別されると 藤　田　健　治

共に、この両面が現実生活では交錯する関係に

あることを指摘する。

従来の認識論が主として物一般についてのも
のであったのに対して、人間の立場からの認識

5 人間把握の認識論 論、すなわち人間自分にとって最も重要な対象 同　上
である人間そのものをどのようにしてとらえる

ことができるかという問題を考える。

i　認識の目的である真理把握が達成されうるか

認識目的達成の可 1ξ論調難準繕総高劣霧讐論
6 能性と現実性 また真理把握の実際（現実性）については、そ 同　上

の原理として矛盾律や理由律があり、またこれ
に対するものとして弁証法とか非論理的な無根
拠の存在などが問題となるということを論ずる。

人間の主体的・実垂 つぎに人間のありかたの最も基本的なものと

7
質的あり方

ｻの1

して、自然的欲求の充足活動があるが、この欲

]人を「生命としての人間」と名づけ、、そのあ
同　上

生命としての入間 りかたを明らかにする。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
その2
ｸ神としての人間

　しかし、人間の活動は欲求の充足だけに尽き

驍烽ﾌではない。「生命としての人間」の立場

�zえ、精神的な生きがいを求めて理想や理念

�ﾇ求する活動の主体を「精神としての人間」

ﾆしてそのあり方を考える。

：藤　田　健　治

9 続精神としての人間

　理想や理念は真・善・美によって代表される

ｸ神的価値であり、その価値の実現が文化（科

wρ道徳・芸術）であるが、このような価値の

ｪ化とその相互関係また価値間の比較と序列
ﾈど価値体系に関する問題を考える。

同　上

10
その3
ﾀ存としての人間

　私たちはまずかけがいのない「この私」とし

ﾄ生きているが、この人間の個別性・主体性の

ｪ源にある「実存としての人間」を、とくにそ

黷ﾌ最も顕著な現われとして宗教との関連にお

｢て明らかにする。

同　上

11
人間のあり方の相互

ﾖ係と統一、全人

　以上に述べたのが人間存在の分析面である。

ｱれに対してその総合面として「全人」が成立

ｷるための本：質的な法則関係、とくに全人の根

ｾ的現象である知・愛・幸福・職業などの哲学

Iな意義を解明する。

同　上

12 歴史的社会の形成

　これまでに考えた人間の本質を基礎として、
ｳらに具体的に人間をとらえるためには集団的
l間関係（空間的）と時代的発展（時間的）と
｢う二つの要素によって可能となる「歴史的社
?vを考察する必要があるが、先ず人間の本質
Iあり方の集団化について考える。

同　上

13

歴史的社会に澄け
骭ﾂと歴史的社会
ﾌ動態

　個的人間がもつ歴史的社会に適応する生き方

ﾆ歴史的社会から疎外される生き方とを基とし

ﾄ歴史的社会の動態と動因とを究明する。 同　上

14
歴史的社会を超え

驍烽ﾌ

　歴史的社会に澄いてあり、あるいはそれに深

ｭ関わりながら歴史的社会を超えるものとされ

骼ﾀ存と超越者もしくは超越的体験とさらに理

Oについて論究する。

同　上

15

歴史的社会に診け
髣ﾏ理の役割と世
E史の究極目的

　理念中歴史的社会の現実に最も直接的関わり

�烽ﾂ道徳的理念の役割と実践の立場からする

｢界史の発展の目ざす究極目標の意義とを究明

ｷる。

同　上
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＝＝ m識と学問の構造＝・
　　　一知の構築とその呪縛一

〔主任講師：大森荘蔵（放送大学飛込長）〕

全体のねらい

　1つの中央構造線が現代学問の中央を貫いてこれを2つに分断している。自然科学と文化
科学に：、理科と文化に、そしてスノウの言う2つの文化に、更にこの分断は日常生活での人間観をも

貫いている。この分断の基底には物と心の分裂があると私は考える。日本と西洋の両方にこの分裂の

由来を尋ね、学問と人間観の一体性を回復することを試みる。

回 内　　容　　1㌍霧灘甲

1 概　　　　　　説

　全体の予備的説明。薩欧では16．17
｢紀の科学革命によって世界観の転換が
nまった。これを「略画的世界観」→「
ﾗ密世界観」への転換とみる。それが幕
毎ﾛ新期に日本で同じ転換を促した。こ
黷ﾉよって物の死物化、心身の分裂が生じ

大　森　：荘　蔵

i放送大三三学長）

2 略画的世界観

　略画的とは精密な計測、表面的な論理

I整合性にこだわらぬこと。そこでは天
n人は一体として共感し、人間は神．霊、

?ﾒと共生し、過去と未来は現在に溶融
ｷる。動物、岩石も霊を持ち、物は生き
ｶきとして死物ではない。

同　上

3 日本の略画的世界観

　古代神話、本居翼長の国学、江戸時代
ﾌインテリを支配した朱子学、そして導
ｬ思想としての仏教、に澄げる略画世界
ﾏについて述べる。荻生祖彼伊：藤仁斉
O浦梅園、等にも言及。そして幕末に強
ｭなった洋学受容について。

同　上

4
西欧古代中世に戯

ｯる略画的世界観

　イオニア自然学、アリストテレスに例

�ﾆる6細密世界観への起動力をもって
｢たデモクリストの原子論はアリストテ
激Xの圧力で押えこまれた。更に細密化
ﾌ始動としての天文学、静力学、解剖学
ﾉも触れる◎

同　上

5 密画世界観の開始

　「円」信仰の呪縛からの最初の解放と

ｵてのケプラー、アリストテレス的神学

ﾉ対する挑戦としてのコペルニ．クス地動

焉B細密数量描写としてのガリレイの動

ﾍ学。連続量描写を可能とした微積分学。

同　上

6 密画世界観の成長

　ガツサンディによる古代原子論の復活。

ｻ学の領域での原子論の確認。それに基
ﾃいた「点描法」（原子論的描写）の進
W。ラプラスの天体力学。それらによ診
ｨはほぼ死物と化した。一方神は遙か天
繧ﾉ死霊は街を歩きにくくなった◎

同　上

7
入体の細密化、死

ｨ化

　外部自然の細密描写が人体に及ぶとき

l体の死物化が進行する。レオナルド、
xツサリユウスの解剖学◎それがデカル
gの「人間論」に至って人体は動物機械
ﾆなる。当然「心」は分離独立し、「機
Bの中の幽霊」（ライル）となる。

同　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

だがデカルトの予想が現実化するには
300年を要した。血液循環、呼吸、食物

8
生命の機械化、

ｻの緩慢な足取り
消化、発生と遺伝、これらの生命現象の
ﾗ密描写が完成するまで紆余曲節があっ

大　森　荘　蔵

た。人体が死物体となるには手がかかっ
たのである。

神経伝導、脳の機能の細密描写は今だ
に進行中である。しかしそれが完成して

9 意識㊧）の機械化 も心の機械化とはならない。逆に心はま 同　上
すます死物人体から浮き上り人だまのよ
うに浮遊している。心身の分裂は増大し
現代人の迷いとなっている。

西欧の密画世界観の受容は主として江

10
日本における世界

ﾏの転換

戸期の医師によって行われた（例えば解

ﾌ新書）。その時以来今日までその人間

ﾏが最も抵抗をうけたのは当然である。

同　上

その抵抗の模様を観察する。

無限の宇宙の細密描写を現実にはなし

11
密画世界観の基本

I概念

えない。そのため公理的方法に近い理論
ｻが必要となる。その理論による説明と
ﾍ何であるか。一方略画的描法をも併用

同　上

せざるをえない社会大文科学に齢ける描
写方法（デユルケム、ウエーバー、リツ
ケルト）。

細密描写の基本は世界の時間的変化の
描写である。この「変化」の概念を分析

12 原子論描法と場描法 すると、可能な描法は原子論的描法と場 同　上
描法としかないことを論証する。現代自
然科学はまさにこの論理的選択可能性の
枠内で展開してきたのである。

ここで残された現代の問題、心身問題

13
略、密、両描法の
u重ね描き」

に入る。まず生命論ではアリストテレス
ﾌ形相としての霊魂論に還るべきと考え
驕Bそれは上記の略画、密画両世界観の

同　上

「重ね合せ」、「重ね描き」として理解

できるからである。

一方心の問題もまた上記二描法の「重
ね描き」として理解しうる。密画世界観

14 心の　問題　1
によって死物化された物はそれによって
ｪ画世界観でもっていた生命を取り戻す

同　上

であろう。これを記憶、感情、想像、美
的感覚等に澄いて説明する。

一方、外界からの刺激による脳の興奮
それによって生じる知覚像、という生理

15 心の　問題　2
学の細密描法を批判、それに代えて「脳
ｧ視」の見方を提出し、幻像や十人十色

同　上

を説明する。これによって両描法の「重
ね描き」が完成し、心と物は昔の和合に
返る。
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一行為と規範＝
〔主任講師　黒田　亘（東京大学教授）〕

全体のねらい

　自然的存在であると同時に社会的、政治的な存在である人間は、さまざまな規範に従いつつ．それ

ぞれの個性に応じた価値の実現を目指して生きる。そういう人間存在の多面性を集約的に表現する磯

行為”について、基本的な諸概念と諸問題の分析を試み、実践哲学の基礎的な構想を固める。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 亭担当講師
@（所属・氏名）

この講義でとくに重要な意味をもつ諸概念に

つき説明し、全体の構想を述べる。
1 事実・規範・価値 黒　田　　　亘

i東京大学文学部教授

いわゆる「自然主義の誤謬」をめぐって対立

価値判断は事実判 する諸立場につき説明し、問題解決の方向を探

2 断から導出できる る◎ 同　上
か

ルール懐疑主義に関する最近の議論を手がか

「規則に従う」と
りにして、「規範」の概念の分析を進める。

3
いうこと

同　上

行為に関する「理由づけ」ないし「正当化」

の論理構造を問い、合理化の営みを支える三三

4 合理化の限界 合理」の所在を示す◎ 同　上

因果説の立場から行為の基本構造を論ずる。

5 行為の構造一1一 同　上

「基礎行為」の概念について説明しながら、

前講の論旨をさらに展開する。

6 行為の構造一2一 同　上

同じく行為論の基礎概念である「人格」につ

いて説明し、これが行為に関する諸理論の総合

7 人格の概念 の要となることを示す。 同　上
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回 テ　　一　　マ
内　　　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　　， 担当講師

i所属・氏名）

自由論と決定論の対立に関連してホッブズ、

ロック、ヒュームの古典的見解を検討する。

8 自由と必然一1一 黒　田　　　亘

前講をうけて、自由と決定の問題を分析的に

解明する。

9 自由と必然一2一 同　上

古典的な「アクラシァ」（意志薄弱）の説や

倫理的快楽説などに論及しながら行為の「動機

10 欲望と意志 づけ」について考察する。 同　上

ホッブズ、ロック、ルソーの古典的見解を相

互に対照しつつ、基本的な問題点を指摘する。

11 社会契約説 同　上

前講を踏まえ、さらにロールズ、ノジツク等

の所説を参考にしながら契約説の意義を考える。

12 契約説の現代的意義 同　上

二つの概念の相互関係を考察し、法と道徳の

13
権利と義務の概念
ﾟぐって

境界に位する諸問題につき述べる。

同　上

行為の規範の合理的体系化を目指す理論の典

型として功利主義の再評価を試み、現代におけ

14 功利主義の再評価 るその理論的課題を考える。 同　上

これまでの講義に基づいて実践哲学の基本構

想をまとめる。

15 回願と展望 同　上
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一文化人類学一
〔主任講師　祖父江孝男（放送大学教授）〕

全体のねらい

　文化人類学という学問を一言で定義すれば、世界のさまざまな民族の持つ文化や社会について比較

研究する学問だと言える。そしてその方法論としては、それぞれの民族の文化・社会の特色をできる

だけ具体的・実証的にとらえていくところに：特徴がある。本四に器いては文化人類学の諸分野に澄け

る今までの成果をできるだけ広く概観し、日本人・日本文化の問題や．国際理解・国際コミュニケー

ションの問題などにも眼を向けて行きたい。

主な項目

（1）文化人類学とはどんな学問か。

（2）文化の特質

（3）文化の進化、文化の伝播

（4）さまざまな生業

（5）衣食住の諸問題

（6）言語（その1）

⑦言語（その2）

（8）婚姻・家族・親族（その1）

（9）婚姻・家族・親族（その2）

⑩　さまざまな社会集団

⑪　宗教と儀礼

⑫　文化・心理・民族性

⑬　文化変化と文化変容

㈱　国際理解と国際交流

⑮　その他の諸問題

一303…



＝アメリカ論1＝

〔主任講師　猿：谷　要（東京女子大学短期大学部教授）〕

全体のねらい

　北米（アメリカ合衆国とカナダ）について、各方面からその特色を論じる。北米はいま日本ともっ

とも深い関係をもつようになったが、その本質はまだ十分に理解されてはいない。日本と違って非常

に：多面的な性格をもっているので、下記の項目に従い、3～4人の講師が分担して担当する。今まで

断片的になりがちだったアメリカ論を、ここで十分にまとめて展開し、正確な理解に到達するための

手がかりとしたい。

主な平等

（1）歴史1　若い共和国の誕生

（2）歴史2』セクションの発展ど衝突

（3）歴史3　世界的強国への発展

（4）歴史4　超大国の影響力と価値観の変動

（5）政治・外交1　アメリカン・デモクラシーの特色

（6）政治・外交2　アメリカ外交の特色

⑦　政治・外交3　日米関係

（8）経済1　ドルが威力をもつまで

（9）経済2　当面するアメリカ経済の諸問題

⑩　社会1　多人種・多民族社会

⑪　社会2　社会の特色を彩る諸要素

⑫生活文化アメリカ的生活様式

⑬　カナダ1　カナダ史の特色

⑯　カナダ2　モザイク文化

⑮　アメリカ論総まとめ
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　　　　　　　　　　　＝アメリカ論亜＝

　　　　　　〔主任講師：猿谷　要（東京女子大学短期大学部教授）〕

全体のねらい

　ここではほとんどラテン・アメリカといってよい中米および南米を取り上げる・たくさんの国を含

んでいるので三体に共通する額と・国別に特殊な額をどのように均衡させてカリキュラムを作

るかがポイントとなろう。以下はラフな試案にすぎない。

主な項目

（1）歴史　　　　　　　　3回

（2）政治　　　　　　　　2回

（3）経済　　　　　　　　1回

（4）社会・文化　　　　　　1回

（5）各国別

　①　メキシコ　　　　　2回

　②　ペルー　　　　　　1回

　③　ブラジル　　　　　2回

　④その他　　　　　　1回

⑥　国際関係のなかで　　1回

（7）ラテンアメリカ論総まとめ　　1回
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＝　ア　ジ　ア　論　1　＝

〔主任講師　浜口允子（放送大学客員助教授）〕

全体のねらい
　我々の属する東アジア世界は、一つの完結したまとまりを示す文化圏である。歴史的にみれば、そ

れは、中国を中心とし、そこに周辺民族や国家が関わって形成された世界である。本講座は、その形

成過程や特質を理解することを目的として、基軸をなす中国の政治・社会構造を歴史の中から考えて

いくものである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 東アジアとは

　東アジア世界をどう考えるか。そこに診澄よ

ｻの位置づけを与え、それが中国を中心とした

ｶ化圏であることを明らかにする。本講座が、

ｻの政治・社会構造を理解することを目的とし

ｽものであることをのべる。

浜　口　允　子

i放送大学客員

@　　　助教授）

2 自　然的条件

　自然は、その社会に固有な歴史が展開される

荘艪ﾅある。幾多の自然的条件の中から、その

W開に大きく作用したと考えられる地理的位置

ﾈど、いくつかの要素をとりあげ説明する。

同　上

3
皇帝権力の成立
@秦漢の時代（1）

　紀元前三世紀に：秦の始皇帝が中国を統一して

ｩら、今世紀に至るまで二千年余の間、中国は

鼕ﾑして皇帝権力を中核とした統一体として存

ｱしつづけた。（1）は、そのはじめの過程を郡県

ｧの成立を中心にのべる。

同　上

4
皇帝権力の成立
@秦漢の時代（2）

　短命であった秦を継いで漢は、四百年の長き

ﾉわたり統一国家を維持した。それは何に：よっ

ﾄ可能であったのか。前漢の皇帝権力強化の過

�ﾆ、やがてその中から力を蓄えてくる地方豪

ｰの存在についてのべる。

同　上

5
皇帝権力の展開
@階唐の時代（1）

　漢滅亡後の長い分裂期の中から、六世紀末、

ﾄび統一国家が生まれた。（1）では、この階及び

bﾌ集権化政策に焦点をあわせる。とくに均田
ｧについては、その変遷や、当制度の意味、貴

ｰ制との関連等を説明する。

同　上

6
皇帝権力の展開
@階唐の時代（2）

　均田制・府兵制、租庸調制を中核とした晴・

bﾌ律令体制は、八世紀中葉をさかいにして大
ｫく崩れ、代って新しい制度と新しい担い手と

ｪ登場してくる。（2）ではとくに、この過程と、

ｻこに作用した諸要因についてのべる。

同　上

7
皇帝権力の確立
@宋の時代（1）

　唐末五代の武入勢力の拾頭も短期間で終り、

?曹ﾉは再度統一国家が成立した。（1）ではこの

N主独裁制といわれる宋の体制について、とく

ﾉその成立期を中心にのべる。

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

十一世紀に行われた王国石の改：革は、宋の体

8
皇帝権力の確立

制の矛盾をつくと共に、何が皇帝権力の基盤で

?驍ｩについて多くの示唆を与えている。この 浜　口　允　子
宋の時代（2） 点を中心にしてみっつその後の社会について展

回する。

一統一権力が存立しうる基盤は、財政の安定度

9
その財政基盤税

にかかっている。権力が納税対象をいかに把握

ｵたか、どこに財源を求めたか、という観点か 同　上
（1）

ら各時代の税制の変化をみ、それが社会構造と

どのように関わっていたかを考える。

（1）ではとくに、租庸調制から両税法への移行

10
その財政基盤税
@　　　　　　　　（2）

についてのべる。

@（2）ではとくに、帯代以降の玉章や専売など間

ﾚ税のはたした役割についてのべる。

同　上

中国の中央集権体制は、その権力を支える経

11
経済発展の諸相（1）

@　農　　業

済的基盤の上にはじめて可能となったものであ

驕Bそこで農業生産：力の発展の歴史的推移と、

ｻれが何によってもたらされたものであったか

同　上

を考える。

農業と並んで、中国社会の基本的経済力を示

12
経済発展の諸相（2）

@商業、手工業

す商業および手工業の発展を概観する。また三

繹ﾈ降の都市や市場の形成などを通して中国社

?ﾌまとまり方を考える。

同　上

広大な中国にあって、物資をうこかし、情報

13
経済発展の諸相（3）

@交通、運輸など

をながし、人々を結びつけてきた社会・経済活

ｮを支えるいくつかのシステムについて、その

ｭ展や特徴を考える。とくに水運のあり方にっ

同　上

いてのべる。

各時代の基本的生産関係によって、また三段

14
歴史を担った人々
ﾆその生活（1）

階の政治、社会構造のどこに位置したのかによ

ﾁて．人々はさまざまな生活を送った。

@（1）では、農村の人々、都市の人々の生活を考

同　上

える。又農民運動についてもふれる。

二十世紀初頭、内外からの危機の中で皇帝権
歴史を担った人々 力は崩壊した。従って社会制度、社会体制とし

15
とその生活（2） ての皇帝は、その後存在しない。だが、その二

逕N余の歴史は、人々の意識や生活の中にさま
同　上

ま　　　と　　　め ざまな影響をのこしている。この点を考えてま

とめとする。
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　＝　ア　ジ　ア　論　皿　＝＝

〔主任講師：和田久徳（放送大学教授）〕

全体のねらい

　アジア論に齢いては、アジア諸民族とその文化との発達およびその特性について明らかにし、日本

民族とその文化との関連を考慮しつつ述べる。日本と地理的文化的に近接する諸民族の歴史的展開を

知ることによって、わが民族文化の形成過程を国際的視野に澄いて理解し、さらにわが国の今後の発

展方向を探る手がかりをえてもらいたい。

　Hでは、東南アジア諸民族の歩みを中心にあつかう。

主な項目

　諸国家の展開（扶南、林邑、シュリーヴィジャヤ、パガンなど）。東西海上貿易の発展。ヴェトナム・

タイなど諸民族国家の発展。南方上座部仏教・イスラム教の受容。東南アジアにおける中国人社会の

形成。
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＝ヨーロッパ論1＝
〔主任講師：阿部玄治（千葉大学教授）〕

全体のねらい

　現在、東欧圏の大きな特徴は、社会主義体制及びこれと結びつく独裁政治体制である・ソ連の独裁

体制は社会主義体制の必然的結果なのか、文化的に遅くれたソ連の特殊な歴史的背景によるものか議

論があるが、少くともスターリンの独裁を成立し易くした過去の歴史や伝統のあることは否みえない。

このような歴史的背景をロシア史のみでなく、東欧全体の歴史的絡み合いをも考慮しつ＼考察したい・

主な項目

（1）独裁者スターリン、ピョートル大帝、イヴァン雷帝

（2）スターリン体制の成立事情

（3）ピョートルの独裁

（4）イヴァン雷帝の恐怖政治

（5）ビザンツのスラブ世界への影響

⑥　モンゴール、トルコのスラブへの影響
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　　　　＝アフリカ論＝＝
〔主任講師：川田順造（東京外国語大学教授）〕

全体のねらい

　アフリカの姿を過去現在にわたってかなりくわしく、しかも全体像がつかめるような形で紹介する・

写真．図版、ビデオ、録音（道具、衣服、楽器などの実物も）を豊富に使い、アフリカの姿がいきい

きと視聴者に伝わるように工夫する。日本人との関係でのアフリカ、現在から未来へ向ってのアフリ

カについても十分考えるようにしたい。地域別各論では、それぞれの地域での現地調査経験の長い専

門家を適宜ゲストに招いて、川田がきき役になり対談形式で他の地域と対比させながら次第に全体像

が作られていくようにしたい。

主な項目

（1）アフリカとは

（2）自然、資源

（3）人種、言語

（4）文化と歴史（総論）

（5）文化と歴史（各地域別）北アフリカ

（6）同、西アフリカ

（7）同、エチオピア

（8）同、東アフリカ

（9）同、中二部アフリカ

⑩　同、南アフリカ

⑪　アフリカの都市

⑫　植民地支配下のアフリカ

⑬独立国家

⑭　　「未開」と「低開発」

⑮　日本とアフリカ
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　　＝日本文化論1＝
〔主任講師　長谷章久（放送大学教授）〕

全体のねらい

　「日本文化論」は、日本文化の特質を広く時空にわたって分析し、これを築き上げてきた日本入の

長所と短所を理解させるとともに、将来の展望を冷こなうこと、を目的とするものである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

文化と文明とは近似した概念だが、内容に微 長　谷　章　久
妙な相違がある◎日本文化論を講ずるにあたり、 （放送大学教授）

エ 世界の中の日本文化
この相違点をはっきりさせたのち、世界の中で

ﾌ日本文化の位置と特色について総論的な考察 土　居　健　郎r
を行なう◎その際日本文化を生み出した国民性 （国立精神衛生

に関しても言及する所存である。 研究所所長）

奈良時代に澄ける衣・食・住など実生活関連 長　谷　章　久
の分野でさえ、今日その実相を確認することは

2 謎　の　古　代
甚だ困難である。ましてそれ以前の時代ともな
黷ﾎ日本人と原初の文化について不明の部分が
?ﾜりにも多い◎その謎がいかなるものかを考

佐　原　　　真
i奈良国立文化財

古学者佐原真黒の協力を得て再確認する◎ 研究所研究部長）

日本文化の基盤である日本語について、その

系統や特質を対談形式で論じる。わが国には 長　谷　章　久

3 日本文化と言語
「目は口ほどにものをいい」とか「いわざるは、

｢うにいやまさる」とかの俗諺があり、控え目 柴　田　　　武
な表現を美徳とする風がある。その生野や特色 （言語学者）
について．言語学者柴田平氏の意見を徴する◎

風土の概念を述べ、日本文化とわが国独特の
風土がいかに濃密に関連しているかを考察する。

4 日本文化と風土性 特に自然観についてヨーロッパの冷々との相違

�ﾇ求する。また国内各地の住民性及び地域文
長　谷　章　久

化についても言及したい。

漢字の使用をはじめ宗教・制度・文学等外来

5 外来文化の受容
i和魂漢才）

文化の摂取は、古代日本文化の形成に大きな意

`を有していた。ここでは平安遷都にあたり唐

ｹでうたわれた新京嘉詩を中心に心粋時の様相
同　上

を述べ、10世紀以降の国風文化勃興を考察する。
…

生　　　と　　死

@　　　　　　　　　1

　古来日本入が抱いて来た生に対する観念を紫i

樗忠T白白白白驚白白｝雛脹塁無能轍籍墜自｝
　　　矯　上

7

　　　　　　　　　　i　わが国の文化は　世紀に及んで漸く独自性をi　　　　　　　　　　l発揮し始める。ここでは主任講師が直接現地にi

ﾆ京とその文化｛撫塩魚霧二品表饗譲
@　　　　　　　　　騰鞭観下野併せて後世i

i同上． い
鍵
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 伝　統　と　現代

　平安文化は後世の文化や習俗に大きな影響を
yぼしたばかりでなく、日本人の気質（国民性）

ﾉも作用せずに澄かなかった。ここでは右の三
ｷの協力を得、建築・文学・芸能などの分野に
ｨける伝統的要素を分析、更にその変化の原因
ﾉついて検討したい。

　長　谷　章　久
@若　山　　　滋
i名古屋工大助教授）　ドナード・キーン

iコロンビア大学教授）

@西　山　松之助
i東京教育大名誉教授

9
あはれ・をかし・

@　幽玄美の理念

平安文学が生み出した美の理念「あはれ（ひ
｢ては、もののあはれ）」・「をかし」・「幽
ｺ」について解説、とりわけ四季や色彩との関
Aを重視し、絵画や庭園を具体例としてあげる。
¥・狂言・歌舞伎・音曲の類にもこれらの理念
ｪ息づいていることに注目したい。

長　谷　章　久

10 無　　　常　　　観

　人世の無情は早く万葉集にもうたわれているが、

?｢に及ぶと明確な無常観をかもし出し、これ

ｪ現代にも糸を曳いている。だが、この観念は
墲ｪ国のみならず韓国・中国：など近隣仏教国に

煖､通して認められるので、広い視野から追求
ｵてみたい。

長　谷　章　久

11 日本人の信仰

　神道と仏教との関連即ち本地垂跡思想の発生
ｩら排仏棄釈に至る過程を通観し、併せて切支

O信仰に関して長崎の二十六聖人・踏絵・切支丹

葺U・隠れ切支丹面心の具体例をもとにその篤

ｳを検討する。

長　谷　章　久

Aルムプル
@　スター神父
i．上智大学）

12 現代宗教的心情

　日本人の多くは、なぜ結婚式を神式で葬式を
ｧ式で於こなうのか、：なぜクリスマスを馬鹿騒：

ｬで過すのかといった卑近な例から現代人の宗
ｳ的心情を探り、他面山岳信仰、澄遍路等が診
ｱなわれている事実から、現代人の生の意識を

lえる。

長　谷　章　久

磨@入　亮　達
i大正大学教授）

13 外来文化の受容
i和魂漢才）

　近世初頭に澄ける南蛮文化及び明治以降の西
m文明の受容と、それによる変貌の状況を分析
ｷる。文明開化を標傍して以来わが国の近代化
ﾉは目覚ましいものがあるが、その反面客受が
ﾈかったわけではない。近代文芸思潮をも参照
ｵて考察。

長　谷　章　久

14 小ざなものの美しさ

　古来短詩型化の一途を辿った和歌や美術工芸

iの種々相を例にあげ、日本人のもつ繊細さと

P一民族としての共感性を分析する。その反面、

ﾈにゆえ論理性・創造性に欠ける点があるのか

熬ﾇ求する。

長　谷　章　久

ｴ　　　　　　裕

i　俳　人　）

15 日本文化の将来性

　現状分析。産業用ロボットなどメカトロニク

Xの発達に澄ける技術革新がもたらす功罪を論

ｶ、経済発展と同時に精神文化の高揚をはから

ﾋば世界の中の日本はあり得ないことを説く。

長　谷　章　久

ｲ　藤　潔　人
i昭和女子
@　　大学教授）
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　　　　　　　　　　　　＝哲学思想史＝
　　　　　　　　　　　　　　　一一西洋近代の哲学思想一

　　　　　　　　　　〔恐慌：雛繰網劉

二二裟は三洋近代をルネサンスから、9世紀前半までと限臥その翻内での哲鞭想の淋
を概観する。ただし多数の哲学者の思想を完全に論述することは不可能であるから、近代哲学を代表す
る人物に限り、またかれらが世界（神と入間と自然）についてどのように考えたか、知識と学問につ鴇
て何を論じたかという点に焦点を絞る。これが近代哲学の中心問題だからである。そして最後に。現代

の哲学思想への移り行きを考える。

回 テ　　　・一　　　マ
1　　内　　　　容　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 担当講師

i所属・氏名） 甦

近代思想の特徴を瀦糠た字憎憎白しi

1 ル　ネ　サ　ン　ス

い人間」という観点からとらえ、自然科学の発i生と人文主義の展開をたどり、さらに固有の意i

｡での哲学思想として泊縮学と神灯想娼

中　埜　　　肇

i筑波大学教授）

ついて述べる・　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨

「経験」にもとつく新しい学問方法論の提唱

2 ：F萄　ベー　コ　ン

者としてフランシス・ベーコンが述べた学問のi
ｪ類、イドラ論。帰納法などの意味とその限界1 同　．上
を考える・　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§

「普遍学」の基礎を徹底的な懐疑によって達

せられる「自戎」（一理性）の確実性の中に求

3 デ　　カ　　ル　　ト 、めたデカルトが、それにもとづいて展開した二 同　上
元論的な世界観（とくに心身関係論）の問題点

をさぐる。

機械論の立場からする演繹的な思考方法を自

然現象よ如も、むしろ人間社会の構造に向けた

4 ホ　　ツ　　ブ　　ズ ホッブズが社会契約の山回性と国家権力の絶対 同　上

性に到達した過程を述べる◎

「神に酔える無神論者」と称せられたスピノ
ザの汎神論が、神の絶対的無限性に対する信仰

5 ス　　ピ　　ノ　　ザ の論理的な帰結であったことを明らかにし、ス 同　上
ピノザの考え方が哲学の模範とされる理由を考

ｦる。
i

　
i
6
1
　
i
　
…

ラ　イ　プニ　ッ　ツ1

　　17世紀に妬ける最大の総合的哲学者であった
l；二麓憩讐憲灘懇襟後墨　の本質』を明らかにする。

；ii　同上

撃

墨

　
i
　
書
7
i
　
…
　
…

ロ　　　　ッ　　　ク

　　哲学を人間学として確立しようとした啓蒙思1

q豊繍舗醗警鰐繋矢謁

遠?n思嚇腱騒差回

i
i
i
　
　
　
同
　
上
…
ii

i
ぐ
る
・
1 i
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ロシクの知識論をさらに進めて「在ることは

知られていることだ」という経験：主義的観念論

8 バ　　一　　ク　　リ の立場に達したバークリ僧正の考え方について
中　埜　　　肇

述べる。

　ロックに始まる知識吟味作業の完成者であった

qュームが、経験主義の立場を徹底することに 1
9 ヒ　　　ユ　　　一　　　ム

よって懐疑論に接近したプロセスを因果の問題 同　上

を手がかりして考える。

イギリスに始まった啓蒙思想がフランスに入

フランス啓蒙思想 ると「百科全書派」に見られるようなラジカル

10 とルソー
なものになった過程及び啓蒙思想の中にある文 同　上
化と進歩とに対する信頼を徹底的に批判したル

ソーの考え方について述べる。

フランスから移入された啓蒙思想のドイツ的
なあり方を、その代表者であるフリードリヒ

11
ドイツ啓蒙思想と

Jント

大王とヴォルフについて見たのちに、啓蒙の精
_を深め、これをつきぬけて独自の批判哲学を
¥想したカントの問題意識を、まず「純粋理性

同　上

批判」についてみる。

12
カ，　　　ン　　　ト

iつ　づ　き）

「譲葉野欝繍藩命論敵1り、カント哲学の意味について考える。

｛
同
上
1
ヨ

カントの二元論的な批判哲学が、フィヒテや

13 ドイツ観念論哲学
シェリングの思考を通して、次第に一元論的な

ﾌ系構成へと発展し、それとともに、哲学がロ 同　上

マン主義の色彩を濃くする過程について述べる。

ドィッ観念論哲学のみならず、近代の哲学思

14 ヘ　　一　　ゲ　　ル
想全体がヘーゲルに澄いて頂点に達したことを、

ﾞの絶対理性の哲学とその方法としての弁証法

ﾆについて明らかにする。

　　　同　上
堰
c
｝
…

15
ショーペンハウアー・

@　キルケゴール・

@　　　　　　マルクス

P

　
　
一
一
ゲ
ル
の
纏
理
性
の
哲
轍
し
噺
し
い
i
i
　
哲
学
の
視
野
を
開
き
、
近
代
か
ら
現
代
へ
の
移
行
を
示
葦
1
し
た
三
入
の
思
想
家
の
歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
考
え
　
る
。

i
同
上
i
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＝社会思想史＝
〔主任講師：城塚　登（東京大学教授、〕

全体のねらい
　近代の民主主義国家・社会、資本主義社会を形成してきた人たちの社会思想、またそうした国家・

社会のはらんでいる深刻な諸問題と対決し、その解決をめざした人たちの社会思想を考察し、現代の

高度に発展した社会に生活するわれわれが、人間らしいあり方を確保するためには、どのような国家

・社会をめざすべきかを考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

近代的な国家・社会は、資本主義経済の発展

1 近代的人間の登場

（産：業革命）と市民革：命を通じて出現したが、

ｻれを担った合理主義的人間はルネサンス期に
o場した。マキァヴェリの社会思想を考察する

城　塚　　　登

i東京大学教授）

ことによって、そうした合理主義的人間の社会
観を見る。

宗教改革の指導者ルターの宗教思想のなかに
は、内面的信仰を通じて神と結びつく個人の自

2 個人の自立と自由
立と自由、職業労働の意義が確認されるなど、

ﾟ代社会を担う人間のあり方が示されている。
同　上

それはカルヴィニズム、ピュウリ擦半ズムに引
継れる。

イギリスの王権反対派が権力をにぎった「ピ

ユウリタン革命」に出合ったホッブズは、個人

3
民主主義思想の成
ｧ（1）

の自然権から出発し、諸個人が社会契約によっ
ﾄ国家・社会をつくったという考え方を提出し

同　上

た。そこに民主主義思想の基礎がある。その間

題を考える。

「王政復古」から「名誉革：命」にいたるイギ

4
民主主義思想の成

ｧ⑪

リスで、ロックは社会契約について考えを進め、

ﾐ会契約によって公共的なものに権力を信託し

ｽ民衆は、権力者が信託に反すれば解任・更送

同　上

できるとし「主権在民」め考え方を確立する。

ロックの思想はフランス、ドイツなどヨーロ
ッパ各国の思想家に受けとめられ啓蒙思想とし

5
啓蒙思想の展開と
鴻}ン主義

て展：冠した。モンテスキュー、ヴォルテール、

泣¥ー、カントなどの思想がそれである。その
同　上

反動としてシュレーゲル兄弟らのロマン主義が

現われる。

フランス革命が自由と平等をスローガンにか
かげたにもかかわらず、流血と専制をもたらし

6
「市民社会」への

ｽ省
たのを見たヘーゲルは、スミスが自由な活動に
ﾏせるべきだとした「三民社会」のあり方に反

同　上

省を加え、国家が「市民社会」の活動を制御す

べきだとする。

イギリスで紡績工場を経営したオウエンは、

労働者の生活改善に努めたが、さらに協同生活・

7 初期社会主義思想 協同労働の村を開設して社会主義を説いた◎フ 同　上

ランスでは科学者と産業者が社会の主導権をも

つべきだと説くサン・シモンが現われる。 i
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

ヘーゲル哲学から出発したマルクスは、国家
は幻想の共同体であるとし、市民社会の自己変

8
マルクスの人間解

厲v想
革をめざした。そして資本主義の生産において
ﾍ、労働者は生産物や生産活動から疎外されて

城；塚　　　登

いるとし、人間の自己疎外克服を人間解放の課
題とする。

生産力に照応する生産関係を歴史の土台と考
える唯物史観に立つマルクスとエンゲルスは、

9
マルクスの共産主
`思想

資本主義が生産力の発展の妨げとなっていると
ｵ、生産手段の社会化を中心とする共産主義革

同　上

命を説く。また資本主義の経済学的解明を診こ
なう。

1884年にイギリスの知識人が結成した「フ
エビアン協会」は、社会的善の実現をめざし、

10
フェビアニズムと

ﾐ会民主主義
土地や資本の公有、社会福祉・保障の充実をめ
ｴす。ドイツ社会民主党もベルンシュタインが

同　上

議会活動による労働者の権利拡大という路線を
出す。

後進国であったロシアでマルクス主義を受げ

11
マルクス主義思想
ﾌ展開

とめたレーニンは、資本主義が帝国主義の段階

ﾉ達したとし、革命を指導し実現した。他方、 同　上

西欧では、ルカーチのように、労働者階級の主

体的自覚の形成が課題とされる。

社会の近代化を合理化の過程としてとらえた
ヴェーバーは、官庁・軍隊・会社・工場などの

12
合理化と官僚制の
竭

集団が官僚制の特徴を示すようになるとし、そ
黷ﾉ対し人間は対決しなければならないと説く。

同　上

彼は社会主義社会も同じ運命にあると考えてい
る。

20世紀にはいり資本主義社会は産：業的合理化

を進めたが、それとともに非合理的行動や激情

13 大衆社会の問題 に走る傾向をもつ大衆が発言力をもつようにな 同　上

る。その病理を指摘したマンハイム、リースマ

ンの思想を見て、ファシズムについても考える。

情報化社会といわれるように飛躍的に増大し
た知識・情報を統括し、人びとの生活全体を制

14 管理社会の問題
御しているのは、国家と法人大企業の複：合機構

ﾅあるとするガルブレイス、組織された資本主
同　上

義がはらむ新しい問題を指摘したハーバーマス
を見る。

これまで学んできた社会思想を踏まえて、日
本の社会の現状について考える。民主主義、官

15
人間らしい社会を

ﾟざして
僚制、大衆化、管理社会などが、日本の特殊性
ﾆからみながら、さまざまな深刻な問題をひき

同　上

起している。これにわれわれはいかに対処すべ
きか。
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　　　　＝宗教理論と宗教史＝・

〔主任講師：欝撫蕪罐鍵教矧

全体のねらい
　宗教学は、かつて、比較宗教学と称せられたように、特定の宗教を歴史的に明らかにするよりは、

宗教一般を通じる理論を求めようとしてきた。本講義はその立場に立ち、宗教に強い関心を持つ入に

のみならず、宗教を持た：ない人々の宗教理解の助けともなってほしいという意図をもって、テーマを

編成した。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容
　担当講師1　　（所属・氏名）

一般に、日本人は無宗教であると云われる。

ところが、科学、技術の発展した社会での中で、
柳　川　啓　一

1 日本人と宗教 日本ほど宗教に満ちていたところは珍しいとも （東京大学教授）
指摘される。この矛盾をどう解釈すればよいか

が、この講義の序論となる。

宗教学は、もともと、ヨーロッパに成立した

2
宗教　の　規定
@　一聖と俗一一

学問であり、キリスト教の伝統をになっている。

ｵかし、他の宗教を含めた、宗教一般の解明を
uした。その立場から宗教の規定の一例を、

同　上

「聖と俗」の問題として取上げる。

狩猟、牧畜、農漁業など、自然とのかかわり

の深い生業に澄いては、四季の移り変りごとに、

3 季　節　　の　祭 祭が行われ、豊かな生産が祈られた。現代に語 同．上
いても、この形式が生きている。祭は、人々を

エクスタシーにまで高める作用をもっている。 帳

人間の生涯に澄いては、誕生、成人、結婚、

死亡などの折目がある。このときに、新しい段

4 通　過　儀　礼
階、状態になったことを確認する儀式が行われ

驕Bこれを通過儀礼という。この儀礼の種類と
同　上

意味についての研究。

病気は、人生の苦しみのうち、耐えがたいも

のの1つである。宗教は、この解決にあたろう

5 信　仰　　治　療 とした。俗信、呪術と呼ばれる治療儀礼もその 同　上
試みである。さらに信仰によって病気がなおる

ということは何を意味：しているか。

宗教は心の問題であるというが、心だけの問

6
修　　　　　　行
@一一心と身体一一

題ではない。「行」によって、自分の身体に一

閧ﾌ制約を与え、それを通して、精神の展開を

ﾍかろうとする。修行がこれである。神秘主義

｛1　　同　上

とも関連するところが深い。
琶

タブー（禁忌）は、何かをするなという濁し

めであり、原始宗教から世界宗教に診いても普

7 タブーから戒律へ 遍的にみられる。ただ、内容に旧いて、ユダヤ 同　上

教の十戒、仏教の五戒のように、倫理にまで高

i められる。
、
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回 テ　　一　　　マ 内’屋　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

宗教、ことに近代の宗教に論いては、道徳と

分ち難くなっている。いかに旧くべきかという

8 道徳　と　宗　教 日常倫理の問題が主になるからである。しかし、

@教には、道徳を超越する分野のあることも特 柳　川　啓　一

徴である。

宗教は、科学とは異なる次元の、宇宙観、世

9 宗教的世界観
@一神と法一

界観を持っている。その中心には、人格をもっ

ｽ神（または神々）、あるいは宇宙の法則が澄

ｩれている。これらの世界の描写を、いくつか

同　．上

の宗教を比較しながら研究する。

人間に死がなければ、宗教はなかったであろ

うといわれる。宗教のもつ世界観にも、死後の

10 生から死への移行 世界、すなわち来世が描かれている。まず、葬 同　上
送儀礼を通して、生から死への移行がいかに考

えられただろうか。

1つの考え方では、死者は生者とのつながり

11 死後の世界1
@一生者と死者一

が完全には切れず、お互いに助け合わねばなら

ﾈいという。日本の祖先崇死者供養にはこれが

ｭい。近隣のアジアとの比較も必要になろう。

同　上

死後の世界は、生前の行いによって、行き場

12 死後の世界H
@一天国と地獄一一

所が違うという考えもある。天国と地獄に分け

髣?｢観は、各宗教に恥いて、精細に述べられ

ﾄおり、ここでは、その一部を取り上げて見よ
､。

同　上

宗教は、この世の外へ逃れることをすすめる

社会と宗教1 だけではない。この世をそのまま受け容れるこ 柳　川　啓　一

13 一一@教集団 ともあり、この世の批判、改革を志すこともあ 阿　部　美　哉

の類型一 る。その相違の理由の1つは、宗教集団（教会、 （放送教育セン
教団）の理念の違いに、基づく。 ター教授）

政治と宗教の関係は、祭政一致から政教分離

14 社会と宗教11
@一政治と宗教一

にいたるまで、さまざまのタイプがある。とく

ﾉ、近代における両者の関係に重点をおいて説

ｾする。

同　上

現代は宗教の衰退する時代とよばれることは

事実か。あるいは、宗教の内容が変わっている

15 現代に：牽ける宗教 のか。日本に明ける宗教にも触れて、全体のま 柳　川　啓　一

とめをするQ
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　　　　　＝　歴　史　の　理　論　＝二

〔主任講師：耀落1準謡講学名誉糊

全体のねらい
歴史の理論を取り扱う際、歴史観の歴史的変遷を主として古代から現代に：到るまでを鳥回した6但

し各時代に：おけるすべて歴史観に渉るわけに行かないので、代表的な人々のそれに限ることとした。

その場合歴史学自身と共に歴史哲学者の歴史観を取り上げたのは・後者により体系的なものを見出す

ことが出来たからである。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

序説として歴史自身は多く書かれ旦読まれ

1 歴史とは何か

ているが、その根本にある歴史の理論について
ﾍ、現在多くの学者の注目を惹いていないかに
ｩえる。そこで先づ歴史とは何かということか

藤　田　健　治
i三階の水女子
蜉w名誉教授）

ら始めて歴史の理論的考察に対する関心を喚起

する。

神話は古代人の一つの世界観的表示である。

神話を欠い：た民族はかってなかったし、それに

2 神話　と　歴史
当時の社会や文化の反映を見る事に異論はある
ﾜい。日本神話は世界的に稀にみる独自なもの

同　上

で、これをギリシア神話と対比してその本質を
明ちかにする。

古代ギリシアの歴史観の代表として、ヘロド

3 古代ギリシアの
@　　　　　歴史観

トスとトゥキュディデスをとりあげる◎前者の
ｨ語風歴史、後者の実用的（教訓的）歴史と呼
ﾎれる歴史記述の特徴を述べる。

阿　部玄　治
i千葉大学教授）

ヘレニズムの世界市民主義、ローマの地中海

　　　　“wレニ．スム・ローマ 世界統一のなかで、世界史への傾向が生じ、教

4 時代の歴史観 父史学に診いて世界史が成立するb世界史記述 同　上

世界史の成立 の：ための紀年法が確立するためにはな畳数世紀

を要する。．

中世の歴史家はキリスト教の神の躍動が歴史

を貫くと考える。キ・リスト教の終末観と関連し

5 中世の歴史観 て、彼らは自分たちの時代を年老いた終末に近 同　上

い時代と感じていた。そこに中世特有の時代区

分も生ずる。
i
舞

6

近世の歴史観
泣lッサンス史学
yびブルーノとヴ
Cコ

戸戸講論辛子半半れも一挙にという訳にはいかない。ブルーノの自然主義的世界観とヴィコの歴史主義的世界観とに焦点をあてて説明するQ

讐軽i（篠大学搬）

十八世紀は啓蒙主義の時代と言われるが、す i

啓蒙主義の歴史観 べてを合理的に証明しようとする反動として十

7 とヘーゲルの歴史 九世紀にロマン主義が台頭する。そしてこの時

　
　
　
同
　
上
…

観 代の総決算としてヘーゲルの歴史哲学が時代を

蛯ｫく支配する。

i
董
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

反ヘーグル的
@　　　　　歴史観
宴塔P・ブルクハルト

Eニー `ェ

　ヘーゲルの一世を風靡した歴史哲学に対して

¥九世紀後半から反ヘーゲル的な潮流があらわ
黷驕B歴史哲学もランケ、ブルクハルト・ニー
`ェがそれぞれヘーゲルの歴史学に反対して新

ｶ面をひらく。

藤　田　健　治

9

マルクス・
Gンゲルス及び
}ルクス主義の
@　　　　　歴史観

　同じく反ヘーゲルの潮流の中にマルクシズム
煦ﾊ置する。その唯物史観として知られる下部
¥造と上部構造の規定関係は必ずしも・普通解せ
轤黷驍謔､に明らかではなく、生産力の概念も
ｽびたび解釈を変える。

藤　田　健　治

｢　部　玄　治

10

生の哲学の歴史観
fィルタイと
@　　　　ジムメル

二十世紀初頭に盛んである科学論、自然科学
ﾆ精神科学との境をどこで引くか、精神科学に
ﾁ殊の方法はあるか等の疑問に答えるべく生の

N学があらわれる。それは歴史理論からやがて
l間的生そのものの哲学理論へと移って行く。

藤　田　健　治

11

現象学派の歴史観
Vェーラーと
@　　　ハルトマソ

　フッサールの現象学自身が後期に「生の世界」
�u向するが、シェーラーに澄いて歴史的社会
ﾌ動向の研究として知識社会学が生れ、さらに
nルトマソに澄いて精神的存在の問題として客

ﾏ的精神論が展開される。

同　上

12

実存主義の
@　　　　歴史観（1）一ハイデッガー・

@　　　サルトルー一

実存哲学はキルケゴールに澄いて反ヘーゲル

ﾌ立場を反歴史主義として現わしたが、ハイデ
bガーもサルトルもその哲学において歴史的世
Eとの対決に進む。ハイデッガーの歴史哲学は

條ﾔ性に基づいて展開される。

同　上

13
実存主義の
@　　　　歴史観（2）　　　　　　o　一ヤスハーースー

　ヤスパースの構想は、軸時代を中心として描

ｩれるが、歴史的世界を越えるものとして実存

ﾆ超越者及び超越的体験を強調する。

同　上

14

シュペングラーと
@　　　トインビー
a辻と田辺
@歴史哲学の現況

　この時代の歴史学自体はシュペーグラーとト
Cンビーに調いて代表される。彼等の文明批評
ﾍ技術社会の到来や挑戦と応戦にみられる。日
{の代表的歴史哲学者としては、和辻の「風土」

ﾆ田辺の「種の論理」をとり上げる。その他ロ
Vア史のカーやマイネッケのシュターツレ’ゾン

剏黷驍ﾗき点が多い。従来歴史哲学とみられた
ﾐ会変動や進歩と変形の理論等に社会学心理学

ﾌ新しい動きがみられる。

同　上

15

歴史哲学の
@基礎学としての
@　哲学的人間学

歴史哲学は畢噛するに入間の学である。そし
ﾄ又人間的生の哲学は究極においてその生の歴
j的展開を求めざるを得ない。その意味で歴史
N学は人間学に帰着するのである。その意味の
l間学は生命・精神・実存と観想・実践を主軸

ﾆした世界構造と動態の学でなければならない・
�jの理論は究極において人間的生を時間的に
ｻ実的に把えるものであると考える。

同　上
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＝二記号と入間＝＝

〔主任講師：吉田夏彦（東京工業大学教授）〕

全手2回した額をいくつ働上げて論ずることを乱切の世界を螺する上でどん雄

記号噸っているかを論ずる．記号につい備ずるべきことは纏もいくらでもある三宝・わか旧く

することを旨とするので、あまり手は広げない。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

ことば、表情、身ぶり、字、文章、数字、術

語、論理記号、交通標識、絵，音楽、建物、貨 吉　田　夏　彦

1 さまざまな記号 幣、仏で象などといった例をあげながら、広い

ﾍ囲で入間と記号とが関係していることを論ず

驕B

（東京工業

@大学教授）

遺伝、神経系、生態系、にみられる記号の例
をあげる。その働きが、人間のつくりだした記

2 自然の中の記号
号の働きと、どういうところで似ていて、どう
｢うところで似てないか、また、自然の中に、

同　上

記号をあやつる心のあるかないか、などについ
て話す。

昔の道具、機械の中にみられる、記号伝達の

しくみ、コンピュータを代表とする、最近の情

3 機械　と　記号 報処理機器での記号の役割について話し、自然 同　上

の中の記号と比較する。機械になぞられて自然

を理解しようとする考え方についても論ずる。

遠く隔れたところに情報を送る時の記号の使

4 通　　　　　　信
い方を、古代ののろしの例から、最近の人工衛’

ｯの例にまで触れながら話す。ラジオやテレビ
同　よ

についても論ずる◎

古代文字暗号、の解読の例から始め、考古

5 解　　　　　　読
学、歴史学、国際交流などにも触れながら，記

?�閧ｪかりにしてその表現しているものをさ
同　上

ぐろうとする努力のことを話す。

6

i｛常識的なみとり図

I

　前回までの話をふまえ、記号が送り手から受

ｯ手に届くまでの過程についての常識的なみと
關}のようなことを話す。つまり、送り手の心
ｩら、何段階の、記号の翻訳を通じて受け手の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

ﾔ儲が届くとするみと姻ゆいてであ

ii　同上

前回のみとり図の問題点として，誤解のこと

セ
…

7 1誤　　　　　　解
を取り上げる。特に．落語の「三二問答」を例

ﾉして、誤解に気が付かないという場合のこと
同　上

…
一

を論ずる。
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回 テ　　一　　マ 内唖’　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

8 有用　な　誤解

　古典を読んで理解することが、その著者の意

}ど回りのものであるという保証はないが、だ

ｩらといって古典を読むことが無意味だという

ｱとにはならない。この例をひきながら、誤解

ﾌ有用性とでもいうべきものについて話す。

吉　田　夏　彦

9 コミュニケーション

　前二回で論じた事項をふまえ、記号をと澄し

ｽコミニケーションとはどんなものかについて
lえる。伝承、儀礼といったものの意味、また、

｢代や性の違うものの間で話がかようとはどう

｢うことか、などについても話す。

同　上

10 記号のひとりだち

　記号自体が重要なものとなっている例を、抽

ﾛ美術、音楽、数学、数理科学、の例をひきな

ｪら話す。話好きな人間や一人で深く考えてい

髏l間も、案外、記号に魅せられているのかも

ｵれないといったことについても論ずる。

同　上

11 抽象　と　記号

　普通名詞や数詞の働を緒として、抽象的なも

ﾌを指す記号がご人間にとって、極めて重要な

烽ﾌであることを論ずる。特に：、多くのものを

ﾜとめたものを、また一つのものとして扱う時

ﾌ記号の働きをとりあげる。

同　上　　　　　4

12 論　　　　　　理

記号表現の意味をできるだけはっきりさせよ

､とする手続きとしての論理について述べる。

_理は、根本概念、定義の手続き、根本前提

_証の手続きを与えることによって提示され

驕B

同　上

13 複数のモデル

　論理学の成果によって、振蕩問答がいわば人

ﾔの宿命であることがわかる。しかし、このこ
ﾆは、かえって、記号が有用であることを示し

ﾄもいる。7回、8回で論じたことを、論理学

Iに見直す回となる。

同　上

14 世界　と　知識

　人間の知識は、記号によって体系化される◎
ｱのことを、自然科学の例で考える。そうして、

｢界も、人間にとっては記号化されることを論
ｸる。自然科学とは正反対にみえる神秘主義も
翌ｽことをしているのではないかということを、

ﾛ徴ということに触れて論ずる。

同　上

15 ま　　　と　　　め

　記号についてよく論ぜられるものでありなが

轤ｱこでは取り上げなかった問題のいくつかと

ｻの難点に軽く触れた上で今までの話を振り返

閨Aまた，今後更に勉強したい人はどうずれば．

謔｢か、などということについて話す。

同　上
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＝　構　造　と　解　釈　＝

〔主任講師：渡辺二郎（東京大学教授）〕

全体のねらい

弓造と鰍」という主題のもとでは、撫なことが考えられよう・しかし回議は・「入間の探

究」という轍鰍の中での「哲学扮野縛Fr講義であや砂たがって澗題は冨入間珍三

方の「構造」を哲学的に「解釈」して取り出すことにあると考えられる。むろん、東西の思想回すべ

て瓜樋口鷹「燗とは何か1略えようとした三三全部であったと言えようが・ここではと

くに近現代のドイ噌学の麗を継承して、人間の陛と実創の購造」を解釈」した卓越し

た諸成果を踏まえ．ながら、人間の内面的な体験世界に光を当ててみたい。志向性・世界内存在・ニヒ・

リズム、弁証法、自由などが、主要テーマとなろう。

主な項目

識1翻細図　糎一（フッサールに即して）
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　　＝美術史と美術論＝
〔主任講師聯黙霧術議釧

全体のねらい

　前半に旧いて日本の美術史を、後半に響いて西洋の美術史と兼ねて美術理論を分担する。即ち、い

ずれも、通史、概説という形をとらないで、毎回テーマを選んで各回ごとにも理解が得られるように

構成を考えて、日本の美術、西洋の美術の歴史を考えてみることにした。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
浮彫的なものから

ﾛ彫的なものへ

　日本の美術史は仏像の伝来に始まる。6世紀
ﾌ中国仏像の様式がその手本で、それは当時盛
�ｾった石窟寺院の浮彫の様式をひくものであ
驕Bこの浮彫的な観照形式から次第に丸彫的な
ﾏ照形式へと展開して行くのが、わが飛鳥時代
ｩら白鳳時代へ向う時期である。

町　田　甲　一
i武蔵野美術
@　大学教授）
O　川　誠　郎
i東京大学教授）

¥三大義誘

2 古典美の成立と展開

　人間の姿をかりて表現される仏像が次第に写

ﾀへの道を辿ったのは自然である。理想的写実

�烽ﾆに、古典的様式の美が追求されることに

ﾈる。8世紀前半の天平時代がその最盛期であ
驕B

町　田　甲　一

ﾜ　味　充　子
i清泉女子
@　大学教授）

3
和風様式の成立と

W開

　絶えざる中国からの：影響をいわば食餌として

ｶ成展開して来たわが国の文化は、9世紀末に
ﾈって、中国との交流が絶え、和風文化が展開
ｳれることになる。美術に澄いても和風様式が
ｶまれ、非仏教的な世俗美術も行：なわれるよう

ﾉなる。

町　田　甲　一

?@野　敬三郎
i東京学芸大学
@　　　　教授：）

4 ．宗教と絵画一古代一

　日本の絵画史の大まかな分野のひとつは仏画
ﾅある。その初期は、もっぱら中国の仏画であ
驕Bその初期は、もっぱら中国の仏画を手本と
ｵて製作されたが、奈良時代から平安・鎌倉時
繧ﾖと変遷のあとをたどると、日本独自の種類
笊¥現が形成されて行くことが明らかとなる。

町　田　甲　一一

?@屋　比呂志
i武蔵野美術
@　大学教授）

5 自然と絵画一中世一

　宗教絵画とは別の分野の世俗絵画で、日本人
ﾍ自然の表現に最も強い愛着を示した。ここで
焉A中国の唐絵から、日本独自の大和絵が平安

梠繧ﾉ生み出されるが、さらに水墨山水画の摂
謔ﾆその日本化という現象が、室町時代に見ら
黷驕B

同　上

6 生活と絵画一計世一

　近世は、人間に対する関心が高まってくる時

繧ﾅあるが、日本の絵画にも、その動きが顕著
ﾉ見られる。

@洛中・洛外図・初期風俗画、浮世絵という風
ｭ画のなかに、日本人と生活と人間像を探って
ﾝる。

同　上

7 近代化と伝統

　明治以降の日本の近代美術の最：も顕著な特徴

ﾆして、絵画の分野に洋画（洋風画）と日本画
ﾆいう二つのジャンルが生じたことが挙げられ
謔､。これに象徴されるように、日本の近代美
pは西洋美術の受容と日本の伝統への反省とい
､二軸をめぐって展開する。

町　田　甲　一

�@野　　　徹
i国立近代
@　　美術館）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

柱と梁、アーチとヴォールト等の西洋建築の

基本構造、宗教建築における長堂と円堂、また

8 空　間の造形 世俗建築に澄ける宮殿と別荘の空間構成につい 前　川　誠　郎
て、それぞれの本質と特色を豊富な図解を用い

て説明する。

’西洋聖堂建築の基本形式の一つでバジリカを

9 形式　と　様式
if・m・とstyle）

例にとり、その史的展開を様式史として把握レ

?p史の基礎概念である形式と様式の問題を巡
ﾁて話題を次第に彫刻や絵画へと移しながら、

同　上

美術史とは何かを考察する。

西洋の彫刻や絵画の基本主題は入体であり、
ときには自然すら入間の姿に論いて表現された。

10 入間像の展開（1）
その意味で古代美術は常に典範として存在し、

j上幾つかのルネッサンス現象を指摘すること
同　上

ができる。第10講は宗教美術に寒ける人体表現

について。

世俗美術に澄ける人体表現の最も親しみ易い

種目として肖像を取り上げ、その史的展開の跡

11 人間像の展開（2） を辿りながら、各種の形式、肖似性の問題、さ 同　．上

らには西洋の肖像画に特異なものとしての自画

像をも考察する。

宗教画の背景または添景として出発した西洋

12 自　然の表現
の風景画や静物画が次第に軍勢として独立して
sく過程を追い、西洋美術に澄ける自然観の展 同　上
開を概観する。

例えば壁画と板絵を比較対照させて歴史的に
考察すると、その根底にあるものの視方（視形

13 毛のの一方の変化
式）の基本的な相違に気付く。西洋美術史を視
`式の変遷から捉え、具象と抽象、写実と心象 同　上

表現美の問題から20世紀美術について考察する。

1930年代から近年まで西洋美術史研究法の

主流を占めたアイコノジー（図像解釈学）がど

14 美術の中の意味： のような成果をもたらしたかを具体例に即して 同　上
説明し、美術に託された意味と人間との関係に

ついて考えるQ

日本の美術は古くは中国や朝鮮の美術、そし

日本の美術と外国 て明治以降は欧米の美術からさまざまの影響を 前　川　誠　郎

15 の美術 豪けながら、しかも独自の発展を遂げて来た。 町　田　甲　一
（鼎談） それら彼我の美術の本質的な異同を、具体的な

F影響関係を踏まえて論ずるこ．とにより、それぞ 水　屋　比呂志

れの美術の特色を浮彫りにする。
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　　＝音楽史と音楽論＝
〔主任講師：柴田南雄（放送大学教授）〕

全体のねらい
　TVの特性を生かし、教室で教科書をなぞるようにでなく、縄文・弥生の石笛や琴にはじまり、古

典音楽から現代音楽まで、各地の遺跡のロケや邦楽・洋楽の実演もとりまぜ・しかも東西音楽の通史

となるよう話を進める。同じ時代に、日本と中国、日本と西洋でどのような音楽が行なわれていたか。

つねにそれらを比較考察しながら話をすすめる。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

太古から今日まで、日本列島にはどのような

1 外来音楽と日本入

ヒトが、どのような音楽を持ち込んだか。仏教
`来と共に入った音楽を消化する過程と、西洋
ｶ明とともに入った音楽を消化する過程との類

柴　田　南　雄
i放送大学教授）

似点や、日本と西洋の音楽史に澄けるサイクル
現象の存在を指摘する。

旧石器時代、欧州大陸にどんな楽器があった
か。日本の縄文時代の石紙の出土品を紹介、そ 柴　田　南　雄

2
音楽文化の深層を

Tる

の音色や用途から能楽の横笛との関連を考える。

Iリエント、エジプト、ギリシア、インド、中
曹ﾉは古代にどのような音楽があったか。

笹　森　建　英
i弘前大学助教授）

弥生時代・古墳時代（ほぼBC300年～A：D
600年）の間に用いられた土笛、銅鐸、琴など

3 祭祀　の　音楽 の出土品と復元品を紹介、あわせて中国（儒教） 同　上
や西欧（キリスト教）のこの時期の音楽の状況

をしらべる。

飛鳥時代と奈良時代（6世紀～8世紀）にお
ける大陸からのさかんな音楽の輸入、とくに大 柴　田　南　雄

4 制度化と学習 宝律：令で制度化されたく雅楽〉について。西欧 高　橋　大　海
ではグレゴリウス大法王による聖歌の集大成と、 （東京芸術大学
各地に聖歌学校の設立を見た。 助教授）

平安時代（9世紀～12世紀）には、楽制の改
柴　田　南　雄

5 芸術音楽の胎動期
革により輸入音楽が定着し（雅楽）独自な職種

ｪ発生（今様）しはじめる。西洋ではゴシック
i琴国隷治

様式の大聖堂が多声音楽の発生源となる。

i
　
大
学
搬
）
…

鎌鋳代と南北朝（、3世紀．馳紀）繭蒙†　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

1柴　田　南　雄

6 諸国を行脚する音楽

　で、平曲が起り田楽、猿楽の流行をみる。西欧

@でもトルバドゥールなど騎士階級からの吟遊歌八

奄ｪ起こる。また音楽理論の整備とともに、多声
演ｹ楽がますます嚇する。

i
臨
轟
欝
i

蓑

… …　　　　　　　　勤｝

…
7

…　ル　ネ　サ　ン　ス

1室購代辻桃塒代（・5世細6世矧　に、世阿弥による能の確立、キリシタン音楽。　i　三味線の琉球からの輸入を見る。西欧ではルネi

　柴　田　南　雄
@
戸
　
口
　
幸
　
策
曹

　
　
§

サンス多声声楽の花が咲き、遠近法に見合う機

¥和声の音感が確立する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喜

i（成城大学教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1549年ザビエルは日本上陸と共にミサの歌
を信徒に歌わぜた。数種の楽器も入り、少年使

8 キリシタン音楽
節は欧州各地でオルガンを演奏、帰って信長に
ｫかせている。禁教徒も隠れキリシタンの祈り

柴　田　南　雄

歌（オラッシャ）は今日まで伝承している。そ
の実情を紹介する。

江戸時代の前半、元禄をへて享保の終g（1735

9
東と西のバロック

ｹ楽

年）頃までは上方が優勢で、箏曲、薩摩琵琶、

O味線楽、長歌、尺八、義太夫節：などが市民の

ｶ活に支えられて競い咲く。西欧ではバロック

　　同　上
ｽ　野　健　次
i三下大学教授）

音楽の時代（1600年頃～1750年頃）。

江戸時代の後半、宝暦から文化文政をへて幕

10 古典派・ロマン派
末まで。前記に誕生した曲学の拡充が行われる

ｪ新味に乏しい。これに反し西洋では古典派・
柴　田　南　雄

ロマン派音楽が西洋音楽を一気に頂点に導く。

明治政府の音楽教育政策は西洋音楽を基本と

11
無からの出発と隆

ｷの絶頂

した。伝統邦楽の活力は衰退しこれに反して西

m音楽はヴァーグナーの楽劇に代表される隆盛
同　上

の極にあった。第1次大戦までを対象に考える。

日本ではようやく西洋音楽様式の創作がはじ
まる一方、邦楽はますます背景に後退する。西

12 両大戦問の状況
欧で「古典派・ロマン派」の：最後の段階として

ﾌ新古典主義（新即物主義）の時代を迎える。
同　上

シェーンベルクの12音音楽もその思潮の中から

生まれる。

第2次大戦を境に作曲の様式は大きく変わる。

13
第2次大戦後の作
ﾈ界

世界の諸民族の音楽をとり入れた、単純で即興

Iなものからの再出発。邦楽器への再認識もそ

ﾌ一環である。電気音響装置やコンビ面一タの
同　上

作曲への導入。

現代は作曲不振、演奏上位の時代である。ま

た作曲の時代様式と演奏の時代様式の間にはあ 柴　田　南　雄

14
第2次大戦後の演
t界

きらかに平行関係が認められる。20世紀初頭に

kるレコード録音から典型的な事例をあげて比

横　道　萬里雄

i元東京芸術
較する。 大学教授）

今日、日本入はどのような音楽を好んでいる

か。人々は何を音楽に求めているか。今、音楽

15 未来　の　展望 とは何か。これからの音楽はどのような形をと 柴　田　南　雄

るであろうか。ピートリーの諸芸術循環説など

を紹介する。
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　　　一文芸史と文芸理論一
　　　（→近代日本における文芸理論）

〔主任講師：江頭淳夫（東京工業大学教授）〕

全体のねらい

　坪内迫遙以来第二次大戦後にいたる近代日本の文芸理論を、主として比較文学的手法を用いて分析・

解説する瓜その際紀貫之から本居宣長にいたる日本古典文学の文芸理論が、近代の文芸理論にいか

なる投影を示しているかをも併せて考察する・これを要するに・近代の文芸理論については通時的に

通観し、それを古典文芸理論との共時的対比に置き直して、日本文芸理論の不易と流行の相を明らか

にすることを目的とする。

主な項目

未　定
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＝日本語文化論＝
〔主任講師　古田東朔（東京大学教授）〕

全体のねらい
　言語文化というとき、種々の扱い方が考えられよう。しかし、ここでは、日本語自体を対象とし、
特に近代語が種々の作品とかかわりあいながら、どのように形成されてきたかをながめていく。文学
作品はもちろん、論説・翻訳・読本などを通して、話しことば・書きことばの問題点とその形成過程

について取りあげる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

全体の序説。明治期に澄ける書きことば（漢

文訓読調・和文調）、話しことば（標準語・方 古　田　東　朔
1 日本の言語文化 言）、言文一致等々の問題が、政治・文化上の

動きに応じて、どのように意識され、具体化さ （東京大学教授）

れていったか。それらについての概観を行う。

2 古代語と近代語

　まず日本語の歴史について大きく見ておく。

ﾃ代語と近代語に大きく二分されるが、それは

Wり結びの有無、二段活用の一段化に認められ

古　田　東　朔

z　島　　　裕
i東京大学教授）

が、この外、音韻・敬語：などの違いについても、 坂　梨　隆　三
合せて見て澄く。 （東京大学助教授）

江戸時代のことばのうち、上方を中心とする

江　戸　語　か　ら
ものを上方語、江戸を中心とするものを江戸語

3
東　　京　　語　へ

ということがある。特に後期の江戸語から明治

冾ﾌ東京語に至る過程、特色について見る◎現

同　上

代のことばの基礎となったものだからである。

日本の近代国家としての成立は、必然的に「国

語」の意識を確立させるようになった。話しこ

4 ［国語」意識の成立 とば、書きことばにおいて、問題として考えら 同　上

れたことは、どのようなものであったか。それ

らの数々について取りあげる。

明治以後、全国に共通に理解される標準的な

5
方言と標準語・共

ことばとは、どのような理由から考えられたも

ﾌであったか。また問題点はどこにあったか。 同　上
通語（1）

江戸末期からの話しことばの実態と、その際の

主張、政策等について、まずながめておく。

前回のあとを受け、特に国語調査委員会によ

6
方言と標準語・共
ﾊ語（2）

る全国の音韻・口語法の調査（明治36）と、
ｻの影響について見る。その結果が口語の標準
ﾆなる『口語法』編集に活用され、他方、方言
､究の進展をうながしてきたことについて話し

古　田　東　三

ｿ　川　宗　賢
i大阪大学教授）

合う。

「口語」といい、「文語」という。しかし、

それはどのようなものをさしていうのか。外国

7 口　語　と　文　語 語との接触による日本語文法の再検討から始ま 同　上

り、やがて「文語」と「口語」という大きい枠

が定められていく過程を見ていく。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

話しことばと書きことばを一致させようとす
る「言文一致」の運動は、明治になって盛んに

8 言文一致の動き（1） なる。江戸期の作品において、話しことばはど 古　田　東　朔
のように扱われていたか、幕末期から明治初期

にかけての言文一致の主張や試みはどうであっ
たのか。

「言文一致」は小説だけに限られるものでは

ない。前回を受け、三遊亭円朝の人情噺が速記

9 言文一致の動き（2） により活字化され、『浮雲』に影響を及ぼした 同　上

過程、その他の小説における試み、加えて小学

校読本の談話体の文章などについて見る。

文語調は、長く書きことばにおいて正式のも

10
漢語・文語調の位

のとされてきた。それは、どのように用いられ

ｫたか。まず、漢語の使用についてながめてお 同　上
置（1）

き、ついで江戸期から明治初期の小説・論説・

翻訳など、漢文訓読調の文章を見る。

前回のあとを受け、明治期の漢文訓読調・和

11
漢語・文語調の位

文調・その他文語調の小説のいくつかについて
ﾈがめる。そして、当時文語調のながめていた 同　上

置（2） 位置について考えるとともに、口語と文語の文
章の違い、以後の文章の大きい傾向についても
見る。

西欧との交渉、理解のため、訳語の試みがお 古　田　東　朔

12
訳語による新しい

｢界

互いになされてきた。室町期・江戸期・明治前

冾ﾉおいて、和語・漢語による訳語がどのよう

ﾉ用いられ、相互の文化が理解され、新しい世

　進　藤　咲　子
i東京女子大学教授

@鈴　木英　子
界が紹介されていったか話し合う。 （茨城大学教授）

近代を切り開いていった言葉の数々は登録さ

れ、位置づけられていく。従来からのもの、新

13 言　葉の登録 しい訳語なども含めた和語・漢語その他が、ど 古　田　東　朔

ういう観点からまとめられていったか。三つの

辞書を取りあげ、その苦心のあとをたどる。

対人関係の意識が、ことばにどうあらわれる

か。かつての身分・地位によるものから人格の

14 近代の敬語 尊重へ、丁寧表現の増加へという傾向が見られ 同　上

るが、それらの主張や、実際の例、調査結果な

どについて見ていく。

これまでのまとめを行う。まず、ことば自体

についてこれまでの資料による扱いについてな

15 言語文化のみかた
がめ、ついで階層・地域・教育・男女差などに
謔驍ﾝかた、さらに異文化を理解するためのこ

同　上

とばの働きなどについて見ていく。
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一万葉の世界・うたの歴史を探る一

〔主任講師：稲岡耕二（東京大学教授）〕

全体のねらい
　万葉集の広さ・豊かさは、口論の歌謡から記載の文学へ転化した前後の、さまざまな歌のすがたを

記しとどめていることに因る。歌謡の音楽性や集団性、作者未詳歌の等質的類歌性を基盤としながら、

長歌・短歌・旋頭歌など多様な歌体を利用して、個性的文学へ、どのように道が開かれて行ったかを
i探る。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

文学に記されることによって、歌はどう

変らざるをえなかったか。諸外国の例をも参照 稲　岡　耕二
1 うたと文字との交渉

しつつわが国におけるうたと文字との交渉の歴 （東京大学教授）

史を考える。

鏡王女・藤原鎌足・久米禅師・石川郎女など

2 初期万葉の相聞歌 の贈答歌の特徴を理解するとともに、その源流
同　上

を考える。

明天皇御製と伝えられる歌鉛よび記紀の国
稲　岡　耕　二

3 国見歌の表現
温め歌・国見歌を読み、その表現が時代ととも

神野志　隆　光
にどう変っていったかを考える。

（名古屋大学助教授）

近江遷都の時の歌や熱田港出航の時の歌の性

4 口論の歌人額田王 格を理解するとと竜に額田王の歌人としての性
稲　岡　耕　二

格を考える。

謎の多い入麻呂歌集診よび入麻呂の生涯につ

5 天武朝と入麻呂 いて、さまざまな問題：点を探る。 同　．上

柿本入麻呂の表現に中国文学の影響がどのよ §

6 入麻呂と中国文学 うにあらわれているかを探る◎ 同　上

天智朝の挽歌とくらべて、人麻呂の時代には
｛
　

7 私的挽歌の創造 新しい性格の挽歌が作られるように：なった。そ

黷ﾍ、どのようなものでどこに文学としての新

ｵさがあったか。

｛
　
同
上
i
i
…
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　容
担」

枕u師i所属・氏名）

反歌は、はじめどのような形であったのだろ

うか。反歌史を整理しつつ万葉集に澄ける反歌 稲　岡　耕　二
8 反　歌の歴史 の魅力と、史的展開を理解する。

神野志　隆　光

中国文学の影響が深まるとともに、思想や趣

9 旅人と適職
@　（その一）

味：の．上にも個性的分化の傾向が強まった。梅花

ﾌや松浦河の歌などをと澄して、旅人と憶良の 稲　岡　耕　二

対礁的：な性格を理解する。

旅人と讃酒歌と憶良の志賀白水郎歌の構造を

10 旅人と　憶良
@　（その二）

吟味し、その成り立ちを考える。
同　上

赤人の表現の特徴を検討し、作者の性格およ

び叙景歌を生み出した時代的背景などとの関連

11 赤人　と　自然 を考える。 同　上

伝説歌とは何か、また、虫麻呂は：なぜ伝説を

12 伝説歌入高橋虫麻呂
歌ったのかなど、虫麻呂をめぐる諸問題を考え

驕B 同　上

東歌は、はたして民謡なのか、防人歌はどの

13
東歌・防入歌と
@　　　　その性格

ような場で作られ、蒐集されたのかなど、東歌

E防人歌の謎を探る。

稲　岡　耕　二

刀@藤　　　宏
（成蹟大学教授）

大量の作者未詳歌に見られる豊富な類歌性は

14 作者未詳歌の世界
何を意味するのか。万葉集の底辺を形づくる等

ｿ的な共感の世界を探る。 同　上

家持秀歌の特徴と、末期万葉的な性格を理解

15
万葉　の　終　焉一家持の孤独一 する。

稲　岡　耕　二

一332一



＝和　文　古　典

〔主任講師

1　＝＝

　王朝の文学　一一

秋山　慶（東京大学教授）〕

全体のねらい

　400年にわたる平安王朝の文学の主たる担い手は平安京の貴族たちであったが、彼らによって創出

された諸形態の文学の高度の達：成は、後世に規範的意味をもちつづけ、日本的美意識の源流となった。

そうした王朝文学の形成・展開の姿をさまざまの視角から追求する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

平安遷都にはじまるこの時代の文化はまず大

1 王朝文学の始発
大的な唐風謳歌に特徴づけられるが、そのこと

ﾌ意味と、その唐風がしだいに和様化していく

秋　山　　　度’

i東京大学教授）

過程を説く。

万葉文学と様式を一変した古今集文学形成の

2 古今集とその時代
必然性を、漢字文化圏内に澄ける日本文化の自 久保田　　　淳

立の様相として捉える。 （東京大学助教授）

口論のモノガタリから仮名散文の虚構文学と

3

物語文学の形成一竹取物語と

@　　伊勢物語一

しての物語へ。その経過を探りつつ物語文学の

{質は何かを考える。 秋　山　　　慶一

物語文学と並んで仮名散文の日記文学の成立

日記文学の成立 してくる事情を、和歌との関わりその他の要因

4 一土佐日記と から考えてみる。また日記文学によって、いか 同　上
蜻蛉日記一一 に人間の内面世界が解り起こされるに至ったか

を明らかにする。

当時の物語の制作・享受の実情を説明し、現

5 虚構物語の成熟
存する長篇物語の宇津保物語や落窪物語の成立

同　上
の意義を考える。

漢詩に代って公的文学の座を獲得した和歌は、

6
後撰集、拾遺集の

ﾊ置
貴族たちの私的生活感情を託す表現手段として

ﾇのように機能したか。また歌物語との関わり 久保田　　　淳

あいや後代に及ぼした影響なども考えてみる。
1
…

㌍
「枕草子麟内言E

　　日本入の美意識に規範的意義をもつ枕草子の

h寡1難聴臨政治的繍
；1　秋　山　　　皮
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

源氏物語の作者紫式部と人間形成と源氏物語

8 源氏物語の世界（1）
創作の意義を考え、三部作と考えられる源氏物

黷ﾌ第一部世界の主題や構造を説明する。
秋　山　　　慶

源氏物語の第H・皿部の世界の推移、主題の

展開の様相を説明し、物語文学としての独自の
9 源氏物語の世界（2）

達成についてその意義を考える。
同　上

源氏物語がその成立の時期から後代にかけて

10 源氏物語以後
どのような影響を及ぼしたか、更級日記の作者

寥ｴ孝標女の源氏享受をはじめ、長短篇の物語
同　上

群の様相をながめてみる。

和泉式部・血染衛門などの女流歌人の輩出し

女流歌人と た後宮文学の開花を受けて撰ばれた後拾遺集の
11

後拾遺集 時代背景を明らかにし、同集の成立が王朝和歌
久保田　　　淳

史の屈折点に位置する理由を明らかにする。

古代王朝文化とは矛盾するものをはらむ院政

和歌文学の革新 文化の性格と浄土教の滲透が和歌文学にいかな
12 一金葉・詞花・

@千載の時代一一
る影響を及ぼしたか、歌人層の変化、詠歌の場

ﾌ変質などの諸相を追求する。

同　上

歴史的事実を素材とする、いわゆる歴史物語、

13 歴史物語の諸相
栄花物語・大鏡などの成立の意義を考え、それ

ｼれに描き出される世界について説明を加える。
多　田　一　臣

i千葉大学助教授）

説話文学の世界は、貴族を中心とする王朝の

文学のいわば周縁に位置している。最古の説話
14 説話文学の誕生 集である日本霊異記を取りあげながら、説話文

同　．上

学誕生の史的意義を考える。

今昔物語の彪大な説話群を統一するものは何

15 今昔物語集の世界
であったのか。説話内容の分析を通じて、その

｢界認識のありかたについて考える。
同　上
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　　　＝＝和文古典W＝
　　　　　　　　一近世の文学一

〔担当講師：清登典子（成践大学非常勤講師）〕

全体のねらい

　庶民文学、町人文学といわれる日本の近世文学の成立、澄よび展開の様相を・代表的な作家・作品

に目を向けながら跡付け、わが国の近世文学の特質：につき考察してゆく。

主な項目

（1）近世文学の胎動、中世から近世へ

（2）揺藍期の近世文学1

（3）適意期の近世文学H

（4）揺藍期の近世文学皿

（5）元禄期の文学1

（6）元禄期の文学豆

⑦　元禄期の文学皿

（8）元禄期の文学W

（9）天明期の文学1

⑩　天明期の文学H

⑪　天明期の文学皿

⑫　文化文政期の文学1

⑬　文化文政期の文学H

⑭　文化文政期の文学1旺

⑮　近世文学の特質
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＝　漢　文　古　典　1　＝

〔主任講師：頼　惟勤（寿茶の水女子大学教授）〕

全体のねらい

　日本文学、あるいは日本語の発展にとって、漢文は深刻な影響力を持っていたと考えられる。この

講義の目指す所は、中国語の文語文としての漢文古典文献としてよりは、むしろ日本に影響を与えた

ものとしての漢文体の文献というところに力点を置く。

　主な項目

（1）奈良・平安時代における漢文受容の概観

（2）鎌倉・室町期に診ける受容と創作

（3）江戸期における漢文体の文学の創作

（4）明治以後に澄ける漢文の役割
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・＝ ｿ　文　古　典 H　＝＝

〔主任講師　大塚秀高（放送教育開発センター助教授）〕

全体のねらい

　江戸文学の形成に与えた中国俗文学の影響ははかり知れないほど大きい。文語と口語とを問わず、

中国の古典小説の受容は、江戸から明治の初期にかけて、お澄むね漢文訓読によって澄こなわれた。

その最大の成果か、上田秋成・滝沢馬琴を中心とする読本の成立であろう。本四は、この読本に影響

を与えた『勢燈新話』・『水浩午伝』・「三三」等を、当時の人々が訓読を施して刊行したテキストに

よってとりあげ、これを通して当時の人々の苦労の跡をたどるとともに、これを最新の研究成果によ

って検証し、更には日本文学と中国文学の関わりあい全般、中国の小説を中心とする俗文学全般につ

いても考えてみたい。
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＝近代文芸1・H＝

〔主任講師：紅野敏郎（早稲田大学教授）〕

全体のねらい

　日本の近代の文学者の生きた時代と作家活動との具体的な関連を探究する。作家研究・作品論・文

学史論の三位一体的な考察に力を入れる。とくに明治末から大正期にかけての、いわゆる1910年代

を中心とする。この時期は自然主義と反自然主義の時代であり、日本の近代文学のもっとも実りのあ

る成熟期にあたる。出来得る限りその時代の雑誌を丹念に押え、初版本を眺め・実物を確認しつつ・

作家と作品の初発のエネルギーを掘りさげたい。文学と美術、來学と演劇との重層性にも注目してい

く。

主な項目

（1｝漱石文学の出発一「ホトトギス」　「朝日新聞」との関連一

②　自然主義文学の特質一「早稲田文学」をめぐって一

（3）　「白樺」「三田文学」　「第二次新思潮」の検討

（4）漱石の「明暗」、有島の「ある女」、志賀の「暗夜行路」の作品分析

（51文学史における大正5年の意味
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＝イギリスの言語文化＝二

〔主任講師：橋口　稔（東京大学教授）〕

禦禦時代から2。匿紀の現代弧主として文学作品を隔て、イ三下化の諸相を歴史

的に辿ってみようと思う。もちろん抜粋によってであるが、英語のテキストを読むことも交えながら・

イギリスの言語文化の特質を明らかにしたいと考えている。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

単にイギリス・ルネサンスの精華であるにと

1
シェイクスピア1

黷ｻの言語一

どまらず、イギリス文学全体の中でも最も＝豊か．

ﾈ表現を持っているシェイクスピアの英語を通
ｵて、英語そのものの特徴を考えてみようと思

橋　口　　　稔

i東京大学教授）’

う。古英語から中英語を経て近代英語に至る英

語の変遷についても考察する。

シェイクスピアの生涯については、確かなご
とはごく少ししか分っていないのだが、分って

2
シェイクスピアH

黷ｻの生活一

いる範囲のことをもとにして、シェイクスピア
�ｶんだイギリスの自然の風土や季節の変化な 同　上

どについて考えてみたいと思う。

シェイクスピアの戯曲がどのような劇場の、

どのような舞台で、どのような形で上演された

3
シェイクスピア皿

黷ｻの舞台一一

かを、今日分っている範囲で理解してみた上で、

ｻ代の舞台に上演されているシェイクスピアと
芒rし、それを通してシェイクスピアの本質を

同　上

考えてみたいと思う。

ジェイムズー世の指示によって作られ、1611
茜　　・、 年に刊行されたこの英訳聖書が、その後の英語

4 欽定訳聖書 に与えた影響は限り：なく大きいと言われている◎

ﾔ定訳聖書について考えながら、．併せてイギリ
同　上

スの宗教について考察を加えたいと思う。

5 ミ　　ル　　　ト　　ン

　ミルトンの『失楽図は、アダムとイヴの堕落

�蜻閧ﾆした叙事詩である。ピューリタン革命

ﾉも自ら積極的に関与したミルトンの生涯を考

ll　同上

えながら『失楽園』がイギリス文化の中でどの

ような意味を持つかを考察したいと思う。

．デフォーの『ロビンソン・クルーソウ』とス
ウィフトの『ガリヴァー旅行記』は、澄そらく日

6
デフォーとスウィ

tト

本に澄いそ、イギリス文学の作品として最も多

ｭの読者を持っている読物であろう。クルーソ
同　上

ウとガリヴァー、デフォーとスウィフトの対比
をもとに、イギリス文化の問題を考えてみようと思う◎

ヘンリー・フィールディングの『トム・ジョ

7
近代小説に見る1
ｶ　　　活　　　1

ウンズ』とジェイン・オースティンの『高慢と・

ﾎ見』に描かれた、田舎の屋敷に澄けるイギリ
X紳士の家族の生活を見てみたい。併せて、地

同　上

主であるイギリス紳士階級について歴史的な考

察もしたいと思う。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

18世紀末から19世紀初頭にかけてのイギリヌ

のロマンティシズムの動向を、ワーズワースを

8 ロマンティシズム 初めとする詩人たちの作品に即しながら、同時 橋　口　　　稔
にほぼ並行して起っていた産業革命との関連の

もとに考えてみたいと思う。

紳士階級の子弟が学ぶパブリック・スクール
の有様を、トマス・ヒューズの『トム・プラウ

9 近代小説に見る
ｶ　　　活　　　皿

ンの学校生活』によって見た上で、貧しい階級

ﾌ子供の実態もチャールズ・ディケンズの小説
同　上

を通して見て、その対比を当時の社会的変化の
中で浮き上らせてみたいと考えている。

漠然と「道徳主i義的な上品気取り」とか「時
代の進歩を信じる楽観的な自己満足」というふ

10 ヴィクトリアニズム
うに言われるヴィクトリア朝の風潮がどのよう

ﾈ詩作品を生みだしているかを、テニソン、ブ
同　上

ラウニング、アーノルドといった詩人たちの代
表作を読むことによって考えてみたいと思う。

ブルームズベリ一一・グループというのは、リットン

・ストレイチー、ヴァージニア・ウルフ、メイナード

ブルームズベリー・ ・ケインズ等をメンバーとする、強い友情で結ばれた

11
グループ

知識人たちの私的な集まりであった。このグル

[ー vを通して、1900年代から第一次世界大戦を
同　上

緻1§20讐離踊字リス文化の変イヒについ

W．H．オーデンを中心とする1930年代に活
躍した詩入、作家たちの世代を取り上げて、第

12 オーデン世代
一次大戦後から第二次大戦にかけてのイギリス 同　上
の文化の動向を考えてみたいと思う。

定冠詞だけで形容詞なしに「ザ・ムーヴメン

ト」と呼ばれた1950年代の詩人たちの動きを

13 ザ・ムーヴメント 中心に、その年代の小説や演劇に澄ける動きも 同　上
一緒に考えることによって、第二次大戦後のイ

ギリス文化の新しい動向を考察したいと思う。

イギリスと日本の接触は、1600年にウィリア

14
イギリスと日本1

鼈齧 末まで一�

・アダムズが日本に来た時から始まる。17世

Iから19世紀半ばの幕末まで、イギリスと日
{の間の交渉を、それぞれの文化の違いを念�

　上

に澄いて考察してみたいと思う。�

治維新以後のイギリスと日本の間の関係に�

ギリスと日本H� いて考えてみようと思う。日本が西欧に学ん�

5� 明治維新以後一一� 、西欧に追いつき、追い越したと言われてい� 　上
現在を踏まえて、あらためて考え直してみた�

。�
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＝アメ

〔主任講師

リカの言語文化＝

本間長世（東京大学教授）〕

全体のねらい

　毎回英文のテキストをもとにして、アメリカ文化の各側面を取り上げ、全体としてアメリ．力文化の

特色の理解が深まることを目指す。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

移民の国であるアメリカ合衆国で、人びとが

1 アメリカ人に：なること いかにしてアメリカ人どなり、　英語を学び 本　間　長　世

the　American　W乞y　of：Lifeを身につけてい （東京大学教授）

たかをあとづける。

13の植民地がイギリス本国に反逆して独立し、

2 合衆国の建国
連邦共和国を建設した過程をふり返り、啓蒙思

zに＝基づくアメリカの建国の理念を探る。
同　上

日本でひとくちに、璽定欧米文化”と言うこと

3 ロー・ロッパとアメリカ
が多いが、ヨーロッパ文化と区別されたアメリ

J文化というものはあるのかという問題を考え
同　上

てみる◎

アメリカの代表的詩入ウォルト・ホイットマ

ンの詩をはじめ、いくつかの詩を通じてアメリ
4 アメ　リカの詩 力的想像力ともいうべきものを探る。

同　上

アメリカのナショナリズムに神秘性を与えた

5
アメリカのナショ

iリズム
といわれるリンカーンの演説を中心に、アショ

iリズムとインターナショナリズムの関連まで
同　上

説明する。

自由と平等の国であるはずのアメリカで奴隷

6 アメリカの黒入
制の下にしいたげられてきた黒入の、解放への

ｽたかいをふり返り黒入のアメリカ文化への貢

｣を考える。

i　同上
p

アメリカ精神は開拓の最前線であるフロンテ
イァで形成されたといわれる一方で、アメリカ

7 西　部の　開拓 大陸では自然とのたたかいが厳しく、文化が洗 同　」二

練されるのが遅れたともいわれる。アメリカ史 聾

に器けるフロンティアの意義を論じてタたい。

～
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
アメリカのフォー

Nロア

　アメリカの代表的が璽フォーク・ヒーロー”

ﾌ一人ジョン．・ヘンリーの英雄像が、鉄道建設

ﾌ労働者たちの間で歌われた歌をもとにしてつ

ｭられた経緯をたどり、アメリカのフォークロ

Aの特徴を説明する。

本．間　長　世

9
大恐慌とニューデ
Bール’

史上かって：ない大恐慌がアメリカ社会にもた

轤ｵた悲惨と、ルーズヴェルト大統領のリーダ

[シップの下でのニェーディールの成果を論ず

驕B

同　上

10
ワスプ対

Gスニック・アメリカ

　アメリカ人の主流だったWASPに対して

?這qic　Americansが挑戦し、アイルランド
nのケネディ大統領が誕生したことの文化史的

ﾓ義を論ずる。

同　上

11 アメリカの南部

　南北戦争後のアメリカ南部が独特のイメージ

��ｩれた歴史を訪ね、カーター大統領出現に

yぶ。
同　上

12 アメリカのユーモア

　外国の言語文化を理解するにはユーモアを理

�ｵ得ることが極めて重要で、ある。アメリカ

Iユーモアの味わいを、漫画にも触れて観賞：し

ｽい。

同　上

13
アメリカのミュー

Wカル

　ミュージカルはアメリカのユニーグな舞台芸

pである。代表的：なミュージカルを取り上げ、

｢かなる点でアメリカ的かを解明する。 同　上

14 アメリカの食：物

　料理は生活文化の中で重要な地位を占める。

Aメリカの料理はおいしく：ないという曜重通説”

�癘｡する。 同　上

15 未来への展望

　アメリカ人は未来に対して楽観的だと言われ

驍ｪ、近年のアメリカ人は未来に対して無関心

ｾったり未来を恐れたりしているといわれる。

Aメリカ文化の未来を展望してしめくくりとす

驕B

同　上
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＝ドイソの言語文化＝

〔主任講師：辻 理（放送大学教授）〕

全体のねらい

　日本に澄けるドイツ像の歴史的な由来を、ドイツ史との関連から解明し、受容の側の必要が対象を

作りあげている事態を明確にする。その上で、ドイツの文化がアイデンティティーを獲得したと見ら

れているゲーテ時代と、このゲーテ時代の文化を政治的なドイツ統一のイデォ爵ギーと化してゆく互9

世紀後半の状況を対比。分邦主義の影にあわながら・時にはその政治的な遅れの故に・高度の内省的・

批判的：な文化を作り出してゆく一種のメカニズムを解読してゆきたい。容体的な研究対象は・天から

与えられているのではなく、私たち自身によって成立するのである。

主な項目

　日本に澄けるドイツ像。その由来と制約。アイデンティティーの問題・ゲーテ以前。ゲーテ時代。

なんでこんな時代が？「教養」と「学問」　　　　ドイツの大学bロマン主義。文学時代の開幕と政治。

分邦主義とベルリン。　「遅れてきた国民」と戦争。ワィマーール共和国とその文化。狂った戦争。何が

ドイツとして残ったか。解体への道？
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＝フランスの言語文化＝
〔主任講師　福井芳男（東京大学教授）〕

全体のねらい

　フランス語はフランス文化を形成する基本的要素であり、それ自体世界に誇る文化財と：なっている。

フランス語がいかなる場で用いられ、・歴史的にどう成立したか、言語芸術がどうなっているかをフラ

ンス語を知らない人にもわかるように説明し、フランス語の美しさを守る心を日本語の美しさを守る

心と関連させて考えてみたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

フランスとはどういう国であるか、フランス

1
フランスという国
@　一序論一

に関して人の持つイメージに触れながら、フラ

塔Xの地理と歴史について基礎的な事柄を学ぶ。
福　二項　男

i東京大学教授）

フランス諸地方の方言、また特殊なブルトン

フランス語はどこ 語、バスク語に触れる。後半では世界のどこで

2 で、どんな風に話 フランス語が使われているか（ベルギー、スイ 同　上

されているか ス、ケベック、アフリカなど）を見る。

料理を味わいながら、話をする、会話を楽し

3
食べる楽しみ、話

ｷ楽しみ

む、これがフランス語をうけつぎ、また洗煉さ

ｹる源泉であった。そして名高いフランス料理

ﾆはいったいどういうものか。

同　上

言葉はまた人間の飾りにもなる。巧みに言葉

4
言　葉　は　遊び一社交、ギャラントリー

を操り、社交を楽しむ、そしてサロンなどで女

ｫたちを楽しませる。こういつたことが、いか

ﾉフランス語を磨かれたものとしたか。

同　上

フランス語に変貌を強いているのは、ジャー

言葉は武器になる ナリズムであるが、ここでフランス語はどう使

5 一マス・メディアと われているか、フランス歴代政治家がいかに名 同　上

政治家の 文家であったか。

フランス三一

6

フランス語を守り

`える

　フランス語の純粋さを守るのは、学校教育で

?驕Bここでどういう風にフランス語を教えて

｢るか、さらに辞書はどういう発展をとげたか、

福　井　芳男

一学校教育と辞書一 辞書がフランス語の護持にいかに役立ったかも 井　村　順一
示す。

ラテン語がカエサルのゴール政治により入っ

7
フランス語の誕生
ﾆ中世文化

てから、フランス語が成立する過程と、それと

ﾆもに中世の文化がいかに花さいたかを述べる。

福　井　芳　男

V倉　俊一
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担当、講師（所属・氏名）

8

ヴェルサイユ宮の
h光一近代フランス語

@　　　の確立一

　17世紀古典主義時代に確立したフランス語に

ﾂいて、そして18世紀全ヨーロヅパに輝いたフ

宴塔Xの栄光を語る。 福　井　芳　男

9

パリに生きる人たち

v現代のフランス語r

現代フランス語のさまざまをそれを使う人た

ｿ、場所などとの考察とともに述べる。
同　上

10
明快さと深さは矛
bｵない一散文の美しさ一

　パスカルを中心にして、フランス語の明快さ

ﾆは何か、それを駆使して人間の心の奥へ迫っ

ｽ思想家たちに触れる。 同　上

11
魂の深い淵から一蓋の美しさ一

　ボートレールを中心に、フランス語の詩の形、

?ｵい詩の形の発見、さらにそこから人間の魂

ﾌ幸福をいかに歌い上げたかを考察する。 同　上

12
人間の心をたずねて一小説の伝統一

　ブルーストを中心に、人間の心の奥をたずね
驛tランス小説の伝統と、そして「書くこと」

ﾌ意味を追求する近代・現代小説の流れとを考

ｦる。

同　上

13
人間の運命に対して

鼕??ﾆ悲劇一

　フランス演劇の典型として、喜劇のモリエー

求A悲劇のラシーヌをとりあげ、古典の伝統、

tランス演劇の伝統について考える。 同　上

14
映像、旋律と
@言葉とを結んで一映画とシャンソンー

　大衆芸術としての映画と言葉とのかかわり合

｢、そしてフランス映画の楽しみ、民衆の心を

ﾌうシャンソン：など、現代の言語芸術について

lえる◎

同　上

15
日本とフランス
[2つの言語文化
@の触れ合い一

　フランス人の日本観、日本語観の変貌、日本

lのフランス文化、フランス語観の変遷を通じ

ﾄ、深いところでの日仏文化交流の道を考える。 同　上
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　一ロシアの言語文化一
［主任講師：灘騰驚矧

全体のねらい

　ロシア文学は、他の外国文学以上に日本人にとってなじみ深い文学であるが、それは19世紀のロシ

アの大作家たちが日本でよく読まれたおかげである。これらの作家をとりあげて、新しい光をあて、

かつその前の時代、後の時代とのつながりを考えて、ロシアの言語文化の諸相を明かにする・

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

世界文学史上の傑作の一つとされている『イ

1 『イーゴリ軍記』
一ゴリ軍記』をとりあげそれと同時に、その・
梠繧ﾌ背景、ロシア文化の成り立ちを展望する。

木　村　彰　・一

i早稲田大学教授）

ピョートル大帝に始まりエカテリーナ女帝に

2
ピョートル大帝
ﾆエカテリーナ女帝

至るロシア近代化・西欧化の激動の世紀一18

｢紀一を文学の面から見てみる。
直野　　　敦

i東京大学教授）

プーシキンはロシア近代化の一世紀の総決算

3 プーシキン　1
黷ｻの歴史的位置一

として歴史の上に登場し、文字通り19世紀ロシ

A文学の黄金時代のとびらを開いた。ここでは、

ﾜず文学言語、文学意識、国民意識の面でのプ

栗　原　成　郎

i東京大学助教授）

一シキンの画期的な独創性を考える。

プーシキンの多種多様な作品を、その劇的な　　　　　　　　　　　　　　，

4 プーシキン　虹
黷ｻの作品一

生涯をたどりつつ、説明する。

栗　原　成郎

プーシキンの代表作『エヴゲーニイ・オネー

プーシキン　斑 ギン』をとりあ吠プーシキン文学の魅力につ
5 一『エヴゲーニイ・ いて語る。 木　村　彰　一

オネーギン』一

ゴーゴリというきわめて特異な作家を通して

ロシア文学の持っている不思議な特質一芸術 川　端　香男里
6 ゴ　　一　　ゴ　　リ と思想の相克　リアリズムと幻想的な要素の混 （東京大学教授）

渚等一について考える。

プーシキン、ゴーゴリという二人の先達の後

7
ドストエフスキイ1

黷ｻの時代一

に、ツルゲーネフ、　ゴンチャロフ、　ドストエフ

Xキイ、批評家ベリンスキイらが続々と姿を現

墲ｷ。ドストエフスキイが現われて来たこのよ

直　野　　　敦

うな文学環境、時代背景をまず考えて見る。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

ドストエフスキイの波潤にみちた生涯と、作

8
ドストエフスキイ丑

黷ｻの生涯と作品一

品の歴史を展望する。

直　野　　　敦

ドストエフスキイの代表作『罪と罰』を読み、

9
ドストエフスキイ二

黶w罪と罰』一

この作品の意味、魅力をさぐる。
木　村　彰　一一

19世紀ロシア最大の小説家トルストイは診そ

10
トルス　トイ　1
黷ｻの生涯と作品一

らく世界的に最も広く読まれた作家の一人組あ

驕Bしかしトルストイは決してやさしく読める

?ﾆではない。その創作の秘密を、その作涯を

川　端　香男里

たどりつつ解説する。

トルストイの同時代、論よび後代への影響は

11
トルス　トイ　璽

黷ｻの思想一

文学の面にとどまらず、むしろ思想的な面で大

ｫかった。同時代の他の思想家たちや社会主義

ﾒたちと比較しながら、トルストイの思想につ

同　上

いて考える◎

ロシア小説の黄金時代は1870年代に終わりを

12
チェ　ーホフ　1

@一その小説一

告げるが、チェーホフはガルシン、コロレンコ

ﾈどと共に、新しい短篇の時代を築く。リアリ

Yムの時代の最後の栄光を担い、同時に20世紀

島　田　　　陽、

i東京大学助教授）

を準備したチェーホフの独自性を解き明す。

今日にまで：拾よぶチェーホフの影響のうち、

最も大きなものは「演劇」である◎チゴーホフ

13
チ　ェ　ーホフ　H 劇の成立とその本質について考えてみる。 同　上
一その演劇一

20世紀初頭から亙920年代までは．ロシア文化

14
ロシア革命と@

　
　
詩
人
た
ち
叢
、

がプーシキン時代についで活況を呈した時代で

?ﾁた。しかしそれは同時に戦争と革命の時
繧ﾅもあった◎マヤコフスキイを中心にすえて

同　上

iこ嚇代と文化のあ妨を考えてみたい・

詩人は．激動の時代にあって．芸術と政治の

・51 ロシア
相克に悩む一その典型的な例としてエヤー轟

唐ﾆパステルナークをと参上げ．文学と政治と

｢うソビエト文学に固有な問題に光をあててみ

同　上

る◎
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＝＝ ｼ 洋 古 典

〔主任講師：久保正彰（東京大学教授）〕

全体φねらい

　古代ギリシア・ローマ時代（紀元前700年頃～西暦500年頃まで）に活濃に開花・結実した、叙事・

叙情詩、喜劇・悲劇、歴史記述、旅行記、伝記、弁論“対話文などの諸種の文芸作品に直接に触れる

ことによって西洋古代の言語、思想、芸術、生活についての理解を深めると同時に、古代人が打立て

た世界の認識や人間・社会の自己把握、またさらに芸術・造形上の基本的約束ごとが、歴史の陶汰を

蒙りつつもな澄、中世・ルネサンス・近世を経て今日まで生きている部分があることを、具体的に紹

介しつつ、現代人の中に息づく古代の生命を再認識してみたい。

主な項目

　英雄叙事詩の世界；仔情詩人たち一原型とバリエーション；演劇の発詳、成立、伝承、古代歴史記

述の目ざすところ；ギリシア・ローマ人の伝記文学、古代の文芸論；ことばと人間、等
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　　　＝＝　物　理　科　学　史　＝

〔主任講師：村上陽一郎（東京大学助教授）〕

全体のねらい
　物理学の史的な展開を、力学的分野に絞りながら、概観することによって、近代科学の中心的な柱

となった物理学の特徴を理解し、併せて、西欧の歴史的な流れについても、はっきりした見透しを与

える一助とする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

科学という概念の多義性。科学と哲学。過去

科学史とは は現在の原型ではない。科学と宗教の対立（？）。

1 どういう学問か 真理の蓄積史観。 村　上　陽一郎

（1）

啓蒙主義的歴史観の克服。地動説はつねに同

〃 じではない。全体論的アプローチの提案。

2 （2） 同　上

古い時代区分。その問題点。中世とは何か、

3
歴史の流れの概観
@　　　（1）

暗黒の中世観、新しい中世観。科学革命論の登

黶Aその問題点。新しい時代区分の提案。 同　上

古代の学術（ギリシャ、ローマ、ビザンツ、

イスラム）◎12世紀以降のルネサンス。大学の

4 歴史の流れの概観 発生からニュートンまで。啓蒙主義の特質と聖 同　．上

俗革命。19世紀以降の科学の制度化と科学者（ワ

誕i生。

天体現象として何が観測されたか。暦の意味。

5
ギリシャ的宇宙観

ﾌ意味

ギリシャ的記述様式。地球は丸い。

同　上

地球中心説、周転円モデル、太陽中心モデル

6
なぜ太陽中心説は

の可能性、年周現差。
同　上

捨てられたか

i
i太陽中心説の否定の力学的原因、力学的思考法。 1

7

｛アリストテレスのi運動学

二つの世界。元全な運動。不元全な運動。強制

I運動。媒質の役割。慣性的運動。

｝1　　同上

o
…
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ビザンツ科学の成果、ピロポノスの解釈、

「理想状態」、イスラムの運動学。

8 中世の自然学 村　上　陽一郎

スコラ学的な世界。ビュリダンのインペトゥ

12世紀ルネサン ス理論、マートン学派。　「ルネサンス」への道。

9 後の展開 同　上

（1）

「ルネサンス」とプラトニズム。新プラトン

10
〃
（
2
）

主義。動的世界観。ヘルメス主義。

同　上

カバラ主義。錬金術。占星術。神秘主義と科

11
〃
（
3
）

学。コペルニクスへの道。

同　上

コペルニクス：革命の意味。太陽中心主義。ル

ターとコペルニクス。コペルニクスと新プラト

12 コペルニクスの登場 ン主義。 同　上

ブルーノと神秘思想。原子論の発想。

13
ブルーノとコスモ
Xの前面

宇宙の無限性。地球の相対化。コスモスの崩壊。

�ﾔの意味構造。 同　上

太陽崇拝、占星術。神秘思想。三法則。太陽

からの力。字宙の和声。運動力学への道。

14 ケプラー的世界像 同　上

i

15
ガリレオの辿った道

@　　（1）

ガリレオの生涯。望遠鏡。裁判。
i
i
i
　
　
　
同
　
上
…
1
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

地動説と天動説。ガリレオの相対性。円運動

とガリレオ。円慣性。落下法則。

16
ガリレオの辿った道

@　　（2）
村　上　陽一郎

デカルトの力学。慣性原理。　「遠心力」・も

のと延長、機械論的構図、物質から力を剥奪す

17 デ　　カ　　ル　　ト る。 同　上

ニュートンの生涯、ロイヤル。ソサイエティ。

フヅクとの出会い、フックの誘い。『プリンキ

18 ニュートンの登場 ピア』の誕生。 同　上

逆2乗法則。万有引力。錬金術。働的世界像・r

ケプラー法則の解決。

19 ニュートンの力学
同　上

神の全知、全能性。時計細工としての世界・

20
デカルト的世界像と

jュートン的世界像

神は自然に縛られる。遍在性としての神。反機

B論。理神論へ。 同　上・

自由思想家。理性信仰。神の棚上げ。理神論

から無神論へ。百科全書派。フランス革命、ア

21 啓蒙主義　と
ｹ　俗　革　命

メリカ建国。自分の手と神の手。 同　上

原子論の論理。第一性質と第二性質。還元主

22
機械論的力学的世
E像の成立

義。デカルトのプログラムへのニュートンの包

凹早B 同　上

啓蒙主義と数学者。ラプラス。決定論。ラブ

ラスの魔。古典力学的世界像。

23 ラプラスの魔
同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

反近代。ゲーテ。「力」の概念。生物への関

24
力学的世界像への
ｽ動とロマン主義

心。

村　上　陽一郎

エコール・ポリテクニーク。産業革命。蒸気

機関。熱。エネルギー。カルノー。熱力学の第

25 科学と技術の融合 一一@則。第二法則。ファラディ。電磁場。マク 同　上

スウェル。

光の現象。波動説と粒子説。星の光行差。対

エーテル系速度。マイケルソン＝モーリーの実

26 相対論への道 験。ローレンツ＝フィッツジェラルドの短縮。 同　上

運動体の電気力学。M＝M実験との関係。特

27
アインシュ．タイン

ﾆ現代物理学

殊相対論の意味。時間と空間。同時性。

同　上

原子から素粒子へ。理論上の難点。ボーア、

28
量子力学とミクロ

ﾈ世界

ハイゼンベルグ。決定論の崩壊。生物への関心。

_はサイコロを振らないか。 同　上

科学の制度化。大学の改革。リービッヒの化

29
現代科学の位相
@　　　（1）

学研究室。TH。東京帝国大学と工学部。

qscientist＞の登場。：職業化と専門化。

nー 買@ードとMIT。

同　上

物理帝国主義。還元主義。分子生物学。新し

30
〃
（
2
）

い力学の可能性。科学批判。

同　上
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＝　生　命　科　学　史　＝

〔主任講師　筑波常治（早稲田大学助教授）〕

全体のねらい
　全体を3部にわけ、1～9回を「生命科学史の基本知識」として、科学の歴史をどう見るべきか．

総論的に解説する。10～20回は「生命科学史の個別分野」とし、いくつかの話題をえらんで各論的

に生物学の流れを文化史的に展望する。20～30回は「生命科学史の担い手たち」ということで、生

物学史上の人物列伝をあつかい、個人を研究にかりたてる情熱の源泉をさぐりたい◎

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

科学史を学ぶうえで最も必要なことは、時代に 筑　波　常　治

よって「常識」がちがうことである。それをわ （早稲田大学助教授）

1 科学史の見方 きまえ、過去のi業績の評価にさいし、学説自体

の当否よりも、そこへ到達するまでの過程を重

汲ｵなければならない。

（対談相手坪郷佳芙子）

現代科学は生命のはたらきを、化学現象とし

てとらえる◎また研究の手段としては、数字．

2 生物学の思想と方法 数式、記号を重んじる。そういう態度の由来を、 同　上

先駆者の例にそって説明する。

生物学にはふたつの源泉がある。身のまわり

の多様な生物たちへの関心がそのひとつであり、

3 博：物誌と生命論 もうひとつは生命の正体への探究である。そし 同　上

てこのどちらもが、実用目的とつよく結びつい

ていた◎

ヨーロッパで成立した科学は、一面でキリス

ト教と対：決しつつ、同時にその影響をつよくう

4 生物学とキリスト教 け、多くの文化遺産を継承して発達した◎とく 同　上

に後者の側面をとりあげて．文化知識の連続性

をあきらかにする◎

…

　　探検によって未知の新世界が開かれる◎それ
P　とともに多くの生物の存在が新しく知られる。

1

探検が開いた世界 そして生物学の歴史に．新しい流れがくわわる

ｱとになった◎

@　　　　　　　　　　　　　　　　　計

i　　同上
o

　

未知の新世界は強遠くはなれた海のかなたに 1

6

　　　　薪

~陣鏡が開いた世界

だけ存在したのではなかった◎意外に回すぐ身

ﾟかにまだあったのである◎それをあきらかに
ii　　同上

一
…

したのが隔顕徴鏡の発明であり．さらにこれに

t随するさまざまな技術であった◎

…
1
｝

」
醒
一
ε

　医学と生物学には深い宿縁が存在している。

a苦からの解放をねがう努力が、生命現象にか

1
…

一
1
一

7隊学と生物学 んするいぐっもの謎を解きあかした。同時に：そ

ﾌ関係史には、人間の‘‘業”ともいえる多くの

竅F題が露呈されている。

同　上
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回 テ　　一　　　マ 内r@　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
農業に論ける生物
@　　　　　　（D

農業もまた入間と生物を結びつける大きな舞

艪ﾅある。農業の起源とくに作物や家畜が有史

ﾈ前に育成されたいきさつについて、科学の立

黷ｩら考察し、まだいかにわからないことが多

｢かをあきらかにしたい。

筑　波　常　治

i対談相手坪郷佳芙子）

9
農業に澄ける生物
@　　　　　　（H）

　農業に：は自然を写生する態度どならび、自然

ﾉつよく逆らう側面が宿命的につきまとう◎両

ﾒの調整こそ農業の成否をわけるともいえる。

｢わゆる有害生物と人間とのかかわりあいをと

翌ｵて、この問題を考察したい。

同　上

10 生命観の変遷（1） 同　上

11 生命観の変遷（丑）

　生命とは何か？　これは人間にとって最大の

ﾖ心事のひとつだ。科学以前の生命観と、近代

ﾈ学の生命観とは、どうちがっているのか。そ

ﾌ推移の過程を、社会的な背景とあわせてたど

閨Aさらに生命観の生活一般におよぼす暴大な

e響を解説する。具体的にいえば「生気論」

u機械論」とそれぞれ叫ばれている生命観の内

eを歴史的に説明し、人間が無自覚のうちにそ

ﾌ制約下でくらしているさまを、功罪両面にわ

ｽってあきらかにしたい。

同　上

12 生命観の変遷（皿） 同　上

13
分類学の理想と現実
@　　　　　　（D

　生物の種類をわけるのが分類学である。要す

驍ﾉ鑑別さえできればよいのだろうと思われが

ｿだが、とんでもない。理想に近い分類体系を

ｮ成するには、ゆたか：な哲学的思考が不可決な

ﾌである。分類方法の変遷を、思想史的にたど

驍ﾌが講義のねらいである。そしてじつは理想

I分類の実行が、いかに至難であるかをあきら

ｩにしたい。

同　上

14
分類：学の理想と現実

@　　　　　　（H）
同　上

15
個体誕生の秘密
@　　　　　　（1）

　発生学の歴史を講義する。性への関心も、生

ｨ学を発達させる大きな要因であった。子供は

ﾇのようにして完成されるのか、親と子が似る

ﾌはなぜか、容易に観察できない生体深部での

ﾅきごとであり、神秘性を感じさせる問題であ

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

16
個体誕生の秘密
@　　　　　　　（皿）

つた。これをめぐって「前成説」と「後成説」

ﾌ対立が澄こった。そして発生学の歴史は全体

ﾆして、観察的化学から実験的科学への進歩の

O跡をあざやかに描きだしている。

筑波　常　治

i対談相手坪郷佳芙子）

17 個体誕生の秘密
@　　　　　　（皿）

同　上

18 進化の思想（1） 進化論は一現代化学をささえる諸学説のう 同　上

ちでも一とくに絶対視されがちであるが、じ

つはかなりあやふやさを内包した主張なのであ

る。それは科学のなかでもっとも詮索と想像に

依存せざるを得ない分野であり、それゆえに：時

19 進化の思想（皿） 代ごとの社会環境に大きく支配される。したが 同　上

って科学と社会のつながりを知るに：は絶好であ

り、同時に科学が絶対的ではなく、相対的真理

にほかならないことを理解するのに：も有効であ

る。、さらにまた科学のもたらした罪業の面も・

20 進化の思想（皿） 進化論の歴史をとおして浮かびあがってくる◎ 同　上

21

上流階級による博

ｨ誌一アリスト
eレス、プリニウ
X、　ビュフ：オンー

　博物学を担った入物には、富福な上流階級が

ｭなくなかった。その財力によって、のびのび

ﾆ調査・探検がおこなわれ、豪華な絵をともな

､大著が出版されたからである◎そういう立場

ｩらの学問への貢献を考察する。

同　上

一方で博物誌は、それほど富福でない庶民たち

市井の庶民による の一部によって担われた。大がかりな道具や施設

22 博物誌一ホワイ
g、リンネ、ファ

を必要とせず、特定の土地に住みついて、身のま

墲閧ﾌ自然と生物をじっくり観察した知識が、こ
同　上

ブノレ　一 の学問を発達させた。のちの分類学の大家たる
リンネも、はじめはそういう境遇から出発している。

芸術、道楽、狂気 研究をささえ成功にみちびいた個人の情熱は、
　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

黹nラケルフス、 しばしば意外な原因にねざしている。すなわち

23 レーウェンフク、 冷静にして沈着な模範的人格とは対照的なとこ 同　上
スワンメルダム、
}イヤー、シュラ

うに一。そういう代表例を紹介する。

イデンー一
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

18～19世紀のフランスで、進化論への聲否を

24

想像と実証の対立一ラマルクとキ

?rェー

めぐり激しく対立したラマルクとキュビエは、
､究態度に言いても対照的といえる。ときとし

ﾄ飛躍的想像にたよるラマルクと、丹念な実証
ﾉこだわるキュビエを比較しながら、科学の方

筑　波　常　治

i対談相手坪郷佳芙子）

法について考えてみる。

ダーウィンの生涯は科学史上の人物のうちで
も最も幸福なものに見える。しかしその成功を

25
不幸が贈った幸＝運一ダーウィンー もたらした原因をさぐると、かれをとり巻くさ

ﾜざまな悲劇が浮かびでてくる。不幸を転じて
同　上

すぐれた学説に結びつけた個人的事情を解明し
てみたい。

門外漢ゆえの大発 遺伝の法則の発見者として、メンデルの名は

26 見一メンデル一一 不朽である。生物学史に診ける最も重要な人物 同　上
（1）

のひとりにちがいない。ところがかれの生涯を

みると、むしろ物理系の諸分野に知識が深く、

生物学は素人に近かった。そしてじつは素人な

門外漢ゆえの大発 ればこそ、専門家の気づかぬ部分に着目して、

27 見一メンデルー 細大な発見をなしとげることが可能だったので 同　上
（皿）

ある。

多彩＝な科学の統一 バストウールの科学史上の功績は多彩である。

28 性一パストゥー とぐに有名な自然発生説の否定、狂犬病ワクチ 同　上

ルー　　　　（1） ンの開発をふくめて、化学、生物学、医学、工

業技術などの諸分野に：またがる。だがかれ自身

はたんに多方面な好寄心のまま、つぎつぎとさ

多彩な科学の統・一 まざまな分野に手をつけたわけではなかった。

29 性一パストゥー 化学者として出発し、その部門でのみずからの 同　上

ルー　　　　（の 専門を徹底的に深めたところが、それが新たな

研究課題をまねき、さきへさきへと進んだ結果、

いくつもの領域に：またがる多数の成果が生まれ

多彩な科学の統一 たのである。そういうバストウールの研究上の

30 ’1生　一　ノくス　ト　ゥー 軌跡は、当時の科学発達のすじみちをそのまま 同　上

ルー　　　　（皿） うつしだしている。
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　　　＝二宇宙の構造と進化＝

〔主任講師：小尾信弥（東京大学教授）〕

全体のねらい
　太陽系、銀河系、銀河宇宙と階層化し、多様化している現在の宇宙の特徴や構造から、それが形成

された100数十億年の歴史についての理解を深める。専門分野の講師によって、各分野の最前線の研

究にもふれる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

現在の宇宙は生物を含む太陽系、銀河系、銀

1
宇宙とはどういう

烽ﾌか

河宇宙ときわめて分化し階層的な構造をしてい

驛ﾐその概観を示すとともに、宇宙に研げる距

｣や時間の概念にふれるとともに宇宙探究の方

　小　尾　信　彌

i東京大学教授）

法にも及ぶ。

宇宙を構成する単位は銀河であるが、銀河を

構成しているのは非常に多数の星（恒星）と星 小尾　信　彌
2 星　　の　　世　界 間物質である。ここでは星の基本的な性質と統

計的な性質を明らかにする。 日江井栄ゴ郎
（東京大学助教授）

星の間の空間は空虚ではなく、ガスと微塵か

らなる星間物質で充たされている。さまざまな

3 私たちの銀河系 銀河系の天体と、銀河系の構造について述べる。 小　尾　信　彌

また電波や赤外線観測で明らかにされた銀河中

心病にもふれる。

銀河系の外には、数えきれない別の銀河が見

轤黷驕Bここでは銀河の分布や運動などに見ら
小　尾　信　彌

4 銀河　の　世　界 れる特徴をも述べるとともに：、電波銀河やクエ

一サーなどの特異な天体にもふれる。 寿　岳　　　潤

（東京大学助教授）

5
有限宇宙から無限

F宙へ

　天動説が受け入れられていた時代からずっと

F宙は有限であるとされてきた。16世紀末のG・
tルーノに始まる無限宇宙の思想や、19世紀に
�oされたオルバースのパラドックスなどを中

小尾　信　彌

ｺ　上　陽一郎

心に、宇宙観の歴史と流れを述べる。 （東京大学助教授）

　原子力学と相対性理論は物理学を大きく変え

ｽばかりでなく、私たちの宇宙観を根底からく
小　尾　信　彌

6 相対論的宇宙論 つがえした。1916年に提出されたアインシュタ

Cンの一般相対論に基づく宇宙の構造を述べる。
佐　藤文　隆
i京都大学教授）

私たちの宇宙は現在膨張していると考えられ

ている。・一般相対論に基づき宇宙原理を仮定し

7 膨張宇宙のすがた たフリードマン・モデルによって膨張字宙が開 小尾信　翰
いているか閉じているか、宇宙の観測をもとに：

その未来を考える。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

　開いているにせよ閉じているにせよ現在膨張を

ｱけている私たちの宇宙は澄よそ150億年以前に
小尾　信　彌

8 宇宙　の　開　開 爆発をもって直筆した。3Kの宇宙背景幅射の性
ｿから、初期の宇宙を調べる。 佐藤勝　彦

i京都大学助手）

　開開して3、4分後に水素とヘリウムの2元素
ｪ創られた初期の宇宙は、膨張するにつれて密度

小　尾　信　彌

9 銀河と星の誕生 と温度が急激に下がり、100万年程度で物質は光

謔阯D勢になった。こうして、特等の物質は無数

ﾌ銀河と星に分化した。

松　田　卓　也
i京都大学助教授）

宇宙の初期に生すれた星が、現在すすべて払い

10
星の
Gネルギー源と構造

ているわけではない。星の熱源は、高温度の中心

狽ﾅ起こっている原子核反応であるが、それが発

ｩされた歴史的背景や、それに基づく星の寿命や

小　尾　信　彌

内部構造について述べる。

　中心部で熱を放つ原子核反応が進むにつれ、星

ﾌ内部構造は変化し、光度や半径など外部的特徴
小　尾　信　彌

11 星　の　進　化 も変化する。主系列星として誕生した星はこうし

ﾄ巨星、超巨星へと進化するが、星のモデルの立

黷ｩらこれを考える。

森本雅樹
i東京大学助教授）

　原子核燃料を使いきった重い星は、超新星の爆

ｭにより一生を終り、品性子星やブラックホー・ル
小　尾　信　彌

12 星　　の　終　末 を残す。それは星の終末のひとつの姿であるが、

ｾ陽程度の質量の星は白色矯正として一生を終る。

ｱこでは星の終末とその後の変化を述べる。

杉　本　大一・郎

i東京大学助教授）

超新星の爆発で残されるブラックホールとはど
､いうものか。その研究の歴史的背景や、因果の

小　尾　信　彌

13 ブラックホール 地平線などその特徴、実際にどういう天体として
ｩつけられているかなどを述べる。銀河中心のブ 小　田　　　稔

ラックホールやミニ・ブラックホールなどにもふ （東京大学教授）

れる。

進化する星の内部では、水素から始まって種々

ﾌ元素が合成される。超新星の爆発の際には超ウ 小　尾信　彌

14 物質宇宙の進化 ラン元素に至る重い元素がつくられる。ここでは
ｯの輪廻の考えに：基づいて、現在の宇宙を構成す 増　田　彰　正

る元素の起源を考える。宇宙進化の全体像にもふ （神戸大学教授）

れる。

進化する銀河系のなかで、私たちの太陽系はお

よそ50億年以前に誕生した太陽系の誕生と進化

15 宇宙　と　入　間 について述べ、それをもとに銀河文明やそれとの 小　尾信　彌
接触についても考える。最後に宇宙の進化とは何

かに：ついてもう一度考えたい。
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＝＝ n球の科学＝
〔主任講師　竹内　均（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　地球化学の現状を解説する◎

回 テ　一　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

地球や私たちの身体をつくる元素が、．どのよ 竹　内　　　均

1
星の進化と元素の

うにしてできたかを知るには、主系列星から三一

V星の爆発へと至る星の進化のあとを明らかに

（東京大学名誉教授）

起源 しなければならない。 小沼直　樹
（茨城大学教授）

　私たちの太陽系が属する銀河系には、1000

ｭf固もの恒星が存在する。銀河系内での太陽系
竹　内　　　均

2 銀河系と太陽系 の位置とその特徴を明らかにしてみたい◎
松　田　卓也

（京都大学助教授）

太陽系の起源については、昔から多くの説が

?ﾁた。それらを展望し、起源論における現在
竹　内　　　均

3 太陽系の起源 の主流である凝縮説を紹介したい。
松　井孝　典

（東京大学助手）

地層や化石の研究だけからではわからない岩
竹　内　　　均

石の絶対年令を岩石中の放射性元素を使って決

4 岩石と地球の年令 める方法について説明する。「地球の年令」が

ﾇめように：して決められ、どのような意味を持
小　嶋　　　稔

i東京大学教授）
つたものであるかについても説明したい。

入間の月着陸によって、月のたどった歴史が、
竹　内　　　均

5
地球と月のたどっ
ｽ歴史

ある意味では地球のそれよりも明らかになった。

ｻの結果を参照しつつ、地球と月のたどった一
ﾊ的：な歴史のすじみちを明らかにしたい・

　武　田　　　弘
i東京大学助教授）

P

6
造山運動と大陸の

ｬ長

　大陸と海洋の接する部分の海洋側に地向斜と

ﾄばれるくぼみができ、そこにたまった堆積物

ｪやがてそびえたって山脈と：なり、大陸の成長

ｪおこる。そのような大陸成長の具体的なから

ｭりを明らかにしてみたい。

Ii竹内　均

演ﾍ野　長
薗
ﾂ
献
学
助
翻
…

7

藝大陸と海洋と大気

@の起源

　火山作用にともなって地球内部からしぼわ出

ｳれてきた水蒸気と火山ガスが集積して海洋と

蜍Cが作られた。地球科学が明らかにしたこの

謔､な大陸と海洋と大気の起源に：ついて説明し

ｽい。

i
竹
内
　
均
i
i
松
尾
禎
士
i
（
東
京
工
業
大
学
教
授
）
i
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 生命　の　誕生

　これまで見つかっている地球上で最古の生物

ﾌ化石は約32億年前のものである。一方実験

ｺ内では、無機物から有機物を作る実験が活発

ﾉおこなわれている。これらの2つの立場から

n球上での生命の誕生についてふれてみたい。

竹　内　　　均

9 大気の進化と生物

　火山ガスが集積して地球大気ができたとすれ

ﾎ、その大気は金星や火星のそれと似た炭酸ガ

X的大気のはずである。それを現在のような酸

f的大気に変えたのは、光合成をする植物であ

驕B

同　上

10 地　質　時　代

　今から約6億年前の古生代カンプリア紀のは

ｶめから、化石を残すような生物が地球上に大

ﾊにあらわれた。それ以後の古生代、中生代お

謔ﾑ新生代のころの地球の歴史をたどってみた

｢。

同　上

11 大陸と極の移動

　約1億5000万年前に：は、地球上の大陸はすべ
ﾄ集まって超大陸、パンゲアを作っていた。そ
ﾌ後、このパンゲアが分裂移動して、現在のよ
､な大陸の配置になった。大陸が移動しただけ
ﾅなく、極もまた地球上を移動したことが確め

轤黷ﾄいる。

同　上

12
プレート

@　テクトニクス

　現在では、大陸だけでなく、海底をも含めた

n球の表面が約10枚のプレートに分かれ、そ
黷轤ｪ独立に運動していると考えられている。
vレート（板）テクトニクス（構造地質学）と
ﾄばれるこの考えについて、詳しい説明をして

ﾝたい。

同　上

13 地震と火山活動

　地球が今もなお生きており、大陸と海洋と大

Cの成長が今もな澄続いていることを物語るの

ﾍ、地震と火山である。こういう立場にたって

n震と火山活動について説明する。

同　上

14 氷　河　　時　代

　最近約10億年間に、4回の氷河時代があった。
t2貧響総監翻黙鞍総会最後の氷河時代に属する間氷期であるなどとも言われている。

i　同上

15 人間活動と地球

　現在の入間活動の規模は、自然のままの地球

ﾌバランスをくずす程度にまで大きくなってい

驕Bこのような立場にたって、環境汚染、エネ

泣Mー消費、異常気象といった問題についてふ

黷ﾄみたい。

同　上
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二地球像の変遷＝
〔主任講師1奈須紀幸（放送大学教授）〕

全体のねらい
地球に：ついての人々の理解の深まりの歴史を紹介するとともにいろいろな時代（例・古生代）に診

ける地球の姿を再現する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

古代文化圏の中で宇宙に関する特徴的な見方
奈　須　紀　幸

1

宇宙観の変遷互
黹Mリ　シや的な

（例えば地球説、太陽中心説、地球中心説など

�ﾜむ。）を持っていたギリシャ入達の宇宙に
（放送大学教授）

ｺ　上　陽一郎
宇宙観の特色一 対する見方を探る。 （東京大学助教授）

ギリシャ入の宇宙観がビザンツ・イスラムを

宇宙観の変遷E 経て中世ヨーロッパに伝えられ17世紀に科学
同　上

2 一近代的な宇宙観 的な宇宙観の誕生を迎える事晴とその後の展開

の形成一 を探る。

現在知られているところでは、固体地球は層

状構造をしている。このような構造の解明はど

3 固体地球研究の進展 のように行われてきたのか。また、存在する物
ｿはどのようなものと推定されているのかを学 奈　須紀　幸

ぶ。以前入々は地球の内部についてどのように
想像していたのかという点についても触れる。

．船乗り達の経験：、天気図上に見られる気団．
奈　須　紀　幸

前線、高・低気圧、高層気象観測で発見された

4 大気研究の進展 惑星波、ジェヅト気流などが地球規模の大気大

z環像に組み込まれてきた。その変遷をあとづ
浅　井　富　雄

i東京大学教授）
ける。

　海洋の旧著な現象である循環に焦点を合わせ、

L史以来の海洋循環像の変遷を概観する。海洋 i奈須紀幸
5
…
灘
研
究
細
事
　
き

循環の研究は、未だ未解決の問題が多く残され
ﾄおり、その解明は今後に待たれる。最近の研
?ﾉ力点をおいて述べると共に、将来の研究を

も展望したい。 …

；
…

いろいろな時代に形成された地層や岩石を．

ﾇのように正確に識別し、順序正しく時代区分
■須紀幸

　…

Ui地質時代の確立@
i
　
｛
　
　

　できるかが、地球の歴史を学ぶ第一歩となる。P　化石を使ったわ、放射性同位元素を用いたりしiiて、次第に地質時代が確立されてゆく。 ｝浜田隆士
P（東京大学教授）
堰
c

陸地は太古の昔から同じ形の陸だったのであ i

7
　
…

1
大
陸
の
確
の
綴
…

ろうか。ヒマラヤのような高い山地から、なぜ

Cの生物の化石が見出されるのであろうか。陸

ﾌ研究のためには、陸地そのものの調査だけで

ii　同上

昌
●
毒
…
章
曼

はなり立たないことがわかってきた。 i
…
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

近代の深海底の研究は、19世紀後半のチャレ

大洋底研究の進展1 ンジャ一号世界周航に始まる。その後、音響測

8 一調査技術の進歩に 深の進歩、底質採取法の進展、地震波による解 奈　須紀幸
伴う解明の歴史一 析の進歩によって大洋底の姿は次第に明らかに

されていった。その過程に：ついて学ぶ。

ウェゲナーの大陸移動説の見直しと深海底研

大洋底研究の進展孤 究の進展、特に中央海嶺系の連続性の発見は大

9 一大洋底拡大の概念 洋底拡大という概念を生み、やがてプレートテ 同　上

の確立一 クトニクスの概念の誕生にまで発展した。その
o緯について述べる。更にチャレンジャー号の
深海掘削による上述の概念の検証に言及する・

地球上に生物が出現し、化石として大量に見
出されるようになってから後を顕生累代といい 奈　広範　幸

10 古生代の地球 その前半が古生代である。植物が初めて陸上に：

i出し、海中では三葉虫が栄えた。古生代の海 浜　田　陸　士
陸分布は現在と大きく異なり、気候もまったく

違っていた。

古生代から中生代への移り変わりは、生物界
の激動期であった。アンモナイトと恐竜の全盛

11 中生代の地球 をほこる中生代の地球は、古生代とどのように
痰ﾁていたのであろう。そしてその恐竜達はな

同　上

ぜ中生代の終わりに姿を消してしまったのであ

ろうか。

新生代は、現在地球上に見られる大山脈が形

成され、現代劇の生物が発展した時代である。 奈須　紀幸
12 新生代の地球 ここでは、現在の地球上の自然景観や生物界が

ﾇのようにして出現してきたか、また、新生代 鎮　西　清　高
末の氷河時代の実態がどんなであったかを学ぶ。 （東京大学助教授）

化石や測定年代をまとめて組みあげられた日

日本の古生代・ 本の古生代・中生代の有様は、地球史の中でど 奈　須　紀　幸

13 中生代 のように位置づけられるのであろうか。フズリ
ナやアンモナイトからわれわれは何を学べるの 浜　田　陸　士
だろう。日本列島はやはり昔も列島の形をして

いたのであろうか。

化石や岩石の測定年代からまとめられる日本

の新生代の有様はどのようなものであったか。 奈　須　紀　幸

さらに、古第三紀、新第三紀、第四紀と分けて

14 日本の新生代
調べた場合の日本の姿はどのようなものであっ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　享 ｛鎮西清高
たかを学ぶ。 ｛

15
日本列島周辺の
C底の姿

　現在の日本列島の姿を支えている周辺の海底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…の姿は一体どのようなものか。大陸棚の存在に

?ﾚし、古久慈川の埋積谷の形成過程や富山湾
?P沖埋没林の発見と大陸棚について学ぶ。ま

初許ﾉ講離晦響さ

…il奈須紀幸

奄
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＝　大　気　と　海　洋　＝

〔主任講師　奈須紀幸（放送大学教授）〕

全体のねらい
　地球表面の7割を澄おう広大な海洋の本質を知るために、色々な専門分野にわたって学ぶ・

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

海の科学的探検の時代から現今の海洋実験の 奈　須　紀　幸

時代までにわたり、主として海洋と海底の構造 （放送大学教授）

1 海洋探究の歴史 と運動の面から探究の成果を概観し、海洋の科 寺本　俊　彦
学へと誘うよすがとする。 （東京大海洋研究

所教授）

海洋の物理現象の中でも特に顕著な海洋大循環

環について、その成因、構造につて説明し、そ

2 海洋　大循環 れらを更に深く理解する上で必須な課題である 同　上
人工衛星からの観測や深層の循環の観測につい
て述べ関連する重要なトピックスである海洋一大
晶系の大規模i変動や海洋温度差発電：について触れる。

北大西洋における湾流とならんで顕著な海流

である黒潮を中心とする黒潮循環の構造、その

3 黒　　　　　　潮 著しい変動である蛇行と冷水渦や農水化、それ 同　上

らと同じ程度のスケールをもつ中規模優子等に

ついての最近の研究を紹介する。

海岸では常に沖から岸に向って波が打ち寄せ 木　村　龍治
ている。この波はどこで作られどのような性質 （東京大学海洋研

4 波　　と　潮　汐 があるのか、実験を行って説明する。特殊な波 究所助教授）
として、高潮と津波に触れる。次に潮汐のメカ

ニズムと水理模型による瀬戸内海の潮流の研究 奈　須　紀　幸
について話したい。

地球大気生成以来、気候は変動をくり返しな 浅　井　富　雄

がら今日に至っている。気候変動のしくみにつ （東京大学海洋研

5 海洋と気候変動 いては不明な点が多いが、これまでの変動の実 究所教授）
態と海洋の果している役割について述べ、最後
に、入間活動の気候変動に及ぼす影響について 奈　須　紀　幸
ふれる。　’

陸地と海洋の熱的。動的特性に大き：な差異が

あるため、海岸地域には特有の気象現象が生じ

6 海岸地域の気象 る。一日周期の海陸風や広範囲に見られる一年 同　上

周期の季節風がその例である。これら沿岸域の

気象の特徴・機構・影響等について述べる。

生物の活動を通じて、いろいろの元素が循環 服　部　明　彦
している。酸素、炭素、窒素に注目して、海の （東京大学海洋研

7 海の物質循環 中に残された生物活動の軌跡をたどることによ 究所教授）
って、その動き、特徴などについて探る。生物
生産や沿岸の富栄養化の問題との関係について
烽ﾓれる。

奈　須　紀幸
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

わが国は、四面海にめぐらされ、：豊かな海の 平　野　敏行
幸にめぐまれている。このような海の生物資源 （東京大学海洋研

8 海流と生物資源 の生産は日本近海では、黒潮や親潮と呼ばれる 究所教授）
暖流や寒流と密接な関係をもっている。世界の
海のどのような海流が、どのように生物生産と
ﾖ係しているかを探ってみよう。

奈　須紀　幸

海洋漁業資源は決して無尽蔵ではない。しかし 青　山　恒雄
年々再生産されるから、資源の利用方法を適正 （東京大学海洋研

9 漁業資源とその利用 に保つように努めれば、長期間安定した漁獲を 究所教授）

得ることが可能である。このことは、今日の国

際漁業情勢の中で特に重要性を増している。 奈　須　紀　幸

大小の部分生体系に別れ、200m以浅の浅海 堀　越　増　興

系には植物の光合成活動があるが、深海系では （東京大学海洋研

10 海洋の生体系 微生物と動物のみとなる。沿岸域と外洋域とで 究所教授）

は種類も生物量も異なるが、近年内湾の有機汚

濁が外洋にはみ出す傾向がみられる。 奈　須　紀　幸

海底やその直上の水中には、表層や中層の水

中とは異なる海底の生活に適応した種類の生物

11 底生生物の生活 がすむ。これらは生物群集をなして澄り、植物 同　上

連鎖などを通じて互いに：関係して生活を送る。
､上のミミズのように堆積物を撹拝する現象が
知られるように：なった。

深海底は中央海嶺：で生まれ、横に数αn／年の 小林　和　男
速さで移動していることが数多くのデータから （東京大学海洋研

12 深海底の生いたち
示されている。海底が生まれ出る場所の様子に
ﾂいてその構造や形態について詳しく述べ沖縄

究所教授）

トラフ、マリアナトラフなども小さいながらも
海底が生まれっっあるか、生まれたばかりのと 奈　須紀　幸
ころについても述べる。

深海底は海溝の下で：ななめに陸の下に沈み込
んでいる。その形は深発地震面の様子が推定さ

13 深海底の沈み込み
れているが、最近では地震の波の伝わり方から
煌m認されている。沈み込みの形は地域によっ

同　上

てもかなり異なっている。このちがいは地震の
起り方や火山活動の歴史にも深く関係している。

大陸の周辺には海底傾斜のゆるやかな大陸棚
がひろがっている。その外線の水深はほぼ120

14 大陸棚の生い立ち ～130m程度である。このような海底地形が生 奈須紀　幸
じたのは氷期・間氷期の繰り返しに対応した海
水準変動が原因であることが判明した。その経
緯に：ついて説明する。

海岸は岩石海岸と砂浜海岸及び内湾の干潟に

大別される。この様な海岸の地形や堆積物の分

15 海　　　　　　岸 布に：ついて分類を行う。さらに、砂浜海岸の沖 同　上

合いにおける波や流れのパターンを知り、砂浜

海岸の形成の機構について学ぶ。
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　　＝　生　態　学　概　論　＝

〔主任講師　岩城英夫（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　個体一個体群一群集の各’レベルに澄ける生物と無機的環境、生物と生物との関わり合いを具体的事

例をあげて講義し、生物的自然の構造と機能、生物群集や生態系の多様性、全体性澄よびその動的平

衡についての理解を深める。講義を通じて、生物個体と四境、個体群の動態の問題を扱う個生態学・

生物群集や生態系の構造と機能の問題を扱う群生態学の分野における基本的原理と概念を理解させる。

また環境汚染など人間活動に伴う環境問題についても生態学の視点を講述する。

主な項目

（1）序論：生態学の対象と方法

②　生物と光環境

（3）生物と温度・大気環境

（4）生物と水環境

（5）生物と土壌環境

（6）気候と植生の分布

（7）個体群の成長と調節

（8）動物の密度効果となわばり

（9）競争とすみわけ

⑳　補食と食うもの食われるものの関係

⑪　絶滅と安定性

⑫　植物の繁殖戦略

⑬　植物間相互作用

⑯　生物群集の構造と組成

⑮　生物群集と環境

⑯
α
の
⑱
⑲
⑳
⑳
㈱
㈱
⑭
㈲
㈱
吻
㈱
㈲
㈱

生態遷移

植生の掩乱と更新

物質生産

食物連鎖と栄養段階

デトリタスと分解者

生物地球化学的循環

栄養塩類の循環1．（森林）

栄養塩類の循環2。（水界）

生態系の発達と安定性

多様性と安定性

農業生態系1．（エネルギー流と循環）

農業生態系2．（害虫防除の生態学）

生物資源と環境保全

環境汚染の生態学

まとめ：入間の生態学
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・＝@現　代　資　源　論　＝

〔主任講師　山口梅太郎（東京大学教授）〕

全体のねらい
　資源問題が論議されている割りに：は、鉱物資源に：ついて、例えば、鉱物資源と入間とのかかわり合

いや、資源の分布や資源量の問題、資源を獲得し、利用するための技術、更に、わが国としてどう対

応すべきかといったことがあまりにも知られていない。このセミナーでは鉱物資源の諸問題を、その

開発と利用を中心に、技術的側面から概説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

火打石としてのフリント、やじりとしての黒

曜石など、石器時代を象徴する資源をはじめと
山　口　梅太郎

1 鉱物資源と文明 して、青銅器時代，鉄器時代、現代に至る文明

ﾉかかわる資源の役割りを概説する。
（東京大学教授）

鉱物資源は農産資源、水産資源などと異なり、

2
資源の有限性
ﾉついて

栽培することのできない資源であって、掘り取

黷ﾎいずれは無くなってしまう。1970年に：発表

ｳれたローマクラブの「成長の限界」などを中

同　上

心に、鉱物資源の有限性を論ずる。

わが国は古くから開発された鉱山国であるが

3
わが国の鉱物資源
ﾆその確保

今日では、その資源需要の大部分を海外からの

A入に依存している。わが国の活動を支える鉱

ｨ資源確保の状況それを支える経済、技術など

同　上

を概説する。

鉄、銅、コバルトなどの金属資源について、

その鉱床、分布、埋蔵量など、いくつかの金属
武　内　寿久彌

4 金属鉱物資源 を例にとって解説し、その問題点を論ずる。
（東京大学教授）

石灰石、硫黄、燐鉱石など非金属鉱物もまた

地下から得られる重要な鉱物資源であるが、そ

5 非金属鉱物資源 れそれ特徴のある資源問題をかかえている。 同　上

7回以下のエネルギー鉱物資源と関連して、

ウラン、トリウムなどの核燃料鉱物資源につい

6 核燃料鉱物資源 て解説する。併せて、リチウムやジルコニウム 同　上

など原子炉材料として重要な資源についても触

れる。

地熱、太陽、水素など新しいエネルギー資源

7
エネルギーとその

糟ｹ

を含めて、将来のエネルギー供給のバランスを

W望し、その中における石油や石炭などの化石

R料資源の占める重要さを論ずる。

富　永　博　夫

i東京大学教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　容　　i 担当講師

8

i｝石炭・石油・天然
可融天然ガスなどはエネルギー雛｛であるばか艇なく、重要な工業原料である・iこれらの利用の歴史、その化学、将来を展望す　i

（所膏氏名

i
富
永
　
博
夫　
　

る。 婆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石油の代替資源といわれるオイルサぞド、オ

イルシェールとはどんなものか、その他の代替

9
オイルサンド・オ
Cルシェールなど 細細婚石油代騰の鰍開発1 同　上

鉱物資源の供給源である鉱山の開発はまず鉱

床の発見からはじまる。鉱床の性質、鉱床探査
武　内　寿久彌

10 鉱山とその開発（1） の技術、発見した鉱床の評価、開発の可能性の
（東京大学教授）

検討などをまとめる。

鉱床をどのように開発し、鉱石を採掘する技

術について述べる。：露天掘、坑内採掘、砂鉱床
山　口　梅太郎

11 鉱山とその開発⑪ の採掘、あるいはインプレースリーチングなど、 （東京大学教授〉
いろいろな採取方法が行われる。

鉱山から掘り出された鉱石は、多くの場合、

12 鉱山とその開発⑪

そのままでは利用できない。鉱石の中の不用な

舶ｪを取除き、品位を高める選鉱の技術、鉱石 井上外志雄
i東京大学助教授）

から金属を取出す製錬の技術について述べる・

海水に憎げている各種の塩類も重要な鉱物資

13
海から得られる鉱

ｨ資源

源であり、最近はウランを採取することも試み
轤黷ﾄいる。海岸や浅い海に堆積している砂利

　　山　口　梅太郎

@（東京大学教授）

P
マンガン団塊やオイルシェールなどのほかに

14
未利用資源とリサ

Cクル

も．まだ十分に利用されていない資源は多い。

ｱれらの未利用資源の有効利用を考え．また、

?pされた後捨てられる資源をもう一度活用す

　　井上　外志雄
@（策京大学助教授）

るリサイクルの問題を考える。 1
鉱山をはじめとして、鉱物資源の開発は、ど

…

15 資源開発と環境問題

うしても自然環境の破壊を伴うことになる。資

ｹの確保と自然環境の保護をどのように調和さ
山　口　梅太郎

i東京大学教授）
せたらよいか、破壊された環境をどうしたら回

復できるのか等を考える。
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仁二

〔一三師匠灘欝舗）〕

全体のねらい
　物質の一断面として、我々の生活に関連の深い微粒子をとりあげる。微粒子であるが故に大きな表

面積をもつので、表面（界面）の現象が微粒子系の現象や性質：に：深い関わのをもっている・表面（界面

面）現象としての表面張力、吸着、ぬれ、界面電気などについてしらべる。ついで、液体中の微粒子

系（あわ、エマルション、コロイド分散系）の生成、性質、応用、空気中の微粒子系（粉体）の生成、

性質、応用について述べる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

物質は、気体、液体、固体の三状態をとるが

1
微粒子と表面（界面）

@一序論として一

これらを微粒子にすると、特殊な性質を示すよ
､になる。これをコロイドという。コロイドは
ｻの表面積が著しく大きいため界面の性質に支

　北　原　文　雄

i東京理科大学教授）

配される。このコロイドと界面の関係を調べ、
コロイドの分類を行い次回以下の準備をする。

コロイドのうち、粒子コロイドはその生成に

2
液体中の微粒子系
iコ・イド）の生成

ある条件を必要とする。それを主にエマルショ

刀Aゾルについて調べ、粒子の大きさ、形とコ

鴻Cドの沈降や濁り色との関係をみる。
同上

3
空気中の微粒子系
i粉体）の生成

気・液界面の吸着の他に、固体表面への気体

4 吸着の界面科学

の吸着があり、これは固体表面の改質、触媒作

pの立場から重要である。気・固界面の吸着に

ﾖする現象、その応用、また溶液から固体表面

　北　原　文　雄i

i東京理科大学教授）

への吸着その応用についても述べる。

般ぬれる”という日常的な現象は、界面化学

にとって重要な意義をもつ。浸透接着現象もぬ

5 ぬれの界面科学 れの一面であり、ぬれは工業的にもよく利用さ 同　上

れている。ぬれの定義、ぬれに関連する現象、

ぬれの応用などについて述べる。

固体と溶液の界面に：は、一般に電気が存在し

ている。この界面電気について、生成の原因を

6 界面電気現象 調べ、結果として生成している電気二重層の性 同　上

質、その調べ方について述べる。これは後の回

の重要な伏線である。

溶液の表面張力測定から海面活性という現象

7
表面張力とミセル
Rロイ　ド

が見出された。界面活性と吸着との関係を調べ

¥面張力測定から、臨界ミセル濃度（CMC）
�≠ﾟ、ミセルコロイドの存在を知る。

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容
　担当講師1（所騒氏名1

8 粉体の性質一1

　
l
i
　1一

弓

9 粉体の性質一H

10 粉体の性質一：皿

粒子コロイドは本来不安定なもの・であるが、

11
コロイド分散系の

ﾀ定性一i

作りかたによってはかなり安定で、安定なコロ
Cドには、利害得失がある。コロイドの凝集（不
ﾀ定化）の実験からコロイドの安定化の原因の一つに電気二重層の存在があることをみ、電気

　北　原　文　雄i

i東京理科大学教授）

二重層従ってコロイドの安定性に：及ぼすいくつ
かの因子に：ついて調べる。

高分子はコロイドの一つであるが．現今は、
高分子化学として、一つの分野をつくり、大き

12
コロイド分散系の

ﾀ定性一門

な分子という見方をしている。粒子コロイドは
uｪ子を吸着するので、凝集することもあるし．
謔闊ﾀ定化することもある。これらの事情につ

同　上

いて、高分子溶液の性質と関連させつつ調べる・

微細な液滴が他の液中に分散している場合を

エマルションという。エマルションは我々の生

13 泡とエマルション 活になじみが深い。エマルションはどうしてで 同　上

き、どうして消滅するか（乳化と解乳化）、ま

た、その性質応用について調べる。

14 粉体　と　生活
藍
i

コロイド科学、界面科学は我々の生活と深い

15 コロイドと生活

つながりがあることは、しばしば述べたが、最

繧ﾉこれらを見直し、まとめてみたい。この面
ｩらの学問への刺激もあり得るであろう。たと

　北　原　文　雄
i東京理科大学教授）

えば、環境問題とのつながり、新しい材料の開

発など。
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　　＝＝　脳　　と　行　動　＝＝

〔主任講師　伊藤正男（東京大学教授）〕

全体のねらい
　脳の研究は、現代生物科学の極めて重要な課題の一つであり、その医学上の応用や入工知能開発へ

の波及効果に対する期待も大きい。この講座では、現在自然科学の手法を動員して行われている脳の

研究の成果をもとに、脳の構造とその働き方の仕組みを解説する。更に、脳と行動の関わりを考察し・

脳と心の問題に言及する○

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

脳とは一体何であろうかQ動物の行動に現わ
れるその複雑で精妙な働きは如何にして生まれ

1 脳　　の　働　　き
るのであろうか○そして、どのようにして脳は

汲ﾉは我々の精神の担い手になるのであろうか○

伊　藤　正　男

i東京大学教授｝
現代の自然科学はこれらの問いにどう答えるの

であろうか。

脳は膨大な数のニューロンから成っている。
ニューロンは電気信号を発生し、伝播させ、特

2 ニ　　ユ　　一・　　ロ　　ン
殊：な化学物質：を分泌して相互に情報を伝え合う○

jューロンとニューロンの間をつなぐシナプス
・　同　上

は脳の働きにとって最も重要な微細構造である○

多数のニューロンとその突起が集まって核と
呼ばれる集塊を作り、また、美麗な皮質構造を

3 脳　　の　構　造
作る。脊髄、延髄、小脳、橋、中脳、間脳、大
]と呼ばれる脳の各部分は、それぞれ特徴のあ

同　上

る構造をして訟り、脳の働きの上で違う役割を
分担している。

脳の働きのもっとも底辺にあるのが反射であ

る。われわれの日常行動には数多くの反射が含

4 反　　　射　　　系 まれている。多数の反射をうまく組合わせて実 同　上

施する働きは脳に特有のものである。反射に澄

ける信号の伝わり方を調べてみよう。

延髄より上位の中枢から脊髄へ何本もの下降
路が降りていく。これら下降路の信号は、自動

5 脊髄下　降路 車のギアのように脊髄で行われている反射を活 同　上
動させたり、停止したり、種類を切り換えたり
する働きがある。代表的な下降路の＝構造と作用
を調べる。

小脳は直接、あるいは脊髄下降路を介して間
接に反射系につながり、反射の働きを正確な、

6 小　　　　　　脳
円滑なものにする。環境状況に応じて反射を適
椏Iに修正したり、多くの反射活動の協調をと

同　上

るのも小脳の役目であり、所謂運動学習の中枢

となっている○

大脳の深部にある幾つもの核の集合体で、運

動の自動的な制御の中枢である。これが病気で

7 大脳基　底核 侵されると、いろいろな型の不随意運動が起つ 同　上

てくる。大脳基底核は運動制御に澄ける自動的

な安定装置の役を担っているようである○
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回 テ 一一一 @　　　マ 内　　　　　　　容
担 当　　　講師
i所属ピ氏名）

皮膚、目、耳、鼻、舌で受けたいわゆる5感

の情報は神経信号に変えられて上位の中枢へ送

8 感 覚 系 られる。脳はどのようにしてζれらの情報を分 伊 藤 正　男

卒し、われわれが身を置いている外界のイメー

ジを脳の中に作り出すのであろうかQ

われわれは意のままに運動を行うこξができ i
るが、その仕組みはどうなっているのであろう，i

9 随 意 運 動 か○大脳の運動領野で生まれた司令信号が脊髄に
i 同 上

送られて運動を引き起す過程を分析してみる。

われわれの感情の根底にあるのは、外界から

の刺激に対する生物学的な価値判断である○益

10 情 動 になるものは喜びを、害になるものは怒りや怖 同 上

れを引き起す。この価値判断機構は視床下部に

あり、大脳辺縁系に助けられて働くと思われる。

摂食、飲水、性行動など本能的な行動は情動

と密接な関係があり、大脳辺縁系、視床下部が

11 本 能 行 動 中枢として働く。視床下部を中心に広がる報酬
同 上

系、罰系とよばれる脳の領域には行動の結果に：

対して報酬が与之られたか否かの判断機構があるo

通常の睡眠はノンレム睡眠と呼ばれるがこれ

が時折レム睡眠と呼ばれる別の型に切り変わる○

12 睡 眠 と覚 醒 覚醒とこれら2型の睡眠のリズムが作り出され
同 上

る脳内の仕組みについて考えてみようo合せて

脳内にある生物時計のはたらきを調べてみよう。

脳の記憶装置は、使い方によって信号の伝わ

13 ｛記 憶 と学 習
　り方が変化する可塑性シナプスにより作られて

R曇酵寵勝孫轟織扇1｛醐込まれて脳の学習機能が生勲る・

｛
i

同 上

一一一一一¥一
大脳皮質の感覚野、運動野の間を占める連合 i

14 大
1

脳 連合
　…
?

　野は動物が高等になるにつれて発達し、人間で
@は大脳表面積の大半を占めるに至る。ここに言
煙齧?ｪ生まれ、認識・思考・直観的判断・行動

i
l
i

同 上

ー
！
‘
き
§
崔

i劉㌘ン焔我意識などの離機倉旨が｛
i一＿　　　　　＿．＿＿＿＿　　　　　一一一一一一一一一一一一一

i反郷婦って大脳齢蛾で、脳の構造■i

15

脳
i
i

と 、
心
｝

擁能につ匠渉一鐙ってき蝋最後職

P藁脇灘聾叢森誕欝鍵砦
奄?U

同 上
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＝生命のしくみ1：＝
〔主任講師　木原弘二（慶応義塾大学教授）〕

全体のねらい
　生物はさまざまな物質からできている。これらの物質の働きによって、生物の活動が支えられて

いる。この点をいくつかの例によって示し、これらの生体内物質の特徴的：な性質と機能を説明し、生

化学の基礎的な内容を紹介する。特別な予備知識は必要ではないが、初歩的な化学の用語を理解でき

ることが望ましい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 生体に含まれる物質

　タンパク：質、脂質、糖など、生物をつくり上

ｰている物質の主な特徴と構造について説明す

驕Bこれらの物質の構成成分であるアミノ酸、

怩ﾉついて解説し、それらが結合して高分子物

ｿとなることを取りあげる。

　木　原　弘二
i慶応義塾大学教授）

2 生体内の高分子物質

　タンパク質、核酸、多糖類について、その構

｢、とくに立体的な分子の形をとりあげて、こ

黷轤ﾌ物質の働きとの関係を説明する。今後の

b題となる具体的な例について考える上で基礎

ﾆなる知識を述べる。

野　田　春彦
i電気通信大学教授）

3 栄養のとりこみ

　食物の形で体内に入った物質が消化され、化

w的な変化を受けて、身体の成分として組み入

黷轤黷ｽり、エネルギー源として分解されたり

ｵている。これらの反応の説明を通して、酸素

ﾌ働きについて述べる。

木　原　弘　二

4
代　　謝一遺伝病（1）一一

　身体の中で起こっている化学的な変化は、す

ﾗて酵素の作用によって進行している。この酵

fに欠陥があると、その反応が進行しないため

ﾉ、さまざまな障害が生じる。この酵素の欠陥

ｪ遺伝的に決定されている二三の例を紹介する。

同　上

5

タンパク質の機能一典型赤血球貧血

@　　　　　三一

　酵素の外にも、大切な働きをしているタンパ

N質が多数存在している。ヘモグロビンは、酸
fを結合して運ぶタンパク質で、その遺伝的に

ﾙ常な形に変ったために生じる障害の例として、

剏^赤血球貧血症について説明する。

同　上

6 呼吸のしくみ

生物のさまざまな活動は・すべてエネルギーを｝
?w禽騰を搬蟄職磁讐1て得られている。この分鰯程は多数の蘇によi　同上る反応段階を経て進み、各毅階での産物が、別の物質の素材として利用される。

7 エネルギーの利用

P

　呼吸によって得られたエネルギーは、ATP
喧ﾙ三三鞭檬隔嘉エネルギーが利用されているしくみを説明する。1
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回
　　　　㌔、
e　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 　担当講師P　　（所属・氏名）

タンパク：質は秘どの個体に於いても、毎日合

成されている。このタンパク質合成反応のしく

8 タンパク質合成 みを説萌し、遺伝子としてのDNAが、タンパ 木原弘二
ク質の構造、つま夢アミノ酸の結合順序を決定

している点を紹介する◎

タンパク質はつねに合成されているが、すべ
ての種類のタンパク質が合成されているわけで

9 調　　　　　　節
はない。状況に対応して、一定のタンパク質が
≒ｬされた勢、合成が停止したりするしくみが

同　上

働いている。この例を通して、調節といわれて
いる生体の働きの一面を紹介する。

細胞が合成している物質には、細胞の構造に

10
脂　　質一遺伝病②一一

大切な糖や脂質があるが、これらの物質の分解

ｪ正常に進行しないために、早期に：死亡したり

ｭ育異常を招くことがある◎粘液多糖類蓄積症。

同　上

糖脂質蓄積症を紹介する◎

すべての生物界の有機物質は、もともと太陽か

11
生物界に澄ける元
fの循環

らの光のエネルギーを、植物が利用して、二酸化

Y素を糖に変える光合成反応にもとづいてつくり

oされたものである。この反応と窒素化合物の生

同　上

物界での利用、分類の過程について述べる。

細胞は、核、ミトコンドリア、小胞体などさ

12 細胞と細胞膜
まざまな構造が含まれていて、それぞれ機能を

ｪ担している。これらの存在にとって、膜構造
長野　　　敬
i自治医大教授）

が基本的なもので、膜の構造、その働きについ

ﾄ紹介する。、
§

タンパク質の構造を指定しているDNAは、

・3

灘羅曳竃海難搬鷲幕罫同一の構造を維持して合成されていくしくみについて解説する。

1
縁
弧
i
i
…

最：近話題になっている遺伝子工学の現状を紹

・4i書遺伝子工学
奄

介するとともに．遺伝子を意のままに組み換え

ｽり、大腸菌で増殖させたりする技術を紹介し、1

qトの遺伝子のDNAの構造がいくつかの例で
ｾらかにされていることを述べる。

…　　　同　．上

奄
堰
c

全体のまとめとして、生命現象は、生物特有 i木原弘二

15

A

物質系としての生命

　のタンパク質．DNAなどの物質の存在なしに ｛長野　敬
@野　田　春彦
@丸　山　工　作

@　（対談）
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〔主任講師　木原弘二（慶応義塾大学教授）〕

全体のねらい

　“生命のしくみ一化学の立場1”で一通り学んだ点を基礎知識として、これらの知識の根拠を改
めて確かめ、また、補充発展させることを自的としている。主に、個々の独立した問題を取り上げて、

基礎的な紹介では触れることのできなかった点を検討し、現代の生化学が直面している問題を二・三

紹介する。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

物質についての考え方をギリシャ時代から中

1 生命観と物質観
世、近代へと辿り、その間、生物の働きについ

ﾄ生命に特有な力やしぐみが考えられてきたこ

ﾆを紹介し、現代での考え方と対比させてみる。

木原　弘　二
i慶応義塾大学教授1

18世紀末ごろから、多数の有機化合物が発見

され確認されてきた019世紀初頭は、無機化合

2 有機化学の確立 物の研究が華々しい成果を挙げていた頃で、無 同　上

機物質と有機物質との区別が明確になり、その

後の生化学の発展の方向が確かめられていった。

尿酸は、精製され確認された有機化合物の最

初のものの一つである。この物質の血液中濃度

3 尿酸と　痛風 が高いと、痛風の発作が診こる。ヒトという生 同　上

物に特有の二つの事情が、この病気の起こるた

めの条件となっている点を解説する。

私たちの健康な生活には、適量のビタミンを

摂取する必要があるが、ビタミンの必要性が明

4 ビ　タ　ミ　ン　C らかにされてきた研究の歴史は、物質を研究す 同　上

る上での考え方を教えている。ビタミンCを例

にして、この点を紹介する○

ビタミンCの欠乏で、もっとも影響を大きぐ

受けるのは、コラーゲンである。このタンパク

5 コ　ラ　一　ゲ　ン 質は、特殊なアミノ酸が含まれている点、アル 同　上

ファ・ラセン構造が主構造となっていない点な 1
ど、標準的なタンパク質と異なっている。 …

赤血球の表面には、さまざまな血液型を決定 1

6 ABO型物質
している物質が存在している。血液型について
ﾍ、ABO型が最初に発見された（18⑪1＞○しか
ｵ、この型を決定している物質が確認されたの
ﾍ約半世紀後で、この例について糖指質の研究

�ﾐ介する。

…i　同上

腎臓移植などの臓器移植の際に問題になるの ｛

7 白血球抗原型
@　（HLA）

は、移植片に対する拒絶反応である○この免疫

ｻ象には、白血球の細胞膜表面の抗原が関係し

ﾄいて、その抗原型はきわめて多数で、A、　B、

同　上

C、D、　DRの5群に分類されている○
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 タンパク質の分解

　タンパク質は、赤血球などの場合のように、

ﾗ胞全体として分解される場合の外にも、細胞

ﾌ内部で絶えず分解されている。細胞内タンパ

N質が分解される過程では、それぞれのタンパ

N質は異なった速さで分解され消失していく。

木　原　弘　二

9
タンパク質分解酵

f阻害因子

@　　　　　一

　白血球の働きのためには、タンパク質を加水
ｪ解する酵素が必要であるが、その過剰な作用
�hぐために血液中には、タンパク質分解酵素
�j害するタンパク質が存在していて、このタ
塔pク質の遺伝的変異型の人では肺気腫が起こ

閧竄ｷい。

同　上

10 酵素作用の調節

　酵素の活性は精妙なしくみで調節されている。

ﾌでのグリコーゲンの分解と合成に関係してい

骰y素系と、窒素を含む化合物の合成の出発点

ﾆもいうべきグルタミン合成酵素を例として取

闖繧ｰる。

同　上

11 ホルモン放出因子

　ホルモンによるさまざまな身体のしくみの調

ﾟについて、そのホルモンの産生が視床下部か

逡叝oされる別のペプチドによって支配されて

｢る。副腎皮質刺戟ホルモン（ACTH）の放
o因子などについて述べる。

同　上

12 水

　生物体の大部分は水である。水という物質：は

ｫわめて特別な物質で、この特殊性が生物の示
ｷさまざまな現象の基盤となっている。そのた
ﾟ、水の補給は生命の維持に不可欠であり、こ
ﾌ点をきわだった形で示しているのが脱水症状

ﾅある○

同　上

13 ヘモグロビン遺伝子

　DNA分子を切断し、適：切に結合し直す方法

�pいて、動物、とくにヒトの遺伝子を純粋に

ｷることができるようになり、その構造を究明

ｷることが可能となった。ヘモグロビン遺伝子

�痰ﾆして、この分野の研究の現状を紹介する。

同　上

14 放射線の影響
@　　　　1

　放射線の作用に：は、さまざまな型があるが、

cNA分子に対する影響が、もっとも詳細に研
?ｳれている。細胞には、生じたDNA分子の
ｹ傷を修復するしくみが具わっている。大腸菌
ﾆ、ヒトの培養細胞を利用して得られた成果を

ﾐ介する。

同　上

，15 生命と　物質

　これまでの講義全体をふりかえって考察し、

ｨ質についての研究から、生命現象が究明され

ﾄきた成果をまとめて考察してみる。このこと

ﾍ、とりもな訟さず、生命についての考えを改

ﾟて整理することになるであろう。

同　上
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　　　　　　　　　　　　＝　集　団　遺　伝　学　＝＝

　　　　　　　　〔主任講師：謡蹉欝漸）〕

全体のねらい
　集団遺伝学は、個体の集まりである集団を対象として、その遺伝的構成がどのような法則に支配さ
れ、時とともにどのように変化していくかを追求する学問で、究極的には生物の進化機構の解明を目
的としている。この学問は現在、高度の数学的理論体系を軸として各種生物集団に：診ける観察結果

（とくに：分子レベルの変異）の解析と理論の検証を行っている。本講義では、放送大学の趣旨にのっ

とり、集団遺伝学のあらましの一端をできるだけ平易に、そして人間とのかかわりを念頭において・

解曇 してゆきたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 遺伝　の　基礎

　遺伝の基礎となる実態と概念一例えば遺伝子

�F体、DNA面一を的確に把握させる。特に、

L核細胞のDNAにおける遺伝子の一般的構造
凵A分子レベルの知見を強調する。

　松　永　　　英
i国立遺伝学研究所長）

2
任意交配集団と
@　　　　近親交配

　遺伝子プールや遺伝子頻度の概念やバーディ・

純Cンベルグの法則を理解させる。また、個体

ﾔ或いは遺伝子間の遺伝的近さを測る近縁係数

站ﾟ交係数を紹介する。

同　上

3 量的形質の遺伝

　分り易い実例を示しながら、量的形質とはど

�ﾈ形質かを理解させ、それに寄与するボリジ

[ンの意味を把握させる。また、量的形質の遺

`率やしきいモデル等にも言及する。

同　上

4 突　　然　　変　異

　突然変異が遺伝的変異を起こす最も基本的な

@構であることを理解させ、いろいろなタイプ

ﾌ突然変異があることを紹介する。特に、DN
`レベルでの最近の知見も示す。冒

　五條堀　　　孝
i国立遺伝学研究所助手）

5 自　然　淘　汰

　適応度の定義を理解させ、形質レベルにおい

ﾄ如何に自然淘汰が働いているかを、工業暗二

凾ﾌ例を上げて説明する。また、有名な淘汰モ

fルー超優生モデルや頻度依存型淘汰モデルー

�ﾐ介し、その現実性を議論する。

同　上

6

集団の変異1一形態レベル蛋白

@　　質レベルー

　集団内変異の保有機構をめぐるフィッシャー・

宴Cト論争、そして蛋白質多型現象をめぐる中

ｧ説論争を紹介しながら、多型現象の生物的・

i化的意味合いを議論する。
同　上

7
集団の変異皿
@　一DNAレベルー

　組み換えDNA技術等の進歩により、遺伝的

ﾏ異が直接DNAレベルで見れることを理解さ
ｹる。特に、制限酵素やDNA配列決定法を用

｢た研究で、核内DNAやミトコンドリアDNA
ﾌ変異が多く発見されていることを示す・

同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1960年代に始まった分子進化の研究が、蛋白

分子進化1 質のアミノ酸配列データの集積によって成功し

8 一蛋白質分子から 分子時計という有用な概念が出されて来た過程 五條堀　　　孝

みた進化一 を紹介する。

DNA配列決定法の改善により、この6へ・7

分子進化H 年間に、DNA配列データが爆発的に増加した

9 一DNA配列から
@　　みた進化一

現実を踏まえ、アミノ酸配列データからでは分

ｩらなかった新しい分子進化学的知見を紹介す

　
　
　
同
　
上
ヨ

る。特に、多重遺伝子族の進化の重要性を示す・

分子生物学上の最近の発見一回忌ば、三三遺

分子進化皿 伝子や可動遺伝子など一の進化的意義を考察す
10

一分子進化と分子 る。また、遺伝子変換と協調的進化の関係とい 同　上

生物学一 つた最近の知見も紹介する。

ヒトの皮膚煙弾の例を上げながら、入種とい

うのがどのように分化し、そしてその分化がい

11 人種　の　分　化 つ頃起ったかを議論する。その際、蛋白質多型 松　永　　　英

のデータを利用した根井の遺伝的距離という量

の有用性を紹介する。また、その分化と適応の
関係も考察する。

蒙古系三種としての日本入の遺伝的特徴を紹

日本人の遺伝的 介し、日本の近隣集団とどのくらい遺伝的に日

12 特徴1 本人が近いかを議論する。そして日本人の起源 同　上

一正常形質一 についても言及する。

日本入の遺伝的特徴を遺伝病理学的観点から

日本人の遺伝的 紹介する。また、近親婚による先天奇形発生率

13
　　　　　　特徴∬
齔謫V奇形や遺伝病

等の最近の動向や国際結婚の増加等に注目しな

ｪら、日本入集団に診ける遺伝的＝構成の将来を
同　上

議論する。

組み換えDNA技術やDNA配列決定法の更

14
集団遺伝学におけ
驍ｱれからの問題

なる発展が予想される現在、集団遺伝学的に興

｡ある問題のうち、どれが解決可能で、どれが

s可能かを広範囲に議論する・
五條堀　　　孝

現代医療技術の目ざましい発達により、悪い
遺伝子をもつ個体が生残る。つまり『個体とし

15
遺伝学からみた
@　　人類の未来

ての利益と生物種としての利益の矛盾』が今、

l類集団に問われている。遺伝学的知見が、こ 松　永　　　英

の原理的矛盾にどのような解決を与えることが
出来るかを、いろいろな角度から検討する・
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＝　動　物　の　行　動　＝・

〔主任講師　河合雅雄（京都大学教授）〕

全体のねらい

　動物は単細胞のアメーバから、人間に近い類人猿まで、非常に大きな拡がりをもっている。ここで

は動物の行動を系統と進化の軸にそってとらえ．てみる。そしてそのことを動物の生活や社会を背景に

して展開し、行動のメカニズムを探りながら、生命活動の具体的な表出としての行動の意味を考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

動物の行動を、どのような立場でとらえるか 河　合　雅　雄
についての基本路線を説明する。まず単細胞で （京都大学教授）

1
総論

ｴ生動物の行動
他の動物とはまったくちがった構造をもつ原生
ｮ物がいかに巧みに行動するか、またそのしく 日　高　敏　隆
みは？について述べる○ （京都大学教授）

チョウは異性や花を求めて飛び回る。彼等の
行動がおこるしくみを実験と観察によって解析

2 昆虫　の　行　動 しつつ、生得的行動解発機構（IRM）、リリー
Tー・、動機づけ、欲求行動など、動物行動学の

日　高　敏　隆

基本的知識を彼等の生活との結びつきの中で理
解する。

昆虫の中でもアリ、ハチ、シロアリはいわゆ
る社会を作って生活をする。この璽喫社会ゐみの中

3 社会性昆虫の行動 での彼等の行動は驚異的である。また、保護色
站[態はそれ自体が驚くべき現象であるが、行 同　上

動が組合わさってこそその効果が発揮される。

魚、両生類、爬虫類の行動ではどのようなも

のがりリーサーになっているだろうか？いろい

4 鍵刺激のさまざま うな実験例をあげながら、面争、採集、防御な 同　上

どの行動について、生得的行動解発機構の理解

を深める。

鳥の行動は巣作り、育児などが加わって、相

当に多岐にわたっている。しかしそれらの行動

5 鳥の行動と刷りこみ も基本的には生得的解発機構によっておこる。 同　上

ただし鳥類では、よく知られているとおり、刷

りこみというふしぎな現象がみられる。

哺乳類の行動の特徴のひとつに母子関係の緊

密さがあげられる。草食有蹄類ではそれがとく 河　合　雅　雄

6 哺乳類の母子関係 に著しい。奈良公園のシカを中心にそれを観察

ｷる。また、攻撃とその抑制行動についても述
　朝　日　　　稔
i兵庫医科大学教授）

べる。

肉食獣は餌をねらって生活せねばならない。

そのため同じ種のなかでも対立する面と協力を

7 食肉獣の哺食行動 必要とする面が生じる。また餌を襲う行動に：も 朝　日　　　稔
いろいろな型がみられる。また、攻撃とその抑
制行動について、肉食獣の特徴的行動をとりあ
げる。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・旧名）

嗅覚は重要な感覚で、多くの哺乳類は嗅覚に

たよって生きている。また．皮膚腺の分泌物や

8 嗅覚　の　世界 尿などは通信手段ともなっている。いくつかの 朝　日　　　稔

例から鯛匂いづけ論行動の意義を探ってみよう。

イヌの遠吠え、ゾウのトランペットなど、遠

距離通信に用いられる鳴き声、さらにコウモリ

9 鳴き声と超音波 やイルカの超音波など、音の世界での哺乳類の 同　上

行動を調べる。

霊長類社会を成立させているいくつかの原理
のうち、主なるものとして順位制、血縁制、リ

10 霊長類の社会行動 一ダー制があげられる。そのことについてふれ

ﾁに順位制の問題をとりあげ、攻撃行動と社会
河　合　雅　雄i

的調整行動、あいさつ．分配行動などを解析す

驕B

霊長類の性行動、その発現と仰制機構．性関

11
霊長類の性に関す
髀薄竭

係、性周期子殺しについて述べ、インセヌト

i近親相姦）の問題ともあわせて種族維持行動

ﾆしての性行動の意味を考える。

同　上

霊長類の特徴は、成長期間が長いことである。

12
霊長類の育児行動
ﾆ発達

例えば、チンパンジーは5歳まで母子関係は密

ﾚである。育児に関ナる母と子、他個体の行動

�q供の発達と関連してとらえる。

同　上

ニホンザルは37種の音声を使ってお互いのコ

13
霊長類のコミュニ

ミユニケーションを行っている。その他多様な

g振りによるコミュニケーション活動もある。
ii　同上

ケーション それらについて述べチンパンジーの言語習得の

竭閧ﾉもふれる。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　一
文化は従来入間だけに特有の現象とされてき i

14
霊長類の文化的行

ｮについて

　たが．動物にもそれが見出されることがわかっ
奄ｽ。道具の使用と製作などを含めた文化行動を

縁ﾐ介し．文化とは何かという問題を考える。

il　同上

P
｛

i

i

15

動物の行動について

ﾜ
　
と
　
副
i

1醸灘驚鍛轡茎1　のまとめを行う。 十
i
襟
　
1
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　　　：＝　植　物　の　生　理　二

〔主任講師：増田芳雄（大阪市立大学教授）〕

全体のねらい

　植物は動物と異り、自栄養（光合成）の機能をもって澄り、これが地球上の全生物の生命を支えて

いる。また植物は環境要因に対応する能力を備えている。植物の形態形成と生理的機能は遺伝子のも

つプログラムに従って発現されるが、それは環境要因にも強く影響される。このような植物に特徴的

な構造と機能の調節に：ついて、植物ホルモンの役割にもふれながら、主として個体の水準において解

説したい。

（1）植物の体制と頂端分裂組織

（2）葉の役割　　1気孔と水分経済

（3）葉の役割　巫光合成一明反応

（4）葉の役割　皿光合成一暗反応C3　C4とCAM植物

（5）チッ素固定

（6）植物ホルモン

（7）器官相互作用と頂芽優勢

．（8）屈性と運動

（9）細胞成長と細胞壁

⑩　分化と全能性

⑪　植物と環境ストレス　1水、温度

⑫植物と環境ストレス　　H傷害、徴生物

⑬　遺伝的性質と生理的機能

⑯　リズムと花成誘導

⑮光形態形成とフィトロクロム
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一生物の進化と系統＝
　　　　　　　　（動物の部）

〔主任講師：丸山工作く千葉大学融授）〕

全体のねらい

　この地球上で、どのようにして生物が出現したのか、他の天体からρ飛来説をふくめ論ずる。細蕩

など原核細胞と真核細胞の出現と進化について述べる○さちに原生動物から多細胞生物への進化をた

どる○発生過程から進化をみたヘッケル説と、べん毛虫から進化したとするバッジ説を論じ・比較す

る○

　タンパク質や核酸の変異からみた分子進化について考察する○

　地球上の多様な生物の系統進化について、これだけ論じられて、な象へ不明である点をタイムスケ

・一 汲ﾌ大きな科学の困難さを言う。

主な項目

（1＞生命の起源

（2）最初の生物

（3）原核生物

（4）真核生物

（5）多細胞生物

（6）無脊椎動物

（7｝コン虫とホヤ

（8）脊椎動物

（9）哺乳類

（1◎　ヒト化の道
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　　　　　　　　　　　＝生物の進化と系統＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（植物の部）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：西田　誠（千葉大学教授）〕

全体のねらい

　現在、われわれをとりまいている種子植物の体制と構造論よび生活史を紹介するだけでなく、それ

らが4億をかけて成立してきた過程を紹介しようとするものである。化石を含めた比較形態学（比較

器官学1が主体となるが生活史の変遷にもふれ、それらと地質時代の環境との相関を考えることによ

り、陸上植物の進化の方向とその必然性についても考えようとするのがねらいである。

主な項目

（1）植物の上陸

（2）コケとシダ～世代の交代とその起源～

（3）葉の成立

（4）種子の系統発生～裸子植物の起源～

15》花の成立

（6）被子性～被子植物の起源～
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　　　　　　　　　　　＝＝データ解析法＝

　　　　　　　　　〔主任講師：林知己夫（統計数理研究所長）〕

全体のねらい
　デ＿タによる現象解析法をデータ解析法と名付ける。どのようにデータをとり・どのようにデータ

を解析して情報を取り出すかの方法を言う。これは、データを解析するための基礎的な考え方の上に

＝構築される数理的方法である。データを取得する方法は別に講義があり・ここでは・データを解析す

る方法、特に数量化について述べる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

以下の講義では、統計学の基礎的知識を前提

1 データとは何か

とする。この講義の学習の仕方について説明す

驕B

fータとは何か○これは単なる数字の羅列で

林　　　知己夫
i統計数理研究所長）

はなく、それが出現した背景が重要である。こ

うした点について述べる。

データ解析では、データを基にさぐりながら

情報をつかみ出すことが大事で、このためには、

2 グラフ化の重要性 データをグラフ化していくことが基本である。 同　上

こうしたことに関連した考え方や方法に：ついて

の基本を説明する。

データは究極的には数量によって表現される○

3
データにお・ける
ｿと量

しかし、測定や計測によって得られる標識には、

ﾂまり「なま」の測定は、数量である場合と質

Iな分類である場合とがある。これらについて

同　上

の性格を述べる○

データ間の関連性の最も単純なものを説明す

る。質的データの場合の関連性、数：量的データ

4 相関について の関連性。この特殊な場合で重要なものが相関 同　上

係数で、これについて説明し、さらに相関の諸

相に：ついて言及する。

多数の変量の間の関係をみるものとして、重

相関関係がある。まず、重相関関係数の意味に

5 重相関関係について ついて説明し、新しい概念である偏相関係数：に 同　上

ついて説明する。ここで、多次元的なデータ処

理の考え方を習熟させるようにする。

一次元に飼けるデータの散らばりを表わナ分散

6
多次元空間㈱げる

ｪ散

から出発し、多次元空間に訟けるデータの散ら

ﾎりを表わす一般化分散に言及し、この意味に

ﾂいて説明する。

同　上

判別とは何か、について説明し、これを表現

7
判別の測度について
P

するための測度を説明する。それぞれの測度の

烽ﾂ意味や特色について説明する。判別の概念

ﾆ距離の概念との関連性について説明する。

同　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

二七の続き。

8
判別の測度について
､

林　　　知己夫

多次元データを分析するに際して、ユークリ

ッドの距離、一般化分散の特色に基づいて、ど

9 距離と一般化分散 う使い分けていくのが適切かについて説明する。 同　上

以上の基本を踏まえて多次元データ分析の方

10
多次元データ分析

ﾌ重要性

法に進むが、ここで多次元分析が、いかに現象

�ﾍに対して重要な意味をもつかについて説明

ｷる。

同　上

多次元データ分析の方法を説明する前に、測

定誤差がデータ分析に対して与える影響につい

11 測定誤差の意味1 て述べる。まず、測定したものが数量である場 同　上

合について説明する。

前講の続きで、測定が質的なもの、カテゴリ

一反応として表現されるのでカテゴリカル・デ

12 測定誤差の意味H 一二というが、この場合についての測定誤差の 同　上

問題を取扱う。

データ解析に診ける数量化の位置について説

13
データ解析に慶ける

迫ﾊ化

明する。その前に数量化とは何か、その発生に
ﾂいて述べる。これがデータ解析の基本理念で
?驍ｱとを説明する。数量化の基本が理解でき

同　上

ればその考え方で各種のデー．タ解析が可能とな
る○

数量化に診げる測定・計測したことの表現と

基本的二つの立場について説明する。こうした

14 数量化の基本概念 ことが、数量化を超えて広い意味のデータ解析 同　上

の基本となっていることを示す。

数量化1類と呼ばれる方法で、これについて

外的＝基準が数量で 詳細に説明する。これは、形式的には、重相関

15 ある場合の数量化
P

関係の拡張となっている。 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

前章の続き○

外的基準が数量で

16 ある場合の数量化 林　　　知己夫

H

外的基準が分類である場合の数量化を説明す

17

外的基準が分類で
?髀鼾№ﾌ数量化
@　　　　　　　　1

る。数量化皿類と呼ばれ、形式的には線型判別

ﾖ数の拡張となっている。 同　上

前回の続き。

18

外的基準が分類で
?髀鼾№ﾌ数量化

同　上

H

外的基準のない場合の数量化の一つであるパ

19

外的基準のない場
№ﾌ数量化、パタ

タン分類の数量化、数量化皿類と呼ばれる方法

ﾉついて説明する。どうしてこの方法が発生し
同　上

ン分類の数量化1 たかについて説明する。

この数理的：構造について説明し、解り易いモ

20
パタン分類の数量化

@　　　　　　　H

デルについてその解釈を示す。
同　上

種々の応用法について説明する。

21
パタン分類の数量化

@　　　　　　　皿
同　上

二つのものの間の関係が数量で示されている

外的基準のない場 が厳格な意味でメトリカルでない場合の数量化

22 合の数量化、 の方法である〇二つのものの間の関係を基にす 同　上

eij型の数量化1 る諸方法のなかで位置付げて説明する。この場

合、関係は親近性、非親近性を表わすものとする○

理論的構造と応用法について説明する○さら

に、これを発展的に応用した例について述べる。

23 eij型の数量化H 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

一対比較法の諸方法の説明とガットマンによ

る一対比較法の数量化について述べる。数量化

24 一対比較法の数量化 の方法発展の礎となった考え方を中心に据えて 林　　　知己夫

説明する。

一対比較法では矛盾がよく澄こるOA＞B、

25
一対比較法における

@　矛盾と数量化

B＞C、しかしA〈Cという関係である。＞は
謔闕Dましい、好ましくないという事を示す○

ｱの従来の取扱いと、数量化による別角度から

同　上

の取扱いを述べる。

二つのものの間の関係を基にして、要素の空

多次元尺度解析法 間的位置付けを求める方法で、eij型数量化と関

26 MDS（Multi一 係が深い〇二つのものの関係が、親近性、或は 同　上

Dimensio：na1 非親近性をあらわす順位もしくは順位のついた

Scaling）1 分i類で表現されている場合について述べる。

二つのものの問の関係表現が、単なる分類、

いわゆる名義尺度である場合について述べる。

27 M　D　　S　　　∬ 同　上

三つの要素の間の関係が数量であらわされて

28
三つの要素の間の
ﾖ係に基づく数量化

いるが、厳格な意味でメトリカルでない場合の

迫ﾊ化について述べる○これはeiJ型数量化の

g張となる。

同　上

三つの要素の間の関係が数量で表わされてい
る場合のデータ解析法としてタッカーの三相因

29 PARA：FACモデル
子分析があるが、これは二つのものの間の関係 同　上
に：帰着し、本質的なものではない○ここでは、

Parallel　Factor　Analygis（PARAFAC）に
ついて述べる。

分≡類は科学に澄ける最初の重要な操作である○

分類を通しての情報抽出は不可欠の考え方であ

30 分類とクラスター化 る。このための統計的方法としてのデータに基 同　上

つくクラスター化による分類に：ついて述べる○

但し、これは外的基準のない場合の方法である。
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　　　＝数値計算とデー．ニタ処理＝
〔主任講師二石田正次（統計数理研究所第4研究部長）〕

全体のねらい
　まず、基礎統計量の意味とその計算法を説明し、同時にプログラミングの基本的な技法の演習を行

う。次に各種の統計解析法についてその数値計算：法を実例に基づいて講義する。最後はより高度の統

計解析のためのプログラミング言語と計算機システムについて述べる○

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

　ソロノミン、手廻し計算、数表による計算から
d子計算機によるデータ解析までの過程を示す。

一一伯ｻ地ロケo

1 数値計算と計算機
最も簡単左電子計算機（ワンボード・マイ●コ
刀jによって電子計算機の構造とその働きを説
ｾする。（CPU、　Memory（RAM）、1／0、

ワンボード・マイ・

Rンを用意する。
Monitor（RAM）など）
プログラミング言語の生い立ちについて話す。

マイ・コンのコマンドとBASICの文法の 1．2は講義の準備。

2 BASICによる
vログラミングの基礎

初歩を簡単な計算例によって説明する。

@プログラムの作成、計算の実行、プログラム

ﾌ修正の実習。

使用するマイ・コン

ﾍ：FM－7（富士通）

を考えている。

最小二乗法による平均と分散の統計的意味に 3～7は一次元の話

ついて述べその計算法を示す。

3 平均と分散の計算

年令構成、共通一次試験、電車の時刻表、自 一部現地ロケ。

動車の通過台数など身近な実例によって統計的

4 統計的分布の実例 分布を説明し、その形を特徴づけるための統計

量（平均、分散、モーメント、メディアン、レ

インジ、変位係数、気上、尖度）を計算する○

乱数（物理乱数、凝似乱数）と確率事象の話 物理乱数発生器を作

5
乱数によるいろい
?ﾈ分布の実験

を前置きとして、乱数による等確率分布（サイ
Rロ）、三角分布（二つのサイコロ）、ガウス分

z、二項分布、ポアソン分布の実験を行い、そ

る。

の結果と理論値とを対比する。（コンピュータ・

シミュレーションとしての確率実験：）

平均値の分布の実験から中央極限定理の説明

をする。ガウス分布に近づく速度についての考

6 中央極限定理 察を行う。

標本調査法の考え方と推定誤差に：ついて説明

する。

統計の理論でよく現れるt分布、劣2分布、：F 6．7は良質の乱数を

7 理　論　分　布
分布の旧い立ちとその性質をコンピュータ・シ

~ュレーションによって究明する。

必要と．し計算時間も

ｷいので統計数理研
?鰍ﾌマシンを使用
する。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

円周率の計算を例として級数展開と数値積分 9のための準備

の計算法を述べる。ここでは倍精度計算も使う。

8 級数展開と数値積分 どうずれば計算精度を上げることができるかと

いう問題も合わせて＝考える。

ガウス分布、詔2分布などの確率密度関数を積

9
確率密度関数から
m率を求める

分することにより確率変数がある与えられた範

ﾍの値をとる確率を計算する。

：最小二乗法による直線の当てはめから回帰直 例題として歩ぐ速さ

線、相関係数、回帰直線のまわりの分散の説明 と歩幅の関係を使う

10 相　関　　係　数 をし、その値を計算する○更に：相関係数と回帰 のでその測定を戸外

係数の標本分布をシミュレーションによって考 で行う。

察する。序でSpearmanの順位相関にもふれる。

数値計算で頻繁に用いられる連立一次方程式 12以降のための準備）

11
連立一次方程式と
t行列の計算

の解法を述べ、その応用として常数項だけ異な

ﾁた複数個の連立一次方程式をまとめて解く方

法と逆行列の計算法を説明する。

最小二乗法による多項式の当てはめ方とその 世論調査での支持率

応用として逐次近似法による非線形曲線の当て と得票率の関係、木

12 曲線の当てはめ はめ方を説明する○ の高さと太さの関係

を例題とする。

自己相関係数からコレログラムを作って時系 経済データのトレン

13
自己相関係数と
ﾚ動平均

列データの周期成分を求め、移動平均に：よって

ﾈ線のスムージングを行う。

ド計算を例題とする

P0～13は二次元の話

偲とyの間に相関があり、yとzの間にも相
関があるとき、躍とzの間に相関があるといえ

14 三つの変量間の相関 るかという問題から多変量解析の基本的な考え

方を述べる。

π次元空間での平面の当てはめから回帰平面、 物さしだげで重さが

15 重相関　係数
重相関係数、偏相関係数の話をする。

測れるか、つまり身

ｷと胸囲から体重が
どの程度の精度で推

定できるかという簡

鼠
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i所属・氏名）

回帰平面、重相関係数、偏相関係数の計算法

について述べる。

16 重相関の計算

重相関の特別な場合として、定性的に与えら 土壌、地形、樹種か

質的特性から、 れた持性から定量的な変量を推定する問題を考 ら樹木の生長量を求

17 量的特性の推定 える。
める。

（数量化法1）

二次曲線の分類の問題から特性方程式を導き、 21の準備∩

まずその最大根を求める方法について説明する。

18 二次曲線の分類

特性方程式の三根を同時に求める計算法につ

いて述べる。

19 特性根の計算
18、19は21の次に
・まわす方がよい。

分≡類（層別）の効果を示す量としての相関比

の意味について述べ、その応用として平均値推

20 相　　　関　　比 定のための層別標本抽出の効果を考える。

意見調査の回答パターンから回答者の性別と

か国籍をいい当てる問題を相関比を最大にする

21 数量　化法H という考え方で解決する。

数量化法πによってデータ解析をするための

プログラムを作る。

22 数量化法Hの計算 以上でBASICに：
よるプログラミング

は終る○

BASICより高度の機能をもつ会話型プロ 統計数理研究所での

グラミング言語AP：しの概要について述べ、　A ロケ。またはPDP

23 A　　　P　　　：L P：Lを使うことによって、これまでのプログラ 11を持ち込む。

ムがいかに簡単になるかをみる。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

24 PASCAL
@　　　（その1）

　BASICやAP：Lは会話型言語で大変使い易
｢が計算スピードは至って遅い。これは言語の
K憩聖群羅藷き轟欝筋書籍を用いなければならない。最近マイ・コンから

マイ・コン用のPA

rCA：L
bompilerを用意す
驕B

大型機まで広く使われだしたCompi　ler型言語
PAS　CA：しの文法をBASICと対比し：ながら説明する。

これまでにBASICで作ったプログラムを

PASCAL
PASCALで書き直し、その計算スピードを

25 （その2）
比較する。

大量のデータを処理するためには磁気テーーブ

とか磁気ディスグなどの外部記憶装置を利用し

26 外部記憶装置 なければならない○ここではテープやディスク

に：よるデータ・ファイルの作り方と使い方を述

べる。

中大型計算機用に作られた高い機能のプログ

ラミング言語P：L／1の文法をBASICやP
27 PL／1（その1） ASCALIと対比しながら説明する。

磁気テープ、磁気ディスクを使った本格式の

プログラムPL／1で作る。

28 PL／1（その2）

BASIC、　PASCA：L、　PL／1の文法

プロ　グラ　ミ　ング
’を比較しながらそれぞれの特徴について述べる。

29 言語の比較

これまで行ってきた講義の内容をまとめ、今

後の勉強法を指示する。

30 統計解析のまとめ

スタジオに用意するもの ワンボード・マイクロコンピュータ（自作も可）
マイクロ・コンビュー・タ（本体、CRT、　DISK　PRINTER、

乱数発生機）3システム
PASCA：しのCompiler
APLが使えるミニ・コンまたはTSS端末

（不可能ならば統計数理でロケ ）
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＝・ ｻ代数学特論1二
〔主任講師：赤撮也（放送大学教授）〕

全体のねらい

　数理論理学について講述する。

　数理論理学というのは、種々の論理を記号化してえられる体系を数学的に研究する分野である・

　本講では、主として一階述語論理とよばれる体系を考察し、それを通じて、数理論理学というもの

の大まかな性格と、数理論理学において用いられる主な手法とを紹介しようと思う・

主な項目

（1）一階命題論理

（2）　その完全性

（3）一階述語論理

（4）その完全性

（5）ゲンツェンのLK

（6）　LKの基本定理
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＝＝

〔主任講師1赤　掘也（放送大学教授）〕

全体のねらい

　超準解析（non－standard　analysi　s）の概要について講述する。超準解析は、数学的結果を導くの

に、数理論理学におけるモデル理論を活用しようというものである。今日これは、きわめて強力なも

のであることが知られて澄り、また、古来多くの人達をなやませてきたライブニヅツの「無限小」の

概念も、これによって完全に合理化された。

　本講では、まず、超準解析の基礎概念について述べ、次いでそれらを実数系の理論や位相空間論な

どに応用して見せることにより、超準解析の考え方の基本をあきらかにしたいと思う。

主な項目

（1）数学的構造

（2）超準解析の基礎概念

（3）無限小解析

（4）位相空間への応用

一392一一



〔主任講師：伊理正夫（東京大学教授）〕

全体のねらい

　現在の社会に齢いて実際に応用され役に立っている数理的手法を数学的な立場から整理して講じる。

しかし、数学的な厳密性をあまり強調しすぎないように注意し、なるべく実際に手法が使われている

場面に齢ける動機づけを重視した話としたい。

主な項目

1．数と量と次元

2．システムの数学

　2．1　離散システムの数学一組合せ論、グラフ理論、ネットワーク理論

　22　連続システムの数学一常微分方程式、偏微分方程式

　Z3　最適化の数学一数理計画法、オペレーションズ・リサーチ（の一部｝

3．情報処理の数：学

　3．1　数値情報の処理一一各種数値計算法

　32　非数値情報の処理一各種データ構造とその取り扱い
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　　　　　　　　　　　　＝生理と心理一
　　　　　　　　　　　〔主任講師：犠三三〕

全体のねらい

　心理学は人や動物が、それぞれの生活環境の中において、いかに適応するかを課題として齢り、一

方、生理学は、肉体的機能に関する科学として、肉体の器官や組織に齢いて行われる諸過程の法則性

を明らかにしょうとする。そこで、両方の関係を取り上げようとすれば、ある種の心的過程に対応す

る有機体内の正確な生理学的過程が、いかに提示されうるかが中心課題どなろう。この対応関係の提

示は、行動の理解に有効であり、また、異常行動の理解と精神衛生への道をも開くものと考えられる。

本講の視点は以上の点に診かれる。

主な項目

（1）情報の受容と処理過程

（2）覚醒水準

（3）高次精神作用と生理学的基礎

（4）心身症の様相と治療

一394一



＝＝ s市問題と都市政策＝
〔主騰罐面心無手）〕

全体のねらい
都市問題を理解し都市政策を検討するためには、都市が複雑な大規模システムであり都市を構成す

る種々の要素が相互に関連しあっていることについての認識が必要である・今日の都市がかかえる代

表的な課題をとりあげ、都市そのものへの理解を深めつつ、過去の政策や新たなアイデアの検討を通

じて、都市に迫られている選択を明らかにする・

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 地域経済の変貌

　戦後における地域経済の構造変化の実態を、

l口と所得を手がかりとしてつかみ、脱農と都

sの社会淘汰がどのように：して展開したかを明

轤ｩにする。あわせて入口比・ターン現象の意

｡をさぐりたい。

　伊　藤善　市
i東京女子大学教授）

@佐　貫　利　雄

i暑講欝讐

2
日本の工業化と都

s化

　明治維新以後の日本の歴史は、工業化と都市

ｻの歴史であった。日本の工業化の特徴をさぐ

閨A特に戦後に：おいては、工業化と都市化とが

@の両面であることを多くの事実によって明ら

ｩにする。

　伊　藤善市

@加　藤　　　寛
i慶応義塾大学教授）

3
向都市性を規定す
髣v因

　都市のごみごみした生活はごめんだ、と言わ

黷ﾈがら、なぜ人々は都市に集まってくるか。

ｱこでは：職場という経済的要因のほかに、いろ

｢ろの非経済的要因に：ついて、理論的・実証的

ﾉ吟味する。

伊　藤善　十

O　水　馨八郎
i千葉大学教授）

4
地域格差は縮少し

ｽか

　現段階における地域開発の政策課題として、

ﾟ密、過疎、格差、環境という四つの問題があ

驕Bここでは、地域格差を測る方法とその実態

�ｾらかにし、格差縮小の政策手段と効果につ

｢て吟味する。

　伊　藤善　市

@西　岡　久　男
i青山学院大学教授〉

5 過密都市と過大都市

　過密都市と過大都市の：違いを明らかにし、前

ﾒが入れものと中味との間の社会的バランスを

緕ﾒが都市の適正規模論を問題にしていること

�_証し、過密是正のための政策について解明

ｷる。

　伊　藤善　市

@菊　竹清　訓
i東京女子大学教授）

6
山村、離島の過疎
竭

　過疎地域とは、入口が大幅に減少したために

ﾐ会生活を営むことが困難となった地域をさす。

ｱこでは、過疎の実態を明らかに：し、過疎対策

ﾌ諸類型とその効果について、広い視野から比

r検討を加えたい。

伊　藤善　市

蛛@城　常　夫
i琉球大学教授）

7
地域開発と環境の

n造

　現在、工業化と都市化の進行に伴い、公害問

閧�ﾍじめとする環境破壊が深刻化している。

ｱこでは、開発がよりよき環境の創造と両立さ

ｹるために：、なぜ発想の転換が必要であるかを

_じたい。

　伊藤　善　市

@鈴木　忠　義
i東京工業大学教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 開発理念の変遷

　戦後における日本の開発政策の理念を類型化

ｵ、それが戦後にむける日本経済の復興、自立、

sx成長、高密度、高福祉社会の建設、人間居

Zの総合的環境の創造という歴史的課題と対応

ｵていることを解明する。

　伊藤　善市

@阿　部　　　統
i東京工業大学教授）

9
三全総の特質と
ﾋらい

　ここでは、三つの全国総合開発計画の特質を

芒r検討し、第三次全国総合開発計画が、なぜ

闖Z構想をうち出したかを明らかにする。また、

Q1世紀における地域政策について長期展望を

sう。

伊　藤善　市

ｺ河辺　　　淳

i国土庁事務次官）

10
国土利用計画と地

ｿ問題

　地域開発政策は、国土の有効利用面積を拡大

ｷるが、土地の効用を高めるために地価を上昇

ｳせる。この利益を公平に分配するための政策

�ｾらかにし、国土利用計画法のねらいと効果

ﾉついて吟味する。

　伊　藤善　市

@日　下　公　人

i長銀開発第一部長

11 地域開発と交通問題

　交通・通信体系の整備は地域開発の必要条件

ﾅある。これに地域住民のやる気が加わって十

ｪ条件が満たされるσここでは、総合豪通シス

eムについて論じ、波及効果と逆流効果につい

ﾄ解明する。

伊　藤善　市

p　本　良　平

i交通評論家）

12 地方中堅都市の育成

　過密、過疎、隔差、環境という政策課題にこ

ｽえるためには、地方中堅都市を育成すること

ｪ必要である。それが果すべきいろいろな役割

ﾉついて解明する。

　伊　藤善　市

@吉　田　達　男
i地域振興公団幹事）

13 地域開発と中小企業

　入間は職場のないところ、：職場に通勤できな

｢ところに定住しない。ここでは、地域開発が

?ｬ企業に：与える影響は何か。また、成長業種

�ﾇのように：して育てるかについて解明する。

伊　藤善　市

ｴ成　忠　男

14 経済開発と社会開発

　地域開発政策の究極のねらいは、住民福祉の

?繧�}ることにある。したがって、経済開発

ﾍ、そのための手段にすぎない。ここでは、福

モﾌ意味を明らかにし、社会開発のプログラム

ﾉついて解明する。

伊　藤善　市

ｼ　原　治　郎

i東京大学助教授）

15 美しい都市づくり

　はじめに都市が「みやこ」と「いち」という

軏{的機能をもっていることを明らかにし、都

sに期待されている安全性、快適性、利便性、

|術性について論じ、美しい都市づくりの意義

�_ずる。

伊　藤善　市

焉@藤錦　樹
i交通公社主任研

?�j
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

16
　覧
蜩s市の成長と衰退

17
都市の土地利用の

ｮ態

18 土地問題と住宅問題

19 土地問題の背景

20 土地政策の検討

21
商業業務地区の再

J発

22 高密市街地の整備

23 郊外住宅地の整備

24
居住環境の改善と

薗S

25
コミュニティ活動
ﾌ役割と発展

26
都市生活上の弱者
ﾖの配慮

27 交通混雑への対応

28
都市廃棄物処理の

lえ方

29 都市の安全の費用

30 新たな都市の運営
�ﾟざして

紳
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二人口・食糧・資源1＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　一人口・資源一

　　　　　　　　〔主噺総藻総難所〕

全体の：ねらい

　入類にとって、基本的に最も重要である入口と資源の問題を対象として、その本質や問題所在を明

らかにした上で、世界と日本におけるこれ迄の問題展開、現状そしてその将来を筋を通して分析する。

さらに一般に：いい立てられている入口危機や資源危機が本当に差し迫り重大化しているのかどうか等

のその虚実を検討し、人類が快適にかつ永遠に生存していけるようにするためには、どうすべきかを

考究してみたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 世界　の　入　口

@＼

　過去から現在に至る期間に地球上の入口がど
ﾌように増加してきたかを概観し、産業革命後
ﾌ一つの増加期と第2次大戦後の入口爆発の意
`を説明する。将来における世界入口の増加の
¥測についても述べ、入口問題の重要性を指摘

ｷる。

　岡　崎　陽　一
i厚生省入口問題研）究所所長

2 開発途上国の入口

　開発途上国の入口爆発の原因を高出生率と低

?S率の両面から説明し、ついで人口増加が経

ﾏ社会開発の障害要因となる事情について考え

驕Bさらに入口増加抑制のための政策について

燒ｾする。

同　上

3 先進国の人口

　先進国の入口が多産多死から少産少死に転換

ｵた過程を概説し、出生率低下のメカニズムと

?S率低下の原因を説明する。ついで入口都市

W中の問題ならびに入口老齢化の進行に伴って

ｶじている諸問題について考える。

同　上

4 日本入口の動向

　日本人口の長期間にわたる動向を概説し、と

ｭに明治以降の入口増加と第2次大戦後の変化

ﾉついて説明する。出生率と死亡率の低下、そ

黷ﾉ伴う年齢構戒の変化と将来入口見通しにつ

｢て考える。

同　上

5
日本における地域
l口の変化

　入口都市化は明治以降進行しているが第2次
蜷甯繧ﾆくに急激になった。しかし最近地域開
ｭの推進、産業構造の変化によりUターン、J
^ーンなどの変貌があらわれている。これらの
�ｵを分析し、将来望ましい人口分布はどうあ
驍ﾗきかについて考える。

同　上

6 高齢化社会の問題

　わが国は今後、西欧諸国が経験しなかったほ

ﾇに：急速かつ深刻な高齢化社会をむかえようと

ｵている。その原因と実情について説明し、さ

轤ﾉ：その中で発生する諸問題、中高年入口問題

w諶ﾒ対策などについて説明する。

同　上

7 資源問題入門

　資源問題とは一・体何なのかを正面切ってとり

?ｰ、まず問題の本質や真の所在、その基本的

?阯v因、その課題および問題の範囲・対象を

ｾ確化する。さらに資源の定義やその分類・整

揩�熏lえる。

　深　海　博　明

i慶応義塾大学教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師・
i所属・氏名）

まず有史以来現在に至る世界資源問題の旧き
な展開過程を概観し、次に日本に重点をおいて、

8 資源問題の展開過程 明治維新以来の展望過程を考察する・さらに1960
N代以来の資源問題の新しい登場ないし挑戦の

深海　博　明

展開をとらえて分析を行い、資源問題の現段階

をも解明する。

種々提起されている資源危機論を対象に、そ
の分類。整理を大胆に行うとともに、地球資源

9 資源危機の虚実
や環境の物理的枯渇が差し迫っているのかどう
ｩを、地球の資源力や埋蔵量の検討等から、大

同　上

きく評価・判断し、さらに現在の危機の基本的

性格（入為的危機）を明示する・

1973年の第1次石油危機以来、最大の関心の

10
石油・エネルギー
@　　　　　　●一門“ﾌケース・スタアイ

対象となった石油エネルギーをとりあげ、ケー
X・スタディを行う。1980年代に入って危機論
ｩら楽観論への問題状況の転換が何故生じたの
ｩ、石油枯渇は何時重大化するのか、石油・エ
lルギー危機をすでに乗り切ったと楽観視でき

同　上

るのかどうか等を検討する。

世界の資源の賦存・供給と需要・消費の偏在

11
世界の資源需給の

¥造

性を考察し、それと関連させて世界資源需給の

ｮ向とパターンを総合的に分析する。さらに国

ﾛ大資本の存在と今後の役割、そして世界資源
同　上

貿易や資源市場についても説明する。

日本は世界で資源最稀少国といわれているが、

本当にそうなのかどうか、何故稀少国なのにご

12
日本の資源問題の’

ﾁ徴・特殊性
れだけ豊：かな経済活動や生活を営めるのかの問

闊ﾓ識に中心をおいて、世界の資源循環に占め
同　上

る日本の地位・特徴・特殊性を分析する。

社会科学とくに経済学に重点をおいて、資源

問題はこれまで理論的に：どのように分析されて

13 資源問題の理論分析 きたのか、現段階でどんな新しい分析が展開さ 同　上

れっつあるのか、資源問題の十分な理論的解明

は可能なのかどうか、資源問題のもつ根本的な
挑戦とは何か等を考察する。 、

資源問題解決のための政策は、どのような基

14
資源政策の体系と
綷

本目標なり基本前提の下に、どう立案・実施さ

黷ﾄいくべきかの問題を、総合的戦略と具体的

尞pとの双方から体系的に分析を加える・

同　上

今後世界と日本の資源問題はどのように展開

15
今後の展望と対応
ﾌあり方

していくのか、その将来を決定する要因は何か、

?@を回避するためにはどんな発想の転換なり
ﾎ応策が必要であるかを、日本に中心を旧いて考

同　上

究し、各自の問題として真剣に受け止め、解決
に：努力する必要性を指摘する。
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　　　　　　　　＝人口・食糧・資源H＝
　　　　　　　　　　　　　　　　一人口　・食糧一

　　　　　　　　　〔主恩繕論難藻剃

全体のねらい

　有限の地球にふえ続ける一類が生存していく道は厳しいものがある。そこでの焦点は、入口増加と

資源・食糧とのバランスをどのように図るかにある。後期の授業では、とくに入口と食糧に課題をも

とめて考察する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

経済社会の発展と多産多死から少産少死にい

たる入口転換過程と対比を考える。 安　川　正　彬
1 経済社会と入口変動 （慶応義塾大学教授）

第一次産業から第三次産業への構造変化にか

かわる入口移動の姿を検討し、入口転換との関

2 人口変動の仕組み 連を加えて入口学の基本をさぐる。 同　上

人口と経済の学説の変遷をたどり、その時代

3

人口学説と時代的詳ヒ≧」≡ヨ． 的背景を概観する。

同　上
三三

一・ 曹ﾌ適度人口はいくらか。それはどのよう

に測ることができるか。適度入口をめぐる学説

4 適度入口を測る と計測の可能性をさぐる。 同　上

入口増加は経済成長へのプラス要因かマイナ

ス要因か。経済成長論を通じて、先進国と発展

5 入口増加と経済成長 途上国との対比を検討する。 同　上

人類生存への道は、人口の将来に何を目標に

置くべきか。有限の地球への認識を強調して、

6 有限の地球と入口 静止入口を目標設定とする必要を強調する。 同　上

人口が増加する場合はもちろんのこと減少す

る場合も食糧消費は増加することがある。それ 唯　是康　彦
7 入口と食生活 は生活水準が向上するからであり、そこにはい （千葉大学教授）

ろいうな段階がある。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

世界は長期的に食糧消費の増加傾向にあるが、

地球はこれに適応できるのだろうか。植物の光

8 地球の食糧供給能力 合成能力と環境条件から潜在生産力の推定を行 唯是　康彦
う。

人口爆発の震源地は開発途上国であるが、そ

9
開発途上国と緑の

v命

の食糧供給はどのようにしてなされるか。緑の

v命は一つの希望であるが、そこに：はまた多く

ﾌ問題が山積している。

同　上

食糧：原料の一端を担う水産業は日本入にとつ

てとくに重要であるが、地球の有限性のために

10 世界の水産資源 供給制限が発生し、それが200海里問題として 同　上

顕在化している。

世界の食糧問題は決して長期問題にとどまる

ことなく、現在の貿易構造に投影されて、国際

11 食　糧　　戦　略 政治と密接な関係をもつようになった。その有 同　上

効性と影響は何か。

不安定な世界の食糧需給関係の中にあって、

日本の食糧自給率は国際的にみてきわめて低い

12 日本の食糧自給率 といわれる。自給率の考え方、現状の実態その 同　上

問題点と対策について述べる。

食糧需給の不安定性は具体的には価格水準と

アグリビジネスと その変動に：反映されるが、この点で原料生産と

13 食品価格（農業関 最終消費をつなぐアグリビジネスが、重要な役 同　上

連産業） 割を果す。

食糧の安定供給は世界にとっても日本にとつ

ても重要であるが、他面で消費者は安い食糧を

14 農業政策と財政負担 欲しているし、供給者はそれで生計をたててゆ 同　上

かねばならない。その点で農政の在り方が究明

される。

食糧生産は生態系と密接な関係をもっており、

その関係の中から技術体系が確立してくるし、

15 生態系・技術・入口 食生活も成立してくる。食糧：と入口の関係もこ 同　上

こに基礎を置くことになる。
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