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頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

30 日本経済と産業と企業　………・………・・……………　59 1 63 TV 2

31 経営総論　・・∵…………・・1・（平成3年度限り）……　61 63 62 R」 2

32 会計総論　・∵………∵……・（平成3年度限り）……　63 63 62 TV 2

（自然系）

33 現代の数学観　…1…・・……（平成3年度限り）……　65 63 62 R 2

34 基礎数学1　………………（平成3年度限り）・一・67 63 62 TV 2

35 線形代数学　……・・…………・……………・…・・………　69 2 1 TV 2

36 確率論　……・…………・・…………・…・…・……………　71 1 63 R 2

37 統計学　…・……………・・……・……・……・……………　73 1 63 R 2

38 物理の世界　……・・…………・…・………・……・………　75 2 1 TV 2

39 基礎化学………・……………・……………・…………　77 2
1’

TV 2

40 物質の構造と機能　………………・…・・………………　79 2 1 TV 2

41 基礎生物学．1　一・………………”…………………’●●81 2 1 TV 2

42 基礎生物学皿　……………・・…・…・・……………・……　83 2 1 TV 2

43 人間の生物学　………・……・…・…・・……・…・・…・……　85 1 63 TV
2
．

44 生命科学史1　・………………・……・・…………・……・87 1 63
R’ 2

45 生命科学史∬　…………・……・……・…………・・……・89 1 63 R 2

46 地球と宇宙（地球編）……（平成3年度限り）……　91 63 62 TV 2

47 地球と宇宙（宇宙編）……（平成3年度限り）……　93 63 62 TV 2

48 日本の自然　……・…・………・………・………・・………　95 2 1 TV 2

49 科学と実験　・………・…………………………・………　97 1 63 TV 2

平成4年度改訂開設科目

（人文系）

現代の人間観と世界観　…・・……………・……………　99 4 3 R 2

哲学の基礎　………・・………・……・…・………・………101 4 3 R 2

推理と分析　・・………………・……・…………・・………103 4 3 R 2

人文地理学　……・……・……・…………………………105 4 3 TV 2

（社会系）

政治学入門　…∵……………・…・………・……・………107 4 3 R 2

経済学入門　………………6………・…………・………109 4 3 R 2

経営管理総論　・………………・・……・………・…・……111 4 3 R 2
’

会計総論　……・∵・………・・…・……………・…………113 4 3 TV 2



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

（自然系）　　　　　　■

数学の歴史　…・………・……・・一讐……………・・……・115 4 3セ R・ 2

微分積分学　・………………・・……・…・………・………117 4 3 TV 2

地球と宇宙（地球編）・……………ら…・………・……∵119 4．． 3 TV
2．

地球と宇宙（宇宙編）・………………・・……・…・・……121 4 3 TV 2
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頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

75 Japanese　I　　・・…・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　172 1 63 TV 2

76
Japanese　I　　・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・…　。・・・・・・・・・・・・・…　∴・・…　　174

1 63 ’TV 2

平成4年度改訂両州科目

中国語1皿　…………・・…・………………………………176 4 3セ R 2

3．保健体育
ワ
蚕
　
　
Q
U
ワ
8
　
　
7
一

保健体育　…・……………・・…………・…・…・・……・・…178

ﾌ育実技　・・………………・………………・・…一・……

60 59セ TV

3
1

4．専’門科目

　生活ζ福祉

2
　
2
　
2
　
2
2
　
2
　
2
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2
2
2
2
　
2

R
V
R
R
R
R
V
V
V
R
V
V
V
V
V
R
V
V
R
　
T
　
　
　
　
　
　
　
T
T
T
　
　
T
T
T
T
T
　
　
T
T

　
　
　
セ
　
セ
　
セ
　
　
　
セ
ー
3
2
　
2
2
3
2
1
2
2
2
　
1
3
1
1
2
2
2
　
1
　
6
　
　
　
　
6
6
6
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
6
　
　
　
6
6

2
1
3
3
3
1
3
2
3
3
3
2
　
1
2
　
2
3
3
3
2
　
　
　
　
0
0
　
　
　
　
　
只
U
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
β
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
0
　
　
ρ
0

79

W0

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

X0

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

98 ．青少年の保健皿　……∵…………・……・…・…1・・…・…219 62 61セ R 2

99 成人の保健　………………（平成3年度限り）……221 63 62 R 2

100 老人の保健　・・∵・……・……（平成3年度限り）……223 62 61 R 2

101 心の生涯健康科学　…………・・……・…・・……………・225 3 2 R 2

102 心の環境健康科学　…………・…・…・・…・……………・227 3 2 R 2

103 環境科学　・…………・……・………・・………・…………229 1 63 TV 2

104 余暇生活　・……・…………・…・………・……・…………231 1 63セ TV 2

105 ’家庭の福祉　…・……………・・………・・………・………233 1 63 R 2

106 社会福祉　……・…………・・…∵……………・…………235 3 2 R
2
．

107 高齢者の福祉　…・…………・…・……………・…・・……237 3 2 R 2

108 生活と福祉特論　……・…・………・・……………・…・… 63 6

平成4年度改訂開設科目

家庭め経済　…・……・………・…………∵……・………239 4 3セ R 2

衣生活論　…・∵………∵………∵…………・・……r…・241 4 3セ TV 2

食物0科学．………………・・……………………・……243 4 3 TV 2

都市の住まい’．…・…・……？・…∴…マ………・…………245 4 3 TV
．2

成人の健康科学　………∵………・…・…・……・∵…・…．247 ・　　4 3 R 2

老年期の健康科学∴・…i……・……「・…………・……・・249
　
　
4
． 3 R

、2

発達と教育
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頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

120 生徒指導の理論　…・……………・・……∵…………・…273 3 2セ Ty 2

121 幼児教育、…・……………・……………・・…・………・…275 2 1’ R 2

122 情操の教育　…・・……………・…・……………・・………277 1 6’ R R 2

123 青少年文化L・…………一（平成3年度限り）……279 1 63’ TV 2

124 地域社会と教育　………・……・…・…………・…・…・…281 ・　　3 2セ ↑V 2

125 生涯教育論　………・・………・…・・……………・………283 1 63セ R 2

126 教育社会学1　……・…………・……………・・…・……・285 2 1 TV 2

127 教育社会学1【…・・…………・……………・・…・………287 2 1セ TV 2

128 発達心理学　…・………・……・……・…………・・………289 2 1 TV 2

129 発達段階の心理学　………・………・・…………………291 1 63 TV 2

130 学習心理学　………………．（平成3年度限り）……293 63 62． T’ u　’ 2

131 学習心理学の応用　………（平成3年度限り）……295 63 62 TV 2

132 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ｳ育工学　　…………………………・・………・………297 3 2 TV 2

133 認知と思考　………………（平成3年度限り）……299 63’ 62 TV 2

134 社会心理学　・……・…………・…・…………・…・………301 1 63 TV 2

135 人間関係論　…・…………………………・……・………303 3 2 TV 2

136 パーソナリティ論　………・……・…・………・……・・…　305 3 2 TV 2

137 臨床心理学　…・・……………・…・……・………・………307 3 2 R 2

138 深層心理学　・・………………・…………………………309 3 2 R 2

139 カウンセリング　…・…∴…（平成3年度限り）……311 63 62セ R 2

140 心理・教育における測定法　……………・・…・………313 1 63 TV 2
●

．141 子どもの心身機能の発達と障害　……………・…・・…315 3 2 TV 2

142 児童の心理と教育　…・…・…………・・…・……………・317 2 1 R 2

143 青年の心理と教育　………．（平成3年度限り）……319 63 62 R 2

144 老人の心理と教育　・…・……………・……・………・…・321 2 1 R 2

145 障害児の心理と教育　∴……・………・・…………・・…免323 1 63 R 2

146 言語障害　……・・…………・………・…・……・…………325 2 1セ R 2

147 発達と教育特論　……6・…………・……………1……ρ・
63 6

平成4年度改訂開設科目

学習心理学　…………・…・…・……∴…………・………327 4 3セ TV 2

認知心理学　…・…………・…・…………・・……・………329 4 3セ TV 2

カウンセリング　………………・・・…一………………331 4 3 R 2

青年の心理と教育　………………・1・………∴………・333 4 3 R 2



社会と経済　　　　　　　　　　　　　　　　　頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

148 犯罪と刑法・・…………………………………r………335 1 63 R 2

149 裁判と市民生活　…………（平成3年度限り）……337 63 62 TV 2

150 民法　……………・…・・………・…・……・………………339 2 1 TV 2

151 ・家族法　・……・…………・………・…・……・……………341 2 1セ TV 2

152 商法1　…………・…・…・・………・………・………陀・・…343 3 2 R 2

153 商法∬　………・………・…………b…・…・…………・…345 3 2 R 2

154 現代日本法の特質　…9………・……・…・……・∴……・・347 3 2 R 2

155 国際法　・……・…………・・………………・・……………349 2 1 R 2－

156 経済法　……・・…………●………………”●……………351 3 2 R 2

157 労働法　…・…・……………………………・……………353 3 2 R 2

158 日本政治思想　…・……………・・…・……………・・……355 1 63 R 2

159 西欧政治思想　…………・……・・…・……・…轡…・……357 1 63 R 2

160 現代の政治理論　∵蝉…‘………∵・………………？・…359
1
1

63 TV 2

161． 現代の政治過程　∵…∵…………・………r…・……・…361 3 2 TV 2

162 ’現代の三際政治　………………卿・1……・…………・・，363 3 2セ TV 2

163 現代日本の政治　…・・…………一・……………・…・・…365 2 1 TV 2

164 日本の地方自治　………噸・……・…r…脚g…・…∴・…367 2 1 TV 2

165 先進諸国の政治　・…∴……（平成3年度限り）・・一369 63 62 R 2

166 第三世界め政治　…………（平成3年度限り）……371 63． 62 R 2
1
6
7
． 日本政治史　………・…・……・……・…………・・……轡373 1 63 R 2

168 西欧政治史　…・………一g・・…………∴…一・…・・…・375 1 63 R 2

169 行政学　……………………（平成3年度限り）……377 63 62セ R． 2

170 現代の経済学　…6……・……………………坤…・…・・379 1． 63 TV 2

171 産業組織論　………一…・・（平成3年度限り）……381 「62 61 TV 2

172 国際経済学　………………（平成3年度限り）……383 63 62． R 2

173 財政学　・・……∵………………・…・………・…・………・385 3． 2，

TV 2

174 金融論　・……・…………・…・……・………・……………387 3 2 TV 2

175 日本経済史　………一……・・………・一……・∴…・・r・389 1 63 R 2

176 欧米経済史　…・………・………………………・………391 3 2セ R 2

177 近代日本の生活と社会　………・一…・…・……………393 1 63 TV 2

178 社会学研究法　一…………一・一……………・・……395 1． 63． TV 2

179 社会構造と社会変動　……（平成3年度限り）……397 62 61 R 4

180 地域と生活　………………（平成3年度限り）……・401 62 61 TV 2



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

181 地域社会学　………………（平成3年度限り）……403 62 61 TV 2

182 芸能と社会　…・…・…………・………・………・・………405 1 63 TV 2

183 アジアの社会……・・………・・……………・…・・……・・407 63 62セ TV 2

184 社会と経済面論　…・・……………・……………・…・・… 63 6

平成4年度改訂開設科目

法と手続き　………………・……………・……・………409 4 3 TV 2

先進諸国の政治　……・……・……・……………・…・・…411 4 3 R 2

第三世界の政治　…………・…・…・……・………・…・…413 4 3 R 2

行政の活動　……………………・・……………・………415 4 3セ R 2

経済思想　……………・・…・・…………・……・・∴………417 4 3 TV 2

国際経済学　…・……・………・…・…………・…・………419 4 3 R 2

近代性の社会学　…・・6・・…………・…・…………・…・…421 4 3セ R 2

社会調査法　・・………………・……・…………・・………423 4 3 TV 2

マスメディアと現代　………・………・・………………425 4 3 TV 2

日本人の生活と文化　・…………・……・………………429 4 3セ TV 2

産業と技術

185 経営管理　…………・・……・…・……・………・…………431 1 63 TV 2

186 経営戦略　……………一・・（平成3年度限り）……433 62 61 R 2

187 企業と人材　……………………・…・…………・………435 1 63セ R 2

188 仕事とくらしの経済学　…・・……………・……………437 2 1 TV 2

189 管理会計　……・・……………………………・…………439 2 1 TV 2

190 税務会計　……………………∵……………・…………441 2 1 R 2

191 マーケティング論　…・……………・・……………∵…・443 1 63 TV 2

192 経営組織論　…………・…・………・……・…・…・………445 ．　　3 乞 R 2

193 管理経済学　…………・・……・……・…………・・………447 3 2 R 2

194 生産管理　………・……………・……………・…………449 1 63 TV 2　．

195 財務管理　…・………・……・…・・……………・・…・……・451 3 2 R 2

196 財務会計　……・・…………・……・…………・・…………453 1 63 TV 2

197 数理計画法　……………・・…・………・……・…・………455 1 63 TV 2

198 産業と情報　………………（平成3年度限り）……457 63 62 R 2



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

199 産業と企業　…………∴……・……・…………・・………459． 1 63 R 2

200 産業と環境・資源　・・一……………・・…・……………・461 2 1 TV 2

201 交通と通信’………………・・……………………∴・…463 3 2 TV
2
，

202 流通と商業　………………（平成3年度限り）・∴…465 63 62 R 2

203 現代社会とサービス経済・・1………・・……・…………467 3 2 R 2

噸204 産業および生業としての農業　・……………・…・……469 1 63 R 2

205 中小企業論　………………（平成3年度限り）……471 63 62 艮 2

206 技術史　……・………・…・……・…・………・……………473 2 1セ R 2

207 産業技術の動向五　………（平成3年度限り）……475 63・ 62セ TV 2

208 システム工学・・…………・…………………・…・……・477 2 1セ TV 2

209 人間工学　…………・……・・（平成3年度限り）……479 63 62 TV 2

210 情報工学　……・……・……・……・…………・・…………481 3 2 TV 2

211 設計工学…』…………………・∵∴…∴・・…・…………483’ 2 1 TV 2

212 物質工学の世界　……・…・………6……………・…・・…485 3 2 TV 2

213 環境と土ネルギー工学・…………………㊥…………・487 3 2セ TV 2

214 都市計画　・・……一………・（平成3年度限り）……489 ．　63 62 TV 2

215 基礎電子工学・…・……………・・∴……………・・6……491 3 2’
TV 2

216 土木工学　……・……∵・…・……………・・…・…・・6……493 ’　3 2 TV 2

217 産業と技術特論　……・胆………・・…・…一………・・… 63． 6

，平成4年度改訂開設科目

経営と創造性・…………・………………一……・……495 ．　「4 3 R 2

産業情報論　…………・・……・…………・・……・…∵…498 4 3 R 2

情報管理学．・・………・・……・………………………・…500 4 3 TV 2

現代中小企業論　・………6………………………g……502 4 3 R 2

生活のための工学……・・……………………g…・・…・506 4 3』

TV 2

計測・制御工学　・………………・・……………・…6・∴509 4 3 TV 2

都市計画の基礎　…・……………・・……・…・………・…511 4 3 TV 2

人間の探究

218
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西洋古代中世哲学史「…………・……・……………一513

ｼ洋近代哲学史　・……一……………・・…・・…………・515

3’
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3
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R
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頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

253 アメリカの言語文化1　…・・……………・……………583． 1 63 TV 2

254 アメリカの言語文化皿　…（平成3年度限り）……585 ・　63 62 R 2

255 ドイツの言語文化1　・…一…………・………………．587 3 2 TV 2

256 ドイツの言語文化∬　……（平成3年度限り）……589 63 62 TV 2

257 フランスの言語文化1　…・…………一・…，・…・……591 1 63セ TV 2

258 フランスの言語文化五　…（平成3年度限り）……593 63 62セ TV 2

259 ロシアの言語文化1　………………・・………………・595 1 63 TV 2

260 ロシアの言語文化皿　……（平成3年度限り）・…・・597 63 62 R 2

261 人間の探究高論　……・・…………・…………………… 63 6

平成4年度改訂開設科目

科学哲学　……………・・…・……・…・………・…・∴冨・・山599 4 3 R 2

比較宗教学　一…………一・・…・∵……一…・………・601 4 3セ R 2

哲学的人間学　……………・・…・……………一∴・……603 4 3 TV 2

上代日本文学　∵…∵…………・∵・∵・………・・…・……605・ 4 3 R 2

．近世日本文学．．・…………・蝉・……・……・……r轡…幽607 4 ．3セ R 2

立国の説話と古小説　∵…………り・…………卿∵…609 4 3’

R 2

日本古代史　………・……・…・・…・……………・・…一…611 4 3セ・ TV 2

日本近代史　・……………噛・…鱒r・………・…・卿……613 ・　　4 3 R 2

．アメリカ論ゴ…・…一………・…・…・…一……・・……615 4 3 TV 2

美と芸術の理論　・・………………・………∵…・・…・・…617 4 3 TV 2

美術史ど美術理論．…一…一∴・・∵……一……・∴…619 4． 3 TV 2

音楽の歴史と音楽観　……》・・…∵一・………・………621 4 3 TV 2

自然の理解

262’ ベクトル解析丁………………・・……・……・・…・・………623 2 1 R 2

263 解析学　……………・…・・…（平成．3年度限り）．……625 63 62 R 2

264 応用数学　…………・…・…・・………・………・…………627 3 2 R 2

265 相対論　………………・・………・…・……・……・………629 3 2セ R 2

266 歴史から見た代数学　……・………一・・………………631 3 2 R 2

267 数学基礎論　…・……………・……・……・……・……・…633 2 1 R 2

269 標本抽出の計画と方法．………………・・……………・635 3 2 R 2
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頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

平成4年度改訂開設科目

解析学　…・…………・…・……・………・…・……………701 4 3 R 2

データと：データ解析　・……・…………・……………一703 4 3 R 2

数量化理論　……………・・…・…・∴…………・・………705 4 3セ TV 2

統計的決定　・……………・…・……………・…・・………707 4 3 R 2

カオスとフラクタル入門　…………・…・…・…………709 4 3 TV 2

物質の科学一物理編’・……・……∴…・・∵………・……711 4 3 TV 2

光と電磁場　…・…・…………・・…∴…・・………・………713 4 3 TV 2

生物有機化学　……………・・…・・…・……………・……715 4 3セ TV ’2

植物生理学　・………………・・…………ゆ……6…・…・717 4 3 TV 2

動物の行動と社会　…………・…・…・……・…………・・719 4 3 TV 2

総合科目

301 生活と環境　………………g・・’（平成3年度限り）…721 63 62 R ．
4

302 心理と教育　・………………・・．（平成3年度限り）…725
6’

R 62 TV 4

303 都市の研究　一……………・』（平成3年度限り〉…729
　
6
3
． 62 TV 4

304． 情報化時代の産業・披術　…、（平成3’年度限り）…733 63 62 TV 4

305 科学と宗教　∵………………（平成’3年度限り）…737 ．63 62 R 4

306 生命論　…・・……………・・…・…………………・………741 63 62 TV 4

307 文学の東西　…………………（平成3年度：限り）…745 63 62 R 4

平成4年度改訂開設科目

高齢化社会の生活と福祉・…………一r……………749 4 3 R 4

子供の世界　…………・……・・………・………・・………753 ．　　4’ 3 TV 4

現代社会と産業・技術　………・……・…・……………757 4 3 TV 4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．l間を考える　・…・……………・…b・…r・…・……・……761 4 3 R 4



＝生活と芸術＝（TV）
〔主任講師：熊倉功夫（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　生活と芸術の接点として芸能、建築、工芸などを取り上げてゆくが、それらの軸になるのは「茶の湯」

である。日本独自の茶の湯がどのような展開をしたのか。さらに、茶の湯と関連しながら生活文化がい

かに江戸時代から近代に発展してきたのか、そのさまざまの面に：目を向ける。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
日本入の生活と芸

p

　日本人の生活と芸術を総合的にとらえるにはど

�ﾈ視点があるか。生活文化としての芸術の展開

�ｽどり、ことに室町時代以後における生活に即

ｵた新しい芸能として、茶の湯の概要を紹介する。

熊　倉功　夫
i筑波大学教授）

2 茶の文化の成立

　中国の茶の文化は、丁丁に旧きく成長し、日本

ﾉも九世紀に伝わってくる。さらに鎌倉時代にふ

ｽた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。

同　上

3
南北朝時代の美意

ｯ

　鎌倉時代末期以後、中国から輸入された書画や

H芸品が珍重され、「ばさら」という新しい美意

ｯが流行する。「座敷飾り」は洗練され、それを

齣ﾙに茶の湯といけばなが発展した。

同　上

4 書院の茶の湯

　室町時代の武家文化の発達にともない、新しい

ｶ活様式が完成される。そうした様式の1つの核
ﾆなるのが書院における茶の湯で、書院の茶とい

墲黷驕Bその姿を具体的に述べる。

同　上

5 いけばなの歴史

　花に対する日本人の信仰や、大陸から渡来した

汢ﾔの伝統は、やがて室内を飾るいけばなに展開

ｵた。室町時代のいけばなの確立と展開を、花伝

曹ﾈどを引いて論ずる。

同　上

6 わび茶の成立

　京・堺などの都市には豊かな新興町衆が登場す

驕B彼らは武家貴族の遊びであった茶を自らの生

?ﾌなかにあみ直した。村田珠光と武野紹鴎の茶
�ﾆおしてわび茶の成立をみる。

同　上

7 千利休と桃山文化

　わび茶の大成者千利休の茶とは、どのようなも

ﾌであったのか。その生涯をたどりながら、わび

�O底させ、主客の礼法を完成させた利休の茶に

ﾂいて考えてみる。

同　上

一1一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

茶の湯の発達はその舞台にもあたる茶室という

独自の建築空間を展開させた。中世の書院造りか

8 茶室の　世　界 ら流れだす茶室の系譜をたどりながら、日本の住 熊倉功　夫
宅建築に与えた影響も考えたい。

17世紀前半の文化を寛永文化とよぶ。サロンを

9
寛永文化と二代池

V専好

中心に繊細で装飾性豊かな芸術が誕生した。この

梠繧ﾉいけばなを革新した二代池坊専好が活躍す
驕B

同　上

元緑時代を中心に町人の文化は遊芸の新しい展

開をもたらした。遊芸は地方にも広がってゆく。

10 町入文化と建築 京都の遊郭の建築、地方都市の町家建築のなかに、 同　上
その表現をみる。

日本の料理は味だけでなく見る料理だといわれ

る。かつて料理は立派な芸能であった。室町時代

11 料理文化の系譜 から江戸時代後期までの料理文化の流れを概観し、 同　上
日本料理の特質をみる。

祭の屋台などを見ると、驚くべき精巧な飾りで

埋められている。こうし1ヒ飾りの世界には、名人

12 生活の中の飾り とよばれる人々が活躍した。高山祭の飾り、伊豆 同　上

の長八の芸をとりあげてみた。

日常生活の道具である工芸品に美を見いだし、

これを民芸と名づけて評価したのが白樺派の宗教

13 近代の工芸運動 学者柳宗悦であった。民芸運動と柳の思想をたど 同　上

りながら、その意義を考える。

明治維新で伝統的な茶の湯が衰退したあと、明

治時代後半から美術品のコレクターである数寄者

14 近代数寄者の世界 が登場する。原三漢を中心に数寄者の文化史上の 同　上
位置を考えたい。

日本人に大きな影響を与えた外国人は多い。そ

15
外国入の見た生活

ｶ化

のなかから、ことに生活文化のうえで、今日もな

ｨ三白な意味をもつエドワード・モースとブルー

m・タウトをとりあげてみる。

同　上

一一 Q一



＝家政原論＝（R）
〔主任講師：酒井＝豊子（放送大学教授）〕

全体のねらい
　今日、家族や家庭のあり方は多様化しつつあるが、人間関係と暮らしの基本単位であることに変わり

はない。本講では、家族と家庭の諸機能を、家庭をとり囲む諸環境とのかかわりで把え、家庭から社会

へ向けての、より積極的な働きかけを志向した家庭生活のあり方を、家政学の立場を踏まえて考察する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

人間の生活のさまざまなありようの中に冷いて、

家族や家庭を単位とする生活の営み一家政一は

1 生活　と　家　政
どのような意味をもつのであろうか。個人、家族
?驍｢は社会の健康・安全・福祉のために、家庭

酒　井　豊：子

i放送大学教授）

生活が果たすべき機能について概観する。

家族の中心は夫婦だが、その成立となる結婚の

しかたが世界的に動揺している。欧米では非登録 湯　沢　雍　彦

2 結婚　と　夫　婦
婚が増え、日本では晩婚化が急速に進行している。

ｻの原因と影響を考え、あわせて、日本と欧米の
v婦関係がなぜ大きく異なるのかを分析する。

（お茶の水女子

@　　大学教授）

子供の数が減少して家計は楽になったが、育
児はかえって困難になったといわれる。それはな

3 親子の　関　係
ぜか．戦前と躾はどう変わったのか。育児観は欧
ﾄに近くなったのだろうか。共働きや生活環境が

同　　　上

育児を阻害しているのか、等々広い視野から親子
関係を考察する。

小規模化、小機能化した今日の家庭生活の安定
のためには、地域社会との連携が不可欠である。

4 家庭と地域社会
農村型地：域社会とは異なる都市型地域社会の再編

�A生活環境施設の共同利用や、近隣の生活サー
松村祥子
i群馬大学教授）

ビスネットワークの活性化という視点から検討す
る。

保育、外食：、余暇などにみられる生活機能の家

年増での遂行に加え、最近では、企業や公的機関

5 家庭外　家　政
からの生活サービスの宅配（在宅サービス）も盛
�ﾅある。このようなサービス化の進展の中で、

同　　　上

個性的な生活を持続するためにはどうすべきかを
考察する。

世界に類のない高齢化のスピードは、高齢者の
みならず、若者の生活にも大きな影響を与えつつ

6 高齢化時代と ある。人生80年時代をのりきる途は、社会的諸配 同　　　上
生　　活　設　　計 慮とともに、生計、健康、生き甲斐の三拍子揃っ

た個々人の生活設計にある。特に高齢期以前の家
庭生活のあり方と生活設計について述べる。

家族の構成員のうち、特に夫と妻の、収入・労働・

家事労働・余暇への時間配分がどのような組合せ

7
生活時間と家事責

C
になっているかを分析する。それをもとに、家庭
ﾓ任の夫妻による分担協力の現状と問題点を考え、

　伊　藤　セ　ツ

i昭和女子大学教授）

生活時間面から「生活の質とは何か」についても
考察する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 家庭経済と社会

　今日の社会・経済構造の中での、家庭経済の機
¥とその変化、特にサラリーマン家計の現状と問
闢_についてとりあげる。世帯の収入と支出の実
ﾔをさまざまな角度から分析し、私的・個別的家
vと社会・経済の関連と、その望ましい在り方を
ﾜめて検討する。

伊　藤　セ　ツ

9 消費者問題と家政

　消費者問題は、今、一国の生産・流通・消費の
gを超え、国際的視点で把握されなければならな
ｭなってきている。国際化した消費者問題に、
ﾁ費者一人一人がどのように主体的に対応すべき
ｩが問われているが、この問題に家政学の立場か
邇謔闡gむ。

同　　　上

10
食生活の現代的課

　生活の多様化に伴う価値観や家族関係の変化に
謔閨A食生活も簡便化志向と高級化志向への二極
ｪ化現象がすすんでいる。このなかで、外食産業、

ｲ理加工食品、市販惣菜などに象徴される食の社
?ｻを中心に、家庭生活に澄ける食のあり方を考
ｦてみる。

　杉　田　浩　一・

i昭和女子大学教授）

11
衣生活の現代的課

　現代の衣生活は、量的には充足しているが、質
Iには必ずしも高いとはいえない。服装の選択は
､業主義や社会規制に先行されがちで、所持衣服
ﾍ狭い家に溢れる一方、人々の服装は自己表現の
@能を充分には果たしていない。本章ではこれら
ﾟ生活上の矛盾について考察する。

酒　井　豊：子

12
住生活の現代的課

　大都市に見られる過度の集中による居住環境の
ｫ化が健全な家族生活の営みを妨げ、さまざまな
ﾐずみをもたらしている。こういつた現状を改善
ｷるためには望ましい住生活についての国民的な
㊧ﾓの形成が必要である。本章ではこのような観
_から適正居住の問題を考える。

本　間　博文
i放送大学教授）

13 家政学の確立

　家政学は、家庭を全人的存在の人間形成の生活
ﾌと考える。家庭における、食衣住等に対する欲求

ﾆ消費の関係を知り、ひいてはより大きな生活圏
i生態系）における使命を知る。家政学は、人間
ﾆ環境の両面を包括している統一理論の上に構築
ｳれていることを説く。

　松　島　千代野
i爾日本女子社会教

迚?ﾆ庭科学研究所

ｷ）

14 世界の家政学

　わが国は今日、国際国家主義へ傾注している。

ﾆ庭・家族を世界共通の基盤とする家政学こそ国
ﾛ国家の待望に応ずるために、その動向を知るこ
ﾆが必要と考える。世界的視野から家政学の現況
�W望する。ひいては世界の中の日本の家政学を
ﾊ置づける。

同　　　上

15
環境問題と家庭の

ﾓ任

　先ず、生活と環境にかかわる諸問題を、家族単
ﾊの生活を出発点として整理する。

@人間のこころと伝統文化、社会生活における家
ｰの役割、科学技術のもたらした便益と公害、な
ﾇを軸として家政学の直面する今日の課題と家族
ﾌ責任を中心に考察する。

　矢　部　章彦

i放送大学客員教授）

一4一



＝教育学概論＝（R）
〔主任講師：田浦武雄（愛知学院大学教授）〕

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、

人間の成長・発達との接する領域で、文化と人間との現実構造や変化過程を探究し、よりよい未来を創

出するのを助ける営みである。多くの教育問題との関わりを含め、教育の基本問題を検討し、それらの
改善の方向を究明する。

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

1 教育学の意義

　1一一4の4回にわたって、教育学および教育の
ﾓ義を検討する。1では、教育学の概念、教育論

ﾆ教育思想、教育学の動向と変遷等について考察

ｷる。

　田　浦　武　雄

i愛知学院大学教授）

2 教育の構造と機能

　素質と環境と教育との関連のダイナミズムの構

｢について検討する。さらに教育の社会的機能、

ﾆくに文化伝達、社会統制、文化改造の諸機能に

ﾖして検討を行う。
同　上

3 成長と社会化

　人間の成長・発達を焦点におく教育と、社会化・

ｶ化化を焦点におく教育とに、教育の働きを区別

ｷることができるが、両者の考え方の特質と関連
�癘｡し検討する。

同　上

4 発達と教育の理論

　人間の成長・発達の過程の把握とその処方をめ

ｴすものとして、発達の教育学の構築を志向する

K要がある。人間的教育・全人的成長の必要性と

ｻの構造を検討する。
同　上

5
現代教育学の類型・

@　　　　　　　　1

　5－6の2回にわたって、現代教育学の類型を
沒｢する。5では、主として教育哲学の面から、

i歩主義、伝統主義、改造主義、実存主義、分析

N学等について、それぞれの特色を検討する。

同　上

6
現代教育学の類型・

@　　　　　　　　2

　教育人類学、教育社会学、社会科学的教育学、
ｳ育人間学等の諸領域について、それぞれの理論
I特色を検討する。前の三者は教育科学面からの
″l察に属するが」教育人間学は教育の哲学的アプローチと、科学的アプローチとの総合をめざした

烽ﾌとみることができる。

同　上

7 教育の文化的基礎

　7－8の2回にわたって、現代社会と教育との
ﾖ連構造について検討する。7では、教育が文化

ﾆ密接に関連している点を、その多様性、文化と

l間形成等の側面について考察する。
同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 情報化社会と教育

　今日の社会は情報化社会の特色をもち、地域社

?竕ﾆ族・社会集団に影響を与えており、教育上

ﾌ問題も多い。情報化社会に対応する教育のあり

禔A生涯学習の必要性等について検討する。

田　＝浦　武　雄

9 学校の機能と目的

　9－13の5回にわたって、学校教育の基本問題

�Lい視野から検討する。9では、学校の歴史的
ﾏ遷、学校の機能を検討し、学校の教育目的の概

Oと構造等について検討する。

同　上

10 学力論・知識論

　学力観の変遷と学力のあり方について検討し、

m識と学力との関わり、知識の捉え方のちがいを

l察し、教育の人間化の観点から、知識教育の課

閧ﾉついて究明する。

同　上

11
教育課程と教育方

@

　何をいかに教えるかは、学校教育の基本問題の一・つである。教育課程の類型を検討し、人間中心

ﾌ教育課程の特色を考察する。あわせて、教育方

@の多様化について検討し、学習指導の最適化の

K要性について考察する。

同　上

12
生徒指導と道徳教

　生徒指導・道徳教育は、教科の学習指導ととも

ﾉ重要な領域である。生徒指導の必要性、生徒指

ｱと自己実現、生徒指導の課題等について検討す

驕Bあわせて道徳教育について価値教育との関：連、

ｹ徳教育の体制の比較検討を行う。

同　上

13
情意的教育・創造

ｫ教育

情意的教育および創造性教育の必要性を考察し、

ｻれぞれの課題を検討する。情意的教育について

ﾍ、その現状と問題点を考察し、創造性教育につ

｢ては、創造性の人間学の面からも探究し、改善
ﾌ方向について検討する。

同　上

14
教育制度と教育行

ｭ

　教育制度と教育行政の意義を考察し、学校制度

ﾌ現状と課題、学校体系の改革、教育行政の動向

ﾉついて検討する。歴史的反省とともに、他の国

ﾌ動向との比較研究を行い、教育上の課題を究明

ｷる。

同　上

15 教　　　師　　　論

　教育の質を左右するものとして、教師の役割は

蛯ｫい。近年、専門職としての教師の考え方が台

ｪしてきたが、その意義を吟味し、教職観の類型
�l察し、あわせて教員養成の課題、教員の研修

ﾌ問題について検討する。

同　上
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心　ノ 理 学 （TV）

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、人が環境の状態と感覚を通して知り、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程に澄いて、いかに変化していくか、また個人個

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・氏名ク

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現
ｵを述べる。

大　山　　　正

i日本大学教授）

�@摩　武　俊
i東京国際大学
@　　　　教授）

2 環境の認知1
ｴ　　　　　　覚

　入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H
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て

qべる。

大　山　　　正

艨@領　　　謙
i千葉大学教授）

5 情報の処理皿
L　　　　　　憶

　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　　　福

�J津　孝　明
i慶鷹義塾大学
@　　　　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　村彰　道

i東京大学助教授）

7 経験の効果学習

　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。

片　桐　雅　義

i宇都宮大学教授）
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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 大　山　　　正
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

求がある。また、これらの要求が実現される過程 託　摩　武　俊
・にさまざまの感情と情動が生じる。

他の動物に比べて、人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。赤ちゃんが周

閧ﾌ人々とのかかわり合いの中で、どIDように成』

ｷしていくか、幼児期の心の特徴はどのようなと

ｱろにあるかについて述べる。

　託　摩　武俊
@柏　木　恵　子
i東京女子大学教授）

青年期から成入期、老人期にかけての心の変化、

心　の発達　H
とくに他人との関係、自分自身たついての考え方

10
青年期から老年期

や感じ方の変化について述べ、さらに現代のわが

曹ﾌ青年の特徴や、高齢者の諸問題についても言
託摩　武　俊

及する。

知能とは何か、知能にはどんな働きがあるのか、

個　　人　　差　　1 知能はどんな構造をもっているのか、知能の測定 伊　藤　隆：二
11

知　　　　　　能
は可能か、天才とは何かなどについて述べる。

（横浜市立大学教授）

性格に認められる多様な個人差の形成過程、性

個　人　　差　　皿 格の類型、性格の測定法性格の認知、性格の好

12
性　　　　　　格

き・嫌いなどについて述べる。 託　摩武　俊

入はつねに他人とのかかわりをもって生きてい
る。個人と集団との関係、他人に対する態度の形 永　田　良　昭

13 社会的行　動 成過程、人と人との距離感、人間関係にみられる

日本人の特徴などについて述べる。 （学習院大学教授）

精神病、神経症、性的倒錯、非行、自殺などの

実態、現在の特色、これらの原因、対策などを取 福　島　　　章
14 心　　の　異　　常 り上げる。

（上智大学教授）

現在の心理学は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 託　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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＝行動科学1＝（TV）
〔主任講師：鹿取廣入（帝京大学教授）〕

全体のねらい

　人間行動にかかわる諸問題を扱う行動科学は、神経生理学、心理学、社会心理学、文化人類学、社会

学、政治学など、幅広い学問分野ゐ領域を含んでいる。ここでは特に人間行動の基礎過程に焦点をおき、

人間行動の発生・成立について、主として（1）個体発生（発達）、および②系統発生の資料にもとづいて

取り挙げることにする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 行動科学の視点

1．行動科学とは
Q．行動科学の生いたち
R．行動科学成立の背景　1
S．行動科学成立の背景　2
T　行動科学の展開
U．行動科学と心の研究

鹿　取　廣　人

i帝京大学教授）

2 行動の基本様式

1．行動の水準

Q．“もの”信号系と“生体”信号系

R．感覚支配的行動（反射的行動図本能的行動）

S．条件づけ習得行動

T．行動の間接化とシンボル機能

同　上

3 生得的行動　　1

1．新生児の脳

Q．新生児の行動レパートリー
R．　「生得的」とは？ 下条信　輔

i東京大学助教授）

4 生得的行動　H

1．氏か育ちか一2種のインコの養子研究
Q．古典的エソロジストの研究

R．本能の学習による修正

S生得的行動の意義

長谷川　寿一

i帝京大学助教授）

5 脳と行動　　1

1．脳のなりたち

Q．脳の基本的なはたらき

R．高次な脳のはたらき一前頭連合野のはたら

@き

　渡辺正　孝
i東京工科大学助教授）

6 脳と行動　　H

1．神経行動学と脳

Q　失語症
R．脳損傷による視覚認知の障害

河　内　十　郎

i東京大学教授）

7 習得的行動　1

1．古典的条件づけ

Q．道具的条件づけ
山　本　　　豊二

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

1．行動の手がかりとしての他者

習得情行動　　皿 2．社会的強化
片　桐　雅　義

8
一社会的学習一・

3．代理強化

S　モデリング
（宇都宮大学教授）

1．感情

9
情動行動と動機づ

ｯ　1

2．動機づけ
　浜村　良　久

結梠蜉w文学部助手）

1．表情

情動行動と動機づ 2．恐怖の形成 高　橋　　　晃

10
け　丑

3．利他的行動 （武蔵野女子短期大学助教授）

1．選好注視
2．視覚発達

11 情報処理行動　1 3．記憶と認知
S．学習 下条信　輔
5．社会行動の発達
6．まとめ

1．記憶の2過程説と貯蔵庫モデル

12 情報処理行動皿
2．イメージ的処理

R．処理水準アプローチ
市　川　伸　一

4．長期記憶の構造
東京工業大学助教授）

1．信号のチャンネルの種類とその特性

コミュニケーショ
2．信号の発信者と受信者の関係

13
ン行動　　1

3．発信者の自律的な反応

S．反射的・本能的信号行動一伝達の意図のない交信

長谷川　寿　一・

5．条件性・学習性信号行動一伝達の意図をもつ交言

1．言語的コミ3ニケーションと非言語的（前言語的）コミュ三

ケーション

14
コミュニケーショ

桃s動　H

2．コミ晶ニケーション行動の定義
R．コミュニケーション行動の分類
S．言語的コミュニケーション行動の特徴

T　ヒトρコミュニケーション行動の個体発生一一LADとLASS

鹿　取　廣　人

α　前言語的コミュニケーション行動
乳　個体内コミュニケーション行動一思考の道具と自己調整機能

1．遺伝と環境
2．行動発達と2要因の相互作用 鹿　取　廣　人

15 行　動　発　　達 3．個体発生と系統発生
S．意識の行動学的視点

長谷川　寿　一

5．自己意識の成立 下　条信輔
6．自己鏡映像認知
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＝行動科学H＝（TV）
〔主任講師：末永俊郎（帝京大学教授）〕

全体のねらい

　「行動科学皿」では実験や調査など実証的な研究手法に基づいて社会的状況におげる多様な人間行動

の理解を深めてきた社会心理学の諸研究の中から、α）社会的環境の認知、（2）社会的影響、131対人的コミ

ュニケーション、（4）集団過程、⑤集団行動などの問題を取り上げて解説を加える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　客
担当講師「所属・氏4け

行動科学とは何か、行動とは何か、社会的行動

1 社会的行動の科学
とは何か、といった基礎的な問題点について概観

ｵた後、19世紀から20世紀にいたる「社会的行動

ﾌ科学」の発達史について考察する。

　末　永　俊　郎

p（帝献学教授）
P

他者の外見や行動から、その人の内的属性を推 i

2
社会的環境の認知

@　　　　　　　　1

測したり、全体的な印象を形成する過程を検討す

驕B

　今　川　民　雄
堰i北海道教育大学助教授）

他者の感情や情動を判断する過程の分析を中心 1

3
社会的環境の認知

@　　　　　　　皿

にしながら、表済の果たす役割や、表情の普遍性・1

ｶ得性について検討をおこなう。

1　奥　田　秀　宇

堰i中京大学専任講師）

社会的環境の中で自分自身をどのよう鷹財i

4
社会的環境の認知

@　　　　　　　皿

るかを「社会的比較」の問題を中心に検討する。
　山　口　　　勧
P
（
鯨
大
学
助
教
授
）
t

送り手や受け手の特性、メッセージの内容など

5 社会的影響過程1
が説得の過程にどのような影響を与えるのかを考

ｦる。
上　野　徳　美

（茨城大学助教授）

他者から承諾を得るために用いられている要請

技法（段階的要請法、譲歩的要請法、承諾先取要 川　名　好　裕

6 社会的影響過程皿 請法）を取り上げ、それらの基本的実験研究を紹

薰ｵ、検討を加える。

（帝京科学技術大学助教授）

他者から見られる自分のイメージを操作するこ

7 社会的影響過程皿
とによって他者に影響を与えようとする対人的方

ｪ（自己提示）が対人関係の中でどのような意：味

�烽ﾂかを検討する。

　安　藤　清　志

i東京女子大学助教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

人と人を結ぶものとしての対人的コミュニケー

8
対入的コミコ．ニケ ションの基礎的な問題を、非言語的コミュニケー

Vョンを中心に解説する。
大　坊　郁　夫

一ション　　1 （北下学園大学教授）

教育場面におけるコミュニケーションの役割を、

9
対入的コミュニケ 特に教師と生徒の関係を中心にして検討する。

古城　和敬
一ション　　皿 （大分大学助教授）

援：助行動を促進・抑制する要因をさまざまな視

10 対入行動　　1
点から検討し、併せて援助される側の心理を考察

ｷる。
中　村　陽　吉

（学習院大学教授）

人間の攻撃性はどこまで本能か。精神分析理論

11 対人行動　　皿
など、攻撃行動に関する代表的な考え方を述べ、

ﾜた現代的視点からの分析を試みる。
大　淵　憲　一

（東北大学助教授）

集団の中での成員相互の働きかけの過程につい

12 集団過程　　1
て基礎的な検討を加えた上で、集団内の意思決定、

W団思考などがどのように行われるのかを解説す 古畑　和　孝

る。 （東京大学教授）

リーダーシップの問題を中心にして、集団内の

コントロールシステムについて考える。

13 集団過程　　皿 同　上

集団と集団の間の葛藤がどのように調整される

のか、その過程が内集団、外集団成員に対する認 境　　　忠　宏
14 集団間　関　係 知にどのような影響を及ぼすのかを考察する。 （横浜国立大学助　　教　　授）

多数の人々の集合的な行動の特徴を概説し、そ

15 集　合　行　動
のひとつの事例としての流言をとり上げ、伝えら

黷髀﨣�ﾌ歪みや流言が発生するメカニズムにつ 岡　部慶三
いて解説する。 （帝京大学教授）

一12一



一現代の人間観と世界観＝（R）

〔主任講師　中埜　肇（放送大学教授）〕

全体のねらい

　激動しつつある複雑多様な現代の文化・社会・生活の根本に：働いている人間観と世界観の本質をさ

まざまな角度から証明し、現代に生きることの意義を考えたい。第2回以降は2回ずつ担当講師によ

るそれぞれ専門的な視点からの講義を行い、各2回目の終りに：は主任講師との対談によって理解を深

める。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 序　　　　　　論

　私たちにとって「現代」はいかなる意味を持

ﾂか、現代の文明論的な特質は何か、現代の人’

ﾔ観と世界観はどのようなものか、などについ

ﾄ全般的・総括的に論ずる。

中埜　　　肇
i放送大学教授）

2

現代社会に：見られ
髏l間観一技術と現代文化（1）

　近代の産業社会を「技術」の世界として捉え、

ｻのことを世界観的な意味を考える。そのさい、

Z術をそれ以前のrars」の観念と比較し、そ
ﾌ同じ根から「芸術」の概念が生じたことに注

ﾚし、その状況を現代以前の特色として論じる．

山　崎　正和
i大阪大学教授）

3
現代社会に見られ
髏l間観一技術と現代文化（2）

　前回の論述を受けて、現代Q脱産業社会の特
A色を、技術・芸術分裂の時代の終りの始まりと

ｵて論じる。現代の新しい生産と消費動向のな

ｩに：、古いrars」の復活の可能性を考えた
｢。

同　　上

4

哲学的思想に現れ
ｽ現代の人間観と
｢界観
@　　　（1）

現代思想の源流をだいたい今世紀のはじめに

烽ﾆめ、哲学のさまざまな問題とその解決をめ

ｴすさまざまな方法が今日までどのように展開

ｵてきたかを、いわばタテに考察する。

塚　本　明　子

i東京大学助教授）

5

哲学思想に現れた
ｻ代の人間観と世
E観
@　　　（2）

同　　上

6

科学・技術に見ら
黷骭ｻ代の入間観
ﾆ世界観
@　　　（1）

　この回は、科学・技術の成立を噛し、あるい

ﾍ逆に：科学・技術の進展によって深化された世

E観を中心に：考えてみる。物質、エネルギー、

﨣�ﾌ三つの基本概念によって支えられた現代

ﾌ世界観はどのような姿をしているか学ぼう。

村　上　陽一郎

i東京大学教授）

7

科学・技術に見ら
黷骭ｻ代の人間観
ﾆ世界観
@　　　（2）

　この回は前回に扱った世界観の中で、人間がどのような位置に：あるかを考えてみる。特に心理学、医学の《科学・技術化》が進むのに：並行して、人間に対する考え方が大きぐ変化してい

驍ｱとを中心に、人間疎外といわれるものにも
Gれよう。

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

8

精神医学を通じて
ﾝた現代の人間観
ﾆ世界観
@　　　（1）

　精神医学は人間を1）生物学的2）心理学的3）社会学的4）形而上学的な、多元的存在としてとらえる。人間は「生物としてのヒト」であるが、一回的でかけがえのない自覚的存在である。この回は、とりわけ行動研究や脳研究が人間観・

｢界観に及ぼす影響を考える。

小　田　　　晋

i筑波大学教授）

9

精神医学を通じて
ﾝた現代の人間観
ﾆ世界観
@　　　（2）

　この回には、現代人のこころの病態と行動の異常を通してみた現代の人間観と世界観の特徴を考える。精神病の軽症化と一般化、異常一正常の境界喪失、妄想の内容変化：などを通じて、現代人における境界線喪失・情報化・物象化：などの特徴が浮かび上ってくる。

同　　上

10

宗教現象に見られ
骭ｻ代の人間観と
｢界観
@　　　（1）

　個別・特殊な宗教の立場からではなく、人類（史）の宗教現象の統一的理解という宗教学の課題・視点から現代世界の宗教（現象）一それは多様なものである一に顕わになっている人間観と世界観の特徴と意味について、とくにまずその多様な現われについて考える。

荒　木　美智雄

i筑波大学助教授）

11

宗教現象に：見られ

骭ｻ代の人間観と
｢界観
@　　　（2）

　現代の多様な宗教現象を人≡類の宗教史から類

^学的に把握し直して、その特徴と意味につい

ﾄ考える。 同　　上

12

芸術に現れた現代
ﾌ人間観と世界観
@　　　（1）

　芸術作品の中には、同時代の本質を映し出したものがある。そういった視点から、20世紀の特に現代的な芸術作品一　美術、音楽、文芸などのジャンルに：おけるいくつかの特色ある作品に映し出された現代の人間の姿を見て、その意味について思想的に考える。

増　成隆士
i筑波大学教授）

13
芸術に現れた現代
ﾌ人間観と世界観
@　　　（2）

　（1）と同様の視点から、現代の世界の特色について、この場合は特に現代人の居住空間、生活環境という具体的な局面で見つつ、その意味について考える。建築論・都市論のほか絵画や文芸に描かれた現代世界の様相およびそれについての思想を問題にする。

同　　上

14

情報化とマスコミ

?jケーションに
ｩられる現代の人
ﾔ観と世界観
@　　　（1）

　現代人の生活は、新聞・テレビ・雑誌などのマスコミと切り離しては考えられない。特にテレビの影響力は大きい。この映像を中心とした

[似的現実の受容と共有が人間をどう変えたか

�_ずる。

青　木　　　彰

i筑波大学教授）

15

情報化とマスコミ

?jケーションに
ｩられる現代の入
ﾔ観と世界観
@　　　（2＞

　電気通信と情報処理の技術の発達によっても

ｽらされる「高度情報社会」では、情報の洪水

ﾉ対する賢明な選択が求められる。ニューメデ

Bアの登場など今後の情報環境の変化と人間の

ﾖ係について考える。

同　　上
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　　＝哲学の基礎＝（R）
〔主任講師；山本　信（東京女子大学教授）〕

全体のねらい
　哲学は我々の日常生活に根ざし、人生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於きたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師i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
　山　本　　　信

i東京女子大学教授）
る。

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旧いて行われな

2 哲学史の意義 ければならないQ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 近世的二元論 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、その端緒に即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）

8 主体性の形而上学

　認識し行為する主体としてのあり方をもって

ｴ理とする立場が、近代の合理性をになう一方

ﾌ柱として、どのように展開されてきたかを考

@する。

山　本　　　信

9
近代科学の思想史
I意味

　現在われわれが「科学」とよんでいる知的形

ﾔが、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

10 科学的思考の諸性格

科学的な思考法、それはまたわれわれが小学

Z以来の教育で叩きこまれてきて常識になって

｢る考え方でもあるが、その特質と帰結とを、

｢くつかの項目にわけて露わにする。

同　上

11 生命と人間性

　科学の進歩は、生命現象をも物理的化学的な

ﾟ程にひきもどし、また人間に対してはその尊

ｵを剥奪してゆくかのようにみえる。こうした

桝ﾔに関してどう考えたらよいか。

同　上

12 心　　身　　問　題

　からだとの関係に：高いて心とは何なのかとい

､ことは、人類にとって古くからの関心事であ

閨A哲学の主要問題の一つでもあった。特に近

｢的二元論の文脈のなかで現在どう考えたらよ

｢か。

同　上

13 自　由　と　必　然

人間の自由に対立するものとして、運命、自

R因果性、社会的制約などが語られる。これら

ﾌ必然的支配を説く決定論に対して、どう考え

ｽらよいか。

同　上

14 真　　　理　　　論

　何を考え何を語るにせよ、それは真なのかと

｢う問が最後までつきまとう。ではそもそも真

揩ﾆは何か。そして、何かが真であるというこ

ﾆはどうやって確かめられるか。

同　上

15 現代の哲学的状況

　哲学の歴史から見てわれわれがどのような状

ｵに訟かれ、いかなる問題に直面しているか、

ﾆいうことを知るために、現代の諸学説に現わ

黷ﾄいる思想的動向を概観する。

同　上
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＝中国の思想＝（R）
〔主任講師：溝口雄三（東京大学教授）〕

全体のねらい

　中国思想の特質は何か、それは二代以降近代に至るまでどのように展開したか、この二つのテーマに

ついて考える。前者は、政治・社会思想の基本概念でもある「天」　「理」　「自然」　「公」などにつき、

日本におけるそれらとの比較により中国的特質を明らかにし、後者ではその政治・社会思想がどう展開

したかを考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

日本の古代の太陽信仰的傾向に対し、中国古代

1
中国の「天」　（1）

齠坙{との比較一

では天・上帝信仰的傾向があった。この「天」は
ｹ家の「道」や陰陽思想と結びついて天人相関説
笂V人合一説を生みだしていく。こういつた中国
ﾌ「天」の思想的特質を、日本の天道や天の観念

溝　口　雄　三

i東京大学教授）

と比較しながら、考える。

漢代に生れた天人相関説は、自然の同異を天の

2
中国の「天」　（H）一天謎から天理へ一

謎責と考える天謎論を生みだしたが、この天三論
ﾍ唐から宋にかけて合理主義的な、つまり自然法
･的な天理観にとって代られ、ここで中国は政治思
z史上、一つの転機を迎えた。そのいきさつを述

同　上

べる。

日本では一般に理より情が重んじられていたが、

3
中国の「理」　①

齠坙{との比較一

中国では、特に三代以後、天理観が成立したこと
ﾆ相侯って、自然法則、道徳規範としての「理」
ｪ極めて大きな比重をもつようになった。この
u理」の中国的特質を日本の「義理」と比較しな

同　上

がら考える。

宋学は理学とも性理学ともいわれ、その世界観

4
中国の「理」　⑳

は理財世界観と名づけられる。この回気世界観は、

ｾ代に入ってどのような展開をとげ、清代から近 同　上
一理気世界観一 代からどのように変質して現代に至っているか、

その歴史を辿る。

「自然」は宇宙自然であると同時に人間の自然、
すなわち人間の本質を示す概念である。中国では

5 中国の　自　然
この「自然」概念がどのような特質をもつかを、
坙{の「おのつから」との比較を通して考え、か

同　上

つそれが16、7世紀にどのような変化をみせたか、
を辿る。

日本の「お玉やけ」と中国の「公」の原義を比

6
中国の「公」　（1）

齠坙{との比較一

較し、その発生の時期からの違いを明らかにし、

ｻれが政治観（君主観・国家観）や社会観にどの

謔､な特質を、日中両国にもたらしているか、を

同　上

述べる。

近代中国の建国の父といわれる孫文は「天下為

7
中国の「公」　（D

齠V下為公一

公」を提唱したが、その「公」は、16、7世紀に

Vらしく転換したものを発展させたものである。

ｻれはどのような転換であり、発展であったのか、

同　上

その軌跡を辿る。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

天晶晶から天理論へという天観の転換が宋学の

興りの背景にあるが、この、二子によって集大成

8 宋学の　興　り された宋学は、中国思想史上どのような意義をも 溝　口　雄　三
つか、それは社会のどのような変化に対応するか、

について述べる。

朱子学は明代に入って国教化するが、なぜそれ

は、そのように広汎に中国社会の中にうけ入れら

9 宋学の　展　開 れたのか、又、それは朝鮮や日本にも伝播したが、 同　上
日本でそれを受け入れたのはどのような政治・社

島上の要因によったのか、などを考える。

朱子学を批判しながら15世紀に新たに興つた陽

明学は、朱子学の対立物であったのか、継承発展

10 陽明学の興り とみなされるべきものか、継承発展とすればどの 同　上

面においてか、などを、陽明学の特性を考察しな
がら、述べる。

陽明学は16、7世紀に至り、次回、次々回に述

11 陽明学の展開
齠坙{との比較一

べる政治的、社会的な転換に深くか玉わるが、そ

ﾌ思想史的な役割を、幕末日本で果たした日本陽

ｾ学（大塩中斎ら）との比較を通して、述べる。
同　上

16、7世紀すなわち明末清初期に、中国では君

12
16、7世紀の転換①一君主観の転換一 主観に大きな変化があらわれるが、そもそも中国

ﾌ君主観は日本の君主観との間にもともとどんな

活ﾙがあり、かつその君主観がこの時期にどうい

同　上

う新しい展開を示したか、を述べる。

その明高高初期には、又、田土所有上の私有観

16、7世紀の転換⑪ 念の進展がみられる。それにつれて従来の「王土」

13 一田制論の新しい 観に対する「民土」観や土地配分論などが主張さ 同　上

展開一 れるに至るが、それが清末の土地公有論とどう関

面するかを述べる。

明末二二にあらわれた上の変化は、政治観や社

清代から近代へ（1） 会観にも影響し、伝統的な「封建」の概念を用い

14 一「封建」から

@　地方分権ヘー

ながら、予定から清末にかけて、地方自治や地方
ｪ権への要求として、主張されはじめる。その要
≠ｪどのような議論としてあらわれたかを、述べ

同　上

る。

上のいわば自主的な地方自治の要求が、ヨーロ
清代から近代へ（皿） ッパからの外来の議院制の受容とどう結びつき、

15 一大二二 中国の共和：革命がどういう筋道をたどったか、又、 同　上

共和思想一 そこから生れた孫文の三民主義思想の特長がどの

ようなものであるかを、述べる。
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一　近代の思想一　（R）
〔主任講師：中埜　肇（放送大学教授）〕

全体のねらい
　近代というものをある時間的な長さをもつひとつの思想的な構造体と見なし、その内実を神・人間

・自然という3つの主題にもとづいて分析する。講義の対象は主として西欧の近代であるが、できる

かぎり世界全体に及ぶ普遍的な視角をも忘れないようにしたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
「近代」の概念（1）

v想としての近代

　「近代」という概念を検討することによって、

ｻれにまつわる問題点を指摘し、かつ近代をひと

ﾂの思想と考え、その内容について考える。

中　埜　　　肇

i放送大学教授）

秩@川　佳一郎
i法政大学教授）

2
「近代」の概念（2）

?@世　と　近　代

　近代は中世に対する明確な対立を自覚すること

ｩら、その対立の本質を具体的に考察する。

同　　　上

@　　＼

3

近代に：澄ける「神」

ﾌ概念（1）

ﾟ代初頭の宗教・
N学・科学の関わり

　ルネサンスから17世紀までに見られるキリスト

ｳ信仰と哲学思想や自然科学とρ関わりのなかで
lえる。 同　　　上

4

近代に澄ける「神」

ﾌ概念（2）

ﾟ代の宗教運動

　神秘改革・宗教改革：・ピェティズム・ピューリ

^ニズム・ジャンセニズムなどの宗教運動を近代

lが提示した信仰の内面化としてとらえ、その思

z的な意味をさぐる。

同　　　上

5

近代における「神」

ﾌ概念（3）

[蒙思想と宗教

　啓蒙思想によって合理的なものに変容させられ

ｽキリスト教の様相を、理神論や無神論について

lえる。 同　　　上

6

近代における「神」

ﾌ概念（4＞

鴻}ン主義と宗教

　19世紀におけるロマン主義の流れのなかで試
ﾝられた哲学と宗教との統合を「理性宗教」につ

｢て考察する。 同　　　上

7

近代における人間
怐i1）

V　しい人　間

　近代の出発点に澄いて理念的・現実的に形成さ

黷ｽ新しい人間の像を具体的な例示にもとづいて

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

近代の思想全体にわたって「心」・「精神」・
近代に：澄ける人間 「自我」・「意識」が優越していたことを、主と 中　埜　　　肇

8 像（2） して哲学の流れのなかでとらえる。

「心」　の優越 湯　川　佳一郎

近代人の社会性の凝縮的表現とも言うべき「市
近代に：澄ける人間 民社会」の思想的な意味について考える。

9 像（3） 同　　　上

市　　民　　社　　会

「近代国家」と呼ばれるものの思想的な基礎と、
近代における人間 ロマン主義のもとで拡大した「歴史意識」の思想

10 像（4） 上の意義を検討する。 同　　　上

国家　と　歴　史

近代に：なって成立した新しい自然像・宇宙像の
近代に論ける自然 思想的な意味を、それ以前のものと対比して考察

11 観（1） する。 同　　　上

近代的自然観の特質

近代における自然 「自然科学」の思想的な基礎澄よび近代になつ

観（2） ても生き続ける「自然哲学」と自然科学との関係

12
自然科学の成立と

を論ずる。 同　　　上

自然哲学

近代に誇ける自然 「人間的自然」（human　nature）の自覚にも

13
観3）

?ﾔ的自然と自然

とついて形成された思想の展開と、それに由来す

驪ﾟ代の自然法思想について述べる。 同　　　上

法

近代に：澄ける自然 ロマン主義が構想した「生きた自然」の思想や

14
観4）

鴻}ン主義の自然

美的・目的論的自然観について、その否定的・肯

闢Iな意味を考える。 同　　　上

概念

現代は近代の「死」から生れたと言われる。そ
近　代　と　現代 の「死」の意味と、その「死」から生れた現代の

15 近代の否定としで 思想的な特質や問題点とを考慮する。 同　　　上

の現代
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ことばどコミュニケイション　＝　（TV）

〔主任講師：吉田夏彦（お茶の水女子大学教授）〕

全体のねらい
　ことばがコミュニケイションの中で果す役割を考えることを通じて、心、物、抽象的なもの、の三

つのものの間の関係についての知見をえることをめざす。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「コミュニケイション」の語義・表現と内容

指示による説明　唯物論哲学 吉　田　夏　彦

1 は　　じ　　め　　に （澄茶の水女子

大学教授）

景色　みたて　遺伝子絵・音楽　メタ言語

2
広い意味でのこと

ﾎ
同　　上

心の存在・名詞　話の世界　複数の可能性

3
せまい意味でのこ

ﾆば

論理

同　　上

話す鳥　類人猿の文字　ア・プリオリ主義

4 鳥や獣のことば 同　　上

文の正しさ「良心」　ことばによってつくられ

5
ことばと

Rミュニケイション

た世界

同　　上

五感でさわれるもの　文脈と存在　コンビュー

タ　機械としての脳

6 こ　と　ば　と　心 同　　上

物体　空間・時間　種類形而上学物の世界

7 物　と　こ　と　ば 同　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

自然科学と常識　論の単語数学の応用

お伽噺集合論への還元　語際性
8 論理とこ　とば 論証の直観 吉　田　夏　彦

論理設計　「生物」　白白配列の変形

自然言語

9 計算機とことば 同　　上

母語と外語　文学の翻訳風物　習慣
身ぶり　感情　木敦どり

10 ことばの背景 同　　上

心　プログラム　個体　種類の限定　自分

11 個　　　　　　物 同　　上

人物画　幾分戸数学的な構造　模型　仮説
理論　認知科学　文法　規範　規格

12 モ　　　デ　　　ル 同　　上

写真　俳句　心　正文

13 表現　と　内　容 同　　上

人工語主語　「君は悲しい」
「はい」と「いいえ」　模形性

14 語法　の問　題 同　　上

「意味」　「外来語をつかうな」　思いやり

正書法　母語　ことば自体の価値
15 終　　　　　　に 同　　上
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＝記 号 論＝　（TV）

〔主任講師　吉田夏彦（お茶の水女子大学教授）〕

全体のねらい

　論理学の成果にもとづいて記号の役割についてのべることに第一の重点をおき、ついで、より広い

見地から記号について論じ、哲学と記号論との関係についてものべる。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．記号とは何か
2．変項 吉　田　夏　彦

1 変　　　　　　項 3．論理学
4、変数
T．噂話と筋書

（お　茶　の水
落q大学教授）

6．代名詞

1．抽象と捨象

2．形式
2 形式　と抽　象 a文脈 同　　　上

4．俳優

1．　「である」の分析
2．否定の記号
3．連言記号

3 そのほかの論理記号 4．しばり変項と存在記号 同　　　上
5　定義
α　必要最小限と実用
7．実例

1．証明問題

2．論理計算
4 計算　と証　明 3．証明の記号化 同　　　上

1．　ブルバキズム

2．つかわれる可能性

5 形　　　式　　　化 a不完全性定理
S．メタ理論 同　　　上

5．メタ理論の形式化
6．科学の理論の形式化

1．2つの導入のしかた
2．クラス表現

6 記号　の濫　用 3　定義の例

S　ラッセルの矛盾
同　　　上

5．帰謬法

1．架空と実際
2．唯名論
3．形而上学

7 も　の　　ご　　と 4．名前
T．実体

同　　　上

6．心
7．　ものごと
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．意味

2．分節性
8 話 3．話の両面 吉　田　夏　彦

4．話の多義性

5．変項としての話

1．嘘と本当

2．矛序

9 記号の役　割 a　相対的真実 同　　　上

4．人為
5　呪文と記号

1．意識の中の環境
2．自然環境

10 環境としての記号 3．風景の描写
S．心とことば

同　　　上

5．数字と数：

6．物質

1．心とひろい意味での記号

2．記号の独立
11 記号としての環境 3．設計された環境 同　　　上

1．宗教美術

2．図形
12 か　　　た　　　　ち 3．美術品 同　　　上

1．歌

2．楽譜
13 楽譜　と　音　楽 3．ことばとの比較 同　　　上

4　さまざまな問題

1．天文気象

2．解読
14 自　然　と　記　号 3．自然科学の優位 同　　　上

4．実在

1．1つの図式
2．記号の変換

15 終　　　　　　に a　読者へのすすめ 同　　　上
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　＝比較思想＝（TV）
　　　　　一自然について一

〔主任講師：青山昌文（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　現代の思想界におげる最大の課題の一つは、近代的な主観客観図式の乗り越えであり、現代文明にお

ける最大の課題の一つは、自然と文明の深い意味での調和の達成である。この講義は、古今東西の自然

哲学をとりあげ、非主客図式的・非対象化的な〈一と全の哲学〉の視点から、これらの自然哲学の現代

的意義を探ることにしたい。

回 テ　　　一一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

はじめに
1．地球自然環境の：危機一一酸性雨とフロンガス

自然哲学の現代的 を例として 青　山　昌　文
1

意義
2．自然に対する近代以降の態度
R．近代の自然観の根本性格 （放送大学助教授）

4．近代の主観主義
5．非機械論的＝非近代的自然観を求めて

はじめに
1．安藤昌益の生涯

2 安　藤　昌　益
2　稿本『自然真筆道』の数奇な運命と主要研究
jのいくつかについて

同　上

3．測定の著作と思想の発展
4．昌益の自然哲学

1．梅園哲学誕生の条件

3
三浦梅園一一一即

@一・一の世界

2．哲学の論理一「一即一一一」

R．自然の論理一直円的空間論の世界
S．梅園哲学から学ぶもの

小川　晴　久

i東京大学教授）

はじめに

4
方以智一ヨーロ
@ッパと対決する
@「気」の哲学

1．方理智の生涯
Q　イエズス会士が伝えたヨーロッパ文化
R．方以智の思想一「気」のパラダイム
S．もうひとつの方法一通幾

坂　出　祥伸

i関西大学教授）

5．まとめ

1．志の人王船山（王船山小伝）

5
王　船　山

2　王船山の易学の系統

R．道の探究と実践 小川　晴　久
一道器論の世界

1．方法の問題

6 アフリカ・モシ族

2．モシ族について
R．自然との現実的なかかわり
S．自然との観念的なかかわり

　川　田　順　造

結條O国語大学教授）
5．人間の領域と自然の領域
6．　「文化」としての「自然」

1．流出論的自然観

イブン・スイーナー 2．イブン・スィーナーの『医学典範』
五十嵐　　　一

7 一『医学典範』
@　を中心に

3．アッラーの神の配慮：

S．アナロジー的視点
（筑波大学助教授）
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
ソクラテス以前の

N学者たち

1．　「ソクラテス以前」について

Q．　ピュシス、パンタ、コスモス

R．ピュシスとしての自然万有

S．パンタとしての自然万有

T　秩序としての自然万有

廣　川　洋・一

i筑波大学教授）

9
ジョルダーノ・ブ
求[ノ
[一 F宙観の転換

1．公認の宇宙観
Q．占星・練金・記憶術3．天文学の成立4．ブルーノの思想5．新プラトン主義の伝統6．近代的世界観のなかで

樺　山　紘　一一

i放送教育開発

@センター教授）

10
ラ　イ　プニ　ッ　ツ

[多様と調和

1．思索と活動
Q．多様と統一’

R．批判と建設

S．人間と自然

　佐々木　能　章

i横浜市立大学助教授）

11 デ　　イ　　ド　　ロ

はじめに
P．ディドロの生涯と著作のいくつかについて
Q．数学的自然観からの脱却3．自然一元論

S．存在の連鎖おわりに

青　山　昌　文

12
ゲ　　　一　　　テ

[色彩論の創始者

1．光学ではなく色彩論を

Q．光と闇のあいだ

R．三原色

S．色彩環

T．光と眼の同一性

高　橋義　人

i京都大学助教授）

13
シ　ェ　リ　ン　グ

[一 ?轤ｽな神話

1．世界霊
Q．近代精神と自然科学3．精神の哲学一ドイツ観念論4．自然の神話一ドイツ・ロマン派5．自然哲学6．分極性と上昇7．精神の自然学

西村清和
i埼玉大学助教授）

14
ニューサイエンス
[東洋思想との
@　かかわりから

1．先駆者たち

Q．　プリッチョフ・カプラ
竹　本　忠　雄

i筑波大学教授）

15
自己組織化とエコ

鴻Wー

はじめに
P．自己組織化一イリヤ・プリゴジーヌの散逸　構造論

Q．古典科学と現代科学一モランの総括3．自然と自由一モスコヴィッシのエコロジスム

ｨわりに

青　山　昌　文
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＝日本語学概論＝：（R）

〔主任講師：古田東朔（鶴見大学教授）〕

全体のねらい
　われわれが使っている日本語とは、どういう言語なのか。媒体としての音声、文字、地域による異同、

語彙と意味、文法など、基本的基礎的な問題について、語学的な面から取りあげ考察していく。なわそ

の際、日本語に関する他の科目との関係も考慮に入れるようにしたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名ノ

日本語とは、どういう言語か。その系統、周辺

の言語との関係、また日本語の位置などについて 古　田　東　朔
1 日　　　本　　　語 概観する。

（鶴見大学教授）

日本語には、どのような違いが見られるか。話

しことばと書きことばの違い、地域による違い、

2 日本語の位相 性別による違い、階層による違いなどについて、 同　上

まとめて見ておく。

日本語の位相の章で取りあげた話しことばと書

3
話しことばと書き

ｱとば

きことばについて、それぞれどのような違いがあ

閨A特色があるのかについて、もう少し詳しくな

ｪめる。

尾　上　圭　介

i東京大学助教授）

方言とは何か。その形成、標準語・共通言語と

方言の関係、上方語と江戸語との対立から明治以
徳　川　宗　賢

4 日本語・東と西 降の新しい標準語・方言の成立などについて考察

ｷる。
（大阪大学教授）

日本語は、どのように区別して発音されている

5 日本語の音声
、か。音声・音韻、音素、アクセント等について見

ﾄいく。
上野　善　道

i東京大学助教授）

敬語の使い方は、よく問題にされる。日本語に

おける敬語は、どう考えられるのか。その特質、

6「 敬　　　　　　語 分類、使い方などについて述べる。 ’古　田　東　朔．

日本語に用いられる文字には、漢字・平仮名・

片仮名等がある。それらはどのようにして用いら
築　島　　　裕

7 日本語の文字 れるようになったか。その概略についてながめる。
（中央大学教授）
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

現代日本語の表記において、前章の日本語の文

字で見た各種の文字は、どのように使い分けられ、

8 日本語の表記 用いられているか。それらの決まりについて述べ 古　田　東　朔
る。

日本語の語彙には、もとからの和語のほか、中

9 日本語の語彙
国その他からの外来語がある。それらには、どの

謔､なものがあるか。また語彙の調査はどのよう 鈴木英　夫
に行われているかなどについて述べる。 （茨城大学教授）

日本語では、外国語と比べて特に「は」と「が」

10
「は」と「が」、

Rソアド

の使い分けが問題となる。また略してコソアドと

｢う指示する語の1群がある。これらは、どのよ
､に使われているのかについて見る。

古　田　東　朔

日本語は、どのような品詞に分類されるのか。

その考え方、代表的な分類説などについて概観す

11 日本語の品詞 る。 同　上

語・語句の用法として、どのような点が取りあ

12 語・語句の用法
げられるか。特に副用語といわれるものを中心と

ｵて述べる。
渡　辺　　　実

（上智大学教授）

日本語の語順には、どういう傾向が見られるの

か。外国語との違い、語順による意味の違いなど 清　水　康　行
13 日本語の語順 についてもふれる。 （日本女子大学

助教授）

日本語の文章・文体は、どう変わってきたか。

14
日本語の文章・文

ﾌ

その結果、現在の文章・文体はどうなのか。その

ﾁ色について概観する。 古　田　東　朔

これまでの日本語はどう変化してきたのか◎こ

れからの日本語はどう変化していくのだろうか。

15 これからの日本語 われわれ一人一人の問題として考える。 同　上
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＝　日 本 語＝　（R）

全体のねらし、膣灘謄灘盤二三）〕
　大学教育の目的の一つは、言語の運用能力の向上にある。この講義においては、全体を三つの部分
にわけ、第1部においては、「話すことと聞くこと」、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2部においては「書くことと読むこと」に
焦点を当て、日頃使っている日本語に対する自覚を促し、あわせて日本語の基礎的な運用能力の向上
を目差す。さらに、第3部は、　　　　　　　　　　　　　　「応用編」とし、大学の講義の聞き方、レポートのまとめ方、発表と
討論の仕方について、実際の場面に則して、応用力を身につけさせることを目標とする。したがって、
日本語能力の開発を求める学生のみならず、日本語教育に関心を持つ層に対しても有益な講義となろ
う。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 国際化と日本語

　序論，日本社会の国際化とともに、日本語に対
ｷる関心は世界的に高まっている。このような．事

ﾔの中で、日本人は自国語に対して、どう自覚的

ﾅある必要があるかを論じる。

　宮　地　　　裕

i帝塚山学院長）

@水　谷　　　修
i国立国語研究所長）

2 日本語の母音と子音

@　　　　　　　ノ

　音としての日本語の基礎について考える。他の

ｾ語との比較を通して日本語の母音と子音の特徴

�l察する。外国人の誤用例も取り上げながら、

坙{語の音の難iしさにもふれる。

水　谷　　　修

3 日本語の音節

　持読音節、速音節といった日本語の特徴的な音

ﾟをとらえ、音節と表記との関係、さらには外来

黷ﾌ表記の問題についても考える。 同　　　上

4
アクセ　ン　ト　と

Cントネーション

　日本語の多様性について、各種の方言を中心に
lえるとともに、外国人のアクセントやイントネーションの違いについても、その原因を考える。

同　　　上

5 話ことばの特色

　終助詞や不完全文など、話しことば特有の言語

ｻ象をとらえ、文レベルでの話しことばの特色を

ﾆらえるとともに、実際の談話場面でのコミュニ

Pーションについても実例をもとに考える。

同　　　上

6 ・聞くことの大切さ

　コミュニケーションの成立には、いかに相手の
ｾいたいことが聞けるかが鍵だ。中でも最も重要

ﾈのは推定の能力である。円滑なコミュニケーシ

㏍唐ﾌための聞く態度について考える

同　　　上

7 発音と表記法

発音をそのまま表記することは容易なことでは

ﾈい。発音と表記とのずれについて考え、書くこ

ﾆにまつわる難しさと、注意すべきポイントにつ

｢て解説する。

水　谷　　　修

|　内　俊　男

i名古屋大学教授）
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

原稿用紙の使い方の基本から説き起こし、句読

点のつけ方、縦書きと横書きはどう違うか、数助

8 書き方の基本 詞の表記法など、さまざまな文章の決まりについ 竹　内　俊　男

てふれる。

名文とは、わかりやすくて、説得力のある文章

のことである。名文と悪文の違いを、実際に読む
9 名文　と悪文 ことを通して考えてみる。 同　　　上

芸術文と実用文ではどこが違い、どの点で共通

エッセー・小論文 しているか。エッセーについては書き出しの難し

10 さ、結びの生かし方を、小論文についてはデータ 同　　　上

の　書　き　　方 の使い方、構成などを考える。

言語的コミュニケーションにおいて、どんなご

とが表現され、伝えられるか。また、その成立に 清　水　康行
11 はなしあいの要素 どんな要素が関与し、言語のどんな機能が問題に （日本女子大学

なるかを考えていく。 助教授）

コミュニケーションに支障が生じる場合、その

成立要因のどこに問題があるのか。行き違いの原

12 聞き違い・行き違い 因・理由を落：語「味喀創を例に考えてみる。 同　　　上

発表、討議の席で、円滑なコミュニケーション

を行い、実りのある議論を展開していくためには

13 発表の仕方・聞き方 発表報告者は、どんなことに注意していく必要が 同　　．上
あるかを、問題点中心に考える。

相手の言いたいことを理解し、その上で自分の

考えを相手に納得させなければならない討論の高

14 討論　の仕　方 度のテクニックとはどんなものか。あいつちの打 同　　　上

ち方、否定や反論の仕方など討論の要点。

コミュニケーγヨンの手段としてのこれからの 清　水康　行

15
まとめと展望

@　（座談会）

日本語について、話すこと、書くこと、読むこと

ﾌ各要素の関連についてふれ、全体のまとめとす
驕B

宮　地　　　裕

?@谷　　　修

竹　内　俊　男
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＝近代詩歌＝（R）
〔主任講師：野山嘉正（東京大学教授）〕

全体のねらい

　この講義は主として明治期の詩歌の歴史を、作品を読みながら考察するのが目的である。「詩歌」に

は近代の特色とされる新体詩と、短歌、俳句が含まれるが、それら相互の関連を観察し、近代詩歌の全

体像を浮び上らせる方法をとる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

この講義は主として明治期の詩歌の歴史を、作
品を読みながら考察するのが目的である。「詩歌」

1
はじめに一「詩
ﾌ」ということば

には近代の特色とされる新体詩と、短歌、俳句が
ﾜまれるが、それら相互の関連を観察し、近代詩

野　山　嘉正

i東京大学教授）
歌の全体像を浮び上らせる方法をとる。第1回は
そのために様々な事例を提供する。

新体詩の源流とされる『新体詩抄』の成立につ
いて考えるが、西洋詩からの影響・創作の質・和

2
r新体詩抄』とそ

ﾌ周辺
歌のことばを採用したこと等々、実際に作品を読
ﾝ、3人の作者の見解を紹介する。それとは別に、

同　上

讃美歌や唱歌など他の先駆的な試みについても併
せ述べる。

鴎外を中心とするグループが発表した訳詩集
『於母語』は『新体詩抄』の後をうけて当時の青

3
『於母影』とその

e響
年に新鮮な感動を与えた。音数律などの実験に発
�ｳれた詩的感性の特質を考えるわけだが、さら

同　上

に、同時代への影響、特に雑誌「文学界」同人の
受けとめ方を追跡する。

「文学界」同人のうち三皇と藤村の詩業を概略
述べる。透谷における長詩の試みと挫折、仔情詩

4 透谷　と　藤村
の達成。　『若菜集』に始まる藤村の様々な模索。

｡村の新体詩の歴史的意義と、詩集、詩文集の総
同　上

体としての理解を心がげたい。

子規は詩歌の全体にわたる改良革新の計画を持
っていた。最初に実現したのが俳句革：新、発句の

5 子規一俳　句
重視であることは広く知られている。その理論と
ｵて「写生」を提唱したことも有名だが、r俳譜

同　上

大要』について革新の方向を見定めながら、作句
の大体を探る。

短歌の革：新は「写生」によりつつ、ほぼ俳句の

延長線上に考えられたが、俳句との本質的相違や

6 子規一一・短歌
i付．漢詩と新体詩）

長い伝統を持っているための困難など、子規の未
?}は想像以上に緊迫に満ちている。子規の理想

同　上

について考察するとともに、新体詩と漢詩の業績
にも触れる。

雑誌「明星」では詩歌を葦図詩ミと呼び、新体
詩には≒長詩ミ、短歌にはミ短詩ミの名称を与え
た。詩歌をミ詩ミとして統一的に理解したのであ

7 鉄幹　・　晶　子 る。「明星」はこの理念に、基づいて総合的な文芸 同　上
雑誌をめざした。鉄幹・晶子の業績を中心に、明
星派の展：開（光太郎・勇・啄木・白秋ら）につい
て述べる。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 有明　と　法董

　藤村以後、難解な詩語を駆使した有明・法董は、文語詩の近代における運命について暗示的な意：味を持っている。上田敏の訳詩集『海潮音』に代表される象徴詩の移入によって2人の詩人は或る頂

野　山　嘉正
点をきわめたわけだが、口語詩の拾頭によって詩
筆を折ることを余儀なくされる。有明・法董と口
語詩という歴史の曲り角を概観する。

鴎外の短歌との関連を考えるとともに、その主
賊する観測楼歌会について素描する。子規・鉄幹

9 鴎外　と　歌壇
の系統に佐佐木信綱を加えて短歌の可能性を探る
ﾓ図に含まれるのは何か、という問題がそこにあ 同　上

る。又、鴎外の実作として『うた日記』を詩歌観
の表れとして紹介する。

　子規以後の代表的歌人の一人としての茂吉を、第一歌集『寺光』成立までの時期に限定して考察

する。左千夫・赤彦・憲吉らにも触れることにな
10 茂　　　　　　吉 るが、近代短歌のあり得べき姿の一つをきわめた 同　上

という意味において茂吉は重要な存在である。茂
吉の実作を追いながら、短歌のこれ以後の流れに
も見通しを立てるのが課題である。

雑誌「文庫」「明星」から巣立った白秋は、短
歌と新体詩から始めて、その生涯を詩歌のすべて

11 白　　　　　　秋 の領域に捧げた。ここでは初期の詩集・歌集の全
ﾌ像を描くことが課題である。白秋に続いた犀星 同　上

朔太郎らについても簡単に述べる。

白秋と同様に「明星」から出発した啄木は、文
語詩から口語詩へ、短歌の口語化へ、という詩歌

12 啄　　　　　　木
の転回点に位置する。そういう位置に考察を加え、

嵂ﾘの核心にあるもの、或いはそこに揺れ動く心 同　上

情を探るのがこの回の課題である。盟友であった
哀果にも言及する。

俳句の歴史は子規以後、虚子・碧梧桐の二派に

別れて喋る意味では現在にまで及んでいるとも言

13 虚　　　　　　　子 えるが、虚子の伝統重視、碧梧桐の新傾向それぞ

黷ﾌ成立過程は単純なものではない。この回は虚
同　上

子が小説に強い関心を示しながら定型と花鳥調詠
の旗幟を鮮明にするまでの軌跡を辿る。

子規没後俳句の主流に立った碧梧桐は、自由律
無季の俳句の源を切り開く。俳句の伝統的な約束

14 碧　　　梧　　桐 事を離れるのは短い詩としての性格を持つ意味だ
ｪ、又、俳句であり続けることも要求するのが新

同　上

傾向である。そういう問題を抱えた碧梧桐を素描
する。

近代詩歌の流れは大正期に入って新しい展開を
見せる。口語詩の盛行、欧米の新しい運動の影響、

15 むすびに代えて
短歌・俳句のその後等々である。明治期の様相を
�ｫ継いでの発展を略述して一応のむすびとした 同　上

い。なお、付論として漱石の俳句と漢詩に言及す
る予定である。
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全体のねらい

　われわれは、

　　　　　＝人間の歴史＝（R）

　　　　　　　　　～日本女性史～

　　　〔主任講師：笠原一男（元放送大学教授）〕

「人間の歴史」として日本の女性史をとりあげてみた。その日本女性史も、原始・古

代・中世・近世・近代・現代へと時代を追って、政治的・経済的・文化的等々の女性生活をたどるの

ではな％ここでは日本の女性が宗教生活という面で、どのような歴史を辿って来たかを仏教を中心
とした宗教史のなかで考えるつもりである。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．現代と女性 笠原　一　男
日本仏教にみる 2．古代の仏教と女性 （元放送大学教授）

2 3．中世の仏教と女性

女性解放史序章 4．近世の仏教と女性 小　栗純　子
（霧央学繍究語）

1．『無量寿経回』と女性

女性を差別する a　古代仏教の聖域と女性

2 3．往生・成仏の障り 小　栗　純子
古　代　仏　　教 4．聖法師

1．光孝天皇の孫娘
2．論より証拠
3．藤原兼経の妻

3 巷の女性と古代仏教 4．奈良の女性 笠　原一　男
5．往生の条件
6．人間的条件の優先
7．正直の心は極楽の門　参考資料

1．念仏と禅と題目

女性の差別を 2．巷に出た鎌倉仏教の開祖

4 3．法然の選択本願の理由 同　　　上

否定した鎌倉仏教 4　伝から論へ

1．御家人の妻に説いた女人往生
a　『無量寿経釈』の女人往生

5 法然と念仏と女性
3．法然の女人往生論
S．『念仏往生要義抄』の女人往生論

同　　　上

5．室の遊女
6．信仰問答

1．平家物語と仏教

念仏に救われた 2．祇王と仏
6 a　欣求浄土 小　栗　純子

平家物語の女性

1．法然と親旧

親鷺と悪人正機 2．弥陀の本願は悪ぺのため

7 3．悪人正機 笠　原　一　男

と　　女　　　性 4．煩悩具足が救われる証拠
5．女人正機

一一 R3一



回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．深草の道元

正法眼蔵にみる 2．礼拝得髄

8 3．道元の女性観 笠　原一　男
女性　と　仏　教 4．女性差別は笑止千万

1．女人成仏拒否の諸経

2．法華経だけが女性を救う

9 日　蓮　と女　性 3．女人為先 同　　　上

4．日蓮と女人往生

5　月水御書

1．女人往生聞書

2　罪深い女性

10 女人正機の誕生 3．女入正機 同　　　上

1．坊主の妻に説く女人往生

戦国時代の女性 2．晩年の女人往生思想

11 3　娘見玉の死をいたむ 同　　　上

と　　i蓮　　　如 4．妻厚恩をいたむ御文

1．真宗の女人往生論

江戸時代の女性 2．真宗の女人往生伝

12 小　栗純　子
と　　仏　　　教

1．中川みき～天理教～

近代における女性 2．出口なお～大本教～

13 同　　　上

と　　宗　　　教

1．小谷喜美～霊友会～

2．長沼妙佼～立正佼成会～

14 現代社会と女性教祖 同　　　上

1．古代

2　中世 笠原　一　男

15 女性　と　宗　教 3．近世

4．近代・現代 小　栗　純　子
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＝歴史にみる日本人と仏教＝（TV）

全体のねらい
　仏教伝来以来1，500年の日本人と仏教の歴史を、日本史を舞台として時代別に究明する。さらに奈良

仏教、平安仏教、鎌倉仏教、教派神道、新宗教等々の諸仏教にみられる教団の形成と普及、救いとは何

か、女性の救い、転換期の時代と宗教などの諸問題を具体的に史料を解説しながら考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名ブ

まず、日吉仏教の歴史を概観的に眺める。そし 速水侑使丁：た学教授）

てその間に生まれた飛鳥仏教、奈良仏教、平安仏 小栗純子（中央学術研

1
日本仏教の形成と

°y

教、鎌倉仏教、江戸仏教、教派神道、新宗教等々
�ﾆりあげてその特色を論じ、あわせて日本人が
@教に求めたもの、奈良、平安、鎌倉仏教におけ
驪~いの条件の相違、日本仏教と女性等について

究所講師）、：大橋俊雄
i日本文化研究所講師）
ｷ谷川匡俊（淑徳：大学
ｳ授）、鉛岡誠（明治
蜉w講師）

論ずる。

インドで生まれた仏教は、中国・朝鮮を経由し
て、六世紀中ごろ日本に伝来した。当時の日本と

2 仏　教　伝　　来 朝鮮の関係を背景に、仏教伝来の意義を考えると

ﾆもに、豪族たちの間に受け入れられた仏教の性

速　水　　　侑

ｬ　栗　純　子
格や、さらに聖徳太子の下で開花した飛鳥の仏教
文化における渡来人の役割にふれる。

大化改新によって天皇を頂点とする律令国家が
成立し、仏教は国家仏教へと変化する。僧尼の国

3 奈　良　仏　教 家奉仕を義務づける僧尼令が制定され、中央に東
蜴宦A諸国に国分寺が建立される。こうした鎮護

同　上

国家仏教の性格と、その一方で民衆救済をめざし
た行基らの民間への布教活動を明らかにする。

腐敗した奈良仏教の粛正をめざす桓武天皇の下
で、山林修行者たちの中から血温と空海が現れ、
天台・真言宗を開き、新たな鎮護国家の理念を説

4 平　安　仏　　教 いた。しかし二人の死後、天台・真言宗は国家や 同　上

貴族へ接近し祈言宗教化し、密教が仏教界をおお
う。こうした新しい平安新仏教の成立の背景とそ
の特色を明らかにする。

平安時代の中ごろ、古代国家の没落、末法思想
の流行などを背景に、：極楽往生を説く浄土教が盛

5 浄土教の普及
んとなった。空也や源信が現れて念仏を広め、往
ｶ伝の編纂も行われる。ここでは多彩な浄土教芸

同　上

術を紹介するとともに、平安浄土教と鎌倉時代に
生まれる鎌倉仏教との関係を考える。

まず古代仏教を全面的に否定して生まれた鎌倉
仏教六宗の二二を概観的にながめ、鎌倉仏教誕生

6 鎌　倉　仏　　教
の必然性にふれる。また、古代仏教と鎌倉仏教の
~いの条件の違いを明確にし、鎌倉仏教が民衆に

同　上

受け入れられた埋由を、古代仏教との比較のなか
で具体的に考える。

法然は古代仏教を全面的に否定することによっ

7
浄土宗の形成と普

y

て浄土宗を開いた。法然はなぜ念仏一つを選び、

ｻれに救いを求めたのか。法然による浄土宗の形
ｬと普及、それとならんでおこった古代仏教、古
繻?ﾍからの弾圧などについて、法然の生涯のな

速　水　　　有

ｬ　栗　純　子

蛛@僑　俊　雄

かで考える。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担当講師．（所属・氏名）

真宗の開祖白鷺と中興の白蓮：如の生涯を中心に、

真宗八百年の歴史を考えてみる。そこでは親鷺の

8 真宗の形成と普及
行動と思想を悪人正機の思想の形成と普及のなか
ﾅ考える。つづいて親子亡き後の真宗の発展に：お

｢て起臥の果たした役割を、戦国乱世における蓮

速　水　　　侑

ｬ　栗純子
如の行動と思想を通じて考える。

栄西・道元によって開かれた禅は、中世社会を
通じて武士層に受容された。このうち道元によっ 速　水　　　侑

9 禅宗の形成と普及 て開かれた曹洞宗の形成と普及を、道元の生涯の
ﾈかで考える。道元の説いた禅の救いとは何か、

小　栗　純　子

道元は古代仏教にあきたらず、なぜ曹洞宗を開い 船　岡　　　誠

たか等々の問題について考える。

法華経の行者日蓮の教えは、東国の武士層のな

10
日蓮宗の形成と普

かに広まっていった。日蓮は蒙古襲来の危機感の

ｺで、理想国家の実現をめざし、たびかさなる弾 速　水　　　侑

及 圧にめげず、鎌倉幕府を諫めつづけた。鎌倉仏教 小　栗　純子
の最後に現われた日蓮宗の特色を日蓮の生涯と社
会との関連のなかで考える。

日本の仏教は女性をどのように扱ってきたかを、

古代と中世の仏教を例として論ずる。古代仏教で

11 日本仏教と女性
は、聖域と巷における女性の救いが、どのように
烽ｩれたかを考える。また、鎌倉仏教と女性の関

同　上

係を念仏・禅・題目の三つに分けて、法然・道元・

日蓮の女人往生論を通じて考える。

強烈な幕藩権力の下で、仏教が発展をはかるた
めには、どのような役割を政治と社会のなかで果
ｽしたか。この問題を幕藩による仏教の保護と統 速　水　　　侑

12 幕藩体制と仏教 制の角度から考える。そこでは、寺院法度、本末、 小　栗　純　子
寺請、檀家等々の制度を通して、江戸時代の仏教が生きるためにとった政治権力と民衆に対する姿

長谷川　匡俊
勢を考える。

幕藩の「体制宗教」本願寺の説く理想的宗教者

13
体制宗教と地下信

像妙好人をとりあげ、幕藩体制下の民衆と宗教と
ﾌ関係を究明する。さらに反「体制宗教」として 速　水　　　侑

仰 地下にもぐった「かくれ念仏」「かくれ題目」 小　栗　純子
「かくれキリシ．タン」をとりあげ、妙好人との比

較の中で、江戸時代の民衆宗教を考える。

まず近代・現代約120年の歴史の中で生まれ、

14
近・現代社会と民

O宗教

発展した教派神道13派と戦後の新宗教多数を概
ﾏ的にとりあげる。さらに具体的には教派神道で
ﾍ天理教を、新宗教では立正順成会を例に、近・

同　上

現代の民衆宗教め誕生から発展のプロセスと民衆
と宗教との関係を具体的に考える。

1～14回までの講義を素材とし、歴史にみる 速　水　　　侑

15
日本仏教史の回顧

ﾆ展望

日本人と仏教の関係を、仏典と法語の役割、日本
lと現世利益、救いの条件の時代的・宗教的相違、
]換期の時代と宗教の関係、日本史にみる政治と
@教等々の問題を通じて整理する。

小　栗　純　子

蜍ｴ　俊　雄
ｷ谷川　匡　俊
船　岡　　　誠
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＝・ ｢界歴史と国際交流一（Rう
　　　　一束アジアと日本一
〔主任講師：田中健夫（東洋大学教授）〕

全体のねらい

　現代の世界は多くの民族によって構成される多くの国家群に分裂している。これまでの歴史研究・

歴史叙述は民族や国家の枠組みのなかで行われるのが普通であったが、それから離れた広い視野から

歴史をみなおすことはでぎないだろうか。日本の歴史を東アジアの歴史のなかで、それとの関連に澄
いて再検討してみたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「海国日本」という言葉があるが、果たして日

本はふるくから海国だったのであろうか。日本人 田　中　健　夫
1 海から歴史をみる は海に対してどのような思いをいだいていたのか、

またどん：な対応をしてきたのか。海の日本人に対 （東洋大学教授）

する影響はなんであったか等の諸問題を考える。

日本は、倭国・倭人とよばれる時代から、東ア

古代日本列島をめ
ジァの一員として、中国や朝鮮と密接な交流を持 石井　正　敏

2
ぐる国際的環境

ち、その影響を受けながら、次第に国家としての

`をととのえていく。その推移について、東アジ （中央大学助教授）

アに澄ける国際交流の展開を軸に考えてみたい。

中国で晴・唐が、律令を基礎に中央集権国家を築

高階使・遣唐使と き、高度の叉化を開花させると、日本は積極的に

3 文化交流
先進文物の輸入に努めた。ここでは、政治・文化に重要な役割を果たした遣晴使・遣唐使の行動を

同　　　上

一民間貿易の展開一 中心に、朝鮮半島の動向を視野にいれて国際交流
の様相を見る。

唐が滅び、五代十国の時代を経て宋が中国を再

4
中国社会の発展と

喆ﾀ交流

統一すると、国内の商業・経済が発展し、日本や
w墲ﾆの海外貿易も盛んに展開されるようになっ
ｽ。この日本・宋・高麗間の交流が、日本の社会 同　　　上

・経済・文化にどのような影響をもたらしたかを
考えてみる。

中世の日本人は、日本をどのようなひろがりと

5 中世日本の内と外

して認識していたか。その空間の内と真澄よび境
Eは、どんな性格を帯びた場だったか。逆にアジ
Aの人びとは日本をどんな眼で見ていたのか。境

村　井　章　介

界を活動の場として内と外とを媒介した人びとの （東京大学助教授）

行動にも注目したい。

日本の前近代では稀有の経験だった蒙古襲来を、

6
モンゴルの興起と

総ﾛ関係の変貌

アジア規模の視野から把えなおす。侵略を蒙った
剥早i南宋・高麗・ベトナム・ジャワ・日本等）の運命の共通性と差異。また夷秋が中華の主とな

同　　　上

つたことが、国際関係にどんな変貌をもたらした
かを考える。

14世紀から15世紀にかけ、朝鮮半島を中心

7
三冠の活動とその

{質

に三冠とよばれた集団が猛威をふるった。倭冠の
¥成員、その行動の様相、行動の舞台、大規模化
ﾌ理由などを検討して、これまで通説とされてい
ｽ倭臥像を修正し、東アジア海域で演じた倭冠の

田　中　健　夫

活動の歴史的意義を考える。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
東アジア通交圏の

ｬ立と日明関係

　中国大陸で明帝国が起こ幻、漢民族支配が回復
ｷると、周辺の諸国に朝貢をよびかけた。日本・
ｩ鮮・琉球等はこれに応じて使節を送り、東アジ
Aには新しい通交の秩序が形成された。ここでは
ｺ町政権の対座通交や新興貿易商人の活動を中心
ﾉ述べる。

田　中　健　夫

9 朝鮮および琉球と

ﾌ関係

　15世紀の初め尚王統が琉球王国の統一を完成
ｵ、明に入貢するとともに日本・朝鮮・南方諸地
謔ﾉ貿易船を派遣して多彩な海外活動を展開した。一方、東アジア海域に登場したヨーーロッパ人は中

窓｡商や琉球人と接触しながら北上し、やがて日
{に到達する。

同　　　上

10
豊臣秀吉の朝鮮侵

ｪ

　東アジア世界の征服をめざした秀吉の朝鮮侵略について、11）1592年の侵略にいたるまで、　（2》1592年から翌年までの第1次侵略（文革の役）、

i3）1593年から’96年までの日明講和交渉とその破
]、（4）1597年から’98年までの第2次侵略（慶長の役）を再検討する。

　北　島　万　次

i高崎経済大学教授）

11
＝豊臣政権の世界認

ｯとアジア外交

　秀吉は、「日本は神国」であるとして宣教師追
匀?�ｾし、「日輪の子」であると称して朝鮮の
梠ｮを強要した。この「日本は神国」「日輪の子」の論理を軸として、秀吉は東アジア諸国澄よび南

ﾘ諸国と通交関係を持とうとした。

同　　　上

12 「鎖国」の再検討

　近世日本の対外関係のあり方を「鎖国」とよぶ
ｱとが定着して久しいが、実態に即してみると、
ｯ時代の中国・朝鮮などの「海禁」政策と同じ類
^と考えられる。その・観点から「鎖国」概念を再
沒｢し、近世日本の対外関係の特質を、東アジア
ﾆの関連で考える。

荒野　泰　典

i立教大学助教授）

13
日本型華夷秩序の

ｬ立と展開

　近世日本は、長崎・薩摩・対馬・松前でそれぞ
齬ﾗ接する異国・異民族と恒常的な関係を結ぶと
ﾆもに、それぞれの関係を、自らを「華」とし、
ｼを「夷」として「華夷主義」的に編成していた
i日本型華華秩序）。ここでは、その秩序の成立
ﾆ展開について述べる。

同　　　上

14

幕末維新期の国際

ﾖ係
齠咊ｩ関係を中心に

　多彩な幕末・維新期の国際関係のうち、ヨーロ
bパ的、近代的な外交体制の創立と、それ以前の

激Aジア的、伝統的な対外関係のあり方との相克に焦点を絞り、日朝関係を中心に、日本の対外関

Wの近代化が、同時にアジアに対する侵略を随伴
ｷる理由を考える。

同　　　上

15
東アジアに澄ける

総ﾛ相互認識

　入と物との交流の歴史を通じて、東アジアの諸
痩ﾆ間にはそれぞれ異なった国際認識が生まれた。
ｶ化的落差・経済的需給関係・軍事的緊張等を反
fしたものであるが、地域別にU）中華型、（2）中国
?ﾓ型、（3）島興孤立型に分け、その特質を考えて
ﾝる。

田　中　健　夫
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＝＝ l文地理学の基礎＝（TV）

〔主任講師　西川　治（立正大学教授）〕

全体のねらい
　人文地理学は、入間・環境系、社会活動の地域の組織、科学的世界像などの学際的研究及び地域計

画、環境管理、景観育成、国際親善などの応用面においても基礎的な役割りを持つ空間的・環境的科

学である。本講義では全体を、1．環境を作る人間、2．地域を組織する社会、3．世界を彩る文化、の三

つに分けて説明する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．世界像の探求と地理学の理念

人の　住む　星 2．人文地理学の成立過程 西川　　　治
1

一人文地理学

@　　の視界一

3．入文地理学からみた世界像

（立正大学教授）

1．風土の意味

2．江戸時代の風土思想

2 比較風土論の系譜 3．啓蒙的風土論と人文地理学 西　川　　　治

1．人類の描く文様

2．はげしく変る気候 鈴　木　秀夫
3 気候変化と民族移動 3．民族移動

（東京大学教授）

1。平野の種類一西ヨーロッパとアジアの平野一
2．日本の平野の分布と配列

地形環境と治水 一東北・中央日本と西南日本との比較一 中　山　正民

4 a　平野の微地形と開発

お　よ　び利　水 　一武田信玄による甲府盆地の開発一
S　治水と利水の様式一利根／lレ）開発と治水・利水一

（埼玉大学教授）

5。　まとめ

1．景観の意義
2．村落景観の構成要素
a　古代の計画的地割景観 山　田　安彦

5 村落景観にみる歴史 4．古代方格状地割の意義
5．中世の地割景観
U．近世・近代の地割景観

（千葉大学教授）

7．人間生活と地割景観

1．世界の農業地域区分
2　E．ハーンの世界の農耕形態の地域区分
3．D．ホイヅトルセーの世界の農業地域区分と 山　本　正三

6 地域を分げる農業 　　　その現代的修正の試み
S．世界の農業の地域類型の若干の特徴
T．農業地域分化の諸要因

（筑波大学教授）

6．日本の農業地域区分

1．工業の地域的システム

2．技術革新と機械工業の展開 竹　内　淳　彦

7 地域を動かす工業 3．風土と結びついた地場産業

4．工業振興と地域活性化 （日本工業大学教授）
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．　はじめに

8 地域の人口問題

　一人口問題の地域的多様性一
Q．世界人口の動向

@一現状と将来一

浜　　　英　彦

3．人口都市化の進展 （成城大学教授）

4．高齢化社会への接近

1．都市史の概観

都市プランと 2．日本の都市とヨーロッパの都市
9 3．都市の機能 西　川　　　治

機能システム 4．クリスタルラーの中心地理論

1．　バージェスの同心円理論

10
大都市地域の構造 2．ディヅキンソンの同心円理論

R．田辺の同心円理論
山　口　岳　志

と　　動　　　態 4．ホイトの扇形理論
T．ハリス＝アルマンの多核心理論 （東京大学教授）

α社会地域分析と因子生態研究

1．大都市化の進展
大都市化に伴う 2．大都市問題の発生と対応 井　内　　昇

11
都　市　問　　題 （お　茶　の水

落q大学教授）

1．情報化と都市

都市情報の作成 2．都市の変化と情報 久　保幸夫
12 a　国土と都市の情報

と　　利　　　用 4．地理情報システムとコンピュータマッピング （慶鷹義塾大学助教授
5．地理情報システムの利用

1．文化領域としてのヨーロッパ

2．ヨーロッパにおける国家と民族 竹　内　啓　一
13 ヨーロッパの文化地理 3．ヨーロッパの風景

（一一橋大学教授）

1．東アジア世界における民族の住み分け
民：族の住み分げ 2．ブータンにおける民族の住み分けと文化交流 諏　訪　哲　郎

14 a　雲南における農耕文化と牧畜文化の接触

と文化交　流 （学習院大学助教授）

1．ヨーロッパ人の日本像

2．江戸時代の自国認識
15 世界地図の中の日本 3．明治」大正期の地理的啓蒙思想 西　川　　　治

4．地政学から地泰学へ
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＝法学入門＝（TV）
〔主任講師：矢崎光囲（成城大学教授）〕

全体のねらい

　法というものは人間の生活と離れてはありえないのに、限りなく技術化されて専門家の独占物になり

やすい。あるローマの法律家はこれに抗して法の知識を一般民衆の手に戻したといわれるが、以来、法

学はその両極に抽れつつ今日に至る。以下、近・現代において法学がなぜ人間生活にとって不可欠の意

義をもつかを考えてみる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
だれが法にかかわ

驍ﾌか

1．一：般の人々と法律家

Q．行政官、官僚

R．政治家

S．法学者

T．広い意味の法律家

矢　崎　光　囲

i成城大学教授）

2
法の形成と権利の

m保

1．自由と権利

Q．ルールの必要

R．法的権利と主体

S．人　権

T　国　家

同　上

3
法の形成と近代国

ﾆ

1．近代国家による政治権力の独占
′?ﾍをバックにした法の形成と法による権力の正当化

＊@による強制
S．強制のいろいろ
T．強制の正当化一同意？

同　上

4 裁判による法形成

1．社会あるところ紛争あり

Q．紛争解決とさまざまな手順、手続

R．近代西欧の2つの途一一大陸と英米

S制度・観念をめぐるタテマエとホンネ
T．近代的裁判制度の前で日本人は

同　上

5 近代実　定法

1．近代の市場取引と法のルール
Q．法の働きと予測可能性
R．私法と公法
S．実体法と手続法
T．法の支配、デュー・プロセスと自由
U．法律がありさえずれば

同　上

6 法　　　　　　学

1．実定法学、法解釈

Q．基礎法学

R．理論法学と法解釈学

S．法学教育

同　上

7
近・現代法への法

wの歩み

1．自然の法と人間のつくった法

Q．万民法と個別の法

R．ローマ法の解釈と法典の注釈

S．法についての権威主義的と自由主義的視点

T．法についての固い考えと柔らかい考え

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

8 法学と隣接諸科学

1．経済学
Q．政治学
R．社会学
S．哲　学
T．歴史学
U．科学・テクノロジー

矢　崎光　囲

9 法の知識と世間

1．渡る世間に鬼はない

Q．個人と共同体

R．法の不知はこれを許さず。法網をくぐる

S．常識・通念・慣習一法と実生活のパイプ役
T．ふたたび法の支配と世間

同　上

10 法　の　解　　釈

1．文章の解釈
Q　法の解釈
R．法の解釈、運用一タテマエと実際
S．法実証主義とその批判
T．解釈テクニックの若干
U．　エピソード

同　上

11
法をめぐる事実と

K範、ルール

1．事実とは？

Q．事実とルール、規範

＊@的ルール、法規範、法システムと事実
S．法的ブラクティス

T．国際関係と法

同　上

12 法　　と　道　徳

1．恣意的支配への防波堤としての法

Q．崇高な理想には追いつかない法

R．それでも道徳は法とかかわる

S．法と道徳の重なりとへだたり

同　上

13

ところ

梶A変われば、法

ﾏわる

1．西洋の法は西洋の法？

Q．西洋法はなぜ西洋以外の地域でも継受される

ﾌか？
R．社会主義諸国の法

S．法文化、法伝統と摩

同　上

14

時がたてば、法も
ﾏわる一一近代法から現

@　代法へ

1．自立的個人とライフ・スタイルの変化

Q．経済的自由の変化と私的生活

R．道徳的多元主義とパタナリズム

S．組織化

同　上

15

正義、自由、福祉一一人類に未来は

@　あるのか？

1．現代に生きる

Q．法と正義一合法性と正当性
R．相互的正義

S．巨大な科学・テクノロジーの進展がもたらす

�ﾆ影

同　上
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＝憲法概論＝（TV）
、〔主任講師　樋口陽一（東京大学教授）〕

全体のねらい．

　近代憲法発展史の流れの中では日本国憲法を理解し、その主要な諸条項の意味を明らかにするとと

もに、憲法運用のなかで提起されている法的な問題点について考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

一「4つの，89年」からの問いかけ
憲法から見た 1．1689年・1789年・1889年・1989年 樋　口　陽　一

1 2．権利保障と権力分立一その具体的なあり方の
「東西」と「南北」 変遷 （東京大学教授）

3．　「人類普遍の原理」・一西洋近代文明の光と影

一「和魂洋才」と「西洋かぶれ」の間

日本の近代にとって 1．幕末の開国から帝国憲法の発布へ

2 一「建国ノ体」と「海外各国ノ成法」の間 同　　　上

憲　法　と　　は 2．帝国憲法の運用一立憲学派と大正デモクラシー

3．1911・12年と1925年一2つの画期の意味

一日本国憲法の生まれに即して

なぜ 1．ポツダム宣言受諾と戦後変革

3 2．　「国体」は変わったか 同　　　上

「国民主権なのか」 3．　「おしつけられた憲法」か

なぜ 一国際化時代の国家とは

4
「平和のうちに

ｶ存する権利」

1．戦争の放棄と戦力の不保持
Q．平和の憲法思想＝制度史

R．　「戦争をしない」だげでない平和

同　　　上

なのか 一入権の国際化

一「個人の尊厳」の重み

なぜ 1．入一般の発見＝個人の解放としての人権

5 2．特に「法人の八権」をめぐ：って 同　　　上

「入権」なのか 3．外国人の人権

一自分が自分でなくならないために

1．信教の自由と政教分離

6 思想・信仰と教育 2．教育の自由と国家の役割 同　　　上

一なぜ「優越的」か

1．表現の自由の「優越」性

7 表現の自　由 2・事前抑制、とPわけ検閲の禁止 同　　　上，

3．新しい問題
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

一「自由」と「公正」の間で

1．財産権の制約と社会権
8 経済的自由と社会権 2．経済的自由一現状と問題点 樋　口　陽　一一

一国家の役割はどこまで？

政治的権力からの 1・私人間の人権一妨害排除のための国家の役割
9 人権と社会的権力 2．私人間の人権一国家の積極的措置 同　　　上

から　の人　権

一議会制民主主義のしくみと前提

L　選挙権一その実質的平等の問題を中心に

10 ＝選挙権と代表 2．選挙権と表現の自由の交叉 同　　　上
3・二つの「代表」観と議会制民主主義

一政党のはたらきと住民自治の役割

中央の政治と 1．議院内閣制と政党の役割

11 2．地方分権と住民自治 同　　　上

地方の政　治

一「人権のとりで」としての期待

公正な裁判と 1．人権にとっての裁判

12 2　裁判の独立と裁判官の身分保障 同　　　上
裁判　の　独　立 3．裁判の公開

一「憲法の番人」ということの意味

違憲審査の積極主義 1．付随的審査制の構造

13 2．付随的審査制の機能 同　　　上

と　消極主　義 3・　「違憲審査制革命」のなかでの日本の経験の

特性

一「憲法をまもる」とはどんなことか

憲法改正　と 1．硬性憲法と、関連する諸論点

14 2．憲法擁護の二つの型一憲法忠誠制度と「開か 同　　　上

憲法擁護義務 れた」方式

3．改憲論の推移

一世界のなかの日本にとって持つ意味は？

お　　わ　　り　　に

15 同　　　上
戦後日本の憲法体験
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＝＝ s政法＝（R）
〔主任講師　藤：田宙靖（東北大学教授）〕

全体のねらい

　行政法の制度や理論にこれまで全く触れたことのない人々を対象に、行政法を本格的に勉強するため

にその前提として必要となる基礎的な概念・ものの考え二等を修得してもらうことを狙いとして、でき

る限り解り易く又筋道の立った入門的講義を行うよう努めたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 行政法とは何か

　憲法・民法・刑法等と異なり、行政法という名
ﾌを持った法律ほ我国にほ存在しない。それにも
Sらず何故行政法という分野が独立に存在すると
ｳれるのかにつき説明し、又行政法上の法主体と
ｵて登場する「行政主体」「私人」の概念等につ
｢て説明する。

藤　田　宙　靖

i東北大学教授）

2 行政法上の法関係

　前回の内容を承けて、行政法上の法関係を形成
ｷる基本的要素（当事者・行政の行為形成）につ
ｫ、より詳しい説明を行う。面これを踏まえて、
s政法上の法関係の中にも性質の異なるものが存
ﾝすること、行政作用法と行政組織法の基本的違い、等を説明する。

同　上

3
法律による行政の

ｴ理

　行政作用法の：最も基本的な法原理とされる「法

･による行政の原理」について、その基本的な考
ｦ方を説明し、更にその具体的な内容である「法
･の優位の原則」「法律の留保の原則」等につい
ﾄヤ詳しい説明を加える。

同上

4
法律による行政の

ｴ理の例外と限界

　「法律による行政の原理」は行政法の最も基本
I且っ重要な法原理であるが、しかしそれは、あ
ｭまでも原則であるに過ぎない。古くから認めら
黷ﾄきたその例外としての「自由裁量：」の問題、

剥｡日この原理そのものが対面しているその限界、
凾ﾉつき説明する。

同　上

5
行政過程への私人

ﾌ参加

　「法律による行政の原理の限界」を補う意味も

?ﾁて、今日、私人が法律の制定過程すなわち立
@過程に参加するのみでなく、行政の過程そのも
ﾌに直接参加することの重要性が説かれている。
ｱの問題につき、「行政の事前手続」を中心とし
ﾄ説明を加える。

同　上

6 行政行為その1

　行政主体による公権力行使の中で最も代表的な
闥iである「行政行為」という行為形式につき、
ｱの概念の意味、行政法理論上の意義、．他の行為

`式（契約等）との法的性質の違い、等々につい
ﾄの説明を行う。

同　上

7 行政行為その2

　承前。「行政行為」なる行為形式が有する法的
ｫ質を表すために用いられる、自力執行力、不可
?ﾍ、公定力等々の概念について説明する。又、
ｻれとの関係で、行政行為の蝦三論とりわけ「無
�ﾌ行政行為」の問題について説明を加える。

同　上
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回 テ　　一　　マ． 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 行　政　立　　法

　行政主体は行政活動を行う際に、既に見た「行
ｭ行為」のみでなく、他にも様々の行政形式を利
pする。その一例である政令・省令・通達等々の一種の立法行為について、「法規命令」と「行政

K則」の性質の違い等に触れつつ、その法的性質
�燒ｾする。

藤　田　宙　靖

9
行政の非権力的活

ｮ形式

　行政活動に際して用いられる様々の行為形式の
?ﾅ、前回までに見た「行政行為」「行政立法」
ﾌいずれにも含まれないもの、とりわけ「契約」
u行政指導」等、公権力の行使とは言えない、非
?ﾍ的な法的性質を持った活動形式について説明
ｷる。

同　上

10
行政の実効性の確

ﾛ

　法令の定めや契約・行政行為等によって行政の
且阨福ﾉ一・定の法的義務が負わされている場合、

ｱの義務が任意に履行されないときに、行政主体
ﾌ側でこれを強制し本来の目的を達成するために
ﾍ、どのような手段があり、又どのような法問題
ｪあるかを説明する。

同　上

11 行政訴訟その1

　行政活動が法令に違反して行われ、私人の法的
?vを侵害することとなったとき、私人としては
ｩらの利益を護るためどのようなことができるか、

ﾉついて概観し、まず、私人が裁判所に対し行政
?ｮの非を訴え原状回復をめざす「行政訴訟」の
ｧ度につき説明する。

同　上

12 行政訴訟その2

　承前。我国現行法上行政訴訟制度はどのような
d組みを以て出来上っているかにつき、行政事件
i訟法の条文を手掛りとしつつ、詳しい説明を行
､。

同　上

13
行政上の不服申し

ｧて

　前回までに見た行政訴訟制度の他にも、私人が
s政活動の非を訴え自らの利益を護るためにとり
ｾる手段は色々存在する。ここではそれらの中で
ﾅも重要な「行政上の不服申立て」について、行
ｭ不服審査法の規定を参照しつつ、その仕組みを
燒ｾする。

同　上

14 国家賠償法その1

　違法な行政活動によって私人の利益が侵害され
ｽ場合、もはや原状回復が不可能であるようなと
ｫには、前回までに見た「行政争訟」の制度は余
闊ﾓ味を持たない。この場合、蒙った損害を金銭

ﾉよって埋合わせる「国家賠償」の制度について
燒ｾを行う。

同　上

15 国家賠償法その2

　承前。我国現行法上の国家賠償制度を、国家賠
椁@1条及び2条の規定を参照しつつ概観する。
條ﾔに余裕があれば、いわゆる「損失補償」制度
ﾆの関係等についても説明を加えることとしたい。

同　上
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＝政治学入門＝（R）
〔主任講師　阿部　齊（放送大学教授）〕

全体のねらい
　政治学の基礎概念とその相互の関連を明らかにすることで、政治学のより専門的な領域を学習する

ための出発点を作りたい。同時に政治家の入門的講義として、他の分野を学習する受講者にも、政治

学のアウトラインがつかめるようにしたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 政治　と　権　力

政治の機能

ｩ治と統治

?ﾍの特性
?ﾐと正統性

阿　部　　　齊

i放送大学教授）

2 国家の機能と諸型態

国家の機能と特性

走ｯ国家
骭x国家と立法国家

沁ロ痩ﾆ
s政国家
@治国家と立憲主義

同　　　上

3 政府の諸類：型

現代政府の組織原理

?ﾍ分立と混合体制

c院内閣制
蜩摎ﾌ制
¥ビエト制

同　　　上

4 代表制と議会

国民代表と地域代表

�@制
c会制の機能
c会機能の転換

ｻ代の立法過程

同　　　上

5 ：選挙　と　世　論

選挙の意義

兜[率の意味
ｽ数代表制と小選挙区制

ｭ数代表制と比例代表制

?I挙区制と定数不均衡

同　　　上

6 政党と政党制

政党の意義

ｭ党の機能
ｭ党の発展
�}制と多党制
ｭ党とイデオロギー

同　　　上

7 利益集団の圧力活動

利益集団の台頭

ｳ力活動の役割
R議会制度

鴻rイストど議会

Rーポラティズム

同　　　上

一47一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 官僚制と行政国家

官僚制の概念

ﾇ理者国家の成立

ｻ代国家と政軍関係

蛯ｫな政府と小さな政府

阿　部　　　齊

9 地方自治と市民参加

地方分権と地方自治

n方自治とコミュニティ

c体自治と住民自治

ﾅ有事務と委任事務

Z民自治と住民運動

同　　　上

10 民主主義と自由主義

民主主義の成立と発展

ｩ由主義の論理
ｩ由民主主義の形成
纒¥制民主主義の意義
Q加民主主義の機能
ｽ等化と平等主義

同　　　上

11 政治体制と政治変動

政治体制と政治システム

ｩ由民主主義体制

ｭ治システムと政治文化

ｭ治変動の諸形態
v命の意味と条件

同　　　上

12 全体主義と独裁主義

市民社会から大衆社会へ

S体主義の意味

ﾆ裁と専制

R部独裁体制
?ﾐ主義体制

同　　　上

13 日　本の政治

明治国家の前近代性

ｾ治国家の近代性

甯繧ﾌ民主主義
ﾛ守政党の統治体制

坙{の政治的課題

同　　　上

14 内政　と　外　交

内政を動かす国外の要因

蒼熕ｭ治と国際政治

ｨ力均衡と古典外交

骰綜蜍`とナショナリズム

同　　　上

15 現代の国際社会

集団安全保障と集団防衛体制

j兵器と軍備管理
倹ｼ対立と南北格差 同　　　上
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　　　　　　　　　　　　＝＝経済学入門＝（R）

　　　　　　　　　　〔主任講師：嘉治元郎（放送大学副学長）〕

全体のねらい

　我々の日常の経済生活に則して、現代の経済学の骨組みを概説する。家計、企業、政府という経済

単位の活動について論じ、経済社会の構造を明らかにする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

経済学とは何か　　く間の経済活動

取引の行なわれる三一市場 嘉　治　元　郎
1 経済生活と経済学 消費財・サービスの市場　　労働力の市場

企業の経済活動　　家計の貯蓄　　資本の市場 （放送大学副学長）

家計の経済力　　家計の所得　　家計の資産

家計の経済活動 資産と所得

2 同　　　上

1　所　　　得

所得の処分　　可処分所得　　貯蓄

家計の経済活動 消費と貯蓄　　日本の貯蓄率　　最適な消費支出

3 個別家計の消費と総消費 同　　　上

H　消費と貯蓄

企業の経済活動　　生産とは何か　　生産の行程

企業の経済活動 生産活動の目的　　費用と収入　　物的資本の費

4 用 同　　　上

1　財の生産

財とサービス　　サービスの重要性

企業の経済活動 サービスの種類　　サービス生産の特色

5 公務と公共サービス 同　　　上

Hサービスの生産

金融機関の経済活動　利子とは何か

企業の経済活動 資金の需要と供給　　お金の便利さと利子率
6 資産の組み合せ 同　　　上

皿　金　　　融

貨幣とは何か　　金本位制　　管理通貨制

貨　　　　　　幣 通貨管理の目的　　貨幣量管理の手段
7 同　　　上

一中央銀行の役割一
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

市場とは何か　　市場の種類　　価格の作用

需要供給の均衡　　市場機構の作用

8 市場の機　能 嘉　治　元　郎

巨視的（マクロ）理論と微視的（ミクロ）理論

集計された経済量　　一大家計の経済行動

9 経済社会の＝構造 一大企業の経済行動 同　　　上

粗投資grOSS　inVeStmentと純投資net　invest一

ment

経済の　動　　総需要と総供給　GNPの決定

総需要と総供給 投資の決定　　雇用水準の決定

10 過大な需要によるインフレーション 同　　　上

一雇用問題一

総供給能力　　供給能力の決定要因

経　済　成　　長 総供給能力の拡大　　経済発展の諸要因

11 労働力の変化　　生産設備の変化　　技術の進歩 同　　　上

一技術革新一

混合経済体制　　財政支出の種類

政府の経済活動 財政支出の規模　　「小さい政府」をめぐる論議

12 同　　　上

一財政支出一

政府の収入　　租税の種類　　税と所得の再配分

政府の経済活動 所得配分とその再配分　　財政収支

13 公債の負担 同　　　上

一堂　　税一

経済政策の役割　　独占の禁止

巨視的経済政策の目標　　完全雇用の達成と維持

14 経済政策の目：標 経済の安定の実現　　経済発展の促進 同　　　上
巨視的経済政策の手段　　所得配分の公正化

適切な対外経済関係の実現

対外経済関係とは何か　　対外経済関係ゐ内容

国際収支表　　貿易の理論　　国際通貨

15 対外経済関係 為替レートの変化　　生産要素の国際的移動 同　　　上
経済分析の国際化
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＝経済社会論＝（R）
〔主任講師：坂井素思（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　経済社会の基礎的な制度・基本的な観念が、どのように成立し、どのような点で問題となっているの

か。その学説の考え方と現実に生じている事象との対応関係のなかで明らかにする。とくに、市場経済

とはどのような制度なのかという点に焦点があるが、後半では、現代経済社会の多面的性格についても
考察を行う。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

経済社会の印象

1

経済社会の発見一経済秩序はど 経済社会の変化

o済秩序
坂井　素　思

こにあるか
（放送大学助教授）

不確実性とは何か

経済問題の発生 生存問題と不確実性

2 一碧確実性につ 生産問題と不確実性 同　上

いて 分配問題と不確実性

交換の観念

交　　換 経済的交換

3 一一 ﾈぜ交換を行 社会的交換 同　上

うのか 相互性のエートス

貨幣は誰のものか

貨　　幣 販売可能性と貨幣

4 一一 ﾈぜ入は貨幣 流動性と貨幣 同　上

を使用するのか 信頼と貨幣

利得観念

利　　子 ウズラ論争にみられる利得観念

5 一なぜ人は儲け 経済合理性と利得 同　上

ようとするのか 利潤という利得観念

なぜ所有が問題になるか

所　　有 所有の権原

6 一なぜ財産を所 労働と所有 同　上

有するのか 所有ルーールの経済的役割

市場とは何か

市　　場 市場の調整メカニズム

7 一なぜ市場は存 価格メカニズム 同　上

在するか 競争メカニズム

市場経済の特徴
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

組織とは何か

企　業　組　織 市場と企業

8 一なぜ企業は組 企業組織のヒエラルヒー 坂井　素　思
織化されるか

家計とは何か

9

家　計　集　　団一なぜ生計を共 オイコス経済
ﾆ計の形成原理
ﾆ計生産

同　上

にするか ブーリング
家内性

社会的統合

政　　府 政府の役割

10 一一 ﾈぜ政府は必 社会契約としての政府 同　上

i　要か 黙約としての政府

ｭ府の二面性

11

｝福　祉　社　会　一一経済的正義は

@　　何を基準とす
@　　るか

アリストテレスの基準

�ﾑ本位と必要本位

K要本位と欲望

i差原理
同　上

12

競　争　社　会一経済的自由は

@　いかに成り立
@　つか

自由放任

ﾁ極的自由

ﾏ極的自由

ｭ制と競争
同　上

13

技　術　社　　会一一経済進歩とは

@　どのような状
@　態か

経済進歩

K応的進歩
n造的破壊
V結合の遂行
Z術進歩と経済進歩

同　上

消費社会とは

消　費　社　会 消費の意味

14 一なぜ人は財を つくられた必要 同　上

求めるのか みせびらかしの消費

消費の限界

経済の目的

経済社会の目的 経済の目的と経済社会の目的

15 一なぜ経済秩序 経済秩序再論 同　上

は存在するのか 経済秩序の特性
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＝＝ ﾐ会学入門＝（R）
　　　　　　　　　　　〔圭簾舘猫藤野雛難；〕

全体のねらい

　社会学は間口の広い学問であり、きわめて多様なテーマを扱っているが、ここでは、その多様性の

根もとにある社会学的な「ものの見方」を理解することにねらいを鞍る◎できるだけ具体的な事例に

即しながら、社会学的な見方の面白さを伝えるような形で、話を進めたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

＜第1部・社会的

@存在としての人

@間〉

1．社会学の前提
Q．　「自分」の発生

R．社会的知覚

S．社会による型どり

井　上　　　俊

i大阪大学教授）
社会のなかの人間

1．言語による世界構築

2．意味秩序と文化的拘束 大　村英　昭

2 文化　と価　値 3．文化と価値
（大阪大学教授）

1．共同体と機能集団

2　未分化と分化
3 集　団と　個人 、3．模倣＝欲望の世界 同　　　上

4．集団参加の諸相

1．意味と社会

a　〈私〉と社会 架場久　和
4

知識　と現　実 a社会学という知識
（関西大学助教授）

＜第2部・社会学 1．社会学と自殺

5
の考え方〉

ｩ　殺　と社　会

2．統計データの分析

＝@自殺と集合意識 大　村　英　昭

一デュルケム

宗教と資本主義
1．『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の

@精神』
6

2．利害状況と理念 井上　　　俊

一M．ウェーバーの社会学 3．集合的動機と歴史の皮肉

1．E．フロムのナチズム研究

7 自由からの逃走
2．権威主義的性格＾

R．社会的性格の理論 同　　　上

4．夫と妻の世界
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．デュルケムの犯罪論

2．潜在的機能の概念
8 潜在的機能の分析 3．予言の自己実現 井　上　　　俊

一日常的相互作用の秩序

1．演技者としての人間
9 場面　と　体　面 2．相互作用儀礼 同　　　上

3．相互作用秩序の修復

1．都市のライフスタイル

2．ストレンジャー・インタラクション
10 ストレンジャーの世界 3．関与と不関与 同　　　上

1．家族の形態
＜第3部・社会生活 2．家族の機能 亀　山　佳　明

11 と社会秩序〉 3．親と子の世界

家族のなかの世界 （香川大学助教授）

1．逸脱行動論

2．マートンのアノミー論
12 逸脱と社会変動 a社会変動論に向けて 大　村　英　昭

1．コミュニケーションの病理

社会病理現象 2．学校教育の病理
13

一子ども問題を
3．演技とラベリング 同　　　上

申心に一

1．内面的制裁の原理

2．交換と権力
14 統制　と権　力 a　恥による権力 同　　　上

1．メガネとしての社会学
〈社会学とは何か〉 a集合主義の発想 井上　　　俊

15 3．探偵としての社会学者

一結びにかえて 4．皮肉な視線 大　村英　昭
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　　　　　＝比較社会史＝（R）

〔主任講師　樺山紘一（放送教育開発センター教授）〕

全体のねらい
　本講座では、世界史上における歴史文明にあって、社会的諸構成要素が、多様な様相と結合様式をし

めすその形式を考察する。高度な文明と未開社会とのあいだにおける相違と類似とが、ともに明らかに

なるはずである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．はじめに

2．社会史とは何か 樺　山　紘一
1 社会史と比較史 3．比較史の課題 （放送教育開発

センター教授）

1．人間と環境

2．気候と文明

2 自然環境と社会 3．地勢 同　上

4．生物相

1．人種

2．人間のからだ

3 からだと入口 3．生と死 同　上

4．歴史と人口

1．男と女

2．子供の地位

4 入生　と　家族 a　家族の構造 同　上

4．家産の承継

1．ゲマインシャフト

2．親族の構造

5 社会集団の諸相（1＞ 3．共同体 同　上

4L　ムラ

1．仲間と贈与

2　盟約団体

6 社会集団の諸相（2） 3．ソシアビリテ 同　上

4．身分と差別

5．身分と団体

1．旧石器文明の遺産

2．作物

7 農耕の発展 3．水利技術 同　上

4．農業革命

5．労働の形態

一55一



回 テ　　　一 マ 内 容
担 当　　　講師
i所属・氏名）

1
． 商い

2 職人

8 商　　　と 工 3 産業革命 樺 山 紘一

1
． 性の分業

2 階級という概念

9 分業　と 協業
3
． 企業 同 上

1
． 物の輸送
2
． 水路の優越

10 交通　と 情報
3
． 人的移動 同 上
4
． 情報とメディア

1
． 都市国家

a 自治都市

11 都市の成りたち
3
． 城下町 同 上
4
． 空間構成
5
． 街区と階層

1
． 日常生活を論ずる

2
． お茶とコーヒー

12
日常生活のありさ

3
．
5
．

パンと米飯

Tラダと刺身

4
．
α

箸とフォークと手

Yボンと着物 同 上
ま 7

． ベッドと布団 ＆ 入浴と排泄
9
． 散歩と昼寝 10． チェスとトランプ

1
． アジールとは何か
2
． 慣習と慣習法

13 慣　習 と　法
3
． 中国の法 同 上

4 ローマ法の世界
5
． ローマ法の受容

1
． 国家の相対化

2 フェーデ

14 国家　と 統治 a 刀狩り 同 上
4
． 租税について

5 ヨーロッパの税制

1
． 祭儀の場

2 巡行

15 祭儀　と 宗　教
1
：

価値の逆転と確認
｢俗儀…式

同 上
5
． 通過儀礼
α セクトの緊密さ
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＝民 俗 学＝（TV）
〔主任講師：宮田　登（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　現代社会の伝統的な民俗文化は大きく変貌しつつある。一方、都市には新しい民俗も形成されるし、

いわゆる民俗の再生産の現象もある。日常生活文化の具体的な姿を通して、日本文化の多様な面を民俗

学の視点からとらえていきたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

民俗学は、伝統的な目常生活文化を研究対象と

1
民俗学の成立と発

して、日本文化の深層を究明しようとする学問で

?驕B私たちの身近にあるいい伝えや民具などを
宮　田　　　登

達
素材にして歴史的世界を再構成する方法や意義に

（筑波大学教授）

ついてとり上げる。

江戸時代の本居宣長、平田篤胤、菅江真澄、屋

2
日本民俗学の先達

代弘賢などの系譜をひきつつ日本民俗学を創立し

ｽ、柳田国男を軸に、南方熊楠、折口信夫、中山 同　上
たち 太郎、渋沢敬三らの業績をとり上げる。

日本民俗学の、基礎概念となった常民の性格につ

いて、いくつかの学説を紹介する。さらに日常生

3 常民と常民性 活文化の変容の中で常民性の概念が一般化してい 同　上

ることや、近年の「非常民」の位置づけにも言及

する。

ハレとケは常民と並ぶ日本民俗学の基礎概念で

4
ハレとケそしてケ

ある。その具体例を、日常生活の表象である衣食

Zのあり方から説明する。また近年ハレとケの媒 同　上
ガレ・

介項としてケガレの概念が導入されるようになつ

た動向についても言及する。

日本の民俗文化の重要な基盤であるイエを建物

としての家そしてそこに展開する家族生活、イエ

5 ム　ラ　と　イ　エ 連合としてのムラの成り立ちやその特徴を、東日 同　上

本と西日本の差異などに留意しながら、概観する。

水田稲作農耕と対置される畑作文化の存在を強

調した坪井洋文の学説を、餅なし正月を例として

6 稲作　と　畑作 説明し、稲作と畑作の問題を通して日本の民俗が、 同　上

東アジア文化の中で位置づけられるべきことを説

明する。

民俗文化の一方の担い手である非農業民たちの

存在を、マタギ、木地屋、漁民をはじめその他の

7 山民　と　海民 職人たちを含めて概観する。とくに非農業民の漂 同　上

泊性が、定着民に強い刺激を与えたことを説明す

る。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 女性と子ども

　民俗の重要な担い手である女性と子供のもつ文

ｻ創造力に注目する。とくに女性でも家の主婦の

?阨福�?Sに、家の祭り、子供の行事などを通

ｵて、民間伝承の中で語られている女性と子供の
烽ﾂ力を考察する。

宮　田　　　登

9 老人の　文　化

　女性、子供と並び、老人のもつ民俗文化をとり

繧ｰる。日本の伝統社会に見られる長老制を支え

ﾄいる宮座の行事、うばすて伝説などで語られる

V人の知恵などから、老人文化のもつ意味を考え
驕B

同　上

10 交際　と　贈答

　社交や贈答は、人間関係を円滑にする機能をも

ﾁている。日本の社会に民俗化している贈答の機

?ﾅある冠婚葬祭の事例を通して、つきあいや贈

嘯ｩら生じてくる人間関係の特徴などについて言

yする。

同　上

11 盆　　と　正　　月

　日本の年中行事は正月と盆とに二分される。正

獅ﾍ典型的な神祭りの月で、各家に祖霊が来訪す

驍ｪ、同様な構造が盆の時期にも見られる。正月

ﾆ盆に集約される日本人のカミやホトケに対する

lえ方を通して、年中行事の特色を探る。

同　上

12 カ　ミ　と　ヒ　ト

　日本人のカミ観念は、もっぱら人間側のニーズ
ﾉよって形成されている。氏神や産土神、流行神、
ｩ請神、漂着神など多量のカミやホトケが日常生
?ﾌ中で発見されるが、これらは日本の伝統的アニミズム観念の上に成り立っていることを説明す

驕B

同　上

13 妖怪　と　幽　霊

　人間の怨霊、御霊、また動物・植物霊などから

窒閧ｪ発生し、妖怪や幽霊になる。これらは民俗

@教の上では否定できない。こうした怪異現象を

ｶみ出している基盤は何であるのかを考えたい。

同　上

14 仏教　と　民　俗

外来宗教である仏教が民俗化した情況を、彼岸、

S月8日などの儀礼行事を通して説明する。これ
轤ﾍ教団仏教とは異なり、民俗化した仏教儀礼で
?閨A神仏が習合して生みだされた民俗文化であ
驍ｱとそして東アジアの仏教文化圏の中でとらえ
轤黷驍ｱとを説明する。

同　上

15 都市の　民俗

　日本各地には都市化した生活環境が拡大してい

驕Bまた各地の都市には伝統的な都市民俗が成長

ｵている。日本の都市がつくり出した都市民俗の

ﾀ態を、欧米の都市民俗と比較しながら考えてい
ｭ。

同　上
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＝日本経済と産業と企業＝（TV）

全体のねらい
　日本経済の国際的地位は最近数年の間に大きく変化し今や世界一の債権国となり、貿易摩擦などの

難問に直面し、進むべき方向を真剣に捜索している現状にある。転換期にある「日本経済と産業と企

業」の動きを、自分の眼で見、自分の頭で考えるための分析の用具や、枠組みを提供するのが本書の

ねらいである。

〔難難嚢羅肇駕講1〕

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．は、じあに

日本経済　の 一「日本経済と産業と企業」の狙い 磯部　浩一
1 2．1970年代以降の諸変化

国際　的地　位 3．国際的地位を示す指標 （聖学院大学教授）

4諸変化の意味するもの

1．方法を取り上げる理由

経済の実態把握 2．研究の目的

2 3．研究の対象 同　　　上

の　　　方　　　法 4．変化する実態へのアプローチ

5．1方法と価値

1．　はじめに

日　本経済　の 2．日本経済の100年

3 3．世界経済の変動期 同　　　上

歴史的展　開 4．おわりに

1．はじめに

日本経済の現状 2．新SNAに：ついて

4 3．新SNAによる日本経済の現状 同　　　上

一国民経済計算による

1．　はじめに

2．経済基盤の変動

5 経済基盤の変動 3．基層・中層・表層間の変動メカニズム 同　　　上

4．むすび

1．活動単位としての産業の二面性

2．産業経済の分析方法の類別 、宮沢　健　一

6 産業経済のとらえ方 3．産業機構の作動と産業政策
（一橋大学名誉教授）

1．産業発展の経験法則

2．工業化と産業構成の変動

7 産業構造と経済発展 3．産業発展と国際的環境 同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．産業間の連結の型とはたらき

2　産業間波及と最終需要の構成

8 産業連関の仕組み 3．日本の産業連関の変貌 宮　沢　健　一

1．産業活動と市場および企業

2．有効競争と企業への公共政策

9 産業組織の成り立ち 3．日本の産業組織の動態 同　　　上

1．産業社会の機構評価の着眼点

2．日本の産業発展の体制的側面

10 産業社会と経済体制 3．産業活動と制度の枠組み 同　　　上

1．日本企業の経営特質の形成

企業経営　の
2．財閥本社の成立と資本支配3．終身雇用と年功序列型賃金制度の成立

小　林　靖　雄

11 4．科学的管理の導入一

歴史的展　開 5管理会計の整備 （元放送大学副学長）
6．中小企業の下請的利用
7．稟議制度による意思決定

1．国際競争力の要因
2．高度の技術・製品開発力

12 日本企業の国際比較 3．設備の近代化投資
S．すぐれた入的能力とその育成

同　　　上

5．経営管理力の充実
6．諸要因の労働生産性と収益力強化への結実

1．海外直接投資の動向

2　海外企業の状況

13 企業の多国籍比 a　海外日本企業の経営管理 同　　　上

一日本的経営との関係

4．国際的企業経営のあり方

1．戦後の日本経営の変貌と職務給

日本的経営と 2．年功型賃金の修正

14 3．近代的経営管理と経営土壌一：職場集団主義 同　　　上

そ　の　変　　化 4．労使関係における協調主義

5　日本的経営の長所と国際性

1．構造変動から構造調整へ
日本経済と産業と 2産業経済の変容の方向と課題 小　林　靖　雄

15 企業の今後の動向 3．経営管理の発展と環境変化への適応 宮　沢　健一
と　　　課　　　題 磯　部　浩　一
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＝経 営 総 論＝（R）

〔主任講師　栗山盛彦（千葉大学教授）〕

全体のねらい

　今日の高度産業社会の中核的組織である「経営（企業）」について研究する場合の基礎的な考え方

や概念をできるだけ平易に、包括的に示したい。とくに専攻「産業と技術」という特定の諸専門科目

を考慮に入れて、それらと有機的な関連をもたせるように工夫する。新しい時代的要請である技術：革

新や国際経営にも重点を置く。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．はじめに
2．新しい社会、新しい経営 栗　山　盛　彦

1 現代の社会と経営 3．現代経営の特徴とその志向性

（千葉大学教授）

1．経営とは

2．経営学の対象としての経営

2 経営と経営学 a　経営の本質を究明することの必要性 同　　　上

4．経営の本質へのアプローチ

1．経済的な見方による経営

2．　「経営の経済」における基本原理

3 経済的な経営理論 3．　「経営の経済」の活動過程 同　　　上

1．事業志向経営の成：立

2．資本と経営の分離

4 経営と事業　　　（1） a経営の社会的存在意義の意識化 同　　　上

1．経営の社会的な見方
2．社会的な見方をビルド・インした経営理論

（「経済・技術的システムー社会的システム」

5 経営と事業　　（2） 　を基礎とする諸理論）3．経営二重システム論（「経済・技術的システ
同　　　上

ム」一「社会的システム」）
4．経営三重・四重システム論

1．経営目的の意義

2．経営理念について

6 経　営　　目　　的 a経営目標について 同　　　上

1．　「事業の営み」としての経営職能

2．経営、基本職能　一維持職能と成長職能との＝複

7 経営：職能の基礎 合的な関係と指導原理
同　　　上

3．経営維持職能とこのための経営管理活動

4．経営成長職能とこのための経営管理活動
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．2つの経営管理
2・　「人間努力の結集」としての経営管理

8 経　営　管　　理 3．　「事業遂行」としての経営管理
栗　山　盛彦

1．経営組織の意義

2．経営組織の基本要素

9 経　営　組　　織 3．経営組織の構造 同　　　上

1．経営成長に関する2つの見方

2．初期の2つの古典的経営成長論

10 経営の成長理論 一有機的成長過程論と機械的成長論 同　　　上

3．現代の経営成長論

1．未来志向的・形成的な経営計画態度

2未来志向メンタリティーと経営予測

11 現代の経営計画思想 3．事業形成メンタリティーと戦略的経営計画 同　　　上

1．新規事業の形成論理

新規事業形成と 2．研究開発による新規事業の形成

12 3．総合事業経営戦略 同　　　上

研　究　　開　　発

1．現代経営の国際化

2　国際経営化にともなう対象市笏志向性の推移

13 国際経営論　（1） と事業世界観 同　　　上

3　国際経営の業種別特性と進出動機

1．国際経営戦略

2・国際経営の海外事業会社所有関係

14 国際経営論　（2） 3．現代世界の代表的国際経営一多国籍企業 同　　　上

4・国際合弁会社の経営一日本の代表的国際経営

形態

1．模倣から創造へ

21　世　紀　の 2．　日本・米国・ドイツの経営

15 3．新しい経営ビジョン構築上の問題点 同　　　上

経営ビジョン 4・日本経営の未来ビジョンと世界への寄与
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一会 計 総 論一（TV）

〔主任講師：江村　稔（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい
　この講義は企業会計の「しくみ」と「はたらき」のあらましを学ぶことを目的とする。企業会計に

論ける会計処理は複式簿記として特色づけられるので、これを説明するが、会計処理は期間損益の算

定という目的をもつので、その諸相についてもとりあげよう。

回 テ　　　一・　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 決：算書とその役割

　企業会計の所産である貸借対照表と損益計算書

ﾍ株式会社の定時総会に提出され会社の財産と損
vの状況（財政状態と経営成＝積）を報告する役割

�烽ﾁている。そこでまず、決算書としての貸借

ﾎ照表と損益計算書について述べる。

　江　村　　　稔

i東京大学名誉教授）

2
複式簿記と

@　　　　複式記帳

　複式簿記は左右両司式の2つの勘定の間で行わ

黷骼ﾘ方（左側）と貸方（右側）の同額記入とし

ﾄの複式記帳によって特色づけられる。この複式

L帳を経済活動のもつ2面性に注目して説明する。

同　　　上

3 複式記帳の法則

　複式記帳は一定のルールに従って行なわれる。

ｱのルールは必ずしも理論的に設定されたもので

ﾍないが、ぜひとも記回して澄かねばならないも

ﾌである。

同　　　上

4 決算のしくみ

　各勘定の残高を借方・貸方の別に従って、1っ

ﾌ勘定にまとめると、その借方と貸方の合計額は

齟vする。この特長を用いて、記帳と計算の検証

ｪなされるほか、勘定の締め切りとしての決算が

ｮ了し、決算が作成されるのである。

同　　　上

5 損益計算書の様式

　損益計算書に設けられている各種の区分、澄よ

ﾑ、その区分ごとに示される各種の損益にっき説

ｾし、また、損益計算書の末尾に当期末処分利益

ｪ記載されることを明らかにする。

同　　　上

6 利益の処分と留保

　損益計算：書の末尾に当期未処分利益が記載され

驍ｱとになっている。当期未処分利益は株主に対

ｷる配当など、会社が処分することができる利潤

�ｦすものであるが、同時に、この未処分利益の

搆ｸ計算書を知る必要がある。

同　　　上

7 貸借対照表の様式

　貸借対照表に設けられる各種の区分について述

ﾗるが、この場合、もっとも重要な問題として、

ｬ動・固定分類につき詳説しよう。 同　　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
損益計算の原理と

菇@
江　村　　　稔

9 売上高と売上原価

　企業の収益は、売上高から売上原価を差し引く

ｱとによって売上総利益または売上総損失として

≠ﾟられる。そこで売上高と売上原価の決定につ
｢ての問題点を取り扱う。

同　　　上

10
棚卸資産の貸借対

ﾆ表価額

　商製品の貸借対照表価額は取得原価によるとい

墲黷ﾄいるが、この金額は取得価額から払出価額

�ｸじて求められる金額に期末修正を行ったもの

ﾆ解される。
同　　　上

11
固定資産の貸借対

ﾆ表価額

　固定資産の貸借対照表価額は、取得価額から減

ｿ償却累計額を減ずることによって求められる。

謫ｾ価額もしくは取得原価の期間配分としての減
ｿ償却を中心として説明しよう。

同　　　上

12 繰延資産とその償却

　企業による支出には、その効果が将来の数：週間に澄よぶものがある。期間損益計算では、このよ

､な金額は数期間にわたる費用として扱われるが、

ｱのための会計技法として繰延資産の計上と償却
ｪ行われる。

同　　　上

13 引当金の設定

　企業会計では、将来に生じる事象の金額を、あ

轤ｩじめ期間費用として計上する処理としての引

膜o理が、例外的に認められている。引当経理が

sわれる条件は、きわめてきびしいが、この章で

ﾍ、これらの問題を論述する。

同　　　上

14
企業内容の開示と

燒ｱ報告

　有価証券報告書の主要部分をなす財務諸表につ

｢ては大蔵省令である財務諸表等規則が適用され

驕Bそこで、いわゆるディスクロージャーの諸問
閧�燒ｾしよう。

同　　　上

15 財務諸表の監査制度

　会社が作成し公表する決算：書もしくは財務諸表

ﾉついては、監査役や公認会計士による監査が行

墲黷驕Bこの章では、商法特例法と証券取引法に

謔驪K制を説明する。
同　　　上
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＝現代の数学観＝（R）
〔主任講師：前原昭二（放送大学教授、）〕

全体のねらい

　数学史のなかから、現代の数学観の形成に強く関係していると思われる事項のみをとり上げ、現代

の数学者の大多数がもつ「数学に対する考え：方」を解説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師．
i所属・氏名）

　　　　o^レス　ヒタゴラス．黄金分割　無理数　幾何学
を知らざるものはこの門に入るべからず 前　原　昭　二

1 論証的数学の起源
（放送大学教授）

『原論』の著者　ユークリヅド原論原論におけ

ユークリッド原論 る証明の性格原論における「命題」命題20の証明

2
1

．のあらすじ 同　　　上

ユークリッド原論の構成　定義　公準（要請）

ユークリッド原論 公理（共通概念）　平行線の公理（＝第5公準）

3 「平行線の公理」の通常の表現　き角形の内角の 同　　　上

H 和

非ユークリッド幾何学　3角形の内角の和　リー
i非ユーク　リ　ツ　ド マンの研究　球面上の幾何学

4 同　　　上
幾　　　何　　　学

サッケリの研究　ガウスの研究　ベルトラミのモ
非ユー・ク　リ　ツてド デル　リーマンの非ユークリット幾何学のモデル

5 クラインのモデル 同　　　上

幾何学の無矛盾性

非ユークリッド幾何学の統合的理解　リーマン幾

ヒルベルトの 何学　ユークリッド原論の立場の再検討　ヒルベ

6 ルトの『幾何学基礎論』　ヒルベルトの公理主義 同　　　上

幾何学基：礎論 抽象数学

アインシュタインの「幾何学と経験」　物理法則
アインシュタインの と数：学との違い　公理主義の数：学　自然科学に使

7 われている数学 同　　　上
『幾何学と経験』から
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

虚数の必要性複素数　複素数の計算　コーシー

による複素数の定義　ハミルトンによる複素数の

8 虚　　　　　　数 定義　複素数についての計算法則 前　原　昭　二

無理数　無理数の必要性　無理数論　有理数の切

断　有理数の切断の例　無理数の定義実数の連
9 無　理　数　　論 続性 同　　　上

整数の定義　有理数の定義

10 整数と有理数 同　　　上

ユークリヅド幾何学の無矛盾性一連の無矛盾性

証明　自然数　ペアノの公理　ペアノの公理の無…

11 デデキントの自然数論 矛盾性 同　　　上

論理主義公理主義数学における論哩　論理の公

理化　ハーンの見解　要約

12 ラッセルの数理哲学 同　　　上

カントンの集合論集合論的数学観集合論のパ
ラドックス　ラッセルのパラドヅクス　フレーゲ

13 集合論のパラドックス 宛のラッセルの手紙　意味論的パラドックス 同　　　上

ラッセルのパラドックスの分析　論理主義直観
主義　形式主義

14 数学基礎：論 同　　　上

記号論理学　公理的集合論数学の現状

15 数学　の現　状 同　　　上
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　　＝基礎数学1＝（TV）
〔主任講師：前原昭二（放送大学教授）〕

全体のねらい

　高等学校の微積分に引き続いて、微積分の初等的部分を講述する。計算法に主眼をおくが、最後に、

微積分を論理的に構成する筋道の概略を説明する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

逆関数　逆正弦　逆余弦　逆正接逆三角関数
逆三角関数の微分法　逆三角関数：になる不定積分 前　原　昭　二

1 逆三角関　数 問題

（放送大学教授）

無限小　高位の無限小　ランダウの記号　微分

置換積分法への応用　劣＝αsinθとおく置換積分

2 微　　　　　　分 微分の性質問題 同　　　上

分子の次数を分母の次数より小さくする　分母が

異なる1次因数に分解される場合　分母が1次式

3 有理関数の不定積分 の累乗になる場合分母を微分すると分子になる
鼾〟@分母が因数分解できない2次式の場合一

同　　　上

般論（その1）　一般論（その2）　問題

1階定数係数同次線形微分方程式　定数変化法

2次の行列式　2階定数係数同次線形微分方程式

4 微分　方程　式 の一一般解　特性方程式　定理3の証明　定数変化 同　　　上

：法（2階の場合）　問題

本来の意味での定積分　微分積分法の基本定理

第1種の広義積分第2種の広義積分
5 定積分の定義の拡張 同　　　上

微分法における平均値定理　平均値定理の表現法

積分法における平均値定理　コーシーの平均値定

6 平均同定　理 寺号という形の極限値器という形唖限値 同　　　上

問題

偏導関数　高階の偏導関数：2変数関数の極限・

2変数関数の連続性　全微分可能性全微分合

7 偏　導　関　　数 成関数の微分法　問題 同　　　上
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回 テ　　一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

立体の体：積（その1）　立体の体積（その2）

2重積分　楕円体の体積　重積分　問題

8 重　　　積　　　分 前　原　昭　二

2次の行列式の幾何学的意味典線座＝標　2重積

分の変数変換　問題

9 重積分の変数変換 同　　　上

テイラーの近似式　極大極小への応用　テイラー

一の定理　問題

10 テイラーの定理 同　　　上

無限級数：正項級数　絶対収束　問題

11 無　限　級　　数 同　　　上

テイラー展開　ベキ級数　晶晶積分　2項定理

収束半径

12 ベ　キ　級　　数 同　　　上

媒介変数方程式　三線の長さ　導関数を表わす二

ユー gンの記号典率典線y一∫ωについての
13 平　面　曲　線 公式　円の伸開線 同　　　上

直観的な定義に対する反省　数列の極限　関数の

極限関数の連続性　その他の極限の定義
14 極限の定　義 同　　　上

連続関数の性質　微分法の平均値定理　微分積分

法の基本公式の証明積分法の平均値定理原始
15 微積分の論理的構成 関数の存在定理の証明　平均値定理のその他の効 同　　　上

1用
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＝線形代数学＝二（TV）
〔主任講師　長坂建二（法政大学教授）〕

全体のねらい

　ベクトル・行列・一次変換を初歩から解説し、線形代数の基本を直観的に把握する。また、行列論の

鍵となる固有値・固有ベクトルを、2次形式の応用面より幾何学的に理解を深めると共に、線形空間の

直和分解とスペクトル分解との対応を示し、一次（線形）変換の重要性を認識させ、実社会への応用例
についても角虫れる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 ベ　　ク　　ト　　ル

　大きさと方向をもつ量であるベクトルを、実例
ﾆ共に導入し、和・差・スカラー積の演算の意味
�揄�ｷる。次いで、ベクトルの内積・外積を定
`し、その幾何学上の意味を説明する。ベクトル
ﾌ効用として、初等幾何の難問のベクトル解法を
ﾐ介する。

長　坂　建　二

i法政大学教授）

2 行　　　　　　　列

　2次及び3次の正方行列を定義し、和・差・ス
Jラー積を導入する。次いで、乗法を定義し可換
ﾅないことを注意する。また、単位行列、零行列、
t行列を定義し、連立一一次方程式の解との関連を
ｩる。一方、行列の野乗と、ハミルトン・ケーり一の定理を紹介する。

同　上

3 一　次　変　換

　平面上や空間内の一次（線形）変換が行列で表

ｻできることを示し、点（線）対称移動、回転等

ﾌ実例を示すと共に、基本的な性質を謀明する。

ﾜた、不動直線を例として、固有値と固有ベクト

汲ﾉついて2直観的な理解を求める。

同　上

4 ベク　トル空間

　η次元数ベクトル、及びη次元ベクトル空間を

ｱ入し、1～3章の議論を一般化する。次いで、

xクトル空間の基底と次元について述べる。また、

舶ｪベクトル空間の定義と基本的な性質や、その

ｼ和についても言及する。

同　上

5
図形のベクトル表

ｻ

　直線、空間の方程式とベクトル方程式を示し幾

ｽ学的な関係をベクトルで表現する。また、2次、・

R次、4次の行列式を定義し、図形の体積等が表

ｻされることを示し、線形代数の有用性を説明す
驕B

同　上

6
行列の基本変形と

K数

　与えられた行列に、基本変形を施して標準形に

ﾏ形できることを示し、標準形から行列の階数

iランク）を定義する。応用例として、逆行列の

≠ﾟ方、連立一次方程式の解の性質、一次（線形）

ﾏ換の次元定理等を示す。

同　上

7
直交行列と合同変

ｷ

　特別な形をした行列の例として、対角行列、三

p行列、対称行列、交代行列等を紹介する。また、

∮ｯ変換を記述する行列は直交行列であることを

ｦし、抽象代数の一部門である群論の有効性に言

yする。

同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

置換とその実用例であるアミダくじについて簡
単に解説する。次に、置換を用いて一般の正方行

8 置換と行列式
列の行列式を定義し、2次～4次の行列の行列式の場合の拡張となっていることを示す。さらに、

長　坂　建　二

行列式の基本的な性質と行列の階数の新たな定義
を与える。

対称行列を用いて、2次形式を表現する。次い

9
2次形式と2次曲

で、2次曲線を2次形式より定義し、標準形への
ﾏ換方法を特別な場合について解説し、固有値、

ﾅ有ベクトルの幾何学的な意味を学ぶ。また、各
同　上

種の2次曲線の例について述べる。

与えられた2次曲線を、座標変換により標準形

に直す一般論を展開する。その際、座標変換に対

10 2次曲線の分類 する不変量から2次曲線が分類されることを示す。 同　上

2次曲線の標：準形を紹介し、様々な2次曲面と

2次曲面とその分 その性質（線織面、切断面等）を解説する。次い

11
類

で、2次曲線の場合と同様に直交行列により標準

`に変換するやり方を説明し、不変量による分類
同　上

を与える。

1次変換の固有値、固有ベクトルを導入し、直

12
固有値と固有ベク

gル

交三等の基本的な性質を線形空間と行列の両方に
謔阨¥現する。また、固有多項式、固有方程式、
ﾅ小多項式、ハミルトン・ケーリーの定理、巾等

同　上

行列等について触れ、対称行列の直交行列による
対角化可能性を示す。

射影変換の性質を示し、線形空間の直和分解と

13
射影と一次変換の

Xペクトル分解

の関連を示す。次いで、射影変換と巾等行列、固

Lベクトルの直交性と固有空間への射影変換を通

ｶて、対称行列の直交行列による対角化とスペク
同　上

トル分解が対応することを示す。

固有値を考える範囲は複素数まで考えざるを得

ないのに、今までの線形空間は実ベクトル空間で

14 線形空間の複素数 あった。そこで、線形空間を複素化して、複素固 同　上

有値に対応できるようにして、同時に1次変換も
複素化する。

一般の行列を標準形に直す場合には、対角化可

能とは限らないので、一標固有空間を導入し、一

15 一一 ﾊ固有値問題 般スペクトル分解について論ずる。つまり、行列 同　上
のジョルダン標準形であり、単因子論との関連に

ついても若干触れておく。
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　　　＝確　率　論＝（R）

〔主任講師二清水良一（統計数理研究所教授）〕

全体のねらい

起醗門守粥灘傲τ叢竹憎憎憎憎翻忽1ま白雨総
でたらめさをもっているものをいう。このような現象も一定の条件下で観察を続けていると発生の仕
方に一一定の法則性が現われて来る。それを見るためには現象を適当にモデル化しなければならないこ

とを説き、その方法と効用を述べる。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．確率の意味

2．先験確率と経験的確率 清　水良　一

1 ：確i率：とはイ可か
畷計数珊究覆）

1．乱数

偶然現象　の 2．硬貨投げの実験

2 3．度数分布とヒストグラム 同　　　上

不規則性と規則性

1．モデルの利用

2．標本空間

3 偶然現象の記述 3．確率事象 同　　　上

1．離散型の確率空間

a　組合せの数

4 確　率　空　　間 3．一般の確率空問 同　　　上

ユ．つぼとボーノレ

2．2項分布

5 っぽのモデル 3．超幾何分布 同　　　上

1．賭け金の配分

2．聖ペテルスブルクのパラドクス

6 公平　な　賭　げ a宝くじの価値 同　　　上

1．確率の加法性と連続性

2．条件つき確率

7 条件つき確率 3．乗法公式とその応用 同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．全確率の公式

2．ベイズの定理
8 事　象の独立 3．事象の独立 清　水　良　一

1．同時分布と周辺分布

2．独立試行
9 独　　立　試　行 3．重複試行 同　　　上

1．確率：変数

確率　変数　と 2．分布関数
10 a　確率的シミュレーション 同　　　上

そ　の　分　　布

1．2項分布の特性値
ド・モアブル＝ラ 2　ベルヌウイの定理

11 3．2項分布の正規近似 同　　　上

プラスの定理

1．ポアソン分布

2　格子型分布の期待値
12 期　　　待　　　値 3．確率母関数の利用 同　　　上

1．連続分布

2．待ち時間

13 大　数の法則 3．大数の法則 同　　　上

1．独立な確率変数の和

2．中心極限定理

14 正　規　分　　布 3．正規分布 同　　　上

1．マルコフ系列

互いに独立でない 2．マルコフ連鎖
15 同　　　上

変数の　系　列
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＝統 計 学＝　（R）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：長坂建二（法政大学教授）〕

全体のねらい

　統計データの整理の仕方として、EDAの手法や伝統的な平均・分散・相関関数等の計算の仕方や

性質を紹介し・その一例として暗号解読を考える。後半は、主として正規母集団に対する推定・検定

論を標本分布論の基礎の上に展開するが、ベイズ推論や統計的決定理論の一端にも触れ、統計学の意

義や将来への展望を考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

統計学の歴史を古代から近代に渡って概観し現

在の統計学につながる大量データから一期目法則 長　坂建　二
1 統計学への招待 を発見する基本的な考え方を紹介し、ケトレーに

よる近代統計学の成立とその行き過ぎを説明し、 （法政大学教授）
統計学とは何かを考える。

辱統計学データを整理するための基本的な手法を

2 資料の整　理

学ぶ。EDAの手法から、君臣表示と要約表示の
?ｬと利用法を実例とともに示す。また統計で扱
､「変数」の一般的な概念について、及び度数分
z、累積度数分布、パーセント点、などについて

美　添　泰　入

i立正大学教授）
学習する。

統計資料を整理した後に、その全体的な状況を

位置と散らばり 説明する数字として、平均、中央値、最頻値など

3 の位置の尺度の計算の仕方と性質、及び最大値、 長　坂　建二
の　　　尺　　　度 最小値、範囲、分散などの散らばの尺度、さらに

三度、歪度について述べる。

二つの量の間の関連を見るための手段として質
的変数に対する分割表、量的変数に対する散布図

4 関連　の尺　度
・相関係数、回帰直線の計算法と、最小二乗法を

ﾊじての解釈を説明する。また、分割表の関連度 同　　　上

データの構造をより明確に理解するための手段

として、データの変換という手法について学ぶ。

5 データの変換 度数分布の対称化、散布図の線形化、時系列デー 美　添泰　人
．タの移動平均値について、例とともに解説する。

また、外れ値とその処置についても言及する。

数学的には極めて単純なベイズの定理は、統計

学においては深い内容をもつこと、そして事前確
・松　原　　　望

6 ベイズの定理 率や事後確率の考え方を紹介し、それが因果推論

などに役立つことを示す。
（東京大学教授）

文字の出現頻度を理論頻度と比較して、古典的

な換字暗号の解読に統計手法が適用可能であるこ
7 暗号と統計推論 とを示すとともに、最近の暗号システム、特に公 長　坂　建　二

開鍵暗号法を紹介し、統計手法の限界について論
ずる。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 母集団と標本

　統計学の基本的な枠組みである母集団を確率論の上に構成し、統計モデルの考え：方を導入する。

ﾜた、標本も確率論の言葉で定義し、統計推論の
pラダイムを確定する。さらに、計数型品質管理
Z法より、離散分布の例を与えると共に、モデル
ｻの実例をORより紹介する。

　長　坂　建　二

@牧　野　都治
i東京理科大学教授）

9 統計量と分布　1

　測定誤差という見地から正規分布を考え、それ

ｪ統計学の理想上の分布であることをみた上で、

鴛ｪ布、t分布、：F分布と導入してゆく。統計学

i数理統計学）の中では、基本的部分である。
松　原　　　望

10 統計量と分布　H

　標本平均と：標本分散の性質を、平均演算の性質

謔闔ｦすと共に、重要な極限定理や有限母集団補

ｳについて説明する。また、前章の結果に対して

矧w的に厳密な証明を与える。
長　坂　建　二

11 統計的推定論

　不偏・一致・十分・有効などの推定量の性質：を

ﾐ介し、点推定についてのべる。また、最尤推定

ﾊの考え方を説明する。さらに、信頼赤間の求め

福ﾆ正規母集団に対する例を与える。

同　　　上

12 統計的検定論

　統計的仮説検定論の考え方と枠組を示し、正規

齒W団を仮定して平均、分散に対する検定の原理

ﾆ計算法を解説する。また、独立性の検定、相関

W数の検定についても計算法を与える。

同　　　上

13 ベ　ィ　ズ推　論

　ベイズ的な統計推論についての基本的な考え方

�ﾐ介する。ベイズの定理の意味について再考し、

蜉ﾏ確率がなぜ必要なのかを解説する。つづいて

范ｦと平均についての応用を示し、最後に非ベイ

Y的手法の理論的な問題点にも触れる。

美添　泰　人

14 統計的決定理論

戦略的思考としての統計的決定の理論であり不

m実性下での意思決定であ：ることをみたのち、ベ

Cズの定理を用いてデータを取り込む過程を、わ

ｩり易く解説する。日常の決定で決しかねる場合

焉Aこれによれば一応の解決を見る。

松　原　　　望

15 統計学の将来

1）パレート分析の手法とその実例を紹介しOR
@　の面から統計学の将来を語る。2）コンピューターの利用が不可欠となることと、

@　統計教育の将：来について。3）探索的データ解析と統計手法の頑健法b4）統計学の社会的役割について論ずる。

牧　野　都　治

?@添　泰　人

ｼ　原　　　望

ｷ　坂　建二
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　　　　＝物理の世界＝・（TV）

〔主任講師：戸田盛和（東京教育大学名誉教授）〕

全体のねらい
　自然は面白さと不思議さに満ちている。この面白さと不思議さとの出合いを大切にしよう。自然現象

のさまざまな面を物理学の目を通して考えていこう。科学にとって基礎的な事柄、人間の思考方法・社

会、技術との関係、空間と時間の概念、物質と重力と宇宙などの本質的な問題にも触れる・

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

近代の科学は、身近かな現象に注目することか

1 月と人工衛星

ら出発した。現代の私達にとって身近かな物理現

ﾛは大変豊かになった。たとえば、月はなぜ落ち
ﾄこないのか、人工衛星は月と同じように運動し
ﾄいるのだろうか、などという問いから出発しよ

戸　田　盛和
i東京教育大学
ｼ誉教授）

う。

地上における落体や放物体の運動を調べたガリ

レイ。太陽系という広い空間におげる月や惑星の

2 運動　を　見　る 運動を解明したニュートン。運動の法則と力学の 同　上

方法の確立は、その後の科学の基礎となった。

光の進み方、反射、屈折はよく知られたことで

あるが、カメラのレンズ、めがねなど、幾何光学
遠　山　紘　司

3 光　　　と　　　影 に関係した現象は極めて多い。
（文部省教科書調査官）

音は空気を伝わる振動であり、私たちは音の世

界に生きている。管中の空気や弦の固有振動に応

4 音　の　世　界 じて楽器は固有の音を出す。共振、ドップラー効 同　上

果など、振動と波動の基本についても音はわかり

やすい例を与えてくれる。

朝日や夕日はなぜ赤く、空はなぜ青いのだろう。

虹やシャボン玉などはなぜ色づいて見えるのだろ

5 音のいろいろ う。平熱電球と螢光灯の光はどうちがうのだろう。 同　上

カラー写真、カラーテレビなども含めて、色との

出合いをいろいろ考えよう。

水にもぐると約10mに1気圧の割りで圧力を受

げる。大気の圧力は空気の重さによるものである。

6 水　　と　空　　気 船の浮力、圧力の伝達、空気などの気体の性質を 戸　田　盛和
調べ、気体の圧力と温度の関係なども考察して、

分子運動に言及する。

水は水蒸気になったり、水になったりする。こ
のように多くの物質は、気体・液体・固体という、

7 氷　　　と　　水 いわゆる物質の三態の変化をする。雪などの結晶 同　上

は原子や分子の規則正しい配列を示している。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 エントロピーとは

　気体は放っておけば広がる性質をもっている。

Mは温度の高い方から低いところへ流れる。この

謔､に自然の変化にはある向きへ進む性質がある。

ｱれに関してエネルギーとエントロピーについて

lえよう。

戸　田　盛　和

9 静電気と電池

　乾燥した天気のときは、自動車のとつ手などに

ﾓれるとパチッと静電気のショックを感じること

ｪある。静電気の話からはじめて、電気がまわり

ﾉ及ぼす力の場や電流などについて考察する。
遠　山　紘　司

10 家庭　の　電　気

　電池は直流の電源であるが、家庭で使っている

P00ボルトの電気は交流である。直流と交流の性

ｿ、利用のちがいを明らかにする。また家庭で使

墲黷ﾄいる電気器具やIC、LSIなどの半導体素
qについても触れる。

同　上

11 磁石と電磁石 同　上

12 原子　の　世　界

　物体の色や、螢光灯のように物質が出す光も、

ﾃ電気や磁気も、すべて物質を作っている原子に

謔驍烽ﾌである。原子はどんな構造をもっている

ﾌか、化学的性質はどこからきているのか、など

ﾉ？いて学ぶ。

戸　田　盛和

13 エネルギーの粒

　光がエネルギーの粒からなることが明らかにさ

黶A原子の構造と原子の出す光の研究から現代の

ｨ理学とよばれる量子力学が誕生した。原子の化

w的性質も量子力学によって明らかにされた。
同　上

14 時間とは何か

　科学は常識から出発し、常識が間違いであるこ

ﾆがわかれば、これを改める。空間と時間につい

ﾄ、私たちは常識的によく知っていると思っセい

ｽが、これを改めたのはアインシュタインであっ

ｽ。

同　上

15 私たちの宇宙

　アインシュタインはさらに物埋学の中心的課題
ﾅある重力に対する基本的な考察に進んで、一般
椛ﾎ性理論を構築した。ニュートン以来の宇宙観
ﾍこれによって一掃されたのであった。科学の方
@を反省し、物理学の最先端の状況と将来に対す
體W望を述べる。

同　上
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＝基礎化学＝（TV）
〔主任講師　平川暁子（放送大学教授）〕

全体のねらい

　地球上はもとより、行くことのできない宇宙にも各種各様の物質が存在することが分かっている。こ

れらの物質の本性を統一的に解釈するのが現代の化学である。その体系を理解する基礎を形成すること

がこの講義の目的である。種類の多い物質も構成元素は100程度であること、元素の単位である原子の

構造を物質の性質と結びつけられること、をなるべく実例を使って説明する。理論的な基礎として量子

論の講義を参考にすることが望ましい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

地球と宇宙の元素　電波天文学、　星、　石太陽スペ

宇宙を構成する物
　クトル　太陽系外物質古文化財の銅の産地処女水
ｴ子核、素粒子、物質の基本粒子原子核の実在　同位

細　矢　治　夫

1
質

体、原子量、原子番：号原子量、原子番号の実測法

j化学、原子の合成原子核の壊変元素の循環、宇宙
ﾌ元素組成

（お茶の水女子大

w教授）

純物質と混合物（水を例として）　相変化と化学

2
物質の様々な状態

ﾆエネルギー

変化とエネルギー変化均一相と不均一相蒸気
ｳ曲線　理想気体、分子運動面、実在気体

t体、固体と結晶　溶解度　分散質と分散媒

　橋　谷　卓　成

i東京農工大学教授）

ボーア模型　分光学、エネルギー差、発光と吸収
リュドベリーの式

3 原子の　構　造
量子数等量子論　方位量子数磁気量時数　ス
@ピン量子数

平　川　暁　子

i放送大学教授）
イオン化エネルギー　電子親和力　電気陰性度
（マリケン）

立体化学　理想気体、非理同性の導入
低分子化合物　いろいろな形の分子

4
物質の多様性と分

qの形
高分子化合物　金属と非金属

L機化合物と無機化合物黒鉛、ダイアモンド
細　矢　治　夫

分子の可能な形（振動スペクトル）

共有結合　不対電子　配位結合
結合エネルギー　0点エネルギー
イオン結合　電気陰性度（ポーリング）

5 化　学　　結　　合 分子の極性、分極率、双極子モーメント 同　上
水素結合　ファンデルワールス相互作用
疎水相互作用　　分子間力
反応熱と結合エネルギー

炭化水素　鎖式、芳香族、二重結合

6
いろいろな炭素化

異性体対掌性
F香族

持　田　邦　夫

合物 官能基　解離反応 （学習院大学教授）

溶けるということ　活動度、溶解度

分子分散とコロイド　均一相と不均一相、界面

7 溶　　　　　　液
理想溶液化学ポテンシアル　自由エネルギー
E面エネルギー一、表面張力　蒸気圧 橋　谷卓　成

浸透圧、蒸気圧降下沸点上昇と融点降下
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 イオンとその溶液

気相と液相のイオン　イオン　イオン強度

_と塩基、pH解離i平衡緩衝液　ブレンステッ
h酸　ルイス酸　強電解質と弱電：解質

Cオン性結晶、格子エネルギー　溶解度

Cオン化傾向
d池、自由エネルギー、電気分解　電極電位

橋　谷　卓　成

9 金　　　　　　　属

金属と分子　ディスクリートでない物質最密構
｢、結晶、超格子構造　金属光沢、電気伝導
ｩ由電子　合金、状態図　置換合金と侵入型合金
T型金属元素と遷移金属元素　格子欠陥と機械的

ｫ質

同　上

10 炭素化合物と機能

高分子機能性物質　分子結晶、液晶、ミセル

d合　　縮合

持　田　邦　夫

11 反応と平衡（1）

オーバーオール反応と素反応　素反応の種類
ｪ子の衝突　結合の切断・形成　電子移動　ホモ
潟Vスとヘテロリシス　溶媒中の反応結合の切
f・形成　反応速度　速度定数
ｽ応の経路　一次反応、二次反応
?ｫ化状態　エネルギー源　電極反応

同　上

12 反応と平衡（2）

反応の可逆性化学平衡と可逆反応　ル・シャト

潟Gの原理平衡定数と自由エネルギー変化
G媒　均一・相触媒、不均一相触媒

?ｫ化吸着
同　上

13 錯　　　　　　体

銅タンパク質　染料　　　水和イオン

z位結合　配位の立体化学、配位子置換反応

Lレート反応　　有機金属化合物 橋　谷　卓　成

14 自然界の元素

微量元素

糟ｹ、元素の循環
　一　国　雅　已

i東京工業大学教授）

15 ま　　　と　　　め

周期律表との関係　同位体存在比、質量分析計

�Kス元素、超ウラン元素　　族の意味

T型元素、遷移元素　　プラズマ
　齋　藤　一　夫

i国際基督教大学教詩
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＝＝ ｨ質の構造と機能＝（TV）
〔主任講師：齋藤一夫（国際＝基督教大学教授）〕

全体のねらい
　物質は物の形の蔭にかくれて目立たないが、その進歩は文明を支えてきた主役であり、社会発展の原

動力である。物質の探求には求心力と遠心力が必要で、多様な物質を整理し体系的理解を探る試みと共

に、新しい多様性を求めて新物質創造を目ざす努力が不可欠である。物質構成の基本である原子分子の

世界から多様な世界を探ろう。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 物質構成の基本

　多様な物質界は約百種の原子の組合せで生ずる
ｪ、原子の種類に応じ原子間の結合はほぼ3種に
ｪ類される。単原子から複雑な物質系に至る過程
ﾍ段階的に整理され、光学的・電磁気的・熱的・
@械的・化学的諸性質は各段階ごとの属性として
揄�ｳれる。

　齋藤一夫
i国際基督教大学教授）

2 分子の　形成

　原子が集って生まれる分子の検出、原子配置の
ﾀ験的決定方法を概観し、化学結合（共有結合）

ﾌ近似方法、結合に伴うエネルギーの出入り、基
{的性質としての双極子モーメントと分極率につ
｢て解説する。また宇宙における物質進化の過程
�l察する。

同　上

3 いろいろの分子

　非金属元素のつくる分子について、有機・無機

ﾆいう従来の分類にとらわれず、周期表に基づい
ｽ基本的理解をめざす。特に原子が電子を引きつ
ｯる力（電気陰性度）を柱に分子の物理的化学的
ｫ質の体系的解明を試みると共に特殊な性質をも
ﾂ異常分子を探求する。

同　上

4 小分子の集団

　分子間に働く力を調べ、分子から液体・固体・

ﾙ種分子集団を形成する過程を分子自身の個性に
薰ﾃいて理解する。特に水素結合と疎水性相互作
pを重点的に取上げ、水と氷、水中での酸・塩基
ﾖ係、有機半導体などの電荷移動錯体等機能性分
q集団を探る。

同　上

5

金属元素と非金属

ｳ素の境界にそっ

ﾄ

　周期表で金属元素と非金属元素の境界付近にあ
骭ｳ素の単体は変態が多く特異な物性を示すと共
ﾉ、多様性に富む化合物を与える。電子材料とし
ﾄの半導体、多様な機能を示す有機化合物、周期
¥の孤児といわれるホウ素を中心に特異な物質群
�Tる。

同　上

6 高分子・化合物

　小分子が化学結合で連結された高分子化合物は
ｩ然界・生物界はもとより人工のグラステックス、
≒ｬ繊維、陶磁器として広範に人類を取りまいて
｢る。一見無秩序無関係に見えるこれら物質群を
ｻ学結合の面から整理し、共通点と個性を探る。

同　上

7 金属の構造と特性

　元素の％は金属元素で、鉄・銅などは文明の主
vな担い手であった。金属中での一見単純な原子
z列とその乱れが硬さ、強靱さ、導電性等を支配
ｷる機構を観察し、金属結合の特色を考える。ま
ｽ無限ともいえる多様な合金類を系統的に理解す
驍｢とぐちを探る。

同　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

金属元素と非金属元素の組合せで生まれるイオ
ン結晶中での原子配列の原理、静電相互作用によ

8 イ　オ　ン　結　晶
る結合形式のエネルギー関係を調べる。同時に結

ｻの不完全さ一格子欠陥一、純粋なイオン結合か
齋　藤　一　夫

らのずれが物質に多様性を与える状況を原子の個
性に基づいて考察する。

イオン結晶は電解質であり、水溶液となって電
離するが、その過程を原子分子レベルから観察し、

9 イオンの水溶液
それに伴うエネルギー関係を明らかにする。また
n液中でのイオンの挙動や溶げてφく過程を動的

同　上

に捕えようとする努力を探る。

金属がイオンに変わる過程を電池や銃びという
現象を通じて観察し、それに伴うエネルギー出入

10 金属からイオンへ
りの関係を調べながら金属元素の個性を解明する。一一方これらの現象と人間生活との深い関係を自然

同　上

現象、工業的な諸過程について考察する。

金元化合物の色は古代から注目されてきたが、
配位結合を通じて着色の原因を探りながら金属イ

11 金　属　錯　　体 オンと分子・イオンの間の錯体形成を中心に、い
墲艪骰n汢ｻ合物の形成を考察する。錯体の物性・

同　上

反応性を解明しながら、次章以下の基礎となる重
要な原理を導入する。

生体の主成分は炭素原子を中心とする有機化合

12
生体機能を支える

熨ｮ化合物

物であるが、ごく少量の金属元素が特殊な錯体と

ﾈって、代替の不可能な重要機能を担っている状
ｵを観察する。代表例について生命を支える無機

同　上

化合物の作用を、構成元素の個性と結びつけて考
察する。

二十世紀前半までの古典化学における有機・無
機、金属・非金属といった分類になじま＝ない新化

13
無機物と有機物を

ﾂなぐ
合物を取り上げ、それらが分子・イオン結晶・金
ｮという従来の化合物群の相互関係の解明を通じ、

同　上

物質界の統一的理解を推進し新物質創造に貢献す
る状況を探る。

「技術革：新は先端材料から」と言われ、新しい

物性をもつ機能性材料は文明の発展に不可欠であ

14
先端材料をめぐっ

ﾄ
る。新材料には従来用途の少なかった希有金属元
fを含むものが多い。いろいろの分野での先端材 同　上

料を：概観すると共に、希土類元素を例に基礎研究
と応用の関係を考える。

新物質の創造は科学とその応用の発展にとり最
大の原動力である。新物質合成にも、分子レベル

15
欲しい物質をつく でデザインし段階的に造る場合、原料を反応させ

ﾄでき易いものを一気に造る場合など異った手法 同　上

がある。先端材料の創造を例に、新物質への挑戦
を探る。
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＝基礎生物学1＝（TV）

〔圭繕縦森隷三図釧
全体のねらい

　生物学は今世紀になって著しい進展をとげ、基礎的な知識の進歩とともに医学、農学、工学など応用

分野との関係も深まっている。本講では生物学の基本となる一般的事実や概念をできるだけわかり易く

のべ、生命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

　細胞単位からなる生物／物質交代を行う生物／

攝B能のある生物／反応性を示す生物／ウイルス

^植物の分類と系統／動物の分類と系統

平　本　幸　男
i放送大学教授）
ﾑ利　秀　雄
i放送大学教授）
ｬ野　幹　雄i

i東京都立大学教授）

2 生物のつく　り

　植物のつくり／根と茎の違い／茎と葉の関係／

ﾁ殊な形の器官／動物の形態／器官と組織／組織

ﾌ特徴と機能／形態の発生と進化

福　田　泰　二

i千葉大学教授）

ｪ　杉　貞　雄i

i東京大学助教授）

3 細　　　　　　胞

顕微鏡／細胞の構造／細胞の増殖

平　本　幸　男

4
生体を構成する分

q

　生体構成分子／生体高分子の特徴／生体高分子

^その他の重要な分子／生体における分子の配置
　山　田　晃　弘

k海道東海大学教授）

5 タンパク質の機能

　タンパク質の合成と分解／タンパク質の一次構
｢一アミノ酸の配列順序／タンパク質の立体構造
^タンパク質の変性と再生／タンパク質の機能／
ｶ体触媒一酵素の役割／酵素の強力な触媒作用／
y素の特異性／酵素一一、基質複合体の形成／酵素の
?ｫ中心／酵素活性の変動／酵素活性の制御一アロステリック酵素

大　隅　良　典

i東京大学助教授）

6 生体と物質交代

　生体内の反応と酵素／反応とエネルギー／自由

Gネルギー変化／自由エネルギー変化と酵素／生

ﾌ内の反応系／解糖のしくみ 山　田　晃　弘

7
生体エネルギーの

Y生1　呼吸

　内呼吸のしくみ／ピルビン酸の生成／トリカル

{ン酸（TCA）回路／電子伝達系とATPの生産／
ﾄ吸のエネルギー効率 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

光合成の反応／光合成の明反応／暗反応／光呼

生体エネルギーの
吸／C4一光合成

8
産生皿　光合成

山　田　晃　弘

植物と物質生産／植物のソースとシンク／植物

における物質の転流／生体物質の合成／従属栄養

9 物質の生産と利用 生物の生合成／自然界の物質循環 同　上

個体内の情報伝達における神経の役割／神経系

／活動電位／興奮の伝導／興奮の伝達／神経回路

10 神　　　　　　経 による情報の伝達 平本幸男

1

1 感覚器／感覚受容のしくみ／機械受容器／光受

容器／化学受容器／温度受容器／電気受容器／感

11 感　　　　　　覚 覚情報の統合と制御 同　上

生物の運動／筋肉運動／筋収縮のしくみ／神経

による筋収縮の調節／アメーバ運動と原形質流動

12 筋　　　　　　肉 ／細胞骨格としてのアクチン 同　上

真核生物の鞭毛・繊毛の運動／細胞質微小管／

細菌の鞭毛運動／発電／発光

13 運動、発電、発光 同　上

ホルモンとは？／内分泌器官とホルモン／ホル

モンの作用機構／生殖現象に対する各種ホルモン

14 ホ　　ル　　モ　　　ン の相互作用 毛利秀雄

恒常性の維持／自律神経系／血糖量の調節／体

温の調節／浸透圧の調節

15 ホメオスタシス 同　上
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＝＝ 賰b生物学H＝（TV）

全体のねらい

　生物学の基本となる一般的事実のうち、遺伝、発生、行動、生態および生命の三元と進化についての

べる。基礎生物学1とは独立の科目であるが、基礎生物学1で学んだ生物の構造、物質とエネルギー、

個体としての基本的機能をよく理解したうえで学習することが望ましい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 遺伝とはなにか

　遺伝とは何かについて概説する。核は遺伝現象の中心をなすオルガネラであり、核内物質は有糸分裂、減数分

�ﾆいう二つの様式で分裂し、細胞から細胞へ伝えられ
驕Bメンデルは“遺伝子”という単位を想定し、遺伝現
ﾛに法則性を見い出した（メンデルの法則）。その後、
�F体こそが遺伝子を担う構造体であることが理解され
驍謔､になった。性の決定機構、染色体地図などについ
ﾄも概説する。

大　隅　良　典

i東京大学助教授）

2 遺伝子の本体

　遺伝子の本体であるDNAの発見とその機構の解明に
｢たる重要な研究の歴史をあとづける。ワトソン・クリ
bクの二重らせんモデルの生物学的意義について理解を
[める。特に遺伝情報の複製、即ちDNAの複製機構に
ﾂいてその基本を学ぶ。さらにDNAの修復機構の重要
ｫについて概説する。DNAの核内での存在様式につい
ﾄも述べる。

同　上

3
遺伝情報とはなに

ｩ

　遺伝情報はDNAという生体高分子に担われている。
｡回はDNAのもつ情報とはなにかについて理解するこ
ﾆに努める。DNAが生命活動に必須のタンパク質の構
｢を決めていることを示したビードルとテイタムの実験：、“一遺伝子ニー酵素説”について概説する。遺伝情報の

ｬれとしてのセントラル・ドグマについて解説する。D
mAからタンパク質への流れを媒介するもう一つの情報
uｪ子であるRNAの役割についての理解を深める。

同　上

4 遺伝暗号の解読

　RNAに読みかえられた遺伝情報がどのような原理に
薰ﾃいてタンパク質の構造一アミノ酸配列を決めること
ｪ出来るかを概説する。遺伝暗号の解明の歴史をあとづ

ｯ、遺伝暗号の特徴について述べる。さらにRNAから
^ンパク質への情報の転換過程で重要な役割を果すRN
`分子の構造と機能について理解する。

同　上

5 遺伝子の発現機構

　セントラル・ドグマ（DNA→・RNA一→タンパク質）
ﾌ最終段階でほん訳過程の巧妙な仕組みについて理解す
驕Bこの過程はリボソームと呼ばれる構造体の上で
高qNAの情報を正確にタンパク質へと読み換える作業が
sわれる。さらに遺伝情報の発現の調節を大腸のラクトース利用に関与する遺伝子群を例にとって、調節遺伝子

ﾌ役割について説明する。

同　上

6 遺　伝子操作

　最近20年の分子生物学の進歩は、遺伝子の本体であ
驍cNAの構造の解析を可能にした。さらにはいわゆる
笂`子操作技術の確立によって、人類にとって応用面で
ﾌ大きな可能性が拓らかれた。遺伝子操作一組み換えD
mA一の基礎を概説する。制限酵素の役割、遺伝子のクローニング、DNAの塩基配列の決定法について説明す

驕Bこれらの応用としてのバイオテクノロジーの現状の一端を紹介する。

同　上

7 性　　と　生　殖

　生物の一世代の寿命には限りがある。生物が次
繧ﾌ新個体を生産することにより、生命の連続性
�ﾛつ過程が生殖である。いろいろな生殖方法
i無性生殖・有性生殖）について述べ、さらに性
ﾌ意義や特徴について説明する。核相交代や世代
�繧ﾉついてもふれる。

毛　利　秀　雄i

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）

生殖にあたって雌雄を生じるものでは、それぞ
れの配偶子（卵と精子）の合体によって新個体の

8 受　　　　　　精
発生が始まる。まず配偶子の形成について述べ、ついで受精現象の様子をウニの場合を中心にして

毛　利　秀　雄

示す。哺乳類の受精過程についても説明する。

受精によって発生を開始した卵は、細胞分裂
（卵割）によって細胞の数を増し、袋状の胞胚に

9 動物の初期発生 なる。ついで内外二層の胚葉よりなる嚢胚になり、

ｳらに第三の胚葉である中胚葉が形成され、幼生 同　上

から親になっていく。このような初期発生の過程
について解説する。

動物の発生における細胞分化と胚の形態形成の

しくみについて、これまでの実験結果から導きだ

10 分化と形態形成1 されたいくつかの仮説を紹介し、またこれらの過
�ﾉおげる核の役割や、細胞間の相互作用などに 同　上

ついて説明する。

植物の発生は動物の発生とかなり異った様式で

11
分化と形態形成丑

A物の場合

進行する。植物の発生の特色を調べ、成長と分化

ﾉ関するホルモン、環境因子を通して植物の発生

ﾌしくみについて学ぶ。

　山　田　晃　弘

i北海道東海大学教’

発生過程においては、核の中の特定の遺伝子が

胚の特定の場所で差次的に発現して、細胞分化や

12 分化と形態形成皿 形態形成をもたらす。このようなしくみやその調 毛　利　秀雄
節機構について、分子レベルで考察する。

動物の行動は大別して本能行動と知能行動に分けられ
る。本能行動の発現は種に特有な鍵刺激によって解発さ

黷驕Bこれは生得的な現象で行動の遺伝学であるといえ 青　木　　　清

13 動　　物　行　動 る。知能行動は学習と記憶によっている後天的なもので （上智大学生命科学
ある。動物の行動の発現のメカニズムについて、トリの
ﾌ、フクロウの音源定位、動物のコミュニケーションな 研究所教授）

どの研究を中心に述べる。

地球上における生物は各種の生態系をつくり、

生態系間には密接なつながりが見られる。生態系 山　田　晃　弘

14 生態と生物社会 の基本的な構成を理解し、現時点での生態系の生

Y、エネルギーおよび物質循環を知り、過去から
松　本　忠　夫

未来への生態系の変遷を学ぶ。そして、人間社会 （東京大学教授）

が及ぼした生態系への重大な影響を考える。

地球上の生物は非生物分子から原始生命体への

発達（化学進化・）と原始生命体から高等生物への 山　田　晃　弘

15 生　物の進化 発展（生物進化）を経て今日の繁栄に到達した。 石　川　　　純
その筋道としくみを学び、特に最近の分子レベル

ﾅの解明に注目する。
（東京大学教授）
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＝人間の生物学一（TV）
〔主任講師　太田次郎（澄茶の水女子大学名誉教授）〕

全体のねらい

　人間（ヒト）も生物の1種であるが、他の生物とは違ったいくつかの特徴をもっている。それらの特

徴とは何か、人間とはどんな生物かを、生物学の立場から探っていく。また、広く生物界に通用する法

則性がどこまで人間に適用できるかを調べ、科学的に見た人間像の形成をめざしたい。

回 テ　　　・一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

人間（ヒト）は生物界でどん＝な位置を占めてい
るのか、人体のおもな特徴は何か、脳を中心にし

1 生物としての人間 て人間は他の動物とどこが違っているかなどを概
烽ｵ、生物学の立場で人間をとらえる視点を明ら

太　田　次　郎

i澄茶の水女子大
かにする。 学名誉教授）

生物の進化の歴史で、人類はいつ、どこで誕生
したか、それはいかなる証拠で裏づけされるかな

2 入類の誕生と進化 どを述べる。また、化石人類から現代人に至る進
ｻの道筋をたどり、人類進化の歴史を探る。

同　上

人体は、いかなる成り立ちであるかを、形態的
面を中心にして述べる。組織・器官・器官系の成

3 入体の成り立ち り立ちを調べて人体の特徴を知るとともに、構成 同　上
の単位となっている細胞の構造と機能について概
面する。

人体内の細胞は血液に浸され、血液は細胞の働
きを支えている。血液とはどんな組成でそれぞれ

4 血液とその働き の成分はいかなる働きをするか、血液循環のしく

ﾝ、腎臓での排出作用などを調べ、人体の働きに
同　上

亮ける血液の役割を明らかにする。

人体は様々な活動を行うが、そのもとになるエ
ネルギーは何か、エネルギー獲得の手段などにつ

5

i入体の活動とエネiルギ＿
いて概説する。消化と吸収、呼吸などのエネルギー獲得手段、筋収縮などエネルギーを消費する活

同　上

動を説明する。

人体に澄ける情報の伝達と統御にあっかる神経
と脳の構造と機能を説明する。神経系の単位とな

6 脳　　と　神　　経
るニューロン、興奮伝達のしくみ、脳のつくりな

ﾇを調べ、脳とコンピュータを比較して、脳の働 同　上

きの特徴を知る。

神経と共に人体の働きの調節にあっかるホルモ
ンとは何か、その働きの特徴などを説明する。人

7 ホ　　ル　　モ　　　ン
体の各内分泌器から分泌されるホルモンの種類、

zルモンの相互作用を調べ、人体の恒常性を維持
同　上

しているしくみを説明する。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講ジ師
i所属・氏名）

8 行　　　　動

　動物の行動として今本能、学習（刷り込みも含
ﾞ）、知能の意義を、具体例を示し：ながら説明す

驕B人間の行動の特徴を、学習と知能を中心にし
ｽ、他の動物の行動と比較しながら考えていく。 　太　田　次　郎

P

9 生殖　と　発生

　人間も含めて多細胞生物は、1個の受精卵がも
ﾆになって発生、成長して成体となる。代表的：な

ｮ物の発生の経過を説明し、それと人間の発生と
ﾌ共通点や相違点を明らかにする。また、発生の
ｵくみを探る研究にもふれる。

同　上

10 遺伝のしくみ

　遺伝の法則、遺伝のもとになる遺伝子と染色体の関係、性と遺伝、遺伝子の本体であるDNAの

¥造と機能などを概説する。生物一一般に成り立つ

笂`の法則性が人間にどこまで適用できるかも考
ｦる。

同　上

11 入　間の遺伝

　ヒトのどの形質が遺伝し、どの形質が遺伝しな
｢かを探る方法、その結果などを概説する。特に、
o生児法をもとにした知能や病気などの遺伝、近
e結婚の危険性など、身近かな問題をとり上げて

燒ｾする。

同　上

12 個　　と　集　　団

　自然界では、動物はふつう集団で生活している。

W団生活をしている動物では、1個体で生活して
｢る場合とは異なる法則性に支配されることが多
｢。動物の集団生活の法則性を調べ、入間の集団
ｶ活の特徴を調べる。

同　⊥

13 自　然　と　入間

　自然界で、生物は環境と密接な関係を保ちなが
逅ｶ活している。自然界での生物どうしのつなが
閨A生物と自然環境との関係を概説し、人間と自
Rの関係、生態系に澄ける人間の位置づけなどを
燒ｾする。

同　上

14 健康　と　病気

　人間の生物学の特有の問題として、健康と病気
�ﾆり上げ、病気とは何かについて、生物学の立

ﾀ応巖礪雛鷺撫ち意凛を考える。

｝　同上

15 入間　の未来

　この講義のしめくくりとして、生物学の発展が未

?ﾌ人間生活に及ぼす問題をとり上げる。性と生
B、遺伝、脳の研究などが人間の論理に与える問
闢_、人口問題などを例にして、今後、入間の生
ｨ学てもつ課題を概説する。

同　上
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＝生命科学史1＝（R）
〔主任講師　筑波常治（早稲田大学教授）〕

全体のねらい

　生物についてどういう研究がおこなわれてきたか、その歴史をたどりながら、科学的態度とはどのよ

うなものか、あきらかにしてゆきたい。科学研究の偉大さはもとより強調されなけ’ればならないが、反

面たんに絶対化するのではなく、それに宿命的にともなっている偏向ならびに限界も指摘したいと思う。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 「生物学」の源流

「生物学」の語源

ﾆ立したいくつもの流れ

w問の名称の時代的変遷

ｻ代生物学の宿命、歴史をかえりみる意義

筑　波　常　治

i早稲田大学教授）

2 統一法則対多様性

ふたつの源流　　　　博物誌の起源

ｶ命論の起源　　　　対照的な方向

ｶ物研究室の変化　　生物研究と自然破壊 ，同　上

3 生命観の変遷　1

死が隼命を意識させた　　　生気論の起源

ﾃ代ギリシアの医学者たち

Aリストテレスのプシュケー説

Kレノスによる集大成

ｶ命のやどる場所

同　上

4 同　上　　H

新たな文化を創造するために　時計の発明と機械

_最初の提唱者はデカルト　デカルトの苦心
ｩ動人形の発明　人間機械論の主張生体各部の
d掛け　生きることと燃えること　フロジストン
烽ﾌ当否　呼吸の正体精神の生理的解明
ｸ神と体は基本的にちがわない

同　上

5 同　上　　皿

機械の分解、生体の分析細胞の研究がすすむ

ｶ物と機械にちがいがある　全体論の登場

ｶ命論の社会風俗への影響　宗教の基盤

ｻ代社会への影響　　全体論と全体主義
同　上

6 博物誌と分類学1

博物誌のふたつの立場

Mリシアの学問、ローマの学問

香[マ独自の価値観

ﾟ代ヨーロッパと博物誌

歯ｨ誌から分類学および進化論へ

同　上

7 同　上　　H

実用分類の段階

ﾀ用を離れた分類

ｮ物分類学と植物分類学

Vしい動向と混乱

Vしい分類方法の提唱

同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

人為分類と自然分類　　リンネの業績

生物界に普遍的な基準　種の不変説の根拠

8 同　上　　皿 リンネにおけるキリスト教と科学 筑　波　常　治

分類学の理想と現実

生物学の第3の源泉　アリストテレスの発生論

研究にとっての障害　ファブリチオと四二ベーの

9 生殖と個体発生1 業績　顕微鏡と個体発生　顕微鏡学派と前成説 同　上

卵子説と精子精

生気論と後成説後成説を支持する観察
哺乳類の卵の発見　脊椎動物の発生を比較

10 同　上　　豆 ベアの後継者たち　観察から実験へ 同　上

発生機械学の提唱　モザイク卵と調整卵

発生学と関連する領：域

悠久の年月の出来事　日常の経験は反対である

古代の進化論的な主張　あまりにも空想的な主張

11 進化の思想1 アリストテレスは進化論者か否か？ 同　上

中世における創造説の多様性

化石の研究　　新種の発見が進化論を生む

比較解剖学と品種改良　身分制を擁護した創造説

12 同　上　　　∬ 啓蒙主義者たちの活動　進化論者ビュフォン 同　上

ラマルクの登場生物は先天的に進化する　キュ

ビェと天変地異説　イギリスの産業革命と進化論

13 同　上　　皿 ダーウィン以前の進化論者　ビーグル号の航海 同　上

自然淘汰説の提唱　ダーウィン説への賛否

自然界は残酷だ！　生存競争の是非をめぐって

探検が開いた世界　　探検は命がけだった

14
微細な生物界、

髄蛯ﾈ生物界

生物地理学の成立　　顕微鏡による探検

ｰ微鏡の発明と普及　極度に見にくい顕微鏡

激塔Y、固定、切片、染色
同　上

細胞内部の解明がすすむ

進歩、停滞、後退の複雑な関係

生命の神秘と個体発生

15 屈折した科学の軌跡 自然発生説と進化論の癒着 同　上
機械論と進化論の矛盾

学問の本領
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＝生命科学史H＝（R）
〔主任講師：筑波常治（早稲田大学教授）〕

全体のねらい

　1あるいはHをそれぞれ単独に履修しても、または両方あわせて履修しても、どちらでも可能である。

Hは生命科学の歴史にのこる代表的人物の列伝を中心に構成する。しかしたんなる個人の人物論にとど

めず、それぞれの生涯と実績をとおして、それぞれに代表される各分野の歴史をあきらかにするのがね

らいである。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

古代ギリシアと近代ヨーロッパ

1

古代最高の生物学
ﾒ一ヒポクラテス、

ヒポクラテスの医学　　哲学と生物学の関係

Aリストテレスとプラトン
筑　波　常　治

アリストテレスー 幾何学とイデアの世界
（早稲田大学教授）

アリストテレスの後半生

古代ギリシアおよ アリストテレスによる質料と形相

びローマの生物学 プシュケー3段階説　「動物誌」の内容

2 者たち一アリスト 自然の位階性と目的性　　「三三の祖」と呼ばれる 同　上

テレス（続）、ガレノ 比較的注目されてきたガレZス

ス、農学干たち一 農業を重視レたローマ

ローマ澄よび中世 多様性と統一法則　　ローマの博物誌
の生物学者一プリ プリニウスの業績と限界　図鑑の伝統

3 ニウス、クラチアス、

fィスコリデス、ア
rセンナ、アヴェロ

中世の動物たちの物語　中中世の再評価

?｢末期の博物誌

同　上

エス、マグヌスー

ルネサンスの生物 過渡期のルネサンス　グスナーとアルドロヴァン

学者1一ゲスナー、 ディ　偉人物語の主人公たち　迷信や妖術も復興
4

アルドロヴァンディ、
放浪のパラケルスヌ　科学に貢献した魔術 同　上

パラケルスス一一

同上H一プアン・ ファン・ヘルモントの植物の実験

5
ヘルモント、

_・ヴィンチ、べ

近代的な生命観と研究方法

lズミの自然発生の実験世紀末の怪奇趣味
l体解剖の実現　ベサリウスの光と影

同　上

サリウスー 解剖学の裏面史

6

機械論者と顕微鏡
w派一デカルト、ボ
激梶Aサントリオ、
tック、マルピーギ、

力学的自然観と機械論の登場　デカルトとボレリ

Tントリオの体重測定器　顕微鏡学派の人びと

tックとスワムメルダム　微生物を発見したレー 同　上

スワムメルダム、レ ウェンフク　観察につぐ観察

一ウェンフク、他一一 趣味に徹した研究者

多彩な18世紀の 機械論の徹底化

生物学者1一ド・ 生気論への逆行と後成説

7 ラ・メトリ、ヴォル そのほか注目される出来事 同　上

フ、スウェーデンボル ＝進化論の登場

グ、啓蒙主義者たち
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

同世代の比較人物論　　リンネの高い立ち

多彩な18世紀の生 あいつぐ後継者の出現　ビュフォンの生い立ち

8 物学客臣一リンネ、 特権階級ゆえの成功　　両者の共通性 筑　波　常　治

ビュフオンー
両者の対照的な部分　　反発しあった宿敵同士

科学的と非科学的の意味　ラマルクの白い立ち
進化論の提唱者と 変化しつづける生命変化が希望ではなくなった

9 反対者一ラマルク、 時期　キュビエの生い立ち　比較解剖学と進化否 同　上

キ三一ビェー一 定　実証の成果と限界　教養人と行政家

後世の不運な評価

産業革命と進化論　スペンサーとテニスン

生涯と思想の落差学校に適応できず

10
進化論の確立者1

黹_ーウィンー
ダーウィンが愛読した「セルボーンの博物誌」

_ーウィンがあこがれたフンボルト
同　上

ベイリー神学の影響　ビーグル号への乗船
19世紀イギリスの国家活動

ビーグル号の航海　　進化論の着想

病気の不幸と幸運　　ダーウィンの学習過程
11 同　上　　皿 自然淘汰説の提唱　　ダーウィン説への賛否 同　上

社会進化論の諸流派

素人から専門家への伝達　遺伝学史は未開拓？

12
遺伝法則の発見者1 古代から17世紀までの研究者

P8世紀以降の研究者たち　メンデルの生い立ち 同　上

一義ンデルー 修道院のメンデル　国家試験：とウィーン留学

実験を重視する態度　物理学による発想

13
　　同　上　　H
齊Oンデルー一（続）

いわゆる「メンデルの法則」　定量的方法の導入

､究成果の発表と反響　メンデルの後半生

｢わゆる法則の再発見

同　上

ダーウィン、メンデル、そしてバストウール
自然発生説の否定 優等生としての生涯　リービヅヒの発酵埋論

14 者1 発酵をめぐる化学と生物　ブーシェによる実験と 同　上

一パストゥールー一 結論　自然発生説との遭遇　古代から常識だった

思想

自然発生説への疑問　ニーダムとスパランツァー
同　上　　　H 二の実験　同一の結果、正反対の結論

15 一パストゥールー一一 ニーダム説が有力になる　「白鳥のフラスコ」を 同　上

（続） 発明する　反論を予測しての再実験：

自然発生説を間接的に否定する　医学への進出
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＝・ n球と宇宙（地球篇）　＝　（TV）

r主任講師
k主任講師

：奈雛轟綴違乱諜3〕

全体のねらい

　われわれの住む地球は宇宙の一員である。地球は固体地球とその上をおおう水圏および気圏よりな

る。まず宇宙の中における地球の位置つげを認識し、ついで地球についての諸々の事象に探究の目を

向ける。現在、われわれが目にする地球に加えて地球の歴史についても学ぶ。以上何れも基本・基礎

的な立場に立って考究する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

地球は太陽系の中で水をたたえた唯一の惑星 奈　須　紀　幸

1 宇宙の中の地球

である。その太陽系は宇宙の中の銀河系に属す
驕B日常われわれが意識する地．球は巨大なス
Pールを持つものであるが、宇宙の中にあ

（放送大学教授）

っては徴小＝な存在である。このような宇宙 小　尾　信　彌

の中における地球の位置づけを認識する。 （放送大学副学長）

地球は気圏・水圏・固体地球の3圏よりなる。

それぞれの圏は、さらに：幾つかの層圏に：分れて

2 地　球　の　層圏 いる。これら地球の層圏について、現在までに 奈須紀幸
知られている知識の内容を学ぶ。

当然のことながら、人類は太古の昔より大地

に：ついて様々な思索を行なってきた。そして長

3 地球科学の発展 い年月をかけて地球の本質を解明し、その実像 同　　上

に迫ってきた。そのような地球科学の発展の経

緯について学ぶ。

気圏を構成する主体は大気である。太陽エネ

ルギーは大気に対し大きな運動を行なう原動力

4 大　　　　　　気 を与える。大気の大循環、気圧、風、前線など 同　　上

大気のダイナミクスについて学ぶ。また天気や
気候に：ついても学ぶ。

水圏を構成する水分の大部分は海洋にたくわ
えられている。海水は流体であ，るので絶えず動

5 海　　　　　　洋
き易いという本質を持つ、海流、潮流、波浪な
ﾇ、いつれも海水の流動のあらわれである。こ

同　　上

れらの事項に：ついて学ぶ。また海底のもつ本質
についても学ぶ。

固体地球は層状構造をもつ、地表から地心へ
向って三三、マントル、外核、、内核よりなる。

6 固　　体　　地　球
地回とマントル上層の一部はプレートとして地
?¥層の固い部分を構成する。このプレートは

同　　上

動いている。これらについて学ぶ。さらに重力
と地磁気についても学ぶ。

地殼やプレートを構成する単位は種々の鉱物

であ，り、1種または多種の鉱物の集合体が岩石

7 岩石　と　鉱物 である。岩石は主として造岩鉱物で構成される。 同　　上

岩石は火成岩、堆積岩、変成岩に3大別される。

これらのことがらについて学ぶ。　　　　　　1
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 地　　　　　　層

　堆積物は固化して堆積岩となる。堆積物や堆
ﾏ岩は水平的なひろがりをもつ地層を形成する。
n層の中にはよく化石を含む。地層の層序と対
艪ﾍ重要である。地層は変形して断層や摺曲を
ｦすことがある。また整合、不整合関係を示す
ｱとがある。これらについて学ぶ。

奈須　紀　幸

9 地　　質　時　代

　地球上に水がたたえられるようになってから
n表に澄ける物質の循環がはじまり堆積岩が形
ｬされた。それから以後を地質時代という。
ﾎ年代、絶対年代を用いて地質時代の実体は解
ｾされた。これらのことについて学ぶ。また地
ｿ図についても学ぶ。

同　　上

10 固体地球の表層

　固体地球表層の実体とその変遷iの歴史に：つい
ﾄは19世紀後半より解明が大いに進んだ。ゴご
hワナ大陸、大陸移動説の提唱から古地磁気研
?ﾌ結果に：よる大陸移動説の復活、中火海嶺系
ﾌ発見。大洋底拡大説の提唱へと時間経過を追
ﾁて学ぶ。

同　　上

11 プレートテクトニクス

　大洋底拡大説は数年後プレートテクトニクス
烽ﾖ進展した。その間に大洋底地磁気異常の縞
ﾍ様の発見、トランスフォーーム断層の提唱、ホ
bトスポット説の提唱があった。これらはプレー
gテクトニクス説の中でも生かされた。これら
ﾌ事項について学ぶ。

同　　上

12 地　　　　　　震

　大洋底拡大説およびプレートテクトニクス説

ｪ提唱されてから、それらとの関係で地震発生

ﾌメカニズムが随分と明らかになってきた。こ

黷轤ﾌ事情について学ぶ。また地震の種類、規

ﾍ、震度などについて学ぶ。

同　　上

13 火　　　　　　山

　プレート境界にはよく火山が形成される。と
ｭに活動緑辺域であるプレートの潜没帯は火山
ﾑをともなう。さらに中央海嶺系やホットスポ
bトには火山が形成されやすい。このような火
Rの形成の過程について学ぶ。さらに火山の種
ﾞに：ついて学ぶ。

同　　上

14 地　球の歴史

　地球の創生以来の歴史は近年随分とよぐ解明
ｳれてきた。地質時代以前、それから地質時代
ﾉ入って生物の発生と進化をともなう地表の変
Jの歴史は多彩を極める。先カンプリア時代、
ﾃ生代、中生代、新生代を通じてこうした地球の変遷の歴史を学ぶ。

同　　上

15 日　本　　列　島

　日本列島は大局的に：は太平洋プレートがユー

宴Vアプレートの下へ潜没する変動帯に位置す

驕Bこれは現状である。この点についてまず学

ﾔ。ついで日本列島の地史について学ぶ。さら

ﾉ地下資源について学ぶ。

同　　上
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＝地球と宇宙（宇宙編）＝（TV）

〔主任講師：小尾信彌（放送大学副学長）主任講師：奈須紀幸（放送大学教授）〕

全体のねらい

　地球と宇宙という私たちの自然環境を学ぶ科目のなかで、ここでは宇宙について学ぶ。人間の宇宙

観の歴史に始まって、太陽系や恒星、銀河系や銀河について学習した後に、宇宙全体の構造や進化、

そして最後に地球を含む太陽系の起源を学んで地球編につなぐ。全体を定量的に扱うわけではないが、

可能な限り事柄を量的に理解させる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

天文学は最も古く当った科学の1つである。

1 天文学の歴史　1
ここではギリシアの王子学から16～17世紀にお

ｯる太陽系の確立、それに続く古典天文学の発

Wや恒星天文学の誕生、さらに天体分光学から

小　尾　信　彌

i放送大学副学長）

天体物理学が始まる19世紀末までを扱う。

　今世紀に入って天文学は面目を一新して、大
ｽ射鏡の建造、新しい物理学による物質観や時

2 〃　　　　H
適薬の革新、電源観測や宇宙開発、コンビュー　　　　■タなどの技術開発によって、天文学も大きく発

同　　上

申し、人間の宇宙観も一新した。それらの過程
と成果を学ぶ。

ケプラーの法則からビッグバン宇宙の検証ま
で、宇宙の知識は宇宙の観測にもとづいている。・

3 現代の天体観測 今日では、光学観測ばかりでなく電波観測や大
C圏内の観測が重要な位置をしめているが、そ

同　　上

れら種々の観測を概観し、また分光観測など観
測の再本についても学ぶ。

惑星は距離が近いため明るく見え、その動き
も古くから観測され、占星術が興り、天動説や

4 太陽系の運動 地動説が唱えられ、ニュートンに至って力学的
ﾈ太陽系像が確立して、ここでは太陽系に潮け

同　　上

る運動の典型的なものとして、惑星の運動につ
いて学ぶ。

惑星や小惑星、衛星、限石、彗星や流星物質

など太陽を回る無数の天体は、呼び名が異なる，
5 太陽系の天体 ように、大きさや外観、組織などをはじめとす 同　　上

る性質に大きな違いが見られる。ここでは惑星

をはじめ太陽系の主要な天体に：ついて学ぶ。

太陽系の中心である太陽はふつうの恒星であ
るが、距離が近いため、表面の現象がその変化

6 太　　　　　　陽 が観測できる唯一の恒星である。恒星に関する
m識のかなりのものは、太陽の観測や研究が基

同　　上

礎になっているし、また地球に大きな影響をも
つ点でも極めて重要な天体である。

自分でエネルギーを放って輝いている点で、

恒星は太陽と同種の天体がある。しかし、質量
7 恒　　星　　1 や半径、光度は広い範囲にわたっている。恒星 同　　上

に：ついての種々の性質を知る手段は、その結果

について学ぶ。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

分光観測によって、表面の温度や化学組成を

はじめ恒星についての多ぐの情報を得ることが

8 恒　　星　　H できる。ここでは分光観測の原理やその成果を 小　尾　信　彌
学び、また光度や表面温度、質量など個々の性

質の間にみられる統計的な関係についても学ぶ。

恒星は星間雲のなかで誕生し、質量によって
異なる寿命を終る。その間で主系列星や巨星、

9 恒星の　進化 超巨星など特徴の大きく異なる状態を経過する。
ﾜた寿命を終る際も、質量により様相が異なる。 同　　上

ここでは進化を研究する原理から、進化の各段
階の特徴を学ぶ。

銀河系には新星や超新星などの変わった天体

や、星団のような恒星集団も見られる。また星

10 銀河系の天体 間には星間物質や星間雲、さらに電波天体やX 同　　上

線天体なども見られる。これら銀河系の各種の

天体について学ぶ。

われわれのまわりの恒星は、星間物質や星間
雲とともに直径が8～10万光年の薄い円盤状

11 銀河系の＝構造 の集団をつくっている。これが銀河系である。
ｱこでは銀河系研究の歴史を概観した後で、銀 同　　上

河系の構造や運動、また銀河系天体の種族につ
いて学ぶ。

銀河系の外には、銀河系と対等な別な銀河が

無数に観測されている。これら銀河の距離や大
12 銀　河の　世　界 きさ、さらに型などについて学ぶ。さらに、銀 同　　上

河やクエーサーなど特異な銀河や銀河集団につ
いて学ぶ。

宇宙の全体的な特徴をまとめて概観したあと

で、相対論的宇宙論の基礎になっているフリー
13 宇　宙の構…造 ドマンの宇宙のモデルについて学ぶ。またプリ 同　　上

一ドマンのモデルに基づく膨張宇宙の性質につ

いて学ぶ。

フリードマンのモデルに：物質と放射を導入し
て得られる進化宇宙論を中心に学ぶ。3K宇宙

14 宇　宙　の進　化 背景放射に基づいて宇宙に転期のあフたこと、・
ﾜたビッグバン初期の宇宙の進化についても学 同　　上

ぶ。元素の起源についても述べる。

宇宙で物質が優勢となった後に、銀河や恒星

15 宇宙の進化と地球
のような現在われわれが観測する天体が形成さ
黶A進化した。その過程のなかで、現在の宇宙に：見られる元素も進化した。その：なかで地球を 小　尾　信　彌

ﾞ　須　紀　幸
はじめとする太陽系の天体が形成された過程に （放送大学教授）
ついて学ぶ。
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＝日本の自然＝＝（TV）

〔墾鶉翻紀誰歪欝麹
全体のねらい

　人口密度が高く、開発の進んだ日本の自然は人為の影響を強く受けている。それでも自然は活力に富

み、多彩な景観をくりひろげている。そうした日本の自然の特色を地形、地質、気候、水文、生物など

の視点から明らかにする。またこうした自然環境と人間生活の関係、’よりよい適応の方向について論及
する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

日本の国土においても、当然その基盤や背景に
は人為を超越した自然は厳存するが、その大部分

1
日本の自然と歴史

I風土
は、生活環境の拡充、土地利用の集約化等によっ
ﾄ歴史的風土に変貌している。こうした生活・文

西　川　　　治

i立正大学教授）
化とのかかわりにおいて、日本の自然の特色につ
いて概観する。

日本における伝統的自然観について再検討し、

2
日本人の自然観と

ｻの変遷

自然観は、時代や生活体験の違いによって多様で

?驍ｱとを確認した上で、自然観の東西比較論に
煬ｾ及する。具体例としては、日本の代表的な景

同　上

勝地、とくに富士山をめぐる自然観の変遷につい
て考察する。

日本列島の東半は太平洋プレートが、西半はフ
イリピン海プレートが、アジア大陸の下へ潜没す

3 日　本の　地　質 るところに位置し、環太平洋造山帯の北西部を占
ﾟ、火山、地震も多い。このような状態の下にあ

奈須紀　幸
i放送大学教授）・

る日本の地質は複雑である。その全体像について
概括する。

日本の地形は細かく変化し多様である。度重な
る造山運動や火山活動を受けてできた土地に、風 式　　　正　英

4 日　本　の　地　形 化や水の侵食が働いて地形を複雑にした。こうし
ｽ地形を系統的にとらえ、環境要因としての性質

（お茶の水女子大学’

を理解し易くするために、野外の実例に即して地 教授）

形の特色を解説する。

日本における村落の生活環境は、きめこまかい

5
日．本　の　地　形

ﾂ境と開発史

ジェオシステムを基盤にして成立し、住民は、社

?g織と農業土木技術の発達につれて、どのよう
ﾉ地形環境に適応し、集落を作り、土地を開発し

西　川　　　治

利用してきたか、各地の事例を示しながら説明す
る。

日本の気候の基本的性格は、列島が中緯度の大

6
日本列島の気候の

陸東岸に没って位置すること、南北に長いこと、

w梁山脈の存在、複雑な地形などによって形成さ 、前　島　郁雄
特色 れている。このような空間的スケールにより異な （東京都立大学教授〉

る気候や天候の特色を、各季節について説明する。
」

亜熱帯から亜寒帯に展開する日本の気候は、生

7
日本の気候環境と

ｶ活

活の環境（衣服・冷暖房など）、’生産の環境（農

ﾆ生産力・水資源など）としても地域的な変化に
xんでいる。さらに観光・レジャーの立地条件、

同　上

都市に特有な気候、気象災害などにもふれて、気
候環境について説明する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

日本は世界で最も水に恵まれた国の一つである。

その日本の水文環境の特徴を、降水、蒸発散、流

8 日本の水文環境
出などの水環境を柱として、外国との比較によっ

ﾄ明らかにし、さらに地域条件を加味して、水文

櫃根　　　勇

i筑波大学教授）
環境と人間生活との関係について諸弔する。信濃
川流域を取り上げる。

日本の植生は、南北に多様である。この植生を
世界の植生帯の中で位置づけるとともに、水平分

9
日本の森林と植生

i観
布と垂直分布の特徴を、主として気候条件と関連
ｳせながら考えていく。さらに、各植生帯を代表

大　沢　雅　彦

i千葉大学助教授）
する森林の構造と動態について現地調査を行い、
特性を明らかにする。

日本の森林は雑木林のような二次林が多い。こ

うした自然と文化の共同の産物といえる二次林に

10
二次林の成立と日

{の文化
ついて、縄文人の森林利用、古くからの薪炭利用、

ｻ在のレクリェーション、環境保全林としての利

武　内　和　彦

i東京大学助教授）
用などについて現地調査を行い、その保全と活用
の方向を探る。

現在の日本の自然は、日本列島とそれをとりま 濱　田　隆　士

11 日本の動物と生活

く海洋環境の変遷史を反映した歴史的産物である。

A生は気候と基盤地質とに支配され、その特性に
桙ｶた動物相が成立する。この地生態系は、人類
o現以降大きな変化をとげ、自然サイクルとの調

（東京大学教授）

�@口　廣　芳
i日本野鳥の会研究

和を失いっっある。 センター所長）

日本列島をめぐる海について、海流、海底地形、

海底地質のあり方について学ぶ。プレート潜没の

12 日　本　　の　　海
場として海溝やトラフが形成され、活動縁辺域と
ｵての特性を示す。また水期、間水期に対応する

奈　須紀　幸

海水準変動の影響を受けて大陸棚が形成されてい
ることも学ぶ。

日本列島は造山帯としての白岡よりなる。その
ため、海岸線は陸地の面積に比べて長い。また後

13 日　本の　海　岸
背の平野はあっても規模が小さく、山地が直接海
ﾝに迫るところも多い。このような日本の海岸は

同　上

岩石海岸、砂浜海岸、内湾の海岸に大別される。
海岸での営力にも言及する。

日本の自然の変化は災害と表裏一体である。河
川洪水、内水洪水、高潮洪水、津：波洪水の災害と

14
日本の自然災害と

h災
平野地形との関係、地震による液状化災害、山崩
黷ﾉついて地形分類図を用いて説明する。また、

大矢　雅彦
i早稲田大学教授）

火山災害とくに火砕流について、さらに防災につ
いても考える。

自然に対する態度は、国民の文化水準を反映す
る。日本における高度成長期の乱開発によって損

15
自然環境の利用と

ﾛ全
われた自然的景観の修復をはかり、自然的環境に

謔閧蛯ｭ適応するための事業やナショナルトラス
西　川　　　治

トについて、河川流域や海岸等の事例に即して説
明する。

一96一



＝科学と実験：＝（TV）
〔主任講師　宮代彰一（西東京科学大学教授）〕

全体のねらい
　広い科学のなか（工学や技術も含む）の多くの分野での実験的な仕事を横に貫き、共通する問題、考

え方、あるいは手法などを抽出して考えてみよう。これらはそれ自体で興味深く、実際的であり、かつ、

少し大げさだが、実証科学の本質にも係わるものと思う。なお、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。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

科学における実験　実証的な科学のおこり、近代

物理、化学、生物学の成立実験（科学）の限界 宮　代　彰　一
1 序論（科学と実験） 再現性　実験の舞台、基礎科学と応用科学

w習実験と研究実験
（西東京科学大学教授）

研究者の習性　問題の発見が最初　その手法、流

儀、整理による発見、BS法やKJ法 宮　代彰一一

2 問題発見と計画 計画性、その手法、フローチャート、PERT法 宮　尾　　　亘

など　計画実施上の問題 （東京工科大学）

科学は情報の拡大生産　科学技術情報の所在とそ

の形文献の種類と膨大な量研究の各段階と調
3 情報　・　文　献 査　検索、原理と方法、機械検索、動向 同　上

情報活用のあり方

観察からすべてが始まる　観察の例、野外観察

4
観察と記録、そし

ﾄ整理

なまのデータを記録整理は事物把握の基本、周

喆¥　試料の整理、生物の分類学、階級、学名

lえ方の整理

吉　田　　　治

i千葉大学教授）

五感という窓の性格　刺激量：と感覚量、感覚の限

界　機械による限界の拡張、例として視覚におけ

5 感覚　と　観　測 る機能（大きさ、強度、波長、時間の面での）拡 宮　代　彰　一

張感覚と知覚

日常生活と単位　昔の単位、単位の進化

単位はどうあるべきか、物理量と次元、単位 大　井　みさほ
6 単位　・　標準 国際単位系（SI）、その基本単位と標準

ﾐ会習慣と単位、慣用の単位
（東京学芸大学教授）

ものを作り動かす楽しさ　目的に合う測定器、測

定値の読み取り　装置の目的と仕様　設計、製図、

7 装置の準備と使用 工作、材料の常識を　ブラックボヅクス 宮　代　彰　一

実験装置の活用、習熟
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

実験に欠かせぬ電気・電子的手法主な電気的量、

8 電気的な手法
抵抗の測定　受動素子と能動素子　トランジスタ、

_理素子　電子計算機、プログラム
田　中　清　臣

実験システム、自動化 （電気通信大学助

教授）

実験：は危険と背中合わせ　実験：室、家庭、産業で

の災害、危険への感受性　危険の種類　危険な薬 若松　　　茂
9 実験と安全性 品、火災、爆発、中毒　電気装置と安全 （放送教育開発セン

事故が起こったら
ター教授）

数値データの扱い、有効数字　データの図式化、

グラフ化の効果　グラフの種類、対数目盛りとグ 遠：山　紘　司

10 デー．タの取り扱い ラフ　グラフ化の手法、大量データの処理 （文部省教科書調査
実験式をつくる 官）

真の値、不確かさと測定の限度　誤差の種類

誤差の伝播偶然的な誤差とガウス分布

11 測定の不確かさ 最小2乗法、確からしい線引き　妥当な測定とは 同　上

対象自体のあいまいさ　放射線測定でのばらつき

とポアソン分布　光量と画像の見え方、情報の不

12 観測とゆらぎ 足　ブラウン運動　SN比、散射雑音と熱雑音 宮　代彰　一
マクロなゆらぎ

対象事物のモデル化と適用範囲　減衰振動、数学

的モデル　実体模型実験、寸法効果　計算実験、

13 モデルと実験 モンテカルロ法　コンピュータ・シミュレ＿ショ‘ 同　上

研究や実験は報告で仕上がる　学習実験でのレポ

一ト、報告（論文）の組み立て　よい報告、分か

14 報告めまとめ る報告とは、対策は　各種の技術報告、特許とい 同　上
う形の報告

学習と実験、本当の興味は？　知識と知恵、自分

の問題への適用　創造性へのつながり　創造の技

15 し　め　く　く　り 法、発散の段階と収束の段階　創造の成否、同時 同　上
発見、同時発明
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＝現代の人間観と世界観＝（R）

〔主任講師：増成隆士（筑波大学教授）〕

全体のねらい
人間とは何か、世界とは何か、についての現代の見方、考え方の特色について考える講義で、扱うことが

らをできるだけ基本的あるいは基礎的なものに限定し、身近のことがらから考えてゆくことによって、何が
問題なのかをみずから実感を伴ったかたちで知り、そのあとみずから能動的に考えていく意欲が涌いてくる
ような動機づけをすることに重点を置いて構成されている。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1

序　　　　論「意味」への眼

ｷし

　そもそも「人間観」「世界観」とは何か、ということを
l間の認識の穿る方式とそこから成立する意味世界として
lえることから始め、この講義を理解するための問題意識
�`成すべく、「考える」という営みのウォーミング・ア
bプをおこなう。

増成隆士
i筑波大学’・教授）

増成隆士
i筑波大学・教授）

2 なぜ、「現代」

ｪ問題なのか

　「現代」がわれわれにとっていかに特別な意味を持つものであるかを、「過去・現在・未来」という位置づけにお

ｯる、選択の時としての「現在」という局面と、実像が実
ﾍ分かりにくい「同時代」という局面との、ふたつの局面
ﾅ考える。

同上 同上

3 人間の視点

視点ということに関する基本的な問題について考えるこ
ﾆから始め、全事象を一望するいわば「神の視点」と対比
ｵながら、不偏中立の絶対的な人間観、世界観などという
烽ﾌは、人間にはありえない、という現代人の自覚につい
ﾄ考える。

同上 同上

4

現代の人間観一その1一／

l間の地位

人間は、この宇宙において、また、他の生物との関係に
ｨいて、いかなる位置にあるのか。人間は別格の存在なの
ｩ、あるいは、進化した動物なのか。こうした問題を、人
ﾔはどの視点から見てきたか、そして、現在見ているか、
ｩら考える。

同上 同上

5

現代の人間観一その2一／

Sと身体

人間は複雑に組み立てられている。この組み立てば、い

ｩなる構造のものか。人間は心と身体との合体なのか。そ
､であるとすると、心はどこにあるのか。あるいは、人間
ﾍ一種の精巧な機的なのか。これらの考え方の基本部分に
ﾂいて考える。

同上 同上

6

現代の人間観一その3一／

?ﾆ死後

人間の死を何と考え、死後をどのようなものであると考

ｦるかというところに、人間観が端的に反映する。現代に
ｨいて死とは何か。これを、「医学の管理下での死」対「宗教の管理下での死」という対比、臨死体験の問題など

ｩら、考える。

同上 同上

7

現代の人間観一その4一／

｢形芸術に描か
黷ｽ「現代の人
ﾔ」

　芸術家がその鋭敏な眼によって同時代の人間の本質あるいは特徴的な在り方を見抜き、この洞察を卓越した技よっ

ﾄ作品化している場合がある。本章では、肖像作品のいく
ｩつの事例から、現代の人間の本質あるいは特徴的な在り
福ﾉついて考える。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8

現代の人間観一その5一／

ｶ学に描かれた
u現代の人間」

すぐれた文学として高く評価されてきている作品には、

ｻの時代を代表する人間観や世界観が息づいている。本章
ﾅは、現代文学の記念碑的作品であるrユリシーズ』を事
痰ﾆして、現代の人間の本質あるいは特徴的な在り方につ
｢て考える。

増成隆士
i筑波大学・教授）

増成隆士
i筑波大学・教授）

9

現代の世界観一その1一／宇

?D「地球号」

　「世界」ということで、どの範囲のことが考えられてい

驍ｩ。この「範囲」がその時代の世界観の基本的な性格を
?ﾟている。過去の事例と対比して、強い現実感を帯びて
ｫている広大な宇宙とその中の地球という現代人の認識の
ﾓ味について考える。

同上 同上

10

現代の人間観一その2一／

｢界は、どのよ
､にできている
ﾌか、なぜ存在
ｵいるのか

世界はどのようにできているのか、なぜ存在しているの

ｩ、についての現代の考え方の基本を、古代の神話や自然
N学による説明との対比において見、倫理から独立して「疑い、試す」ことを特色とする近代科学の知と現在の問

閧ﾉついて考える。

同上 同上

1
1

現代の人間観一その3一／他

ﾌ世界がどこま
ﾅ見えているか

　「他の世界」が多量且っ多様に認識され、現実的に「触れられて」いる現代に生じている、知識と認識の次元での「南北問題」について、そして、それと深く関わっている

﨣�ﾆいう「擬似現実」による現実認識に潜む問題につい
ﾄ考える。

同上 同上

12

現代の人間観一その4一／

｢形芸術に描か
黷ｽ「現代の世
E」

世界の深層は、同時代にはかえって見えにくい。しかし、

|術家が、同時代の世界の深層を洞察し、これを作品化し
｢てる場合がある。本章では、現代の造形芸術の事例から、
ｻ代の世界を「欲望のコラージュ」「錯綜した通路」とし
ﾄ考える。

同上 同上

13

現代の人間観一その5一／

ｻ代の音楽に反
fしている現代
ﾌ世界

音楽はひとの心の奥というか身体の奥というか、なにか
恊[いところで感受され、ひとのものの見方考え方と連動している。本章では、現代日本の音楽文化、西洋音楽史に

ｨける「現代音楽」の思想などから、現代の世界観の一局
ﾊについて考える。

同上 同上

14 現代の人間の
u理想の世界」

かつて宗教が理想世界を説き、描いてきた。理想に向か
ﾁての社会政治思想あるいは理論もあった。現代は、理想
｢界について考えることに冷ややかな時代である。問題は
ﾇこにあるのか。「擬似ユートピア」ということを含めて、
lえる。

同上 同上

15 未来世界への岐

H・人間の選択

人間は、その手と頭脳の延長である科学技術を使って、
ｩ然世界を大改造し、この世界を「人間の帝国」としてきた。しかし、この「進歩」の原動力である人間の欲望の無

ﾀ昂進を肯定するとき、世界に果たして「未来」はあるの
ﾅあろうか。

同上 同上
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　　一哲学の基礎＝（R）
〔主任講師：山本　信（東京女子大学教授）〕

全体のねらい
哲学は各人の日常生活に根ざし、人生観や世界観に連なるものではあるけれども、しかし、単なる感想や

思いつきの攣に終始するのでなく・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
題設定を扱っ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おきたい。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名
i所属・職名）

1 哲学とは何か

　「哲学」という言葉そのものの意味を考えることから始め、この学問がもっている独自の性格と、それを学ぶときの特殊事情について述べる。

山本　信
i東京女子

蜉w教授）

山本　信
i東京女子

蜉w教授）

2 哲学史の意義

他の諸学とは事惰を異にして、哲学の研究は常にその歴
jとの内的な連関において行われなければならない。哲学を西洋から移入し、しかも自国の思想的伝統をもっている

坙{人には、この点で特別の問題が課されている。
同上 同上

3 哲学の諸部門

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、それら全体にわたっ

ﾄ見通しをつける。 同上 同上

4 存在論の基本
竭

「ある」ということをめぐる古来の論議をふまえ、「実
ﾌ」「形相」「本質」など、歴史的にも体系的にも哲学に
ﾆって最も基本的な諸概念をとりあげる。 同上 同上

5 主観概念

　「主観」あるいはr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、現代にいたるまでの近代的な思考体制の原点を究明する。

同上 同上

6 近世的二元論

近世における心と物、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なのであり、観念論と唯物論とい

､対立しあう立場もそのことの所産にほかならない所以を論ずる。

同上 同上

7 認識論の系譜

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らかにする。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 主体性の形而
繩w

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
ｧ場が、近代の合理性を担う一方の柱としてどのように展
Jされてきたかを考察する。 山本　信 山本　信

9 近代科学の思想

j的意味

現在われわれが「科学」とよんでいる知的形態が、近代
ﾌ合理性を担うもう一方の柱として、思想史的に何を意味
ｵているかを考察する。 同上 同上

1
0

科学的思考の
柏ｫ格

科学的な思考方法、それはまたわれわれがノj＼学校以来の

ｳ育でたたきこまれてきて常識になっている考え方でもあ
驍ｪ、その性質と帰結とを、いくつかの項目に分けてあら
墲ﾉする。

同上 同上

1
1

生命と人間性

科学の進歩は、生命現象をも物理的、化学的な過程にひ
ｫもどし、また人間に対してはその尊厳を剥奪してゆくか

ﾌようにみえる。こうした事態に関してどう考えたらよい
ｩ。

同上 同上

12 心身問題

からだとの関係において心とは何なのかということは、
l類にとって古くからの関心事であり、哲学の主要問題の一つでもあった。近世的二元論のなかでどう考えたらよい

ｩ。
同上 同上

1
3

自由と必然

人間の自由に対立するものとして、運命、自然因果性、

ﾐ会的制約などが語られる。これらの必然的支配を説く決
陂_に対して、どう考えたらよいか。 同上 同上

14 真　　理　　論

何を考え何を語るにせよ、それは真なのかという問いが
ﾅ後までつきまとう。では、そもそも真理とは何か。そし
ﾄ、何かが真であるということはどうやって確かめられる
ｩ。

同上 同上

15 現代の哲学的
�ｵ

哲学の歴史から見て、われわれがどのような状況におか
黶Aいかなる問題に直面しているか、とういうことを知る
ｽめに、現代の諸学説に現れている思想動向を概観する。 同上 同上
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＝推理と分析一（R）
〔主任講師：内井惣七（京都大学教授）〕

全体のねらい
　科学や学問の分野においてだけではなく、日常の実践的事柄においても論理的な思考は大切である。筋道
を立てた明晰な思考とはどんなものか、またそのためには何が必要かを明らかにする。全体を通じて、論理
的推理の原理を解説するだけでなく、明晰な思考力と分析力を訓練することをもめざす。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
二二鵜送担当

講師名
（所属・職名） （所属・職名）

論理学など知らなくても、たいていの人は、屍理屈やら
思弁など、おかしな論法に対する感覚はある程度持ってい 内井惣七 内井惣七

1 おかしな推理、 るはずである。それを手がかりに、まちがった推論、まち （京都大学 （京都大学

まちがった論法 がつた論法のどこがおかしいのか、検討してみる。 教授） 教授）

推論や証明を論じる際に忘れてはならない一つの基本：的 1

な区別，演繹と帰納。前者は、前提が正しければ結論も必
2 演繹と帰納 ずとただしいと保証できる推論である。後者は、そのよう 同上　1 同上

な保証はないが、経験の積み重ねなどにより、たぶんまち 1
がいないだろうと見なされる推論。

古来、何人かの有名な思想家が、よく考えるための方法
や、厳密な証明の原理に関していくつかの提案を行なって l　　i

3 よく考えるため きた。ここではデカルトの提案を紹介し、シャー・ロック・1 同上　i 同上
の方法，分析 ホームズの「逆方向の推理」との類比を明らかにする。

i
i
1

〔

演繹的推論の実例として最もわかりやすいのは、「消去 1
による推理」である。これは、ホームズが得意な方法であ 1

4 消去による推理 る。記号論理学の技術を使っててこのような消去の原理を 同上i 同上
明らかにしたのはジェヴォンズであるが、それは簡単な工 i
夫で視覚化できる。 i

1

前章の消去による推論の原理は、現代では真理表の理論 l　　　l

5 真　　理　　表

を翼翼赤蕪装薬繋響難業を実験の正しさをきちんと定義する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ！剛　　　　　1

同上

i

消去による推論のテクニックは、命題を単位とした推論 i

の理論だけでなく、アリストテレスの三段論法にも応用で ｛

6 三段論法と きる。ジェヴォンズの論理アルファベットと論理尺を使っ 同上　i 同上
消去法 た三段論法の判定法を紹介する。

i
l
1

少し理論的な問題に踏み込んで、「正しい推論とは何 i
か」をもう一度考えてみよう。三段論法まで含めた場合、 1

7 正しい推論とは 先に紹介したトートロジーによる正しさの規定は通用する 同上1 同上
のだろうか。このような問いをもっと展開するためには、

1

ジェヴォンズの方法では不十分である。 i
1
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 真理関数と論理

�H1

　真理表の理論のもう一つの応用例として、コンピュータの設計にも使わ＝れる論理回路の作り方を紹介してみよう。たとえば、横断歩道で押しボタン式信号機がついているの

�謔ｭ見かけるが、その理論的な仕組みはどうなっている
ﾌだろうか。

内井惣七 内井惣七

9 真理関数と論理

�H2

前章の押しボタン式信号機の回路を完成させる。途中で、
ｷべての情報を0と1の組み合わせで表わすという二値コードの原理も説明される。問題解決の過程で、分析的方法

ｪどのように使われるか、注意して観察していただきたい。
同上 同上

10 現代論理学の

　真理関数や三段論法の理論は、現代論理学の中では初歩的な一部でしかない。十九世紀の後半、論理学に大改革を

烽ｽらしたのは、ドイツの数学者フレーゲであった。彼のr概念記法』という風変わりな本によって、現代論理学の

怺iがほぼ完成されたのである。

同上 同上

1
1

述語論理の基本

　自由変項と束縛変項の区別を説明したのち、「すべて」

竅uある」が含まれる推論や証明を具体的な例で練習して
ﾝよう。このような訓練をやるかやらないかが、論理的な
Zンスや証明力がつくかっかないの分かれ目である。

同上 同上

12 複雑な関係、

P純な妥当性

　空所を二つ以上もつ述語で表わされる関係が入ると、述

齪_理は格段にむずかしくなる。しかし、それは考えるべ
ｫ可能性が飛躍的に増えるためであり、論理法則自体が複
Gになるためではない。論理法則とは、どんな分析表でも
ｽ証不可能なのである。

同上 同上

13 論理的分析の
棊p1

　公理的方法について簡単に説明した後、これまで学んで
ｫた論理的推論と分析がどのように応用されるか、いくつ
ｩ有名な例を紹介しよう。「すべて」や集合にかかわる例
ﾆしてラッセルのパラドックス。形容詞に関するグレリン
Nのパラドックス。

同上 同上

1
4

論理的分析の
棊p2

　前章のパラドックスでは、自己言及のようなある種の循環が目立っが、無害あるいは有益な自己言及や循環もありうる。もっと本質的なのは、文やことばの構造を語るのか、意味を語るのかという区別である。パラドックスの分類。

同上 同上

1
5

明晰に考えるた

ﾟに

　論理の力とは、基本的には、知識の項目を増やすとか公
ｮを覚えることで身につくようなものではない。そうでは
ﾈく、運動や各種の技能のように、基礎体力をっけ、ふだ
�ﾉ使いこなす訓練をして初めて身につくものである。よ
ｭ考えるたあのいくつかのヒント。

同上 同上
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一人文地理学＿（TV）
〔主任講師：西川　治（立正大学教授）〕

全体のねらい
人文地理学の課題は、人間活動と地球環境との織り成す地人模様（人文生態系）の地域的特色と空間シス

テムとの形成過程と要因とを解明して、より快適で美しく、持続的に発展可能な生活環境の創造にとって役
立っべき案内図を提供することである。本講義ではとくに地球時代における文化地理学の役割についても考
えてみたい。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 地球の人

　人類の生活空間である地球表面の地理的複合（ジェオシ

Xテム）、さまざまな民族や地域住民が形成してきた人文
ｶ態系とその空間的システムとを概観し、地球社会化時代
ﾉおける人文地理学の課題と方法、役割について考えてみ
ｽい。

西川　治
i立正大学
ｳ授）

西川　治
i立正大学
ｳ授）

2 地球環境の移り

ﾏわり

　地球環境問題についての理解をより深めるために、日本

�№�?Sに氷期から後氷期にかけて生じた顕著な自然環
ｫの変化、および土地利用と自然環境との関係などについ
ﾄ、数値地図による分析結果をコンピュータグラフィック
Xを用いて説明する。

野上道男
i東京都立

蜉w教授）

野上道男
i東京都立

蜉w教授）

3 言語の分析と
ｯ族移動

　言語の世界的な分布に目を向けて、それによって世界の

ｯ族の分布状況をマクロに理解するために、今からおよそ
P万年前から以降に生じた気候変化と関連づけて、諸民族
ﾌ移動の跡を推究してみる。

鈴木秀夫
i東京大学

ｳ授）

鈴木秀夫
i東京大学

ｳ授）

4 民族の住み分け

ﾆ文化交流

　東アジアの民族の分布を概観し、様々な民族が独自の伝
搏Iな文化を保持しつつ住み分けを行っていることを、雲
?Aブータン、台湾などの例で示す。民族間の文化交流が
?ｭであることや、過去において大小様々な民族の融合や
ｪ化があったことにも言及する。

諏訪哲郎
i学習院大
w教授）

諏訪哲郎
i学習院大
w教渓）

5 食事の文化地理

　今日では中南米起源のトウモロコシやジャガイモの比重
熨蛯ｫいが、ユーラシアの食事文化の主役はコメとムギで、

l々な調理法が見られることを示す。コメやムギの普及以
Oに芋や雑穀が重要であったことが、神話や儀礼から伺え
驍ｱとにも言及する。

同上 同上

6 衣服の文化地理

　服装と装身具は地域社会と密接な関係を有する。湾岸諸
曹ﾌ人々にとっての金の装身具は、貯金通帳よりも重要な
o済的意味を持つ。少数民族にとって、民族服は文化的ア
Cデンティの一要素として大切である。これらの例のよう
ﾉ「服装飾」から「地誌」を考えたい。

向後紀代美
i東京大学

�寀ﾎ講師）

向後紀代美
i東京大学

�寀ﾎ講師）

7 民族音楽の
欄y性

　洋楽に対して邦楽と呼ばれ、とかく特殊な存在とみられがちな日本の音楽は、実は広くアジアの諸地域と結びついて展開してきたものである。北方系遊牧民族の長い歌、南方系農耕民族の短い歌との関連性、シルクロード、マリンロードを通じての楽器の交流を探る。

江波戸昭
i明治大学

ｳ授）

江波戸昭
i明治大学

ｳ授）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8
日本の風土と
走ｯ性
i比較風土論の

獅ﾝ）

　ユーラシア大陸の東岸に連なる日本列島と、西岸部に位
uするドイツ連邦を対象にして、それぞれの風土的特色、

_村と都市に見られる差違をふまえて、日本人とドイツ人
ﾌ自然観や国民性的な対照性についての比較考察を試みる。

西川　治 西川　治

9 山村と漁村の
ｯ族文化

　日本列島は山がちの地形故、山地まで集落が立地してい
驕Bまた海岸線が長く、海に生活を依存している集落も多
｢。このような山村や漁村は、林業あるいは漁業のみでな
ｭ、農業、自然物採取などが複合的に営まれ、その生業、

ｶ活についての民俗も豊かである。

市川健夫
i信州短期

蜉w教授）

市川健夫
i信州短期

蜉w教授）

10 地域の活性化
i村と町おこし）

　市町村における地域起しについて概観してから、とくに

瘢曹ﾉおける過疎化した村の振興事業に目を向けて、洪水
ﾐ害を契機にして集落移転を断行したり、国際的な村づく
閧ﾉ成功した事例について、動態地誌的な方法で考察を行
､。

西川　治 西川　治

1
1

工業活動と地域

ﾐ会

　工業が国および地域の経済活動において重要な役割を果
ｽしていることを述べた後、（1二二革新と工業地域システ
?cについて先端技術を柱に、（2）風土に根ざした地場産業…にいて動態的に示し、まとあとして、（3）工業の活性化と

n域の発展について述べる。

竹内淳彦
i日本工業

蜉w教授）

竹内淳彦
i日本工業

蜉w教授）

12 日本企業の海外

i出と文化交流

　外資系企業の日本進出に支えられた日本の工業は、今日、

Lく海外に進出し、定着してきている。海外進出は、近代
H業だけでなく地場産業でもみられ、合弁、単独の進出形
ﾔにかかわらず、その文化交流は、生産・生活（消費）、
]暇の分野に及ぶ。地域社会に至った。

宮川泰夫
i愛知教育

蜉w教授）

宮川泰夫
i愛知教育

蜉w教授）

13 東京一城下町
ｩら世界者肺へ

　中央集権的な封建制度の下で、産業革命を経験しなかっ

ｽ都市としては世界最大人口となった城下町江戸は、近代
ｻ・現代化の過程で、世界最大の大都市圏人口をもつ東京
翌ﾖと変貌した。そのプロセスを追い、問題点、将来の展
]を考察する。

正井泰夫
i立正大学
ｳ授）

正井泰夫
i立正大学
ｳ授）

14 世界を結ぶ地理

﨣�Vステム

　企業活動が海外旅行などグローバリゼーションが進む一
禔A地球規模のさまざまな環境問題が生じている。また、
｢界を結ぶ通信網を通じて各種の地理情報が流通・利用さ
黶A地域発展・環境対策などに用いられている。こうした
竭閧ﾉついて説明を行う。

久保幸夫
i慶磨義塾

蜉w教授）

久保幸夫
i慶磨義塾

蜉w教授）

15 地球社会と日本

　外国人と日本人による日本国評価の変遷を世界地図史の
?ﾅ通観して、地球社会における日本の地位を見定め、地
?ﾂ境の改善と地球社会の接続的発展に向けて、日本が果
ｽすべき役割を人文地理学の視点から考えてみたい。

西川　治 西川　治
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＝政治学入門＝（R）
　　　　　　　　　〔盤難：糠勝訊縫語離漿）

全体のねらい
政治学の基礎概念とその相互の関連を明らかにすることで、政治学のより専門的な領域を学習するための

出発点を提供したい。同時に、政治学の入門講義として、他の分野を学習する受講者にも、政治学のアウト
ラインがっかめるようにしたい。政治の世界に起こりっっある最近の変化にも留意する。

執筆担当’放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　　　容 講師名・講 師名

（所属・職名）（所属・職名）

選挙を具体例として、政治の入門的説明を行う。あわせ ｝

て、世論表明の最も重要な機会である選挙の意義を明らか 阿部 齊；阿部　齊
1 選　　　　挙 にし、制限選挙から普通選挙への移行、選挙権の拡大、小 （放送大学： （放送大学

選挙区制と比例代表制との比較、日本の選挙制度の特徴と 教授）　1 教授）

いった問題を考えてみたい。 ｝
政党が選挙で果たす役割を考えながら、政党が現代の政1 1

治において占める位置を明らかにする。また、各国の政党 1

2 政　　　　党
制の現状を概観しつつ、多党制と二党制を比較する。さらi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝に、他の国々の政党制との比較を通じて、わが国の政党制i

ﾌ特徴にも言及したい。　　　　　　　　　　　　　i

同上　i
@　　l　　　i

同上

議会は、現代政治の基本原則の一つである国民主権を実｝ …

3 議　　　　会

織縞愚譲灘圏蒙蓼串織窪書善書縢i齢讐撃墜薯：現在の議会が直面している課i

　同上

P

同上

現代政治の組織原理としての権力分立を検討し、政府組
織の具体的類型としての議院内閣制と大統領制とを比較す

4 政府の組織 る。歴史的には、独自の類型としてソビエト制が存在した 同上 同上
が、それが消滅して、大統領制に移行しつつある現状にも
ふれる。

現代政治で大きな比重を占める行政の活動を具体的に検
1

討する。また、肥大のり途をたどってきた政府の規模に対 1

5 行政の活動 して、小さな政府への転換を求める声が強まっていること 同上 1同上
にもふれる。さらに、行政を担当する官僚制組織の特徴に
も言及したい。

1

　今世紀に入って、利益集団の圧力活動が活発になった背

iをさぐるとともに、現代政治における利益集団の役割を
1
；

：

6 利益集団 明確にする。さらに、利益集団の圧力活動に伴って現れたi 同上 同上
ロビイングや審議会の問題点を指摘し、最近の傾向であるi i

公共利益集団の台頭にもふれる。

i
i

｝

　中央集権と地方分権を対比しながら、地方自治の意義を

ｾらかにする。地方自治の徹底した形としての連邦制、中
i
｝

；
7 地方自治 央政府と地方政府との間の政府間関係、団体自治と住民自 i同上 同上

治の二面性といった問題にふれ、次いで、住民参加や市民1
^動の意味を明らかにしたい。　　　　　　　　　　i

i

1
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 自　由主義

　自由主義の歴史的発展を概観した後、現代政治における
ｩ由主義の位置をさぐる。権力と自由、自由と平等、政治
I自由と市民的自由、消極的自由と積極的自由、福祉国家
ﾆ新自由主義、自由尊重主義と個人主義、日本の自由主義
ﾆいった問題をとりあげる。

中野勝郎
i放送大学

赴ｳ授）

中野勝郎
i放送大学
赴ｳ授）

9 民主主義

民主主義の歴史的発展を概観した後、現代政治1において

ｯ主主義が普遍性を獲得したこと明らかにする。19世紀前
ｼにおける民主主義と自由主義との対抗関係、同後半にお
ｯる自由民主主義の成立、日本における民主主義の起源と
ｭ展などにもふれる。

同上 同上

10 社会主義

　民主主義のもとで経済的平等を要求する立場から、社会

蜍`が形成されたことを明らかにした後、マルクス主義の
ｬ立、フェビアン社会主義の発展、共産主義と社会民主主
`の文化などを説明する。1980年代における社会主義の挫
ﾜにもふれたい。

同上 同上

1
1

大衆消費社会

19世紀的市民社会が今世紀前半に大衆社会に変貌したこ
ﾆを論じ、その大衆社会を背景として全体主義が成立した
ｱとにもふれる。その後、大衆社会は大衆消費社会に変容
ｵ、政治的には安定するが、社会的には管理的側面が肥大
ｵたことを明らかにする。

同上 同上

12 社会福祉

　市民社会から大衆社会への移行とともに、政治的統合の
K要性からも、社会福祉政策の制度化が不可避になること
�ｾらかにする。社会福祉の充実は国民の受益者化を促進
ｷるが、それによって利益配分型の政治が支配的になるこ
ﾆにもふれたい。

阿部　齊 阿部　齊

13 国家とナショナ

潟Yム

　国家、社会、政府の区別を明らかにするとともに、国家
ｪ観念的な共同体であり、国家への帰属感を強めるために
ﾍ、国旗や国歌などのシンボルを駆使せざるをえないこと
烽ﾓれる。国際化のもとでナショナリズムが強調される逆
烽ﾉも言及したい。

中野勝郎 中野勝郎

1
4

国際化と政治

伝統的な内政と外政の区別が、国際化のもとで曖昧にな
閧ﾁっあることを説明し、内政のあらゆる面に、国際的な
v因が影響を与えていることにふれる。また、各国に居住
ｷる外国人が増えるとともに「内なる国際化」の課題が生
ｶていることにも注意を向ける。

阿部　齊 阿部　齊

15 日本の政治

　日本の政治の現状を分析し、その課題をさぐる。明治国
ﾆの遺産と戦後の民主主義、自由民主党の一党優位体制、
ｩ民党の優位を支えている後援会活動、野党劣勢の原因と
ｻの課題などをとりあげ、日本の民主政治1の将来を展望し
ｽい。

同上 同上
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　　＝経：済学入門二（R）

〔主任講師：嘉治元郎（放送大学三三長）〕

全体のねらい
　我々の日常の経済生活に則して、現代の経済学の骨組みを概説する。家計、企業、政府という経済単位の
活動について論じ、経済社会の構造を明らかにする。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

経済学とは何か　　人間の経済活動
取引の行なわれる場一市場　　消費財・サービスの市場 嘉治元郎 嘉治元郎

1 経済生活と 労働力の市場　　企業の経済活動　　家計の消費と貯蓄 （放送大学 （放送大学

経済学 資本の市場 副学長） 冨1高高）

家計の経済力　　家計の所得　　家計の資産
資産と所得

2 家計の経済活動 同上 同上
1所　　得

所得の処分　　可処分所得　　貯蓄　　消費と貯蓄
日本の貯蓄率　　最適な消費支出

3 家計の経済活動 個別家計の消費と総消費 同上 同上
皿消費と貯蓄

企業の生産活動　　生産の行程　　生産活動の目的

費用と収入　物的資本
4 企業の経済活動 同上 同上

1財の生産

財とサービス　　サービスの重要性　　サービスの種類
サービス生産の特色　　公務と公共サービス

5 企業の経済活動 同上 同上
皿　サービスの

壁
金融機関の経済活動　　利子とは何か
資産の需要と供給　　お金の便利さと利子率

6 企業の経済活動 資産の組み合せ 同上 同上
皿：金　　融

貨幣とは何か　　金本位制　　管理通貨制

貨　　　　幣 通貨管理の目的　　貨幣量管理の手段
7 一中央銀行の役 同上 同上

割一
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i 1 執筆担当 放送担当
酬 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

1 （所属・職名） （所属・職名）

｛ 市場とは何か　　市場の種類　　価格の機能
1

需要供給の均衡　　市場機構の作用
81
・市場の機能 嘉治元郎 嘉治元郎

巨視的（マクロ）理論と微視的（ミクロ）理論集計された
経済量　　一大家計の経済行動　　一大企業の経済行動

9 経済社会の構造 粗投資と純投資 同上 同上

5

経済の変動　　消費の決定　　　投資の決定

GNPの決定
10総需要の理論1

｝
同上 同上

1
i

’雇用水準の決定　　生産性　　インフレーション

1
1

1

同上 同上

1 i総供給能力　　供給能力の決定要因　　経済発展の諸要因

　｛

P2軽済成長
1労働力の変化生産設備の変化　　　技術の進歩

同上 同上
ヒ技術鞠一

1

i財政支出の種類　　財政支出の規模

13幽の経済活動騰騨艦繧1議税と鵬の醸分

堰@i財政収支裏組負担
同上 同上

i 対外経済関係とは何か　　対外経済関係の内容　
i
1
4
｛
対
外
繍
関
係
　
1

国際収支表　　貿易の理論　　国際通貨

ﾗ替レートの変化　　生産要素の国際的移動
o済分析の国際化

同上 同上

i 経済政策の役割　　独占の禁止　　巨視的経済政策の目標
i 完全雇用の達成と維持　　経済の安定の実現

1引経済政策の目標 経済発展の促進　　巨視的経済政策の手段 同上 同上

i
所得配分の公正化　　適切な対外経済関係の実現
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＝経営管理総論＝（R）
〔主任講師：熊谷智徳（放送大学教授）〕

全体のねらい
多くの経営学は、販売、財務、生産など瀬瀬能学からなっている。本講は、経営体を社会へ価値提供

を継続遂行していく動態としてとらえ、その動く総形から個別課題と方法をとらえ、部分構造が互いに連合

して経営目的を果していくのに有用な、思考と方法を与えることをねらいとしている。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 企業経営の実際一事例研究一

企業は、製品の開発・生産・販売で社会へ価値提供する

�р�A営利を得て、優れた長期継続で果していく組織体

ﾅある。
ｻの経営には、調達・生産・販売・労務・財務の諸職能

ﾆ、トップ・ミドル・第一線、ライン・スタッフの組織が
o営合目的へ、一大合成体となって運営され活動していか
ﾈければならない。そして経年による環境変化適応への戦
ｪ経営を果たしていかなければならない。本講でははじめ
ﾉ、企業の戦後の経営発展の事例をあげ、どのような方策
�ﾆってきたかを考察する。

熊谷智徳
i放送大学

ｳ授）

熊谷智徳
i放送大学

ｳ授）

2 同　　上 同上 同上

3 経営目的

経営目的を考察する。利潤目的、社会目的が価値目的へ
搓№ｳれることを示し、産出総価値の長期高位実現に経営
ﾚ的をおく。それが製品と品質Q、量と時間D、価格とコ
XトCに支配されるとして、経営管理の基本課題を与える。

同上 同上

4 品質Qの構造q）

品質を1保有品質（機能・使用・社会生）、H奥行品質
i保全・改良・更改）、皿ライフサイクル（製品生涯と市

鼕冝jの3元総構造でとらえ、品質重点の移行、市場成熟
ﾆ多品種化の構造などの変化法則を示す。製品と品質方策

ﾍ変化への優位適応が原理となる。

同上 同上

5 品質Qの構造（2）

6 時間Dとコスト
bの構造

製品工程とリードタイム。ジャストタイム。回転率。

ｻ品原価と加工費。利益率と回転率。市場充足率の進行に
謔驍pDCの変化。　QDC行動特性と、企業・社会・民族
ﾌ特性。

同上 同上

7 経営要求
¥造と性質

経営要素は、価値産出への実現要素で、価値変換対象体

ﾆ変換手段の設備と労働からなる。各要素がQDC性能を
烽ｿ、それが対応的に製品QDCを支配する性質を明らか
ﾉする。これが，経営体要素の設計と「管理」の基点とな
驕B

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 経営過程
¥造と「管理」

経営と管理は、共に計画・実行・評価（plan－do－see，　P・D・S）の構造をもつ。これは、目的実現への過程構造

ﾅある。広義「管理」を経営、狭義「管理」を管理とし、

o営が開発・製造・販売としての大きなPDS、管理はそ
ﾌ中の小さなpdsとなる。

熊谷智徳 熊谷智徳

9 経営管理
E能の体系構造

経営過程と各段階のQDC課題を主軸X、資材・設備・
J働の要素軸をY、トップ、ミドル第一線の経営階層を垂
ｼ軸Zとする、立体3元マトリックスで、経営体の全職能
ｪ体系的にとらえられる。これは、組織と職能設計、経営
﨣�ﾝ計への基礎となる。

同上 同上

10 価値条件
o営と管理

製品開発から製造・販売・客先過程へ至る品質経営、各

i階の品質課題実施運営の品質管理。同じく、需要の量と
條ﾔへの経営と管理、コスト課題の経営と管理について、
E能行動とそれをとらえる原理を示す。

同上 同上

1
1

経営要素の経営

ﾇ理

資材の開発と調達システム開発、市場評価としての資材
o営、調達の日常運営、設備開発と就役保全、次代転換と
ｵての設備経営、就役保全管理としての設備管理、同様に
J務経営と管理について、職能構造とそれをとらえる原理
�ｦす。

同上 同上

12 変化と適応一戦略経営一

製晶市場と、経営要素市場と、社会と環境の変化が増し
ﾄいる。製品と品質、量と時間、価格とコストへの変革、
総ﾞ・設備・労働への変革、時には立地移転、事業転換へ
鰍髟ﾏ革をなしていかなければならない。変革へのマネジ
＜塔gの高さが要請される。

同上 同上

13 日本的経営
ﾇ理の発展

戦後日本経：営と生産方式が世界的発展を遂げた。1980年

繧ﾉは、日本への視察者が日本からのそれを上回った。移
?梠繧ｩら移出時代へ入ったのである。発展の背景、TQC、JIT、TPMに見る日本的方式の内容と特質を探る。

同上 同上

14 経営と社会

経済成長ではいくつかの誤謬を冒してきた。国土の無差
ﾊ圧業開発、社会背観破壊などがある。これは富士山南面
n域の工業開発による、富士山眺望の景観破壊に凝集され
謔､。自企業意識が高く、社会意識の低いための問題、市
鼬ｴ理をこえた問題が起こっている。

同上 同上

15 経営の国際化

第1次には、相手国の輸入規制で、第2次には経済原理
ﾅ、製品と経営要素市場の国際化が進み、国際生産が進ん
ﾅきた。

ｻこには日本的経営、生産方式としての得意な問題以上
ﾉ、異文化の労務、非国際性としてのわれわれの不得意な
竭閧ｪ待っている。

同上 同上
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　　＝会計総論＝（TV）

〔主任講師：小川　洌（早稲田大学教授）〕

全体のねらい
　この講義は企業会計の構造と機能の学習をねらいとしている。企業会計は複式簿記という計算システムに
よって成り立っているので、このシステムの概要について学び、その結果作成される財務諸表の内容とその
観察方法についても解説する。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

企業会計は、企業の行う経済的諸活動を賃幣的数値によ
って記録・分類・整哩し、その結果を財務諸表として総括 小川　洌 小川　洌

1 企業会計の機能 する。それによって作り出される会計情報は企業の情報開 （早稲田大 （早稲田大

と領域 示の手段であり、同時に企業の内部管理の資料としても役 学教授） 学教授）

立つ。そこでまず、企業会計のもっこれらの諸機能とそれ
に関連するシステムの概要について説明する。

財務諸表は複式簿記の計算システムによって作成される。
そこでまず、財務諸表を構成する損益計算書と貸借対照表：

2 財務諸表の の構造と両者の関係について説明し、利益が損益計算書と 同上 同上
仕組み 貸借対照表の両者によって計算されるプロセスを概観する。

複式簿記は企業の経済活動を借方および貸方の2つの要
素に分解し、それらを各項目ごとに分類し、試算表へと集

3 仕訳と転記 計する。その際用いられる仕訳と転記という計算技法と数 同上 同上
字の流れについて説明する。

試算表は計算記録の正確性を自動的に検証する機能を持
っている。そこでまず、その仕組みについて説明し、さら

4 試算表と精算表 に試算表の数値が損益計算書と貸借対照表に集計されるプ 同上 同上
ロセスを精算表によって説明する。

企業会計は一般の計算とは異なるの特質を持っている。

その基本的な考え方や計算の方法は「企業会計原則」とし
5 企業会計の特質 てとりまとめられている。ここではその中の一般的な諸原 同上 同上

則について解説する。

損益計算書は企業の損益をいくつかの段階に分けて計算
・表示する。その際用いられる様々な損益の意味を明らか

6 損益計算書の にし、段階区分計算の仕組みについて説明する。 同上 同上
徽

企業の収益は一般に、売上高として計上される。しかし、

収益として計上するにはいくっかの基本的に守らなければ
7 収益・費用の測 ならないルールがある。また、費用の計上にも同様にいく 同上 同上

定と認識 つかの制約がある。ここでは、これらの基準について説明
する。
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 貸借対照表の

貸借対照表に集計された資産・負債・資本の表示の基準

ﾉついて述べ、それぞれの項目の配列の基本的なルールに
ﾂいて詳細に解説する。

小川　洌 小川　洌

9 棚卸資産の評価

貸借対照表に計上する棚卸資産の価額をどのように算出
ｷるかについて述べる。この算出方法については、様々な
菇@が認められており、それらが企業にとってどのような
ﾓ味をもっているかについて解説する。

同上 同上

1
0

固定資産の評価

貸借対照表に計上する固定資産の価額をどのように算出

ｷるかについて述べる。特に、取得価額の算憲法と減価償
pの諸方法について詳説する。減価償却の諸方法について
ﾍ、それらが企業の利益の算定にいかなる影響を与えるか
ﾉついても触れる。

同上 同上

1
1

負債の会計

資本調達の重要な源泉である負債の意味について考える。

ﾁに、近年問題となっている社債などの取扱いついて説明
ｷる。また、負債のなかの一項目としての引当金の概要に
煬ｾ及する。

同上 同上

12 資本の会計

株式会社の資本の性格とその内容について説明する。資
{金、資本準備金、利益準備金、任意積立金などの項目に
ﾂいて詳説する。また、利益処分の基本的なルールを具体
Iな処分の事例を挙げながら検討する。

同上 同上

13 ディスクロージ

メ[と財務報告

商法の規定によって開示される営業報告書と証券取引法

ﾌ規定によって開示される有価証券報告書の内容について
燒ｾする。また、財務諸表に対する監査の概要についても
ｾ及する。

同上 同上

14 財務諸表分析の

舶菇@

財務諸表を利用して企業の内容を観察しようとする際に
K要な分析技術について説明する。特に、増減分析法、比
ｦ法、趨勢法などの諸方法を具体的に解説する。 同上 同上

15 財務諸表の分析

w標

財務諸表を分析したデータをどのように評価するかにつ
｢て検討する。ここでは具体的な事例などを交えながら分
ﾍ結果の判断に当たっての重要なポイントについて述べる。 同上 同上
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＝数学の歴史＝（R）
主任講師：長岡亮介（大東文化大学教授）

全体のねらい
数学とは完成された論理の体系で、厳格ではあるが人間性のないものととらえられがちである。しかしその

形成過程を考えるときわめて人間的色彩にいうどられ、誤謬にもとつく論争などにみちている。この講義では
不可謬として教えられる数学の可謬な側面、数学に対するもう一つの視野を獲得してもらう。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

長岡亮介 長岡亮介
1 序説：数学史と 検　　討　　中 （大東文化 （大東文化

は何か 大学教授） 大学教授）

2 幾何学時代（1） ノノ

同上 同上
前史

幾何学時代（∬）

3 Eukleidesの 〃 同上 同上
「原論第1巻

幾何学時代（皿）

4 Eukleidesの ノノ

同上 「同上
「原論」第5、

10巻

幾何学時代（IV）

5 Archi㎞edesの 1ノ 同上 同上
求積法

代数解析時代
（1）

6 Tartaglia、 ！ノ

同上 同上
Cardaroによる
方程式の研究

代数解析時代
（皿）

7 Viete、 ノノ

同上 同上
Descartesの
記号法
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

代数解析時代
（皿）

8 Fermet、 検　　討　　中 長岡亮介 長岡亮介
Gregory、
Roberva　1によ

る接線法

代数解析時代
9 （IV） ノノ

同上 同上
Newtonの数学

自然学との結合
1
0

時代（1） 〃 同上 同上
前史

自然学との結合
時代（皿） ノノ

同上 同上
1
1

Newtonの
Principia

自然学との結合
時代（皿） ノ！

同上 同上
12 18世紀の数理物

理学

批判主義の時代
13 （1） ノノ

同上 同上
方程式の理論

批判主義の時代
1
4

（皿） 〃 同上 同上
純粋数学の精神

批判主義の時代
15 （皿）

ﾀ数の理論

ノノ

同上 同上
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＝微分積分学＝（TV）
〔主任講師：前原昭二（放送大学教授）〕

全体のねらい
微分積分における基本概念の解説とその簡単な応用について述べる。数学の他の分野のみならず、他の諸

科学のための基礎科目としての性格から、理論より計算法を重視する。

　高等学校程度の数学、とくに高等学校の微分積分についての矢［職は前提とする。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

微分係数・導関数についての既知の事項を整理し、微分
の概念を導入する。 前原昭二 前原昭二

1 導関数と微分 （放送大学 （放送大学

教授） 教授）

高等学校で扱われていない逆三角関数の定義を与え、そ
の微分法を説明する。

2 逆三角関数 同上 同上

不定積分についての基本的事項の解説をする。

3 不定積分 同上 同上

有理関数の不定積分がどのような関数の範囲で求められ
るかつにき、一般論の筋に沿いながら、具体例によって説

4 有理関数の不定 明する。 同上 同上
積分

平均値定理と、その簡単な応用について述べる。

5 平均値定理 同上 同上

テイラーの近似式を主軸にして、テイラーの定理を解説
する。

6 テイラーの定理 同上 同上

テイラー級数を理解するたあの準備として、無限級数に
ついての諸概念を解説する。

7 無限級数 同上 同上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

ベキ級数がテイラー級数であること、および、基本的な
関数のテイラー展開と、その収束範囲を示す。

8 ベキ級数 前原昭二 前原昭二

微積分法を用いて曲線の性質を調べる方法の一端を示す。

9 平面曲線 同上 同上

いわゆる特異積分について解説する。

10 定積分の定義の 同上 同上
拡張

2変数関数を例にとり、多変数関数の微分法について述
べる。

1
1 偏導関数 同上 同上

2変数関数を例にとり、多変数関数の積分法について述
べる。

12 重　　積　　分 同上 同上

重積分の変数変換と、その簡単な応用を示す。

13 重積分の変数 同上 同上
変換

極限の厳密な定義といわれる“エプシロン・デルタ式”
の極限の定義について解説する。

1
4 極限の定義 同上 同上

一変数の微積分の論理的な構成がどのようになっている
かについて説明する。

15 微積分の論理的

¥成
同上 同上
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　　　　　　　　　＝＝地球と宇宙（地球篇）＝（TV）

　　　　　　　　　〔圭得i蕪蔚：：廊豫鰯『（1欝厩熱）

全中糠8住椀球は宇宙の唄である．雌は固体購とその上をおおう水圏および鯛よりなる．ま

ず宇宙の中における地球の位置づけを認識し、ついで地球についての諸々の事象に探究の目を向ける。現在・

我々が目にする地球に加えて地球の歴史についても学ぶ。以上の何れも基本・基礎的な立場に立って考究す

る。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 宇宙の中の地球

地球は太陽系の中で水をたたえた唯一の惑星である。そ
ﾌ太陽系は宇宙の中の銀河系に属する。日常われわれが意
ｯする地球は巨大なスケールを持つものであるが、宇宙の
?ﾉあっては微小な存在である。このような宇宙の中にお

ｯる地球の位置づけを認識する。

奈須紀幸
i放送大学

ｳ授）

ｬ尾信彌
i放送大学

寢w長）

奈須紀幸
i放送大学
ｳ授）

ｬ尾信彌
i放送大学
O三長）

2 地球の層圏

地球は気圏・水圏・固体地球の3圏によりなる。それぞ
黷ﾌ圏は、さらに幾つかの層圏分れている。これら地球の
w圏について、現在までに知られている知識の内容を学ぶ。 奈須紀幸 奈須紀幸

3 地球科学の発展

当然のことながら、人類は太古の昔より大地について様
Xな思索を行ってきた。そして長い年月をかけて地球の本
ｿを解明し、その実像に迫ってきた。そのような地球科学

ﾌ発展の経緯について学ぶ。
同上 同上

4 大　　　　気

気圏を構成する主体は大気である。太陽エネルギーは大
Cに対し大きな運動を行なう原動力を与える。大気の大循
ﾂ、気圧、風、前線など大気のダイナミクスについて学ぶ。

ﾜた天気や気候についても学ぶ。
同上 同上

5 海　　　　洋

水圏を構成する水分の大部分は海洋にたくわえられてい
驕B海洋は流体であるので絶えず動き易いという本質をも
ﾂ、海流、潮流、波浪など、いつれも海水の流動のあらわ
黷ﾅある。これらの事項について学ぶ。また海底のもつ本

ｿについても学ぶ。

同上 同上

6 固体地球

固体地球は層状構造をもつ、地表から地L・へ向って、地

k、マントル、外核、内核よりなる。地殻とマントル上層
ﾌ一部はプレートとして地球表層の固い部分を構成する。

ｱのプレートは動いている。これらについて学ぶ。さらに

d力と地磁気についても学ぶ。

同上 同上

7 岩石と鉱物

地殻やプレートを構成する単位は種々の鉱物であり、1
墲ﾜたは多種の鉱物の集合体が岩石である。岩石は主とし
ﾄ造岩鉱物で構成される。岩石は火成岩、堆積岩、変成岩
ﾉ3大別される。これらのことがらについて学ぶ。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 地　　　　層

　堆積物は固化して堆積岩となる。堆積物や堆積岩は水平的なひろがりをもつ地層を形成する。地層の中にはよく化石を含む。地層の層序と対比は重要である。地層は変形して断層や摺曲を示すことがある。また整合、不整合関係を示すことがある。これらについて学さ㌔

奈須紀幸 奈須紀幸

9 地質時代 同上 同上

10 固体地球の表層 同上 同上

1
1

プレートテクト

jクス

大洋底拡大説は数年後プレートテクトニクス説へ進展し

ｽ。その間に大洋底地磁気異常の縞模様の発見、トランス
tォーム断層の提唱、ホットスポット説の提唱があった。これらはプレートテクトニクス説の中でも生かされた。こ

黷轤ﾌ事項について学ぶ。

同上 同上

12 地　　　　震

　大洋底拡大説およびプレートテクトニクス説が提唱されてから、それらとの関係で地震発生のメカニズムが随分と明らかになってきた。これらの事情について学ぶ。また地震の種類、規模、震度などについて学ぶ。

同上 同上

13 火　　　　山

　プレート境界はよく火山が形成される。とくに活動緑辺域であるプレートの沈込み帯は火山帯をともなう。さらに中央海嶺系やホットスポットには火山が形成されやすい。このような火山の形成の過程について学ぶ。さらに火山の

嵭ﾞについて学ぶ。

同上 同上

14 地球の歴史

地球の創世以来の歴史は近年随分とよく解明されてきた。地質時代以前、それから地質時代に入って生物の発生と進

ｻをともなう地表の変遷の歴史は多彩を極める。先カンプ
潟A時代、古生代、中生代、新生代を通じてこうした地球の変遷の歴史を学哉 同上 同上

15 日本列島

　日本列島は大局的には太平洋プレートがユーラシアプレートの下へ沈み込む変動帯に位置する。これは現状である。この点についてまず学ぶ。ついで日本列島の地史について

wさ㌔さらに地下資源について学ぶ。
同上 同上
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＝地球と宇宙（宇宙篇）＝（TV）

（圭聴騙：：ノ鼎膿（醗漆漉叢；）

全体のねらい
　地球と宇宙という私たちの自然環境を学ぶ科目のなかで、ここでは宇宙について学ぶ』人間の宇宙観の歴
史に始まって、太陽系や恒星、銀河系や銀河について学習した後に、宇宙全体の構造や進化、そして最後に
地球を含む太陽系の起源を学んで地球編につなぐ。全体を定量的に扱うわけではないが、可能な限り事柄を
量的に理解させる。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 天文学の歴史1

天文学は最も古く蒙った科学の1っである。ここではギ
潟Vア天文学から16～17世紀における太陽系の確率、それ
ﾉ続く古典天文学の発展や恒星天文学の誕生、さらに天体
ｪ光学から天体物理学が始まる19世紀末までを扱う。

小尾信彌
i放送大学

寢w長）

小尾信彌
i放送大学

寢w長）

2 〃　　　H

今世紀に入って天文学は面目を一新して、大反射鏡の建

｢、新しい物理学による物質観や時空観の革新、電波観測
竕F宙開発、コンピューターなどの技術開発によって、天
ｶ学も大きく発展し、人間の宇宙観も一新した。それらの
ｭ展の経過を学ぶ。

同上 同上

3 現代の天体観測

ケプラーの法則からビッグバン宇宙の検証まで、宇宙の

m識は宇宙の観測にもとづいている。今日では、光学観測
ﾎかりでなく電波観測や大気圏内の観測が重要な位置をし
ﾟているが、それら種々の観測を概観し、また分光観測な
ﾇ観測の基本についても学ぶ。

同上 同上

4 太陽系の運動

惑星は距離が近いため明るく見え、その動きも古くから
ﾏ測され、占星術が興り、天動説や地動説が唱えられ、ニ
?[トンに至って力学的な太陽系像が確立：した。ここでは
ｾ陽系における運動の典型的なものとして、惑星の運動に
ﾂいて学ぶ。

同上 同上

5 太陽系の天体

惑星や小惑星、衛生、隈石、彗星や流星物質など太陽を
�髢ｳ数の天体は、呼び名が異なるように、大きさや外観
ﾈどをはじめとする性質に大きな違いが見られる。ここで
ﾍ惑星をはじめ太陽系の主要な天体について学ぶ。

同上 同上

6 太　　　　陽

太陽系の中心である太陽はふつうの恒星であるが、距離

ｪ近いため、表面の現象やその変化が観測できる唯一の恒
ｯである。恒星に関する知識のかなりのものは、太陽の観
ｪや研究が基礎になっているし、また地球に大きな影響を
烽ﾂ点でも極めて重要な天体である。

同上 同上

7 恒　星　　1

自分でエネルギーを放って輝いている点で、恒星は太陽
ﾆ同種の天体である。しかし、質量や半径、光度は広い範
ﾍにわたっている。恒星についての種々の性質を知る手段
竅Aその結果について学ぶ。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 恒　　星　　1［

分光観測によって、表面の湿度や化学組成をはじめ恒星
ﾉついての多くの情報を得ることができる。ここでは分光
ﾏ測の原理やその成果を学び、また光度や表面湿度：、質量

ﾈどの個々の性質の間にみられる統計的な関係についても
wぶ。

小尾信彌 小尾信彌

9 恒星の進化

恒星は星間雲のなかで誕生し、質量によって異なる寿命
�Iる。その間で主系列星や巨星、超巨星など特徴の大き
ｭ異なる状態を経過する。また寿命を終る際も、質量によ
阯l相が異なる。ここでは進化を研究する原理から、進化
ﾌ各段階の特徴を学さ㌔

同上 同上

10 銀河系の天体

銀河系には新星や超新星などの変わった天体や、星団の
謔､な恒星集団も見られる。また星間には星間物質や星間
_、さらに電波天体やX線天体なども見られる。これら銀
ﾍ系の各種の天体について学ぶ。

同上 同上

1
1

銀河系の構造

　われわれのまわれの恒星は、星間物質や星間雲とともに
ｼ径8～10万光年の薄い円盤状の集団をつくっている。こ
黷ｪ銀河系である。ここでは銀河系研究の歴史を概観した
繧ﾅ、銀河系の構造や運動、また銀河系天体の種族につい
ﾄ学ぶ。

同上 同上

12 銀河の世界

銀河系の外には、銀河系と対等な別な銀河が無数に観測
ｳれている。これら銀河の距離や大きさ、電波、さらに型
ﾈどについて学ぶ。さらに、銀河やクエーサーなど特異な
竕ﾍや銀河集団について学ぶ。

同上 同上

13 宇宙の構造

宇宙の全体的な特徴をまとめて概観したあとで、相対論
I宇宙論の基礎なっているフリードマンの宇宙のモデルに
ﾂいて学ぶ。またフリードマンのモデルに基づく膨張宇宙
ﾌ性質について学ぶ。

同上 同上

1
4 宇宙の進化

　われわれの宇宙は、およそ150億年前にビッグ・バンの
蜚囈ｭで開關した。その直後に現れた素粒子と光は、膨張
ｵ冷えていく宇宙の中で元素をつくり、天体そっくり、そ
黷轤ﾍ進化を続けて現在の宇宙をつくっている。このよう
ﾈ膨張宇宙の進化について学ぶ。

同上 同上

15 宇宙の進化と

　宇宙で物質が優勢となった後に、銀河や恒星のような現
ﾝわれわれが観測する天体が形成され、進化した。その過
�ﾌなかで、現在の宇宙に見られる元素も進化した。その
ﾈかで地球をはじめとする太陽系の天体が形成された過程
ﾉついて学さ㌔

小尾信彌
ﾞ須紀幸
i放送大学
ｳ授）

小尾信号
ﾞ須紀幸
i放送大学
ｳ授）
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　　　　　＝英語1　ぐ90）＝（R）
一Rebuilding　the　Foundation　of　Your　English一

全体のねらい

匪麟：糖瀬瀬叢誌）〕

　高等学校までに学習した英語の活性化をはかり、英語の基礎力を改めて養うことがこの科目の目標で

ある。日本人にとって英語を難iしくしている要因を、日本語と英語との比較と文法・語彙・構文の解説

などを通して説明し、英語がより易しく使えるようにする。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

なぜ英語は難しいのかについて考える。この科 比　嘉　正　範

1 は　　じ　　め　　に
目の概要を述べ、学習の仕方を説明する。 （放送大学教授）

ｽ　賀　正子
（放送大学助教授）

基本的な英語の文法について復習する。文型、

文の要素、品詞、態、話法、などについて、高等

2 英文法の復習 学校までに学習したことを再検討する。 同　上

日本語と英語の文の構造の違いを、　「省略」と

3
日本語からみた英語
i1）

いう点から探る。日本語では省略されるものが、

p語では省略されずに表現されることが多い。日

{語ではどのように省略がおこり、それが何故英

同　上

語を学ぶ時の難しさにつ：ながるのかについて説明する。

日本語と英語の文や表現の構造の違いを、　「曖：昧

さ」という点から探る。日本語には曖昧な表現が

4
日本語からみた英語
i2）

多いと言われているが、それが英語を学ぶ時、ど

ﾌような影響を与えるのかについて述べる。
同　上

英語にはあって日本語にはない再帰代名詞、無
生物主語などの文法的な特徴を再検討する。

5
日本語にない英語の
ﾁ徴（1）

同　上

英語にはあって日本語にはない仮主語一真主語
文のような文の構文的な特徴を再検討する。

6
日本語にない英語の
ﾁ徴（2）

同　上

英語の動詞と、動詞に関係する時制、態、など
について再検討する。また、動詞から名詞、形容

7 重要な品詞（1）一動詞
詞への品詞交換の方法についても説明を加える。

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

英語の名詞と形容詞を再検討する。また、それ

8
重要な品詞（2）一名詞

それの品詞から他の品詞への交換についても説明
�ﾁえる。 比　嘉　正　範

および形容詞 平　賀　正　子

　いくつかの標準的な語彙表の活用法を中心に、語彙力のつけ方を検討する。

9 語　　　　彙 同　上

な：ぜ文は長くなるか、長文を短文にするにはど

うしたらよいか、について説明し、難しい長文を
10 難かしい英文（1）一長 易しく理解できるようにする。

同　上
文

省略は：なぜ於こるかについて説明し、省略のあ

11
難しい英文（2）一

る英文になじませる。

省略文 同　上

文学作品に見るような、美しい表現や独創的な

12
難しい英文（3、一

?ｶ・独創文

表現がなぜ難しいかについて説明し、それらを理
�ｷるてがかりを与える。

同　上

英語に見られる敬語や丁寧表現の特徴について

13
難しい英文（4）一

説明し、理解を深めさせる。

丁寧文 同　上

公式文書独特の言い回しについて説明する。

14
難い・英文（5）一

公式文書 同　上

この科目で学んだことの総復習をし、知識を知
識のまま終らせることなく、実際の英語の経験の

15 ま　　と　　め
中で役立たせるには、どのようにしたらよいかについて、今後の学習の方向を示す。

同　上
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　　　　　　　　　　　＝英語H＝（R）
　　　　　　　　　Creative　Communication　in　Socia，I　Situatio：ns

　　　　　　　　　　　〔主任講師：比嘉正範（放送大学教授）主任講師：平賀正子（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　これまでに；習得した英語の基礎を活用して、自分で英語の文を作り、コミュニケーションを進めてい

くことができるようになることがこの科目の目標である。コミュニケーションの仕組みを学ぶと同時に、

英語文化についての基本的な知識を身につげて、具体的な人間関係・状況・場面に応じた英語が使える

ようにする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

心構え、コミュニケーションの構造、人間関係 比　嘉　正　範

1 は　　じ　　め　　に

のコミュニケーションの言語的特徴、および印刷

ｳ材に関する注意事項に関して説明する。
（放送大学教授）

ｽ　賀　正　子

（放送大学助教授）

コミュニケーションの基本である、お礼の言い

2
Thanking　and

方、感謝の気持の表し方、および問いかけや依頼

ﾉ対する応じ方や断り方について説明する。 同　上
Responding

あやまり方、わび方、弁解の仕方、および相手

3
Apologizirlg　a：nd

の話のさえぎり方について説明する。

同　上
Interrupting

直接対面している相手や電話の相手との話し方

4
Openings　and

などを例にして、出会いのあいさつや別れのあい

ｳつなどを紹介する。 同　上
Cl◎sings

Makig　Introduc一 人を紹介する時、紹介された時、あるいは自己

tion．s　and 紹介をする時の話し方について、また会話の始め

5
Starring　Conve一

方について説明する。呼称、敬称、名前の呼び方

ﾈどについても説明する。

同　上

rsations

招待をする時、受ける時、断る時、および人に

Inviting　and ごちそうするときのコミュニケーションについて

6
Treating

説明する。 同　上

人に贈り物をする時、また人から贈り物を受け

Giving　and
る時のコミュニケーションを紹介する。また、助

7
Receiving

力や助言の提供の仕方についても説明する。 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

相手に何か頼みごとをする時の言い方、および
Asking　a　Favor 相手から許可や承諾を得るための話し方について 比　嘉　正　範

8 and　Getting 説明する。「ていねいさ」の度合も検討する。
平　賀　正　子

Permission

Requesting　Info一 いろいろな情報を得るための物の聞き方、道順

rm．ation　and などの教え方や用具などの使い方の説明の仕方、

9
Giving

またその確認の仕方について説明する。 同　上

Directions

お世辞の言い方、おだて方やほめ方について、

10
Cornplimenting
≠獅п@Correcting

またしかり方や注意の仕方、不満や不平の言い方

ﾉついて説明する。 同　上

お祝いの述べ方、喜びのわかちあい方、なぐさ

11
Congraturating
≠獅п@Consoling

め方、悲しみのわかちあい方について説明する。

同　上

相づちの打ち方も含めて、相手の話の上手な引

12
Listening　and

hnteracting

き出し方や相手の関心の引き方について説明する。

同　上

好き嫌いの聞き方や表現の仕方について説明す
Asking　Prefere一 る。

13 nces　and 同　上

Making　Choices

議論の仕方と同意の仕方、反対の仕方、妥’協の

14
Agteeing　and

cisagreeing

仕方について説明する。

同　上

本書で取り上げたことや強調したことなどをま

とめて復習する。

15 ま　　　と　　　め 同　上
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＝英語皿・＝＝（TV）
〔主任講師　鈴木　博（東京大学教授）〕

、全体のねらい

　映画化された文学作品を二つ使って、普通に話されている英語を聞いて理解する力を養成する。毎回、

映画を5、6分ずつ学習し、映画全体を学習し終ったところで映画を通して視聴する。発音の解説と口

頭練習も聴解力養成に資する目的で行う。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 The　Necklace

@　　－1一一

　モーパッサンの「首飾り」を現代のアメリカに
齧ﾊを置：き換えてドラマ化したもの。

@あらすじ：マティは友人ジーンの豪華な暮しぶ
閧�ｩて意気消沈している。晩の食卓で夫が面白
｢話をしても乗ってこない。

@発音コーナー；母音図の見方

　鈴木　　　博
i東京大学教授）

@高　山　一　郎
i東京大学助教授）Dennis　E．　Schnei－

р?秩i東京大学外国人．

@　教師）

2 The　Necklace

@　　－2一

　前回の復習とテスト

@あらすじ：妻を喜ばせようとして手にいれたパ
[ティの招待状を見せると妻は着て行くものがな
｢と言う。ドレスを手に入れるとアクセサリーを
ﾘりにジーンのところへ行く。

@発音コーナー：母音図上の個々の音の位置

同　上

3 The　Necklace

@　　－3一・

　前回の復習とテスト

@あらすじ：パーティで人気の的になり大いに満
ｫして帰宅したマティが首飾りが無くなっている
ﾌに気が付く。パーティ会場へ電話すると首飾り
ﾌ落し物は届いていない。

@発音コーナー：二重母音

同　上

4 The　Necklace

@　　一4一

　前回の復習とテスト

@あらすじ：代わりの首飾りを返そうと宝石商で
l段を聞くと7万ドルとのこと。支払い能力を遥
ｩに越えた額である。八方手を尽くし、ジーンに
ﾍ首飾りは修理中と電話する。
@発音コーナー：破裂音、破擦音、摩擦音

同　上

5 　The　Neckl血ce

@　　　一5一一

@

　前回の復習とテスト

@あらすじ：遂に家を売り多額の借金をしてダイ
сc塔hの首飾りを作って返す。ジョージは借金
ﾔ済のために働き続ける。5年たっても借金の半
ｪも返済できない。
@発音コーナー：鼻音、〔1〕，〔r〕，〔w〕，〔」〕

同　上

6 The　Necklace

@　　H6一一

　前回の復習とテスト
@あらすじ；やっと借金を返済し終えた10年後の
?體凬}ティは湖のほとりでジーンを見て話しか
ｯる。マティの話を聞いてジーンは驚く。

@発音コーナー：英語のリズム

同　上

ノ　7
The　Man　that
borrupted
gadleyburg
@　　－1一一

　このフィルムはマーク・トウェイン原作「ハド
潟pーグを堕落させた男」をドラマ化したもので
?驕B約40分の作品を8回にわたって学習し、
X回目に通して視聴する。

@発音コーナー：弱形一その1

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

前回の復習とテスト

The　Man　that 発音コーナー：弱形一その2 鈴　木　　　博

8 Corrupted
gadleyburg

高　山　一一　郎Demis　E．

一2一 schneider

前回の復習とテスト

The　Man　that 発音コーナー：同化一その1
9 C・rrupted 同　上

Hadleyburg
一3一

前回の復習とテスト

The　Man　that 発音コーナー：同化一その2
10 C・rrupted 同　上

Hadleyburg
一一S一

前回の復習とテスト
The　Man　that 発音コーナー：音の連結

11 Corrupted 同　上
Hadlbyburg

一5一

前回の復習とテスト

The　Man　that 発音コーナー：不完全破裂
12 C・rrupted 同　上

Hadleyburg
一一U一

前回の復習とテスト

The　Man　that 発音コーナー：gonnaとwanna
13 Corrupted 同　上

Hadleyburg
一7一

前回の復習とテスト

The　Man　that 発音コーナー：イントネーション
14 Corrupted

gadleyburg
同　上

一8一一

前回の復習とテスト
The　Man　that 映画を通して視聴する。

15 Corrupted
gadleyburg

同　上．

一9一
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　　　　　　　　　　　　　＝英語IV＝（TV）
　　　　　　　　　　An　Introduction　to　Living　English　Speech（2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一ドラマの英語（2）一

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：國吉丈夫（千葉大学教授）〕
全体のねらい

　話されている、ありのままの姿の英語を学習の対象とする。標準的な英語が使われているテレビドラ

マを素材とし、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などと関連させながら、主

として音声英語の理解力および表現力の養成を目指す。文字英語の学習にはドラマのスクリプトが音声
英語と一一体の形で扱われる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

“AnEye　to　thc
PH：ONETICS　Corner：英語の母音と子音

國　吉　丈　夫
1 Future”

（千葉大学教授）

一1一

“An．　Eye　to　the
PHONETICS　Corner：日本語と英語の音声の

@　　　　　　　　　　　　流れの違い
2 ：Future” 同　上

一2一

“AnEye　to　the
PHONETICS　Corner：英語の強勢アクセント

3 ：Future” 同　上

一3一

PHONETICS　Corner：文表現の強勢音節と弱
“AnEye　to　the

強勢音節
4 Future” 同　上

一4一

“AnEye　to　the
PHONETICS　Corner：英語文表現の強調と強

@　　　　　　　　　　　　勢
5 Future” 同　上

一5一

PHONETICS　Corner：英語のリズム
“AnEye　to　the

6 Future” 同　上

一6一一

“AnEye　to　the
PHONETICS　Cδrner：英語イントネーション

7 Future” 同　上

一7一
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

“AnEye　to　the

@　Fu七ure”

P且ONETICS　Corner：英語イントネーション

@　　　　　　　　　　　　　の基本形
國　吉　丈　夫

一8一

“Let，sMarry
PHONETICS　Corner：文表現とイントネーシ

ヨン
9 Liz” 同　上・

一1一

“Let，s　Marナy
PHONETICS　Corner：英語のテンポとポーズ

10 Liz” 同　上

’一 Q一

“Let，s　Marry
PHONETICS　Corner：声の音量の変化

11 Liz” 同　上

一3一

“Let’s　Marry
PHONETICS　Corner：声の音質の変化

12 Liz” 同　上

一4一

13

“Let’s　Marry

@　Liz”

PI｛ONETICS　Corner：音声の流れ：要素の分

@　　　　　　　　　　　　　析と総合的効果
同　上

一5一

14

“Let，s　Marry

@　Liz”

PHONETICS　Corner：いろいろな英語：スタ

@　　　　　　　　　　　　　イルの違い
同　上

一6一

15

“Let，s　Marry

@　lLiz”

PHONETICS　Corner：いろいろな英語：方言

@　　　　　　　　　　　　　の違い
同　上

一7一
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　　　　　　　＝英語V＝（R）、
　　　　　　　　Paraphrasi：ng　Difficult　English

〔主任講師；比嘉正範（放送大学教授）主任講師：ニコラス・ジョン・ティール（同志社女子大学教授）〕

全体のねらい
　この科目の目的は（1）英語の長い文をいくつかの短い文で言い替えることができるようになること、

その結果②構造の複雑な英文が読めるようになるとこと、（3旧型に関する教材を読み、日本の歴史、

社会、文化などについて英語で語れるようになることである。（この科目は英語皿一B1を改訂した

ものであり、従って、すでに英語n－B1受講し単位を取得した学生の登録は認めちれない。）

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

構造が複雑で難しい英文をパラフレーズする 比　嘉　正　範

基本的な方法とこの科目の学習方法などを説明 （放送大学教授）

1 Introduction する。 ニコラス・ジョン・ティール

（同社好大学）

日本人はどこからやってきたかを人類学的：な

2
Where　They

見地から論じる。

同　　　上

Came：From

仏教がどのようにして日本に伝来し、どのよ

3
Japan　Becomes

うに受容されたかを説明する。

同　　　上
Buddhist

日本のかっての封建社会で重要な役割を演じ

たさむらい（＝武士）の発生、成長、特性など

4 The　Samurai を述べる。 同　　　上

日本の官僚制の特徴を説明し、官僚と政治家

iModern
との関係を論じる。

5i 同　　　上
Bureaucracy

寺小屋教育の発達特徴、問題点などを説明

6
Educating　the

する。

同　　　上
Nation

明治憲法と第二次大戦後の新憲法の特徴を説

7
Japan’s　Two

明し、日本とヨーロッパにおげる立憲君主制の

ｷを論じる。 同　　　上
Constitutions

1
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

明治維新後における日本政府の成立澄よび議

8
Government　and

oolitics

会政治と政党政治の発達と問題点を説明する。 比　嘉　正　範

jコラス・ジョン
ティール

明治時代に法制化された日本の学族制度が、

9 TheFamily
@　　　　System

第二次大戦後どのように変化してきているかを

燒ｾする。 同　　　上

日本人にとって余暇とは何か、趣味とは何か
を論じる。

10 Leisure 同　　　上

十九世紀末に始まった日本の産業革命はどの

Industrial
ようにして明治政府によって推進されたかを説

11
Revolution

明し、日本の産業化が成功した要因を探る。 同　　　上

日本人は模倣能力に優れ、創造力に欠けてい

12
Imitators　or

hnnovators？

ると一般に言われているが、人類の文化を発達

ｳせるのに模倣が重要な役割を果たしてきたこ
ﾆを論じる。

同　　　上

交番に代表される日本の警察は、外国の警察

Police　and
に比べて犯罪の予防と犯人の検挙に良い成績を

13
Crime

あげているが、この要因が何であるかを探る。 同　　　上

第二次大戦後の急激な都市化がニュータウン

と呼ばれる住宅団地を発達させてきたが、この

14 New　Town 新しい住宅街の特徴を説明する。 同　　　上

高齢者が増えてきた日本に澄ける人工問題、

An　Ageing
出生率と育児の問題、老人の福祉の問題などを

15
Society

検討する。 同　　　上
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　　　　　　　　　　　　　＝英語VI＝（R）

　　　　　　　　　　　　　　　　Advanced　Reading　Skills

　　　　　　　　　膣難，レ卯。鷲三熱誇教麹

全体のねらい

　英語1－Wの中での位置付けによると、英語Wは、文学作品、特にフィクションからの三三を読む作
業を通じて、文化的コンテクストの中で現代英語に習熟することを目指している。二人の講師の協力に

よって、テクストの部分的理解を超えて合的理解に到達するよう、さまざまな試みを行いたい。

回 テ　　　｝　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

From　George
nrwe　11’s

mi　neteen　Eighty－

eour　I

George　Orwe11’s，Nineteen　Eighty　Four

h　1984（1949）．
山　内　久　明

i東京大学教授）グレアム・ロー

i奨鞘羅）

From　George
nrwell’s

　　　　　〃F皿　　　　〃

2
Ninet㏄n　Eighty一

同　上

Four皿

：From　William
William　Goldi㎎～s，：Lord　of　the　FIies（1954）．

3
Golding’s

kord　of　the
同　上

Flies　I

From「鴨11iam
〃

4
Golding’s

kord　of　the
同　上

Flies皿

John　Wain’s，Hurry　On．Down（1953）．

From・Jo㎞wain’s
5

Hurry　On　Down
同　上

や

：From　John
John　Braine’s　Room　at　the　ToP（157）．

Braine’s
6

Room　at　the
同　上

TOP

7

：From　Iris

lurdoch’s
`：nUnofficia1

Iris　Murdoch’s　An　Unofficial　Rose　I

i1962）．

同　上

Rose　I
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回 テ　　　一　　　ヤ． 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

From　Iris
lurdoch’s
`：nUnofficia1

Iris　Murdoch’s　An　Unofficial　Rose皿

i1962）．
山　内　久　明

Oレアム・ロー
Rose丑

9

From　David
kodge’s
she　British　Muse一

Da▽id〕Lodge’s，The　British　Muse㎜is
ealling　D　own’ i1965）．

同　上

um　is　Falling　Down

lFrom　Murie1
Muriel　Spark’s，The　Dri▽er’s　Seat（1970）．

、。1
　Spark’s

戟@The　Driver’s

1

同上｛
S
e
a
t
　
I
i

From　Murie1
〃

11
Spark’s

she　Driver’s

皿

同上
Seat皿

Margaret　Drabble’s　the　Ice　Age．

From　Margaret
12 Drabble’s 同　上

The　Ice　Age

John　Fowles’s，Mantissa（1982）．

：From　John

13 Fowle　s’s 同　上

Mantissa

●

Timot五y　Mo’s，Sour　Sweet（1982）．

：From　Timothy
14 Mo’s 同　上

Sour　Sweet

15

Frorn　Kazuo
hshiguro’s

`Pale　View

Kozuo　Ishiguro’s，APale　View　of且ills
i1982）．

同　上

of　Hills
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　　　　　　　　　　　　　　＝英　　語　　「皿＝　（R）

　　　　　　　　　　　　　　　　　Reading　Aeademie　English

　　　　　　　暁難芒撃面識墾筒志社女子大学教授）〕

全体のねらい

　この科目の基本的な目的は、受講者が学術的な内容の英文を読めるようになることである。そのため

の入門的な教材として、学問分野の紹介文を使うことにした。このような英文に慣れることによって論

文調の文章を読む能力を養っていきたい。（この科目は英語三一B2を改訂したものであり、従って、

すでに英語皿一B2を受講し単位を取得した学生の登録は認められない。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

This　lesson　is　an　introduction　to　the 比　嘉　正　範
goals，．　structure　and　content　of　the　course， （放送大学教授）

1 INTRODUCTION with　advice　on　how　to　study　for　it　and　sug－

№?唐狽奄盾獅刀@for　further　rea（㎞g．
ニコラス・ジョン・ティール

i同志社女子大学教授）

This　lesson　is　an　introduction　to　Philoso一

phy・the　study　of㎞Owledge　of　and　belief　in

2 PHILOSOPHY reality． 同　上

This　lesson．　is　an　introduction　to　Anthro一

pology，　the　study　of　humanity　and　human

3 ANTHROPOL，OGY culture。 同　上

This　lesso：n　is　an　introductio：n　to　Archae一

Qlogy，，　the忘tudy　ofもhe　rema㎞，s　of　past

4 ARCHAEO：LOGY hu：血an　cultures． 同　上

This　lgsson　is　an　hltroduction　to、Sociolo9）ろ

、the　s止udy　of　the・㎞dividuals，’groups　and　in一

5 SOCIOLOGY stitutions　that　make　up　society． 同　上

This　lesso：h　is　an　introduction　to　Psycho一

10gy，　the　study　of　mental　proce魯ses　and

6 PSYCHO：LOGY behardor． 同　上

This　lesson　is　an　introductio：n　to　Learning，

the　process　by　which　cha：nges　in　beha壷or

7 ：LEARNING result　from　e耳perience　or　practice． 同　上

，
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i
l
l
l i7--v

re!=ifggpt
(FllFiBll･.Sl[iZi)

ThislessonisanintroductiontoPhysics,

8 PHYSICS
thestudyofhowtheworldaroundusisput
togetherandhowitchanges.

LL;SEiIiEfifi!

"=7X･t"'gY･rii=d-7

Thislessonisanintroduction'toAstro-
nomy,thestudyofthestars,planets,and

9 ASTRONOMY otherobjectsthatmakeuptheuniverse. Nk

ThisIessonisanintroductiontoHome

HOME
Economics,thestudyofthemanagementof

10
ECONOMICS

ahousehold. M±

ThislessonisanintroduetiontoHealth,
thestudyofphysieal,mental,andsocia1

11 HEALTH we11'being.

MJ

ThislessonisanintroduetiontoEcology,
thebranchofbiologythatdealswithrelation

12 ECOLOGY shipswhichlivingthngshavetoeachother Mkandtotheirenvironment.

ThislessonisanintroductiontoBusiness,
theactivitiesofal1eommercialprodueersof

13 BUSINESS goodsandserviees. m£

ThislessonisanintroduetiontoLaw,the
rulesunderwhiehasocietyisgoverned.

14 LAW Nt

ThislessonisanintroductiontoStatis-
tics,asetofmethodsusedtocollectand

15 STATISTICS analyzedata. N-E
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　　　　　　　　　　　　＝　ドイ　ソ語　1　＝　（TV）

　　　　　　　　　［圭欝翫鷺鐵欝矧

全体のねらい
　ドイツ語1は全課のカリキュラムを入門編と基礎編に分けて、発音や語形変化の基礎的な知識から始
めて、文を作る為の最低限の文法知識を習得するところまでを学習する。具体的にはまず最初の5課で、
ドイツ語の発音や読み方の練習を中心に置きながら、難解とされる語形変化の仕組みを見て、ドイツ語
の言語として特長の概要を掴むようにする。・基礎編では、色々な状況の中でのドイツ語を学びながら、基
本語彙を増やしていくように努める。目標は、ドイツ語を学習していく上での土台を作ることである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．はじめに1－1ドイツ語とはどのような言
葉か？1－2．ドイツ語はどこで使われているか？ 辻　　　　　理

1 第1課
hイ　ツ語案内

1－3．ドイツ語人口はどのくらいいるか？2．発音
Qト1．文字の種類2－2．音の種類：2－3．発音の原則

（東京大学名誉教授）

@中　山　　　純
（明治学院大学教授）

1．品詞の分類規準1－1．品詞2．動詞について

第2課
2－1．動詞の不定形と語幹・語尾2－2動詞と格

2

品詞について
中　山　　　純

1．動詞の人称変化1－1．人称とは何か？　1－2。

3
第：3課

ﾏ化と一致について

人称と数：1－3．人称代名詞と変化形2．名詞の格

ﾏ化2－1．名詞の性と冠詞2－2．定冠詞つきの名

撃ﾌ格変化2－3．不定冠詞つきの名詞の格変化
同　　　上

2－4．定形と名詞の格変化3．呼応一致について

1．不定句の作り方　2。語順について2－1．定

第4課 形の位置2－2．その他の成分の語順3．文成分に
4

語順と文成分
ついて　4、コンテクストについて 同　　　上

1．時称について1－1．動詞の3基本形1－2．

第5課 seln，　haben，　werdenの3基本形1－3．6時称
5

時称　と　話　法
の作り方1－4．時称の用法1－5．時称の相互関係

Q．話法に：ついて2－1．動詞による話法2－2．助動

同　　　上

詞による話法2－3．その他の話法の表現

1．品物を買うH．発音練習1－2．Was　ist

第6課 das？1－3動詞の人称変化2．名詞の性別2－1．
6

Was　ist　das？
意味による見分け方2－2．形による見分け方 同　　　上

1．発音練習1－1．Was　kaufen　Sie？　2．動詞
の人称変化2－1．語尾変化の練習2－2．3人称の
形の練習3．名詞の複数形3－1複数形の格変化

7 第7課
3－2特殊な格変化をする名詞4．2・3人称単数：
ﾅ幹母音が変音する動詞4－1．つづりが変わる 同　　　上

Was　siehst　du？ 動詞4－2．s6in，　haben，　werdenの現在人称変

化　5．duとSieの使い分け方
6．疑問代名詞
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回 テ　　　一　　　マ・ 内　　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

8
第8課
vem　gehort
@　　　　鴨gen？

　1．発音練習1－1．動詞essenを使って2職業を尋ねる2－1．発展練習2－2．Was　macht　erdenn　gern？2－3．発展練習3．名詞に冠詞をつげ：ない用法3－1．男性弱変化名詞の格変化3－2．人称代名詞の格変化4．3回目的語をとる動詞丁

中　山　　　純

9
第9課
hch　schenke　dir
?撃氏@Buch

　1・発音練習1－1．発展練：習1－2．人の名前を尋

ﾋる2前置詞を含む文3．形容詞を使った練習
S・決定疑問文に澄ける定形の位置4一ユ．3格と

S格目的語を要求する動詞4－2．3格と4格の
ﾚ的語の語順5．形容詞6．前置詞について

同　　　上

10
第10課
hn　der　　Stadt

　1・発音練習1－1．発展練習1－2．nichtを使っ

ﾄ2・前置詞を使った表現2－1．発展練習　3．否

閧ﾌ表現4．前置詞について4－1．3格支配の前

u詞4－3・3・4格支配の前置詞5．不定代名詞
鰍?р?

同　　　上

11
第11課
ci　e　BurgPassage

　1．発音練習1－1．発展練習2分・離動詞の練習

Q－1・発展練習3非人称表現3－1．形容詞の名詞

ｻ3－2．不定代名詞のman　4．分離動詞4－1．非

ｪ離動詞4－2．分離・非分離
同　　　上

12
第12課
uerschiedene
@　　　　Berufe

　1．発音練習1－1．指示代名詞を使った練習

P－2．所有代名詞の練：習1－3．発展練：習2．疑問副

撃R・冠詞類3－1．定冠詞類の格変化3－2．不定

･詞類の格変化
同　　　上

13
第13課
hm　　Kaufhaus

　1．発音練習1－1．発展練習　2．形容詞を使

ﾁて2－1．発展練習’3．形容詞の付加語的用法

同　　　上

14
第14課
din　Tag　von
@　Herrn　L、iebau

同　　　上

15
第15課
@　　　Freizeit

　1。発音練習1－1．話法の助動詞の＝練習2．In

р?秩@Stadt　2－1．ガソリンスタンド3．数詞　4．話

@の助動詞4－1．話法の助動詞の人称変化4－2．

b法の助動詞の意味4－3．話法の助動詞の単独用法

S－4．話法の助動詞に準ずる動詞

辻　　　　　壷

?@山　　　純
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　　　　　　　　　　　　　＝ドイツ語π＝（TV）

　　　　　　　　　　麟臨輩山矯霧驚矧

全体のねらい
　ドイツ語∬では、語学スケッチを見ながら、生きたドイツ語の習得を目指す。言葉だけではなく・
ドイツでの様々な生活の場面を鑑賞しながら、地誌的な知識をも深めていく。文法知識としては・副
文や話法、また「態」等単純な語形変化を越えたものについて練習するQこの段階から・積極的に視
・聴・覚の語学の3要素を配慮した学習をしていく。ドイツ語皿を修了した時点でドイツ語の初級学校文

法の知識を習得しく1500語程度の生活語を中心とする単語能力を身に着けることを目標とする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
第1課　　　Wir
rtellen　UnS　VOr

　TEXTI　Die　Stadt　Celle　liegt…TEXT2
relbstverstellung　TEXT3Die　Umgebung
P．前置詞と定冠詞の融合2．形容詞の比較級と最

k奄R．形容詞の比較の用法3－1so十原級＋wie
R－2比較級十als　3－3　i㎜er杜ヒ較級；上ヒ較級

¥比較級3－4je十比較級　desto〔またはum
唐潤l＋比較級3－5最：高級の用法

　辻　　　　　理
i東京大学名誉教授）

@中　山　　　純
i明治学院大学教授）

2
第2課　　Am
eruhstuckstisch

　TEXTI　Morgens　TEXT2　1n　der　Bac－
汲?窒?堰@TEXT3　Am．：Fruhstuckstisch

P．wissenの人称変化・2形容詞の名詞化
R．数詞

同　　　上

3
第3課
cie　Hausarbeit

　TEXTl　Vormittags　TEXT2　1n　der
qeinigung　TEXT3　1n：Lebensmi　ttelges廟
モ?≠?煤@1．指示代名詞　2．関係代名詞 同　　　上

4
第4課㎞．Fremd
?獅魔?窒汲??窒唐≠高

　TEXT1：Fahrt　zur　Arbeit　TEXT2　1m
FFremdenverkehrsamt　1．時刻の表現

同　　　上

5
第5課
`mArbeitsplatz

　TEXT．Arn　Arbeitsplatz　1．曜日と月の名

ﾌ2複合時称2－1．現在完了形の作り方2－2．未

?`の作り方3．従属接続詞と副文 同　　　上

6
第6課lm　Leder
翌≠窒?獅№?唐モ?≠?

　TEXTI　Mittags　TEXT2　Beim　Mitta－
№?唐唐?氏@TEXT3　1m：Lederw’arengeschaft

P．不定形と不定句　2過去形の作り方 同　　　上

7
第7課Einkaufen
奄香@Supermarkt

　TEXTl　Einkaufen　im　Supermarkt

sEXT2　1m　Supermarkt　TEXT3　An　der
sankstelle　1．語構成2接続法の形式2－1．i接続

@第1式2－2接続法第皿式　TEXT41n　der
qeinigung

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

TEXTl　Feierabend　TEXT2　Kuchen

第8課 backen　TEXT3　Planung　1．命令2受動態 辻　　　　　理
8

Kuchen　backen
2－1受動について2－2．受動の作り方2－3．自動

撃ﾌ受動態2－4．話法の助動詞と受動態2－5、状 中　山　　　純
態受動

TEXTl　Am　Sonlltag／Ausflug　TEXT2
Die　Schifffahrt　TEXT3　Nach　der　Fahrt

9 第9課　Ausflug L前置詞と人称代名詞・疑問代名詞の融合 同　　　上
2接続法の時称形式　TEXT4　An　der　Hot（ヒ

1erezeptio

TEXTI　Friseur　TEXT2　Belm　Friseur

第10課 TEXT3　An　der　Kasse　1．接続法の用法

10
Beim：Friseur

1－1．要求話法1－2非現実話法 同　　　上

TEXTI　Celler　Grotte　1．副文に：なった疑

第11課 文2．間接話法TEXT21m　Cafa
11

Celler　Grotte
同　　．上

TEXTl　Der　ILeiter　eines　Fremdenver』

第12課 kehrsamtshat　TEXT2　1m　Amt　fur　regio一
12 Planung　einesEr nale　Planung　1．話法の助動詞の接続法第皿式 同　　　上

holungsgebietes 2．時称の補足

TEXT　Im　Reiseburo　1．分詞の用法

第13課
13

Im　Reiseburo
同　　　上

TEXT　Grillparty（1）　1．感嘆詞

第14課
14

Grillparty〈1） 同　　　上

TEXT　Grillparty（2）1．並列の接続詞

第15課 2．「初級文法」について

15
Grillparty（2） 同　　　上
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　　　＝　ドイ　ツ語皿：＝　（R）

〔主任講師：辻　　理（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　読むための文法に多少重点を移し、その復習をした上で、若いドイツ人夫婦の日本体験特に二人の

受けるカルチャー・ショックを軸として、現代ドイツのすぐれた作家や思想家のさまざまな文体に触れ

ていく。同時に、まったくの日常会話から一歩脱して、考えを述べるためのドイツ語に近づきたい。

　テーマ

1　構文について一定形の位置

2　構文に：ついて一副文・zu＋不定詞

3　Anne　an　ihre　Eltern

4　Gesprach　mitein㎝japanischen　Professor

5　　Schwierige　Textauswah1

6　　Uber　Tagebucher

7　　Gesprach　zu　，，Aufbruch“

8　Das　MitteLzum　wirklichen　Frieden

g　　Zum　Uberleben？

10　Warum　ein　Deutsch－Deu・tsches　Worterbuch？

11　Sprache　und　Gesellschaft－MitWbrtern　lugen？

12　　Der　Humor　und　die　Deutschen

13　　Kulturschock

　　　　　　　　　　　　　，，14　　　Raman

15　　‘‘Erbe，，
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＝ドイツ語IV＝（R）
〔主任講師：辻 理（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　「ドイツ語皿」で抽象的な思考への糸口を把握したものと考え、「刑では印刷教材の量をふやして

いきたい。印刷教材をre　flexivに扱い、解釈する態度が求められる。世紀の転換期にミュンヘンに活躍

した作家たちの作品を取上げるが、1945年のTh．マンの発言までをも視野に収めつつ、政治的状況が

文学に複雑な影を落しているさまを言語表現の中に見ていく。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

7年間の日本滞在を終えて、ドイツに帰国した

1 Brief　aus　Japan

ニゲシュティヒ夫人にあてた手紙，南のミュンヘ

唐ﾅ暮らす北ドイツ入は、何を感じているだろう

ｩ？

辻　　　　　理

i東京大学名誉：教授）

かつての芸術家居住区シュヴァ，一ビングは、今

はただ不動産屋が跳梁するところ。かつての面影

2 Brief　aus　M哉nchen は全然ないとのむごいご託宣。 同　上

シュヴァービングの現在がそういうことである

なら、残された作晶によって、私たちはこれを再

3 Simp1＜1＞ 生させなくてはならない。R盈ngelnatzが描く芸術 同　上
家酒場ジンブル。

芸術家酒場ジンブルの続き。Ringelnatzはつい

にこのジンプルの座付詩入に昇格する。

4 Simp1〈2＞ 同　上

そのRingeha　tzのひりりと皮肉の利いた可愛ら

Gedichte　von しい詩と、ぐさりぐさりと入を刺すアナーキスト

5 Ringelnatz　und M伽samの詩。 同　上
　●●

luhsam

Wede㎞dは当時のシュヴァービングの大御所。

Die　S　chutzim一 芝居の自作自演もしばしば。そのWedekindがめ
6

pfung〈1＞
っぽう不道徳な不倫物語を語って聞かせる。 同　上

こんな予防接種を女房にされたら、世の亭主た

Die　Schutzim一 るもの生きた心地もしまいという、奇妙な話の続
7

pfung〈2＞
き。 同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師り
i所属・氏名）

伯爵家の生まれでミュンヘンのボヘミアンにな

8
Der　Herr

つた女流作家、Franziska　Gr乞fin　zu　Reventlow

ﾌ作品。 辻　　　　　理
Fischδtter　〈1＞

この作品、やはり世紀末の特徴をそなえている

9
Der　Herr

と言えそう。女性と死と動かすことのできない運

ｽがその主題。 同　上
Fischδtter　〈2＞

かわうそ氏のせいで恋人を失った方もかわいそ
●　　　　●　　　　●　　　　●

10
Der　Herr

うだし、罪もないのに決闘で殺されるかわうそ氏

烽ｩわいそうbかわいそうな人がいて初めて物語 同上
lFischδ七ter　〈3＞ o　　　●　　　●　　　●

ｪでき上るのだろうか。

不遇な女流作家：Lena　Christの作品。第1～二世

界大戦が勃発したとき、なぜミュンヘンの人々は

11 Kriegserkl乞rung インテリをも含めて、あんなに喜んだのであろう。 同　上
、

1919年、たったの一か月足らずのことである

が、ミュンヘンにはレーテ共和国の政府が誕生し

12 R乞ter6publ　ik た。その首班となったErnst　Tollerの語る思い出。 伺　上
∋ すごい混乱。

レーテ共和国の首班であったTQllerは、今は厳

13
Flucht　und

しく追われる身。ようやくかくまってもらった家

ﾅも、裏切り者の女に密告されてしまう。 同．上
Verhaf　tung

これはKarl　Valentlnの二つの作品。いやでも

14
Ohrfeigen　und

笑っていただかないと、ミュンヘンから化けて出

ｻう。どこか凍りつくようなValentinの笑い。 同　上
Hausverkauf

Thomas　Mannはミュンヘンに住み、ミュンへ

ンを愛し、ミュンヘンで傑作を書きあげた人。そ

15 Mit　Thomas　Mann のMannがいかにミュンヘンをまもり、「またドイ 同　上

ツ文化をまもろうとしたか。
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＝　ドイ　ツ語V　＝　（R）

〔主任講師：岩村行雄（日本大学教授）〕

全体のねらい

　ドイツ語の学習にあたっては、できるだけ数多くの異なったスタイルを持った文章に接することが望ま

しい。その配慮をしながら、同時に教材の内容の拡散を避げるために、テーマをワイマール共和国に絞

って、歴史学者、政治学者、社会学者、さらには芸術家などの文章を取上げて、主として読解力の訓練
を行なう。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

第一次世界大戦に敗れたドイツ皇帝は1918年

1
Der　Kaiser　hat

≠b№?р≠獅汲

11月に退位して、ワイマール共和国が成立する。

ﾐとりの政治家がこの時代の政治や社会を詳しく

ﾏ察し、克明に記録している。その日記によって、

岩村行雄
i日本大学教授）

直接的に時代の様相を見る。

1918年11月9日、社会民主党員のシャイデマ

2
Ausrufung　der

qepublik

ンは独断で、帝国議会議事堂の窓から、集まった
ｯ衆に向かって共和国の成立を宣言した。敗戦時
ﾌ混乱した社会情勢の中から共和国が生まれてこ
謔､としている様子を、ひとりの政治家の回想を

同　上

通して見てみる。

敗戦によって古い秩序は破壊されたが、新しい

秩序はまだ生まれてきていないワイマール時代開

3 We　imar 始時の困難な状況を、歴史学者の視点から眺める。 同　上
英国首相であったチャーチルの視点も紹介される。

ワイマール時代の代表的左翼知識人であったク

ルト・トゥホルスキーの文章を読む。共和国は生

4 Wir　Negativen まれたが、現実には依然として帝国に郷愁を感じ 同、上

る人びとがいた。トゥホルスキーは、鋭い切れ味

のよい文章でこの現実を批判する。

第一次大戦後、アメリカの影響がにわかに強ま

つた。伝統的な教養市民層の文化に対して、大衆

5 Amerikanismus 社会を背景にした文明が浮上してきた。ドイツに 同’上

おけるアメリカニズムとは何かを考察する。

6 〃 〃 同　上

1923年に初めてベルリンからラジオが放送さ

Das：E：nde　der れたが、またたくまに一般に普及した。文化の普

7
privaten　Sph乞re

及が歓迎されると同時に、また思考の画一化に対

ｷる憂慮も増大した。この問題に対する女性ジャ
同　上

一ナリストの見解を読む。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1920年代は無声映画の時代、1930年代はト

Wege　des　groBen 一キーの時代ということができるが、この二つの

8 Spielfihns　in 時代を通じてドイツ映画界はすぐれた作品を生み 岩村　行雄
Deutschland 出した。時代の新しい表現形式として位置づけら

れた映画に対する考え方を映画監督ラングに聞く。

大衆社会の成立とともに、ジャーナリズムも事

Der　rase：nde
実の報告を求める大衆の要求に応えなければなら

9 なくなり、大きく変化していった。ルポライター 同　上
Reporter という新しい職業もこの時代に生まれてきた。そ

の代表者の主張を読む。

一種の造結大学バウハウスはワイマール文化を

Bauhaus　Dessau一 代表する文化現象のひとつであった。芸術と技術

10 Gru：nds乞tze　der の統一をはかろうとしたそのデザイン思想は今日 同　上

Ba；uhaus－Prod］磁ion まで大きな：影響を与えている。建築家グローピウ

スの文章を読む。

若い小説家のエッセイを取り上げる。職時中に
育った世代は戦後自分の方向を探しあぐねていた。

11 Heute　und　Morgen
この混迷状態にあるヨーロッパの若い世代の精神
�ｵを考察し、精神に対する侮蔑が存在すること、

同　上

それがスポーツ愛好にも通じていることを指摘す
る。

戦後の社会的変動は伝統的な階級社会を突き崩

12
Ideologie　und

し、階級の上を浮動する知識人を生み出した。こ

ﾌ知識人の発生を考え、それが持つ積極的な意味 同　上
Utopie を考察する社会学者カール・センハイムの文章を

取り上げる。

13 〃 〃 同　上

1931年、つまりワイマール共和国も末期に近づ

Wir　leben　in いた頃の文章を取り上げて時代の雰囲気を見る。
●●

14 ’einer　Ubergan一 共和国の理想を踏みにじって、急速にナチに傾い 同　上

gszei七 て行く状況と知識人たちの不安が描かれる。文章

は風刺画家として著名なジョージ・グロスのもの。

政治学者ゾントバイマーが今日ワイマール共和

Vom　Geist　der
国をどのように分析しているかを見る。少数の理

15 性的共和主義者こそ共和国を擁護していたが、共 同　上
糠）imarer　Republik 和国はつねに左右の攻撃にさらされていた。共和

国を倒した反民主主義思想とは何かを考察する。
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＝フランス語1＝（TV）
〔主任講師　福井芳男（東京大学名誉教授）〕

・全体¢ねらい　’

　フランス語に入りやすくするたあに、テレビ映像と言葉の結びつきを考え、ある喜劇的なシチュエー

ゾヨンを作り、フランス人の習慣と言語との関係を把握させる。自然なフランス語の習得を目ざすた
め、教材はフランス語を母国語とする考えが、ふつうに使う表現に限る。コミュニケーションのための

フランス語を中心にして、いわゆるmethodes　communicalivesとU　復習、繰り返しを中心とする。

なお、ビデオ、写真によるパリ案内も付ける。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 あ　　い　　さ．　つ

Boniour，　Merci，　Cest～／母音の発音〔r〕

ﾆ〔1〕

P語レッスン〈家族〉
pリの表情（1）セーヌ河

　福井芳　男
i東京大学名誉教授）

@井　戸　桂子
i元放送大学助教授）

@田　辺　保　子
咜卵蜉w非常勤講師）

2 紹　　　　　　介

Ce　nest　pas～，Je　suis～，　il　faut～，

ｮ詞の不定法／鼻母音／単語レッスン〈：職業〉

pリの表情②観光のパリ① 同　　　上

3 数　～その1～

数・1～12，年齢の尋ね方、avolrの現在形
^リエゾン
P語レッスン〈身体〉

pリの表情（3）鉄道
同　　　上

4 数　～その2～

数30～900，曜日、　，月／Ilest～，Ila～，

puel　age　avez－vous？／発音とつづり字、エ

潟Wョン／単語レッスン〈顔〉

pリの表情（4）公園

同　　　上

5 復習と文法　（1）

発音のまとめ／冠詞、指示形容詞、所有形容詞

ｮ詞、一er動詞／efveとavoir，avoirを使
ﾁた慣用句／単語レッスン〈食べ物〉 同　　　上

6 時　　　　　　間

時間の数え方、Combieh　de～／アンジェヌマ

刀Aイレトネーション／単語レッスン〈飲み

@　　　　　　　　　　　　　　　物〉．
pリの表情（6）美術館

同　　　上・

7

Co㎜ent　me　tro一、ネーション
浮?嘯魔nUS？（わた

ｵをどう思いますか）

devolr，　trouver，疑問副詞／疑：問文のイント

P語レッスン〈食器一揃い〉
pリの表情（7）　メトロ

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

aller，　Je　voudrais～／形容詞とリエゾン／

8
Je　vais　acheter
iこれから買うんです）

単語レッスン〈気晴らし〉

pリの表情（8）新しいパリ①

福　井　芳　男

艨@戸　桂　子
c　辺　保　子

中性代名詞en，　Vous　ne　pouvez　pas～／つづ

Ne　vous　en り字と発音、一sプ／単語レッスン〈文房具〉

9 faites　pas パリの表情（9）新しいパリ② 同　　　上

（心配しないで）

動詞の活用、形容詞の女性形、形容詞の位置、

非人称主語／単語レッスン〈衣料（1）〉

10 学修と文法（2） パリの表情㈹　マルシェー食料品店 同　　　上

感嘆文、直接法半過去／単語レッスンく衣料

11
Jen　ai　assez

iもう、うんざりだ）

（2）〉

pリの表情ω　ローマの遺跡 同　　　上

疑問代名一詞、avoir　Iaivf形容詞／単語レッス

a　l　alr　intere一 ン〈家〉

12 ssant　Ca　（それ パリの表情⑫　舗道 同　　　上

おもしろそうね）

f　espさve，　Que　veux－tu？en　avoirmarre

Que’veux－tu　　？ de十不定法、前置詞十疑問詞／enとりエゾン、

13 （しかたがない エリジョン／単語レッスン〈公共の建物〉 同　　　上

じゃないか） パリの表情⑱　彫像

接続詞のque，　Je　na：pas　pu十不定法、　tu

Qaest－ce　quil sais　que…／〔∂〕の脱落／単語レッスン

14 ya　de　mal？ 〈交通機関〉 同　　　上

（何が悪いんです） パリの表情ω観光のパリ②

動詞十不定法、依頼と許可、代名動詞／単語レ

ツスン〈国々〉

監 15 復習と文法　（3） パリの表情㈲　光のパリ 同　　　上
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　　　　＝フランス語皿＝（TV）

〔主任講師　福井芳男（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　フランス語1の復習と兼ねつつ、コミュニケーション言語の習得をはかり、さまざまな情況で使い得る
よう多くのシチュエーションを考える。これはノランス人の家庭へのロケーション、フランスから来た人

へのインタビューなどを行なう。なお、フランスの地方の案内も行う。

｛

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

スケッチ①／否定の代名詞／人称代名詞／非人 福　井芳　男

1 11n’ya
垂?窒唐盾獅獅?H

称構文　コミュニケーションーあいさつ一

yしくおぼえるマナーとエチケット（1）指

aonjour　France（1）　地形と気候

（東京大学名誉教授）

@井　戸　桂子
i元放送大学助教授）

@田　辺　保　子
（放送大学非常勤講師

スケッチ②／疑問形容詞／近接未来／複合過去

Je　suis　content
コミュニケーション

2
de　vois　revoir．

楽しく澄ぼえるマナーとエチケソト（2）ぶどう酒

aonjour　France（2）人口・運輸

同　上

スケッチ③／Conbien／複合過去／単純未来

Ce　seva
’コミュニケーションー初対面一

3
toujours　utile．

楽しくおぼえるマナーとエチケット（3）カクテル　　O　　　　　　　｝・層●ハーアイー

同　上

Bonjour　France（3）　イル・ド・フランス
o

スケッチ④／代名詞／性・数の一致／中性代名

4
De　quoi．te

窒祉ﾂ1eS－tu？

詞のy　コミュニケーションー依頼一
yしくお・ぼ．えるマナーとエチケット（4）お札

aonjour　France（4）シャンパーニエ，
同　上

アルザス・ロレーヌ地方

Je　ferais
スケッチ⑤／間接疑問／条件法

5

1．

獅撃高垂盾窒狽?@quelle

?盾撃奄?垂盾浮秩@Vous．

コミュニケーションー呼びi掛け，待たせる時一

yしくおぼえるマナーとエチケソト（5）花

aonjour　France（5）　ブルゴー
同　上

rr『．

形容詞

6 記述、　　のしか
ｽ、形容詞

インタビュー

同　上

インタビュー

7 疑問の出しかた 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

インタビュー

福井芳　男
8 感　　情　　表　　現 井　戸　桂　子

田　辺　保　子

インタビュー

9 過去　の表現 同　上

インタビュー

10 復　　　　習 同　上

ディァローグ、スグッチ

許可を求める、許
11 可を与える、拒否 同　上

する

ディアローグ、スケッチ

12 賛意、　反対 同　上

ディアローグ、スケッチ

13 不満、　怒　り 同　上

ディァローグ、スケッチ

14 非難、無関心 同　上

インタビュー

15 復　　　　習 同　上
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＝フランス白白＝（R）

〔主任講師　福井芳男（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　ラジオの特性を生かし、聞く能力の滴養をはかり、1、皿で勉強したことのとりまとめとして、文

法、構文、知識の整理、基本文の習得をはかる。な診、単語の用法についてもこまかい検討を加える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

文法：名詞の性・数／名詞：標識語 福井　芳　男
Lecture：「白い服の婦人」① （東京大学名誉教授）「

1 名詞とその周辺 　井戸　桂　子
i元放送大学助教授）

田　辺　保　子
（放送大学非常勤講師）

文法：efreの直説法・現在形／形容詞女性形

／定冠詞の縮約

2 6tre，形容詞 ：Lecfure：「白い服の婦人」② 同　　　上

文法：avoirの直接法・現在形／一er動詞の直

説法・現在形／形容詞の位置
3 avOlr，一er動詞 Lec　fure：「白い服の婦人」③ 同　　　上

文法：代名動詞／動詞の現在形

Lecture：「白い服の婦人」④
4 代名動詞、tvouver 同　　　上

、

文法：場所の副詞（句）・前置詞（句）

Lecture：「白い服の婦人」⑤
5 場　　　　　　　所 同　　　上

文法：時の副詞（句）／時制（複合過去私半

過去形、大過去形、未来私前未来形）
6 時、　　時　　制 Lecture：「白い服の婦入」⑥ 同　　　上

文法：疑問代名詞／疑問形容詞／疑問副詞

：Lecture：「白い服の婦人」⑦

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

文法：否定のいろいろな型
Lecture：「白い服の婦人」⑧ 福　井　芳男

8 否　　　　　　定 井　戸　桂　子

田　辺　保子

文法：人称代名詞／中性代名詞／二重目的に置

9
人称代名詞、中性

纐ｼ詞

　　　かれた代名詞の語順

kecture：「フランスのジャーナリズム」① 同　　　上

文法：副詞節／Si…／条件法

Lecture：「フラン1スのジャーナリズム」②

10 si＋半過去、条件法 同　　　上

文法：1aisser，faire一十inf／現在分詞／ジェ

11

“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匹田■“

Vェロンァィフ、

g役の助動詞

　　　ロンディフ

kecture：「フランスのジャーナリズム」③ 同　　　上

文法：直接話法と間接話法／時制の÷致／間接

疑問

12 間　接　　話　法 Lecture：「フランスのジャーナリズム」④ 同　　　上

文法：接続法／名詞節と接続法／形容詞節と接

13
接続法、名詞節と

`容詞節

　　　続法／関係代名詞

kecture：「フランスのジャーナリズム」⑤． 同　　　上

文法：副詞節と接続法／前置詞（句）finf轡

接続詞（句）十que十inf

14 副詞節と接続法 Lecture：「フランスのジャーナリズム」⑥ 同　　　上

文法：．成句

Lecture・：「フランスのジャーナリズム」⑦

〒15 成　　　　　　句 同　　　上
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　　＝フラン・ス語1V＝（R）
　　　　　一文の論理的構造一

〔主任講師：福井芳男（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　フランス語は理くつぼく、抽象的だと言われるが、それは文と文をつなぐ接続詞あるいはそれにか

わる諸表現がかなり完備していることによる。フランス的な発想・表現を習得するためこれらの問題

を中心に、発表、作文能力の洒養にっとめる。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

原因・理由を示す接続詞、節を学び、作文能 福　井芳　男
力の向上を図る。 （東京大学名誉教授）

1 原因・理由　（1） 井　戸　桂子
（元放送大学助教授）

田　辺　保　子
（放送大学非常勤講師）

接続詞を使う節以外の表現により、いかにご

の原因・理由を表わすか、さまざまの表現法を
2 原因・理由　（2） 勉強する。 同　　　上

結果を表わす接続詞、節を学び、日本語のさ

まざまな言いかたをいかにフランス語にうつす
3 結　　果　　　（1） かを習得する。 同　　　上

接続詞以外の表現により、いかに結果を表わ

すか、さまざまの表現手段を勉強する。
4 結　　果　　　（2）

同　　　上

1～4深までの表現に応じた成句、ことわざ

5
復　習（フランス

@語の複文構造）

などを学び、表現の幅をつけることを目的とす

驕B 同　　　上

目的を表わす接続詞、節を学習して、さまざ

まな表現法を学ぶ。
6 目　　的　　　（1）

同　　　上

i接続詞、節以外の表現法で、目的を示す表現

を学び、それに応じた表現能力を習得する。
7 目　　的　　　（2）

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

条件・仮定を表わす、接続詞、節を学習し表

現のさまざまなニュアンスの出し方を習得する。 福　井　芳　男

8 条件、仮定　（1） 井　戸　桂　子

田　辺　保　子

接続詞、節以外の表現法で、条件。仮定を表
す。

9 条件、仮定　（2） 同　　　上

6－9までを中心にした、成句、和文三次な

復　　習（動詞・
ど

10 形容詞の名詞化）
同　　　上

比較の表現、三等接続詞　節を中心とする。

ニュアンスを出すのに必要な表現を習得する。

11 比　　較　　　（1） 同　　　上

さまざまな比較の表現、特に三等の表現を習

得する。

12 比　　較　　　（2） 同　　　上

接続詞・節による対立・譲歩の表現・接続詞

の練習も含む。

13 対立、譲歩　（1） 同　　　上

接続詞・節以外の表現法

14 対立、譲歩　（2） 同　　　上

1！一14を中心に成句、和文仏節

15
復　　習（Ecrire

@en　francais）
同　　　上
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　　　　　　　　　　　　　＝フランス語V＝（R）

　　　　　　　　　　　　　　一一フランス社会を理解しよう一一

　　　　　　　　　　〔主任講師．：福井芳男（東京大一学名誉教授）〕

全体のねらい

　文を読む訓練は必要であり、それも多様な文を読んで語いを増大させなくてはならない、しかも必要

なζとは現代に関し、ジャーナリズムが述べることがわかる必要がある。それを目標として語解練習を
行う。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

イル＝ド＝フランス地方 福井　芳・男

1
R6gion：

@11e－de－France
・インタビュー：M．Xavier　DENIAU①

（東京大学名誉教授）

@井　戸　桂子
i元放送大学助教授）

田　辺　保　子
（放送大学非常勤講師）

アリアーヌの幸せ

Le　bo：nheur
2

d’Ariane．．．
・インタビュー：M．Xavier　DENIAu② 同・上

21世紀への賭げ

3
Un　pari　pour

撃?@XXIe　siele
・インタビュー；M．Jacques　HEBRARD① 同　上

なぜ子盤たちは読みがべたか

Pourquoi　vos
4 enfants　lisent ・インタビュー：M．Jacques　H：EBRARD② 同　上

si　ma1

香水の春　　　　　♂

5
Le　printemps

р?刀@parf㎜s
・インタビュー：M．Jacques　HEBRARD③ 同　上

品質のためめ戦い

6

’Ba七aille　p・血r

撃＝@qualit6
・インタビュー：M．Jean：LAcouTuRE① 同　上

！

共和国のペン
一

7
Les　pQrte－Plume

р?@la　R6publique
・インタビュー・：M．Jean　LAcouTuRE② 同　上
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回． テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

庭園：よく手入れされた財産

8
Jardins：un　pa　tri－

高nine　bien．cUlti・ゆ6
・インタビュー：M．Jean：LAcouTuRE③

福　井芳　男
艨@戸　桂　子

c一辺保子

富めるフランスと貧しいフランス

1βFrance　riche
9 et　La　Frapce ・インタビュー：M．Jean－Claude　REDONNEτ①

同‘

pauvre

16歳から24歳の青年へのアンケート調査

10
Un　sondage　sur

・インタビュー：M．Jean－Claude　REDoN醗T② 同上
les　16一一一24　ans

風

オート・キュイズィヌ、

La　haute　cuisi：ne， オオート・クチュールを手本に

11 modさ1e　h包ute 同　上

couture 。インタビュー：Mme　Marie－Claude髄

PEマRACHE①

フランス：伝統の埃

12
France：poussi6re ・インタビュー：M「neMar　iepClaude’ 同　上
de七radition 『PEYRAC且E②

13

Carri6re，　famille，
唐驍ъ戟綜ｵion

仕事、家庭、魅力

ｾが、彼女達はどのようにしているのか

同　上
Mais　comment ・インタビュー：Mme　Marie－Claude　P
font－elles？ PEYRACHE③

ヨーロッパ；1992年の脅威

14
Europe：r6pou一

・インタビュ㌣：M．Phillipe　PONS①
し　　　　同上

vantail　de　1992

フランス人であること

15 Etre　fran？ais ・インタビュー：M．Phillipe　PoNs② 同　上
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＝中国語1＝（R）
〔主任講師：傳田　章（東京大学教授）〕

全体のねらい

　やさしいスキットを読みながら、中国語の発音と文法の基礎を学習する。文法は全体の枠組みを見通

しての把i握を心がけつつ、中国語1で統語構造、品詞の機能の最も、基本的な部分から始めて、中国語皿

にi接続し、2個学期で基礎課程を終える予定である。その間、機能語を中心に基本的語彙を習得出来る

ようにする。

回 テ　　　一一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

四つの声調

1 発音　1
単韻母（1）a，e

ｺ母（1）b，P，　m，　f
傳　田　　　章

声母（2）j，q，　x （東京大学教授）

声母（3）　zh，　ch，　sh，　r

発音　H 声母（4）　d，t，　n，1

2 S一一P 複韻母（1）　　ai，　ei，　ao，　ou 同　上

V－Od 複韻母（2）an，　en，　a㎎，　eng

第三声の連続　　主語と述語　　動詞と目的語

軽士

3
発音　皿

^問　互

声母（5）9，k，　h

C飾語　　連続修飾語，副詞

¥造の重層
同　上

指示疑問　疑問詞疑問文

4

発音　IV

u－C
f定　1
梶@　1

声母（6）z，c，　s

嘯?堰C　ziの韻母

f定　　動詞shi（是）
�ｵの相　　助詞1e（了），　ne（哩）

同　上

単韻母②　i，iで始まる白白母

発音　V
単韻母（3）u，uで始まる複韻母

5
疑問　π

装顛母（4）琶，萱で始まる複韻母

I択疑問（1）　肯定否定
同　上

面（不）の声調変化

限定修飾語（1）　連体修飾語，助詞de（的）

6
限定

鼡C　1

限定修飾語②　　名詞句代理

又ﾛ疑問　　助詞rna（鴫）

?ﾊ　　　　助詞b合（杷）
同　上

意志・勧誘　　助詞ba（杷）

感肩の露出　　助詞a（嗣）
7 語気　皿 助詞a（口阿）の連声 同　上

文の三層構造
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

V一つ1
ﾚ動・授・与

�ﾔ　1
?ﾌ・指示

場所目的語　　所在、移動動詞zai（在），⑪（去

�d目的語　　授与動詞86i（給）
`容詞述語（1）

l称代名詞
w示詞・指示代名詞

傳　田　　　章

韻母δ　韻母er

発音　VI
限定詞一助数：詞構造

9
数　　1

数詞　　　基数と序数

又�?武博件ﾈ略
同　上

yT（一）の声調変化

疑：間数詞　　jγ（几）とduδshao（多少）

数　豆 完了相　　　動詞接尾辞一1e（了）

10
相　皿

未然　　　　副詞伽6i（y　ou）（没（有））

�ｵの相と動詞の相
同　上

持続相　　副詞zδi（在），動詞i接尾辞一zhe（：着）

相　　皿
経験相　　動詞接尾辞一guo（泣）

11
疑問　皿

選択疑問（2）　已然未然 同　上

動作量補語（1）　動作の回数

動作量補語②　　動詞の助数詞転用

12 動　作　量 動作量補語（3）　動作の期間 同　上

動作量補語と目的語

動詞句補語を伴う動詞　　n6㎎・（能）

動作量補語（4）　性質の量

13 動作認定 同　上・

文補語を伴う動詞　　x蚤ng（想）

文目的語をとる動詞　　gaOSU（告訴1）

14 心理内容 文補語と文目的語 同　上

目的補語を伴う動詞（1）　使役動詞qτng（猜）

V－0－OC
使役をいう動詞　　ji議0（叫），蹟㎎（辻）

15
使役

同　上
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＝＝ ?糟齠､＝（R）
〔主任講師：傳田　章（東京大学教授）〕

全体のねらい

　中国語1に接続して文法の基礎を続ける。文の核になる動詞句のやや複雑な形のものから、さらに複

文へと進み、文法の大枠の学習を終える。また発音についても、音節の仕組みや発話の際のアクセント・

イントネーションなどに及んで整理した理解をはかりたい。中国語皿で一応の基礎課程の学習を終える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

存在の表現　　動詞y6U（有）

1
存　　在

ｻ象描写

現象描写

齧ﾊの提示　　方位詞sha㎎（上），1了（里）

ﾂ体叙述と現象描写

傳　田　　　章

i東京大学教授）

目的補語を伴う動詞（2）

動詞句連用（1）　VPI　lゑi（来），VPI　q養（去）

動詞句連用（2）　1ゑi（来）VP2，q嚢（去）VP2

2 連用　1 動詞句連用（3）　V－zhe（着）VP2 同　上

前置詞句連用（1）　zai（在）

連用　皿 前置詞句連用（2）　bi（比）

3 性質と状態 形容詞述語（2）　　性質と状態 同　上

断定　H 主題としての動作対象

事態の断定　　shi…de（是…的）

前置詞句連用（3）　dao（到），1f（寓），　g6　i（給）

前置詞句連用（4）　gδn（眼），h6（和）

4 連用　皿 前置詞句連用㈲　　b6i（被） 同　上

前置詞句連用（6）　肱（把）

包括ω　　1iゑn（建）

包括（2）　y了ci　ye…（一次也…）

5 包　　括 　　　　　　ノ?〟i3）　she㎜e　dδu…q十ム都・・） 同　上

動作の評価　　V－de（得）AP

結果の事態　　V－de（得）S

6 動作結果　1 動作結果結合（1） 同　上

動作結果結合（2）　一sha㎎1ai（上来）

動作結果結合（3）　一de一（得），一bu一（不）

7 動作結果　皿 動作結果結合（4）　・bull恥（不了） 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

動作結果結合（5）　一dao（到）

動作結果結合（6）　一zh直（住）

8 動作結果　皿 動作結果結合（7）　一zh60（着） 傳　田　　　章

動作結果結合（8）　一zδi（在）

動作結果結合（9）　一」｛1e（三三）

動作結果　w 試行相　　動詞の重ね型

9 相　　IV r化 同　上

r化

起動相　　一qi　lai（起来）

継続相　　rxiaqu（下去）

10 相　　V 経過相　　一guδGま） 同　上

接続（1）　yδu…yδu…（又…又）
接i続（2）　　　y了…　ji丘　…　（一一。・・就）

11 接続　1 同　上

接続（3）　ya　osh　i…j沁…（要是…就…）

接続（4）　yhwe　i…su6y了…（因カ…所以…）

12 接続　虹 選択疑問（3）　Ah6ishi（逐是）B？ 同　上

不定称接続　sh6nme…sh6㎜e…（什ム…

13
接続　皿 　　　　　　什ム…）

`写形容詞　　形容詞の重ね型 同　上
状態　H de（的）でくくられる描写修飾語

名詞句述語

承前疑問

14 補遺　1 過度　　憾i…1e（太…了） 同　上

不信疑問

付加疑問

15 補遺　π・ 文・節末の助詞に近い語句 同　上
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　　＝中国語皿＝（R）
　　　　　～論理と接続関係～
〔主任講師：伊藤敬一（中京大学教授）〕

全体のねらい

　中国語1・Hで基礎課程を終了したので、この中国語皿では、やや長い文章や少しむずかしい作品

を取り上げる。その中で、中国語の孤立語的性質の背後にある中国語の論理を把握すること。および

それによって表現された中国的作品世界へのアプローチが読書力をつけるカギであると考える。これ

らを重点に学習して行く。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

著名な現代中国の詩人藏克家が魯迅を記念し 伊　藤　敬　一
て詠んだ詩。ここで中国語の主述関係、句と句 （東京大学教授）

1 有的人（ある人） 節と節、文と文の接続関係、および文章全体の

論理の問題を語法の観点から分析してみたい。 中国人講師

黄　　麗　　華

第1課との関連で、魯迅の有名な旧体詩《自

魯迅詩文門門 嘲》と散文《7野草’題辞》を読む。ここでも

2 （魯迅の詩と文二
ﾂ）

接続と論理の問題を考えると共に，参考として
ｱの二つの作品に関する評論の一部を収めた。な診ローマ字　かち書きの規則と品詞分類をと 同　　上

り上げる。

第3課から第6課は中国の代表的童話作家葉

牛郎白女　（1） 紹鈎（聖陶）が書いた七夕伝説（羽衣伝説）で

3 （牽牛と織女・

@　　　その一）

ある。きわめて調子のよい名文で朗読や聞きと
閧ﾌ練習に適している。語法のポイントとして

ﾍ、やはり文の接続関係と論理の展開の問題を

同　　上

論じたい。

牛郎白女　（2）
4 （牽牛と織女・ 同　　上

その二）

牛郎早早　（3）
5 （牽牛と織女・ 同　　上

その三）

牛郎鋲女　（4）
6 （牽牛と識女・ 同　　上

その四）

第7課から第10課は文革の初期1966年8月に、

火肩上的中夙 紅筆兵の迫害を受けて非業の死をとげた作家老

7
　　　　　（1）

iバカ大将汽車に
謔驕Eその二）

舎が、1959年頃ひそかに書き、未発表のまま、死後13年目の1979年、名誉回復後天入の手によ

ﾁて発表された一幕劇。老舎の初期のユーモア
Z篇小説く馬　先生》（1933年）を自分の手で

同　　上

改編脚色したもの
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

火牟上的威夙
@　　　　　（2）

iバヵ大将汽車に

で、きわめて中国的な作品であり、　「かげあい
ﾜんざい」を思わせる会話は絶妙である。作品
ﾓ賞と共に：、ここでも中国語特有の接続と論理
W開の問題を深、める。

伊　藤　敬　一

i東京大学教授）

乗る・その二） 　また、：練習として、旧作の小説の一一部もとり
繧ｰたい。

中国人講師

@黄　　麗　　華

火牢上的威風
9

　　　　　　（3）

iバカ大将汽車に 同　　上

乗る・その三）

10

火牟上的威夙
@　　　　　（4）

iバカ大将汽車に 同　　上
　
　
乗
る
・
そ
の
四
）
1

第11課から第15課は中国の代表的な女流作家

夜　（三一） 丁の円熟期とも云える延安時代の代表作’夜’を

11

（夜・その一）

読む。作品鑑賞と同時に、ここでも論理と接続
ﾖ係の問題を考える。なお、時代背景を知る上
ﾅ、内容的に若干関連した同時期の問題作であ

同　　上

る随筆「三八節有蔵」の一部を練習でとり上げ 聖

たい。

夜　（之二）
12 同　　上

（夜・その二）

夜．（之三）
13 同　　上

（夜・その三）

夜　（之四）
、14 同　　上

（夜・その四）

夜　（之五）
15 同　　上

（夜・その五）
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　　＝中国語IV＝（R）
　　　～文革をめぐる中国人の心～

〔主任講師：伊藤敬一（中京大学教授）〕

全体のねらい

　中国語皿で中国語の論理と接続関係を学んだので、その応用として、今回は比較的長い作品を読む。

文革後の中国人の心を知るため、老世代を代表する　金と若い世代を代表する張抗抗の作品を選んだ。

最近の新しい語　や全般的な語法の問題も随時とりあげる予定である。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

第1課から第6課は、中国文学界の長老であ

1

杯憎憎珊（之一）
kシアオ・シャン
�ｯう・その一〕

り、世界的にも著：名な作家　金の作品である。
@金は、「文革」中の迫害の中で、最愛の妻瀟珊を亡くした。その深い心の傷は読者の心を打たずにはおかない。そしてその傷が　金の現在

伊　藤敬一

の生き方の支えともなっている。

杯念薫珊（之二）
2 〔シアオ・シャン 同　　　上

を憶う・その二〕

杯念瀟珊（之三）
3 〔シアオ・シャン 同　　　上

を憶う・その三〕

杯念瀟珊（之四）
4 〔シアオ・シャン 同　　　上

を憶う・その四〕

杯念瀟珊（之五）
5 〔シアオ・シャン 同　　　上

を憶う・その五）

杯念瀟珊（之六）
6 〔シアオ・シャン 同　　　上

を憶う・その六〕

第7課から第15課は、文革中黒龍江の酷寒

7 夏　　（之一）

の農場に八年間下放した経験をもつ若い女流作
ﾆ張抗抗の作品で、古い倫理的規範や共同体的な規制にひややかな目を向けるが、同時に祖国の未来と人間の個性の自由な発展を求める青春 　同　　　上

i発音指導）

ｩ　　麗　　華
の血は、さわやかに躍動する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 夏　　（之二）

伊　藤　敬　一一

i発音指導）
ｩ　　麗　　華

9 夏　　（之三） 同　　　上

10 夏　　（三四） 同　　　上

11 夏　　（之五） 同　　　上

12 夏　　（之六） 同　　　上

13 夏　　（三七） 同　　　上

14 夏　　（之八） 同　　　上

15 夏　　（之九） 同　　　上
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　　　　＝ロシア語1＝（R）

〔主任講師：川端香男里（東京大学教授）〕

全体のねらい

　ロシア語学習の基本を習得させる。発音と文隼、基本的語彙の学習を中心にし、ついでやさしい会話的

表現を軸に基本的な格変化、人話変化に：なじませると同時に、いかにもロシア的と思える表現法に興味を

もたせることを主眼に海く

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

第1課
ｶ字と発音に慣れ
驕@（1）

これは～です

^問文
ﾚ続詞Hとa
Cントネーション（1）

川　端香男里
i東京大学教授）

ﾀ　岡　治　子
i東京外国語大学
専任講師）

いる、ある
第2課 人称代名詞

2 文字と発音に慣れ 否定の表現 同　上
る　（2） KTO　BbI

u～も」の表現
イントネーション（2）

名詞の性
第3課 所有代名詞（性と数）

3 文字と発音に慣れ 名詞の複数形 同　上
る　（3）

指示代名詞9T・T、　T・T（性と数）

形容詞（長語尾形）

4 第4課 形容詞を使った日常表現
`容詞の形をもつロシア人の姓

同　上

形容詞の形をもつ名詞

動詞現在人称変化・第一変化（正副）

第5課 現在時制の動詞の意味
　…

_名詞と代名詞
@
1
　
，

動詞を使った疑問文
寰兼
ｮ詞現在人称変化・第二変化（正副）no－pyCCKHの用法

同　上

格前置格の形態◎

6 第6課
前置格を要求する前置詞B、Ha、o

ｮ詞の現在入称変化（特殊変化など）
同　上

動詞の過去形

動詞6HTbの過去

生格の形態　y＋性格、B、Ha＋前置格の表現
生格の用法　所有以外のy＋生格

7 第7課 所有の表現

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

対格の形態、時点を表すB＋対格

8 第8課

対格の用法、交通手段を表すHa＋前置格
ｮ詞の人称変化（特殊変化）

s定人称文

川　端　香男里

ﾀ　岡　治　子

名前の尋ね方

HπTHとexaTb

与格の形態、H即H（eXaTb）十K十与格
一与格の用法、K十抽象名詞を使った挿入句

9 第9課 動詞の人称変化（特殊変化）、通信手段を表す 同　上
nO＋一与格

出没母音　eMOTpeTbの用法
一CH動詞

形容詞短語尾形の形態、HpaBHTbCHの表現
短語尾形の用法

10 第10課
副詞として使われる短語尾形
ｳ人回文の述語としての短語尾形

同　上

述語副詞と不定形が述語である無人三文
月の言い方

動詞の体
完了体・不完了体の形成

11 第11課 体と時制 同　上
体の用法
動詞の人称変化（特殊変化）

造格の形態、造格を要求する前置詞。
骨格の用法

12 第12課 動作の様態を表す造語 同　上
職；業・身分などを表す造語

造格を要求する動詞
述語の造格

定動詞と不定動詞
不定動詞の用法

13 第13課
H即Hを使った表現
ﾚ頭辞をもつ運動の動詞

同　上

運動の起点を表す前置詞H3、C、。T

個数詞と順序数詞（1～30）
個数詞と名詞の結合

14 第14課
時間の表現

N齢の表現
同　上

月日の表現

命令法

命令法の動詞の形態

15 第15課
命令法の体
獅暑刮Ny蟄CTHの用法

同　上

関係代名詞KOT6Pb磁
KOT6Pb磁の用法
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＝ロシア語H＝（R）
〔主任講師：川端香男里（東京大学教授）〕

全体のねらい

　ゆっくりと基本を学習したロ：シア語1を受けて、主法的語彙的にも若干学習のスピードをあげて高度の

文章表現になじませ、最終的には辞書の助けを借りて、比較的読みやすい古典、プーシキンの詩、チェー

ホフの短編が読めるようなレベルまで持って行く。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

動詞の体の復習

形容詞の長語尾複数変化 川　端　香男里
1 第1課 （東京大学教授）

定動詞・不定動詞

運動の動詞の特殊用法

2 第2課 前置詞の用法 同　上

名詞複数の格変化

個数詞の格変化

3 第3課 数量を示す生格 同　上

不定代名詞、不定副詞

定代名詞

4 第4課 再帰所有（物主）代名詞CB曲 同　上

否定代名詞

｝
　　ノ　　　　　　　　　　　　ノ

gHqeroとHeqero
5 i第5課 否定副詞 同　上

動詞の体の形成

cxo脚も。鎚3畑Tもの用法

6 第6課 Bblxo三二Tる　とBblx6πHTe？ 同　上

形容詞の比較級

副詞の比較級

7 第7課 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

形容詞の最上級
川　端　香男里

副詞の最上級

8 第8課 ro双qe』OBeK　qacと数詞・概数の表現 安　岡　治子
i東京外国語大学
専任講師）

能動形動詞

被動形動詞

9 第9課 形動詞から派生した形容詞・名詞 同　上

2人称の命令形のつくり方

2人称命令法の用法

10 第1．0課 1人称、3人称の命令法 同　上

6Hの用法

関係代名詞

関係副詞

11 第11課 従属節 同　上

副動詞現在

副動詞過去

12 第12課 同　上

仮定法

仮定法の従属節

13 第13課 譲歩・認容の従属節 同　上
堅

ロシア語動詞の相（3a』6r）

被動相

14 第14課 一。分動詞の表現性 同　上

語法

15 第15課 同　上
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　＝スペイン語1＝（R）
〔主任講師：山口煎正（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　初めて学ぶスペイン語に早く馴れるために、平易な会話（国語）体の文を中心に、スペイン語圏の世

界の日常生活のさまざまな場面でよく用いられる表現と初等文法を、種々の練習を通して学習していく。

学習者は単に頭の中で理解するだけの受身の学習」でなく、簡単なことをスペイン語で表現できるよう

「積極的な」語学力をめざして勉強してほしい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏各）

発音練習／アクセント符号／男女の人名

1 iBienvenido！，
山　口　燕　正

（放送大学助教授）

人称代名詞の主格／動詞Estar一その1

こD6nde　est5s　ahora～ 名詞の性と教／定冠詞／発音練習

2
ピD6nde　esta　el　hoteP見 同　上

動詞Ser　一その1／形容詞

3
どDe　d6nde　eres～

ｱEst5s　contento～

動詞Estar一その2

同　上

動詞Ser一その2
こQu6　es　esto～ 名詞と形容詞の性・数による変化の一致

4 Compramos　unos 疑：問詞Qu6／sfとNo 同　上

1ibros． 規則活用一AR動詞／不定冠詞

規則活用一ER動詞・一IR動詞
どQu61engua　aprende～

5 どNo　viサεusted　con 同　上

su　familia～

Hay　mucho　tr6fico
Haberの特殊形Ha　y／基数詞一その1

^：問詞Cu6nto／動詞Tener一その1
6 en　las　calles．

同　上
ピCu6ntos　hijos　tienes2

Te：ner一その2／動詞Hacer

No　tengo　sue資。． 基数詞一その2／Tener　que＋不定詞
7

こQuεhacen　los　nifIos～ 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

時刻／動詞Salir／指示形容詞
どQu6　hora　es～・　　・

8 ごAqu6　hora　sale 山　口　煎　正

este　autob6s～

動詞Ir／Venir／Pone　r
こAd6nde　vas～ 所有形容詞短縮形／Ir＋a＋不定詞

9 ピLa　pongo　aqui， 同　上
一

abajo～

どCu5nσo　empieza　e1 動詞Empezar／Volver

cursO2
指示代名詞／所有形容詞完全形

10 同　上
Generalmente　vuelves

陶acasa　m5s　tarde．

動詞Decir／Oir／Ver

11
～Qu壱dices～

mo　te　oigo　bien。

人称代名詞目的格一その1／不定詞一その1
同昌

動詞Dar／Traer／Pe（hr
Te　Io　pido　con　todo 人称代名詞目的格一その2／不定詞一その2

12
　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

高戟@corazon。 同　上

Es　dificil　explicarselo．

動詞Conocer／Saber／Gus　tar

No　la’conozco：mucho。 人称代名詞前置詞格

13 同　上
Me　gusta　la　paella．

再帰代名詞／再帰動詞一その1

14 こCu言ndo　te　casas～ 同　上

再帰動詞一その2

こSe　quitan　los　zapatos

15
en　casa～

同　上
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　＝スペイン語皿＝（R＞
〔主任講師：山口薫正（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　すでに学んだ初歩的なスペイン語の知識を基礎に、スペイン語圏のさまざまなテーマを背景にした平

易な会話・口語体の文を用いて、初級スペイン語の後半の学習を行なう。スペイン語1で見た通り、動

詞の活用は初級スペイン語の学習において中心的な課題で、このスペイン語皿でも直説法過去を始めと

して接続法までいくつかの時制について練習を更に続ける。また、いままではほとんど単文であったが、

このスペイン語皿では複文の基礎的なところを学習する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

こCu5ndo　liueve～　　　　　一

dI　crima　de　Espa5a

無人称表現

P人称動詞
uocabulario

山　口　燕　正

i放送大学助教授）

2

　こQu6　est5n　haciendo

@los　ni肖os～

@En　una　plazoleta

o

現在分詞／進行形／過去分詞一menteのつく副詞

uocabulario 同　上

3

iDicenqueensu　pa1s
@se　produce　el　melor

@caf6．

曹?盾№窒≠?奄＝@de

@Sudam6rica

接続詞と複文

芒r（優劣比較、同等比較、最上級）

uocabulario 同　上

4
Echele　m5s　sa1．

bocina　espaf㍉01a

命令一その1（t丘，vosotrosに対する肯定・否

@　　定命令）

uocabulario 同　上

5

Ahora，　acu6stese
浮唐狽?п@aqui．

tn　problema　de
唐≠撃浮

命令一その2（V（L，Vds．に対する命令、入曽代

@　　名詞目的格を伴う命令、再帰動詞の命令）

uocabulario 同　上

6

　　　　　噂ｱEstudia§teis　mucho～
cos　universidades　gantlguas

直説法完了過去

K則活用一AR，。ER，一IR動詞
ﾖ係代名詞一その1
uocabulario

同　上

7

こCu5ndo　se

@　construy6～
FLa　Alhambra

直説法完了過去

s規則活用動詞一1
ﾖ係代名詞一その2
uocabulario

同　上
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回
　
， テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師

i所属・氏名）

直説法完了過去
Lo　que　hice　en　las 不規則活用動詞一その2

8 　　　●魔≠モ≠モ撃盾獅?刀D 関係代名詞一その3 山　口　燕　正

Acapulco 関係副詞

Voeabulario

直説法不完了過去／不完了過去の複文
こQu6　pensaba　usted Vocabulario

9 cuando　era　nifio？ 同　上

Francisco　Javier

直説法未来

10
Ellos　llegaran　pronto

yarzuela

Vocabulario

同　上

～Ha　estado　usted　en 直説法現在完了／助動詞：Haberの現在形／受身
Latinoam壱rica～ Vocabulario

11
Un　aspecto　de↓

撃
≠

同　上
rela、ciones　entre’

Jap6n　y　Am6rica

Latina

直説法可能（過去未来）

Dijeron（fue　saldr五an 直説法過去完了

12 al　dIa　siguiente． Vocabulario 同　上

Extremadura

i接続法現在一その1（規則活用動詞・語根母音変

こQuieres　que 化動詞1／名詞節・副詞節での用法

13 bailemos～ Vocabulario 同　上

EI　tango　arg母ntino

接続法現在一その2（不規則活用動詞／副詞節に
Es　mejor　que おける直説法と接続法）

14 VengamOS　Otra　Vez． Vocabulario 同　上

EI　Museo　del　Prado

iOjala　que 接続法現在一その3（形容詞節・独立文での用法叉

enCOntremOS　Una
接続法過去

15
CaSa　qUe　nOS　guSte！

Vocabulario 同　上

En　la　Costa　del　So1．
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　　　　　　＝Japanese　I　＝　　　　（TV）

〔主任講師：アントニオ・アルフォンソ（明海大学教授）主任講師：西原鈴子（国立国語研究所言語教育研究部長）〕

全体のねらい
　日本語のもっとも基本的：な構造を、単なる詰め込みでなく応用可能な知識として正しく理解さぜそ
れによって日本人の物の考え方、日本人の生話と文化を広く世界に：紹介することを目的とする。
　日本語を一見流暢に話しながら、その実正確に学んでこ：なかったよう＝な人々の「やりなおし日本語」
としても活用されるように、コミュニケーシゴンの流れの中で自然に使用できる表現を発展的に組み立
て、有効な解説と適切な映像によって効率的に提示する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

UNIT　1　“Where　are　you　going？” アントニオ・

UNIT　2　“Yes　or　No？” 　アルフォンソ
i明海大学教授）

1 STEP　1
西　原　鈴　子

、

（国立国語研究所
ｾ語教育研究部長）

UNIT　1　“What　are　you　golng　to　do？”

UNIT　2　“Where　did　you　see　it？”

2 STEP　2 同　　　上

UNIT　l　The　Topic　of　the　Sentence

UNIT　2　“What　are　you　doing？”

3 STEP　3 同　　　上

UNIT　1　　“Have　you　done　it　already？　”

UNIT　2　“Can　you　wait　a　moment，

4 STEP　4 please？” 同　　　上

UNIT　1　“Where　are　you？”

UNIT　2　“I　have　a　problem”

5 　STEP　5

P
；

UNIT　3　Reading 同　　　上

UNIT　1　“Dont　do　that，　please”

UNIT　2　“What　sort　of　people？”

6 STEP　6 UNIT　3　Reading 同　　　上

UNIT　1　“How　many　people？”

UNIT　2　“Howmuch　is　it？”
7 STEP　7 UNIT　3　Reading 同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名ノ

－UNIT　1　　‘‘It　s　a　longnight　”

UNIT　2　0n　the　Boundaryand　the　F㏄us アントニオ・アルフォノソ

8 STEP　8 UNIT　3　Reading 西　原　鈴　子

UNIT　1　“Which　one　is　better？”

UNIT　2　1ntroducing　Plain　Forms
9 STEP　9 UN　I　T　3　Reading 同　　　上

　　　　　　　‘‘tNIT　l　　Mannequins　that　talk　and
　　　，，翌≠撃

10 STEP10 UNIT　2　　“I　like　watching　people” 同　　　上

UNIT　3　Reading

UNIT　l　Explanatory　Sentences
UNIT　2　“I　think　so？”

11 STEP11 UNIT　3　Reading 同　　　上

UNIT　1　“What　did　he　say？”

UNIT　2　‘‘I　want　to　talk　to　you”

12 STEPi2 UN　IT　3　Reading・ 同　　　上

UNIT　1　“Give　and　you　shall　receive”

UNIT　2　“Imus皇do　it”

13 STEP13 UN　IT　3　Reading 同　　　上

㌔ UNIT　・1　Suru…Suru…Suru…
UNIT　2　Doing　and　Becomlng

14 STEP14 UNIT　3　Read孟ng 同　　　上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，　　　　　　　‘‘

tNIT　l　　Come　quickly
UNIT　2　Clustering　Verbs

15 STEP15 UNIT　3　Reading 同　　　上
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　　　　　　　　＝　JaDanese皿　＝　　（TV）

〔主任講師：アントニオ・アルフォンソ（明海大学教授）主任講師：西原鈴子（国立国語研究所言語教育研究部長）〕

全体のねらい

　Japanese　Iを基礎1にし、

とを目的とする。

より高度な日本語の知識を得、かつ、より複雑な表現の運用を習熟するこ

回 テ　　　一・　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

UNIT　l　Lining　Up　Facts　and　Causes アントニオ・

UNIT　2　　“Yes，　but…” アルフォンソ

1 STEP　1 UNIT　3　Reading
（明海大学教授）

西　原　鈴　子
（国立国語研究所
ｾ語教育研空部長）

UNIT　1　“What　time　do　you　get　up？”

UNIT　2　When，　Before　and　After
2 ・STEP　2 UN　I　T　3　Read　ing 同　　　上

UNIT　1　“While　there　is　llfe　there
　　　　，，奄刀@hope

3 STEP　3 UNIT　2　The　Best　Way　to：Learn　a 同　　　上

Languag6

UNIT　3　Reading

UNIT　1　“Talk　loud　so　that　we　can

　　　　　”??≠秩@you

4 STEP　4 UNIT　2　Somet　ime，　Somewhere 同　　　上

… UNIT　3　Reading

一
響
昌
一
．
　
　
　
韮
暑
幽

UNIT　l　Every　Time，　Everywhere
tN　IT　2　Anyt辻ne，　Anywhere

5
i
S
T
E
P
　
5
｝

UNIT　3　Reading 同　　　上

や
¶凸　　哺　｝

UNIT　1　“It’s　quite　the　oPPosite”

UNIT　2　This　and　That　and　That
6 STEP　6 TN　IT　3　Reading 同　　　上

UNIT　1　“Sensei，　what　does－TARA

mean？”
7 STEP　7 UNIT　2　“That’s　a　hypothetical 同　　　上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　，，@　　　　　　　　　　　　　　　　　　ques　t　lonlUNIT　3　Reading
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

UNIT　l　Natural　Outcomes
UNIT　2　　“Even　a　child　cando　that”

アントニオ・アルフォンソ

8 STEP　8 UNIT　3　Reading 一西　原　鈴　子

UNIT　1　“Come　as　soon　as　possible”

UNIT　2　“Make　him　do　it．　Let　him

9 STEP　9
　　　　　，，
р女ﾊt 同　　　上

UN　I　T　3　Reading

UNIT　1　“Wecall　it　Passive”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　，，　　　　　　　　　‘‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

tNIT　2　　Wewere　caught’1n　the　ram

10 STEP10 UNIT　3　Reading 同　　　上

UNIT　l　Doing，　Being，　Becoming

UNIT　2　0rドgoing　and　Completed：Fa¢ts

11 STEPl　l UNIT　3　Reading 同　　　上

UNIT　1　“』I　was　about　to　leave，
　　　　　　　翌??氏c

12 STEP12 UNIT　2　0n　the　Lookslof　Things 同　　　上

UNIT　3　Readi　ng ノ

UNIT　l　Talking　on　the　Nature　of
Things’

13 STEP13 UNIT　2　“H・w　du　y・u　explain　that？” 同　　　上

UNIT　3　Reading

1UNIT　l　Discours倉Referents
UNIT　2　Dlscourse　Adverbs

14 STEP14 UNIT　3　Reading 同　　　上

U：NlT　1　0n　the　Familiar　Language（A）

UNIT　2　0n　the　Faml’liar：Language（B）

15 STEP15 UNIT　3　Reading 同　　　上
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　　＝中国語皿＝（R）
〔主任講師：傳田　章（東京大学教授）〕

全体のねらい
　中国語1・：Eの基礎の文法学習の上にたって、比較的にやさしいものから始めて散文文学作品にいたる文
章の講読を中心に授業を進める。単なる語彙の拡大にとどまらないで、1・1［で学習した文法項目の主要な
部分を随時復習しながら、さらにアクセント、語構成、複文など、文法の学習を系統的に深化させることを
主眼とする。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

強弱アクセント

二音節のアクセント型 傳田　章 傳田　章
1 発　　音　　w （東京大学 （東京大学

教授） 教授）

三・四音節のアクセント型

2 発　　音　　田 同上 同上

“重念”

論理ヒの述語
3 発　　音　　P（ 文音調 同上 同上

不定を示す助数詞
動詞・形容詞句の名詞句化

4 定　・不定 同上 同上

意志動詞と非意志動詞

意志動詞の活用
5 意志動詞 同上 同上

変化動詞
変化動詞の活用

6 非意志動詞1 同上 同上

属性動詞
属性動詞の活用

7 非意志動詞皿 同上 同上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

語構成の型
S－P型、V－0型、　V－R型、修飾型

8 語構成　1 傳田　章 傳田　章

V－0型離合詞
分離の型

9 離合詞　1 目的語の形式的修飾語化 同上 同上

目的語成分の助数詞転用

その他の型の離合詞

10 離合詞　∬ 同上 同上

動作結果型結合
分離の型

1
1 補助動詞1 移動動詞の意味の転偲1） 同上 同上

移動動詞の意味の転回2）

補助動詞化
12 補助動詞1 同上 同上

並列型
付加型

13 語構成∬ 重ね型 同上 同上

条件一帰結接続
並列接続

14 複　　文　　1 川上 同上

文の展開
省略接続

15 複　　文　　1 同格、到置、独立句 同上 同上
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＝保健体育＝（TV）
　　　一新しい人体論一

〔主任講師：平沢彌一郎倣送大学教授）〕

全体のねらい
　人は2本の足のうらで立つ。そこで、その足のうらに関与するさまざまな因子から、すべての動作
の基本である直立能力を定量的に評価する。これをスタシオロジー（身体静止学）という。本講義は
このスタシオロジーの観点に立って「人」と「からだ」．の関わりを解説する。な沿毎回自己診断と調
整のための基：礎体操Medico　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 見る人聴く入別の人
ときめきを感じる。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）

る入」から「聴く人」への転換について考える。

憶こらえ』の時間の長短は、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（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24人の体格について考察しながら、

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。ここではソボッタ（J・Sobotta）の体

4 か　ら　だ　の　形 表の地理図、サリウス（A．Vesalius）解剖図に

謔ﾁて骨格の仕組みを学習する。また、カバラ 同　上

の思想によるセフィーロスのからだの部分の意
丁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◎「膝小憎」 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、も解明する。

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
． 直立人の歩む道

だろうか。ヒト化（hominization）における「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。われわれ直立姿勢に完全に適応しき
っているのだろうか。

人は出生後約10か月でだれからも手ほどき
をうけないで一人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
ﾈい◎ここでは出生直後の新生児の姿勢制御と

同　上

神経発達との関連について個体発生学的見地か
ら解説をする。
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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　　　　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・

ｦて立つさまを表す「からだち」（躯立ち）

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

動的固定（Steady　setti㎎）の機序について解

9 スタシオロジ・一 僻する。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・神経眼科学）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、年齢差、 同　上

性差、環境差（地理的・社会的）、病経別、民

胴差を解説する。

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．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Q
また、左足は遺伝因子、右足は環：境因子による

ことを解説する。

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」の問題についてもふれてゆく。

ヒトは立つことができてはじめて歩くことがで

きる。ヒトは片足歩行である。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

性麻痺患者の歩容から、　「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{人

人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わ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年くらいのあいだに、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 現代人　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i類の存亡の危機について論説を試みる。
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＝生活原論＝（R）
〔主任講師：山手　茂（東洋大学教授）〕

全体のねらい

　私たちの生活は、多くの要素から成り立っており、急激に変動する社会からさまざまな影響を受け

っっ、不断に変化している。この科目では、私たちの生活を社会との関連に澄いて全体的・総合的に認

識する方法を検討し、現代人の生活課題を明らかにし、21世紀に向かって主体的によりよい生活を創

造するための方法を考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講＝師
i所属・氏名）

1
生活原論の課題と

菇@

　生活に関する科学は、多くの専門分野に分か
黷ﾄいるが、「生活原論」は、生活を総合的、
S体的にとらえ、生活の基本的課題を明らかに
ｵ、私たちが主体的によりよい生活を創造する
ｽめの方法を確立することをめざすものである。

山　手　　　茂

i東洋大学教授）

2
生活構造の変化と

ﾐ会構造の変化

　私たちの生活を構成している多くの要素は全
ﾌとしてのまとまりを持っており、これを生活
¥造としてとらえることができる。この生活構
｢は、社会構造によって規定されており、現代
ﾐ会の構造的変化によって、大きく変化し、社
?ｻと不安定化が進んでいる。

同　　　上

3
生活意識と生活文

ｻ

　人間の生ききかたは、社会的・経済的要因によってばかりではなく、精神的・文化的要因によっても影響されている。現代に謡いて、人びとの生活意識・ライフスタイル・生活文化がどのように変化し、生きかたがどのように再検討されっつあるかを考える。

牧　野　暢　男

i日本女子大学
@　　　　教授）

4
世代とライフスタ

Cル

最近の若い世代は、「新人類」と称されるほ
ﾇ、親の世代と異る性格やライフスタイルを持っている。世代とはなにか、各世代の特徴はど

､して生じたかを理解し、異る世代の相互理解・相互尊重協力・連帯などについて考える。 同　　　上

5
生活史とライフコ

[ス

　人間は、社会のなかで、社会の歴史的変化の
e響を受けながら生きており、ひとりひとり独
ｩな生活の歴史を持って澄る。歴史のなかの人
ｶ、「人生80年時代」の生活周期などについ
ﾄ認識し、さらに主体的に人生を生きるライフコースについて考える。

牧　野　カツコ

i澄茶の水女子
@　大学助教授）

6
生活問題の構造・

ｴ因・対策

　私たちの生活には、家計・消費生活・余暇生
?笊v婦関係・親子関係・老後不安など多くの
竭閧ｪある。それらを全体的・構造的にとらえ、
ｻれらの原因および発生のメカニズムを考察し、竭

閧
ﾌ
解
決
。
予
防
の
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

山　手　　　茂

7
生活水準・生活指

W・生活の質

庄　司　洋　子

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

8 生活権と生活政策

　生活の社会化が進展するにともなって、生活
竭閧ﾍ、個人や家庭の課題としてばかりではな
ｭ、社会や国家の課題としてとりあげられてい
驕B現代国家においては、生活権が確立され、
ｻれを保障するために生活政策が拡充されてい
驍ｱとを述べる。

山　手　　　茂

9 生活保障・生活福祉

　社会保障・社会福祉を中心にして、生活問題
��?ｵ、生活不安を解消するとともに、積極
Iに生活向上させるための政策と実践の課題を
沒｢する。現代においては、国民の主体的参加
ﾉよる福祉国家の形成・維持が課題になってい
驕B

庄　司　洋　子

10
生活設計の学習と

ﾀ践

　生活の安定と向上のためには、国家の福祉政
�ﾌ拡充とともに、個人や家庭の主体的な生活
ﾝ計の確立と実践が、重要な課題になっている。
w校教育・社会教育・家庭教育に診いてとりあ
ｰられるべき生活設計学習の内容および方法に
ﾂいて検討する。

牧　野　カツコ

11 これからの国民生活

　今日まで産業化・都市化・核家族化などによ
ﾁて私たちの生活は変化してきたが、これから
Q1世紀にかけては、長寿化・国際化・情報化などがいっそう進展し、国民生活もさらに変化

ｷると予想される。このような国民生活をとり
ﾜく条件の変化への対応策を考える。

山　手　　　茂

12 これからの地域生活

　都市化・核家族化。長寿化・情報化などに対
桙ｵ、生活を安定・向上させるためには、地域
ﾐ会に：診いて新しいコミュニティを創造するこ
ﾆが重要な課題になっている。このような観点
ｩら、コミュニティ形成の動向と今後の課題に
ﾂいて検討する。

牧野暢　男

13 これからの家庭生活

　21世紀に向かって、社会の変化に主体的に
ﾎ応しながら、私たちの生活を安定・向上させ
驍ｽめには、新しい家庭生活を創造することが
K要である。これからの夫婦関係・親子関係な
ﾇ家族関係や家庭経営の課題について検討する。

牧　野　カツコ

@　　　　　9

14
これからの男性・

乱ｫ関係

　これからの生活の安定・充実は、家庭・学校・職場・地域社会などあらゆる生活（7）場におい

ﾄ、男性と女性が対等の立場にたって協力する
ｱとによって実現される。このよう：な観点から、
j性と女性との関係の問題点・課題について考
ｦる。

庄　司　洋　子

15
自立と共生のネッ

gワーキング

　現代社会においては、心身障害者や老人など
燻Q加した「自立と共生をめざすネットワーキ
塔O」が活発化している。その社会的背景や意
`を検討し、これからの国民生活の安定・向上・充実のためのネットワーキングの課題を考え

驕B

山　手　　　茂
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＝人間と社会環境＝（TV）

　　　　　　　〔主任講師：大橋．力（放送教育開発センター教授）〕

全体のねらい

　複雑なからだとこころを持つ生き物・人間と、その人間たちの多岐にわたる活動のステージになっ

ている社会環境とについて、情報環境学の立場から包括的に学ぶ。動物行動学・分子生物学などの新

しい生物学、生態人類学の諸領域、システム論・制御論などの情報科学を主要な学問的基盤におき、

実際的に論を展開する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
《電

l間と社会環境”
ﾉついてどう学ぶか

　人間の社会行動の多様性を的確に捉えるため

ﾉは専門分化した学問は限界が大きい。その限
Eを打破する新しい学問のひとつとしてこの科
ﾚで起用する情報環境学について、物質・エネ
泣Mー・情報の三つの次元から有機的に対象に
ﾚ近する方法論を述べる。

大　橋　　　力
i放送教育開発
Zンター教授）

2 生命　と　環　境

　まず、生命とは何かについて、自己増殖オー
gマトンの理論を出発点に説明する。次に地球
^生命の特徴と地球の生態系について述べる。
ｳらに、生命主体と、それを囲む環境との関係
ﾉついて、システム理論を導入して整理を行う。

同　　　上

3 環境としての社会

　生き物の中には、特別な秩序を持った群れを
ﾂくるものがある。その群れ一種社会一は生き
ｨにどのような利益をも：たらすのかを考える。

ｱうしてつくられる璽璽社会”を、新たに造成さ

黷ｽ環境として捉え、その構造・機能について
沒｢する接近法を述べる。

藤　井　宏　一
i筑波大学教授）

4 社会をつくる動物たち

　動物の中には、さまざまな社会をつくるもの

ｪある。その多様な姿について、動物行動学の
ﾏ点から整理して学ぶ。ま：た、動物の社会行動

ﾌ過程を制御している生得的解発機構の理論等
ﾉついても知識を得る。さらに、これらの原則
ｪ人類にもあてはまることを知る。

日　高　敏　隆
i京都大学教授）

　15辰砂議けの特
　社会をつくる動物たちを見ると、その社会の
¥造は種ごとに決まったパターンを持っている
ｱとがわかる。ところが人類だけは、きわめて
ｽ種多様な社会を生み出してきた。この多様性
�ｶ態人類学の観点から分類し、概観してみる。

掛　谷　　　誠

i弘前大学教授）

6 自然性を重視した
ﾐ会とその環境

　さまざまな人類社会の中には、生存上、人間
ﾌ持つ生物としての自然性を比較的重視したラ
Cフスタイルを維持してきたものがある。発展
謔閧ﾍ安定を志向する社会といえる。その代表
痰ﾅある狩猟採集社会について、実際のフィー
泣hワークに基づいた知識を得る。

市　川　光　雄

i京都大学助教授）

7 加工性を重視した
ﾐ会とその環境

　人為的な加工とその蓄積に高い価値を恥く社
?ｪある。安定よりは発展を志向する社会とい
ｦる。いわゆる文明社会は総じてこのカテゴリーに入る。このような発想を持った社会システ

?ﾌ本質を探り、そこに生まれる環境の特性に
ﾂいて検討する。

樺　山門　一
i放送教育開発
@センター教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

いわゆる般棲みわけ”は地球上の生物社会の
原則といえる。ところが、人類では、この原則

8 棲みわけ型”の社会・

�ｱみわけ型”の社会

が守られている般棲みわけ型力の社会だけでな
ｭ、これを放棄した般非棲みわけ型ガの社会が

大　橋　　　力

存在する。この社会の生態系に及ぼす影響、お
よび環境特性について論じる。

すべての生命は、情報物質般核酸”に導き込

9 本来　と　適：応
まれたプログラムの指令下におかれている。そ
ﾌプログラムには、基本的なライフヌタイルに
ﾎ応する奴本来”のものと、状況の特殊化に対
桙ｷる般適応”のためのものとがある。この二

村　上和　雄
i筑波大学遺伝子

ﾀ験センター長）

重構造と社会環境との関連を検討する。

種社会をつぐる動物たちの社会行動のプログ
ラムも遺伝子の支配下にあり、人類もその例外

10 人間社会のシステム化
@能ずる二つのプログラム

ではないと考えられる。一方人間社会には法律、

坥･など社会行動のもうひとつの規範一プログ
大　橋　　　力

ラムーが存在する場合がある。この両者が一致
しない社会の環境を論じるQ

入間の生物特性は、その柔軟性の範囲を含め

入間の生物特性と て、遺伝情報の支配下にあり、ほとんど固定さ

11 社会環境との不適 れている。それと現実の社会環境との間に無視 岩　城英　夫
合（1）物質・エネル できない不一致が発生し、持続すると、社会は （筑波大学教授）

ギー・環境について 存続を澄びやかされる。この問題を物質・エネ
ルギー面について検討する。

人間の心は脳という物質機械の活動に他なら
人間の生物特性と社 ない。脳は情報代謝装置であり、環境からのあ

12 会環境との不適合（2） る種の情報入力で打撃を受けるだけでなく、あ 小　田　　　晋

情報環境について る種の情報欠損によっても異常を呈する。社会 （筑波大学教授）
の情報環境が人間の脳にとって不適：合になった

場合の病理現象について検討する。

現存する多種多様な人間社会の中に、自然性

自然性と加工性と と加工性との両者の調和を重視する発想を持つ 河　合　徳　枝
13 の調和を重視した

ﾐ会とその環境
ものが少数存在するQこの種の社会の環境は、

ｻ状況下にあっても人間生存とのかなり高度な
K合性を示している。実例にのっとって、この

（国際科学振興財

c専任研究員）

ような社会環境について知識を得る。

自然性と加工性との調和に成功している社会

のひとつの特徴として、情動、ことにパフォー 猪　原　真知子

14 社会の自己組織化を

ｱぐ璽情動ガの役割

マンスの誘起する快感が社会の結集や葛藤緩和

ﾉ有効に機能している。自我の制御と利他行動
ﾌ活性化とを通じてシステム化をもたらす情動

（聖徳大学附属聖徳
s刳w校教諭）
ﾍ　合　徳　枝

のメカニズムについて論じる。

加工性重視社会の頂点に立つ科学技術文明の
社会環境は特に精神世界の面でけわしい限界に

15 新しい調和の発見
ﾌために

直面している。この危機の当面の打開策として

l間に適合した情報環境の再建を欠かすことは
ﾅきない。そのために精神活動領域に澄ける自

大　橋　　　力

然性と加工性との調和の道を探る。
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＝家族関係論＝（R）
〔主任講師　望月　嵩（大正大学教授）〕

全体のねらい

　家族の人間関係は、他の集団の人間関係と異なって、情緒的色彩が強い。しかも、人間の生活全般に

かかわる関係である。本四では、そうした家族関係の諸相を、家族の発達過程にそいながら検討すると

ともに、家族生活に生じた諸困難に対応する家族関係のありかたについても考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 家族関係の意味

　家族関係とは、家族を構成する人々の関係とい

､意味であり、夫婦関係、親子関係、同胞関係と

｢った要素的関係に分i類できる。こうした家族関

Wの特徴や性格について、家族の集団としての側

ﾊと関連させて解説する。

望　月　　　嵩

i大正大学教授）

2 青年期の異性交際

　結婚前の青年期の異性交際は、デイティングと

Rートシップという目的も性格も異なった二つの

�ﾛに分類：できることを中心に、異性交際の機能

竡ﾀ態について解説する。

同　　　上

3 配偶者の選択

　配偶者選択に関する社会的制約や選択のメカニ

Yムを解明し、配偶者選択の過程がどのように展
Jするかを解説する。 同　　　上

4 結婚と夫婦関係

　家族形成の契機となる結婚の社会的異味を明ら

ｩにするとともに、それによって形成される夫婦

ﾖ係の性格、現代家族における夫婦関係の重要性

ﾉついて解説する。

同　　　上

5
子どもの社会化と

e子関係

子どもを生み育てることは、家族の主要な機能

ﾅあることを確認し、子どもの成長・発達にとも

ﾈって、親子関係がどのように変化していくか、

ﾜた、現代の家族の教育機能の低下は、どのよう

ﾈ要因によるのかなどについて解説する。

同　　　．上

6 中年期の家族関係

　平均寿命の伸長、少産化傾向といった人口学的

v因によって、家族のライフサイクルに変化が生

ｶた。とくに、中年期の女性の生き方をめぐって

ｱれまでにない状況が観察されることを解説する。

同　　　上

7 老年期の家族関係

　高齢化社会を迎え、老後生活を安定させるため

ﾉは、どのようなことが考えられねぽならないか

�A子どもとの同・別居問題を中心として解説す
驍p

同　　　上

一184一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 共働きと家族関係

　家族関係のあり方に大きな影響を与える現代的

ﾈ現象として、共働き家族の問題がある。共働き

ﾆ族が増加してきた背景や、共働きによって生ず

髢竭闢_、それへの対応などについて解説する。

望　月　　　嵩

9
単身赴任と家族関

W

　産：業化の進展によって増加したサラリーマン

ﾆ族に生じた単身赴任について、その理由や問題
_について解説する。 同　　　上

10 家族の情緒関係

　家族関係の特徴は、情緒的色彩が強い人間関係

ﾅあることである。現代家族における情緒性の意

`や問題発生に情緒性がどのようにからみあって

｢るかを解説する。

同　　　上

11
家族危機と家族関

W

　家族の生活過程には、さまざまな出来事が発生
ｷる。そうした出来事に適切に対応することがで
ｫないと、家族は崩壊するということさえ生じか
ﾋない。そこで、家族危機はどのようにして発生
ｷるのか、危機への適切な対処はどうしたらよい
ｩについて解説する。

同　　　上

12
離婚・再婚と家族

ﾖ係

　最近、離婚の増加が問題となっている。離婚は

ﾈぜ発生するのか、離婚者の再婚はどうなってい

驍ﾌか、そうした離婚や再婚は家族関係にどのよ

､な影響を与えるかなどについて解説する。

同　　　上

13
家族のコミュニケ

[ショ　ン

　円滑な家族関係を実現するためには、家族間の

K切なコミュニケーションが必要である。コミュ

jケーションのメカニズムや、家族間のコミュニ

Pーションのあり方などについて解説する。

同　　　上

14 親　　族　　関　　係

　家族は決して孤立状態で存在するのではない。

ﾐ会の諸集団と密接な関連をもっている。なかで

焉A親族関係は、家族生活を支える重要なネット

潤[クである。そうした親族関係の意味や役割に

ﾂいて解説する。

同　　　上

15
これからの家族関

W

現代の家族は、変動の中にある。家族関係も大

ｫく変わってきている。そうした現状を踏まえて、

ｱれからの家族関係はどうあったらいいのかを考

ｦる。

同　　　上
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＝現代家族の社会学＝（R）
〔主任講師：森岡清美（成城大学教授）〕

全体のねらい

　現代日本の家族を中心として、構造・機能・意識等の諸側面についてその変動の実張と要因を考究し、

多様な変化相を示す現代家族の理解に資する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1　家族は集団　2　法令用語としての家族
3　日常語としての家族　4　家族の定義

1 家　族　　と　は
5　形態面の特色　6　関係面の特色　7　機能
ﾊの特色

森　岡　清美

i成城大学教授）

1　家族　2　家庭　3　世帯　4　家族・家庭・

家族・家庭・世帯 世帯

2 一三つの類語の 同　　　上

略歴

1　家族の要素的単位　2　核家族説　3　小集
核　　　家　　　族 団としての核家族　4　核家族の二面性　5　核

3 一家族の要素的
家族の世代間関係

同　　　上

単位を問う

1　居住規則と家族の類型　2　夫婦家族制

類型　と　分類 3　直系家族制　4　複合家族制　5　家族類型

4 一家族をどう類
@　別するか

の地域的分布　6　類型・典型・分類　7　家族の分類　8　類型と分類との関係　9　家族の再

ｪ類：

同　　　上

1　核家族化　2　家族と世帯　3　産：業化と核

核　　家　族　化 家族化　4　日本の核家族化の歩み　5　核家族

5 一家族構成の単 化の諸要因
同　　　上

純化

1　小家族、小家族化　2　家族規模の近似値

小　　家　族　化 3　わが国の小家族化　4　小家族化の国際比較

6 一家族規模の縮 5　小家族化のアメリカ型　6　小家族化のイギ
潟X型　7　小家族化の諸要因

同　　　上

小

1　ライフサイクルの発想　2　ライフサイクル

7
家族のライフサイ

Nル

研究の発端　3　家族のライフサイクル　4　ラ
Cフサイクルの捉え方　5　発達段階の設定
U　直系制家族のライフサイクル　7　複合制家

同　　　上

族のライフサイクル
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容
担当講師ζ所属・氏名ノ

8
ライフサイクルの

ﾏ化

1　ひとの一生の変化　2　日本におけるライフ
Tイクルの変化　3　ライフサイクルの変化によ
ﾁて生じた新局面　4　ライフサイクルの問題点
T　ライフコースの発想

森　岡　清　美

9

役　　割　構　造

鼈皷 ﾆ族の内部構
@　造（1）

1　家族の内部構造　2　家族的地位　3　家族
I役割　4　役割期待・役割認知・役割遂行
T　役割取得・役割葛藤　6　役割遂行による欲
￥[足　7　生物学的差異が役割配分を規定する
ｩ　8　役割配分の規定要因　9　役割＝構造の変

ｻ

同　　　上

10

勢　力　構　造
皷ﾆ族の内部構
@　造（2）

1　地位の序列　2　権力の序列　3　権威の序
�@4　勢力の序列　5　権力構造の実態
U　夫婦の勢力関係　7　親子の勢力関係
W　勢力構造を規定するもの　9　勢力構造の変

ｻ

同　　　上

11
家族をめぐる親族

ﾖ係

1　親族・親族関係・親族集団　2血族と姻族、
潔盾ﾆ姻縁　3　親族の類別　4　親族関係
T　親族集団　6　夫婦家族制と鳥居近親関係
V　直系家族制の場合、とくに日本の同族と親類

ﾉついて

同　　　上

12 先祖観と先祖祭祀

1　先祖とは　2　先祖の類別　3　死者と先祖
S　個別の先祖と全一的祖霊　5　家的先祖祭
Jの機能　6　家的社会での非家的先祖祭祀とそ
ﾌ機能　7　家の変化にともなつ先祖観の変化
W　仏壇保持率の推移　9　先祖祭祀の変化

同　　　上

13
家族機能の変化
皷ﾊたして縮少
@　したか

1　家族の機能　2　オグバーンの家族機能縮小
焉@3　機能縮小のより積極的把握　4　産業化
ﾆ家族機能の変化　5　社会の変化でなぜ家族が
ﾏわる？　6　パーソナリティ機能の分化
V　家族の機能復権　8　家族の機能はほんとう
ﾉ縮小したか？

同　　　上

14
家族意識の変化
皷ﾆ意識の持続
@　と変容

1　家族意識とは　2　家族意識は果たして捉え
､るか？　3　「家族意識の変化」の捉え方
S　子がない場合養子は必要か？　5　先祖を尊
ﾔか？　6　どの子に財産や事業を相続させるか
H　7　老後を子どもに頼るつもりか？

同　　　上

15
家　族の未来
齠ｷ ﾆ族は消滅す

@　るか

1　未来論への要請　2　家族の未来に対する悲
ﾏ論と楽観論　3　日本人による未来家族論の試
ﾝ　4家族は消滅するか？　5ソ連邦め家族政
�@6家族は存続しうるか？　7欧米に澄ける
ﾆ族の最近動向　8　日本の現代家族はどうか？
X　家族はどこへ？　10　家族のゆくえと政治

同　　　上
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＝家庭の経済：＝二（R）
〔主任講師：今井光映（金城学院大学教授主任講師：古郡靹子（明海大学教授））〕

全体のねらい

　1・家庭経済は家庭・個人の自己実現という目的価値を実現するために、生産・消費・貯蓄の経済行

為を営むがそれを経済全体の中でシステム的にとらえる。

　2．家庭経済の行為をシステム的にとらえる場合、とくに生活する者の視座・視点で主体的にとらえ

ることによって、中核的なエコシステムである家庭経済の本質的な機能と位地づけを浮きぼりにする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

家庭経済の本質意義　国民所得を決定する4つ
の柱　個入消費と国民経＝済　民間投資と国民経

1 家庭経済の本質意
`と機能

済と家庭経済金融政策と国民経済と家庭経済
熕ｭ政策と国民経済と家庭経済　税政策と国民

　今井　光　映
i金城学院大学教授）

経済と家庭経済　国民経済の成長の質と家庭経
済の行動の質

家計の存在意義　家庭内生産とは何か　家計生

2
家庭内生産と家事

J働

産の特徴　家計サービスのコスト　家庭内生産

ﾆ相互依存関係 坂井　素　思
i放送大学助教授）

家事労働の変化家事労働の評価　これからの

3
家事労働の経済的 家事労働

古郡　靹　子
評価 （明海大学教授）

労働供給と稼得の二重機能　家内的分業　労働

4 労働と家庭経済
供給と家内的分業　労働供給量の決定　女性労

ｭの供給家計のプーリング機能 坂井　素　思

流通機構問題　生鮮食料品の流通と家庭経済

5
流通機構と家庭経

ﾏ
産直と家庭経済　衣料品の流通と家庭経済　医

�i・化粧品の流通と家庭経済再販制度と家 今　井　光映
庭経済家庭経済の価格形成参加権の自覚

選好の自律性と他律性　経済学の伝統的アプロ

一チ　依存効果誇示効果　記号的消費
6 消　費の理論 坂井　素　思

生活水準家計の収支構造　共働き世帯の増加

7
家庭経済の生活内

e
と家計の変化　消費のサービス化

古　郡　靹子
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

家庭での生活設計　ライフサイクルと生活設計

澄金と利子

8
家計のライフサイ
Nルと経済管理

古　郡　靹　子

貯蓄の意味：貯蓄の目的　貯蓄・負債の内容

高い貯蓄率

9 貯蓄と家庭経済 同　　上

資産保有の意味　なぜ資産を保有するのか　不

確実性の存在　家計の資産：＝選択　権力・名誉と

10 家計の資産選択 資産保有 坂　井　素　思

物価についての基本的な概念　インフレと家計

物価抑制のいろいろ　物価上昇が家計に及ぼす
11 物価と家庭経済 影響　物価の安定こそ生活設計のカギ　円高の 今　温光　映

物価への波及効果

なぜ税は必要なのか　公共財・サービスの供給

所得の再分配経済の安定化　課税原則
12 税　　と　家　計 坂井素　思

長＝寿社会の実態　長寿社会の中での生活設計

13
長寿社会と家庭経

ﾏ
長寿社会と年金の改正　老後生活資金の設計

驪ﾆ年金の自覚　個人年金の自覚　入生80年時 今井光映
代の生活設計にこそ必要なシステムの考え方

長寿社会と社会的生活設計

産業化とはなにか　産業化への適合　産業化と

14
社会構造の変化と

ﾆ庭経済

の拮抗家計の柔軟性

坂井　素　思

安定成長経済社会と家庭経済　付加価値社会と

15
これからの家庭経
ﾏを考える

家庭経済　高：負担社会と家庭経済　サービス化

ﾐ会と家庭経済　キャッシュレス社会と家庭経 今　井光　映
済長寿社会と家庭経済　高度情報化社会と家

庭経済　国際化社会と家庭経済
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一家庭の経営一 （R）

〔主任講師　原ひろ子（澄茶の水女子大学教授）〕

全体のねらい

　家庭のあり方を比較文化的に考察することによって、人間にとって、家庭や家庭のあり方が多様で
あることを認識し、その上で、現代日本の家庭を、それをとりまく環境との関連において検討する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
家族・家庭・家庭

o営

誰が家族なのか。一人ひとりにとって家庭と

ﾍ何か、家庭経営という言葉をどうとらえるか

�A考える。

原　　　ひろ子

i澄茶の水女子
@　　大学教授）

2
家族の多様性と普

ﾕ性

　　人間の諸文化に計られる家族の多様化を眺め、

@人間にとっての家族の普遍性は、どのようにと
Pらえられるかを考える。

撃
同　　　上

3 家族　　　家　庭1
@　　　　　　　　　｛

　　　　　　1欧米相本の近代史のなか℃収入を得る場　　　　　　　　　　　　　　　消費の場としての家庭が分離　　　　　　iとしての職場と・と　　　　　　し、家族という人間の制度のもつ機能が限定さ　　　　　　　れてくる変貌過程を考察する。

@　　　　　i

同　　　上

4
日本文化の中の
@　　　　　　家庭

　夫と憎憎と子、祖父母と孫など、家庭の中
ﾅざまざまな立場にある、個人の自己実現について
ﾌ欲求が高まってきている今日、それぞれの欲求
�揩ﾂ個入の自己実現を促しつつ、サービスや情
�竦Sのつながりが保証される「生活の港」として
ﾌ家庭をどのように経営していくかについての可
¥性の巾を考える。それと同時に家庭をめぐる、
ｳまざまな「危機」への対応を考える。

同　　　上

i隊事
j剥l　　　　　　　　　　　　　　i

　家庭に器ける家事労働と、労働市場に澄ける

嚏ｲどのようにとらえられて瓢を
篠　塚　英　子

i澄茶の水女子

@　大学助教授）

民
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
り

｝←｝一一一一伽一一㎜『………』…ｷ……

@家　庭　と　経　済

　今日の家庭生活の経済的基盤が社会の経済シ

Xテムとどのように関連しているかを眺める。

同　　　上

7

　　　　　　　　　　　　　日本における男女雇用機会均等法の施行と労

乱ｫの働き方の　　働基準法の改正瓜女性の働き方にどのように

@　　　　　　変化i喫瀦濃警をもたらしう灘

@　　　　　　　　　1　　　　　　　　　｝

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

世帯単位や個人単位の消費行動や貯蓄ゼ財テ

クなどをめぐって、夫婦や親子がどのようにコ

8 家計運営の変化 ミュニケートし、意志決定しているのかを眺め、 篠　塚　英　子

さらに、個々の家庭の家計運営をどのように変

化しているかを考察する。

一つの住宅における家族の生活のしかた、家

族員の隣居・近居や単身赴任など、家族と空間
小澤　紀美子

9 家　庭　と　空間 の関係から、家庭経営を考える。
（東京学芸大学助教授）

公園、病院、保育園、幼稚園、学校、保健所、

10
生活空間のネット

地域の集会所、図書館、相談サービス、老人の
ｽめのデイホーム、身障者の活動の場家族間 同　　　上

ワーキング の職場などを含む生活空間を生活者が主体的に

ネットワークしていくためのシステムについて
考察する。

生れてから死ぬまでの個人の加齢や、ライフ

11
ライフサイクルの

・ステージの移行と家庭生活のあり方が近年ど

ﾌような変化をとげてきたかをとらえるととも
袖　井孝　子

iお茶の水女子
変化と家庭 に、各ステージに澄ける危機とその解消方法を 大学助教授）

明らかにする。

老人にとっての家庭を家族やコミュニティと

12
老人・家族・

の関連で眺める。

同　　　上

コミュニティ

子どもにとっての家庭を家族やコミュニティ

13
子ども・家族・

との関連で眺める。特に雇用されて働く父母と

ｻうでない父母をもっている子どもがそれぞれ 原　　　ひろ子
　　　　　一Rミュニアイ にかかえる問題を考えるQ

へ 現代日本に見られる諸現象を家庭経営の視点

単身家庭シングル から考察する。

14 ライフ・単身赴任 同　　　上

・共働き別居

今日の日本では個入が選択するライフスタイ

ライフスタイルの ルは多様化しつつある。多様化したライフスタ

15 選択と異質なもの イルが存在する社会及び老若男女が共存する時 同　　　上

との共存 代の家庭経営を考える。
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：＝ ﾟ生活概論＝（TV）
〔主任講師　矢部章彦（門門の水女子大学名誉教授）〕

全体のねらい

　“生活の中の衣服”という視点から、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、衣生活を支える科学に大別し、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　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 生活の中の衣服

　衣服は身体を於澄うとか、寒暑を防ぐとか、上べを着飾るとか云った、バラバラの機能の寄せ集めではない。むしろ衣服をまとう人間がその根源にあることを、概論的叙述の中ではっきりさせて澄きたい。

矢　部　章　彦

i澄茶の水女子

蜉w名誉教授）

2
衣服の意味（1）一衣服と人間一

　衣服は単に寒暑や外敵・外傷から身を守る物

搏I機能をもつだけではなく、着る人の心と結

ﾑついた様々の機能をもっている。夏目漱石の

?iの中の服飾描写を引用しながら述べる。

小　池　三　枝

iお茶の水女子

蜉w教授）

3
衣服の意味（2）一衣服と心情一

　着る入間の心情とのかかわり方を中心にした

?S地について、内田百聞の文章を手がかりに

qべる。 同　　　上

4
衣服の意味（3）一衣服と社会一

　衣服は個人の社会の一員たることを保証して、

ﾐ会生活に：澄ける保護の役目をもつ。衣服の社

?I機能について、西欧中世の二つの習慣をと

閧?ｰて考える。

徳　井　淑　子

i器茶の水女子

蜉w助教授）

5

衣服の意味（4）一流　　　行一

　新しい流行は常に社会の批判をうけるが、一

菶ｬ行に遅れた衣服もまた常に：社会に入れられ

ﾈい。西洋の中世から近代に至る歴史の中に、

ｬ行に対する人々の反応を探り、その理由を考

ｦる。

同　　　上

6
衣服の意味（5）一宇　　　同一

　現代社会において衣服の社会的機能の最も顕

?ﾈ例は、制服に求められる。制服がもつ三つ

ﾌ性格、保護・主張・排除について、西洋服飾

jの事例によって考える。
同　　　上

7 衣服　と　人　体

@　　瓦

　衣服は人体の体温調節や運動性などの機能を

ﾇのように補助しているか。また、妨げとなる

ﾌはどのような場合かを、衣服の素材、形、着

撃ﾈどの面から考える。

酒　井　豊：子

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）

天然繊維から合成繊維まで、各種繊維の特質

を、衣服の実用上の諸特性との関係などから把

8 衣服の素材（1） える。またそれらの改良、改質の方向について 酒　井　豊：子
も触れる。綿、毛などの輸入や、繊維消費など

についても考えてみたい。

織物・編物などの布を中心に、衣服を構成す

る種々な材料について、その，製法、用途などを

9 衣服の素材（2） 概観し、衣服の取り扱い易さや着心地のよさな 同　　　上
どの上に関係の深い性能について考察する。

形・文様・周囲の風物に托した情緒の表現な
ど、人間の内面と外の世界との調和、人間の体

10
衣　服　の　色（1）一色とは何か一 験や学習効果と結びついた色の世界。

@色の見方と見え方について、広範囲な視点か
逡ﾒずる。色名（固有色名・基本色名）から、

矢　部　章　彦

ｬ　池　三　枝

色の定量的記述にまで言及する。

染めの技法の伝統。染料・繊維の組合わせに

11
衣服　の　色（2）一染めについて一

もとずく近代染色技法ならびに染色理論。

@染色物の、日光・洗濯・汗・マサツ等による

ﾏ退色とその評価など、主として科学的な立場
矢　部章　彦

からの解説を試みる。

市販の衣料品につけられている種々の表示は、

消費者にとって、その衣料品が自分の求める品

12 衣服　と　表示 質のものであるかどうかを判断する手がかりと 酒　井　豊：子
なる。表示の種類や、それらのきまりについて、

理解を深める。

既製服は、すでにわれわれの衣生活に欠かせ
ない存在となっている。ここでは、既製服の企

13 衣服の製　作
画から製造に至る工程を追って、既製服がどの
謔､にわれわれに提供されているかを理解する。

同　　　上

また布から衣服をつくる上で重要な作業である
「縫：合」と「接着」の問題を取り扱う。

新しい衣服を長持ちさせる手だてについて考

える。平常の手入れ、保管のほか、最も重要な

14 衣服の手入れ 課題として、洗濯についてや玉くわしく論ずる。 ’矢部章彦㈱
衣服のいたみを、系統的に整理して、それぞ

れについての対策を考える。

衣生活を社会的に見たときの諸問題を、衣服

15
衣生活と環境
i付）衣生活の

の廃棄と再利用、繊維処理剤の安全性、洗剤に
ｩかわる諸問題の三点にしぼり、概要を説明する。
@最：後のまとめとして、人文・社会・自然の三 同　　　上

総合的考　察 つの立場を融合して、人間にとっての着ること
の意味を再考する。
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＝衣服論＝（TV）一服飾の歴史と現代一

　　　　　　　　離蕪㌫製諜搬享驚蓑養）］

全体のねらい

　衣服を人間の意識とのかかわりの面から考察し、日本澄よび西洋の服飾の歴史にあらわれたさまざ

まな事象が人間の心の多様な表われであったことを理解する。この理解が、現代日本の服飾のあり方

を見つめ、ひいては現代日本人の生活態度や思想を見つめることにつながるであろう

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 衣服　の　諸相

　高高全体の構成を概観し、衣服を人間の心情とのかかわりの面からとらえる方針を説明する。また、衣服澄よび着装を示すさまざまな語（被

栫E服飾・衣裳・clothes・cost㎜e　dress・
№≠窒高?獅狽涛凵X）の意味の違いをのべ、本講が

桴?ﾌ語を用いることを確認する。

小　池　三　枝
iお茶の水女子
@　　大学教授）
ｿ　井開　子

iお茶の水女子
@　大学助教授）

2

服飾の本：質三一服飾の機能を

@　　　　中心に：一

　服飾は、社会の中でどのような伝達の機能をも

烽ﾁかということを中心に、その記号性・象徴

ｫ・精神性などの構造についてのべる。
杉　野　　　正

i横浜国立大学

@　　　助教授）

3

中世フランスの社
?ﾆ服飾
i1）一印としての

@　　　　　服装一

　中世社会において服装は、人の社会的立場は

烽ﾆより、精神的情況を含めた一個の人間を定

`するものとしてあるように思う。このような

桴?ﾌ記号と象徴を考えるため、文学や絵画の
?ｨ描写から、服装についての決った型をとりあげる。

徳　井　淑子

4
中世フランスの社
?ﾆ服飾
i2）一印の両義性一

　上のテーマについて、ここでは、制度化され

ｽ、または慣習化された服飾をとりあげる。

同　　　上

5

絵画の中の服飾表
ｻ（1）一南蛮風俗一

　異種の文化との接触の中で、絵画は人物表現

ﾉ、現実とは遠くかけはなれた空想の産物を混

ｶえることがある。日本の例として、南蛮文化

ﾌ受け容れ方を考える。

坂　本　　　＝満

i国立歴史民俗

@　博物館教授）

6

絵画の中の服飾表
ｻ（2）西洋近世のエグ　　“　　　り■菖　ソァィスム

　上のテーマの西洋の例として、近世絵画にみ

轤黷驤ﾙ国人の表現をとりあげ、服飾における

�z的なものについて考える。 同　　　上

7
近世日本の服飾
i1）小袖文様の展開

　現代の和装に直接連なる近世服飾について3

�ﾉわたって述べる。第1回は、小袖文様の主

閧ﾆ表現上の技巧について解説する 小　池　三　枝
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
近世日本の服飾
i2）趣向の種々相

　西鶴作品ほか近世文学には服飾の多様な趣向

ｪ表されている。町人が服飾に示したさまざま

ﾈ趣向についてのべる。 小　池　三　枝

9
近世日本の服飾
i3）「通」と「いき」

近世後期に新たな様相を見せる江戸風の服飾

ﾌ好尚について考察する。

同　　　上

10
近代日本の服飾
i1）西洋化と「ハイ
@　　　　　カラ」

　洋服導入による男子服の変容について、過程

�ﾐ介しながら、西洋化の意味を考える。

同　　　上

11
近代日本の服飾
i2）洋風趣味と女
@　性像

@　　　　o

　明治後期から大正期にかけての女性服飾にお

ｰる洋風趣味について、女学生の姿を中心にの

ﾗる。また洋風趣味の背景をなす生活空間を文

w作品によって考える。

鈴　木　す∫江

i放送大学非常勤
@　　　　講師）

12
近代日本の服飾
i3）失われゆく美感

　明治大正期を通じ次第に：失われつつあった近

｢的美感についての論述、たとえば九鬼周造の

uいき」の構造などの著された意味を考える。 小　池　三　枝

13
西洋近代市民服の

泊

　19世紀初頭市民社会の確立とともに定着

ｷる市民服について、成立の過程をのべこれ
�xえるダンディズムの意識を世紀末まで追う・ 徳　井　淑　子

14

機能　と　装飾一十九世紀から

@　二十世紀へ一

　19世紀後半から20世紀初めにかけて西洋
ﾅ展開した生活造形の思想とその作品をとりあ

ｰ機能及装飾の意味を考える。
利　光　　　功

i玉川大学教授）

15 服飾　の　現代

　現代の服飾現象と意識はどのような分析が可
¥か、過去の服飾意義との類似点や相違点は何
ｩなどについてのべる。また、服飾は自己を他
ﾉ示す表現の機能をもつだけでなく、着る人の
ｳまざまな想いが投入されるものであることを

ﾌべる。

杉　野　　　死

ｶ　池　三　年

ｿ　井　淑　子
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＝衣生活の科学＝（TV）
〔主任講師　酒井豊：子（放送大学教授）〕

全体のねらい

　衣服およびそれを構成する素材、さらに衣服の利用や取り扱いといった衣生活の諸事象を、主に自然

科学的側面から考察し、知識を整理することにより、快適な衣生活を営む上で要求される諸機能と、人

と衣服のかかわりについて、科学的理解を深める。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

人が衣服に期待する機能を、衣服の素材、寸法、

形などの諸要素、洗濯、保管などの取り扱い、

1
衣服の機能と素材

ﾌ性能
着装や着心地などの諸事象に関連して、主として
ｩ然科学的側面から通観する。また、衣服の品質

酒　井　豊　子

i放送大学教授）
に仕立てや、布や繊維の特質がどのようにかかわ
るかを概説する。

衣服の着心地や、収縮、型くずれなどの取り扱

2
水に関係した衣服

f材の性質

い性に関係の深い繊維の吸湿性を中心に繊維を構

ｬする高分子化合物の性質にまでさかのぼって考
@する。

同　　　上

合成繊維は熱により収縮、融解しやすい反面、

3
熱に関係した繊維

ﾌ性質

熱固定によるプリーツ加工ができるなどの利点も

?驕Bこれら、衣服の熱的な性質と繊維を構成す

骰uｪ子の物理的性質との関係を述べる。
同　　上

平面状の布から立体的、活動的な人体を包む衣

4 布から衣服へ
服をつくるため、布を裁断、縫製加工するが、その

ﾔにはダーツ、いせ込み、伸ばしなどのテクニッ
平　山　順　之

クが使われる。これら縫製加工および仕立て映え
（実践女子大学教授）

と、布の構造・性質との関係を考える。

衣服は、入の体型・寸法に合わせて形づくられる

衣服の既製化時代は、体型などをとらえる対象を 林　　　隆子
5 衣服と身体寸法 個人から集団へと変えた。体格調査データを基に （都立立川短期

つくられたサイズシステムの必要性とその内容を中 大学教授）

心に衣服と身体寸法について理解する。

色は、形と並んで衣服の重要な要素である。

衣服　と　色（1） 衣服素材はどのようにして着色一染色するか。 駒　城　素　子
6

染　　　　　　色
どのような染料が使用されているか、その性質、

@維との組合せ、さらになぜ繊維は染まるかとい

（お茶の水女子

@　大学助教授）
つた染色の理論を解説する。

染色物の耐久性一堅牢性は実用上大変重要

衣月艮　と　色　（2） である。堅牢性に関係する要因を述べ、変退色
7

色の堅牢性と表色
の評価にふれるQまた、色の表し方の基本を解説
ｷる。

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

複雑な汚れ成分を分析し、種々なよごれが洗浄

8
洗　　　濯　　（1）

�@浄　理　　論

『除去される様子を理論的な面から考察する。洗剤

e成分、洗濯機の作用や繊維とよごれ除去との関

A性などについても基本的な面から洗浄作用を考

角　田　光　雄

i東京家政学院

@　　大学教授）
える。よりよい洗濯を行うための科学を学ぶ。

衣料用洗剤は、主成分である界面活性剤に洗浄

9
洗　　　濯　　（2）

�ﾜと洗浄効果

や仕上りの効果を高めるための補助剤などを配合
ｵたものである。界面活性剤や補助剤の特性を知
閨A洗剤の効果的な使い方を考える。また、洗浄
ﾍを評価するための試験方法や、その問題点など

阿　部　幸子
i青山学院女子短期

@　　大学教授）
についても考察する。

布の白さは繊維の種類や仕上げ処理法によって

10
漂白・増白と布の

窒ｳ

も異なる。白さはどのように評価されるか、漂白、

ﾂ味づけ、螢光増白の原理とその効果を述べる。

ﾜた、日常眼に触れ好んでいる白さについてもふ
駒　城素　子

れる。

衣服は着用、保管や洗濯操作などの間に、各種

の機械的、化学的な作用を受げ、それによって強

11 衣服　の　劣　化 度、外観その他の機能性に損傷を受ける。これら 平　山　順　之
外的作用による衣服の劣化のメカニズムとその評

価方法について考える。

ヒトの体温調節機構、快適衣服気候の形成条件
など、衣服による気候調節作用の基礎的事項をふ

12
ヒトの体温調節と

ﾟ服
まえて、衣服の諸要素一布地、デザイン、着装方

@一が、皮膚表面から外界への熱移動とどのよ

　田　村　照　子

i文化女子大学教授）
うな関係にあるかを検討し、寒暑に応じた着方の
実際について考える。

衣服の運動機能性一動作への適応性一は、そ
の衣服の着心地を左右し、着用者の疲労感や作業

13
人体の動きと衣服

ﾌ運動機能性
効率とも関連する重要な条件である6本章では衣
桙ﾌ運動＝機能性を追求する基礎として生体の運動

同　　上

時変形、衣服の拘束性とゆとり、衣服圧の影響な
どについて述べる。

衣服には、繊維や布の段階で、あるいはできあ
がつた製品に、さまざまな化学加工や処理が施さ

14 衣生活と環境問題
れることが多い。これらに用いられる薬剤の安全

ｫなどの問題や、各家庭から出る洗濯排水の水
馬　阿　部幸　子

質汚濁の問題など、環境保全にかかわる衣生活の
側面について考える。

14回までの講義を総括して、衣生活を支えてい

衣服・衣生活研究 る科学の広がりを概観。いっそう快適で、安全
15

の課題
で、調和のとれた衣生活をめざした、被服科学諸

ﾌ域の研究動向を紹介する。

酒　井　豊：子
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＝食と栄養の生態学＝（R）

〔主任講師：鈴木薫蒸（東京大学教授）〕

全体のねらい
　人間の食生活と栄養状態が、人類生態学的な諸条件によって規制されること、またそれによって人間の生
活環境も変化することを理解させるのが第1のねらいである。さらに具体的な研究例をとりあげ、問題が常
に各種要因の錯綜する中で生じていることを説明する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容
担当講師
i所属・職名）

1 生態系と人間の食物

生態系とバイオームについて説明を加え、雑食性の
ｶ物としてのヒトの特微、さらに文化をもった人間が
ﾇのような食物を利用しているかをのべる。 鈴木継美

i東京大学教授）

2 食物生産の技術と組織

食物の生産様式は、生息地の環境条件とそれぞれの

W団がもつ文化によって異なっている。時間的な変化
ﾆ空間的な多様性を中心に、食物生産について、とく
ﾉ技術的側面と、社会・経済的側面から解説する。

大塚柳太郎
i東京大学助教授）

3 食物消費の技術と組織

生産された食物が消費されるまでに介在する保存・

ﾁ工という技術的側面と、分配・売買という社会・経
ﾏ的側面を、人間の生存と関連づけて解説する。さら
ﾉ、調理と食事のもつ意味やその変化についても考察
ｷる。

同　　上

4 食習慣と食文化

　はじめに食物の受容と忌避について解説し、嗜好・

H習慣にふれ、次に、ある地域の食文化は食材料の入
濶ﾂ能性と加工・調理技術を軸としてつくられること
�ﾌべる。料理・献立・留具・食毒についても説明を
ﾁえる。

鈴木継美

5 ヒトの栄養素要求

　ヒトの身体の元素組織をまずとりあげる。次にエネ

泣Mーやタンパク質の必要量についてその測定方法を
ﾜめて解説する。他の栄養素についても必要量と所要
ﾊの説明を行う。

同　　上

6 食物の栄養生態学的特性

食物にはどのような成分が含まれるか、その組成は
H物の種類によってどのように異なっているのかを、
h養学と生態学の両方の視点から論じる。それによっ
ﾄ、それぞれの食物のもつ特性を明らかにする。

本郷哲郎
i東京大学助手）

7 食物摂取調査一方法論的

沒｢

栄養状態を判定する方法の1つに、食物摂取の状況
�c握する方法がある。現状および過去の摂取状況を
mるには、どのような方法を採用することが適切であ
驍ｩ。また、それぞれの方法にはどんな問題点がある
ﾌか。これらについて解説する。

岡崎光子
i女子栄養短期

@　大学教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容
担当講師
i所属・職名）

8 栄養状態の評価

栄養状態とは何かを説明し、ついでその評価を個人
ｨよび集団について実施する場合の具体的な進め方を
ﾌべる。さらに栄養欠陥による世界の健康障害の現状
ﾉついて触れる。

鈴木継美

9
ケース・スタディ（1）一サゴとタロ

サゴヤシからとるデンプンとタロをはじめとする根
s類は、オセアニア地域のもっとも重要な食物である。
ｱの地域に住む人々の食と栄養について、パプアニューギニアのギデラ族とオク族を例に具体的に解説する。 大塚柳太郎

10
ケース・スタディ（2）一トウモロコシ

　トウモロコシは世界中の気候温暖な地域で栽培され、

ｻの生産高はコムギとイネについで多い。その起源と
`播、作物としての特徴、種類や利用方法、中米諸国
ﾆ特の調理技術であるアルカリ処理の栄養生態学的意
`について解説する。

柏崎　　浩
i東京大学講師）

1
1

ケース・スタディ（3）一キャッサバ

キャッサバは、かんばつや病害虫に耐性があり、収

ﾊも多く、低エネルギーコストの熱帯作物資源として
d要性が増している。このキャッサバに含まれるシア
悼ｻ合物をめぐり、その除去技術、慢性毒性、マラリ

A抵抗性について解説する。

同　　上

1
2

ケース・スタディ（4）一ジャガイモ

ジャガイモはアンデス高地で数千年前から栽培され
ﾄきた。原産地アンデス高地に住むアイマラ農民のジ
ャKイモ栽培と、その自然環境を利用した加工法、お
謔ﾑ世界各地への伝播について解説する。

高坂宏一
i杏林大学教授）

13
ケース・スタディ⑤一コメ

コメは広範な環境適応性と安定した連続生産性によ
ﾁてアジアの主食となり、地域社会は水田稲作を基盤
ﾆして成熟していった。コメ食の利点とともに、脚気
竄ｻの他のビタミン欠乏など、コメ食の問題点につい
ﾄ解説する。

門司和彦
i長崎大学助教授）

14 都市化と食生活

都市化の進行とともに供給食品の多様化。食品供給
ﾔの広域化、食生活の社会化が生じている。食品産業
ﾌ発展、消費者行動、供給食品の安全性確保、都市の
驍轤ｵと栄養などの問題について解説する。

柏崎　　浩

15 人　類　の　未　来一その食と栄養

地球の人口支持力の予測、人口の就業構造の変化、

l口の高齢化と身体活動の減少、食物の商品化とその
e響を説明し、終わりに地球全体としての栄養問題を
l察する。

鈴木継美
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　　　　　　　　　＝食物総論＝（TV）
　　　　　　　　　〔主任講師：宮崎基嘉（元放送大学教授）〕

全体の；ねらい

　食物の持つ意味、食物の役割は生活のなかで、また健康との係りあいにおいて近年いろいろの問題

を提起している。また食物をめぐる諸科学の進歩もあり新しい視点から食物を理解することが日常生

活の上においても必要になった。食物の種類は極めて多いが、全体に通じる問題を栄養、健康、嗜好、

品質、保蔵の面から学習する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 生活　と　食　物

　食生活の変化は生活の変化と深く関係してい

驕B食物の変化は技術の進歩もあるが需要の変

ｻにもよる。今、食物は健康とのかかわりで見

ｼしを迫まられている。食物と栄養の問題を中
Sに考えていく。

宮　崎　基　嘉

i元放送大学教授）

2 炭水化物の役割

　食物成分のうち最も量的に多く、また種類も

ｽい炭水化物について主に栄養的役割について

qべる。：食物の調理や加工など食物を扱う上で

ﾌ炭水化物の変化やその栄養に及ぼす影響など

ｽ角的な解説をする。

加　藤博　通
i東京大学教授）

3 脂質の働　き

　この20年間に最も摂取量の増加した成分で、

H生活の変化を象徴する成分でありまた健康の

挙_からも注目されている成分である。研究の

i歩も著るしく新知見を中心に解説する。

　五十嵐　　　侑
iお茶の水田大学教授）

4 たんぱぐ質とアミノ酸

　たんぱく質は生命の基本物質であり、アミノ

_はそれを構成する成分である。たんぱく質の

d要性について認識する。食物たんぱく質の栄

{上の価値の相異について、アミノ酸組成との
ﾖ係を述べる。

宮　崎、基　嘉

5 ミネラルの働き

　ミネラル（無機質）は種類が多い。それぞれ
ﾂ別の働きがあると同時に相互に関連して働い
ﾄいる。体内での動きも極めて能動的である。

~ネラルの吸収、利用について新しい研究が展
Jされている。微量ミネラルについても最近注
ﾚされている。

内　藤　　　博

i東京大学教授）

6 ビタミンの役割

　ビタミンの種類も極めて多く、その作用も多

ﾊである。系統的にビタミン類全般について解

烽ｷる。特にビタミンA、D、　B、　Cなどについ

ﾄ詳述するとともに、食物、食事によるビタミ

燈站汲ﾉついても述べる。

　荒　川　信　彦
iお茶の水好大学教授）

7 非栄養の役割
@　　　　　　　　　1

　食物の成分の中には栄養素に分類されていな

｢多くの成分がある。これら非栄養素の役割に

ﾂいて近年研究が発展してきている。食物繊維

ﾍ健康との関係で広く研究が発展している成分

ﾅある。

綾　野　雄　幸

i千葉大学教授）
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名ノ

前章までの知識を総括し、日常生活活動にお

いて摂取すべき望ましい栄養量の基準となって

8 栄養所要量と食事 いる栄養所要量について解説する。また日常食 宮　崎　基　嘉

事の構成について説明する。さらに運動付加の

意味について述べる。

食物の具備すべき重要な機能に嗜好適性の問

題がある。この章では嗜好に関係の深い、食物

9 食物の色・味・香り の色味、香りの成分について解説する。この 小　林　彰　夫

分野の研究は驚くほど広く深ぐ行なわれている お茶の水女子大学教痴

ことが理解されよう。

食物の品質が問われる時代である。食物の品
質を規定する因子を分析し、これを保証する手

10 食物の　品　質
段としての国際食品規格、国内食品規格の問題
�Tる。品質の一つである食物のうまさとはど
ﾌようなことなのか。うまさを形成する食物の

　吉　川誠　次
i共立女子大学講師）

物性に触れる。

食物の生産と消費を結ぶ中間技術としての保

蔵の重要性は世界の食糧問題の一環としてその

11 食物の保　蔵 研究開発が急がれている。食物の品質を保持し 荒　井　綜　一

つつ貯蔵するために新しい技術が駆使されてい （東京大学助教授〉

る。中間水分食品もその1つである。

：食物の調理は食物をおいしくするための操作

を考えてもよい。また食物を処理したとき起る

12 食物の調理科学 物理・化学的変化をみてもよい。どのような操 杉　田　浩一・

作がどのような意味をもつのか、科学的、体系 （昭和女子大学教授〉

的にこれを解説する。

食物の安全性を確保するために食品衛生学の

領域に訟いて活発な研究が行なわれている。食

13 食品の衛生と安全性 中毒の問題、食品添加物の問題、安全性の考え 細　貝　祐太郎

方、法規制などにつき述べる。 （女子栄養大学教授）

特に新しい問題を扱うわけではない。13章ま

でに入りきらなかった重要なテーマ3題につい．

14 食吻をめぐるトピックス て述べる。すなわち、（1）：食物のエネルギー、② 宮　崎　基　嘉

水、（3）微生物利用の3題である。

食物はこれからどのように変っていくのだろ

うか。過去に行なわれた未来予測の結果を検証

15 食物の未来像 し、新らしい未来予測に触れる。食物の機能に 同　　　上

ついて新しい見方がなされ、機能性食品の研究

が開発されている。
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＝食物の探究＝（TV）
〔主任講師：宮崎基嘉（元放送大学教授）〕

全体のねらい

　食物の世界の変貌は著しい。しかし食物に関する知識や情報は必ずしもそれほど深くはない。この講

義では食物の総てをとり扱うわけにはいかないが、いくつかの食物をとりあげて解説する。その視点は

「食文化・食の歴史」から「食物の現状」に移り、さらに「食物の社会学」、「食物の科学」を探る。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

我が国の食物の歴史は日本入の生活の歴史の重

1 日　本の　食　物

要：な部分を形成する。縄文、弥生の時代から現在
ﾉ至る間、その歴史は時代区分に沿って変ってき
ﾄいる。最近40年間における変貌は特に著るし
ｭ、食物のもつ意味が社会の動きを背景として大

宮　崎　基嘉

i元放送大学教授）

きく変ってきている。

民族や地域によって人々の味にたいする嗜好が
大きく異なる。味覚は食物選択にとって重要な位

2 食　　と　味　　覚 置を占めているだけに、味覚を決める因子が何で
?驍ｩを知ることは、健康や、食文化の面からも1興味ある問題である。ここではとくに栄養生理的

木　村　修一

i東北大学教授）
面
か
ら
追
求
し
て
み
た
い
。
1

先史時代から人々に用いられてきた香辛料は食

3 香辛料の世界
品に風味を賦与して嗜好性を高めるのみでなく、
H品の劣化抑制、腐敗防止などの保存効果も備えている。これらの機能特性とそれを発現する成分

　中　谷延　二

i大阪市立大学教授）

について解説する。

甘味は基本的な食物の味の一種であるが、食の
歴史とともに入の求める甘味は変ってきている。

4 甘味を求めて
現在、甘味料の主役はショ糖である。さらに、シ
∮怩ﾌ欠点を補うものとして、低う蝕性、低カロ
梶[、腸内細菌叢改善などの機能特性をもつ甘味

不　破　英　次

i福山大学教授）

料についても述べる。

野菜の消費量はここ数年間増減がない。しかし
消費動向は多品目・少数量化基調にあり、栄養源

5 変わりゆく野菜
としての野菜というより、キャラクター商品とし
ﾄの野菜の価値が重視されている。これが種類・
i種・栽培技術・栽培方法に至るまで「野菜」を

伊　東　　　正

i千葉大学助教授）

変えていることを解説する。

　きのこは種類も多く、木材や落葉を分解したり、樹木と共生するなど、自然界に澄ける働きも旧き

小　川　　　真

6
きのこ、野生から

ﾍ培へ
い。近年、きのこの栽培技術が進み、野生のもの
ｪ次々と栽培化されて影り、生産量や輸出入量を
N々増加している。利用の範囲も食用から医薬用

農林水産省
X林総合研究所

@能開発部
へと拡大している。 きのこ科長

昆布の主産：地は北海道で、最近まで他で栽培さ
れることがなかった。それが、薩摩を経て沖縄、

7 昆布ロードを探る
中国にまで運ばれ、昆布食類型分布という地域独
ﾁの消費形態を作った。また運ばれた経路も一定していて、これを昆布ロードと称し、その生成理

大　石　圭　一一

i函館短期大学教授）

由について解説する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名ク

すぐれた文化はうるわしい酒を生む。米・米こ
うじ・水を主たる原料とする日本酒は、単なる技

8 日本酒の伝統
齣n意と工夫

術の伝承ではなく、わが国の気候風土のもζに独
n的な創意工夫により育てられてきた、きめ細か
｢配慮のもとにあくなき探究をしてきたこと自体

矢　野　圭　司

i東京大学教授）

が日本酒の伝統といえるのである。

牛乳飲用の歴史は奈良時代にさかのぼるが、わ

が国において一般的になったのは明治以後である。 古　我　可　一・
9 牛乳と日本人 牛乳と日本人の係りあいについて技術論もまじえ

ﾄ探る。
（女子栄養大学教授）

食肉を生産するためにわが国で飼育されている

10 食肉　の　選　択

肉用家畜の品種を紹介し、肉用家畜から食肉に供
ｷるために必要な処理工程について述べる。生産
ｳれた技肉及び部分肉がどのような基準（規格）
ﾉ基づいてどのように選別（格付）されるかに：つ

中　井　博康
i農林水産省畜産試験場室長）

いて解説する。

日本人は魚食民族といわれるほど、太古から魚

11 魚食の　軌跡

と深くかかわり、魚をおいしく食べる技術も世界
ﾉ類例をみない。私たちの祖先は海の幸をくらし
ﾉいかすことをひとつの文化にまで高めたが、そ

山　川　健重

i東海大学教授）
の軌跡をたどるとともに魚の生産、流通、消費の 冒

変遷を解説する。

日本の伝統的水産食品である水産練製品は最近
ではSURIMIとよばれて国際的に：愛好され海外

12
海を渡った水産練

ｻ品
でも生産されるようになった。水産練製品の製造
ｴ理を解説するとともに、地域的特色、新しい製
i、製，法、原料魚の開発について解説する。

岡　田　　　稔

i元東海区水産研究所部長）

豆類の食用は世界各国において見られるが、わ
が国に澄いては大陸文化の影警を受けつぎながら

13 豆食の　進歩
独自の豆食文化を築いている。わが国の豆食は米
Hと深く係りあい日本食文化の形成に重要な役割 宮　崎　基嘉

を果たしている。諸種の豆利用形態がどのように
進んできたかを探る。

米は日本の食糧を支える、基幹的食物であり、昔
も今もそのことは変らない、しかし米の位置づけ

14 米をめぐって
は最近著るしく変ってきた。その変化の過程を食
ｶ活全体の中で考えたい。また、米自体の生産、

同　上

供給、品質などの諸問題を科学的に考えてみた瞬

15回にわたるこの講義全体を通しての日本の食

物の姿を全体像としてとらえる。また、これから

15 食物を考える 日本の食物がどう変っていくのか。食文化、食物
ﾈ学の視点から考える。

同　上
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一住生活史一 （TV）

　　　　　　　　〔主任講師：平井　聖（昭和女子大学教授）〕

全体のねらい
　何時の時代にも、人間は生まれた時から、家族の構成員である。子どもが初めて意識した時、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通
はそばに親がいる。兄弟がいるかもしれ：ない。少くとも、母と子は密接：な関係にある。全く親族がい
：なかったとしても、廻りに誰もいないということはない。住まいは、家族のためのものである。家族
の構成が違えば、住まいが変わる。社会の変化に対応して生活様式が変わり、住み方が変わる。住み
方が変われば、住まいもその変化に応じて変わっていく。
　通常は・家族は社会の中の最小単位で、これが一つの住居に収まるが、時代によっては、血縁のあ
る最小単位が、集落を構成していることもある。このようなときは、一つの住居だけでなく、集落を
対象としなげればならないことになる。　この講義では家族と住まいの対応関係に焦点をあて、併せ
て家族の構成員それぞれの側からも、住まいをみていこうと考えている。そして、家族の構成員の中
では・できるだけ家族の中心的な存在であった女性の生活を、追ってみたいと思っている。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

1　は　じ　め　に

Z居と家族の生
?E個人の生活

　日本に齢ける家族の移り変わりと、住居形式との対応関係について概要を説明する。また、いくつかの形式について、家族あるいは男と女がどのようにその生活空間を占めているか、生

?l式にどのように外国からの影響がみられる
ｩについても簡単に解説する。

　平　井　　　聖

i昭和女子大学教授）

2
先史時代の住居

@住居と集落

　縄文時代になると、住居跡が沢山発見される
謔､になる。遺物は少ないが、炉と竈と関係や
W落の構成から、当時の人々の生活を類推する
ｱとも出来ないことではない。弥生時代になる
ﾆ稲作が拡まる。住居の種類もふえる。生活用
?ﾌ出土も多い。古墳時代になると、埴輪や鏡太刀の束飾などに家屋をかたどったものがあら

墲黶A住居の形がはじめて明らかになる。埴輪から当時の人々の姿も具体的になる。

同　　　上

3

古代の住居　←）
ﾞ良の都と
@　　都での生活

　考古学の成果をもとにした平城京・平安京の
ﾄ現と、出土品から都での生活を推測する。特
ﾉ、寝殿造にいたる奈良時代の住居と、奈良・
ｽ安時代の都での庶民の住居について、発掘の
ｬ果と文献・絵画史料から復猟解説する。

同　　　上

4

古代の住居　（⇒
ｽ安時代の
@　　都での生活

　寝殿造と寝殿造にいたる平安時代初期の上層住宅について、考古学の成果、日記・日記文学や絵巻物、そして結婚の形式ほかの習慣などから、家族と建物の対応やその中での生活を考えてみよう。

同　　　上

5
中世の　住　居
翠ﾆの生活・
@　　公家の生活

同　　　上

6
桃山時代の住居
垂ﾌ生活・
@　　公家の生活

　最近の発掘の成果と文献史料とくに絵図類か
轣A戦国時代から江戸時代初期にいたる上層階
奄ﾌ生活と住宅との関係をみる。

同　　　上

7
江戸時代の住居←）

蝟ｼの屋敷と生活

　将軍や藩主の生活を、史料と指図を用いて、建物と対応させながら考える。特に書院の主室を飾った座敷飾については、その原型と成立過程を考察する。

同　　　上

8

江戸時代の住居（二）一中・下級武士

@の住居と生活一

　江戸に診ける旗本、各藩の藩士たちの住居は
g分によって差があり、大藩の家老の場合は大
ｼ屋敷に匹敵するが、一般にはそれほどの規模で
ﾍなかった。そこで家老以下すまいと生活について
lえてみることにする。また、江戸詰めの時のす
ﾜいについても、考えてみたい。

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

9
江戸時代の住居（三）

矧�ｮ風の意匠
@　　　　　と遊び

　数寄屋風の意匠をもつ建築をとりあげ、平安
梠繧ｩら存在していたその系譜について、絵巻
ｨや屏風絵を用いて解説し、江戸時代に澄いて
ﾍいくつかの数寄屋風の建物、特に桂離宮の書
@群を例に、具体的に建物と用例を対比させな
ｪら考える。

平　井　　　聖

10 近世・都会の生活

　近世になると京都や江戸での生活が屏風絵な
ﾇで明らかになるだけでなく、地方の城下町で
ﾌ生活も絵巻物・屏風・浮世絵・道中記・日記
剽l々な史料から探ることが出来る。また、近
｢には各地に町屋の遺構もまだまだ残されてい
驍ﾌで、それらを用いて庶民の日常生活を描い
ﾄみたい。

同　　　上

11 近世・庶民の生活

　近世のはじめ、桃山時代から江戸時代初期の
_村や宿場町での生活は、史料が乏しく具体的
ﾉ描きだすことはむつかしい。農家の遺構も桃
R時代以前にまでさかのぼれるものは、ごくわ
ｸかである。近世に入って、18世紀になると
ﾀられた地域ではあるが、農村の一村全体の構
ｬを知ることが出来る史料が見つかっている。
ｵかし、生活に関しては、残っている道具等を
ﾊして、推察できる程度である。

同　　　上

12 近代化の系譜←）

　江戸時代以来の和風住宅に住み、伝統的な日
岦ｶ活を続けてきた多くの人々が、西欧文明の
ﾇのような面から影響を湯げ、生活様式がどの
謔､に変わり、住居にどのような具体的な変化
ｪ齢こったかを見ていく。茶の間での生活と座
~の使い方がどのように変っていったか、洋風
ﾌ生活様式が住宅内部でどのように広まってい
ﾁたか等が中心●となる。

同　　　上

13 近代化の系譜仁）

　欧米式の生活様式をそのまま取り入え、洋風
Z宅に生活したのは、明治から昭和の敗戦に至
驍ﾜでの時期には、ごく限られた人々であった。
ｵかし、一方では庶民を相手に純粋にアメリカ
ｮの住宅を輸入し、あるいは設計して、純洋式
Z宅の普及に努めただけでなく、啓蒙するため
ﾉ住宅雑誌をだして教育に心をくだいた人もい
ｽ。純洋式がどのように受け取られ、受け入れ
轤黷ｽかを追ってみたい。

同　　　上

14
現代の住居

攪_　と　実　践

　大正時代の後期から、新しい集合住宅が公共
I機関によって提供されはじめる。不特定の居
Z者に対する複数の住宅の設計に建築家がかか
墲驍謔､になって、科学的研究対象として住居
ｪ扱われる機会が生じ、実態調査にもとつく、
Zみ方や使い方の類型化や標準化が行なわれは
ｶめる。その結果、食寝分離論などが提示され、
�､の集合住宅にダイニングキッチンが設計さ
黷驍ｱとになった。

同　　　上

15
新しい生活様式

ﾆ族とすまい

　敗戦後、建築家たちは極端に悪い住宅事情の
?ﾅ、様々な試みを展：煙してきた。ダイニング

Lッチン、就寝分離、家族室としてのリビング
求[ム、2つのリビングルームなどを提案し、
ﾆ族のくらしをよりよいものとするために努力
ｵてきた。最後に近年のいくつかの試みを紹介

ｵ、家族とすまいの関係を考える。

同　　　上
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　　　　　　　　　　　　＝住まいと環境＝二（TV）
　　　　　　　　〔主任講師：本間　博文（放送大学教授）主任講師：梅干野　晃（東京工業大学助教授）、

全体のねらい

　外部の環境を調整して人間の居住に適した環境を造りだすことは住まいの重要な機能である。そのた

めには・住宅を取り巻く外部環境（気候、風土）に対する正しい知識と、それを制御する有効な手段を

知る必要がある。本講義では、主に熱、光、空気、音、などの環境に関する科学的な理解を深め、同じ

温帯にありながらわが国と対称的な気候風土のヨーロッパ地域を比較しながら、住戸内外の環境の調整

手法について学ぶ。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 序　　　　　　　　論

　「住まいは生活の容器である」といわれる。当
R外界をコントロールして人間の居住の場にふさ
墲ｵい環境を作り出すことが住まいの主要な役割
ﾅある。しかしながら今日我々の住まいは、都市
ｻの進展に伴う外部環境の悪化と居住老の要求水
?ﾌ向上という困難な問題の解決を迫られている。
{講義では快適な住まいを作り出すための諸要因
ﾌ科学的な分析と解決の方法を探ることを日指し
ﾄいる。

本　間　博　文

i放送大学教授）

2
気候・風土と住ま

｢

　わが国のほとんどの地域では、夏と冬の両方で気候調節を必要とするため、年間を通じて快適な居住環境をつくり出すことはきわめてむずかし㍉bまた、地勢の変化に富むことから特有の局地気候が形成される。本章では、気候・風土と住まいとの関係の重要性を指摘するとともに、具体的な気候特性の把握方法について述べる。

　梅干野　　　晃

i東京工業大学助教授）

3・ 住形式と室内環境

　住宅の室内環境はその住宅の平面形式、構造、

?驍｢は使われている材料によって極端に影警を
�ｯる。しかし、明らかに特種な環境でもなけれ
ﾎ自分が居住している住居がどのような環境特性
�揩ﾁているのかを気づくことは少ない。本章で
ﾍ住形式による室内環境の特性についていくつか
ﾌ事例をもとに概説する。

本　間　博　文

4 都　市　気　候

　都市にはヒートアイランド現象のように、郊外とは異なった気候が形成される。まずはじめに、都市気候についてその特徴と形成要因を概説する。次に、都市気候を形成する基本単位となり、また、室内気候を直接的に規定する建築外部空間の微細

C候に着目し、その形成メカニズムを示す。さら
ﾉ、リモートセンシングによる観測結果を紹介し
ﾈがら、土地被覆の改変と表面温度との関係を明
轤ｩにする。

梅干野　　　晃

5 大気汚染と騒音

　都市は、大気汚染、騒音、生活排水など多くの

�wおよび環境問題を抱えている。ここでは住環

ｫの保健性、快適性を確保する立場から大気汚染、

實ｹの実騒と対策を中心に述べる。

山　下　恭　弘

i信州大学助教授）

6 日照と日射一1

　わが国は地理的にもまた気候風土的にも日照の
�pを活用して室内環境の調整を可能とする条件
ｪ整っている。当然、日当りを有効に利用する住
ｵ習が確立されて今日に至っている。本章に帯い
ﾄは各地の日照条件の違いを明らかにした上で日
ﾆ計画上のいくつかの技法を紹介する。

本　間　博　文
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

7 日照と日射一2

　日照は冬期にはその活用が期待さたるが、反対
ﾉ夏は出来るだけ住宅にそのエネルギーが入り込
ﾜないようにしなければならない。本章では主と
ｵて太陽光線の熱エネルギーの特・性を紹介し、日

ﾆを効果的に活用し、あるいはそれを防ぐための
軏{的な知識を紹介する。

本　間　博　文

8 住　ま　い　と　光

　祝覚は生活上の情報の8一一9割を支配するとも

｢われており、視環境は快適な住まいづくりにと

ﾁて大きなウェイトを占めている。本章では、ま

ｸはじめに、視環境を規定する主な要素について

T説する。さらに、昼光照明と人工照明について、

ｻれぞれ光源の特徴や明るさの基準など、快適な：

糾ﾂ境をつくりだすための基本的な考え方や具体

Iな：方法を述べる。

梅千野　　　晃

9 室内気候と快適性

　屋外の気候変動を和らげ、快適な室内気候をつ
ｭり出すことは、住宅のシェルターとしての主要
ﾈ役割である。まずはじめに、人間が熱的に快適
ﾅあるとはどのようなことであるかを考える。次
ﾉこれを規定する主な要素について概説するとと
烽ﾉ、これらの要素を用いた快適性の評価指標を
ﾐ介する。最後に快適な室内気候を得るために住
薰ﾆして要求される熱的な性能について整理し、
ｺ内気候に関連する第10、11、12、14章の位置付
ｯを明確にする。

同　上

ユ0 暖かい住まい

　暖かい住まいづくりのために建物に要求される

M的な性能は、高い断熱性能と気密性能である。

囎ｨの熱容量を増すことも安定した暖かさを保つ

繧ﾅ有効である。本章では、断熱性能に着目し、

ｱれを理解するための基礎知識と定量的な把握方

@に：ついて概説する。次に、建物の熱的性能と室

煖C候との関係について論ずる。さらに、室内か

逑ｦげる熱を補うための熱源として暖房設備が必

vとなるが、その種類と特徴についてもふれる。

同　上

11 涼しい住まい

　わが国の梅雨から夏にかけての高温多湿な気候
�ｵのぐには、強烈な日射を徹底的に遮ることと、
ﾊ風・換気を積極的に利用することが基本となる。
{章では、日射遮蔽の基本的な考え方を述べ具体
Iな手法として植栽による日射遮蔽効果を紹介す
驍ﾆともに、通風計画について概説する。

梅干野　　　晃

12 湿気　と　結露

　近年、住宅の断熱、気密化に伴い熱的に弱い部
ｪでの結露の危険性が増し、被害も顕在化しつつ
?驕B本章では湿気に関する基礎事項を示した上
ﾅ、結露のメカニズムについて述べる。さらにそ
ﾌ被害実態を明らかにするとともに、結露の防止
ﾎ策について考える。

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

13 住　ま　い　と　音

　私たちにとって音は身近に存在する。言葉を使

ﾁて意志の伝達を行い、音楽は私たちの心、感情

�ｮかす。すべて音によるものである。住まいの

ｹを考えてみると、そこには第5章で扱ったピア
m、ステレオなどAV機器からの音、洗濯機、クーラーなどの音に代表される生活騒音が存在する。

ﾜた、住まいの中に侵入してくる道路交通騒音、

H場騒音、航空機騒音、カラオケ音などあらゆる

ｹが存在する。

@ここでは、音の性質、音の伝搬減衰、および制

艪ﾆ評価方法について述べる。

山　下　恭　弘

14
o　　　　　　　　　　　　　　　　　　

nッシフシステム

　日射や風などの自然の力を生かした建築的な工

vは、古くから民家などで行われてきているが、

ﾟ年、パッシブシステムと呼ばれ、機械力にたよ

轤ｸに建築そのものによって積極的に自然のポテ

塔Vャルを生かし、冬暖かく夏涼しい快適な住ま

｢を実現しようとする設計手法の科学的アプロー

`が試みられている。本章ではその基本的な考え

福ﾆ具体的な手法について概説するとともに、主

ﾈ手法の効果について紹介する。

梅干野　　　晃

15 これからの住まい

　わが国は夏暑くその割に冬寒いという住環境上
?ｵい条件におかれている。地域による気候的な
�盾ﾌ違いも大きい。さらに都市化の進展によっ
ﾄ自然気候調節が困難になってきている。本章で
ﾍ15回の講義のまとめとして、室内環境の上か
轤ｱれからの日本のすまいのあるべき姿を考え、
?ﾌ的な提案を行なう。

本　間博　文
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　　　　一住居皿＝（TV）
　　　　　一住　計　画　論一
〔主任講師：清家　清（東京工業大学名誉教授主任講師：本間博文（放送大学教授））〕

全体のねらい

を様々 な角度から検討する

　住居は住むための機械であると言われている。人間の行動に支障なくかつその行動を快適に安全に
cむことを可能とすることが最大の役割であると言って良いだろう。また、外部の環境を適切に調整

_鶴馨欝轡雛欝患禦薩薔掃旙細細書旨鐸髪9房暑轟議

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 住計画とは何か

　「住居三一住計画三一」の講義を展開するに

?ｽり、その目的や課題、あるいは方法につい

ﾄ解説し、望ましい住計画の条件を考える。

　清　家　　　清
i東京工業大学名誉教授）

@本　間　博文
@（放送大学教授）

2 風士と住計画一1
@一沖縄の住まい

　三三画論の最初に、わが国としては特殊な気

��盾ﾉおける住まいのあり方を概観し、気候

欄yと住計画の関連を考察する。本章では沖縄

ﾌ住居を：取りあげる。

本　間　博　文

3 風土と住計画一2
鼕ｦ冷地の住まい

　北海道はわが国としては寒冷な地域で、本州

ﾌ住計画とは異なった問題点がある。このよう

ﾈ寒冷地における住生活の特徴を明らかにし、

Z宅のあり方を考える。

同　　　上

4 平面計画一1

　第2次大戦後の住宅には、戦前の中廊下型と

ﾍ全く異なった平面型の住宅が登場し、モダン

潟rングと呼ばれた。この定着の過程と平面型

ﾌ特質について述べる。

同　　　上

5 平面計画一2

　前章に続いてモダンリビングの構成原理とそ

ﾌ変遷について述べ、このモダンリビングが庶

ｯの住宅にどのような影響を与え、今日に至っ

ﾄいるかを検討する。

同　　　上

6 規模計画一1

　住宅の室内空間の設計には、人体寸法が重要

ﾈ決定要因となる。本章においては、人体寸法

ﾉ基づいた室内空聞の規模決定の問題について
沒｢し、住宅の規模決定の謹め基礎的な知見を

ｾる。

清　家　　　清

{　間　博　文

7 規模計画一2

　住宅の規模はどの程度あれば良いのだろうか。

ｱの点の国民的合意が得られなければ、居住状

ﾔの根本的改善は難しい。本章では、最低居住

??A適正居住水準を基に日本人としての住宅

K模について考える。

本　間　博　文
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

外敵や猛獣などに対して比較的安全な島国に

住む日本人と、大陸に住む民族との間の室内（イ

8 室　　内　計　　画 ンテリア）という言葉に対する感覚の相違、日本 清　家　　　清

人の古来からの考え方の移りかわりなどから、

室内計画の本質を考えてゆく。

建築物は、地震、積雪、強風、その他もろも

ろの災害に対して安全でなければならない。ど
9 構造計画一1 うすれば安全な構造体にすることができるのか。 同　　　上

基本的な事項から考察をすすめてゆく。

構造計画は、結局は各部位の平衡条件を検討

し、力とその支持方法と変形の幾何学的・物理

10 構造計画一2 的・力学的な相互関係をしらべることに帰する。 同　　　上

この章では、その問題を、いくつかの具体例に

ついて考える。

実際の建築物は、どのような構造計画のもと

に建てられているのであろうか。いろいろな構
11 構造計画一3 造のメリット・デメリット、わが国に多い木造 同　　　上

の場合の留意点などについてふれる。

住生活は、安全であることがもっとも基本で

ある。本章に澄いては、日常生活における各種
12 安　全　計　　画 の危険に対して、安全な住計画の課題を考える。 本　間　博　文

わが国のように、地震や台風を始めとする各

種の自然災害の多い国では、災害に強い家を造
13 防　災　計　　画 ることは絶対的な条件である。本章では、主と 同　　　上

して地震を取り上げ、地震に安全な住宅につい
て考える。

住居の維持・管理は日常の住生活に直接関連

し、住宅の居住性を大きく左右する。本章にお
14 住居の維持管理 いては、集合住宅の管理と戸建て木造住宅のメ 同　　　上

ンテナソスを取り上げ、現状の問題と今後の課

題を明らかにする。

本章においては、住居Ir住生活論」、住居
皿「住環境論」と今回の住居皿「住計画論」を 清　家　　　清

15 澄わりに 合わせた45章の講義のまとめとして、日本に澄
これからの住まい ける住生活の現状と今後の方向について総括的 本　間　博　文

な展望を行う。
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＝人 間 の 病 気＝　（R）

〔主任講師　香月秀雄（元放送大学長）〕

全体のねらい

　人間は太古から現在に至る回そうであった様に、恐らくは将来とも、病気なるものとの対決を強い

られることになろう。病気は個人のものに止まらず、人間が社会を形成するに至った時点では、個人

のもつものが集団に影響を与え、また社会を維持する絆が往々にして個人の身心に影響を及ぼす。人

間の病気を教養の概念として述る。

回 テ　　　一　　　マ 内、　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

健康と対比されるものとして病気が定義され

る。肉体的にも精神的にも安定した状態が健康 香　月　秀　雄i
1 病　気　　と　は の理想であるが、その破綻が病気であろう。ま

た病気には個入府があり、社会の移り変わりと （元放送大学長）

ともに病因も新しく加わってくる。

古代にはほとんどの病気の病因が明らかでな

2
病気と入間との闘
｢の歴史

かった。このため病気を呪術的、宗教的にとら

ｦていた。これを破り、病気の真の原因に近づ

ｭきっかけになったのは伝染病の流行であった。

同　　上

大部分の病気は内因、外因によって全身レベ

ルで起こっている変化として考えられる。病気

3 病気の原因と成立 と関係があると考えられる条件のすべてを病因 同　　上

としてとらえることには問題がある。

診断の方法はいろいろある。ここでは従来か

4
病気を診断するこ
ﾆ

らの問診などのほか、急速に発達した検査法を

ﾐ介する。しかし病人は診断を望んでいるので

ﾍなく治療を望んでいるのである。

同　　上

病気の症状は千差万別である。年齢、性、職

業などの人間生活とのかかわりも病気を診断す

5 病気の　症　状 る重要な手がかりとなる。また病気を分類する 同　　上
必要もある。

科学の参入によって医療技術は飛躍的に進歩

した。電流，放射線の医学分野での応用、さら

6 科学の　参入 に生理学、生化学の関与は病態だけでなく生命 同　　上
現象の解明にも灯をともした。その反面、医学

と医療との乖離も伴った。

医学は医療の世界から出発し、他の学問分野

から知識と知恵をもらい受けて成長してきた。

7 医学　と　医　療 医療は医学に基礎づけを求めなければならない 同　　上
が、情感の世界と社会科学の関与を医学に問い

かけることも必要である。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

心と体はそれぞれ単独では十分存在できない。

8 心と体の分裂
心身相関の問題を臨床のケースを通して考える。

Sと体を分裂に導くものは何か、心身症はどの

謔､にして生じるかを検討する。

織　田　尚　生

i甲南大学教授）

心と体の統合の機制について、第8章のケー

9
心と体をつなぐも

スを取り上げながら心理療法学の立場から検討

ｷる。心身症治療とイメージの関係、情動のシ 同　　上
の

ンボリズムの果たす役割、非因果律の意義につ
いて考える。

経済学の視点から病める現代医療の制度を考

10 病気　と　経済
える。医療費はなぜ上がるのか、医療の技術革

Vとの関係。医療保険をどう改善したらよいか。
伊　東　光　晴

21世紀へ向け、福祉税の設置：を提案する。 （京都大学名誉教授）

医学の存在する理由は病気の治療であり、予

防である。ここでは、さまざまな治療法の現状

11 病気の　治療 を紹介するとともにその功罪、個人の資質、環 香　月　秀　雄
境とのかかわりなどについても触れる。

病因と治療白白は常に直結するというもので

はない。病人自身の生理的条件、家族や社会的

12 治療　の　適　応 条件によっても治療手段は選択されなければな 同　　上
らない。病気の治療は治療手段の選択一治療適

応一がよいかどうかが問題である。

加齢とは入間が生を白け、死に至るまでの現

象である。その後半の過程を老化として取り上

13 加齢　と　病　気 げ、この時期にみられる病気の特徴、現れる病 同　　上
態がどのようにして起きるかをみる。

病気の予後とは病気の成り行きであり、予後

がよいというのは治る見込みの高いことを意味

14 病気の　予　後 する。しかし薬品や治療方法の開発によって予 同　　上
後の判断も変わってくる。

病気は単に個人的なものでなく、人集団、社

会組織とも切り離せない問題をかかえている。

15 人間の病気と社会 そこで医療、医学の進歩のあとをたどり、医療 同　　上
体制のあり方を考え、医療の将来を展望する。
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＝母子健康科学1＝（TV）
〔主任講師：古谷　博（放送大学教授）〕

全体のねらい
　母子健康科学は、受精から誕生までのrI」と、出生から乳児期「∬」の2科目に分けられているが、こ
の時期の健康は母と子どもを離しては考えられない。この母と子どもの間にある精緻で美しい健康の営うを
母子一体で把えて学ぶのが母子健康科学のねらいである。そして生涯健康科学の基盤、出発点として考えて

いきたい。

担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

母と子の健康について学ぶことは、人間の出発点か
らの生理・形態などの身体的発達を理解するだけでな

1 母と子の健康科学の く、母子の間で交わされるG理や行動を原点から知る 古谷　　博
ねらい ことになる。環境からの刺激、それに対する母と子の （放送大学教授）

反応の機序を理解し、生涯の健康の出発点の重要性を

解説したい。

女性の生活活動にはホルモンの影響が大きい。女性
には男性と共通したバイオリズムの他に、女性だけに 鈴木秋悦

2 女性のバイオリズムと 特有なホルモンの周期性、波動性変化に基づいたバイ （弓懸義塾大学

排卵 オリズムがある。これが排卵、性機能のみならず生活 助教授）

活動の周期的調節を維持していることを解説する。
｝

3 精　子　と　卵　子

は灘鯉製奎i黙認：醸i募豪鹸知ることは極めて重要である。ここでは、まず胎児期i

同　　上
から開始する卵子の成熟i過程について詳しく述べる。

また精子・卵子の減数分裂のプロセスを理解してもら
｝

つ。

排卵した卵子は、受精能を獲得した精子と卵管膨大
部で受精するが、1個の精子だけが卵子に進入するメ 」

4 受　精　と　着　床 カニズムが次第に明らかにされてきた。最近の体外受 同　　上
精の矢［職、受精卵の子宮内膜への着床にみられる現象｝

についての新しいトピックスにもふれたい。
‡

5 胎　芽　の　発　育

着床した受精卵は、次第に整然とした細胞分裂によ，
髑攝Bを重ね、胎芽は内胚葉、外胚葉、中胚葉へと分1化し、それぞれから器官、臓器が形成されて胎児へ移i

同　　上
行ずる。この胎芽の発育過程を概説するとともに、こi
の時期の発育異常についても若干ふれたい。

6 胎児の発育と行動

を麟騰白白半半纒半弓麟繊瀦灘二六襲耀二線i

駕縣秀
発育の判定も行われ、胎児発育の評価が詳細になった。

胎盤の形成、発達は、胎児、母体における代謝、内
分泌、血行などに対して、妊娠経過を追って重要な働

7 胎盤・膀器・羊水 きをしている。この特殊な臓器である胎盤の構造と機 同　　上
能を理解することは、妊娠の健康科学の中で最も重要
な事項で、ことに機能の判定は胎児の予後に関係する。
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担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

妊娠すると母体には各種のホルモンが増加し、妊娠
の維持に合目的的な平衡状態を示してくる。この経過 伊藤博之

8 性と　ホルモ　ン には胎盤から産生されるホルモンが重要な役割を果た （回路加国際病院

し、胎児のホルモンも関与している。母体一胎盤一蓋 院長）

児の間のホルモンの相互関係について解説したい。

妊婦は妊娠の維持と胎児の発育のために特有な代謝
機構のもとにあり、そのために栄養には特別の配慮が 古谷　　博

9 妊婦の栄養と代謝 必要である。この栄養、代謝の変化はホルモンの動態
と密接な関係がある。妊婦の糖代謝異常、高脂血症、 望月真人
鉄欠乏、妊娠中毒症などの栄養、代謝にもふれたい。 （神戸大学教授）

胎児は旺盛な成長、発達に必要な物質をすべて母体
に依存し、特有な物質代謝を独立して、また三児相関

10 胎児の栄養と代謝 の下に営み、一方では出生後に備えた代謝機構の準備 古谷　　博
もしている。胎児の発育には胎盤の機能が大きく関与
する。胎児発育障害の機序にもふれたい。

妊婦には、全身的、局所的に著しい変化が認められ
る。これらの変化は母体の妊娠に対する順応であると

1
1 妊婦の心とからだ ともに胎児の発育に関与し、また出産に向けての準備 伊藤博之

状態でもある。また妊婦にみられる心の変化を理解す
る必要がある。出産への期待と不安が錯綜している。

妊婦が生活している家庭や社会の環境はさまざまで
ある。環境から妊婦が受ける因子や妊婦の生活様式の

12 妊婦の環境と生活 あり方は、妊娠経＝過に種々の影響を及ぼす。健康志向 同　　上
の高まっている今日の妊娠像を、色々な視点から述べ
る。

周産期医学の研究・技術の進歩によって、今日のお
産は従来に比べて格段と安全になったが、その反面、

13 お　　産　　と　　は 複雑な生活面から早産、未熟児出産、予測し難い母児 太田孝夫
の緊急的異常などが異常産の前面に出てきた。お産の
様式への希望にも多様化がみられるので考察したい。

母乳は乳児の発育に必要な栄養素と、感染防御物質
などを含むが、ときには環境汚染物質やウイルスなど

14 乳汁とその分泌 の混在、母体の栄養不足などが問題になる。母乳の生 古谷　　博
成と分泌には、乳腺の構造の発達のみならず、各種ホ
ルモンの作用が複雑に関与している。

家族計画は受胎調節・避妊による出生の抑制だけで
なく、不妊に対する出生の促進も含み、さらには多分

15 家　　族　　計　　画 に社会医学的側面をもっている。したがって、社会事 同　　上
情や国民感情に合致した方策のみが成果を期待できる。

国の内外におけるその今日的課題をのべたい。
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　　　　　　　　＝母子健康科学H＝（TV）

〔圭麟：三諦輪講ll崎病研騰セ〃一所長）〕

全体のねらい
　乳幼児期は生涯の中で最も生長・発達が著しい時期であり、子どもは独立した個体として生命と健康

を維持している。しかし出生と同時に母を認識し、さらに家族から集団へ、社会へと適応していく子ど

もと、これを慈しみ育てる母との間には強い絆があり、母と子の健康は、母子のふれあいの中で学ばな

ければならない。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

子どもには個八白があることを忘れてはならな 川　崎　富　作
い。ライフサイクルにおける乳幼児期の特長を考 （日本心臓財団川崎病

1 子　ど　も　と　は 察し、生涯の健康における位置づけを解説する。 究情報センター所長）

子どもにとって環境因子の影響や社会への参加に 古　谷　　　博
とってのしつけや健康教育の問題も述べたい。 （放送大学教授）

母と子のふれあい、母と子の心の発達において、

三児の早期接触の重要性、母子結合を促進するた
多　田　　　裕

2 母と子のふれ合い めの育児のあり方、また問題になっている被虐待

ﾇ候群などについて解説する。
（東邦大学教授）

身体の形態的成熟過程とその評価の意義、およ

び評価の具体的方法について解説する。また肥満
渡　辺　言　夫

3 子どもの成長 やせなどの問題、これらと母あるいは家族との関

Wもとり上げたい。
（杏林大学教授）

乳幼児の運動機能、知能や心の発達過程、およ

びそれらの評価判定について述べるとともに、運

4 子どもの発達： 動機能を順調に発達させる養育のあり方、母や家 同　　　上

族の心がけなどについて考察する。

産ぶ声から哺語、さらに言葉へと発達していく段

階を、母と子、環境などとの関わりの中で考えて 巷　野悟　郎
5 産声から言葉まで いく。また言葉の発達の個人差やおくれにもふれ （日本児童手当協会

る。 こどもの城小児
保健音脹）

乳幼児の体温、睡眠、排泄などの生理的機能に

ついて述べる。とくに乳幼児の体温調節機能の特

6 子どもの生理 長を取上げ、冷暖房や運動、衣服など生活環境と 同　　　上

の関係について詳しく解説する。

母乳・人工乳による哺育が行われる時期から、

7
子どもの栄養と代

ﾓ

離乳、幼児食へと子どもの栄養法が変わっていく

ｪ、これに応じて子どもの体内における代謝の状

ﾔも変化する。肥満、やせ、牛乳ぎらい、小食：、

川　崎　富　作

偏食などについても述べる。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

子どもがカゼを引き易い、お腹をこわし易いと

か、アトピー体質（ぜをそく、じんま疹、しつ疹

8 子どもの体質 などになり易い体質）、アレルギーなどのことが 川　崎　富　作
ある。その遺伝や環境との関係を日常生活の面か
ら述べる。

乳幼児は次第に家庭から社会へと適：応していく

が、そのための日常生活のあり方、つまり睡眠、

9 子どもの生活 排泄、摂食などが自律的になっていく過程につい 巷　野　悟　郎
て述べ、母や家族とのかかわり合いも考察する。

子どもの健康は環境によって大きく変化する。

子どもの遊び、事故、ストレスに対する心身の反

10 子どもと環境 応などを考える場合、環境との関わりを無視でき 同　　　上
ない。母は子どもにとって最も重要な環境因子と
考えられる。

子どもは発育につれて、おこり易い病気の種類

11
子どもの病気の予

h

症状の現れ方、予後などにちがいがみられる。そ

黷ﾉついて免疫系の発達の観点から、子どもの生

ﾌ防御機能について述べ、また予防接種による種
川　崎　富　作

々の病気の予防を解説する。

子どもの自律神経系の働きが、年齢とともにど

12 子どもの健康増進
のように変化するか、環境に適応するために、日

岦ｶ活に感ける自律神経系の役割は何かなどを考 同　　　上

え、子どもの健康増進のあり方について述べる。

子どもの健康に対する公的支援としては、母子

子どもの保健サー 健康手帳の交付、健康診査、マス・スクリーニン

13
ビス

グ、母子感染予防事業などの保健サービスと、医 古　谷　　　博

療援助が実施され、幼稚園での健康教育、保育所

での保育サービスの充実がある。

乳幼児の集団保育は益々拡大している。その意

義とあり方を考え、特に委託保育に澄ける子ども 坂　田　　　発

14 委　託　保　　育 の健康の問題、事故防止などについて考える。ま （日赤医療センター

た委託保育の現況、とくに具体的内容や家庭保育 付属乳児院院長）

との関連など将来を考える視点で解説する。

各国の子育てをみると、それぞれの国の歴史、

伝統、文化を基盤とする特長がある。わが国の子

15 我が国の子育て 育て、母と子の関係などを西欧と比較しても、長 巷　野　悟郎
短一様ではない。それらについて過去、現在、将

来を見通して、わが国の子育てを展望したい。
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＝少年期の健康科学＝　（R）

〔主任講師：古谷　博（放送大学教授）〕

全体のねらい

　この少年期の健康科学は、母子健康科学に続くもので、学童から、思春期を経て青年に達するまでの

子どを対象にしている・この時期の子どもは、学校、家庭、社会の中にあり、著しい発達・生長を示し

て・次第にひとり立ちしていく。その健康は生涯の基盤ともなるもめである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

少年、少女の健康な発達・成長は、長い人生

序論一少年期の にわたる活動にとって極めて重要である。少年 古　谷　　　博
1 期の健康科学のねらいについて述べる。

健康科学のねらい （放送大学教授）

最近の学童から年長児にいたる子どもの身体

少年の特徴と 的、精神的発育の特徴について述べ、また家庭 巷野悟　郎
2 ・学校・社会の中で、子どもの心身の成長にみ

問　　　題　　　点 られる問題点を指摘して、健康科学の視点から

l察する。

（日本児童手当協会こどもの城小児

@　保健部長）

少年期には、素因・体質・環境によって発達

素　因　と健　康 ・成長に個体差が著明に現われ、性的発育にも 川　崎　富　作
3

と　　環　　　境
これが認められる。これらの関連を包括的に考

@する。
（日本心臓財団川崎病
､究情報センタ「所長）

全身各臓器、器官の発達について、系統的に

それらの構造と機能の変化を概説する。さらに 渡　辺　言　夫
4 成長と発達（1） これら身体的発育が子どもの晴緒、行動などに

及ぼす影響について考察する。 （杏林大学教授）

とくに脳神門、感覚器系、免疫系など高次機

能に関する生長・発達について個別的、包括的
5 成長と発達（皿） に概説し、それらの発達が子ども精神面への影 同　　　上

ピ 響とその意義についてのべる。

少年期の発達・生長にともなう身体の鍛練、

運動機能、体力と 運動機能の訓練、スポーツの適性、習熱の評価 江　口　篤　寿
6 などについて述べ体力と情緒的発達との関連

スポーツ を考察する。 （前筑波大学教授）

学校の健康管理は、地域の組織的活動によっ

7
学校の健康管理と て支持され著しく充実してきたが、健康教育は

ﾛ健学習、保健指導、安全指導、給食指導、事
高　野　　　陽

健康教育
故防止など、多岐にわたり、や・形式的になりやすい。健康教育のあり方を考察する。 （国立公衆衛生院

齊q保健学部長）

一217一



回 テ　　　・一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

成長の過程で個人的、集団的に罹患しやすい
疾患や、少年期に発症する異常など、少年期に

8 病　気　と　異常
おける疾患像も概説し、それらの予防、早期発
ｩ、対処のしかた、学業との関係について概説

川　崎　富　作

する。また予防接種、慢性疾患の子どものケア
を述べる。

最近の子どもの食事のパターン、摂食行動な
どをふまえて、少年期の栄養と健康との重要な 前　田　和　一

9 栄　養　と　食事
関連について述べる。また偏食、多食や、食物アレルギー、食中毒、神経性食思不振症（思春

冾竄ｹ症）などの病態に：ついても述べる。 （埼玉医科大学教授）

戦後まもなく児童・生徒を救済する応急的措
置として発足した学校給食は、学校給食法の制

10 学　校　給　　食
定（昭29）、その後の整備と普及により完全実
{率は約85％に達している。現在、嗜好、食 高　野　　　陽

事時間、家庭との連けい、食生活の自己開発の
問題がある。

子ども全体的に観察すると、健康・不健康と
いう視点からの区別の他に、強い子・弱い子と

11 強い子と弱い子
いう評価からの見方もできる。登校拒否、心身
ﾇ、不適応徴候、情緒障害、非行など、現在と 巷野悟郎
くに年長児に増加している弱い子の問題につい
て述べる。

子どもの時から澄となの病気がはじまってい

澄となの病気のは る。子どもの肥満と将来の動脈硬化や糖尿病と 加　藤　精　彦

12 じまり　一予防と の関係や、その危険因子などを考察する。また

健康管理一 身体障害、精神遅滞のある子どもの健康管理、

ｶ活指導について述べる。
（山梨医科大学教授）

男子の第二次性徴、性機能の発達をもたらす

思春期の発来（1） 視床下部一下垂体一性腺系のホルモンの動き、

13 精通現象、異性への関心、男子に対する性教育 同　　　上

一男子一 などについて述べる。

女子の第二次性徴、性機能の発達をもたらす

14

思春期の発来（H）

齒落q一

視床下部一下垂体一性腺系のホルモンの動き、
煙o、排卵、女性特有の代謝、女子に対する性
ｳ育などについて述べ、思春期女子の婦人科的
注N管理、主なる疾病などについて解説する。

古　谷　　　博

成年に達すると、実業に就くもの、学業を続

少年期から けるものなど、子どもは青年となって独立して

15 いく、新しい次の世代の父や母なる準備も始め 同　　　上

青年期へ られる。この時期の健康について統括した考察
�ｵたい。
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　　　　　　　　　　＝青少年の保健II＝（R）
　　　　　　　　〔主任講師：本間日臣（元放送大学教授主任講師：丸井英二（東京大学教授））］

全体のねらい
　この科目では、青少年の保健（1）に引き続き、一生にわ：たる健康科学の一環としての青年期を扱う。

この時期は、身体的にほとんど成人と変わらないほどに成長している。しかし、環境が拡大していく

につれ、精神的な問題が様々な形で生じてくる。従って、生物学的な側面だけでなく、心理的、社会

的な側面にも注目していく。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

青年期のからだ（1）

ｶ理機能の成熟と
竭闢_

　からだの全機能がピークに達する少・青年期

ﾉ海ける遺伝的素因と環境諸因子との相互反応

ｪ、人間形成と以後の人生の健康維持にいかに

蛯ｫぐ影響するかを、序説的に述べる。

本　間　日　臣
i元放送大学教授）

ﾛ　井　英　二
i東京大学教授）

2 青年期のからだ（2）

j性を中心に

　思春期男子にみられる身体的変化、とくに性

ｬ熟過程を中心に解説する。また、思春期早発

ﾇや遅発症の原因やその治療、さらにその他の

ｾ患についてもふれる。

白　井　将　文

i東邦大学教授）

3 青年期のからだ（3）

乱ｫを．中心に

　思春期から青年期にかけての女性の性成熟に

ﾂいて概説し、よくみられる産婦人科疾患に関

ｵて保健学の立場からとらえる。また、結婚前

ﾉチェヅクすべき女性の健康問題についてもふ

黷驕B

　林　　　謙　治
�O衛生院学校衛生室長）

4 青年期のからだ（4）
v春購発現のメカニズム

　思春期の概念・定義を復習したのち、性機能

ﾉ関与するホルモンを説明する。これらホルモ

唐ﾌ思春期に裁ける変化と、それを調節するメ

Jニズムについて述べる。

玉　田　太　朗

月｡医科大学教授）

5 青年期のこころ（1）

@　　　中　学　生

　中学生の年齢の人々は、からだ以．しに、ここ

?ﾌ問題の多い時期である。この時期に特徴的

ﾉみられる心理的課題をと澄してながめてみる。 　小　倉　　　清
崧健?尓a院精神科音

6 青年期のこころ（2）

@　　高　校　生

　高校生のこころの動きについて考えてみる。

ｱの時期に避けて通ることのできないこころの

ｬ長の過程は、心身の両面に反映されてぐるこ

ﾆを理解する。

同　　　上

7 青年期のこころとからだ

ｻの相関に注目して

　人のこころとからだは、元来ひとつのもので

?驕Bその深い相関に注目して、人の成長につ

｢て考え、青年期についての理解をさらに深め

ﾄいく。

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

青年期の体力の特徴と、トレーニングの基本

について述べ、次いで、青年期のスポーツの意

8 青年期の体力とスポーツ 義・環境、および傷害の実態とメカニズムなど 武　藤　芳　照

にふれ、青年期の体力・スポーツを多角的にと （東京大学助教授）

らえる。

思春期は自立の時期でもあり、また受験期で

もある。問題行動の要素の複雑さと、対応の困

9 思春期の問題行動 難さについて事例をと澄して、多角的にふれて 江　幡　玲　子
と相談 いく。 偲春期問題研究所研究員

身体発育のいちじるしい青年期の栄養所要量

について解説する。さらに、青年をとりまく食

10 青年期の栄養と食事 生活の今日的特徴を整理し、その後の人生の健 金子　佳代子
康を左右する健全な食生活習慣を身につけるこ （女子栄養大学講師）

との必要性を講述する。

学生生活に澄いても、さまざまな問題がある。

それらを検討し、なかでもこの時期に問題とな

11 学生の性に関する問題： る性の問題について、学生という立場に焦点を 武　田　敏　夫
あてて考える。 （千葉大学教授）

人の健康は環境とのかかわ『りの中でつくられ

る。労働環境は学齢期までは経験しない環境で

12 青年と労働環境 あり、健康阻害要因も少なくない。それらを例 滝　川　　　寛
示して労働環境の概要を述べる。 （三重大学助教授）

人の健康に重大な影響を及ぼしうる飲酒と喫

煙は、青年期に習慣性が確立されることが多い。 片　本　哲　郎

13 青年期のライフスタイル この成年期になる以前でできあがるライフスタ （東京大学助手）

イルについて、酒とタバコを中心に考えていく。 本　間　日　臣

青少年期は、一生のライフスタイルを決定す

る重要な時期であることを認識し、とくに社会

14 青年の健康と社会環境 的因子とのつながりの強い性行為感染症と薬物 中　江　公　裕
依存を中心に考えていぐ。 （独唱医科大学助教授）

青年期を死亡・疾病構造からみると、成年期

以後への重要な入り口である。にもかかわらず 本　間　日　臣

15 青少年期の健康科学 青年の健康意識は高くない。そこから、望まし
（まとめ） い生活習慣についても言及する。 丸　井　英二二
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・＝ ｬ人の保健一成人期・壮年期の健康科学＝　（R）

〔主任講師　本間日臣（元放送大学教授）〕

全体のねらい

　母子健康科学、少年期・青年期の健康科学につづき、一生の中で最も生産活動の盛な成人・壮年期

の健康科学であり、次の老年期健康科学へ続くものである。健康保持や成人病の予防は、生活様式
（食事、運動、休養、睡眼、働き方、嗜好品など）と密接に関係するので、日常生活の中の刺激に対

する生体反応の理解を目標として解説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

成入期・壮年期健
N科学序論
注Nの指標として
ﾌ検査値の読み方

　成人期・壮年期の健康科学講座では、日常生
?ﾅわれわれが直接経験する様々のエピソード
�謔闖繧ｰ、その際の生体反応のメカニズムを
�烽ｵ、それを積み上げて全体としてこの年代
ﾌ健康についての知識がまとまるように企画し
ｽ。まず検査値に影響する諸因子について述べる

本　間　日　臣

i元放送大学教授）

2

日常生活における
ｶ体反応統御のメ
Jニズム　（1）

⊥ｰ　と　覚醒

　睡眼の覚醒のメカニズムとパターン、その周

﨎ｫに伴なう自律神経系、呼吸循環系、内分必

緕ﾓ系の日周リズムと健康保持に：関わる意義と

�рﾉついて解説する。

同　　上

3

　　〃　　（2）

^動・安静と生体

ｽ応

　運動を負荷するとからだの中でどのような反

桙ｪ澄こるか、その功罪、安静時に：はからだの

?ﾅどのような反応がおこるか、その功罪につ

｢て述べる。

同　　上

4

　　〃　　（3）

Xトレスおよび疲
Jと生体反応

　ストレスは一般に生体に：有害な刺激と受けと
轤黷ﾄいるが、広義のストレスは、生命維持、
ｩらだの成育に必要な刺激ともいえる。ストレ
Xに対しどのような生体反応が知こるか、また
譏Jとはどのような状態でどのような変化が生
ｶているかを解説する。

吉　田　　　尚

i千葉大学教授）

5

　　〃　　（4）

?桙ﾌ生理学

　肥満とは何か、肥満の原因とは何か、肥満時

ﾉ呼吸、循環、代謝などの諸機能はどのように

ﾏ化しているか、肥満にどのように対処すべき

ｩについて述べる。

同　　上

6

　　〃　　（5）

H事・飲酒と生体

ｽ応

　食物の消化吸収のメカニズムとそれに影響を

yぼす諸因子、消化をよくする食べ方、腸内常

ﾝ菌業の役割、アルコールと生体反応について

�烽ｷる。

本　間　日　臣

7

　　〃　　（6）

?＝E水浴と生体

ｽ応

　入浴・水浴に際して、体温、呼吸、血圧、心

潤A血液、消化機能、自律神経機能はどのよう

ﾈ刺激を受けどのように反応するかを解説する。 同　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

日常生活における
ｶ体反応統御のメ
Jニズム　（7）

O傷と生体反応

外傷すなわち生体組織の損傷の種類は広義で

ﾍ多収にわたるが、日常生活で遷遇する創傷を

?Sに局所反応と全身反応発生の機序、すなわ

ｿ生体防御反応発動のメカニズムを解説する。

香　月　秀　雄

i元放送大学長）

9

　　〃　　（8）

ﾂ境と生体反応①

rn・大気汚染・
i煙の影響

　高地・高所への移動、大気汚染、喫煙の際に

ﾝられる生体反応を解説する。

本　間　日　臣

10

　　〃　　（9）

ﾂ境と生体反応②

ﾆ庭・職場と生体
ｽ応

∂日常生活の大部分を占める家庭と職場という

ﾂ境内の多種多様の刺激因子と生体反応の解明

ﾍ健康保持または増進に大きな意義がある。こ

黷轤ﾉ：ついて述べる。

丸井　英　二
i東京大学教授）

11

　　〃　　⑩
a気と薬剤と生体
ｽ応

　病気については深く触れないが、病気の際に

ﾇのような生体反応がおこり、その際に用いら

黷髢�ﾜがからだの中でどのような反応をおこ

ｵ、効果をあらわしたり副作用を示すかについ

ﾄ述べる。

本　間　日　臣

12

　　　〃　　⑳

Wェソト症候群
i時差ボケ）の成因

　生体のバイオリズムは、1年、季節、1月1
冾�?冾ﾆするものの他、瞬時も絶えることの

ﾈい律動的リズムなどいろいろある、いわゆる

檮ｷボケの成因を生体バイオリズムの立場から

ｭめてみる。

同　　　上

13
生活々動と右悩・

ｶ悩

　人類の約9割は右手利きであるかそれはなぜ

ｾろうか、手足をふくめ人のからだの形は左右

ﾎ象にみえるが、諸機能は左右同じではない。

E悩と左悩の機能の違いと生活々動との関わり

ﾉついて考える。

朝　長正徳
i東京大学教授）

14
更年期女性の生体
ｽ応の変化

　女性の生殖期から生殖不能期への移行期にあ

ｽる更年期（閉経期）には、からだの中でホル

c燈ｪ泌の変化が澄こり、いろいろの不定愁訴
ﾌ原因となる。これらについて解説する。

古　谷　　　博

i放送大学教授）

15

ライフスタイルと

注N
ｬ人・壮年期健康
ﾈ学のまとめ

　成人病や老年病の多くはライフスタイル病（生

?K慣病）と呼ばれる程、長年にわたる生活様

ｮを背景として発生する。これ迄述べてきた日

岦ｶ活に澄ける生体反応をふり返り、健康の維

搗攝iへの方策を考える。

本　間　日　臣
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　　　　　　　　＝：老人の保健＝（R）
　　　　　　　　〔主任講師：本間日臣（元放送大学教授）〕

　　　　　　　　　　　　　　一老年期の健康科学一
全体のねらい
　健康に関する本学の講座は母と子の健康科学、少青年期の健康科学、成人壮年期の健康科学・老年

期の健康科学からなり、受精卵の分裂から高齢末期までの加齢変化と同年代の生体反応を一一貫した基

本理念に基いて解説する。一・人の個性の確立、自己同一性の完成の時期に相当するこの年代の健康に

ついて科学的総合的理解を目指す。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
老年期の健康科学

?_

　健康科単講義シリーズ構成の骨格す左わち総

_と各論の解説、つづいて各回のテーマとねら
｢、老年期加齢変化（老化）に関与する諸因子も

�ｽと個人差の原因の解説。

本　間　日　臣

i元放送大学教授）

2
老　　化　　と　は

齪V化の諸学説

　老化のメカニズムは現在なお未知の部分が多

ｭ、昔から多数の学説がある。大きく分けて内

�ｫの遺伝子説やホルモン説、外因性のストレ

X説や放射線説などがある。

朝　長、正徳
i東京三三教授）

3

老化度の測定につ

｢て
鼬沚ｸ値のよみ方

　老化度測定法の基礎となる老化のパラメータ

[とその意義を解説する。種々の健康診断検査

lの青年や成人との相違、したがって検査値を

謔ﾞときの注意を述べる。

同　　　上

4
臓器・組織の変化（1）

ﾗ胞の変化

　細胞はからだの最小構成成分であり、加齢と

ﾆもに分裂速度や様式が変わるか、すべての臓

增E組織の構胞が同時性に変化するわけではな

｢。また個人差も大きい。

本　間　日　臣

5
臓器・組織の変化（2）

_経の変化（1）

　睡眠が中断される、物忘れをする、運動機能

ｪ低下するなどの現状から運動神経系の加齢変

ｻを中心にそのメカニズムを解説。 朝長　正徳

6
臓器・組織の変化（3）

_経め変化（2）

　老年期の視覚、聴覚、味覚、皮膚感覚の変化

ﾆその澄こり方、すなわち知覚神経系の反応性

ﾌ低下の機序について解説する。 同　　　上

7
臓器・組織の変化（4）

ﾄ吸・循環系の変化

　階段や坂道を登るときの息切れ、夕方の足の

ﾞくみ、夜三眠時のせき・たん、夜尿など日常

ﾏ化の背後にある呼吸循環系の反応の加齢変化

��烽ｷる。

本　間　日　臣
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

骨折しやすい現象の背後には骨粗霧症と呼ぶ

臓器・組織の変化⑤ 状態があるが、これに関係するカルシウムやビ
8 内分泌・代謝機能の タミソ代謝の変化をはじめ糖代謝、諸種内分泌 朝長正徳

変化
機能の加齢変化を解説。

薬剤服用後の吸収、代謝、排泄の加齢変化の

臓器・組織の変化（6） ため老人では副作用がおこりやすい。解毒と排
9

消化機能・腎機能 泄を担当する肝臓と腎臓機能の変化を中心に解 同　　　上

の変化
説する。

高齢者の直接死因の第一は肺炎である。なぜ

臓器・組織の変化（7） か。肺の防御・免疫機能の加齢変化、つづいて

10 防御・免疫機能の 生体の防御・免疫機構全般の発動様式と変化を 本　間　日　臣

変化
解説する◎

白髪、顔のしわやしみ、爪の変化、身長、姿

外見の　変化 勢、皮下脂肪、歩き方など外見の変化をもたら
11

顔つき、体型、歩 す生体内の変化を分析し、これまで解説してき 同　　　上

き方などの変化
た諸臓器・組織の変化をまとめて考える。

般もの忘れ”がひどくなり認知能力が低下す

12

知能の老化とボケ（1）一知能の老化と老
ること、すなわち知能の老化の特徴は何か、そ

ｵて影響する因子はどのようなものがあるか、 長谷川　和夫

年痴呆 ボケとはどう違うかを解説する。 （聖マリアンナ医科：大教授〉

ボケは脳の器質性障害を基礎として澄こる知

13 知能の老化とボケ（2）

齟s呆性老人の実態

能障害である。ボケと似た意識障害やうつ状態

ｪある。その鑑別点やボケの予防法を述べる。 同　　　上

ボケにはいろいろな原因があるので、個別的

14 知能の老化とボケ（3）

齟s呆性老人の対策

に原因対策を立てる必要がある。原因不明のア

泣cハイマー型は対応がむずかしい。介護の原
･と社会的対策を解説。

同　　　上

人の肉体の諸機能は思春期を頂点として弱化

老年期の光と影 するが、精神活動は60歳以後まで上昇をつづけ
15 一自己同一性の完 る。自己同一性の完成、それが老年期の栄光で 本　間　日　臣

成とその栄光 ある。
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＝心の生涯健康科学＝（R）
〔主任講師　岡田康伸（京都大学助教授）〕

全体のねらい
　心の健康に関する問題を「生涯（ライフサイクル）」の視点からとらえようとする。人は、誕生し

て死ぬまで、心を発達させ、個性化を遂げようと努力する中で、さまざまの問題に出会う。それが、

どのような問題であり、それをどのように解決していくかなどを解説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 心の健康科学とは

八が成長し、一八前になり、生産を全つとうす
驍ｽめに、働く要因、人生の目的などを概説する

ﾆともに、本書のねらいを述べる。
岡　田　康　伸

i京都大学助教授）

2
男性の生き方

ﾜたは原性原理

　男子、男性にとっての人生の問題、心の健康、

ｶきていくのに必要な事柄などを心理療法学的視

_から論じる。
氏　原　　　寛

i大阪市立大学教授）

3 女性の生き方

　女子、女性にとっての人生の問題、心の健康、

ｶきていくのに必要な事柄などを心理療法に携さ

墲ﾁている経験をもとに論じる。
東　山　弘　子

i奈良大学助教授）

4 家族の大切さ

人が成長するのに、一番影響があり、基になる

ﾆ族をとりあげる。現代の家族のあり方、家族内

ﾌ人間関係などに言及する。 同　　　上

5 母　　　　　　性

　「日本は母性社会であり、父性性に欠ける」と

ｾわれるが、はたしてそうであろうか？日本の父

ｫ、母性に関してのみならず、子どもの成長との
ｩかわりにも言及しながら、父性、母性の問題を

ﾆりあげる。

氏　原　　　寛

6
子どもの心の発達
ﾆ　健　康　（1）

胎生期から乳児期・幼児期を中心に、子どもの

ｱころの発達と問題行動を概説する。

岡　田　康　伸

7
子どもの心の発達
ﾆ　健　康　（2）

　児童期を中心に、子どものこころの発達と問題
s動を概説する。

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

8

子どもの心の発達
ﾆ　健　　康　（3）

黹vレイセラピー一

　子どもの心理治療のプレイセラピーについて、

沫痰�ｦしながら概説する。

岡　田　康　伸

9
思春期・青年期
ﾌ心の健康（1）

　思春期・青年期の心の健康について、傷つきや＋く、平衡を欠いた状態であるとともに、強靱な

ｶ命力、たくましい行動力の両面に配慮しつつ、

_じる。

村瀬　孝：雄

i学習院大学教授）

10
思春期・青年期
ﾌ心の健康　（2）

　思春期・青年期の心の健康について、事例を中

Sに述べる。

同　　　上

11 壮年期の心の健康

　：職場拒否、心身症などの問題が壮年期に多発し

ﾄいることが指摘されてきている。この実年と名
ﾃけられた入たちの心の健康について検討する。 山　中　康　裕

i京都大学助教授）

12 老年期の心の健康

老年期は、人生最後の仕上げの時である。今ま

ﾅの人生をふり返えり、有意義な人生とするため

ﾉ、老人がいかにあるかを論ずる。 同　　　上

13 死　　の　　問　　題

　誰もが避けることのできない死。医学で問題に

ｳれている死の問題とは違った角度から、死の問

閧�_じる。 同　　　上

14 人間関係について

　人はさまざまの人たちと関係をもって生きてい

驕Bそれらを精神力動的な立場から分析し、解説
ｷる。 氏　原　　　寛

15

心の健康iについて

鼈､と性と攻撃
@　をめぐって一

　心理学的に、人に大切なものは、愛と性と攻撃

ﾌ3つにしぼられるのではないかという考えにも
ﾆづき、精神力動的な立場から、愛、性、攻撃に

ﾂいて論じる。
同　　　上
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＝心の環：境健康科学＝（R）

〔主任講師：織田尚生（甲南大学教授）〕

全体のねらい

　心の健康に関する科学は多岐にわたるが、ここでは人が社会と接触することによって生じるさまざま

の問題を、どのようにして克服し、それをいかに心の成長につなげていくかという点に焦点をしぼり、

例をあげながら、できるだけわかりやすく解説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

心が健康であるとはどのような状態をさすのか

を検討し、メンタルヘルスの全体像を概説する。
織　田　尚　生

1 心の健康とは何か
（甲南大学教授）

メンタルヘルスの歴史について述べ、現状のも

心　の　健　康 つ問題点と今後の展望を明らかにする。

2 一・ ｻの歴史と 同　　　上

現状一

健康と病気との相互の関連について、精神力動

的な立場から、総論的に考える。
河　合隼　雄

3 健康　と　病気 （京都大学教授）

心の健康のとらえ方も文化によって異なる。文

化人類学の立場からこの点を検討する。
祖父江　孝雄

4 文化と心の健康 （放送大学教授）

心理・社会的要因による精神障害を検討するこ

病気から健康を考 とによって、心の健康を増進する手段について考
挾　間　秀文

5
える　　　　　（1）

える。
（鳥取大学教授）

身体因による精神障害を検討することによって、

病気から健康を考 心の健康を増進する手段について考える。

6
える　　　　　（2）

同　　　上

睡眠と心の健康とのかかわりについて検討する。

7 睡眠と心の健康
川　原　隆　造

i鳥取大学助教授）
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

日本人の海外生活、さらには帰国後の再適応の

8 文化差と心の健康
際に生じる問題について、心の健康の面から考え

驕B
稲　村　　　博

（筑波大学助教授）

自殺と心の健康との関連を検討し、自殺防止の

活動について述べる。

9 自殺防止の活動 同　　　上

アルコールと人間との関わりについて述べ、そ

れに対してどう対処すべきか、メンタルヘルスの

10 アルコールと人間 立場から検討する。 後　藤　　　裕
（東北大学助手）

薬物乱用によって生じる心の障害について概説

11 薬物の乱用と依存
し、それに対する対応の仕方を検討する。

佐　藤　光　源

（東北大学教授）

精神薬物が心に影響するあり方を通して、メン

12
心の健康と精神治 タルヘルスを回復させる手段を考える。

小　椋　　　力

療薬 （琉球大学教授）

心の健康を増進させるために、地域社会で実際

地域社会に澄ける にどのような活動がおこなわれているかについて 松　島　嘉彦
13

活動
述べる。 （島根県精神保健

センター所長）

形のない心を用いて、心の健康を回復させよう

14
心の健康と心理療

@

とする場合、その基本構造を明らかに：する。

織　田　尚　生

心の危機に際してクローズアップされる宗教と

その心理学的側面とについて検討する。

15 心の危機と宗教 同　　　上
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＝環境科学＝（TV）
〔主任講師：山根靖弘（千葉大学教授）〕

全体のねらい

　健康な生活を守り、快適に暮らすためには、我々の環境について十分な理解が必要である。本講座

は、水澄よび大気の自然環境、食品や毒性の問題にもふれ、また緑化と生活などの社会環境などにつ

いて科学的：な基礎概念を論じ、環境への知識を深めようとするものである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

環境汚染の歴史的背景として、環境汚染の移

1
健康な生活を守る
Fために

り変わりを述べつつ、「環境科学」の一般的概

Oについて説明する。また、本講座で述べる内
eについての概論を説明し、全体像を理解して

山　根　靖弘
i千葉大学教授）

もらう。

我々の生活における水利用の重大さと、健康

2
水　　環　　境　（1）

@水と健康

と水との関連について飲料水を中心にのべるが、

坙{の特色である温泉と健康との関連について

燒ｾする。

同　　上

環境中の水は物理、化学、生物学的に公共用

3
水　　環　　境　（2）

@水の汚れ

水として好ましくない方向に変化し、汚濁がお

ｱる。水質汚濁の進行過程を論じ、富栄養化や

Aオコの発生などを述べる。また、水質汚濁の

同　　上

基準値を説明する。

水質の汚濁状態を検査する方法すなわち水質

4
水　環　　境　（3）

@水の浄化

汚濁の測定法を簡潔に説明し、さらに水：質汚濁

ﾌ浄化法として、下水道の普及、工場排水の規
ｧ、終末処理場における浄化方法などを解説す

同　　上

る。

人間の生命維持の上に基本的に重要な環境大

5
空気環境　（1）
@環境大気

気を構成する成分やその役割を述べ、環境大気

�?�ｷる成分について、最近の動向と健康に

yぼす影響を解説する。

　中　澤　裕　之
i国立公衆衛生院室長）

入間の一日の生活の中で室内における生活時

6
空気環境　（2）
@室内空気

間は時として大きく、室内環境の重要性を述べ

驕B又、室内空気の有害成分として一酸化炭素、

qf酸化物及びたばこの三等を紹介する。

同　　上

人間と緑のかかわりあいについて、八重群島
竹富島の農民の暮らしを守る緑の態様や、旭川

7
環境　と　緑　（1）

@緑と人間
・帯広市のように入為的に自然林を切りひらい
ﾄ生産空間をつくりだして居住している開拓地、

田　畑　貞　壽

i千葉大学教授）
そして、奈良の都・平城宮などの古代の都市に
生きる人々の生活と緑の関係を基に解説する。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
環境　と　緑　（2）

@都市化の進む水
@辺と緑

　市街地の水辺と緑、災害と緑などを中心に長崎市稲佐山山頂で収録。急傾斜地の緑の状況、宅地化した山なみで集中豪雨の時の災害状況、そして仙台杜の都の広瀬川を中心に都市化した水辺環境の保全運動について紹介し、特に丘陵地の宅地化、広瀬川の環境悪化の原因についても論及する。そして、特に近年重要視されている都市の緑とウォーターフロントについて解説する。

田　畑　貞　壽

9
環境　と　緑　（3）

@緑計画
同　　．上

10 土環境と廃棄物処
　土壌汚染に関係する主な汚染物質として農薬、

d金属等を取り上げ、その汚染原因と動植物を

ﾜむ生体への影響を解説する。さらに一一般及び

Y業廃棄物の処理対策についても述べる。

中　澤　裕　之

11
環境と健康（1）
@重金属の毒

　環境中に放出された水銀、カドニウム、鉛お

謔ﾑクロムなどの重金属の汚濁状況と、それが

ﾌ内にとり込まれた場合の生体影響について説
ｾする。

山　根　靖　弘

12

環境と健康（2）
@農薬など有機物

@の毒

DDT、　BHCなどの農薬類の環境汚染と、こ
黷逕_薬の特性、残留性と生体影響との関連、

ﾜたPCBなどの化学物質の汚染と生体への影
ｿなど、環境汚染有機物質について論ずる。

同　　上

13

環境と健康（3）
@自然毒（有毒植
@物）

　生活の周辺にある有毒植物、キノコなどによ

髓?ﾅの実態を知り、それらがどのような毒な

ﾌか、どうしたら中毒を防止できるかについて

wぶ。

山　崎　幹　夫

i千葉大学教授）

14

環　境　と　健康　（4）

@自然毒（有毒微
@生物）

　前回にひき続き身の周りの毒のなかから微生

ｨの生産する毒に注目する。この中には穀類な

ﾇ大切：な食糧を汚染するカビ毒や微生物毒を起

ｹとするフグ毒やホタテ、バイ貝などのような

寢L類の毒も含まれる。

同　　上

15 環境と発がん

　環境中には発がん物質が存在し、発がんの原

�ﾆなるので、化学発がんを中心として述べ、

Iりに本講座のまとめについて論ずる。 山　根　靖弘

一230一



＝余暇生活＝（TV）
〔主任講師：一番ケ瀬康子（日本女子大学教授）〕

全体のねらい
　いまや余暇は、国民の大きな生活課題であり、権利である。ことに寿命が延び、生涯のなかで余暇

生活の時間が増加し、労働時間短縮などで余暇時間がふえたことなどがその背景にある。そのなかで

受け身の余暇生活ではなく、自発的そして創造的な余暇活動をもつより、また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
i所属・氏名）

1 はじめに
??ﾆしての余暇生活

　余暇とは何か。その概念・語源、および権利

ｫについて考察し、この講義の目的と意義とを

qべ、講義全体の導入とする。 一番ケ瀬　康子

i日本好大学教授）

2 1〕現代社会と余暇

i1）高齢化と余暇

　現代社会の焦点の一つである高齢化によって、

]暇生活は、どのような影響をうけているか。

ﾜた、それに対して、どういうことが、早急に

lえられねばならない課題であるかなどについ

ﾄ、問題提起をふくめ、課題を検討する。

同　　　上

3 （2）情報化と余暇

　現代社会の一つの大きな焦点となっている清報

ｻによって、余暇生活は、いったいどのような影

ｿをうけ、変化してきたのか。またそのなかで

ｻ実には、どのような課題が生じ、どんな問題

ｪ存在するのかなど、実態をふまえて検討する。

　薗　田　碩　哉

i日本レクリエーション
ｦ会調査研究室部長）

4 （3）国際化と余暇

　現代は、余暇そのものも国際化しているとい

墲黷ﾄいる。その国際化傾向のなかで、現実に
ﾍ、どのような問題が存在するか、さらに：どんな

ｱとが、その焦点となっていくかなどについて、

ｻ実の動向ち問題をとらえ、課題を検討する。

牧　野　暢　男
i日本女子大学教授〉

5 2〕噸余暇生活の歴史

i1）近代前

　余暇生活は、歴史のなかで変化していく。と
ｭに自給自足経済のもとで、身分制のきびしか
ﾁた前近代では、どのような余暇生活が展開さ
黷ﾄいたか。また、日本の風土のなかで生み出

ｳれたものが、どのようなものであったかにつ
｢て述べる。

薗　田　碩　哉

6 （2）近　代

　近代に入って工業化・産業化が進展していく
Fなかで余暇生活が、どのように変化してきたか、

ﾆりわけ賃金生活者のそれについては、どのよ・
､な問題が存在じたか、さらに娯楽をふくんだ
]暇生活の実態はどうであったか、その推移に
ﾂいて述べる。

同　　　上

7 （3）現　代

現代とりわけマヌレジャーが発達し、とくに
]暇産業が盛んになってきた時代に澄いて、余
ﾉ生活は、どのよう，に変化していったか、一方

ｽくを占める賃金生活者側からとらえて、どの
謔､な問題があるかなどについて、日本の推移

�?Sに述べる。

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

長くなった人生において、それぞれのライフ
3〕日本入のライフ ・ステージに知ける余暇歴が、その人の人生を

8 スパンと余暇問題 どのように規定するものであるか。人生をトー 一番ケ瀬　康子
ω余暇歴とライフスパン タルにみて、いかに余暇は大きな課題であり、

それぞれのライフ・ヌテージに具体的な意味を　　コ

もっかについて述べる。

現在、日本に澄ける賃金生活者の平均像をと
らえ、その賃金生活者の余暇生活は、いったい

9 （2）平均的日本入の どのようなものであるか、またどういう傾向を 牧　野　暢　男
余　暇　生　活 もっているのかなどを探究する。そしてその状

況をふまえながら、日本人の余暇生活の問題点
をさぐる。

とくに欧米の賃金生活者の余暇生活、またア
ジア諸国の賃金生活者の余暇生活などについて

10 （3）海外の余暇生活 述べ、日本の賃金生活者の余暇生活との比較を 同　　　上
こころみる。そしてそれぞれの特徴をつかみ、
日本人のこれからの余暇生活の検討をする。

11
4〕余暇生活の条件
@つぐり

　余暇歴が、人々の余暇の在り方を大きく規制
ｷることを考えたとき、余暇については、その
qども時代からの在り方が検討される必要があ 同　　　上

（1）子ども時代から る。そのこ乏をどう考えるか、具体的に、どの

の主体形成 ような活動があるのか、改善点は何かなどを述
べる。

余暇活動は、一方で労働時間によって大きく

12 （2）労働時問短縮
規制される。現在の日本人の最大の課題となっ

ﾄいる労働時間短縮問題とは、どういうことな 一一ﾔケ瀬　康子
のか。現状はいったいどうなのかなどから問題
を探究し、余暇時間との関連を探究する。

余暇が活発になるためには、そのための空間
澄よび環境が、それにふさわしくなることが必

13 （3）余暇の設備・環境 要である。とくにその点についての日本の現実 薗　田　碩　哉

がどうかをとらえ、またそれについての環境整
備がいかにあるべきかにふれ、問題の提起をする。

余暇生活を向上させるためには、個人的な努
力のみならず、それ以上に地方自治体および国

14 （4）余暇政策をめぐって の政策の在り方が大きく問われる。とくに、諸 牧　野　暢　男
外国のそれとくらべてみた場合、日本の政策は
どうなのかなどについて、具体的に解説し問題
点を述べる。

この講義のまとめとして、余暇生活を創造的

おわりに に、積極的に営むことの意義を認識する。そし

15 創造的余暇生活を てそのような余暇生活を営むための方法につい 一番ケ瀬　康子
めざして て個人レベルの努力をふくめ、余暇生活の権利

をまもるための社会的な在り方での展望を論じ、
まとめとする。
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　　　　　　　　　　　＝家庭の福祉＝（R）

　　　　　　　　　　〔主任講師：仲村優一・（放送大学教授）〕

全体のねらい
　この科目は、家庭の福祉を社会福祉の視点からとらえて解明することをねらいとする。すなわち、
家族の共同生活体である家庭にとって福祉とは何か。また、福祉に欠ける状態とはどんなもので、それ
を生み出す要因は何か。問題解決のための福祉施策やサービス診よびその問題点は何か、等の諸点を明ら

かにする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 家族と家庭齢よび

ﾆ庭生活

　家族と家庭の概念規定を明らかにした上で、

ﾆ族の生活共同体としての家庭の生活の構造を

ﾇうとらえるかを考察する。生活の理解につい
ﾄは「生活と福祉」専攻における生活に関する

秤ﾈ目でえた知見をできるだけ活用する。

仲　村　優　一

i放送大学教授1

2 家庭の福祉とは何か

　「福祉」ということばは多義的であり、とら

ｦ方を限定しておかないと「家庭の福祉」につ
｢ても理解があいまいになる。福祉を抽象的：な「さ

｢わい」ということでなく、生活の諸側面に澄ける
�Kさ（アメニティ）としてとらえて、その総体とし

ﾄの「家庭の福祉」の意味を検討する。

同　　　上

3 家庭福祉問題の＝構造

　家庭生活の内容を生活構造の諸部面に照らし

ﾄ吟味し：た上で、家庭生活全体における福祉の

s足もしくは欠如を家庭福祉問題としてとらえ、

ｻの構造を明らかにする。

同　　　上

4 生活問題としての

ﾆ庭福祉問題

　前章を受け、家庭福祉問題を社会問題として

ﾌ生活問題の一つとして理解する立場から、そ

ﾌ様相論と原因論を究明する。生活構造に関す

骼w標を用いて、家庭のレベルで生ずる家庭福

ヶ竭閧ﾆはいかなるものかを究明する。

同　　　上

5
現代θ本の家庭福
ヶ竭閨i1）

齊剴ｶ

　現代社会の社会変動が家庭に与えるマイナス

ﾌ影響澄よび、それが家庭福祉問題を生み出す

＜Jニズムを明らかにするなかで、その問題の

?ﾌ的な体現者としての児童に表われる諸問題

�?ｾする。

同　　　上

6
現代日本の家庭福
ヶ竭閨i2）

齪V人

　前章に続き、都市化、高齢化、核家族化等が

ﾆ庭生活に及ぼす影響を明らかにするなかで、

ｻれによって老人福祉問題が生み出されるメカ

jズムを究明する。

同　　　上

7
現代日本の家庭福
ヶ竭閨i3）一家族関係

　前の2章で取り上げた問題は、観点を変える
ﾆ、家庭内における家族関係にかかわる問題と
ｵてもとらえられる。より具体的に、現代日本
ﾌ夫婦関係、親子関係．三世代関係等に関する
薄竭閧ｪどのような形をとって表われているかを明

轤ｩにする。

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

英国や米国においては、家庭問題を社会福祉

家庭福祉事業の成 課題として取り上げ、社会福祉事業の一環とし

8 立と展開（1）

皷｢米の場合

ての家庭福祉事業（ファミリー・ソーシャルワーク）が

ｭ展して今日にいたっている。その成立と展開

ﾌ歴史をふりかえってみる。

仲　村　優　一

わが国の場合は家庭福祉問題の顕在化が遅れ

家庭福祉事業の成
9

立と展開（2）

齠坙{の場合

が、最近になってやっとその繭芽：が見られるに

｢たっている。その辺の歴史的事情と今後の方

?ﾉついて検討する。

同　　　上

家庭の福祉を社会的に支えるものとしての家

族・家庭に関する社会政策、社会保障、社会サ

10 家族政策と家庭福祉 一ビス等の政策体系を家族政策としてとらえ、

ｻの現状と問題点を概観する。

同　　　上

家庭福祉事業の範躊でとらえられる各種の施

策が社会福祉の各分野（公的扶助、児童福祉、

11
家庭福祉の施策と 老人福祉、障害者福祉等）に澄いてどのように

サービス（1） 展開されているか。また、その問題点はどこに

あるか、等を明らかにする。その場合これまで

の福祉サービヌが分野ごとに対象を家族の一員

としての個人としてとらえる視点が不十分であ 同　　　上

つたことに特に注目する必要がある。この章は

12
家庭福祉の施策と 主として児童福祉をとりあげる。
サービス（2） 前章に引きつづき、本章では主として老入福

祉をとりあげる。

家庭福祉事業の実践技術としては、家族ソー
シャルワニクとしてケースワークを中心にグル

13
家庭福祉の実践技
p（1）

一プワーク、コミュニティワーク等の方法が体
n化されて今日にいたっている。本章では、ソ 同　　　上

一シャルワークの過程のうち、インテークを中
心に事例をとりあげ、検討する。

前章に続き、家族ソーシャルワークの過程の

14
家庭福祉の実践技
p（2）

うち、社会診断から社会治療にいたる部分を

T観する。とくに、家族診断澄よび家族療法

ﾉついて、事例をとりあげ、そのあらましを

同　　　上

学習する。

家庭福祉事業の充実が期待されながら、その

15 家庭福祉の現段階
充分な発展を見ることができないでいるわが国

ﾌ社会福祉の現状について、その実態を明らか 同　　　上
と今後の課題 にし、今後の課題を探ってみる。
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＝社 会 福 祉＝（R）

〔主任講師：イ中村優一（放送大学教授）〕

全体のねらい

　今日の社会福祉は、80万人のマンパワーを擁する一つの大きな社会的制度になっており、高齢化社会

の到来とともに、その重要性を一段と増し加えている。
　本講は、社会福祉がなぜ必要なのかを明らかにし、複雑iな社会福祉の現状と問題点を検討した上で、

その在るべき展開の方向を探ることをねらいとする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 福祉と社会福祉

　福祉、社会福祉、社会保障等の諸概念の意味を
ｮ理しながら、その中で、社会福祉が独自の目的
ﾆ機能をもって存在する制度であることを明らか
ﾉする。社会福祉の広狭両義の用い方や社会福祉
ﾆ社会保障の関係、社会福祉と関連をもつ諸概念
ﾉついても吟味する。

仲　村優　・一

i放送大学教授）

2
現代社会と社会福

　現代社会に澄ける社会福祉の意義を、社会福祉
ﾉ関する諸定義の吟味、社会福祉の補充性の検討
ﾌ中から明らかにする。特に、社会福祉が社会問
閧ﾆしての生活問題に対処する社会的施策であり、

ｻれが公的扶助と福祉サービスから成り立つもの
ﾅあることを示す。

同　　　上

3
社会福祉の展開（1）

鼈皷 ｢米の場合

　慈善事業→社会事業→社会福祉という今日まで
ﾌ社会福祉の歴史的展開の過程を、欧米、特に英
曹ﾌ場合を中心に明らかにする。それがかつては
~貧施策に止まるものであった段階から、今日の
＆ﾕ的な福祉サービスの体系が構築されるに至っ
ｽ過程を重視する。

■　同　　　上

4
社会福祉の展開（2）

齠坙{の場合

　前章と同じ課題を日本の場合について究明する。

ｻの際、特に高度経済成長期を境にして、かつて
ﾌ救貧施策としての社会事業が、福祉サービス中
Sの社会福祉へと発展するにいたった展開のプロ
Zスを明らかにし、特に高齢化の進行に伴う福祉
?vの動きに注目する。

同　　　上

5

社会福祉の制度と

d組
i1）法制のあらまし

　社会福祉の制度と仕組について、この章では、

ﾐ会福祉の政策や法制の面から明らかにする。具
ﾌ的には、社会福祉法制の原理と仕組、社会福祉
@制の概要、現状と問題点をとり上げる。社会福
ヮ幕ﾆ法と社会福祉の六法の検討が中心のテーマ
ﾆなる。

同　　　上

6

社会福祉の制度と

d組
i2）行財政の仕組

　社会福祉の行財政の仕組と原則、国と地方の行
ｭ組織と行政機関、行財政に澄ける国と地方の関
W等の諸課題を検討する。以上との関連に澄いて、
�ьﾐ会福祉事業の関係についても吟味する。

」　　同　　　上

7

社会福祉の制度と

d組
i3）社会福祉改革の

@動き

　社会福祉制度の改：革問題が1980年代に入って
蛯ｫな政策課題となり、その後半以降具体化され
驍ﾉいたった。この社会福祉政策の意味：を、選別
I・救貧的福祉からの脱却、在宅福祉の重視、地
荿ｪ権化等の動きに重点を置いて吟味してみる。

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

8

社会福祉の分野
i1）分野の分け方・

@公的扶助

　社会福祉の発展とともに、その分野も拡大し分
ｻしてきている。本章では、社会福祉の分野をど
ﾌように分けるかについて、分野論の歴史的変遷
�ﾓまえて整理する。その上で4大分野の中の公
I扶助について、その現状と問題点を概説する。

仲　村優　一・

9

社会福祉の分野
i2）児童福祉・老入福

@祉・障害者福祉

　社会福祉の代表的＝な分野としての児童福祉、老

?沁メA障害者福祉をとりあげ、その現状と問題
_を明らかにする。併せて、今日の社会福祉がま
ｷます広い分野に拡大しつつあることについても
獄ﾚする。

同　　　上

10
社会福祉の方法
i1）ケースワークと

@グループワーク

　福祉サービスの提供の過程で用いられる援助技
pには、直接サービスとしての個別援助技術（ケースワーク）、集団援助技術（グループワーク）

�ﾍじめ、多くの方法がある。これらのうちケー
Xワークとグループワークについて、その原理原
･を明らかにする。

同　　　上

11

社会福祉の方法　　　　　，

i2）コミュニティ・オ

@ーガニゼ’一ション

@とその他の方法

　社会福祉のサービスを地域社会単位に組織化す
髟菇@としてのコミュニティ・オーガニゼイショ
唐竄ｻの他の方法論、たとえば、ソーシャル・リ

Tーチやソーシャル・アドミニストレーションに
ﾂいて、そのあらましを述べる。

同　　　上

12
社会福祉のマンパ

潤[問題

　社会福祉マンパワーのうち、社会福祉固有の直
ﾚ処遇職員（ソーシャルワーカー、ケアワーカー
凵jを中心に、その量的確保と質的充実の方＝途に

ﾂいて究明する。併せて、社会福祉士・介護福祉
mをめぐる問題、ボランティに関する問題等もと
闖繧ｰ検討する。

同　　　上

13
在宅福祉と施設福

　近来の在宅福祉重視の動きは決定的なものがあ
驍ｪ、これは在宅福祉・施設福祉の両者がバラン
Xを保って発展することを目指すものでなければ
ﾈらないとされる。この両者の関係について、新
ｵい社会福祉の原理、たとえばノーマリゼーションに照らして吟味する。

同　　　上

14
社会福祉施設をめ

ｮる問題

　近来、在宅福祉の強調によって社会福祉施設の
烽ﾂ意義が軽視される傾向無きにしもあらずであ
驍ｪ、今日の社会福祉施設は、地域に趣ける福祉

Tービスのネットワーク化を図る上で不可欠の存
ﾝである。この新しい流れに即した施設の今日的
ﾓ義を明らかにする。

同　　　上

15 社会福祉と国際化

　社会福祉も今日では国際化の流れの中でその意
`のとらえ直しが問われている。福祉について問
墲黷骰総ﾛ化とはどういうことか、わが国社会福
モﾌ近代化・現代化と国際化の関連、社会福祉の
総ﾛ化の課題等について、広い視野から吟味して
ﾝる。

同　　　上
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＝高齢者の福祉＝（R）
〔主任講師：山下袈裟男（東洋大学教授）〕

全体のねらい
　かっては人生50年といわれたが、今日では人生80年といわれるようになった。それだけ老年期は長

くなり、高齢者にとっては老後の生活設計が必要な時代になった。こうした高齢者の生活に対して・

今日さまざまな社会的手助けが行われているが、ここでは主に国の福祉施策とこれをめぐる諸課題を広

くとりあげ解説したい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
現代社会と老人問

　はじめに、現代社会を特徴づけている福祉にか
ｩわる制度体系を概観し、次いで老人福祉施策の
w景となっている老人問題成立の基本的要因とし
ﾄ産業化による経済・社会上の変動や家族の変容
yび人口構造上の変化等をとりあげて解説したい。

山　下　袈裟男

i東洋大学教授）

2
高齢化社会と社
?E経済的影響

　ここでは主に入口高齢化に伴う高齢化社会の展
J過程を厚生省の人口推計から考えてみたい。人
罇ъvからみたわが国の老年人口の特徴や人口構
｢からみた社会・経済的影響、とりわけ福祉、医
ﾃ、年金等の社会保障負担及び地域社会への影響
凾ﾉついて概観する。

同　　　上

3

老化　と　健　康
i1）高齢者の身体的

@特性

　老化に伴って、身体的諸機能は変化し、形
ﾔ的にも多くの変化が生じる。脊柱の変曲、皮膚
ﾌ弾力性の低下、白髪、脱毛が生じる。また、白
熄瘁A聴力の低下、予備機能・防衛機能の低下、
ｽ応速度の遅れ、病後の回復の遅れなどが現れる。

菅　野重道
i元東洋大学教授）

4

老化　と　健　康
i2）高齢者の心理的

@特性

　記銘力・記憶力の障害、知的能力の障害、老年
s呆、保守性、孤独感、また意識障害を起こしや
ｷく、不眠、不安、邪推、さらに幻覚、忘想、俳
j、不潔など、情動的神経症的症状から、うつ状
ﾔ、精神病的症状も生ずる。以上、高齢者の特性

ｩら老化と健康を考える。

同　　　上

5
高齢者福祉政策の

`成と政策動向

　はじめに戦前の高齢者に対する処遇動向及び戦
繧ﾅは老人福祉法成立時までの高齢者施策をとり
?ｰ、次いで老人福祉法を中核として、雇用、年
焉A保健・医療等の関連制度の成立展開の動向を
T観し、以下の各論への導入的役割を果したい。

山　下　袈裟男

6 高齢者の雇用・就労

�ｵと対策動向

　高齢者の雇用・福祉対策には、定年退職から65
ﾎ未満層を主たる対象とする労働政策と65歳以上
ﾌ高齢者を対象とするいわゆる生きがい対策とし
ﾄの福祉対策がある。そこでまず、高齢者の雇用
E：就業の動向を概観し、次いで両政策の内容と課

閧�ｾらかにする。

同　　　上

7

高齢者の所得保障

ﾆ福祉問題

鼬�I年金制度を

@中心に一

　公的年金制度には、いわゆる被用者年金制度
i7制度）と自営業者、農林漁業従事者などに適
pされている国民年金制度があるが、まず、これ
逅ｧ度について概観し、次いで1986年4月以降
ﾌ基礎年金制度と年金改革の動向を明らかにし、

｡後の課題を展望する。

天　野　マ　キ

i東洋大学教授）

一237一



回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

高齢者の保健医療
ﾆ福　祉　問　題

齪V人保健法を
@　　　　中心に：一

　高齢者に対する保健医療対策には、医療保険論法による医療保障と1982年成立の老人保健法による制度などがある。ここでは主に後者に重点をおいて考察するが、まず、その成立と改正の背

iを明らかにし、次いで、医療、保健及び老人保
虫{設等をとりあげ検討したい。

天　野　マ　キ

9 高齢者と住環境

　老年期には、退職や心身機能の低下によって生
?翌ｪ縮小しがちであり、住環境の重要性が高ま
驕B住宅は在宅福祉の基本的条件でもある。ここ
ﾅは高齢者をとりまく住環境の現状と問題、澄よ
ﾑこれに対する施策の動向を踏えて、今後の課題
�l察する。

在塚礼子
i埼玉大学助教授）

10 高齢者の余暇生活

　老年期には、社会的にも、個人的にも職業生活の機会が縮小したり、職業からの引退が行われる

ﾌで、余暇時間が増大する。そこで老年期の余暇
條ﾔと余暇行動及び地域社会における社会参加の
ｮ向について調査事例などを参考にしながら老年
冾ﾌ余暇生活を考える。

山　下　袈裟男

11
老入福祉法と老人

沁ャTービス

　この回から3回にわたり、老人福祉法とこれに
烽ﾆつく施策について考察する。まず、第1回目

ﾍ、老入福祉法の原理・基本的理念について
�烽ｵ、同時に老人福祉法で取り扱う老人福祉サービスの体系を歴史的に改訂されてきた点と併せ

ﾄ考察したい。

同　　　上

12
施設福祉サービス

ﾌ体系の処遇

　ここでは老人福祉法に澄ける施設福祉サービス
ﾌ体系をまず概観し、次いで老入ホームの体系に
ﾂいて、その種類と特色等、制度上の主要な内容
ﾉついて解説し、また、処遇上の内容にもふれ、
ｹせて老人ホームをめぐる今日的課題について考
@する。

宇留野　功　一

i社会福祉法人
F香会青嵐荘特
ﾊ養護老人ホー
?{設長）

13
在宅福祉サービス

ﾌ体系と処遇

在宅福祉サービスの体系には、要援護i老人対策

ﾆ健康な老人を対象とする社会参加促進対策があ
驍ｪ、まず、これらの体系によるサービスの種類
ﾆ主たる内容について解説する。次いで民間団体
ﾌそれにもふれ、最後に在宅福祉サービスをめぐ
骰｡日的課題を考える。

同　　　上

14

高齢者福祉の技術
㍼普

i1）その原理につい

@て

　今回と次回にわたり、高齢者に働きかける際の
Z術援助の原理と実際について考察する。まず、

謔P回目は、技術援助を活用する際の価値的・倫
搏I側面について解説し、さらに高齢者処遇の一
ﾊ原理および痴呆性老入等に対する特殊原理につ
｢て解説する。

佐　藤　豊＝道

i東洋大学助教授）

15

高齢者福祉の技術

㍼普

i2）その実際に：つい

@て

　ここでは、高齢者の援助方法・処遇技術の実際
ﾊに焦点をあてる。ソーシャル・ケアを構成する
ﾝ宅ケアおよび施設ケアの実際の事例を、ソーシ
ャ泣潤[ク及びケアワークの視点から取り上げ、
w諶ﾒに働きかける援助方法・処遇技術について
l察する。

同　　　上
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＝＝ ﾆ庭の経済＝（R）
〔主任講師：坂井素思（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　わたしたちが経済活動を行うときに、まず最初に出会う経済組織が家計（Household）である。この家計が
かかわってる経済上の秩序がどのようなものであるか、ということを家計内と家計外の経済関係のなかにみ
ていく。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講：師名

（所属・職名） （所属・職名）

家庭の経済（Household　Economy）の基本的な特徴につい
て考える。 坂井素思 坂井下思

1 家計とは何か （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

家計という経済主体が経済システム全体のなかで、どの
ように位置づけられるのかをみる。

2 経済のなかの 同上 同上
家計

家計の収入構造と支出構造との関係について、具体的な
家計調査データなどを参考にして、そこにみられる問題点

3 家計の収入と を考える。 同上 同上
支出

賃金・地代・利子・利潤などの家計収入のさまざまな種
類と、その役割を考える。

4 家計収入 同上 同上

家計にもたらされる所得がどのようにして家計の構成員
に分配・移転されるのかをみる。

5 家計所得 同上 同上

家計員の生涯にわたって、あるいは世代間にわたって、

家計の貯蓄がどのように行われるかについて考える。
6 家計貯蓄 同上 同上

家計の資産と負債とが現代経済社会との関係のなかでど

のような役割をもっているかについて考察する。
7 家計のファイナ 同上 同上

ンス
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

家計支出のさまざまなタイプを取りあげ、その基本的な
特徴について整理・検討を行なう。

8 家計支出 坂井素思 坂井七三

家計消費の特性について、消費理論と実証的研究とを取
りあげ考察を加える。

9 家計消費 同上 同上

住宅、耐久消費財などの物的投資と、教育などの人的投
資について、家計に占める基本的な特徴を探る。

10 家計投資 同上 同上

家計の労働供給について、それによって家計が経済全体
との間に結ぶ関係を考える。

1
1 労働供給 同上 同上

家計の内部にある経済関係のなかで、とりわけ重要な役
割をもっている家事労働について考える。

12 家内的分業 同上 同上

家計の内部には、現代では消極的な形態になってしまつ
ているが、それでも生産プロセスに類した活動が行われて

13 家計生産 いる。この意味ついて考察を加える。 同上 同上

家計の経済構造変化について、その現状と意義を探る。

1
4

家計のサーヴィ 同上 同上
ス化

家計は家計内と家計外にさまざまな経済関係を成立させ
経済組織として ている。これらの経済関係がいかに組織され、秩序だてら

15 の家計と経済社 れているのか、その全体像をみる。 同上 同上
会
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　　＝＝衣　生　活　論＝（TV）

〔主任講師：酒井豊子（放送大学教授）〕

全体のねらい
　日常の生活の中の衣服にかかわる事象を、さまざまな側面からとりあげ、現代の衣生活におけるライフス
タイルの特質を確認するとともに、それらが、時間的、空間的にいずれから生り来たっているか、社会のあ

り方とどのようかかわっているかなどを考察する。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 衣生活のライフ

Xタイル

　ひと婚前まで、主に家庭内で行われて来た衣生活の諸作
ﾆの多くは、今では家庭外から提供されるようになり、家
?烽ﾉ残った作業についても家庭電化などにより著しく軽
ｸされた。このような、主として最後の、衣生活のライフ
Xタイルの変化について概観する。

酒井豊子
i放送大学
ｳ授）

酒井豊子
i放送大学
ｳ授）

2 近代化と衣服

　わが国で洋服が着られるようになったのは明治時代以後
ﾆいってよい。また、服装が全国的に広く洋風化したのは
甯繧ﾌことである。ここでは、洋服の導入から広くゆきわ
ｽるまでの間の事情について述べる。

鈴木すぐ江
i青山学院女

q短大講師）

鈴木すぐ江
i青山学院女

q短大講師）

3 衣生活の社会化

作る、装う、洗う、縫う、しまうなどの衣生活の諸作業
ﾍ、それぞれ既製服、美容院の着付け、商業クリーニング、
潟tォームショップ、トランクルームに、大部分あるいは一部分が移行している。これらの利用の実態と意味につい

ﾄ考察する。

酒井豊子 酒井豊子

4 衣服の消費と
p棄

　わが国の衣生活の量的レベルは，世界の繊維資源や消費

ﾌ実状の中でどのように位置づけられるのであろうか。統
v資料などからわが国の繊維梢費について認識を深めると
､に家庭などから排出される衣服の処分方法ならびに廃品

ﾟ料のゆくえを探る。

同上 同上

5 アパレル産業

消費者の好みをきめ細かく把える商品企画、それを速く

ﾀく製品化する生産システム（生地、CAD、縫製システ
?j、専門店化する販売などの実情について概観、既製服
ﾌ生産から流通にわたり歴史と工程を追うことによって理
��[める。

風間　健
i武庫川女

q大学教授）

風間　健
i武庫川女

q大学教授）

6 衣服の表示

市販の衣料品につけられている種々のラベルは、消費者
ﾉとって、自分の求める品質のものであるかどうかを判断
ｷる手がかりとなる。品質表示、サイズ表示などについて、
¥示のきまりと意味について概説する。

酒井豊子 酒井豊子

7 衣服の品質

消費者の期待に応える良い品質とはどういうものかを考
@する。すなわち目で見た美しさ，着た心地よさ，動きや
ｷさ，洗濯のしゃすさ，長もち，防菌加工また消費者の
齒薰ﾈどから，それらを探る。

風間　健 風間　健
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 繊維の利用

天然繊維、科学繊維について、わが国における生産・消

?E輸出入などの状況を、主として統計資料から把握し、
ｻ在われわれの衣生活を支える各種繊維の特質について概

ﾏする。
酒井豊子 酒井豊子

9 新しい衣服素材

消費者のニーズに応え、あるいは、新たなニーズを発掘
ｷるため、さまざまな新しい衣服素材が登場している。そ
黷轤ﾌ考え方と実際の製品について解説する。シルキー調、
z汗、伸縮性、抗菌性、新世代ウール、その他素材など。

風間　健 風間　健

10 衣服素材の歴史

衣服に亜麻、羊毛、絹、綿などの素材がどのように用い
轤黷ﾄ来たか、ヨーロッパを中心に概観する。ファッショ
唐ﾌ移り変わりに果たした染め・織りの技術の開発や外国
ﾌ影響などについて言及する。

道明三保子
i文化女子

蜉w教授）

道明三保子
i文化女子

蜉w教授）

1
1 衣服の歴史

　われわれの用いる洋服と和服とは、裁断法、縫製法、着
楓@などにおいて、著しく異なる特徴をもっている。衣服
ﾌ形態のちがいは、歴史的にそれぞれどのような流れの上
ﾉ位置づけられるのであろうか。ここでは西洋における衣
梃`態の歴史をたどってみる。

徳井淑子
iお茶の水

落q大学助
ｳ授）

徳井淑子
iお茶の水

落q大学助
ｳ授）

12 衣生活と心情

紡ぐ、織る、染める、裁つ、縫う、着る、洗う、繕うな
ﾇ、衣生活にかかわる人間の行動と心情を、日本の古典文
wを通して考えてみる。時代ごとの衣裳の様子についても
Gれる。

鈴木すぐ江 鈴木すぐ江

13 衣服観と思想

服装や流行に対する考え方や倫理感は、個人や社会や文

ｻによって異なる。さまざまな衣服観と、それを支える思
zを、西洋の歴史の中で考えてみる。 徳井淑子 徳井淑子

14 衣服の意味

人間は衣服を換えることにより、様々な人間に変容する。

ﾟ服によって人は何を顕し、隠すのか。西洋の服飾史の事
ﾛをとりあげて、衣服を着ることの意味を考える。 同上 同上

15 人と衣生活

衣生活は個人に属す事象であるとともに、その人の属す
ﾆ庭や社会に依存する場合も少なくない。ここでは、子供、

wﾟ者、障害者など、衣生活を他の人に依存せざるを得な
｢人々の、衣服や衣生活の問題を考えてみたい。

酒井豊子 酒井豊子
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　＝食物の科学＝（TV）
〔圭荏嚢臨：琴非嵐悦攣1饗1護埜美r騨／）

全体のねらい
食物をめぐる諸科学の進歩にはめざましいものがある。そこで、新しい知識をもとに食物を見つめ理解す

ることが日常生活の上においても必要となってきた。この講義では、「食品」がわれわれの口にすることの
できる「食べ物」になる過程と、食物としての役割に焦点をあて、科学的面から学習する。栄養素も含め食
品に含まれる各成分の特性と変化、食物の貯蔵と品質、新しい食品素材とその利用などを解説する。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 食物の機能

食物には栄養機能のほかに、食べ物のおいしさに係わる

ｴ覚機能、生理的働きを持つある種の成分による生体調節
@能などいくつかの機能がある。ここでは、食物のもつ様
Xな機能について解説する。

五十嵐脩
iお茶の水女

q大学教授）

｡井悦子
i放送大学
赴ｳ授）

五十嵐脩
iお茶の水女

q大学教授）

｡井悦子
i放送大学

赴ｳ授）

2 食品の主要成分

食品に含まれる成分のうち量的に多い炭水化物、たんぱ

ﾂ質、脂質について概説する。これらは3大栄養素といわ
黶A栄養的にも重要であるが、ここでは食品の品質に影響
�yぼす特性を中心に解説する。

今井悦子 今井悦子

3 食品の微量成分

食品は、量的には少ないが無機質、ビタミンなどの供給
ｹとして重要である。ここでは、調理・加工・貯蔵中のこ
黷轤ﾌ成分の変化と機能に中心をおいて解説する。 同上 同上

4 食品成分表

食品は、それぞれに含有する成分が異なっている。四訂
坙{食品標準成分表：は、1621食品について1つの成分値を
ｦしたものである。また、アミノ酸組成表、脂溶性成分表
焜tァローアップとして公表された。これらの成分表の使
p法と限界について解説する。

五十嵐脩 五十三三

5 食品と　水

殆どの食品は多かれ少なかれ水を含んでいる。この水は、

H品の品質を制御する上で、非常に重要な働きを果たして
｢る。食品中の水の存在の状態、水と微生物の管理などと
ﾌ関係を解決する。

倉田忠男
iお茶の水女
q大学教授）

倉田忠男
iお茶の水女

q大学教授）

6 植物性蛋白質の

?pと応用

小麦や大豆の蛋白質は、既に植物性蛋白質と総称されて
､品化され、新しい食品素材として加工食品への利用が増
蛯ｵている。植物性蛋白質製品の種類と製造法及び用途を
?Sに概説する。

五十温品 五十嵐脩

7 広がる加工油脂

ﾌ用途

油脂原料から採油、精製して得られた油脂は、そのまま
H用にされるが、さらに水素添加、エステル交換などいろ
｢ろの処理をして物性の改良を行い、加工油脂としても利
pされている。これらの加工法と用途について述べる。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 青果物の貯蔵と

青果物は水分含量が高く、収穫後も生命活動が営まれる。そのため、貯蔵性が劣るという欠点がある反面、生命活動を調節して追熟が行われる。貯蔵性を高める方法には、生の状態で鮮度を保つ方法と、加工による方法とがある。

中川弘毅
i千葉大学

赴ｳ授）

中川弘毅
i千葉大学

赴ｳ授）

9 微生物を利用し

ｽ食品

一島英治
i東北大学
ｳ授）

一島英治
i東北大学
ｳ授）

10 油脂の酸化

　加工・貯蔵中に起こる食品成分の変化は、食品の品質に重要な影響を及ぼす。その中でも油脂の酸化は好ましくない変化の代表的なものである。油脂の酸化の機構とその防止法について解説する。

五十嵐脩 五十嵐脩

1
1

食品の色と変化

　食品の色は、食物がもつ重要な機能の一つ、嗜好性と関係が深い。ここでは、加工・貯蔵中に食品成分が様々な化学的反応を起こすことにより誘因される色の変化を中心に解説する。変色を巧みに利用し好ましい色調を得る食品もあるが、変色が好ましくない食品の方がはるかに多い。

本間清一
iお茶の水女

q大学教授）

本間清一
iお茶の水女

q大学教授）

12 食品の呈味成分

ﾆ変化

　食品の味は、主要な五原味の他、多岐に亘る呈味成分が複雑に絡み合って形成されている。ここでは、呈味成分の生成機構、調和など味の持つ深みについて解説する。

小林彰夫
iお茶の水女

q大学教授）

小林彰夫
iお茶の水女

q大学教授）

13 食品の香気と
ﾏ化

　前章と同様な観点から、食品の香気について解説する。食べる時には食品は加熱されることが多いが、加熱により特有の加熱香気が生成され、食品に香ばしい香りや好ましい香りを与える。ここでは、生の食品に特有の生鮮香気と加熱香気を区別して解説する。

同上 同上

14 食物の物性 今井悦子 今井悦子

15 食品加工貯蔵技

pの将来

　われわれの食物は、その原料が世界的規模で供給されている。しかもその原料となる植物・動物については、最新の科学的技術により様々な方面から研究が行われている。現在までに探られた成果を基に、将来の食品素材、加工・

剔?Z術・包装材料・技術などを展望してみたい。

五十嵐脩

｡井悦子

五十嵐脩

｡井悦子

一244一



　　　　　　　　　　　　　二都市の住まい＝（TV）

　　　　　　　　　主任講師：平井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聖（昭和女子大学教授）
　　　　　　　　　主任講師：本間博文（放送大学教授）

全体のねらい
　近年我が国が住宅事情は大都市圏を中心に都市の病理的な症状が一層進みっつある中で様々な矛盾を内包
し大きな社会問題となっている。本講義では第一部で日本人の集まって住むことに対する意識を探り、第二
部で現代社会において惹き起こされっっある都市居住の三三的な状況を正しくとられ、その改善を目指した
計画の可能性と限界を明らかにし、望ましい都市居住のあり方を考える。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 集まって住む

　現代の住居にかかわる様々な問題を探るために、その基本に存在する日本人の集まって住むことに対する意識と、近代以降西欧から導入された意識について、両者の日本でのかかわり合いを含めて考察する。

平井　聖
i昭和女子

蜉w教授）

平井　聖
i昭和女子

蜉w教授）

2 家族と住居 同上 同上

3 集落をつくる 同上 同上

4 集落の構成

　集落は当然適正な規模があるはずである。集落がっくられる目的と規模などの関係を様々な角度から一特に住居と住み方の面を通して一探る。

同上 同上

5 集落から都市へ

　都市が形成されても、その中に様々な形の集団が存在する。封建時代の都市には、その成り立ちにかかわる侍や町人の集団があった。現在でも町会、住区、学区など様々な集団がある。これら都市に存在する、あるいはかって存在した集団について考える

同上 同上

6 都市の構成

封建時代にも大きな都市になると、その中に小さな都市に相当する集団があり、それらが複合されていた。歴史的に都市構成の経緯を概観する。

同上 同上

7 我が国の住宅
O三

本間博文
i放送大学

ｳ授）

本間博文
i放送大学
ｳ授）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8
首都圏の住宅
柾

1980年代の後半から東京の国際都市としての役割の上昇
ﾆ戦後一貫目て続いている東京への一極集中とが相応って
[刻な住宅地価の急騰をもたらし首都圏の住宅事情は従来
ﾈ上に困難な状況に追い込まれている。近年惹き起こされ
ﾄいる都市居住者の生活破壊の様々な現象を明らかにし巨
蜩s市における居住環境の整備が極めて困難であることを
ｾらかにする。

本間博文 本間博文

9 都市居住の諸層

上述したような状況のもとで家庭生活がどのような影響
��ｯ、どう変化しっっあるのかを明らかにする。さらに「マルチハビテーション」に代表されるように新しい都市

緒Zの形態として喧伝されているいくっかの提案を取り上
ｰその問題点を考える

初見学
i東京理科

蜉w助教授）

初見学
i東京理科

蜉w助教授）

10

新
し
い
都
市
居
住
一
1

過密化と地価の高騰の下で住宅は必然的に高層化するか
瘻w密集住宅の形を取らざるを得ない。この二つの集住形
ﾔがどのような住宅性能を持っているのか家庭生活との関
Aで検討する。

同上 同上

1
1

新
し
い
都
市
居
住
一
2

現在首都圏では住宅地開発に関連した様々なプロジェク
gが提案され、一部は実際に建設されている。これらの新
ｵいプロジェクトを紹介しそれらの持つ可能性と問題点や
ﾀ界を明らかにし、今後の都市住宅のあり方を考える。

同上 同上

1
2

安全なすまい

大都市の住宅ほど様々な事故や災害あるいは住宅犯罪の
ｭ生頻度が高く、都市の過密化によってその危険性は一層
bﾜっている。住まいがそういった各種の災害などに対し、
ﾀ全であることが最も基本的な機能の一つであることは言
､までもない。本章においては都市住宅の安全性について
ｻの現状と対策について考える。

同上 同上

1
3

多摩ニュータウ

唐ﾌ20年

多摩ニュータウンは東京の西部に建設され完成時には30
怩�ｴす人口を持つ新しい町である。第一期の入居が開始
ｳれてから既に20年以上を経過し、その間の我が国の都市
｢り、あるいは住宅造りの辿ってきた過程が全て集約され
ﾄいる。この多摩ニュータウンの歴史を辿り我が国の都市
Z宅の今後を考える。

本間博文 本間博文

14
地方都市の
Zまい

地方都市では首都圏とは異なった住宅事惰が存在し、我
ｪ国の都市住宅のあり方を考えるうえで巨大都市とは異な
ﾁた可能性を秘めている。しかし、ともすると大都市圏の
Z宅計画の手法がそのまま持ち込まれ居住環境の悪化をも
轤ｽすことになりかねない。本章ではケーススタディとし
ﾄ仙台地域を取り上げ、仙台圏における住宅事情を明らか
ﾉし、現状の問題点と新しい都市住宅の可能性を探る。

同上 同上

15 海外の都市住宅

欧米諸国は長い都市生活の歴史を持ちそれぞれに固有な
s市居住を展開している。本章ではこのような欧米の都市
Z宅をいくつか取り上げ我が国の事例と比較しながら都市
Z宅のあるべき姿を考える。

西村一朗
i奈良女子

蜉w教授）

西村一朗
i奈良女子

蜉w教授）
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＝成人の健康科学＝（R）

〔主任講師：鬼頭昭三（放送大学教授）〕

全体のねらい
青年期の健康科学にひきつづく、成人の健康科学で重要なことは、この時期が生産活動が最も盛んであり、

社会的責任に基くストレスが多い時期であるとともに、健康な老年期への布石でもあるという事実でもある。

生活習慣病としての成人病を予防するための、この時期における気配りの程度が、各個人の将来の活動可能

年数の長短と密接な関係を持つ。
　この観点から、成人の健康科学について、日常生活と生体反応を中心として、概括的に論ずることを目的
とする。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 成人の健康科学

?_

成当期は、日常生活が最も多様な時代である。それに伴

ﾁて精神的及び肉体的負担が大きい。成人期における生活
K慣がそのまま老年期の生活を左右することも大きい。本
ﾍでは健康、健康科学の定義と概念を明らかにすると共に
注N診断のあり方、受け方について述べ、健康な生活の基
ﾕを考える。

鬼頭昭三
i放送大学
ｳ授）

鬼頭昭三
i放送大学
ｳ授）

2 細胞・組織・臓

增E個体

　人体は、細胞、組織、器官、個体という、次第に複雑化

ｷる階層構造にしたがって理解されることが多い。こうし
ｽ階層のそれぞれは具体的にはどんなものか。こうした分
ｯ方は、どのような視点から生じ、どのような意味を持っ

ﾄいるか。

養老孟司
i東京大学

ｳ授）

養老孟司
i東京大学

ｳ授）

3 体内時計と生活

潟Yム

　生命活動の周期性は、一唱、一ケ月、季節、一年を周期

ﾆするものの他、瞬時も絶えることのない律動リズムなど
｢ろいろある。時差ボケを例にとってこれを考え、日常生
?ﾖの応用を考える。

本間日臣
i元放送大
w教授）

本間日臣
i元放送大

w教授）

4 遺伝と外的因子

ﾌ関わり合い

　遺伝は、親から与えられたもので不変のものであろうと
lえられがちである。近年、分子生物学の進歩に伴って、

笂`子の発現様式が外からのいろいろの要因によって変化
�､けることが益々明らかになった。環境は遺伝子にどの
謔､な影響を与えるであろうか？

鬼頭昭三 鬼頭昭三

5 運動、安静と
注N

運動と安静時にどのような生体反応が体の中で起こるか、

ｻの功罪を点検し、健康的な習慣づくりのためにどのよう
ﾉ応用するかについて述べる。 本間日臣 本間日臣

6

高温、低温、高

梶A大気汚染と
ｶ体反応

　入浴・水浴に際して、体温、呼吸、血圧、」L拍、血液、

ﾁ化機能、自律神経機能はどのような刺激を受け、どのよ
､に反応するか。また、高地・高所への移動、大気汚染の
ﾛにみられる生体反応を解説する。

同上 同上

7 肥満とその対策

　肥満は成人病（高血圧症、糖尿病など）の成因として重
vである。何故太るのか、肥満の中でも特に健康によくな
｢タイプがあるのか、その対策（食事療法、運動療法、行
ｮ療法、薬物療法）などを解説する。

吉田　尚
i千葉大学
ｳ授）

吉田　尚
i千葉大学
ｳ授）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 飲酒、喫煙とそ

ﾌ影響

　有史以来、人類の嗜好品として知られる酒とタバコについて、その摂取時にみられる生体反応を解説し健康への影響を考える。

本間日臣 本間日臣

9 食生活と保健

　食物の過剰時代を迎え、栄養不足による痴患は減少したが、栄養の偏り又は、過剰による疾患が表面化してきた。これらは生活様式の変化による運動不足とあいまって、快適な生活及び生命の予後にどのような影響を与えているか、又、予防力河能であるかを考える。

金澤康徳
i自治医科

蜉w教授）

金澤康徳
i自治医科

蜉w教授）

10 くすりの効き方
三好理絵
i東京女子医

ﾈ大学助手）

三好理絵
i東京女子医

ﾈ大学助手）

1
1

ストレス、疲労、

⊥ｰ

　ストレスは生体に種々の負担が加わった状態である。慢性の疲労はストレス状態の結果として一時生体の精神・肉体機能が低下した状態と言える。睡眠障害はそのような疲労の結果とも言える。ストレスとは何か、それにより起こる生体反応はどのようなものかを述べる。

吉田　尚 吉田　尚

12 女性の内分泌と

　女性の生殖期から生殖不能期への移行期としての更年期には内分泌学的変化が大きい。そこに他の要因も加わり治療困難な不定愁訴症候群を形成することが多い。これらについて解説する。さらに女性性機能の復雑な調節機序を、主として内分泌学の立場から述べる。

古谷　博
i放送大学
ｳ授）

古谷　博
i放送大学
ｳ授）

13 職域環境と保健
和田　攻
i東京大学

ｳ授）

和田　攻
i東京大学

ｳ授）

1
4

成人期と老化

　成人と老人の間には明らかな生物学的環境線はない。成人期は老化の進む時代であり、老人期への移行の時期でもある。老化の「般論に次いで成人期の老人について成人健康科学の立場から述べる。

鬼頭昭三 鬼頭昭三

15

健康科学からみ

ｽ成へ期の生き 同上 同上
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＝老年期の健康科学＝（R）

〔主任講師：鬼頭昭三（放送大学教授）〕

全体のねらい
　生物学的には、老化は20歳以後、着実に進行するが、社会的存在としての人間では、65歳以上を意味する老
年期は、一つの時代的単位であり、高齢化社会の到来とともに、その持つ意味が大きい。又、老年期は健康
度の個人的差が最もおおきい時期でもある。光りある老年期を各個人が迎えることが、次の時代の社会の活
性化を来す。この意味をこめて生物学的な現象としての老化、それを基盤とした老年期の健康科学について
述べることとする。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1

老年期健康科学

?_

　老年期は、健康及び社会的条件の個人差が激しい時代で

?驕B80、90歳まで社会で活躍する人、健康上は活動能力
ｪありながら、場が与えられない人、病床に就いたままの
l、いわゆる老人ボケになって家庭内の若い人の社会的活
ｮに支障を与える人等、幅が広い。本講座では、老年期の
烽ﾂ問題をあげ、光ある老年期を送るための健康上の問題

w留蔑禅では老年期とは何がとし’う三論を

鬼頭昭三
i放送大学

ｳ授）

鬼頭昭三
i筑波大学
ｳ授）

2

分子・細胞レベ

汲ｩらみた老化
ﾆメカニズム

　最近老化のメカニズムは分子、細胞レベルの研究を通じ
ﾄ論じられることが多い。老化は遺伝子によってプログラ
?ｳれた生物の宿命であると同時に、二次的な老化として
?轤黷髢ﾊもある。アルコールの多飲、B光子等は後者の
痰ﾅある。老化のメカニズムとその生物学的意味は老年期
注N科学の基本である。

三好理絵
i東京女子医

ﾈ大学助手

三好理絵
i東京女子医
ﾈ大学助手）

3 ホメオスターシ

Xと老化

　ホメオスターシスは生体の内部環境を維持する機構があ
閨A生命現象として最も基本的な機能の一つである。しか
ｵ、この機能といえども老化を免れない。老化をホメオス
^ーシスの観点からみると、ストレスや有害刺激が加わっ
ｽ時、内部環境を維持する予備力が加齢により乏しくなっ
ｽ状態というこうができる。水や電解質に関するホメオス
^ーシス機構を例にとり解説する。

吉田　尚
i千葉大学
ｳ授）

吉田　尚
i千葉大学
ｳ授）

4

外見的老化と検

ｸ値からみた老

ｻ

　白髪、顔のしわやしみ、身長、姿勢、皮下脂肪、歩き方など外見の変化をもたらす生体内の変化を、検査値の加齢変化と対応させながら考える。

本間日臣
i元放送大
w教授）

本間日臣
i元放送大
w教授）

5

神経系の老化一脳・脊髄・末

ｽ神経

神経系は、最も老化しやすい組織、臓器である。脳の老
ｻに伴って、全身的な機能が低下し、一方では、人格が円
桙ﾉなる、などの現象が現れる。神経系の老化を現実の形
ﾆして把握するのが本章の目的である。

平井俊策
i群馬大学

ｳ授）

平井俊策
i群馬大学
ｳ授）

6

神経系の老化一感覚器

　神経系の一部としての感覚器の老化も著明である。老人は、聴覚、視覚等が低下することによって生きる気力を失い、それが老化を促進することになる。また刺激に対する反応性の低下は老人の特徴である。

伺上 同上

7 呼吸・循環系の

V化

　階段や坂を登る際の息切れ、夕方に現れる足のむくみ、夜就寝時のせき、夜間の頻尿など日常みられる変化の背後にある呼吸・循環系の加齢変化を解説する。

本間日臣 本間日臣
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 内分泌・代謝機
¥の老イU1）

　高齢者になると糖尿病や高脂血症など種々の内分泌代謝
瘧Qがおこりやすい。また、このような障害は動脈硬化症の発症、進展に重要な役割を果たしている。高齢者の内分

蜻緕ﾓ障害のうち脂質代謝、糖代謝、水・電解質代謝等の
瘧Qとその対策について述べる。

吉田　尚 吉田　尚

9 内分泌・代謝機

¥の老眼2＞

　骨が脆くなり、骨折り易い原因として、カルシウムやビ
^ミンの変化による骨粗しょう症がある。女性では特に問
閧ﾆなる。その他の内分泌機能の低下についても述べる。 古谷　博

i放送大学

ｳ授）

古谷　博
i放送大学
ｳ授）

10 消化機能、腎機

¥の変化

　老人では、呼吸、代謝、排泄機能がすべて低下し、薬に

謔髟寫?pもでやすく中毒も起こし易い。これらの老化が
V年期の生活に与える意味を解説する。

長沢俊彦
i杏林大学

ｳ授）

長沢俊彦
i杏林大学

ｳ授）

！
1 防御・免疫機能

ﾌ老化

生体の防御・免疫機構の発動様式全般について解説し、

ｱれがどのような加齢変化をおこし、そのためにどのよう
ﾈ病気がおこり易く、かっ治りにくいかを考える。 本間日臣 本問日臣

1
2 老年痴呆一

]の変化と症状

　老年期痴呆は、変性性のアルツハイマー型老年痴呆と脳血管性痴呆に大別される。脳の変化と萎縮と脳血管障害（脳梗塞が多い）が中心である。症状は、記銘力、記憶力の著明な低下、見当識障害、計算力障害、思考障害、情緒障害、異常行動などである。

法人浴風会
a院長）

大友英一L一大友英一
i社会福祉1献灘　　　　病院長）

13 老年痴呆一
ﾀ態と対策

　老年期痴呆は、老年期の増加と共に、毎年約10％内外増加する計算となる。85歳以上では約25％は発病する。一旦

?ｳすると治療は不可能な状態であり、薬物などによる治
ﾃもごく一部の症状の対応療法のみである。予防について
ﾍ確実なものはない。

同上 同上

14 寿命・老年期の

a気、死

　寿命を支配するもの、老年者によくみられる病気、老年者の宿命である死について医学的立場からみた老年期のまとめを述べる。

鬼頭昭三 鬼頭昭三

15
健康科学から
ﾝた老年期の
ｶき方

　老年期は人生の集大成の時期である。光に満ちたものでなければならない。老年期こそ残された人生に希望を持つ

ｶき方が大切である。その成否は少年期、青年期、成人期を通じての個人の心がけに左右されることが多い。この章で栄光に満ちた老年期を迎えるための青年期から要求され

髢竭閧��ｫおこし本講座のまとめとする。

同上 同上
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　　　　　　　　＝教育思想（1）＝（R）

　　　　　　　〔主任講師：村井　実（大東文化大学教授）〕

全体のねらい

　教育の思想というのは、子どもたちを嗣ぐしょうとする工夫や活動を支えるさまざまの考えである。

それが、歴史上、時々の経済や政治、あるいは文化の状況の中でどう変化し、どう発展してぎたかを

代表的な思想家たちについて見ながら、古代より近代の始まりにまで及びたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 教育思想のはじまり
i1）教育ということば

教育ということばが生まれるということは、教
轤ｪ問題として人々の意識に上ることを意味す

驕Bそれは、人間の歴史の上で、いつごろ、ど

ﾌようにして起こったか。

村　井　　　実

i大東文化大学教授）

2 教育思想のはじまり
i2＞子どもを善くする

子どもを善くし：たいというところがら、そもそ

煢ｽが善いのか、また、どうしたら善ぐするこ

ﾆができるのか、などが問題として生ずる。こ

黷ｪ教育思想の始まりである。

同　　　上

3 ソ　ク　ラ　テ　ス

「善さ」とは何か、「善くする」とは何か、な

ﾇの問題を生涯にかけて問うと同時に、その問
｢かたについて、　「産婆術」　「問答法」などの

蜥｣を行ったソクラテスの歴史的意味は何か。

同　　　上

4 プ　　ラ　　ト　　ン

ソクラテヌの弟子として、プラトンは、ソクラ

eスの思想を理論的に整えることに力を注いだ。

ｾが、、その思想は、ソクラテスに対して、対極

ﾆもいうべき特徴をもつに至っ：た。その吟味。

同　　　上

5 イ　ソ　ク　ラ　テス

インクラチスは、ソクラテヌ、プラトンとほぼ
ｯ時代のアテナイの町ぞ、さらに独自の修辞学

Zを開くことによって、教育思想の第三の原型
ﾆもいうべきものを展開してみせ：た。それは何

ｩ。

同　　　上

6 人間主義・理想主
`・現実主義

子どもたちを善くしたいという、教育の思想に

qども：たち、および善さをどう考えるかに応じ、

ﾄ、教育思想の三つの原型が生まれた。ソクラ

eスの人間主義、ブラトソの理想主義、イソク

宴eヌの現実主義である。

同　　　上

7 クインティリアヌス

@　　　　　　　　　1

ローマの共和制社会では、討議と説得の術とし

ﾄの弁論をもって教育の理想とするに至った。

ｻの思想の集大成としての、クィンティリアヌ

Xの『弁論家の教育』の特色）

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

8 アウグスティヌス

キリスト教が社会に力を強めるに至って、その

Lリスト教的「神」との関わりに海いて人間の

ｳ育が考えられる。それと、ギリシアーローマ

ﾌ時代の教育思想との比較⊃

村　井　　　実

9
中世の教育思想
i1）教会の教育一神への形成としての教育

子どもたちを善くしたいという、その善さが、理想としての神とされ、その神にむかって子ど

烽ｽちを形成することが教育と考えられた。し
ｩし、神を求めることよりも、神に基づいての

`成が強制された。還相の理想主義といえる。

同　　　上

10 中世の教育思想
i2）世俗の教育

教会が掲げる神の理想の下で、世俗の世界では

{廷は宮廷なりに、商人は商人なりに、職人は

E入なりに、社会階層ごとに現実主義的な教育

�W開した。思想上．理想主義と現実主義との

??ｪ生じたのである。

同　　　上

11
ルネサンスの教育

v想

久しい中世の教会による桓糟からの解放を求め

體ｮきが、ギリシャ、ラテン時代の入間像を理

zに掲げる人文主義の教育思想を生んだ。代表

Iな人物にエラスムス、トーマス・モアなどが
唐ｰられる。

同　　　上

12 宗教改革の教育思想一ルターとカルヴァン

中世は、入間にとっての「善さ」＝神が教会に独

閧ｳれた時代といえる。それを教会から開放し

ﾄ、聖書を通しての人間との直接の関係に置こ

､としたのが、ルターとカルヴァン、宗教改革の

v想家たちであった。その教育上の意味は何か。

同　　　上

13 ラブレーとモンテーニュ

入文主義の教育が形式化して「キケロ主義」と

]されるようになるのに対して、形式よりも内

e、●ことばよりも感覚や理性、知識よりも経験
�dんじようとする実学主義が台頭した。中世
ﾈ来の理想主義的な大勢に対しては、現実主義
Iな思想の新しい形での復活である。

同　　　上

14 コ　　メ　ニ　　ウ　ス

「知る」という働きの重要性、万人にとっての

ﾂ能性への着眼を中心として、それを現実化す
髟菇@と組織が考察される。一一近代を支配する

ﾉ至った実学主義的教育思想のスタート
同　　　上

15 思想　の　系譜
ｻ実主義の再生

教育の思想は、子どもを善くしたいという人々

ﾌ意欲に貫かれて、人間主義的、理想主義的な

ﾇ、時どきの政治的、経済的、文化的等の状況

ﾉ応じて変化しながら発展していく。その経過

ﾌ回顧と展望。

同　　　上
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　　　　　　　　＝教育思想（II）＝（R）
　　　　　　　〔主任講師：村井　実（大東文化大学教授）〕

全体のねらい

　教育の思想というのは、子どもたちを善くしようとする工夫や活動を支えるさまざまの考えである。

それが、歴史上、時々の経済や政治、あるいは文化の状況の中でどう出現し、どう変化し、どう発展

してきたかを、とくに近代の始まりから現代までについて、振り返ってみたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ロックは、イギリス紳士階層の教育思想の代弁
者として出現した。～二の階層的現実主義が絶対

1 現実主義の広がり 主義国家に広がるその際、子ども、あるいは人 村　井　　　実
一階層性と子ども観 間は、どういうものと見られたか。一子ども観 （大東文化大学教授）

の問題

「造物主の手が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ダメにされている」
2 ル　　　　ソ　　　　一 という革命的な宣言。一その教育思想的な意味 同　　　上

は何か。

ルソーの影響下に、人間、自然、感覚と身体と

への関心等をもとに、ドイツに汎愛派の運動が生
3 汎愛派の人々 じた。バゼドウ、ザルソマンなどを代表とする 同　　　上

が、とくにザルツマンについてその特色を見て

みた。

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の実践に同調した
が、カントは、両者の現実主義的：な関心をはる

4 カ　　　　ン　　　　ト かに越え出る、独特の思想を説いた。これは、 同　　　上

人間性理念の完成という、その意味での新しい
理想主義思想一理念主義一ともいうべきものの
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。第一は、圧制への抵抗としての自

5 コンドルセーフランス 由と平等の強調であり、第二は、国家による公
同　　　上

革命の教育思想
教育という考えである。この二つの、ほとんど
ｵ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。

政治への関心、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
6 ペスタ　ロツチー 教育思想との関係、こうした関係が、ペスタロ 同　　　上

ッチーによって、どう把握されていたか。

アウグスティヌスやルターのばあいの教育思想の

中心にあった「神」が、新しい意味をもって出
7 フ　　レ　　一　　ベ　　ノレ 現する。子どもの中の「神」一それが教育の歴 同　　　上

史にどういう新しい動きを作り出したか。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

産業革命の進展とともに、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
8 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 村　井　　　実

一：産業革命と教育 会主義の教育思想が生まれる。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。

フランス革命によって提起された、自由・平等
と公教育との緊張の解決への道が、新大陸の新

9 ホー　レス　・　マン

[アメリカの教育思想

国家アメリカに澄いて、デモクラシーの理念の
烽ﾆに拓かれることとなった。その代表的教育

同　　　上

思想家、行政家としてホーレス・マンが出現し
ｽ。

近代に入って、教育に科学の成果としての知識

・技術を取り入れると同時に、教育の思想を科

10 ヘ　ル　バ　ル　ト 学化する関心が高まっていった。その最初の積 同　　　上
一思想と科学 極的な試みがヘルバルトによって企てられた。

ここでは、その試み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

四者の必然的なもつれ合いをどういう方向に解
11 デ　　ュ　　一　　イ 決して理想の教育を実現するか。この：視点から、 同　　　上

デュー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の

12 森　　　有　　礼 成立を吟味する。 同　　　上

森有礼と同時に、同じ国家近代化の意図をもつ

てスタートした福沢諭吉の教育思想が、どうい
13 福　沢　諭　吉 ．う異なった主張に結晶していったか。その両者 同　　　上

の相違の意味。

明治以来の日本での教育、戦争と敗戦、米国教

育使節団報告書、教育基本法と新教育、新教育
14 教育の民主主義 の運命、現在の日本の教育現実等は、教育思想 同　　　上

α）新しい出発 上の問題として何を意味するか。

日本の戦後の教育は、民主主義を旗印として進

められたが、いつの間にか、その理想にかえっ
15 教育の民主主義

i1）歩みの現実
て遠ざかる方向に進んでいるかに見える。これ

ﾍ何を意味するか、これを、明治以来の潜在的

同　　　上

な教育的国家主義の問題として吟味する。
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＝学校教育＝（TV）
〔主任講師：深谷昌志（静岡大学教授）〕

全体のねらい
学校教育がどんな意味を持っているかを考えていく。この講義は教育関係の入門的な性格を持たせて

あるので、基礎的な事実を深めていく。なお、この科目は昭和58年に作成したものを手直ししたので・

放送・印刷教材ともに工夫をこらしてある。学習しやすさを配慮したつもりなので・頑張って学習して

ほしい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

子どもの発達にとって、学校の果たす役割を、

1
子どもの発達と学

Z

気蔑

｢くつかの教育実躍’を紹介しながら考えてみ

驕B
深　谷　昌　志

i静岡大学教授）

諸外国の学校の姿との対比の中で、日本の学校

の特色を、歴史的な背景を含めてとらえ、問題を

2 日　本の　学校 掘り下げていく。 同　　　上

学校のあり方は社会の歴史的変化に対応して変

わる。ここでは、近代学校をそれ以前にあった藩

3 学　校　行　　事 学や寺子屋などと対比して考える。 同　　　上

教師の専門職化とのかかわりで、教職のあり方

をとらえる。特に、教職の特性を教員養成のあり

4 教師　の　仕　事 方の点から考える。 同　　　上

小学校教育の中心は学校にある。そこで、学級

の持つ意味を集団構造の視点からとらえて、その

5 学級集団の構造 特色を明らかにする。 同　　　上

戦後の教育改革の原点を確かめるために、「教

育基本法」の理念や、6・3制の成立事情などを

6 授業　と　学　習 考察する。’ 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。それと同時に、教育と学校との違いもとら

7 地域社会と学校 える。 同　　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
日本の近代学校の

ｬ立

　学校のあり方は歴史とともに変わる。日本の近

繩w校の歴史的性格を、それ以前の教育機関との

ﾎ比において考察する。
中　野　　　光

i中央大学教授）

9
国家に：よる教育の

攝ｧ

　戦前における国家主義教育の目：標と様相を理解

ｷる。同時にそのような教育とはちがった考え方

烽?ﾁたことに関心をよせる。 同　　　上

10
子どものための学

Zを求めて

　大正デモクラシーの時代、というれた第一次世

E大戦後の教育界におこした教育改造の動きをと

轤ｦ、学校改革の遺産について理解を深める。 同　　　上

11 戦後教育の原点

　戦後教育がいかなる原点から出発し、その理念はどのようなものであったのか、ということを、

ｳ育基本法と6・3制の成立に焦点づけて考察す
驕B

同　　　上

12 学校をめぐる法規

　学校の諸活動を支える法規の役割を明らかにし、

w校と法規との結びつきについて、実態をふまえ

ﾈがら理解を深める。
天　笠　　　茂

i千葉大学助教授）

13 学校経営の仕組み

学校内部の分業と協業の実態を把握するととも

ﾉ、ティーム・ティーチングの実践をふまえなが
轤ｲ特色ある学校づくりの条件としての学校経営

ﾌあり方を探る。
同　　　上

14 学校論の系譜

　近代以降に限ってみても、さまざまな学校論が

�Nされてきている。そうした系譜を現代の視角

ｩら分析し、あとづける。 深　谷　昌　志

15 学校改革の可能性

　さまざまな問題点をふまえて、これからの日本
ﾌ学校改革：の可能性を、諸外国の学校改革の状況

�許?ﾉおいてとらえられる。 同　　　上
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＝教育の方法＝（TV）
〔主任講師　吉田章宏（東京大学教授）〕

全体のねらい

　教育という「生きられた世界の出会い」における「人間の経験」を、授業を中心とする多様な具体的

事象と事例に即して、明示化することを通して「教育」、「方法」、「教育の方法」について私達ひと

りひとりが持つ前理解を、可能な限り多面的で豊かな理解へと、次第に高め深めてゆく道を共に歩むこ

とを狙いとも願いともする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 開講にあたって

　私達ひとりひとりは、既に常に「教育の方法」
ﾉついての一定の暗黙の理解……これを前理解と
ﾄぶ……をもち、それよりもさらに深い理解を求
ﾟている。では、「教育」、「方法」、「教育の
菇@」とは何か。私達の前理解からより深い理解へと進み行く道を考える。

吉　田　章　宏

i東京大学教授）

2 私の「教育の方法」

　「教育の方法」は「生きられた教育」から意識

ｻされ、自覚化、述語化、言語化、典型化、社会
ｻ、普遍化などされていく。「教育」と「方法」
ﾌ多様性と統一性、変化の中の不変、不変の中の
ﾏ化、そして、その不変性の追求の本質的な非完
巨ｫについて考察する。

同　　　上

3
人間としての私の

ｶ

　私の生の営みである「教育」の「方法」の意味
ﾆ構造を探究していくと、その地平に「生と死」
ｪ浮かび上がってくる。人間の生きられる世界の
¥造（時間、空間、身体、自己、他者、言葉等）、
lが育つ道、学ぶ人から教える人への生きられる
｢界の変遷を考察する。

同　　　上

4
世界との私の出会

｢

　私の生きる世界は、時の流れの中で、私が出会
､世界との交わりによって、次第に多様化し、豊

x化する。生物一般の世界……知覚世界と作用世
E（ユクスキュール）……と人間の世界との共通
ｫと差異性を考え、人間の生きる世界の歴史的社
?ｫへと考え進める。

同　　　上

5
他者との私の出会

｢

　人間である私の生きる世界が豊かになる道には、

ｼ者との出会いによってはじめて可能になる仕方
ｪある。他者との「出会い」が持つ意味と構造を
u地平」に置いて、教える人と学ぶ人の「出会い」

ﾆ「教育の方法」の意味と構造を考察していく方
?�ｩ定める。

同　　　上

6 沈　　　　　　黙

人と人との「出会い」の始まりにある「沈黙」
ﾌ意味と構造を考察し、教育におげる「黙の力」

��ｾし明示化する。「黙」についてのさまざま
ﾈ考察に学びつつ、「教育」一般および学校の
u授業」でのさまざまな沈黙の、「教育の方法」

ﾆしての意味を考察する。

㌧　　同　　　上

7 見　　　　　　る

　「見る」は、「聞く」と共に、「教育に澄ける
ｷべて」ともされる。見えない状態から、見える
�ﾔにいたる可視化から能視化への道を、「見る」の具体例に即して考える。　「見る力」により可能

ﾆなる、沈黙、肯定、否定により教育、実践体験
ﾉよる「見る力」の変化と教育現実の「見え」の
ﾏ化など、「見る」による教育の道を考察する。

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

8 問　　　　　　　う

教育に白ける澗う」の：構造とその意味を考察す
驕Bまず、「問う」の素朴な在り方について考察す
驕Bついで、「教師の問い」に限定して、教師にも
u答え」がわからない「わからない未知」を含む、そ

ﾌ多様な在り方を、学ぶ人と教える人の生きられ
驕u問いの経験」に即して「問い」、　「説明」と
u理解」へと導いて行く「問う」を考察する。

吉　田　章　宏

9 答える　応える

　教育における「問い」への応答としての、「こ
ｽえ（答え／応え）」の構造と意味を考察する。
wぶ人と教える人それぞれの、自問自答、自問他
ｨ、他問自答、他問他答、説明と理解などの意味
ﾆ構造を、生きられた「こたえ（応答）」の経験
ﾉ即して考察する。

同　　　上

10
「私の世界」を変

ｦる

　人間は、自らが生きる「私の世界」を多様な仕
福ﾅ変える。「私の世界」は、現実への働きかけ
ﾌ中で、また回想・予想・想像の中で変わる。そ
ﾌ諸変化は密接な相互関係にある。世界の現実性・
K然性・可能性に向かう人間の在り方の変化を生
ﾞ方法を考察する。

同　　　上

11
私を変える　私が

ﾏわる

　「私の世界」が変わると、「私」は変わる。

u私」が変わるとは「私の世界」が変わることで
?驕B私の「生きられた身体」の変化もまた「私」

ﾌ変化である。「私」の変化が、生きられた歴史
�奄､「私の世界」への働きかけを介して可能と
ﾈることを考察する。

同　　　上

12
世界を創り表現し、

､にする

　「私の世界」は表出と表現を通して表れる。

u表れること」、「表すこと」を通じて「私の世
E」と「私」は変わる。表現は他者との世界の共
Lを誘う。私たちは世界を表現し、共有し、共に
nることで、共に育つ。教育は「共に育つこと」
ﾅあると確認する。

同　　　上

13
「私の世界」の多

l化と統一化

　「私の世界」は、人類の歴史の流れに参加する

рﾌ生の歴史の流れの中で、次第に多様化すると
､に統一化され、豊富化し普遍化もする。教え学
ﾔ教育の実践に活かされる、多様な技術・技法を
u私の世界」が発展した「身体の技術」として、

揶齠Iにとらえる。

同　　　上

14
教育に海ける「出

?｢」と「別れ」

　人と人とのすべての「出会い」と同様に、教育
ﾉおける「出会い」にもやがて「別れ」が訪れる。

ﾞしろ、依存から自立への教育は本質的に「別れ」

�ﾚ指す営みでさえもある。依存から自立への変
ｻの構造と意味、自立を促す教育の在り方につい
ﾄ考察する。

同　　　上

15 「私の共有」への道

　本講座自体が、「教育＝共育」の一事例である。

?Bはここで共に育ち、世界を共有した。私達の
l察は、私達自身の「三二」での「出会い」にも
ｩ然に生かされる。この「終わり」で「別れ」、
ｩらの自立への道を歩み「始める」あなたに「文
｣紹介」を饅とする。

同　　　上
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　　＝＝教育の歴史＝（TV）

〔主任講師：石川松太郎（日本女子大学教授）〕

全体のねらい
　本講は、現代の社会において多くの人びとが直面する教育の事態と特徴とについて・その史的な掘り

さげをねらいとする。内容は、教育の思想・理念、制度・政策、内容・方法など広汎な分野に及ぶが・

焦点は組織的・計画的に文字を授ける教育、文字によってさまざまのことがらを学ばせる教育の成立と

発達過程にすえたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

現代教育を特徴つげる一つ、前記した文字を授
ける教育、文字による教育を事例として、その起

1
教育の歴史を研修

ｷる意味

源を悩めて、近代の小学校、近世の寺子屋・郷校・

эm、中世寺院の世俗教育、古代の諸教育：施設と

　石　川　松太郎

i日本女子大学教授）
さかのぼりながら、この間に教育史を研修する意

味・価値を考える。

古代における仮名や漢字を用いた教育・教科書

2 古代の　教育

の成立と普及、大学寮・国学の創設と展開、博士

ﾆの活動、庶民の生産技術教育などを事例にして、
ﾃ代教育の実態へのアプローチを試み、その教育

　大　戸　安　弘

i東京学芸大学助教授）

史上の意義について検討する。

中世において多様化した教育機関ならびに、教
材・教科書、直系制家族制度の成立と「家」の教

3 中世の　教　育
育、寺院ク）僧侶養成、「座」の組織と民衆教育、

V行者の出現と民衆教育などを事例にして、中世
同　　　上

教育の実態へのアプローチを試み、その教育史上

の意義を検討する。

近世にいたって教育理念の大宗となった儒教

近世の教育（1） （朱子学派・三三学派・古学派）をとりあげ、ま

4 ～教育思想を中心
た国学の思想（本居宣長・平田焉三等）、さらに
ﾍ民間に興つた社会教化思想（心学・報徳等）を

石　川　松太郎

に～ 採りあげ、これらと近代教育思想とのかかわりを
吟味する。

近世はまた、文字および文字による教育が庶民
近世の教育　（2） 階層にまであまねく滲透した時代であった。ここ

5 ～教育機関を中心

ﾉ～

では、武士の子弟を対象とした藩校等とともに、

事ｯの子どもを対象に自然に成立・普及した寺子
ｮ・郷校・私塾を採りあげ．近代教育とのかかわ

同　　　上

りについて考える。

天保（1830代）より明治初年（1870代）にかけ

6 幕末維新期の教育

ては、日本では有数の社会変革期であった。この
冾ﾉおける教育思想ならびに教育諸機関に生じた
v新の動向とその教育史的意義について検討する。

、神　辺　靖光
i兵庫教育大学教授）

とくに、欧米先進諸国よりのインパクトに注意し
たい。

17・18世紀以降、西欧において成立し、めざ

7

近代市民社会（1）

`教　育　思　想

ましい勢いで発展した近代市民社会ならびに国家

ﾉあって、どのような教育思想が産みだされ、子
ﾇも観が普及したかについて検討する。ここでは

　上　野　耕三郎

i小樽商科大学助教授）

の展開～ 特に、日本に強い影響を及ぼしたルソー・ペスタ
ロッテ等に注目する。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

上記の子ども観や教育思想とかかろりながら、

8
近代市民社会　（2）

`教育制度～

西欧の市民社会ならびに国家では、いかなる教育
ｭ策が採られ、労働者や農民の教育に対する動き
ﾆ対』航しながら、どのような教育制度が創られて 上　野　耕三郎

いったのかについて検討する。フランス・アメリ
カに重点をおく。

日本の近代社会において、初等校を中核とする

9
明治期における義

ｱ教育の展開

初等教育機関が成立し普及していくなかで、義務
ｳ育制が国家至上主義とのかかわりのなかで、実
{・定着していく史的過程を検討する。なお、「教 神　辺　靖光

育勅語」発布前後の道徳教育史も、ここで扱いた
い。

日本では、上記の初等教育機関と雁行して、あ

明治期における中 るいはこれとは関係なく独自に、種：々の中等・高

10 等・高等教育機関

ﾌ成立と展開

等教育機関が創設されて普及した。その史的な過
�ﾆ意義について考察する。なお、ここでは日本では特有の意味をもった女子中等・専門教育機関 同　　　上

についても検討する。

11

児童中心の教育理
Oと実践　一（1）一

ｼ欧市民社会の場

　19世紀以降、産業革命を経て近代的な子ども観にもとつく児童中心の教育理念と実践に展開したかを究明する。ジョン・デューイ等の教育思想、英国におけるアボッツホルムの学校、フランスに

上　野　耕三郎

合 おけるローシュの学校等を事例とする。

大正期自由教育運動を頂点として、以前は明治

児童中心の教育理 前期にさかのぼり、以後は昭和前期に及んで、日

12 念と実践　一（2）一

冝@本の　場　合

本における児童中心の教育理念と実践が刻んだ軌
ﾕをたどる。とくに、カリキュラム改造の動きと
?ｶ教育の系譜とを重視したい。

石　川松太郎

昭和6年の満州事変勃発より同20年第2次世

13
戦時下の教育

界大戦終了時まで、日本では上記の自由教育は官
宸ﾉよって弾圧され、極端な国家主義の教育が断 清水康幸

一「皇国民錬成」一 行されたQ特に、昭和10年ごろ国体明徴の政策が行われて以降、「錬成」の理念による教育が滲

（野間教育研究所所員

透した軌跡を検討する。

昭和20～26年、日本は連合軍の統治下におか
戦後教育改：革 れ、教育政策もその統制・指導を受けることとな

14 一占領軍の教育政

@と日本の対応一

つた・これに対応する日本側の動き、特に教育刷
V委員会の活動と併せながら、また同じ境遇下に

?ﾁたドイツの場合と対照しつつ、新学制成立の
清水康幸

経緯を検討する。

戦後の日本を中心に、現代教育史にみられる諸

15
戦後教育史・教育

j研究

特徴を、古代～近代教育史と比較しつつ、とりだ
ｵて検討し、今後の教育史研究が取りくまねばな
轤ﾈい課題を考える。とくに、アリエスの社会史 石川　松太郎

的な教育史の視点に着目したい。
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＝言葉と教育＝＝（R）
〔主任講師　福沢周亮（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　主として、幼児・児童を対象とした言葉に関する教育について、教育心理学・言語心理学の立場から

取り上げる。その展開にあたっては、教育の理論的な面のみでなく、指導の実際的な面もできるだけ取
り入れ、問題を多角的に考察する。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

言葉と人間とのかかわりについての問題を考え

1 言葉と人間（1）
る。（1）言葉と人間とのかかわり、（2）言葉と伝達、

i3）言葉と思考。
福　沢　周　亮

（筑波大学教授）

言葉と人間とのかかわりについての問題を考え
る。（1）言葉と記憶、（2）言葉と知能、（3）言葉とパー

2 言葉と人間（2） ソナリティ、（4）言葉と環境 同　　　上

発達段階に応じた言葉の教育の課題を考える。
（1）乳幼児期の課題、（2）児童期の課題　（3）青年期の

3 言葉の教育の課題 課題。 同　　　上

言葉の発達について通覧する。（1）言葉の獲得の

理論、（2）言葉の発達の様相、（3）言葉の発達段階。

4 言葉の　発　達 同　　　上

聞くことと話すことに関する教育の問題を考え
る。（1）伝えることの難しさ、（2）聞くことと話すご

5 話し言葉の教育 と、（3）「ぼく」と「わたし」 同　　　上

かなに関する教育の問題を考える。（1）かなの特

文字の　教　育
徴、（2）かなの学習の機構、（3）入門段階の指導の在

6

一かな一
り方。 同　　　上

漢字に関する教育の問題を考える。（1）漢字の読

文字　の　教　育
み書きの実態、（2）読字学習の機構、（3）漢字の指導

7

一三三一
の在り方。 同　　　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

語彙教育の問題を考える。（1）語彙の教育の意義、

（2）教育のための基本語彙の選定、（3）語彙学習への

8 語彙の教育（1） 動機づけ。 ：福　沢　周　亮

語彙教育の実際についての問題を考える。（1）語

彙の拡充のための指導、（2）語彙の定着のための指

9 語彙の教育（2） 導、（3）機能語の指導。 同　　　上

物語文を中心として読みの教育の問題を考える。

（1）読みの教育の意義、（2）物語文の読み、（3）物語文

10 読みの教育（1） とイメージ、（4）物語文の指導。 同　　　上

説明文を中心として読みの教育の問題を考える。
（1）説明文の特徴、（2）説明文の読み、（3）説明文の指

11 読みの教育（2） 導。 同　　　上

読書に関する教育の問題を考える。（1）読書の実

態、（2）幼児期の指導、（3）読書指導の在り方、（4）読

12 読みの教育（3） 書療法。 同　　　上

作文に関する教育の問題を考える。（1）文章化の

意味、（2）作文の能力の発達、（3）イメージと論理。

13 作文の　教　育
ゆ

同　　　上

「一般意味論入門」として、この立場から主題

を考える。（1）思考の教育の意：義、（2）言葉と事実、

14 思考の　教　育 （3）言葉の魔術。 同　　　上

言葉の能力の測定と評価についての問題を考え
る。（1）言葉の能力の意味、（2）語彙力の把握、（3）読

15 言葉の能力の把握 解力の把握、（4）作文力の把握。 同　　　上
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　　＝道徳教育＝（R）

〔主任講＝師：木原孝博（岡山大学教授））

全体のねらい
教育とは、子どもが社会の一員としての社会人に必要な諸能力を身につけていく過程であるが・道徳教育

は、諸能力のうちの道徳的側面の成長発達に関心をむける。

担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　容

（所属・職名）

現代社会は変動社会である。常に新しい問題が生起
し解決を迫る社会である。現代社会に生きる人間は、

1 問題解決能力のある 新しい問題に対決し解決していくだけの能力を身につ 木原孝博
子ども けていかなければならない。問題解決能力を中核とし

た人格の亡体者とならなければならない。

現代の変動社会に生活している人間が、もしも問題
解決能力を身につけていなければ、受社会的問題行動

2 問題解決能力のない か非社会的問題行動を超えざるを得なくなる。犯罪人 同　　上
子ども か精神的病人になるしか道は残されていない。どうし

ても現代人は、問題解決能力を身につけていかなけれ
はならない。

子どもの問題解決能力を育成するために、学校はあ
る種のしくみを持っている。学校教育の構造である。

3 学校教育のしくみと道徳 学校教育の構造の中で、道徳教育はどのような位置を 同　　上
教育 占めているかを明らかにする。

問題解決能力を育成するためには、社会の側からの
要求を子どもに対する受容が必要不可欠である。道徳

4 道徳教育の実践原則 教育の実践原則である受容と要求を明らかにする。 同　　上

学級生活の中で子どもを受容することで、子どもが
道徳的価値を学習していく過程を実践に基づいて分析

5 道徳的体験と道徳教育（1） する。 同　　上

学級の中で、子どもに自己決定の機会を与え、自主
的体験をさせることによって、自主的生活態度を身に

6 道徳的体験と道徳教育② つけていく過程を実践に即して解明する。 同　　上

道徳教育において、間接的体験（道徳的価値）の学
習も必要であることを明らかにする。

7 道徳の授業理論 同　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容 担当講師
（所属・職名）

道徳の実際の授業を通して、子どもが道徳的価値を
学習していく過程を明らかにする。

8 道徳の授業（1） 木原孝博

9 道徳の授業② 同　　上

戦前戦中の道徳：の授業であった修身科とr道徳教育

修身科と文部省 のための手引書要網』の道徳教育としての特徴を明ら
10 r道徳教育のための手引

送v網』（昭和26年）
かにする。 同　　上

都市化の進展がアメリカ公教育における道徳教育に
どのよう問題を投げかけているかを明らかにする。

1
1 都市化と道徳教育 同　　上

（アメリカの場合）

子どもの学校生活の大部分は、教科の学習である。

12 教科の授業構造と道徳

ｳ育

教科の授業の中で子どもは知識だけでなく、道徳的価値をどのように学んでいくかを明らかにする。

同　　上

教科の実際の授業を取り上げて、そこでおこなわれ
ている道徳的価値の学習を考える。

13 教科の授業と道徳教育
●

同　　上

教科を通しておこなわれる道徳教育は重要であるが、

1
4

教育的教授とその限界 同　　上

15 教科の「道徳教育」化

教科の中で道徳教育をおこなうことは必要であり大切なことであるが、それを強調するあまり教科の論理を踏み外すことがあってはならない。

同　　上
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＝＝ ｳ 育 評 価＝（R）

〔主任講師　肥田野　直（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　教育評価は、児童・生徒・学生の個性に応じた指導を行うために必要な情報を集約すると同時に、教

育の成果を明確化して教育条件の改善に役立てるものである。しかし、最近は学習者自身による自己白

化や教育機関自身が行う機関内評価が重視されるようになった。これらの問題も含めて教育評価を新し

い角度から考えてみたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
教　育　評　価
黷ｻの歴史と分野一

　教育評価はどんな分野を扱っているのか、また

ｳ育評価の現在の体系が成立するまでに、歴史的

ﾉどんな発展過程を辿ってきたかについて考察す

驕揩ｻの上で、教育評価とはいかなるものかを考

ｦてみる。

　肥田野　　　直

i東京大学名誉教授）

2
自己評価と他者評

ｿ

　評価の情報フィードバック機能と動機づけ機能

ﾌ両面から、自己評価と他者評価の役割を考察す

驕Bとくに、人格形成に重要な機能を果たす自己

T念の発達：に及ぼす他者評価と自己評価の役割を

lえてみる。

同　　　上

3 指導の過程と評価

　指導の過程を前・中・後の3段階に分け、本章

ﾅは事前の評価と指導途中の評価を扱う。すなわ

ｿ、事前評価を教育目標と指導計画の設定に活用

ｵ、指導途中の形成的評価に基づいて有効な指導

�sう方法を考察する。

同　　　上

4 知識・思考の評価

　指導終了後に行われる総括的評価における相対

]価、到達度評価、個人内評価、進歩状況の評価

凾ﾌ特徴と意義を考える。また、認知的領域、と

ｭに知識・思考の評価の方法について、学力検査

�?Sとして考察する。

同　　　．上

5 技能・習慣の評価

　精神運動的領域の評価について、技能と習慣の

]価を中心として考える。方法としては観察法、

ﾊ接法、評定法について理解を深める。 同　　　上

6

●興味・態度の評価
　情意的領域の評価としては、興味と態度の評価

�?Sとし、達成動機、価値観などの評価につい

ﾄ考察する。また、方法としては、質問紙法に重

_を旧いて、その作成と実施の方法について理解

�[める。

同　　　上

7 適性の　評　価

　学業澄よび職業に措いて個性を発揮するために

ｻの適性を把握することが望ましい。そのため開

ｭされている各種の適性検査について理解を深め

驕Bさらに、進路相談や進路指導に澄いて「適性」

�｢かに考慮すべきかについても考える。

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

性格（パーノナリティ）の検査法としての目録

法（質問紙検査法）、作業検査法および投影法に

8 性格　の　評　価 ついて考察する。また、性格検査法、観察法、面 肥田野　　　直
接法、評定法などによる性格評価の結果を学習指

導と生徒指導に活用する方法について考える。

親子関係を主軸とする家庭内の人間関係、学級

内の友入関係、児童・生徒一教師関係についての評

9 心入関係の評価 価の方法を考察する。とくに、相互評価法の意義 同　　　上
と問題点について考える。

検査の信頼性と妥当性に影響する諸要因を明ら

10
検査をめぐる諸問

かにするとともに、検査が教育活動に与えている

e響を積極的及び消極的の両面から考察する。 同　　　上

評価と指導は車の両輪のような関係にある。個

人指導や学級経営に評価結果を活用する方法を考

11 評価　と　指　導 えるとともに、ピグマリオン効果など評価が教師 同　　　上
の指導態度に与える影響についても検討する。

学校における評価の公的記録である学籍簿及び

指導要録の歴史的変遷と、そこに示される評価観

12 指導要録と通知表 の変化を考察するとともに、通知表（通信簿）の 同　　　上
内容やその役割についても考える。

資格試験と選抜試験の性格と機能を明確にする。

13
資格試験と選抜試

ｱ

資格試験：については、職業資格試験や技能検定を、●また、選抜試験は入学試験の歴史を考察する。

同　　　上

発達段階に応じて教育一学習の形態が異なるの

と同様、評伍もそれぞれの発達段階に応じてその性

14 生涯学習と評価 格・機能が異なるべきである。本章では伝統的な 同　　　上
学校教育以外の教育、とくに生涯教育におげる評

価の意義と方法について考察する。

教育条件を改善するための評価として、授業分

析、学校評価、国内的および国際的学力調査など

15 教育条件の評価 がある。これらの評価を考察すると共に学習者の 同　　　上
評価もさらに検討し、自己評価を基盤とする評価

観の意義を確認する。
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＝家庭教育＝（R）
〔主任講師：山村賢明て立教大学教授）〕

全体のねらい
　家庭教育の問題を、乳幼児にたいするしつけや教育のハウ・ツー的手引としてではなく、人間が一

人前の大入になる発達の過程を見通したうえで・日本の社会や文化ζいう広い観点から・原理的●体

系的にとらえたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

家庭教育というものを、子どもが一人前の大

子どもの発達と 人へと発達していく社会化の過程のなかに位置 山　村　賢　明

1 づける。そして、そこでの家族の役割を取り上

家　庭 げ、家庭教育は家族の日常生活に即して、実際 （立教大学教授）

的に行われるべきことを示す。

家庭教育は単に一個の人間の成長・発達であ

日本人の形成と るだけでなく、それぞれの社会の文化の再生産

2 の役割をも担う。具体的には、日本語や基本的 同　　　上

家　庭 生活様式の獲得を通しての日本人の形成を考え

る。

日常的しつけ機関としての家庭と、専門的教

3
家庭の教育・学校 育機関としての学校のそれぞれの特質と相違を

lえ、両者が’協力しつつも、それぞれ固有の機 同　　　上

の教育 能を果たすことによっ’てこそ、子どもの健全な

発達が可能になることを明らかにする。

子どもの社会化にとっての母親の役割の本質

母親の役　割
と子どもの発達に応じたその役割の変化を考え

4 る。そして母親の役割の中心が、入間的な愛の 同　　　上

一飯の原体験一 感晴を子どものなかに原初的に形成することで

あることを示す。

5

レ親の役割ii一権威の原体験一
　母親と異なり、人間社会に特徴的に見られる

ﾆいう父親の役割の諸相を取りあげ、とりわけ

ｻの第一次的役割が、規範意識や道徳の基礎に

?骭?ﾐの感覚を、子どもに最初に与えるとこ

同　　　上

｝ うにあることを述べる。

男女の性別役割が、まず家庭の中で父親・母

親をモデルにして子どもに獲得されるものであ

6 性別役割としつけ ること、性別役割は時代や社会によって異なる 同　　　上

ものであることを示し、男女平等をめざす家庭

教育に：ついて考える。

両親の下でのきょうだい間の平等と庇護親

7
きょうだい関係の 和の競争といった関係が、人間の発達に与える

d要な意義を指摘し、今日の一人っ子的状況が 同　　　上

意義 もつ問題点について述べる。
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

しつけや家庭教育の前提としての子ども観は、

日本の子ども観 歴史・社会的に変わるものであることを示し、

8 日本の性善説的子ども観の特徴を明らかにし、 山　村　賢　明
一しつけの前提一 しっけに診ける明確な言葉による要求の必要性

を論じる。

日本の親子関係に高いては、特に母と子の密

着が濃厚であることを指摘し、それが結果的に

9 母子関係への偏り 父子関係を疎遠にし、甘えを助長し、規範意識 同　　　上

をあいまいにさせるような効果をうみ出すこと
を問題にする。

日本人の行動様式の特徴とされる日本的集団

家庭からの 主義というものが、先ず家庭のなかからつくら

10 れることを示し、そのような家庭のなかで個人 同　　　上

集団主義 の自律性や主体性を伸ばすしつけについて考え
る。

核家族化と情報過多は育児不安を、また子供

数の減少と生活水準の向上は過保護を必然的に

11 小核家族化の問題 もたらす傾向をもつことを述べさらにそれか 同　　　上

ら脱出する方法や、祖父母の役割についても触

れる。

父親の意義の曖昧化は現代の工業化社会一般

「見えない父親」 の問題であるが、ここでは特にその日本的状況

12 を指摘し、父親の回復なしには、家庭教育の機 同　　　上
と子ども 能も、子どもの問題行動への対応も困難になる

ことを論じる。

父親とは逆に、伝統的な母子関係の濃密さも

子どもを 手伝って、現代の母親はますます顕在化し、子

13 どもの生活をすみずみまで管理する傾向がある 同　　　上
「管理する母親」 ことを述べ、それが子どものパーソナリティに

及ぼす影響について指摘する。

受験体制のなかに組み込まれてしまった子ど

もたちの生活、偏差値に振り回され、学校の下

14 受験体制と家庭 請け機関になってしまう家庭のあり方を取りあ 同　　　上

げ、子どもを見る親の目に、勉強の成績以外の

多様な物差が必要であることを述べる。

全体の締め括りとして、家庭教育の基本的役

割を要約し、現代の社会状況のなかで、本来の

15 これからの家庭教育 家庭教育を再生させ、21世紀の国際社会に向 同　　　上

けてしなやかでたくましい子どもを育成する方
途を探る。
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　観＝（R）
昭（学位授与機構教授〕

丁子＝＝

〔主任講師：舘

全体のねらい
　本講義では、欧米及び日本における子供観の展開の諸相の分析を通じて、子供観の変化が社会の生産の構
造の発展と密接な関係をもち、東西の文化差こそあれ、心理的にはそれが投影の規制と共感的理解との相克
の歴史であり、時代の課題が子供観に働く投影の規制の自覚と子供との共感関係の確立にあることを学さ㌔

担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

1．意識の部分性
2．検討対象として西欧

1 子供観の探究 3．子供の定義 舘　　　　昭
（学位授与機構教授）

1．中世西欧の子供観
2．近代との断絶

2 西欧の子供観 3．子殺しの禁止 同　　上
一小さな大人

1．矛盾解明の鍵
2．律法と罪意識

3 西欧の子供観 3．近代への起動力 同　　上
一子殺しの禁止

1．鞭による教育
2．作り出す善

4 西欧の子供観 3．鞭への批判 同　　上
一もう一つの断絶

1．子供と学校
2．すべての子供の学校

5 西欧の子供観 3．宗教と技術 同　　上
一すべての子供の学校

1．エミール
2．発見の内容

6 西欧の子供観 3．「エミール」以降 同　　上
一子供の発見

1．白紙の運命
2．学校教育の展開

7 西欧の子供観 3．測られる子供 同　　上
一タブラ・ラサ
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　容
担当講師
（所属・職名）

1．行動主義の子供観
2．コンピュータ

8 西欧の子供観 3．現代教育の子供観 舘　　　　昭
一科学の眼

1．第2の「子供の発見」

2．子供の性の特質
9 西欧の子供観 3．『子供期の文化性 同　　上

一小児性欲の発見

1．性欲論の受難
2．心の構造

10 西欧の子供観 3．自我の発達段階 同　　上
一自我の成長

1．生殖テクノロジー
2．生命の始まりに関する議論 広瀬洋子1

1 生命の始ま　り （放送教育開発セン
一三、胎児へのまなざし ター助教授）

一日本の文化の中での位置づけ

12 生命の始ま　り 同　　上

1．生殖テクノロジーはキリスト教の鬼っ子

2．アメリカの代理母産業
13 生命の始ま　り 同　　上

一生殖技術の文化的背景

1．父と母「血」

2．産む努力と産まない努力
14 生命の始ま　り 3．マリアの広口 同　　上

一頃は母、家族、母性

15 子供観の考察 舘　　　　昭
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　　　＝生徒指導の実際＝（R）

〔主任講師：内山喜久雄（日本赤十字看護大学教授）〕

全体のねらい
　生徒指導の目標は生徒の資質・能力・可能性さらには人間性を高めることにある。そのための実際的

方策として、まず、生徒理解の諸方法を述べ、次いで、無気力その他の諸問題の解決と、自発性その他

の望ましい態度・パーソナリティの育成とをはかるための具体的アプローチを多くの事例をまじえて・

体系的に解明・詳述する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

生徒指導には生徒の可能性の伸長などの積極的
側面と問題の解決などの消極的側面とがある。こ 内　山　喜久雄

1 生　徒　指　導
の両者を達成・実現するための重要な課題として
ﾌ自己指導、集団指導について概観・検討すると
ﾆもに、生徒指導の体制・組織・役割等について

（日本赤十字

@看護大学教授）

考える。

生徒が①自己や社会をどのように認識している

生徒をどう理解す か、②そうした意識にはどんな欲求や衝動が隠さ

黷ﾄいるか、そして③社会的存在としてこれらを 茨　木　俊　夫
2 るか どう統合し、行動しているか、という三つの側面 （埼玉大学教授）

一一ｻの理論的背景 を理解するための方法論を取り上げ、その理論的

背景を考える。

生徒理解にとって基本的な方法ともいえる観察

3
生徒理解の方法1

鼕ﾏ察法・面接法

法と面接法が取り上げられる。生徒理解における
ｻれぞれの方法の利用のしかた、長所・短所、留
ﾓ点などについて：説明する。同時に、生徒指導の

高　野清純
i筑波大学教授）

技法の基礎ともなるものであるので、その点につ
いても簡単に述べる。

テストは学校における不可欠の評価法と考えら
れるが、ここでは特に標準検査を取り上げる。標

4
生徒理解の方法H

黹eスト法

準検査の具備すべき条件、種類、特徴などについ
ﾄおもに説明するが、近年問題点が指摘されてい
驍ﾌで、利用上の留意点を考察し、適切な利用法

同　　　上

について述べる。

観察法、面接法．テスト法などは、いわば生徒

理解のための技法にすぎないQそれのみによって

5
生徒理解の方法班

黶E 沫瘡､究法

は、真の生徒理解に到達することは不可能である。

ｻれらの資料を分析・統合してはじめて生徒理解
ｪ可能となる。ここでは、そのための方法である

同　　　上

事例研究法を取り上げる。

教育的な営みは、それを行うことで子どもの可
能性が大きく膨らみ、彼らは変わっていくのだと

6
性格・行動は変え

轤黷驍ｩ

いう信念をもって初めて可能となる。本章では、

qどもたちの性格や行動がどのように変わりうる

　坂　野　雄　二

i早稲田大学助教授）
かという点を確認し、子どもたちへの働きかけの
意味について学習する。

無気力の問題は、子どもの学習や生活上の重大
な問題である。本章では、無気力の原因を探ると

7 無気力の克服
鼈鼡 A属療法

ともに、無気力を克服するための有効な指導方法
ﾅある「帰属療法」について、その原理と実際を

同　　　上

学習する。

一271一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

引っ込み思案の解
ﾁ一主張訓練：法

　引っ込み思案を4種の型（タイプ）に大別し、それぞれについて考察するとともに、この問題の

T型ともいうべき非主張・弱気型の生徒への指導
@として主張訓練法を取り上げ、ケースを通して
ｻの具体的技法を学習する。

内　山　喜久雄

9 不安の克服1
鼬n統的脱感作法

　生徒のすべての問題の基本的原因ともいうべき不安の意義について解明するとともに、その克服のための代表的技法として、系統的脱感作法を紹介し、発語不安のケースを通してその実際的手法を理解し、習得する。

同　　　上

10
不安の克服1
黹Zルフコントロ
@ール法

坂　野　雄　二

11

登校拒否の指導
鼾s動・態度形成

@法

　登校拒否の指導は組織的・系統的に行われなければならない。校内組織を；機能的に活用し、家庭との連携を密にしていくことと同時に、専門的な

w導技術を学ぶ必要がある。「行動・態度形成
@」の具体例を取り上げ、実践的な面から考える。

茨　木　俊　夫

12

反抗・暴力の指導

鼈黹 Rーピングスキ

@ル学習法

　種々のタイプの反抗とその反社会的表出としての暴力について考察するとともに、これに対する一つの効果的技法としてのコーピングスキル学習

@について具体的に紹介する。末尾に他技法を援
pしながら本技法を適用して奏功した校内暴力の
P事例を付した。

内　山　喜久雄i

13
自発性の開発
黹Jウンセリング

@法
茨　木　俊夫

14
対入関係の改善
黹香[ル・プレイ

@ング法
同　　　上

15

望ましい学習態度

ﾌ形成
黹Vェイビング法

本章では、望ましい学習習慣をどのように形づ
ｭることができるかについて、「シェイビング」
ﾆ呼ばれる指導法の原理を探り、それが実際にど
ﾌように行うれ、どのような効果をもっているの
ｩを学習する。

坂　野　雄　二
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＝生徒指導の理論＝（TV）

〔主任講師：武藤孝典（信州大学教授）〕

全体のねらい

　生徒指導とは、児童生徒に自分自身についての理解を深めさせ、自己指導の力を育成する教育的いと

なみである。学校の協同的生活場面や学習場面の指導を充実するためには、教師は生徒指導観を深く理

解せねぽならない。生徒指導観の意義、それにもとつく望ましい実践の姿、問題事象への対応の仕方な

どについて学んでいきたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 生徒指導の意義

　生徒指導とはガイダンスの訳語として成立し、

剴ｶ生徒の自己指導の力を育成する教育的いとな

ﾝである。この生徒指導観のもとで教育実践がど

ﾌように運営されているか、学習指導要領と関連

ﾃけながら概説する。

武　藤　孝典

i信州大学教授）

2 児童生徒の理解

　児童生徒一人ひとりを理解し、的確な指導の手

ｾてを見いだすためには、一人ひとりの子どもの

ｩ己概念がどのように成立しているかを、正しく

揄�ｷることが大切である。そのための方法を解

烽ｷるQ

同　　　上

3 集団指導の方法

　児童生徒相互の人間関係を改善し、それぞれの

qどもの健全な生活態度を育成するためには、学

縁W団内の相互作用を活用することが大切である。

w級集団指導の方法を実際の指導例に即して解説
ｷる。

同　　　上

4
学級づくり・小学

Z中学年

　学級を単位として学級や学校の生活の充実と向

繧�}る活動を「学級活動」（学級づくり）とい

､。小学校中学年の学級づくりにおいて人間尊重

ﾌ生活感覚を育成することは、その後の子どもの

ｬ長にとって大切な意義をもつことを解説する。

同　　　上

5
学級づくり・小学

Z高学年

　いこめや仲間はずれ、あだな、男女の対立など

w級内にはさまざまの問題が潜在している。学級

?ｮのなかで子どもたちがこれらの問題に取りく

ﾝ、問題をみずから解決する経験をもつことの大

ﾘさについて考察する。

同　　　上

6
学級づくり・中学

Z

　いじめや校内暴力など、今日の中学校は生徒指

ｱ上のさまざまの問題をかかえている。それらの

竭閧ﾉ単に対症療法的に対応するのではなく、日

墲ﾌ学級づくりの実践を地道に実現することが、

｢かに大切であるかについて考察する。

同　　　．上

7
生徒指導と道徳教

　道徳教育の実現にあたっては、道徳指導計画の

w級化が大切である。道徳指導計画の学級化の視

_のもとでは、道徳指導の主題の設定は、それぞ

黷ﾌ学級の個性的成長過程に即しながら行われる。

ｱのような視点の大切さについて考察する。

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

生徒指導観のもとでは、学級活動など教科外の
領域において児童生徒の育成を行うのみではなく、

8
生徒指導と学習指

ｱ
この教育観を学習指導の領域に浸透させることに

謔閨Aカウンセリングマインドにもとづいた学習
武　：藤　孝　典

指導を実現することができる。これらの点につい
て考察する。

登校拒否の直接のきっかけは、小学生では「親
子関係をめぐる問題」がきわ立って多い。登校拒

9 登　校　拒　否
ｪ類　と　診断

否の原因については、最近とらえ方が多様化しつ
ﾂある。ここでは、登校拒否の原因をさぐり、子

中　野　良　顕

i筑波大学助教授）
どもの社会性をいかに発達させるかという側面か
ら考察を行う。

登校拒否の直接のきっかけは、中学生では「学

業不振」「友人関係をめぐる問題」が多くなる。

10 登　校　拒　否 ここでは、望ましい市民的社会的能力の育成とい 同　　　上
治療　と　予防 う視野のもとで、社会技能訓練の可能性を学習場

｝ 面や生活場面のなかに求めていく。

11

｛｛い　　　じ　　　め
　いじめに関する最新のデータをふまえて、その

竭閧ﾌ深刻さと、その問題が投げかける後遺症的

鮪ﾀに着目しつつ、いじめの背景を考察し、教師
小　林　　　剛

が行なうべき当面の指導と長期的指導のあり方に （福井大学教授）

ついて解説する◎

校内怠学の多様な実態を明らかにした上で、そ

校　内　怠　学 うした状況が生まれる背景を、学校や教師の側、

12 一発生の背景と 家庭や両親の側、その他の側から分析し、そうし 同　　　上

教師の指導原則 た生徒に対する教師の指導を、個別的指導、集団

的指導に分けて解説する。

少年はなぜ非行化するのか、その背景について
考察する。学校・家庭・地域は、少年の非行化に 清　水　賢　二

13 非　　　　　　　行 関してどのような脈落のもとに関連しあっていく （科学警察研究所

のか、これらの点について実証的に解明する。 防犯少年部環境
「見えてきた時ではもう遅い」一これは少年問題 研究室長）

のキーフレーズである。

高校の序列化がいかに生徒の生活行動にひずみ

をもたらし、高校の生徒指導にとっていかに困難

14 高校生徒指導（1） な条件をもたらしているか、高校における生徒指 武　藤孝　典
導の実践例に即して考察する。

高校のホームルームは、高校における生徒の基

礎的な生活集団として編成される。このホームル

15 高校生徒指導（2） 一ム活動の充実と向上を図ることによって、どの 同　　　上
ように生徒の生き方の指導を実現できるか、実践

例に即して考察する。
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　　　　　　　　　　　　　　＝幼児教育・＝（R）
　　　　　　　　　　　〔主任講師：萩原元昭（群馬大学教授）主任講師：高橋恵子（聖心女子大学教授）〕

全体のねらい
　この講義の特徴は、幼児教育を教育学と発達心理学の両面からとらえてみようとするところにある。現
代の幼児教育にとって重要な思想、方法、実際について述べるだけではなく、教育の対象としての幼児の
心理的な性質を知ることで、より一層関心と理解を広め、深めることをねらいとする。
　1章では講義のオリエンテーションとして幼児教育とはなにかを述べる。2～8章では幼児教育という
点からみて必要と考えられる幼児の発達の心理について述べる。9～11章では幼児が成長につれて通過
する集団として、家族遊び仲間、保育所、幼稚園の諸問題を扱う。12～14章では、幼児教育の思想、
内容、方法、評価について述べ、最終章では、幼児教育と学校濃艶、家庭と地域の連携の問題にふれて子
どもの成長に澄ける幼児教育の意味を考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 幼児教育とはなにか

　幼児教育をここでは、前半はコミェニケーショ
刀A知能、自己、対人関係など幼児の発達側面を
O半に、後半に、家族、遊び仲間、園（幼幼園・
ﾛ育所）など通園集団の関わる問題についてさら
ﾉ幼児期の教育の意儀や内容、方法、評価につい
ﾄも論ずる。

萩　原　元　昭

i群馬大学教授）

2 発達とばなにか

　教育、しつけを考える上での鍵となる概念のひ
ﾆつが発達である。発達は長い間、子どもが一人
Oのおとなになることとされきた。が、近年この
lえかたでよいのかという再検討がされ始めた。
ｱの章では、発達をどのように考えるのがよいか
�_じる。

　高　橋恵　子

i聖心女子大学教授）

3
コミュニケーショ

灯¥力の発達

　人は社会の中で生活してはじめて入となる。人
ﾍ人から知識を受継ぎ、分かつ、あるいは、人と
ｭらす楽しさを知って、人を愛し、人のためにな
閧ｽいと願う。こうして人間は社会を造ってくら
ｵてきた。この章では、乳・幼児の人との交渉の
¥力の成長について述べる。・

同　　　上

4 知的能力の発達

　最近の乳・幼児の知的能力の発達についての研究は子どもがいか
ﾉ能力が高いかについての発見に彩られている。新しい研究は、子
ﾇもは何も知らないとか、でたらめに答えているとか、考える力が
ﾜだないとかいう、これまでの見方を改めさせ、子どもの知的な能
ﾍの特徴を明らかにしている。この章では、子どもの真の幸せのた
ﾟには、幼児期で大切にしたい能力とはなにか、また、そのために
ｨとなのするべきこと、してはいけないことはなにかについて考え
ﾄみる。

無　藤　　　隆

iお茶の水女子大
w助教授）

5 自　己　の発　達

　それぞれの人がもっともその人らしくあることを保証する社会を

ﾀ現したいというのが現代のわれわれの願いだといってよいであろ

､。その人らしくいられる状態にある時にもっとも人間は幸せを感

ｶるのだと、入類はこれまでに大きな犠牲を払って学んできた。こ

ﾌ“その入らしさ”が、自己である。この章では、自己がいかに幼

｢時から確実に成長しようとしているか、それを保証するためにお

ﾆなはなにをすべきかを論じる。

高　橋　恵子

6 人との関係の発達

　子どもはたくさんの人々に囲まれてくらしてい
驕B乳児が初めに愛着を持つのは母親であること
ｪ多い。母親に依存して生命を守られ、また、可
､がられることで、入間とはいいものだと知る。
竄ｪて、母親だけでは満足せずに、母親を安全地
ﾑと頼みながら新しい讃歌との関係をもつように
ﾈっていく。この章では、依存から自立への変化とはどのようなものかを考える。

同　　　上

7 社　　会　　化

子どもが社会の要求を受入れながら、社会のメンバーとなっていく

ｱとを社会化という。これまでの社会化の考え方では、社会が子ども

ﾉ影響を与えるという、“社会→子ども”、あるいは、“ま『とな→子

ﾇも”という一方向の流れが強調されすぎてきた。しかし、子どもと

｢えども人間は一方的に影響されてしまうようなことはない。新しい

､究をもとに：、子どもが社会的な影響をどのようにうけとっていくの

ｩについて述べる。

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

8 現代社会の子ども

　澄となの社会が著しく変るにつれて子どもをとりまく社会も急変している。それをもっともよく

ｻしているもののひとつが子どもをとりまくマス・メ
fィアである。テレビ、マンガ、テレビグーム、パソコンな
ﾇを例にとり、現在社会が幼児の生活の中でどのような意味をもっているのか、それが発達に

yぼす影響はどのようなものかを考える。

無　藤　　　隆

9
幼児期の家族と家

?ﾂ境

　幼児にとって家庭とは、第1次的社会化の機

¥と、精神安定の機能を備えた最初の場である。

､働きやシングルペアレントなど、幼児をめぐ

驩ﾆ庭理論の動向に止目しながら、家庭の意義

ﾉついて考える。

萩　原　元　昭

10
幼児の遊びの概念

ﾆ近所遊び

　幼児にとって遊びとはどんな意味をもち、実
ﾛにどのような遊び特に、家の近くで集団で遊ぶいわゆる近所遊びに焦点をあて、全国調査の

級ﾊにもとづきながら、幼児の遊びの重要性、
菇@規定要因などについて考察をすすめたい。

同　　　上

11
幼稚園・保育所の

ｹ流と課題
同　　　上

12
幼児教育思想の

@　　　　　　系譜

　近代幼児教育の夜明けを思想的に支えてきた

煌Oの思想家例えばロバート・オーエン、フレ

[ベル、モンテッソーり、ピアジェ、倉橋惣三
轤ﾌ忙々をたどりながら説明してゆく。

林　　　信二郎

i埼玉大学助教授）

13 幼児教育の内容

　幼児期に澄けるいわゆる見えない幼児教育の
ﾁ質と、家庭で培われたヒドウン・カリオユラムとの関係、園保育のカリキュラムの編成の原

･や内容と方法、保育形態との関連、遊びと学
Kとのかかわり方などについても、考えてみた
｢。

萩　原　元　昭

14 幼児教育の方法

　幼児教育とりわけ、幼稚園や保育所の保育方
@の特質と問題点さらに、保育内容と方法との
ﾖ連、さらに園保育の評価方法などについても
l案をすすめる。また、保育の：ための方法とし
ﾄは、保育形態やクラスなどについてもふれて
艪ｭ。

同　　　上

15
園と家庭・小学校

ﾆの連携

　幼稚園や保育所が、時間三原利的には、小学

Zとの連帯、さらに、空間的には家庭や地域と

ﾌ連携の重要、その具体的な実例をあげて考察

ｵたい。

同　　　上
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＝情操の教育＝（R）
　　　　　　　　　〔主任講師：片岡徳雄（広島大学教授）主任講師：高萩保治（東京学芸大学教授）〕

全体のねらい

　現代社会の非人間的なゆがみの多くは、人間の情操の貧しさから来ている。今こそ、豊かな情操を

その育成に期待されるところが大きい。ここでは、この重要な情操の形成と教育について、子ども文

化や子どもの生活から考える。とくに、子どもの読み物や音楽や遊びの領域をとりあげ具体的に考え
てゆく。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

子ども自らが音楽するとは、どういうことか。 片　岡　徳　雄

子ども文化と子ど 子どもの文化とは。子どもの情操とは。そして、 （広島大学教授）

1

もの情操
子どもの美的情操とは。文化と情操の一般論か

迯lえる。
高　萩　保治

i東京学芸大学
@　　　　教授）

情操の原点は遊びに：ある。今と昔の遊びの特

2 子どもの遊び
性を比較する中で、情操と遊びとの関連を明ら

ｩにし、豊かな情操や感性の育ちに対して果た
森　　　　　榊

一　今と昔　一 す遊びの役割を検討する。 （広島大学教授）

「遊び」と「授業」はどのような関係がある

だろうか。その理論と実践例をたどりながら、

3 遊びと授　業 遊びと授業の情操（教育）上の位置について考 野　村幸　治

える。 （広島大学助教授）

ドラマづくりの過程をたどることで、情操教

ごっこ遊びからク 育に澄けるドラマの教育的意義について考える。 倉　田　侃　司
4 リエイティブ・ド （広島文教女子大学

ラマへ 教授）

子どもが最初に出会う本、絵本をとりあげる。

幼児にとって絵本とは何か、情操を育てる絵本 植　田　ひとみ
5 幼　児　の　　本 とはどのようなものか、そして子育てに絵本を （広島文教女子大学

生かすにはどうすればよいかについて考える。 助教授）

子どもの本は、歴史の上でどのように現れて

子　ど　も　の　本 いるか◎日本と外国に分けて、考察する。近世 須　田　康　之
6 はどうか。ジャンル別に：、それぞれの時代を考 （比治山女子短期

一　今と昔　一 えてみる。 大学助手）

いまや子どもの情操の基本的トーンは、学校

7
子どもの読書生活
P

教育よりも、アニメや劇画など映像的マス・メ
fィアを中心とする大衆文化によってかたちつ
ｭられているのではないか。ここでは現在の子

片　岡　徳　雄

一その影響　一 どもたちの情操の特徴を、子ども大衆文化の内

容と関連させながらみていく。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

本を読まない子どもが増えてきている現状の

8
子どもの読書生活H

黶@その方法一

中で、情操を育てるための子どもの読書の導き

福笆{の選び方を、発達の特質に応じた回書を

Iび読ませるという観点から具体的に考える。

大　槻　和　夫

i広島大学教授）

文学の授業の現状は、情操を育てるという観

点からみた場合、どういう問題があるか。その

9 文学の授　業 問題を克服するためにはどうすればよいか。教 同　　　上
材「わらぐつの中の神様」を例にして考える。

子どもの発達や指導法に焦点をあてて音楽学

子どもにとって 習を考察し、音でコミュニケートするという音楽

10 の原点に帰って、学ぶ音楽から楽しむ音楽へと 高　萩　保治
音楽とは 創造的な展開について考える。

11

明治・大正の子ど
烽ﾌ音楽（うた）一唱歌教育を

@　　乏おして一

　西洋のメロディーを借りて出発した唱歌は、

梠繧ﾆともに子どもの歌として位置ついていっ

ｽ。それらを言文一致の唱歌、文部省唱歌、童

wなどを通して考えてゆく。

澤　崎　真　彦

i東京学芸大学

@　　　助教授）

昭和の初めから今日までの時期における子ど

12
昭和の子ども もの歌について、マス・メディアと学校の二つ

ﾌ場から概観し、それらの歌が、時代の状況の 中　嶋　恒雄

の音楽 中からどのように生まれてきたかを考える。 （山梨大学教授）

現代の子どもの歌を、音楽構造の上から分析

現代の子ども し、それらの歌が、子どもたちの生活とどのよ

13 うに関連しながら取り入れられているかを考え 同　　　上
の音楽 る。

子どもらは氾濫するマスコミ文化の真つただ

子ども大衆文化 中で生活し、多くの面で影響を受けている。こ 森　　　　　
14 一アニメ・劇画 こでは、子どもらの情感や感性に特に影響を与 西　田　忠　男

を中心に一 えるマンガを中心に、その価値観を探る。 （島根大学講師）

現代の社会と子どもの病理の多くは、子ども

子どもの遊びと 文化と子どもの情操のゆがみから来ている。こ 片　岡　徳　雄
15 れからの社会の形態的・価値的変容を予想しつ

自己実現 つ情操教育の将来について考える。 高　萩　保　治
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＝青少年文化＝（TV）
〔主任講師：深谷昌志（静岡大学教授）主任講師．：門脇厚司（筑波大学助教授）〕

全体のねらい

　青少年文化を、前半は子ども文化、後半は青年文化とに分けて考察を進めていく。文化論なので、放

送教材の中ではロケなどを多用し、印刷教材とデータを紹介する形をとる。したがって、放送と印刷の

教材をあわせる形で学習を進めて欲しい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

青少年文化を、青年文化と子ども文化とに分け、

1
青少年文化のとら

ｦ方

それぞれの文化の特性を明らかにする。そして、

ﾂ少年文化の現状を概観する。
深　谷　昌　志

i静岡大学教授）

さまざまな玩具を紹介しながら、子どもの心を

豊かに育てる玩具はどういうものなのか考えてい
2 玩具　の　変　遷 く。また、現代の玩具がそうした条件を備えてい 同　上

るか検討する。

子どもの人間形成にとっての遊びの意味を発達

段階をふまえて考察する。続いて「群れ型」から
ψ

3 遊びの機　能 「孤独型」へ、遊びが変遷したことにより、子ど 同　上

もの発達にどのような歪みが生じたのかを掘り下

げていく。

テレビとのふれ合いを、子どもたちはどうとら

4
テレビとのつき合

｢

えているのか。子ども番組の変遷をふりかえりつ

ﾂ、子どもにとっての望ましい視聴態度とは何か 同　上

を検討していく。

現代の子どもはギャング集団を失い、友をもた

ずに成長していく。そうした現状をふまえ、仲間
5 図心集団のゆくえ 集団の中で子どもたちが身につけたものは何なの 同　上

かを考えていく。　　　　　　　　　　〆

豊かな社会の中で子どもたちは成長していく。

そう・した子どもたちの金銭観を子どもの持物など
6 子どもの金銭観 と関連させて考えていく。 同　上

おとなの問では、性差の少ない社会への動きが

顕著だが、子どもの間では、性差が拡大する傾向
7 性差をめぐって をたどっている。ここでは、少女文化の性質を、 同　上

女子マンガや交換日記、人形などを手がかりとし

て掘り下げていく。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

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、遊び場や児童公園などと関連させ
8 子ども文化の再生 て考える。あわせて、子どものすごやかな成長を 深　谷　昌　志

保証する環境作りの必要性を考えていきたい。

青年文化を理解するには、その担い手たる青年

集団のさまざまな特性を理解しておく必要がある。
9 青年期と青年 そこで、まず青年期に特有の身体的・精神的特性 門　脇厚　司

をみる。

青年文化を学問的な分析の対象としはじめた時

10 青年文化論の成立
代的背景と青年文化論にみられる代表的な見解を

ﾐ介する。 同　上

青年文化の一般的な特質を整理し理解につとめ

11
青年文化とその発

ｶ条件

ると同時に、そうした青年文化があらわれる時代

I・社会的特徴にもふれる。 同　上

現在のわが国の青年文化を生み出してきた戦後

12
現代社会と若者文

ｻの変容

日本の社会的特徴をみつつ、今日の若者文化がど

ﾌような質的変化をとげてきたかについて言及す 同　上
る。

一浮遊文化の諸相

13
現代の若者文化・

@　　　　　　　　1

今日の若者文化の1っの特徴を隻叱浮遊文化”と　●とらえ、そうした文化を支える青年の意識や価値

同　上
観を紹介しつつ、海外との比較もまじえその実態
を報告する。

一閉塞文化の諸相

14
現代の若者文化・

@　　　　　　　　2

今日の若者文化のあと1っの特徴を欄塞文化”

ﾆとらえ、このような文化を生む若者の気分や生 同　上
活を考えつつ、海外との比較もまじえその実態を
報告する。

社会が大きく変わりつつある今日、青年文化は

15 青年文化の展望
今後どのような方向をたどるのか。強化説と消滅

烽ﾌ2っの見解を軸に、若者文化と若者の将来を 同　上
展望する。
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＝地域社会と教育＝（TV）

〔主任講師：岡崎友典（放送大学助教授）〕

全体のねらい
教育と地域社会の関係を、教育の展開する場と教育の対象・内容といった二つの側面から、具体的な教育

活動をとらえるとともに、地域社会そのものの教育機能と、教育の地域社会形成に果たす役割について考察
する。

担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

現代日本の地域社会がどのような特徴をもっか、ま
た教育とどこでかかわるかについて、戦後日本の地域

1 地域社会の変動と教育 開発政策の展開過程に沿って素描し、「地域社会と教 岡崎友典
育」研究上の課題を提示する。とくに人口地域分布変 （放送大学助教授）

動に焦点を合わせ、教育現象の地域差をとらえる。

地域社会の分析方法を地域社会学の成果に学ぶとと
もに、教育社会学における地域教育研究の歴史をレヴ

2 地域社会学と教育社会学： ユーし、現代日本の地域社会の再編と教育の再編をめ 同　　上
ぐる課題をさぐる。また、学校の成立・再編の過程、

学校と地域の連携のあり方を考察するための枠組を提
示する。

社会的機関としての学校が地域に成立する過程を、

新潟県内の松之山を中心に考察する。
3 学校の成立と地域 新井郁男

（上越教育大学副学長）

教育内容の中に地域をどのような形で取り入れるか。

生活をどのように教材化するか。この問題をコミュニ
4 教育内容と地域社会 ティ・スクールや松之山の小学校を中心に考察する。 同　　上

かつての子どもの校外生活といえば遊びの世界であ
つたが、最近の子どもの校外生活は大きく様変わりし

5 子どもの校外生活 てきた。一体に子どもの校外生活はどのような生活領 住田正樹
域から成り立っており、それがどのように変化してき （九州大学助教授）

たのか、そしてその理由は何なのかについて考える。

学校と地域社会とが協力して子どもを教育すること
が今日の重要課題となっているが、なぜ学校と地域社

6 学校と地域社会組織 会とが協力・連携する必要があるのかを考える。また、 同　　上
子どもの教育にかかわる地域社会組織の具体例として

PTAを取り上げ、活動上の問題点について考察する。

環境としての自然を教育実践にどのような形で取り
入れことができる。上智大学の学生サークル「四本足

7 教育環境1　一自然一 のにわとり」の、栃木県栗山村での活動を通して、人 岡崎友典
間の成長・発達に自然が果たす役割を考察する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容 担当講師
i所属・職名）

8 教育環境11一大都市一

地域特性に着目して、教育環境としての社会を「大都市」と「地方」に二分して考察する。大都市の居住区の子どもの生活実態と教育施設を東京都板橋区の大規模集合住宅「高島平団地」と港区青山にある広域施設にどもの城」をモデルに学習する。

岡崎友典

9 教育環境皿　一地方一

大都市生活圏域に対する地方生活圏域といった形で「地方」をとらえ、その地理的空間で展開される住民の活動がもつ教育機能を長野県佐久地方の望月町の町民まつりとノ1、海町の郷土芸能の伝承形態を取り上げて

l察する。

同　　上

10 教育機会の地域性

教育の機会とくに学校教育への就学機会が、地域によってどのように異なるか。高等学校および大学進学率の地域間比較、進学に伴う地域間移動の実態などを歴史的に明らかにし、教育機会の地域差（県間格差）の規定要因を、全国的な視野から考察する。

吉本圭一
i日本労働研究機構
､究員）

1
1 就職機会と地域

地域で養成された人材が、学校卒業後どのような進路をたどるか。長崎県島原半島の高等学校の事例を手掛かりに、学卒者の職業選択、地域選択の動向を示すとともに、労働市場における職業紹介、求人活動と地域の産業構造とのかかわりについて考察する。

同　　上

12 人材の移動と地域

就職・進学に伴う人材の地域間移動について、地域社会への適応・同化といった視点から学習する。沖縄県の高等学校の事例を通して、若者の職業・地域希望、地元企業への雇用慣行、県内県外就職の実態、更に進路指導上の課題について考察する。

同　　上

13 地域住民の文化・学習

?ｮ 住田正樹

14 国際化と地域社会 岡崎友典

1
5

地域社会の形成と生涯

w習

全体のまとめとして、地域社会を場面として展開す生涯学習活動が、変動する日本社会の教育態勢のなかでいかなる位置を占めるか、また地域社会の形成にどのような役割を果たすかについて、東京都臨海部開発事業の一貫、中央区佃島居住区再編成の事例を通して

l察する。

同　　上
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　　　　　　　　　　　　＝生涯教育論＝（R）

　　　　　　　　　　　　一生涯学習社会の発展をめざして一

　　　　　　　　　　　〔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

背反的要素を内に含んでいる。このような生涯教育の理念と現実を今日の教育状況と関連させながら・

学習者の立場に立って新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、人々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、職業

1 生涯教育の理念
的な発達を援助する教育の仕組みである。ややも
ｷれば抽象的な言葉の遊びに終わってしまう恐れ

麻　生　　　誠

i大阪大学教授）

のある生涯教育理念を、総合的・統一的な観点か

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」とい

うことは古くから言われてきた。この意味で、生

2
生涯教育の社会的
lヒ三ﾚ牙ミ

涯教育は古き理念である。しかし、最近生涯教育

_が提唱されてきたのは、この古き理念の新しい
ﾓ義を要請する社会的条件が発生してきたからで

同　上

ある。このことを考えてみよう。

生涯教育は、何よりも国民の生涯にわたる学習

3
生涯教育と学習要 要求を前提としている。だが、あらゆる人間が生

U教育を享受しうる継続的な学；習要求を持ってい

驍烽ﾌであろうか。この問題を考えてみよう。

同　上

その生涯教育理念は、それぞれの社会や国によ
ってニュアンスが異っている。その理由の一つは、

4
日本の生涯教育の

求[ツを探iる

国々の文化的、教育的伝統が異っているからであ
驕Bわが国の生涯教育のルーツを近世の在野の儒

同　上

者、中江藤樹の思想と江戸時代の教育書に探って
みよう。

1965年、ユネスコにおいてはじめて唱えられた
生涯教育論も、20学年の歳月を経て、入間にたと
えれば成入に達する齢を重ねたことになる。それ

5
教育政策のなかの

はわが国の教育政策に、もろもろの影響を与え続
ｯている。だがその成果たるや未だしの感が深い、 同　上

生涯教育 生涯教育論が、わが国の政府や地方自治体の教育
政策のなかに、どのような影響を与え、どのよう
な成果をもたらしたかを明らかにしてみよう。そし
て生涯教育の理念と現実のギャップを探ってみよう。

放送は、生涯教育機会を社会に拡散させるのに
大きな力を持っている。しかしまた、それは教育

6
生涯教育と放送利

p
上無視できない限界もあわせ持っている。これら
ﾀ界を克服し、放送を生涯教育に生かす手だてを

同　上

考えてみよう。そのなかで、最近のニューメディ
アの役割もあわせて考えていこう。

生涯教育を欧米に
　欧米の生涯教育政策r制度を概観しながら、生
U教育の教育政策や教育制度上の課題を考えてい

7
見る（1）

黹Aメリカの生涯

こう。まず、生涯教育の先進国といえるアメリカ

ﾌ生涯教育の特徴をみてみよう。
同　上

教育一
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

生涯教育を欧米に
　福祉国家として名高いスウェーデンの生涯教育は学ぶべき点が多い。高等教育の開放、北欧の伝

8
見る（皿）

黹Xウェーデンの

統的な成人教育としての学習サークル、有給教育
x暇や奨学金政策などの種々な学習保障活動をみ 麻　生　　　誠

生涯教育一
てみよう。

生涯教育を欧米に
社会主義体制下の生涯教育の事例としてソビエ

gをみてみよう。そこでは、政府主導型・官僚制

9
見る⑪　　　、一一ソビエトの

@　　生涯教育一

・画一性などのデメリットが生じやすい。これらがいかに克服され、どのような社会主義的人間類

^が形成されているかをみてみよう。さらに、最近のペレストロイカの動きが、ソビエトの生涯教育をどのように変えていくか予想してみよう。

同　上

わが国は高学歴社会となり、国民の平均的学歴

10

生涯教育の谷間
齧驫ﾔ中学に

水準は大きく上昇した。高学歴者は、生涯学習に
熹M心だし、生涯教育の機会も高学歴者向けのものが多いのが実情である。このような傾向のなか

同　上

学ぶ人々一 で、低い学歴の者や、義務教育未修了者などの
u教育的不利益＝者」の問題が忘れられていないだ
ろうか。この問題を考えてみよう。

生涯教育論には、行・財政論が欠けていると批
判される。誰でもが「何時でも何処でも学習でき

11
生涯教育の体系と

s・財政問題
る」という生涯教育システムの行・財政的基盤を

Tり、生涯教育システムを確立するには、行政が
同　上

どう変わるべきかを検討してみよう。

　私：たちの生活は、私たちの生活圏としての地域社会を基盤として行われている。このような地域

12
地域社会と生涯教

社会のなかで、地域住民に対してどのよう：な教育機会が提供され、住民の学習要求をどのように充足させているのかを、一つの地域事例を取り挙げて考えてみよう。そして、地域社会の生涯教育を

同　上

回復させる道を探ってみよう。

人間の発達過程のそれぞれの時期に現れる達成
すべき課題を発達課題という。これらの課題を首

13
発達課題と生涯教 尾よく達成することによって健康な人格が形成さ

黷驕B現代日本の発達課題とその解決に生涯教育
同　上

の果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、成人が対象

14 ドラゴジー）をも

ﾆめて

とする教育方法論や教育課程論が必要となる。こ
ﾌような要請に答えて誕生した成人教育学（アン
hラゴジー）である。その成果を紹介しよう。

同　上

わが国の生涯教育を支える三本柱である学校教

15
生涯学習社会の可

¥性と課題

育システム、社会教育システム、職業能力開発シ
Xテムの実態と問題点を明らかにし、それらをど
ﾌように組み合わせていけばわが国の生涯教育シ

同　上

ステムが確立されるようになるか、その可能性を
考えてみよう。
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＝教育社会学1＝（TV）
〔主任講師：新井郁男（上越教育大学教授）〕

全体のねらい

　教育はどこの社会にも、いつの時代にも共通にみられるが、その目的、内容、方法、形態などは異な

っている。それは一体何故であろうか。このように教育の本質を社会との関連において考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
社会事象としての

ｳ育

　教育はどこの社会にも、いつの時代にも共通に

ﾝられる。しかし、その目的、内容、方法、形態

ﾈどは異なっている。それは一体なぜであろうか。

ｱのような教育の本質を社会との関連において考

ｦる。

　新　井　郁　男

i上越教育大学教授）

2
人間の発達の社会

I性格

　人間の発達は、単に生物学的・心理学的現象な

ﾌではなく、人間が人間として発達するためには、

ﾐ会・文化の働きかけが不可欠だという意味で、

ｷぐれて社会的現象であるということについて考

ｦる。

同　　　上

3
生涯発達と発達課

　かつては発達というと、せいぜい青年期までの

竭閧ﾅあると考えられてきた。しかし、発達は人

ﾔの一生の課題である。それはどうしてなのか。

?ﾌ的にどのような課題があるのだろうか。

同　　　上

4
子どもの発達と教

　「こども」はいつの時代にも、どこの社会にも

ｶ在するのだろうか。子ども期は近代社会に誕生

ｵたものである。子どもの教育は子どもの発見に

謔ﾁて発達したものである。

同　　　上

5
青年期の社会的意

`

　「こども」が「おとな」になるためには、さま

ｴまな体験：を試行錯誤的にできる自由が必要であ

驕B青年期はそのような意義をもった発達段階と

ｵて社会的に設けられたものである。しかし、現

ﾀはどうであろうか。

同　　　上

6 成人の生活と発達

成人とは何か。成人の生活がなぜ教育と関係が

?驍ﾌか。学習は青少年期にとどまらず成人にな

ﾁても必要であることを考える。 同　　　上

7 発達の病理と教育

　教育過程において非行、自殺、いじめ、登校拒

ﾛなどさまざまの現象が生まれている。しかし、

ｻれは教育が意図した結果ではない。なぜそのよ

､な現象が生ずるのだろうか。

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

8 家庭の役割と機能

人間の発達、特に子どもの発達にとって、家庭

ﾍどのような役割を期待されているのか。現実に

ﾍ親の子どもに対する関係の違いによって、子ど

烽ﾉ大きな違いが生まれてくる。

新　井　郁　男

9
学校の役割と機能
@　　　　　　　（1）

　社会化を最も計画的・組織的に行う社会的制度

ﾆしての学校が、どのような形で発達してきたの

ｩ。それは社会の発展とどのような関係があるの

ｩ。

同　　　上

10
学校の役割と：機能

@　　　　　　　（2）

　学校が社会から期待されている機能は何なのか。

ﾜた学校が現実に果たしている機能は何なのか。

ｻの役割ど機能との間にはどのようなギャップが

ｶじているのであろうか。

同　　　上

11 地域社会の機能

　地域社会もさまざまな形において人間の発達に
蛯ｫな影響力をもっている。そのことから学校も
n域との密接な関連のもとにその教育の在り方を
lえる必要がある。また、地域社会は子どもにと
ﾁてのみでなく、青年にとっても、成人にとって
熄d要な意味をもっている。

同　　　上

12 職業　と　教　育

　社会的地位と結びついた：職業の選択は、現代社

?ﾉおいては教育の機会均等と密接不可分である

ﾆいう意味から、「能力に応じた機会均等」につ

｢て社会学的に考えてみる。

同　　　上

13 余暇　と　学　習

　絶えざる学習は、職業のためだけでなく、生活

ﾌ質全体を高めるためにも必要となっている。そ

黷ﾙなぜなのか。どうずれば生活の質が高まるの

ｩ。余暇の社会的意味は何か。

同　　　上

14 異文化理解と教育

　国際化や価値の多元化のなかで、人間の相互理

�ﾌ必要性が高まっている。異文化理解の能力を

{うにはどうしたらよいのか。外国語が堪能にな

黷ﾎそれでよいのだろうか。

同　　　上

15
生涯学習と生涯教

　生涯学習とは。生涯教育とは。生涯学習と生涯

ｳ育との関係をどのようにとらえたらよいのか。

ｶ涯学習・生涯教育の目的は。このようなことに

ﾂいて社会学的観点から考える。

’同　　　上
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＝教育社会学Hニ（TV）
　　　　　　　　　　　〔主任講師：岡崎友典（放送大学助教授）〕
全体のねらい
　現代社会の中で生起するさまざまな教育現象を、社会科学的な方法を用いて、体系的に把握する。教育社会学1では、
人間の発達段階を、また教育の対象を軸にしたが、教育社会学事ではとくに教育の構造を、「集団・組織および体制の

側面」から明らかにする。
　教育という営みは、個人の社会化を、社会・集団・組織の目的・役割に即して、意図的に展開するものである。
　教育社会学がこれまでに構築してきた理論・方法、とくに社会学を基礎とした手法を用いて、教育の社会的特質を考
察する。具体的な教育が展開する集団場面に即して、また全体社会と教育の基本的なつながりを、政治、経済、文化の
側面から把える。さらに、現代日本の教育の構図を、現代社会の社会類型に即して、教育態勢として明らかにする。

．回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容
ゲ　　ス　　ト

i所属・氏名）

教育現象を社会現象の一つとして、社会科学的
にとらえるたあに、教育の社会的役割を明らかに

1 教育社会学の課題（1） するpまた、教育社会学の研究対象と研究課題に
ﾂいて示すとともに、これを具体的な例を通して
学ぶためのフィールドとした長野県佐久地区の概
要を示す。

教育社会学が、今日の教育現象を、どのような

2 教育社会学の課題（2）

方法で分析するかについて、教育社会学成立の歴

jと展開に即して学習するQ
　清水　義　弘

i東京大学名誉教授）

教育現象を科学的・実証的にとらえる方法とし

て、社会調査としての「教育調査法」について取
3『 教育社会学の方法（1） り上げる。（1）では、調査の実際について、教育調

査の対象と方法について学習する。

（2）では、統計的調査と事例的調査の調査結果の

4 教育社会学の方法（2）

集計と分析について、統計処理や解釈の方法を含

ﾟ、具体的な作業を通して学習する。
　牟　田　博光

i東京工業大学教授）

家族の構造と機能について、歴史的な視点と現

5 家　　　　　　族
代的な視点の両面から、教育に果たす役割を考察

ｷる。特に、家族のライフサイクルの変化に焦点

�?ﾄる。

庄　司　洋子
i立教大学教授）

学校を集団の側面からとらえる。特に、学級の

人間形成に果たす役割を、「仲間集団」のもつ教

6 学　　　　　　校 育機能を中心に考察する。

地域社会の概念を明らかにし、また、子どもの

7 地　　域　　社　　会

生活空間としての地域社会について、生活実態、

ﾁに放課後の子どもの生活を中心に考察する。1
住　田　正樹

i九州大学助教授）
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 ゲ　　ス　　ト
i所属・氏名）

8 職；　　　　　　場

　職業と教育の関係について、職場で形成される

¥力について学習する。また、現代青年の職業・

E場に対する意識について示す。
　吉　本　圭一

i日本労働研究機構
@　　　　研究員）

9 文化　と　教　育 祖父江孝　男
i放送大学教授）

10 経済　と　教　育

　経済発展と教育のかかわりについて、教育計画と教育政策の関連、また教育投資と産業構造の視

_から学習する。 牟　田　博光

11 行政　と　教　育 小　峯　　　勇

i帝京大学教授）

12 移　動　社　　会

　産業構造の高度化に伴う都市化、国際化の進展は、人々の社会的流動性をもたらす。ここでは、

ｳ育と移動をめぐる問題について、現代日本の教

迚ﾛ題という視点から考察する。

加　藤　秀俊
i放送教育開発

@センター所長）

13 管　理　社　　会

　組織の高度化、情報化の進展、権限の集中化な

ﾇに伴い、人間の管理化が進んでいる。このよう

ﾈ現象が、教育にどのような影響を与えているか

ﾉついて考察する。

林　　　友三郎

i板橋生活と自治

､究所代表幹事）

14 高　齢　社　　会

　人口の高齢化に伴う教育上の課題について、地

謗ﾐ会の生活条件とかかわらせて考察する。特に、

u人生80年」の時代に求められる教育について明

轤ｩにするQ

15 高学歴　社　会

　変動する社会の中で求められる、教育・学習の

燉eについて、社会全体が高学歴化する実態をふ

ﾜえ、新たな教育態勢という視点から考察する。

ﾜた、学歴社会の弊害を除去する方向で、現代日

{の教育を再編・再生する可能性をさぐる。

　河　野　重　男

汳モﾌ水女子大学長）
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＝発達心理学＝（TV）
〔主任講師：宮川知彰（東北大学名誉教授）主任講師：野呂　正（宮城教育大学教授）〕

全体のねらい

　前に発刊された「発達段階の心理学」（放送大学印刷教材）は人生経過における発達を乳児・幼児

学童・青年・壮年の6段階に分けて横割的に考察した。これに対して本書は、人間の心理行動の発達

を身体・知覚・思考・言語・感情・動機づけ等の側面に分けて縦割的に考察する。両書をあわせて勉

強していただきたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 発達のなかのからだ

　からだが、人の生活にどのようなかかわりを

烽ﾂのかという問題を、からだと心との関連で、

g体像、身体表現、発達加速現象などを通して

ｭ達的に考えてみる。

　宮　川　知彰
i東北大学名養教授）

@野　呂　　　正
i宮城教育大学教授）

人間の乳児は、出生直後から、見ることと聞
くこととを始めている。その能力は、さらに年

2 知覚の　世界
齢を追って、変化し、分化していく。乳児・幼
凾ﾌ知覚の世界を大人のそれとの比較を通して

星　　　　　薫

i放送大学助教授）
探りつつ、乳・幼児の特質について考えてみよ
う。

集中的思考と拡散的思考、洞窟の思考と広場

の思考と、思考スタイルを対比しながら、日常

3 思　考の世　界 の生活の中での人や物とのかかわり方との関係 野　呂　　　正

で、思考の発達的特徴を概観してみる。

信号体系としての言語、話しことばと書きこ
とば、言語と思考との関係、言語の行動調整機

4 発達のなかの言語
能等の問題を通して、言語が人の全体的な発達
ﾟ程の中で、どのような特徴を獲得していくか、

同　　　上

そしてそれの変化が発達全体にどのような意味
をもつのか考えてみる。

人の活動にはさまざまな感情が混合し、ある

いは先行し、あるいは後続する。そして特定の

5 感　情の発　達 活動を力づけたり弱めたりしている。また逆に 宮川　知　彰
活動が特定の感情を強めたり弱めたりもする。

この観点から感情の発達について：考えてみたい。

学習は、単に刺激と反応との機械的な機構を

もって展開するのではない。その成立には何よ 寺　田　　　晃

6 意　欲　と　学　習 りも学習者の自発的な意欲が必要である。ここ

ﾅは、いかなる動機づけのもとにどのように意
（東北大学教授）

欲が生じ、学習が成立するのかを考える。

人間は、基本的には、物の世界と人の世界と
いう2つの交差する世界の中で発達していく。

7
物とのかかわりあ

｢
ここでは、人とのかかわりに留意しながらも、
ﾆくに、物の世界とのかかわりに焦点をあて、
lがそれをどのように支配していくかというこ

野　呂　　　正

とを発達的に概観してみるQ
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
入とのかかわりあ

｢

　「社会性」とは何か、また「社会性」の発達

ﾆはどういうことかを検討して、その発達過程
ﾌあるべきすがたを考えてみよう。なお：感情と

u社会性」とのかかわりたついても考え、第5

ﾍの「感情と活動」を補充したいと思っている。

宮　川　知彰

9 愛着　と　自　立

　母子相互交渉の発達的意義、「母性」を特徴

ﾃけるもの、愛着の発達的変容、愛着の形成が

烽ｽらすものについて、人としての「自立」と

ﾌ関係で考えてみる。
野　呂　　　正

10 発達のなかの遊び

　人間はなぜ遊ぶのか、遊びは人間の発達に何

�烽ｽらすのか、遊びの誕生とその発達的変容、

Vびと発達の最近接領域の諸問題を検討し、遊

ﾑと人の生活とのかかわりについて考えてみる。
同　　　上

11 知能と創造性 　柏木　恵子
i東京女子大学教授）

12
自己意識と人格形

ｬ

　自己をどのように認知し、自己像、自己概念

�ﾇのように形成してゆくかを、乳児から青年

ﾉわたって概観する。また、性格がいかに形成

ｳれるかを、出生順位と性別との関係について

ﾝ、性格形成のメカニズムについて考える。

同　　　上

13 発達　と　文　化

　人間発達における文化・社会の問題について
lえる。特に、日本の子どもの発達を米国の子ども・の場合と対比しながら概観し、その背景に

?體喆ﾄの社会と教育文化一家庭のしつけ、
w校教育の特質について具体例を挙げながら明
轤ｩにしたい。

同　　　上

14 発　達　診　断

　発達診断とは何かの定義、発達診断に関する諸理論を説明するとともに、具体的に身体・運動機能、知的能力、人格、学力、適性などの精神的諸機能の発達に関する測定と評価、ならびに発達障害の臨床的な診断・判断の方法と技術、問題点などについて解説する。

寺　田　　　晃

15 発達心理学と教育

　「学歴社会」がどのように人間形成にかかわ

ﾁてきたかについての調査と実験の結果を提示

ｵながら、発達心理学ないし発達理論が「教育」

ﾉいかなる点でどのような貢献をなしうるのか

ﾉついて考えてみたい。

宮　川　知彰
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　　　　　　　　　　＝発達段階の心理学＝（TV）
　　　　　　　　　　　畦灘臨簸川横難饗欝欝難1〕

全体のねらい

　本講では、人生経過を乳児から老年にいたる6段階に分けて、それぞれの発達段階の心理行動の特徴

について概述するとともに、養育や訓育、教育上の留意点について考察する。なお、学問としての発達

心理学の性格、歴史、研究法、発達と学習の相違、動物と人間の比較、発達障害等の理論的な問題にっ

・いても概説する。

回 テ　　　・一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

本章では、胎生期および乳児期におけるさまざ
まな発達的特徴を概観し、この時期にある者に対

1 乳　　　　　　　児
する養育のあり方を、さぐってみたい。 星　　　　　薫

i放送大学助教授）

人間の発達段階的特徴は、基本的には教育を介
した物及び人との関係の重要な変化の中で形づく

2 幼　　　　　　児
られるものであろう。だとするならば、幼児期に
ｨけるその変化はどのようなものか。ここでは、
u対象的行為」及び「ごっこ遊び」を主軸とした

　野　呂　　　正

i宮城教育大学教授）

生活に焦点をあてて幼児期の発達的特徴を概観す
る。

ピ 学童期とは、身体・運動の機能、知的機能、人
格・情動、社会的行動などの二面で、発達的にど

3 学　　　　　　童：
んな段階と言えるのだろうか。本講では、このこ
ﾆを、家庭と学校の中で育ちゆく子どもを通して

寺　田　　　晃

i東北大学教授）

実証的に検討し、あわせて望ましい発達に対する
教育の在り方を考える。

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」は何かについて概

4 青　　　　　　年
了する。 　宮　川　知彰

i東北大学名誉教授）

「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」が

5 壮　　　　　　年
失われたり減衰したりする。壮年期では若き日の
ｽが失われ、何が新たに獲得されるのだろうか。

宮　川　知彰
ｯ　　　　　薫

壮年の社会的責任との関連でこの問題を考えてみ
よう。

一

老年期の生理的、身体的特徴、知的機能、情動
および性格などについての最近の研究を概観し、

6 老　　　　　　年
老年期という時代の特徴を、そこに至るまでの経
ﾟを踏まえつつ考えてみる。

星　　　　　薫

これまで6章にわたって人生各期の特徴を概説
してきたが、本章は人生経過を全体として概観し、

7 人間　と　人生
年齢の推移とともに変化する社会的な地位と関係
ﾂげながら、人生経過における人格特性の形成・

宮　川　知彰

変化の過程を考えてみよう。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 発達心理学とは

　発達心理学について、ヨーロッパ特にドイツと

Aメリカとでは、異なった視野・観点をもってい
驍謔､に思われる。この点を紹介するとともに、
ｭ達心理学はいかなる科学であるべきかについて、

ﾜた発達段階設定の意義について考えてみる。

宮　川　知彰

9
動物に澄ける心理

ｭ達

　進化の過程において、いかにして心理が発生し、また要素的感覚的心理の段階から知覚的心理の段

Kへと発展していったかを考察する。その際、動
ｨの生活条件とそこにおける動物の活動に留意し
ﾄ、その心埋発達を分析する。

松　野　　　豊：

i東北大学教授）

10 動物　と　人間

　人間に固有の二二は社会的起源をもち、媒介的
¥造をもち、意識性をもって働く。このような人
ﾔ心理の生物学的前提は何であろうか。また人間
ﾌ心理は、どのような新たな生活条件と活動の下
ﾉ生まれたのかを考察する。

同　上

11 発達心理のあゆみ

　哲学、教育学、心理学、さらに生物学や医学など、隣接する人文、社会および自然の諸科学の発

Wとあわせて、発達心理学が科学としていかに台
ｪし、その体系を整えるにいたったか、本塁では
ｭ達心理学の今日までのあゆみと問題点とについ
ﾄ具体的に検討する。

寺　田　　．晃

12 精神発達の研究法

　一つの問題を解決するのには、その問題を解決
ｷるのに最も適した方法を創案しなければならな
｢場合が多い。それで発達心理学の領域でも幾多の独特な方法が考案されてきた。本講では、それ

轤ﾌうち基本的なものについて概説しよう。

宮　川　知彰

13 発　達　の　理論

　精神が発達するとはいったいどのようなことを

wすのであろうか。そもそも「発達」は何か。こ
ﾌ問題について諸家の考え方を概観し、できうれ
ﾎ首肯しうる発達理論を選択するとともに、新し
｢発達理論の建設の可能性をも考えてみたい。

同　上

14 発　達　と　学習

　今日の子ども達には、「どうせダメだ」という
ﾟ観的な発達観にとらわれている者が多いのでは
ﾈかろうか。本講では、発達と学習との関連につ
｢ての諸家の見解を概観して、「やればできる」
ﾆいう積極的な発達観の形成に寄与したい。

野　呂　　　正

15 発　達　と　障害

@　与　　　　冒

　心身の障害とはどのような状態をいうのか。本
uでは、各種の障害型．について、定義、行動特徴、

f断の技法等を説明すると共に、教育・訓練・養
轤ﾌ内容と方法、指導上の効果を考察し、総じて
ｭ達およびその仕組みに対する障害の位置づけを
_じたいと考える。

寺　田　　　晃
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＝学習心理学＝（TV）
〔主任講師　小口忠彦（澄茶の水女子大学名誉教授）〕

全体のねらい‘

学習心理学が、人間にとって、どのような役割をしめるか、ということが全体としてのねらいになっ

ている・したがって、「家庭」、「学校」、「社会」がかかわっている。実験的研究、実験的事例など

をできるだけ多く取り入れるようにする。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．学習とは

2．主要な心理現象 小　口　忠　彦
1 学習心理学の概要 3．学習指導

S．研究課題
（診茶の水女子大学
@　　名誉教授）

1．経験

2．形成
2 学習　と　発達 3．成熟 同　上

1．意図的学習

2．偶然的学習
3 学習　と　目　標 3．意図的学習と偶然的学習 同　上

1．欲求

4 学習の方向
2．欲求不満と病理現象

R．欲求充足と病理現象 同　上

1．新しい行動
学習の成立（1） 2．古典的条件づけ

5 3．道具的条件づけ 同　上
一条件づけ（1）一 4．反応の連鎖化

1．人間の水準
学習の成立（2） 2．プログラム学習

6 3．プログラム学習の問題点 同　上
一条件づけ（2）一 4．集団の条件づけ

5．強化説

1．認知構造
学習の成立（3） 2．認知説

7

一認知構造の変化一
3．学習説 同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．動機づけ

8 学習と外発的動機

ﾃけ

2．賞と罰

R．賞と罰の構造 小　口　忠　彦

1．機能的快感

9 学習と内発的動機

ﾃけ

2．解決の喜び

R．認知的葛藤 同　上

1．問題解決過程

10
学習と問題解決（1）

@一模　　倣一

2．見通し

R．模倣 同　上

1．創造

11
学習と問題解決（2）

@一一創　　造一

2．問題をつくる

R．　ブレインストーミング

S．直観と類推

同　上

5．発明と発見

1．練習

12 学習と練習（1）
@一練習曲線一

2．練習の段階

R．練習の分配 同　上

1．練習曲線の特徴

13
学習と練習（2）
@一構造転換一

2．．極限状態における訓練

R．他者からの協力

S．構造転換

同　上

1．経験の効果

2．転移の条件
14 学習　と　転移 同　上

1．個人差

2．個性
15 学習　と　個　入 3．いい経験 同　上

4．自己実現
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　　＝学習心理学の応用＝（TV）

〔主任講師：小口忠彦（診茶の水女子大学名誉教授）〕

全体のねらい

　学習心理学の応用として、学習指導、学習意欲、思考能力、人格形成（人間形成）・心理療法：などの

諸問題について、要点をのべる。　実験的研究、実験的事例などをできるだけ多く取り入れるようにす

る。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．学習指導と環境
2．学習指導の概活 小　口　忠　彦

1 学習指導の概要 3．学習指導の課題 （診茶の水女子
大学名誉教授）

1．意欲

2．内的障壁
2 意欲の　開　発 3．外的障壁 同　　　上

1．思考
2．集中的思考と拡散的思考

3 才能の　開　発
3．分析的思考と直観的思考
S．体験学習 同　　　上

5．才能
6．才能の開発

1．論理的思考　　　　6．論理の問題

2．第1段階　　　　　7．思考の論理
4 論理的思考 3．第2段階　　　　　8．生活の論理 同　　　上

4．第3段階
5，段階間の構造

1．促進する条件　　　6．身体と感情の障害

2．創造の過程　　　　7．認知と情報の障害

5 創造的思考（1） 3．創造の水準　　　　8．文化と社会の障害 同　　　上

4．類推と飛躍　　　　9．個人の思考の限界

5．妨害する条件

1．教授一学習過程

2．指導者の条件

6 創造的思考（2） 3．集団の創造 同　　　上

1．講議法と発見法

2．受容学習

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

1．発見学習

2．発見学習の役割
8 発　　見　学　習 小　口　忠　彦

1．自己と他者

2．集団主義的方法
9 集　　団　主　義 3．社会化と個性化 同　　　上

1・自己認知　　　　　　　6．ヒントの種類

2．自己意識と自己認知　　7．ヒントの構造

10 生　活　綴　方 3・自己評価と自己認知　　8．ヒントの活用 同　　　上

4．自己洞察と自己認知

5．生活綴方的方法

1．役割演技

2．役割遊び

11 役　割　演　技 3．自己拡大 同　　　上

1．人生周期

2．発達課題

12 生　　涯　　学　習 3．人格的活力 同　　　上

4．人格の生成

5．成熟と経験

1．学習のエラー　　　6．自己修復

2．エラーの発見　　　7．自己修復の異常

13 自　己　修　復 　●R・エラーの種類　　　8．自己修復の正常 同　　　上

4．エラーの訂正

5．エラーの活用

1．心理療法

2．心理療法の種類

14 学習と心理療法 3．精神分析療法 同　　　上

4．来談者中心カウンセリング

5．　グループ・エンカウンター

1．行動の療法
2．学習の種類

15 学習と行動療法
3．レスポンデント学習による方法
S．オペラント学習による方法

同　　　上

5．コグニティブ学習による方法
6．学習説
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＝教 育工学＝（TV）
〔主任講師　坂元　昂（東京工業大学教授）〕

全体のねらい

　現実の教育を具体的に改善していくための技術や技法を生み出そうと、教育工学は研究開発を進めて

いる。教育過程の分析、授業の設計；実施・評価・改善、教育メディアやコンピュータの活用、教育情

報や教育環：境の整備などの各分野で、研究実践の発展はいちじるしい。その現状、考え方、役割、課題

を明らかにする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

教育工学の意義、目的、対象を明らかにし、教

1 教育工学の：構造
育工学の歴史、基礎となる関連学問について述べ、

ｳ育工学の研究、動向ならびに学会、研修組織の

?ｮ等について現状を概説する。

　坂　元　　　昂

i東京工業大学教授）

あらゆる教育過程をシステムの観点から総合的、

統一的にとらえる。教授学習過程におげるシステ

2 教育のシステム化 ム、メディアを活用する際のシステム、学校学級 同　　　上

経営のシステム、社会教育、企業内教育のシステ

ムの構造等を概説する。

授業をシステムとしてとらえる典型的なモデル

を紹介し、授業設計の代表的な流れを解説する。

3 授　業　設　計 目標分析、教材分析、教材の準備、学習者につい 同　　　上

ての分析、学習集団の扱い、机上授業による授業

の設計の修正などについて述べる。

名人の授業と教育実習生の授業の違いを比較検

討し、効果的な教授方法、授業過程における意思

4 授　業　技　法 決定の特徴を明らかにする。マイクロティーチン 同　　　上

グによる教授技法の向上についても述べる。

●

教育における評価は、あらゆる対象についてな

されることを明確にし、効果を測定する方法を概

5 評　価　技　　法 駕する。主観的な評価法、客観的な評価法につい 同　　　上

てまとめ、直接授業改善をねらう評価法について
も触れる。

学習者の学習、思考、認識過程の傾向を明らか

にし、学習者の特性に合った指導が重要であるこ

6 学　習　改　善 とを述べる。学習意欲と学習技能の構造を調べる 同　　　上

方法について触れ、学習成績の良い学習者の特性

を明らかにする。

教授メディアの種類と機能をまとめ、コミュニ

教育メディアの ケーツヨンの特徴を明らかにし、視聴覚メディア、

7
はたらき

反応分析装置、ティーチングマシン、ニューメデ

Bア等の特性と効果的な利用方法について述べる。

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

8 放　送　教　　育

　放送教育の意義、長所について述べ、幼稚園、

ﾛ育所、小学校、中学校、高等学校、大学、社会

ｳ育等、放送教育の対象別利用の特徴についてま

ﾆめ、放送教育の実態、放送教材制作の過程につ

｢て解説する。

坂　元　　　昂

9

コンピュータの教

逞?p1
Rンピュータと教育

　世界各国のコンピュータ教育の動向について概

烽ｵ、コンピュータと教育の関わりについてまと

ﾟる。各国がコンピュータについて教えることに

ﾁに熱心であること、それに対する教育研修に力

�?黷ﾄいることを紹介する。

同　　　上

10

コンピュータの教　　　　　　　　　「

逞?p2
Rンピュータによ

驫w習指導の改善

学習指導のためにコンピュータがいかに使われ
驍ｩを概観し、CAIとCA：L、教師の授業の道具
ﾆしての使い方、学習者の学習の道具としての使
｢方について解説し、効果的な教材の特性につい
ﾄまとめる。最新の研究動向としてITSをとり
?ｰる。

同　　　上

11

コンピュータの教

逞?p3
Rンピュータによ

驪ｳ育経営の改善

　授業の準備、学校学級経営にコンピュータが効

ﾊ的に使われていることを紹介する。文献検索、

}書管理、保健データの管理、成績処理、試験問

闕?ｬ、保管等の現状をまとめる。

同　　　上

12
教育情報通信シス

eム

　遠隔教育の意義と機能についてまとめ、光ケー

uルによる講義、CATVの利用、遠隔CAI教室、
eレラーニング、パソコン通信、通信衛生利用、

咜卵蜉wなどの実例を紹介する。

同　　　上

13 教育環境システム

　OHPやコンピュータが導入されるに伴い、学
Z施設も変わってくる。コンピュータ教育、オー

vンスペース等、文教施設の利用の状況、インテ

潟Wェントスクールの構想について述べる。

同　　　上

14 教育工学の経済

　教育のコストと効果についてCAIや放送大学
ﾌ例をとりあげ、考察する。教育産業も教科書、

@器、材料、教育研修システム等、各方面で展開

ｵている。その現状を紹介する。

同　　　上

15 教育変革の担い手

　教育工学による教育変革が起こりつつある状況

ﾐ介し、行政の積極的対応、教育の条件、情報化

ﾐ会における能力としての情報活用能力やメディ

A・リテラシーの特徴とその教育の重要性につい

ﾄまとめる。

同　　　上
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＝認知と思考一 （TV）

　　　　　　　　　　〔主任講師：中川大倫（信州大学名誉教授主任講師：星　　薫（放送大学助教授））〕

全体のねらい
　認知あるいは認知心理学は、人間の複雑な行動の背景にある内的過程に深くかかわりをもつ。この内

的過程は、これまで大きな影響力をもっていた行動主義が、ブラックボックスとして検討をさけた点で

ある。20世紀後半に至って、情報理論やコンピューターの開発と普及の影響を受けた心理学は、認知

に対する関心を強めてきた。このよう：な流れの中で、鼠講は次のような項目により説述される。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

本章のねらい　1．認知とは　2認知研究の簡
単な歴史（1）科学的心理学以前の思想の流れ（2）科 中　川　大　倫

1 認　知　　と　　は 学的心理学の始まり（3）現代心理学のかっとう

3認知心理学の始まり（1）心理学内の動き（2）心理 （信州大学名誉教授）

学外からの影響64本講の概要

本章のねらい　1．刺激の受容（1）適当刺激と刺
激闘（2）信号検出理論　2形の輪郭（1）凝視（2）眼球

刺激の受容とパタ 運動（3）細肪の側方抑制（4）主観的輪：郭　3視覚的
2 パターン認知（1）パンディモニアム・モデル（2）パ 同　　　上

一ン認知 ターン認知とトップダウン処理（3）ボトムアップ
処理とトップダウン処理の相互作用　4．情報の
表出（1）形の表出（2＞文字の表出

本章ねらい　1．記憶のモデル（1＞アトキンソン

とシフリンのモデル②情報の処理レベル説

3 記憶の過程　1 2．感覚的記憶U）視覚情報の一時保存②アイコン 同　　　上

の持続（3）アイコンは中枢的か末葉的か　3聴覚

情報の一時保存　4．感覚的記憶と日常生活

本章のねらい　1．短期記憶存在の根拠（1）チ；ヤ

ンク（2）臨床的事例（3）ピーターソンらの研究

4 記憶の過程　H 2短期記憶と系列位置曲線　3短期記憶の諸問 同　　　上
題（1）情報の符号化②情報の検索（3）情報の忘却

4短期記憶と長期記憶

本章のねらい　1．記憶とリハーサル　2．リハ

一サルの種類（1）維持リハーサルと長期記鳳2）精

5 記憶の過程　皿 馬出リハーサルと長期記憶　3．長期記憶におけ 同　　　上

る情報の型（1）意味的情報と聴覚的情報（2）意味的

記憶　4．記憶情報の質的変容

1．忘却の理論（1＞記憶痕跡の変化による忘却理

論（2）干渉による忘却理論（3）符号化特性原理

6 記憶の過程　IV 2．注意と記憶（1）選択的注意②注意の集中と分配 同　　　上

（3）注意のモデル　3．記憶の改善

本章のねらい　1．知識を分類する　2．コンビ

ユー ^によるアナロジー　3．TLCモデル（1）モ
デルの概要（2）TLCモデルの問題点4．特性比較 星　　　　　薫

7 記憶　と概念 モデル　5．典型性　6．知識の命題的表現1）意味・
軏{単位としての命題（2）命題表現の方法（3）ACT （放送大学助教授）

モデル（4）LNRモデル
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

本章のねらい　1．はじめに　2既出情報と新
出情報　3．ブランスフォードとジョンソンの実験

8 記憶　と　言　語 4・オーウェンスらの実験　5．スキーマの働き 星　　　　　薫
6・スクリプト　7．スクリプトの実在性

本章のねらい　1．記憶と思考の関係　2再生
的思考と生産的思考　3．記憶のゆがみ　4．ヒュ

9 思考　と　記　億
一リスティック（1）利用し易さのヒューリスティック
i2）代表性のヒューリスティック（3）アンカー効果 同　　　上
5．顕著性のビュー・リスティック　6．問題解決に

おける期待

本章のねらい　1．イメージの特徴　2．イメー

ジは測定できるか（1）イメージの回転（2）イメージ

10 イメージと認知 と大きさの認知（3）心の中の時計と角度の比較 中　川　大　倫
（4）情緒的意味の測定　3．イメージ効果（1）語のイ

メージ効果（2）視覚的符号化と言語的符号化

本章のねらい　1推論とは何か　2推論の文

11 推論　と　理　解

化的背景　3推論の建て前と本音　4．心的モデルと実用的推論スキーマ　5．まとめ

佐　伯　　　絆

‘

（東京大学助教授）

本章のねらい　1．「問題」とは何か　2．「問

題」の問題　3．報酬と競争がもたらすもの

12 問題解決と理解 4・「スキーマ」による理解　5概念と手続きの 同　　　上
「バグ」　6．メンタルモデルとアナロジーによ

る理解　7慕わりに

本章のねらい　1．認知の堅さとあいまいさ

13 認知と個人差
の拒絶　2．認知の場依存性　3．認知の複雑さ

S帰属のスタイル
山　口　　　勧

（東京大学助教授）

本章のねらい　1．社会的認知の枠組み　2．ス

キーマとしての構造　3社会的認知の構造（1）バ

14 社会的認　知 ランス理論（2）認知的不協和理論 同　　　上

本章のねらい　1認知研究の道具としてのコ

15
認知のコンピュー

^ー・シミュレー

ンピュータ　　2．コンピュータ・シミュレーションと人工知能　3．ニューエル、サイモンらの：LTとGPS4・安西、サイモンの「行いながらの学習」の研

戸　田　正　直

ションと人工知能 究　5・キンチ、デラローザらの「子供の算数」模型　　　参考文献（全体にわたるもの）　索引 （中京大学教授）
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　　一社会心理学＝（TV）
〔主任講師：中川大倫（信州大学名誉教授主任講師：山口　勧（東京大学助教授））］

全体のねらい

　人間の社会的行動の側面を心理学的に検討し、その間の法則性を明らかにしょうとするものであるが、

今回は・本書をできるだけ応用社会心理学的な体制化の観点からまとめあげたいと考えている。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．動機（要求）の分類：

2．動機にかかわる諸問題 中　川　大　倫
1 社会的行動の動機 3．主要なる動機論

（信州大学名誉教授）

1．対人認知とは何か

2．対人認知の正確さ 長　田　雅喜
2 社会的認知　1 3．印象形成

（名古屋大学教授）

1．帰属過程の意味’

社会的認知　皿 2．原因帰属の原則 外　山　みどり
3 3．対人認知に設ける帰属 （青山学院女子短

一　原因帰属　一 4．自己帰属 期大学部助教授）

1．態度の定義

2．態度の測定法 山　口　　　勧
4 態度と態度変化1 3．態度の三要素

4．態度に影響を与える要因 （東京大学助教授）

1．説得的コミュニケーションによる態度変化

2．要請を受け入れさせる技法 安　藤清　志
5 態度と態度変化π 3．説得への抵抗 （東京女子大学

助教授）

1．認知的不協和理論

2．反態度的行動と不協和
6 態度と態度変化皿 3．不協和情報の回避 山　口　　勧

4．不協和理論の修正

5．認知的不協和による生理的反応

1．対人行動：序

7 対人行動　1

2．動物の活動に及ぼす集団の影響3・トリプレットの実験：

S．ザイエンスの覚醒理論

白　樫　三四郎

5．リンゲルマン実験 （大阪大学教授）
6．社会的手抜き
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．問題の所在

2．公正さとは何か 広　田　君　美
8 対人行動　皿 3．公正さ回復行動

4．いくつかの残された問題点 （関西大学教授）

1．対人コミュニケーションの種類

対人行動　皿 2．対人コミュニケーションの機能 大　坊　郁　夫
9 一対人コミュニ

3．男女差4・チャネル間の相補的関係と対人的な相関性

ケーションー 5．関係の展開と対人コミュニケーション （山形大学助教授）

6．欺隔のコミュニケーションと解読…

1．援助行動とは何か

2．援助行動研究の流れ 白　井泰　子
10 対人行動　IV 3．援助行動の規定因

4．順社会的行動の生起メカニズム （信州大学助教授）

5．自立のための分かち合い

1．発達論的に見た文化一心の可　性

対人行動　V 2．異文直間接触に澄ける対人行動 渡　辺　文　夫

11 一異文化間接触に 3．異文化間対人行動の適正化の方法一心の （東北歯科大学
診ける対人行動一 可　性を超えて 助教授）

4．いくつかの問題点一文化の個人への回帰一

1．垂直的二者関係的アプローチ

集団内行動　1 2．対人知覚法（IPM）による二者関係におけ 薮　内　　　稔

12 一り一ダーーシップと る認知の相互対応比較

対人認知の構造一 3．VD：Lモデルと対人知覚法（IPM） （学習院大学教授）

1．　モラール

2．．仕事への動機づけ 角　山　　　剛

13 集団内行動　皿 3．目標設定と動機づけ （東京国際大学
助教授）

1．健康と病気に関する研究動向

2．心臓病とタイプA行動パターン 渡　辺　浪　二

14 社会的不適応　1 3．肥満者と摂食行動 （立教大学
4．医療場面のストレス 非常勤講師）

1．社会的不適応の諸相　　6，無気力の社会

社会的不適応　H 2．無気力の心理構造　　　　　的背景 水　口　礼　治

15 3．無気力の修正仮説　　　7．無気力からの ■

一　無気カ　一 4．無気力の症候群　　　　　　脱出 （立教大学教授）

5．無気力と抑うつ
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＝人間関係論＝（TV）
〔主任講師：三隅二不二（奈良大学教授）〕

全体のねらい
　本講座は、現代科学としての心理学、とくに社会心理学の概念と方法にもとづいて人間関係の諸研究

を述べたものである。対人関係、家族、学校、企業、官庁などの職場の人間関係などの諸状況において、

グループダイナミックス、集団と規範、同調と逸脱、リーダーシップ、競争と協同、偏見、人間関係の

ネットワークなどを論じる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

人間の奴こころ”の発生、自我の発生と形成を

中心に人間関係の問題を論じ、現代の日本社会に
三　隅　二不二

1 人間関係の科学 おげる新日本人誕生の社会仮説を提示する。マズ

香[の欲求階層説を中心に、大衆の欲求体系の中
（奈良大学教授）

心転換、新日本人の人間関係の諸問題にふれる。

利得モデルを用いた対人関係の理解、対人関係

における公平の原理、対人関係状況における他者 同　　　上

2 対　人　関　係 を助ける行動の発生機序の解明の探求、責任分散 黒　川　正　流

仮説の提示、親密な人間関係の理解に関する最近 （広島大学教授）

の諸研究の紹介を行う。

家族関係への新しいアプローチとして家族心理
学の視点について述べる。また、家族関係の問題

3 家族の人間関係
解決へのアプローチとして、ファミリー・カウン
Zリングの概念と方法について実演を試みる。ま

岡　堂　哲　雄

i文教大学教授）
た、家族関係のダイナミックス、家族危機、家族
アセスメント等にふれる。

人間関係を測定する道具としてのソシオメトリ
，

入間関係のネヅト 一、ソシオグラムの研究をはじめとして、集団構 狩野　素　朗
4

ワーク
造の解析、その手法、構造の変動とそのモデル、

?ﾔ関係のネットワークQ
（九州大学教授）

入間関係の基；礎科学と実践科学としてのグルー

プ・ダイナミックス、二つの実験、民主型指導、

5
グループ・ダイナ 専制型指導と放任指導の比較。 三　隅　二不二
ミックス 集団決定のアクション・リサーチ、日本におけ

るグループ・ダイナミックスの展：開、小集団活動

の科学について述べる。

個人主義と集団主義の特徴、同調行動はどのよ
うにして発生するか。その機能、ミルダラムの通

6 同調　と　逸　脱
行人の実験、’ m覚判断における同調としてシェリ
tによる「自動運動」の実験を述べる。個人に対

同　　　上

する集団圧力としての実験として、アッシュによ
る実験を述べる。

競争ど協同の概念を述べ、集団内競争と集団間
競争について述べる。また、ゲーム場面を通して

7 競争と　協同
の競争と協同のPDゲーム、また、ジグソー技法
ﾉよる小集団協同学習と偏見の低減、集団葛藤の

古　畑　和　孝

i東京大学教授）
軽i減の試み、競争と協同の活用について述べる。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 偏見の　心　理

　偏見の心理学的定義、ラベリングとステレオタ

Cプ。ステレオタイプの自己充足的機能について
qべ、偏見の心理的メカニズムとして、権威主義
Iパースナリティ、またスケープゴート説、反応
摯揄ｼ説等について述べる。また、現代におげる
Vたな偏見とその解消について述べる。

白　井　泰　子

i信州大学助教授）

9 リーダーシップ

　リーダーシップに関する現代の行動科学の研究を述べ、その定義について述べる。またリーダー

Vップに関する慣用類型による科学的研究の限界にふれ、リーダーシップPM論を提唱、その妥当

ｫについて述べる。また、PM型の有効性とPと
lの相乗作用について述べる。

三　隅　二不二

10 意　思　決　　定

　個人の意思決定のモデルをジャニスとマンのモ
fルを用いて述べる。また集団の意思決定に関する行動科学的研究について述べる。

@即ち、参画的意思決定、勢力格差と参加、参画的意思決定が適合する状況について述べ、また集団決定と行動変容の関係にふれる。 同　　　上

11 職場の人間関係（1）

　近代的組織としての近代官僚制の特徴、公式組織におけるインフォーマルな小集団の発見。ホー

¥ン工場での疲労実験、小グループの連帯意識、ヒューマン・リレーションズの時代、モラールサーベイ、モラールの二つの要因、モーティベイター要因とハイジーン要因。

同　　　上

12

　　5

E場の入間関係（2）

　職場におけるリーダーシソプの研究、第一線監督者行動の2つの研究。職場でのPとM行動を測る。P行動とM行動の測定尺度の構成、企業におけるリーダーシップPM4i類型と仕事満足度、給与満足度、会社帰属意識、チームワーク、精神衛生との関連を分析する。

同　　　上

13
災害・危機と人間

ﾖ係

　地震・大水害等の危機場面における入間関係のあり方を、実証的事例や、実験的研究を用いて述べる・また、緊急脱出時の避難誘導法として、吸着誘導法と指差誘導法の比較、危機的状況におけるリーダーシップの効果について述べる。

安　倍　北夫
i聖学院大学教授）

14
ゲーム理論と入間

ﾖ係

　実験グームと入間関係について述べる。マトリックス型ディレンマゲームの実験、ディレンマゲームの方略構造、聴入合理性と社会的ディレンマ、集団合理性について述べる。ディレンマ・ゲーム

､究として、競争性の発達、木こりゲームについ
ﾄ述べる。

戸　田　正　直

i中京大学教授）

15 日本人の人間関係

　日本人の人間関係の第1の特色について述べ、特に義理人情スケールの作成との関連で、義理人情という考え方の筋道を述べる。

@調査項目への日本人の反応として、中間的回答が多い。調査方式で入間関係をさぐる諸方法、即ち計量的方法・文化入i類学的方法等。

林　　　知己夫
i統計数理研究

竃ｼ誉教授）　　、
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＝パーソナリティ論＝（TV）
〔主任講師：佐治守夫（東京大学名誉教授）主任講師：飯長喜一郎（澄茶の水女子大学助教授）〕

全体のねらい

　より実証的で体系的なパーソナリティ理論を学び、「自己」と「他者」とを、より広く深く理解する

ことを目的とする。ビデオの特徴を生かして、日常生活の中で、人は他人のパーソナリティを捉える

のにどういう手掛りを用いているか、自分なりの他人を把握する見方は何かなど、それと心理学的な手

法との比較も考えてみる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
日常生活とパーソ

iリティ

　人は、その人なりに外界を認知し、行動してい
驕B人の内的世界には一貫性がある。また、人は、更史暗黙のパーソナリティ理論”を持ち、「自己」

竅u他者」を見、判断している。しかし、往々に
ｵて、それは表面的であり、間違っていることが
ｽい。

　鈴　木　乙　史
i聖心女子大学助教授）

@放送用教材出演者

@　佐治　守夫
@飯長喜一郎
@佐々木正宏

2

パーソナリティの

ｭ達
P．乳幼児期

　パーソナリティは、「遺伝」と「環境」との相
ﾝ作用によって形成されると言われる。ここでは、
u気質」の問題、環境要因の中心と考えられる「母
q関係」「父子関係」について、考察する。また、
u自己」や「自律性」について、実証的に検討す

驕B

鈴木　乙　史

3

パーソナリティの

ｭ達
g．青年期

　青年期になると「自己」を客観的に見ることが
ﾅきるようになり、現実自己と理想自己とのギャ
bプに気づぐようになる。そして、「主体的努力」

ｪ現われるようになる。「自我同一性」を獲得し、
ｶ家族から自立する。　「孤独」や「親密性」の問
閧ｪ現われる。

同　　　上

4

パーソナリティの

ｭ達
M．成人期老人期

　ライフサイクルの観点から、湾入期・老人期を
ﾝる。この時期に「自己実現」が可能かどうかは、
ﾂ人差が大きい。老人期の「性格類型」や「人格
ﾌ恒常性と変化」の研究をとうして、それぞれの
i階にはそれぞれの意義と特質があることを示す。

同　　　上

5
対人関係とパーソ

iリティ

　対人関係の場に於いて、他者のパーソナリティ
�揄�ｵようとするとき、自他の関係をはじめと
ｷる多くの要因が、その理解に影響を及ぼすと考
ｦられる。これらの要因を取り上げ、より正確な
揄�ﾉ近づくために、何が必要なのかを論ずる。

　佐々木正　宏

i国学院大学助教授）

6
パーソナリティ理
F解の手法

　パーソナリティを理解するために、テスト法を
ﾍじめとするさまざまな心理学的手法が開発され
ﾄきた。このような手法のうち主要なものを解説
ｵ、そこにはどのような特徴があり、またどのよ
､な問題点があるかを検討する。

同　　　上

7
文化とパーソナリ

eィ

　文化とパーソナリティは密接に関係する。しつ
ｯや人間関係の型などがどのようにパーソナリテ
Bの形成に関与しているかを論じ、あわせて、あ
髟ｶ化の中で生きてきた人が異なる文化に接した
ﾆきに生じる混乱や適応の過程についても触れる。

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

8 類　　　型　　　論

　パーソナリティの全体像を、典型的なタイプを

ｦすことによってとらえようとするのが類型論で
?驕Bその代表的なものをいくつか紹介し、それ
ﾆは異なったとらえかたである特性論との比較を
獅ﾝながら、類型論の特徴や問題点について考え
驕B

佐々木正宏

9
精神分析的理論（1）

黹tロイトの考え一

心理療法としての精神分析の基礎となるパーソ

iリティ理論について考える。フロイトの理論を
?Sとするが、フロイト以前についても言及する。

ｩ我の構造及び防衛機制についてフロイトの事例
�ﾐ介しながら概説する。

飯　長　喜一郎

iお茶の水女子

@　大学助教授）

10

精神分析的理論（2）

黹tロイト以後の
@　　　　　考え一

　　　精神分析理論のうち、フロイト以外の代表的な
@　パーソナリティ理論を解説する。ユング、アドラ
@　一、ホーナイ、フロム、エリクソン、クライン、
@　サリバンなどの理論に触れながら、現代の心理療

?@や文化へ囎を瓢

同　　　上

11 行動主義的理論

　行動主義的なパーソナリティ理論を考える。行
ｮ主義の基本的な考え方や各種の学習理論を解説
ｷる。社会的学習理論を含み、精神分析的理論と
ﾌ関係についても触れる。行動療法の基礎的な考
ｦ方についても、実例をあげながら解説する。

同　　　上

12 人間学的理論

　心理学の第三勢力といわれる人間学的理論を講
ｸる。ロジャーズ、マズローを中心に、基本的な
lえ方を解説し、精神分析的理論、行動主義的理
_と比較検討する。また、心理療法、カウンセリ
塔O、生徒指導などへの影響について論じる。

同　　　上

13 正常　と　異　常

　正常と異常を考える基準は、この二つを定義す
驍ｱとの困難さを伴って簡単でない。①統計的基
?A②理想的基準（社会、文化的基準）、③病理
I基準、④発達的基準などがある。また「多軸診
f」「重複診断」の可能性も考える。神経症行動
ﾈど入間や動物の行動についてのべる。

　佐　治　守　夫

i東京大学名誉教授）

14

パー・ソナリティの

ﾏ化（1）

ｭ達、成長、老化

　第2・3・4章で考えた発達を、パーソナリテ
Bの変化という点に重点を澄いて考えてみる。所
焉A二者関係の成立から三者関係への展開、ギャ
塔Oエイジからピアー関係へなど、統合性や恒
岦ｫに完全な安定はなく、試行性とコミットメン
gの共在が人間の実存である。

同　　　上

15

パーソナリティの
ﾏ化②
｡療による入格の
ﾏ化

　心理的不健康、対人関係の偏狭さ、境界例人格
瘧Qにおける虚無やアンビバレンシイの強烈なイ
塔pクト。依存、しがみつきと無気力など、多く
ﾌ問題が、どのように克服されるのか。治療に必
vな条件とはなど、4入で論じてみたい。

・　同　　　上

@放送用教材出演者

@飯長喜一郎
@鈴木　乙史
@佐々木正宏
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　　＝臨床心理学＝（R）

〔主任講師：村瀬孝雄（学習院大学教授）〕

全体のねらい
実践の学であり、ゆるやかにしか体系化されていない臨床心理学について、入門的水準の矢［識を示すこと

により、この分野への正しい関心と初歩的理解を持ってほしい。この講義を手がかりにして、より基礎的な

勉学やさらに進んだ探究を試みるきっかけになれば良いと願っている。

と 担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

臨床毛理学の定義に触れ、次に主要な特性について
簡単な解説を試みる。①対象は広義の心の不健康、不

1 臨床心理学とは何か 適応など広範囲におよぶ②実践的技術学③臨床的 村瀬孝雄
態度④体系性はゆるやか⑤学際的であり文化拘束 （学習院大学教授）

性が高い。臨床家の役割と貢献および臨床心理学の歴

史について短く述べる。

神経症と心因反応の定義と類型について、解説する。

また、人格障害の概念と反社会的性格、気質について

2 神経症圏の中心的病理 も述べる。 福島　　章
（上智大学教授）

精神病についての最も基本的な理解のための解説を
行いあわせて、精神分裂病と躁うっ病の精神病理、分’

3 精神病圏の代表的精神 裂病者、脈うつ病者への対応に際して留意すべき心理 吉松和哉
耀 学的配慮についても解説する。 （東京都精神医学総

合研究所参事研究員）

臨床心理学の立場から、病理的現象と病者に対して

行う援助的介入を展望するとともに、アセスメント
4 臨床心理学的アセスメン （評価・査定）について、その本質と目的を中心に総 村瀬孝雄

卜（1＞ 論的考察を示す。

アセスメント面接の目的と特異性、面接にあたって
の留意点、初蝉面接の重要性と実例解説をし、さらに

5 臨床心理学的アセスメン 臨床面接の信頼性と妥当性についても述べる。 同　　上
ト（2）

臨床’巳理検査法をその特殊性を中心に概観し、さら

6

　　　　　　　　　いこ検査法の分類と評価、活用上の留意点と戦略につい臨床心理学的アセスメン1て解説する。

’　　同　　上
ト（3）

ウェクスラー式知能尺度の基本的考え方と特性を述
べるとともにこの検査の解説と実用性にもふれる。ま

7 臨床心理学的アセスメン た、質問紙の一般的特質、効用と限界、代表的な質問 伊藤研一
ト（4）・1 紙検査YG、　MPI、GHQについても解説する。 （大正大学専任講師）

量
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担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

投映法の特質と分類を解説するとともに、とくにそ
の代表的技法としてロールシャッハ法および樹木描画

8 臨床心理学的アセスメン 法（バウム・テスト）について説明し、実例を示す。 村瀬孝雄ト（4）・2

アセスメントの解釈とは、仮説をつくりあげる力で
あることを説明し、この仮説と現実との交流、総合的

9 臨床心理学的アセスメン 所見の重要性と困難性、検査報告について解説する。 同　　上
ト（5）

原点としての精神分析療法を粗描した後、心理療法
の一般的条件と諸種の立場を、四つの流れに期lIして

10 心理i療法とは何か 概観するとともに、心理療法の典型的過程について、 同　　上
一つのモデルを示して解説を行う。

精神分析のもっとも基本的な人間理解の特質として、

無意識仮説、心理・性的経験の重視、幼児期の重視を
1
1

精　　神　　分　　析 あげて解説し、次いで、この療法の技法と過程につい 同　　上
て、実例に即して説明する。

アメリカ生まれのいくっかの立場では、現在の治療
者・患者関係を生きること、それ自体をもって治療的

12 来談者中心療法 とみなした。治療者の提供する成長促進的態度につい 同　　上
て述べるとともに、個人が自己の内的な体験過程にフ
オーカスする技法を用いる立場の解説もする。

行動主義心理学の立場から、完全に客観的にとらえ
られる行動を、学習心理学の実験的成果に基づき、脱

1
3

行　　動　　療　　法 感作等の技法等を用いて変容しようとすることを解説 同　　上
する。

日本で生まれ、発展してさだまったく独自の治療法
が森田療法と内観法であり、この両者によって立つ人

1
4

森田療法と内観療法 間詰や目指す治療像は、基本的共通性をもつが具体的 同　　上
手続きはまったく対照的である。これらのことについ
て、ややくわしく解説する。

従来の面接室という場を用いての対人関係中心の治
療的観点を補う新しい企てとして、地域社会や共同体

15 コミュニティ心理学 の方へ心理臨床家が出ていき、柔軟で多様な働きかけ 同　　上
を試み始めている。分裂病者の社会復帰活動、自閉症
児の親や家族への支援、自殺予防のための電話相談な
どがこれにあたる。
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　＝深層心理学：＝（R）
〔主任講師：織田尚生（甲南大学教授）〕

全体のねらい
　深層心理学の基本構造である意識と無意識との相互関係について、事例を取り上げながら分かりやすく解
説する。ユング派の立場からユングとフロイトの考え方を取り上げ、その異同を明らかにする。さらに分析
心理学と精神分析に関して、古典的な考えのみならず、この領域の新しい動きについても触れる。

担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

フロイトとユングがどのようにして、無意識の存在
に気づくようになったか、その研究史について述べる。

1 無意識の心理学 織田尚生
（甲南大学教授）

自我の機能が、さらには自我がコンプレックスの存
在によって、いかに強く影響を受けるかを考える。

2 自我とコンプレックス 同　　上

精神分析および分析心理学における発達仮説に関し
て述べる。さらにコンプレックスが解消される過程に

3 心　　の　　発　　達 ついて、心理療法の実際に触れながら解説する。 同　　上

深層心理の内容と密接に関係し、また重要な働きを
するイメージと象徴について、例をあげて考える。

4 イメージと象徴 同　　上

無意識の生み出した心的内容である夢を取り上げ、
そのさまざまな特徴について検討する。

5 夢と　その特性 同　　上

心理療法の技法としての夢分析について、わかりや
すく解説する。

6 夢　　の　　分　　析 同　・　上

親のイメージを検討することよって、普遍的無意識
とその内容である元三について述べる。

7 父と母の元型 同　　上
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担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

個人のみならず集団の心理を理解する場合にも鍵概
念になる、影（shadow）の問題を論じる。

8 影　の　心　理　学 織田尚生

ユングのペルソナという概念を取り上げて、人間の
外的および内的適応について検討する。

9 ペルソナとこころ
P
｛

同　　上

1

i
人間の心理的な成長のためには、心の中の異性（ア

jマとアニムス）の発達が大切であることを述べる。
1
0
1
心
の
中
の
異
性
　
i

同　　上

意識の中心をなす自我が、無意識の深層からセルフ
によって統御されている点を論じる。

1
1 自我と　セルフ 同　　上

1

i

12

i

　　　　　　　　　ユングの考えた心の成長過程である個性化について@　　　　　　　1　　　　　　　　解説し、心的危機における布置と共時性の問題にも触個性化と布劃れる・　　　　　　　　i

同　　上

深層心理学と文化人類学（象徴人類学）や比較宗教
i 学との学際領域の問題として、イニシエーションと心

1
3
1
イ
弦
工
臨
シ
ョ
ン
と
コ
ス
　
i
モ
ロ
ソ
ー
　
i

理療法との関連性について論じ、さらに内的なコスモ

鴻Wーの意義にも言及する。
同　　上

元型的イメージの表現としての神話と昔話の重要性
について述べ、前章につついて心理療法とコスモロジ

14 神話と昔話の心理学 一との関係を研究する。 同　　上

ユングの分析心理学の視点から、日本人心性、特に
その特徴である中心志向性について述べる。

15 日本人の深層 同　　上
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＝カウンセリング＝（R）
〔主任講師：佐治守夫（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい
　カウンセリングについて、その基本的な理論と、実践上の技法を学ぶことを目標とする。そして

歴史的な過程をも含めて、今までの著名な理論家達の考え方を紹介し、同時にカウンセラーの態度

実践上の倫理的問題、社会からの要請、訓練の方法などにもふれる。事例を＝適宜、捜入することで

理解をふかめる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

カウンセリング、心理治療、さらに広く、人間
援助の方法を概観し、このような領域が現在ま 佐　治　守　夫

1 カウンセリングと すます注目されつつある状況を考える。家庭内 （日本・精神技術研究所

は何か（序論） の問題、子どもの発達と教育にかかわって、学 ・心理臨床センター所長）

校での問題、職業、職場にかかわる問題などな
ﾇ。事例（1）、登校拒否

（東京大学名誉教授）

カウンセリングの定義は、後にのべる様々の理

論によって微妙なちがいがある。ここでは、か
2 カウンセリングの なり包括的に、今日通用している定義について 同・　上

定義（1） のべる。

カウンセリングの定義（1）をふまえて、様々な立

場で特に強調される諸点をとりあげて評説する。

3 カウンセリングの カウンセリングは、そのように立つ、パーソナ 同　　　上

定義② リティ理論と切りはなせないこと、人間の成熟、

健康についての考え方と密着していることもの
べる　事例（2）

4 望ましい特殊な対 同　　　上

人関係

力働精神医学の黎明とその展開。フロイト精神

分析が生れるまで
5 心理療法の展開（1） 「メスメルと動物磁気術」 同　　　上

「シャルコーとジャネー」その後の展開

プロイェルBreuer　J。の除反応（Abreaction）

の理論とフロイトFreud　S。
6 心理療法の展開② 「フロイトの基本的理論」 同　　　上・

「自由連想法」

フロイトの基礎的な発見とその理論

「抵抗（resis加nce）と抑圧（repression）」
7 心理療法の展開（3） 「不安と防衛」 同　　　上

「性的衝動」

「精神力学（psychodynamics）」
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「フロイト補遺」

「ユンクCarl　Gustav　Jung．1875－1961」

フロイト以後の展開（1） 「全体的自己曲01e　self」

8 一特にユンクを

@　　中心として一

「投影、及びその他の症状」

u集合的、普遍的無意識（collective，㎜．iversal
浮獅モ盾獅唐モ奄nUS）」

佐　治　守　夫

「ユンクのコンプレックス」

「自我と自己ego－selfと真の自己real　self」

「ユンクの精神療法」

9 フロイト以後の展開（2） 「新フロイト派（Neo－Freudian）」
同　　　上

10 ロジャースの貢献 同　　　上
一クラインス中心療法一

「治療に：よるパーソナリティの変化」

11 ロジャースにお・け

骼｡療関係の意味

「変化したパーソナリティの特徴」

uパーソナリティ変化の条件」の検討 同　　　上

この理論で取りあげられなかったもの
ロジャースに澄け

12 る治療的変化の仮 同　　　上
説と理論の特徴

「事例を取りあげる意味と、その際の注意につ

13 治療的面接（カウン

Zリングの実際（1）

いて」

u事例の概要」

u最初の面接に：至るまでの接触の重要さ」

同　　　上

「第1回目の面接、沈黙と砂場の作品」

「第1回目の面接、沈黙と砂場の作品」
「2回目以降のサボテンの意味ある出現」

14 治療的面接（カウン

Zリングの実際（2）

「3回目から5回目のキャンセルまでサボテン
�ﾊじての関係のふかまりと、その結果として

同　　　上

の治療者の介入の失敗」

「5回目のキャンセルをめぐって」

クライエントの陰性転移感情、両向性感情にど

のように共感し、対応することができるか、あ
15 治療的面接（カウン

Zリングの実際（3）
わせて治療者の反対転移について 同　　　上
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　　　　　　　　＝心理・教育に澄ける測定法＝（TV）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：肥田野直（東北大学名誉教授）〕

全体のねらい
　学校や社会において、種々の測定が行われている。それは何を、どんな方法で測っているのであろう

かQ

　測定法の基礎となる原理は何であろうか。また、測定の際にどんな誤差が生じやすいのか、その誤差

を除くにはどうしたらよいのか。これらの知識を基礎にして測定値を正しく解釈し、適切に利用する仕

方を学びたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

八間を対象とする測定法にはどんな種類があ

1 測定とは何か（1）

るだろうか。学校生活や社会生活の中で行われ

ﾄいる測定の例を考えてみよう。測定の誤差の

ｫ質とその扱い方を通じて、測定の基本的概念

　肥田野　　　直

i東北大学名誉教授）

を学ぶことにする。

ここでは測定の基本的特性について考える。

2 測定とは何か（2）
直i接測定と間接測定の区別、測定の信頼性や妥

鱒ｫの問題など、心理学および教育学における
池　田　　　央

i立教大学教授）
測定に共通した基本概念を解説する。

一番身近な測定の例として学校に澄ける学力

の測定を取り上げる。学力測定の方法、種類、

3 学　力の　測　定 結果の表し方、素点と標準点の違い、集団準拠 同　　　上

測定と目標準拠測定の区別：などについて触れる。

知能測定法の歴史、知能検査はどの様な必要

性から生まれてきたのか。またどのような形で

4 知　能の測　定 発達してきたのか、知能測定の結果はどの様に 同　　　上

表示されるか、知能検査の種類、それによって

示される知能の概念などについて解説する。
ノ

パーソナリティの測定はどんな原理に基づい

5
パーソナリティの
ｪ　　　　　　定

て行われるのか。その測定法はどんな条件の下

ﾉ実施できるのか。パーソナリティの測定の生

ｶる測定誤差はどうしたら避けられるか。測定

肥田野　　　直

結果はどう解釈したらよいかを考える。

入間関係の緊密さや集団内の社会的地位を測

定するにはどうしたらよいか。また～リーダー

6 人間関係の測定 シップを測定するにはどうしたらよいか、’これ 同　　　上

らの測定法の基礎とその問題点について考える。

態度はどの様に定義され測定されるのか。そ

の代表的な測定方法と、その根底にある基本的

7 態度の測定 な考え方澄よびその限界について考える。また、 池　田　　　央

これと関係の深い最近の展開についても触れる。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 価値観の測定

　価値観の多様化といわれる現代における、諸

墲ﾌ測定法、把握法とその問題点についてふれ

驕B歴史的な展開の経緯と最近の測定事例を引

pする。

吉　田　正　昭

i中央大学教授）

9
閾と主観的等価点

ﾌ測定

　閾と主観的等価点につき、具体例をあげて解説を加える。ついで、それらの測定に用いられる精神物理学的方法のうち、ここでは調整法と

ﾉ限法とを取り上げて説明する。このほか、言
tや文字などを提示材料にしたときの、認知閾
ﾌ測定方法にも言及する。

鳥　居　修　晃

i東京大学教授）

10 色の認知と分光感度

　色彩視が成立するための前提条件について述べ、色覚の仕組みを明らかにするための研究例

�ﾐ介する。とくに、分光感度測定の具体例と
ｵて、明所視と暗所視の比視感度の測定結果と
摯ｪ閾を指標とした分光感度の測定データの一・
痰�謔闖繧ｰ、検討と考察を試みる。このほか、上下法と恒常法による閾測定の一般的手続につ

｢ても解説を加える。

同　　　上

11 運動と形の認知

　仮現運動に関する古典的研究を紹介し、視覚
ﾌ域だけでなく、聴覚、触覚の各領域について
煢ｼ現運動が起こることを明らかにした近年の
､究を取り上げる。ついで、ランダム・ドット・パターンを提示材料とした仮現運動に関する

ﾟ年の研究例に触れる。さらに、運動対象の形
ﾌ認知に関する研究例、運動視に及ぼすストロ
{照明効果についての研究例にも言及する。

同　　　上

12 香りと手触りの認定

　視覚や頭覚のように認識的側面の強い感覚と

ﾙり、嗅覚や触覚は感情的好悪と強く結びつい

ﾄいる。従って昔は美的感覚の問題とされてき

ｽが、現代では統計学的ないしは計量心理的測

閧ｪすすんでいる。その一論を紹介する。

吉　田　正　昭

13 味：　の　測　　定

　味と香りは機器測定が出来ぬといわれている

ｪ補助道具としてのマイクロコンピュータなど

ﾍ有用である。これを用いて人間が感覚量を表

ｻするときの問題点について考察する。

同　　　上

14
重量感・触覚二点

№ﾌ測定

　重量感あるいは重さの感覚に関する弁別閾の
ｪ定結果とそこから導かれたウェーバーの法則
ｻの他について紹介する。ついで、シャルパン
eィエ効果に触れ、その成立条件について考え
ﾄみる。さらに、触覚二点閾を測定する方法、
ﾆくに恒常法と閾値算出法の一つについて解説
�ﾁえる。

鳥　居　修　晃

15 測定をめぐる諸問題

　測定について種々の角度から考えてきたが、

ｻれらに共通する問題や残された問題について、

S当講師全体でまとめを行う。 肥田野　　　直
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＝＝ qどもの心身機能の発達と障害＝（TV）

〔主任講師：帆足英一（都立母子保健院乳児養育科部長）〕

全体のねらい

　乳児期から幼児期にかけて、子どもはめざましい心身機能の発達をとげていく。その背景には生理的

な身体機能の発達と、人格形成にいたる母子関係や自我・自主性の発達といった二？の課題の調和が必

要となる。これらの子どものからだと心の発達について、そのトラブルへの対応を含めて理解を深めて

いきたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

母子関係・自我の

ｭ達課題と心身機

¥

　子どもの人格形成にとって重要な母子関係と自

艨E自主性の発達について、乳児期、幼児期、学

ｶ期といった成長過程における課題とその獲得過

�ﾉおける心身機能と障害について概説する。

帆　足　英一
i都立母子保健院

緖剽{育科部長）

2
アタッチメントの

`成と母子関係

　アタッチメント理論と、それにまつわる子ども

ﾌ発達、あるいはアタヅチメントの形成に関与す

體緖刳冾ﾌ要因、母親側の要因などについて、最

ﾟの研究を含めて紹介しながら、その意義につい

ﾄ解説する。

　吉　田　弘　道
i日本児童手当協会

ｬ児保健部専門職員）

3 乳　児　の　発　達

　新生児期から乳児期にかけて、赤ちゃんはめざ、

ﾜしい発達過程をたどっていくが、反射機能、運

ｮ機能の発達過程を中心に、脊髄神経レベルから

蜚]皮質レベルへの歩みと母親を中心とした養育

ﾒのかかわりについて解説する。

横井茂夫
i都立母子保健院

@　小児科医長）

4 睡眠の発達と障害

　睡眠リズムの発達過程を新生児期から乳幼児期、

w童期へとたどり、その発達、分化過程で生じる

gラブル、夜泣きや夜驚、不眠等についてその原

�ﾆ対策を述べる。

帆　足　英　一

5
摂食機能の発達と

瘧Q

　新生児期の哺乳機能、乳児期における咀しゃく

竄ｦん下機能など摂食機能の発達過程について解

烽ｷる。また、ミルク嫌いや拒食症、少食や偏食

ﾆいった摂食障害について発達的にその原因と対

��qべる。

同　　　上

6

排泄の発達と障害
iその1：トイレヅ

g・トレーニング）

　排尿、排便といった排泄機能の発達を生理的な

赶ﾕをもとに述べ、ついで発達段階に対応したト

Cレット・トレーニングのあり方について解説す

驕Bまた昼間遺尿や遺糞といった排泄障害とその

ﾎ応について述べる。

同　　　上

7
排泄の発達と障害

iその2：夜尿症）

　おねしょ（夜尿）が自立していく過程を生理的

ﾉ解説し、その発達障害である夜尿症について、

a態別（多量遺尿症・排尿機能未熟型・混合型）

ﾌ原因、生活指導、治療について述べる。

同　　　上

一315一



回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 生活リズムと発達

　子どもの生活リズムを構成する主要な要素であ

髏⊥ｰ覚醒リズムと摂食リズムの意義について述

ﾗ、これらの生活リズム障害が乳幼児の発達にい

ｩに影響するかについて、事例を紹介しながら解

烽ｷるQ

帆　足　英　一

9
　ことばの発達と障

Q
…

　意志（コミュニケーション）の伝達の一手段で

?骭ｾ語の獲得過程について解説し、その障害で

?骭ｾ語遅滞や吃音、かん黙などについて、事例

�ﾐ介しながら、その原因と対応について述べる。
同　　　上

　i　｝移行対象の発達と10慮義

@；

　乳幼児が肌身離さず持ち歩き、それがないと著

ｵい不安を示す毛布、ぬいぐるみ、人形などを移

s対象という。この移行対象の出現と消失過程を

ｪ析し、その発達的な意義を母子関係とのかかわ

閧�ｲに解説するQ

井　原　成　男

i東京慈恵会医科

蜉w助手）

11

｛1子どものくせ

　　　　　　　　　　　　　一一一』　…　　一　｝一　一一　一一　　一＿　＿＿冨　r　，

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i?ｨ潔撫急言田無謬論二一例を中心にその背散ある発達的な問題を脚司帆足英＿ながら、その問題解決への過程について解説する。i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♂　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　　　　　一｝

12
病気に対する子ど

烽ﾌ心理的反応

子ど備気になったとき烹の子どもと耐の高々にさまざまな心理的反応がみられる。このような際に真の相互理解と援助を実現し、かつ新たな心理的問題への発展を予防するために、よく生じる心理反応について学ぶ。

　奥　山　真紀子

i埼玉小児医療セン

^ー附属大宮小児保

茶Zンター医長）

13
虐待を受ける子ど

烽ｽち

　虐待を受ける子どもたちは、乳児を含めて年々

揄ﾁしつつある。その実態と背景を分析すると共

ﾉ、それらの親子への援助について、乳児院にお
ｯる経験：のもとに解説する。

庄　司　順　一

i都立母子保健院

@　心理指導員）

14
登校拒否へのアプ

香[チ（その1）

　登校拒否児の多くは、過去に一過性の登園拒否

�o験していたり、頭痛や腹痛などの不定愁訴と

｢われる前駆症状からはじまることが多い。これ
轤ﾌ子どからのサインをどのように理解し対応すべきかについて、事例を紹介しながら解説する。

帆　足　英　一

15
登校拒否へのアブ

E一チ（その2）

　登校拒否児にみられる昼夜逆転例や家庭内、暴力

痰�ﾐ介しながら、乳幼児期から学童期にかけて

ﾌ母子関係や自我・自主性の発達課題が人格形成

ﾌ上でいかに重要であるかについて理解を深める。
同　　　上
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＝児童の心理と教育＝（R）
〔主任講師　三宅　和夫（川村学園女子大学教授）〕

全体のねらい

　ヒトが生まれてからおよそ10年間すなわち小学校卒業のころまでの心理的発達の姿について最近の

研究成果をふまえて検討し、さらに子どもの発達を促進したりさまたげたりする要因を考察し、どのよ

うな教育的な配慮をすることが必要であるかについても考えてみたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
子どもの心理的発

F達と教育一序論一

　生後のおよそ十年という期間に子どもは心身と

烽ﾉめざましい発達をとげる。生物としてのヒト
ｪ社会的人間になっていく変化の過程がどのよう
ﾈメカニズムによって進行するかについてのいく
ﾂかの異なる考え方を提示して、2回目以後の導
?ﾆする。

三　宅　和　夫
i川村学園女子

@　　大学教授）

2
新生児・乳児の能

P力
P

　人生の出発点においてヒトがどのような能力を1身につけているのかについて近年の研究が明らかl

撃ﾉしたところを説明し、ヒトがはじめからまわり
oの環境と能動的なかかわりをもって発達していく
oことを明らかにする・

同　　　上

　l
@i31母と子の相互作用

@i
@i

　　　m　”一一訥蘭一Y“’　鴇一　一｝　　ヤ

@生まれたその日から母と子は毎日いろいろなや
閧ﾆりをすることになる。以前考えられていたよ
､に、母から子へという一方的な影響ではなく、
qから母へという方向での影響もまた重視される。
ｱのようにして母子が育ちあっていくということ
ﾉついて考える。

同　　　上

4
家族のなかの子ど

　現代社会は子育てにとって昔にはなかったよう

ﾈさまざまな問題を生んでいるQ育児ということ
�齊qの関係だけで考えるのでは不十分であり、
ヰeの役割、家庭外からの援助のあり方などを検
｢することが大切であり、さらにそれらの相互に
yぼす影響についても考える。

同　　　上

5
日本の母子関係の

ﾁ徴

　わが国の母子関係は非常に密着したものであり、

齔eが子どもを甘やかす傾向が欧米の研究者によ
ﾁて指摘されてきている。今日の核家族少子化の
�ｵでは、このような傾向はいっそう顕著になる
ﾆも考えられる。そこで最近の研究の結果からこ
､したことを検討する。

同　　　上

6 知的能力の発達

　子どは誕生以来、世の中の事象や自身のことに

ﾂいて知識を獲得し、構造化していく。こうした
m的活動の発達はどのようにおこるのか、そのメ
Jニズムと様相について中心的な発達理論を紹介
ｵながら解説する。

田　島　信　元

i東京外国語大学

@　　　助教授）

7
就学三児の思考の

ｭ達

　子どは生まれながらに優れた学習・思考能力を
揩ｿ、それを発揮することにより徐々に知識を集
ﾏする。しかし乳幼児期は知識を表現する手段が
Cメージに基づくため、非論理的側面を持つとい・われる。こうした独自性を中心に、思考能力発揮

ﾌ条件について考察する。

同　　　上
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 知的発達と環境

　知的発達の様相は文化的、社会的、教育的環境条件によって異なってくることを比較文化的研究に基づいて解説する。さらに、知的発達の個人差が具体的にどのような環境条件のあり方によって

ｶずるのか、そのメカニズムについて考えてみる。

田　島　信　元

9
仲間遊びの発達と

ｳ育的意義

　就学前期から学童期において遊びは子どもの発達にとって非常に重要である。子どもをどのような視点でとらえたらよいかを考えるとともに、今日の子どもの遊びの実態について検討し、遊びの

ｳ育的な意義について考察する。

三　宅　和　夫

10
行動基準の形成と

ﾐ会化

子どもは社会の中で次第に生物としてのヒトか
邇ﾐ会的人間になっていく。これは社会化の過程

ﾆいわれる。このような過程を子どもがさまざま
ﾈ行動基準を身につけていく一連のものとしてと
轤ｦることができる。そこにおいて子どもに生じ
髢竭閧ﾉついて考える。

同　　　上

11
自己の発達と社会

ｻ

　子どもは乳児期にはじまって次第に一個の独立した存在としての姿をはっきりさせていく。これを自己意識の発達という視点から考えてみる。またこのことを家庭、近隣i、学校という子どもがかかわりを持つ場との関係で検討する。

同　　　上

12
数量の理解の発達

ﾆ教育

　幼児期から児童期にかけて発達する重要な知識の一つに、・数・量概念がある。これは最初、量に．かかわる経験：（大・多・長など）からはじまり、数概念、さらに演算へと進むが、これらは子ども自身の活動そのものから抽象される。数量の理解と教育の関係について考察を深める。

田　島　信　元

13
読み書き能力の発

Bと教育

　言語発達には幼児期の話しことば（音声言語）の習得に加え、児童期にかけての書きことば（文字言語）の習得という側面がみられ、言語生活は

��Iに＝豊かになっていく。文字習得、読書能力、

?ｶ能力の発達について、教育との関係を含めて
l察する。

同　　　．上

14
論理的思考力の発

Bと教育

　幼児期における非論理性を持った思考から、論理的思考能力が十分発揮されるようになる児童期を中心に、抽象的論理操作が可能になる段階まで

�T観する。その発達には言語・記号を思考の手
iにすることとかかわっており、学校教育がそれ
ﾉ果たす役割にも言及する。

同　　　上

15
学校環境と教育・

ｭ達
同　　　上

一318一



　　　　　　　　　　　＝青年の心理と教育＝・（R）

　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：宮川知彰（東北大学名誉教授）〕

全体のねらい
　青年期が人生経過の中で、また人の精神発達にお・いて、どのような役割・課題・意義をもつかをさま

ざまな視点から検討し、青年のための教育がどうあるべきかについて考えてみる。

回。 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

青年期の開高高と終期とをどうとらえるのか、

青年期　と　は 青年の心理行動は、児童や成人のそれに比べてど 宮　川　知　彰

1 一「青年」の
のよう＝な特徴的な性質をもっか、そして青年心理

wはいかなる課題をもつかについて考えてみる。 （東北大学名誉教）

誕生一

青年心理学の研究法
　青年を個として把える立場と一般として把える

ｧ場がある。こうした目標の違いによって、この 久　世敏　雄

2 一その方法論と

@　　　　　方法一

方法論と方法は異なっている。ここでは、その二

ﾂの立場と方法を解説し、さらに、個と一般（普

ﾊ）についての問題を考察する。

（名古屋大学教授）

身体的成熟（特に第二次性徴の発現）が青年の

青年期のからだと心 心理面にどのような影響を及ぼすのか。性的成熟 福　富　　　護

3 一からだとの出会
を通して、青年がどのような問題に直面し解決し
ﾄいかなければならないのか。男の子・女の子か （東京学芸大学教授）

いと性の問題一 ら男性・女性としていかに自己を確立していかな
ければならないのか。

青年期は、複数の進路可能性の中から、自らの

進　　路　選　　択 進路を決定していく時期でもある。現代の日本社 片　岡　　　彰

4 一青年の発達
会というしくみの中で、青年達はどのように進路

�I択しているのか、青年期の発達課題とのかか （東北大学助手）

課題一 わりを通して、その実態と援助のあり方について
考察を進める。

青年が自我を確立し、主体的な自己であろうと
反　　　　　　抗 努力する過程で、青年の発達を阻害するかの如く 佐　竹　宣　夫

5 一人生・社会

@　　　と青年一

青年が認識する既存の権威に対して“反抗”する

ﾌはむしろ当然である。青年の権利である健康な

ｽ抗と青年の発達との関係を考えてみたい。

（芝浦工業大学教授）

青年期に形成される友情は、われわれの生涯に
友情　と　仲　間 とって極めて重要な意：味をもっている。

6 一青年と集団 青年の友情形成と青年の集団活動がどのように 同　上

活動一
おこなわれているのか、それが青年の発達にとっ

ﾄ、どんな意義があるのか考えてみたい。

青年期における人間形成にとって特別な重要性

青年の生活構造 を持つ活動として、学習と余暇をあげることが出 斉　藤　耕　二

7 一学習と余暇の活 来る。多くの青年達が高等学校、大学に通う生活
を送っている現在、学習と余暇はその生活の中心 （東京学芸大学教授）

動を中心として一 となる位置を占めている。この二つの活動の意義
について考えてみる。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

今日の女乎青年
　ライフ・サイクルの変化、出生率の減少、高学
�ｻ：などによって女性の就業が増大している。し 江　川　　　亮

8 一女子青年と

@　　　　職業一

かし、雇用均等法が施行されても、雇用条件の性
ｷ別が解消される見通しもない。こうした就業構
｢の中で変動する女子青年の職業観、結婚観や性

（芝浦工業大学教授）

役割観などを考察する。

今日の勤労青年
　いわゆる技術革新の進展のもとで、人間労働の
P純化、細分化、規制化が進行している。その職

9 一その職業観と 場で、単調労働を強いられる青年たちの過酷なま
ﾅの心理的・生理的負担の実態を明らかにすると

同　上

勤労観一 ともに、欧米に耀ける“労働の人間化”の試みに
ついても触れてみたい。

青年の精神病理 青年期には、精神内界の均衡を保ちながらおと

10
一思春期心身症、

な社会に適応できる人格を形成していくことが期

ﾒされるが、体の急激な変化や環境刺激がストレ
中　村　雅　知

登校拒否、留年、

ｩ殺、性の問題一

スとして作用し非適応状態を招くことがある。こ
ｱでは、精神的な病理現象を通して青年の心理に
ﾂいて理解を深める。

（東北大学助教授）

青年の非適応のもう一つの現れは、他者とのか

青年のつまづき かわりの領域に澄いてである。非行・暴力・いじ

11 一非行・暴力・
めには、いきいきとした生への意欲と他者への思
｢やりが失われている。ここでは、逸脱行動を通

同　上

いじめ一 して、彼らのつまずきと、これへの対処の仕方を
考えてみる。

青年の活動意欲
　現代の青年は、どのような物や事柄に価値を置いて行動しているのか。現代青年の「生きがい」

12 一「やる気」・「生 「価値意識」の実態を検討しながら、青年の行動 片　岡　　　彰

きがい」の問題一
の源泉としての「やる気」「活動意欲」を考察す

驕B

青年文　化論
現代社会では、青年達は、成人や子供達とは異

ﾈった、独自な文化を持っている。この青年文化

13 一青年期に慕ける の特質、心理的機能を検討して、青年期と社会の 斉藤　耕　二

社会化と世代一
関係について理解を深める。

この問題の考察はさまざまな視点から展開する

現代の青年論 ことができるが、ここでは、その基底となる青年

14 　　　－一■　黹Aイアンティティ
心理の諸理論が構成されてきた道筋として、生物
w的、社会的、世代的要因、さらに、コーホート 久　世　敏　雄

アパシー、etc一 と歴史の要因にふれ、現代の青年論一アィデンテ
イティ、アパシーなどについて述べる。

青年心理学と教育
　青年心理学の成立とその発展の歴史の中でこの

w問がこれまでの青年教育において果してきた役

15 一青年心理学 割を概観するとともに、今後のこの学問の使命に 宮　川　知　彰

小史一
ついて考えてみる。
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＝老人の心理と教育＝（R）

〔圭鷺巻帯鰐守秘轟轟麹

全体のねらい

　高齢化社会の到来とともに老人問題は大きな国民的課題として、老人処遇の問題が種々論ぜられて

いるが、これらはいつれも先づ老人の心理を解することから始めなくてはならないであろう。ここで

は先づ正常老人及び異常老人の心理について考察し、終りに老年期の生き方について少しく論述して

みたい。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

なぜ老入の心理を学ぶことが必要になってき
たのであろうか。その理由を

1
老入の心理を学ぶ

ﾐ会的　背　景
①高齢化社会の到来②ライフサイクルの変化
B家制度の崩壊　　④高度産業社会の到来
D老人能力の開発　　⑥死をめぐる諸問題

荒井保　男
i：飯山医院長）

などを中心に、その社会的背景を考察する。

老化とは何か。老化の概念について口述し、

老化学説を紹介しながら、脳の老化に言及する。

2 老化の　概念 同　　　上

老人の心理は、　「老い」を自覚し、　「老い」

をどのように受容し、自己をどのように変容さ

3 「老い」の自覚
せて、　「老い」に適応してゆくか、という問題
ﾆしてとらえることもできる。ここでは「老い」

同　　　上

の自覚発現年齢、その契機や社会的要因などを
中心に論述する。

老年期には感覚器官、知覚機能が低下するた
めに、環境からの情報（刺激）を正確にしかも

4 老人の感覚と知覚
速く知覚・認知することが困難になりやすい。
糾o、聴覚を中心に、加齢に伴う感覚・知覚機

長　嶋　紀　一

i日本大学教授）
能の変化が、行動やパーソナリティに及ぼす影
響についても口述する。

老年期には、健康な人でも大なり小なり記憶
力の衰えを経験する。これは、新しい・事を憶え

5 老入の　記憶
られなくなるためなのか、憶えたことを思い出
ｹなくなるためなのか？記憶減退に関する、最

星　　　　　薫

i放送大学助教授）
近のいくつかの理論を紹介しつつ、老人の記憶
について考えてみよう。

年をとると知能が低下する、と思われている
が、これは老化性痴呆の病態などが極端に一般

6 老人　の　知　能
化されたものであることが多い。ここでは老人
ﾌ知能の実際の姿について考察するが、百歳老

井上勝　也
i筑波大学助教授）

人の知能や知能の病態としての痴呆についても
触れ、考察を深めてみたい。

老人になると人格は本当に変化するのであろ

うか、変化するとすればどのように変化するの

7 老人の　旧格 であろうか？　又変化させる要因は何なのであ 荒井　保　男
ろうか、以上のようなことに考察を加えながら

老人の人格について論述する。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 老　入　　と　性

　人間の性は乳児の時代から意識や行動として顕在し、また潜在しながらも成長の過程をたどり、老年期に至っても消滅するものではない、ここでは老年期の性について行われた実態調査を紹介しながら、老年期の性について考察を加え、老婚の問題にもふれたい。

荒井　保　男

9 老入の生きがい
i生きがい論）

　生きがい、という問題は、人の口の端にのぼることは多いが、改めて生きがいを概念規定しようとすると、なかなか難しいものである。本講では、老年期になって人はなぜ急に生きがいを必要とするようになるのか、から考察を始め、生きがいの本質について論究する。

井上　勝　也

10 老入　と　社　会

　年をとって仕事から離れると、家族と地域社会の持つ意味が重要になってくる。また多くの人にとって老人のための社会制度やサービスが、生活して行く上で不可欠のものとなる。本講では老人にとって大切な社会のこれら3つの側面の現状と将来について考察する。

前　田　大　作

i日本社会事業
@　大学教授）

11 老年期　と　死 荒　井　保　男

12 老年期の精神障害

　老年期の精神障害一般について述べ、とくに

V年期の痴呆について少しく詳述したい。

同　　　上

13
痴呆性老入の心理
ﾆその扱い方

長　嶋　紀　一・

14

老齢者の言語問題一その心理とリハビリテーションー

　老人にとって、老化現象は一般的事象で、その代表的問題に耳の「聴え」の衰えがある。い

墲艪髦V人性難聴は言語障害に関連する。また、いわゆる老人病といわれる脳血管障害は、特に、

ｸ語症を併発する、失語病問題とそのリハビリテーションについて考察する。

内須川　　　沸

i筑波大学教授）

15 老年期を生きる 　宮　川　知彰
i東北大学名誉教授）

一322一



＝障害児の心理と教育＝　（R）

　　　　　　　　　　　〔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。本講では、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、診断・判断、研究法などを検討すると共に、後半の各論で

は、障害の各領域別に、心身の発達的特徴と教育、福祉の在り方などを一連に考え、障害児への一般的

な理解を深めたい。

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なのか、各障害の

1
障害児とはどのよ

､な子どもか

別に、その定義と類型を、主に心理学的、社会学

I、医学・生理学的な見地から総合的に解説する。
寺　田　　　晃

i東北大学教授）

障害児に対する学校教育の理念と目的および目

2
障害児教育の目的

標、普通教育との内容・方法・評価面の違い、特

鼡ｳ育の現状などを述べ、あわせて障害児に関す 同　上
と歴史的発展．

る研究、教育（養育）一般の歴史的なあゆみにっ

いて概説する。

障害児の病理（身体・諸器官ほか）、心理（認
知、人格・情動、社会的行動ほか）、教育（教育

3．
障害児の研究・教

轤ﾌ課題と方法
内容、・方法ほか）の各分野にわたり、従来の研
?E教育の概況と傾向を捉えるとともに、現下の

　田　中　農夫男

i宮城教育大学教授）

教育・心理の研究の課題性を考え、研究法を指摘
する。

主に医学・生理学、心理学の見地から、障害児

4
障害の原因と

@　　診断・判断

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、心理学による障害の測定・評価の方法

ﾈいし診断・判断の実際的技法と問題点などを解

寺　田　　　晃

ｺ井　憲　男
i東北大学助教授）

説する。

マ 発達とは一般にどんな機構と段階とを経て展開
i発達：と障害　　1 するものであるのかを、個体発生の側面から検討

5 i一発達の仕組みと し、従来の発達理論を紹介するとともに、発達に 寺　田　　　晃

i　　障害一
ｫ
…

対処して障害がいかに位置づけられるかを考える。

発達における親の役割と意義、障害にかかわる

発達と障害　H 家庭的条件、学校教育・社会生活の諸問題などを 寺　田　　　晃

6 一障害児と家庭・ 概観し、その考察から発達と障害の二次的効果を 仁平　義　明

学校澄よび社会一 指摘するとともに、家庭・学校・社会の在り方を （東北大学助教授）

検討する◎

視覚障害児の身体、認知能力、学習能力、人格・
感覚障害論　　1 情動、社会的行動などを通して、視覚障害児の心

7 一視覚障害児の 理的な発達と特徴を概観するとともに、主に盲学 田　中　農夫男

心理と教育一 校での教育の現状と適切化を検討する。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

聴覚障害者（言語障害を含む）の身体、認知能

感覚障害論　H 力、学習能力、人格・情動、社会的行動の各発達 菅　原　廣一
8 一聴覚障害児の と特徴を把握し、主に聾学校教育の現状と最適化 （国立特殊教育

心理と教育一 を考えることにより、感覚障害論をまとめる。 総合研究所室長）

主に医学・生理学、心理学の立場で肢体不自由

9

身体・運動障害論

P一肢体不自由児

ﾌ心理と教育一

児の身体・運動の能力の発達と特徴を捉え、治療

ｳ育ならびに職業的リハビリテーションの現状と

{護学校教育の最適化を検討する。

田　川　元　康

i和歌山大学教授）

10

1身体煙動障害論

@H一病弱児・虚弱

凾ﾌ心理と教育一

　前章と同様な立場で、病弱児・虚弱児の身体と

^動面の障害特徴、心身発達の相互関連性を論じ、

衷寛凾ﾖの復帰、養護学校教育の現状と指導の最

K化を考察し、身体・運動障害論をまとめる。

寺　田　　　晃

ｺ井　憲　男

精神薄弱児の身体・運動の能力、認知能力、人

精神発達障害論 格・情動ならびに社会的行動の発＝達的特徴を述べ、

11 1一精神薄弱児の 特殊学級、養護学校、施設における教育・訓練の 寺　田　　　晃

心理と教育一 現状と適切化、社会的適応等をまとめる。

自閉症児の心理諸機能の発達と特徴を論じ、あ

12
精神発達障害論
g一自閉症児の心

揩ﾆ教育一

わせて家庭・学校・施設等での教育・訓練および

{育の現状と、指導の＝適切化、社会的適応等を論

ｶ、精神発達障害論をまとめる。

　小　松　教　之

i宮城教育大学教授）

＝登校拒否、非行等、いわゆる情緒障害児の心身
情緒・行動障害論 諸機能の諸特徴を述べ、家庭教育と学校教育の現 大　山　正　博

13 1一情緒障害児の

S理と教育一

状、指導および教育相談の在り方などを、非社会

Iならびに反社会的な問題行動型について論じる。
（東北学院大学教授）

学業不振と学習障害の定義および類型、診断と
情緒・行動障害論 判断等について述べ、心理的、環境的側面からの

14 皿一学業師振旦の 特徴と不振の原因を指摘することにより、家庭教 寺　田　　　晃

心理と教育一 育と学校教育、教育相談等を中心とした指導、措

置の適切な在り方を考える。

障害児の福祉の理念と構造、福祉行政実践の現

15
障害児の福祉と教

三等を概観するとともに、第7章から第14章まで

ﾌ各障害型の特徴を総括することにより、福祉と 同　上
育の展望 教育の今後の在り方、問題点を展望する。
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＝言語障害＝（R）
〔主任講師：内須川　洗（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　言語障害の理解に必要な基礎知識を、生理・病理面、発達・学習面、言語関係面から学習する。さ

らに各論として、言語発達遅滞、吃音、音声障害、構音障害、器質的言語障害（口蓋裂・脳性マヒ・

難聴に伴う言語障害等）、および成人の言語障害（失語症等）の各種問題について概述する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 言語の基本的構造

　言語の基本的構造：の理解に必・要な3点につい

ﾄ解説する。（1）言語の2様式（音声言語・文字

ｾ語）、（2）言語のフィードバック機構、（3）音声

ｾ語の4大機能に関する要点を概述する。

@本講義15回のオリエンテーションを行う。

内須川　　　洗

i筑波大学教授）

2 言語障害とは

　言語障害の定義・分類について、主として米
曹ﾉおげる知見を基にして解説する。各種言語
瘧Qの出現率、特徴を概述したのち、言語障害
ﾌ基本的理解に必須の課題について、いわウる
uヴェンデル・ジョンソンの言語関係図」を参

lにして学習する。

同　　　上

3 発達と言語障害

　発達面より言語障害を考察し以下の点につい
ﾄ解説する。（1）スピーチ・レディネス、（2后語
ｭ達遅滞に係わる諸条件、（3）言語障害の心理的
v因、（4）言語保健と言語関係。

@言語障害の基礎問題に、言語学習と発達の課
閧ｪ存在し、その基礎的知見を学習する。

同　　　上

4
言語障害の生理と
a理（1）

　言語表出面の生理と病理について以下の諸点
ﾌ学習をする。（1）発声機構（呼吸器・発声器）、

i2構音機構（発語器・構…音の仕組み）、（3）聴器

ﾌ仕組み（外耳・中耳・内耳）但し神経機構を

怩ｭ。

同　　　上

5
言語障害の生理と
a理（2）

　言語理解面の生理と病理について以下の諸点

ﾌ学習をする。（1）言語活動の基礎としての脳機

¥、②大脳皮質の主要機能、（3）学習の生理学、

i4）聴覚に係わる中枢神経過程（聴覚伝導路の仕

gみ）

同　　　上

6
言語発達遅滞の評

ｿ

　本講義（6回目）以降、言語障害の各論に入

驕B言語発達遅滞の理解を深めるため、発達の

f断・評価面を以下の通り重点的に解説する。

i1）概念、②臨床的評価法、（3）各種検査法、（4）各

甯ｾ語発達遅滞の臨床鑑別上の留意点。

同　　　上

7
言語発達遅滞の治
ﾃ教育

　言語発達遅滞の治療・教育面を中心として以

ｺの課題の学習をする。（1）言語発達遅滞の基礎

P練法、（2洛種の言語発達促進法、（3）行動療法

ﾌ活用d4）言語関係法の活用、（5）米国のIYR

dAL法の紹介。

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

8 吃音の　評価

　吃音を診断・評価する方法について学習する。

ｻのため言語・身体・心理の3側面の理解に必
vな基礎知識について紹介し、吃音の環境論的

揄�A吃音児の臨床診断法について解説する。

内須川　　　洗

9 吃音の治療・教育

　吃音の治療・指導・教育問題を中心として、
c児吃音、学童吃音、成人吃音の治療・指導上
ﾌ相違点、共通点について概述する。また吃音
凵i者）の治療・教育上の留意点、各種治療法の
ﾁ性を解説し、成人吃音のセルフ・ヘルプ・グ
求[プ活動について紹介する。

同　　　上

10 ：構音障害の諸問題

　構音障害のさまざまな種類について紹介し、

ｪ類・原因・言語症状の特徴・治療経過・予後
ﾉふれながら、構音障害の診断・評価の手続、

｡療・訓練法についても解説する。また幼児語

ﾆ構音問題にも言及する。

同　　　上

11
音声と音声障害の
薄竭

　音声障害の・基礎問題として、音声の3要素、

ｷなわち大きさ・高さ・音質にふれて考察する

ﾆともに、音声障害の発生を音声習得過程の不

S、及び病理学的側面から解説する。また音声
瘧Qの種類・評価法・改善法についてもふれる。

同　　　上

12 聴覚と言語障害

　聴力・聴覚の障害が言語障害の発生に及ぼす

e響を考察し、基：礎知識として、難聴の程度・

嵭ﾞ・型について解説する。また難聴に伴う言

E語障害の特性や教育・指導法、補聴器の装用な

ﾇの諸問題にふれる。

同　　　上

13
器質的言語障害と
d複：障害

　　器質的言語障害のさまざまな種類について解‘説し、とくに口蓋裂、脳性マヒ、発達性失語、

@微細脳機能障害などに伴う言語障害問題にふれ
@る。なお障害の重複化傾向に関し、重複：害児教

@育について紹介する。

同　　　上

14
成入の言語障害と
潟nビリテーション

　新たに成人の言語障害問題をとり上げ、失語

ﾇ、マヒ性構音障害、発語失行について解説す

驕B失語症の定義、出現率、診断と治療問題に

ﾂいて、言語障害面から考察し、合わせてリハ

rリテーション問題にふれる。

同　　　上

15
言語障害児教育の
ｻ況と展望

　最後に、我が国の言語障害問題を概観し、ス

sーチ・セラピーの現況、言語障害児教育の現

��l察する。また諸外国の状況と対比しつつ、

｡後の課題、展望について解説する。

同　　　上
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一学習心理学＝（TV）

〔主任講師：金城辰夫（専修大学教授）〕

全体のねらい
　固体は、種々の環境との相互作用のなかで発達していくが、経験や教育を通じて環境への対処の方式が修

得され変化していく側面はr学習」とよばれる。その学習の過程あるいは仕組みに関する心理学的な理論や

研究を中心に、事例も交えながら解説していく。

回 テ　一　r：～ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 学習　と　は

発達には成熟的側面と学習的側面のあることを示し、学
Kのもつ意義ならびに学習の諸定義を述べたうえで、現段
Kでの心理学的アプローチの範囲（各国で取り上げられる
eーマ）を紹介し、取り上げられない領域のあることにも

ｾ及する。

金城辰夫
i専修大学文

w部教授）

金城辰夫
i専修大学文

w部教授）

2 初期的学習

生後比較的間もない時期の経験効果の重要性を示すいく

ﾂかの動物研究一体性知覚制限実験、視知覚制限実験、母
q分離飼育実験、インブリンティグ（刷り込み）研究一を

ﾐ介し解説を加える。
同上

@、

同上

3 条件づけ学習（1）

条件づけの2っのタイプとして、パブロフ型（古典的）
ﾆオペラント型（道具的）のあることを示し、とくにパブ
鴻t型の条件づけにおける強化・消去・般化・分化といっ
ｽ基礎的過程について例示しながら解説する。

同上 同上

4 条件づけ学習②

オペラント型条件づけとしての報酬訓練、逃避・回避訓
禔A罰訓練におけるそれぞれの基礎的過程について述べ、
ﾙ別学習を詳しく取り上げる。そのほか、味覚嫌悪や学習
ｫ無気力の研究例や、できれば行動療法の実例にも触れる。

同上 同上

5 動作学習

知覚「運動競技学習あるいは動作的技能の習熟の過程を
?Sに、フィードバック情報の重要性も含めていき、練習
ﾉあたっての羅宇法・全島法、集中法・分散法、高原現象

ﾌ問題にも触れる。
同上 同上

6 言語の習得過程
i1）

言語習得装置（LAD）をもった乳幼児は、養育者との
褐ﾝ的コミュニケーションに含まれる言語習得支援システ

?iLASS）を介して、共同的注目、支持、要請などの
ﾎ話への原初的形式を習得し、言語使用へとすすむ、とい
､過程について解説する。

萩野美佐子
i上智大学

u師）

萩野美佐子
i上智大学
u師）

7 言語の習得過程
i
2
）

ここでは、言語の記号性を中心に、象徴行動や記号行動
�ﾝていき、チンパンジーの記号学習研究を紹介し、さら
ﾉ、外言から内言への移行、内言による言語的思考、言語
ﾉよる行動調整の問題にも触れる。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 記憶の過程

すべての学習は記憶に依存するが、記憶は記銘（符号化）・保持（貯蔵）・想起（検索）の3機能からなることを情

�?摶ﾍ型などにしたがって解説し、手続記憶と命題記憶のあることにも触れる。
篠原彰一
i東京都立

蜉w人文学
萩ｳ授）

篠原彰一ご
i東京都立

蜉w人文学
萩ｳ授）

9 記銘学習

学習すべき観念や知識が現段階では自分の知識体系には
ﾖ係づけられず、そのままのかたちで丸暗記する機械的受
e学習にあたっての諸現象ならびにその際の忘却過程などについて解説する。

同上 同上

10 有意味受容学習

思考に際してのスキーマとしての意味ネットワークや物

黹Xクリプトあるいは概念の典型（プロトタイプ）につい
ﾄ解説し、そうした既得の知識体系に新しい知識を関係づ
ｯながら習得する過程を説明し、移転の問題にも触れる。

同上 同上

1
1

概念形成と推理

概念の外述一内包関係の習得過程を、幼児児童における
T念形成研究や成人の概念達成研究を交えて解説し、さらに、推理における類推（転覆）的・帰納的・演繹的といっ

ｽ諸形態を事例を用いて示す。
同上 同上

1
2

問題解決と発見

w習

課題状況での行動的・思考的な試行錯誤や見通しや類推を通じての解決過程を解説し、その際の中心転換や水平思

lの必要性に触れ、さらに発見学習における諸問題につい
ﾄ述べる。

同上 同上

13 観察学習と役割

s動形成

他者ないしモデルの行動観察を通じて攻連的行動や援助
I行動が習得されることを示した研究を紹介し、代理強化・自己強化などにとついて解説し、併せて、社会的役割や

ｫ役割の認知と行動形成の問題も取り上げる。

安藤清志
i東京女子

蜉w文理学
拍赴ｳ授）

安藤清志
i東京女子

蜉w文理学
拍赴ｳ授）

14 態度・価値の
`成

種々の対象への現象・魅力の形成、好意的非好意的態度の形成、ならびに態度変容にかかわる諸要因を解説し、さ

轤ﾉ、規模認知や価値の問題にも触れ、道徳性の形成につ
｢て発達的視点も交えて言及する。

同上 同上

1
5

学習と動機づけ

学習にたいする外発的動機づけとしての業と罰、内発的動機づけとしての達成欲求や知的好奇心ならびに自己効力感や自己実現傾向について解説し、それらと学習過程との

ﾖ係を述べる。

金城辰夫
i専修大学文

w部教授）

金城辰夫
i専修大学文

w部教授）
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一認知心理学一（TV）

（圭騰：：暖潮蟹籏送大学翻）

全体のねらい
　一一言でいえば、認知とは意味づけて知る、創造的に知る、共感的に知る、ことの科学である。そこでは知
覚・記憶・学習、理解、思考、推論、問題解決などの科学的研究が中心となる。ただし、ここでいう科学と

はWissenschaftの意で、社会・人文科学を含み、単に自然科学のみを意味しない。本四では、素材を日常
経験や文学・芸術、あるいは文化人類学等の領域にも求め、従来とかく認知特性の要素的、機械論的研究に
おわりがちであったのを改め、できるだけ人間の全体像を浮かび上がらせるよう心がけたい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

まず、認知とは何か、感覚や知覚とはどう区別されるの ノ1・谷津孝明

か、なぜその認知について研究がなされねばならないのか 小谷津孝明 （慶磨義塾
1 なぜ認知心理学 過去の心理学および関連諸学において認知がどのように論 （慶慮義塾 大学教授）

か じあるいは研究されてきたか等について概述し、現在およ 大学教授） 星　　薫
び将来の認知C・理学のあり方（パラダイム）について述べ （放送大学
る。 助教授）

認知は物理的実在の単なるコピーではない。対象の認知
（アイディンティヴィケーシション：同定）が知識なくし ノ』、谷津孝明

2 “もの”の認知 ては成り立たぬこと、その知識との照合のメカニズムの基 同上
礎的なモデル、枠組みの効果、補完・分節・平滑化といっ 星　　薫
た能動的処理等について、情報処理的視点から述べる。

われわれは単一の対象についてさえもしばしばそれ自体
の同定をこえてその意味するところを認知する。それは概
念や“こと”の認知であり、対象が複数であれば関係性の

3 “こと”の認知 認知である。このことをめぐって「部分と全体」の問題を 同上 同上
とりあげる。また“こと”の認識が「生」にたいしてもつ

御紳わりについて“眼と眼の世子というテーマで話

認知したもの・ことは記銘され、保持され、のち必要
に応じて検索想起され、認知に資する。その記憶の仕組み

4 記憶の世界（1） （短期記憶と長期記憶、精緻化とスキーマ、注意と処理水 同上 同上
準、意味記憶とエピソード記憶、意味ネットワーク、想起
の再構成性）について、実験事実にもとついて考える。

言語表現（談話・文章・諺・詩など）の理解とそれを方
知的理解とそれ 向づけるもの（フォーカシング：特定の述語・題・詞書な

5 を方向づけるも ど、枠組み：スキーマ・スクリプト・スーパーフレームな 同上 同上
の ど）のはたらき、それらは思い込み、連想、類比、創造等

によって支えられており、さらにそれらはメタ認知によっ
て支配されていることなどについて述べる。

思考とは知識構造の操作であり、その操作の方向はしば
しば形式的論理よりも生活経験に基づく実際的知識に依拠

6 思考・推論・問 する。そしてその結果はしばしば誤りや不十分な解に終わ
題解決 るが、大抵の場合現実の行動はその可能性のチェックを含 ノj、谷津孝明 同上

まない。それはなぜか。また逆に、課題が具体的実際的で
あると解決は容易になるが、それは人の発達的水準や社会
文化的水準の違いに対して不変であろうか。

想起からみた4種類の記憶の重層性とその神経生理学的解体と精神医学的解体について、“記憶の座”（左脳・右

7 記憶の世界（2） 脳、機能の局在）という視点と“人間の実存1’という視点 同上 同上
から論じてみたい。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

人の実存にとって最も重要なのは自己と他者との「間主
観的理解」だ。それは他者の身体的・言語的表現を通して ノ』、谷津孝明

8 共感的理解と主 その意図や気持ちを知的のみならず共感的に理解すること ノ1・谷津孝明

客融合の視点 を要請する。伝説や文学・芸術作品を素材にして記憶と関 星　　薫
連させながらのべる

自己の最幼児期記憶はどこまで遡って想起できるか、フ
ロイトの名付けた小児期健忘症は本当に彼のいうようにス

9 記憶の世界（3） クリーンメモリで説明できるのか、記憶喪失は自己像に何 同上 同上
をもたらすかなど、自然的状況における記憶について考え
る。

幼児期に経験したシーンの記憶のうち成人してからの自
己の認識のありようを大きく支配しているものがある。こ ノ』、谷津孝明

10 こころの原風景 れを原風景と呼さ㌔これは陽性的なものと陰性的なものが 同上
あるが、後者の典型は“精神的外傷”であろう。これらの 星　　薫
記憶メカニズムはどのように考えたらよいのか。

これまで主として“心のはたらぎについて考えてきた。
心理学の中で心という概念を心理学の対象とすることに反

1
1

心の構図を描く 対する立場があるが、この辺で“心”の構図を描いてみた 同上 同上
い。

認知や行動のありようは主体の態度、性格、期待される 岩男寿美子
認知の性差 役割などに大きく依存する。これらの問題は認知スタイル、 岩男寿美子 （慶磨義塾

12 一男性性と女性 社会的認知の問題にかかわる。本章ではとくに“期待され （慶磨義塾 大学教授）

性一 る性役割”を発達の次元上でとらえ、これと認知のあり方 大学教授）

について述べる。 小谷津孝明

星　　薫
今日、人の寿命は伸び、一方で子どもの出生率は夫婦一・ 荒井保男

組あたり1．53という。これから間違いなく高齢化社会がや 荒井保男 （飯山医院

13 老人の認知 ってくる。本章では内科医であり老人心理学者である講師 （飯山医院 長）

を迎え、老人のこころとそのはたらき、考え方について話 長）

して頂く。 ノ1、谷津孝明

星　　薫
思いやりは自己中心的思考から他者中心的思考への切り

替えを要請する。それを仲立ちするものは共感的理解であ
14 おもいやりと看 る。それはまた愛他聞アルトゥルイズムの問題でもある。 ノ』浴津孝明 ノ1、谷津孝明

護のこころ これらについて看護の問題と絡めて考える。

最後に再び「なぜ認知心理学か」に立ち返り、自己の今
からのありように思いをいたす時をもちたい。そこでは、 同上 同上

15 認知心理学的自 「知と感動のエートス」が主題となろう。

己実現のすすめ
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　　　　＝カウンセリング＝（R）
〔主騰師：佐治守夫（野勲菱’響轟轟聾心i轟）〕

全体のねらい
　カウンセリングについて、その基本的な理論と、実践上の技法を学ぶことを目標とする。その際、歴史的
な発展過程を見ながら、著名な理論家の考えを紹介し、カウンセラーとして必要な基本的態度、倫理上の問
題、関連する領域や社会一般との関係や要請の問題、訓練の方法などにも触れる。事例をとりあげて理解に

役立たせる。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1
序　　　　論
Jウンセリング
ﾆは何か

教育相談、カウンセリング、心理治療などさまざまな言
tで広義の人間の「心」の問題に対する援助活動がなされ
ﾄいる。その領域は広範で、子供から老人に亘り、個人の
竭閧ｩら、家庭、学校、地域社会への働きかけと限りなく

ﾐろがる。その根本の考え方は？

　佐治守夫
i日精研・心理臨床セン
^ー所長）

i東京大学名誉教授）

2

カウンセラー・

S理治療者の領
謔ﾆ問題点

医療の領域（エリック・キャッセルの考を援用）、福祉

X生施設、教育の施設、矯正・保護・司法の領域、産業の
ﾌ域、個人開業の領域について、実例を上げて述べる。 同上 同上

3 カウンセリング
ﾌ定義（1）

カウンセリングの定義は、後にのべる様々な理論によっ

ﾄ微妙な相違がある。ここでは包括的に、今日通用してい
驍ﾆ思われる定義についてのべる◎ 同上 同上

4

カウンセリング
ﾌ定義（2）

カウンセリングの定義（1）をふまえて、重要なポイントを

ﾆりあげて詳説する。カウンセリングは、様々なパーソナ
潟eィ論を基本においていること、人間の成熟、健康につ
｢ての考え方と密着していることについて考える。

同上 同上

5

クライエントに

ﾏ化をもらたす
v因としての関

W

　2、3、4回でのべたことを更に進めて、特に「望まし
ﾄ特殊な対人関係」というキイ・ワードをとりあげる。ク
宴Cリントが今まで体験したこととは異質な「カウンセリ
塔Oの場」での対人関係が、成立、成熟、より一層の健康への変化をもたらす。

同上 同上

6

カウンセリング、

｡療理論の曙光
i歴史的展開1）

　フロイトの精神分析学が生まれるまでの力動精神医学・

S理学の黎明の時期について、「アントン・メスメルの動
ｨ磁気」「シャルニーやジャネー」の考え方を述べる。催
ｰ（療法）として後に成立する見方と、ヒステリーとの関
Aはこの時期に芽生える。

同上 同上

7
プロイエルと
tロイト
i歴史的展開2）

前回をうけて、プロイエル、フロイトが、アンナ・0の
｡療に関して発見した、「除反応」「カタルシス」につい
ﾄ述べ、その今日的意味についてのべる。除反応をよびお
ｱすための「催眠法」から、フロイトの「自由連想」への

W開を考える。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当
u師、名
i所属・職名）

8

フロイトの基本

I発見とその
攪_
i歴史的展開1）

　「自由連想法」を用いることによって、フロイトの、「抵抗」と「抑圧」、「不安と防御」、「性的衝動」、「精神力学」などの発見と、その理論について述べる。

佐治守夫

9

ユンクの理論と

ﾀ践
iフロイト以後1）

同上 同上

10

新フロイト派と

鴻Wャースの
P貢献
iフロイト以後∬）

同上 同上

1
1

ロジャースにお

ｯる治療関係の

ﾓ味

ロジャースの「人格変化に必要にして十分な条件」をと
閧?ｰて、カウンセリングにおける治療関係の意味を、新らしく見直す作業の大切さを考える。

同上 同上

12

カウンセリング

ﾉおける治療的
ﾏ化の様相

　カウンセリング場面で生じる治療的変化について、具体的な変化がどのように公式化されるかを述べる。

同上 同上

13

治療的面接（カ

Eンセリング）

ﾌ実際1）

　事例をあげて、今までのべてきたことが、どのように実践されるか詳述する。この回では、クライエントとはじめて出会うにあたっての注意すべき点を考える。

同上 同上

14

治療的面接（カ

Eンセリング）

ﾌ実際②

　同じ事例について、抵抗、転移、夢の扱い法などを考えるQ同時にカウンセラー側の反対転移や、以前の面接をどのようにうけとり直し、そこでどのような修正をクライリントとの間で考え、実践するかなどを取りあげる。

同上 同上

15

治療的面接（カ

Eンセリング）

ﾌ実際3）
同上 同上
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＝青年の心理と教育＝（R）

〔主任講師：久世敏雄（名古屋大学教授）〕

全体のねらい
子どもからおとなへの過渡期としての青年期は、個性化と社会化の時期であり、主体的、自覚的に人格を

形成する時期である。本書では、青年心理学の基本的問題にふれ、青年期の特徴を人格形成の視点からとら
え、青年の意識と行動を理解するとともに、青年に対する働きかけ（教育）について考察することを意図し
たものである。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1

青年期とは一「青年」の

　「青年心理学」の誕生は、青年期の存在の発見であり、その発掘の開始であった。このことについて考えてみよう。

宮川知彰
i東北大学

ｼ誉教授）

宮川知彰
i東北大学

ｼ誉教授）

2
青年心理学の
､究法一方法論と方法

　青年心理学の課題を検討し、その課題を明らかにする方法論一研究の基本的考え方と方法について考察する。この

ｳい、青年を対象とすることから生ずる困難さと特殊性についてふれる。さらに、青年L理学で利用されてきた方法、

Z法について述べる。

久世敏雄
i名古屋大

w教授）

久世敏雄
i名古屋大
w教授）

3

青年期のからだ

ﾆ心一からだと
ﾌ出会いと性の
竭

　身体的成熟（特に第二2欠性徴：の発現）が青年の心理面に

ﾇのような影響を及ぼすのか。性的成熟を通して、青年が
ﾇのような問題に直面し解決していかなければならないの
ｩ。男の子・女の子から男性・女性としていかに自己を確
ｧしていかなければならないのか。

福富　護
i東京学芸

蜉w教授）

福富　護
i東京学芸

蜉w教授）

4 進路選択一青年の発達

　青年期は、複数の進路可能性の中から、自らの進路を決定していく時期でもある。現代の日本社会というしくみの

?ﾅ、青年達はどのように進路を選択しているのか、青年
冾ﾌ発達課題とのかかわりを通して、その実態と援助のあ
阨福ﾉついて考察を進める。

片岡　彰
i東北大学

侮閨j

片岡　彰
i東北大学

侮閨j

5

反　　　　抗一人生・社会と

ﾂ年

　青年期の発達課題が自我の確立であることは、良く知られている事実である。青年が主体的な自己を確立する過程で、常に対面するのは既成社会の権威である。青年が社会とどのように関わりながら発達していくかを「反抗」を中心にして考えてみよう。

佐竹宣夫
i芝浦工業

蜉w教授）

佐竹宣夫
i芝浦工業

蜉w教授）

6

友情と仲間一青年と集団

?ｮ

　青年が同年令集団の中で、特定の友人と強い信頼関係を形成するのは、青年の自我の確立の過程で大きな意味を持っている。青年の友情がどのように形成され、それが青年期の発達にどんな意味を持つのかを考えてみよう。

同上 同上

7

青年の生活構造一学習と余暇の

?ｮを中心とし

ﾄ

　青年期における人間形成にとって特別な重要性を持つ活動として、学習と余暇をあげることが出来る。多くの青年達が高等学校、大学に通う生活を送っている現在、学習と

]暇はその生活の中心となる位置を占めている。この二つ
ﾌ活動の意義について考えてみる。

斉藤耕二
i東京学芸

蜉w教授）

斉藤耕二
i東京学芸

蜉w教授）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8

今日の女子青年一女子青年と

　ライフ・サイクルの変化、出生率の減少、高学歴化など
ﾉよって女性の就業が増大している。男女雇用均等法が施
sされても、雇用条件の性差別が解消される見通しもない。
ｱうした就業構造のなかで変動する女子青年の職業観、結
･観や性役割観などを考察する。

江川　亮
i芝浦工業

蜉w教授）

江川　亮
i芝浦工業

蜉w教授）

9

今日の勤労青年一その職業観と

　いわゆる技術革新の進展のもとで、人間労働の単純化、

ﾗ分化、規制化が進行している。その職場で、単調労働を
ｭいられる青年たちの職業観や勤労観についての調査から
｢ま、彼ら力職場や仕事に求めているものは何かを考えて
ﾝたい。

同上 同上

10

青年の精神病理一思春期心身症、

o校拒否、自殺、

ｯ年、性の問題

青年期には、精神内界の均衡を保ちながらおとな社会に
K応できる人格を形成していくことが期待されるが、体の
}激な変化や環境刺激がストレスとして作用し非適応状態
�ｵくことがある。ここでは、精神的な病理現象を通して
ﾂ年の心理について理解を深める。

中村雅知
i東北大学
赴ｳ授）

中村雅知
i東北大学

赴ｳ授）

1
1

青年のつまずき一非行、暴力、

｢じめ

　青年の非適応のもう一つの現れは、他者とのかかわりの
ﾌ域においてである。非行・暴力・いじめには、いきいき
ﾆした生への意欲と他者への思いやりが失われている。こ
ｱでは、逸脱行動を通して、彼らのつまずきと、これらへ
ﾌ対処の仕方を考えてみる。

同上 同上

12

青年の活動意欲一「やる気」「生きがい」の

竭

現代の青年は、どのような物の事柄に価値を置いて行動

ｵているのか。現代青年の「生きがい」「価値意識」の実
ﾔを検討しながら、青年の行動の源泉としての「やる気」「活動意欲」を考察する。

片岡　彰 片岡　彰

13

青年文化論一青年期におけ

骼ﾐ会化と世代

現代社会では、青年達は、成人や子供達とは異なった、

ﾆ自な文化を持っている。この青年文化の特質、心理的機
¥を検討して、青年期と社会の関係についての理解を深め
驕B

斉藤耕二 斉藤耕二

14

現代の青年論一アイデンティ

eィ、アパシー、
?狽メD

　一昭和20年以降の、わが国の「青年理解」がなされてき

ｽ道筋に沿って、生物学的、社会的、世代的要因、さらに
Rーホートと歴史の要因にふれ、現代の青年論一アイデン
eィティ、アパシーなどについて述べる。

久世敏雄 久世敏雄

15
青年心理学と
ｳ育一青年心理
w小史

　青年心理学はその誕生の当初から、青年の教育について
ﾏ極的に提言してきた。この事情は、わが国の青年心理学においても変わらない。日本における青年心理学の誕生に

ﾂいて考えてみよう。
宮川知彰 宮川知彰
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＝犯罪と刑法＝（R）
〔主任講師：内藤　謙（創価大学教授）〕

全体のねらい
　現代社会における犯罪現象に対して刑法がどのように対応しているかを、近代刑法の展開という視

点から検討する。犯罪とは何か、刑罰とは何かという基本的な問題の考察が中心になるが、現代社会

が犯罪と刑法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
犯罪現象と法の機

¥

　犯罪現象に対する法の機能を、犯罪現象は、

@を超える領域とも、また、刑事法以外の法領

謔ﾆもかかわりをもっていることを視野に入れ

ﾄ、近代法の展開という視点から検討する。

内　藤　　　謙

i創価大学教授）

2
刑法の基本問題一

Y法と国家

　近代・現代の社会では、犯罪に対して刑罰
�ﾁえる権能をもっているのは、国家だげであ

驕Bそこで、このような国家刑罰権の根拠と限

Eをどのような方向にむかって考えるべきかを

沒｢する。

同　　　上

3 罪刑法定主義

　近代刑法の基本原理である罪刑法定主義の沿

v、実質的・政治的根拠を考察するとともに、

ﾟ刑法定主義の内容と現代的意義について検討

ｷる。

同　　　上

4 刑法の　機能

　近代刑法の機能には、罪刑法定主義と結びつ

ｭ人権保障機能、および、法益保護機能がある。

ｱの法益保護機能の内容を検討し、現代の問題

�ｵと刑法の機能について考察する。

同　　　上

5
刑法理論の系譜と

u学派の争い」

　近代刑法理論の展開過程を、市民社会の成立

冾ﾉ形成・展：開した前期旧派理論、それに続く

繩匤券h理論、さらに、旧派に対抗する新派理

_について検討し、新旧両派のr学派の争い」

�l察する。

同　　　上

6

日本刑法典の史的

W開と現代刑法理
_の基本動向

　日本の旧刑法典・現行刑法典の成立とその特

Fを、刑法理論の系譜との関連で考察する。そ

ｵて、現代刑法理論の基本動向を、日本、英米、

tランス、西ドイツについて概観する。

同　　　上

7

犯罪論の構成と構

ｬ要件該当性一犯
ﾟ論の諸問題（1）

　刑法解釈学における犯罪の定義と犯罪論の構

ｬについて、その基本的内容と特色を検討する。

ｻして、作為犯・不作為犯、因果関係を構成要

所Y当性の問題としてとりあげる。

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

8
違法性と責任一犯
ﾟ論の諸問題（2）

　違法の実質、正当防衛、緊急避難、法令行為・

ｳ当業務行為を違法性の問題として検討する。

ｳらに、故意・過失、責任能力、違法性の意識、

咜ﾒ可能性を責任の問題として検討する。
内　藤　　　謙

9

未遂犯と共犯、客
ﾏ主義と主観主義一犯罪論の諸問題

i3）

　未遂犯に関連する問題と、共犯に関連する問

閧�沒｢する。そして、犯罪論における基本的

ﾈ考え方の違いである、客観主義と主観主義の

ﾎ立について考察する。
同　　　上

10

個入戸法益に対す
骰ﾟ（1）一生命・身

ﾌ・自由の保護

　殺人罪・傷害罪・住居侵入罪などの個人的法

vに対する罪について概観する。そして、脳死・

ﾀ楽死・尊厳死がどのような視点から刑法上の

竭閧ﾉなっているかをも検討する。
同　　　上

11

個入内法益に対す
骰ﾟ（2）一名誉・信
p・秘密の保護、および、財産の保

　名誉などに対する罪、および、窃盗罪・強盗

ﾟ・詐欺罪・横領罪・背任罪などの個人の財産

ﾉ対する罪について概観する。そして、最近の

Y法一部改正で規定されたコンピュータ犯罪を

烽ﾆりあげる。

同　　　上

12

社会的法益に対す
骰ﾟ一不特定・多
狽ﾌ入びとの生活
?vの保護

　放火罪などの人びとの生命・身体・財産に対

ｷる罪、文書偽造罪などの取引手段の信用に対

ｷる罪、狼文書頒布罪などの性的感情に対す
骰ﾟについて概観し、コンピューータ犯罪にも触

黷驕B

同　　　上

13

国家的法益に対す

骰ﾟ一国家の存立
ﾆその作用の保護

　内乱罪などの国家の存立に対する罪、公務執

s妨害罪・偽証罪などの国家の作用に対する罪、

F職権濫用罪・収賄罪などの国家機関による罪に

ﾂいて概観する。
同　　　上

14 刑罰論の基本問題

　刑罰の根拠と限界の問題について、応報刑論

ｩ目的刑論かという従来の一般的論議を検討し、

竭濶�?ﾌ方向を考える。そして、刑罰の種類

ﾆ内容について、日本の現行法を中心に考察す
驕B

同　　　上

15
刑事政策の現代的
竭

　法制度の全面改正が問題になっているものと

ｵて、自由刑の執行内容を規定する行刑法と保

ﾀ処分とがある。この2つの問題について、改
ｳ作業の動向に注目しながら、検討する。

同　　　上
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＝裁判と市民生活＝（TV）
　　　　　　　　　　　〔墾難彗嘲綴鞍劃
全体のねらい

　近時、裁判に対する関心は高まってきてはいるが、日常的な市民生活にかかわる問題領域での裁判

の「素顔」は、案外知られていない。また、司法といえば、裁判所の手続きだげを思いうかべる傾向

がある。いったい裁判とは何なのか、市民生活にとって裁判所はどのような存在なのかを明らかにし

ていくことを通じて、司法制度とその作用をみるたしかな「眼を養いたい。講義の前半部分は民事

（井上）を、後半部分は刑事（三井）を取り扱い、最終回で全体のまとめを行う（井上・三井）。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
紛争とその処理手

ｱき

紛争

ｴ争解決手続きの諸方式

ｴ争解決機構一覧
ｴ争解決手続きの役割と手続き相互の関係

i訟の位置つげと特徴

井　上　治　典

i九州大学教授）

2
民事手続きの流れ

ﾆ原理

訴訟の準備　　　　　　　執行手続き

i訟のはじまり　　　　　民事訴訟法の原理

蜥｣と立証
ﾙ論の終了と手続きの結末

繿iと再審

同　　　上

3

裁判に対する利用

ﾒの期待と弁護士

ﾌ役割

裁判の理念と現実

ｳしい裁判に対する期待

ﾙ判における弁護士の役割 同　　　上

4

法廷に澄ける対話

ﾌあり方一口頭
ﾙ論の意味とあり
福�lえる

口頭弁論の必要性

ｻ行の口頭弁論の問題点

ﾙ論らしい弁論のために 同　　　上

5

訴訟と政策形成
鼈鼬 煙権訴訟の分

ﾍ�

代型訴訟の特徴嫌

血?i訟訴
ﾗによる法（政策）形成� 　　　上

�

額紛争と裁判所一

ﾈ易裁判所を考

ｦる�

額事件と簡易裁判所ア

＜潟J合衆国の少額裁判所わ

ｪ国の現状といくつかの提言� 　　　上

� 解　と　調停�

用状況と効用和

�ﾆ調停と法原則和

�E調停の運用� 　　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
刑事手続きの流れ

ﾆ原理

刑事手続きと民事手続きの異同
{　査
�iの提起と公判準備
�@判
繿i・確定後救済手続き
Y事手続きの流れをどうみるか

三　井　　　誠

i神戸大学教授）

9 捜査　と　入　権

被疑者の取調べ　　　　　密室における取調べ

謦ｲべの特徴　　　　　　取調べ問題の今後

謦ｲべの必要性
謦ｲべ受認義務はあるか

�ｯされた被疑者はどこに収容されるか

同　　　上

10 検察官の役割

検察官の活動・性格
N訴処分
s起訴処分
ｧ度の特徴
ｻ行制度・運用の功罪
u検察官司法」

同　　　上

11 刑事裁判官の役割

ある事例より

ﾙ判所（官）の活動

鮪ﾀ認定一証拠法則
ｩ由心証の内容

鮪ﾀ認定論の今後

同　　　上

12 刑事弁護入の役割

刑事弁護とは

N訴前の弁護活動
寀^者と弁護人との接見交通

ﾚ見指定
w定をめぐる論議と接見の実情

同　　　上

13
市民の刑事司法へ

ﾌ参加

刑事手続きの関与者

沁@審査会制度

?R制度 同　　　上

14
刑事事件からみた

甯緕j

「時代を映す鏡」

Y事事件と刑事司法

膜盾ﾆ刑事手続き

甯縺u刑事手続き」史
同　　　上

15 司法制度を考える

法廷の傍聴

W望一民事の角度から
W望一刑事の角度から

@　　　　　、

井　上　治　典

O井　　　誠
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＝　民 法　＝　（TV）

〔主任講師：山田卓生（：横浜国立大学教授）〕

全体のねらい

　民法は私人間の紛争を解決する基準（規範）である。民法は財産法と家族法に分けられるが、ここ

では財産に関する法を中心にする。民法の全体は量的に膨大なので、基本的な制度を取り上げ、具体

的事例をもとにしながら、民法の仕組み、民事紛争を法によって解決することの意味を考え、法的な

ものの＝考え方の修得を目指す。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 民法とはなにか

　民法とその周辺の特別法の成立過程及び法構
｢を概観し、更に民法を補充拡充する慣習法、
ｻ例壊の役割を見る。次に民法を具体的事件に
K用するにあたっての種：々の解釈方法と、裁判
譓?A先例と具体的妥当性との関係を考える。

　山　田　卓　生

i横浜国立大学教授）

2 権利と権利主体

　財産取引、財産権の主体として人と法人があ
驕Bあらゆる人は生まれながらにして権利主体
ｫ（権利能力）をもつが、一定の者は行為能力
ｪ制限される。法律の根拠により設立される法
lは、経済取引においで極めて重要な役割を果
ｵている。

同　　　上

3 法　律　行　為

　民法の中心概念として法律行為と意思表示が
?驕B民法においては法律行為自由の原則が支
zするが、法律行為の内容は公序良俗に反して
ﾍならない。意思が外部的表示とくいちがう場
№ﾌ表意者の保護制度としての錯誤、詐欺、強
翌ﾉついて考える。

同　　　上

4 代　　　　　　「理

　代理は法律行為を他人に委ねるもので、極め
ﾄ頻繁に利用されている。代理には本人の能力
�竢[するものと、本人の活動を拡大するもの
ﾆがある。代理は便利であり不可欠であるが、
纓搆?ﾌない者が代理人と称した場合どうなる
ｩの問題（表見代理）がある。

同　　　上

5 時　　　　　　効

　民法は時間の経過により権利の消滅または権
?ﾌ取得という効力を付与する時効制度を設け
ﾄいる。時効はこれにより利益をうる者の援用
�v件としているほか、放棄もできるとされて
｢る。時効の援用、中断などは時効制度をどの
謔､に理解するかと関連する。

同　　　上

6 物　　　　　　権

　民法上の権利は物権と債権に大別される。物
?ﾍ物に対する支配権であり、所有権とその他
ﾌ物権がある。物権には対世的な効力があるた
ﾟ、権利関係を公示する必要がある。不動産に
ﾖする登記制度と動産取引における占有につい
ﾄ考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

同　　　上

7 担　保　物　権

　担保物権は、債権を担保するために物の価値
�D先的に把握するものである。不動産を担保
ﾉする方法としては、抵当権が代表的であり、
ﾏ形として仮登記担保がある。動産を担保にす
髟菇@として、民法は質権をおくが、他に譲渡
S保という方法がある。

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

8 債権の　効　力

　債権者は債務者に対してどのようなことをもとめうるか。債務者が任意に履行（弁済）すればよいが、履行しない場合、強制的な履行を求めうるほか、債務不履行による損害賠償を求めることができる。債権を他人に譲渡する場合の法律関係（債権譲渡）も考える。

山　田　卓　生

9 債権の保全と担保

　債権者は債務の履行を確実なものとするために、債務者の権利を代位行使（債権者代位権）したり、債務者のなした行為を否認する（債権者取消権）ことも出来る。更に事前に保証人を要求するとか、債務を連帯にするかたちで債権の効力を強化することもできる。

同　　　上

10 契　　　　　　約

　契約は法律行為の中で最も重要である。契約は当事者が自由に形成できるのが原則である。契約は民法の定めるものの他多種多様のものがあり、有償か、双務か、要式か、等の基準で分類できる。次いで契約の拘束力と契約の解除の場合の法律関係を考える。

同　　　上

11 士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匡ロ

OE　　　　　　　　　貝

　売買契約は契約の中で最も日常的一般的なものである。売買の成立要件、予約、手付の意味を考えたあと、売買の目的物の蝦疵（欠陥）によって、買主が損害を受けた場合の救済手段を扱う。次いで割賦販売、訪問販売など新しい契約の問題点について考える。

同　　　上

12 賃　　　貸　　　借

賃貸借は他人の物を借りて利用する契約である。とりわけ土地と建物の賃貸借が重要である。土地については民法のほか借地法があり、長期にわたる利用関係を規律している。建物については：借家法があり、賃借人の居住を保護してい

驕B

同　　　上

13 請負　・　委　任

　他人の労務を利用する契約として雇用、請負、委任がある。このうち雇用は労働法で扱われる。建物の建設のような請負契約は、仕事の完成を目的とするものであり、委任は事務処理を委託するもので、受任者の利益を実現する行為に対して報酬が支払われる。

同　　　上．

14 不法行為…要件論

　テクノロジーの発達、社会生活の複雑化に伴ない、思わぬ損害を与えたり、損害を被むるこ

ﾆが起きてくる。そうした場合誰に対して如何なる要件のもとに損害賠償を求めうるか。損害賠償の要件を定める民法と膨大な判例によりながら、各種の責任について考える。

同　　　上

15 不法行為…損害論

　損害を受けた者はいかなる内容の賠償を請求できるか。損害は金銭賠償を原則とする。人的損害については、積極損害、消極損害（うべかりし利益）、慰謝料があり、物的損害としては経済的損失が中心になる。損害算定にあたって考慮すべき事由も問題になる。

同　　　上
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＝家 族 法＝　（TV）

〔主任講師：銀冶良堅（明治大学教授）〕

全体のねらい

　家族は、社会の基礎的単位といわれるように、社会を支える人的結合関係の基礎をなしている。そ

れ故、国家は、家族のあり方に強い関心をはらうのが常である。わが国の家族関係を規律する法律制

度の中心は、民法の親族編・相続編であるが、その解説を通じて、それが現実にどのように機能して

いるかをみてゆきたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

近代的民法典としてわが国で：最初に立案され
たいわゆる旧民法が、施行無期延期となった経

1 家族法の変遷
緯と、その後に制定された明治民法が少しずつ
ﾏ質しつつ第二次大戦後の「家」制度の廃止に

銀　冶　良堅
i明治大学教授）

つながり、やがて現行親族編・相続編の成立に
至った過程を概観する。

わが国は届出婚主義をとっているが、その意

義を考えることを通じて、法律婚主義と事実婚

2 婚姻の　成立 主義、婚姻届に対する成立要件説と効力要件説 同　　　上

の対立、さらに婚姻成立の形式的要件・実質的

要件等について解説する。

婚姻の成立によって発生する夫婦の身分上の

権利・義務について解説し、同時に戸籍制度の

3 婚姻の　効　力 仕組についても言及したい。そして、これらの 同　　　上

解説と合わせて、法律上の婚姻と内縁との差異

についても説明する。

夫婦の財産関係につき民法は、契約財産制と

法定財産制の二つの制度を用意しているが、圧

4 夫婦財産制 倒的多数は法定財産制に従っている。その法定 同　　　上

財産制の構造を、夫婦の団体性とのからみにお

いて明らかにしてゆきたい。

わが国は、離婚に関し、’協議離婚、調停離婚、

審判離婚、判決離婚の四種を認めている。その

5 離　　　　　　婚 要点を、1970年代以降に強まっている世界の
j綻主義の傾向との対比で説明し、合わせて離

同　　　上

広西の財産や子の措置：等についても説明したい。

親子関係は、血族関係の基本をなしているが、

6
親子関係（1）

ここでは自然の血縁に基づく実親子関係をとり

?ｰ、嫡出子と非嫡出子の区別を通じて、親子 同　　　上

一実親子関係 関係の推定制度および認知制度について説明し、

最後に準正制度に及びたい。

養子制度は、実親子でないものに対して擬制
的親子関係を創設する制度で、現行法が認める

7
親子関係（2）

鼈齬
{親子関係　　　　ε

唯一の法定血族関係であるが、その存在理由を
ｽずねつつ、従来からある普通養子制度と昭和
U3年1月から新設施行された特別養子制度に

同　　　上

ついて説明し、離縁にも及びたい。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

近代的親潅が権利性よりは義務性を中核とし

ていること、その反映として利益相反行為の禁

8 親権　・　後　見 止や親権喪失の問題が生じること、そして、未 鍛冶　良堅
成年者に親権者が欠けた場合の保護や禁治産者

の保護を目的とした後見制度について説明する。

自己の資産収入によって生活することができ
ないものの生存の維持は、親族間の私的扶養も

9 扶　　　　　　養 しくは国・地方自治体による公的扶助に頼るほ
ｩない。その両者の関係をまず考察しながら、 同　　　上

次いで親族間の私的扶養制度の仕組について説
明する。

死後における財産承継制度の存在理由につい

て考えつつ、法定承継制度と遺言との関係、当

10 相続制度の仕組 然承継の原則と相続の承認・放棄の自由との関 同　　　上

係、そして、財産分離の制度についても説明し

たい。

法定承継制度において、どの範囲のものが相

続人となり、それらのものたちの間の順位はど

11 相　　　続　　　入 うなるか、また、推定相続人の欠格事由や廃除 同　　　上

事由等について説明し、最後に相続入がいない

場合の遺産に対する措置についても説明する。

数人のものが同順位で相続人となる場合の相
続の割合が相続分であるが、それには法定相続

12 相　　　続　　　分 分と指定相続分がある。また、法定相続分によ
ﾁて相続するのでは共同相続人間に具体的不公

同　　　上

平が生じる場合に対処する特別受益者の相続分
や寄与分制度についても説明する。

単独相続の場合には遺産分割は問題とならな
いが、今日では共同相続が原則といってよい。

13 遺　産　　分　　割 ここでは、共同相続人間の遺産分割方法につい
ﾄ解説し、合わせて、遺産の帰属とくに債務の 同　　　上

帰属の問題を考え、さらに相続分の譲渡の問題
にも言及したい。

遺言は、自分の死後に、自分の意思に基づい
て身分上および財産上の効果が生じることを期

14 遺　言の　方　式 待して行うものであるが、その遺言が厳格な方
ｮを要求され、遺言能力や遺言事項が限定され 同　　　上

ている理由を考えつつ、法律で定められた各種
の遺言の方式について説明する。

民法の相続白白七章「遺言」の第三節「遺言
の効力」では、主として遺贈の問題を扱ってい

15 遺言の　効　力 るが、ここでは、その要点を簡単に説明し、さ
轤ﾉ、遺言の撤回の自由の問題、および遺言の

同　　　上

自由に限界を画する遺留分制度について説明す
驕B
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　　　　＝＝商法1＝（R）

〔主任講師：関　俊彦（東北大学教授）〕

全体のねらい
我が国には1899年に制定された「商法」がある。商法とは通常、法章典をさすが、すべての国に商法典が

あるわけではない。
　この講義では、日本の商法典を中心に必要ならこれに、民法・証券取引法・独占禁手法など・商法に関連
の深い法律にも言及する。そして基本的事項の理解に力点をおきながら、商法の骨格を叙述するようにする。
またテクニカル・ターム以外は、日本語を学ぶ外国人にも理解できるような平易な言葉づかいで商法につい

ての理解を深めたいと考えている。
　なお「商法1」では商法の全体を、「商法皿」ではとくに会社法を中心に講義を進める予定である。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　容 担当講師
（所属・職名）

1商法総論2商法総則
商法総論および商業 関　　俊彦

1 使用人 （東北大学教授）

1．商業登記　2商業の保護　3．各回貸制度

2 商業登記および商号 同　　上

1．民法と商法の関係　2．商行為法総論

3 商行為法総論 同　　上

1．運送および運送人の意義　2．物品運送契約　3．物

品運送人の責任（損害賠償責任）　4．高価品の特則

4 運　　送　　営　　業 5貨物引換証 同　　上

1．銀行取引　2．信託取引　歌リース取引　4．証券取

引

5 金融取引・証券取引 同　　上

1保険法2海商法

6 保険法・海商法 同　　上

1．手形（約束手形）とはなにか　2．なぜ手形が振出

されるのか一手形の原因関係　3．手形は有価証券で

7 手形法の全体像 ある　4．手形面上の記載事項　5．手形の流通　6．手形 同　　上
割引　7．手形の支払　8銀行の関与
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担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

1。手形要件　2．白地手形　3．手形債権と原因債権

8 約束手形の振出 関　　俊彦

Il＿＿9i畏　　　書

h
l

1．裏書の意義　2．裏書の効力　3．裏書の方式　4裏

窓ﾖ止手形　5．特殊の裏書

同　　上

1．善意取得　2．手形抗弁

10 1善意取得と手形抗弁
P

同　　上

i｛111手　形　の　支　払

I
i

　1．手形の支払　2．利得償還請求権

撃
同　　上

1
1
2
1
手
形
行
為
i
｝

　1．手形行為の概念　2．手形行為の特質　3．手形行為1　の成立要件

同　　上

1為替手形　2．小切手

13 為替手形および小切手 同　　上

1．手形貸付　2．手形割引　3．当座勘定取引契約　4．

買戻請求権（割引手形の買戻）　5．融通手形　6．手形
14 金融商事実務における手 交換・不渡 同　　上

形・小切手

1．有価証券とは何か　2．有価証券の機能　3証券の
、分類　4．有価証券に類似した証券　5．有価証券的特質

　
i
5
1 有　価　証　券　論 同　　上
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＝商法皿二（R）

〔主任講師：関　俊彦（東北大学教授）〕

全体のねらい
　「商法1」に同じ。ただし、　「商法E」では会社法を中心に述べていくので、場合によっては取締役へ
のインタビューなど、より理解を促す方法を取り入れたい。

担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

1．会社法総論　2．会社の法人格　3．会社設立の自由

4．会社の種類　5．会社の規模

会社法の全体像P 関　　俊彦
i東北大：学教授）

1．会社の財産　2資本　3．会社の設立

2 会社財産と資本 同　　上

1．会社の機関　2．株主総会の決議事項　3．株主総会

の招集　4．株主総会の決議　5．株主総会決議の暇疵

3 会社の意思決定（株主 6．株主総会の形骸化と活性化 同　　上
総会）

1．取締役および取締役会　2．取締役　3．取締役会の

権限　4．取締役会の招集　5．取締役会の決議　6．取締

4 会社の意思決定（取締役 役会の決議を欠く代表取締役の行為　7．取締役会の議 同　　上
会・代表取締役） 事録　8．代表取締役　9．表見代表取締役　10．使用

人兼務取締役

1．監査役　2．会社と監査役との関係　3．会計監査人

5 会社の監視機構 同　　上

1．株主は出資者である　2．株主の権訴ll　3．株主平等

の原則　4．額面株主と無額面株主　5．株主の種類　6．

6 株主の権利・義務 利益供与の禁止　7．株主の義務　8．株式と社債 同　　上

1．株券　2．株券不所持制度　3．株券保管振替制度

4．株主名簿　5．名義書換　6．株式譲渡の自由とその制

7 株　式　の　譲　渡 限 同　　上
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担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

1．株式保有の目的　2．株式の買占め　3．株式保有の

現状

8 株　式　の　保　有 関　　俊彦

1．取締役の一般的義務　2．取締役の報酬・退職慰労

金　3．自己取引・利益相反取引　4．競業避止義務

9 取締役と会社の関係 同　　上

1．取締役の損害賠償責任　2．代表訴訟　3．取締役の

第三者に対する責任
1◎ 取締役の責任 同　　上

1．社債の発行　2．社会の発行手続　3．特殊の社債

4．新株発行　5．株式の発行形態　6．新株発行の効果

1
1 会社の資金調達 7．新株発行の決定　8．新株発行事項　9新株発行事項 同　　上

の公告・通知

1．株主に対する新株発行　2．第三者に対する新株発

行　3．不公正な新株発行に対する措置

12 新株発行をめぐる利害の 同　　上
対立

1．計算書類　2．貸借対照表

13 計算書類の作成 同　　上

1．利益配当　2．利益配当額の制限　3．違法配当　4．

利益配当の手続・方法　5．利益配当請求権　6．中間配

14 利益配当・無償交付 当　7．無償交付　8．株式の分割　9．株式の併合・株式 同　　上
の消去10．株主の帳簿閲覧請求権11．会社の業務財
産状況検査権

1．合併　2．営業譲渡　3．会社の分割　4．株式を利用

した企業結合

15 企業結合・企業分割 同　　上
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＝現代日本法の特質＝（R）

〔主任講師：碧海純一（関東学院大学教授）〕

全体のねらい
　日本という国は、大化の改新以来今日に至るまで、三回に及ぶ大立法改革を経験している。現代日本の成
文法は大体において西欧から継受された法である。本書においては、継受法としての現代日本の成立過程と
その史的背景とを略説し、特に第コ欠大戦後の日本社会の急速な発展を可能にした現代法の特質について述
べる。

担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）
’

1．古代における立法　2．自然法論の誕生　3．近代の

立法4．日本における継受立法
1 序　　　　　　　説 碧海純一

一立法改革の意義 （関東学院大学教授）

1．古代　2．中世　3．近世　4．天皇制の意義

2 日本法の史的背景 同　　上

1．大日本帝国憲法以前の日本における外国法の影響

2．大日本帝国憲法　3．諸法典の成立4．日本民法典の
3 明治期の継受 史的由来 同　　上

L終戦直後の諸改革　2．農地改革と労働法　3．日本
国憲法の成立　4．民主主義法体系の諸類型　5．日本国

4 占領初期の立法と日本国 憲法における民主主義と平和主義 同　　上
憲法の成立

1。占領初期の対日政策　2．占領政策の転換　3．東西

間の冷戦と朝鮮戦争　4．冷戦の収束　5．一九九〇年の
5 憲法第九条を考える ペルシア湾岸危機　6．第九条がなかったらどうなった 同　　上

か

1．司法権の本質　2．司法審査　3．代替的紛争解決手

続
6 司法部の機能 井上達夫

（東京大学助教授）

1．戦後の人権保障理論の発展　2．新しい人権　a現

代型訴訟
7 人権保障の現代的課題 同　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容
担当講師
（所属・職名）

1．戦前の日本の階級構造　2．占領期の改革　3．平準

化とその問題点
8 日本社会の平準化と法 碧海純一

1．戦後の窮乏期　2．復興から高成長　3．復興の要因

4．公害一日本経済成長の副作用　5．日本経済の発展と
9 戦後日本経済の発展と法 法　6．日本経済の将来への問題点 同　　上

1．自然条件　2．東京の過密化の社会的要因　3．住宅

難・通勤難　4．首都圏における土地問題　5．住宅問題
10 土地・住宅問題と法 と日本人の権利意識 同　　上

1．損害の賠償2．無過失責任への接近　3．様々の類

型
1
1

不　法　行　為　法 嶋津　　格
（亜細亜大学教授）

1個人の自律（目標としての）　2．具体的問題の例

12 私人の自己決定と法 同　　上

1．治安と人権2．犯罪類型3．刑事手続の問題点

13 犯　　罪　　と　　法 同　　上

1．近代法と日本社会　2．「和」　3．契約と話し合い

4．訴訟回避など
14 日本人の法・権利観念 同　　上

1．明治期の継受法の性格　2．法系と日本法　3．法の

む　　　す　　　び 支配　4．共産圏の変容　5．経済成長の光と影　6．日本
15 一明三期の継受法の性格、「法の支配」、日本の発

の国際的責務 碧海純一
展と日本の責務
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＝国　際法＝（R）
一現代国際法を理解するために一一

　　　　　　　　　〔主任講師：栗林忠男（慶慮義塾大学教授）〕

全体のねらい

　現代の国際社会を存立基盤とする国際法の基本的構造とその問題点について理解を深めることを目

的とする。とくに　国際法現象に対してどのようなアプローチをもって臨むか　という問題意識の下

に　近代国際法が現代国際社会の政治・経済・社会的変動にともなって質・量ともに変容しつつある。

動向を把握するようにしたい。

回 テ　　　一一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 国際法の生成と発展

　国際法の萌芽を古代・中世に遡るとともに

ﾟ代国際法の生成・発展過程を現代国際法に至
驍ﾜで辿る。

　栗　林忠　男
i三態義塾大学教授）

2 国際社会の法構造

　国際法の存立する社会的基盤である国際社会の基本的構造とそこに機能する法の特質につい

ﾄ考える。また　国際法と国内法の関係につい
ﾄ一元論と二元論の学説上の対立を説明する。
攪_的考察に止まらず　国際法の国内的＝適用について　各国の法実践から理解するように努め

驕B

同　　　上

3 国際法規の存在形態

　国際法の法源とされる国際条約、国際慣習法、

@の一般原則などを説明し、国際組織の決議等

ﾌ法的拘束力について述べる。また、慣習法規

�@典化する作業についても触れる。

同　　　上

4
国際法の主体　1．

@　　　一国　家

　国際法体系において最も基本的な法主体であ

骰痩ﾆの要件、新国家・新政府の承認、国家承

pの問題を取り上げる。 同　　　上

5
国際法の主体　2．

鼾総ﾛ組織・導入

　国際組織の権利能力及び個人（企業）の法主

ﾌ性に関する諸問題を取り上げる。また、企業

?ｮの国際的規制についても言及する。 同　　　上

6
国際関係を律する

蝸vな法原則

　国際法体系における国家の基本的権利・義務

�ﾟぐる議論を考え、現代国際関係を規律する

総ﾛ法上の諸原則のうち、主権、不干渉、戦争

癘@化、民族自決権、自衛権などの基本的原則
�燒ｾする。

同　　　上

7

外交・領事関係と
蛹?ﾆ除に関する
総ﾛ法

　外交・領事関係の開設、大使・公使などの外

�g節の特権、領事の特権、軍隊・軍艦・軍用

q空機の地位について説明するとともに、国家

@関及びその財産の外国における主権免除の原

･とその動向について述べる。

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

8 個入と国際法

　国籍、外国人の地位、外交的保護、犯罪人引

n、政治犯罪人、庇護権、難民（亡命）などの

竭閧�謔闖繧ｰる。 栗　林　忠　男

9
国　家　領域と
早@際化　地　域

　領域権の意義ついて考察するとともに、領域

ﾌ得喪に関する国際法規を説明し、南極大陸、

総ﾛ河川その他の国際的地域について触れる。 同　　　上

　
i
　
ヨ
1
0
陣
の
国
際
法
　
（
1
）
　
l
　
l
　
l

　海洋法の歴史的展開を概観し、第三次海洋法

?cで採択された国連海洋法条約を中心に、伝

搏Iな海洋区分の再編成として、内水、領海、

ﾚ続水域、国際海峡、群島水域を取り一ヒげる。

同　　　上

11 海の国際法　（2）

　前章に続き、海洋区分の再編成として、大陸

I、排他的経済水域、漁業水域、公海を取り上

ｰるとともに、新たに確立しつつある深海底制

x、海洋環境の保護の問題を考察する。

同　　　上

12 空・宇宙の国際法

　領空主権原則を中心に領空侵犯、国際航空活
ｮの法的規制がいかに行われているか、また、
F宙開発の進展とともに生成しつつある宇宙法
ﾌ系について考察する。特に、現在進められて・
｢る宇宙基地の諸問題を中心に、今後予想され
驩F宙の国際’協力の問題にも触れる。

同　　　上

13
国　際　責任と

総ﾛ犯罪の規制

　責任に関する国際法構造を概観するとともに、

総ﾛ責任の原則、私人の行為による国る国際責
C、危険責任主義、責任の解除などについて、
総ﾛ社会の法構造に照らして考える。また、国
ﾛ公益概念の発達にともなう国際犯罪の規制に
ﾂいても検討する。

同　　　上

14
国際紛争の平和的

�?ﾆ国際安全保障

　国際紛争の処理について一般的に考察すると

ﾆもに、交渉・審査・仲介・調停・仲裁裁判・

i法箇解決・国際機関による解決などの国際紛

?ﾌ平和的処理システムを考察する。また、集

c安全保障体制の問題点を指摘する。

同　　　上

15
現代国際法の
蛛@　要　　課　題

　現代国際法が直面する主要な課題のうち、人

?ﾌ保護、南北問題、地球環境の保護、軍縮・

R備管理の四つの問題を取上げ、国際法の今後

ﾌ役割を考える。
同　　　上
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＝経：済法＝（R）

　一市場機構の維持と補完の法一
〔主任講師：松下満雄（東京大学教授）〕

全体のねらい
現代経済においては、市場機構が中心的制度である。そして、これを支えるための法制として独占禁止法

があるが、市場機構も絶対のものではなく、この不完全生を補完するための産業法等も行われている。この
両者間の関係について検討し、併せて、国内経済法と国際経済法の接点を探る。

担当講師
回 テ　　　一・　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

現代日本は法治国家である以上、国家が経済に介入
し、私企業の活動を活発する関係には、法律上の根拠

1 私企業に対する公的規制 が必要である。これを私有財産と産業の自由の保持、 松下満雄
の法的枠組み 市民法による権利確保等の観点から検討する。 （東京大学教授）

2 同　　　上 同　　上

3 同　　　上 同　　上

市場経済の最も重要な産業は「市場機構」であるが、

この市場機構の作働を確保するための基本法として、

4 独占禁止法（1＞ 独占禁止法がある。独占禁止法の目的、歴史、それに 同　　上
独占禁止法の目的・：機能 ついての基本的な考え方、世界各国における状況など

について検討する。

独占禁止法の大きな柱のひとつが、私的独占の禁止

独占禁止法（2） である。これは市場において大きな経済力を有する企
5 独占禁止・独占的状態の 業の独占行為を禁止するものである。また、これらの 同　　上

規制・集中規制 確実措置として、独占的状態の規制、集中規制（合併
・株式取得の規制）が行われている。これらを概観す
る。

カルテルとは、企業間の協定により相互の競争を制

独占禁止法（3） 証すること（例えば、価格の一斉引上）であるが、こ
6 カルテルの禁止・事業者 れは著しく禁止されている。また、かかるカルテルは 同　　上

団体の規制・適用場所 事業者団体の行為として行われることもある。これら
を検討し、あわせて適用除外カルテルについても検討
する。

不公正な取引方法とは、企業が行う取引拒絶、各種
の翻ll的行為、拘束条件の設定、ぎまん的行為、優越

7 独占禁止法（4） 的地質の濫用などであるが、これらは私的独占の予防 同　　上
不公正な取引方法の規制 措置であると同時に、消費者保護、中小企業保護の役

割をも果す。これらについて検討する。
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担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

独占禁止法の施行機関は、公正取引委員会であるが、
これの権限、施行の方法などについて検討する。また、

8 独占禁止法（5） 独占禁止法上の指導賠償請求刑事訴訟などについても 松下満雄
施行機関・規制措置 検討し、独占禁止法はどのような形で施行されている

のかについて、実情を探る。

産業政策の法 。現代の日本の経済においては市場機構が中心的制度

。産業政策と市場機構 であるが、市場もまた全能ではなく、市場機構がうま
く働かない分野もある。これらの分野においては、政
府が市場機構の補実対策として、産業均等を実施する。

この産業均等の目的、機能、限界などについて検討す
9 る。 同　　上

。不況産業救済・基礎技 。このような産業均等の重要分野のひとつとして、不

術研究開発 況産業救済がある。これは、不況カルテル制度、構造
不況救済のための諸制度より成る。また、基礎技術開
発も重要分野であり、これについても技術研究組合法
などの制度がある。これらについて検討する。

中小企業については手厚い保護政策がとられている

産　　業　　の　　法 が、これに関連して、中等企業組織化、分野組整など
10 中小企業保護育成・価格 を開発とする各種の法制がある。また、農業を始め、 同　　上

規制 若手の分野において価格規制が行われている。これら
の法制について検討する。

現代においては経済の国際化が進み、「国境的理経：

国際経済法（1） 済」が現実しっっある。このような状況あって、国際
1
1

国家と国際市場（JMF 的な市場機構の維持をどのように行うべきか、ガット 同　　上
・ガット体制） ・IMP体制の将来などのようものが、自由貿易主義

の将来はどうか、などについて検討する。

ガット体制においては、自由貿易を守るため、国家

国際経済法（2） の行う輸入数量制限は原則として禁止されている。し
12 貿易輸入規制（セーフガ かし、例外として現金輸入制限が認められており、こ 同　　上

一ド） れが最近においては、米国、ECなどを中心として拡
がりを見せっっある。この局面について検討する。

現在、主要な通商上の問題解決のために、日本と米

国際経済法（3） 国・EC間において、輸出自主規制が行われている。
13 輸出自由規制 主要な分野としては、鉄鋼、自動車、繊維、半導体な 同　　上

どがある。これらの輸出自主規制について検討し、問
題点を探る。

不公正な貿易としては、ダンピング、輸出補助金、

差別特遇などがあげられるが、これに対抗するために、
14 国際経済法（4） 米国、EC、わが国などではダンピング法を始め、各 同　　上

不公正貿易の規制 種の法制を用意して、これに対して特昇措置を行って
いる。これらの実情について検討する。

国際的、自国の安全保護のため、輸出の規制、輸入

国際経済法（5） の規制、及び、国際投資の規制を行っている。これが
15 国家安全保障に基づく国 行われると、その限度において国際市場の作働が制約 同　　上

際通商・投資の規制 される。これらの法律の運用の実態と問題点について
検討する。
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＝　　労 働 法　　＝（R）

〔主任講師　下井隆史（神戸大学教授）〕

全体のねらい

　今日のわが国労働法制の主要部分について、基本的に不正確ではなく、しかも十分に具体性を有す

る認識を受講者に持ってもらうというのが、この講義の狙いである。そこで、法制の仕組みと判例等

により形成される法的ルールを説明した上で、裁判所や労働委員会、労働行政の実務、あるいは企業

の現場において発生する労働関係のトラブルの法的解決のあり方について論じてみたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
わが国労働法の概

v・理念・対象

　現行労働法が四領域からなること、主要部分
ｪ「最低労働条件の法定」と「労働関係に関す
髢@的ルールの設定」から構成されること、法
ﾌ理念・目的は何か等について説明し、さらに
J基法・労組法等の適用範囲を見た上で、　「労
ｭ法の適用対象」問題を論ずる。

下　井　隆　史

i神戸大学教授）

2
労働関係に：おける

ｽ等取扱の原則

　労働条件の差別的取扱いを禁ずる労基法3条、

j女雇用機会均等法等、労働関係における平等
謌ｵいに関する法規定を説明し、関連する「外
草l労働者」、　「男女雇用平等」、　「パートタ

Cム労働」等の問題を論ずる。労働者の人権擁
?ﾌための諸規定にもふれる。

同　　　上

3
雇用関係の成立に

ﾖする法的ルール

　　、@企業の雇入れの自由に対する障害者雇用促進
@等による制約、労働契約締結に関連する労基
@による規制（労働条件の明示等）、人材贈遺
ﾉ関する法制度等について説明する。そして、

ﾙ用期間、採用内定、試用期間の制度をめぐる
竭闢_を論ずる。

同　　　上

4 人事異動の
@的　諸問題

　配転、出向、転籍、休職の諸制度につき、実
ﾔをふまえつつ、判例により形成された法的ル
[ルを説明する。とくに、配転が権利濫用にな
驍ﾌはどのような場合か、出向はいかなる場合
ﾉ命じられうるか、出向中の労働関係はどのよ
､になるか等を論ずる。

同　　　上

5
解雇・定年に関す

髢@制とルール

　労基法・労組法が定める解雇の禁止・制限、
�ﾙ権濫用禁止の法的ル二一レ、人員整理の合理

ｫをめぐる判例理論を説明し、わが国労働関係
ﾌ将来との関係をも考察する。さらに、定年制
ﾌ現状と法的問題点を論じ、高齢者雇用安定法
ﾉもふれる。

同　　　上

6
就業規則制度と
@　的　問題点

　就業規則の作成・変更、記載事項、届出、意
ｩ聴取、周知措置、効力、労働協約との関係等
ﾉ関する労基法の制度を説明する。そして、難
竄ﾅある「就業規則の変更の効力」について、
u就業規則の法的性質」論と関連させつつ判例

攪_を中心に論ずる。

同　　　上

7
業務命令・服務規

･と懲戒　制度

　業務命令とは何か、それが拘束力を持ちえな

｢のはいかなる場合か、業務命令・服務規律違
ｽに対する懲戒処分の形態・事由・濫用に関す
髢竭閧�_ずる。兼職禁止、企業機密の保持、
o歴詐称に対する制裁、業務外行為を理由とす
髓ｦ戒等も考察する。

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

賃金保護の諸制度（支払いに関する原則、休

8
賃金保護の制度と

@的　諸問題

業手当、最低賃金、賃金不払いからの救済等）を説明したうえで、退職金・賞与をめぐる問題

i懲戒解雇者・支給日不在籍者への不払い等）、 下　井　隆　史

賃金カットに関する問題（時期・範囲等）を論
ずる

87年の労働時間制度改正の目的・意義・内容

9 労働時間　・
x暇の法制度

を説明し、労働時間短縮問題の展望を試み、各
ｧ度（週40時間制、フレックスタイム、計画休
ﾉ等）の運用上の問題を論ずる。さらに、超過

同　　　上

勤務命令の拘束力、年休時季変更権のあり三等
の重要論点をとりあげる。

i
女子保護の規定に関する85年の労働法改正を　

1
1
0
i

女子・年少者の保

?ｨよび労災補償p
制
度
i

説明し、生理休暇、育児時間の法規定にふれ、

ﾜた、育児休業の問題をとりあげ、年少者保護
ﾌ制度も説明する。さらに労働安全衛生の法規
ﾉもふれつつ、労働補償制度の説明を行う。

同　　　上

　｛

@；
E・

　組合の結成・加入や組合活動を理由とする不利益取扱いと組合への支配・介入の禁止、組合活動への民・刑事免責、組合の資格審査制度を

ｩた上で、リボン戦術やビラ貼り等の正当性の
竭閧�_ずることにより、指揮命令権・施設管

同　　　上

理権と組合活動の関係を考察する。

団交権が保障されることの労使関係における

12
団　体　交　渉の

@　的　ルー　ル

意味、団交の当事者・対象事項・手続き等に関

ｷるトラブルはどのように解決すべきか、使用
ﾒの「誠実交渉義務」とは何か等について論ず

同　　　上

る。また、労使協議および苦情処理の制度にも
ふれる。

労働協約が最も優先的効力を持つことの意味

13
労働協約制度と

@的　問　題点

を説明し、規範的効力をめぐる問題（協約によ
髦J働条件の不利益変更の可否、余後効等）、
ﾂ務的効力に関する問題（ユニオン・ショップ

同　　　上

の効力、平和義務等）、協約の期間、協約の拡
張芝：用制度等を論ずる。

争議行為に対する保護の制度を説明したうえ

14
争議行為をめぐる

@的　諸問題

で、各種のスト・怠業やピケ・：職場占拠の正当

ｫの基準、違法争議行為の効果、第三者に対す
髏ﾓ任、ロックアウトの正当性等の問題を論ず

同　　　上

る。また、公務員法・労調法等による争議行為
の制限禁止と争議調整にもふれる。

現行制度の「原状回復主義」の意味とわが国
制度の特色を説明した上で、組合活動と不利益

15 不当労働行為制度 取扱いの因果関係、複数組合併存下の不利益取
ｵい・支配介入、言論の自由と支配介入等の問

同　　　上

題を論ずる。さらに、労働委員会における不当
労働行為救済のあり方を考察する。
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＝日本政治思想＝＝（R）
〔主任講師：松沢弘陽（北海道大学教授）〕

全体のねらい
　現代日本の窪いとして指摘されるく政治の貧困〉において、問われているく政治〉とは何だろうか。

私的・個的な利益・意見の分化を、自主的に公的なものにまで統合する営みがその中心であろう・そ

のようなく政治〉の成熟を阻んだ戦前日本の政治体制のもとでく政治〉の問題と格闘した事例から、

〈政治〉について学びたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

松　沢　弘　陽
1 序　　　　　　論 （北海道大学教授）

国民国家の形成と明治啓蒙思想

福沢諭吉一「政治の診察医」

2 同　　　上

明治啓蒙の政治学

想 福沢諭吉の政治思想一「一一身独立して一国

独立す」

3 同　　　上

明治啓蒙思想の継承と反逆

植木枝盛一政治運動と「道理」の追求と

4 同　　　上

自由民権論の政治

思想
中江兆民一「東洋のルソー」

5 同　　　上

明治憲法体制の形成と新世代の登場

徳富蘇峰と平民主義
6 同　　　上

明治憲法体制形成

期の政治思想 中江兆民一　「思賜の民権」から「回復の民

7
権」へ
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回 テ　　　一・　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

陸　南と国民主義

8 松　沢　弘　陽

明治憲法体制と社会主義

幸徳秋水一「志士仁人」の社会主義
9 同　　　上

明治社会主義の二

つの道 片山潜一労働者の団結と都市自治の社会主義
直接行動・議会政策論争と「大逆事件」

10 同　　　上

田中正造の生涯一村から出て村に帰る

田中正造の政治思 田中正造の憲法思想一「宇宙間」の憲法と

11
想

大日本帝国憲法のあいだ 同　　　上

大正デモクラシーの知識人と民衆

吉野作造一「立憲国の先覚者」

12 同　　　上

吉野作造の政治思想一「民本主義」におけ
る民衆と指導者

13 同　　　上

，

大正デモクラシー

の二つの道 河上肇一東洋的マルクス主義者
河上肇の政治思想一「利己心」の否定と肯

14 定のあいだ 同　　　上

むすびにかえて

15 同　　　上
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＝西欧政治思想＝（R）
　　　　　　　　　　〔主任講師：田中治男（導電大学教授）〕

全体のねらい

　この講義は欧米における政治思想の発展を古典古代と呼ばれるギリシアから現代にいたるまで概説

するものであるが、その際、思想家個々人の紹介は最小限にとどめて、政治社会・政治生活を構成し、

かつ説明するものとして提起されてきた諸概念を、おおむね歴史的順序に従って叙述し、解説すると

いう方針をとりたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

序一政治思想史
@のテーマ：権力
@と自由一民主
@主義理論の歴史
@的背景

　政治社会の：基本的原理を権力と自由という二つ

ﾌものとして捉え、この両者がいかに対立し、ま
ｽ調和しうるかを探求するところに政治思想の課
閧ｪあるとみる。それはまた、今日的テーマとし
ﾄの民主主義がその内包を理論的に豊：かにしてゆ
ｭ過程でもあった。

田　中　治　男

i成蹟大学教授）

2
1．政体論と理想

痩ﾆ論

　古代ギリシアの政治的思考のエッセンスをさま

ｴまな政体についての考察とそれらを越えた理想
I国家の追求とに認めて、政治生活の自覚的把握
ｪ、ポリスの中での実際的経験とそれの哲学的反
ﾈとを通じて深められていったことを学ぶ。

同　　上

3
皿．　自然法および

_屋の観念の生
ｬとその意義

　人間の具体的関係から成り立つ政治社会をより
b｢次元から規律するものとしての自然に：ついて
ﾌ観念は古典古代の思想の中で育っていたが、こ
黷ﾉはさらにキリスト教的な神の観念が加わって、
?｢から近代にかけて大きな：影響をもった自然法

v想が出てくる。

同　　上

4
皿。国家理性の観

Oと主権理論

　ルネサンス期以降登場してきた近代国家を維持
ｵ、指導する力に対する要請と、これについての
l察が、国家理論に新たな様相を与えることにな
ﾁた。これには、マキアヴェリとボーダンの名が
汲ﾑつけて論じられる。だがその問題提起の意義
ﾍ現代に：まで及ぶ。

同　　上

5

IV．宗教改：革の政

｡思想：内面的
@信仰と抵抗原理

　カトリックの信仰箇条に：対する挑戦から始まっ

ｽ宗教改革：は、中世以来の政治的支配原理とその

繧ﾉ成り立つ政治秩序それ自体をも覆すという現
ﾀ的帰結を伴った。16、17世紀の宗教戦争を通じ
ﾄ、権力と自由というテーマは良心の内面におけ
驫挙｡としても現れた。

同　　上

6
V．近世的自然法
@理論の意義と限
@界

　宗教改：革以後の状況から出てきた近世的世俗的

ｩ然法は、近代国家とその中枢に立つ君主権力と
ﾉ合理的な法的規範を与えようとするものであっ
ｽが、同時に、この時期からますます既成体制と
ﾈっていく政治的支配秩序の大枠を抜げ出ること
ﾍできなかった。

同　　上

7

VI．社会契約説と

?ｯ主権論
@（1）概説一ホ
@　ツブス

　契約説的政治理論は、自由・平等・独立の個人
ｩら出発して、政治社会が形成される筋道を論理
Iに構成しようとした。ホッブズは、人間がその

ｩ己保存本能を基に自然的能力を発揮する自然状
ﾔから、契約を通じて権力の秩序を創設する過程
�ｴ理的に論証した。

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

8
（2）　スピノザ

@　　ーロツク

　ホッブズの方法を継承しながら、自然権と自然
@の関係、合意：と主権の理論、国家権力の目的と

@能について、実り豊：かな思想を展開したロック

ｪ、同じイギリスにおける政治的発展を背景に考
@の対象となるが、同時期のオランダのスピノザ
煌ﾅ過しえない。

田　中　治　男

9
（3）　ルソーおよ

@びその後

　社会契約と形成された政治社会を導く一般意志
ﾆについての理論、主権の不可分性とその人民へ
ﾌ帰属という観点がルソーの思想の特質であるが、
ｻこに含まれる二律背反性は、一方に革命への方
?ｫを与えるとともに、他方その理論の妥当性へ
ﾌ批判をも生み出した。

同　　上

10

田．　ブルジョワ：革

@命と近代政治機
@国論
@（1）イギリス革
@　命期

　前三回では主として原理的レベルで問題を考え
ｽのに対し、ここでは17～18世紀の政治革命の状
ｵの中で新しい安定的秩序を思考する機構論的思
lを取上げる。ハリントン、シドニー、そしてロ
bクに代表されるイギリスの政治思想はその代表
Iな事例なのである。

同　　上

11
②　フランス啓
@早期から大量
@命へ

　フランスの啓蒙思想は旧体制と批判的に対決し
ﾂつ多様な展開を見せているが、ここではヴォル
eール、モンテスキュー、ディドロらの政治論を
沒｢するとともに、さらに大革命期の憲法論争を
閧ｪかりに、人権思想と権力分立理論の19世紀以
繧ﾖの影響をも考える。

同　　上

12

V皿．レパブリカニ

@ズムお・よびデモ
@クラシーの新し
@い伝統

　独立宣言と合衆国憲法とを通じて表明された新
ｻアメリカの政治理想を、その19世紀中葉までの
ｻ実的展開の中で、性格づける。ジェファソンの
ｯ主主義観、「フェデラリスト」の政府論、ジャ
Nソン大統領期の政治的現実、リンカーンの政治
摧O等を中心に検討する。

同　　上

13

双．19世紀の思想
@状況：保守主義・
@自由主義・社会
@主義をめぐって
@（1）イギリスと
@　フランス

　フランス大革命以後のヨーロッパにおける政治
Cデオロギーの対立・葛藤はそのままわれわれの
梠繧ﾖの遺産となっている。パークに始まる保守
蜍`、ベンサム、ミルを代表とする功利主義及び
ｩ由主義、それらのフランスでの発現形態一こ
黷轤�蛯ﾉ取上げる。

同　　上

14
（2）　ドイツ，そ

@の他

　政治的後進国とされるドイツも、19世紀におけ
骼v想的寄与は重要である。カント、ヘーゲルの
ｭ治哲学は国家理論に深い影響をもつ。マルクス
ﾌ社会主義理論はその根を英仏独の思想にもちつ
ﾂ、広く普及した。他方、立憲的自由主義は各国
､通の財産となっていった。

同　　上

15

X．民主主義の政
@治理論をめざし
@て一大衆化時
@代の問題

　本講義全体に内在するテーマとしての民主主義
攪_の現代における課題を展望するため、トクヴ
Bルの問題提起を手がかりに、今世紀に：おいて顕

?ﾈ大衆化現象の政治的帰結を考え、欧米の何人
ｩの政治思想家ないし政治学者の議論をこの文脈
ﾉおいて検討する。

同　　上
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＝現代の政治理論＝（TV）
〔主任講師：曽根泰教（慶磨義塾大学教授）〕

全体のねらい
　本書は、現代の政治理論を広く概観することを目指すが、政治の中心を「構成員すべてに関わりを

もつような決定を作り出すシステム」として理解する。そこで、民主主義の理論、決定のルール・選

挙の制度などの、ルールの側面と、そのルールのもとで動く現実の政治を、グームとして捉え、政策

の形成過程から考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
現代政治理論の広

ｪり

　今日政治の果たす役割は、印象とは逆に増加

ｵている。それは、経済における三市場（政治）

ﾌ割合の増加や、政治の場に登場する問題（経
ﾏ摩擦、税制改：革：）の増加に見られる。同時に、

ｻ代の政治学の扱う領域も拡大しつつある。

　曽　根　泰教
i慶慮義塾大学教授）

2
「政治理論」は蘇

ﾁたか

　P・ラスレットが、かつて死んだといった「政

｡理論」は蘇ったのか。。政治理論が死んだ理由、

ﾜた、　つた理由を考えることから、今日の理

_の役割、政治学上の変化を、政治哲学、経験

攪_、政策分析の関連で探る。

同　　　上

3
エリート論から民

蜴蜍`へ

　強力なエリート論者たち（パレート、モスカ、

~ヘルス）の民主主義批判の中から、今日に通

ｶる理論的な問題点を考える。ついで、現代の

ｯ主主義の理論的出発点をシュンペーターとし

ﾄ、基本的な主張を整理する。

同　　　上

4
現代の民主主義理

_

　現代の民主主義の理論を、ダールのポリアー

Lーの概念を基礎として分析を進める。次に、

芒rの問題、体制（罠主主義、権威主義、全体

蜍`）との関連、主流派の考えに対する批判者

ｽちの紹介と、理論的発展の系譜を探る。

同　　　上

5 集合的選択

　民主主義の選択理論を進めて、一次元的な民

蜴蜍`を考える基礎として、決牢のためのルー
巨ﾝ定はどうしたらできるのか、合理的、最適

ﾈ方法は何かを探る。ダグラス・レーの議論に：

]って、最適なルールを求める。

同　　　上

6 多数決と問題点

　多数決が仮に集合的選択として最適であると

ｵても、なお残る問題がある。その中で、特に、

Aローの提起した「投票のパラドックス」（循

ﾂ）および「一般可能性定理」の問題と、少数

ﾒのインテンシティの問題を扱う。

同　　　上

7
全員一致とコンセ

塔Tス

　多数決に対するルールの代表として全員一致
�lえる。合意に基づく全員一致の中で、社会
_約の代表としてロールズの正義論を考え、ブ
Lャナンの主張の根拠も探る。「協調の可能性」
�Aクセルロッドの「囚人のジレンマ」の実験
ﾉ見る。

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

8
自由主義的政治一一

繼c制のモデル

　直接的な集合的選択から代議制のシステムに

bを発展させ、自由主義（多数制限）や代表の

竭閧�ｪ析する。次に、ダウンズのモデルを考

ｦることで、選挙を通じた有権者と政党を含ん

ｾ2次元的な選択の関係を理解する。

曽　根　泰数

9
「政府」概念の再

沒｢

　公的選択の中で「政府」が存在するモデルを

lえる。まず、「国家」と「政府」の概念の整

揩�ｵ、次にミニマリストの考え方から「小さ

ﾈ政府」論の根拠を探り、規模の問題から、政

{の役割の問題など、3次元へと議論を進める。

同　　　上

10
意思決定者として

ﾌ個入と組織

　人は情報をどのように認知して、「記憶」をもとに判断し、、選択・決定をするのか。個人における決定の枠組みと、集団における決定上の問題について考える。認知心理学やコンピュー

^の発達を参考にする。

同　　　上

11 政策過程のモデル

　まず、アリソンの3モデルや、その他代表的な政治学的モデル（ダイ）の紹介を通じて、政策過程が扱う対象と方法についての枠組みを明らかにする。公共政策の決定と、その背後にある影響力の問題も考える。

同　　　上

12 政治経済モデル

　政治と経済の関係を、マクロ経済から論じ、いかに非市場的決定（政治）の果たす役割が大きいかを考える。政治的景気循環、外部性、公共財、利益集団（オルソン）、有権者・消費者

iハーシュマン）などを考えてみる。

同　　　上

13
マクロの政治的構

ｬ

　政治システムの比較において、特に、現実の

ｭ策形成過程の制度化の観点から、多元主義お

謔ﾑコーポラティズムの概念を説明する。団体

i労働団体等）、利益表出、具体的制度化の場

i審議会等）、政策領域などを明確にする。

同　　　上

14
政策のアウトプッ

gと評価

　規範的な考え方（自由、平等、正義、公益）および政策分析に使われるいくつかの分析方法と、その評価基準を示す。目的と手段の関係、政策の構造、また比較政策の考え方を通じて、社会科学の実験の可能性を考える。

同　　　上

15

　　　　　ψ馬

ｻ代政治学の問題
ﾆ将来

　現在の政治学はどのような理論的発展をして

ｫたのか。また、どのような成果をあげてきた

ﾌかを考え、同時に、日本の政治学の位置づけ
�ｷる。そして、今後の政治学の方向性、進むべきフロンティアのいくつかを示す。

同　　　上

一360一



＝現代の政治過程＝：（TV）

〔主任講師：阿部　齊（放送大学教授）〕

全体のねらい
　19世紀までの政治に関する研究は、議会・内閣・政党などのしくみ論と制度論がとりあげられてきたが、
20世紀になるとその実際の活動に重点をおいた政治の過程論が中心となった。

　この講義では、選挙・政党・圧力団体などの具体的な事例をとりあげるとともに、最近重要な意義をもっ
てきた女性の高齢者の政治的な活動にも目を向ける。また、各テーマを世界的な動きと関わりの中でとりあ
げていく。

担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

政治の機能権力の特性国家と政府国家と社会

1 社　会　と　国　家 阿部　　齊
（放送大学教授）

政治学の発展政治過程論の成立政2台過程論の展
開今日の政治過程

2 政治過程の意義 同　　上

選挙の意義投票率の意味多数代表制と小選挙区
制少数代表制と比例代表二二選挙区制と定数不均

3 選　挙　と　世　論 衡 同　　上

政党の意義政党の機能政党の発展二党制と多
党制政党とイデオロギー

4 政党と政党制 同　　上

投票行動の決定要因一党優位政党制　自民党の集
票組織　自民党の多数派戦略　自民党の支配体制

5 日本の選挙と政党 同　　上

利益集団の台頭圧力活動の役割審議会制度ロ
ビイストと議会コーポラティズム

6 利益集団の圧力活動 同　　上

現代の政治運動市民社会から大衆社会へ市民運
動と大衆運動大衆運動の変質住民運動と市民運動

7 大衆運動と市民運動 同　　上
戸
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担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

司法部と政治過程アメリカの法令審査権最高裁
判所の政治的役割　日本の最高裁判所大陸諸国の憲

8 裁判所の政治的機能 法裁判所 阿部　　齊

政策形成過程の特質日本の政策形成過程政権党
と行政部官僚の役割議会の復権と野党の役割利益

9 政策形成過程 集団と審議会 同　　上

平等化と平等主義日本における平等化社会階層
の存在階層の非構造化新中間大衆と保守政治

10 社会階層と政治 同　　上

政治的無関心と政治的有効感政治的イデオロギー
日本人の政治意識政治意識と政治文化　日本の政治

1
1

政治意識と政治文化 文化 同　　上

女性の選挙権獲得の歴史決定過程への女性の参加
アファーマティブ・アクション選挙とジェンダー・

12 女性の政治参加 ギャップ地方政治と女性 同　　上

選挙権の年齢制限政治的社会化と社会科教育校
則による管理と市民の育成子どもの概條約

13 子どもの政治的社会化 同　　上

高齢化社会の到来高齢化社会の政治的争点高齢
者と選挙高齢者の政治参加シルバー・デモクラシ

14 高齢者と政治 一 同　　上

内政を動かす国際的要因相互依存の増大内なる

国際化市民運動とNGO
15 国際化の政治過程 同　　上
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：＝ ｻ代の国際政治＝（TV）
（主任講師：神谷不二（東洋英和女学院大学教授）主任講師：高橋和夫（放送大学助教授）〕

全体のねらい
戦後の国際政治の展開を爲干し、現代史を規定してきた諸要因を考え、さらにその将来を占ってみる。詳

細な部分像ではなく簡潔な全体像を事実の羅列ではなく分析のための体系的な枠組を提示したい。言いかえ
るならば学生自らが国際政治を考えて行く上での案内図を描き出すことが本コースのねらいである。

担当講師
回 テ　　　一・　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

戦後の国際政治を（1）冷戦の起源、展開、終焉、（2＞南 神谷不二
北問題、（3）国際的な経済の相互依存の深化の三つの流 （東洋英和女学院

1 r第二次世界対戦後の れから概観し、本書の全体像を提示する。 大学教授）

世界』

高橋和夫
（放送大学助教授）

ポーランドの悲劇に始まるヨーロッパにおける冷戦
を解説し、米ソ関係が、大戦中の同盟から戦後の対策

2 rヨーロッパの冷戦』 へと変貌を遂げる推移を振り返る。 同　　上

朝鮮戦争からキューバ危機までの米ソ関係を扱う。

特に両国が核兵器とその長距離運搬手段を保有したこ
3 r板門店からキューバ との軍事的・政治的な意味を探り、核戦略を考察する。 同　　上

へ』

キューバ危機以降の米ソ関係を概説する。ニクソン
とキッシンジャーのデタント、ソ連軍のアフガニスタ

4 rデタ　ン　ト　』 ン介入、レーガンのSDIなどを現代史の中に位置づ 同　　上
ける。

一九八五年以来のゴルバチョフの国内改革とその外
交的波紋を考える。

5 rゴルバチョフの挑戦』 同　　上

戦後、アジア・アフリカ諸国が繰り広げた独立劇を
振り返り、その後の新興諸国の苦悩に：焦点をあてる。

6 rアジア・アフリカの 同　　上
独立』

米ソ日中の利害の錯綜する東南アジアは、西側寄り

のASEANと共産勢力の支配するインドシナに二極
7 rインドシナ戦争とAS 分解した。その過程を分析し、国際政治におけるこの 同　　上

EAN』 地域の役割を論じる。
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担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

共産圏の二大国、ソ連と中国の対立は、米中の接近
という事態を導き出した。そして中ソ両国の国内体制 神谷不二

8 r北京、モスクワ、ワシ の変化が、両国の対話への道を開いた。この米中ソの
ントン』 外交的三角関係の展開の跡をたどり、その将来を占う。 高橋和夫

戦後の国際経済体制を支えてきた通貨制度、ブレト
ン・ウッズ体制の成立と変遷、そして崩壊を論じる。

9 rドル支配の没落と また、一一九七〇年代以降採用された変動相場制（プロ 同　　上
混乱』 一ト）の功罪を考える。

日本とヨーロッパの復興と発展を可能にした戦後の
自由貿易体制の成熟と変貌を説明し、新しい貿易秩序

1
0

r戦後の貿易体制』 の姿を探る。 同　　上

最近ますます加速しっっある企業の多国籍化の実態
を提示する。また多国籍企業が国際政治の場において

1
1 r多国籍企業』 果たす役割に関する論争の推移を紹介する。最後に企 同　　上

業の多国籍化の将来を見通す。

先進諸国の生活水準の向上するなか、第三世界の遅
れが目立っている。後者の貧困の問題が国際政治の重

12 r南北問題』 要なテーマとなっている。その実態、そしてその原因 同　　上
に関する論争に目を向ける。

世界経済のエネルギーである石油を国際政治の視点
から分析する。

13 r石油と国際情勢』 同　　上

国際政治の力学の産物として国際連合をとらえ、そ
の成立と変容を概観する。

14 r国際連合』 同　　上

東西の両三三間の競争の勝敗の帰趨が決した今、冷
戦後の新しい国際秩序を展望する。

15 r冷戦を越えて』 同　　上
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＝現代日本の政治＝（TV）
　〔主任講師：新藤；宗幸（立教大学教授）〕

全体のねらい

　現代日本政治における重要なイシュウを採り上げ、それぞれのイシュウを多角的な視点から教科書

と映像によって分析してみることにより、現代政治をみる眼を養うことを目的とする。

回 テ　　　一　　　マ， 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
現代日本の政治
¥図（1）

　日本の近現代史を踏まえて、現代日本の政治

¥造が、どのような特徴をもっているか、また

ｻ代日本政治の生理と病理は何かについて論じ
驕B

新　藤　宗　幸

i立教大学教授）

2
現代日本の政治
¥図（2）

　1980年代に入って、日本政治学のなかに拾
ｪしてきた「近代主義批判」あるいは「日本モ

fル」の内容と意味を考えながら、日本政治へ

ﾌアプローチ方法について述べる。

同　　　上

3 選　　　　　　挙

　自由民主党は1955年以来30年余にわたって

ｭ権政党の座にあるが、この長期政権の要因を

蛯ﾆして選挙の制度、構造、機能について考え
驕B

阿　部　　　齊

i放送大学教授）

4 労　　　　　　働

　日本の経済構造の変化、政権政党の長期化な

ﾇによって、日本の労働界は再編成されつつあ

驕B労働界の再編を統治構造の変化の視点から

lえることにする。

同　　　上

5 国際化と経済摩擦

　1980年代に入って以来、日本の経済社会は

総ﾛ化の時代を迎えたとされる。しかしその一

福ﾉおいて経済摩擦は強まるばかりである。国

ﾛ化時代の内政構造について考える。
新藤　宗　幸

6 安全保障と軍事費

　安全保障は常に政治のイシュウとなる。現代

坙{においても、80年代に入って軍事力の強化

ｪ論じられ、多様な議論をよんでいる。安全保

痰ﾈるものの意味を、軍事費との関連で考える

ｱとにする。

同　　　上

7 民営化と規制緩和

　“小さい政府”論の下に各国において民営化

竚o済活動に対する政府規制の緩和が進んでい

驕Bこうした政府活動の変化がもつ意味につい

ﾄ、JR、　NTTなどをケースとして考えるこ

ﾆにする。

阿　部　　　齊
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

東京への政治・行政、経済機能の一極集中が、

何故に極だってきたのか、対策はどのようなも

8 国　土　構　造 のであるか、について政治学的に考えることに 新　藤　宗　幸
する。

現代政治のひとつの流れとして、ポスト物質

9
反消費文明・エネ

文明あるいは反消費文明を志向する政治運動が

ｶ在する。文明史および国際的視野のもとに、 同　　　上
ルギー 主としてエネルギーの｛則面から、日本の状況を

考える。

第9回と同様の文脈の下に、緑、自然保護に
ついて、日本の状況を考える。

10 自　然　保　　護 同　　　上

日本政治において女性、障害者、アイヌ、同

和地区住民らは、少数派として政治的に正当な

11 少　　　数　　　派 地位をもってきたとはいえない側面がある。日 阿　部　　　齊

本政治を少数派の政治として考察することにす
る。

明治近代以降、教育と学習は高度に整備され

てきた。しかし、都市型社会の成熟にともなつ

12 教育　と　学　習 て、教育と学習は多様な矛盾と課題を抱えるに 同　　　上

至った。日本政治の構造と機能の中に教育と学

習を位置づけて考えてみることにする。

税制とその現実的機能は、政治権力の所在を

的確に示す。日本の税制ならびに改革過程を素

13 税　　制　改　革 材として、日本政治の構造を考察する。 新　藤　宗　幸

財政は、政治権力がいかなる政策を、どのよ

うなプライオリティの下に実施しようとしてい

14 財　　　　　　政 るかを、数字をもって示してくれる。財の配分 同　　　上

を中心として、日本政治を考察する。

国民国家としての日本のアイデンティティを

めぐって、多様な議論をおきている。日本のナ

15 ナショナリズム ショナリズムの思想構造を、国際化時代と照ら 阿　部　　　齊

し合せつつ、考察する。
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　＝日本の地方自治＝（TV）

〔主任講師：阿部　齊（放送大学教授）〕

全体のねらい
　地方自治は、現行の日本国憲法の精神を支える基本的な柱の一つである。しかし・今日の地方自治が

その本来の在り方にふさわしい現実を備えているとは必ずしもいえない。ここでは・わが国の地方自治

の制度的しくみについて理解を深めるとともに、具体的な争点の分析を通じて・日本の地方自治が直面

する課題を提示する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

アメリカ、イギリス、西ドイツ左どの：地：二二

1 地方自治の構図1

治制度との比較によって、日本の地方自治制度
ﾌ特徴を明らかにする。さらに、明治憲法下の
n方自治制度の展開をたどり、そこで形成され

阿　部　　　齊

i放送大学教授）
た制度的遺産が、戦後改革によって作られた現

行制度に与えた影響を検討する。

日本の地方自治の戦後の展開を明らかにする。

地方自治の確立後も中央政府の税制手段として

2 地方自治の構図2
残された機関委任事務の増大、：革新自治体の盛
梶A地方の時代から東京一・極集中時代への転換、

同　　　上

中央政府の財源難による地方への権限委譲など

の問題をとりあげる。

日本の地方自治制度に：おいて、中心的な役割

を果たすのは、各自治体の首長である・自治体

3 首長の役　割
の首長が制度上にいかなる位置を占めるかを明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

轤ｩにした後、自治体首長のリーダーシップの
同　　　上

諸類型を検討し、首長主義の現状と課題を明ら

かにする。

地方議会は国の議会とは異なり、自治体の最

4 地　方　議　会

高機関でも唯一の意見決定機関でもない・しか
ｵ、地方議会の正常な機能がなければ、住民自
｡の実現は困難であろう。地方議会の実態ある
｢は地方選挙の現状を分析しつつ、地方議会の

新　藤　宗　幸

i立教大学教授）

問題点を明らかにする。

財政的独立は地方自治の最大の課題である。
しかし、自治体の財源難iのために、地方財政は

5 財　　　　　　政
中央政府からの援助に大幅に依存せざるをえな
ｩった。こうした政府間関係に焦点をあてなが

同　　　上

ら、地方財政の現状を明らかにし、あわせて最

近の変化にも言及する。

十 コミュニティは地方自治を支える基盤の一つ
である。しかし、最近の急激な人口移動に伴う

6 コミュニティの崩壊
過疎化と過密化は、一方で既存のコミュニティ

��ﾌするとともに、他方で新たなコミュニテ
阿　部　　　齊

イの形成を困難にした。コミュニティの崩壊が
地方自治に・与えた影響を探る。

地域医療とは、地域住民の健康を維持増進す
るために、医療提供のしくみを合理化し、地域

7 地域医療・保健
に包括医療の最適システムをつくることである。
ｻの核となるのは、初期診療の充実と継続医療

新　藤宗　幸

体制の確立であるが、具体例をあげて、自治体

の地域医療の現状を検討する。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
（所属・氏名）

現代の国家の特徴の一つは、体制の違いを越
えて、福祉国家への傾斜を強めていることに求

8 福　祉　政　策
められる。わが国もまた福祉国家の一つである
ｪ、福祉政策の実施は各自治体にゆだねられて 新藤宗　幸
いる。地方自治体の福祉政策へのとりくみを分
費して、その問題点を探りたい。

地方自治の柱の一つである住民自治の実現の
ためには、住民の自治能力を高める必要がある。

9 生涯学習と社会教育
社会教育は住民の自治能力の向上をその課題の一つとしてきたが、最近では社会教育よりも住

阿　部　　　齊

民の自主性に訴える生涯学習を重視する傾向も
みられる・その背景を探る。

住民の政治参加を拡大するためには、政府の

10
情報公開とプライ

oシーの保護

情報が可能な限り公開されなければならない。

曹ﾌ政府の情報公開はまだ制度化されていない
ｪ、一部の地方自治体ではすでに制度化されて 同　　　上

いる。その現状を明らかにするとともに、プラ
イバシー保護の必要性を考える。

、

過疎地域では、交通機関が採：算悪化から運行

をとりやめることが多く、過密地域では、道路

11 地　域　交　通
の渋滞や異常な混雑が大きな問題になっている

ｱとが多い。いずれにしても、地域交通は今 新　藤　宗　幸

日の地方自治体が直面する重点課題の一つであ

る。その現状を明らかにしたい。

1960年代後半から、環境汚染は地域社会が直
面する最も困難な問題の一つであった。最近で

12 環　境　保　　全
は、大気や河川の汚染、騒音、振動による公害に加えて、ハイテク汚染やアヌベスト公害が注

阿　部　　　齊

目されている。こうした環境保全に関して自治
体の果たす役割を探りたい。

日本の国際化が進むとともに、国際交流は国
の政府相互問にとどまらず、さまざまなレベル

13 自　治体　外交 で展開されている。姉妹都市提携や世界大都市
?cは、自治体レベルでの国際交流の主要な例 新　藤宗　幸

といえよう。こうした地方自治体の国際活動の
現状と課題を明らかにしたい。

国際化は単に国と国との間だけで進展するも
のではない。国内にも、外国人が激増すれば、

14 内なる国際化
内なる国際化を迫られることになろう。わが国
ﾌ場合、「ヒトの国際化」に対する抵抗が強い 同　　　上

が・その理由を考えながら、内なる国際化を促
進ずる条件を検討する。

国際化を進展させる窮極的な担い手は、市民
の自主的運動である。こうし：た視点に立って草

15 NGO・市民運動
の根での交流を図っているNGO（非政府的民
ﾔ組織）に注目するとともに、市民運動が国際 阿　部　　　齊

交流に於いて果たしうる役割を明らかにする。
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＝先進諸国の政治＝（R）
〔主任講師　河合秀和（学習院大学教授）〕

全体のねらい

　「一国についてしか知らないものは、その国についてさえ実は知っていない。」　この講義は、いわゆ

る先＝進諸国の政治一その政治的発展と現代の政治過程、政治文化の比較を通じて、各国の政治につい

ての知識を深めると同時に、政治とは何かについての理解を深め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
比較政治と国民国

ﾆ

　この講義では、もっぱら国と国を比較しながら

芒r政治論を進める。国家と政治、近代国家の成

ｧ、国民国家の誕生、先進諸国の国家群、などに

ﾂいてこの章でふれる。

河合　秀　和
i学習院大学教授）

2 比較の　枠組

　歴史的方法と構造的方法、国家主義・自由主義・
ｯ主主義・社会主義、政治的要求と政治機構、前　　　　　　　　　　）

冾ﾆ後期の社会、階級という観念、コーポラティ

Yム体制、などにふれる。

同　上

3 イギリスの場合　1

　もっとも早かった先進的発展、四つの民族と四

ﾂの地域、早期の統一、法の支配、議会、内閣、

c会制民主主義の成立、保守党・労働党、政治の
ｷい連続性などにふれる。

同　上

4 イギリスの場合　H

　バジョットのイギリス憲法論、政党の役割、首

鰍ﾌ権限、閣僚と首相、法案、最高法廷にない違

尢ｧ法審査権、拮抗する労働党と保守党、利益団

ﾌ、などにふれる。

同　上

5 アメリカの場合　1

　世界史上最初の新興国家、自由で平等、経済的

ﾉ豊か、人民の人民による人民のための政治、連

M制と三権分立制、「弱い政府」から「強い政府」

ﾖ、などにふれる。

同　上

6 アメリカの場合　H

　大統領の指導力が強化、大統領制度の特色、連

M議会、政党の実状、議員採決の実態、連邦最高

ﾙ判所の違憲・合憲の判定、議会による大統領の

e劾などにふれる。

同　上

7 フランスの場合　1

　フランスの「偉大さ」、知識人層の役割、大弁：

ｽの進展とナポレオンの独裁、未完の革命、憲法

ﾌ改正、ドゴールの登場、小財産所有者の国、小

ｭ党の乱立、などにふれる。

同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

軍部の叛乱、第五共和制憲法の制定、中道に有

利な選挙制度、大統領優位のもと政党選択が単純

8 フランスの場合　1 化、元老院は地方名望家の砦、ドゴールの失脚と 河　合　秀　和
その後、などにふれる。

「上からの」統一・、邦とプロイセン、ビスマル

クの弾圧政策、世界観政党、ワイマール共和国憲

9 ドイ　ツの場合 法とヒヅトラーの登場、敗戦と国の分割、などに 同　上
ふれる。

ドイツ連邦共和国の発足、選挙制度、：連邦憲法

裁判所、連邦議会選挙における各党得票率と連立

10 西ドイツの場合 関係、アメリカと競争する経済大国への成長、な 同　上

どにふれる。

国民国家の直面する諸問題、ヨーロッパ経済共

同体の設立、ヨーロッパ石炭・鉄鋼共同体の発足、

11 E　C　の　場　合 ヨーロッパ共同体（EC）の組織、ヨーロッパ理事 同　上
会・議会、その他にふれる。

社会主義政権の成果、ロシア帝国の終焉、レー

ニンの革命政権樹立、新経済政策ネヅプの採用、

12 ソ連の場合　1 スターリンの一国社会主義、スターリン以後の後 同　上
継政権、などにふれる。

ソ連共産党綱領、メンシェヴィキ派とポルシェ

ヴィキ派、プロレタリアートの独裁、上意下達の

13 ソ連の場合　皿 組織、各級ソヴィエトの代議員の選挙、党と国家 同　上
の分離、などにふれる。

比較政治研究の実験：室、イギリスと日本の相違、

外からの影響と近代的発展、古代国家の成立、日

14 日本の場合　1 本の封建制、明治新政府の樹立、憲法の公布、軍 同　上
部の台頭、などにふれる。

近代日本の政治的文化の特徴、新憲法の制定、

世界史上もっとも成功した占領、憲法と軍備にっ

15 日本の場合　丑 いて暗黙の国民的合意、日本の政党の歴史、官界、 同　上
政界、財界などにふれる。
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＝第三世界の政治亡（R）
〔主任講師：小田英郎（闘魚義塾大学教授）

全体のねらい
　第三世界を講成するアジア、アフリカ、ラテンアメリカの各地域について、「序論」で述べるような

共通の角度から分析、考察を進め、各地域の共通性と特殊性を把握しつつ、第三世界の全体像をえがき

だすことをめざす。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

現代に騎ける第三世界の比重の増大に触れ、さ

序　　　　　　論
らに伝統と近代化の相互関係、国民的統合、イデ ‘小　田　英　郎

1 一比較地域政治
@　　論の試み一

堅陣ギーと政治・社会体制、国際社会に対するイ

＝[ージと対外行動などから、各地域の特殊性と共 （慶鷹義塾大学教授）

通性を検討する。

近代化を目標とする中国が、いかにして伝統の

中　　　国　　（1）
克服をめざして苦悩しているかを、国民的統合の 岡　部達　味

2

一革命と近代化一

問題にも触れながら論ずる。

（東京都立大学教授）

国内経済改革と対外開放政策のもとで進行する

3

中　　　国　　（2） 政治改革、および、それらを円滑に遂行するため

ﾌ対外政策について論ずる。 同　上

一改革と国際関係一

人種、言語、宗教、文化……世界のなかでもつ

4

東南アジア（1）一独立と国民的

@　　　　　統合一

とも多様性に富むといわれるこの地域の植民地支

zからの独立と国民的統合の努力のあとを、ベト

iム戦争などにも触れながら考察する。

　松　本　三　郎

i三鷹義塾大学教授）

東南アジア（2） 東南アジア諸国の近代化過程に現われたさまざ

まなイデオロギーや政治体制と業績を考察し、さ

5 一イデオロギー、 らにその複雑な国際環境を、とりわけ日本との関 同　上

政治体制、国際 係に注目しつつ分析する◎

環境一

10億の人口の圧力と貧困にあえぐ南アジア諸国

南　　ア　　ジ　ァ のきびしい現状を、混合革命方式で国家建設をは

6 一苦悩するインド かってきたインドと、これと宿命的対決をつづけ 同　上

亜大陸一 るパキスタンを中心に考察する。

幾多の帝国の盛衰史のなかで豊かな文明と地域

中　　　東　　（1） 的、宗教的一体性を生みだしてきた中東の「古い」 青　木　一　能

7 一二さと新しさの

@　　モザイクー

歴史を概観し、さらにヨーロッパ列強による「分

пvと独立達成にいたる経緯を、現代中東政治と （日本大学助教授）

の関連において考察する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容・ 担当講師
i所属・氏名）

現代中東の重要争点である中東紛争の背景と展

8
中　　　東　　（2）一紛争と対立の 開に論及したのち、70年代後半以降の多発する紛

?ﾆ対立を通して、中東政治の多元化と複雑化に 青　木　一一　能

図式一 ついて考察する。

社会主義体制から君主制にいたる多様な政治体

9
中　　　東　　（3）一国家建設の 制下の中東諸国が、それぞれに国家建設を模索す

髀�ｵを考察し、石油産出地域・中東と国際社会 同　　　上

模索と変動一 との相互作用といった問題を考慮しつ久中東政
治の変動状況を検討する。

歴史的復権への志向が現代のアフリカにおいて

10
ア　フ　リ　カ　（1）一歴史的復権の なぜ強いのか、それはナショナリズムやイデオロ

Mーや政策にどう反映しているか、といった問題 小　田　英　郎

志向とナショナ を、植民地時代を振り返りながら考察する。

リズムー

アフリカ的社会主義、一党支配体制、軍部支配

11
ア　フ　リ　カ　（2）一近代化と政治 体制など、国家建設や近代化の過程で出現したイ

fオロギーや政治体制牽考察し、あわせて南部の 同　　　上

体制一 白人人種主義体制（アパルトヘイト体制）にも論
及する。

アフリカ大陸諸国の連帯・団結をめざす反面、

ア　フ　リ　カ　（3） 国家的自己主張で対立し、多元化の度合を高める

12 アフリカ圏内の国際関係、および非同盟運動を軸 同　　　上

一団結と対立一 とした第三世界連帯運動への対応を考察する。

植民地時代以来の統治理念や、独立後の国家形

ラテンアメリカ（1） 成の特徴、澄よび個人独裁的な統治形態などの検 加　茂　雄三

13 一政治の伝統と 討を通じて、この地域の政治の伝統と風土に迫っ

風土一 てみる。 （青山学院大学教授

14

ラテンアメリカ（2）一社会改革と

@政治体制の
@　　近代化一

20世紀に入っての中間層や大衆の登場を契機と

ｷる社会変動と、それに対応していった政治体制

ﾌ近代化について、軍部の役割にも論及しつつ考
@する。

同　　　上

対米関係の歴史と現段階、1960年代以降の国
ラテンアメリカ（3） 際政治の多面化、診よび地域自決主義の動向など

15 一国際政治の に論及しつつ、国際政治の面でのこの地域の政治 同　　　上

展開一 について考察する。
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＝日本政治史＝（R）
　　　　　　1853～1987

〔主任講師：北岡伸一（立教大学教授）〕

全体のねらい

　幕末以来の日本の内政と外交を講義する。歴史的事実の説明は最小限度にとどめ、同時代の政治権

力の構造と変容の説明に力点を置く。また国際政治史や比較政治の視点を重視して、世界史の中に近

代日本を位置づける。聴講者諸君が日本政治の特色を歴史的に把握し、今日の政治権力を見る目を養

う一助となれば幸いである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
幕藩体制の政治的

ﾁ質

16世紀の日本と西洋
ｼ洋の多元性
渠ﾋ体制の一元性
ｳ統性の問題
��ﾌ容易さと統一の容易さ
錘mのエトス

北　岡　伸　一

i立教大学教授）

2
西欧の衝撃への対

日本人の対外意識
虚{リーダーシップへの期待
��ｺ許問題の登場
ｸ撰運動の激発
虚{雄藩連合体制の模索と崩壊
|幕への道
痺Rスト革命の条件

同　　　上

3 明治国家の形成

公議輿論の調達
?ﾍの集中
?ﾍ基盤の整備一軍事
?ﾍ基盤の整備一財政
走ｯ的基盤の創出一西洋文明の導入
l的エネルギーの動員

同　　　上

4 政府批判の噴出

国際秩序の伝統と近代　民権運動の発展

ｪ韓論　　　　　　　明治14年政変
ｽ政府派の発生　　　　民権運動の高揚と後退

G和政策とその限界

ｼ南戦争

同　　　上

5
明治憲法体制の成

ｧ

憲法制定への道
vロイセン流の憲法
尠@付属の制度
ｾ治憲法の特徴
V皇親政論と天皇超政論
��?ｳ問題
蜩ｯ団結運動

同　　　上

6 議会政治の定着

議会政治の出発　　　　隈板内閣成立前後

ｴ然主義　　　　　　　山県内閣

炎匤c会の諸相　　　　政友会の成立

ｯ力休養論の変容

﨎ｴ戦後経営

同　　　上

7 日清・日露戦争

主権線と利益線　　　　門戸開放宣言

ｩ鮮をめぐる日清対立　戊戌変法と義和団事件

��?ｳ　　　　　　　日英同盟

﨎ｴ戦争　　　　　　日露戦争
ｴ国分割の進展

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

朝鮮問題から満州問題へ
満州問題と国際関係

8 帝国主義の発展
ドル外交の展開と日露の接近中国革命

北　岡　伸　一一
21か条と反騰政策
寺内内閣の中国政策
シベリア出兵と西原借款

伊藤内閣から西園寺内閣へ
桂園時代と藩閥

9 政党政治の発展 桂園時代と政党
蜷ｳ政変 同　　　上

第1次大戦期の藩閥と政党
3党鼎立論の挫折

原内閣の成立

10
国際協調と政党内

t

原敬没後

純Vントン体制の成立

純Vントン体制の崩壊
同　　　上

政党内閣の時代

軍縮と軍備近代化
昭和軍閥の台頭

11 軍部　の　台　頭 満州事変と連盟脱退
A盟脱退後の国際関係 同　　　上

斎藤内閣と岡田内閣
陸軍の派閥対立

広田内閣の成立
宇垣から近衛へ

12 帝国の　崩　壊
日中戦争と総動員
決汾V秩序 同　　　上
第2次世界大戦の勃発
日米戦争への道
帝国の崩壊

敗戦

占領

13 敗戦・占領・講和 非軍事化と民主化 同　　　上
占領下の政治過程

冷戦と講和

55年体制の成立

岸内閣と日米安保
14 自民党政治の発展 池田内閣と佐藤内閣 同　　　上

派閥の発展

政策決定における自民党と官僚

国際関係の変容

田中内閣と対外問題

15 新しい国際的責任 保革伯仲 同　　　上
西側意識の定着

新たな国際的責任
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＝西欧政治史＝（R）
〔主任講師：犬童一男（神戸大学教授）〕

全体のねらい

　近代から現代への西欧における議会制民主主義の形成と展開は、各国の歴史的諸条件によって多様

であったことを主に講述する。19世紀の民主化から戦後の福祉国家にまでわたるが、その間の民主化

の停滞や独裁にも言及し、日本やその他の国の政治を学ぶ上でも有益な素材が提供できるようにした
い。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
西欧における政治

ﾌ発展

西欧諸国で政治的近代化を意味する民主政の

m立がどのように行われたか、R・ダールのポ
潟Aーキーへの発展理論に即して説明する。

犬童　一　男
i神戸大学教授）

2
イギリスの古典的

ｯ主主義

　議会の黄金時代とされるイギリスの古典的民

蜴蜍`の成立を、それ以前の議会寡頭制の段階

ﾉ遡って捉えると共に、その実体および問題点

�ｾらかにする。

同　　　上

3
イギリス議会制民

蜴蜍`の確立

　労働者階級が参政権を獲得した第2次選挙改

F革の成立過程を紹介すると共に、この改革後に

ｶじた政治体制がいかなるものであったかを述

ﾗる。

同　　　上

4
フランス議会制民

蜴蜍`の形成

　大いなるフランス革命以来の目まぐるしい政

ﾌの変遷をまず概観し、次に、第2帝制の下で
走ｯ経済の「離陸」があり、政治的近代化が：準

�ｳれたことを示す。

同　　　上

5
ドイツ第2帝制の

ｬ立と展開

　ドイツの政治的統一過程を：概観し、ビスマル

N時代を中心に第2帝制の国内政策および対外

ｭ策がどう展開したか、ヴィルヘルム2世時代
ﾆ対比して検討する。

同　　　上

6
帝国主義時代の民

O運動

　この時代の多様な民衆運動の中で第2インタ

iショナルに結集した社会主義労働運動を、革

ｽ型と改革型に大別して位置づけ、その問題点

�Tる。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～

同　　　上

7
第1次大戦の勃発

ﾆ帰結

　帝国主義戦争とみなされる大戦の発生因を考

@し、その展開と帰結としてのヴェルサイユ体

ｧの成立にまで触れるが、とくに開戦時の各国

c会の機能を問題にする。

同　　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

8
イタリア・ファシ

Yム体制の成立

　1920年代にイタリアがファシズム体制に移

sしたのは、戦前からの国家と国民の乖離を克

桙ﾅきず、戦後は議会政治自体が危機状況に陥

ﾁていたことを明らかにする。
犬　童　一　男

9
イギリス労働党の

ｬ長

　第1次大戦後に英労働党は欧州社会民主主義政党の中で指導的地位に上る。そうなったのは戦時内閣に参加し、抜本的党改革をなし、24年に政権を担当したことによることを論ずる。

同　　　上

10
大恐慌とイギリス

ﾌ政治過程

　大恐慌は、第2次労働党政権成立後に到来した。政府は状況打開の政策作成を迫られたがこ

黷ﾉ応え得ず、金融恐慌の中で崩壊し、挙国一

v内閣が成立した過程を明示する。
同　　　上

11
ワィマル共和国の
�

　ナチスの時代と第2次大戦との関連から史上

ｫわめて重大な意味をもつこの出来事を、共和

草ｬ立当初からの不安定性の存在を探ると共に、

蜍ｰ慌の到来で加速された体制崩壊の過程を分
ﾍする。

同　　　上

12
2つの入民戦線政

{

　新しい政治運動である30年代の人民戦線の特質について考察し、フランスおよびスペインの

l民戦線とその政府の成立、連合諸党間の不一

vによる崩壊の過程を捉える。
同　　　上

13
第2次大戦と国内

ｭ治体制

　ファシズム対民主主義の戦いにおける後者の

ｭ治体制の推移を探る。イギリスでは労働側が

Q加したチャーチル政権、フランスではド．ゴ

[ルとレジスタンスが重要だったことを示す。
同　　　上

14
戦後政治体制と福

ロ痩ﾆ

　第2次大戦後、現在の欧州政治地図が米英ソの協力と対抗の関係から形づくられたこと、またイギリスが戦中・戦後に作った福祉国家が、

ｼ欧諸国に拡がったことを明らかにする。
同　　　上

15
小国における民主

蜍`の発展

　西欧には多くの小国があり、大国とは異質の

ｯ主政が形成された。言語や宗教で同質的な北

｢3国では社会民主主義の合意政治が、異質的

ﾈオランダ、ベルギー等では多極共存型デモク

宴Vーが形成されたことを検討する。

同　　　上
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＝　行 政 学　＝　（R）

〔主任講師：西尾　勝（東京大学教授）〕

全体のねらい

　現代国家は：職能国家・福祉国家・行政国家である。政治権力の正統性は、民意の代表性と共に、行

政活動の成果に依存しているが、この行政活動の担い手こそ行政官僚制である。そこで、この講義で

は、行政官僚制の置かれた位置とその行動の仕組みについて理解を深めることを、主なるねらいとす
る。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
行政学の背景：

ｻ代国家の特質

　現代行政学の生成と発展の背後には、近代国
ﾆが現代国家に移行する過程で生じた変化、す

ﾈわち、国家の職能国家化、福祉国家化、そし

ﾄ行政国家化といった諸現象があった。

西尾　　　勝
i東京大学教授）

2
行政学の対象：
Oつの「行政」概念

　行政学の考察対象となる「行政」の概念には

Rつの類型がある。すなわち、立法・司法と対

艪ｵた行政、政治と対比した行政、そして組織

ﾌ経営管理を行政とみるものである。

同　　　上

3 行政活動の類型

　行政活動の目的別分類、性質別分類、民間活

ｮとの関係からみた分類について説明すること

�ﾆおして、現代国家の行政活動の多種多様さ

�ｦし、行政管理活動の必要に論及する。

同　　　上

4
行政活動の分担（1）

?寶W権と地方分権

　1国の行政活動はその国の政府体系を構成す

髟｡数の政府間で分担されている。そこで、こ

ﾌ中央地方関係の歴史、類型について考察し、

ｻ代の相互依存関係について説明する。

同　　　上

5

行政活動の分担（皿）

甯纉坙{の中央地

絈ﾖ係

　戦後日本の中央地方関係について説明し、出

諡@関・特殊法人の濫設、機関委任事務の増大、

竢赴燗凾ﾌ増大といった新中央集権の諸現象に

ﾂいて解説する。

同　　　上

6
政治家と行政官の

ﾖ係

　国会・内閣といった政治機関と行政機関の関

Wを政党政治家と行政官の関係からとらえ、各

曹ﾌ特徴を示すとともに、現代日本の官僚制を

ﾟぐる論議に言及する。

　　　■

ｯ　　　上

7 官僚制の特質

　官僚制ということばの由来から説きおこし、

}ックス＝ウェーバー一が指摘した近代官僚制の

ﾁ質について解説したうえで、日本の行政官僚

ｧにみられる若干の特徴にふれる。

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

8
官僚制の機能（1）：

K律　と　裁量

　組織構造の類似した官僚制でもその作動様式は多様になる原因が階統構造の運用の仕方にあることを示し、官僚制の正常な作動の鍵が規律と裁量のバランスにあることを説く。

西　尾　　　勝

9
官僚制の機能⑳：

ｽ令　と　服　従

　チェスター＝バーナードの組織均衡理論と権
ﾐ受容説について解説しながら、上三下服の緊

｣関係、面従腹背の諸形態、部下の忠誠対象の

]移と反逆の関係などについて説明する。
同　　　上

10 官僚制の機能障害

　法規万能主義、繁文礼、セクショナリズム、権威主義など通常官僚主義として一括される官僚制の機能障害が官僚制の健全な作動のために

K要な諸原則と裏腹の関係にあることを説く。
同　　　上

11
官僚制の意思決定

緖ｮ

　日本の行政官僚制の意思決定方式の基本は稟

c制にあるといわれている。この稟議制が実際

ﾉはどういうものであるのか詳しく検討して、

坙{の意思決定方式の特徴を探りたい。
同　　　上

12
政策過程と政策構

｢

　政策の循環回路について説明し、政策の形成

ﾆ政策の作成という観点の違いを明らかにした

､えで、政策作成の観点に立って政策の過程と

ｭ策の構造について若干の説明を行う。
同　　　上

13 予算編成と会計検査

　法令とならんで重要な政策の表示文書である

¥算：が編成されていく際の意思決定方式につい

ﾄ解説して、先の第11講を補うとともに、予算

ｷ行に関する会計検査に論及する。
同　　　上

14 行政活動の評価基準

　政策実施活動を評価する基準としては、合法

ｫのほかに、有効性と能率性の基準があるが、

ｱのうちの能率性評価の意義と限界について詳
ｵく論じる。

同　　　上

15 行政統制と行政責任

　行政に対する民主的統制は制度的外在的統制

�ｻの基本としているが、現代国家の行政を統

ｧする手段は多様になっていることを述べ、合

墲ｹて行政統制と行政責任の関係に論及する。
同　　　上
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＝現代の経済学＝（TV）
〔主任講師：嘉治元郎（放送大学副学長）〕

全体のねらい

現代の経済学の理論体系を概説し、 日本経済の現状に：ついて考える手段を提供する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

現代経済学の基本的性格を説明し、その内容に

1 現代経済学の体系
ついての概観を与える。

嘉　治　元　郎

i放送大学副学長）

無差別曲線（無差別図）を用いて、消費者行動

の理論を説明する。

2 消費者の行動 同　　上

企業の行動を利潤極大化の原理にもとずいて説
明する。

3 生産者の行動 同　　上

競争的市場が、経済社会において果している役

割について説明する。

4 競争市場の役割 同　　上

完全競争の場合との対比において、独占的立場

にある企業の行動について説明する。

5 独　占　・寡　占 同　　上

いわゆる市場の失敗の現象を、外部経済、公共

財の存在などの事例に則して説明する。

6 市場の　失　敗 同　　上

一国の経済を示すマクロ（巨視的）モデルにつ
いて説明する。

7 巨視的経済モデル 同　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

マクロモデルにおける消費関数、貯蓄関数につ
いて説明する。

8 消費　と　貯　蓄 嘉治　元　郎

マクロモデルにおける投資について、その需要

面と供給面から論じる。

9 投　　　　　　資 同　　上

一・曹ﾌ経済活動水準の循環的な変動について説
明する。

10 景　気　変　　動 同　　上

一・曹ﾌ経済活動の長期的な成長について説明す
る。

11 経　済　成　　長 同　　上

混合経済体制の下での、政府の役割について論
じる。

12 経済政策の目標 同　　上

財政々策の理論と、財政の経済に関する関係を
説明する。

13 財　　　　　　政 同　　上

金融の役割と、金融政策の意義について説明す
る。

14 金　　　　　　　融 同　　上

一国の対外経済関係について、理論と政策の両

面から論じる。

15 国際経済関係 同　　上
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　　　　　　　　　　　　＝産業組織論＝・（TV）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：植草　益（東京大学教授）〕

全体のねらい
　産業組織論では個別の産業が特定の時点でいかなる構造をもち、その下で各企業がいかなる行動を

とり、いかなる経済成果を実現しているかを分析するとともに、企業の行動や産業に対する公共政策

がその産業の構造を長期的にどのようレ『変化させてゆくかを解明することをねらいとしている・

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
産業組織論の課題
ﾆ体系

　まず産業とは左にかを説明し、その左かで産
ﾆ分類の方法について説明する。次に個別産業
ﾌ分析の方法としての産業組織論の体系を説明
ｵ、さらに産業組織に重要な関連をもつ現代技
p、産：業構造、企業組織および産業に対する公

､政策について概観する。

植　草　　　益

i東京大学教授）

2 産業構造の変化

　産業組織論の具体的内容に入るまえに、産業
g織論と重要な関連をもつ産業構造の変化と最
ﾟの技術革新の動向について論じる。ここでは
ｨもに戦後日本の産業構造の変化（重化学工業
ｻ、サービス化および情報化）と最近の先端技
p開発の動向を論じる。

同　上

3 現代企業の組織

　現代企業は所有の形態、企業規模、生産形態、

驪ﾆ結合の形態などにより、多様な形態に分類
ﾅきる。それらの企業形態の分類を示すととも
ﾉ、日本の企業組織の特徴をおもに産業組織と
ﾌ関連で考察する。

同　上

4
規模の経済性と範
ﾍの経済性

　現代の大企業はその主要製品について大量生
Yを実現するとともに、多品種にわたって垂直
I、多角的に生産している。その実態を分析す
驍ﾆともに、その基礎としての規模の経済性と
ﾍ囲の経済性について論じる。

同　上

5 売　手　集　　中

　産業組織論の体系に入って、まず売手集中に

ﾂいてその測定方法を示し、主要産業に澄ける
ь闖W中の水準および時系列変化を説明する。
ｳらに売手集中の水準を決定する要因について
燒ｾする。

同　上

6 製　　品　差　　別

　製品差別の概念、製品差別を形成する要因、

蝸v産業に澄ける製品差別の程度を論じ、さら
ﾉ製品差別を形成する重要な要因としての広告
ﾉついてその意義と問題点を論じる。

同　上

7 参　入　障　　壁

　参入障壁の概念、参入障壁の形成要因診よび
Q入阻止行動について論じ、現在の技術革新の
i展過程で産業融合が進み、市場の国際化が進
Wするなかで、参入障壁が低下している実態に

Gれる。

同　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

現代の企業はいかなる価格設定原則を採用し

8 現代企業の価格設
闌ｴ則

ているかを考えるため、価格設定原則に関する
秤ｼ説を検討する。澄もにフル・コスト原則、

Q入阻止価格、目標価格設定等を検討して長期 植　草　　　益

利潤最大化仮説を論じ、それと売上高最大化仮
説との異同を考える。

現代の主要産業においては寡占が支配的市場
形態である。寡占における価格形成について、

9 寡　　占　価　　格 クールノ以来の理論をサーベイし、現代におけ
驩ﾇ占の価格形成について論じる。また寡占に 同　上

訟ける生産効率の向上と価格変化の実態に触れ
る。

寡占ばかりでなく原子的競争市場に吾いて各

カルテルとプライ 企業が協調的行動をとると、独占と同じ価格形

10
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
。
フ

成が可能となる。この協調形態の典型としての

Jルテルとプライス・リーダーシップについて 同　上

論じる。

特定産業における市場支配力や複数市場に論
ける多角的市場力が存在した場合には、資源配

11 資源配分効率
分効率が歪められる可能性をもつ。はたして現
繧ﾉおいて独占的市場支配力によって資源配分 同　上

非効率が発生しているか否かを検討する。

技術進歩は経済発展の原動力である。産業に

おいていかに技術進歩が追求されているかを考

12 技　術　進　　歩 えるため、技術進歩の概念、技術進歩の測定方
@、技術進歩の基礎としての研究開発活動にっ 同　上

いて概観する。

これまでみてきたように、経済の成長・安定・
進歩を実現するためには、市場機構にのみ全面

13 独占禁止政策
的にゆだねて澄くことはできない。市場の不完
S性による失敗が存在する。「市場の失敗」に
ﾎ処するための産業に対する公共政策の1つと

同　上

して独占禁止政策を論じる。

産業に対する公共政策の第2の形態としての
自然独占分野（おもに公益事業）における政府

14 直接規制政策
の規制政策について、おもに価格規制のあり方
�_じる。特に総括原価方式、限界費用価格形 同　上

成、二部料金、ラムゼー方式などについて論じ
るQ

産業に対する公共政策の第3の形態としての
産業政策は多様な政策を含むが、澄もに新産業

15 産　業　政　策

の
保
護
育
成
と
衰
退
産
業
の
構
造
調
整
に
つ
い
て
論
じ
る
。 同　上
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＝国際経済学＝（R）
〔主任講師：嘉治元郎（放送大学副学長）〕

全体のねらい
　国際経済学の主要な内容について解説し、世界経済の現状について理論的に分析を加える。そのこ

とを通して、我が国の国際社会におげる地位と役割を明らかにする・

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

国際経済学の対象
対外経済取引
ﾎ外取引の種類 嘉　治　元　郎

1 国際経済学とは何か 対外取引と国際通貨 （放送大学副学長）

通貨の交換と為替レート
国際収支とその表示

貿易活動の目的

比較生産費説

2 国際貿易の理論 自由貿易の利益 同　　　上

今日の世界貿易体制

貿易自由化とそれに対する反対論

3 自　由　貿　易　論 自由貿易論の基本原理 同　　　上

自由化に伴う摩擦

自由貿易論に対する批判

保護貿易政策

4 保護貿　易　論 自由貿易理論の諸前提 同　　　上

幼稚産業の保護

経済的安全保障への配慮

開放巨視モデル（Open　Macro　Model）

5
国内経済　と

総需要と総供給　　政府購入　　家計の消費

驪ﾆの投資　　封鎖巨視モデル　　輸入の説明 同　　　上

対外経済関係 輸出の説明　　乗数の理論　　輸出と輸入

貿易外収支とは何か　　貿易外収支の内容

サービス取引の特長　　サービス需要の増大

6 貿易外収　支 金融活動の国際化 同　　　上

貿易外収支と生産要素の国際移動

資本収支の実：態　　直接投資　　延払信用

借款　　証券投資　　短期資本収支

7 国際資本移動 国際資本移動の原理　　利潤率の国際比較 同　　　上

国際投資に伴う危険

自発的収支と調整的収支
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 経済発展　と
ﾎ外経済関係

経済発展の諸段階　　国際収支の段階的変化

痰｢債務国　　成熟した債務国　　若い債権国

ｬ熟した債権国　　世界諸国の実績

剪~・投資と国際収支
嘉　治　元　郎

9 国際金融の理論

国際金融とは何か　　　　国際通負とは何か

総ﾛ通貨の役割　　　　　現実の国際通貨

総ﾛ通貨としてのドル　　国際通貨の適正量

hルの相対的価値
同　　　上

10 国際金融の機構

国際金融のシステム　　システムの崩壊システムの再建

甯纃総ﾛ経済システムを支える組織
総ﾛ通貨基金（lnternational　Monetary：Fund）国際復興開発銀＝行（世界銀行）

総ﾛ金融システムの調整

同　　　上

11 外国為替の理論

為替レートとは何か

ﾗ替レートの表示法

O国通貨の価値
O国為替・の需要・供給

ﾗ替レートの長期的変化

同　　　上

12 国際収支の均衡

国際収支の均衡とは何か
緖x均衡化のメカニズム
燒{位制の自動調整機能
o済政策による国際収支の調整
蒼煖ﾏ衡と国際均衡の同時達成
ﾗ替レートの変動と国際収支

同　　　上

13 労働力の国際移動

生産要素の国際移動
J働の国際移動の誘因
総ﾛ的な賃金格差
J働力の国際移動の実績
J働力の国際移動の経済効果
謫�汨蜷甯繧ﾌ労働力の国際移動

同　　　上

14 国際経済の現状

世界経済の分析方法

f易マトリックス（貿易行列）

総ﾛ資本移動の分析　　世界諸国の分類

?k関係　　東西関係

｢界経済の一体化と国際経済学

同　　　上

15 日本経済と世界経済

戦後における日本経済の発展
P　援助と特需の時期　　朝鮮動乱と特需豆　重化学工業化達成の時期　　軽工業から重化学工業へ皿　貿易黒宅円の為替レート上昇の時期　貿易収支と為替レートW経済大国への移行の時期V　債権国の役割を果すべき時期

@自由化と国際化一貿易の場合
@国際化と自由化一金融の場合

同　　　上
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＝　財 政 学　＝（TV）

〔主任講師　貝塚啓明（東京大学教授）〕

全体のねらい

　主として国の財政を中心に、財政の仕組み・機能・政策問題をわかり易く説明したい。その際、資

料その他なるべく最新のものを用い、現実の財政問題に関心がもてるようにする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

財政とは政府の経済活動を指すが、ここでは

1 財政とは何か
話の糸口として、財政問題の実例を二、三あげ

ﾄ、それがなぜ財政の観点から問題になるかを

燒ｾし、序論に代えることとする。実例として

貝　塚啓　明
i東京大学教授）

は、年金、税制、公債発行などを予定している。

私企業体制を中心とする資本主義経済におい
ても、政府は必要不可欠な役割をもっている。

2 民間部門と公共部門
他方、公共部門は長期的に拡大化傾向を示し、

ｽ様な活動を行っている。ここではこのような
同　　　上

公共部門の拡大を跡づけ、公共部門の行動原理
を説明する。

公共部門の運営は、予算制度を通じてなされ
日本の財政システム る。予算は、通常1年を単位としており、その

3 年度の支出計画と収入の見積りを示したもので、 同　　　上

一指　　算一 議会（国会）の議決を経て成立する。ここでは

中央政府について予算：の概要を説明する。

予算の歳入面は、租税収入と公債収入に分か
日本の財政システム れる。ここでは、租税収入の構成と主たる税目

4 4）概略、および公債制度のおうよそを説明する。 同　　　上

一租税と公債一

これまでの説明は、単一の政府を前提にして

日本の財政システム 議論してきたが、現実の公共部門には、複数の

5 レベルの政府が存在する。日本では、国、都道 同　　　上

一地方財政一 府県、市町村の三つの政府のレベルがあり、そ

の相互関係は複雑である。

政府活動が必要不可欠であるのは、民間部門
において市場の失敗が生ずるからである。特に

6 公共支出の役割
社会のすべての構成員にとって共通に消費され
骰焉Eサービス（公共財）が存在し、民間部門

同　　　上

がこれを供給しえないことが政府が最小限必要
な理由となる。

現実の公共支出は、多様な内容をもっている。
防衛、警察、一般行政などの純粋公共財、一・般

7 多様な公共支出 道路、河川改修などの準公共財、さらには、高
ｬ道路、鉄道などの私的財に政府が支出してい

同　　　上

る。所得再分配のための移転支出や社会資本形
成のための公共投資も重要である。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

公共部門がもつ重要な役割である所得再分配

8
公共支出と所得再

ｪ配

機能は、現在では社会保障システムがこれを行

ﾁている。ここでは、最低生活水準の保障から

nまる多様な社会保障システムとその問題点を

貝　塚啓　明

みる。

政府の財源調達のなかでもっとも大きな比重

を占める租税をどのような形で課税するかはも

9 租　税　　体　系 つとも重要な問題といってよい。公平で中立的な 同　　　上

課税方式が所得、消費、資産などの課税ベース

のどれを採用したらよいのかを説明する。

現在ラテン系諸国を除いて先進諸国の租税の

中核をなすのが（個人）所得税である。簡単に

10 所　　　得　　　税 所得税の仕組みと現行所得税がかかえる問題点 同　　　上

を説明する。

日本の国税収入において大きな比重を占める

法人税は、法人利得（法人所得）を課税対象と

11 法　　　人　　税 している。ここでは法人税の仕組みとその経済 同　　　上

効果を説明する。

転嫁することを前提として課税されるのが間
接税である。従来の日本の税制では、特定の個

12 間　　　接　　　税
別品目にのみ課税される個別消費税しかなかっ
ｽが、最近になって広く消費一般に課税される 同　　　上

消費税が導入された。ここでは、ヨーロッパ諸
国で採用されている消費税にもふれる。

日本の財政は、最近まで大幅な財政赤字を示

公債　発行を
してきたが、これに伴う公債発行については、

13
めぐる問題点

賛否両論がある。ここでは主としてこの点をふ

黷驕B

同　　　上

弓　　』　一一一　　　一　一　　一　，　　　　　　　　　　　　　　　　＿　＿＿　　＿　　＿＿　　　＿

明治以降の日本の経済発展に財政がどのよう

な役割を果したかを、財政支出と税制について

14 経済発展と財政 検討する。 同　　　上

π一

@　　一一一
1990年代における日本の財政問題を展望す

る。財政赤字の動向、政府規模の拡大、今後の

15 今後の財政問題 税制や社会保障の将来などが扱われる。 同　　　上
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＝金　融　論＝（TV）
〔主任講師　貝塚啓明（東京大学教授）〕

全体のねらい

　経済活動は物の取引と金融取引に大別される。この講義では、金融取引が物の取引にどのような影

響を及ぼすかを説明する。具体的には、さまざまな金融取引の仕組みとそれを仲介する金融仲介機関

の機能を説明しつつ、金融や経済成長、雇用、インフレ、貿易などにどのような影響を及ぼすかを明
らかに：する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

金融活動を定義し、金融問題の例を挙げてこ

の講義のいと口とする。金融の機能としては、 貝　塚　啓　明
1 金融とは何か 貨幣の存在とこれを前提とする貸借が中心とな （東京大学教授）

る。金融問題としては、インフレーションと株

価の暴落を例として説明する。

金融制度の基礎として貨幣制度が定着してい

る必要があり、まず、日本の貨幣制度を概観す

2 金　融　制　度 る。さらに中央銀行、銀行制度、その他の諸制 同　　　上

度を日本の実情に即して説明する。

金融制度の背後には、金融構造がある。間接

金融と直接金融、既発行証券市場の確立、銀行

3 金　融　構　　造 と企業との関係など金融システムの性格を左右 同　　　上

するのが金融構造の差異である。これらの問題

を日本と先進主要国との比較に：おいて説明する。

一般的支払手段として機能する貨幣は、一国

4 貨　幣　の供給
経済の金融資産のなかでも重要な役割を担って

｢る。この章では、貨幣を定義した上で、それ

轤ｪ中央銀行と民間銀行とからなる銀行部門に

岩　田　規久男

i上智大学教授）

よって供給されるメカニズムを明らかにする。

利子率は投資に影響を及ぼし、投資は国民所

得・雇用・物価・インフレ率などに影響を及ぼ
5 貨幣の需要と利子率 すという意味で重要な経済変数である。この章 同　　　上

では、利子率が貨幣の供給と需要が等しくなる
， ように決定されることを説明する。

貨幣の供給は経済成長と雇：用に投資への影響

6
通貨と国民総生産・

ﾙ用・インフレ

を通じて影響を及ぼす。この章では、このマク

轟o済のメカニズムを説明する。 同　　　上

1929年に始まるアメリカの大不況はなぜ生じ

たか。その原因を貨幣供給との関係で探った後、

7 貨幣とデフレ・不況 ケインジァンによる原因説明との関係を説明す

驕B

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

8 貨幣とインフレ

　インフレは物の供給量の増加率よりも貨幣供

汲ﾌ増加率の方が大きいときに生ずるという素

pな考え方がある。この考え方の妥当性を短期

ﾆ長期に分けて実証的に検討する。

岩　田　規久男

9
財政赤字とインフ
ｵ！

　財政赤字は貨幣供給や国債残高の変化を通じ

ﾄ国民所得・雇用・インフレなどに影響を及ぼ

ｷ。この章ではこのメカニズムを説明する。 同　　　上

10
金融政策の目的と

闥i

　金融政策の目的は何か、それらの目的を達成

ｷる手段としての金融政策にはどのような竜の

ｪあるかについて説明する。 同　　　上

11 金融政策のあり方

　金融政策のあり方は、金融政策の効果の遅れ

竡s場の自動調整機能をどのように考えるかに

謔ﾁて異なる。この章では、歴史的経験を踏ま

ｦて、これらの問題を考慮し、金融政策のあり

福�沒｢する。

同　　　上

12 国　際　　金　融

　今日、国際金融上の重大な問題は、為替レー

gの変動である。為替レートの変動は私たちの

ｶ活にどのような影響を及ぼすか、それはなぜ

蛯ｫく変動するのか、安定させるための経済政

�ﾍ如何にあるべきか等を説明する。

同　　　上

13 金融仲介の機能

　第10章までは銀行などの金融仲介機関の存
ﾝを明確に考慮せずに金融のメカニズムを説明

ｵてきた。この章では、金融仲介機関が存在す

驍ｱとによって、どのようなメリット（経済成

ｷの促進など）が生ずるかを説明する。

同　　　上

14 金　融　自　由化

　銀行を始めとする金融仲介機関はさまざまな規制を受けているが、昭和50年代に入って、規制緩和＝自由化が徐々に進行している。このような事態はなぜ発生したのであろうか。金融自由化はどのように進めるべきであろうか。それは、金融サー

rスの消費者にとってどのようなメリットをもつ
ﾅあろうか。この章ではこれらの問題を説明する。

同　　　上

15 新しい金融取引

　最近では、金利スワップ・金融先物・通貨先

ｨ・オプションなど新しい金融取引が活発にな

ﾁている。これらの新しい金触取引の仕組みと
@能を説明する。

同　　　上
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＝日本経済史＝（R）
〔主任講師：三和良一（青山学院大学教授）〕

全体のねらい

　近代日本の経済成長は、国際的に比較してみて、際立って急速なものであった。封建社会から資本

制社会への移行期、資本制社会の確立期、そして資本制社会の変質期において、日本経済はどのよう

な特質を示したかを見るなかで、急速な経済成長をもたらした要因とその国民生活や国際関係への影

響を検討してみよう。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 資本制社会論

　高い経済成長が可能な資本制社会の構造をそ

鼈ﾈ前の社会と対比して検討する。その構造の

ﾁ質として共同体が解体した社会、身分的支配

ﾌない社会、市場を軸に再生産をおこなう社会

ﾆいう3つの面から見る。

　三和　良一
i青山学院大学教授）

2 幕末の経済と開港

　商品経済が発達してきた幕末では農民層の分

�ｪ進められる一方、問屋制家内工業やマニュ

tァクチュアも見られるようになった。そして

J港によって日本は世界資本主義と接触する。

ｻこでは半植民地化の危機にもさらされた。

同　　　上

3 明　治　維　　新

　中央集権を確立した明治政府によって、領主
x配をささえていた身分的支配体系が解体され
驕B地租改正と秩緑処分によって近代資本制社
?ｪ成立するための基本的前提条件が整備され
驩ﾟ程を見ながら、明治維新の経済史的意義を
lえる。

同　　　上

4 殖産興業と松方財政

　明治政府は殖産興業に力を入れた。それはま
ｸ近代的生産技術の導入であり、近代的企業の
逅ｬであった。そのために必要な通貨金融制度の整備がはかられた。また大隅財政と松方財政

ﾍインフレとデフレの渦に農民をまき込み、結
ﾊとして賃金労働者の供給源をつくり出した。

同　　　上

5
近代産業の発達（1）

@一一軽工業一

　松方財政のあとをうげて日本は企業勃興期に
?閨A日本の産業革命時代あるいは産業資本確立の時代がはじまった。日本の産業革：命は当時の最先端技術の導入による後発国型産業革命で

?ﾁた。しかしそこには特殊な歪も生じる。こ
ｱでは近代紡績業発展の軌跡もたどる。

同　　　上

6
近代産業の発達②

@一重工業一

　日本の産業革命は前章で触れたように綿工業・

ﾎ炭業・輸出産業・軍需工業の4つの確立によ

ﾁて完成する。ここでは近代石炭業の確立、近

纉S鋼技術の導入、兵器生産と機械工業の発達、

^輸業の発達の様柑などを見る。

同　　　上

7
日清・日露戦争と

坙{経済

　戦争は財政規模を一挙に拡大させた。この時

冾ﾉ日本は金本位制を採用、植民地経営に乗り

oした。独占化の傾向があらわれ、財閥もコン

cェルン形態をととのえた。資本制社会確立期

ﾌ再生産の構造も概観する。

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

8
第1次世界大戦と

坙{経済

　国際収支の危機に直面していた日本は第一次

蜷墲ﾉより債務国から債権国に転化した。しか

ｵやがて反動恐慌に見舞われ、政府は企業の大

K模な救済措置をとった。関税改正と商権回復、

J働運動についても概観する。

三　和　良　一

9 1920年代

　第一次世界大戦後、世界経済の基軸国は交替し、現代資本主義への変容がはじまった。日本

o済もまた国内市場を拡大して、新しい局面を
}えた。重化学工業化を進めながらも、資本蓄
ﾏと国際収支の危機に見舞われ、新しい経済政
�ﾌ展開もはじまる。

同　　　上

10 昭　和　恐　　慌

　片岡蔵相の失言をひきがねに金融恐慌が起こ
閨Aやがて銀行の集中化が進められた。1920年

繧ﾌ危機への対策として金解禁と緊縮財政を柱とする井上財政が登場した。しかし、暗黒の木

j日ではじまる世界i恐慌と重なり、日本の諸産
ﾆは痛烈な打撃を受ける。

同　　　上

11 高　橋　財　政

　金本位制を放棄し、景気政策を採用した高：橋
熕ｭ期の日本経済はどう展開したか。各国にさ
ｫがけて日本は恐慌から脱出したが、軍事費を
}制しようとした高橋蔵相は2・26事件で倒さ
黷ｽ。貿易・産業構造は大きく変容し、独占体
ｧも強化されていった。

同　　　上

12 戦　時　経　済

　満州事変・日中戦争・太平洋戦争へと突き進んでいった日本の戦時経済の姿を追う。この時

冾ﾉ世界経済はブロック化し、日本は統制経済の道を歩む。また軍需主導の重工業化が進み、

熹ｴが強大化する一方で、地主制は凋落してい
ｭ。

同　　　上

13 戦後経済改革

　戦後の日本経済はアメリカの対日占領政策によって大きな構造改革を迫られる。それは経済

I非軍事化政策であった。財閥解体、農地改革：、
J働改革が次々と実施されていった。しかし東
ｼ関係の変化は対日占領政策を転換させること
ﾉなる。

同　　　上

14 経　済　復　　興

　戦後の混乱と荒廃から立ち上がり、高度成長へのレールを敷くまでの経済復興の経過を見る。

ｫ性インフレの克服、企業の再建整備、ドッジ・
宴Cン、朝鮮戦争による特需ブームの役割など
�mかめ、さらに戦後の経済構造の変化を分析
ｷる。

同　　　上

15 高度経済成長

　高度成長を可能にした市場町要因や産業・貿
ﾕ・資本構造の変化を分析する。さらに、この
條冾ﾉ急激に進められた技術革新を概観すると
ﾆもに、高度成長に果たした経済政策の役割を
ｩる。高度成長の終焉の意味するところを考え
謔､。

同　　　上
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＝：｢米経1済史＝（改訂版）＝（R）

〔主任講師：関口尚志（東京大学教授）蜚C講師：梅津1順旨（青山学院女子短期大学助教授）〕

全体のねらい
　この講義では、一五・六世紀から現代にいたる欧米諸国の経済発展を対象とし、いくつかの主要な問題を
比較史的に検討することを狙いとする。具体的には、近代資本主義の発生をめぐる南欧、国民経済の構造を
めぐるイギリスとオランダ、産業革命をめぐるイギリスと大陸諸国、後発資本主義としてのドイツとロシア

といった比較を行う。

担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

はじあに

近代ヨーロッパの商業的 ポルトガル・スペインの海外進出 梅津順一
1 拡大と貿易国家の盛衰（1） スペインの経済的衰退 （青山学院女子

一ポルトガルとスペイ 〈視角と焦点〉アウグスブルクのフッガー家 短期大学助教授）

ンー

オランダとイギリスの拾頭

近代ヨーロッパの商業的 貿易国家オランダの興隆
2 拡大と貿易国家の盛衰（2） オランダの衰退 同　　上

一オランダとイギリスー 〈視角と焦点〉オランダ東インド会社

経済的衰退の様相

近代ヨーロッパにおける イギリスの農村工業の基盤
3 農村工業と都市工業（1） 中世の都市と農村 同　　上

一近代化の歴史的起点一 領主的市場経済の衰退
農民三市場経済
〈視角と焦点〉中世都市の世界史的意義

経済発展の経路
近代ヨーロッパにおける 都市の商人と農村の生産者

4 農村工業と都市工業（2） 農村都市と新しい流通網 同　　上
一市場構造と経営形態一 農村生産者の経営形態

〈視角と焦点〉シュレージエンの農村工業

農業経営の変化　　　　日用品工業の定着
近代ヨーロッパにおける 絶対王制の経済政策　　絶対王制の財政危機

5 「独占」と「経済的自 市民革命の経済史的意義 同　　上
由」 〈視角と焦点〉近代イギリスにおける食糧危機
一絶対王制と市民革命一

ヴェーバー学説の経済史的側面
合理的経営的資本主義と政治指向的資本主義

6 近代資本主義と宗教意識 プロテスタンティズムの禁欲と資本主義の精神 同　　上
〈視角と焦点〉ピュウリタニズムと経済生活

名誉革命体制の財政制度と信用制度
国内産業の保護

7 イギリス重商主義と南北 スペイン領植民地の経済 同　　上
アメリカ 英仏のプランテーション植民地と一驚隷

アメリカ独立の経済的背景
〈視角と焦点〉アメリカ大陸の南と北
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担当講師
回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・職名）

近・現代史把握の基礎視点
イギリス産業革命の展開

8 イギリス産業革命の世界 イギリス産業革命の革新性・古典性 関口尚志
史的意義 自生的産業変革の前提諸条件 （東京：大学教授）

〈視角と焦点〉生活水準論争

先進資本主義と後進資本主義
フランス革命と産業革命

9 産業化の波及と後進資本 独立戦争・南北戦争とアメリカ産業革命 同　　上
主義の経済構造 プロシア農民解放とドイツ産業革命

後進資本主義型産業革命の基本性格
〈視角と焦点〉鉄道と銀行

後発生の経済・不経済
自由貿易と国際金本位制一先進国ナショナリズム

10 19世紀の世界資本主義 自由貿易と帝国主義 同　　上
世界市場の構造と後進国の保護主義
貿易摩擦と文化摩擦
〈視角と焦点〉自由貿易帝国主義

「大不況」とその背景

農業不況と保護関税
1
1

「大不況」と資本主義の 独占資本の形成一アメリカー 同　　上
構造変化　・ 独占資本の形成一ドイツー

「反独占」運動

〈視角と焦点〉反独占運動と消費者の利益

「第2次産業革命」とイギリス「工業独占」の解体
多角的貿易（＝決済）機構

12 イギリス産業精神の衰退 「イギリス病」の歴史的起源 同　　上
と植民地支配 「生活権の足枷」と「過去の重荷」

帝国主義と「資本主義の精神」の崩壊
〈視角と焦点〉親救貧法と福祉国家への道程

帝政ドイツの高度産業化一金融資本の形成
中小企業・農民問題

13 帝政ドイツ・旧ロシアの ユンカー経営の歴史的特質 同　　上
経済と社会 「ユンカー的・ブルジョア的」帝国主義

ロシアの工業化とミール共同体
〈視角と焦点〉社会主義的工業化と市民的変革の課題

両大戦間における資本主義の変容
基軸国アメリカー高度大衆消費社会

14 ニューディールとファシ 大恐慌と世界経済 同　　上
ズム ニューディール

ナチス統制経済
〈視角と焦点〉フランスの国有化と経営的革新

ナチス成立の社会的基盤下層中産階級の経済的・
心理的貧窮化　「社会主義の貧困」と「中産層社会主

15 近代化と現代資本主義 義」　近代化とファシズムードイツ革命の根本問題一 同　　上
近代化と現代資本主義反独占の視点一現代資本主義
をどう捉えるか一現代資本主義と低開発経済
〈視角と焦点〉低開発経済の自立・発展と比較経済史
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＝近代日本の生活と社会＝（TV）

〔圭翻：灘実麟震旧記

全体のねらい

　日本人の生活は、明治維新以来、今日に至るまで大きく変化してきた。その変化は西欧化という側

面や合理化機能化といった様々な面をもっているが、しかし生活の実態を支えてきたのは伝統的な生

活感覚だった点も見逃せない。日本の近代生活と伝統的社会、地域、日本入の心意とがいかに結ばれ、

また切り離されてきたかを考える。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

勝手口からの眼

1 生活のリズム
国家祝祭日をめぐって

w校行事のなかで

nレ日とハタ日の間で

大　濱　徹　也

i筑波大学教授）

移民の動向

入植者への手引き

2 開拓地の生活と祈り 天塩川流域の町村 同　　　上

共同一致の場を求めて

建碑をめぐって

戦争記念碑のこと

3 生活のなかの碑 記念碑が問いかける世界 同　　　上

心を問う場として

かたりとしての歴史

つきあいとは

4 世間とつきあい
神前結婚式の誕生

｢間の変容
熊　三三　夫
i筑波大学教授）

開化の学問

女学校の誕生

5 良　妻　賢　母 高き志をもって 大　濱　徹　也

「女子教育」をめぐって

女子の心得

近代の小笠原流

合理性と機能

6 礼儀作法の近代化 礼法書の世界 熊　倉　功　夫

外来料理の黎明

肉食の登場

7 食事の　変化 新しい味 同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

新しい住まいの基準

台所の機能

8 台所　と　食卓 箱膳からちゃぶ台へ 熊　倉功　夫

東京と大阪一産業経済を中心に一
村の革：命

9 田　園　都　　市
「一家団樂」主義の虚実
x外住宅の形成

大　濱　徹　也

近郊農民の生活
「吾等が村」を求めて

呼称をめぐって

腰弁一俸給生活者の世界
10 サラリーマンの誕生 「学歴社会」の誕生 同　　　上

浮き沈みの人生

日本固有の酒の飲み方

洋酒と酒場

11 酒と煙草の文化 煙草：の文化 熊　倉功　夫

習いごとと家元制

家元制度の歴史

12 習いごとの社会学 家元制度の条件の権限 同　　　上

現代の家元

個性と創造性

洋服の導入

女性の洋装
13 和服　と　洋服 大正・昭和の服装 同　　　上

兵役の義務

「尚武須護陸」の世界

14 戦争　と　生　活 内務班での生活 大　濱　徹　也

兵士と家族をめぐって

歴史への視点

15
現代日本人の

@　　生活と社会

生活を読む

｢相と風俗
ｷり場と娯楽

大　濱　徹　也

F　倉　功　夫
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＝： ﾐ会学研究法＝（TV）
　　　　　　　　　　　〔圭桂馨臨：禺畏葎復1鶴西蓉蔽議教蓑i；〕

全体のねらい
　社会学研究法とは、社会学説史と対をなす社会調査法のうち、後者すなわち経験社会学の方法をさす。
経験社会学の採択している方法は、社会事象の量化と事後実験である。この両者に：みあう社会事象はき
・わめて限定されている。まず、なぜ限定されるかについて考えたい。そこから社会学が歴史学や心理学
とどう異なるかがおのずからあきらかとなる。そこで社会学は分析のためのデータを広い意味での人類
学に求め、それに統計学・数学を適用しようとする。ついで直接、社会調査を実施することはいうまで
もない。その結果はまだ全体社会とよばれるものを説明するにはいたつていない。しかし、婚姻、社会
的移動、階層などの人間の選択行動と社会制度との関係の説明が、歴史学、人類学あるいは心理学など
といささかは異なり、社会学的説明といわれるものを提出しえたかどうかが、この研究法の課題である。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

社会学の対象のうち数理社会学のアプローチの

1 社会　的行動
可能な分野についての解説、とくに使用できるデ

[タは社会人類学が中心となる。
甲　田　和　衛

i放送大学長）

o

インセスト・タブーをめぐる解釈と残された課

題

2 インセスト・タブー 同　　上

許される婚姻についての範囲

3 近　　　親　　　婚 同　　上

sisister’s’ р≠浮№?狽?注･とsister　exchangeとの

4
南インドの婚姻規 関連

同　　上
制

系譜空間と呼ばれる構造は存在するか

5 系　譜　空　間 同　　上

出自理論と縁組理論をめぐる諸問題

6 親　族　体　系 同　　上

系譜的方法とタイポロジイの限界について

系譜的方法・タイ
7

ポロジイ
同　　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

社会学は歴史を説明できるか、歴史を無視する

社会学研究法の課 ことによって成立した機能主義とneo－f㎜．ction一
8

題 nalismについて 甲　田　和　衛

年齢階梯制のルールと安定条件

9 年齢　階梯制 高　坂　健　次

（関西学院大学教授）

呪術と不安に関する機能論的説明の論理 ●

10 呪　術　と　不安 同　　上

入間集団に関するホーマンズ理論の数学的定式
化

11 人間集団のモデル 同　　上

許される婚姻の条件と社会のタイプについて

12 親族：構造のモデル 同　　上

教育機会の均等化にもかかわらず社会的不平等

がなくならないのはなぜか
13 学歴社会と不平等 同　　上

階層のイメージ形成と階層帰属意識

14 階層のイメージ 同　　上

「相対的剥奪」の概念の数学的定式化

15 意図せざる結果 同　　上
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＝社会：構造と社会変動＝（R）

一近代化の理論一
　　　　　　　　　　　〔主任講師：富永健一（東京大学教授）〕
全体のねらい

　マクロ社会学理論の視点から、産業化と近代化の解明に一貫した理論的説明を与えることがこの講義

の目的である。産業化と近代化は西洋17世紀にはじまって世界をすっかり変えてしまった社会変動で

ある。この社会変動の性質を、構造一機能分析の視点（社会変動とは社会構造の変動であるから）に

立ちっっ詳細に分析してみたい。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

キー・ワード（その1）；産業化

1

1　序論

ﾟ代化と産業化：
キー・ワード（その2）：近代化

ﾟ代産業社会の概念 富　永　健一
i東京大学教授）

問＝題の出発点

近代化と産業化における先発と後発

近代化・産業化へ 近代化と産業化における西洋と東洋

2 の「先発」と「後 非西洋後発社会の近代化と産業化 同　上

発」：日本の位置

「理念型」としての近代産業社会

皿　社会構造への 社会構造の概念

3 アプローチ 社会構造の変動としての社会変動 同　上

社会構造とは何か

社会実在論と社会名目論

4
社会のミクロ分析

ﾎマクロ分析

ミクロ分析一行為理論的アプローチ

}クロ分析一システム理論的アプローチ 同　上

ここでの社会とは「狭義の社会」を意味する

i 全体社会と部分社会
5
i
社
会
の
基
本
類
型
　
…
　
｝

社会の基本類型 同　上

構造分化一家族と組織との分離

6
近代産業社会の社

?¥造（総論）

組織と市場

n域社会と地域行政組織 同　上

家族と親族

皿　近代産業社会 家族の諸類型と核家族の意味

7 の社会構造（各論） 家族・親族としての機能縮小とゲマインシャフト 同　上

家族・親族の構造 の最後の拠りどころとしての核家族
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

機能集団としての組織

組織の構造分析

8 組織の　構　造 近代産業社会の構造要素としての組織 富　永　健　一

生態学的アプローチ
村落：

9 地域社会の構造 都市 同　上

不平等の構造化

身分・階級・社会階層

10 社会階層の構造 階層的地位形成の過程論的・多元論的特性 同　上

国民社会

11
国家と国民社会の

¥造

国民国家

｢界社会の問題 同　上

何が変動するのか

W　社会変動への 社会成長・社会発展・社会進歩

12 アプローチ 社会変動の諸類型 同　上

社会変動とは何か

近代的精神の基礎：啓蒙主義

13 近代化理論・1
i歩の理論

実証主義・経験主義

u進歩の観念」 同　上

古典社会進化論（その1）

14 近代化理論・2
i化の理論

古，典社会進化論（その2）

lオ社会進化論へ 同　上

産業化・近代化の社会構造的二次元

15 近代化理論・3
ｭ展の理論

ゲマインシャフトからゲゼルシャフトへ

@　　　　　　　　　　　　　　（テンニエス）
`統的支配から合法的支配へ（ヴェーバー）

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

＝構造と機能

16
構造一機能理論と

ﾐ会変動

構造一回忌分析の論理

ﾐ会変動の理論化 富　永　健　一

ネオ社会進化論の三論枠組

17
社会変動における

ｭ展段階（総論）

社会進化の発展段階図式

ﾐ会進化の発展段階と社会構造の変動 同　上

V　社会変動に澄 未開社会におげる家族・親族

18
ける発展＝段階

@　　　（各論）

農業社会と家父長制家族：「家」制度

坙{社会における家と同族 同　上

家族・親族の変動

農業社会段階における組織

近代産業社会前期における組織

19 組織の　変　動 近代産業社会後期における組織 同　上

農業社会前期における都市と村落：

農業社会後期における都市と村落：

20 地域社会の変動 共同体の解体としての近代化 同　上

農業社会前期における社会階層

農業社会後期における社会階層

21 社会階層の変動 近代産業社会における社会階層 同　上

近代以前の国家の諸形態

22
国家と国民社会の

ﾏ動

近代産業社会における国民社会と国民国家

sx産業化と福祉国家化 同　上

M世界史の中での 社会進化の共通の方向性

23
　近代化と産業化

ﾐ会変動の構造一

社会進化についての構造一機能理論的解釈

ﾈぜ世界は一様に進化しなかったのか一予備的

@考察

同　上

機能主義的解釈
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回 テ　　　・一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

24

社会進化の動因：

u内在的」発展対

u伝播的」発展

内生因一先発国における「内在的」発展

O生因一後発国における「伝播的」発展
續ｭ国における社会発展の成否をきめる諸条件 富　永　健　一

25

非西洋後発社会に

ｨける近代化と産

ﾆ化・1
F日本の場合

日本の伝統社会

許磨E明治維新における近代主義対伝統主義

ｾ治・大正・昭和における近代化と産業化 同　上

26

非西洋後発社会に

ｨける近代化と産

ﾆ化・2
F中国の場合

中国の伝統社会

ｴ末・辛亥革命と中華民国のもとでの近代化と産

@業化
?ﾘ人民共和国のもとでの近代化と産業化

同　上

27

非西洋後発社会に

ｨける近代化と産

ﾆ化・3
F日本と中国の比較

伝統社会の＝構造についての日中比較

ﾟ代化段階における社会変動の日中比較

ﾟ代化段階における国際環＝境についての日中比較 同　上

28

W　未来へ向けて

@の展望
|ストェ業社会と

﨣�ｻ社会

ポスト工業社会

﨣�ﾐ会’
﨣�ﾐ会は知識社会と言えるだろうか 同　上

，29
高齢化社会と福祉

痩ﾆ

人口構成の高齢化

l口の高齢化と社会の構造変動

痩ﾆと自治体の役割 同　上

30

回顧と展望：19世

Iから20世紀への
竡Yと20世紀から
Q1世紀への遺産

19世紀から20世紀への遺産としての社会主義

ﾐ会主義の思想と運動の正統派としてのマルクス

@主義
Q1世紀へ向けての20世紀の遺産は何か

同　上
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＝地域と生活＝（TV）
　　　　　　　　〔主任講師：加藤秀俊（放送教育開発センター所長）〕

全体のねらい

　人間は、大地とはなれて生活することはできない。その大地に根をおろした人びとは、おのずから地

域社会を形成した。この番組では自然的環境や風土の中での人びとのさまざまな生活のありかたを多様

な角度からさぐる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「地域」とはいったいなにを意味するのであろ

うか。また、地域研究がなぜ必要なのか。さらに、 加　藤　秀俊
1 地域社会をさぐる 地域研究の方法はどのようなものなのか、「地域 （放送教育開発

と生活」への手がかりを考えてみることにする。 センター所長）

日本列島には無数の盆地がある。それらの盆地

は、そとにむかって閉ざされた小宇宙であるとい

2 盆地　の　世界 ってもよい。そしてそこでは、ゆたかな想像力に 同　上

よって民話も生まれた。放送では日本民俗学の成

立にもふれる。

日本の国土の70％は山林であり、その山林の
なかにもたくさんの地域社会がある。日本の林業

3 杉と地域社会 の現在の状況をふまえながら、主として日本を代 同　上

表する杉をとりあげる。

日本は文字どおりの島国である。だがわれわれ

の多くは、いわゆる「離島」に生活する人びとの

4 島　の　社　　会 姿を知らない。本州に近接した島でさえ、そこに 同　上

は小さな島の地域社会がある。その問題をさぐる

ことにする。

太平洋がわに住む人間には想像もできないよう

な積雪地帯が日本海がわにはひろがっている。そ
5 雪　国　　日　本 の雪国のなかでの地域生活はいったいどのような 同　上

ものなのだろうか。雪と人間生活のかかわりを考
察する。

日本の風土的条件は地：域によって大きなちがい

をもっている。そのちがいが、もっともきわ立つ
6 地域と住まい て反映されているのは住居であろう。その住居の 同　上

さまざまを各地でとらえ、研究してみたい。
り

日本の人口移動は急激な都市化の波のなかで加

速化し、いわゆる「過疎」の村がほうぼうにでき
7 村　　お　　こ　　し てしまった。しかし、そういうなかで、村の再活 同　上

性化がおこなわれている。その実態を研究する。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師凸
i所属・氏名）

地域と地域のあいだには、物資や情報の交流が

ふるくからあった。その典型として、「市」と、

8 市　　と　鍛　　治 溢血冶のふたつを題材にしながら地域間交流の形 加　藤　秀　俊
態をさぐってみることにしたい。そしてその伝統

のうえでの現代をも考察する。

大都市への人口集中と、ぼう大な数の通勤者の

誕生によって、「郊外」というものが生まれはじ

9 の　び　る　郊　外 めた。さいきんでは、「超郊外」とでもいうべき 同　上
状況さえみられる。いったい「郊外」にはどんな

問題があるのかを考察する。

地域と地域とをむすぶのは道路である。現在で

は鉄道や高速道路が発達し、交通は便利になった

10 街道　の　役　割 が、むかしは、日本の主要な地点を街道が通って 同　上
いた。宿場町という町もできあがった。中山道の

例で考察する。

日本はいまや世界一の長寿国になった。そのよ

うに変貌してゆく社会のなかで、高齢者の果たす

11 高齢者と地域 べき役割は大きい。地域社会形成者、そして文化 同　上
の伝承者としての老入の姿を学習する。．

それぞれの地：域には、それぞれのイメージがっ

きまとう。いったい、なにがイメージをつくるの

12 地域のイメージ か、そして、イメージと人間とのかかわりはどの 同　上

ようなものなのか、をとらえてみることにする。

地域社会、とりわけ都市生活のなかでは、人間

どうしの出会いの場としての「ひろば」が大きな

13 ひろばと生活 意味をもつQ日本の都市の「ひろば」の歴史と現 同　上
代とを再検討しながら、現代生活を研究する。・

第6章で日本の諸地域と住居形態をみたが、こ

となった地域それぞれは独自の食文化をも形成し

14 地域と食生活 てきた・その地域差と背景にある歴史とを研究し 同　上

ておくことは、日本を知るためのだいじな手がか
りである。

むかしの村落共同体には、さまざまな祭礼があ

つた。しかし、都市のなかにも祭の伝統はあるし、

15 現代都市の祭 また、あらたな祭を形成してゆく力もはたらいて 同　上
いる。都市の人間にとっての祭の意味と役割をか

んがえて結びとする。
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＝地域社会学＝（TV）
〔主任講師　加：藤秀俊（放送教育開発センター所長）〕

全体のわらい

　地域社会の成立は比較的あたらしいが、原初的村落から都市にいたる、もろもろの地域社会には、歴

史的背景や行政をふくめてそれぞれの特色がある。この番組は地域社会の構造・組織をあきらかにする

ことを目的とする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
地域社会学への招

ﾒ

　地域社会学という学問分野がつくられたのは比
r的あたらしいことだ。どのようにしてこの学問

ｪ成立したのか、またその意味はどこにあるのか。

ｻれを国際比較的な：視野からもとらえることにす

驕B

加　藤　秀俊
i放送教育開発

Zンター所長）

2 農耕　と　定着

　人類がムギ、イネなどの栽培植物を発見してか

轣A人びとの特定地域への定着性は急激に向上し

ｽ。その過程を考古学的な視点をまじえつつ考察

ｵ、日本における村落の起源をたずねる。

同　上

3 地域　と　血　縁

　初期の村落：は、おそらく人数のすくない血縁集

cであったとおもわれる。そのことは一村同姓と

｢った共同体がこんにちも健在であることからも

､かがわれるであろう。そのような視点から血縁

W団と地域の関係をかんがえる。

同　上

4 土地と神さま

　日本のそれぞれの地域社会、そして分割された
u土地」には土地神がいらっしゃる。氏神から土

n神（うぶすながみ）などの系譜をたどり、同時
ﾉ、土地神と人間とのかかわりを研究する。

同上

@　　　　　「

5 村・町・都市

　人間がつくりあげた地域社会は、小さな農村共

ｯ体から、さらにそれが拡大した町、そして、こ

�ﾉちでは巨大都市にまでふくれあがった。こう

ｵた集落、ないし居住様式を比較検討する。

同　上

6 地域　と　宗教

　第4章でみた土地神のほかに、高等宗教の成立・

Z透によって形成されてゆくことがある。ここで

ﾍ日本の代表的な仏教、浄土真宗教団と地域のか

ｩわりをとりあげる。

同　上

7 地域　と　水域

　日本列島は小河川の網の目のうえに成立してい

驕Bその小河川は、生活用水であるとともに、農

kに欠かすことめできない灌概用水としても決定

Iに重要だ。水域と地域はどのような関係にある

ﾌかを考察する。

同　上

一403一



回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

8 現代の農村社会

　1980年代の日本農業は大きな転換期をむかえ

ﾁっある。これまでの日本の農政そのものが見直

ｵの時期にさしかかっているといってもよい。主

ﾆして水田稲作の農業社会と農家の生活を検討す

驕B

加　藤　秀　俊

9 現代の漁村社会

　日本は海にかこまれた国である。そのゆたかな

C洋資源は、そのまま日本人の栄養資源でもあっ

ｽ。しかし、漁村もまた大きく変貌しつつある。

ｻの実態をひとつの個別事例をつうじてかんがえ

驕B

同　上

10 現代の山村社会

　かつて、ゆたかな日本の森林はさまざまな恩恵

�坙{人にもたらした。現在でも、木はわれわれ

ﾌ生活と密着している。山村のなかで木を材料に

ｵてそれを加工する人びとの姿をとらえなおして

ﾝたい。

同　上

11 開拓地の地域社会

　農業の生産性の向上と人口増加とのあいだには

褐ﾝ的な因果関係がある。耕作面積を増加させる

ｽめに、江戸期から新田開発がすすみ、明治から

ｻ代までの近代日本にも開拓地ができあがった。

泊鰍�ﾝる。　　　　1

同　上

12 都市の近隣社会

　都市には巨大な人口集積があるが、その巨大な入口も地域的に細分化してみると、町内会などの

ﾟ隣社会が機能していることに気がっく。都市化

梠繧�ﾞかえつつあるこんにち、この都市内地域

ﾐ会に焦点をしぼる。

同　上

13
歴史のなかの地域

ﾐ会

　あらゆる地域社会は歴史の産物であり、その延

ｷである。ここでは日本の都市の原型のひとつと

ｵての城下町にその例をとって、歴史的伝統がど

ﾌように現代の地域社会にうけつがれているかを

l察する。

同　上

14 未来への挑戦

　前章にみた過去からの延長としての現在と対照

Iに、こんどは、現在から未来に延長線をひいて、

ｳまざまな地域社会がどのような未来設計をおこ

ﾈっているかを検討してみる。そこには自治体の
w力がみられる。

同　上

15 主張する地域社会

　未来を見つめ、あらたな地域社会をつくってゆ

ｭ主体はあくまでもそれぞれの地域に住む市民た

ｿである。その市民たちがみずからを主張する姿

�ﾆらえて、地域の将来を考える。
同　上
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＝芸能と社会＝（TV）
〔主任講師：小沢昭一（劇団しゃぼん玉座主宰〉〕

全体のねらい

　デレビの発達、普及によって芸能は、社会の前面に押し出てきました。その結果、社会に於ける芸

能のしめる位置、そして役割にも変化がおこっていると思われます。この際、社会と芸能との関係を

本質的に考察し、あわせてその将来を展望してみたいと思います。折りにふれては、講師が芸能人で

あるので、その立場から………。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

この教材の最初の章は、講師のわたくしごと

1 芸　能　　と　私
から始まります。芸能の原点を、とくに職業芸

¥者の根本をつかもうと、大道芸の万歳をやっ

ﾄみた講師自身の報告です。

　小　沢　昭　一・

i劇団しゃぼん玉座主宰）

日本人の遊びの内容を分析して、日本人の遊

び観を理解し、神と人とが交流する遊びが、や

2 遊び　と　芸能 がて芸能化の道をたどるな．ど、遊びが発達して 同　　　上

ゆく過程を考えます。

あま　　いわや　ど　　あめのうずめのみこと

『古事記』に於ける天の岩屋戸の天　　女命
うみさちやまさち

の舞踊、また『日本書紀』のなかの海幸山幸伝

3 芸能のはじまり 説の滑稽演技など、神話にみえる劇的要素を点 同　　　上

検するのをはじめ、芸能の起源についてさまざ

まに考察します。

権田保之助（1887－1951）は都市に於ける娯

なりわいとしての 楽を調査して「社会生活の推移」と「現代社会

4
芸能

に於ける生活の基調」を明らかにしょうとしま

ｵた。その著作の一端にふれつつ．大道芸、及

同　　　上

●

び大道芸人についてさぐります。

「芸能と社会」について考えるとき、芸能民

の被差別の歴史をぬきにして語ることは出来ま

5 芸能　と　差　別 せん6多くの日本の文化が、被差別的な土壌か 同　　　上

ら生まれたことを、深く真剣に考えたいと思い
ます。

市での商人たちは、弁説を駆使して人を集め、
それは極めて芸能的でしたが、同時に多くの芸　　　　　　　　　て　き　や

6 商い　と　芸能 能が、市を支配する香具師の傘下にあったので 同　　　上

す。そういう商いと芸能との関係を考究します。

宴会に歌や踊りはづきものですが、『万葉集』

の歌謡が古代の饗宴の場を母胎として生まれた

7 イ宴会と　芸能 ように、日本人は宴会を、技芸を公開し養成す 同　　　上

る場として伝承してきました。そういう宴会の

歴史をたどります。
一
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容　　　　　　　　　竃 担当講師
i所属・氏名）

人は理屈だけではなかなか信仰に入れまぜん。

そこで布教者はしばしぽ感覚にうったえます。

8 信仰　と　芸能 芸能化した説教は布教方法として極めて効果的 小　沢　昭　一
でした。そういう芸風説教を研究します。

ひとつの芸能が世の中にうけ入れられる、あ

るいは捨てられる、その過程をつぶさに点検す

9 芸能の　盛　衰 ることによって、民衆の芸能に求めるものは何 同　　　上
“ か、がわかるかもしれません。そこを追求して

みたいのです。

、

江戸の「かぶき」と「吉原」は、ともに江戸

庶民の理想境であり、同時に「悪場所」として

10 芸能　と　悪所 社会から隔離されていた世界でした。この2つ 同　　　上
の世界を考えることで「芸能と社会」の関係を

より明確にしたいと思います。

そもそも芸能は、ふつうにいう意味での社会

11 芸能の社会学
の秩序からはずれています。芸能人はアウトロ

[です。一般社会を律している規制や道徳とは 同　　　上
無関係な社会現象として芸能は存在します一
このことの考察です。

今日、スポーツと芸能とはますます近似であ

12 スポーツと芸能
ると考えます。しかし日本では、もともと相撲

ﾍ芸能であり、いまも芸能が失った芸能的要素 同　　　上圃
気 を多く残しています。スポーツと芸能の密漁を

さぐりたいのです。

「テレビでは出演者の素顔が透けて見える。
だからタレントは地＝素顔で演じなくてはなら

13 テレビの社会学
ない。またタレントという存在はさまざまな領域に“軽薄”に越境してくるもの」一という論点を中心に、テレビに於けるタレントを考え

同　　　上

ます。

余暇生活の拡大によって、参加型のレジャー

余暇生活に於ける が発達したものの、実演芸能へ足を運ぶ入は減
14

芸能♂ 少していますQ実演芸能の将来はどうなるのか。 同　　　上
くわしく点検したいのです。

「見る芸能とする芸能では、する芸能こそが

15 これからの芸能
芸能だ・すべて1人4・人の人間自身が芸能者で

?驍ﾆいう方向へ動きはじめているのではない 同　　　上
か」一という梅悼理論の展開を考えることで
しめくくりとしたいのです。
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＝アジアの社会＝（TV）
〔主任講師：祖父江孝男（放送大学教授）〕

全体のねらい
　アジアの社会を総合的に理解することを目的として、稲作と米食について主に東アジアに焦点をあ

てながら、地理学、農学、言語学、気象学、経済学、宗教学、歴史学、文化人類学、生物学など隣接

諸学の成果をふまえながら学際的、総合的に理解をすすめる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 アジアの社会を学ぶ

　　　　　　　　　　　’
麻Aジアのイ’丁目ジをとらえる。

麻Aジアの範囲について考える。

魔ｱの講義の成り立ち、および学習の方法につ

｢て理解する。

祖父江　孝男
i放送大学教授）

2

長い米と丸い米
齦ﾄと入とのか
@　かわり

＊稲の代表的な分類のしかたを理解する。

柾﨣�ﾌ集め方について学ぶ。

毎薰ﾉ：関連したことばの体系について考える。 同　　　上

3 ラ　イ　ス　ロ　一　ド

＊稲の起源に関する研究方法について理解する。

毎薰ﾌ、アッサム・雲南地方起源説を概観する。

俣坙{への稲作の伝i播の問題について考える。 同　　　上

4

モンスーンと稲作

`水と入とのかか

墲閨`

＊アジアの自然環境の鍵をにぎるモンスーン気

�ﾉついての基礎的な知識を得る。

麻c塔Xーンの地域的影響の差を理解する。
鱒?ﾌ利用とその管理の問題について考える。

同　　　上

5

遠永の　連作
`土と人とのかか

墲閨`

＊水田の稲作における有効性について考える。

鱒?cを使っての稲の連作の土壌学的メカニズ

?�揄�ｷる。

毎薰ﾌ栽培の方法について整理する。

同　　　上

6 稲を育てた人々．

＊稲作における種子の重要性を理解する。

毎薰ﾌ収量増加ぺめ努力について、自然条件と・

ﾌ関連を考える。

磨u緑の革命」について考える。

同　　　上

7 稲作と宗教

＊日本の風土と神道との関係について考える。

毎諸?ﾆ神道との関わりについて考える。
毎薰ﾉまつわる東南アジアの信仰について理解

ｷる。

@　　　　　　　　　　　　　　モ

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

＊日本においてわらがトータルに利用されてい

ることを理解する。

8 わらの民俗と信仰 ＊わらの特徴と、わらが利用される原因につい 祖父江　孝　男
て考える。

＊韓国におけるわらの利用との比較を行う。

＊西アジアにおける稲作について理解する。

＊米の食物としての重要性について考える。

9 米の利用と食文化 ＊米の調理法、食べ方の多様性に目を向ける。 同　　　上

＊日本における水田の水管理の重要性を理解す
る。

10 稲作と共同組織
＊「ゆるやかな構造の社会」という概念について考える。

同　　　上
＊田植え組織と村落共同体の形成の関係について理解する。

＊日本の近代化に農村が果たしてきた役割を考
える。

11 米　　と　経　済 ＊日本の農業の将来について考える。 同　　　上
＊米の国際市場での位置について理解する。

＊タイの社会の特質を「ゆるやかな構造の社会」

12 アジアの農村1
`タ　　イ～

の概念で考える。

麻^イの稲作の特徴を理解する。

俣坙{とタイの農業生産構造の比較を試みる。
同　　　上

13
アジアの農村2
`フィリピン～

＊東南アジアの稲作の基本的性格を農民を軸に
lえる。＊水田所有と社会的ステータスの関係について

lえる。 同　　　上

＊「かげρ循環」というとらえ方について考え
る。

＊アジアの米経済について考える。

14
アジアの農村3
`インドネシア～

＊「分配社会」、「低安定社会」という概念に

ﾂいて理解する。

麻Cンドネシアの米の流通と特徴について考え
同　　　上

る。

＊韓国における米の増産の過程を、品種改良を

15
アジアの農村4
`韓国・日本～

中心に理解する。

俣坙{と韓国の農村の比較を行う。

麻Aジアの社会について考える。
同　　　上

一408一



　　　　　　　　　　　　　＝法と手続き＝（TV）

　　　　　　　　　（主任講師：井上治典（九州大学教授）主任講師：三井　誠（神戸大学教授）〕

全体のねらい
　「手続き」を通して法をみる・あるいは考える。これが本講義の目的である。民事のもめごとであれ、刑
事の犯罪をとりあつかうものであれ、公正な手続きが果たす役割は大きい。手続きは、たんに何かの目的に
そる手段ではなく・それ自体が独立の価値をもち、法を実現する源である。民事、刑事それぞれの手続きを
学んで、法とは何か、正しさとは何かとを考えてもらいたい。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 正しさと手続き

芥川「藪の中」を読んで、この世で起ることについて「真相」なるものがいかにわからないものであるかを確認したうえで、正しさとは何か、正しさと手続きとの関係を

lえてみる。当事者主義の裁判の構造、証拠や立証責任の
ｴ則などをみながら、「手続き」のイメージをつかんでほ
ｵい。

井上治典
i九州大学
ｳ授）

O井　誠
i神戸大学
ｳ授）

井上治典
i九州大学
ｳ授）

O井　誠
i神戸大学
ｳ授）

2

“もめごと（紛

?jと救済手続
ｫ”

民事の「紛争」、すなわち「もめている」とは、どうい

､ことなのか。人間の本性や行動に眼を向けて、紛争のメ
Jニズムを解明する。つついて、紛争を取り扱う手続きの
ﾔ様と役割を考える。あいたい交渉、相談、苦情処理、あっせん、調停、仲裁、訴訟、それぞれの特徴をみる。

井上治典 井上治典

3
交渉と法
iその1）一

�ﾊ事故紛争処
揀Zンター

紛争処理手続きの原型としての「交渉」のメカニズムや理論をみる。そのうえで、交通事故紛争処理センターの手続きを具体的に検証しながら、交通事故紛争の処理につい

ﾄの問題点を探り、いかにあるべきかを考えてみる。

炉同上
同上

4
交渉と法
iその2）一

ﾁ費者センター
ﾆ仲裁センター

取引（契約）と紛争とは、それぞれ非連続の別置1のもの

ｾろうか。行政型の処理機関を代表する消費者センターと、
謫�結桾ﾙ護士会の仲裁センターそれぞれの紛争処理状況をみながら、紛争過程における「交渉」の役割を考えてみ

驕B

同上 同上

5

とりあえずの救

ﾏと執行一民事
ﾛ全と民事執行

紛争に対処する場合に、とりあえずの救済措置が果たす役割は大きい。この観点から、民事保全手続きとしての仮処分、仮差押えをとりあげる。ついで、強制的に要求を実現する民事執行手続きが、どのような構造と役割をになっ

ﾄいるのかを考える。

同上 同上

6 調停と訴訟

調停制度はどのようなものであり、訴訟手続きとのちがいはなにか。調停の「交互面接方式」は、なぜ→殴化しているのか。また、訴訟における「調整的処理」の高まり、非訟化の

X向は、なぜ現在進行中なのか。訴訟と訴訟以外の手続とのあるべき連携はいかに。

同上 同上

7

なぜいまラウン

hテーブル方式

ｩ一和解兼弁論
�lえる

近時、民事裁判の審理の中心は、正規の法廷ではない、和解室や準備室でのラウンドテーブル方式に移りつつある。この審理方式が日常化した背景を探り、「弁論」のあり方からみた、この方式への期待と危惧を明らかにしていく。

同上’ 同上
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回 テ　門　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 倒産と法

　「倒産」という緊迫した事態の下で、法や手続きはどの

謔､に運用されているのか。なぜ「私的整理」が利用され
驍ﾌか。債権者間の公平はどのように実現されるのか。ま
ｽ、債務者の更生は。さらに、法的倒産手続きにおける「交渉」の役割はあるのであろうか。

井上治典 井上治典

9 捜査手続きの
ﾈ学化

検　　討　　中 三井　誠 三井　誠

10 取調べ手続きの

ﾂ視化

！ノ

同上 同上

1
1

事実認定の
K正化

ノノ

同上 同上

1
2

防御手続きの
?ｫ化

〃

一
同
上 同上

1
3

刑事手続きの
s民化

ノ1

同上 同上

1
4

量刑手続きの
J明化

ノノ

同上 同上

15 死刑の縮限化 ノノ

同上 同上

一410一



＝先進諸国の政治＝（R）

〔奎縢離離沓嫌藁難轄繋1）

全体のねらい
先進諸国の政治を相互に比較することを通して、主要先進国の政治に関する基礎的な理解を深めるととも

に、政治とは何かを考えるための手掛かりを与える。各国の政治を個別に取り上げるほか、北アメリカ、西
ヨーロッパ、東ヨーロッパ、ロシアの諸地域が、地域として政治的にいかなる特性を持つかについても考え
たい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

比較政治論の意義や方法について、簡単にふれた後、民
三主義国として最も古い歴史を持つアメリカの政治制度を 阿部　齊 阿部　齊

1 アメリカ（1） 概観する。権力分立の原則、連邦議会、大統領、行政部、 （放送大学 （放送大学
裁判所などにふれる。 教授） 教授）

アメリカの政治過程を概観した後アメリカの外交政策の
基本的な傾向にふれる。選挙、政党、有権渚、利益集団、

2 アメリカ（2） 孤立主義、膨張主義、イデオロギー優位の外交といった項 同上 同上
目をとりあげたい。

カナダの政治を概観した後、アメリカの政治とカナダの
政治を比較検討し、両国の政治の差異を生み出した要因を

3 カ　　ナ　　ダ 明らかにする。憲法、連邦制、政党制といった問題を中心 同上 同上
に比較を試みたい。

まず、西欧デモクラシーにおける、政治社会の歴史的の
特徴と現在の特質を整理する。つぎに、その政治社会の中 高橋直樹 高橋直樹

4 西ヨーロッパ政 で発達した政治制度や政治行動について解説する。 （東京大学 （東京大学
治の全体像 助教授） 助教授）

フランス政治社会の特徴を指摘した後に、その政治制度
を解説し、現在の政治問題を解説する。

5 フランスの政治 同上 同上

ドイツ政治社会の特徴を指摘した後に、その政治制度を
解説し、現在の政治問題を解説する。

6 ドイツの政治 同上 同上

イギリス政治社会の特徴を指摘した後に、その政治制度
を解説し、現在の政治問題を解説する。

7 イギリスの政治 同上 同上

一411一



回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 南欧の政治

スペイン、イタリア、ポルトガルにおける政治社会の特
･を指摘した後に、その政治制度を解説し、現在の政治問題を解説する。

高橋直樹 高橋直樹

9 中欧の政治

ベルギー、オランダ、スイス、オーストリアにおける政
｡社会の特徴を指摘した後に、その政治制度を解説し、現
ﾝの政治問題を解説する。 同上 同上

1
0

北　　　　欧

　スウェーデン、ノルウェー、デンマークにおける政治社会の特徴を指摘した後に、その政治制度を解説し、現在の

ｭ治問題を解説する。 同上 同上

1
1

西ヨーロッパの

ｭ治今後

西欧デモクラシーに共通する、国内政治の課題を整理し、つぎに、ECの統合を中心とする、国際政治と国内政治の

ﾖ係を解説する。 同上 同上

12 ソ連の政治（1）
下斗米伸夫
i法政大学
ｳ授）

下斗米伸夫
i法政大学
ｳ授）

13 ソ連の政治（2）

ペレストロイカ革命の現在と展望について。ソ連の転換の背景と理由、市民社会の台頭と経済革命の遅れなどの問題点、国際的影響についても触れたい。

同上 同上

1
4

東欧の政治（1）

　「東欧」という社会が生まれた歴史的理由、それが40年間ほど機能してきた背景、そして、ペレストロイカと1989年革命へといたる過程について考える。

同上 同上

15 東欧の政治（2）

1989年東欧革命がもたらした影響と、その過程、その後の各国での経済革命、政治改革、さらに「ヨーロッパ共通の家」の内容など、欧州統合について触れられる。

同上 同上
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＝第三世界の政治＝（R）
〔主任講師：高橋和夫（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　中東、アフリカ、ラテン・アメリカ、インド亜大陸の政治の理解のための知的枠組みと基礎的な情報の提
供を目指す。同時に比較政治と地域研究の立場から第三世界の政治の理論的な分析を目指す。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

コースのアウト・ラインを示す。 高橋和夫

高橋和夫 回送蝉鵬㈲

1 第三世界の政治 （放送大学 勝俣誠
助教授） （囎欝鵬圃

狐崎知己
償葉学駄学糊

中東の政治の背景となる地域の自然、社会的への導入。

高橋和夫
2 中東の政治（1） 同上 （放送大学

助教授）

オスマン帝国の統治に代表される帝国主義以前のこの地

域の統治の理念と実態を紹介する。

3 中東の政治（2） 同上 同上

アラブ地域の政治を解説する。

4 中東の政治（3） 同上 同上

トルコ、イラン、アフガニスタンそして中央アジアの政

治を論ずる。

5 中東の政治（4＞ 同上 同上

アフリカと言う地域を解説する。

勝俣　誠 勝俣　誠
6 アフリカの政治 （明治学院大 （明治学院大

（1） 学助教授） 学助教授）

帝国主義の時代のアフリカの政治を論ずる。

7 アフリカの政治 同上 同上
（2）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

独立以後のアフリカの政治を論ずる。

8 アフリカの政治 勝俣　誠 勝俣　誠
（3）

インドと言う地域を紹介する。

佐藤　宏 佐藤　宏
9 インド亜大陸の （アジア経済 （アジア経済

政治（1） 研究所主任 研究所主任
調査研究員） 調査研究員）

帝国主義の時代のインド亜大陸の政治を論ずる。

10 インド亜大陸の 同上 同上
政治（2）

独立以降のインド亜大陸の政治を論ずる。

1
1

インド亜大陸の 同上 同上
政治（3）

ラテン・アメリカと言う地域を紹介する。

孤崎知己 孤崎知己
12 ランチ・アメリ （常葉学園 （常葉学園

カの政治（1） 大学講師） 大学講師）

戦前までのラテン・アメリカの政治を論ずる。

13 ランチ・アメリ 同上 同上
カの政治②

戦後のラテン・アメリカの政治を論ずる。

1
4

ランチ・アメリ 同上 同上
カの政治（3）

各地域を比較し、地域研究、第三世界研究、そして比較 勝俣誠
政治のもつ問題点を考える。

15 比較と分析 高橋和夫 高橋和夫

孤崎知己
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＝行政の活動＝二（R）
〔主任講師：西尾　勝（東京大学教授）〕

全体のねらい

　現代国家は職能国家・福祉国家・行政国家である。政治権力の正統性は、民意の代表性と共に、行

政活動の成果に依存しているが、この行政活動の担い手こそ行政官僚制である。そこで、この講義で

は、行政官僚制の置かれた位置とその行動の仕組みに：ついて理解を深めることを、主なるねらいとす
る。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
行政学の背景：

ｻ代国家の特質

　現代行政学の生成と発展の背後には、近代国

ﾆが現代国家に移行する過程で生じた変化、す

ﾈわち、国家の職能国家化、福祉国家化、そし

ﾄ行政国家化といった諸現象があった。

西尾　　　勝
i東京大学教授）

2
行政学の対象：
Oつの「行政」概念

　行政学の考察対象となる「行政」の概念には

Rつの類型がある。すなわち、立法・司法と対

艪ｵた行政、政治と対比した行政、そして組織

ﾌ経営管理を行政とみるものである。

同　　　上

3 行政活動の類型

　行政活動の目的別分類、性質別分類、民間活

ｮとの関係からみた分類に：ついて説明すること

�ﾆおして、現代国家の行政活動の多種多様さ

�ｦし、行政管理活動の必要に論及する。

同　　　上

4
行政活動の分担（1）

?寶W権と地方分権

　1国の行政活動はその国の政府体系を構成す

髟｡数の政府間で分担されて竪る。そこで、こ

ﾌ中央地方関係の歴史、類型について考察し、

ｻ代の相互依存関係について説明する。

同　　　上

5

行政活動の分担（D

甯纉坙{の中央地

絈ﾖ係

　戦後日本の中央地方関係について説明し、出

諡@関・特殊法人の濫設、機関委任事務の増大、

竢赴燗凾ﾌ増大といった新中央集権の諸現象に

ﾂいて解説する。

同　　　上

6
政治家と行政官の

ﾖ係

　国会・内閣といった政治機関と行政機関の関

Wを政党政治家と行政官の関係からとらえ、各

曹ﾌ特徴を示すとともに、現代日本の官僚制を

ﾟぐる論議に言及する。

同　　　上

7 官僚制の特質

　官僚制ということばの由来から説きおこし、

}ックス＝ウェーバーが指摘した近代官僚制の

ﾁ質について解説したうえで、日本の行政官僚

ｧにみられる若干の特徴にふれる。

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

8
官僚制の機能（1）：

K律　と　裁量

　組織構造の類似した官僚制でもその作動様式

ﾍ多様になる原因が階統構造の運用の仕方にあ

驍ｱとを示し、官僚制の正常な作動の鍵が規律

ﾆ裁量のバランスにあることを説く。
西　尾　　　勝

9
官僚制の機能⑪：

ｽ令　と　服従

　チェスター端バーナードの組織均衡理論と権
ﾐ受容説について解説しながら、上命下服の緊

｣関係、面従腹背の諸形態、部下の忠誠対象の

]移と反逆の関係などについて説明する。
同　　　上

10 官僚制の機能障害

　法規万能主義、繁文礼、セクショナリズム、

?ﾐ主義など通常官僚主義として一括される官

ｻ制の機能障害が官僚制の健全な作動のために

K要な諸原則と裏腹の関係にあることを説く。
同　　　上

11
官僚制の意思決定

緖ｮ

　日本の行政官僚制の意思決定方式の基本は真

c制にあるといわれている。この稟議制が実際

ﾉはどういうものであるのか詳しく検討して、

坙{の意思決定方式の特徴を探りたい。
同　　　上

12
政策過程と政策構

｢

　政策の循環回路について説明し、政策の形成

ﾆ政策の作成という観点の違いを明らかにした

､えで、政策作成の観点に立って政策の過程と

ｭ策の構造について若干の説明を行う。
同　　　上

13 予：算編成と会計検査

　法令とならんで重要な政策の表示文書である

¥算が編成されていく際の意思決定方式につい

ﾄ解説して、先の第11講を補うとともに、予算

ｷ行に関する会計検査に論及する。

同　　　上

14 行政活動の評価基準

　政策実施活動を評価する基準としては、合法

ｫのほかに、有効性と能率性の基準があるが、

ｱのうちの能率性評価の意義と限界について詳

ｵく論じる。

　同　　　上

ﾓ

15 行政統制と行政責任

　行政に対する民主的統制は制度的外在的統制

�ｻの基本としているが、現代国家の行政を統

ｧする手段は多様になっていることを述べ、合

墲ｹて行政統制と行政責任の関係に論及する。

同　　　上
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　　　＝経済思想＝（TV）

〔主任講＝師：間宮陽介（神奈川大学教授）〕

禦聾謡毬藻盤岱欝簾こ三三憲灘欝躾編耀欝黙婆藷
景である。本講義では様々な経済患想をこうした背景に照らしながら解説していきたい・

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 市場の発見

　市場とは資源配分の場である以前に社会の一つのあり方

ﾅある。アダム・スミスの功績は社会としての市場を発見
ｵたことである。スミスや彼に先立ってマンデヴィルの見

��ｩていく。・

坂井三思
i放送大学

赴ｳ授）

間宮陽介
i神奈川大

w教授）

2 社会主義の思想

　19Cも半ばを過ぎると分配の不平等や過剰生産という事
ﾔが深刻化するようになり、社会主義の思想が芽生えてく
驕BJ．　S．ミルフランス社会主義者、マルクスの見解
�烽ﾆに、社会主義思想の成立を探る。

間宮陽介
i神奈川大

w教授）
同上

3 経済と国家

経済に対する国家の役割という観点から経済愚想をみて
｢く。一方の端には古典派の極」・国家説があり、他方の端

ﾉは社会主義の極大国家説がある。では重商主義や重農主

`はどうか。また歴史学派はどうか。
同上 同上

4 政治経済学から

ヰ?o済学へ

今回から計3回にわたって新古典は経済心添をみていく。
ﾜず今回はいわゆる限界革命でどのような方法的自覚のも

ﾆに推し進められていったかを、考えるQ 同上 同上

5 功利主義の思想

新古典法の中でもイギリスのそれは功利主義を基礎にし
ﾄいる点でフランスやオーストリーのそれとは一線を濯え
驕Bジェヴォンズやマーシャルの経済学が実践的志向をも
ﾁているのもそのためである。では、功利主義がどのよう

ﾈ形で経済学と関わっているか。

同上 同上

6 一般均衡の思想

　ワルラスの一般均衡論は経済の相互依存関係を数理的に

¥現しようとする点で独創性をもっている』彼は新古典派
ﾌ創始者であるとともに数理経済学の創始者でもある。こ
ﾌ点を彼の一→股的均衡論に拠りながら考察する。

同上 同上

7

市場社会の変容一ヴェブレシの

o済患想

　T．ヴェブレンは新古典派経済学の批判者であるととも
ﾉ、市場社会の変容（産業から金融へ）をいち早く察知し
ｽ人として知られているあ今回はこの特異な思想家の経済

w批判、市場社会批判をみていく。
同上 同上

一一 S17一



回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8

大　　転　　換一K．ポラニー

ﾌ経済思想

市場はそれが限界をもつゆえに失敗する（「市場の失
s」）のではない。逆に余りにもよく機能しすぎるために
ｸ敗する。このようなポラニーの経済思想を彼の時代認識
ﾆあわせて解説する。

坂井下思 間宮陽介

9

法人企業の変容・一バーリ・ミー

塔Yの見解

　経済社会が変容すれば生産を担う企業のあり方も変容す

驕B1932年に書かれたバーリとミーンズのr近代株式会社
ﾆ私有財産』はこのような変容を「経営者資本主義」とし
ﾄ捉えたものとして有名である。今回は彼らの見解を軸に
驪ﾆ概念の変化をみていく。

間宮陽介 同上

10 ケインズ革命

　ケインズのr雇用・利子および貨幣の一般理論』は経済
wに一大転機をもたらした。いわゆるケインズ革命である。

ﾇのような背景の下にケインズ革命が達成されたのか。ま
ｽ革命の本質はどこにあるのか。この点をこれから3回に
墲ｽって考えていく。

坂井素思 同上

1
1

不確定性と
}待」

　ケインズ経済学は別名、期待の経済学とも呼ばれている。

ﾞは人間活動における不確定性の意義を強調し、不確定性
ｺの経済活動を期待という観点から考察した。期待は彼の
o済理論を理解するうえで不可欠の要素である。

間宮陽介 同上

12 貨幣について

　ケインズ経済学はまた貨幣経済論でもある。彼は貨幣を
Pなる交換の媒体にすぎないとみるのではなく、人々の動
@にまで影響を与えるものとみた。彼の経済理論は金融化
ｵ投機化していく経済をモデル化したものである。

同上 同上

1
3 市場と計画

　1930年代に繰り広げられた計画経済論争を振り返りなが
轣A経済学における計画の思想を概観する。と同時にこの
_争の過程で深まりをみせた市場の愚想にも立ち入る。こ
ﾆにハイエクの市場の理論。

坂井素思 同上

14 マネタリズムと

Pインズ主義

　戦後の経済政策に大きな影響を与えたのはケインズ主義であり、70年代に入ってからは反ケインズ主義としてのマ

l汐リズムが政策立案に三下の影響を与えている。今回は
ｽケインズ主義としてのマネタリズムに焦点をあわせる。

同、上 同上

15 経済学における

ｩ由の思想

　アダム・スミスから今回に至るまで経済愚想家たちは陰に陽に自由の問題を論じてきた。今回は本講義の締めくくりとして経済学における自由思想を論じてみたい。

間宮陽介 同上
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　＝国際経済学＝（R）
〔主任講師：嘉治元郎（放送大駒迎学長）〕

全体のねらい
　国際経済学の主要な内容について解説し、世界経済の現状について理論的に分析を加える。そのことを通

して、我が国の国際社会における地位と役割を明らかにする。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 国際経済学とは

ｽか

国際経済学の対象

ﾎ外経済取引
ﾎ外取引の種類
ﾎ外取引と国際通貨
ﾊ貨の交換と為替レート
総ﾛ収支とその表示

嘉治元郎
i放送大学

寢w長）

嘉治元郎
i放送大学

寢w長）

2 国際貿易の理論

貿易活動の目的

芒r生産費説
ｩ由貿易の利益 同上 同上

3 自由貿易論

今日の世界貿易体制

ｩ由貿易論の基本原理
ｩ由化に伴う摩擦
f易自由化とそれに対する反対論

同上 同上

4 保護貿易論

保護貿易政策
ｩ由貿易理論の諸前提
c稚産業の保護
o済的安全保障への配慮

同上 同上

5 国内経済と
ﾎ外経済関係

開放巨視モデル　　総需要と総供給　　政府購入、
ﾆ計の消費　　企業の投資　　封鎖巨視モデル
A入の説明　　輸出の説明　　貿易乗数の理論 同上 同上

6 貿易外収支

貿易外収支とは何か　　サービス取引の特長

Tービス需要の増大　　金融活動の国際化
f易外収支と生産要素の国際移動 同上 同上

7 国際資本移動

資本収支の実態　　直接投資　　延払信用　　借款
ﾘ券投資　　短期資本収支　　国際資本移動の原理
総ﾛ投資に伴う危険　　自発的収支と調整的収支 同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 経済発展と
ﾎ外経済関係

経済発展の諸段階　　国際収支の段階的変化若い債務国　　成熟した債務国　　若い債権国成熟した債権国　　世界諸国の実績貯蓄・投資と国際収支

嘉治元郎 嘉治元郎

9 国際金融の理論

国際金融とは何か　　国際通負とは何か国際通貨の役割　　現実の国際通貨国際通貨としてのドル国際通貨の適正量

同上 同上

10 国際金融の機構

国際金融のシステム　　システムの崩壊システムの再建　　戦後国際経済システムを支える組織国際通貨基金（International　Monetary　Fund）国際復興開発銀行（世界銀行）国際金融システムの調整

同上 同上

1
1

外国為替の理論

為替レートとは何か

ﾗ替レートの表示法
O国為替の需要・供給
ﾗ替レートの長期的変化

同上 同上

12 国際収支の均衡

国際収支の均衡とは何か
緖x均衡化のメカニズム
燒{位制の自動調整機能
o済i政策による国際収支の調整

蒼煖ﾏ衡と国際均衡の同時達成
ﾗ替レートの変動と国際収支

同上 同上

13 労働力の国際
ﾚ動

生産要素の国際移動

J働の国際移動の誘因
総ﾛ的な賃金格差
J働力の国際移動の実績
J働力の国際移動の経済効果
諠R欠大戦後の労働力の国際移動

同上

P

同上

14 国際経済の現状

世界経済の分析方法
f易マトリックス（貿易行列）

総ﾛ資本移動の分析
?k関係
倹ｼ関係
｢界経済の一体化と国際経済学

同上 同上

15 日本経済と
｢界経済

戦後における日本経済の発展1　援助と特需の時期　　朝鮮動乱と特需∬重化学工業化達成の時期　　軽工業から重化学工業へ皿貿易黒字、円の為替レート上昇の時期貿易収支と為替レート　IV経済大国への移行の時期V債権国の役割を果すべき時期

同上 同上
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＝近代性の社会学（近代社会の構造とゆらぎの視勅・ら）＝　（R）

（圭荏蕪i評：：塁蕃i薪野（転義薯li繋美髪肇獲／）

全体のねらい
私たちの現在の生活は、「西欧近代」をモデルにして、その骨格が組み立てられている。この前提が、い

まや大きく変わろうとしている。本講義では、西欧近代の原理を「モダニティ＝近代性」という言葉で表現
し、〈モダニティの構造とゆらぎ〉という視点から、現代社会の構造と変化を解明していくことにする。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名
i所属・職名）

1 モダニティとは

ｽか？

　「現代」がどの程度「近代を乗り越えたもの（ポスト・

c_ン）」であり、先進諸国に共通に見られる普遍的傾向
ﾆ言えるかどうかに関して、論争が続いている。こうした
c_ニティをめぐる様々な立場を整理するなかで、その本
ｿを明らかにする。

厚東洋輔
i大阪大学
赴ｳ授）

厚東洋輔
i大阪大学

赴ｳ授）

2 国民国家と世界

s民

　ナショナリズムは昔からあるものではなく、「近代」が

ｭ明した理念である。ナショナリズムが作り上げる「国民
痩ﾆ」は、暗黙裡に「近代社会」と同一視される。ではこ
ﾌ「国民国家」は、一体どのように形成され、どのような
ｵ盾をはらんだ制度的装置なのか？

同上 同上

3 産業主義と家庭

蜍`

　「近代」は、巨大な生産力を生み出した生産優先の社会
ﾅある。こうした高度な生産力は、男性が「職業人」に、
乱ｫが「主婦」になることによってもたらされた。高度に
齧蝠ｪ化した職業活動と、その基礎にある家族の近代化と
ﾌ関連を明らかにする。

同上 同上

4 契約と連帯

近代の集団の典型は、アソシエーションと呼ばれている。

W団は、ある特定の目標を追求するために人々によって自
ｭ的に形成される。しかしアソシエーションが円滑に機能
ｷるためには、その基礎に、コミュニケーションと、呼ば
黷髦A帯的な関係がなくてはならない。

同上 同上

5 科学・宗教・
�p

　近代的知識の典型は「科学」である。科学は、社会のあ
轤艪髀齧ﾊで利用され、人々の生活にたいしてきわめて大
ｫな影響力をもつ。それは、伝統社会において呪術が果た
ｷ役割にきわめて類似している。科学と呪術を、人間にと
ﾁての意味という観点から比較する。

同上 同上

6 読書と会話

　活字印刷の発明は近代にとって致命的な意義をもつ。「書物」が大衆化され、本を書き読むという行為がコミュ

jケーションの典型となる。こうした変化は全体社会にと
ﾁてどういう意味をもったのか。また読書することによっ
ﾄ人々は一体何を得、何を失ったのか。

同上 同上

7 規律化と欲望
�

　近代は人間中心の社会である。自我は伝統や社会のしが
轤ﾝから解き放たれ、個性的に生きることが奨励される。

l々の欲望の追求は、「禁欲」という生活形態を通して行

墲黷ﾈければならない。近代の禁欲とは、欲望の否定では
ﾈく肯定を意味するのである。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 これからの産業

ﾐ会

　現在、モダン文明は曲がり角を迎えている。それは、産業社会がどうなるかとか、高度清報化がどのように進むかといった問題ではなく、文明的スケールの変化である。効率と合理性を重視する機能優先の仕組みが、産業の高度化によって自壊しっっあることを述べる。

今田高俊
i東京工業

蜉w教授）

今田高俊
i東京工業

蜉w教授）

9 ゆらぐモダン

　ゆらき現象の多発により、モダン社会はその基盤を揺さぶられている。それは機能優先から意味充実へのパラダイム・シフトを予兆する。ゆらぎ社会はかつて中世からモダン社会への移行期にも存在し、人間観・科学観・社会観の問いなおしが四世紀にも及んだ。

同上 同上

10 隠れた階層秩序

　自由と平等の理念にもとつく民主主義が御者となり、産業主義、技術主義、官僚主義のたずなをさばく。これがモダン社会の歩むべき道であった。ところが、民主主義はしばしば経済優先に従属し、社会階層の平等性実現も思うように進んでこなかった。

同上 同上

1
1

管理組織の限界

　モダンの発想は、効率や生産性を追求する管理組織を作り上げてきた。なるほどこの組織は、あらかじめ決められた目標を達成するには優れているが、新たなアイディナを探求する付加価値創造には適していない。ポスト・モダンな場面では、その有効性も失われる。

同上 同上

12

豊かさを捉え直

ｷ：差異化とラ

Cフスタイル

　曲がりなりにも豊かな社会が実現したことで、人々の行為する動機にも変化が見られるようになった。満たされない欠乏に動機づけられる状態から、個性的な違いを重視する差異動機が中心になる。こうした状態のもとでは、豊さも以前の「物の豊かさ」ではなくなる。

レ　同上 同上

13 自己組織化の

　モダン社会の先に見えるのは、自らの手で自分を変える自己組織化の時代である。人間および社会の本質は、環境変化の如何にかかわらず、自らの手でスクラップ・アンドビルドを遂げる能力である。それは「さなぎ」の変態にたとえられる変動観である。

同上 同上

14

変態するモダン

ｶ明：高度情報
ｻのゆくえ

現在進行中の高度情報化は、機能優先の社会作りをシンボル面でも進めようとするものである。情報ネットワーク社会はモダンを完成に導き、きわめて効率的な社会をもたらす。しかしこれが契機となって、モダンを超える新たな文明への変態が促進されることになる。

同上 同上

1
5

新たな文明へ向

ｯて：討論

厚東洋輔

｡田高俊

厚東洋輔

｡田高俊
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＝社会調査法＝（TV）
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一

全体のねらい
　社会調査は、社会のありさまを社会学的にかつ的確に把握するための重要な手段である。この科目は・ま
ず社会調査とは何かを知り、実際に社会調査を行なうための技法と、調査の結果得られたデータの集計・分

析の方法を学ぶことを目的としている。また、それから進んで、さまざまな方法により析出された数値をど

のように見たらよいかも学習する。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当
u：師名
i所属・職名）

放送担当
u：師名
i所属・職名）

1 社会調査と
ﾐ会学

社会調査の意義と目的
ﾐ会調査の種類とその性格
ﾀ践と認識・記述と説明

攪_とデータとの関わり

盛山和夫
i東京大学

赴ｳ授）

盛山和夫
i東京大学

赴ｳ授）

2 社会調査の設計

問題意識の明確化と調査のテーマの選定

ｼ説の設定とその図式化
ｲ査対象・調査方法の決定
ｲ査計画の重要性

岩永雅也
i放送大学

赴ｳ授）

岩永雅也
i放送大学
赴ｳ授）

3 サンプリング

サンプリングが調査の成功と失敗を左右する

ｳまざまなサンプリング技法とその得失
宴塔_ム・サンプリングの有効性
P純ランダム・サンプリングとそめ応用

同上 同上

4 調査票調査

調査票調査への誤解
ﾈ学的調査の武器としての調査票の有用性
ｳまざまな質問技法
ｲ査票作成の実際と留意点

同上 同上

5 調査の実施と
fータの整理

調査票調査実施方法のいろいろ

ｲ査実施のプロセス
ｲ査結果の整理・コーディング・欠損値処理
Rンピュータの利用

同上 同上

6 集計表の作成と

ｻの活用

調査結果の集計と集計表の作成
ｳまざまな忍言憧の意味と使い方
Oラフ化することの効用
W計表からいえること・いえないこと

同上 同上

7 推定と検定

母集団と標本との関係

W本誤差と標本分布
?閧ﾌ考え方・検定の考え方
W本数をどのように決めたらよいか

近藤博之
i静岡大学
赴ｳ授）

近藤博之
i静岡大学
赴ｳ授）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 分布を比較する

複数の標本の分布を比較する際の方法と問題点

ｽ均値の比較、比率の比較
L意水準の与え方
U布度の把握と分野数の利用

近藤博之 近藤博之

9 記述と分析

分析法の種類
ｿ的変数・量的変数・順序変数「どうなっているか」と「なぜ」との相違

ｪ析課題・目的と分析法との対応
盛山和夫 盛山和夫

1
0

関連の強さを
ﾝる

2変数間の関連の強さをどのように知るか
U布図とクロス表

�ｼ線的な関係をクロス表で見る
謔R変数をコントロールする

近藤博之 近藤博之

1
1 クロス表の

ｪ析法

変数の独立性と従属性

ﾆ立性のカイ2乗検定
Jイ2乗検定の応用一ログリニアー・モデル
鴻Oリニアー・モデルを使った分析の実際

同上 同上

12 変動の分析

バラツキを説明する

ｪ散分析・重回帰分析の考え方
@ロジット分析の考え方
@ログリニアー・モデルからのアプローチ

同上 同上

13 因果関係を
lえる

因果関係とは何かパス解析と要因分解法エラボレーション

�ﾊ関係・擬似相関関係・共変関係
盛山和夫 盛山和夫

14 マクロとミクロ

ミクロレベルの関連とマクロレベルの関連

Aグリゲート変数を考えることの意味
ｬ絡分析と構造効果
ﾅ体と集団

同上 同上

15 理論をデータと

ﾖ連づける

何のためのデータ分析か

攪_とはどういうものか
u仮説構成一検証」図式の誤り

n造的データ分析に向けて
同上 同上
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　　　　　　　　　　　　＝マスメディアと現代＝：（TV）

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：藤竹　暁（学習院大学教授）〕

全体のねらい
　現代はメディアの時代である。メディアは人間の皮膚の一部となりっっある。人間はメディアを媒介にし
て、自己を拡張する。メディアの発達は大量コミニケーションを可能にしたばかりでなく、人間のものの考
え方や行動の仕方をも変えている。また人間関係のスタイルにも変化が生じている。マスメディアによる豊
かな情報は、人間を拡張させるとともに、より広い生活環境を生み出した。人間はマスメディアが提供する
イメージを抜きにしては、現代社会に適応できなくなっている。その反面、過剰な情報は個人的平面におい
ても、また社会的平面においてもストレスを増大させている。

本講義では、コミュニケーションの現代的特質を体系的に考察する。人間関係、社会生活の変化を、様々
な角度から分析し、メディア技術の発達が、社会をどのように変化させているかを明らかにするとともに、
高度情報社会に生きる人間の姿を描く。

■

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

ア）コミュニケーションとは、経験の共有の試みである。

コミュニケーシ 経験領域の拡大と合意へ到達することへの期待が、コミュ
1 ヨンとは一人間 ニケーションの基礎にある。俵万智「今日風呂が休みだっ 藤竹　暁 藤竹　暁

生活における会 たというようなことを話していたい毎副は、会話をしあ （学習院大 （学習院大

話の重要性 う二人が共通の経験領域をしっかりと確認できるとき、そ 学教授） 学教授）

こに人間としての絆を見出すことを示している。経験の共
有は、相手の反応を引き出すことからはじまる。

現代はメディアが介在することによって、コミュニケー
ションが成立する時代である。現代はメディアの時代であ

る。人間のコミュニケーションのほとんどの局面にメディ
アが介在している。現代の人間のコミュニケーションはメ

メディアの発達 ディエイテッドな（メディアが媒介する）コミュニケーシ
2 とパーソナル・ ヨンである。人間はメディアによって、またメディアを通 同上 同上

コミュニケーシ して考え、行動する。そこではメディアの文法とでも呼べ

ヨン るものが力をふるう。こうして、現代はパーソナル・コミ
ユニケーションの領域にメディアが登場することになった
電信、電話、コピー、ファックス、パソコン通信などのさ
まざまなメディアの発達は、会話のスタイルを変化させ、
多様化した。

人間と人間の間にメディアが介在することによって、大
量コミュニケーション（mass　mediated　co㎜unication）が

3 マス・コミュニ 可能となった。マス・コミュニケーションの活動は、受信

ケーションの 能力を有するすべての人びとに、公開された活動であるが 同上 同上
時代 それは寡占的状態にある大規模組織としての送り手から大

量の不特定多数の受け手に対して、最高度の機械技術体系
を駆使して一方的になされるコミュニケーションである。

人間はメディアを媒介にして自己を拡大する。人間の拡
張である。経験の拡大はまず、自分自信の肉体によって行
われるが、さらにメディアを介在させることによって、そ
の拡大は速度と範囲を飛躍的に増大させることになる。ま
ず、トランスポーテーション（交通手段）の発達が重要で
ある。移動手段の発達によって人間コミュニケーション・

マーケットは拡大した。移動手段の発達がもたらした経験
世界の変化であった。こうして、物理的距離と時間的距離

人間環境とマス の間の乖離が生じた。交通の発達によって、社会的距離に
4 メディア 新しい次元が付け加えられることになった。 同上 同上

さらにコミュニケーション・メディアの発達は、人間に
とって間接的な世界がその重要性を増大させることを意味
していた。擬似環境の成立である。そして擬似環境の環境
化が進歩する。こうして直接的環境に代わって、間接的環
境が人間生活において優位を占めることになる。それは、

自分自信の手で意味づけることのできる環境（直接的環
境）のもつ重味が減少し、代わって他人が定義づけた環境
（間接的環境）の心算が、増大することを意味している。

ここから、代理的定義づけを専門に行う機関が、商業的に
成立することになる。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

ジャーナリズムは、状況の代理的定義づけの専門機関で
，

ある。ジャーナリズムが下す環境の定義づけは、社会的、

文化的定義として機能している。ジャーナリズムが社会の
木鐸と言われるのは、このためである。しかし、またその

ρ

5 ジャー・ナリズム ジャーナリズムが誤った環境の定義づけを提供することに 藤竹　暁 藤竹　暁
の成立 よって、裏切りの主要な舞台ともなることは皮肉である。

虚報、捏造、センセーショナリズム、過剰報道など。いず
れにせよジャーナリズムは、社会に対して注目の枠組みを

鰻重畔目の鯨を指定する・その反面盲点をも作り

ア）遠感覚と近感覚の問題。従来、メディアの発達によ
って作られた世界は、遠感覚重視の社会であった。視覚と

聴覚の代替をするものがメディアであった。例えば、テレ
ホン、テレグラフ、テレビジョンなど。ここから現代では、

近感覚の復権が生じつつある。触覚とか、味覚、臭覚の復
権が生じっっある。

イ）活字の論理と映像の論理，人間は活字の発達によっ

て、肉体言語を失った。こうして感覚の世界が認識の世界
から追放されることになった。こうした状況の中で、合理
主義が優位する時代が生まれた。ところが現代は、ラジオ、

テレビなどの視聴覚メディアの発達によって、感覚の復権
が生じ、映像的思想が活字的思想とともに重要になってき
た。かつてリテラシーと言えば、読み書き能力を意味して

6 マスメディアの いたそれは社会的ヒエラルヒーを構成していた。それが西 同上 同上
論理 欧文明の秩序であった。活字的思想がフォーマル・エディ

ケーションと密接な関連をもつのに対して、映像的思考は
こうした教育的基礎を必要としない。

ウ）それは、メディアの皮膚化、肉体化と密接に結びつ
いている。メディアは外界の出来事を人間の手元に引き寄
せる手段であるが、活字の抽象能力は、外界を人間の社会
距離ないしは公衆距離に留めていた。しかし、オーディオ
・ビシュアルなメディアが登場し、さらには日常化する過

程で、メディアは次第に人間の個体距離、そして密接距離
へと近づいてゆくことになった。そしてウォークマンなど、
メディアが直に人間の肉体と接触する時代がやってきた。

こうして文化の質が変化する。大衆化である。感覚レベル
がメディア受容能力を左右する時代になった。大衆文化は

感覚を基礎とした文化という側面をもっている。ここから、

権威と秩序の混乱ないしは崩壊も進行することになる。

マスコミは時計的時間で環境を刻々と定義づける専門機
関である。時計が時を刻むパンクチュアリティは現代生活
のリズムとなるとともに、それはマスコミのリズムともな
つた。そして現代では、マスコミのリズムが人間の生活を
さまざまな側面で規定し、意味づけている。今晩は何時に

マスコミと時間 家に帰ってテレビを見ようとか、今日は何曜日だから週刊
7 感覚 誌を買おうとか・…　。ジャーナリズム的時間は時間の細

分化を基礎としている。つまりパンクチュアリティが支配 同上 同上
する領域である。ここから、周期性、定期性（リズム）と
メディアとの関係が生まれる。また、月、週、日、時刻と

時間の切れ目が細分化してゆき、生活のスピード化、イン
スタント化が進行した。さらに現代では、24時間がジャー
ナリズムの時間となったことに注意せよ。それは、人間の
活動している時間が24時間となったことの反映である。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名

i所属・職名）
講師名
i所属・職名）

メディア技術の飛躍的な発達は、社会の基本的民主化の

動きを促進した。この点は、1989年から1990年にかけての
東欧の大変動を考えれば、直ちに理解されよう。また、メ
fィアは価値の相対化を生み出す。それは、権威の喪失を
生み出す。とくにテレビの場合、人間をまるごと提示する

ことから、人間それ自体への関心を増大させた。さらにメ

マスメディアは ディアは、メディアへの登場を権威づける機能をもってい

8 人間の生活を
ﾏえた

る。地位付与の機能である。こうして、有名人の時代が登
黷ｵた。また、メディアの発達は、親の情報統制力を減退
ｳせる。とくに、子供へ影響が大きい。それは、子供の成
ｷ過程において、かつて存在していた社会的な節目の喪失
�｣進する。さらにメディアの世界は、現実との混清が生
ｶ易い世界である。いったい、リアルとは何か。メディア

藤竹　暁 藤竹　暁

をリアルとして捕らえる社会心理を生み出す。

現代では、マスコミは家庭で消費されている。家庭は現
繪ﾆ族にとって、砦のような性格をもっており、そこは圧
|的に消費の場である。かっては、家庭は生産の場でもあ
ﾁたのだが、その生産的側面はほとんど外部化してしまつ

6

ており、家庭に残されているのは、消費の場としての性格
だけである。マスコミの情報は、こうした家庭という消費

9 メディア享受空

ﾔの変化

の場において消費される。さらに、子供の個室が典型的に

ｦしているように、現代に生きる人間は、情報機器に取り
ﾍまれて生活するようになっている。子供の場合には・個
ｺにカギをかけることが「般的であり、親たちはそこに入
驍ﾆきには、ノックしている。家庭という消費性の強い砦

同上 同上

の中で、外界の情報に接しているのが、マスコミと人間と

ﾌ関係である。こうして、社会における公と私の領域が曖
昧になってきた。それはまた、抑制とか寡黙ということが

通用しない社会を生み出す。

オーディオ・ビ

　19世紀中葉に登場した大衆新聞は、日常生活において娯
y的で、消費的な情報が大きな比重を占める時代を生み出
ｵた。さらにレコード、映画、そしてラジオ、テレビの登

10

ジュアルな時代

ﾌ始まりと大衆

ｶ化

場とそれらの急速な普及は、20世紀を複製文化の時代とし
ﾄ特徴：づけることになった。そして、複製文化はまた、大

O文化である。時代の難は、大衆文化の世界で活躍する
同上 同上

人々の中から生まれ、スターの時代からタレントの時代へ

と変化している。

情報が放送、とくにテレビを通して、全社会規模で同時
に伝達されることがもっている社会的、経済的、政治的、

文化的意味と大きい。専門家と「般人とが、それほど大き

な時間的ギャップなしに、情報に接することができる時代
である。テレビの同時性は、この専門家と憎般人とのあい

1
1

放送の日常と化 だの時間的ギャップをなくしてしまっている。まさに基本 同上 同上
同時体験の時代 的民主化の進行である。いまや、同時体験の時代である。

同時性によって、世界は劇場的性格を強くしている。劇場
革命、劇場政治が展開する時代である。そしてそれを、根

底で支えているのがマスコミである。
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

12 心理戦争が始ま

ﾁた
藤竹　暁 藤竹　暁

13

　　　∂

�垂ﾌ時代

@」

大量生産と大量消費のメカニズムを円滑に展開させるためには、広告が不可欠である。広告は新しい商品の存在を知らせるばかりでなく、現代では、人々の心の中に眠っている潜在的な欲望を刺激し、その欲望を商品に結びつける

ﾍを発揮している。広告は人々にとって望ましてライフス
^イルを指示することによって、人間の生き方をも教えているのが現代である。 同上 同上

1
4

テレビが政治手

@を変えた

メディアの発達は、政治のスタイルを変えることになる。現代政治においては、マスメディアは不可欠の要素となっ

ｽ。とくに近年、テレビの日常化によって、直接的に一般国民に語りかける政治技法が重要になってきた。湾岸戦争でも、アメリカのブッシュ大統領とイラクのフセイン大統領は、お互いに相手国の国民に対してテレビを通じて語りかけている。国内政治ばかりでなく国際社会を相手にして、同意を獲得し、世論を形成しなければ、現実政治を運営できなくなっている。政治もまた、石鹸と同じように現代人の心の中に密かに売り込まれる時代である。

同上 同上

15 高度情報社会に

ｶきる人間 同上 同上
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　　　　　　　　　＝＝日本人の生活と文化＝：（TV）
　　　　　　　　　　　一その生活技術をたずねて一

　　　　　　　　〔主任講師：須藤譲（放送教育開発ヒンター助教授〉〕

全体のねらい
　ここでいう文化とは、私たちの先人が生産活動や経済活動をとおして、日々の生活の中で築き上げてきた
生活向上のための技術や知恵をさしている。この番組では自然環境、集落景観、住まい、道具（民具）等の
有形民俗文化を取り上げ、日本人の伝統的跡座と文化、そして農耕を基盤としてきた庶民社会の特性につい

て考える。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 景観と山の
驍轤ｵ

人がその土地に住居を定めることは、生産活動にともな
､多様な配慮がなされていくことである。その意志の現れ
ｪ景観のなかに反映されていく。第1回目は生活の組立て
福�ﾙにする畑作地帯の二つの山村を対応させながら、景
ﾏのなかに現れた人々の意志を探っていく。

須藤　譲
i放送教育

J発センター助教授）

須藤　譲
i放送教育

J発センター助教授）

2 畑作の知恵

　畑作用具に限られた耕地の多角的活用をとおして、緻密
ﾈ計算の上に組み立てられた山村の虫活サイクルを追う。
ｳらに自然への対応の仕方、生産活動に対する工夫等から、
w習性、計画性について学び、日本の社会や日本人の持っ

ﾄいる特性について考える。

同上 同上

3 狩猟と農耕

　日本人と狩猟について考える。山地帯の狩猟と農村地帯
ﾌ狩猟を対比させることで、日本人の狩猟は農業基盤の上
ﾉ築かれたものであり、作物を防御するための狩猟であっ

ｽことを明確にしていく。また焼畑と狩猟の関係について

沒｢を加える。

田口洋美
iアジア文

ｻ研究所研
?�j

田口洋美
iアジア文

ｻ研究所研
?�j

4 木工民の世界

　日本の山地帯を漂移しながら、また農閑余業として木製

iをつくり、農民や都市歯活者に日用雑器を供給してきた
l々の生活と技術を追う。また共有山の利用をとおして、
坙{人の奥山と里山についての意識と村落共同体の機能を

Tる。

須藤　譲 須藤　譲

5 農耕具の改良と

°y

　日本人は長い間、米をつくることに多くの努力を費やし、
m恵を絞ってきた。緻密な行程を経て行われてきた農作業
竅A農具の改良、普及に力を注いできた人々をとおして、
ﾜた稲作用具と畑作用具との比較をしながら日本の稲作文

ｻの特色を探る。

須藤　譲
朝岡康二
i国立歴史

ｯ俗博物館
ｳ授）

6 副業としての
Y業

稲作地帯に住む人も、畑作地帯に住む人も、様々な生業

�gみ合わせることで暮らしをたててきた。それによって
坙{人は多様な生産技術を獲得してきた。その技術と知恵
�ﾇうとともに、農山村の副業が日本の産業や生活に果た
ｵてきた役割について考える。

同上 須藤　譲

7 景観と漁村の
驍轤ｵ

　海で生きてきた人々は、農民や都市生活者に魚介類を供

汲ｵてきた人々である。その成り立ちを探るとともに、日
{を代表するニヵ所の漁村景観を観察することによって、
剿@による集落景観のちがい、漁業と農業とのかかわりに

ﾂいて考える。

森本　孝
i放送大学

�寀ﾎ講師）

森本　孝
i放送大学

�寀ﾎ講師）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 渚の恵み

渚に生患する様々な魚介類の採集は、漁民、農民を問わ

ｸ大事な仕事である。そのような意味で、山村における山
ﾌ利用と共通点がある。海に対する日本人の細やかな対応
�ﾇうとともに、海を利用するための権痢と義務について
沒｢を加える。

森本　孝 森本　孝

9 景観と町の
驍轤ｵ

町に住む人々の多くは、耕地をもたない人々の集まりで
?閨A人や商品をとおして、広い世界との交流があったこ
ﾆである。日本の代表的な瀬戸内の港町を取り上げ、その
ｬ並みや生活の営みの中から町の成り立ちやその後の消長
�ﾇうことで、日本の町社会を考える。

須藤　譲
谷澤　明
i放送教育

J発センター助教授）

10 日本の町と市

　日本の農村は自給自足をたてまえとしてきた。しかし、

n物、鉄製農具、食器、塩、魚介類など、生活必需品では
?驍ｪ、自給できないものについては、商品としてゆるや
ｩに流通していた。これらの商品の流通に焦点をあて、日
{の町の成り立ちや特性を考える。

同上
岩井宏實
i国立歴史

ｯ俗博物館
ｳ授）

1
1

住まいと日本人

　かつての日本人の住まいの多くは、生業とのかかわりの
?ﾅ多様な使われ方をしてきた。生業が住まいの形を作り、
ﾏえていったといってもいい。ここでは家の建て方の技術
竡gい方をとおして、日本人の住まいと住まい方について
lえる。

同上 須藤　譲

12 食べ物の習俗

　食料を確保するために、我々日本人が多大な労力を費や
ｵ、知恵を絞ってきた時代はそう昔のことではない。主食、
ｨよび主食を補う食品、保存食品、調味料などの調理。加
Hの過程と加工用具をとおして、その技術と知恵を追う。

同上 同上

13 暮らしのなかの

M仰

　日本人の信仰は、日々の生産活動と密接に結びついてい
ｽ。農業の神様であり、関東圏に多くの信者を集めた榛名
_社と、海の神様として日本各地に信者をもつ金比羅神社
ﾉ、奉納されている奉納物の記録をとおして、日本人の信
ﾂを考える。

同上
印南敏秀
i愛知大学

赴ｳ授）

14 柔構造と剛構造

ﾌ技術

　柔と剛を代表する素材は藁と鉄であろう。柔の技は親か
邇qへ、子から孫へと伝えられ、剛の技術はきびしい従弟
ｧ度のなかで鍛えられていったものが多い。この二つの素
ﾞを対比させて、技術の伝承とものをつくり出していくこ
ﾆに対する日本人の特性を考える。

同上，
田村善次郎

i武蔵野美
p大学教授）

15 技（わざ）から

Z術へ

　日本の近世社会、及び近代社会の中で大量生産、大量輸
翌ﾉ大きな役割をはたしてきた道具類の製作システムや、
､品の輸送システムに焦点、をあて、近代産業発達の足がか

閧�ﾂくってきた道具と用具について検討する。
同上 須藤　譲
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＝経営管理＝（TV）
〔主任講師：森本三男（青山学院大学教授）〕

全体のねらい
　現代企業における経営管理の内容を体系的に理解し、実践のための基礎能力を育成する。経営管理の

内容は多面的であるが、大別すれば、細分化された生産管理、財務管理、労務管理などの各論と、それ

らの共通基盤となる総論になる。本講義では、総論相当部分を学習する。経営管理が主体的実践行動で

あることを重視する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 経営管理の意義

　経営管理の課題ほ、経営目的達成のたあにイノ

xーションと効率化をはかることである。それは、
e種経営資源を対象にした計画・組織・コントロ
[ルのような機能によって合理的に遂行され、そ
ｱに複雑な体系が出現する。本章では、経営管理
ﾌ機能と体系を学ぶ。

　森　本　三　男

i青山学院大学教授）

2 経営管理の発展

　経営管理の発展は、大略3期から成る。1930
N頃までの古典的経営管理、1950年頃までの新
ﾃ典的経営管理、それ以降の現代的経営管理であ
驕B本章では、それぞれの問題意識、技法、シス
eム、特徴を学習する。現代の中に古，典や新古典

ｪ生きている点に留意する。

同　上

3
経営管理と意思決

　戦略や計画の策定、組織の設計など、経営管理

ﾌあらゆる問題は、意思決定に還元される。また
ﾓ思決定は、主体性を発揮する行動の核でもある。

ｱのような点から、経営管理の統一視点を意思決
閧ﾉ求める。本章では、意思決定の前提、過程、

^、技法を学ぶ。

同　上

4 経営管理と情報

　意思決定には情報が不可欠であり、意思決定の

級ﾊは情報として関係者に伝達される。このよう
ﾉみれば、経営管理は意思決定と情報伝達のネッ
gワークとしてとらえられ、その機能は、情報の

繒W、処理、伝達の巧拙によって左右されること
ﾉなる。

村　松　司　叙

i三蹟大学教授）

経営者・管理者の
�

　経営管理の主体は、経営者と管理者である。彼
轤ﾍ、意思決定によって経営の目標、理念、戦略、

v画、組織を策定し、変革し、行動をコントロー
汲ｷる。本章では、経営管理の構造に即して経営
ﾒ・管理者の役割を明らかにし、必要な資質と行
ｮ基準に論及する。

森　本　三　男

6 経営戦略（1）

　企業による資源運用の基本原理を、経営戦略と

｢う。経営戦略は、対象とする資源の種類やカバ
[する行動領域の範囲などにより、各種のものに
ｪけられる。本章では、経営戦略の特質や種類を
ﾜず学び、ついで多角化を中心にした内部戦略を
w習する。

村　松　司　叙

7 経営戦略（2）

　内部資源の運用基本原理である内部戦略に対照

ｳれるのは、外部資源に関連した外部戦略である。

{章では、主として外部戦略を勉強する。その主

v内容は、M＆A（合併および買収）、合弁、提
g、集団形成、連合などである。

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

8
経営計画の意義と
�

　戦略を展開するために、計画が策定される。計画は、時間的限定のいた具体的行動予定であり、行動の主体（誰が）、時間的限定（いつ）、具体的行動内容（何を）を明らかにする。本章では、経営計画の特質、種類、体系と、長期経営計画を

w習する。

　古　川　浩　一一

i東京工業大学助教授）

9 中期経営計画

　長期経営計画と対照され、その内容を詳細化し

ｽものが短期経営計画である。それは、日常の業
ｱ執行行動にとって不可欠であるばかりでなく、
K要に応じて多くの種類を生み出している。本章
ﾅは、短期経営計画の内容と策定技法について説
ｾする。

同　上

10
短期経営計画とコ

塔gロール

　企業の行動は、計画通りに展開されるとは限らない。そのため、行動の業績を不断にチェックし、その是正を分析し、必要に応じて補正する機能が

s可欠となる。この機能がコントローールである。

o営管理におけるコントロールの原理と技法を、
{章で説明する。

同　上

11

争経営管理と組織
　計画を遂行するため意識的に調整された協働のシステムが組織である。経営管理のための組織が

o営管理組織である。本章では、経営管理組織の
ﾁ質、要素、設計原埋、形態などの構造面と、動
ﾔ化、活性化などの機能面の双方を学習する。

森　本　三　男

12
リーダーシップと

ｮ機づけ

　最も重要な経営資源は入間である。人間は人格や主体性をもっているから、その管理には特別な

z慮が必要になる。その柱となるのは、人間を統
№ｷるリーダーシップと、人間の活動力を高める
c`ベーション（動機づけ）である。本章では、
ｱれらを学習する。

同　上

13
イノベーションと

､究開発

　経営管理の課題であるイノベーションとは、経営に関するすべての抜本的変革をいうが、その中心は、製品ないし事業の変革（プロダクト・イノベーション）と生産方法の変革（プロセス・イノベーション）であり、それらは研究開発によって

ｶみ出される。

古　川　浩　一一

14 資金の調達と運用

　人的資源と並ぶ重要な経営資源は、財務的資源
ｷなわち資本である。必要な資本を必要な時に低いコストで調達し、それを有効に運用することは、

o営管埋の基本要件である。この要件を満たすた
ﾟの財務の原埋、方法、手段、技法を、この章で
K得する。

村　松　司　叙

15 経営管理の国際化

　日本企業の当面している最大の課題は、国際化である。国際化は、日本的経営とよばれる従来の

o営管理を、大きく変化させようとしている。変
ｻの方向、内容、望ましい国際化した経営管埋の
?阨福ﾈどを、この章で展望する。国際化は文化
ﾌ問題である点に留意。

同　上
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＝経 営 戦 略＝（R）

〔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
ることである。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ウくかなどを決定す
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）

1
経営戦略の意義と

嵭ｪ的意思決定

経営戦略の意義
o営戦略の重要性
嵭ｪ的意思決定の特長
嵭ｪ的意思決定のタイプ
ｷ期計画の立案

v約

河　野　豊：弘

i学習院大学教授）

2
環境の分析一一機

?ﾆ脅威

戦略情報の意義　　　戦略情報の体系

ﾂ境情報の体系
Aウトサイド・インとインサイド・アウトと
﨣�ﾌ収集・処理・伝達のプロセス
�ｮ情報と非公式情報
¥測の方法　　　要約

同　　上

3
自社分析一強み
ﾆ弱み

自社分析の目的
ｩ社分析の体系
芒rの基準
oPM分析
ｩ社資源の分析
驪ﾆ文化
v約、

同　　上

4
戦略発想と目標設

意義

嵭ｪのアイデア形成

ﾚ標設定

v約

同　　上

5 製品構成と多角化

製品市場戦略の領域

ｻ品構成の原理

ｻ品構成の類型

ｻ晶構成と組織構造

v約

同　　上

6 新製品　開　発

新製品の意義と成功条件
V製品開発の成功要因と失敗要因
J発のプロセス
ﾅ初のアイデアの形成
罇jの類型
V製品のための意識改革とコンセンサス

v約

同　　上

7 垂直的統合

概念と類型

搓№ﾌ原理
搓№ﾌ不利

搓№ﾉ適する場合

v約

同　　上

一433一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 多国籍企業経営

多国籍企業経営の概念と目的からみたi類型
L利性の原理
ｽ国籍企業経営の不利
ｽ国籍企業経営の適する領域
ｽ国籍企業経営の成功要因
ｽ国籍企業の問題点
v約

河　野　豊　弘

9 体質の　強　化

体質とは

v員計画
¥力強化の戦略
驪ﾆ文化の変：革

v約

同　　上

10 戦略の　評価

諸富の困難性と必要性

]価の種類
]価項目の原理
]価の評価
嵭ｪ的評価
v約

同　　上

11

♂戦略の　実　行

問題の所在
嵭ｪの実行とは一上からみて
嵭ｪの実行の過程一下からみて
ﾀ行計画の要素
ﾀ行への動機づけ
?Q対立をとく
ﾀ績検討と計画の改訂　　　要約

同　　上

12
戦略の立案と

@　　実行の組織

トップマネジメント

驩謗ｺ
J発部門
vロジェクトチーム
ﾐ内ベンチャー制度

rBU
g織の創造性　　　　要約

同　　上
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＝企業と人材＝（R）
〔主任講師：石田英夫（慶慮義塾大学教授）〕

全体のねらい
　日本が経済的に成功を収めた要因のひとつとして、人材の育成と活用の巧みさをあげることができる。

このコ＿スでは、日本の企業がどのようなしくみで人材を管理しているか、現代の人材管理の主要な問

題はなにかを明らかにし、新しい潮流を展望する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「企業は人なり」という言葉があるが、これは
わが国の経営者が共通に持っている人材観を表し

1 日本の経営と人材
ている。日本の経営の強みとして、組織の柔軟性

ﾆビラの労働者の労働意欲の高さがあげられる・
　石　田　英夫
i慶磨義塾大学教授）

それは日本人の弾力的な職務観と平等主義の思想

から説明できる。

日本企業の人材管理を、環境一理三一戦略一三

度・慣行一目的・成果というシステムとしてとら

2 人材管理システム
え、欧米との比較を念頭におきながら、日本の特

Fを説明する。人材管理の目的はヒトの能力・意
同　上

欲・集団意識の向上を通じて生産性と品質をあげ

ることにある。

日本企業の人材に関する基本戦略は「内部化」

戦略であり、それは企業の人材ニーズを満たすた

3 人材の内部化戦略
めに外部労働市場に頼ることをできるだけ少なく

ｷるという方針である。しかし近年、そのベース
同　上

をなす長期的雇用慣行を修正する動きが見られる。

人材の内部化戦略の下で、企業は新卒採用を重
聾し、若者にとって就職は一回限りの勝負になり、

4 採用　と　異動
いろいろな問題を引きおこす。ひとたび入社する
ﾆ、比較的幅広い職務の異動が行われ、それが仕

同　上

事をしながらの訓練（OJT）として重要な意味を
もつ。

人材訓練の進め方
人材育成の進め方

5 人　材　開　　発 組織の効果性を高める 同　上

人事評価は昇進・昇格という賞罰目的だけでな
く、適性の発見や配置のためのカギとなる。わが

●

6 人　事　評　価
国の人事評価は年功重視の全入格的評慣と言われ
驍ｪ、勤続だけでなく能力・業績も考慮され、長

同　上

い目で見ると能力主義的な評価と言える。

低成長と高齢化のはざまで、かつてのように大

7
昇　進　一

多数の人が管理職のポストにつける可能性はなく
ﾈった。キャリア開発も従来のように管理職志向 同　上

管；理職と専1ヨ『職 一本槍ではなく、専門職などのコースを設けてキ
ヤリアの多様化をはかり、多くの人の意欲づけを

ねらっている。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

適：正な賃金二進を維持するとともに、賃金を公

平に配分する賃金体系が必要である。年功賃金体

8 賃金　と　福祉
系から職務給や能力主義賃金への移行が説かれて
ｩら久しいが、職能給体系が普及している。従業 石　田　英　夫

員福祉は高齢化と社会意識の変化への対応が望ま
れている。

9 労働時間と欠勤 同　上

わが国の労働組合は企業別組合をベースとして

10
労使関係と労動組

おり、過去20年間、経営者主導の・協調的労使関
Wが維持されてきた。組合組織率は低落傾向にあるが、昭和62年秋、労働界の大同団結に嗣げて

同　上

「連合」が発足した。労働組合の活性化と交渉力
の回復たっながるか注目される。

わが国には労働者重役制のような制度こそない
が、労使協議制が普及し、小集団活動など職場で

11 経　　営　参　加
の労働者の参加も活発であり、経営参加の先進国　　一だと言えよう。産業民主主義の推進と職場の活性

同　上

化に向けて経営参加の深耕がのぞまれる。

女性の職場進出はめざましい。勤続は伸び、就
業意欲は向上しているが、管理職の地位にある女

12 男女雇用平等
性は非常に少ない。雇用における男女差別を廃止し、平等な扱いを促進するための雇用機会均等法

同　上

が施行され、新たな段階に入った。今後の動きが
注目される。

日本の人口は今後長期間にわたり高齢化がハイ

ピッチで進む。当面60歳、更に65歳への定年延

13 高齢化と入材管理 長、ピラミッド型の人口構成を前提にした年功制
xの大幅修正、退職金・年金制度の再検討、従業 同　上

員の高齢化に対応した職務設計と仕事の再配分な
ど課題は多い。

経営戦略の優劣が問われる時代になって、経営
戦略と人材計画の連動が必要になっている。戦略

14 経営戦略と人材 課題の中で研究開発と新規事業開発は最も重要な

烽ﾌである・それを担い、成功させる革新的な人 同　上

材をいかに育成し、評価し、報いるべきか重要な
検討課題である。

日本企業の国際化・グローバル化が進行してい
る。海外での生産・販売・経営を担う人材の育成

15 国際化と白材 本社での外国人の雇用、国境を超えた人材の再配
u・世界的視野にたった人事・労務政策の再検討 同　上

など、国際化時代の入材管理の新たな課題は多い。

一436一



＝仕事どくらしの経済学＝（TV）

全体のねらい　　　〔主任講師：島田晴雄i（慶慮義塾大学教授）〕

　このコースは、人々の仕事と暮しのさまざまな側面を経済分析の観点から明らかにする。経済は、人
人のくらしの単位としての家計と仕事の場としての企業とから成り立っている。人々はくらしてゆくた
めに必要な所得を、仕事をする事によって獲得し、それを消費して生活する。企業はそうした人々を雇
って生産活動を行い、生産物を人々に売って人々に賃金を支払う。経済社会は家計と企業の間の、労働
力と財貨の交換をつうじたこのような循環によって機能している。このコースではそうした経済社会の
しくみを、家計の行動、企業の行動、そして労働力の需給を調節する労働市場の構造と変動、賃金の決
定、失業、政府のはたらき、などの分析をつうじて明らかにし、さらに現代のトピックスである外国人
労働者問題、労働時間短縮問題、日本の経営の特質と海外進出などについても紹介し、解説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 労働力の構造と変動

1．はじめに　2労働力と労働力率　3．労働力率の

ｷ期変動　4．労働力率のライフサイクル　5．パー

gタイム労働　6．教育水準と女子労働力率　7．景

C変動と労働力率
　島　田　晴雄
i慶悉義塾大学教授）

2 家計と労働供給

1．はじめに　2．連続的最適時間：選択のモデル　3．

同　　　上

3 生産技術と労働需要

1．はじめに　2．雇用の変動とその内容　3．生産要
f価格の変化と生産要素需要　4．生産変動と雇用変動　5．企業の雇用・賃金制度と労働者の移動・定着　6雇用行動の主体均衡理論分析　7．要素可変型技術のモデル　8．要素固定型技術のモデル

Xまとめ

同　　　上

4 企業組織と雇用管理

1．は’じめに　2．内部労働市場　（1）組織の構造　（2）

g織の原理　（3）内部労働市場のルール　3．人的投

曹ﾌ理論　4．経済理論による雇用制度・慣行の解
ﾟ　（1）企業内訓練（2）長期雇用慣行と労働者の定
?@（3）「年功」賃金と内部昇進制　（4）定年制と賃金・退職金制度

同　　　上

5 賃金構造と労働市場

1．はじめに　2．賃金格差の諸側面　a性別賃金格
ｷ　b年齢別賃金格差　c教育程度（学歴）別格差　d職業別・職種別賃金格差　e企業別格差f産業別賃金格差　9地域別賃金格差　3．賃金格差の形成と変動の基本的要因　4．賃金格差の理論分析　a労働供給価格の分布　b労働の質の分布。賃金格差と雇用機会配分の決定　d景気変動と

ﾀ金格差・労働移動・失業　e不完全就業　f仕
亦Tしと賃金格差

同　　　上

6
マクロ経済変動の

ﾙ　用　・　賃金

1．はじめに　2．マクロ経済指標の変動　（1）国民総

ｶ産（2）物価　（3）雇用一失業（4＞賃金　3．生産物
s場と労働市場（1）生産物市場の動き　（2）労働市場の動き　4．フィリップス曲線とマクロ経済変動5・マクロモデルによる分析（1）生産物市場（2）労働市場　（3）生産物市場と労働市場の関連

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

7 団体交渉と賃金決定

Lはじめに　2．日本の賃金決定制度の特徴　3．賃金決定制度の発展　4．団体交渉下の賃金決定の理論　5．交渉賃金決定の変動要因　（1）等利潤曲線の変位一景気変動　（2）等利潤曲線の形状変化一技術変化　（3）労働者の賃金・雇用選好の変化

島　田　晴　雄

8
労働　力　需給
oランスと失業

1．はじめに　2．失業の変動　3．失業の構造　4．

ｸ業変動の分析　（1）自然失業率の分析　（2）U－V

ｪ析　（3）グロス・フロー分析　5．労働力不足と労

ｭ需給のミスマッチ
同　　　上

9 労　働　政　策

1．はじめに　2．労働基準行政と労働市場の枠組み
i1）労働基準法（2）労働時間　（3）最低賃金　3．生活保障と労働市場の機能　（1）生活保混　（2）公的年金（3）雇用保険　4．雇用政策と労働力需給の調節　（1）雇用政策の展開　（2）職業能力開発

同　　　上

10 労働政策の
o済的意味

1．はじめに　2．労働政策の基本的要素　3．市場

｣争と生存条件の保障　4雇用・賃金の安定化と

ｧ度的枠組み 同　　　上

11 外国人労働者問題

1．はじめに　2．外国人労働者問題の背景　3．外国

l労働力の入国管理および就業の現状　4．外国人

J働力問題をめぐる論点：受け入れのメリット、

fメリット　5．外国人労働者受け入れのための提

ﾄ

同　　　上

12
労働時間の短縮と

ｭらしのゆとり

1．はじめに　2．労働時間の動向　3．労働時間の国し際比較　4．労働時間短縮を阻む要因　5．自由時間の意義　6．われわれは何をなすべきか

同　　　上

13 資産の膨張と
рｽちのくらし

1・はじめに　2．日本経済の第3の奇跡　3．ストック経済化の進展　4．土地資産膨張の錬金術　5．資i産格差拡大のメカニズム　6．資産格差拡大の社会経済的インパクト

同　　　上

14
日本の産業と
qューマンウェア技術

1．はじめに　2．ヒューマンウェア技術　3．日本型ヒューマンウェア技術　4．人的資源の管理と開発

同　　　上

15 海外投資と
冝@本　の経営

1．はじめに　2．海外直接投資の急増と摩擦　3．
�ｯ入れ国から見た直接投資のメリット　4．社会的反発　5．日本型企業行動の問題点　6．同心円型社会と多心円型社会　7．むすび一発展への

ﾛ題

同　　　上
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＝管 理 会 計＝　（TV）

　　　　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：櫻井通晴（専修大学教授）〕

全体のねらい
　管理会計は、経営者のために行われる会計である。企業会計は、財務会計と管理会計という2つの

領域に区分することができる。財務会計が外部利害関係者のために財務諸表を作成し、報告すること

を主なねらいとしているのに対して、管理会計は、企業内部の利害関係者のために、経営管理に必要

な会計情報を提供することをねらいとしている。本講義では、管理会計の基礎概念、手法を中心にし

て、会計をいかにして経営管理に役立てるかを述べる。その際、管理会計という学問の性格上、企業

のトップにインタビューしたり、事例研究をいくつか試みたいと思う。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
管理会計の意義・

{質

1　管理会計と財務会計
@会計とは　企業会計の領域会計構造と会計報告
Q糠朧覇者の機能経営計画と統借曜営意思齪3離離と；霧霧墾委員会組織コント・一ラ旧制度4　管理会計の体系と本書の構成　　管理会計の体系　本書の構成

櫻井　通　晴
i専修大学教授）

2 財務諸表の分析

1　分析のための基準
@収益性と流動性　損益計算書と貸借対照表　分析方法と比率分析

Q　収益性の分析
@資本利益率資本回転率売上利益率
R　流動性の分析
@支払能力の分析比率　資本構成の分析比率　資本構成、資産と資本構成の

@分析比率
S　生産性、成長性、投資収益性、社会性の分析
@生産性の分析成長性の分析投資収益性の分析　社会性の分析

同　　　上

3 管理会計上の諸概念

1　管理会計上の基礎概念
@実体概念継続企業の概念　貨幣的評価の概念

Q　管理会計上の利益概念
@限界利益　管理可能利益貢献利益
R藤織灘原職能性と原価直獺割接費とその配賦　　　　　　　　　　　　　　標準原価　　佃別費、共通費とその配賦4　経営意思決定のための原価概念概説　　機会原価　増分原価　埋没原価 同　　　上．

4 事業部制会計

1　事業部制組織
@分権化と事業部制　事業部制の利点と欠点

Q妻瓢箪騨塩利益幅・投資中舗残余利益売上利益率
R雑器魏嚢暗部認羅か純利益か本社費醐の方法社内金　　利制度4齢露雛鷹鰭価格社内振替価格設定の基準 同・　　上

5
損益分岐点分析と

ｼ接原価計算

1　損益分岐点分析
@損益分岐点分析とCVP分析　損益分岐点図表　損益分岐点分析の算式
Q　損益分岐点分析の展開
@固定費、変動費の増減　目標利益売上高の算定　目標売上利益率の売上高

@安全余裕率
R　直接原価計算
@直接原価計算の意義　全部原価計算と直接原価計算の製造原価　営業利益
@　と損益計算書の相違
S　直接原価計算の機能
@利益計画への活用　経営意思決定への活用　原価管理への役立ち　公表財
@　務諸表と直接原価計算

　　　　　　　　ぜ

ｯ　　　上

6 利　益　計　　画

1灘箋あ難灘魏画戦略的娠二二調と長期利益計画中期　経営計画、中期利益計画2　利益計画のすすめ方　長、中、短期の利益計画　利益計画における費用・収益計画　利益計画の　策定過程3　利益計画における目標利益　　目標利益の指標　目標利益における利益概念　目標利益の求め方4F利益計画と企業予算　利益計画の本質と企業予算利益計画と予算編制の関係

同　　上

7 予　算　管　理

1　企業予算の意義と現状
@企業予算とは・予算の体系

Q講肇編成の一二繍の獺鱗予算の編成飴預の編成

R　参加的予算管理とゼロベース予算
@　参加的予算管理　ゼロベース予算

S蝿響予難異分析槻差異分析の限界

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

1　標準原価管理とコスト・コントロール
標準原価計算とは　標準原価計算と原価管理（コスト・コントロール）標準原価の＝種類

2　標準原価の設定

8 標準原価管理
標準直接材料費の設定　標準直接労務費の設定　標準製造間接費の設定習熟曲線と経験曲線

櫻井　通　晴
3　原価差異分析

標準直接費の差異分析　標準製造間接費の差異分析

4　標準原価管理の特徴と限界
標準原価管理の特徴　標準原価管理の限界

1　原価管理の現代的意味
原価管埋の2つの意味　原価低減　狭義の原価管理

9
原価管理と管理工

2　原価低減の構造
@経営環境の整備　経営構造の変革業務執行活動の改善

学的手法
3　工場自動化と原価管理　　●　　プロセス・オートメーションとファクトリー・オートメーション　原価企 同　　　上

画（目標原価）　ソフトウェア原価管理

4　管理工学的手法
品質管理　在庫管理　現場の原価管理

1営業費管理の基礎
2細鱗霧重難治類鯉の困難営業費管埋のための原価纐

10
営業費、研究開発

?ﾌ管理

3欝欝躇轟輸送費の管理保骸の管理包装費の管理
欄蝸?L灘雛錦鯉藻嚢灘肪促進費管4　一般管理費の管理

同　　　上

　一般管理費管理の要点　事務の合理化と事務費の生産性分析5　研究開発費の会計と管理

研究開発費の会計処理　研究開発費管埋の要点研究開発プロジェクトの
評価

1　資金管埋と資金の意味
資金管理の重要性黒字経営と黒字倒産’資金の意味「 o

11 資　金　管　理
2　資金構造計画と長期資金計画
@資金構i造計画の重要性　資金調達源泉　長期資金計画3　資金計画表（資金運用表）

K金廻妻琴は資金計醸の作成法ケー刈資金計醸の具働例
同　　　上

4　資金繰り計画表（資金繰り表）　資金繰り計画表とは　資金繰り計画表の形式

1　経営者の意思決定と会計
意思決定とそのプロセス　意思決定会計の区分

12
経営意思決定会計

ﾌ基礎

2　経営意思決定のための増分分析
@増分分析　配賦問題と意思決定　ケース　減価償却費の取扱

R　経営意思決定のための原価
@増分原価　埋没原価　機会原価　その他の意思決定原価

同　　　上

4　不確実性への対応
不確実性と意思決定　期待値による不確実性の検討　分散による不確実性の考察　　　　期待効用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　．

1　業務的意思決定と経営計画
@業務的意思決定　経営計画上の位置づけ

13
業務的意思決定の

ｽめの会計

2　自製か購入かの意思決定　一一般理論　ケース　解き方

齠Z部惣追繕は旧製品（音B門）麟の決定 同　　　上
4　プロダクト・ミックスの意思決定

M糠鮮灘灘鍼あ誌纏喜つ難
1　経営戦略と価格決定

価格政策と価格決定　価格決定の性質

2　経済モデルと価格決定

14
戦略的・業務的な

ｿ格決定

　　需要と価格需要と価格弾力性価格、生産量の決定　経済モデルの限界3　会計モデルによる価格決定のメカニズム　全部原価法　部分原価法4　現実の価格決定の類型と会計モデルの適用

??蜩?L欝毒麟離鷺
同　　　上

1　戦略的意思決定のための会計
戦略的意思決定設備投資意思決定の特徴

15
戦略的意思決定と

ﾝ備投資計画

2　設備投資意思決定の基礎概念

R　投資プロジェクトの評価法 同　　　上
投資利益率法　回収期間法　内部利益率法現在価値法

4　リスク、リース、プロジェクト・コントロールと設備投資意思決定　　リスクの評価　リース　プロジェクトー・コントロール
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＝税務会計＝（R）
〔主任講師：武田隆二（神戸大学教授）〕

全体の＝ねらい

　法人税は、法人の各事業年度の所得の金額を課税標準として法人に課せられる税金であるから、法

人税法の骨格は課税所得の算定にある。本講座では、課税所得計算の内容を会計学的見地から基礎づ

け、かつ、その性格を明らかにすることを狙いとし、企業会計と税務会計との違いを理解できるよう

に進めたい。

回 テ　　　・一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 法人税の仕組み

1　税金の意味　　2　課税の公平性と所得
R　税金の種類と分類　　4　税体系
T　法人税と法人税法　　6　法人税の仕組み
V　青色申告と帳簿備付義務
W　記帳義務の一般化

武　田　隆　二
i神戸大学教授）

2 税務　会計の
ｧ度　的基礎

　課税所得はどのように求められるのかという
鞄ｾ計算の仕組み、心心・費用計算の基礎にお
ｩれる「一般に公正妥当と認められる会計処理
ﾌ基準」の意味、さらに、税法と商法とを橋渡
ｵする「確定決算主義」の意義について説明す
驕B

同　　　上

3
損金概念と債務確

闔蜍`

　課税所得は益金の額から損金の額を控除して
≠ﾟられるが、ここでの損金の概念を規定する
@概念が債務確定主義である。債務の確定とい
､法的に安定した状態で損金を認識・測定しよ
ｵょうとする債務確定主義の内容を会計学上の
ｭ生原則と対比する形で明らかにする。

同　　　上

4
益金概念と権利確

闔蜍`

　課税所得算定における積極要素としての益金

ﾌ額は、損金の額と同様に、法的に安定的とな

ﾁた債権確定の段階で認識・測定される。この

謔､な権利確定主義が、会計学上の実現原則と

ﾇのような関連にするのかを明らかにする。

同　　　上

5
売買損益等と益金

ﾌ計算

　益金の額に算入される典型的な取引について

謔闖繧ｰ、検討する。売買損益（一般販売、特

齡ﾌ売、請負工事等に係る損益、有価証券の譲

n益、固定資産め譲渡益）のほか、受贈益iや受

謾z当金の益金不算入等の諸問題を扱う。

同　　　上

6 たな卸資産の税務

　たな卸資産とは、、固定資産とどのような点で
痰｢があるのか、たな卸資産の取得価額をどの
謔､に認識するのか（原価集合論）、さらにそ
ﾌ取得価額を各期間にどのように割当てたらよ
｢か（原価配分論）、評価減、低価法の適用等
ﾉついて扱う。

同　　　上

7 有価証券の税務

　有価証券の範囲とその取得価額、転換社債と

V株引受権付社債の取扱い、身代り株式の付替

v算、原価配分と評価換え（低価法・評価減）

凵A有価証券の税務の特徴について解説する。

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

8 固定資産の税務

　固定資産会計もたな卸資産会計と同様に、原価集合論と原価配分論とから成り立っている。原価集合論では固定資産の範囲とその取得価額の問題が、また原価配分論では減価償却方法、定額法から定率法への変更等、耐用年数の適用の

竭閧ｪ扱われる。

武　田　隆二

9

資本的支出・評価
ｷえ・除却特別償
pの税務

　固定資産に係る支出が修繕費として扱われるか、あるいは帳簿価額に加えなければならない

ｩ（資本的支出）、技術進歩等により固定資産が陳腐化した場合どのように扱われるか、さらに、耐用年数をまたずに除却等された場合の取

ｵいについて解説する。

同　　　上

10 圧縮記帳の税務

　国庫補助金、工事負担金等で取得した固定資産、保険金で取得した固定資産、交換により取得した固定資産について、租税政策的見地から固定資産の取得価額を圧縮するという手続によ

闢槙Y圧縮額を損金の額に導入する方式の会計
?揩ﾆ効果について考察する。

同　　　上

11 繰延資産の税務

　代価の支払が完了し、役務の提供を受けたに

烽ｩかわらず、その効果が将来発現すると期待

ｳれるものが繰延資産といわれるが、その範囲、

梛p方法について説明するとともに、税法特有

ﾌいわゆる9号繰延資産について解説する。

同　　　上

12
引当金、準備金の

ﾅ務

　引当金は駅務確定主義の例外として税法上六

ﾂの引当金に限って、その設定が認められてい

驕Bこれら引当金の特徴を個別に考察するとと

烽ﾉ、措置法で容認する各種準備金のうち日常
ｫのある準備金についてその特徴を説明する。

同　　　上

13
リース取引に伴う

ｹ益

　法人によるり一ス利用状況の普及に伴い、リースの仕組み、リース取引に係る法人税の取扱

｢を、賃借人側の会計処理問題とリース会社側

ﾌ会計処理問題とを含めて解説する。
同　　　上

14
企業会計と税務会

vとの差異

　企業利益と課税所得との差異の原因を類型化

ｵて説明し、その差異の形態と効果について解

ｾすることによって、税務会計と企業会計との

ｫ格の相違を浮彫りにしたい。最後に、税効果

?vについても簡単に説明することにしたい。

同　　　上

15 消費税の仕組み

1　消費税の特質　　2　消費税の仕組み
R　課税対象　　4　資産の譲渡等の時期5　仕入税額控除

U　販売税と仕入税の算出過程のまとめ

V　消費税の会計処理

同　　　上
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・＝マーケティング論＝（TV）

〔主任講師：八巻俊雄（東京経済大学教授）〕

全体のねらい
　マ＿ケティングはマーケヅト（市場）をつくるということばから発生した企業経営の考え方である・

需要のつかみきれなくなった大恐慌以後が特に関心を集めた。その基本的考え方は消費者志向というこ

とである。それまでの企業志向の考え方と180度異なる。本四では日本企業のマーケティングの実践を

紹介しながら理論的理解も深める。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

マーケティングの基本的考え方は消費者志向

1
マーケティングと

ﾍ何か

（Cons㎜er　Oriented）ということであるQ消費

ﾒ志向はただ消費者に頭を下げ、お世辞をいうこ

ﾆではない。それが企業者志向とどう違うかをま

　八巻　俊　雄
i東京経済大学教授）

ず事例をまじえて説明する。

マーケティングは需要を上回る供給体制となつ

企業競争とマーケ た資本主義社会の成熟期に生まれた。企業競争も

2 ティング及びマーケ 価格競争から非価格競争へ移り、またマス・メデ 同　上

ティング理論の発展 イアの発達もあって、セールス中心の売り方から

広告へ重点を移しつつある。

このところ需要は高度化し、つかみにくくなつ

3

マーケティング戦略、

s場細分化と戦略

ている。消費者研究を進めていくと市場は限りな
ｭ細分化されていく。地理的、人口学的、経済学
I、社会学的さらに心理学的に細分し、どこに自

同　上

ドメインの決定 社、及び自社製品を位置つげるか、戦略ドメイン

の決定をどうするか。

消費者志向の第一歩は需要予測である◎マーケ
ティングのスタート時は心理学が使われ、次いで

4
需要予測と消費者

s動

社会学、文化人類学、意：味論なども応用されるよ

､になった。コンピゴ嗣タ利用で、需要予測は大
ｪかりになり、またこまめになっている。実例に

同　上

即した需要予測を紹介。

需要予測にもとづいた製品づくり、次いで商品
開発に？いて解説する。需要予測から想定される

・5
製品開発から商品

J発まで

商品をβ00とすると、このうちテスト・マーケテ
Bングに回る商品が100で実際に売り出される商
iは10という。製品計画と商品化とは異なる点

同　上

も理解してほしい。

マーケティング戦力には価格、商品、流通、プ
ロモーション、セールス、SP、広告などがある・

6
マーケティングー
~　　ッ　　ク　　ス

各戦力の力を説明し、その配分をどうするか。商品

ﾌライフサイクルによって、競争条件によって各
同　上

戦力の配分は変わってこようb

価格を決める要因は原価と需給関係できめる。
その兼ね合いに苦心する。原価以下では利潤が出

7 価　格　決　定
ない。かといって消費者意識で高いと思われるよ
､な価格では売れない。短時日で原価を回収する

同　上

か長期間で回収するかによっても価格の決定は変

化する。
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 流　通　　戦　　略

　直販組織を使えればそれにこしたことはない。しかし、これには多額な費用がかかり、販売店が

?vを確保できるかがかぎを握っている。天心組
Dではどう自社製品のシェアをふやすかがかぎを
ｬっている。いずれにしてもその維持、拡大をど
､するかが問題である。

八巻　俊　雄

9 セールスマン活動

　マーケティング戦力の中で最も古くから存在し、かっ基本をなす戦力である。セールスマン配置、管埋とセールスマン活動とに分かれる。セールスマン活動の・基本は人間関係である。初めての顧客を百年の知己にしてしまう技術は一流セールスマ

唐ﾌ秘伝でもある。

同　上

10 SP．　イベント

　マーケティング戦力の中で人間（セールス）と
ｨ（広告）の中間にあって、強力な役割を果たす
?ｮがSP（セールスプロモーション）である。
ｨまけ（プレミアム）サンプリング作戦、マネキ
刀A展示会、見本市など＝豊富な手段が使われてい
驕B

同　上

11
広告、クリエイテ

Bブと媒体選択

　広告はターゲット（対象）をきめてからスター
gする。ターゲットに向けて商品の持っているコ
塔Zプトをどう伝えていくかが基本である。伝え
骼闥iは媒体が担う。これにはマス媒体からミニ
}体まで多様である。

同　上

12 顧客サービス

　マーケティングは顧客志向の経営である。商品を売ったあとどう顧客のロイヤリティを保持していくかが問題である。耐久財と包装商品では対応策が異なるが、それだれ基本は顧客志向というこ

ﾆである。

同　上

13
マーケティング組

Dと人材

　以上のようなマーケティングを展開するうえに
ﾇのような社内外の組織を作っていったらよいか。

ﾌ売会社をメーカーと同一にした場合の利害得失、
?﨑薄蛯ﾆ営業部門のウエイトほ、また営業部門
ﾍ商品別か顧客別かなどを検討する。

同　上

14 マーケティング法

　マーケティング活動はシェア拡大を目ざす経済行動でもある。したがってマーケティング活動は

ﾆ占禁止法、その下部法の景品と表示に関する法
･の規制を受ける。ほかに特許法、商標法、ある
｢は業界ごとに配慮しなければならない法規制、
ｩ主規制がある。

同　上

15
マーケティングの

V潮流

　エレクトロニクスとコンピュータの発達によっ
ﾄ、消費者をとらえる方法、これにアプローチす
髟菇@も大がかりになった。このためのデータ・
xースの利用、処理技術など、各項でふれられな
ｩった問題についてふれる。ほかに無店舗販売、ニューメディアを扱う。

同　上

一444一



＝経：営組織論＝：（R）

〔主任講師 森本三男（青山学院大学教授）〕

全体のねらい
　経営組織の構造と行動に関する諸問題を理解してもらうよう努める。全体の前半部分は主として理論的命
題の説明に充当し、後半部分は主として実践的課題の分析に向けている。現代が組織社会であることに留意
することとともに、組織が変動する環境に主体的に適応する動態的システムであることを重視する。

担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

1．個人と協働

2．協働システムと組織
1 経営組織の意義 3．経営と経営組織 森　本　三　男

4．経営組織の3要素 （青山学院大学教授）

5．3要素と組織の諸問題領域
6．組織の環境適応

1．理論展開の潮流
2。各種の組織理論（1）一古典的組織論

2 経営組織論の発展 3．各種の組織理論（2）一人間関係論 同　　　　上
と系譜 4．各種の組織理論（3）一現代組織論

5．各種組織論の分類

1．組織構造の意義と次元
2．組織原則（1）一課業分担の設計原理

3 経営組織の構造（1） 3．組織原則（2）一伝達システムの設計原理 同　　　　上
4．組織原則に対する批判

設計原理 5．組織原則から組織戦略へ

1．組織単位と組織形態
2．経営組織におけるラインとスタッフ

4 経営組織の構造② 3．組織形態の発展的分類 同　　　上
4．各種組織形態の特質

組織形態 5．現実の組織形態

1．組織行動の意義と問題性’
2．意思決定の過程・前提・合理性

5 経営組織の行動（1） 3．意思決定の性格と意思決定技術 同　　　　上
4．規範的意思決定技術

意思決定 5．組織影響力と権限

1．組織活性化の意義
2．リーダーシップ

6 経営組織の行動（2） 3．動機づけ 同　　　　上
4．葛藤とその解消

組織活性化

1．組織有効性の意義と展開
2．組織有効性の目標モデル

7 経営組織の有効性 3．組織有効性のシステム・モデル 同　　　上
4組織有効性と組織開発
5．日本における組織開発
卜6．組織開発から創造性開発へ
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

i所属・氏名）

8 経営組織の成長

1．組織の成長の意義　　　　　　7．組織成長の変容モデル
Q．組織成長の規模的接近　　　　8．組織成長の鬼火モデル
R．組織成長と組織学習
S．組織成長の細胞分裂モデル
T．組織成長の構造均衡モデル（1）

U．組織成長の構造均衡モデル（2）

森　本　三　男

9 経営の組織戦略

1．経営組織と戦略
Q．経営戦略と組織構造
R．経営戦略（1）一技術と組織構造
S．経営戦略（2）一規模と組織構造

T．組織間関係戦略
U．統合化戦略

同　　　上

10 組織の環境適応

1．環境変化と組織の課題
Q．情報プロセッシング・アプローチと組織戦略
R．OAと経営組織
S．組織構成員の多様化と統合の維持
T．キャリア開発

同　　　上

11 経営組織の中枢
@能

1．組織の中枢機能
Q．経営者組織としての取締役会
R．経営執行委員会（米）と常務会（日）
S．本社の機能と組織
T．本社組織の新しい動向

同　　　上

12 経営組織の動態化

1．組織動態化の意義
Q．組織の簡素化一課制廃止
R．組織の弾力化一プロジェクト組織
S．組織の多元化一マトリックス組織

同　　　上

13 経営組織の人間化

1．組織の非人間化現象
Q．職務設計の人間化（1）一職務拡大

R．職務設計の人間化（2）一職務充実

P4．小集団活動

P臆思決鯵加

同　　　　上

14 経営組織の国際
芒r

1．国際比較の意義と方法
Q．定性的差異分析による国際比較
R．主観的測定手段による国際比較
S．客観的測定手段による国際比較
T．普遍理論の命題による国際比較
U．総合的国際比較

同　　　上

15 経営組織の国際化

1．経営の国際化と組織問題
Q．国際化による組織構造変容の普遍モデル
R．日本企業の国際化と普遍モデル
S．グローバル構造と経営戦略
T．日本的経営の海外移植

同　　　上
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＝管理経済学＝：（R）

〔主任講師　黒澤一清（放送大学教授）〕

全体のねらい
企業経営管理の基本問題を経済学の立場から考察する。経済学一般におけるマイクロ・エコノミクスその

ものよりも、よりいっそう具体的な経営問題の上で、管理科学的に徹底したい。計量的・システム的、かっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（嘉治元郎教授担当）応用的である点にも特徴をもつ。なお本講義は「経済学入門」及び「現代の経済学」

を前提にしている。

担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

現代社会における対象の位置／類似の・関連する学問領域

1 対象と方法 ／経営と管理／企業の経営・管理活動の構造／管理経済学 黒　澤　一一　清

の方法／管理経済学のフィールドとしての管理のフェイズ （放送大学教授）
／本講義の爲畷

生産関数／可変要素が1っであるケース／総生産量と限界
生産量の関係／平均と限界の関係／生産の弾力性／単一可
変投入の場合の最適投入準則／可変投入要素に対する需要 Seo，　K．K

2 生産の分析 関数としてのMRP／複数の可変投入要素の生産関数／要 （ハワイ大学教授）

素一要素関係、等量曲線／技術的な限界代替率／等量曲線
の形／等量曲線の経済的領域／生産均衡：複数投入要素の
最適組み合わせ／複数の可変的投入要素の場合の利潤最大
化／生産の拡大と規模効果／規模効果

1）費用の性質／コストの性質／適切なコストの概念／会計

コストと機会コスト／増分コストと意志決定
2）コストの理論／固定費と変動費／短期と長期とのコスト 同　　　上

3 費用の分析 ／総コストと限界コスト／平均コスト・限界コスト／コ

ストと生産の諸関係／総コストの弾力性／短期コスト関

数の特性／3次のコスト関数
3）長期のコスト挙動

1）意志決定環境／確実性の概念／危険性の概念／不確実性

の概念
2）確実性下での意志決定：最適化分析／限界分析／増分利

4 意志決定の分析 潤分析／1っの例 同　　　上
3）リスクと不確実性のもとでの意志決定／意志決定マトリ

その1 クス／リスクのもとでの意志決定／経験的方法／期待値
／リスクの尺度範囲と標準偏差／相対的危険憐則定：変

動係数／危険一収益のトレード・オフ

1）効用・危険回避およびリスクプレミアム／効用と意志決
定／危険および限界効用逓減i／リスク・プレミアム／リ

スクの調整／リスク調整割引率／確実性等価法／確実性 同　　　上
5 意志決定の分析 等価法とリスク調整割引率法の比較

2）不確実三下での意志決定一不確実性の程度／ワルドの基

その2 準／ハーウィッチの基準／サヴェジの決定基準／ラプラ

スの決定基準／簡単な結び

1）需要関数と需要の弾力性／需要関数／需要量と需要の変

6 需要と分析と予測 化／需要関数の性質／需要の弾力性／需要の価格弾力性 同　　　上
／点弾力性／弧弾力性／需要・収入および価格弾力性／

総収入と価格弾力性、限界収入と価格弾力性

1）利益の計画と統制一損益分岐点分析／直線の損益分岐点

7 利益と値付け 分析／貢献利益／代数的テクニーク／利益計画／損益分 同　　　上
その1 岐点の代替案／利益の販売弾力性：経営レバレッジ
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

（所属・氏名）

1）値付け問題と決定

値付けの目的／投資利益の達成と値付け
8 利益と値付け 2）値付けの諸方法 Seo，　K．　K

コストープラス・プライシング／プラス・イン・コスト

その2 プラス／コストーコストと利潤最大化／コストープラス
・プライシングと価格弾力性／コストープラス・プライ

シングの評価

経営パートナー・シップと企業経営生産性
9 付加価値を基礎と 企業付加価値の意義と限界／企業経営パートナー・シッ 黒　澤　一　清

する企業経営 プ／外延的発展と内包的発展／付加価値と収益性／付加
価値タームの生産性の構造／付加価値生産性の変動効果

その1 ／付加価値の変動分析

付加価値率と総コストの生産性および収益性
1）付加価値率の構造と挙動／付加価値率の構造／付加価値

10 付加価値を基礎と 率の趨勢／付加価値率の超長期趨勢
する企業経営 2）付加価値の総コスト生産性と収益性／付加価値総生産性 同　　　上

と収益性／付加価値総生産性の二重性

その2 3）付加価値を基礎とする企業経営：その3一企業多目的・

満足基準／企業目標指標の解析的吟味の前提／付加価値
生産性関数とそれの内部構造の解析的表現

ホワイトカラーと 本社活動の工場パフォーマンスへの貢献度分析
りわけ矢［職集約型 1）矢［職野里型スタッフ管理の組織的基礎／KIS対N一一K

1
1

スタッフの企業成 IS 同　　　上
果への貢献度分析 2）本社活動の工場生産性への貢献度分析一一般的枠組み／

その1 事例研究／スキームの限界と展開の方向

挑戦／記号の定義と意味／付加価値労働生産性ベースの体
12 企業パフォーマン 系／付加価値総：コスト生産性ベースの体系／本社の寄与、

スへの知識集約型 本社の責任／生産性と収益性／事例研究／限界と意義 同　　　上
スタッフの貢献度
分析

1）LAPイン・ホワイトカラー・
13 ホワイトカラー生 2）日・米工業のホワイトカラー／KIS労働生産性 阿部克己産性の日・米比較 3）労働原単位一KISの省力効果 （九州東海大学助教授）

14 国際競争力の評価 1）生産性国際比較の方法

2）労働生産性の国際比較 同　　　上
その1

1）日・米工業国際競争力の性格／国際競争力の意味・内容

2）日・米工業の総生産性一収益性の関係とその分析／AI

PRシステムによる分析／絶対値による分析体系／計算
1
5

国際競争力の評価 実例と解釈／グラフ的表現／相対値体系の分析結果／絶 同　　　上
対値体系の分析結果／為替レートと購買力平価の変化効

その2 果

3）AIPRサブシステムによる分析／総生産性、労働生産
性と賃金関係の統合と名目・実質タームの分割／分析結
果の解釈／日本の国際競争力
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＝生産管理＝（TV）
〔圭翻：麓総総鷺叢釧

全体のねらい

　生産に当たって、市場の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、また自動化にも対応できるように、生産とその管理活動の体系を

適切に計画し運用していく考え方、技法を説く。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 生産管理の体系

　生産とは何か。基本的な生産の見方である過
�i資材調達：、工程稼働、製品産出）、特性
i質、数量、時間、金額）、段階（企画、設計、
v画、作業、統制）の各概念を説明し、それら

　秋　庭　雅　夫
i東京工業大学教授）

@横　山　雅　夫
を組み合わせて体系的に生産活動をとらえ管理 （福島大学助教授）
していく考え方と仕組みを示す。

生産活動の体系に基づいて各種の生産方式を

区分する考え方を示し、それぞれの生産方式に

2 生　産　方　　式 ついて管理上の特徴を説く。さらに、これから 秋庭　雅　夫
生産方式がどのように移り変わっていくのか、

その趨勢と現在の課題を示す。

市場の品質に対する要求を技術的、統計的に
分析し、製品に何が期待されているのかを導き

3 製品企画と品質管理
出す製品企画の方式とその結果を示す。さらに、
ｻのような品質の製品をどのように造り出して

同　　　上

いくのか、品質管理の基本と管理図法および抜
取検査の考え方、手法を示す。

工程図記号と、それに基づく各種工程図（工

程計画図、工程分析図）の作り方を説明し、こ

4 工　程　分　析 れを生産工程の分析、設計、改善にどのように 同　　　上

活用するのか、その方法を示す。

適切な作業方法を設計するための動作分析お
謔ﾑ作業分析など方法技術と動作経済の原則、 秋庭　雅　夫

5 作　業　管　理
標準作業時間を設定するための既定時間法およ
ﾑ標準資料法など作業測定、それらに関連して

木　村　敏　郎

iIE・生産管理
複式活動分析の考え方と活用の仕方を示す。 事務所長）

生産計画における意思決定問題について線形

計画法によるモデル化を取り上げ、具体的解法

6 生　産　計　　画 として図式解法およびシンプレックス法の仕組 横　山　雅　夫

みと解の求め方について示す。

複数の仕事をいくつかの機械で処理するとき

7

日　程計　画　1

iジョブ・シヨツ

v・タイプ）

の日程計画のたて方について説明する。そのさ

｢に用いられるガント・チャートにより日程問

閧ﾌ意味を説明し、またジョンソンおよびペト

鴻tの解法を示す。

秋　庭　雅　夫

｡：山　雅　夫
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

プロジェクトに含まれる仕事の順序関係が与
日　程計　画　2 えられたときに進度管理を行う手法としてPE

8 （プロジェクト・
RT・CPMを取り上げ、アロー・ダイヤグラム、
咊�v算、クリティカル・パス、人員配置、3

秋　庭　雅　夫

｡　山　雅　夫
タイプ） 点見積り、時間短縮に関する：方法とその意味を

説明する。

流れ作業において、作業負荷を平準化、効率

化するためのライン・バランシングの基本につ

9 ライン・バランシング いて説く。また、ライン編成効率、山崩しの考 秋庭　雅夫
え方とともに、列挙消去法および位置重みづけ

法による解き方を示す。

設置された設備能力と到着した仕事の状況か

ら、その処理と待ちとの関係をモデル化し、そ

10 設備能力の決定 の一般化を図る。さらに設置能力の水準が仕事 同　　　上

の待ちに与える影響をモンテカルロ・シミュレ

一ションによって分析する方法を示す。

資材調達に関する各種発注方式および経済的

発注数量の考え方と決め方について示し、それ

11 資　材　調　達 と関連して、在庫されている理由を体系的に明 同　　　上

らかにして在庫ゼロ方式への取り組み方を説く。

また、外注とその目的について考える。

生産、流通を多段階からなる品物の流れとし
てとらえると、小売店での需要があるからこそ

12
多段階の生産・流

ﾊ計画

生産が必要になってくるというように、各段階
ﾅの晶物の流れは互いに従属している。生産・
ｬ通計画を効率的に行うためには、その従属性

　圓　川　隆　夫

i東京工業大学教授）
に着目した：概念が不可欠であり、それに基づく
計画方式・環境条件について説く。

コンピュータを利用して行う作業に対する問

13
コ　ン　ピ　ュ　・一　三

O　働　科　　学

題点、要因およびマンーマシン・システム実現

ﾌ方法を説明する。さらに、このようなコンピ

?[ ^作業を設計・管理するための方法として、

　伊　藤　謙　治
i東京工業大学助手）

コンピュータ労働科学の活用の仕方を示す。

生産合理化の総合目標を設定し、その目標を

生産各部門に重点的に展開して具体的な個別目

14 生産合　理化 標を決め、そのための施策を生産活動全般にわ 秋　庭　雅　夫

たって求め、生産性を体系的に向上させていく
取り組み：方を示す。

生産自動化の傾向と、トランスファ方式およ

び群管理方式における自動化への取り組み方な 秋　庭　雅　夫

15 生産　自　動　化 らびに自動化機器とその活用について示す。さ 下　地　脩　亮

らに自動化の経営に与える影響とそこでの問題 （㈱未廣技研）

点について説く。
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＝財務管理＝（R）
〔主任講師：村松司叙（成瞑大学教授）主任講師：古川浩一（東京工業大学助教授）〕

全体のねらい
　経営学の一分科目である財務管理を、企業資本の流れの研究と位置づけ、前半章では、主として資本市場
と企業との間の資金調達問題を扱う。他方、企業内部での投資・資金管理・利益処分など内部マネジメント
問題を後半章で取り扱う。ポイントとしては、財務の新しい手法もできるだけ取り入れた財務管理の内容と

することにある。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

i所属・氏名）

1 財務管理の意義と

財務管理の意義　　　　　　　リスクと不確実性
燒ｱ管理論の成立
Vしい財務管理論
走{の流れ
條ﾔの経済的価値とリスク
條ﾔの経済価値

村　松　司　叙
i成蹟大学教授）

2 リターンとリスク

資金の流れに影響する要因　　　　　　　　　　、

且巣
ターンとリスクの関係リ

Xク回避の方法�
　川　浩　一（
結檮H業大学助教授）

� 業の資金源泉�

業をめぐる資金の流れ直

ﾚ金融と間接金融内
萩燉Zと外部金融運
]資本と設備資本資
煬ｹ泉とリスクの負担�

　　　上

� 場における株式会

ﾐの評価　

@　　／�

本コスト自

ﾈ資本企業のコスト負

ﾂ企業の利益モ
Wリアニ・ミラーの命題M
l命題と裁定取引M
l命題の意義�

　　　上

�

資家の資産選択　
@　（1）　

|ートフォリオ　
I択の理論�

産選択問題の基本的性質　　　数値例ポ
[トフォリオとは　　　　　　効率的フロンティア投
痩ﾆについての仮定資
{市場に関する仮定証
狽ﾌリターンとリスク2
ﾘ券からなるポートフォリオ�

　　　上

�

資家の資産選択　
@　（2）　

走{資産評価　
cfル�

全資産の存在と効率的フロンティア市

黹|ートフォリオ資
{市場線資
{資産評価モデル裁

闔謌�攪_（APT）�

　　　上

�

資家の資産選択　
@　（3）オ

vション評価　

cfル�

プションとはオ

vションの概要オ
vションの損益オ
vション評価の基本的考え方ブ
宴bク・ショールズのオプション評価モデルオ

vションの役割�

　　　上
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担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

物的資産への投資の経済的評価の役割
内部化された資金 設備投資の経済的評価とキャッシュ・フロー

8 の物的資産への投 経済性評価の考え方 古　川　浩　一
資の経済的評価 現在価値法

内部収益率法

回収期間法　　　　　　　　　　会計的利益率法

企業内部の財務マネジメント問題
財務流動性

9 企業内部の価値的 財務安全性 村　松　司　叙
管理の役割 収益性

回転率

財務計画と財務統制

運転資金の意義　　　　　　　売上・買桂三三管理
資金の流れ

10 資　金　管　理 現金管理 同　　　上
資金繰り表
財テク

在庫管理

予算管理の意義　　　　　　　経営計画と予算
予算の編成

1
1

予　算　管　理 予算体系 同　　　上
予算のコントロール機能
予算差異分析の方法
差異の原因追求とフィードバック

利益計画の意義　　　　　　　　　資本運用表分析
損益分岐点分析

12 期間計画の価値的 損益分岐点の図表による求め方 同　　　上
側面 損益分岐点の公式による算出

損益分岐点分析の限界
資本回収点分析

経営戦略の分析

PPMの考え方
13 製品と事業の選択 PPMと現金の流出入パターン 同　　　上

と資金フロー PPMの戦略的意義とその限界

企業成長戦略とM＆A
M＆Aの動機と米国における最近の動向

14 M＆Aと企業評価 LBOの財務：テクニックと負債増加 同　　　上
LBOと企業評価

国際化と為替リスク

外国為替取引のメカニズム
15 財務活動の国際化 為替レートの機能と決定要因 同　　　上

と財務戦略 為替レート変動と国際企業の財務マネジャー
為替変動リスクの回避策
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＝＝ 燒ｱ会計＝（TV）
〔主任講師　若：杉　明（横浜国立大学教授）〕

全体のねらい

　企業の実施する会計は財務会計、管理会計および税務会計から成る。財務会計は、企業が株主や債権

者などの利害関係者に、受託責任等に基づいて、その経済的意思決定に役立っよう、必要な会計情報を

測定・伝達する領域である。この財務会計の社会的意義、仕組み、原理などにつき、基礎にある考え方

にふれながら述べてゆく。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

企業の情報測定・伝達システムである企業会計

1 企業会計と会計学
がどのような性格を有し、社会的役割を果たして

｢るかについて述べ、さらに企業会計の学である

?v学の体系を明らかにして、そこにおける財務

　若　杉　　　明

i横浜国立大学教授）

会計の位置づけを行う。

財務会計は企業内容の開示制度にほかならない。

そこで開示制度を構成する商法会計および証券取

2 企業内容開示制度 引法会計に関し、その基礎原理、目的、理論的性 同　上

格などについて述べる。

企業会計が社会的制度として存在意義をもつの

は、これが種々の職能を果たしうるからである。

3 企業会計の働き そこで会計のもつ、測定、伝達：、財産保全、計画 同　上

設定、業績：評価、社会的統制等の各種：の職能につ

いて取扱う。

財務会計は、法令に基づいて行われる制度会計

一般に認められた
を中核とする。制度会計において法令に定めのな

4
会計原則

い部分は一般に認められた会計基準に準拠するこ

ﾆになっている。そこでこの会計基準の性格、役

同　上

／ 割り、具体的内容等について明らかにする。

財務会計において、企業の財務内容の開示は財

務諸表騙すなわち貸借対照表、損益計算書などに

5 財　務　　諸　　表 よって行われる。財務諸表の性格、役割り、体系、 同　上

限界などについて取扱う。

企業の財務報告の内容は多様であり、その1つ
の柱として企業の収益力の表示がある。企業の収

6
収益力の測定と損

v計算書
益力は各種の利益数値によって表される。損益計
Z：書は企業利益の算定表示を役う財務表であり、 同　上

そこでこの計算表の性格構造、構成等に言及する。

損益計算書において行われる利益の計算表示は、

7
期間損益計：算の構

｢と諸原則

一定の埋論に基づく計算構造と計算原理に基礎づ

ｯられている。そこで利益計算構造の特質と計算

ｴ理について述べ、またこれらの原理の相互関連

同　上

にふれる。
k
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
財政状態の測定と

ﾝ借対照表

　企業の財務報告の柱の1つとしての企業の財政

�ﾔの測定・伝達に言及する。そしてそのための

燒ｱ表である貸借対照表の性格、構造、構成等に

ﾂいて明らかにする。

若　杉　　　明

9
資産の貸借対照表
ｿ額の：算定

　貸借対照表に記載される資産は、一一定の評価原

･に基づいて、会計数値として表される。そこで
綜Yの評価の基本原則について述べ、さらに個々

ﾌ資産ごとの評価方式に関する商法や会計、基準の

K定を解説する。

同　上

10 減　価　償　却

　固定資産は、時の経過、経営目的のための使用
凾ﾉよってその価値を次第に減少してゆく。そこ
ﾅ固定資産の取得原価は減価償却の方法によって、一・定の会計期間に配分される。この減価償却の特

ｿ、具体的方法、これのもたらす効果等について
qべる。

同　上

11 繰　　延　経　　理

　会社の創立費、開業費、研究開発費などの諸支
oで相当額にのぼるものは、これをすべて当期の
?pに計上すると、当期の収益力の表示がゆがめ
轤黷驍ｱとがある。そこでこのような場合にこの
x出を資産化して、数期間に費用配分する方法が
I択適用される。

同　上

12 引　　当　経　　理

　将来の期において実現する費用や損失などで、

ｻの原因がそれ以前の期に生じているものについ

ﾄは、関連する期に見越計上される。このような

�膜o理とよぼれる会計処理法の性格、目的、効

ﾊ等に言及する。

同　上

13 資本金と資本剰余金

　企業の元手たる資本が調達：されたり、他の形態

ﾉ転換される場合の会計処理法、貸借対照表にお

ｰる表示法などについて明らかにする。具体的に

ﾍ資本金と資本剰余金をめぐる会計上の諸問題に

ﾂいて取扱う。

同　上

14 利　　益　　処　　分

　企業の獲得した利益は、法人税等の支払い、配

幕焉A役員賞与などとして企業外に流出するが一

狽ﾍ社内に留保されて、将来の資金的必要に備え

轤黷驕Bそこで利益処分とこれに関する会計処理

ﾉ言及する。

同　上

15 財務諸表の見方

　今日の企業は個々に独立の会社がグルー．プを形

ｬして一体となって経営活動を展開する。かかる

驪ﾆグループの財務報告のための連結財務諸表制

xにつき、その特質、計算：原理、開示方法などに

ﾂいて述べる。

同　上
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＝数理計画法＝（TV）
〔主任講師：加瀬滋男（放送大学教授）主任講師：横山雅夫（福島大学助教授）〕

全体のねらい
　数理計画法と総称されている多くの技法のうち、特に線形計画法（LP）について講述する。具体的に

は、その根源的な計算手法を解説するとともに、応用例も数多くとりあげLPの有効性を認識させる。

あわせてORや経営科学における基礎的知識の習得にも寄与しようとするものである。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

計画問題に騎ける数理的アプローチの内容を述

べるとともに数理計画法の全般を概説する。
加　瀬　滋　男

1 数理計画法概説 （放送大学教授）

若千の解説的な問題と、それらのモデルを例示

し、：LP応用の可能性の大きさを説く。
横　山　雅夫

2 LPの具体例 （福島大学助教授）

：LPの各種：形式を列挙し、さらに平易な図解に

より：LPの構造に対する十分な理解を誘導する。

3 ：L　P　の　構　造 同　上

シンプレクス法の核心を成すシンプレクス表の

4
シンプレクス法
@　　　　　　〔1〕

@　　／

意味と作成につき基礎的概念を略記する。
同　上

シンプレクス法における計算の意義と実際を詳

5
シンプレクス法
@　　　　　　〔2〕

述し、シンプレ・クス法の理解を助ける。

同　上

簡易シンプレ・クス法などについて略説し、場合

における解法の実際を呈示する。

6 各種の特殊解法 同　上

：LPの応用可能範囲を広げるための2段階法の

7
2段階シンプレク

根拠と手法を説き、LPの妙味を紹介する。
同　上

ス法
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

LPを効果的に活用している数社の実態を紹介 横　山　雅夫
し、LPに対する理解を深める。 高　井　英　造

8 応　　　用　　　例 （三菱石油㈱

企画二部次長）

加　瀬　滋　男

現実の問題に最適解を適用するに際し、留意す

べき若干の事項を論ずる。

9 実施上の検討〔1〕 加　瀬　滋　男

最適解そのものを再検討する方法を考察し、あ

わせてシャドウプライスを解明する。

10 実施上の検討〔2〕 同　上

問題自体のかなり大幅な変転に即応するための

便法を理論的な立場から探求する。

11 モデルの改変 同　上
こ

双対性を介して最大化問題と最小化問題の関連

12
双対問題と整数解
竭

を説き、計画法にも言及する。

同　上

割当問題を含む輸送問題の解法を述べ、あわせ

てネットワーク問題の概要にふれる。

13 特殊問題の解法 同　上

石油精製問題における検討料により、シャドウ

14
企業における数理

v画法の実際

プライスの有用性を立証する。

高　井　英　造

補遺的事票ならびに数理計画法の未来同等につ

き、各講師がそれぞれの意見を開陳する。 加　瀬　滋　男
15 総　　　　　　　括 横　山　雅夫

高　井　英　造

一456一



＝　産　業　　と　情　報　＝（R）

〔主任講師：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、情報の処理や伝達の技術も、文字どおり日進月歩の様相を呈しつつある。この時流

に沿い、企業内外の技術情報を中心に産業と情報の関連を論述する。・また随時、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
i所属・氏名）

1

情報概論　（1）一情報とは何か一

情報一般、ビジネス情報についての若干の特徴

�qべ、本講義を進める上でのイメージとコンセ
塔T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）

　情報の探索と収集の具体的方法、・収集から活用

�oて、保管・管理に至るまでの実際的手法を解
烽ｷる。 同　　上

3
情報の収集（1）
鼡Z術情報の種類：一

　技術情報の種類を、形式・生産場所・加工度か

逡ｪ類し、1次情報の種類と特徴に関しては、特
ﾉ詳しく講述する。 同　　上

4
情報の収集（2）

齒﨣�ｲ査一
@　　／

　情報調査の要点を論ずるほか、2次・3次情報

ﾌ活用法を示唆する。主な総合情報機関や各種の

ｶ献・資料も紹介する。 同　　上

5
情報の収集（3）一情報検索一

　情報検索の発展過程と内実につき説き、次に情

�沚�ﾉ関連してデータベースの，基礎的事項を略

烽ｷる。 同　　上

6
情報の創出（1）
齒﨣�Y出の意義一

　情報の研究・開発に対する個入や企業の責任の

d要性を強調し、研究者や技術者も情報流通活動

ﾉ積極的参加を促す。 同　　上

7
情報の創出（2）
ｶ情報の産出例日　　　　　　　　　　1

　最近新素材として脚光を浴びているファインセ

Zラミックスの重要特性である曲げ強さデータの
�ﾍを例に、新情報の創出を解説する。 同　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

前章で提起された新しい情報から、関連情報の

情報の創出（3） 産出へと展開されて行った事例を呈示する。

8 一関連情報への 加　瀬　滋　男

展開一

9

オフィスオートメ
[ション（1）一〇Aの内容と

　OAの目的・対象・手段について述べ、OAの目

ｴすところを明らかに：する。日米のOAの相違お

謔ﾑOAの影響にも話を進める。
魚　田　勝　臣

i専修大学教授）

その影響一

10

オフィスオートメ
[ション（2）一〇A機器の

　OA機器の主なものを概説し、通信手段・通信

K約の標準化にもふれる。また、OAへのアプロ
[チリ方法について解説する。 同　　上

活用一

11

オフィスオートメ
[ション（3）一〇Aの近未来

　OA機器の変化の傾向について論じ、さらなる

��ﾌために基礎的な研究の確立と日本独自のO
`の展開の必要性を強調する。 同　　上

像一

各種データ通信サービスの要点を概説し、電気

12
情報の伝達（1）

通信事業法を解説してから、最近とみに叫ばれて

ｫたVAN（付加価値通信網）にも言及する。 加　瀬　滋　男
一データ通信一

13

情報の伝達（2）一行三面における

@電気通信の長期
@構想一

　電気通信システムに関する国（郵政省）の構想

�v約し、あわせて情報通信産業の充実・強化に

ﾂいての電気通信審議会による答申の概要を解説

ｷる。

同　　上

産業人が情報産業を理解することの意義を強調
’「青　　幸艮　産　　業　　（1） してから、情報処理技術者試験を例示して読者

14 一産業入と の情報へ向けての関心を高め意欲を鼓舞する。 同　　上

情報産業一

総合商社の新情報商社への白白を例に新情報産

情報産業（2） 業の胎動を瞥見するほか、諸産業の情報部門にふ

15 一産業の情報化と さわしい人材の育成にも論及し、本講義の趣旨を 同　　上

情報の産業化一 総括する。
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＝産業と企業＝（R）

〔主任講師：黒澤一清（放送大学教授）〕

全体のねらい
　マクロな水準で認識される産業の仕組みの形成と発展と、マイクロな水準の行動主体である企業の活動と

の相互作用関係域をユニークな対象として考察する。

担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

産業一企業系が多元・重層構造をもった実体であること
を述べ、これを把握するための本講義での方法を概観する。

1 産業一企業系の諸 黒　澤　一　清
問題への接近方法 （放送大学教授）

表記システムの一般的フレーム・ワークを論じ、次章へ

国民経済一産業系 の序説とする。

2 の計量システム（1） 同　　　上

…一ﾊ的フレーム
・ワーク

CILINシステムと名づけられる国民経済一産業系の
国民経済一産業系 計量システムの一般的フレーム・ワークを示す。

3 の計量システム② 同　　　上

…CILINシス
テム

国民経済一産業系 CILINシステムの国際経済比較への適用を準備する。
の計量システム（3）

4 …CILINシス 同　　　上
テムの国際経済
比較への適用の

ための準備

国民経済一産業系 国民経済生産性と国民経済福祉を連結するPCI－NP
の計量システム（4） システムによる日本経済を中心とした国際比較を試みる。

5 …PCI－NPシ 同　　　上
ステムによる日本
経済を中心として
みた国際比較

国民経済一産業系 国民経済生産性とそれを構成する諸産業の生産性の動向
の計量システム㈲ とを連結したNAP一一HISシステムによる日本経済を中

6 …NAP－HIS 心としてみた国際比較を試みる。 同　　　上
システムによる日
本経済を中心とし

てみた国際比較

社会経済水準と産業及び企業の水準における価値生産性
付加価値生産幽1） を媒介するカテゴリーとしての付加価値の構成を論じる。

7 同　　　上
…マクロとミクロ

を媒介するカテ
ゴリー
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担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

前章に続く。

付加価値生産性②
8 黒　澤　一　清

…マクロとミクロ
を媒介するカテ
ゴリー・

産業間、企業間に現われる労働の付加価値生産性格差を
付加価値生産性（3） 形成する基本法則を規定する。

9 同　　　上
…付加価値労働生
産性格差形成法則

第5及び第6章にひき続いて、それのより内容的問題と
日本製造業の拡張 しての日本製造業の発達過程に形成された拡張主義とその

1
0

主義　（1） 働き・役割及び今日の問題を論じる。 同　　　上

…その一般的背景
と展開

前章にひき続く議論であるが、さらに大企業一中小企業
日本製造業の拡張 系の日・米比較生産性分析を行う。

1
1

主義　（2） 同　　　上

…第2次大戦後の
構造と挙動

産業レベルの経済成果と企業の主体性を表現する経済成
産業一企業系の総 果とを統合・連結した成果分析体系としてのAIPRシス

12 生産性一収益性の テムを論じる。 同　　　上
関係とその分析（1）

…AIPRシステ
ム

産業一企業系の総

　AIPRシステムによる日・米間の製造業及び自動車工業の比較分析を行う。

1
3

生産性一収益性の 同　　　上
関係とその分析（2）

ホワイトカラー生産性を労働生産性、ホワイトカラー比
産業一企業系にお 率との関連で分析的に把握するシステムとその応用を考え

14 けるホワイトカラ る。
同　　　上

一生産性の計測

プロダクティヴィ

　生産性向上のための政策と運動の体系の形成とその構造を論じる。

15 ティ・スキームと
Y業一企業系

同　　　上
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＝産業と環境’・資源＝（TV）

〔主任講師　黒澤一清（放送大学教授）〕

全体のねらい

　産業と環境の関係を、産業をめぐる物的・技術的関係ばかりでなく、また社会的・文化的関係をも

含む、より一一般化された構造的視野で扱う。こうすることによって、今日見られる産業資源問題、あ

るいは産業環境問題の、一・方ではそれの根源への科学的研究を全面的に進める見通しが与えられるば

かりでなく、他方ではこれらの問題の解決への洞察をも与えることが可能になる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

1

産業一環境・資
ｹ系問題研究への　、ヴィジョン

1．産業一環境・資源系問題の時代相年表　認識

_上の狙い、時代相年表の設計　2．時代相の構

｢化　時代位相の要約的表現：第1期、時代位
鰍ﾌ要約的表現：第皿期

黒　澤　一　清

i放送大学教授）

2
産業一環境・資
ｹ系の学問的特徴

1．複合領域科学　現象の複雑さの意味、ユニー

Nな境界領域科学、具体化的・総合化的方法と

ﾓ：味の形成・把握　a統合者としての生産性科

w・産業学　複合領域科学の統合者、生産性科

wと産業学

同　　　上

3
産業一環境・資
ｹ系の基礎構造

1．構造的認識　構造、構造の動態、構造の重層

ｫと歴史性、最も発・達した構造の意味、後進国

ﾟ急速な近代化がもたらす構造の複雑さ 同　　　上

@　　　一

4
産業一環境・資
ｹ系の構造：産業
ﾐ会のメタ構造

1産業社会のメタ構造と産業構造　人間一自然
ﾅと人間一人間系の交差構造、より発達した構
｢、産業社会メタ構造の一般性　2産業一環境・資源系のメタ水準での構造　資源と環境の構

｢：自然と人間、文化資激と意味論的環境、経
c資源、産業一環境・資源系のアンサンブル

同　　　上

5

産業一環境・資
ｹ系の基礎構造：
l－N系の構造

1．M－N系の4つの相の概観　2．S－s－f系の構造　人間生態系：M－S－N、科学・工学系：M－s－N、生産技術面：M－f－N系3．M－N系におげる環：境・資源　自然科学系、工学系及び生産技術系の関係、環境と資源、保全と技術進行　4．生産力の構造　生産力系：M－F－N、M－N系認識の歴．史性と生産性原理

同　　　上

6

産業一環境・資
ｹ系の基礎構造：
l－M系とト・一骨

求Eシステム

1．M－M系の構造　価値体系：M－S－M、秩序体系：M－s－M、行政と管理の系：M－f－M及び産業経済関係：M一：F－M、M－M系の原理としての人間性原埋　2情報系と管理系、それらの構造　情報系と人間生産性原理、情報系の構造、管理系の構造、人間生産性原理、生

Y性美学の原理　a全体構造　S－Fスキーム
ﾉよる表現　4環境・資源問題の背後構造　人
ﾔ社会・経済の再生産構造の限界、構造化の主

ﾌ性

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

7
産業一環境系に
ｨける評価の基本
竭

黒　澤一清」

8

産業一地域社会一企業系におけ

驫ﾂ境問題の構造‘その一般性

1．地域社会の複合体の適正な設計地域社会の

¥成　人間生体一技術系と地域社会　2産業・
驪ﾆ一社会環境系の物的基礎　3．環境利用の適正化の考え方　4．地域社会のソーシアル・シス

eム

同　　　上

9

産業一地域社会一一企業系におげ

驫ﾂ境問題の構造
Fその一典二三

1新しい問題の提起とその時代背景　2．いわゆる横浜方式の形成と確立第1期：工業化と生活環境悪化の対立：1955～1963　第2期：住民運動一自治体系の形成：1964～　横浜方式の性格　　3．日本鋼管京浜製鉄所扇島建設設計画をめぐる横浜方式の実践　背景　横浜方式の広域環境問題への拡張扇島問題の教訓

同　　　上

10
原子力発電をめぐ

體
｢
論
よ
り
　
」

1・背景　2．原子力発電の意義についての討議3．問題の背後の構造

同　　　上

11

人間一一海洋系に

ｨける産業一環
ｫ・資源問題と管

同　　　上

12
漁業における資源

ﾇ理の基本問題

1．生産関数の背後の構造：収穫遽減傾向の根拠

刹ﾆ生産関数の特徴収穫遽減頓向のパターン
ﾆ根拠　2．漁業における資源管理基準と資源白幕　MSY基準　密度依存型自律再生資源におけるMSY　公開資源の競争的利用　収穫遽減則再説　資源一投業繋埋の原則

同　　　上

13 漁業一資源系管
揩ﾌモデルと実践

同　　　上

14

人間一産業一
ｩ然　コンプレッ
Nスのシステム・
Vミ　　レー・ション　　ユ

1．社会的・経済的システムについての実験：2．

同　　　上

15
産業一環境・資
ｹ系研究への期待

1環境問題の背景となっている構造と環境問題
�?ﾖの基本方針　2．国際産業一地球系の再編成　3．環境問題のイコン

同　　　上
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＝： �ﾊと通信＝＝（TV）

〔主任講＝師：岡野行秀（創価大学教授）〕

灘雛藤魔羅季蕪編｝馨即詰雛慰講1嚢三
る。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

i所属・氏名）

1 交通と通信の役割

1．交通と通信の意義

Q．交通と通信の関係

′o済活動と交通・通信 岡　野　行　秀
i創価大学教授）

2 交通の発達と影響

1。地域開発における交通の役割

Q．交通の改善の影響

R．交通条件と地価（地代） 同　　　上

3 交通（サービス）

ﾌ需要

1．空間的移動の需要

Q．派生需要とその性質
R．交通（サービス）の需要に影響を与える要因

S．交通（サービス）の需要の変動

同　　　上

4 交通（サービス）

ﾌ供給

1．2つの特性一交通（サービス）の質と費用構造

Q．トリップの費用

R．交通サービスの費用構造

S．各交通手段の費用構造

T混雑の費用

同　　　上

5 運賃・料金の決定

1．運賃・料金の資源配分機能

Q運賃・料金の規制
R運賃形態
S．運賃・料金規制の問題点

T道路の費用負担

同　　　上

6 交通市場の変化

1輸送構造の変化
Q．貨物輸送

R．人の輸送

S．交通市場の変化　一競争市場へ

同　　　上

7 交　通　政　策

1．交通政策の目的と枠組み

Q．交通政策の評価一市場介入への疑問
R．市場介入から競争促進へ 同　　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

i所属・氏名）

8 今日の交通問題

1．鉄道の再編成　一国鉄の分割・民営化2．規制緩和

R．都市交通

S。人口稀薄地域の交通

T．外部不経済と混雑の問題

U展望

岡　野　行　秀

9 通信ネットワーク

1電気通信の役割
Q．テレコム・ネットワーク

R．テレコム・サービスの種類

S社会へのインパクト
T．テレコムの政策課題

南　部　鶴　彦
i学習院大学教授）

10 通信の需要

1．市場と取引の形態

Q電話需要の形態
％d話需要の今後 同　　　上

1
1

通信サービスの
沂

1．テレコム・ネットワークの3要素について
Q．ネットワークの形状について

R．ネットワー・クと規模の経済性について

S．テレコム・ネットワークの特異性について
T．テレコム市場での競争

同　　　上

12 通信における競争

ﾆ規制

1．市場メカニズムと競争

Q規模の経済性と供給
R．ネットワーク型消費と需要

S．固定費用と平均費用

T．独占と規制

同　　　上

13 通信の規制制度

L供給の形態
Q．規制の特色

R．内部相互補助の問題 同　　　上

14 海外の通信事業

1．各国の特色

Q．アメリカ

R．イギリス

S．フランス
同　　　上

1
5

通信の将来と通信

1．国際電気通信の特色

Q．国際通信のネットワーク

R．国際通信料金

S．国際機関

T通信の将来と政策課題

同　　　上
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＝・ ｬ通と商業＝（R）
〔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。その中心的な担い手である

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
@　　　と流通機構

　流通は必要悪で無い方が良いのだろうか。そ

黷ﾆも流通は望ましい社会的役割を果している
ｵ、今後も一層必要性を増してくるのだろうか。

鈴　木　安　昭
i青山学院大学教授）

2 流　通機　能（1）

　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、そこには危険が伴うことも理解する。

同　上

3 流　通　機　能（2）

　生産と消費の地点と時点それぞれに発生する

怺u（へだたり）をうめるためには、輸送され、

ﾛ管されなければならない。また、その過程で

Wめられ、分割され、組合せがっくられる。
伺　上

4 流　通　機能（3）

　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

ｷることが流通の不可欠の要素となる。

同　上

5
流通機能担当者の
@　　　分化と統合

　流通機能は、多くの担当者に多様に分化して
牛sされるとともに、分化していたものが統合
ｳれる。そこに参加するのは、不可欠の生産：者

ﾆ消費者から中間商人としての卸売業者と小売
ﾆ者、さらに輸送業者や広告業など専門機能業
ﾒである。

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、そしてそれらが小売

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

ｷ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置

8 商業の存立＝基盤 に合理的である場合の根拠は何だろうか。さら 鈴　木　安　昭
に商業内部が多段階になる場合も考察しなけれ
ぱならなし（。

流通機構のうちわれわれ消費者にとって最も

小売業の役割 身近かな存在である小売業の果す社会的役割を

9 と機能 確認し、その果している流通機能を整理してみ 同　上
よう。

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把握するため

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・システム、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

ものであろう。ここでは卸売業が果している会

13
卸売業の役割
@　　　　　と機能

社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

ｽ産地的な市場を対象とした零細卸売業者、輸

oあるいは輸入を地域的品目別に扱う専門商社
同　上

など多様な構成要素が存在する。

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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＝現代社会とサービス経済＝：（R）

〔錐難讐蕪報鵬墜難山

全体のねらい
　経済の成長と成熟はサービス経済として、現代社会を特徴づけるものとなっている。サービス経済化と情

報化とは産業経済の基底にある動向として、需要構造の変化を媒介として、産業構造を変革している。この

ような文脈においてサービス産業の分析を進めることが、本講義のねらいである。・

担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

現代社会とサービス経済の枠組みのもとでサービス産業
を分析する。対象を狭義のサービス業から、理念的に物財

1 サービス産業への 産業に対応する広義のサービス産業まで広く設定する。サ 磯　部　浩　一
アプローチ 一ビス生産の社会的分業の展開過程の背後にある変動要因 （聖学院大学教授）

の1っをサービス経済化として規定する。次に、分析の基
礎となるサービスの意味、性質、種類などについて検討す
る。

サービス産業は現在、生成分化の変動の過程にある6サ

サービス産業の分 一ビス産業の現状を分析するためには、現行の利用しうる

2 類と統計 統計では十分ではない。現行の日本標準産業分類における 同　　　上
問題点を検討し、今後の命析のために必要な統計のあり方

を考察する。

広義めサービス産業は、統計的には第三次産業として、

近似的に把握できる。わが国の第三次産業の就業者構成比

3 サービス産業の は、第二次世界大戦後に著しく増大したこと、経済発展と 同　　　上
長期的動向 第三次産業の関連についての統計的分析の成果を明らかに

する。

第三次産業のなかに含まれる狭義のサービス業に注目し
ながら、第三次産業のなかでも、とくにサービス業の就業

4 サービス業の成長 者構成比の増加傾向の大きいことを明らかにする。家計消 同　　　上
費における「モノ」離れとサービスへの移行化傾向、サー
ビス経済化傾向が低成長経済のもとでも継続していること、

その理由を明らかにする。

サービス経済化と情報化の進展は、単なる並列関係では
なく、情報産業の急成長に見られるように、両者の結合は

5 サービス・情報 複合化し、企業間関係は業際化、さらにはネットワーク化 同　　　上
経済と産業構造 の現象を展開する方向へ向かっている。サービス産業部門

と物財産業部門の相互依存の関係は、複雑に絡みあってお
り、サービス・情報経済の成立は、物財産業部門の空洞化
を意味するのではなく、サービス・情報化された函南産業

部門への移行を意味するものと言えよう。

日本経済のサービス化の状況を就業構造の面から明らか
にする。就業構造の実態を産業別、職業別に考察し、サー 古　郡　靹　子

6 サービス経済と ビス経済の促進要因、サービス就業者の特徴などにふれる。 （明海大学教授）
就業構造

サービス経済の下で、就業形態や勤務形態が多様化して

サービス経済と いる。サービス経済化が労働に与える影響を“コンティン 同　　　上
7 労働のコンティン ジェスト経済”のなかで考える。

ジェント化
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　容
担　当　講　師

i所属・氏名）

8 サービス経済下の

J働問題

サービス経済下で、労働市場には構造変化がおきている。ここでは、雇用・賃金・労働時間がどうなっているかなど、サービス経済下における労働経済的諸問題を考える。

古　郡　靹　子

9 サービス経済の
ｽめの経済政策

サービス経済の諸問題をとりあげ、必要な経済政策を考える。サービスの分野に特化する産業構造のあり方は果た

ｵて健全なことなのか、サービス経済にはどのような弊害があるか、などを検討する。

同　　　上

10 サービス経済と
ﾂ人消費

サービス経済化は家計のなかでも進展している。家計の

同　　　上

1
1

政府とサービス
o済

磯　部　浩　一

12 企業とサービス・

﨣�o済

企業のサービス・情報化への関連・対応の経過を考察する。はじめに製造業の「サービス・情報化」への対応としてソフト業務の内生・外生の状況をとりあげる。次に、全産業における対事業所サービスについて考察する。

同　　　上

13 サービス業の生成

W開

業種別サービス業の成長と衰退とを考察する。最初にサービス業の規季i朝構成、中小サービス業の流動性と成長性、サービス業の低成長業種と成長業種、さらに、サービス業の先端業種をとりあげる。

同　　　上

14 サービス経済と
総ﾛ経済

同　　　上

15 サービス産業の

展望のための諸前提、サービス・情報化の限界、物財生産部門のサービス・情報化現象をとりあげる。将来展望に

同　　　上
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＝産業澄よび生業としての農業＝（R）

〔主任講師’渡部忠世（放送大学教授）〕

全体のねらい

　人類の生存に不可欠な食糧などを供給する農業は、人類の歴史とともに発展して、各地に独自な技

術と文化を形成した。その発展の中で、農業は農民を支える生業としての側面から、社会に食糧・生

産物を供給する産業としての側面を強化した。農業のこの両側面を世界と日本の農業発達史をたどり

つつ考察する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 農業の2つの側面

産業、生産、なりわい

_業の定義、特徴
u三農：三一農業の貴重なる所以」

渡　部　忠　世
i放送大学教授）

2
農：業の地域的ひろ

ｪり

農業の分類

_業類型の地域区分

ｶ化としての農業

_耕文化基本複合

同　　　上

3

世界の農耕文化（D

ｪ栽農耕文化と稲
?_耕文化

作物起源の大中心

_耕起源の一元説、多元三

ｪ栽農耕文化
諸?_耕文化

同　　　上

4

世界の農耕文化（2）

Tバンナ農耕文化、
n中海農耕文化、
V大陸農耕文化

サバンナ農耕文化

n中海農耕文化

V大陸農耕文化
_耕文化の重層的発展

同　　　上

5
農耕文化の発展一

ｩ給農業の成熟

焼畑農耕のシステム

ﾄ畑農耕から定着農耕へ

ﾖ作体系の成立と集約化 同　　　上

6
東アジア水田農業

ﾌ展開

日本へ渡来した稲作

?曹ﾉおける稲作技術の発展

墲ｪ国近世のイネの収量・

ﾟ世農書の示す稲作技術

同　　　上

7
南アジア畑作農業

ﾌ展開

南アジアの畑作と雑穀の種類

?Cンド、デカン高原の畑作

?Cンドの農業体系の特徴

ﾘ北畑作との対比

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

8
ヨーロッパの「農

ﾆ革命」

南ヨーロッパの農業

O圃式農法から穀草式農法へ
u農業革命」以降 渡　部　忠　世

9

アジアとヨーロッ

pの農業を比較し

ﾄ

アジアとヨーロッパの農業構造の比較

Aジア農業の発展方向
?[ロッパ農：業の発展過程 同　　　上

10

植民地拡大と企業
I農業の成立（1）

V大陸と熱帯圏の
vランテーション
_業

アメリカの農業類型、その発展

Aメリカの稲作
vランテーション農業の登場 同　　　上

11

」植民地拡大と企業

I農業の成立②
?[ロッパによる
｢界農業の再編

アジアにおげるプランテーション農業の展開

vランテーション農業の特徴と変遷

vランテーション農業の残したもの 同　　　上

12
自給的農業と企業

I農業の性格

再び、農業の2つの側面

_業におけるエネルギー収支

､業的農業と近代化 同　　　上

13
日本の農業をかえ

閧ﾝて

近代における稲作収量の増加

ｾ治時代後半の技術革新

甯繧ﾌ水稲収量の増加

`統的農業の終焉へ
同　　　上

14 戦後の日本農業

日本農業の転換一基本法の成立
ｸ反政策と稲作の動き

_業技術の現況と問題点 同　　　上

15 日本農業の将来

農業のいくつかの特性

_業、特に稲作の役割

坙{農業の選択

ﾜとめとして

同　　　上
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＝中小企業論＝（R）
〔主任講師：磯部浩一（聖学院大学教授）〕

全体のねらい

　1970年代以降、世界各国の中小企業に対する国民的関心は大きな高まりを見せている。わが国の

これまでの特殊・日本的と考えられていた中小企業問題は、日本経済が先進国段階に到達した現在、

国際的視野からとらえ直す必要がある。出来る限りこの観点を加味することが、この中小企業論の狙

いである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 中小企業論の課題

研究対象としての中小企業

?ｬ企業に対する社会的認識

?ｬ企業の問題性

｢界の中小企業

磯　部　浩　一
i聖学院大学教授）

2
中小企業問題の
W開と政策の推移

中小企業問題の発生

寛梃o済下の中小企業問題

甯繧ﾌ中小企業問題

sx成長と中小企業問題
?ｬ企業問題の新展開

同　　　上

3 中小企業理論の形成

先進資本主義国における小工業問題の展開

同　　　上

4 中小企業の定義

定義の必要性

O国の中小企業の定義

?ｬ企業の定義と本質 同　　　上

5 中小企業　の
n位　と　役　割

中小企業の地位

?ｬ企業の役割

同　　　上

6
日本経済の構造的

ﾁ質と中小企業

日本経済に対する構造的接近

坙{経済の構造的特質

蜉驪ﾆと中小企業の諸格差 同　　　上

7 流通機構と中小企業

流通過程の基礎的な諸概念

ｬ通機構における中小企業

坙{の流通機構

瘰ｬ長経済と流通機構
同　　　上
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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

中小企業の存立条件

?ｬ企業の存立分野

o済展開と中小企業の存立分野

Y業構造の変化と中小企業の存立分野
磯　部　浩一

9
中小企業の存立形

ﾔと下請・系列

下請制の研究と評価

ｺ請中小企業
ｺ請中小企業の問題性 同　　　上

10 中小企業の経営者

中小企業の創業者

?ｬ企業の成長と経営者

?ｬ企業経営者の意識構造 同　　　上

11 中小企業の経営・1

中小企業の経営管理の実状

?ｬ企業経営の規模的特：質

?ｬ企業経営の新しい課題 同　　　上

12 中小企業の経営・2

中小企業の業種類型

`統工業型中小企業の経営

ﾟ代的工業型中小企業の経営

xンチャー・ビジネス
ﾆ種間移動と事業転換

同　　　上

13 環境変化と中小企業

はじめに

ﾂ境問題の重大化
o済環境の変化
?ｬ企業の対応

n域の環境変化と中小企業

同　　　上

14 中小企業の組織化

はじめに
?ｬ企業の組織化の意義
?ｬ企業の組織の必要性と目的中小企業組織化の阻害要因と限界中小企業組合の諸形態

?ｬ商業組織化の諸形態低成長経済へ移行後の組織化

同　　　上

15
中小企業基本法と

?ｬ企業政策

中小企業政策の体系

?ｬ企業政策の展開

｡後の中小企業政策

ｨわりに
同　　　上
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　　＝技　術　史二＝（R）
　　　　一入間と技術のふれ合い

〔主任講師：飯田賢一（東京工科大学教授）〕

全体のねらい
　人間の生活とともにある技術、生きてゆくためにものをつくることは、どの民族にとっても、あら

ゆる文化の基礎である。現代の技術がいかに高度に発達しても、人間の技（わざ）と思想（知恵）が

原点である。人間にとって真の技術とは何か。この視座をふまえ、東と西の比較を交えつつ、日本の

産業技術のあゆみを考察する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

開講にさいして一身近な生活の

?ﾉ「技術」と「歴
jを考える。

　序説。歴史とは現在と過去とのつきることの
ﾈい対話である、との見地から、技術とその歴
jを学ぶことの意味を考える。
i1）　「技術」と「歴史」について

A技術史の三つの段階
i3）箸一　（あた）半と現代の技術。

　飯　田　賢　一・

i東京工科大学教授）

2
現代をどうとらえ

驍ｩ

総論（その1）。現実は、目にみえるものと、
ﾚにはみえないが肝心なもの（本質）をとらえ
驍ﾆ、ほんとうに理解できる。世界技術史の大
ｫな流れの中での現代日本を考える。
i1）日本の戦後技術史の意味。　（2）鉄砲をすてた日本人。　（3）ブータンの鋼の切手。

同　　　上

3
近世日本の技術と

ｶ化

　西欧と同じく18世紀の日本には、すでに新し
｢産業技術を生み出す土壌が整えられており、
ｻれが近代技術受容の原動力となった。その諸
�ｵを探究する。
i1）18世紀の技術思想。　（2）産業技術書の普
y。　（3）和算：とそろばん。f

同　　　上

4 東と西の科学と技術

　近世ともなると、東洋（日本）でも西欧でも
ｻれぞれの風土に即して個有の技術観が成立し、
Y業技術の道を開拓していった。歴史的にどん
ﾈ道がよいかをかえりみる。
i1）　『天工開物』と『デ・レ・メタリカ』
A江戸のメカニズム　　（3）産業革：命の教訓

同　　　上

5 近代日本の夜あけ

　アヘン戦争を機にくずれゆく中華帝国の情勢
ﾆ、イギリス産業革命の進展が、日本を明治維
Vへ向わせる国際環境を形成する。これに対応
ｵ、日本技術の西欧化が開始される。
i1）明治維新前後の世界。　②西欧科学の受
e。　（3）洋　高炉への道。

同　　　上

6 東と西の出会い

　日米修好条約交換のため太平洋を渡ったのが
撃ﾆ西の直接の出会いである。㌧欧米の技術文化・
@械文明を日本人はどううげとめ、また先進諸
曹ﾍ日本人に何を期待したか。
i1）万延元年（1860年）の使節たち。　（2）鉄
ｹの開幕。　（3）福沢諭吉の『民情一新』。

同　　　上

7 日本の産業革命（1）

　日本の近代工業化を支えた最初の産業は、製
?ﾅあり綿糸紡績業である。在来技術はどのよ
､に生かされ、国産工業がおこったか。
i1）絹の道
i2）ガラ紗の発明
i3）国産第1号機関車の出現

f同　　　上

一473一



回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

1890年の技術選

�鼡ﾟ代日本の
�ﾆ影

　明治国家の体制が確立した1890年（明治23
N）ともなると、近代日本産業には光とともに
eの部分が発生する。日本の東と西でどういう
Z術の道が選ばれたか。
i1）足尾鉱毒事件の発生。　（2）近代技術教育の形成。　（3）琵琶湖水と京都市電。

飯　田　賢　一一

9 日本の産業革命（2）

　軽工業から重工業へ。その転回点で重要な役
р�ﾍたした官営八幡製鉄所の確立過程の技術
j的解明は、今日の第三世界工業化の問題に対
ｵて多くの示唆を投げかける。
i1）重工業化の展開。　②官営八幡製鉄所の
ｬ立・失敗・自立。　（3）外人科学者の眼。

同　　　上

10
近代日本の発明の

?艪ﾝ

　総論（その2）。1885年の特許制度施行以来の日本人の創造性のあゆみを概説し、近現代の

Y業技術発展の原動力は何かを考える。
i1）風土と技術と文化
i2）産業構造と技術水準　　　　　　　　　　、
i3）技術発展の原動力

同　　　上

11
大正デモクラシー

ﾆ科学技術

　第1次大戦前後の国際交流の高まりと大正デ
cNラシーの流れの中で、日本の産業技術はよ
､やく科学的技術としての基礎を確立しはじめ
驕Bことに理化学研究所の意義を考える。
i1）理工学研究機関の成立。　②民衆の生活
ﾆ科学技術。　（3）理化学研究所の意義。

同　　　上

12 両大戦間の時代

　軍事主導型の暗い谷間といわれるアウタルキー時代にも、国際性・創造性豊：かな先駆者たち

ﾌ仕事が底流にあった。そのいくつかを発掘し
ﾄ評価する。
i1）北の大地をひらく。　（2）エレクトロニク
Xの先駆者たち。　（3）工業美学の思想。

同　　　上

13 戦争から平和へ

　平和経済の到来：をまって、日本の技術革新は
ｱ入技術をテコとしつつ漸次自主開発技術へと
?ﾂた。その担い手としての技術者たちの科学
I精神と詩のこころにも言及する。
i1）科学技術者であるまえに人間であること。
i2）日本の技術革新。　（3）自主開発技術へ。

同　　　上

14 日米比較技術史

　1950～60年半の日本の鉄鋼や自動車産業は、
ﾄ国1920～30年代のそれと歴史的に類似し、
ﾎ比が可能である。日本の技術は米国にどう追いつき、追いこしたか？

i1）米国が「日本」だったころ。　②　日米の
ｩ動車競争。　（3）　「重厚長大」と「軽薄短小」

同　　　上

15
おわりに
齠坙{の技術
P00年

　これまでの講義を総合し、この100年の日本
ﾌ産業技術のあゆみを回顧し、あらためて今日
ﾌ国際化社会の中での日本の課題を考える。
i1＞創造と市民社会
A現代技術と伝統文化
i3）第三世界の工業化と日本

同　　　上
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＝産業技術の動向皿＝（TV）

〔主任講師：道家達将（電気通信大学教授）〕

全体のねらい

　今後の日本の産業技術の発展の保障は、日本における基礎科学・基礎技術の創造的発展が達成され

るか否かにかかっている。日本の最先端の研究室で行なわれている研究の幾つかを紹介し、産業技術

の動向を総合的に展望してみることにする。この研究は日本だけでなく人類の幸福のために必要であ

ることが御理解いただけよう。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．　はじあに

1 材料工学（1）
齬L機材料工学

2．高分子の種：類と特徴

R．構造材料としての発展
S．複合材料
T．機能材料

　高　久　　　明

i東京工業大学教授）

6．結び

1．無機化学と無機材料工学の定義

2
材料工学（2）
齧ｳ機材料工学

2．新金属材料とエレクトロニクス材料

R．センサ材料

S．無機材料の研究の将来

　後藤　和　弘
i東京工業大学教授）

1。はじめに

3

機械工学　（1）

齊ｩ動制御と
@　ロボット工学

2．自動制御におけるフィードバック系

R．ロボットにおけるフィードバック系

S．知能機械としてのロボット

　梅谷　陽　二
i東京工業大学教授）

5　自動化とロボット化の今後の展開

1．医工学とは何か

4
機械工　学（2）
鼈鼈 　　工　　学�

　医工学の範躊3

D医工学の三一関節の構造と摩擦4
D人工関節の設計�

笹　田　　　直（

結檮H業大学教授）

．はじめに�

� 　成　化　　学�

　天然物の利用から人工物の創製へ3

D化学工業と触媒4
D有機合成科学と化学工業�

森川　　　陽（
結檮H業大学教授）

．石油資源に頼：らない産業技術は？�

．はじめに�

� 　物　工　　学�
．なぜバイオなのか3

D生物工学を支える基盤技術4

D産業技術としての生物工学�

相　沢　益　男（

結檮H業大学教授）

．はじめに�
．太陽電池とは何か�

� 子工学（1）一

ｾ陽電池�

．アモルファス太陽電池4
Dその他の太陽電池5
D太陽電池の高効率化�

高　橋　　　清（

結檮H業大学教授）

．着々進む太陽光発電の実用化�
．おわりに�
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
電子工学　（2）一光　　通　　信

1．はじめに
Q．光通信のしくみ
R．光ファイバ
S．光デバイス
T．光伝送システム
U．むすび

　末　松　安春
i東京工業大学教授）

9 システム工学
黷艪轤ｬと予測

1．　「ゆらぎ」はどのような意味：で重要か？

Q．日常生活における「予測」行為

R．予測の必要条件

S．予測はどのようにして行うか

T．予測理論から作曲をする

　武　者利　光
i東京工業大学教授）

10
情報工学（1）一パターン認識

1．はじめに
Q．人間と機械の間の接点a　認識とは何か

S．パターン認識とは』
T．パターン認識を可能とするために
U．パターン認識技術の動向と今後の課題

　飯　島　泰　蔵

i東京工科大学教授）

11 情報工学（2）
黹zログラフィー

1．まえがき
Q．ホログラフィーの原理
R．ホログラムの種類
S．立体像のディスプレイ
T．計測への応用
U．ホログラフィック光学素子7．むすび

　辻　内　順　平

i東京工業大学教授）

12
エネルギー工学（1）

黷lHD発電

1．はじめに一MHD発電とは
Q．M且D発電の開発研究の必要性
R．MHD発電の電気出力
S．発電機の種類
T．熱源と発電方式
U．研究開発
V．エネルギーの有効利用

　椛　島　成　治

i東京工業大学教授）

13
エネルギー工学（2）

鼕j分裂と核融合

1．はじめに
Q．核分裂反応の特質　3．核融合反応の特質4．DT核融合システムが核分裂システムより

L
利
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
点
5
．
D
T
核
融
合
シ
ス
テ
ム
の
弱
点
α
　
核
融
合
開
発
が
成
功
す
る
た
め
の
要
件
7
．
結
び

垣　花　秀　武

i上智大学教授）

14
環境工　学　（1）一景観工学

1．はじめに
Q．景観の要素と成り立ち
R．課題と方法
S．景観の予測手法
T．景観の評価
U．今後の展望

　中　村　良　夫

i東京工業大学教授）

15
環境工学　（2）一都市工　学

1．都市と都市工学
Q．都市機能を支える物的要素3．日本の都市化と都市問題4．現代都市問題の特徴

T．日本の都市の今後の課題
U．都市工学のとりくみ　7　計画案の立案8．計画案の評価と合意形成　9．今後の展望

　渡　辺　貴　介

i東京工業大学教授）
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＝システム工学＝（TV）
〔主任講師：浅居喜代治（大阪工業大学教授）〕

全体のねらい
　大規模・複雑なシステムの計画・設計・運用のためのシステム工学への理解を深めるために、まず、

その発達の歴史・アプローチ・応用例を示したのち、次にアプローチについて、各段階での方法論を、

順次説明し、終りに最近の総合的な実際例を挙げて、系統的かつ具体的に講義を進め、システム概念

の把握と、システム思考の基礎を与えようとする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

システム工学の概要

1
序　論

Vステム　とは

システムの定義・特性・考え方 浅　居　喜代治

i大阪工業大学教授）

システムの分類

種々のシステムの例

2 種々のシステム 同　　上

システム工学の発達・考え方・他のシステム科学

や技術との比較

3 システム工学とは 同　　上

システム工学のアプローチと方法論の概説

4
システム工学のア

同　　上
ブローチ

システム表現の考え方と注意

5
システムの表し方

iモデリング）

数学的モデルと図的モデル
平　井　一　正

i神戸大学教授）

システムモデルの分i類

6
種々のシステム・
@一　cAノレ

モデルの例
同．　上

構造モデルの意義と作成

7 構造モ　デ　ル
寺　野　寿　郎

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

ファジィモデルの意義・理論・種類

モデル作成上の注意
8 プアジイモデル 寺野　寿郎

システムの基本的特性（安定性・可制御性・可観

9
システムの特性と 測性・感度）の意義と解析法

北森　俊行
解析（1） （東京大学教授）

システムの基本的特性（信頼性・保全性・安全性

10
システムの特性と

�ﾍ②

など）の意義と解析法

同　　上

種々のシステム最適化法

11
良いシステムの求

ﾟ方
浅　居　喜代治

シミュレーションの方法

シミュレーション 種々の試行法

12
と試行法 同　　上

システムダイナミックスの考え方と理論

13
システム・ 動的モデルへの適用

榛　沢　芳雄
ダイナミクス （日本大学教授）

システムダイナミックスによる都市モデル

都市システムへの シミュレーションによるシステム計画
14

応用 同　　上

OA、　FA、　CIMなどのシステムの計画・設

OA、FA、CIM 計・運用

15 などのシステムへ
ﾌ応用

浅　井喜代治
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＝人間工学＝（TV）
〔主任講師：加藤一郎（早稲田大学教授）〕

全体のねらい
　人間工学というのは発生的に二つの面をもっている。労働科学と経営工学がそれである・

　しかし時代は推移しつつあり、大きな転回をみせようとしている。それは人間福祉への傾斜である。

もちろん人間工学も新たな変化に対応しつつあるが、私は少し視野を広げ、人間と人間のあり方に焦

点を合わせたい。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

人間は工学とどのようにかかわってきたか。人

1 入間工学とは
鼾H学的入間学

間機械論から人間システム論に至る人間と機械の

竭閧ﾉついて述べ、これからの展開に対する理解

�[める。

加　藤一　郎
i早稲田大学教授）

人間機械論は、入間を外部からながめ、一種の

ブラックボックス 機械として理解してウくのが特徴である。技術の

2 としての入間 進歩にささえられて変遷し近代に至るその歴史と 同　　上

一自動入形 現状を展望する。

学問の分化と共に、人間を内側から理解するこ

3
内側からみた入体

齔ｶ理工学

とに重心が移った。レオナルドの解剖から近代の

d気生理学に至る流れは、生理工学として現代的

W開をみせはじめた。

同　　上

人間の頭悩とコンピュータの間には大きなギャ

脳のサイバネティ ップがあるが、その一部を代行させることはでき

，4 クス
る。人工知能の開発と、それに：よる脳機能の理解 同　　上

一一 ?H知能 の試みについて述べる。

皮膚感覚の特異説は根拠のうすいモデルとなり

情報チャンネルと つつある。これを例に、仮説・検証のプロセスを

5 しての皮膚 呈示する。代行情報チャンネルとしての応用と官 同　　上

一一 ｯ能検査 能検査の人工化などに：ふれる。

＿L 一 言語が人間システムの中でもつ特質と、言語の

6
発声のメカニズム

[入工の口

構造、言語の習得、思考と言語の関係、さらに、

ｹ声発生の機構と、人工的に音声を発生させる方

@について述べる。

白　井克彦
i早稲田大学教授）

聴覚の機構と、その心理現象を含めた複雑な機

能について、工学的な立場から考察する。さらに、

7
聴覚のメカニズム

[入工の耳
音声の理解と人工の耳の可能性について言及する。 同　　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

われわれは物を見てその形を知り、意味を理解

8
視覚のメカニズム

齠?Hの目

し、色彩豊かな3次元の空間を知覚する。このた

ｭみな視覚のしくみと、視覚障害者に対する技術

竢浮ﾌ問題について述べる。

大　頭　　　仁

i早稲田大学教授）

人間の体内では、神経によって情報が伝達され

9
身体リズムのメカ

焜Yム
[電気刺激

ている。神経に電気刺激を与えて心臓や腸管など

ﾌリズムを制御し、痛みをおさえるなど、人工的

ﾈ身体制御も可能である。

内　山　明　彦

i早稲田大学教授）

血液循環系を構i成している心臓、血管、血管網

10
血液循環系のメカ

jズム
齠?H心臓

肺などのメカニズムと機能を工学的に解説し、あ

墲ｹて心臓病治療と医工学、人工臓器の現況につ

｢ても言及する。

土　屋　喜一一

i早稲田大学教授）

骨生成の電気機械的メカニズム、筋の構造特性

骨と筋のメカニズム などの特有な性質をしらべる。また、これらの代

11
一入工関節・筋

替機器としての人工関節や人工筋についても紹介

ｷる。

加　藤　一　郎

手の感覚系・運動系はともに人間特有のシステ

手のメカニズム ムをもつ。その巧緻性について、機械的構造や運

12
一入工の手

動制御について調べる。また、義手やロボ：ットに

ﾂいて現状を述べる。

同　　上

2足歩行の意義と問題点をさぐる。歩行の分析 一

足のメカニズム と、その正常・異常について考える。歩行機械に
13

一入工の足
よって足のメカニズムを解明し、義足への技術波 同　　上

及にまでふれる。

人間は心と体をもつ。心理学的知見をもとに、

内面からみた入間 意識と情動の問題に工学的像を与え、バイオフィ
14

一心理工学
一ドバソクを例に心と体の問題を考える。 同　　上

’

人間とロボットが共生する社会における人間学

入間と機械の共生 としてサイポトロジーを提唱する。21世紀へ向け
15

一サイポット社会
てホモ・ファーベルからホモ・ルーデンス、ホモ・

Tピエンスへの道を探る。

同　　上
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＝＝ 﨣�H学＝（TV）

〔主任講師 都倉信樹（大阪大学教授）〕

全体のねらい
　コンピュータの本質および実際を見極めるため、その仕組み・原理・構成などのハードウェア面、アルゴ
リズム・プログラムなどのソフトウェア面にわたって基礎的な内容を説明する。

担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

いまコンピュータはどのようなところで、どのように用
いられているかを紹介しながら、種々のコンピュータが多

1 コンピュータはど 方面で活用されていることを説明し、コンピュータとはな 都　倉　信　樹
う使われているか にかに話を進める。 （大阪大学教授）

コンピュータは単なる計算器というより、データ処理機
械である。そのデータをどう表現し扱うのかについて説明

2 計算機ではどのよ する。 同　　　上
うにデータを表現

するか

コンピュータはプログラム次第で、さまざまの仕事をこ
なす。そのプログラムとはどういうものか？　もっとも基

3 プログラムとは 本的な機械語プログラムについて学ぶ。 同　　　上

コンピュータの内部の仕組みをみる。レジスタ、算術論
理演算部、メモリ、バス、入出力装置などをまなぶ。

4 コンピュータでの 同　　　上
データ処理

ゲートなど、コンピュータの回路を基本的な構成要素と

コンピュータの仕 その働きをみよう。

5 組み一1 同　　　上

組み合わせ回路

算術論理演算部の仕組みについてまなび、また、ブリッ
プフロップについて説明する。

6 コンピュータの仕 同　　　上
組み一A：LU

順序回路の概念、バスの動作、制御回路について説明す
コンピュータの仕 る。

7 組み 同　　　上

順序回路
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担　当　講　師
回 テ　　一・　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

スタックとサブルーチンの概念、入出力と割り込みにっ
コンピュータの仕 いて説明する。

8 組み 都　倉・信　樹

サブルーチンと

割り込み

コンピュータのハードウェアだけでは使えない。そのう
えで動くオペレーティングシステムの助けが必要である。

9 オペレーティング 同　　　上
システムの役割り

現在、機械語でプログラムすることはまずないであろう。

高水準言語が用いられている。処理系の概念と高水準言語
10 プログラムと言語 の歴史や特色などを説明する。 同　　　上

」

アルゴリズムとその記述法としてのフローチャート、N
Sチャートを紹介する。再帰アルゴリズムについても学ぶ。

1
1

アルゴリズムとそ 同　　　上
の記述

探索アルゴリズムについて、また、アルゴリズムの評価
基準について説明する。

12 基本的なアルゴり 同　　　上
ズムー1

ソートアルゴリズムについて検討する。

1
3

基本的なアルゴリ 同　　　上
ズムー2

ソフトウェアを作るとき、要求をまとめ、仕様を決定し、

設計し、プログラムを組むという手順をふむ。プログラム
14 ソフトウェア開発 が書けただけではだめで、デバッグ、テストという作業が 同　　　上

の問題点 欠かせない。さらに、保守の問題も大きい。ソフトウェア

開発の環境と人員の問題を考えよう。

コンピュータなしの社会はもはや考えられない。コンビ

動向と展望 ユータは広範囲に利用され、また、ネットワー・クに接続さ

15 れるようになっている。また、大規模なデータベースも利 同　　　上
さらに勉強する 用される。コンピュータと人間、社会との関係について、

ために いくつかの問題を考えてみよう。
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＝設計工学＝（TV）
解　析　と　総　合

　　　　　　　　　〔主任講師：：塚田忠夫（東京工業大学教授）〕

全体のねらい

　本講義は、学問ならびに工業技術における設計の位置付けと設計の思考過程、及びその総合的評価

について論じ、社会に貢献し得る設計を会得するための教養講義である。講義の構成は、設計工学の

基礎事項、設計目的の具体化のための技術的基本事項、設計の総合化事項からなる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 設計と創造性

　設計を工業社会におけるエンジニアリング的

ﾈアプローチからその位置付け、思考過程を論

ｶ、そのための基本を述べる。さらに、設計は

麹№ｷる技術であり、設計過程で強く要求され

髑n造性についても述べる。

　塚　田　忠　夫

i東京工業大学教授）

2
総合的評価を考え

ｽ設計

　設計は一つの：構想を図面にして完了ではない。
｡数の設計案を創り、その中から全ての機能的
v求を総合的に評価して最適：な設計案を選び、
ｳらにそれを改良しなければならないQここで
ﾍ、情報積算法を用いて総合的評価を考える設
v法について述べる。

中　沢　　　弘

i早稲田大学教授）

3 情報伝達手段

　人間が創造した構想を他人に正確に伝える手
iに言語（図面）がある。三次元空間での物体
ﾌ正確な情報は、、二次元的な広がりをもつ図面
ﾉよって伝達される。そのために、国際的に共
ﾊな理解ができる図面の約束ごとや表現法の基
bを述べる。

塚　田　忠　夫

4

コンピュータ援用

ﾝ計
iCAD）

　機械的作業を得意とするコンピュータと創造
I思考を得意とする設計者との相互の長所を結　　　　　　　　　や合すれば効率のよい設計が行える。道具として

ﾌコンピュータとこれを利用する人間とのかか

墲闕№｢、及び作業分担について述べる。

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、さらに機械要素

ﾆ機械設計の係わりを考える。

　舟橋宏　明
i東京工業大学教授）

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、すなわち設計解の諸支配因子を細かく分け

ﾄ調べる解析と既存の知識から最適解を得る総

№ﾉついて述べる◎

同　　　上

7
機械運動系の解析

ﾆ総合（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、三内の物体の数や入力の

煤Fなどの間に成立する関係を解析し、また数の

K合条件を満たす運動系の総合を行う。

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

機械運動系の解析 について解析し、また所要の入出力関係を満足

8
と総合（皿）

する運動系の総合を行う。 舟橋宏明

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、素材から種々の

9 設計と材料の選択 加工を経るに従ってその材料の性質は変化する。 塚　田　忠　夫
このようなことを考慮した材料の選択法につい
て述べる。

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、繰り返し力が働く

10 強　度　設　計 条件下で、強度と剛性を保証する設計を述べる。 同　　　上

」

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
11 精　度　設　　計 なわずに、部品に適切な精度の配分をする考え 同　　　上

方を精度設計と云う。

設計対象の機械、部品、システムなどが、規

定の条件のもとで、所定の期間にわたって、所
12 信頼性　設計 要の機能を維持し、遂行する確率を高いレベル 舟橋　宏　明

に保つための考え方について述べる。

設計するという行為は、ものをつくることが

最終の目標であるから、性能・コスト・納期な

13 設計　と　加　工 どが満足される最良の加工法を考慮した設計が 中　沢　　　弘

行われなければならない。ここでは、設計者の

観点から再構築した加工法の概要を述べる。

設計をする際に、本質的に良くない設計に貴

重な時間を浪費してしまうことがよくある。こ
14 機能の独立性の原理 のような無駄を防いでくれる原理がある。その 同　　　上

一つが機能の独立性の原理である。具体的事例

を通してこの原理の意味と重要性を述べる。

設計を成功に導くもう一つの原理がトータル
設計の原理である。この原理は、新たな機能的

15 ト・一子ル設計の原理 要求が追加されたとき、それを含めて全ての機
¥的要求を同時に総合的に最適化を図るのがよ 同　　　上

い設計法であることを教えている。これを具体
的事例を通して解説する。
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＝物質工学の世界＝（TV）

〔盤難肇口鞍麗恋敵劃

全体のねらい

　明日の先端技術の基盤となる物質工学は、従来にないすぐれた特性や機能をもつ材料を創造し利用

するために、材料の特性や機能を物質の構造との関連から総合的統一的にとらえる材料学の新しい体

系である。この講義は、特に物質工学のトピックスを中心にその基本概念を紹介するとともに、そこ

から未来の社会システムをも展望する。

回 テ　　　一一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

文明と材料、資源と材料、物質工学の体系、 滝　口　利　夫
物質工学の構成、物質工学の目標、材料設計と （放送大学教授）

1 物：質工学の道程 コンピュータなどを取り上げ、物質工学の道程

を解説する。 東　　　千秋
i放送大学助教授）

原子から分子、集合体としての物質、複合材

料と傾斜機能材料を解説し、物質および材料の

2 物質の構造と特性 構造と特性、さらにその機能の発現のしくみに 同　　　上

ついて例を上げて考えるQ

極低温、超高真空、光ビーム、原子ビーム、イ

3

物質工学と超の技

p一オングスト
香[ム材料技術

㌔オンビーム、分子ビーム、などの超の技術を駆使
ｵてアモルファス、人工格子、超薄膜、などの材
ｿを作成するオングストローム材料プ・セス技術
ﾆ、さらに一つ一つの原子を見る顕微鏡を用いて

清　水　　　勇

i東京ユ業大学教授）

原子を一つ一つ操作するアトマニュピレーターな
どの、物質工学の最：先端技術について解説する。

4
新しいエレクトロ
jクス素子と材料
Z術

　エレクトロニクスに澄ける主役は、電子の振
曹�ｩ在に操ることを目的としてつくられる電
q素子である。，その物理的限界への挑戦、光を’

ｱ入する新しい流れ、新しい原理に基づく素子
ﾂくり、などを概観し、そのために必要とされ

　田　中　一　宣

る材料技術について解説する。

液晶、LED、　ELD、　ECDなどの表示機

5 画像表示とその材料
能材料について歴史的背景をふまえて概説し、

｡後のこれらの材料の展開について考える。
浜　川　圭　弘

i大阪大学教授）

エネルギー変換材料の例としてセンサ機能と

エネルギー変換と
材料を取り上げ、無機センサ、有機センサ、バ 雀部　博之

6 イォセンサなどを例にそのしくみと材料の構造
センサ との関係について歴史的背景と今後の展開をふ

ﾜえて解説する。

（理化学研究所主任研究員）

導電性金属材料、導電性高分子など導電性材

7
高温超伝導材料一
ｴ伝導体内部界面
ﾌ役割

料と超伝導材料を概説し、特に高温超伝導体が

ﾐ会に与えるインパクトとこれら機能の発現に

ｿける超伝導体内部界面の役割について、今後

石　田　洋　一

i東京大学教授）

の展望をふまえて解説する。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 超塑性と形状記憶

　超塑性と形状記憶というユニークな力学的性

ｿを示す材料について今後の展望をふまえて解

烽ｷる。
石　田　洋　一

9
高比強度材料一
Zラミックスと複
㍾ﾞ料

　セラミックスとその複合材料を中心に取り上

ｰ、材料破壊のメカニズムと材料の信頼性、評

ｿ技術について解説し、そこから材料の高強度

ｻの手法について考える。

岸　　　輝　雄

i東京大学教授）

10
高配向性高分子材

ｿ一液晶ポリマー

　液晶ポリマーは高強度高分子材料として注目

ｳれている高配向性ポリマーである。これは、

ﾜた光エレクトロニクス用の非線形光学材料と

ｵて期待されている。ここでは、液晶ポリマー

ﾉついて今後の展望をふまえて解説する。

　小　出　直　之

i東京理科大学教授）

11

」高機能性分離膜
　分離膜の発展について、分離膜の構造と機能の発現のしくみおよびそのつくり方などを歴史

Iに解説し、さらに高機能性分離心の開発の現

�ﾆそれがもたらす社会へのインパクトなどに

ﾂいて考える。

讃井　浩平
i上智大学教授）

12 物質工学と人工臓器

　人工臓器など生体用材料が支える未来医学に

ﾂいて概説し、その中心的話題として抗血栓性

ﾞ料などの研究の歴史的展開と今後の発展につ
｢て解説する。

　片　岡　一　則
i東京理科大学助教授）

13
ドラッグデリバリ

[システム

　薬用のメカニズムを歴史的に概説し、現在注

ﾚされているドラッグ　デリバリーシステムの

､究の現状と未来について解説する。 岡　野　光　夫
i東　京　女　子医科大学助教授）

14
材料技術の産業展
Jとそのインパクト

　材料を制するものはハイテク技術を制すると

｢われるこれからの技術革新の時代において、

ﾞ料技術の重要性とその意義を総合的に解説し、

ｱれからの材料産業の展開が産業構造変革と社

?o済に与えるインパクトについて考える。

弘　岡　正　明

i神戸大学教授）

15
自然との共存と物
ｿ工学㌧

滝　口　利　夫

戟@　　千　秋
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＝環境とエネルギー工学＝（TV）

〔主任講師　牛山　泉（足利工業大学教授）〕

全体のねらい

’身近な人間の生活とエネルギーとの関係から出発し、常に環境問題を意識し6っ、エネルギー利用

の歴史、社会学、エネルギー資源としての化石燃料、原子力、そして自然エネルギーについて調べる。

さらに、各種エネルギー間の変換技術とエネルギーの評価の考察を行い、最後に環境問題とエネルギ

ー技術の課題と展望を調べる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．エネルギーの原点

1 入間　生活と
G　ネ　ル　ギー

2．生活の中のエネルギー
R．　エネルギーの潮流

S．　エネルギーと環境

牛　山　　　泉・

i足利1業大学教授）

1．火の発見と人力・畜力の利用

2 エネルギー利用
ﾌ　　　歴　　　史

2　自然エネルギーの利用

R．産業革命期のエネルギー源

S．エネルギー革命と近代化
・同　　　上

1．エネルギーの工学的意味

エネルギーと
2．エネルギー保存と熱力学の第一法則

3
そ　の　概　　念

3・エネルギー散逸と熱力学の第二法則

S・エネルギーの変換、貯蔵澄よび輸送
同　　　上

1．エネルギ」問題と社会

2　経済成長とエネルギー
4 エネルギーの社会学 a　エネルギーと環境との調和 同　　　上

4．エネルギーの安全保障

5　エントロピーと世界観

1．　資源エネルギーと環：境エネルギー

2．自然界のエネルギー・

5 エネルギー資源 3．世界のエネルギー資源 同　　　上

4．二次エネルギー源と利用システム

1。　エネルギー・フロー
二＼

2．エネルギー供給システム
6 エネルギー・システム 3．エネルギー変換システム 同　　　上

4．エネルギーの貯蔵・輸送システム

、

1．化石熱料システムとその特質

2．化石燃料の種類

7 化石燃料システム 3．化石燃料の採集と転換 同　　　上
4．これからの化石燃料
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
原子力エネルギー

E　シ　ス　テ　ム

1．世界の原子力発電

Q．原子力発電のしくみ

R．原子力燃料サイクル

S．原子力利用と安全

T．原子力発電の経済性

牛　山　　　泉

9
自然エネルギー・

Vステム　　（1）

1．自然エネルギー利用の意義

Q．太陽エネルギー

R．海洋熱エネルギー

S．地熱エネルギー

T．バイオマス・エネルギー

同　　　上

10
自然エネルギー・

Vステム　　⑭

1．流体エネルギーとしての自然エネルギー

Q　水力エネルギー

R．風力エネルギー

S．波力エネルギー
同　　　上

11
エネルギー変換の

Z術　　　　　（D

1．エネルギー変換

Q．力学エネルギーの変換

R．熱エネルギーの変換 同　　　上

12
エネルギー変換の

Z術　　　　　（m

1．化学エネルギーの変換

Q．電気エネルギーの変換

R．光・放射線エネルギーの変換 同　　　上

13 エネルギーの評価

1．エネルギーの価値尺度

Q．エクセルギーの導入

R．エクセルギーの視点からの資源と環境

S．エネルギー利用効率の評価

T．エクセルギーの応用

同　　　上

14
エネルギー公害と

ﾂ　　境　　問　題

1．顕在化する公害・環境問題

Q．石炭・石油の公害とその防止技術

R．内燃機関の公害とその防止技術

S．原子力公害とその防止技術

T．地球環境保全の三つの柱

同　　　上

15
エネルギー工学の

ﾛ題　と　展望

1．　エネルギ・一と環境危機

Q．エネルギー技術の目標

＝@エネルギー消費の将来

S　エネルギーパスの選択

同　　　上
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＝都市計画＝（TV）
〔主任講師：石原舜介（明海大学教授）主任講師：阪本一郎（東京工業大学助教授）〕

全体のねらい

　現在の都市問題に対処し将来に向げて都市をより住み良いものにしていくためには、都市に参加する

人々が都市について深い認識を持つことが不可欠である。本講義は、都市計画の法律制度を解説するも

のではなく、また、都市計画の全体像を示すものでもない。今日の都市が抱える代表的課題を取り上げ、

都市そのものへの理解を深めつつ都市計画の基本的考え方を学ぶことをねらいとする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容
担当講師（所属・氏名）

1．わが国の都市化

1
都市をとりまく環

ｫの変化

2．都市をとりまぐ環：境の変化
石　原　舜　介

i明海大学教授）

1．都市の形成について
2．土地利用計画の必要性

2
土地利用のコント

香[ノレ

3．市街化区域澄よび市街化調整区域
S．地域・地区制 同　上

5．地区計画制度
6．その他の制度と今後の展望

1．土地利用の指標

2．土地利用と環境 阪　本　一　郎
3 土地利用の基礎 3，土地利用の実態 （東京工業大学

助教授）

1．土地利用の諸現象

2．都市立地者の土地要求

4 土地利用のしくみ 3．土地利用決定の均衡論的理解 同　上

1。土地利用変化の促進要因

2．土地利用変化の抵抗要因
5 土地利用の推移 3．用途混合地：域の成立 同　上

1．土地の資産としての評価

2．土地価格を表す数値

6 土地価格の形成 3．価格形成の基礎的なしくみ 同　上
4．土地価格に影響をもたらす要因

1．土地需要への対応

2．高度利用の方法

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

8
公共投資と都市振

ｻ

1．わが国の都市基盤施設の遅れ

Q．都市基盤施設整備の計画

R．公共投資と地：域振興 石　原　舜　介

9
宅地開発と開発利

v

1．宅地開発の現状

Q．宅地開発の予測

R．宅地供給事業

S．開発利益の還元
同　上

10
都市再生の課題と

菇@

1．都市再開発の目的

Q．再開発事業の方法

R．再開発の種類

S．区域の大きさと再開発

T．日本の再開発の流れ

　深　海隆　恒、
i東京工業大学助教授

11
コミュニティ・デ

xロヅプメント

1．コミュニティの形成

Q．都市住宅の種類

R．住宅、住宅地の整備

S．わが国の住宅および住環境整備
同　上

12 都市産業の振興

1．産業構造の変化

Q．産業構造変化の背景

R．産業振興のメカニズム

S．都市の情況

T，産業振興の例

同　上

13 快適環境の創造

1．　うるお・いのあるまちづくり

Q、都市美運動

R．楽しい空間の例 同　上

14 都市災害への対策

1．物的被害から機能＝被害へ

Q．地域の危険度と被害の想定

R．災害対策の概要

S．災害に強いまちづくりへむけて

梶　　　秀樹
i筑波大学教授）

15
都市計画の新たな

挙_

1．わが国の都市社会の変化
Q．均衡のとれた国土開発
R，土地の合理的利用
S．住宅・都市の再生
T．都市インフラストラクチャーの整備
U．都市の環境

石　原　舜介
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＝＝基礎電子工学＝（TV）

〔主任講師　小川鑛一（東京電機大学教授）〕

全体のねらい

　電子応用技術は航空宇宙機器、ロボットなどの先端技術から一般家庭用電気製品に到るまであらゆ

る分野に浸透している。電子技術なくして今日の日常生活は成り立たないと言っても過言でないほど

この分野は発達した・こうした電子応用技術の一端が少しでも理解できるようにとの願いをこめ、本

講義は極めて基礎的な電子工学について実験を交えながら分かり易く解説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

電流、電圧、抵抗との間に成りたつ電気回路

1 直　　流　　回　路
の基本オームの法則をまず説明する。続いて、

?Rの直列回路、並列回路、回路計法上の・基礎

ﾆなるキリヒホシフの法則について説明し、直

　小　川鑛一
i東京電機大学教授）

流回路の電流と電圧との関係について考察する。

交流とは正負交互に繰り返す電力や電気信号

である。交流波形には各種様々なものがある。

2 交流波形と信号波形 ここでは、次章以降で学習する交流回路理論の 同　　　上
基礎として、基本交流波形（正弦波）の数学的

表現や特徴について述べる。

交流電気が通る道を交流回路という。交流回
路では抵抗に加え、交流に対する広義の抵抗で
あるコイルやコンデンサが使用される。それら

3 交流回路解析の基礎 はインピーダンスといい、数学的には複素数や
�ｬベクトルを用い回路解析を行うことが多い。

同　　　上

ここではそれらの数学的基礎について詳しく述
べる。

直列回路・並列回路のインピーダイス、交流

4 交　流　　回　路
の複素数：・ベクトル表示、交流回路の電圧と電

ｬとの関係、回路の周波数特性、直列共振など 同　　　上

交流回路に関する基本事項について述べる。

ダイオードには交流を直流に変換する整流作
用がある。この整流特性についてまず述べ、続

5 ダイオード回路
いて整流作用を利用した半波整流回路、全波整
ｬ回路、理想の直流に近付けるための平滑回路、 同　　　上

さらにはその応用としてクリヅパー回路、論理
回路の一端について述べる。

トランジスタには電流の増幅作用とスイッチ

6
トランジスター一

ﾌ　　基　　　礎

ング作用がある。ここではトランジスタの増幅

?pを理解するため、入力特性、電流伝達特性、

o力特性からなる静特性と負荷線について述べ、
同　　　上

増幅の基本原理について考える。

トランジスタで信号増幅を行うためには使用
するトランジスタに抵抗、・コンデンサなどの回

7
トランジスタ　に

謔體d圧増幅
路素子を接続し、さらに直流電源から電圧を加

ｦる必要がある。ここでは入力信号を増幅する 同　　　上

ため、トランジスタに抵抗を接続し、電源から
適切な電圧を加える方法について述べる。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 特殊　半導体

　ダイオードやトランジスタ以外にもサーミス

^、ホトダイオード、ホトトランジスタ、CdS
cェナー、ダイオード、発光ダイオード、サイ
潟X．タなど数多くの半導体素子がある。ここで’は、それら半導体の特性の概要と基本動作につ

｢て述べる。

小　川　鑛一一

9 オペアンプの基礎

　オペアンプとは演算増幅器と訳され、応用範

ﾍの広い半導体増幅要素である。これは、トラ

塔Wスタを数十個使用した増幅度の極めて高い

潟jア集積回路（IC）である。ここでは、こ
ﾌ素子の特徴とその動作原理について述べる。

同　　　上

10
オ　ペ　ア　ン　プ

摯揄猿Z：回路

　オペアンプは、加減算、微積分などの演算が

sえるアオログ増幅器として広く電子回路に応

pされている。ここでは、そのようなアナログ

猿Zの動作原理について述べる。また、その特

･と具体的な応用の一端についても触れる。

同　　　上

11 センサと制御

　測定量を信号に変換する系の最初の要素をセ

塔Tという。最近のセンサには検出機能と増幅
@能を持たせ一段とエレクトロニクスを進めた

烽ﾌもある。ここでは、電子工学的に見たセン

Tと制御系との関係について考察する。

同　　　上

12 電　子　制　御

　制御とは目的に適合するように対象に所要の

錐?�ﾁえることをいう。ここでは電圧、電流、

ｷ度、照明などのように動きが見えない制御対

ﾛの電子制御について述べる。

同　　　上

13 機　械　　制　御

　機械に所要の動きを与えるためには電子回路

ｪ必要である。このような機械工学と電子工学

�Z合させたものをメカトロニクスという。こ

ｱでは、機械の原動力であるモータを電子的に

ｮかすための方法について述べる。

同　　　上

14 デジタル技術

　身近な家庭電気製品にもエレクトロニクス技
pが導入されている。これら技術の背景にはセ
塔T技術、デジタル技術がある。ここでは、デ
Wタル技術が各種製品に利用される理由とその
賰bであるAND、　OR論理回路をリレー回路
ﾆIC回路で比較検討する。

同　　　上

15 論　　理　　回　路

　電子技術が広く普及したのは、各種のアナログ、デジタル半導体集積回路と大小様々なデジタル・コンピュータが発達したお蔭であるといえる。ここでは、デジタル技術において重要な役割を果たす論理回路による電子的記憶の原理とプリヅプ・

vロップの動作原理について考察する。

同　　　上
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学教授）〕

V
　
大

T
　
京

工学＝（

村英夫（東

木

中

土
師

＝

〔主任講

全体のねらい
社会を支える基盤施設（インフラストラクチャー）をつくる技術体系である土木工学の大要を理解するこ

とを目指す。

担　当　講　師　’

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
（所属・氏名）

1社会資本とその特質
2．社会資本整備の目的と効果

1 社会資本と土木 3．土木工学の体系 中　村　英　夫
工学 4．土木事業の計画から運用まで （東京大学教授）

1．古代一ギリシャの科学とローマの技術

2．中世からルネッサンスへ
3．土木工学の成立…フランスにおける土木事業と基礎理論

の発展

2 土木の歴史 4．産業革命と鉄道の発展…イギリスにおける土木技術の発 同　　　上
展

5大規模土木事業の展開…アメリカの近代土木事業
6．近世から明治初頭への日本の国土整備
7．近代社会資本の基礎固め…19世紀後半より20世紀前半へ

8現代のインフラストラクチャー整備

1．土木構造物

2構造物に作用する力のつりあい
3 構造物の強さ 3構造物の内部に生じる力 三　木　千　寿

4構造用材料の力学的性質 （東京工業大学助教授）

5構造物の形と応力の分布

1荷重の種類
4 構造物に作用する 2荷重の性質

外力 3荷重の組み合わせ 同　　　上

1設計のプロセス
5 構造物の設計・ 2．構造物の限界状態と安全性の評価

工事・管理 3．工事 同　　　上
4．管理

1．土とはどういうものか

2．建設材料としての土 今　井　五　郎
6 土　と　基　礎 3構造物を支える基礎 （横浜国立大学教授）

1．開削による地下空間の創造

2．トンネル空間の創造

7 地下空間の利用 3．大深度地下空間の創造 同　　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

i所属・氏名）

8 地盤と災害

1．広域地盤沈下

Q．降雨による斜面崩壊

£n震による砂地盤の液状化 今　井　五　郎

9
海岸の自然・利用・保全

1海岸の利用と災害
Q．沿岸の波と流れ

R．漂砂と海浜変形

S海岸の保全と利用
渡　辺　　　晃
i東京大学教授）

10 河川の現象と制御

1河川の利用と治水
Q．河川の流れ

R流砂と河川地形
S．治水と親水

同　　　上

1
1

交通施設と運用

1．交通の研究

Q．交通流分析

R．幾何設計

S．交通運用

T．交通計画

U．新しい交通システム

森　地　　　茂
i東京工業大学教授）

12 都市計画と都市
{設

1都市計画の変遷
Q．法定都市計画の内容

R．都市計画の実現

S都市計画の研究
同　　　上

13 水　の　循　環

1．気象・水文学

Q．流域からの流出

R．水資源とダム

S浄水場と水道
T．雨水汚水の排除

U．地盤地下と地下水汚染

松　井　三　郎
i京都大学教授）

14 都市廃棄物の管理

1．ゴミの発生量と収集　　　　7．下水処理Q
焼
却
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
8
．
下
水
汚
泥
の
処
理
と
処
分
3
産
業
廃
棄
物
処
理
処
分
4
．
埋
立
方
法
5
跡
地
利
用
6
．
し
尿
処
理

同　　　上

15 都市環境の改善

1．大気環境の改善

Q騒音と振動
R者肺景観と緑
S河川水質とウォーターフロント開発
T．富栄養化と湖、湾、瀬戸内海

U．地球環境問題

同　　　上

一494一



＝経営と創造性＝（R）

〔主任講師：穐山貞登（芝浦工業大学教授）〕

全体のねらい
創造性の研究が、今日期待されもし、さすがに重要な問題に追りっっあることを示しながら・そこで饗わ

れている諸問題を解説する。これが、個人の心理的過程、最近の組織の変革、技術開発をはじめとする諸条

件の変化にともなう社会生活の変動を視野に入れての研究活動であることを、とくに心がけたい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

ギリシャ時代にも発端があり、前世紀末にもロンブロー

ゾの天才病理説が第1の波を生み、1930年頃からはウエル
トハイマーの生産的思考の心理学が第2の波となり、1950
年以降はギルフォードの拡散的思考の因子分析を中心に極

めて広い第3の動向が世界中にひろがった。

1 創造性研究の 第1の波には「無意識」の問題、第2の波には「問題解 穐山貞登 穐山貞登
はじまり 決」の過程、第3の波には計量的な「尺度構成」や「能力 （芝浦工業 （芝浦工業

開発」、「マネジメント」の技法にわたる諸問題への広が 大学教授） 大学教授）

りがあり、ユタ会議に代表されるような創造性研究の集大
成に向かってきた。　「創造工学」という言葉や考え方は、

この第3の波の中に生まれて、今日、改めて考え直される
ところがある。今日もう1度生まれる波を見定める時にき

ている。

ボアンカレ、キュレル、メンデレーエフほか、「無意識」

の存在、「意識下」からのラッシュ、夢の中での発見とい
われるようなエピソードがすくなくない。

2 無意識のエピソ 「インスピレーション」、「ひらめき」についての研究 同上 同上
一ド に見通しがもたれてきた。

他方では一その裏側では一一、類推、ヒュー・リスティッ
クス（発見法）、発想の論理というような理論的研究も進

んできた（この部分は後の章でとり上げる）。

ブレインストーミングはよく知られているQ

3 問題鱗決の技法 KJ法も広まった。
技法についての関心が高まったことと、プロジェクト・ 同上 同上

チームの活動のような実績が生まれたことが、新しい時代

をつくっている。

集団思考とはどういう活動であるかという考え方のなか
に、さまざまな人間観、能力観、実際的な功罪の指摘、教

4 集団思考の自覚 育・訓練、心理学者の実験的な研究のあり方など、現代の 同上 同上
問題が実に多く含まれている。
集団思考のソロ（独奏）という考え方をとり上げて、問

題の要点を検討することができる。

液晶をはじめ、日本で実用化した工業技術はめざましい。
今日、「実用化」という問題解決プロセスが注目される。
しかし、根本の基礎原理は日本で発見されてはいない、 同上 同上

といわれる。

日本人の習贋や日本の社会的な条件を検討することも大

5 めざましい実用 切であるが、人間の能力とか、生き方はどういうものかを
化 反省する必要がある。
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

6 「勘」と試み

　「“運がよかった”、“ラッキーだった汐ということの
ﾀ際と理論」といえば、いかにも軽口をたたく表題であるが、発見偶然説から、果報は寝て待ての諺まで、｝通りの

攪_がある。

@「試行錯誤」をどう考えるかは、能力の鍵でもある。
@「コンビテンス」という概念には注目される。これは「自分にできそうな感じ」をもっことに相当する。

穐山貞登

穐山貞登

舞�齔ｴ
i放送大学

@　教授）

i対談予定）

7

いかなることの

uけはい」を感

ｶ取るのか？

　いいあらわしにくいことがらが、古くから少なくない。「意地」、「センスのよさ」、「洞察」、「思いつき」などがそれである。

@コストが少なくてすむならば開発するという技術もあれば、コストがどうあろうと開発しなければならない技術もある。後者であることを感じ取るのは、非合理的な思考過程であるとはいえない。

@他方、「新しい」とはどういうことかを定義をしょうとする研究があり、思考過程での操作を分析する研究もある。

同上 穐山貞登

8 拡散的思考の
[発

　流ちょうさ、柔軟さ、あいまいさにたいするトレランス、エラボレーションなどの構成要素が見出されている。

@学習の学習、発見学習などの改まった教育の研究が行われている。

n造性テストと呼ばれるものがっくられている。

同上 同上

9 創造性の評価

　評価しようとすること自体が創造性を疎外するという考え方がある。

@問題解決の成功予測ができそうであるという研究もある。 同上 同上

10 創造的な仕事を

ｷる組織

　プロジェクト・チームのマネジメントは、最近の実績であり、文化的な経験であるといえる。新しい型の組織が生まれようとしている。

@しかし、創造的な仕事は、さらにマネジメントの及ばないところにあるという考えを否定することができない。 同上 同上

1
1

創造活動には一貫性がない

　今日までの創造活動を批判することも必要であり、社会生活に迷惑をかけてきた点も見逃せない。

@大ぜいの人びとに「無理を強いる」ような活動を、美化してすすめることはまちがいであろう。 同上 同上

12 人間的な要因への関心

　工業化社会での生産工程の研究が進む時、人間的な要因への関心もたかまってきた。個入門、動機づけ、パーソナリティー、役割分化などは、心理学の問題であるだけではない。とはいいながら、さまざまな専門的活動を総合する試みは、まだ未熟である。

@それでも、技術革新の実績と人間的な要因に対する高い関心が、「創造工学」というような造語を通用させるようになったことは確かである。

@芸術論のほうは飛躍的な変化をしていないようである。

同上 穐山貞登

舞�齔ｴ

i対談予定）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

創造的な仕事の過程（広く創作過程といってみるとして）

は、秘められている向きがあり、当事者にも説明しにくく、
1
3

創作過程の見え 子細に観察することができないできた。これをあからさま 穐山貞登 穐山貞登
やすさ にしようとする動きがないではない。

創作過程は、けっして一様ではなく、多様化している。

社会的な活動の変わり様が、創造性の考え方や日常の生

活様式にも影響を及ぼすにちがいない。むろん、よいこと
ばかりが起こるわけではないであろう。

日常のささやかな創意から、矢［職の体系を動揺させる大 同上 同上
14 日常の創意 発見や、感動を呼ぶ芸術の創作、さらには宗教的な信仰ま

で、なにを「創造」というのかという議論は絶えない。こ
れが決まらない問は、研究もできないという人さえいる。

しかし、広くも、狭くも、問題を見定めるなら、研究はで
きる。

創造的な問題解決を要する難問題が、今後提起されるに
ちがいない。技術開発ばかりでなく、深刻な社会問題も起
こる。 同上 同上

15 今後の難問題 誰が、どのように対処するか、可能な用意と覚悟をして
おかなくてはならない。

「問題を発見する」のではなくて、「問題がさし迫って
いる」といえる6
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二産業情報論＝：（R）

〔主任講師：藤本義治（名古屋市立大学助教授））

全体のねらい
現代の産業社会は、情報が決定的に重要な役割を果たす情報化社会である。この情報化を促進させたのは、

第一にコンピュータ・情報通信技術であり、ハード・ソフト両面の技術進展は目ざましい。この講義では、
情報技術の進展を講じるとともに、情報がいかに産業社会にインパクトを与えるのか論じる。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 産業と情報

現代の産業社会は、ますます情報化が進行している。こ

ｱでは、情報の意義、特性、および凶報化社会の背景など
ﾉついて述べ、あわせて講義のアウトラインを示す。

藤本義治
i名古屋市

ｧ大学助教
�j

藤本義治
i名古屋市

ｧ大学助教
�j

2 産業の情報化

　産業における情報化はいかに達成されているか述べ、産

ﾆの情報化指標を用いで晴報化の現況を説明し、さらに今
繧ﾌ予測を行なう。 同上 同上

3 情報の産業化

情報に関与する情報産業とはいかなるものか説明し、こ
ﾌ種の産業が成立する背景を考察する。さらにその現状、
ｨよびその将来について論じる。 同上 同上

4 情報の伝達（1）

　情報の伝達には、現在、有線と無線の電気通信網が利用

ｳれている。その原理を、電話のつながるしくみから始め
ﾄ、データ伝送、さらに自動車電話等の移動通信および衛
ｯ通信まで説明する。次に、それらを支える国内、国際制
xについて説明する。

横山光雄
i郵政省通

M総合研究
兜白ｷ）

横山光雄
i郵政省通

M総合研究
兜白ｷ）

5 情報の伝達（2）

　現在のISDNの中身を詳しく説明し、次に将来の広帯
謔hSDN、さらに21世紀に実現が期待されているUIC
m（統合知的通信網）について説明する。通信と放送＝の融

〟Aおよびそれにともなう社会生活の変化等を説明する。
同上 同上

6 オフィスオート
＝[ション　（1）

　オフィスオートメーション（OA）の目的、対象および
e響について述べ、時代とともにどのように変遷してきた
ｩ論ずる。そして効果的なOAを実現するためのアプロー
`を示す。

魚田勝臣
i専修大学

@教授）

魚田勝臣
i専修大学

@教授）

7 オフィスオート

＝[ション（2）

　コンピュータ、ワードプロセッサなどの単体機器および
d子会議、電子メイルなどの複合システムについて概説し、
Z術および応用面における今後の展望を試みる。 同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 人工知能（1）

　人工知能（AI）とは何かについて、その特徴、考え方、
阮@、対象領域および歴史的発展過程などを通して論ずる。

ｳらに問題解決を行うときの代表的なAIアプローチにつ
｢て、その概要と特徴を説明する。

伊藤謙治
i東京工業

蜉w助手）

伊藤謙治
i東京工業

蜉w助手）

9 人工知能②

現在産業界でAIアプローチを利用した現実システムと

ｵて最も適用の多いエキスパート・システムについて・シ
Xテムの構造とこれによる問題解決のメカニズムを説明す
驕Bさらにエキスパート・システムの構築方法とそこでの

竭闢_を示す。

同上 同上

10 情報システム論
@　（1）

　これからの新しい時代を支えるための情報技術活用の新

W開として、SIS（戦略情報システム）の基本的プレ「
?潤[クとその要件、さらに構築方法を概説する。

佐藤正春
i㈱富士通

Vステム総
､・シニアマネジ

塔Oコンサルタント）

佐藤正春
i㈱富士通

Vステム総
､・シニアマネジ

塔Oコンサルタント）

1
1

情報システム論
@　（2）

　今後、企業には長期的ビジョンに基づき、情報を有効に

?pした迅速、かっ的確な意思決定が要請される。そのた
ﾟの意思決定支援システムのフレームワークと要件を概説

ｷる。
同上 同上

12 情報と立地（1）

　経済活動の立地には、労働費、輸送費などの立地因子の
ﾝならず、情報要因も強く関与する。ここでは情報産業を
ﾎ象とし、その立地を惰報要因との関連で考察する。

藤本義治 藤本義治

13 情報と立地（2）

　企業内のR＆b部門の立地に影響を与える要因は種々の
烽ﾌがあるが、そのなかでも情報要因は特に強い影響力を

揩ﾂ。R＆D部門の立地を惰報要因の枠組みのなかでとら

ｦ、考察する。
同上 同上

14

情報ネットワー

N　産業社会論
@　（1）

　情報ネットワーク産業社会とはいかなるものか、それと
﨣�ﾌ技術的側面との対応を考慮しながらどのような視点
ﾍ河能であるのかを論じ、あわせてその動向について説明

ｷる。
同上 同上

15

情報ネットワー

N産業社会論
@　（2）

　情報ネットワーク産業社会において発揮される範囲（ス
Rープ）の経済、連結の経済について、主として産業立地

_における集積利益のとらえ方に基づき論じる。 同上 同上
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　　　　二情報管理学＝＝（TV）

〔主任講師：高橋三雄（筑波大学教授）〕

全体のねらい

　パソコンの普及によってコンビュー・タが身近な存在になった。コンピュータはオフィスの日常的なツ＿ル

豪鱒講義毒二代雛雛幽幽虫籠繋雛叢馨｛津蟹跨
鵬二割を果たす可倉誰があるかを慮る・議を具㈱こするため喉際のパソコンソフトを題材

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1

意思決定の
tレームワーク

　講義全体の導入部として、意思決定活動のフレームワー
Nを検討し、その中で情報の役割を議論する。意愚決定にとつで情報が基本的に重要であることを理解し、情報の大きな部分がコンピュータに依存する時代になっていることを示す。さらに企業における意思決定の特徴をリストアップし、そこでの情報の必要性とコンピュータ利用の可能性について検討する。人間が持つ知識や経験が重要であることを認識しながら、今回の講義ではもっぱら、意思決定におけるコンピュータ利用の可能性を学ぶこととし、次回以降・具体的なソフトのデモを含めた講義を行って行く。

高橋三雄
i筑波大学

@　教授）

高橋三雄
i筑波大学

@教授）

2
シミュレーショ

燈ｪ析
@（その1）

　企業ではメインフレーム、オフコン、ワークステーションそしてパソコンがそれぞれの役割を果たしている。本講義ではデモ用のために、コンピュータの具体例としてパソコンおよびパソコンソフトを使うことを説明する。そして最初の例として、表計算ソフトを紹介するとともに、簡単な利益計画を作成し、What　if分析を行う。

同上 同上

3

シミュレー・ショ

燈ｪ析
@（その2）

　目標実現のための条件を求める目標計画法について述べる。さらに、不確実性のもとでのシミュレーション分析に

Hいて・具体的なモデルを構築し、分析してみる。分析かb得りれるリスクプロフィールについて説明する。

同上 同上

4 本格的なモデリ

塔Oツール 同上 同上

5 システム

_イナミックス

企業の問題を一つのシステムとして分析しようとするシミュレーションにシステムダイナミックスがある。ここではこのシステムダイナミックスの考え方について、具体的なソフトを使ったモデル構築にもとづいて、説明する。

同上 同上

6
情報の収集と
?p
@（その1）

　カード型データベースを紹介し、簡単な販売ファイルを構築してみる。また、売れ筋商品を検索してみる。

同上
　同上

髢ﾘ久敏
i筑波大学

赴ｳ授）

7
情報の収集と
?p
@（その2）

　リレーショナル型データベースソフトを紹介し、顧客ファイルと販売ファイルをリンクしてみる。また、フリーフォーマット（自由形式）な情報の収集、維持の重要性を指摘し、そのためのソフトを具体的に紹介する。

同上 同上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

オンラインデータベース、CD－ROMデータベースに
情報の収集と もとづいて、外部情報の収集、検索を行ってみる。

8 利用 高橋三雄 高橋三雄
（その3）

問題解決のための代替案を検索することは意思決定者の
アイデア創出の 矢［職や経験、直感に頼るところが大きい。しかし、莫とし

9 ためのコンピュ たアイデアを具体的なイメージにあらわし、関係者の議論 同上 同上一夕支援 の中でさらに練り上げていくことが有効である。ここでは
こうしたアイデア表現のためのアプローチとソフトを取り
上げる。

グループによる意愚決定において、特定の代替案をあら

わす文書に対して、さまざまな関係者が手を加えていくこ
10 グループ文書 とだろう。このようなグループによる文書作成をコンピュ 同上 同上作成支援 一夕がどのような形で支援できるか、具体的なソフトを検

討する。

グループ文書作成をはじめ、グループによる意思決定を
支援するコンピュータ活用はCSCW（Computer　Supported

1
1

グループウェア Corporative　Works）とかグループウエアとよばれる。ここ
の可能性 ではグループウエアについて概説するとともに、コンピュ 同上 同上

一癖ネットワークの重要性を述べる。また、遠隔地の間で
同一の画面を共有して分析を行うことを可能とするリモー
トコントロールソフトを紹介する。

　設備投資を具体例にしながら、表計算ソフトの上での代替案の評価方法について紹介する。

12 代替案の評価 同上 同上

代替案からの選択は経営科学の大きな課題である。ここ

代替案からの では制約条件のもとでの最適化手法として線形計画法をと
13 選択 りあげ、その分析のためのコンピュータソフトを紹介する。 同上 同上（その1）

鈴木久敏

代替案からの

　複数の関係者が複数の代替案の中からさまざまな評価基準にもとづいて特定の案を選択していくことになるが、こ

14 選択

@（その2）

の選択の過程はAHP（Anaiytic　Hierachical　Process）とよばれるフレームワークにあらわすことができる。ここ

同上 同上
ではこのAHPにもとずく代替案選択のためのコンビュー
タソフトを紹介する。

経営者支援

経営トップにとって、コンピュータ支援はどこまで可能だろうか。最近、EISとよばれるシステムが話題になつ

15 システム

@（EIS）

ている。EISのねらいとその現状について、　Systemw，Co㎜ander　EISなどの具体例にもとづいて検討する。

同上 高橋三雄
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　＝＝現代中小企業論＝（R）

〔主任講師：瀧澤菊太郎（中京大学教授）〕

全体のねらい
　中小企業に対する関心は、1970年代以降、世界的に高まっている。また、日本での中小企業観や中小企業
問題も近年大きく変わりっっある。専門科目の水準を保持しつつ、できるだけ平易に、現代の中小企業を、

学際的・総合的に明らかにすることが、この「現代中小企業論」の担いである。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 中小企業とは
ｽか

1．世界的な中小企業関心の高まり
i1＞国際中小企業会議の発展
i2＞世界各地での中小企業関心の高まり

Q．世界各国での「中小企業」の表現と定義
i1）世界各国での「中小企業」の表現
i2）世界各国での「中小企業」の定義と範囲

＝@日本での中小企業本質論の展開
i1）第2次大戦前における展開

A第2次大戦後における展開
S．認識意義型中小企業本質論
i1）中小企業認識の必要性

A認識意義型中小企業本質論の分類

清瞬菊太郎
i中京大学

ｳ授）

瀧澤菊太郎
i中京大学
ｳ授）

2

問題型中小企業

F識論

1．問題型中小企業認識論の特色と分類
Q．淘汰問題型中小企業認識論
R．残存問題型中小企業認識論
i1）残存問題語中小企業認識論の特色
i2）生物学的説明　　（3＞不完全競争的説明

i4）適度規模的説明　　⑤非経済合理的説明
S．格差問題型中小企業認識論
i1）格差問題型中小企業認識論の特色
i2）格差問題と日本の中小企業問題

同上 同上

3 日本での中小
驪ﾆ問題の推移

1．明治・大正期の先駆的中小企業問題
i1）明治期の在来産業問題　②大正期の小工業問題

Q．第2次大戦前と戦時中の中小商工業問題
i1＞中小工業問題の発生　　（2）中小商業問題の発生

i3）戦時中の中小商工業問題

R．第2次大戦後の中小企業問題
i1＞戦後復興期の中小企業問題
i2）高度経済成長と中小企業問題
i3）高度経済成長と規模間格差
i4）高度経済成長後の中小企業問題

同上 同上

4

貢献型中小企業

F識論

1．貢献型中小企業認識論の特色と分類
Q．開発貢献型中小企業認識論
i1）開発貢献型中小企業認識論の背景
i2）開発貢献型中小企業認識論の特色

R．需要貢献型中小企業認識論
i1）需要貢献型中小企業認識論の背景

i2）需要貢献型中小企業認識論の特色
S．競争貢献型中小企業認識論
i1）競争貢献型中小企業認識論の背景・

i2）競争貢献型中小企業認識論の特色
T．苗床貢献型中小企業認識論
i1）苗床貢献型中小企業認識論の背景
i2）苗床貢献型中小企業認識論の特色

同上 同上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

1．日本産業に占める中小企業の地位
（1）産業全体でみた中小企業の推移

（2）産糊llにみた中小企業の推移
（3）先進国での中小企業の推移

2．中小企業の産業別購成 瀧澤菊太郎 瀧澤菊太郎

5 日本中小企業の （1）事業所数でみた産業別購成 （中京大学 （中京大学

地位と存立分野 （2）従業者数でみた産業別海成 教授） 教授）

3．大企業との規模間格差の推移
（1）製造業での規模間格差の推移
（2）卸・小売業での規模間格差の推移

4．金融面での中小企業の地位

1．日本経済の国際化、世界化
（1）　「消極的国際化」と「積極的国際化」

②重化学工業化・高加工度化と貿易黒字拡大
2．国際化と中小企業
（1）国際化が中小企業に与えた影響

6 国際化と中小 （2）中小企業での生産・輸出入構造の変化 瀧澤菊太郎 瀧澤菊太郎

企業 （3＞国際化への中小企業の対応と施策

3．中小企業の海外進出
（1）中小企業海外進出の増大とその背景
（2）中小企業海外進出の実態

（3）中小企業海外進出め問題点と対応
（4）中小企業の技術移転㌧

1．技術革新と先端技術
（1）技術進歩と第3次技術革新
（2）先端技術の意味と内容

2先端技術と中小企業
（1）先端技術の発展と中小企業への影響
（2）中小企業での先端技術の利用、開発、生産

7 技術革新、情報 （3）中小企業への先端技術導入の問題点と対策 同上 同上
化と中小企業 3．情報化の進展と高度情報社会

（1）情報の内容と情報化の意味

②戦後の日本における情報化の意味
4．情報化の進展と中小企業
（1）中小企業での情報化の進展
（2）中小企業碧羅化の問題点と対策

1．消費の変化と中小製造業
（1）消費変化の特色と背景

②消費変化への中小製造業の対応
2．．消費、流通の変化と中小卸売業

（1）流通活動・機能の内容と変化
8 消費、流通の （2）日本における卸売業の特色 同上 同上

変化と中小企業 （3）消費・流通変化への中小卸売業の対応，
3．消費、流通の変化と中ノlyl、売業

（1）スーパーの発展と「大店法」

（2）消費・流通変化と多様なノ1涜業態の出現
（3）消費・流通変化への中ノlvl涜業の対応
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名
放送担当

u師名（所属・職名） （所属・職名）

1．サービス経済化の進展とその背景
（1）サービス経済化の進展

（2）サービス業の特色と分類

（3）サービス経済化進展の背景

2．サービス経済化の進展と中小企業
サービス経済化、 （1）中小サービス業の増大と比重減少

9 金融自由化と
?ｬ企業

（2）低成長中小企業型サービス業

i3）大・中小企業併存成長型サービス業
瀧澤菊太郎 瀧澤菊太郎

（4）高成長中小企業型サービス業

3．金融自由化と中小企業
（1）金融自由化の進展とその背景

（2）金融自由化の進展と中小企業

1．戦前の日本での下請分業構造
（1）日本の下請分業構造の特色

（2＞戦前の日本での下請分業構成の生成

2．戦後の日本での下請分業構造
（1）下請分業構造の復活と展開

10 下請分業構造と

?ｬ企業
（2）下請中小企業の推移と現状

i3）下請分業構造変化の傾向
同上 同上

3．日本での下請分業構造の見方
（1）　「問題性重視型」下請分業構造論

〈2＞　「効率性重視型」下請分業構造論

4．下請中小企業施策の展開

1．地域での中小企業の役割と地域間格差
（1）地域経済社会での中小企業の役割

（2）地域間格差の推移

2．地域経済社会と中小工業
（1）三大圏と地方圏の中小工業

1
1

地域経済社会と ②産地中小企業の実態と役割 同上 同上中小企業 （3）産地中小企業の動向と施策

3．地域経済社会と商店街
（1）地域経済社会と近隣型商店街

（2）近隣型商店街の問題点と対応の方向

1．中小企業従業者の特色
（1）自営業主と家族従業者の就業
（2）申小企業従業者の年令別構成の特色

（3）中小企業での女子従業者の特色

（4）中小企業従業者の学歴と勤続年数
12 中小企業での

ﾙ用と労働条件
2．中小企業労働者の労働条件
i1）中小企業労働者の賃金

同上 同上
（2）中小企業労働者の労働時間等の労働条件

3．労働力需給と中小企業
（1）労働力需給と中小企業の人手不足

（2）人材問題への中小企業の対応
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

1．中小企業の開業
（1）中小企業の開・廃業についての見方の変遷
（2）中小企業の開業率と創業者

（3）中小企業の開業率低下と創業促進施策

2．中小企業の衰退・消滅
中小企業の開・ （1）中小企業の廃業

1
3

廃業と成長・ ②中小企業の倒産 瀧澤菊太郎 瀧澤菊太郎

魏 3．中小企業の成長

（1）中小企業の蕨についての肪
（2）高度成長後における中小企業の成長

（3）ベンチャービジネス

1．中小企業組織化の意義・必要性と効果
（1）中小企業組織化の意義と必要性

（2）中小企業組織化の効果

2．　「中小企業等協同組合法」による組織
（1）中小企業組織の分類

X2）事業協同組合
（3＞企業組合その他

3．　「中小企業団体組織法」による組織

（1）商］期合と商工組合連合会
1
4

中小企業の （2）協業組合 同上 同上
組織化 4．その他の組合組織と組合以外の組織

（1）　「商店街振興組合法」による組織

（2》組合以外の中小企業組織

5．中小企業組織の問題点と対応の方向
（1）中小企業組織の問題点

②中小企業組織の今後の方向

1．中小企業庁の設置と中小企業基本法の制定
（1）中小企業庁の設置

②中小企業基本法制定の趣旨
2．中小企業基本法の体系と施策の体系
（1）中小企業基本法の体系

（2）中小企業施策の体系と変遷

3．中小企業観と中小企業政策観の変遷
中小企業政策の （1）昭和44年意見具申

15 体系と方向 （2）昭和47年意見具申 同上 同上
（3）昭和55年意見具申

4．90年代中小企業ビジョンと今後の課題
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　　　＝生活のための工学＝（TV）

〔主任講師：野呂影勇（早稲田大学教授）〕

全体のねらい
　産業に関心を持つ受講生を対象とする。産業に生活起点の発想を生かすための方法や実例を学ぶ。いまま
での・理学工学のカリキュラムでは欠けている、生活を観察してここから問題を抽出したり、解析したり、
設計に結び付けるための知識や方法をここでは、具体例を含めて教育する。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

生活から主学（ものを作る技術）へそして再び生活へ 野呂影勇 野呂悪弊
生活起点の工学（コンセプト）：生活の様々なシーンか （早稲田大 （早稲田大

1 生括起点の工学 学教授） 学教授）

つ。

立った人をはかる、座った人をはかる。生活の原点とし 中野　広
ての人間のサイズあれこれの知識 （ワコール生産

2 人を測る 同上 統括部長）

大野禎康
（商品研究
開発センター）

マン・マシン・リレー・ション、ヒュー・マン・インタフェ

一ス、エルゴノミクス視軸のモデル（オフィスの中の人
3 人と物の関係に 間と周囲環境のモデル）エンジニアリングワークステーシ 八巻良和 八巻良和

ついて ヨンへの応用 （東京大学 （東京大学
立つ人間が生活のなかでどのような状態になっているか→ 助教授） 助教授）

姿勢という概念の導入

立つことと座ることは、どっちが得か。（座ることがい 下出真法 下出真法
っもらくとは言えない）以上の前置きの上、生活のなかの （社会保険 （社会保険

4 座ることと立つ 様々な椅子と人間椅子の歴史といろいろな椅子の紹介。 中央総合病 中央総合病
ことの比較 事務用椅子の構造と機能座位姿勢と腰椎の湾曲デンマ 院整形外科 院整形外科

一クの小学校マンダル型の学校椅子スツール。　座りや 医長） 医長）

すい椅子を考える 宮本博幸 宮本博幸
（千葉工業 （千葉工業

大学助教授） 大学助教授）

基本的な人体とものの関係を図にすることに始まり、使 安達幸四郎
いやすさを図に描いて第三者に理解してもらうための表現 安達幸四郎 （日立製作

5 表現の方法を の方法を学ぶ。 （日立製作 所デザイン
学ぶ 所デザイン 研究所）

研究所） 渥美浩章
（製品科学

研究所）

人間の五感を物差しとして対象を計る方法の紹介と人間

感覚について の感情に訴えかける要素を製品のなかに作り込むためのデ 野呂影勇 同左
6 （官能と感性） ザイン支援技術の解説。感性のコンセプトを紹介する。ま

た人間の方のタイプが幾つかに分かれることについても言
及する。

ことばの重要性について、まず、強調する。アンケート
と官能検査の行ない方。微妙な感覚の扱い方の例として、

7 人の気持ちを測 ヨーグルトのやり方を紹介。計算の方法を紹介する。こと 同上 同上る色々な方法
ばを計る（数値化）一対比較法SD法プロトコール解析、経次範疇法

一506一



執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

視覚機能から見えやすさや読みやすさを解説する。 野呂影勇
斉藤　進

8 視覚エルゴノミ 野呂影勇 （労働省

クス 産業医学
研究所）

触覚に関わる情報処理の様子を解説する。スイッチとキ 杉浦精一 杉浦精一
9 触覚と情報処理 一操作の感覚の善し悪しがどのようにデザインされ評価さ （トヨタ自動車 （トヨタ自動車

れるかまず紹介する。次いで、人間の肌の感じを手指でセ ㈱第一車両 ㈱第一車両
ンスするときの仕組みを解説する。 実験部室長） 実験部室長）

飯田一郎 飯田一郎
（㈱小林コ （蘇小林コ

一セー研究 一セー研究
所副主査） 所副主査）

まず最初に家庭内の安全がいかに問題になっているのか
ということを幾つかの例で示す。例えば階段の転落i事故、

家庭内における転倒、お風呂場における災害時について例

を示す。この例は是非NHK等のビデオを拝借する。この
中で特に高齢者に焦点を絞り家庭内の安全、特に手すりの
付け方について人間の行動や人間の寸法といかに関係して 飯塚晴彦 飯塚晴彦
いるのかということをここで紹介する。この場合TOTO （日産自動 （日産自動

等に資料の提出を以来する。（問題は割合トライ＆トライ 車㈱中央研 車㈱中央研
10 生活の中の災害 等で紹介されていることとちょっと似てくることが考えら 究所車両研 究所車両研

と安全 れて、あるいは見る人に新鮮さを与えないかもしれない。） 究部第二研 究部第二研
ついで自動車の安全について、緊急ブレーキ時の反応速度 室主任研究 室主任研究
についての実演を行なう。（小諸自動車教習所）反応時間 員） 員）

については学会の論文を紹介。特に居眠りをどうやって予
告するの研究例を紹介する。現在、車の事故が大きいとい

う統計を示し、その後筑波の自動車研究所のコースで車両
を用いた居眠りの実験の様子をビデオで撮影する。このよ
うな情報を測定した結果、車の居眠り防止装置を作ってい
くことを紹介する。この所は日産自動車車両研究所の飯塚
晴彦氏にお願いする。

生活のなかでのソフトについて述べる。次に、認知科学 山本敏雄 山本敏雄
に係わる側面について紹介する。認知科学の応用と具体的 （㈱リコー （㈱リコー

な方法を解説する。 総合デザイ 総合デザイ
1
1

ソフトウェァェ ンセンター） ンセンター）

ルゴノミクス 落合　勲 落合　勲
（信州短期 （信州短期

大学専任 大学専任
講師） 講師）

12 生活指向のデザ 野呂影勇 野呂黒雲
イン

マクロエルゴノミクス、すなわち素人が参加できるエル 長沢伸也 長沢伸也
13 デザイン計画の ゴノミクスの考え方を紹介する。次に紹介するのは実際の （亜細亜大 （亜細亜大

まとめかた 計画のまとめ方の上で利用できるイメージマップについて 学講師） 学講師）

である。話題は二つある。
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
（講織） （簿灘、

ファジィの方法の角斬、ニューロの紹介（長沢先生）デ

モ（子供の椅子選び）北九州の小学校渡辺先生、桧原先 野呂影勇 野呂影勇
1
4

生活とファジィ 生次いで、生活の場としての病院看護について紹介する。

そして看護

1980年代は人はコンビュー・夕との問のコミュニケーショ

ンについての改善がはかられた時代であった。その様子は
どのような具合にはかられたかを画面のデザイン、ソフト
ウェアのデザイン、あるいはワークステーションのデザイ
ンの改善について紹介を行う。また照明などの改善の結果

についても紹介を行う。ここは簡単なVDTに関する研究
と改善結果の要約で良いと思う。またここで新たなオフィ

スのデザインが色々と行われていることについても言及す
る。次いで1980年代に大きく普及された人とコンピュータ
との間のコミュニケーションが段々形態的に変化してくる
可能性があることを、例えば銀行の端末の利用のされ方、

そこにお客さんと行員とそれからその間にコンピュータを
人と人のコミュ 介在させて行われるコミュニケーションのやり方、あるい

15 ニケーションの は研究所における二人の人がコンピュータを使いながら行 野呂影回 野呂影勇

罧 う方法について紹介をする。さらに人と人のコミュニケー
ションにコンピュータを介在することが例えば、今後多地
点テレビ会議のように発展していくこと。またこの発展が

今後近くはっきりされる世界的なISDNの制定によって
も大きく影響されることを述べた上で実際のテレビ会議が
今後どのようにデザインが変えられていくのかについてこ
こで紹介する。ここについては三菱電機デザイン研究所の
和田さんなどにお願いする。そして残りの半分位の時間を
かけて90年代の展望としてさらに未来指向型の技術という
ことで立体映像と仮想年実感がどのような仕組みで行われ
るのかという紹介を行う。ここは大頭先生に概説をしてい
ただいてその後で大頭先生と私が対談をすることでまとめ
たい。また最後の番組だから最後にまとめ言葉を付け、全
体を共通した結論を示して締めくくる。
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＝計測・制御工学＝（TV）

〔圭騰臨：嘉矢騒華華暫趨蟻教獲1〕

全体のねらい
　希望通りの結果を得ようと対象になる系を動かすことを制御という。このために系の現状や制御の結果を『
知る必要があるので計測なしに制御は成立しない。本講義では、社会における計測と制御の学問・技術の活
躍状況の解説を背景に、計測と制御の工学に最小限必要な基礎事項を説明し、産業における顕著な応用例を
紹介する。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

計測と制御は車の両輪のごとく、どちらか一方が欠けて 森　政弘 森　政弘
も工業という車は走らない。また、両方とも工業を越えた （東京工業

1 計測・制御の 広く深い意味を持つ。ここでは、これから学ぶ計測と制御 大学名誉 森田矢次郎

役割 という学問を概観し、いかに計測・制御工学が産業と技術 教授）

の各分野に関係するかを考えてゆく。 小川鑛一 小川鑛一
（東京電機

大学教授） 高瀬国克
人類誕生以来今日まで、ものを測るということは、その

内容、手段、規模を次第に豊富に拡大しながら行われてい 森田矢次郎 森田矢次郎
2 計測　と　は る。ここでは、計測に関する基本原理、応用されている分 （拓殖大学 （拓殖大学

野、基礎事項、方法、使用される機器やシステムの形態、 教授） 教授）

問題点などの概要について述べる。

計測の対象となるものは、人間あるいは機械にとって処
聾しやすく感知可能な量として変換される必要がある。セ

3 はかられる対象 ンサとはこのような物理量、化学量などの間の変換を行う 同上 同上
とセンサ 機能を持つ要素である。センサで得られる情報が真に求め

、たいものである必要を説く。

センサの種類、またその使い方は多種多様である。この
ようなセンサを使った物理量の計測例を取り上げ、はかり 同上

4 計測技術 にくいものをはかる工夫、応用の広い測定方法の紹介、制 同上
御工学とのつながり、計測技術の最近の話題などについて 小川六一
触れる。

フィードバック制御の原理を人の行動と制御、教育と制
御、心の制御、部屋の温度制御などを例に挙げ解説する。 森　政弘

5 制御のすばらし 制御の二大基本方式であるフィードバック制御とフィード 森　政弘
さ フォワード制御についてその基本原理について詳しく学習 小川鑛一

する。

制御にはプロセス制御という憎分野がある。これは「工
業プロセスの状態に関する諸士、例えば温度、流量、圧力、 森　政弘

6 プロセス制御 液位、組成、品質、効率などの制御」である。ここではこ 同上
とは うした工業プロセスの状態量を制御するための特徴につい 小川三一

て説明する。

石油精製や溶鉱炉のような工業プロセスの状態（石油、

高温空気、燃料など）の制御を実際の工業プロセスで実施 森　政弘 同上
7 プロセス制御の している様子について学習する。

応用 小川鑛一 小川鑛一
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

機械量を制御する方式の一つにサーボ機構がある。これ
は「物体の位置、方位、姿勢などを制御量としく目標値の 森　政弘

8 サーボ機構とは 任意の変化に追従するように構成された制御系」という意 小川鑛一
味がある。ここでは機械量の特徴とその制御、つまりサー 小川鑛一
ボ機構について説明する。

身近でよく知られているサーボ機構の応用例にロボット、

NC工作機械、船舶・航空機などの乗物、宇宙・海洋開発 森　政弘 森　政弘
9 サー・ボ機構の 用のロケットやロボット、回転精度が要求されるビデオ、

応用 CDなどの音響機器などが挙げられる。ここでは、こうし 小川鑛一 小川鑛一
たサーボ機構応用の一端について述べる。

ものの生産には順序が大切である。この順序は英語でシ

一ケンスと言う。シーケンス制御というのは「あらかじめ 森　政弘 森　政弘
10 シーケンス制御 定められた順序に従って制御の各段階を逐次進めていく制

とは 御」という意味である。ここではこのシーケンス制御の基 小川鑛一 小川三一
礎について述べる。

ものを生産する工場では大なり小なりシーケンス制御が
必ず取り入れられている。ここでは、製造工場を例にそこ 森　政弘 森　政弘

1
1

シーケンス制御 で実施されているいくっかの典型的なシーケンス制御の実
の応用 際について学習する。 小川鑛一 小川鑛一

現在ロボットは製造業のみならず、窓拭き、トンネルエ
事などの人間にとって危険な作業を行うために広く使用さ 高瀬国克 高瀬国劇

12 ロボットとは
れていることはよく知られている。ここでは、こうした作業を行うロボットをはじめ、宇宙や海洋開発で活躍する未来型ロボットなどロボットー般について解説する。

（電子技術

麹㈹､究所
m能システ

森　政弘

ム部長）

ロボットは人間の五感と同様なセンサを備え、ロボット
自身、ロボットが置かれた環境の計測を行いはじめて巧み 高瀬国克

13 ロボットと計測 な動作が実現できる。ここではこうしたロボットにとって 同上
の計測や認識、使用するセンサなどについて考察する。 森　政弘

ロボットはこれまでに学習した計測・制御技術を導入し

1
4

ロボットと制御

た賢い機械といえる。計測・制御技術なくして人間の動きに似たロボットの運動は実現出来ない。ここでは、ロボッ

同上
高瀬国克

トの制御技術を軸としてその頭脳ともいえるコンピュータ、

ｧ御要素などロボットの構成技術についても学習する。
森　政弘

ここでは、これまで15回にわたり講義した内容について

1
5

ま　　と　　め
のまとめを述べる。 森　政弘 森　政弘

X田矢次郎
小川鑛一 小川鑛一

高瀬国克
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二都市計画の基礎＝（TV）

（主任講師：阪本一郎（東京工業大学助教授）〕

全鍛繍画の総調轍のか去とその葡性そしてそれらと日本の三下韻との関わりを学さミ

とともに、都市そのものの認識を深めることが本講義のねらいである。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名

i所属・職名）
講師名
i所属・職名）

明治から現代にいたる日本の大都市の状況を概観し、都 堀江　興
我が国近代者肺 市計画の課題及びそれへの対応の変遷を大づかみに示す。 堀江　興 （東京都水

1 計画のあゆみと （東京都水 道局西部建

縄
道局西部建 設事務所長）

設事務所長） 坂本一郎

市街地の構成要素である、敷地、建物、道路、空地等の
s市計画的意味を説明し、都市計画を学ぶための基礎知識 深海隆恒 深海隆恒

2 憎憎の構成要素 を学習する。 （東京工業 （東京工業

大学教授） 大学教授）

都市活動を支える交通施設や公園等の都市計画対象のシ

ステムについて、基礎的学習を行う。

3 都市計画の 同上 同左
システム

都市の土地利用パターンと付け値地代を用いた原理的な
説明を行い、自然状態での土地利用の決まるしくみを学習 阪本一郎 阪本一郎

4 土地利用の する。 （東京工業 （東京工業

しくみ 大学助教授） 大学助教授）

市街地の移り変わりのしくみとその結果もたらされる市

都市の変化と市 街地の様相について述べるとともに、都市のマクロな変化

5 街地の移り変わ を説明する。 同上 同上

土地価格形成のしくみを説明するとともに、土地の需給

土地の価格と需 に関する代表的な論点を整理する。

6 給のコントロー 同上 同上
ル

宅地開発にともなう社会資本整備の費用負担について、
区画整理事業や宅地開発要綱等をとりあげながら、問題点 小泉允囲 小泉允囲

7 宅地開発と社会 やあり方を示す。 （筑波大学 （筑波大学

資本の負担 助教授） 助教授）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

市街地形成の規制的手法について国際的な比較を行い、日
本の規制手法の特徴と背景を示す。

8 市街地整備と 阪本一郎 阪本一郎
再開発規制

市街地の誘導的手法について考え方や有効性を示し、そ
の中で市街地整備のあり方にも言及する。

9 市街地誘導の 同上 同上
原理と方法

都市計画の基本的考え方を市街地再生の局面で論じる。

10 市街地再生の 同上 同上
躰

現代の都市居住の諸問題、すなわち都心居住問題、定住
問題、住宅団地の建て替え問題等について論じる。 石原舜介 石原舜介

1
1

者肺居住の現代 （明海大学 （明海大学

教授） 教授）

近年の中心商業地区の不振の実態や原因を示し、これま
中心商業地区の での方策の展開と新しい魅力づくりについて述べる。

12 変化と魅力づく 同上 同上

都市災害と対策の歴史を概観し、現代の都市災害の特徴
と街づくり上の課題を述べる。 梶　秀樹 梶　秀樹

13 都市災害と （筑波大学 （筑波大学
街づくり 教授） 教授）

魅力ある都市空間とはどのようなものか、それをいかに
創り上げるかを論じる。

14 魅力ある都市 深海隆恒 深海隆恒
の空間づくり

発展途上国から経済先進国までの都市計画課題の多様性
と類似性の把握を通じて、経済社会の発展段階と都市計画

15 経済社会の発展

ﾆ都市計画
の関連を示すとともに、日本の都市計画の将来を考える。 阪本一郎 阪本一郎

一512一



＝西洋古代中世哲学史＝（R）

〔主任講師；K．リーゼンフーバー（上智大学教授）〕

全体のねらい
本講義では西洋哲学全体の起源であり、その基盤であり続ける古代哲学と、近世・近代思想の背景を成す

中世哲学の基本的理解をめざす。各時代の社会的精神的状況をふまえた上で重要な哲学者を中心に、各思想
家に固有な問題提起とその解決の試みの諸特徴を、その思想史的連続性において解明してゆきたい。

担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

ヘシオドス

イオニア学派　　タレス　　アナクシマンドロス
1 古代哲学の誕生 アナクシメネス K．リーゼンフーバー

ピュタゴラスとその学派 （上智大学教授）
クセノファネス

ヘラクレイトス

エレア学派　　　　　　　　　　原子論者
パル雲高デス　　　　　　　　　デモクリトス

2 ソクラテス以前の ゼノン 同　　　上
哲学 後期自然哲学者

エンペドクレス
アナクサゴラス

ソフィスト

ソクラテス
3 ソフィストと 同　　　上

ソクラテス

生涯　　　　　　　　　　　想起説と魂の不滅
作品　　　　　　　　　　　神と世界創造

4 プラトンの哲学 認識の諸段階とイデア論　　　　徳と国家 同　　　上
分有
学の構造
善への上昇

生涯　　　　　　　　　　　不動の飾者

作品
5 アリストテレスの 方法 同　　　上

理論哲学 認識
存在者の諸原理　．

変化の原理　・

学としての倫理学　　　　　　　観想三生
善と生の目的

6 アリストテレスの 徳 同　　　上
実践哲学 知慮

自由選択

友愛と共同体

ストア学派の発展
学問論と基本原理

7 ス　トア学派 論理学 同　　　上
自然学

倫理学
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担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

プロティノス　　　　　　　　魂
生涯　　　　　　　　　　魂の還帰

8 新プラトン主義 源泉と中心的意図 K．リーゼンフーバー
世界秩序の諸段階
一半、つまり善

知性
アレクサンドリアのフィロン　ニ世紀の護教家達
ユスティノス　　　　　　　グノーシス主義

9 キリスト教哲学の アレクサンドリア学派　　アレクサンドリアのクレメンス 同　　　上

纐 オリゲネス　　　　　　　　カッパドキア教父
大バシレイオス　　　　　　ナジアゾスのグレゴリオス
ニュッサのグレゴリオス　　　アウダスティヌスの生涯

真理の問題と自己認識　　　　　愛と自由
永遠なるものを求めて　　　　　時間

10 アウグスティヌス 神認識と照明説　　　　　　　　無からの創造 同　　　上
の思想 精神の三一的構造　　　　　　　歴史と社会

内的な言葉　　　　　　　　　ボエティウス
ディオニュシオス・アレオパギテス

カロリング・ルネサンス　　　ヨハネス・スコトゥス・エ
リウゲナ　　十二世紀ルネサンスと初期スコラ学

1
1

十二世紀の初期 カンタベリーのアンセルムス　　ペトルス・アベラルド 同　　　上
スコラ学 ウスと普遍論争　　　シャルトル学派の自然哲学

クレルヴォーのベルナルドゥス
サン＝ヴィクトル学派の学問論

大学の成立　　　　　アラブ哲学とアリストテレス受容
十三世紀のスコラ オックスフォード学派　　　ロバート・グローステスト

12 学とアリストテレ ロジャー・ベーコン　　　ボナヴェントゥラ 同　　　上
スの受容 アルベルトゥス・マグヌス

世界の永遠性についての高高と、哲学と神学の関係

生涯と著作　　　　　　　　　人間
認識論　　　　　　　　　　倫理学

13 トマス・アクィナ 存在者　　　　　　　　　　　後世への影響 同　　　上
スの哲学 存在そのもの

神、および人間の神認識
創造、そして神と世界の関係

十四世紀の精神的状況　　　　　自由、愛、道徳律
ヨハネ・ドゥンス・スコトゥス　　ウィリアム・オッカム・

14 十四世紀の後期 生涯　　　　　　　　　　　生涯 同　　　上
スコラ学 存在と認識　　　　　　　　　論理と認識

神の絶対高力と倫理
近代自然科学成立の準備

キリスト教神秘主義の歴史　　マイスター・エックハルト
中世の神秘思想と 生涯　　存在理解と類比論　　離脱、そして神への突破

15 近代への移行 魂の根底における神の誕生　影響 同　　　上
ニコラウス・クザーヌス　生涯　　知ある無知
対立物の一致　　神の「展開」としての世界
ノ1、宇宙として、神の似姿としての人間　　近代への移行
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＝西洋近代哲学史＝（R）
〔主任講師：中埜　肇（放送大学教授）〕

全体のねらい

　ルネサンスから19世紀までの西洋哲学の流れを、代表的な哲学者たちの中心的な問題意識（とくに

自然観と人間像と知識論）に重点を置いて論述する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ルネサンス期の哲学思想を決定する「開かれ

1 ル　ネ　サ　ン　ス

た宇宙像」と「新しい人間観」について考察し、

ｻれとの関連で当時の自然科学・自然哲学・入

ｶ主義・神秘思想の意味を問う。

中　埜　　　肇

i放送大学教授）

「経験」にもとづいて新しい学問のありかた

を提示しようとしたフランシス・べ一コソが描

2 フランシス・ベーコン く「知」の構造の近代的な意味とその限界を考 同　　　上

える。

広範で深遠な問題意識によって「近代思想の

父」と称せられるデカルトの哲学的思考を支え

3 デ　　カ　　ル　　ト る「方法」と、それにもとづいて構想された彼 同　　　上

の形而上学的世界像を考察し、併せて現代にま

で及ぶその射程を眺める。

唯物論と機械論の視点から演繹的な方法を用

いて、物理的自然よりもむしろ社会的人間の考

4 ホ’ @ッ　　ブ　　ズ 察に重点を置いたホップズが、社会契約の必然 同　　　上

性と国家権力の絶対性を主張したプロセスをさ
ぐる。

哲学の模範と讃えられるほど首尾一貫した汎

神論を展開したスピノザの思想が、実は絶対無

5 ス　　ピ　　ノ　　ザ 限な唯一の実体である神に対する信仰からの論 同　　　上

理的帰結であったことを明らかにする。

17世紀の哲学者のなかで、そのスケールにお

いてぬきんでていたライプニッツが構想した総

6 ライ　プニ　ッ　ツ 合的・調和的な世界像の基礎にある「モナド論」 同　　　上
や「連続律」などの意味を考える。

人間の知識や学問の基礎に批判的な吟味を向

7
ロックと英国の
[　蒙　思　想

けて、17世紀の独断的な理性論の哲学に対抗し、

o験論の哲学を定礎することによって哲蒙思想

ﾌ先頭に立ったロックの思想について述べる。

同　　　上
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 ・担当講師
i所属・氏名）

ロックによって定められた方向をさらに進め

バークリと同時代
て、　「在る」を「知られる」に還元して「物」

8
の思想家たち

の実在性を否定したバークリ僧正の考え方を述

ﾗ併せて同時代の思想家たちについて概観する。
中埜　　　肇

ロック、バークリと続いた経験論の哲学を徹
底して懐疑論にまで至ったヒュームの思索のプ

9 ピ　　　　　　　一・　　ム　　　ユ

ロセスと、それが持つ深い歴史的な意味とを、 同　　　上
とくに因果性の問題などを手がかりにして考察
する。

英国に生れた啓蒙思想がフランスに入って唯

10
フランスの啓蒙

v想とルソー

物論と無神論の方向ヘラジカルに進む過程と、

[蒙思想とある点で鋭く対立したルソーの思想

ﾉついて考える。
同　　　上

1 ドイツに入った啓蒙思想のありかたをフリー

11

i　ドイソの啓蒙思想

@と　　カ　　ン　　ト

ドリヒ大王やヴォルフをめぐる思想状況のなか
ﾅ概観し、啓蒙の精神を根本のところで継承し
ﾈがら、これをもっと深めることによって批判 同　　　上

哲学を樹立したカントの問題意識を『純粋理性
批判』にもとづいて考える。

その後カントの思想がどのように展開したか

12
カ　　　　ン　　　　ト

@　（つづき）

を、『実践理性批判』、『判断力批判』、『宗

ｳ哲学』などを通して、一貫性において考察す
驕B

同　　　上

カントの哲学には深い謎が含まれていた。こ

13
ドイツ観念論の
N　学　者　たち

の謎を解きながら、カントを受容し批判するこ

ﾆによって哲学に新しい展開を与えようとした

tィヒテ、シェリングらの思想的営為について
同　　　上

考える。

ドイツ観念論哲学の頂点であり、近代哲学の
総決算であると言われるヘーゲルの、「絶対精

14 ヘ　　一　　ゲ　　ル 神」の哲学およびそれの方法として「弁証法」 同　　　上
について述べ、彼の哲学の歴史的意義について
考察する。

ヘーゲル哲学を根本において、かつ徹底的に
批判し、全く新しい哲学的地平を切開いて近代

15
現　代　思想の

諡?ﾒ　たち
から現代への橋渡しを果したショーペンハウアー、キルケゴール、フォイエルバッハ、マルク

同　　　上

ス・エンゲルス、ニーチェ、英国功利主義など
の思想に：ついて考える。
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＝現代哲学＝（R）

〔主任講師 渡辺二郎（東京大学教授）〕

全体のねらい
二十世紀の哲学は、幽幽仏にまたがって広汎かっ多様な姿で展開されている。しかし何よりも重要なのは、

英語圏の分析哲学と、ヨーロッパ大陸の独仏の現象学的存在論の哲学との、積年にわたる対立状況である。
今日の私たちは、この対立を乗り越える努力をしなければならない。そうした角度からるず英米哲学を検討

してみる。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 現代哲学への
挙_

哲学とは何か、現代とは何か、そして現代哲学とはいか
ﾈる特徴を持つのか、まずこれらの点について序論的説明
�sう。現代哲学の特徴は、近代の科学革命を引き継いだ
｡日において、科学に依拠する英米哲学と、人間的生を省
ﾝるヨーロッパ哲学との分裂にある。

渡辺二郎
i東京大学

@教授）

渡辺二郎
i東京大学

@教授）

2

英語圏の哲学と

?[ロッパ大陸
ﾌ哲学との分裂

　この分裂状況の具体的提言として、アメリカの哲学者ローティの論述を紹介する。第二次世界大戦後、論理実証主

`の流入から始まったアメリカ哲学は、ヨーロッパ伝来の
N学を軽視した。今日この状況は変わりっっある。そのあ
驍ﾗき乗り越えの方向を探ってみる。

同上 同上

3 哲学史的研究の

菇@態度

　現代哲学の考察は、或る意味で、哲学史の研究の一部で
?驕Bしたがって、哲学史をどのように扱うかという基本
ﾔ度の再確認が重要になる。哲学史的研究はヘーゲルから
nまる。ヘーゲルを顧み、メルロ＝ポンティやハイデッガーの哲学史観を辿り直してみる。

同上 同上

4

言語論的転回の

O提とその基本

　さて、現代の英語圏の哲学は、rリンギスティック・ターン（言語論的転回）」を果たした点にその意義が存する

ﾆ屡々語られる。それで、「言語論的転回」を論じたロー
eィの論述に従い、まず言語論的転回とはいかなることな
ﾌか、その前提と基本態度を論ずる。

同上 同上

5

言語論的転回の

ｬ果と哲学の
ﾂ能性

　引き続きローティの議論を追って、言語論的転回によっ
ﾄ果たして哲学的分析は成功したのかどうかの点を論ずる。
ｻしてその根本に「方法論的唯名論」の態度が伏在するこ
ﾆが明らかにされ、ここからさらに、今後のあるべき哲学

ﾌ可能性が種々議論されてゆく。

同上 同上

6 観念論論駁

言語論的転回という現代英米哲学の兜般的特徴：を省みた

?ﾆは、いよいよ歴史的に主要な英語圏の分析哲学の成果
�ﾂ別に検討してゆく。まず二十世紀初頭のイギリスのムーアから始め、彼の反ヘーゲル的な、著名な「観念論論駁」

ﾌ論議の意義を明確に捉え直す。

同上 同上

7 常識の擁護

　さらにムーアのもう一つの著名な主張である「常識の擁

?vの立場をも把握し直し、正しく評定しうる視点を確立
ｷるよう努力する。ムーアは一般に、哲学的分析の創始者
ﾅあるが、同時にそこには、単なる分析哲学に尽きない現
ﾛ学的な見方が生きており重要である。

・同上 　同上
撃
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 パラドックスと

K型理論

ムーアとほぼ同年輩のイギリスのラッセルが二十世紀の
奄ﾟに確立したいくつかの重要な見方が、その後永く英米の科学哲学と分析哲学の基礎を形作った。まず何よりも、

迫搏N学から出発したラッセルは、パラドックスを発見し、
K型理論によってこれを解決した。

渡辺二郎 渡辺二郎

9 記述の理論

　ラッセルのその階型理論の確立の基礎を提供したのが、ラッセルのもう一つの有名な「記述の理論」である。ここ

ﾅは、その根本思想を明晰に把握するよう努めた。そして
s確定記述と確定記述の双方にわたり、詳細な考察を施し、
ﾜたラッセルを批判的に吟味した。

同上 同上

10 論理的原子論

　ラッセルは、パラドックス・急心理論・記述理論を打ち
�ﾄ、それらに通ずる哲学的な根本思想を、「論理的原子
_」として展開した。ここにラッセルのいわゆる「事実の
ｶ在論」が開陳された。このラッセルの考え方の基本を明
mに掴み、捉えるよう努力する。

同上 ．同上

1
1

論理実証主義の

ｬ立と崩壊

　1920年代から30年代にかけてウィーンで「論理実証主義」の運動が起こった。その主要メンバーは後に殆どみなアメリカに亡命し、現代英米哲学の基礎を形作った。とりわけカルナップの形而上学批判は重要で、これを詳細に吟味し、またこの運動の破綻も見る。

同上 同上

1
2

経験と概念的

　論理実証主義の狭い経験論は、やがてそれ自身の中で崩壊してゆくが、それを提言するかのように、第二次世界大戦後のアメリカで、クワインが「経験論の二つのドグマ」を批判した。そこに登場した「経験」と「概念的組織」の

lえ方の意義と射程を捉え直してみる。

同上 同上

13 存在論的関与

　クワインは、カルナップの嫌った「存在論」の語を復活させる。そしてラッセルの記述理論をさらに徹底させて、「束縛変項」一という考え方でもらて、存在論的関与を説く。それがどのようなものであり、真の存在論の復活であるか

ﾛかを、言論に吟味検討してみる。

同上’ 同上

1
4

意味と使用と
w示

　第二次世界大戦後イギリスで、ストローソンは、日常言語の使用法に鋭く着目して、ラッセルの記述理論を批判した。そこには、言語の日常的用法の重要性に着眼する新しい言語分析の台頭が見られる。ストローソンの主張を追いながら・、そ⑱言語観を吟味してみる。

伺上 同上

15 言語行為

　同じくイギリスで、新しい言語分析の方向を切り拓いたのが、オースティンである。ここに至れば、命題や陳述に定位していた古い言語論的哲学は乗り越えられ、広く「言語行為」そのものが主題化される。その経緯と主張を顧みて、言語行為論の意義を見極める。

同上 同上
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　　　＝社会思想史＝（R）
〔主任講師：城塚　登（共立女子大学教授）〕

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（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共立女子大学教授）

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、ピュウリタニズムに引
継れる。

ピュウリタン革命に出合ったホッブスは、個

人の自然権から出発し、諸個人が社会契約によ

3
民主主義思想の成r

ｧ①
って国家・社会をつくったという民主主義思想

ﾌ基礎がある。その問題を考える。
同し上

「王政復古」から「名誉革命」にいたるイギ

4
民主主義思想ρ成

ｧ⑪

リスに論いてロックは社会契約について考えを

iめ、「主権在民」の考え方を確立する。 同　上

ロックの思想は、モンテスキュー、ヴォルテ

5
啓蒙思想の展開と
鴻}ン主義

一ル、ルソー、カントなどの思想家に受けとめ

轤黶A啓蒙思想として展開。反動としてシュレ
[ゲル兄弟らのロマン主義が現われる。

同　上

自由と平等を掲げたフランス革命は、流血と

6
「市民社会」への

ｽ省

専制をもたらした。《一ゲルは、スミスが解明

ｵた「市民社会」のあり方に反省を加え、国家

ｪ「市民社会」の活動を制御すべきだとする。

同　上

イギリスのオウエンは労働者の生活改善に努

め、協同生活・協同労働の村を開いて社会主義
7 初期社会主義思想 を説き、フランスでは科学者と産業者が社会の 同　上

主導権をもつべきだとサン・シモンが主張した・
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ヘーゲル哲学から出発したマルクスは、国家

8
マルクスの人間解
厲v想

は幻想の共同体であるとし、市民社会の自己変

vをめざした。そして人間の自己疎外克服を人
ﾔ解放の課題とする。

城　塚　　　登

唯物史観に立つマルクスとエンゲルスは、資

9 マルクスの共産主
`思想

本主義が生産力の発展の妨げ乏なっているとし、

ｶ産手段の社会化を中心とする共産主義：革命を

烽ｭ、資本主義の経済学的解明を論こなう。
同　上

イギリスの「フェビアン協会」は社会的善の

10
フェビアニズムと

ﾐ会民主主義

実現をめざし、土地や資本の公有、社会福祉・

ﾛ障の充実をめざす。ドイツ社会民主党は議会

?ｮによる労働者の権利拡大という路線を提出
同　上

した。

’ロシアでマルクス主義を受けとめたレーニン

11
マルクス主義思想の展開 は、資本主義が帝国主義の段階に達したとし、

v命を指導し実現した。西欧では、ルカーチ労 同　上

働者階級の主体的自覚の形成が課題とした。

社会の近代化を合理化の過程としてとらえた

12
合理化と官僚制の
竭

ヴェーバーは、会社などの集団が官僚制の特徴

�ｦすように：なるとし、人間はそれと対決しな

ｯればならないと説く。

同　上

20世紀、資本主義社会は産業的合理化を進め

たが、同時に非合理的行動や激情に走る傾向を

13 大衆社会の問題 もつ大衆が発言力をもった。その病理を指摘し 同　上

たマンハイム、リースマンを見る。

情報化社会の人びとの生活全体を制御してい

るのは、国家と法人大企業の複合機構であると

14 管理社会の問題 するガルブレイス、組織された資本主義の新し 同　上
い問題を指摘したハーバーマスをとりあげる。

近代日本に轟ける社会思想の展開を概観し、

15
人間らしい社会を

ﾟざして

日本の社会の現状を考える。民主主義、官僚制、

蜿O化、管理社会化などが日本の特殊性とから

ﾝながら引き起す問題にどう対処していくか。

同　上
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＝宗教学を学ぶ＝＝（R）

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：阿部美哉（愛知学院大学教授）〕

全体のねらい
　宗教の世界は音によって満たされているともいえる。聖なる世界からのメヅセージを媒介するものが

音である。本講義においては、ラジオのメディアとしての特性を最大限に生かすために、放送講義の中

心となる部分を宗教にまつわる音を使った録音構成によるものとする。印刷薮材は、その音を問題提起

として受けとめ、学生自らが考えていく学習の手引とする。15回の流れは、宗教の原初形態から近代宗

教への宗教史的展開を追うものとし、それぞれの回において宗教に関する基本的な理論を紹介する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 夜　　　明　　　け

　講座を開始するに当たって、この科目の基本的な枠組
�揄�ｵ、今後の学習に対処するための学習態度、特に、
宴Wオ番組の聞き方についての身構えを作る。
@この講では、宗教学の性格およびその対象と方法につ
｢て、基本的に理解し、初期の宗教学が、なぜ「宗教の
N源」という問題を考察の対象としたかについて考え、
ｳらに、「アニミズム」および「ヌミノ一筆」という概
Oについて学習する。

　阿　部　美哉
i愛知学院大学教授）

2 祈　　　　　　り

　第1回の講義において、我々の宗教的な感覚の基礎に、
ｩ然を恐れると同時にそれに引かれるという感情のある
ｱとを見てきた。今回は、そういった理解を踏まえて、
ﾅも基本的な宗教行為と考えられる「祈り」に焦点を当
ﾄる。
@祈りが成立するためには、祈りの対象となる「聖なる
烽ﾌ」の長話が不可欠である。「聖と俗」という宗教的
｢界における基本的な二分法について理解する。

同　上

3 呪　　　　　　術

薫蒸叢叢筈驚難巷謙譲をコントロールしょうとする手立てとしての呪術について理解する。呪術の世界を感覚的にとらえるとともに、呪術と科学、呪術と宗教の関係および呪術の類型、えらびに呪術の現代的な現れ方について考える。

1　　　　同　上

4 集団的　沸　騰

　シャーマン等に見られる呪術的な神がかりが、個人の
沍ｳにおいて、日常的な意識の状態から脱するための試
ﾝであるのに対して、集団的な神がかりの状態が存在す
驕Bそういった状態ば「集団的沸騰」と呼ばれる。それ
ﾍ、集団全体が日常的な意識を超えて、聖なる世界に近
tく機会である。この集団的沸騰という考え方について
揄�ｷるとともに、その具体的な現れである「祭り」に
ﾂいて理解する。

同　上

5 儀　　　　　　礼

　人間が円滑な日常生活を送るためには、俗なる世界を
ｴ越した聖なるものをコントローールしていかなげればな
轤ﾈい。そのための手段が「儀礼」であり、儀礼が宗教
ﾌ本質的な部分を構成していることを理解する。
@さらに、儀礼の様々な形態について学び、それぞれの
ﾚ的や特徴について考える。儀礼が頻繁に営まれるのは、
｢界の秩序を維持するためであり、危機を克服するため
ﾌ行為であることを理解したい。

同　上

6 神　　　　　　話

　儀礼の背後には、その儀礼の意味を語る「神話」が存
ﾝすることを理解する。神話は、あらやることの起源を
黷髏ｹなる物語であり、そこでは世界の誕生、人間の誕
ｶ、死の起源、穀物の起源等が説明される。また、善と
ｫとの闘争について語る神話も多く、善の勝利と悪の敗
ﾞについての神話が人々の行動のモデルとして作用する
ｱと、また、神話は権力の歴史的な根拠を証明するため
ﾉも使われることを理解する。

同　上

7
終末論とユートピ

A

　神話と儀礼によって、カオスの上にコスモスを打ち立ててきた人間には、世界が再び元のカオスへと崩壊して

｢くことへの恐怖が存在する。その恐怖から生まれてき
ｽ、世界の終わりへの信仰に「終末論」がある。終末論

同　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
　　　　　　　　　　♂
＜fィエーターと

ｳ祖

　聖なる世界からのメッセージを伝達するために．は、その媒介者である「メディエーター」を必要とする。メディエーターは、「他界」からの死者のメッセージを伝達する場合もあるし、神霊のメッセージを伝達する場合もある。そういったメディエーターの多様な形態と、機能を理解するとともに、メディエーターの一つの形態であ

阿部美哉
り現実の世界に新たな秩序を打ち立てようとする「教祖」という存在について理解する。

　教祖を初めとする宗教者の生涯が、その死後、聖なる価値を有する「物語」として定着化され、信者の間に伝

承されていくことを理解する。この聖なる物語は、信者

9 物語　と　信　仰
たちにとっては人間の生き方、信仰生活のモデルであり、少しでもこの物語に示された生き方に近づくことが、目標とされる。「信仰」という行為に対して、こういつた

@教者の人生の物語が深い影響を与え、具体的な指示を

同　上

与える点について理解する。

　一一つの源から始まった各宗教は、その勢力を拡大し、様々な「文化」や「社会」の間に広がっていくにつれて、土着・既成の宗教的世界の影響を受け、その形態を変化

10 文化　と　社　会
させていく。そこに成立するのが、各種の「教団日であり、教団は各地域や各民族の「宗教的世界」との融合・対立の上に展開する。したがって、既成の宗教的世界と対立

同　上

し、その変革を志向する場合もでてくることになる。ここでは、宗教集団と文化・社会の関係を理解する。

11 聖地　と　巡　礼

　宗教的な世界においては、空間は均質ではない。最も聖なる価値を帯びた空間が「聖地」であり、聖地は時に世界の中心として考えられる。「巡礼」は、聖なるものを求める行為の一つであり、その形態は様々である。聖地と巡礼との関係、巡礼と通過儀礼の類似性と異質性、そして巡礼における体験の特徴などについて理解する。

同　上

宗教の発展とともに、聖なる世界にふれるための場が
叝墲ﾌ世界で重要な位置を占めるようになる。「教会」の誕生である。教会は、神の存在を知らしめることによ

12 教会と社会制度 って、日常の生活に秩序を与える機能を果たす。そこに
l々な儀礼、儀式が生まれ、制度が形成されていく。
@教会の制度について考えるとともに、その社会制度との関係や発展の歴史について理解をすすめたい。

同　上

13 セクトと世俗化

　社会制度の変化は、宗教の世界にも大きな影響を与える。社会分業の進展は、宗教制度の多様化に結びつく。教義や儀礼の合理化が押し進められ、脱神話化がはかられる。生活の領域においても、俗なる世界が聖なる世界から独立し、聖なるものによる社会の公的領域の統合力

同　上
嬬弱まってくる。様々な「セクト」が発生し、「世俗化」か進行する。セクトの発生と世俗化が、社会生活に及ぼ

す影響について理解する。

宗教的な世界においては、様々な音がその世界を満た

14 神秘主義と内面化

していると同時に、すべての音が断ち切られた「沈黙」
ｼ～状態が重視されている。沈黙は、すべての世俗的な音か排除された状態であり、その沈黙の中での祈りや、人と人、人と神との交りが宗教行為の目的とされる。超越的な聖なるものへ世俗のことばによって到達することは不可能であり、沈黙の中へかすかに聞こえてくる聖なる音はまさに「福音」に他ならな、bこの福音について理解する。

同　上

これまでの学習を三点にしぼって振りかえってみる。

15
家とアイデンティーアイー

同　上
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＝構造と解釈＝（TV）
〔主任講師：渡辺二郎（東京大学教授）〕

全体のねらい
　最初に現代の「構造主義」の考え方を追い、その特徴と限界を指摘する。次に、その前提となってい

る「近代科学」の背景と意義と射程を論ずる。こうして最後に、「解釈学」三哲単の持つ重要な意味に

ついて論究する。結局、全体としては、「構造」を取り出す考え方の解釈学的前提を明らかにし、逆に

「解釈」の構造を解明する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

一

1．普遍的なもの

1
「構造と解釈」へ

ﾌ問い

2．　「構造と解釈」一般

R．構造・解釈と存在了解
渡　辺　二　郎

i東京大学教授）

1．構造主義とレヴィ＝ストロース

2．構造主義における三つの前提

2 ＝構造主義の登場 同　上

1．構造の概念

3
構造主義に澄ける

¥造

2．構造の一般的例示

R．’レヴィ＝ストロースに於ける例示 同　上

1．母方のおじと親族構造

4
構造分析の実例と

ｻの帰結

2．構造分析の拡大とトーテミズム批判

R．野生の思考

S．その帰結一ブリコラージュと歴史批判

同　上

1．　リクールに：よる批判

2．主体性と客体性の交錯
5 構造主義への批判 同　上

1．科学と人間の抗争

2．アリストテレスの存在観と自然観
6 近代科学の背景 3．近代科学の登場 同　上

1．思考法の革命

2．世界統握の時代
7 近代的知の射程 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．存在概念の問題

2．命題関数の性質としての存在
8 ラッセル批判 3．ラッセル批判 渡　辺　二　郎

1．精神科学の基礎づけ

2．了解と解釈
9 ディルタイと解釈学 同　上

1。現存在の実存論的分析論

10 ハイデッガーの解
ﾟ学的現象学

2．解釈学的現象学の方法

同　上

1．存在可能の企役

2．了解と解釈
11 了解と解釈と陳述 3．解釈の派生的様態としての陳述 同　上

1．存在の真実の露呈

2．語りの世界
12 語　り　と　言　葉 3．言葉は存在の家である 同　上

1．言葉の成るところ

2．存在の真実の稔るところ

13 詩　入　と　芸術 3．詩入の使命 同　上

1．ガダマー解釈学登場の背景

14
ガダマーの解釈学

@　　　（その1）

2．主題と方法と立場
R．　『真理と方法』第一部の内容

S．　『真理と方法』第二部の内容（前半）
同　上

1．　『真理と方法』第二部の内容（後半）

15
ガダマーの解釈学

@　　　（その2）

2．　『真理と方法』第三部の内容

R．終わりに 同　上
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　　　　　　　　　　　＝哲学的人間学＝＝（TV）

　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：中　埜　　　肇（放送大学教授）〕

全体のねらい

　さまざまな面で人間のありかたが深く問われている現代に澄いて、人間存在の本質を根本において、

また全体として明らかにすることはきわめて重要な意味を持つ。哲学的人間学はこの課題を果たすこと

を目的とする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

哲学的人間学の目ざすもの、人間学と人類学と

の差異、哲学的人間学の視点と方法澄よびそれの 中　埜　　　肇
1 哲学的人間学の課題 簡単な歴史について述べる。

（放送大学教授）

宇宙におげる人間の独自な位置について考え、

人間の独自性を不安定性、自覚性、両義性などの

2 人間の独自性
面について考察する。

同　　　上

人間の身体が持つ意味澄よびそれの人間的な特

殊性を哲学の問題として考える。

3 身体について 同　　　上

心とは何か、心は在るのか、心の働きはいかな
るものか、意識と無意識などについて考察する。

4 心　に　つ　い　て 同　　　上

デカルト以来現代にいたるまで、単に哲学だけ

でなく、ひろく文化上の大問題である心と身体の

5 心身関係について 関係について考える。 同　　　上

人間にとって生と死は他の生物の場合と根本的

に違う。この人間独特の生と死のあり方について

6 生　　　と　　　死 論ずる。 同　　　上

人間の基本的な特質と言われる社会性の基礎に

あるもの、社会秩序の本質、代表的な社会集団の

7 社会性について 人間学的意味について述べる。 同　　　上
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回 テ　　　・一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

歴史意識の本質と生成、歴史と社会との関係、

歴史観のあり方、世界史の問題などについて考察

8 歴史性について
する。

中　埜　　　肇

神の死の前に立ったとき、明らかになる孤独性、

それと人格や実存との関係、自我の問題などにつ

9 個体性について いて考える。
同　　　上

人間にとって自然とはなにか、自然に対して人

間はどのように関わるか、その関わりが人聞に何

10 自然について をもたらすかなどについて論ずる。 同　　　上

人間にとって労働はいかなる意味を持つか、労

働はどのように進化するか、という問題を哲学的

11 労働について な視点から考察する。 同　　　上

人間は人間であるかぎり技術を用いる。そうい

う根源的な技術と現代のテクノロジーとの問にど

12 技術について のような発展があるかを哲学的に考え、また現代 同　　　上
テクノロジーの人間学的意味を論ずる，，

人間の文化の基礎にある言語の意味、それと思

考との関係、さらに知識や学問などの知的な営み
13 知識　と　情報 の本質について考える。 同　　　　上

人間は事実よりももっと広大な意味の領域に生

き、また価値によって定位されている。このこと
14 意味　と　価値 の持つ根源的な意義について論ずる。 同　　　　上

文化と文明はどう違うか。それを人間の欲望充
1 足のレベルの問題として考え、現代文明の本質に

15 文　化　と　文　明 関する見解を述べる。 同　　　　上
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＝日本の言語文化＝（R）

〔主任講師　古田東朔（鶴見大学教授）〕

全体のねらい
　日本の近代語自体を対象とし、それがどう作品とかかわりあいながら・言葉を形成してきたか9過程にそ
ってながめていく。文学作品はもちろん、それ以外の論説・翻訳・小学読本なども取上げ、話し言葉・書き

言葉における問題点について考える。

担　当　講　師

団 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
（所属・氏名）

全体の序説
言語生活の変化に応じて、明治期における話しことば

1 日本の言語文化 （標準語・方言）、書きことば（漢文訓読調・和文調）、 古　田　東　朔
言文一致等の問題が、どのように意識され、実際の作品を （鶴見大学教授）
通して具体化されていったかについて、大きく見ておく。

まず、日本語の歴史について概観する。日本語の史的変
遷からすれば、大きく古代語と近代語に分けることができ 築　島　　　裕

2 古代語と近代語 るが、それぞれどのような特色が指摘できるか。その主要 （中央大学教授）
な点について取りあげる。 山　口　明　穂

（東京大学教授）

江戸時代のことばのうち、前期は上方を中心とする上方
語、後期になってからは、江戸を中心とする江戸語が特に 坂　梨　隆　三

3 上方語と江戸語 取りあげられる。どきょうな違いが認められるかについて （東京大学教授）
ながめる。 小　松　寿　雄

（埼玉大学教授）

後期の江戸語から東京語への過程において、階層等によ
ることばの違いが、明治以後においては次第に均一化され

4 東　京　語　へ てくる。どこに基準を置いて考えるようになったかについ 古　田　東　朔
て見る。

日本の近代国家としての成立は、「国語」という意識を

確立させることになった。そのとき、どのようなことが解

5 「国語」意識の 決を要すべき問題として考えられたか。それらの数々にっ 同　　　上

彪 いて考察する。

明治以後、全国に共通して理解される標準的な話しこと

ばは、どう考えられたか。まず、文法的な面においてその

6 方言と標準語・ 統一が考えられたが、それらについてふれる。 同　　　上
共通語

「ロ語」といい、「文語」というが、実際には、その術

語でもって内容を規定していったところがある。加えて、

7 口語と文語 外国語との接触による日本文法の枠組みの再構成がかかわ 同　　　上
ってくる。その過程について説明する。
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担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

明治以後、新聞・雑誌などが多く刊行され、人々の言語
生活に影響を与えてきた。それらは、どのようなことばで

8 新聞・雑誌の 書かれ、どう発達してきたか。それらについて概観する。 清　水　康　行
ことば （日本女子大学助教授）

書きことばと話し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なる。しかし、その萌

9 言文一致の動き 芽は既に幕末期からあった。その主張や試みはどうであっ 古　田　東　朔
（1） たか。

「言文一致」といえば、これまでは小説に関して取りあ

げられるのが普通であった。しかし、明治期にあってはそ
1
0

言文一致の動き れだけではなかった。ノハ学読本の談話体の文章、講演の速 同　　　上
（2＞ 記なども加えながら、その全般の動きについて考える。

文語調の文章は、長く書きことばにおいて正式のものと

されてきた。明治初期の漢文訓読調の文章で書かれた小説
1
1

文語調の位置 ・論説・翻訳などについて見ながら、そこでの漢語の役割 同　　　上
（1） についても考察する。

前回のあとを受け、明治期の和文調の文章について見て
いくほか、漢文訓読調と和文調の統一を考えた文章など、

1
2 文語調の位置 実際の作品について見ていき、当時の文語調の文章が占め 同　　　上

（2） ていた位置と、言文一致の文章の意義などについて考える。

西欧の学術の理解のたあ、訳語を通しての努力がなされ 古　田　東　朔
てきた。室町期・江戸期・明治前期において、和語や漢語

13 訳語による新しい による訳語がどう用いられ、新しい世界がどう紹介され、 鈴　木　英　夫
世界 理解されていったかの過程について見る。 （茨城大学教授）

進　藤　咲　子
（東京女子大学教授）

近代を切り開いていった言葉の数々は、後にどう伝えら
れていくか。新しい訳語も含めた和語や漢語が、どういう

14 言語の登録 観点からまとめられていったか。幕末からの代表的な辞書 古　田　東　朔
を取りあげ、その編集の苦心のあとをたどる。

明治以降における政治・社会上の変革が、ことばの上に
どう反映されてきたか。敬語表現は身分・地位に即したも

15 近代の敬語 のから、人格の尊重という点へ変わってきた。その主張と
ﾀ際の使用はどうなのか。

同　　　上
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＝＝上代日本文学＝（R）
〔主任講師：稲岡耕二（上智大学教授）〕

全体のねらい

　万葉集は現存最古の歌集で、歌詞を母体に文字による創作歌が生み出され、律令制度の確立ととも

に中国文化の刺激により文学的な洗練を加えていった100年余りの期間の、清新な将情歌を多数収録

する・そうした万葉歌の形成・展開のすがたを、個々の歌人や作品に即して跡づけたい。今回は額田

王・柿本人麻呂とその前後を扱う。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
初期万葉歌の特徴

齊G歌の場合一一

万葉集の編纂年代

､たの記定

°?Rの国見

F智野の狩

稲　岡　耕　二

i上智大学教授）

2 相聞歌の源流

歌垣の求婚問答：　風土記に見る歌垣

V単二以前の相聞歌とその特徴

炎坙恬tの相聞歌　　三姫皇后作歌について

炎咜兜ｷ歌の特徴　　天智天皇と鏡王女
同　　　上

3 額　田　王　（一→

〈歌人の誕生〉　　額田王の作品
F治の宮処を回想するうた　　旅立ちのうた
ﾙ伝をめぐって　　共有・代作
e情のφくえ　　近江遷都と額田王
ﾟ江遷都をめぐる状況　　三輪山惜別のうた
､たのく＝場〉

　身　崎　　　壽

i北海道大学助教授）

4 額　田　王　⇔

新しい役割　　漢詩文の隆盛と額田王
乱ｶ野遊猟のおりのうた　　相聞の演技
t秋競憐のうた　　遊宴の花
z田王をめぐるなぞ　　額田王に関する史料
ｾ王・額田王の出自　　額田王伝説
ﾓ年

同　　　上

5
天智・天武天皇の

ﾌとその挽歌

皇室歌人の条件　　天智と天武　　天智天皇の
?ﾌ　　三山歌　　立ちて見に来し　　一五番
ﾌのよみ　　三山歌の構想　　鏡王女との贈答
V武天皇の作晶　　吉野のうた　　伝論歌と創
?ﾌ　　吉野の頒　　藤原夫人との雪問答天智・天武崩後の挽歌　　女の挽歌　　天智挽

ﾌ群　　「天皇」への挽歌　　天武挽歌

同　　　上

㌧6
柿本入麻呂の生涯

ﾆ作品

天武9年の七夕歌　　吉備津妥女の挽歌

k山説と妥女の挽歌　　人麻呂の長歌の性格

l麻呂の死　　臨死歌　　三山と依羅娘子

Cのイメージ、山のイメージ　　人麻呂の死地

稲　岡　耕　二

7
入麻呂歌集（→
齬ｪ体歌の性格一

二類の別

�ｪ歌について

�ｪ歌の創造

ｪ体短歌について

V鮮な個の拝情

同　　　上
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回 テ　　一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
入麻呂歌集⇔一非略体歌について一

非略体歌の位置づけ

ｭ個の歌〉への離陸

l置呂調の形成
ｵ夕歌の意義

��ﾌ長歌

神野志　隆光
i東京大学助教授）

9
近江荒都歌と日並

c子挽歌

人麻呂作家の出発

l麻呂作歌の異伝
ﾟ江荒都歌の主題
喆ﾀ皇子挽歌の思想

喆ﾀ皇子挽歌の新しさ

同　　　上

10 石見相　聞　歌

石見相聞歌への視点

ﾙ伝と推敲過程

ﾎ見相聞歌の作品的完成と133歌
¥成体としての構造と方法的意義

ﾓ年旧説をめぐって

同　　　上

11 泣血哀働　歌
齔l麻呂の：連作長歌一

亡妻晩歌の制作時期

l麻呂の妻たち

謔P長歌一騎の妻の死
Q首の短歌

謔Q長歌の構成

稲　岡　耕二

12
天智・天武の皇子
翌ｽち←）

1一一大伯皇女と大津皇子一大津皇子の謀叛
膜潤@　大伯皇女の悲傷　　大津皇子と石川郎

浴@　大津皇子の辞世歌

Q一但馬皇女と穂積皇子一但馬皇女の悲恋
恬t集の「朝川」　　穂積皇子による挽歌

同　　　上

13
高　市　黒　入
@一旅の歌人一

黒人の経歴

武lの荒都歌
謗Oの旅の歌
武lの鶴と赤人の鶴

ｪ十湊の鵠

同　　　上

14
天智・天武の皇子

翌ｽち⇔

1一志貴皇子一神吹きかへす　　連、体形の
p法　　難波行幸時の歌　　憺の御歌2一一長皇子一佐紀宮の宴歌　　参河行幸時の歌　　「あられ松原」と「早見浜風」3一弓削皇子・紀皇女一三船の山の雲

I皇女との恋

同　　　上

15

宴　と　み　や　び一長意吉麻呂と石川

@郎女

巻16の物名歌
O吉麻呂の応詔歌

O輪の崎の雨
ﾎ川郎女と田主との丁丁歌

同　　　上
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　　　　　　　　　　　　　一中古日本文学＝　　（R）

　　　　　　　　　　〔主任講師：秋山　慶（東京女子大学教授）〕

全体のねらい
　平安遷都から鎌倉幕府の開設までの400年間、平安時代の文学を一般には中古文学と呼ぶ・主たる

担い手は貴族たちであるが、彼らによって創出された多彩な文学の達成は後世に規範的な意義をもち

つづけ、日本的な美意識の源流をなした。この中古文学の展開の姿を史的に追求する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

桓武天皇による平安遷都にはじまるこの時代

の文化は、勅撰漢詩（文）集に象徴されるよう 秋　山　　　慶

1 古文学の始発 に、まず大々的な唐風文化に特徴づけられる。 （東京女子大学

その様相と歴史的意義を探り、やがてその唐風 教授）
がしだいに和様化していく過程を説く。

2
r古今集』と

@　　　その時代

　漢文学の全盛時代に和歌は貴族たちの表立っ
ｽ文学とは目されなかったけれども、万葉時代
ﾈ来の伝統が絶えたのではない・その様相を追
ﾕし、やがて『古今集』の成立に至る経過を説
qするとともに：、この最初の勅撰和歌集の世界

久保田　　　淳

i東京大学教授）

の特質に：ついて論ずる。

本来は口諦の文芸であっ準モノガタリが・こ

物語文学の誕生 の時代に固有の意義を担いつつ仮名散文の虚構

3 一r竹取物語』と 文学として発達する事情、おぶびいわゆる歌物 秋　山　　　慶

r伊勢物語』一 語が成立する経緯を探って、物語文学の本質は

何かを考える。

日記文学の成立と
物語文学と並んで仮名散文の日記文学の成立

ｵていく事情を、記録としての日記や和歌との

4
展開一r土佐日記』と 関わりその他の要因から考えてみる。また日記

ｶ学によって、いかに人間の内面世界が掘り起

同　　　上

r蜻蛉日記』一 こされるに至ったかを明らかにする。

5

虚構物語の成熟と
赶ﾕ一rうつほ物語』と

@r落窪物語』一

　当時の物語が貴族社会の女性の消閑の具とし

ﾄ無数に作られていた実状を説明し、それらの

ﾈかで特異な作品であるがゆえに現存する『う

ﾂほ物語』や『落窪物語』について、七の成立

ﾌ意義を考える。

同　　　上

漢詩に代わって公的な文学の座を獲得した和

r後撰集』・r拾 歌は、貴族たちの私的な生活感情を託す表現手

6 段として日常生活に根づいた。そうした和歌の 久保田　　　淳

遺集』の位置 機能、歌物語との関わり、また後代に及ぼした

影響などについて考察する。

日本人の美意識の伝統に規範的意義をもつ

清少納言と 『枕草子』の特質やその成立事晴を、作者清少

’7 納言の個性やその生活的背景との関わりにおい 秋　山　　　凄

r枕草子』 て考える。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

『源氏物語』の作者紫式部の人生を家集や

紫式部とr源氏物 『紫式部日記』等によって考察し、物語執筆の

8 経緯を推定し、主人公光源氏の栄華を語る『源 秋　山　　　凄
語』の世界←→ 氏物語』の第1部の世界の主題・構造を説明す

驕B

『源氏物語』の第豆・皿部の世界の推移・主

紫式部とr源氏物 題の展開の様相を追跡し、物語文学史のうえに：

9 抜きんでた独自の達成について考える。 同　　　上
語』の世界⇔

『源氏物語』が以後の文学に対してどのよう

な影響力をもちつづけたか。『更級日記』の作

10 r源氏物語』以後 者菅原孝標野の源氏物語観をはじめ、長短編の 同　　　上
物語群の様相を概観する。

一条天皇朝、和泉式部・二三衛門など女流歌

女流歌人とr後拾 人が輩出した後宮文化の最盛期を受けて、『後

11 拾遺集』が撰集されたが、その時代背景はいか 久保田　　　淳
遺集』 なるものであったかを考察し、同集の成立が王

朝和歌史の屈折点に位置する理由を明らかにする。

王朝期文化とは矛盾する性格をはらむ院政朝

和歌文学の革新 文化の性格と浄土思想が和歌文学にいかなる

12 一　詞花　の 影響を及ぼしたか、歌人層の変化、詠歌の場 同　　　上
時代一 の変質などの諸相を追求する。

歴史的事実を素材とする、いわゆる歴史物

歴史物語の諸相 語、『栄花物語』・『大鏡』などの成立の意義 多　田　一　臣

13 一r馬田物語』 を考え、それぞれに描き出される世界に：ついて

とr大鏡』一 説明を加える。 （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文

説話文学の誕生 学のいわば周縁に位置している。最古の説話集で

14 一r日本霊 ある『日本霊異記』を取り上げながら、説話文 同　　　上

異記』一 学誕生の意義を考える。

『今昔物語集』の旛大な説話群を統一するも

r今昔物語集』 のは何であったのか。説話内容の分析を通じて、

15 その世界認識のありかたについて考える。 同　　　上
の世界
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＝中世日本文学＝（R）

〔主任講師　久保田　淳（東京大学教授）〕

全体のねらい
　文学史的観点から、具体的な作品やf稼に即して、多様多彩な中世日本文学の展開の跡を辿り、そのおも
しろさを見直し、中世的な物の考え方や感じ方が日本の文学や文化に深く浸透していることを明らかにしょ

うとする。

担　当　講　師
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

内乱と平安京一新都市鎌倉の出現　　中世文学の始発

中世の展開と終焉

1 中世文学概観 中世文化・文学の風：ヒと作者・享受者 久保田　　淳
「梁塵秘抄」の成立と後白河院　　「梁塵秘抄」の世界 （東京大学教授）
「今鏡」の乱世に対する意識

「水鋤の意味するもの

俊成・西行とその周辺
九条家歌壇と新進歌人

2 新古今時代 「新古今和歌集」と後鳥羽院歌壇　　「新古今回」の歌人 田　仲　洋　己
建保期の和歌 （岡山大学助教授）

源実朝と「金椀和歌集」

承久の乱後の歌壇と「新勅撰稲歌集」

数奇　　　　　　　　　　　明恵
長明の人となり　　　　　　　　日蓮・一遍

3 数奇と信仰 「方丈記」め内実 三　木　紀　人
長明のその後 （お茶の水女子大学

法然と親鷺 教授）

津西と道ラ．

説話の盛行
「古事談」と「宇治拾遺物語」

4 説話の時代 初期の仏教説話集 同　　　上
その後の貴族説話集
「沙石集」など

説話文学の行方

転換期の到来と公卿日記
歴史物語「水鏡」の成立

5 歴史への関心 慈円と「愚管抄」 栃　木　孝　惟
承久の乱と「六代勝事記」 （千葉大学教授）
「五代帝王物語」

軍記物語の成立とその前史　　　軍記物語の特質
「保元物語」の特質とその世界

6 前期軍記物語 「平治物語」の特質とその世界 同　　　上
「平家物語」の成立と特質

「平家物語」の諸本と成立時期　　悪行者清盛の形象

勇将と生と死一義仲と義経　　　　「承久記」の位置

中世の宮廷社会と女房日記　　「弁内侍日記」
「中務内侍日記」　　　　　　「とはずがたり」

7 中世の日記・紀行 「竹向が記」　　　　　　　京・鎌倉の旅の盛行 久保田　　淳
「海道記」　　　　　　　　「東関紀行」

「十六夜日記」　　　　　　「うたたね」
飛鳥井雅有の日記　　　　　中世紀行と芭蕉　　まとめ
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担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

中世の物語の概観　　　　　　　中世物語の始発
「無名草子」と院政期の物語　　　「松浦宮物語」

8 物語の変貌 「風葉集」と鎌倉期の物語 三　角　洋　一
「石清水物語」と「我が身にたどる姫君」 （東京大学助教授）

改作の物語　　　　　　　　　　「住吉物語」
「風葉集」以後の中世物語

藤原為家と反御子左派の活動　　　歌の家の分裂
京極為兼と「玉葉和歌集」

9 和歌と随筆 「風雅和歌集」と軸心和歌集」 田　仲　洋　己
室町時代の和歌
兼好の虫涯と「徒然草」の成立
「徒然草」の周辺

初期連歌　　　　　　　　　　二条良臣と「菟玖波集」

連歌中興の時代　　　　　　　竪紙とその門流
10 連歌と禅林の文学 鎌倉初期の漢詩文　　　　　　五山の漢詩文 同　　　上

義堂周信と絶海中津
後期五山文学と一体宗純

南北朝の動乱　　　　　　　　r太平記」の構成
吠平記」の成立　　　　　　「太平記」の視点

1
1

後期軍記物語 「太平記」と「平家物語」　　　「楽派正統記」 橋　本　朝　生
「梅松論」　　　　　　　　　室田揮記 （山梨大学助教授）

時衆の関与

物語草子という名称　　　　　中世物語から物語草子へ
物語草子の特色　　　　　　　公家物の物語草子

12 物語草子の世界 宗教物　　　　　　　　　　武家物． 三　角　洋　一
「曽我物語」と「義経記」　　庶民物

外国物と異類物

中世芸能　　　能・狂言の成立　　　能の形成
能の作品　　　工作の流れ　　　　　花ζ幽玄．

13 中世の芸能 狂言の形成　　　　　　　　狂言の作品 橋　本　朝　生
狂言の素材　　　　　　　　　共感の童心．’

曲i舞・主物舞曲　　　　　　　舞曲とその素材
古浄瑠璃・説経　　　　　　　小歌」

はじめに一中世語の特徴　　　　活用形の意味r
古代語の活用

14 中世の文学と表現 「まほし」から「たし」ヘー活用形の意味の消滅 山　口　明　穂
時の意識の転換一語尾から語中へ
格の意識一主格　　　　　　　、、口語体の発生　
まとめ

戦国乱世から家康の天下統一まで
文化の地方伝播と地方都市の形成

15 中世から近世へ 欣求浄土から生の肯定へ 久保田　　淳
俳譜の連歌
狂歌の成立と展開’
ﾌ謡・芸能における近世への移行
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　　　＝和文古典W＝（R）
　　　　　　　一近世の文学一
〔主任講師：村松友次（東洋大学短期大学教授主任講師：清登典子（筑波大学助教授））〕

全体のねらい
　徳川幕藩体制のもと、商品経済の発達と識字層の増大に支えられて花開いた近世文学。その形成と展

開の種々相を、中心的な作家・作品を取り上げながら検討してゆく。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1　近世文学の胎動

近世文学の胎動と 揺れる歌枕／憂世から浮世へ／出版ジャーナ 篠　原　　　進
1 リズムの誕生 （青山学院大学

仮名草子
2　仮名草子の世界
@　パロディの文学／中世風の物語と新しい風／

助教授）

仮名草子の作者たち／浅井三三

1　西鶴浮世草子の誕生と展開
俳譜のアバンギャルド／俳図師西鶴／三之助

2 浮世草子と西鶴（1） の誕生／流行作家への道／疾走する西鶴／求

S化する主題／西鶴工房 同　　　上

1　西鶴晩年の世界

桜彰かなし一沈潜の季節／冬の西鶴一晩年の世界

3 浮世草子と西鶴（2） 2‘’ｼ鶴の同時代人と西鶴以後の作者たち

@西鶴の残香一本屋作者たち／マイナーの季節／やつ 同　　　上

しの世紀一一風と墨蹟／八文字屋の光と影一抗争へ

／享保の其上／八文字屋の落日／気質物の復活

1　近世図譜の源流
俳譜の連歌／俳譜の始祖

4 　　　　　　　　　　　2
ﾟ世初期俳譜、

　貞門俳譜
@松永貞徳／近世俳書の出版／貞徳の俳薬酒
R　談林俳譜

清登　典　子
i筑波大学助教授）’

反貞門俳譜の台頭／西山宗因／談林の俳風／談林俳

譜の史的意義

1　芭蕉の出発
2　新風の旗手として 村松　友　次

5 芭蕉の世界（1） 3　深川退隠
S　蕉風確立一『冬の日』時代
T　旅の芸術化一野ざらし紀行絵巻

（東洋大学短期

@　　大学教授〉

6　『於くのほそ道』旅中、三三の思索

1　蕉風円熟一『猿蓑』時代

2　軽み一『炭俵』時代

6 芭蕉の世界（2） 3　虚構の作品『澄くのほそ道』
同　　　上

4　芭蕉の終焉

文入　の時　代
文人成立の背景／文人とは／但陳学の登場／祖陳
wの文学観／成立期文人の典型／文人精神の余波 揖斐　　　高

7
一文人の成立と （成蹟大学教授）

狙僚学こ
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

●

古今伝授と堂上歌壇の成立／堂上和歌と地下歌入
／反堂上派の気運／国学の成立と万葉風の提唱／

8 近世和歌と国学
本居宣長の「もののあはれ」論／京都歌壇の新風
^幕末の個性的な歌人たち 揖斐　　　高

読本成立の背景／都賀庭鍾と『英草紙』／建部綾
足の読本／上田秋成／『雨月物語』／『春雨物語』

9 前期読本と秋成
／前期読本の特色 長　島　弘　明

（名古屋大学助教授）

1　蕉風中興運動
芭蕉没後の俳譜／蕉風中興運動／運動の担い
手たち／運動の終焉

10 俳譜中興期と蕪村 2　蕪村の人と芸術 清登　典子
蕪村の生涯／夜半亭継承／蕪村の立場／蕪村
の創作意識／蕪村俳譜の世界／蕪村と芭蕉／
発句中心の時代

遊俳と業俳／我と来て遊べや親のない雀／西国行
脚と『父の終焉日記』／化政期俳話と一茶調／

11 化政期俳諮と一一茶 『七番日記』『澄らが春』／一茶の評価 村　松　友　次

1　狂　歌
近世以前の狂歌／近世初期の狂歌／狂歌と落
首／貞門挙上の活躍／狂歌と他のジャンルの

12 狂歌　・川柳
　関係／貞柳とその一一門／天明狂歌／天明狂歌　以後

Q　川　柳

長　島　弘　明

ｴ　登典　子

川柳の名称／高高川柳／『誹風柳多留』の刊

行と「川柳の成立」／「川柳」の世界

戯作とは／文運東漸／談義本／酒落本／赤本・黒

13 戯作の世界（1）
本・青本／黄表紙

板　坂　則　子

（群馬大学助教授）

寛政の改革／戯作の変化／後期黄表紙／合巻／人
情本／天保の改革／滑稽本

14 戯作の世界（2） 同　　　上

後期読本の形成／京伝の読本／馬琴の読本／その
他の読本／読本の衰退

15 後期読本と馬琴 同　　　上
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　＝近代文芸1一（R）
〔主任講師：紅野敏：郎（早稲田大学教授）〕

全体のねらい

　日本の近代文学に澄ける成熟期一1910年代一の作家（漱石・鴎外・荷風・谷崎・志賀・有島・
藤村・秋声・芥川・啄木ら）と時代との関連、主要作品の構造と分析を行なう。1910年代の自然

主義・反自然主義との対応、作家の芸術と実生活のかかわりを把握。また「白樺」「早稲田文学」

「新思潮」「青轄」など主要雑誌の検討

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

「白樺」の出発一大正文学の一

@　　発　端　（1）

　武者小路実篤・志賀直哉・有島武郎らの「白

秩vの前史と「白樺」初期の特色の究明。明治
ﾌ「公」に対する大正の「私」の意識。文学と
?pとの接点。志賀の初期の日記・ノートなど
ﾌ検討。「お目出たき入」と「かんかん虫」と
u網走まで」の作品分析。

紅　野　敏　郎

i早稲田大学教授）

2

「三田文学」をめぐ

ﾁて
齣蜷ｳ：文学の

@　　発　端　（2）

　「三田文学」創刊号に診ける永井荷風の「紅

モﾌ後」の魅力と荷風の文学意識：の検討。大逆

膜盾ﾉおける荷風を中心とする「三田文学」

uスバル」関係者（佐藤春夫ら）の反応。「早

贒c文学」との対比。パンの会の動向（これも
?pと文学とが関連）

同　　上

3

谷崎潤一郎の出現一大正文学の一

@　　発　端　（3｝

　谷崎潤一郎の最初期の戯曲と小説の分析。「刺

ﾂ」と「秘密」などが中心。潤一郎と漱石との

ｩかわり一とくに「門」をめぐって一。

u白樺」との差（「白樺」の場合は漱石では

uそれから」が軸となる）

同　　上

4 啄木と大逆事件
@一明治の終焉一

　啄木の代表的日記「ローマ字日記」の分析。「九月の夜の不平」から「呼子と口笛」に至る

嵂ﾘの大逆事件への反応の点検。白秋の「思ひ

o」との比較。意外の大逆事件への反応との比

r。啄木と現代（寺山修司などを含めて）。

同　　上

5

漱石文学の魅カー「夢＋夜」「そ

黷ｩら」「門」を
?Sに一

　1910年前後の中期の漱石の作品分析。と
ｭに「夢十夜」における作品の意：味づけ。漱石

ﾆその門下生及び後進の文学者との関連、漱石

ﾌ初期作品（「吾輩は猫である」や「草枕」など）

ﾆ中期作品の内容と文体の相違。

同　　上

6

漱石文学の魅カー「道草」と「明

ﾃ」を中心に一

　漱石の晩年の二つの長編小説をこまかに分析

ｵ、一般によく知られている他の初期・中期の

?iよりさらに意味があることに力点を澄く。 同　　上

7

「暗夜行路」の検

v一志賀文学の特
F一

　「暗夜行路」のプラスの評価とマイナスの評

ｿをめぐって、作品の魅力をさらに精細に検討

ｷる。最初は「序詞」と前篇の構造、伏線、文

ﾌの面からはじめる。その前身である草稿の類
i私小説「時任謙作」といわれているもの）も
沒｢の材料に用いる。

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

後篇の展開と「大山」体験の意味をさぐる。

8

「暗夜行路」の検

｢一志賀文学の特
数多くの志賀研究史とつきあわせ、この作品の

e響と受容の歴史もあわせて考える。
紅　野　敏　郎

色一

「暗夜行路」と対比しつつ、有島の「或る女」

「或る女」の検討 の構造を分析する。前後篇をあわせて行ない、

9 一有島文学の この作品の時代開学と：なった明治30年代にっ 同　　上
特色一 いても考えていく。また「白樺」に連載した前

篇にあたる「早る女のグリングス」との対比も
行なう。

第二次「早稲田文学」の特色を検討しつつ、

藤村　と　秋　声 「家」の構造と「あらくれ」（「新世帯」など

10 一「家」と「あらくれ」 他の作品も含む）の構造を比較検討する。自然 同　　上
をめぐって 主義文学の特質、とくにその郭勤なねばり強い

人生とのかかわりに力点をおく。

花心に画ける入生の苦悩と「田舎教師」との

花　袋　と　白鳥 関連。回想集「東京の三十年」も材料に用いる。

11 一「田舎教師」と
q可処へ」をめぐって

白鳥の人生観と「何処へ」との関連。明治30
N代の青年と40年代の青年の意識の差に注目。
鋳ｹの回想集「自然主義文学盛衰史」も材料に

同　　上

用いる。

文学史に澄ける 鴫外の晩年の歴史小説の検討。ついで宮嶋資
大正5年（1916）の 夫の「坑夫」、中條百合子の「貧しき人々の群」

12 意味 をあわせ眺め、白樺派、耽美派の全盛、自然主 同　　．上

一近代と現代の 義文学者の執拗な奮闘をも視野に入れ、漱石の

接点一 死C12．月9日）でしめくくられる大正5年の
多層的な位置づけを行なう。

「青鞘」「奇蹟」 平塚雷鳥らの「青鞘」の出発と展開。広津和

「近代思想」の 郎らの「奇蹟」の出発と特質。大杉栄、荒畑寒
P13 問題点 村らの「近代思想」の冬の時代における仕事の

同　　上
一理の時代と 意味。堺利彦の「へちまの花」、土岐哀果（善

女性運動一 麿）の「生活と芸術」にも言及。

独歩や直哉を経て芥川において短編小説の魅

芥川文学の特質 力が発揮され、梶井基次郎・井伏鱒二らに引き

14 一短編小説一 つがれていく。初期の作品群を中心にする。第
同　　上

の問題点 三次・第四次「新思潮」の検討もあわせ行ない、

菊池寛・久米正雄i・豊：島与志雄らとの比較も考
える。

「赤い鳥」「新しき村」 鈴木三重吉の「赤い鳥」の運動、武者小路の

「種蒔く人」の対比 「新しき村」の運動は同じ1918（大正7）
．15 一ユートピアとプロ 年。この二つの根底にあったものをさぐり、つ 同　　上

レタリア文学一 いで1921（大正ユ0）年よりはじまる「種
蒔く人」の意味を探究する。
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＝近代文芸π＝（R）
〔主任講師：紅野敏郎（早稲田大学教授）〕

全体のねらい
　「近代文芸1」で扱えなかった近代文学創出期の文学者坪内迫遙・二葉亭四迷・森鴎外・北村透谷’

樋ロー葉・国木田独歩からはじまる近代の短編小説の系譜、正岡子規・与謝野晶子・島崎藤村・北原白

秋・斉藤茂吉・萩原朔太郎ら近代の詩歌を中心に活躍した人を作品の特質を追求する。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

迫遙の文学論「小説神髄」と実作「当生書生

1
近代文学の三選
@　　　1

気質」との関連と、適遙の影響を受けた二葉亭
ﾌ文学論「小説総論」と実作「浮雲」との関係を

紅　野　敏郎

適遙と二葉亭 対照的に把握し、近代文学創出に際しての二人の （早稲田大学教授）

文学者の同質と差異を探索する。

ドイツより帰国した森鴎外のドイツ土産三部作

近代文学の出発
の一つの「舞姫」をとりあげ、その作品構造を分

2 2 析するとどもに、官僚としての森鴎外と文学者と 同　　　上

森　　　鴎　　外 しての森鴎外の心理の二重性をさぐる。

自由民権運動に参加し、やがて離脱、政治から

近代文学の出発 文学への道を歩いた透谷のペンによる活動を検討

3 3 する。とくに透谷の評論活動は「文学者」という 同　　　上・

北　村　　透　谷 ものの基本姿勢を如実に示す。近代の文学者のな
ﾈかで理想と現実の矛盾に悩み、自殺した最初の
人。

一葉の「たけくらべ」「にごりえ」「十三夜」

近代の短編小説 左どをとりあげ、短編小説の切れ味の鋭さ、その

4 1 魅力について言及。一葉の場合、西鶴の影響を受 同　　　上・

樋　　ロ　一　葉 けた、テンポの早い雅文脈の文体、その物語性の

展開について考察する。一葉の日記にも触れる。

詩から散文に移った独歩の資質、日記「欺かざ

近代の短編小説 るの記」と佐々木信子との恋愛、そのあと展開す

5 2 る短編小説「武蔵野」「忘れ得ぬ人々」「非凡な 同　　　上

国木田　独　歩 る凡人」r号外」「竹の木戸」などをとりあげ、

独歩の短編の特質を検討する。

読売新聞記者より作家に転じた正宗白鳥の初期

近代の短編小説 の短編一「玉突屋」「塵埃」「五月幟」一などをと

6 3 りあげ、自然主義文学者の皮肉な眼で見た人生の 同　　　上

正　宗　　白　鳥 断片、それを描くつき放した手法について考察す

る。

「閉る朝」のような日常生活のなかの不快から

7
近代の短編小説’
@　　　4
u　賀　直　哉

快へ切りかわる心理、「清兵衛と瓢箪」に見られる

q供の豊かな肉眼による美の発見とそれを圧殺す
髑蜷lたち、その他「祖母のために」「正義派」
u苑の犯罪」「城の崎にて」「真鶴」など簡潔無

同　　　上

比な表現の技法について考察する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

処女作といわれている「山椒魚」や早稲田時代

近代の短編小説 の友人とのかかわりを描いた「鯉」、また「屋根

8 5 の上のサワン」はじめ、ユーモラスでかつ訟刺の 紅　野　敏　郎
井　伏　　鱒　　二 利いた詩情を含んだ井伏作品の特質を考察する。

「青空」創刊号に載せた「檸檬」を中心に若く

近代の短編小説 して亡くなった梶井の名作を分析、昭和の文学者

9 たちにその短編の心象風景は大ぎな影響を与えた。 同　　　上
梶　井　　基次郎

俳句と短歌の本質的な改革を行なった子規の病

近代の詩　歌 床生活の実体とその実作を検討、あわせて子規の

10 1 エッセイの持つ写生文の力について考察する。 同　　　上
正　岡　子　　規

「明星」の史的位置づけと、晶子の「みだれ髪」

近代　の　詩歌 を中心に、歌人としてのわくをはずれた豊かな才
11 2 能や女性としての生きかたの迫力：などにも言及す 同　　・上

与謝野　晶　子 る。「明星」のなかから、琢木も高村光太郎も北

原白秋も木下二太郎も生まれてくる。

北村透谷のあとを受け、自殺ぜずに泥にまみれ

近代　の　詩歌 ながらも生きつづけた藤村の初期の詩集について

12 3 考察する。とくに「若菜集」から「落梅集」に至 同　　　上
島　崎　藤　　村 る四つの詩集を吟味する。

詩人と歌人を兼備、さらに童謡や散文活動な
近　代　の　詩歌 ど多面な才能を発揮した白秋の初期の詩集「邪宗

13 4 門」「思ひ出」と、歌集「桐の花」をあわせて考 同　　　上
北　原　　白　　秋 察する。郷土柳河とのかかわりで、文学と郷里

（出身地）との関連もここで考える。

子規や伊藤左千夫のあとを受け、「アララギ」

近代　の　詩歌 の発展につとめ、処女歌集「赤光」をまとめた茂

14 　　　　5
瘤R牧水と斉藤茂吉

吉の生きかたとアララギ的写実の方法と、九州日

?謔闖繼桙ｵ、旅と酒を愛した若山牧水の流れる
同　　　上

ような自然のリズムを対比させる。

15

近　代　の　詩歌
@　　　6

qｺ光太郎と

　光太郎の処女詩集「道程」の分析、また白秋の

e響より出発した朔太郎の初期の歌集「ソライロ

mハナ」及び作表作「月に吠える」の検討。
同　　　上

萩原　朔　太郎
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＝漢　文　古　典 1＝（TV）

　　　　　　一江戸時代後期の儒学一

〔主任講師：頼惟勤（千葉経済大学教授）〕

全体のねらい

　日本において作られた漢詩・漢文について、江戸後半期を取り上げて諸作品を講読し、関連事項に及

ぶ。これによって、日本漢学の日本文化において占める役割りが若干なりとも解明できることを目指す

ものである。各回とも講義の糸口を原則として頼春水『師友志』から取り、兼ねてその人の諸作品と関

連分野とに及ぶ。

回 テ　　　・一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

　柴野栗山（1736－1807）江戸昌平讐の儒
ｯ。寛政の学制改革に当った。享和2年10月の

頼　　　惟　勤

1 柴野栗山と赤壁会 赤壁会の盛事を紹介する。 （千葉経済大学教授）

尾藤二三（1747－1813）昌平蟹の儒官。

2
尾　藤　二　洲　と

秩@楽　天　の詩

晩年に白楽天の詩を好み、同僚の古賀精里との

ﾔで応酬した。その間の経緯を概観、する。 同　　上

古賀精里（1750－1817）昌平讐の儒官、
肥前・佐賀の出身。曽て回忌齋に従い、対島に

3 古賀精里と通信使 赴き、朝鮮通信使に応接した。 同　　上

岡田寒泉（1740－1816）昌平蟹の儒官。

4
岡　田　寒　泉　と

ﾀ学　の　実　践

のち関東の諸郡に出て代官となった。実学とは

{来、実践躬行の学問の意味で、矢子学がその

纒¥である。寒泉の学問がすなわちそれである。
同　　上

服部栗齋（1736－1800）江戸の麹濃書院

5
服部栗齋　と
]戸市井の漢学

の主。麹援書院そのものは純粋に市井の漢学塾

ﾅはないが、そのような塾での基本的な教養が

ﾇのようなものであったかを取り上げる。
同　　上

若槻幾齋（1744－1826）京の聖護院村に
住み、その学行が幕府当局に認められて表彰さ

6 若槻幾齋と京儒 れたこともあったという。 同　　上

中井竹山（1730－1804）大坂の懐鞘堂の

主。弟の履軒も著名な学者で、この兄弟の学問

7 中井竹山と懐徳堂 は広般な影響を世に与えた。 同　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 単子琴と混沌詩社

　葛子琴（1739－1784）大坂の医にして且
ﾂ詩人。片山北海が主催する混純詩社の中で、

ｻの才名を称せられた。 頼　　　惟　勤

9 趙賛詞と黄臨空

　趙陶　（1713一一1786）長崎に生れる。父
ﾍ唐人。黄環i僧となり、還俗後、江戸・大坂・

艪ﾉ転住。兼ねて全国を旅行した。憎侶の漢学

ﾉ対する寄与は甚だ大きい。また道教的なもの
煦ﾄ外に日本文化の中に嘘泣しているといわれる。

同　　上

10 飯岡義齋と家庭教育

　飯岡義齋（1716－1789）大坂の儒医。曽
ﾄ石門心学（大坂の尊性堂）を修めた。その子

翌ﾉ対する教訓は極めて熱心であった。 同　　上

11 菅茶山とその周辺

　菅茶山（1748－1827）備後・神辺の詩人。

桙?驍｢は江戸に澄いて儒者文人と広く交った。

告lであると同時に、『福山志料』の纂修に関

浮ｵ、随筆の分野でも著名である。
同　　上

12 高芙蓉と書画笈刻

　高芙蓉（1722－1784）江戸時代の笈刻を
|術的水準にまで高めた。このころ漢の金印が

o土したこともあって、漢の方寸印に倣った印

ｪ作られた。
同　　上

13 平賀中南と赤穂義士

　平賀中南（1722－1792）安芸出身の儒者。
蜥ｪに学び、のち京坂に住んだ。『天野屋利兵
q伝』の刊行にも言及する。’

@　「

同　　上

14
長久保赤水と地理

V文

　長久保赤水（1717－1801）水戸薄彰考館
ﾌ学者。『大日本史』の地理志を纂修した。

ｻのころの天文・地理・医学にも触れる。 同　　上

15
樺島石門と親藩の

w問

　樺島石階（1754～1827）久留米藩儒。細井平

Fの門人・三二は尾張藩に属する。紀州藩には

逅ｧの研究者、あるいは文献学者が出た。’ 同　　上
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＝漢文古典皿＝（R♪
　　　中国小説史への視点
〔主任講師：大塚秀高（埼玉大学助教授）〕

全体のねらい
中国は三千年置及ぶ悠久の歴史を持って診り、小説の歴史もこれに応じて長い。しかし同じ漢字を使

いながら、小説という言葉の意味内容は時に応じて違いを見せる。この小説概念の変遷を、小説がそれ

に立脚した物語の伝統に目配りしつつ、春秋戦国の時代から清白まで追跡し・かつ中国小説の日本への

影響についても触れたい。

回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
小説と物語
j家と方士たち

　萬言と小説　小説と小説家　史官と方士　史

Lと漢書　三門の会　陸質と楚漢春秋　史書と

焔`小説　春秋と国語　方士の語った小説
大　塚　秀高

i埼玉大学助教授）

2

志怪から伝奇へ
j家と読者に於け
髟ﾏ化

　丁丁と五行・識緯思想　類書と古小説千早

}旧記と干宝　曹　と劉義慶　サロン文人と物

黷ﾌ伝統　伝寄の誕生　古鏡記と遊仙窟　物語

ﾌ場

同　　　上

3

仏教と説教
梃ｱ記と遊行僧

　丁丁記の成立　憎憎記的性格の志怪　金剛千

迪ｱ記の流行　唐臨と冥報記宋・明に於ける
熏ъo応験記　　洪蕩と夷堅志　鬼国母　文芸

ﾌ担い手としての僧侶　転変と転遷説経と文

|

同　　　上

4

二二の夢
Vたな「小説」の
a生

　志怪にみる仏教の影響　六朝貴族社会の崩壊

ｭ講と市人小説　沐京と臨安　東京夢華録：と夢

ﾀ録　三子と勾欄　説話四家　講史書と「小説」

ｹ堂話と酔翁談録

同　　　上

5
神話の没落
@から五通へ

　霊怪の門門　白州と山魍　独白の山魍　山海

oと山海経図　菱一足　狸・果陽・績巨人　山

sと猿　畢方・木客・その他　四神五通　財神

ﾜ通

同　　　上

6

類書から通俗類書へ

`奇小説の変遷
@　　そ　　の　一

　種本と話本　煙粉・伝奇と女鬼　文言の伝奇

ﾆ白話の伝奇　宋代の小説集　二つの酔翁談録

負蕪狽ﾆ紅納密約　張生負李氏娘　類書と通俗

ﾞ書　明代後期の通俗類書　伝奇小説の長編化

同　　　上

7

短篇小説だった
?G伝
ｷ篇小説の育たぬ
墲ｯ

　水撃伝成立史・梁山泊と百八人の好漢宣和
竡磨@水窪の盗賊たち　好漢の銘々伝　水母伝

ﾆ「小説」　梁山にのぼれなかった好漢たち

著b小説と作者

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

8 法家と小説家の間
�ﾄ概念の変遷 大　塚　秀　高

9 包白図の登場
u唱文芸のとりで

　民衆に愛された包公　包公の実像と虚像　町明を巡る民間信仰　白州説話と「小説」　有名無名の判官たち、宝をめぐる物語　説唱詞話から説書へ　公案小説から侠義小説へ

同　　　上

10
幽霊さまざま
`奇小説の変遷
@　　そ　の　二

　元未明初　勢灯二話いとしい幽霊　崇る幽霊王魁負心と白骨厘　自刎と怨念　丁丁える幽霊取殺す論理と取り締まる論理　鴛湖誌余雪窓談異と幽怪詩舞

同　　　上

11 話本から小説へ
S供と創作

　洪鞭の清平山堂　熊龍峯四種小説と通俗類書戸戸変泰話本と紅白蜘蛛記　二言百二十篇の素性　薦夢龍　柳七官入像の変化

同　　　上

12 伝奇から小説へ
迢ｳと女性の運命

　劉小官雌雄兄弟　男装の目的　女性の孝と頸回方三義伝　梁山伯と憎憎台　心堅金石伝霞箋記に於げる改悪　嫌疑と恥辱

同　　　上

13 白蛇伝の登場
ｯ衆のはぐくむもの

凶夢龍の白蛇伝西湖の怪の話：ヨ径の話虫
ﾖ
の
話
　
嫉
妬
と
蛇
　
白
蛇
伝
の
成
立
　
白
娘
子
の
解
放

同　　　」二

14

金三三から高楼夢へ

ﾋ子佳人小説と佳人
ﾌ男装

同　　　上

15 さまざまな小説
ｴ末小説に至る流れ 同　　　上
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＝西洋古典学＝ （R）

〔主任講師：久保正彰（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　西洋古典とは、古代ギリシャ・ラテンの文物の漠然とした総称であるが、今回は、“古典”という

獅を設けた古伽一マの修辞学の要請を出発点どして、修辞と鰯者の立場擁を主眼とすること
を明らかにし、　　　　　　　　　　　古典文学の中でも古典であるギリシア文学の中に、ヒューマニズムの母体ともいうべ

き修辞論の展開を具体的に辿ってみたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．　西洋古典とは何か
ギリシア・ラテン学事始あ　　ケーベル博士と弟子たち　　西洋古典とは

1
序論一西洋古典

何をさすのか1西洋における「古典」概念の渕源　　近世以降の西洋古典学の変貌一古代学研究へ　　付記一作品伝承について2　西洋古典学とはどのような学問であるのか

久保　正彰
と西洋古典学

　2つの古代言語の関係　　ギリシア文学とラテン文学は表裏一体　　新喜劇はローマ喜劇の中から　　ホメーロスとウェルギリウスー古典古代における文化交流　　　　　　　　西洋古典学と古典文献学　　古伝文献学における客観性と

（東京大学名誉教授）

主観性　　ローマの寒夜の月明について　　エピローグ　　〔参考文献〕

はじめに

L　ホメーロスの時代と作品

2
謙鱗鑑纏星響エネ鑑ス禦・漏

2．ホメーロス叙事詩に映しだされた背景と神々

ホメーロス叙事詩

ﾌ構造一『イー
謙鱗鐸撫1蝉夏誓繍熟畑鵜

3

リアス」を中心と

ｵて

3．ホメ’一ロス叙事詩の演劇的技法
撃兼蝸ﾘξ萎萎欝藁1馨難燃4．ホメーロスの聴衆一「アキレウスの盾」を中心に　聴き手たちはホメ一山スの中にいる　　比喩　　出たちと民衆＿サルペ磐＝＝撫養豪さ櫻繧雑慰籍戦争盾の講譲え 同　　　上

1．詩人誕生
詩の女神たちとの出会い　　自らを語る詩人ヘーシオドス　　ヘーシオド

4

スの言語とホ臨月ロスの言語　　真実を歌う　　詩人ヘーシオドスの位置づけ　　叙事詩人としてク）職業的訓練　　ヘリコーン山における祭祀　　詩女神たちの叱責　　　　　　　　　新しい詩人の自覚　　ホメーロスとの違い一“真実の歌”

＝@思想への道

ヘーシオドス

一思想への道

神ネ

同　　　上

5
蒲：鵬騨鞘管搬講話・駕オ講鹸』人間のうける災禍と選択とのかかわり　　人間の退歩一『5つの種族』騨翁3の綴織募出発追い竃義騰娚膜ムの馨勲饗リシアの歴史とへ一シ沖津スの教え　　〔参考文献〕

1．　『サッポーの手紙』

ギリソア　情詩の特色一リズム構造　　言語的特色　　　情詩人の作品
伝承　　作品詩巻の厘滅　　サッポーの姿を求めて　　『サッポーの手紙』
の発見　　ルネサンス人文学者たちのサッポー探究　　カルデリー二、サッ

6 ボー断片を発見　　メルラの文体的着眼　　　情詩人の断片探究　　　情詩
の言語とリズムの復原を求めて　　アーレンス、ヘルマン、ベルク

2．　情詩人たちの世界
パピルス詩巻に　情詩人の作品再発見される　　西暦2世紀編の　情詩人

情詩入の再発見
作品集　　最古の　情詩人アルクマーン　　アルクマーンの天地創造神話　情詩人の思想的広がり　　サッポーとアルカイオス　　古代文献の中に伝

一その1

わったサッポーの作品と令名　　パピルス詩巻からのサッポしの世界　　叙事風の歌も　　アルカイオスー内乱の詩　　パピルス詩巻が映しだすアルカイオス像　　アルカィオスの政治活動　　ピッタコスのこと　　アルカイ

同　　　上

オスの政治詩の特色　　内乱の詩の語らぬ半面・貴族・民衆・僑主　　内
乱の別角度からの観察　　ソローンの詩一内乱に直面して　　『大地』女

7
神の証言を求めて・神話と政治とは別ものではない　　〔参考文献〕

、
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．　ステーシコロス誕生
ステーシコロ入名のみの大詩人　　作品涯滅…影響といわれるもののみ

題名つきの作品13篇　　叙事詩とのかかわり　　「ヘレナー・悔悟の歌」
「オレステイアー」の残影　　パピルス詩巻イ英雄帰郷』発見　　rオデ
ユッセイアー」のエピソードをもとに　　ステーシコロスの場面処理　　ホ
メーロス叙事詩を合唱　情詩へ　　合唱英雄詩rガーリ昌オナーイス」

8
パピルス断片以前一ヘーラクレース伝説の1エピソー・ド　　リズム構成神々の集合一筋書きの指示（？）夢の島への場面移動　　母親の嘆願　　ゲ

一リュオーンの決意のことば一サルベードーンとの類似性　　作戦の方針
死の比喩一3度ホメーロス叙事詩を手本に　　小叙事詩「ゲーリュ心心ン
の歌』　　直接話法部分の重要性　　”劇詩”と鱒演劇詩”との違い　　能

情詩入の再発見
　曲との比較　　河曲における叙事詩の演劇二化　　『実直』の書止　　叙事

高ｩら演劇詩への中途点へ　　ステーシコロス・二曲・ギリシア演劇詩2　バッキ5リデースと，、情詩の演劇的展開

バッキ晶リデース詩集、パピルス書巻の中から現る・パヅキュリデース 久保正　彰
一その2

についての伝承　　ディテユラムボスの詩人、パッキュリデース　　規模、形式上の特色　　「若者たち』の物語　　修飾性の大きい言語　　船上の出

来事　　テ一骨ウスの警告　　ミーノース王の挑戦　　テーセウス、挑戦に：
応じる　　詩人の語りによる場面展開一船上の哀愁　　詩人の語り一海
底への場面展開　　生きている枕言葉の表現性　　重なりあう情景一「イ

9
一リアス」第1巻　　叙事詩的言語の変容と活性化　　美を恐れる英雄一
pッキニリデースの審美慈悲劇詩との構造的比較　　「テーセウス」の場
合一特異な対話構成　　アテーナイ王アイデウス対質問者　　アイデウス
王の答え一怪しい男の出現　　怪しい男についての問い　　怪しい男の装
束、風態　　判じものの形で明かされていくテーセウス伝説のエピソード
演劇的対話技法の応用　　構造的差異　　作品目的の差異　　ステーシコロ
スからの1つの発展と完成　　ディテユランボスと悲劇詩は双生児的関係
パピルス写本に現れる古代の校訂家たちの姿　　（参考文献〕

1。悲劇の誕生
ゼウスの頭より　　ステーシコロスからギリシア悲劇へ　　アイスキュロ

ス悲劇の規模　　悲劇合唱隊の誕生　　吟唱者から演技者へ　　自らが作り
だす演劇の場　　演劇のリズム・合唱団のリズムの相互補完　　役者登場

10
視覚的要素の出現　　演劇仮面の機能　　タイプと組み合わせ　　仮面と科白　　演劇科白の言語とリズム　　2つの文化・2つの伝統　　2つの流れ

ギリシア悲劇の基
の合流・融合　　演劇活動を支える力　　悲劇・喜劇の製作・上演は社会的現象　　国家の行事としての演劇祭　　アテーナイ民主政治の申し子

本構造一アイス
a　rベルシァの人々』の基本構造
@唯一の歴史事件をテーマとしたギリシア悲劇　　題材となったペルシア戦
?ﾌ概要　　サラミースの海戦　　サラミース海戦から7年余りのち　　プ 同　　　上

キュロスの『ペル
リューニコスの『ポイニーキアーの女たち』　　悲劇の場はペルシアの王宮合唱隊の配役　　使者の報告　　報告場面の設定　　基本的合致点はただ1

シアの丁々』
つ一敗者の体験として　　アイスキュロスの使者場面　　最も重要な違い
嘯ﾆ凸とに映る勝敗の原因　　誇張されねばならなかった真の理由　　ダー

11
レイオスの亡霊場面の背後には　　エレトリアの劇場のせり上げ　　人間でありながら大自然を支配しようとする愚挙　　ダーレイオスの目に映じる真

実の相　　歴史・人身・大自然の摂理　　ダーレイオスの言葉はギリシア世
界をも包みこむ　　ひとりの人聞一クセルクセースの悲嘆　　悲劇と歴史
記述の最初の接点　　〔参考文献〕

1．　rオレステイアー』　一アイスキ昌ロス璽　iの
三部作構成を打ちだす　　演劇の規模・観客の規模　　ステーシコロスの
『オレステイアー」　　アイスキュロスのrオレステイアー』三部作
『アガメムノーン』一コロスの目を通じて　　使者　　原因分析一ダー
レイオスの言葉　　アガメムノーン登場　　クリュタイメーストラー、王を

12
あざむく　　カッサンドラーの哀れな願い　　入間とは…　　アガメムノー
刀A断末魔の声　　クリ心延イメーストラーの言い分　　rアガメムノーン」
のリズムを支えている合唱隊　　「コエーポロイ」の合唱隊　　かの女たち
は何もの．　カッサンドラーの予言成就を見守る仲間たち　　「エウメニデ
ス』の合唱隊　　クリュタイメーストラーと合唱隊は一体となっている

ギリシア演劇詩の 合唱隊は連鎖的に演劇の中心部へ　　合唱隊の変容冒三部作の終結　　演劇
I手法の巧さ　　三部作構成でなくては表現できなかったもの　　合唱隊の
仮面・装束から生じた必然的結果　　「オレステイア一一」における“完成” 同　　　上

完成一その1
の意味：

Q．ソボクレース『エーレクトラー』一「性格悲劇」の作劇法の完成
主人公たちはどうなったのか　　古代明白と現代の心理劇との違いはある

が　　登場人物によせられた観客の好奇心　　悲劇詩人ソボクレースの登場
三部作構想からの離脱　　演劇仮面と登場人物の性格　　rアンティゴネー」

13 における実験　　「エーレクトラー』とアイスキ畠ロス　　合唱隊は中枢的機能を失う　　性格の対比　　変形されたrコエーボロイ』のモティーフ

筋の展開は“性格”によって　　だまされる側におかれたエーレクトラー
ソボクレースの“アイロニー”一重と真の取り違え　　rアンティゴネー』
冒頭場面の再来　　オレステーズの骨壷　　余話一名優ボーロスの「エー
レクトラー」演技　　仮面対仮面国魂面魂　　仮面こそ、まことの心の映す
の　　エピローグ　　　参考文献

1．エウリービデースのrタウリスのイービゲネイアー』
オレステースはどうなったのか　　かれだけを苦しめるもの　　「恥」と

「械れ」、そしてそれよりも深いもの　　清めの藍鼠　　単純な分類は問題
の本質を見落とす　　オレステースを扱うエウリービデースの三篇　　『エ
一レクトラー」のオレステース　　エウリービデースの問題指摘　　オレス
テースのためらい　　母親処刑にひるむ　　そして、悔悟　　rオレステー

14 ス」一死に瀕したオレステース　　死から生へ　　アレオパゴスヘー解
決に至らぬままに　　アレオパゴスの法廷は救いにはならず　　rタウリス
のイーピゲネイアー」　　出会い　　オレステースへの手紙、その場で…
発見と逆転、そして脱出計画　　エウリービデースの演劇的手法　　“けが

ギリシア演劇詩の れ鯉は“救い”に　　幕引きの神アテーネー登場　　アテーネー、祭祀建立
�ｽじる　　ハライの祭詑　　プラウローンの祭祀　　2つの祭祀を1つに
結びつけている理由は　　すべては終わり、記憶のみが　　プラウローン祭 同　　　上

完成一その2
祀の意味．　さらに解釈を進めれば

Q．アリストパネースの古喜劇
@ホメーロスの笑い　　ホメーロス喜劇の観客たち　　ヘーパイストスの悲
喜劇　　アポローンとヘルメース　　ポセイドーンとヘーパイストス　　喜
劇創作の痕跡、消滅　　アテーナイにおける喜劇上演　　古きにさかのぼる
喜劇の合唱隊　　喜劇役者の扮装　　喜劇の表現の自由　　喜劇創作のむず

15 かしさ　　新しい喜劇の出発点　　問題の提示と解決　　『アカルナイの住
ｯたち』　　ディカイオポリスの名案　　劇的対立とせめぎあい　　ディカ
イオボリスの平和　　悲劇のパロディーとしての喜劇　　喜劇の科白　　平
和と反戦のテーマ　　r雲」一教育過熱と“鉄の時代”　　ストレプシア
デースの悲劇　　筋の統一・一貫性をめざして　　笑いの質　　人間みな同
じ一違いは視点の高さ　　雲の上、大空のかなたからの笑い　　〔参考文
献〕
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＝日本語教授法＝（TV）

麟鵬綴曹鷺鵠所）〕
全体のねらい
　外国人に対する日本語教育の振興は、社会的要請になってきたといってよいが、まだ日本語教育に

関する知識は中等教育における英語教育あるいは一般に外国教育を反省するための契機となる・この

講座では、日本語教育の方法とその裏付けとなる理論について、日本語教育を志望する学習者（実習

生）視点に立って、具体的に解説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 日本語教育とは何か

　実際の刷本語教育の現場を見学することを手
ｪかりとして、日本語教育に関する概括的な解

烽�sう。日本語教育の種類、国内・海外の現

�Aその抱える問題点などをとりあげる。

宮　地　　　裕
i帝塚山学院長）

@田　中　　　望
i日本語教育研究所）

2
コースデザインと

ﾍ何か

　教育の準備から終了にいたるまでの計画を作

ｬすることをコースデザインという。学習者の

jーズを出発点にして、「何を」「どう」教え

驍ｩの計画の全体について考えていく。

同　　　上

3
初級のコースデザ

Cン

　初級のコースデザインにおけるニーズ分析か

辜Vラバス、教授法の決定までを、われわれの

ﾀ習コースについて具体的に考えてみる。 同　　　上

4 初級の教室活動

　シラバスや教授法は、実際の教室活動におい

ﾄ実現される。主に初級のための各種の教室活

ｮを概観し、われわれの実習コースに適切な教

ｺ活動を考える。

同　　　上

5 初級のシラバス分析

　シラパスから実際の教材作成や授業計画をた

ﾄる際に、学習項目の分析が欠かせない。ここ

ﾅはわれわれの実習コースの学習項目について、

｢くつかの観点からの分析を試みる。

同　　　上

6 初級の教材作成

教室活動とそこで教えるべき具体的な学習項

ﾚに基づいて、次に教材を作成することになる。

墲黷墲黷ﾌ実習コースの具体的な教材をあげ、

ﾆくに教室活動との関連を考える。

同　　　上

7

実際の授業のはこ
ﾑ方一三室内コミュ

jケーション

　外国語教育の授業はすべて学習者や教員とい

､参加者間のコミュニケーションでなりたって

｢る。ここでは授業計画と、教室内コミュニケ

[ションの質について考察する。

同　　　上

一547一



回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

日本語教育の多様二

齟?曹ｩらの帰国者
ﾉ対する日本語教育と
C外の日本語教育

　ここでは日本語教育の多様性、ことに第2言

黷ﾆしての日本語教育と海外での日本語教育に

ﾂいて、コースデザインという観点から考えて

ﾝる。

宮　地　　　裕

c　中　　　望

9
中・上級のコース

fザイン

　中・上級のためのコースデザインを行う場合、

焔奄ﾆの違いはどこにあるか。中・上級教育の

ﾁ徴と、どのようなシラバス構成の観点にたつ

ﾗきかを考察する。
同　　　上

10 中・上級の教室活動

　中・上級の教育では「なめらかさ教育」の比

ｦが高くなると同時に、いくつかの活動を有機

Iに組み合わせた「教室活動複合」のかたちが

]ましい。そのための教室活動の具体的な形態

ﾉついて考えていく。

同　　　上

11

中・上級のシラバ
X分析（1）

齟k話型の分析

　学習項目の分析は教材作成や授業計画作りに

№ｩせない。ここでは読解のための学習項目分

ﾍとして、「談話」という言語単位をいくつか
ﾌ観点から具体的に分析する。

同　　　上

12

中・上級のシラバ
X分析（2）

E一ﾇ解過程の分析

　ここで学習項目と考える読解は、「読解を含

ﾞコミュニケーション活動」である。現実に学
K者に必要な読解能力とは何であり、それはど

ﾌような過程なのか考察する。
同　　　上

13 中・上級の教材作成

　教室活動と学習項目の分析に基づいて、次に

ｳ材を作成することになる。われわれの実習コ

[スの具体的な教材と教室活動をあげ、これま

ﾅの考察を総合して授業計画を組む。
同　　　上

14 教育の　評価

　評価という行動が教育のなかでもつ意味は何

ｩ、なぜ評価という行動が必要なのかを考えて

｢く。コース内での評価行動、テストによる評

ｿ行動などを具体的に概観する。
同　　　上

15 日本語教育の将来

　日本語教育はいま大きな曲り角にさしかかっ

ﾄおり、量的にも質的にも変わらざるを得ない

條冾ﾉある。ここではそうした日本語教育の現

�A問題点、今後の課題について考える。
同　　　上
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＝歴史の理論＝＝（R）
〔主任講師　阿部玄治（千葉大学名誉教授）〕

全体のねらい

　昔から多くの歴史書が書かれてきた。それらが示す歴史の特徴は何んであったかを探ることにより、

今日歴史が問題とされている点を考えてみようとするものである。西洋の歴史を中心にして、歴史哲

学よりは、歴史書の方により多く重点の貢をさくことにした。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

歴史という用語は中国の「史」からでており

1 歴史の　語義
史官の記述したものの意味だった。明治以後ヒ

Xトリの訳語として用いられ、広狭様々の意味
ﾅ使われている。

　阿　部　玄　治

i千葉大学名誉教授）

文字の発明以前には口頭の歴史というべき神

話、伝説、歌謡などがあった。天地創造神話は

2 神話的段階の歴史 人間の起源の歴史的説明と言える。 1　　同　　　上

ホメロス叙事詩は文学でもあり歴史でもある。

歴史として、ヴィコはこれを「神の時代」に次

3 歴史　と　文　学 ぐ「英雄の時代」と規定した。 同　　　上

ギリシアにおける歴史の誕生はイオニアのロ

歴史の　誕　生 グラフォイに始まり、ヘロドトスにおいて「物

4 ヘロドトスの物語 旧風歴史」の頂点に達する。 同　　　上

風歴史

トゥキュディデスとポリュビオスは史料批判

教訓的（実用的） に基づく正確な歴史を示すことによって読者に

5
歴史

教訓を与えようとした。 同　　　上

世界史は世界を一体として考察しうるように

なったとき成立する。世界史が成立すると統一

6 世界史の成立 的紀年法の必要が生ずる。 同　　　上

キリスト教が歴i史の中にもちこんだ摂理の思

想と時代区分の考えは．その後のヨー・ロッパの

7 キリスト教の歴史観 歴史に長く：影響することとなる。 同　　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 アラブの歴史学

　西洋古典文明を継承したアラブの文明は哲学・

_学・科学の分野でめざましい発展を遂げ、そ

ﾌ総合性の上にアラブの歴史学が成立した。 福　島　保夫
i埼玉大学教授）

9

史料批判と史料の

N集
鼕w問への第一歩

　ルネサンス、宗教改革、印刷術の進歩と関連

ｵ、サン・モール学派やボランディストの史科

N集は史料の外的批判を大いに進歩させた。 阿部　玄　治

10

史料の内的批判へ

ﾌ道
鼬[蒙主義の時代

　キリスト教の歴史観から解放されねば史料の

w問的な内的批判には進めない。17－18世紀
ﾍ教会の支配からの自由を求めた時期であり、

[蒙の名のもとにそれが行われた。

同　　　上

11 歴史における進歩

　啓蒙時代に入ると人類は歴史の中で進歩する

ﾆいう思想が強くうち出された。しかしフラン

X革命に失望した人々は中世をみなおし、ロマ

梼蜍`歴史学が現われる。

同　　　上

12

ランケとヘーゲル

[一 ｶ劇的歴史学
ﾆ歴史哲学

19世紀前半には史料の内的批判によって真な

骼鮪ﾀを採り出して叙述しようとするランケ史

wが史学界に大きく影響する。他方歴史哲学は

wーゲルにおいて歴史発展の大構想を示す。

同　　　上

13 マルクス歴史学

　マルクスの歴史学は摂理の社会主義版と言え

驕Bマルクスにとって社会法則は自然法則と同

ｶような必然性をもつのである。 同　　　上

14
マルクス死後のマ

泣Nス歴史学

　マルクス理論のマルクス自身における曖昧さ

ﾍ、その死後の社会の推移と相まって様々の修

ｳ理論を生み出し、一貫性に欠けるものとなっ

ｽ。

同　　　上

15 歴史家の方法論

　自然科学と歴史学との違いを十分探り出して、

�j的認識のもつ内的矛盾を把握することが、

�jにより貢献することになろう。 同　　　上
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＝日本文化史＝（TV）
〔主任講師：笠原一男（元放送大学教授）〕

全体のねらい

　日本文化史にふくまれる文化は無数といえるほど考えられる。本講では、第一、日本古代の民間宗

教ともいえる観音菩薩、地蔵菩薩、弥勒菩薩、阿弥陀如来、第二、連歌・俳譜、第三、民衆と政治権

力と民衆宗教などを通じて、日本の社会に生まれ、育った文化をとりあげ、それぞれの歴史的背景の

なかで日本文化の特色を考えたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．3つの問題点

1
日本文化史のねら

｢

2．各回の概要
笠　原　一　男

i元放送大学教授）

1．観音と現世の利益

2
現当二世の利益

鼕ﾏ音菩薩一

2．観音と来世の救い

R．観音霊場と巡礼
速水　　　侑
i東海大学教授）

1．地獄の救済者

3
地獄からの救い

2．身代り地：蔵

R．十王信仰 同　　　上
一地蔵菩薩一

1．兜率天上への願い

4 末法の救世主
2．末法到来と弥勒下生

R．鎌倉仏教の出現と弥勒信仰 同　　　上
一一 湜ﾓ菩薩一 4　ミロクの世

1．祖霊追善と来世欣求
極楽浄土へのいざ 2．　『往生要集』と阿弥陀堂

5 ない 3．聖と往生伝の世界 同　　　上

一丁弥陀如来一

1．和歌の流れ　　2．連歌の発生

連歌から白白へ 3．連歌の展開　　4．連歌の作り手たち

6 一その流れと

@　　担い手たち一一

5　：連歌はどのように作られたか
U．連歌と宗教　　7．連歌師の役割
葺A歌の変質　　9．連歌から俳画へ

　奥　田　　　勲

i聖心女子大学教授）

10．俳譜の目指したもの

1．連歌に熱中する人々

7
：連　　　歌　　　師

齔E業としての文学一

2．連歌の詠み方と規則　　3．連歌会の運営
S．連歌の専門家の登場　5．鎌倉時代の連歌師
U．南北朝時代の連歌師　　7．救済と二二

同　　　上

8．室町時代の連歌師　　　9．宗祇と宗長
10．中世末期・江戸時代の連歌師
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．染田天神連歌

2．大山祇神社連歌
8 地方文化と連歌 3．白山万句 奥　田　　　勲

4．地方武士と連歌

1．高高

9
宗砥から芭蕉ヘ
[白河への旅一

2．芭蕉
R．宗祇と芭蕉の旅のあり’ 同　　　上

1．　『奥の細道』への出立

10
芭　蕉　　と　旅

齔ﾕの細道一

2．室の八島から日光へ

R．白河の関の彼方　　4．平泉
T．最上川　　　　　　6．出羽三山

同　　　上

7．越路・北陸・旅の終り

1．政治の行きづまりと新しい時代

11
転換期の時代と民

2．複数で生まれる民衆宗教

R．鎌倉仏教と古代仏教
小　栗　純　子

衆宗教 4．鎌倉仏教の救いの条件
（中央学術研究所講師

1．鎌倉幕府の成立

12
鎌i倉幕府と農民と

�q

2．租税をめぐる領家・地頭と百姓

R．関東の農民と親驚

S．信仰をめぐる領家・地頭と百姓
笠　原　一　男

1．室町幕府と守護大名

室町幕府と農民と 2．惣村の農民
13

連知
3．土一一揆する農民

S．戦国大名と土一揆
同　　　上

5．一向一揆

1．政治権力と民衆と宗教

江戸幕府と農民と 2．幕藩と真宗と民衆
14

本願寺
3．御文を利用して、一揆を押える 小　栗　純　子

14回にわたって論じられて来た日本文化史を

15
日本文化史の回顧：

ﾆ展望

ふまえて、もう一度日本文化の特色を座談の形

ﾅふりかえって見る。あわせて将来の日本文化

`成の基本的精神とはなにかを語りあっていた
笠　原　一　男

だく。
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＝近現代の東南アジア＝（TV）

（主任講師：和田正彦（放送大学客員助教授）〕

全体のねらい
　アジア論E一東南アジア諸民族の歴史一に続いて、東南アジア諸国の近現代史を扱うが、東南アジアには、
イスラム教を国教とする国や小乗仏教を受け入れた国のほかに、日本と同じく中国を中心とする漢字文化圏
に属し、大乗仏教や儒教を受け入れた国もある。それらの国々について特に日本との関係に重点をおいて考
えていく。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　容
担　当　講　師

i所属・氏名）

1 東南アジと日本

東南アジアとは

兼?Aジアの自然
兼?Aジアの言語
兼?Aジアの宗教
兼?Aジアと日本との関係（16世紀以前）

和　田　正　彦
i放送大学客員助教授）

2 東南アジアの
坙{人町　　（1＞

日本人町の位置

坙{町成立の背景
}ニラ（フィリピン）の日本町
Jンボジアの日本町

同　　　上

3 東南アジアの
坙{人町　　（2）

中部ベトナムの日本町
Aユタヤ（タイ）の日本町バタビア（インドネシア）の日本町

坙{人町の衰退
同　　　上

4 東南アジアと
驤�D貿易

朱印船の起源と渡航地　　　　　末吉孫左衛門
A出入品と朱印船貿易家　　　　西村太郎右衛門
r木宗太郎
D本弥七郎
p倉馬飛・与一父子
ラｮ四郎次郎

同　　　上

5 漂流民と漂着民

東南アジアへの漂流

給宦iベトナム）へ漂着した日本人
C宋（ルソン）等へ漂着した日本人
坙{へ漂着した東南アジアの人々

同　　　上

6 長崎華僑と唐通事

唐船と東南アジア

ｷ崎在住華僑
n宸ﾆ唐人屋敷
rﾊ事空方と唐通事会所
L義の唐通事

同　　　上

7 異　国　通　事

鯨（とんきん）通事
I羅（しゃむろ）通事
烽､る通事
C宋（うそん）通事
ﾙ国通事と東南アジア諸語の学習

同　　　上

一553一



回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

i所属・氏名）

8 16～18世紀の東南

Aジア

・東南アジア大陸部の諸国

兼?Aジア島娯部の諸国
xトナムと西欧との接触一キリスト教の布教 和　田　正　彦

9 西欧との対立

西欧列強の東南アジアへの進出の要因　　西欧列強の東
?Aジア島興部への進出　　オランダによる東南アジア
㈱ｫ問の支配　　　イギリスによる東南アジア島懊部の支
z　　　オランダ領東インドの成立　　ベトナムにおけ
驛Lリスト教禁令　　　フランスによるベトナム侵略フランスによるインドシナの植民地化

同　　　上

10

イギリス・オラン

_による植民地支

z

イギリスによるビルマの植民地化一第1次イギリス＝ビル
}戦争　　　ビルマ王国の滅亡一三2次・第3次イギリス＝ビルマ戦争　　イギリスによるビルマの植民地支配

Iランダによる植民地支配1）一輸出用作物の栽培　　オ
宴塔_による植民地支配2）一強制栽培制度　　オランダ
ﾉよる植民地支配3）一プランテーション

同　　　上

@　＼

1
1

フランス・スペイ

唐ﾉよる植民地支

z

カンボジア・ラオスへの侵略とフランス領インドシナ連

Mの成立
tランスによるインドシナ支配
Xペインによるフィリピンの植民地支配
坙{の南進

同　　　上

12 タイの近代化と
ｨ雇い日本人

タイと西欧列強との接触

^イ政府お雇い日本人

ｭ尾藤吉
ﾀ井てつ
O山亀太郎と日本人養蚕技師

同　　　上

13 民族独立運動く1）

xトナムとビルマ

石工（ヴァン・タン）の蜂起
ｭ侃珠（ファン・ボイ・チャウ）と東遊（ドン・ズー）運

ｮ黒黒禎（ファン・チュー・チン）と維新（ズイ・タン）運

@動
rルマの民族独立運動

同　　　上

14

民族独立運動（2）

tィリピン・

@　インドネシア

フィリピンにおける民族主義運動

uイリピン革命
Aメリカのフィリピン支配
Cンドネシアにおける民族主義運動

同　　　上

15 世界大戦と独立

ホー・チ・ミンとベトナムの独立　　　カンボジアの独立

宴Iスの独立
^イー立憲革命から第2次世界大戦終結まで
rルマの独立
}ラヤからマレーシア（ブルネイを含む）

Cンドネシアの独立　　　　　　　　フィリピンの独立

同　　　上

一554一



　＝アジア論皿一（R）
〔主任講師：浜口允子（放送大学教授）〕

全体のねらい
　本講では10世紀以降20世紀初頭に至るまでの中国の歴史をとりあつかう。この時期の中国社会

は、社会のしくみ、経済文化、対対関係など様々な面でそれ以前の社会と大きく異なるものであっ

た。それは、中国が19世紀中葉に西欧諸国と本格的に出会った時の姿でもある。この時期の歴史を

学ぶことは、その後の近代中国がかかえた諸問題を由来に遡って理解することにほかならない・

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 宋代の歴史的位置

　唐宋間が画期であることを述べ本講全体を

ﾊして宋以降の歴史をどのような側面からみて

｢くのか説明する。その初めとして宋の社会の

軏{的あり方について述べる。

浜　口　允子

i放送大学教授）

2 南宋の政治と社会

　南宋の時代は、南宋が金澄よびモンゴルと対

ｳしつづけたことによって性格づけられた。初

冾ﾌ秦檜の政策の基調と、それがその後どのよ

､な経緯をたどったかについて概観する。

同　　　上

3 元　の　成　　立

　元は中国全体を統治した最初の北方民族の王

ｩである。征服王朝とはなにか。遼・金の歴史

�ﾓりかえりながら、元の成立にいたる過程と

ｻこでの問題点について考える。

同　　　上

4 元の中国支配

　元にとって最大の課題は、いかにしてモンゴ

去蜩ｱの統治を行うかであった。元の支配の特

ｿを明らかにし、だがその特質ゆえに安定的な

x配が継続しえなかった経緯について述べる。

同　　　上

5 明の成立とその体制

　明は征服王朝・元に否定して「漢民族の復

ｻ」を旗幟に建国した。その基盤となったもの
ﾍ何か。明の基本的体制である里甲制に焦点を

?ﾄ、その仕組みについて考える。　　　　！

．同　　　上

6 明の社会の変貌

　15世紀から16世紀にかけて明の社会は変
eした。里甲制が崩壊し、税制は一条鞭法とな

ﾁた。この変動の過程をあとづけ、郷紳の存在

ﾉ注目する。

同　　　上

7 清の建国と中国統治

　清は満州族の王朝であり征服王朝であるが、

ｾの制度をおおむね引き継ぎ、要所をおさえて

x配体制を確立した。その要点は何であったか。

n丁銀制郷紳支配などを説明する。

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

18世紀の乾隆帝の時代は、対内的にも対外
的にも際だった盛期であった。だがその中で醸

8 清の盛期と衰退 成されていた諸矛盾は、18世紀末から急速に 浜　口　允　子
顕われてくる。それは何であったか。近代前夜

の状況を明らかにする。

農業生産にとっても宋代は画期であった。農

経済発展の諸相 具、品種、作物分布、そして農業のあり方のう
9

（1）　農業と農村
えでも近代に連なる様相が現れてきた。先ずそ

黷�氓ｳえ、ついでその後の変化を概観する。
同　　　上

中国において商業の歴史は古い。だが、これ

経済発展の諸相 もまた、宋の時代を境に大きく変化する。国の

10
（2）　商業と都市

統制は後退し、私的経済活動が活発となり、商

ﾆが隆盛となった。そのもたらしたものを考え
同　　　上

る。

われわれが現在目にする歴史の精巧な手工業

経済発展の諸相 製品はどのような体制の中で生み出されたもの

11
（3）　手　工　　業

なのか・それは近代工業につながりえたのか。

ｱの疑問に対して近代以前の手工業を概観する。
同　　　上

中国の歴史を通して、人と人とのつながりの

中で、最も基底的：なものは家族であり宗族であ

12 人々のつながり（1） つた。その特徴と歴史的な変化の過程を概観す 同　　　上
る。

農村に導いても、都市に知いても、人々は再

生産の維持や、生活の保証や、営業の利益のた

13 人々のつながり（2） めに相互に結び合っていた。各時代の地縁的な 同　　　上
つながりや同業者間の結合について考える。

中国の近代低アヘン戦争にはじまる「外圧」

と太平天国による「内乱」の中ではじまった。

14 近代の始まり この危機に対し、ではどのような対応がなされ 同　　　上
たのか。19世紀後半の動きを概観する。

1912年、辛亥革命によって2千年にわたる
王朝体制は終わりをつげ、アジアで初の共和国

15 近代の　歩　み が成立した。20世紀初頭の、ここに至る過程 同　　　上
をたどりつつ、それが何であったかを考える。
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＝アジア論W＝（R）

〔主任講師；武田幸男（東京大学教授）〕

全体のねらい

　朝鮮は私たちに最も近く、緊密な国であった。そこに住む朝鮮人は今までも、そしてこれからも大

切な隣人である。隣人が長い間に築き、育ててきた朝鮮の歴史を理解することは重要であり、また興

味のあることである。その朝鮮ゐ歴史について、国際的な広い視野からとらえ直し、その複雑で多様

な流れを一貫して追究してみたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

朝鮮半島は、朝：鮮の歴史が展開した主要左舞

1

朝鮮半島と朝鮮歴

jの流れ

台であった。そこで、次回からの具体的な講義
ﾌ前に：、まず、歴史の舞台としての朝鮮半島の

ﾁ色を理解し、そのうえで、時期を追って認め
轤黷髣�j上の変化・発展をたどり、朝鮮歴史

武　田　幸　男

i東京大学教授）

の流れの特質に：ついて考えてみたい。

朝鮮半島に人類がはじめて足跡をしるしたの
は、今から数十万年前のことであった。やがて 木　村　　　誠

2 朝鮮史のあけぼの 喜々は農業を発展させ、金属器の使用を診ぼえ
ﾄ　各地ではそれぞれ首長層を中心とする政治
E宗教的な社会が成立した。考古学の成果によ

（東京都立大学

@　　　助教授）

って、この過程をあとづけてみたい。

朝鮮半島に吾ける国家形成は、たえず周辺諸

3

古代国家と三国の

`成

民族との関連のもとで、長く複雑な経過をたど

ﾁた。古朝鮮の興亡から、中国の郡集支配をへ
ﾄ、白白麗・百済・新羅などの成立に至る歴史
ﾌ流れを概観し、朝鮮における国家形成の特質

同　　　上

を考えてみたい。

6世紀初め、新羅は高句麗のくびきを脱する

三国の抗争と新羅 と、南部の加羅諸国を圧迫し、やがて併呑して、 季　　　成　市

4 朝鮮半島は文字ど駆り三国時代を迎える。三国 （早稲田大学

の統一 間の抗争は、’中国・日本をまきこみ複雑に推移

ｷるが、この新羅の台頭を軸に、百済・高句麗
非常勤講師）

の滅亡に至る政治過程を述べる。

新羅は7世紀後半の国際的な激動期をきりぬ
け、三国統一を達成する。いっぽう北部の高句

5 統一新羅と渤海 麗の旧地は放棄されたが、しばらく後に、ここ 同　　　上
に高句麗遺民を糾合して、　海が建てられた。
約二百年間、南北に並存した新羅と　海の社会
及び文化について述べる。

10世紀初めに建国し、後三国を統一した高
麗は、主に唐・宋の制度を模範として諸制度を 浜　中　　　昇

6 高麗の成立と展開 ととのえ、11世紀ころ最盛期を迎えた。しか （神田外語大学
し12世紀には地方の農民の動きが活発となり、
?宸ﾌ政情も不安定となった。高麗前期の興起

教授）

とそのかげりとを概観してみたい。

12世紀後半に武臣が政権を握り．以後百年

武臣政権の成立と 続いたが．この時期はまた民衆反乱の時代でも

7

モンゴルの支配

あって．高麗の支配体制は大きく変化した。そ
ﾌ後、高麗はモンゴルの嵐にまきこまれ。その

x配をうけるが、やがて新興層の台頭がみられ

同　　　上

た。高麗後期の激動ぶりを概観したい。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

14世紀の末、朝鮮王朝が成立した。王朝は

8

朝鮮王朝の成立と

ｭ展

新興の士大夫層とともに、．朱子学を統治理念と

ｵて導入し、新しい中央集権的な国家体制を整
ｦた。その支配と社会のシステムに力点を赤き
ﾈがら、王朝の成立やその後の政治史の展開過

山　内　弘　一

i上智大学

@　　専任講師）

程、文化の発展について概観してみたい。

朝鮮王朝の社会体制は、16世紀末の＝豊臣秀

9

朝鮮王朝後期の社

?ﾆ文化

吉による侵略を契機として大きく変化し、18
｢紀には新しい様相を帯びるように：なった。そ
ｱで、社会や文化に現われた新傾向に力点を泣
ｫながら、欧米など外国勢力が進出してくるま

同　　　上

での政治史の過程を概観してみたい。

19世紀後半に：おける朝鮮の開国は、国内体

開国と近代的改革
制の不備と不平等条約によって、国内的・対外
I矛盾を激化させていた。開国を進める開化派

朴　　　宗　根

10 は近代的改革を断行して、危機の克服をはかっ （熊本商科大学

運動 たが、改革は挫折した。その挫折の要因をめぐ 教授）

って、多角的に：検討してみたい。

朝鮮が近代的改革の挫折で混迷していたのに

11
植民地への

@　　　転落：過程

対し、日本は軍国主義体制を整え、日清戦争と
垬I戦争によって清とロシアを排除するととも
ﾉ、朝鮮人の抗日運動を抑圧して、ついに1910
N、植民地に：した。そこで、朝鮮の植民地化過

同　　　上

程とその特徴を考えてみたい。

1910年に朝鮮は名実ともに日本の植民地に：

武断統治と なった。朝鮮総督のもとに憲兵警察が猛威をふ 宮　田　節　子

12
るい、生殺与奪の権を握った。しかしそれは朝 （早稲田大学

三・一一運動
鮮人の抵抗の力を内にむかわせ、それが19年
ﾌ三・一運動となって爆発した。三・一運動を

非常勤講師）

中心に、10年代の朝鮮について考えたい。

三・一運動の後、日本は支配の基本方針とし

支配政策の転換と て同化政策を強化しながら、支配政策の手直し

13
をおこなった。その一環として民族新聞の発刊 同　　　上

民族運動の展開
が許され、朝鮮人はこれを武器として多彩な民

ｰ運動を展開する。20年代の支配と抵抗の緊
張関係を軸に、話を進めてみたい。

15年戦争がはじまると、朝鮮も日本の大陸

朝鮮民衆と皇民化 兵砧基地として再編された。しかし朝鮮民衆に

14
とって、戦争は地赤同士の争いにすぎない。こ 同　　　上

政策
のような醒めた民衆の存在が、日本を狂気じみ

ｽ皇民化政策にかりたてた。その矛盾に焦点を
あて、植民地支配の本質を考えたい。、

前回までの講義によって、朝鮮歴史の長い流

15

朝鮮歴史の流れと

総ﾛ関係

れをたどってきた。そこで最：後にふりかえって

ﾝると、流れをつらぬいて歴史の発展が認めら
黷驍ﾆともに、またその時々に即ける周辺諸民
ｰ、諸国家との密接な交流が確かめられる。朝

武　田　幸　男

鮮の歴史と国際関係を考えてみたい。
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＝ヨーロッパ論1＝（TV）

〔主任講師：阿部玄治（千葉大学名誉教授）〕

全警9犠中心に、。シアに謄を及ぼし三三勤と関連し儲騨をとりあ1ずる．留学の議とし

て、歴史の理論ともまた史料の内的批判、外的批判とも関連させたものとする。

担　当　講　師

回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　容
（所属・氏名）

東ヨーロッパの範囲　　　　　　ロシアとヨーロッパ

小さなヨーロッパ

1 東ヨーロッパと
鴻Vア

ヨーロッパとアジア

圏mと西洋

阿　部　玄　治
i千葉大：学名誉教授）

東と西
西ローマ帝国の復興とヨーロッパ

国民への呼び掛け一．

スターリンの場合

2 2っの祖国戦争
@　その1

皇帝アレクサーンドル1世の呼び掛け
走ｯの反応　　　　　　　　大祖国戦争の場合
iポレオン戦争の場合　　　　パルチザン部隊

同　　　上

ロシアの風土とロシア人の頑強さ

アレクサーンドルの感謝状　　スターリンの国民への感謝

功績のひとりじめ　　　　　　勝利の象徴

3 2つの祖国戦争 軍隊の強化　　　　　　　　　　戦争の理論 同　　　上

その2 ポーランド分割とナポレオン
アレクサーンドル1世とポーランド王国
アレクサーンドルの個性とその歴史的役割

祖国戦争と革命　　　　　　エリートのデカブリスト
デカブリストの献身性　　　　デカブリストの流刑

4 デカブリスト デカブリストの妻たち 同　　　上
アーンネコヴァ（ポーリン・ゲーブル）の場合

ムラヴィ二巴ヴァの死

殉教の聖女

クレオパトラの鼻

第1次世界大戦の必然性と2月革命

5 第1次大戦とロマ ニコラーイ2世の人柄 同　　　上
一ノブ朝の終焉 無慈悲な皇帝

専制君主制の維持と議会政治の否定
ポペドノースツェフの理論　　　敗戦の必然性

岐路　　　　　　　　　　　　2月28日
2月革命の自然発生性　　　　　3月1日

6 2　月　革　命 2月革命の予想　　　　　　　　臨時政府の成立 同　　　上
街頭デモの突発

2月26日
2月27日．

戦争の経済的破綻　　インター・ナショナルと戦争　　レー

ニンの敗戦主義　　レーニンの議会政治の否定　　レー二

7 10月革命と ンの党の性格　　ケーレンスキーと戦争　　ソヴェートの 同　　　上
ボリシェヴィキー

世界人民への呼び掛け　　臨時政府の戦争終結宣言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防衛主義レーニンの帰国　　レーニンの臨時政府攻撃

の破綻　　10月革命　　プレーストの講和
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

i所属・氏名）

8

「原初年代記」

ﾟぎし歳月の物語

史料の外的批判　　　　　　　　重要な写本ラヴレーンティー本とイバーティー本の差異年代記中に現われる第1人称1097念の事件とヴァシーリー一　　ネーストル年代記集成としての「過ぎし歳目の物語」ネーストル、シリヴェーストルらの編纂

阿　部　玄　治

9

ノルマン説と

@反ノルマン説
@　その1

ノルマン説　　　　　　　　　反ノルマン説歴史的真実と政治的視点ヴァリャーギ招致の年代記への挿入「過ぎし歳月の物語」の史料価値ヴァリャーギの海　　　　　ヴァリャーギの人種的帰属ハーラル・ホルドローデ　　　　ルーシとロース

同　　　上

10

ノルマン説と

@反ノルマン説
@　その2

ベルタン年代記（Annales　Bertiniani）ルーシのコンスタンティノープル襲撃帝国統治論

同　　　上

1
1

ノルマン説と

@反ノルマン説
@　その3
買@リャーギの

@　　　　役割

アラブ史料　　　アラブ史料のルスとスラヴの区別アル・ヤアクービーの報道イブン・フルダーズベーの記述　　ルーシという用語のフィンランド起源ルーシの南方起源　　ルーシの北方起源史料批判の性格ヴァリャーギの歴史的役割　　政治的変化と反ノルマン説

同　　　上

12
ノルマン侵入の
撃ﾆ西　　その1
@西ヨーロッパ

タキトゥスの描くゲルマン人の従士制12世紀の西欧文学にみる主従関係

阜嚴蜿]間の義務の双務性　　　助言と援助ノルマン人の従士制　　　　　　二二の従士たち封建的反抗権マグナ・カルタ記念碑

同　　　上

13
ノルマン侵入の
撃ﾆ西　　その2

@　ロシア

スラヴ人の従士制　　エギルのサガ　　ヴァリャーギ従士制の東スラヴへの影響　　主従間の理想像主従間の現実像　　傭兵としてのヴァリャーギキリスト教の採用　　ドミナートゥス制　　キリスト教皇帝コンスタンティヌス　皇帝教皇主義　皇帝の戴冠式宮廷儀弍　　ロシア正教の政治性

同　　　上

14 東方遊牧民と
鴻Vア　　その1

ヨーロッパ・ロシアの地理
Xテップに現われた遊牧民　　　　キンメルとスキタイサルマート　　　　　　　　　　　フンの侵入アヴァールとブルガール　　　　　バザール汗国ペチェネーグ（ペチェネーギ）ポーロヴェツ（ポーロフツィ）

同　　　上

15
東方遊牧民と
鴻Vア　　その2
c塔Sルとロシア

カールカ河の戦い　　　　1237－1238年の北ロシア侵入南ロシアへの侵入　　　　モンゴル侵入の影響ロシア史料の傾向性　　　教会とモンゴルの支配ツァーリたる汗　　　　　汗の宮廷の模倣アレクサーンドル・ネーフスキー伝影響の錯綜　　　　　　モノマーフの冠

同　　　上
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力論皿＝（TV）リ＝＝アメ

（東京大学教授）〕恒川恵市〔主任講師：

全体のねらい
　一方では人々の感動を誘う古代文明の遺跡や混血文化、他方では安定を妨げる債務問題や政治危機一日本
人にとって一見わかりにくい中南米という地域の特徴を、そこに住む人々がどのような歴史や文化をもち、

またどのような社会的・経済的生活を送ってきたかを検討することを通じて明らかにする。

担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

中南米という地域の概要
共有する歴史

1 中南米のきのうと 本書の内容の概要 恒　川　恵　市
今日 （東京大学教授）

風土とは　　　　　　　　　　中南米の自然
メソアメリカ：メキシコ中央高原

2 風土と人間 メソアメリカ南部　　　　　　中央アンデス 大　貫　良　夫
混血の問題　　　　　　　　　熱帯低地 （東京大学教授）
南アメリカ南部：チリとアルゼンティン
まとめ

新大陸文明
メソアメリカ文明一採集狩猟から農耕へ／オルメカ文化／

3 新大陸文明 古典期／マヤ文明／後古典期 同　　　上
アンデス文明一採集狩猟から農耕へ／神殿の発達／地方発

展期／ワリ期／地方王国期／インカ帝国
まとめ

大西洋横断航路の開設と新大陸の軍事的制圧
スペイン領植民地の成立と統治機構の確立

4 植民地時代 スペイン領植民地の経済と社会 高　橋　　　均
ブラジルとカリブ海の砂糖経済 （立正大学助教授）
スペイン・ブルボン朝の植民地組織替えと周縁部の発展

ブルボン改革　　　　　　　　中南米諸国の独立の性格
下層大衆の反乱

5 中南米諸国の独立 自治政府の樹立と崩壊 恒　川　恵　市
独立戦争
メキシコの独立
ブラジルの独立

独立後の混乱　　　　　　　　土着主義の芽
カウディーリョの時代

6 自由主義経済と 輸出経済の発展 同　　　上
寡頭政治 寡頭政治の安定

外国資本の浸透
移民、先住民、奴隷

都市の発達と中間層　　　　　　人民主義の矛盾
工業化と労働運動

7 人民主義の光と影 人民主義の特徴 同　　　上
先駆としてのメキシコ革命
ヴァルガスとペロン

その他の国の人民主義
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

i所属・氏名）

8 軍事政権の盛衰

権威主義体制の3類型
u人民主義以後」の権威主義体制

l民主義を担った権威主義体制
u人民主義以前」の権威主義体制

R事政権にならなかった国々

?ﾐ主義体制の限界

恒　川　恵　市

9 累積債務と民主
蜍`

累積債務下の民政移管

ﾝ積債務危機の原因
hMFコンディショナリティ
ｯ主主義を揺るがす債務危機

E人民主義
l権、麻薬、環境

同　　　上

10 中南米をめぐる
総ﾛ関係

中南米とアメリカ合衆国

Lューバ革命
?ﾄ紛争
??ﾄの地域協力
坙{と中南米．

同　　　上

1
1

中南米の現代文化一その均質性と

ｽ様性

中南米とラテンアメリカ
宴eンアメリカ文化の多様性の背景
宴eンアメリカ文化の均質性：「征服の遺産」

痩ﾆと文化：国民文化とアイデンティティの育成

ﾟ去の総和としての現代文化

落　合　一　泰
i帝京大学助教授）

12 アンデス諸国一海と山と密林と

自然環境

ｪ服以前の文化
ｪ服と植民地時代’

ﾆ立から現代へ
､通の問題

同　　　上

13 メ　キ　シ　コ
@一伝統と変革

風土と古代文明
l間と文化の混血化
v命における伝統と変革
H業化と革命の後退
ﾎ油と債務危機
＜Lシコの将来

恒　川　恵　市

14 ブ　ラ　ジ　ル
@一多様性の国

地形と気候
A民地時代における開発
ﾆ立後の開発
uラジル社会の多様性
uラジル政治の特色
uラジルの将来

同　　　上

15 アルゼンティン
@一苦悩する大国

豊さの中の停滞

pンパ農牧畜業の発展
ﾏ化への胎動
yロニズム
搓№ﾈき社会
走ｯ的合意を求めて

同・　　上
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＝文芸史と文芸理論＝（R）
〔主任講師　轡田　牧（学習院大学教授）〕

全体のねらい
　ヨーロッパの古典古代から近代にいたる文学の生産とそれに対する理論ないし学的反省との関係を

史的に捉えてゆく。このような視点をとると、文学の実践と理論とは、時代により、国あるいは言語

圏に：より、独特な相互関係をもっていることが明らかになるであろう。ひとつの国の文学史のみを目

にしたのでは気がつかないような、さまざまな言語文化の共通性、そして特異性を考察してみたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．ギリシア悲劇

古典古代　　（1）
2．アリストテレスの『詩』

岡　　　道　男
1

ギ　　リ　シ　ア （京都大学教授）

1．ラテン文学における模倣と創造

2
古典古代　　（2）

2．ホラティウスの『詩論』一『創作技術』

R．クインティリア「ヌスの『弁論家の教育』 同　　　上
ラ　　　テ　　　ン

1．　1ラテン中世」とは何か一歴史的複合体と
してのヨ・「ロッパ

2．カール大帝の偉業一学業改革と文化運動
3．学校教材用の著作学の選択一文芸作品につ

中　世　　　　（1） いての「正典」の形成

3
一ラテン的世界
@　としての中世

4．詩作品の解釈の枠組み一ヨーロッパにおけ

@る文学教育の歴史

南大路　振一
i姫路回忌大学教授）

5．人文主義者にたる「12世紀のルネサンス」

一「自国語」文学の多彩な様相とラテン文
学の復興‘

1．現存するテクストの性格一筆写され口論さ
れた作品

4
中　世　　　　（2）

@フ　　ラ　　ン　　ス

’2．北フランスのトルヴェール

R．南フランスのトルバドゥ…ル
新倉　俊一
i東京大学教授）

4。　「非｛予情詩」とフランソワ・ヴィヨン

5．ロマン（物語）の誕生

1．　ドイツ中世文学の三つのジャンル

5
中　世　　　　（3）

@ド　　イ　　　ツ

2．形式芸術としてのドイツ中世文学

R．　ドイツ中世文学の内容的特色
中　島　悠　爾

i独協大学教授）

1．二つの中世イギリ家文学

6
中　世　　　　（4）

@イ　ギ　　リ　ス

2．中世文化の国際性
R．古英語文学におげる文化的二重性と普遍性

S．中英語文学の国際性

高　田　康成
i東京大学助教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

7 俗語文学の栄光
@イ　　タ　　リ　ア

1．俗語文学の誕生

Q．清新体派とダンテ

＝@r神曲』の構造
S・ペトラルカとポッカッチョ

　河　島　英　昭
i東京外国語大学教授）

8
近代文学への道（1）

@ス　ペ　　イ　　ン

1．〈黄金世紀〉概観
Q・新たな小説に向けて一『ドン・キホーテ』3．国民劇〈コメディア〉の創始一ローペ・デ　・ペーガ

S．スペイン・バロックの三様の表現
@　一ゴンドラ・ケペード・カルデロンー

　牛　島　信　明
i東京外国語大学教授）

9
近代文学への道（2）

@フ　　ラ　　ン　　ス

1．ルネサンス期における知と宗教と道徳の革命2・『フランス語の擁護と顕揚』一文物理論の誕

@　3．古典的六情よりバロックへ　4．マレルブ生の批判と彼への反抗　5．アカデミー・フランセーズと文芸理論の基礎固め一シャブランの書6．古典主義の精髄一ラシーヌ

成　瀬　駒　男

i国学院大学教授）

10

近代文学への道（3）

Cギリスー
@　エリザベス朝
Cギリスとシドニ
[の「詩の擁護」

1．ルネサンスと宗教改革の流れ
Q．詩の擁護はなぜ必要だったか

R・民衆の娯楽・文芸と国民性の形成

S．シドニーの批評論と詩の本質

T．近代イギリス文学の成立

児　玉久　雄
i学習院大学教授）

11
近代文学への道④

@ド　　イ　　　ツ

1・遅咲きの近代文学　2．オーピッのドイツ詩改革　3・新しい文学制作は翻訳から　4．言語育成と言語協会．5．文学活動と地域の特色　6．理論と実践との関係　7．新興の文学ジャンルー小説8．ドイツ語の文芸書と読者

轡田　　　牧
i学習院大学教授）

12 小説　の　興隆

L「小説」の登場2小説の3系統a騎士冒
ｯ小説から英雄恋愛宮廷小説へ　4．牧人小説5・悪者（ピカロ）小説　6．小説の理論　7．小説の変貌と展開

同　　　上

13 文学　と　天才

L天才の時代　2．市民階級の台頭と古典美学へ
ﾌ批判　3．天才と自然　4．ドイツにおける天才思想の開花　5．天才の神格化一ヘルダーとゲー

e　6・天才の芸術と市民社会　7．（天才）と

i趣味）

大　貫　敦子
i学習院汰学助教授）

14．文学と国民意識
@　　一ドイツを例に

1・「国民」という概念　2．国民運動と国民意識3・解放戦争と『ニーベルンゲンの歌』　4．国民意識と文学の歴史　5．「ドイツ学」の成立6精神科学と国民意識

轡　田　　　牧

15 社会と文学と自律性

1．近代と芸術の自律性

Q．理性の自己分化と芸術
R・市民社会の代償としての芸術

S．芸術の自律性とアヴァンギャルド

T・芸術の自律性の動揺一反省の深化

三　島　憲一一

i大阪大学教授）
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＝美術史と美術理論＝：（TV）

〔主任講師　友部　直（共立女子大学教授）〕

全体のねらい
　今日、精神的な豊かさを求めて、美術への関心が高まっている。この番組では、単なる美術の通史で

はなく、トピックを含めて、映像的な魅力を通して、学；習者を美術の世界へひきこむようにしたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．色と形の役割
2。表現の様式

1 美　　術　　と　は
3．それぞれの立場
S．能力の問題

　友　部　　　直

i共立女子大学教授）

1．はじめに

日　　　　　　　本
2．飛鳥・白鳳の彫刻
R．天平初期の彫刻 宮　　　次　男

2
～彫刻（1）天平彫刻～

4．天平盛期の彫刻
T．天平後期の彫刻

（実践女子大学教授）

6。肖像彫刻
7　結び

1．鎌倉美術の特色　　　　　2．南都復興

日　　　　　　本
3．東大・興福二大寺の造仏　4．運慶
T．快慶　　　　　6．その他の慶派仏師たち

3 7．慶派以外の仏師集団　　　8．関東彫刻 同　　　上
～彫刻（2）鎌倉彫刻～ 9．肖像彫刻　　　　　　　　10．裸体像

11．結び

1．仏画とは
2．奈良時代の仏画

日　　　　　　本 3．平安前期の仏画

4 4．平安後期・11世紀の仏画 同　　　上
～絵画（1）仏画～ 5．平安後期・12世紀の仏画

U．鎌倉時代の仏画
7．結び

1．絵巻とは
2．絵巻の発生

日　　　　　　本 3．源氏物語絵巻

5 4．信貴山縁起 同　　　上

～絵画②絵巻物～ 5．伴大納言絵詞
U．鳥獣戯画
7．結び一平安絵巻の性格

卿　糟甲晶 鮪　　　蹄

1．中国美術のあけぼの　　2．新石器時代の彩
陶　3．門門文化の彩陶　4．馬家門文化の彩陶

中　　　　国　（1） 5．大波口文化の彩陶と龍山文化の黒陶 東　山　健　吾
6

～皇帝の墓陵～
6．河姻渡文化　7．夏・殼時代の社会と文化
W．段王朝の青銅器　9．最盛期の青銅器

（成城大学教授）

10．桶の出現　11．秦始皇帝の兵馬桶

1．仏教と仏教文化
2．石窟寺院

中　　　　国　（2＞ 3．五胡十六国時代の涼州

7
～石窟寺院～

4．柄霊寺石窟
T．敦燈莫高窟
U．莫高窟初期の壁画

同　　　上

7．雲岡石窟
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

水墨画

8

中　　　　国　（3）

`水墨画と陶磁器～
東　山　健　吾

1・最初の陶器　2．青磁　3．黒粕　4．白磁
5．割込窯　6．青花（染付け）

1．エジプト美術の特性

9
西　　　　　　洋 2．ピラミッドー巨大な王墓

R・神々の住まい一回忌
友　部　　　直1

～王墓と神殿一

1．神々と人間

10
西　　　　　　洋

`神殿と劇場～

2．時代と様式
R．パルテノンとアクロポリス
S．官能的な女神たち

同　　　上

1．神の栄光のために
西　　　　　　洋 2．大聖堂の時代

11
ヨーロッパ中世

3．都市と城
同　　　上

～街と大聖堂～

1．ルネサンスとは
西　　　　　　洋 2．古代美術の復活

12
ルネサンス美術（1）

3．ルネサンス美術の開花

S．マサッチォなど
同　　　上

～人間の世紀～

1・　レオナルド・ダ・ヴィンチ
西　　　　　　洋 2．　ミケランジェロ

13
ルネサンス美術（2）

3．　ラファエロ、ティツィアーノなど 同　　　上

～絵画の黄金時代～

1．時代の転換
西　　　　　　洋 2．宮廷を彩る

14
ヨーロッパ近世

3．アルプスの北で
S．ヴェルサイユ宮殿

同　　　一上

～王候の芸術～ 5．ロココの成立
6．雅びなる宴に

1．凋落に向う貴族社会
新　しい　視　覚 2．ロマン主義と古典主義

15
～19・20世紀の

3．現実を直視する
S．マネと印象主義

同　　　上

ヨーロッパ美術～ 5．セザンヌと後期印象派
6．視覚の冒険
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　　　　　　　　　＝：演劇史と演劇理論＝（TV）

　　　　　　　　　　　〔圭灘臨噛利r製礫突鐙釧

全体のねらい
　日本演劇の特質は、ジャンルの並存性と生きた伝承性にある。本講座は各専門ジャンルの講師の分担講

書により、古代から現代への演劇史の流れに沿いつつ、各ジャンルごとの演劇の展開を重層的にみていく。

また随時アジア芸能や西洋演劇との比較・対比を通して日本演劇の環境や本質をグローバルな視点から多

角的に考究する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 演劇　の源　流

原始芸能

ﾃ代歌舞の種々相

鼕yの伝来
高　山　　　茂

i早稲田大学講師）

2 中世芸能の胎動

舞楽の受容と定着

U楽の展開と演技

_楽
同　　　上

3 中世芸能の諸相

田楽の成立と展開

至yの発展’

?Nの能
G芸の種々相

同　　　上

4
猿楽・民衆から貴

ｰへ

大和猿楽と観阿弥

ﾏ阿弥の猿楽改：革

｢阿弥と足利義満

｢阿弥と二条良基
｢阿弥と足利義母

西　　　一　祥

i日本大学教授）

5 花　　と　幽　　玄

世阿弥の能一「井筒」を例として一

｢阿弥芸術論の娘花”と餓幽玄”

｢阿弥以後の能

L臣秀吉と能

同　　　上

6 能のあゆんだ道

徳川幕府と能

ｯ衆と謡
竭q具視と能

¥の海外公演

同　　　上

7 “おかし”の精神

狂言の成立

至y座の娘おかし”
ｶ言の分類と例蚊おかし”の底にあるもの 同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 語　り　の系　譜

語りものの歴史的：な流れ

w浄瑠璃姫物語』と義太夫節の創始

|本義太夫と近松門左衛門 　藤　波　隆　之

i国立劇場芸能部長）

9 歌舞伎の誕生

歌舞伎発生の環境

｢国歌舞伎の構成と展開

u物真似狂言尽し」へ 同　　　上

10 欄　熟　の　　美

歌舞伎史の時代区分

s井の写実劇
?kの劇作術
V保改革と三座の移転

同　　　上

11 伝統　と　変　容

幕末から明治初期の歌舞伎界

ｾ治維新と歌舞伎界の変容

U切狂言と活歴劇の登場

煙??ﾇ会と天覧劇

同　　　上

12 西洋演劇の潮流

ドラマの歴史に澄ける最初の大ぎな山

煙?ﾌ新しい芽一中世の宗教劇一

hラマの歴史の二つ目の山

P8世紀の演劇熱狂

毛　利　三　彌

i成城大学教授）

13 演劇近代化の試み

近代演劇の露払い

潟Aリズム演劇の始まり
ﾟ代劇の確立者、イプセン
荘艪ﾌ近代化
坙{の演劇近代化
ｩ由劇場と文芸協会

同　　　上

14 新劇の時　代

新劇生成期

ﾟ代戯曲の成立

z地小劇場
vロレタリア演劇の盛衰

峵?E戦後の新劇

同　　　上

15 現代演劇の行方

20世紀前半のヨーロッパ演劇

uレヒトとアルトー

s条理演劇

Aンダーグラウン演劇＝60～70年代の前衛演劇
ｻ代演劇の行方

同　　　上
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　　　＝音楽史と音楽論＝（TV）
一日本の音楽に世界の音楽を投影する一

　〔主任講師：柴田南雄（元放送大学教授）〕

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・弥生の石組や琴にはじまり、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）

1 外来音楽と日本人

『日本』へのヒトの渡氷と音楽的祖先一『日本』をとり
ﾜく環境、『日本』にはいつからヒトが住んだか、言語
ｩら見た『日本』へのヒトの渡米、音楽史に特有の構造
ﾉついて一外来音楽と日本人、西洋音楽史の時代区分に

ﾂいて

柴　田　南　雄
i元放送大学教授）

2
音楽文化の深層を

Tる

縄文時代の日本の楽器一各地出土の石州、宗教音楽の純
?ﾈ形、石弓と三管との類似、各種の土笛、骨笛と貝笛、

ﾘ製の楽器、諸外国の古代の楽器一中国の楽器、ヨーロ
bパの最古の楽器、オリエントの楽器、旧約聖書に現れ
驫y器、ギリシャの楽器、北欧の金管楽器、インドの楽
增A少ない日本の楽器の出土品、音楽の始原に関する諸

同　上

3 祭祀　の　音楽

弥生・古墳時代の日本の楽器一“弥生の笛”損は西日本
ｩら出土、土師器の笛など、もっとも原始的な弓、琴・
a琴・箏、各地の遺跡から出土した琴、ずんぐり型の琴、
ﾕを持つ埴輪、金銅の雛形琴、楽器としての銅鐸、銅鐸
ﾈ外の打楽器、木製の横笛、同時代の中国の音楽、馬王
ﾍ漢墓の楽器、2つの音楽論、雲闘石窟の楽器演奏人物
怐A同時代の西洋の音楽、ギリシャの楽譜と初期キリス
g教の音楽、いろいろな音楽論

同　上

4 制度化と学習

大陸からの音楽の輸入と雅楽寮の設立一朝鮮3国からの
ｹ楽、雅楽寮の発足、この時代の主な楽器一唐楽の楽器
ﾆ楽譜、三韓楽の楽器、雅楽と声明の伝来一宴楽が主体
ﾌ雅楽、声明は寺院の儀礼の唱礼、西洋に壽ける聖歌の
W大成と聖歌学校の創設一グレゴリウス法王の聖歌集大

ｬ

同　上

5 芸術音楽の胎動期

平安時代の日本の音楽一雅楽の楽制改革、「左方」と
M右方」、催馬楽、朗詠、神楽と声明、ユニークな今様、田楽と猿楽、文献に見られる演奏場面、’西洋の単旋律聖

ﾌ・世俗歌と、多声音楽の発生一単旋律聖歌と典礼劇ζ
｢俗歌の変遷、複旋律の歌唱法オルガヌムの登場

同　上

6 諸国を行脚する音楽

鎌倉・南北朝時代の日本の音楽一平曲（平家琵琶）、早

ﾌ、猿楽から能楽へ、雅楽の衰退、普化尺八、西洋のさ
ﾜざまな声楽曲種と記譜法の成立一世俗歌曲の隆盛、ド
Cツのミンネザンク、スペインのカンティガなど、多声
ｹ楽のモテトゥス、新記譜法と「アルス・ノヴァ」

同　上

7 ル　ネ　サ　ン　ス

室町、戦国、安土・桃山時代の音楽一能楽の大成、一節
a9難薬騨響留憲畠機談馨錺誰並弓鋸の整理、フランドル楽派、ドイソ・プロテスタント音楽の誕生、ヴェネツィア楽派、ラッススのマドリガーレ、パレストリーナのミサ曲、モンテヴェルディとオペラの誕生、ヌオーヴェ・ムジケ（新音楽）、フランースとイギリスの音楽、スペインの音楽、西洋と日本の相違

同　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 キリシタン音楽

布教時期の区分、ザビエルの来日とキリシタン音楽の初期一西洋音楽との最初の出会い、クラボ、チャラメラとフラウタ、聖歌集、最初の音楽教育、セミナリヨの創設と天正の少年使節一セミナリヨの教科とオルガンの輸入少年使節の演奏、布教に効果あった音楽　　　　　　　　　　　　　　　　　　キリシタン音楽の日本音楽への影響磋摩琵琶への影蓼、筑紫箏への影響、段物への影響、今も歌いつがれる隠れキリシタン

柴　田　南　雄

のくオラショ〉一生月の薬嚢ラショ、

東西の共通性、彼我の決定的相違点、上方芸能優勢の江

9
東と西のバロック’

ｹ楽

戸時代前半一平調子の成立、三味：線の地歌、箏曲の組歌

�ﾚ璃・義太夫節、歌舞伎、西洋バロック音楽の盛期一
ｺ楽曲が主流 同　上

元文以後、江戸時代後半の邦楽一常磐津、清元、新内、

長唄、箏曲、三味線、胡弓、東西の音楽のあり方の相違

10 古典派・ロマン派 一作曲家の輩出
同　上

西洋音楽は創造活動の絶頂期一この時期の音楽の特徴、

11
隆盛の絶頂と無か

轤ﾌ出発

〈無〉の状態からの吸収・模倣一明治以前からあった軍

y隊、讃美歌、音楽取調掛、東京音楽学校、作曲科設置

ﾌ妬くれ、伝統邦楽の衰退
同　上

西洋音楽は新古典主義の時代一ノイエ・ムジーク、シェ

一ンベルクの12音技法、日本の洋楽一その演奏と創作活

12 両大戦間の状況 ’三一邦楽はさらに後退、洋楽演奏の充実、作曲活動の開 同　上
始

（A）音列音楽（ミュジック・セリエル）、（B）初期の電子音

13
第2次大戦後の作
ﾈ界

楽、（C）ミュジヅク・コンタレート、（D隅然性の音楽、⑭

薄ｯ族の音楽語法の借用、㈹ミニマル・ミュージック、

Eロマン主義の復興
同　上

作曲の時代様式との平行関係、録音による演奏の比較一

14
第2次大戦後の演
t界

ロマン主義・表現主義の演奏家、新即物（新古典）主義

ﾌ演奏家、第2次大戦後の演奏家、時代の音楽様式を決

閧ｷるもの一基準となりやすい“旧美学”、パトロンの
同　上

影響と聴衆の好み

ヒトの年齢、世界の諸文明の年齢、諸芸術連鎖説、西洋
音楽史に鉛けるサイクル現象について、気候変化と半音

15 未来　の　展望 階様式の相関関係、音楽史のリズム論について、ヴィオ

奄ﾌ「世界音楽史一4つの時代区分」、未来の音楽はど 同　上

のよう：な形をとるか一新様式への旅立ち、西洋音楽の等
質化と世界音楽の誕生
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　　＝民族音楽学＝（R）
〔主任講師：徳丸吉彦（湯茶の水女子大学教授）〕

全体のねらい
　民族音楽学は入間と音楽との関係を考える学問で、歴史的な考察を中心とする音楽史と相補的な

関係にある。今回の講義では、この比較的新しい学問が生まれてきた理由を出発点に、入間と音楽

との複雑で不可分な結びつきを地域を限定せずに明らかにし、あわせて従来は民族音楽学の方法で

扱われなかった音楽様式も考察する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1 民族音楽学の歴史

　異文化への関心から始まった民族音楽学の発

zをふりかえる。19世紀後半から20世紀前半
ﾍ比較音楽学と呼ばれていたこの学問の歴史を

T観する。

　徳　丸　吉　彦

汳モﾌ水女子大学教授

2 民族音楽学の考え方

　現代の民族音楽学の基本概念を提示する。と

ｭに：、音楽に関する入間の行動や社会的な文脈

ﾉ轟ける音楽のありかたなど、次回以降で個別

Iに扱う問題の相互関係が説明される。

同　　　上

3 音楽に澄けるシステム　　　　　　　　　｝

　音楽を構成している音響的な側面がシステム

ﾆしてどのように機能しているかを見る。音の

bｳ、音の長さ、音色などの側面が中心的な課
閧ﾅある。（協力：金子敦子、放送大学非常勤講

t他）。

同　　　上

4 ハー hウェアとし
ﾄの楽器

　楽器とは何か、という問題を、まず楽器のハ
[ドウェアとしての面を焦点に扱う。材料や作
閧ｩた、作り手の意識なども論じる。（協力：山

?ｳ夫氏（箏の作り手）他）。

i箏製作者の他、糸を作る入にインタヴューを
sい、糸の違いも索いて示す。〉

同　　　上

5 楽器のソフトウェア

　楽器をどう演奏するか、が楽器のソフトウェ

Aである。楽器に対する入間の儀礼から、入間
ﾆ楽器の相互関係が論じられる。（’協力：米川裕

}（生田流箏曲家）他）。

同　　　上

6 声　　と　身　体

　声は楽器と同様に音楽に澄ける不可欠の要因

ﾅある。それぞれの文化が声の特質を形成して

ｫたことを考え、また声と楽器の関係を扱う。

i協力：高橋大海・東京芸術大学教授、富山清

ｲ・お茶の水女子大学講師他）

同　　　上

7 パフナーマンス

　音楽を実際に演奏する行為は、時間・空間の

ｼ、入間同士の相互関係等、複雑な問題があり、

ｱの理解が音楽全体の理解にとっても鍵となる。

i協力：マイク・プライス（アメリカのジャズ演奏

ﾆ）他）

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

8 伝　　　　　　承

　音楽の伝統が今日まで生きているのは、それが伝承されたからである。しかし、伝承方法は音楽様式によって異なり、楽譜によるものだけでなく、口頭伝承も大きな役割を果たしている。（協力：渡辺順生（チェンバロ））他にバロヅク・

買@イオリン、チェロ奏者の必要あり。上記の富山・米川のどちらかにも頼む。）

徳　丸　吉　彦

9 変化　と　固　定

　音楽のありかたを、変化と固定という対立概

Oから見るのがこの回の目的で、ここでは、異

ｶ化の受容による変化や様式的な安定の双方が
ｵわれる。（協力：箏曲家数名）

i13弦、17弦、20弦の箏を患いてもらう）

同　　　上

10 個入　と　集　団

　音楽の創作でも演奏でも、文化によって個人

ﾆ集団の役割が異なっている。また、特定の集

cにとって大きな意味をもっている音楽もある。 同　　　上

11 音楽の概念化

　音楽は単に鳴り響く音の連続では：なく、文化

ﾉよる音楽の概念化から独立できない。異文化

ﾌ音楽の理解には、この点を無視することは危
ｯである。

同　　　上

12 音　楽　の　場

　音楽はさまざまな社会・文化的な文脈と結び

tいている。このため、音楽をそれに固有の場

ｩら切り離した状態だけで考えてはならない。

i協力：東大寺の僧侶）

同　　　上

13
民俗音楽とポピコ．

堰[音楽

　民族音楽やポピュラー音楽と呼ばれるジャン冒

汲熏｡日の音楽生活で大きな意義をもっている。

ｱれを民族音楽学の立場から考察する。

i協力：三井徹・金沢大学教授、金子敦子）

同　　　上

14 ベートーヴェンの
ｯ族音楽学

　民族音楽学の可能性を示す例として、西洋古
T音楽の典型であり、また『第九交響曲』で日
{でも入気のあるベートーヴェンを取り上げ、今

ﾜで述べた民族音楽隊の考え方が彼の音楽の理
�ﾉも不可欠であることを示す。（協力：柴田
?Y・放送大学客員教授）

同　　　上

15 歴史的民族音楽学

　民族音楽学は主として現代の音楽活動を扱っ

ﾄいるが、現代が過去と連携している以上、歴
jとも無縁ではない。これを明白にして『音楽
jと音楽論』との関係づける。
i協力：山口修・大阪大助教授）

同　　　上
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＝文化人類学＝（TV）
〔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、世界の諸民族のもつ文化や社会について比較研究する学

問だと言える。それらの特色を具体的・実証的にとらえていくところに特徴がある。本講においては文

化人類学の諸分野における今までの成果を概観し、日本人、日本文化の問題や国際理解など、身近な課

題にも眼をむけていきたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

フィールド・ワークの学問　アメリカにおける区

1
文化人類学とはど

�ﾈ学問か？

分法　英国における区分法　ドイツ、オーストリ

Aにおける区分法　日本における区分法　民俗学

ﾆ民族学　欧米におけるこの分野の歴史　日本に

祖父江　孝　男

i放送大学教授）

おける歴史　人種：と民族

人間の特質としての言語能力　動物の鳴き声　人

間の言語の特色　言語の役割（Dコミュニケーショ

2 文化：人間の特質 ン　言語の役割（2）記憶と複雑な思考　人間だけが 同　上

もつ文化　文化はいっ生まれたか？

19世紀の文化進化論　モルガンの社会進化論

3
文化の進化、文化

進化論にかわって登場した伝播論　イースター島

ﾌ問題　タバコの伝播 同　上
の伝播

狩猟と採集が最初の段階　狩猟の規模によって生

活形態が異なる　不安定な狩猟採集民の経済

4 生業　と　経　済 農耕とその起源　穀物農耕により人間の生活はど 同　上

う変わったか　日本の場合を考える　牧畜の起源

衣類の種類と系統　衣服の起源　身体装飾　食物

の基本型：主食の獲得と利用　日本に斎ける米食

5 衣・食・住を考える の慣習　調理の基本型住居の基本型 同　上

音声学音楽　構造言語学とエティックの立場、

言語とコミュニケ エミッタの立場言語の系統一比較言語学
6

一ション（1）
同　上

言語の分類（1）文字のある言語、ない言語　言語の

言語とコミュニケ
分i類（2｝形態による分げ方　サピア・ウォーフの仮

7
一ション（2）

説非言語的コミュニケーション 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

原始乱婚制説をめぐって　モルガンの方法におけ

る誤り　一夫一婦制と一夫多妻制　一妻多夫制家

8 家族と親族（1） 族　婚姻後の居住場所の分類 祖父江　孝　男

父系制と母系制　母系制　リネージと民族　日本

の同族　イトコ婚をめぐるレヴィ・ストロースの

9 家族と親族（2） 学説　レヴィレート婚、ソロレート婚　冗談関係 同　上
と忌避　配偶者選択における自主制

アニミズムとアニマティズム　宗教と呪術　呪術

の分類　妖術（ウィッチクラフト）　シャーマニ

10 超自然観と宗教 ズム　日本のシャーマニズム 同　上

民族芸術　民族音楽学からみた日本の音楽　芸能

1ユ
民族芸術と音楽・

|能
同　上

民族性・国民性は文化によって作られる　マーガ

12
文化と心理・民族

ｫ

レット・ミードによるニューギニア研究　日本文

ｻと日本人の心理、国民性重要な因子としての
�jと風土県民性を例にとって考える　風土と

同　上

いうことばの意味　家族関係としつけの様式

文化変容（アカルチュレーション）　文化変容の

文化変化と文化変
種類　ハワイの場合、北米インディアンの場合

13
容

相対主義　カルチャー・ショック　反文化変容運

ｮ　文化変容をどう評価するか　戦後日本の文化
同上

変化

村垣淡路守のこと　エスノセントリズムと相対主

国際理解と国際交 義　異なった背景に異なった慣習　日本人の対外

14 流 感覚 同　上

触れ残した諸領域　認識人類学　医療・映像・教

育人類学　都市人類学　象徴人類学・女性の人類

15 エ　　ピ　ロ　一　　グ 学90年代への人類学　フィールド・ワークの方 同　上
法と倫理
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＝博物館学1＝（TV）
〔主任講師：大塚和義（国立民族学博物館助教授）〕

全体のねらい
　現在、日本に限っても、じつに多様な、しかも膨大な数の〈博物館〉が存在する。これらをいくつ

かのタイプにまとめ、現代の博物館像を把握することが主眼である。そのうえに立って、現代社会に

機能する文化的装置として博物館とこれを理論づける博物館学とはどのようなものかを学びとる。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容
送教材担当
i所属・氏名）

届1材

@　●

1960年代にブームとなった都道府県レベルの

1 博物館の誕生

大規模博物館の構想と実現は、今日的な総合博

ｨ館のひとつの型とつくりあげた。ブームの先

ｪをきった北海道開拓記念館をとりあげて、現
繧ﾉおける文化的装置としての博物館の存在を

大塚和義

訣?T
大塚和義
i購猿塙

問う。

日本の南端に位置する沖縄の県立博物館に例

をとり、その風土に育まれた新しい視点にもと

2 地域と文化の展示 つく歴史と文化の地域的特性の展示をみる。 同　　上 同　　上

北海道開拓の村と野外民族博物館リトルワー

3
建物の移設による

ルドの二つをとおして、移設された建物群とそ

黷ｪ生み出す擬似空間における時間と文化を超 同　　上 同　　上

博　　物　　館 えた体験の場のもつ意味を考える。

三浦半島の城ケ島における磯回と、半島全域

における漁掛用具を収蔵する横須賀市自然・人

4 博物館と資料 文博物館を訪ね、民具資料の収集と展示の具体 同　　上 同　　上

的なあり方をみる。

日本のなかの先住・少数民族であるアイヌの

伝統文化の現在とその展示を、北海道の二風俗

5 アイヌ民族文化 アイヌ文化資料館と白老のアイヌ民族博物館に 同　　上 同　　上

おいて学ぶ。

世界のさまざまな民族文化をくもの〉をとお

して展示することの技術的なアプローチの方法

6 多様な民族文化 を国立民族学博物館における実践例で学習する。 同　　上 同　　上

さまざまな美術作品をとおして、感性やその

表現手法の多様性を世田谷美術館と国立国際美

7 美術館の世界 術館においてみる。 同　　上 同　　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容
送教材担当者
i所属・氏名）

繋氏名）

文化を創造し、発展させていく道具である科

8 科学技術とその展示

学や技術の歴史と現在を東京の科学技術館にお

｢て考える。 矢島國雄
i明治大学助教授） 大塚和義

自然と人間との共生をめぐる博物館施設につ

いて、東京都多摩動物公園昆虫館と、大阪市立

9 自然との共生 自然虫博物館を対象にその問題点をさぐる。 同　　上 同　　上

大学における教育と研究のために収集された

資料をもとにする博物館活動を、明治大学の刑

10 大学の博物館 事博物館と考古学博物館の二つをとおしてみる。 同　　上 同　　上

個入の眼をとおして収集されたふたつの性格

11
個入コレクション

ﾌ　　展　　示

の異なるコレクションが展示される彌永北海道

�j館と、東北福祉大学芹沢三山美術工芸館を

Kねる。
大塚和義 同　　上

最近》企業が自社の宣伝を主眼としながらも
社会的な文化活動の一翼を荷なう役目も果たす

12 企業の博物館
いわゆる企業の博物館が急増している。そのあ
阨福�Aカメラ博物館ペンタックスギャラリー 同　　上 同　　上

と、サントリーウイスキー博物館・東芝科学館
にみる。

一定の行政区域内に多種類の博物館施設を分

散して設け、これらを有機的に結ぶネットワー

13 博物館のネットワーク クの姿を埼玉県を例にとって学習する。 同　　上 同　　上

博物館における資料の収集から保存までのプ

ロセスの実際を見学し、さらに資料をくもの〉

14 博物館の仕事 としてだけでなく、情報処理によるデータ化な 同　　上、 同　　上
どの問題を国立民族学博物館にみる。

博物館が今日にいたるまでの歴史的歩みを跡

づけ、さらに現在の多様な博物館のあり方とそ

15 博物館史とまとめ の問題点を提示し、博物館の未来像を考える。 同　　上 同　　上
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＝・ 歯ｨ館学豆＝＝（TV）
〔主任講師：大塚和義（国立民族学博物館助教授主任講師：矢島國雄（明治大学助教授））〕

全体のねらい
　博物館は、市民や地域社会にとって、現在どのような役割になっているか。さらに、未来にむ

けてどうあるべきなのかを考えたい。

　ま：た、学芸員と資料・展示のあり方について、具体的な技術論を展開する。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 騰灘薪 刷材執筆

@　●

1
歴史体験の共有と

歯ｨ館

　戦争によってひきおこさる悲劇をくりかえさ

ﾊためにも、それを歴史体験として、忘れるこ

ﾆなく共有していくことの大切さを学びとる役
р�ﾊたす博物館活動をみる。

大塚和義

嵐ｳ博）
大塚和義

兼ｫ霧塙

2
地域社会と博物館
ﾌありかた

　地域社会の文化拠点として博物館を捉え、各

墲ﾌ文化施設をこれに集中させる試みがいくつ

ｩなされはじめた。この実際を紹介する。
同　　上 同　　上

3 博物館のあゆみ

　日本に於げる博物館は、於よそ120年の歴史
�烽ﾂ。それぞれの時代状況によって、博物館

ﾌ性格や役割も変化してきた。その歴史的なあ

艪ﾝをたどる。
矢島國雄
ｩ治大学助教授）

矢島國雄
ｾ治大学助教授

4

博物館の伝統と革新

鼾送ｧ自然史博物館

@くイギリス〉

　近代博物館の発祥の地であるイギリスに自然

j博物館を訪ね、18世紀以来の博物館の質的な
ﾏ遷と、これに伴う博物館の諸活動の発展、≧くに、展示の革新について学ぶ。

同　　上 同　　上

5
博物館資料の保存

ﾆ補修1

　資料を長く伝えていかねばならない使命をい

ｩに達成するか。ことにカビや害虫や劣化など
ｩらいかに守っていくか。そのための保存科学

ﾌ現在の技術と考え方について学習する。 大塚和義
三輪嘉六
i東京国立文化

煬､究所修復
Z術部長）

6
博物館資料の保存

ﾆ補修皿

　博物館に澄ける資料は、木、紙、布、金属など

ﾞ質的にみて多様である。それらは、いずれも

條ﾔの経過とともに、なんらかの補修が必要と

ﾈる。最新の補修技術を紹介する。
同　　上

沢田正昭
i奈良国立文
ｻ財研究所、

я?ｶ化財セ
塔^ー、研究
w導部遣物処
搆､究室長）

7 レプリカ資料と博物館

　収集のでき：ない資料や展示することに保存上

竭閧ﾌある資料は、実物の忠実なレプリカによ

轤ｴるを得ない◎最新のすぐれたレプリカ技術

ﾌ現場を訪ね、その作業工程を見学するととも

ﾉ、博物館に於けるレプリカ資料をめぐる問題

_について考える。

同　　上 大塚和義
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 灘拳亨 月　・氏名）

8 史跡整備と博物館

　歴史的な文化遺産である史跡は、歳月によっ

ﾄ土中に埋もれてしまったり破損しているもの

ｪ大部分である。これを整備して周囲の環境と

ﾆもに歴史的直体験の場として活用するありさ

ﾜをみる。

大塚和義 大塚和義

9

野外博物館の原点

@一一スカンセン
@〈スウェーデン〉

　世界初の野外博物館である北欧・スカンセン

ﾌ民族村を訪ねる。ここで「移設」による博物

ﾙのコンセプトと、そこに展開されている見せ

福ﾌ技術、プレゼンテーションの精神について

wぶ。

矢島國雄 矢島國雄

10 展示技術論
@（1）シナリオ

　博物館に色ける展示のよしあしは、展示され

驕qもの〉自体よりも、どのよう：なストーリー

¥成で展示を澄こなうかがポイントである。そ

ﾌためのシナリオをどのように作成すべきか、
ﾀ際（ひ作業の一端をみながら、学びとる。

大塚和義 大＝塚和義

11 展示技術論
@⑪ディスプレイ

　展示シナリオを、いかに効果的に実現させる

ｩ。めざましく改善されてきたディスプレイ方
@、つまり見せかたの技術の理論と実際を学ぶ。 同　　上 同　　上

12 教育と博物館

　博物館法によれば博物館は社会教育機関であ

驕Bこの法律のもつ意味を解説し、実際に博物

ﾙでどのような教育活動が展開されているのか、

ｻして、それが学校教育や社会教育などとどの

謔､に関係しているのかを考える。

矢島國雄 矢島國雄i

13 博物館と学芸員

博物館の専門職員とされる学芸員とは、どの

謔､な任務と役割をもつものであるのかを考え

驕Bまた、日本の博物館における実際の学芸員

ﾌ仕事や考え方、また学芸員の養成などの現状

ﾆ、諸外国のそれとを比較する。

同　　上 同　　上

14

子どもと博物館
fトン子ども博物館

@〈アメリカ〉

　博物館は成入だけのものではない。学齢前の

c児のためにも博物館は有効な教育機関として

@能している。とくに、子ども博物館の発達し

ﾄいるアメリカにおいて、その実感をボストン
ﾌ子ども博物館に見る。

同　　上 同　　上

15 博物館の未来像

　博物館は、いまや、文化情報の発信基地とし

ﾄ重要：な役割をはたしているが、さらによりよ

｢ものに：していくためには、どのよう：な問題が

?驍ﾌかを検証し、未来を切り開く博物館像を

≠ﾟる。

大塚和義 大塚和義
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＝イギリスの言語文化1＝（TV）

〔主任講師：橋口　稔（鶴見大学教授）〕

全体のねらい
　ルネサンスの時代から20世紀の現代まで、イギリスの言語文化の諸相を・社会との関連に触れな

がら、歴史的に辿ってみようと思う。主として文学作品をと澄して考察することになるので・作品を

読んでもらうことを課題にするつもりである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

イギリスについて考える場合に、まず基本的

に知っておく必要のあること一応解説した上で、 橋　口　　　稔
1 英語の　歴　史 英語の変遷の歴史を説明する。 （鶴見大学教授）

イギリスのルネサンスを時代的背景のもとに

考察し、シェイクスピアを生みだすにいたるエ
2 シェイクスピア1 リザベス朝演劇の特質を考える。 同　　　上

シェイクスピアの生涯を分っている範囲で説

明し、その上でシェイクスピアの作品の本質に

3 シェイクスピア皿 ついて考えてみる。 同　　　上

1611年に刊行された「欽定訳聖書」につい

て考えながら、併せてイギリスの宗教について

4 欽定訳聖　書 考察を加える。 同　　　上

ミルトンの生涯について考えながら、ビュー

リタンの精神がイギリスの文化に澄いて持つ意

5 ミ　　ル　　ト　　ン 味について考察する。 同　　　上

イギリスの海外進出という背景を考慮にいれ

ロビンソン・ た上で、デフォーの『ロビンソン・クルーソウ』

6 について考えてみる。 同　　　上

クルーソウ

主としてオースティンの『高慢と偏見』に描
近代小説に： かれた、カントリー・ハウスの生活をと澄して、

7 ジェントリー階級に対する考察を行なう。 同　　　上

見る生活1
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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ロマ
ンティシズムの動向を、当時の社会的背景と関

8 ロマンティシズム 連させて考えてみる。 橋　口　　　稔

ジェントリー階級の子弟が学ぶパブリック・
近代小説に スクールのことを、ヒューズの『トム・プラウ

9

見る生活皿
ンの学校生活』によって考えてみた上で、貧し

｢階級の子供たちのことも、ディケンズの小説
同　　　上

をとおして考えてみる。

ヴィクトリア朝の風潮を、テニソンの詩など

によって考えた上で、ヴィクトリアニズムに対

10 ヴィクトリアニズム する批判も取り上げて考察する。 同　　　上

ストレイチー、ウルフ、ケインズ等をメンバ
ブルームズベリー 一とする私的な集まりであったブルームズベリ

11 ・一・グループをと澄して、1900年代から1920 同　　　上
・グループ 年頃までのイギリスの文化の変化について考察

する。

アメリカに生れてイギリスに帰化したエリオ

T．S．エリオット ットと、炭坑夫の子として生まれたロレンスを

12 取り上げて、イギリス文化の問題を考えてみる。 同　　　上
とD．H．ロレンス

W・H・オーデンを中心とする1930年代に
活躍した詩人、作家たちの世代を取り上げて、

13 オーデン世代 第一次世界大戦後から第二次大戦にかけてのイ 同　　　上
ギリスの文化の動向を考える。

第二次世界大戦後のイギリス文化の執しい動

第二次世界 向を、1950年代に登場してきた作家たちによ

14 って考えてみる。 同　　　上

大戦後1

同じ第二次世界大戦後の動向をさらに考察し、

第こ二次世界 現代イギリス文化を展望する。最後に、日本と

15 イギリスの関係を取り上げて、結びにする。 同　　　上

大戦後皿
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一イギリスの言語文化H一（R）

全体のねらい
　ヨーロッパの政治的・経済的統合の機運が高まる中で、イギリスの文化と社会は、広い間口と深い
奥行きのある国有のアイデンティティを保ち続けている。イギリスを知ることは、それ自体としての
価値があるだけでなく、世界的視野の確立のためにも不可欠である。イギリスを形作る構成要素を、

多角的・総合的に考察したい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

イギリスの自然と

ﾐ会

　自然環境としてのイギリスの地理と気候、そ

黷轤ｪイギリス社会の発展過程とどのように関

墲ﾁて来たか。

川　西　　　進

i東京大学教授）

R　内　久　明
（東京大学教授）

イギリスの田舎と都会の分岐と交流またそ 山　内　久　明
イギリスの田舎と れらが、人々の想像力の中でどう捉えられ表現

2 されてきたか。 G．E・H・Hughes
都会 （東京大学

外国人教師）

ケルト、アングロ・サクソン、デーン、ノル
イギリスの民族的 マンなどの征服、服従、対立、融和の歴史とし 山　内　久　明

3 てのイギリスの民族的成り立ち、さらには「新 ・Craham　Law
成り立ち しいイギリス人」と呼ばれる有色移民の問題。 （恵泉女学園大学助

教授）

いわゆるクウィーンズ・イングリッシュ、B 川　西　　　進
イギリス英語の多 BCイングリッシュのような標準英語のほかに

4 イギリスには細かく分岐した多様な方言がある。
A。PCollins

様性 地域差に加えて、さらに：は階級差もあって、イ

Mリス英語は複雑極まりない。こうした問題を
lえる。

（東京大学

@外国人教師）

議会政治、政党、政治思想の長い歴史を持つ

5 イギリスの政治
イギリスの政治の特質を考える。

河　合　秀　和

（学習院大学教授）

産業改丁、資本主義帝国主義、社会福祉な

6 イギリスの経済
ど、近代経済の典型を示し、数多くの秀れた経

ﾏ学者を輩出したイギリスの経済の特質を考え 早坂　　　忠

る。 （学習院大学教授）

階級制度に立脚した質の高いエリート文化と、
イギリスの社会 他方にある労働者階級との分極化。それがイギ 川　西　　　進

7 リスの文化と社会の形成にどのように関わって

一階級の問題 来たか。 Graham　Law
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

公立と私立のほ瓜それぞれの中でも多様性
イギリスの教育（1） を持った複線方式の学校制度が、イギリスの文 川　西　　　進

8 化と社会にどう関わって来たか。 山　内　久　明

一　学　　校 Graham：Law

中世に起源を持つオクスフォード澄よびケン
イギリスの教育（2） ブリッジの両大学をはじめとして、近代の諸大 山　内　久　明

9 学、新興大学：など、異なる背景を持つ大学と、

一　大　　学 イギリスの文化と社会との関わり合い。 G・E・H．Hughes

　ローマ・カトリック教会から離反して成立し

ｽ英国国教。さらに英国国教から離反し対立す
川　西　　　進

10 イギリスの宗教 るノン・コンフォーミズム。宗教がイギリスの A・J．Pinnington
文化と社会にどう関わって来たか、考察する。 （早稲田大学

専任講師）

11 イギリスの思想

　ニュートンの科学思想の基盤となった経験：主

`哲学の伝統を持つイギリスの哲学をはじめと

ｵて・近代に：澄ける社会思想なども含めて考察

杖　下隆　英
i東京大学教授）

する。 塚　本　明　子

（東京大学助教授）

シェイクスピア、ミルトン、ディケンズなど 川　西　　　進
大作家を輩出したイギリス文学の特質は何かを 山　内　久　明

12 イギリスの文学 考える。
Anthony　Thwaite
（詩人、批評家）

A．P．Collins

　建築、絵画、音楽など、イギリスの芸術につ

｢て考える。
川　西　　　進

13 イギリスの芸術
Clair　Hughes

（津田塾大学助教授）

国民性は、ある意味で文化と社会の真弓であ

るとも言えるが、安易に概括化し単純化するこ 山　内　久　明
’14 イギリスの国民性 とは禁物である。イギリス入自身が、また外国

人が、イギリスの国民性をどう考えて来たか。 A．P．　Collins

ヨーロッパ、英連邦、アメリカ、日本などと、 川　西　　　進

イギリスはどう関わろうとしているのかを考え 山　内　久　明

15 イギリスと世界 　　　　　　　　　　　　　　　　　＼驍ｱとにしたい。 Carmen　Blacker

Joseph　Moran
（筑波大学

外国入講師）
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＝アメリカの言語文化1＝（TV）

〔主任講師；比嘉正範（放送大学教授）〕

全体のねらい

　この科目は、Introduction　to　American　Cultureという副題が示しているように、アメリカを

国家、国民、文化として紹介することを目的としている。講義は主にハワイ大学のアメリカ研究料の

教授によってすべて英語で行われる。受講生はすでに「中級」以上の英語を習得していることが必要

である。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ピューリタンによる“acityon　thehill” James　Mccutheon
The　America：n の建設に始まったアメリカは、その後、摩天楼 professor

1 のそびえる近代都市を築いた。アメリカの都市 univers三ty　of

City の歴史、特徴、問題点を説明する。 Hawaii
（ハワイ大学教授）

アメリカ人は広大な国土を開拓して近代産業 RobertWeyeneth
Arnerican　Ideas 国家を築いてきたが、近年、アメリカ人の自然 Associate　profe一

2 に対する考え方は大きく変化し、開拓よりも保 SSOr　Un董verSity

of　Nature 存と保護を重視するようになってきた。 of　Hawaii
（ハワイ大学准教授）

庫

’3

American
oo豆itical　and
FEconomic
hnstitutions

　民主主義国としてのアメリカの政治制度と、

走{主義国家としてのアメリカ経済制度を紹介

ｵ、アメリカ政府がどのような機能を果たして

｢るかを説明する。

Ha　rry耳．L．　Ki　tano

垂窒盾??唐唐盾秩@univer－

唐奄狽凵@of　califor－

獅奄＝C　Los　Angeles

iカルホルニフ大学教授）

多民族国家であるアメリカには、典型的な、

The　American あるいは標準的な家族はない。近年、アメリカ
4 で目立つ現象は、独身主義者と働く母親が増え 同　　　上

Family てきていることである。

まず、多民族国家であるアメリカのマスメデ

The　American イアの全体的な特徴を説明し、次に、アメリカ
5 における多様な種類のマスメディアの受容状況 同　　　上

Media を述べる。

’

今日のアメリカの大衆文化はテレビに大きな Floyd　Matson

Popular　Culture 影響を受けるように：なったので、テレビ番組を professor
6 通してアメリカ人の好みや価値観を探るごとが University　of

in　America できる。 Hawaii
（ハワイ大学教授）

アメリカで起きた映画産i業は今日でも多くの

Movies　in 人に三楽を提供している。メロドラマや西部劇、
7 American サイエンス・フィクション、喜劇はアメリカ映 同　　　上

Culture 画の不動のジャンルである。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
Sports　in
`mer　ica

　アメリカ入の闘争的で野心的な性格は、アメ

潟J人のスポーツに反映している。今日では多
ｭのスポーツが職業化し、．優れた選手はアメリ・カンドリームの象徴と見なされている。

　　騨reymour　Llutzky
垂窒盾??唐唐盾窒

tniversity　of

gawaii
iハワイ大学教授）

9

Regional
oattern6　0f
`merican
bulture

　アメリカにも特色のある文化をもった地域が

?驕Bこの章では、ニューイングランド、ニュ

[ヨーク、南学臥西部、カリフォルニアの地方

ｶ化を紹介する。

David　E．　Berte－

撃唐盾氏@Associate

垂窒盾??唐唐盾秩@Unive－

窒唐奄狽凵@of　Hawaii

iハワイ大学准教授）

10
Women　ln
`merican
bulture

　1960年に始まったアメリカに澄ける女性運

ｮの動機と成果を紹介し、現在アメリカの女性

ｪ社会と家庭で直面している新しい問題を取下

繧ｰる。

@　　　　　　　　●

Judith　Hughes

`ssociate　profe－

rsOr　UniverSity

盾?@Hawaii

iハワイ大学准教授）

11

American　Culture
Dand　Society　The
`merican　Whtier
奄氏@the　twentith

bentury

　今世紀のアメリカの代表的：な作家であるドラ

Cサー、ヘミングウェイ、スタインベック、ラ

Cト、モリソン、アップダイクがアメリカをど
､とらえていたかを論じる。　　　　　　　　．

Judith　Hughes

`ssociate　profe－

rSOr　UniVerSity

盾?@Hawail

iハワイ大学准教授）

12

“Ereryone　Came
?窒盾香@Somewhcre

dlse”The　U．S．as

＝@Nation　of

mations

　多くの民族が移住してきた今日のアメリカを

zき上げたが、これらの民族が経験した新しい

ｶ活と社会への適応とアメリカ人としてのアイ

fンディティを高めた過程を説明する。

MarkHelbling
`ssociate　profe－

rSOr　UniVerSity

盾?plawaii

iハワイ大学准教授）

13

‘‘

vb　and　They”：

cominant　Croups
≠獅п@Efhnic

linorities

　多民族国家であるアメリカには、多数民族が

ｭ数民族や有色人種を支配したり差別したりす

驍ﾆいう歴史があった。現在、民族問題がどの

謔､に解決されているかを説明する。

peter　Rose
垂窒盾??唐唐nr

rmith　College

iスミス大学教授）

14

“In　Many　One”

she　Character
盾?@　Aエnerican

cemocracy

　アメリカは世界で最初の近代民主主義国家で

?驕Bアメリカ人が理想とする民主国家、アメ

潟J人の民主的な生き方、アメリカ人の流動性

ﾈどを紹介する。
同　　　上

15
Americas　Wbrld

qole

　二つの世界大戦を経てアメリカは世界で指導

Iな役割を演：じるように：なったが、同時に、多

ｭの外交問題と果てしない軍事力拡張競争に巻

ｫ込まれることにもなった。
同　　　上
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＝＝アメリカの言語文化π＝（R）
［主任講師：比嘉正範（放送大学教授）主任講師：Nicholas　J・Teele（同志社女子大学教授）〕

全体のねらい
　この科目は、アメリカで使われている英語、いわゆる「アメリカ英語」（American　English）の

社会的・文化的背景を説明し、受講生がアメリカ英語の性質と多様性をよりょく理解し、アメリカ英語

をより効果的に使えるようになることを目的としている。受講生はすでに「中級」以上の英語を習得し

ていることが望ましい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

この科目の全体的な紹介を兼ねてアメリカ英語

アメリカ英語の にはどのような多様性があるのか、言葉の多様性 比　嘉　正　範
1 と社会的診よび文化的要素とどのよう＝な関係があ

多　　　様　　　性 るのかを概観する。 （放送大学教授）

アメリカの人口の10パーセント以上を占めてい

る黒人の間で使われているいわゆるBlack 田　中　幸子
2 黒　人　英　　語 Englishの特徴を具体的に説明し、アメリカ英語

ﾌ一方言としてのBlack　Englishに対する理
蝦山女学園肇

解を深める。

アメリカ英語の男性語と女性語の特徴を具体的 ）τ

3
アメリカ英語の

j　　　女　　差

に説明し、両者の差を明らかにする。 　井　出　祥子

i日本女子大学教授）

アメリカ英語にも敬語があることは意外に知ら

れていない。日本語の敬語と比較対照しながら、
4 アメリカ英語の敬語 アメリカ英語の敬語の特徴と使用状況を具体的に 同　　　上

説明する。

アメリカ英語で使われている比喩の言語的弓造

と内容的特徴を具体的に説明し、比喩を比較文化 平　賀　正子
5 アメリカ英語の比喩 的に考察する。

（放送大学助教授）

どの民族の言語にも特有の擬声語（onomato一

6
アメリカ英語の poeia）があるが、本章では日本語の擬声語と比

r対照しながらアメリカ英語の擬声語を紹介する

箆　　　寿　雄

オ　ノ　マ　　ト　ペ （神戸大学教授）

7
アメリカにおける

　アメリカは広告と広報活動の盛んな国である。

Aメリカに澄ける広告の言葉の特徴を発想と表面

ﾌ面からとらえて比較文化的に説明する。講義は

Vance　E．

@　Johnson

広告の言　葉 英語で行う。 （明治大学助教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

日本に海ける国語教育に匹敵するアメリカに澄

アメリカの初等お ける英語教育が小学校と中学校でどのように実施 Nicholas　J．
8 よび中等教育にお・ されているかを説明する。講義は英語で行う。 Teele

ける英語教育 （袈志社好大護）

アメリカにおける国語教育である英語教育が大

アメリカの大学に 学の一般教養課程の一部としてどのように行われ

9 ているかを説明する。講義は英語で行う。 同　　　上

おける英語教育

英語が国際語になっているのは事実だが、アメ

アメリカにお・ける リカの高校や大学で外国語教育が行われているの 牧　野　高　吉

10

外国語教　育

も事実である。アメリカに山ける外国語教育の現

�A特徴、問題点などを報告する。
（北海道教育大学
ｳ　　　　　授：）

一般にピジン英話は単なる不完全な英語と見な

アメリカに澄ける されがちだが、アメリカで使われているピジン英

11 語の特徴、造語力、表現力などを説明する。 比嘉　正　範
ピ　ジ　ン　英　語

アメリカは多民族、多文化、多言語の国といわ

アメリカにお・ける れている。このような国におけるバイリンガリズ 本　名　信　行

12 ム（二言語使用）あるいはマルティリンガリズム

バイリンガリズム． （多言語使用）の現状、問題点、これに対する政 （青山学院大学教授）

府の政策などを紹介する。

人間関係を作ったり、保ったり、壊したり、修

アメリカ英語の 複したりするときに使われる表現を「人間社会関

13 「入間・社会関 係文」、略して「関係文」と呼んでいる瓜アメ 比嘉　正　範
凶冷」 リカ英語の関係文の特徴を比較文化的に説明する

民主主義や民主化は政治に限られたことではな

アメリカ英語の い。多くの社会で言語が入間差別や社会階級意識

14 維持の手段として使われてきた歴史があるが、ア 同　　　上

民　　　主　　　化 メリカではどのようにして言語の民主化が行われ
ﾄきたか、あるいは行われつつあるかを論じる。

英語が国際語になっているといわれても、英語
国際語としての にはイギリス英語、アメリカ英語、オーストラリ 比　嘉　正　範

15 ア英語などがあり、それぞれの国際性は必ずしも Niholas　J．Tbele

アメ　リカ英語 同一でない。この章では国際語としてのアメリカ
英語の現状と今後の発展を論じる。
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＝ドイツの言語文化1＝（TV）

〔主任講師：辻　　理（東京大学名誉教授）主任講師：三島憲一・（大阪大学教授）〕

全体のねらい
　日本におけるドイツ像の成立をふりかえり、その歪みやずれを考えた上で、ドイツ文化がアイデンティテ
ィを獲得したとされる18世紀後半から19世紀初頭（カント、ゲーテ、ヘーゲル、べ一・トーベンの時代）に目

を向け、そうした高度な文化がやがて自己崩壊していく19世紀を見る。最後に20世紀の激動と悲惨と、そし
て希望のなかのドイツに照明を与える。また、放送教材のなかでは、日本に残されているドイツ人の文化的
足跡を適宜紹介していく。また、生活史的側面へのスポットを増やし、例えば「19世紀と婦人の生活」など

といったコーナーを設けたい。

担　当　講　師
回 テ　　一・・　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

この講義の意図　　　　　　　失われていく差異の意義
さまざまなドイツ像・日本像　　ようやく始まる理解

1 日本のなかのドイ 森塞外と姉崎霜風 三　島　憲　一
ツ、ドイツのなか 憧憬の対象と粗暴な自己正当化 （大阪大学教授）
の日本 そのつどそのつどのドイツ

変わらないドイツ像・いぶかるドイツ人

容易ならざること、ドイツ人／でも個々の文化は、理屈ぬ
きに語りかける／立場をもう一度まとめてみれば／ドイツ
史年表（1）30年戦争まで／6っの部族と王・太公・聖職者／ 辻　　　　　理
神聖ローマ帝国一教皇と皇帝の叙任権闘争／シュタウフェ （東京大学名誉教授）

2 ベルリンに見る ン王朝／割拠の進展と都市／宗教改革／30年戦争とバロッ

ドイツ史 ク文化／ドイツ史年表②啓蒙の時代以後／ベルリンの歴史 大　貫　敦　子
／漁村から居城都市へ／絶対主義の時代／シュプレーのア （学習院大学助教授）

テネから工業都市へ／帝国の首都ベルリンの裏と表／ドイ
ツ革命からナチスへ／二つのベルリン／壁の開放

啓蒙の時代　1 啓蒙主義と脱魔術化
3 一フリードリヒの 啓蒙主義と市民階級 三　島　憲　一

世紀 批判の精神
公共の場での啓蒙

ドイツ啓蒙主義の特性　　　　　　　　　　単子論
4 啓蒙の時代　∬ ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ

カントと批判精神 その後のドイツ思想の特質／クリスチャン・ヴォルフ 木　田　　　元
イマヌエル・カント／カントの問い／「純粋理性批判」 （中央大学教授）
「実践理性批判」と「判断力批判」

啓蒙主義と芸術

感性の解放 新しい時代の到来を告げる文学　　　　　一
5 「若きヴェルター 個人と社会慣習とのはざま 轡　田　　　収

の悩み」を中心に 身分制社会一貴族と市民 （学習院大学教授）

小説「ヴェルター」の反響
解放か逃避か　　　　　　　　　作品解釈と時代

政治と哲学
政治と芸術 木　田　　　元

6 フランス革命と 古代と美と自由
ドイツ観念論 ドイツ観念論 三　島　憲　一

ヘーゲルー精神現象学と人類の「教養」

理念と現実

初期ロマン派とフランス：革命

政治革命から「美的革命」へ

7 ロマン派の夢 市民社会批判としての合理主義批判 大　貫　敦　子
一市民社会と芸術 世界のくロマン化〉

ロマン的イロニー

後期ロマン派　　　　　　　　ロマン主義の広がり

一587一



担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

ハインリヒ・ハイネ　　パリのハイネ「フランスの状態」

芸術から社会の 「芸術時代の終焉」　　　　　　　3月前期の文学史

8 現実へ 市民階級の理想　　　　　　　　7月革命とハイネ 轡　田　　　収
ハイネを手がかり 7月革命期のドイツとフランス

に 解放戦争前後の国民意識　　　　　「ドイツ冬物語」より

時代に呼びかける詩「ドイツ冬物語」

市民社会と歴史

歴史と科学の世紀 芸術は過去のもの

9 一記念碑と発明家 歴史と国民意識との結びつき 三　島　憲　一
歴史志向の帰結一芸術の馴致

精神科学の制度化

記念碑その他

教養俗物への批判
「悲劇の誕生」とヴァーグナー

10 ドイツ帝国の時代 アポロ的とディオニュソス的 同　　　上
一文化批判と社会 ソクラテスと芸術の解体

翻 ヴァーグナーとの不和
近代批判と未来への期待　　　　二つの文化

ニーチェとそれに続く時代　　　作家たち
世紀末　　　　　　　　　　　凋落

1
1

終りか始まりか 解放か？　　　　　　　　　　終りか始まりか 辻　　　　　理
一世紀末とカフカ アール・ヌーボー（ユーゲント・シュティール）

ミュンヘン　　　　　　　　　フランツ・カフカ
文芸誌と画家　　　　　　　　書くこと生きること

帝国の矛盾と表現主義
第一次大戦の敗北と共和国の誕生

12 帝国の瓦解と 共和国の苦難 山　本　　　尤

ワイマール時代 黄金のワイマール文化 （京都府立医科大学

建築と映画 教授）

大衆文化の開花　　　　　　　　共和国の終焉

ヒトラーの政権掌握

文化統制と亡命

13 30年代とナチズム 大衆の熱狂と反ユダヤ主義 同　　　上
知識人のナチズムへの期待

第三帝国の崩壊

敗戦と東西の分裂
47年グループとハイデガー

14 分裂から統一へ フランクフルト学派など 三　島　憲　一一

学生叛乱
分裂の認定と平和的な共存

統一のドラマ

だれのための統一か／トーマス・マンの呼びかけ／なぜま
たもやプロイセン・ドイツなのか／日本とドイツの近似性 辻　　　　　理

15 現代のなかの ／日本とドイツの対照性／ヴァイツゼッカー大統領の講演

ドイツ ／統一以前の東西の対話／文化によるアイデンティティ／ 大　貫　敦　子
歴史家論争／ナショナリズムから異文化との共存へ／かき

消された声／統一ドイツのかかえる問題
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＝ドイツの言語文化皿＝（TV、

　　　　　　　　　　　　離離茎島憲郵難難詰；〕

全体のねらい
　「言語文化1」では啓蒙主義以後のドイツの激動の歴史と反省的な文化のあり方を扱ったのを承けて・
「言語文化皿」では現代のドイツ語圏、それも主としてドイツ連邦共和国（西ドイソ）の社会と文化の
様々な側面に光をあててみたい。地方ごとの特色、家庭や女性の問題、政治の仕組みや労働組合のあり
方、また現代の芸術や文学などをときには日本の状況と比較しながら紹介し、考えてみたい。同時に生

きたドイツ語にもできるだけ触れるようにするつもりである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ドイツ語圏には四つの国があり、個々の国の

1
ドイツ語圏の地方

@歴史と自然

地方も領邦国家であった歴史を持つ。その歴史

ﾆ自然条件、生活と産業を概観する。
轡　田　　　牧

i学習院大学教授）

多種多様なドイツ語の方言は生活と伝統の反

2
連邦制一　ドイツ

映である。方言と標準語の中間に地域の通用語

ｪある反面、言語障壁も生じている。また、ラ 同　　　上
の方言・連邦制 ントと連邦との関係を任務と権限、立法範囲な

どから見る。

西ドイツを中心に基本的な政治の仕組や制度、

重要政党の傾向、政治倫理、一般市民のもつ民
三　島　憲　一

3 政　治　の仕　組 主主義についての理解などを扱う。
（大阪大学教授）

ドイツ人の職業生活、職業観はどのようなも

のであろうか。また労働者の共同決定、労働組

4 労　働　と　余　暇 合のあり方なども見ていく。さらに余暇の過ご 同　　　上

し方を述べる。

ドイツの家族のあり方も、価値観の激しい変

5 西ドイツ社会の家庭

動の影響を強く受けている。伝統的な市民階級

ﾌ家族像から、60年代後半の反権威主義運動を

oて、新しい家庭観へ移っていぐ課程を見る。

　大　貫　敦　子
i学習院大学助教授）

家族、そして社会全体の変化に大きく寄与し

たのが女性の意識の高まりである。女性運動の

6 西ドイツ社会の女性 さまざまな新しい動きを見る。また、そのよう 同　　　上

な変化の文学的表現も扱う。

ドイツ連邦共和国の教育制度は複雑に見える。

また平等主義的な教育制度も定着しなかった。 エンゲルハルト

7 教育　と社会 これを歴史的な背景から見ていく。 ・ヴァイグル

（東京大学外国人講師
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ドイツ独特の職業教育とはどのようなもので

あるかを見る。さらに大学内の制度や授業のあ

8 職業教育と大学 り方などを日本の場合とも対比しつつ明らかに エンゲルハルト

していく。 ・　ヴアイグル

日本との対比を出発点として、特に西ドイツ

9 都市と住宅（1）

の都市の現状と歴史的：な変遷を見ていく。城壁

ﾆ城門に守られていた都市も、19世紀には人口
辻　　　　　理

の増加、工業化、交通の発達などにともなって （東京大学名誉教授）

大きな変貌を遂げる。

第二次大戦で、大都市が壊滅的な打撃を受け

た西ドイソの復：興はめざましかった。しかし

10 都市と住宅（2） 1970年代後半からは乱立する高層住宅群＝に対す 同　　　上
る反省と後悔が出始め、都市計画への住民参加

もなお、一層強められていく。

第二次大戦の侵略国でありながら、過去の国

家的犯罪に対する態度は日本とドイツではかな

11 過去の傷　（1） り異っている。西ドイツに託ける過去克服の試 三　島　憲　一
みを抵抗運動の位置づけや制度面などから見る。

過去の問題が知識入や作家、そして公共の世

論で、どのように論じられているかを、いくつ

12 過去の傷　（2） かの逸話などによって構成し、日本の状況とも 同　　　上
比較して考える。

60年代、70年代を中心に、ベルをはじめ現代

13
ドイツの文学・芸
p（1）

作家の業績や芸術家のグループの活動を概観す

驕B東ドイツの文学、芸術にも触れる。 岩　淵達　治
i学習院大学教授）

70年代の内面化傾向、女流文学の動き、演劇、

ドイツの文学・芸
映画の傾向をさぐり、80年代の文学を考察する。

ユ4
術（2） 同　　　上

現在の社会制度や文化にかろるものを見つけ

ようとする「アルタナティーヴェ」のさまざま

15 新しい社会運動 な局面、「カウンター・カルチャー」や「緑の 大貫　敦子
人々（緑の党）」などを通して、現代産業社会

の問題点と新しい社会運動の行方を考える。
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　　＝フランスの言語文化1＝（TV）
〔主任講師：福井芳男（東京大学名誉教授）主任講師：西澤文昭（青山学院大学助教授）〕

全体のねらい

　広く世界にあって、またヨーロッパという歴史的文化的共同体の中に：あって、フランスがフランス

である所以はどこにあるのか。フランス語の成立と発展を縦軸とし、現代世界におけるフランス文化

の独自性の解明を横軸として、フランスの言語文化の在り様にアプローチする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

フランスはどういう国であり、フランス文化

1 フランスという国
の独自性はどこにあるか。フランスに関して人

ﾌ持つイメージに触れながら、フランスの地理

ﾆ歴史について基礎的な事柄を学ぶ。

福　井　芳　男

i東京大学名誉

@　　　教授）、

フランス本国以外では世界のどんな地域でフ

2 フランス語の現状

ランス語が話されているか。ベルギー・スイス・

Jナダ・アフリカに：おける公用語としての現況。
西　澤　文　昭

また国内にあって、標準フランス語と方言との （青山学院大学

関係はどのようなものか。 助教授）

ヨーロッパという概念はいつ、どのような形

3
ヨーロッパの成立・フランスの成立

で、またフランス国家・フランス人という意識

ﾍどのようにして明確に：なり成立してきたか。

香[マ帝国の崩壊、キリスト教の成立と発展、

同　上

アラブ文化などを視座に入れ、探る。

理
ラテン文化の継承。四仏文化と北仏文化。フ

ランス語が一民族の、一国家の言葉として意識

4 フランス語の誕生 され確立するまでを概観する。 同　上

先進国イタリアとフランスの関係。ユマニス

5
ルネサンス期の
?[ロッパとフラン：ス

ムとは何か。古典研究がフランス語の発展にど

ﾌような影響を与えたかを見る。 同　上

ヨーロッパ宮廷文化に：おけるフランス語の地

位の向上。十七・十八世紀のフランス語論。伝
6 ヨーロッパの公用語 統と革新。アカデミー・フランセーズの成立と 同　上

その役割。

啓蒙思想は、フランスとヨーロッパ諸国の間

7
啓蒙思想とフラン
X革：命

にどのような関係を生み出したか。ルソーを中

Sに18世紀の思想の特色を探る。
永　見　文　雄

i中央大学助教授）
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

葡萄酒はいっから飲まれるようになったか。

香辛料はどこから来たか。フランス料理の原点
8 食の　文化　史 を探る。 西　澤　文　昭

中世からルネッサンスの衣服を中心に服飾の
文化を通観する。

9 衣の文化　史 同　上

都市の成立と市民階級の誕生に焦点をあて、

フランス文化を見る。

10 住　の文化　史 同　上

フランス近代小説は19世紀とともに始まる。

11 小説について
小説の読者層、科学と文学の関連などを、バル

Uックを具体例として見る。ロマン派の成立と
石　井　晴　一一

その言語観について、その後の様々な主義主張 （青山学院大学教授）

を見据えながら、考察する。

ヨーロッパに澄ける比較言語学の成立と象徴

12 詩に　つ　いて
派詩人ステファヌ・マラルメの活動に焦点をあ

ﾄ、19世紀後半の文学について学ぶ。
竹　内　信　夫

（東京大学助教授）

現代技術の進展につれ目立つようになった英

語の流入。すでにはるか以前から外国語はフラ
13 フランス語と外来語 ンス語に取り入れられてきた。借用語の歴史か 西　澤　文　昭

らフランス文化がどのようにして外国文化を受

話してきたかを見る。

現代のフランスのマスコミはどのような状況

14
マス・メディアと
Wャーナリズム

にあるか。テレビを中心として、ジャーナリズ

?ﾌ現場からのリポート。
福　井　芳　男

日本人のフランス文化、フランス語受容の流

15 フランスと日本
れを辿り、日仏文化交流の草創期について考え

驕B
　井　戸　桂　子

i元放送大学助教授）
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＝フランスの言語文化皿＝ （TV）

〔主任講師　福井芳男（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　フランスの文化を作りあげたものは、長年にわたる作家、思想家、芸術家、それらを支えた民衆たち

であった。現代のフランス精神に大きな跡を残している。各世紀の重要な文化事業（文化作品を中心と

する）を選び、その証明を通じて、フランス文化の現在を浮き上らせていく。毎回短かいフランス語の
文を読む。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

フランス文化を支えるもの　文学と映像　文

学研究とは 福　井　芳　男
1 序　　　　　　論 （東京大学名誉

教授）

ルネサンスとは　フランソワ・ラブレ

フランスの
2 同　　　上

ルネサンス

ユマニストの
プレイアード派　ロンサール　モンテーニュ

3
　　　文字と思想一ロンサールと

@モンテーニユー

モンテーニュについて（インタビュー） 福　井　芳　男

磨@川　徹　也
i東京大学助教授）

天文学の発展と世界観の変革　デカルトとパ

世界像の転換と人 スカル

4 間一デカルトと 福井　芳男
パスカル　一

Classicisme　　コルネイユ、ラシーヌ、モ

リエール、ラ・フォンテーヌ

5 古典の美とは 同　　　上

社交界での男と女の恋のかけひき　恋の分析

雅びな宴 そして快楽の追求

6 同　　　上

Flete　galante

新しい時代の精神と：7イロゾフたち　社交性

の開花　『百科全書』の世界　『百科全書』と 福　井　芳男
7 啓　蒙　の　　光 現代 鷲　見　洋　一

（慶鷹大学教授）
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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　カルナヴァレ博物館長に聞く

（インタビュー）　革命学群像

8 革　命　の　　火 福　井　芳　男

スタール夫人とシャトーブリアン　ヴィクト

ル・ユゴー　ロマン主義とは何か 福　井　芳　男
9 ロマン派の革命 井　戸　佳　子

（元放送大学助教授）

小説の大衆化　バルザック、スタンダール

あるジャンルの運命 ゾラ 福　井　芳　男

10 宮　原　　　信

一運命一 （東京大学教授）

1857年、ボードレール、フロベールの2つ

11
ブルジョワ社会

@　における知性

の裁判で、知識人とブルジョワ社会との関係が

ﾉ度に緊張した。

@一ボードレール、ヴエルレーヌ、呪われた詩

福　井　芳　戸

艨@戸　佳　子
a[リス・パンデ（

i東京大学講師）
人たち

詩的言語の変革　ロートレアモン、ランボー、

ジェルマン・ヌーヴォー、　マラルメ、　ヴェルレ 福　井　芳　男

12 詩的言語の革命 一ヌ、クロ、コルビェール　象徴主義の終わり 菅　野　昭　正
（東京大学教授）

13 世界観の革新

　「NR：F」とアンドレ・ジッド　　アンドル・

Wッド　マルセル・ブルースト
福　井　芳　男

竅@崎　　　力
i東京外国語大学

教授）

実存主義から構造主義へ　カミュ・サルトル

14
人間存在への

@　　　問いかけ

福，井　芳　男

a[リス・パンデ

フランス文学と日本　フランスに澄ける日本

ノ
学について　フランスにおける日本文学の紹介 福　井　芳　男

15 文　化　の　交流 の現状　フランスに澄ける日本文学の翻訳、及

びその中の新しい動きについて 井　戸　佳　子
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＝ロシアの言語文化1＝（TV）

〔主任講師　川端香男里（東京大学教授）〕

全体のねらい

　ロシアの言語、文学思想、芸術を、具体的なテーマに即しながら、しかし同時に：常に歴史的な視

点・枠組を忘れずに展望し、ロシア文化をいかに理解すべきかということを解説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ロシアー果てしなく続く広大な平原のイメ
ロシア文化の地理 一ジ。そのロシア文化を生み出したロシアの自 外　川　継　男

1 然と、その歴史を概観する。全体の導入部をな （上智大学外国

的・歴史的背景 す。 語学部教授）

ロシアは、むかしから日本の北にある隣国で
ロシア　と　日本 あった。18世紀の後半から始まる日本とロシ

2 アの交渉の歴史を、その原点にさかのぼって考 同　　　上

一初期の交渉史 える。

ヨーロッパで最も若いキリスト教国ロシア。

3
聖なるロシア
[　キリスト教の

東方正教への改宗によって、ロシアは国家的統
黷�ﾊたし、ヨーロッパ古典文化の世界の仲間

栗　原　成　郎

受容 入りをする。
（東京大学助教授）

ロシア中世文学の最：高傑作『イーゴリ軍記』

遊牧民とのたたかい は南方から侵入する遊牧民とたたかわざるを得
4 一『イーゴリ軍記』 なかったロシア人の歴史の貴重な記録でもある。 同　　　上

の世界 『イーゴリ軍記』をとおして、ロシア人と遊牧

民とのたたかいを見てゆく。

イワンの馬鹿は、なぜ民衆のアイドルだった

5
フォークロアに現
黷ｽ民衆の心一むかし話を中心に

か、イワン王子は：なぜ民衆の理想的君主像だっ

ｽか一むかし話からロシア人の心理を考える。
中　村　喜　和

i一橋大学教授）

ロシア芸術はその根元においてイラン系民族

6

ロシアの美的世界1一古きロシアをた

@ずねて

スキタイ、サルマティアとのふれあい、ビザン

fィン文化・ギリシア正教の影響も強くうけた。

?｢における芸術・文化の発展と中世に深い根

川　端　香男里

i東京大学教授）

をもつ民衆芸術について考える。

「ヨーロッパへの窓」として建設された都市

西欧　への　窓 ペテルブルクの歴史は、そのまま近代ロシアの
7 一ペテルブルクの 歴史でもある。都市建設の文化的政治的背景に 同　　　上

建設 ついて述べ、レニングラードと改名された今日

のこの都市の運命について考える。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

東ヨーロッパの平原の中心に位置し、首都と

母なる都モスクワ してロシアの歴史と最も深く結びついてきたソ

8 ビエト最もの都市のめまぐるしい変貌ぶりを概 中　村　喜和
一一@いまとむかし 観する。

ロシアの社会・文化の根幹をなす農民・農村

ロシアの「村」 の実像と、それが文学にどのように描かれてい 島　田　　　陽
9 一文学にみる るかを、18世紀から今日のソ連まで歴史的に （東京大学教養

農村問題 たどってみる。 学部助教授）

18世紀は、ロシアが西欧からもっぱら学び
ロシアの美的世界皿 とる時代であったが、すぐにロシア的な、ロ

10 シア独自の文化を生む素地をつくった時代でも 川　端　香男里

一　音楽と絵画 ある。この18世紀から19世紀の「自立」の
時代までを音楽と絵画の面から見てゆく。

11

ロシア文学の黄金
梠繧P一プーシキンと

@　　　　ゴーゴリ

　ロシア・ロマン主義の時代は「詩」の黄金時

繧ﾅあったが、ロシア文化自立の時代でもあっ

ｽ。ロマン主義の歴史的意義を考え、代表的作

ﾆとしてプーシキン、ゴーゴリ、レールモノト
同　　　上

フ、チュッチェフをとりあげる。

12

ロシア文学の黄金
梠繧g一一ドフトェフスキ

　ドフトエフスキイとトルストイによって代表
ｳれる19世紀ロシア文学は、1880年代以降
｢界中にロシア文学ブームをまき起す。ロシア
ｶ学ブームの実像をさぐり、ドフトエフスキイ

同　　　上

一とトルストイ とトルストイを比較しつつ両作家の個性と歴史
的意義を考える。

演劇はロシアが最も大きな影響を外国に与え

た分野である。18世紀からモスクワ芸術座、

13 ロシア演劇の魅力 革命前後の前衛劇、今日のソビエト演劇までを 島　田　　　陽
歴史的に展望する。

19世紀末の無気力と沈滞の時代から「銀の
ロシアの美的世界皿 時代」がどのように生まれたかを考え、20世

14 一浴の時代からア 紀のアヴァンギャルドに至るロシア芸術の発展 川　端　香男里
ヴァンギャルドへ のあとをたどってみるQ

ロシアは20世紀初頭に文学・芸術と政治の

ソビエト時代の社 両面で世界をリードしたが、スターリン時代を

15 経て社会・文化のあらゆる面で数多く困難に直 同　　　上
会と文化 面している。その問題を歴史的に考えてみる。
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＝ロシアの言語文化皿＝　（R）

〔主任講師：川端香男里（東京大学教授）〕

全体のねらい
　ロシア文学を中心にロシア的なるもの、ロシアの伝統を考えることを意図した「ロシアの言語文化

1」を受けて、名文章、名語句、成句、諺等　ロシア語の具体的表現例をもとにして・ロシア文化の

多様な側面をとりあげ、ロシア文化の特質をさぐる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ロシアの風土と自然を概観し、また、プーシ

序　　　　　　論 キン、チュッチェフの文章をもとに、ロシアと 川　端　香男里

1 一ロシア的なるも ．いう国のイメージを探りつつ、ロシア史を貫く

とは 特質について考える。 （東京大学教授）

自分の母国のことば一ロシア語を自分の生
命のごとく愛したトゥルゲーネフの散文詩『ロ 栗　原　成　郎

2 ロシア語について シア語』を軸に、ロシア語の歴史、特徴さら

にプーシキン、ロモノーソフのロシア語とのか （東京大学F」教授）

かわりについて述べる。

民間信仰の多様な世界と、その後にはいって

ロシアの民衆文化1 きたキリスト教との結びつきを解明しながら、

3 一異教の神々とキ ロシアの国の大多数を占めた農民の精神世界に 同　　　上

リスト教の聖者たち ついて考える。

ロシアに澄いて重要な役割を果たしてきた口

ロシサの民衆文化∬ 承文芸を、儀札歌、とくに農耕儀札記を中心に

4 一民間歴による年 すえて、春夏秋冬の移り変わりの中でとらえて 同　　　上

中行事と民衆の歌 ゆく。

ロシア民衆の体験：から発した、生活の智慧の

ロシアの民衆文化皿 凝縮的表現である簡潔な諺、諺的成句を通して》

5 一心・諺的意向・ ロシア人の日常生活、習俗、ものの考え方を明 同　　　上

名句名言 らかにする。

農耕・牧畜・漁業などの経済活動とのかかわ

ロシアの民衆文化IV りの深い諺を、その寓意を通して考え、ロシア

6 一諺にみる民衆の 人の民族的心性に：ついて考察する。 同　　　上

生活文化

「プラストール」「タスカー」などのロシア

ロシアの自然　1 語の概念を理解しながら、ロシアの詩人がいか

7 に自然を見つめてきたか、そこに光をあてて文 川　端　香男里

一「祖国」と自然 学と自然、「祖国」と自然とのかかわり合いを

考える。
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回 ラ・　＿　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ロシアに於ける秋の情感を、プーシキンの詩

ロシアの自然　丑 『秋』を読みながら理解する。そしてロシアの

8 一ロシアの詩に見 詩人の多くが、感情や感受性だけでなく、「思 川　端　香男里
る「秋」の感情 想」をこめてロシアの自然を歌っていることを

考察してゆく。

ロシアの自然風土の中で、人間と動物とのか

ロシアの自然　皿 かわり合いを生活史的に見てゆくと同時に、プ
9 一シキンの韻文小説『エヴゲーニイ・オネ一町 同　　　上

一ロシアの森と河 ン』に見られるフォークロアの世界にもふれて
ゆく。

プーシキンの詩『冬の道』を援用して、ロシ

ロ　シアの大地 ア人の旅について考える。自然の営みと、そこ

10 一ロシア入はどの に生活し、行き交う人々の姿を通しての農業・ 同　　　上
ように旅をしたか 交通の歴史的考察。

18世紀以降のロシア近代化の中で、ペテル

都市と農村　1 ブルクという近代都市が成立するが、これは古

11 一ロシアの都市の いロシアの伝統の中にまったく新しい要素を生 同　　　上
成り立ち み出した。都市がロシア近代史に提起した問題

を考える。

近代化が進む中で、農村および農民は社会の

都市と農民　丑 矛盾を最も深刻に味わわせられることになる。

12 今日のソ連をも含めてロシア文学の最も重要な 同　　　上
農村　と　農　民 テーマである「農村」について考察する。

百を越える民族百を越える言語を話すロシ

アーソ連、その中にあって国家構成員である

13 民　　　族　　　1 ドイツ入、ユダヤ人はいかに生きているか。さ 同　　　上
らに、時にはロシアの歴史の主役を担ってきた

コサックについても考察してゆく。

今日のソ連を構成する諸民族の中で、最大の

人口をもつ東スラヴ族のロシア入、次いでウク

14 民　　　族　　　皿 ライナ人の歴史と現状を考える。一方、非スウ 同　　　上
ヴ系民族はいかに生きてきたか、その苦難の歴

史を考察する。

1917年の革命による国家としての名称と体

ロシアと　ソ連 制の一大変革は、それまでのロシア的なものに

15 どのような変化をもたらしたか、あるいは変化 同　　　上

一連続と変化 せずにどのように生き続けているのか、功罪両

面にわたって考察してゆく。
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（R）科学哲学＝＝

〔主任講師：伊藤公一一（放送大学助教授）〕

全体のねらい
現代において、科学とくに自然科学は学問の典型とみなされ、一定の信頼をかちえている。しかし科学セ

人間の営為として見れば、そこにはやはり人間が知を獲得するということ自体に伴う逆理がさまざまに含ま
れている。そのように「科学的」な知識を「一皮剥げば」現れる問題をなるべく誠実に捉えてみたい。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 科学的な哲学と

ﾈ学の哲学

　「科学哲学」の二つの意味についてその異同を述べると

ﾆもに、とくに前世紀から今世紀にかけての二つの流れを
T観する。 伊藤公一

i放送大学

赴ｳ授）

伊藤公一
i放送大学

赴ｳ授）

2

科学的な哲学の一例一論理実証主義

　「哲学を科学化する」ことを目標に今世紀前半に現れた

_理実証主義の運動と歴史を概観する。そして彼らの科学
ﾏの大要を述べ、以下の講義の見取り図を与える。 同上 同上

3

論理実証主義の

ﾈ学観の検討
@　（1）

科学の言葉、とくに理論語はどのような意味をもち、ど
ﾌように形成されるかを論理実証主義に即して検討する◎
ﾈおここで、分析命題と経験命題の対比を述べる。 同上 同上

4

論理実証主義の

ﾈ学観の検討
@　（2）

　①科学における法則は何を言明しているのか、②科学に

ｨける法則はいかにして作られるかについて、論理実証主
`に即して検討する。なおここで、帰納推論の問題も取り
繧ｰる。

同上 同上

5

論理実証主義の

ﾈ学観の検討
@　（3）

科学的な命題の真偽はいかにして判定されるか。いわゆ
骭沛ﾘの問題を論理実証主義に即して検討する。

同上 同上

6

論理実証主義の

ﾈ学観の検討
@　（4）

論理実証主義における科学的説明の理論について述べる。

ﾆくに説明によって何が分かるのかをテーマとし、ヘンペ
求Aカルナップらに即してそれを検討する。 同上 同上

7

論理実証主義の

ﾈ学観の検討
@　（5）

　論理実証主義の基礎をなしていた考え方をまとめ、批判
Iに検討する。そして彼らにおいては、「事実」および
u論理」という概念がきわめて特殊だったことを述べる。

ﾈおここで、前期ウィトゲンシュタインの影響についても
Gれる。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8

論理実証主義に

ﾙを唱えた
@　　人びと

　論理実証主義運動が最盛期を迎えたころに、彼らと重要
ﾈ点で見解を異にしていた思想家に注目し、どこが分岐点
ﾅあったかを検討する。主としてピエール・デュエム、カール・ポパー、ウィラード・クワインなどを取り上げ、科

w革命論と接点を求めておく。

伊藤公一 伊藤公一一

9 科学革命論の
T観

　トマス・ターンによって提唱された科学革命論を概観し、
_理実証主義の科学観との差をおおづかみに述べる。

同上 同上

10 科学革命論の
沒｢　　　（1）

　ノーウッド・ハンソンの観測理論と論理実証主義の検証
攪_の比較を通して、「科学的な事実」とは何かを再検討
ｷる。 同上 同上

1
1

科学革命論の
沒｢　　　②

　ターンの言う通常科学と科学革命はどのような関係にあ
驍ｩを検討し、2種類の知識発展を示唆する。なおここで、
|パーの反証理論との接点を探ると同時に、科学革命を意
ｯ的に起こそうとするいわゆるニューサイエンスの立場を
沒｢する。

同上 同上

12 科学革命論の
沒｢　　　（3）

パラダイム論をめぐるラカトシュらとの論争の要点を述べるとともに、ターンの科学革命論の基礎をなした後期ウ

Bトゲンシュタインの「言語ゲーム」の考えを叙述する。 同上 同上

13 科学と技術

　これまでの2種類の科学論を比較しなおし、論理実証主
`の科学観はむしろ技術観であったことを指摘する。そし
ﾄ科学と技術に共通の知識構造を指摘したものとしてマイ
Pル・ポラニーの暗黙知論をとりあげ、以下のより一般的
ﾈ問題提起に連続させる。

同上 同上

1
4

知ることの

@　パラドクス

　相対主義の問題をとりあげ、科学理論がもつ「個人的」な性格を述べるとともに、理論は「問い」に対する答えで

?驍ｱとを指摘し、学問にとって「問い」とは何かを検討
ｷる。

同上 同上

15 科学以外の知は

?驍ｩ

科学という知の特徴はどこにあったかを総括的に述べ、

N学の立場との差を述べる。なおここで、論理実証主義運
ｮとたもとを分かったウィトゲンシュタインの主張を検討
ｷる。

同上 同上
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＝比較宗教学＝（R）

〔主任講師：阿部美哉（愛知学院大学教授）〕

全体のねらい
　さまざまな宗教現象や宗教にかんする情報は、ちまたにあふれている。しかし、これらを人間のいとなみ
として理解するための道標は、十分ではない。この講義は、多様な宗教の世界を比較可能な指標を設けて検
討し、個々の宗教に固有な特徴と諸宗教に共通する諸要素を理解するための学問的な枠組みを提示すること
を目的としている。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

みずからの信仰の課題としてではなく、学問の対象とし
て宗教を研究する立場は、自己と対象との間に距離を置く

1 比較の視点 ことを要求し、諸宗教の比較をその視点の中心に据えるこ 阿部美哉 阿部美哉
とを求める。宗教研究の学説史を概観して、比較の視点を （愛知学院 （愛知学院

検証する。 大学教授） 大学教授）

学問的な研究の主題として宗教をとりあげるときには、

宗教行為や宗教現象は、永遠の真理のサンプルとか、奇習、 阿部美哉
2 研究主題として 高曇の集積としてではなく、記録され、分析され、理解さ 同上

の宗教 れるべきものとしてアプローチする。 島薗　進
（東京大学

助教授）

さまざまな宗教は、各々さまざまな世界を構築している。

これらさまざまな宗教の世界は、それぞれに聖なるものを
3 宗教の世界 表象し、聖なるものによって規定されている。さまざまな 同上 同上

世界の中に聖なるものがどのように現れているかを、展望
する。

宗教の内容は、諸々の世界の内容が異なるのにつれて、

異なっている。宗教は、その世界の諸々のことがらをとり
4 個別と普遍． あつかい、ある世界にとって、その中心となるイメージを 同上 同上

掘り下げる。しかし、それらの中には共通普遍の要素が含
まれている。

神話の言語は、その最も根源的な機能として、世界のよ
って成り立つ基盤を物語る。それは、世界を創りだし、支 阿部美哉

5 神　　　　話 配する諸々の力と原則が何であり、どうしたのかを語るの 同上
である。 島田裕巳

（日女大

助教授）

神話が世界の根源を言葉とイメージで表すように、儀礼
は、世界の根源を演出し、演劇化する。世界は、表象ばか

6 儀　　　　礼 りでなく、行為によって形作られる。宗教のシステムは、 同上 同上
神話言語とともに、儀礼の執行によって成り立つのである。

世界の成り立ちの儀礼的表出は、時間と空間に構造的な
関係を持つ。人々が、その世界にどうかかわるか。長くて

7 空間と時間 も、短くても、広くても、狭くても、繰り返しでも、一回 同上 同上
でも、固定されていても、移動しても、いずれでも聖なる
システムに構造化されうるのである。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

宗教的な世界は、超越性をその原理とし、超越的なもの
によって支配されているとの前提に立つ。原始的な精霊に

8 超　　越　　性 たいする信仰でも、洗練された超越的絶無楮にたいする信 阿部美哉 阿部美哉
仰でも、合理的な原理を超えた聖なるものの支配が、宗教
の世界の普遍的特徴として把握される。

神ないし神々は、宗教の世界を研究するさいには、中心
的な主題の一つである。神々は、神話、儀礼に登場するば 阿部美哉

9 神　　　　々 かりでなく、，宗教的な世界の中核的な構成要素であり、宗 同上
教経験における最も重要な類型として検討すべき概念であ 薗田　稔
る。 （京都大学

教授）

宗教は、聖なるものにふさわしいものと、ふさわしくな
いものの問に一線を画す。浄い行いと清くない行い、正し

10 浄　　　　化 い行いと正しくない行い、適切な行いと適切でない行いと 同上 同上
を峻別する。浄化のシステムは、これら否定さるべき要素
を除去するシステムとして作用する。

まつりは、神話と儀礼、聖なる空間と時間が総合的に表
出される社会的な行為であり、それは、集団的沸騰によっ

1
1

ま　　っ　　り て日常性を超克する。宗教の社会的起源を観察するために、 同上 同上
まつりは、最も重要な現象の一つである。

近代社会の機能分化は、宗教的な世界にも及び、僧侶と
俗人の機能分化が明確化した。今日、わが国においても、 阿部美哉

12 僧　　と　俗 諸外国においても、僧侶の理想と俗人の実感の乖離が顕著 同上
になっている。宗教的な世界おける指導者の一般信徒から 星野英紀
の突出の得失を検討する。 （大正大学

助教授）

人間が神の道具になって地上にその御三を証しせんとす
るプロテスタントの信仰は、いわゆる世俗内禁欲をもたら

13 禁　　　　欲 し、近代社会の人々を行動に煽りたててきた。近代の合理 同上 同上
性の中に、かけがえのない人生を道具にしてしまう非合理
性が潜むことを検証する。

欲望を禁圧するとその故に活動のエネルギーが高まるか
らこれを善用するという近代の発想を超えて、このエネル

14 寂　　　　静 ギーを含めて鎮めてしまうという発想があらわれている。 同上 同上
あるがままの尊重し、人間のあるがままを大切にする立場
が見直されている状況を検討する。

宗教現象を人間の営みとして、人々の織りなすいくつか
の世界として認識する。さまざまな宗教現象に共感を保ち

1
5

人間の営みとし っっ、しかし理性的に、一歩距離をおいて研究する。比較 同上 阿部美哉
て 宗教学は、信仰を深めるための手段ではなく、宗教を理解

するための学問であるにとどまる。
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＝哲学的人間学＝（TV）

〔主任講師：坂本寛大（青山学院大学教授）〕

全体のねらい
　　哲学を人間のあらゆる知的営みの根源の学として把え、その中心課題である「人間とは何か」という

問題について広く、徹底的に考える。現代を近代の総決算の時代として把え、近代科学の成果を精査し、
また、近代社会、近代思想の展開を分析することによって、近代を越えて二十・一世紀を望む新しい人間観、

世界観、価値観の独立を目指す。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

本講座の由来
哲学的人間学とは何か

1 哲学的人間学と 現代における哲学的人間学の課題 坂本百大 坂本百大
は 一近代の総決算（近代科学の発展の歴史と成果、近代社 （青山学院 （青山学院

会の変革の過程を辿る） 大学教授） 大学教授）

哲学とはいかなる学問か

解剖学的特性と人間の能力
生理学的特性と本能的欲求 坂本二大

2 人間のからだ 分子生物学的特性と遺伝の意味 同上
一構造と遺伝 進化論について 養老孟司

（東京大学

教授）

心とは何か、アニミズムからデカルトの二元論へ
カントの理性主義

3 人間のこころ イギリス経験論の伝統と現代的なにころの概念」 同上 同左
一理性と感情 三三の言語分析と科学的説明

人類の起源、考古学、化石学、四神経学
直立歩行と各種能力の獲得 坂本二大

4 人間の行動 本能行動の進化 同上
一本能と進化 人間的行動の特質 日高敏隆

一動物行動とどこが違うか （京都大学

教授）

近代科学の前夜とニュー・トン物理学の誕生

近代的人間観 近代的自然観と近代的人闇観 坂本二大
5 一二元論と近代 近代科学の成功と実証主義のパラドックス 同上

科学 村上陽三郎
（東京大学

教授）

心身問題 生命現象の物質現象への還元
一生命現象と精 精神現象の物質現象への還元

6 神現象を物質 「知覚の因果説」批判と心身問題の現在 同上 坂本百大
現象に還元す
ることは可能

か

人問機械の先駆者
エピクロス、ドラメトリー・、ウィーナー

7 人閤機械論の 人工臓器の現状と可能性 同上 同上
可能性と限界 人工知能と人間のこころ

人間はどこまで機械と考えられるか

一603一



回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8

人間の知識一その源泉と

@　限界

カントのアプリオリ説の現代的解釈「理性」とは何か

l間の知識の限界 坂本百大 坂本百大

9 人間の文化一言語と記号

動物言語の記号性
ｮ物言語から人間言語ヘー言語起源論の課題

ｶ化記号論とは何か
同上 同上

1
0 人間の社会

@一法と経済

集団生活と慣習の成立

ﾐ会統制の手段としての法
xの社会的蓄積と公正な配分一経済の発展と人間の生活

同上 同上

1
1 人間の自由

自由、平等と基本的人権

ｩ由の規約認定説
ｩ由と正義一人間性のパラドックス

同上 同上

12 人間の創造性と

創造性の神秘主義と世俗主義コンピュータ芸術

l間にとって美とは何か 同上 同上

13 善　　と　悪一倫理の本質

倫理の本質に関する二つの見方
ﾐ会調整技術としての倫理
ｽをなすべきか一善と悪

同上 同上

14 生　　と　　死一生命倫理の

@　縄

生命の尊厳とヒューマニズムの危機
槙勛纓ﾃと死に関する生命倫理一安楽死、脳死、臓器移植

o生と遺伝に関する生命倫理一体外受精、遺伝子操作、ヒト・ゲノム解析
同上 同上

15 新しい哲学的
l間学への道

将来文明と人間

F宙の中の人間
l間の価値 同上 同上
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＝上代日本文学＝（R）

（上智大学教授）〕〔主任講＝師：稲岡耕二

全体のねらい
　文字によって書かれる歌へと変った万葉集の歌は、平城遷都後どのようにその新しい沃野を開いただろう
か。山上南側・大伴旅人・山部赤人・高橋虫麻呂・坂上郎女・笠女郎・大伴家持などの作品を通して探る。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講：師名

（所属・職名） （所属・職名）

平城遷都後、律令制度の整備とともに、海彼の文化の影
響はいっそう人々の間に浸透し、さまざまな歌人の個性的

1 後期万葉へ 表現が見られるようになる。その特色を前期と比較しっっ 稲岡耕二 稲岡耕二
概観する。 （上智大学 （上智大学

教授） 教授）

憶良の履歴および大伴旅人との遅遁の意義を理解し、漢
文序を持つその作品の特徴について考える。

2 山上憶良 同上 同上
（その一）

仏教思想および中国思想等に憶良がどのように対応した

か、その作品を読みつつ考える。

3 山上高高 同上 同上
（その二）

大伴旅人の諸作品を、中国文学との関係を通して読みな
おす。

4 大伴旅人 芳賀紀雄 芳賀紀雄
（その一） （筑波大学 （筑波大学

助教授） 助教授）

同上。

5 大伴旅人 同上 同上
（その二）

山部赤人の叙景的な作品および観念的な風流詠等の特徴
と意義を探る。

6 山部赤人 神野志隆光 神野志隆光
（その一） （東京大学 （東京大学

助教授） 助教授）

同上。

7 山部赤人 同上 同上
（その二）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

虫麻呂の、いわゆる伝説歌に見られる叙事への志向と、

その表現の特徴を、作品を読みっつ考える。
8 高橋虫麻呂 神野志隆光 神野志隆光

（その1）

同上。

9 高橋虫麻呂 同上 同上
（その2）

後期の女流歌人の中、もっとも多くの作品を残した坂上
郎女の歌の特徴を探る。

10 後期万葉の女流 阿蘇瑞枝 阿蘇瑞枝
歌人（その一） （日本女子 （日本女子

大学教授） 大学教授）

家持に多くの恋歌を贈った笠女郎、中臣宅守との烈しい
恋で知られる狭野茅上娘子などの作品を通して、後期万葉

1
1

後期万葉の女流 の女歌の特徴について考える。 同上 同上歌人（その二）

天平四・五年の処女作から、万葉集の最後の歌と言われ
る天平宝字三年正月の作まで、どのように歌人としての道

12 大伴家持 を歩んだのか。主要な作品を読みつつ考える。 小野　寛 小野　寛
（その一） （駒沢大学 （駒沢大学

教授） 教授）

同上。

13 大伴家持 同上 同上（その二）

天平勝宝八年の防人歌と、東国地方で採集されたとされ
る東歌について、その問題点を探る。

14 防人歌・東歌 同上 同上

漢字で書かれた万葉集の歌から、ひらがなの古今集の歌

15 万葉から古今へ 稲岡耕二 稲岡耕二
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＝（R）

㌢毒霧雪；〕

冠
水
大

　
　
の
波

文本日二三＝

主任講師：堤　精二（お茶〔
主任講師：清登典子（筑力

全体のねらい
徳川幕府の時代となって、貨幣経済の発達普及、印刷術の急速な進歩等により、前時代とは異なった新し

い文化が開花するのだが、その成生・展開の軌跡を、主要な作家・作品を取り上げながら検討してゆく。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

日本近世文学成立の時代的背景について述べる。すなわ
ち、出版文化・思想的基盤・美意識の変遷等である。 堤　精二 堤　精二

1 近世文学の誕生 （お茶の水 （お茶の水

女子大学 女子大学
教授） 教授）

中世から近世への小説史の展開、近世初頭の小説“仮名

草子”の通史的概要と、小説史に一時期を画したr好色一
2 近世初期の小説 代男』の出現を述べ、併せて井原西鶴の伝統的事項につい 同上 同上

て説明する。

西鶴によって作られた浮世草子について概説を述べ、さ
らに西鶴周辺の作家・作品と、後期浮世草子である八文学

3 浮世草子の展開 丁丁の展開について解説を加える。 同上 同上

世智の起源から、近世初期の貞門・談林の俳聖の史的展
開を略述しながら、主要な作家・作品について解説を行う。

4 丁丁文学の成立 なお、時期的下限は芭蕉の登場あたりまでとする。 清登典子 清登典子
（筑波大学 （筑波大学

助教授） 助教授）

まず、芭蕉の伝記的事項を述べ、ついで、芭蕉俳譜の諸
作品について、紀行・俳文・連句等の諸分野に亘り考察を

5 蕉風俳譜 加え、蕉風俳言皆の本質を追求する。なお、芭蕉没後の俳壇 同上 同上
についても略述する。

浄瑠璃の史的展開を近松門左衛門を中心にして述べる。

すなわち、淳瑠璃芸の発成・成立から萄浄瑠璃について略
6 近松門左衛門 述し、近松門左衛門の人と作品について考察を加え、さら 原　道生 原　道生

に、近松以後の浄瑠璃の展開について述べる。 （明治大学 （明治大学

教授） 教授）

近世儒学の本流であった朱子学と、それへの批判から生
まれた古義学やそ且僚学との相異。そして、そうした儒学思

7 学問の時代 想の変遷を背景に登場した文人と呼ばれる人々の文学と生 揖斐　高 揖斐　高
一狙三三と文人 き方について概観する。 （成蹟大学 （成蹟大学

教授） 教授）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 国学と和歌

　堂上派から古学派、そして江戸派・桂園派の時代、さらに幕末期の個性的な歌人たちの登場へと展開してゆく、近

｢和歌の大きな流れをおさえ、そうした「歌」をどう考え

驍ｩということと深く結びついて成立・展開していった国
wの問題点を併せて解説する。

揖斐　高 揖斐　高

9 上田秋成の文学

都賀庭鐘・建部綾足らの諸作品、秋成のr雨月物語』r春雨物語』等にふれながら、前期読本の成立・展開の諸

鰍�沒｢し、その本質を考える。 長島弘明
i名古屋大

w助教授）

長島弘明
i名古屋大

w助教授）

10 中興期俳諸と
@　　　蕪村

芭蕉以降の俳諸の一つの高まりである中興期の俳壇を概

ﾏし、その中心的存在である与謝蕪村の人と作品について
沛ﾘする。 清登典子 清登典子

1
1 江戸末期の

@　　俳文学

　俳譜の大衆化に伴って盛行を見た月並俳譜につき検討を
ﾁえる。とくに、この時期に人間味豊かな独自の作風を示した小林一茶の人と作品について解説を加える。なお、近

｢後期に大流行を見た川柳についても概説を行う。
同上 同上

12 笑いの文芸

近世文学の特色の一つとして「笑い」ということを指摘し得るが、近世初期からの笑話・狂歌の流れを概観し、と

ｭに江戸後期の笑いの文芸について詳述する。なお、江戸の小説の一ジャンルである滑稽本についてはここで述べる。

延広真治
i東京大学
赴ｳ授）

延広真治
i東京大学
赴ｳ授）

13 江戸の小説
@　（1）

　山東京伝・曲亭馬琴の作品を中心に、江戸読本の流れを
l察する。上方読本のあとを承けながら、長篇化する過程
�駐?漉｢見八型伝』を焦点にして論述する。 板坂則子

i群馬大学
赴ｳ授）

板坂則子
i群馬大学

赴ｳ授）

1
4

江戸の小説
@　（2）

遊里を題材として発達した洒落本と、その展開として成立した人情本の流れを追求する。また、草藤紙と総称され

髏ﾔ本・黒・青本・黄表紙・合巻の展開の諸相を述べなが
轣A文学の大衆化について考える。

山本陽史
i山形大学

齡C講師）

山本陽史
i山形大学

齡C講師）

15 南北と黙阿彌

近世の演劇として成立した歌舞伎の展開を略述し、とくに、江戸歌舞伎の代表的作者である南北と黙阿彌について、

?ﾒ・代表作品、およびそれらの作品を生んだ時代背景を
許?ﾉ入れながら解説する。

服部幸雄
i千葉大学

@教授）

服部幸雄
i千葉大：学

@教授）
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＝中国の説話と古小説＝（R）

〔主任講師：竹田　晃（東京女子大学教授）〕

全体のねらい
　日本人の中には、中国の小説といえば、r水1島伝』r西遊記』などを思い浮かべる人が多いだろう。また、
近・現代の作家や作品に関心をもつ人もあろう。ところで、そのような作品を含む「中国小説史」の源流は
どこに求められるか。この講義では、中国の説話や古小説を中国小説史の中に位置づけようと試みるもので
ある。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 中国小説史の中

ﾌ説話と古小説

　中国において小説らしい小説が個人の創作として書かれ
驍謔､になったのは、かなりのちの世のことである。それ
ﾜでのいわば小説前史ともいえる時期に、神話・伝説、お
謔ﾑ中国で古小説と呼ばれるジャンルを据えて、中国小説
jの源流を考えてみたい。

竹田　晃
i東京女子

ｳ授）

竹田　晃
i東京女子

ｳ授）

2 中国小説史構成

繧ﾌ問題点

　中国小説史を構成する場合には、（1）「小説」というコトバの概念の変遷と、（2）小説に発展してゆく可能性を内含す

骭ﾃ来の諸ジャンルに及ぶ資料の追求、という二つの問題
_をあらかじめ抑えておく必要がある。

同上 同上

3 神話・伝説（1）

i天上の秩序）

　中国には、日本のr古事記』やr日本書紀』のように、
_話・古代説話を体系的に記した書が存在しない。さまざ
ﾜな分野にわたる資料の中から、まず天地創造を始めとす
驕A天上の秩序形成に関する神話・伝説を拾い出してみる。

同上 同上

4 神話・伝説②
i地上の秩序・

p雄の登場）

広大な空間を有し、強大な自然の力に立向った中国民族

ﾌネ跣たちの中には、その営為を民族的な英雄の功業とし
ﾄ讃えられているものがある。治水事業を成しとげた禺は
ｻの代表的な例である。

同上 同上

5 寓　　話（1）
i知恵の結晶）

　先秦時代の思想家の文章には、寓話が多く見られる。自

烽�ｼ人に対して説き明かす手法として用いた寓話は、ま
ｳに乱世に生きる人間の知恵の結晶であった。 同上 同上

6 寓　　話（2＞
i王道か覇道か）

　寓話はたんに一思想家の思想や学説を述べるために用い
轤黷ｽだけでなく、天下国家のゆくえを示す指針としての
�р�奄ﾁた。虚構を借りてみずからの言わんとするとこ
?�qべる手法は、後世の小説の発展と無縁ではないので
ﾍなかろうか。

同上 同上

7 吏　　伝（1）
iその小説的

@展開）

　「史」とは元来「記録」という意味である。記録には、

鮪ﾀを事実として伝える厳密さが要求される。しかし、文
ﾍに綴られた「史」は、けっして無味乾燥な事実の羅列で
ﾍない。中国の「史」には、この傾向がとくに顕著に現れ
ﾄいると言えるのではなかろうか。

同上 同上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

r史記』はすぐれた史書としての定評がある。それと同
時にこの書は「歴史文学」としての評価も受けている。世

8 史　　伝② 界を創る人間の「真実」を伝え得たところに、r史記』の 竹田　晃 竹田　晃
（世界を創る 真価があるのだと思われる。このことはr史記』を小説史

人間の記録） の中に位置づける理由となるであろう。

漢代を代表する文学のジャンルは「賦」である。賦は漢
字文学の粋ともいうべきもので、漢の宮廷文学として光彩

9 漢　　　　賦 を放った。その賦には、虚構を用いて物語を展開する手法 同上 同上
（漢賦における が見られる。この点を小説史の問題として取り上げてみた

小説的な要素） い。

孔子は「怪力乱神を語ろうとしなかった」と言われる。

現実性・合理性を重んじる孔子の教えをたてまえとする中
10 六朝志怪（1） 国古代の知識人の中には、その一方で「怪異を語る」風潮 同上 同上

（怪異を語る伝 が根強く存在していた。そしてそれが、中国の古典1・説史
統） の中の一つの柱となったのである。

政治的には混乱の時代であった六朝時代は、思想・文芸
の面では大いに発展した時期であった。その時代に知識人

1
1

六朝志怪（2） の中で盛行した「志怪」というジャンルの特徴を、人間と 同上 同上
（人間と幽霊・ 幽霊や精解たちの交渉という切り口からとらえて考えてみ

精怪との交渉） たい。

中国文化にとっての初めての外来文化と言える仏教は、

六朝時代になって十分に中国文化の中に根づいた。「志怪」
12 六朝志怪（3＞ にも仏教の影響が次第に色濃く現れ、中国小説史の中にも 同上 同上

（仏教の影響） 仏教的世界観を植えつけたものであった。

六朝宋の劉義軍の著r世説新話』は、実在した知識人の

志人小説 言動を記した書であるが、著者の人間を見る眼の確かさと、
13 （人間を見る眼 巧みなユーモアは、この書を小説と呼ぶにふさわしい味わ 同上 同上

の確かさとユー いを与えている。
モア）

唐代になって、中国小説史上に初めて小説らしい小説、

つまり個人の創作と言える作品が登場する。これらの作品
14 唐代伝奇 群を「伝奇」と称する。ここでは、伝奇発生の背景と、そ 同上 同上

（個人の創作） の特徴を述べる。

唐代の伝奇は、その多くがやはり超自然的な不可思議な
題材にもとづいてストーリーが展開されている。しかしそ

15 唐代伝奇 れらの中に、そのような怪異の要素から完全に脱却した作 同上 同上（怪異からの脱 品も見られる。これは、中国小説史上まことに画期的なこ
却） とであった。
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：＝日本古代史＝（TV）

〔主任講師：青木和夫（お茶の水女子大学教授）〕

全体のねらい
①日本文化一すなわち日本列島に成立した文化の特質と日本の国家のわくぐみとを・原始時代から平安時

　代末までの歴史を通して明らかにする。
②全体の流れは時間軸に従うが、東アジアの中の日本を重視し・各時代を概説することにはこだわらない。

③歴史上の新発見があれば微修正をする。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 列島の誕生

①沖積世における日本列島の形成。
A東アジアにおける地理的位置と気候。
B人種と民族。三つの文化圏（北海道、本州、沖縄）の

e々における時期区分。

青木和夫
iお茶の水

落q大学
@教授）

青木和夫
iお茶の水

落q大学
@教授）

2 文化の芽生え

①旧石器文化の出現一日本列島に人類が登場したのはい
ﾂか。最初の住民の文化は世界的にみて如何なる位置に

?驍ｩ。
A土器文化の成立一束アジアにおける土器の発生と縄文

ｶ化との関係。

B発鰹点滅縄蚊化が東アジアの中で1ま独自に

岡田茂弘
i国立歴史

ｯ俗博物館
@教授）

岡田茂弘
i国立歴史

ｯ俗博物館
@教授）

3 農耕のはじまり

①稲作農耕の開始一紀元前3世紀に列島に伝播した水稲
k作文化の内容。

A背の高い渡来人一最初に列島に稲作技術をもたらした
l々と、その人々が渡来した背景となった東アジアの情

ｨ。

B弥生文化の諸相』その後の日本文化の基層となった弥
ｶ文化の特色の説明。

同上 同上

4 古墳とヤマト政

①ムラからクニへ一弥生時代のムラの連合・征服を通じ
ﾄ階級がめばえ各地にそれぞれ地域的特色をもつ墳丘墓

ｪ営まれたこと。
A発生期の古墳と初期ヤマト政権一発生期の前方後円墳

ﾉ見られる墳形・埴輪・埋葬施設や副葬品などを通した
E内・吉備・北九州連合の成立。

B中期古墳とヤマト政権一4世紀末から5世紀に築造さ
黷ｽ巨大古墳に見られる政治連合の盟主権の様相。

同上 同上

5 東アジアの激動

大陸・朝鮮半島の動きとその日本への影響。

@冊封体制への参加と離脱
A階唐大帝国の出現
B朝鮮三国の動揺

青木和夫 青木和夫

6 飛鳥文化と仏教

①聖徳太子と蘇我大臣家。

A仏教伝来。
B飛語の寺院。 同上 同上

I

7 大化改新と
@壬申の乱

①大化の改新。
A吉野の宮・飛鳥浄御直宮・藤原の宮

B万葉集 同上 同上

一611一



執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

律令制度の説明、その実請

①律令とは。
8 律令国家 ②官僚の養成。 青木和夫 青木和夫

③全国支配の構造b

奈良時代の政治と社会。

①皇親政治と藤原家の登場。
9 奈良の都 ②権臣の交代。 同上 同上

③藤原京から平城京へ。

④庶民の生活

奈良時代の文化。

①文字の普及。
10 天平文化 ②遺唐使。 同上 同上

③東大寺と国分寺。
④正倉院宝庫。

①平安初期政治史。
②平安初期の文化。 梅村恵子 梅村恵子

1
1

藤原政権の確立 （川村学園 （川村学園

女子大学 女子大学
助教授） 助教授）

①摂政・関白
②平安貴族の生活

12 平安貴族 ③蜻蛤日記や源氏物語の活用 同上 同上

①荘園制をわかりやすく。
②絵巻物の活用。

13 荘園の時代 五味文彦 五味文彦
（東京大学 （東京大学

助教授） 助教授）

①平氏政権の基盤，
②日本の“英雄時代”叙事詩としての平家物語。

14 源氏と平氏 ③中国や朝鮮にない“武家政権” 同上 同上

①古代・中世・近世・近現代という時代区分の特殊性。
②古代史がその後の歴史に及ぼした影響。

15 日本古代史の

@　獺
青木和夫 青木和夫
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＝日本近代史＝（R）

〔主任講師 鳥海 靖（東京大学教授）〕

全体のねらい
　明治政府の成立から第2次世界大戦の敗戦に至る日本の歩みについて、政治・国際関係・経済および国民
生活を中心に講義する。なるべく網羅的概説にならないよう、各テーマごとに重点的問題を設定し、国際社
会における日本という視点を重視して、多角的にそれを取りあげ、日本近代史の特色と問題点を明らかにし

たい。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 日本近代史をど

､見るか

　日本の近代化についての理解と評価が戦後の学界におい

ﾄどのように変ったか、その変遷をたどるとともに、あわ
ｹて、日本の近代化の国内的・国際的条件とその目標が何
ﾅあったか、また、その特色をどのように捉えたら良いか、

ﾈどについて考えてみたい。

鳥海　靖
i東京大学

@教授）

鳥海　靖
i東京大学

@教授）

2 明治国家の発足

　欧米先進列強と並立する国家の建設をめざす明治初年の
秤?vとその過程に生じたさまざまな国内の軋礫・紛争が
ﾇのように解決されたか、を解明する。 同上 同上

3 立憲政治実現へ

ﾌ模索

　明治初年の政府による立憲体制の構想、耳翼議院設立建

秩A民権派による国会開設運動の展開などを通じて、政府
ﾆ民権派の競合の形で立憲政治実現をめざす動きが進んで
sく過程を、明治14年政変のころまで、取りあげる。

同上 同上

4 明治立憲制の

@　　　磁

　大日本帝国憲法（明治憲法）の制定過程、憲法体制の構

｢的特色、およびその運用の実際の考察を通じて、議会に
ｨける明治政府と民党の対立と妥協の理由とその実態を明
轤ｩにする。

同上 同上

5 「脱亜」の歩み

　条約改正問題斗朝鮮問題と日清戦争を通じて日本の外交
ﾌ目標が何であったかを考察し、あわせて、戦後経営の問
閧�lえる。 同上 同上

6 産業革命の進展

　近代産業の育成による工業化の推進と資本主義的経済制

xの形成を、軽工業・重工業部門それぞれについて考察し、
?墲ｹて、社会問題・労働問題にも言及する。 同上 同上

7 日露戦争と国際

@　　　漏

20世紀初頭の国際社会の動きの中で、日露戦争が遂行さ

黷ｽことを考え、その世界史的背景をさぐるとともに、日
{の勝利がもたらした国際社会への衝撃を考察する。 同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 東と西の狭間で

第1次世界大戦と日本のかかわり合いを通じて、戦後の
pリ講和会議に5大国の1国として参加しながら、急速に
蜊痩ｻしたが故に、欧米諸国からも東アジア諸国からも反
ｭと警戒の目を向けられる日本の困難な国際的立場を考察
ｷる。

鳥海　靖 鳥海　靖

9 ワシントン体制

ｺの協調外交

1920～30年代初めの国際協調の外交路線と軍縮政策につ

｢て、ワシントン体制の形成とそのもとでの外交政策の展
Jを具体的に検討しその特色と問題点を明らかにする。 同上 同上

10 政党政治の定着

大正末期～昭和初期の政党政治の実態を明らかにすると
ﾆもに、明治憲法下の政党政治成立の条件をさぐり、あわ
ｹてその問題性・弱体性をも解明する。 同上 同上

1
1

明治・大正期の

ｶ化と国民生活

明治中期（1880年代から）～昭和初期（1930年前後まで）

ﾌ国民生活や文化の変容を、都市化の流れの中で考察する。

同上 同上

12 経済危機の到来
ﾆそれへの対応

　いわゆる昭和恐慌、とりわけ農村恐慌と、それへの対応
ﾉついて井上財政・高橋財政を中心に考察し≦あわせて、
ｻの政治的影響について考える。 同上 同上

13 満洲事変と軍部

ﾌ台頭

　1930年代初頭の対外危機の深化の中で勃発した満洲事変の国際的反響と国内的影響を考察し、国際的な日本の孤立

ｻと国内における政党政治の没落・軍の政治的台頭につい
ﾄ明らかにする。

同上 同上

1
4

国家二二員体制

ﾌ形成

　日中戦争の勃発、その長期化とともに具体化された「東
汾V秩序」構想と国家二二員法を軸とした戦時経済体制へ
ﾌ動きから、1940年の新体制運動と日些事三国同盟に至る
ﾟ程を考察する。

同上 同上

15 太平洋戦争

　日米交渉の具体的糸i盟をたどりながら、日本の南進政策、「大東亜新秩序」（「大東亜共栄圏」）構想と、アメリカ

ﾌ東アジア政策の衝突をさぐり、日本の対米開戦決定過程
�ｾらかにする。

同上 同上
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＝＝アメリカ論1（北米）＝＝（TV）

〔主任講師 有賀 貞（一橋大学教授）〕

全体のねらい
　北アメリカの二つの国、アメリカ合衆国とカナダの政治、経済、社会、文化の特徴をそれぞれの歴史と結

びつけて綜合的に解説する。両国とも民族的に多様な国であることにとくに注目したい。世界における影響
力の大きさを考慮し、アメリカに大部分の時間をあてるが、カナダについても、アメリカと比較しっっ・特

色を述べる。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 新しい共和国の

全体のねらい、構成の説明の後、北アメリカの地理の特

Fをまとめ、次にヨーロッパ人到来時の先住民族、英仏西
ﾌ植民地争い、アフリカ人奴隷制度の導入、イギリス植民
nの発展と13植民地の独立、革命の理念と連邦共和国の成
ｧ等を述べ、11回までアメリカを扱う。

有賀　貞
i一橋大学

@教授）

有賀　貞
i一橋大学

@教授）

2 西部の発展と
?k戦争

19世紀の間に西方に向ってアメリカが急漣に発展したこ
ﾆ、フロンティア社会の性格、先住民族の運命について述
ﾗた後、奴隷制度の西方への拡大、南北対立と南北戦争、
z隷制度廃止後の人種差別体制の成立について述べ、20世

I後半にそれが崩壊することに言及。

同上 同上

3 移民の流入と多

l化

20世紀初頭まで、移民の流入が次第に増大したこと、そ
ﾌ間移民の供給国が変化したことおよびそれらの理由を説
ｾ。移民流入に伴う社会摩擦や移民の「アメリカ化」過程
ﾉついて述べ、移民制限政策の始まりとアジア系移民禁止、

uメルティング・ポット」説にも言及。

同上 同上

4 資本主義の発展

アメリカ経済発展の諸要因を述べた後、大企業の成立と

o営者革命、工業化、都市化と高等教育の発達、労働者と
J働運動、工業化時代の農業と農民、革新主義と社会主義、
jューディールと混合経済、ポスト・産業社会の到来。

同上 同上

5 20世紀世界の大

　ヨーロッパからの孤立など対外政策の伝統を説明した後、

�ﾂの大戦への参戦を通じて孤立主義を放棄し、第2次大
甯繧ﾍソ連・共産圏の封じこめと西側諸国に対する開放的
o済政策によって「パクス・アメリカーナ」を維持してき
ｽことを述べ、ベトナム戦争に至る。

同上 同上

6 現代アメリカ
o済の問題

　「アメリカの衰退」が盛んに議論されてきたように、近

Nのアメリカ経済は多くの面でかっての力を失った。アメ
潟Jの産業競争力が衰えたのはなぜか、アメリカ経済はこ
ﾌまま衰退するのか、再興のための処方箋は何か、などの
^問に答える。

嘉治文郎
i放送大学
寢w長）

嘉治文郎
i放送大学
寢w長）

7 民主政治の伝統

ﾆ現状

アメリカ経済の問題に政治がどのように対応しようとし
ﾄきたかということから始めて、アメリカの民主政治の伝
揩ﾆ現状について述べる。連邦制、三回分立動の特色「大
ｫい政府」論の後退、二大政党制の特色と「政党の衰退」

ｻ象などに言及する。

有賀　貞 有賀　貞
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 人種差別撤廃の

ｬ果と限界

　人種差別撤廃を求めた公民権運動と公戻権法の成立、政府による「アファーマティヴ・アクション」の奨励、非白人マインリティーズの社会的上昇の進展と停滞、マイノリティーの中の階級分化、「逆潮ll」反対運動と保守派のまき返しについて述べる。

有賀　貞 有賀　貞

9 女性の地位と家

?ﾌ変化
有賀夏紀
i埼玉大学

@教授）

有賀夏紀
i埼玉大学

@教授）

1
0

変化する民族
¥成

　1965年移民法の改定後、アジア、ラテンアメリカからの
ﾚ民が増大した。アメリカの人口動態の変化により、将来
註l人口は半数以下になることが予想される。現在急速に
揄ﾁしっっあるヒスパニクスとアジア系アメリカ人につい
ﾄ述べ、新たな社会摩擦に言及。

能登路雅子
i武蔵大学
赴ｳ授）

能登路雅子
i武蔵大学
赴ｳ授）

1
1

消費と娯楽の
ｶ化

　多民族・多宗教の国であるアメリカでは、「アメリカ的生活様式」という言葉が示すように一つのアメリカ文化があると考えられてきた。しかしまた非白人マイノリティー

ﾌ中から多元文化主義の主張もでている。アメリカ文化についてどのように考えるべきか。 同上 同上

12 連邦国家カナダ

ﾌ形成

　アメリカ合衆国として独立した植民地以来のイギリス領北アメリカがどのような経過を経て自治領となり、連邦国家として「独立」を達成するに至ったかを概観し、イギリスとの関係、連邦制の特色、ケベック問題、アメリカとの

o済的結びつきなどを述べる。

有賀　貞 有賀　貞

13 多様性の国
@　　カナダ

　先住民族との関係、フランス系カナダ人の自己主張、最近の移民受容政策を述べ、カナダの二言語主義、多様文化主義について説明する。連邦国家としてカナダが存続するかどうかは必ずしも確実ではないことに言及する。

同上 同上

14 日米・日加関係

ﾌ展開

主として日米関係を歴史的に概観するが、日加関係につ
｢ても言及する。二国間関係とともに、世界の状況と関連させながら日米関係・日並関係を考察する。日米関係にお

ｯる人種的要求にも言及する。
同上 同上

15

アメリカと
@　　カナダー動向と展望一

同上 同上
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＝美と芸術の理論＝（TV）

〔主任講師：青山昌文（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　世界には、様々な美と、多くの芸術がある。この講義では、古代・近代・現代の代豪的なく美の哲学〉と
く芸術の理論〉を前半で採り上げて、これらの大事な問題を、古今の哲学者や思想家がどのように考えてき
たかを振り返り、後半ではそれを受けて、美術・音楽・映画・建築等の諸芸術に通回している現代的諸状況

を通覧してゆくことにしたい。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 序章
@　芸術と美学

　〈美の哲学〉とく芸術の理論〉の歴史である美学史には、

｢くつかの通時的・主導的テーマがある。そのなかで、本
u義の導きの糸として、〈ミ心事ーシス〉芸術理論に着目
ｵてみたい。なぜならば、それこそが、古典芸術と現代芸

pの根本的共通問題だからである。

青山昌文
i放送大学
赴ｳ授）

青山昌文
i放送大学
赴ｳ授）

2
古典美学
@　その1
v　ラ　ト　ン

　プラトンの美学は、一般には「詩人追放論」を唱える芸

p否定論と見なされることが多いが、本当は、より豊かな
燉eをもったミーメーシス美学である。それは、近代的芸
p観を超えて、むしろ現代において示唆するところの大き

｢美学なのである。

同上 同上

3
古典美学
@　その2
Aリストテレス

　アリストテレスの美学は、西洋芸術理論の偉大な礎であ

驕Bそれは、芸術作品の創造理論としてのミーメーシス理
_の古典であり、具体的な作品に即してそこで展開される
ｴ理的分析は、現代においてもいささかも古びていない優

黷ｽものである。

同上 同上

4
近代美学
@　その1
f　ィ　ド　ロ

　ディドロの美学は、ギリシャ以来の長い歴史をもつミ幽
堰[シス美学史のひとまずの終結点に位置している。彼自
gの一貫した哲学によって支えられているその美学・芸術
攪_は、近代的芸術観を原理的に乗り越えているものであ
ﾁて、正に現代的意識をもっている。

同上 同上

5
近代美学
@　その2
oウムガルデン
Eカント・ゲー

e

　近代ドイツの美学は、近代的芸術観を代表する、大きな
e響力をもっていた美学理論である。芸術における主観性
�dんじるその立場は、バウムガルデンによって準備され
Jントによって確立されたが、他方ドイツには、ゲーテの
謔､な別の立場に立つ美学理論も存在していた。

同上 同上

6
現代美学
@　その1
N学的考察

　ルカーチ・ベンヤミン・アドルノ達の美学は、現代にお
ｯる芸術の哲学的解明として、代表的なものである。＜複
ｻ技術時代〉の芸術作品についてのべンヤミンの先駆的考
@等をはじめとして、彼らの美学は、現代社会を見据えた
~ーメーシス美学理論なのである。

同上 同上

7
現代美学
@　その2

癜]的考察

　現代芸術は、複雑な現代文明に対して高度に自覚的であ
閨Aそれゆえ難解である。批評家や作家自身が、ある作品
ﾉ即してその意味を言葉でもって的確に深く述べる時、現
繻|術の普遍的一般的意味が明らかにされることがある。

ｻのような例を探ってみたい。

同上 同上
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回 テ　一　マ
1　　　内　　　　　　　　　　容 執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8

i
芸
術
の
古
典
と
現
代
　
　
　
そ
の
1
絵
画
・
平
面
・
願

絵画・平面芸術の古典としてミケランジェロ等を、現代
ﾆしてウォーホル等を採り上げて、両者の差異を、歴史的・社会的・芸術思想的に考察する。また現代において大き

ﾈ意味をもっている写真についても、メイプルソープ等を
痰ﾆして考察する。ゲスト対談者あり。

青山昌文 青山昌文

9

芸術の古典と現

縺@　その2
､刻・立体

彫刻・立体芸術の古典として同じくミケランジェロ等を、
ｻ代としてハーケ等を採り上げて、両者の差異を、歴史的・社会的・芸術思想的に考察する。またシミュレーショニ

Yムを、現代におけるミー開門シス理論として考察する。
Qスト対談者あり。

同上 同上

　芸術の古典と現
P0 p

一
音
そ
の
藁
1

音楽芸術の古典としてウィーン古典派等を、現代として

ﾂ境音楽や電子音楽等を採り上げて、両者の差異を、歴史
I・社会的・芸術思想的に考察する。また音楽におけるミー著明シス理論を、歴史的にたどり直してみる。ゲスト対

k者あり。

同上 同上

1
1

芸術の古典と現

縺@　　その4

@文　　学

文学芸術の古典としてダンテや源氏物語等を、現代とし
ﾄ20世紀ラテンアメリカ小説や東欧小説等を採り上げて、
ｼ者の差異を、歴史的・社会的・芸術思想i的に考察：する。

ﾜた詩における古典的ミ目黒ーシス理論等についても考察
ｷる。ゲスト対談者あり。

同上 同上

12

芸術の古典と現

縺@　　その5
煙?E舞踊

演劇・舞踊芸術の古典としてモリエールやシェイクスピ
A等を、現代として太陽劇団の活動等を採り上げて、両者の差異を、歴史的・社会的・芸術思想的に考察する。また

焔Z論や演出論を、歴史的にたどり直してみる。ゲスト対
k者あり。

同上 同上

13

芸術の古典と現

縺@　その6
f画・ヴィデオ

映画芸術の古典としてロッセリー二等を、現代としてヴ
Fンダースやタルコフスキー等を採り上げて、両者の差異
�A歴史的・社会的・芸術思想的に考察する。また映画論・映画美学を、歴史的にたどり直してみる。ゲスト対談者

?閨B

同上 同上

14

芸術の古典と現

縺@　その7
噤@　　築

建築芸術の古典としてル・コルビュジェやグロピウス等
�A現代としてポスト・モダニズムの建築等を採り上げて、
ｼ者の差異を、歴史的・社会的・芸術思想的に考察する。

ﾜたポスト・モダンの「引用」をミ一章ーシス理論として
l察する。ゲスト対談者あり。

同上 同上

15

終章
|術のカーっの具体例

ﾉ即して

クリストの芸術は、常識的に見ればほとんど理解不能な
烽ﾌであるが、実は、現代社会の姿を鋭く明らかにする意
｡をもっている。日本とアメリカで遂行されるくアンブレ
堰Eプロジェクト〉を実際に見ながら、現代芸術のもって
｢る意味と力を考えてみたい。クリストとのインタビュー・
?閨B

同上 同上
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＝美術史と美術理論＝（TV）

〔主任講師：木村三郎（日本大学助教授）〕

叢誌i懸欝灘難船繋→投教養レヴェルと専門過程の最初段階を対象とする。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 美術史を学ぶ
yしみ

　r受胎告知」を描いた2点の作品を並列して見せ、西洋
?p史において代表的な作品の比較を行なう。そこから・
�u生の感覚による自主的な判断を尊重しつつ・帰納的方
@で美術作品の美しさの秘密を考える。一方で、美術史通
jとしての、副読本の指定を行なう。国立西洋美術館の作

iにも触れる。

木村三郎
i日本大学

赴ｳ授）

木村三郎
i日本大学

赴ｳ授）

2 16～19世紀の
?p史学

①画家伝としての美術史（ヴァザーリ・ベローリ・フェ

潟rアン）

Aヴィンケルマンによる美術史
B文化史としての美術史、ブルクハルト　　　　　、をそれぞれ祖述する。同時に、古代、ルネサンスからバ

鴻bクにかけての主要な美術作品を見せる。

同上 同上

3 20世紀の
?p史学

①様式史としての美術史一リーグル、ヴェルフリン・コォシオンの方法に触れ、形態の比較法（「受胎告知」論）

�獅ﾝる。（日本の例も触れる）
A精神史としての美術史一ドヴォルジャック・パノフス

Lーに触れ、意味論とイコノグラフィーの基礎を学ぶ・

?｢美術の作品を多く見せる。

同上 同上

4 戦後美術史学の

菇@

①フランス学派（実証主義美術史・カタログ美術史）

Aアメリカ美術史学、プリンストン学派

Bセミオロジー美術解釈学
C社会史と美術史

ﾆいった、戦後大きく展開する美術史学のありかたを概

ﾏする。

同上
木村三郎

J川　渥
i検討中）

5

わが国における

ｼ洋美術史学の

W開

①戦前からの展開を祖述する。
Aわが国の一特徴である、東西交渉史・ジャンポニスム

､究について概観する。 同上 木村三郎

6 美術とジャンル

①絵画（素描・版画）・彫刻・建築・工芸

A絵画のなかのジャンル
B現代美術におけるジャンルの否定
Cそうした絵画上の、一ジャンルである歴史画評価

ﾌ発展、没落と再評価について考える。

同上 同上

7 図像解釈学と人

ｶ諸科学の位置

前述のパノフスキーのイコノロジー研究は、戦後大きな
e響力を与えた。それは、この方法が美術史学だけにとど
ﾜらず、関連領域の人文科学諸領域に深く係わるからであ
驕Bここでは、ニコラ・プッサンに関する彼の論考を中心

ﾉその問題に触れてみる。

同上
木村三郎

ｼ野氏
i検討中）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

美術史は本来美術批評の発展した形であるが、その歴史
とそれぞれの学問的・社会的な意味を考える。現代美術の 木村三郎

8 美術史と美術 ある部分にふれながら、年代決定論、アトリビューション 木村三郎
批評 論などに触れっっ、実証主義歴史学と二二とのはざまを考 千葉成夫

える。 （検討中）

この項目以下は、具体的な美術史研究法を述べる。いわ
ゆるリサーチ・ガイドである。ここでは特に、人文科学の

9 美術史と 他領域と若干異なる。絵はがき、レーザーディスク、スラ 同上 木村三郎
イメージ資料 イド等のイメージ資料のあり方を述べる。

前項の展開として、美術史研究においては、研究旅行の

ありかたが重要となる。また、イメージ資料の収集として 木村三郎
10 研究旅行と カメラ撮影も極めて重要である。ここでは、日本美術研究 同上

写真撮影 の場合を参考としながら、初歩の技術を考えたい。 日沖氏

高野氏
（検討中）

西欧における美術史学は、整備された美術図書館を中心
に行なわれている。それはまた、展示機関であるとともに 米倉氏

1
1

研究所と 研究所でもある美術館学芸員室・資料室で実現される部分 同上 波多野氏
美術図書館 も大きい。ここではそれらのありようと、わが国の現状、 （検討中）

また今後期待されるあり方を考える。日本東洋美術史賢立
究所にも触れる。

近年、日本全国で美術館が急速にその数を増やしている。

世界的な傾向としても、美術史学を支えるのは、そこで研
12 美術館と学芸員 究を続ける多くの学芸員である。博物館学の＝視点から、そ 同上 木村三郎

のあり方と社会的使命を考える。

最近のわが国では、無数の展覧会が催される。そのあり
かたと、ここでは、近世絵画研究法の一つとして、展覧会

13 展覧会と力タロ カタログ、あるいはより専門的な意味で、カタログ・レゾ 同上 同上
グ・レゾネ ネ作成法（a．カード型資料管理、b．参考文献執筆法、

c．パソコンによるデータ・ベース作成）を考える。

基礎資料の探し方を述べ、美術書誌学に触れる。（a．

1
4

美術文献検索法

商業データ・ベースの利用、b．パソコン通信による海外データ・ベースの利用、c．美術史参考図書の紹介等を行

同上
木村三郎

なう） 水谷氏
（検討中）

15 参考文献

西洋美術史学における初歩段階の和書文：献（参考図書、雑誌、モノグラフ、展覧会カタログ）を記述する。欧文図書としては、原則として、ペーパー・バックで入手可能で

ｽ易で基礎的な英文図書を記述する。
同上 木村三郎
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＝音楽の歴史と音楽観＝（TV）

潔（放送大学助教授）〕〔主任講師：笠原

全体のねらい
　15回の講義を通して、音楽の歴史を動かしてきた歴史状況や、西洋と東アジア（中国・日本）の音楽文化
を生み出してきた基本的な観念を探る。前半8回は西洋の音楽文化にあて、後半7回は中国（3回）と日本
（4回）にあてる。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当
u：師名
i所属・職名）

1 西洋の時代区分

ﾆ時代様式の変

J

最初に15回の講義全体にわたるガイダンスをした後、西
m音楽史の各時代（中世、ルネサンス、バロック、古典・
鴻}ン派、現代）の音楽様式上の特徴を述べる。 笠原　潔

i放送大学

赴ｳ授）

笠原　潔
i放送大学
赴ｳ1受）

2

古代ギリシアの

ｹ楽観
?[シケー（一）

西洋の「音楽」という概念の根底にある古代ギリシアの

uムーシケー」の観念を取り上げ、古代ギリシアにおいて
ﾍ音楽と言葉が切り離せないものと捉えられていたこと、
ｻの理由などについて述べる。

同上 同上

3

古代ギリシアの

ｹ楽観
?[シケー（二）

　音楽を司るアポローシ神の神格の分析を通じて、「ムー
Vケー」が古代ギリシアにおいては人間にく人間としての
O号〉を教える術と捉えられていたことを明らかにする。 同上 同上

4

キリスト教音楽

ﾌ成立
?_ヤ教の遺産

　ユダヤ教からキリスト教に引き継がれた文化要素につい
ﾄ述べ、それが西洋の音楽文化に今なお大きな枠組みを与
ｦていることを述べる。 同上 同上

5 キリスト教聖歌

ﾌ誕生と展開

今日の西洋音楽文化の出発点となったキリスト教聖歌の
a生とその後の展開について述べ、西洋中世の音楽史を概
ﾏする。 同上 同上

6 世俗音楽の隆盛

　西洋中世後半の時代における世俗音楽の隆盛にづいて述べ、それを生み出した西洋中世後半という時代について語

驕B

@　』

同上 同上

7 十四世紀から
@ルネサンスへ

　中世末期の十四世紀から西洋音楽史上のくルネサンス様
ｮ〉の確立までの過程を追いながら、それぞれの時代の歴
j状況について語る。 同上 同上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

ルネサンス時代の音楽史を追いながら、特にこの時代に

おける音楽と言葉の関係に対する問題関心にスポットをあ
8 盛期ルネサンス てる。 笠原　潔 笠原　潔

の音楽

東アジアの音楽観の根底にある観念を、「楽」の字をめ
古代中国の音楽 ぐる考察を通じて明らかにする。

9 思想　　　（一） 同上 同上
「楽」の字を

めぐって

r論語』の中の音楽に関する章句を手掛かりに孔子の音
古代中国の音楽 楽思想を復元し、その根底にある観念を明らかにする。

1
0

思想　　　（二） 同上 同上
孔子の音楽論

春秋戦国時代から漢代にかけての音楽論を追いながら、
古代中国の音楽 特にユニークな音楽論を展開した荘子とr礼記』楽記篇の

1
1

思想　　　（三） 思想を紹介する。 同上 同上
荘子と「楽記」

人類の歴史の中での音楽の起源の問題を、ユーラシア大
陸における音楽考古学的遺物の紹介を通じて論じる（第13

12 人類と音楽 ～15回の講義の序章にあたる）。 同上 同上

縄文時代の遺跡から出土する楽器の遺物を手掛かりに、

縄文時代の音文化について考察するとともに、それが後の
13 縄文時代の楽器 日本音楽の展開に与えた影響について考察する。 同上 同上

弥生・古墳時代の遺跡から出土する音楽資料を紹介し、

後の時代の文献との対照を交じえて、当時の音文化につい
1
4

弥生・古墳時代 て考察する。 同上 同上
の楽器

記紀・万葉集・風土記など古代の文献に収められた歌謡
と東アジアの照葉樹林帯に今なお残る音楽文化とを対照し

15 古代の歌 ながら、古代の歌の文化について考察する。 同上 同上
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　＝ベクトル解析＝（R）
〔主任講師：小畠守生（華々義塾大学教授）〕

全体のねらい
　微分・積分学および線塑代数学に引続らて、ベクトル関数の解析学、すなわち、ベクトル場の微

分、積分法とその応用を学ぶ。ベクトル解析は力学の一部と考えられるくらい物理学とのかかわり

が深いが、本講では、ガウスの発散定理とストークスの定理を目標とする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ベクトルの定義を．与え、線形代数学の簡単な

，

復習をする。 小　畠　守生

1 ベ　　ク　　ト　　ル （慶磨義塾大学教授）

ベクトルのスカラー積Cまたは内積）を用い
て、ベグトルの計量的性質を調べる。

2 スカラー積（内積） 同　　　上

3次元内積空間に特有のベクトル積（または

外積）を定義するび

3 ベクトル積（外積） 同　　　上

ベクトル関数の微分法を、1変数だけで：なく

多変数の場合にも取り扱う。

14 ベクトルの微分 同　　　上

ベクトル解析の応用として、空間曲線に関す

る基本的事項を考える。弓長、接線、曲率、振

5 曲線の微分幾何 率等の関係を記述するジルネーセレ「の公式を 同　　　上

：求める。　　　　　　　　一
乱

毛

空間に高め関数一スカラー場』が与えられた

とき、その変化率を調べる。そめためにスカラ
｝6 スカラー場の勾配 一場の方向微分係数、勾配を考える。 同　　　上

直交座標系を別の直交座標系に変換すう際の

ベクトルの成分の変換法則を求める。直交変換、

土7 座　標　変　換 直交行列の復習でもある。そしてこれは次章で

闍`するベクトル場の発散、回転の座標変換で
同　　　上

の不変性への準備でもある。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ベクトル場の発散、回転を定義し、勾配との

8
ベクトル場の発散
ﾆ回転

関係等も考える。

小　畠　守　生

前章までは微分を考えるだけであったが、本
章から積分に入る。線積分は定積分の自然：な一

9 線　　　積　　　分 般化である。曲線に沿って定義された関数の積 同　　　上
分を考える。

平面内の有界閉領域上での2重積分と、領域

の境界曲線上の線積分に関するグリーシの定理

10 2重積分と線積分 を証明する。普通の定積分が原始関数の境界で 同　　　上
の値の差に等しいことの一般化である。

空間内の曲面を位置ベクトルで表示し、接平

面、曲面上の曲線の弧長、曲面分の面積等を考

11 曲面の微分幾何 察する。 同　　　上

曲面内の領域上で関数を積分する。これは2

重積分の概念の一般化である。曲面の向きが問

12 面　　　積　　　分 題に：なる。 同　　　上

ベクトル場が空間内の有界閉領域のまわりで

与えられたとき、ベクトル場の発散の領域内で

13 ガウスの発散定理 の積分と、境界面上でのベクトル場の法線成分 同　　　上
の積分が等しいというガウスの発散定理を証明

する。平面上のグリーンの定理の一般化である。

平面上のグリーンの定理を、曲面上の対応す

る定理一ストー・クスの定理一に拡張する。

14 ストークスの定理 同　　　上

線積分は一般には積分路に関係するが、それ

が関係しない特別な場合の特性を考察する。

15 完　全　微　分 同　　　上
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　　＝解析学＝：（R）
〔主任講師：長坂建二（法政大学教授）〕

全体のねらい

　基礎数学1の実数変数の微分・積分学に引き続いて、複素変数の微分・積分学（関数論）に：ついて

述べる。コーシーの定理を中心に、定積分の計算に役立っ留数計算に習熟する。更に・微分方程式論

に：おいて，基本的な解の存在定理、線形微分方程式の解法、級数による解法などを述べ、応用性を高め

る。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

複素数を、実数の対として導入し、極形式に

1
複素数の導入とそ
ﾌ性質

よる表示、加減乗除の幾何学的意味を考え、そ

ﾌ性質に言及する。》

長　坂　建　二

i法政大学教授）

一次変換の定義と性質についてまず述べる。
ついで、実数変数の初等関数の知識を用いて、

2 複素数の初等関数
複素変数の初等関数代数関数、指数関数、三
p関数、対数関数、巾乗関数、逆三角関数を導

同　上

評し、複素関数特有の多価性についての注意を

述べる。

複素関数の連続性・微分可能性について述べ、

微分可能な複素関数（正則関数）がコーシー・

3 正　則　関　数 リーマンの微分方程式をみたすことを示すと共 同　上

に、基本的な性質について述べる。

複素微分に関する諸定理と共に：、複素微分の

例を与える。また、正則でない関数の例を述べ

4 正則関数の性質 ると共に、正則関数がみたす性質を、実数関数 同　上

の場合と対比しつつ言及する。

実数関数の積分の概念を復習し、その自然な

5
複素関数の積分

拡張となるように：、複素関数の積分を正則弧上

ﾌ複素積分として定義し、その基本的な性質を 同　上

示す。

複素関数論に澄いて、最も重要なコーシーの

定理を紹介し、証明の概略を述べる。また、単

6 コーシーの定理 連結な領域の説明と例を与える。 同　上

複素積分の例として、円周積分を計算する

7
コーシーの積分公
ｮとその応用

ついでコーシーの定理から、正則関数に対する

Rーシーの積分公式を導くと共に、リウヴィル

ﾌ定理より代数学の基本定理を証明する。

同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 留　数　計　：算

　複数関数のゼロ点や極等の特異点を定義し、実数の微分・積分学の範囲では、求めることが

｢難であった定積分の値を複素積分、特に留数
v算によって求められることを示すと共に、複
f関数のローラン展開について述べた。

長　坂　建　二

9 有名な微分方程式

　微分方程式論の誕生と微分方程式論の内容を
T観、し、求積法で解が求められる、変数分離形、

ｯ次形、一階線形微分方程式の解法と共に、一
Kの微分方程式として有名な、ベルヌーイの微
ｪ方程式、リツカチの微分方程式の解法につい
ﾄ述べる。

同　上

10 存　在　定　理

　ダランベール（ラグランジュ）、クレローの
�ｪ方程式の解法と解の性質について述べる。ついで、一階常微分方程式が、リプシツソの条

盾�ﾝたす時、初期値を満足する唯一の解が存
ﾝするという存在定理を遂次近似法により証明
ｷる。

同　上

11 ルジャンドルの微
ｪ方程式

　応用輝きわめて重要な2階線形微分方程式の
､ち、巾級数を利用して解を求められるジャン
hルの微分方程式、澄よびベッセルの微分方程

ｮの解法を概説する。
同　上

12 線形微分方程式

　n階線形微分方程式の解の性質を、ロンスキー

s列式との関係と共に説明し、一般解の求め方

�^え、定数係数の場合には特性方程式を解く

ｱとにより解が求められることを例と共に示す。
同　上

13
連立線形微分方程

ｮ1

　連立線形微分方程式を行列表現し、定数係数

ﾌ場合には、係数行列の指数関数を考えること

ﾉより、解が求められることを示す6また、行

�ﾌ指数関数の性質にも触れる。
同　上

、14
連立線形微分方程
ｮ∬

　前章に引き続いて、連立線形微分方程式の解

@についてのべる。定数係数行列の固有値と固

Lベクトルとスペクトル分解との関連を説明し、
v算：法を与える。

同　上

．15
実社会と微分方程

ｮ

　自然現象や、社会現象を記述する目的で生れ

ｽ数々の微分方程式やその解釈について述べ、

矧wと社会との関連を考える。

@　　　　　　　、

同　上
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＝＝＝（R）

明治大学教授）〕

　
　
　
（

学
　
宏

用数

藤田

応＝＝

（主任講師

誰勝麹難罐雛高高諜ま灘三三欝獣鷲灘鶴髪急畠
数学は知性的であると共に大衆的でもあるべきであると考えるからである。

担　当　講　師

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
（所属・氏名）

変化と関数

1 増殖の数理
変化率

ﾏ化の法則
攝B率が一定な変化

藤　田　　　宏
i明治大学教授）

非線形方程式に従う増殖

はじめに　　　　　　　　　　　減衰振動

2 振動の数理
単振動
jュートンの力学の法則 同　　　上

簡単な例
調和振動子
特性根の方法

一方的な影響がある場合

3 競合の数理
互いに影響がある場合

R拡競争のモデル 同　　　上

4
惑星運動とニュートン

惑星の運動の数理

惑星の運動方程式

ﾛ存量 同　　　上
円軌道の場合
一般の場合の解析

5

証明のための補足

弦のつり合い

6 弦のつり合いの

弦の境界値問題の解法
ｷの境界値問題のグリーン関数 同　　　上

数理 弦の境界値問題における安定性
補足；一「般の場合

7
σ
｛
》
9
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担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

7

はじめに
■ フーリエ級数とフーリエ係数

フーリエ展開可能性の問題
8 熱伝導と波動の 針金の熱伝導 藤　田　　　宏

数理 弦の振動
● 弦を伝わる波動

9
複素フーリエ級数

10

任意な区間でのフーリエ級数
フーリエ級数から フーリエ変換への移行

● フーリエ変換へ フーリエ変換の性質 同　　　上
フーリエ変換の応用

1
1

補足；L2および多次元におけるフーリエ変換

1．微分法から変分法へ
（1）微分法と最大・最小

12 ②変分法と汎関数
（3）補足；条件付きの変分問題

　

2．オイラーの方程式
● 変分法； （1）弦のつり合い

出合いから応用へ （2）一般の場合 同　　　上
（3）補足；自然境界条件

3．多変数の問題
13 （1）ディリクレ問題と変分法

（2）補足；多次元での自然境界

4．変分法にもとつく近似解法
（1）リッツーガレルキン法の原理
（1）注意と補足

1．デルタ関数
（1）1点に集中する分布

1
4

（2）加重平均とデルタ関数

2．不連続関数の導関数
（1）運動量の変化と撃力

● 超関数； （2）超関数的導関数 同　　　上
出合いから応用へ a超関数の定義と例

（1）超関数の定義

（2）超関数の例

15 4．超関数の極限と微分
（1）超関数の極限

②超関数の微分
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＝相対論＝（R）
〔主任講師：戸田盛和（東京教育大学名誉教授）〕

全体のねらい
相対性理論は、よく知られているように、量子論とともに現代物理学の柱となる理論であり・今世紀はじ

めにA．アインシュタインの独創的な考察と研究により発展された。ここでは、ニュートンにはじまる古典
力学とマクスウェルの電磁場の考え方から出発して、1905年に発表された特殊相対性理論について・考え方
や推論の道筋を学ぶ。後半では、1915年頃に発表された重力の理論である一般相対性理論について学び・太

陽を回る惑星の運動や、宇宙論への応用についても勉強する。

担　当　講　師
団 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

地動説
慣性の法則

1 ガリレイと ガリレイの相対性原理 戸　田　盛　和
ニュートン （東京教育大学

名誉教授）

歴史の中から
相対性理論とは

2 重力の歴史 同　　　上

光の速さ

光の波

3 光と時空の歴史 弾性体とテンソル 同　　　上

電気と磁気

電磁気学

4 電磁場と電磁波の 光の圧力 同　　　上
歴史

アインシュタインの生い立ち

特殊相対論の成立 好奇心と着想

5 アインシュタイン 勉学時代のアインシュタイン 同　　　上
登場

アインシュタインの論文
相対性原理と光速度不変の原理

6 特殊相対論の時空 同時刻の定義 同　　　上
長さの相対性 長さの相対性

時間の相対性
ミューオンの寿命

7 相対論と常識 双子のパラドックス 同　　　上
時間の相対性 ジェット機による検証

ローレンツ変換

速度の合成則

一629一



担　当　講　師
団 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

加速される運動

8 相対論的力学 戸　田　盛　和
速くなると質量が
増す

エネルギーと質量
質量エネルギー

9 質量エネルギー 同　　　上
E＝mc2

重力質量と慣性質量
生涯で最も素晴らしい考え

10 等　価　原　理 同　　　上
一般相対論の
出発点

重力が光線を曲げる

光　の　湾　曲 一般相対性理論への道
1
1

有名になった その後のアインシュタイン 同　　　上
アインシュタイン

光の湾曲
重力は時間をひずませる

12 重力と時空 重力は空間をひずませる 同　　　上
重力は力でない

曲面論

4次元時空
13 重力場の方程式 重力場の方程式 同　　　上

重力は幾何学

惑星の運動
一般相対性理論の検証

14 一→綬相対論の検証 同　　　上
素晴らしい理論

宇宙は無限か
膨張宇宙

15 宇　　　　　宙 ブラックホール 同　　　上
相対論と宇宙論 唯一っの宇宙
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＝： �jから見た代数学＝（R）

〔主任講師：足立恒雄（早稲田大学教授）〕

全体のねらい
数体系、代数系が歴史的に見てどういう発達をしてきたかをたどりながら、自然な形で導入していく。同

時に初等整数論などへの応用を通じて代数系の理解を深める。

担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

正負の整数の起源をたどり、その歴史的・文化史的意義
を知る。特に負の整数は受け入れられるまでに長い歴史を

1 整数の起源 必要とした。 足　立　恒　雄
（早稲田大学教授）

乗法・除法・小数の起源をたずねる。さらに実数論へ進
み、その厳密な構成の必要性を知る。最後に複素数が導入

2 無理数などの起源 されて、数体系がここに完結する。 同　　　上

どのようにして数学に文字が使われるようになったか。

未知数、既知数を表す文字の歴史をたずねる。
3 記号法の歴史 同　　　上

現代の記号法の基本はほぼデカルトによって確立した。

さらに論理にまで文字を導入したのはライプニツである。
4 現代の記号法の オイラーは三角関数の記号等数多くの記号を作り出した。 同　　　上

起源 この3人の業績を紹介する。

息抜きとして、ニュートンがりんごの落ちるのを見て万
有引力を考えるきっかけを得たという逸話の真偽をたずね

5 ニュートンの る。微積分学の創始者ニュートンの意外な横顔を知ること 同　　　上
りんご ができる。

直角三角形の3辺を構成する自然数の三つ組をピタゴラ

ス数という。ピタゴラス数を求める一般的方法は紀元前
6 ピタゴラス数 2000年近い前には既に知られていた。その歴史とともに、 同　　　上

ピタゴラス数を決定するいくつかの手法を紹介し、現代数
学への導入とする。

xn＋Yn＝zu（n≧3）をフェルマー方程式という。
この方程式は自然数解を持たないというのがフェルマー予

7 フェルマー予想の 想である。この予想をめぐる最近の研究を概括的に紹介す 同　　　上
歴史 る。
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担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

現代代数学の基本概念である環の概念を導入する。代数
系として外に三体、ベクトル空間等があるが、環の概念

8 環という概念 を修得することによって、ほぼ全貌を知ることができるよ 足　立　恒　雄
うになる。

環という考え方を導入するだけで初等整数論の問題がい
かに統一的に、明解に論じられるようになるかを見る。最

9 整数論への応用 後に整数論に貢献した女性数学者ソフィ・ジェルマンの生 同　　　上
涯を紹介する。

フェルマー予想というのがその見かけと違って、どんな
に難しい問題であるかということを、素因数分解、単数の

10 クンマーの業績 障害を例に説明する。 同　　　上

立方倍積問題、角の3等分問題、円積問題という古来有
名な作図問題がなぜ不能であるのか、その理由を代数的に

1
1 作図不能問題 解明する。かくして現代代数学の威力を目のあたりにする 同　　　上

ことができる。

古典的な数学と20世紀の数学とを明白に囲llするのは公
理主義である。公理主義とはどういうものか、その意味と

12 公　理　主　義 意義を知る。 同　　　上

現代代数学の威力を示すもう一つの例として、5次方程
式が代数的に解けないことを概略的に説明する。

13 方程式の可解性 同　　　上

現代数学を特徴付けるその抽象性について、その方法、

意義を紹介する。とくに類別という手法を詳しく知る。
14 抽象の方法 同　　　上

類別という方法を用いて新しい対象を作り出す実例を数
体系の中に見る。整数、有理数、実数、複素数はすべて類

15 抽象の方法の実例 別によって作り出されるのである。この一つの抽象化の方 同　　　上
法で統一的に厳密に数体系を構成することができるという
ことを知るのが本書の眼目である。
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＝・ 矧w基礎論＝（R）

〔主任講師：前原昭二（放送大学教授）〕

全体のねらい
　数学基礎論という研究分野の起こりを簡単に説明したあと、公理的集合論・デーテルの不完全性定

理、無矛盾性証明、などを話題の中心に：して、数学基礎論の概要について解説する・

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

数学に診ける集合論的方法の必要性と・集合

数学に澄ける集合 論のパラドックスとを説明し、数学基礎論の発 前　原　昭　二

1 端について述べる。

論的方法 （放送大学教授）

集合論のパラドックスの一応の解決策として

の公理的集合論を、・記号論理の方法を用いずに

2 集合論の公理 説明する。 同　　　上

公理的集合論の論理式を例に：とり、論理式の

数学的命題の形式 概念を説明する。

3

化

同　　　上

述語論理の推論を、自然な論理計算の形で説

数学的推論の 明する。

4 同　　　上

形式化

命題論理や述語論理、ならびに集合論に澄け

数学的証明の る基本的な性質のいくつかの証明を与える。

5 同　　　上

形式化

ゲーデル数：に：ついて説明する。

6 ゲ　一　デ　ル　数 同　　　上

ゲーデルの不完全性定理と、それから得られ

る無矛盾性に：関する結果について述べる。

7 不完全性定理 同　　　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ゼクェンツの形式を用い、1階の自然数論の
形式化を与える。

8 自然数論の形式化 前　原　昭　二

有限の立場に白ける考え方を説明し、自然数

自然数論に対する 論の無矛盾性証明の必要性についてのゲンツェ
9 無矛盾性証明の必 ンの見解を紹介する。 同　　　上

要性

自然数論に対するグンツェンの無矛盾性証明

自然数論の無矛盾 の、初期のアイディアについて述べる。

10 同　　　上
性証明のアイディア

直観論理の基本的な立場を説明し、その基本

11 直　観　論　理
的な論理法則についてのべる。

竹　内　外　史

（イリノイ大学教授）

ファジーの概念を説明し、直観論理の特殊な
場合としてファジー論理をとらえ、その論理体

12 プアジー論理
系についてのべる。 同　　　上

計算可能な関数の論理を概説する。又種々の
分野との関係について言及する。

13 計　　　算　　　論 同　　　上

現代集合論の課題並びに成果について解説す
る。更に将来の展望を行う。

14 集合論の課題 同　　　上

現在の基礎論の種々の方向について解説する
更に情報科学との接近などについて言及する。

15 基礎論の将来 同　　　上
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　＝標本抽出の計画と方法＝（R）

〔圭罐三三三三三三三教獲1〕

の両面から理解させる。の両面から理解させる。

回 テ　一　マ　及　び　内　容
担　当　講　師

i所属・氏名）し

1

数学的準備
齒W団とサンプル
P純ランダムサンプリング 高　橋　宏　一

i筑波大学教授）

2

標本平均

m率変数
m率変数が独立とは 同　　　上

3

確率変数の期待値と標準偏差
P純ランダムサンプルの標本平均の期待値と標準隔差

同　　　上

4

比率の推定

K要な標本の大きさ
ｪ散の推定 同　　　上

5

層別ランダムサンプリング

Jードのモデル
范瘧?魔ﾆネイマン割当 同　　　上

6

2段サンプリング（1）
Q段サンプリング（2）一第1次抽出単位の大きさが異なる場合

同　　　上

7

層別2段サンプリング

苣?阮@
同　　　上
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回 テ　　一　マ　及　　び　内　容
担　当　講　師

（所属・氏名）

回帰推定法
母平均の推定量の分散の推定

8 高　橋　宏　一

標本抽出の計画と実際の調査

9 鈴　木　達　三
（統計数理研究所

教授）

単純ランダムサンプリングの実際

10 同　　　上

層別サンプリングの実際

1
1 同　　　上

層別2段サンプリングの実際

12 同　　　上

層別2段サンプリングの実施例とサンプリングの誤差等のプリングの誤差等の

v算例
13 同　　　上

他の標本抽出計画一日本の標本調査計画とアメリリの標本画とアメリリの標本調査計画、電話調査ズ

14 同　　　上

標本企画と対象者抽出に関連する問題点の検討　　　　点の検討

1
5 同　　　上
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＝データ解析法の基本＝（TV）

〔主任講師林知己夫（統計数理研究所名誉教授）〕

全体のねらい
　デー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。これには、現象をどう取扱うかのフィロソフィーが重要

で、この上に立って必要に応じ数理的・統計的方法が開発されるものである。まずデータ解析をする

上での基本となる考え方・方法を述べる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

データとデータ解析　対象をいかに把握する

か標識づけについて　データによる現象解析 林　　　知己夫

1 データとは何か の順序 （統計数理研究所

名誉教授）

2 グラフ化の重要性

　グラフ化の意義　いくつかの数値例とその効

p
同　　　上

データに：澄ける質
3 同　　　上

と量

も

データの性格・1
はじめに　測定値が数量である場合

4
一測定誤差・測定
l変動の分析上の

同　　　上

意味一

5

データの性格・二一測定誤差・測定

l変動の分析上の
ﾓ味一

　実例　偏わの出方について　誤差を考慮して

ｳしい結論を導き出す方法その1一単純集計
ﾌ場合　誤差を考慮して正しい結論を導き出す

菇@　その2一関連分析の場合　回答確率の推

閨@回答確率推定の実例

同　　　上

基本概念と・一般化分散　多次元のチェビシェ

多次元空間に診け フ不等式と集中楕円・一般化分散

6 同　　　上

る分散

判別の基本概念　相関比　多次元の場合の相

関比

7 判別の尺度・1 同　　　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容． 担当講師
i所属・氏名）

判断成功率　判断成功率と相関比η2との関

係　多次元の場合

8 判別の尺度・∬ 林　　　知己夫

距離と分散　線型判別関数

距離と一般化分散
九9 同　　　上

と線型判別関数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’W団表章と個人表章　多次元的推理の重要性

多次元データ解析 考えの筋道推論の陥穽

10 同　　　上

の重要性

因子分析法　スピアマンの2因子法、ホルツ

111

因子分析法と主成

ｪ分析

インガーのバイファクター法、サーストンの多
�q法、ガットマンのラデックス法、タヅカ轡
ﾌ3相因子分析法　主成分分析法　主成分分析
@と多因子分析法、多因子分析法の妥当性の検

同　　　上

｛ 討　適用上の注意

その発生　数量化の意義と根本思想

データ解析に澄け
12 同　　　上

る数量化

数量化の二つの立場　データ表現の基本

数量化の諸方法の位置づけ　反応確率を求める

113 数量化の基本概念 一方法 同　　　上

モデル　計算　制約条件のあるとき

外的基準がある場
14 合・1一それが 同　　　上

数量である場合一

モデル　計算　外的基準↑の個数による算式

外的基準がある場 の違い　要因が量質まざりあっている場合　多

15 合・皿一それが 次元の場合　判別の方法　外的基準が1次元で 同　　　上

数量でない場合一 なく要因の線型和を考えない場合　7の実例
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＝データ解析法の進歩＝（TV）

〔主任講師林知己夫（統計数理研究所名誉教授）〕

全体のねらい
　データ解析の基本を習得した上で、さらに学ぶべき必要のある重要な方法について述べる。基本だ

けでは、実際の現象を有効に取扱って情報をとり出すことは出来ないので、より進んだ方法を説明す

る。これらの方法は「基本」のフィロソフィーの上に：立つものである。ここでは質的データを解析す

るための数量化の諸方法を中心に話をすすめる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

要約一データ解 林　　　知己夫

1 （統計数理研究所

析法の基本 名誉教授）

始めのデータ　外的基準が数量である場合の

外的基準がある場 計算例　外的基準が数：量でない場合の計算例

2 同　　　上

合のデータ処理

3

三白勺基準フがない場
№ﾌ数量化・1一パタン分類の数

　モデル　計算　多次元の場合　相関表の関連

ｫをみるための方法
同　　　上

量化・その1

表の書き直し　人工データーもとのデーター

一一 pタン分類の データ構造の直観的把握　パタン分類による計

4 算計算例 同　　　上

数量化・その2一

日本人の考えの筋道　日本人における「日本

一パタン分類の 的近代一伝統」の思想　自然観に対する日独仏

5 数量化・その3一 比較 同　　　上

一応用例

外的基準のない場
説明　モデル澄よび計算　実例

6
合の数量化・皿一eij型の数量化

同　　　上

その1　一

二つのものの間の関係Rilに基づく諸方法

一eij型の数量化 K一：L型数量化　K一：L型数量化の実例
7 同　　　上

その2一一
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

問題の発生　モデルと計：算式

一対比較法の数量
8 化・1一ガットマ 林　　　知己夫

ンの一対比較三一

9

一対比較法の数量
ｻ・H一一対比較
@に澄ける矛盾と

　問題に対する考え方　二つのモデル1と丑モデル1の解法数値例最小2乗法による解応用上の注意

同　　　上

数量化一

問題の発生　モデルの構造　問題の展開と適

多次元尺度解析法 用方法実例例題
10 ・1

同　　　上
一　原理と応用

基本的考え方　1次元の場合のモデル　S
多次元尺度解析法 次元空間に澄いて解くための方法一階層的次元

11 ・∬一MDA－OR 作成法（hierarchical　construction　method） 同　　　上
の理論

12

多次元尺度
@　　解析法・皿一一MDA－ORの実

　MDA－ORの実例　MDA－UOの考え方モデルと計算式　理論理解のための例示

同　　　上

例とMDA－UO一

多次元尺度解析法・IV一続MDA一 　欠測値がある場合のモデルと計算　異なった

v因間の関係を取り扱う考え方　MDA－OR
13 UOとMDA－ORと とMDA－UOの比較 同　　一上

の比較

個人差ある場合のMDS（1：NDSCAL）
三つの要素の間の Tucker（タッカー一）の三相因子分析法　eijk

14 関係に基づく数量 型数量化　Harshman（ハーシュマン）の 同　　　上
化 PARAFAC

はじめに　分類の基本概念　分類の諸方法

その他の考察

15 分類とクラスター化 同　　　上
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＝時系列論＝（R）
〔主任講師：尾崎　統（統計数理研究所教授）〕

全体のねらい

　時間の経過と共に不規則な変動を示す現象の統計的解析法を論じる。必要な基礎的概念の説明をは

じめに：行い、ついで一般的に良く知られている線形時系列モデルについて解説しその利用法を論じる。

非線形時系列モデルあるいは事象の発生時点の系列の特徴を解析するための点過程モデル等の新しい

話題についても概説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．時系列とは何か2．時系列解析と確率過程

3．予測と時系列　4状態空間表現　5．点過程 赤池　弘　次
1 序　　　　　　論 6．むすび （統計数理研究所

所長）

1．はじめに　2偶然事象と確率　3確率空間

4確率変数、確率分布澄よび期待値　5．主な確 尾崎　良彦
2 確率論的な基礎 率分布とその乱数 （統計数理研究所

助教授）

1．確率過程　2．定常性　3．自己共分散関数：

4．Rxx（s）とPxx（s）の性質　5．相互共分散関 尾　崎　　　統
3 確率過程の基礎概念 数　6推定 （統計数理研究所

教授）

1．スペクトル　2．フーリエ級数　3フーリエ

線形ンステムとフ 積分　4確率過程スペクトル　5．時系列のスペ

4 クトル　6．白色雑音のパワースペクトル　7線 同　　　上

一リエ解析 形システム　8多入力システムのスペクトル解

析

1．ピリオドグラム解析　　2．ピリオドグラムの

スムージング

5 スペクトルの推定 同　　　上

1．時系列解析と予測　2．自己回帰モデル

3．自己回帰モデルのあてはめ　4．AR過程のシ 石　黒　真木夫
6 予測とARモデル ミュレーション （統計数理研究所

助教授）

1．AR過程のパワースペクトル　2．線形シス

ARMA　モデルと テムのインパルス応答関数とMAモデル　3．A
7 RMAモデルとARMA過程のパワーースペクト 同　　　上

スペクトル ル　4．ARMAモデルのあてはめ　5．特性多項
式
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．パワースペクトルの推定とモデル選択

統計的モデル構成 2．パラメータの推定誤差とFPE　3情報量規
8 準AIC 石　黒　真木夫と

A
I
C
ρ

1

1．システムの状態　2．状態空間表現　3．状態

空間表現の例：ARモデルとARMAモデル 北川　源四郎
9 カルマンフィルター 4．状態推定の問題一予測、ろ波、平滑化　5．カ （統計数理研究所

ルマンフィルター　6．平滑化　7．カルマンフィ 助教授）

ルターの応用

1．多変量時系列　2．多変量自己回帰モデル

3．自己回帰モデルの推定　4多変量時系列の予

10 多変量時系列モデル 測　5多変量時系列のスペクトル解析 同　　　上

1．問題点　2．フィードバックシステムの時系

フィードバックシ 列モデル　3．システムの解析．ノイズ寄与率

11 4．一一般の場合　5解析例 同　　　上

ステムの解析

1．統計的制御の必要性　2制御システムの状

態空間表現　3．モデルの推定　4．準備　5最適

12 統計的制　御 制御入力　6．シミュレーションによる検討　7． 同　　　上
制御系設計の実例

1．非定常時系列とベイズモデル　2季節調整

ベイ　ズモデル 法　3地球潮汐データ解析　4．コウホート分析

13 石　黒　真木夫

一非定常モデルー

1．1〕ynxデーータ　　2．リミットサイクル　3非1

線形時系列モデル　4推定

14 非線形モデル 尾　崎　　　統

1．線分の長さはよる表記法　2．民謡に含まれ
る点の個数：による表記法　3条件つき危険度関

15 点過程モデル
数（Conditional　intensity　function）　4．点過程のシミュレーンヨン法　5．点過程の度と最　法

尾　形　良　彦
6．線形回帰型モデル　7統計モデルの選択　8．
線形因果モデルと地震活動の地域的関連性
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一統計的データ解析とソフトウエアー　（TV）

〔主任講師　大隅　昇（統計数理研究所教授）〕

全体のねらい
　現象解析を進める場合に、データの収集・獲得に始まり、それを分析に適した形に表現し、それら
のデータから意味のある情報を引出すまでの過程で必要となる数理的な方法がデータ解析法である。
とくに観測特性や個体が多数の場合の多次元データの解析は、諸現象に潜む複雑な情報を理解の容易
な形に要約する手段として有効である。講義ではまず，データ解析で考えるデータとは何かについて述
べる。次に、データ解析の情報探索ならびにその視覚化の基本操作であるグラフィカル表現法につい
て概観する。さらに多次元データ情報を縮約化するための主な手法（主成分分析、パター・ン分類法な
ど）を解説する。続いて、データを分類し、そこに内在する類似性や差異性を洞察するための方法で
ある分類法（自動分類法、クラスター法）の主な方法について解説する。また、これらの多次元デー
タ解析法を活用するためには、コンピュータと統計ソフトウェアの支援が不可欠である。そこで、統
計ソフトウェアの歴史、考え方、その役割を述べるとともに、実際にそれらがどのようにデータ解析
の諸場面で役立つかを、統計ソフトウェアの紹介や分析事例を交えて解説する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容
担　当　講　師
i所属・氏名）

多次元データとは

データの測定と収集 大　隅　　　昇

1 多次元データ解析 データ解析の処理の流れ （統計数理研究所

データ解析に診けるコンピュータの役割、 教授）

データ解析と統計ソフトウェア

データの種類

データ表の形式

2 データの性質 データの規模 同　　　上

データ表を表わす記号

グラフを用いる目的

データの視覚化 グラフと統計手法の関連

3 一グラフの活用と グラフの表わす情報とグラフの利用法 同　　　上

その効用 探索的なグラフィカル手法

グラフィカル表現の効用とグラフ作成上の注意

データの縮約化とは何か
位置を表わす主な縮約値

4 データの縮約化
ばらつきをみる縮約値
ｽ均値や平方和を用いる理由

同　　　上

その他の縮約値
ボックスプロット図（箱ひげ図）の作り方

2変量データの要約

多変量データの 積和と共分散

5 簡単な実験と例 同　　　上

縮約化 多変量データの縮約

合成指標化の目的とその意味

6

量的データの合成
w標化

合成指標の作り方
S変量データの合成指標化
蜷ｬ分の主な性質

同　　　上

一主成分分析法一 主成分分析の適用上の留意点

竭ｫ一主成分の求め方一
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

問題の背景

質的データの合成 分析対象となるデータ表とその意味

7 指標化 プロフィルと重心座標 大　隅　　　昇

一関連分析法一一 成績データの分析例

2元クロス表の関連分析法

関連分析法の主な性質

8 関連分析法の数理 追加処理 同　　　上

A表の関連分析

多重クロス表の関 バート表の関連分析

9 2項目の場合の関連分析 同　　　上

連分析法

分類とデータ解析

分類が関連する研究分野

10 分類法の基礎 データ解析に澄ける分類手法の概要 同　　　上

類似性と非類似吐

量的データの類似度と非類似度

11 類似　と　差　異 質的データの類似度と非類似度 同　　　上
多値型データの類似度・非類似度

類似度や非類似度にみられる性質

分割の総数

分割最適化型の手法一k・means法一

12 非階層的分類法 数値例に：よる検討 同　　　上

凝集型手法とは

凝集型分類法の基本的な考え方

13 階層的分類法 クラスター間の距離 同　　　上
組み合わせ的手法
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　　　　　　　　一計量生物学・行動計量学一　（TV）

　　　　　　　　　　麟謙錨1禦饗轡鍵翻〕

全体のねらい
　統計学の体系化に二つの行き方がある。本学では方法論的立場から講義の体系を組み立てきた。今
回は、もう一つの行き方、対象今野を区分けし、それぞれの分野での生きた統計的方法論という立場
からフィールドと理論と一体化した講義を組み立てる。生物学医学・生態学の分野に山ける計量生
物学と行動医学の分野における行動計量学についての講義を行う。履修には、微分積分学、線形代数
学、確率論、統計学の基礎知識を必要とする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

第て部 計量生物学（その1 ）
削　　A　　層

生物等のバラツキが不可避な対象に対して、

医学・生物統計学 その存在を認めた上で客観的なデータを得るた
ﾟの実験技術が実験計画法である実験：計画法が 大橋　靖雄

1 　　一　1　一

ﾀ験計　画法
創始された農事試験：から初め、臨床試験や動物
ﾀ験に実験計画法がどのように用いられている

（東京大学教授）

か、その基礎概念の解説と共に概観する。

マウスやラットなどの小動物、培養細胞、細菌などを
用い、化学物質の安全性を評価するための膨大な実験研

医学・生物統計学 究が行なわれている。莫大なデータとスケジゴール管理

2 一　2　一
に用いられているコンピュータシステムの紹介を含め、
ﾀ験の品質管理とヒストリカル・コントロールの利用

同　　　上

リスクの評価 （データベースの構築）、統計解析の問題（dose－res一
pon　seや多重性）、新しい実験系の評価の問題等につい
て概説する。

患者を対象とした臨床試験のうちとくに第3
相を取り土げ、患者の割り付け、データ収集と

医学・生物統計学 管理、解析という一連の研究過程を追う。臨床

3 一　3　一 試験の登録やメタアナリシス、統計解析（生存 同　　　上

臨　圧　試　　験 時間解析など）、コンピュータネットワーク
ﾌ利用などの話題にも触れる。

疫学的研究の例として、放射線影響研究所で

4

医学・生物統計学
@　一　4　一

最近行われた受動喫煙と肺　の関連の研究を紹
薰ｷる。利用したデータの紹介に絡め、同研究
鰍ﾌ設立からこれまでの貢献にも簡単に触れる。 同　　　上

疫学的研究 疫学的研究方法とくにケースコントロール研究
の意義と限界にも言及する。

外的基準のない多変量解析のうち最も代表的

5

計　量　医　学
@　　一　1　一
O　康　　予　　測一臨床医学への適用一

な主成分分析を解説する。さらに：応用として、

qトの心機能に関する生体情報を利用して、心
@能評価の方法の一例を具体的に説明する。更
ﾉ、薬剤等病気の治療後の計量的機能改善評価の表現応用も説明する6

駒　澤　　　勉

i統計数理研究所
@　　　　　教授）

計　量　医　学 外的基準のない数量化理論第三類（パターン

6
　　　一　2　一
秩@康　予　測一集団医学への適用一

分類）の質的データ分析を解説する。さらに応

p事例に動脈硬化性疾患の早期発見のための集
c健康検診の全国的規模の大量データを利用し
ﾄ、健康の計量的予測法について説明する。

同　　　上・

第2部 行動計量学

　　　　　　　　　　　　』¥シオメトリー』に齢ける人間関係の図式化、自由連想

行動計量学
実験による被験者の分頚嗜好検査や官能検査にもとつ
ｭ人とものの分類等からいくつか具体的なデータを取り 岩　坪秀　一

7 一　1　一 上げて、順序づけと分類のために統計的方法（クラスタ （大学入試セン

順序づけと分類 一分析、多次元尺度解析、数量化3千類、主成分分析、 ター教授）
因子分析等）をどのように利用し、その結果をどのよう
に解釈するか具体的に示す。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

テレビ番組の視聴率の予測、スポーツにおける過去：の

8
行動計量　学
@　一　　2　一

記録をもとにした勝負の結果の予測、文体からみた本物と偽物との判別、パターン認識に澄ける自動識男1博の分

?ｩらいくつかの具体的なデータを取り上げて、それら 岩　坪　秀一
予測　と　判　別 に対して予測と判別のための統計的手法（重回帰分析、

迫ﾊ化1類、判別分析、数量化2類等）をいかに適用し、
結果の信頼性をどのように：評価するか具体的に説明する。

一般市民の意識、態度、価値観などを調べる

行動計量　学
際に必要な統計的方法の応用を紹介する。実例として、昭和28年から5年置きに継続8回行

水　野　欽　司
9 　　一　3　一

ﾐ会調査の実際
って来：た日本人の国民性調査を取り上げ、：標本
鰹o（サンプリング）を始めとする調査法の実

学入試センター教授）

際、澄よび分析の進め方などを、わかり易く講
御する。

行動科学的な“実験”は、理工学の実験とは

10
行動計量　学
@　一　4　一

種々の面で異なる配慮を必要とする。ここでは、その実験法の統計的特徴について紹介する。例

ｦとして、地震防災教育に於いて、どういう教 同　　　上
実験：設計の特色 材・訓練が子どもたちに“よい効果”を与える

か、などの実験結果を具体的に検討し、この種
の実験の重要な諸問題を述べる。

第3部計量生物学（その2 ）

森林は地形・地質・土壌・気候・樹種などに
’ρoL

11 森林の　＝構成

よる自然環境とその森林の育成にかかわる住民の意識・利用目的・造林技術などの人為的環境によってさまざまな形態をしめす。その様子を

冝E独・仏・フィンランドの森林の比較によっ

菅　原　　　聰

i信州大学教授）

て説明する。

森林が自然及び人為的ないろいろの条件のも
とに成長していく過程を統計的に解析してこれ

12 森林の成長
をモデル化し、コンピューターシミュレーショ
唐ﾉよって条件の変化が林相に及ぼす影響を検 同　　　上

些しながら森林の将来予測と保全についての考
察を行う。

野生動物の生息数を知るための統計学でよく

13 野生動物の生息数
?

知られている捕獲一再捕獲法について解説する。さらに、積雪上の足跡を利用して、ノウサギの

ｶ息数を推定する方法を具体的に：説明する。こ
黷ﾉは生態学・統計学・コンピュータの学際的

林　　　知己夫

i統計数理研究所
@　　名誉教授）

研究の不可欠のことを示す。

積雪上の足跡を利用する埋物り法（運筆積地
区に白いて有効）、ヘリコプターによるビュツ

14
フォン　の原理を基礎に澄く方法（大面積地区に敬いて有効）について具体的に説明する。へ

同　　　上

リコプター・法は、ノウサギのほか、キタキツネ、カモ

シカへの応用も可能で、その方法を解説する。

足跡を用いずに推定する被害法あるいは投入
・除去法と言われる事について説明する。カモ

15
シカについてこの方法とヘリコプターによる方
@との併用について具体的に説明する。最後に 同　　　上

動物の生態に適した諸統計的方法についてまと
め、野生動物生息管理の問題に言及する。
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　　　　　　　　　　　　　＝量子論＝（TV）

　　　　　　　　　　　離鶉騙：課轍裂嚢翻〕

全体のねらい
　原子や分子の行動は量子論にしたがっている。従って、化学や物理学の基礎的理解には量子論が必
要である。放送大学の化学や物理学の講義の中には量子論を使わなくてもなんとか理解できるものも
あるが、量子論を理解していなくてはわからないものもある。量子論をまともに学ぶためには数学的
な基礎が必要であるが、この講義ではそれほど予備知識がなくてもなんとか重要なことは理解できる

ように：なるようにと考えてある。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．古典物理学の破綻
2．ラザフォードの原子模型の欠点 阿　部　龍　蔵

1 量子論はなぜ必要か 3．水素原子のスペクトル

4．光電効果 （放送大学教授）

1．アインシュタインの関係

2．　ド・プロィ波

2 波と粒子の二重性 3．ボーアゐ水素原子模型 同　　　上

1．古典的な波動方程式

シュレーディンガ 2．シュレーディンガー方程式

3 同　　　上

一方程式

1．波動関数

シュレーディンガー 2．シュレーディンガー方程式の例

4 同　　　上

方程式の簡単な例

1．一次元調和振動子

2．エネルギー固有値

5 一次元調和振動子 3．エルミート多項式、 同　　　上

1．エーレンフェストの定理

2．量子力学の一般原理

6 量子力学と古典力学 3．不確定性原理 同　　　上

1．シュレーディンガー方程式

2．球面調和関数

7 水　素　原　子 3．水素原子のエネルギー 同　　　上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．角運動量
2．　スピン

8 スピンと量子統計 3．量子統計 阿　部龍　蔵
4．スピンと磁気モーメント

1．水素原子の原子軌道

9 原子　の構　造
2．原子の大きさは何で決まるか
R．ヘリウムの変分法4．リチウム原子とイオン化電圧

細　矢　治　夫

i梅茶の水女子

5，構成原理と元素の周期律 大学教授）

6．希ガスの安定性とオクテット

1．2個の水素原子についての思考実験：

2．調和の振動子とモース曲線
10 二原子　分　子 3・ハトイラーとロ）でドンの説明 同　　　上

4．精密な理論計算

5・共有結合の2通りの理解の仕方（VBとMO）

1．不忠電子同士の結合

多原子分子の構造 2．結合の間の角度
11 と性質（1） 3．軌道の混成 同　　　上

飽和化合　物 4．原子価
5．飽和炭化水素

1．エチレンとアセチレン

12
多原子分子の構造
ﾆ性質（皿）

2．δ結合とπ結合
R，　ブタジエンからポリアセチレンまで
S．ヒュッケル分子軌道法 同　　　上

不飽和化合物 5．ポリエンの電子スペクトル
6．ベンゼンと芳香族炭化水素
7．その他の不飽和化合物

1．分光学の基礎

2．分子の振動 下　沢　　　隆

13 分子の振動と回転 3．分子の回転

4．分子内回転 （埼玉大学教授）

5．まとめ

1．電気的性質 、

分子の電気的・ 2．磁気的性質

14 3・常磁性共鳴吸収（電子スピン共鳴：ESR） 同　　　上
磁気的性質 4．核磁気共鳴（NMR）

1．水素分子の生成
2．活性化エネルギー

15 化学反応の電子論
3．重水素の交喚反応、

S．芳香族化合物の置換反応 同　　　上
5・　ウッドワード・ホフマン則

6．HOMO一：LUMO相互作用理論
7．夢のある分子の設計
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＝現代物理学1＝（R）
〔主任講師：江沢　洋（学習院大学教授）〕

全体のねらい

　物理学20．世紀のはじめの30．年間に大きく変った。それまでの、ニュートンの力学とマクスウェル

の電磁気学を二本の大黒柱とした古典物理学が、相対性理論と量子力学に：席をゆずったのである。こ

の講義では、その必然性をしらべ、変革の深さを測って、現在の物理学の動きを見定めたい。探究は

依然つづいているのだから。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）、

1 力学的世界観

　古．典物理学の二本の大黒柱の一方をなしたニ

?[
gン力学の構造を復習する。それ鳳、初期

�盾ﾆ力の法則、運動方程式の三つ組を骨とし
ﾄ未来を決定論的に予言する。一一時は、これに
謔ﾁて宇宙の万象を運動に還元して捉えきるこ
ﾆができるとさえ思われたのだが？

江沢　　　洋
i学習院大学教授）

2 電磁場　と　光

　第1回に：引きつづき、古典物理学のもう一方
ﾌ大黒柱であったマクスウェルの電磁気学の構
｢を復習する。ここでは、力学の主役であった
S子にかわって「場」が登場するが、初期条件
ﾆ運動方程式から未来を決定するという論理は
ﾏらない。光も場の伝播である。

同　上

3 相対性理論（1）

　光が伝わるのは、電場の変動が磁場を生み、
ｻの磁場の変動が電場を生み……という連鎖に
謔驕Aでも、光と並んで光の速さで走ったら、
�ﾍ変動のない静止した電磁場に見えるだろう。いや、それはあり得ない。アインシュタインは

ｱの疑問を追及して相対性理論に到達した。

同　上

4 相対性理論（2）

　光の本性の追及から時間と空間の概念の根本
Iな再検討が必要になり、相対性理論が生みだ
ｳれた。それは同時にマクスウェルの電磁場の
@則に潜んでいた美しい対称性をあらわにする
ｱとであり、それを力学にも及ぼすとニュート
唐ﾌ法則を変革することに：もなった。

同　上

5 原子論の発展

　どんな物質も極微の粒子一原子一の集まり
ｾという考えは遠くギリシャの昔からあった。
ﾈぜ、人はその考えに誘われたのか？どのよう
ﾉ：して、人は、その目にも見えず触ってもわか
轤ﾈい微粒子の存在を、長い歴史の間に確信す
驍謔､に：なったのか？

同　上

6 電子とその役割

　物質の普遍的な構成要素として最：初に：発見さ

黷ｽ微粒子は電子である。もちろん、極微の粒
qが直接に見えたわけではない、粒子と仮定し
ﾍ学と電磁気学で予想を立てて実験した結果が
?ｵて予想と違わなかったのだ。その延長線上・で物質：の熱的・光学的性質も解明できそうで？

同　上

7
放射能の発見と原

q核

　放射能の新しさは3つある：不変と信じられ
ﾄきた元素の壊変を伴う、真空放電や化学反応
ﾉ：比べエネルギーが桁違いに高い、偶然事象だ。
厲ﾋ能のもたらす高エネルギー粒子と物質の相
ﾝ作用の研究が原子核の発見に結実したが、こ
黷ﾍ原子が安定に存在し得ないことを意味した。

同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 量子の　発　見

　物質が光を放出したり吸収したりする現象に澄いても古典物理学は窮地に：追いこまれていた。プランクは熱した物体のだす光の色の問題で光はエネルギーの定まった塊であると考えざるを得なくなり、マクスウェル理論との折り合いに悩んだ。光は粒子なのだろうか？

舳江　沢　　　洋

9 量子力学の世界

　原子や分子の内部に入るとニュートンの力学は破綻する。その世界の基本法則として192’6年に量子力学が発見された。とこでは電子はとびとびのエネルギーしかとれないが、しかし状態を連続的に変える。この不連続と連続の矛盾を止揚するのが重ね合わせの原理である。

同　上

10 量子力学の構造

　重ね合わせの原理の一つの数学的表現が物質の波動性である。波はさまざまの形をとり得るが、原子のとびとびのエネルギーは定常波に対応する。そして、初期条件に応じたそれらの重ね合わせが実験し、重ね合わせの位相が時間とともに連続的・因果的に変化してゆく。

同　上

11

量子力学的観測と

Aインシュタイン
ﾌパラダイス

　電子は、状態変化こそ波動で表現されるが、個々に観測すれば粒子として立ち現われる。その集積は、しかし、状態変化の波動性を反映して干渉や回折の模様を示す。こうした波動と粒子の二重性を媒介するのが確率解釈である。その含意を追うと奇妙なパラドクスに出合う。

同　上

12
角運勤量の量子力

w

　原子構造の探究への準備、角運動量とは、太陽系の惑星の運動で基本的だったケプラーの法則に：現われる面積速度に相当する。原子ひ小さな太陽系なので、そこで惑星に当る電子の運動を調べてゆく上で角運動量が基本的に重要である。量子力学でも、このことに変りはない。

同　上

13 原子の　構　造

　量子力学によって、原子の構造は歯車仕掛け、の機械などと同じように精密に計算できるようになり、周期律をはじめとして諸性質の謎が解げた。原子たちが互いに結合して分子を作る仕組みもわかり、化学は物理学の翼下に入った。いまや分子の設計も可能である。

同　上

14
エネルギー準位と
ｨ質の性質

　電子と原子核が多数あつまった系の物理的な振舞いも量子力学で計算し予言することができる。そのとき、系のエネルギー準位は一般に極めて密に：並ぶが、ところどころに：隙間ができることがある。こうした準位の並び方と、その上への電子の分布のしかたで物質の特性がきまる。

同　上

15 素　　　粒　　　子

　原子・分子・固体の構造を解明した量子力学も原子核の内部には適用できないのではないか．と疑われた時期がある。ての　も中性子の発見と中性微子の仮説で解げた、湯川秀樹は原子核をひとかたまりに結び合わせている力の特質から新粒子の存在を予言し素粒子論の扉を開いた。

同噛
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　　＝現代物理学■＝二（TV）

〔主任講師：江沢　洋（学習院大学教授）〕

全体のねらい

　現代物理学1で得た量子力学的世界に対する理解を、実験などヴィジュアルな題材を通して一層ふ

かめる。最先端の研究をしている研究室を訪問して“現代晶に触れるようにしたい。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

物資は粒子の集まりだという認識が現代物理

学の出発点である。それらの粒子は、原子なら

1 結　　　　　　晶
直径にして百億分の一メートル、原子核ならそ

ﾌ十万分の一、そんなに小さい粒子たちのこと

江沢　　　洋
i学習院大学教授）

がどうしてわかったのか？　雪の結晶からはじ

めて考えを進めてみよう。

電子も原子核も、机の上にのる小さな手つく

りの実験装置で発見された。しかも古典物理学

’
2

電子と原子核の発見
をあやつって！　どんな実験とどんな論理がつ

ｩわれたのか振りかえって、これからの勉強の
同　上

足場を固めよう。

光は波であるといわれ、また粒子であるとい

われて、歴史上に争いが続いてきた。それを現

3 光の　本性　（1）
代の眼で見たらどうなるか？　実験をしながら

lえる。まず、光の波勤性から、それは何を意
同　上

味するか？　証拠は？

光には、もう一つの顔がある。粒子性である。

それは何を意味するのか？　どうずれば、その

4 光　の　本　性　（2）
顔は見られるのか？　粒子の顔をもちながら波

ｮとしても立ち現われて干渉や回折を示すとい 同　上

うことが、どうして可能なのか？　現代の技術

でその実態をあばく。

電子竜、しかるべく舞台を設定すれば波のよ

うな振舞いを見せてくれる。では、そのとき粒

電子に見る粒子性 子らしさはなくなってしまうのか？　最近、技
5 と波動性 波がつくれるように：なったので、それを利用し

同　上

て美事な実験をお目にかける。

電子の、そして極微の世界の他の粒子につい
ても、粒子性と波動性をひとつかみに統一して
捉えるのが量子力学である。これが、原子や分

6 量子力学の発見 子の内部ではニュートンの力学にとって代るの
ｾ。しかし、まったく縁が切れるわけではなく、

同　上

ニュートン力学も新力学発見への道案内に：なる。

原子のなかでの電子の様子を表わすと称して

雲のような絵がよく描いてあるが、少しも電子

7
量子力学的な運動
ﾆは

が運動しているように見えない。：量子力学の世

Eにも運動があらわになる現象もある。この世 同　上

界のいろいろの運動をコンピューター・アニメ

一ションでお目にかげよう。

一651一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
定常状態とエネル
Mーの不連続性

　電子力学的粒子の運動を波動で表わすと、限

轤黷ｽ空間に閉じこめられた運動は特定のとび

ﾆびのエネルギー値しかとれないことが導かれ

驕Bこの命題こそ、原子が光を特定の波長での

ﾝ出す理由であり、原子の安定性と個性の根元

ﾅある。この重要な命題はどう導かれるのか？

江　沢　　　洋

9 原　子　と　分子

　原子の構造と化学結合の仕組みを明らかにし

ｽことは量子力学の大きな成果の一つである。

ｴ子や分子のなかをX線や電子線で見るという

ﾌは、どうすることか、そこに見える姿は何を

墲黷墲黷ﾉ語るか。

同　上

10 温　度　と　物性

　温度というものは、原子の世界のざわめきの

w標である。温度を下げてゆきながら原子たち

ﾌざわめきの変化を聴いてみよう。そのとき電

C抵抗などの物性はどう変ってゆくか？　＝極低

ｷに達すると電気抵抗がストンと0に：なる。こ

黷ﾍ超伝導状態への相転移である。

同　上

11 固定の中の電子

　現代のエレクトロニクスは半導体の量子力学

Iな特質をフルに利用している。特に：、強い電

黷�ｩけてその表面に電子たちを押しつけた系

iMOS素子）は、電子の密度を人が意のままに

ｧ御することのできる理想的な「実験室」であ

驕Bその基礎物理から応用まで。

同　上

12 極　　　低　　　温

　極低温で液体ヘリウムが相転移を吾こし粘性

�ｸなう現象。そのとき、流体の常識に反する

ｳまざまの振舞が見られる。これらも、しかし、

ｿゃんと量子力学の法則にしたがい、起るべく

ｵて起っていることなのである。そうわかるま

ﾅには何十年もかかったが。

同　上

13 相　　　転　　　移

　固定や液体は、温度をゆっくり変えてゆくと

ﾌ積や電気伝導度などの性質がなだらかに変化

ｷる。しかし、水が氷に：なるときのように、特

ﾊの温度では性質がガラッと変わる。これが相

]移である。そのとき原子の世界では何が起っ

ﾄいるのか？　アニメーションを混えて。

同　上

14 高エネルギー物理（1）

　素粒子の内部構造や相互作用を研究するには、

ｻれらを高いエネルギーで衝突させて反応を見

驕Bエネルギーが高いほど微細な世界が見える

ﾆいうのが物資の波動性の帰結である。そのた

ﾟ年々、加速器が巨大化する。最近完成した電

qと陽電子の衝突冷風加速器を見る。

同　上

15 高エネルギー物理（2）

　物質の究極的構成要素の研究はどこまで進ん

ｾか。これから何を問題提起し、どう自然に迫

ﾁてゆくか、新しい加速器による実験の出発の

ﾆきに、歴史的展望に立つ研究の抱負をきく。
同　上
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　　＝物質の科学・化学基礎一（TV）
〔主任講師：田丸謙二（東京理科大学教授主任講師：平川曉子（放送大学薮授））〕

全体のねらい

　この世に存在する物質は千差万別である。ハイテクに：使われる新素材も、生物もすべて物質である。

いろいろの原子、分子が作る気体、液体、固体がどのような性質を示し、どのように調べられ、それ

がどのような基本的なものとして理解されるかについて、系統的に取扱いながら組立てられたものが

このコースである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

化学は物質の反応・構造・物性を知る分野で
あり、化学を物質の科学と呼ぶ所以である。地

1 イピ学の面白さ
球も宇宙も、動物も植物も物質であり、その種
ﾞは1，000万種余、ナイロンも、シリコン半導体

　井　口　洋　夫

i分子科学研究所長）
も物質の一つに過ぎず、これからの発展は無限
である。ここに化学の面白さがある。

われわれがよく知っている熱気球の上昇、風、

雨、音の伝播、オーロラ等の諸現象が、気体の 正　畠　宏祐

2 気体の巨視的性質
温度や圧力の違いによる膨張や密度の変化、気
ﾌの凝縮、気体分子が運動をしていること、ま

1分子科学研究所助教授）

た励起した分子の発光などによることなど説明
をする。

気体中の分子の運動を気体分子運動論を用い
て説明する。分子の速度分布を測定する実験を 近藤　　　保

3 気体分子の運動論
行ない、分子線や質量：分析装置などを紹介する。

ｴ子・分子の立場からみた気体の巨視的性質が
（東京大学教授）

どのように説明されるか、気体の凝縮現象など
についても検討する。

4 原子・分子の世界

　原子・分子の大きさ、重さについて基本的：な

揄��齬^え、それらの振舞が古典力学とは本質

Iに異る量子力学の法則に：従うこと。その具体

I現れとして波動性と粒子性の2面性、ポーズ

廣　田　栄　治

i総合研究大学院
@　大学副学長）

粒子とフェルミ粒子の区別、さらにトンネル効 平　川　曉子
果などに：ふれる。 （放送大学教授）

原子の中の電子の配置、とくに：原子軌道、エ

ネルギー準位の概念を詳しく説明する。スピン

5
原子の構造・分子
ﾌ構造1

の役割にもみれる。分子形成に重要な混成軌道
ﾌ概念を導入する。これら原子についての基礎
の上に分子の中の化学結合を概観する。共有結

№ﾆイオン結合、一重結合と多重結合等を説明
同　　　上

する。さらに：ベンゼン等について非局在軌道を

も紹介する。次いで分子の振動、回転運動をと

6
原子の構造・分子

りあげる。さらに分光学的あるいは回折法によ

髟ｪ子構造の決定を論ずる。
の構造2

4～6回の基礎の上に、分子に関する最近の 廣　田　栄　治

トピックスをいくつかとりあげる。例えば化学 斎藤　修　二

7 活躍する分子
反応中間体の分子構造、大気汚染の原因と：なる

ｪ子、補間分子、プラズマの中の分子、生体中

ﾅ活動する分子などである。

（名古屋大学教授）

@北　川　禎　三
ｪ子科学研究所教授）

平　川　曉　子
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

化学反応の分子ダイナミヅクスの基本を解説

8
原子・分子の衝突
ﾆ反応

する。反応速度定数と反応断面積の定義、化学
ｽ応はどの位早く進むか、活性化エネルギー、
ｽ応の遷移状態、反応のポテンシャル曲面、そ

L土　屋荘　次
i東京大学教授）

の上でのダイナミヅクス、化学反応の統計性に
ついて説明する。

ある化学反応の式を書いたとき、変化がどち

化学変化とエネル らの方向へ自発的に進みうるかは、左辺の物質 渡　辺　　　啓
9

ギー
群と右辺の物質群との間の自由エネルギーの差
ﾅ決まる。ただしその変化が現実に進むかどう

（東京大学教授）

（1）自由エネルギー かは速度論の問題である。この事情について解
説を加える。

電気エネルギーと化学エネルギー、あるいは
光エネルギーと化学エネルギーとの相互変換は 渡　辺　　　正

10 （2）　エネルギーの

@変換

さまざまな場面で必要になる。電池など人工的
ﾈ系、また生体内反応や光合成など天然の系か
逅g近な例をいくつか選んで、その仕組みと原

（東京大学助教授）

理を解説する。

気・液・固体の3態と3重点および臨界点を示

11 相平衡と相転移
し相律を説明する。Clausius。Clapeyronの式を

ｱき1次相転移を理解する。2次相転移も説明
ｷる。水・炭素・ヘリウムなどの相図を例示し、

?ﾌ3重点セル、液体ヘリウムの入転移などを見

阿　竹　　　徹

i東京工業大学

@　　　助教授）

せる。超臨界状態もふれる。

・1成分液体を、構造モデル、分子間ポテンシ

ヤルなどに基づいて説明する。気体澄よび固体

12 液体と中問相 との類似点と相違点を指摘する。固体と液体の

?ﾔ相楽性質を持つ液晶と柔粘性結晶について
同　　　上

分子間力と分子運動の点から理解する。種々の
実験、測定法などを紹介する。

前2章の典型的な物質と較べて特異な性質を
示す水と氷の構造と物性を説明する。ついで2

113 水　　と　溶　　液 成分液体に澄ける溶解現象の熱力学を理解する。

ﾉ性・無極性、理想溶液と実在溶液、溶媒和、
同　　　上

電解質溶液、沸点上昇と凝固点降下などについ
て考える。臨界混合溶液もふれる。

今日、技術の世界で材料と呼ばれるものの多

14 固体の化学　　（1）
くは固体である。原子・分子の理解のうえにた
ﾁて固体を見てみよう。その第1回は化学結合
�ﾊしてみた固体である。特徴のあるいくつか

小　谷正　博
i学習院大学教授）

の代表的な固体をとりあげてその結合の性質、
構造などを概観する。

固体の第2回は固体のいろいろな性質に注目

15 個体の化学　（2）
して、それらがどのようにして発現してくるの
ｩを考えることにする。色や屈折率などの光学
I性質、絶縁物と電導体といった電気的な性質

田　丸　謙　二

ｬ　谷　正　博、

などが固体を構成する原子、分子の性質とどう

関連しているのかを考える。

一654一



＝物質の科学・反応と構造＝（TV）

麟譜：畢鮮麗難下平授）〕

全体のねらい

　ものを作る反応というものはどのようにして起こるものか、欲しい構造をもったものはどのように

して作ることが出来るのか、無機、有機物質から生体物質にわたって、それらの物質の持つ構造と反

応性の相関について基本的問題に：ついて具体的例をあげながら説明をする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

いろいろの物質は各種の構造をもっている。
そしてその構造であるが故に：さまざまの物性を 田　丸　謙二

1 物質の面白さ
示すことになる。物質の安定性、平衡、非平衡、

兜ﾏ態：など、構造から見た物質の面白さについ

（東京理科大学教授）

@深　井　　　有
て、金属中の水素や超伝導性金属酸化物などを （中央大学教授）
例にとり、考える。

化学反応の速度は早い、遅いいろいろあるが
それらはどのように測定されるか、反応温度に

2 化学反応の機構
ついての依存性（活性化エネルギー）、素反応、複

∑ｽ応、反応中間体、連鎖反応、律速段階、ダ
Cナミックな系の特徴、溶液反応の特性などに

士　屋　荘　次

i東京大学教授）

ついて説明する。

われわれの周辺で起こる化学反応の例をいく
つかとり上げて、反応の起こり方について説明 土　屋　荘　次

3
われわれの周辺の
ｻ学反応

する。ものは何故燃えるのか、燃焼と爆発とは
ﾇう異なるのか、排気ガス（NOx，　SOx：など）、

蜍C汚染などの環境問題からさらに高層大気の

御園生　　　誠

i東京大学　教授）

化学反応、オゾン問題を説明する。

金属が各種の配位子と錯体を作ると、その構
造に：よって、極めて特徴的な反応性を示す。こ 干　鯛　眞　信

4
金属錯体の構造と

ｽ応性
の分野の基本的説明をし、これらの化合物の工
ﾆ的応用や生体内で重要な役割りを果：たしてい

（東京大学教授）

る金属錯体、酵素や、光合成のクロロフィル：な

どについて述べる。

表面のない固体はないが、表面はバルクと異 田　丸　謙　二
なった性質を示す。各種表面の構造と反応性の

5 固体触媒作用
相関などについて説明し、固体表面での化学反
桙ｩら生まれる触媒作用が、化学工業はもとよ

岩　沢　康　裕

i東京大学教授）
り、エネルギー・資源や環境など入類の将来に
も重要な役割を担っている。 御園生　　　誠

炭素一炭素結合の安定性、炭素一炭素結合の

6 炭素化合物の多様性

あり方。有機化合物の表現のしかた。炭素と炭
f以外の元素との結合。有機化合物の名前の付
ｯ方。以上の項目について初歩的に・平易に述べ

丸　山　和　博

i京都大学教授）

る。

概説。石油の化学組成。燃焼。反応の型。有
機化合物の構造と反応性。光に：よる有機化合物

ﾌ励起。
同　　　上

7 ＝有機化合物の変化 以上について、かなり詳しく述べ、有機化合
物の示す諸性質の初歩的な理解が得られるよう
にする。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
炭素一炭素結合の
?阨

　炭素と炭素とをつなぐ方法。官能基化合物を作る方法。

@以上の二つの項目に分けて有機合成の初歩に
K要な基本的な諸反応を述べる。

山　本　嘉則
i東北大学教授）

9
有機化合物のデザ
Cンと生体構成物

ｿ

　前半と後半に分げて、前半を有機化合物のデザイン、後半を生体を構成する有機化合物として述べる。前半で実際の標的化合物の合成反応の

gみ立て方を述べる。後半では生体を構成する
L機化合物の構造について簡単に触れる。

山　本　嘉　則

ﾛ　山　和　博

10 高分子の合成

　高分子化合物は自然界の中で生命活動の本質を担うとともに、多様な材料としてわれわれの

ｶ活に不可欠のものとなっている。ここでは高
ｪ子にはどんなものがあるかを概観し、高分子
ｪどのような反応によって生成するか、その特
･について述べる。

井　上祥　平
i東京大学教授）

11 高分子の構造

　高分子は、そのモノマー単位の構造、その連結の仕方で生じる立体規則性癌による一次構造からはじまって、二次構造、三次構造、高次構造と複雑な構造を形成し、それらが巨視的性質と深く関係している。分子構造モデル、各種顕微鏡を使って具体的に説明する。

西　　　敏：夫

i東京大学助教授）

12 高分子物性　（1）

　高分子鎖の形態は分子の内部回転のためにある温度以上では統計的な性質を持っている。こ

黷ﾉ基づいて、分子鎖の形態、エントロピー、ゴム弾性、ゲルの物性などを分子論的に解明す

驍ｱとができる。簡単なゴム弾性、ゲルの相転
ﾚの実験も予定している。

同　　　上

13 高分子物性　　（2）

　高分子に現われる顕著な物性に粘弾性がある。その現象論と分子論について説明する。一方、：最近は機能性高分子、高性能高分子が注目されてきているので、超高強度高分子、耐衝撃性高分子、導電性高分子、圧電性高分子などのうちからいくつかを紹介する。

同　　　上

14
生体高分子の特異

Iな形と相互作用
野　田　春　彦

i創価大学教授）

15 生体内の化学反応

　酵素反応と抗原抗体反応は非常に狭い特異性を示す。最近では細胞と細胞の相互作用の特異性も関与する物質の性質から説明ができるようになりつつある。これらの特異性と分子の形の関係、酵素反応で反応の活性化エネルギーが下げられる理由などを考える。

同　　　上
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　　　　　　　　　　　　＝物質の科学H＝（TV）

　　　　　　　　　　　　　　一ミクロからみた物質一噛

　　　　　　　　　　〔主任講師：上村　洗（東京理科大学教授）〕

全体のねらい

　物質の示す様々な巨視的性質をミクロの法則で如何に解明できるかを、量子論の初歩的な段階から出

発して、分り易く講義する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．水素原子、問題の定式化

物質の構成要素 2．角運動量と球関数 上　村　　　洗

1 3．水素原子のエネルギー

～　原子 （東京理科大学教授）

1．多原子原子、1電子近似の取り扱い
2．原子構造と元素の周期率

2 原子から分子へ 3．分子の形成一水素分子 同　　　上

1．結晶構造
2．結晶中の電子の状態 中　尾憲　司

3 原子から結晶へ 3．ブロッホ関数

（筑波大学教授）

1。バンド構造
2．バンド構造の別の見方

4 結晶の中の電子 3．バンド構造と物質の分類
同　　　上

1．金属の自由電子モデル

5

化学結合と結晶の

ｪ類

2．化学結合と凝集エネルギー
R．イオン結合
S．共有結合
T．金属結合

上村　　　洗

?@尾　憲　司

6．ファンデルワールス結合

1．半導体の特徴
2・正孔

6 半　　　導　　　体 3．電子と正孔の分布
S．不純物半導体

中　尾　憲　司

1．電気伝導

7 固体の伝導現象

2．ホール効果と磁気抵抗効果
R．強磁場中の電気伝導とエネルギー状態

S．量子ホール効果

川　路　紳　治

i学習院大学教授）

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

1．光の性質
2．ローレンツ振動子模型 国府田隆　夫

8 光に対する性質 3・物質の光学的性質と電子状態

（東京大学教授）

1．少数キャリアの注入　2．pn接合
3・pnp接合型トランジスター　4．トンネル・

9 半導体素子の基礎 ・ダイオード　5・金属・半導体接合ダイオード（シ

㏍bトキr・ダイオード）　6．フォト・セル、太陽電
川　路　紳　治

池とフォト・ダイオード　7．発光ダイオードと半導

体レーサー　8．電界効果トランジスター

1．電子の磁気モーメント
2・マクロな磁気モーメント 近　　　桂一郎

10 磁性の起源 3・自由原子・自由イオンの磁気モーメント
4．閉殻の電子による反磁性
T・原子の固有磁気モーメントと常磁性

（早稲田大学教授）

6・伝導電子による磁性

1．強磁性体の磁化
2．フェライトの自発磁化

11 磁　　　性　　　体 3．中性子回折と磁気構造
S．交換相互作用

同　　　．上

5．自発磁化の温度変化

1．磁性イオンの光吸収
2．結晶場遷移

12 磁　性体　と　光 3．結晶場と軌道角運動量の消失
S・強磁性体の光吸収と偏光

同　　　上

5．磁気光効果
6・磁気光効果の応用

1．はじめに
2．超伝導現象 小　林　俊　一

13 超　　　伝　　　導 3．位相と干渉
4．粒子数と位相
T．電子対

（東京大学教授）

6．なぜ対か

1．はじめに
2．表面構造を探る 塚　田　　　捷

14 固体の表面構造 3．半導体清浄表面の構造

（東京大学助教授）

1．表面のバンド構造
2．電子の密度分布と仕事関数

15 表面の電子状態 3．電子分光法
S．吸着現象

同　　　上
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＝物質の科学皿＝（TV）
〔主任講師：野田春彦（創価大学教授）〕

全体のねらい

　我々の見る物質は100種に足りない元素の組み合わせであるが、ほとんど無限ともレ・える種類のも

のが発見され、それについての研究が進んでいる。古くから知られている物質の性質について新しい

理解ができることもある。これらをできるだけ広範囲に取り入れて、それを基礎的な理解につなげよ

うというのがこの科目の狙いである。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．はじめに　　2．環境相　　3・駆動力　　　　　　　　　●　　　　　・

S．核形成　　5．ものの運ばれ方　　6．ラ 』砂川　一　郎
1 結晶　の成　長 フな界面とスムーズな界面　　7．渦巻成長

8．結晶の形を支配するもの （東京大学教授）

●

1．はじめに：

2．ヘテロ構造と選択ドーピング 覧　見　博　義

2 半導体超格子 3。量子井戸と半導体レーサー

S．共鳴トンネル効果とその応用

T．まとめ

（日本電気KK光基礎研究部長）

1．はじめに

2。非平衡物質とは 新庄　輝　也
3 金属多層　膜 3．多層膜（人工格子）の生成

4．Fe－Mg人工格子 （京都大学教授）

5．人工格子の利用

1．アモルファス半導体とは

2．アモルファス半導体の種類と製法 丸　山　瑛　一

4 アモルファス半導体 3．アモルファス半導体の物理的性質

4．アモルファス半導体の応用 （日立基礎研究所長）

1．弧立した一個のポリマー分子の形態

5
高分子鎖の形態と

2．ポリマー鎖の形態の実験：的研究

R．高分子鎖の屈曲性
永　沢　　　満

物性 4．高分子鎖の形態と高分子物性 （豊田工業大学教授）

’1．タンパク質維維

6 繊維生体高分子

　●ペプチド鎖の寸法　●ペプチド鎖の二次構

｢　・生体の繊維
Q．糖を含む生体の長鎖状分子

野　田　春　彦

・核酸　・キチンとセルロースとデンプン （創価大学教授）

1．粒状タンパク質
一・粒状タンパク質の折り畳み　。活性部位

7 粒状生体高分子 ・タンパク質の結晶
同　　　上

2．多糖の粒状分子

3・膜
・ミセルと単位膜　・膜とタンパク質
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．回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 機能性高分子

1・高分子の機能
Q・機能性高分子とは
R・イオン交換樹脂
S・感光性樹脂5．電気的機能6．医用高分子

井　上　祥平

i東京大学教授）

9 コロイ　ド　　（1）

1．コロイドの定義と特性
Q．コロイドの分類
R・　ミセルコロイド概論
S・界面活性剤のはたらき①一溶液物性5・界面活性剤のはたらき⑪一界面物性

北　原　文　：雄

i東京理科大学常務理事）

10 コロイ　ド　　（2）

1．粒子コロイドの分類2．粒子コロイドの調整3・粒子コロイドの特性4・粒子コロイドに対する無機電解質の効果

@　一DLVOの理論5・粒子コロイドに対する界面活性剤の効果6・粒子コロイドに対する高分子の効果

同　　　上

11 膜

1．界面膜と独立膜
Q・生体膜と膜透過
R・膜の機能
S・ろ過による物質分離5・膜透過と逆透過

U・電解質の膜透過と膜電位

中　垣　正　幸

i京都大学教授）

12 ゼ　：オ　ラ　イ　　ト

1．骨格構造
Q．分子筋作用とガス吸着
R．イオン交換性
S．触媒作用

　高　石　哲　男
O橋瀟科学勤　堤　　　和　男（嚢橋瀟科学大護）

13 セ　ラ　ミ　ツ　ク　ス

L　セラミックスの進歩2・セラミックスの種類3・セラミックスの強さともろさ

S・　セラミックスをつくる

T・セラミックスの微細構造と高温強さ
U・セラミックスはどこまで強くできるか

　沢　岡　　　昭

i東京工業大学教授）

14 超　微　粒　子

1・粒子の大きさ　　2．超微粒子と超微粉3・超微粒子の製法　4．不活性ガス中での蒸発5・バルクとの違い　6．久保効果7・クラ回心ーの実験：　8．技術への応用

　上　田　良二

i名城大学容員教授）

15 情報生体高分子

1．蛋白質と核酸

Q．遺伝子DNAの構…造と遺伝情報
R．遺伝情報の発現

S．遺伝子操作

T．蛋白質工学

三　浦　謹一郎

i東京大学教授）
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＝物質とエネルギー＝＝（R）
〔主任講師：池上雄作（東北大学教授）〕

全体のねらい

　自然界を形づくっている物質エネルギーの科学でもっとも基本的なことがらを学習する。とくに

化学熱力学、量子化学、分子分光の基本的な事項を解説し、物質とエネルギーの不可分のかかわり

合いを学ぶことによって自然への理解を深める。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

広い視野から“仕事をする能力勢としてのエ
ネルギーのいろいろな姿をとらえたあと、物質と 池　上　雄　作

1 エネルギーの形態
とエネルギーのかかわり合いを述べ、エネルギー略史を概説する。

（東北大学教授）

広い自然界にある多様な物質を理解するに：は、

元素、原子、イオン、分子といったミクロの世

2 物質の理　解
界に立ち入って物質の構成を知る必要がある。

ｨ質と化学式を結んで物質の構成、物質の状態
同　　　上

変化、結合の力に関する考え方を簡潔にまとめ
ておこう。

物質とエネルギーとに関する基礎科学の中に：

化学熱力学とよばれる分野がある。これは、構 玉轟　伶太
3 熱・仕事・エネルギー 造論、反応論とともに、化学の理論体系に澄け

髑蛯ｫな柱の一つに：なっている。本章では、化
（福島大学教授）

学熱力学の基本として、系の概念、仕事と熱、
内部エネルギーと熱力学第一法則から出発し、
理想気体の膨張圧縮について可逆過程を説明する。

物質の熱的性質として重要な熱容量の概念と、

それに関連してエンタルピーとよばれる物理量

4 熱容量と反応熱 を導入し、物質の状態変化や化学反応に伴う熱 同　　　上

エネルギーの移動やエネルギーの憾辛性につい
て解説する。

物質のさまざまな変化に伴うエンタルピL変

5
物質構造とエンタ

化の中で、とくに生成エンタルピーと結合エン

^ルピーとを取り上げて、化合物の構造や化学 同　　　上
ノレヒ。一

結合とエンタルピー値との関連について考察す

る。また、熱エネルギーを測定する方法の原理
を≡日　る

前章では、系がある変化を行う際に、系と外
界との間にやり取りされるエネルギー・について
述べた。その取り扱いの中心は、エネルギー保

6 変化の方向 存に関する熱力学第一法則であった。本章では 同　　　上
与えられた条件の下で、物質はどのような方向
に向かって、どの程度まで変化する可能性をも
っているかについて検討する。

エネルギーとエントロピーからギブス自由工

7
自由エネルギーと

ｻ学平衡

ネルギーを導き．化学ポテ著シャルまで解説す

驕Bつづいて、二、三の化学反応系での反応の

i行の可能性を予測するための熱力学量を取り
同　　　上

上げ、平衡条件を導く。
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
エネルギー量子の

T念

　以下4回にわたってミクロの世界のエネルギーと化学構造との結びつきを解説する。第1回

ﾚは、ブランクの量子仮説、光量子説、ボーアの原

q模型、光と電子の粒子性と波動性について順
汾燒ｾし、エネルギー量子の概念を理解する。

米　沢　貞次郎

i近畿大学教授）

9 原子の電子状態

　頓とびとびのエネルギー値”をもつ電子の運動

�ﾔを表す波動方程式について述べ、これから

ｾらかにされた水素型原子の電子状態の特徴．

ﾂづいて複雑な原子の電子配置を整理して解説

ｷる。

同　　　上

10 化学結合と電子状態

　化学結合の基本例である水素分子の量子論的：な取り扱いと炭素の混成軌道について解説する。つづいてエチレンや共役二重結合をもつ分子のπ電子の分子軌道法による取り扱い方を取り上

ｰる。

同　　　上

11
電子構造と化学反

梵ｫ

　分子の電子構造に対する量子論的取り扱いは

¥造を理解するのに必要であるだけでなく、反

桙ﾌ進み方を解釈するのに極めて有用であり、

tロンティア電子理論もその一つである。電子構

｢と化学反応性について例とともに解説する。

同　　　」＝

12
電磁波とスペクト
鴻Xコ　ヒ。一

　光と電波で代表される電磁波は宇宙線からラジオ波まで広い周波数範囲にわたり、E＝huのエネルギー一をもつ。電磁波の性質について、つ

ﾃいて物質の発光や光の吸収が物質のエネルギー準位と密接な関係があることを説明し、スペ

Nトロコピーを概説する。

池　上　雄　作

13
紫外・可視光の吸
禛Xペクトル

　多くの物質は紫外線や可視光線を吸収してそ

ﾌ物質に特有なスペクトルをみせ、可視光の吸

福ｪ物質の色をつくりだす。光の吸収や発光と

ｻ学構造との関係を代表例とともに解説して澄
ｱう。

同　　　上

14 赤外吸収スペクトル

　可視光線より波長が長く、マイクロ波よりも波長の短いα75μmから数mの波長範囲の光を赤外

D編齢馨熱戦塞編篇象難a籍客垢翻瀬峰畿旗舗測器隻覚

{筋籏甥繍1賭6麟読声纏構造の解明などに便利に利用されている。

同　　　上

15
化学反応とエネルギー

ﾜとめ

に些鰹端三編蜘三笠親ξ暴離部分を解説してきた。本章では化学反応とエネ麓藷i瓢し増鴇議賜惣）レ峯座肇取の上げて補足的に説明し、最後にエネルギーの大きさについて概観してまとめとしたい。

同　　　上
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＝力とエネルギー＝（TV）
〔主任講師：戸田盛和（東京教育大学名誉教授）〕

全体のねらい
　物理学を学ぶには、まず力学を勉強し、ついで電磁気学へ進むのがふつうである。この「力とエネ
ルギー」は力学にあてられる。ニュー’ gンの運動の法則にもとづいて、物体粒子の運動、流体の運動

を考え、分子の力学的運動を考慮して熱現象を扱う。回転運動、電子の運動なども取扱う。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．　ベクトル

2．運動の法則 戸　田　盛　和

1 運動　の法則 3．いろいろの運動 （東京教育大学

4．力の単位 名誉教授）

1．速さと距離

2．微分と積分

2 微　分　・積　分 3．関数の微分 同　　　上

4．関数の積分

1．運動方程式

2．いろいろの運動

3 運動の積分
同　　　」＝

1．ケプラーの法則

2．万有引力

4 惑星の運　動 3．平面内の極座標 同　　　上

4．　ケプラーの法則の導出

1．　エネルギーとは

2　エネルギー保存の法則

5 仕事とエネルギー 3．エネルギー積分 同　　　上

4．仕事の単位

1．物質のもつエネルギー　6．力学と確率

2　気体と温度　　　　　7．気体の膨張

6 熱とエネルギー 3．気体と分子の運動　　8．エントロピー 同　　　上

4．熱量と仕事　　　　　α　気体分子運動論

5．熱力学の第1法則　　　　と統計力学

1．熱現象の基礎法則

2．熱機i関

7 熱　　力　　学 3．絶対温度 同　　　上

4．　エントロピー
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．力の釣り合いの条件

2．平行な力
8 力の釣り合い 戸　田　盛　和

1．静止流体

2．流体の定常流
9 流　　　　　　体 同　　　上

1．波動方程式

2．波の干渉

10 波　　　　　　動 3．波のエネルギー 同　　　上

L　回転座標系

2・地球を基準とする座標系

11 地球の回　転 同　　　上

1．回転のエネルギー

2．角運動量

12 回　転　運　　動 3．いろいろの回転運動 同　4　上

1．磁場
2．一般のローレ’ンツカ

13 荷電粒子の運動 3．電流が磁場から受ける力 同　　　上

4　電磁誘導

1．相対論的な質量

2　エネルギーの式
14 高速粒子の運動 3　光と圧力と光の粒子 同　　　上

4．質量エネルギーと光の圧力

1．力学系の図式解法

2．非線形振動

15 最近の話題から 3．増幅される振動 同　　　上

4．平面内の粒子の運動
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一生命のしくみ1＝（TV）
　　　　　　　　　　　　　　　　一生化学のしくみ一

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：木原弘二（深慮義塾大学教授）〕

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）

タンパク質、脂質、糖など、生物をつくり上

げている物質について画意し、これら有機化合 木　原　弘　二

1 生体に含まれる物質 物の特徴と構造について説明し、とくにタンパ （三鷹義塾大学

ク質の構成成分であるアミノ酸をとりあげる。 教授）

生体物質のうち高分子物質であるタンパク質、

核酸、多糖などでは、その3次元的な形が機能 野　田　春　彦

2 生体の構成成分 と密接に関連している。その形が化学構造によ

ってどう定まるかを、原子の大きさと原子間の （創価大学教授）

結合とから考える。

食物は消化されて、さまざまな化学変化を受

’け、身体の成分として利用されたり、エネルギ

3 栄養のとりこみ 一壷として分解されたりしている。これらの説 木　原　弘　二

明を通して、酵素の働き方を述べる。

身体の中で起こっている化学変化は、すべて

代　　　　　　謝 酵素の作用によって進行しているが、この酵素

4 の欠陥により起こるフェニルケトン尿症・ガラ 同　　　上

一遺伝病　（1）一 クトース血症など遺伝性の病気について紹介す
る。

酵素の主要成分はタンパク質だが、他にもへ

モグロビンなどこ酵素ではないタンパク質：が重

5 タンパク質の構造 要な働きをしている。ヘモグロビンの分子が遺 同　　　上

伝的に異常な鎌型赤血球貧血症について述べる。

生命活動を遂行するエネルギーの源泉は、酵

素による反応段階を経て、糖は脂質の酸化的分

6 呼吸のしくみ 解によって確保され、その中間産物は、他のい 同　　　上

ろいうな成分の合成の素材として利用されてい
る。

エネルギーいATPの形をとって、細胞内へ
の物質の吸収、いろいろな物質の合成などのほ 丸　山　工　作

7 エネルギーの利用 か筋肉の収縮、神経に論ける情報伝達など、細

胞のさまざまな活動のために利用されている。 （千葉大学教授）
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

成長途上の幼い個体では、身体の成分として

新しくタンパク質を合成しなければならない。

8 タンパク質合成 しかし成長した個体でも、毎日タンパク：質が合 木　原　弘　二
成されている。その反応めしくみについて述べ
る。

身体の各器官は、それぞれの独自の機能を果

たしているが、つねに相互の活動状況が個体の
9 調　　　　　　　節 維持に都合のよいように調整されている。主と 同　　　上

して、タンパク質合成の制御について述べる。

細胞が合成する成分には、身体や細胞の構造

脂　　　　　　質 に関係した、糖や脂質に属する物質がある。そ

10 の物質の正常な分解に支障がある遺伝病として、 同　　　上
一遺伝病　（2＞一 粘液多糖類蓄積症、糖脂質蓄積症を紹介する。

すべての生物界の物質は、太陽の光のエネル

生物界に澄ける ギーを、植物が利用して、二酸化炭素を糖に変

11 える光合成反応にもとついてっくり出されたも 同　　　上
元素の循環 のである。この反応と窒素化合物の生物界での

利用、分類の過程について述べる。

細胞には、いくつかの構造体が含まれ、それ

それ機能を分担しているが、その成分の70％ 長　野　　　敬
12 細胞と細胞膜 は水である。水の特別な性質、細胞の膜との関

係を紹介し、改めて細胞の働きについて整理す （自治医科大教授）
る。

タンパク質の構造を指定しているDNAは、細

胞の分裂とともに、娘細胞に同一分子が均等に

13 ’DNA　の複製 伝えられなければならない。　DNA分子の合成 木　原　弘　二
のしくみについて解説する。

’、

最近話題となっている遺伝子工学の現状を紹

介して、特定の遺伝子を確認できた例を説明す

14 遺伝子工　学 る。また、この技術を利用して、ヒトの遺伝病 同　　　上
の原因となる欠陥遺伝子を明らかにして、胎児

診断に：応用されていることを述べる。

　全体のまとめとして、生命現象は、生物特有のタンパク質、　DNAなどの物質の存在なしに

木　原　弘　二

15 物質系としての生命 は考えられないこと、その機能の遂行に必要な 長　野　　　敬

エネルギー、および回報の役割について述べる。 野　田　春　彦

丸　山　工作
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　　＝生命のしくみ皿＝（TV）

〔主任講師：木原弘二（慶慮義塾大学教授）〕

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目的としている。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
i所属・氏名）

1 物質観と生命観

　物質についての考え方をギリシャ時代から中

｢、近代へと辿り、一方、生物に：ついては生命

ﾉ特有な力やしくみが想定されてきたことを紹

薰ｵ現代の考え方と対比する。

木　原　弘　二

i三鷹義塾大学

@　　　教授）

2 有機化学の確立

　18世紀末頃から、有機化合物が多数発見
m認された。その後、化学的な研究の発展にと

烽ﾈい無機物質と有機物質の区別が明確化し・

ｶ化学研究の基礎となる。

同　　　上

3

トリプトファンの

ｭ見

　トリプトファンは必須アミノ酸の一つで、他の

Aミノ酸よりもかなりその発見が：遅れた。しかし・

ｱのアミノ酸の存在を示す反応は一世紀ほど以前

ｩら知られていた。その発見が遅れた理由を示して・

ｨ質を確認することの重要さについて述べる・

同　　　上

4 尿酸　と　痛　風

　尿酸は、精製され確認された最初の有機化合

ｨの一つである。尿酸の血中濃度：が高いと痛風

ﾌ発作が起こる。ヒトという生物に特有な事情

ｪ発作の条件となっている。

同　　　上

5 ビ　タ　ミ　ン　C

　私たちの健康な生活の維持には、適量のビタ

~ンを摂取する必要がある。ビタミンCを例に

ｵて、生体が必要としている物質の働き、研究

@の発展を紹介する。

同　　　上

6 コ　ラ　一　ゲ　ン

　ビタミンCの欠乏で、影響を受けるのはコラ

[ゲンである。このタンパク質には特殊なアミ

m酸が含まれ、標準的なタンパク質とはラセン

¥造の様子が異：なってくる。

同　　　上

7 ABO血液型物質

　赤血球の表面には、血液型を決定している物

ｿが存在する。ABOの血液型は1801年に発
ｩされたが、約半世紀後に血液型を決定する糖

猿ｿが確認された。

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

臓器移植の際の問題に、移植片に対する拒絶

組織移植適合性 反応がある。この免疫現象には白血球の細胞膜
8 表面の抗原が関係している。抗原型にはA，B， 木　原　弘　二

抗原 C，DRの5群がある。

タンパク質は、細胞全体が分解される以外に、

タンパク質の 細胞内部で絶えず分解されている。分解の過程

9 で、それぞれのタンパク質は異なった速さで分 同　　　上

細胞内分解 解され消失していく。

白血球の働きのためにはタンパク質を加水分

解する酵素が必要である。しかし分解の過剰：な

10 アンチ・トリプシン 作用を抑止するタンパク質が血液中に存在し、 同　　　上
調節が行われている。

コレステロールは、細胞の膜の重要な成分で

コレステロール あり、常に合成されている。しかし、合成と利

11 用の均衡が崩れて、血液中の濃度が高くなると 同　　　上

の代謝 高コレステローール血症として障害を起こす。家族

ｫ高コレステロール血症についての最近の研究
の成果を述べる。

酵素の活性は精妙なしくみで調節されている。

肝でのグリコーゲンの分解と合成に関係する酵

12 酵素活性の調節 素系、および大腸菌のグルタミン合成酵素を例 同　　　上
として解説する。

ホルモンによる調節に澄いて、そのホルモン

の産正放出は視床下部から放出される別のペプ

13 ホルモン放出因子 チドに支配されている。副腎皮：質刺激ホルモン 同　　　上
の放出因子などを解説する。

DNA分子を切断し・適切に結合することに

ヘモグロビン よって、動物、特にヒトの遺伝子を純粋にし、

14 その構造を究明することが可能となった。ヘモ 同　　　上

遺伝子 グロビン遺伝子の例を考える。

講義全体を振り返り、物質についての研究か

ら生命現象が究明されてきた成果をまとめる。

15 生命　と物　質 このことを通して、生命とは何かについての考 同　　　上
えを整理する。

一668一



＝植物の生理＝　（TV）

〔主任講師　増田芳雄（帝塚山短期大学教授）〕

全体のねらい

　植物は動物と異なり、特有の構造と機能をもっている。その機能の1っは自栄養すなわち光合成

で、これによって太陽エネルギーを蓄え、地球上の全生物の生命を支えている。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影響される。植物に

特徴的な構造・機能の調節を焦点にする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，n球上の全生物の生存を支える緑色高等植物

のもつ特別な機能と構造に関する研究分野が植 増　田　芳　雄

1 植物生理その特性 物生理学である。その研究の発展の歴史的展開 （帝塚山短期大学

を概観しながら植物の特性に：ついて考察する。 教　授）

植物は大量の水を吸収し、蒸散する。高い木

のてっぺんまで、水は熱力学の法則により容易 倉石　　　晋
2 水分生理と気孔 に上昇する。水の蒸散の制御は気孔によ・り行わ

れ、環境条件、植物ポルモンにより開閉運動は （広島大学教授）

制御されている。

光合成過程の前半の部分、すなわち光の関与

光　合　成　　1 する過程（光エネルギーの六区、電子の伝達、 辻　　　英　夫

3 ATPの合成）のしくみ及びこの過程の行われ

明　反　応 る舞台となっている構造に：ついて理解する。 （京都大学教授）

光合成に甘いて、前章で述べた変化に：引き続

光　合　成　　H いて起こるCO2固定の過程を理解し、このCO2
4 固定経路の多様化ど環境との関係を考える。光 同　　　上

暗　反　応 合成産物の細胞内、組織間の移動についても理
解する。

微生物との共生による窒素固定または土壌窒

窒素固定とタンパ 素の吸収から始まり、窒素の同化、タンパク質

5 の合成、合成以後のタンパク質の会合と細胞内 同　　　上

ク質合成 輸送に至るまでの過程を取り扱う。遺伝情報発

現調節のしくみについても考える。

植物が環境要因の影響を受けるとき、植物ホ

ルモンが仲だちとなって植物の成長・分化を調

6 植物ホルモンの働き 節している。これら植物ホルモンの作用につい 増　田　芳雄
て概説する。

高等植物のもつ遺伝子は形質を発現し、特定

遺伝的変異と生理 の形態を形成し．生理作用を示す。しかし、遺

7 伝的形質は環境により発現し、植物は環境に適 倉　石　　　晋

的機能 応した形態や生理作用を示す。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

細胞壁は植物細胞を取り囲む多糖類を主成分

とする構造であり、植物の成長・分化にさいし 山　本　良　一

8 細胞成長と細胞壁 て大きな役割をはたしている。ここではとくに （帝塚山短期大学

細胞の伸長成長に澄ける細胞壁の構造や性質の 教授）
意味について考える。

植物の個体としての調和のとれた成長を可能

にする極性と器官相互作用という二つの現象に 神　阪　盛一郎

9 器官相互作用 ついて考える。 （大阪市立大学

教授）

光などの環境刺激に反応して起きる植物の運

動は屈性と傾性の二つに大別される。植物が刺

10 植物の運動 激を感受して運動する機構について考える。 同　　　上

植物組織培養確立の歴史は、植物細胞が分化

細織培養と分化全 全能性を持つことの証明の歴史でもあった。そ 原　田　　　宏

11 の歴史的展開を振り返りつつ、植物における分

能性 化全能性について解説する。 （筑波大学教授）

分化全能性を有する培養細胞・組織で得られ

形態形成と遺伝子 た形態形成機構に関する知見について解説する。

12 また、形質転換組織・個体の・基礎・応用研究へ 同　　　上

発現 の利用についても述べる。

植物はさまざまな光情報を受けとって環境に：

光形態形成とフィ 適した体制を整える。それらの多くに関与する 滝　本　　　敦

13 フィトクロムの働きを中心として、植物に対す

トクロム る光の作用機構を考える。 （京都大学名誉教授）

植物は生物時計を利用して日の長さを測定し、

生物時計と花芽の 適当な季節に花を咲かせる。生物時計の概略を

14 説明した後、光周反応による花芽形成の機構を 同　　　上

形成 考える。

植物は高温、低温、水不足、塩ストレスなど

により影響を受ける。植物はやや弱いストレス

15 植物と環境ストレス により耐性となり、ストレスを受けないと耐性 倉　石　　　晋
を失う。
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一生態学概論一（R）
〔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おける無機的環境、生物と生物との関わり合いを具体的事例

をあげて説明し、生物的自然の構造と機能．生物群集や生態系の多様性・全体性論よびその動的平衡

についての理解を深める。講義を通じて生態学の基本的原理と概念を理解させる。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

生態学とは何か。この講義の導入部として・

生態学とは 生態学の対象、方法、生物と環境との関係、生 岩　城　英　夫

1 態系概念などについて述べる。

一　序　　論　一 （筑波大学教授）

生物は海で発生し、やがて陸に：進出した。生

物の生存の場としての陸地と水界の環境の特徴

2 陸の環境、海の環境 を比較し、様々な生物がその生育地の環境に適 同　　　上

応ずるために、どのような形態と機能を発達さ

せたかについて述べる。

陸地の生物の生存は土壌に依存している。土

壌は植物に必要な水分と栄養塩類を供給するこ

3 生物　と　土　壌 と、また植物や土壌生物の存在は土壌の形成に 同　　　上

大ぎな役割を果していることなどについて説明

する。

気候（温度と降水）条件の変化に応じて地球

上には様々なタイプの植物群系が分布している。

4 気候と植生の分布 また局地的な環境の違いによっても生物の分布 同　　　上

は変化することを述べる。過去の気候変化に伴

う植生の変遷に：ついても触れる。

生物の集団（個体群）の個体数は有限の環境

個体群の に澄いては無限に増加することは不可能であり、 藤井宏　一
5 いっかは過密状態に：達する。このような状況下

成長と調節 での生物の対応の仕方についてまず理論的に述 （筑波大学教授）

べ、ついで実例（主に動物）を見ながら論じる。

同じ資源を利用する異なった生物種間には種

種間競争と 間競争が存在しうる。種間競争とは何か。その

6 機構についてまず理論的に取り扱い、ついで観 同　　　上

“すみわけ” 挙例を用いて説明する5また種間競争の結果と

して起こる“すみわけ”についても論じる。

植物の種内競争と種間競争の仕組みについて

述べる。まず同種の植物間で起こる競争密度効

7 植物間相互作用 果と自然間引きについて述べ、次に異種の植物 岩　城　英夫
間の競争の機構について説明する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

食うものと食われるものの関係（捕食関係）

の動態に関する理論について述べ次に実例を
8 捕　食　関　　係 用いて自然界での捕食関係のはたす役割、特に 藤井　宏　一

生物群集の安定性への捕食関係の役割について

論じる。

植物には様々な生活形があり、それぞれ特徴

的な成長・繁殖様式をもっている。異なった環

9 植物の繁殖戦略 南下でこれらの生活様式がどのような生態祝意 岩　城　英　夫

義をもつかについて説明する。

動物の種（そして個体）はより多くの子孫を

残すために：、限られたエネルギーをいかにうま

10 動物の生存戦略 く利用し、その目的を達成するか。理論で予想 藤　井宏　一
されること、実際に動物がやっていることを対

比し、生物の進化を絡めて論じる。

生態系のエネルギーの流れにおいて植物（生

産者）がはたしている役割を論じ、植物群落の

11 物　質　生　産 生産構造と光合成の関係、各種生態系の一次生 岩　城　英　夫

産量と環境要因との関係などについて説明する。

生物群集における食物連鎖と栄養段階から見

食物連鎖とエネル た群集構造、食物連鎖を通じてのエネルギーの

12 流れとその効率、生食連鎖と腐食連鎖などにつ 同　　　上

ギーの流れ いて基本的な法則性と実例を説明する。

生物体を構成する元素は生物と環境の間を繰

り返し循環して使われる。地球的規模で循環す

13 物　　質　循　環 る炭素、窒素、水の動きと、生態系内および生 同　　　上

態系間での栄養塩類の循環について説明する6

植物群落の種組成や構造が時間と共に変化発

遷移と生態系 達する遷移の系列と遷移の最終段階である極相

14 について具体例をあげて述べ、次いで遷移の機 同　　　上

の発達 構、遷移の進行に伴う生態系の特性の変化につ

いて説明する。

自然の生態系は人間活動に：よって改変され、

農業生態系や都市生態系がつくられる。入間活

15 入間活動と生態系 動に伴う生態系の変化について具体的に説明し、 同　　　上

自然と人間活動の調和について論じる。
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　　　　　　　　　　　　　＝集団遺伝学＝（R）

　　　　　　　　　　　　一遺伝子はどのように進化するか一

　　　　　　　　〔主任講師：石和貞男（澄茶の水女子大学教授）〕

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澄ける観察結果
（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澄いて、

解説してゆきたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

遺伝の基礎となる概念一例えば、遺伝子染

色体、DNA等一を的確に把握させる。特に、 石　和　貞　男

1 遺伝の　基　礎 有核細胞のDNAにおける遺伝子の一般的構造 （お茶の水女子

等、分子レベルの知見を強調する。 大学教授）

遺伝子プールや遺伝子頻度の概念澄よびバー

任意交配集団と近 ディ・ワインベルグの法則を理解させる。また、

2 個体間或いは遺伝子間の遺伝的近さを測る近交 同　　　上

親交配 係数を紹介するQ

わかりやすい実例を示しながら、量的形質と

はどんな形質かを理解させ、それに寄与するボ

3 量的形質の遺伝 リジーンの意味を把握させる。また、量的形質 同　　　上

の遺伝率等にも言及する。

突然変異が遺伝的変異を起こす最も基本的な

機構であることを理解させ、いろいろなタイプ 五條堀　　　孝

4 突　然　　変　　異 の突然変異があることを紹介する。特に、DNA’ （国立遺伝学

レベルでの最近の知見も示す。 研究所助教授）

適応度の定義を理解させ、形質レベルに旧い

て如何に自然淘汰が働いているなかを、工業暗

5 自　然　淘　　汰 昇等の例をあげて説明する。また、：有名な淘汰 同　　　上

モデルー超優性モデルや頻度依存型淘汰モデル

一を紹介しその現実性を議論する6

集団内変異の保有機構をめぐるフィッシャー

集団の変異　1 ・ライト論争、そしてタンパク質多型現象をめ

6 一形態レベル蛋 ぐる中立説論争を紹介し、多型現象の生物的・ 石　和　貞　男

白質レベルー 進化的意味合いを議論する。

組み換えDNA技術等の進歩により、　遺伝的

集団の変異　皿 変異が直接DNAレベルでみられることを理解

7 させる。 同　　　上

一DNAレベルー
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回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

集団の変異性　皿一ヒト（入類）

@　　　　　集団一

　人類集団における形態・タンパク質・DNAレ

xルのいろいろな変異を紹介する。特に、日本
lの蒙古系入種：としての遺伝的特徴や国際結婚
ﾌ増加等に注目しながら、『 坙{人集団における
笂`的構成の将来を議論する。

石　和　貞　男

9

分子進化　　1一タンパク高分子

@からみた進化一

　1960年代に始まった分子進化の研究が、タ
塔pク質のアミノ酸配列デー．タの集積によって

ｬ功しく分子時計という有用な概念が出されて

?ｽ過程を紹介する。
五條堀　　　孝

10

分子進化　　皿一DNA配列から

@　　　みた進化一一

　DNA配列決定の改善により、　DNA配列デー

^が爆発的に増加した現実を踏まえ、アミノ酸

z列データからではわからなかった新しい分子
i化学的知見を紹介する。特に、多重遺伝子族

ﾌ進化の重要性を示す。

同　　　上

11

分子進化　　皿一分子進化と

@　分子生物学一

　分子生物学上の最近の発見一例えば、偽似
笂`子や可動遺伝子など一の進化的意義を考
@する。また、遺伝子変換と’協調的進化の関係

ﾆいった最近の知見も紹介する。
同　　　上

12

分子進化　　IV一一ウイルス遺伝

@　　子の進化一

　ウィルス遺伝子の進化と起源を調べることは、ウィルス病の治療や予防に役立つだけでなく、ウィルス自身の進化を知るうえでも重要である。ここでは、がんウィルスやエイズウィルスの遺

`子を中心にして、その進化速度やウィルス系
搖ﾔの進化的関係などを議論する。

同　　　上

13 人種の起源と分化

　ヒトの皮膚色等の例をあげながら、人種とい
､のがどのように分化し、そしてその分化がい
ﾂ頃起こったかを議論する。その際、タンパク
ｿ多型のデータを利用した根井の遺伝的距離と
｢う量の有用性を紹介する。また、その分化と
K応の関係も考察する。

同　　　上

14
集団遺伝子に澄け

驍ｱれからの問題

　組み換えDNA技術やDNA配列決定法のさ
轤ﾈる発展が予想される現在、集団遺伝学的に

ｻ味ある問題のうち、どれが解決可能で、どれ

ｪ解決不可能かを広範囲に議論する。
同　　　上

15
遺伝学からみた入

ﾞの未来

　現代医療技術が目ざましい発達により、悪い
笂`子をもつ個体が生き残る。つまり「個体と
ｵ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
ﾌ原理的矛盾にどのような解決を与えることが
ﾅきるかを、いろいろな角度から検討する。

石　和　貞　男
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＝動物の進化＝（TV）

〔主任講：師：丸山工作（千葉大学教授）〕

全一無論でい似どのようにして蛉ま興して今日みられる種々さまざまな生物に進化してきたの

であろうか？　この大問題に対する現在の科学の答えをなるべくわかりやすく解説する。動物を主として扱

うが、生物全体の進化から展望していく。

担　当　講　師

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
（所属・氏名）

進化とは何について概説する

1 生物の進化 丸　山　工　作
（千葉大学教授）

ダーウィンとガラパゴス

ガラパゴスの地質学

2 ガラパゴスの動物 ガラパゴス諸島での種分化 八　杉　龍　一
相 ダーウィンの自然選択説と適応 （科学史家）

生命はどこで発生したか

化学進化

3 生命の起源 最初の生命 野　田　春　彦
化石 （創価大学教授）

まとめ

4

はじめに
● 分子レベルの進化 遺伝的浮動について 木　村　資　生

と中立説 突然変異趨伝子の種内への蓄積過程 （国立遺伝学研究所

分子進化の特徴と中立説 客員教授）

5

おわりに

生物系統論の試み　　　分子進化学と分子時計
分子系統樹　　　　　　5SrRNAによる生物系統樹

6 分子進化系統樹と 生物界の全体像　　　　後生動物の起源 堀　　　　　寛
動物の起源 後生動物の系統“異説” （広島大学助教授）

5SrRNAによる後生動物の系統樹
おわりに

動物の分類　　　　　　飼育動物の系統図一（遺伝学）

最初の生物の系統樹　　　　　　　発生学

7 動物の系統樹 新ヘッケル派一二枝型の系統樹　　　比較形態学 蒲　生　重　男
化石の資料による系統樹　　　　　生態学、生物地理学 （横浜国立大学教授）

生きている化石（living　fossils）　単枝型の系統樹

生物を5界に分ける試み、5界の系統樹　　むすび
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

（所属・氏名）

ミトコンドリア　　　　　　　鞭毛と繊毛の起源
DNAとゲノム

8 細胞器官の起源 遺伝子転写系

^ンパク質合成系
^ンパク質輸送系

石　川　　　統（東京大学教授）

共生説か内生説か

大進化と小進化
種とは何か？

9 種　の　分　化 亜種問題
條ﾔ要因と環境要因一一っの種系統（1ineage）のたどる道絶滅も進化の一コマ 濱　田　隆　士

i東京大学教授）

はじめに

10 行動の進化

カモ類の求愛行動の進化　　　　二つの問題転位行動　　　　　　　　　　儀式化クジャクの場合　　　　　　　行動戦略と進化ESS（進化的に安定な戦略）

日　高　敏　隆（京都大学教授）

はじめに

原生動物の分類
1
1

原　生　動　物 私達と原生動物
笂`子解析から見た原生動物の進化おわりに

渡　辺　良　雄（筑波大二二学長）

12 無脊椎動物にみる

ﾞ行進化

器官の退化していく進化　　　　鍾乳洞の中の世界水生の洞窟動物　　　　　　　　陸生の洞窟動物洞窟動物に共通する特性　　　　水生洞窟動物の由来洞窟性脊椎動物にみられる退行進化の証拠甲虫類にみられる退行進化の段階

上　野　俊　一
i科学博物館室長）

陸生洞窟動物の由来　　　　　　退行も進化のひとつ

脊椎動物とはなにか
脊椎動物の基本体制

13 脊　椎　動　物 発生と進化

鞄ｯと相似
ﾌ制の進化

養　老　猛　司（東京大学教授）

霊長類の進化
人類への進化

14 ヒトの進化　（1） 猿人段階

ｴ人段階
倹l段階
V人段階

埴　原　和　郎（国際日本分化研究

@　センター教授）

はじめに

分子時計とは
15 ヒトの進化　② ヒトに一番近い類人猿はどれかヒトが類人猿から分かれたのはいつ頃だったのか

長谷川政美
i統計数理研究所

教授）
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＝植物と菌の系統と進化＝（TV）

〔主任講師：西田　誠（千葉大学教授）〕

全体のねらい

植物と菌の起源と進化を生活史と比較形態学を通じて考察する。系統分類における形質についても

ふれる。植物については、特に陸上植物の進化の方向とその必然性を地質時代の環境との関連におい

て考えようとするものである。本講では菌は動・植物にてい期する第3の生物群として扱う。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

紅藻・褐藻・緑藻は古い時代に分類された呼
び名であるが、色が違うと光合成産物や生殖細 千　原　光　雄i

1
藻類の分類と分類

`質
胞の形態なども異ることがわかり、色による藻
ﾞの分類は自然分類と評価されるようになった。
迫ﾞの分類形質は植物界全般にも適用できる。

（日本赤十字看護大
@　　　学教授）

藻類の生活環の様式は多様である。紅藻には
2世代型と3世代型があり、褐藻には同形世代

2 紅藻と褐色の生活環
型、コケ型、シダ型、後世動物型がある。

@動物型の生活環をもつホンダリラ類は藻類の
同　　　上

中で最も高度に分化した体制をもち、陸上の高
等植物に比較できる藻類である。

緑藻は、ユ．陸上植物に連なる系統群、2．淡水

に分布する緑藻、3．海に生育する系統群の3つ

3 緑藻の系統と生活環 に分類できる。生活環の様式は、1と2では単
褐^で、これはコケ型、シダ型の始原型と思わ

同　　　上

れる。3に：は同形世代型、コケ型、シダ型、後
生動物型がある。

現生植物の細胞講壇や細胞器官の複製機構の
比較研究（特に細胞分裂、核分裂の微細構造、鞭 堀　　　輝三

4 植物の上陸1
@　緑藻の細胞学

毛装置構造など）によって浮び上ってきた祖先
ﾌ植物像を紹介する。また、陸上に生育菌を拡

（筑波大学教授）

号することができた条件を細胞レベルで解説す
る。

現生の緑色植物に：みられる光合成を中心とし

た物質代謝系の多様化が、それらの植物が出現 猪川　倫　好

5 植物の上陸2
@緑藻の生理化学

したと推定される地球上の環境（酸素、二酸化

Y素濃度など）の変化に対しどのように適応し、
（筑波大学教授）

エネルギー獲得様式を進化させてきたかを考察する。

水中で単相で生活する緑藻や車軸藻から進化
した緑色植物としてコケとシダをとらえる。水 水　島　うらら

6
コ　ケ　と　シ　ダ

@（造卵器植物）
中から陸上へと生活圏をひろげる過程で澄ける
｢卵器の形成と退化、機械組織・フラボノイド

⊂ヒ野学園大学教授）

の発達、水の欠乏に対応する気孔や通道組織の
発達などを解説する。

テロム説による葉の進化を解説。ハナヤスリ

7 葉　の　進　　化

科（シタ類）の裸葉と実葉が示す葉の立体的構成

�蝸t進化の中途段階に留るものとして理解し、

s頂と葉の形態形成様式から茎と葉のちがいを

今　市　涼　子

i玉川大学助教授）

論じ、維管束植物の茎頂分裂組織の進化を紹介
する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

石炭統の種子化石から、テロムが大胞子のう

8 花と種子　1
@　　種子の成立

を包み、珠皮となり、胚珠が成立する過程を推

_する。いっぽうシダ植物の前裸子類からソテ
c系統と球果類系統へと進化したという推論を

西　田　　　誠

i千葉大学教授）

材解剖学の上から考察する。

花は短縮したシュートであり、澄しべは小胞

9 花と　種子　2
@　　　花の構成

子葉、めしべは大胞子葉であるとするゲーテの

ﾏ態論にはじまり、ゴノフィル説による花の器

ｯ学的解釈までを紹介する。いっぽう、花の原
同　　　上

型を地質時代のソテツ類、針葉樹類に探り、花

々二系列のあることを紹介する

心皮（大胞子葉）が胚珠包んでめしべを形成
するのが被子植物の特徴である。その前ぶれは 田　村　道　夫

10 被　　　子　　　性 裸子植物に見られる。被子午は種子の保護と散 （神戸大学教授）

布に役立つ。いっぽう、心皮説では説明困難な
めしべの解釈についてはゴノフィル説がある。

被子植物の生殖細胞の行動の特徴は、1．精核
（精子）が花粉管により胚珠まで送られること。 山　下　貴　司

11 重　複　受　精 2．2個の尤核のうち、1つは卵核と合体して胚 （お茶の水女子大学
をつくり、他は極核と合体して内胚乳をつくる 助教授）
ことである。これらの発生学的性質を裸子植物
と対比させて説明する。

被子植物が、いつ、どこで、どのような環境
のもとで、何から起源したのかを、化石記録を 西　田　治　文

12 被子植物の起源 もとに考察し、あわせて、心皮説、ゴノフィル （国際武道大学講師）
説などを古植物学的に検証する。

菌は動物界・植物界に対応する菌界の生物で
ある。これは生物群の系統進化の考察の結果で 寺　川　博　典

13 菌の形質と分類（1） あるが、その考察は後に行うことにしてここで （東京医科歯科大学
はまず、児玉に二つの亜界一原核菌肉界（細菌 名誉教授）
の仲間）と真核菌亜界（かび・きのこの仲間）が

あることを述べる。

次に、原核菌亜界の分類上重要な形質と分類
群5門について述べ、従来の一般的分類法との

14 菌の形質と分類（2） 比較を行う。さらに、真核菌下界に含まれる菌 同　　　上
の重要な形質と分類9門について述べ、それぞ
れの特徴に基づいて、従来の系統進化の考え方
との比較を行う。

従来、菌は下等植物とされるか、または真核
菌類を動物界・植物界に対する菌類界として原

15 菌の系統進化
核菌類は別界に含められた。しかし菌の起源と
i化を考察すると、原核菌類と真核菌類とは一

同　　　上

界をなすものであり、生物界は動・植・菌の三
界からなる（生物三元論）
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＝動物の行動と社会＝（TV’）
〔主任講師：日高敏隆（京都大学教授）〕

全体のねらい

　動物の行動をさまざまな面から眺めてみて、そのしくみ、生存にとっての意味、社会とのかかわり、

学習、進化などを理解し、人間の場合についても新しい視点を開く。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

動物行動学（エソロジー）とは、いったい何

1 動物行動学
黹Gソロジーとは

をどのように研究する学問なのか。その概念と

､究内容を概説する。
日　高　敏隆

i京都大学教授）

われわれのまわりに：はさまざまな動物たちが

いる。その多様な行動の背後にある行勤をおこ 山　下　恵　子

2 行動の澄こるしく すしくみ一生得的解発機構に焦点をあててみた （・都留文科大文

み し（o 学部非常勤講師）

動物は種によって、主に使っている感覚器が

異なっている。各々の動物がどのような感覚で

3 探索　と　定位 環境を探索し対象を定位しているのか、具体例 同　上

をあげながら考察する。

動物たちの社会的な生活はリリーサー（解発

4
コミュニケーショ

因）という信号のやりとり、すなわちコミュニ

Pーション（情報の伝達）によって成り立って
新　妻　昭　夫

ン
いる。その具体例をみてみよう。

（立正大学非常勤講師）

動物は繁殖のために、驚くほど多大な努力を

払っている。この努力や精巧に組みたてられた

5 適応度　と　は 行動のしくみは、いったい何のためのものなの 日　高　敏隆
か。

動物たちは適応度を高めるために、どのよう

な戦略を採用しているのか。具体例にそくして、

6 適応のための戦略 それを検討してみたい。 山　下　恵　子

動物は社会的な存在である。個体と個体の関

7 社会構造一1
鼬Qれとなわばり

係、すなわち社会関係について、「群れ」と「な

墲ﾎり」という観点から、そのメカニズムを考

@する。

新　妻　昭　夫

一679一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

動物の配偶関係のかたちは、一夫一妻一夫

8
社会構造一2一配偶システ 多妻、ハレムなどじつに多様である。じっさい

ﾉどのような形態があり、それがどのように決
閧ｳれるのか、具体的に考えてみよう。

日　高　敏　隆

共同育児、繁殖と労働の分業、世代の重なり、

9
社会構造一3一真社会性 という社会的特徴をもつアリ、ハチ、シロアリ

ﾍ、真社会性の動物とよばれている。その行動

ﾆ社会を、具体例をあげながら詳述する。
山　下　恵　子

動物の世界には、一般に「利他行動」とよば

10
利他行動と包括適

椏x

れている行動がたくさんみられる。これは、適

椏xという考え方では説明できない。そこで括

K応度という概念が提出された。
日　高　敏隆

動物たちは、自分の適応度を高めるために、

いろいろな戦術や戦略をとっている。最適戦略
11 最適戦略とESS （もっとも効率的な戦略）とESS（進化的に 同　上

安定な戦略）についてみてみょう。

化石になることのない「行動」や「社会」の

進化は、どのようにして調べることができるの
12 行動の進　化 か。比較行動学の基本概念、遺伝的変異と自然 新妻　昭　夫

淘汰、そして近年の性淘汰の理論を検討する。

2つ以上の種がたがいに密接な影響を澄よぼ
しあいながら、相互に進化していくことを共進

13 共　　　進　　　化 化という。一方だけではほとんど生存できない
褐ﾝ依存の関孫が成立するような；場合もある。具体的にその例をみながら、先進化の仕組みを 山　下　恵　子

考察する。

動物の行動の発達には、生得的な部分と学習

行動の　発　達 される部分があり、両者が複雑にからみあって
14

一プログラムと学；習一

いる。そのプログラムについて、具体例をみな

ｪら検討してみる。
新妻　昭　夫

本講義をまとめるにあたって、動物の環境世

15
動物の行動からみ
ｽ世界

界について考察を加え、さらにエソロジーとい

､観点から人間そのものをみてみたい。 日　高　敏　隆
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＝脳と行動＝（TV）

〔主任講師：伊藤正男（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい
脳は心の座であり、その構造と働きについて正確な矢［職をもつことは、人間を理解する上に重要である。

この講義においては神経細胞の性質や脳の解剖的構造の基礎知識に始まり、感覚、運動、感情、記憶、意識
などの脳の基本的な働きの仕組みを解説する。近代的な脳の研究の現状についての理解を深あるよう努める。

担　当　講　師
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容

（所属・氏名）

脳の構造のあらまし
脳の進化

1 脳の構造と機能 脳の機能局在と階層構造 伊　藤　正　男
脳研究の歴史 （東京大学名誉教授）

脳の研究法
脳研究の意義

ニューロンの構造
インパルス信号

2 ニ　ュ　一・ロ　ン シナプス伝達 同　　　上
シナプス修飾と可塑性

ニューロンの化学機構

単純な反射
複雑な反射

3 反　　　　　射 制御系としての反射 同　　　上
神経系の統合作用

姿勢と歩行についての観察
姿勢のメカニズム

4 姿勢と歩行の中枢 姿勢における脊髄下降路の働き 同　　　上
歩行のリズム発生器
歩行における脊髄下降路の働き
随伴発射

小脳の働き

小脳神経回路
5 小　　　　　脳 小脳の神経回路網モデル 同　　　上

小脳のシステム構造

大脳基底核の働き
大脳基底核の神経回路

6 大脳基底核 ドーパミン作動性ニューロン 同　　　上
大脳基底型は何をしているか

視床の区分
感覚・運動信号の中継

7 視　　　　　床 感覚誘発電位 同　　　上
脳波と視床
意識と視床
皮質下トリオとしての視床
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　容
担　当　講　師

（所属・氏名）

視床下部の構造
視床下部と不快清動．

8 視　床　下　部 視床下部と快晴動 伊　藤　正　男
温感冷感と体温保持行動
情動と行動の関係

視床下部の神経機構

構造のあらまし

扁桃核とその働き
9 大脳辺縁系 海馬とその働き 同　　　上

自己刺激と報酬系・罰系
情動・行動のメカニズム

概日リズム

生物時計
10 睡眠と覚醒 睡眠・覚醒のリズム 同　　　上

レム睡眠

睡眠の神経機構
睡眠の意義

大脳皮質の一次感覚野
一次視覚野の特徴抽出機構

1
1 大脳と感覚 視覚連合野 同　　　上

視覚情報処理機構の発達
視覚情報処理のモデル

大脳皮質の運動関連領域
随意運動のテスト

12 大脳と運動 手指の器用さの進化 同　　　上
運動系全体の構成

記憶装置としてのシナプス可塑性
手続き記憶（運動記憶）

13 記憶と学習 認知記憶（陳述記憶） 同　　　上

認識の座
言語野

14 大脳連合野 高次行動の中枢 同　　　上
注意と期待
思考活動
優位脳と劣位脳

脳の進化
脳の構造一機能連関

15 脳　と　行　動 脳と機械 同　　　上
脳と心
脳研究の将来
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：＝太陽系の科学＝（TV）

［圭灘鵠蠣筆勢礎突認調〕

全体のねらい

　惑星や小惑星、衛星、彗星など非常に多数の天体が太陽の重力を受けて集団をなしているのが、わ

れわれの太陽系である。本科目では、惑星などの運動や、個々の天体の性質等について、最近の惑星

探査などによる研究成果をふまえて講義し、現代の太陽系像を習得する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

古代やギリシア時代から太陽系天文学の発展

の歴史を概観し、最近の探査機による太陽系研 小　尾　信　彌

1 研　究の歴　史 究にいたる。現代の宇宙観形成までにおける太 （放送大学副学長）

陽系天文学の果たした意義も考える。全15回の

講義の展開についても述べる。

太陽系の全体像について述べる。太陽を中心
とした諸天体の配位や分布、運動等の特徴につ

2 太陽系の概観 ・いて述べ、太陽系に見られる全般的特徴を学び、 同　　　上

太陽系の起源に及ぶ。

地球の自転や公転澄よび歳差や極運動などの

運動のようすを学ぶとともに：、それらの運動が 吉　岡　一　男

3 地球と月の運動 どのような観測を根拠に推定されるに至ったか （放送大学助教授）

についても学ぶ。さらに、月の運動についても
学ぶ。

天体の天球上での位置を表わす天球座標およ

4
天球座標と時間の
?

び時刻・時間は、地球の自転や公転と深く関わ

ﾁている。ここでは、これらが自転や公転をも

ﾆにどのようにして決定されているかについて

同　　　上

学ぶ。

月や惑星に：見られる諸現象は、古くから天文

学が発展し、太陽系のモデルを形成するのに大

5 日・月食と惑星現象 きな役割を果たしてきた。ここではこれらにつ ．同　　　上

いて学び、さらに日食や月食についても学ぶ。

16世紀後半のチコ・プラーエの惑星位置の観

測をもとに、17世紀初めにケプラーが惑星運動 堀　　　源一郎

6 惑星運動の法則 に関する3法則（ケプラーの法則）を発見した。 （東京大学名誉教授）

ここでは、観測結果から法則が導かれたいきさ
つや手順について学ぶ。

17世紀後半にニュートンは万有引力の法則を

発見し、それに基づいてケプラーの3法則は理論

7 面積速度の法則
的に導かれた。ここでは面積速度の決則（第2

@則）について、3の諸側面を学ぶ。

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

万有引力の法則からは、2体の運動の軌道と

して楕円、放物線、双曲線が得られる。ここで

8 楕円運動の性質 は、太陽系でふつうに実現している楕円運動に 堀　　　源一郎
ついて学ぶ。

万有引力の法則からは、2体の運動について

9
第3法則と万有引

ﾍ

公転の平均距離と公転周期のあいだに、いわゆ

髑謔R法則が導かれる。ここでは3の導き方を

ﾊじて2体運動を考え、また天文学に駈ける第

同　　　上

3法則の応用等も学：ぶ。

地球をまわる月、一般には惑星をまわる衛星

10
惑星以外の天体の

^動

の運動も2体の運動として考えることができる。

ｱこでは衛星の運動：などや、さらに彗星のよう

ﾈ小天体の運動について述べる。

同　　　上

現実の太陽系に澄いては、惑星や衛星等の運

動を論ずる場合に2体運動は理想化されたもの

11 摂　　　　　　動 にすぎない。小惑星の運動をはじめ現実の太陽 同　　　上

系の力学を論ずるため18世紀以降発展した摂動
について学ぶ。

水星、金星、地球、火星、さらに月など地球

型の諸天体について、地球からの観測や最近の 村　山　定　男

12 地球型惑　星 直接探査で得られた結果をもとに、それらの地 （前国立科学博物館

形的特徴や物理学的な性質を学ぶ。 理工学研究部長）

木星、土星、天王星等についての知識は、最

近の直接探査の成果によって格段に進んだ。こ

13 木星型惑　星 こでは、それらの成果をふまえて、これら大型 同　　　上

の惑星の諸性質を学ぶ。木星型惑星に属する衛

星について学ぶ。

彗星に：関する物理化学的な知識、構造等に関

する知識も、1985～86年のハレー彗星の観測を

14 阻　石　と　彗星 通じて大きく進んだ。ここでは彗星やそれに伴 同　　　上

なう流星等について学ぶ。また、割石につ喚て

の諸研究の成果についても学ぶ。

太陽系に：ついての研究がこれからどのように

進展していくかについて、さまざま：な側面から

15 これからの太陽系 理論的な研究や観測、探査等の進展と可能性に 小　尾　信　彌

ついて話し合う。
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＝恒星天文学＝ （TV）

〔主任講師：吉岡一男（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　恒星に：関する基礎知識を得るとともに、それらの知識を観測あるいは理論をもとに得る過程につい

て理解することを目的とする。そのために：、恒星の運動、連星の解析、HRの図、恒星の大気澄よび

内部構造を例に取り、それらの知識を得る方法を具体的に、演習形式も交えて学ぶ。

回 テ　　　一・　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．恒星の定義　　　　　6．年周視差の測定

2．恒星の重要性　　　　7、年周視差測定の 吉　岡　一　男

1 年周視差と距離 3．講義の展開　　　　　　歴史
4．恒星の名前 （放送大学助教授）

5．年周視差と距離

1．固有運動とその測定

2．視線速度とその測定

2 固有運動と太陽運動 3．太陽運動と特有運動 同　　　上

4．銀河系の回転とオールト定数

1．天体の距離の重要性とその測定

永年視差・統計視 2。永年視差とその測定原理

3 差と運動星団の方 3．統計視差とその測定原理 同　　　上

法 4．運動星団の方法とその原理

ノ⊃

1．2重星と連星
2．：連星の種類

4 実視連星の解析 3．連星の軌道要素 同　　　上

4．伴星の位置の表示と実視連星の判別

5．実視連星の解析

1．連星の頻度

視線速度曲線 2．分光連星の解析
5 3．分光連星の特徴 同　　　上

の解析

1．食連星の特徴

2．食連星の分類

6 光度曲線の解析 3．光度曲線の解析 同　　　上

4．力学視差の決定

1．等級の定義とポグゾンの式

2．見かけの等級と絶対等級

7 等級　と　光度 3．実視等級と写真等級 同　　　上

4．放射等級と放射補正

5．等級の測定
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．星のスペクトルとスペクトル型

スペクトル型と色 2・連続スペクトルによる表面温度の決定
8 3．色指数と表面温度 吉　岡　一　男

指数

1．HR図の歴史
2．HR図と恒星の分類

9 HR図と恒星の分類 3．恒星の光度階級と分光視差 同　　　上

4．HR図の特質
5．2色図

1．ボルツマンの式とサバの式
恒星大気を決める 2．バルマー線強度と表面温度

3．放射強度と放射流束 同　　　上
基礎法則

1．吸収係数と光学的深さ

恒星大気の物理量 2．静水圧平衡の方程式

11 3．放射輸送の方程式と放射平衡 同　　　上
の決定 4．温度分布の理論計算

5．大気物理量の理論計算：

1．周辺減光と温度分布

恒星大気の化学組 2．スペクトル線の輪郭と等価幅

12 3．　ファイン・アナリシスとコース・アナリシ 同　　　上
成の決定 ス

4．星の種族と化学組成

1．太陽エネルギー源

2．水素燃焼反応

13 恒星のエネルギー源 3．その他の熱核反応 同　　　上

1．内部構造を決める式

主系列星の構造と 2．内部構造の計算

14 3．質量光度関係 同　　　上
質量光度関係 4．ホモローダ星

1．ピリアルの定理と星の進化

脈動変光星と周期 2．脈動変光星と周期光度関係

15 3．周期光度関係の導出 同　　　上
光度関係 4．診わりに
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＝宇宙の：構造と進化＝（TV）

〔主任講師：小尾信彌（放送大学副学長）〕

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と3の天体について、3の特徴
や構造、また誕生や進化について、できるだけ具体的に：理解を深める。専門部野の講師により、それ

ぞれの分野の基礎とともに、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）

1．宇宙と宇宙論

2．現代の宇宙論 小　尾　信　彌

1 現代の宇宙論 3．本科目の学習にあたって （放送大学副学長）

1．宇宙論とは

2．　「閉じた有限宇宙」からの脱却 佐　藤：文　隆

2 宇宙探究の歴史1 a開かれた無限宇宙 （京都大学教授）

1．宇宙のモデル　　　　　6．時空・物質・構

2星の進化と元素の起源　　　造の起源

3 宇宙探究の歴史11 3．新しい観測手段　　　　7．宇宙と入間 同　　　上

4．進化する天体と宇宙

5．ピックバンの発見

1．電磁放射

2．天体が放つ放射とその情報

4 宇宙の現状　　1 3．原子のエネルギー状態 小　尾　信　彌

4．原子のスペクトル

5．スペクトル線の幅

1．現在の宇宙の特徴
2．宇宙の階層構造

5 宇宙の現状　証
a超銀河団と銀河団
S．銀河

同　　　上

5．恒星
6．冷たい天体

1．望遠鏡

2．位置観測 小平　桂一
6 光学天文台1 3．撮像観測 （国立天文台教授）

4．測光観測

1．分光器

2．低分散分光観測

7 光学天文台皿 3．高分散分光観測 同　　　上

4．干渉計観測
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 相対論的宇宙論1

1．時間と空間

Q．光の速度

R．特殊相対論

S．ローレンツ変換
T．特殊相対論の実験的裏付け

江里口　良　治

i東京大学助教授）

9 相対論的宇宙論皿

1．加速度運動と慣性力

Q．一般相対性原理と等価原理

R．重力理論としての一般相対論

S．一般相対論の検証
同　　　上

10 相対論的宇宙論皿

1．ニュートン的宇宙論

Q．宇宙原理

R．膨張宇宙

S．宇宙の地平線

T．膨張宇宙における密度と温度

同　　　上

11 相対論的宇宙論IV

1．重力の強さと時空の歪み

Q．シュワルツシルド時空中の運動

R．事象の地平面とブラックホール

S．ブラックホールの候補

T．ブラヅクホールの蒸発

同　　　上

12 宇宙の初期進化1

1．自然の物：質階層と宇宙

Q．ビヅクバン宇宙
R．物質の相変化と宇宙のインフレーション

S．反物質宇宙は存在するのか

池　内　　　了

i国立天文台教授）

13 宇宙の初期進化皿

1．自然界の4つの力
Q．力の統一と分化

R．弱い力と強い力の物質化

S．宇宙黒体幅射

T．天体の階層へ

同　　　上

14 宇宙の初期進化皿

1．宇宙の大規模構造

Q銀河形成の2っのシナリオ
R．暗黒物質は何か

S．宇宙の涯を求めて
同　　　上

15
電波天文学1
F宙電波とその観
ｪ法

1．宇宙からの電波

Q．電波と可視光

R．電波望遠鏡

S．野辺山宇宙電波観測所をみる

T．まとめ

海　部　宣　男

i国立天文台教授）
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回 テ　　　一　　　マ

　
　
内
　
　
　
　
　
　
　
　
容
φ 担当講師

i所属・氏名）

16
電波天文学H：
齠d波でみた宇宙

1．孝思電波の発生のしくみ

Q．暗黒星雲と星の誕生

R．星の誕生と宇宙物質の循環

S．まとめ
海部宣　男

17 恒星の　誕生

1．恒星進化と元素の起源の理論
Q．星間ガス雲
R．恒星誕生のダイナミックス
S．星間塵と星間分子
T．星の誕生の現場
U．主系列星への収縮

杉本大一郎
i東京大学教授）

18
恒星のエネルギー源

ﾆ主系列星の寿命

1．恒星のエネルギー源は何か

＝@原子核融合のエネルギー

R．恒星の内部構造

S．HR図と主系列
T．主系列星の寿命

同　　　上

19 巨星への進化と死

1．巨星への進化

Q　その後の進化と元素の起源

R．恒星の死 同　　　上

20 星の進化のエピソード

1．融合する球状星団

Q．ニュートリノで太陽の中心を見る

R．星の表面の核爆発 同　　　上

21 恒星進化の残骸1

1．超新星とは
Q．大マゼラン雲に現われた超新星1987A
R．超新星となった星
S．大質量星の進化、爆発、元素合成
T．超新星の観測
U．　ニュートリノ・バーストの観測

野本　憲　一
i東京大学助教授）

22 恒星進化の残骸皿

1．超新星1987Aの光度曲線
Q　超新星の輝きのエネルギー源

R．超新星からのX線とγ線
S．超新星での元素合成をみる

T．赤外線の増光と固体微粒子の形成

U．　パルサー？

V．超新星内部での対流不安定の成長と混合

W．超新星の周囲

X．澄わりに

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

1．大気の壁
2．X線の空
3．X線星の正体

23
大気の外からみる
F宙一X線天文学

4．つぶれた星一中性子星とブラヅクホ・一ル
T．X線パルサーとX線バースト
U．人工衛星「ぎんが」

　小　田　　　稔
i理化学研究所理事長）

7．マジュラン星雲の超新星
8．かに星雲
9銀河系外のX線源

1．銀河のいろいろなタイプ

2．銀河進化の基本的物理過程

3．星間物質の物理状態 池　内　　　了

24 銀河の進化と元素1 4．分子雲からの星生成

5　巨大バルブの形成

6．円盤部とハーローのガスの交換

1．星生成の基本データ

2．星の進化のデータ

25 銀河の進化と元素皿 3．放出されたガスの混合過程 同　　　上
4．銀：河の進化と重元素

5．星生成と銀河のタイプ

26
太陽系の構造と起

ｹ1
1．太陽系の構造

Q．これまでの太陽系起源論

　中　沢　　　清
i東京工業大学教授）

1．惑星の形成過程

27
太陽系の構造と起
ｹ皿

2。木星型惑星の形成

R．地球の形成・進化
同　　　上

4．太陽系内小天体の起源

1．生命と物質

2．生命の起源

28
生命のはじまりと
f星の進化’

3．パンスペルミア

S．生命の歴史

T．恐竜の絶滅

　大　島　泰郎
i東京工業大学教授）

6．生命構成物質の合成

7．惑星環境と生命

1．宇宙と生命

2．太陽系に生命を探る

3．太陽系外の生命

29 地球外生命を探る 4．銀河系内に澄ける文明社会 同　　　上

5．地球外文明探査

6．地球外文明への送信

7．宇宙基地

30
まとめとこれから
ﾌ学習

1．さらに勉強したい入に

Q．自分でいろいろ考える
小　尾　信　彌
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＝宇宙像の変遷＝（TV）
〔主任講師　村上陽一郎（東京大学教授）〕

全体のねらい

入類は、自分を取り巻く世界全体をどのように把握しようとしてきたのか、またとくに西欧において、そうした

試み斌どのように科学的な宇宙観の形成へと繋がって行ったのか、という点を、歴史的に振り返り、科学

の理解の深化に対する一助とするとともに、併せて人間が世界を把握することの面白さを伝えたい。

回 テ　　　一一　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
宇宙とは・宇宙観

ﾆは

　〈類はなぜ宇宙を考えるのか、自分の知識の
ﾍかない範囲まで知ろうとするのか。宇宙とい

､概念の成り立ちや、それを捉える入間の視点

ﾉついて考えてみる。

村　上　陽一・郎

i東京大学教授）

2 神話的宇宙論

　日本、中国、あるいは北欧の宇宙神話を通し

ﾄ、古代の入びとが、どのような体系化された

燒ｾを、字宙の成立や、その構造に与えていた

ｩを探る。

同　　　上

3 古代ギリシアの・宇

?ﾏ　その互

　古代ギリシアの宇宙観にも、神話的な側面も

ﾜめて、種々あるが、ここでは、その全体像と

vラトン、アリストテレスなどの字宙論を紹介

ｷる。

同　　　上

4 古代ギリシアの宇

?ﾏ　そのH

　古代ギリシアに診いて特異な地位を占めるデ

cNリトスの原子論的宇宙観を中心に紹介する。

ｴ子論は、近代に大きな影響力を持ったからで

?驕B

同　　　上

5
ユダヤ。キリスト
ｳの宇宙論

　後の西欧世界を決定付けた重要な宇宙観は、

ｻれなりに特異な形をしている。他の神話的な

F宙観に比べて、著しい特徴をなすのは、唯一

ﾌ入落神による世界創造の問題である。それを

?Sに考える。

同　　　上

6
天文学的モデル
vトレマイオス

　ギリシア・ローマ時代を飾る最初の本格的な

V体運動論は、アレクサンドリアのプトレマイ

Iスの手になるものであった◎彼の著作『アル

}ゲスト』の内容から、当時の「天動説」を理

�ｵてみよう。

同　　　上

7 西欧世界の成立

　アラビアを経由したギリシア・ローマの学問

ﾍ、12世紀になると、西欧世界に流入する。そ

ｵてスコラ学の形成を見る。学問の体系化はこ

ｱにおいて、新しい段階を迎えた。スコラ学の

F宙論を探ろう。

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

8 ルネサンスの宇宙像

　15・6世紀は、西欧世界にとって、もう一度
Kれた世界観の変：革期がルネサンスである。ここ

ﾅ起こった新しい要素は、しかし一般に信じら

黷ﾄいるほど「近代的」なものではない。その

m的変革が何であったか、という点を振り返る。

村　上　陽一郎

9 コペルニクスの登場

　そうしたルネサンス運動のなかで、コペルニ

Nスが登場する。彼の「地動説」の本質を明ら

ｩにし、ルネサンス思想家としての彼の宇宙観
熾ｹせて考えよう。

同　　　上

10 ケプラーの宇宙像

　もう一人のルネサンス入たるケプラーは、占星術にも長じていたが、独特の考え方に基づいて、興味ある宇宙像を作りあげた。神の作品としての宇宙には、合理的な天体の奏でる音楽が鳴り響いている。という彼の発想は、近代天文学の

モﾆさえ言われるケプラーの、ルネサンス的性
iを明確に物語っている。

同　　　上

11 ガリレオと望遠鏡

　望遠鏡はガリレオが発明したわけではないが

Kリレオが天体観測に望遠鏡を利用したことは

鮪桙ﾌ宇宙観にとって大きな意味があった。望

搭ｾは、宇宙観にどのような働きをしたかを考

ｦ、同時に望遠鏡のその後を簡単に振り返る。

同　　　上

12
デカルトとニュー

gン

近代の生んだ最大の士庶である憎憎は、どん

ﾈ宇宙観を持っていたのか、比較しながら考え

驍ﾆともに、そこから、近代的な宇宙観が導き

oされる可能性を探る。

同　　　上

13
コスモスの崩壊と

ﾍ学的宇宙像
同　　　上

14 地　球を測　る

　15世紀末に始まった大航海時代以降、地球に

ﾂいての知識は、次第に拡大されかつ正確にな

ﾁたが、ここではそうした地球についての理解

ｪ、どこまで到達したか、という点を考えよう。

同　　　．上

15
現代天文学とその

F宙観

　現代では、古典力学から相対性力学へ、そして量子力学へと、運動力学の転換があり、さらに望遠鏡も、電波望遠鏡やX線望遠鏡などの開発があり、さらには入工衛星による宇宙の探索など、急激で革新的な事態が起こっている。そうした現代の科学的宇宙観の一端に触れ、その考え方への転換の様子を学ぼう。

同　　　上
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　一固体地球＝（TV）
〔主任講師：奈須紀幸（放送大学教授）〕

全体のねらい
　地球は固体地球・水圏・気圏の3つの大きな層圏からなる。そのうちの固体地球について解説する。

とくに：固体地球の表層の本質と、その動態ならびに変遷については、ここ数十年の間に著るしい研究

の進展があった。それらの内容について重点的に説明する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

固体地球は球状の層圏から構成される。地表
から地心へ向って、地球表層、マントル、外核、 奈　須紀　幸

1 固体地球の層圏
内核から構成される。地球表層としては、かっ
ﾄは地殼がそれに：当ると考えられていたが、最

（放送大学　教授）

近ではマントルの最上層部も含めてプレートとい
う岩石圏がそれに当ると考えられている。

地球は重力澄よび地磁気を有するが、そのほ
とんどは固体地球内部の性質に起因する。この

2 地球の物理的性質
重力と地磁気の性質について説明する。また固
ﾌ地球内部の諸々の物理量に：ついて述べる。さ

同　　　上

らに：他の天体との関係についても言及する。

地球内部の諸要因によって生じる変化が、地
表まで達して諸々の変化を与えることがある。

3
内因的作用に：よる

n表の変化
それらの主なものは火山であり、地震に：よって

ｶじる断層であり、また隆起や沈降である。こ
同　　　上

れらの事項について学ぶ。

地表は大気の温度変化を受けたり、結氷・融
氷による膨張・収縮の作用を受けて風化する。

4
外因的作用に：よる

n表の変化
また流水の作用に：よって侵食されて堆積物を生

ｶる。また大陸氷河の消長によって海水準は変
同　　　上

辛し、相対的な隆起・沈降、海進・海退が起る。

これらの事項を学ぶ。

地球表層の内部およびマントルの内部では固
相の物質の一部がとけてマグマとなっている。

5 火　　　成　　　岩
マグマが冷却固結したものが火成岩である。火
ｬ岩には深成岩、火山岩、澄よびその中間の岩

同　　　上

石がある。また酸性岩、中性岩、塩基性岩、超
塩基性岩の別がある。これらのことを学ぶ。

地表とくに海底に堆積した堆積物は、長年月
の間に：続成作用を受けて堆積岩になる。礫・砂

6 堆　　　積　　　岩
・泥が固化した砕屑岩、生物起源の生物岩、化

w的に沈澱した化学的堆積岩、さらに火山起源
同　　　上

の火山性堆積岩がある。これらについて説明す
る。

火成岩、堆積岩が地下深所で、ある条件下で
の圧力・温度のもとに澄かれると固相を保った
ままで内部の原子配列が変化し、別種の岩石と

7 変　　成　　岩 なることがある。これを変成岩という。変成岩 同　　　上

もまた別種の変成岩となることがある。こうした
変成岩の形成過程ならびにその種類について学ぶ。

一693一



回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 相対年代と絶対年代

　地層中に：は化石が含まれることが多い。それらの中には生存期間の限られた示準化石といわれるものがある。地質時代はまずこれら示準化石をもととして区分された◎ついで放射性同位

ﾌを用いて岩石の年代を測定する方法が発見さ
黶A絶対年代を知ることができるようになった。これらについて学ぶ。

奈　須　紀　幸

9 地質調査と地質図

　地球・表層の岩石分布や構造は地質調査によっ
ﾄ解明される。地質調査には、地表の調査、ボーリング調査、空中からの調査がある。こうした

ｲ査の結果は地質図にまとめられる。地質調査
ﾌ方法および地質図の読み方も含めてこれらの
枕?ﾉついて学ぶ。

同　　　上

10 プレートの動態

　1966～67年にかけて地球表層の固い部分は従
?lえられていたより厚いことが判明しプレー
gと名づけられた。プレートは中央海嶺系の軸
狽ﾅ生産され大洋底拡大の形をとって絶えず更
Vされる。これらプレー・トの動態について学ぶ。

同　　　上

11 沈　み込み　帯

ひとつのプレートが隣り合う他のプレートの下へ潜没して地球内部へとけこむ場所では潜没帯

ｪ形成される。潜没帯は海溝やトラフを地形的
ﾉ形成し、地震帯、火山帯をともなう。潜没帯
ﾌ形成過程と、それにともなう諸々の現象につ
｢て学ぶ。

同　　　上

12 古生物の進化

　地球表層に生物が芽生えたのは、海洋が形成
ｳれてからある期間を経た頃のことであった。
諠Jンプリア時代の終り頃から骨格をもった生物
ｪ増加し、化石として数多く残るようになった。
ﾃ生物は進化しつつ変化してきた。その変化の
?阨福ﾉついて学ぶ。

同　　　上

13 造　　　山　　　帯

　隣り合う二つのプレートが押し合う場合、潜没帯あるいは衝突帯が形成される。このような

齒鰍ﾍ変動帯となる。これを造山帯という。造
R帯は主として圧縮の場である。造山帯につい
ﾄも、プレートの考えが導入されてからその在
阨福ﾉついて解釈が大きく変った。これらのことについて学ぶ。

同　　　上

14 地球表層の変遷

　地球表層は、その形成の初期から核にある部
ｪを中心として、その周囲で造山運動をくり返
ｵながら伸張してきた。その結果、大陸の部分
ﾍ拡張してきた。一方、大陸は、大洋底拡大の
e響を受けて分裂・移動をくり返してきた。こう

ｵた地球表層の変遷iについて学ぶ。

同　　　上

15 地下資源の利用

　地球表層には金属資源や石油・天然ガスなどの地下資源が賦存する。また地下水も地下資源のひとつである。これら地下資源の在り方につ

｢て学ぶとともに、その開発利用の在り方につ
｢ても学ぶ。、

同　　　上
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＝日本列島の地球科学一（TV）

〔圭灘離諮楽舞慧鋼〕

全体のねらい
　日本列島について地球科学的な視点からその本質を追究する。日本列島は太平洋とアジア大陸の境

に位置する弧状列島で、環太平洋変動帯の一部である。
　日本列島は典型的な変動帯で、火山帯、地震帯を伴い、地史的にも多くの変動を経験：してきた。こ

れらのことについて学ぶ。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

日本列島は本州を中心とし、南北方向に長く
のびた大小の島々よりなり、アジア大陸の東端 奈　須　紀　幸

1 日本列島の特徴
に：位置し、太平洋澄よびフィリピン海に面する。

ﾂ太平洋変動帯の一部を占める。温帯の部分が
（放送大学教授）

大きな面積を占める。

日本列島は幾つかのプレートが接し、せめぎ
合う場所となっている。そのため地質は複雑で 同　　　上

2 日　本の地　質
ある。そのような複雑な日本列島の岩石の分布

ﾌあり方と地質構造の大勢について学ぶ。
濱　田　隆士
i東京大学教授）

日本列島の多くの部分は中緯度に位置し、偏
西風帯に入る。四季の別があり、大洋の西岸気

3 日　本の気象
候の特徴を示す。台風もしばしば来襲する。こ
黷轤ﾌ事象について学ぶ。

奈　須紀幸

日本列島は四面を海に囲まれている。西日本
の南岸沿いには黒潮が東流し、東日本の東岸沿

4 日本をめぐる＝海
／いに：は親潮が南下する。黒潮の分岐は九州西岸

@から対馬海峡を経て日本海に入り、北上する。

同　　　上

こうした日本周辺の海の状況について学ぶ。

従来日本列島はユーラシアプレートの東端と
解されていたが、最近、西日本はユーラシアプ

5
日本列島とプレー
gの動き

レートの上に、東日本は北アメリカプレートの
ｼ端の上に位置するという解釈が生じた。日本

同　　　上

列島をめぐる太平洋プレート．フィリピン海プ
レートとの関係を述べる。

日本列島の周辺には太平洋、フィリピン海、東

シナ海、日本海、オホーヅク海などの外洋、縁

6 日本周辺の海底
海が分布する。これらの海底にはさまざまな特
･がみられる。また堆積物や基盤の岩石につい

同　　　上

ても多くの知見が得られている。これらの事項
について学ぶ。

日本列島は潜没帯である。そのため地震帯を

形成する。すなわち和達一ベニオフ帯がよく発

’
7

日　本の地震
達している。またこれに平なって局地的な地震
熨ｽく発生する。これら地震の発生の機構や、

同　　　上

特徴に：ついて学ぶ。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属3氏名）

8 日　本の火　山

　東日本の下へ潜没する太平洋プレートは東日本火山帯を形成せしめ、西日本の下へ潜没するフィリピン海プレートは西日本火山帯を形成する。このような火山帯の形成の機構と火山それぞれの特徴について学ぶ。

奈　須　紀幸

9 日本の古生代

　日本列島最古の含化石層は約4億6千万年前のオルドビス紀中期である。シルル紀中・後期には

?
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濱　田　隆　士

10 日本の中生代

　日本列島の麻古生代には、チャートや砂泥互層を主とする地層が、大規模な海底地麦＝りの結果形成場所から移動してしまい、複雑に入り混って見掛け上区別しにくくなった一群が発達した。三畳紀には二二石灰岩が少ないという特色があるが、ジュラ紀には海岸に大サンゴ礁列、内陸に恐竜の棲む湖畔の森林が出現した。白亜

Iにもサンゴ礁はあるが部分的で、むしろアン
ciイトの多く棲む海が広がっていた。

同　　　上

11 日本の新生代

　日本の新生代前半は石炭形成期と呼べる。気
�ﾍや＼寒冷で、多くの湖沼ができていた。北
C道、常磐、北九州各炭田のほとんどが、この
條冾ﾉ集中して形成された。中新世に入ると黒
ｪの前身の暖海流が岸を洗うようになり、所に
謔ﾁてサンゴ礁やマングローブ林が発達する亜熱帯

ﾂ境が出現する。第三紀後期から第四期前半は
｢界的に寒冷，期がぐりかえし訪れてくる時代で
?ﾁたが、完新世に入ってから一時的に中部日
{を中心にしたサンゴ礁城も出現した。

同　　　上

12 日本の地下資源

　日本列島はモザイクを集めたような複雑な地質

¥造を有する。そのため広大な面積を占める地
ｺ資源の分布は見られぬ。各種の金属・非金属
糟ｹがスポット的に分布する。とくに黒鉱は注目

ｳれる。これらの事項について学ぶ。

奈　須紀　幸

13 日本の海陸境界

　日本の海陸境界には岩石海岸、砂浜海岸、澄
謔ﾑ内湾の遠浅の干潟がある。海岸は過去数十
恃Nの間、氷期・間氷期の海水：準変動に伴なっ

ﾄ内陸への侵入、外海への後退をくり返した。

ｻのため、大陸棚をはじめ、数々の特徴的な地
`を海陸境界に形成した。

同　　　上

14
日本に：おける地球

ﾈ学の進展

　日本が西欧の科学を全面的に受容しはじめて
ｩら国有余年である。地球科学の分野に澄いて
燻柾薰ﾍ同じであった。この一世紀余りの間に
坙{の地球科学は急速な進歩を果した。その間
ﾌ経緯について述べる。

同　　　上

15 日本列島と入間生活

　今日、環境問題は人類の重要な関心事と：なっ

ﾄいる。地球科学的見地からみた場合の日本列

№ﾌ特性とそこに住む戸々の生活の関係につい

ﾄ考察を進めるご

同　　　上

一696一



一大気と海洋一（TV）

〔主任講師：奈須紀幸（放送大学教授）〕

全体のねらい

　固体地球表面の約3割は陸地で占められ約7割は海洋でおおわれている。さらに陸地と海洋の上を

大気の層が厚く診澄っている。これら大気と海料に関する本質の解明は近年大きな進展をみた。それ

らの内容について、いろいろの専門の角度から学ぶ。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

気圧・気温・湿度・風向・風速などは絶えず

1 大気の構　造

変化している。とりわけ、高さにともなう変化
ﾍ大きく、例えば数千㎞の高低緯度間の気温差
ﾍ僅か10㎞の高度差によって体験できる。地

浅　井　富　雄

球規模でみた大気の平均構造の実態を把握し、 （東京大学教授）
以下の昏惑の理解に役立てる。

脅

大気運動エネルギー源は太陽である。地球に：
降り注ぐ太陽放射エネルギーが大気中を伝達さ

2 大気の熱収支
れる道筋をたどる。一方、地球も宇宙空間に向
ｯて熱エネルギーを放出して、大気・地球系の 同　　　上

エネルギーの収支が成り立っている。大気の熱
平衡について考察する。

水蒸気の凝結や昇華、水滴の凍結などによっ
て微細な水滴や氷晶が空気中に形成される。そ

3 雲　　と　降　　水 れらの粒子は併合過程を経て、雲粒から水滴へ
ﾆ成長する。雲や降水の形成にいたる微視的物

同　　　上

理過程について述べ、さらに、雲と降水の巨視
的動態に：も触れる。

大気は地球とともに自転しているが、地球上
から見ると、地表面に相対的な運動（風）が存

4 大気　の　運　動 在する。その仕組に：ついて考える。気圧傾度力
�ｶみ出す原因、気圧と風の関係、コリオリの
ﾍ、大気循源の種類、地i付近の風と上空の風

木村龍　治
i東京大学助教授）

の違いなどに：ついて学ぶ。

四季に応じてさまざまに変化する大気の仕組

について考える。冬の北西季節風は日本海側に
5 気　象の　変　化 豪雪、太平洋側にカラカラ天気をもたらす。初 同　　　上

夏は梅雨、夏から秋にかけて台風が天気を特徴
づける。

地球上に大気が生成して以来、気候は絶えず
変動をくり返しながら今日にいたっている。気

6 気候の　変　動
候変動のしくみについては不明な点が多いが、
ｱれまでの気候変動の実態とその原因、とりわ 浅　井　富　雄
け海洋の果している役割について述べ、入間活
動の影響についても触れる。

日常身近かな天気の変化から地球規模の大気
大循環にいたるまで、気象についての我々の知

7 大気研究の歴史
識や考え方がどのようにして養なわれ育ってき
ｽかを、その発展の節目に重点をおいてふりか 同　　　上

えり、国際協力のもとで維持・展開されている
世界の気象観測や予報の現状を示す。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 海洋探究の歴史

　人は海に住戸ではいないが、海とは極めて深
｢かかわりを持っている。生きてゆく上での必
v性からだけでなく、海の未知を探るという夢
�驍ﾟて、古来続けられてきた探究の過程を振
閧ｩえり、海洋の科学へ仏ざなうよすがとする。

寺本　俊　彦
i神奈川大学教授）

ﾞ　須　紀　幸
i放送大学教授）

9 海洋大循　環
@　　　　，

　海洋における諸々の過程の中でももっとも顕
?ﾈもののひとつであり、他の過程にも大ぎな
e響を及ぱしている大循環を採りあげ、その成
�A構造および機構などがどのように調べられ、
ﾇこまで明らかにされたかを述べるとともに、
｡後の研究を展望する。

寺　本　俊彦

10 波　　と　潮　　汐

　海岸に打ち寄せる波は、沖に風が吹いて発生
ｵた風浪がうねりに変化したものも多い。風の
?pで水面にどのような波が立つのか説明する。
C洋の内部に：発生する内部波についても述べる。
氓ﾉ、潮汐のメカニズムを黒革する。タイダル・ボァについても触れる。

木村　龍　治

11 海洋の物質循環

　生物の活動を通じて、いろいろな元素が循環
ｵている。酸素、炭素ゼ窒素に注目して、海の
?ﾉ残された生物活動の軌跡をたどることによ
ﾁて、その動き、特徴などに：ついて探る。生物
ｶ産や沿岸の富栄養化の問題との関係について
熕Gれる。

服　部　明　彦

i神奈川大学教授）

12 海洋の生態系

　海洋の生物は大小の部分生態系に分れ、200
壕ﾈ浅の浅海系には植物の光合成活動があるが、
[海系では微生物と動物のみとなる。沿岸域と
O洋域とでは種類も生物量も異なるが、近年、
燔pの有機汚濁が外洋にはみ出す傾向が見られ
驕B

　堀　越増　興
i千葉大学非常勤講師）

13 海底の生いたち

　深海底は中央海嶺で生れ、横に数cm／年の速
ｳで移動しながらしだいに深さを増してゆく。
C底が生れる場所には多数の割れ目があり、熱
?ｪ噴出している重金属を折半させたり、溶岩
ｪ露出している所もある。マリナナイライフな
ﾇ島町の背後（陸側）にも小規模ながら海底が
ｶれつつある海域がある。

小　林　和　男

i東京大学教授）

14 深海底の沈み込み

　海講は世界中でもっとも深い場所である瓜海洋
ﾌへりに細長く並んでいる。深海底はここから斜め
ﾉ陸の下に沈み込んでいる。その形は深発地震や
n震の波の伝わり方から確認されている。海船の
n形や沈み込みの様子は地域に：よって異なってい
ﾄ、地震の起こり方や火山活動の歴史に：も関係
�揩ﾁている。

同　　　上

15 大陸棚の生いたち

　大陸や向向の周辺には海底傾斜のゆるやかな
蝸､棚がひろがっている。その外縁の水深は、
ﾙぼ120～140m程度である。このような海底
n形を生じたのは氷期・間氷期のくり返しに対
桙ｵた海水準変動が原因であることが判明して
ｫた。その経緯について述べる。

奈　須　紀　幸
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一現代資源論一（TV）

〔主任講師：山口梅太郎（東京大学名誉教授）〕

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・鉱物資源と人間とのかかわり合

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）

7リントや黒曜石など石器時代を象徴する資
源をはじめとして、青銅器時代、鉄器時代、現 山　口　梅太郎

1 鉱物資源と文明
代に：至る文明にかかわる資源の役割りを概説し、

ｳらに、資源の浪費は文明の破滅へ導くとした
香[マクラブの「成長の限界」などについて論

（東京大学名誉教授）

ずる。

鉱物資源は、回りとすればいずれは無くなつ

資源の確保とその てしまうこと、また、その存在が世界的に偏り

2 があること、その開発には多くの困難を伴うこ 同　　　上

方策 となどを述べ：た後、こうした鉱物資源を如何に

確保するかとくにわが国の状況に：ついて概説する。

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　寿久禰

3 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）

石炭石、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

4 非金属鉱物資源 れそれ特長のある資源問題をかかえているQ 同　　　上

超伝導技術をはじめとした最近の科学技術の

レアメタル先端技 進歩は希土類やレアメタルと呼ばれる従来なじ

5 術に必要な金属資 みの薄かった元素や金属に光を当てた。これら 同　　　上

源 新しい元素や金属の資源の動要性、存在の状況、

開発の技術などを概説し、将来を展望する。

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

エネルギー資源と を含めて、将来のエネルギー供給のバランスを

7 展望し、その中における石油や石炭などの化石 同　　　上

その利用 燃料資源の占める重要さを論ずる・
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

石油、天然ガスなどはエネルギー資源である

ばかりでなく、重要な工業原料である。これら 富　永　博　夫
8 石油・天然ガズ の利用の歴史、その化学、将来を展望する。 （埼玉工業大学教授）

石油の代替資源といわれるオイルサンド、オ

石炭・オイルサン イルシェールとはどんなものか、その他の代替

9 資源はあるのか等、石油代替資源の特性と開発 同　　　上
ド・オイルシェール の可能性を探る。

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

10 鉱山とその開発（D の技術、発見した鉱床の評価、開発の可能性の 武　内　寿久禰
検討などをまとめる。

鉱床をどのように開発し、鉱石を採　する技

術について述べる。露天掘、抗内採掘、砂鉱床

11 鉱山とその開発（皿） の採掘、あるいはインプレースリーチングなど、 山　口　梅太郎
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、

そのままでは利用できない。鉱石の中の不用な 井　上　外志雄
・12 鉱山とその開発（m 部分を取除き、品位を高める選鉱の技術、鉱石

から金属を取出す製錬の技術について述べる。

海水に溶けている各種の塩類も重要な鉱物資

海から得られる鉱 源であり、最近はウランを採取することも試み

13 られている。海岸や浅い海に堆積している砂利 山　口　梅太郎

物資源 や砂、錫やチタンなど。さらには深海底に知ら

れるマンガン団魂など、海に：は多くの資源がある。

ρ

マンガン白白やオイルシェールなどのほかに

未利用資源とリサ も、まだ十分に利用されていない資源は多い。

14 これらの未利用資源の有効利用を考え、また、 井上外志雄
イクル 利用された後捨てられる資源をもつ一度活用す

るリサイクルの問題を考える。

鉱山をはじめとして、鉱物資源の開発は、ど

資源開発と うしても自然環境の破壊を伴うことになる。資

15 源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

環境問題 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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解析学（R）一関数論と微分方程式一

〔主任講師：長坂建二（法政大学教授）〕

全体のねらい
複素数の微分積分学である関数論と、数学を応用する際に最も使われる微分方程式について述べる。コー

シーの定理、留数計算を、関数論の目標とする。微分方程式は、1階、2階の求積法による解法、線形微分
方程式の解の構造と解法、級数解の性質を述べ、合わせて存在定理を示し、その意義を考える。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 複素数の導入と

｡素平面

複素数を実数の対として導入し、虚数単位を実数の演算
ﾆ矛盾しない形で公理的に定義できることを示す。また、

｡素平面により複素数体が実数体上2次元ベクトル空間で
?驍ｱとを理解させ、極形式による表示とともに加減乗除
ﾌ幾何学的意味を明らかにする。

長坂建二
i法政大学

@教授）

長坂建二
i法政大学

@教授）

2 複素変数の初等

ﾖ数

複素数を変数とする関数のうち、代数関数、指数関数、

O角関数、対数関数、巾乗関数、逆三角関数を、実変数の
遠刳ﾖ数の性質より導入し、複素変数の初等関数の性質に
ﾂいて述べる。また、関数の多価性とリーマン面、一次変
ｷの性質にも言及する。

同上 同上

3 正則関数

複素関数の微分可能性の定義を考え、コーシー・リーマ
唐ﾌ微分方程式をみたすことを説明し、微分法の公式を示
ｷ。また、正則関数（微分可能な複素関数）の性質として
d要な等角写像にも触れる。

同上 同上

4 微分方程式の諸

T念と求積法

微分方程式論を展開するために必要な諸概念を導入する。

ﾜた、求積法で解を求めることができる1階微分方程式に
ﾂいて、実際に解を求める解法を、変数分離形・同次形・
ｮ全微分方程式・線形・ベルヌーイ形について説明する。

同上 同上

5 2階線形微分方

特異解が特有の性質を持つクロレーの微分方程式、及び

宴Oランジュ（ダランベール）の微分方程式の解法を述べ
驕Bついで、定数係数2階線形微分方程式の一般解が、同
沐�ｪ方程式の一→筆工に特殊解を加えたものであるという

�ﾌ構造を理解する。

同上 同上

6 n階線形微分方

n階線形微分方程式の解の構造が、2階線形微分方程式の場合と同じであることをまず示す。ついで、定数係数の

鼾№ﾉついて、演算子法・ラプラス変換による解法の概略
�qべる。さらに、連立線形微分方程式との関連、定数変
ｻ法にも言及する。

同上 同上

7 複素関数の積分

実数を変数とする関数の定積分を復習し、その類似とし
ﾄ、正則弧上の複素線積分を定義し、基本的な性質を示す。
ｳらに、置換積分として表されること、したがって、原始

ﾖ数を持つ場合には実関数と同じように微分積分学の基本
阯揩ｪ成立することに触れる。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 コーシーの定理

置換積分として複素数積分を計算できる例を与え、微分
ﾂ能でない関数や微分可能でない点がある場合には、積分
Hの影響があることに着目する。次いで、関数論における
ﾅも重要なコーシーの定理を紹介し、微分積分学の基本定
揩ﾉ対応することを説明し、証明の概略を与える。

長坂建二 長坂建二

9 コーシーの積分

�ｮとその応用

コーシーの定理より、正則関数に対するコーシーの積分

�ｮを導き、正則関数は巾級数展開可能な解析関数になる
ｱと、及び一致の定理を示す。また、リウヴィルの定理よ
闡辮矧wの基本定理を示し、関数論の数学における重要性
�ｭ調する。

同上 同上

1
0

級　数　　論

巾級数に関する概念を述べ、収束判定条件、一様収束と

?ﾊ微分・項別積分可能性の関係を紹介する。次いで、テ
Cラー展開との関連、及び複素解析関数の性質を述べる。 同上 同上

1
1

ローラン展開と

ｯ数定理

巾級数に出嫁の項を付け加えたローラン級数を導入し、

｡素変数の関数のローラン展開と字数定理との関連を明ら
ｩにする。また、機数定理の応用として、様々な積分の計
Z例を示す。さらに、偏角の原理と解析接続の概念を導入
ｵ、その応用について述べる。

同上 同上

12 巾級数による微

ｪ方程式の解法

2階線形同次微分方程式を、確定特異点を利用して巾級
狽ﾉより解く。例として、ガウスの微分方程式・フックス
^の微分方程式を取り扱う。 同上 同上

13 不確定特異点を

揩ﾂ微分方程式

不確定特異点を利用しての、微分方程式の巾級数による
�氏Aおよびその性質について言及する。また、その例と
xッセルの微分方程式、ベッセル関数について述べる。 同上 同上

14 複素変数の微分

羽�ｮ

フックス型の微分方程式は、複素変数の微分方程式とし

ﾄ考察可能であることについて述べ、複素関数としての特
鼕ﾖ数について触れる。 同上 同上

15 存在定理

1階常微分方程式が、リプシッツの条件を満たすとき、

炎咊lを満たす唯一つの解が存在するという存在定理を、
?沂ﾟ似法により示し、その意味を考える。 同上 同上
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＝データとデータ解析＝（R）

〔主任講師：浅野長一郎（創価大学教授）〕

全体のねらい
　情報化社会と呼ばれる現在、多くの洞察はデータに基づいて効果的に行われる。官・学・産も、また個人
も、この意味でデータ・ベースの構築やデータの収集は極めて盛んである。データがなくては、何の考察も
方策も意味を失うといっても過言ではない。さらに、このような情報化の環境でデータを入手しても、そこ
から何を如何に推測するかが重要な課題となる。

　データ解析は、このようにデータから何が探索できるか・何が検証できるかを、客観的・科学的な解法と
処理によって、現象の本質に迫って解明する不可欠な方法論である。とくに、近年の計算機の発展と普及は
そのような複雑な高度の解析をも可能にし、益々データ解析の重要性を高めている。本講は、このような方
法論と現象の本質へ接近する方法を平易に解説し、受講者に実力をつけることを意図している。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 現像とデータの

ﾓ味

1．データ解析の目的と接近法

Q．データ尺度の種類
R．現像の多変量データ観測
S．データの管理とデータ・ファイル
T　データ・マネッジメント

二二長一郎
i創面大学

@教授）

浅野長一郎
i創価大学

@教授）

2 図式表現
1．データの様相
Q．グラフ表現の形 同上 同上

3 分　　布　　型
1．正規分布、指数分布、二項分布、ポアソン分布
Q．多次元正規分布、多次元指数分布 同上 同上

4 統計的推測論

1．推定論　　　　　2．点推定・区間推定
R．最小自乗推定法　　4．最尤推定法
T．積率法　　　　　6．推定量の性質（よい推定とは）
V．検定論
W．仮説（帰無・対立）と統計的検定（2種の過誤）
X．最強力検定・不偏検定・etc。（よい検定とは）

同上 同上

5 離散データの
яｪ

1．メヂアン検定、マンウィットニ検定、アンツリ・ブラ
bドレイ検定

Q　クラタカル・クラス検定 同上 同上

6 相関分析

1．単相関
Q．重相関
R．偏相関
S．コンピュータ・プログラム

同上 同上

7 分　　割　　表

1．2×2分割表
Q．m×n分割表

同上 同上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

1．多重回帰分析
2．性質

8 回帰分析（1） 浅野長一郎 浅野長一郎

制約付回帰分析
一般化回帰分析

9 回帰分析（2） 2段階回帰分析 同上 同上

各種標本調査法
ランダム法・層別法・ネイマン法・デミング法・多段階法

10 実験データの 同上 同上
採り方　　（1）

各種実験計画法

1元配置・2元配置・ラテン方格法・グレコラテン方格法
1
1

実験データの 同上 同上
採り方　　②

2n型・3n型・山登り法

12 実験データの 同上 同上
採り方　　（3）

13 多次元データの 同上 同上
推測・主成分
分析

14 判別分析・ 同上 同上
正準分析

15 因子分析・ 同上 同上
正準相関分析
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＝数量化理論＝（TV）

〔主任講師：駒澤　勉（統計数理研究所教授）〕

全体のねらい
　質的データを現象の特性情報として観測して得たとき、現象を予測分析、判別分析、成分分析などの問題
として捉えデータ解析を行う「林の数量化理論」について講義する。特に、数量化理論の諸方法論を基本か

ら応用まで、事前・事後分析のノウハウを中心に話を進める。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

数量化理論の開発された生立ちの順序に、数量化の基本
的方法論（外的基準のある場合、ない場合）について概説

1 基本的分析法 する。また、方法論で利用する数学の道具立てについても 駒澤　勉 駒澤　勉
講義する。 （統計数理 （統計数理

研究所教授） 研究所教授）

最初に開発された判別・予測分析のための数量化につい

判別・予測のた て、「データ解析」のフィロソフィーも含めて講義する。

2 めの数量化 同上 同上
（数量化皿類）

判別分析に用いられる評価に関する統計量の判別成巧率、
相関比などとそれら統計量間の関係について講義する。

3 判別の良さの尺 同上 同上
度

予測分析の基本となる回帰分析に、予測の良さを表現す
る統計量である重相関係数、偏相関係数などの相関関係に

4 判別・予測の良 ついて、いろいろな角度からその意味を講義する。 同上 同上
さの尺度

質的データの多次元解析の外的基準（目的変量）がある

事前データ分析 解析法ではアイテム（項目）間の分割表（クロス集計表）

5 一アイテム選択・分 の独立性を調べておく必要がある。それらを調べる方法を 同上 同上
割表の分析一 新しい統計量AICなども用いて、説明アイテムの選択法

について講義する。

数量化の方法論で得られた説明アイテム・カテゴリーの

事後データ分析 数量を利用して、相関行列を求めて、次に重相関係数、偏
6 ・その1一相関 相関係数を求めて行く計算手順、および事後分析について 同上 同上

行列での分析・一 講義する。

質問に対する回答のパターンのような多次元の質的デー

7
あ鋸嫌鱗il鶴薯許きの予測式の構虜嵐予測式

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8

予測のための数

ﾊ化
i数量化1類）

@　・その1

予測のための数量化法、数量化1類の応用に際して生ず
驕A説明変数の選択法、説明変数が数量である場合の取扱
｢法、予測式の解釈の仕方等について講義する。

馬場康雄
i統計数理

､究所助教
�j

馬場康雄
i統計数理

､究所助教
�j

9

予測のための数

ﾊ化
i数量化1類）

@　・その2

同上 同上

10 グラフを用いた

¥測法

個体や変数の特徴を把握し、探索的にデータ解析を行う

ｽめにグラフが有用である。回答パターンを連結ベクトル
¥現によって視覚化し、それを用いてグラフィカルに数量
�¥測する方法について講義する。

同上 同上

1
1

親近性に基づく

ｪ析法（数量化
覧ﾞ）

個体相互の位置関係を求めるのに親近性が一つの尺度と
ﾈる。ここでは、親近性という尺度の種々の構成法を示し、
e近法に基づいて個体を空間に配置する方法の一つである
迫ﾊ化IV類について講義する。

同上 同上

12 親近性に基づく

ｪ析法の応用

親近性から得られた個体の空間配置を基に、個体の分類、

ﾂ体グループの特徴づけ等、数量化IV類の結果から得られ
骼增Xのクラスター窒素法と関連づけて講義する。 同上 同上

13

パターン分類の

ｽめの数量化
i数量化皿類）

@その1

質的データの外的基準のない代表的分析法である分類、

fータ構造、および成分分析のための数量化の方法論につ
｢て講義する。

i特に、アイテム・カテゴリー・データの解析処理法につ
｢て、主成分分析と対比しながら講義する。）

同上 同上

1
4

データ構造の
T索的分析

質的データに川跡構造がある場合、得られたカテゴリー
ﾌ数量を散布図に描いたときの性質を典型的人工デー・タと

ﾀ際のデータを用いて話を進める。 同上 同上

15
成分的分析を
?pした判別・

¥測分析

予測分析、判別分析などの外的基準のある場合の解析法
ﾅは、説明アイテムの選択に当ってアイテム間に従属関係
ｪあるときには、数学的に同時にアイテムを選択すること
ｪできない。この解決策を成分的分析の応用としてデータ
�ﾍして行く方法について講義する。

同上 同上
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　　＝統計的決定＝（R）
〔主任講師：松原　望（東京大学教授）〕

全体のねらい
ベイズの定理を基礎とした、ベイズ統計学、ベイズ決定の基礎と、いろいろな方面への応用。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

ベイズの定理の紹介と、基礎的意味づけ。

松原　望 松原　望
1 ベイズの定理 （東京大学 （東京大学

教授） 教授）

ベイズの定理を、確信の形成プロセスと考えて、いくつ
かの応用を通して、ベイズの定理の意味の理解を深める。

2 社会的リスクと 同上 同上
決定

確信形成のプロセスを、社会的決定に応用する。原子力
発展の安全性を題材とする。

3 安全と社会的 同上 同上
薦

ベイズ決定の最も基礎的部分の解説。

4 事後分布と統計 同上 同上
的決定

通信モデルを、ベイズ決定の典型と考えて、信号検出理
論を理解する。

5 通信とベイズ 同上 同上
決定

病名と症状の関係を、ベイズの定理でとらえて、ベイズ
決定の理論を応用する。

6 医学とベイズ 同上 同上
齪

新薬開発の採否の問題を、ベイズ統計学の立場から検討
する。

7 医薬とベイズ
磨�w

同上 同上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

推定をベイズ統計学の立場から考える。特に線型回帰の
問題、多変量の場合を扱う。

8 ベイズ推定 松原　望 松原　望

動的制御では不可欠のカルマン・フィルターを、ベイズ
カルマン・フィ 統計学の立場からとらえなおす。

9 ルターとベイズ 同上 同上
統計学

ベイズの定理のもつ、事前予想のとり込み機能を、くず
イメージ・プロ れたイメー・シの雑音除去に用いる。

10 セシングとベイ 同上 同上
ズ推定

図形の判定を、ベイズ決定（推定）として行なう。従来
から試みられている方法。

1
1

パターン認識と 同上 同上
ベイズ推定

あまり触れられないが、情報を検索すべきか、どのカテ
ゴリーに入れるかを、ベイズ決定として扱う。

12 情報検索とベイ 同上 同上
ズ決定

確率分布から確率を求めるプロセスで、ベイズの定理を
用いる方法を考える。

13 信頼性とベイズ 同上 同上
統計学

ベイズ統計学の変型として、しばしば提案される経験的
ベイズ法の、紹介を行なう。

1
4

経験的ベイズ 同上 同上
瀧

ベイズ決定の応用の将来の可能性について、その問題点
を検討する。

15 ま　　と　　め 同上 同上
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＝カオスとフラクタル入門＝（TV）

〔主任講師：山口昌哉（龍谷大学教授）〕

全体のねらい
最近の数学では、従来は、とても数学の対象としては考えられなかったような微妙な現象が簡単な法則に

よって記述できることが発見された。これは一つにはコンピュータの異常な発達によって、視覚化されるこ
とにも起因している。この講義ではカオスとフラクタルについてその初等的な結果を、その応用も含めて述
べる。

執筆担当 放送担当
回 チ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

この章では、この講義全体の特徴と、第2章と第3章の
数学師準備をどういう目的でするのか？というこうが示し 山口昌哉 山口昌哉

1 この講義につい てある。直観的な意味での自己相似の説明もする。この講 （龍谷大学 （龍谷大学

て 義の科学や技術における位置づけがわかるであろう。 教授） 教授）

畑　政義

この講義でしきりに用いる概念について復習と用意をす
る。窺像の合成について記号を述べる。2進法についても

2 数と　関数 復習しておく。 同上 山口昌哉
集合と窮像

縮小三三の定義と性質について述べ、この窺像は不動点
がただ一つあることを示す。その後でいくつかの不動点が

3 不動点と、 異なる寓像を合成すればどんな篤像ができるかについて述 同上 同上
完備距離空間 べる。

自己相似集合の定義と、証明、ここでは新しい距離を用
いる。ここでは線分が自己相似性をもつことからはじめる。

4 自己相似性と 2進法の新しい意味である。 同上 同上
自己相似集合

自己相似集合の例を具体的にあげる。ニュ幽トンの見方
との相違点を述べる。

5 自己相似集合の 同上 同上
例

ここでは、普通の次元と、その一般化であるハウスドル
フ次元について述べ、具体的にそれをいくつかの自己相似

6 ハウスドルフ次 集合について計算する。 同上 同上
元

離散力学系とその軌道について述べる。決定論と統計論、
馬蹄力学系。

7 離散力学系 同上 同上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

カオスとなる力学系の例について述べる。そのあとで、

カオスとフラクタルがどう関係しているかを述べる。
8 カオスとフラク 山口昌哉 山口昌哉

タル

1次元、2次元の微分方程式系について述べ3次元では
その軌道は複雑であることについて説明する。

9 非線型微分方程 同上 同上
縣

ローレンツの力学系をはじあ、いくつかの微分方程式系
について述べる。

10 連続力学系の 同上 同上
カオス

実際の電子回路で、微分方程式系をつくり、カオスの振
動を見せる。場合によって音もきかせる。 松本　隆 松本　隆

1
1

電子回路で活魚 （早稲田大 （早稲田大
スを見る 学教授） 学教授）

フラクタルはどのように、工学や社会科学に用いられる
だろうか？

12 フラクタルの 山口昌哉 山口昌哉
応用

フラクタルの位相数学的見方について述べる。

畑　政義 畑　政義
13 フラクタルの形 （京都大学 （京都大学

について 助教授） 助教授）

複素変数での離散力学系について簡単なものから説明す
る。 宇敷重広 宇敷重広

14 複素力学系 （京都大学 （京都大学

助教授） 助教授）

ジュリや集合と、マンデルブロー集合を見せる。
ジュリや集合と

15 マンデルブロー

W合
同上 同上
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＝＝ ｨ質の科学一物三編＝（TV）

沈（東京理科大学教授）〕〔主任講師：上村

全体のねらい
物質の示す様々な巨視的性質をミクロの法則で如何に解明できるかを、量子論の初歩的な段階から出発し

て、分かり易く講義する。　　　　　　　　　　　　　　　　　“

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 物質の構成要素

@　一原子

物質の構成要素である原子の電子状態について、最も簡
Pな原子である水素原子を例にとって、そのミクロな特徴
��烽ｷる。特にミクロな世界を支配する量子力学の復習に力点をおく。これを基にして原子の周期律表を統一的に

燒ｾする。

上村　洗
i東京理科

蜉w教授）

上村　洗
i東京理科

蜉w教授）

2 原子から分子へ

自然界には、原子が単独として存在するよりは、分子あ
驍｢はその凝集体として存在するものが多い。なぜ分子が

同上 同上

3 原子から結晶へ

日常我々が対象とする物質の多くは結晶状になっている。まずいろいろなタイプの結晶がなぜできるのかを考察する。次に原子が規則正しく配列している結晶の特徴：について、並進対称性と逆格子の概念を説明し、結晶によるX線回析や格子振動について説明する。

中尾憲司
i筑波大学

@教授）

中尾憲司
i筑波大学

@教授）

4 結晶の中の電子

結晶中の電子の基本的性質（ブロッホの定理）を説明し、それに由来するエネルギーバンド構造を、殆ど自由な電子の近似で議論し、その特徴を説明する。バンド構造による

熨ｮと絶縁体の違いを明らかにする。
同上 同上

5 金　　　　属

金属中の伝導電子は、フェルミ統計に従う互いに独立な
ｱ子として振舞う。この考え方に基づいて、電子比熱、パ
Eリ帯磁率、フェルミ面の形状等、金属中の伝導電子の示す重要な性質について説明する。さらにフェルミ面を実験

Iに決定する手段としてサイクロトロン共鳴、ド・ハースファン・アルフェン効果等磁場中の伝導電子の振舞いに

|畜碧エネルギ噸位（ランダウ準位）に基づいて

上村　洗 上村　洗

6 半　導　体

代表的な半導体のシリコン、GaAs等のエネルギーバンドの特徴を概観する。特にエネルギーギャップと有効質量の

中尾憲司 中尾憲司

7 固体の伝導現象

電気伝導とホール効果について説明する。次に金属と半導体の伝導現象について、その特徴の違いを議論する。

川路紳治
i学習院

蜉w教授）

川路紳治
i学習院

蜉w教授）

一711



執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

固体の光に対する性質の特徴を考察する。たとえば、金
属についてはなぜ光沢があるか、半導体と絶縁体について 国府田隆夫 国府田隆夫

8 光に対する性質 はなぜ透明かなど、固体での光の吸収、反射発光現象とそ （東京大学 （東京大学

の電子論的メカニズムを説明する。 教授） 教授）

巨視的な物質は、反磁性体、常磁性体、強磁性体である。

これらの磁性をになうものは、その構成要素である電子の 近桂r郎 近桂山面
9 磁性体とは 磁気モーメントである。巨視的な物質に磁場を加えると、 （早稲田 （早稲田

どのようにして磁化が発生するかを、ミクロなメカニズム 大学教授） 大学教授）

に立って説明する。

強磁性体、反強磁性体では、ミクロな磁気モーメントが
自発的に整列した秩序状態ができ上がっている。このこと

10 磁性のミクロな を示す実験事実を紹介する。さらに、モーメントの整列を 同上 同上
起源 引き起こす力の原因について説明し、特に種々の強磁性物

質を紹介する。

ルビー、サファイアなどの宝石はなぜ美しい色を示すか、

鉄族イオンを含む常磁性体を例にとって、その光物性の特 三須　明
1
1 磁性体と光 徴を説明する。 同上 （東京理科

大学教1受）

量子効果の最も目ざましい巨視的発現である超伝導の本
質をできるかぎり平易に解説する。 小林俊一 小林俊一

12 超　　伝　　導 （東京大学 （東京大学

教授） 教授）

pn接合の構造と整流特性を説明し、これを利用したトラ
ンジスタ作用を解説する。

13 半導体素子の 川路紳治 川路紳治
基礎

表面の電子状態は結晶内部の状態とは異なる。表面で起
こるいろいろな現象を理解するには、表面の電子状態を知 塚田　捷 塚田　捷

14 固体表面の電子 ることが重要である。表面にとらえられた電子の状態、仕 （東京大学 （東京大学

事関数の成立ち、化学吸着のメカニズムについて述べる。 助教授） 助教授）

さらに表面の励起機構や、電子分光法の原理について説明
■

する。

固体の表面は結晶内部とは異なる原子構造をとっている。

いくつかの特徴的な例を示し、その原因について考える。
15 固体の表面構造 表面に特有な秩序状態や表面上の原子の振動や拡散につい 同上 同上

ても紹介する。
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（TV）＝光と電磁場＝

（放送大学教授）〕〔主任講師：阿部龍蔵

全体のねらい
　光は、私達の日常虫活と密接な関係をもつだけでなく、大は宇宙から小は原子・分子にいたるまで、物理
学上の重要な対象である。本講義では、光が電磁波というとにかく波であるとの前提に立ち、その性質を調
べるとともに、光の基盤ともいうべき電磁場を支配する基本的な物理法則について述べる。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

1．光線
2．光の反射・屈折

1 光と光線 3．光の分散 阿部龍蔵 阿部龍蔵
4．レンズと光学器械 （放送大学 （放送大学

5．幾何光学と波動光学 教授） 教授）

1．進行波
2．正弦波

2 波の性質（1） 3．波動方程式 同上 同上
4．ホイヘンスの原理

1．反射の法則
2．屈折の法則

3 波の性質（2） 3．干渉と回折 同上 同上
4．光の干渉

1．振動電流と電磁波

2．偏光
4 光と電磁波 3．電磁波の分類 同上 同上

4．原子の出す光
5．　レーザー

1．電流のキャリヤー
2．オームの法則

5 電　　　　流 3．電流密度 同上 同上
4．ジュール熱

1．クーロンの法則
2．電場

6 電荷と電場 3．ガウスの法則 同上 同上
4．ガウスの法則の応用

1．電位
2．電位と仕事

7 電　　　　位 3．導体 同上 同上
4　コンデンサー
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 誘電体中の電場

1．誘電体
Q．電気双極子
R．電気分極　し

S．電束密度
阿部龍蔵 阿部龍蔵

9 ベクトル解析

1．ベクトル積
Q．発散と回転
R．ガウスの定理
S．ストークスの定理

同上 同上

10 磁石と磁場

1．磁石と磁荷
Q．磁気双極子
R．磁化
S．磁束密度

同上 同上

1
1

電流と磁場

1．電流が磁場から受ける力
Q．電流が作る磁場
＝@小さな長方形回路の作る磁場
S．アンペールの法則

同上 同上

12 時間変化する
d磁場

1．電磁誘導
Q．ファラデーの法則
R．マクスウェル・アンペーールの法則

S．変位電流
同上 同上

13 電磁場の基礎
羽�ｮ

1．積分形の諸法則
Q．マクスウェルの方程式
R．電場に対する境界条件
S．磁場に対する境界条件

同上 同上

1
4

電磁波の性質

1．マクスウェルの方程式の特別な場合2．1次元の電磁波

R．電磁波の反射と屈折
S．光学的な疎密と位相変化

同上 同上

15 電磁場の
@エネルギー

1．電場のエネルギー
Q．磁場のエネルギー
R．エネルギー保存則
S．ポインティングベクトル

同上 同上
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＝＝生物有機化学＝（TV）

〔主任講師：井上祥平（東京大学教授）〕

全体のねらい
　生物有機化学は、生命現象に関連した有機化学の分野であり、解析的な面と合成的な面の双方をその目的
として持っている。生化学反応の特徴を理解するにはその原理に相当するより単純なアナログの設定が有効
である。これは同時に生体系を模倣した有用な人工系の構築につながる。この分野の基礎とトピックスを解

説する。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 生体物質の化学

生体の構造の形成、物質とエネルギーの変換、これらの
ｽめの情報の保持・伝達、そして以上すべて関する調節・
ｧ御が、生物の主要な機能である。ここでは生体を構成す
髟ｨ質にはどのようなものがあり、それらが上記の機能に
ﾇのように関わっているか概説する。

井上祥平
i東京大学

@教授）

井上祥平
i東京大学

@教授）

2 酵素のはたらき

　蛋白質には種々の役割を持ったものがある。その中で、

ﾁに、他の化合物を取込み化学反応を触媒する作用を持つ
y素は、どのような仕掛けを利用してこれらの働きを行っ
ﾄいるのか。モデルやグラフィックスを利用しながら化学
ﾌ基本反応を基にこれらを解説する。

大野三吉
i京都大学

ｻ学研究所
@教授）

大野三吉
i京都大学

ｻ学研究所
@教授）

3 生体の分子認識

他の化合物を取込む作用を持つ蛋白質は酵素だけではな
ｭ、抗体とか輸送蛋白、あるいはレセプターと呼ばれる蛋
窒ﾈどがある。これらの受容体蛋白は酵素とどこが違うの
ｩ。生物体内でどのような仕事をしているのか。モデルや
Oラフィックスを利用して解説する。

同上 同上

4 補酵素のはたら

ｫ

　補酵素はポリペプチドであるアポ酵素と結合して酵素活
ｫを発現するが、それ自身でも酵素類似の反応活性を示す。
ｱのため、酵素反応のメカニズムを分子論的に探る上で好
s合である。補酵素の構造と反応性の相関性について説明
ｷる。

新海征治
i九州大学

@教授）

新海征治
i九州大学

@教授）

5 人工のホスト系

　生体分子は、数多くの化合物の中から特定な化合物のみ
�ｩつけ出して、選択的に結合したり、あるいは触媒作用
�ｷる。ここでは、このような生体の分子認識を模倣した
l工物（ホスト）を分子設計ならびに合成する手法と、選
�I分子認識能について説明する。

小宮山真
i東京大学

@教授）

小宮山真
i東京大学

@教授）

6 人工酵素

酵素は基質結合部位と触媒部位より構成されており、驚
ｭべき高選択性と高活性を実現している。本講義では、選
�Iな基質結合能を持つ人工ホスト化合物（第5回参照）
ﾉ、触媒活性部位を導入することにより、人工酵素を構築
ｷる手法について説明する◎

同上 同上

7 酸素の運搬体

呼吸で取り入れた酸素を動物のからだの隅々まで運ぶヘ
cOロビンという生体物質がどのような仕組みをもってい
驍ﾌか？　酸素と金属錯体の化学、金属蛋白質の機能、そ
ﾌモデル化合物を、分子レベルでやさしく解説する。

生越久靖
i京都大学

H学部教授）

生越久靖
i京都大学

H学部教授）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 窒素の固定

生体内では鉄、モリブデン、銅、亜鉛など多くの金属を
ﾜむ酵素が生体内反応で重要な働きをしている。ここでは、
qfの固定を中心に、金属が果たす役割に焦、点をあて、工
ﾆ的空中窒素固定法（ハーバー・ボッシュ法）との比較。
l工酵素系の構築などにも言及する。

干鯛眞信
i東京大学

H学部教授）

干鯛眞信
i東京大学

H学部教授）

9 生体膜をまねる

　生体膜は脂質二分子膜、たんぱく質、糖鎖から成ってい

驕B最初に生体膜の構造と機能を簡単に紹介する。続いて
l工系で脂質に分子膜を作る方法、その機能などについて
�烽ｷる。さらに脂質膜にたんぱく分子を埋め込んだ人工
ﾗ胞膜の可能性についてふれる。

岡畑恵雄
i東工大

ｶ命血忌
赴ｳ授）

岡畑恵雄
i東工大

ｶ命理工
赴ｳ授）

1
0

人工光合成を
ﾟざして

　人間の生存・生産活動は大半が光合成に支えられている。

ﾜた光合成プロセスは超高効率のナノデバイスでもある。

�≒ｬ機構を最新の知見も交えてわかりやすく解説し、こ
黷�ﾍ倣した人工系の提案、その将来性などについて論じ
驕B

渡辺　正
i東京大学
赴ｳ授）

渡辺　正
i東京大学
赴ｳ授）

1
1

筋肉をまねる

　筋肉は食物を分解して得た化学エネルギーを有効に力学エネルギーに変換している。高分子ハイドロゲルは網目状

uｪ子の中に多量の水あ含んだ「ソフトマテリアル」であ
驕Bこのゲルに外部刺激を加えて力や運動を生み出せるよ
､になった。その原理と仕組みを実際例を用いて示したい。

長田義仁
i茨城大学

@教授）

長田義仁
i茨城大学

@教授）

12 感覚をまねる

　私達の感覚の実体は、受容器に接続する神経で発生した
d気的インパルスである。神経インパルスは脳に伝播し、
_経細胞のネットワーク（ニューラルネット）でもって情
�?揩ｳれる。このような機能をもつ素子を、人工的に作
驍ｽめの指針を解説したい。

中田　聡
i奈良教育

蜉w助手）

g川研・一
i名古屋大

w助教授）

中田　聡
i奈良教育

蜉w助手）

g川研一一
i名古屋大

w助教授）

1
3

核酸のはたらき

　核酸はわれわれの体の中で、遺伝情報の伝達や、タンパ
N質合成に際してそれを構成する各種アミノ酸の配列を決
ﾟる重要な知的高分子である。同じ高分子でありながら、

ﾇうしてこんなすばらしい機能が発揮できるのか、核酸分
qの材料、種類、はたらきを解説する。

竹本喜一
i阪大教授）

軏ﾘ良昭
i大阪大学

@助教授）

竹本喜一
i阪大教授）

軏ﾘ良昭
i大阪大学

@助教授）

14 核酸をまねる

　上にのべたように、核酸の情報伝達の活性は分子認識の
@能につながる。核酸は複雑な構造をもつ高分子であるが、
@能にあずかる核酸塩基を分子設計によって、低分子や高
ｪ子に組みこむことはむつかしくない。このような合成核
_の化学とその応用についてのべる。

同上 同上

1
5

生命の起源を
Tる

　生命はいつ、どこで、どのようにして誕生したのだろう

ｩ。近年の宇宙、地球についての知識の飛躍的増大や分子
ｶ物学の進歩によって、この謎に実証的に迫ることが可能になった。本講座では最新の研究成果をふまえて、生命誕

ｶのシナリオをわかり易く説明する。

柳川弘志
i三菱化成

ｶ命科学研
?且蜚C
､究員）

柳川弘志
i三菱化成

ｶ命科学研
?且蜚C
､究員）

一716一



＝植物生理学＝（TV）

〔主任講師：増田芳雄（帝塚山短期大学教授）〕

全体のねらい
　植物は特有の構造と機能をもっている。光合成、チッ素固定などの重要な働きに地球上の全生物の生存が
依存している。また、植物の成長、分化、とくに分化全能性は近年のバイオテクノロジーに広く利用されて
いる。本講義では、植物の栄養、代謝、成長などにつき、基礎的な面に焦点をおいて解説したい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

植物学の一分野としての植物生理学は十九世紀に確立さ
れた。植物のもつ特有の構造と機能に関する基礎研究はそ

1 植物の生理とそ の場とくにヨーロッパにおいて発展の端緒が見出される。 増田芳雄 増田芳雄
の特性 その歴史的発展と、現況、その目標について概説し、第2 （帝塚山短 （帝塚山短

回以降の講義についても紹介したい。 期大学教授） 期大学教授）

高等植物は水不足・過剰、高温、低温、大気汚染などの
環境ストレスを受けるが、一方耐性を獲得して生き残る。

2 植物と水および ストレスに対する反応および植物体内の水移動の機作にっ 倉石　晋 倉石　晋
環境ストレス いて述べる。 （広島大学 （広島大学

教授） 教授）

根で無機窒素、リン、カリウム、マグネシウムをはじめ
植物体における 多くのイオンが能動的に吸収され、植物体内を特定方向に

3 物質の吸収と移 移動する。また葉などで合成された光合成産物や根で合成 同上 同上
動 されたアミノ酸などの移動なども特定方向であり、その理

由と旧作について述べる。

細胞膜を通っての外界と細胞との間の水やイオンの動き
と、それをひき起こす力、細胞内での物質の移動に関与す

4 植物細胞におけ る現象としての原形質流動、細胞間での物質の移動におけ 菊山宗弘 菊山宗弘
る物質の輸出 る細胞間連絡の役割などについて述べる。 （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

光合成のoverall反応＝光の吸収、ガスの出入り、明反
応と暗反応、光エネルギーの捕捉＝色素、量子収率、エマ

5 光合成　　1 一ソン効果；光がひき起こす電子の流れと光りン酸化；酸 辻　英夫 辻　英夫
明反応 素の放出；光合成の構造と機能＝葉緑体（分子の世界から （京都大学 （京都大学

細胞まで）；葉緑体の自己増殖 教授） 教授）

大気CO2の植物への取込み；カルビン回路型回路のしく

み、明反応との関係、回路の調節；C4植物とCAM植物＝
6 光合成　　豆 回路のしくみ、葉緑体構造の分化、環境への適応；光吸収 同上 同上

炭酸固定 ＝3種のオルガネラの共同作業；光合成産物の転流＝
source－sink関係◎

大気中の窒素の固定・＝根粒菌の共生、窒素固定の反応系

；土壌中の窒素とその植物による取込み；植物体内での硝

7 窒素固定と 酸の還元；アミノ酸の合成；タンパク質の合成・プロセッ 同上 同上
タンパク質合成 シング・会合の調節；タンパク質の分解と窒素化合物の体

内移動＝発芽時、老化時の変化
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 成長相関と植物

zルモンの働き

植物体のある部分がシグナルを出すことによって他の部
ｪの成長に影響をおよぼす現象を相関という。頂芽優勢、
d力屈性、光屈性などの相関現象でシグナルとして働くの
ﾍ植物ホルモンである。植物ホルモンの生理作用、合成お
謔ﾑ代謝について概説する。

神阪盛咲郎
i大阪市立

蜉w教授）

神阪盛一郎
i大阪市立

蜉w教授）

9 細胞成長と
@　　細胞壁

　植物細胞の吸水生長は液胞の浸透圧と細胞壁の伸びやす
ｳのバランスによって決まる。細胞壁がゆるむことによっ
ﾄ吸水生長が起こる。このことを理解させるために、浸透
ｳの働き、細胞壁の力学的性質、化学的性質および細胞壁
ﾌ構築について解説する。

山本良一
i帝塚山短

咜蜉w教授）

山本良一
i帝塚山

咜蜉w教授）

10 植物の運動

植物の器官が、環境からの刺激に反応して運動する傾性
ﾆいう現象がある。傾性運動は生長や膨圧変化による細胞の容積変化による器官の構造変化によって起きる。巻き髭のコイリング、葉の就眠運動、食虫植物の里人葉の運動な

ﾇの傾性現象について概説する。

神阪盛一郎 神阪盛一郎

1
1

遺伝的変異と
ｶ理的機能

突然変異した作物を利用して人類は農業を発展させ、こ

ﾌ狭い地球に50億もの人類を養うことができた。DNA上
ﾅ生じた変化が植物ホルモンや細胞壁に変化を及ぼすこと
�Aわい性突然変異を例にとりながら説明し、さらに環境
ﾆ遺伝子発現についても説明する。

倉石　晋 倉石　晋

12 分化と全能性

@　1

主として高等植物のイン・ビトロ培養系を例として、細

E・組織・器官・不定胚の分化、形態形成のメカニズムに
ﾂいて解説する。1においては特に前世紀末以来の先人の

lえ左実験研究の歴史的麟を車由として議を興る・1
原田　宏
i筑波大学

@教授）

原田　宏
i筑波大学

@教授）

13 分化と全能性

@　∬

　1の講義をふまえて、分化について具体的なケースを例
ｦしながら講義を進ある。特に全能性の発現と関係深い不
濶閨E不定根・不定胚分化、童貞生殖、花芽分化を取り上
ｰる。なお関連して、細胞融合、外来遺伝子の導入等によ
骭`質転換についても概説する。

同上 同上

14 光形態形成と
tィトクロム

　種子発芽、伸長、葉の展開など、植物の成長や分化の過
�ｩ光によってどのように制御されるかを説明する。とく
ﾉ、これら諸反応の光受容体であるフィトクロムが発見さ
黷ｽ経緯、フィトクロムの化学的性質、作用様式などを、
?ﾌ例を挙げながら解説する。

滝本　敦
i京都大学

ｼ誉教授）

滝本　敦
i京都大学

ｼ誉教授）

15 生物時計と花芽

ﾌ形成

　生物時計発見の歴史、その性質、しくみ、生理学的意義などを簡単に説明した後、光周期による花芽形成制御の機構を解説する。とくに、光周反応におけるフィトクロムと生物時計の役割に重点を置き、それらと花成ホルモンとの

ﾖ係にも言及する。

同上

@　　，

同上
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：＝ ｮ物の行動と社会＝（TV）
（主任講師：日高敏隆（京都大学教授）〕

全体のねらい
動物の行動をさまざまな面から眺めてみて、そのしくみ、生存にとっての意味、社会とのかかわり、学習、

進化などを理解し、人間の場合についても新しい視点を開く。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 動物行動学とは

＠未分化状態から“生物学”的偵極の重視、and／or他の部

ｪの切捨て
蘭{能に込められた視点：（固定的動作パター・ン：歴史と

ｵての）、行動目録
翌｢わゆる“4本の柱”

日高敏隆
i京都大学

@教授）

日高敏隆
i京都大学

@教授）

2 生得的解発機構

行動の発現機構（1）

莱�ｭ因　くちばしっつきetc
乱ｶ得的解発機構；想定された行動を引き起こす機構。お

烽ﾉ神経系並びに内分泌系などの側面の実証されたこと。

@eg．神経系；メンフクロウの定位、ヒキガエルの捕食

@　定位
@　内分泌と動機づけ

同上 同上

3 環境世界と外界

F識

＜動物達はどの様に彼らの住んでいる世界を分節化して組み立てているのだろうか。〉

洛月誾�ﾔへの定位
落條ﾔの区分
欄ｯ種の他固体（あるいは配偶者）の認知
洛潔庶ﾒの認知

桜井一彦
i京都大学

ｳ養部非常
ﾎ講師）

桜井一彦
i京都大学

ｳ養部非常
ﾎ講師）

4 情報伝達・コミ

?jケー・ション

＜動物達が自己の持つ情報を他個体にどの様にして伝達し

ﾄいるかをみる。〉
洛ﾖ示・社会的信号
乱M号の進化

@種を超えた信号の共有
@　？信号にみる物理的制約？
雷Uりの発信

同上 同上

5 行動の発達と学
K（1）

＜個体発生の中で行動がいかにして発達・確立するかをみ

驕B〉
濫ｭ達の過程の具体例
乱ｬ熟と学習
頼w習の類型

同上 同上

6 行動の発達と学
K（2）

〈？種固有の行動様式と学習の入り組んだ関連〉

絡?闕桙ﾝ
頼dりの発達
藍ｶ化

同上 同上

7 行動の進化と遺

`

動物の行動は形態的特徴と同じ様に自然淘汰によって進化してきたと考えられる。この考えの基本となる行動の遺

`と自然淘汰についてみてみよう。
近　雅博
i京都大学

ｳ養部非常
ﾎ講師）

近　雅博
i京都大学

ｳ養部非常
ﾎ講師）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 適応度とは

動物は繁殖のため、多大な努力を払っている。この努力

竦ｸ巧に組み立てられた行動の仕組みは、一体なんのため
ﾌものなのか。 近　雅博 近　雅博

9 最適戦略とESS

動物達は、自分の適応度を高めるためにいろいろな戦
ｪをとっている。最適戦略（もっとも効率のよい戦略）と
iSS（進化的に安定な戦略）についてみてみよう。 同上 同上

1
0

代替戦略と共進

ｻ

ESSの考え方では一つの戦略（行動）だけが安定とは限
轤ﾈい。各個体に固有の条件やその場の状況に合わせてい
ｭ通りかの行動をとることがある。そのいくつかの例をみ

ﾄみよう。また行動は他種とのかかわり方で大きく変化す
驕Bこれについても考えてみる。

中島康裕
i京都大学

ｳ養部非常
ﾎ講師）

中島康裕
i京都大学

ｳ養部非常
ﾎ講師）

1
1

社会構造（1）
Qれとなわば

@り

動物の中にはそれぞれが離れて暮らすものもいれば、群れて暮らすものもいる。群れを作ることの損得kなわばり

�揩ﾂことの損得について考えてみる。 同上 同上

12 社会構造②
z偶システム

一夫一妻、一夫多妻といった配偶システムはどのように
ｵて決まり、またシステムの可塑性はどの程度のものなの
ｩ考えてみよう。 同上 同上

13 性　　淘　汰

　自然淘汰だけで考えると明らかに蒋llな形質を持つ動物はたくさんいる。そうした“奇妙”な形質は性淘汰によっ

ﾄ生じていると考えられる。 同上 同上

14 利他行動と包括

K応度

動物の世界には、一般的に利他的な行動がたくさん見ら
黷驕Bこれは自己の適応度を高めるという考え方では説明できない。そこで包括適応度という概念が提出された。

近　雅博 近　雅博

15 動物の行動から

ﾝた世界

本講義をまとめるにあたって、動物の環境世界について
l察を加え、さらにエソロジーという観点から人間そのものをみてみたい。

日高敏隆 日高敏隆
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＝生活と環境＝ （R）

艦灘禰讃臨調郵学名誉教授）〕

全体の＝ねらい

　「生活と福祉」専攻の柱となっている個別の専門別の具体的な主題を、環境との関わりあいという

共通の視点からとらえて分析検討し、専門間の境界領域の問題を探る中から、本専攻の共通課題を明

らかにすることを目的とする。学生にとっては、卒業研究のテーマ設定に：手がかりを与える機会にも

なることが期待される。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1

生　活　と　環　境

@　一序　論一

　“生活と福祉範専攻の担当者を中心に主題に

ﾖする境界領域の問題を探り、新たな研究の進

Wに役立てたい。主要な柱は、生活技術を源流

ﾆする衣食住の課題、社会的ないし文化的視点

ｩらの生活福祉、これに生涯健康科学という新

ｵい視点を加えて所論を展開する。

矢　評論　彦

i澄茶の水女子大学

@　　名誉教授）

2

住　　生　　活（1）

@高齢化社会と
@住環境

　主として統計資料を中心として欧米には殆ど

痰�ｩない三世代居住がわが国に：多く見られる

摎Rが何か、また今後高齢化社会の到来が予想

ｳれる中で三世代居住がどの様に変わっていく

ﾌかその動向に：ついて考える。また老人特有の

ｶ理的、心理的な特性を明らかにする。

本　間　博　：文

i放送大学教授）

3

住　　生　　活（2）

w諶ﾒの住宅事情

　高齢者世帯の住宅事情を各種の統計資料に基

ﾃいて考察する。中でも三世代同居世帯に着目
ｵ、平均的な住宅条件、並びに：住空聞の使われ

福ﾌ実態を調査結果に：基づいて明らかにし、三

｢代同居の現代的な意義並びに住宅に関する現

�ﾌ問題点と改善の指針を探る。

同　上

4

住　　生　　活（3）

@高齢者世帯の家
@族関係

　三世代同居世帯の住計画を行うに当たって、

ｻの家族生活の実態を知る必要がある。時間と

�ﾔの座標軸の上に投影された家族生活をもと

ﾉ望ましい三世代同居世帯の家族関係を考え、

ｱのような家族関係を実現するための住計画の

軏{方針を明らかにする。

同　上
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1衣　生　活（、）

@　生活文化史への
@　アプローチ

　フランスにおける生活文化の調査に関し、こ
黷ﾜでの成果と近年アナール派が提唱する新しい方法と課題について、衣生活の問題を中心に

qべる。
　徳井淑　子
iお茶の水女子大学
@　　　助教授）
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衣　　生　　活（2）

@衣の歴史と環境

　生活文化史の新しいテーマの一つとして注目

ｳれている清潔感の歴史を衣生活とのかかわり
ﾌ中で、西欧に：

同上

7

衣　　生　　活（3）

@　　　　　　　　■@生活の中の色

　ニュートンとゲーテに始まる色についての論
?�ｴ点に：、新たに生活を受皿として色を考え
ﾄみる。東西の色についての認識に：ついて、重

ﾋ色目と紋章の色を例に配色についての問題提
Nを試みる。

矢　部　章彦

ｿ　井　淑　子
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
衣　　生　　活（4）

@白さの意識革命

　色の一つである白を特に：とりあげ、民族固有の白によせる思い、宗教と結びついた白の戒律、などが科学技術のもたらした新しい白の出現に：

謔ﾁて、どの様に変貌しつつあるかを、新しい
Z術社会への反省をこめて、論じてゆきたい。

矢　部　章　彦

9
衣　　生　　活⑤

@洗剤と環境

　洗濯をはじめとする“洗う轟あという営みに関

Aして、古来からの石けんと合成洗剤とが出会
ﾁて以来の、さまざまなアツレキを通して、ヒ
gにとって便利さとは何か、地球環境の生態系
�垂ｵているヒトのあり方とは、などについて
lえてみる。

同　上
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食　　生　　活（1）

@食と社会環境

　食は基本的な生活の領：域であるが、社会環境の影響を強く受ける。ここでは社会環境を人口

wの立場から捉え、社会の年齢構造、世帯類型、
s市の規模、地域環境の区分によって主食パターン分布の分析を試みる。

宮　崎　基嘉

i元放送大学教授）
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食　　生　　活（2）

H　　と　家　族

　生活の基本単位である家族は、食の営みに深いかかわりをもっている。食と家族とのかかわ

閧�mる一つの方法として、家族が欠けたり加
墲ﾁたりすることが食のどのような変化につな
ｪるかに：ついて考えてみたい。

同　上
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食　　生　　活（3）

Hの　生態学

　人が「食べること」のしくみを、人間、食物、環境の三つを要素として、これらのつながりを

ｨえようとするが食の生態学である。この学問
ﾍまだ若いが、体系化の手がかりを三つの事例
�?Sに考えてみる。

同　上
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健康と生活（1）

@健康と衣服

　室内、戸外を問わず、大気の温度、湿度、気圧に対し生体は相応の生体反応を澄こす。衣服は、外界の直接刺激に対する緩：解作用を重要な

@能の一つとしている。また衣服自体が刺激と
ﾈることも多い。衣服に対する生体反応のしく
ﾝを考える。

本　間　日　臣

i元放送大学教授）

14
健康と生活（2）
@健康と食生活

　成人病の多くがライフスタイル病と呼ばれる

�ｵ下で、食習慣は最も大きな影響因子の一つ
ﾅある。健康保持のためには、栄養物の選択の
ﾝでなくその摂取の方法も重要である。食生活
ﾆ健康問題を消化管の反応を中心に具体的に考
ｦる。

同　上

15 健康と生活③
@健康と住生活 同　上
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

人間の誕生から生涯にわたるからだと心の精

16

健やかな子を
@　　生むために一新しい感染症の

緻ななりたちとはたらきは、これらを微妙に安
閧ｳせ活動させている維持機構によって支えら
黷ﾄいるが、これは天与の生命現象である健康
ﾈ子を生むには母親となる女性の健康が基盤で

古　谷　　　博

i放送大学教授）

視点から（1） ある。特に妊娠から出産、授乳、保育などの過
程で子供の将来の健康に四切に関係する性行為
感染症など新しい感染症がクローズアップして
きた。クラミジア、トキリプラフマ、HB∀肝
炎ウィルスなどについて述する。

母と子のつながりに澄けるウィルス感染症と

母と子のつながり
して最近注目されている成人　細胞白血病ウィ

泣X、ヘルペスウイルス、ヒト乳頭腫ウイルス
17 ・などについて述べた。これらのウィルスの基礎 同　上

一新しい感染症の 的研究とその検査・疫学・臨床の発展は、その
視点から（2） まま母子健康科学における重要な部門の一つを

占めるに至っている。母と子の密切なつながり
のもとにある同論期が特に濃厚な潜伏的継代感
染を澄こす時期であるという事実を強調したい。

出生と乳児死亡の減少、平均寿命の延長、そ
れに高学歴化と社会進出の増加は、女性の生涯

18
女性のライフスパ
唐ﾆ健康

のすごし方、健康観に次第に変革：し、結婚、家
?A育児などの考え方に：も変化がみられている。
ﾐ会環境との不断の相互関係のもとにある。女

同　上

性の長いライスパンにおける健康の意義に：つい
て考えたい。

食事とそれに：付随する行動について、心理学

の視角から考える。すぐれて現代的な疾病であ

19
生活の心理学（1）

Hの心理　学
る神経性無食欲症を出発点とし、文化の発達と
ﾆもに　離した身体と食物、さらに：は象徴性を

織　田　尚　生

i甲南大学教授）
失った現代の食卓状況に関して検討する。

衣服は着る人の自己表現の手段になると同時
に、自我と社会あるいは自我と深層とを媒介す

20
生活の心理学（2）

ﾟ服の心理学
る装置としての機能をもつ。この点について、

ｶ化人類学や民話学の知見を採用しながら考察 同　上

を進める。

本章は、心理学と社会福祉の接点にかかわる。

生活の心理学（3） 心の健康を損なうことによって生活上の困難を

21 心の健康と

@　　　　社会福祉

生じた人々に対して、PSWがどのような形で、
㍼浮�sうか、その構造と実際について学ぶ。

同　上

人間の生活は、人間をとりまく社会環境との

22

福祉と余暇（1）
l間の社会生活と
ﾂ境（1）

相互作用のなかではじめて成り立つものである。
ｾいかえれば、人間は環境と関わりあうなかで、

ﾍじめて人間としての生活を営むことが可能と
ﾈる。かかる意味での人間の社会生活の成り立

仲　村　優一・

i放送大学教授）

ちと機序を明らかにする。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講’師
i所属・氏名）

人間の生活にとって社会的・文化的環境のも

福祉と余暇（2） つ意味の重要性を明らかにした上で、人間の社

23 人間の社会生活と
ﾂ境（2）

会生活をさまたげる環境要因について吟味して
ﾝる。その上で、生活上の社会問題解決の方途
�A人間の社会環境に照明をあてつつ考えてみ

仲　村　優　一

る。

環境問題とは何か、繭よび、その顕在化と社

福祉と余暇（3） 会的対応策が講じられるに至ったプロセスを吟

24
註する。特に：公害対策基本法と関連法、および、　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 同　上

環境とその対策 国連人間環境宣言等を中心にその意義を検討し
てみる。

国際化の意味を明らかにした上で、国蝶的に

福祉と余暇（4） みた保健医療状況を点検してみる。特に：、開発

25 保健医療と 途上地域の恵まれない状況に対する先進開発国 同　上

国際協力 の援助のあるべき方向をさぐってみる。

国連人間環境宣言やナイロビ宣言の中から環

福祉と余暇（5） 境問題をめぐる国際協力のあり方をめぐってみ

26 環境問題と国際 る。その上で、かが国の開発途上国援助の現状 同　⊥

協力 と問題点を明らかにする。

生活時間のなかで、とくに働いている人は、

27

福祉と余暇（6）

J働時間と余暇

労働時間の占める割合が高く、その他の生活の
ﾝり方を律する。またそれは、家族生活に：も影
ｿがある。その関係について、現在の労働時間
Z縮問題を焦点におきながら、今後の生活のあ

　一一番ケ瀬　康子

i日本女子大学教授〉

り方との関連を述べる。

学歴の向上、高齢化、労働ち短縮などの諸状

福祉と余暇（7） 況のもとで、余暇時間がふえてきている現代に

28

余暇と生活空間

おいて、その余暇が、どのようにつかわれるか
ﾍ、人生の在り方に大きな意味をもつ。その在
阨福�K制するものとして、生活空間の状況を

同　上

考察してみる必要がある。

余暇時間の中で積極的な創造性を持つボラン

福祉と余暇（8） ティア活動は、福祉のみならずさまざまな生活
29 ボランティア活動 場面の文化を創造していく意味を持つ。環境を 同　上

と生活文化 生活者の例からのりこえていく活動の在り方を、

ボランティア活動を通じてとらえる。

29回に及ぶこれまでの講義の内容を復習整理

ま　　　と　　　め した上で、「全体のねらい」、及び、1の序論

30 で提起された目標に照らして、全体のまとめの検 仲　村　優　一

分　化　と総合 討をする。その上で、それぞれの学問の広がりから

新たな学問の展開の可能性を追求してみる。
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　　　　　　　　　　　＝心理と教育＝（TV）
　　　　　　　　　　　　　　　一　　社　　会　　化　　一一

　　　　　　　　　〔主任講師：中川大倫（信州大学名誉教授主任講師：深谷昌志（静岡大学教授））〕

全体のねらい

　社会化は個人の行動と社会の要請との間の持続的な相互作用を大きく含む。従来は主として児童期

頃までに実現される過程と考えられていた。しかし、現代は社会的構造の大きな変動下にある故、本

書では、この問題を人の長いライフサイクルの過程においてとらえ、可能なかぎり方法論に視点をお
いて講述をする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
社会化についての

T要

　社会化とはどん表ことか。学習、適応、自己
攝ｧ、文化の内面化などとのかかわりはどうか。
ｻして、その社会化が歴史的にどのように考え
轤黷ﾄきたか。現代の社会化の特色はどうか、

ｻの範囲はどうか、これらの問題について論述
ｷる。

小　口　忠　彦

i澄茶の水女子大学

@　　名誉教授）

2

社会化研究の歩み

齦菇@論を
@　　　　中心に一

　遊びの研究を素材としながらアンケート調査

�?Sとした量的な調査の進め方を概観する。

ﾁに、コンピューターを利用し：た調査の基本を

ﾐ介し、あわせて、事例調査の進め方にも付言

ｵていきたい。

深　谷　昌　志

i静岡大学教授）

3
縦断的方法と横断

I方法

　乳児期から老年期まで、異なった年齢におけ

髏l間の行動についての観察や測定などの結果

�A成長の順序に従って、タテに関連つげよう
ﾆする研究方法を中心にして説明する。

小　口　忠　彦

4 母子相互作用

　母子間のやりとり（turn－taklng）を中心に

ｵて微笑反応の出現、人見知りの発生左どを研

?ｷる際の方法について考察する。
新　井　邦二郎

i埼玉大学恥教授）

5 言語　の　発　達

　社会化と言う視点から言語発達をとらえる。

?ﾌ的には、（1）言語発達：の流れ、（2）言語発達の

ﾂ人差、（3）言語発達と思考との関連などについ

ﾄ考えることにする。

岩　立　志津夫

i信州大学講師）

6
マザリングをめぐ

ﾁて

　乳幼児期の親子関係、特に母子関係のあり方

ﾍ、近年大きく変わってきた。ここでは、比較

ｶ化的な視点から、わが国の「母子一体化」の

燻ﾀを、マザリングの概念を用いて国際比較調

ｸなどによって明らかにする。

　中　川　大　倫

i信州大学名誉教授）

7 子やらいの世界

　子供のしつけ方の日本的な源流を江戸時代に

ﾟる形で考えていぐ。この回では、日本の古い

G誌や本の利用の仕方を考えていぐ。あわせて

ｷき取り調査の進め方の基本についても紹介し

ﾄいく。

深　谷　昌　志
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「エミール」を手がかりとして、西欧の子ど

8
「エミーール」を手 ものしつけ方のルーツを探っていく。あわせて

｢米の原著や雑誌などを利用しての研究の進め
志　村　鏡一郎

がかりとして 方についての基本を紹介する。
（静岡大学教授）

学校制度がどう形成され、それが子どもの人

間形成にいかにかかわっているかを考察する。

9 学　校　文　化 教育史の研究の進め方について、主として、明 深　谷　昌　志
治以降の資料の扱い方を紹介していく。

「朱に交われば赤くなる」と言うことわざの
とおり、社会的行動の発達に対してモデリング 肥田野　　　直

10
ひとの振り見て習 は大きな役割を果たしている。このモデリング （東京大学名誉教授）

う一モデリングー一 に関する実験的研究を紹介しながら、実験的研 山　口　　　勧

三法の目的や手続きについて考えていく。 （東京大学助教授）

学級集団は、子供が学校の中で生活していく
場であり、そうした集団を通して、子供たちは

11 学　　　　　　級
さまざまなものを学んでいく。学級集団は：40人

O後なので、質量ともに分析しにくい側面をも
深　谷　昌　志

つ。そうした小規模サイズのデー．タ処理を考え
ていく。

父親の姿が変わってきたといわれる。たのも

しいが、しかし、やさしさも持った父親が増加

12 父親らしさの変貌 している。そうした父親の姿をとらえるのにど 同　上

うしたらよいのか。アンケート調査を中心とし

て、その手続きを紹介していきたい。

海外に勤務する両親とともに幼年期・少年期

13 国際化社会に育つ
を外国で過した後に帰国した、いわゆる海外子

浴E帰国子女たちの異文化的体験と、その入朝

`成へのかかわりについて考察し、国際化社会

小　林　哲　也

i京都大学教授）

に育つ子どものもつ諸問題を理解する。

社会化というと、適応にイメージを置きやす

14 適応　と　逸　脱
いが、逸脱のアングルも社会化研究の重要な側

ﾊを形成している。ここでは、逸脱現象を研究

激xルでどうとらえていったらよいのか、そう

麦　島　文　夫

i帝京大学教授）

し：た方法論を深あていく。

15
からだとの出会い

齔ｫの問題一

　身体的成熟、とくに第二次性徴の発見が、青

Nの心理面に、どのような影響を及ぼすのか。

ｫ的成熟を通して青年がどのような問題に直面
ｵ解決：していかねばならないのか、といった諸

竭閧�､究する際の方法について考える。

　福　冨　　　護
i東京学芸大学助教授

@宮　川　知　彰
i東北大学名誉教授）
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

学力という用語は、日本独特のものだといわ
れる。一般には、人間の能力のうち、学業によ

16 学力をとらえる
って達成・評価された「特殊な力」（成績）と
闍`される。ここでは我が国の学力観をふまえ、

岡　崎　友　典

i放送大学助教授）
学力の内容と形成の過程（プロセス）を、具体
的なデータによって分析する。

青年期には、おとな社会に適応できる一個人

17
アイデンティティ

ﾆ自立

の人格としての自立、アイデンティティの成立

ｪ期待されるが、この問題について考えるさい

ﾌ方法について考える。

久　世　敏　雄
i名古屋大学教授）　　　　　■　　　　t

男も女も人間である。ただ、性による社会的
分業がなされる社会（男と女が区別される）で

18
青年期における性

�рﾌ社会化
は、「性差」がどのように形成されるかが、そ
ﾌ社会的背景とかかわって教育上の問題とされ

神　田　道　子

i東洋大学教授）
る。ここでは、性的社会化について各種の調査
データをもとに学習する。

近代日本社会の成立期（変革期）に、重要な
役割を果：たした青年たちの、人生の軌跡を文献

19 青雲の　志　し
資料によって分析する。明治兜大正時代の「青
Nの志し」の形成過程を、人材輩出ルート（政・

深　谷　昌　志

財・官界別）と社会発展と対応させて考察する。

子どもから大人へ。青年期の進路選択は、彼
らの社会人としての「成人役割」を決定する。

20 現代の進路選択
上級学校進学者も、最終的には「就職」の関門
�ｴえなければならない。ここでは、「職業的

岡　崎　友　典

社会化」と職業選択との関連を、各種の調査デ
一タを用いて分析する。

青年期には精神内界の均衡を保ちながら大人
社会に適応できる人格を形成していくことが期

21 青年の適応と逸脱
待されるが、身体の急激な変化や生活条件が作
pして非適応状態や逸脱行動を招くことがある。

秋　葉　英　則

i大阪教育大学教授）
この問題を研究するさいの方法について考察す
る。

学校は教育目的・内容によって類別されているが、

同種の学校間にもその特性により学校差が形成される。

22
青年のサブ・カル

`ャー

中でも非制度的（、インフォーマル）な文化としてのス

N一直ルカラー（学校文化）が、学校の性格を規定する

ｱとがある。ここでは、中・高等教育機関を中心にス

耳　塚　寛　明

i国立教育研究所）

クールカラーの調査データをもとに「仕学青年」の文
化の諸特徴につい：て学ぶ。

社会化の問題を人生の長いライフサイクルの
中で捉えると、学業を終了し、職業生活に入る 越　河　六　郎

23 職業生活への適応 ことは、新たな社会化の問題に直面することに （労働科学研究所
なる。本講は高度成長と技術革新を伴った経済
ﾐ会の激しい変動の中に生きる働く者の諸問題

研究員）

を取り上げて講述する。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

親になることは、生物学的には容易でも心理

働く母親の問題 的にはそれほど簡単でない。そこで、親になる
深　谷　和　子

24 一マターナル・ 心構えの形成を子どもの人間形成に関連させて

デブリベイションー 深めていく。併せて、質的なデータを量的に処
（東京学芸大学教授）

凹していく方法論を深めていく。

25

技術革新の中での

K応
黶ZA化社会の

　現在、我々が直面する技術革：新のテンポは極

ﾟて速い。楽劇はこの技術革新の激しい流れの
?ﾉ生きる者の適応問題に焦点をあてる。即ち
Z術革新が生んだ高度のOA化と働く者との関

椎　名　新　一一

i杉野女子大学講師）

中で生きる一
係を中心に、技術：革新と人間疎外の克服等現代

ﾌ成人が直面する問題にふれる。
中　川　大　倫

成人の行動様式は情報化の到来につれて変容

26
地域生活と余暇活

ｮ

をとげつつある。かつての地域に変わって、心

搏Iな空間は広がりを見せ始めている。そうし

ｽ行動のパターンを追う方法を調査の形を辿り

岡　崎　友　典

ながら深めていきたい。

人生の各ステージには、それぞれ特有の問題

27
老年期における心

I硬さ
があり、固有の研究法が必要となる。老年期に

ｨける心理学的研究は、いまだ確立された段階
荒　井　保　夫

一老年期と適応 ではないが、そこでの研究法を、特に臨床的手 （横浜市立大学講師）

法を中心にながめてみたい。

老年期をライフステージにより類型化する。

類型別に家族関係、役割の特徴を整理し、老人 袖　井　孝　子

28 老　人　と　家　庭 が達成すべき課題を明らかにする。特に変動す
骼ﾐ会にあって、老人が社会に適応するには多

（お茶の水女子大学

くの困難が伴う。調査資料をもとに社会的課題 助教授）

についても学ぶ。

老年期の入口で大半の人々は、子供の自立、

29
老化に対する適応

定年退職等でこれまで自分が持っていた役割を
ｸう。そのことで社会との接触を断たれてしま

村　瀬　孝　雄
i東京大学教授）

一再社会化一 う人もあるが、社会の中で老人として新たに、 下　中　順　子
その役割を見いだす人もある。老年期の生きが （東京都老入総合
いの問題を考えてみる。 研究所研究員）

講義の全般を概観し、検討し、残された課題

30 エ　ピ　　ロ　一　グ
を整理して述べる。 中　川　大　倫

深　谷　昌　志
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＝都市の研究＝（TV）
全体のねらし、　〔主任講師：加藤秀俊（放送教育開発センター所長主任講師1菊竹清訓（建築設計事務所長））〕

　都市化現象は20世紀から21世紀にかけての、群類共通のお澄き：な課題のひとつであろとおもわれる。
この総合科目では、この都市のさまざまな側面について、学際的な接近をこころみ、たんに社会科学
のみならず、人文、自然にまたがる都市の総合的研究の成果とこんごにのこされた問題点をあきらか
にするとともに、この主題の周辺に卒業研究をもとめる学生に刺激と方向をあたえるように講義内容
を配慮：した。また、受講者の便宜をはかり、問題別に整理をはかるため、4単位科目30本の番組を5

本ずつ6つのサブ・ユニットにわけて、担当講師もおおむねそのサブ・ユニットに対応してふりわけ
ることとした。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

「都市化」ということばはよく使われるが、

1 都市現象の考察
この講義では「都市化現象」という視覚からと

轤ｦることにする。その背景はなんだろうか。
菊　竹　清　訓

i建築設計事務所長）

都市ということばや概念をわれわれは日常的

に使っているが、都市の定義はむずかしい。そ
加　藤　秀　俊

2 都市とはなにか の諸説をふまえて都市の本質をさぐる。
（放送教育開発
センター所長）

日本の近世は全国に都市が噴拙し、本格化し

た時代であった。ここでは、都市が形成される

3 近世都市の類型 にいたった三つのパターンを考察する。 同　上

日本で十世紀以上にわたって首都でありつづ

けた京都は、その歴史とともに大きく変化して

4 首都の成立と変化 きた。首都とはいったいどんな性格を特徴とし 同　上
ているのだろうか。

都市にはかならず象徴機能がともなう◎それ

それの都市が、いったいなに：をそのシンボルと

5 都市のシンボル しているのかをさぐってみる。 同　上

都市は経済の中心である。都市の＝なかで経済

6
経済構造の変化と

s市化

はどんな構造とはたらきをもっているのか、そ

黷�癘｡する。
高　橋　潤二郎

i慶磨大学教授）

都市、ノとりわけ大都市が形成されてゆくプロ

セスを理論的、現実的にとらえて於くことは、

7 都市化の一般過程 現代のわれわれにとっての急務だ。 同　上
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

都市は雑然としていて、とらえどころがない

都市システムの研
ようにさえみえる。だが、そこには、あきらか

8
究

にシステムがある。その本質をさぐってみよう。 高　橋　潤二郎

都市の入間たちは、それぞれに利害をもって

いる。その利害が葛藤を生み、また問題解決の

9 アーバン・ゲーム 糸口にもなる◎利害をゲームとしてとの問題を 同　上
とりあつかう。

都市経済は複雑iで、しかも高度の相互依存性

をもっている。ひとつの商品のなかにもその混

10 都市の経済誌 み入ったプロセスが結晶していることを実証す
驕B

同　上

入間の居住形態は歴史とともに進化してきた。

11 入類・村落・都市
ここでは、人類史の視点から、都市という居住

`態の特徴をとらえて、現代を再検討する。
米　山　俊　直

i京都大学教授）

都市環境は、そこに生活する人びとに独特の

12

都
市
の
パ
ー
ス
ナ
リ
ー

影響をあたえ、いわゆる「都会入」をつくる。

ﾐ会・文化をパースナリティ＝都市のかわから 同　上
アイ 考察するQ

都市が世界的にひろがれば、都市はことなつ

た民族的背景をもった多くの人びとの雑居の場

13 都市のエスニシティ となる。そうして雑居性がもたらす問題点をさ 同　上
ぐる。

むかしからある都市は、時の流れとともに変
回してゆく。そうして都市の新陳代謝もひとつ

14 御成街道盛衰記 の実例に照らしてとらえな澄してみよう。 同　上

文化とは「生活様式」のことだ。都市に生き

る人たちには、特有の生活様式がある。それは

15 都市と都市文化 いったい、どのような性質のものであるのか、 同　上
をかんがえる。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容
担当講師’（所属・氏名）

都市には行政機能が不可決だ。とりわけ現代

16 都市政策の課題
という時代を考えれば、行政のもつ役割は大き

｢。どのようなごとがらが、行政上の問題なの

ﾅあろうか。

田　村　　　明

i法政大学教授）

都市は行政のがわからみれば、経営の対象で

もあろう、そ・して、そこでは、自治体としての

17 都市経営と自治 責任と義務が問われる。自治体のあり方を検討 同　上
する。

首都圏、近畿圏などにみられるように、都市

18 都市の拡大と都
s分散

の圏域はどんどん拡大してゆく。一千万をこえ

髏l口をもつ都市もめずらしくはなくなった。

ｻこで考えるべき課、題のひとつは分散化であろ

､Q

同　上

住みやすい都市環境をつくってゆく力は行政

19
市民参加と
@　「まちづくり」

機関だけではない。むしろそれよりもたいじな：

ﾌはその都市に住む住民の力であろう。その実

痰�ﾆりあげる。

同　上

都市生活は自由だが、同時に、おたがいが快

20
都市のルールと都

sのデザイン

適に生きるためにはルールが必要であろう。そ

ﾌルールは、計画やデザインの面にも反映され

ﾄくる。

同　上

都市は、せまい空間にたくさんの人が生活す

る、という特徴をもっている。その多くの入口
21 都市　と　建　築 を収容するためには都市部の建築が必要だろう 菊　竹　清　訓

建築が都市にたいしてもつ役割を考察する。

都市の立地はさまざまでありうるが、とりわ

け海と都市とは密切な関係をもってきた。それ

22 臨　海　都　　市 を現代の時点で、ふたたび見直してみたい。 同　上

多くの都市では、その都心部がビジネスセン

ターとなって、中核的な機能をもつようになつ

23 都　心　都　市 た。その都心部での都市現象を検討する。 同　上
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回 テ　　　・一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

土地が足りない、と多くの人がいう。しかし、

その解決策のひとつとして、土地を人工的につ

24 入　　工　　土　　地 くる、という方法もあるだろう。その実例をし 菊　竹　清　訓
めしながらかんがえる。

人工土地のほかに、人間が海面上を利用して

生活し、しごとをすることも技術的に可能にな

25 海　上　都　市 ってきた。将来の都市像のひとつとして海上都 同　上
市をとりあげる。

現代の都市では、多くの情報が集積し、処理

されている。しかしその原型はふるい時代から

26 都市　と　情　報 用意されていた、ここでは、 加　藤　秀　俊

日本の国±は都市現象におおわれているが、

そのなかで、都市から離れている過疎の地域も

27 非都市のゆくえ すくなくない。そうして「非都市」の現状と将 同　上

来をかんがえる。

都市は美しくあってほしい。たんに機能だけ

でうごくのではなく、人間にとってたのしく美

28 都市　の景観 しい景観が都市には必要だ。景観論の立場から 菊　竹　清　訓

都市を再検討する。

都市は歴史の産物である。そして、もしも未

来をいうのか、将来に予想される歴史であると

29 未・来　都　市 するなら都市がこれからどうなってゆくのかを 同　上

かんがえることも重要であろう。

未来をつくってゆくのは、しょせん人間の努

力というものであろう。全講義をふりかえりな

30 都　市の未来 がら、こんごにのこされた諸問題を論ずる。 加　藤　秀　俊
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＝情報化時代の産業・技術＝　（TV）
　　〔主任講師：磯部浩一（聖学院大学教授主任講師：加瀬滋男（放送大学教授））〕

全体のねらい
　この印刷教材は「産業と技術」専攻の専任教授の全員と客員教授により分担執筆される。

　各分担者は、すでに大きな変化が予想されながら進行しつつある高度情報化と、各自の専門分野の
学問研究との相互関連や、研究の進展状況、研究課題等を明らかにし、履修生の卒業研究のテーマの
選択、指導の助けとする。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1
高度情報化の進展

鼈齊 ﾀ態と意義一

　1970年代以降、世界の経済は大き＝な変動期
ﾉ入り、その要因、内容、期間、進行方向につ
｢て議論が左されている。変動の波は国際化、
ｬ熟化、高齢化等があり、とぐに技術革新の波
ﾌうち、高度情報化は進展が早い。ここでは高
x情報化の進展の実態と意義を明らかにし、経
ﾏ・社会・産業への影響を検討したい。

磯　部　浩　一

i聖学院大学教授）

2
情報化の進展と産
ﾆ＝構造

　産業構造の変化発展の方向は、生産の迂回化、
H業化、重工業化、重化学工業化、省資源化、

ｳらに、サービス化、情報化と次々に変化して
ｫた。産業の空洞化現象も心配されている。情
�ｻが産業構造にどのような影響を奪えるかを
lえる。

植草　　　益

i東京大学教授）

3 情報化の進展
鼈鼕 業と政府一一�

情報化の進展はアメリカにおいてATTの分割
A日本では、NTTの民営化を進めた。　ATT
ﾌ分割は多様化による大量生産の少量生産への
]換が、生産や企業の基盤にまで影響を与えた
ﾆいわれる。その根底には多様化があり、高度
﨣�ｻも同じ脈絡で考えられる。これらの点に
ﾂいて、企業と政府の役割を考える。�

　上

�
報化社会の労働一

氓ﾆ質の変化�

コンピューータは人間の単純労働や肉体労働を代
ﾖする。労働の現場では、情報時代の新しい労
ｭ環境に適合しにくい労働者が出てきたり、テクノストレスを訴える者が増えている。ここで

ﾍ、MEを中心とする技術革新や情報化の進展
ｪ雇用や失業、労働の中身や駅務内容にどんな
e響を与えるかを検討する。�

　郡　靹　子（

ｾ海大学教授）

�
報化と流通機構　
@　　　　　　（1）�

生産と消費・産業用使用の懸隔を架橋する流通

@能に澄いては情報伝達は不可欠の機能である

Bそれがなぜ不可欠であるかを理解し、伝達さ

黷驍ﾗき内容と伝達する手段の多様性を整理す

驕Bそして情報伝達機能を遂行する。�

　木　安　昭．（

ﾂ山学院大学教授）

�
報化と流通機構　
@　　　　　　（H）�

このような情報伝達機能の遂行にコンピュータ

ｪ導入され、企業内と企業間の伝達に情報化が

i展した。POSやVANなど現在進行中の情報
ｻを中心とした流通システムの現状と問題点を

ﾆり上げる。�

　上

�

報化と地域の活性

ｻ一
﨣��ｬの　
@　　　場づくり�

情報化の進展は地：域社会に様々な波紋を投じて

｢るが、これを地域振興整備の手段の1つとし
ﾄ積極的に活用しようとする動きが活発である

B実例を紹介しながら、その問題点と可能性を

沒｢す。�

　田　禎　宣（
結檮H業大学教授）阪

@本　一　郎（
結檮H業大学　

@　　助教授）
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回 テ　　　・一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8

情報化と地域の計

謔ﾃくり
齟m恵の集約と

　計画の役割が大きくなりっっある現代社会で

ﾍ、計画の合理性・妥当性が強く要求されてい
驕B利害対立の調整が重要な課題となる「まち
ﾃくり」においては、計画策定に際して新しい

熊　田　禎　宣

縺@本　一　郎

合意形成
情報システムの開発と利用が期待されている。
ｱのことを説明する。

電気・光・音・温度などの物理量は、物の生
産や工場の自動化、放送や電話あるいは緊急時

9 情報　と　機械
など社会情報の伝達に不可欠な情報媒体である。

ｱれら物理量の情報伝達と処理を技術的立場よ

小　川　鑛　一

i東京電機大学教授）
り、その特徴について考察し、情報と自動化と
の関わりについて述べる。

身近に見られる自動販売機、自動重、カメラ

などをはじめ、NC工作機械、ロボット、自動

10 情報伝達と処理
搬送機など生産現場におげる最近の機械には、エレクトロニクスが組み込まれ、知能化を一歩

同　上

進めた機械となっている。これらの機械と情報
との関係について説明する。

情報技術の革新は常に社会を変革してきた。

11
情報技術の歴史を

情報技術が社会をどのように変えて来たのか。

ｻしてこれからの高度情報化社会を支えるマイ
東　　　千　秋

たどる． クロエレクトロニクスは私たちにどのような社 （放送大学助教授）

会をもたらしてくれるのかを見る。

情報化時代の産業の米といわれる、マイクロ

12
情報化時代の産業

エレクトロニクスの代表、小さなICチップは、
蜍K模集積回路（LSI）で構成される中身のよ 同　上

のコメー一LSI く分からないブラックボックスである。LSI
とはなにか、それはどのように作られ、将来は
どうなるのか述べる。

情報技術が広く浸透してきた今日の高度情報

13

情報化と生産技術一生産の自動化 社会の中にあって、情報の活用に先駆的役割を

ﾊたしてきた工業における、従来主軸あったハ
[ドウェア技術と、今日ますます重要な位置を

　町　田　周　郎

i群馬大学名誉教授）
をめざして 占めてきたソフトウェア技術の発展について述

べる◎

情報化社会と生産
　高度情報化時代の生産の場に澄いては、広汎
ｽ種の情報蒐集と迅速な情報処理によって最適

14
技術展望 条件の設計、加工生産また評価・管理などを行 同　上
一生産無人化の う技術が浸透してきている。ここではいくつか

行方 の例について現状を述べるとともに将来を展望
ｷる。

PERTタイプのネットワーク計画法をより一

15

プロジェクト管理

ﾌ高度手法

@　一GERT一一

般化したGERT（Graphical　Evaluation　and

qeview　Technique）の初歩的事項を概説し、

Lくプロジェクト管理への関心の高揚に資した

加　瀬　滋　男

i放送大学教授）

い。
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

最近企業が頭を悩ましているシステムのバッ
構造化技法による クログ問題の打開策として、システムの構築に

味　村　重　臣
16 システム設計

黹fータ中心への接近

構造化技法の採用が期待されている。その考え

禔Aツール、技法のあらましを展望し、伝統的
（産業能率大学教授）

手順との差異を明らかにしたい。

エントロピー・モ 消費者の購買行動に澄ける銘柄選択の問題を、

17
デルによる市場構
｢分析一新銘柄進出の市

市場情報の有効利用の観点から、エントロピー・

cfルにより分析する手法について解説する。
?墲ｹて、既存の市場に新銘柄が進出してきた
鼾№ﾌ市場構造分析と新銘柄の価格選定につい

太　田　　　宏

i大阪府立大学教授）

場分析と価格選定 ても講述する。

経営戦略の設定は、未来の多くの環境予測情
経営戦略と前提 報に依存する。そこで社会・経済、技術、市場、 小　林　靖　雄

18 一環境予測企業目 資源政府規制等の因子を中心に、企業をめぐる （元放送大学朝講長）

標能力評価 環境予測の内容を説明する。

環境予測にもとづいて、企業がとりうる戦略

の諸代案のうち一つを選択する意思決定は、フ

19 経営戦略の設定 オーマルな手法をもちえない。ここではその基 同　上

本的前提と、若干の接近方法について述べる。

20

情報化時代の生産

Vステム

[ファクトリー・

　近年、：FA、すなわち機械加工および組立の
sxな自動化が進められている。本講義では：、

謔闖_軟性のある自動生産システムとして注目
ｳれる：FMS（フレキシブル生産システム）の

横　山　雅　夫

i福島大学助教授）

オートメーションー
概要を説明するとともに、これからの生産シス
eムのあり方について解説する。

情報化時代の生産
　より高度：な生産システムの発展のためには生

Y管理システムの開発が不可欠である。本講義

21
管理 では、多品種少量生産を行う生産システムにと 同　上
一スケジューり って重要な、負荷配分や加工のスケジューリン

ングの手法一
グを中心として、問題のとらえ方と計画手法に
ﾂいて解説する。

情報化とマーヶテ
　消費市場は、「分（少）衆化」「個別化」した

s場へと変質：してきた。大衆ではなく「個」の

22
イング（1） 市場をいかにつかむかが、マーケティングの最 伊　藤　公　一

一マーケティング 大の課題である。情報化の進展に支えられ、個 （千葉商科大学教授）

革新の背景一
々のニーズを掌握するというマーケティング上
ﾌ革新が起こりつつある。

情報化とマーケテ
　このマーケティング革新とは、川下発想（メーカー・卸）、付加価値提供志向（卸）、生活者

23
イング（2） の欲求への適合（小売）である。：革新を支え、 同　上
一新たなマーケテ 促す情報化として、①庸報ネットワーク（VA

イングの始動一
N他）、②顧客データベース化、③POSシス
eム、④ニューメディア、を取り上げる。
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

現在、わが国の株式会社は証券取引法と商法
の定めによって、その事業内容を、いわゆる財

24
企業内容の開示制

x
務情報として開示しなければならないことにな
ﾁている。本講では、有価証券報告書の制度、

江　村　　　稔

i東京大学名誉教授）
澄よび、貸借対照表友どの公告の制度につき、
現状をあきらかにする。

投資家などに開示すべき会計情報について近
年、会計学者による研究が進んでいる。とくに

25
財務情報と情報革：

ｽ
W．H．ビーバーの「財務報告革命」は注目さるべ

ｫ業績である。長講では、この書物をとりあげ

伊　藤　邦　雄

i一橋大学助教授）
て論じてみよう。

コンピュータを始めとする情報機器の発展は、

26
情報化の進展と企

ﾆの資金部門の変

e

高度成長期にみられた銀行との話し合いをもと
ﾉした資金の調達と資金繰りから、より多くの
﨣��繒Wし、迅速に対応した資金の管理を促
ｵてきた。ここでは、その変貌の跡を辿り、こ

　古　川　浩　一

i東京工業大学助教授

れからの課題を考える。

企業の資金調達力は、その企業に対する資本
’晴幸艮イヒカミ経営財務 市場の評価と密接に関連する。企業は自らの経

27 に及ぼす影響の諸
､面．

営成績を会計報告書という形で利害関係者に報
垂ｵている。この報告書によって与えられる会
v情報が企業の評価とどのように関連している

同　上

かを検討する。

OAを理解するために、まず、「OAの歴史 中　村　光　男

28
O　A　の基礎
黶ZAと歴史と狙い

と背景」を考察し、その本質を見極める。そし
ﾄ、「OAの狙い」は、一体、何であるのか、
ｻの狙いに到達するためには、如何なる「OA
ｻのステップ」を必要とするのかを、考察する。

㈱岡村製，作所

o営情報システ

?､究所
､究開発室長

昭和55年前後から注目されたOAも今や定

O　A　の　実践 着しつつある。そこで「OA化の現状」を把握

29 一〇Aの現状・動
?E課題

し、次に、今後のり一ド・ソフト・通信・環境
ｮ備・情報管理技術の向上と共に「高度情報化
ﾐ会におげるOAの動向」につき、若干の考察

同　上

を行い、「今後の課題」を提起する。

30 総　　　　　　　括

　本講義に対する補遺や敷術を試み、全体的な

ﾜとめを行う。あわせて来るべき時代の産業お

謔ﾑ技術の動向を展望し、今後の勉学の便に供

ｷる。

江　村　　　稔
驕@部　浩　一
ｬ　田　周　郎
ﾁ　瀬　滋　男
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　　　　　　　＝科学と宗教＝（R）

麟磯鱗藩欝学助教授）〕

全体のねらい
　科学と宗教というテーマは大きく、且つ単なる教条的理解や道聴塗説に止まってならぬ面を持って
いる。本講座は総合講座として、学説の記憶というより、学生諸君がこのテーマについて自分の意見
を形成することを狙いにしている。それ故教材は記憶すべき玉条集でなく、諸君が意見形成する際の
対話相手と考えてほしい。

回 テ　　　・一・　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

科学の確かさはどこに由来するのかをテーマ

1

序　　　　　　論一科学信仰の源流
とし、科学記述の世界と日常世界のかかわりを

沒｢する。

　大　森　荘　蔵

i東京大学名誉教授）

関係の原初形態 古代ギリシアのソークラテース以前の哲学に：

一古代は過ぎ去っ 於いて、科学と宗教がどのように：関係していた 今　道　友　信

2 影と過ぎ去らな かを論定する。代表的学者を取り上げ、祖型に

い基礎との共在 分類した。 （清泉女子大学教授）

する場である一

科学者であり同時に宗教家である立場から、

3

科学　と　宗　教一科学者として、

@宗教者として

この問題を論じ、自然現象の科学的把握も神の
＜¥セージを含むこと、その意味では、宗教も
ﾈ学も一つであることを説明し、また、すべて
ﾌ文化的営みが一つの方向を持っていることを

柳　瀬　睦　男

i上智大学教授）

論じている。

人間の王国を建設するところに科学の仕事が

神はどこに住むのか、 あるが、それは神の国の土台の上に堀えられな 加　藤信　朗
4 人間はどこに住ん くてはならないことを、人間の在るべき場所を

でいるのか 求める哲学的考察によって明らかにしている。 （東京都立大学教授）

ガリレイからニュートンを経て十九世紀に至

5
「物理学者にとっ
ﾄ神とは？」

る宗教観と、ハイゼンベルグの眼を通して見た
ｻ代物理学の創始者たちの宗教観、との対比によ
閨Aそれらの類似と相異が汲みとられるように
ｵた。現代科学者による問題の展開が簡明に論

小　田　　　稔

i理化学研究所
@　　　理事長）

じられる。

心、特に「わたし」の扱いを中心として、科

6
心の本質をめぐる
ﾈ学と宗教

学的世界観と宗教的世界観の特徴と限界を明ら

ｩにする。それらは二つの相異なる原語によっ

ﾄ語られるから、直ちには結びつかない。宗教

稲　垣　良　典

i九州大学教授）

言語に：習熟するためには自已革新が必要である。

頒歌を材料に：取り、宗教的言語がいかなる働

7
宗教的言語が旧く
n平と科学的世界

きをもち、いかなる世界を旧くか、またそれは

ﾈ学言語の披く世界といかに異なるかを検討す

驕B

宮　本　久　雄

@⊥i東尽大学助教授）
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向 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8
科学的真理と形而
繩w的真理

　現代の日本を代表する哲学者として西田幾多郎
ﾆ松本正夫を取り上げ、両者に於ける科学論と
@教論とを基にして、標題のテーマを考察して
｢る。西田は自力宗教と述語論語、松本は啓示
@教と主語論理というように、相互に尖鋭な対
ｧがある。

橋　本典　子
i青山学院女子短

咜蜉w助教授）

9 存在　と　意　味

　科学言語と日常言語を比較し、存在に目を向

ｯる前者と意味を求める後者を対比し、科学言

黷ｪ作る科学的世界の強さと弱さを検討する。 大　森　荘　蔵

10

科学の問いと宗教
ﾌ問い
鼡Z術・科学・宗

@教

技術・科学・宗教はそれぞれ何を求める活動

ﾈのか。それらの答えるべき「問」によって三

ﾒの区別を試みる。

伊　藤　笏康
@　　　（公一）

i放送大学助教授）

11 「賢者ナータン」

　十八世紀ドイツ高高思潮の代表的文人レツシ
塔Oの「賢者ナータン」を材料として、宗教問
ﾌ対立、それを超える入間的真情の交流の重要
ｫを述べる。理神論、啓蒙主義、科学的合理主
`等の本質：を考察し、道徳教説に於ける人間的一致の重要性を説いている。

坂　部　　　恵

i東京大学教授）

12
科学時代に似合っ
ｽ宗教心を求めて

　現代人は、科学者を含めて、倫理的責任が問

閧ﾉなる時、良心に訴えるか、宗教に頼ること

�~める傾向が強い。その原因の一つは、宗教

ﾌ側の言語表現の不適切性にありその改善が望

ﾜれる。

ルードウィッヒ・

@アルムフ）レスター

i上智大学教授）

13

科学と宗教、
@　　その架げ橋一リク→レとオリベソティ

　リクールとオリベッティーとの筆者の直接対

bを基にして、科学と宗教の結びつきの可能性

�竄､。リクールを介して、詩的言語の解釈が、

Iリベソティーを介して、倫理がそれぞれ媒介

ﾆなることを明らかにした。

橋本　．典　子

14

科学と宗教、
@　　そして人間一知ることと生き

@ること

　科学は客観を、宗教は主体を問題とし、衝：突はないはずであるが、知識の強情と信念の偏執が原因となって両者の関係は複雑となる。科学が自然を問題にするように、人間は宗教に関し、自已の安心立命のみならず、社会の歴史の行方に責任を持つべきである。

　山　本　　　信

i東京女小大学教授）

15

生命哲学と宗教一アンリ・ベルクソン

　科学と宗教の接点の一一つは生命と死の問題で

?驕Bこの問題に関しては、ベルクソンを介し

ﾄ、独自の考察を求めることも一つの方法であ

驕B科学と宗教を直接に関係づけず、科学と哲

wの比較を通じて、道徳や宗教を論じる。

橋本　典　子
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

16 宇　　　宙　　　論

　現代の天文学者として科学と宗教について論

ｶる。そのため、人間が何故ここにいるのか、

ﾆいう問い、私が今何故ここにいるのかという

竄｢を出発点として宇宙の構造と進化の面から

ｻれについて考える。

小　尾　信　彌

i放送大学副学長）

17 科学理論　と
@教　「理論」

求めるものに応じて理論は異量る力動的：構造

�謔驕Bその面から科学と宗教と技術の活動と

ｵての差は何か、また三者を連続的につなぐも

ﾌは何かを検討する。

伊藤　笏康
@　　（公一）

18 科学・宗教・合理化

　科学と宗教を統一的に見る視点を、マックス・ウェーバーの「人間の生の合理化」に求め、

ｼ者が合理化の過程の中で緊張関係に立つこと
�ｾらかにした。近代以後、科学が生の全面に
∠揄ｻを果したので、宗教は非合理の中に閉じ
桙ﾟられた。

濱　井　　　修

i東京大学教授）

19 死

　死は科学の超克出来ない現象であり宗教の基

{的課題なのである。その視点からディー教授

ﾌ宗教観を直接対話で尋ね、ジャンケレヴィツ

`を介して死の瞬間の意味を探り、死が原罪に

薰ﾃくとされるところがら悪の問題を考えた。

橋本　．典　子

20
科　学　　と　禅一漱石の世界より

　近代科学との出会いを経験した漱石の世界に

翌｢て、科学的精神と宗教の相異を考察するた1

ﾟ、『門』と『行人』の二作品の解釈を行った。
Tを『坐』とし科学を『走』と規定した。

大橋　良　介
i京都工芸繊維大

w教授）

21

科学と宗教の基本
I関係一二つとも古くか

@ら別々の明るさ
@を求めている

両者の異同、混同、劇的調和という意味論斉一価値論的問題を縦軸とし、過去、現在、未来

�｡軸として、両者の基本的関係を論じている。 今　道　友　信

22
言語の働きとして
ﾌ科学と宗教

　科学も宗教も、〈こころ〉言語の働きによっ

ﾄ生成する地平であり、ともに「全体を求める」

ｫ格をもつ。「全体を求める」〈こころ〉言語

ﾌ機構としての「縮重」を中心にし、両者の異

ｯを検討する。

井　上　　　忠
i日本大学教授）

23

技術文明と宗教一ガブリエル・マ

@ルセル

　技術が世界を支配し始めた時代から思索の生

?ﾉ入ったマルセルは、技術社会に於ける人間
ｫ喪失の危険に気付いた最初の人々に：属する。

@教による希望が単なる欲求と異なり、人間を

V生に導くことを明らかにした。

橋本　典　子
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

24 愛　　　と　　死

　科学者として信仰をもつ自已の経験を手がか

閧ﾉして、先ず、個人に於げる両者の関係を論

ｶ、次に体制として自已変革を経た宗教に対し

ｻれを経験しない科学に向げて、科学のあるべ

ｫ姿を価値論的に提案している。

垣　花　秀　武

i上智大学教授）

25
良　寛　・道　元
Eィトゲンシュタイ　ン

　「論理」を広い意味での探究原理と考えると

ｫ、良寛や＝道元の得た論理は何であったか。ま

ｽ近年、そのいみでの論理を重視した哲学者に：

Eィトゲンシュタインがいる。三者の論理を中

Sにして考察する。

黒　埼　　　宏

i成城大学教授）

26

科学・倫理・宗教一工マニュエルレ

@ヴィナス

　存在を限度とする形而上学に飽き足らず、存

ﾝの彼方を志向して、倫理学を第一哲学とする

ｻ代哲学者レヴィナスの思索を通じて宗教を論

ｶる。「顔：」に於いて「汝殺すなかれ」という

_の命令を読むのは周知の特色である。

橋　本典　子

27

将来の　問　題一これは省察であっ

@て予言ではない。　しかし，推理と決　意とは想像ととも

@に時を先駆ける一

　科学と宗教が現実を解釈する二つの目である

ｱとを明らかに：し、将来に於げる宗教の必然性

ﾆその存立条件を、エゴ・エティカとの連関に

翌｢て考察している。
今道：友　信

28

悪に　つ　い　て一それは時間の非

@充足である。

　悪の本質を時問の非充足ないし非充実と見る

Vしい見地から、宗教・科学・科学技術と悪の

ﾖわり合いを考察した上で、災悪と罪悪とに於

ｯる宗教の役割を論じている。
同　上

29

科学　と　宗　教一死の問題を例と

@して

　人間の死の問題を例として、両者の関係について哲学的思索を展開する。宗教は自已の中に

ﾈ学技術を受け入れてあまりあるもの、すなわ
ｿそれによって侵されない大きな力であること
�A生死が無生死であり、無生死が生死するこ
ﾆの体得を通して明らかにする

　辻　村　公　一

i京都大学名誉教授）

30 知識と’意　見 大　森　荘　蔵
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＝　生 命 論　＝（TV）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：野田春彦（創価大学教授）〕

全体のねらい

　生命は歴史を通じて人i類の強い関心を集めてきた。十九世紀以来生物学、生物化学の新しい展開に

とも左い生命の考え方は大きく変わり、分子生物学の出現で物質を基礎とする考え方は確実なものと

なった。この考え方と従来の考え方とを比較考察する。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

との講義全体の編成の方針を概略説明し、と

こで採用した考え方以外の考え方をも考慮した 野　田　春　彦
1 序　　　　　　論 上で、全体的視野の下で勉学の指針を与える。

（創価大学教授）

人類の有史以来の生命に対する考え方を総説

2 歴史宗教哲学と生命
する。特に宗教書や哲学書に現れた世界観など

ﾃ代以来の生命に対する考え方の変遷を現代の
伊　藤笏　康

知識と関連させて見直す。 （放送大学助教授）

生物学が物質的基礎を持たなかった時代には、

物理学や化学で理解できない未知な原理が働い 大　森’荘　蔵
3 生気論と機械論 て初めて生命現象が起こるという考え方をせざ

るを得なかった。それが今でも本当かどうかを （東京大学名誉教授）
考える。

地球上の生物全部に共通の部分があればそれ

は生命にとって必須の部分であろう。さらに必

4 生命の最小単位 須でない部分があればそれを除く。最少の部品 野　田　春　彦
で構成される生物はどんなものかを探ってみる。

5 筋　　　収　　　縮

　生物の細胞の基本的運動能力を考察する。細

E分裂に際しての細胞内の動き、鞭毛の運動、

@毛の運動、筋肉の運動左どの構成や；運動機構

ﾌ異同についても考察する。

江　橋　節　郎
i岡崎国立共同研究

@構生理学研究所
所長）

単細胞の生物は細胞分裂によって増殖し、多

6 増　殖　と　分化
細胞生物は細胞分裂によって成長し、さらに増

Bする。基本となる細胞分裂の機構とその生物
平　本　幸　男

種による微細な差を考察して、生命機構全体と （放送大学教授）

の関係を考察する。

単細胞生物でも、多細胞生物でも、タンパク
質分子が集合して形成する構造は個々のタンパ

7 構　造　形　　成 ク質に固有の化学構造にもとづいて自動的に作
轤黷驕B多細胞生物では細胞の集合の方式も生 野　田　春　彦

物の形を決定する。これらに内在する原理を考
察する。
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

8 酵　　　　　　素

生物体内の化学反応で共有結合が形成される

ﾆきにはほとんどの場合に酵素が関与している。

ｱの酵素の物質としての性質、作用機構と構造

ﾆの関係などが、どこまで物理化学的に理解で

ｫているかを考察する。

野　田　春　彦

9 ホメオスタ　シス

　生物体内では条件を一定に保とうとする傾向

ｪある。その中で特に物質代謝系に関係する物

ｿの＝濃度を一定に保持する機構については研究

ｪ進んでいるので、それを説明する。

同　上

10 太陽と地球と生物

　現在の地球上では生物界への炭素化合物の取

闕桙ﾝは殆ど全部植物の光合成によっている。

�≒ｬの産物が食物連鎖を通じて動物や菌類を

{っている。その全体像を地球的規模で考察す
驕B

同　上

11
物質代謝とエネル
Mー一代謝

　生命現象の特徴の一つは材料物質が常に流れ

ﾄいることである。流れを作るためにはエネル

Mーが必要である。それらの流れの相互関係と、

ｻの機構を考察する。

同　上

12 遺　　　　　　伝

　遺伝現象の基礎となる分子生物学的機構は全

秤�ｾされているわけではない。染色体とDN
`の関係などをも含めて、分子レベルの考え方

�ﾅきるだけ現象に結び付ける試みをする。

同　上

13 タンパク：質の生合成

　遺伝子の構造として保持されている遺伝情報

ﾌ具体的発現はいろいろあるが、その中でよく

､究されているのはタンパク質の生合成である。

ｻの機構の細目を検討してみる。

同　上

14 分子の進化機構

　永い年月にわたる遺伝子の変化が進化の基本

ﾅあるが、DNAの具体的な構造とその変化の
ﾂ能性を実際の遺伝子の構造と関連させて考察

ｷる。

宮　田　　　隆

i九州大学教授）

15 核酸の構造と機構

1．核酸の所在

Q．核酸の立体構造

R．染色体とDNA
S．核酸のヌクレチオチド配列　　の分析

野　田　春　彦
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

1．遺伝的多型

2．遺伝子の多様性と人種 尾　本　恵　市
16 個人差と人種 3．タンパクからDNAへ （東京大学教授）

多細胞生物の多数の細胞の行動を統制する方
法の一つは神経によるものである。生物が進化 久保田　　　競

17 中　枢神経系
して、その神経の中に中枢神経系が現れて全体
�ﾜとめるようになると生物の行動は複雑にな

（京都大学霊長類

る。人間は言葉を使うことによって更に新しい 研究所教授）

行動様式を開発した。

知能は記憶の基礎の上で働くものであるが、

その記憶というものの本質を考え直す試みをす

18 記憶について
る。 駄大　森　荘　蔵

19 精神　と　生　命

　人間の立場から生命を考えると、精神の働き

ｪ常に念頭にある。山川草木に生命を感ずるの

ﾍ、人間の側から感情その他を移入する結果で

香　月　秀　雄
i元放送大学長）

蛛@森　荘　蔵
ある。その他日常の多くの場合について色々の 野　田　春　彦
面からの考察を試みる。　　　　＼ 伊　藤　公　一

計算機は脳の能力の一部を遂行するものであ

20 自然知能と三三知能
るが、最近の計算機では人工知能と呼ぶことも

ﾅきるような能力を備えるものがある。両者の

芒rから脳の能力に対して新しい見方も現れる

甘　利　俊　一

i東京大学教授）

かもしれない。

旨

鳥類と哺乳i類は侵入する外敵に対抗するため

21 免　　　　　　疫
に、特別な細胞群を用意している。これらの細

E群が多種類の外敵に対して対抗できることの

ｴ理、その際に合成されるタンパク質などにつ

大　沢　利　昭

i東京大学教授）

いて最近の進歩を考察する。

我々の日常生活では、食事の消化と吸収は意

22 消化　と　吸　収
識されないことが多い。もし意識されるように

ﾈると異常が存在する。平常の場合にはどのよ

､に進行しているか、異常になると何が澄かし

橘　　　正　道

i千葉大学教授）

いのかを考察する。

1．思考時の大脳連合軸の活動

考える脳のメカニ 2．大脳の神経回路網 伊　藤　正　男
23

ズム
3．意識と注意 （東京大学名誉教授）
4．　と幻覚

5．記憶の2型
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回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

24 病　　　　　　気

　体の部分について意識するようになると、そ

ｱに何かの異常があることが多い。しかし異常

ｪないのに意識が先行することもある。何を正

墲ﾆ呼び、何を異常と呼ぶかについて考察して

ﾝる。

香　月　秀　雄

25
抗生物質とその効

ｫ方

　薬の中で抗生物質は効力の原理が明らかなも
ﾌである。細菌が如何にして抗生物質を生産す
驍ｩ、抗生物質が相手の細菌の生理作用のどこ
�j害するかを調べてゆくと、生きるというこ
ﾆの分子生物学的な基礎と深く関係しているこ
ﾆが多い。

大　村　　　智

i北里研究所副所長）

26 老　化　と　寿命

　多細胞生物の個体は必ず老化する。加齢によ
驫孖ｯの変化、死亡率など老化の基本データを
泓翌ｵ、老化に関して今までに提出された仮説
�燒ｾし、老化と栄養の関係や寿命の予測など
ｻ在ではまだ答えのできていない問題について
熏l察する。

松　村　外志張
i明治乳業ヘルスサ

Cエンス研究所

@　　　　研究員）

27 臓　器　移　　植

　医療の手段の一つとして故障のある臓器を摘

oして他人から正常な臓器を移植したり、人工

ﾌ臓器を取り付げたりすることが行われる。実

ﾛの方法、功罪、将来の見通しなどを論ずる。

香　月　秀　雄

28 生　　　と　　　死

　人間の意識の中で、自己の死というものは特

ﾙな地位を占める。歴史的な思い込みを取り去
ﾁて、虚心胆壊に考察を試みる。 大　森　荘　蔵

29 物質　と　生命

　地球上の生命の物質的基礎は相当程度明らか

ﾉなってしまった。しかし宇宙のどこかで生命

�¥成するときに、現在地球上にみられる生命

ﾆ同じものだけを考えるので十分かどうかは確

ｩではない。

野　田　春　彦

30
生命とはなにか、

?ﾟて考える

　各方面から考察した生命の本質を再び復習し、

l察の足りなかったところを補い、将来研究す

ﾗき点について論ずる。 同　　　上
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＝　文　学　の　東　西　＝ （R）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：辻　　理（東京大学名誉教授主任講師：芳賀　徹（東京大学教授））〕

全体のねらい
　「文学」や「東西」の意味、日本文学の特質などを検討したのち、主に芳賀講師によっていくつかの

主題に則し、日本と諸外国間の関連と影響関係を比較文学の成果として解明する。後半は西欧諸国・中

国と日本との間に丸いて、対照比較、受容の問題等を論じ、全体として日本文化のアイデンティーを求

める試みとしたい。

回 テ　　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

国文学研究のたあのさまざまな機関　　“国文 芳賀　　　徹

1

「文学の東西」を

ﾟぐる環境（1）

学”研究の変遷　　比較文学比較文化という学

竅@　内気東西”の意味

（東京大学教授）三好行　雄

i大妻女子大教授）
ｬ　山　弘　志

“文学”および （国文学研究資料

“東西”の概念 　　　　館々長）
ﾒ　　　　　理

（東京大学名誉教授）

「文学の東西」を 日本語の特殊性　　叙述についての先人たちの 三　好　行　雄

めぐる環境（2） 苦心　　日本語に規定される日本文学　　文学 小　山　弘　志
2

日本語の特性と文 から日本語への影響 古　田　東　朔
i鶴見大学教授）

学への影響 辻　　　　　理

「文学の東西」を
比較の可能性と不可能性　　米大学で日本文学

�u義して　　比較文学比較文化研究の実際

芳賀　　　藤
a@山　弘　志

3 めぐる環境（3） 文学として謡曲を娘読む” 佐　伯　彰　一

比較と日本文学 （中央大学教授）

『辻　　　　　理

4

比較文学の歴史
u駒場学派」の観

「若くて美しい学問」　　フランス派比較文学

芒r文学「日本派」の形成

芳　賀　　　徹
点から

東アジア比較文学　　「桃源郷」の源流　　桃

桃源郷の系譜（1） 源郷へのアプローチ
5

陶淵明の桃源郷
同　　　上

桃源郷の景観　　平和と幸福の小共同体

6
桃源郷の系譜（2）

激Aジアの理想郷
同　　　上

桃源の詩入、與謝蕪村

7
桃源郷の系譜③
坙{における桃源郷

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

きりしたんとクリ ヨーロッパの思想回状：況

8
スチャン　（1）

ｼ欧キリスト教文

wと日本

きりしたん版一『ぎやどべかどる』と『こんてむ

ﾂすむん地』
加　納　孝　代

i青山女子短期大学助教授）

きりしたんとクリ 「主の祈り」の翻訳文のいろいろ　ブラウンとへ

9
スチャン　（2）

ｾ治時代の聖書と

ボン　新訳聖書の翻訳　旧訳聖書の翻訳　明治訳

喧�ｹ書の文化讃美歌の翻訳 同　　　上

讃美歌の日本語訳

「何どなく」一知的開国への時代の動き　学問の

10
蘭学事始（一）
齔凵@田　玄　白

初心一好奇心、驚きと素直さ　勉学第一歩一視覚

揄�ﾌ重要さ　昭和八年（一七七一）辛卯の春

w解体新書』の成立と洋学の確立

大久保　喬　樹

i東京女子大学
普@教　　授）

新井白石の『’西洋紀聞』

蘭学事始（二）
渡辺華山の『鉄舌小説、鉄舌或問』

11
新井白石と渡辺華山

同　　　上

ヴィクトリア朝英国 はじめに

12
と日本人　　（一）

齊Oつの滞英体験

大英帝国の成立と水晶宮

汨�@吉のイギリス

v米邦武のイギリス

川　西　　　進

i東京大学教授）

岩倉視白白の英国像
ヴィクトリア朝英国 夏目漱石のロンドン留学

13 と日本人　　仁） 芳　賀　　　徹

一岩倉使節団から
夏目漱石へ

はじめに

住まいの詩（→ 贔の宿
14

住まいの夢想史
日本詩歌のなかの住まい 同　　　上

住まいの「人柄」　母のいる場所一D・H・ロレ

住まいの詩（⇒ ンス住まいの風景一W・C・ウイリアムズ 川　本　皓　嗣
15

英米詩と住まい
都会の憂欝一T・S・エリオット

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

わが国における『毛詩』大序の受容

中国と日本（1） わが国における白楽天の受容 竹　田　　　晃
16

平安朝に澄ける漢 （東京女子大学教受）

文学受容の一側面

中国の神話　六朝の小説　志人と志怪

17
中国と日本（2）

唐宋の伝奇　宋以後の小説
尾上　兼　英

中国小説の流れ （東京大学教授）

ロシアとソ連
ロシアと日本（1） ロシア文学受容のはじまり 川　端香男里

18 ロシア文学の近代 トルストイからドストエフスキイへ
（東京大学教授）

日本文学への影響

19

ロシアと日本（2）

鴻Vア文学と日本

ｶ学一

日露両文学の誕生

鴻Vアと日本の「近代化」

ｶ：壇とジャーナリズム 同　　　．上

対比的考察

フランスと日本（1）
問題の所在

坙{に澄けるフランス演劇の受容一概観 渡　辺　守　章

20 フランス演劇と日 翻案から翻訳へ一近代化の歴史の成層 （東京大学教授）

本演劇 1「人生の一断片」一日常生活の心理と言語

大いなる不在一クローデルのこと

フランスと日本（2）
シャルル・ボードレール　　蒲原有明

旧ｴ朔太郎　　「韻文」と「散文」
阿部　良　雄
i東京大学教授）

21 フランスと日本の フランスの散文詩　　日本の散文詩

散文詩 井　戸　桂　子

（元放送大学助教授）

ソネットの成立

イギリスと日本（1） イギリス式ソネット

22
ソネットの受容

イタリア式ソネット

¥ネットの創作と翻訳
川　西　　　進

立原道造の場合

ワーズワスと日本人の感性一その相似点
イギリスと日本（2） ワーズワスと芭蕉との相違

23 二つの自然観一一
「ネイチャー」と「自然」との差異

潤[ズワスの場合　　芭蕉の場合

上　島　建　吉

i東京大学教授）
ワごズワスと芭蕉 「愛する」と「好き」との違い

’西欧的自然観と東洋的自然観
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回 テ　　一　　　マ 内　　　　　　　　容 担当講師
i所属・氏名）

ピューリニタンの自然観

アメリカと日本（1） 十八世紀の自然観 島　田　太　郎

24 　　　　　　　　　ρ
喆ﾄの自然観

アメリカン・ルネサンス

¥九世紀末の自然観
（東京大学助教授）

自然の運命

文明と自然の根元的な対立

アメリカと日本（2） アメリカ独自の自然体験

25 L楽園と荒野一 歴史のドラマを描いた小説家クーパー 渡　辺　利　雄i

アメリカの自然を
（東京大学助教授）

めぐって

ドイツと日本（1） ゲーテの重荷　　ハイネの白眼　　カフカのゲ

一ゲーーテー 一テ観　　ゲーテとドイソ・新渡戸稲造

26
『若きウェルタ

古典の永遠性　　スキャンダルとも言える影響翻訳の功罪

辻　　　　　理

一の悩み』

ドイツと日本（2） 終末か発端か　　生い立ちと作品　　プラハの
覧

一フランソ・カフ
町とユダヤ人　　書くことと女性　　父の圏外

27
カー三つの冒頭

での死　　文体上の問題　　作品『変身』

黷闔閧ﾆは　　作品『審判』　　作品『城』
同　　　上1

小説の読者

28
スペイン　と日本
wドン・キホーテ』

十六世紀の小説

茶hン・キホーテ』

hン・キホーテと読むこと

桑　名　一　博

i東京外語大教授）

と近代小説の誕生 『ドン・キホーテ』はどう読まれてきたか

小説の隆盛

中南米と日　本 フワン・ルルフォの『ペドロ・パラモ』

29 現代のラテン・ ガルシア・マルケスの『百年の孤独』 同　　　上
アメリカ文学 ヵルペンティエールの『失われ：た足跡』とパル

ガス・リョサの『緑の家』

アラブ・イスラム世界と日本

アラブと日本 日本近代史とアラブ文学

30 一文学作品にみる 説話文学への関心 杉　田　英　明

相互イメージ
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＝高齢化社会の生活と福祉＝（R）

〔圭三雲二二麦灘突拳繋〕

全体のねらい
　高齢社会の到来を目前にして我が国の社会全体が大きな変革を迫られている。本講義は来るべき高齢社会
の厳しい現実を把握すると共に、高齢者の個人生活に関する諸問題、家族の生活様式の変化、ついで社会構
造の変遷について総合的に論じ、高齢化社会に対応した生活設計を考える。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

執筆担当

u師名i所属・職名）

1 来るべき高齢社

　人口の高齢化がかってないスピードで進みつつあるのに

ｺって、社会全体が大きな変革を迫られている。本講義は
?驍ﾗき高齢社会の厳しい現実を把握すると共に、高齢者
ﾌ個人生活に関する諸問題、家族の歯活様式の変化、つい
ﾅ社会構造の変遷について総合的に論ずる。合理化された
w諶ﾐ会を設計しようとするとき、日本の伝統的慣習に由
?ｷる人の情動機構との間にジレンマが起こるであろう。

w諶ﾐ会における三訂設計を考え、問題を提起する。第1
ﾍでは高齢化社会に適応するための前提としての個人的、
ﾐ会的要因を中心に述べることとする。

鬼頭昭三
i放送大学
ｳ授）

鬼頭昭三
i放送大学
ｳ授）

2 社会構造の変化

　諸外国に例を見ない速度で高齢者人口の比率が増大す
骭級ﾊ、我が国の社会構造全体が大きな変革を迫られてい
驕B各種の統計資料をもとに予想される地域社会や家族構
ｬの変化、各種の疾病や障害の増大について解説する。　　　　　　　　　　　　　　　　　、

大久保孝治
i放送大学

赴ｳ授）

大久保孝治
i放送大学

赴ｳ授）

3 経済構造の変化

　高齢者が増加するに従って個人、家族、社会等のレベル
ﾉわたって様々な費用負担の増加が予想される。これらの
薗Sが生産、消費、分配などの経済構造にどのような影響
�^えるかを考察する。

坂井素思
i放送大学
赴ｳ授）

坂井血忌
i放送大学
赴ｳ授）

4 高齢化社会にお

ｯる福祉環境

　高齢社会に干ては、人びとの歯活状況、生活意識及び、

ﾁに高齢者をめぐる家族構造の変化が予想される。その変
ｻの実態を探り、そこに生ずる福祉課題に取り組む福祉政
�A行政の現状分析とともに、人びとの生活を取りまく福
リﾂ境の問題点を探る。

仲村優一
i放送大学
ｳ授）

仲村優一
i放送大学
ｳ授）

5 心理的特性

　老年期の生理的、身体的特徴、知的機能、情動および性
iなどについての最近の研究を概観し、老年期という時代の特徴を、そこに至までの経過を踏まえっつ考えてみる。

星　　薫
i放送大学

赴ｳ授）

星　　薫
i放送大学
赴ｳ授）

6 精神的特性

臨床心理の面から高齢者の一般的な毛理特性を解説し、

Q、3の臨床事例をもとに高齢者に固有の精神構造を考察
ｵ、終末を迎えた高齢者の新たなる出発としての心の安定
ﾉついて考える。

織田尚生
i甲南大学
ｳ授）

織田尚生
i甲南大学
ｳ授）

7 身体特性と健康

ﾇ理

　高齢者の身体的特徴は、言うまでもなく、肉体的老化、

黷ﾉ外見的老化であるが、20歳からの継続的な老化プロセ
Xの延長上にあるもので特別のメカニズムがあるわけで
ﾍない。一方、高齢者の自立のための第一要件は健康であ
閨A老後の健康は青年期、成人期からの生活習慣によるところが多い。健康診断では40歳以降、なんらかの異常値を

ｦすことが多くなり、老年期に入って以上を示す項目の数が急激に増える。健やかな老後のための若い時代からの生

鬼頭昭三 鬼頭昭三
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執筆担当 執筆担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

高齢者と成人との間には生物学的な境界は無く、社会
的分類に過ぎない。従って高齢者に特有な疾病は存在しな
いが、癌、虚血性心疾患、脳血管障害、アルツハイマー型
老人痴呆は先進国における四大死因である。これらの疾病

8 高齢者の疾病 は治癒しにくいことのみでなく、特に後二者はいわゆる 鬼頭昭三 鬼頭昭三
Slowly　Dying　Diseasesとして周囲に与える影響も大きい。
他にパーキンソン病も中年以降の疾病として高い頻度を占
めている。また高齢者ではいくつもの疾病を同時に持って
いることが多い。

加齢と身体障害とは不可分の関係にあるといえる。事実、
身体障害と介護 身体障害者人口の約60％は、60歳以上の高齢者で占められ 三ッ木三一 三ッ高高一

9 （1）一身体障害の ている。加齢に伴う様々な身体症状、身体障害の状況、特 （放送大学 （放送大学
特性一 性について考察するとともに、身体障害者の老化について 教授） 教授）

も検討する。

身体障害を持つ高齢者の生活、人生の質を向上させるた
身体障害と介護 めには、個々のニーズに基づいた援助の手立てが必要であ

10 （2）一介護と福祉 る。家庭、あるいは福祉施設における生活上の配慮と介護 同上 同上
機器一 のあり方を考察するとともに、自助具、介護用具の効果的

な利用についても検討する。

服装の快・不快の要因を、加齢による体温調節機能や運
1
1

衣生活（1） 動機能などの変化を考慮にいれながら、衣服の品質、着装
着衣の快適性 法などの面から考察する。 酒井豊子 酒井豊子

近年、寝具の種類が著しく多用化している。快適な睡眠
12 衣生活（1） と休息を確保するための寝床の条件とその管理法について

寝床の快適性 考察する。病床や万年床についても考えて見たい。 同上 同上

加齢に伴う老化現象の進展や寿命は、食生活と密接な関
係があると言われている。高齢者の食事について、必要と

13 高齢者の食歯活 される栄養と、何をどれだけ食べたらよいかを中心に解説 今井悦子 今井悦子
（1）栄養と献立 する。また、老人に多い疾患に対する食事面での対策につ （放送大学 （放送大学

いても触れたい。 助教授） 助教授）

老化に伴い、身体機能が低下するだけでなく、種々の障
高齢者の食生活 害を持つ人も多くなる。高齢者の食事の調理および介護に

1
4

②調理と食事 ついて、一r般的な留意点を解説すると同時に、障害を持つ 同上 同上
介護 人々に対する特別な配慮という面からも述べる。また、高

齢者の食生活を、家族との係わりという観点からも考えて
みたい。

高齢社会に向かう社会変動の中での家族・世帯構造の推
移と変化の様相を明らかにする。特に、家族関係と家庭内

15 家族の変動 役割構造の変化が、高齢社会における家族の生活にどのよ

､な影響をもたらしたかについて、重点的に究明する。
大久保孝治 大久保孝治
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回 テ　一　マ 内、　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

執筆担当

u師名i所属・職名）

16 形成期の家族

　我が国の急激な出生数の減少は、出産年齢の女子人口の
ｸ少、晩婚化、出産と就労の両立、住宅事情、結婚観の変
ｻなどの影響とされている。出生数回1少の背景と、子ども、

ﾆ庭、地域、あるいは高齢者への影響を分析する。
古谷博
i放送大学

ｳ授）

古谷博
i放送大学

ｳ授）

17 増大期の家族

子どもの養育、老人の介護に関する家庭機能の弱体化は、
ｻ在の核家族、小家族には必至である。長寿社会における

qどもの健全育成、家庭生活への支援、生き甲斐のある生
?ﾌ質の向上のための地域づくりが急務である。

同上 同上

18 減少期の家族

　この時期の世帯主は社会の中核として活動し、家族との
�ｬを持つ時間が少なくなる傾向が強い。その結果単身赴
Cやマルチハビテーションと言った言葉に代表されるよう
ﾉ子供が巣立っ以前に家族の分解が加速されている。減少
冾ﾌ家族を中心に現在我が国の家族に見られる病理的な現
ﾛを取り上げる。

大久保孝治 大久保孝治

19 消滅期の家族

　高齢社会を迎える中で伝統的に我が国に多く見られる三
｢代世帯は今後とも主要な家族形態として残って行くもの
ﾆ思われる。しかしながらその内容は生活様式の変化に対応して変わりっっあり、新たなる家族像の確立が求められ

ﾄいる。三世代同居を中心に高齢者世帯における家族のあ
阨福ﾉついて考える。

本間博文 本間博文

20 介護と福祉 山田知子
i放送大学

u師）

山田知子
i放送大学

u師）

2
1 住宅事情 同上 同上

22 住生活の現状
ｫ来

我が国の住宅は高齢者にとって決して住みやすいものではない。すまいがどのような障害を高齢者にもたらしてい

本間博文 本間博文

23 社会関係

　高齢社会における人びとの社会生活の変化がコミ出潮ティの社会関係にどのような変化をもたらすか。特に、増大する高齢者世帯、ひとり暮らしの高齢・障害者等がコミュティの社会関係を保って地域で自立的に生きる生活システムをどう構築するかを考察する。

大久保孝治 大久保孝治
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

執筆担当

u師名i所属・職名）

24 経済構造

　高齢者の増加は経済問題のうちとりわけ分配問題に深刻
ﾈ影響を与えると考えられる。社会的な負担増を誰が担う
ﾌかという問題である。この章では高齢化社会のあるべき
o済システムについて考えたい。

坂井素思 坂井三思

25 福祉政策・福祉

s政

　第一部で見た人びとの社会生活における諸変化に伴う福
ャjーズの増大、複i雑多様化に対応する福祉政策・福祉行
ｭの課題を探る。特に、福祉関係法制の変化と国・地方自

｡体の福祉課題への取り組みにおける問題点を明らかに
ｵ、そのあるべき方向を追究する。　　　　　・

仲村優一 仲村優一

26 福祉環境

　高齢者の生活の諸側面に発生している様々な生活問題、

ｽとえば介護の問題や生活保障の問題、住宅問題、家族・
ﾐ会関係における高齢者の孤立、孤独の問題などを取り上
ｰ、厳しい環境におかれている実態を紹介する。そしてそ
黷轤ｪ稿齢期だけの問題にとどまらないことを明らかにす
驕B

山田知子 山田知子

27 福祉施設とまち

ﾃくり

　高齢者を対象とした福祉施設は、各種老人ホーム、老人
沁ャZンター、老人保護施設など多種多様で、高齢化に伴
ﾁて増加の一途を辿っている。福祉のまちづくりも、全国
e地で推進されっっある。高齢者を配慮した社会的な虫活
�ﾔの現状、あり方について考察する。

三ッ両両一 三ッ幽幽一

28 福祉サービス

社会福祉のサービスとして高齢者の生活を支えるものに
ﾇの愚なものがあるかを概観する。施設福祉と在宅福祉を
ﾎ置概念としてとらえるのではなく、また保健医療との連
gの中で新しい意味のサービスのあり方を考える。その
ﾛ民間団体の実態にもふれ、社会福祉の公私関係を検討す
驕B

山田知子 山田知子

29 余暇活動

　高齢化社会における自由時間の構造的変化を概観する。

ｻ在の高齢者の余暇活動の実態とその問題点を明らかにす
驕B高齢期の余暇活動の規定する要因は何かを探り、創造
Iで充実した高齢期を迎えるための条件を社会とのつなが
閧ﾌ中で考える。

一番ケ瀬

@康子i日本女子

蜉w教授）

一番ケ瀬

@康子i日本女子

蜉w教授）

30 高齢社会の生活

ﾝ計

　高齢社会における生活上の諸問題は単に高齢者の問題に
ﾀ定されるものではなく、出生率の低下、労働力の高齢化
ﾈど我が国の産業基盤や、社会環境全般に関わっており、

ﾆ族のライフステージの各段階において新たなる生活像の
m立が要求される。本章においては三章において個別に述べられた問題を高齢社会における生活設計という視点で総

∮Iに捉え、問題解決の指針を探る。

本間博文 本間博文
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’

　　＝：子供の世界＝（TV）

〔圭縢離心糠録縫　三三淺〕

全体のねらい
子供の内部世界と外部環：境の両面にわたって、様々な方法論によってアプローチする。子供の世界を既知

のものとしてとらえるのでなく、探求の対象として設定する。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

全体への導入、子供を理解することの難しさ

1 子供の世界への 宮澤康人 宮澤康人
探検 （放送大学 （放送大学

教授） 教授）

子供へのまなざしの成立とその後、児童心理学研究史、 宮澤康人 宮澤康人
身体面への注目、子供をとりまく環境の重視、発達のエコ

2 子供研究の歩み ロジー 星　　薫 星　　薫
（放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

動物にとって子供とはどういう存在か
動物の子供は環境をどのように認知し、どう行動するか

3 動物の子供とそ 今福道夫 今福道夫
の世界（1） （京都大学 （京都大学

助手） 助手）

哺乳類の子供の行動様式

4 動物の子供とそ 同上 同上
の世界②

母胎は子供にとってどういう環境なのか、誕生後の環境
とどう違うのか 古谷博 古谷博

5 母胎という世界 （放送大学 （放送大学

教授） 教授）

子供の身体とそれをとりまく物理的環境（光空気、水、
栄養など）

6 子供の身体 同上 同上

子供にとって母とはどういう存在か、母にとって子供と
は何か、両者の相互作用 三宅和夫 三宅和夫

7 母子関係の中の （川村学園 （川村学園

子供 女子大学 女子大学
教授） 教授）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

子供にとって父とはどういう存在か、父にとって子供と
は何か、両者の相互作用

8 父子関係の中の 三宅和夫 三宅和夫
子供

大人とはちがう子供の欲望や感情とその発達

9 子供の欲望と感 同上 同上
情

子供の欲望や感情における正常と逸脱とは何か

10 子供の情緒的障 同上 同上
宝
口

大人とはちがう子供独特の思考方法とは何かとその発達

1
1

子供の論理と思 野呂正 野呂正
考方法 （宮城教育 （宮城教育

大学教授） 大学教授）

子供の思考における正常と逸脱とは何か

i2 子供の知的障害 同上 同上

母と父だけでなく兄弟姉妹もふくめて、一つのシステム
としての家族が子供にとってもっ意味

13 家族という世界 磯貝芳郎 磯貝芳郎
（東京学芸 （東京学芸

大学教授） 大学教授）

幼児にとって家族の外の人間関係がもつ意味

14 保育所・幼稚園 野呂正 野呂正という世界

家族とはちがう学校の人間関係、教師とは子供にとって
どういう存在か、学校が提供する文化財が子供にとっても

15 学校という世界 っ意味 磯貝芳郎 磯貝芳郎
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

家族の外の人間関係が子供の発達にとってもつ意味

16 仲間集団と子供 住田正樹 住田正樹
（九州大学 （九州大学

助教授） 助教授）

家族、学校、地域社会、友人・仲間関係などを全体とし
て生態系としてとらえる視点の必要性とその方法

17 子供の生態系 磯貝芳郎 磯貝芳郎

思春期以前の子供にとって性差とはなにか、子供はどの
ようにして異性イメージを形成するか

18 子供の性差と異 高橋たまき 高橋たまき
性意識 （日本女子 （日本女子

大学教授） 大学教授）

児童労働が普通だった社会と消滅しっっある社会、高度
消費社会における子供にとって仕事の意味、ハイテク技術 宮澤康人 宮澤康人

19 仕事の世界と子 革新時代において労働を教えること 岡崎友典 岡崎友典
供 （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

子供の遊びの心理

20 遊びの世界と子 高橋たまき 高橋たまき
供1

子供の遊び文化

2
1

遊びの世界と子 住田正樹 住田正樹
供皿

活字文化の世界に子供はどう入っていくか、その世界が
もつ意味 本田和子 本田和子

22 本の世界と子供 （お茶の水 （お茶の水

女子大学教 女子大学教
授） 授）

活字文化と対比して映像文化が子供にもつ意味

23 映像文化と子供 同上 同上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

過疎化社会などとの対比のなかで大都会という環境が子

供にもつ意味

24 大都会の中の子 岡崎友典 岡崎友典
供

外国に行くこと、帰ること、外国人と接する体験が子供

に与える影響 藤田真理子 藤田真理子

25 子供の異文化接 （相愛大学 （相愛大学

触 助教授） 助教授）

現代日本の子供の生活と対比して原初社会の子供はどう

いう生活をしているか

26 原初社会の子供 同上 同上

子供の権利をはじめ、子供に関する法的環境は子供に何

をもたらすか 森田明 森田明
27 子供をめぐる法 （お茶の水 （お茶の水

的環境 女子大学助 女子大学助
教授） 教授）

子供に対する種々な福祉施設等は子供にとってどういう

環境を提供しているか

28 子供の福祉の実 同上 同上
態

日本と世界の人口動態の中で大人と子供の世代間関係は
どうなるのか。地球環境危機の中で生きる未来世代 宮澤康人 宮澤康人

29 人口動態と子供

岡崎友典 岡崎友典

全体のまとめ、様々なアプローチの方法論の確認

宮澤康人 宮澤康人
30 子供の世界の展

望 星　　薫 星　　薫
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＝現代社会と産業・技術＝（TV）

〔主任講師　黒澤一・清（放送大学教授）〕

全体のねらい
産業・技術が現代社会の諸問題と密接に関わっていることをいくつかのテーマによって示し、その諸問題

に対して産業・技術がいかなる対応と展望を有しているか、あるいは検討すべきかについて科目横断的に論
じる。またそこで提起された問題の考察を通じて、専攻書論のテーマに役立てる。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

1 現代産業・技術

ﾌ光と影

　技術の本質・形態及びその運用をいかに考えるか、産業と企業の在り方をいかに考え、その改築と経営をどのように展開することができるか。これらをめぐる関連諸科学の

ｫ界領域の構造を考える

黒澤一一清
i放送大学

@教授）

黒澤一清
i放送大学

@教授）

2 科学技術協力の
薄竭

　政府の国際開発協力の一環として行われている先端科学と工業・農業・保健医療など社会開発における技術協力の

ｻ状を述べ、今や世界第一位の援助国となった我国の協力
ﾌ制の問題点と課題について検討する。

海田能宏
i京都大学

@教授）

海田能宏
i京都大学

@教授）

3 日本の国際化と

Aジアー西太平
mの時代

　西太平洋地域の高い経済成艮の背景はなにか、政策、経
ﾏ、産業、技術など一般的実情について講義をする。 渡辺利夫

i東京工業
蜉w教授）

渡辺利夫
i東京工業

蜉w教授）

4 産業・技術の国

ﾛ問題

　地球環境保全は国際的産業・技術の問題である。その対応について材料技術の面から考える。さらに製品の安全性については製造物責任への認識が重要であり、それへの諸

O国の現状について講義する。

東　千秋
i放送大学

赴ｳ授）

東　千秋
i放送大学
赴ｳ授）

5 適正技術とは何

ｩ

先進国から発展途上国にもたらされる先端技術がどのよ
､な結果をまねき、その反省として、どのような経緯のも
ﾆに適正技術という考え方が提唱されるようになったのか、

ｻの起源をたどる。また適正技術をめぐるいくつかの異な
ﾁた考え方を紹介する。

新津晃一
i国際基督

ｳ大学教授）

新津晃一一
i国際基督

ｳ大学教授）

6

適正技術導入の

迫ﾌ域と導入を
ﾟぐる諸問題

適正技術という考え方はさまざまな技術領域に導入され

ﾄいる。ここでは主として発展冷血国における導入状況と
ｻの効果にっき考察するが、同時に先進国における導入例などについても概観する。

同上 同上

7 適正技術と自然

ﾍボート

　開発途上国において、太陽熱、河川のエネルギーなどの
ｩ然エネルギーを使い、そこに住む住民が自ら運営、管理、
C理ができ、しかも自然破壊のないような技術は適正技術の一例である。ここでは、ネパールの川の流れを使用して

?�nったり湖のぼる自然力ボートの開発について述べる。

小川月一
i東京電機

蜉w教授）

小川鑛一
i東京電機

蜉w教授）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

8 技術革新の目標

多方面に拡大しっっある科学技術の現状と、開発途上国
站､産圏が大きく変わりつつある社会的現状を基礎にして、
錘挙Iに眺めた時の技術革新の目標を考える。それに沿っ

ﾄ技術の各分野の相互関係を整理する。

滝口利夫
岺卵蜉w
@教授）
蜥J杉郎
i東海大学

@教授）

滝口利夫
i放送大学

@教授）
蜥J杉郎
i東海大学

@教授）

9 研究の社会的分

ﾆと協力

個性的萌芽的研究を大学で、実用化研究を企業で、長い
匇ﾔや大きな資金を要する基礎的な技術開発を国の力で行
､のが分業で、それらの協力がいかに順調に実現できるか
ｪ問題である。また学問に国境はないが、技術には国籍が
?驕B国際的協力は国籍のある技術を軸に動く。その中で

ﾌ個人の役割を考える。

大谷杉郎 大谷一匹

10 技術教育のあり

創造的な技術者教育は三つの要素かある。専門分野での
ﾈ素で夢のある童話を書ける能力、体系的な知識、職人芸
Iな手腕、これら三要素を兼ねた人が一流、いずれか二つ
ﾈら二流、一つは三流で、何もなければプロではない。こ
黷轤�{成するためには、成功と失敗の経験をいかに踏ま
ｹるか、人間への興味をいかに深めさせるかが重要になる。

同上 同上

1
1

産業構造の変化

ﾆ企業活動

サービス経済化、技術融合化、情報化は互いに結合しな

ｪら、あらたに業際化など産業構造を大きく変化させてい
驕B需要面の多様化は需要・生活・社会の構造的変化へと

g及し、生産面ではFMSなど生産・立地構造・企業組織
竓驪ﾆ間組織の変革が見られる。

磯部浩一
i聖学院

蜉w教授）

磯部浩一
i聖学院

蜉w親受）

12 情報と本社立地

本社立地に影響を与える要因は種々のものがあるが、そ
ﾌなかでも情報要因は特に強い影響を与える。この情報要
��驪ﾆ内部的なもの、外部的なものに分け、本社の立地

I性格について論じる。

藤本義治
i名古屋

s立大学
赴ｳ授）

藤本義治
i名古屋

s立大学
赴ｳ授）

13 情報と工場立地

工場立地には労働費、輸送費などの立地因子のみならず

﨣�v因も強く関与するが、この情報要因と工場立地との
ﾖ連について述べる。 同上 同上

1
4

者肺開発におけ

驛pートナーシ
bプの形成

都市再開発プロジェクトの成否の鍵を握るのは、参加メ
塔oー相互の協力関係（パートナーシップ）の形成である。
pートナーシップの形成のための参加メンバーの役割分担、

?p負担、成果分配、合意形成などについて、具体的事例
�烽ﾆに考察する。

深海隆恒
i東京工業

蜉w教授）

rﾒ秀興
i放送大学

赴ｳ授）

深海隆恒
i東京工業

蜉w教授）

rﾒ秀興
i放送大学

赴ｳ授）

15 住民参加による

ﾜちづくり

計画案への単なる投票機能としての住民参加ではなく、

ﾚ的形成、計画作成、実施過程に関わりを持つ創造型住民
Q加が必要になってきている。その必要性の背景、参加形
ﾔ、「場」づくり、プランニングの専門家の役割などにつ
｢て、可能性と問題点を考察する。

同上 同上

一758一



回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容
執筆担当

u師名i所属・職名）

放送担当

u師名i所属・職名）

16 地域開発と協力

Qームの理論

複数の地域集団が一つの地域開発プロジェクトを共同で
ﾀ施する時、相互の協力関係が成立するための可能性の必
v条件を「協力ゲームの理論」の立場から考察する。単に
攪_の応用ではなく、具体的事例をもとに理論の組み立て
ﾌ発展をも促す。

林　亜夫
i筑波大学

@講師）
rﾒ秀興
i放送大学

赴ｳ授）

林　亜夫
i筑波大学

@講師）
rﾒ秀興
i放送大学

赴ｳ授）

17

現代産業社会に

ｨける農業の役

　農業には、単に食料の供給という役割だけでなく、国民
o済や地域経：済の安定的発展という経済的役割、生態系お

謔ﾑ生活環境の保全という役割、社会的・文化的役割な
ﾇ、きわめて多面的役割が期待される。

祖田　修
i京都大学

@教授）
n部忠世
i放送大学

@教授）

祖田　修
i京都大学

@教授）
n部忠世
i放送大学

@教授）

18 現代における農

ﾆ経営の諸相

　国際的にみた日本の農業経営の特徴を明らかにすると共
ﾉ、最近における日本の農業経営の変貌を、農業従事者の
ｮ向、規模拡大の動向、新たな経営形態の登場と組織化の
ｮ向に焦点をあてて考察し、家族農業経営の時代は終焉し
ｽのかどうか、を考える。

藤谷築次
i京都大学

@教授）

n部忠世

藤谷築次
i京都大学

@教授）

n部忠世

19 農業技術の発展

ﾆ課題

伝統農業の中核をなす技術（表土保全、輪作、地力維持）

ﾉついて生態学的考察を行い、その発展段階を論じる。さ
轤ﾉ、工業技術に依存した現代農業（稲作、養液栽培、組
D培養、果樹栽培）の生産性と安定性を検討し、永続的な
ｶ産技術のあり方を問う。

津野幸人
|取大学
@教授）

n部忠世

津野幸人
}取大学
@教授）

n部忠世

20 ファジィ理論の

lえ方と方法

　ファジィ理論は、人間の概括的な知的清報処理過程を表
ｻする一つのモデルを与えているが、このようなファジィ
攪_の考え方や方法を説明し、併せて例題による演習を加
ｦて理解を深め、さらに応用への手かがりを示す。

浅居喜代治
i大阪工業

蜉w教授）

浅居喜代治
i大阪工業

蜉w教授）

21

ファジィ理論の

l間・社会・自
Rへの応用

　ファジィ理論による人間の知能のモデルが、人間の行動、
o営や生産の計画・管理、社会の意識調査、気象・地震の
¥測、植物の成長などの諸問題に応用できることを説明し、
ｱれらについての研究の現場を紹介する。

同上 同上

22

ファジィ理論の
ｧ御および情報への応用

　ファジィ理論による論理、特に推論のモデルが、自動制
艪竢﨣�ﾈどの分野に利用できることを説明し、家電製品・カメラ・クーラー・自動車・列車・各種エキスパートシ

Xテムなどの実用化例を紹介する。
同上 同上

23 エントロピーと

ﾇ理技術　q）

少ない市場情報を最大限有効に利用し、市場の内部構造
�ｪ析するのにエントロピー一・モデルによる手法がある。

ｱのモデルに基づく消費者の購買行動とサービス窓口での
旧羡I択行動の分析法について講述する。

太田　宏
i大阪府立

蜉w教授）

太田　宏
i大阪府立

蜉w教授）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

エントロピーの拡張概念にKullback－Leibler（K－L）’情報

量がある。ここでは、このK－L情報量に基づく製品の品質
24 エントロピーと 検査のための抜き取り検査法と作業者の作業熟練度を評価 太田　宏 太田　宏

管理技術　　（2） するための判別法について解説する。

工場で行なわれているオートメーションの実情を説明す
コンピュータに る。まず機械とエレクトロニクスとの融合技術の発達の歴 橋本文雄 橋本文雄

25 よる自動生産シ 史を講述し、数値制御の機械や無人運搬者などの自動化機 （大阪工業 （大阪工業

ステム　　　（1） 器、それらを統合した自動化生産システムを解説する。 大学教授） 大学教授）

パーードウエア

生産活動における情報処理について説明する。コンピュ
コンピュータに 一紙遠洋説係・生産や自動化された生産設備がどのように

26 よる自動生産シ 管理され、運営さているかなど、製品を生産するための最 同上 同上
ステム　　　（2） 近の情報技術の進歩を解説する。

ソフトウエア

日本的経営の在り方のうちから、現代マネジメントの原
日本的経営の課 理と実践の基本方針を探る。まずは日本の産業の近代的発

27 題 達の史的課程において、日本文化が果たしてきたその役割 黒澤一清 黒澤一清
組織的性格とそ を画時代的に浮き彫りにしてみる。

の改革　　（1》

日本的経営の諸特徴の積極面と消極面とを、経営組織の
日本的経営の課 構造と機能の解明によって明らかにし、これの将来への実

28 題 践課題を提起する。現代マネジメントの原理とその実践へ 同上 同上
組織的性格とそ の、日本の経験からする一つの提案である。

の改革　　②

世界の工業経営の進歩；テーラーシステム、フォードシ

ステム、品質・コスト・時間管理の進歩、加工と管理の自 熊谷智徳 熊谷智徳
29 日本の工業経営 動化進歩。工業の変化；工業品の国際ライフサイクル、製 （放送大学 （放送大学

の発展と将来（1） 品の市場期による変化。 教授） 教授）

日本の生産経営の世界的進歩；TQC，　J　I　T，　TPMへの発展。

日本的特質と背景；全員参加、精練技術、実践技術。日本
30 日本の工業経営 の生産行動特質のルーツ。将来課題；高位文明社会への工 同上 同上

の発展と将来（2） 業経営の課題、第三次性能の構造と思想。
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＝人間を考える＝（R）

〔主任講師：祖父江孝男（放送大学教授）〕

全体のねらい
　「人間の探求」の専攻領域は、通常、人文科学と呼ばれるが、この領域は更に哲学、美学、史学、文学＼
文化人類学等々の諸分野に分かれている。これらの異なった分野がそれぞれの立場から真善美、創造、自然，

超越者、コミュニケーション、技術・情報といった諸問題をとりあげ、学際的なアプローチを通して、人間
および人間社会・文化を考えてみようというのがこの講義のねらいである。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

人間についてのさまざまな基本的問題を人文科学諸分野
の立場から学際的にとりあげるにあたり、まず人文科学の

1 は　じ　め　に なかはどのように分類されているのか、各分野の特色とそ 祖父江孝男 祖父江孝男
の相互関係および歴史的背景について概観する。 （放送大学 （放送大学

教授） 教授）

芸術の真理（真実）と言われるが、その際、真理という 青山昌文 青山昌文
真・善・美 語でどのようなことが理解されているかを考察しっっ問題 （放送大学 （放送大学

2 （その1；美の 点を明らかにしたい。また美と真の関係などを、アリスト 助教授） 助教授）

基準） テレスの所説など紹介しながら考える。 久保光志 久保光志
美と真 （東京女子 （東京女子

大学教授） 大学教授）

一方では美学の立場から、美の多様性と普遍性の問題を
ヴォルテールやマルローなどの所説を紹介しながら考え、 祖父江孝男 祖父江孝男

3 同　　　　上 他方では文化人類学の立場から、民族により時代により、

美の規準が如何に大きく変わるかについてとりあげる。 青山昌文 青山昌文
文化と美

現代芸術は、単に新しい様式を生み出したばかりではな 篠原資明 篠原資明
同　　　　上 い。それは、従来の芸術創造観とは別な観点に立脚し、新 （東京芸術 （東京芸術

4 たな「創造」の可能性を追及する知的冒険でもある。 大学講師） 大学講師）

現代芸術と古典 庄野進 庄野進
芸術；歴史的視 （国立音楽 （国立音楽

点から 大学助教授） 大学助教授）

婆娑羅（ばさら）とは室町時代に流行したことばで、遠 松岡心平 松岡心平
同　　　　上 慮なく振舞う、派手に飾り立てる、しどけなく乱れるなど （東京大学 （東京大学

5 の意味を持つが、この観念を中世文学の立場から、および 助教授） 助教授）

婆娑羅を中心と 美学の立場からとりあげる。 青木孝夫 青木孝夫
して 　　＿寵ノ　一　「@河　　一’　一

Qノ
（広島大学 （広島大学

助教授） 助教授）

美と善の関係の問題などを、プラトンやアリストテレス 戸沢義夫 戸沢義夫
真・善・美 の所説などを紹介しながら考え、また善と美を根拠付ける （群馬県立 （群馬県立

6 （その2； 概念（ジャンケレヴイッチ）としての「シャルム（魅惑）」 女子大学教 女子大学教
善と悪） とは何かについても考える。 授） 授）

善悪と美 青山昌文 青山昌文
善悪とは黒白のように対立して存在するのか、善自体が

同・　　上 存在しうるのか、といったことから考えていく。また善悪 祖父江孝男 祖父江孝男

7 の規準は民族によりさまざまに異なるが、その問題を文化

人類学ではどう考えているか、歴史的に概説する。 浜田悔子 浜田拘子
善悪の基準 （関東学院 （関東学院

大学教授） 大学教授）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

真・善・美 医学が進展した現状を前提にして、人間がいかにあるべ 浜田量子 浜田骨子
（その2； きかという問題を改めて根本的にとりあげる。また文化・

8 善と悪） 社会が異なるとともに生命倫理の考え方が異なってくる事 浜弓恵美子 浜平恵美子
実についても医療人類学の立場からとりあげる。 （九州芸術 （九州芸術

生命倫理をめぐ 工科大学教 工科大学教
って 授：） 授）

神の問題を論じながら人間の通俗性を描くことにも腐し・ 金沢美知子 金沢美知子

同　　　　上 し続けたドストエフスキイの深い洞察力に触れる。またぺ （放送大学 （放送大学

9 トラシェフスキー事件により逮捕され、死刑の宣告を受け 助教授） 助教授）

た彼の状況について考察する。 阿部玄治 阿部玄治
ドストエフキー （千葉大学 （千葉大学

を中心に 名誉教授） 名誉教授）

古典ギリシャ思想、文学が、ソフィストの活躍する時様 柳沼重剛 柳沼重剛
創造と人間 相を一変した状況を、歴史記述の態度の変化にみる。また （筑波大学 （筑波大学

10 相対主義者・プロタゴラスの人間理解のうちに、規準とし 名誉教授） 名誉教授）

ての善の考えのある点に注目し、その意味を考える。 広川洋一 広川洋一
ギリシャ古典を （筑波大学 （筑波大学

中心に 教授） 教授）

作曲は実際にどう行なわれるのかを、自らの創作過程を 近藤譲 近藤譲i
同　　　　上 例に説明する。また口語自由律詩の創作にたずさわる立場 （エリザベト音 （エリザベト音

1
1

から、俳句や短歌と異なり伝統の浅いこの詩型が現在直面 楽大学教授） 楽大学教授）

している困難を解説し、その未来を展望する。 松浦寿輝 松浦寿輝
創造の現場から （東京大学 （東京大学

助教授） 助教授）

「うた」という大和言葉の譜源の問題から出発し、規範 笠原潔 笠原潔
同　　　　上 のなかでの「無からの創造」という問題を考える。また日 （放送大学 （放送大学

12 本の歌謡史のながれを辿ることで、人間と歌とのかかわり 助教授） 助教授）

について考察する。 田仲洋己 田仲洋己
歌を共通テーマ （岡山大学 （岡山大学

として 助教授） 助教授）

明治期の日本において近代的な表現がいかに獲得達成さ 青山昌文 青山昌文
同　　　　上 れて行ったのかについて、絵画と文学という二つのジャン （放送大学 （放送大学

13 ルを取り上げ、その相互の間の関係について注意を払いな 助教授） 助教授）

がら考察していく。 島内裕子 島内裕子
近代絵画と文学 （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

「音楽と自然」というと音楽による自然描写の問題がす

自然と人間 ぐに頭に浮かぶが、音楽と自然とのもっと根源的な交点を
14 荘子の思想に基づいて考える。また自然のミーメーシスの 笠原潔 笠原潔

美学の諸問題をディドロやバトゥーの説から考える。 青山昌文 青山昌文
自然の描写と自

顯
芸術における自然表現の諸問題を、クラークの所説など 樺山紘一 樺山紘一

同　　　　上 を紹介しながら、風景画の歴史をたどって考える。他方、 （放送教育 （放送教育
15 西欧の歴史的世界で自然がいかに理論的、感情的に理解さ 開発センタ 開発センタ

れたかの問題と、自然利用の発想のあり方を考える。 一教授） 一教授）

歴史と自然 青山昌文 青山昌文
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

風土と民族性との関係は和辻哲郎以来、注目されて日本

同　　　　上 人論にも影響を与えたが、因果関係を具体的に検討する。 祖父江孝男 祖父江孝男
16 また京都や東京という都市の季節感と住民の虫活を文学作

風土論をめぐっ 品のなかに探ってみたい。 島内景二 島内景二
て （電気通信 （電気通信

大学助教授） 大学助教授）

中世文学の立場から能を分析し、また怨霊や幽霊の登場 松岡心平 松岡心平
同　　　　上 する夢幻能は仏教と神道がいりまじって出来上がっている

17 が、その思想的背景について哲学の立場から考える。 湯浅泰雄 湯浅泰雄
東洋思想と能 （桜美林大 （桜美林大

学教授） 学教授）

「天」はヨーロッパの神に比類される東アジア独特の観 溝口雄三 溝口雄三
超越者と人間 念で、特に最も古い、中国の「天」について考える。日本 （東京大学 （東京大学

18 の場合には中国、インド、日本土着などの「天」が超越者 教授） 教授）

としてまざっており、これについても考える。 黒住真 黒住真
天の思想 （東京理科 （東京理科

大学助教授） 大学助教授）

上代日本文学に登場する言魂をとりあげ、更に民俗学の 稲岡耕二 稲岡耕二
同　　　　上 立場から折口信夫、柳田国男の言魂信仰に関する論叢を紹 （上智大学 （上智大学

19 介し、人と自然とのかかわりあいや草木虫魚のことばを人 教授） 教授）

上代文学・言下 間がどう理解したかなどの問題について考える。 宮田登 宮田登
などをテーマと （筑波大学 （筑波大学
して 教授） 教授）

音楽と超越者との交わり方には二型がある。音楽を通じ 笠原潔 笠原潔
同　　　　上 て超越者と交わるものと、音を通じて超越者と直接交わる

20 ものである。他方、芸能については人間が人間以上のもの 大橋力 大橋力
を意識して交信する手続きだという側面から捉える。 （放送教育 （放送教育

音楽と芸術 開発センタ 開発センタ
一教授） 一教授）

宗教的熱狂とは無縁と言われる中国人を惹きつけた、太 小島晋治 小島晋治
同　　　　上 平天国運動の上帝信仰をとりあげる。また北京のイエズス （神奈川大 （神奈川大

2
1

会士による朝鮮キリスト教は伝統儒教との摩擦から弾圧へ 学教授） 学教授）

と発展したが、この点についても考察する。 姜在彦 姜在彦
東洋におけるキ （花園大学 （花園大学

リスト教の受容 教授） 教授）

non－verbal　comunication，ボディランゲージ等とよば 林四郎 林四郎
コミュニケーシ れる身振り、ジェスチャーなどについて国語学の立場から （明海大学 （明海大学

22 ヨンと人間 とりあげ、更にこれらが民族によってどう異なるかについ 教授） 教授）

て文化人類学の立場から比較考察する。 野村雅一 野村雅一
非言語的コミュ （国立民族 （国立民族

ニケーション 学博物館助 学博物館助
教授） 教授）

人間は社会的動物なので、交通は人間にとり本質的意味 中島肇 中年肇
同　　　　上 を持つ。また文明の進歩につれ複雑化した人間の欲求が、 （放送大学 （放送大学

23 交通を多様化し拡大したことを歴史は示しているが、人間 教授） 教授）

と交通との関わりを本質と歴史の両面から考察する。 浜口允子 浜口允子
交通について 倣送大学 （放送大学

教授） 教授）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講師名 講師名

（所属・職名） （所属・職名）

東日本と西日本は先史以来、長期にわたり二つの異なる

同　　　　上 文化圏だったが、次第に交流が起こり、現在にいたる。こ 祖父江孝男 祖父江孝男

24 の過程を歴史的に概観するが特に徒然草などに記されてい
る当時の東西交流の状況についても検討する。 久保田淳 久保田淳

東日本と西日本 （東京大学 （東京大学

の交流 教授） 教授）

日本語における近代語には種々とらえ方があるが、明治 吉田東朔 吉田東朔
同　　　　上 以後では国家意1識との関連は否定できず、この点を考える。 （鶴見大学 （鶴見大学

25 印欧語の場合はゲルマン語やスラヴ語が更に分化し、近代 教授） 教授）

民族の成立と関連して近代語を生む過程を考える。

近代語の成立 阿部玄治 阿部玄治

技術はすべての民族にとっての文化の基礎であり、技術

技術・情報と人 の原点には人間の技（わざ）と思想がある。なお思想が技 祖父江孝男 祖父江孝男

26 間 術に大きな影響を及ぼした例として、太平洋戦争中の日本
の兵器のアンバランスをとりあげてみたい。 飯田賢一 飯田賢一

技術の歴史 （東京工科 （東京工科

大学教授） ．大学教授）

建築と哲学の関係の問題をゴシック建築などを例として、

同　　　上 パノフスキーの所説などを紹介しながら考える。また地方、 青山昌文 青山昌文
27 伝統とはあまりにかけはなれた建築が多いために起こる伝

統的技術喪失の問題などについても触れたい。 本間博文 本間博文
建築を中心に （放送大学 （放送大学

教授） 教授）

情報化されるものと、自体は情報化されないが、情報化 木田元 木田元
同　　　　上 そのものを可能にするものと両者間の相違を考える。また （中央大学 （中大学

28 情報化社会は省時間化を求めるが、情報処理の枠組みを造 教授） 教授）

るためには時間が重要な役割を果たすという点を考える。

情報となるもの 笠原潔 笠原潔
・ならないもの

情報化の歴史と現状、現在の人工頭脳の可能性と限界を 伊藤公一 伊藤公一
同　　　　上 明確にし、人間と情報との関連性を論ずる。また人間の心 （放送大学 （放送大学

29 の働きをコンピューターの作動との類比日で明確にできる 助教授） 助教授）

としたら、その条件は何で、限界はどこかを考察する。 杉田繁治 杉田繁治
情報、そして人 （国立民族 （国立民族

間の未来 学博物館教 学博物館教
授） 授）

人間についてのさまざまな基本的問題を人文科学の諸分
野の立場から学際的にとりあげてきたが、この章では全体

30 ま　　と　　め を振返って総括し、更にいろいろ補足的解説をつけ加え、 祖父江孝男 祖父江孝男
諸分野の相互関係についても改めて概観する。
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