
放送大学開設予定授業科目講義内容

月
版

10　
ロ
　
　
　

劇平
虫

放送大学
教務三教務課

＼
・



目 次

1竃 共通科目（一般科目）
頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

一連番号（人文系）

1 生活学入門一日常生活の探求一・一　一…・……一一………一　　1 10 9セ R 2

2 生活文化史C98）……………　一……一　一…一……一…　　3 10 9セ TV 2

3 生活構造の理論一…　　一……（平成10年度限り閉講）…一　5 7 6 R 2

4 世界の教育C98）一　……一……一…　・一……………一……　　7 10 9セ TV 2

5 　　　　　　　　　　　　　ノｻ代社会と教育・一　　一…（平成10年度限り閉講）一…・　11 7 6セ TV 2

6 教育の心理・一一　…一一……（平成10年度限り閉講）…一　13 7 6 TV 2

7 教育心理学一………………一……一………　・一…一………一　15 9 8セ R 2

8 心理学入門・一………………一・一………………一……………・…　17 9 8セ TV 2

9 心理学史（’98）・一一　……　　…・……一…一……・一　　19 10 9 TV 2

10 フロンティア人間科学C98）一……一　一……………・一　　21 10 9セ TV 2

11 子どもの発達と社会・文化・一………………一………………　23 7 6 TV 2

12 哲学入門一　…一………………………一……一一……………　25 8 7セ R 2

13 西洋思想の源流一………　　…一一　　…・一………一……　　　27 9 8 TV 2

14 プラグマティズムと現代…………一　…一…一……………一・　31 9 8 R 2

15 倫理学入門・一………………一・一………………一………………一　33 9 8セ R 2

16 世界の宗教一………………一一（平成10年度限り閉講）…一・　35 7 6セ TV 2

17 比較思想・東西の自然観・一（平成10年度限り閉講）一　　37 6 5 TV 2

18 国文学入門・一…一　　　　　　　　…一………一………　　39 8 7 R 2

19 現代詩歌・・一一一………一・一（平成10年度限り閉講i）…一一　41 6 5セ R 2

20 国語学概論．（’98）・……一…・一一…………一一一一…・　43 10 9 R 2

21 日本語表現法一…一………………一一…一…一…………一…………　45 9 8セ R 2

22 歴史学の現在・一………………一・……一…………・……一　　　47 9 8セ TV 2

23 日本の文化と思想C98）・一一…………一一一………………一　　49 10 9 TV 2

24 人文地理学・一　………………一一………………・・一…………・　51 8 7セ TV 2

（社会系）

25 社会科学入門・……一……………・……一……・……一……　　　53 9 8 TV 2

26 法学入門・一………………一・………………一一一………………一　55 7 6セ TV 2

27 国家と人間一憲法の基本問題一・………………一一…………・　57 9 8 TV 2

28 政治学入門・・………………一…・…一…………・………………・　59 8 7セ R 2

29 国際関係論・一　　………一…一一一………一………　　　61 9 8 TV 2

30 経済学入門一…一　………　　　　　……一一一……………一・　63 8 7セ R 2

31 社会学入門・一………………一一一………………一……・…………　65 9 8 R 2

32 民俗文化史・一　　　…一…（平成10年度限り閉講i）…・・　67 7 6セ TV 2

33 社会福祉論・・　…一……一　……一一一………………一一一…　　69 7 6 R 2



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

34 社会調査の基礎一一　　　　　……　　　　…・一　　　　71 8 7セ TV 2

35 経＝営学入門（’98）一一…一　　　　　一……………一　　73 10 9 TV 2

36 日本の経営・欧米の経営・一　　　　　　一…………　　　75 8 7 R 2

37 情報基礎管理学一…一……一…一一…　　　…一…一…　　　77 8 7セ TV 2

38 日本の技術と産業の発展・・…………・……・一………………　　79 8 7 TV 2

39 科学技術史………・一………・一（平成10年度限り閉講）…・・　81 7 6セ TV 2

40 先端工学・一………………一………・一………一・一………………一・　83 9 8 TV 2

（自然系）

41 数学の歴史……………・・…一…………一…・…一一…・………一・…　87 9 8セ R 2

42 微：積分入門IC98）・……・……一………一・……一・……一・・　89 10 9 TV 2

43 微分積分学H…………・……・（平成10年度限り閉講）…一・　91 7 6 TV 2

44 線型代数1・一……………一一一…（平成10年度限り閉講）…・・　93 7 6 TV 2

45 線型代数豆・一……………一…・一……………一一……………　　95 8 7 TV 2

46 確率論・・……………一…・…・…………一………………　　一・　97 9 8 R 2

47 統計学一………………一……………’……’…’鱒　……　　　99 9 8 R 2

48 物理の世界∵………………一・・（平成10年度限り閉講）…一101 6 5 TV 2

49 物理科学史一一…………一・・（平成10年度限り閉講）…一・103 7 6セ R 2

50 基礎化学（’98）・・…………一一一一…………・一………・…・105 10 9 TV 2

51 化学史・……一………一一一…（平成10年度限り閉講）一…・107 5 4セ R 2

52 基礎i生物学C98）・一……一…一一…………一…一一…一………・109 10 9セ TV 2

53 人間の生物学・…一……………（平成10年度限り閉講i）…一111 6 5セ TV 2

54 生物学の歴史・一………………・…・…・…………一……………・113 9 8セ R 2
55 病気の成立ちと仕組み・・………………・…・・……………・…・115 9 8 R 2

56 地球と宇宙（地球編）………・…一……一………・…・……一…・・119 8 7 TV 2

57 地球と宇宙（宇宙編）………………・・一……………一・…一…　121 8 7 TV 2

58 日本の自然（’98）一………・（平成10年度限り閉講i）一・123 10 9セ TV 2

59 宇宙観の歴史と人間・・………………一…一……………一…・…　125 7 6セ TV 2

60 科学実験：法…………・…一…一………　　…一…・………印……・127 9 8 TV 2

平成11年度開設改訂科目

（人文系）

生活と地球社会（’99）・一……一・一………・……一一一・129 11 10セ R 2

教育の方法C99）・…一…………一　　　一…・…一…一・131 11 10 TV 2

宗教への招待C99）一一…一一一……　……一…一……・133 11 10セ TV 2

近代詩歌の歴史C99）・…一…………・……　　　……一　135 11 10 R 2

（社会系）

科学と技術の歴史C99）……………一一　　………　　…　137 11 10 TV 2



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

（自然系）

微積分入門皿C99）一…一……・一…一…一…・一一一一…・139 11 10 TV 2

線型代数IC99）・…………一……………・一一…一一一………一・141 11 10セ TV 2

物理の世界C99）一一…一一一……………一…一一…一一　143 11 10 TV 2

物理・化学通史（’99）・一……一一一…………一…一一一一　145 11 10セ R 2

物質の科学と技術開発C99）・一………一・…一……………一・147 11 10 R 2

人間の生物学（’99）・…一…一・一……………一一一…一・149 11 10 TV 2

2．共通科目（外国語科目）

（英語）

61 英語　IC96）・一…………一・一……………一一一…………一・151 8 7 R 2

62 英語　豆C98）・………一一・一……………一一一…一…一153 10 9 R 2

63 英語　皿C97）…………一一一一……一………一・一…………一・155 9 8 TV 2

64 英語　IV（’94）一…一……一・一…（平成10年度限り閉講）一・157 6 5 TV 2

65 英語　V（’97）・……・…一・…一……………一一一………一・159 9 8セ R 2

66 英語　VIC94）・一…・…一一…（平成10年度限り閉講）…一・161 6 5 R 2

67 英言吾　　WC97）・……・…一・一………………一・一…………一……・　163 9 8セ R 2

（ドイツ語）

68 ドイツ語　1（’98）一……一一一一一一一……一・…一…一一165 10 9セ TV 2

69 ドイツ語　『C98）・一…一…一一………………一一一一………167 10 9セ TV 2

70 ドイツ語　皿（’97）・一……一一一……一……一…一一・169 9 8 R 2

71 ドイツ語一IV（’98）・一……一・・一……………一…一一一　171 10 9セ R 2

（フランス語）

72 フランス語　1・……一……一一一…………一一…一一一一……一・173 9 8セ TV 2

73 フランス語　五……………一…・…………・…・…一…………一・175 9 8セ TV 2

74 フランス語　皿（’98）・一…一…一一…………一…一…一…一・177 10 9セ R 2

75 フランス語　1VC98）一一一…・…………一…一一一………一・179 10 9セ R 2

（中国語）

76 中国語　1……・…………幡………・…・……・……………一・…　181 9 8 R 2

77 中国語　豆・一……………一・一一……一一一一一……………・一　183 9 8 R 2

78 中国語　皿・…・……………一…・一……………一………一………　185 8 7セ R 2

79 中国語　IV（’98）一一……一・一一…一一……一・一………一一　187 10 9 R 2

（ロシア語）

80 ロシア語　1・一………一・…一……………・一・………一一　189 9 8 R 2

81 ロシア語　1「一…………一・一…………一……・一…………一一　191 9 8 R 2



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

（スペイン語）

82 スペイン語　IC95）一一（平成10年度限り閉講）…一・193 7 6セ R 2

83 スペイン語　五C98）・一…………一一………一一…一一……一　195 10 9 R 2

平成鱈年度開設改訂科目

（英語）

英語　IVC99）…………・…一…………・一…・……………一・197 11 10 TV 2

英言吾　　VIC99）・一………・…・……一………一……一…………一・　199 11 10セ R 2

（スペイン語）

スペイン語　1（’99）一・……一一一………一…一一…一・201 11 10 R 2

3．共通科目（保健体育）

84 保健体育・一………………一…一一……………一…・一……………一・203

ﾌ育実技・一………………一・一………………・・一……………・・

　9 8セ TV
2
1

4。共通科目（基幹・主題科目）

平成11年度開設改訂科目

（基幹科目）

現代日本の教育課題（’99）……………・一………………・・一一205 11 10 TV 2

現代日本の地方自治（’99）・一……一・一…………一一・一・207 11 10 TV 2

日本の自然（’98）・一………一一…一……一…一……一…・・209 10 9 TV 2

（主題科目）
／’

地球環境を考えるC99）・・………一・……一……一・一一・211 11 10 TV 2

5。専門科目

生活と福祉

（生活一般）

85 家族過程面一…一…………一…一一……………一………………・213 7 6セ R 2

86 ライフコース論一一………（平成10年度限り閉講）一・215 7 6セ R 2

87 家庭生活の経済…一………一…一……一……・…一…………・217 8 7セ R　， 2

88 生活経営論・………………一……………・一…・………………一・219 9 8セ R 2
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頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

平成質年度開設改訂科目

（生活一般）

近代社会と人生経験：（’99）一　　　　　……一…一……一　295 11 10 R 2

（衣・食・住）

着ごこちの追究（’99）・一……一…・一一…　　一一・…一一・299 11 10 TV 2

地域と食文化（’99）…一………一一一…………一……一一……一301 11 10セ R 2

世界の住まいと暮らしC99）・…一一……一・・…一……・303 11 10セ TV 2

（健康科学）

こころの健康科学C99）一一…一一一……一…………・…　307 11 10 R 2

医療・社会・倫理C99）一一………・一一………………一一　309 11 10セ R 2

（社会福祉）

高齢者福祉C99）……………・…一…………………・………　313 11 10 R 2

地域福祉（’99）一一…一一一………一……一…一………　315 ll 10 R 2

発達と教育

（教育学）

121 教育的人間学（’98）・一一………一一…………一……一一一…一317 10 9セ R 2

122 近代の教育思想C98）・一……一・…一…………・・一……一・319 10 9 R 2

123 教育の歴史・…・……………・…・一……………・…・……………321 7 6セ TV 2

124 教育社会学C98）……………・一………一…・一………一一323 10 9セ TV 2

125 道徳教育一………………一・一（平成10年度限り閉講）…一・325 7 6 TV 2

126 幼児教育の社会学C98）・一…………・一一……………一…・一一・327 10 9セ R 2

127 現代学校論・……一∴…一一・・（平成10年度限り閉講）一一329 7 6セ R 2

128 現代社会の学力・一…………（平成10年度限り閉講）・一331 7 6 R 2

129 教育・経済・社会・………………一一一一……………・………・333 8 7セ TV 2

130 子どもと若者の文化・…一……………一………・・………一一……335 9 8セ TV 2

131 変わる社会と大学・・………………一…………一……・一………・337 9 8セ R 2

132 地域社会と教育一………………一一一………………一…………　339 8 7 TV 2

133 国際化と教育一………………（平成10年度限り閉講）一・341 7 6セ R 2

134 メディアと教育・一…………（平成10年度限り閉講）一・343 7 6セ TV 2

（心理学）

135 知覚心理学・・………………・………………　一一一………一　345 9 8セ TV 2

136 認知心理学一………………一……………　……　一………　347 8 7セ TV 2

137 学習心理学一………………一・一……………一一一…………一・349 8 7セ TV 2

138 発達心理学（’98）一一…一・…一……………………一…　　351 10 9 TV 2

139 乳幼児心理学・……・…………一　一………………・一・…　　353 9 8 TV 2



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

140 青年心理学・一　　　一…一　一…　　　　一一…　　　　　355 8 7 R 2

141 老年期の心理と病理C98）・・　　　一一…一　　　　　　357 10 9セ R 2

142 言語発達心理学C98）一一　　　　　　　…・一……　　359 10 9セ R 2

143 社会心理学一アジア的視点から一…一一…　　　　　　一・…　361 10 9 TV 2

144 人格心理学・一………　　　　　…一　　　　　一…一一…　363 8 7 TV 2

145 臨床心理学・…一……一一一（平成10年度限り閉講）一・365 7 6セ R 2

146 精神分析学・一………・………………一………一・一………・　367 8 7 R 2

147 カウンセリング・…………・…一・一………………一……　　369 8 7 R 2

148 子どもの発達とその障害・一（平成10年度限り閉講）一　371 7 6 TV 2

（教育・心理）

149 生涯発達と生涯学習一一………一一……・……一…………一・…　373 9 8セ R 2

150 言葉と教育一・……　　・…（平成10年度限り閉講）・　375 7 6 R 2

151 児童心理学C98）・一……一一一……一…一一…一………一377 10 9 R 2

152 児童の臨床心理C98）一一　　一……・………一…　　　379 10 9セ R 2

153 教育評価一一………　　　（平成10年度限り閉講）一　381 7 6セ R 2

154 心理測定法（’98）・一一…　　　　　　……一一……一一　　383 10 9 TV 2

平成11年度開設改訂科目

（教育学）

道徳教育C99）……　　　一一　　　一一…一…一　…・385 11 10 TV 2

現代社会の学力C99）・一……一・一…………一…一一…・…・387 11 10 R 2

国際化と教育C99）・一一一一………一一…一……………一…　　389 11 10セ R 2

メディアと教育C99）……一…一一・一……………一……・391 11 10セ TV 2

（心理学）

臨床心理学概説C99）一一……一一一……………一・一…一・393 11 10 R 2

（教育・心理）

教育の中の言葉C99）・一……・……一一………一…・一一395 11 10セ R 2

生徒指導C99）・………一…一・…………………・一一…一……397 11 10セ TV 2

教育評価C99）・……………一　　・一………………一一一　　　399 11 10 R 2

社会と経済

（法律学）

155 民法C98）・・…一一一一一一一……………・一……………　　401 10 9セ TV 2

156 家族法（’98）・・………一　　一…・一………一一………　　403 10 9 TV 2

157 商法一………………一…一一（平成10年度限り閉講i）…一・405 7 6セ R 2

158 行政の法システム入門C98）・一　　　　　　　　　　　407 10 9セ R 2



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

159 刑法学・一　　　　　……　　　　一…　・・…一…　　　　409 9 8セ R 2

160 経：済法・・　　一…　　　　　　　　　一………・　　　　　411 8 7 R 2

161 労働法・一…………一一一……（平成10年度限り閉講）一　413 7 6 R 2

162 法と裁判・一一一一……　　　　…・一………………　　　415 8 7 TV 2

163 法からみる国際関係C98）……………一一　　　………一417 10 9 R 2

164 現代法の諸相……一一……（平成10年度限り閉講）…一・419 7 6 R 2

165 法の歴史と思想……………・・…・………………一一一………一・421 7 6セ R 2

（政治学）

166 日本政治史・一………………・…・一……………一・一……………一423 9 8セ R 2

167 西欧都市の政治史・…一…………一一・…　……一………一一一425 9 8 R 2

168 先進諸国の政治・・………………一…・一……………一…・………　427 8 7セ R 2

169 第三世界の政治・一　　………………・一……………一…一……429 8 7セ R 2

170 現代の行政・一………　　　………一………………一一・………一431 8 7セ R 2

171 現代アメリカの政治・一………一……・一……一…一………一…・433 9 8 TV 2

172 日本政治思想史・…一……………一………一…　……・一・　　435 9 8セ R 2

173 近代国家と近代革命の政治思想一………一……一一　　　437 9 8 R 2

174 政治分析の手法・一一………（平成10年度限り閉講）一　439 7 6セ TV 2

175 現代の国際政治一………………・……・・…………　　　・・…・441 7 6セ TV 2

176 現代日本の政治と政策・一……（平成10年度限り閉講）一　443 7 6 TV 2

177 現代日本の地方自治・一一　（平成10年度限り閉講i）一・445 7 6セ TV 2

（経済学）

178 現代の経済学・・………………・…・・……………・一・…………　447 8 7セ TV 2

179 金融論・……一………一……一一（平成10年度限り閉講）一　449 7 6 TV 2

180 財政学・・………………・…一一……………一……　　…………・451 7 6 TV 2

181 国際経済学一………………一一一………………一・・……一…・……453 9 8 R 2

182 日本経済史・一……………一一一（平成10年度限り閉講）一　455 6 5セ R 2

183 欧米経済史一…………………（平成10年度限り閉講）一　457 7 6セ R 2

184 経＝済学史入門・一………………・………………・…………　　459 9 8セ TV 2

185 経済社会の現代（’98）・一…………一…一一………一…一　461 10 9セ TV 2

（社会学）

186 比較文明の社会学・一………………・一一一………………一…・463 9 8 TV 2

187 コミュニティ論（’98）一一………一一……一……一　　465 10 9 R 2

188 都市と農村・一　………………・……………一　…一一……一・467 8 7 R 2

189 ジェンダーの社会学・一……（平成10年度限り閉講）・　469 6 5 TV 2

190 逸脱の社会学（’98）・一……一…・………　　　一一　…　471 10 9セ R 2

191 国際社会学・一………………（平成10年度限り閉講）一　473 7 6 R 2

192 メディア三一………一…　　…一　一…・　　　一…　　　475 9 8セ TV 2



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

平成羽年度開設改訂科目

（法律学）

商法（’99）・・　一一　　……一　　　　　　　　　　　479 11 10セ R 2

雇用と法（’99）・一　　　……一…　　　　…・…一一一　481 11 10 R 2

現代法の諸相（’99）・…一…………　　　　　…一　　　483 11 10セ R 2

（政治学）

政治過程の比較分析C99）・………一一一一一……………一・485 11 10 TV 2

現代日本の政治変動C99）・一…………一　　…・……一一　487 11 10セ TV 2

（経済学）

金融論（’99）・………一一・一　　　………一…一……一489 11 10 TV 2

日本経済史（’99）・一……一・……一……一…一一………一・491 11 10 R 2

欧米経済史C99）・一　　　　一…一　　一一一…一……一　493 11 10セ R 2

（社会学）

ジェンダーの社会学C99）一…一…一一…………一一　　495 11 10 R 2

都市空間の比較社会学C99）……一…一……………一一・…一・497 11 10セ TV 2

環境社会学C99）一…一……一・一………………一一…一一　499 11 10 TV 2

産業と技術

（経営学）

193 経営学・…一……………一………　………　　　　一一一…　　　503 8 7 TV 2

194 生産性科学入門・一…………（平成10年度限り閉講）…一・505 6 5セ TV 2

195 経営工学総論・・……………一…・………………一一一……………507 8 7セ R 2

196 生産経営論一一………………一・一………………一……………・…509 9 8 TV 2

197 生産の設備化と経営（’98）一一…一…一一…………一・…511 10 9 TV 2

198 労使の関係・・……一・…・…一・一（平成10年度限り閉講）…一513 7 6 R 2

199 企業経済と情報・戦略・一………………一………一一……一…・515 7 6 R 2

200 経済・経営統計一・……………（平成10年度限り閉講）…一・517 6 5 R 2

201 経済・経営統計演習・一……（平成10年度限り閉講）一・519 7 6セ TV 2

202 会計学……………　一…一一………………・一一………　　　…　521 8 7セ TV 2

203 管理会計・一……一………一・…（平成10年度限り閉講）一・523 7 6 R 2

204 税務会計（’98）・一……一…一…一………一…一一…………一・525 10 9 R 2

205 財務管理・………………一……………・・一…　　……………・529 8 7セ R 2

206 不動産学の基礎・…一…………一一一………………一……　　・…　531 9 8セ TV 2

207 地域経営・一………………一・一（平成10年度限り閉講）一・533 7 6セ R 2

（産業論）

208 現代産業組織論一一…………一…一一　　　…一一……一一…　535 9 8セ R 2



頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

209 産業と情報社会………………一・……………一　　　・一一537 8 7セ R 2

210 ベンチャー企業二一　　　　　……一一……　　　　　　539 9 8 R 2

211 サービス産業論・一　　…一　　…一　　　　…・…・一一　　541 8 7 TV 2

212 大地と人間一食・農・環境の未来・・………………一……　　543 10 9 TV 2

213 農業経営一…………　…・一・一一………………………一……一545 9 8 R 2

214 発展途上国産業開発論一一（平成10年度限り閉講）一　547 7 6 R 2

215 東南アジアの日本企業の工業生産・・………………一・一……一・549 7 6 TV 2

216 都市経営・…一………………（平成10年度限り閉講）…一・551 7 6 TV 2

217 都市計画論・一………………一…・一……………一一………………　553 8 7 TV 2

218 環境アセスメントー・…………・…・一……　　…・………一・…　555 6 5 TV 2

（工学・技術）

219 エネルギー工学と産業・社会（平成10年度限り閉講）一　557 7 6セ TV 2

220 材料工学と産業・社会・…一……………一・…一………　　…・559 8 7 TV 2

221 情報工学・・……………………（平成10年度限り閉講）…一・561 7 6 TV 2

222 プログラミングの基礎一…………一・・…………一・……一……　　563 8 7 TV 2

223 エレクトロニクス入門・一……（平成10年度限り閉講）一　565 7 6 TV 2

224 応用人間工学…………………一　　　………………　　567 8 7セ TV 2

225 計測と制御一・……………一……………一…一……………・・569 9 8セ TV 2

平成11年度開設改訂科目

（経営学）

生産性科学入門C99）・一………一・一…………一…・一…一一571 11 10セ TV 2

産業と労使の関係く’99）・一……一…一一……………一一……573 11 10 TV 2

マーケティング論（’99）・・…………一……………一一……一・575 11 10セ R 2

企業の経済学（’99）一一………一一一……一…………一一一…・577 11 10セ R 2

管理会計C99）・一一…………・一…………一一……一…一579 11 10 R 2

（産業面）

発展途上国の開発戦略C99）……………・・………………・・581 11 10 R 2

都市・地域経営C99）・………一一・一……………一一一…一・583 11 10セ TV 2

（工学・技術）

エネルギー工学と社会C99）一一一…………一一・……・585 11 10 TV 2

情報工学C99）・一……一・……一……一・一………一・587 11 10 TV 2

21世紀への技術発展（’99）一………一一・………一……一一・589 11 10 R 2
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頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

（美学・芸術論）

259 芸術の古典と現代…………　　　　　　　　・…・…・……　657 9 8セ TV 2

260 美術史と美術理論・一　　　・一一　　……　　…一一……　659 8 7 TV 2

261 西洋音楽の歴史…一…一…………一一………………一………　　661 9 8セ TV 2

262 日本音楽の基礎概念・一一………　　　　　　…一一　　663 8 7 R 2

263 民族音楽学理論一………………一……・一…………一・…………　665 8 7 R 2

264 舞台芸術論……………一一………一……・…一………………一一667 8 7 TV 2

265 演劇を読む一………………・…………・一……一一・…　一……　671 9 8 TV 2

（比較文化・地域研究）

266 文化人類学…一一……………………………………………　673 8 7セ TV 2

267 世界の民族（’98）・………一一・……一……一・………一・675 10 9 TV 2

268 博物館学1・一……一一一…（平成10年度限り閉講）…一・679 6 5 TV 2

269 博物館学∬…………・……一一……………・一………………　681 7．2 6 TV 2

270 言語学・…一……………・一一（平成10年度限り閉講）一　685 6 5セ TV 2

（外国の言語・文化・社会）

271 古代ギリシャ・ローマの文学一・……………・……………・687 8 7 R 2

272 イギリス文学C98）一一…一　　一……　　………　　689 10 9セ R 2

273 ドイツ文学（’98）・一…………一・一……一………・……………　691 10 9セ R 2

274 フランスの文学C98）・一……一…・一…………一……一・693 10 9 R 2

平成11年度開設改訂科目

（哲学）

ギリシャ哲学（’99）一………一一一……………・・……一　　695 11 10セ R 2

西洋近世哲学史（’99）・一…一…一一……………一一一・…　697 11 10 R 2

美と詩の哲学C99）・一一…………一………一……・一一一……・699 11 10 R 2

（文学）

書誌学（’99）・・…………・一一…………一・一…………一…・701 11 10 TV 2

（史学）

発掘された古代日本（’99）・…一…一…一一…………一　　703 11 10セ TV 2

（比較文化・地域研究）

博物館概論（’99）一一……一・………………・・一……一…一・705 11 10 TV 2

言語学（’99）・一……一一一…　………一一一一……一707 11 10 TV 2

自然の理解

275

（数学）

棊p数学・……一……一一一（平成10年度限り閉講）・　709 7 6 R 2
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頁 開設年次 作成年度 メディア 単位

310 天体物理学入門・一……………一……………一一・一……　779 9 8 TV 2

311 天体と宇宙の進化1・一　　…一…一…一一………………　　781 9 8 TV 2

312 天体と宇宙の進化皿………………・・一………………一・……　　783 9 8 TV 2

313 固体地球・・………………一一………………一一………………一・785 8 7セ TV 2

314 日本列島の地球科学・一……（平成10年度限り閉講）一・787 7 6セ TV 2

平成11年度開設改訂科目

（数学）

応用数学（’99）・・…一………一一……………一一一………一・789 11 10 R 2

数学基礎論（’99）・一………・一……一………一・一…一……・791 11 10セ R 2

計算の理論（’99）・・一………・…………一…一・…一一一793 11 10 R 2

パソコンによる解析学（’99）・一……一一…一………一…・795 11 10 TV 2

（物質科学）

相対論C99）・………一……一一…………一…一……………・797 11 10セ R 2

物質の科学・反応と物性（99）………一…一…一…一………・799 11 10 TV 2

（生物科学）

生態学（’99）・……一一一……一……一一…一………一・801 11 10 TV 2

生物の進化と多様性C99）・一一……・・……………一一・一・803 11 10セ TV 2

（宇宙地球科学）

太陽系の科学C99）・一………・一…一……一…・・……一…・805 11 10 TV 2

日本列島の地球科学C99）・…一…………一一一…………一・807 11 10セ TV 2



＝生活学入門＝＝（R）
日常生活の探求一

（圭騰臨麟保灘細螺轄簾1〕

全体のねらい
　日常生活というものを客観的かつ新鮮な目でとらえること。そのためには、　（1）日常生活の自明性を
疑ってかかること、　（2）日常生活を記述・分析するのに必要な単語（専門用語）と文法（理論）を学習す
ること、　（3）全体社会と個人生活との間の関係について常に考えることが大切である。

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）

たとえば、日本人にとって虹は七色だが、文化（言葉） 大久保孝治
によって虹は六色であったり、五色であったり、それ以下 大久保孝治 （早稲田大

1 言　葉　　（1） であったりする。人間と世界（事物）との間には言葉が存 （早稲田大 学教授）

言葉と世界 在する。人間は言葉というフィルターを通して世界を見て 学教授） 嶋嫡尚子
いるのである。日常生活の探求を開始するに当たって、ま （放送大学

ず、この事実をしっかり把握しておく必要がある。 助教授）

「あなたは誰？」と聞かれれば、われわれは自分の名前
を答える。名前は自分という存在にとって不可欠の要素で

2 言　葉　　（2） ある。しかし、誰も自分の名前（本名）を自分で決めるこ 同　上 同　上

名　　　　　前 とはできない。当たり前のことのようでいて、これは重要
なことである。命名という社会的行為をめぐって、そこに
どのような規範が存在するのかを考える。

言葉は社会構造と密接に関連している。言葉の文化をみ
ることで社会構造の特徴を描き出すことができる。ここで 嶋嫡尚子

3 言　葉　　（3） は家族観、ジェンダー観をとりあげる。一方で言葉は社会 （放送大学 同　上

言葉と社会 の変化と呼応して変化する。言葉の収敏と多様化の2方向 助教授）

から考える。

身体行動は、自然なものでありかつ社会的所産である。
身　体　　（1） 生物的身体と社会的身体ある。われわれは社会化・文化化

4 自然・身体・ をとおして社会的身体へ変容していくのである。われわれ 大久保孝治 同　上
社会 の身体的行動の社会性を動作ならびに喜怒哀楽の表現から

考える。

自己と自己の身体は重なり合い、人は鏡に映った自分
（の身体）をみて「これが私だ」と確認する。身体は自己

5 身　体　（2） と「私」の境界線として位置づけられる。しかし身体の変 同　上 同　上

「私」と身体 容によってわれわれは自己と自己の身体とのズレを経験す
る。成長と老化の過程は、ズレの修正の過程でもある。

女性の再生産行為は自然秩序の一部としてとらえられが
身　体　（3） ちであるが、社会性、文化性を帯びている。出産場面みて

6 身体・生命 もその社会性は明らかである。さらに近年の急速な人口生 嶋崎尚子 同　上

一その再生産一 殖技術の発展により、身体のみならず生命の社会性が高め
られている。そうした現状を考えていく。

特定の個人と特定の個人を双方向的に結びつけるメディ
アをパーソナル・メディアと呼ぶ。パーソナル・メディア

7 メディア（1） の代表といえるものが電話である。電話の導入の歴史と最 大久保孝治 同上
電　　　　　話 近の携帯電話の急速な普及について触れながら、対面的な

コミュニケーションと電話による電話によるコミュニケー
ションの相違について考える。

一1一



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）

不特定多数の人々に向けて一方的な情報の伝達をおこな
うメディアをマス・メディアと呼ぶ。その代表であるテレ 大久保孝治

8 メディア（2） ビは、現代の生活に不可欠なほどに普及している。テレビ 大久保孝治
テ　　　レ　　ビ が何を伝え、何を伝えないかを知ることは、テレビの受け 嶋暗尚子

手であるわれわれにとり重要なことである。

「 モノや人の移動手段である輸送・交通メディアは、20世
メディア（3） 紀をとおして急速に進歩した。空間移動のメディアは、物

9 空間移動の 質の流通にとどまらず時間統一、国家語成立、認知世界の 嶋暗尚子 同　上
メ　デ　ィ　ア 拡大をもたらす。一方ではマイカーというパーソナルなメ

ディアは、移動における空間的閉鎖性を高める。両者の展
開を考える。

他者関係の基本は2者間関係（ダイアド）にある。親子、
夫婦、友人、恋人これらの2者間関係は、血縁、姻縁、友

10 他　者　　（1） 情、恋愛感情といった別個の縁によって形成され、その関 同　上 同　上
「あなた」 係性も固有である。ここではこれらの関係のメカニズムの

特徴について考察する。

他者との関係は直接的接触による場合でも、個人の生活
や人生に与える影響に多少がある。深く関わる他者が「あ 同　上

11 他　者　　（2） なた」であるなら、部分的に関わる他者を「彼・彼女」と 同　上
「彼・彼女」 呼ぶことができる。接触者と関与者をキー概念に個人と他

社との相互作用の質を考察する。

直接には接触しない他者、　「名前のない他者」は社会規
範の代理人としてわれわれ生活に関与している。　「名前の

12 他　者　（3） ない他者」の総質量は膨大であり、その重力によって社会 大久保孝治 同　上
「彼ら」 空間は一定の構造を与えられる。　r社会」とはそうした社

会空間であり、近代社会は共同体と市場の二重構造から成
窪している。

時計と手帳は近代社会における時間意識の象徴である。
近代社会は、時間に多大な価値を与えている。日常生活は、

13 時　間　（1） 種々の時間をめぐる規範に従っている。また時間は人生の 同　上 同　上

時計と手帳 志向性の軸であり、未来志向性と現実志向性は人々の行動
様式を規定する。時間志向性は「生き方」にほかならない。

個人は資源として平等にもっている1日24時間という時
間をどのような活動に配分しているのだろうか。生活時間

14 時　間　　（2） 研究は、1960年代以降、社会科学において活発に展開され 嶋嫡尚子 同　上

生活時間の構造 ている。ここでは研究の基本的な視点ならびに現代日本社
会での個人の生活時間構造の特徴について考察する。

年齢は基本的な社会的カテゴリーである。年齢規範、年
齢階梯制など年齢を軸に多くの社会制度が成立している。

15 時　間　　（3） 同時に年齢はライフコースの軸でもある。年齢を軸にした 同　上 同　上

年　　　　　齢 ライフコースは近代人の特徴といえる。こうした2次元か
ら近代社会における年齢意識・年齢差別を考えていく。
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＝生活文化史（’98）＝　（TV）

〔主任講師：平井　聖（昭和女子大学教授）〕

全体のねらい
　日本の生活文化は、中国大陸や朝鮮半島からの影響を受けながら築かれてきた。そして、この百年余は、
欧米の文化を受け入れ続けている。そこで、日本の生活文化の基礎を築くのに重要な役割を果たした中国及
び韓国の人々の生活をみながら、欧米の生活も併せ考えて、日本の住を中心とする生活文化とその特色につ
いて見直したいと思う。

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 はじあに

　住居を中心とした日本の生活文化の基本的な性格を、中
曹ﾈらびに韓国の生活文化と比較しながら考察するこの生
?ｶ化史のねらいである。住生活をさまざまな行為に分解
ｵたそれぞれの項目の意味や視点などについて説明する。

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 ね　る一1

　「ねる」という姿勢は、　「すわる」姿勢と共に、住生活
ﾉおける基本的な姿勢である。また、眠るということは、
Nきていることと、生活時間を分ける重要な行為である。
ｰに寝る、ベッドに寝るという2つの寝方、寝るための部
ｮなどについて、歴史的経過を追う。

同　上 同　上

3 ね　る一2

　一般的に地面に何かを敷いて寝る方式から、床やベット
ﾉ寝る方式に移行してきた。寝床から固定した床（ゆか）
�?ﾁて寝るようになった地域、地面に床と呼ぶベッドを
uいて寝るようになった地域など、現状と発展の様子を見
謔､。

同　上 同　上

4 すわる一1

　地面に直接座る、床に座る、椅子に腰掛けるの3つの姿
ｨは、昼間の生活にとって重要である。この3っの姿勢に
ﾖし、座る場所と場面、そのための座具などについて考え
驍ﾆ共に、生活習慣と住居のつくりの関係についても歴史
Iに考察する。

同　上 同　上

5 すわる一2

　韓国と日本では、座るためと寝るために、板敷が発生し
ｽ。一方、中国では寝るたあ座るたあに、家具である躰
i床）が生まれ、早くから椅子に腰掛ける生活方式へ発展
ｵた。韓国・日本でも近代化にともなって、椅子式の座り
福ｪ普及しっっある。

同　上 同　上

6 たべる一1

　椅子に腰掛けて、テーブルを囲む食事風景にたいして、
ﾘ国と日本では床に座り食卓を囲む光景もある。歴史的に
ｩると、日本では膳を運ぶ食事の習慣もあった。このよう
ﾈ食事形式の変化は、日本だけではない。食事形式の移り
ﾏわりと、その背景について考える。

同　上 同　上

7 たべる一2

　食事の場は、台所と分離できない関係にある。日本では
｢米の影響を受けて、両者を一体に造るダイニングキッチ
唐ｪ、敗戦後急速に据まった。その背景に、当時の住宅事
薰竕ﾆ族観があり、調理用機器の発達があった。食べる場
鰍ﾆ作る場所の関係について考える。

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）

日本では、ホテルで洋風バスと洋風の便器と洗面所がユ
ニット化されている。一方、住宅では二二と洗い場のユニ

8 ゆあむ ットで、便所、洗面所と洗濯機置き場が別につくられる。 平井　　聖 平井　　聖
それぞれの国の入浴の習慣と浴室およびその周辺について
考える。

住宅を考えるとき、客を迎える作法・場所は重要な要素
であった。玄関で客を迎える作法、座敷に客を迎える作法

9 もてなす一1 と、玄関、座敷の発生と変遷について、歴史的に考える。 同　上 同　上
また、明治以降に生まれた洋式の応接間の役割についても
考える。

ノ

敗戦後の日本では、家庭で客をもてなす習慣が殆ど消滅
してしまった。現在の中国および韓国で、客をもてなす場

10 もてなす一2 所と方法について聞き、日本との習慣の違い、それぞれの 同　上 同　上
国の独自性について探る。そして、その成立の背景につい
て考えよう。

日本では、幕末までの暮らしと対照的に、明治維新以降
は家族の暮らしが、クローズアップされるようになる。団

11 くつろぐ一1 樂と言う行為に対する意識が、住生活の中で次第に大きく 同　上 同　上
なる。食卓を囲む食事とその後の団樂、そしてその場とし
ての茶の間は、近代化の象徴である。

近代化の波は、日本だけでなくおそかれ早かれ中国にも
韓国にも押し寄せている。その中で、家庭生活にもっとも

12 くつろぐ一2 大きな変化をもたらしたのは、いずれの国でも家族が団簗 同　上 同　上
するという行為であろう。中国、韓国およひ日本における、
その実態を見よう。

電気・ガスが家庭に導入されてから、家事の革命が始ま
る。同時に、自然に近い生活から人工の生活環境への道を

13 たくむ たどりはじめる。この傾向は、第二次大戦後に加速の度を 同　上 同　上
加える。中国、韓国、日本の事情を比較しながら、生活環
境と生活文化について考える。

中国・韓国・日本あるいはそれらの国を構成する多くの
民族には、それぞれの伝統文化が存在する。生活環境の急

14 つたえる一1 速な変化の中で、伝承される生活文化と消滅した生活環境 同　上 同　上
について検証し、生活文化によって？くり出された、家族
を包む器である住居について考える。

伝統文化による生活習慣だけでなく、近代化の中で獲得
した新しい生活文化もある。それぞれの国あるいは民族に

15 つたえる一2 よって事情は違うが、伝承され適が生活文化、新たに獲得 同　上 同　上
した生活文化、これらを次の世代にどのように伝えていけ
ばいいのであろうか。
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＝生活構造の理論＝（R）

〔主任講師：清野きみ（北海道教育大学名誉教授）〕

全体のねらい
　人の日常生活活動を対象とした研究は、社会や人間理解の基礎領域であり、生活の維持活動を構造的に把
える視点は欠かせない。これまでの生活研究遅延の背景をみながら、高齢化社会、情報化社会に生きる子供
や高齢者を含めたすべての人びとの課題をとりあげ、生活構造の基本枠組と生活設計への理解を深める。

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 生活組織の構造

　人間はひとりでは生きられず、生から死まで、さまざま
ﾈ生活組織に所属する。そのうち基礎となる生活組織は家
ｰ・家庭である。家庭には消費の共同性と個別性があり、
ｼの生活組織にはみられない家事活動がある。家事活動や
]暇は、文化的活動表現でもあり、生活組織の構造要因と
ﾈる。

清野きみ
i北海道教

迹蜉w名誉
ｳ授）

清野きみ
i北海道教

迹蜉w名誉
ｳ授）

2 生活研究の系譜

　生活研究には、消費経済学的手段、家政学的生活手段、
ｶ活保障や教育などの主体形成を直接とした手段などを学
ﾔ領域がある。現在では共生をテーマに、社会と生活を結
ﾔ領域として、それぞれの基礎科学に立脚しながら、生活
､同体である家庭・生活を研究する気運が高まっている。

同　上 同　上

3 家族と生活資料
ﾌ関係構造

　現在の家族は、私的消費構造一世帯の基本枠組をもち、
ﾆ庭という集団の場に属する。所属する家族メンバーの内
ﾊからみると、ときに養育環境になったり、安定ややすら
ｬの場になったりする。家庭は、主体形成の場であると共
ﾉ、家族の組織過程をふくむ集団である。

同　上 同　上

4 家族と生活資料
ﾌ関係構造図

　私的消費構造と家族集団の組織過程との両面をもつ生活
�A家族と生活資料の関係構造をあらわす構成図によって
燒ｾする。生活資料と道具、貨幣収入、科学・技術・情報
ﾌ三点を結ぶ三角図によって、生活活動を表現する生活場
ﾊを、生活時間や家事活動、家計構造とする。

同　上 同　上

5 子どもにとって
ﾌ生活構造

　人間は生活しつつ発達し、発達しつつ生活する。生活主
ﾌとしての人間の発達は欲求・動機の系と技術・操作の系
ﾌ組合せによる主導的活動の発展としてみることができる。
ﾆ庭を中心とした子どもの主体形成は再生産活動を通した
蜷lとの関係の中で展開される。

金田利子
i静岡大学

ｳ授）

清野きみ

燗c利子
i静岡大学

ｳ授）

6 子育て環境と生

?¥造

　家庭の重要な機能である次世代の育成（子育て）は、一一
l家庭だけでは全うできない。子育てを支える地域のコミ
?jケーションづくり、社会資源のネットワークづくりは、
ﾆ庭支援となり、地域を生活主体としての老若男女の発達
ﾂ境にしていく道につながる。

同　上 同　上

7 生活の標準化

　国民経済の動向と結びついた家計構造をとりあげる。家
v構造と社会の経済構造は、生活様式、消費志向と関連す
驍ｪ、とくに、主要耐久消費財の標準化の様相から、標準の形成、標準形成の経路、なされ方、標準達成度を通じ生

Nする消費生活問題のメカニズムを解明する。

馬場康彦
i日本福祉

蜉w助教授）

清野きみ

n場康彦
i日本福祉

蜉w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）

日本の家計における貯蓄率の高さの要因のひとつに、老
後の生活不安があげられることが多い。その不安の内容は、 清野きみ

8 高齢者にとって 健康な状態で老後生活費がいくら必要なのか、さらに家族 馬場康彦
の生活の構造 ないし自分が何らかの障害にかかり介護iの必要性が生じた 馬場康彦

場合の費用はいくらか、介護期をめぐって講義する。

高齢社会の対応には、高齢者自身の心身の健康維持のた
めに必要な生活の場が求められる。前期及び後期高齢期の 清野きみ 清野きみ

9 高齢者の生活設 生活構造の特性をみながら、もっともよいあり方、生き方 金田利子 金田利子
計 の問題をとりあげる。合わせて現在の子世代にあたる旧び 馬場康彦 馬場康彦

との何老期への対応を考える。

食生活は食材や調理加工手段の供給のあり方、食生活の
主体により構成される。それぞれの要素は経済社会構造の 中嶋　　信 清野きみ

10 食生活の構造 発展に照応して大きく変貌し、その結果、食生活は不断に （徳島大学

変化している。近年の食生活の激変を素材として食生活構 教授） 中嶋　　信
造を動態的に把握する。 （徳島大学

教授）

生活構造の評価は俗流に陥り易いが、慎重に分析すべき
である。現代の食生活を検討すると、消費構造の階層性や 清野きみ

11 日本の食生活問 その内に潜む「新しい貧困」を確認できる。日本の食生活 同　上
題 問題の諸相を分析し、問題解決の方向を明らかにする。 中　嶋　信

余暇は個々人の価値的選択による生活時間の領域であり
主体の生涯発達の観点から重要性をもつが、労働・生活水 佐藤一子 佐藤一一子

12 生活構造のひろ 準・家族関係、生育環境などに規定され生活構造において （東京大学 （東京大学

がりと余暇観 必須の部分とはなっていない。生活構造のひろがりのなか 教授） 教授）

で余暇の可能性と条件を考察する。

余暇は休息の時間であるとともに、学習・趣味・文化活
動を通じての精神的・身体的充足の時間である。さらに家

13 余暇と生涯学習 族・友人・地域社会とのより豊かな関係形成の条件でもあ 同　上 同　上
る。余暇を通じての生涯発達は文化的生活のために不可欠
な現代的人権であることをのべる。

個の心理的健康を実現するには、所属する生活組織や、
近隣地域の健康維持活動と深い関連がある。生活の質の向

14 生涯発達と生活 上と福祉に連ながる生活設計とは何かを考え、質の向上を 清野きみ 清野きみ
設計 測るものさしや基準をとりあげる。

成長至上主義の社会の仕組みを克服する人類史的な課題
に私達は直面している。それは資源浪費型の生活構造につ 清野きみ 清野きみ

15 地球にやさしい いても当てはまる。持続可能な社会を実現するために、21 佐藤一子 佐藤一一子
生活設計 世紀の生活構造はいかにあるべきか。消費構造や生活文化 中嶋　　信 中嶋　　信

の革新の方向を確認する。

一6一



＝世界の教育（’98）＝　（TV）

〔主任講師：宮澤康人（放送大学教授）主任講師：小林雅之（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　現代世界における教育問題の提示と分析を通して初心者の教育研究入門に資する。代表的なトピックを選
び、それを典型的に、鮮明にあらわしている国をとりあげる。西洋の近代化がひきおこした世界のシステム
化に対応する地球規模での学校化社会とそれの北と南の対照を軸にすえ、現代は異なった民族や文化の共存、
人類と自然との共存が教育の課題となりつつある時代であることを示そうとする。

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 現代世界と教育

　全体への導入部として、　「近代世界システム」　「学校化

ﾐ会」　「南北問題」などのキーワードを説明し、つついて
u教育問題」というときの教育の定義の仕方の諸相にふれ、
ｳらに複雑多様な世界の教育問題を整理するための認識枠
gとしての類型化とが対比といった方法にふれる。

宮澤康入
i放送大学

ｳ授）

宮澤康人
i放送大学

ｳ授）

2 教育制度の概観

・世界各国の教育の普及水準を明らかにし、先進国、中進
早A途上国の類型に分かれることを示す。・教育システムの基本類型として、単線型と複線型を示し、

ｻの具体的な国の例を取り上げ説明する。・各国の教育システムが共通にかかえている問題点と教育

?vの焦点を説明する。

小林雅之
i放送大学

赴ｳ授）

小林雅之
i放送大学

赴ｳ授）

3

先進国における
w校化社会と学

・先進国における学歴社会の現状を、ヨーロッパとアメリ
J、日本を比較して検討する。・学歴社会の問題点を明らかにする。・学歴社会の成立の社会的要因を説明する。・学歴社会の今後の方向や解決への努力について具体的な

沫痰�?ｰて説明する。

同　上 同　上

4

発展途上国にお
ｯる識字教育一ラテンアメリ

@　カの場合一

　識字は、個人の尊厳、権利を確立する上でも、また、社
?ﾌ発展のためにも、第一級の重要性を持つ事柄とされて
｢る。発展途上国の学校教育制度は、教育拡大に貢献した
ｪ同時に、そこから脱落し、あるいは包接されない多数の
l々をも産み出している。これらの人々に対し、様々な国
竰n域で、多様な識字教育が実践されている。本論では、
ｯ字教育の過去の歩みと現在の状況とをラテンアメリカを
?Sとして解説する。

江原裕美
i帝京大学

赴ｳ授）

江原裕美
i帝京大学

赴ｳ授）

5 先進国における

E業教育

・先進国における教育と職業の結びつきについて、例をあ
ｰて説明する。・先進国の職業教育の様々な独自の取り組みを、イギリス、

Xウェーデンなど具体的な事例をもとに検討する。・職業教育制度改革の例としてスウェーデンの総合制中等

w校の例をあげ説明する。

小林雅之
i放送大学

赴ｳ授）

小林雅之
i放送大学

赴ｳ授）

6

発展途上国にお
ｯる職業教育一ラテンアメリ

@　カの場合一

　職業教育は発展途上国の「開発」を推進する上で、常に
d要視されてきた。特に1960年代以降、開発のためのマン
pワー供給が教育に期待されたことから、中等教育段階で
ﾌ職業教育は高等教育と共に、顕著な伸びを見せた。しか
ｵ、中等学校での職業教育の効果に対する疑問や債務危機
�oての時代の変化などが、職業教育の今後の在り方の検
｢を迫っている。ラテンアメリカを中心に途上国の職業教
轤ﾉついて考える。

江原裕美 江原裕美
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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）

発展途上国にお アジアには植民地支配の遺産を引きずり国家形成に苦悩
ける国民統合と している国々が少なくない。ここでは多民族社会の典型と 西野節男 西野節男
学校教育 されるマレーシア他の東南アジア諸国を事例として取り上 （名古屋大 （名古屋大

7 一三民族国家 げ、国民統合と学校教育の問題について考察する。　（1） 学助教授） 学助教授）

マレーシアを 国家形成と教育上の優遇措置（2）カリキュラムと試験制
中心として一 度にみる国民統合の問題などについて考察する。

征服・植民地特等、近代社会の拡大によって生じた少数
先進国における 民族問題の諸相を、　「南」　「北」の対比を意識しっっ、主 中村雅子 中村雅子
国民統合と学校 に欧米諸国を素材として、多民族多文化社会における国民 （桜美林大 （桜美林大

8 教育 統合と教育の問題として検討する。 学助教授） 学助教授）

一欧米諸国の
場合一

本講義は、欧米諸国とわが国におれる青少年の問題行動
逸脱行動と学校 の傾向とその社会的背景を比較的に検討し、さらに近年青 二宮　　皓 二宮　　皓
教育 少年の間にあって最も深刻かっ重大な問題となりつつある （広島大学 （広島大学

9 一薬物教育を 薬物乱用の問題をとりあげ、病める社会の病理を明らかに 教授） 教授）

中心に一 するとともに、学校教育における薬物乱用防止教育の最先
端を探る。

本講義は、イギリス、ドイツなど欧米諸国における価値
価値の教育と宗 の教育、とりわけ公教育における宗教の取り扱いと宗教心
教 育の内容について検討する。またアメリカ合衆国における 同　上 同　上

10 一先進国の 事例を中心として、宗教と公教育の関わりを紹介しながら、
場合一 価値に関わる教育についての論争を検討する。

世界的なイスラーム復興運動の動きはあらたあて宗教と
価値の教育と宗 教育、そして価値の教育の問題に関心を呼びさました。東
教 南アジアのイスラーム教育に主たる焦点をあてて（1）イ 西野節男 西野節男

11 一東南アジアの ンドネシアの伝統的な宗教教育と近代学校制度（2）マレ
イスラーム教 一シアにおけるイスラーム行政と教育の特質（3）宗教教
育を中心に一 育と道徳教育の位置と関連（4）教育のイスラーム化と価

値の教育

多民族多文化社会の多様性にこたえようとする様々な教
国民意識と国際 育プログラムを素材に、アイデンティティーと国境という
理解の教育 問題に注目し、アメリカ合衆国の場合とEU統合への動き 中村雅子 中村雅子

12 一アメリカ合衆 を対比させて検討する。

国とEUの
場合一

東南アジア地：域は文化的・宗教的な多様性に富んでいる。
国民意識と国際 国際理解の教育は国内の多民族性とその相互理解の延長線
理解の教育 上に位置付けられると言ってもよい。　（1）国民教育制度 西野節男 西野節男

13 一東南アジア地 における民族・宗教・文化の位置づけと教育内容に見る多
域の場合一 民族の扱いなど国内的な次元と（2）留学、教育協力など

国際的な次元と交錯させて国際理解の教育について考察す
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）

14 留学生交流と教
轤ﾌ国際化

　本講義は、諸外国の留学生交流政策を概観するとともに、
墲ｪ国における留学生交流の政策と実態を概説し、さらに
坙{留学の特質と問題を検討することでもって、わが国の
ｳ育（大学）の国際化の課題と方向を探る。

二宮　　皓 二宮　　皓

@　！

15 地球環境と学校

ｳ育

　終章として、地球上の人類全体と自然環境との共存の方
rを見出すことが不可欠な課題となった現代において、教
轤ﾉ何が期待されているかを、以下の項目の下に考える。
ｩ然と人類の対立、環境倫理学の問題提起、環境教育の動
?ﾆその北と南、環境教育をめぐる争点。

宮澤康人 宮澤康人
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＝現代社会と教育＝（TV）
〔主任講師：新井郁男（上越教育大学教授）主任講師：岡崎友典（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　現代社会の現実像あるいは理想像をさまざまな面からとらえ一たとえば競争社会、共生社会一、それを解
決したりあるいは実現するには教育はどうあるべきかなどについて考える。

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 変動社会の教育

　現代の日本社会を脱工業社会から学習社会までの13の
ﾐ会類型に区分し、それが教育とどの部分でどうかかわっ
ﾄいるかということを二人の担当講師が対談の形であきら
ｩにする。

新井郁男
i上越教育

蜉w教授）

ｪ崎友典
i放送大学

赴ｳ授）

新井郁男
i上越教育

蜉w教授）

ｪ崎友典
i放送大学

赴ｳ授）

2 脱工業社会と教

　社会は農業社会から工業社会への発展過程において、物
ｿ的な豊かさを手にいれたが、同時に精神的な豊かさを失
ﾁた。社会発展のこのような光と影は教育にも反映してい
驕Bそのような姿を考察し、それを克服するにはどうした
逞ﾇいかを考える。

新井郁男 新井郁男

3 高齢社会と教育

　高齢社会の教育課題を、たんに高齢者に対する課題とし
ﾄだけではなく、高齢期においても生き甲斐を持てるよう
ﾉなるにはどうしたらよいかという観点から、青少年期を
ﾓくめた生涯教育・生涯学習の問題としてとらえる。

同　上 同　上

4 国際化社会と教

　国際化社会における教育課題を、異文化理解、異文化間
Rミュニケーションとしてとらえ、日本人のその面におけ
髞¥力が低いのはなぜか、それを高めるにはどのようにし
ｽらよいかということを考える。

同　上 同　上

5 共生社会と教育

　共生の問題を、特定の集団間のそれ～たとえば男性と女
ｫとの共生～としてだけでなく、自然と人間との共生をも
ﾜあ、多様かつ多元的な観点からとらえ、そのような共生
ﾐ会を実現するにはどうしたらよいかを、教育問題として
lえる。

同　上 同　上

6 余暇社会と教育

　余暇の社会的意義を労働との対比において検討し、教育
ﾌありかたを、余暇の観点から見ても転換すべきであるこ
ﾆを考える。 同　上 同　上

7 地域社会と教育～学校の再編～

　新しい地域を形成するには教育はどのように変わらなく
ﾄはならないかということを、地域の持つ教育力に目を向
ｯて考える。 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）

大都市の子どもの生活実態に見合った学校教育、社会教
育のありかたについて、東京都の中心部の地域再開発の事

8 地域社会と教育 例を通して考察する。 岡崎友典 岡崎友典
～地域の再編～

流動性の高い社会を「移動社会」と規定し、階層移動、
職業／人材移動、地域／居住地移動などの側面からとらえ、

9 移動社会と教育 教育とどのように関係を持ってきたかということを、明治 同上 同　上
以降に発展した北海道内の事例を用いて明らかにする。

情報の生産と消費が人々の生活を規定する社会への移行
にともない、教育内容に変化がみられる。とくに義務教育

10 情報社会と教育 段階の学校で、情報の伝達、処理、検索、選択の教育をど 同　上 同　上
のようにおこなうかということについて考察する。

高度化、複雑化、多様化する社会では「管理」という社
会的な機能は不可欠だが、　「教育的管理」はどのような形

11 管理社会と教育 態をとるべきか。事例をつうじて明らかにする。 同　上 同　上

立身出世のたあに教育が有効な手段として機能する。試
験、選抜、偏差値などの教育問題が社会問題化している現

12 競争社会と教育 実を明らかにし、学校教育の現代的な課題について考察す 同　上 同　上
る。

福祉を、高齢者、障害者、児童の三領域でとらえ、これ
らが具体的に展開する地域社会に即して、地域福祉と教育

13 福祉社会と教育 の視点から社会教育上の課題を考察する。 同　上 同　上

競争社会と、高学歴社会はどのように関係しているか。
形式的な教育ではなく、実力をもつ人材を養成する教育機 岡崎二二 岡崎二二

14 高学歴社会と教 関が設立されるなかで、学歴がはたす役割について明らか
育 にする。 新井郁男 新井郁男

変動社会は生涯にわたり学習を必要とする社会である。
日常の生活に生かされる学習を保障するたあに、どのよう

15 学習社会と教育 な教育・学習内容が用意される必要があるのか。生涯学習 同　上 同　上

フェスティバルが開催される地方都市の事例を通じて、教
育制度上の課題を明らかにする。
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＝教育の心理＝（TV）
〔主任講師：吉田章宏（川村学園女子大学教授）〕

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「人間の心理」を、　「授業」を典型とする多様な具
体的事例に即して、多視点的に解明する。この解明を通して、　「教育の心理」について我々ひとりひとりが
持っている「前理解」がより豊かな「理解」となり、我々の「生きられた世界」がより豊かとなること、こ
れが願いである。

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 教育は共育

　「教育」は「共生」の一環としての「共育・＝共に育つこ
ﾆ」として理解される。新たな「世界」へと、先生（先学
^先覚）は導き、生徒（学徒／覚徒）は導かれ、共に育つ
ﾌが「教育一共育」である。一典型例に即して「教育の心
掾vの意味と構造の理解を共に創る。

吉田章宏
i川村学園

落q大学教
�j

吉田章宏
i川村学園

落q大学教
�j

2 授業と受業

　「授業」は「教育」のひとつの典型である。授業は「業」
ﾌ授受の場として理解される。　r業」の内的地平と外的地
ｽを解明し、人と人（＝我と我）の間の「業」の授受によ
闍､に育つ人々（＝我々）の「心理」を解明する。授業の
ｳ育としての典型性を明示化する。

同　上 同　上

3 心理を学問

　「こころ」は未だに人類にとって謎であり続けている。
ｱの謎と苦闘してきた多種多様な「心理学」に学びつつも、
艶Sに帰り、　「心理を学問」することを我々の願いとして
怺?ｵ、その願いを共有し、　「心＝心理」を「学問する」
ｱとの意味と構造を共に考える。

同　上 同　上

4 人間我世界

　人間を「もの」　「けもの」　「ヒト」　「人」と同一化する

揄�ﾉ発し、それらと差異化する理解へと共に向かう。ひ
ﾆりひとりの人間は、ひとりひとりの「我」であり、ひと
ﾂの「世界」　「歴史」　「物語」である。教育はそれらの間
ﾌ「出会い」として理解される。

同　上 同　上

5 多元的現実

　人間の「生きられた現実」は多元的である。多元的現実
�ｶきる人間と人間の間の「出会い」としての教育から、
ｳらに多元的現実が生まれる。生きられた多元的現実は、
l間の心理の「・一・と化する」受動的／能動的な過程／活
ｮを通じ一層多元的かつ統一的となる。

同　上 同　上

6 真偽と信疑

　「至高の現実」である日常的世界の生きられた現実は真
ﾅも偽でもありうる。そして、自他の世界の真偽を、我々
ﾍ信じたり疑ったりする。教育＝共学において、それぞれ
ﾌ生きる世界の真あるいは偽と、それをあるいは信じある
｢は疑うことの意味と構造を考える。

同　上 同　上

7 無利私利他利回

　教育＝共育がその一環である共生において、人間はそれ
ｼれの生における利を求めている。でば、我の利、　「私利」
ﾆ化する共育、他の利、　「他利」と化する共育、そして、

?�ｴえ、　「無利」と化する共育とは何か。それぞれの姿
�T索し、解明し、共に考える。

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）

「・一・と化する」心理の過程／活動は、我の生きられた

世界の物事を、我にとって自由と化したり拘束と化したり
8 自由化と拘束化 する。日常生活世界からの離脱あるいは拘束、さらに、可 吉田章宏 吉田章宏

能性／現実性／必然性の構造化、それを先生／先学／先覚
に学ぶことの意味と構造を考える。

人間の心の働きは、我の生きられた世界の特定の物事を
「目的と化する」／「手段と化する」。目的化と手段化は

9 目的化と手段化 互いに循環し環を成す。我はその環に「入り」そこから 同　上 同　上

「脱する」。教育＝隔意における、目的化／脱目的化と手
段化／脱手段化の意味と構造を探る。

総てを同時にということは不可能な人間の心の働きは、
必然的に、生きられた世界における特定の物事の、主題化

10 主題化と自明化 と脱主題化／自明化と脱自明化を繰り返し、循環しつつ展 同　上 同　上

開する。それは、中心化／脱中心化の循環とも言いうる。
教育におけるその意味と構造を探る。

「経験の空間」と「期待の地平」に条件づけられている
人間の「生きられた世界」に現れる総ての物事は、互いに、

11 同一化と差異化 同一化と差異化の働きを受ける。それにより、物事の内外 同　上 同　上
間にもたらされる、構造化、脱構造化と混沌化の循環の、
教育における意味と構造を探る。

我の世界に現れる物事は、近接化と類似化によってさら
に豊かと「化する」。近接化は、時間的あるいは空間的に

12 近接化と類似化 現実化し、類似化は、モデル化／アナロジー化／比喩化な 同　上 同　上

どとして多様化する。多下位世界にまたがるこれら心の働
きの、教育における意味と構造を探る。

生きられる世界で、物事は、具象化と抽象化によって、
豊かに多様化されるとともに統一化もされる。それは、可

13 具象化と抽象化 覚化と能覚化／可視化と能視化としても、時間化と空間化 同　上 同　上

としても、現れる。教育による、世界の多様化と統一化に
おける、両者の意味と構造を探る。

日常生活世界の「至高の現実」から派生した多様な下位
世界の内の重要な一つに、虚構の世界がある。現実を虚構

14 現実化と虚構化 化し、虚構を現実化する心の働きの交錯は、生きられた世 同　上 同　上

界の豊饒化に必須である。変化の中に不変を見る想像自由
変更など、その意味と構造を探る。

「教育＝共育」による、我の世界と我の世界の「出会い」
を経て、ひとりひとりの「我の世界」も、　「我々の世界」

15 我々世界の交響 も、さらに多様化し統一化する。多様化と統一化／部分化 同　上 同　上

と全体化／構造化と混沌化／深層化／分裂化と豊饒化を経
て、我々世界の交響が生まれる。

一14一



＝教育心理学＝（R）
〔主任講師：永野重史（放送大学教授）〕

全体のねらい
　「教える」とはどういうことなのか、　「学ぶ」とはどういうことなのか、という問題を心理学的に解きほ
ぐして、問題の考え方の歴史や、理論のよりどころとなっている実証的な研究との関係を平易に説明するこ
とによって、術語の丸暗記で済ますことなく、育児や学校教育や社会教育の様々な問題を批判的に考えられ
る力を養う。

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 教育心理学とは

ｽか

　学校教育の心理学としての教育心理学の意義と歴史。常
ｯ的教育論と教育心理学とはどのように違うか。教育心理
wのどういうところが信頼出来るのか。教育心理学は教育
ﾀ践の役に立つのか。生涯学習時代における教育心理学の
Vしい課題は何か。

永野重史
i放送大学

ｳ授）

永野重史
i放送大学

ｳ授）

2 教育を考えると
ｫの二つの立場

　精神測定論的立場（客観的に測定できる諸能力を形成す
驍ｱとが教育だと考える立場）と、発達論的立場（子供の
ｭ達を援助することが教育だと考える立場）の違い。行動
蜍`的学習心理学と発達心理学の役割。行動目標の書き表
ｵ方における二つの立場の違い。

同　上 同　上

3 学習の心理学
@　（1）

　行動主義の学習心理学。外部から観察出来ることを研究
ｷるのが科学だと考えるところがら生まれた行動主義，ね
ｸみの訓練から見つかった学習原理。ソーンダイクの効果
ﾌ法則とは何か。応用としてのプログラム学習や行動修正
ﾌ技法とその問題点。

同　上 同　上

4 学習の心理学
@　（2）

　行動の変容が学習なのではなくて、ものの見方の変容が
w習なのだとみる認知主義の学習心理学。歴史；ゲシュタ
泣g心理学と構i成主義の認識観。行動主義の学習理論と認
m主義の学習理論における「誤り」の見方の違い。学習に
ｨいて「誤り」は無価値か。

同　上 同　上

5 発達の心理学（1）

　発達心理学の歴史。年齢による発達の記述と学習因論・
ｬ熟要因論。どちらも子どもの主体性を無視。子どもの主
ﾌ性に注目するピアジェの発達段階論の出現。ピアジェ理
_の特徴。発達は普遍的な現象か6教育を考えるのに必要
ﾈ文化と発達との関係。

田島信元
i東京外国

齣蜉w教授）

田島信元
i東京外国

齣蜉w教授）

6 発達の心理学（2）

　発達における文化的、環境的要因を重視するヴィゴッ
Lーとパフチンの発達理論。　「発達の最近接領域という概
Oの教育的意味」　（援助があるときの能力と独力ですると
ｫの能力）。大人との社会的交渉と社会的言語の役割。生
U学習と生涯発達の可能性。

同　上 同　上

7 動機づけの
S　　理　　学

　学習の意欲とは何か。動機づけの機能。快楽主義の思想。
zメオスタシスによる説明から知的要因の重視へ。外発的
ｮ機づけと内発的動機づけの違い。：達成動機の測定方法と

攪_。期待一価値理論。ピューマミスティックな心理学の
ｧ場。

永野重史 永野重史
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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）

学習者が、実体としての能力を考えているか発達する能
力を考えているかの違いと学習意欲。挫折感、無力感など 永野重史 永野重史

8 能　力　観　と との関係。自分が出来事の原因であるという見方と意欲。
学　習　意　欲 神経症的な生き方の問題点。　「やる気を育てる教室」の実

践。

人間は理性的動物であるか。人間は理性的動物であると
いう人間観によって学習者の能動性や自発性はかえって軽

9 人間観と教育 視されて、教師は知識や技能を教え込もうとするようにな 同　上 同　上
（1） る。基礎的学習内容とは何か。学問の入門的知識から順に

系統的に教えることは可能か。

人間の理性はきわめて限られているという人間観に関す
る証拠の数々。人工知能研究でわかったと人間の理性の限

10 人間観と教育 界。個人の理性か集団の理性か；限られた理性という人間 同　上 同　上
（2） 観をとることによって、教えるということについての考え

方はどう変わるか。

学習者の成績を決めることだけが教育評価なのではない。
教育をめぐる情報の収集と利用が教育評価である。指導の

11 教育評価とは 評価やカリキュラムの評価も必要。状況で変わる能力を評 同　上 同　上
何か 価できるか。いわゆる偏差値をめぐる諸問題。

「単なる記憶」などと言ってもよいのか。知的活動の一側
面としての記憶。思考と記憶とをはっきりと区別すること

12 記憶の心理学と がむずかしい。　「記憶力」は、学習のための活動、学習者 同　上 同　上
教育 の知識態度、教材の構造と表現、評価のための課題などの

諸条件で変わる（四面体モデル）。

ビネーとゴールトンの知能検査、その教育への影響。知
能指数で学力が予測できるか。風変わりな考えをすること

13 知能と創造性の を創造性とみた検査の欠点。多面的にとらえられるように 同　上 同　上
心理学 なった知能。パーソナリティーや思考のスタイルとしてと

らえられた創造性。

子どもはどのような点で道徳的か。道徳性の発達は多面
的にみる必要がある。知的側面を重視するピアジェとコー 山岸明子 山岸明子

14 道徳性の心理学 ルバーグの道徳性発達論。道徳性の文化比較（性差）。道 （順天堂医 （順天堂医

と教育 徳性の発達をうながす教育。 療短期大学 療短期大学
教授） 教授）

機械的学習と意味のある学習。発見学習と受容学習。意
味のある受容学習における知識の再構成。能力心理学の思 永野重史 永野重史

15 様々な学習指導 想と知識形成論。形式陶冶対実質陶冶論争と心理学的研究。
の心理学的意味 学習の転移はどの程度まで可能か。
づけ
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＝心理学入門＝（TV）
〔主任講師：相場　豊（放送大学教授）〕

全体のねらい
　人間の心理は奥深く計り知れないものがある。しかし心理学はその解明に挑戦し多くの事実を見いだした。
それは心理学者たちが常識や言い伝えに満足しないで独自の方法を考え出して人間の心理を多角的にとらえ
る努力をしたからである。それらの成果を展望しよう。

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 心理学とは

　心理学は19世紀末に実験心理学として歩みはじめたが、
ｻれからさまざまな変遷を経て現在のような、広範な領域
�揩ﾂもっとも先進的な学問の一つとなった。その軌跡を
Hる。

相場　　畳
i放送大学

ｳ授）

相場　　畳
i放送大学

ｳ授）

2 感　覚　過　程～その生理と心

掾`

　われわれは外界のみならず、われわれの内部においても
ｳまざまな刺激に接している。それらの種類とその受容の
d方、そらにはその基礎をなす生理・心理的過程について
T観する。

同　上 同　上

3

知　　覚～行動のための

w針～

　感覚により得られた情報をよりひろい範囲の時間と空間
ﾉわたって統合し、行動に役立っようにするのが知覚の働
ｫである。その知覚のいくつかの側面を展望する。 同　上 同　上

4 情報の処理～環境情報の認

mと利用～

　環境の情報の入力と適応的な行動の出力の間の心的過程
ﾌ仕組み、つまり人間の情報処理の特徴を、感覚情報の入
ﾍ、入力情報の処理、処理情報の利用の段階に大別し、日
崧Iな事例を援用しながら解説する。

松田隆夫
i立命館大

w教授）

松田隆夫
i立命館大

w教授）

5

記　　憶～人の中の情報

ﾆ意識～

　「記憶」は極めて身近なものだが、様々な側面があり多
ｭの未解決の問題を持つ現象でもある。本講義では特に、
ｩ分の意識に上る記憶と上がらない記憶とをとりあげ、両
ﾒの相違と関係について、これまでの実験心理学および認
m科学の成果を元に考えていきたい。

原田悦子
i法政大学

赴ｳ授）

原田悦子
i法政大学

赴ｳ授）

6

彗　　　　圭五にコ　　　　　　ロロ

`ことばと心の
＜Jニズム～

　人間の言語使用を支えている心的メカニズムを対象とす
驕B高速で自律的な音韻処理のためのメカニズム、文法処
揩ﾌための言語知識とその習得、物語理解を支える常識的
m識言語による芸術表現の心理基盤、の各トピックについ
ﾄ講義をおこなう。

三三彰文
i東京工業

蜉w助教授）

三三彰文
i東京工業

蜉w助教授）

7

思　　考～考え理解する

ｱとのしくみ～

　人間における推論、理解のメカニズムを対象とする。帰
[、演繹などの推論形式と人間の日常推論との異なり、因
ﾊ推論（帰属推論）の特徴とそれを支える常識的知識、ア

iロジーやメタファに基づく推論・理解の特徴、の各ト
sックについて抗議をおこなう。

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

学　　習～経験が行動を

ﾏえる～

　我々は、人生経験を積み重ねることにより、自らの行動
�蛯ｫく変化させてゆく。ここでは、そのような行動の変
ｻを学習と呼び、その基本的なしくみについて紹介する。
ﾁえて、複雑な問題を解く場合などにみられるより高度な
w習のしくみについても解説する。

高橋雅治
i北海道大

w助手）

高橋雅治
i北海道大

w助手）

9

行　　動～生まれながら

ﾌ適応のしく
ﾝ～

「ロング・ショットでヒトをみる」というのが比較心理学
ﾌ立場である。この分野の課題を紹介しながら、①行動と
笂`子との関係、②個体史初期の適応、③衝動の様相を取
闖繧ｰて、環境への行動的対処にみられるヒトの独自性を
ｾらかにする。

辻　敬一郎
i名古屋大

w教授）

辻　敬一郎
i名古屋大

w教授）

10

発　　達～発達に及ぼす

ｶ化の影響～

　生物体である人間は、生誕以来、囲りの社会文化的環境
ﾆの相互作用を通して成長・発達し、個人差・文化差を広
ｰていくが、ここでは、そのしくみを理解するとともに一生涯を通じた発達の年齢差・個人差・地域差・文化差を

ﾇう捉えればよいかを考えてみる。

田島信元
i東京外国

齣蜉w教授）

田島信元
i東京外国

齣蜉w教授）

11 感情・情動～機制と臨床～

　感情、情動、情緒などとよぶ心の働きは自分の中に生じ
驫?ﾑ、悲しみ、恐れ、怒りなどの主観的な経験である。
Xに感情は内分泌腺や内蔵反応による生理的変化も示す。
ｱのような感情に対する感情反応を測定する、また行動異
墲ﾌメカニズムを追求する。

浜　　治世
i同志社大

w教授）

浜　　治世
i同志社大

w教授）

燻R伊知郎
i同志社大

w助教授）

12

人　　格～性格の形成と

攪_～

　人格・性格が、遺伝と環境によってどのように形成され
ﾄいくかをまず概観する。次いで人格・性格という、複雑
ﾅ、人間性そのものとでもいうべき事象を理解するための、
ｻ今の様々な理論について学び、人格・性格を総合的にと
轤ｦる道を学ぶ。

水島恵一
i文教大学

ｷ）

水島恵一
i文教大学

ｷ）

13

心　理　臨　床～心の診断と治

ﾃ～

　神経症、非行、その他の心理的障害や児童の行動問題な
ﾇの理解、その診断、治療、予防などを課題とする。とく
ﾉ不登校、神経症などの具体例をとりあげ、その心理の理
�i心理テストの利用を含む）、カウンセリングその他に
謔骼｡療を学ぶ。

同　上 同　上

14

社会心理学～社会と心のダ

Cナミックな関
W～

　社会心理学には、社会環境の中で生きている人間の認知
竝s動などと研究する心理学としての側面と、そのような
l間が相互に影響を与えあうことによって生まれるマクロ
ﾈ現象を分析する社会科学としての側面があるが、この両
ﾊの総合的な理解をはかりたい。

山岸俊男
i北海道大

w教授）

山岸俊男
i北海道大

w教授）

15

文化と行動～世界のなかの

?B～

　文化は私達の行動にどのような影響を与えるのか。異
ﾈった文化に属する人々の間の意志の伝達と交渉に文化は
ﾇのような影響を与えるのか。文化と行動について研究す
驍ｱとの意義は何か。異文化の人とうまく付き合う方法は
ｽか、などの問題について概説する。

マー　ク　　H．　B．　ラ　ドフ　ォ　一　ド

iインターナショナルサーベイリサーチコーポ

戟[ションアジア太平洋地域

x配人）

鰹黶@　覧
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＝心理学史（’98）＝（TV）

〔雑翻：杢撫粋黙ザ講〕

全体のねらい
　現在の心理学の歴史的背景を辿りながら、心理学の主要問題を考察する。心理学の歴史的変遷を忠実に追
うことよりも、現在の心理学の適切な理解を歴史的展望から得ることを重視する。心理学史を通して知る心
理学入門の性格をもたせたい。

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）

心理学史を大まかに概観するとともに、その間に議論の 大山　　正 大山　　正
対象となってきた主要問題、とくに研究の対象、方法、立 （元日本大 （元日本大

1 心理学史の展望 場の変遷について述べている。つぎに、ギリシャ時代より 学教授） 学教授）

近世に至る心理学的思想について概観する。 末永後郎 末永後郎
（日本大学 （日本大学

講師） 講師）

連合主義は、観念と観念、感覚と観念などの間の結びっ 大山　　正 上村保子
きを、多くの心理現象の基礎と考える、心理学の理論的立 （千葉大学

2 連　合　主　義 場である。その17世紀から19世紀に至る発展を述べ、つい 末永後郎 教授）

で連合主義がその後の心理学にどのような影響を及ぼした 一ノ瀬正樹
かを論じる。 （東京大学

助教授）

17世紀から19世紀に至る色覚研究、空間知覚の研究の発
展史と、その集大成であるヘルムホルツの研究と学説を、

3 感覚・知覚研究 それらが心理学の発展に及ぼした影響について述べる。 大山　　正 大山　　正

フェヒナーの精神物理学の構想とその成果について述べ、
その後の心理学への影響について論じる。

4 精神物理学 同　上 同　上

心理学が独立の科学と認められる過程を、ヴントを中心
に述べるとともに、ヴントの学説と彼がその後の心理学の

5 心理学の独立 発展に与えた影響について論じる。 同　上 同　上

19世紀末のヴント学派以外の動向、すなわちエビングハ
ウスの記憶研究、キュルペらの思考研究を中心に、ヨーロ 上村保子

6 19世紀末の ッパにおける心理学の状況を述べるとともに、アメリカに 大山　　正
心　　理　　学 おけるジェームズ、ティチェナー、ホールらの活動を展望 梅本尭夫

する。 （京都大学

名誉教授）

19世紀末の比較心理学の夜明け（ロマーニズ、モルガ
ン）から古典的比較行動学（ローレンツ、ティンバーゲン 長谷川寿一 長谷川寿一

7 比較心理学 、プリッシュ）を経て、現代の動物行動学、比較認知科学 （東京大学 （東京大学

にいたる道筋をたどる。 助教授） 助教授）
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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 個人差の研究

　19世紀に傑出した人物を研究したゴールトン、20世紀初
ﾟに知能検査を考案したビネ、それにギリシャ時代より関
Sがもたれていた性格の研究を取り上げる。

詫摩武俊
i東京国際

蜉w教授）

詫摩武俊
i東京国際

蜉w教授）

9 精神分析学

　精神分析学は行動の動因として無意識を重視し、防衛機
ｧや自我の構造について独自の理論を展開し、また心の深
wの研究法として夢の分析を用い、これらを通して現代の
S理学の発展に大きな影響を与える。フロイト、ユング、
Aドラー、新フロイト派を取り上げる。

詫摩武俊

D田尚生
i東洋英和

頼w院大学
ｳ授）

詫摩武俊

D田尚生
i東洋英和

頼w院大学
ｳ授）

10 ゲシュタルト
S　　理　　学

　連合主義からヴントの構成主義に受け継がれた要素主義
ﾌ心理学を否定したゲシュタルト心理学について、その中
Sとなったウェルトハイマー、ケーラーらの研究成果と主
｣を述べるとともに、その後の心理学への影響にも言及す
驕B

大山　　正

上村保子

h見成正
i日本女子

蜉w教授）

11 行　動　主　義

　1913年にワトソンによって宣言され、その後の心理学に
蛯ｫな影響を与えた行動主義とはどのような主張か。行動
蜍`の主旨にそった行動研究の例として、パブロフの条件
ｽ射の実験と、ソーンダイクの試行錯誤実験などを中心に
uずる。

今田　　寛
i関西学院

蜉w教授）

今田　　寛
i関西学院

蜉w教授）

12 新行動主義

　やや極端に過ぎたワトソンの行動主義が、1930年代にな
ﾁて科学論の変化にともなってより穏やかな新行動主義の
蜥｣に移行する。その主張はどのうよなものか、その具現
ﾒとしてのハル、トールマン、スキナーなどの行動理論に
ﾂいて講ずる。

同　上 同　上

13 認知心理学

　現代の認知心理学は極めて学際的である。その源流を心
搖w、哲学、言語学、情報科学、神経科学にたずねる。ま
ｽ、1950年代後半に起こったいわゆる認知革命についてブ
香[ドベント、ミラー、サイモンなどの研究を通して概観
ｵ、現代に至る道筋を明らかにする。

大山　　正

繿ｺ保子
范ﾌ　　謙
i千葉大学

ｳ授）

上村保子

范ﾌ　　謙
i千葉大学

ｳ授）

14 発達心理学

　発達研究の源流から今日に至る発達心理学の歩みを辿る。
蛯ﾈ内容：人間の成長・発達・エイジングに対する関心、
P8～19世紀の発達論、発達心理学の始まりと展開、1950年
繧ｩらの状況、今日の発達心理学。

小嶋秀夫
i名古屋大

w教授）

小嶋秀夫
i名古屋大

w教授）

15 社会心理学

　1908年はじめて社会心理学と名乗る2冊の書物が刊行さ
黷ｽ。しかし、社会心理学の問題はその時はじめて発見さ
黷ｽわけではない。さまざまな関心に基づく多様な研究に
謔ﾁて今日の社会心理学研究の領域が形作られてきた。そ
ﾌ問題史的展開を概観する。

永田良昭
i学習院大

w教授）

永田良昭
i学習院大

w教授）
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＝rフロンティア人間科学（’98）＝＝　（TV）

〔圭騰贈与騰瓢隷藩学㌔馨；〕

全体のねらい
　人間は文化や社会の中で学び、悩み、遊び、成長する極めて多面的な特徴を持つ存在である。このような
人間の全体像を捉えるには、多視点からの総合的な理解が必要である。本科目では、現代社会において入間
が直面する諸問題をテーマとして、人間科学のさまざまな知のフロンティアを紹介しながら、人間を立体的
に理解することをねらいとする。

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）

社会・文化・パーソナリティを中核に広範な周辺諸科学 中島義明 中島義明
との知のネットワークとしての人闇科学のイメージと、そ （大阪大学 （大阪大学

1 人間科学とは の多様な方法論について概説する。 教授） 教授）

何か 太田裕彦 太田裕彦
（放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

人間は言わば情報を「食べて」栄養素を吸収し、はじめ
て生存可能となるような生き物である。このような情報を

2 情報と人間 人間の深い関わりについて考察を加える。 中島義明 中島義明

人間の行動にとってエラーは大きな問題となる。しかし、
エラーは人間の特性からして起こるべくして起こっている

3 エラーと人間 とも言える。このような視点からヒューマンパフォーマン 同　上 同　上

スに関し考察を加える。
、

人間にとってゆとりがいかなる意味をもつのかを人間の
労働・余暇・遊びを通して考える。

4 ゆとりと人間 太田裕彦 太田裕彦

人間は死ぬまで新たな知識や創造を追求する生物である。
それゆえ、生涯教育という視点が大事である。教育学者の 山本慶裕 山本慶裕

5 生涯学習と人間 視点よりこの問題に考察を加える。 （国立教育 （国立教育

研究所室長） 研究所室長）

現在社会において求あられる男性・女性の役割や文化と歴
史の中の男性と女性について考察を加える。 伊藤公雄 伊藤公雄

6 ジェンダーと （大阪大学 （大阪大学

人間 教授） 教授）

現代社会において人間が直面している異文化理解や地球
規模での共存の問題について考察を加える。 渡辺文夫 渡辺文夫

7 国際化と人間 （上智大学 （上智大学

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）

ボランティア活動が開く新しい人間関係や社会変革愚な
どについて考察を加える。 大熊由紀子 大熊由紀子

8 ボランティアと （朝日新聞 （朝日新聞

人間 論説委員） 論説委員）

現代社会におけるさまざまなニューメディアの登場が人
間の行動やライフスタイルにいかなる影響を及ぼしている

9 ニューメディア のかについて考察する。 中島義明 中島義明
と人間

現代社会ほど人間がさまざまな環境に進出しようとして
いる時代はかってなかった。宇宙環境、高層環境等々に見

10 特殊環境と人間 られる人間の心理について考察を加える。 同　上 同　上

人間は自然をどのように認識しまたどのように自然に関
わっているのかという問題を中心に取り上げ、自然を通じ

11 自然と人間 た人間の特性を考える。 太田裕彦 太田裕彦

現代社会において「いじあ」の問題は深刻な様相を帯び
てきている。この問題に関し、心理学的に考察を加える。 丹野義彦 丹野義彦

12 いじめと人間 （東京大学 （東京大学

助教授） 助教授）

人間は必ず死を迎える。死に直面した人間とその周囲の
人間の心理に関し精神科医の立場より考察を加える。 柏木哲夫 柏木哲夫

13 死　と　人　間 （大阪大学 （大阪大学
教授） 教授）

世界に生きる人間を記号・表現・レトリックの交錯する
ただ中に探る。 菅野盾樹 菅野盾樹

14 記号的想像力と （大阪大学 （大阪大学

人間 教授） 教授）

これまでの講義を立体的にまとめ、さらに複数の講師に
よる討議も交えっつ、知のフロンティアとしての人間科学 中島義明 中島義明

15 人間科学の可能 の可能性について考える。
性 太田裕彦 太田裕彦
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＝子どもの発達と社会・文化＝（TV）

こ主任講師：三宅和夫（北海道医療大学教授）〕

全体のねらい
　生物としてのヒトとして生まれた子どもがまわりの人びととの相互交渉を家庭・学校・地域社会の中で重
ねていくうちに社会的人間として成長していく。子どもは文化の中で育っていくのであるが、こうしたこと
を一方では日米比較研究などの具体的資料の提示により、他方発達の歴史的・文化的要因の理論的考察によ
り説明する。

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 「ヒト」から

@　「人間」へ

　子どもが生まれ育っていく社会がどのようなものである
ｩ、ということを考慮しなくては人間の発達を理解するこ
ﾆはできない。言いかえれば子どもがどんな文化的コンテ
Nストの中で育つかということを重視しなくてはならない。
ｱ入としてこうしたことを論じたい。

三宅和夫
i北海道医

ﾃ大学教授）

三宅和夫
i北海道医

ﾃ大学教授）

2 乳幼児期の母子
褐ﾝ交渉（1）

　子どもが母親との間で展開する相互交渉は社会的人間へ
ﾌ道筋の第一歩として重視されるが、そこには大きな文化
ｷが存在する。ここではこれまでになされた日米比較研究
ﾌ結果を紹介しながら、初期の母子相互交渉とのちの人格
ｭ達との関連について考える。

同　上 同　上

3 乳幼児期の母子
褐ﾝ交渉（2）

　子どもが2歳近くにもなれば、母親はいろいろな場面や
�ｵで子どもの行動を統制することが必要になってくる。
qどもが禁じられていることをしょうとするときなどに母
eがどのような形で対処するかについての日米比較研究の
送ｿを中心に考察する。

同　上 同　上

4 情緒の発達と社

?E文化

　乳幼児期の間に人間に見られる情緒表出はほぼ完成する
ﾆいわれるが、喜怒哀楽の表出の仕方、つまりどのような
�ｵで、どの程度の強さでということには文化差がふる。
喆ﾄの乳幼児についての研究資料を中心に検討しさらに母
eとの情緒的交渉との関係にふれる。

同　上 同　上

5

母と子の

Rミュニケーシ
㏍

　母親と子どもとの間のコミュニケーションおよび母子関
Wそのものの特質を、コミュニケーションゲームでの母親
ﾌコミュニケーションスタイル、しっけ方略などについて
ﾌ日米の対応するデータにより明らかにし、日本語および
坙{の人間関係の特質にも触れる。

柏木恵子
i白百合女

q大学教授）

柏木恵子
i白百合女

q大学教授）

6 「よい子」像と

qどもの発達

　米国における自己制御機能の発達研究を紹介検討した後、
坙{の子どもの自己制御機能の発達的特徴を研究資料にも
ﾆづいて明らかにする。その上で、背景にあると考えられ
髏eや社会の“よい子”像の日米差を提示して、社会の中
ﾌ子どもの発達について考えたい。

同　上 同　上

7

地域環境の影響～都会の子ども・農村の子ど

焉`

　日本の国内の文化的な違い、特に地域差に焦点を当てて、
ｻれが子どもの発達や子育てに対してどのような影響を与
ｦているのかを見る。加えて、都市と農村のそれぞれの抱える子育てに関わる問題点について考える。

臼井　　博
i北海道教

迹蜉w教授）

臼井　　博
i北海道教

迹蜉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）

日本の子どもの知的な課題に対する取り組み方の特徴を
認知スタイル（熟慮性・衝動性）と動機づけの側面から解

8 学び方のスタイ 説する。これとあわせて、これらの特徴の形成に影響を与 臼井　　博 臼井　　博
ル えるわが国の社会・文化的な条件について考える。

日本の子どもの学力の特徴を国際比較研究から考える。
さらに、教室における教師と子どもの相互交渉の特徴や、

9 学校生活と学習 教室の雰囲気、教師や両親の子ども観などのいわゆるr隠 同　上 同　上
れたカリキュラム」などの背景にある要因についても考え
る。

子どもの発達は、所与の社会・文化システムのなかでど
のような経験をしているかに大きな影響をうける。先進国 箕浦康子 箕浦康子

10 バングラデシュ と非常に違う社会化環境におかれているバングラデシュの （東京大学 （東京大学

の子どもの生活 子どもに焦点をあてて、社会機構、技術水準や家族をとり 教授） 教授）

まく黒味世界などが、子どもの経験できる世界をどのよう
にかたちづくっているか考える。

日本に難民として入国してきた人の苦闘をたどることで、
第二文化の学習 個人と歴史がどのように交わっているのか、また、日本で

11 ～インドシナ 自立した生活をしていくために学ばねばならないことはど 同　上 同　上
難民の場合～ のようなことなのかを知ることで、文化学習と発達につい

て考える。

文化特有の人間関係対処様式を摂取する感受期は9歳か
いつ日本人にな ら14、15歳であることがわかってきた。どのようにしてわ

12 るのか かってきたのか？帰国子女といわれる人の事例を通して、 同　上 同　上
～帰国生 カルチャーショックとはなにか、文化とパーソナリティの

の場合～ 関係などを考える。

異文化に対する態度自体が文化によって違い、それは自
文化のとらえ方の反映でもある。現在の異文化への関心か 小嶋秀夫 小嶋秀夫

13 異文化と自文化 ら出発して、夏8世紀までの西洋と日本、19世紀の展開を中 （名古屋大 （名古屋大

への関心 心に検討し子育ての違いへの関心の歴史的変化を探る。 学教授） 学教授）

文化により発達の姿が異なるだけでなく、発達の考え方
や心理学の中身が違う可能性もまた共通性もある。そのこ

14 文化比較から学 とに関する発達研究者の気づきを、自国文化中心主義の克 同　上 同　上
ぶこと 服の努力と生態学的環境の重視を中心に延べる。

これまでの14回の内容を振り返りながら、社会の在り方
とその文化が人間の発達にどのようにかかわっているのか

15 人間の育ちと をまとめる。そしてこの問題は、子どもの発達だけではな 同　上 同　上
社会・文化 く、人間の生涯発達にかかわることを確認する。
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＝折　　口
学 入 門＝　（R）

〔主任講師：渡邊二郎（放送大学教授）〕

全体のねらい
　本講義は、共通科目として開設されるものであるので、誰にでも理解できる、やさしい哲学入門を目指し
たい。

　広く、東西の哲学思想史に目を向けながら、哲学の諸問題について、展望を試みたい。

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 哲学という言葉

　哲学という言葉は、日本語としては、明治初年に、西周
ｪ造語してできた語である。
@そのもとになったのは、西洋語のフィロソフィであり、
ｱれはギリシア以来、西洋文化の根幹を形作ってきた。
@これらの点について、解説する。

渡邊二郎
i放送大学

ｳ授）

渡邊二郎
i放送大学

ｳ授）

2 「愛知」として

ﾌ哲学

　フィロソフィとは、　「知を愛する」という意味の言葉で
?驕B

@それで、哲学が何であるかを掴むためには、真理への
u愛」と、それによって求められている「知」について、

S得ておかねばならない。これらの点について、究明して
ﾝる。

同　上 同　上

3 人生観・世界観
ﾌ根本知

　哲学とは、簡単に言えば、人生観・世界観の根本知なの
ﾅある。哲学をこのように規定することについて、検討し
ﾄみる。
@ただし、人生観・世界観と言っても、芸術や宗教や道徳
ﾆは、違った形で、哲学はこの問題を扱うのである。

同　上 同　上

4 哲学の方法
iその1）

　哲学が人生観・世界観の根本問題を扱うときの方法につ
｢て、考え直してみる。それには二つの特色がある。
@第一は、取り扱われるべき問題を、ありのままに見つめ
驍ﾆいう、　「現象学」的態度を採るという点である。

同　上 同　上

5 哲学の方法
iその2）

　第二は、人生観・世界観の諸問題について考究した過去
ﾌ哲学思想史に、たえず立ち帰って、先哲の思索を学び直
ｷという方法態度が、哲学においては、肝要である。
@これを、　「解釈学」的態度と呼んでおく。これについて、
�ｾを企てる。

同　上 同　上

6 哲学の分野

　哲学が、人生観・世界観の根本知であるとした場合、実
ﾛには、どのような諸問題を扱ったらよいのか。
@哲学の取り上げるべき諸問題の分野について、考察をし
ﾄみる。
@西洋哲学の代表的な諸部門が展望される。

同　上 同　上

7 東洋の知恵
iその1）

　哲学思想といった場合、東洋のそれと、西洋のそれには、
蛯ｫな違いがある。それで、まず、東洋の哲学思想、その
l生知について展望してみる。

@最初に、インドに発生した仏教の人生知について、その
軏{特色を顧みる。

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）

次に、中国で成立した二つの伝統的哲学思想に、目を向
けて見る。

8 東洋の知恵 一つは、儒家の哲学であり、もう一つは、道家の哲学で 渡邊二郎 渡邊二郎
（その2） ある。

これらの哲学思想の大きな特色とその流れについて、解
説を試みる。

西洋哲学は、いったい、どのような仕方で歴史的に発展
西洋哲学史の基 してきたのだろうか。まず、その基本的な特色について、

9 本的構図 考察してみる。 同　上 同　上
（その1） そのあとで、西洋古代哲学の歩みについて簡略な概観を

企てる。その三つの時期について、解説が試みられる。

続いて、西洋中世哲学の歩みについて、解明を施す。一
西洋哲学史の基 般に、中世という時代に関しては、誤解も多いので、その

10 本的構図 時代の文化史的意義にも注意しながら、考察する。 同　上 同　上
（その2） その中世哲学の二つの時期のうち、最初の教父哲学につ

いて、概説を試みる。

次に、西洋中世哲学の第二の時期であるスコラ哲学に関
西洋哲学史の基 し、その考え方の流れを辿り直す。

11 本的構図 その時期の初期と、最盛期・後期との、二つの局面を、 同　上 同　上
（その3） 筋道を立てて展望してみる。

これによって、中世哲学が身近となろう。

今度は、西洋近現代哲学の歩みを、その基本特徴におい
西洋近現代哲学 て、概説してみる。

12 の生成と動向 まず、17世紀の科学革命が大きな意味をもっていること 同　上 同　上
（その1） を述べたあと、ルネサンスから、経験論と合理論の対立を

経て、カントへと至る歩みが、辿り直される。

そのあと、カントとドイツ観念論の哲学の特色を顧みた
西洋近現代哲学 あと、現代哲学の生成と発展に関して、見通しを打ち立て

13 の生成と動向 てみる。 同　上 同　上
（その2） ここでは、詳論というよりは、大きな流れと、そこで登

賦する主要な主義主張について、展望を得ておくことが、
肝要である。

以上の、東西の哲学思想史の概観を前提した上で、今日、
人生観・世界観の根本知としての哲学のあるべき方向につ

14 存在と知識 いて、示唆を与える。まず、自然科学の知を超え、歴史や 同　上 同　上

社会への視野をも切り開きつつ、現実に対して、存在了解
をもって立ち向かう点に哲学がある。

そのとき、人間は、現実のなかで、実存するという在り
方においてある。この実存のうちから科学も生じ、他者と

15 現実と実存 共にある場面や、倫理の問題も生じてくる。 同　上 同　上

こうして、最後に、人生の生きがいと幸福について洞察
を得る点に哲学の真価が存する。
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＝西洋思想の源流＝（TV）

〔主任講師：岩田靖夫（聖心女子大学教授）〕

全体のねらい
　西洋思想の源には、ギリシア人の合理的思考とヘブライ人の超越神への信仰がある。この両者は相対立し
つつ相互に補い合い、西洋文化の基礎を形成してきた。それが、今や、科学技術文明の発展、自由主義的民
主主義の政治形態の普及、　「かけがえのなさ」という人間把握を中核とする人権思想の浸透などの姿の下に、
現代世界文明の一つの大きな基礎になりつつある。この事態をその根源にまで遡り、この二つの根源の基本
思想を明らかにすることが、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 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

ギリシア人をギリシア人たらしめたもの、ギリシア人を
現代世界文明のある意味での定礎者たらしめたものはなに
か。それは、人間がそれぞれ自由で平等な者であり、した

ギリシア人とは がって、独立の自律的生活を営むべき者であることを、か 岩田靖夫 岩田靖夫
1 なにか（1） れらが自覚した点にある。この自覚によって、かれらは独 （聖心女子 （聖心女子

一自由と法一 裁者による専制政治を打ち倒し、民主主義という政治形態 大学教授） 大学教授）

を創造したのであった。この政治形態は、支配者の意志で
はなく、法という客観的精神が社会の原理となることによ
り、可能となった。かれらの精神を貫流するこの自由と法
の尊重を、ペルシア戦争などを材料にしながら考える。

ギリシア人の理性主義は、哲学のみならず、文学、彫刻、
ギリシア人とは 建築などあらゆる文化領域に浸透している。それは、様々

2 なにか（2） に変転する多様な現象に埋没せず、その底にそれらの現象 同　上 同　上
一理性と本質へ を規定している本質を洞察しようとする姿勢である。この
の眼差し一 本質への眼差しが、哲学を生み、科学を生み、現代世界文

明の一つの特徴である合理的精神の元となったのである。

ホメロスとはrイリアス』　rオデュセイア』の二大叙事
一 詩をいうが、これらはギリシア人の産み出した最古の文学

作品であるとともに、ギリシア人の人生観のマグマを表す 同　上 同　上
3 ホ　メ　ロ　ス ものである。これらを素材にして、ギリシア人にとり神と

は何であったか、ホメロス的人間の霊魂観は何を意味した
か、英雄的人生とはどういう生き方なのか、を考え、ギリ
シア的人間の人生に対する態度の原型を確かめる。

悲劇的人間観はすでにホメロスのうちにその原型を現し
ているが、それを発展させ比類なき文学へと結晶せしめた
のがギリシア悲劇である。本講義では、その代表として、
アイスキュロスのr縛られたプロメテウス』と『オレステ
イア三部作』、さらに、ソフォクレスのrオイディプス三三
とをとりあげる。アイスキュロスはこの世界における正義

4 ギリシア悲劇 の貫徹を固く信じていたが、この信念を前者では暴君ゼウ
スの倫理的敗北として、後者ではアルゴス王家の血塗れの 同　上 同　上

凶行の果てし無き連鎖の中で貫徹されてゆく倫理法則の絶
対性として、跡づけようとした。これに対し、ソフォクレ
スは、オイディプス王を素材にして、人間の意図的な努力
がことごとく逆の結果を産み出してくるという恐るべきア
イロニーを描いて、運命の圧倒的な力に対する人間の無力
と諦念を語った。

哲学はミレトスのタレスが万物の根源を求めたときに始
まった。この根源の探究の歩みをヘラクレイトスまで辿る。

ソクラテス以前 アナクシマドロスは、ハイデガーが存在の思索の初端とし
5 の哲学（1） て極めて重視した哲学者であり、また、ヘラクレイトスは、 同　上 同上

ニーチェが深い親近性を感じた哲学者であるから、これら
の点にも触れて、ギリシア哲学と現代哲学との関連も考え
驕B
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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）

パルメニデスからデモクリトスまでを考察する。パルメ
ニデスは存在の思索を最初に体系的に展開した哲学者であ

6 ソクラテス以前 るから、その論理をやや詳しく辿り、ハイデガーとの関連 岩田靖夫 岩田靖夫
の哲学（2） も考える。エンペドクレスでは、　「魂の堕落と浄め」など

のオルフィズムの宗教思想を、デモクリストでは、唯物論
的世界観の原型を考える。

紀元前5世紀に起こったソフィスト運動はギリシア文化
における啓蒙時代を現すものである。かれらは伝統的な宗
教、道徳、政治などの基礎を洗い直し、これらに破壊的な

7 ソ　フ　ィ　ス　ト 批判を加えた。かれらの中の重要人物、　「人間は万物の尺 同　上 同　上
度である」と言ったプロタゴラス、存在の不可知論を旧い
たゴルギアス、　「正義とは強者の利益である」と主張した
トラシュマコスなどを取り上げる。

ソクラテスは、哲学が「外部の自然jに向かっていたの
を「人闇自身の内面」へと向け変えた人、その意味で倫理
学の創始者である。人間が考えるべきもっとも重要な問題

8 ソ　ク　ラチス は「いかに生きるべきか」の問いである、と言って、かれ 同　上 同　上
は善の探究に一生を捧げ、その結果処刑された。かれの立
てた問いにとこの哲学活動はなにごとを意味しているのか。

プラトンは師ソクラテスの哲学的息吹を受け継ぎ、これ
を理論化した人である。ソクラテスの哲学的信念は不滅の
霊魂の確信と固く結びついているが、プラトンは『パイド

9 プ　ラ　ト　ン ン毒でこの確信に理論的支柱を与えた。また、　r国家』で 同　上 同　上
は、ソクラテスの求めた正義の理念に具体的な形を与えた。
これらの理論の骨組みと意味とを考察する。

アリストテレスは真実の意味で理性主義の実りとしての
ギリシア哲学の完成者であり、以後に続く万学の創始者で
ある。このアリストテレスの体系から、自然と実体につい

10 アリストテレス ての理論を取上げ、理性主義の世界観とは何であるかを簡 同　上 同　上
潔に説明する。

旧約文献特にモー下五書の成立についての諸説と、ほぼ
通説となっているところを述べる。文献の成立以前に伝承
の集積があり、それについての諸説はさらに定説をさだめ 坂口ふみ 坂口ふみ

11 旧約聖書へのい ることは困難だが、それにも少し触れたい。それらの二二 （清泉女子 （清泉女子

ざない（1） 承は、東地中海地域全体の歴史と深くからみあっている。 大学教授） 大学教授）

メソポタミア・エジプト・パレスチナ・ギリシア等の背景
の内でのイスラエルの歴史の位置を、文献学・考古学がど
のように推測するかを大まかに述べる。

歴代志・三王紀・預言者たちは、イスラエルの苦難の歴
史のうちで、原初のモーセ回書の宗教性を変化させ、深化

12 旧約聖書へのい させて行った。現実のイスラエルの歴史とのかかわりにお 同　上 同　上
ざない（2） いて、その宗教性の特色と変貌性を述べたい。
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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）

イスラエル思想の発展の内で、エジプト・メソポタミ
ア・ヘレニズム等のイスラエルと異質な思想の影響はみの
がせない。知恵文学と呼ばれるものや、旧約の七十人訳な

13 旧約聖書へのい どを材料として、それらの影響がイスラエル思想をたんな 坂口ふみ 坂口ふみ
ざない（3） る一民族の思想から普遍性を持つ思想へと変えていくプロ

セスを描きたい。

これまでの発展をふまえっつ、イエス・パウロにおいて、
旧約から新約へ 旧約思想がどのように変貌したか、その断絶と連続の相を

14 描く。イエス・パウロの思想はそれぞれ異なった仕方で、 同　上 同　上

旧約の経て来た変化・発展を鮮やかな形で新しい相貌・新
しい体系へともたらしたものとみなされうる。

ギリシア的合理性とヘブライ的宗教性の根源的かつ相捕
的な意味を、現代の倫理思想において確認する。前者は、

「自由で平等な 正義論の代表的哲学者ロールズの思想のうちに見られる、
15 人間」と「神の 自由と平等の理念に基づく公平な社会の建設という思想で 岩田靖夫 岩田靖夫

痕跡」 ある。後者は、ユダヤ人哲学者レヴィナスの思想のうちに
見られる、他者へ無限の責任を負う者としての自己、他者
への奉仕のうちに解体する自己、という思想である。これ
ら両者は人間の生を織りなす二つの次元を指し示している。
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＝プラグマティズムと現代＝　（R）

〔主任講師：魚津郁夫（熊本大学名誉教授）〕

全体のねらい
　現代アメリカを代表する哲学思想プラグマティズムをとりあげ、その創唱者であるC・S・パース、それ
を全世界にひろめたW・ジェイムズ、さらに両者の思想を集大成したJ・デューイなど、この流派の主要な
哲学者の思想を概観したのちに、W・クワイン、　R・ローティーなどによる新しい展開をたどり、プラグマ
ティズムの現代的意義を考察する。

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 プラグマティズ

?ﾆは何か

　1870年代のはじめ、パースのとなえた「プラグマティッ
N・マクシム」がプラグマティズムの原点であることを見
ｽのちに、その中心思想が、思想と行動の結びつきの重視
ﾉあることを指摘し、その名称がカント哲学に由来するこ
ﾆを明らかにする。

魚津郁夫
i熊本大学

ｼ誉教授）

魚津郁夫
i熊本大学

ｼ誉教授）

2 パースにおける
u探究」と真理

　パースは、私たちの思考はすべて疑念から信念の確定に
｢たる「探究」であるとする。そうした探究の四つのパ
^ーンを検討し、パースの「実在」観と「真理」観を明ら
ｩにする。

同　上 同　上

3 パースの記号論

　パース哲学のもっとも初期に展開された「直観主義の否
閨vと、そこから帰結する、あらゆる思考を記号によって
}介されたものとする「記号主義」を考察し、さらに晩年
ﾉ展開された「記号論」を検討する。

同　上 同　上

4

パースのアブダ
Nションと可謬

蜍`

　パースによれば、推論形式には演繹と帰納のほかに、ア
uダクションがある。科学的探究では、仮説をたてるのに
Aブダクションがもちいられるが、そこにはつねに誤謬の
ﾂ能性がっきまとう。こうした「可謬主義」がパース哲学
ﾌ根底にあることを指摘する。

同　上 同　上

5 ジェイムズの
^理観

　ジェイムズは、パースのプラグマティック・マクシムに
ﾆ自の解釈をくわえて、真理論を展開する。本章では、い
墲ﾎ二重構造の真理説によって、科学的世界観と宗教的信
�ﾌ両立をはかるジェイムズの試みを検討する。

，　同　上

同　上

6 ジェイムズの
@教観

　宗教とは、個々の人間が孤独のなかにあって、神的な存
ﾝなるものとかかわっていることを自覚するときに生じる
o験である、とジェイムズはいう。こうした立場から、
Wェイムズによって記述された二つのタイプの宗教を検討
ｷる。

同　上 同　上

7
ジェイムズの
ｪ本的経験論と

ｽ元論

　ジェイムズによれば、経験の原初的な形は「純粋経験」
ﾅある。そこには主観と客観の区別はない。それはいわば
Sと物の交点であって、反省によって、外的世界と自我と
｢う二つの系列にわかれるにすぎない。こうした見解は、
ｼ田哲学につよい影響をあたえた。

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）

ミードは、　「社会的行動主義」の立場から、人間の意識
は情報伝達という社会的行動のなかからうまれることを主 魚津郁夫 魚津郁夫

8 ミードの社会的 張し、観察可能な社会的行動から、個人の内面的意識を解
行動主義 明することを試みる。したがって、個人の外的行動のみを

対象とする行動主義は、社会と、個人の内面を無視すると
いう二重の誤りをおかしている、という。

ジェイムズの心理学の影響のもとに、ミードは行動を基
礎iにしてコミュニケーション理論を構築する。ここではミ

9 ミードのコミュ 一ドにしたがって、たんなる「身ぶり」から、　「有意味シ 同　上 同　上
ニケーション論 ンボル」としての「有声身ぶり」をへて、　「言語」の成立

にいたる道筋を検討する。

1

自分にたいする相手の態度や役割を自分のなかにとりい
れることによって自我が確立される、という「役割取得」

10 ミードの自我論 説にもとつく、独自な自我論の展開。社会と個人の関係も、 同　上 同　上
同様の観点から論じられる。

観念の意味を、その観念にもとつく「行為の結果」との
関連においてとらえるパース以来のプラグマティズムの流

11 デューイの道具 れのなかで、デュー・イは、観念を問題解決のための道具と 同　上 同　上
主義 する彼独自の「道具主義」をとなえた。こうした基本的立

場の展開をあとづける。

デューイは論理学を探究の理論としてとらえる。探究と
デューイにおけ は、不確定な問題状況を、確定された状況へと、制御され

12 る探究、真理、 た仕方で転化させることである。探究はすべて問題解決の 同　上 同　上
および宗教 ための活動であり、五つの段階をへて、　「保証された言明

可能性」にいたる。

行為の基準として、普遍的価値にうったえる立場と、現
実的享受を重視する立場の断絶を埋めることを試みる

13 デューイと価値 デューイの価値論。さらに、芸術は、能動と受動からなる 同　上 同　上
の問題 一つの統一的経験にひとしい、とする彼の芸術論。この二

っを検討する。

モリスは、パースの影響のもとに、記号過程の研究を構
文論と意味論と語用論の三部門にわけて記号論を基礎づけ、

14 モリスとクワイ クワインはネオ・プラグマティズムの立場から、論理的経 同　上 同　上
ンの思想 験主義の二つのドグマを指摘して、20世紀後半の分析哲学

に深刻な影響をあたえた。

　　　　　　o香[ティーのフ プラグマティズムの特徴は、普遍的な本質を否定し、事
ラグマテイズム 実と価値の区別をみとめず、他者である探究者との意見交

15 とその批判一 換による連帯を重視する点にある、とするリチャード・ 同　上 同　上

全体をふりかえ ローティの主張に焦点をあてつつ、プラグマティズムの現
って 代的意義を考察する。
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＝倫理学入門＝（R）
〔主任講師：宇都宮芳明（北海道大学名誉教授）〕

全体のねらい
　倫理学とは、一言で言えば、人間の「人間らしさ」としての「人間性」を探究する学である。今回の入門
では、西洋のこれまでの代表的な倫理学説をなるべく広範囲にわたって取り上げ、それらを紹介するととも
に批判的に検討し、人間の「人間らしさ」がどこに成り立つかを考えていきたい。

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 倫理学がたずね

驍烽ﾌ

　倫理学は「人間とはなにか」とたずねるが、そこでたず
ﾋられるのはたんなる生物としての人間ではなく、人間で
?驍ﾉふさわしい「人間らしい人間」であり、それを成り
ｧたせている「人間性」　（「非人間性」に対立する）であ
驕B

宇都宮芳明
i北海道大

w名誉教授）

宇都宮芳明
i北海道大

w名誉教授）

2 人間性について

「人間性」という言葉は、　「人間らしさ」を意味するとと
烽ﾉ、他方「人間としての本性」をも意味する。後者の意
｡での人間性についてはさまざまな見方があるが、ここで
ﾍそれを、自然主義的な見方、歴史主義的な見方、実存主
`的な見方に大別する。

同　上 同　上

3

自然主義（1）

Aリストテレス
ﾌ倫理

　人間は理性的動物であるという自然主義的な見方に基づ
ｭ人間性の規定はギリシア古代に生じ、そこから理性的に
ｶきることが人間らしい生き方とされた。では、理性的な
ｶき方とはどのような生き方であろうか。アリストテレス
ﾌ説について考える。

同　上 同　上

4

自然主義（2）

Gピクロスと
Xトア派の倫理

　ヘレニズム時代になると、エピクロスとストア派が登場
ｵた。今日エピキュリアンと言えば享楽主義者、ストイッ
Nと言えば禁欲主義者を指すが、こうした見方が正しいか
ﾇうかを検討し、またストア派から生じた自然法という考
ｦについて触れる。

同　上 同　上

5 主我主義と三三

蜍`

　ここで少し視点を変え、倫理学説としての主我（利己）
蜍`と主他（利他）主義の対立について考える。人間の行
ﾗはすべて主我的であるとする理論は正しくないし、逆に
l間の「人間らしさ」はもっぱら他者の幸福を促進するこ
ﾆにあるとする主他主義の主張にも問題がある。

同　上 同　上

6 自然主義（3）

�?蜍`の倫理

　18世紀末から、人間には幸福（快）を求める自然的本性
ｪあると認めた上で、　「最大多数の最大幸福」をもたらす
s為が正しいとする功利主義の考え（ベンサム、」．S．ミル）
ｪ生じたが、ここではこの功利主義の主張についてその内
eを紹介する。

同　上 同　上

7 功利主義批判と

`務論

　功利主義の主張に見いだされる問題点を指摘し、功利主
`を批判して、人間に課せられた「義務」を重視し、行為
ﾌ正しさは幸福を結果することにではなく、義務を順守す

驍ｱとにあるとする「義務論」の考えについて説明する。

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）

義務を順守するようになるのは、人間の「善い意志」に
よると考えるのがカントであるから、ここではカントによ

8 カントの倫理学 る幸福主義批判に触れ、またカントの「善い意志」と「定 宇都宮芳明 宇都宮芳明
言命法」の関係について説明し、人格のうちの人間性が目
的自体として絶対的価値（尊厳）を持つとするカントの主
張について考える。

人間に備わる不変の自然的本性よりも、人間性の歴史的
変化を重視するのが歴史主義的な見方であって、ここから

9 歴史主義と倫理 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ﾏ理が歴史的に相対的であるという主張が生まれる。ここ 同　上 同　上
ではこうした歴史的相対主義の考えを紹介し、さらにその
批判的検討を試みる。

個々の人間のあり方をあらかじめ規定しているような人
間の本質（人間性）の存在を否定し、人間にあっては個々

10 実存主義と倫理 の実存が本質に先立つとするのが実存主義である。ここで 同　上 同　上
はサルトルやハイデッガーを手掛かりとして、このような
考えから帰結する倫理について考える。

人間の「人間らしさ」が、人間と人間との「間」におい
て成り立つことを指摘し、類としての人間の本質（人間性）

11 人「間」と倫理 は個々の人間のうちにあらかじめ内在しているのではなく、 同　上 同　上
個と個の統一一（私と汝の統一）において成り立つとする
フォイエルバッハの考えを紹介する。

フォイエルバッハによる「汝の発見」は、デカルトによ
る「自我の発見」に匹敵する思想史上の偉業と評価するひ

12 「私と汝」の とがいる。ここでは現代において展開されているその後の 同　上 同　上

その後の展開 「私と汝」の思想について概観し、それが向かう方向につ
いて考える。

レーヴィットは、フォイエルバッハの「私と汝」の関係
を「役割」もしくは「ペルソナ」の関係として再構成しよ

13 役割関係と役割 うとした。現代では社会学のなかにも人間関係を役割関係 同　上 同　上
倫理 として捉える見方があるが、このような視点からどのよう

な倫理が導かれるかについて考察する。

日本の代表的な倫理学者である和辻哲郎は、倫理学を人
と人との間の学である「人間学」と規定した。この考えは

14 和辻倫理学 「私と汝」思想の延長線上に位置するとも言えるが、しか 同　上 同　上
しここでは、主著r倫理学』で展開されている倫理につい
て、さらに立ち入って検討することにする。

ベルクソンは愛のあり方に注目しつつ、道徳を「社会道
徳」　（「閉じた道徳j）と「人類道徳」　（「開いた道徳」）

15 社会倫理と人類 に区別した。今日われわれに求められているのは人類道徳 同　上 同　上
倫理 であるが、それと「私と汝」に基づく倫理とがどのように

結びつくかを考える。
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＝＝ ｢界の宗教＝＝（TV）
〔主任講師：阿部美哉（國學院大学教授）〕

全体のねらい
　世界には、さまざまな宗教があり、それぞれのやり方で人々の生活を枠付けている。この講座では、地域
と伝統の文脈にそって、民族固有の神話や儀礼によって支えられている諸宗教および創唱者の教説を中心に
広く伝播した諸宗教を、学術的に理解することを目指したい。

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

世界の宗教～その概観と

@ガイダンス～

　人々が宗教という言葉によってイメージする現象は、多
lである。宗教学者たちが宗教をどのように定義し、分類
ｵてきたか、世界諸地域の宗教の分布はどのようになって
｢るのか、といった基礎的な情報を概説する。あわせて、
ｱの講座の構成と学び方を述べる。

阿部美哉
i國學院大

w教授）

阿部美哉
i國學院大

w教授）

2 神々と神話の
｢界

　神話は、世界の創造や秩序や慣習の成立を物語り、基礎
ﾃけようとする。多くの場合、創造や秩序化を行うのは神
Xである。古代社会を中心に世界各地の神話とそこに登場
ｷる神々を概観して、構造や主要なタイプを紹介し、あわ
ｹて儀礼との関係を考えていく。

松村一男
i天理大学

赴ｳ授）

松村一男
i天理大学

赴ｳ授）

3 神道と民族宗教

　神道は日本古来の宗教で、神社を中心とした神道、民間
M仰の中に深く根ざした神道、教団化した神道などがある。一方、神道の儀礼や教えには、東アジアに共通する要素も

ｽく含まれていることが近年注目されていることに言及す
驕B

井上順孝
i国学院大

w教授）

井上順孝
i国学院大

w教授）

4 ユダヤの民と
坥･

　ユダヤ教の歴史を三つの時代に分けてその変遷を確認し、
ｻれらを貫くユダヤ人の宗教生活の特徴が契約と戒律にあ
驍ｱとを宗教制度の上から跡づけ、現代のユダヤ人が抱え
驪ﾟ代特有のアイデンティティの問題を考察する。

市川　　裕
i東京大学

赴ｳ授）

市川　　裕
i東京大学

赴ｳ授）

5 カトリック的救
ﾏと近代意識

　カトリシズムは現代日本の代表的宗教とは言いがたいが、
ﾟ代日本が自己の鏡としてきた西欧の根幹にはキリスト教
I救済観が横たわっている。西欧なるものの成立、近代意
ｯの形成といったアジア世界の現在的課題をカトリシズム
ﾆ民俗の接点にさぐりたい。

関　　一敏
i九州大学

赴ｳ授）

関　　一敏
i九州大学

赴ｳ授）

6 プロテスタント

ﾆ信仰

　プロテスタンティズムは、カトリシズムを批判し、信仰
ﾉよる救いという聖書的原点への回帰を意図したが、同時
ﾉ、近代産業社会に適応しつつ発展してきた。その意義や
ｬ果、またその問題点などについて述べる。

金井新二
i東京大学

ｳ授）

金井新二
i東京大学

ｳ授）

7 イスラームと共

ｯ体

　イスラームは、神の唯一性の考えを基礎にして人間の生
ｫ方全体を統合しようとする宗教である。この直観を軸に
�jの中に展開してきたその様々な思想潮流、また現代世
Eで活発に行われているその自己主張を検討する。

鎌田　　繁
i東京大学

ｳ授）

鎌田　　繁
i東京大学

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 アフリカの宗教

　生業に結び付く儀礼、誕生から死までの人生儀礼、共同
ﾌの祭りなど、民族宗教としてのアフリカの宗教の特徴を
ﾐ介する。他方で、その形態的変化を、愚依、神聖王、イ
Xラム化、独立教会等の例を取り上げて検討する。

竹沢尚一郎
i九州大学

ｳ授）

竹沢尚一郎
i九州大学

ｳ授）

9 中南米の宗教運

ｮ

　中南米の宗教運動はカトリック教会との関係において理
�ｷることが肝要である。しかし、現代の急激な社会変化
ﾍカトリック中心の宗教システムに改編をせまると同時に、
l々な宗教運動を生み出す契機ともなった。そうした動向
�蜉痰ﾉ据え、必要に応じて歴史的観点からの援用をはか
閧ｽい。

三三弘允
i国立民族

w博物館教
�j

三三弘允
i国立民族

w博物館教
�j

10 ブッダとその教

ｦの展開

　ブッダの教えは、普遍性に富む教えであった。それがゆ
ｦに多くの人々に受け入れられたのであるが、またそれが
艪ｦに、異文化に受容される過程で種々の仏教解釈を生み
oした。その過程を歴史を通して考えてみたい。

星野英紀
i大正大学

ｳ授）

星野英紀
i大正大学

ｳ授）

11 中国の宗教

　中国における諸々の宗教活動の基層には二つの基盤一祖
謳樗qと天の祭祀一が存在したが、この二つの宗教現象に
熾?ｳれた世界観が哲学的に昇華されることによって、礼
竝Fなどの思想が成立したことを検討したい。

池澤　　優
i東京大学

赴ｳ授）

池澤　　優
i東京大学

赴ｳ授）

12

シンクレティズ
?`神仏習合・

@　重層信仰～

　日本の宗教伝統は、神と仏をともに敬うことにあるとい
墲黷驍ｪ、アジアの中ではごく一般的なことであろう。本
o思想、本地垂迩説、修験道などに見られる習合的な文化
ｪもつ現代的な意味を考察したい。

林　　　淳
i愛知学院

蜉w助教授）

林　　　淳
i愛知学院

蜉w助教授）

13 現代日本の宗教

�ｵ

　社会が近代化し都市化するについれて宗教の役割が縮小
ｵていくと言われることがある。しかし、現代日本におい
ﾄも宗教はさまざまな形で人々の社会生活に関っている。
ｵ五三や初詣、多くの企業が神社を祀っている現象などを
ﾊして現代日本の宗教状況を把握する。

石井研士
i国学院大

w助教授）

石井三士
i国学院大

w助教授）

14 新宗教と現代文

ｻ

　現代の世界では、歴史的な大宗教とは異なる新しい宗教
ｪ大衆の間に広がっている。アメリカや日本で19世紀に
ｭ展し始めた運動から、現代の欧米のニューエイジや日本
ﾌ新新宗教まで、大衆の宗教としての新宗教の特徴を考え
驕B

島薗　　進
i東京大学

ｳ授）

島薗　　進
i東京大学

ｳ授）

15 ナショナリズム

ﾆ宗教

　今日の世界では、グローバル化が進むとともに、地域圏
ﾌ形成と民族の伝統の復活が勢いを増している。世俗化が
iむ一方で、激しく変動する社会におけるアイデンティー
ﾌ核としての宗教の活性化が著しい。世界の諸宗教におけ
體`統と変化の諸相を傭回してみたい。

阿部美哉 阿部美哉
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＝比較思想・東西の自然観＝　（TV）

〔主任講師：青山昌文（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　地球環境破壊問題は、今日の人類に課せられた最大の課題の一つである。本講義は、比較思想の観点から
この問題に取り組み、地球環境破壊を進行させる契機の一つとなったデカルト的・機械論的哲学とは異なる
有機的・非近代的な自然哲学を、古今東西に亘って術即し、自然との共生を目指す哲学を建設する一助とし
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）

1．地球自然環境の危機的状況の外観（特に酸性雨問題を
中心に、その問題の発祥地ヨーロッパの現状等を見てみ 青山昌文 青山昌文

1 現代における自 る） （放送大学 （放送大学

然哲学の重要性 2。地球自然環境破壊の観点から見た近代自然哲学の再評 助教授） 助教授）

価（特にデカルトについて）
3。非近代的自然哲学を求めて

1。昌益の生涯（青森・秋田等に足跡を尋ねる）
2。　r自然真野道』について

2 安　藤　昌　益 3。丁丁の自然哲学の現代的意義（その反デカルト的自然 同　上 同　上

観と、ディドロとの親近性について）

1。梅園の生涯（大分等に足跡を尋ねる）
2．梅園の自然哲学の概観 小川晴久 小川晴久

3 三　浦　梅　園 3．そのアジア的・環太平洋的性格について （東京大学 （東京大学

教授） 教授）　　F

1．方三智の生涯
2。ヨーロッパ文化の中国への伝播 坂出祥伸 坂出祥伸

4 方　　以　　智 3．方三智の自然哲学（「気」を中心として） （関西大学 （関西大学

4．そのヨーロッパ思想との比較 教授） 教授）

1．王船山の生涯
2．易学における船山の位置

5 王　　船　　山 3．船山の自然哲学 小川晴久 小川晴久
4．その中国思想史における独自性について

1．アフリカのモシ族について
2．モシ族における自然とのかかわり

6 アフ　リ　カの 3．アフリカの思想における人間と自然のかかわり 川田順造 川田順造
モシ族 4．そのヨーロッパ並びに日本との比較 （広島市立 （広島市立

大学教授） 大学教授）

1．イスラーム的なるものについて
2．イスラーム的世界観 小林春夫 小林春夫

7 イブン・スィーナー 3．発出論的世界観について （東京学芸 （東京学芸

4．イスラームにおける自然観（「愛」の問題との関係を 大学講師） 大学講師）

中心として）
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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 ソクラテス以前

ﾌ哲学者たち

1。ソクラテス以前の哲学者たちの生涯
Q．ピュシス・パンタ・コスモスについて
R．ギリシア初期自然哲学

廣川洋一
i筑波大学

ｳ授）

廣川洋一
i筑波大学

ｳ授）

9 ジョルダーノ・ブルーノ

1。ブルーノの生涯
Q．占星術や錬金術等について
R。ブルーノの自然哲学
S．その新プラトン主義等との関連について

樺山紘一
i東京大学

ｳ授）

樺山紘一
i東京大学

ｳ授）

10 ライプニッツ

1．ライプニッツの生涯
Q．ライプニッツの活動の多面性について
R．ライプニッツの自然哲学（特にデカルト的自然学に対
ｷる批判を中心にて）

佐々木能章
i横浜市立

蜉w助教授）

佐々木能章
i横浜市立

蜉w助教授）

11 デ　ィ　ド　ロ

1．ディドロの生涯
Q．デカルト的自然観との対決
R。自然一元論
S．存在の連鎖
T。その超近代的特質について

青山昌文 青山昌文

12 ゲ　　一　　テ

1．ゲーテの生涯
Q．反ニュートン的・反デカルト的自然観
R．ゲーテの自然観
S。その反近代的特質について

高橋義人
i京都大学

ｳ授）

高橋義人
i京都大学

ｳ授）

13 シェ　リ　ング

1．シェリングの生涯
Q．ドイツ観念論哲学について
R．シェリングの自然哲学 西村清和

i埼玉大学
ｳ授）

西村清和
i埼玉大学

ｳ授）

14 ニューサイエン

X

1．ニューサイエンスについて
Q。カプラ・ボームの自然観
R．その東洋思想とのかかわり

竹本忠雄
i筑波大学

ｳ授）

竹本忠雄
i筑波大学

ｳ授）

15 自己組織化とエ

Rロジー

1。プリゴジーヌ、モラン等の生涯
Q。プリゴジーヌの散逸構造論について
R。モランの科学理論について
S．モスコヴィッシのエコロジスムについて
T．現代における自然哲学の重要性

青山昌文 青山昌文
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＝国文学入門＝（R）
〔主任講師：堤　精二（お茶の水女子大学名誉教授）主任講師：島内裕子（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　わが国の文学と、その文学を研究する学問である国文学について概括する。上代・中古・中世・近世・近
代の各時代の特色を検討しつつ、研究法についても述べる。さらに全時代を通して日本演劇・日本漢文学・
国語学について概説を試み、国文学との関わりについて考察を加える。

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）

学問としての国文学の意味を考え、文献学、書誌学等の
国文学の基礎的研究について述べる。 堤　　精二 堤　　精二

1 国文学とは （お茶の水 （お茶の水

女子大学名 女子大学名
誉教授） 誉教授）

上代文学の概観を述べ、さらにr万葉集』やr古事記』
の中の和歌作品をとり上げ、それらが解釈によって新しい 稲岡耕二 稲岡耕二

2 上　代　文　学 意味を現してくる実態を説明する。 （上智大学 （上智大学
（1） 教授） 教授）

日本ではじめての文学を形成するに当って、強い影響を
与えた中国文学との関係という面から、上代文学を考察す

3 上　代　文　学 る。 同　上 同　上
（2）

女流文学を中心に絢燗たる一時期を画した平安朝文学を
展望し、諸作品の位置付けを行う。 鈴木日出男 鈴木日出男

4 平　安　文　学 （東京大学 （東京大学
（1） 教授） 教授）

平安時代文学について、どのように研究するか？一を文
献、解釈、表現等の諸点から考察する。

5 平　安　文　学 同　上 同　上
（2）

動乱の絶えない社会に生れた中世文学の諸相を概観する。

島内裕子 島内裕子
6 中　世　文　学 （放送大学 （放送大学

（1） 助教授） 助教授）

隠者の文学とくにr徒然草』をとりあげて、その内容・
表現および前後の時代の作品との関連について具体的に述

7 中　世　文　学 べる。 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）

出版文化、仏教的世界から儒教的世界へ等、江戸時代の
特色について述べ、さらに小説形態の変遷と、とくに西鶴

8 近　世　文　学 の伝統的研究について述べる。 堤　　精二 堤　　精二
（1）

（1）で散文を扱ったのに対して韻文作品を通して、近
世的旧情の流れ（芭蕉・蕪村等）について述べる。

9 近　世　文　学 同　上 同　上
（2）

近代文学作品の表記・文章・文体等の問題点および作品
の内容の傾向と特徴について概観する。 浅井　　清 浅井　　清

10 近　代　文　学 （帝京大学 （帝京大学
（1） 教授） 教授）

近代と反近代・東と西・主題と方法等の主な研究上の観
点について述べる。

11 近　代　文　学 同　上 同　上
（2）

日本古代以来の日本漢文の流れを概観し、とくに江戸時
代の漢詩文作品について考察を加える。 揖斐　　高 揖斐　　高

12 日本漢文学の （成践大学 （成践大学

流れ 教授） 教授）

能・狂言等日本の伝統的演劇の変遷をあとづけ、とくに
江戸時代に発達する浄瑠璃と歌舞伎の特色について検討を 服部幸雄 服部幸雄

13 日　本　演　劇 加える。 （千葉大学 （千葉大学

教授） 教授）

国文学を理解する上での国語学の役割を語彙・文法・主
体等具体的な面から解説する。 山口明穂 山口明穂

14 国文学と国語学 （中央大学 （中央大学

教授） 教授）

全体を通してのまとめと、とくに日本文学における「古
典と近代」について詳述する。

15 ま　　と　　め 島内裕子 島内裕子
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＝現 代 詩 歌＝　（R）

〔主任講師：野山嘉正（放送大学教授）〕

全体のねらい
　明治末年から昭和20年前後に至る詩歌を現代詩歌として、その歴史を総合的に把握し理解する。詩・短歌
・俳句それぞれの特質を尊重しながら、相互の関連に特に留意し、日本の詩歌のありのままの姿を構造的に
考察することがねらい。併せて、文化論への展望も開く。

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）

詩の変遷、短歌俳句の分裂、近代詩歌との関連、略説

野山嘉正 野山嘉正
1 詩歌のことば （放送大学 （放送大学

一文語と口語一 教授） 教授）

明星時代から戦後まで

2 高村光太郎 同　上 同　上

詩歌観の全体像の中で

歌人の近代
3 一牧水・空穂・ 同　上 同　上

夕暮一

白秋のその後と朔太郎・犀星・拓次・暮鳥

4 白秋と大正期 同　上 同　上

の詩人

堀・三好・丸山（含む日本浪漫派）

5 四季派の詩人 同　上 同　上

口語・民衆・前衛・イマジズム

6 モダニズムのゆ 同　上 同　上

くえ

大正の赤彦、茂吉の戦後まで
近代短歌の展開

7 1　節・赤彦・ 同　上 同上
茂吉
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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）

文明・憲吉・佐太郎・芳美ら…
近代短歌の展開

8 H　　rアララギ 野山嘉正 野山嘉正
の隆盛」

柊二・修ら…
近代短歌の展開 白秋と多野短歌会、付：岡本かの子

9 皿　白秋とその 同　上 同　上
周辺

詩・短歌、文語・口語

10 宮　沢　賢　治 同　上 同　上

蛇笏・石鼎・普羅・鬼城ら…
近代俳句の展開

11 1　「ホトトギ 同　上 同　上
ス」の新世代

方法、結社、対自由律

12 近代俳句の展開 同　上 同　上

H　4Sの時代

前衛と伝統、文語と口語

13 中　原　中　也 同　上 同　上

詩人・俳人・歌人

14 現代詩歌の戦中 同　上 同　上
戦後

回顧：と展望

15 現代詩歌の問題 同　上 同　上

一42一



＝国語学概論（’98）＝　（R）

論難：購鑑熱海騰穫1〕

全体のねらい
　世界各国との接触が日常的となった今日、私たちの「国語」は従来とは＝違った視点で見直し、より意識的
になる必要があるのではないだろうか。そのような視点で国語の諸分野を概観し、我々の言語を対照的に捉
えることを目的とする。

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）

、、

我々日本人は私たちの言葉を国語と呼んできた。こう呼
ばれることにはそれなりの歴史があった。その背景を考え、 白藤禮幸 白藤禮幸

1 国語とは、日本 国際化の進んだ今、我々の言葉が、世界の中でどのような （東京大学 （東京大学

語の位置 位置を占めているか、外国の言葉と対照的に捉えることの 教授） 教授）

意義を考える。

・一 福ﾉ国語といってもそれなりの時間的な長さと空間的
な広がりを持っている。また、同時代のなかでも位相的に

2 国語の諸相 多面的な姿を示す。音声言語と文字言語、話し言葉と書き 同　上 同　上

言葉、男性語と女性語、など国語のいろんな姿を見てみる。

＼

言語の最も基本的な要素は話し言葉の声である。国語の
それにはどのような単位があり、それがどのような仕組み、

3 国語の音韻 体系を成しているか、また、他の言語と比較した場合、ど 同　上 同　上

のような性質を持っているのか、を音韻の面から述べる。

日本漢字音としての呉音・漢音などが何時どのようにし
て日本語の中に定着したか、漢字音が定着する過程で日本 沼本克明 沼本克明

4 漢　　字　　音 語に対しでどのような影響を与えたか、漢字音の表記法 （広島大学 （広島大学

（字音仮名遣い）にはどんな問題があるか、などについて 教授） 教授）

考える。

国語の文字は、世界の諸言語と比較しても、文字に関し
て極めて特異な特色を持っている。表意文字の漢字、表音

5 国語の文字 文字の片仮名・平仮名、その他、アルファベットやローマ 白藤禮幸 白藤禮幸
数字など多種の文字を使っている。その背景と問題点を考
える。

多種の文字を用いる国語の表記には、それ故の問題点が
ある。その表記の歴史的な変遷を概観し、仮名遣い、漢字

6 国語の表記 制限、漢字仮名交じり、片仮名・平仮名の使い分け、句読 同　上 同　上

点その他の記号の用法など、現代語の表記に関する問題点
を考える。

現代日本語において、未来・現在・過去の時制はどのよ
うに表されているか。また、基準時間において、運動が継 鈴木　　泰 鈴木　　泰

7 国語の構造 続中であるか、それとも既に完結しているかはどのように （お茶の水 （お茶の水

して表されているか。現代日本語のテンス・アスペクト体 女子大学教 女子大学教
系を諸言語や古代語と比較しながら考える。 授） 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）

日本語において、活用は、何のために、どのようにして
生れたか。そして、活用体系は古代語から近代語に移り変

8 文語と口語 る中でいかなる変遷を辿ったか。そうした変遷の中で変ら 鈴木　　泰 鈴木　　泰
なかったものは何か。また、それによって日本語の表現は
いかなる変化を蒙ったかを考える。

国語の文体を、歴史的な観点て主に表記面から、漢文と
その訓読に由来する類と、和歌や女流日記等の平仮名文に 杉浦克己 杉浦克己

9 文章・文体 由来する類に整理してその成立と発達を概説すると共に、 （放送大学 （放送大学

現代の諸文体の特色とその役割をこれに関係づけて述べる。 助教授） 助教授）

敬意に基づく待遇表現としての敬語の基本的な役割の観
点から敬語を分類整理し、その発達・変化を概説し、さら

10 敬　　　　　語 に現代では身内他人敬語・荘重語のように人への敬意では 同　上 同　上
なく場への配慮として用いられる敬語へと変化しつつある
ことを述べる。

意味を表す最小単位として単語をとらえ、単語とその意
味はどのようにとらえることができるかを、シソーラスや

11 国語の語彙 幼児の「万能語」などを例に概説し、単語はどのように習 同　上 同　上
得され、どのように頭の中で整理されて用いられているか
を考える。

国語で用いられる語彙は、その由来によって大きくいく
つかのグループに大別できることを述べ、それは単に由来

12 和語・漢語・外 のみでなく表記や文体等とも関係して、国語の実用上に大 同　上 同　上
来語 きな影響を与えていることを、実例を挙げながら概説する。

日本には、そのせまい国士のわりには、土地によって言
葉が違うという方言の差が著しく認められる。その方言の 小林　　隆 小林　　隆

13 方　　　　　言 姿を音韻・語法・語彙について、いくつかの事例に基づき、 （東北大学 （東北大学

土地・所による言葉の形の差を大きな視点で概観する。 助教授） 助教授）

国語について、どのような研究がなされてきたか、我々
の先人は、国語のどのような面に問題を感じてきたかを、

14 国語研究の歴史 中古以降の音韻・文字・語法の研究書を取り上げ、そこで 白藤曲面 白藤磁心
論じられたことを概観し、あわせて国語の性質を考える。

国語の抱える問題点とその歴史的な背景を概説し、現代
社会の多様化や情報化・国際化等と関連づけて具体的な国

15 国語の将来 語政策や教育政策の現状と今後の方向を考える。 杉浦克己 杉浦克己
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＝二 坙{語表現法＝（R）
〔主任講師：清水康行（日本女子大学教授）〕

全体のねらい
　現代日本語の表現方法について、話し言葉・書き言葉の両面から、平易に解説し、受講者の言語に対する
関心、知識を深め、日本語の運用力を高めることを目的とする。総花的な概説は目指さず、比較的限定され
た領域について、細切れの知識ではなく、基礎的事項を余裕を持って教授していきたい・

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）

現代の日本語を取りまく状況を概観する。世界の中の日
本語、日本の中の日本語の位置を押さえ、現代における日 清水康行 清水康行

1 日本語の現在 本語表現のあり方を考える。 （日本女子 （日本女子

大学教授） 大学教授）

日本語の音声的特徴の概観。比較的単純な開音節構造を
基本とすること、等角性が重要であること等に触れ、表現

2 日本語の音声的 上、留意すべき諸点を踏まえる。 同　上 同　上

特徴

日本語の文法的特徴の概観。基本的文構造、文末決定性、
運用面での文末の機能と実態に触れ、表現上の留意点に説

3 日本語の文法的 き及ぶ。 同　上 同　上

特徴

敬語論の概観。日本語の敬語の特徴と機能、その体系的
把握について講じる。 菊地康人 菊地康人

4 敬語の基本 （東京大学 （東京大学

助教授） 助教授）

敬語の運用論。敬語運用上の諸注意を講じ、敬語の効果
的使用、誤用について理解を深める。

5 適切な敬語 同　上 同　上

職業的言語表現者であるアナウンサーをゲストに迎え、
放送の現場における日本語の表現について考える。 清水康行 清水康行

6 日本語の現場
（一）

文章語と口頭語との基本的な性格差を論じ、文章語固有
の特徴、表現上の留意点について概観する。

7 文章語の特質 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）

日本語の表記論の概観。表記の原理、法則性について講
じる。 小野正弘 小野正弘

8 表記の理論 （鶴見大学 （鶴見大学
教授） 教授）

表記上の実際の諸問題に即しながら、表記と効率的な表
現との関連について講じる。

9 表記の実際 周回 同　上

句読法の原理と運用について講じ、効果的な表現を得る
たあ、句読法についての理解を深める。

10 句読法の問題 清水康行 清水康行

文章構成法の概観。起承転結、序論・本論・結論などの
文章構成原理について概観する。

11 文章構成の原理 同　上 同　上

効果的な表現となるための文章構成について実例を示し
つつ考えていく。

12 文章構成の実際 同　上 同　上

プロの落語家をゲストに迎え、日本の代表的な話芸であ
る落語における表現上の技法・特徴について考える。

13 日本語の現場 同　上 同　上
（落語と日本語）

（二）

挨拶や手紙における定型表現を取り上げ、表現法として
の重要さと陳腐さについて考える。

14 定型表現の功罪 同　上 同　上

日本語の今後について、特に表現手段と技法の問題に焦 清水康行
点を当てつつ考える。

15 明日の日本語 同　上 菊地康人

小野正弘
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＝歴史学の現在＝（TV）

〔主任講師：福井憲彦（学習院大学教授）〕

全体のねらい
　歴史学は、この数十年来、大きな変化を経験してきている。それは歴史を見る目の変化であり、また史資
料の種類や、それらを調べ考える方法の変化でもあった。現在の歴史学は、高校の教科書があたえるイメー
ジとはちがうような歴史の姿を、さまざまに浮き彫りにしている。歴史学の現在を、具体例をたずねながら
考えてみよう。

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）

現在からの問いがあって、歴史ははじめてその姿を現し
てくれる。では現在、どのような問いがどのような観点か 福井憲彦 福井憲彦

1 歴史の広がり ら、いかなる方法をもちいて立てられているのだろうか。 （学習院大 （学習院大

歴史学が対象とする広大な地平を、．まずは眺めわたすこと 学教授） 学教授）

から出発しよう。

過去の社会について調べ、考えるには、手掛りがなけれ
ばどうしょうもない。文字史料は重要だが、絵画や地図、

2 証拠としての 道具や建物など、非文字資料もまた大切である。歴史への 同　上 同　上

史料／資料 問いの性質と史資料との関係など、基本的なポイントをお
さえる。

時間といえば時計が示す時間だけを考えるのは、現代人
の悪いくせである。歴史的な過去において人々は時間をど

3 歴史における のように意識していたのか、そしていま歴史を問う場合に、 同　上 同　上

時間 どのような時間の尺度を、問題に即して立てればよいのだ
ろうか。

たとえば、何を食べていたのかわからずして、食糧一揆
は理解できるだろうか。衣食住の日常や人々の感性、身体

4 「こころ」と 感覚などについての問いは、決して珀末なことではない。 同　上 同　上

「からだr 人々の生きる可能性や病気、医療や衛生観ともかかわる領
域である。

死を前にした人々の態度、死の受けとめ方は、歴史のな
かで大きなリズムを刻むように嚢化してきた。ヨーロッパ

5 死生観の変化 史について明らかにされたその変化の歴史を素材にして、 同L上 同　上

心性の歴史の捉え方や史料との関係についても考える。

現在常識とされているような家族のあり方は、いつの時
代にもあったわけではない。人類学の発想や手法から学ん

6 家族の歴史的 だ歴史人類学は、家族の歴史について多くの知見をもたら 同　上 同　上

肖像 し、歴史における女性や子供についての問いを招くことに
も貢献した。

第2次大戦直後からまずフランスで、ついでイギリスで、
統計以前の時代についてを含む、出生、結婚、・死亡の率を

7 歴史人口学が 中心とした地道な人口動態の研究が開始された。使用され 同．上 財上
開拓した地平 た史料は何で、数量的研究はどのような成果をあげただろ

うか。
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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 人と人とを結ぶ
烽ﾌ

　人は、たがいにさまざまな関係を形づくりながら、社会
�¥成している。家族だとか、村や町の住民としてのまと
ﾜり、あるいは同じ職業や趣味の関係など、人と人とが結
ﾑあう形は、どのように変化し、社会のあり方や政治支配
ﾆ関係していたのだろうか。

福井憲彦 福井憲彦

9 刷新された
ｭ治史の射程

　政治の理解も変化した。狭い意味での政界や議会、ある
｢は戦争や外交だけではなく、政治支配の正当性がどのよ
､に成立していたのかも問題である。イメージやシンボル
ﾌ操作をはじめ、象徴権力を含めた権力の仕組みが検討さ
黷ﾄいる。

同　上 同　上

10 地域からの視線

　しばしば歴史の考察は、ひとつの国を基本的な枠組とし
ﾄ行われていた。しかし一国の内部には多様な独自性を
烽ﾁた地域があったのであり、国家形成は多くの場合それ
轤�搓№ｵようとしたものであった。地域からの視線は、
ｷ異を見つめる目である。

同　上 同　上

11 ネットワークと

�j

　他の地域や文化圏とまったく無関係に成立した、地域や
ｶ化圏の歴史はほとんどない。ここでいうネットワークと
ﾍ、複数の地域や国、あるいは文化圏や文明を結びつけて
ｫた複合的な関係であり、物や人、情報の動きに着目した
�jの捉え方である。

同　上 同　上

12 輪切りの発想

　交通や情報手段の発達した現代はもちろんのこと、それ
ﾈ前にあっても歴史の展開は、同時代における地域世界の
｡のつながりを無視しては、十分に理解できないことがあ
驕B経済や外交だけでなく、宗教や思想がかかわる場合も
ｭなくない。

同　上 同　上

13 他者を見る目
ﾆ歴史

　ある地域世界や文化圏に生きる人々は、他の地域世界や
ｶ化圏をどのような目で見ていたのだろうか。そこにはし
ﾎしば自分たちの欲望や優越感、あるいは劣等感といった
S性が、暗黙のうちに反映していた。それは歴史の展開と
蛯ｫな関係をもっている。

同　上 同　上

14 歴史の重層する

s市

　歴史の変化というものは、ある時点で断層が起こったよ
､に生じることもあるが、屋根瓦が重なるようにしてずれ
ﾈがら生じることも多い。巧みな空間構築の技術が読みと
黷驍謔､な都市の事例から、社会にとっての文化技術の伝
ｳや記憶について考えてみる。

同　上 同　上

15 歴史と環境

　人間社会と場所のかかわりは重要である。無限成長を夢
ｩた工業化や科学技術の発展、それを支えた現代人の欲望
ﾍ、地球環境に重大な危機をもたらした。では歴史の展開
ﾍ、その舞台である環境とどのようなかかわりをもってい
ｽのだろうか。

同　上 同　上
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＝日本の文化と思想C　98）＝　（TV）

〔主任講師：大隅和雄（東京女子大学教授）〕

全体のねらい
　日本文化の特色を、文字の使用が始まり、仏教が伝来した頃から、現代に至るまでの歴史の中で解明する
ことをめざす。社会の変化に応じて、日本人の生き方が変わり、それが、思想・文化としてどのように表現
され、つぎの時代に受け継がれ、現代日本の思想・文化につながっているかを考える文化史にしたい。

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）

董 日本文化史の
ｩ方

　はじめに、文化の概念と文化史の見方を説明し、日本史
ﾌ時代区分の中で、各時代の思想・文化のあり方を概観す
驕B日本における思想・文化は、外来文化との接触と緊張
ﾖ係の中で形成されてきたことに注目し、文化史の時代区
ｪを考えてみたい。

大隅和雄
i東京女子

蜉w教授）

大隅和雄
i東京女子

蜉w教授）

2 神々の祭りと
坙{神話

　近年、遺跡発掘が進展して、日本文化史の源流の解明が
G進んできたが、ここでは、国家の統一の動きの中でまとめ
轤黷ｽr古事記』　r日本書紀避の成立の経緯と、記紀神話
ﾌ特色、神の性格と祭りについて説明し、日本文化の基層
�lえることから始める。

同　上 同　上

3 仏教の伝来と
�e

　6世紀の半ばに、百済から仏像と経巻が伝えられ、仏教
�ﾊじて外来文化を受容する道がつけられた。仏教受容の
G進展を、飛鳥時代の文化の動向、律令国家の仏教統制、唐
ｶ化圏の仏教、南都仏教の教学、最澄と空海の活動の諸項
ﾚに分けて説明する。

同’上 同　上

4 律令制度と
ｯ人の学問

　日本の国家統一は、階・唐の文物を摂取することによっ
ﾄ進められた。律令の編纂とその運用に必要な知識の性格
ﾆ範囲、官人の学問と漢詩文について考え、この時代に摂
謔ｳれた唐心の文化が、日本文化の骨格として大きな役割
�ﾊたしたことを説明する。

同　上 同　上

5 かな文字の
ｬ立と国文学

　官人や僧侶は、漢字漢文を学ぶかたわら、日本語の表記
ﾌためにさまざまな試行を続け、平安時代の半ばに、かな
ｶ字を成立させた。漢文の外に、和文が成立したことの意
｡を考え、豊かな国文学の世界が拓かれたことを説明し、
装藍ｶ化とその伝統を考える。

同　上 同　上

6 仏教の革新と
事ｯへの浸透

　仏教は、貴族文化を支える役割を担っていたが、日本の
ﾐ会に浸透して行く中で、土着の信仰と習合し、日本化の
ｹを辿った。鎌倉時代の仏教革：新運動の中で生まれた、新
ｵい仏教の動向を説明し、日本の思想と文化の中で仏教が
ﾊたしてきた役割を考える。

同　上 同　上

7 公家と武家の
ｶ化

　中世の公家は、前代の貴族文化を憧憬の対象とし、その
p受者であることを主張し、武家は、公家文化の受容に努
ﾟる中で、武家の立場を自覚するようになった。公家社会
ﾌ年中行事と、その武家社会への伝播を手がかりに、中世
ﾌ文化の特色を考える。

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 芸能の成熟

　中世に入って、庶民生活が向上し、貴族社会と大寺院の
ｶ化が、庶民の間にも伝播して行く中で、芸能の世界が拡
蛯ｵ、芸の洗練が進み、日本的な芸能が完成の域に達した。
ｽ曲などの語り物、舞と歌謡、能・狂言、絵解きと説話と
G巻、などについて説明する。

大隅和雄 大隅和雄

9 儒教とその日本

ｻ

　中国の古典に関する知識は、貴族文化の支柱であったが、
?｢に入って、宋・元・明の学問が伝えられ、それまでの
坙{に存在していたい中国文化の再編が始まった。徳川幕
{が重視した朱子学、それを批判した古学について説明し、
坙{の儒学について考える。

同　上 同　上

10 国学と洋学

　儒学が武家の学問の基本とされる中で、日本の古典に関
ｷる学問が起こり、日本精神を重視して儒教や仏教を批判
ｷる国学が生まれた。本居宣長を中心に、国学の成立と展
Jを説明し、同じ頃に始まった、西洋の知識学問の受容と、
m学の成立、性格について考える。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蹄

同　上 同　上

11 町人文化とその

v想

　近世の日本では各地に都市が成立し、町人や各地の知識
lを中心に、新しい都市文化が生み出され、新しい経済関
Wを背景にした都市生活の諸相が、小説や俳譜、浄瑠璃や
ﾌ舞伎、風俗画などの中に描き出された。元禄、化政時代
�?Sに説明し、その特質を考える。

同　上 同　上

12 知識人と西欧の

v想

　幕末、明治の日本人は、西欧の力を前にした緊張の中で、
ﾟ代化の道を急ぐことになったが、その中で指導的な役割
�ﾊたした知識人が、多様な西欧の思想・文化の中で選択
ｵたものが何であったかを説明し、明治の日本の思想と文
ｻの特質を考える。

同　上 同　上

13 日本中心の思想

　政府主導の近代化の中で、旧幕臣などの知識人は、表面
Iな近代化を批判し、前代の日本中心思想を受け継ぐ人は、
｢化に反対して、日本の伝統を守ることを主張した。日本
?S主義の諸系譜について説明し、その国家観、歴史観な
ﾇについて考える。

同　上 同　上

14 近代日本の諸宗

ｳ

　近代の日本では、神信仰が国家を支える宗教とされ、神
ﾐ制度が整えられた。いわゆる国家神道の成立過程、戦前
ﾌ諸宗教の統制、戦後の政教分離、新宗教の活動について
燒ｾし、近代の日本人が、宗教に求あてきたものについて
lえる。

同　上 同　上

15 国際社会におけ

體坙{文化

　交通通信が急速な発展を遂げる中で、社会生活の世界的
ﾈ共時性が生まれ、文化の国際化が進んでいる。そういう
?ﾅ、私たちが、日本の伝統的な文化を理解し、日本文化
ﾌ特質を外国人に紹介する、というのはどういうことなの
ｩ、問題を指摘し整理を試みる。

同　上 同　上
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＝人文地理学＝（TV）
〔主任講師：西川　治（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい
　人間集団は、さまざまな土地空間に適応して固有の生活様式を創造し、生活環境を拡充し、村落、都市、
国家などの多様な地域社会と人文生態系を組織し、多彩な文化景観を展開し、互に交流し合い地球社会化を
進めっっある。本講義では、このようなプロセスを文化地理学的に考察し、より快適で美しく持続的に発展
する道を探る。

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 地球人意識と
l文地理学

　大航海時代以降の地球全体観の発展、啓蒙主義における
l類の一体観と風土的多様性の認識などは人文地理学の成
ｧを促した。日本でも西欧人との交流により世界的視野が
Jけ、江戸時代には地理的啓蒙思想が育ち、地球人的意識
熕ｶまれた。

西川　　治
i東京大学

ｼ誉教授）

西川　　治
i東京大学

ｼ誉教授）

2 言語の分布
ﾆ民族移動

　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清泉女子

蜉w教授）

鈴木秀夫
i清泉女子

蜉w教授）

3 民族の住み分け

ﾆ融合

　諸民族は独自の伝統的な文化を保持しつつ住み分けてい
驍ｪ、他方で民族間の文化交流や民族の融合・分化も活発
ﾅあることをヒマラヤ・雲南などの事例で示す。食事文化
ﾌ違いがかつての民族の住み分けの大枠を形成した可能性
ｪ大きいことにも触れる。

諏訪哲郎
i学習院大

w教授）

諏訪哲郎
i学習院大

w教授）

4 食事の文化地理

w

　今日では新大陸起源の作物も多用されているが、ユーラ
Vアの食事文化の主役はコメとムギで、その調理法も多様
ﾅあることを各地の実例で示す。コメやムギの普及以前に
Cモや雑穀が重要であったことが、神話や儀礼から伺える
ｱとにも言及する。

同　上 同　上

5 服　　飾　　の
ｶ化地理学

　砂漠では、強い日射や砂ぼこりをよけるための被り物は
K需品である。また難民にとって金の装身具や宝石は貯金
ﾊ帳よりも役に立つ。民族服は少数民族の大切な文化的ア
Cデンティティとなる。これらを例にして「服飾」と人々
ﾌ暮らしについて総合的に考察する。

向後紀代美
i東北学院

蜉w助教授）

向後紀代美
i東北学院

蜉w助教授）

6 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
ｪちな日本の音楽は、実は広くアジアの諸地域と結びつい
ﾄ展開してきたものである。北方系遊牧民族の長い歌、南
綷n農耕民族の短い歌との関連性、シルクロード、マリン
香[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）

7 日本の風土と
走ｯ性

　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、日本人の自然観や

走ｯ性についての考察を試みる。
西川　治 西川　治
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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）

山村では半農半林、漁村では半農半漁の生業が普通であ 市川健夫 市川健夫
つた。最近では高原野菜の栽培、酪農、観光経営で豊かに （長野県立 （長野県立

8 山村・漁村の なった山村も見られる。また漁法の近代化による専業漁家 歴史館館長 歴史館館長
生活と民俗 や民宿を営む漁家もふえている。しかし、伝統的民俗は比 ・東京学芸 ・東京学芸

較的よく伝承されている。 大学名誉教 大学名誉教
授） 授）

地：域の特性を活かした地域振興の事例を紹介する。その
さい、当該地域を大都市圏、中心地圏網、広域行政圏の中

9 地域の活性化 に位置づけ、地域間の協力あるいは競合関係に留意したり、 西川　　治 西川　　治
住民の意向や自治体首長の地域経営理念や実績などにも立
ち入って考察することになる。

近年、国際化が進むなかで工業が依然として地域の経済
活動に重要な役割を果していることを述べ、技術革新が進 竹内淳彦 竹内淳彦

10 工業活動と むなかでの工業地域システム、風土に根ざした地場産業、 （日本工業 （日本工業
地域社会 それに大都市工業の役割について動態的に考察する。 大学教授） 大学教授）

日本産業の国際 日本の産業は、古くからその技術、原材料の輸入、製品
化と国際文化交 の輸出を通して国際市場と深く関連してきた。最近では、 宮川泰夫 宮川泰夫

11 流の深化 その生産工程の一部または全部を海外に移転することが、 （九州大学 （九州大学
企業文化の革新 近代産業のみならず地場産業でも進展して、それを支える 教授） 教授）　　）
と地球文化の創

｢
文化の交流が不可欠となってきた。

ユニークな中央集権都市であった江戸は、近代化の過程
で地域構造を大きく変えた。交通システム・土地利用・都 正井泰夫 正井泰夫

12 江戸・東京・ 市景観は、伝統的なものと欧米的なものが混り合い、しか （立正大学 （立正大学
東京圏 もグローバルな世界都市に成長して、人・物・情報が入り 教授） 教授）

乱れた活気ある巨大都市となった。

地理情報はさまざまに利用されている。都市計画、遺跡
の発掘、ナビゲーションシステム、都市のインフラストラ 久保幸夫 久保幸夫

13 世界を結ぶ地理 クチュアの管理、天気予報など、幅広く利用されている。 （慶鷹義塾 （慶鷹義塾

情報システム ここでは主として地理情報システムとリモートセンシング 大学教授） 大学教授）

について学習する。

今後の情報社会では、シミュレーションによって将来を
予知し現在の時点で対応しておくようになる。ここでは数 野上道男 野上道男

14 季節文化と地球 値地図とリモートセンシングデータを用いて、気候と植生 （東京都立 （東京都立
環境 ・土地利用との対応を明らかにし、それを鍵として地球規 大学教授） 大学教授）

模の気候変動の影響予測を試みる。

人間の生活環境、生活空間についてグローバルに比較研
回する人文地理学の応用面は実に広い。かつて内村鑑三は、

15 地球社会と人文 世界と日本の地理学的考察に基づいて日本国の天職につい 西川　　治 西川　　治
地理学の役割 て論じた。地球環境問題をはじめ近代文明の暗黒面の解消

に向けて人文地理学の役割を探る。
厚
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＝社会科学入門＝（TV）
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全体のねらい
　社会科学とはどのような学問なのか。何を対象とし、どのような方法を用いる学問分野なのか。社会科学
の各専門分野へと学習を進める前に、社会科学に関するおおよそのイメージを形作り、基礎的な準備を行う
ことが必要である。この講義では、社会科学とは何かを知るため、第一に社会を認識することの目的と意味
を明らかにし、第二に社会科学の各専門分野に共通する研究上の技法を具体的に学習した上で、第三に政治
法律、経済、社会の各分野での典型的な課題に関する研究例をを学ぶ。さらに、社会科学各分野個別の研究
に関して理解を深めるだけでなく、さまざまな分野に分岐した社会科学的知識の総合化の可能性と具体的な
方法についても展望する。

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 社会のなかの
ﾂ人

　わたしたちがはじめて社会科学というものに出会うのは
ﾇのようなときだろうか。交通規則になぜ従わなければな
轤ﾈいのか、と考えるときだろうか。選挙の結果が気にな
驍ﾆきだろうか。景気の先行きについて考えるときだろう
ｩ。なぜわたしたちは社会科学という学問を必要とするの
ｩ。その原点にあるものを見つめてみたい。

坂井素思
i放送大学

赴ｳ授）

坂井素思
i放送大学

赴ｳ授）

2 社会とは何か

　社会科学が認識の対象とする社会について、とくに自然
ﾈ学の対象である自然事象、人文科学の対象であるロゴス
ﾈどとの対比において、基本的な意味を明らかにし、さら
ﾉその構造と機能を検討する。

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 社会科学の系譜

　社会科学は社会を知るための学問であるが、この章でこ
ﾌような社会科学の系譜を辿ってみたい。社会科学的な知
ｯがいかに形成されてきたのか、その起源と形成過程につ
｢て考えることにする。このなかで、社会科学がこれまで
ﾇのような問題を対象としてきたのかを考察し、以下の章
ﾉ進むための準備を整える。

坂井素思 坂井素思

4 問題の発見

　ある社会現象に直面して、人はこれを是としあるいは非
ﾆ考える。このとき各自の立場を漠然と表明したのでは、
ｼ者に自己の認識内容や問題意識を伝えることはできない
ｼ方、一個の社会現象も見方をかえると違った問いかけを
ｵてくる。ここでは、社会事象を自己の問題として認識す
髟菇@を考える。

橋本裕藏
i放送大学

赴ｳ授）

橋本裕藏
i放送大学

赴ｳ授）

5 認識のプロセス

　社会事象の認識には、いくつかのレベルに分けられた種
Xの方法がある。すなわち認知レベルでの指標化と測定、
�ﾟレベルでの追体験、再構成、あるいは比較レベルでの
ﾞ型化等である。ここでは、社会科学的な事象認識のさま
ｴまな形を整理しながら、その方法を学習する。

岩永雅也 岩永雅也

6 図書館の利用

「真理はわれらを自由にする」というのは、ある図書館の
cbトーである。この標語に現れているように、図書館は
送ｿや情報の収集に終わるところではない。実はこのよう
ﾈプロセスで、人は多くのことを学ぶのである。図書館は
lと文献をミックスするところであると同時に、人間を文
｣から解き放つところでもある。

坂井素思 坂井素思

7 情報の収集

　ある社会事象につき、問いを見つけたらこれを解決する
ｽめに情報を収集する必要がある。情報がなぜ必要か、ど

�ﾈ情報を集めるべきか、どのように集めるか、集めた情
��ﾇのように使うか。それらの点について考察する。

橋本裕藏 橋本裕藏
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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）

社会事象を正確に把握するたあには、目的に適合した形
態と内容を持った調査を行うことが必要である。適切な調 岩永雅也 岩永雅也

8 調査の技法 査とはどのようなものか、どのように実施すればよいのか
等、社会科学的な調査の概略を学習する。

実際に小論文を書いてみる。このとき、何をどのように
書くのかに留意する。論理の飛躍はないか、文献や資料を 高橋和夫 高橋和夫

9 論文の書き方 的確に用いているか、構成は適切か。これらの点にふれな （放送大学 （放送大学

がら、論文と論文以外の書き物との違いがどこにあるのか 助教授） 助教授）

を考える。編、章等の立て方、注のいれ三等にも言及する。

研究成果の表現形態は、論文に限定されているわけでは
ない。口頭発表や映像を用いた表現やディスカッションの

10 表現の技法 技法など、活字媒体以外のメディアを用いる表：現方法につ 岩永雅也 岩永雅也
いて学習する。

ここでは社会科学としての政治学についての事例研究を
行う。特に、戦後政治の分野に題材をとって、倫理的、実

11 政治学における 践的事例を考察する。 川出良枝 川出良枝
研究 （東京都立 （東京都立

大学助教授） 大学助教授）

ある社会事象を法的視点から捉え、一定の論証を経て結
論を導く過程を、実際の法律問題を素材にして示し、法学

12 法律学における 及び法律学、並びに法律関係諸領域の研究の仕方等を考え 橋本憎憎 橋本憎憎
研究 る。

経済学では、何をどのように知ろうとしてきたか。経済
分野でみることのできる、問題発見、資料収集、結論の導 坂井三思 坂井三思

13 経済学における き方などについて、ここで考えてみる。すべての経済学分
研究 野について観察することは到底できないので、ここではひ

とつの論文を取り上げて、その形成プロセスを追ってみる
ことにする。

社会学は、現実の社会事象をあるがままに経験的に把握
し、その錯綜した複雑な現象形態の背後にある法則性や事

14 社会学における 象間の関連構造を明らかにすることを目的とする学問分野 岩永雅也 岩永雅也
研究 である。ここでは、古典的な研究成果を参照しっっ、実際

的な社会学研究のモデルを展開する。

社会科学という学問が最終的に目指す「目的」には、ど
のようなことがありうるだろうか。社会科学研究はどのよ 坂井素思

15 社会科学の目的 うな意味で人間にとって「役立っ」といえるのか。この章 坂井素思
では、社会科学の議論方法、結論を導く方法などを考察し 岩永雅也
ながら、社会科学研究の効用について一一緒に考えてみたい。

橋本裕藏
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＝法 学 入 門＝　（TV）

〔主任講師：星野英一（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい
　教養学部における「法学入門」は、法学部に進学する学生に対する「法学入門」とは異なり、何への入門
であるべきかなど、困難な問題を含む。とりわけ、　「法律嫌い」といわれる我が国民に対するこの講義は、
この点を常に自覚し、そのような人々が少しでも「法」「法律」の重要な意味を理解する一助になることを
目指したい。

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

法学学習の困難
ｳ、「法」と「法
･」

　始めに、法学の取りつきにくさの理由を一言する。次い
ﾅ、全体の序論の一として、　「法」　「法律」の区別につい

ﾄ述べる。両者は我が国では従来混同して用いられている
ｪ、原語である、droit，　Recht；loi，Gesetzは意味を異にす

驍烽ﾌであり、その用法の区別がとりわけこの講義にとっ
ﾄ有用であるので、説明する。

星野英一
i東京大学

ｼ誉教授）

星野英一一
i東京大学

ｼ誉教授）

2

法と法律に対す
骭ｩ方、かかわ
阨

　序論に二として、色々の人々と法・法律のかかわりと、
ｻの法律に対する見方について考える。法律実現の仕事に
齡Oするのは「法律家」だが（これにも種々のものがあり、
@律との関係は一様でない）、その見方と、法律家以外の
齡ﾊの人々のそれとはどう違うか、一般の人々はどのよう
ﾉして法律の中に入ってゆくのか、などを考える。

同　上 同　上

3

法律の体系　（1）

@社会生活の面
ﾆ②その規制の
菇@の面から

　法律の中に少しつつ入ってゆく。まず、　「法律」の全体
怩�ｦすことから始める。この際、我々の営んでいる社会
ｶ活（経済、家族、隣人関係、学問・芸術・宗教など）と、
@律に独特の社会関係規制の手法（刑罰、実力行使、権利
`務設定など）の二面から立体的にアプローチする。

同　上 同　上

4

法律の体系　（2）

ﾐ会生活の各面
ｩらの具体例③
ﾏ念体系として
ﾌ法律の構造

　以上の点につき、具体的に社会生活の各面について例を
繧ｰて検討する。続いて、観念体系としての法律の構造
i法律独特の抽象的なもの）について説明する。 同　上 同　上

5

法・法律の各局
ﾊ（1）社会規範と

ｵての局面

　以下やや抽象的に、法・法律の持つ幾つかの局面につい
ﾄ眺めてゆく。第一は、その社会規範としての局面であり、
@法・法律と習俗及び道徳との関係を検討する。 同　上 同　上

6

法・法律の各局
ﾊ（2）人間の理想と

｢う面①「正義」
u自然法」

　第二に、人間の理想と、法・法律がどうかかわっている
ｩを考える。まず、西欧において法・法律自体の理想とさ
黷ﾄきた「正義」について述べる。さらに、西欧において
ﾍ古くから、人によって作られた法律を超える「法」とさ
黷ﾄいた「自然法」について一言する。

同　上 同　上

7

法・法律の各局
ﾊ（3）人間の理想と

｢う面②他の理
zとの関係一法
･実現の手段

　次いで、人間の理想の追求の営みである、学問（「真」
ﾌ探求）、芸術（「美」の探求）、宗教（「聖」　「愛」の
T求）と法・法律の関係を考える。進んで、法・法律の第三の局面である、法規範の実現の強力な手段としての実力

ﾆ法・法律の関係を扱う。

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）

法・法律の第四の局面は、理想や社会的目的を達成する
法・法律の各局 ための独特の手段である法律技術（言葉を用いる技術）で

8 面 あり、この点につき、また広く技術と法・法律の関係につ 星野英一 星野英一
（4）法律現実の手 いて説明する。

段の面②法律技
術

明治以前にも法・法律は存在していたが、明治以後の
（我々の関係している）法律は、明治時代以来欧米諸国か

9 日本法の形成（1） ら輸入したものであるが、科学や技術の輸入と異なり、思 同　上 同　上
想・観念の産物の輸入であって、大変な努力を要した。以
下二回にわたりその過程を辿る。

その第二回目。

10 日本法の形成（2） 同　上 同　上

以下やや抽象的に、法・法律がどのようにして形成され、
法・法律の形成 作られた法律がどのようにして実現されるかについて説明

11 と実現 する。第一は、法・法律の形成についてだが、特に今日で 同　上 同　上
（1＞形成（特に立 は「立法」が重要であるので、これについて扱う。
法）

法・法律の形成 第二に、法律は、実社会に適用されるが、この際、法律
と実現 の意味内容を明らかにする「法律の解釈」という作業が不

12 （2）実現①法律の 可欠である。また、　（特に裁判所は）法律の他に何を；適用 同　上 同　上
解釈、適用、 すべきか、適用してよいかにつき「法源」の問題として議
「法源」の問題 論されているので、一言する。

第三に、9、10と11、12で扱ったことを総合して、
法律のわが国に 「法律」がわが国でどのように実際に行なわれているか、

13 おける実態一欧 わが国における「法」　（ないし日本人の法意識）／はどのよ 同　上 同　上
米近代法との対 うなものか、について考える。この際、欧米近代法と対比
比 しっっ眺める。

最：後に、法・法律の研究の対象としている「法学」を取
法　学　　　（1） り上げる。法学の体系一般（実用法学と基礎法学）を概観

14 法学の体系、欧 し、わが法学に大きな影響を与えている欧米の法学につい 同　上 同　上
米の法学 て一言する。

ついで、我が国の法学につき、その特色、長所と短所な
法　学　　　（2） どについて私見を述べる。特に、我が国における法学と法

15 わが国の法学 律実務との関係（垂離していて法学は実務に役に立たない 同　上 同　上
（特に法学と法 とよく言われる）について、種々の面から検討する。

律実務）
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＝国家と人間＝（TV）
憲法の基本問題一

〔主任講師：佐藤幸治（京都大学教授）〕

全体のねらい
　日本国憲法の諸規定について有機的・総合的に理解できるように工夫しながら、現代国家に生きる人間が
「自由で価値ある生」を全うできるような制度の仕組みや運用のあり方を考察する。

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）

（1＞国家と主権

（2）国家と憲法　　　立憲主義の展開 佐藤幸治 佐藤幸治
1 国家・主権・ （3）国民主権の意義 （京都大学 （京都大学

憲法 （4）立憲主義と現代国家 教授） 教授）

（1＞法の支配と法治国家
（2）法の支配と国民主権

2 法の支配と （3）　日本国憲法と法の支配 同　上 同　上
法　治　国　家

（1）近代立憲主義における個人と集団
（2＞　日本国憲法の集団観

3 国家・個人・ （3）いわゆる「部分社会」論 同　上 同　上
集団 （4）集団の自治と個人の自由

（1）基本的人権・個人の尊重・幸福追求権
（2）幸福追求権と憲法の保障する各種人権

4 個人の尊重と （3）基本的人権の保障の限界 同　上 同　上

幸福追求権 （4）私人間における人権

（1）プライヴァシーの権利の意義
（2）プライヴァシーの権利の侵害と司法的救済

5 プライヴァシー （3）個人情報保護制度 同　上 同　上
と個人情報の保
護

（1）法の下の平等の意義
（2＞日本国憲法と法の下の平等

6 法の下の平等 （3）法の下の平等と家族生活 同　上 同　上
（4）議員定数不均衡問題　　、

（1）思想・良心の自由
（2＞信教の自由

7 内心の自由の （3）学問の自由 同上 同上
保障
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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）表現の自由の意義
（2）表現の自由の保障とその限界 佐藤幸治 佐藤幸治

8 表現の自由の （3）　「知る権利」と情報公開制度

保障 （4）集会の自由の保障とその限界

（1）経済的自由の意義
（2）経済的自由の制約

9 経済的生活と （3＞社会権の保障の意義 同　上 同　上

良き生活環境

（1）国会の性格と地位
（2）立法権の意味

10 国会と立法権 （3）国会の組織と活動 同　上 同　上
（4）財政立憲主義

（1）内閣の性格と地位
（2）行政権の意味

11 内閣と行政権 （3）内閣の組織と活動 同　上 同　上
（4）独立行政委員会

（1）地方自治の本旨
（2）地方公共団体とその機関

12 地方の政治と （3）条例制定権とその限界 同　上 同　上
住　民　自　治

（1）裁判所の性格と地位
（2）司法権の意味

13 裁判所と司法権 （3）裁判所の組織と活動 同　上 同　上

（1）憲法の保障の意義
（2）憲法の改正

14 憲法の保障と ③　違憲審査制 同　上 同　上

違憲審査制

（1）国際協和と平和の追求
（2）　「国際協和」の法的側面　　一98条2項一

15 国際協和と （3）　「国際協和」の政治的側面　一9条一 同　上 同　上

平和の追求
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＝＝ ｭ治学入門＝（R）
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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
ラインがつかめるようにしたい。政治の世界に起こりつつ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）

租税と政治　教育と政治　環境保全と政治　政治の機能
権力の特性 阿部　　齊 阿部　　齊

1 政治と権力 （放送大学 （放送大学

教授） 教授）

現代政府の組織原理　議院内閣制　大統領制　社会主義
国の政治制度　立憲主義と法の支配

2 政府の組織と 同　上 同　上

権力の分立

民主主義国家と議会　代議制とその発達
地域代表と国民代表　二院制　議会の役割 久保文明 久保文明

3 代議制と議会 議会と行政府　　立法過程　議会の問題と課題 （慶鷹義塾 （慶磨義塾

大学教授） 大学教授）

行政府の活動　内閣総理大臣と内閣　官僚制の概念
公務員制度　立法国家から行政国家へ　官僚制の統制

4 行政府の活動 大きな政府と小さな政府 同　上 同　上

政治参加と選挙　政治の大衆化とその意義
投票することの意味　選挙制度の諸類型

5 選挙と選挙制度 わが国の選挙制度改革 同　上 同　上

政党の定義　名望家政党から大衆政党へ　政党の機能
政党制の諸類型　日本の政党政治

6 政党と政党制 同　上 同　上

4

現代の政治過程と利益集団　利益集団の活動様式
利益集団の政治的資源　公共利益団体

7 利益集団の 利益集団と政治体制 同上 同上
圧　力　活　動
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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）

地方分離と地方自治　団体自治と住民自治
固有事務と委任事務　首長と議会　住民運動と市民参加

8 地方自治と 阿部　　齊 阿部　　齊
市　民　参　加

夜警国家から福祉へ　社会問題と社会政策
社会保障制度の発展　高齢化社会の福祉政策

9 社　会　福　祉 福祉国家と民主政治 同　上 同　上

古典的自由主義　生命と所有の保障　信条の自由
経済活動の自由　自己実現の尊重 川出良枝 川出良枝

10 自　由　主　義 消極的自由と積極的自由　自由主義と基本的人権 （東京都立 （東京都立

大学助教授） 大学助教授）

古代の民主政　代議制の歴史　人民主権
自由主義と民主主義　自由民主主義体制の成立

11 民　主　主　義 近代社会と民主主義 同　上 同　上

社会主義の挑戦　ファシズムと大衆民主主義
現代の自由民主 現代民主主議論　現代自由主議論

12 主義一可能性と 同　上 同　上
課題

近代国家の三要素　国家の領域性　主権国家の成立
国民国家の創設　ナショナリズム　近代国家を超えて

13 国家とはなにか 同　上 同　上

国際秩序をどう捉えるか　現実主義　相互依存論
世界システム論　国際秩序の歴史

14 国際秩序の理論 同　上 同　上

明治国家の遺産　戦後の民主主義　保守政党の統治体制
政治改革　一党優位の政治から連合の政治へ

15 日本の政治 阿部　　齊 阿部　　三

一60一



＝国際関係論＝（TV）

佳騰碁戦和議齢義簾1〕

全体のねらい
　現代社会の特徴の一つは、その顕著な国際化である。資本や商品や情報は、国境を越えて流通し、人間の
移動も日を追って自由化されている。今日の社会科学を学ぼうとするものにとって、国際関係に関する正確
な知識は、不可欠になりつつある。また、市民の教養としても、国際関係の基礎的な知識は不可欠であろう。

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）

ヨーロッパにおける国際社会の形成と発展を歴史的に追
求するとともに、それが地理的に拡大されて、全世界が一 阿部　　齊 阿部　　齊

1 国際社会の成立 個の国際社会を形成するに至った過程をたどりたい。また、 （放送大学 （放送大学

ヨーロッパの国際社会の秩序と安定を可能にした諸要因に 教授） 教授）

も言及する。

@　　　　　ノ

国際社会を構成する単位としての近代国家の特徴を明ら
かにするとともに、近代国家の史的変容の過程をたどる。

2 国家とナショナ さらに民族の国家的独立と発展をめざす運動としてのナ 同　上 同　上
リズム ショナリズムの展開を追いながら、ナショナリズムが現代

の国際関係において果たす役割を論ずる。

冷戦後は地域紛争の時代であるとの通説に反論し、冷戦
とは代理戦争という名の地域紛争の時代であったことを示 高橋和夫 高橋和夫

3 国際政治の展開 す。また冷戦後の地域紛争の特徴を解説する。またEUの （放送大学 （放送大学

／冷戦後の世界 拡大に代表されるようなブロック化とバスク地方や北イタ 助教授） 助教授）

リアの独立運動に象徴されるようなマイクロ・ナショナリ
ズムの台頭を検討する。

国際法と国内法を比較しながら、国際法の特質を明らか
にする。次いで西ヨーロッパにおける国際法の成立と発展 児矢野マリ 児矢野マリ

4 国際社会の法と をたどり、現代の国際社会の秩序を維持する上で、国際法 （静岡県立 （静岡県立

秩序 が果たしている役割を明らかにする。 大学専任講 大学専任講）
師） 師）

1996年12月に東京の国連大学で開催された日本の国連加
盟50周年の記念シンポジウムの映像を利用しながら国連改

5 国際連合の機能 革を考える。具体的には、日本が安保理の常任理事国に立 高橋和夫 高橋和夫
候補している問題を検討する。映像にはガリ国連事務総長
（当時）や小和田国連大使（当時）などが登場する。

国際社会の発展の原点ともいうべきヨーロッパで、国際
関係がいかなる特徴を持っているかを明らかにする。ヨー 高柳先男 高柳先男

6 ヨーロッパの ロッパ共同体の現状とその将来の可能性にもふれたい。 （中央大学 （中央大学

国　際　関　係
4

教授） 教授）

台湾に近い石垣島でのロケ映像を織り混ぜながら東アジ
アの国際関係を考察する。ポイントは朝鮮半島情勢の展望

7 東アジアの と中国の発展の国際的な波紋である。 高橋和夫 高橋和夫
国　際　関　係
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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 アメ　リ　カの
早@際　関　係

　アメリカ合衆国の伝統的対外政策ともいうべき独立主義
ﾆ膨張主義の構造的関連を明らかにしながら、今日のアメ
潟J合衆国が直面する外交課題を検討する。さらに、アメ
潟J合衆国と対比しながら、カナダとラテンアメリカの対
O関係の特質にも言及したい。

阿部　　齊 阿部　　齊

9 イスラム「原理
蜍`」の挑戦

　イスラム主義の台頭を世界的な様々な宗教の復興運動の一部と位置付け、その背景を解説する。特にアフガンと呼

ﾎれる人々の存在に光を当てる。最後にイスラム世界との
､存の道を探る。

高橋和夫 高橋和夫

10 南北格差と貧困

　現代の国際社会にみられる最も重要な問題は、北側諸国
ﾌ豊かさと南側諸国の貧しさとの間に横わる巨大なギャッ
vである。南側諸国に貧困をもたらした原因を明らかにす
驍ﾆともに、貧困をなくすための国際協力の現状と課題を
沒｢する。

阿部　　齊 阿部　　齊

11 人口問題と
早@際　政　治

　人口増加に食料の供給が追い付かないのではとの議論が
?驕Bこの議論とその反論を検討する。また発展途上国で
ﾌ人口増加が生み出す先進国への流入圧力を紹介し、：最後
ﾉ先進諸国の人口の高齢化が国際政治にどのようなインパ
Nトを与えるかを日本を例にとって考える。

高橋和夫 高橋和夫

12 環境問題の
総ﾛ化

　今や環境問題は、国境を越えて拡大し、地球規模の問題
ﾉなった。とくに深刻な問題である地球の温暖化、酸性雨、
Iゾン層の破壊などを生み出した原因を明らかにしながら、
ﾂ：境問題に対する国際的取り組みの現状と課題に迫る。

阿部　　齊 阿部　　齊

13 エスニシティと

ｶ化の多元化

　冷戦集結後の世界における最も顕著な現象の一つは、民
ｰ紛争の深刻化である。民族問題を解く新しい基本概念で
?驛Gスニシティの意義を明らかにしながら、多民族社会
�lえる新しい視点としての多文化主義に言及したい。

川出良枝
i東京都立

蜉w助教授）

川出良枝
i東京都立

蜉w助教授）

戦争と平和

　戦争の原因を追求し、平和の可能性を探る。戦争の形態
ﾏ化を跡づけながら、戦争が現代の国際関係においていか
ﾈる位置を占めるかを検討する。さらに曳戦争を抑制する
烽ﾌとして、安全保障、軍縮と軍備管理、核兵器の廃絶と
｢った問題にも言及したい。

高柳先男 高柳先男

15 国際関係の
ｽ元化／新しい
pラダイム

　外交を国家が外務省を通じて排他的に行う時代は過ぎ去
ﾁた。企業が、地方自治体が、NGOが、個人が国際関係
ﾉ関与する新しい時代が始まっている。NGOやアメリカ
ﾌミシガン州政府の東京事務所などの取材を織り混ぜなが
轣A国際関係の多元化の状況を紹介する。

高橋和夫 高橋和夫
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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、経済学の骨組みを概説する。家計、企業、政府、外国という経済単位の
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　私的主体と公的機関
取引の行なわれる場一市場 嘉治元郎 嘉治元郎

1 経済生活と 消費財　サービスの市場　労働力の市場　企業の経済活動 （放送大学 （放送大学

経済学 資本の市場　私的主体と公的機関 副学長） 副学長）

家計の経済力　家計の所得　家計の資産　資産と所得
所得の種類と国民所得

2 家計の経済活動 同　上 同　上

1　所得と資産

所得の処分　可処分所得　消費と貯蓄　日本の貯蓄率
消費性向　：最適な消費支出　個別家計の消費と総消費

3 家計の経済活動 同　上 同　上

H　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
財の生産

市場とは何か　市場の種類　価格の機能
需要供給の均衡　市場機構の作用

5 市場の機能 同　上 同　上

財とサービス　サービスの重要性　サービスの種類
産業構造 サービス生産の特色　公務と公共サービス

6 一国と 同　上 同　上

サービスー

貨幣とは何か　金本位制　管理通貨制
通貨管理の目的　貨幣量管理の手段

7 貨　　　　幣 価格とは何か 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）

金融機関の経済活動　お金の便利さと利子
資産の需要と供給　資産の組み合せ

8 金融機関の役割 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 総需要と総供給 同　上 伺　上

経済の変動　消費の決定　投資の決定
総生産水準の決定

10 総需要の理論 同　上 同　上

総供給能力　供給能力の決定要因　経済発展の諸要因
労働力の変化　生産設備の変化　技術の進歩

11 総供給の理論 同　上 同　上
一経済成長一

雇用水準の決定　失業とは何か　生産性　好況と不況
インフレーションとは何か

12 完全雇用と物価 同　上 同　上

対外経済関係とは何か　対外経済関係の内容
国際収支表　貿易の理論　国際通貨　為替レートの変化

13 対外経済関係 生産要素の国際的移動　経済分析の国際化 同　上 同　上

財政支出の種類　財政支出の規模
「小さい政府」をめぐる論議

14 政府の経済活動 政府の収入　租税の種類　財政収支　公債の負担 同　上 同　上

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　経済の安定の実現

15 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
所得配分の公正化　適切な対外経済関係の実現
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＝社会学入門＝（R）
〔主任講師：長谷川公一（東北大学教授）〕

全体のねらい
　「紛争」に焦点をあてながら社会学の基本的な考え方やものの見方、基本概念を理解し、現代の社会変動
の動向を探る「社会学入門」であり、　「現代社会論」である。紛争と社会構造、紛争の場、紛争解決を促進
するための政策学を考察する。

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 20世紀の産業
ﾐ会

　20世紀とくに戦後の高度産業社会は「ゆたかな社会」を
ｻ実化したが、社会構造の変容にともなって、社会問題も
n困・失業・不況を中心とするものから大きく変化した。
ｻ代の対立・紛争および社会的危機の構造的源泉を概括す
驕B

長谷川公一
i東北大学

ｳ授）

長谷川公一
i東北大学

ｳ授）

2 「和の文化」と

冝@本　社　会

　日本社会は長く「和を以て貴し」とすることが美徳とさ
黶A異を唱えることは忌避されがちだった。利害対立の顕
ﾝ化を日本社会ではどのようにして調整してきたのか、ま
ｽ近年の裁判に対する人びとの考え方の変化を考察する。

同　上 同　上

3
紛争研究と
ﾐ会学

　紛争に関する社会科学的な研究のなかで、社会学的なア
vローチの特質はどこにあるのか。紛争・対立・競争をど
ﾌように定義すべきか。社会学理論の2っの基本的な立場
ﾅある紛争モデルと均衡モデルの特長を整理し、それぞれ
ﾌ問題点を考察する。

同　上 同　上

4 紛争は社会にど
ﾌように役だっ
ﾄいるか

　争いや対立はゼロに近づくほどよいというわけではない。
u雨降って地固まる」と言われるように、争いは社会の統

№ﾉも役立つ。争いはコミュニケーションの形式でもある。
ﾐ会問題の関示機能はじめ、争いの様々な効用を考える。

同　上 同　上

5 紛争と法・裁判

　裁判制度は近代社会に特有の争いの解決のしかたである。
ﾙ判の特質はどこにあるのか、法の役割は何か。ウェー
oー、川島武宜らの議論を手がかりに、裁判と法による社
?攝ｧと秩序維持のメカニズムを考察する。

同　上 同　上

6 家族危機と
梠縺E世代・
N齢

　1983年前後に家族危機論が高まったのはなぜか。時代効
ﾊ・世代効果・年齢効果を峻別してとらえ、　「団塊の世代」
ﾌ女性たちに焦点をあてて、価値観が多様化しライフスタ
Cルの選択肢がひろがった現代における新しい家族のあり
福�l察したい。

同　上 同　上

7 ジェンダーをめ

ｮる対立・紛争

　女性と男性では社会的に期待される行為様式が異なって
｢る。社会的文化的性差はとくに1960年代後半以降、男女
ﾔの社会的対立・紛争の焦点となってきた。女性学の問題
�Nをうけとめっっ、　「女らしさ」　「男らしさ」をめぐる
?｢を考察する。

同上 同上

一65一



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）

目的達成集団としての組織は、効率性の追求か成員間の
共同性の重視かという基本的ジレンマを抱えている。組織

8 組織における のリーダーに期待されるのは、組織内の利害調整と、効率 長谷川公一 長谷川公一
対立・紛争 性と共同性との間でバランスをとることである。

20世紀、とくに20世紀後半以降、階級間対立の制度化が
すすんだが、階層間の利害対立はなお経済政策や福祉政策

9 階層変動と などをめぐる基本的な対立軸をなしている。 同　上 同　上

階級対立の
制　　度　　化

公害問題は地域社会に深刻な対立・紛争をもたらした。
近年環境問題の焦点はごみ問題などに代表される生活公害

10 環境問題と紛争 型のものに変化してきたが、それは大都市圏と過疎地、南 同　上 同　上

三間、世代間での新たな利害対立を引き起こしっっある。

パートナーシップやコラボレーションに焦点をあてて
NGO・NPOの特質を考察する。従来の告発批判型の住

11 社会運動と 民運動・市民運動から、対案提示型のNGO・NPOへの 同　上 同　上

NGO・NPO 転換による政策提案の可能性と意義を考察した。

囚人のジレンマとその応用的なゲームをとおして、合理
ゲーム理論と 的選択理論の特質を検討する。　「反復囚人のジレンマ・

12 協力行動の成立 ゲーム」における「協力行動」の成立条件と、「しっぺ返 同　上 同　上
条件 し」戦略の社会学な意味を考察する。

紛争は社会システムの矛盾を顕在化させ、表現する。力
による紛争の抑え込みには限界がある。上からの「合意調

13 合意形成と 達」にかわって合意形成をはかるためには、市民参加型の 同　上 同　上

公共政策の転換 制度形成と公共政策の転換がもとめられている。

「自己決定」をもとめる個人主義の進展は、既存の権威を
相対化させ、現代社会に共通する正当性と統合の危機をっ

14 紛争と秩序 くりだしている。ホッブズ以来の自由と共同性のジレンマ 同　上 同　上

をめぐる諸説の検討をとおして、社会の秩序維持のメカニ
ズムを原理的に考察する。

現代社会は、（1＞自然と人間との、（2）異質な文化との、（3）

都市と農村、中央と地方との、（4）社会的弱者との、（5）女性

15 「共生」の時代 と男性との「共生」を課題としている。現代の諸紛争から 同　上 同　上

をめざして どのように共生社会を展望しうるか、総括的に考察する。

一66一



＝民俗文化史＝（TV）
〔主任講師：宮田　登（神奈川大学教授）〕

全体のねらい
　私たちの身近かに伝承されている日常生活文化を通して日本文化の構造を探っていく。その場合、現在ま
で伝承されている日常生活文化から過去にさかのぼらせて日本列島の社会や文化の特色をとらえるという方
法から歴史を再構成していく。

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）

民俗文化史は、民俗学的視点から、現在みられる慣習を
素材として歴史的世界を再構成する考え方にもとづいてい 宮田　　登 宮田　　登

1 民俗文化史の る。柳田民俗学や折口民俗学の視点と、アナール派の社会 （神奈川大 （神奈川大

’㌧

構想 史や生活史の方法を結びつける方向性について解説する。 学教授） 学教授）

柳田国男の説いた“海上の道”にそった黒潮の流れは、
さまざまの漂流物をもたらし、海の彼方への世界のイメー

2 海　上　の　道 ジをつくった。漂着神信仰などをはじめ黒潮の太平洋沿岸 同　上 同　上
や日本海沿岸の事例を通して考察する。

日本の漁民の系譜を、海女・海士たちの分布や漁民の生
活を通して探る。また漂泊性の強い漁民や、本土沿岸部に

3 漁民の文化 定着している半農半漁の典型的な漁民たちの生活文化をと 同　上 同　上
り上げて、日本の漁民文化の特色を探る。

中国江南地帯から伝来したといわれる稲を、白米と赤米
を対比させながら日本文化の問題として考える。水田稲作

4 稲作の社会と 農耕のコメ＝白米に対して、赤米のもつ意味、とくに種ヶ 同　上 同　上
文化 島や対馬の赤米神事などをとり上げて、日常の食生活にお

ける赤飯・小豆飯とのつながりについて考える。

“餅なし正月”の分布図をみながら、餅を食べない習俗
を、坪井洋文の学説を通して考える。東日本では餅ではな

5 餅なし正月と く、そば、うどんを食べることや、江戸時代の都市生活の 同　上 同　上

赤米 なかに雑煮が成立した旧習を考え、餅に依存しなかった正
月の存在を位置づける。

日本の伝統的な食生活が豊富な雑穀にもとづいているこ
と。畑作物め小豆や大豆などが巧みに配されていたこと。

6 雑穀と畑作文化 これらが、水田稲作民以外の山民たちや、焼畑を含む畑作 同　上 同　上

文化に支えられていたことなどを明らかにする。

日本列島は、山間部が約8割を占めており、三民の生活
文化は豊富である。山の神信仰を基に、山岳崇拝の典型で 同　上 同　上

7 山　の　信仰 ある修験道が発達した。山を中心とした民俗宗教の説相を
とり上げ、山と日本文化の関連を探っていく。
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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 山民の文化

　山間部に展開した狩猟民のマタギや山師、炭焼き、木地
ｮたちの技術文化を生業形態や生活用具を通して観察し、
ﾆくに平地の農民たちの文化との異質性を浮彫りさせなが
轣A日本文化における位置づけを考察する。

宮田　　登 宮田　　登

9 山と海の交流

　日本文化の主要素である山と海の文化は、それぞれが別の存在ではない。日本神話の山幸、海幸や、山の神に捧げ

轤黷驫C魚、川を通して行われる山と海の交流の歴史を考
ｦる。そして山回と海民、平地の農民に大きな影響を与え
ﾄいることを明らかにさせる。

同　上 同　上

10 都市生活者の
ｯ俗文化

　現代日本は、都市生活者によって大部分が占められてい
驕Bかれらは生産生活を離れて消費生活中心の都市生活を
cむために、そこに展開する日常生活文化に特徴がみられ
驕B現代都市生活者の不安を除くための営みを考えていく。

同　上 同　上

11 盛り場と都市の

ﾕり

　都市の特徴の一つは、盛り場であり、盛り場に集中的に
ｶ活文化がみられる。縁日や開帳の伝統、祭りやイベント
ﾌ仕かけのなかから、都市生活者たちの心意を追究する。
ﾆくに山や海、農村とは異なる都市の祭りのもつ意味を考
ｦる。

同　上 同　上

12 学校の怪談

　都市に発生するオカルト・ブームの背後に潜む都市生活
ﾒの心意の表れの一つが、現代の小中高校生たちの怪談ブームに連なっている。伝統的な妖怪や幽霊との関係や、学

Zに流行している現象について考察をすすあ都市民俗をと
轤ｦてみる。

同　上 同　上

13 アニミズムの
｢界

　万物に霊が宿るとする日本人のカミ観念を中心に、カミ
窿zトケの伝統と現在のあり方をみる。現代は自然を破壊
ｷる開発が盛んであるが、地域や環境の変化に敏感である
Aニミズムの世界の特色を動・植物の霊異の現象をとり上
ｰて考えていく。

同　上 同　上

14 モ　ノ　と　心

　地域文化の文化伝統を考える上で、地域博物館の存在は
蜷ﾘである。地域博物館が山民、平民、農民、武士、商人
ｽちの日常使った生活用具を保存しており、それを通して
cmの背後に潜む神の存在を浮彫させ、現代社会に意味あ
驍烽ﾌとして考えてみる。

同　上 同　上

15 女性の民俗文化

　民俗文化史の基調には、女性の考え方や生活行動が大き
ﾈ影響を与えている。伝統的社会での主婦の文化、子ども
ﾆの関わり、女性と子ども中心の行事や祭り、女人祭祀な
ﾇをとらえながら、近年の若い女性たちの生活文化のあり
福�lえる。

同　上 同　上
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＝社会福祉論＝（R）

無難謡講雲離獣鐙趨〕

全体のねらい
　近代的な社会福祉事業が誕生して半世紀を経て、社会福祉は日本人の生活の中で大きな位置を占めるよう
になってきた。すべての人が健康で文化的生活を営むための社会的支援策の基本的な部分を担う社会福祉の
範囲や内容が変化し、財源、組織、方法などの問題点も出てきている中で、その望ましいあり方を追求する。

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）

個人や家族の基本的生活機能が損なわれてしまったり、 松村祥子 松村鮮子
放置すれば損なわれる恐れのある時に、公的責任で金銭や （放送大学 （放送大学

1 社会福祉とは何 サービスを給付するのが社会福祉の機能である。それは生 教授） 教授）

か 活自助が困難な事態に対する社会的連帯意識に基づく人々 三ツ木三一 三ツ木任一
の合意を社会施策化したものである。 （放送大学 （放送大学

教授） 教授）

長い間、慈善事業や公的救済にゆだねられていた「生活
困難の除去、緩和策」が、権利性に基づく社会福祉事業に

2 社会福祉の歩み 担われるようになった。それは経済や社会の変化に伴い拡 松村鮮子 松村祥子
大した生活問題への対応であると同時に、人々の生活や生
き方への考え方の変容でもあった。

産業や人口構造の変化により小規模化・都市化した今日
では、児童の養育や高齢者、障害者の介助・介護を家族だ

3 いま社会福祉は けで行うことは困難であり、病気や失業等による経済的逼 同　上 同　上
迫にも社会的援助なしには対処できなくなっており、新し
い社会福祉のニーズを高めている。

生活保障のための諸施策の中で、人々の生活の安定や健
康保持を目的にしている社会保障制度の一部を構成する社

4 社会福祉の体系 会福祉は一一般的には無拠出主義で必要の度合いに従って金 同　上 同　上
銭やモノ或いはサービスが給付され、　「生活保護等の公的
扶助」　「社会福祉サービス」がある。

憲法25条で明記されている最低限の生活保障が具体化
公的扶助　（1） されている代表的な社会政策が生活保護制度である。約

5 一生活保護の 100万人（1991年度）の受給者は国際的にも低水準 同　上 同　上
現状と課題一 であるが、他の施策や扶養義務者の扶養ができない時の最

後的保障としての存在の意味は大きい。

社会手当には、対象者の固有のニーズに対応して給付さ
公的扶助　（2） れる児童扶養手当、特別児童扶養手当及び特別障害者手当

6 一生活保護の 等がある。しかし一一般国民を対象とする児童手当や介護手 同　上 同　上
理念と方法一 当等の拡充も望まれている現在、新しい社会手当の位置づ

けが検討されねばならない。

児童福祉の対象とする要保護児童に対して保育、養護、
教護等の施策がある。また、児童の健全育成をめざして児

7 児童福祉　α） 童館や児童遊園等の児童厚生施設や児童文化の促進もおこ 同上 同上
なわれている。児童福祉法でも明記されている児童育成の
社会的責任の施行の実態をみる。
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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）

少子社会や女性の社会的進出への対応策として子育て支
二二が注目されているが、権利の主体としての児童には社

8 児童福祉　② 会の都合でふりまわされず自らの力を最大に発揮するため 松村祥子 松村群子
の生活が保障されなければならない。国際的動向もふまえ
て、児童福祉の課題を検討する。

高齢化社会をむかえ、高齢者の福祉サービスに対して国
民的関心が高まっている。ここでは老人福祉施設に焦点を 山田知子 山田知子

9 高齢者福祉　（1） あて、生活の場としての施設の在り方について、各施設の （放送大学 （放送大学

整備状況や処遇上の問題点といった側面から考える。 助教授） 助教授）

高齢者が長年住みなれた地域で暮らし続けられるように
するために、在宅福祉サービスが高齢者の福祉サービスの

10 高齢者福祉　（2） 中心に据えられている。高齢者の生活を支えるために在宅 同　上 同　上

福祉サービスはどうあるべきなのかについて、その具体的
展開と新しい方向性を探る。

近年、障害をもつ人たちをめぐる社会的状況、障害をも
っ人たちの生活、生き方が大きく変化してきている。障害

11 障害者福祉　（1） 者福祉の新しい理念、障害者福祉の動向を検討しながら、 三ツ木任一 三ツ木任一
障害者福祉の実践と市民生活との接点を探る。

障害をもつ人たちの自立と社会参加を促進するために、
さまざまな制度やサービスが提供されているが、未解決の

12 障害者福祉　② 課題も少なくない。それぞれのライフステージにおける主 同　上 同　上

要な課題とその解決の方策を検討することによって、障害
者福祉の今後のあり方を展望する。

中央指令型から地方分権型への移行は、社会福祉の費用
負担やサービス供給方法だけでなく、利用者にとっての受

13 社会福祉の組織 給水準や内容の変化をもたらす。在宅福祉や地域福祉の活 松村三子 松村鮮子
と方法 性化が叫ばれ、地域の福祉計画づくりが盛んな今、大切な

ことは利用者主体の点検と評価である。

社会福祉にとってその担い手の質量の確保は諸活動の成
否の決め手となる。社会福祉従事者の研修、資格、待遇等

14 社会福祉の担い の改善発展が促進されなければならない。また、利用者の 同　上 同　上

手と利用者 意識や知識の向上、さらには自ら参加する人を育成する福
祉教育の充実等も必要である。

21世紀にむけて変化する社会福祉課題として、高齢者
の増加、児童のニーズの多様化、障害者の社会参加促進、

15 これからの社会 新しい社会手当の創設、国際化への対応等がある。従来の 松村祥子 松村鮮子
福祉 分野別縦割り福祉を利用者中心の連携、総合、普遍的なも 三ツ木三一 三ツ木任一

のにする方策が求められている。
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＝社会調査の基礎＝（TV）
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全体のねらい
　社会調査は、社会のありさまを的確にかつ客観的に把握するための重要な手段である。この科目はまず
社会科学研究における社会調査の位置づけについて理解したうえで、実際に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、解釈の方法を学ぶことを目的としている。特に本講義では、量的
調査だけでなく、質的調査にも十分ウエイトを置いて、より多面的な現実把握が可能となるように配慮し
ている。また、調査結果の適切な表示の仕方についても学習する。

回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　　　容
執筆担当
u1師　名

i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

1 社会調査のすす

ﾟ

　現実の複雑で非定型的な社会事象から、定量的あるいは
關ｫ的な変数を見い出し、その変量を測定する方法が社会
ｲ査である。ここではまず社会調査の意味を明らかにした
､えで、社会科学研究との関連について検討し、さらに現
ﾝの社会調査に至るまでの系譜にも言及する。

岩永雅也
i放送大学

赴ｳ授）

岩永雅也
i放送大学

赴ｳ授）

2 調査の諸類型

　現在最もよく用いられる各種の調査をさまざまな観点か
逡ｪ類し、それらの特性を整理する。分類の観点としては
ｲ査の目的（記述と説明）、変数のタイプ（量的と質的）、そ
ｵて調査結果の用途の三者をとりあげる。

同　上 同　上

3 調査票調査の設

v

　量的調査の中心は調査票を用いた調査である。ここでは
ﾜず量的調査にあった調査テーマとはどんなものかを検討
ｵたうえで、その調査テーマにそった調査票調査の設計の
菇@について学習する。

同　上 同　上

4 調査票の作成

　具体的な調査テーマにそくして実際に調査票を作成する
vロセスを紹介し、調査票そのものについての理解を深め
驍ﾆともに、さなざまな質問技法、ワーディングにあたっ
ﾄの種々の問題点などを学習する。

同　上 同　上

5 標本抽出と調査

ﾌ実施

　量的調査におけるサンプリングの意義と目的を明らかに
ｷる。特にランダムサンプリングの基本とその応用（系統・多段・層別等）について重点的に学習する。また、各種

ﾌ調査実施方法（面接・郵送・電話等）についても、その
燉eと手法、留意点などを詳しく紹介する。

高橋一男
i東洋大学

ｳ授）

高橋一男
i東洋大学

ｳ授）

6 結果の集計

　調査票結果の結果はさしあたり抽象的な数値や記号であ
ﾁて、そこから何らかの具体的な情報を得るためには集計
ｪ必要である。ここではまず広義の集計の内容を紹介し、
ｳらに狭義の集計の手法について詳しく説明する。また標
{の数値特性を示す代表値、変動値についても学習する。

岩永雅也 岩永雅也

7 統計的検定

　対象とする集団の一部からランダムサンプリングによっ
ﾄ得られた数量データ（標本）に基づいて集団全体（母集
c）の数量的特徴を推論する方法としての統計的検定の基
{的な考え方と手続きを紹介する。

大塚雄作
iメディア

ｳ育開発セ
塔^ー教授）

大塚雄作
iメディア

ｳ育開発セ
塔^ー教授）
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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 二三三間の関連

　変数の聞にどのような関連があるかを探るための方法と
ｻこで用いられる各種の指標について学習する。具体的に
ﾍ、二三の標本の平均値の差のt検定、質的変数間の関連
ｫを検討するたあのカイ血染検定、量的変数間の関連性を
?轤墲ｷ相関係数とその検：定法などを紹介する。

大塚雄作 大塚雄作

9 探索的データ解

ﾍ

　社会科学の分野では、ランダムにサンプリングされてい
ﾈいデータを扱うことも少なくない。そのようなデータの
ﾁ徴を有効に浮き彫りにするたあの手法として、探索的データ解析の考え方とその基本的な手続きを学習する。 同　上 同　上

10 多変量解析の概

ﾏ

　多くの変数間の関連性を概括的に捉えるために、多変量
�ﾍと呼ばれる一連のデータ解析法が開発されている。そ
ﾌ例として、因子分析と重回帰分析の基本的な考え方とそ
黷轤ﾌ適用例を紹介し、多変量解析の一端に触れてみる。

同　上 同　上

11 インタビュー法

　インタビュー法（聞き取り法）は、質的調査の最も基本
Iな手法である。まずインタビュー法の用いられる具体的
ﾈ状況や条件を整理し、さらに実際のインタビューの方
@、留意点、結果のまとめ方などについて、実例を交えな
ｪら学習する。

高橋一男 高橋一男

12 生　活　史　法

　われわれの日常生活には、手紙や日記などの成文化され
ｽ記録（ドキュメント）がふんだんにある。それらを通じ
ﾄ生活史（ライフ・ヒストリー）を記述するのが生活史法
ﾅある。ここではフィールドでのインタビューなども交え
ﾄ生活史研究の手法を紹介する。また、自分史にも言及す
驕B

若林良和
i高知大学

赴ｳ授）

若林良和
i高知大学

赴ｳ授）

13 参与観察法

　調査の対象となる集団の活動に調査者も実際に参加し、
ｻの集団成員と同じ視点から集団と活動について調査する
ﾌが参与観察法である。担当講師が長年フィールドとして
ｫた島の生産活動や人々の日常生活に参加して調査する様
qを紹介しながら、参与観察法のエッセンスを講義する。

同　上 同　上

14 メディアの利用

　現代はメディア社会であり、調査にもさまざまな形でメ
fィアが関わる。調査の題材として、調査手段として、結
ﾊのプレゼンテーション手法として、メディアがますます
d要になっている現状を紹介し、その意義を検討する。

高橋一男 高橋一男

15 調査結果の記述

ﾆ表現

　さまざまな調査結果をどのように記述し、表現したらよ
｢か、表やグラフの有効な用い方とはどのようなものか、
ｲ査結果を説得力のある論稿にまとめるにはどのような点
ﾉ留意すべきか、といった問題について検討する。

岩永雅也

岩永雅也

蜥ﾋ雄作

kｴ一男
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＝経営学入門（998）＝　（TV）

〔主任講師：赤岡　功（京都大学教授）〕

全体のねらい
　わずか数人で始めた企業が、よい製品を開発し世界的大企業となり、世界の進歩と人々の幸福な生活に大
きな貢献をしている場合もあれば、巨大な企業が崩壊したり、活動を社会から批判をうけ苦悩している場合
もある。こうした企業は、だれがどのように経営しているのだろうか。それを導く経営学とはどのようなも
のであろうか。松下電器、NEC、トヨタ、日産、ホンダ、　GM、フォードをはじめ欧米、日本、韓国、中
国の数々の企業の実例を紹介しながら理論的理解を深める。

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）

経営学の面白さと重要さをまず示す。経営の善し悪しに
よって、急成長し、社会から評判の高い企業群。あえなく 赤岡　　功 赤岡　　功

1 企業の経営学 消滅していく企業の例や統計をしめし、それと経営学との （京都大学 （京都大学

関係を示すようにつとめる。 教授） 教授）

経営学は工場の生産性をあげることだけに注目していた
段階から、そこで働く人々の人間性や社会性の向上と調和

2 経営学の発展 させっっ、利益をあげ、企業成長を達成しうるものとして 同　上 同　上

発展してきていることを、簡潔に分かりやすく興味がもて
るように説明するようにつとめる。

経営学の主たる対象である企業がどのような形で存在し
ているか。欧米の企業群と日本の企業群、アジアの企業に 三戸　　浩 三戸　　浩

3 世界の企業、日 ついて概略を説明する。 （横浜国大 （横浜国大

本の企業 教授） 教授）

歴史的な古典、バーリ＆ミーンズの所有と経営論を簡単
に紹介し、日本企業グループを中心に企業のガバナンス、

4 経営学の時代 そこでの経営者の位置について述べる。本田技研工業の本 同　上 同　上

田宗一郎氏、倉敷美術館等でも有名な倉敷紡績の大原孫三
郎氏をはじめとする経営者を紹介しつつ経営者と企業経営
を理解する。

経営学では、その理論構成の特質から、つねに企業の社
会的責任論や企業倫理が論じられる必然性があり、最近で

5 企　業　倫　理 は企業倫理論が大きな注目を集めている。そうした議論の 赤岡　　功 赤岡　　功
内容背景、企業倫理が企業行動に作用する枠組を明らかに
する。

企業が利潤を無視し得ないのは当然であるとしても、現
実の企業を導く目的については多くの学説が提起されてい 麻生　　幸 麻生　　幸

6 企　業　目　的 る。そうした企業目的論の概略を説明し、現代の企業を導 （千葉商科 （千葉商科

く企業目的について論ずる。 大教授） 大教授）

企業の目的を達成するためには、まず企業戦略が構想さ
れる。この戦略の善し悪しが企業の発展とともに、社会と

7 企　三三　略 の相互作用のありかたをきめる。そうした戦略論の概略を 同　上 同上
現実に即して説明する。
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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）

現代企業の戦略について、日本企業を中心に明らかにす
る。欧米、アジアでの展開をできるかぎり要領よく示す。、 日置弘一郎 日置弘一郎

8 企業戦略の展開 （京都大学 （京都大学
教授） 教授）

戦略を遂行し、企業が行動するたあには組織が適切であ
る必要がある。そうした組織についての学説を紹介すると 太田　　肇 太田　　肇

9 企　業　組　織 ともに、現代における組織のあり方について説明する。 （滋賀大学 （滋賀大学

とくに、1つ企業にコミットすることなく働きたいという 教授） 教授）

人々こたえる組織を理論的に説明するとともに現在大変有
名なミスミの組織について映像含め概説する。

近年では、人間疎外を招くような効率性ばかり重視した
組織ではなく、人々の成長をはかりつつ、その成長を利用

10 作　業　組　織 して経営を発展させる作業組織が追求されている。そうし 赤岡　　功 赤岡　　功
た動向を明らかにする。

日本経営の強さがアメリカで注目された近年において、
組織だけではなく企業文化が注目されるようになっている。

11 企　業　文　化 そうした企業文化についての論議とともに、欧米・アジア 日置弘一郎 日置弘一郎
・日本との比較も試みつつ説明する。

人々は組織の中でどのように動機づけられ働くのか。こ
れについては大変多くの研究があるが、そうした議論を概 田尾雅夫 田尾雅夫

12 モチベーション 説するとともに、日本の労働者について説明する。 （京都大学 （京都大学
教授） 教授）

経営学は主に民間大企業を中心として展開されてきてい
る。しかし、公共部門等も非民間部門のウエイトも高くな

13 非企業組織の っており、経営学はこうした部門をも対象とするものとし 同　上 同　上
経営学 て拡張されてきている。そこで、公私組織とそこで働く人

々について概説する。

ものを生産したり、サービスを提供する組織としては、
いわゆる企業のほかに、ワーカーズ・コレクティブが、ア 小倉行雄 小倉行雄

14 21世紀型企業像 メリカやスペイン等多くの国にみられる。そうしたワーカ （福井県立 （福井県立

を探る 一ズ・コレクティブの経営を説明する。21世紀に向けて企 大学助教授） 大学助教授）

業では様々な新しい経営の試みが行われている。そうした
定例を紹介しっっ、新しい時代の経営を考える。

全体のまとめとして、新技術を開発・活用し、グP一バ
ルに、環境に創造的に適応している企業を展望し、経営学

15 経営学の未来 の現状と発展方向について述べる。・さらに深く経営学を学・ 赤岡　　功 赤岡　　功
ぼうとする人々に、経営学の学び方、研究の仕方について、
できるだけ具体的に述べる。
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＝日本の経営・欧米の経営＝　（R）

〔主任講師：吉森　　賢（横浜国立大学教授）〕

全体のねらい
　日本と米言詮仏の大企業の経営を、会社統治制度を中心としっっ企業所有構造、最高経営責任者、企業聞
関係、経営・マーケティング行動、文化的・歴史的背景などの基本的視点から比較することにより、各国の
経営の特質と企業成果への影響を理解し、日本的経営の将来像を展望する。

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

比較経営の目的

ﾆ方法

比較経営の目的、方法、技術、態度について述べる。
吉森　　賢
i横浜国立

蜉w教授）

吉森　　賢
i横浜国立

蜉w教授）

2 企業の所有構造

　比較対象国における大企業を所有する主体（同族、法人、
@関投資家、個人株主など）を概観する。バーリとミーン
Yによる所有と経営の分離および経営者支配が各国でどの
謔､に実現されているのかを考察する。日本において顕著
ﾈ経営者支配の歴史的背景とその影響を理解する。

同　上 同　上

3 企業概念と
o　営　成　果

　企業概念、すなわち企業は誰の利益のために経営さるべ
ｫか、に関する比較対象国における考え方を考察する。
@企業概念の違いが利害関係者間の関係や経営成果にどの
謔､な影響を与えるかを考察する。特にアメリカにおいて
ﾍ株主利益中心の企業概念が企業の国際競争力を低下させ
驍ﾆいう主張がなされている。この主張の妥当性を実証研
?ﾌ結果により検証する。

同　上 同　上

4

会社統治制度
iコーポーレー
g・ガバナンス）
P

　会社統治制度とは最高経営責任者による経営活動を監視
ｵ、これに助言を与え、その業績を評価し、場合によって
ﾍこれを解任、降格するための手続き、組織である。その
ｽめの方式を概観し、エージェンシー（代理）理論に基づ
ｫ、なぜ最高経営責任者は監視さるべきか、を理解する。

同　上 同　上

5 会社統治制度2一株主総会

　最高経営責任者の監視機関としての株主総会の機能はど
ﾌ程度発揮されているのかを比較対象国について概観する。
坙{においては株主総会の形骸化が指摘されているが、そ
ﾌ原因を考察し、主としてアメリカの事情と比較、検討す
驕B

同　上 同　上

6

会社統治制度3一取締役会と最

lo営責任者

　最高経営責任者に対するもっとも重要な監視機関である
謦��?ﾌ構造と機能を比較する。比較対象国における取
��?ﾌ構造をドイツの二層構造とその他諸国の単層型構
｢に分類し、それぞれの特質を比較する。ドイツについて
ﾍ労資による共同決定の制度と実態を概観する。

同　上 同　上

7

会社統治制度4一取締役会機能

s全の原因

　日本をはじめ比較対象国においては取締役会による最高
o営責任者に対する監視機能は十分機能していない。その
ｴ因を取締役会会長職と最高経営責任者の地位の人的・機

¥的融合、取締役会役員の選出過程、他社役員の兼務、情
��ﾎ称性などの観点から分析する。

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）

外部監視とは株式市場を通じての企業買収を中心とする
最高経営責任者に対する監視方法である。これが日本、ド

8 会社統治制度5 イツ、フランスではなぜ困難であるかを考察し、アメリカ 吉森　　賢 吉森　　賢

一外部監視 ではなぜ盛んに行われるかを究明する。企業買収をめぐる
アメリカにおける是非の論争と90年以降の状況を概観する。

特に日本とドイツにおいては主力銀行が最高経営責任者
会社統治制度6 への監視機能を果たし、両国における企業間関係の中心に

9 一白業間関係 あるのとされるのでその役割を理解する。主力銀行はなぜ 同　上 同　上
・主力銀行 アメリカでは日独ほどの発達を見なかったのかを考察し、

事例により経営に対する影響を検討する。

日本における企業間関係は長期的取引関係、株式持ち合
会社統治制度7 い、役員相互派遣、などに基づくが、その経済的合理性を

10 一白業間関係・ 準統合の観点から考察する。同様の企業間関係はドイツに 同　上 同　上
企業集団と系列 も存在する。なぜアメリカでは少ないかを検討し、これが

経営成果に与える影響を考える。

これまでの会社統治制度に関する考察の総括として、日
会社統治制度8 本に、ドイツ、アメリカ、イギリスおける会社統治制度に

11 一会社統治制 ついての改善方向を概観する。 同　上 同　上
度の改善方向

比較対象国における最高経営責任者はどのような人物で
あるかを、学歴、出身階層、実務経験、年齢、昇進経路、

12 最高経営責任者 価値観、などの視点から概観し、それぞれの国の経営成果 同　上 同　上
の特質 に与えたと考えられる影響を考察する。

官僚制と情報共有、消費者行動と市場への態度、経営者
の社会的威信、経営者能力、経営者対官僚の地位格差、会

13 経営行動・マー 社の繁栄と個人の生活の質との均衡の観点から実態調査に 同　上 同　上
ケティング行動 もとづき考察する。

比較対象国における国民の企業および企業利益に対する
態度の変遷と企業家精神に対する影響を考察し、その違い

14 社会的価値観と を実態調査にもとづき検証する。またこれらが比較対象国 同　上 同　上
企業家精神 の経営に及ぼした影響を考察する。

これまでの日欧米比較に基づき、日本的経営の特質の中
で他の諸国にも妥当する要素は何か、また逆に欧米の経営

15 日本的経営の普 から日本が学ぶめきものは何かを考察する。さらに日本的 同　上 同　上
遍的要素と展望 経営の光と影を従業員とその家族の生活の質および消費者

厚生から評価する。日本企業の経営環境の変化を概観しこ
れへの適応の方向を展望する。
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＝情報基礎管理学二（TV）

〔主任講師：高橋三雄（麗澤大学教授）〕

全体のねらい
　パソコンの普及をはじめ、情報技術が身近なツールとなった。本講義においては企業を念頭におきながら
オフィスの生産性をたかめるための情報技術面用の可能性について検討したい。講義においてはオフィスに
おける非定型的な業務活動のフレームワークを学習するとともに、、変化の激しい情報技術分野のできるだ
け最新の状況を各分野の研究者なり企業の現場のインタビューをまじえて紹介したい。また、具体的なハー
ドやソフトも実際に話題にしてデモをまじえた講義も含める予定である。なお、教材執筆および放送担当は
すべて主任教授（高橋三雄）が行う予定である。

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 オフィスの生産

ｫと情報技術

　オフィスにおける業務内容を整理するとともに、生産性
ﾌ概念を検討する。オフィスの生産性は基本的にはオフィ
Xワーカーの知的作業を支援することによって高あること
ｪできることを理解する。

高橋三雄
i麗澤大学

ｳ授）

高橋三雄
i麗澤大学

ｳ授）

2 パーソナルな
﨣�Z術の現状

　パソコン関連のハード、ソフトの現状をサーベイし、オ
tィスワーカーにとって情報技術が身近な存在になってい
驍ｱとを確認する。あわせて電話、FAX、コピー機、電
q手帳などのOA機器も話題にする。また、パソコンソフ
g、とくにワープロ、表計算ソフト、データベース、グラ
tィックソフトなど主要なパソコンソフトのジャンルを概
ﾏし、情報管理における以後の講義の導入部とする。

同　上 同　上

3

問題点把握のた
ﾟの情報活用

　情報を読みとり、問題となる状況を把握するために表計
Zソフトを活用する。表計算ソフトのワークシート上に用
ﾓされた販売実績データをグラフ化し、アウトライン機能
ﾉよって構造化し、また、抽出、検索機能などをためすこ
ﾆによって情報技術の具体的な応用を検討する。

同　上 同　上

4

シミュレーショ

燈ｪ析と将来
¥測

　将来の問題点を探るたあにはさまざまな前提条件のもと
ﾅ将来を予測する必要がある。その基本的な手段がシミュ
戟[ションである。表計算ソフトのもとでWhat　in分析、
Sールシーク分析をしてシナリオ分析などをこころみる。

同　上 同　上

5

リスク分析一不確実性のも

ﾆでのシミュレ
[ション分析一

　将来は当然のことながら不確実性を含む。この不確実性
�謔闢?黷ｽシミュレーション分析はリスク分析とかモン
eカルロシミュレーションともよばれる。最近、表計算ソ
tトの上でリスク分析を行うソフトも利用できるようにな
ﾁた。具体的な状況のもとでリスク分析をこころみ、その
ﾂ能性を検討する。

同　上 同　上

6 情報のプレゼン

eーション

　情報の分析結果は何らかの形で関係者に伝える必要があ
驕Bそれはレポートとて配布されたり、や会議での報告な
ﾇの形をとる。最近、会議などでのプレゼンテーションを
x援するための情報技術が発展してきた。関連するソフト　　　　　　　　　　　　噌

窿nードそして実践例を取り上げる。

同　上 同　上

7

情報表現媒体と
ｵてのマルチメ“ティア

　文字、数値による表現だけでなく、グラフやイラストそ
ｵて最近では音声や写真あるいはビデオ動画など新しい表
ｻ媒体も可能となった。これはマルチメディアとよばれる。

﨣�¥現あるいはプレゼンテーション方法としてのマルチ
＜fィアを話題にするとともに、マルチメディアを使った
﨣�¥現の可能性について検討する。

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）

販売や経理などのデータは基本的な情報源である。しか
し、その他にも新聞や雑誌などもまた外部重要な情報源で

8 CD－ROM ある。これらの情報はCD－ROMを使ったデータベース 高橋三雄 高橋三雄
データベース として利用できるようになった。情報活用の媒体としての

CD－ROMデータベースの現状について具体例をまじえ
ながら検討する。

パソコン通信をはじめ、パソコンを情報端末として利用
オンラインデー するケースが増えてきた。それによって外部のデータベー

9 タベースの可能 スにアクセスして多様な情報を入手し、利用できる。パソ 同　上 同　上
性 コン通信のデータベースサービスやオンライン商用データ

ベースの実際を具体的に検討してみる。

リレーショナルデータベースの基本的な機能を学習し、
情報管理の面での利用を考える。

10 データベースの 同　上 同　上
構築とその利用

事務処理用に収集、維持されているデータをさまざまな
情報のナビゲー 角度、視点から分析することを可能とするソフトがある。

11 ション、ドリル それがEISとよばれるジャンルのソフトである。EIS 同　上 同　上
ダウン ソフトは通常のデータファイルの構造を自動的に解析し、

情報のナビゲーションやドリルダウンを可能とする。この
EISソフトを実際にためしてみる。

社内にネットワークが構築されるにつれて電子メールが
情報コミュニケ 普及する。また、インターネットなどを通じて、国内、国

12 一ション手段と 外の企業などとの電子的なコミュニケーションも可能とな 同　上 同　上

しての電子メー つた。そうした電子コミュニケーションが情報の収集、配
ル 布そして利用の上で大きな意味をもっていることはいうま

でもない。電子メールの基礎について学習する。

社内のネットワークが構築され、電子メールが普及する
とっついて、ネットワーク上で複数の人間が協調作業を行

13 ネットワーク上 う可能性がでてくる。これはグループウェアとよばれる研 同　上 同　上

での協調作業 究や実践である。グループウェアの概念とその具体例につ
いてサーベイする。

グループウェア関連製品を話題にしながらグループ文書
推敲、グループスケジュリング、電子ホワイトボードなど

14 グループウェア の実際を検討する。 同　上 同　上

の現状

情報管理は基本的には意思決定者への情報供給そしてま
た、意思決定活動の支援がその中心課題である。最終回は

15 グループ意思決 グループによる意思決定活動を支援するさまざまな情報技 同　上 同　上

定支援システム 術と実際の企業における実践例を話題にする。
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＝日本の技術と産業の発展＝＝（TV）

〔主任講師．森谷正規（放送大学教授）〕’

全体のねらい
　第二次大戦後の日本の技術と産業の発展についての概論を行う。大きな経済・社会の発展をもたらした技
術を、この時代の技術進歩の特性、日本での進展の特質・他国との比較など多面的に分析して示し、技術の
本質の深い認識と将来のあるべき姿についての見解を持てるようにする。

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）

第二次大戦前後にトランジスタ・ナイロン、原子力など
現代技術の発展 の技術革：新が生じたが、それらの革新技術がいかに広く普 森谷正規 森谷正規

1 （1） 及し産業を発展させたかを明らかにする。同時に、在来型 （放送大学 （放送大学

技術革新とその の技術、産業の果たした大きな役割も示す。 教授） 教授）

普及

現代技術の発展 技術革新後の技術進展としては、エレクトロニクスの引
（2） き続いた急速な進歩が大きく、他分野に広く浸透し、また、

2 エレクトロニク 量産を急拡大させていったが、その状況を明らかにする。 同　上 同　上

スの進歩と量産
；進展

高度な技術を取り込んだ量産製品が、安い価格によって
現代技術の発展 世界中に普及し始め、ハイテク大衆化文明が伝播しようと

3 （3＞ している状況を示し、一方で地球環境破壊など困難な問題 同　上 同　上

現代の技術の状 も生じていることを明らかにする。
況

戦前の技術水準は、軍事技術を中心にかなり高いレベル
日本の技術と にあり、その分野の技術者たちが戦後は自動車、鉄道、電

4 産業　　　　（1） 機産業に入り活躍した。また、復興の過程で多くの新興企 同　上 同　上

戦前の蓄積・戦 業が生まれて技術の発展に寄与した。
後の復興

革新技術を始め多くの分野の技術導入によって、量産工

日本の技術と 業製品が急速に伸び、国内市場に加えて輸出市場が拡大し
5 産業　　　　（2） て、高度経済成長を達成したが、その成長に果たした技術 同　上 同　上

経済成長の時代 の役割を明らかにする。

生産技術力・技術開発力を高めてきて、一方、米国は主

日本の技術と 要産業が停滞状況に陥り、日本は技術強国といわれるよう
6 産業　　　　（3） になったが、日本の強さは何であるかを明らかにする。 同　上 同　上

技術強国への発
展

技術強国となって、輸出が急拡大して大幅な貿易黒字が

日本の技術と 続いて激しい円高となり、海外生産に移行せざるをえず、
7 産業　　　（4） 産業空洞化、引いては技術空洞化のおそれが生じている。 同　上 同上

現代日本の技術 一方で、高度情報化技術では米国に対して遅れが大きい。
・産業の諸問題
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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）

技術の社会全体に果たす役割を「産業」　「家庭」　「社会」

技術のあり方の に分けて、現代の技術が「産業」　「家庭」に偏向し、その
8 再考　　　　（1） 結果、社会的生活に多くの問題が残されている事実を明ら 森谷正規 森谷正規

技術の社会的役 かにする。
割

技術発展が偏向しているその問題意識から、経済原理中
技術のあり方の 心の技術発展のメカニズムとなっている現代の問題点を指

9 再考　　　　（2） 摘し、より望ましい方向に発展させていくための政治とそ 同　上 同　上
技術を動かすも

ﾌ
れによる仕組みの重要性を示す。

日本の技術はもっぱら大企業という巨大組織に支えられ
技術のあり方の ており、一方で人が中心であるベンチャー企業が生まれ

10 再考　　　　（3） 育っていく風土に欠けている事実を明らかにし、これから 同　上 同　上
技術を担う企業 の技術開発のおける人と組織のあり方を考える。
の人と組織

各国の技術を国民性、風土などから比較する「比較技術
日本と各国との 論」による分析法を示して、中国、韓国、台湾などアジア

11 技術比較　　（1） との比較を行って、日本の技術との相違を明らかにする。 同　上 同　上
アジアとの比較

鉄鋼、化学、量：産機械、一般機械など産業による技術の
日本と各国との 性格の相違と「比較技術分析」を組み合わせて、日本と米

12 技術比較　　（2） 国、ドイツ、イギリス、フランスとの技術指向の相違を明 同　上 同　上
米国、欧州との らかにする。

比較

「技術進展のアセスメント」の考え方を示して、この20
技術と産業の発 年の技術予測とその結果をもとに、より望ましい方向への

13 展の方向　　（1） 技術進展はありえなかったのか、方向を正すいかなる対策 同　上 同　上
より望ましい方 がありうるのかを考える。
向への技術進展

技術における創造性をどうみるのか、多種多様な創造力
技術と産業の発 についてのいくかの類を示して、日本における創造性発揮

14 展の方向　　（2） の特性と問題点を明らかにして、これからの創造へのあり 同　上 同　上
日本における創 方を考える。

造性の発揮

日本の技術が新たに進むべき道は「産業」　「家庭」に加
技術と産業の発 えて、　「社会」さらに「人間」　「自然」　「化学」の領域で

15 展の方向　　（3） あることを示して、それぞれの先進的な技術開発を紹介す 同　上 同　上
日本の技術と産 る。さらに「個の技術」から「場の技術」への転換を考え
業の進む道 る。
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＝科学技術史＝（TV）
〔主任講師：道家達將（放送大学教授）〕

全体のねらい
　人類の歴史のなかで、人間が食衣料・健康・文化などを求めて働く際に、手と頭の共同作業、つまり経験
・熟練・思索・観察・実験・法則の認識・理論化・生産等によって進めて来た科学・技術の歴史的展開過程
を考察したい。併せて、科学・技術の歴史を一連の流れとして把握し、人類史における科学・技術の意義を
考察したい。

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 原　始　社　会一経験の知恵一

　古代社会の道具や機械づくりに見られる人間の知恵を、
倹ﾎ器時代の石器づくりや古代中国の指南車製作を例に考
@する。早くも石器づくりには石に隠された自然法則を見
ｲいた科学的方法が、指南車には自動制御のしくみの創造
I発明が、見られる点に注目する。

道家達將
i放送大学

ｳ授）

道家達將
i放送大学

ｳ授）

2 古典ギリシアー経験から科学

@　　　　　へ

　古典ギリシアにおける自然哲学者たちの思索によって生
ﾝ出された体系的自然科学の内容について、ヒポクラテス、
Aリストテレス、デモクリトス、ユークリッド、アルキメ
fス、プトレマイオスら群像の仕事を例にして述べ、また
ﾈぜギリシアに起ったか考える。

同　上 同　上

3 イスラム世界と
?｢ヨーロッパ
F文明の出会い

　古ギリシアの自然科学を引き継ぎ、インドや中国の科学・技術もとりこんで、創造的に生み出されてゆく中世のイ

Xラム世界の科学・技術の姿を、錬金術や時計・測地の道
?iアストロラーベ）を例に述べ、文明の出会いのなかで
n造が促進された点に注目する。

同　上 同　上

4 ルネサンスー

ｪ析・総合・
@　　　　実証

　近代科学の方法「分析・総合・実証」が、ルネサンス期
ﾌ絵画の技法において使われ、レオナルド・ダ・ヴィンチ
ﾍこの方法を駆使して、自動機械や都市を設計し、運河を
?閨A人体解剖図を正確に描き、また、　「落体の法則」発
ｩ一歩手前に至ったことを述べる。

赤木昭夫
i淑徳大学

ｳ授）

赤木昭夫
i淑徳大学

ｳ授）

5
近代科学の
@夜明け一
�jを変えた
@　　2冊の本

　1543年歴史を変えた2冊の本が出版された。コペルニク
Xのr天体の回転について避とヴェザリウスのrファブリ
J』である。前者は旧来の天動説を批判した地動説の本、
緕ﾒはリアルな人体解剖書で、旧来のガレノス説を批判し
ｽ本。日本では1774年に両者が……。

道家達將 道家達引

6
近代科学の
@　　方法一
Kリレオと
@　ハーヴェー

　実験的方法によって近代科学が始まる。定量的な実験が
?_と結合された。ガリレイは斜面の実験によって落体の
@則に到達し、また運動の相対性を把握した。ハーヴェー
ﾍ、ヘビなどの解剖実験により血液は循環し、心臓がボン　　　　　　　　　　　　）

vであることを立証した。

藤村　　淳
i横浜国立

蜉w名誉教
�j

ｹ家達將

藤村　　淳
i横浜国立

蜉w名誉教
�j

ｹ家達將

7 ニュートン；
ﾍ学的世界観

　天体運動の知見と動力学の成果のもとに、その両者の統一の中からニュートン力学が誕生する。力学的世界観を芯

ﾆする理性の時代の開幕であった。ただ、天と地のつなぎ
�ﾆなった万有引力は、絶対的な時空概念と、神秘性を含
ﾞ遠達力を導入するものとなった。

藤村　淳 藤村　淳
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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 産業革命と機械一動力と制御一

　産業革命期の科学と技術、とくに機械的技術の発達につ
｢て展望し、とりわけ、蒸気動力とその自動制御装置（ガ
買@ナー）の発明について述べる。バヴァナーはワットの
閧ﾉなる技術史上の傑作である。

赤木昭夫 赤木昭夫

9 産業革命と化学一酸とアルカリ

　産業革：命は無機化学工業の発達を要求した。大量に生産
ｳれる木綿を白く仕上げるには、従来の天日さらしでは、
條ﾔと場所が多く必要で、材料の有機酸や植物の灰は不足
ｵた。そこで発明された、さらし粉量産のために大量の硫
_や人工アルカリが必要であった。

道家憎憎 道家達將

10 電気から電子ヘ
[ファラディー

　1800年にヴォルタが電池を発明して、電流をつくれるよ
､になり、ファラディらによって電磁気学の基礎が研究さ
黶A電気の時代が到来した。偶然発見のエジソン効果を検
gに利用するため、フレミングが二極真空管を発明（1904）
ｵたことで電子技術の時代へ。

赤木昭夫 赤木昭夫

11
ダーウイ　ン
[進化論

　1858年、ダーウィンとウォーレスは同時に、生物進化の
ｴ因に「自然選択説」を発表し、ダーウィンは翌年r種の
N源戯を出版して進化論を確立した。そこに至るまでのビーグル号航海，家畜飼育家・園芸家との交流などでのダー

Eィンの思索を追ってみたい。

道家憎憎 道家白白

12 染　料　と　薬一伝染病の克服

　多数の人間を苦しめて来た伝染病を克服する最初の有力
ﾈ方法は、1796年ジェンナーによってもたらされたが、そ
黷ﾍ天然痘に対してだけであった。19世紀から20世紀にか
ｯて、普遍的な伝染病克服策（ワクチンと特効薬の発明等）
ｪ効を奏して、死者は激減した。

同　上 同　上

13 エネルギー・

@エントロピー

　蒸気機関の開発を契機に、人間生活をも自然界をも動か
ｷ基本としてr火の動力」の役割が意識される。熱の科学
ｪ進歩し、エネルギー保存法則とエントロピー増大法則が、
m立される。アマチュア科学者も活躍した産業革命期の、
Z術に触発される科学の時期であった。

藤村　　淳 藤村　　淳

14

量子論と相対論一ニュートン力

wを超えて

　19世紀末の工業の発展を背景に、未開拓の領域が科学技
pの対象となる。新しい世界に対する新しい法則が追求さ
黶A物理学の変革が始まる。古典物理学の枠を超えて、相
ｫ理論、量子論に集約される新らしい論理が20世紀科学を
謫ｱする。

同　上 同　上

15 現代科学技術の
泊

　これまでに述べて来たこと、また述べ得なかった重要な
j実をとりあげて、人類史における科学・技術史を総括す
驍ﾆともに、現代の科学・技術の諸相、例えば宇宙、素粒
q、遺伝子、コンビュー・タ、ロボット、エネルギー問題、
ﾀ全性や環境問題等を論じる。

道家達將
道家達將
｡村　　淳
ﾔ木昭夫
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＝＝＝
ユ　
y而 工 学＝　（TV）

〔主任講師：道家達將（放送大学教授）〕

全体のねらい
　今日ならびに未来にかけての産業技術、また人間が人間らしく生きていくために必要な諸技術を支えてい
る先端工学について、例として14分野を選び、その研究の状況、研究成果、利用のされ方、問題点などを、
各分野の最高・最先端をゆく研究者が、普通では見ることのできない研究や利用現場を見せっつわかり易く
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 総　　　　　論

　今日の技術と前近代技術（技能）を比較することによっ
ﾄ、今日の技術が依拠している先端工学の特徴、技能の特
･、また先端工学がどのようにして形成されるかについて
lえる。

道家高高
i放送大学

ｳ授）

道家高高
i放送大学

ｳ授）

2

暮らしのなかの
謦[材料技術一有機材料一

　スキーやヨットのマスト、レーシングカー、大スパンの
ｴ、また医用材料など身近なものを例に、最近の高分子材
ｿが、強さも機能も非常に高度なものになってきている実
ﾛを見ながら、その秘密を解き明かす。

高久　　明
i東京家政

蜉w教授）

高久　　明
i東京家政

蜉w教授）

3
あすをひらく
鴻{ット技術一機械工学一

　日本の産業用ロボットのあざましい発展が述べられると
ﾆもに、最近では、製造業以外からも多彩なニーズが寄せ
轤黶A例えば、医療、福祉、ホームサービス用ロボットな
ﾇ高度な知的機能が求められ、人間を支援してくれるロ
{ット工学の研究状況などが述べられる。

梅谷陽二
i豊田工業

蜉w教授）

梅谷陽二
i豊田工業

蜉w教授）

4 太陽光発電一電子工学一

　今日、原子力発電の問題点・化石燃料による温室効果の
竭閧ﾈどに対し、クリーンで無限のエネルギーを保障する
ｾ陽光発電について、その特徴と問題点、太陽電池の構
｢・種類・発電原理、そして、実用化されている現状と未
?A宇宙発電などについて述べる。

高橋　　清
i帝京科学

蜉w教授）

高橋　清
i帝京科学

蜉w教授）

5

明日をひらく
�ﾊ信ネット
潤[クー電子情報

@　　　工学一

　今日の光通信技術は、レーザーが世に出た1960年に始ま
閨A76年に波長0．85μm帯の、次いで、82年に1．3畑の第
�｢代システムが実用化され、95年頃からは海底ケーブル
ﾈどに光ファイバの最低損失帯にあたる1。55鯉のシステム
燻ﾀ用化され始めた。本講義では、光ファイバ、光デバイ
X、光伝送システムなど光通信技術の基本について述べる。

伊賀健一
i東京工業

蜉w教授）

伊賀健一
i東京工業

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）

6

これからの画像
Z術・ホログラ

tィー
鼬�﨣�H学一

　ホログラフィーは、光波の干渉性を利用し、物体からの
�ﾌ波面を乾板上に干渉像として記録し、これに光をあて
g面を再生する技術で、記録したものをホログラムと言い
ｧ体的に見える。1960年レーザーの発明で干渉性の高い光
ｹが得られ実用化した。本講義では、ホログラフィーの原
揩ﾆ実用（3次元表示、カード等の偽造防止、立体印刷、
ｸ密計測、光学素子、立体TVなど）について述べる。

辻内順平
i東京工業

蜉w名誉教
�j

辻内順平
i東京工業

蜉w名誉教
�j

7 パターン認識一情報工学一

　文字や音声を認識する働きは、一般にパターン認識と呼ばれている。パターン認識は、人間にとってはたやすいこ

ﾆであるが、電子計算機にとっては甚だ困難なことであ
驕Bでは、機械に文字や音声を識別させることはできない
ﾌか？できる。機械が手書きの数字や文字を読むのだ。ど
､してそれが可能になったのか、まず「認識とは何か」か
邇nめよう。

飯島泰蔵
i北陸先端

ﾈ学技術大
w教授・東
檮H業大学
ｼ誉教授）

飯島泰蔵
i北陸先端

ﾈ学技術大
w教授・東
檮H業大学
ｼ誉教授）

8 心　を　測　る一生体情報

@　　　工学一

　機械を使って人間の心を測ることなどできるのだろうか？本講義では、脳波を計測し、そのデータをコンピュー

^に解釈させることによって感情の動きを客観的な量的変
ｻとして表示できることを示す。それは複合した心理状態
�A要素的なものに分解して表示することに始まる。映画
竕ｹ楽を視聴する被験者とその時のデータを見ながら考え
ﾄみよう。

武者利光
i㈱脳機能

､究所社長・東京工業

蜉w名誉教
�j

武者利光
i㈱脳機能

､究所社長）・東京工業

蜉w名誉教
�j

9
人口臓器と
l　口　関　節
@一医工学一

　医工学は、工学的手法を使って病気を治そうとする医療
Z術の科学である。本講義では、人工臓器と人工関節、と
ｭに後者の人工股関節について、それを成功させるために
ﾍ、1）材料の選択、2）形状とくに摩擦面設計、3）人体への
謔閧ﾂけ等が適切に行なわれる必要があり、とくに、2）に
ﾂいて、しぼり膜EHLが行なわれるように設計すべきこ
ﾆを示す。

笹田　　直
i千葉工業

蜉w教授）

笹田　　直
i千葉工業

蜉w教授）

10

触媒・化学工業
ﾉ欠かせない魔
@の石一応用化学一

　触媒は今日とくに有機化学工業になくてはならぬ存在で
?驕B触媒の機能には、活性・選択制・寿命の3つがある
ｪ、この講義では、重油からガソリンを得るときに使う流
ｮ接触分解用触媒が、反応上の要求にこたえるべく、いか　　　　　　　　　　　へに巧みな工夫がほどこされているか、また、自動車の排気

Kス浄化触媒の活躍ぶりなどを例に触媒について述べる。

八嶋建明
i東京工業

蜉w教授）

八嶋建明
i東京工業

蜉w教授）

一84一



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）

11

バイオテクノロ

Wー
齒T半工学一

　本講義では、生物光学の4っの基盤技術①遺伝子組換え
Aタンパク質工学③細胞工学④バイオプロセス工学を概説
ｷると共に、耐アルカリ性・耐熱性酵素を加えた洗剤や、
zタルの光を出す酵素の遺伝子に細工したプラスミドを大
ｰ菌に組みこんで、大気汚染物質に出会うと発光するバイ
Iセンサ、また、神経細胞で小さな脳を作るなど多彩な例
�唐ｰて生物工学の現状を述べる。

相沢益男
i東京工業

蜉w教授）

相沢益男
i東京工業

蜉w教授）

12
核融合エネル
Mー
[エネルギー
H学・その1一

　核融合反応を地上でうまく制御しながら起させてエネル
Mーを得ることができれば、その燃料の重水素（D）が、
C水中に150ppm程度の微量ではあるが存在するので、人類
ﾌ10億年分くらいのエネルギーが保証される計算になる。
{講義では、核融合反応の原理、核分裂反応との違い、実
p化への難しさ、その開発の現状と展望など、岐阜県土岐
sに建設中の文部省核融合研究所のLHDの現場からの話
燗?黷ﾄ論じる。

佐久間洋一
i文部省核

Z合研究所
赴ｳ授）

佐久間洋一
i文部省核

Z合研究所
赴ｳ授）

13

次世代発電シス

eム・MHD発
d一エネルギー

H学・その2一

　MHD発電は電気伝導制をもつ流体が磁界を横切って流
黷ｽとき起電力が生じるという原理を利用して、重油・石
Y・天然ガスなどの高温の燃焼ガスを、超伝導磁石中を高
ｬで通過させて発電する。従来の発電機よりエネルギー変
ｷ効率が良く、省エネルギーCO、排出量減少に役立つ。
{講義では特に、東京工業大学のクローズドサイクルMH
c発電実験装置に光をあてて論述する。

椛島成治
i東京工業

蜉w教授）

椛島成治
i東京工業

蜉w教授）

14 景　観　工　学一都市工学・

@　　その1一

　「景」は「ものの姿」、　「観」は「ひとの見方」、景観
ｻ象は景と観の関係で変化し、ひとの視知覚だでけなく心
揩竕ｿ値観とも関わるが、　「景観工学」は景観現象を理解
ｵ、より良い景観の創り出し方を科学的に探究する学問で
?驕B19世紀西欧の産業革命期の自然や都市の景観の混乱
ﾉよる危機感が、ランドスケープ・アーキテクチュア（造
?w）、アーバンデザインなどの概念や技法を生み、今の
i観工学の基礎になった。本講義では、景観工学の基礎理
_と手法を具体例を挙げて論じる。

小柳武和
i茨城大学

ｳ授）

小柳武和
i茨城大学

ｳ授）

15
安全で快適な
s市づくり一都市工学・

@　　その2一

　今日人間社会の主たる舞台となっている都市空間に焦点　　　　　　　　　　　　」

�?ﾄ、まず都市とは何か、都市の変容と都市問題発生の
_イナミズム、都市空間の構i成要素、現代都市問題の諸相
凾�T説する。次いで、都市問題の解決と都市の理想の追
?ﾌための都市の計画の立案について、思工と作業のプロ
Zス、立案のための操作の対象と方法、案の評価方法等の
ｻ在の「技術の状況」を事例を交えて講回する。

渡辺貴介
i東京工業

蜉w教授）

渡辺貴介
i東京工業

蜉w教授）
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＝数学の歴史＝（R）
〔主任講師：長岡亮介（放送大学教授）〕

全体のねらい
　数学は、往古の昔より、人間の不思議な知的領域であり続けてきた。抽象的な概念を論じ、ときには「目
に見えないもの」や「常識では理解できないもの」さえ扱いながら、　「不可謬の論理」に基づいているがゆ
えに絶対的な厳密性と普遍的妥当性をもち、それでいて、現実の生活にも深い関わりをもってきた。
　このような数学を、完成された学問体系として学ぶのは、能率の良い学習方法ではあるが、しばしば、受
動的な姿勢を強いられ、数学の技術的側面にしか注意が行かなくなる憾みがないとはいえない。本丁では、
ギリシャ時代から近現代までの数学の形成の過程を、それぞれの文化状況において見ることで、数学の立場
から、認識の歴史を考察していく。現代の科学文明を支える数学的思考の意味を再考する機会にしたい。

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）

数学を歴史的過程において考えることの意義と問題点に
ついて、やや広い視野で考察する。また、講義全体の計画 長岡亮介 長岡亮介

1 「数学の歴史」 を（「幾何学時代」　「代数学時代」　「解析学時代」　「算術 （放送大学 （放送大学

序論 学時代」という分類の意味と合わせ）述べる。 教授） 教授）

ギリシャ数学の特質をユークリッドのr原論』の第一巻
を中心に論ずる。議論の素材は、今日「初等幾何」という

2 幾何学時代の 名前で親しまれている図形に関する厳密な論証であるので、 同　上 同　上
数学（1） 高等数学に経験のない人にも身近な話題であろう。

ユークリッドのr原論』の第五巻の「比例論」に焦点を
当て、ギリシャ数学が、通約不能量（無理量）のパラドク

3 幾何学時代の スを克服して連続体をどのように扱ったかを論ずる。 同　上 同　上
数学（2）

アルキメデスのr放物線の求積につい』とr方法』を取
り上げユークリッドr原論』の対照的な彼の数学（近世の

4 幾何学時代の 微積分法的なアイデアと現代数学にも通ずる厳密な論証） 同　上 同　上
数学（3） を紹介する。

中世末期にスコラ学者の間で行われてギリシャ古典（特
にアリストテレースr自然学遍）の研究（ルネッサンス）

5 代数学時代の における近代科学＝近代数学的特性の萌芽を見る。 同　上 同　上

数学（1）

中世アラビアにおける数学研究（特に方程式研究）を紹
介する。

6 代数学時代の 同　上 同　上

数学（2）

代数的記号法の発明と発達の歴史を紹介する。あわせて、
近世イタリアにおける方程式の研究を述べる。

7 代数学時代の 同　上 同上
数学（3）
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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）

近代合理主義哲学の祖デカルトの数学と哲学を述べる。
「我思う故に我在り」と、彼の数学との不可分の結びつき 長岡亮介 長岡亮介

8 代数：学時代の を考察する。

数学（4）

フェルマーによる新しい数学の開拓の様子を紹介する。
カヴァリエリやケプラーの業績を素材に初期の無限小解析

9 解析学時代の の方法論的特質を探る。また、ガリレオ・ガリレイの数学 同　上 同　上
数学（1） と力学を中心に新しい科学と新しい数学の結び付きを考え

る。

ニュートンの業績を中心に初期の微積分法の内容を紹介
する。

10 解析学時代の 同　上 同　上
数学（2）

微積分法が、自在に応用されて、新しい分野を切り幽い
ていった様子を、オイラーの業績を中心に紹介する。

11 解析学時代の 同　上 同　上
数学（3）

解析学時代の数学のパラダイムの変更が迫られる事件
（振動弦論争）を紹介する。またフーリエによって導入さ

12 解析学時代の れた新しい手法（今日フーリエ級数と呼ばれているもの） 同　上 同　上
数学（4） を紹介する。

ラグランジュ、コーシ等、フランスのエコル・ポリテク
ニーク「数学教授」による数学の改革運動（解析学の厳密

13 算術時代の 化）を紹介する。 同　上 同　上
数学（1）

ディリクレ、リーマンによるフーリエ級数の研究を中心
に、19世紀半ばにおける数学の研究の方向転換を紹介する。

14 算術時代の 同　上 同　上
数：学（2）

ワイヤシュトラースを中心とする「解析学の算術化」運
動を紹介、あわせてカントルによる集合論の形成を歴史的

15 算術時代の な視野のもとで論ずる。 同　上 同　上
数学（3）
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＝微積分入門IC　98）＝　（TV）

〔主任講師：斎藤正彦（湘南国際女子短期大学長）〕

全体のねらい
　この放送授業は、まったくはじめて微積分を勉強する人のために、基礎的な部分をできるだけ丁寧に、わ
かりやすく説くものである。この授業と、これに続く「微分積分学H」とで微積分の標準的内容がほぼカバ
ーされる。

　微分と積分とがひとつのことの裏表であることを強調し、両者をはじめから並行する形で扱う。

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）

直線の座標系一平面の座標系一座標系による図形の
表現一空間の座標系一平均速度と瞬間速度一接線の 斎藤正彦 斎藤正彦

1 は　じ　め　に 傾きとしての微分係数一面積と区分求積法・定積分 （湘南国際 （湘南国際

女子短期大 女子短期大
学学長） 学学長）

はじめに一微分係数一導関数一原始関数一面積
関数としての原始関数

2 微分係数・導関 同　上 同　上

数・原始関数

単項式♂の導関数・原始関数一和と定数倍の導関数・
原始関数一積と商の導関数

3 導関数・原始関 同　上 同　上
数の計算　（1）

逆関数一逆関数の導関数一合成関数の導関数一高
換積方法

4 導関数・原始関 同　上 同　上
数の計算　（2）

三角関数の復習一三角関数の導関数一部分積分法

5 三　角　関　数 同　上 同　上

逆三角関数一逆三角関数の導関数一関数のarc　tan
xの級数表示

6 逆三角関数 同　上 同　上

噌

指数関数一対数関数一対数関数の導関数

7 指数関数と対数 同　上 同　上
関数　（1）
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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）

指数関数の導関数一対数関数Zo9（1＋∬）の級数表示一
部分分数分解

8 指数関数と対数 斎藤正彦 斎藤正彦
関数　（2）

区分求積法一極座標一極領域の面積一回転図形の
体積一回転図形の表面積

9 定積分の応用（1） 同　上 同　上

曲線の長さ一付録：曲率

10 定積分の応用（2） 同　上 同　上

連続関数一回分可能関数

11 微分法の諸定理 同　上 同　上

極大と極小一最大と最小

12 極大極小と最大 同　上 同　上
最小

2階導関数と曲線の凹凸一ニュートン法一組合せの
数または二項係数一高階導関数

13 高階導関数 同　上 同　上

テイラーの定理一多項式による近似

14 テイラーの定理 同　上 同　上
と多項式近似

ノ

　基本的な極限一無限大・無限小の比較一テイラー展

J
15 関数の極限・ 同　上 同　上

テイラー展開
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　　　　　　　　　　　　＝微分積分学1＝（TV）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：斎藤正彦（湘南国際女子短期大学長）〕

全体のねらい
　r微分積分学1』又はr微積分入門1（’98）』の続きとして、無限級数の理論と多変数関数の微積分を扱
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）

数：列の定めかた一数列の極限一極限に関する諸定理
一一 ﾀ数の完備性（または連続性）　一問題 斎藤正彦 斎藤正彦

1 数　　　　　列 （湘南国際 （湘南国際

女子短期大 女子短期大
学長） 学長）

級数の収束性と和一正項級数一問題

2 級　　　　　数 同　上 同　上

コーシー列一絶対値収束一応級数一重要な面一
収束半径一問題

3 整　　級　　数 同　上 同　上

項別微積分一収束域の端点での挙動一問題

4 項別微積分 同　上 同　上

偏導関数一合成関数：一平均値の定理一接平面一
問題

5 偏　導　関　数 同　上 同　上

高階偏導関数一極大極小一問題

6 高階偏導関数・ 同　上 同　上

極大極小

陰関数定理一平面曲線一問題

7 陰関数定理・ 同上 同上
平面曲線
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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）

／ 条件つき極値一開集合と閉集合一著大工小一問題

8 条件つき極値・ 斎藤正彦 斎藤正彦
最大最小

積分の定義一基本性質一問題

9 方形上の積分 同　上 同　上

面積一一般領域上の積分一広義積分一問題

10 一般領域での 同　上 同　上
積分

変数変換公式一曲面積一問題

11 変数変換・曲面 同　上 同　上
積

アルキメデスから16世紀に飛び、ニュートン・ライプニツ
ツにいたる微積分の前史および成立史。さらにその後の解 足立恒雄 足立恒雄

12 微積分学の歴史 析学の発展のあとをたどり、コーシーを経てワイヤストラ （早稲田大 （早稲田大

スにいたる、微積分の基礎づけの歴史をのべる。 学教授） 学教授）

ガリレオからニュートン及びその後まで、力学が次第に数
学を使って記述されるようになる。その過程を分析する。 足立恒雄

13 ガリレオから 基調報告と討論。 同　上 杉浦光夫
ニュートンへ 倉田令二朗

日本独特の数学である和算は微積分に到達していたか。古
来の問題を多面的に検討する。証明の概念を文化史的に比 杉浦光夫 足立恒雄

14 和算と微積分 回する。基調報告と討論。 （東京大学 杉浦光夫
名誉教授） 倉田令二朗

18世紀以後の解析学のうち、数学の他の分野と密接に関連
する素数分布論を取りあげ、現在にいたるまでの発展のあ 倉田令二朗 足立恒雄

15 素数分布論 とをたどる。基調報告と討論。 （河合文化 杉浦光夫
教育研究所 倉田令二朗
主任研究員）
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＝線型代数1＝＝（TV）
〔主任講師：高橋礼司（元放送大学教授）〕

全体のねらい
　線型代数学には連立一次方程式の理論としての代数的な面と、現代のユークリッド幾何学としての幾何学
的な面とがある。これらの共通の基礎としての線型空間の構造について様々な理論構成を理解することが目
標である。

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）

線型代数学の占める位置、その由来そして内容につ，いて
歴史的な解説もまじえた説明のあと、基本的な例を二つ解 高橋礼司 高橋礼司

1 線型代数とは 説する。 （元放送大 （元放送大

何か？ 学教授） 学教授）

今後の展開のあらゆる所に基本的、統一的な役割を演ず
る「群」の概念について説明する。

2 群　の　概　念 同　上 同　上

行列によって定義される代数系は、抽象的な代数学の対
象の中ではもっとも具体的な性格をもっている。そこにい

3 行　　　　　列 くっかの基本構造の例がみられる。 同　上 同　上

線型空間の公理系による定義を説明する。

4 線　型　空　間 同　上 同　上

部分空間、準同型写像、その核と像、和と直知、直積

5 線　型　写　像 同　上 同　上

ベクトルの（線型）独立と従属の概念、線型結合、線型
関係。基底の概念とその存在を示す基本定理。

6 独立と従属 同　上 同　上

｝

線型空間の次元、部分空間の次元、次元公式

7 線型空間の次元 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）

線型写像と行列との対応について、行列の代数的演算が、
いかに写像に関する集合論的演算の自然な表示となってい

8 線型写像と行列 るかを見る。 高橋礼司 高橋礼司

部分空間の次元を用いて線型写像の正則度をはかること。

9 線型写像の階数 同　上 同　上

有限集合の元の置き換えの作る、いわゆる対称群につい
ての基本次項、とくに置換の符号についてのべ、行列式へ

10 置換とその符号 の準備とする。 同　上 同　上

連立方程式の解法、連写像の存在の判定に威力を発揮す
る行列式の概念について説明する。いくつかの定義の仕方

11 行　　列　　式 と、実際その計算方法について説く。 同　上 同　上

クラメルの方法の説明である。

12 連立一次方程式 同　上 同　上
の解法

線型代数によってユークリッド幾何学を記述するのが目
標である。正規直交基底、対称行列、エルミット行列の標

13 内　積　空　間 準形。 同　上 同　上

線型写像の構造を調べるための基本概念である固有値ヤ
固有ベクトルについて述べる。

14 固　有　値、 行列の対角化、三角化との関係についても説明する。 同　上 同　上
固有ベクトル

連立方程式の解法、線型空間の基底の計算、線型空間の
次元の計算、行列の階数の計算、与えられた行列の逆行列

15 ガウスのアルゴ の計算一以上のすべてが、ガウスによって発見されたア 同　上 同　上
リズム ルゴリズムによって与えられる。
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＝線型代数豆＝（TV）
〔主任講師：高橋礼司（元放送大学教授）〕

全体のねらい
　線型代数1につついて、基本的な理論とその応用について解説する。
（量子論、相対論）、通信工学への応用についてもふれる。

とくに後半では数理経済学、物理学

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）

この講義の展望とクラインのエルランゲンプログラムに
よる幾何学の構想についてのべる。 高橋礼司 高橋礼司

1 線型代数と （元放送大 （元放送大

幾何学 学教授） 学教授）

線型代数1では実数体のみを取扱ったが、Hでは複素数
二上の線型代数についても学ぶので、その準備として複素

2 複　　素　　数 数についての基本的な考察をする。 同　上 同　上

やや高度の抽象性をもつこの二つの概念については線型
代数1ではふれることが出来なかったので、それをここで

3 商空間、双対 解説する。 同　上 同　上

空間

複素内積空間の幾何学である。エルミット行列、ユニタ
リ行列などについてくわしくのべる。

4 ユニタリ空間 同　上 同　上

ジョルダンの標準型の話である。多項式に関する準備も
含む。

5 線型写像の分類 同　上 同　上
（1）

一般固有空間への分解とそれによる標準形についてのべ
る。

6 線型写像の分類 同　上 同　上
（H）

二次形式の一般論についてのべる。

7 二　次形式 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）

平面の二次曲線、空間の二次曲面の分類についてのべる。

二次曲線、
8 二　次　曲・面 高橋礼司 高橋礼司

相対性理論で重要な役を果たすローレンツ群について解
説する。

9 ローレンツ群の 同　上 同　上
幾何学

保型関数論の基礎となるシンプレクティック群の幾何学
についてのべる。

10 シンプレクティ 同　上 同　上
ック群の幾何学

連立一次方程式の非負解の存在条件と、非負行列の非負

非負行列と 固有値に関するフロベニウスの定理
11 フロベニウスの

阯
同　上 同　上

ゲームの理論、線型計画法、数理経済学等の社会現象の
数学的研究の基礎となる線型代数に関する諸結果

12 線型不等式 同　上 同　上

線型不等式に関するミンコフスキーの定理、線型計画法
と双対定理

13 線型計画法 同　上 同　上

有限誌上の線型代数である。

14 誤　り　訂　正 同　上 同　上
符　号　理　論

現代数学のあらゆる分野に基本的な役割をはたす古典群
についてのべる。

15 古　　典　　群 同　上 同　上
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＝確 率 論＝　（R）

〔主任講師：馬場良和（静岡大学名誉教授）〕

全体のねらい
　確率論は、偶然現象を対象とした数学的理論である。現在では、数学一分野となっているが、この講義で
は、できるだけ具体的な問題と関連させながら、あまり数学的議論には深入りせずに、現象の理解を優先し
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）

確：率論の出発点となった「分配問題」を述べ、その解決
を考える。その副産物として、樹（tree）、2項定理など 馬場良和 馬場良和

1 確率論のはじま に触れる。 （静岡大学 （静岡大学
り 名誉教授） 名誉教授）

ある条件下での組合せの総数を数える問題。それをどの
ように計算で求めるかを考える。あとで必要になるスター

2 組合せ計算 リングの公式にもふれる。 同　上 同　上

確率とは何か？また、それを求める計算規則を提示し、
具体的な問題として「誕生日の問題」を考察する。

3 確率とその計算 同　上 同　上
規則

多くの事象の和事象の確率を計算する公式を導き、その
応用として「一致の問題」を考える。

4 和事象の確率の 同　上 同　上
公式とその応用

確率論でもっとも重要な概念である事象の独立性と従属
性について述べ、くじびきの問題を解く。

5 条件つき確率と 同　上 同　上
独立性

確率変数とその確率分布、平均値、分散などを述べ、具
体的問題として宝くじの当選の確率、期待値などに触れる。

6 確率変数と確率 同　上 同　上
分布

離散的確率分布の代表として、2項分布、幾何分布、ポ
アソン分布について述べる。

7 さまざまな確率 同　上 同　上

分布（1）
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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）

連続名確率分布として、一様分布、指数分布、正規分布
を考える。とくに一様分布が関係する数学的問題を取り上

8 さまざまな確率 げる。 馬場良和 馬場良和
分布（2）

ポアソン分布が、　「場所占め問題」や空間におけるラン
ダムな点の分布問題において重要な役割をはたすことを述

9 ポアソン分布 べる。 同　上 同　上

独立で同じ確率分布にしたがう確率変数の和の平均値は、
もとの平均値の近くに集まってくる傾向があることを述べ、

10 大数の法則 乱数についても触れる。 同　上 同　上

2項分布と正規分布の関係について述べ、その問題を一
般化した「中心極限定理」に触れる。

11 正規分布による 同　上 同　上
近似

直線上のランダムウォークの具体的問題として、　「投票
の問題」、　「つり銭の問題」を考える。

12 ランダムウオー 同　上 同　上
ク（1）

ランダムウォークの問題として、原点への回帰問題、
「リードの問題」を取り上げる。

13 ランダムウオー 同　上 同　上
ク（2）

リードの問題の続きと逆正弦法則を述べる。

14 ランダムウオー 同　上 同　上

ク（3）

ランダムウォークの原点からの乖離問題、破産問題、2
次元ランダムウォークなどについて述べる。

15 ランダムウオー 同　上 同　上

ク（4）
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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
　統計学の基本事項を理解し、簡単な統計的推定と統計的検定ができるようになることを目標とする。この
ために、まず、記述統計学の分野（1章～4章）で、データの整理の手法、確率論の分野（5章～8章）か
ら、確率の基礎と統計量の分布、そして、最尤統計量を中心とする統計的推定論と区間推定（9章～11章）く
最後に、尤度比検定を中心とする統計的検定論と仮説検定を述べ、例題により、実際に統計手法に習熟する
ことを目指す。

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 データの整理

　統計学で扱う変数とデータの概念を説明し、EDAで用
｢られる手法のうち、代表的な三葉表示、要約表示（文字
l表示）、および箱ヒゲ図により、データを整理する。

長坂建二
i法政大学

ｳ授）

長坂建二
i法政大学

ｳ授）

2 度数分布と
qストグラム

　伝統的な記述統計学の手法である、度数分布の作成、ヒ
Xトグラムの書き方、累積度数分布とその性質や、分位値、
ｳらに、データを視覚的に表現する、統計グラフについて
qべる。

同　上 同　上

3 平均と偏差

　通常最も用いられる、平均とその意味、関連して総和記
?ﾉついて述べる。次いで、偏差の概念から、データの散
轤ﾎりを示す指標である、分散（標準偏差）の意味を述べ、
fータの基準化を説明し、応用として、偏差値についてイ
塔^ビューする。

同　上 同　上

4 相関と回帰

　2次元変数とそのデータをまず導入し、散布図、そして
滑ﾖの概念を説明し、相関係数：を計算する。次に回帰直線
ﾌ方程式の求め方（最小自乗法）と、相関係数の意味を与
ｦ、因果関係との違いを考察する。

同　上 同　上

5 確率の計算

　確率論入門として、標本空間と事象、事象の確率につい
ﾄ、公理論的に導入する。さらに、独立試行と事象の独立
ﾍ異なることを説明し、例を与える。また、応用として、
xイズの定理を示す。

同　上
長坂建二

ｼ原　　望
i東京大学

ｳ授）

6 確率変数と
搆vモデル

　統計学での変数の概念と、確率論により統計学を組立て
驍ﾆきに不可欠な、確率変数について説明し、確率変数の
ｪ布関数、密度関数を導入する。さらに、確率変数の平均、
ｪ散の定義を与える。

同　上 同　上

7 2項分布と
ｳ　規　分　布

　2項母集団を導入し、独立試行であるベルヌーイ試行か
轣A2項分布が導入されることを示す。また、連続分布の
纒¥例として、正規分布を挙げる。それらの性質を導くた
ﾟの手段として、確率母関数、特性関数を導入する。

伺上 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 統計モデルと
搆v量の分布

　確率論での記法や概念を統計学に取り入れて、統計モデ
汲�¥築する。つまり、母集団と標本を確率論の言葉で表
ｻし、：標本の関数である統計量の分布を、正規母集団に対
ｵて求ある。

長坂建二 長坂建二

9 統計的推定

　統計的推定とは何であるかを概観し、望ましい推定量の
≠ﾟ方として最尤法を説明し、例を与える。また、区間推
閧ﾌ意味を述べ、厳密な標本分布が必要な小標本法と、極
ﾀ定理を利用する大標本法を述べる。またさらに、確率天
C予報に関して専門家の意見を伺う。

同　上 同　上

10 平均の推定

　正規母集団の母平均について、分散既知の場合、および
｢知の場合の推定方法を述べ、区間推定の例を与える。ま
ｽ、2つの正規母集団の母平均の差の区間推定の方法と例
�^える。

同　上 同　上

11 母　比　率　と

ｪ散の推定

　2項母集団の母比率の推定を、小鷺本法と大鷺本法の異
ﾈる方法を示し比較し、標本数が多いときの大標本法の利
_を確認する。また、正規母集団の母分散、および、分散
艪ﾌ推定方法を述べる。

同　上
長坂建二

ｼ原　　望

12 統計的検定

　統計的検定の枠組と、重要な2っの誤り、さらに検出力
ﾖ数を導入して、望ましい検定方式、さらに、それを求め
髣L力な方法である尤度比検定について、例を挙げて説明
ｷる。

同　上 同　上

13 平均の検定

　検定には、片側検定と両側検定があること、そして、そ

黷ｼれの場合の棄却域の形を説明する。次いで、正規母集
cの母平均についての検定統計量を尤度比検定から導き、
汳阨菇@を与えると共に、母比率の検定方法を述べる。

同　上 同　上

14

分散、平均の差
ﾌ検定と適合度
汳

　正規母集団の母分散と分散比の検定をまず説明し、それ
�K用した後に、母平均の差の検定ができることを示す。
ﾜた、多項分布を導入して、適合度検定を、尤度比検定か
逑ｱく。

同　上 同　上

15 相関係数と
ﾆ立性の検定

　2変数正規分布を導入し、2変数正規母集団の母相関係
狽Oが独立の条件になっていることを注意する。相関係数
ﾌ分布を求め、検定方法を説明し、離i散変数の独立性の検
閧�A分割表の形で述べる。

同　上 同　上
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＝＝ ｨ理の世界＝（TV）
〔主任講師：阿部龍蔵（放送大学歯学長）〕

全体のねらい
　日常生活と密接に関連した現象を通じて、その背後に潜む物理の原理や法則をできるだけやさしく、わか
りやすく説明するのが本講義の目的である。数式が少々現れるが、それがわからなくても全体の理解には差
し支えがない。理系の人はもちろんのこと文系の人にも物理の面白さ、大切さが理解していただければ幸い
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 乗り物の物理

　乗り物（自動車、新幹線など）を題材として、力学の基
b的事項である速度、加速度、運動の法則について学ぶ。
Gアートラックの演示実験、コンピューターグラフィック
ﾈどを利用し、運動の法則、微分、ベクトルなどを説明す
驕B

阿部龍蔵
i放送大学

寢w長）

阿部龍蔵
i放送大学

寢w長）

2 スポーツの物理

　運動の法則の理解を深めるため各種のスポーツを考察す
驕Bゴルフボールの放物運動を説明し、またハイジャンプ
ﾉ対するモデル実験を紹介する。さらに、ハンマー投げと
ﾖ連し等速円運動、力学的エネルギー保存則と関連しスキーのジャンプを考える。

同　上 同　上

3 温度計の物理

　各種温度計の原理、温度の範囲（温度の下限）、極低温
i超流動、超伝導）、極高温、物質の三態などを中心とし

ﾄ温度と熱について学ぶ。 同　上 同　上

4 水と空気の物理

　パスカルの原理、ボイル・シャルルの法則、車のエンジ
刀i熱機関）などで熱力学の初歩を論じた後、少々難しい
ｩもしれないが、エントロピーの説明を行う。 同　上 同　上

5 カメラの物理

　光の直進性、光学機械（メガネ、カメラ、望遠鏡、顕微
ｾ、光ファイバー）、シンキロウ（屈折）、反射（鏡）な
ﾇ幾何光学の原理について説明する。

遠山紘司
i文部省・

ｳ科書調査
ｯ）

遠山紘司
i文部省・

ｳ科書調査
ｯ）

6 太陽光の物理

　光の波動性（偏光、回折）、屈折率、光の速さ、色、
�A紫外線、赤外線、可視光線、横波、スペクトル（太陽、
ｯ）などを題材に電磁波としての光について論じる。 同　上 同　上

7 楽器の物理

　各種の楽器を考え、縦波（タイコ、スピーカー、シロホ
刀j、横波（弦の振動…振幅、波長、振動数）、弦楽器、
�Cの振動（パイプオルガン、フルー・ト）、音速、超音波

ﾈど振動と波動について学ぶ。
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）

単位（長さ、重さ、時間の決め方）、光、温度、明るさ
（ルクス）、堅さ、柔らかさ、音の標準、色の標準（R。

8 標準と基準の物 G。B）、テニスボールの硬さの基準、ガットの張り方な 遠山紘司 遠山紘司
理 ど単位や標準を説明する。力を考察する。

時計のメカニズム（ネジマキ、クォーツ、原子時計）、
標準時、昔の時間（水時計、明日香村）などを扱い、その

9 時計と時間の物 延長として相対論（ローレンツ変換）に触れる。 同・上 同　上
理

発電のためのエネルギーとして位置エネルギー（水力、
揚水）、運動エネルギー（風力、潮力）、熱エネルギー

10 発電所の物理 （地熱、火カ…石油、LNG、ゴミ）、原子力エネルギー、 同　上 同　上
太陽エネルギー、化学エネルギーなどを論じ、エネルギー
変換について考察する。

乾電池、電熱器、モーター、発光、積算電力計、電子レ
ンジ、契約電流、家庭内配線、kwh、100Vか200Vかといっ 阿部龍蔵

11 家庭の電気 た家庭の電気と関連する物理法則について学ぶ。 阿部龍蔵
遠山紘司

4

電磁波の物理を電磁波の発生、その伝播、アンテナ（受
信）、波長、携帯電話、AM、　FM、搬送波などを題材に

12 ラジオ・テレビ して論じる。 遠山紘司 遠山紘司
の物理

磁気記録（テープレコーダー、VTR）、古磁気、　CD
（コンパクトディスク、光の干渉、反射）、形状記憶合金、

13 記録の物理 コピー機（静電気）などを例に、磁気、静電気、物質の性 同　上 同　上
質について考える。

断熱材（熱伝導）、耐震（消震）、風抜き（モンロー効
果）、レーザー（地下鉄工事、畳工事、直角、垂直）、耐

14 建築物の物理 光、防音、遮光、セラミックスなどと関連して物理のさま 同　上 同　上
ざまな様相を論じる。

胃カメラ（光ファイバー）、電磁波（X線、レーザーメ
ス、MRI）、圧力（血圧、眼圧、脈拍、心電：図、　m鵬Hg）、

15 医療の原理 音波（超音波診断）、ポジトロン消滅など物理の医療面に 同　上 同　上
おける応用を考察する。
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＝物 理 科 学 史＝：（R）

〔主任講師：橋本毅彦（東京大学助教授）〕

全体のねらい
　明治以来日本が導入した西洋近代科学とは何であるのかという問題設定の下、①古代中世の科学や中国科
学との比較対照、②近代科学革命で起こったこと、③その後の科学研究の理論的発展と研究制度の整備、技
術的応用、という3つの基本的テーマを歴史的に順次追いながら、その特徴・あり方を論説する。

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）

科学とは、どこでも動く機械ではなく、育つべき土壌を
必要とする生命体のようなものであるという、お雇い外国 橋本毅彦 橋本毅彦

1 序　　　　　論 人教師ベルツの言葉を手がかりに、日本が移入した西洋近 （東京大学 （東京大学

代科学とはいかなるものか論説しつつ、講義の概要を説明 助教授） 助教授）

する。

近代科学の最も重要な源泉はギリシャ科学である。神話
的な説明様式にとって代わって、論理的・整合的な説明が

2 ギリシアにおけ 始まる。タレスの自然哲学に始まり、無理数の発見、パル 同　上 同　上
る自然学の誕生 メニデスのパラドックス、そしてアリストテレスの総合化

によるギリシャ科学の完成を解説する。

ギリシャ科学は、アラビアを経由して、　「12世紀ルネ
サンス」の時代に西欧ラテン世界に導入され、新しく登場

3 中世の科学 した大学で講じられるようになる。ギリシャ科学は、キリ 同　上 同　上
スト教の枠組みの中でいかに変容され、独自の学問体系に
組み込まれていったのか論じる。

ギリシャ以降の西洋の科学の発展と好対照をなすのが中
国における科学の発展である。特に歴の作製と結びついた

4 中国の科学 天文学のあり方に注目して、官僚的な中国科学の姿を紹介 同　上 同　上

する。また中国で近代科学が生まれなかった理由に関して
問いかける。

近代科学革命のハイライトは、コペルニクスによる地動
説の提唱である。プトレマイオスの天動説とコペルニクス

5 コペルニクス の地動説とを概略を説明し、その後の地動説への反応、ま 同　上 同　上
革命 たその継承発展をテイコ・ブラーエ、ケプラーなどを取り

上げて説明する。

中世キリスト教世界において抑圧されていた各種の魔術
・占星術は、ルネサンスの人間主義の登場とともに大いに

6 魔術的自然観 流行する。小宇宙・大宇宙のアナロジーに代表される魔術 同　上 同　上
的自然観を紹介するとともに、実験哲学を準備した「自然
魔術」の歴史的意義を論説する。

アリストテレス的自然観、魔術的自然観にとって代わっ
て近代科学の基礎概念として登場したのが、デカルトらに

7 機械論的自然観 よって提唱された機械論的自然観である。デカルトの著作 同　上 同上
を通じて、機械論のあらましを紹介し、その背景として、
真空実験や精巧な機械の普及を解説。
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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 ニュートンの
F宙論

　ニュートンは、地動説に基づくケプラーの天文法則と、
Kリレオの落下の法則に代表される地上の運動論とを、見
魔ﾉ総合し近代力学を作り上げ、科学革命を完成させた。
B金術や神学の研究にも専念したニュートンの科学思想の
S体像を説明する。

橋本毅彦 橋本毅彦

9 化　学　革　命

　フランス革命前夜にラヴォワジェは、新しい燃焼理論を
ﾅち出すとともに、体系的な元素表を提案し、今日の化学
ﾌ基礎を築いた。ラヴォワジェによるこの化学革命を、18
｢紀における化学技術の発展という背景を見ながら分析す
驕B

同　上 同　上

10 数学的実験物理

wの誕生

　ナポレオン体制下のフランスにおいて、光・熱・電気・
･気などの物理現象に関して、古い光粒子説などに代わっ
ﾄ新しい光波動論が提唱されるとともに、精緻な数学的物
摎攪_が登場する。　「第2の科学革命」とも呼ばれるこの
條冾ﾌ物理学の躍；進を解説する。

同　上 同　上

11 古典物理学の
ｬ立

　19世紀の英国では、ファラデー、ケルビン、マックスウ
Fルらの物理学者によって、古典物理学の中核をなすこと
ﾉなる電磁気学が完成される。この事情を、これら英国物
搖w者が共有する独特の自然像や、大英帝国の電信網の発
Wに関連させっつ説明する。

同　上 同　上

12 有機化学の誕生

　合成染料の開発を契機に、飛躍的発展を遂げた、19世紀
續ｼの有機化学の発達を概観する。その基礎を築いたりー
rッヒの化学実験教育、パーキンの最初の合成染料の発明、
ｻしてその後の科学研究のあり方のモデルともなる企業研
?鰍ﾉ関して論じる。

同　上 同　上

13 量子力学の誕生

　プランクによって提唱された量子仮説は、古典物理学の
ｪ底を覆し、ミクロの世界に関して全く新たな認識をもた
轤ｵた。ボーアの原子構造論、シュレディンガーの波動力
w、そしてハイゼンベルグの不確定性原理などを解説する。

同　上 同　上

14 原子物理学と
ｴ爆開発

　ミクロの世界の探求は、新しい素粒子の発見などを経て、
j分裂の発見へと導かれる。この発見が第二次大戦下にあ
ﾁて、いかに原爆開発へとつながっていったかを説明する。
ﾜた大戦中の米国で、科学者・技術者による兵器開発の研
?ｪいかに組織されたかも見る。

同　上 同　上

15 巨大加速器と
髄蜑ﾈ学

　SSCといった巨大加速器に象徴される現代の巨大科学。
ﾁ速器と検知器の発展の歴史を追うことにより、いかに素
ｱ子研究が、巨大組織化されていったかを見る。サイクロ
gロンの発明、泡箱の発明、そしてSSCの計画などにつ
｢
て
論
じ
る
予
定
。
l
i

同　上 同　上

一104一



＝基礎化学（’98）＝　（TV）

無難：瀾謹猷鍛工繋学鑑勘

全体のねらい
　内容としては化学のごく基礎的な事項に限り、その科学的意味を理解することに重点をおいた講義とする。
化学の基礎的な言葉や考え方を学び、日常体験する物質に関係する現象が化学の視点からどのように説明さ
れているかを理解し、物質の存在と共に成り立っている生活のあり方・方法について考えるための材料とす
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）

化学は物質をしらべる学問である。物質に取り囲まれて 平川暁子 平川暁子
暮らしてきた人間が物質をどのように理解しどのように利 （放送大学 （放送大学

1 物質の世界と 用してきたかを知り、生命の安全や自然の保全のために物 教授） 教授）

化学 質の理解が重要であることに気付く。 市村禎二郎 市村禎二郎
1）はじめに　2）物質理解の歴史　3）物質のなりたち （東京工業 （東京工業

大学教授） 大学教授）

物質の構成単位は原子である。原子の構造によって元素
のさまぎまな性質があらわれる。原子の構造が解明されて

2 元素の性質と きた過程、現在の原子の理解、物質を扱うときの国際的な 同　上 同　上
原子 約束について学ぶ。

1）元素の周期律　2）原子の構造　3）電子配置
4）原子量とモル

物質の多くは分子からなり、多種多様な種類の物質を
作る。100種ほどの原子から作られている分子の種類は

3 分　　　　　子 1000万種におよぶ。物質を取り扱うには分子の記述が必要 同　上 同　上
である。

1）物質の表現と分類　2）化学式と構造式
3）分子の形

分子は原子間の化学結合によって作られる。化学結合と
は何か、化学結合の種類：と規則性、物質の性質と化学結合

4 化　学　結　合 との関係について学ぶ。 同　上 同　上
1）原子価と電子配置　2）結合の形成
3）物質の特徴と化学結合

物質の変化には、組成が変わらない物理変化と変わる化
学変化がある。化学変化の法則を知ることで物質の科学的

5 化　学　変　化 理解が始まった。化学変化とは何か、その法則と表現法に 同　上 同　上
ついて学ぶ。

1）化学変化の法則　2）化学方程式　3）化学変化と熱

物質は気体・液体・固体の状態で存在するが、温度や圧
力によって状態は変化する。その法則性を学び、気体・液

6 物質の三状態 体・固体の特徴と物質による差異の理由を学ぶ。 同　上 同　上
1）物質の相　2）気体状態方程式
3）気体・液体・固体の特性と粒子の運動
4）分子の大きさと分子間力

自然界の物質は完全な純物質として存在することはなく
ほとんど混合物である。混合現象とは何か、混合成分の割

7 混　　合　　物 合、混合による性質の変化について学ぶ。 同　上 同　上

1）混合と溶解　2）濃度　3）混合物の性質
4）分離と精製
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執筆担当 放送担当
回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　　　容 講　師　名 三二師　名

（所属・職名） （所属・職名）

溶液の中でも水溶液は我々の生活の中でとくに重要な役
割をはたしている。酸・塩基・塩はイオンに解離して水に 平川暁子 平川暁子

8 水溶液と酸・塩 溶解する。イオンの濃度と水溶液の性質について学ぶ。
基 1）電解質の溶解　2）酸・塩基の反応 市村禎二郎 市村禎二郎

3）水素イオン濃度

有機化合物は炭素を主体に10種類程度の原子からなるが、
1000万種におよぶ化合物の中大半を占める。その理由、有

9 有機化合物の 機化合物の種類と各々の特徴を系統的に理解する。 同　上 同　上
性質 1）有機化合物の特徴　2）炭化水素

3）官能基と化合物の特徴

化学反応によって新しい有機化合物が合成され、優れた
機能をもつ物質を使うことができるようになった。有機化

10 有機化合物の 合物の反応の規則性について学び、有用な物質を作りだす 同　上 同　上
反応 化学工業の工夫を知る。

1）有機化合物の合成　2）反応の種類　3）反応の機構

一般に鉄が錆びる反応を酸化、錆を鉄にする反応を還元
というが、酸化・還元はもっと多くの化学反応に関係して

11 酸化と還元 いる。酸化・還元反応の意味、それに密接にかかわる電気 同　上 同　上
と化学反応の関係について学ぶ。

1）酸化・還元とは　2）金属のイオン化
3）電気と化学反応

元素の大部分は無機化合物として存在する。無機化合物
は古くから金属や塩として利用されてきたが近年は新しい

12 無機化合物の 無機機能性材料が作られている。さらに本章では元素変換 同　上 同　上
性質 に伴う諸現象について学ぶ。

1）無機化合物の特徴　2）遷移元素と不定比化合物
3）元素の変換

地球上の自然現象は太陽からの光のエネルギーに支配さ
れている。光と物質との相互作用、化学反応と光エネルギ

13 光　と　化　学 一の関係について学ぶ。 同　上 同　上

1）太陽光の利用　2）光と化学物質　3）光と生物

さまざまな化学反応について学んできたが、化学反応が
なぜ起こるか、どのように進行するかについて考え、化学

14 化学反応のしく 変化の本質を理解する。 同　上 同　上
み 1）化学反応のおこりやすさ

2）化学反応はなぜおこるか（化学平衡）
3）化学反応はどのように進むか（反応速度）

人間活動の諸分野に、物質の科学が広く深く関連してい
ることに気付く。物質現象の面白さとともに、現在と将来

15 暮らしと物質の の暮らしのあり方として、物質を理解することの重要性に 同　上 同　上
理解 気付き関心を深めるための材料を提供する。

1）化学はCentral　Scienceである
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＝化 学 史＝　（R）

〔主任講師：竹内敬人く神奈川大学教授）〕

全体のねらい
　この講義は、基本的には「化学史」であるが、決して化学の発展の全てをカバーする通史ではない。また、
歴史家が説く様な、化学の発展の初期の段階を中心とした歴史でもない。この講義は、現代化学の基礎に連
なるものであり、実際に研究に従事している科学者の目でみた化学史である。また化学を文化の一側面とみ
る立場で全体を構成する。

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）

（1）化学の誕生

（2）ヘレニズム時代の自然科学と錬金術 竹内敬人 竹内敬人
1 化学の誕生 （3＞アラビアの化学　　（4）ヨーロッパでの化学の復興 （神奈川大 （神奈川大

（5）化学者のルーツとしての薬剤師 学教授） 学教授）

（6＞科学革命を用意した知的環境
（7）　r懐疑的化学者』

（1）フロギストン説
（2）気体の世紀

2 化　学　革　命 （3）質量不変の法則 同　上 同　上
（4）新しい燃焼理論
（5）　r化学通論』

（6）命名法の新体系

（1）原子論の背景
（2）定比例の法則

3 原　　子　　論 （3）　ドルトンの原子論 同　上 同　上
（4）倍数比例の法則
（5）　r化学哲学の新体系』

（6）原子の実在の証明

（1）気体反応の法則　　（2）アボガドロの仮説
（3）原子量の精密決定

4 分子論と原子価 （4）カルルスルーエの国際会議 同　上 同　上
説 （5）有機化学の発展と異性体の発見

（6）原子価理論による説明
（7）ケクレ・クーパーの理論

（1）化学工業の勃興
（2）硫酸製造法の改良

5 化　学　工　業 （3）ルブラン法とソルベー法 同　上 同　上
（4）電気化学工業の勃興
（5）新しい教育制度

（6）BASF社の興隆

（1）元素の性質の共通性
（2＞メンデレーエフの周期律

6 周　　期　　律 （3）希ガスの発見 同　上 同　上
（4）周期律の根拠

（1）熱力学と化学
（2＞ヘスの法則と質量作用の法則

7 物　理　化　学 （3）　アレニウスの電離説 同上 同上
（4）物理化学の応用
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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）ベンゼンの構造
（2）炭素正四面体構造

8 有　機　化　学 （3）フィッシャーの研究 竹内敬人 竹内敬人
（4）有機合成化学の進歩
（5）天然有機化合物への挑戦
（6）生化学の独立

（1）高分子の本性
（2）シュタウディンガーの高分子説

高分子化学 （3）　ポリエチレンとポリプロピレン 同　上 同　上
9 （4）合成ゴム

（5）ナイロンの発明

（1）学会の成立
（2）化学会の成立

10 化学の組織 （3）学会誌とレフリー制度 同　上 同　上
（4）化学者の再生産・教育システム
（5）命名法の国際的統一・

（6）国際純正応用化学連合（IUPAC）

（1）19世紀末の無機化学
（2）放射性元素と同位体の発見

11 無　機　化　学 （3）元素の変換と超ウラン元素 同　上 同　上

（4）配位説と錯体化学の世界
（5）希ガス化合物の発見
（6）地球化学と宇宙化学

（1）　「有機電子論」の登場

（2）ワルデン反転と有機電子論
12 理論有機化学 （3）付加と脱離 同　上 同　上

（4）直線自由エネルギー関係（LFER）
（5）配座解析

（1）分光学の登場

（2）赤外吸収スペクトル（IR）
13 分　　光　　学 （3＞核磁気共鳴（NMR）スペクトルの登場 同　上 同　上

（4）感度と分解能の向上への努力

（1）初期の化学結合理論　　（2）　ボーア理論の登場

（3）ルイス・コッセルの理論
14 量子論と量子化 （4＞アイトラー・ロンドンの理論 同　上 同　上

学 （5）　ヒュッケル分子軌道法

（6）コンピュータの登場
（7）非経験的分子軌道法　　⑧　化学反応経路の計算

（D　化学と社会との関係
（2＞自然との調和を目指した化学

15 これからの化学 （3）化学嫌いを無くすための化学 同　上 同　上
（4）　まとめ
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＝基礎生物学（’98）＝　（TV）

〔雑難：旙晃難聴鱗鋤

全体のねらい
　生物科学の発展により、遺伝子のレベルから高次の神経活動、あるいは生態や；進化など生物の多様性が明
らかになりはじめている。生物現象を正確にとらえて生命の本質に迫るために、基礎的な生物科学を学ぶ。

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

生物の特徴
@　　　廓

　30億年以上にわたり発展を続けてきた生命体は、生命の
軏{的営みに必要なつくりを保持しながら、生命め多様化
ﾉ対処するつくりを発達させた。・このような非生命体たは
ﾝられない生物の特徴を学ぶ。

中澤　　透
i放送大学

ｳ授）

R田晃弘
i放送大学

ｳ授）

中澤　　透
i放送大学

ｳ授）

R田晃弘
i放送大学

ｳ授）

2 細胞一かたちと
ﾍたちき

　細胞は生物の基本単位である。いろいろな細胞には核を
ﾍじめ特有なはたらきの細胞小器官がある。細胞は分裂に
謔ﾁて増殖し｛細胞内部の情報伝達が機能調節を担当する。κかたちとはたらきの関係を探る。

中澤　・透 中澤　　透

3 生体を構築する
ｪ子・

　生命の営みは生体を構築する分子のはたらきによってお
ｱる。生体を構築する分子として、炭水化物、脂質、タン
pク質および核酸のどのような構造が生体のはたらきの基
ﾕになっているかを学ぶ。

山田晃弘 山田晃弘

4 代　　　　　謝

　生体構築分子は合成と分解をくり返し、生体の維持と成
ｷに役立てている。このような代謝を触媒する酵素のはた
轤ｫについて、また代謝の進行に伴って出入りするエネル
Mーについて学ぶ。

同　上 同　上

5 遺伝と遺伝子の

{体

　メンデルの法則とその再発見がなされてから、遺伝子の
{体がDNAであることが証明されるまでの道筋を解説す
驕B

東江昭夫
i東京大学

ｳ授）

東江昭夫
i東京大学

ｳ授）

6 遺伝子のはたら

ｫ

　DNAの構造が解明されたことは生物学のいろいろな分
?ﾉ大きな影響を与えた。この章では、遺伝暗号の解読、
笂`子のはたらき、および遺伝子操作法などについて解説
ｷる。

同　上’ 同　上

7 生　　　　殖

　30数億年以前に出現した生物は、自分と同じ性質の子孫を残す生殖のはたらきによって維持されている。形質を受

ｯ渡す遺伝現象は生殖と深く関わること、生殖細胞の出現や性の決定の重要性などについて学ぶ。

中澤　　透

R田晃弘

中澤　　透

R田晃弘
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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 発　　　　　生

　生殖細胞の卵と精子は受精によって発生を開始する。胚
ﾌ細胞は分裂・増殖し、そして独特な分化が始まる。発生
ﾌプログラムは遺伝情報の発現によって進行し、形態や性
ｿの多様性がつくりあげられることを学ぶ。

中澤　　透 中澤　　透

9 運動と神経のは
ｽらき

　動物の運動は筋肉や繊毛によって行われるが、それはど
ﾌような仕組みによるのだろうか。また、神経はどのよう
ﾉして信号を伝えるのだろうか。動物の活動を理解する上
ﾅ重要なこれらのことがらについて概説する。

高橋景一
i国際基督

ｳ大学教授）

高橋景一
i国際基督

ｳ大学教授）

10 感覚と行動

　視覚と聴覚について脳のはたらきとの関連を紹介する。
ｮ物の行動に関しては、ミツバチの視覚行動やフクロウと
Rウモリの聴覚行動について考察する。さらに本能行動や
?闕桙ﾝについても言及する。

青木　　清
i上智大学

ｳ授）

青木　　清
i上智大学

ｳ授）

11 ホ　・ル　モ　ン

　内分泌系は神経系や免疫系と協調して、体内の環境を一
閧ﾉ保っている。その他にホルモンが動物の行動様式を定
ﾟたり、変態のめざましい形態変化を起こすなどの重要で
ｨもしろいはたらきについても言及する。

川島誠一郎
i全学工業

､究所長）

川島誠一郎
i全学工業

､究所長）

12 植物の特徴

　植物は太陽エネルギーを利用して合成した有機物を動物、
ﾛ類、細菌類などに供給し、地球上に広く発展した生態系
ﾌ維持に重要な役割を果たしている。植物のもつ機能的特
･、構造的特徴と生育環：境要因との関連について考える。

庄野邦彦
i東京大学

ｼ誉教授）

庄野邦彦
i東京大学

ｼ誉
ｳ授）

13 生態と環境

　生物は地球上のさまざまな生態系で生活している。生態
nの構造を学ぶにあたり、島の生態系に注目する。生物の
?ｽ分布や垂直分布と生態系との関連、さらに生態系にお
ｯるヒトの位置についても論ずる。

松本忠夫
i東京大学

ｳ授）

松本忠夫
i東京大学

ｳ授）

14 進化と生物の多

l性

　生物はすべて共通にDNAからなる遺伝子によって、そ
ﾌ機能と構造を規定されている。それにもかかわらず、生
ｨに驚くほどの多様性をもたらしたのは進化である。進化
ﾌ要因と生物多様化の道筋について概説する。

石川　　統
i東京大学

ｳ授）

石川　統夫
i東京大学

ｳ授）

15 生物学の現状と

ｫ来

　最近の生物学の発展によって、多様な生物の側面が明ら
ｩになっている。この章では将来につながる問題として4
ﾂの問題を取り上げている。生物進化には地球の進化や個
ﾌ発生の検討が関連し、生物の多様性の確保には地球環境ド
ﾆの関係を探り、バイオデクノロジ弘の問題点を把握しぐ
ｻして宇宙生物学の可能性を明らかにするなどの諸問題が
?閨Aすべて見通しをつける必要がある。

山田晃弘働中澤　　透 山田晃弘

?V　　透
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＝人間の生物学＝（TV）

〔主任講師：新井康允（順天堂大学教授）〕

全体のねらい
　人間を客観的に見ようとする場合、われわれ自身が人間であるので、生物学的というよりヒト固有のもの
として考えがちである。ここでは、ヒトを生物の一員として、医学、薬学、人類学などの範疇にとらわれず、
もっと広く生物学的な立場で、できるだけ身近な問題を取り上げて考えてみたい。

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）

生物としての人間はどんな特徴を持っているのか。その
ような人間が生物の進化の歴史で、何時、何処で誕生した 新井康允 新井康允

1 人類の起源と進 のか。人類の起源と進化の問題を化石の最近の研究結果や （順天堂大 （順天堂大

化 最近の分子生物学の地検を交えて解説する。 学教授） 学教授）

ヒトの身体はただ細胞が無秩序に集合してできているの
ヒトの身体の基 ではない。細胞と細胞の生産物質が一定の配列と形態をな

2 本構造一細胞・ して集まって、いくつかのタイプの集団一組織を作ってい 同　上 同　上

組織・器官 る。ヒトの器官は機能に応じてこれらの組織がうまく組み
合わさってできているのを理解する。

細胞の基本構造としての細胞小器官の生命活動における
役割、特に、細胞内膜系の機能的意義について理解する。

3 細胞の活動と寿 細胞は生命の最小単位であるが、われわれは個体の生命と 同　上 同　上
命 細胞の生命という生命の二重構造の中に生きている。ヒト

のいろいろの臓器の細胞の寿命の違いについて考える。

生殖は生物の最も基本的な機能であり、生物は生殖によ
って種の維持をはかっている。生殖を担う生殖細胞と体細

4 ヒトの性と生殖 胞の違いや、ヒトの精子や卵子のでき方とその違い、そし 同　上 同　上

1一生命の誕生 て、受精から着床までの過程について解説する。

ヒトの性と生殖 受精時の性染色体の組み合せで、体の性は必ずしも自動
2一男と女の体 的に決まるものではない。精巣ができるか、卵巣ができる

5 はどのように作 かやY染色体の上にある精巣決定遺伝子が働くかどうかに 同　上 同　上
られるか（その よって決まる。最近、SRYという遺伝子が精巣決定遺伝
1） 子であることが判明した。その働きについて解説する。

ヒトの性と生殖 体の性が決まるにはいくつかの関門があり、それぞれの
3一男と女の体 関門に両性になり得る選択肢が用意されていて、それを決

6 はどのように作 訂するのは卵巣の2種類のホルモンである。何故、男子に 同　上 同　上

られるか（その 子宮ができないのかなどの疑問について考えてみたい。
2）

体と性分化の次にくるのは脳の性分化である。ホルモン
ヒトの性と生殖 の分泌パターンや性行動のパターンばかりでなく、子供の

7 4一男らしさ女 遊びのパターンなどの性差を脳の性分化の観点から考える。 同上 同上
らしさ
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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）

脳の構成成分である神経細胞（ニューロン）とダリア細
脳とニューロン 胞の特性と基本的な働きについて解説する。心のハードウ

8 一心のハードウ エアとしての脳を理解する上で、脳の生後発達における、 新井康允 新井康允
エア 神経細胞の樹状突起の発達とシナプスの増加による神経回

路網複雑化を理解するのが重要である。

ヒトの大脳皮質の機能の局在性があり、外界からの刺激
情報がどのような経路を経て大脳皮質へ到達して意識にの

9 ヒトの脳1一感 ぽるか、また、大脳皮質の運動の司令がどのような経路で 同　上 同　上
覚と運動の制御 体の運動を制御するのかを理解する。

ヒトの大脳皮質の新皮質、古皮質、原皮質の発達を動物
と比較しながら、特に、高次神経機能に関連ある連合野の

10 ヒトの脳2一大 働きについて理解し、脳の進化を考える。 同　上 同　上
脳皮質の進化

利き手があるように、脳の機能的な左右差が認められる。
言語中枢は多くのヒトでは左半球に存在する。それにとも

11 脳の左右差 なって左右の半球で形態的にも左右差が認められる。ヒト 同　上 同　上
の脳の左右差に関する最近の知見を加えて考えてみる。

神経系とともに、生体内情報伝達系としての内分泌系の
役割について解説する。ホルモンの概念、ホルモンの進

12 ホ　ル　モ　ン 化、傍分泌と内分泌ホルモンの作用の仕組みと受容体につ 同　上 同　上
いて解説し、ホルモンの分泌調節機構としての神経内分泌
調節のメカニズムについて理解する。

主として、生体の免疫機構について、免疫担当細胞の種
類や、抗体産生の仕組み、抗原抗体反応、体液性免疫、細

13 生体の防御～免 胞性免疫、移植拒絶反応などについて解説し、現在問題に 同　上 同　上
疫系を中心に～ なっている問題点一エイズなどについて述べる。

老化にともなう諸変化を個体レベルばかりでなく、細胞
レベル、分子レベルまで追求する。脳神経系、内分泌系、

14 老化の生物学 免疫系、循環器系などの老化の指標となるものについて考 同　上 同　上
え、老齢三会での問題点を考える。

ヒトの遺伝に関する諸問題や現在話題となっているヒト
ヒトの遺伝学一 のゲノム解析計画や遺伝子治療の現状や未来への展望につ

15 遺伝子治療の将 いて解説する。 同　上 同　上

一112一



＝生物学の歴史＝二（R）

〔主任講師：横山輝雄（南山大学教授）〕

全体のねらい
　現代生物学における重要な概念である「進化」の概念が歴史的にどのように形成されてきたかを見ること
を通して、人類文化全体の流れの中にそれを位置づけ、また生物学の性格が時代によってどのように変化し
たか、ラマルク、ダーウィン、メンデル等の代表的科学者の研究方法の特色、生命観の欧米と日本との違い
について明らかにしたい。

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 生物学史におけ
髏i化論

　進化論は、現代生物学の中で重要な位置をしあているだ
ｯでなく、一般の人々も非常に関心をもつ領域である。そ
黷ﾍ、生命とは何かという本質的な問いにつながるもので
?閨Aそのため社会思想や宗教とも関連をもってきた。進
ｻ論の歴史を見ると、生物学全般に対する理解を深めるこ
ﾆができる。

横山輝雄
i南山大学

ｳ授）

横山輝雄
i南山大学

ｳ授）

2 古代中世の
ｶ物学

　古代ギリシアには、後に進化論的思考とされる考えも出
ﾄいたが、それは科学的というよりは思弁的な大胆な思索
ﾅあった。古代の生物学においては、進化論的な考えは直
ﾚには見られないが、　「存在の連鎖」とか「存在の階級」
ﾈどの；進化論にかかわる重要な概念がある。

同　上 同　上

3 近代の生物学

　ヨーロッパにおいて近代科学が成立すると、機械論的生
ｽ観が生まれた。しかしそれは進化論を直接にはもたらさ
ｸ、発生学や分類学における種概念がむしろ逆に静的定的
ｩ然観を強化した。

同　上 同　上

4 進化論の先駆者

　18世紀には、E．ダーウィン、ビュフォン、ディドロな
ﾇの進化論の先駆者とされる人物が登場してきた。彼らの
G進化論は、当時の静的自然観と動的自然観の対立の中で、
ｩ然発生の可能性の問題などと結びついて展開された。

同　上 同　上

5 ラマルク　と
i化論

　ラマルクにおいて進化論は、最初の体系的な展開をみた。
ﾞの進化論は、通常「獲得形質遺伝説」として知られてい
驍ｪ、それは彼の進化論の中心ではなく、　「前進的発達傾
?vが彼の理論の基本である。後に「ラマルク正義」と彼
ﾌ進化論は違うものである。

同　上 同　上

6 ダーウィンと
i化論　1

　ダーウィンは、　r種の起原』によって進化論を確立した。

ｻの過程についてこれまで主にかれのr自伝』をもとにし
ｽ叙述が普通であった。それに対して近年のダーウィン研
?ﾍ、それと違った新たなダーウィン像を提出しつつある。

同　上 同　上

7 ダーウィンと
i化論　H

　ダーウィン自身だけでなく、ダーウィンと同時代の状況
ﾉついても、これまでの記述は、さまざまな点で訂正が必
vになっている。ダーウィン説がr種の起原』出版後に科
w者の中枢を占めたのは事実であるが、それは理論的説得
ﾍよりも、社会的要因によっていた。

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）

19世紀後半においては、進化論は生物進化論としてより
は、社会しんかろんとして一般に広がった。スペンサーが

8 社会進化論 その代表者であり、文化進化論、宗教進化論などもあらわ 横山輝雄 横山輝雄
れた。その影響は、日本や中国にも及び、その時代の三々
に大きな影響を与えた。

ダーウィンの進化論がキリスト教と対立し、　「科学と宗
教の闘争」がおこったとよく言われているが、必ずしもそ

9 進化論と宗教 う単純ではない。キリスト教の側で進化論を認めた人々が 同　上 同　上
多くいたし、また進化論が必然的に宗教を否定するもので
もない。

ダーウィンは自然選択説を打ち立てたが、遺伝について
は今日否定されている「混合遺伝」という考えをとってい

10 進化論と遺伝学 た。メンデルの理論があらわれると、それは当初ダーウィ 同　上 同　上’

ンズムと対立するものと思われており、その両者の関係を
どうとらえるかが問題になった。

現代進化論の主流である進化総合説はダーウィンの自然
選択説とメンデルの遺伝学を総合することによって成立し

11 進化総合説の た。それゆえもともとのダーウィンの考えと現代進化論は 同　上 同　上
成立 同じ部分だけでなく、異なった考え方をもとり入れている。

進化総合説は、第二次大戦後進化論の主流であったが、
その後分子生物学や動物行動学などの知見とともに新たな

12 現代進化論の 展開が行われた。また断続平衡説などの議論も提出され、 同　上 同　上

理論的諸問題 1970年代から再び進化論をめぐってさまざまな議論が行わ
れるようになった。

アメリカを中心に社会生物学に関して、広い範囲の論争
がおこった。社会生物学は現代における社会進化論であり、

13 社会生物学論争 差別の正当化でという批判も出された。この論争と創造説 同　上 同　上

・創造説論争 をめぐる論争は、生物学と社会の関係を今日的にあらわに
するものである。

進化論は一方では、生物学としての各国の文化を超えた
共通性をもつとともに、他方ではそれぞれの国や地域に応

14 日本における じた文化の中で解釈される。明治期から今日までの日本に 同　上 同　上

進化論 おける進化論に対する態度の欧米と違う独自の性格につい
て考える。

進化論の展開を中心として、生物学史の流れをみてきた
が、そこでは科学研究にさまざまな要因が介在し、またそ

15 進化論史を の成果は社会や文化に対しさまざまな影響を与えてきたこ 同　上 同　上

かえりみて とが示された。それらをふまえて、生物学史の意義を考え
る。
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＝病気の成立ちと仕組み＝　（R）

〔主任講師：鬼頭昭三（兵庫大学教授）〕

全体のねらい
　人生に病気はつきものである。病気についての概念とその変遷を述べると共に、健康と病気の区切りにつ
いて述べる。さらに病態と自覚症状との関係についていくつかの例をあげて説明を試みることにより、病気
のメカニズムに対する理解を深めたい。病気に対するアプローチの仕方、医師と患者の関係も変わりつつあ
る。病気の成立ちと仕組みを理解することにより、病気に立ち向かう姿勢を獲得することが大切である。

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）

かつては、病気とは自覚症状のあるものであった。現在
では、かなり進行するまで自覚症状のない、それでいて予
後のあるに病気が多い。人間の病気は時代と共に質的に大 鬼頭昭三 鬼頭昭三

1 病気の概念とそ きく変わってきている。病気の概念の時代的な変遷につい （兵庫大学 （兵庫大学

の変遷 て述べる。 教授） 教授）

病気には様々な側面があり、それぞれの立場から研究が
行われる。例えば、（1）その病気の原因を探る基礎医学的な
研究。遺伝病の原因遺伝子を探る研究やその遺伝子をノッ

病気の研究はど クアウトして病気のモデルを作る研究など、（2）その病気を
2 のようにして 疫学的に調べる社会医学的な研究。病気の頻度や分布を知 同　上 同　上

なされるか る研究など、（3）その病気の病態や治療にかかわる臨床的研
究。症状発現のメカニズムの研究や最も適切な治療の選択
の研究など、である。本講ではこれらの研究を具体的に例
を挙げて学ぶことにする。

免疫系は感染防御、がんの発生阻止、移植拒絶などの仕
事をしており、それにはリンパ球、白血球、抗体、補体な
どが関与している。その欠陥があると、感染が血症化しや 矢田純一 矢田純一
すくなり、がんの発生が増加する。薬剤や病気の中には免 （東京医科 （東京医科

3 免疫の仕組みと 疫力を弱めるものがあり、そのような問題を起こす。一方 歯科大学教 歯科大学教
そ　の　病　気 不適切な免疫反応が生じるとアレルギーとか自己免疫病と 授） 授）

かの病気が発生する。移植を成功させるには拒絶を起こす
免疫反応を上手に抑える必要がある。

神経系の病気は難治である。神経細胞は障害を受けた後、
突起を再び伸ばすことはあっても、喪失した細胞が再生す
ることはない。この意味ではアルツハイマー病を予防した
り、その進行を停止させる薬は将来開発される可能性があ 鬼頭昭三 鬼頭昭三

4 神経系とその るとしても、現在ある症状を後退させる意味での治療薬と
病気 いうものは、将来とも理論的には存在しない。

本章では主な神経系の病気について概説しながら、その
根底にある神経系そのものの特徴について述べることとす
る。

近年の分子生物学の進歩は著しく、殊に遺伝子レベルで
の生命現象の解明が進んでいる。臨床医学の分野にも分子
生物学が広く導入され、明らかな遺伝疾患はもちろんのこ 三好理絵 三好理絵
と、癌や糖尿病などこれまで内的及び外的因子が複雑に関 （放送大学 （放送大学

5 病気と分子生物 与すると考えられていた身近な疾患にも、その病態解明に 非常勤講師） 非常勤講師）
学 対し、分子生物学的アプローチがなされている。又、病気

の診断にも応用されているし、更に、遺伝子工学的手法に
より生産されている薬物もある。本章では、これらの医
学・医療面への分子生物学の寄与について述べる。
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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）

発熱と解熱の仕組み
まず体温の慣常性はどのようにして保たれるのか。体温 本間日臣 本間日臣

の産生と放散はどのように行われ、体温調節中枢はどのよ （元放送大 （元放送大

6 症状が語る病態 うなしくみでこの両者のバランスを保つのか。次に発熱の 学教授） 学教授）

（1） 原因、発熱物質、発熱の型、発熱の功罪について解説し、
解熱剤の作用点、発熱対策を考える。

息切れ、呼吸固執、チアノーゼ
これらの症状が発生する仕組みを理解するためにまず肺

の機能解剖学、すなわち気管支・肺の構造と呼吸；機能の概 同　上 同　上
7 症状が語る病態 要を解説する。次で運動時の息切れ、老年期の息切れ、病

（2） 気のための息切れのおこり方を考える。次に酸素の運搬を
担当する赤血球ヘモグロビンの動態から、酸素不足状態を
示すチアノーゼのおこる仕組みを説明する。

病気はその原因から、感染、欠陥障害、腫瘍、変性、代
謝異常、中毒、免疫異常、奇形、機能性障害その他に分け 平井俊策 平井俊策
られることも可能である。しかし、外因と内因は相互に影 （都立神経 （都立神経

響し合うし、最も根本的な原因が不明な疾患も多い。例え 病院院長） 病院院長）
8 病気の原因 ば、感染や中毒などでは外因がより重要であるが、変性や

先天性代謝異常では根本的な原因が不明であり、血管障害
や腫瘍では内因、外因いずれもが、大きく影響する。最近
は分子遺伝学や分子生物学的レベルからのアプローチも行
われっっある。異常の点を総括して病気の原因について考
えてみたい。

病気の診断というと一般には病名を同定すること、つま
り疾病診断を指しているが、より広義には病変部位の診断、
障害の程度の診断などが含まれる。特に部位診断は神経疾
患の診断上、疾病診断と並んで大切である。診断は一般に、
問診、診察、検査の結果を総合してつけられる。最近は検 同　上 同　上

9 病気の診断 査の技術が飛躍的に進歩し、例えばX線CT、MRI、P
ETなどの画像診断や血液その他を用いる生化学的検査な
どの比重が大きくなっている。しかし、やはり効率的な検
査と正しい診断の基礎として従来からの問診や患者さんを
全体としてよく観察するための理学的診察の重要性は変わ
らない。最近の新しい検査法をも分かり易く解説しつつ、
診断へのアプローチの方法を述べる。

病気の治療には、生活指導をも含めた一般療法、食事療
法、薬物療法、手術療法、放射線療法、物理療法ならびに
一部これと重複するリハビリテーション、精神療法その他
さまざまなものがある。生活指導や食事療法は治療法であ
ると共に、病気の予防にとっても基本となるものである。

10 病気の治療 リハビリテーションは一般の治療とは別に扱われる人もあ 同　上 同　上
る。それによって生じた障害を対象としているからである。
しかし、広義には治療に含まれる。最近はQO：Lを重視し
た治療が行われる傾向にあるが、新しい方法によるアブ
ローチをも含めた治療という問題を概説する。
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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）

病気を治療の立場からみると、自然経過の間に治癒する
病気、積極的な医学的治療を施すことによって治る病気
（この中に痕跡を残すことなく治る病気と、何らかの後遺 鬼頭昭三 鬼頭昭三

11 治る病気と 二二や欠損を残して治る病気が含まれる）、難治性の病気
治りにくい病気 に分けることが出来る。近年、治療研究の焦点となってい

るのは、難治性の癌や内因性の神経疾患であり、この点を
中心に述べる。

動物実験で種々の投与量の作用、各臓器に及ぼす影響、
致死量などを検討。人における適正量を推測。この量の前
後の量を健常上に投与し安全性を確かめる（第1相）。っ 大友英一 大友英一

薬はどのように いで、適切と思われる量を患者に投与し、効果と安全性か （社会福祉 （社会福祉

12 して開発される ら適切な投与量を決定する（第H相）。患者を対象とし適 法人浴風会 法人浴風会
か 正と決あられた投与量で既製の同種同効の薬剤の効果、安 病院長） 病院長）

全を二重盲検法で調査し、有用性を確かめ、厚生省に提出、
調査会の審査をパスすれば市販される。最後の調査（第皿
相）はプラセボーと比較することがある。

この課目では病気の成立機序を種々の角度から総論時的
にのべているが、　「病気の分布とその将来像」の章だけが
集団レベルの視点、すなわち病気をその発生母体となる集
団との関連でとらえている。 近藤喜代太郎近藤喜代太良

13 病気の分布と このような分野は「疫学」とよばれ、近年、医学研究だ （放送大学 （放送大学

その将来像 けでなく、病気への対策とその評価の上で役割が増してい 教授） 教授）

る。

そこで、改訂版ではこのような点に一層ふかく配慮し、
資料を新しくして書き改める予定である。

生物が有性生殖という遺伝子surviva1の手段を獲得した
とき、それと引き換えに死という宿命を背負った。病気は
死につながる現象であることは言うまでもないが、今日の
先進国では、大多数の人々にとって死因となるのは、いわ
ゆる成人病である。 鬼頭昭三 鬼頭昭三

14 病　気　と　死 成人病の基本的原因は老化であり、老化それ自身、すく
なくとも一次老化といわれるものは遺伝子によってプログ
ラムされている。

老化、病気、死という避けることの出来ない基本的生物
学的現象に対して、個人は、そして医学は何かできるの
か？について考えることとする。

病気そのものがかわりつつある。医学研究も日進月歩で
ある一方、医療社会は社会的経済的要因の影響を大きく受

15 ま　　と　　め ける。患者として病気になった時の対処の方法、医療を施 同　上 同　上
す側の問題について、その将来のあるべき姿を論じてまと
めとする。
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＝地球と宇宙（地球編）＝　（TV）

〔錐難：鯉駄協森学爵東灘学書誉教勘

全体のねらい
　宇宙全体から見れば、ゴミのような微小な存在である地球。しかし、それは人間にとってかけがえのない
生存の場を提供してくれる、巨大かつ偉大な存在である。この母なる地球は、いま科学の眼でどのように捉
えられ、理解されているのか、そしてヒトはその地球にどのように関わっているのか。構成・歴史・現況を
概観する。

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）

地球は太陽系の中で水をたたえた唯一の惑星である。そ 小尾信彌
の太陽系は宇宙の中の銀河系に属する。日常われわれが意 小尾信彌 （東京大学

1 宇宙の中の 識する地球は巨大なスケールを持つものであるが、宇宙の （東京大学 名誉教授・

地球 中にあっては微小な存在である。このような宇宙の中にお 名誉教授・ 元放送大学
ける地球の位置づけを認識する。 元放送大学 長）

長） 濱田隆士
（放送大学

教授）

太陽系の一惑星として誕生した地球の最も早い時期に関
する諸説を紹介し、他め惑星との関連も、比較惑星学の立

2 地球の形成 場から概観する。地球のもつ美しい成層構造の成立、大陸 濱田隆士 濱田隆士
と海岸の出現など、地球のメガフィーチュアをとらえ、海
洋中心の水圏、大気圏等にも言及する。

地球に関する人間の関心の歴史をたどりながら、さまざ
まな地球観の成立とその背景を探る。他の天体の動きと地

3 地　球　観　の 球の運動についての論争だけでなく、大地そのもの、海そ 同　上 同　上

移り変わり のものの成り立ちや歴史の解釈、地球の年齢に関する推定
の移り変わりなどにもふれる。

生活の場としての地球の大地が、あるいはそれをとり囲
む海洋が、決して成立以来やすむことなく変動してきたこ

4 動く大地の認識 とが、研究史を通じて明らかにされる。目で直接確認でき 同　上 同　上
ない地中のできごとや、大過去での経過を探る地球科学の
手法や考え方を示す。

地球に水と大気があり、太陽のまわりを公転しつつ、自
転ずる球体であるたあに、表層部ではさまざまな営力によ

5 地表の形態 る変形作用が進む。浸食と堆積により地形が形成され、地 同　上 同　上

層がつくられる。そして、地形は海底地形を含め、ダイナ
ミックに時代変遷をとげてきた事を示す。

地球の歴史を数値時間で表現したいとする科学の願望が
いかにして改良され、精度を上げてきたかを通観する。重

6 地層と時間 力場における物質の配列一地層・岩層の形成、鉱物に含ま 同　上 同　上

れる放射性同位体が示す過去の時間の測定法をとりあげ、
地球史編年の原理を理解する。

46億年という長い地球史について、いくつかのキーエポ
ックあるいはキーイベントをとり上げることにより、大局

7 地　球　通　史 を通観する。地殻変動や火山活動、変成作用等のみならず、 同上 同上
生命との相互作用と環境変遷を含め、地球カレンダーをっ
くり上げてみる。
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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）

水の惑星の特異な現象とされる、地球型生命の発現とそ
の後の発展に焦点を当てて地球史を眺めてみる。地球生命

8 生命の発展 は宇宙生命とどのような関わりがあるかにもふれる。進化 濱：田隆士 濱田隆士
という不可逆事象の結果が、化石という証拠に残されなが
ら地球史を刻んでいく様をみる。

地殻変動が不断に起こり、生命がその中で；進化をとげて
行く以上、その相互作用系としての地球環境もまたさまざ

9 環境変遷史 まな変容を遂げてきた。過去の地球環境の実態と、そこか 同　上 同　上
ら推定される環境変動要因を、地球外部からの作用をも含
めて考えてみる。

生命史に大きな役割を果たしたのは、云うまでもなく植
物界の核をなす葉緑素のもつ化学力である。地史にみる森

10 森林の歴史 林の変遷は、したがって地球大気の変遷史でもあり、そこ 同　上 同　上
に養われる動物界にも不可分の関係をもつ。恐竜の歴史も
そこに位置づけられる。

葉緑体をもつ褐藻透を体内に共生させる透礁性サンゴ礁
は、まさに海中の森林に例えられる。そのうえ、CO、を

11 サンゴ礁の歴史 CaCo、の形で、　“岩石化”していくなど、サンゴ礁が 同　上 同　上
地球史に占める意義を、歴史的ならびに環：三三学的な視点
から明らかにしてみる。

地球上に人類が誕生したのは、長い地球史のごく最近に
過ぎない。その人類は、智的進化の先端に位置づけられ、

12 文明と都市化 二足歩行と脳の大化を背景に文明化を進めてきた。この作 同　上 同　上
用が地球表層部に与えた地形的要素として都市化を眺める
ことは意義深い。

一

ヒト属が、際限のない欲望を満足させようとする生物進
化の側面をもってしまった以上、そこに、人類の地球シス

13 人為の役割 テムに対する介入・干渉が始まった。人為の果たす地球自 同　上 同　上
然へのインパクト役は、地球型生命の中では特異なもので
あり、ヒトの反地球型性格が見える。

他意はなかったにせよ、人類の歩んできた文明化の道は、
結果として、地球自然に対して大きな歪を与えることにな

14 地球環境問題 つた。CO、増加と地球温暖化をはじめ、地球環境問題と 同　上 同　上
してとり上げられる幾つかの事態を、地球史とヒトの特異
性との接点として捉えて学んでみる。

地球環境問題を解決する力がなく、ヒトも地球も滅びる、
とする俗説を超え、地球進化史と生物進化史の示す一つの

15 ブループラネッ 流れを地球科学の立場から捉えてみる。ヒト社会の成り行 同　上 同　上
トの未来 きという近未来のみならず、プレート運動の結果おこる日

本列島の形状変化まで考えてみる。
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＝地球と宇宙（宇宙編）＝（TV）

〔雑難：舗鯉歴篤学験東撃学徳教子

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i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 内㌔　　　　　　　　　　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
P

　天文学は最も古く蒙った科学の一つである。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。

小尾三二
i東京大学

ｳ授名誉教
�E元放送
蜉w長）

小尾二二
i東京大学

ｳ授名誉教
�E元放送
蜉w長）

2 天文学の歴史
g

　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
ｶ学も大きく展開し、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、衛星、阻石、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
烽ﾂ点でも極あ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　　H

　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、また光度や表面温度、質量
ﾈどの個々の性質の問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ぶ。

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

11 銀河系の構造

　われわれのまわりの恒星は、星間物資や星間雲とともに
ｼ径が約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

　宇宙の全体的と特徴をまとめて概観したあと、相対論的
F宙論の基礎になっているフリードマンの宇宙モデルにつ
｢て学ぶ。またフリードマンのモデルに基づく膨張宇宙の
ｫ質について学ぶ。

同　上 同　上

14 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
蜚囈ｭで二二した。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
n球

　広大な宇宙に存在するわが銀河系の、そのまた片隅を占
ﾟる太陽系。その太陽の不可視伴星の一つである地球は、
?f星の名に相応しく、生命を育んだ奇跡の星とされる。
ｱの小さな天体も人間にとっては巨大であり、46億年の歴
jに飾られた奥深い存在と言える。

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

ｬ尾信彌
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＝日本の自然（’98）＝（TV）

〔主任講師：濱田隆士（放送大学教授）主任講師：中村和郎（駒澤大学教授）〕

全体のねらい
　黒潮と親潮にはさまれ火山が多く、多様な景観をみせる日本の自然をさまざまな視点からとらえる。
　番組では、日本列島の成り立ちからその環境変遷、日本をとりまく海と大気、土、森林、そこに住む動物
そして、人々との関わりを考察するとともに、今日的な問題である環境保全、その将来についても展望する。

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）

北半球の中緯度を占ある日本列島は黒潮と親潮にはさま 濱田隆士 濱田隆士
れ、火山が多く、自然に非常に高い多様性をもつ。 （放送大学 （放送大学

1 豊かな日本の自 教授） 教授）

然 中村和郎 中村和郎
（駒澤大学 （駒澤大学

教授） 教授）

地形は地球史の最新の歴史的産物であり、ダイナミック
に変化しつつある。そしてそこに人為が加わってゆく。

2 日本の大地 同　上 同　上

日本列島の成り立ちのあらましを探り、偉大なる自然の
しくみと経緯をたどる。

3 大地をつくる地 同　上 同　上
質と歴史

過去約50万年以降の日本列島での環境変遷をグローバリ
ズム、ローカリズム両面から解析する。

4 日本列島の環境 同　上 同　上
変遷

自然界の水は、一つのシステムとして循環しており、そ
の実態を捉えるにはマクロな視点が欠かせない。

5 日本の川と文化 大熊　　孝 大熊　　孝
（新潟大学 （新潟大学

教授） 教授）

温和な気候は海の強い影響で保たれている。豊かな生物
資源の基礎的な環境条件を考える。

6 日本をとりまく 濱田隆士 濱田隆士
海と大気

中村和郎 中村和郎

大地と水・大気の相互作用が土を生む。植生はそれに支
えられ、また逆に土を変えてゆく。

7 日　本　の　土 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）

南北に細長く伸び、海流に四周を囲まれる日本列島には
様々な美しい森が形成され、人がそれを利用する。

8 森林の役割り 武内和彦 武内和彦
（東京大学 （東京大学

教授） 教授）

列島に定住する人口の増大とともに、ヒトと自然との接
点が特有の環境一里山一をつくり出した。

9 重要な里山の自 同　上 同　上
妖
♂、、、

地域と季節の特性を敏感に反映する虫と花とは、生物分
布の大きな基本態をみせてくれる。 石井　　実 石井　　実

10 日本の植物と （大阪府立 （大阪府立

昆虫 大学教授） 大学教授）

鳥の多様性はその地の環境苗標である。渡り鳥も交錯す
る日本列島を鳥達の立場から探る。 樋口広芳 樋口広芳

11 日本の鳥類 （東京大学 （東京大学
教授） 教授）

狭い列島に、多様な動物が特有の分布をとっている。最
近その数や地域が減少し、環境も変化してきている。

12 日本の森と動物 同　上 同　上

地震・火山列島とも呼ばれる日本では、加えて津波や高
潮にも見舞われ、人為もからんで様々の災害に遭遇する。

13 火山・地震の 伊藤和明 伊藤和明
災害 （文教大学 （文教大学

教授） 教授）

台風、土石流、冷害など、気象・気候に大きな影響を受
ける日本列島の実態を探る。

14 気象災害の恐ろ 同　上 同　上
しさ

レッドデータブックが各方面から出される今日、日本の
自然をこれからどのように観、いかに救うか論議する。

15 日本の自然環境 日本人の自然観、輸入文化としての自然史（誌）学、治 濱田隆士 同　上
の将来 山治水の思想、学校教育、生涯学習等々、非専門家のレベ

ルが問われる。 中村和郎
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＝＝ F宙観の歴史と人間＝（TV）

〔主任講師：金子務（図書館情報大学教授）〕

全体のねらい
　古代から現代に至るまで宇宙の姿を人々がどう思い描きどう観測してきたかを考えていく。とりわけ人間
の逞しい想像力と鍛えぬいた推理力が、天上界と地上界をどうつなぎどうコスモス像を確立するようになった
のかを、洋の東西にわたって検討する。

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 落下文明と宇宙

_話

　人間が天上から落ちたというイメージ（ルチフェル、修
?jは東西に共通する。その地に置く人間が上昇への技術
�J発し、天空への思慕と想像力から数々の神話宇宙を生
ﾞ。混沌・複雑な対象に秩序を与える試みである。

金子　　務
i図書館情

�蜉w教授

金子　　務
i図書館情

�蜉w教授

2 時間認識と暦法

　宇宙についての時間・空間認識は、地上と天上に規則性
�ｩつけ方位と刻みを入れて自分の立つ世界を確認するこ
ﾆに始まる。東西における古来の日月年の暦と天地の測量
pの展開を調べ、時空認識と文明の高まりを見る。

同　上 同　上

3 世界認識と測量

p

　この地球や太陽系を知るには、まず正確な空間認識と技
pが必要になる。星図と対応して地上の航海図が大航海時
繧ﾌ展開が不可欠である。地図を得るのに、緯度と経度の
?閧站?ﾊ幾何学や投影術などの技法が追求された。

同　上 同　上

4 現象を救え！

　火星等の惑星運動の不規則性を円運動からどう説明する
ｩ、このプラトンの問いから数学的天文モデルが生まれる。
sュタゴラス的宇宙やあいつぐアド・ホック理論は人間の
∠攝ｫにもとずく神々への挑戦と回答であった。

同　上 同　上

5 二重コスモス像
ﾌ成立

　アリストテレス自然学とキリスト教神学に結びついたプ
gレマイオス宇宙モデルは、月を第一天とする天上界と地
?�ﾜむ月下界からなる。ダンテのr神曲にもある姿だ。
}クロ・ミクロ両コスモスの問題も考えていく。

同　上 同　上

6 コペルニクス革

ｽは革命か

　『天球の回転』　（1543）がもたらした意義とその受容を
匀｢に見ながら、科学革：命の意味と科学理論の優劣を考え
驕Bとりわけ目視観測の第一人者テイコが別の天文体系を
ｧてた意図を、人物比較とあわせて検討してみる。

同　上 同　上

7 ガリレオの望遠

ｾと宗教裁判

　振り子等から落下運動法則を確定したガリレオは自作の
]遠鏡を天上界に向け、木星の4衛星・金星の相変化・太
z黒点と自転等を発見する。そのr天文対話甚から生じた
Kリレオ裁判の意味と新観測手段の革新性を問う。

同上 同上

一125一



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）

楕円軌道の発見等のケプラー3法則の成立を見てからそ
の宇宙モデルにおける新プラントン主義の影響を考える。

8 ケプラーが聴い 光学理論にもとずく新型望遠鏡の考案、月世界人の想定や 金子　　務 金子　　務
た天上の音楽 ガリレオとの関係その他、各種エピソードも面白い。

反射望遠鏡で注目のニュートンは光学実験と並行して万
有引力に想到する。リンゴの落下体験の意味を考えてから、

9 ニュートンの万 運動の3法則の成立と重力をめぐるフックとの先取権問題、 同　上 同　上
有引力世界 錬金術趣向と神学への傾倒等と宇宙観を見る。

この世界以外に別世界があるか否か、古代ギリシャの原
子論はそれを肯定し、アリストテレスは否定した。18世紀

10 複数世界論の にかけ、ブルーノ、フォントネルらの支持で確立する。あ 同　上 同　上
勝利 わせてオルバースの宇宙パラドックスを考える。

19世紀半ばに登場した熱力学は宇宙の熱機関モデルと一
方向への変化を示唆した。物理学に進化論がドッキングす

11 エントロピー る始まりである。エネルギーとエントロピー概念の意義を 同　上 同　上
宇宙と時の矢 考えながら、太陽や宇宙の熱死の恐怖を考える。

世紀末の混沌の中から20世紀になって光をめぐって相対
光の物理学とア 性理論と量子力学が誕生する。非ユークリッド幾何学と結

12 インシュタイン びついたアインシュタインの重力理論がもたらす解釈が、 同　上 同　上
宇宙 宇宙は静的か動的か等の根本課題に迫っていく。

パロマー山の巨大な光学望遠鏡を駆使したハッブルはっ
いに、遠方の銀河が遠ざかることから、宇宙が膨張しつつ

13 ハッブルの後退 あることを発見する。膨張宇宙論の誕生である。それを支 同　上 同　上
する宇宙 持したかずかずの研究者と傍証データを確認する。

第2次大戦後に登場した宇宙ロケットと電波望遠鏡は宇
宙の直接探査を飛躍的に高めた。アポロ計画の有人月着陸

14 宇宙探査とET ・ボイジャーの太陽系探査等からは、ETの存在を示すも 同　上 同　上
問題 のはまだ見つかっていない。探査問題を検討する。

量子論を基礎にした量子宇宙論の登場で、宇宙の創生と
進化が論じられるようになった。ブラックホールからボー

15 ビッグバン以降 キング宇宙その他に至る現代宇宙論の科学的および思想的 同　上 同　上
の宇宙論 な諸問題を、研究者等の素顔もあわせて見ていく。
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＝科学実験法二（TV）
〔主任講師：兵藤申一（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい
　自然科学の特徴である実験や観察について、その意義や視点、基本的な手法・技術・考え方・実験にまつ
わる注意事項・約束事項などを、なるべく事例に即しながら平易に説明する。物理学的な実験が主に扱われ
るが、化学実験や生物学的観察などが対象になっている部分もある。

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）

実験の前には予測が必要。再現性の問題。単純化分析と
総合。定性と定量。 兵藤申一 兵藤申一

1 実験とはなにか （東京大学 （東京大学

名誉教授） 名誉教授）

観察の大切さ。整理・分類・体系化。生物の分類。周期 岡本 尚

律の発見。 （横浜市立大学名誉教授）
2 観察と整理 平川暁子

（放送大学教授）

天野 誠
（千葉県立中央博物館学芸研究員）

量で表されるものと表せないもの。単位の統一。国際単
位系。SI関連事項。化学てんびんの扱い方。質量標準と

3 単位と標準 精密測定。測定関連用語。 兵藤申一 兵藤申一

自然科学者とコンセプト。グラフの描き方。対数方眼紙
の使い方。有効数字。次元解析。

4 大づかみな把握 同　上 同　上

実験条件の選び方や測定環境。具体例。低温の実現。高

実験条件の 温の実現。高熱や熱絶縁。真空排気。シールディング。 酒井　　明 酒井　　明
5 整え方 （京都大学 （京都大学

一物理的条件 教授） 教授）

海水から塩化ナトリウムを採取する計画。結合質量によ

実験条件の る原子量の決定。主成分の定量。不純物の定量。水の精製。 石森達二郎 石森達二郎
6 整え方 実験の過程での汚染。不純物のタイプ。 （立教大学 （立教大学

一化学的条件 名誉教授） 名誉教授）

熱膨張計。測定計の基本要素。検出と変換。直動変換。
電位差計。変調変換。参照と刺激。信号の性質と信号の処

7 測定系の構成 理。指示と記録。 兵藤申一 兵藤申一
（1）
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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）

生物機能の電子計測。差動変圧器を利用した成長計。検
量線の作成。実験試料と計測への準備。

8 測定の構成 岡本　　尚 岡本　　尚
（2）

アナログ計測とデジタル計測の利点。デジタル信号の規
則。アナログーデジタル変遷。コンピュータと計測システ

9 エレクトロニク ムの接続。PID制御。 酒井　　明 酒井　　明
ス　の　活　用

整頓と準備の必要性。危険の大別。電気・高温・低温・
高圧。ガラスについて。危険な物質。実験室からの廃棄物。

10 危険の防止 石森達二郎 石森達二郎

適合計器の選択。データへの余分な寄与。ドリフト。分
解能。

11 静的な現象の 酒井　　明 酒井　　明
測定

繰り返しの現象の基本。繰り返しの現象の測定。交流信
号の検出。

12 動的な現象の 同　上 同　上
測定（1）

非定常的な現象。単発現象の信号。単発現象の信号の計
測。高速度写真。トリガー信号。

13 動的な現象の 同　上 同　上
測定（2）

ブラウン運動。ボアッソン分布。熱雑音とナイキストの
定理。ゆらぎの積極的意義。

14 統　計　現　象 兵藤申一 兵藤申一

実験のまとめ。序論の心得。巨視型と微視型。原理の記
述。パラグラフ。口頭発表の注意。

15 報告と発表 同　上 同　上
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＝生活と地球社会（’99）＝　（R）

雌1辮：欝雪避謙姦鋲騰渤

全体のねらい
　現代生活の構造的要因が地球規模であり、また、日常的であることを意識する人が多くなった。しかし
自己との関係において必ずしも、体系知、生活知にはなっているとはいい難く、とくに過剰消費を克服する
ライフスタイルの構築は、緊急課題といえよう。本講では生活者、生活の担い手が、次世代家族とその生活
活動の持続可能な生活環境要因を深く理解するため、国際化、高齢化、少子化、食料問題、環境と平和、
ジェンダーの視点から生活技術と文化の知見を述べる。

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
地球社会と
ｶ　活　構　造

　生活の質の向上を考えたとき、生活は学際的、総合的に
ｨえなければならない。転換期における生活の分析には、
lの生命・生存・文化の総体として多角的なアプローチが
]まれる。本章では、　“21世紀は家族と女性の時代”とい
墲黷骰¥造的背景、高度テクノロジーが深く家庭に浸透し
ﾄいる時代におけるライフスタイル、生活主体と支援、生
?ﾌ再生と課題を述べる。

清野きみ
i北海道大

w名誉教授）

清野きみ
i北海道大

w名誉教授）

2 日常生活と
o済システム

　日本の日常生活は環境への負荷が非常に高い。身近な食
ｶ活の例でその実態を検証しよう。日本は食料輸入大国で
?閨A消費スタイルは資源浪費型である。これは世界的な
糟ｹ・環境問題を加速させている。そして問題は日本の消
?ﾒにも跳ね返っている。

中嶋　　信
i徳島大学

ｳ授）

中嶋　　信
i徳島大学

ｳ授）

3 飢える世界と
坙{の課題

　食料問題は人類全体が解決を迫られている課題だ。地球
繧ﾌ人々が健やかに暮らすために、各国は自国内の食料生
Yを増大させるとともに、食料の配分や消費のあり方の改
Pを図っている。　「例外国家・日本」の食料・農業政策を
?vすることが必要だ。

同　上 同　上

4 共　生　型　の

o済システム

　経済成長を最優先する社会はさまざまな問題を激化させ
驕B公共財政の危機、環境・公害問題、家庭経済のひずみ、
総ﾛ的対立などの諸問題は従来型システムの破綻を物語っ
ﾄいる。日本および世界が調和的に発展できる経済システ
?ﾉ転換させよう。

同　上 同　上

5 国際化時代にお
ｯる生活の構築

　国際的な経済のグローバル化は、ものや人や情報の交流
ﾌ促進をもたらしている。日本でも海外生活者、海外成長
ﾒとして経験をもつ人や、多様な文化的背景をもつ人の共
Zが進行している。異質な文化的規模をもつ人々が共存に
ﾞけてどのような生活を構築するか。

原　ひろ子
iお茶の水

落q大学教
�j

原　ひろ子
iお茶の水

落q大学教
�j

6 高齢社会と
ｶ活の構築

　高齢社会では、異なる世代がどのように共存するか。そ
黷ﾍ世帯、家族、親族、友人、職場、コミュニティにとっ
ﾄの課題であると同時に、生活者が社会政策のあり方にど
､発言していくのか課題でもある。また、各自は加齢とど
､っきあうのか。比較文化的に考える。

同　上 同　上

7

地球社会の中の

qども

　武力紛争や貧困など経済的・社会的事情から子どもらし
｢暮らしが保障されず、子ども時代を奪われている子ども

ｽちがいる。一方、日本の子どもは恵まれているようにみ
ｦるが果たしてどうであろうか。地球社会に暮らす子ども
ｽちの現状をみる。

中森『二佳子

i金城学院
蜉w教授）

中森千佳子

i金城学院
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 少子化社会の
ｶ活と子育て

　少子化は高齢化とともに経済社会の発展にともなう共通
ｵた人口課題となっている。豊かさを求め、ライフスタイ
汲ﾌ多様な選択が可能になる中で、子育てに何が起きてい
驍ﾌだろうか。結婚観や子ども観の変化を軸に、少子化社
?ﾌ子育てを考える。

中森千佳子 中森千佳子

9 消費社会に
ｨける子育て

　これからの子どもたちは国際化、高度情報化が進展する
ﾁ費社会での生活が中心となろう。したがって、消費社会
ﾌ生活者として、消費者としての学習は不可欠である。子
ﾇもの消費者としての発達を一例に、消費社会における子
轤ﾄを考える。

同　上 同　上

10 環境とヒトの
注N

　ヒトは環境に影響を与えるとともに、それからさまざま
@の影響を受ける。本庁ではヒトが快適に生活するための
�盾ﾆしての環境、労働衛生的問題、環境側の要因による
ｾ病、公害、ヒト活動の究極の問題である地球レベルの環
ｫ問題について論じ、環境法制、国際協力などにも触れる。

近藤喜代太郎
@（放送大学
ｳ授）

近藤喜代太郎
@（放送大学
ｳ授）

11 身近な環境と
ｶ活

　温暖化、オゾン層破壊、海洋汚染などの地球環境問題
ﾍ、つきつめてみれば私たちの日常生活と密接に結びつい
ﾄいる。ごみ、水、エネルギーなど私たちの身近な環境問
閧�謔闖繧ｰ、エコロジー思想を踏まえながら生活環境の
Lかさとは何かについて考える。

荻原なつ子
i東横学園

Z期大学講
t）

荻原なつ子
i東横学園

Z期大学講
t）

12

環境保全型社会
ﾀ現への生活者
ﾌ取り組み

　地球環境問題を解決するには、　「地球規模で考え地域で
s動する」ことが最も重要な視点である。現在国内外で様
Xな環境問題への取り組みが行われている。市民・行政・
驪ﾆによる具体的な環境活動の事例を取り上げ、ライフス
^イルの見直しの糸口を探る。

同　上 同　上

13 地球社会と
ｶ　活　設　計

　これまでの放送を踏まえて、環境や食料、開発といった
Oローバルな視点から現代日本人の生活設計のあり方につ
｢て考える。具体的な事例としては象牙問題、環境家計
?Aグリーンコンシューマー、オルタ・トレード、グリー
桃w入ネットワークなどを取り上げる。

阿部　　治
i埼玉大学

赴ｳ授）

阿部　　治
i埼玉大学

赴ｳ授）

14 持続可能な社会

ﾆ環境教育

　これからの地球人に必要とされる視点として、世代内公
ｳ、世代間公正、種間公正があげられる。これらの課題の
B成は非常に困難ではあるが、人類の存続にとっては不可
№ﾅある。この課題の具体化が環境教育・環境学習であ
閨Aその取り組みは着実に広がっている。

同　上 同　上

15

ライフスタイル
¥築の課題一文
ｻとしての生活
ﾄ考

　地域におけるトータルな生活コミュニティの構築と再生
ﾌための諸課題を述べ、歴史と風土に根ざした生活づくり
ﾆは何かを考察する。 清野きみ 清野きみ
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＝教育の方法（’99）＝　（TV）

〔主任講師：佐藤　学（東京大学教授）〕

全体のねらい
　授業の具体的な事例を対象としながら、教育方法学の諸問題を、歴史的、心理的、社会学的に検討する。
教えるとは、どういう行為なのか、授業において子どもと教師は、どのようなコミコニケーションを成立さ
せ、何を経験しているのか。これらの検討を通して、これからの学校教育の役割と教師の使命についても講
述したい。

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）

さまざまな授業の風景を提示しながら、教育方法学が扱
う問題についてオリエンテーションを行う。 佐藤　　学 佐藤　　学

1 授業という世界 （東京大学 （東京大学

へ 教授） 教授）

＼ 古代と中世の学校と教育の様相について示し、　「教える
ということ」　「学ぶということ」について、どのような問

2 教育方法の歴史 題が提示されてきたのかをたどる。ソフィストの教育、ソ 同　上 同　上
（1） クラテスの方法、中世の修道院の教育など。

近代学校の成立と教授学、授業の定型の形成を提示し、
今日の基本となっている授業の骨格について歴史的に検討

3 教育方法の歴史 する。モントリアル・システム、一斉授業の様式、日本に 同　上 同　上
（2） おける授業の成立。

学校の革新の中で追求されてきた教育方法の変化を、
1910年代以降、今日までの改革の歩みの中で探る。

4 教育方法の歴史 新教育の方法、個性化教育、単元学習、オープン・スク 同　上 同　上
（3） 一ルなど。

教室という場所が、教師にとっても子どもにとっても、
さまざまなディレンマに直面する場所であることを示す。

5 教室という場所 あわせて、日米の教室の風景を比較し、教室における人間 同　上 同　上
関係の組織、学習環境の：違いについて考察する。

小学校の実際の授業の様子を紹介し、授業における様式
の特徴として、（1）「変容的様式」と（2）「模倣的様式」があ

6 授業を創る ることを示す。 同　上 同　上
（1）

中学校、高校における授業の改革の実例を紹介し、教科
学習において「わかる」ことの意味と、コミュニケーショ

7 授業を創る ンを通じた学びのあり方について考察する。 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）

今、試みられている授業改革の努力を紹介し、教師が授
業を創造するにあたって、どのような問題ととりくんでい

8 授業を創る るのかを示す。総合学習、共同学習など。 佐藤　　学 佐藤　　学
（3）

カリキュラムの意味、カリキュラム研究の状況について
カリキュラムの 説明し、カリキュラムの改革についての研究が、どのよう

9 原理と実践 に進展しているのかについて示す。 同　上 同　上
（1）

教科の意味、総合学習の意義について紹介し、カリキュ
カリキュラムの ラム開発を学校と教室を基礎にして推進する方法について

10 原理と実践 講述する。 同　上 同　上
（2）

授業を改善するための研究方法が、どのように開発され
てきたのかを概観し、行動科学の方法によるカテゴリー分

11 授業研究の方法 析の実例を通して、授業の道程を科学的、分析的に見るこ 同　上 同　上
（1） との可能性と限界について考える。

行動科学の批判以降の新しい授業研究の流れを紹介する。
参加観察法による研究、ビデオ記録や物語の記録による

12 授業研究の方法 質的研究の可能性を探る。 同　上 同　上
（2）

教職の専門性についての理論を講述し、今日の教師の専
門性が、どのような現実にあり、どのような改善が求めら

13 教職の専門性 れているのかについて示す。 同　上 同　上

教師の仕事を職業的アイデンティティの追求と専門家共
同体の形成という視点で分析し、教師が生涯をとおして学

14 教師として育つ び成長する姿を紹介する。 同　上 同　上

授業とカリキュラムを中心とする学校改革の現状を紹介
し、今後の教育方法学の課題について検討する。

15 学校改革の課題 同　上 同　上
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＝宗教への招待（’99）＝　（TV）

〔主任講師：大回　顯（龍谷大学教授：）〕

全体のねらい
　死すべき命を生きる人類の生活と文化は、昔から人間と人間以上の実在との関係としての宗教を根本にし
て成り立って来たが、科学が発生してからは、この重要な基盤が動揺しはじめた。これは現代文明における
深刻な根本の問題である。人間存在にとって宗教がなぜ必要かを明らかにして、宗教の再生の途を探りたい。

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）

仏教の伝統が崩れてきた明治以後の日本社会は、真の宗
教を失って世俗化し、いろいろな擬似宗教を経験してきた 高峯　　顯 高峯　　顯

1 現代日本と宗教 と言える。日本はおそらく世界中のどの国家よりも世俗化 （龍谷大学 （龍谷大学

が進んだ非宗教的な社会だと外国人の目に映るようである。 教授） 教授）

その実態を明らかにする。

宗教は民族宗教（原始宗教）と世界宗教（歴史宗教）の
二つの類型に分けられる。両宗教のちがいを明らかにする

2 民族宗教と世界 ことによって世界宗教の本質的な特質である現世否定と現 同　上 同　上
宗教 世超越性を明らかにする一方、宗教研究の二つの立場であ

る「宗教学」と「宗教哲学」について述べる。

現代文明社会に生きる人間の特徴は、死というものに対
する異常なまでの拒否であると思われる。しかし、人間が

3 現代人と死 死すべき存在である以上、死の問題を拒否することは、と 同　上 同　上
（その1） りもなおさず人間を見失うことである。古代と中世までの

死生観の紹介。

近代から現代までの哲学にあらわれた死生観の紹介。

4 現代人と死 同　上 同　上
（その2）

大乗仏刹の死生観の紹介。

5 現代人と死 同　上 同　上
（その3）

宗教といういとなみをそれ以外の人類のいとなみとを区
別する特質、宗教をして宗教たらしめるところのものが宗

6 宗教の本質を問 教の本質である。これを最初に問題にしたのが近代ヨ一意 同　上 同　上

う（その1） ッパに成立した宗教哲学であるが、現代の非宗教的な状況
の中でもう一度この問題をあつかう。

7 宗教の本質を問 同上 同上
う（その2）
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回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　　　容
　執筆担当
@講　師　名・（所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

8 宗教と言葉

　言葉が最も根源的な姿をあらわしてくるのは宗教におい
ﾄである。キリスト教の聖書や禅仏教、浄土教の「名号」
ﾈどにあらわれている言葉の諸相を明らかにして、人間に
ﾆって言葉とは何かという問題を考える。

大峯　　顯 大回　　顯

9 日本人の自然観
@（その1）

　日本の仏教や文芸の著しい特色は自然というものを親し
｢友として見ると同時に人間以上の聖なるものと見ている
_にある。仏教の言葉で言えば、自然は仏であったり衆生
i同朋）であったりする。日本人の自然体験の流れを具体

Iなテキストに即してたどる。

同　上 同　上

10 日本人の自然観

@（その2）
同　上 同　上

11 聖　　と　　俗

　宗教とは人間と聖なるものとの関係だと言ってよい。し
ｩし、人類の歴史の中で聖なるものの観念はいつも同じで
ﾍなく、さまざま変貌を見せている。東西の宗教思想にお
ｯる聖のいろいろな姿をたどりながら、聖と俗との交渉を
ｾらかにする。

同　上 同　上

12 宗教と科学

　今日すべての宗教が直面している最も深刻な問題は科学
竕ﾈ学技術との関係である。科学的な世界観は宗教的世界
ﾏと正反対のところがあるが、それにもかかわらず、人間
ｸ神の中で、この二つは何らかの仕方で統一されなければ
ﾈらない。その統一の途を探る。

同　上 同　上

13 宗教と哲学

　宗教と哲学とは共に絶対的なものにかかわる人間のいと
ﾈみでありながら、同時にまた信仰と知性という正反対の
ﾊをもっている。この両方がどのように関係するかという
竭閧�ﾆりあつかう。

同　上 同　上

14 無神論とニヒリ

Yム

　19世紀末のヨーロッパに出現した宗教批判の思想は、
u神は死んだ」というニィチェの言葉に象徴されるニヒリ
Yムにいたって宗教そのものの基盤への挑戦となった。今
冾ﾌ宗教の可能性を探るには、このニヒリズムとの対決が
s可避的である。

同　上 同　上

15 生命とは何か

　宗教は個人の願望とかイデオロギーではなく、各人の内
ﾉある生命それ自身の要求、生命が生命自身を自覚しよう
ﾆするいとなみである6ライフ・サイエンスは生命を外か
迪､究するのに対して、生命と生命自身の内から明らかに
?驕B

同　上 同　上
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＝近代詩歌の歴史（’99）＝＝　（R）

〔主任講師：野山嘉正（放送大学教授）〕

全体のねらい
　明治以後において詩歌の変革が避けられない大きな問題であったことを明らかにするのが目標。前代から
の連続と断絶、変革の実際などを述べて、内部から近代詩歌の本質を解明する。さらに、散文・小説との関
連に照明を当てて外側から近代詩歌のありかたを分析する。

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）

ことばの定義と全体の構成、詩歌の内外を総体として考
える。明治期に全領域の基本＝構造を見定め、さらに散文・ 野山嘉正 野山嘉正

1 詩歌の歴史の構 小説まで視野に組み込んで考察する。 （放送大学 （放送大学

想 教授） 教授）

正岡子規1　第2回忌ら6回まで子規を視点に据えて考
える。前代の韻文・詩歌の状況と、そこから出発した子規

2 詩歌の変革 のありかた、及び変革の不可避であったことを述べる。 同　上 同　上

正岡子規2　明治二十年代文学を概観し、そのなかで詩
歌が占めていた位置を考えながら子規の存在意義を見定め

3 文学としての詩 る。 同　上 同　上
歌

正岡子規3　子規の最も重要な成果である俳句革新の具
体的な様相を追跡する。

4 短歌形1一俳句 同　上 同　上

正岡子規4　子規のもう一つの大切な仕事であった短歌
革新について概説する。

5 短歌形2一短歌 同　上 同　上

正岡子規5　子規の理想がどの程度実現したか、または
挫折したか、をできるだけ細かく観察し、併せて結社の展

6 歌俳の系譜1 開の姿を略述する。 同　上 同　上

明星派1　初期明星派が結成される過程と結社に対する
考えかたを略述する。主な対象は与謝野鉄幹・晶子。

7 新体詩と短歌 同　上 同上
明星派1
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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）

明星派2　詩歌の全域を自分の個性として構想した北原
新体詩と短歌 白秋と石川啄木について考える。

8 明星派2一 野山嘉正 野山嘉正
白秋と啄木

明星派3　第8回に引き続き白秋の後半生に集中して詩
新体詩と短歌 歌の全領域への展開の具体的な事実を追跡する。

9 明星派3一 同　上 同　上
白秋の全領域

近世から近代へ　詩歌と小説の歴史的な位置関係の変化
詩歌と小説1 を観察する。併せて小説偏重の文学史を見直す。取り上げ

10 一近世から近代 る主たる対象は坪内憎憎と北村透谷。 同　上 同　上

ヘー

島崎藤村と田山花袋　いわゆる〈詩歌から散文へ〉とい
う図式を再検討する。二人それぞれの詩歌と小説に対する

11 詩歌と小説2 考えかたを考察する。 同　上 同　上
島崎藤村

柳田国男と国木田独歩　柳田の散文の背景、独歩の内部

詩歌と小説3 の詩歌などを考え、詩歌と韻文の関連を論ずる。
12 一門予情詩避の 同　上 同　上

詩人たち一

森室外について一　「啓蒙家」の姿を見せながら、他の
追随を許さぬバランス感覚を持っている鵬外が、文学史で

13 詩歌と小説4 果した役割を詩歌を通じて考える。 同　上 同　上
森鵬外

夏目漱石について一曹一級の俳人、漢詩人であった面
を強調することで漱石の本質を再検討する。

14 詩歌と小説5 同　上 同　上
夏目漱石

芥川龍之介を転回点に、明治大正期以後の詩歌について、
結び一芥川龍之 本書の立場から展望する。

15 介からの一つの 同　上 同　上
見通し
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＝科学と技術の歴史（’99）＝　（TV）

〔主任講師：道家達将（放送大学教授）主任講師：赤木昭夫（淑徳大学教授）〕

全体のねらい
　古典ギリシアから現代までの科学と技術の歴史に沿って、古代・中世・近代・現代の各時代における特徴
的な歴史事例を選んで考察し、科学・技術の歴史の流れがどのようなもので、今後どのように展開されてゆ
くかを考える。科学の出発点は何故と問う問題を見つけること、技術の出発点は解決すべき問題を見つける
ことである。

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）

古典ギリシアでは不思議な陶器が作られた。初期は赤い
地肌に黒い絵だったが、のちに反転され黒地に赤い絵を焼 道家達将 道家達将

1 古代ギリシアの きつけたものが作られた。この陶器の作り方を調べること （放送大学 （放送大学

壷 で、古典ギリシア人の柔軟な思考力、彼らの高い技術（技 教授） 教授）

能）と科学の成り立ちを考察する。

現代科学の源流は、体系的なものとしては、ギリシアに
発する。なかでもアリストテレスは万学の父といわれ、と 赤木昭夫 赤木昭夫

2 アリストテレス くに彼の動物学は際立っていた。生命はもとより自然を生 （淑徳大学 （淑徳大学

の生命論 成として捉え、生成を形相と質料の概念で説明した。彼の 教授） 教授）

学の継承克服がその後の科学を形成した。

古典ギリシアの科学の成果は、西欧だはなく主にアラビ
アに継承された。アレキサンドリアでAD1～3世紀頃に

3 アラビアの錬金 生まれた錬金術は中世のアラビアで大いに発展した。その 道家達将 道家達将
術 実状を考察する。

12世紀頃、アラビアの科学・技術が西欧に伝わった。そ
れをもとに16～17世紀にかけて、実験によって事実を探究

4 実験科学の誕生 する実験科学がガリレオやハーヴェーらによって盛んにな 同　上 同　上
る。ハーヴェーは血液が循環し、心臓がポンプであること
を実験で示した。

17世紀のフランスの哲学者・数学者デカルトは、中世ス
コラ哲学から脱するため、自明なことのみから探究を展開

5 デカルトの身心 する「方法」を唱えた。人間を身と心の二つに分け、心が 赤木昭夫 赤木昭夫
論 身を統御すると説明した。彼の身心二元論は後代に大きな

影響を与えた。

18世紀半ばのイギリスで始まった産業革命は、輸入綿花
から綿糸を作る紡績機と、綿糸から綿布を作る織機に代表

6 紡績工場にみる される作業機械の自動化、動力化による大量生産を起点と 同　上 同　上
産業革命 する。これを契機に、機械は人間、経済、社会に大きな力

を及ぼすようになる。

産業革命の進展によって、化学工業も盛んになった。そ
の内容は何であったか。その発展によって早くも公害が発

7 化学工場にみる 生した。それはどのようにして解決されたか。今日につな 道家達将 道家達将
産業革命 がる化学工業と、その要請で生まれた理論化学の発展につ

いて見てゆく。

一137一



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）

顕微鏡で細胞が見られるようになった17世紀から、生命
単位として細胞を位置づけるようになる19世紀半ばまでの

8 細胞：観察と 観察と理論をたどる。それを通じて、技術と哲学と科学の 赤木昭夫 赤木昭夫
理論 関係（観察と技術的制約、観察にたいする理論的負荷）に

ついてふりかえる。

人間をふくめ、生きているということは、どういうこと
か、その仕組みをめぐって、19世紀半ばに論争が起こった。

9 生命化学への道 生命現象は生命力があるからだとする説と、分子・原子レ 道家達将 道家達将
ベルの問題だとする説が対立し、実験を使って論争が繰り
広げられた。

産業革命の進展のなかで、動植物の育種も盛んになった。
なぜかくも多くの動植物がいるのか、またなぜ子は親に似

10 育種・進化・ るのかなどの問いにたいし、育種・進化・遺伝の仕組みを 同　上 同　上
遺伝 ダーウィンたちが考えた。彼らの思索・行動・社会背景を

考察する。

ファラデーは、推理と実験の積み重ねで電流と磁気の働
きを解明し、それをもとに発電機やモーターを発明した。

11 電気の科学と 彼の成果をマクスウェルが方程式にまとめた。またファラ 赤木昭夫 赤木昭夫
技術 デーは科学の啓蒙でも大きな足跡を残した。彼らの思考の

プロセスを追跡する。

19世紀に熱機関の仕事と効率からエネルギーとエントロ
ピーの概念が生まれた。20世紀に入って、エネルギーの存

12 エネルギーと 在形態としての量子、エネルギーと質量の統一を経て、自 同　上 同　上

エントロピー 然の層的理解が深まった。それにはボルツマン、プランク、
アインシュタインが貢献した。

状態をつくり、状態を変える、それをコントロールする
ことで、歯車式、ついで電子式の計算機が作られた。その

13 コントロールと 母体は、カードにしたがって模様を織り出すジャガード織 同　上 同　上
コンピュテーシ 機だった。計算機の可能性を追求したラブレス夫人とチュ
ヨン 一リングの役割を紹介し評価する。

20世紀後半になって、システム、サイバネティックスと
いった捉え方に始まり、気象のコンピュータ・シミュレー

14 複雑性への挑戦 ションによるカオス現象の解明などを経て、生命や経済な 同　上 同　上

どの複雑な現象を捉える試みが展開された。その経過と今
後の方向を展望する。

日本で、科学とりわけ近代科学がどのように育ってきた
のか。それし、生産活動の中で求められてゆっくり育ち、

15 日本の科学と 1774年の「解体新書」の出版を原点として急速に連鎖的に 道家達将 道家達将
技術の歴史 発展した。そうなった理由と、今日までの展開過程を検討

する。
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二微積分入門H（’99）　＝　（TV）

〔主任講師　斎藤正彦（湘南国際女子短期大学長）〕

全体のねらい
　r微積分入門1（’98）』の続きとして、級数（1～4）、偏微分法（5～8）、重積分（9～ll）およびベ
クトル解析（12～14）を扱う。

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）

数列の定めかた　　　数列の極限一極限の定義の反
省一極限に関する諸定理一一一定数の完備性（または 斎藤正彦 斎藤正彦

1 数　　　　　列 連続性） （湘南国際 （湘南国際

女子短期大 女子短期大
学長） 学長）

級数の収束性と和　　　正項級数　　　交項級数

2 級　　　　　数 同　上 同　上

コーンー列　　　絶対値収束　　　整級数　　　収束半
径

3 整　　級　　数 同　上 同　上

品別微積分一一収束域の端点での様子

4 丁丁微積分 同　上 同　上

偏導関数一価微分　　　接平面　　　合成関数一
一平均値の定理

5 偏　導　関　数 同　上 同　上

高階偏導関数　　　極大極小

6 高階偏導関数・ 同　上 同　上

極　大　極　小

陰関数定理　　　平面曲線

7 陰関数定理・ 同上 同上
平　面　曲　線
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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）

条件つき極値　　　開集合と閉集合　　　最大最小

8 条件つき極値・ 斎藤正彦 斎藤正彦
最　大　最　小

一

積分の定義一累次積分　　　積分範囲が有界でない
場合一開方形の場合一微分と積分の順序憎憎

9 方形上の積分 同　上 同再上

面積一一一般領域での積分一体三一広義積分
α）　　広義積分（2）

10 一般領域での積 同　上 同　上
分

変数変損公式一曲面積

11 変数変損・曲面 同　上 同　上
積

憎憎分一単純閉曲線・領域の境界一グリーンの
定理

12 線積分・グリー 同　上 同　上
ンの定理

座標系の向き一曲面の向き一面積分一ガウ
スの定理　　　ベクトル解析の記号について

13 面積分・ガウス 同　上 同　上
の定理

法線方向の微分一ガウスの定理（再）一パラメ
一ター曲面一向きつきの変数申子公式　　　空間曲線

14 ストークスの定 に沿う線 同　上 同　上
理

微積分の基本定理一一一定積分の近似計算一無限小
解析の基礎づけ一無限小量の使用について　　　微分

15 反省と補足 方程式について　　　放射性物質の崩壊 同　上 同　上
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＝＝ ?^代数IC　99）＝（TV）

〔主任講師：長岡亮介（放送大学教授）〕

全体のねらい
　数理科学諸分野の勉強を志す人に必要な線型代数の基本部分の確実な理解を主目標におきつつ、必ずしも
技術的な知識だけにこだわらず、現代数学の方法論的特徴が実感できるような講義を目指す。

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 講義の目標と
ｬれ

　線型代数という手法の数学的な意義について、概括的な
�烽�?ｽえる。講義全体に対する鳥畷図的な把握を目標
ﾆする。

長岡亮介
i放送大学

ｳ授）

長岡亮介
i放送大学

ｳ授）

2 現代数学の方法
@　（1）

　現代数学は、高等学校以下の数学とは、かなり異なった
柾q方法を採用する。ここで学生諸君の感ずる違和感を少
ｵでも減らすために、現代数学の方法論的な特徴を概説す
驕B

同　上 同　上

3 現代数学の方法
@　（2）

　現代数学で良く使う（とりわけ線型代数ではすぐに必要
ﾆする）基本概念を集合、写像を中心に解説する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

同　上 同　上

4 線型空間（数ベ
Nトルの世界）

　最も身近な2次元、3次元の数ベクトルの話題から、や
竏齡ﾊ的なn次元数ベクトル空間の具体的な話題を紹介す
驕Bn次元の数ベクトル空間を考える上で、連立一次方程
ｮの知識が不可欠であることを理解する。

同　上 同　上

5 連立一次方程式
ｩら行列へ

　初等的な解法の水準を超えて連立一次方程式の解法を理
_的に見つめ直し、その解法の中に、行列とその演算が隠
ｳれていることを理解する。この立場から、連立方程式の
烽ﾁとも基本的な解法を論ずる。

同　上 同　上

6 行列の代数学
i行列の演算）

　連立方程式を理論的に論ずるために必要となった行列に
ﾂいての基礎的な方法を体系的に論ずる。特に、行列につ
｢ての和、積が、恣意的な規約としてではなく、理論的に
ｩ然な合理性をもって定義されていることを実感してもら
｢たい。

同　上 同　上

7 行列の基本変形
i逆行列の計算）

　行列に対して、　“可逆な変形”とは何かを学ぶ。逆行列
�≠ﾟる実用的なalgorithmの一つを扱う。

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）

基本変形を通じて行列の階数を定義し、これが、連立一
次方程式の方程式における解の自由度などに深く関係して

8 階級（rank）の いることを明らかにする。 長岡亮介 長岡亮介
概念

行列の集合が持つ代数的な構造を具体例として、群論の
入門的な議論を紹介する。それを受けて、置換と置換群、

9 行列式の定義に 対称群、交代群の概念を講ずる。 同　上 同　上
向けて

置換に基づく行列式のもっとも基本的な定義から始め、
これに基づいて行列式の基本的な性質（多重線型性）を導

10 行列式の概念 く。 同　上 同　上

実用的な行列式の計算法について具体的な列を通じてい
くっか実践的に学ぶ。

11 行列式の計算 同　上 同　上

逆行列に対する行列式の立場からのアプローチを紹介す
る。その副産物として、有名な連立一次方程式の解の公式

12 余因子行列の概 を導出する。 同　上 同　上
念、Cramerの公
式

行列に関するこれまでの議論を演習を交えて振り返り、
何がこれまでにできたか、この上に何がすぐにできるか、

13 行列と行列式論 を考える。たとえば、行列の表す一次変換（線型変換）に 同　上 同　上
のまとめ ついて考える。

公理的なベクトルと線型空間の入門的な解説を行う。具
体的なベクトルはまさにその具体的出現にすぎないこと、

14 抽象的なベクト 素朴には「方向」も「大きさ」もなさそうな数学的概念が 同　上 同　上
ルの理論 ベクトルの一種であることを理解する。

線型代数豆で学ぶ、固有ベクトル、固有空間、行列の対
角化、三角化と呼ばれる線型代数のもっとも重要な概念と

15 今後の課題と 手法についての概括的な展望を講義する。 同　上 同　上

展望固有値
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＝物理の世界（’99）＝　（TV）

〔暴騰臨瓢轄1整轟壼薪酒蓄査割

全体のねらい
　日常生活と密接に関連した現象を通じて、その背後に潜む物理の原理や法則をできるだけやさしく、わか
りやすく説明するのが本講議の目的である。数式が少々現れるが、それがわからなくても全体の理解には差
し支えがない。理系の人はもちろんのこと文系の人にも物理の面白さ、重要性が理解していただければ幸い
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 乗り物の物理

　自動車、新幹線、飛行機などの乗り物を題材として、力
wの基礎的事項である速度、加速度について学ぶ。また、
Gアートラックの二二実験、コンピュータグラフィックな
ﾇを利用し、運動の法則、微分、ベクトルなどを説明する。

阿部龍蔵
i放送大学

寢w長）

阿部龍蔵
i放送大学

寢w長）

2 スポーツの物理

　運動の法則の理解を深めるため各種のスポーツを考察す
驕Bゴルフや砲丸投に現れる放物運動を説明し、またハイ
Wャンプに対するモデル実験を紹介する。さらに、ハンマ
[投と関連し等速円運動を、力学的エネルギー保存則と関
Aしスキーのジャンプを考える。

同　上 同　上

3 圧力の物理

　地球表面では大気の重さのために、人間を含めすべての
ｨに約1気圧の圧力が加わっている。ここでは人の血圧に
ﾂいて考えた後、1気圧よりさらに圧力を加えた場合と、
tに1気圧より減圧し、真空にした場合の日常生活との関
Aについて学ぶ。

遠山紘司
i文部省主

C教科書調
ｸ官）

遠山紘司
i文部省主

C教科書調
ｸ官）

4 摩擦の物理

　物体と物体との間には互いに運動をさまたげるような摩
Cが働く。ここでは摩擦の種類とメカニズムについて述べ
ｽ後、摩擦を積極的に利用する例として車のタイヤと路面
ﾌ関係を、逆に摩擦を減らす例として潤滑やベアリングを
?C係数の面から論じる。

同　上 同　上

5 温度と熱の物理

　各種温度計の原理、温度の範囲（温度の下限）、極低
ｷ（超流動、超伝導）、物質の三態、臨界点などを中心
ﾆして温度と熱について学ぶ。また、臨界点近傍の水（臨
E水）の思わぬ応用例について述べる。

阿部龍蔵 阿部龍蔵

6 水と空気の物理

　パスカルの原理、ボイル・シャルルの法則を紹介した後、
ﾔのエンジン（熱機関）を例として熱力学の初等的な事項
�wぶ。また、少々難しいかもしれないが、エントロピー
ﾌ説明を行なう。

同　上 同　上

7 カメラの物理

　光の性質のうち、幾何光学に関する部分を学ぶ。直進、
ｽ射、屈折について述べた後、それを応用したカメラ、顕
�ｾ、虫めがね、望遠鏡の原理、さらに近年、通信分野や
纓ﾃ分野で急速に利用が増している光ファイバーについて
qべる。

遠山紘司 遠山紘司
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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）

光の波動性（偏光、回折）、屈折率、光の速さ、紫外
線、赤外線、赤外線リモコン、コタツ、UVカット、可視

8 太陽光の物理 光線、横波、スペクトル（太陽、星）などを題材に電磁波 遠山紘司 遠山紘司
として光について学ぶ。また、虹、色の三原色など色に関
する事項を論じる。

携帯電話、PHS、ラジオ（AM、　FM）、テレビ、
CS放送などを題材として電磁波の性質のうち、光より波

9 電話の物理 長の長い領域である電波を中心に学ぶ。また、電波を発生 同　上 同　上
させる方法、空中の伝わり方も論ずる。

起きている時も、寝ている時も音は私たちの耳に届く。
気持ちの良い音、いやな音もある。音には何か規則性があ

10 楽器の物理 るのだろうか。 同　上 同　上
ここでは楽器の音を中心に音の性質、音のでる仕組み、

聞こえ方、さらに人間の耳に聞こえない音などについて学
ぶ。

物理量を扱うさい、単位の決め方は重要な意味をもつ。
ここでは、長さ、重さ、体積、時間の単位の決め方を学び、

11 単位の物理 また加速度、密度などの組立て単位についても考察する。 同　上 同　上
国際単位系（SI）を中心に日常生活、社会習慣と単位

の関係についても考える。

宝石のもつ硬さや美しい色は何に起因するのであろうか。
宝石を形作っている原子の並び方である結晶構造を中心に、

12 宝石の物理 宝石特有の性質を学ぶ。 同　上 同　上
さらに、原子の並び方に規則性がない場合についても考

える。

発電のためのエネルギーとして位置エネルギー（水力、
揚水）、運動エネルギー（風力、潮力）、熱エネルギー（地

13 発電の物理 熱、石油、LNG、ゴミ）原子力エネルギー、太陽エネル 同　上 同　上
ギーがある。これらを通してエネルギーの変換を学ぶと同
時に送電について考える。

家電製品、電子レンジ、モーター、電熱器、FAXなど
の電気器具を題材として、電気の基本的概念である電圧、

14 家庭の電気 電流、抵抗、オームの法則、直流、交流、電力、実効値な 阿部龍蔵 阿部龍蔵
どについて学び、電気的な現象を支配する物理法則を論じ
る。

磁気記録（テープレコーダー、VTR、フロッピーディ
スク、磁気カード）、光記録（光ディスク、CD）、光磁気

15 記録の物理 記録（MD）など、それぞれの記録のメカニズムを通し 同　上 同　上
て、日常生活とのかかわりあいについて学ぶ。
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＝二 ｨ理・化学通史（’99）＝　（R）

〔主任講師：橋本毅彦（東京大学助教授）〕

全体のねらい
　明治以来日本が導入した西洋近代科学とは何であるのかという問題設定の下、①古代中世の科学や中国科
学との比較対照、②近代科学改革で起こったこと、③その後の科学研究の理論的発展と研究制度の整備、技
術的応用、という3つの基本的テーマを歴史的に順次追いながら、その特徴・あり方を論説する。

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 序　　　　　論

　科学とは、どこでも動く機械ではなく、育つべき土壌を
K要とする生命体のようなものであるという、お雇い外国
l教師ベルツの言葉を手がかりに、日本が移入した西洋近
繪ﾈ学とはいかなるものか論説しつつ、講義の概要を説明
ｷる。

橋本毅彦
i東京大学

赴ｳ授）

橋本毅彦
i東京大学

赴ｳ授）

2 ギリシャ科学

　近代科学の最も重要な源泉はギリシャ科学である。神話
Iな説明様式にとって代わって、論理的・整合的な説明が
nまる。タレスの自然哲学に始まり、無理数の発見、パル
＜jデスのパラドックス、そしてアリストテレスの総合化
ﾉよるギリシャ科学の完成を解説する。

同　上 同　上

3 中世の科学

　ギリシャ科学は、アラビアを経由して、　「12世紀ルネサ
塔X」の時代に西欧ラテン世界に導入され、新しく登場し
ｽ大学で講じられるようになる。ギリシャ科学は、キリス
g教の枠組みの中でいかに変容され、独自の学問体系に組
ﾝ込まれていったのか論じる。

同　上 同　上

4 中国の科学

　ギリシャ以降の西洋の科学の発展と好対照をなすのが中
曹ﾉおける科学の発展である。特に歴の作製と結びついた
V文学のあり方に注目して、官僚的な中国科学の姿を紹介
ｷる。また中国で近代科学が生まれなかった理由に関して、
竄｢かける。

同　上 同　上

5 コペルニクス
v命

　近代科学革命のハイライトは、コペルニクスによる地動
烽ﾌ提唱である。プトレマイオスの天動説とコペルニクス
ﾌ地動説とを概略を説明し、その後の地動説への反応、ま
ｽその継承発展をテイコ・ブラーエ、ケプラーなどを取り
繧ｰて説明する。

同　上 同　上

6 魔術的自然観

　中世キリスト教世界において抑圧されていた各種の魔術・占星術は、ルネサンスの人間主義の登場とともに大いに

ｬ行する。小宇宙・大宇宙のアナロジーに代表される魔術
I自然観を紹介するとともに、実験哲学を準備した「自然
op」の歴史的意義を論説する。

同　上 同　上

7 機械論的自然観

　アリストテレス的自然観、魔術的自然観にとって代わっ
ﾄ近代科学の基礎概念として登場したのが、デカルトらに
謔ﾁて提唱された機械論的自然観である。デカルトの著作
�ﾊじて、機械論のあらましを紹介し、その背景として、
^空実験や精巧な機械の普及を解説する。

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 ニュートンの
F宙論

　ニュートンは、地動説に基づくケプラーの天文法則と、
Kリレオの落下の法則に代表される地上の運動論とを、見
魔ﾉ総合し近代力学を作り上げ、科学革：命を完成させた。
B金術や神学の研究にも専念したニュートンの科学思想の
S体像を説明する。

橋本毅彦 橋本毅彦

9 ラヴォワジェの

ｻ学革命

　フランス革命前夜にラヴォワジェは、新しい燃焼理論を
ﾅち出すとともに、体系的な元素表を提案し、今日の化学
ﾌ基礎を築いた。ラヴォワジェによるこの化学革命を、18
｢紀における化学技術の発展という背景を見ながら分析す
驕B

同　上 同　上

10 ラプラス物理学

　ナポレオン体制下のフランスにおいて、光・熱・電気・
･気などの物理現象に関して、古い光粒子説などに代わっ
ﾄ新しい光波三論が提唱されるとともに、精緻な数学的物
摎攪_が登場する。　「第2の科学革命」とも呼ばれるこの
條冾ﾌ物理学の躍進を解説する。

同　上 同　上

11 電磁気学・古典

ｨ理学の完成

　19世紀の英国では、ファラデー、ケルビン、マックスウ
Fルらの物理学者によって、古典物理学の中核をなすこと
ﾉなる電磁気学が完成される。この事情を、これら英国物
搖w者が共有する独特の自然像や、大英帝国の電信網の発
Wに関連させっつ説明する。

同　上 同　上

12

有機化学の発達
ﾆ企業研究所の
o現

　合成染料の開発を契機に、飛躍的発展を遂げた、19世紀
續ｼの有機化学の発達を概観する。その基礎を築いたりー
rッヒの化学実験教育、パーキンの最初の合成染料の発明、
ｻしてその後の科学研究のあり方のモデルともなる企業研
?鰍ﾉ関して論じる。

同　上 同　上

13 量子力学の誕生

　プランクによって提唱された量子仮説は、古典物理学の
ｪ底を覆し、ミクロの世界に関して全く新たな認識をもた
轤ｵた。ボーアの原子構造論、シュレディンガーの波動力
w、そしてハイゼンベルグの不確定性原理などを解説する。

同　上 同　上

14 原子物理学の
ｭ展と原爆開発

　ミクロの世界の探究は、新しい素粒子の発見などを経て、
j分裂の発見へと導かれる。この発見が、第二次大戦下に
?ﾁて、いかに原爆開発へとつながっていったか説明する。
ﾜた大戦中の米国で、科学者・技術者による兵器開発の研
?ｪいかに組織されたかも見る。

同　上 同　上

15 巨大加速器と
f粒子論研究

　SSCといった巨大加速器に象徴される現代の巨大科学。
ﾁ速器と検知器の発展の歴史を追うことにより、いかに素
ｱ子研究が、巨大組織化されていったかを見る。サイクロ
gロンの発明、泡箱の発明、そしてSSCの計画などにつ
｢て論じる予定。

同　上 同　上
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＝物質の科学と技術開発（’99）＝＝　（R）

佳勝賠：選戯事綴突壁塗

全体のねらい
　今日そして今後の生活を支える素材には、これまでにない高度な機能を備えた新物質が利用される。その開
発には、物質や方法についての基礎的・理論的研究、そして開発に固有の研究が必要である。資源・環境問
題への配慮も要る。本講義では、これら最先端の開発研究に当ってこられた方々の苦心談を聞いて共に考え
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）

製造業における「労働生産性」、　「資本生産性」の追求 村田朋美
これからの工業 が大量生産・大量消費を生み、その結果として大量廃棄・ （新日本製鉄㈱顧問、先

材料（持続可能 地球環境負荷増大をもたらした。これからは持続可能な発 端技術研究所元所長）
1 な発展に向け、 展に向けて「資源生産性」重視へ考え方を変換しなければ 平川暁子

工業材料はどう ならない。 （放送大学教授）

あるべきか） 道家達將
（放送大学教授）

鉄は古くて新しい。産業の基礎素材として日本の鉄鋼材 阿部光延 阿部光延
無機物① 料が世界を凌駕してきた理由を3視点から述べ21世紀への （新日本製 （新日本製

2 鉄鋼材料（日本 課題と展望に繋げる。放送教材では、主に自動車用鋼板に 鉄㈱顧問） 鉄㈱顧：問）

の鉄はなぜ優れ ついて述べる。
ているか） 道家達將 道家油漉

無機物② 高温超電導材料は、電力貯蔵、輸送、エネルギー変換な 橋本 操

高温超電導＊材 どの領域で最も期待されている材料技術である。①高温超 （新日本製鉄㈱先端技術
3 料（開発はどこ 電導特性発現の理論と材料技術の現状、②利用技術、利用 研究所企画グループリー

まで進んでいる システム開発の壁と対応策、③この材料を生かした未来技 ダー）

か） 術と私達の夢。 道家達將

①不定比化合物とは何か、その歴史的経緯、②鉄やウラ 舘野　　淳 舘野　　淳
無機物③ ンなどの酸化物を例に遷移元素、欠陥構造、相図など話す、 （中央大学 （中央大学

4 不定比化合物 ③固容体の熱力学、④不定比化合物の物理的性質（ホッピ 教授） 教授）

（不定比化合物 ング型半導体、イオン伝導、原子価と色など）、⑤機能
の理論と応用） 性材料など役立つ不定比化合物、⑥高温超伝導＊物質と不 道家達將 道家達將

定比性等について述べる。

通信・情報処理・加工などの先端技術を支える光の基礎 大津元一 大津元一
的特性について解説。すなわち波としての性質により引き （東京工大 （東京工大

5 光① 起こされる反射・屈折・干渉・回折などの現象を説明する。 教授） 教授）

光の基礎的特性 自然界でのこれらの例についてもふれる。

道家二三 道家二三

波として光を考えると説明できない現象がいくつかある。
光② これを説明するために、光をエネルギーの粒として扱う量

6 光の限界とその 子力学の必要性、その産物の一つであるレーザーの原理に 同　上 同　上
打破 ついてふれる。一方、波長よりも小さな光の粒を発生させ

るための近接場光学の原理とそれによる顕微鏡・光メモリ
・原子の操作などの話題にもふれる。

光ファイバ通信の原動力となった低損矢光ファイバの開 須藤昭一
光③ 発の経緯を紹介し、合せて、技術開発のポイントや情報通 （NTT光エレクトロニ

7 光ファイバ技術 信へのインパクトを明らかにする。 クス研究所研究企画部長）
の勝利

道家達將
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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）

炭素は人類が最も古くから利用してきた物質である。燃 大谷二郎 大谷二郎
炭素① 料や製錬など化学反応材料として用いられると同時に吸湿 （群馬大学 （群馬大学

8 炭素の構造と物 ろ過材・顔料・宝石研磨材など広く使われて来たが、今日 名誉教授） 名誉教授）
性 の新素材としての炭素の利用は、炭素の構造と物性の研究

の上に展開されていることを述べる。 平川暁子 平川暁子

炭素繊維は軽量で高強度・高弾性率・耐熱性等のすぐれ
炭素② た性質を持つ素材であって、宇宙開発から民生用までさま

9 炭素繊維の開発 ざまな面で使用されている。このような優れた性能をもつ 同　上 同　上
炭素材料を得るまでの過程での研究開発戦略・問題点の解
決方法などについて述べる。

ダイヤモンドは光の屈折率が高いことによる宝石として 佐藤洋一郎 佐藤洋一郎
炭素③ の価値だけでなく、原子全体が共有結合を作ることによる （科学技術 （科学技術

10 ダイヤモンド膜 高い硬度と高い熱伝導性によって、きわめて優れた素材物 庁無機材質 庁無機材質
の開発 質となる。このたあにダイヤモンド膜が開発されているが、 研究所総合 研究所総合

その開発の手段、問題点を述べる。 研究官） 研究官）

平川暁子 平川暁子

有機化合物にも電気伝導性を示すものがあることが知ら 松永　　孜 松永　　孜
有機物① れて以来、金属に比べ重量・加工性・多様三等に優れた有 （元、ブリ （元、ブリ

11 有機導電性物質 機物を導電性素材として使用する試みが進められている。 ヂストン㈱ ヂストン㈱
の発見 有機導電性物質の基本的な物性と機能と各種の有機導電性 研究開発本 研究開発本

物質の特性・合成方について述べる。 部理事） 部理事）

平川暁子 平川暁子

現代の情報化時代に使われる機器には、軽量・高性能の
有機物② 電池が不可欠である。しかも天然資源の有効利用のために

12 ポリマーパッテ は繰返し充放電できる2次電池が求められる。はじめて実 同　上 同　上
リーの開発 用化された有機ポリマーバッテリーの開発の方針・開発過

程での問題と解決の経験を述べる。

物質を取扱う際には混ざっているものを分離することが 神沢千代志
有機物③ 重要な過程である。しかもこの分離は選択性が高く時間的 （通商産業省 ・物質工学

13 分離膜の物性と 効率が高いことが望ましい。分離膜はこのために有効であ 工業技術研究所システム
機能 る。膜の分離機能はどのような物性によりあらわれるのか、 部長）

機能性分離膜の作り方を述べる。

平川暁子

海水から真水を得る分離膜、合成化学原料、COをとり
だす分離三等、それぞれの素材開発について述べる。

14 有機物④ 同　上 同　上
分離膜の開発

以上の話を総括する。

道家達將 道家達將
15 物質の科学と

技術開発 平川暁子 平川暁子

注：超電導＊、超伝導＊の用語は、内容は同じで、英語としては、superconductivityであるが、日本では工
　　学系は主に前者を、理学系は主に後者を使っており、担当講師のご意見を尊重してそのまま使うことに
　　した。
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＝人間の生物学（ヲ99）＝　（TV）

〔圭騰ll：雛駐纒蕪義欝霧1〕

全体のねらい
　人間を客観的に見ようとする場合、われわれは自身が人間であるので、生物学的というより、ヒト固有の
ものとして考えがちである。ヒトを生物の一員として、医学、薬学、人類学などの範疇にとらわれず、もっ
と広く生物学的な立場で、できるだけ身近な問題を取り上げて考えてみたい。

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 人類の起源と進

ｻ

　生物としての人間はどんな特徴を持っているのか。人間
ﾌ進化の歴史で、何時、何処で、人類が誕生したのか。人
ﾞの起源と進化の問題を化石の最新の研究結果や最近の分
q遺伝学の新知見を交えて学習する。

新井康允
i順天堂大

w教授）

ﾟ藤洋一
i群馬大学

ｼ誉教授）

新井康允
i順天堂大

w教授）

ﾟ藤洋一
i群馬大学

ｼ誉教授）

2

ヒトの身体の基
{構造一細胞・
g織・器官

　ヒトの体はただ細胞が無秩序に集合しているのではない。
ﾗ胞と細胞の産生物質が一定な配列と形態をなして集まっ
ﾄいて、いくつかの機能的な細胞集団一組織を作っている。
qトの器官は（臓器）は機能に応じてこれらの組織がうま
ｭ組み合わさってできていることを理解する。

新井康允 新井康允

3

ヒトの性と生殖一生命の誕生を

?Sとして

　生殖は生物の最も基本的な機能であり、生物は生殖によ
ﾁて種の維持を図っている。生殖をになう生殖細胞と体細
Eの違いや、ヒトの精子や卵子の出来かたの違い、そして、
�ｸ、着床、胎児の発生までの過程について理解する。

同　上 同　上

4

男と女の体はど
ﾌように作られ
驍ｩ一1

　受精時の性染色体の組み合わせで、体の性は必ずしも自
ｮ的に決まるものではない。精巣ができるか、卵巣ができ
驍ｩはY染色体上にある精巣決定遺伝子が働くかどうかに
謔ﾁて決まる。最近、SRYという遺伝子が精巣決定遺伝
qであることが判明した。その働きについて学習する。

同　上 同　上

5

男と女の体はど
ﾌように作られ
驍ｩ一2

@　　　　　　「

　体の性が決まるにはいくつかの関門があり、それぞれの
ﾖ門に両性になるうる選択肢が用意されている。それを決
閧ｷるのは精巣の2種類のホルモンである。なぜ、男子の
q宮がないのかなどの問題や、行動的な性差一三の性分化
ｪどのようにして起こるかを学習する。

同　上 同　上

6

脳とニューロン
[心のハードウ

Fア

　脳の構成成分である神経細胞（ニューロン）とグリァ細
Eの特性と基本的な働きについて学ぶ。心のハードウェア
ﾆしての脳を理解するうえで、脳の生後発生における、神
o細胞の樹状突起や軸索の伸展とシナプスの増加による神
o回路の複雑化の過程を理解する。

同　上 同　上

7

ヒトの脳一1
ｴ覚と運動の制

　ヒトの大脳皮質の機能の局在性があり、外界からの刺激
﨣�ｪどのような経路を経て大脳皮質に到達し意識にのぼ
驍ｩ、また、大脳皮質の運動の指令がどのような経路で身

ﾌの運動を制御するのかを理解する。
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）

ヒトの大脳皮質の新皮質、古皮質、原皮質の発達を動物
ヒトの三一2 と比較しながら、特に高次神経機能に関連のある連合野の

8 大脳皮質の進化 働きについて理解し、脳の進化を考える。脳の高次機能に 新井康允 新井康允
と脳の左右差 は左右差のあるのがあり、ヒトの脳の機能的、形態的左右

差の最近の知見に関して学ぶ。

病気になる、あるいはその誘因があると体は治癒のため
免疫の役割一1 の、あるいは防御のための行動を起こす。免疫反応はその

9 感染や障害と闘 一つである。障害を受けた細胞の処理、侵入した異物、微 近藤洋一 近藤洋一
う 生物類の抗体による処理など生体防御の仕組みを学ぶ。

ヒトの体の構造や機能は遺伝子によって決められている。
免疫の役割一1 しかし、遺伝子が同じ一卵性双生児でも免疫細胞には区別

10 私とあなたを見 がある。他人の臓器は見分けられ、排除される。免疫は自 同　上 同　上
分ける一臓器移 他を区別する精緻な仕組みといえる。自己認識の仕組みを
植の問題点 学び、免疫の意味を理解する。

ヒトのゲノム（全DNA）には10万の遺伝子があり、体
体の調整の仕組 の形や細胞の基本的な機能を決める。この情報を有効利用

11 み一1　ヒトの するためには環境や体内の情報を知らせるバイオシグナル 同　上 同　上
ゲノムとバイオ が必要である。ゲノムとホルモンやサイトカイン等バイオ
シグナル シグナルの実体を学ぶ。

すべてのヒトの体は一個の受精卵から始まる。複雑な大
体の調節の仕組 人の組織を作り、成熟した体の健康を守るためには、バイ

12 み一2　ホルモ オシダナルを効率よく使ってタイミングのあった調節が必 同　上 同　上
ン群による成長 要である。掘る民やサイトカインはどのように働くのか？
と健康の維持 その仕組みを学ぶ。

癌は増殖の調節がきかなくなった自分の体の細胞集団で
調節の破壊によ ある。エイズはウイールスによる免疫機構の破壊である。

13 るヒトの病気一 どの様にしてこの様な破壊が起こるか、対抗する手段があ 同　上 同　上
癌とエイズの生 るのか、生物学からみた病気の実体を学ぶ。
物学

老化は避けることのできない生命の最終過程と考えられ
ている。アルツハイマー病の発生を中心に癌の多発や心身

14 老化と死一最終 機能の衰えなどの老化現象と内分泌系、神経系、免疫系な 同　上 同　上
過程の調節 どのバイオシグナル機構の破綻の関係を学び、老化と寿命

の原因を探る試みにも触れる。

人間が生活していくうえで自然環境との調和が大切であ
自然環境と人間 る。人間の作った物質が環境を変化させ、それが地球上に

15 一環境汚染と環 住むヒトを含めた生物に重大な影響を与えるようになって 新井康允 新井康允
境ホルモン きた。DDT、PCB、ダイオキシンなどのホルモンかく

乱物質を1例として、この問題を考える。
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＝英
≡…五

口口1 1（’96）＝（R）

〔主任講師：平賀正子（放送大学助教授）主任講師：藤井洋子（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　日本語と英語の比較に基づいて英語の難しさを考える。
　英語の基礎的な文法を復習し、さらに効果的な学習方法を探る。

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）

なぜ英語は難しいのかについて考える。この科目の概要 平賀正子 平賀正子
を述べ、学習の仕方を説明する。 （放送大学 （放送大学

1 は　じ　め　に 助教授） 助教授）

藤井洋子 藤井洋子
（放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

英語の発音、アクセント、リズムなどについて、どこが
日本人にとって難しいのか、日本語の音の仕組みとも比較

2 英語の音声 しながら説明を加える。 同　上 同　上

基本的な英語の文法について復習する。文型、文の要素、
品詞などについて、日英語の比較を通して考える。

3 英文法の復習 同　上 同　上

英語の動詞の種類、動詞に関係する時制、態などについ
て再検討する。

4 重要な品詞 同　上 同　上
（1）一動詞

英語の名詞と形容詞を再検討する。

重要な品詞
5 （2）一名詞、 同　上 同　上

形容詞および副

いくつかの標準的な語彙の活用を中心に、語彙力の付け
方を検討する。

6 語　　　　　彙 同　上 同　上

日本語と英語の文の構造の違いを、　「省略」という点か
ら探る。日本語ではどのように省略がおこり、それがなぜ

7 日本語から 英語を学ぶときの難しさにつながるのかについて説明する。 同　上 同上
みた英語（1）
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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）

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。日本語に曖昧な表現が多いといわれている 平賀正子 平賀正子

8 日本語から が、それが英語を学ぶとき、どのような影響を与えるのか 藤井洋子 藤井洋子
見た英語（2） についてのべる。

英語によくおこる無生物主語（擬人法）などの文法的な
日本語にない 特徴を再検討する。

9 英語の特徴 同　上 同　上
（1）一擬人法

的表現

英語らしい語法を形作るitやoneを中心に文の構文的な
日本語にない 特徴を再検討する。

10 英語の特徴 同　上 同　上
（2）一ltや

・oneを中心に

なぜ文は長くなるか検討し、難しい長文を易しく理解で
きるようにする。

11 難しい英文 同　上 同　上
（1）一長文

省略はなぜおこるのかについて説明し、省略のある英文
になじめるようにする。

12 難しい英文 同　上 同　上
（2）一省略文

英語にみられる英語や丁寧表現の特徴について説明し、
理解を深める。

13 難しい英文 同　上 同　上
（3）一丁三文

日常的な物事を英語でどのように表現するのか、知って
いそうで知らない英語の表現を、文化的なことを含めて説

14 英語の常識 明する。 同　上 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なかで役立たせる

15 ま　　と　　め 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 同　上 同　上
を示す。
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＝英語1（’98）＝（R）

〔主任講師：霜崎　實（慶鷹義塾大学教授）〕

全体のねらい
　さまざまな現代的なテーマを扱いながら、英語コミュニケーション能力の基礎を習得することを目的とす
る。毎回テーマを導入する英文を読み、語彙・表現・背景的知識を確認する。次に関連テーマについての対
話文を通じ、口頭でのコミュニケーションにおいて語彙や表現を活用する方法を学ぶ。さらに、様々な機能
表現を学ぶことによって、表現の幅を広げていきたい。

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 Computer　and

@　　Society

　インターネットの普及にともなって、現代社会は急速に
Rンピュータ依存社会になりつつある。第1回目の今回は、
Rンピュータと私たちの生活との関わりをテーマとして取
闖繧ｰる。

霜崎　　實
i慶磨義塾

蜉w教授）

三崎　　實
i丁丁義塾

蜉w教授）

2 Recycling

　私たちの生活はゴミと切り離すことができない。近年で
ﾍ使い捨て文化の蔓延でゴミが激増し、処理が追い付かな
｢状況になっている。そこで、資源の再利用がますます重
vとなる。今回のテーマはリサイクル。

同　上 同　上

3 Wind　Energy

　毎日の生活に電気は必要不可欠である。しかし、水力発
d用のダムは自然の生態を破壊する可能性があり、原子力
ｭ電には安全上の問題がある。今回のテーマは環：境にやさ
ｵいとされる風力発電。

同　上 同　上

4 The　Ozone

@　　Layer

　物質文明の進展にともない私たちの生活は豊かになった
ｪ、地球環境はますます悪化しているとされる。今回は、
рｽちの日常生活で使われている化学物質によるオゾン層
ﾌ破壊をテーマとして取り上げる。

同　上 同　上

5 Diet

　健康は私たちの最大の関心事である。しかし、現代人は
Xトレス・過食症・拒食症・肥満・アレルギー症など、さ
ﾜざまな問題を抱えている。そこで今回は、健康とダイエ
bトをテーマとして取り上げる。

同　上 同　上

6 Drinking

　最近日本でのワインの消費量が増えているという。確か
ﾉ、私たちのまわりにもワイン党の人が増えているが、一
福ﾅはビールや日本酒にこだわる向きも相変わらず多い。
｡回のテーマは飲酒。

同　上 同　上

7 Review（1）

　今回は、第1回から第6回までの復習を中心に行う。具
ﾌ的には、これまでに扱った語彙および慣用表現を再確認
ｷるのと同時に、重要な機能表現を含む対話文を新たに紹
薰ｷる。

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）

最近ではようやく煙草を吸わない人への配慮が定着しつ
っある。レストランでも禁煙席を設けているところが増え

8 Smoking ているし、公共の交通機関でも禁煙が当然となりつつある。 憎憎　　實 憎憎　　實
今回のテーマは喫煙を取り上げる。

携帯電話は便利ではあるが、問題点も少なくない。自動
車運転中の使用は交通事故の危険をともなうし、電車やレ

9 Cellular ストランの中での使用は他人の迷惑にもなる。今回のテー 同　上 同　上

Phones マは携帯電話。

コンピュータにより必要な情報を短時間で検索し利用す
ることが可能になった。しかし、長時間にわたるキーボー

10 Computer　and ドの使用は健康被害をもたらすという。今回は、コンピュ 同　上 同　上

Health 一タと健康がテーマである。

近年女性の社会進出が目覚ましいが、まだ男女間の待遇
格差は依然として残っている。フェミニズム運動の盛んな

11 Working　Women アメリカにおいても事情は同じらしい。今回は働く女性の 同　上 同　上
問題がテーマである。

ワーカホリックと呼ばれたのは一昔前のことで、私たち
日本人も休暇を楽しむ余裕が持てるようになった。しかし、

12 Work　and 憎憎をとれる期間は国によって事情が異なるようである。 同　上 同　上

Leisure 今回のテーマは仕事と休暇。

急激に「車社会」へと変貌した最近の日本では一家に2
台の車を持つ家も珍しくはない。確かに生活は便利にはな

13 Automobile つたが、交通渋滞や交通事故の問題は深刻である。今回は 同　上 同　上

Society 車社会をテーマとして取り上げる。

宇宙は神秘的であるがゆえに、魅力的である。しかし、
最近では惑星探査ロケットが送ってくる情報によって、少

14 Space しずつではあるが神秘のベールが剥がされつつある。今回 同　上 同　上
のテーマは、宇宙。

今回は、第8回から第14回までの復習を中心に行う。具
体的には、これまでに扱った語彙および慣用表現を再確認

15 Review　（2） するのと同時に、重要な機能表現を含む対話文を新たに紹 同　上 同　上
介する。

〕
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＝英語 皿C97） （TV）

〔主任講師：平賀正子（放送大学助教授）主任講師：藤井洋子（放送大学助教授：）〕

全体のねちい・、　一1，碧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ
　　標準的な速さの英語を聴いて理解する力を養成するとともに、語彙、文法、コミュニケーションの学習を通
して寸英語の総合ガをつけることを目的とする。テレビドラマ2本を教材として用いる。

回 一ア・　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

Spapshots：l

@　We’r61n

shis　Together
@　　　　　　　　　　（1）

　The　Collino　fa罰段ily，　John，　Mary，　their　children，．

iehnifer　and　瓢ark，　and　John’s　服other，　Frances，

窒?唐垂盾獅п@to　sudden　announcement　that　Johガs　e皿Ployer

奄刀@moving　to　another　town。　The　fa醗ily　has　to　face　a

K1ajor　decision　about　whether　or　not　to　move　with
狽?早@co田pany　from　Pennsylvania　to　Florida．

平賀正子
i放送大学助教授）

｡井洋子
i放送大学助教授）

uictoria
lu6hleisen

i早稲田大学外臥講師）

ierome
@　　　Young

平賀正子
i放送大学助教授）

｡井洋子
i放送大学助鞭）

uictoria
luehleisen

i早稲田大学外国人緬）

ierome
@　　　Young

C．@’繭講、、 @　吊蝶

2 〃　　　（2）・

　　Mary　and　Jennifer　have　strong　reasons　for　staying
奄氏@the　com田unity．　　Mary’s　recent　promotion　makes　it・difficult　for　her　to　decide；　but，　she　knows　that　she

モ≠獅獅盾煤@supPort　the　fa恥ily　on　her　salary　no　matter

?盾浴@much　the　promotion　means　to　her．

同　上 一同上

3 〃　　　（3）

　」6nnifer　resists　moving　because　she　does　not・want

狽潤|leave　her　school　in　her　senior　year。　Mark，　on

狽??@other　hand，　is　positive　about　moving。 同　上 同　上

4 〃　　　（4）

　　There　is　conflict　and　disagreement　concerning　the
垂盾唐唐奄b奄撃奄狽凵@of　a　move，　but　each　family　member　is

≠b撃?@to　express　his　or　her　concerns　before　a

モ盾高垂窒盾高奄唐?@plan　is　eventually　轡ofked　out．

同　上 同　上

5 〃　　　（5）

　　The　family．celebrate　their　tentative　solutions　and
b?№奄氏@to　look　ahead　to　their　new　lives♂　　This　drama

唐?盾翌刀@how　good　communication　skills　can　result　in

モPQse　fa醗ily　relationships。

同　上 同　上．

6 The　Gift　of

`mazing　Grace
@　　　　　　　　　　（1）

　‘‘The　Gift　of　Amazing　Grace　”　is　the　story　of　a

モP0se－knit　urban　family　on　the　verge　of　making　it

b奄〟@as　a　gospel　singing　group．　　The　family，　known

垂窒pfessionally　as　the　Wheeler　Singers．　has　been
唐?撃?モ狽?п@to　apPear　on　the　TV．talent　show　‘‘Future

eaces．”

同　上 同　上

7 〃　　　（2＞

　　As　the　first　gospel　group　ever　to　apPear　on

@‘‘Future　Faces　　”　the　Wheeler　Singers　are　a　huge

?奄煤B　　Everybody　in　the　family　is　excited　about　it

??モ?垂煤@for　Grace，　a　young　teenager，　who　has　no

rin、ging　talent。

同　上 同　上
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執筆担当丁放送担㌧当
回 テ　　一　マ 吋　　　　　　　　　　　　容、 講∫：・回り各　講∴、ト師，㌔名

ヤ
（所属・、b職名） （所属・職名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

`lthough　Grace　secretly　wants　to　leave　the　family， 平賀正子 平賀正子
she　loses　her　nerve　to　say　it　when　she　figures　out 藤井洋子 藤井洋子

8 The　Gift　of that　Aunt　Faith　still　agonizes　over　her　daughter’s・ ・・ u・ictoria・ 一Victoria・・

A田azing　Grace extrangement　from　the　family。　In　the　田eanti鵬e， 蟹u6hleisen Muehleisen
（3）

Silvertone　Records　is　eager　to　produce　a　record　by Jerome：馳： Jerome「

the　Wheeler　Singers。 Young Young

Silvertone　offers　to　produce　a　record，　but　on　one

condition。　　The　record　l　must　include　rock　ahd　poP

9 〃　　　（4） music，　sung　in　their　style。　　The　family　members　havel 同　上・ ・下掛上

mi文ed　feelings　about　this．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　㌧E〉環

Grace　worries　about　ruining　the　fa鵬ily’s　career。

One　day，　she　has　to　sing　alone　at　the　recording
・10 〃　　　1（5） studio。　　Although　she　tries　to　do　her　best，　she　ends 同　上 同　上

up　running　away　in　shame． 丁噌ド

p

@、　r

噛7　「

Grace　decides　to　leave　the　family，　and　to　live　with：∵

her　cousin　Subaya，　who　has・a　separate　life’fr6！霊　then
11・ 〃　　　（6） Wheelers．　　However，　down　deep　both　Grace　and　Subaya一 ・同・…上・ 伺・上

miss　the　family． ・‘

The　Wheeler　Singers　are　worried　that　they　may　los6
the　“Future　Faces”　championship　since　they　haven’t・ iT’●」ヒ

12 〃　　　（7） found　a，・poP　song　to　sing　on　the　hext　sh◎w． 同　上 同　上

乱　　，

Both　Horris，　Grace’s・father，．　and　Aunt　Faith，，

Subaya’s　mo七her　are　heartbroken　that　their・daughters｛

13 〃　　　（8） have　left　them． 向　上 同　上

｝l

@　　l「

Subaya　has　found　that　Grace　has　a　talent　for …

musical　co坦position。　　1S嚢baya　and　Grace　takε　hef　newド
T－「

14 〃　　　（9） song　to　the　Wheeler』Singers　at　the　studioダwhere 匙同　上 同　上
they　are　reunited　with「the　fa血ily『to　sing　and　win　　　，・、

～ 「ピ1ケ「

@　　　　ピ

the　cha磁pionship。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 し．　　　、・、訟 　　　　℃唇@L肖1謎馬、『

・This　entertaining・drama　underscores　the　need　for
　　　蟹

P60ple　of　all　ages　to　grow　and㌧develop　as

15 〃　　　（10） individuals　as　well　as　fa鵬ily　members． 同上 同　上
、．、㌔

C燕　；
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＝英語　IV（’94）＝　（TV）

〔主任講師：中田清一（青山学院大学教授）〕

全体のねらい
　テレビの音声と映像をフルに活用し、現代の社会で実際に使われている生きた英語を学ぶ。コミュニケー
ション革命、識字運動、サラリーマンのストレスなどの教材を目で見、耳で聞くという作業を通して英語の
仕組みを総合的に学習し、練習によって実践能力の定着を図る。

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）

現代は、情報、もの、人間などが地球的規模で交流して 中田清一 中田清一
いるグローバル・エイジである。ここでは、その交流の重 （青山学院 （青山学院

要な要素の一つである情報に焦点を当て、それをやりとり 大学教授） 大学教授）

Towards　the する手段としての技術の進歩、いわゆるコミュニケーショ Lisa　Vogt Lisa　Vogt
1 Global　Fa磁ly ン革命を取り上げた。具体的には、　「地球家族への道程 （東邦大学 （東邦大学

（1） （Towards　the　Global　Family）」のタイトルの下で、コミ 助教授） 助教授）

ユニケーションの歴史、通信衛生の開発と進歩などのトビ David David
ックを音と映像で示し、そこで用いられているSpoken Reedy Reedy
Englishを通して現代英語の総合的学習を目的とする。 （青山学院 （青山学院

高中部教員） 高中部教員）

以上を4回に分けて練習する。

2 〃　　　（2） 同　上 同　上

3 〃　　　（3） 同　上 同　上

4 〃　　　（4） 同　上 同　上

アメリカでは、成人の五人に一人は十分な識字能力を持
っていないと言われている。この三回のシリーズでは、読

5 Learn　to　Read み書きのできない人を無くすための識字率向上運動で働く 同　上 同　上
（1） ボランティアの活動を追い、字が読めることがいかに大切

であるかという問題に迫る。アメリカ三大ネットワークの
一つであるABCのTed　KoPPe1がホスト役を務めており、
彼の歯切れのいい英語を通して、現代英語を総合的に学ぶ。

6 〃　　　（2） 同　上 同　上

7 〃　　　（3） 同　上 同　上

塾
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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）

今、日本では過労死が社会問題となり、このことばがそ 中田清一 中田清一一

Stress＆ のまま“Karoshi”として英語のvocabularyに入っている Lisa　Vogt Lisa　Vogt
8 Productivity ほどである。アメリカにおいても、社員のストレスが旧き David David

（1＞ な問題となっており、職場の管理職はいかにこれと対処し Reedy Reedy
ていくかに苦心している。

まだ社会に出て働いたことのない人も、学校での対人関
係、試験、その他で様々なストレスを経験すると言われて
いるので、この教材は参考になる。

ここでは、四回のシリーズを通して、現代英語を総合的
9、 〃　　　（2） に学習し、練習などにより、実践へと結びつける。 同　上 同　上

10 〃　　　（3） 同　上 同　上

11 〃　　　（4） 同　上 同　上

最後の四回のシリーズは、これまでの、どちらかと言う
とseriOUSな内容から離れて、軽いトピックになってはい

12 蟹ake－Believe るが、やはり考えさせられるテーマである。結婚の演習と 同　上 同　上
蟹arriage　（1） でもいうべきHake－Believe瓢arriageは、高校生がクラス

での教育活動の一環として「仮の」夫婦になるところから
始まる。結婚には、忍耐とコミュニケーションとユーモア

丸

が欠かせないという結論になるのだが、スポーツマンのゲ
一リーと秀才のゲイル「夫妻」のドラマを通して、現代英
語を総合的に習得することに努める。

13 〃　　　（2） 同　上 同　上

14 〃　　　（3＞ 同　上 同　上

15 〃　　　（4） 同　上 同　上
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＝＝ p
≡…五

口口 VC97）＝（R）

〔繁繁離講良撰1無感動㌔雛1〕

全体のねらい
　第二次大戦後のアメリカを代表する戯曲から、5作品を抜粋して読みます。俗語を含む多様な口語表現に
慣れ、台詞とト書きしかない戯曲の行間を読みとる力を養うことが語学的な目標です。その一方、演劇とい
うメディアにからめとられた、戦後アメリカの精神史的変遷を知ることも学習の目的になるでしょう。

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）

Arthur　Miller作のrDeath　of　a　Salesman」（1949）を3 佐藤良明 内野　　儀
回にわったて読みます。1回目は幕開き直後、主人公のセ （東京大学 （東京大学

1 rセールスマン 一ルスマン、Willy　Lomanが過去の幻想にひたる場面を取 教授） 助教授）

の死避　　　（1＞ り上げます。さらに、物語全体の枠組みを解説しつつ、戯 河合祥一郎 河合祥一郎
曲の読み方の基礎を学びます。 （東京大学 （東京大学

助教授） 助教授）

2回目は、第1幕の幕切れ近く、生きがいを失って自殺
を考えるWillyをめぐる、妻Lindaと2人の息子Biffと

2 rセールスマン Happyの場面を取り上げます。この作品の主要テーマであ 同　上 河合祥一郎
の死£　　　（2） る家族と資本主義、個人と社会といった問題を取り上げ、

解説を加えます。

3回目は、全体の幕切れ近く、WillyとBiffの最後の対
決の場面を取り上げます。もう一度作品全体の流れを把握

3 ぽセールスマン するようつとめ、さらに、この作品のテーマとより広い意 同　上 同　上
の死毒　　　（3） 味での戦後アメリカ社会の問題との関係を、さまざまなレ

ベルで考察します。

Tennessee　Willia阻ns作のrA　Streetcar　Named　Desire」

（1947）を3回にわたって読みます。1回目は、作品の概説
4 r欲望という名 をまじえ、第1場で主人公の81anche　Deboisがニューーオ 同　上 同　上

の電車避　　（1） リンズの妹Stellaの家を訪ねてくる場面の、久々に再会
した姉妹の会話を取り上げます。

2回目は、第6場。Stellaの家に居すわることになった
Blanche。心身ともに疲れた彼女の前に、救いをもたらす

5 r欲望という名 かもしれないMitchという未婚の男が現れます。ここでは 同　上 同　上
の電車』　　（2＞ 遊園地でデートをした後、深夜帰宅した2人の会話を取り

上げます。

3回目は、第10場。この作品のもう一人の主人公、Stella
の夫Stanley　KowalskiとBlancheの幕切れ近くの対決の場

6 r欲望という名 面を取り上げます。作者Willia照の劇作家としての特長や、 同　上 同　上
の電車』　　（3） 要望、女性、暴力、アメリカ南部といった、この作品の

テーマについても解説します。

Sa田Shepard作のrFool　for　Love」（1983）を3回にわた
って読みます。1回目は、幕開き直後の2人の主人公Edd 佐藤良明

7 κフール・フオ ieと幽yの再会の場面を取り上げます。作品の概説を行な 内野　儀
ア・ラヴ渥　（1＞ いにかなり特色あるShepardの劇作法についても解説し、 内野　　儀 （東京大学

こうした戯曲の読み方に慣れることを目指します。 （東京大学 助教授）

助教授）

一159一



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 押フール・フォ
A・ラヴ毒　（2）

　2回目は、作品の半ば近く、復縁を迫るEddieが怒って
oていき、舞台上に2人の幻想として存在するThe　Old
IanがMayを慰めるために、過去の回想を行なう場面を取
闖繧ｰます。1回目から引きつづき、Shepard劇の登場人
ｨや場面構成の特色について概説します。

佐藤良明

燒?@　儀
内野　　儀

9 rフール・フォ
A・ラヴ遍　（3）

　3回目は、作品の幕切れ近く、EddieとMayが、　The
nld　Manをめぐる2人の決定的な過去を、それぞれまった
ｭ異なる物語として語る場面を取り上げます。作品のテー
}は何かを考え、更に幻想、物語性、神話といった現代的
ﾈ問題がこの劇とどうかかわるかを考察します。

同　上 同　上

10 rオレアナ』（D

　David　Mamet作の「01eanna」　（1992）を3回にわたっ
ﾄ読みます。1回目は、第1幕の幕開き近く、大学教授
iohnの部屋にやってきたJohnと「女子」大生Carolの会話
舶ｪを取り上げます。沈黙と間が支配する蟹amet独特の台・
�ﾊに慣れることを目指します。

同　上 同　上

11 『オレアナ湿（2）

　2回目は、第2幕、「セクハラ」で大学当局に訴えられ
ｽJohnがCarolを説得しようとする場面を取り上げます。
ｱこでは特に、2人の会話中にみてとれる第1幕での2人
ﾌ関係の逆転に注目し、言語と権力という問題を考察しま
ｷ。

同　上 同　上

12 rオレアナ避（3）

　3回目は、第3幕終盤の、JohnとCaro1の最後の対決の
齧ﾊを取り上げます。　「セクハラ」で裁判所にまで訴えら
黷ﾄ窮地に追い込まれたJohnとフェミニスト団体のバック
Aップを受け勝利を確信するCaro1。さらに、この作品が
ｯ時代的に持つ意味について概説します。

同　上 同　上

13

rエンジェルズ
Eイン・アメリ
J丑　　　　α）

　Tony　Kushner作のrAngels　in　America」第1部（1992
j、第2部（1993）を3回にわたって読みます。1回目は
?iの概要を解説し、第1部第1幕の第4場で、この劇の
蜷l公PriorがゲイのパートナーLouisに、　HIVウイルス
ﾉ感染したことを告げる場面を取り上げます。

同　上 同　上

14

rエンジェルズ
Eイン・アメリ
J雌　　　　（2）

　2回目は、第1部第3幕の2場で、L◎uisが友達で元ド
宴bグ・クイーンのBelizeに、　Priorを見捨てた罪悪感を
ﾜったくちがう話としていいわけがましく語る場面を取り
繧ｰます。80年代アメリカで何が問題になっていたかが鮮
ｾに伝わる場面。

同　上 同　上

15

rエンジェルズ
Eイン・アメリ
J避　　　　（3＞

　3回目は、第2部第2幕の2場、予言者に選ばれたPrior
ﾌもとに天使が降臨する場面を取り上げます。ハルマゲド
刀Aイデオロギーの終焉、ゲイ・パワーの台頭とアメリカ
ﾛ守主義の復権といった同時代的問題をKushnerがどうこ
ﾌ作品に取り込んでいるかを概説します。

同　上 内野　　儀

一160一



＝英語　VIC　94）＝　（R）

〔垂牒1紗丹ム擢1騰猛雄叢勘

全体のねらい
　現代英語になじむために、1980年代のフィクションの抜粋を読む。いずれも作者は、イギリスで広い読者
層を持つが、生粋のイギリス人とは限らず、アイルランド、南アフリカ、西インド諸島、香港、日本など、
出身背景は多岐にわたる。多様な題材、テーマを扱う抜粋を通して、さまざまな文体のテクストの理解をめ
ざす。

回 9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 琶癬pire　◎f　tぬe

r囎

A簸　acc◎unt　of　the　experiences　of　a　young　British

b盾凵@separated　fro醗　his　parents　as　Shanghai　is

奄獅魔≠р?п@by　the　Japanese　I醸perial　Ar醗y．

山内久明
i日本大学

ｳ授）
Oレアム・ロー

i早稲田大
w教授）

山内久明
i日本大学

ｳ授）
Oレアム・ロー

i早稲田大
w教授）

2 丁姓e獄e搬ai麹S

揩???cay

A　description　by　an　aging　bachelor　butler　of　his

b窒奄??@reunion　with　the　woman　who　聰ight　have　become

?奄刀@轡ife，　on　a　motor　trip　to　the　south－west　of

dngland。

同　上 同　上

3 The　Life　and

kove　of　a

rhe－Devil

An　ironical　account　of　the　dra囎atic　revenge　that　a

高≠窒窒奄?п@woman　begins　to　take　on　her　unfaithful

?浮唐b≠獅п@burning　down　their　house。 同　上 同　上

4 La曲

A　description　of　the　relationship　between　a　priest
≠獅п@a　young　boy　in　a　Catholic　ho磁e　for　young

盾???獅р?窒刀@in　rural　Ireland。 同　上 同　上

5 翫ce　Work

A　lively　discussion　between　a　female　university
撃?モ狽浮窒?秩@in　literature　and　a　male　factory　manager，

窒??撃?モ狽奄獅〟@their　diffring　views　on　life　and　society．

　同　上

ﾄ藤兆史
i東京大学

赴ｳ授）

同　上

6 July，　s　PeOPユe

A　prophetic　account　of　how　a　white　South　African

?≠高奄撃凵@take　refuge　in　the　outback　village　of　their

b撃≠モ求@servant　following　a　violent　revolution。
山内久明

Oレアム・ロー

同　上

7

AHistory　of
狽ﾊeWorld　in

P0％Chapters

An　a照using　and　speculative　re－telling　of　the

aibilical　story　of　the　flood　from　the　viewpoint　of　a
翌盾盾п|10sue　stowing　away　on　Noah’s　ark。

　同　上

O治　愛
i東京大学

ｳ授）

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）

A　descriptio鷺　of　the　1：蓋festyle　of　a　yo騒ng　Hong

Kong　Chi鷺ese　fa醗ily　who　have　rece鷺tly　e盤i菖rated　to 山内久明 山内久明
8 Sour　Sweet the　UK。

グレアム三一 グレアム・ロー

A　portraya1　◎f　three　young　wo醗en　as　t難ey　醗eet　for

the　first　time　in　the　1950s　at　their　interviews　t◎
9 The　Radiant

ﾋay
enter　Cambridge　University。 同　上 同　上

A　description　of　the　e紐oti◎ns　of　a　young　man　fro醗

Trinidad　in　the　West　Indies　on　ぬis　arrival　in　Londo総

10 The　8nig狐a　of for　the　f：irst　ti隠e　in　thle　1905s。 同　上 同　上

Arrival

An　evocation　◎f　the　uneasy　tぬougぬts　and　feelings

◎n　the　灘orning　of　her　田arriage　of　a　sensitive

ll Hotel　du　Lac rO董nantiC　魏◎VeliSt　apPrOaChing　磁iddle－age、 同　上 同　上

A　young　girr　s　irreve：rent　account　of　簸er

relationship　to　her　idiosyncratic　funda搬entalist
12 Psalms Christian　醗other　and　her　pet　tortoise。 同　上 同　上

A11　account　of　the　history　of　fenland　area　of 同　上
lEaster登　］Engla獄d，　and　tぬe　role　◎f　the　narator’s

13 Waterland ancestors　in　the　strug91e　to　reclai醗　la鷺d　fro搬　the 高橋和久 同　上

sea。 （東京大学
教授）

A　dra鵬atic　account　◎f　a　魏idni墓ht　poker　ga醗e

between　unl三kely　partners，　and　Anglican　priest　a獄d 山内久明
14 Oscar　and an　i登dependent「y◎ung　wo搬a無，　◎総　a　ship　b◎und　f◎r 同　上

Lucinda Austalia　i職　the　late　ninetee麓th　cent腿ry． グレアム・ロー

An　account　of　t熱e　shattering　experience　◎f　a　young

father　蟻1hen　㎞is　little　daugぬter　disappears　d理ring　a

15 The　CMld　i麓 routine　shoPPing　expediti◎n　t◎the　loca1 同　上 同　上

T蜘e supe畑arket。
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＝英
≡…五

口口1 VHC97）＝（R）

〔主任講師：佐藤良明（東京大学教授）主任講師：柴田元幸（東京大学助教授）〕

全体のねらい
　1950年代から90年代まで、アメリカの社会と文化はどのように移り変わってきただろうか。小説作品と
エッセイを行き来しながら（時々ポピュラー・ソングも忌んで）それぞれの時代の雰囲気を感じとっていく、
ちょっとおしゃれなレッスンである。

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 50年代（1）

　John　Cheever“The　Enormous　Radio”より。　「豊かな社

?vを実現したアメリカの高層アパートに暮らす夫婦の心
揩ﾌ綾を描き出す、短編の名手による秀作。

柴田元幸
i東京大学

赴ｳ授）

柴田元幸
i東京大学

赴ｳ授）

2 50年代（2）

　かつてフォークソング集会は、抑圧的な社会への異議申
ｵ立ての意味を担っていた。　“We　Sha110vercome”の歌
�S米に広めたフォークシンガー、Pete　Seegerの回想文
�ﾇむ。

佐藤良明
i東京大学

ｳ授）

佐藤良明
i東京大学

ｳ授）

3 50年代（3）

　白人中産階級が繁栄を謳歌する一方で、黒人・ユダヤ系
ﾈど少数派が文学を通して「声」を持ちはじめた。ユダヤ
nの代表的作家Bemard　Mala照udの叙情的な短編、”The
eirst　Seven　Years”を読む。

柴田元幸 柴田元幸

4 50年代（4）

　George　Toomerの青春メモワールBげore　l　For8εεより。

eキサスの少年が「黒人」の音楽にどうやって引き込まれ
ﾄいったかを、誇張したユーモラスな文体で綴る、文化史
Iにも情報豊富な一篇。

佐藤良明 佐藤良明

5 60年代（1）

　激動の時代の過激な黒人指導者Malcolm　Xの演説は、ど
�ﾈ点が新しく魅力的だったのだろうか。ケネディ暗殺と
ｯじ63年11月の講演“Message　to　the　Grass　rocts”を聞
ｫながら彼のスタイルとメッセージについて考えよう。

同　上 同　上

6 60年代（2）

　Thomas　Pynchon，三三Crッ‘πg　q〆．Lo孟49の一節。60年代

ﾉ登場した新しい世代の作家の中で最大の評価を得ること
ﾉなったピンチョンの、重厚なイメージ世界に挑戦する。 柴田元幸 柴田元幸

7 60年代（3）

　ロック評論家Greil　Marcusがウッドストックのコンサー
gを体験したすぐあとで、Rolling　Stone誌に寄せたルポ。
�ｮする文章の中に、時代が大きく動いていることの興奮
ｪ焼き付いている。

佐藤良明 佐藤良明
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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 70年代（1）

　70年代の到来とともに、アコースティックなサウンドで
?Iな世界を歌うシンガー＝ソングライターが人気を博し
ｽ。James　Taylor，　Carole　King，　Jackson　Browne等につい

ﾄ、歌詞の英語に触れながら、講師二人が対話する。

佐藤良明

ﾄ田元幸

佐藤良明

ﾄ田元幸

9 70年代（2）

　幼いころから山野を歩き、禅を修め、インディアンの心
ﾌ世界を自分のものにしてきたGary　Snyder。彼なら、西
m物質文明を批判する資格は十分ある。ピューリッツァ賞
ﾉ輝いた詩集7マμrεZe　lsZαπd所収の講演“Wilderness”を

ﾇんで「エコロジー」の一歩奥を考えよう。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

佐藤良明 佐藤良明

10 70年代（3）

　Jayne　Anne　Phillips，“Rayme”より。作者は「熱い」
U0年代から「冷たい」70年代にかけて青春時代を過ごした
｢代の女性。時代の空気が冷えていき、心が「解放」から
u癒し」へと向かう流れを、あざやかにすくいとっている。

柴田元幸 柴田元幸

11 70年代（4）

　70年代なかば以降、選びぬかれた素朴な言葉を使って、
ｬさな町に住む名もない人々の生活の一断面を切り取った
G作が多く書かれるようになる。そうした流れの代表的作
ﾆRaymond　Carverの“The　Calm”を読む。

同　上 同　上

12 80年代（1）

　Carverや村上春樹のように、読者の心を吸い取って流れ
驍謔､な物語が浮上してきたことと、Brian　Enoらの「環
F境音楽」の登場とは同時平行的な現象のように思える。B
fMを論じたJoseph　Lanzaの快著EZθひ伽or　M召8εcの中から

sVシリーズ「ツイン・ピークス」の音楽を扱った部分を
ﾇんでみよう。

佐藤良明 佐藤良明

13 80年代（2）

　70年置に続いて静かで小さな物語が書かれる一方、世紀
ﾌ終わりが近づくにつれて、もうひとつの20世紀、もうひ
ﾆつの現代世界をまるごと夢見ようとする壮大なスケール
ﾌ作家も出てくる。その一人、Steve£ricksonのデビュー
?cαッ8Be伽e飢8雄ねπ8の一節を読む。

柴田元幸 柴田元幸

14 90年代（1）

　1950年代以降若者文化は基本的に「燥」の状態にあった。

ｻ代は違う。可能性の閉ざされた世界に生きる内向的な
｢代のスポークスマンとして登場した、Douglas　Coupland
ﾌGeπer翻。πXの一章を読んで、過剰なメディアの中を生
ｫる心のありようを見つめてみたい。

佐藤良明 佐藤良明

15 90年代（2）

　すべての物語が語られてしまったように思える現代で
焉A　“agood　story”を求める気持ちは根強い。80年代に
o場した物語の名手による、　“agood　story”そのものを
eーマとした小品を読む。Paul　Auster，“Auggie　Wren’s
bhristmas　Story。”古風な語り口に支えられた現代的な透
ｾ感を味わうことで、この講座を締めくくりたい。

柴田元幸 柴田元幸
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＝ドイツ語1（’98）＝＝（TV）

〔主任講師：新田春夫（武蔵野大学教授）〕

全体のねらい
　ドイツ語の文法の基礎を学びます。各課ごとに少しずつドイツ語の文法法則を学び、次にそれらを使った
基本表現を練習します。最後に、やさしいドイツ語で書かれたテクスト読み、それらが実際にどのような場
面で使われるかを見ます。また、テレビでは、　「ドイツ小劇場」でテクストの内容がドイツ人ゲストによっ
て演じられています。このようにして、ドイツの社会と文化を知る鍵としてのドイツ語文法を体系的に、か
つ、実際の運用の場との関連で学びます。

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）

この課と次の課では、ドイツ語の発音とその文字による
おん 表記を学びます。まず、アルファベットを学び、それらを 新田春夫 新田春夫

1 ドイツ語の音と 使って表される身近な略語の読み方を練習します。次いで、 （武蔵野大 （武蔵野大
文字　　　　（1） 母音の発音を学び、単語による練習をします。また、テレ 学教授） 学教授）

ビでは、ドイツ語の発音の耳慣らしに、ドイツのポップミ
ユージックを聴きます。

ここでは、ドイツ語の子音の発音を学び、基本的な単語
おん による発音練習をします。また、似たような語を発音し分

2 ドイツ語の音と ける練習もします。これらの学習を通じて、音声言語と文 同　上 同　上
文字　　　　（2） 字言語との関係についても考えてみましょう。また、テレ

ビでは、前回聴いたドイツのポップミュージックの続きを
聴きます。

ドイツ語では動詞は1人称、2人称、3人称といった人
称によって変化します。これを人称変化といいます。これ

3 動詞の人称変化 は主語と動詞の語尾によって表されます。ここではその仕 同　上 同　上
（現在）　　（1） 組みについて学び、基本的な動詞について練習します。ま

た、テレビでは今回からテクストをドイツ人ゲストによる
「ドイツ小劇場」が始まります。

つ

ドイツ語の名詞には性、数、格の区別があります。ここ
ではまず、性と格について学びます。性は語のグループ分

4 名詞の性と格 けの為の文法的な区別であり、自然性とは必ずしも一致し 同　上 同　上
ません。格は、主語、目的語と言った、名詞が文中で果た
す役割を表しています。これらの区別は主に冠詞の変化に
よって表されています。

動詞の中には、現在人称変化する際に、語尾だけでなく、
一部の人称で、動詞の語幹の母音aがウムラウトをおこし

5 動詞の人称変化 たり、また、eがi［e］に変化するものがあります。これら 同　上 同　上
（現在）　　（2） はたいてい日常的によく使われる重要な動詞ですので、こ

れらについて練習をします。また、命令表現、要求表現に
ついても学びます。

つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

名詞には性と格の区別の他に、数の区別があります。数
すう には、単数と複数の区別がありますが、複数形の作り方に

6 名　詞　の　数 は、英語と異なって、何種類かがあります。ここではそれ 同　上 同　上
らのさまざまな複数形の作り方を学びます。また、日常生
活に必須の、数詞とそれを使った、物の値段や時刻などの・
数量表現の練習もします。

代名詞も名詞の仲間です。従って、性、数、格の区別が

人称代名詞 あります。しかし、それらは語尾変化ではなく、語形その
7 疑問代名詞 ものが変化します。ここではそれらの語形変化と用法を学 同上 同上

指示代名詞 びます。また、疑問代名詞を使って、人にものを尋ねる表
現の練習もします。さらに、不規則動詞wissen　r知ってい
る」の人称変化も学びます。

一165一



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）

dieser，　jenerなどの語は定冠詞と同じ語尾変化をし、
mein，　deinなどの所有冠詞と否定冠詞keinは不定冠詞と同

8 冠　　詞　　類 じ語尾変化をします。これらは定冠詞、不定冠詞と同様に、 新田春夫 新田春夫
名詞の性、数、格を表示する機能を担っています。定冠詞、
不定冠詞やそれらと同じ変化をする語の存在はとりわけ名
詞の格表示の重要性を物語っています。

前置詞は名詞、代名詞などの前に置かれて、それらが表
す事物の位置・方向関係、時間関係、因果関係、手段など

9 前　　置　　詞 の意味を表します。ただ、どの場合にどの前置詞を使うか 同　上 同　上

は言語習慣的な部分も多く、なかなか難しいこともありま
す。ここでは主要な前置詞の使い方について学び、具体的
な場面での練習をします。

外国語の語順は必ずしも母語とは一致しないので、難し
いものの一つです。しかし、ドイツ語の語順は、不定詞句

10 語順、否定表現 で考えたときに、英語とは対称的で、むしろ日本語の語順 同　上 同　上

に近く、あとは、文になったときの定動詞の位置だけが問
題になります。ここではドイツ語の語順の基本原則につい
て考え、その関連で否定語の位置を学びます。

ドイツ語文法で分離動詞と呼ばれるものは動詞が副詞や
名詞など共に一つの新しい意味を持つようになった熟語表

11 分　離　動　詞 現ですが、従来、単語として扱われて来ました。ここでは 同　上 同　上

そのような分離動詞についてドイツ語の語順規則との関連
で考えます。また、分離動詞は日常的にかなり頻繁に使わ
れる重要な動詞が多く見られます。

他動詞の目的語が主語と同じ人称の代名詞である場合を
再帰表現と言います。これは全体として自動詞表現であり、

12 再　帰　表　現 喜怒哀楽、関心などの感情表現が多く見られます。自動詞 同　上 同　上

表現に他動詞を使うという発想も日本語には見られません
が、他動詞表現と比較しながら、一つの決まった表現とし
て覚えましょう。

自然現象、心理状況、生理状態など、主語を特定しがた
い場合は、esを主語とした表現を使います。これを非人称

13 非人称表現 表現と言います。このような、日本語とは発想が異なった 同　上 同　上

表現について練習します。また、テレビでは、今回から、
ドイツ歌曲を鑑賞します。今回はモーツァルトの「春への
あこがれ」を聴きます。

ドイツ語の形容詞は名詞の前に置かれると語尾変化をし
ます。それは冠詞と同様、名詞の性、数、格を表示するた

14 形　容　詞　（1） めです。ただし、定冠詞や不定冠詞などとの組み合わせに 同　上 同　上

（付加語的用法） よって語尾変化のパターンが異なります。ここではその仕
組みを学びます。テレビで、今回鑑賞するドイツ歌曲はブ
ラームスの「子守歌」です。

話法の助動詞は本動詞が表す行為や出来事に関して、
主語の能力、義務、許可、禁止などを表したり（客観的用

15 話法の助動詞（1） 法）、推量、命令、伝聞などといった話者の主体的判断 同　上 同　上

を表します（主観的用法）。ここでは話法の助動詞の語
形変化と客観的用法を学びます。テレビでの今回のドイツ
歌曲はメンデルスゾーンの「歌の翼に」です。
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ニドイツ語1（’98）＝（TV）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：新田春夫（武蔵大学教授）〕
全体のねらい
　ドイツ語1に引き続き、文法の基礎を固めます。さらに、ドイツ語Hでは、ドイツの歴史の発展に貢献し
た8人の人物とそれらの人が活躍した7つの都市について書かれたテクストを読み、ドイツの歴史、社会、
文化に関する理解を深めることを目指しています。また、これらのテクストは、講義、インタビュー、新聞
記事、日記、手紙など、さまざまな文体で書かれていますが、それらに特徴的な表現形式にも慣れて頂きま
す。テレビでは、ドイツでロケを行い、テスクトで扱われている人物と都市の紹介をします。

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）

不定詞、過去、過去分詞を動詞の3基本形と言います。
不定詞からは現在人称変化、過去からは過去人称変化、過

1 動詞の3基本形 去分詞からは現在完了形や受動形が作られます。ですから、 新田春夫 新田春夫
これらは動詞の変化体系の原形とも言うべきものです。こ （武蔵大学 （武蔵大学

こでは、過去、過去分詞の作り方を学びます。また、今回と次 教授） 教授）

回では言語学者、グリム兄弟とカッセルの町を紹介します。

ドイツ語の時称には、現在、過去、現在完了、過去完了、
の4っの区別があります。ここでは、過去時称における人

2 時　　称　　（1） 称変化とその用法について学びます。また、現在形が未来 同　上 同　上
の事柄も表すように、時称は必ずしも物理的な時間関係を
表すわけではありません。このような文法規則としての時
称と物理的な時間関係についても考察します。

ここでは現在完了と過去完了の作り方、それらの人称変
化および用法について学びます。ドイツ語では現在完了は
過去形と同じく過去の事柄を表しますが、そこには過去の

3一 時　　称　　（2） 事柄についての捉え方の違いが表れています。そのような 同　上 同　上
両者の迷いについても考察します。また、今回と次回では、
発明家でツァイス社の共同設立者、エルンスト・アッペと
イェーナの町を紹介します。

動詞がとる目的語や副詞などの個数とそれら目的語の格
は動詞ごとに決まっています。従って、それは日本語の場

4 動詞の結合価 合に対応しているとは限らず、純粋に個別言語的な決まり 同　上 同　上
です。これを動詞の結合価と言います。ここでは重要な動
詞について結合価のパターンを学びます。これは正しいド
イツ語の文を作るために極めて重要です。

不定詞は名詞的に主語や目的語などとして、過去分詞、
現在分詞は形容詞的に修飾語や副詞などとして使われます
が、同時に本来の動詞としての性質から自らも目的語や副

5 不定詞、分詞 詞をとって複雑な内容の文を作ることができます。そのよ 同　上 同　上
うな不定詞、分詞の用法を学びます。また、今回と次回で
は、社会学者マックス・ウェーバーとハイデルベルクの町
を紹介します。

ここでは命令、伝聞、推量など、話者の主体的判断を表
す形式を学びます。これらは話法の助動詞の主観的用法と

6 話法の助動詞（2） 呼ばれています。特に、推量表現は話者が自らの判断にっ 同　上 同　上
いて持っている確信度によってさまざまな表現があります。
また、werdenを使った、いわゆる未来形についても考察し
ます。

形容詞は名詞を修飾する付加語的用法、seinやwerdenと
共に動詞句を形成する述語的用法、動詞を修飾する副詞的
用法がありますが、これらのどれについても比較表現を作

7 形　容　詞　（2） ることができます。ここでは比較級、最上級の作り方と用 同　上 同上
（比較表現） 法を学び、また、その他の重要な比較表現を学びます。今

回は教育家ルードルフ・シュタイナーとシュトットガルト
の町を紹介します。
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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）

動詞が表す行為に関して、その行為者の側から捉えた表
現が能動表現ですが、同じ行為を受け手の側から見たもの

8 受動表現（1） が受動表現です。ここでは受動形の作り方と用法について 新田春夫 新田春夫
学びます。また、今回と次回では、女性建築家、マルガレ
一テ・シュッテ＝リホツキーとフランクフルトの町を紹介
します。

助動詞werdenと過去分詞によって作られる受動表現は動
作受動と呼ばれますが、ここでは、助動詞seinと過去分詞

9 受動表現（2） で作られる状態受動表現を学びます。また、これらの他に 同　上 同　上
もいくつかの受動的意味の構文がありますが、それらにっ
いても学び、それらが担っている機能について考察します。

使役表現は、他者になんらかの行為を実行させるという
意味を表しますが、その他にも、その派生的用法として、

10 使　役　表　現 容認、勧誘、受動、可能などの意味も表します。ここでは、 同　上 同　上
使役表現の作り方とその用法を学びます。また、今回と次
回は、ノーベル賞物理学者、ヴェルナー・ハイゼンベルグ
とゲッティンゲンの町を紹介します。

一つの文の中に別の文を埋め込んで複合的な文を作るこ
とができます。その場合、前者を主文、後者を副文と言い
ます。主文と副文の関係を表すのが接続詞です。ここでは、

11 接続詞と複合文 両者の関係が時間、原因・理由、目的、手段などの副詞的 同　上 同　上
（1） 関係にあることを表す接続詞を学びます。また、副文にお

ける定動詞は副文末に置かれますが、そのような語順の練
習もします。

引き続き接続詞と複合文を勉強します。ここでは、副文
が主文の中で主語、目的語などの名詞的役割を果たす際の

12 接続詞と複合文 接続詞dassや疑問文を主文に埋め込む方法について学びま 同　上 同　上
（2） す。また、これとの関連で不定詞句についても考察します。

今回と次回では、女性哲学者ハンナ・アーレントとハイデ
ルベルクの町を紹介します。

関係文も複合文の一つです。関係文の場合は、主文中の
名詞（先行詞）を副文（関係節）が修飾しているという関

13 関　　係　　文 係にあります。接続詞に相当するものが関係代名詞であり、 同　上 同　上
これは先行詞を受けたものです。ここでは関係代名詞の語
形変化と関係文の作り方を学びます。

これまで学んだ動詞の変化体系は直説法と呼ばれ、話者
が事柄を事実であると捉えている場合の形式ですが、接続
法は事実性に関しては中立や非事実として捉えている場合

14 接　続　法　（1） の形式です。ここでは、接続法1と呼ばれる形式を学びま 同　上 同　上
すが、主に要求文や間接引用に使われます。また、今回と
次回ではジャーナリスト、ルードルフ・アウクシュタイン
とハンブルクの町を紹介します。

ここでは接続法Hと呼ばれる形式を学びます。これは非
現実の事態を想定する場合に使われますdまた、これから

15 接　続　法　（2） の派生的用法として、丁寧な要請、控えめな主張など、表 同　上 同　上
現を和らげる用法があります。これらは日常的にも頻繁に
使われる重要な表現手段ですので、ほとんど慣用的な表現
として覚えましょう。

一168一



＝ドイツ語皿C97）＝（R）

〔主任講師：石光泰夫（東京大学教授）〕

全体のねらい
　ドイツ語圏の文学、思想、エッセイなどのジャンルから含蓄深い文章をいくつか厳選し、そのひとつひと
つについて数回ずつをかげながら、じっくりとドイツ語にひたってゆきます。その際、文法事項の確認はも
ちろんのことですが、主眼はあくまでもドイツ語のきわめてユニークな特質、そしてその特徴を生かしては
じめてえられるそのテクストの独特な味わいを感得するところにあります。一点一画もゆるがせにしないミ
クロな文法の理解から、歴史的・文化的な背景というマクロのレヴェルまで、言語の広大な宇宙を旅する読
解という冒険を、この時間でともに体験してみることにしましよう。

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）

吉本バナナのrキッチン湿を直訳したものからニカ所ほ
どをとりだし、ドイツ語の文章の特異性を検討しながら、 石光泰夫 石光泰夫

1 独文解釈の これからドイツで書かれた文章を読んでいくさいに注意す （東京大学 （東京大学

入門的心得 べき事項をいくつかあげる。 教授） 教授）

ドイツ語のテクストでよくでてくる割には理解がゆきと
どいていない接続法を詳細に解説する。

2 独文解釈の 同　上 同　上
ための文法事項
を確認する（1）

例文を豊富にあげながら、接続法の説明を継続する。

3 独文解釈の 同　上 同　上
たあの文法事項
を確認する（2）

ドイツ語の文章のニュアンスを決定するほど重要な役割
をしていながら、辞書などでその真の意味合いが確かめに

4 独文解釈の くい不変化詞を詳述する。 同　上 同　上
ための文法事項
を確認する（3）

例文を豊富にあげながら、さらにいくつかの不変化詞を
とりあげてそのニュアンスを解説する。

5 独文解釈の 同　上 同　上
たあの文法事項
を確認する（4）

ドイツ語は英語などとは決定的に異なる語順で文章を構
成する。したがって語順にたいする繊細な理解は独文解釈

6 独文解釈の においてきわめて重要であるのに、比較的かえりみられる 同　上 同　上
たあの文法事項 ことがない。その語順をとりあげて詳述する。
を確認する（5）

豊富に例文をあげながら、さらに語順を検討する。例文
は、次回以降にむけて、少しずつ長いものを採用している。

7 独文解釈の 同上 同上
ための文法事項
を確認する（6）
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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）

ケストナーのr一一ミールと探偵たち』を読む。長い文
章になれることが主眼。文脈を見失わない読み方をするよ

8 小　　説　　の う心がける。 石光泰夫 石光泰夫
文章を読む（1）

ヨーーハン・ペーター・へ一ベルの愉快な掌編小説rワカ
リマセン£を読む。語順の妙味などが発揮されているので

9 小　　説　　の 、以前に確認したことを思い出しながら精読する。 同　上 同　上
文章を読む（2）

同じくヘーベルのr思いがけない再開避を読む。これ掌
編小説ながら、ドイツ文学全体のなかでも傑作に数えられ

10 小　　説　　の るほどの文章なので、味わいを大事にして読むようにする。 同　上 同　上
文章を読む（3）

オーストリアの作家アーダルベルト・シュティフターの
名高い短編小説r石さまざま遍のなかから「水晶」の一一部

11 小　　説　　の を読む。これも大変に美しい文章である。いかにもドイツ 同　上 同　上
文章を読む（4） 語らしい言い回しもふだんにあるので、ドイツ語の面白さ

を味得してもらうことを主眼にする。

今回は一転して現代のもっとも問題性に富んだ作家カフ
カの有名な短編小説r起きてのまえで』を読む。文章は平

12 小　　説　　の 易なので、内容をしっかりと考えるような読み方を工夫す 同　上 同　上
文章を読む（5） る。

フロイトの代表作r夢解釈』から、第7章冒頭を読む。
全体が夢の記述なので、読みにくくはないはず。含蓄のあ

13 思　　想　　の る夢の記述から、深い意味を読みとれるよう努力する。 同　上 同　上
文章を読む（1）

次回とあわせてハイデガーの「創造的な風景一われわれ
はなぜ田舎にとどまるか」を読む。ドイツを代表する哲学

14 思　　想　　の 者の文章で、ドイツ語の特性が最大限生かされている。原 同　上 同　上

文章を読む（2） 語でなければ味わえないニュアンスを重点的に吟味する。

前回の続き。これがi締めくくりになるので、このあとさ
らに長い文章にもアタックしていけるようなアドヴァイス

15 思　　想　　の もする。 同　上 同　上

文章を読む（3）
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＝ドイツ語W（’98）＝　（R）

〔主任講師：幸　田 薫（東京大学教授）〕

全体のねらい
　さまざまな種類のテクストを読みながら、
ものの見方に学んでいきたい。

ドイツ語の読解力を身につけるとともに、ドイツ人の思考法や

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

。会話文：

@ドイツの印象、
@日本の印象。文法：単語の

ｮ理（1）

　日本人とドイツ人の主任講師がそれぞれドイツと日本の
�ﾛを語り合いながら、自己紹介する。
@文法：ドイツ語1・H（1997年度）にテキストに現れた
P語を2回に渡ってまとめる。今回は単一語。

幸田　　薫
i東京大学

ｳ授）

fabriele

@　StumPP
i東京大学

O国人教師）

幸田　　薫
i東京大学

ｳ授）

fabriele

@　StumPP
i東京大学

O国人教師）

2

。インタビュー

@　ドイツの若
ﾒたち

E文法：単語の
ｮ理（2）

　週間新聞die　Zeit（1996．8．23）の若者へのインタビ
?[と投書を読む。
@文法：前回に続き、単語の整理を行う。今回は派生語と
｡合語

幸田　　薫 同　上

3

。ショートストーリー：過去

ﾖの追慕・文法：主な文

^（1）

　過去を振り返ることの必要性を考えさせる短い文章
iJOrgen　Becker：Fraher　war　das　ganz　anders）を読む。

@文法：ドイツ語の基本的な文型を整理し、読解に利用す
髟菇@を学ぶ。

同　上 同　上

4

・ショートスト

@ーリー：人間
ﾌ適応力

B文法：主な文
^（2）

　人間がいかに過去を忘れやすいかを考えさせる短い文章
iMaria　Luise　Kaschnitz：Zu　House）を読む。

@文法：前回に続き、基本文型について学習する。熟語的
¥現についても学ぶ。

同　上 同　上

5

。ショートスト

@ーリー：ドイ
@ツ的ウィット
E文法：時称の

p法

　前章は多少難しかったので、息抜きとしてウィット2題
�ﾇみ、ドイツ的ユーモアについて考えてみる。
@文法：現在、過去、現在（過去）完了、未来の時称が実
ﾛの文章でどの様に使い分けられているか調べる。

同　上 同　上

6 ・説明文：環境

謳i国ドイツ
B文法：受動文

　ドイツにおける環境問題への取り組みについて書かれた
燒ｾ文を読む。　（出典は、Tatsachen　Deutschland，1996）
@文法：能動文と受動文の練習。 同　上 同　上

7

。説明文：民族
ﾌるつぼ中欧・文法：副文と

齒〟i1）

　Luise　Rinserの“Wer　wirft　den　Stein？”の一節を
ﾇみ、ドイツにおける小数民族の問題を考える。

@文法：不定詞句の練習を行なう。 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）

統一ドイツの社会的・経済的状況などに関するLeipzig 幸田　薫 幸田　　薫
。随筆文：統一 大学のSteffi　Richter教授へのインタビュー一を随筆文と Gabriele
後のドイツ して書き直したものを読む。 S加mPP Gabriele

8 。文法：副文と 文法：副文の構造と副文の種類について既習知識を整理 Steffi StumPP
語順（2） する。 Richter

（Leipzig大

学教授）

ドイツの代表的女流作家であるBarbara　Frischmuth
・小説：女性の の“G1“ck”の一節を読み、人口減少の続くドイツの事情を 幸田　　薫 同　上

9 時代 考える。

・文法：副文と 文法：副文　関する練習問題を行なう。
語順（3）

ドイツのノーベル賞作家Heinrich　B611　の“Wie　in
。小説：個人主 schlechten　Romanen”という短編の一節を読む。

10 義 文法：接続法の種類について既習知識を整理する。接続 同　上 同　上
・文法：接続法

i1）

法Hの練習をする。

国立ドイツ語研究所所長のGerhard　Stickel教授に 幸田　　薫
。インタビュー 新しい正書法や言語変化の実態などについて聞く。

11 ・ドイツ語の現 文法：接続法1について練習する。 Gerhard 幸田　　薫
在と未来 Stike1

。文法：接続法 （ドイツ語
（2） 研究所所長）

Wilhelm　von　Humboldtのことばと思考に関する論文
。論文：ことば の一区分読み、具体的にドイツ語と日本語の思考がいかに 幸田　　薫

12 と思考 異っているかを考える。 幸田　　薫
。文法：文脈と 文法：文と文をつなぐ文法的手段について考える。今回 Gabriele
文の機能（1） は接続詞と指示語。 StumPP

週刊誌Spiege1（1996。11）の「インターネットが社会を
。報道文：イン 変革する」と題する記事の一部を読んで、情報社会につい

13 ターネット て考える。 同　上 同　上
・文法：文脈と 文法：前回に続き、文と文をつなぐ言い替えなどの手段

文の機能（2） について考える。

元大統領のCarl　Friedrich　von　Weizsackerの演説
・演説：技術時 「人間の目的に役立つ技術」を読む。

14 代 文法：テクストの文法的・意味的・機能的な構成につい 同　上 同　上
Q文法：テクス て学習する。

トの構造

Saddeutsche　Zeitung（1997。1。1）の社説「戦後51年目」

・新聞社説：戦 を読んで、同じ様な立場にある日本と比べてみる。
15 後51年目 文法：テクスト機能一テクスト全体の持つ目的一を 同　上 同　上

・文法：テクス まず捉えることによって、読解が容易になることを学ぶ。
トの機能
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＝フランス語1＝（TV）
〔主任講師：増田一夫（東京大学助教授）主任講師：鈴木啓二（東京大学教授）〕

全体のねらい
　フランス語1、Hあわせて45分×30回を1つの全体としてとらえる。フランス語1では、無理のないプロ
グラム構成によって、コミュニケーション能力の獲得への基礎を学習する。

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）

内容：アルファベット、名詞の性と数、不定冠詞、定冠 鈴木啓二 鈴木啓二
La　belle 詞、発音練習1 、（東京大学 （東京大学

1 histoire 教授） 教授）

（うるわしき物 増田一夫 増田一夫
語） （東京大学 （東京大学

助教授） 助教授）

内容：主語人称代名詞、合tre動詞、　avoir動詞、一er（第

Rouge　ou 1i群規則）動詞、部分冠詞、1～30までの数詞、発音練習
2 blano？ 2 同　上 同　上

（赤か白か？）

内容：疑問文（イントネーション、est－ce　que？）、否定

Le　jardin 文、il　faut＋不定詞とdevoir、動詞vouloir，　pouvoir、
3 extraordinaire 発音練習3 同　上 同　上

（魔法の庭）

内容：on、否定疑問文とsiを用いた答え、名詞の複数形
Nos　amis　les 2、形容詞、tout、発音練習4

4 betes 同　上 同　上
（人類の友）

Attention！ 内容：部分冠詞、du，　de　la、縮約形、　du，　des，　au，　aux、

peinture 否定文中の部分冠詞、不定冠詞、国の名前
5 fraiche！ 同　上 同　上

（注意！ペンキ
塗りたて）

内容：様i々な動詞の活用（一ir型動詞、　aller，　venir，
L’amour　sans sortir）近接未来、近接過去、31から100までの数字

6 fi1 同　上 同　上
（糸の切れた愛）

内容：疑問代名詞qui，qu6st－ce　qui，　que，　q聴st－ce　que

Double など、疑問副詞、quand，　oむ，　pourquoi，　commentなど、疑問

7 　　■唐浮窒垂窒撃唐 形容詞que1 同上 同上
（二重のおどか
ｵ）
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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）

内容：指示代名詞ce，　cetle，　ces所有代名詞mon，醗a，　me

LesintrUS sなど、強調構i文。6st，　qui，c6st，　que 鈴木啓二 鈴木啓二
8 （聞入者）

増田一夫 増田一夫

内容：非人称動詞、不規則動詞faire，　dire，　prendre，

Avos　ordres pouvoir，　vouloir，　devoir，　savoir＋不定詞、時刻
9 蟹esdames！ 同　上 同　上

（お気に召すま
ま）

内容：人称代名詞の強勢形、ne．．．rien，　ne．．．personne，

Un，　deux， ne＿nulle　partを使った否定文
10 trois！Partez！ 同　上 同　上

（1、2、3、
スタート！）

内容：形容詞と副詞の比較級と最上級、指示代名詞
Bas　les

11 masques 同　上 同　上
（仮面を捨てろ）

内容：動詞の肯定命令形、動詞の否定命令形、代名動詞
Diner　surprise s’ ≠垂oeler，　se　promenerなど

12 同　上 同　上
（思いもかけぬ

夕食）

内容：複合過去形（肯定形、否定形）、関係代名詞qui，

Les　inspiratio que，00，　dontr

13 ns　du　cr6ateur 同　上 同　上
（創作家のひら

めき）

内容：受動態（現在形、複合過去形）、様々な否定の表
Le　coeur　a　tOU 現（ne…plus，　ne…jamais，　ne…pas　encoreなど

14 casser 同　上 同　上
（とてつもない

心臓）

15 ま　　と　め　　テ　　ス　　ト 同　上 同　上
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＝フランス語H＝（TV）

佳虚無獺認鶏族学譜叢；〕

全体のねらい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　フランス語1にひきつづいて、生きたフランス語の習得をめざす。何本かのスケッチをもとに、様々な表
現や文の構造を覚え、それが実際に応用できるようにする。授業では、発音の練習にも時間をさき、単なる
一方的な知識の伝達に終わらないよう心がける。文法の説明は、フランス語1．E。全体で完結させる。

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）

関係代名詞　lequel，　laqueUe，1esquels，1asquelles．、 鈴木啓二 鈴木啓二
Bsisers　vol合S 前置詞＋関係代名詞 （東京大学 （東京大学

1 （盗まれた口づ 教授） 教授）

け） 増田一夫 増田一夫
（東京大学 （東京大学

助教授） 助教授）

目的語となる人称代名詞　me，　te，　nous，　vous，　le，1a，1es．

Une　ame など。

2 charitable 同　上 同　上
（慈悲深い心）

動詞の半過去形、大過去形
1emyst6re　de

3 la　dane　noire 同　上 同　上
（黒礼の女の謎）

中性代名詞　1e，　en，　y

4 ：La　filature 同　上 同　上
（尾行）

faire，1aisser，　voir，　entendre＋不定詞
：Les

5 professinnels 同　上 同　上
（仕事師たち）

直説法単純未来形および前未来形
Rira　bien　qui

6 rira　le　dernir 同　上 同　上
（最後に笑う者

が勝つ）

条件法現在形、条件法過去形、所有代名詞
Savoir

7 recruter 同上 同上
（リクルートの
ノウハウ）
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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）

現在分詞、n’imp6rte　quoi，　n’importe　qui，　n’importe

Drole　de que1 鈴木啓二 鈴木啓二
8 locataire

（奇妙な下宿人） 増田一夫 増田一夫

ジェロンディフ、様々な諺、シラブルの数え方

9 LeS　trOiS　COup 同　上 同　上
（三度の木忍音）

接続法（1）
Une　armoire

10 rebelle 同　上 同　上
（言うことを聞

かぬ戸棚）

接続法（2）
Ah　les

11 901ieS　VaCanCe 同　上 同　上
（ああ美しきか

なヴァカンス）

状況補語説における接続法、形容詞節における接続法、

Complexe 形容詞、auoun，　chaque
12 d’CEdipe 同　上 同　上

（エディプス・

コンプレックス）

直i接話法、間接話法、時制の一致

Casting
13 （キャステイン 同　上 同　上

グ）

直説法単純過去形、複合過去と半過去の用法
Le　tournoi

14 （馬上槍試合） 同　上 同　上

15 ま　　　　　と　　　　　め 同　上 同　上
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＝フランス語皿C　98）　＝　（R）

〔主任講師：三浦信孝C中央大学教授）〕

全体のねらい
　受講生に中級から上級への橋渡しになるような総合的フランス語力の養成をあざす。素材としては18世紀
から20世紀までのフランスの作家が日本について書いた文章を15選んで詳しく読む。従ってフランス人の日
本像の変遷を辿るという比較文学比較文化的アプローチを重視する。実際の講義は協力者のM。フェリエと行
い仏語を多用する。気晴らしを兼ねて毎回プレヴェール作詩のシャンソンを1曲聴く。

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）

「百科全書」とヴォルテール ミカエル。フェリエ ミカエル・フェリエ

プレヴェールのシャンソン（1） （中央大学 （中央大学

1 18世紀　啓蒙の 助教授） 助教授）

世紀の日本像 三浦信孝 三浦信孝
（中央大学 （中央大学

教授） 教授）

ゴンクール兄弟とジャポニスム
プレヴェールのシャンソン（2）

2 19世紀後半の 同　上 同　上
日本像　（1）

ジュール・ヴェルヌのr80日間世界一周』
プレヴェールのシャンソン（3）

3 19世紀後半の 同　上 同　上
日本像　（2）

噸

ピエール・ロティのrお菊さん』
プレヴェールのシャンソン（4）

4 19世紀後半の 同　上 同　上
日本像　（3）

詩人大使クローデルの日本
プレヴェールのシャンソン（5）

5 20世紀前半の 同　上 同　上
日本像　（1）

「日本の一野蛮人」アンリ・ミショー
プレヴェールのシャンソン（6）

6 20世紀前半の 同　上 同　上
日本像　（2）

アンドレ・マルローの伊勢神宮
プレヴェールのシャンソン（7）

7 20世紀前半の 同上 同上
日本像　（3＞
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　　容 講　師　名 講5師　名

（所属・職名） （所属・職名）

ルロワグーランのアイヌへの旅
プレヴェールのシャンソン（8）

8 20世紀前半の ミカェル・フェllエ ミカエル・フェリエ

日本像　（4）

三浦信孝 三浦信孝

マルグリット・デュラスとヒロシマの記憶
プレヴェールのシャンソン（9）

9 20世紀後半の 同　上 同　上
日本像　（1）

ロラン・バルトと「記号の帝国」日本
プレヴェールのシャンソン（鋤

10 20世紀後半の 同　上 同　上
日本像　（2）

ユルスナールの「企業国家」日本批判－
プレヴェールのシャンソン（U）

11 20世紀後半の 同　上 同　上
日本像　（3）

レヴィ・ストロースの隅田川
プレヴェールのシャンソン⑫

12 20世紀後半の 同　上 同　上
日本像　（4）

ニコラ・ブヴィエと日常の中の能
プレヴェールのシャンソン⑬

13 20世紀後半の 同　上 同　上
日本像　⑤

イヴ・シモンと未来への旅
プレヴェールのシャンソン（鋤

14 20世紀後半の 同　上 同　上
日本像　⑥

フランソワ・ローの竜安寺石庭
プレヴェールのシャンソン（15＞

15 20世紀後半の 同　上 同、上
日本像　（7）
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＝フランス語IVC　98）　＝　（R）

〔主任講師：保苅瑞穂（搦協大学教授）〕

全体のねらい
　フランス語を読む能力を高めることを目的とする。そのためにさまざまな種類の文章にふれて、文法の知
識を確実にすると共に言葉に対する感覚が身につくように講義を進めたい。

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）

左記の本から作者の少年時代を回想した一節を取り上げ
アナトール・フ る。やさしい単語と平明な構文で書かれた古典的な名文と

1 ランス して有名な一節である。 保苅瑞穂 保苅瑞穂
rわが友の書遍 （濁協大学 （濁協大学

1 教授） 教授）

アナトール・フ
2 ランス 同　上 同　上

rわが友の書』

@　　　　2

半過去と単純過去を基調とする伝統的な小説における動
アンドレ・ジッ 詞・時制の使い方に注意すること。6回目のカミュのr異

3 ド 邦人』と比較して双方の異同を確かめること。 同　上 同　上
『田園交響曲』

彼はr星の王子さま』で日本でも知られる飛行士の職歴
サン＝テクジュ をもった作家で、この一節は砂漠に不時着した2人の飛行

4 ペリー 士が死の直前に救われるクライマックスを描いたもの。緊 同　上 同　上
r人間の土地直 迫した前半と救われた生命への讃歌である後半の対比の妙

1 を味わうこと。

、

サン＝・テクジュ
5 ペリー 同　上 同　上

r人間の土地£

@　　　　2

主人公ムルソーが太陽の照りつける海岸でアラブ人を射
アルベール・カ 殺するいわゆる不条理殺人を描いた場面。カミュは小説の

6 ミュ 地の文に複合過去を用いることで小説技法に革：新をもたら 同　上 同　上
『異邦人』 した。その点に注意してよんでみる。

アランのr芸術論集』の中の散文論をよんで、散文の特
徴について勉強する。

7 アラン 同上 同上
「散文について」
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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）

詩を散文に比較して、詩の特徴について基本的な点を勉
強する。

8 アラン 保苅瑞穂 保苅瑞穂
「詩と散文につ

いて」

8回目で取り上げた詩の勉強をふまえて、ヴェルレーヌ
ポール・ヴェル のr月の光』をよむ。

9 レーヌ 同　上 同　上

r月の光』

この本の冒頭部分をよむ。これは17世紀の文章であるが、
現代文法の知識があれば少し古い文章でも十分によあるこ

10 デカルト とを知ること。また論理的な思考の展開をしっかりと把握 同　上 同　上

r方法叙説』 すること。

これは18世紀のルソーの手紙の一節である。比較的長い
ジャン＝ジヤツ 文であるから、文の構造をまず正確に掴むこと。その上で

11 ク・ルソー ルソーのゆたかな感性と散文の美しさを味わうこと。 同　上 同　上

「マルゼルブへ
の手紙」

スタンダールの簡素で、スピード感のある文章を味わう
こと。

12 スタンダール 同　上 同　上

r赤と黒』

フローベルは散文による文学表現に生涯にわたって骨身

ギュスターヴ・ をけずった作家であったが、　r感情教育』はその成果であ

13 フローベール る。一語一語のことばの重みを感じとるように努めること。 同　上 同　上

r感情教育』

フランス語による散文表現が長い伝統をふまえた上で、

マルセル・プル どこまで可能であるか。この小説ではそれがほとんど限界
14 一スト まで突きつめられている。各回の読解力をためすつもりで、 同　上 同　上

r失われた時を 挑戦してほしい。

求めて』

15
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＝中 国 量五
口口 1＝　（R）

〔主任講師：傳田　章（放送大学教授）〕

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
の理解を心がけ、中国語1では文の構成、品詞の機能、動詞を中心とした統語構造を学習する。平行して機
能後を中心に基本語彙の習得をはかって、中国語IIに接続する。2個学期で基礎課程を終える予定。

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）

四つの声調 傳田　　章 傳田　　章
単韻母（1）：　a，e （放送大学 （放送大学

1 発　音　　　1 声母（1＞：　b，P，　m，　f 教授） 教授）

声母（2）：　d，t，　n，1 呉　　念聖
（早稲田大

学講師）

病母（3）：　zh，ch，sh，r
声母（4）：　g，k，　h

2 発　音　　　H 複韻母（1）：　ai，ei，ao，ou 同　上 同　上

複韻母（2）：　an，en，ang，　eng
第三声の連続　　　　　主語と述語

軽罰　　　　　声母（5＞：　i，q，　x
動詞と目的語

3 目　　的　　語 修飾語：　連体，連用，副詞 同　上 同　上
特殊疑問：　疑問詞疑問文
構造の重なり

置畳（6）：　z，c，　s

単韻母（2）：　zhi，ziの韻母
4 補　　　　　語 断定，動詞と補語：　動詞“是” 同　上 同　上

相　　　　　1 状況の相：　助詞“了”，　“尼”

“不”の声調変化

単韻母（2）：　i，iで始まる複韻母
単韻母（3）：　u，uで始まる複三三

5 発　音　　　皿 単三三（4）：　U，Uで始まる複韻母 同　上 同　上
韻母。　　　　　三三　　e
選択疑問（1）　　　場面の提示（1）

限定修飾語（1）：　連体修飾語，助詞“的”

限定修飾語（2）：　名詞句代理
6 語　気　　　1 当否疑問：　助詞“嘱” 同　上 同　上

推量：　助詞“咀”

意志・勧誘：　助詞“肥”
感情の表出：　助詞“咽”

7 語　気　　　1 助詞“呵”の連声 同上 同上
文の三層構造
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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）

場所目的語：　存在，移動動詞“在”，　“来”など
二重目的語：　授与動詞“給”など 傳田　　章

8 移動・授与 形容詞述語（1） 傳田　　章
人称代名詞　　　　　指示詞・指示代名詞 呉　　念聖
“一” ﾌ声調変化

韻母er
限定詞一助数詞構造（1）：

9 数 限定詞助数詞構造（2）：　名詞句代理 同　上 同　上
数詞　　　　　基数と序数
末尾桁助数詞省略

疑問数詞：　“几”と“多少”
完了相：　“V了”

10 相　　　　　H 未然：　副詞“没（有）” 同　上 同　上
状況の相と動詞の相

持続相：　“在一VP”，　“V着”
経験相：　“V過”

11 相　　　　　IH 選択疑問（2）：　“V了没有？” 同　上 同　上

動作量補語（1＞：　“看一次”

動作量補語（2）：　“看一看”

12 動　　作　　量 動作量補語（3＞：　“看一会几” 同　上 同　上
動作量補語と目的語：

動詞句補語を伴う動詞：　“能”，　“要”など
動作量補語（4）：　“好一点几”

13 認　　　　　定 同　上 同　上

文補語を伴う動詞：　“想”，　“説”など
文目的語をとる動詞：　“知道”，　“告訴”など

14 思考・認識 文補語と文目的語 同　上 同　上

目的補語を伴う動詞（1）：　“請”など

動詞と補語，動詞と目的語：
15 目　的　補　語 V－0，V－Cの整理 同　上 同　上

語句の結合：　統辞構造の整理
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＝中 国 量五
口口 H＝　（R）

〔主任講師：傳田　章（放送大学教授）〕

全体のねらい
　中国語1に接続して文法の基礎の学習を続ける。述語動詞句のやや複雑な形のものからさらに複文の接続
関係に進んで、文法の大枠の学習を終える。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された理解をはかりたい。中国語Hで基礎課程の学習を終える。

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）

存在の表現：　動詞“有” 傳田　　章 傳田　　章
現象描写：　“来了一ノト朋友” （放送大学 （放送大学

1 現　象　描　写 場面の提示（2＞・方位詞：　方位詞“上”，　“里” 教授） 教授）

個体叙述と現象描写：　“雨住了”と“下雨了” 呉　　念聖
目的補語を伴う動詞（2）：　“有一〇一Co” （早稲田大

学講師）

動詞句連用（1＞：　“VP一塁（／去）”
動詞句連用（2）：　“来（／去）一VP”

2 連　用　　　　1 動詞句連用（3）：　“V着一VP” 同　上 同　上

前置詞句連用（1）：　前置詞“在”

前置詞句連用（2）・形容詞述語（2）：　前置詞“比”

3 連　用　　　豆 主題としての動作対象など 同　上 同　上
事態の断定：　“（是）…的”

前置詞句連用（3）：　前置詞“杁，到，離，給”
前置詞句連用（4）：　前置詞“銀”，　“和”

4 連　用　　　皿 前置詞句連用（5）：　使役表現，前置詞“叫”，　“譲” 同　上 同　上
前置詞句連用（6）：　受身表現，前置詞“被”
前置詞句連用（7）：　前置詞“把”

包　　括（1）：　前置詞“連”

包　　括（2）：　“一点几也…”

5 連　用　　　IV 包　　括（3）：　“什磨都…” 同　上 同　上

動作の評価：　“V得一AP”
結果の事態：　“V得一S”

6 連用複合　　1 動作結果複合（1）：　“VR”複合 同　上 同　上

動作結果複合（2）：　“V上来”

動作結果複合（3）：　“V得R”，　“V不R”
7 連用複合　H 動作結果複合（4）：　“V得了”，　“V不了” 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

〆

（所属・職名） （所属・職名）

動作結果複合（5）：　“V到”

動作結果複合（6）：　“V住” 傳田　　章
8 連用複合　皿 動作結果複合（7）：　“V着” 傳田　　章

動作結果複合（8）：　“V在” 呉　　念聖

動作結果複合（9）：　“V上”などの補助動詞化
動作結果複合（1①：　“A極了，A得復，　A得多”

9 連用複合　w 動詞の試行相：　動詞の重ね型 同　上 同　上
r　　化

起動相　　．　“V起来”
継続相　　　　“V下去”

10 相　　　　　rv 経過相　　　　“V過（…了）” 同　上 同　上

接　　続（1）：　“又…又…”など
接　　続（2）：　“一…就…”など

11 接　続　　　1 同　上 同　上

接　　続（3）：　“要是…就…”など

接　　続（4）：　“因為…所以…”など
12 接　続　　　H 選択疑問（3）：　“X還是Y？” 同　上 同　上

不定称接続：　“什歴…什歴…”
描写形容詞：　形容詞の重ね型

13 接続　　　皿 de（的）でくくられる描写修飾語 同　上 同　上
擬声語

名詞句述語：　“現在几点？”
過度の1e　（了）．　“太…了”

14 補　遺　　　1 承前疑問：　“他尼？” 同　上 同　上

不信疑問：　“…？”
付加疑問：　“…，好四？”

15 補　遺　　　豆 文・節末の助詞に近い語句：　“…的弓，　“X”など 同　上 同　上
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＝中 国 ≡…五

口口 皿＝　（R）

〔主任講師：傳田　章（放送大学教授）〕

全体のねらい
　中国語1・Hの学習の上にたって、文学作品等の文章の講読に入る。1・Hで学習した基礎の文法項目を
随時復習しつつ、さらに細かい項目にわたって文法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）

§1。1　命名動詞“叫” 傳田　　章 傳田　　章
1 「農貿市場」（1） §1．2　列挙の“磯” （放送大学 （放送大学

§1。3　“V来V去” 教授） 教授）

§1。4　“一片”

§2．1　“V上”

2 「農貿市場」（2） §2．2　認定動詞“可（以）” 同　上 同　上
§2．3　概数の“来”
§2．4　副詞“不二”

小学語文より
§3。1　制限補述の“就是”

3 「我的伯父 §3．2　“V過来” 同　上 同　上
魯迅先生」 §3．3　“是不是…？”

§3．4　当否疑問文による反語

小学語文より
§4．1　重ね型形容詞（1）

4 「火焼雲」　（1） §4．2　“一”の省略 同　上 同　上
§4．3　“V也不V”

§5．1　“有人…”の訳し方
5 「火焼雲」　（2） §5．2　“好像…似的” 同　上 同　上

§5．3　“V開”

§5．4　重ね型形容詞（2）

曹禺r家』第二幕
§6．1　疑問詞の三用法

6 「鳳　鳴」　（1＞ §6．2　疑問詞疑問文による反語 同　上 同　上
§6．3　限定詞

§7。1　否定の“什磨…”
7 「鳳　鳴」　（2） §7．2“非…不可” 同　上 同上

§7．3　“V好”
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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）

§8．1　“V呵V呵”
8 「鳳　鳴」　（3） §8．2　“V過一次了” 傳田　　章 傳田　　章

§8．3　“V着V着”

§9．1　“不再…”，　“再”と“又”

9 「鳳　鳴」　（4） §9．2　状態形容詞の重ね型 同　上 同　上
§9．3　“不過”，副詞と接続詞

§10．1“好”の認定詞用法
10 「鳳　鳴」　（5） §10．2　反語“螂（几）有…” 向　上 同　上

§11．1復音節形容詞の語構成
11 「鳳　鳴」　⑥ §11．2　副詞の語順 同　上 同　上

§11．3“好好几”の発音

§12．1復音節動詞の語構成
12 「鳳　鳴」　（7） §12．2　V－0型の‘離i憎憎’ 同　上 同　上

§12．3‘少し’と訳さない“A点几”
§12．4“要…了”

§13．1助詞“（還）…尼”
13 「鳳　鳴」　（8） §13．2“以為” 同　上 同　上

§13．3“三三…也…”

§14。1“一V三三…”
14 「鳳　鳴」　（9） §14．2“給”，動詞と前置詞 同　上 同　上

§14．3　認定動詞“要”のいろいろ

§15。1包括の“都”
15 「鳳　鳴」　㈲ §15．2　補足陳述を導く“三三…” 同　上 同　上
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＝中国語】V（’98）＝（R）

〔主任講師：木村英樹（東京大学助教授）〕

全体のねらい
　中国語皿に続いて講読の授業を行う。現代作家の短編小説2篇を題材とし、これまでに学習した基礎的な
文法事項や表現形式の復習と整理を行いつつ、さらに難度の高い文法項目や表現法をきめ細かく学習し、機
能語の意味などを注意深く読み取りながら、精緻な読解力の習得を目指す。

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）

『黄油烙餅』　（江曾棋作）を読む。

1 r黄油烙餅』 毎回、1回を前後半に分ける。最初にネイティヴ・スピ 木村英樹 木村英樹
（三岳適作） 一カーによる1回分の前半部のテキスト朗読を聞き、次に （東京大学 （東京大学

を読む　（1） 内容解説（本分の読解・文法説明・語句解釈など）を行う。 助教授） 助教授）

2 同　上 同　上 同　上
（圧曾旗作）

を読む　（2）

3 同　上 同　上 同　上
（三岳棋作）

を読む　（3）

4 同　上 同　上 同　上
（江曾畑作）

を読む　（4）

5 同　上 同　上 同　上
（圧曾高作）

を読む　（5＞

6 同　上 同　上 同　上
（圧曾棋作）

を読む　（6）

7 同　上 同上 同上
（圧三三作）

を読む　（7）
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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三芳』　（圧曾旧作）を読む。

毎回、1回を前後半に分ける。最初にネイティヴ・スピ 木村英樹 木村英樹
8 r小荊 一カーによる1回分の前半部のテキスト朗読を聞き、次に （東京大学 （東京大学

（注三三作） 内容解説（本分の読解・文法説明・語句解釈など）を行う。 助教授） 助教授）
を読む　（1） 後半部も同様の形式で、ネイティヴ・スピーカーによるテ

キスト朗読からはじまる。

9 同　上 同　上 同　上
（圧素謡作）

を読む　（2）

10 同　上 同　上 同　上
（注素謡作）

を読む　（3）

11 同　上 同　上 同　上
（注素謡作）

を読む　（4）

12 同　上 同　上 同　上
（注曾棋作）

を読む　（5）

13 同　上 同　上 同　上
（三図旧作）

を読む　（6）

14 同　上 同　上 同　上
（三三旧作）

を読む　（7）

15 同　上 同　上 同　上
（注曾棋作）

を読む　（8）
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・＝ロ　シ　ア　語 1＝　（R）

〔主任講師：川端香男里（中部大学教授）〕

全体のねらい
　ロシア語の基礎を基本的な単語・文型を反復練習させることによって習得させることを目的とする。入門
編（1－5）基礎編（6－12）発展編（13－15）の3部構成とし、学習者にロシア語学習の成果を実感させ
っっ勉強をすすめるように工夫してある。詳細な文法表、単語集も附し、学習者の便宜に供することとした。

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 文字と発音

基礎的な発音練習
Aクセントとイントネーション
Aクセントのない母音の発音
ｶ型「これはイヴァンです」

川端香男里
i中部大学

ｳ授）

ｴ水道子
i東京大学

u師）

川端香男里

ｴ水道子

ｪ野エレナ
i東京大学

�寀ﾎ講師）

2 名　詞　の　性

有声子音と無声子音

ｼ詞の性
蒲L代名詞
ｶ型「これはイヴァンですか？」

同　上 同　上

3 形容詞と動詞

所有代名詞、指示代名詞
`容詞硬変化
ｮ詞現在人称変化
ｶ型「私は読書をしています」
@　「あなたはロシア語が話せますか？」

同　上 同　上

4 名詞の格と
ｮ詞の過去

名詞の格（生出の用法）

?ｮ体と不活動体
O置詞
ｮ詞過去形
ｶ型「昨日あなたは何をしましたか？」

同　上 同　上

5

名詞の与格・二
O、動詞の未来
`・命令形

名詞の格（与格と造格の用法）

s完了体と完了体
ｮ詞の未来形
ｶ型「ごらんなさい！きれいな鳥ですね！」

同　上 同　上

6 名詞の硬変化と

﨣ﾏ化、複数形

名詞と形容詞の変化一三変化と軟変化
`容詞混合変化
ｼ詞複数形
ｶ型「これは和露辞典です」
@　「私は青が好きです」

同　上 同　上

7

形容詞・代名詞
ﾌ複数形と格変

ｻ

形容詞、所有代名詞、指示代名詞の複数形。
O置格の用法。一。∬動詞。

ｶ型「私はモスクワ大学の一年生です」
@　「私は父のことを考えています」

同上 同上

一189一



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）

不定人称文、無主体文（無人掌文）。 川端香男里
所有代名詞、所有と所有の否定。 川端香男里

8 所有の表現、 文型「私の娘はナターシャといいます」 清水道子
生格の用法 「兄弟がおありですか？」 清水道子

「どうぞよろしく」 岡野エレナ

月の名前。

曜日の名前。
9 無人称述語 無人称述語 同　上 同　上

文型「寒くないですか？」
「ぼくテレビ見ていい？」

完了体と不完了体
不完了体未来と完了体未来。

10 動　詞　の　体 体の形成、勧誘の表現。 同　上 同　上
文型「以前彼はよく手紙をくれました」

「今この葉書を書いてしまいます」

運動の動詞という概念。
定動詞と不定動詞。

11 運動の動詞 接頭辞のついた運動の動詞。 同　上 同　上
文型「私は店へいくところです」

「毎日子供たちは学校へ通います」

形容詞短語尾形。
述語の造格。

12 形容詞短語尾形 形容詞、代名詞の造格、時刻の表現。 同　上 同　上

と造格の用法 文型「今晩おひまですか？」
「私は教師になりたい」

「今、何時ですか？」

仮定と仮定法。

数量生格　名詞・形容詞の複数二二。
13 仮定法、生湯の 文型「もし明日時間があったら、お宅へ遊びに行くので 同　上 同　上

用法 すが」

「一一週間に何冊雑誌を読みますか？」

複数活動体対格
複数の対格・与 複数与格、複数前置格、複数二二。

14 格・前置格・造 文型「どんな作家がお好きですか？」 同　上 同　上
格、関係代名詞 「今私は都心にあるホテルに滞在しています」

年齢の表現。

三三詞・副詞の比較級と最上級。
15 比較級、最上級 福動詞、能動形動詞。 同　上 同　上

文型「兄は私より二歳年上です」
「本を読みながら彼女は泣いていた」
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＝ロシア語II＝（R）
〔主任講師：川端香男里（中部大学教授）〕

全体のねらい
　「ロシア語1」を受けて、中級のレベルへと学習者を引き上げ、ロシア語の多様な側面を学ばせることを
目的とする。　rロシア語1」で学んだ基礎的なことをより確実にし、学習者が自立して勉強して行けるよう
な手がかりを与えるようにする。

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）

生野の用法（部分生格・否定生格）。 川端香男里
不定代名詞。 川端香男里 （中部大学

1 「ロシア語1」 完了体と不完3体（ペアの形式） （中部大学 教授）

の復習　　　（1） 教授） 岡野エレナ
（東京大学

非常勤講師）

数詞。

複数の生格。

2 「ロシア語1」 無人称文（1）。 同　上 同　上
の復習　　　（2＞

動詞の定と不定。
定代名詞。

3 運動の動詞 定動詞一三定動詞 同　上 同　上

一定動詞・不定
動詞

従属節（副文章）。
譲歩・認容文。

4 従　　属　　節 斜格の概念。 同　上 同　上

受身文章のつくり方。
普遍人称文。

5 一Sya動詞 同　上 同　上

関係代名詞の用法。
命令法。

6 関係代名詞、 比較級。 同　上 同　上

命令法、比較級

副動詞と形動詞の復習。

7 形動詞、副動詞 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）

形容詞の最上級表現。
時の表現。 川端香男里

8 最上級、時の 川端香男里
表現 岡野エレナ

話法。

被動形動詞。
9 話　　　　　法 否定代名詞。 同　上 同　上

関係副詞の用法。
同格表現一孤立附語（1）。

10 関係副詞、 同　上 同　上
同　　格　　（1＞

孤立附語（2）。

蟹草論について。
11 同　　格　　（2） 同　上 同　上

不定形の用法。

抽象名詞の形成。
12 不　　定　　形 同　上 同　上

動詞のペアーの作り方。

13 動詞の体の構成 同　上 同　上

新聞の文体、学術語文の文体。
句読法（1）

14 ロシア語の文体 同　上 同　上
（1）

文学作品の文体。
接頭辞の用法。

15 ロシア語の文体 句読法（2） 同　上 同　上
（2）
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＝＝ Xペイン語IC95）＝＝（R）

〔主任講師：山口蒸正（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　スペイン語の初歩の第一歩からの学習であるが、日本語を母語とする者にとって親しみやすいスペイン語
の発音に慣れつつ、日常的な状況の場面での簡単な話を通じて、スペイン語の基本的な用語・表現と文法項
目等を学んでいく。スペイン語の初級レベルにおいては動詞の活用を覚えることが重要である。ぜひ、書く
ことと共に口頭の訓練を積んでほしい。

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）

Alfabetoと文字と発音の関係を学び、基本的な挨拶の表
現と動詞serを用いて簡単な紹介の仕方を練習する。 山口薫正 山口高高

1 挨拶、お互いの （放送大学 （放送大学
紹介 助教授） 助教授）

発音の続きと、serの復習、一AR規則動詞を用いて、お
「どこの件？」 互いのこと、友人・知人のことを話す。

2 「何をしている 同　上 同　上
の？」

動詞estar，一ER／一IR規則動詞を学んで、家で用いる基
本的で簡単な表現を学ぶ。

3 日々のこと、身 同　上 同　上
の周りのもの

今まで学習した文法項目を生かしつつ、外での日常生活
を語る。動詞hayの表現。

4 仕事・勉強・家 同　上 同　上
の外での生活

語根母音変化不規則動詞を学びながら、家族・身内の話
をする。

5 家族構成・身内 同　上 同　上
の関係

動詞tenerを中心に、身体の状態の表現と「どうすべき
か」　「何ができるか」の言い方を学ぶ。

6 身体のこと・健 同　上 同　上
康

学校での話題を学年度スケジュールと共に扱う。小さい
数と年月週の語句を学ぶ。

7 授業・試験・ク 同上 同　上
ラスのこと

一193一



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）

カレンダー、時間、年齢等で数の練習をする。不規則動
詞irと動詞句〈ira＋不定詞〉も合わせて覚える。

8 曜日・時間・年 山口薫正 山口薫正
齢

電話での話し方、パーティの招待を話題に、文法的には
直接・間接目的格人称代名詞と1人称単数活用形の語尾が

9 電話での約束・ 噛。となる動詞を学ぶ。 同　上 同　上

パーティ

天気の表現と色々な買物をテーマに、大きな数・gustar
の用法等を扱う。

10 天気・外出・買 同　上 同　上
物

どのようにして目的の場所に行けるか尋ねる。前置詞
乗り物・通勤・ （句）の学習。

11 通学・目的地に 同　上 同　上
行く

旅行と外国滞在の話題と感情表現の語句を学ぶ。

12 旅行・外国滞在 同　上 同　上

主要な動詞とお礼、頼み、許し等の表現を学ぶ。

13 頼み・感謝・許 同　上 同　上

し・勧め

紹介や貸借など、人と人との関係の出来事を表現する。
conocerとsaberの相違、再帰動詞が新たな文法事項である。

14 人との付き合い 同　上 同　上

再帰動詞を用いて日々の生活における自分の行動がいろ
いろ表現できる。

15 日常生活の行動 同　上 同　上
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・＝スペイン語豆（’98）＝　（R）

〔主任講師：山口丸正（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　スペイン語1で学習した動詞の現在形による表現を基礎として、それぞれの日常的な場に応じた語句を用
いて基本表現を発展させる。文法的には、動詞の過去形と命令形を中心に学ぶが、スペイン語を習得するに
は動詞活用は避けて通れないので、各自練習に努められたい。

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 出会い・別れの

¥現

パーティにて、いとまごいをする
?ﾐを訪ねる
�`での出迎え・見送り、週末の別れ
ﾄ帰動詞の復習

山口蒸正
i放送大学

赴ｳ授）

山口燕正
i放送大学

赴ｳ授）

2 人のことを尋ね
驕E話す

スペイン語の国・国民名、職業は？
ﾇんな人か？
ｻ在分詞
ﾟ去分詞

同　上 同　上

3 自然・気候など

�bす

展望台にて、天候の表現
c園での余暇生活
ﾄ帰動詞（続き）　受け身的用法、無人称的表現分、
P人称動詞

同　上 ．同　上

4 比較の表現

身近な品物、家族・友人、町・地方について話す
蛯ｫな数を学ぶ

同　上 同　上

5 命令形を用いて

@　　　　　1

勉強・遊びの中で勧め・忠告、要求、命令等の表現を用い
驍狽潤A　vosotrosへの命令

同　上 同　上

6 命令形を用いて

@　　　　　2

仕事・付合いの中で頼み、詫び、禁止等の表現を用いる
浮唐狽?пC　ustedesへの命令

ﾛ定命令 同　上 同　上

7 命令形を用いて

@　　　　　3

家の中で日常的に用いる表現
ﾚ的格人称代名詞を伴った命令
ﾄ帰動詞の命令 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）

昨日行ったところ、スペイン語のパーティ 山口薫正 山口薫正
直説法完了過去： （放送大学 （放送大学

8 過去を話す1 一AR規則動詞 助教授） 助教授）

不規則動詞1（1eer／ir／ser）

先日何をしたか：同窓生の集まり、家に友人を招く
直説法完了過去：

9 過去を話す2 一ER／一IR動詞 同　上 同　上
不規則動詞2（estar／hacer／tener／venir）

子供のころの思い出、その時何をしていたか？
直説法不完了過去

10 過去を話す3 同　上 同　上

スペイン語の国での生活経験から：スペインで困ったこと、
メキシコへ行った人

11 過去を話す4 直説法完了過去：不規則形3 同　上 同　上
（poder／querer／poner／dormir）

直説法現在完了

対人関係を話題にする、仕事仲間のこと、友人の結婚
直説法完了過去：不規則形4

12 過去を話す5 （decir／dar／pedir／saber） 同　上 同　上

今日の天気、展覧会へ行く、パソコンはむずかしい？
文を名詞化するque／仮定・条件文のsi／時を表すcuando

13 複文による表現 ／理由・原因をしめすCOmO、　POrque／譲歩のaUnque等を用 同　上 同　上
いた複文

勉強、仕事で／旅行に行く話しで意図、予定、推量等を表
現する

14 未来の表現 直説法未来 同　上 同　上

買い物、訪問地での語らい、送られてきたもの
名詞を修飾する関係代名詞queの形容詞節／10　queの表現

15 関係詞による表 ／関係副詞のdonde 同　上 同　上
現
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＝英語IVC99）＝（TV）

〔圭騰臨糟ム㌔堅騰智芙大欝鋤

全体のねらい
　英語圏文化の原型としてのイ1ギリスも、ボーダーレス化したといわれる現代においては、相対的個別の一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、同時っに過ぎないかもしれないが、イギリスの文化と社会のなかに普遍的価値を見つけ出すことを目指し
に日本との比較も視野におさめた英語学習。15章（回）からなる印刷教材、放送教材は・教育・コミュニテ
ィ、仕事の三分野に大別。各面はそれぞれのテーマを紹介する短いテクスト、現地取材のインタヴュー・さ
まざまめ語学的演習、テーマに沿った短い文学テクストなどから成り立つ。特に読解と聞き取りに力点がお

かれる。題して’Voices　fro田Britain’。

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）

On　the　early　years　of　compulsory　education　at 山内久明 山内久明
priH童ary　school　from　age　five　to　eight，　focusing　on （日本女子 （日本女子

1 First　School the　child－centred　education　磁ovement． 大学教授） 大学教授）

グレアム・ロー グレアム・卜

（早稲田大 （早稲田大

学教授） 学教授）

On　the　final　years　of　secondary　education　from　age

sixteen　to　eighteen，　focusing　on　the　issues　of　early

2 Sixth　Form specialisation　and　freedom　of　choice． 同　上 同　上

On　historical　development　and　modem　functions　of

Oxford　and　Cambridge　Universities，　focusing　on　the

3 Ancient cOllegiate　SySetm． 同　上 同　上

University

On　the　foundation　and　function　of　newer

universities　founded　since　the　nineteenth「century，

4 NeW　UniVerSity with　a　particular　focus　on　the　post。war　campus 同　上 同　上

university。

On　the　creation　and　development　of　Britain’s　own

”University　of　the　Air”，　focysing　on　its

5 Open contribution　to　the　expansion　of　abult　and 同　上 同　上

University continuing　education．

On　the　development　and　structure　of　residentia1

housing，　focusing　both　on　both　socio－economic　and

6 House cultural　aspects． 同　上 同　上

On　the　physical　and　psychological　roles　of　the

modern　domestic　garden，　emphasizing　its　continuities

7 Garden with　the　formal　public　garden． 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 In　the　Country

　　On　the　economic　and　cultural　function　of　the
モ盾浮窒撃狽窒凾唐奄р?@in　the　past　and　today，　focusing　on　itsinterdependence　with　the　growing　urbanised　areas．

山内久明
i日本女子

蜉w教授）
Oレアム・ロー

i早稲田大
w教授）

山内久明
i日本女子

蜉w教授）
Oレアム・ロー

i早稲田大
w教授）

9、 In　teh　City

　　On　the　process　of　urbanisation，　focusing　on　the

同　上 同　上

10 In　the

@　顛etropolis

　　On　life　in　London　in　the　past　and　today，　focusingon　the　same　three　themes　as　in　Unit　g　above．

同　上 同　上

11 Working　fro田

gome

　　On　the　increase　in　self－employ恥ent　and　teh　role　ofthe　home　as　a　place　of　work，　focusing　on　the

唐奄狽浮≠狽奄盾氏@of　writers　and　artists． 同　上 同　上

12 Teacher

　　On　the　role　of　the　teacher　in　education　and

唐モ?盾撃≠窒唐?奄吹C　focusing　on－career　structure　and　socio－

?bOnOmiC　StatUS． 同　上 同　上

13 Doctor

　　On　the　role　of　the　physician　within　the　National

gealth　Service，　focusing　on　the　General　ractictioner
≠獅п@the　local　health．centre． 同　上 同　上

14 Architect

@　　　　　　　　7

　　On　the　role　of　the　architect　and　town　planner　in

狽??@past　and　today，　focusing　on　tehゴrelations

b?狽翌??氏@public　and　private　initiatives． 同　上 同　上

15 British　Voices
盾氏@Japan

　On　interest　in　ahd　studies　on　Japanese　culture　and
唐盾モ奄?狽凵@in　Britain　today，　focusing　on　the　views　of

唐?魔?窒≠戟@eminent　British　Japanologists． 同　上 同　上
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＝英語VIC99）＝（R）
〔主任講師：池上嘉彦（昭和女子大学教授）〕

全体のねらい
　私たちの日常生活の中で大きな役割を果たしている意味のやりとり一これを捉え理解するたあに、どの
ような概念や方法が用いられるのか、英語を中心に、そして日本語の場合との対照をも含めっつ、具体的な
例に多く言及しながら考えてみたい。

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）

日常の言語生活の中で、私たちは意味に関わる多種多様
日常の言語生活 の経験をしている。どのような出来事にどのような意味の 池上嘉彦 池上嘉彦

1 の中でのことば 問題が関わっているのか、導入として、以後の授業で取り （昭和女子 （昭和女子

の意味 あげる問題の多様性を確認する。 大学教授） 大学教授）

ことばのく意味〉ということで、私たちはどのようなこ
とを諒解しているのであろうか。私たちはことばで、ある

2 ことばの意味 ものを〈指す〉とか、あることを〈表わす〉とか言う。 同　上 同　上
このような場合、〈意味〉はどう関わっているのか。〈意
味〉の意味を考えてみる。

私たちはことばのく意味〉を調べるたあに辞書を見る。
しかし、辞書に記載の〈意味〉が不十分という経験をよく

3 ことばの意味と する。辞書に記されている〈意味〉とは何なのか、またそ 同　上 同　上
辞書　（1） れとどうっき合えばよいのか一この点を改あて考え直し

てみる。

4 ことばの意味と 同　上 同　上
辞書　（2）

語の〈意味〉には似ているもの、似ていないもの、関係
あるもの、関係ないもの、さまざまな場合がある。語と語

5 語彙の中の意味 のく意味〉の間にはどのような型の関係が想定できるので 同　上 同　上
関係　（1） あろうか。

6 語彙の中の意味 同　上 同　上
関係　（2）

文法は一応身につけたはずなのに何かが旨く行かない
一こういう経験をするのは、適切な言語運用は文法だけ

7 文法と意味　（1） で決まるものではないからである。文法からもれるきめの 同上 同上
細かい意味の問題、そして文法それ自体に深く浸透してい
る意味の問題一文法と意味のインターフェイスを考える。
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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）

前回のつづき

8 文法と意味　（2） 池上嘉彦 池上嘉彦

現実の言語運用は、具体的な場面で具体的な思惑を持つ
話し手、聞き手の間で行われる。そこではそれらの要因と

9 意味とコンテク の関係で、ことばの意味はさまざまに変容され、駆け引き 同　上 同　上
スト　（1） の対象にすらなる。そのようなレベルでの意味の問題を考

える枠組を取りあげる。

10 意味とコンテク 同　上 同　上
スト　（2＞

ことばが時と共に変化するということは古い資料を見れ
ばすぐ分かるし、現代でも進行中の変化を経験することが

11 意味の変化　（1） ある。ことばの意味も例外ではない。一見ばらばらに見え 同　上 同　上
る変化にも、実はかなりの決まった方向性が認められるも
のである。

12 意味の変化　（2） 同　上 同　上

違った言語で語の意味を較べてみると、似ているもの、
似ていないもの、そして一見似ていながら微妙にずれてい

13 意味の普遍性と るものがある。対応の仕方は出鱈目のようであるが、実は 同　上 同　上
相対性　（1） ここでも意外と共通の制約の働いていることが知られてい

る。

14 意味の普遍性と 同　上 同　上
相対性　（2）

自明のことなのだが、文学が〈言語〉の芸術であるとい
うことは忘れられがちである。同じようにことばを素材と

15 意味と文学 していても、何があるものを〈文学〉にし、あるものをさ 同　上 同　上
せないのであろうか。ことばを通しての芸術的創造性とい
うことを考えてみる。
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＝スペイン語IC　99）＝　（R）

〔主任講師：山口蒸正（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　近代外国語の学習の目標・方法も、単なる「訳読」中心から広くコミュニケーション全般の語学能力を高め
ることに重点が置かれるようになって来ている。本授業ではスペイン語を「ネイティブの国で初心者が学ぶ立
場」から、平易な話し言葉を中心に基本的な表現を文法的な知識と共に学習していく。

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 滞在地白着時の

¥現

名前を言う

sき先を言う
l称代名詞主格

ｮ詞SER

山口燕正
i放送大学

赴ｳ授）

山口薫正
i放送大学

赴ｳ授）

2 簡単な挨拶
@朝食にて

朝食時挨拶を交わす
ｽを食べるか？
･詞、名詞一AR・一ER規則活用動詞 同　上 同　上

3 住む家や品物を
`写する

家の中を見る

рﾌ持ち物
`容詞、指示形容詞

ｮ詞ESTAR、　HAY
同　上 同　上

4 自己について
黷

自分・相手の事を話す一IR規則動詞

s規則動詞TENER 同　上 同　上

5 目的地へ行く

大学へ行くバス・地下鉄を利用する

s規則動詞IR、SALIR
鼬ｹ母音変化動詞1

同　上 同　上

6 入学手続き

受付けで係の人との話し

s規則助動詞VENIR、VER
鼾ｪ母音変化動詞2
狽P

同　上 同　上

7 外国人の友達と

国・言語・家族や授業などを話題にする

s規則動詞HACER、　DAR
w示代名詞、所有形容詞 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）

デパート・お店で必要な品物を求める
目的格人称代名詞

8 買　　い　　物 不規則動詞PONER、OIR 山口蒸正 山口燕正

大学のカフェテリアで昼食を取る、レストランにて

不規則動詞CONOCER、SABER
9 食　　　　　事 同　上 同　上

天気や月・日のことを話す
主語無し表現

10 天　候　・　暦 数2 同　上 同　上

人と会う約束
仕事のこと

11 時　　　　　間 時間の表現 同　上 同　上

趣味や好きなスポーツについて語る

動詞GUSTAR
12 趣味・好きなこ

ﾆ
不規則動詞JUGAR 同　上 同　上

休暇でセカンドハウスへ
出張でホテルに泊まる

13 旅行をする 再帰動詞 同　上 同　上

普段の生活で用いる
再帰動詞の表現

14 日常生活の行動 同　上 同　上

健康な生活
医師の診療を受ける

15 健康・病気 薬を買う 同　上 同　上
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／

＝保 健 体 育＝（TV）

〔主任講師：渡邉　融（放送大学教授）主任講師：臼井永男（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　この講義のねらいは、生涯スポーツの観点から、日常生活の中にスポーツ等の運動を取り入れて、生活の
質の向上を図ろうとする際に必要な考え方と科学的な知識を提供することである。とくに、運動が身体に及
ぼす影響をスポーツ科学的な見地から講義する。

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 生涯スポーツの
梠

　スポーツという言葉の意味は国の数ほどあると言われる
ｭらいに多義である。スポーツに対する考え方をいくつか
ﾐ介しながら、現代の「生涯スポーツ」の考え方、これを
юiしている民間運動や行政の具体的な展開状況、日本で
ﾌあり方等について講義する。

渡邉　　融
i放送大学

ｳ授）

渡邉　　融
i放送大学

ｳ授）

2 歴史の中の
Xポーツ

　人間は今までに多くのスポーツを作り、楽しみ、捨てて
ｫた。また、スポーツは単なる楽しみに止まらず、時代・
ﾐ会によってさまざまな意味を伴って行われてきた。ス
|ーツが人間にとって何であったかを、いくつかの例を取
闖繧ｰながら見てゆく。

同　上 同　上

3 知っておきたい
ｩらだの知識

　ヒトは、直立ならびに二本足歩行という他の動物には見
轤黷ﾈい特有の移動様式を持つ。このようなヒトのからだ
ﾌ構造と機能について説明し、スポーツを科学的に学習す
驍､えに必要な、からだの基本的な仕組みについて概説す
驕B

臼井山男
i放送大学

赴ｳ授）

臼井高高
i放送大学

赴ｳ授）

4 スポーツ活動へ

ﾌ科学的アプ
香[チ

　走る・投げる等の身体運動（スポーツ）の分析と統合に
ﾖする科学的接近の概要を解説するとともに、身体運動の
ｬり立ちを人体の構造的側面及びエネルギー伝達の側面か
迯lえる。

福永哲夫・（東京大学

ｳ授）

福永哲夫
i東京大学

ｳ授）

5 「筋力」発揮の

＜Jニズム

　ヒトが随意努力下で発揮する「筋力」の大小は、筋の太
ｳ、組成や神経の働きにより影響され、また筋の活動様式
ﾉより左右される。そのメカニズムについて説明するとと
烽ﾉ、スポーツの成績を決定する要因についても解説する。

同　上 同　上

6
パワーアップ
gレーニングの

ﾈ学

　強い「筋力」をす速く発揮することにより高いパワーを
ｾることができる。パワーアップトレーニングの科学的メ
Jニズムを説明するとともに、健康・体力つくりのための
gレーニング及びスポーツ競技力向上のためのトレーニン
Oについても解説する。

同　上 同　上

7 持久的トレーニ

塔Oの生理

　ジョギングやマラソンなど、持久的運動をおこなった時
ﾌ生理的機能について説明するとともに、持久的トレーニ
塔Oによって生じる効果を、いろいろな角度からとらえて
ﾝる。持久力の測定法や、主観的・客観的指標についても
wぶ。

小林寛道
i東京大学

ｳ授）

小林寛道
i東京大学

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 運動と心拍水準

　エアロピックダンス、ウォーキング、サイクリング、水
jなど、いろいろな運動をおこなった時の酸素摂取量や心
署狽ﾌ水準について調べてみる。年齢や体力水準の違いに
謔ﾁて、それらがどのように変化するかを勉強し、健康増
iのための運動負荷水準を探る。

小林寛道 小林寛道

9 持久的トレー
jングの方法

　年齢とともに体力がどのように変化してゆくのかをとら
ｦるとともに、トレーニングが体力推移にどのような影響
�烽ｽらすかについて検討する。持久的トレーニングをお
ｱなう場合の留意点や、暑さ対策、給水、栄養などについ
ﾄも勉強する。

同　上 同　上

10 たくみとスキル

　自分の意志で行う身体運動の個人差を、我々は「強さ」
ﾆ「巧みさ」という尺度を用いて評価している。巧みだと
]価される動作の特徴を探り、そのような動作を可能にし
ﾄいる能力（スキル）について解説する。

大築立志
i東京大学

ｳ授）

大築立志
i東京大学

ｳ授）

11

　∫

]と運動制御

　巧みな動作は、神経系、特に脳の働きによって初めて可
¥になる。　「体でおぼえる」とは実は「脳が覚える」こと
ﾅある。脳を中心とした神経系と運動の関係を探る。 同　上 同　上

12 運動の上達

　箸や鉛筆の使い方もスポーツの動作も適切な練習によっ
ﾄ上達する。運動の上達とは脳・神経系のどのような仕組
ﾉよってもたらされるのか。どのような練習をすれば「う
ﾜく」なれるのかについて考える。

同　上 同　上

13

スポーツの医学

@　（1）

ｯがと予防

　スポーツという運動負荷は、われわれの身体に健康や体
ﾍの充実感を与える反面、重症事故や慢性障害もひき起こ
ｷ。これらの事故の実態や応急処置・リハビリテーション
ﾌ原則について解説する。

中嶋寛之
i日本体育

蜉w教授）

中嶋寛之
i日本体育

蜉w教授）

14

スポーツの医学

@　（2）

ｯがと処理

　スポーツによる事故や損傷に関与するさまざまな要因に
ﾂいて述べる。とくにスポーツをする人の個人的な身体要
�ﾍ最も重要で予防の立場から内科的あるいは整形外科的
＜fィカルチェックについて解説する。

同　上 同　上

15 身体障害者と
Xポーツ

　近年、機能向上・回復のためだけでなく、身体障害者の
ﾔに、さまざまなスポーツを楽しむ機会が増えてきた。そ
ﾌ意義について述べ、親しまれているいくつかのスポーツ
�ﾐ介するとともに、障害の部位と程度の違いによる留意
_について言及する。

臼井永男 臼井永男
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＝現代日本の教育課題（’99）　＝　（TV）

〔錐鶉：難郁戴翫轟藤弊習㌦勘

全体のねらい
　今、日本の教育は大きな転換期にある。教育をあぐって、これまではなかったような広がりと深さを持つ
問題が生じている。このような現状を的確に把握し、そこに至る歴史的背景を正しく認識した上で、これか
らの日本の教育のあり方を広い視野から展望し、現代社会における教育の意味を理解することが、本講座の
目的である。

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）

近代的な学校制度が作られてから一世紀余り、日本の発 天野郁夫
展を支え、国際的にも高い評価を得てきた教育が、今その 天野郁夫 （国立学校

1 日本の教育 あり方を根底から問われている。日本の教育の何が今、問 （国立学校 財務センタ
一三が問題か 題なのか、日本の教育はどこから来て、どこへ行こうとし 財務センタ 一教授）

ているのかを考える。 一教授） 麻生　　誠
（放送大学

教授）

問題の根底にある物を探り当てるためには、まず、近代
学校制度の出発点にさかのぼってみる必要がある。明治の

2 教育と近代 初期になされたさまざまな選択が、日本の教育と社会に何 天野郁夫 天野郁夫
一日本の経験 をもたらしたのか、戦前期におけるその明暗を明らかにす

る。

第二次大戦後、アメリカの占領下に日本の教育は大きな
戦後改革の意味 変革を経験する。　「第二の教育改革」と呼ばれるこの学制

3 一効率化と平等 改革がいかに明治以来の教育の構造を揺さぶり、一変させ、 同　上 同　上
化 戦後日本の高度成長のための基礎を創り出したかを見てい

く。

1960年代から80年代にかけて、教育と経済はともに高度
成長を遂げ、豊かな消費社会と大衆教育の時代をもたらし

4 大衆教育の時代 た。誰もが18歳まで、さらに半数近くが20歳になるまで教 同　上 同　上
一豊かな社会へ 育を受けるようになった時代。その豊かさが教育の大きな

転換をもたらした。

現代社会では、学校で受けた教育の水準と内容を示す学
歴が、人々の職業や社会地位と深い関わりを持つ。日本社

5 学歴社会一教育 会がことさらに「学歴社会」と呼ばれるのは何故か。また 同　上 同　上
と職業の間 それは変革の可能性を持ちうるのかを考える。

進学をめぐる激しい競争は、戦前期から、日本の教育と
社会の最も深刻な病理現象とされてきた。受験戦争はなぜ

6 受験競争一教育 起こるのか、それは解決可能なのか、高校や大学入試をめ 同　上 同　上
と社会の病理 ぐるさまざまな改革努力に触れながら、将来への展望を試

みる。

家族は学校と同様、日々成長していく子どもたちの最も
強力な社会化装置である。家族の持つ社会化機能を原理的

7 家族の変質 に理解した上で、戦後日本の家族が教育に果たしてきた機 麻生　　誠 麻生　　誠
一躾の崩壊 能を整理し、現代家族の深刻な変質について検討する。
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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

病んでいく心一
^善美の教育は
?�ｾか

　これまでわが国の学校教育はシステムとして十全に機能
ｵてきたと言われてきた。たが今日、精神的な不調を訴え
ﾛ健室へ逃避する子どもたち、あるいは不登校、いじめが
揄ﾁしている。これは何を意味しているのか。子どもたち
ﾌ心の問題を考える。

麻生　　誠 麻生　　誠

9

増加する非行と
ｻの変質一無規
ﾍ型非行の増加

　逃避とは異なる形での社会システムからの離脱に非行が
?驕B戦後日本の少年非行の動向をたどり、その傾向を把
ｬした上で、現代青少年の逸脱状況と、その背景としての
K範意識の変質について考察する。

同　上 同　上

10

男女共同参画社
?ﾖの道一女性
梶[ダー形成の

瘧Q

　男女共同参画社会の現実が、国の政策として取り上げら
黷ﾄからはや5年が経過が経過したが、実現への道はなお
唐｢と思われる。その中で教育が果たすべき役割は非常に
蛯ｫい。だが現実には、日本の教育と職場とが手を結んで、
乱ｫの社会的参画を阻む場合さえある。

同　上 同　上

11

人権と教育一同
a教育の実態と
ｻの課題

　同和教育にそのテーマを絞って、大阪大学とラトガース
蜉wとの共同で行われた日米同和問題国際調査等の研究成
ﾊをもとに、人権教育の展開を教師と地域住民の役割を中
Sに考察する。

池田　　寛
i大阪大学

ｳ授）
麻生　　誠

12

才能教育と学校一丁能教育を構

zする

　戦後、エリート教育や才能教育は特に公教育の領域でタ
uー視され姿を消したが、最近、　「教育上の例外措置」と
ｾう形で才能教育が政策課題となっている。だがその力は
�Xたるものである。蔓延する受験才能教育に対し、公教
轤ﾅ望まれる才能教育の姿を追ってみる。

麻生　　誠 麻生　　誠

13

生涯学習社会の

艪ｭえ一豊かな
ｩ己実現への道

　生涯学習は今や時代の風潮ともいいうる現象である。し
ｩしその実体は多種多様であり、とても一括りに論じられ
驍烽ﾌではない。生涯学習の今日的意味について、放送大
wの10年の歴史を検討し今後の我が国の生涯学習の可能性
�Tる。

同　上 同　上

14

教師とその養成一生涯学習型教

tの登場

　教育の場での直接の実践物は教師であって、教師を通す
ｱとなしにはいかなる教育上の理想や改革も実現できない。
岺O、戦後のわが国で教師の果たしてきた役割を学習し、
ｻ在の教師の状況とその養成はどう行われ、いかなる問題
�ﾍらんでいるのかを考察する。

同　上 同　上

15

第三の教育改革一自由化と個性

ｻ

　80年代後半の臨時教育審議会以来、日本の教育は明治初
冾ﾆ第二次大戦後に次ぐ「第三の教育改革」の季節を迎え
ｽ。改革のキーワードは「自由化」と「個性化」。多くの
｢難な課題を抱えた現代日本の教育はどこに行こうといて
｢るのか。

天野郁夫
麻生　　誠

V野郁夫
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＝現代日本の地方自治（’99）＝：（TV）

〔主任講師：阿部　齊（放送大学教授）〕

全体のねらい
　地方自治は市民の日常生活に最も密着した公的活動領域である。しかも、従来の中央集権型の政治に代え
て、地方分権型の政治が推進されている今日、地方自治の重要性は日を追って高まりつつある・この地方自
治の領域に現れる諸問題は、日本の政治や社会が抱えている基本的な問題と密接に関連しているといえよう。
この科目では、日本の地方自治の制度的な特徴を明らかにした後、具体的な政策問題の検討を通して・参加

型地域社会形成の可能性を探りたい。

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）

政治とは何か
自治とは何か 阿部　　齊 阿部　　齊

1 地方自治と中央 地方政治と地方自治 （放送大学 （放送大学

政治 中央集権と地方分権 教授） 教授）

日本の地方自治の特質

首長の権限
首長の地位

2 首長の役割 首長の任期 同　上 同　上

地方行政の仕組み
自治体職員の活動

議会の機能
条例と予算の審議

3 地　方　議　会 首長との対抗関係 同　上 同　上

議会事務局
地域住民との関係

地方選挙の制度
地方選挙の現実

4 住民と選挙 陳情と請願 同　上 同　上

監査請求の効果
住民投票の意義

地方財政の構造
地方税制の仕組み

5 地　方　財　政 補助金の役割 同　上 同　上

地方債の累積
財政再建の課題

都市計画の意義
都市計画法

6 都　市　計　画 都市計画と住民参加 同　上 同　上

自治体の対応
マスタープランの策定

コミュニティの意義 塾

過密と過疎
7 コミュニティ コミュニティの解体 同　上 同　上

コミュニティの再建
ボランティア活動
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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）

公開性と地方自治

8 情　報　公　開
情報公開

綜Y公開
阿部　　齊
i放送大学

阿部　　齊
i放送大学

会議公開 教授） 教授）

プライヴァシーの保護

政治における性差別
女性首長の不在

9 性差別の是正 女性議員の現状 同　上 同　上
女性施策の貧困
女性と地方自治

公害規制
環境アセスメント

10 環　境　保　全 生活ゴミと産業廃棄物 同　上 同　上
下水道
地球環境問題への対応

｝

社会福祉と自治体
高齢化社会への対応

11 地　域　福　祉 在宅福祉とゴールドプラン 同　上 同　上
高齢者医療と国民健保
社会福祉と地：域医療

「ハコモノ」行政の限界
文化活動への助成

12 文　化　行　政 自治体と博物館・美術館 同　上 同　上
文化政策の貧困
社会教育と生涯学習

警察行政の現状
消防行政の課題

13 危　機　管　理 防災体制の確立 同　上 同　上
緊急事態への対応
神戸の教訓

自治体外交の現状
自治体の国際交流

14 国際化への対応 外国人への行政サービス 同　上 同　上
外国人の権利
「内なる国際化」

地方分権の推進
政策的自立

15 自治体改革 議会改革 同　上 同　上
住民自治の拡大
「小さな政府」の可能性
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＝日本の自然C　98）＝（TV）

〔主任講師：濱田隆士（放送大学教授）主任講師：中村和郎（駒澤大学教授）〕

全体のねらい
　自然の正しい理解のためには、事象や景観から受ける感動を大切にするのが基本となる。当科目では、ビ
ジュアル世界に判り易い解説を付しながら日本列島とその周辺の気象・地形・生物等の多様性や特性を、個
別アイテムの羅列とせずエコシステムに位置づけ、かっ人間生活と関わりを重視しながら紹介し、自然観の
酒養に資する。

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 豊かな日本の
ｩ然

　グローバルに見ると、豊かな緑に包まれた日本列島は、
ｻ漠が広がる中緯度高圧帯に位置している。その厳しさを’
_らげるのが海の存在であることはを強調する。豊かさは
n形の複雑さにも由来することをいくつかの事例をあげ、
ｴ覚的に日本の自然の多様性を学ぶ。

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

?ｺ和郎
i駒澤大学

ｳ授）

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

?ｺ和郎
i駒澤大学

ｳ授）

2 日本の大地

　日本列島は激しい隆起地帯であり、険しい山に深い谷が
盾ﾜれ、大量の砕屑物が川によって運ばれ、平野を構築・
A生等の特徴や利用する人の知意を探る。地勢を表わす地
}化の手法や種類についても紹介する。

同　上 同　上

3 大地を造る地質
ﾆ歴史

　日本列島は、造山運動の激しい地帯の特色として、多様
ｫの高い岩相・地層の帯状分布をもつ。岩石も鉱物も段数
ｪ多く、それらは形成時のさまざまな物理・化学環境を反
fしている。列島を造る大地の性質は、植生や動物相にも
ｭなからぬ影響を持つことが示される。

同　上 同　上

4 日本列島の環境

ﾏ遷

　日本列島は、初あから列島であったわけでなく、プレー
gテクトニクスとしてのプレート運動に支配され、さまざ
ﾜな気候帯を反映しながら現在に至っている。4億年前に
Tンゴ礁が発達し、以後くり返し温暖期が記録されている。
ﾖ東地域に氷河期の影響も残される。

同　上 同　上

5 日本の川と文化

　川を独立したユニットとして見る時代は終った。地球上
ﾌ水循環の中に位置づけ、山と平野・海とを結ぶ物質移動
ﾌ経路であることを認識しなければならない。森は川の源
ﾅあるとする受け止め方があれば、人がそれらを利用する
p勢も自ずと方向が見えてくる。

大熊　　孝
i新潟大学

ｳ授）

大熊　　孝
i新潟大学

ｳ授）

6 日本をとりまく

Cと大気

　列島をとり巻いて流れる黒潮と親潮は、ただ単に気温へ
ﾌ影響が大であるばかりではない。豊かな海の幸が育ち、
ﾏ化に富む植生を育み、気象・海象・気候が一連の環境変
Jの主要因をなす。海・陸インターフェイスの重要性も強
ｭ指摘され、生物の多様性にもふれる。

濱田隆士

?ｺ和郎

濱田隆士

?ｺ和郎

7 日　本　の　土

　大地の表層は、基本的に植生ひいては動物相を支配する
蜷ﾘな要素である。湿潤な気候や火山灰の存在は、日本列
№ﾌ土の多様性を産み出し、豊かな自然環境を形成する正しく　地をなしている。人の生活様式は土の利用形態につ

ﾈがり、独特の分かを育て上げる。

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

モ　リ

X林の役割り

　日本の森林は、ヨーロッパほどでないが最早原生の状態
�ｯめている所が少い。山林の主体となる二次林や植林は、
桝R人と自然との相互作用として形成され、酒養されてき
ｽ。森林は生態の場だけでなく、大気の浄化を含め列島自
R環境形成の主軸をなしている。

武内和彦
i東京大学

ｳ授）

武内和彦
i東京大学

ｳ授）

9 重要な里山の
ｩ然

　里山という場と概念は、自然林と人の生活との接点にお
｢て形成されてきた。里山は変化しつつある環境であり、
ｶ活文化の発祥の原点である。その里山も、国土の近代化
ｭ策により都市化という著しい変形を蒙り、激減に向いつ
ﾂある実態に目を向ける必要がある。

同　上 同　上

10 日本の植物と
ｩ虫

　日本の野生生物は大きな生態的多様性を示すが、なかで
熕A物と昆虫との図り合いには注目すべきものが多い。里
Rという限定された環境下でのチョウと植物との関係を追
｢ながら、自然界のシームレスなエコシステムの例を学び、
ｻの意義について述べる。

石井　　実
i大阪府立

蜉w教授）

石井　　実
i大阪府立

蜉w教授）

11 日本の留守

　鳥は飛べる生き物でありながら、その分布や移動のパターンにはかなりの制約があることが知られている。鳥達の

ｶき様に従って非常にバラエティに富み、不思議ともいえ
髓m恵で子孫につないでいることも多い。単純な共存とか
ｬ争といった図式だけでは説明できぬ。

樋口三芳
i東京大学

ｳ授）

樋口三芳
i東京大学

ｳ授）

12 湿地と動物学

　湿地や干波という特定の環境は、一般にはマイナーな存
ﾝと見られがちであるが、エコシステムからみると、実は
�墲ﾉ大事な位置を占めている。鳥や魚、エビやカニ、昆
獅ﾈど多くの小型生物にとってかけがえのないナーサリー
]ーンであることを例証する。

同　上 同　上

13 火山・地震の
ﾐ害

　自然に恵まれた日本列島は、その反面自然の恐しさも同
盾ｳせている。自然災害のうち、大地と関連して発生する
坙{列島にとっては避けられない火山・地震現象に起因す
驍烽ﾌが少くない。それだけに、その国土に住む人々にと
ﾁて火山・地震への理解を欠かせない。

伊藤和明
i文教大学

ｳ授）

伊藤和明
i文教大学

ｳ授）

14 気象災害の恐ろ
ｵさ

　季節によって変わるグローバルな気圧配置の下で、さま
ｴまの気象災害が日本列島を見舞う。災害は雨や風だけで
ﾈい。冷害も、フェーン現象による大災の危険が常にある。
n勢の複雑さと、人の住む領域拡大に伴う土地の変形や変
ｿが災害に直結する例も多くなった。

同　上 同　上

15 日本の自然教育

ﾆ自然観

　豊かな自然に住めば、自然への畏敬や感謝の念は薄らぐ
ﾆいう事実がある。日本では縄文一弥生を経て恵まれた自
R環境が激減し今日の文明化を迎えている。その経緯での
ﾂ境悪化をどのように捉え、今後に資するかが今厳しく問
墲黷ﾄいる。地球的課題にも共通する。

濱田隆士

?ｺ和郎
同　上
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＝地球環境を考えるC　99）＝：（TV）

〔錐難：霧簸野望綴選突五三獲1〕

全体のねらい
　今日深刻な問題となっている・地域的公害からさらに拡大した地域規模での環境問題について、その現状．
原因・そして解決策を・自然・社会、科学・技術等各方面から考察し、総合的な理解をめざすものである。

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）

今日起っている多様な地域環境問題について、概観し、 道家達將 道家達將
その相互連関性を考察し、この問題をどのように捉えたら （放送大学教授） （放猷学教授）

よいかを考える。 新飯田　宏 新飯田　宏
1 地球環境問題と （放送大学鞭） （放送大学教授）

は何か 阿部　　齊 阿部　　齊
（放送大学教授） （放送大学教授）

濱田隆士 濱田隆士
（放送大学鞭） （放送大学教授）

化石燃料の大量燃焼から発生する地球温暖化は、なぜ地
球環境に悪影響を及ぼすのかを明らかにしつつ、その自然 新飯田　宏

2 地球温暖化とは 科学的メカニズム、その予防策、国際的取組について説明 新飯田　宏
何か する。そこでは、Sustainable　development（持続可能な開 濱田隆士

発）の理念とは何かも明らかにされる。

多様な生物が息づく熱帯雨林。アマゾンに焦点を当て、
その開発による破壊の状況、大原生林消滅の危機的状況を

3 消えゆく森林 見ながら、なぜそのようなことが行なわれるのか、その影 新飯田　宏 新飯田　宏
響はどのようなものか、どうずればよいのか等を考える。

地球は太陽系唯一の水の惑星である。水は生命を育み、
豊かな自然をもたらし続けてきた。その地球の水環境が急

4 水の惑星・地球 速に悪化している。今回は、地球水システムの本質、水の 濱田隆士 濱田隆士
持つ自然浄化力、川や海の機能、そして水回悪化の現状・
原因と解決策を考える。

世界各地で砂漠化が進んでいる。そもそも砂漠とはどん
なところなのか、砂漠化の原因は何か、解決策はあるのか

5 砂漠化はなぜ起 等につき考える。 同　上 同　上
きる 異常気象が循環システムの乱れであること、熱帯海域は

「海の砂漠」であること、また都市化は砂漠と同義である
ことなども述べる。

フロン、メタンによるオゾン層の破壊が極地だけでなく
全地球上空に広がりつつある。代替フロンもオゾン層を破

6 拡がるオゾン 壊する。オーロラが語る環境破壊への警告などを聞きなが 同　上 同　上
ホール ら、地上の現実生活における解決策を考える。

レッドデータブックの見方・読み方、　「絶滅」について

7 生物多様性の

の正確な理解、生態的に反地球型生物と言える人間の問題について考え、種の多様性保全の意義について述べ、生態

阿部　　齊
阿部　齊

保全 保存策と開発思考との矛盾について考える。動物の権利、野生生物はペットではない点にも論及。

濱田隆士
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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）

今日私たちは、自分たちの廃棄物の処理に悩んでいる。
自然には、自然のエネルギーと物質の循環がある。人間の 道家達將

8 廃棄物一サイク 廃棄物がこの循環系に入るとどのようなことになるのかを 道家憎憎
ルとリサイクル 見るとともに、人間や生物の安全が確保できるリサイクル 阿部　　齊

システムについて考える。

今日私たちは、石油・石炭など化石エネルギーを大量に
使用することで、利便さを発展させる反面、環境を悪化さ

9 エネルギー せっっある。環境悪化を招かないようなエネルギーの発生 新飯田　宏 新飯田　宏

と利用はどうずれば可能になるのか。それには科学・技術
だけでなく社会的問題の解決が要る。

20世紀文明の象徴である自動車の大量生産と利用は、プ

試される自動車 ラスの面とともに、マイナスの面をもたらしている。その
10 社会の功罪 実態に迫るとともに、今後どのようにすれば、マイナス面 同　上 同　上

の克服が可能となるのか、各方面から検討してみる。

世界各国の環境保護政策について論じる。
バイソンを絶滅から救うために設けたとされるアメリカ 阿部　　齊

11 ビオトープとナ のナショナル・パークやドイツのビオトープなどを例とし 阿部　　齊

ショナルパーク て考察し、わが国における環境保護政策についても検討し 濱田隆士
たい。

エコシステムと「エゴシステム」とも言える反地球型活
動を行う人間によるシステムを対比し、エビ養殖とマング 濱田隆士

12 人類と生態系 ローブ林開発などに見られるような過剰生産・過剰消費の 濱田隆士
現状を調べ、人間がいかに地球生態システムを乱している 阿部　　齊

かを考え、解決策を論じる。
「

世界の中のとくに日本における環境問題・環境政策に焦
点をあてて問題点と解決策を論じる。例として、ゴルフ場

13 日本の環境問題 の問題、干潟・海浜の消滅など、また水俣病や自然保護の 阿部　　齊 阿部　　齊

と政策 問題などについても検討したい。

まず、地域環境問題から地域環境問題へと基本的性格の
変化に国民の意識が遅れていたことが情報の不確実性と重

14 環境政策と国民 なって、環境対策を遅らせて来たことを明らかにしつつ、 新飯田　宏 新飯田　宏

の取組 「持続可能な開発に向けて、産業・エネルギー・民生の各

部門が、また政府がどう対応しっっあるか、またNGOの
役割についても検討する。

これまで論じて来たこと、また論じられなかったことを
取り上げ、地球環境問題について総括したい。 道家達將 道家達將

15 不確実な未来へ 新飯田　宏 新飯田　宏

向けて 阿部　　齊

_田隆士
阿部　　三

O：田隆士
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＝家族過程論＝（R）
〔主任講師：正岡寛司（早稲田大学教授）〕

全体のねらい
　20世紀には、家族の世界にも激動的な変化が発生した。20世紀半ばには、世界中の家族の「（西欧的）夫
婦家族」への収敏説が優位を占めたが、しかし20世紀後半における急激な社会変動は、家族の収敏説を退け、
むしろ家族の多様性をうみだしている。本講義では、社会的状況における家族の変動、それにともなう家族
発達過程の変化、そして個人のライフコースにおける家族キャリアの変化に焦点を当てる。

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）結婚

（2）家族 正岡寛司 正岡寛司
1 家族は変わる （3＞近代都市の発展と家族の変動 （早稲田大 （早稲田大

学教授） 学教授）

（1）家族は人間にとってどれほど自然であるか
（2）人問文化としての家族

2 家族の自然と文 （3）家族についての巨大変動理論 同　上 同　上
化

（1）社会システムとは

（2＞結婚の社会システム
3 結婚と家族の社 （3）家族の社会システム 同　上 同　上

会システム

（1）結婚の現状

（2）結婚までの過程

4 配偶者の選択と （3）結婚の意味と結婚後の生活の不確実性 同　上 同　上
結婚

（1）家族の定義

（2）近代家族の特徴

5 現代家族の特徴 （3）家族の社会変動 同　上 同　上
と社会変動

（1）家族のダイナミックス

（2）ロウントリーの貧困研究とその後の社会変化
6 家族のライフサ （3）家族過程の生活段階 同　上 同　上

イクル

（1）家族を考察する次元一　「社会集団」として一
（2）夫婦家族制のライフサイクルー社会制度の次元一 同　上 同　上

7 家族の集団過程 ㈲直系家族制のライフサイクルー社会制度の次元一
（4）家族の集団構造一集団の次元一
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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）

（1＞家族・世帯・生活機能集団の概念的識別と生活世界
家族・世帯・生 （2＞家族制度と家族集団

8 活集団、そして （3）家族の発達段階一従来の家族発達論についての批判 正岡寛司 正岡寛司
家族の発達段階 的検討

（1）家族の発達段階とは一役割移行
（2）個人の発達と家族の発達一年齢（成熟）共時化

9 家族の構造と発 （3＞他の社会制度との調整 同　上 同　上
達過程 （4）家族の発達過程

（1）結婚と出生行動、そして家族集団の形成
（2）家族の形成と家族構造の複合一親子関係、世代の形成、
異性の親子、きょうだい関係、1人っ子への定着・離脱
（3）子どもをもたない夫婦

（4）出生期間と人生人数

10 子どもの誕生と （5＞家族コミュニケーションと基本的信頼感の内面化（子ど 同　上 同　上
子どもの就学 もと親、そして夫婦）

（6）学校制度と家族一

（7）家族時間と学校時間の綱引き

（8）世代間の対立とジェンダー対立

（9）学業終了の遅延と家族集団のスケジュールの進行

（1）近代家族と家庭外就労一夫、妻、そして子ども
（2凄の家事専業化と夫の職場への吸収一階層

11 職業キャリアと （3）家族課題と妻の就業 同　上 同　上
家族発達 （4職業制度と家族制度一シンクロの難しさ

（1）巣立ち期間一嘗1子離家から最終子離家まで
（2）巣立ちと家族集団の変化

12 子どもの巣立ち （3）成人子と親の相互作用 同　上 同　上
と家族発達 （4）成人子のきょうだい関係と家族集団

（1）親族世代の重複状態一人口学的および家族的
（2）サンドイッチ世代のねじれ一子どもの教育・みずから

13 親と子の役割移 の成熟・老親の介護、祖父母になれない、あまりに早期に 同　上 同　上
行 祖父母になる

（3）世帯の合流と分離

（4）老親の介護役割

（5＞老親の終い

（1）各種キャリアの終端部分での共時性と非共時性
（2）家族キャリアの終端 同　上 同　上

14 脱結婚・脱職業 （3＞家族のキャリア生活史と脱家族

そして家族 （4）配偶者との別れ

（1）家族制度の変化一ジェンダー役割の変化
（2）家族の適応的変化と制度の対応 同　上 同　上

15 家族のライフ （3）時代の影響と家族の集合的逸脱行動

コース （4）家族のライフサイクルと家族のライフコース
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＝ライフコース論＝（R）
〔主任講師：大久保孝治（早稲田大学教授）主任講師：評判　尚子（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　ライフコースとは社会的役割の複合体としての個人がその生涯においてたどる役割移行の軌跡である。個
人はある時代に特定の社会の一員として生まれる。そしてさまざまな集団（家族・地域社会・学校・職場・
施設……）の間を遍歴しながら、社会内での位置を変化させていく。その間、個人にとっての環境である社
会構造も変化する。ライフコース論とは社会的人間としての個人の一生と社会変動との間の相互作用の研究
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

ライフコース研
?ﾌ視点（1）

ﾐ会構造とライ
tコース

　社会学的にみると人間とはさまざまな社会的役割の複合
ﾌである。この複合体は加齢に伴って構成を変化させてい
ｭ。すなわち、さまざまなライフイベントを経ながら旧い
�рﾌ変質や喪失、新しい役割の取得を経験する。このよ
､に人間の一生は役割移行の過程としてとらえることがで
ｫる。

大久保孝治
i早稲田大

w教授）

大久保孝治
i早稲田大

w教授）

?эｮ子
i放送大学

赴ｳ授）

2

ライフコース研
?ﾌ視点（2）

ﾐ会変動とライ
tコース

　人間の一生を役割移行の過程としてとらえた場合、社会
¥造は役割移行が行われる環境に相当する。ところが個人
ﾌ一生の間にこの社会構造そのものも変動する。したがっ
ﾄライフコース研究は個人時間（年齢）だけでなく歴史時
ﾔ（時代）というもう1つの時間軸を分析枠組みに組み込
ﾞ必要がある。

同　上 同　上

3

データ収集の方
@（1）

�@　想　　法

　ライフコース研究が実証的な学問であるためには、何よ
閧烽ﾜず実証的なデータを収集しなければならない。回想
@とは、人生の途上にある人々に過去を振り返ってもらっ
ﾄ、これまでの出来事経験についてのデータを収集する方
@である。

同　上 同　上

4

データ収集の方
@（2）

ﾇ　　跡　　法

　追跡法とは、人生の途上にある人々を対象にして、人生
繧ﾌ出来事を経験していく過程をリアルタイムに調査しな
ｪらデータを収集する方法である。大学生が職業を選択し
E場に適応していく過程の調査を例にして説明する。

嶋嫡尚子 同　上

5

データ収集の方
@（3）

怐@　元　　法

　回想法にしろ、追跡法にしろ、．それが人生の途上にある
l々を対象にする以上、その歴史的射程は100年間に満た
ﾈいものである。数百年前の人々、たとえば江戸時代の農
ｯのライフコースについて知るためには、歴史的資料によ
骰ﾄ構成法が用いられる。

同　上 同　上

6 統計的分析と事

癜ｪ析

　分析とは対象をいくつかの構成要素に分解し、それら要
f間の連関構造を明らかにする行為である。分析には統計
I分析と事例分析とがある。前者は集団を対象とした分析
ﾅあり、後者は個人を対象とした分析である。ライフコー
X研究の場合でいえば、コーホート法は前者であり、生活
j法は後者である。

大久保孝治 同　上

7

統計的分析の実
瘁@（1）

ﾆ　族　経　歴

　役割移行の過程としてのライフコースは複数の経歴の束
ﾆしての概念化することができる。その場合、家族的役割
ﾌ連鎖である家族経歴は多くの一々に共通するもっとも重

vな経歴である。その家族役割の時代的変化について考察
ｷる。

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）

職業経歴は家族経歴と並ぶ重要な経歴である。しかし、
統計的分析の実 男性と女性とでは職業経歴のパターンが大きく異なる。そ 大久保孝治

8 例　（2＞ こで、まず男性の職業経歴をとりあげ、企業間移動のパタ 大久保孝治
男性の職業経歴 一ンの時代的変化について考察する。 三三尚子

かっては職業経歴をもつ女性は少なく、職業経歴そのも
統計的分析の実 のも短かったが、しだいに職業経歴をもつ女性が多くなり、

9 例　（3） その職業経歴そのものも長くなってきた。こうした女性の 嶋嫡尚子 同　上
女性の職業経歴 職業経歴における就業パターンの時代的変化について考察

する。

ライフコースの方向の変化あるいは確定を伴う出来事を
統計的分析の実 転機と呼ぶ。特定の個人の転機を予測することはできない

10 例　（4） しかし、転機のたくさんの事例を統計的に分析すると、転 大久保孝治 同　上

転機と時間 機と年齢、および転機と時代との間には一定の関係がある
ことがわかる。

ライフコースを構成する経歴には、家族経歴や職業経歴
統計的分析の実 といった外的経歴以外に、ものの見方や考え方の変化を意。

11 例　（5） 味する内的経歴というものがある。この内的経歴に及ぼす 同　上 同　上
侮

人生の浮沈感覚 ライフイベントの浮沈効果について考察する。

転機とは単一の出来事ではない。それは複数の出来事の
事例分析の実例 連鎖であり、一連の過程である。転機はどのような原因で

12 （1） 生じ、どのような過程を経て、どのような結果をもたらす 同　上 同　上

転機の類型 のか。転機のメカニズムを事例分析の手法を用いて明らか
にする。

急激な社会変動はその中で生きる人々の人生にどのよう
事例分析の実例 な転機をもたらすか。1945年の敗戦が日本人のライフコー

13 （2） スに及ぼした影響について考える。 同　上 同　上

戦争と転機

ライフコースという概念は特定の学問分野だけではなく、
ライフコース研 さまざまな分野で利用されている。現代人のライフコース

14 究の多様性　（1） は多様だが、最近のライフコース研究もまた多様なのであ 心計尚子 同　上
個人・家族・企 る。最後の2回は大きく広がりつつあるライフコース研究
業 の全容を備回する。

ライフコースという概念は特定の学問分野だけではなく、
ライフコース研 さまざまな分野で利用されている。現代人のライフコース

15 究の多様性　（2） は多様だが、最近のライフコース研究もまた多様なのであ 同　上 同　上
個人・コーホー る。最後の2回は大きく広がりつつあるライフコース研究
ト・社会 の全容を傭畷する。
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＝家庭生活の経済＝（R）

〔主任講師：御船美智子（お茶の水女子大学助教授）〕

全体のねらい
　個人が経済社会と関わる際の重要な媒体が家計である。家庭生活における経済的側面と生活全体との関わ
り・家計費の構i造・個人と家計との関係を認識し、同時に、家庭の経済生活を、それを取り巻く経済社会環
境との相互作用の中で検討する。

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）

家庭生活は、その経済的側面のどの部分が、どのように
経済社会の中に組み込まれ、影響を受けているのか、また 御船美智子 御船美智子

1 家庭生活と 家計の行動がどのように経済社会のあり方を方向づけてい （お茶の水 （お茶の水

家計と経済 るのかを、家庭生活や家計を経済の循環の中に位置づけて 女子大学助 女子大学助
明らかにする。 教授） 教授）

家庭生活の経済の機能とは何か、家庭の内部の経済はど
のような要素とプロセスから成り立っているのかを概説し、

2 家庭生活の 経営組織体としての家計の内部を、主体、構造的側面、時 同　上 同　上
経済 間軸などから観察し、家庭生活の中に経済を相対的に位置

づけ、特徴を明らかにする。

家計を構成する主要な要素が家計費である。このフロー
とストック両面から家計を把握をする。収支、資産・負債

3 家　計　費　の の定義と分類、内訳を示し、各の意味と関連をとらえる。 同　上 同　上
フローとストッ 家計費の基本的な概念、フローとストックの関連づけを整
ク 理する。

経済取引が資産の増減、負債の増減、実収入、実支出の
組み合わせとして家計費にあらわれるときの論理（仕訳）

4 経済取引と を示す。家計がする具体的な経済取引を例に、どのように 同　上 同　上
家　　計　　費 仕訳されるのか、そして、それを把握するための技術（会

計）を提示する。
一

生活資源を対象とするくらしのマネージメントの中で、
経済的なマネージメントをどのように図るのか、ひと、も

5 くらしのマネー の、おかねなどの関連づけをし、家計が時間軸を用いて、 同　上 同　上
ジメントと家計 過去と現在と将来のリンクを可能にすることを示し、具体

的な方法を提示する。

家庭生活の経済的水準はどのように推移してきたのか、
戦後日本を中心にみたい。経済の変化によって7期に区分

6 豊かな生活と し、経済・社会政策がどのような家庭生活のあり方を理想 同　上 同　上
「経済的」生活 として策定されてきたのか、制度的要因が家庭の経済生活

をどのように変化させたのかを整理する。

家庭生活の経済において「働くこと」と仕事そして労働
は異なった意味をもつキーワードである。貨幣を伴う仕事

7 働くことと とそうでない仕事の違いを明らかにし、その帰結が家計内 同　上 同　上

仕事と労働 部の成員にどのような影響を及ぼすのか、また働き方の多
様性との関連を検討する。
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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）

経済学の概念である「消費」が何のための概念であるか
ものを買う、使 その性格を明らかにし、購入、使用、活用など生活におけ

8 う、活かすこと る類似の概念のどの部分をさすのか検討する。また、消費 御船美智子 御船美智子

と消費 支出を規定する要因、変化、その把握方法を示す。

生活におけるサービスや情報の意味を明らかにし、なぜ
サービス化、情報化が進むのか経済のサービス化、情報化

9 サービス化、情 と家庭経済のサービス化、情報化がどのような相互作用を 同　上 同　上

報化と家庭経済 及ぼし、それがどのように進展しているのかを検討する。

家庭の経済生活と財政との関係を、現実面と理論的根拠
などについて整理し、市場経済との関連を検討したい。福

10 家計の社会化 祉国家においてなぜ財政との関係が強くなるのか、家計と 同　上 同　上

一家計と財政 財政の相互作用の中で、家計の社会化がどのように進展し、
家計や生活が変化しているかを考える。

家計費の中で貯蓄割合が増加し、家計が様々な金融商品
を購入したり、モノやサービスの取引手段として消費者信

11 家計の金融化 用を利用するなど金融化が進んでいる。各金融商品の特徴 同　上 同　上

一家計と金融 を検討し、家計の金融化がなぜ、どのように進むのか考え
る。

家計のストック化とは何か、なぜ進んでいるのか、どの
範囲で、どのような形で進展しているのか、現状を把握す

12 家計のストック る。ストック化へ対応、家計や生活にとっての意味を考え、 同　上 同　上

化 また、ストック概念を再検討する。

家計の国際化をとらえる視点を提示し、家計の国際化の
現状・意義と問題点を考える。外国為替相場の変動や国際

13 家計の国際化 的な経済動向がどのように家計に影響を与えるのか、購買 同　上 同　上

力平価、内外価格差について考え、家計の国際化のあり方
を検討する。

家計の内部形態は個人と家族のあり方、共同性を反映す
る。複数の個人がどのように家計を形成するのか、家計の

14 家計の共同性と 個別化、個計化がなぜ進んでいるのか、しかしなぜ家計で 同　上 同　上

個別化・個計化 もあるのか、経済社会の変化と家族のあり方の両面から検
回する。

経済発展が必ずしも生活の豊かさの実現につながらない
と言われるが、それはなぜか。従来の経済指標が何を示す

15 生活の経済
のか、家計・家庭経済・家庭生活レベルで生活者の経済的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ 同　上 同　上

福祉指標はどのようなものか、生活の豊かさにつながる経
済社会のあり方、実現のための条件を考えたい。
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＝生活経営論＝（R）
〔主任講師：清野きみ（北海道教育大学名誉教授）〕

全体のねらい
　生活は人間の実践領域であり、生活文化の領域である。各人が生活文化の創造的な担い手となるたあには、
自己の生活管理能力を高め、生活経営上の不安要因を科学的に、客観的に認識できることが鍵となる。本講
では、生活経営上のリスクに焦点をあて、健康、家計、孤立、事故などにみる日常的課題を明らかにし、自
己と家族の生活技術を高あ、外部環境に働きかける新しい生活スタイルを提言する。

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 生活経営のねら

｢と課題

　生活経営は、生活管理とその設計を包括し、家庭経営・
ｶ活管理と類似の領域を対象とした新しい生活科学である。
l間にとって根元的な生活経営とは何かを追求し、ひとつ
ﾌ組織体に価値の序列をつけないで生活主体を確立するた
ﾟに、生活を組織し事故に対処する生き方を考える。

清野きみ
i北海道教

迹蜉w名誉
ｳ授）

清野きみ
i北海道教

迹蜉w名誉
ｳ授）

2 生活環境と生活

ﾌ教育

　生活環境醸成の諸条件について、生活主体と生活手段
i技術・資財）の総合としての生活実践を中心に、生活経

c能力育成のプログラムを考える。特に、我が国の生活教
轤ﾌ源流にたちかえり、今日の生活の教育にいかに活かせ
驍ｩをみる。

同　上 同　上

3 生活診断とライ

tヒストリー

　生涯生活設計の記録に、家庭における日常的なライフヒ
Xトリーが用いられる。ここでは、生業別、地域別、世代
ﾊ、行事（家庭）別にそれらを整序し、生活経営目標と生
?ﾌし方に必要とされる生活診断の諸相を探る。

同　上 同　上

4

家族の多様化と
Vたな生活文化
ﾌ創造

　今日の家族多様化の動向を明らかにし、家族多様化が意
｡する生活リスクの増大に対して、　「安心」に焦点を当て
ｽ新たな生活文化の創造を探る。

木田淳子
i大阪教育

蜉w助教授）

木田淳子
i大阪教育

蜉w助教授）

5

性別分業型家族
ｩら生活学同型
ﾆ族へ

　日本の家族に今日なお根強くあるところの性別役割関係
ﾉよって、生活経営上どのような問題が生じているかを考
@し、それらを克服する方向として、生活学同型家族を展
]する。

同　上 同　上

6 開発途上国の
ﾆ族の生活経営

　開発途上国では生活のみならず、生産の場においても家
ｰという単位が重要な位置を占めている。わが国と比較し
ﾄ、こうした形態の家族の生活環：境と生活経営の特色を述
ﾗる。

河合明宣
i放送大学

赴ｳ授）

河合明宣
i放送大学

赴ｳ授）

7 母子保健と
ｶ　活　経　営

　妊娠・出産管理の主体および場が、地域・家庭から医療
@関へと移行したことに伴い生じた様々な問題を検討し、
ｱれからの妊娠・出産管理の望ましい姿を生活給の立場か
迯l察する。

山越成美
i元関東短

咜蜉w非常
ﾎ講師）

山越成美
i元関東短

咜蜉w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　師一名
i所属・職名）

8

妊娠期間におけ
骼蝠wの家事労

ｭ

　妊娠中の専業・就業主婦の家事労働の実：態調査結果をもとに、妊娠が招来する身体的・精神的変化の家事労働遂行に及ぼす影響を非妊時と比較しながら明らかにする。

山越成美 山越成美

9 妊娠と労働管理

　妊娠時に測定されるエネルギー代謝率の含意を明らかに
ｷることを通して、妊婦め労働遂行許容範囲のスケールと
ｵての、非門門エネルギー代謝率の適用性について検討を
ﾁえる。

同　上 同　上

10

高　齢　期　の
ｶ　活　経　営一自覚的健康感

@と健康状態一

　現代は、人生50年時代の生活から人生80年時代の生活へ
ﾆ急速に変化している。それに伴い、個人においても社会
S体としてもさまざまな生活問題が懸念されるが、人生80
N時代のより良い生活を構築するには、高齢期の生活経営
ｪ緊要な課題である。

遠藤マツエ
i元埼玉大

w教授）

遠藤マツエ
i元埼玉大

w教授）

11 高齢期における
ﾇ　独　意　識

　一般に、高齢者の生活問題は病気、貧困、孤独に集約さ
黷驍ﾆ言われるが、なかでも主観的な孤独意識の把握は、
w誧冾ﾌ生活経営を人生の円熟期になるように図るうえで、
d要な課題である、日常生活における生活行動を通して孤
ﾆ意識とその緩和を考える。

同　上 同　上

12 高齢者の日常的

ﾈ健康管理

　高齢者が幸せな生活を営むには、健康であることが極め
ﾄ重要である6健康は、生活者と生活者を取り巻く環：境と
ﾌ相互作用の過程に現れる状態であるので、日常生活にお
ｯる高齢者の生活意識や生活態度の積み上げ過程を通して、
w誧冾ﾉおける生活経営を考える。

同　上 同　上

13 事故と生活経営

　事故とは安全に対するリスクであり、正常な活動が損な
墲黷骼桝ﾔの発生をいう。現代では高齢化・サービス商品
ｻ・債務・情報化などが、事故に繋ながることが多い。生
?赶ﾕを失う地震災害はもっと恐ろしい。地震災害と生活
ﾌ終結そして再生をとりあげる。

清野きみ 清野きみ

14 家庭援助サービ

Xと生活経営

　長二化・少子化の一側面として単身の世帯が増えていく
ｪ、地方、在宅介護の中核となるホームヘルパーの家事援
浮ｪ注目される。業務内容を検討しながら、受け手の側に
ｽっサービスとは何かを考える。

同　上 同・上

15 生活課題と
ｶ　涯　学　習

　生活を科学することは、文化を学び、文化を創り、文化
ｿ値の創造につながるものである。21世紀の生活の課題と
ﾍ何か、ひとりの人間の出来ることは何か、その可能性を
Qストを交えながら最大限追求してみたい。

ρ　同　上

同　上
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＝消費者問題の展開と対応＝（R）

〔主任講師：小木紀之（名古屋経済大学教授）〕

全体のねらい
　消費者問題の解決は一朝一夕に可能な問題ではなく、行政、企業、消費者のそれぞれの積極的な対応が要臼

讃評戴腿躍襲膿勲爵鵬講翻聴唖灘轡と鰻欝全1

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 新しい消費者像
�≠ﾟて

　21世紀の新しい消費者像を模索し、自立する消費者のあり方を学ぶ。、

木村立夫
i東京経済

蜉w教授）

木村立夫
i東京経済

蜉w教授）

2 消費者問題の
ﾛ題と展望山

　消費者問題とは何か、消費者問題が発生してきた経済社会的な背景、主要な消費者問題、消費者の権利、新しい消費者問題の潮流などを中心に消費者問題の全体像を学ぶ6

小木紀之
i名古屋経

ﾏ大学教授）

小木紀之
i名古屋経

ﾏ大学教授）

3 消費者運動の
�jと展開

　消費者問題解決の一側面を担う消費者運動のあゆみ（歴史と展開）を、日本・アメリカ・その他と対比させながら消費者運動の役割を学ぶ。

同　上 同　上

4 消費者行政の
W開

　消費者保護はなぜ必要なのか。国および地方自治体の消費者行政の仕組み、消費者保護基本法の理解を通じて、今後の方向性を探る。

同　上 同　上

5 消費者問題と
ﾁ費生活関連法
@　　　　　（1）

中村年春
i青森大学

ｳ授）

中村年春
i青森大学

ｳ授）

6 消費者問題と
ﾁ費生活関連法
@　　　　　（2＞

　安全・商品選択・適正な商取引と法律、訪問販売・通信販売・割賦販売と法規制、表示・警告、景品、広告と法規制など身近な消費者法を考える。

同　上 同　上

7 企業の社会的責

Cと消費者対応

　メセナ、フィランソロピー、企業ボランティアなどの企業の社会貢献活動の実態と企業のあるべき社会的責任の課

閧�沒｢する。 木村立夫 木村立夫
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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 企業の販売戦略
ﾆ消費者

　高度大衆消費社会における企業の販売戦略は、時として
ﾁ費者不在のマーケティング活動を促す。消費者にとって
ﾌマーケティングの意味を学ぶ。 木村立夫 木村立夫

9 流通政策の展開
ﾆ消費者

　わが国の流通構造は、近年大きくその姿を変化させてき
ﾄいる。わが国の商取引・商慣行、国際化の進展、規制緩
aなどの中で、消費者志向型の流通政策のあり方を探る。

小木三親
i松山大学

u師）

小木紀親
i松山大学

u師）

10 高齢化社会の進
Wと消費者対応

　わが国における高齢化の進展は、消費者としての私たち
ﾌ生活を様々な形で変化させてきている。具体的には、雇
p・年金、健康・福祉、教育・文化、住宅・生活環境と高
詹ｻの問題を検証する。

井上四通
i明治大学

赴ｳ授）

井上四通
i明治大学

赴ｳ授）

11 情報化社会の進
Wと消費者保護

　マルチメディアの進展は、私たちの消費者としての環境
�?Iに変化させてきている。生活のボーダレス化の持つ
?ﾖ性と問題点を検討するとともに、今日、論議されてい
體d子商取引についても取り扱う。

同　上 同　上

12 資源・環境問題
ﾆ消費者

　環境問題は、地域的な問題であると同時に世界規模の問
閧ﾆしても論議する必要がある。地球に優しいライフスタ
Cルの確立に向けて、省資源、省エネルギー、ごみ問題等、
墲ｪ国および各国の具体的な取り組みについて学ぶ。

同　上 同　上

13 サービス経済化

ﾆ消費者問題

　豊かさの象徴と言われるサービス経済化現象について学
ﾔ。サービス化の進展は、一方で消費者の支出構造に影響
�^え、他方では雇用機会の変化をもたらしてきている。
ｱれらの側面についての知識を得る。

同　上 同　上

14 消費者教育の

ﾛ題と展望

　消費者教育の理論について学習し、学校・企業の消費者

ｳ育の意義を学ぶ。
小木二親 小木紀州

15 消費者生活相談

ﾌ現状と課題

　多様化、複雑化する消費生活相談の現状と企業と消費者
ﾌ接点に立って活躍する、消費者生活コンサルタント、消
?ｶ活アドバイザー、消費生活相談員、ヒーブ、ACAPの役
р�wぶ。

小木紀之 小木紀之

一222一



＝・ 坙{人口論一高齢化と人口問題　＝　（R）

〔主任講師：清水浩昭（日本大学教授）〕

全体のねらい
　人口高齢化の問題は、日本のみならず世界における現下の最重要課題であるといわれている。そこで、本
講座では、世界人口の高齢化の動向を念頭におきながら日本社会における人口高齢化の特徴と問題点を人口
学的な視点から概説することにしたい。

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）

日本の人口学が今日までに蓄積してきた研究成果を紹介
するとともに、高齢化問題研究の意義を明らかにする。 清水浩昭 清水浩昭

1 日本人口論の 、 （日本大学 （日本大学

到達点と課題 教授） 教授）

人口学は人口現象を対象にして研究を展開している学問
であるが、この学問にみられる研究方法の特徴を明らかに

2 人口分析の する。 同　上 同　上
方法とその特徴

今、何故、人口高齢化について研究しなければならない
人口高齢化研究 のか。また、人口高齢化は、どのような人口学的条件の変

3 の意義と高齢化 化によって生ずるのかを明らかにする。 同　上 同　上
の人口学

人口高齢化の国際比較を行うとともに、日本の人口高齢
化の特徴と問題点を全国レベルと地域レベルの二つの側面

4 人口高齢化の から明らかにする。 同　上 同　上

現状と将来

人口高齢化をもたらす要因の一つである出生率低下の趨
結婚と出生一晩 勢を結婚・出産期女子人口の減少（普通出生率の低下）、 中野英子 中野英子

5 婚化・少産化の 有配偶出生率の低下、夫婦の「有子少産」の出生行動の定 （聖泉短期 （聖泉短期

動向と高齢化問 着旧に焦点をあてて考察する。 大学教授） 大学教授）

題

死亡一長寿化の 人口高齢化をもたらす要因の一つである死亡率（寿命） 高橋重郷 高橋重郷
動向と高齢化問 の趨勢について概観するとともに、死亡率の低下（寿命の （国立社会 （国立社会

6 題 伸長）がもたらす影響の問題を日本人のライフサイクル、 保障・人口 保障・人口
ライフコースの変動に焦点をあてて考察する。 問題研究所 問題研究所

人口動向研 人口動向研
究部長） 究部長）

移動一高齢者移 日本の人口移動は、若年層を中核としているが、最近、
動の動向と高齢 高齢者移動も微増しっっある。このような人口移動の動向 山崎光博 山崎光博

7 化問題 をふまえて、移動構造の変化が高齢化にどのような影響を （秋田県立 （秋田県立

与えているかを浮彫りにする。 農業短期大 農業短期大
学教授） 学教授）
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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

家族一核家族化
ﾌ動向と高齢化
竭

　日本の人口動向を家族に焦点をあてて検討すると、核家
ｰ化の進展という問題が浮彫りになってくる。この核家族
ｻの進展が高齢化問題といかなる関連を有しているかを概
ﾏする。

渡辺吉利
i国際医療

沁ヱ蜉w教
�j

渡辺吉利
i国際医療

沁ヱ蜉w教
�j

9

労働カー労働力
ﾌ中・高年化と
w詹ｻ問題

　寿命の伸長は、高齢期における非労働力期間を長くし、
ｷい高齢期における新しい役割構造が必要となってくるも
ﾌと思われる。このような動向をふまえて、労働力の中・
tN化の問題と高齢化とのかかわりあいを就業行動・労働
ﾍの再配分等との関連で考察する。

中野英子 中野英子

10

結婚と出生構造
ﾌ変化と地域の
w詹ｻ問題

　日本社会における高齢化問題を地域的な視点でみると、
n域によってその現れ方ば多様である。そこで、この問題
�牛･・出産期女子人口の地域性、出生行動・結婚行動の
n域性に焦点をあてて考察する。

同　上 同　上

11

死亡構造の変化
ﾆ地域の高齢化
竭

　人口移動と死亡率低下の地域差は、人口構造（人口高齢
ｻ）の地域的多様性をもたらすことになった。このように
ｵて生じた世代間人口の地域的多様性とそれに伴う世代間
Mャップの問題を死亡率の動向に焦点をあてて考察する。

高橋三郷 高橋三郷

12

移動構造の変化
ﾆ地域の高齢化
竭

　人口移動が地域の高齢化に与える影響の問題を高齢化先
s地域と高齢化後発地域に焦点をあてて考察するとともに、
ｻこに内在する問題点を浮彫りにする。 山崎光博 山崎光博

13

家族構造の変化
ﾆ地域の高齢化
竭

　日本の核家族化現象を地域的な視点でみると、地域差が
ｶ在している。この地域差の問題を日本の家族文化の多様
ｫとの関連で明らかにするとともに、核家族化の地域差が
n域の高齢化問題とどのように関連しているかを考察する

渡辺吉利 渡辺吉利

14

労働力構造の変
ｻと地域の高齢
ｻ問題

　労働力構造の変化は、地域の高齢化問題に様々な影響を
^えている。そこで、この問題を労働力の中・高年化、女
q化と就業構造の地域性、女子の就業行動の変化に焦点を
?ﾄて考察する。

中野英子 中野英子

15

高齢化問題とそ

ﾌ対応策

　人口高齢化の進展は、様々な問題を惹起した。そこで、
ｱの問題を解決するために今日までどのような対応策が提
ｦされてきたかを概観し、本講座のむすびとしたい。 清水浩昭 清水浩昭
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＝＝ ﾟ・食・住の科学＝（R）

〔主任講師：酒井豊子（放送大学教授）主任講師：本間博文（放送大学教授）〕

全体のねらい
　衣食住という語が日常生活を代弁する概念として使われるほど、衣服、食物、住居は生活の重要な要素で
ある。ここでは・生活主体としての人と、生活手段としての衣・食・住とのかかわりに関する科学の成果と
現状を概観し・物が充足した現代における、生活者の視点に立った人と物のかかわりの科学の課題を考察す
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・食・住に
ﾖする
ﾈ学的視点

酒井豊子
i放送大学

ｳ授）

酒井豊子
i放送大学

ｳ授）

{間博文
i放送大学

ｳ授）

2
衣・食・住の
ﾈ学と
?ﾓ諸科学

本間博文
i放送大学

ｳ授）

本間博文
�莓L子
｡井悦子
i放送大学

赴ｳ授）

3

食の文化一歴史学的・比

r論的アプロー
`ー

　食生活は、風土、社会構造等に影響されながら連綿と受け継がれてきた。その長い歴史の中で、築かれてきた食の文化について、時間軸（歴史学的）および空間軸（比較論的）を切り口とした研究事例を紹介する。

今井悦子
i放送大学

赴ｳ授）

今井悦子
i放送大学

赴ｳ授）

4 栄養学発展の
�j

　人が健康を維持・増進していくためには、第一に必要な栄養が充足されなければならない。ここでは、栄養素および栄養と人の健康との関係についての研究事例を、その進歩を中心に紹介する。

今井悦子 今井悦子

5
食品の科学と
Z術一その発展の軌

ﾕ一

　食品は多様な成分の集合体である。科学の進歩とともに成分バランスを巧みに整え品質を高める技術が次々と誕生した。最近ではバイオテクノロジーを応用した新食品も登場している。研究法を紹介しながら発展の軌跡を辿り、食生活と食品とのかかわりを考える。

荒井総一
i元東京大

w教授）

荒井総一
i元東京大

w教授）

6 食生活の構造一その現状を考

ｦる一

　戦後のわが国の食生活は、社会の激変に伴って、他国に類を見ないほど著しく変化した。ここでは、社会の構造やその変化と食生活との関係についての研究を紹介し、現代の食生活を考察する。

今井悦子 今井悦子

7 衣服製作の
ﾈ学と技術

　われわれの用いる衣服は既製服がほとんどである。多くの人の体型・サイズに適合した、仕立てのよい既製服の生産には・既製服サイズの整備と縫製工程の高度化が重要なポイントである。この章では、身体計測とパターンメーキングならびに縫製の科学と技術の跡を辿る。

酒井豊子 酒井豊子
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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 衣服素材の多
l化

　こり一世紀足らずの間に衣服の素材は種類・量とも飛躍
Iに増加した。化学繊維は天然繊維模倣の時代から、新し
｢機能性追究の時代に入っている。時代を追いながらこれ
轤ﾌ繊維・繊維製品について理解を深めるとともに、新し
｢製品開発の方向について概観する。

酒井豊子 酒井豊子

9 服装の心理

　衣服は人の外観を構成し、内面を表出する。ここでは、
ﾟ服の選択・着装など、衣生活にかかわる人の行動を、着
髏lのパーソナリティー・価値観・態度などと、社会の慣
K・規制、文化水準などとの関係において研究する被服心
搖wの研究方法・成果などを紹介する。

小林　　茂
i共立女子

蜉w教授）

酒井豊子

10 洗濯を取りまく

ﾈ学

　洗濯は手洗いから洗濯機へ、洗剤は石けんから合成洗剤
蝸ｬへと変化した。洗濯は汚れを除去するのが主目的であ
驍ｪ、同時に衣服に損傷をもたらすこともある。洗濯排水
ﾌ環境問題も無視できない。これらの洗濯にかかわる諸事
ﾛについて研究の取り組みを紹介する。

酒井豊子 酒井豊子

11 生活科学と
Z居学

　日本の伝統的な住まいは、欧米はもとより中国大陸や朝
N半島とも異なる独特の様式を生み出して今日に至ってい
驕B主に住まいの歴史に関する研究成果の紹介を通して、
墲ｪ国の住文化の特徴を考える。

本間博文 本間博文

12 高齢社会と
Z居学

　住まいは住生活の容器であるといわれる。この意味で住
ﾜいの第一義的機能は、さまざまな外的危険性や不敵切な
�ｵに対し、適切なシェルターを用意することである・構
｢的安定性、物理的環境調整等、自然科学的手法が住居学
ﾉいかに取り入れられているか紹介する。

同　上 同　上

13 住まいの安全性

　住まいは家族生活の基礎的な単位空間である。住まいの
ﾏ化は家族生活の変化によるが、反面住まいが家族生活を
K制することもあり得る。このように、住居学は社会科学
I方法を取り入れ、さまざまな知見を得ているが、本章は

ｻの一端を紹介する。

同　上 同　上

14 快適な住まい

　わが国は、生活大国への移行を迫られているが、中でも
Z宅事情の改善はその中核となるものであろう。しかし、
Zまいの改善は関連諸分野が複雑に関係し合っており、容
ﾕではない。総合的な判断に基づいた問題解決の実例を紹

薰ｷる。

同　上 同　上

15 衣・食・住研究

ﾌ課題

　14回までの講義を概観し、衣・食・住の科学の成果と、
叝岦ｶ活に対する位置付けを確認し、生活者の立場に立っ
ｽ研究の今後の課題を考察する。

酒井豊子
{間博文

酒井豊子
{間博文
｡井悦子
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＝ファッションと生活＝（TV）

〔圭騰臨灘叢畿晶犠義穫1〕

全体のねらい
　ファッションは本来、事物の様式を指す語であるが、服装について使われることが多い。これは、衣服・
服装に期待される役割の中で、ファッション性の比重がすこぶる大きくなって来たためである・三こでは・
服装の演出する役割について整理するとともに、衣生活の諸要素・諸側面と関連産業の実情を検証し・ファ

ッションの意味を考察する。

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）

衣服・服装の果たす本来的機能の再認識に立って、社会
の変化、とりわけ生活水準の変化とともに変化する衣生活 酒井豊子 酒井豊子

1 生活の中の のありようと、人々が衣服・服装に期待する機能の変化に （放送大学 （放送大学

衣　　　　　服 ついて考察する。 教授） 教授）

服装に関する社会規範を、規範の社会的圧力の強さある
いは追従しない場合に受ける社会的制裁の弱いものから強 藤原康晴 藤原康晴

2 服装の社会 いものへの順に、習俗、慣習、習律、法律に分類し、それ （鳴門教育 （鳴門教育

規　　　　　範 それに該当する服装規範を解説する。さらに、これらの服 大学教授） 大学教授）

装規範に対する同調と逸脱り制定基準に関する個人差につ
いても言及する。

社会組織のなかで個人は何らかの社会的役割を担ってお
り、その役割には期待されている服装がある。性役割は男

3 社会的役割 女による服装の違い、職業上の集団員としての役割はユニ 同　上 同　上

と　　服　　装 フォームなどで表現されている。これらの役割及び役割意
識と服装との関係について考察する。

服装や服装色には流行がある。これらの流行をその普及
の形態あるいは普及の規模によって分類して概説するとと

4 服装の流行 もに、過去と情報化の進行した今日における服装流行の様 同　上 同　上

と　流　行　色 式や普及過程の違いを解説する。また、流行を採用する
時期、流行採用の動機についても考察したい。

服装はその人自身を表現する手段の一つとして用いられ、
質素な人は質素な服装をし、また、こうありたいと思って

5 個性と服装 いる自分のイメージを服装で表現していることを実証デー 同　上 同　上

タを基に解説する。さらに、似合う衣服、似合わない衣服
に関して着用者の身体的な特性と衣服の種類との関係から
考察する。

消費者の価値観の量から質への転換に伴い、パーソナリ
ティ、生活意識、趣味などを総合したライフスタイルが多

6 ライフスタイル 様化、個性化した服装を説明する要因として用いられてい 同　上 同　上

と　　服　　装 る。このライフスタイルを用いて衣生活、衣服の購入、着
用などを分析した例について解説する。

衣服がその機能を果たすたあに、衣服に期待される品質
にはどのようなものがあるか、それらは、素材の性質など 酒井豊子 酒井豊子

7 衣服の品質 とどのように関連して作り上げられ、実用の過程でどのよ

うに維持されていくかなどを考察する。
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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 衣服の表示

　既製服等の衣料品に付けられている種々のラベルは、消費者にとって自分の求める品質のものであるかどうかを判断する手がかりとなる。品質表示、サイズ表示などについて、表示のきまりと意味について概説する。

酒井豊子 酒井豊子

9 衣服の素材
@1　繊維

　衣服に利用されている綿、毛、絹などの天然繊維、レー
?刀Aナイロン、ポリエステルなどの化学繊維についてそ
黷ｼれの特質を理解し、吸湿性、熱可塑性など、実用上重
vな性質について理解を深める。

同　上 同　上

10 衣服の素材
@2　布

　布は平面状であるが、複i雑な形の人体を包む衣服に用いられる。しかも人体のさまざまな活動に対応する必要がある。布の種類とそれぞれの特質、さらに、それらが衣服の構成上どのように利用されているかを理解する。

同　上 同　上

11 新しいファッシ
㏍淘f材

　高度化した消費者要求に対応するたあに、繊維産業界では、次々と新しい素材開発につとめている。新素材開発の考え方と、最近までのいくつかの製品について解説する。

同　上 同　上

12 アパレル産業

　現在われわれの用いる衣服の大部分は既製服である。既製服の商品企画、生産システムの現状、流通、販売の実状を概観し、既製服としての衣服について理解を深める。

酒井豊子

頼ﾔ　　健
i武庫川女

q大学教授）

風間　　健
i武庫川女

q大学教授）

13 衣服の

ﾁ費と廃棄
酒井豊子 酒井豊子

14 衣生活の社会化

　作る、縫う、洗う、しまうなどの衣生活の諸作業は、既製服、リフォームショップ、商業クリーニング、トランクルームなどにほとんど移行している。これらの実態と意味について考察する。

同　上 同　上

15 衣　生　活　の

ﾁ費者問題
同　上 同　上
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＝洗濯と洗剤の科学（ア98）＝　（TV）

〔主任講師：阿部幸子（青山学院女子短期大学教授）〕

全体のねらい
　伝統的な技法に代わり、今日の洗剤と洗濯機による洗濯方法が一般化したのはこの半世紀のことであり、
近年の科学技術の発展に負うところが大きい。本講座では衣類の洗濯を主題とし、洗剤の特性や洗浄のメカ
ニズムを明らかにすると共に、洗浄力評価法や、実際の洗濯条件、さらには、洗濯と環境との関わりなどに
ついて考察する。

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）

大昔から、人は水辺での洗濯を行ってきたが洗濯の方法
は軟水地域と硬水地域では異なっていたと思われる。そこ 阿部幸子 阿部幸子

1 水　と　洗　濯 でまず、洗濯に及ぼす水質の影響について考察する。また、 （青山学院 （青山学院

汚れの成分には各種の物質があるが、汚れ成分と水による 女子短期大 女子短期大
除去性について取り上げる。 学教授） 学教授）

洗剤は、水による汚れの除去を一層促進するために添加
される配合製品で、界面活性剤を主剤に各種のビルダー 藤井富美子 藤井富美子

2 洗　剤　と　は （アルカリ剤、イオン交換台など）および補助剤（酵素、 （大阪市立 （大阪市立

再汚染防止剤など）が配合されている。界面活性剤の洗浄 大学教授） 大学教授）

作用とビルダー作用について考察する。

洗濯はぬれることからはじまる。洗浄過程の第1段階で

洗剤作用の あるぬれは、繊維などの基質表面の空気が洗浄液で置き換 田川美恵子 田川美恵子
3 メカニズムー1 えられる過程であり、界面自由エネルギーを用いて記述で （奈良女子 （奈良女子

ぬれ きる。ここでは、ぬれの定義、ぬれの尺度、表面ぬれ、浸 大学教授） 大学教授）
透ぬれなどについて述べる。

凝集した状態で付着している汚れを洗剤液果で洗う場合、

洗剤作用の まず凝集粒子が分散する形で部分的に取り除かれ、最後の
4 メカニズムー2 段階で繊維に直接付着している粒子が除去されることが多 同　上 同　上

分散作用 い。この過程を、広義の分散現象としてとらえ、コロイド
安定性理論によって説明する。

…

人体皮脂を主体とする油汚れで汚染された衣類を洗剤水

洗剤作用の 溶液に浸すと、界面活性剤の吸着により油汚れと水との界
5 メ白白ズムー3 面張力が低下し、僅かな機械力で油汚れは微粒子になり水 藤井富美子 藤井富美子

乳化 中に分散除去される。この現象を乳化とよび、乳化が有効
に生ずる条件について考察する。

／

洗剤水溶液中での気泡は、汚れの除去には寄与しないが、
洗剤の洗浄力の有無を判定する一つの目安となる。気泡の

6 泡沫と洗浄 集積である泡沫は、シャンプーやカーペットの洗浄のほか、 同　上 同　上
工業的に古紙の再生に利用されている。生活におけるさま
ざまな泡沫の効用について述べる。

洗剤には、タンパク質分解酵素、脂質分解酵素、でんぶ
ん分解酵素、繊維素分解酵素などが複合配合されており、

7 洗浄における それぞれの酵素の基質になる汚れに作用して、汚れを除去 同　上 同　上
酵素の作用 されやすい状態に変化させる。そのメカニズムと効果にっ

いて考える。
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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 汚れ除去と
Y白・三白

　しみ汚れや黄ばみなどは、洗剤の界面化学的な働きによ
ﾁては除去されない。色素を除去するには漂白剤を、黄ば
ﾝの除去には蛍光白白剤が用いられ、これらが洗剤中に配
№ｳれている場合も多い。漂白や三白の原理、効果的な処
摯菇@等について述べる。

片山倫子
i東京家政

蜉w教授）

片山倫子
i東京家政

蜉w教授）

9 汚れ除去と
@械作用

　一般に、洗浄においては、汚れの付着力を低下させるた
ﾟに洗浄剤を添加し、さらに撹拝などにより物理的な力が
ﾁえられる。洗濯液の流動や、布地の変形・衝撃力などさ
ﾜざまな形での機械力が考えられるが、代表的なものを取
闖繧ｰ概説する。

田川美恵子 田川美恵子

10 洗浄力の評価

　洗剤をどのように使ったらよいのか、例えば洗剤濃度や
��ｷ度などを知る、あるいは洗剤を選びたい、などの場
№ﾉ洗浄力評価が必要になる。いくつかの方法が考えられ
ﾄいるが万能なものはない。洗浄力試験の考え方と試験法
ﾌ現状について述べる。

阿部幸子 阿部幸子

11 洗濯の方法

　伝統的な洗濯の方法には、たたく、踏むなどの操作を行
､ものや、煮洗いなどがあり、これらの方法の合理性につ
｢て検証された研究がある。また、今日では洗濯機が普及
ｵ、新しいタイプのものも開発されているが、これらの特
･について概説する。

同　上 同　上

12 洗濯の条件

　洗濯では、洗濯物の量を基準にして水の量を決め、水量
ﾉ対して洗剤の投入量が決まる。洗剤には標準使用量が表
ｦされているが、コンパクト化が進むにつれて使用量が少
ﾈくなってきている。洗剤濃度や洗浄温度などの洗濯条件
ﾍどのようにして決めるのだろうか。

同　上 同　上

13 すずきと脱液

　すすぎによって除去すべき物質は、洗濯物から離脱した
?黷ﾆ、洗剤とである。ここではすすぎのメカニズムにつ
｢て述べる。また、脱液の必要性やその効果的な方法につ
｢ても概説する。

同　上 同　上

14 乾　　　　　燥

　洗濯物の乾燥には、自然乾燥と人工乾燥とがあるが、い
ｸれの場合にも、乾燥時間は水分の量：、温度、湿度、風速、
��ｨの表面積に依存する。衣類乾燥機による各種繊維製
iの乾燥例をもとに、乾燥のメカニズム、乾燥方法とエネ
泣Mー効率などについて考える。

片山倫子 片山倫子

15 洗濯と環境問題

　近年、生活排水による水質汚濁が問題になっているが、
��r水については、洗剤による汚濁負荷量、界面活性剤
ﾌ生分解性や水棲生物に対する安全性などが問題となる。
ｱれら環境にかかわる問題点を取り上げ、これからの洗剤
ﾆ洗濯のあり方について考える。

阿部幸子 阿部幸子
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＝着心地の追究＝（TV）

雌黒藻難論凱子夢編〕

全体のねらい
　健康で快適な衣生活を実現・維持する上に重要な要素である衣服・寝具・履き物などの着心地について、
衣服の構成・構造や、素材の性能についての認識と人体の体型・寸法や感覚・生理の理解に基づいて科学的
に追求し、着心地のよさを人間と衣服の感覚的適合と生理的適合の両面から明確にする。

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）

着心地とは何か。衣服に期待されるさまざまな機能にお
ける着心地の位置づけを考察し、着心地を追求する科学の 酒井豊子 酒井豊子

1 着心地のよさと 範囲と内容を概観する。 （放送大学 （放送大学
は 教授） 教授）

人体生理の基本は恒常性と概日リズムである。着心地を
客観的に判断する基準として、これらの生体の機能が種々 登倉三二 登三三實

2 衣服と人体生理 の着装下で正常に作動しているかどうかを観察することの （奈良女子 （奈良女子

重要性について解説し、これらの立場から人体生理と被服 大学教授） 大学教授）

の関係を論ずる。

着心地への影響要因として、人間の活動状態と室内およ
び屋外の外部環境条件を取り上げ、着衣の快適性への影響 磯田三生 磯田三生

3 運動条件、外部 を人体の体温、皮膚温、快適感などの人体反応からさぐる。 （奈良女子 （奈良女子

環境条件 主に、運動時における温度、湿度、日射、風などの着心地 大学教授） 大学教授）

に及ぼす影響をみる。

着心地を左右する衣服そのものについて、衣服の構造、

布の熱・水分 衣服材料の諸性質と着心地との関係について解説する。ま 丹羽雅子 丹羽雅子
4 移動特性と着心 ず、温熱的な着心地をとりあげ、暖かさ、涼しさに関わる （奈良女子 （奈良女子

地 衣服を通しての熱・水分移動特性、通気性と衣服の構造に 大学長） 大学長）

ついて群述する。

着心地のよさを人間の温熱生理的；適合性の視点から検討
する。その基礎として、ヒトの体温調節の仕組み、特に温 田村照子 田村照子

5 体温調節と衣服 冷感受性、皮膚温調節、発汗調節などが人体の部位によっ （文化女子 （文化女子

てどのように異なるかに注目しながら、衣服による衣服内 大学長） 大学長）

気候の形成、環境への適応を解説。

衣服による保温と放熱の機構を考察し、暑熱・寒冷環境
下での快適な着心地について、さらに特殊環境下での衣服

6 冬暖かく、追払 の着心地についても人体シュミレーションを通して問題点 同　上 同　上
しく を明らかにし、その解決方法への試みを紹介する。

温熱的な着心地と並んで、被服材料の柔らかさ、しなや
かさ、ソフトさなど触感にもたらす着心地と、変形のしや

7 布の力学物性と すさによる運動、動作適応性、美しい曲面形成性、形態保 丹羽雅子 丹羽雅子
着やすさ 持性など、いずれも材料の力学物性と着心地が大きく関わ

ることについて考察する。
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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 肌ざわりのよさ
ﾆ風合い

　人間と触れて使われるものの典型は衣服である。これら
ﾌ本質的性能は、肌触り、風合いなどの人間の感性との適
№ﾅある。ここでは、接触冷温感を含む肌ざわりのよさと、
ｻの着心地、手触りによる感性性能の評価について解説す
驕B

丹羽雅子 丹羽雅子

9 衣服のシルエッ
gの美しさ

　計算機を用いて着衣形態や衣服圧を予測することができ
驕B型紙、材料物性、人体計状と着衣形態との物理的関係、
?ﾟ形態と美しさや着心地との心理的関係を探る手段とし
ﾄ、この予測法の有用性と限界について述べる。

今岡春樹
i奈良女子

蜉w助教授）

今岡春樹
i奈良女子

蜉w助教授）

10 動作しやすさと
?竄ｷさ

　様々な動作によって体表は伸縮する。この皮膚伸びに追
]して身体を包むために、衣服のゆとり量と衣服による人
ﾌ拘束との関係、および、衣服を着て快適と感じる衣服圧
激xルと素材の特性について考える。

伊藤紀子
i鳥取大学

ｳ授）

伊藤紀子
i鳥取大学

ｳ授）

11 衣服と身体寸法

　個人の身体寸法に適合した着心地のよい衣服を提供する
ｽめに、体型を総合的に正しく把握する方法および国際的
W準化を目指して定められた既製服サイズのJIS規格に
ﾂいて解説する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

同　上 同　上

12 着心地の耐久性

　着用、洗濯を繰り返すと、衣服は疲労し、寸法変化、風
№｢変化をもたらす。この疲労現象の機構を考察し、着用・洗濯による衣服の型くずれ、疲労回復のための洗濯、風

№｢耐久性のための柔軟処理と着心地の保持性との関係な
ﾇについて論じる。

丹羽雅子 丹羽雅子

13 寝心地のよい寝

　寝衣や寝具の快適性は、人間の眠りの質を左右し、健康
ﾆ深く関わる。本章では、睡眠の意義、脳波その他の生理
ｽ応による眠りの質の観察、寝衣・寝具の役割について述
ﾗ、保温、透湿、体圧分布などの面から寝心地のよい寝具
ﾌ条件について考察する。

田村照子 田村照子

14 快適な履物

　履き物の快適性には、歩行補助道具としての機能性と、
�黷笊ﾛ温性など温熱通気性が挙げられる。そこで、解放
ｫ履き物、閉塞性履き物などのタイプ別に、両観点から実
ｱデータをもとに解説する。

真家和生
i大豪女子

蜉w短期大
w部助教授）

真家和生
i大豪女子

蜉w短期大
w部助教授）

15 着心地追究の課

　14章までを概観しつつ補足すべき事項についてまとめ、
ﾜた一層着心地のよい衣服あるいは環境づくりに向けての
ﾛ題を考察する。 丹羽雅子

�莓L子
丹羽雅子
�莓L子
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＝食生活の成立と展開＝（R）

〔主任講師：石川寛子（武蔵野女子大学短期大学部教授）〕

全体のねらい
　わが国において営まれる食生活は、気候、風土、産物と、現代にいたる各時代の政治、経済、社会または
思想的事象とが深く関わり合いながら形成・発展してきた。
　本講では・こうしたプロセスを把握し、これを構築してきた先人の知恵と努力と実践の究明を通して、わ
が国の食文化と食生活の今後のあり方を考える。

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）

食生活の変遷を学ぶにあたって、まず最初に「食生活」
についての理解として、その構成因子とそれらの相互関係 石川寛子 石川寛子

1 食生活の変遷を について解説し、変化、変容、発展等、食生活の移り変わ （武蔵野女 （武蔵野女
学ぶ りの捉え方、その特徴、それがもたらす影響など、考察の 子大学教授） 子大学教授）

視点について講述する。

はるかな古代より、優れた食素材を創り育んできた食の
日本の自然と食 あり様を日本の自然との関わりについて次の項目に区分し 畑　　明美 畑　　明美

2 （1） て探ってみたい。 （くらしき （くらしき

山と海の幸 1．木の実の採集から稲の栽培へ 作陽大学教 作陽大学教
2．野菜の伝来と定着 授） 授）

3．漁場と魚食料理

日本列島は夏期の降雨量が多い。平野部が狭く河川は急
日本の自然と食 で澱まない。また、酸性土壌による水の低硬度などのため、 和仁三明 和仁高明

3 （2） 水を多用する食品の発達を促した。また温帯で多湿なため （東亜大学 （東亜大学
多雨多湿の恵み 酒、調味料など、独特の発酵食品を多く生み出した。 教授） 教授）

日本人が現代まで継続して常食としている穀類や疏菜類
異文化接触と受 は、古墳時代頃までに大陸からの渡来民によってもたらさ

4 容　　　　　（1） れたものが多い。その際、その食料に宗教や作法などの実 同　上 同　上
大　陸　文　化 存的記号を伴っていたので、食の思想が定着した。

ポルトガル人の種子島漂着を契機として始まった南蛮諸
異文化接触と受 国との交易・交流によってもたらされたさまざまな新しい

5 容　　　　　（2） 食品を解説し、これによってわが国の食生活がどのように 石川寛子 石川寛子
南　蛮　文　化 変容していったかについて、砂糖と香辛料を中心に講述す

る。

江戸時代も末となって、建前として永続してきた肉食禁
異文化接触と受 忌も、洋学生あたりから崩壊しはじめた。それと共に欧米 前盛　　洋 前坊　　洋

6 容　　　　　（3） 文化の圧倒的な勢いが食生活をも巻き込み、明治の牛鍋屋 （上野学園 （上野学園
欧　米　文　化 と西洋料理店を生み出した。このような肉食文化受容の過 大学教授） 大学教授）

程を資料に即して考えたい。

食品の調達は、狩猟、漁労の採取から稲、麦などの栽培
へ進むことにより比較的容易になった。やがて食品の交換

7 食品の調達と入 の場として市が成立し、日常的にその入手が可能となった。 畑　明美 畑　明美
手 これらの経緯を次の項目によって解説したい。

L市場・店の発達
2．食品の旬
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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 食事の成立と
`態

　食欲のままに、また生命維持のためだけの食物摂取行動
ﾌ中から、一定のルールにもとつく「食事」が成立してい
ｭ過程を考察し、食事の意義や「食物摂取」と「食事」の
活瘁Aさらにわが国におけるさまざまな食事の形態につい
ﾄ解説する。

石川寛子 石川寛子

9 料理様式の形成

　平安時代の大饗料理以来、わが国では精進・本膳・懐石・会席料理など、供応のための料理様式を生み出し、江戸

梠繧ﾍ日本料理の完成期といわれている。まず各様式の特
･と成立過程を解説し、さらに外来の料理様式である卓祇
ｿ理などと比較検討してみたい。

今田節子
iノートル
_ム清心女
q大学教授）

今田節子
iノートル
_ム清心女
q大学教授）

10 行事食の意義と

ﾏ容

　行事食とは日常食に対し年中行事や人生儀礼など特定の
冾ﾌ食事を指す。古来より行事には神仏を迎え普段とは異
ﾈる食物を供え、人と神が共食する習慣があった。本章で
ﾍ行事食の意義を探ると共に、社会状況の変化を考慮しな
ｪら行事食の日常化について考える。

同　上 同　上

11 非常の食と工夫

　人々の命をおびやかしてきた二藍と戦争の2つの非常事
ﾔを取り上げ、その中でどのような食生活が営まれ、食物
ﾌ獲i得のためにどのような努力・工夫が行われたかを各時
繧ﾉよる食糧増産政策、食品加工・調理上の工夫などから
Tる。

江原絢子
i東京家政

蜉w教授）

江原絢子
i東京家政

蜉w教授）

12 食養生と人々の

m恵

　近代科学が取り入れられる以前の食生活のあり方、各時
繧ﾌ社会や人々にどのように伝えられ、発展していったの
ﾅあろうか。ここでは健康と食生活との関わり方とさまざ
ﾜな料理や調理法を中心にしながらその伝承の方法と内容
ﾉついて述べる。

同　上 同　上

13 近代科学と食物

ｳ育

　明治維新以降、栄養・食品学などの分野に近代科学を取
闢?黷ｽ食物教育は、まず近代学校において急速に浸透し、
o験的伝承方法が軽視・排除されていった。いくつかの例
�唐ｰながらこうした教育が浸透・変化していく過程を探
ﾁていく。

同　上 同　上

14 外国人のみた食

ｶ活

　16世紀のイエズス会宣教師来日以降、鎖国期にもオラ
塔_人等が、また幕末には軍人や外交官等が、そして明治
ﾉなるとお雇い外国人や旅行者等がやってきて、日本の食
ｶ活を記録した。それらの中から興味深いものを選んで解

烽ｷる。

前門　　洋 前坊　　洋

15 食生活の現状と

｡後

　より望ましい食生活のために、数多くの人々の知恵と努
ﾍと実践が積み上げた現代社会の食生活を通して、わが国
ﾌ食文化とその特色について考察し、さらに国際化等、今
縺Aよりはげしく変動・変容する社会の中での食生活の形
ﾔやそのあり方を探る。

石川寛子

石川寛子

ｨ　　明美

a仁皓明
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＝食物の特性とその役割＝　（TV）

〔圭騰臨：琴蠣隼譲智慧㌘毒響溜〕

全体のねらい
　つい数十年前までの長い間、わが国の多くの人々は生きるために必要な食物でさえ十分ではなかった。し
かし今食物は溢れ、それとともに不適切な食物摂取によるところの健康上の諸問題も起きている。そこで、
健康を保ち心身ともに豊かな生活を営むために必要な食生活に関する知識の修得を目的としてこの科目を開
設する。すなわち食物中の栄養素とその消化吸収、人体に果たす役割についての基礎知識と、食物摂取と健
康との関わり、望ましい食生活等について解説する。

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 食生活の現状

　経済の発展に基づく社会の変動や食品産業の発展は、多
岺ｽ様な食品を市場に溢れさせ、日本人の体格向上や健康
攝iに貢献し、日本を世界一の長寿国にした。また同時に
Hに対する人々の考え方をも多様化させ、食生活を大きく
ﾏ革させた。今、私たちは豊かな食生活を享受し、．その一
福ﾅ食物の過剰摂取等による健康障害に不安を抱いている。
ｱのような食生活の現状を多方面から明らかにする。

五十嵐　脩
iお茶の水

落q大学教
�j

｡井悦子
i放送大学

赴ｳ授）

五十嵐　脩
iお茶の水

落q大学教
�j

｡井悦子
i放送大学

赴ｳ授）

2 炭水化物と
H物繊維

　日本人は、主食とする穀類より栄養素の中では量的にも
ﾁとも多くの炭水化物を摂取しているが、炭水化物はこの
R0年でもっとも摂取量の減少した栄養素でもある。炭水化
ｨについて、その種類と消化、吸収、代謝等を解説する。
ﾜた、非栄養素ではあるがく健康とのかかわりで注目され・ている食物繊維の多くは炭水化物P（多糖）である。その食

ｨ繊維についても説明する。

今井悦子

f

今井悦子

3 脂質の特性と
�

炭水化物と相反してもっとも摂取量の増加した栄養素は脂
ｿである。現在、健康という視点から摂取量の過多傾向が
竭閧ﾆなっている栄養素であり、また一方で新しい生体調
ﾟ機能の発現も期待され注目されている栄養素でもある6
猿ｿの特性と役割について広い視野から論じる。

五十嵐　脩 五十嵐　脩

4 たんぱく質と
Aミノ酸

　人体の主要組織はたんぱく質を中心にして構成されてい
驕Bしたがって、食物たんぱく質の摂取は栄養上非常に重
vである。たんぱく質とそれを構成する20種類のアミノ酸、
Aたんぱく質の栄養価、脂質と同様に新しい生体調節機能
ｪ見出されているペプチド等について解説する。

今井悦子 今井悦子

5 ミネラノレと水

　今日本人には明らかに数種のミネラルが不足しているこ
ﾆが指摘されており、さらに精製した食品の摂取の増加と
ﾆもに微量元素の不足が懸念されている。多種類あるミネ
宴汲ﾌぐ体内での様々な働きと、次第に明らかになってき
ｽ微量元素の働きや、ミネラルの吸収、利用に関与する要
�凾煢�烽ｷる。

五島孜郎
黶i東京農業

蜉w名誉教
�j

五島孜郎
i東京農業

蜉w名誉教
�j

6 ビタミンの役割

　ビタミンは、生体内の代謝を含む様々な生理現象に潤滑
茁Iな働きをしており、微量で人の栄養を支配する栄養素
ﾅある6近年、いくつかのビタミンが健康や老化との関係
ﾅ注目されている。主なビタミンの働きや、健康や老化に
ﾖする新しい研究の成果を解説するα

五十嵐　脩 五十嵐　脩

7 栄養所要量と
H品構成

　前章までに解説した各栄養素を毎日どれくらい摂取すれ
ﾎよいかの目標が、．日本人の栄養所要量である。栄養所要
ﾊ策定の変遷は日本人の食生活の変化を物語っている。こ

ｱでは、栄養所要量の解説と、その栄養所要量を満たすた
ﾟの食品構i成、栄養所要量に関連して配慮されている運動
ﾊの目安を解説する。

小林修平
i国立健康・栄養研究

鰹樺ｷ）

小林修平
i国立健康・栄養研究

鰹樺ｷ）
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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 食物と健康総諭

　人はそれぞれ遺伝素因が違っており、食物摂取に対する
ｽ応は一様ではない。ライフステージ別に身体の必要とす
驩h養素量は異なり、健康を維持するための食物の摂取に
ﾍ個体側の諸要因を考慮に入れる必要がある。必須栄養素
ﾍ不足すると疾病を引き起こすが、過剰であっても中毒症
ﾈど傷害をもたらす。疾病を予防し健康を維持するために
ﾍ、栄養アセスメントを行い、適切な食物の組合せと摂取
ﾊを決あていかなければならない。

板倉弘重
i国立健康・栄養研究

鞄ﾁ別研究
�j

板倉弘重
i国立健康・栄養研究

鞄ﾁ別研究
�j

9 食物とがん

　発がんは長い時間をかけて、多段階を経て進行する複雑
ﾈプロセスである。幾重にも張り巡らされた防御反応をく
ｮり抜けてがんが成立する過程で、外的環境因子が、がん
笂`子、がん制御遺伝子などに与える影響が大きな役割を
奄ｶている。この環境因子のうちで、食物および嗜好品の
閧ﾟる意味が大きい。食物と嗜好品を中心とした外的環：境
�qの立場から、がんの予防について論じる。

鬼頭昭三
i兵庫大学

ｳ授）

鬼頭昭三
i兵庫大学

ｳ授）

10 食物と糖尿病

　人類の歴史は多かれ少なかれ常に飢餓に悩まされてきた。この飢餓に強い素質が、現在のわが国のような生活環境で

ﾍ糖尿病を起こす素質となる。糖尿病との関連で問題とな
驍ﾌは、総エネルギー摂取量のみではなく、糖質、たんぱ
ｭ質、脂質の割合も重視することが必要で、さらに慢性糖
A病合併症防止のため、コレステロール、塩類等の摂取量
焜Rントロールしなければならない。このようにすべての
H行為が糖尿病の発生、治療にむすびついている。

金沢康徳
i自治医科

蜉w教授）

金沢康徳
i自治医科

蜉w教授）

11 食物と高血圧
ｨよび心疾患

　食物摂取のあり方は、特に高血圧症および心疾患にとっ
ﾄ、その非薬物治療法の重要な部分を占めている。現在日
{人の大きな死因となり、かつ一次性（本態性）、二次性
l決ｳ症とも不可分の関係にあるアテローム性動脈硬化症
�赶ﾕとする心臓血管疾患と合併症を中心に、その予防な
轤ﾑに治療にどのような栄養素がどの程度必要なのか、あ
驍｢は進んで摂取すべき食品などを各疾患の病態生理に基
ﾃいて述べる。

木下安弘
i千葉大学

ｼ誉教授）

木下安弘
i千葉大学

ｼ誉教授）

12 食物の安全性

　日常使用する食品の数十％以上が加工食品であり、輸入
ｳれる生鮮および加工食品も多いわが国では、今食物の安
S性はもっとも関心のあるテーマの一つである。国内外の
e種の食品規格の解説と、食品添加物、残留農薬、ホストハーベスト、新しい技術による食品素材等について、現状

ﾆ功罪、安全性の考え方について述べる。

五十嵐　脩 五十嵐　脩

13 食物のおいしさ

　食物は、まず安全であり、栄養が考慮ざれたものである
K要がある。さらに、人の嗜好を満足させるものであるこ
ﾆも重要である。おいしさに関与する要因のうち食品の色、
｡、香りvテクスチャーを中心に、その他おいしくするた
ﾟの操作等について解説する。

今井悦子 今井悦子

14 ・食　事　計　画

　前章までの知識を総括して、栄養、安全、おいしさ、そ
ｵて人の健康を考慮した食事計画を解説する。さらに実際
ﾌ食事計画例をもとに、いろいろな観点からの点検と改善
菇@をデモンストレーションする。

岡崎光子
i女子栄養

Z期大学教
�j

岡崎光子
i女子栄養

Z期大学教
�j
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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）

健康で長寿を全うするためには、どのような食生活をお
くったらよいのであろうか。今私たちにできることは何で 五十嵐　脩 五十嵐　脩

15 食生活と健康 あろうか。前章までの知識をもとに、過去から現在までの
様々な体験、研究成果をも併せて一緒に考えたい。 今井悦子 今井悦子
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＝調理とおいしさの科学（’98）＝　（TV）

〔圭騰嬬：智嚢辞譲惣難萬攣霧1〕

全体のねらい
　食物摂取は人の生命維持に必須であるとともに、潤いや満足感をもたらす生活の営みである。満足感に大
きく関わるのはおいしさであり、おいしさを創造するのに必要不可欠な工程が調理である。ではおいしさと
は何か。調理中の心材の変化とおいしさはどのように関わっているのか。この講義では、これらに関する科
学の基礎と最新の研究成果を、さまざまな切り口から解説する。

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 調理とおいしさ

ﾌ科学

　地球上ではさまざまな民族が日々さまざまな調理をして
｢る。調理操作や調理による畑鼠の変化には全世界に共通
ｷる普遍性があるが、でき上がった料理とそのおいしさは
ｶ化圏によって大きく異なる。調理学は、文化としての調
揩ﾆおいしさを、自然科学、感覚心理学など多彩な学問を
?gして科学する、新しく学際的な学問であり、本章では
ｲ理学の最新の成果を取り入れたこの講義の特徴を総括す
驕B

島田淳子
iお茶の水

落q大学教
�j

｡井悦子
i放送大学

赴ｳ授）

島田淳子
iお茶の水

落q大学教
�j

｡井悦子
i放送大学

赴ｳ授）

2 おいしさの構造
ﾆ官能評価

　人は、感覚器官の全てを動員して食物からの情報を脳に
翌閨Aそこで心理状態、生理状態、記憶等を統合しておい
ｵさを評価する。おいしさを感じる複雑なメカニズム、お
｢しさの表現、人を測定機器としておいしさを総合評価す
驫ｯ能検査の実際などについて解説する。

今井悦子 今井悦子

3 味の科学の
ﾅ先端

　おいしさの中心となる味。味覚情報はどのように脳に伝
Bされるか、味の嗜好と人種や民族とは関係があるのか、
｡の嗜好と人が生存するために必要な栄養摂取とは関係が
?驍ﾌかなど、食行動に大きく影響する味の科学について
ﾅ新の研究成果を中心に解説する。

鳥居邦夫
i味の素中

寥､究所基
b研究所主
ﾈ研究員）

鳥居邦夫
i味の素中

寥､究所基
b研究所主
ﾈ研究員）

∮c淳子

4 テクスチャーの

T求

　口ざわり、舌ざわり、噛みこたえ、のどごしなどさまざ
ﾜなことばで表現されるテクスチャーは味とともにおいし
ｳに大きく関与する。テクスチャーの制御は、調理操作の
|イントの一つであるといえる。複雑なテクスチャーとそ
ﾌ実態に迫ろうとする機器評価の試み、そしてその成果を
�烽ｷる。

今井悦子 今井悦子

5

伝統技術とその
ﾈ学一うま味を引き

oす日本人の知
b一

　おいしく調理するために人類はさまざまな技術を育でて
ｫた。そして今、これらの伝統技術に隠された合理性が科
wの光によって照らし出されている。世界語となった“U
lAMI”の発見、うま味を引き出す日本の伝統技術の科
wを中心に解説する。

下村道子
i大詔女子

蜉w教授）

下村道子
i大妻女子

蜉w教授）

∮c淳子

6

米一粘りにこだわ

體坙{人一

　米は、日本人の食生活においてもっとも基本となる晶晶
ﾅある。ジャポニカ種の米でふっくらと炊きあげたご飯の
烽ﾂ粘りは、日本人が共有するおいしさであるが、地球レ
xルでみるとこれをおいしいと感じる民族は少数派に属す
驕Bこのおいしさを創り出すために必要な米の性質と調理
�盾ﾉ関する研究成果を解説する。

島田淳子 島田淳子

7

小　　麦　　粉一多様な料理を

ｶみ出す穀物の
op師一

　小麦粉から作られる料理の種類の多さとテクスチャーの
ｽ様性は、他の穀物の追随を許さない。この秘密はユニー
Nなたんばく質グルテンにある。グルテンを中心とする小
桾ｲ調理の最新の科学について解説する。

島田淳子 島田淳子
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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

魚　・　畜　二一複雑なおいし

ｳをもつ食卓の
蝟�

　たんぱく質源として、伝統的に日本人の食卓で主役を果
ｽしてきた魚と、現代の食生活の中で一躍トップに踊り出
ﾄきた三三。おいしさの秘密は共に複雑なうま味と独特の
eクスチャーである。うま味を引き出し、テクスチャーを
ｧ御する調理のコツを科学する。

下村道子
下村道子

｡井悦子

9

三一優れた多機能

H材一

　生では液体で、加熱により固体に変化する性質は卵独特のものである。また、卵白は優れた起泡剤、卵黄は優れた

精ｻ剤とそれぞれ異なる機能をも合わせもつ。これら多様
ﾈ機能を利用した卵料理の基礎にあるさまざまな科学を解
烽ｷる。

今井悦子 今井悦子

10

野　　　　　三一期待される生

搴@能と鮮度一

　野菜は昔から、食卓に彩りを添える脇役として欠くこと
ﾌできない食材である。近年、野菜中のビタミンや食物繊
ﾛの生体に果たす機能が見直され、注目されるようになっ
ｽ。野菜の保存および調理による変化にスポットをあてて
�烽ｷる。

畑江敬子
iお茶の水

落q大学助
ｳ授）

畑江敬子
iお茶の水

落q大学助
ｳ授）

｡井悦子

11

砂　　　　　三一知られていな

｢多彩な機能一

　調理における砂糖の主要な役割は、甘味を付与する調味
ｿとしての働きであり、またその親水性の高さを利用した
ﾛ存料としての働きである。さらに、砂糖は加熱の程度に
謔阯l々に様態を変え、視覚的なおいしさに寄与している。
ｱのような砂糖のもつ多彩な機能の科学について解説する。

今井悦子 今井悦子

12 加熱の原理とお
｢しさの決め手

　加熱は調理の主要操作であり、加熱の方法により仕上が
ﾁた料理のもつ性質は全く異なったものになる。各種加熱
ﾌ原理を分子レベルで解説し、おいしさとの関わりや最近
b題の遠赤外の効果などについて最新の研究成果を紹介す
驕B

飯淵貞明
i和洋女子

蜉w教授）

飯淵貞明
i和洋女子

蜉w教授）

｡井悦子

13
調理のもう1っ
ﾌ担い手一調理器具一

　調理の担い手は人である。そして、欠くことのできない
烽､一つの担い手が調理器具である。古くから調理の必需
iであった包丁、一方最新の電化製品、電子レンジや多機
¥を売り物にした炊飯器などの理論と構造、また、調理器
?ﾌ材質の違いがおいしさにおよぼす影響などを解説する。

同　上 同　上

14

現代の食生活の
Sい手一新食品をどう

?pするか一

　この数十年の間に日本の食は大きく変化し、加熱するだ
ｯで食べられる食品が簡単に入手できるようになった。新
ｵい食材や最新の調理加工技術等について、また、日本人
ﾌ食卓にどのようなものがどのような経路で登場するかを
�烽ｷる。さらにこれらの賢い利用法を考える。

田村真八郎
i農林漁業

燉Z公庫
Z術参与）

田村真八郎
i農林漁業

燉Z公庫技
p参与）

｡井悦子

15

調理とおいしさ
�lえる一未来への課題一

　21世紀へ向けて世界は一層変化し、生活の利便性や快適
ｫはさらに向上しっっある。しかし一方において、人類と
n球環境の共生の危機が叫ばれている。このような中での
Hに関する研究を紹介し、生活者の立場から、未来への課
閧ﾉついて考えてみる。

島田淳子

｡井悦子

島田淳子

｡井悦子
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＝食生活の現代的課題＝（R）

〔主任講師：豊川裕之（（助循環器学研究振興財団理事）〕

全体のねらい
　食生活は健康を左右する要因であり、かつ、日常生活’（衣食住）を構成する重要な人間行動である。しか
し、日常的行動であるために、科学研究の対象としてよりは、趣味・娯楽の対象でありがちだった。最近、
ようやく食生活を学問として集大成する動きが始まっており、本教科目でも、その立場から食生活の現代的
課題を教授する。

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 食生活と文化

　いろんなことが激しく変動している現代において、食生
?燉瘧Oではない。食生活は文化一自然環境に対して人間
ｪ造った環境一と密接にかかわっている。そのことを総論
Iに述べる。

豊川裕之
i（財）循環器

w研究振興
熬c理事）

豊川裕之
i働循環器

w研究振興
熬c理事）

2 食生活の変化

　人間は工夫・努力をする動物であるから、食生活も常に
ﾏ化してきた。急激な変化が起こるのは食糧の供給法が変
墲髀鼾№ﾅある。現代日本の食生活変化は50年前の敗戦後、
f易立国を推進したのが大きな理由である。

田村真八郎
i農林漁業

燉Z公庫技
p参与）

田村真八郎
i農林漁業

燉Z公庫技
p参与）

3 国際化の中の
H生活

　日本は狭い国土にかなり大きい1．2億人の人口をかかえ
ﾄおり、豊かな食生活のためには食糧の輸入をせざるを得
ﾈい。貿易立国という形で国際的に食糧を買うことにより
ｻ代日本の食生活が成立しているのである。

同　上 同　上

4 食生活の伝承
ﾆ変化

　文化の伝承は貴族社会から庶民社会への流れを持ち、食
ｶ活についてのそれは「ハレ」から「ケ」へと進む中でお
ｫている。変化は「流れ」と「進み」の中でおきており、
H生活を多彩にし、選別してきた。

熊倉功夫
i国立民族

w博物館長）

熊倉功夫
i国立民族

w博物館長）

5

食品をめぐる付
ﾁ価値の変化一
u遊び」として

ﾌ食一

　現代の食生活では、一見して伝承よりも変化が目立つが、
ｻの中で綿々と続いているのが遊びこころといえる。手抜
ｫ、健康志向、高級品好み、エスニック流行りなどがある
ｪ、その中の遊びこころを取り上げる。

同　上 同　上

6 台所（厨房）の

ﾏ化

　うす暗い台所から明るいキッチンへの変貌の歴史。家庭
d化機器登場の意味。主婦の台所からみんなで調理へ。個
Hからホームバーティまで、食べ方の変化と台所。食品調
搓H場と家庭の台所との役割分担から台所未来論へ。

山口二心
i㈱GK道具

w研究所所
ｷ）

山口一二
i㈱GK道具

w研究所所
ｷ）

7 日本人の食物摂

謔ﾌくせ
豊川裕之 豊川裕之
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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 食品流通機構の

ﾏ化・多様化

　食に関する健康ニーズ、手軽さニーズ、楽しみニーズが
v々強まっている。生活者の変化が食の形態を内食、中食、
O食各分野に多様化をもたらしている。これに応える企業
､の対応が流通機構の大きな変革を促している。

山口貴久男
i㈱生活行

ｮ研究所代
¥取締役社
ｷ）

山口貴久男
i㈱生活行

ｮ研究所代
¥取締役社
ｷ）

9 学校給食とその
�рﾆ課題

　飽食の中で、食事内容の偏りが見られる。一一日一食であ
驫w校給食は児童生徒にとって重要な教育活動の場であり、
ｶ涯を通じて健康な生活を送るための基礎を培う上で多様
ﾈ教育効果を持つ学校給食として期待している。

川戸喜美枝
i宮城教育

蜉w非常勤
u師）

川戸喜美枝
i宮城教育

蜉w非常勤
u師）

10 子どもたちの
H生態

　子どもたちの食をあぐる問題点が多々指摘されている。
qどもたちにとってのぞましい。子どもらしい食生活とは
ｽか。どうとらえ、どの方向に教育や環境づくりをすすめ
ｽらよいかなどについて、食生態学、国際栄養学の立場か
逍竭闥�Nしたい。

足立巳幸
i女子栄養

蜉w教授）

足立巳幸
i女子栄養

蜉w教授）

11 マスメディアと

Hの情報

　◆新聞、雑誌、テレビなどがこれまで「食」をどう位置
ﾃけ、どう報道してきたか、の歴史をたどり、◆現在高度
＜fィア社会での、　「食の情報」の機能と結果を見つめて、
汾H生活ジャーナリズムにとっての課題を問い直す。

村上紀子
i女子栄養

蜉w教授）

村上紀子
i女子栄養

蜉w教授）

12

高齢社会におけ
髏Hの問題一福祉と医療一

　身体的、社会的そして心理的に様々なハンディキャップ
��ｦた人達が増加した高齢社会では、日常生活における
Hのあり方に対する期待も大きく変わりつつあり、いま、
Vたな食の概念の確立とその転換が望まれている。

藤田美明
i東京都老

l総合研究
渇h養学部
蜴ｺ長）

藤田美明
i東京都老

l総合研究
渇h養学部
蜴ｺ長）

13 食　品　衛　生一安全性と

@　サービスー

　今日、食品を取り扱う者が、食品衛生を知らずしてその
ﾆ務に携わることは許されない。食品衛生は食品の安全性
�蝸ﾌ域とする科学で、同時に健常性、有益性との密接な
褐ﾝ関係を持つ。だから食品衛生の役割は食品の保全管理
Vステムの確立に主力が注がれている。

倉田　　浩
i㈲東京顕

�ｾ院食品
q生検査所
樺ｷ）

倉田　　浩
i勧東京顕

�ｾ院食品
q生検査所
樺ｷ）

14 食　生　活　と
S　ミ　処　理

　食生活の変化がゴミ処理に影響を及ぼしている。ゴミは
ｽ故発生するのか、発生源ではどんな対応が求められてい
驍ﾌか、食生活とゴミの量や質に与える影響、ゴミ問題解
?ﾌ手段、および家庭から排出されたゴミの処理の実態な
ﾇについても解説する。

田中　　勝
i国立公衆

q生院廃棄
ｨ工学部部
ｷ）

田中　　勝
i国立公衆・

q生院廃棄
ｨ工学部部
ｷ）

15 食生活と健康
ﾃくり

　「健康づくりのための食生活指針」　（厚生省）の基本か
迪Wわっている者として、現代において食生活を、健康に
謔｢ように営むための考え方について説明する。 豊川裕之 豊川裕之
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＝＝ Zまい学入門C　98）＝　（TV）

〔主任講師：本間博文（放送大学教授）〕

全体のねらい
　住居は生活空間つまり物体であり、住み手の生命の安全を保障し、外部の自然を調整し人間の生存に適当
な環境を創り、家族生活の基盤としての役割を果たし、生命の生産そして再生産の中核となる場を提供して
くれる。一方居住とは人間が生活空間を媒体として展開する行為の総体であり、空間との関係において成立
する。　「住まい学」は、物（住空間）と人（行為）とを有機体のような不可分の関係として対象化しようと
するもので、本講義では住むことの意味と課題、そして今後の展望について様々な角度から概観しようとす
るものである。併せて放送大学の住居関連科目の入門科目として構成されている。

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）

本講義の目的、対象、視点、範囲について概説し、　「住
まい学」と名づけた本講義の狙いについて解説する。 本間博文 本間博文

1 住まい学のめざ （放送大学 （放送大学

すもの 教授） 教授）

明治以後の欧米の住まい（洋風）がわが国の住まいにい
かなる影響を与えたか、それに対して日本の住まい（和 内田青蔵 内田青蔵

2 和風と洋風 風）の伝統がどのように受け継がれたか。現代の日本の住 （文化女子 （文化女子

まいの特徴、そして今後の動向を予測するために、異なつ 大学教授） 大学教授）

た文化的な土壌のもとで形成された二つの住文化と現代の
住まいとの関係を考える。

我々が和風の住まいとしてイメージする住宅の様式が確
立するのはそれほど古いことではない。せいぜい江戸時代

3 和風の系譜 後半のことである。それ以前の日本人の住まいは、それぞ 同　上 同　上

れの時代にいかなる様式で、どのような過程を経て今日の
ような形に移行したのかを概説する。

幕末から明治初頭にかけて居留地を中心に建設されたい
わゆる「洋館」は、わが国の住宅に様々な影響を与えた。

4 洋風の系譜 幾多の紆余曲折を経て昭和初頭に「中廊下式住宅」と呼ば 同　上 同　上

れる都市の中流階層の新しい住宅様式として定着すること
になるが、その間の経緯を概観する。

わが国の現代の住まいはどのように特徴づけられるのだ
ろう。第二次大戦後の新しい民法に保証された近代的な家

5 現代の住まい 族制度のもとで、それに見合う住空間の模索が盛んに試み
られ、昭和30年前後に「公私三型住宅」として確立する。 同　上 同　上

そして今日まで基本的にはこの型を受け継ぎながら、様々
な変化も認められる。現代の住まいについて考察する。

家族生活の場としての住居は、家族の様々な行動を保証
するための適正な空間が用意されなければならない。政策

6 規模算定と空間 として提案された住宅の規模に関する指標を検討し、適正 本間博文 本間博文
の組み立て 規模を算定するための試案を提示する。

子供の空間、あるいは老人室などの領域などが住空間の
中でどのように扱われているのか、あるいは変化しつつあ

7 生活と平面図 るか。住宅誌に掲載された平面型などを参照しながら家族 同　上 同　上

生活と居住空間との関係を分析する。
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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）

今やマンション、公営住宅などの集合住宅は都市部を中
心としてごく一一般的な居住形態として日本の社会に定着し

8 集合の住まい ている。同時に集合の住まいが抱える様々な課題も顕在化 本間博文 本間博文
しつつある一方で課題解決のための新しい集住空間も提案
されている。．こういつた集合の住まいに関する最近の動向
を紹介する。

わが国では土地は原則として私有地であり、高騰する土
地を個人の努力で購入し、その上に住宅を建てるといった
方式がごく一般的である。結果として住宅は土地も含めて

9 新しい供給方式 資産であり、その価格はきわめて高価である。良好な借家 同　上 同　上
も皆無に近い。しかし近年このような状況を打開する新し
い住宅供給方式が提案され、具体化しつつある。その様子
を紹介する。

わが国の気候風土は、四季折々の変化に富んだ美しい自
然を生み出してきたが、そのような変化に富んだ自然条件

10 風土と住まい を制御し、快適に暮らすことはきわめて困難である。結局 同　上 同　上
「住まいは夏を旨とするべし」という家造りの基本は反面

で冬を諦あるということでもある。風土と住まいの伝統に
ついて概説し、今後のあり方を考える。

最近の環：境調整技術は、わが国の変化の大きい気候条件
を制御し、四季を通して快適な屋内環境を提供できるとこ

11 環　境　共　生 うまで到達しつつある。しかも人工的なエネルギーを浪費 同　上 同　上
することなく、自然のエネルギーを活用することによって
省エネルギーを図り、なおかつ快適な環境を作り出そうと
するものである。新しい環境共生技術の現状を紹介する。

地震発生のメカニズムと日本が「世界有数の地震国」と
いわれる所以を述べ、地震発生の実態を紹介する。また在 長橋純男 長橋純男

12 災害と住居　1 来の耐震構i法、設計法の歩みを概観し、日本の伝統的住ま （千葉工業 （千葉工業
いと木造家屋に見られる先人の知恵を学ぶ。 大学教授） 大学教授）

地震時における構造物倒：壊、非構造部材の落下および家
具の転倒移動等による人的被害について、阪神・淡路大震

13 災害と住居　H 災の事例を概観する。更に、　「安全な居住空間」を提供す 同　上 同　上
る建築物として最近大いに注目されている免震構造を紹介
する。

震災時における生活と安全に関わる諸問題として、情報
伝達（安否・被害・余震・生活関連等の情報）、避難場所、

14 災害と住居　皿 仮設住宅における生活、被災者の心のケア、罹災世帯、罹 同　上 同　上
災家屋への公的支援、及び地域防災計画について述べる。

本講義のまとあとしてこれからの住まいがどのように変
化していくかを予測する。そしてそれが果たして望ましい

15 これからの住ま ものであるか、もしそうでなければどのように修正するべ 本間博文 本間博文
い きか、将来の住まいの方向について展望する。
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＝日本における集合住宅計画の変遷＝　（TV）

〔主任講師：高田光雄（京都大学助教授）〕

全体のねらい
　わが国の集合住宅の歴史は第二次世界大戦前の同三会のアパートに始まるが、本格的に供給され、都市域
における一般的な住宅形式として認知されるようになったのは、戦後のことである。
　50年足らずではあるが、わが国の社会情勢の急激な変化に対応して、集合住宅も様々な変遷を経て今日多
様な表現をとりつつある。この間の経緯を明らかにし、変化がいかなる要因によるものかを探る。

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）

集合住宅計画の変遷

高田光雄 高田光雄
1 概　　　　　説 （京都大学 （京都大学

助教授） 助教授）

集合住宅団地の誕生
一同潤会アパートを中心に一 服部峯生 服部峯生

2 戦前および戦後 （千葉大学 （千葉大学

復興期　　　（1） 教授） 教授）

住宅で街をつくる試み
一古市中団地一 富江伸治 富江伸治

3 戦前および戦後 （筑波大学 （筑波大学

復興期　　　（2） 教授） 教授）

高層化の夢
一晴海高層アパートー 初見　　学 初見　　学

4 戦前および戦後 （東京理科 （東京理科

復興期　　　（3＞ 大学教授） 大学教授）

マンションという商品
一第一次マンションブームー 高井宏之 高井宏之

5 高度経済成長期 （㈱竹中工 （㈱竹中工
（1） 務店副主任 務店副主任

研究員） 研究員）

大規模団地とニュータウン
一千里ニュータウンを中心に一 杉山　　茂 杉山　　茂

6 高度経済成長期 （大阪市立 （大阪市立
（2） 大学助教授） 大学助教授）

高層集合住宅街区の建設
一広島基町高層住宅と芦屋浜高層住宅一 三保洋之 森保洋之

7 高度経済成長期 （広島工業 （広島工業
（3） 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）

低層集合住宅の復活 小林秀樹 小林秀樹
一水戸大番池団地とタウンハウスの隆盛一 （建設省建 （建設省建

8 第一次石油ショ 築研究所住 築研究所住
ック以降　　（1） 宅計画研究 宅計画研究

室長） 室長）

地域性を活かした集合住宅
一地域型公営住宅一 志田正男 志田正男

9 第一次石油ショ r》（

（東北工業 （東北工業

ック以降　　② 大学教授） 大学教授）

集合住宅計画への住まい手参加
一コーポラティブ住宅「ユーコート」一 定行まり子 定行まり子

10 第一次石油ショ （日本女子 （日本女子
ック以降　　（3＞ 大学講師） 大学講師）

都市内居住と複合化
安定成長期から 一大川端・神谷一 石倉健彦 石倉健彦

11 バブル経済崩壊 （住宅・都 （住宅・都
まで　　　　（1） 市整備公団 市整備公団

係長） 係長）

街区と集合住宅
安定成長期から 一ベルコ・リーヌ南大沢一 小柳津醇一 小柳津醇一

12 バブル経済崩壊 （芝浦工業 （芝浦工業
まで　　　　（2） 大学教授） 大学教授）

住まい手の個性とインテリア
安定成長期から 一内装自由設計の集合住宅一 沢田知子 沢田知子

13 バブル経済崩壊 （文化女子 （文化女子
まで　　　　（3） 大学教授） 大学教授）

住まい手と住まい
園田眞理子 園田眞理子

14 展　望　　　（1） （明治大学 （明治大学

専任講師） 専任講師）

「いえ」と「まち」の関係

15 展　望　　　（2） 高田光雄 高田光雄
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＝住まいの環境学＝（TV）

〔主任講師：梅干野　晃（東京工業大学教授）〕

全体のねらい
　周囲の自然環境や人工環境を調整して人間の居住に適した環境をつくり出すことは、住まいの重要な機能
である。そのたあには、住宅をとりまく外部環境（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。同じ温帯にありながらわが国と対照的な気候風土を持つヨーロッパ地域と比較
しながら、住まいの環境のあるべき姿と環境の調整手法について学ぶ。住環境と切り離せない都市環境問題
についても言及する。

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 序論（快；適な住

ﾜいとは）

　どのような住環境が快適であるかは、地域的な、あるい
ﾍ歴史的な違いもあるが、光、熱、空気、音などの環境物
揩ﾆ快適な環境とがいかに深く関わっているかをわが国や
?[ロッパの住まいの実例を紹介しながら問題提起し、本
u義の目的を明確にする。

梅干野　晃
i東京工業

蜉w教授）

梅干野　晃
i東京工業

蜉w教授）

2 気候・風土と住
ﾜい

　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

oすことはきわめてむずかしい。また、地勢の変化に富む
ｱとから特有の局地気候が形成させる。本章では気候・風
yと住まいとの関係の重要性を指摘するとともに、快適な
ｺ内気候の形成やパッシブシステムの設計の基本となる気
�ﾁ性の把握方法について述べる。

同　上 同　上

3 都市環境と住ま

｢

　都市は、大気汚染、騒音、生活排水など多くの公害及び
ﾂ境問題を抱えている。ここでは地域環境へのインパクト
�ﾅきるだけ小さくし、かっ住環境の安全性、保健性、快
K性を確保するという立場から、現在までの公害の実態と
ｻの対策を歴史的に振り返るとともに、これからの都市環
ｫのあるべき姿とそれを達成するためになすべき行動につ
｢て考える。

同　上 同　上

4 都　市　気　候

　ヒートアイランド現象をはじめとして、都市には郊外と
ﾍ異なった気候が形成される。まずはじあに、都市気候に
ﾂいてその特徴と形成要因を概説する。次に、都市気候を
`成する基本単位となり、一方では、室内気候を直接的に
K定する建築外部空間の微気候に着目し、その形成のメカニズムを示す。さらに、リモートセンシングによる観測結

ﾊを紹介しながら、土地被覆の改革によって表面温度がどのように変わるかを明らかにする。

同　上 同　上

5

都市緑化とグリーンアーキテク

`ュア

　機能性や効率が優先され、極度に人工化されつつある都
sの中にあって、都市緑化とグリーンアーキテクチュアは、
Aメニティの高い環境共生型の都市づくりの主要なキーワードとなろう。本章では、緑が都市の中に依存することの

ｿ値に着目し、緑のスケールごとに、都市公園などの大面
ﾏの緑の都市気候調整効果や、屋上植栽や壁面緑化などの
Oリーンアーキテクトチュアによる熱環境調整効果を明ら
ｩにする。

同　上 同　上

6 日照と日射

　わが国では、その気候風土の特徴から日照と日常生活との関わりは深い。しかし、近年、都市では建物の密集化と

蜍K模な建築の増加によって、日照障害が重要な環境問題の一つになっている。本章では日照の光源としての太陽放

ﾋの特徴や日照の効果を知る。さらに、日影図の使用方法
�K得するとともに、建物によってできる日影の様子を理
�ｷる。

同　上 同　上

7 住まいと光

　視覚は生活上の情報の8～9割を支配するともいわれて
ｨり、視環境は快適な住まいづくりに大きなウェイトを占あている。本章は、まず初あに視環境を規定する主な要素について解説する。さらに、昼光照明と人工照明について、

�ｹの特徴や明るさの基準など、快適な視環境をつくりだ
ｷための基本的な考え方や具体的な照明方法を述べる。

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 住まいと音・

　私たちにとって音は身近に存在する。言葉を使って意志
ﾌ伝達を行い、音楽は私たちの心、感情を動かす。住まい
ﾌ音を考えてみると、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。また、住ま

｢の中に侵入してくる道路交通騒音、工場騒音などあらゆ
驩ｹが存在する。ここでは、音の性質、騒音の特徴、音響
ﾞ料及び音響設計と評価方法について述べる6

山下恭弘
i信州大学

ｳ授）

山下恭弘
i信州大学

ｳ授）

9 室内気候と快適

ｫ

　屋外の気候変動を和らげ、快適な室内気候をつくり出す
ｱとは、シェルターとしての住宅の主要な役割である。人
ﾔが熱的に快適であるとはどのようなことであるかを考え
驕B次にこれを規定する主な要素について概説するととも
ﾉ、それらの要素を用いた快適性の評価指標を紹介する。
ﾅ後に快適な室内気候を得るために住宅として要求される
M的な性能について整理し、室内気候に関連する第10～13
ﾍの位置づけを明確にする。

梅干野　晃 梅干野　晃

10 暖かい住まい

@し

　暖かい住まいづくりのために建物に要求される主な熱的
ｫ能は、断熱性能と気密性である。建物に適度の熱容量を
揩ｽせることも安定した室内気候を得る上で有効である。
{章では、断熱性能と気密性能、建物の熱容量に着目し、
ｱれを理解するための基礎知識と定量的な把握方法につい
ﾄ概説する。次に、建物の熱的性能及び暖房設備と室内気
�ﾆの関係について論ずる。

同　上 同　上

11 空気汚染と換気

　住宅の気密化やライフ不タイルの変化に伴い、室内空気の汚染が問題となり、適切な換気の必要性が指摘されてい

驕B本章ではまず初めに、居住者の活動、あるいは様々な
ﾝ備、建物の構造体や内装材などから放出される汚染物質
ﾉついて整理する。次に換気の必要性を明らかにするとと
烽ﾉ、、換気の原理や方法、さらに換気計画について述べる。

同　上 同　上

12 湿気と結露

　近年、住宅の断熱、気密化に伴い、室内外の気温、湿度
ﾉ大きな差が生ずることが多く、熱的に弱い部分での結露
ﾌ危険性が増し、被害も顕在化しつつある。まず、湿気に
ﾖする基礎事項を示した上で、結露のメカニズムについて
qべる。さらに結露によって生ずる被害の実態を示すとと
烽ﾉ、結露の防止対策に関する理論と実際について考える。

同　上 同　上

13 涼しい住まい

　わが国においては、梅雨から残暑にかけての高温多湿な
C候を凌ぐには、強烈な日射を徹底的に遮ることと、通風・換気を積極的に利用することが基本とる。本章では、日

ﾋ遮蔽の基本的な考え方を述べ、具体的な手法を紹介する
ﾆともに、通風の効果や通風計画について概説する。

同　上 同　上

14 パッシブシステ

　日射や風などの自然の力を巧みに生かした住まいづくり
ﾍ古くから民家などで行われてきているが、近年、パッシ
uシステムと呼ばれ、機械力に頼らず建築そのものによっ
ﾄ積極的に自然のポテンシャルを生かして、冬暖かく夏涼
ｵい快適な住まいを実現しようとする設計手法の科学的ア
vローチが試みられている。本章ではその基本的な考え方
ﾆ具体的な手法について概説するとともに、主な手法の効
ﾊについて紹介する。

同　上 同　上

15 これからの住ま

｢

　これからの住まいを目指して、わが国やヨーロッパで試
ﾝられている住宅や街づくりの実例を紹介しながら、特に
汲ﾈどの開口部における光、熱、空気、音などの環境調整
ﾉ焦点をあてて、わが国の気候風土に適した住まいのあり
福�lえる。

同　上 同　上
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＝新しい都市居住の空間＝　（TV）
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全体のねらい
　本講義では主として大都市圏を取り上げ、都市に居住する空間とはどういうものかを考える。大都市域で・
も市域の7割は住宅地域である。欧米の実状、わが国の変遷を概括した上で、都市における新しい居住者像
やコミュニティの動向、・管理といったソフト側の条件と、性能、日照、オープンスペース居住環境、土地利
用といった空間側の条件について現状と今後の動向を掲示する。
　あわせて現在取り組まれている先進的な事例を取り上げ、どの様な居住形態、所有形態が望ましいのか、
住宅の類型、土地利用の類型に分けて考察する。

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 新しい都市居住
ﾌ空聞づくり

　本科目は都市型住宅、住宅地の新しい枠組みは何かを、
v画・設計、住宅供給、管理、更新の4っの視点から考察
ｷる。新しい動向や提案あるいは具多的な事例を紹介し、
�ｶの学問分野の枠にとらわれることなく今後の都市居住
ﾌ空間づくりの方向を見据えた計画課題や政策課題を探る。

渡辺定夫
i工学院大

w教授）

渡辺定夫
i工学院大

w教授）

2 欧米の都市住宅

n

　主に欧米の都市住宅地の変遷を紹介し、住宅・オープン
Xペースの配置の考え方など住宅街区の構成手法などを学
ﾔ。

服部峯生
i千葉大学

ｳ授）

服部峯生
i千葉大学

ｳ授）

3 日本の都市住宅

n1～日英住宅
芒r～

　住宅需給構造の変遷を欧米と日本を比較し、それぞれの
ﾁ長を明らかにする。 三宅　　醇

i豊橋技術

ﾈ学大学教
�j

三宅　　醇
i豊橋技術

ﾈ学大学教
�j

4 日本の都市住宅

nH～三大都市
濫芒r～

　東京、大阪、名古屋の三大都市における住宅需給構造の
ﾏ化を比較し、それぞれの都市の抱える固有の問題を明ら
ｩに、今後の政策課題を考える。 同　上 同　上

5 都市人口と住宅

�牛¥造

　これからの大都市における人口構造から住宅の需給予測
�sい、需給構i造に対応した都市型住宅の将来像を展望す
驕B 同　上 同　上

6 新しい都市居住

ﾒ像

　都市居住の主体的な条件としての都市居住者像を素描し、
n域や社会との関連の中で、それぞれの居住者に対応する
Z宅像を探る。

本間博文
i放送大学

ｳ授）

本間博文
i放送大学

ｳ授）

?c眞理子
i明治大学

u師）

7 新しい住宅供給

緖ｮ

　公共ならびに、民間の供給する都市型住宅の新しい流れ
�ﾐ介するが、とりわけ定期借地権という供給方式に着目
ｵそれを応用した事例を具体的に紹介する。 本間博文

本間博文
ｬ林秀樹
i建設省建

z研究所住
諟v画研究
ｺ長）
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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）

NEXT21と名付けられた大阪市内に建設された実験集
合住宅を紹介し、その基本となる2段階供給という新しい 高田光雄 高田光雄

8 都市型集合住宅 住宅供給システムのコンセプトを明らかにする。 （京都大学 （京都大学

の実験 助教授） 助教授）

マンション管理の問題、区分所有法などを中心として、
阪神大震災の被災住宅の再建などにも論及し、都市型住宅 梶浦恒男 梶浦恒男

9 集合住宅の管理 としてのマンションが抱える維持管理ならびに更新に関す （大阪市立 （大阪市立

る諸問題を考察する。 大学教授） 大学教授）

集合住宅の住戸の意味とその計画条件の設定を通して都
市型住宅とはそもそも何であるか、それが満たすべき成立

10 都市住宅の住戸 条件を明らかにする。 服部峯生 服部峯生
計画

集合住宅の三品を取り上げ、その構成の仕方、群として
環境を形成する方法、ハードの耐久性とソフトの面からの

11 都市住宅の住棟 メンテナンスなどを考慮して、その成立条件を考える。
計画 同　上 同　上

千葉市幕張地区に建設が進行しつつある新しい都市型集 渡辺定夫
合地を取り上げ、居住者の日常生活や評価を通して更地に 篠崎道彦

12 新しい住宅開発 おける都市型住宅地の計画条件を考える。 （芝浦工業 篠崎道彦
大学助教授） （芝浦工業

大学助教授）

既成市街地における住宅地の更新過程を、数少ない具体 渡辺定夫
事例を取り上げ、そこでの実践をトレースすることにより 野澤　　康

13 既成住宅地の 計画上の諸問題を明らかにする。 （工学院大 野澤　　康
再編 学助教授） （工学院大

学助教授）

第二次大戦後の早い段階に建てられた住宅団地の更新間
題を取り上げ、具体的な事例を紹介し、計画上の諸問題を

14 住宅団地の建替 明らかにする。 服部峯生 ’服部峯生

14回の講義を通して、わが国での都市住宅地の諸問題を 渡辺定夫 渡辺定夫
既成市街地の再 総括し、これからの新たな方向を探り、計画条件、政策課

15 生と都市 題を探る。 服部峯生 服部峯生
住宅のあり方

本間博文
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＝母性の健康科学＝（TV）

〔主任講師：岩崎寛和（筑波大学名誉教授）〕

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 母性の健康科学

ﾌねらい

　医療や社会保障の進歩に伴って、母性の健康は飛躍的に
?繧ｵた。その実情を母子保健統計の面から解説するとと
烽ﾉ、21世紀に向かっての母性のあり方や健康増進の方策

ﾉついて考えてみたい。，

岩崎寛和
i筑波大学

ｼ誉教授）

岩崎寛和
i筑波大学

ｼ誉教授）

2 女性の一生一加
薰ﾉよる性機能
ﾌ変化

　女性の一生は毎月、月経がある性成熟期を中心にして、
c小児期、思春期、性成熟期、更年期、老年期と大きく5
ﾁの時期に区分される。思春期は母性の準備期間ζして、更年期は生殖年齢を終えて、母性の完成期への移行といっ

ﾓ味で重要である。

鈴木秋悦
i世界保健
@構・ヒト
ｶ殖科学技
pアドバイ
Uー）

鈴木秋悦
i世界保健

@構・ヒト
ｶ殖科学技
pアドバイ
Uー）

3 女性のバイオリ
Yムと排卵

　女性の性周期は排卵を中心として廻っている。それに応
ｶて各時期のホルモン分泌が女性のバイオリズムを上手に
ｲ節している。すなわち排卵を中心として性機能のみなら
ｸ生活活動における周期的調節が行われ、精神的、身体的

ﾀ定が維持されている。

同　上 同　上

4 生命の誕生

　新しい生命は精子と卵子が合体する受精によって始ま登。
ｷなわち新しい生命の遺伝子は両親から供給されるそれぞ
黷Q3個つつの染色体が混り合い、倍数化（46個）されて受
ｯ継がれて行く。この領域の最近の進歩は目覚ましく、生

B補助技術にも活かされている。

同　上 同　上

5 胎児の発育と
s動

　直径約0．1mmの受精卵は約10カ月の間に身長約50cm、体
d約3，200gの胎児に発育する。ここでは妊娠持続期間に
?ﾁた胎児の発育ならびに各臓器の発生と発育について述
ﾗる。さらに超音波診断装置によって解明された子宮内胎
凾ﾌ行動や生理機能の意義について解説する。

太田孝夫
i帝京大学

ｳ授）

太田孝夫
i帝京大学

ｳ授）

6 胎盤・贋帯・
r水

　子宮内膜に着床した受精卵から、胎児以外に胎児付属物
ﾆ総称される胎盤・卵膜・腰帯・羊水が形成される。これ
轤ﾍ胎児の発育に重要な役割を演じている。ここでは・こ
黷轤ﾌ構造と機能ならびにその判定法について述べるとと

烽ﾉ、羊水検査法にも触れる。

同　上 同　上

7 妊娠とホルモン

　妊娠すると母体には胎児一胎盤ユニットから各種のホル
c唐ｪ大量に分泌され、妊娠の継続、胎児の発育、分娩、
o生後の哺乳などに深く関与している。母体一胎盤一剣児

ﾔのホルモンの相互関係について解説する。

伊藤博之
i聖路加国

ﾛ病院産婦
l科医長）

伊藤博之
i回路加国

ﾛ病院産婦
l科医長）
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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 妊婦の栄養と
緕ﾓ

　妊婦は妊娠の維持と胎児の発育のために特有な代謝機能をもっている。その特徴を院児相関におけるエネルギー、糖・脂質・蛋白質・ミネラルなどの代謝の特性と内分泌一

ﾕ欝難梅漂1ますべて妊娠のための合目的

望月眞人
i神戸大学

ｼ誉教授）

望月眞人
i神戸大学

ｼ誉教授）

9 胎児の栄養と
緕ﾓ

同　上 同　上

10 妊婦の心とから

ｾの変化

の雛難灘継妻撫讃砦聖霊とともに刻々と変る母体、出産に対する期待と不安が交叉する心、この両者の関係に迫りたい。

伊藤博之， 伊藤博之

11 妊婦の環境と
ｶ活

　妊婦はさまざまな環境の中で生活しており、それらの因子は妊娠の経過や胎児の発育に直接、あるいは間接に影響を及ぼしている。さらに健康志向の高まっている今日では、妊婦の日常生活も著しく変化してきた。最近の妊婦像を紹介するとともに、そのあり方を解説したい。

同　上 同　上

12 お　産　と　は

　お産は本来自然の営みであるが、この半世紀の間に起ったお産をめぐる社会的、医療的な状況の変化は、安全性の向上、産婦のお産に対する主体性の自覚など、その変化は多岐に旦っている。ここではお産の全経過とわが国における現状を歴史的視点も踏まえて解説する。

太田孝夫 太田孝夫

13 乳汁分泌とその

ﾙ常

　母乳は乳児の発育に不可欠な要素である。母乳の生成と争泌には各種ホルモンの作用が複雑に関与しているが、さりに様々の環境からの影響も受けやすい。それに伴って様々の疾患も発生しやすい。女性らしさの象徴としての乳房の働きについて解説したい。

岩崎寛和 岩崎寛和

14

母性（女性）に

ﾁ有な病気と
ﾎ策

　女性が母性としての機能を完遂するためには、身体各部が形の上でも機能の上でも健康でなければならない。そこで・母性としての生殖機能を障害しやすい特有な疾患とそれに対する対策のあらましを解説したい。

同　上 同　上

15

リプロダクティ
u・ヘルスー避妊と不妊一

　母性の基本的役割が妊娠、出産、育児にあるからには、受胎調節・避妊による出生の抑制だけではなく、不妊治療による出生の促進も含んでおり、これらには人口学的な観点から多分に社会医学的側面をもっている。ここではその今日的課題について述べたい。

同　上 同　上
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＝＝ 菶c児の健康科学＝：（R）

〔主任講師；加藤精彦（山梨医科大学名誉教授）〕

全体のねらい
　少産少死の日本における子育ては、現在いろいろの問題を抱えている。生まれてから思春期に至るまでの
子どもの成長や発育、これには単に肉体的のことのみでなく、精神的或は心理的な発達過程があり・これら
の面で順調な育成がされるために必要な項目や問題点を分かり易く解説することがねらいである・

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）

子どもが大人と違う最大の基本的問題は、日々刻々成長
発育や発達が心身ともに行われていることである。しかも 加藤精彦 加藤精彦

1 成長発育の個人 それ等に個人差と男女差があり、その原因としてからだの （山梨医科 （山梨医科

差、男女差 成熟が大きく関与していることである。 大学名誉教 大学名誉教）
授） 授）

育児相談、児童相談の立場から、子どもの健康増進と幸
せのために個人的には養育者や家族たち、社会的には行政 山岸　　稔 山岸　　稔

2 子どもの健康増 ・法令や諸施設がそれぞれどんな役割を現に分担し、また （産業医科 （産業医科

進と幸せ 今後担当していくべきかについて述べる。 大学名誉教 大学名誉教
授） 授）

乳幼児期のからだの成長発育の特徴の一つは、その大き
な個人差（一人一人の子どもの個性）にある。私達はとも 松尾宣武 松尾宣武

3 乳幼児のからだ すれば、標準的発育という物差しにとらわれ、子どもの個 （慶鷹義塾 （憎憎義塾

の成長発育 性を忘れ勝ちである。この幅広い個人差を点検してみる。 大学教授） 大学教授）

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。わが国の子育て、母と子の関 巷野悟郎 巷野悟郎

4 わが国の子育て 係などを西欧と比較しても、長短一様ではない。それらに （日本保育 （日本保育

ついて過去、現在、将来を見通して、わが国の子育てを展 園保健協議 園保健協議
点したい。 会会長） 会会長）

乳幼児の心の発達の個体側の要素には、感覚・情緒・運
動・言語・社会性・思考・自我などが、また環境側には、 秋山泰子 秋山泰子

5 乳幼児の心の発 母親・父親・家族・社会・文化などがある。発達はこれら （川崎医療 （川崎医療

達とそのチェッ の統合的機能であることの理論と実際を述べる。 福祉大学教 福祉大学教
ク 授） 授）

健康で栄養豊かな女性の母乳は、人類に特有な完全食品
といわれている。母乳栄養には乳児の身体的成長に最適で 山下直哉 山下直哉

6 母　乳　栄　養 あるだけでなく、母親と子どもが直接接触する時間が多く （二巴義塾 （慶磨義塾

なり、さらに感染症にたいする防禦作用があるなど利点が 大学助教授） 大学助教授）

多い。

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、排泄、摂食などが

7 子どもの環境 自律的になっていく過程について述べ、母や家族とのかか 巷野悟郎 ・巷野悟郎

わり合いも考察する。
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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 子どもの生活

　子どもの健康は環境によって大きく変化する。子どもの
Vび、事故、ストレスに対する心身の反応などを考える場
〟A環境との関わりを無視できない。母は子どもにとって
ﾅも重要な環境因子と考えられる。

巷野悟郎 巷野悟郎

9 子育ての要点一言い伝えの

@　　科学性一

　子育てについての諺や言い伝えば昔から色々あり、有益な助言と思えるものがある一方、ほんとかしら？と疑問を感じるものもある。人々の生活体験から出てきたはずのそれぞれの要点を、科学的に再検討してみたい。

山岸　　稔 山岸　　稔

10 親離れ、子離れ
ﾌ必要性と問題

_

秋山泰子 秋山泰子

11 乳幼児の感染症
ﾆその対策

　子どもの感染症は成長にともない、かかりやすい病気の
嵭ﾞ、症状の重さが変化する。予防接種は子ども個人を病
Cから守るだけではなく、接種が徹底することにより社会
S体の健康を守ることができる。

山下直哉 山下直哉

12 乳幼児の皮膚の

ﾄいれ

　子どもにはおむつかぶれ、とびひ、いわゆるアトピー性皮膚炎など独特の皮膚の病気があり、このために病院を訪れる機会が多い。日頃の皮膚の手入れの基本は、清潔にこ

ｱろがけることと思われる。
同　上 同　上

13 子どもとAIDS

　子どものAIDSは、欧米ならびに一部の発展途上国で大き
ﾈ問題となっている。15歳より49歳までのHIVに感染した
乱ｫは世界で約200万人と推定されている。わが国でも充
ｪな対応が出来るように準備しておくべきである。

山田兼雄
i聖マリア

塔i医科大
w客員教授）

山田兼雄
i聖マリア

塔i医科大
w客員教授）

14

小児成人病一小児期から始

ﾜ
る
成
人
病
対
策
β

　大人にみられる成人病は加齢によるからだの衰えにより
�ｯられないが、若年期からそのrisk　factorといわれる
�qを最小限に抑えることによって成人病の発生阻止或は
¥防することが大切で、それは小児期に遡る。

加藤精彦 加藤精彦

15 思春期の心身の
Yみと対策

　わが国の子どもは、先；進諸国中、最も早く思春期を迎え
驕Bこのため肉体的成熟と精神的未熟というアンバランス
ｪ生じ易く、様々の社会病理につながるおそれがある。わ
黷墲齣蜷lはなにをなすべきか、考えてみたいと思う。

松尾宣武 松尾宣武
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＝青年期の健康科学＝（R）

〔主任講師：鬼頭昭三（兵庫大学教授）〕

全体のねらい
　この科目では年代順の健康科学の一部として青年期を論ずる。青年期ことに18才から20才の間は人間の肉
体も、脳の機能もピークに達しその状態が続く時代である。しかし、環境の変化、拡大によって、こころの
歪もおこりやすい。青年期の健康科学を主として生物学的な面を中心としてその社会的、心理的な面も加味
しながら解説することとする。

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 序　　　　　論

　青年期は人間の機能のピークに達する時期であるが、社
?lとしての経験、判断力は、未熟な時期である。このよ
､な青年期の特徴をふまえて青年期の心身の健康が環境の
g大に伴ってどのような影響を受けるかを述べる。

鬼頭昭三
i兵庫大学

ｳ授）

鬼頭昭三
i兵庫大学

ｳ授）

2 男のからだと

翌ﾌからだ

　男性と女性のからだには、いろいろな違いがある。骨の
`や筋の発達にも性差がみられるが、生殖器の差異はもっ
ﾆも目立っ。その違いを解剖学的、生理学的に説明すると
ﾆもに、どのようにしてその違いができるのか、生殖器の
ｭ生と発達を解説する。また、受精から胚子の器官形成、
ﾙ児の発育、分娩にいたる妊娠の経過とその異常について
qべる。さらに、半陰陽などの性分化の異常についても触
黷驕B

安田峯生
i広島大学

ｳ授）

安田峯生
i広島大学

ｳ授）

3 男の脳と女の脳

　性ホルモンの働きにより男女にからだの性差がっくられ
驍ｪ同時に脳にも差が生じる。そのため脳のある部位では、
_経細胞の表面に存在する蛋白分子に違いがみられまた神
o回路網にも差が起こる。この脳の差に加えて社会的な因
qが加わり男女間の心理的・情動的な性差が表れるのであ
驕B本章で生物学的な立場から脳の性差を述べ、お互いの
揄��[めることを目的とする。

三好理絵
i放送大学

�寀ﾎ講師）

三好理絵
i放送大学

�寀ﾎ講師）

4 青年期のこころ

　人生というものは、どの段階をとってみてもそれぞれに
ｩなり特徴的な状況・状態がみられるものである。青年期
ﾌ心というものを、そういった観点から眺めてみて、どん
ﾈ事柄が指摘されるのかについて考えてみる。そしてそれ
轤ｪこころの健康について、どんな意味をもったものかを
ｹせて考えてみる。

小倉　　清
iクリニッ

N　おぐら
@長）

小倉　　清
iクリニッ

N　おぐら
@長）

5 青年期と甘え

　甘えというものは、人間の一生を通して、ずっとみられ
髏S理な側面の一つであるといえよう。もちろんそれがみ
轤黷髞N齢によって、甘えの型やその意味は微妙に異なる
ｱとになろう。そこで青年期という、特殊な時期にみられ
驫ﾃえにはどんな意味をもちうるのか、どんな問題を提起
ｵうるのか、などについて一定の考察を試みる。

同　上 同　上

6 青年期の食生活

　青年期は成長と成熟とを合わせ持つ複雑な時期である。
ﾜた肉体的・精神的に将来を決定する重要な時期でもある。
ｱの特性に焦点を合わせ、幼児期から成人への流れの中で
h養の位置づけを考えていきたい。栄養の摂取は食欲に
]って回れば必要にして十分の種類と量が摂取出来るはず
ﾅある。しかし青年期における心理・社会・家庭状況によ
關H欲が正常に働かないことにより問題が起こる。食欲調
ﾟ機構の疾患もこの時期に起こりやすい。

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）
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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）

睡眠についての研究は非常に広く行われている。ここで
は青年期における睡眠の意義やその特徴について考えてみ
る。特に睡眠中の成長ホルモンの分泌について、その生物 小倉　　清 小倉　　清

7 青年期と睡眠 的な意味について考えてみる。更にはこの時期における睡
眠中の心理的な動きについて考えてみる。

有史以来の人類の嗜好品である酒とタバコは依存性があ
るたあに、その摂取は継続的・日常的となり生活習慣の一
部となり易い性質を持つ、青年期に「大人のしるし」とし 本間日臣 本間日臣

8 酒とタバコの て飲物や喫煙を始めると、飲酒習慣、喫煙習慣となって一 （元放送大 （元放送大
問題点 生継続することが多い。青年期にこれらの嗜好品に接する 学教授） 学教授）

に当っては、それぞれの生体へ及ぼす影響と功罪とをあら
かじめ十分に承知しておくことが大切である。

大部分の青年が二輪・四輪を好きなことは事実である。
車を運転するスピード、緊張感、仲間との連帯感、そう
いった感覚を若者が欲しているのだろうか。しかし、彼ら 谷島一嘉 谷島一嘉

9 青年期とカー・ は恐らく車を高速で運転しているときの生理学を良く知ら （日本大学 （日本大学

バイクライフ ない。高速になり、座席が低い程スピード感のたあに視認 教授） 教授）

出来る視野が狭くなること、他に注意を向ける余裕がなく
なること、いくら反射神経が早くても対処し切れない場合
があることなどについて、医学、生理学的に説明する。

青年期のスポーツを生涯スポーツとの関連で考える。中
高年期における身体活動度が高いことは、成人病の予防や
寿命の延長につながり、生涯スポーツの必要性が言われて 川久保　清 川久保　清

10 青　年　期　と いる。しかし、実際のスポーツ習慣のある者の率は低い。 （東京大学 （東京大学
ス　ポ　一　ツ 青年期は体力的には最高の能力を発揮できる時期であり、 助教授） 助教授）

スポーツ活動の成熟期であり、生涯続けられるスポーツと
してとらえる必要がある。一方、スポーツの障害面につい
ても注意が必要である。

青年期にしばしば見られるシンナーや睡眠薬などの乱用
は、そのまま成人期の本格的な薬物乱用（覚醒剤や麻薬の
依存）へと発展することが多い。青年期に特有の自己の不
確実性や対人関係の未熟性などが、自己破壊的な薬物乱用 仙波純一 仙波純一

11 青　年　期　の の根底にある。また、薬物の乱用とアルコールの乱用とは （放送大学 （放送大学
薬　物　乱　用 相互に関連しあっていることも知られている。本章では青 助教授） 助教授）

年期に始まる薬物乱用の実体とその対策について述べる。

青年期は思春期と成人期の移行間としてとらえられ、そ
の時点での心身の発達はあざましいものがある。とくに心
の面では自我同一性の獲得が重要となり、不安が身体化な
いし行動化してあらわれやすい。 筒井末春 筒井末春

12 青　年　期　の 心身症としては摂食障害（神経性食欲不振症、神経性大 （東邦大学 （東邦大学
心　身　医　学 食症）、過換気症候群および過敏性腸症候群などが好発し、 教授） 教授）

ストレス関連障害として適応障害などもみられ、その四神
経症性障害などもみとあられる。
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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）

青年期は、人生の中では病気の少ない時期である。心身
症を含めた精神医学的な異常、外傷などの外因性の病気が

13 青年期の病気 高い頻度を占ある。一方では飽食の時代の反映として、高 鬼頭昭三 鬼頭昭三
脂血症、高血圧症、動脈硬化症などの後年、成人病発生の
基礎となる病態が青年期に増加しつつあることが注目され
ている。青年期の病気の現状とその将来像について述べる。

青年期には身体の急速な成長や性の成熟が見られ、それ
に伴い精神面では感情の不安定化や自我感情の充進などが

14 青　年　期　の 見られるようになるように、青年期は心身ともに不安定な
心　の　病　気 時期である。青年期には、自己同一性をめぐる神経症が発 仙波純一 仙波純一

症したりするほかに、精神分裂病や躁うつ病気などのいわ
ゆる精神病が初発しやすい時期でもある。また神経症も、
周囲に対する問題行動となって表れやすい。この章では、
青年期によく見られる心の病について解説する。

青年期は、疾病の罹患率は少ないが、青年期の生活習慣
がそのまま、青年期以後にもたらされるため、健康な人生

15 ま　　と　　め を送るための重要な時期である。しかし、各自の健康意識 鬼頭昭三 鬼頭昭三
は高くない。理想に燃えた青年が自己尊重の精神に基づい
て自らの健康をケアすることが必要である。 5
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＝成人の健康科学＝（R）

〔墨髭舘：果雫軽業皐籔轄轟趨〕

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

?_

　成人期は、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、1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兵庫大学

ｳ授）

鬼頭昭三
i兵庫大学

ｳ授）

2． 、細胞・組織・

汪增E個体

　人体は、細胞、組織、臓器（器官）、個体という、しだ
｢に複雑化する階層構造にしたがって理解されることが多
｢。こうした階層のそれぞれは、一定の形態と機能がある
¥成要素のたえまない変化により、定常状態に保たれてい
驕B．このような視点を、生命現象の例を挙げて考える。

西塚雅子
i順天堂大

w講師）

西塚雅子
i順天堂大

w講師）

3

　…

ﾌ内時計と
O三リズム《

　生命活動には周期性があり、1日、1ヵ月、季節、1年
�?冾ﾆするものから、瞬時も止まることのない律動リズ
?ﾈどいろいろある。
@このうち主として日周リズムについて調節中枢、睡眠と
o醒、呼吸・循環の周期性を解説し時差ボケの成因を考え
驕B

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うて、
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・

ﾀ静と健康

　運動時と安静時には、からだの中にどのような生体反応
ｪおこるか、健康にとってプラスの面とマイナスの面とを
_検し、健康的な生活習慣をつくるためにどのように応用
ｷるかについて解説する。

本間日臣 本間日臣

6 環境と生体反応
　温浴時などの高温環：境、寒冷などの低温環境においてど
ﾌような生体反応がおこるか、また高地・高山への移動時
ﾉおこる変化を高山病を例にとって考えるる。更に汚染大
Cの生体へ及ぼす影響を解説する。

同　上 同　上

7 肥満とその対策

　肥満は体内における脂肪の過剰な蓄積を意味し先進諸国
ﾌ社会環境に生じる1つの生体現象として、その成因、身
ﾌおよび社会に及ぼす影響などが注目されるようになった。
@肥満がまた身体（循環、呼吸、内分泌、運動、生殖器系
ﾈど）に様々な好ましくない影響を及ぼし、時には疾患の
U因、原因となることが明らかにされた。
@その病態生理に基づき肥満対策として、食事、運動、薬
ｨ療法などが試みられているが、その現況について述べる。

木下安弘
i千葉大学

ｼ誉教授）

木下安弘
i千葉大学

ｼ誉教授）
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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 飲酒・

ﾖ煙と健康

　有史以来の人類の嗜好品である酒をタバコについて、そ
ﾌ吸収、代謝過程、生理薬理作用を解説し、健康への利用
@とを考える。 本間日臣 本間日臣

9 成人期食生活
ﾆ保健

　日々の食物摂取は成人では、その日常の生命活動を支え
驛Gネルギー源としてなくてはならぬものである。
@健康を「その社会一般の日常生活を営むのに全く支障の
ﾈい身体の状態」と定義しても、両者の関係は我々周囲の
ﾂ境に深く依存しており、また先人より受け継いだ食生活
K慣に加え、その内容はその時代の影響を強く反映してい
驕B

@成人期を中心にバランスを欠く食事、偏向した嗜好など
煢ﾁえて健康の保持に必要な食生活の事項について述べる。

木下安弘 木下安弘

10 くすりの効き方

　いろいろな常用薬を使っている人は意外に多い。睡眠薬
凾ﾍ、その代表であろう。薬の効き方は、従来考えられて
｢たよりはるかに複雑である。医師から処方されているか
轤ﾆ言っても必ずしも安心できない場合がある。薬とはど
ﾌようなものであるか、どのように使うべきかについて解
烽ｷることを目的とする。

三好理絵
i放送大学

�寀ﾎ講師）

三好理絵
i放送大学

�寀ﾎ講師）

11

ストレス、疲労，

⊥ｰ

　人間を含むすべての生物は、その周囲の環境から常に生
ﾌの恒常性（homeostasis）を障害しようとするカースト
激bサーを受けながら生命を維持している。
@ストレスは時に生命活動を高めても、過剰になるにつれ
ﾄ身体全体に多様な障害を引き起こす。
@疲労はストレスによっても生じる未知なことの多い生体
ｴ覚の1っである。
@睡眠は動物にとって必須の生体現象であるが、その機構、
ｲ節、脳内化学物質などに関してこの現象を司る生体の働
ｫについて述べる。

木下安弘 木下安弘

12 女性の内分泌と

緕ﾓ

　成人女子の身体機能や生活活動、生殖機能の根源である
熾ｪ泌系の周期性によって支配され、これが一生の中で最
煌?ｭである。成人期には各臓器で徐々に加齢現象が進む
ｪ、その中で最も早期に、しかも急速に機能が減退するの
ﾍ卵巣である。視床下部・下垂体・卵巣系の働きが他のホ
泣c東nや自律神経系、物質代謝に及ぼす影響について述
ﾗ、さらに耐機能の変化や高脂血症について概説する。

古谷　　博
i昭和女子

蜉w講師）

古谷　　博
i昭和女子

蜉w講師）

13 職域環境と保健

　成人の多くは1日うち約1／3を職域で生活する。しか
焉A職域では一般環境に比べ有害性因子の室や量が高く影
ｿ大である。有害因子には、①化学因子（産業化学物質）
A物理的因子（熱、音など）③生物的因子（微生物など）
ｪあり、各々特有の健康障害がある。しかし、近年、産業
ﾛ健の発展で職業病の発生は少なく、逆にメンタルヘルス
站ﾇ所疲労が重視されている。

和田　　攻
i東京大学

ｼ誉教授）

和田　　攻
i東京大学

ｼ誉教授）

14 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はい。成
l期は老化の進む時代であり、老人期への移行の時期でも
?驕B老化の一般論に次いで成人期の老人について成人健
N科学の立場から述べる。

鬼頭昭三 鬼頭昭三
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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）

老年期における健康、自立、輝きは、遺伝子によって、

健康科学からみ プログラムされた宿命である要素も多いが、成人期の生活
15 た成人期の生き 態度によって、決定される面が多いことも事実である。成 鬼頭昭三 鬼頭昭三

方 人期、そして老年期を生き抜く為の成人期のありかたにつ
いてまとめを述べる。
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＝老年期の健康科学＝（R）

〔主任講師：鬼頭昭三（兵庫大学教授）〕

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
康上の個人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
��烽ｷる。本章では“老年期とは何か”という一般論を
?Sに述べる。

鬼頭昭三
i兵庫大学

ｳ授）

鬼頭昭三
i兵庫大学

ｳ授）

2

分子・細胞レベ
汲ｩらみた老化
ﾌメカニズム

　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、日光浴等は後者の
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放送大学

�寀ﾎ講師）

三好理絵
i放送大学

�寀ﾎ講師）

3 ホメオスターシ
Xと老化

　ホメオスターシスとは外部環境がどのように変化しよう
ﾆも生体の内部環境を一定の状態に維持する機構をいう。
V化は加齢に伴う遺伝子的に規定された過程であるが生体
ﾌ諸機能の低下が外的な種々の環境変化に対応できずつい
ﾉはホメオスターシスの破綻をきたす状態となる。この章
ﾅは老化に伴うホメオスターシスの変化について解説する。

小田桐恵美
i東京女子
繪ﾈ大学助
ｳ授）

小田桐恵美
i東京女子

繪ﾈ大学助
ｳ授）

4

外貌の変化と検
ｸ値の加齢変化

　白髪、顔のしわやしみ、顔つき、体型、皮下脂肪、歩行パターンなど外見の変化をもたらす生体内の変化と検査値

ﾌ加齢変化とを対応させながら解説する。
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（1）一寸・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と
ｵて把握するのが本章の目的である。

平井俊策
i東京都立

_経病院院
ｷ）

平井俊策
i東京都立

_経病院院
ｷ）

6
神経系の老化（2）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
ﾍ、聴覚、視覚等が低下することによって生きる気力を失
｢、それが老化を促進することになる。また刺激に対する
ｽ応性の低下は老人の特徴である。

同　上 同　上

7 呼吸・循環系の

V化

　階段や坂を登る時の息切れ、夕方に現れる足の甲のむく
ﾝ、夜就寝時のせき、夜間の頻尿など日常みられる変化の
w後にある呼吸器および循環器の加齢変化にもとつく機能
瘟ｺを解説する。

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　・

緕ﾓ機能の老化
@（1）

　加齢に伴って多くの内分泌機能は低下するが高齢者の内
ｪ泌疾患は若年者に比べ臨床症状に乏しく見のがされる事
ｪ多い。また糖尿病や痛風など代謝疾患も加齢と共に増加
ｷる。この章では加齢に伴う内分泌、代謝機能の変化およ
ﾑ高齢者の内分泌、代謝疾患の特徴と対策についてのべる。

小田桐恵美 小田桐恵美

9 内　分　泌　・

緕ﾓ機能の老化
@（2）

　中・高年女性のエストロゲン欠乏が主因の一つといわれ
骰X年期障害、骨粗塗症、動脈硬化症、高脂血症などを予
hする健康管理の有力な手段として、ホルモン補充療法
ihormone　replace　therapy：HRT）が行われつつあるが、

ｻれにはまず、これらの老化現象の本態をよく理解する事
ｪ必要である。　HRTは長期間にわたるので、　Quality　of
撃奄??@（QOL）の向上を目標として、　HRTの利点、欠点を

]価したい。

古谷　　博
i昭和女子

蜉w非常勤
u師）

古谷　　博
i昭和女子

蜉w非常勤
u師）

10 腎機能・

ﾁ化機能の老化

　老人では、腎臓のはたらきである排泄、再吸収機能とも
ﾉ低下し、容易に脱水症状や、薬剤、毒物による中毒症状
�Nこしやすい状態にある。消化器においても、消化液の
ｪ泌、消化管の運動、養物の吸収力ともに低下してくる。
ｱれらの機能低下が、老年期の生活に与える影響について
�烽ｷる。

成清卓二
i群馬大学

ｳ授）

成清卓二
i群馬大学

ｳ授）

11 防御・免疫機能

ﾌ老恥

　まず生体の防御・免疫機構とその発動様式全般について
�烽ｵ、これが加齢と共にどのような変化をおこし、その
ｽめにどのような病気がおこりやすく、かつ治りにくいか
�lえる。

本間日臣 本間日臣

12 老年期痴呆（1＞一

O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
穴ﾇ性痴呆に大別される。脳の変化と萎縮と脳血管障害
i脳梗塞が多い）が中心である。症状は、記銘力、記憶力
ﾌ著明な低下、見当識障害、計算力障害、思考障害、情緒
瘧Q、異常行動などである。

大友英一
i社会福祉

@人浴風会
a院長）

大友英一
i社会福祉

@人浴風会
a院長）

13 老年期痴呆（2）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
ﾁする計算となる。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
ﾒ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
ﾆめを述べる。 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
ﾈければならない。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
�ﾊじての個人の心がけに左右されることが多い。この章
ﾅ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あとする。

同　上 同　上
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＝現代の精神保健＝（R）

〔辞難：縣徽臨議青議学暮合轟轟j参劉

全体のねらい
　現代社会は、情報量の増大・価値基準の多様化・家族形態の変化など、ひとむかし前とは比較にならない
急速な変化をなしつつある。この中にあって、われわれの心の健康もおびやかされている。ここでは、現在
問題とされているいくつかの項目について、トピックス的にとりあげ、勉強してゆくことをねらいとする。

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 現代における精
_保健の意義

　現代社会における心の保健一精神保健一の必要性につい
ﾄ述べる。また2章以下の項目のねらいについてくわしく
燒ｾする。

仙波純一
i放送大学

赴ｳ授）

仙波純一
i放送大学

赴ｳ授）

2 心　の　病　気

　心の病気について、その内容・分類法・治療法について
ﾈ潔に説明する。以下の章で述べられる予定のいろいろな
ｸ神の病の解説とする。 同　上 同　上

9
0
　
　
　
　
　
　
　
／

アルコール依存

ﾇ

　アルコールは人類の歴史とともにあり、さまざまな喜怒
｣楽を人類：に与えている。文明の進歩と豊かな生活は、そ
ﾌ陰として多くのアルコール依存症を生みだした。真の治
ﾃ・回復・社会復帰は、身体の治療だけでなく、心の治療、
ﾐ会的治療と人間性の回復にある。

榎本　　稔
i榎本クリ

jック院長）

榎本　　稔
i榎本クリ

jック院長）

4 薬の乱用と依存

　麻薬、覚せい剤、シンナー、睡眠薬などの乱用は代表的
ﾈ社会病理現象のひとつであり、現代人の心の健康と密接
ﾈ関係をもっている。乱用の広がり、個体及び環境におけ
髣v因、乱用によって起こる精神障害、規制する法律、対
�ﾆ治療について解説する。

中谷陽二
i東京都精

_医学総合
､究所参事
､究員）

中谷陽二
i東京都精

_医学総合
､究所参事
､究員）

5

現代における異
ｶ化適応と不適

（1＞健常者に見られる文化受容過程

i2）移住者に見られる精神障害の特徴
i3）在日外国人の精神障害の諸問題
i4）中国帰国者の心の問題

江畑敬介
i東京都立

?泊麹≒ｸ
_保健セン
^ー所長）

江畑敬介
i東京都立

?泊麹≒ｸ
_保健セン
^ー所長）

6 地域精神保健シ

Xテム

　地域社会で生活する精神障害者に対する在宅ケア、居住
ﾌ場の保障、働く場の保障、所得の保障などの社会資源の
ｮ備状況、そして、わが国の地域精神保健の現状と将来に
ﾂいて概観したい。

浅井邦彦
i医療法人

ﾃ和会浅井
a院院長）

浅井邦彦
i医療法人

ﾃ和会浅井
a院院長）

7 心　の　救　急

　精神科救急を定義し、その精神医療における位置付けを
Jプランの予防精神医学の観点から行う。対象となる疾患
ﾆ状態像を述べる。診断、治療過程の特徴を述べ、身体救
}との相互依存性を指適する。地域医療戦略の観点から救
}精神医療の課題と展望する。

土井荏史
i都立荏原

a院神経科
纈ｷ）

土井荏史
i都立荏原

a院神経科
纈ｷ）
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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）

家族を形成する世代内及び世代間の人間関係について社
会変動との関連から考察する。特に、思春期青年がひき起 内田千代子 内田千代子

8 家族の精神保健 こす非行、登校拒否、自殺未遂等の問題行動を通して家族 （東芝林間 （東芝林間

の病理を探る。更に欧米で発達した家族療法についても簡 病院神経科 病院神経科
単な説明を試みる。 医師） 医師）

人生のうちでも、最も活躍できる時期に、しかも、一日
のうちでも一番活動的な時間を、多くの人達は職場で過ご 梅垣和彦 梅垣和彦

9 職場のメンタル している。 （東京都総 （東京都総

ヘルス（精神保 仕事を通じて、健康で有意義な人生を送るために、職場 務局勤労部 務局勤労部
健） での心の健康に焦点をあて、その問題と対策について述べ 健康管理参 健康管理参

る。 事医） 事医）

戦後大学生の心の病として「五月病」の後に登場した
「スチューゲント・アパシー」を念頭におき、ここ20年 中島潤子 中島潤子

10 大学生の精神保 ほどの休学や退学の事例と統計から、現代の大学生（最終 （茨城大学 （茨城大学
健 教育の対象）のアンデンディティー獲得の苦悩を描きたい 保健管理セ 保健管理セ

。初等・中等教育の示唆にもなれば幸い。 ンター所長 ンター所長
・教授） ・教授）　　「

ターミナルケアの概念とホスピスについて学び、あわせ
生と死　　① て死別による悲嘆への援助についてにも触れる。 宇田川雅彦 宇田川雅彦

11 ターミナルケア （都立墨東 （都立墨東

一・ zスピス～ 病院神経科 病院神経科
残された人々へ 医師） 医師）

の心理的援助～

わが国では毎年およひ2万2千名の人々が自殺によって
死亡し、この数は交通事故による死亡者数の2倍にも上る 高橋祥友 高橋三友

12 生と死　　② 自殺の危険の高い人の心理社会的背景を検討するとともに （東京都精 （東京都精

自殺とその予防 治療法や対策などについて解説する。 神医学総合 神医学総合
研究所副参 研究所副参
事） 事）

1988年、従来の精神衛生法が改正され「精神保健法」が 小林暉佳 小林暉佳
施行された。本年は同法施行後5年目に当たり、その一部 （（社会福 （（社会福

13 精神保健法 が改正。今回の改正は社会復帰施設から地域社会へとさら 祉法人）東 祉法人）東
に一歩進めた内容となっており、精神障害者地域生活援助 埼玉・中川 埼玉・中川
事業（グループホーム）が法定化。 の郷施設課 の郷施設課

長） 長）

痴呆症には大別してアルツハイマー型と脳血管性といわ 朝田　　隆 朝田　　隆
れる2つのタイプがある。とくに近年、わが国では前者が （国立精神 （国立精神

14 高齢者の精神保 増加している。これらの原因・症状や治療薬の現状、また 神経センター 神経センター

健 在宅での介護に関わる問題などを扱う。 武蔵野病院 武蔵野病院
医長） 医長）

以上の章のまとめと、今後に残された課題、また今後遅
かれ早かれ問題となると考えられる事柄について説明する。

15 精神保健の今後 仙波純一 仙波純一
の課題
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＝骨と関節の健康科学＝：（R）

〔主任講師：青木虎吉（順天堂大学名誉教授）〕

、全体のねらい

　骨は身体を形づくる基幹であり、関節は運動の支点になるところである。まず、骨と関節の機能、その構
造と成長のしくみ、姿勢と関節運動および骨と関節の代謝を学び、日常に多い外傷について理解を深め、と
くにスポーツによる外傷と障害、骨と関節の病気、それらに対する機能の回復と健康保持の方策について学
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 骨と関節の形態

ﾆ機能

　人体各部の骨はそれぞれ固有の形をしていて、あるもの
ﾍ内臓を保護し、あるものは身体の支柱の働きをする。骨，
ﾌ連結部で可動性のある部を関節といい、それぞれ特有の
`でそれに応じた動きをすることを理解する。

青木虎吉
i順天堂大

w名誉教授）

青木虎吉
i順天堂大

w名誉教授）

2 骨と関節の構造
ﾆ成長

　骨の外周は緻密な骨皮質で形作られているが、その中は
Xポンジ様の海綿骨と骨髄と呼ばれる軟組織である。関節
舶ｪは軟骨組織で覆われていて滑動に適応している。この
怩ｪどのようにでき、どのように成長するのか興味深いと
ｱろである。

一　同　上
同　上

3 姿勢と運動およ

ﾑ歩行

　姿勢、関節運動、歩行などは骨と関節の問題だけではな
ｭ、筋、神経の関与することであるが、健常者のそれをよ
ｭ観察し、さらに骨、関節を触れて健常な状態を理解して
ｨくと、異常状態を判別することが容易になる。

同　上 同　上

4
． 骨と関節の代謝

　骨はコラーゲン線維その他の有機マトリックスに主とし
ﾄカルシウムとリンから成る無機塩が沈着してできており、
ﾖ節は骨と骨が軟骨で接し運動に際して自由度が大きい。
zルモン、サイトカイン、物理的負荷が骨関節の代謝に影
ｿを与え、その恒常性を保つ。

藤田拓男
i神戸大学

ｼ誉教授）

藤田拓男
i神戸大学

ｼ誉教授）

5 骨の硬化と憎憎

　骨ことに無機相の骨塩が増加したものが骨硬化、測量主
ﾆして骨塩量が減少するのが骨粗嶺化であり、後者の方が
ﾍるかに多く見られまた健康に対する脅威となる。骨憎憎
ﾇには閉経後女性や高年男性に起こる原発性と、副腎ステ
鴻Cド服用等による続発性がある。

同　上 同　上

6 骨と関節の先天、

ｫ形成異常

　骨と関節は遺伝および胎生期の障害による先天性の形態
ﾙ常が多い。三度が高くわれわれの生活に関係の深い疾
ｳ、先天性股関節脱臼、先天性内反足、筋性斜頸、その他
ﾌ手足の変形、全身性の骨の異形成などについて学習する。

吉川靖三
i筑波大学

ｼ誉教授）

吉川靖三
i筑波大学

ｼ誉教授）

7 骨と関節の後天

ｫ変形

　発育に伴って、あるいは成人になってから現れる形態異
增A脊椎側弩症、脊椎弓弩症、老人性円背、0脚、X脚、
G平足、外反母阯、うちわ歩行などについて学習する。 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）

骨と関節の外傷は日常生活でも転倒や墜落などで起こり、
交通災害、労働災害、スポーツ外傷の発生も多く、そのた

8 骨と関節の外傷 めに不測の損失をもたらすものである。骨と関節の外傷と 吉川靖三 吉川靖三
して骨折、脱臼、捻挫、挫傷、創傷の病態と症状および応
急処置について学習する。

鎖骨骨折、肩鎖関節脱臼、肩関節脱臼、回旋筋腱板損傷、
上腕骨骨折、穎上骨折、外穎骨折、肘内障、顎骨遠位端骨

9 上肢の外傷 折、手の腱損傷、’突き指などの主な上肢の外傷について学 同　上 同　上
習する。

大腿骨頸部骨折、大腿骨骨幹部骨折、前十字靱帯ほか膝
の靱帯損傷、半月板損傷、下腿骨骨折、足関節の骨折と捻

10 下肢の外傷 挫、アキレス腱損傷などの主な下肢の外傷について学卜す 同　上 同　上
る。

早帰の捻挫、脊椎の骨折と脱臼、脊椎損傷、腰椎の捻挫、
肋骨骨折、骨盤の骨折などの体幹の外傷について学習する。

11 体幹の外傷 同　上 同　上

スポーツは健康保持のためもあって一般に普及し、現今
では各年齢層に広がってきた。競技種目として多くのもの

12 スポーツと骨・ があるが、種目別に特徴的に多い外傷と障害を理解し、そ 青木虎吉 青木虎吉
関節 の対応を考慮しておくことが大切であろう。

骨には先天性、外傷性、代謝性、炎症性、退行性、腫瘍
性といった疾患があるが、ここではとくに炎症、退行変性、

13 骨　の　病　気 腫瘍による骨疾患について学習し、・骨の健康について考察 同　上 同　上
する。

関節に起こる疾患にも骨と同様の分類がなされるが、関
節に独特の疾患もある。ここでは主要な関節疾患について

14 関節の病気 学習し、関節の健康について理解を深める。 同　上 同　上

骨と関節の疾患の治療は、機能障害が起こらないように、
骨と関節の機能 すでに機能障害があれば回復するように努めるが、そのた

15 回復と健康保持 めに自分でできる方法は積極的に行うこと。ただしやり過 同　上 同　上

のために ぎないよう加減が大切である。健康保持の運動もこれを十
分理解して行うべきである。
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＝脳と生体統御（’98）＝　（TV）

〔主任講師：仙波純一（放送大助教授）〕

全体のねらい
　脳は生体のすべての機能を制御する中枢である。脳を理解するには、分子生物学・神経系の機能・精神活
動という異なった次元からの多角的なアプローチが必要である。この講義のねらいは、さまざまな分野での
脳研究の現状を述べ、困難であるが最も魅力的な脳の機能を学ぼうとするものである。

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）

脳科学を学んでいくには、まず脳の形態を知らなくては
ならない。脳の構造とその名前などの巨視的なレベルから、 仙波純一 仙波純一

1 脳　　概　　論 脳を構成する細胞、神経細胞の形態と神経伝達などの微視 （放送大学 （放送大学

的なレベルまで、脳の形態を中心に学ぶ。最後に脳の系統 助教授） 助教授）

発生や個体発生などについて学習する。

脳はからだの内部や外部からの情報を受けて、それに応
書する。この情報の処理を担うのが神経細胞である。神経

2 脳の情報伝達1 細胞どうしがどのように情報を伝えているかを、シナプス 同　上 同　上
でのできごととして説明していく。まず、神経伝達物質と
受容体について学習する。

神経細胞が情報を受け取ると、さらに細胞内部に情報を
伝え、それに対する応答として、何らかの生理学的な反応

3 脳の情報伝達H がひきおこされる。これを細胞内情報伝達系といい、近年 同　上 同　上
急速に解明が進んでいる分野である。最近の知見を交えて
紹介していく。

最：近、分子生物学の導入による医学研究の進歩には眼を
みはるものがある。基礎神経科学、神経内科学の領域でも、
遺伝子工学的手法を利用した研究成果が次々と得られてい 三好理絵 三好理絵

4 脳の分子生物学 る。主なものとしては、前章で述べた情報伝達機構が遺伝 （放送大学 （放送大学

子レベルでとらえられるようになったことである。又、遺 非常勤講師） 非常勤講師）

伝性神経疾患の遺伝子解析により病因遺伝子の同定が進ん
でいることである。更に、多因子疾患への遺伝子解析のメ
スも入れられている。

脳の可塑性とは、脳が外的影響を受けた結果、その機能
状態が持続的に変化する性質のことをいう。神経細胞は再

5 脳の可塑性と 生しないが、脳は固定的なものではなく、その可塑性は広 鬼頭昭三 鬼頭昭三
神経細胞脳死 い範囲にわたってみられる。遺伝子を介する長期効果も脳 （兵庫大学 （兵庫大学

の可塑性の一部である。可塑性と神経細胞死は、情報伝達 教援） 教援）

機構の上でも機能の上でも、密接に関連しあっている。可
塑性を通じて、脳の機能を考えるのが、本章の目的である。

「生きた脳の働きをなんとか外から眺めることはできな
いか」という科学者の望みは、最近の核技術や工学技術で

6 脳の画像診断 可能になり、そのうちのいくつかはすでに脳の病気の診断 仙波純一 仙波純一
にも使われている。この章ではいくつかの脳の画像化の技
術を紹介していく。

人の人たる所以は知能の基本である記憶が言語機能など
と結びつき、さらに、大脳連合野での制御、統合を受け、
必要に応じて古い記憶は連合野に蓄えられるなどのプロセ

7 脳　と　知　能 スを経過して、結果において、バランスのとれた行動を形 鬼頭昭三 鬼頭昭三
成する点にある。海馬を中心とした記憶機能について、分
子生物学のレベルでの研究も進んでいる。これらの点につ
いて概説的に述べることにする。
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回 テ　一　マ玉 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 脳　と　情　動

　ヒトの怒り・驚き・喜びなどの強い感情は情動とよばれ、
Pなる主観的な感情だけでなく、表情や身ぶり、動悸や発
ｾなどの身体の症状を伴う。この情動は脳のうちの辺縁系
ﾆよばれる部位が関与している。この脳内の情動に関する
@構を学習していく。

仙波純一 仙波純一

9 脳　と　運　動

　我々が体を動かすという行為のための信号は、大脳皮質
ﾌ運動領（運動野、運動前野、補足運動野からなる）から
国ﾌ路を通して脊髄、末梢運動神経、筋肉へと送り出され
驕Bそして、小脳はこの運動性伝導路の制御を司るコンピ
?[タであり、大脳基底核は、小脳による運動の制御に、
Xに制御を加える役割を演じていると考えられる。我々が
�ｭな運動がでぎるのはどのようなメカニズムによるかに
ﾂいて述べる。

鬼頭昭三 鬼頭昭三

10 脳　と　感　覚

　感覚は、神経系の最も基本的な入力機能として、外的、
燗I環境からの情報を取り入れ、運動系との連動を通して、
]による生体統御の最も基本的な部分を営んでいる。感覚
ﾉは、体性感覚、内臓感覚、複合感覚、特殊感覚などがあ
閨Aその情報伝達の様式もそれぞれの感覚に特異的である。、
ｴ覚機能は、言語機能、脳の高次機能との連関により、人
ﾉ特徴的な発達をしている。これらの点について解説する。

同　上 同　上

11 脳とホルモン

　脳とホルモンの関係を研究する学問を神経内分泌学とい
､。最近の脳研究の中でも注目を集めている領域の一つで
?驕Bホルモンは男女の脳分化を支配する。古典的には視
ｰ下部が脳におけるホルモンの支配中枢とされてきたが、
ﾟ年、海馬がさらに視床下部よりも上位の脳におけるホル
c唐ﾌ最高中枢として研究の対象になっている。ホルモン
l物質が脳で生合成されることも知られてきた。神経内分
蜉wの現状について述べる。

同　上

ﾓ

同　上

12 脳　　と　　薬

　障害された脳の細胞の機能を補うために薬物が使われる。
ｱの薬物の基本的な機能は、神経伝達に対する作用で説明
ﾅきる。脳に働く薬物は治療量だけでなく、依存をひきお
ｱすような薬物もある。これらの薬物の作用機序を学習し
ﾄいくご

仙波純一 仙波純一

13 脳と生物リズム

　ヒトを含む生物には睡眠覚醒に代表されるように、活動
ﾉリズムを持ったものが多い。このリズムは脳によって自
･的に生み出されていて、外界と相互作用することによっ
ﾄ生物の活動は営まれている。生物リズムの統御器官とし
ﾄの脳を取り上げる。

同　上 同　上

14

脳の進化と発達
]科学の歴史と

ｻ状

　脳は、生体統御の中心であり、全身のホメオスターシス
ﾌ維持から高次機能に至まで、複雑でかつ重要な多くの機、
¥を担っている。本章では14章までの間に取り上げられな
ｩった点を補足しながら、脳科学の現状と将来について述
ﾗ、まとめとする。

鬼頭昭三 鬼頭昭三

15 脳とこころ

　こころは脳の機能であることは明らかであるが、それで
ﾍこころの働きとは何かという問いに対する答えは難しい。
ｱの最後の章では、いたずらに思弁的になることを避け、
_経科学の立場からこの答えをどのように考えているかを
ﾐ介したい。

仙波純一 仙波純一
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＝発がんとその予防＝（R）

辟難濾当日謹1露華孝継〕

全体のねらい
　がんは遺伝子の病気である。身体をつくっている一つ一つの細胞の中のがん関連遺伝子が様々に変異して、
つまり遺伝子に傷が生じて、がんが発生する。何故遺伝子に傷がつくのか？がん関連遺伝子とはどのような
ものなのか？最近の分子腫瘍学から得られた知識を背景に、病理学、疫学的観点からがんについて学び、最
後にがんの予防について考える。

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）

煙突掃除夫の陰嚢がんの記述をはじめとするがん研究を
歴史的に振り返りながら、化学発がんに関する研究、ウイ 山本　　雅 山本　　雅

1 発がん概論 ルス発がんに関する研究を紹介し、そのような研究の一つ （東京大学 （東京大学

の到達点としての分子腫瘍学に基づく発がんの原理を解説 教授） 教授）

する。

RNA腫瘍ウィルスの発がん能が、ウイルスが有している
がん遺伝子に起因することがわかって以来、発がんを遺伝
子のレベルで説明することが可能となってきた。そしてヒ

2 遺伝子とがん トのがん細胞では複数のがん原遺伝子、がん抑制遺伝子が 同　上 同　上
（1） 変異しており、そのような変異遺伝子が共同してがんを作

成していることが分かってきた。第2章から第4章では、
がん遺伝子、がん原遺伝子、がん抑制遺伝子について、そ
の機能を発がんとの関連に注目しながら解説する。

3 遺伝子とがん 同　上 同　上
（2）

4 遺伝子とがん 同　上 同　上
（3）

分子生物学の発達により癌抑制遺伝子の実体が急速に明
らかになり、現在、癌抑制遺伝子の研究は癌の基礎研究の 秋山　　徹 秋山　　徹

5 細胞増殖の調節 うちでも最もhotな研究分野となっている。本講義では、 （東京大学 （東京大学

癌抑制遺伝子の産物による細胞増殖の調節機構について基 教授） 教授）

礎から最先端の話題までを紹介する。

がんウイルスは感染・増殖し、果てにはがんを起こす。
白血病、肝臓がん、子宮がんの原因ウイルスなどについて、 吉田光昭 吉田光昭

6 ウイルスと 人から人への感染、増殖の様式、がんを起こす機構につい （東京大学 （東京大学

発がん　（1） て分子レベルで解説し、予防を含めて今後の問題について 教授） 教授）

述べる。

7 ウイルスと 同　上 同　上
発がん　　（2）

病理学とは、病気のなり立ちの解明を目的とする研究領
域である。患者さんから切り取られた病変組織を取り扱う 森　　茂郎 森　茂郎

8 がん病理の基礎 こと、顕微鏡などをもちいて形態を観察することなどが病 （東京大学 （東京大学

理学でよく使われる技法である。がんが、この病理学とい 教授） 教授）

う立場でどのようにとらえられるか解説する。
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回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　　　容
執筆担当
u　旧名
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

9 遺伝性のがん

　遺伝性のがんの原因となっている遺伝子は大別して次の
R種類に分類される；（1）癌抑制遺伝子（APC・家族性
蜥ｰ腺腫症など），（2）がん抑制遺伝子（RET・多発性
熾ｪ泌腺腫瘍症2型），（3）　DNA修復遺伝子（遺伝性大
ｰがんなど）である。

中村祐輔
i東京大学

ｳ授）

中村祐輔
i東京大学

ｳ授）

10 がんの

笂`子診断

　がんの遺伝子診断は（1）がんができる危険を予知する
烽ﾌ；（2）便や尿を用いてがんの存在を遺伝子レベルで
ﾝつけるもの；（3）がんがどの程度の悪性か、あるいは
�ﾜや放射線に有効かどうかを判定するなどの3つの目的
ﾉ大別される。

同　上 同　上

11 がんの疫学

　我国では、がん頻度の第1位は胃がんから肺がんに変わ
驍ﾈど、環境因子の変化に伴ってがんの疫学的な動態は活
ｭに動いている。がん疫学は遺伝素因と外的環：境との関わ
閧�ｦす意味で重要である。外的因子からみた疫学調査と
ｽ行して、内的な立場から見たハイリスク遺伝子の分布と
ｻの評価、同定に関する研究もがんの疫学の新しい方向で
?驕Bがんの疫学の持つ意味と現状について述べる。

鬼頭昭三
i兵庫大学

ｳ授）

鬼頭昭三
i兵庫大学

ｳ授）

12 がんと環境因子

　発がんは長い時間をかけて、多段階を経て進行する複雑
ﾈプロセスである。幾重にも張り巡らされた防御反応をく
ｮり抜けてがんが成立する過程で、外的環境因子が、がん
笂`子、がん抑制遺伝子などに与える影響が大きな役割を
奄ｶている。この環境因子のうちで、食物および嗜好品の
閧ﾟる意味が大きい。食物と嗜好品を中心とした外的環境
�qの立場から、がんの予防について論じる。

同　上 同　上

13 消化器のがんと

ｻの予防

　高齢化社会の到来とともに消化器のがんの罹患率、死亡
ｦが増加している。この要因として食生活を中心としたラ
Cフスタイルの関与が挙げられる。特に、食塩と胃がん、
i煙と食道がん、胃がん、アルコールと食道がん、食物繊
ﾛ、脂肪と大腸がん等である。そのほか、近年肝がんに対
ｷる肝炎ウイルスの濃厚な関与が判明した。本稿では、こ
黷ﾜでのライフスタイルと発がんの関連性の報告のうち確
ｧされ知見のもとに、実現可能な消化器がんの予防につき
L載したい。

吉田　　豊
i弘前大学

ｷ）

吉田　　豊
i弘前大学

ｷ）

14 呼吸器のがんと

ｻの予防

　肺がんは、タバコなど（外因）と癌遺伝子・抑制遺伝子
i内因）が組合わさって出来る。タバコのみに出来易い肺

ｪんとタバコのみでない人に出来易い肺がんが分かってい
驕B予防については禁煙が大事だが、食事なども影響する
轤ｵい。

川上義和
i北海道大

w教授）

川上義和
i北海道大

w教授）

15 発がんの研究
ﾆ健康科学

　発がんのメカニズムは分子生物学の普及、進歩に伴って、
cNAの修復機構の研究など、めざましい発展が見られる領
謔ﾅある。一方我々は、日常発がん物質に囲まれて生活し
ﾄいる。発がんの分子メカニズムを知ることは、3人に1
lががんで死亡する日本社会で、最も今日的な教養の1つ
ﾅある。本章では発がんのメカニズムの研究の現状と将来
�qべ、それが日常の健康科学の中にどの様に取り入れら
黷驍ｩについて論ずることとする

鬼頭昭三

R本　　雅

鬼頭昭三

R本　　雅
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＝看護学概論＝（TV）
〔主任講師：ケイコ・イマイ・キシ（香川医科大学教授）〕

全体のねらい
　看護を学び、その分野で活躍したいと思う方や、すでにその分野におられる方が、新しい時代のニーズに
対応するよう、看護科学の概念を把握し、他の医療専門家達と共同をし、または独自な専門職として、発展
していくための人皆学としての看護理論、技術、考え方、看護に影響する文化の価値観についての紹介。

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 看護科学序論

　看護は人間を対象とする科学であり、そして技術、芸術
ﾅある。人間の健康上の問題の反応が何であるか調べ、つ
ｫとめ、計画的に処理をし、評価する。医療チームの一員
ﾆしての共同作用、又は看護科学の概念にもとづき人間的
ﾈケアを行うことの記述。

ケイコ・イ

}イ・キシ
i香川医科

蜉w教授）

ケイコ・イ

}イ・キシ
i香川医科

蜉w教授）

2 ライフサイクル
ｩらみた看護

　健康状態は生から死まで、病気や障害がなくてもたえず
ﾏ化している。発達段階、疾病の予防、健康教育、病気障
Q、リハビリのためのケア、死にゆく人とその家族のケア
凾ﾉついての記述。

同　上 同　上

3 環境と人間の
褐ﾝ作用

　健康に影響する環境には外面的、内面的なものがある。
ｨ理的、化学的、生物学的、社会的、家族的、文化的なも
ﾌから、心理的なものなど、人間と環境の相互作用がいか
ﾉ、個人、家族、地域集団の健康上に影響をおよぼしてい
驍ｩを理解し、看護のケアを考える。

同　上 同　上

4 家族と看護

　人間が生まれてから社会で一人前の成人になるまで、何
轤ｩの形で家族の影響を受けている。現代の家族は複雑で
ﾏ形が多いが、個人のケアをする場合も家族を理解すると
竭閧ｪ明らかになりやすい。また、個人の健康上の問題で、
ﾆ族のケアが必要になるという説明。

同　上 同　上

5 文化と看護

　看護ケアの心髄は文化の中にある。看護を専門職として
sう者は、その国の文化を理解し、地域の特徴、特に健康
ﾉ関する考え方や価値観、風習、習慣を把握した上で、科
w的なアプローチをとることの必要性を説明する。文化の
椛ﾎ性と普遍性についての影響の説明。

同　上 同　上

6 コミュニケー
Vョンと看護

　人間のケア、看護ケアをするために、言語的、及び否言
齠Iコミュニケーションの理論、知識、技術を学び、背後
ﾉある文化の意味するものを理解することにより、人間の
注N上の問題の看護ケアをすることが大切であるというこ
ﾆの説明。

同　上 同　上

7 健康上の反応と

ﾅ護

　健康と疾病をはっきりとわけることはむずかしい。人間
ﾌ生態活動はたえず変化して、人間の健康状態はいろいろ
ﾈ刺激に対しての反応として現れ、変化をおこしている。

@その変化の例として、成人病、救急な病気や障害、リハ
rリ等についての看護の対応。

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）

死を学び生を生きる。健康の維持、回復の過程をとらず
に疾病、障害、事故又は老衰で死に行く人に対する看護ケ

8 死　と　看　護i ア、及び、その家族のケアについて説明する。死のケアを ケイコ・イ ケイコ・イ

するために地域社会における文化、風習を知り、総合的医 マイ・キシ マイ・キシ
療組織、ホスピス等の説明をする。

看護は科学であり技術であるというが、対象が人間であ
るために、看護を実践していく時に倫理的観点をこころえ

9 看護の倫理と る必要がある。つまり、プライバシーを守るとか、インフ 同　上 同　上

法律 オームドコンセントについて、医療過誤について、看護は
どういう対処するかの説明。

看護を科学的に実践するためには、人間の健康上の反応
を検査し、データを集あ、分析、分類し、問題を発見し、

10 看護の技術 看護処理をするために計画をたて、計画を実行し、評価す 同　上 同　上
る。

この過程を看護過程と呼んでいる。ここではフィジカル
アセスメントの技術が必要である。

何故看護に理論が必要であるかを説明し、看護の知識体
系をつくってきた理論が、看護の実践、教育、サービス、

11 看護の理論と 研究にどのような相互作用を与えてきたかを説明する。看 同　上 同　上

実践 護理論の例をあげ、説明を加える。

主な歴史的な研究の流れを説明し、看護研究の目的、意
義、方法、結果、考察等について説明する。看護研究は看

12 看護と看護研究 護実践にどうむすびつけるかを説明。 同　上 同　上

1946年以後、日本の看護の発展は米国の看護の影響を受
け、現在にいたっている。二つの国は文化の相違を持ちつ

13 アメリカの看護 つ、看護において、人間のケアにおいて普遍的なものを見 同　上 同　上

いだそうという努力がみられている。ここでアメリカの看
護の紹介をこころみる。

新しい日本の医療政策と制度、新ゴールドプランのなか
で看護はどのような影響を受け、国民の健康を守り、維持

14 地域社会におけ し、増進し、ケアをし、患者の養護者として活躍するので 同　上 同　上

る看護の役割 あろうかの説明。

看護教育の大学化が進み、教育のレベルアップ、医療科
学技術の進化、産業文明の高度化とストレス、高齢化社会

15 21世紀の看護 という変化の中で、新しい役割を持ったナースプラクティ 同　上 同　上

ショナー、ナース・スペシャリスト、ナース事業化など、
200種類の新しいナースの役割が生まれた。
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＝子ども家庭福祉論（’98）＝　（TV）

〔主任講師：高橋重宏（駒沢大学教授）〕

全体のねらい
　「ウェルフェア」から「ウェルビーイング」へという新たな理念、　「児童福祉」から「子ども家庭サービ
ス」へという新たなフレームワークから児童福祉を教授するためのテキストとして編集した。テレビの特徴
を生かし、目で見て学ぶ子ども家庭サービス論としたい。

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）

・講義全体の解説と担当講師の紹介 ノ

・現在子どもと家庭をめぐって起こっている問題や認識、
現象などについて講義で取り上げる内容に沿って検討す
驕B

子どもへの不適切な関わり 高橋重宏 高橋重宏
1 今、日本の子ど 保育に欠ける子どもたち （駒沢大学 （駒沢大学

もと家庭は 学校生活と子ども（不登校、いじめ） 教授：） 教授）

非行
思春期の問題（不定愁訴、摂食障害）
遊び場と機会を失う子どもたち
早期教育の問題

国連の子どもの権利に関する条約について解説し、新た
な理念、子どもの権利擁護サービスのあり方について学ぶ。

2 子どもの権利に ・ウェルフェアからウェルビーイングへ 同　上 同　上
関する条約 ・こどもの権利擁護（子どもの権利ノートなど）

（1）明治期以降児童福祉法成立までの法律および実践の紹介
（2）児童福祉法による児童福祉の実施体制の紹介

3 児童福祉のあゆ （3）戦後の児童福祉の展開 山縣文治 山縣文治
み （4）児童福祉から児童家庭福祉への転換 （大阪市立 （大阪市立

大学助教授） 大学助教授）

∫ 平成2（1990）年6月のいわゆる「1．57ショック」以降、
急速に加速しっっある児童福祉改革の動向について、政府、

4 子ども家庭施策 関係団体等による各種報告書をもとに整理し、児童福祉改 柏女霊峰 壷掘霊峰
の新潮流 革の展望について考察を進める。 （淑徳大学 （淑徳大学

教授） 教授）

児童福祉に関する基本法及び関連法の概要を押さえると
ともに、児童福祉行政の実施主体、児童相談所等の主たる
実施機関、児童福祉施設、児童福祉の費用、施策体系等に
ついて解説する。さらに、児童相談所の活動に焦点をあて、

5 児童福祉実施体 児童福祉実施体制の課題及将来展望について考察する。 同　上 同　上
制 〈構成〉　行政機関、審議機関実施機関（児童相談所、

福祉事務所、保健所、児童委員等）
措置制度（児童福祉施設入所のしくみ）
児童福祉施策体系、費用

児童福祉法に基づく児童福祉施設の現状と課題について
検討する。

①児童福祉施設の種類と内容
6 児童福祉施設 ②児童福祉施設の展開（戦後の数値） 山縣文治 山縣文治

③児童福祉施設の運営’
④児童福祉施設の実践
⑤児童福祉施設の今後
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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）

・わが国の児童福祉施策の中心となってきた措置制度によ
る認可保育所による支援サービスの経緯と現状、今後の
方向性について検討する。 山縣文治 山縣文治

7 保育制度とひと ・母子を中心としてきたひとり親（母子・父子）家庭への
り親への支援 支援：サービスの経緯と現状、今後の方向性について検討 山本真実 山本真実

する。 （愛育研究 （愛育研究

（1）制度の概要とその変遷 所研究員） 所研究員）

（2）現在の動きと今後の方向性

昨今、地域サービスにおける保健と福祉の統合への動き 安梅三江 安回勅江
母子保健サービ が高まりつつある。健常児および障害児に対する保健と福 （国立身体 （国立身体

8 スと障害児童へ 祉の連携の現状を具体的な事例を用いて示す中から、解決 障害者リハビリ 障害者リハビリ

の支援 しなければならない課題を明らかにし、今後の展開方向を テーションセンター テーションセンター

検討し学習する。 研究所研究 研究所研究
員） 員）

子どもへの不適切な関わり（虐待・ネグレクト）につい
子どもへの不適 て概説し、子どもの権利擁護サービス、子どもと親へのト 高橋重宏 高橋重宏

9 切な関わりと子 リートメントの実態を紹介しながら、虐待・ネグレクトを
ども家庭サービ

X
予防するための啓発・教育のあり方を探る。 柏女霊峰 柏女霊峰

従来は「保育に欠ける子」という考え方に代表されるよ
うに、健全育成に支障がある状態にある場合や具体的なケ
アを必要とする子どもや家庭に対してのみ支援サービスが

多様な子ども家 提供されてきたが、社会の変化や生活の多様化に伴って生 山縣文治 山縣文治
10 庭サービスのメ じた新しいニーズへの対応も求められている。多様なサー

ニューの広がり ビス発生の背景とその実態について紹介する。
①多様な子ども家庭サービス出現の背景 山本真実 山本真実
②多様な子ども家庭サービスの種類
③多様な子ども家庭サービスの実践
④多様な子ども家庭サービスの今後

子ども家庭サービスを支えるヒューマン・パワーを紹介
子ども家庭サー し、ソーシャルワーカーに焦点を当てっっその専門的な援 高橋重宏 高橋重宏

11 ビスを支える人 助技法について検討する。

とソーシャルワ 山縣文治 山縣文治
一ク実践

EUにおける子どもと家庭施策のモデルとなっているデ
ンマークの施策体系、サービス供給の実態などを、子ども 高橋重宏 高橋重宏

12 デンマーク　① と家庭に対する支援策の基盤となる社会的背景・動向、考
え方や成り立ちなどを踏まえながら紹介する。 山本真実 山本真実

第2回目は個別サービスの状況を取り上げ、就学前や学
13 デンマーク　② 齢期の子どもと家庭に対するサービスの提供状況、今後の

政策魚見通しなどを把握する。 同　上 同　上

オンタリオ州における子どもの権利擁護サ｝ビス・シス
テム（子ども家庭アドボカシー等）と児童保護援助協会の

14 カナダ　　　① 活動、イン・ケアにある子どもの生活（グループホーム）、 同　上 同　上

ペープ資源センターの活動等を学習する。

子どもへの不適切な関わり（虐待とネグレクト）の実態
の解説と、子どもと親へのトリートメント機関とその内容

15 カナダ　　　② を学ぶ。 同　上 同　上
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＝障害者福祉論＝（R）

〔主任講師；三ッ木叢一（放送大学教授）〕

全体のねらい
　1981年の国際障害者年を契機として、わが国の障害者をめぐる社会的状況は大きく変化し、障害者施設も
かなりの進展をみた。また、1993年の障害者基本法の制定は、障害者施策のあり方に更なる変革を促してい
る。

　障害があることが社会的不利にならない社会を実現するために、いま何をなすべきかを問い直してみたい。

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）

国連による「障害者の福祉宣言」の採択、それに引き続
く国際障害者年、国連・障害者の10年の実施は、わが国の 三ツ木任一 三ツ木任一

1 障害者福祉の 障害者福祉を大きく進展させた。　「障害者基本法」の制定 （放送大学 （放送大学

動向 は更なる変革を促している。この間の動向を概観する。 教授） 教授）

人権の尊重、リハビリテーション、ノーマライゼーショ
ン、自立生活、自立と社会参加の促；進など、障害者福祉に

2 障害者福祉の 関わるさまざまな理念を概観しながら、これからの障害者 同　上 同　上

理念 福祉がよりどころとする理念について検討する。

＼

障害者福祉の対象は、身体的または精神的な機能障害を
持ち、そのために日常生活や社会生活で困難を抱え、その 佐藤久夫 佐藤久夫

3 障害者福祉の 困難を解決、軽減するために社会福祉の援助を必要とする （日本社会 （日本社会

対象 人々のことである。この方向への近年の発展を整理しっっ、 事業大学教 事業大学教
今後の課題を検討する。 授） 授）

わが国の障害者福祉の法・制度の体系は、障害種別毎に
定められており、サービス供給のシステムも異なっている。

4 障害者福祉の 主要な法・制度を概観しながら、福祉サービスの格差を是 三ツ丁丁一 三ツ木任一
制度 正する方策について検討する。

医学の進歩により障害者像が大きく変わろうとしている
中で、早期療育や学校教育はどのような進展を遂げている 石渡和実 石渡和実

5 障害児の療育 のであろうか。その現状や課題を概観しながら、卒業後の （東洋英和 （東洋英和

と教育 社会参加を踏まえた教育のあり方を検討する。 女学院大学 女学院大学
助教授） 助教授）

障害者福祉サービス体系の中で、地域での生活を支える
さまざまな福祉サービスの成立過程と現状を紹介し、今日 中野敏子 中野敏子

6 障　害　者　の 特に注目されている地域福祉と在宅福祉との関係を整理し （明治学院 （明治学院

在　宅　福　祉 ながら、今後の課題を検討する。 大学教授） 大学教授：）

／

障害者福祉サービス体系の中で、従来最も中心的に展開
されてきた「施設」という形態を利用した福祉サービスの

7 障　害　者　の 成立過程と現状を紹介し、施設改革の動向を踏まえながら、 同上 同上
施　設　福　祉 今後の課題を検討する。
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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）

「障害者の雇用の促進等に関する法律」への改正後、雇用
状況がどのように変化してきたかを障害種別に概観する。

8 障害者の雇用 また、重度障害者や高齢障害者への新しいサービスの動向 石渡和実 石渡和実
にも触れ、雇用に関する課題と解決策を検討する。

授産施設や作業所をめぐる最近の動向、精神障害者への
サービス、雇用への移行を目指した援助などについて概観

9 障　害　者　の する。また、より重度な障害者の日中活動の保障など、 同　上 同　上

福祉的就労 「職業観」の変化を踏まえた新しい流れを検討する。

障害者基本法では、法の目的として障害者の自立と「あ
らゆる活動への参加」の促進を掲げている。地域で市民と

10 障　害　者　の しての生活を繰り広げる上で不可欠なさまざまな社会参加 中野敏子 中野敏子
地　域　活　動 の現状と課題を検討する。

障害者、家族、関係者による組織的な取り組みは、障害
者福祉を推進させる原動力となった。親の会活動、自立生

11 障　害　者　の 活運動などの経緯と現状を概観しながら、当事者の果たす 三ツ旧任一 三ツ旧任一一

社　会　行　動 べき役割について検討する。

障害者福祉の基盤は、それぞれの住まい、居住空間であ
り、近隣、地域であるといえる。生活しやすい、バリァフ

12 障　害　者　の リーの住まいづくり、まちづくりの経緯と現状を概観しな 同　上 同　上
生　活　環　境 がら、生活環境整備のあり方を検討する。

1981年の国際障害者年以降、障害者問題を世界の共通の
課題として取り組もうという気運が高まり、1993年のアジ

13 諸　外　国　の ア太平洋障害者の10年の開始とともに国際交流がいっそう 佐藤久夫 佐藤久夫
障害者福祉 盛んになりつつある。欧米、アジア諸国などの障害者の生

活と障害者福祉の状況を紹介する。

障害者福祉には、社会福祉職員、介護福祉職員、理学療
法士、作業療法士など多くの種類の専門職員や、障害を持

14 障害者福祉 つ当事者、家族そしてボランティアなどが関わっている。 同　上 同　上

のマンパワー これらのマンパワーの状況と援助方法、チームワークなど
について検討する。

めまぐるしく転変する社会的状況において、障害者福祉
は何をめざして進めばよいのか。これまでの学習を総括し

15 障害者福祉 て、主要な課題とその解決への指針を検討し、21世紀に向 三ッ木任一 三ッ旧任一
の展望 けての障害者福祉のあり方を展望する。
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＝高齢者福祉論＝・（R）

〔暴騰臨旛濡幕1凝海㌔簾1〕

全体のねらい
　高齢者福祉は今日の我が国にとって、社会的・経済的・政治的に重大課題となっている。高齢者の福祉課
題：の背景を、高齢者の個有の変化や社会的視野から検討を加えると共に、現状の高齢者福祉の制度や実態を

，分析し、その問題と課題を明らかにし、これから目前に迫る超高齢社会における高齢者福祉のあり方につい
て考察する。

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）

加齢に伴う心身の虚弱化、社会的役割からの引退。健康
、経済自立、身辺生活自立の喪失などによって、またこれ 小笠原祐次 小笠原祐次

1 高齢者の特性と らを支援する家族機能などの弱まりによって、高齢者の生 （立正大学 （立正大学

福祉課題 活問題が発生する。これに対応する福祉課題を示す。 教授） 教授）ぜ

高齢者のひとりぐらし世帯や高齢者世帯が増加している。
しかしそれは果たして高齢者側の主体的な選択の結果なの 山田知子 山田知子

2 高齢者と家族 であろうか。家族と同居している高齢者は本当に幸せなの （放送大学 （放送大学

であろうか。高齢者と家族の関係について若い世代の扶養 助教授） 助教授）

意識の変化などから考える。

寝たきりや痴呆など要介護老人の介護は、介護i期間が長
期・短期にかかわらず様々な介護上の問題が生活上の問題 中村律子 中村律子

3 高齢者の介護i問 を生じることが多い。高齢者の介護に視点から家族の介護 （中京大学 （中京大学

題と社会的介護 能力や家族への支援の在り方を考察する。 助教授） 助教授）

老人福祉法では高齢者の定義はおおむね65歳以上をも
って高齢者としている。しかし社会の仕組みや文化の変遷

4 「老人観」と高 に基づき、　「老い観」や社会的対応も変化している。老い 同　上 同　上

齢者福祉の理念 の意味や高齢者福祉の理念について考察する。

年金、老人保健制度、老人福祉サービスなど今日の高齢
高齢者福祉制度 者福祉制度が、どのような法制度によって形づくられてい

5 の枠組とその展 るかを見、それぞれの制度を概観し、それらの制度成立の 小笠原祐次 小笠原祐次
開 歩みを見る。

高齢者の所得保障の主柱である公的年金を中心に、わが
国の近年の改革の趣旨、制度の仕組みの基本を踏まえた上 山崎泰彦 山崎泰彦

6 高齢者の経済生 で、国際的にみたわが国の制度の特徴点をあきらかにし、 （上智大学 （上智大学

活と所得保障 21世紀にむけての課題について考える。 教授） 教授）

高齢者の健康問題については、老人保健制度が健康増進、 小山秀夫 小山秀夫
疾病予防、治療、リハビリテーション等について総合的に （国立医療 （国立医療

7 高齢者の健康と 対応している。そこで、高齢者の健康問題の所在を明らか 病院管理研 病院管理研

保健・医療制度 にした上で、制度の解説を行い、若干の検討を加える。 究所医療経 究所医療経
済研究部長） 済研究部長）
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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 高齢者の就労問
閧ﾆ就労対策

　65際以上の4人に1人が「働いている」など高齢期の就
J率は高い。高齢者雇用は高齢化社会における生産力の確
ﾛや高齢者自身のいきがいを高める視点から重要である。
w諶ﾒ就労問題とその対応について考察する。

中村律子 中村律子

9 高齢者の住居と

Z環境

　住宅や近隣環境の質は、高齢者の自立や介護負担さらに
ﾐ会参加など生活に深く影響を及ぼし、在宅福祉の推進に
ｨおきく関わる。ここでは、高齢者の住宅や近隣環境への
jーズを明らかにし、高齢社会における居住環境に求めら
黷驫軏{的条件と施策の現状について概観する。

児玉桂子
i日本社会

幕ﾆ大学教
�j

児玉桂子
i日本社会

幕ﾆ大学教
�j

1◎ 高齢者の生きが
｢対策

　人はだれでも生涯、社会と関わりながら自己のもってい
髞¥力を発揮したいと考えている。高齢者と生きがいにつ
｢て社会参加という視点から、就労や余暇の実態と施策の
ｻ状をふまえ、生きがいの創造のための基本的条件とは何
ｩについて考える。

山田知子 山田知子

11

老人福祉の改革
ﾆ老人福祉サー
rス体系

　一連の社会福祉の制度改革の流れの中で、1990年「老人
沁ヶ@等の一部を改正する法律」が成立した。改正によっ
ﾄ老人福祉サービス体系がどう変わったのかを明らかにし、
w諶ﾒ福祉施策の新しい方向を模索する。

同　上 同　上

12 在宅福祉サービ
Xの内容と方法

　どのような身体状況にあったとしても高齢者が家族とと
烽ﾉ、あるいは自立して住み慣れた地域で老後生活を過ご
ｷことを支援する在宅福祉サービスの充実が重要である。
ｻの制度的枠組や内容や具体的方法を考察する。

中村律子 中村律子

13 施設福祉サービ
Xの制度と方法

　老人福祉サービスの中でも、最も重要な役割を果たして
｢る老人ホームの制度やしくみ、施設における処遇の内容
笊菇@、特に介護の方法について検討し、施設の地域福祉
?ｮのあり方などについて考える。

小笠原祐次 小笠原祐次

14

住民参加型サー
rスとシルバー
Tービス

　高齢化社会の進展と社会福祉の普遍化に呼応するように、
墲ｪ国でも多様な福祉サービスの供給システムが出現して
ｫている。その実態を明らかにするとともにその有効性と
ﾀ界について考える。

山田知子 山田知子

15 これからの高歯令

ﾒ福祉の課題

　超高齢社会を目前にして、、高齢者福祉は年金や保健・医
ﾃの財源、それとの関わりからの制度のあり方、ゴールド
vランの実現とマンパワーの獲得、．福祉サービスの量的整
�ﾆサービスの質の課題など、問題が山積している。これ
轤ﾌ課題について検討する。

小笠原祐次

小笠原祐次

R田知子

刹ﾊ桂子
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＝現代の貧困と公的扶助（’98）＝　（R）

〔主任講師：杉村　宏（北海道大学教授）〕

全体のねらい
　社会保障制度の根底を支える公的扶助について、その成り立ちと現代社会における役割を考える。わが国
の公的扶助は生存権を保障する生活保護制度であるが、この制度の役割や現状を、国民の生活問題としてめ
貧困と関連させて考えていきたい。

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

「現代の貧困と

�I扶助」の課
闊黷ｱの講座のね

轤｢と考え方一

　この講座のテーマを「現代の貧困と公的扶助」とした理
Rについて、貧困問題と公的扶助の現状と関わらせて説明
ｵ、あわせてこの課題を考察するための視角を提示する。

杉村　　宏
i北海道大

w教授）

杉村　　宏
i北海道大

w教授）

2

公的扶助とは何
ｩ一社会保障にお

ｯる公的扶助の
ﾊ置と性格一

　公的扶助は社会保障制度の重要な構成部分であるが、
u社会保障の父」といわれたビヴァリッジの計画における

ﾊ置付けを手がかりに、社会保険との違いと関連、および
鞄ｾ保障にとどまらない公的扶助「実践」の課題について
沒｢する。

同　上 同　上

3

近代公的扶助の
`成一貧困・貧困観

ﾌ変化と救済制
x一

　公的建前制度の源流である救貧法の成り立ちと機能をイ

Mリス救貧法の歴史を例に検討する。また19世紀末の労働
ﾒ生活における貧困の原因究明を通じて、救貧制度が改良
ｳれていった経過を概観する。

同　上 同　上

4

戦争と社会保障一人旧観の転換

ﾆ生存権の具体
ｻ一

　私たちは20世紀の前半に2度の大戦を経験したが、その
ｽ省と教訓の上に「人間らしく生きる」権利としての生存
?�li得したと言える。失業と貧困を克服するための「戦
?痩ﾆ」と「福祉国家」の争点を考える。

同　上 同　上

5

戦前日本の救貧
ｧ度一わが国の救貧

ｧ度の歴史的性
i一

　明治維新以後、太平洋戦争の終結までのわが国の救貧制
xのあゆみとその特徴を、　「高高規則」と「救護法」の性・
iに則して考察し、その問題点をさぐる。 同　上 同　上

6 生活保護制度の
ﾚ的と基本原理

　わが国の生活保護制度は、生存権を保障することをその
ﾚ的にしており、そのための基本原理を規定している。原
揩ﾌ背景と今日の社会状況における意義と問題点を考える。 同　上 同　上

7

生活保護i制度の

ｵくみと行政の
�ц齒_軟な構造を

ｶかす行政の責
C一

　生活保護法は、その実施に当たっての原則も規定してい
驍ｪ、それは極めて柔軟な構造を保障するものとなってい
驕Bこうした制度を生かすための行政の役割と責任につい
ﾄ検討する。

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 国民生活と生活

ﾛ　護i基　準

　生活困窮を測るものさしとしての生活保護基準の変遷を、
走ｯ生活の変化と関連させて考察する。また生活保護基準
ﾉよる生活の問題点と賃金水準や社会保障給付水準との関
A性についてもあわせて検討する。

杉村　　宏 杉村　　宏

9

生活保護行政の
ｮ向と被保護層一保護人員・世

ﾑの推移と問題
_一

　生活保護制度は国民生活に密接に関連しているから、そ
ﾌ動向は社会・経済の変化に敏感である。生活保護行政の
ﾏ遷と生活保護を受けている人々の動向を概観し、生活保
?s政の現状を考える。

同　上 同　上

10

要保護層の生活
ﾀ態と生活保護
@　　　（1）
齊q世帯の現状
ﾆ生活保護

　生活保護を受給しているか否かを問わず、保護を要する
�ﾔにある人々二要保護層の生活と生活保護の現状を考え
驕Bとくに近年「女性の貧困」が社会問題化しているが、・
齊q世帯に焦点をあててその現状と生活保護における問題
�沒｢する。

同　上 同　上

11

要保護層の生活
ﾀ態と生活保護
@　　　（2）
zームレスの生
?ﾀ態と生活保
?s政

　最近大都市圏で「ホームレス」が社会問題化しているが、
ｱうした人々に代表される不定住二二：三層の実態と生活保
?ﾌ関係を、わが国の社会福祉の歩みとかかわらせて考察
ｷる。

岩田正美
i東京都立

蜉w教授）’

岩田正美
i東京都立

蜉w教授）

12 生活保護の
{　設　福　祉

　生活保護は、在宅における所得保障の側面とともに、施
ﾝにおける社会福祉サービスの提供も行なっている。社会
沁ヮ{設の原点となっている保護施設の現状と課題を考え
驕B

同　上 同　上

13

ケースワーカー
ﾌしごと（1）
ｶ活保護におけ
骼ﾐ会調査

　生活保護iに携わるケースワーカーの主なしごとは、生活
ﾉ困窮する人々の生活の場におもむき、保護の要否や程度、
ｶ活の建て直しにむけて何が必要かを調査し、援助するこ
ﾆにある。調査の意義や方法、留意点ついて考える。
i生活保護行政の一線で活躍しているケースワーカーにイ
塔^ビューをする）

杉村　　宏 杉村　　宏

14

ケースワーカー
ﾌしごと（2）
Pースワーカー
ﾌ専門性

　ケースワーカーの実践に必要とされる専門性について、
ｻ職のケースワーカーとともに考え、現状での問題点と今
繧ﾌあるべき姿をさぐる。　　　　　　　　． 同　上 同　上

15 生活保護の
｡後の課題

　生活保護制度が、現代社会における公的扶助にふさわし
｢ものとなるためには、今後解決していかなければならな
｢課題がある。公平で公正な生活保護の実施のために改善
ｷべき課題を検討する。

同　上 同　上
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＝地域　福　祉　論＝（R）

〔主任講師：大橋謙策（日本社会事業大学教授）〕

全体のねらい
　地域福祉は社会福祉における新しいサービス提供システムであり、実践方法である。地域福祉は社会福祉
における地方分権化を前提として、居宅における自立生活を支援する在宅福祉サービスを軸に、地域住民の
参加を得て福祉コミュニティを形成する実践である。

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

社会福祉の変容・発展と地域福

モﾌ実態化

1．高齢化社会の到来と社会福祉問題の国民化・地域化
Q．都市化・工業化に伴う家庭の介護・養育能力の脆弱化と
@地域福祉
R．社会福祉施設緊急整備計画とコミュニティ・ケァ構想

大橋謙策
i日本社会

幕ﾆ大学教
�j

大橋謙策
i日本社会

幕ﾆ大学教
�j

2
1990年社会
沁ラ?vと市町
ｺ地域福祉の時

1．1990年8法改正の背景と要旨
Q．市町村主義の意義
R．在宅福祉サービスの制度化の意義
S．「住民の理解と協力」の意義

同　上 同　上

3

地域自立生活の
ﾛ障と地域福祉
ﾌ考え方

1．自立生活の考え方
Q．地域福祉理論の発展史
R．地域福祉の考え方と構成要件 同　上 同　上

4

在宅福祉サービ
Xの考え方と家
ｰ介護力

1．在宅福祉サービスとレスバイトケア
Q．在宅福祉サービスの施設福祉サービス
R．在宅福祉サービスの構成要件とあり方 同　上 同　上

5

在宅福祉サービ
Xの供給方法の
?阨福ﾆ供給組

D

1．在宅福祉サービス地区構想の意味
Q．在宅福祉サービスとケースマネージメント
R．在宅福祉サービス供給組織の比較一社協・福祉公社、福
ヮ幕ﾆ団等

同　上 同　上

6

在宅福祉サービ

Xのインフォー
}ルケア

1．在宅福祉サービスの利用意識と近隣住民
Q．フォーマルケアとインフォーマルケアとの関係
R．孤独・生きがい問題とフォーマルケア 同　上 同　上

7 地：域福祉の主体

`成と福祉教育

1．地域福祉の主体形成の必要性
Q．地域住民の福祉意識の現状
R．福祉教育の考え方とすすめ方 同上 同上

一283一



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

ボランティア活
ｮの構造とあり

1．ボランティア活動の歴史と現状
Q．ボランティア活動の構造
R．ボランティア活動の性格 大橋謙策 大橋謙策

9

地域福祉推進体
ｧ　　　　　（1）

ﾐ会福祉協議会

1．社会福祉協議会の歴史的性格
Q．社会福祉協議会の現状3。社会福祉協議会の今後の課題

同　上 同　上

10

地域福祉推進体
ｧ　　　　　（2＞

ｯ生・児童委員
ｧ度

1．民生委員制度の歴史
Q．民生委員制度の現状
R．地：域福祉推進と民生委員制度の課題 同　上 同　上

11

地域福祉推進体
ｧ　　　　　（3）

､同募金活動と
ｯ間財源

1．共同募金の歴史と現状
Q．地域福祉推進における民間財源のあり方
R．超高齢社会における負担問題と民間財源 同　上 同　上

12

地域福祉実践の
菇@　　　　（1）

沁ャRミュニテ
B形成の実践と

菇@

1．コミュニティ・ワークの展開課程
Q．コミュニティ・ワークの目標
R．コミュニティ・ワーカーの役割と養成 同　上 同　上

13

地域福祉実践の
菇@　　　　②
鮪鮪ﾒの組織化
ﾆピァカウンセ
堰[の役割

1．社会福祉問題を抱える当事者の意識と問題の共有化
Q．当事者の組織化と社会的役割
R．ピアカウンセラー活動の意義と役割 同　上 同　上

14 地域福祉計画の
摧Oと策定方法

L市町村社会福祉行政の計画化と地域福祉計画
Q。地域福祉計画の：構成要件と考え方

R．地域福祉計画のつくり方と住民参加の意義 同　上 同　上

15 地域福祉の歴史
ﾆ国際比較

1．日本における地域福祉実践の系譜
Q．イギリスにおけるコミュニティ・ケアの発展史
R．デンマーク・スウェーデンにおける社会サービスと在宅
@福祉サービス

同　上 同　上
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＝社会福祉の方法＝・（TV）

〔主任講師：三ツ選任一（放送大学教授）主任講師：山田　知子（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　社会福祉の実践には、各種の専門援助技術が用いられている。本講では、各分野の主要な実践の展開例を
通して、援助に関わる専門職員の役割と援助技術の内容を包括的に検討し、社会福祉についての理解を深め
ることをねらいとしている。

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）

社会福祉の各分野における多様な実践を概観するととも． 三ツ木任一 三ツ旧任一
に、社会福祉の専門援助技術の体系および内容について検 （放送大学 （放送大学

1 社会福祉の 討する。 教授） 教授）

方法とは 山田知子 山田知子
（放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

児童福祉（1） 子どもの未来21プランの基調には「子どもの権利条約」
～在宅子ども家 と「国際家族年の原則」がある。そして新たな理念として、 高橋重宏 高橋重宏

2 庭サービスの展 子どもと家庭（親）のウエルビーイングの促進が登場して （駒澤大学 （駒澤大学

開とソーシャル きた。新たに制度化されつつある「子ども家庭サービス」 教授） 教授）

ワーク～ の現状と課題について検討する。

法律による子ども家庭サービスを支える資源（児童館、
児童福祉（2） 保育所、養護施設、教護院、グループホーム、里親、情緒

3 ～子どもの社会 障害児短期治療施設）の現状を紹介し、これからの方向や 同　上 同　上
的養護と子ども 課題を検討する。

家庭サービス～

児童福祉（3） 法律によらない、自発的な民間の子ども家庭サービス
～子どもへの不 （自主保育、家庭養護促進協会、虐待110番）を紹介し、

4 適切な関わりと これからの方向や課題を検討する。 同　上 同　上
ファミリーサー
ビス～

総合リハビリテーションセンターによる地域リハビリテ

障害者福祉 一ションサービスの実際を紹介し、保健・医療・福祉の効
5 （1） 果的な連携のあり方を検討する。 三ツ木任一 三ツ木二一・

～地域リハビリ
テーションの展
開～

障害を持つ人たちが主体的に運営する自立生活センター

障害者福祉 の活動を紹介しながら、自立生活運動の理念、自立生活を
6 （2） 支える援助サービスのあり方を検討する。 同　上 同　上

～当事者による
自立生活援助サ
一ビス～

知的障害者の施設生活から地域生活への移行をめざすリ

障害者福祉 ハビリテーションシステムと、さまざまな居住形態に応じ
7 （3） た地域生活援助の実際を紹介しながら、地域福祉のあり方 同上 同上

～施設生活から を検討する。

地域生活へ～
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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

高齢者福祉
@　　（1）～施設での暮ら

ｵをどう支える

ｩ～

　高齢者への生活援助、介護とは何かについて考える。特
ﾊ養護老人ホームにおける生活援助の実際にふれながら、
Qたきり痴呆性によって重介護を要する状況になっても、
l間としての尊厳を最後まで守られる援助の在り方とはな
ﾉかについて考える。

山田知子 山田知子

9

高齢者福祉
@　　（2）～住宅での暮ら

ｵをどう支える

ｩ～

　在宅福祉サービス、とくにホームヘルプサービスの実践
�ﾊして、高齢者の在宅生活を支える援助の在り方につい
ﾄ考える。高齢者の在宅での生活実態をどう把握するか、
叝岦ｶ活行為の自立状況や家族関係、生活リズム、住環境
凾�許?ﾉいれながら、在宅での快適な生活を営むために
ﾇのような援助が必要とされているのかについて考える。

同　上 同　上

10

高齢者福祉
@　　（3）～地域で支える

w諶ﾒの暮ら
ｵ～

　情報の一本化、ニーズの掘り起こし、保健と福祉の統
〟A医療との連携、そして迅速な問題解決等について、行
ｭの相談窓口に焦点をあてながら考える。また、地域住民
ﾉよる高齢者への生活援：助、見守り活動の実際を通して、
n域の人々によって高齢者の暮らしがどう支えられている
ｩ、地域に根付いた住民の活動の在り方について考える。

同　上 同　上

11

公　的　扶　助～生活保護制度

�ﾟぐって～

　社会保障の一環として、生存権保障の観点から重視され
ﾄいる公的扶助、とりわけ生活保護制度について、そのあ
轤ﾜしや利用手続き等とともに、豊かな社会と言われる今
冾ﾉどのような社会的意義をもつのか、その制度の役割や
@能、課題等について学習する。

大澤　　隆
i東洋英和

頼w院大学
ｳ授）

大澤　　隆
i東洋英和

頼w院大学
ｳ授）

12

地　域　福　祉
@　　　（1）～地域援助の方

@～

　ケースワークやグループワークに対して間接援助として
ﾊ置づけられる地域援助とは何かを、コミュニティーワー
Nの歴史と概念から検討する。具体的には「地域組織化」
u福祉組織化」の活動を通して、高齢社会における地域支

㏍lットワークの課題を考える。

田畑光美
i日本女子

蜉w教授）

田畑光美
i日本学子

蜉w教授）

13

地　域　福　祉
@　　　（2）～住民参加と

{ランティア活
ｮ～

　地域福祉を構成する住民参加の意義と方法を検討し、参
ﾁ型福祉と言われる在宅福祉サービスの実践を学習する。
ﾜた、ボランティア活動の現代における意義と活動類型を
ｪ析し、地域福祉を推進する実践のあり方を考える。

同　上 同　上

14

福　　祉　　の
}　ンパ　ワ　一

　高齢化社会の到来等の中で、社会福祉が国民的、普遍的
ﾛ題として登場し、その担い手が多様化し、かつ専門的職
ﾆとして期待されている。そこでこれらのいわゆるマンパ
潤[の現状や課題等について、その制度的動向や養成の状
ｵ、問題点等を学習する。

大澤　　隆 大澤　　隆

15

社会福祉の方法
ﾌ課題と展望～ぬくもりのあ

骼ﾐ会の創造と
ﾐ会福祉実践～

　社会福祉の方法についてのこれまでの学習を総括して、
D先的に取り組むべき課題を検討するとともに、21世紀に
?ｯての社会福祉の方法のあり方を展望する。

三ツ木三一

R田知子

三ツ木三一

R田知子
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＝＝ ｢界の社会福祉＝（TV）

〔主任講師：松村祥子（放送大学教授）〕

全体のねらい
　世界中の多くの国で児童、障害者、高齢者、低所得者等に対する社会福祉活動が公私の領域で実施されて
いる。産業化によって拡大した生活問題の緩和の為に社会福祉的方法を使うことは、20世紀の社会的合意と
言える程広く多様に普及してきた。本講義では各国の問題状況の把握と福祉方法・課題の国際比較をし、我
々が直面している福祉改革の大波を乗り切る方向を探りたい。

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）

広い意味での社会福祉制度を何らかの形で有する国は約
150ヵ国に達している。先進工業諸国では、介護や保育等
に代表される社会福祉サービスがすべての人々の広範な生 松村祥子 松村鮮子

1 世界の社会福祉 活領域で不可欠なものになっている。開発途上国では、飢 （放送大学 （放送大学

の現状 餓や疾病等に対する社会的援助が強く求められている。相 教授） 教授）

互依存の高まる国際社会の中で、地域的固有性と国際連関
性を併せ持つ社会福祉の現状を世界地図の上に示したい。

長い歴史の中で積み重ねられてきた社会的生活支援の為
の実践活動は、一般的には選別的で治安維持的なものから
普遍的で権利擁護i的なものに変化してきている。19世紀末 同　上 同　上

2 世界の社会福祉 から20世紀初頭の欧米諸国から広がった「近代的社会福祉
の歩み 」の理念、対象、方法等が何故、どんな経路で、どのよう

な変容を伴いながら世界中に広がったのか。社会福祉の世
界史年表から検討してみたい。

自立援助型といわれるアメリカの社会福祉の特色を、歴
史と社会の全体像の中から描き出す。経済規模、人口数、 平山　　尚
文化的多様性等で世界有数のアメリカでは、人種問題、エ （テネシー 平山　　尚

3 アメ　リ　カの イズ患者の発生、薬物中毒の蔓延、暴力の過激化等の社会 大学副学長） （テネシー

社　会　福　祉 福祉課題が増大している。社会福祉政策のみならず実践技 大学副学長）

術レベルでも新しい方策が要請されている状況を明らかに 武田　　尤
する。 （テネシー

大学研究室
員）

社会福祉の世界的最前衛としてのこの国では、どのよう
なプロセスで高い質量の社会福祉活動が生み出されてきた
のか。スウェーデン社会の構造とそこに暮らす人々の生活 外山　　義 外山　　義

4 スウェーデン 文化等も含めて検討したい。高福祉高負担型の福祉施策は （東北大学 （東北大学

の社会福祉 、福祉サービスに対する社会的責任と個人の権利意識に支 助教授） 助教授）

えられ、社会福祉の内実を豊かにしてきたが、現在では、
経済や政治状況の変化とどう調和させていくかの課題解決
も不可避となっている。

フランスの社会福祉活動の実働はアソシアシオンといわ
れる非営利組織によって担われている。年金、医療、家族
手当の運営機関である社会保障金庫や行政組織とともにユ 松村j洋子 松村祥子

5 フ　ラ　ンスの ニークな体系の中で多元的で柔軟性のある社会福祉が実現
社　会福　祉 されている。　「社会的連帯」をキーワードとするフランス

の状況を、20世紀初頭からの高齢化の進展や第二次大戦後
のヨーロッパの国際的地位の変化をも視野にいれながら示
してみたい。
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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）

全人口の27％が貧困状態（1988年タイ政府統計）にあり、
低所得者への援助活動はタイの社会福祉の中心課題である。
特に急激な経済開発の影響を受けた農村地帯では、経済的
貧窮だけでなく棄児や虐待等の児童問題、また売春や海外 高嶺　　豊 高嶺　　豊

6 タイの社会福祉 出稼ぎ等の女性問題そして家族的にも社会的にも安心でき （国連障害 （国連障害

る生活支援を受けられない高齢者、障害者問題が拡大して 者問題担当 者問題担当
いる。伝統的な生活様式の崩壊が進み、それに代わる新し 官） 官）

い生活保障が未確立な中で模索される社会福祉の現状と課
題を考究する。

国民所得水準の上昇の陰で、人々の生活不安は高く、特
にこれからの高齢社会への危惧は老後生活への不安を80％
の人がもっている（1989年総務庁調査）ことからも分かる。
第二次大戦後50年間に急速に発展した日本の社会福祉は、
国際的にみるとどんな水準にあり、どのような特徴を持つ 松村祥子 松村二子

7 日本の社会福祉 ているのだろうか。他の先進工業国と比べると、貧弱な児
童手当や家族依存型の在宅福祉、そして厳しい資産調査を
伴う公的扶助等の「後進性」と全国一斉に取り組まれてい
る老人保健福祉計画などの「先進性」が混在する状況とそ
の問題性を浮き彫りにする。

生涯の基礎形成期である子ども時代のあり方は、それぞ
れの社会特性の象徴でもある。児童観の変遷をみると、子
どもを親の私物正したり、未来の労働力としてのみ期待し
たりする段階から、子ども自身の成長・発達を第一義とし

8 子どもの成長と て家族と社会が協力する段階へと移行してきている。しか 同　上 同　上

社　会　福　祉 し各国の児童福祉の実際の状況は、「子どもの最善の利益」

からはほど遠い施策や活動も少なくない。ここでは保育
サービスなどの比較を中心に各国の共通点と相違点をみて
みたい。

先；進工業国のみならず、世界中の多くの国で人口の高齢
化が進んでいる。高齢期の生活費の確保や介護ニーズへの
対応の仕方は、各国の高齢者観によって異なっている。ま
た障害を持つ人の自立と社会参加を促進するための社会的

9 高齢者、障害者 支援策も施設福祉から在宅福祉、地域福祉へと広がってき 同　上 同　上

と社会福祉 ている。

各国の高齢者、障害者への社会福祉活動の大きな推進力
となった国連国際年の影響等も含めて、世界的動向を考察
したい。

多くの国の社会福祉は、貧困対策ことに生活物資の欠乏
による生活破壊を予防したり緩和することから始まったと
いっても過言ではない。先進工業国では、経済開発による
一般的生活水準の上昇によって絶対的貧困は減少する傾向

10 貧困と社会福祉 にある。しかし階層間の貧富格差や地域間で異なる貧困問 同　上 同　上

題（過疎、過密地区の貧困や、国際的関係によって引き起
こされる貧困等）が拡大している。日本の生活保護制度に
相当する最低生活保障システムの各国の状況について検討
する。
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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）

社会福祉の形態や機能は、家族、地域の生活相互扶助力
と大きな関係がある。世界の家族の状況はその規模（平均
世帯人員2人から7人の幅）と所在（都市人口割合90％か
ら5％の差）だけみても多様性に富んでいることが分かる。

11 家族、地域と 概して産業化が進むと家族間、地域間の生活相互扶助力は 松村祥子 松村祥子
社　会　福　祉 低下し、社会福祉等の社会的生活支援策が拡大する。しか

し実際には各国の生活文化や社会政策のあり方も影響し独
自の関係を生み出している三等を示しながら、それぞれの
国の問題点と課題を明らかにする。

すべての人の「健康で文化的な生活」を目的にする社会
福祉活動にとって、保健医療の充実は基礎的条件である。
また、疾病予防や早期回復のためには適正な社会福祉活動
が不可欠である。人々の生活の中では車の両輪ともいえる 平山　　尚 平山　　尚

12 医療と福祉の 医療と福祉が、縦割り行政や関連職間の連携不足のために、
連携 サービスの欠落、重複、過剰等種々の問題を発生させてい

る。何故連携が必要なのか、どのような形の連携が望まし
いのかについてアメリカの事例を参考に述べてみたい。

「施設ケアから在宅ケアへ」というのが、近年の社会福祉
の方向となっている。　「住み慣れた家で暮らし続けたい」

という高齢者や障害者の希望も強く、又社会的保護を要す
る子どもにとっても安全でプライバシーの保てる生活環境 外山　　義 外山　　義

13 社会福祉と生活 としては個別住居が望まれている。社会福祉サービスの供
環境 給拠点としての施設と在宅それぞれの特徴を点検しながら、

供給サイドと利用サイド双方の社会福祉環：境形成のあり方
を追求したい。

多くの自由主義諸国では、民間社会福祉と公的社会福祉
は平行して存在し、相互補完的にその役割を果たしてきた。
第二次大戦後のヨーロッパ諸国を中心に社会福祉の基礎的
部分での公的責任性や専門性が強調されてきたが、1980年

14 社会福祉の 以降は民活化やボランティア活用の推進が一つの流れと 松村鮮子 松村祥子
組織化 なっている。

財政難、マンパワー不足、組織運営の非効率性等を克服
するために試行されている各国の福祉改革の状況を示しな
がら、利用者にとっての最良の途を探りたい。

社会福祉が真に人々の生活支援策として機能するために
は、国際的に普遍化された課題と各国固有の社会状況から 松村祥子
生じる課題の双方向的取組みが必要であろう。また、公的
福祉施策のフレームと社会福祉活動実践の方法・技術がお 同　上 平山　　尚

15 今後の社会福祉 互いに密接な連絡を取りながら、同時にそれぞれが自律し

の課題と展望 た活動体系の下で発展しなければならない。本講義で取り 外山　義
上げた各国、各領域の社会福祉状況を踏まえて今後の方向
を展望する。
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＝高齢社会の生活設計＝（R）
〔圭膿齢：甜潜綴画塾拳糞獲1〕

全体のねらい
　生活水準の向上、社会保障の発達、医学の進歩などによってもたらされた「個人の長寿化」と「社会の高
齢化」は、人間の能力と活動の可能性を広げ、人の生き方や社会のあり方を変化させている。高齢社会では、
絶対的にも相対的にも急増する高齢者への対応にとどまらず、社会経済の総合的なシステムの転換も含めた
全国民的課題としての生活設計が必要とされている。
　本講義では、高齢社会の諸相をできるだけ正確に描写し、そのような社会において、各世代の人はいかな
る生活課題を有し、その解決のためにはどんな生活設計が必要であるのか。そのための情報を可能な限り適
切に提供することをめざしている。

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）

高齢人口の増加と年少人口の減少を特色とする高齢社会
では、生活様式の個人別化や多様化が進み、それに付随し
て現れる様々な生活問題への個人的、社会的対処が必要と
なってくる。特に、生産・開発主義優先の高消費型社会か 松村祥子 松村祥子

1 高齢社会とは ら、自然と人間生活の調和をはかる新しい生活原理と社会 （放送大学 （放送大学

システムが求められている。 教授） 教授）

加齢変化の内で萎縮性退行性の性格を持つものを老化と
いう。遺伝子的にプログラムされた一次性老化と、環境化 鬼頭昭三 鬼頭昭三
因子などによって左右される二次性老化に分けられること （兵庫大学 （兵庫大学

が多い。脳という肉体の老化の結果として心理的精神的変 教授） 教授）

2 高齢者とは 化が起こる。細胞、r g織、臓器、個体にとっての退行性の
機能低下としての老化は、高齢に至って初めて現れるもの 仙波純一 仙波純一一
ではなく、ヒトでは20才の頃一斉にスタートし、その後絶 （放送大学 （放送大学

えず進行するプロセスである。その結果としての高齢者の 助教授） 助教授）

肉体的、精神的変化について述べる。

高齢社会における長寿化と少子化の現象が個人の家族的
関係のあり方にもたらす変化として、①親子関係の長期化
（半世紀にわたる親子関係）、②家族内における親子関係

の単純化（特定化）、③家族関係の多世代化の3点をとり 嶋崎尚子 嶋崎尚子
3 家　族　生　活 あげ、諸統計をもとに述べる。また未婚化・子どもをもた （放送大学 （放送大学

ない夫婦の出現との関連から家族外生活者の増大について 助教授） 助教授）

もふれる。

一生涯発達、自己実現に資する家庭経営上の課題を、①生
活標準化作用を受けやすい高齢世帯、②就労引退と家庭経
営、③高齢者介護サービス、④世代の違いによる自己形成 清野きみ 清野きみ
力（家庭経営技術と生活目標）、⑤世代間・次世代間平等 （北海道教 （北海道教

4 家　庭　経　営 からとりあげる。 育大学名誉 育大学名誉
教授） 教授）

高齢者の社会参加について、就労・地域活動という面か
ら考える。高齢者の就労実態、シルバー人材センターや老
人クラブの活動、高齢者協同組合などの新しい取組を紹介 山田知子 山田知子

5 社　会　参　加 しながら、高齢者自身が地域社会の新しい担い手としてど （放送大学 （放送大学

う社会とかかわっていくか、これからの高齢者の社会参加 助教授） 助教授）

のあり方を考える。
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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）

衣服は人の外観を造るものであるところがら、人々の商
品選択には、衣服の外観的品質に重点が偏りやすい。快適
な生活の創造に向けての商品選択や消費者要求のあり方に 酒井豊子 酒井豊子

6 衣　　生　　活 ついて、衣生活を中心に考える。 （放送大学 （放送大学

教授） 教授）

1
高齢社会において、特に高齢者は健康であることが老後

…
§

の幸せの鍵になるといっても過言ではなかろう。健康で長
��Sうするためには青年・成人期、いや発育期からの適 今井悦子 今井悦子

7 食　　生　　活 切な食生活が不可欠である。この章では、健康な高齢期を （放送大学 （放送大学

迎えるために大切な、発育期からの食生活設計を概説する。 助教授） 助教授）

1　高齢社会における諸問題のかなりの部分が、住まいの問

1題に起因するといって過言ではない。そして住まいの問題

は、結局のところ高齢者家族のあり方と密接な関わりを持 本四博文 本間博文
8 住　　生　　活 つことも自明である。住まいを通して今後の高齢者の家族 （放送大学 （放送大学

の動向を考察し、その結果に基づいた住宅改善の方向を探 教授） 教授）

き
る。

①余暇と余暇活動の意味づけ、②余暇活動の実態、③高
齢者と余暇活動（実態と希望）、④高齢者と運動（老化と
運動、高齢者のトレーナビリティ）、⑤高齢社会における 渡邉　　融 渡邉　　融

9 余　暇　活　動 スポーツ （放送大学 （放送大学

教授） 教授）

老年期になると、心身ともどもいろいろな病気にかかり
やすくなる。統計的にみても、ガンや心筋梗塞による死亡
が増え、脳では脳梗塞や老人性痴呆などが始まり、一部の 仙波純一 仙波純一

1◎ 医　　　　　療 疾患については、現在でもその進行が不可逆である。本章 （放送大学 （放送大学

では老年期に特徴的にみられる疾患とそれに対する医学的 助教授） 助教授）

な対策を述べるだけでなく、社会的な観点から医療あるい
は福祉制度としての老人医療を考えてゆく。

高齢社会の社会福祉は、高齢者の福祉にとどまるもので
はない。だれもが必要に応じて福祉サービスの受け手にな
ることからも、すべての国民に共通する生活課題なのであ
る。エンゼルプラン、新ゴールドプラン、障害者プランを 三ツ木任一 三ツ木任一

11 社　会　福　祉 中心として、生活者自身が主体的に参加する、権利として （放送大学 （放送大学

の社会福祉のあり方を検討したい。 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）

高齢社会は高齢者だけの問題ではない。社会全体が成熟
し、変容していく過程で、高齢者の比率が高まるという現 古谷　　博 古谷　　博

12 生　ま　れ　る 象が顕在化してくる。新しい生命を、社会としてどのよう （昭和女子 （昭和女子

に保障するのか、わが国の今後の社会に与えられた重大な 大学講師） 大学講師）

課題である。

人生10⑪年87万3600時間を、人間の発達と生活
の安定のためにどう配分すればよいのだろうか。生活費、

13 生　　き　　る 生活時間、生活空間、生活意識の変化をたどりながら、我 松村祥子 松村祥子
々の置かれている生活環境の特徴を明らかにするととも
に、そこで生きることの積極的意味を考察してみたい。

人は、死を意識しながら生きている唯一の生物である。
細胞の死、固体の死はそれぞれ固体の保持、種族の維持の

14 死からみた生 為に必要な合目的現象である。主として生物学的立場か 鬼頭昭三 鬼頭昭三
ら、細胞死及び固体死の持つ意味について論じ、それを基
盤として、ヒトの死のもつ社会的、文化的意義についても
論じる。

高齢社会を暗くて、展望の持てない深刻な社会が到来す
ると考えるのは間違いである。各回の講義内容を踏まえ 鬼頭昭三 鬼頭昭三

15 高齢社会の て、日常生活の各分野にわたって普段から目標を立て、自 本闇博文 本間博文
生活設計 助努力を怠らず、なおかつ充実した公的な支援体制を整備 酒井豊子 酒井豊子

することによって、国民等しく豊かな老後を過ごすことが 松村祥子 松村祥子
出来るような未来社会のあり方を考える。
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＝近代社会と人生経験（’99）＝　（R）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：正岡寛司（早稲田大学教授）主任講師1嶋崎尚子（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　近代人近代社会は、前近代の伝統や生活様式を破壊し、そして別のさまざまに新しい生活様式をつくりだ、
し、それらを制度化してきた。講義では、近代社会において広く普及した事柄を取り上げるが、その際とく
に人びとが人生において経験する出来事のタイミングや出来事の配列に注目しながら、近代社会の特徴とそ’
の変化の趨勢を記述し、説明することに主眼をおくことにする。
　講義では、近代人にあらわれた人生経験の特徴を、信頼できる時系列データー個人のパネルデータや
コーホート法による出来事経験データーによって明らかにしていく。そのデータは、アメリカ、ヨーロ
ッパ、そして日本で長い年月をかけて収集された貴重な資料からなうている。

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）

最近100年間における人間生活ならびに人生の組織化 正岡寛司
にあらわれた変化は、これに先立っ数千年の間にあらわれ 正岡寛司 （早稲田大

1 近代社会の生成 た変化をはるかに凌ぐものであったかもしれない。たとえ （早稲田大 学教授）

と変容 ば、人間の平均寿命もこの間に著しい伸長をみせた。人生 学教授） 嶋崎尚子
の延長は人びとにいったい何をもたらしたのか。 （放送大学

、助教授）

人が時間のなかを生きるのではない。むしろ、人の経験
が時間を作りだすのだ。近代人の精神的特徴は、その時間
意識の強さ、厳しさ、そして重要さにある。近代社会に先

2 近代化とライフ 立つ牧畜・農耕社会において、人ひどは自然のサイクル時
コース 間を生きていた。産業社会は時間の正確な測定、時計の普 正岡寛司 正岡寛司

及から始まった。現在では、時間は人びとにとって、貨幣
にまさる価値をもっているかもしれない。それゆえ、人生
の時間的組織化は誰にとってももっとも重要な人生課題で
ある。

子どもは家族・家庭を介して全体社会・時代と接触する。
子ども期における大きな歴史的出来事との遭遇は、子ども

3 経済恐慌と子ど の生活をどのように変えるのだろケか。また彼らのその後
も、そして家族 の人生経験にどのような刻印を押すのだろうか。大きな外 嶋崎尚子 嶋崎尚子

的圧力を受けたとき、子どもはどのように大人になってい
くのだろう。子ども期に大恐慌を経験した者たちの人生経
験をとおして考えていく。

教育を受けることは、個人が近代社会において自らの人
的資源を獲得するための経験である。教育経験がその後の

学校キャリアと 職業選択の分岐に対して構造的にもたらす影響をイギリス 同　上 同　上
4 職業キャリアの のNCDSデータを用いて考察する。学校での位置は、そ

選択 の後の人生経験をどれほど広げるのか、あるいは狭めるの
か、敗者復活はあるのか、構造上の位置の連結（パスウェ
イ）の揺らぎから考えていく。

青年期、あるいは／そして若者期が社会制度として成立
し、そして世界的規模で広く普及したのは近代、とくに20
世紀の現象である。青年期には達成すべき生活課題が含ま 正岡寛司 正岡寛司

5 近代青年の役割 れている。親の家族からの独立、学業あるいは職業訓練の
移行 修了、労働力への参入、そして結婚と家族形成である。本

章では、期待される役割移行の順序と、その期待から外れ
た場合の社会的効果について考察する。

青年期あるいは／そして若者期を経過した若い成人は、
配偶者をみつけて結婚し、やがて次の世代を再生産する。
このような世代間の再生産過程をとおして人間社会は時間

6 結婚と離婚 的に継続していく。近代社会はこの社会的再生産過程に大 同上 同上
きな転換をもたらした。
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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）

7 人生の転機

　人びとはその人生航路においていくどかの大きな軌道修
ｳの出来事・状態（転機）を経験する。転機となる出来事
ﾍさまざまである。それらの中の1つに、自分自身が選択
ｵたのではない種類の社会的事件、たとえば戦争や経済的
蝠s況によってもたらされる予期せざる変化や転換がある。
岺?ﾌ効果はその時代を生きるすべての人びとになんらか
ﾌ影響を与えるが、その時期を青年期において遭遇する若
ﾒたちは直接的に戦争に動員されていく。

正岡寛司 正岡寛司

8

働く母親の心理
I福利と社会環

ｫ

　20世紀、とくに第二次世界大戦以降における社会的変化
ﾌうち、もっとも顕著な趨勢の1つは女性の労働力参加、
ﾆりわけ乳幼児をもつ母親たちの就業参加である。若い母
eたちの就業継続は家族における性別役割分担にいかなる
ﾏ化をもたらしたか。また、若い母親たちの心理的な満足
xは就業を継続することによってどのような影響を受けた
ｩ。そして、若い母親たちの満足度は国家政策の改善策に
謔ﾁて高まったかどうか。本章では、スエーデンのパネル
fータを用いて若い母親および父親について考察する。

同　上 同　上

9 サラリーマンの

ｸ進

　近代産業社会においては、個人の職業キャリア（職業生
?jは企業組織間・内の職位や職務の移動に特徴はづけら
黷驕B終身雇用制・年功序列制雇用慣行システムを擁する
坙{企業社会にあって、サラリーマンはどのようにピラミ
bド型の職位・職務体系を移動していくのだろうか。大企
ﾆホワイトカラー男性社員の人事管理データに基づいて、
ｻの日本固有のメカニズムを明らかにする。

嶋崎尚子 嶋崎尚子

10 家族時間の意味

　基幹産業を支える多量なブルーカラー労働者。彼らめ職
ﾆ生活は、家計経済の家族戦略に組み込まれた形で展開し
ﾄいく。近代社会の産業勃興の歴史は、ブルーカラー労働
ﾒと彼らの家族のライフコースにほかならない。アメリカ
㍼O国1830年代から1世紀にわたる紡績産業の盛衰と労働
ﾒ・労働者家族の事例から産業勃興期におけるブルーカラー労働者と家族の人生経験をみていく。

同　上 同　上

11 中年期の親と子
ﾇもの三三過程

　人生に組み込まれた生活段階のうち、子ども期、青年期、
ｻして老年期についてかなり多くのことがわかっているが、
?N期についてはあまり多くのことがわかっていない。
u中年」という言葉が示すように、その意味は人生の中程

ﾌ期間をあらわしているだけで、その内容は明確でない。
{章では、子育てと親の介護という2つの重大な社会的役
р�牛sしながら、しかも自身に身体的・精神的な変化の
寥�ｪあらわれ始める中年の親、とくに母親を取り上げる。

正岡寛司 正岡寛司

12 定年退職と家族
ﾌ生活段階

　定年退職はそれまでの成人期を通して生活の中心的領域
�閧ﾟてきた職業生活に別れをつげることの第1歩である。
o来事としての定年退職、そしてその前後のキャリアのあ
閧謔､は、家族の生活段階（家族時間の進行）と共時性を
烽ﾂ。働くこと（仕事）と愛することて家族）という近代
ﾐ会の人生テーマが結実しぐ収穫される時期である。ホワ
Cトカラー・サラリーマンのデータから考察していく。

嶋崎尚子 嶋崎尚子
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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）

近代における2つの側面における劇的な変化、すなわち
個人の寿命の著しい伸長と福祉国家の形成とは、高齢者の
生活に劇的な変化をもたらした。しかしだからといって、

蔓3 高齢期への移行 パ門ソナルな面における世代間関係のニーズと欲求が低下 正岡寛司 正岡寛司
と生活満足 しているわけではない。定年退職をした子どもたちが超高

齢の親たちの介護にあたるという現象も稀ではなくなった。

高齢者のライフスタイル、および既婚女性の未亡人期に
ついてパネルデータを用いて考察する。その際、とくに先

高齢者のライフ 行要因が現在のライフスタイルにいかなる影響を及ぼして
14 スタイルと未亡 いるかに焦点を合わせる。また、人生の最後に必然的に訪 嶋崎尚子 嶋崎尚子

三期への移行、 れる死は、死にゆく当人のみならず残された家族や友人に
そして死 とっても危機的移行であるとみなされる。死に方にも近代

社会は大きな影響を及ぼした。

近代社会における人生経験過程への具体的な研究を詳細
に考察することからえられた成果ならびに残された課題を

ポスト・モダン 提示する。とりわけ日本における今後の研究展開の方向性 正岡寛司
15 と社会文化的ラ と可能性を探っていく。 嶋崎尚子

イフコース 嶋崎尚子
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＝着ごこちの追究（’99）＝（TV）

〔墾熱：騨懸姦㌢冥蟻妻教勘

全体のねらい
　健康で快適な衣生活を実現・維持するうえに重要な衣服等の着心地について、衣服の構成・構造や、素材
の性能についての認識と、人の体系・寸法や感覚・生理の理解に基づいて科学的に追究し、着心地の良さを。
人間と衣服の感覚的・生理的適合の面から明確にする。

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）

衣服に期待されるさまざまな機能を概観し、その中にお 酒井豊子 酒井豊子
ける着心地の位置づけを考察するb着心地を人の感覚との （放送大学 （放送大学

1 着ごこちのよさ 対応について追究する科学の範囲と内容について概説する。 L教授） 教授）

とは 田村照子 田村照子
（文化女子 （文化女子

大学教授） 大学教授）

肌触りに関係する衣服の要因とその評価法を概説する。 丹羽雅子
衣服と皮層　① また衣服の汚れ吸収性と衣服の快適性との関連について触 丹羽雅子 （奈良女子

2 肌ざわりと着こ れる。 （奈良女子 大学学長）
こち 大学学長）

酒井豊子

衣服による皮膚障害、皮膚アレルギー、衣服のダニ、衣
衣服と皮層　② 服による紫外線防御等、衣服と皮膚の安全性を巡る諸問題 酒井豊子

3 安全性をめぐる を取り上げ考察する。 酒井豊子
諸問題 田村照子

個人個人の身体寸法に適合した衣服製作の基本概念、体 松山容子
型・寸法の把握方法、体型分類：、ならびに、既製服サイズ 松山容子 （大妻女子

4 衣服と身体寸法 の現状について概説する。 （大妻女子 大学教授）

大学教授）

酒井豊子

衣服による身体拘束の指標となる衣服圧のメカニズムと
測定方法について述べ、衣服圧が身体に及ぼす悪影響や振 田村照子

5 衣服圧と身体 動抑制、血液循環促進等の作用について考察する。 田村照子
拘束 酒井豊子

着心地のよさを、人間の温熱生理的適合性の視点から理
解する基礎として、温冷感受性、皮膚温調節、発汗調節な

6 ヒトの体温調整 どヒトの体温調節の仕組みについて概説する。 同　上 同　上
機能

衣服による保温と放熱の機構を考察し、暑熱・寒冷環境
下での快適な着心地について、衣服の素材、形、着方など

7 衣服による体熱 の面から考察する。 同　上 同　上
放散調節
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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）

不感蒸散や汗の放散に衣服がどのように関わるかを理解
し、水分移動に関し快適な着心地を担保する衣服素材の性 田村照子

8 衣服と水分蒸散 能について理解を深める。 田村照子
酒井豊子

特殊環境を含むさまざまな環境条件下における、快適衣 道明三保子
三内気候形成のための衣服の選択と着装について考察し、 道明三保子 （文化女子

9 環境適応と衣服 気候・風土と密接に関わって成立してきた衣服・服装の実 （文化女子 大学教授）

例を世界の民族服の中から検証する。 大学教授）

田村照子

着用・洗濯の繰り返しによる衣服性能のさまざまな変化
を着心地の劣化、あるいは、着心地性能の維持という視点 酒井豊子 酒井豊子

10 着ごこちの耐久 から考察する。
性 丹羽雅子 丹羽雅子

病床にあるときの衣服、身体の不自由に対応した衣服等
について、さまざまな事例を見ながら、着用者にとって、 酒井豊子

11 身体ハンディ あるいは、介護者にとって快適で便利な衣服を考察する。 酒井豊子
キャップと衣服 田村照子

脳波等の生理反応による眠りの質の観察と、保温、透湿、
体圧分布などの面から、快適な眠りを得るための寝具・寝 田村照子

12 寝ごこちのよい 衣の役割と条件を考察する。 田村照子
寝衣・寝具 酒井豊子

さまざまなスポーツの分野で、ウエアの改良が記録の更
新に貢献している。スポ「ツウエアにおける素材・形・寸 酒井豊子

13 スポーツと衣服 法などの工夫の例を取り上げる。 酒井豊子
田村照子

解放性履物、閉塞性履物などのタイプ別に、歩行補助道 眞家和生
具としての機能性と、通気性保温性などの観点から快適性 三家和生 （大回女子

14 快適な履物 について考察する。 （大妻女子 大学講師）

大学講師）

酒井豊子

人間の活動の広がりに対応して衣服に期待される安全性、
快適性の考え型と、資源・環境問題、情報化、国際化、高 酒井豊子 酒井豊子

15 着ごこちの追究 齢化などに対応した今後の方向について考察する。
一今後の課題 田村照子 田村照子
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＝： n域と食文化（’99）＝　（R）

〔主任講師：石川寛子（武蔵野女子大学短期大学部教授）〕

全体のねらい
　日常営まれる食生活は、地域によって用いる三二、調理・調味の仕方、供食形態等に相違がある。また日
本各地には、郷土食として長く伝承されて来た独特のすぐれた食物が数多い。こうした地域が生み育んだ食
文化を通して、地域間の相違、特色、変化を学び、地域と食文化との関わりを理解することが本教科のねら
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 地域と食文化と

ﾌ関わり

　食の文化は時代、階層、地域によって、それぞれ異なっ
ｽ特徴を示すが、なかでも食生活が営まれる地域の気候や
欄y、産物等との関わりや影響が大きい。これにより独自
ﾌ、独特の文化が生まれ、これが波及し伝承されて一つの
ｶ化圏が構築されることを講義する。

石川寛子
i武蔵野女

q大学短期
蜉w部教授）

石川寛子
i武蔵野女

q大学短期
蜉w部教授）

2 主食の変遷と地

謳ｫ

　日本の主食は、古くから米が中心であったといわれてい
驍ｪ、その種類や形態は、時代、地域、階層により異なっ
ﾄいる。時代によるちがいを学ぶとともに、近世、近代を
?Sに地域による主食の種類・形態のちがいをその特徴お
謔ﾑその形成要因について考える。

江原絢子
i東京家政

w院大学教
�j

江原絢子
i東京家政

w院大学教
�j

3 粒食の地域性
i米・麦・雑穀）

　日本において日常食の中心となった「飯」は、米・麦・
G穀などを粒のまま利用したもので、このような形態を
u粒食」とよぶ。各地域で伝統的に食べられてきた粒食に

ﾂいて日常食、行事、儀礼食における特徴とその食べ方を
wび、地域の特性を考える。

江原絢子 江原絢子

4 粉食の地域性

　穀類の摂取については、米を中心にした粒食と小麦を中
Sにした粉食に大別される。粉食においては、パンと麺が
ｻの大部分を占め、全国的に画一化している。しかし、調
揩ﾌ仕方や食べ方には地域の独自性がみられる。こうした
n域性や主食における粉食の地位について考察する。

三田コト
i長野県短

咜蜉w教授）

三田コト
i長野県短

咜蜉w教授）

5 丁丁の地域性

　自生のやまいもと稲作以前に伝来したさといもを儀礼食
ﾆする地域は多い。さつまいもとじゃがいもは江戸時代救
r食品として広まり、前者は西日本の食糧：供給の安定化に
v献し、後者は洋風料理と共に普及した。生食の他、保存・加工の地域特性にも言及する。

大坪藤代
i長崎女子

Z期大学助
ｳ授）

大坪藤代
i長崎女子

Z期大学助
ｳ授）

6 豆利用の地域性

　日本の食における豆の利用は、特に大豆において多彩で
?閨A重要である。普遍的に分布する豆腐に対して、未熟
蜩､の食用が東日本に偏在する如く、その利用の仕方に地
謳ｫが認められる。大豆を主にしながら、豆利用の地域性
ﾉついて解説し、考察する。

本間伸夫
i県立新潟

落q短期大
w名誉教授）

本間伸夫
i県立新潟

落q短期大
w名誉教授）

7 野菜果物三三の

n域性

　日本列島の南北への広がりと多様の気候のもとで、それ
ｼれの風土に適した野菜・果物が栽培されてきたが、水分
ｽく軟質のため輸送・貯蔵に不適であるので、産地での消

?ｪ原則であった。野菜・果物摂取の地域性を風土、生産、
ﾁ費の立場から解説する。

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 魚食の地域性

　四面を海に囲まれ、また河川・湖沼に恵まれたわが国で
ﾍ、古くから各地に水準の高い魚食文化が展開している。
ｱれについて解説するとともに、その中から代表的な魚食
`態をいくつかとりあげ、その分布状況を地域的に考察し、
寳Hの地域性について考察する。

石川寛子 石川寛子

9 肉食の地域性

　肉食禁忌の長い歴史を持つわが国では、山鳥・鯨以外は
ﾛ食形態の地域性は薄い。とはいえ、明治の解禁時の農耕
ﾆ畜の種類や、中国との交流等が反映し、肉の種類に地域
ｫがみられる。また外国の料理を伝統的な調理法で適応さ
ｹ、独自の発達をしたありさまをみていく。

大坪藤代 大坪藤代

10 味付けの地域性

　日本料理の味つけは、みそ、しょうゆなど発酵性調味料
ｪ中心となっているが、その使い方には地域による特徴が
ﾝられる。うどんなど麺類の味やみその味の違いなど地域
ﾉよる味つけの特徴的事例をあげながら、その地域分布と
v因などにつて考える。

江原絢子 江原絢子

11 茶菓子文化の
n域性

　中世以降、各地の美しい風物、器物を模した煉物、焼物、
ｼ生物等、銘菓が続出し、同時期の「茶の湯」の発達と
u一服の茶」の伸展にともない、全国に広まった。この菓

qと茶の二つの分布を地図上で重ね合わせ、これらが織り
ﾈす文化の地域性について考察する。

石川寛子 石川寛子

12 餅の地域性

　日本において餅は、古くからハレの日の食物として、さ
ﾜざまな種類の、さまざまな形態の餅が生活の中にとり込
ﾜれてきた。ここでは「半つぶし餅」　「雪餅」　「粉餅」
u混ぜ餅」等の餅の形状と用途、そして食べ方を通して、

驍轤ｵの中の餅の地域性を考察する。

同　上 同　上

13 すしの地域性

　現在わが国でみられるすしには豊富なバリエーションが
?閨A郷土料理として認識されているものも多い。ここで
ﾍそれらを例示しながら、日本におけるすし文化の多様性
竰n域性を紹介するとともに、そうした現状を生み出すに
鰍ﾁた背景について考察する。

日比野光敏
i市邨学園

Z期大学助
ｳ授）

日比野光敏
i市邨学園

Z期大学助
ｳ授）

14 漬けものの地域

ｫ

　日本における日常食の基本は、飯・みそ汁・漬けもので
?ﾁた。漬けものは、各地域でその産物を塩や酢で漬けて
ﾛ存食としたのが始まりである。その後、調味料の発達に
ﾂれて調味漬けや旬の野菜の浅漬けなども惣菜化してきた。
n域の特産品もあり、地域と関わりも検討する。

三田コト 三田コト

15 地域振興と食文

ｻ

　21世紀の食生活は、それぞれの地域に住む人々が、地域
ﾌ特性を充分に踏まえ、知恵と努力によって創造し伝承し
ﾄきた独自性の強い食べ物を大事にしながら、その同質化
ﾉ努力し社会性を高めることを理解し、地域振興との関わ
閧ﾉついて考察する。

石川寛子 石川寛子
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＝世界の住まいと暮らし（’99）＝　（TV）

〔主任講師：服部峯生（千葉大学教授）〕

全体のねらい
　世界の人口の大部分が都市に住む時代である。講義の中心は、世界の都市居住の実態一住まいと暮らし一
から、その都市居住の理想と今後の姿を求める講義とする。主な特徴は、以下である。
D　地球上には、様々な形の都市の住まいがある。都市住宅の先進国である欧米に焦点をあてて、その立地
　環境、歴史・文化による違いを、住まいの豊かさとして紹介する。
2）　未来の住まいに必要な条件について、多様性、生活、文化や環境の観点から、その取り組みの事例を取
　り上げ解説する。

3）　都市居住の大極にある未開や辺境の住まいについての講義を組み合わせて、住まいのあり型の過去と未
　来、世界と日本を対比して考える。
4）　授業の資料としては、現地取材ビデオ映像や写真映像などのビジュアルな情報を用い、建築のイメージ・
　によって、平易で魅力的なものにする。

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 住まいの豊かさ

　イギリスの住まいと街の事例（プレーズハムレットの環
ｫ、ビバリーの環境・生活）を通して、人々の日常生活の
Lかさを語る。その中で住まいが暮らしに対して持つ役割
�lえる。さらに、講義の目的を述べ、世界の住まい一中
巣сIトン・イエメンの高層住宅一の多様性、特に都市住
﨟E住宅地の様子、歴史を外観にしながら、これからの住
ﾜいの課題と条件を考察する。

服部峯生
i千葉大学

ｳ授）

服部峯生
i千葉大学

ｳ授）

2 原点の住まい一
Aジアの住まい

　アジアの辺境地域の各地には、いまだ十分に紹介されて
｢ない風俗を維持する住まいの伝統がある。その風俗と生
?､同体を前提にした暮らしと住まい・集落の様子を学ぶ。
ｻれらと忘れられた日本の伝統とのつながりも示唆する。

同　上 同　上

3

原点の住まい一
H一ゲ海の住ま

｢

　同様にエーゲ海などの島娯の各地には、いまだ十分に紹
薰ｳれていない風俗を維持する住まいの伝統がある。その
卵ｭと生活共同体を前提にした暮らしと住まい・集落の様
qを学ぶ。それらの都市住宅・住宅地への示唆を学ぶ。

同　上 同　上

4 歴史の中の住ま

｢とインテリア

　ヨーロッパの都市住宅とその住宅地の構成を、伝統的な
Zまい（イギリス・サセックスの民家村）、イタリアの
ﾃ代住宅の史跡（ローマ・オステイア）などの住まいの事
痰ﾉついて、現地写真や図例を中心に、住まいを歴史的に
�烽ｵ、その多様性が現在に伝えられていることを概説す
驕Bまた、ヨーロッパの住まいのインテリアの伝統につい
ﾄも、暮らしを視覚的に紹介（ウルビノの住まい）する。
ﾁに、歴史文化、気候環：境などと住まいの形の発祥の関係、
Zまい方と民族性などの関連について、論ずる。

同　上 同　上

5

都市住宅地のは
ｶまり一集合と

P位

　都市の住まいは、多様な単位と群という集合でできてい
驕Bその単位は、都市の集積のために、コンパクトで高密
ﾅある。群としての住まいは、その配置（集合形成）に、
l々の社会生活を表現する。これらについて、イタリアの
ﾃ代都市の集合住宅の史跡（ローマ・オステイア）、ス
yインの歴史都市（グラナダとその周辺）、パリの中世
ﾌイメージを残す街区（セントポール街区）、バルセル
iの計画的に作られた街区（セダーによる計画街区）、アムステルダムの閉鎖型街区の都市住宅（アムステルダム

?煤jなどを例に、都市の住まいおよび、その集合のパターンを楽しく紹介する。

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）

6

欧米の都市住宅
n一囲み配置の
Zまい

　伝統のパリの中世のイメージを残す街区（セントポール
X区）から、20世紀初頭の改良型の都市計画アムステルダ
??白n区計画、中庭型住宅（パリのビットルージュ住宅
n、ベルリンのメーベスの街区、ウイーンのマルクスホ
t）、さらに1980年以降の欧米の都市型住宅計画（ロッテ
泣_ムのスパンゲン街区、ベルリンのパーダーボーナー街
諱Aストックホルムのスカルプナック住宅地）まで、都市
Z宅・住宅地の流れを紹介し、考察する。特に、パリの都
s生活の様子を紹介し、街区の防御性が重視される実態に
ﾅ点をあてる。

同　上 同　上

7

楽しい様々な住
ﾜい一集合住宅
ﾌ展開

　ローマ時代からの集合住宅の歴史を概観する。はじめに、
W合住宅の成立要因を、古代ローマの集合住宅遺跡を示し、
�烽ｷる。特に、近世に発見された集合住宅は、どのよう
ﾈ経緯で典型的なフラットの平面計画や住棟計画に至った
ｩについて、英国の20世紀初頭のLCC住宅（ロンドン、ページ通りの住宅）を例示し考える。その後、住戸の多様

ｫとして、タウンハウス（ロンドンのベルグレービア）、
??^集合住宅（スウェーデン・スカルプナック）、メ
]ネット住宅（コルビュジェのマルセイユ・ユニテ）、
注N環境住宅のモデル（ベルリンの事例）から、住棟の多
l性として、オランダの樹状集合住宅、ベニスを再現しよ
､としたロッテルダムの集合住宅（オフデック）、超高
w住宅（ロンドン・バービカン）まで、さらにはコーポラ
eィブ住宅など多様な発展を、スタイルブックや現地取
ﾞ（パリ大学エルブ教授のインタビュー）、写真で説明
ｷる。

同　上 同　上

8

楽しい様々な住
ﾜい一カントリーハウスからデ

Uインハウスへ
ﾌ展開

　欧米の独立住宅の実態を、歴史的なカントリーハウス
iコッツオルズ）を紹介するとともに、そのモデルとなっ

ｽ古典の住宅（ロンドン郊外の様々な宮殿やカントリーハ
Eス、ローマのビラやパラッツォ）、20世紀をリードし
ｽ建築家のアイデア（マイヤーのアテニウム）を取り混ぜ
ﾄ、その変遷を解説する。これらから各国のスタイルブッ
Nに見られる個性を楽しく考察する。欧米のあこがれの住
ﾜいについて、貴族の理想の住宅であったカントリーハウ
Xから、都市居住者のホワイトカラーたちが求めた独立住
薰ﾖと展開した系譜として解説する。

同　上 同　上

9

郊外住宅の形一
c園都市からニ
?[タウンまで

　ヨーロッパの20世紀の郊外住宅地の歴史を概観する。特
ﾉ英国の田園都市（コッツオルズ）、最初のニュータウ
刀iドイツベルリンのジーメンシュタットや、イギリスの
wンメルハンプステッド、ハーロー）、現代のニュータ
Eン（ドイツ・ベルリンのニュータウン）までの歴史を概
ﾏし、都市と郊外住宅のかかわり、その結果としての郊外
Z宅の計画の特性を考察する。特に、第二次世界大戦後、
Z宅復興のために欧米で大量に建設されたニュータウンの
W合住宅は、今や耐久性の寿命が終わり、再生を待ってい
驕A年を取った住まいの運命と今後の課題（イギリスのシ
Fフィールド、ボストンーハーバーポイント）について、
l察する。総合として、専門家のインタビューを行う。

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）

10

都心住宅地の形一タウンハウス

ｩらインフィル
nウスまで

　欧米の都心住宅地の歴史を、健康、復興、再生、可変な
ﾇの価値観の変化として、概観する、特にパーティーウォールによるインフィル住宅の意味について考察する。まず、

pリの都心に住む専門家の家を訪問する。事例としては、
Cギリス・ロンドンのベルグレービア地区、ベルリンの
hBA街区、ロンドンバービカン、サンフランシスコのタ
Eンハウスとゴールデンゲート住宅などの紹介による。

同　上 同　上

11 アメリカの住ま

｢一郊外の理想

　ヨーロッパからの移住に起源を持つ、アメリカの都市住
薰ﾌ理想は、20世紀のはじめに郊外移住のブームとなった、
ｻれによって生まれた郊外住宅を、解説する。まず、アメ
潟Jの生活を、ニューヨークに長く住む専門家に語っても
轤､。事例としては、インヂアナ・ニューハーモニーのヒ
Xトリック・ニューハーモニー、ニューヨークのフォレス
gヒルズ、ワシントンのレストン、サンフランシスコのフ
Hスターシティー、都心に郊外を実現したサンフランシス
Rのゴールデンゲート住宅などによる。

同　上 同　上

12

アメリカの住ま

｢一高層プール
ﾆスーパーのあ
髏ｶ活

　もうひとつのアメリカの住まいの典型として、特に超高
w住宅の住まいに焦点をあてる。ニューヨーク、シカゴに
ﾍ数多くの世界一高い超高層住宅があり、アメリカの定番
ﾌ住宅となっている、そのような高層住宅の作りと暮らし
�Tる。事例は、高層集合住宅の始まりとされるニューヨークのダコタハウス、さらにルーズベルトアイランド、同

ｶく1199プラザ、シカゴのジョンバンコックセンターの現
n紹介と多数の写真による。現地の超高層住宅で生活する
坙{人のインタビューを行う。

同　上 同　上

13

未来の住まい一
ｧ体の街の住ま

｢

　コルビュジェのマルセイユのユニテは、生活施設を内蔵
ｵコミュニティーとして自律する住まいであった。このよ
､な自立型の集合住宅の起源は、古くユートピア思想とと
烽ﾉあり、その事例をロンドンのドルフィンスクエア住宅、
�ﾐ介する。現在ではさらに助け合って住む住まいが、高
諶ﾒの集合住宅やコーポラティブ住宅（スエーデン・エス
鴻u）など、多様に見られる。

同　上 同　上

14

未来の住まい一
ﾂ境としての自
Rと自然知

　豊かな自然を取り込んだ新しい街と住まいづくりについ
ﾄ、デービス市の事例で紹介する。さらに、人工的に計画
ｳれたニュータウンの住宅、高密に集積した都市の住まい
ﾆは異なり、自然の環境に優しい、緑を取り込み、太陽の
Gネルギーを活用し、有害廃棄物など環境への負荷を縮減
ｷる住まいづくりの実態を学ぶ。事例はベルリンの環境共
ｶ住宅、バイオイフィア、オランダのエコニアなどの現地
ﾐ介による。

同　上 同　上

15

世界と日本一ゆ
ﾆりある住まい
�≠ﾟて

　まとあとして、単位の住まいについて、科学技術や工業
ｶ産技術の進歩より、従来の住まいづくりの条件であった、
ｩ然条件が克服され、またより高度に環境条件が制御され
ﾄいく時代となった、このような技術がもたらす未来の住
ﾜいと平均化する実態の住まいを対比して、住まいの課題
�l察する。さらに、集合としての都市住宅地について、
｡後の居住物の生活の変化、コミュニティー・の変化の課題

竅A閉鎖型の再認識、路地型街区などフィジカルな課題を
m認する。

同　上 同　上
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＝こころの健康科学（’99）＝　（R）

〔墾難：駕離戯画轟議学籍撫諮惨勤

全体のねらい
　現代社会は、情報量の増大、価値基準の多様化、家族形態の変化など、ひとむかし前と比べて急速に変化
しっっある。このなかでおびやかされているわれわれの心の健康を考える。心の健康を援：助する仕事にたず
さわる人との役割についても紹介する。

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

現代における心
ﾌ健康の意義

　現代社会で、心の健康を保つことがどうして必要なのか、
ﾜたそれを得るためにはどのように注意し、努力してゆく
ﾗきかについて概観する。以下の章のねらいについて説明
ｷる。

仙波純一
i放送大学

赴ｳ授）

仙波純一一
i放送大学

赴ｳ授）

2

心の病気　（1）

ｸ神分裂病

　精神分裂病は精神障害のうちで最も重要な疾患のひとつ
ﾅある。その推定される原因、症状、経過、および治療法
iリハビリテーションも含む）について解説する。 同　上 同　上

3 心の病気　（2＞

C　分　障　害

　気分障害とは、従来、躁うつ病と呼ばれてきた病態をさ
ｵている。その原因、症状、経過、治療法などについて解
烽ｷる。ストレスの多い現代社会において、心の健康を保
ﾂための具体的な方法についても触れていきたい。

高橋丁丁
i働東京都

ｸ神医学総
㈹､究所副
Q事）

高橋丁丁
i㈱東京都

ｸ神医学総
㈹､究所副
Q事）

4

心の病気　（3＞

s　安　障　害

　不安障害は、以前神経症とよばれていたものの大部分を
閧ﾟている。各種の不安障害の症状や治療法などについて
�烽ｷる。 仙波純一 仙波純一

5

心の病気　（4）

l　格　障　害

　人格障害は、極度の人格の偏りのために、当人自身が苦
ｵんでいたり、あるいは社会的に問題が起きている状態を
wしている。さまざまなタイプの人格障害があるが、講義
ﾅは最近話題になることの多い：境界性人格障害を中心に取
闖繧ｰる。

高橋祥友 高橋祥友

6

心の病気　（5）

Aルコールと薬
ｨ依存

　現代社会の高度発展・多様化・国際化とともに、カルチ
?宴求Eラグをきたし、人間の心はとまどいをみせ、アン
rヴァレントな状況にある。いっときの癒しを求めて、ア
泣Rールや薬物をのむが、いつしか依存していくようにな
閨A嗜癖・乱用へとっき進んでしまう。さまざな社会的問
閨i病気）をひき起こし、精神的に混乱（病気）し、身体
I病気となり、顕在化する。治療的には身体的、精神的、
ﾐ会的にトータルな治療・ケア・教育が必要である。

榎本　　稔
i榎本クリ

jック院長）

榎本　　稔
i榎本クリ

jック院長）

7

精神科医療にお
ｯる精神科医の
d事：その1

　現代の精神科医療においては、精神科医、看護i者、臨床
S理士、ソーシャールワーカーといった多分野の専門家が
`ームを作って、心の問題を抱えた人の治療にあたってい
驕Bそのような現状の中での精神科医の役割について解説
ｷる。

高橋三友 高橋祥友

一307一



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

精神科医療にお
ｯる精神科医の
d事：その2

　引き続き前回の内容について取り上げる。なお、放送で
ﾍ、2人の精神科医による対談を通じて、実際の現場での
ｸ神科医の役割やさまざまな問題点、そして将来への展望
ﾈどについて話し合う。

高橋三友 高橋三友

9

精神科医療にお
ｯる臨床心理士
ﾌ仕事：その1

　仕事の第1は、評価・査定である。対象の年令は、乳
c児から老年までと幅広く、内容的には、発達、知能、人
i、作業能力などを、心理検査などの様々な媒体を用いて、
]価・査定する。また、個人とその家族との相互作用も対
ﾛとなることがある。

　　　溝口純二
i働東京都精神医学総合

､究所臨床心理研究部門
蜚C研究員）

10

精神科医療にお
ｯる臨床心理士
ﾌ仕事：その2

　仕事の第2は、心理療法・カウンセリングである。対象の年令は、この場合も乳幼児から老年までと幅広く、内容

Iには、個人の抱えている精神的な苦痛に対して、心理的
ﾈ援助をおこなう。また、家族の働きかけをおこなうこと
烽?驕B

溝口純二 溝口純二

11

精神科医療にお
ｯる看護婦（士）

ﾌ仕事：その1

　病院を含めた地域社会の中で、精神障害者及び家族のケ
@とその自立を支えるための援助のあり方について、精神
ﾈ看護に携わってきた立場から論じる。また、地域の諸資
ｹを活用するために必要な他職種との連携について述べる。

田上美千佳
i（助東京都

ｸ神医学総
㈹､究所主
C研究員）

田上美千佳
i（助東京都

ｸ神医学総
㈹､究所主
C研究員）

12

精神科医療にお
ｯる看護婦（士）
ﾌ仕事：その2一精神科看護iか

轤ﾌ発展

　精神科看護からの発展領域として、リエゾン精神看護に
ﾂいて論じる。筆者は、がん患者を対象として個人カウン
Zリングやサポートグループを実施しているが、その実践
�ﾐ介することを通して、心の問題を抱えた身体疾患患者
ﾌ看護について考察する。

廣瀬寛子
i戸田中央

麹√a院カ
Eンセラー）

廣瀬寛子
i戸田中央

麹√a院カ
Eンセラー）

13

精神科医療にお

ｯるソーシャル
潤[カーの仕事
Fその1

　我国において、精神科ソーシャルワーカー（以下PSW
�ｪす）が精神医療の中で、どのような役割を担ってきた
ﾌか概括し、そこから今現在の状況、及び今後の課題につ
｢てふれてゆく。

大原美知子
i働東京都

ｸ神医学総
㈹､究所技
p課主任）

大原美知子
i（財）東京都

ｸ神医学総
㈹､究所技
p課主任）

14

精神科医療にお
ｯるソーシャル
潤[カーの仕事
Fその2

　現在PSWの仕事は単に医療内にとどまらず、地域精神
ﾛ健分野をはじめとして、多岐にわたり、その活動先が広
ｪってきている。それらの具体的仕事を述べながら「精神
瘧Q者の支援」とは何かを考察する。

同　上 同　上

15 現代社会で心の
注Nを保つには

　以上の章をまとめ、いくつかの残されている課題を追加
ｷる。全体をながあて、これからわれわれが社会の中で生
ｫてゆくにあたって、心すべき事柄について考える。また
咜翌ﾅは、地域の精神保健についてゲストにお話していた
ｾく。

仙波純一 仙波純一
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＝＝ 纓ﾃ・社会・倫理（’99）　＝＝（R）

〔圭騰纏嘩賢難井犠議義善教鋤

全体のねらい
　医学生物学の進歩は医療の向上の原動力であるが、さまざまの社会的影響をもたらし、法・倫理にかかわ
ることも少なくない。技術的進歩の恩恵とともに被害を受けるのも患者であり、医療は患者の立場をいつも
考えなければならない。この科目では患者の権利を基本的な観点として、医療・医学と患者および社会との
接点に起こる多岐にわたる問題のなかから、とくに大切な15課題をとりあげ、技術的進歩が本当に人々の役
に立つには個人・医師・医学者・社会・行政はどうすべきかを考える。しかし時間数の関係で医療制度・医
療経済・社会保障などの問題は除く。

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 医学・保健・医
ﾃと社会の接点

　医学は病気を中心とするヒトの生物学であり、学理の探
?�ﾟざした体系をもっている。一方、保健医療は国家の
ｵくみで、法令・予算・施設・専門職・科学技術などの要
fからなっている。医学と保健医療は車の両輪で、その進
烽ﾍ国民の幸福を増すが、ときに好ましくない問題が起き
驍ｱとも少なくない。第1回では医学・医療と社会にはど
�ﾈ接点があり、どんな問題が起きているのかを知るたあ
ﾌ序説とする。

近藤喜代太郎
@（放送大学
ｳ授）

近藤喜代太郎
@（放送大学
ｳ授）

2 医療の倫理と患
ﾒの権利

　医療と社会の接点を考える上で根幹をなすのは倫理であ
驕Bこれは古い課題ではあるが、近年、医療技術の進歩と
走ｯの意識の変化によって新しい段階に入っている。生命
ﾌ始期と終期の問題は別の回に論じられるが、医療の場で
ﾍその他にも生命権と治療決定をめぐって多岐にわたる問
閧ｪ起きる。本講義ではそれらを巾広く展望し、患者の権
?ﾆ自己決定権をいかに守り、よい医療をいかに提供する
ｩを考える。インフォームド・コンセントにかかわる問題
ﾍとくに大切なので次回でのべる。

星野一正
i京都女子

蜉w教授）

星野一正
i京都女子

蜉w教授）

3 インフオームド
Eコンセント

　医療の倫理を考える上で基本となるのは「患者の権利」
ﾆ「インフォーームド・コンセント」　（IC）である。IC
ﾍアメリカで生まれた法概念で、医療とその過誤を裁く上
ﾅの基本となり、日本では「説明と同意」と訳されること
ｪ多い。　「説明」とは病気の性質・予後、さまざまな検査・治療・薬剤などの効用とリスクなどについて、患者が知

骭??ﾉ応えることで、それに基づいて患者が自己決定し
ｽ「同意」を受けて医療を行う。この講義では、ICをあ
ｮるさまざまの問題を述べ、日本に適した提言を行う。

星野一正 星野一正

4 医療の自己規制
ﾆ倫理委員会

　医療は患者と医師の個別的な契約による行為ではあるが、
ﾚ植、受精卵技術、輸血拒否、遺伝子治療など、倫理問題
ﾌ起きやすい医療行為については、担当医のみに任せず、
a院があらかじめその内容を審議し、好ましくない事態か
迥ｳ者と医師を守ることが必要とされている。これが「倫
揶ﾏ員会」で、日本でも各大学に普及し、各分野の教授、
@律家などが参加し、申請に基づいて医療の内容を検討し、
蜉w病院としての責任を果たしている。一般病院や地域へ
ﾌ普及は今後への課題であり、医療以外にもヒトを被験者
ﾆする治験などにも施設内または第三者による評価が必要
ﾆなることが多いQ

武部　　啓
i近畿大学

ｳ授）

武部　　啓
i近畿大学

ｳ授）

5 生命技術と倫理

　ヒト・ゲノム計画は、遺伝子診断・治療としてゲノム多
l性といった遺伝医学への応用の他に、体外受精などの生
B医学、クローン研究などの発生生物学、行動のメカニズ
?ﾈどの科学の分野で輝かしい進展をとげてきた。反面、

ｽ岐にわたる倫理的・法的・社会的問題点を惹起してきた。
{講義ではこれら背景を展望した上で、その倫理的考察を
sない、あるべき理念を検討したい。

藤木典生
i福井医科

蜉w名誉教
�j

藤木典生
i福井医科

蜉w名誉教
�j
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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 遺伝医学と倫理

　遺伝子は個人の所有物であるだけでなく、家族と共有す
驍烽ﾌである。最近、技術の進歩によって比較的容易にそ
黷ｼれの個人に特有の遺伝情報を解析できるようになった。
ｱれらは遺伝性疾患にとどまらず、人生後半に起こる生活
K慣病の診療にもさまざまの恩恵をもたらしたが、複雑な
l文的問題をもひき起こした。本講義では生命倫理の基本
ﾉ従って、医療としての遺伝医学の正しいあり方を考える。

松田一郎
i熊本大学

ｼ誉教授）

松田一郎
i熊本大学

ｼ誉教授）

7 脳死と移植

　昭和40年の和田手術から平成9年の「臓器移植法」まで
ﾌ永い年月、脳死がヒトの死かどうか、その判定の可否を
ﾟぐる国家的な論争がつづき、脳死者からの臓器移植でし
ｩ救命できない患者が外国に行くなどの事態がっついた。
]死をめぐる問題は医学の技術的進歩がきわめて広範な社
?I分野に反響を呼んだ事例として他に類をみない。この
u義では、この問題を広く回顧し、立法に至った経緯をの
ﾗ、日本文化との係わり合いにも触れる。

中山太郎
i衆議院議

�j

中山太郎
i衆議院議

�j

8 死　の　医　学

　病気の治療を目的とした医学にとって、死に至る病気は、
ﾆもすれば医学の敗北とみなされがちである。しかし最近、
zスピスや緩和ケア、安楽死・尊厳死などに対する社会の
ﾖ心が高まり、いわゆる「死の医学」の重要性が叫ばれる
謔､になってきた。この講義はそれらについてのべ、日本
ﾉふさわしい終末医療のあり方についても考える。

柏木哲夫
i大阪大学

ｳ授）

柏木哲夫
i大阪大学

ｳ授）

9 医療のシステム

　医療は診察と治療とからなるが、すべての医師がすべて
ﾌ病気を正しく診療、治療できるのではない。良質で適切
ﾈ医療はさまざまな技術・能力を組み合わせることで確保
ｳれる。本講義では良い医療を保障できるシステムを築く
ﾉはどのようなデザイン・運用・監視・教育・人事などが
K要であるのかを説明・例示する。

信友浩一
i九州大学

ｳ授）

信友浩一
i九州大学

ｳ授）

10 医療政策と情報

�J

　行政のあり方は国民生活に大きな影響がある。日本は乳
c児死亡率が世界最小、寿命が最長であり、それには行政
熨蛯ｫく貢献した反面、薬害エイズのように行政ミスによ
骼膜盾煖Nきている。本講義では、医療政策はどうあるべ
ｫか、情報を公開し、国民も参加した政策をいかに確立す
ﾗきかを考える。

丁丁浩一 丁丁浩一

11 障害児をもつ親

　患者の障害の告知、親としての障害の受容などの問題に
ﾂいて実例を紹介しながら講義する。重症の障害をもつ新
ｶ児の選択的治療停止や、親による治療拒否などの倫理的
ﾈ問題、患者団体のあり方など、患児の近親からみたさま
ｴまの問題に触れる。

玉井真理子
i信州大学

纓ﾃ技術短
咜蜉w部講
t）

玉井真理子
i信州大学

纓ﾃ技術短
咜蜉w部講
t）

12 医学研究と社会

　医学の進歩のためには研究が欠かせないが、研究の美名
ﾌもとになんでも許される訳ではない。遺伝子組換え、ク
香[ン技術などは5、6回で論じられるので、本講義では
qトを被験者とする研究、ヒト集団を対象とする疫学調査、
｡療法を比較するコントロール化臨床試験、動物の愛護と
ﾀ験などに触れ、研究の利益と不利益の釣衝を考える。

近藤喜代太郎近藤喜代太良
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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）

13 薬をめぐる問題

　薬は両刃の剣と言われる。病気を治すために使った薬が、
¥想もしない副作用を招くこともある。不適切な薬剤行政
ﾍ薬害エイズのような不幸をもひき起こす。薬は治療には
№ｩせない手段であるが、企業にとっては商品でもある。
ｱの講義では薬に関する行政のあり方、科学的・倫理的に
]ましい開発、医療に当たって、証拠に基づいた適正な薬
ﾜの選択を行うにはどうすべきかなど、薬をめぐる多くの
竭閧�lえる。

別府宏囲
i東京都立

{中療育セ
塔^ー副院
ｷ）

別府宏囲
i東京都立

{中療育セ
塔^ー副院
ｷ）

14 日本・アジアの
ﾐ会と生命倫理

　本講義ではアジア的生命倫理の特殊性について考える。
｢米がヒューマニズムと人権の理念に基づく生命倫理を推
iしているのに対し、アジア的コミュニタリアニズムは欧
ﾄの受けとめ方と異なる点が少なくない。本講義ではこれ
ｩら21世紀に向けての地球的倫理を構築するための東西の
ｶ命倫理の融合の道を探りたい。

坂本百大
i青山学院

蜉w名誉教
�j

坂本百大
i青山学院
蜉w名誉教
�j

15 医療と国際協力

　国際協力というと、開発途上国への援助の面からしか考
ｦられていない。本講義では医療を国際的視野で考え、人
ﾔとして基本的医療を受ける権利を有することから、医療
糟ｹの適正配分の考え方を述べる。医療資源は人的資源、
ｨ的資源、社会経済的資源に分けられるが、それらの適正
z分を国際協力の立場から考える。

岡崎　　勲
i東海大学

ｳ授）

岡崎　　勲
i東海大学

ｳ授）
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＝高齢者福祉（’99）＝　（R）

〔圭紙器：艦鼎綴甦葉無慮穫1〕

全体のねらい
　高齢社会の到来は、社会の在り方のみならず、ひとりひとりの生活・人生の在り方をも根本から問い直す
ことを迫っている。本講義では、今日の我が国の高齢者の生活実態と高齢者の生活を支える福祉等の施策の
実状をふまえながら、利用者主体の高齢者福祉のあり方を追求する。すべての人の高齢期を生き生きとした
ものにするために、どのような社会的努力が必要であろうか。21世紀の新しい高齢者福祉を展望する。

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 高齢社会の進展

第1部　現代社会と高齢者
@日本社会の高齢化はいつごろから、どのように進んでき
ｽのだろうか。今後、どのように少子化・高齢化が進行す
驍ﾌだろうか。それが日本社会にどのような影響をもたら
ｷのかを考察する。

直井道子
i東京学芸

蜉w教授）

直井道子
i東京学芸

蜉w教授）

2 歴史の中の老い

　老い（高齢化）は、生物学的な現象だと思いがちである
ｪ、老いを社会がどう意味づけるかによって、高齢者の役
р竦ｶき方は異なっていることを知る。特に、近代化によ
ﾁて老いの意味づけがどう変化してきたかを考察する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

同　上 同　上

3 高齢期の心と
g体

　歳をとるということは、心や身体がどのように変化して
｢くことなのだろうか。日常生活における注意点などを考
ｦると同時に、福祉サービスを考える上で必要な日常生活
ｩ立度などの概念について学習する。

三三秀博
i東京都老

l総合研究
褐､究員）

杉澤秀博
i東京都老

l総合研究
褐､究員）

4 高齢者と家族

　従来、多くの高齢者は、子どもと同居して老後の問題を
�?ｵてきたが、それがどうして困難になってきたのか。
v婦関係や別居子との関係を含めて、社会の変化と関連づ
ｯて検討する。

直井道子 直井道子

5 高齢期の社会・

o済生活

　収入源と生きがいという二つの視点から、高齢期の就労
ﾌ現状を明らかにする。また、引退後の生計のたて方や消
?ｶ活の現状、生きがいを求めての学習、余暇活動にも目
�ﾞけつつ、心豊かな老後の実現にむけての方途を探る。

同　上 同　上

6 高齢者と人権

第2部　高齢期の生活支援策
@高齢者の人権はどのような理念にもとづいて、守られよ
､としているのだろうか。高齢者をめぐる法制度について
尠@、世界人権宣言、国連行動計画や老人福祉法等を概観
ｵながら考える。

河野正輝
i九州大学

ｳ授）

河野正輝
i九州大学

ｳ授）

7 高齢者と医療、

諟?ﾛ障

　高齢期の健康を守る制度としての医療保障、介護保障の
ｻ状を示し、そこでの問題点と課題について述べる。

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 高齢者と雇用・

N金・生活保護

　高齢期の経済生活の基盤である雇用の現状及び年金制度
ﾉついて述べる。また、高齢者の最低生活を守る生活保護
ﾌ現状と課題についても考える。 河野正輝 河野正輝

9 高齢者と住環境・まちづくり

　豊：かな高齢期の生活基盤である住宅に焦点をあてる。高
諶ﾒはどのような住宅に住み、どのような課題をかかえて
｢るめか、安心して住み続ける居住条件とはなにか、住宅
?｢やまちづくりの視点を含めて考える。

児玉桂子
i日本社会

幕ﾆ大学教
�j

児玉桂子
i日本社会

幕ﾆ大学教
�F）

10

高齢者保健福祉
@　（1）

{策の展開

　老人福祉法から介護保険法にいたる戦後の高齢者をめぐ
髟沁ヮ{策の流れを追いながら、どのような社会経済的状
ｵのなかで、わが国の高齢者福祉等の施策は展開されてき
ｽのかを概観し、今日的な政策課題について検討を加える。

山田知子
i放送大学

赴ｳ授）

山田知子
i放送大学

赴ｳ授）

11

高齢者保健福祉

@　（2）
w諶ﾒ生活支援
Tービスの体系

　高齢者の生活を支える保健福祉等のサービスについて在
﨟E施設福祉等サービスの現状を福祉現場の実態分析を含
ﾟて概観し、サービスの種類、量と質について考察する。 同　上 同　上

12

高齢者保健福祉
@　（3）
ﾛ健・医療等と

沁モﾌ連携

　在宅、施設を問わず、豊かな高齢期の生活を支えるため
ﾌ福祉や保健等のサービス体制をどう構築するか、保健と
沁メE医療の連携、相談体制のあり方等について考える。
諟?ﾛ険法に基づく要介護認定、介護計画立案からサービ
X提供という流れを追いながら、高齢者の生活自立を支え
驛Tービス提供のあり方を考える。

同　上 同　上

13

消費者としての

w諶ﾒの保護・
w諶ﾒの当事者
^動

　高齢者福祉の新しい展開のために高齢期は身体的低下の
ﾝならず、精神活動の低下にみまわれることもある。消費
ﾒとしての高齢者をどう守るかについて検討する。また、
w諶ﾒ自身がみずからの権利を守る活動・運動を展開する
ｮきもある。高齢者自身の活動・運動を取り上げながら、
鮪鮪ﾒ運動としての可能性を考える。

同　上 同　上

14 福祉人材の確保

ﾆ方策

　ソーシャルワーカー、ケアワーカーといった福祉の人材
ﾌ確保、養成について考える。高齢社会を支える福祉従業
ﾒはどのような環境のもとで働いているのだろうか。その
ｽくは女性である。女性労働としての福祉労働の問題点を
ﾀ金、労働時間、雇用形態といった側面より考え、これか
轤ﾌ人材の確保・養成のあり方をさぐる。また、専門福祉
J働の周辺を支えるものとして、住民参加型サービスの担
｢手やボランティアについてもふれ、より質の高い人材を
m保するために何が必要であるか考える。

同　上 同　上

15

21世紀の高齢者
沁モﾌ展望と課

　超高齢社会に立ち向かい、すべての人の生き生きとした
w誧冾ﾌ生活を創り出していくためには、生産第一主義、
�ｦ主義一辺倒の社会システムを生活・人間中心のシステ
?ﾖ転換していく必要があるのではないだろうか。そのた
ﾟの変革の視点を家庭生活、教育、労働といった側面より
lえる。今日の高齢者福祉が抱える課題と解決のための方
��Tる。

直井道子

R田知子

直井道子

R田知子
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＝地域福祉C　99）＝（R）

〔主任講師：大橋謙策（日本社会事業大学教授）〕

全体のねらい
　地域福祉は社会福祉における新しいサービス提供システムであり、実践方法である。地域福祉は社会福祉
における地方分権化を前提として、居宅における自立生活を支援する在宅福祉サービスを軸に、地域住民の
参加を得て福祉コミュニティを形成する実践である。

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

社会福祉の変容・発展と地域福

モﾌ実態化

1。高齢化社会の到来と社会福祉問題の国民化・地域化
Q。都市化・工業化に伴う家庭の介護・養育能力の脆弱化と

@地域福祉
R。社会福祉施設緊急整備計画とコミュニティ・ケァ構想

大橋謙策
i日本社会

幕ﾆ大学教
�j

大橋謙策
i日本社会

幕ﾆ大学教
�j

2

1990年社会福祉
?vと市町村地
謨沁モﾌ時代

1．1990年8法改正の背景と要旨
Q．市町村主義の意義
R。在宅福祉サービスの制度化の意義
S．「住民の理解と協力」の意義

同　上 同　上

3

地域自立生活の
ﾛ障と地域福祉
ﾌ考え方

1．自立生活の考え方
Q．地域福祉理論の発展史
R。追記福祉の考え方と構成用件 同　上 同　上

4

在宅福祉サービ
Xの考え方と家
ｰ介護力

1。在宅福祉サービスとレスバイトケア
Q。在宅福祉サービスの施設福祉サービス
R。在宅福祉サービスの構成要件とあり方 同　上 同　上

5

在宅福祉サービ
Xの供給方法の
?阨福ﾆ供給組

D

1．在宅福祉サービス地区構想の意味
Q。在宅福祉サービスとケースマネージメント
R．在宅福祉サービス供給組織の比較一社協・福祉公社、福
@祉事業団等

同　上 同　上

6

在宅福祉サービ
X推進における
tォ’一マルケア

ﾆインフォーマ
泣Pア

1。在宅福祉サービスの利用意識と近隣住民
Q。フォーマルケアとインフォーマルケアとの関係
R。独立・生きがい問題とフォーマルケア 同　上 同　上

7

地域福祉の主体
`成と福祉教育一地域住民の理

�ﾆ協力

1。地域福祉の主体形成の必要性
Q。地：域住民の福祉意識の現状

R．福祉教育の考え方とすすめ方 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

ボランティア活
ｮの構造とあり

1。ボランティア活動の歴史と現状
Q。ボランティア活動の構造
R。ボランティア活動の性格 大橋謙策 大橋謙策

9

地域福祉推進体
ｧ　　　　　（1）

ﾐ会福祉協議会
ﾌ理念と課題

1。社会福祉協議会の歴史的性格
Q。社会福祉協議会の現状
R。社会福祉協議会の今後の課題 同　上 同　上

10

地域福祉推進体
ｧ　　　　　（2）

ｯ生・児童委員
ｧ度

1。民生委員制度の歴史
Q．民生委員制度の現状
R。地域福祉推進と民生委員制度の課題 同　上 同　上

11

地域福祉推進体
ｧ　　　　　（3）

､同募金活動と
ｯ間財源’

1．共同募金の歴史と現状
Q．地域福祉推進における民間財源のあり方
R。超高齢社会における負担問題と民間財源 同　上 同　上

12

地域福祉実践の
菇@　　　　（1）

沁ャRミュニテ
B形成の実践と

菇@

1。コミュニティ・ワークの展開課程
Q．コミュニティ・ワークの目：標

R、コミュニティ・ワーカーの役割と養成 同　上 同　上

13

地域福祉実践の
菇@　　　　（2）

鮪鮪ﾒの組織化
ﾆピァカウンセ
堰[の役割

1。社会福祉問題を抱える当事者の意識と問題の共有化
Q。当事者の組織化と社会的役割
R。ピアカウンセラー活動の意義と役割 同　上 同　上

14 地域福祉計画の
摧Oと策定方法

L市町村社会福祉行政の計画化と地域福祉計画
Q。地域福祉計画の構成要件と考え方
R．地域福祉計画のつくり方と住民参加の意義 同　上 同　上

15 地域福祉の歴史
ﾆ国際比較

1．，日本における地域福祉実践の系譜

Q．イギリスにおけるコミュニティ・ケアの発展史
R。デンマーク・スウェーデンにおける社会サービスと在宅
@福祉サービス

同　上 同　上
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＝教育的人間学（’98）＝：（R）

〔主任講師：和田修二（佛教大学教授）〕

全体のねらい
　教育的人間学は、第二次大戦後にドイツ語圏を中心に興つた教育の哲学的人間学的な研究である。本講で
は、教育学の発展との関連で、教育的人間学の必要性を明らかにすると共に、子どもの人間学的な研究を起
点として、人間学的にみた教育の根本問題を論述する。

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）

教育め原型は何か、学問としての教育学の自立が遅れた
のはなぜかを省察する。 和田修二 和田修二

1 日常の教育と （佛教大学 （佛教大学

教育学 教授） 教授）

教育学はどのような性格の学問として出発し、どのよう
な展開をとげたかを論述する。

2 教育学の展開 同　上 同　上

教育的人間学の代表者と目されているドイツの0。F。
ボルノーの所説を中心に、教育人間学の課題と方法につい

3 教育的人間学の て述べる。 同　上 同　上

課題と方法

戦後、子どもの人間学的研究を進めたオランダの蟹。J。
ランゲフェルトに注目し、子どもの人間学を中核とした統

4 子どもの人間学 合的な教育的人闇学を構想する。 同　上 同　上
の必要性

子どもを「まだ小さな人間」と考えることによって、人
間と子どもに対するわれわれの見方にいかなる変革と新た

5 子どもとは何か な展望が生まれるかを考える。 同　上 同　上

子どもが発達するとはいかなることかを、子どもの経験
に即して省察し、発達の意味と発達の動因、個々の子ども

6 発達の意味と の発達の分析と援助の要点を述べる。 同　上 同　上
條件

子どもにとって「親がいる」　「家庭がある」とは何を意
味するか。また、それとの対比で、われわれが「親になる」

7 両親と家庭 ことの意味と、　「親である」ことの責任と課題は何かを考 同上 同上
える。
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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）

子どもにとって自分のからだと自分のまわりの物がどの
ような意味とはたらきをもっかを省察する。

8 ものとからだ 和田修二 和田修二

しっけと遊びが子どもにとってなぜ大切かを考える。

9 しっけと遊び 同　上 同　上

今日の子どもにとって学校とは何かを省察し、学校改革
の今日的課題を考える。

lo 学校生活の意味 同　上 同　上

生徒のねがいと教師の課題、教師の成長と教職の病理に
ついて考える。

11 教師とは何か 同　上 同　上

人間にとって言語とは何か。子どもの言語能力はどのよ
うに形成されるかを省察し、基礎学力としての言語教育の

12 言語と教育 今日的課題を論究する。 同　上 同　上

人間にとって道徳とは何か。子どもの道徳教育が成功す
るための条件は何かを問い、価値不確定な時代における教

13 道徳と教育 育者の倫理について考察：する。 同　上 同　上

人が互いに影響し合いながら生涯にわたって生成すると
考えたとき、それぞれの世代がどのような異質の生を生き、

14 生　涯　教　育 自他に対していかなる教育的な課題と責任があるかを概観 同　上 同　上
する。

国際化との連関で伝統を再考し、ポストモダンに向けて
日本の文化的な使命を考える。

15 国際化と伝統 同　上 同　上
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＝近代の教育思想（’98）＝　（R）

〔主任講師：宮澤康人（放送大学教授）〕

全体のねらい
　現代日本の教育制度や教育理論の基本的枠組が作られるうえで、西洋近代の教育と教育学は大きな役割を
果した。その背景にある西洋近代の教育思想に含まれる基本的概念や理論を、近代に生きた思想家の個性から
切り離さずに学ぶ。

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 教育思想とは何

ｩ

　全体の序論として、教育思想をどのようにとらえるか、
ｳ育思想なるものが成立する条件は何か。西洋近代におい
ﾄ、教育思想が社会思想、政治思想などから独立してくる
ｱとなどを説明する。

宮澤康人
i放送大学

ｳ授）

宮澤康人
i放送大学

ｳ授）

2

近代の教育一思想の特徴一

　3章以下の個々の思想家の思想に入るまえに近代の教育
v想のきわだった一般的特徴にふれ、それが近代の社会と
ｶ化の独自性によって作られた、教育主体と学習主体、大
lと子供の間の葛藤を克服しようとする課題を負っている
ｱとを明らかにする。

同　上 同　上

3 モ　　　　　　ア

[ユートピアと
ｳ育一

　近代の教育思想の特徴の一つに、そのユートピア性があ
驕Bといっても、　（暗黙の裡にであれ）思い描かれるユー
gピアと教育の関連は、さまざまなものがあり得る。ここ
ﾅは、　「ユートピア」という造語の発祥の場トマス・モア
wユートピア丑　（1516年）の中で、教育がどのような

ﾊ置を占めたかを明らかにしょうとする。ユートピアは教
邇ﾐ会として構想されざるを得ず、教育はユートピアであ
闡ｱけることを課せられる。

寺崎弘昭
i東京大学

赴ｳ授）

寺崎弘昭
i東京大学

赴ｳ授）

4

コ　メ　ニウ　ス

[人間と社会の
?｢のための
@　　　　術一

　近代教育学、とりわけ教授学の祖ともいわれるコメニウ
Xの思想を次の項目に従って説明する。コメニウスへの関
S、コメニウスをめぐる時代状況、教育の役割と教育可能
ｫ、教授学と汎知学。

金子　　茂
i中央大学

ｳ授）

金子　　茂
i中央大学

ｳ授）

5 ロ　　ッ　　クー習慣形成と近

緕ﾐ会一

　近代教育思想は当然にも、フィクションとしての近代社
?ﾆ相伴ってその姿を現す。それらの関連を体現したもの
ﾆして、市民社会理論家であると同時に教育論者であった

Wョン・ロック（1632～1703年）があげられる。
ｻの教育論は、習慣形成を通じて生涯学習主体のエートス
�轤ﾞことに向けられるものであったが、その基底に「懲
｡」を捉えることによって、近代市民社会の周縁を不断に
?Sへと還流させることを保証しようとするものであった。

寺崎弘昭 寺崎弘昭

6

ル　　　ソ　　　一

齊qどもの
@　　　発見一

　ルソーのrエミール避の主題は、彼自身の言うところに
謔黷ﾎ「大人になる前の子どもというものはどのような存
ﾝであるか」を明らかにし、それにふさわしい教育のあり
福�l察することであった。この主題の意味を、ルソーの
梠續F識とそこから導かれた人間観を分析することによっ
ﾄ明らかにする。

森田伸子
i日本女子

蜉w教授）

森田伸子
i日本女子

蜉w教授）

7

コンドルセー進歩の思想と

ｳ育一

　コンドルセの公教育思想は、フランス啓蒙思想の特徴を
ｻなえつつ、革命の動乱のなかであらわとなったブルジョ

庶ﾐ会の矛盾に対して応えようとする実践的な問題意識に
ﾑかれたものであった。彼の公教育思想の歴史的意味をぐ
ｱうした背景と波の進歩思想と関係づけつつ考察する。

同　上 三三
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執筆担当 放送担当
阿 テ　　漏　マ 内　　　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

成人として生活していくうえで必要なことを、子どもた

ペスタロッチ ちが子どもなりに大人の社会生活に参加するなかで、自然
8 一「技術」士し に、みようみまねで学んでいく。これが教育のもっとも素

・ての教育と教 朴な形だろう。しかし近代の教育思想はそのような素朴な 鳥光美緒子 鳥光美緒子
授一 教育がもはやなりたたなくなったときに誕生したのだった。 （広島大学 （広島大学

何をどのように教えるのか。それは自覚的に取り組まなけ 助教授） 助教授）

ればならない課題となったのである。近代教授学の創始者
として知られるペス三三ッチが、この問題をどう考えたの
か。それをここではたどってみたい。

「学者」としてのヘルバルト、　「教育」ど「教授∫、教

ヘルバル　ト 育的教授、学問しての教育学、　r一般教育学誰の構造、人
9 一教授による教 格の客体的部分と主体的部分、といった事柄について説明 金子　　茂 金子　　茂

云目一 する。

・幼児教育の重要性は、今日しばしば指摘されている。早
期からの知的教育が推進される一方では、幼児期にこそ、
知識中心主義的な学校教育とはちがった自由な「本当」の

10 フ　レ　ーベル 教育が必要だし可能なのだという声もある。幼児教育理念
一幼児教育の意 の創始者であるフレーベルは、幼児期とその教育の意味を 鳥光美緒子 鳥光美緒子
味と方法一 どのように考えていたのだろうか。彼は子どもたちに何を、

どのような方法で教えようとしたのかという問題を中心に、
彼にとっての幼児教育の意味について考えてみたい。

近代社会は、近代情愛家族を析出することによって、思
春期の子どもと親の葛藤を顕在化させた。こうした父子間

ミ　　　　　　ル 葛藤をくぐり抜け、現実化した近代社会との対峙の中で社
11 一三と子の葛藤 理論・教育論を紡ぎ出したのが、ジョン・スチュアート・ 寺崎弘昭 寺崎弘昭

と自立の教育 ミル（1806～1873年）である。父ジェイムズ・ミ
学一 ルによる被教育体験を経て、自由教育学・〈公衆（the『pub

lic）〉形成論へと子ミルが自立してゆくプロセスを追う。

rg世紀のアメリカ合衆国において公教育制度の確：立に貢
マ　　　　　　　　ン 献したホーレス・マンの思想を中心として、コモン・ス 松浦良充 松浦良充

12 一コモン・スク クール運動の背景にある学校教育の「義務」　「無償」　「中 （明治学院 （明治学院

一ルの思想一 立」の諸原則に関して、その近代教育思想史における意味 大学助教授） 大学助教授）
を解説・検討する。

明治中期の日本の教育界に圧倒的な影響を与えたヘルパ
ラ　　イ　　ン ルト派を代表するラインの理論は、ヘルバルトの「教育的

13 一国民教育の理 教授」の理論を国民的規模での学校制度が普及する状況に 金子　　茂 金子　　茂
二化の試み一 おいて具体化することであった。そこに至る経過を略述す

驕B

20世紀のアメリカ合衆国における進歩主義教育運動に関し
デ　ュ　一　イ て、ジョン・デューイの思想を中心に、進歩主義批判の思

14 一成長そのもの 想も含めて、この磁気の教育論争に関して、その近代教育 松浦良充 松浦良充
としての教育一 思想史における意味を解説，・検：回する。

結びの章として、20世紀以降の現代教育思想に対して近
教育思想の近代 代の教育思想をどう位置づけたらよいかを次のごとく展望

15 から現代へ する。近代の帰結としての現代、現代という時代区分とそ 宮沢康人 宮沢康人
の特徴、教育と教育思想における近代と現代、現代と教育
思想への視点。
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＝教 六目 の 歴 史＝　（TV）

〔主任講師：石川松太郎（㈹石門心学会理事長）〕

全体のねらい∴
　日本を中心とし、．なかでも近現代に重点をかけて教育の具体的な史的軌跡を明らかにする。まず「教育の．
，歴史」を研修することの意義、前近代より近代へと教育が転換を遂げる意味、初等教育・中等教育・高等教・
育・生涯教育等のテーマを設け、社会文化史の背景とともに、できうるかぎり外国教育史と比較しつつ検討’
をすすめる。

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）

教育史学は、現代教育に生起する諸問題の史的な掘下げ
を試みながらその意義を把握するとともに、　「当然」と考 石川松太郎 石川松太郎

1 教育の歴史を学 えられている諸事象の歴史的な背景を探って問題を別出し （㈹石門心 （㈹石門心

ぶ意味 て将来の課題を見出す点におかれていることを認識するゐ 学会理事長） 学会理事長）

古代より近世にかけて醸成された教育思想、学制等の軌
道より近代にはいって欧米先進国の教育思想・学制を受容 大戸安弘 大戸安弘

2 前近代より近現 して作られた教育の軌跡への展開について考察する。とく （東京学芸 （東京学芸

代への過程 に、明治維新期に重点をおき、近世教育のなかに近世かぎ 大学助教授） 大学助教授）

りのものと近代の芽生えを見出す6

まず近世より近代初頭にかけての寺小屋の教育状況（開
設、規模、師匠、寺子、教材、学習法等）を概観して、冒っ

3 初等教育　（1） 魔いで明治初年より創設され普及を遂げた近代小学校め教育 同　上 同　上
状況く公権力の施策、開設状況、教師、父兄、児童、就学
率、教育課程等）について検討する。

明治後期より大正期を経て昭和初期にいたる小学校の教
育状況（公権力の施策、教師、指導、教育課程）を概観す

4 初等教育　（2） る。とりわけ、大正期自由教育運動、生活綴方運動の理念 石川松太郎 石川松太郎
と実践に着目し、欧米諸国の場合と比較考量してみる。

日中戦争以降における超国家主義教育理念の盛行と実施、
国民学校教育の準備と実施、初等教育にみられる戦時教育、

5 初等教育　（3） 学童疎開の状況等について解説する。そして戦後、6－3 同　上 同　上
体制下における小学校の教育状況を検討する。

近代初頭より第二次大戦直後にいたる中学校（旧制）の
軌跡を概観する。そのうえで、明治初年から同30年越にお 神辺靖光 神辺靖光

6 中等教育　（1） よぶ中学校の成立と展開の過程（制度、組織、教育課程、 （兵庫教育 （兵庫教育

教師、生徒等）について詳しく検討する。 大学名誉教 大学名誉教
授） 授）

近代初頭より第二次大戦直後にいたる女学校・高等女学
校の軌跡を概観する。そのうえで明治初年より「高等女学

7 中等教育　（2） 校令」の発布（同32年）を経て末期におよぶ女学校・高等 同上 同上
女学校の成立と展開の過程（制度・組織・教育課程・教師
・生徒等）について詳しく検討する。

o
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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）

近代初頭より第二次大戦直後にいたる実業学校の軌跡を
概観する。そのうえで、明治初年より「実業学校令」の発

8 中等教育　（3） 布（同32年）を経て末期におよぶ実業学校の成立と展開の 神辺靖光 神辺三光
過程（種類・組織等）について検討し、日本の産業発展と
のかかわりについて注意する。

古代の大学寮をはじめ、中世・近世における高等教育の
流れを瞥見したうえで、近代初頭より第二次大戦直後にい

9 高等教育　（1） たる大学の軌跡を概観する。特に明治19年の「帝国大学令」 大戸安弘 大戸安弘
以降の大学・教員・学生の実情について詳しく解説し、今
日に及ぼしている問題点を探る。

近代初頭より第二次大戦直後にいたる高等学校ならびに
専門学校の軌跡を概観する。成立期における藩校ないし私

10 高等教育　（2） 塾とのかかわり、　「高等学校令」発布前後における高等学 同　上 同　上
校・専門学校の実情を中心として、それぞれ今日の教育に
及ぼしている意義を考察する。

近代初頭より第二次大戦直後にいたる教員養成について
師範学校・高等師範学校・（男女共）を中心に概観する。師

11 社会教育（生涯 範・高師の成立と展開について検：討すると共に、師範学校 石川松太郎 石川松太郎
教育）　　（1） 系以外の教員養成の実情にも目配りを施し、諸外国の教員

養成制度との比較考量を試みたい。

明治末期以降より昭和前期に重点をおき、天皇制絶対主
三下における諸矛盾の激化にともなって起こった社会教化 清水康幸 清水康幸

12 社会教育（生涯 について扱う。主に青年層を対象とし、公権力と民間生起 （青山学院 ．（青山学院

教育）　　　（1） の運動の実態について検討し、それぞれが今日の生涯教育 女子短期大 女子短期大
に及ぼしている意義について考察する。 学助教授） 学助教授）

戦時教育下の思想・理念とその実践の実態を明らかにす
る。一方では非合理的・起合理的な絶対随順の精神と奉仕

13 戦時下の教育 を強制しながら、他方では合理的・科学的な思考・実験・ 同　上 同　上
～（皇国民錬成） 実習を遂行していく教育施策の矛盾・相剋の実態を明らか
の理念と実践～ にしていく。

戦争直後の占領軍による教育政策、アメリカ教育使節団
と日本の対応、新学制の構想と発足など戦後教育改革の総

14 戦後の教育改革 体としてみられる特徴をとらえる。そして、この改革の教 同　上 同・上

育理念と実態が、いつ、どのような契機で変容ないし崩壊
に逢着するのかについて検討する。

明治初年より現代にいたる教育史研究の動向を概観する。
とりわけ第二次大戦後における教育史研究、教育史研究に

15 戦後の教育と教 かかわる諸学会の軌跡と現状を詳しく述べて、今後に取り 石川松太郎 石川松太郎
旧史研究 組まねばならない諸課題について数人の教育史研究者との

話し合いのなかで検討する。
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＝教育社会学C　98）＝　（TV）
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全体のねらい
　教育現象についての実証科学としての教育社会学について概説する。教育は個人にとっても社会にとって
も、その成長・存続・発展の要に位置する重要な社会的営みであり、社会生活のあらゆる側面と関＝碧してい
る。そのような教育の形態・構造・機能、個人と社会にとっての意味、教育と社会との関連などについて、
教育社会学はどのように考察してきたかを概説し、そのなかで教育社会学の理論と方法について説明する。

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 教育社会学とは

　教育社会学とはどのような学問であるかについて概説す
驕Bそれは教育に関わる諸現象を社会的に研究する学問と
闍`されるが、その対象の捉え方、社会学的方法、基本的
T念について説明する。また、日本の教育社会学の特徴に
ﾂいても簡単に説明する。

藤田英典
i東京大学

ｳ授）

藤田英典
i東京大学

ｳ授）

2 社会化と社会統

ｧ

　個人が文化を習得し社会の成員になっていく過程を社会
ｻという。それは、社会が世代を越えて再生産される過程
ﾅもある。この二重性をもった社会化の過程はどのように
¥造化されているか、その構造化の様式は社会によってど
ﾌように異なるかについて考える。

同　上 同　上

3 家族・地域の
ｳ育

　高学歴化や産業化・都市化・情報化の進展にともなって、
ｳ育環境はどのように変化してきたが、それにともなって
qどもたちの生活と成長の過程はどう変化してきたか、社
?ｻの担い手としての家族・地域の人間関係はどう変化し
ﾄきたか、といった問題について考える。

同　上 同　上

4 情報化社会の
ｳ育

　コミュニケーション・メディアの変化は生活様式と文化
ﾍ生活様式と文化空間をどのように変えてきたか、とくに
﨣�ｻと消費の高度化の進展は青少年の意味世界をどのよ
､に変えてきたか、成長の過程と教育の課題はどのように
ﾏ化してきたか、といった問題について検討する。

同　上 同　上

5 教育問題の
ﾐ会学

　「学校の荒廃」が言われて久しいが、青少年の非行・逸
Eや、教育に関わる諸問題はどのように変化してきたか、
ｻの変化は社会環境の変化とどのように関連しているか、
ｳ育社会学はそれをどのように据え、どのように解明して
ｫたか、といった問題を検討する。

同　上 同　上

6 学校制度の
ﾐ会学

　組織的な教育の場である学校が、どのようにして生まれ、
Y業化の進行とともに発展をとげ、現在のような巨大な制
xへと成長するに到ったのかを歴史社会学的にあとづける
ｱとにより、学校制度の基本的な構造を明らかにする。

天野郁夫
i国立学校

燒ｱセンター教授）

天野郁夫
i国立学校

燒ｱセンター教授）

7 カリキュラムと

ｳ育的知識

　学校は、古い世代から世代へと文化を伝承していくため、
ﾌ専門的な機関である。どのような文化や知識が、選ばれ
ｪ類され、序列づけられるのか。教育的知識の選択・配布・序列づけと社会との関係について考える。

苅谷剛彦
i東京大学

赴ｳ授）

苅谷剛彦
i東京大学

赴ｳ授）
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執筆担当 放送担当
回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　　　容 講　師　名 藩師　名

（所属・職名） （所属・職名）

学校は、教師集団、生徒集団からなる社会的組織である。
それぞれの集団は、ものの見方や考え方を共有することで、

8 学校の組織と 教師文化、生徒文化を形成している。学校の組織としての 苅谷剛彦 苅谷剛彦
文化 特徴、教師文化と生徒文化の形成のメカニズム、それが教

育過程に及ぼす影響について考える。

教育という社会的行為の最小単位は、教師と生徒、ない
し生徒同士の相互作用である。教師の期待効果、生徒のグ

9 教育過程と教室 ルービングの学習への影響、さらにはそれらの相互行為を 同　上 同　上
空間・学校空間 外枠として規定している教室空間、学校空間の特徴につい

て考える。
r

学校で行われる様々な活動は、社会との関わりで見たと
きに、どのような役割を果たしているのだろうか。学校に

10 学校の社会的機 おける諸過程が、人材選抜機能、社会化機能、正当化機能 同　上 同　上
能 を果たしていることについて検討する。

初等教育から始まった学校教育の発展の波が中等教育を
へて高等教育の段階へと及んでいく過程で、高等教育の中

11 高等教育の 核的な機関である大学の重要性が増すとともに、性格が変 天野郁夫 天野郁夫
社会学 化し、学歴社会を出現させ、さまざまな問題を生み出して

いることを明らかにする。

現代社会の主要な制度のひとつとなった学校が、その階
段的な構造のゆえに、いかに人々の能力（業績）による評

12 階層・学歴・職 価と選抜の機構として機能し、人々をさまざまな、職業に 同　上 同　上
業 代表される社会的な地位に配分していくかを説明する。

現代社会の巨大化した学校制度が、その内部に、また社
会の諸制度との関連でさまざまな問題を抱えるようになり、

13 教育改革と それがくり返し改革の動きを生んでいること、そのなかか 同　上 同　上
学習社会 ら学習社会の実現が改革の重要な目標として浮かびあがっ

ていることをのべる。

教育社会学は経験科学のひとつである。理論は実証研究
によって強化され、実証研究は理論によって枠組みを与え

14 教育社会学の られる。教育社会学において、実証研究の基礎となる調査 苅谷剛彦 苅谷剛彦
技法 の方法と研究テーマとの関係を中心に、データの収集と分

析の方法について考える。

教育社会学研究の発展過程を概観し、機能主義、葛藤理
論、方法的経験主義、解釈的アプローチ、社会史的／歴史 天野郁夫

15 教育社会学の 社会学的研究など、主要なパラダイムの特徴と最近の研究 藤田英典 藤田英典
パラダイム展開 動向について検討し、教育社会学における理論と方法およ 苅谷剛彦

び今後の課題について考える。
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＝道　徳　教　育＝（TV）

〔主任講師：木原孝博（ノートルダム清心女子大学教授）主任講師二武藤孝典（東京電機大学教授）〕

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、
人間としての子どもの諸能力のうち、道徳意識の側面の成長発達を促進しようとするものである。この講義
では、道徳教育のすすめ方の一端を具体的な実践を通して解説する。

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 学校教育と人間

　現代社会は変動社会である。常に新しい問題が生起し解
?�翌骼ﾐ会である。現代社会に生きる人間は、新しい問
閧ﾉ対決し解決していける能力を身につけていかなければ
ﾈらない。問題解決能力を中核とした人格の主体者となら
ﾈければならない。

木原孝博
iノートル

_ム清心女
q大学教授）

木原孝博
iノートル

_ム清心女
q大学教授）

2 学校教育のしく

ﾝと道徳教育

　子どもの問題解決能力を育成するためには、学校はある
墲ﾌしくみを持っている。学校教育の構造の中で、道徳教
轤ﾍどのような位置を占めているかを明らかにする。 同　上 同　上

3 道徳教育の実践

ｴ則

　問題解決能力を育成するためには、社会の側からの要求
ﾆ子どもに対する受容が必要不可欠である。道徳教育の実
H原則である受容と要求を明らかにする。 同　上 同　上

4 道徳的体験と道
ｿ教育　　　（1）

　学級生活の中で子どもに自己決定の機会を与え、自主的
ﾌ験をさせることによって、子どもが道徳的価値を学習し
ﾄいく過程を実践に即して明らかにする。これを教師の側
ｩら見れば、学級経営、学級づくりのいとなみを大切にす
驍ｱとである。

武藤孝典
i東京電機

蜉w教授）

武藤孝典
i東京電機

蜉w教授）

5 道徳的体験と道
ｿ教育　　　（2）

　学級生活の中で子どもを受容することで、子どもが自主
I生活態度を身につけていく過程を実践に基づいて考察す
驕Bいじめなどの病理的現象に学校はどのように対応する
ｱとが可能であろうか。

同　上 同　上

6 道徳的体験と道
ｿ教育　　　（3）

　「豊かな心をもち、たくましく生きる子ども」を育てる
ｽめの道徳指導のあり方を総合単元的道徳指導の実際例の
ﾈかに探る。 同　上 同　上

7 道徳の授業論

　道徳教育において、間接的体験（道徳的価値）をとおし
ﾄ学習することの意義を明らかにする。

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）

道徳の実際の授業をとおして、子どもが道徳的価値を学
回していく過程を明らかにする。

8 道徳の授業　（1＞ 木原孝博 木原孝博

道徳授業を実践する際に、指導のねらい、児童生徒の実
態、資料の意義、授業展開の方法、指導の成果について、

9 道徳の授業　（2） どのように理解し、道徳授業を実現すればよいか、理論お 武藤孝典 武藤孝典
よび授業実践をとおして考察する。

道徳授業は子どもの道徳的価値を深めることにどのよう
に貢献できるのか、理論および授業実践をとおして、考察

10 道徳の授業　③ する。 同　上 同　上

進路の意義を理解することをとおして、道徳授業ではど
のように道徳的価値を育てることが可能であるか、授業実

11 道徳の授業　（4） 践をとおして考察する。 同　上 同　上

教科の授業の実際を取り上げて、そこで行われている道
徳的価値の学習について考察する。

12 教科の授業と道 木原孝博 木原孝博
徳教育

アメリカ合衆国道徳教育におけるコールバーグ説および
価値明確化説について解説するとともに、デュウィ（Dewe

13 アメリカ合衆国 y）の道徳教育論の意義について考察する。 同　上 同　上
の道徳教育

イギリスのヘア（Hare）の倫理学説について考察すると
ともに、イギリスの学校教育ではどのように道徳教育を実

14 イギリスの道徳 回しているか、その実状を探る。 武藤孝典 武藤孝典
教育

わが国の道徳教育の特色について戦前の修身科教授にま
でさかのぼって考察するとともに、この番組のまとめを行

15 わが国の道徳教 う。 木原孝博 木原孝博
育
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＝幼児教育の社会学（ヲ98）＝　（R）

〔主任講師：萩原元昭（江戸川大学教授）〕

全体のねらい
　今日、幼児の能動性、有能性や人とのやりとりの能力に関する新たな知見が、幼児教育のパラダイムの転1
換を招き、家庭、地域や幼稚園、保育所のカリキュラムや方法、環境構成の見直しが求められている。本工
では・幼児の遊び・生活の場である家庭・園、地域を、個性形成のコミュニケーション体系として把え社会．
学的に考察する。

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
椛ｮ・職名）

1 幼児の発達への
ﾐ会学的アプローヂ

　幼児の発達の特性を、能動性、有能性や人とのやりとり
ﾌ能力の形成として捉え、異なる個性を持つ幼児一人ひと
閧ﾌ心理的要求に適応するacco田modation’syste組の形成の
ﾉない手としての保育者・教師と幼児の二者関係、知識習
ｾの方法など社会学的に究明。

萩原元昭1
i江戸川大

w教授）

萩原元昭
i江戸川大

w教授）

2 家　庭　環　境

　幼児の最初の社会化の場としての家庭において、父親の
邇剋Q画・加の必要が訴えられている割合には少ない現状
烽?ﾁてか、母親の育児不安を解消するための手段として、
?ｪ地域の子育て支援センターとして家庭を支援するしく
ﾝの必要性が期待されている。

・同　上 同　上

3 遊びとメディア

　幼児の生活のほとんどが遊びであり幼児は遊びを通して
ｽくのものを学ぶ。その遊びもマルチメディアの発展に伴
｢、テレビゲームを初め電子メディア遊びが盛んになり、
Vしい幼児教育の問題を生み出している。問題点を具体的
ﾉ取り上げながら課題を明かにする。

森　　　　
i広島修道

蜉w教授）

森　　　　
i広島修道

蜉w教授）

4 幼児の仲間関係

　発展的視点を含めて幼児期の仲間関係の特徴をふまえた
繧ﾅ幼稚園・保育所という集団保育施設が幼児の仲間関係
ﾌ形成に果たす役割について考察する。園生活における幼
凾ﾌ仲間関係について、観察事例をもとに、遊びや保育形
ﾔ、園環境などとの関連から捉える。

青井倫子
i広島大学

侮閨j

青井倫子
i広島大学

侮閨j

5 保　育　所　の
ｶ　活　環　境

　保育所は子どもが生活時間の多くを過ごすところである
ﾌで、安全で情緒の安定した生活のできる環境を整えるこ
ﾆが大切である。その中での遊びの指導を通して心身の健
Nの基礎や豊かな感性、表現力などを育成するのである。
ｱのような保育環境の重要性を考察する。

栃尾　　勲
i立正大学

ｳ授）

栃尾　　勲
i立正大学

ｳ授）

6 幼　稚　園　の
ｶ　活　環　境

　幼稚園教育は「環境を通して行う」といわれているよう
ﾉ、どのような環境のもとで、どのように生活を展開する
ｩが重要となる。幼稚園の生活環：境について、心身の発達、
ﾖ係性の発達、表現力の発達という視点から、何が大事に
ﾈるのかを考えてみる。

柴崎正行
i東京家政

蜉w助教授）

柴崎正行
i東京家政

蜉w助教授）

7 保育内容の
ﾐ　　会　　学

　保育内容構成の原理として収集型から統合型への変化を、
ﾌ域「絵画製作」　「音楽リズム」の廃止、それに代わり、
ﾌ域「表現」の創設という例示で考察すると同時に、幼児の興味・関心に基づく指導計画の作成過程について考察をτ加えてゆく。

萩原元昭 萩原元昭
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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）

幼稚園や保育所における保育方法は、時代の変化に伴っ
て変わりつつある。日本において保育方法がどのように変

8 幼児の保育方法 化してきたのかを論ずると共に、そこでの保育者の役割に 柴崎正行 柴崎正行
と環境構成 ついても明らかにする。特に現在の保育における環境構成

の意義と内容については詳しくふれる。

幼稚園や保育所では、幼児を意図的・組織的な集団単位
に組み込んで保育活動を展開する。幼稚園で編成される集

9 日本の幼児教育 団単位の種類とその編成原理、それらの集団単位を前提に 結城　　恵 結城　　恵
文化 展開する保育者と幼児の問の相互作用の様相から、日本の （群馬大学 （群馬大学

幼児教育の文化的特質を考察する。 講師） 講師）

保育者自身が行なう園内研究、保育者以外の者が幼稚園
や保育所をフィールドとして行なう研究など、幼児教育実

10 幼児教育実践の 践の研究の意義や方法また限界などについて研究をする際 青井倫子 青井倫子
：研究 の視点の持ち方や保育三一幼児一研究者の相互の関係など

も視野に入れて考察する。

いじめ問題や不登園問題にあえぐ幼児にとり家庭の父母
と園の保育者とが相互に支援しあうシステムを意図したさ

11 園と家庭・地域 まざまな連携方法について、例示しながら考察してゆく。 萩原元昭 萩原元昭
との相互支援 その際統合的視点として、幼児「人ひとりの心理的要求に

適応する視点の重要性について論ずる。

子育ての伝承や見聞が希薄化する中で、保育所や幼稚園
に対して地域の子育て支援センターとしての役割が要請さ

12 地域における子 れている。子育て環境の変化と地域の子育て相談、親同士 栃尾　　勲 栃尾　　勲

育て支援セン の交流等について、子どもに視点を合わせながら、その実
ターの役割 態と課題を考察する。

ロンドン郊外にあるオランダ公園の中にあるプレイパー
クを訪れ、幼児にとって魅力のあるプレイパークの条件を、

13 プレイ・パーク 社会学的視点からアプローチし、明らかにすると同時に、 萩原元昭 萩原元昭
プレイリーダーの役割や幼児の生活環境の安全性などの関
連とで究明する。

外国籍幼児の増加に伴い、保育者と幼児・親とのデスコ
ミュニケーション、異文化としての幼児・親との接触によ

14 マルチ・カルテ る園の多文化など日本の幼児教育のパラダイム転換のひき 同　上 同　上
ヤリズムに基づ がねにもなっている現状について考察する。マルチ・カル
く幼児教育 チャリズムの視点から園保育を論及。

子どもの生活と遊びを大切にしょうとする現在の保育文
化は歴史的遺産と背景をもっている。幼児教育の思想と実

15 幼児教育思想と 践を歴史的な展開の中でたどるだけでなく、当時の社会に 林　信二郎 林　信二郎
その社会的背景 おかれた幼児や親の生活の状況などその社会的背景につい （埼玉大学 （埼玉大学

ても考察してゆく。 教授） 教授）
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＝現代　学校　論＝（R）

〔主任講師：陰 森（学位授与機構教授）〕

全体のねらい
　本講義では、学校にまつわるイメージ及び概念の整理と、学校の基本的な機能の考察を通じて、現代的な
視点から学校について考える。生涯学習という言葉が象徴するような現代社会の状況を踏まえて、高等教育
までを視野に入れた学校論を展開する。

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）

学校論の起源と、その現代的な課題を明らかにする。学
校を意図的・組織的な教育の場ととらえ、それにまつわる 舘　　　昭 舘　　　昭

1 現代学校論の課 イメージと概念の整理が必要なこと、その上で学校と社会 （学位授与 （学位授与

題 の関係づけについて考察する必要があることを論じる。 機構教授） 機構教授）

社会の基幹的な生産の場のイメージが、潜在的に学校観
を規定している。ここでは、西洋の牧場イメージの学校観

2 牧場・田畑イメ と、日本の田畑イメージの学校観を比較して考察する。 同　上 同　上

一ジの学校観

西洋近代に発生し、近現代社会を支配する工場イメージ
の学校観と、それにもとつく学校論について検討する。

3 工場イメージと 同　上 同　上

学校

近代教育思想の中に潜む花園イメージの学校観について
検討する。

4 花園イメージと 同　上 同　上

学校

教育の目的、内容に関する概念を整理する。特に、普通
教育と専門教育の区別、学問教育、生活教育、職業教育の

5 普通教育と専門 考え方について検討する。 同　上 同　上

教育

学校教育における評価の問題を、試験と資格にまつわる
概念の整理を通じて考察する。

6 試験と資格 同　上 同　上

初等教育段階の学校について、これまでの考察をふまえ
て分析する。義務教育制度をはじめとする。学校と法制度

7 初等教育の学校 とのかかわりについても考察する。 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r職名）

中等教育段階の学校について、これまでの考察をふまえ
て分析する。特に、中等教育に課された多様な機能につい

8 中等教育の学校 て考察する。 舘　　　昭 舘　　　昭

高等教育段階の学校について、これまでの考察をふまえ
て分析する。特に高等教育機関の多様なあり様、形態に注

9 高等教育の学校 目して考察を深める。 同　上 同　上

生涯学習の理念と実際を検討する中で、学校について考
える。

10 生涯学習と学校 同　上 同　上

社会の側からみた学校の機能について考察する。

11 学校と社会 同　上 同　上

経済の側からみた学校の機能について考察する。

12 学校と経済 同　上 同　上

政治の側からみた学校の：機能について考察するとともに、

学校と政治のかかわりについて概念的な整理をする。
13 学校と政治 同　上 同　上

学校に関する政策的な課題について総合的に考察する。

14 学校にかかわる 同　上 同　上
政策

学校論の教育学全般の中での位置づけについて考察し、
まとめとする。

15 学校論と教育学 同　上 同　上
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＝： ｻ代社会の学力＝（R）

〔主任講師：駒林邦男（岩手大学名誉教授：）〕

全体のねらい
　現代日本社会における学力をめぐる問題状況について論じ、日本の子どもたちの学力は、どうなっている
か、　「日本型」高学力の弱点はどこにあるか、　「日本型」高学力を支える授業の特質は何か、子どもたちの
人生にとって学力はどんな意味をもっているか、そもそも、　「学力」とは何か、いま、どのような学力観、
授業が求められているか一これらの論点について、具体的な例をあげて講義したい。

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

「学校化・情報

ｻ・消費化」社
?ﾌ中の子ども
ｽち

　講義の方針と概略を説明する。現代日本の子どもをめぐ
骼ﾐ会を「学校化・情報化・消費化社会」状況ととらえ、
岺Oから1960年頃までの子どもの生活（家庭・地域・学校
ﾌ中の生活）と比較する。

駒林邦男
i岩手大学

ｼ誉教授）

駒林邦男
i岩手大学

ｼ誉教授）

2 学力をめぐる社

?�ｵ

　過熱する学力競争の社会的背景と過熱化の経緯について、
?ﾌ的な例をあげながら述べ、学力競争に子どもたちを向
ｩわせる親の心理についても考えていく。 同　上 同　上

3

「学校からの逃
磨vと、　「学力
i学歴）信仰」

ﾆいう逆説的事
ﾔの同時展開

　1970年代以降の「教育荒廃」、　「子どもたちの学校から
ﾌ逃走」という事態に対する臨時教育審議会、1990年代後
ｼの中央教育審議会などの対応を取り上げるとともに、社
?ﾌ「学力（学歴）信仰」をめぐる問題について論じる。

同　上 同　上

4 学力丁丁史

　1872年の「学事奨励に関する被仰出書」から今日に至る
ﾜでの学力観の変遷を、明治以来の教育理念の変化と関連
ｳせながら論じる。 同　上 同　上

5 「新学力観」、

ｻの問題点

　「新学力観」、特に「関心・意欲・態度」の重視につい
ﾌべ、3点にわたって、　「新学力観」の問題点を指摘する。

同　上 同　上

6 学校知、学校知

w力

　普通「学力」と呼ばれているのは「学校知学力」である。
u学校知」とは何かを明らかにすることによって社会的通

Nとしての学力の「制度化・公定化部分」の基本的性質
i基礎可能性、規範性）について論じる。

同　上 同　上

7

日本型高学力を
xえる授業の特

ｿ’

　国際的学力調査（IEA）、文部省学力調査のデータに
謔ﾁて、日本の子どもの学力の高さを示す。この高水準を
xえる授業は、知識注入型授業であることを、放送担当者
ｪ行った調査結果に基づいて具体的に説明する。

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）

学力の地域差・階層差、断片的知識の量とそれら知識の
意味的関連についての理解の質との著しい破行、理解のド

8 日本型高学力の ロップアウト学力の「剥落」、子どもたちの「勉強・学力 駒林邦男 駒林邦男
問題点 観」について論じる。

高学力を支えてきた「伝統的構造」の一斉授業とはどん
な授業かを、評価の特徴、学びの組織化の特質、一斉授業

9 伝統的構造の一 と学びの個別性との構造的摩擦について説明する。 同　上 同　上
斉授業

具体的生活の中での学びとの対比によって、学校知の学
学校知の学びの びの人工性・迂回性を浮かびあがらせる。

10 特異性（学校化 同　上 同　上
された学び）

社会的通念としての「学校知学力」の基本特性が「非・
ヴァナキュラー性」であること、すなわち受験手段性・依

11 学校知学力の特 存性、　「学校課題」性であることについて論じる。 同　上 同　上
性

「もう一つの学力」としての「隠れたカリキュラム」を
もう一つの学力 教育学的に定義し、学校知学力の対極にある「生活学力」

12 ＝隠れたカリキ について、さまざまな角度から論じる。 同　上 同　上
ユラム、　「生活
学力」

具体的データを使って、子どもの授業実感について探り、
子どもにとって 「学びの疎外」状況の広がりについて述べる。

13 の学校知の学び 同　上 同　上
（一）

高校生の学びの現状一学校離れ、学力離れ観について
子どもにとって 紹介し、また、高校生の否定的自己認識（自己過少評価）

14 の学校知の学び について述べる。 同　上 同　上
（二）

14回の講義を整理する。　「まとめ」として、現在の教育
改革の動向との関係の中で、学力問題について論じる。

15 教育改革と学力 同　上 同　上
問題
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＝教育・経済・社会＝（TV）

佳騰臨篇礎綴観義繋；〕

全体のねらい
　教育を経済現象や社会現象との関連で捉えることによって、教育システムの構造や機能を理解する。教育
の拡大と経済成長、学歴社会、教育財政について解説する。学生に「教育は経済・社会とどのような関係に
あるか」ということをマクロに把握させる。特に、現在の日本の教育、とりわけ高等教育を理解することが
目的であるが、そのために歴史比較や国際比較も行う。なお、パソコンにより各種図表・パターンの提示を
行う。

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）

・教育と経済・社会の関わりについて、簡単な図式をもと 金子元久 金子元久
に解説する。教育がなければ社会は成り立たない、逆に社 （東京大学 （東京大学

1 教育と経済を見 会がなけれ教育は成り立たない、という関係を説明する。 教授） 教授）

る眼 ・この科目を通じて、学生に考えてもらいたい問題を設定 小林雅之 小林雅之
する。現代社会と教育の接点のどこが問題か。・各回の内 （放送大学 （放送大学

容の簡単な紹介をする。 助教授） 助教授）

・教育と社会システムの関連をとらえるマクロな図式を提
示する。・中世から近代、現代にいたる教育システムの発

2 教育と社会・経 展を説明する。・その結果生じた現代の教育システムの特 小林雅之 小林雅之
済発展　（1） 徴、システムの問題点を説明する。・生涯学習などシステ

ムの変化への動きとその背景を概説する。

・近代以前の教育、特に江戸時代の教育の特徴を簡単に説
明する。・明治の教育改革の考え方とそれによって生じた

3 教育と社会・経 教育システムの拡大を解説する。・社会的選抜と教育的選 同　上 同　上
済発展　（2） 抜の結びつきによる学歴社会システムの成立と発展を概説

し、その戦後への遺産についてふれる。

・社会経済発展と教育の関連を、世界各国について比較す
る。GNPと就学率の関連などを図で説明する。・発展途上 金子元久

4 教育と社会・経 国がかかえる問題点を、国際会議などの報告書をもとに紹 金子元久
済発展　（3） 介する。・途上国の例としてタイをとりあげ紹介する。 小林雅之

・教育を社会的投資と見る見方を説明する。識字率と就学
率や近代化との関連などを例にする。・経済発展と教育と

5 経済現象として の関連を、人的能力政策を例に説明する。・経済学理論と 同　上 同　上
の教育　（1） して人的資本論の登場の背景を説明する。・人的資本論の

骨格をわかりやすく説明する。

・人々の進学行動を人的資本論の立場から経済学的に説明
する。・個人的な投資に対する利益の算出方法を具体的に

6 経済現象として 提示し、収益率により進学行動を説明できることを具体的 同　上 同　上
の教育　（2） に示す。・教育だけでなく、人間行動の理論としての人的

資本論について簡単に紹介する。

・教育を経済的な現象として捉える見方を、　「教育機会市
場」と「労働市場」の二つの市場モデルをもとに説明する。

7 経済現象として ・教育機会市場の構造と変化を具体的に説明する。・学卒 同上 同上
の教育　（3） 労働市場の構造と変化を具体的に説明する。・二つの市場

の関連を説明する。
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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 しごとと教育（1）

・職業と教育の関連をマクロに捉え、具体的なデータに基
ﾃいて、分析する方法を提示する。・戦後日本について、
ｪ析した結果を図やグラフでわかりやすく提示する。・特
ﾉ、日本では教育と職業が密接な関係を持たない理由を説
ｾする。

小林雅之 小林雅之

9 しごとと教育（2）

・学歴獲得と社会移動の関係について一般的なモデルを提
ｦする。・日本の終身雇用制と内部労働市場化による学卒一斉採用方式について説明する。・職場で要求される知識

站Z術と学校教育の対応などミクロな教育と職業の対応に
ﾂいて説明する。・人的資本論に批判的な経済学的・社会
w的理論による教育と職業の対応関係の捉え方を紹介する。

同　上 同　上

10 しごとと教育（3）

・女子の労働参加と高学歴化との関連を捉える見方を紹介
ｷる。・女性と職業の関連について、日米の相違を比較す
驕B・今日の女性と職業の問題点を論ずる。 同　上 同　上

11 教育問題の政治
o済学　（1）

・戦後日本における教育の量的拡大を紹介する。それに対
ｷる政策的課題を提示する。・高度成長のための手段とし
ﾄの教育と教育需要の急激な拡大の関連を説明する。・教
轤ﾌ拡大とその歪みの増大、社会問題化した教育の例をあ
ｰる。・それに対する教育政策として、自由化、多様化、
ﾂ性化など国際社会の中での社会資本としての教育のあり
ｩたを説明する。

金子元久 金子元久

12

教育問題の政治
o済学　（2）

・教育と社会階層の関連、それをむすぶものとしての社会
w的、経済学的な要因に関する研究を紹介する。・教育の
@会均等に関する様々な議論と問題点を紹介する。・現代
坙{における教育の機会均等を具体的に評価する。・教育
ﾌ機会均等にむけた奨学金や授業料などの政策を紹介する。

同　上 同　上

13 教育問題の政治
o済学　（3＞

・教育における政府の役割と市場メカニズムの関連につい
ﾄ、様々な理論を紹介する。・新自由主義の思想など、政
{の教育への介入が必ずしも自明でないことを説明する。・教育制度のコントロールと政府の関連、その問題点を説

ｾする。・政府の教育支出について、日本の特徴を国際比
rによって具体的に解説する。・高等教育への政府補助を
痰ﾉ、政府と教育に関する現在の問題点を解説する。

同　上 同“上

14

教育問題の政治
o済学　（4）

・臨時教育審議会や大学審議会、中央教育審議会などの議
_をもとに、教育改革の方向を解説する。・中等教育の改
vについて、業者テストの廃止や総合制などの動きを紹介
ｷる。・高等教育の改革について、教育改革：などの動向を
ﾐ介する。

同　上 同　上

15 日本の教育と社

?I課題

・教育改革とその問題点について総括的に論じる。・世界
ﾌ教育改：革の動向と日本の改：革を比較する。・教育の生産
I機能と選抜配分機能という観点から、教育と経済・社会
ﾌ関連をまとめる。

金子元久 金子元久
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＝二 qどもと若者の文化＝（TV）

〔主任講師：本田和子（聖学院大学教授）〕

全体のねらい
　現代の文化は、子どもや若者によって不断にリフレッシュされているが、それは、一方では、伝統文化の
変容に連なり、世代間の葛藤の原因ともなっている。本講義は、それら今日的な問題に焦点を合わせ、彼ら
の文化の解析を通して逆照射される「文化の継承し変容、およびその創造」について考えていきたい。

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 文化と若い世代

　全体のねらい。および、　「文化」　「子ども」　「若者」な

ﾇの用語の定義と説明。
@次回以降の内容の概略。

本田和子
i聖学院大

w教授）

本田和子
i聖学院大

w教授）

2 文字と映像の
ｶ化　（1＞

　文字が文化をリードした時代から、映像の時代へ、さら
ﾉ電子メディアの時代へと、社会の中心媒体が変化すると
ｯ時に、大人と若い世代との関係も変化を余儀なくされて
｢る。このことに言及し、現代における「文字文化」の位
uを考える。

同　上 同　上

3 文字と映像の
ｶ化　（2）

　「教科書」と「児童文学」は、従来、子どもに関連する
o版文化の代表的存在であった。現在は、　「子どもが本を
ﾇまなくなった」と言われる一方で、　「ヤング・アダルト」
ﾆいう新ジャンルが勃興している。今回は、それらについ
ﾄ考察する。

同　上 同　上

4 文字と映像の
ｶ化　（3）

　文字に代わって、先ず子どもの世界を席巻したのは漫画
ｶ化である。それらは、1960年代にはテレビと結び付いて
Aニメ文化を形成する。ここでは、子ども向けアニメを取
闖繧ｰっっ、映像文化について考える。

同　上 同　上

5

身体文化の中の

qどもと若者
@　　（1）一甲子園神話と

u若者」像一

　からだを動かして遊ぶことは、子どもや若者にとってど
�ﾈ意味を持つか。それらは、伝統的社会から現代に向け
ﾄ、どのような変貌を遂げたか。 清水　　諭

i筑波大学
u師）

清水　　諭
i筑波大学

u師）

6

身体文化の中の

qどもと若者
@　　（2）一規格化される

qどもの身体と
ｸ神一

遊びとスポーツの同質性と異質性。
Vびからスポーツへという変化は、子どもや若者に何を

烽ｽらしたか。 同　上 同　上

7

身体文化の中の

qどもと若者
@　　（3＞一自然の中での

Vびと身体一

　スポーツ・イベントとして、運動会や甲子園大会などを
謔闖繧ｰ、その意味と変遷を探る。

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）

現代は、人の暮らしに大量の「もの」を提供し、子ども
の生活も「もの」と不可分である。これらの現象の解明に

8 「もの」の文化 当たって、先ず、子どもの世界を特徴づける玩具・遊具に 本田和子 本田和子
史　（1） 焦点を合わせる。

現代の子ども・若者の世界には、従来の意味での玩具・
遊具の範疇に入らないものが、生活の快適化のために取り

9 「もの」の文化 込まれている。個室に用意されたテレビ・ラジオ、電話 同　上 同　上
史　（2＞ 器・パソコンなど。これらは、彼らの生活に何をもたらし

たのだろうか。

伝統的生活観を欠如からの発想とすれば、現代の若い世
代のそれは充足からの発想と言い得る。充足を目指して不

10 「もの」の文化 足を補うために行動が開始される状態と、何も必要としな 同　上 同　上
史　（3） い状態から何らかの動きが開始される状態の違いを考える。

現代の都市空間のなかで、盛り場と呼ばれる歓楽の中心
都会の中の子ど は、若者によって形成されたとも言われる。この経緯を踏 吉見俊哉 吉見俊哉

11 もと若者　　（1） まえつつ、現代の都市と彼らの関係に焦点を合わせ、その （東京大学 （東京大学
デパートのなか 特性について論及する。　（遊園地論を含む） 助教授） 助教授）
の子どもと若者

新しいメディア空間の形成に関する貢献と関与は、若い
都会の中の子ど 世代が先行世代を凌駕している。これらニューメディアに

12 もと若者　　（2） かかわる彼らの生態に注目し、その意味するものについて 同　上 同　上
映画館のなかの 考える。

子どもと若者

コンピューターは、もう一つの言語として、私どもの生
新しい言語と 活に不可欠の道具と化した。それに熱中する少年・少女た

13 新しい現実（1） ちをどう考えるかは、避けて通り得ない現代の課題である。 本田和子 本田和子
情報メディアと コンピューターリテラシイの発達について、ゲストと対談
若者 する

コンピューター世代の生きる場所は、従来の現実世界と
新しい言語ど は異なり、新しく生成される架空の現実であると言われて

14 新しい現実（2） いる。しかし、情報網を通じて遭遇する新しい現実の一つ 同　上 同　上
地球環境問題と として、地球環境問題が浮かび上がっているが、それらと
若者 若者のかかわりを巡って、ゲストとの討論を試みる。

急変を続ける現代文化の中で、子どもと若者はどのよう
な役割を担い、どのように自身の世界を形成していくのだ

15 現代文化と ろうか。それらに関して、私ども大人の責任は何か。現状 同　上 同　上
子どもと若者 を整理しつつ、今後の課題を考える。
一展望と課題一
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＝変わる社会と大学＝（R）

〔主任講師：牟田博光（東京工業大学教授）〕

全体のねらい
　第二次世界大戦後50年以上を経て、大学教育を中心とした高等教育は大きな転換期にある。明治維新や終
戦・占領といった社会の大変動に伴って行われた改革とは違い、平時において、変わる社会に対応して変化
していく様はこれまでに見られなかったことである。戦後を中心として、大学がこれまでどのように変化し、
これからどのように変化しようとしているかについて理解を深める。

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 大学の発展

　大学の歴史は中世にさかのぼる。大学の慣習の中にも当
桙ﾌ伝統を引き継いでいるものもある。さらに、大学は各
曹ﾌ社会経済的事情によって様々な発展を遂げた。日本の
蜉wの発展に関係のある事柄を中心に、大学の発展過程を
ｽどる。

牟田博光
i東京工業

蜉w教授）

牟田博光
i東京工業

蜉w教授）

2 進学率の変化
ﾆ高等教育計画

　戦後、大学進学率は順調に伸びてきたが、昭和50年頃か
轤P5年間ほどは停滞から減少傾向を見せた。しかし、その
ﾔ、専修学校は拡大した。高等教育計画が実施に移された
ﾌもこの時期である。進学率がこれからどう推移するかも
d要な関心事である。

同　上 同　上

3 大学の配置と
i学移動

　地方在住の子弟が都会の大学に進学する場合などに、進
wに伴う地域間移動が顕著である。進学移動は大学入学希
]者の地域分布と大学の地域配置のアンバランスによって
ｩなりな程度説明可能である。大学の地域配置は政策によ
驩e響が大きい。

同　上 同　上

4 大学教育の

@　　　大衆化

　大学進学率が増加することは、一部のエリートだけでは
ﾈく、誰もが大学に行けることを意味する。当然、大学は
ﾇうあるべきかに関する考え方、教育の中身、学生生活な
ﾇにも変化が見られる。大学教育の大衆化の行方、影響に
ﾂいて考える。

同　上 同　上

5 大学改革とカリ
Lュラムの変化

　設置基準の大綱化によって、各大学のカリキュラムは各
蜉wが自由に編成できるようになった。大学改革の歴史的
o緯もふまえながら、一般教養的科目と職業的専門科目の
oランス、カリキュラムの改善などについて説明する。

同　上 同　上

6 自己点検・評価

　多くの大学で自己点検・評価が行われている。この動き
ﾍ我が国だけのものではない。各国の動向もふまえながら、
ﾈぜこのようなことが一般的に行われるようになったか、
e大学で具体的にどのような自己点検：・評価を行っている
ｩ、それらがもたらす政策的意味は何かについて考える。

同　上 同　上

7 入学試験の

@　　　あり方

　入学試験のありかたは大学の問題であるばかりでなく、
�ｱ勉強を通して、高校以下の教育にも影響を与える。な
ｺ今のような入学試験制度ができたのか、他の国ではどう

竄ﾁているのか、日本では今後どのように改善していくこ
ﾆが可能かについて示す。

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）

大学が高等普通教育化しても、一部の大学では高い研究
機能を維持することが要求される。大学における研究機能

8 大学の高度化 は大学院に移っていく。さらに大学院は研究者の養成の場 牟田博光 牟田博光
であると共に、高度な職業人養成の場としての役割もはた
さなければくなってきた。

大学教育によって、教育を受けた個人だけではなく、大
学が存立する地域社会、あるいは国全体としても大きな利

9 受益者と 益を受けている。一方、大学を運営するには多くの財源が 同　上 同　上
負担区分 必要である。個人や国、地方公共団体が費用を分担して負

潤することになるが、どのような割合で負担すれば良いか
については議論のあるところである。

大学へ進学する目的の一つは、大学での学習を基礎とし
て、実社会で活躍できる足がかりをつけることにある。大

10 卒業後の進路 学における職業能力の開発は大きな課題である。大学の専 同　上 同　上
門と職業の関連がどのように変化しているか、職業への準
備教育はどうなるか、というった問題を明らかにする。

大学以外にも大学レベルに相当する教育・訓練・研究施
設がある。単位互換制度、連携・併任制度、学位授与機構

11 高等教育の の活動などにより、大学との関連も強まっている。大学と 同　上 同　上
多様化と柔軟化 大学以外の高等教育機関の違いは何か、様々な高等教育機

関がどのように共存していくのかなどについて考える。

衛星放送、光ファイバー、高性能コンピュータなどの技
術革新を教育に導入することにより、新しい形の大学教育

12 新しい通信技術 が可能になりつつある。これらの技術を大学教育に実際に 同　上 同　上
の利用 利用しているケースを紹介し、大学の技術的未来像を明ら

かにする。

日本だけではなく、他の先進国や発展途上国にも放送大
学のような遠隔教育大学が増えてきている。それぞれ設立

13 遠隔高等教育の の経緯は異なるが、同じ様な特徴も見受けられる。海外の 同　上 同　上
可能性 遠隔教育の実態と比較することにより、日本の放送大学の

将来について考える。

国際化の波は大学にも押し寄せている。多くの大学、大
学院で留学生の数が増え、授業を英語で行うところも出て

14 大学の国際化 きた。留学生を引き受けるだけではなく、国際研究交流も 同　上 同　上

盛んになった。発展途上国に出かけて、その国の大学のレ
ベルアップに貢献している教官も増えた。大学は教育に関
する政府開発援助の前線となってきている。

職務上の知識の更新や、生き甲斐を求めて多くの成人が
学習を続ける学習社会が長期的には到来すると考えられる。

15 学習社会と そのなかで大学がこれからどのような役割を果たしていく 同　上 同　上

大学の未来 べきか、大学の未来について考える。
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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
　地域社会が変貌するなかで、教育が果たす役割について、日本の地域開発の歴史を踏まえつつ、教育が具
体的に展開される場面に即し、また人間の発達段階に沿って明らかにするとともに、教育実践上の課題につ
いても考察する。生涯学習社会と類型化される現代の日本社会の教育は、特定の時期だけ、また限られた場
所だけでなく、しかも様々な形態で行われている。この科目（本書）では日本の各地域で展開される教育を、
社会学の理論と手法を中心に用いて分析する。

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 地域社会の変動

ﾆ教育

　戦後の地域開発政策の展開過程に即して、地域社会の教
迴繧ﾌ課題を提示する。
@本科目で取り上げる内容について、概説する。

岡崎三三
i放送大学

赴ｳ授）

岡崎高高
i放送大学

赴ｳ授）

2 教育環境として

ﾌ地域

　地域社会を教育環境の視点からとらえ、そこで成立する
ｳ育現象について、都市と農村、中央と地方、自然と人工
ﾆを対比する形で考察する。栃木県、東京都を事例とする。 同　上 同　上

3 地域社会と教育

　近代の学校の成立過程を捉えた上で、現代の学校の再編
ﾟ程について、具体的な教育内容に即して検討する。近代
ﾌ学校の成立過程を新潟県松之山町を事例で捉え、現代の
w校の再編過程について富山県高岡市の事例を通して学ぶ。

新井郁男
i上越教育

蜉w教授）

新井郁男
i上越教育

蜉w教授）

ｪ崎友典

4 教育内容と地域

　山形県上山市を事例に、地域住民として必要な教育内容
ﾍ何かについて、教育関係者と、住民の具体的な生活をも
ﾆに検討する。生活綴り方教育の歴史をたどり、生活記録
ﾆして、これを教材にいかに取り入れるかについても考察
ｷる。

岡崎友典 岡崎友典

5 子どもの地域生

　子どもの放課後の生活を指導する地域教育組織の役割と
ﾛ題について、香川県国分寺町の学校と子供会育成団体の
沫痰�ﾊして分析する。

住田正樹
i九州大学

ｳ授）

住田正樹
i九州大学

ｳ授）

ｪ崎二二

6 学校と地域住民

g織

　佐賀県唐津市の中心部と郊外の二地区の小学校のPTA
ﾌ実践活動の中から、学校と地域社会の住民組織が、どの
謔､な形で連携していくかについて、学校（教師）と住民
ｩら生の意見を聞きPTAの果たす役割について提起する。

同　上 同　上

7 人材の養成と移
ｮ（1）

　長崎市の商業校と普通科高校と沖縄県の総合高校の教育
燉eについてみるこにより、高校教育と職業の関連を分析
ｷる

吉本圭一
i九州大学

赴ｳ授）

吉本圭一
i九州大学：

赴ｳ授）

ｪ崎友典
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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 人材の養成と移
ｮ（2＞

　長崎県と沖縄県の高等学校の卒業後の進路について担当
ﾒから動向を聞き、地域によってどのような形態（タイ
v）が形成されているかについて学習する。 吉本圭一 吉本圭一

ｪ崎友典

9 地域社会の変容
ﾆ学区の再編

　学校の統合・新設の伴う通学区の再編について、北九州
sと福岡市の事例を通して、学校と地域住民組織がどのよ
､な形で連携しているかについて、関係者の証言をもとに
ﾛ題を探る。

住田正樹 住田正樹

ｪ崎友典

10 高等学校の制度
?vと通学区

　高等学校の再編が緊急な政策課題となっている。戦後の
mZ教育の理念にひとつだった「小学区制」の果たす役割
ﾉついて、松江市の高校再編の過程を通して地域問題とし
ﾄ捉える。

岡崎友典 岡崎友典

11 高等教育の就学
@会の拡充

　北海道江別市と沖縄県名護市新設された異なるタイプの
蜉wの設立の経緯と教育内容について紹介し、高等教育の
@会の拡充が情報・通信網の発達によりどのように変化し
ﾄきているかを捉える。

吉本圭一 吉本圭一

ｪ崎友典

12 地域の国際化と

ｳ育

　地域社会での国際化が、日本人と外国人の双方からなさ
黷驍ｱとについて、静岡県浜松市の国際交流委員会、ボラ
塔eィア団体、学校の事例を通して見ることによって、わ
ｪ国の国際化としての教育の課題を探る。

新井郁男 新井郁男

ｪ崎友典

13 移動社会と地域
ｶ化の継承

　流動性の高い地域社会と社会の低い社会を対比する形で、
n域文化の伝承と創造の過程を北海道の上川地区と沖縄県
ﾌ八重山地区を事例に検討し、学校教育と社会教育がいか
ﾉ連携していくかについて考察する。

岡崎友典 岡崎友典

14 地域社会の再生
ﾆ生涯学習

　岩手県の沢内村の福祉を中心とした生涯学習の実践を通
ｵて、高齢者から子どもまでの各世代が相互に学習するこ
ﾆの意義について、福祉と教育、行政と住民組織、公共施
ﾝと民闇施設といった二つの機能の「共同性」の視点から
ｪ析する。富山県高岡市での三社連携についても考察する。

新井郁男 新井郁男

ｪ崎友典

15 地域社会の形成
ﾆ教育の課題

　「地域社会の教育」が学校と家庭、住民との協同作業・
cみとして続けられることの必要性について、各回の担当
u師4人が、それぞれ提起した問題をもとに座談会の形で
ﾜとめる。

岡崎友典
新井郁男
Z田正樹
g本圭一
ｪ崎友典
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＝国際化と教育＝（R）

〔主任講師：小林哲也（京都大学名誉教授）〕

全体のねらい
　経済をはじめとする社会の各面での国際化が進むなかで、そうした変化に応じるとともに、それらを望ま
しい方向で発展させることのできる教育が必要とされている。それはどのようなものか、実態によりながら、
またその理論的根拠をたどりながら考えてみたい。

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 国際化社会の教

　社会の国際化の進展がどのようなもので、またそれが教
轤ﾉどのような課題を与えているかを考え、これまでの教
轤竄ｻの国際化の姿勢について反省し、今日の日本の社会
ﾌ国際化と教育の課題領域を概観し、この講義の導入とす
驕B

小林哲也
i京都大学

ｼ誉教授）

小林哲也
i京都大学

ｼ誉教授）

2 世界の教育の国

ﾛ化

　教育の国際化はひとり日本だけではなく、世界の人類共
ﾊの課題であることを国際教育の思想的系譜と、国際協調
ﾌための教育の発展をたどり、また、今日の国際機関の役
рﾆそこでの各国の協力について考察する。

同　上 同　上

3 日本の教育の国

ﾛ化

　明治以降の日本における教育の国際化の発展を歴史的に
ｽどり、その阻害要件とともに発展の契機を検討ザる。第2次大戦以降の教育の国際化を、民主主義と「共存と日常

ｫの国際化」という視点で考える。
同　上 同　上

4 教育における国

ﾛ交流

　教育における人、もの、かね、情報等の国際交流がどの
謔､な考え方や政策で、どのような組織や集団、個人によ
ﾁて進められているか、またそうした交流の促進のために
ﾇのような教育や研究が進められているかを検討する。

同　上 同　上

5 外国への留学

　外国での外国人との付き合いの（1）として外国留学を取り
繧ｰ、日本における留学の伝統と、大学レベルの留学と高
Zの留学および海外学習旅行の現状と問題を検討する。ま
ｽ外国における日本人教育諸施設を考察する。

同　上 同　上

6 海外で育つ子供

ｽち

　外国での外国人との付き合いの（2）として、海外で育つ子

氓ｽち、いわゆる海外子女の教育を取り上げ、それがなぜ
竭閧ﾆなるのかを、とくに彼らの帰国後の受入れ、いわゆ
驪A国子女教育との関連で検討する。

同　上 同　上

7 外国人留学生

　日本での外国人との付き合いの（1）として、外国人留学生

�謔闖繧ｰ、その受入れの制度について検討し、またその
?ﾌ的な問題を、大学・専修学校等の留学生・就学：生と、

ｬ・中・高校の外国人児童・生徒について考察する。
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）

日本での外国人との付き合いの（2）として、日本に永住な

いし長期滞在する定住外国人等、とくに、もっとも古く、
8 定住外国人等の また人口の多い在日韓国・朝鮮人と、近年、増加しっっあ 小林哲也 小林哲也

教育 る外国人労働者や難民、日本人引き揚げ者の教育を検討す
る。

日本での外国人との付き合いの（3）として、外国人学校・

国際学校を取り上げ、その実態と問題、とくにそれらの日
9 外国人学校・国 本の教育制度における位置付けを検討し、それらとの関連 同　上 同　上

際学校の教育 で「民族教育」　「多民族教育」について考える。

国際社会での異なった文化・民族の人々との付き合いと
して、国際共同教育事業への参加を取り上げ、政府および

10 国際共同教育事 非政府機関（NGO）による活動、とくに発展途上国との 同　上 同　上
業への参加 教育協力およびそれを支える教育活動としての開発教育を

検討する。

異なった文化・民族の人々との付き合い方の教育として
の国際理解教育について、その発展をたどりながら目的や

11 国際理解教育 方法、意義、基礎となる文化・コミュニケーション理論を 同　上 同　上
検討し、また国際意識と愛国心、自国と他国の理解などの
論点について考える。

日本の学校をめぐる国際化の状況を検討し、学校教育の
国際化を必要とする社会的要請とそれを促進あるいは阻害

12 学校の国際化 する条件、とくに学校教育についての社会的期待と、国際 同　上 同　上
化に関する教師の役割について考察する。

日本の大学の国際化の実態とそれを促進または阻害する
条件を、主要外国諸国と比較しながら、主として学生・教

13 大学の国際化 員とカリキュラムおよび大学の目的・機能の面から検討し、 同　上 同　上
また近年話題となっている「国際大学」について考察する。

地域社会における国際交流とその一環としての国際教育
活動を、国：境を越えた地域社会間の教育交流、国際化する

14 地域社会での国 地域社会内の教育活動、生涯教育の国際化等の三面から考 同　上 同　上
際教育 察する。

教育の国際化の目的を、異なった民族・文化の人々との
共存とそのための地球市民の育成とする観点を検討し、こ

15 地球市民の教育 の「グローバル教育」に含まれる理論的、実践的課題を整 同　上 同　上
理・考察することによってこの講義のまとめとする。
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＝メディアと教育＝（TV）
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全体のねらい
　授業は教師と児童・生徒のコミュニケーション過程である。そこではことばのほかに種々のモノが媒体と
して使用される。基本的な手段である音声言語を始め、文字・活字・映画・電波・コンピュータなど、それ
ぞれのメディアの発達の跡を意識しながら、新しいメディアが人間社会にもたらしたものを教育との関わり
を通して考察し、メディアをどう受け入れ、活用していくかを探る。

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 コミュニケーシ　　　　、ヨン・メティア

　メディアとは何か。ヒトは、メディアとしての「こと
ﾎ」をどのようにして獲得したのか。他の動物のコミュニ
Pーションと比較して、ヒトと動物に共通するもの、また、
qト独自のものは何か、動物行動学の研究者に聞いて、「ことば」への道筋を明らかにする。

遠藤　　榮
i元帝塚山

w院大学助
ｳ授）

遠藤　　榮
i元帝塚山

w院大学助
ｳ授）

2 ことばの特性

　ヒトが、　「ことば」を聞くとき、それは単なる物理的な
ｹを聞いているのではない。音を「ことば」として聞く手
ｪかりはなにか。大量の情報を高速度で伝達することを可
¥にした「ことば」の特性を考察し、メッセージの受容に
ｽが必要なのかを考える。

同　上 同　上

3 絵文字からアル
tァベットへ

　音声は一一過性で跡を残さない。　「ことば」を伝え、記録

ｷるメディアが必要となった。絵文字が作られ、やがて
uことば」を写す文字が考案され、新しい世界が開いた。
ｱこではヒトの記録への努力を見ていく。文字によって失
墲黷ｽものについても考えたい。

同　上 同　上

4

文字を教える・

ｶ字で教える一
ﾐ会装置として
ﾌ学校

　文字が誕生したときから、社会は文字を読み書きする人々を必要とし、意図的な教育が始まる。すぐれた情報の貯

?Vステムである文字から多彩に文化が展開し、その伝達
ﾍ言語（音声と文字）というシンボルによって行われるよ
､になる。学校の誕生である。

白鳥元雄
i聖徳大学

ｳ授）

白鳥元雄
i聖徳大学

ｳ授）

5

文字複製のメデ
Bアーグーテン
xルクを中心に

　印刷の歴史は中国で発明された木版から始まるが、15世
Iなかばグーテンベルクの活版印刷技術の発明はそれをさ
轤ﾉ飛躍させる。F．ベーコンがいうように、それは火薬、

?j盤と並んで、全世界の外観と状況を一変させた。マス・メディアへの第一歩である。

同　上 同　上

6

r世界図絵』
R羽並ウスのも
ｽらしたもの

　コメニウスのr世界図絵』は、世界で最初の絵入りの言
tの教科書である。　r世界図絵』は、それまでの文字中心
蛛ﾟ義の教育に新しい道を開くこととなった。視聴覚教育の
ｹ流といわれるコメニウスと、その後の直観教育の思潮が
ｳ育に与えた影響を考察する。

井ノロ淳三
i追手門学

@大学教授）

j?N雄

高棄康雄
i江戸川大

w教授）

艫mロ淳三
i追手門学

@大学教授）

7 新聞というメデ

Bア

　社会体制の変革期に情報欲求は生まれる。16世紀には手
曹ｫの「新聞」が誕生した。17世紀初頭には印刷された週
ｷ新聞が、そして王と市民たちの緊張関係の中で日刊新聞へと成長する。文字によるマス・メディアは、読み書きの

J　　　リテラシーを前提にし、文字の習得を加速する。

白鳥元雄 白鳥元雄
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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）

近代の教育は、黒板と掛け図に象徴される一斉教育であ
る。校舎も標準化し、今日多く見られる教育環境としての

8 黒板と掛け図 学校が誕生した。教育メディアとしての掛け図を初めとす 高秦康雄 高棄康雄
る経験素材の広がりと、それらのメディアの果たした役割
を考える。

動きを記録し伝えるだけであった映画は、空間的な物象
と時間的な活動のすべてを記録・保存・伝達するメディア

9 動きを伝えるメ として、教育にも大きな影響を与えることになった。学校 同　上 同　上
副、

Aィア 教育では「動く掛け図」論争に見られるように利用方法に
ついて活発な議論が行われた。

実物・図・写真などさまざまなメディアを利用した博物
館は、博物館そのものがメディアであるといってよい。さ

10 メディアとして らに、映像展示・体験型装置などの導入によってイメージ 同　上 同　上
の博物館 も一新されつつある。さまざまな経験を通して、博物館で

どのように学ぶかを考える。

放送は、登場当初からその教育的役割が注目された。大
正15年に始まったわが国のラジオ放送には、高レベルの教

ll ラジオの登場 育プログラムが用意された。ここでは学校放送が誕生する 遠藤　　榮 遠藤　　榮
までの跡をたどりながら、教育放送の役割を考察する。

戦後、学校教育の中で放送の果たした役割は大きい。全
国の子供たちがすぐれた教材で学ぶことを可能にした。同

12 教育メディアと 時にその利用をめぐって活発な論争が展開された。しかし、 白鳥元雄 白鳥元雄
してのテレビ 教育メディアとしてのラジオ・テレビの利用は学校に限ら

ない。今後の可能性を考える。

コンピュータ技術は、計算機としての役割から、データ
・ベース、マルチ・メディア、通信とコミュニケーション 永野和男 永野和男

13 メディアとして ツールに変わってきている。これまでプロにしかできなか （静岡大学 （静岡大学

のコンピュータ つた編集や制作をだれにでもできるようになった。これら 教授） 教授）

の点を技術的な立場から紹介する。

今、学校の中で子ども達自身がメディアを編集して行っ
ている活動がクローズアップされてきている。コンビュー

14 学習の場におけ タを表現のための道具として活用している事例を紹介しな 同　上 同　上

るコンピュータ がら、コンピュータ技術が教育的にどのような意味を持つ
ているかを考える。

今、我々が接するメディアは多種、多様である。利用の
効果を上げるためには、それぞれのメディアをどう読み取

15 メディア・リテ るか、利用者の技能の向上が必要である。メディア・リテ 三三康雄 高棄康雄
ラシー ラシーをどう考えたらよいか、また、どのように獲得され

るべきなのかを考える。

一344一



＝知覚心理学＝（TV）

〔班難：羅論難轟繋留穫1〕

全体のねらい
　人毛における知覚活動は、そのほかのすべて心的活動のもととなる極めて重要な機能といえる。そこには
神経生理学的基礎過程から高次の認知的精神過程までを含む複雑な機構が関係し、それらを理解することに
よって、われわれは人間の精神活動に一層深い洞察を得ることができよう。

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 感覚・知覚・
F知

　感覚と知覚と認知はともに密接に関連しあっている。こ
黷轤ﾌ間の関係を考察し、それぞれの働きと特徴を概観す
驕B

相場　　畳
i放送大学

ｳ授）

ｹ居修晃
i聖心女子

蜉w教授）

相場　　覧
i放送大学

ｳ授）

ｹ居修晃
i聖心女子

蜉w教授）

2 知覚研究の方法

　知覚研究のためには数多くの研究法が開発されて来た。
ｻのあるものは心理学とおなじ位の歴史を持ち、またある
烽ﾌは最近になって使われはじめた。それらを解説し、知
o研究の進展との関係をみる。

同　上 同　上

3 視覚（1）

ｾるさ　・色

　視覚のもっとも基本的な属性である明暗の知覚と色彩視
ﾉついて、それらの日常の経験との関連について考察し、
ﾜたそれらの働きを担うメカニズムについての最新の理論
��烽ｷる。

相場　　覧 相場　　覧

4 視覚（2）

`・立体視

　形には平面図形の形状と立体の形態とがある。平面図形
ﾌうちには輪郭線図形と面図形とがある。これらの平面図
`の形をひとはどのように知覚するかという問題について
_述し、次に、立体の形に関してはその見方が視点に依存
ｵて異なることを中心に考察する。

鳥居修晃 鳥居修晃

5 視覚（3）

^　　動　　視

　われわれの視覚的世界は運動する事物に満ちている。ま
ｽわれわれも動きながら物を見る。したがって運動の知覚
ﾍわれわれの生存に欠く事の出来ない機能である。そのメ
Jニズムと生物学的な意義を論ずる。

相場　　畳 相場　　覧

6 開　　　　　眼
w術後の視知覚

　先天性の視覚障害の人たちが開眼手術を受けた直後、ど
ﾌような視覚体験をするかという問題を取り上げて論考す
驕B次に、手術後、色・形の視知覚ならびに事物の認知活
ｮがどのような過程を経て増強・形成されていくかという
竭閧�?Sに考察を進める。

鳥居修晃 鳥居修晃

7 聴覚（1）

ｮ覚の基礎

　聴覚の基礎として、音の物理的性質と聴覚の属性との関
Wについて、コンピュータ・グラフィックスを用いて説明
ｷる。マスキング実験などを通じて聴覚の基礎的モデルの
Pつである臨界帯域の概念について概説し、さらに聴覚の
ｮ特性について例をあげて紹介する。

難波精一郎
i宝塚造形

|術大学教
�j

難波精一郎
i宝塚造形

|術大学教
�j
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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）

音楽の演奏表現に大きく関与する高さ、大きさ、音色の
聴覚（2） 時間的変化についてデモ実験により説明する音声の知覚に

8 音楽・音声 及ぼす諸要因について合成音声を用いて紹介する。騒音の 難波精一郎 難波精一郎
騒音 人間に及ぼす影響について例示し、音環境のアセスメント

の重要性について概説する。

触覚については、触覚器官の代表であるヒトの手を主題
とし、その触情報処理メカニズムについて解説する。まず、 宮岡　　徹 宮岡　　徹：

9 触　　　　　覚 触情報を受容する皮膚機械受容単位の種類と機能を述べ、 （静岡理工 （静岡理工

次にそれらの情報から主観的な触感覚がどのように産出さ 科大学助教 科大学助教
れるかに言及する。 授） 授）

痛覚については、その出現・抑制に心理的側面が極めて
重要であることが知られている。そこで、末梢的な痛神経

1G 痛　　　　　覚 系の解説は基本的な事項に止あ、トップダウン的な痛覚御 同　上 同　上
機構について詳しく述べる予定である。

空間認知に関する研究の流れを跡づけ、次に両眼・単眼
による立体視、距離が異なる同一対象の大きさの知覚の問

11 空　間　認　知 題を取り上げる。ギブソンのきめの勾配、ジュレッツのラ 鳥居修晃 鳥居修晃
ンダムドットステレオグラムに関しては具体例を示して解
説を加える。

味やにおいの知覚について、閾値、感覚的強度、味・に 斉藤幸子 斉藤幸子
おいの分類に関する学術的知見を学び、特にこれらの感覚 （通産省工 （通産省工

12 味覚・嗅覚 に特徴的な快不快と前述の知覚との関係、またそのような 業技術院生 業技術院生
快不快が形成される過程やその要因について考える。 命工学研究 命工学研究

所研究室長） 所研究室長）

時間は普段はあまり意識されない。そして意識されたと
しても時と場合によってそれは全く異なって把握される。

13 時　間　知　覚 それらを規定する要因は何か。また時聞知覚の生物学的基 相場　　畳 相場　　畳
礎は何か、などについて概観する。

計算機の発達にともなって、入間の知覚機能を計算機に
よって模擬させる試みが多くなされた。それらを概観し、

14 知覚の計算理論 それがわれわれの知覚機能の理解にどのように役立ってい 同　上 同　上
るかを考察する。

知覚の研究が応用面にどのように活用されているかにつ
いて論じる。先天性盲人ないし早期失明者における視覚の

15 知覚研究の応用 障害状況について解説するとともに、それらの人たちに視 鳥居修晃 鳥居修晃
感　覚　代　行 覚以外の感覚系を通して視覚情報を伝達する試み（感覚代

行技術）について紹介する。
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＝認知心理学＝（TV）
〔主任講師：小谷津孝明（慶鷹義塾大学教授）主任講師：星　　　　薫（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　認知心理学とは意味づけて知る、共感的に知る、創造的に知る、ことの心理学である。伝統的な科学的心
理学の枠組みからすれば、知覚、記憶、学習、理解、思考、推論、問題解決、等が主題となるが、本講では
素材を実験室的心理学内のみならず日常経験や文学・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・機械論的研究に終わりがちであった点を反省し、出来るだけ人間および人間心理の全
体像を、発達成長的側面も加味しながら、浮かび上がらせるよう努力したい。

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 認知心理学とは

ｽか

　認知とは何か。感覚と知覚とどう区別されるのか。記憶
竰m識との関連はどうか。心理学の歴史の中でまた計算機
ﾈ学など関連諸学において認知がどのように論じ研究され
ﾄきたかについて概述し、現在および将来の認知心理学の
?阨福ﾉついて展望する。

小谷津孝明
i慶磨義塾

蜉w教授）

小谷津孝明
i慶磨義塾

蜉w教授）

ｯ　　　薫
i放送大学

赴ｳ授）

2 「もの」の認知

　“もの”の認知は物理的実在の単なるコピーではない。
ﾎ象性、外在性、関係性を把えることがその本質である。
ｻの対象性の認知（同定）が知識なくしては成立しないこ
ﾆ、その知識との照合のメカニズムの基礎的なモデル、枠
gの効果、補完・分節・平滑化といった能動的処理外在性
ﾌ認知を支える内的メカニズムと投射機能等について述べ
驕B

同　上 同　上

3 「こと」の認知

　認知はしばしば意味・概念・エピソードなどにおよぶ。
ｻれは“こと”の認知である。対象が複数個集まればそこ
ﾉ関係性が認知される。　「部分と全体」の関係はゲシュタ
泣g心理学の主題だ。また、　“こと”の認識が“生”に対
ｵてもつ深い関わりについて「目と目の世界」というテー
}で話したい。

同　上 同　上

4 注意のはたらき

　特定対象への予期的注意は意識を明瞭にし、認知を鋭敏
ｻし、焦点化し、思考・判断・決定へのレディネスを高め、
ｻして対処反応を速ある。一方、新奇のもの、変化するも
ﾌ、主体との関わりの強いものなどは特に注意を向けてい
ﾈいときにも認知されやすい。これらのメカニズムについ
ﾄ論じる。

同　上 同　上

5 記憶の世界（1）

　認知した結果は記憶され、その後必要に応じて検索・想
Nされ、次の認知に資する。その記憶の仕組みについて、
﨣�?搏I視点から、短期記憶と長期記憶、精緻化とスキーマ、意味記憶とエピソード記憶、意味ネットワーク、想

Nの再構成二等のサブテーマを設定し、構成的に概説する。

同　上 同　上

6 記憶の世界（2）

　記憶の想起の仕方と精神障害の視点から4種類の記憶を
ｪ類し、それらの重層性と神経生理学的解体・精神医学的
�ﾌについて述べる。左脳・右脳と機能局在説や老人性健
Y症などについては、　“人間の実存”という視点からも論
ｶることにしたい。

同　上 同　上

7 学習と動機づけ

　私たちは時には人に教えられ、時には自らの経験を通し
ﾄ、知識を習得し、知識間の関連を見つけて整理し、さら
ﾉは考え方をも学んでゆく。この学習の形成過程と学習行
ｮを積極的・効果的に自発・促進させる動機付けのメカニ
Yムについて論じる。

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 思考と問題解決

　思考とは問題解決に際して行われる知識の操作であるが、それはしばしば形式論理よりも生活経験に基づく実際知識や直感に依拠し、結果は誤りや曖昧さを伴いやすい。その

ﾀ相を知り、対処の方策を考える。また、インターネット
�ﾊじてのグループ問題解決など最新の研究についても紹
薰ｵたい。

小谷津孝明
小谷津山明

ｯ　　　薫

9

知
的
理
解
と
ス
キ
ー
・
マ

　談話・文章・諺・資などを素材として、それぞれの理解の仕方とそれをそのように方向付けるもの、①フォーカシング：特定の述語・題・詞書など、②枠組み：スキーマ・

Xクリプトなど、③連想・類比・メタ認識など、について
_じる。

同　上 同　上

10 共感的理解と
蜍q融合の視点

、人と人との“間主観的理解”ほど人の共存・実存にて重
vなものはない。それは相互の身体的・言語的・感性的表
ｻを通して意図や気持ちを知的・共感的に理解することを
v請する。伝承や文学芸術作品を素材にして、記憶とも関
Aさせながら述べる。

同　上 同　上

11

感情、情動、そ
ｵてこころの原

洛i

　幼児期に経験したシーンの記憶のうち成人してからの認
ｯの仕方のありようを大きく支配しているものがある。こ
黷�ｴ風景と呼ぶ。それには陽性的なものと陰性的なもの
ｪあるが、後者の典型は“トラウマ”であろう。感情と感
ｮの問題として論じたい。

同　上 同　上

12 こころの構図を
`く

　これまで主として“こころの機能・働き方”について考えてきた。行動主義のように、こころを非実体的なるが故に心理学の対象とすることに反対する立場もあったが、この辺で“機能を産み出す構造”に力点を置き“こころ”の

¥図を描くことにする。

同　上 同　上

13 カウンセリング
ﾆ認知の機能

　“うつ”の治療法として最近注目されている“認知療法”
�ｲに、二三の代表的なサイコセラピーについて、特に知
I・情動的認知の視点から述べ、さらにそれぞれが人間の
ｱころをどのように見てきたか一つまり人間観一について
lえ、認識を深める。

同　上 同　上

14 思いやりと看護i

ﾌこころ

　人を思いやるということは、自己中心的思考から他者中心的思考に変わることである。それを媒介するものはその

lの憂うべき身体的、精神的状況に対する共感的理解だ。
ｻれは愛他心、アルトゥルイズムの基底でもある。これらを看護の

竭閧ﾆ絡めて論じる。

同　上 同　上

15 認知心理学的自
ﾈ実現のすすめ

　自分があるべきと思う最高の自分を実現して行くこと、
рｽちはそこから身を引いていすぎはしないか。日々を生
ｫ生きと生きるたあに、現在の自己を見つめなおし、あり
ｽいと願う最高の自己を生きるにはどうしたらよいかにつ
｢て考えたい。

同　上 同　上
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＝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
　個体はさまざまな環境との相互作用のなかで発達していくが、特に経験や教育を通じて環境との関係のも
ち方や環境への働きかけ方が習得され変化していく側面は「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　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 学　習　と　は

@　　　　　一

　発達の進行には、素質に基づく成熟の要因と経験効果に
薰ﾃく学習の要因が相互作用的に関与することを示し、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での学習に関する心理学的アプローチの範囲（各章でと
闖繧ｰられるテーマ）を紹介する。

金城辰夫
i専修大学

ｳ授）

金城辰夫
i専修大学

ｳ授）

2 初　期　学　習

　出生直後からすぐに種々の環＝境的作用が個体に影響を及
ﾚすが、そうした初期経歴の効果の重要性を示すいくつか
ﾌ研究一動物における母子隔離実験・体性知覚制限実験
竦謫V盲者の開眼正視知覚の事例など一を紹介し、解説
�ﾁえる。

同　上 同　上

3 条件づけ学習
@　（1）

　条件づけ学習の2つのタイプとして、パブロフ型（古典
I）とオペラント型（道具的）のあることを示し、それぞ
黷ﾉおける「強化」・「消去」ならびに「般化」という基
b過程について例示しながら解説をする。また、　「分化」
竅u弁別」の過程についても取り上げる。

同　上 同　上

4 条件づけ学習
@　（2）

　オペラント条件づけにはいくつかの様式があるが、その
､ちの嫌悪刺激に関わるもの、とくに受動的・能動的回避
�盾ﾃけの仕組みについて解説をし、さらに、味覚嫌悪や
w習性無気力の研究事例も取り上げてみていく。また、で
ｫれば、行動療法にも触れる。

同　上 同　上

5 動　作　学　習

　知覚一運動響応ないし動作的技能について、それらが補
ｳ的・追跡的な性質をもつ単位動作からなる一連の連続的
i階的構造になっていることを示し、その習熟にあたって
ﾌ各種のフィードバック情報の重要性を解説する。また、
繒K法の問題にも触れる。

同　上 同　上

6 観　察　学　習

　攻撃行動および援助行動を題材にして、他者の行動観察
�ﾊじて社会的行動がどのように習得されていくのかを解
烽ｷる。テレビの暴力場面の影響などにもふれる。

安藤清志
i東京女子

蜉w教授）

安藤清志
i東京女子

蜉w教授）

7 言語習得の過程

@　（1）

　幼児期までの子どもが急速に言語習得を達成する過程に
ﾂいて、そこでどのような言語発達の変化がみられるのか
�氓ｦ、それを規定する大きな2つの要因一生得的要因VS環境的要因一のかかわりについて整理する。言語習得の現象を押さえることを通して、言語の多様な側面に気づ

ｩせる。

荻野美佐子
i上智大学

赴ｳ授）

荻野美佐子
i上智大学

赴ｳ授）

一349一



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 言語習得の過程
@　（2）

　言語のもつ記号、コミュニケーションの機能を解説し、
ｱれらを可能とする生理学的、社会的要因について述べる。
L号としての言語習得にかかわる認知的制約、語彙習得の
迫攪_、チンパンジーの記号習得について解説し、さらに
ｩ己内コミュニケーションの過程として、思考、行動調整
ﾉおける言語の役割を解説する。

荻野美佐子 荻野美佐子

9 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段階からなることを情

�?摶ﾍ型にしたがって解説し、短期記憶と長期記憶やそ
ﾌ他の記憶の区分について解説する。

篠原彰一
i東京都立

蜉w教授）

篠原彰一
i東京都立

蜉w教授）

10 記　銘　学　習

　学習すべき事柄を学習の時点では自分の知識体系に関連
ﾃけられず、そのままのかたちで丸暗記する機械的学習を
｣進する諸要因について解説する。また、干渉その他の忘
pの諸要因についても触れる。

同　上 同　上

11 知識と学習

　学習におけるスキーマの働きを解説する。また、理解と
L憶の関係、記憶における構成的側面についても事例によ
閧ﾈがら説明し、既得の知識体系に新しい知識を関係づけ
ﾈがら習得する過程を具体的に示す。

同　上 同　上

12 概念と推理

　概念の習得過程を概念達成実験を例にとり解説し、概念
ﾌプロトタイプについても触れる。推理の過程については、
峨??掾A帰納推理ならびに類推について研究の事例を引
ｫながら解説する。

同　上 同　上

13 問　題　解　決

　問題解決の諸要因について解説する。問題解決に影響を
^える要因として、副次的目標、問題の表現、類推の働き
�ﾆりあげる。また、機能的固定性、構えなどの問題解決
ﾉ及ぼす影響についても解説する。

同　上 同　上

14 態度・価値の
`成

　態度に関する基本的な概念を解説した上で、態度の形成
ﾟ程を、条件づけ、直接経験、認知的・一貫性、準拠集団の
e響、モデリングなどの立場から検討する。 安藤清志 安藤清志

15 学習と動機づけ

　種々の欲求と学習活動との関連性について述べ、とくに
B成動機と原因帰属の仕方、機能的快感・認知的動機づけ、
ｩ己有能感・自己効力感などの学習活動における重要性を
謔闖繧ｰる。また、終りに、学習意欲の諸問題についても
l察していく。

金城辰夫 金城辰夫
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＝発達心理学（’98）＝（TV）

〔主任講師：小嶋秀夫（名古屋大学教授）主任講師：三宅和夫（北海道医療大学教授）〕

全体のねらい
　人間の生涯にわたる心理学的発達の姿を、乳幼児期から老年期に至る重要な問題を取り上げて概観する。
発達的変化に関係する個体側の条件とともに、個体がかかわる環境条件に注目する。発達の姿の学習に加え
て、学際的視野、日常生活の中での発＝達の視点の意義などを具体的に学ぶことを通して、発達心理学への理
解を深める。

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 現在の発達心理

w

　発達心理学の現状を概観する。それがどのような問いに
嘯ｦようとする学問であるかを述べ、発達心理学の役割を
w際的視野、社会的役割、日常生活との双方向的つながり
ﾌ点から説明し、全15回の構成を示し導入とする。

小嶋秀夫
i名古屋大

w教授）

小嶋秀夫
i名古屋大

w教授）

2 発達研究の歩み

　発達心理学の先駆けとしての発達研究にかんたんに触れ
ｽ後、過去100年にわたる発達心理学の歩みを辿る。代
¥的な理論と理論家たち、発達心理学が用いる主な方法を
燒ｾする（縦断法・横断法、時代差を含む）。

同　上 同　上

3 ヒトから人へ

　人間の初期発達を題材にしながら、発生・発育と発達に
ﾂいての理解を深める。時間軸に沿った変化には遺伝的な
烽ﾌと、環境に影響されるものがある。種としてのヒトが
ﾇのようにして社会的な人になるのかを、それらの相互作
pの中で考える。

河合優年
i三重大学

ｳ授）

河合優年
i三重大学

ｳ授）

4 種々の機能が働
ｫ始めるとき

　人間の種々の機能はいっ頃から働き始めるのかを、個々
ﾌ機能系について、前回との関連から検討する。聴覚野、
^動機能、さらに視覚系を扱う。 同　上 同　上

5 発達を作り出す
烽ﾌ

　かなり早い時期から発達する個々の機能系が、相互にど
ﾌように関連しているのか、それがどのように発達を作り
oすのかを考える。ここでは運動能力と認知機能、母子関
Wの成り立ちと後の発達について触れた後、他領域におけ
髞ｭ達研究の意味を述べる。

同　上 同　上

6 乳幼児の社会的

ｭ達

　子どもは生まれて間もなくから母親を初め家庭内の人々
ﾆのかかわりの中で育って行く。やがて家庭外の子どもや
ｨとなとの交渉を持つようになり、子どもの社会的世界は
g大して行く。このような過程を通じての社会的発達につ
｢て、縦断的・生態学的に考察する。

三宅和夫
i北海道医

ﾃ大学教授）

三宅和夫
i北海道医

ﾃ大学教授）

7 乳幼児の情緒的

ｭ達

　発達において情緒が担う役割を、乳幼児期に情緒表出が
ﾇのように社会化して行くか、親子の情緒的コミュニケー
Vョンの在り方が後年の蓋恥心、罪悪感、道徳性などにどのようにかかわるかの検討を通して説明する。

同上 同上
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回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌻
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 認知機能の発達

　ここでは、ピアジェの発達論やそれを裏付けるような実
ｱデータ、最近の認知発達理論に基づく新たな知見を述べ
驕Bその中で幼児期とは異なる児童期および青年前期の知
I特性を浮き彫りにしたい。

丸野俊一
i九州大学

ｳ授）

丸野俊一
i九州大学

ｳ授）

9 社会性の発達

　ここでは道徳性、愛他行動、自己の発達などを中心に述
ﾗる。その中で児童期から青年期前期における現実自己と
ﾐ会規範（価値観）にもとつく理想自己のずれ、時間的展
]などについて講義する。

同　上 同　上

10 個人差に応じた

ｳ育

　ここでは認知スタイルやATIを中心に知的機能の個人
ｷ、創造性を育む教育形態などについて考える。また、今
緕ﾐ会的に必要になってくる自分の考えを自己主張できる
ﾔ度・技能を育むために、教育環境や家庭環境はいかにあ
驍ﾗきかについても講義する。

同　上 同　上

11 大人になること
｢代をつなぐこ
ﾆ

　大人は子どもを世話する存在となる。成熟した人間は、
ｼ者から必要とされることを必要とするからである。自己
�m立し大人になることと次世代を育てることを関係付け、
Aイデンティティ、ジェネラティヴィティ（世代性）とい
､エリクソンの概念を深める。

山田洋子
i京都大学

ｳ授）

山田洋子
i京都大学

ｳ授）

12 人生半ばの危機
�zえて

　もう若くない自分に向き合い、老いと死、人生の有限性
�ｩ覚し始めるのが中年期である。人生後半は必ずしも下
闕竄ﾅはなく、中年期は内なる心の声に耳を澄まし、個性
ｻの道を歩み始めるときであることを実際に示す。

同　上 同　上

13 人生サイクルと
l生の物語り

　人は自分の人生の物語りを誰かに語りたいと思い、また、
ｩ分の人生をより大きな生の循環系と重ね合わせて意味づ
ｯたいと願う。肉声で語られる日常の例を基に、ライフ・
Tイクルと人生を物語る意味について考える。

同　上 同　上

14 生涯発達の中で

ﾌ老年期

　老年期の研究者をゲストに招いて、老年期に見られる心
搏I変化の特徴を把握するとともに、エイジングの個人差
�ｶむ生物学的・環境的・個人史的要因を探る。この時期
�ﾜめて、生涯発達をどう考えるかを説明する。

小嶋秀夫 小嶋秀夫

15 発達心理学の課
閧ﾆ将来の展望

　前回までの講義を通じて、発達心理学研究が今日までに
蛯ｫな進歩を遂げてきたことが理解されたであろうが、そ
黷ｪどのくらい現実の社会的問題の解決に貢献しているか
ﾉついて考え、さらに今後進むべき方向について検討する。

三宅和夫 三宅和夫

一352一



＝乳幼児心理学＝（TV）

〔圭騰舘：論題縢蕩擬葬聡警勘

全体のねらい
　出生より小学校入学までのおよそ6年間における子どもの心理的発達について一方において近年の研究の
成果にもとづいた新しい知見を具体的に提示し、他方において社会、家族をめぐる変化を踏まえて乳幼児保
育のあり方などについても検討する。

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 乳幼児期の
ｭ達の重要性

　この20年ほどの間に乳幼児期とりわけ生後2～3年間に
ｨける子どもの発達についての心理学研究が急激に発展し
ﾄきた。それがどのような理論の進歩によるのか、またど
ﾌような社会的背景のもとで起きたのかについて考察する。

三宅和夫
i北海道医

ﾃ大学教授）

三宅和夫
i北海道医

ﾃ大学教授）

2 発達初期の
qどもの能力

　かって乳児は無力な存在として扱われ心理学の研究もあ
ﾜりこの時期のことを取り上げていなかった。ところが近
Nの研究は乳児がすばらしい能力をもつ能動的な存在であ
驍ｱとを明らかにした。このことについて具体例をあげて
燒ｾする。

同　上 同　上

3 気質と行動発達

　出生後間もなくの子どもにはその行動的特徴において個
ﾌ差が見られる。それらは生得的な基礎をもつものである
ｪ、養育者に少なからぬ影響を及ぼす。ここでは気質につ
｢ての研究を紹介しそれが乳幼児の行動発達にどのように
ｩかわるかを考察する。

同　上 同　上

4 情動の発達

　情動の機能主義的考え方を中心に、乳児期の情動発達の
竭閧��烽ｷる。乳児の情動は、単に親に対する信号とし
ﾄだけ働いているのではなく、自分自身の状態や行動を制
艪ｷる働きをもつ。そのような情動制御の研究を紹介する。
贒ｮ表出の日米比較研究も紹介する。

氏家達夫
i福島大学

ｳ授）

氏家達夫
i福島大学

ｳ授）

5 母子システムと

､着の発達

　およそ生後1年間に、母子は互いに相手に適応し、強い
譓藷I絆＝愛：着を形成する。その適応過程には、母親自身
ﾌ経験や子どもの特徴、母子を取り巻く社会状況などが関
墲ﾁている。愛着の発達を、それら要因間のダイナミック
Vステムとして考察する。

同　上 同　上

6

世界を捉えるし
ｭみ一認知機能の

@　　　発達一

　子どもは乳児期を通して外界を認識する枠組を形成して
｢く。事物の認識、生物概念や数概念、数を操作する仕方
竢o来事を因果的に捉え、自分自身の行動をモニターした
關ｧ御できるまでを実証研究を踏まえて検討する。

内田伸子
iお茶の水

落q大学教
�j

内田伸子
iお茶の水

落q大学教
�j

7

ことばの生まれ
體ｹ筋一言語機能の

@　　　発達一

　言語は人とやり取りする手段として人との関係を作る働
ｫをする。また認識や情動、意志と絡み、イメージの形成
笏F識を深める手段となる。言語機能の発達を踏まえて、ことばの習得が子どもの発達とどう関わるか考える。 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 対人関係の発達

　家庭における人間関係の中で父子関係と兄弟関係に特に
ﾅ点をあてて検討する。また、夫婦関係や家庭の外のネッ
gワーク（祖父母や近隣の人々）の子育てに対する影響に
ﾂいても併せて考える。

臼井　　博
i北海道教

迹蜉w教授）

臼井　　博
i北海道教

迹蜉w教授）

9 社会的認知の
ｭ達

　かって幼児といえば、自己中心的に思考し行動すると考
ｦられてきたが、こうした幼児観は近年急速に塗り替えら
黷ﾄきている。幼児が他者や、自分の生活世界についてど
ﾌように理解しているのかについて検討する。

藤崎春代
i帝京大学

赴ｳ授）

藤崎春代
i帝京大学

赴ｳ授）

10 遊びの構造

「遊べない」子どものことが問題視されるほど、子どもに
ﾆって遊びは重要な活動と考えられている。なぜ遊びは子
ﾇもにとって重要なのか、あるいはそもそも遊びの中で子
ﾇもは何を行っているのかについて考察する。

同　上 同　上

11 メディアからの

wび

　日本の子どもは、誕生直後からテレビに接し、その後も
G本やテレビゲーム、そして最近ではコンピュータなど多
lなメディアに囲まれて生活している。子どもはメディア
ﾆどのようにかかわり、何を学んでいるのかについて概観
ｷる。

同　上 同　上

12 反抗期と自律の

ｭ達

　反抗期は、自律の発達と関係づけて理解されることが多
｢。しかし、反抗は自動的に自律を生み出すのではない。
ｽ抗を自律をへと結びつけていく親との相互作用を通して、
qどもは自律的反抗を発達させる。その発達の様相を日米
ﾌ母子を比較しながら明らかにする。

氏家達夫 氏家達夫

13 日本の幼児教育

ﾀ践の特徴

　日本の幼児教育の実践を特徴づける保育者の子育ての目
W、子どもの発達についての見方、教育の方法についての
M念とこれらの信念が実際の保育の方法にどのような形で
ｽ映されているのかを考える。

臼井　　博 臼井　　博

14 読み書き能力の

l得

　幼児期の終わり頃までには、子どもは読み書きの世界へ
ﾌ第一歩を踏み出す。読み書きを媒介にして子どもの世界
ﾍ「今」　「ここ」を超えて広がるようになる。読み書きの
l得の基盤、読み書きの獲得過程について考察する。

内田伸子 内田伸子

15 乳幼児期から
凵@童　期　へ

　乳幼児期から児童期にかけての発達的な連続性と変化に
ﾂいて、またそれに対するさまざまな影響要因について考
ｦる。その中で乳幼児期の経験の発達的な意味や発達的な
ﾛ題についても検討する。

臼井　　博 臼井　　博

一354一



＝青年心理学＝（R）
〔主任講師：久世敏雄（愛知学院大学教授）〕

全体のねらい
　子どもからおとなへの過渡期は、心身の変化が著しく、人格構造が再体制化される時期である。したがっ
て、本書では、初期青年期に始まる思春期的、認知的、社会的役割の一一般的変化を考察し、つぎに家族、仲
間、学校環境などとの相互的影響を検討する。最後に、青年の特徴である個別的変化について論述するもの
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 青年期の成立と

ﾂ年心理学

　青年期は、ホール，S。の著書『青年期』　（1904）によ
ﾁて、社会的に認知されるようになったといわれる。以後、
X0数年経過しているが、ここでは、青年期の成立以後の歴
jをふりかえり、青年心理学の体系化について述べる。

久世敏雄
i愛知学院

蜉w教授）

久世敏雄
i愛知学院

蜉w教授）

2 本書の枠組と青
N発達理解の視

_

　本書の枠組を理解するために、まず、青年期の基本的変
ｻ、青年の生活環境との相互作用の結果としての青年の個
ﾊ的特徴にふれる。つぎに、こうした青年発達を理解する
挙_としての人格形成の過程と、理解の方法について解説
ｷる。

同　上 同　上

3 生物的・

v春期的変化

　青年期の身体的成熟には、質的な変化が顕著に見られる。
ﾁに性的成熟の微候としての第二次性徴の発現は、青年の
ｶ活に多大の影響をおよぼす。こうした身体的な変化が青
Nの心理面にどのような影響をおよぼすかを考察する。

福富　　護
i東京学芸

蜉w教授）

福富　　護i

i東京学芸
蜉w教授）

4 心理的・認知的

ﾏ化

　自分の存在を自ら意識し「自我を発見」するとされる青
Nの心理的世界は、児童期とどう異なるのか、認知的能力
ﾌ著しい発達とともに自己一他者一社会一世界のとらえ方
ｪどう変化するか、について述べる。

山岸明子
i順天堂医

ﾃ短期大学
ｳ授）

山岸明子
i順天堂医

ﾃ短期大学
ｳ授）

5 社会的役割の変

ｻ

　青年期になると、家庭や社会の中での地位・役割に変化
ｪ生じ、それに応じた適切な行動が求められる。しかし、
ｫ界人ともいわれるように、青年の社会的立場は不安定で
?閨A青年は、不安や動揺に陥ることも少なくない。この
條冾ﾌ社会的役割について考える。・

高木秀明
i横浜国立

蜉w助教授）

高木秀明
i横浜国立

蜉w助教授）

6 家族関係と青年

　両親や兄弟などとの家族関係が、青年の心理的発達と相
ﾝに影響し合うことを考察する。また、青年の心理的変化
ｪ生じる時期は、両親の身体および生活環境に変化が生じ
骼條冾ﾅもあることを考え、家族システムの観点から概説
ｷる。

二宮克美
i愛知学院

蜉w教授）

二宮克美
i愛知学院

蜉w教授）

7 仲間関係と青年

　仲間関係は、青年期の心理的・社会的発達に影響を及ぼ
ｷ。特に、同性の親友を持つことは意味があり、協調性や
､感能力を育てる。一・方、健全な仲間関係を築くためには、

酎Sな家族関係の存在が基盤となる。この時期の仲間関係
ﾌ発達的意義について考える。

高木秀明 高木秀明
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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 学校環境の特徴

　青年の自我、価値や社会性の発達に重要な役割を果たし
ﾄいる学校環境について述べる。とくに、学校生活でのス
gレスや学校環境への適応さらに学校環境の移行に伴う諸
竭閧ﾉついて考察する。

二宮克美 二宮克美

9 労働・アルバイ
gの意味

　青年期は、子どもから大人への過渡期である。労働とい
､観点からも、一生を通じての職業を選択していくのが青
N期である。生涯を通じての労働の意味、青年期において
ﾟ年盛んになっているアルバイトの実体とその意味を、自
苣S理学的立場から考察する。

大野　　久
i立教大学

ｳ授）

大野　　久
i立教大学

ｳ授）

10 アイデンティテ

Bの発達

　エリクソン，E。H．が、1950年代に提唱したアイデンティ
eィの概念は、人間の全生涯における青年期の意味をとら
ｦるものとして、今なお鍵概念となっている。本章ではア
Cデンティティの概念規定、その機能、発達、バリエーシ
㏍唐ﾈどを実例を交えながら述べる。

同　上 同　上

11 性　的　発　達

　性的発達の中たは、身体的なレベルでの性的成熟に加え
ﾄ、性役割の形成過程や性的欲求に触発される性行動の発
B過程が含まれ、青年期はこれらの発達に関して重要な時
冾ﾆいえる。本章では、性役割や性行動の発達が青年の生
?ﾉ及ぼす影響を考察する。

福富　　護 福富　　護

12 達成と親密性

　自分の力により何事かを達成すること、及び他者と親密
ﾈつながりをもっことが、　「確かな個としての自分」を確
ｧしようとしている青年にとって如何に重要か、またそれ
轤ｪ何によって規定されているのかについて述べる。

山岸明子 山岸明子

13 自律性と愛着

　青年期は、さまざまな側面で親への依存を脱し、自律性
�l得していく時期である。しかし、親子間の愛着は消滅
ｷるわけでなく、一方的な権威一服従の関係から、対等で
ｦ調的な関係へと質的に変化する。この時期の自律性と愛
?ﾌ発達と変化について考える。

高木秀明 高木秀明

14 青年発達と青年
㍼

　本書の枠組みに沿って青年発達を理解するとき、例えば、
ﾂ年発達の標準、水準および移行期の特質を知ることや青
N期に発生する心理病理（学）の連続性、非連続性の知
ｯをうることは、青年を援助するのに役立つことを述べる。

久世敏雄 久世敏雄

15 生涯発達と
ﾂ年期

　1980年代以降、生涯発達の視点が強調されるようになり、
ﾂ年期までを主として対象としてきた発達心理学は、曲が
闃pに立たされている。ここでは、生涯の発達を視野に入
黷ｽときの青年期の意味と課題は何か、について考察する。

同　上 同　上
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＝老年期の心理と病理（’98）＝　（R）

〔主任講師：竹中星郎（大正大学教授）〕

全体のねらい
　老年期にみられる精神症状や痴呆を理解するためには、人間関係や生活の変化などがどのような意味を持
つかを考えることが必要である。そのたあには老年期心性の特徴を現実の状況との関連でとらえ、認識する
ことが大切となる。それをふまえて、老年期にみられる多彩な精神症状について事例を通して具体的に考察
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 老年期の心理的
ﾁ性をめぐる問
閨@　　　　　（1）

　老年期とは「生きる空間の狭開化」が避けがたい状況で
?驕B心身の衰えや人間関係、役割などの喪失は老年者を
ﾀられた人間関係や生活空間に閉じこめることになる。さ
ﾜざまな喪失体験と孤独および孤立が老年者にどのような
ﾓ味を持つかを考える。

竹中星郎
i大正大学

ｳ授）

竹中星郎
i大正大学

ｳ授）

2 老年期の心理的
ﾁ性をめぐる問
閨@　　　　（2＞

　人生の最終段階に人格の発達はあるか、そして老年期に
ﾉおける性格変化の諸形態を臨床的に整理する。また老年
冾ﾍ死が現前化するがそれをどう受けとめているかを考え
驕Bそして喪失体験や孤立、および性格の問題をふまえて
V年者に課せられる適応、不適応を考える。

同　上 同　上

3 老年期の心理学
@　　　　　（1）

　老年期に生じる身体的、感覚知覚的、認知的変化につい
ﾄ概観し、これらの変化を経験することで高齢者がどのよ
､に自己像を変化させ、人格的に変化する可能性をもって
｢るかという問題を、生涯発達の視点から考察する。

星　　　薫
i放送大学

赴ｳ授）

星　　　薫
i放送大学

赴ｳ授）

4 老年期の心理学
@　　　　　（2）

　老年者は好むと好まざるに拘らず、多くの環境変化を経
ｱさせられる。仕事からの引退、祖父母役割、余暇時間の
揄ﾁ、住み慣れた場所からの移転、施設への入所、身近か
ﾈ者との死別、自らの死の自覚などの問題について概観し、
｡後の老年期のあり方を考える。

同　上 同　上

5 老年期の精神病
掾@　　　　（1）

@妄想一1

　老年期の精神科臨床では妄想が最も多く、症状も多彩で
?驕B精神病の素因や特定の性格との関連より、人間関係
竦ｶ活の不安葛藤で生じそれを反映してテーマは現実的で
?驕B盗られ妄想の臨床を通して、老年期妄想の特徴、精
_分裂病や作話との相違を論ずる。

竹中星郎 竹中星郎

6 老年期の精神病
掾@　　　　（2）

@妄想一2

　思春期青年期の妄想の代表的疾患である精神分裂病は老
N期にどのような経過をとるか、高齢発症はあるかなどを
ﾕ床的に考察する。また「分裂病的」といわれる迫害妄想
ｪ、高齢者ではうつ病や心因により生じることが多く臨床
ﾇ状の特徴を整理することが大切である。

同　上 同　上

7 老年期の精神病
掾@　　　　　（3）

@妄想一3

　老年期に多くみられる接触欠損妄想症と「幻の同居人」
ﾏ想について、老年期心性から考察する。また老年期では
s呆とみなされることが多い人物誤認と家族否認の老年期の特徴を論ずる。そして身体面だけで受けとめられがちな

攝ｫ体感幻覚症の事例を紹介する。

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）

さまざまな喪失体験に遭遇する老年期は、抑うつ的心理
が根底に流れている。しかしうっ病を仮性痴呆ともいうよ

8 老年期の精神病 うに老年者では痴呆との鑑別が重要である。また老年者で 竹中星郎 竹中星郎
理　　　　　（4） はせん妄や不安焦燥、コタール症候群が多い。そして身体

うつ病 的管理が重要になるなどの特徴がある。

老年者をとりまく状況は神経症的傾向を再燃させうる。
またさまざまな身体病やその不安は心身症的な色彩を強め

9 老年期の精神病 る。強迫症者は自己の完全性を保ちがたい老年期には脆く、 同　上 同　上
理　　　　　　（5） 身体的不調に心気的退行を増幅する。なかでも介護者を悩

神経症圏 ませることが多い強迫と心気症状への対応を論ずる。

老年期は生活空間が狭まり人間関係が濃密になる。その
ため人格の問題が顕在化する。そのことを妄想型人格障害

10 老年期の精神病 の事例を通して考察する。また脳病変部位の症状として人 同　上 同「上
理　　　　　　（6） 格変化が生じる。そして老年期の適応形態の特異なものと

人格障害、異 して無感情、人格のスプリットを紹介する。
常行動

痴呆は老年期の最大のテーマのひとつであるが、妄想や
うつ病なども含めて「ぼけ」といわれるように、その認識

11 痴呆の臨床　（1） は不十分である。医学的特性をふまえて痴呆性疾患の臨床 同　上 同　上
症状を論じ、非痴呆性疾患との鑑別に触れる。とりわけア
ルツハイマー病について論じる。

せん妄は脳の急性症状であるが、痴呆と区別されずに適
切な治療や対応が怠かにされる。また、痴呆患者ではせん

12 痴呆の臨床　（2） 妄が多く、鑑別とその成因の理解は治療や痴呆の進行を止 同　上 同　上
めるうえで重要である。さらに夕方症候群とRBDについ
て臨床例を示して考察する。

痴呆老人の精神症状や異常行動の大半は知的障害者の心
理的反応ととらえられる。事例を通してその心理的プロセ

13 痴呆の臨床　（3） スを考え、それをふまえて医療や福祉の現場の看護や介護 同　上 同　上
の問題を検討する。痴呆老人のターミナルケア、尊厳死に
ついて具体的に考える。

一般病院や老人病院（治療型）での精神科コンサルテー
ションが必要な患者は30％前後である。そこには身体病や

14 高齢者医療につ 薬による精神症状や慢性疾患や後遺症に対する医療の問題 同　上 同　上

いて も含まれている。老人医療の多様な形態を紹介して医療の
かかわりとその限界を論じる。

老人ホームや在宅介護を支えるために医療はどのような
役割を担い、立場をふまえるべきかを具体的な実情に即し

15 高齢者福祉と医 て考える。また施設入所や入院にあたって老年者に対する 同　上 同　上
療 インフォームドコンセントや痴呆老人の人権の問題、およ

び財産保護のための成年後見制度について紹介する。
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＝言語発達心理学（’98）＝　（R）

〔主任講師：内田伸子（お茶の水女子大学教授）〕

全体のねらい
　読み、書き、話す営みは人間生活において基本的な営みである。乳児期から洋語や片言で母親と「会話」
を始めるし、幼児期のはじめから、子どもは新聞・雑誌を読む大人の姿に興味をひかれ、やがて文字に目を
とめるようになる。たえず他者とあるいは自分自身と語り、活字文化に触れる中で、人は自分の世界を広げ、
まとまりのある意味世界を構築していくようになる。人間にとって基本的な、読み、書く、話すという営み
について、最新の発達心理学、認知心理学、教授学習の心理学の知見を踏まえ、さらに、ことばの生理学な
どの最新の成果に基づいて、ことばと人間の関わりについて考察を進める。

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 ことばと人間

　ことばは世界認識の手段であり、人とやり取りする手段
ﾅもある。言語はどのようにして出現し、また獲得されて
｢くのかについて言語獲得に制約を与える生物学的基礎を
ｾらかにするとともに、人間にとってのことばを獲得する
ﾆいうことの意味を考える。

内田伸子
iお茶の水

落q大学教
�j

内田伸子
iお茶の水

落q大学教）
�j

2 会話の発達

　会話は、話し手と聞き手がかわりばんこに発話をするこ
ﾆによって成立する。このような相互作用のパタンは、授
福ﾌ過程にも見いだすことができるという。一この章で
ﾍ、会話の発生、発達の過程をみていく。

仲真紀子
i千葉大学

ｳ授）

仲真紀子
i千葉大学

ｳ授）

3 絵本との出会い

　今日では乳幼児向けの絵本が数多く発行され、子どもは
≠ｯれば0、1歳台から絵本と出会っている。絵本の読み
ｷかせを通して子どもは「本を読む」ことを経験し学んで
｢く。この章では、乳幼児期における読み聞かせがどのよ
､に行われているのか、また絵本を読むことが子どもの発
Bに与える影響について考える。

秋田喜代美
i立教大学

赴ｳ授）

秋田喜代美
i立教大学

赴ｳ授）

4 物語行動の発達

　ことばは象徴機能を基礎にして成立し、人とのやり取り
ﾌ手段として、また内的なモデルを構成する手段となり、
ｵだいに、まとまりのあるディスコース（文章）が生成さ
黷驍謔､になる。ことばから文章までの発達過程を物語産
oという面から考察する。

内田伸子 内田伸子

5 読み書き能力の

l得

　自分で考えていること、人に伝えたいことを文字で表現
ﾅきるようになることは、生後1罪して二足歩行ができる
謔､になることと同じくらい大きな出来事である。読み書
ｫを媒介にして、子どもの世界は「今」　「ここ」を超えて
Lがる。この文字の世界に子どもが足を踏み入れるのはき
墲?ﾄ早い。本章では幼児期から就学期までの読み書き能
ﾍの獲得過程について具体的資料に基づき考察を進める。

同　上 同　上

6 文章の理解過程

　私たちは日常生活の中で、本や教科書、新聞、雑誌、電
ｻ製品やコンピュータの取り扱い説明書など数多くの文章
�ﾇんでいる。読んでいてわかりやすい文章もあればわか
閧ﾉくい文章もある。こうした時に、私たちの心の中では
ﾇのような処理が行われているのだろうか。文章を読むと
ﾍどのような心理過程であるのかについて、認知心理学の
纒¥的研究を紹介しながら考えていく。

秋田喜代美 秋田喜代美

7 読みの発達と
ｳ育

　児童期を中心に読みに関して何が発達するのか、また読
ﾝや読書行動を促すにはどのような教育的働きかけを行うのがよいのかについて考察する。

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 作文の発達と
ｳ育

　子どもはかなり早くから文字を読んだり書いたりする。
ｵかし、自分で考えたことを文字で自由に表現することが
ﾅきるまでにはしばらく時間がかかる。本講では作文の発
Bについて焦点をあて、作文過程でどのような精神活動に
]事しているかについて考察するとともに、書くことを通
ｵて認識の深まりを助ける教育のあり方について考える。

内田伸子 内田伸子

9 読書行動の発達

　読むことの心理過程についての考察（第6講・第7講）
�･まえ、読書という生活の中の一つの行動として読むこ
ﾆを捉え、年齢に伴う変化と環境が読書に与える影響につ
｢て考える。

秋田喜代門 田喜代美

10 会話の発達を支
ｦるもの

　人は生まれおちた瞬問から相互交渉をもつべく方向づけ
轤黷ﾄいることを学んだ。だが適切な社会的、言語的環境
ﾉなければ話ことばは育たない。どのようなはたらきかけ
ﾉよってことばは育つのかについて考察する。

仲真紀子 仲真紀子

11 話しことばの
ﾁ徴

　話しことばは原初的な言語活動である。ここでは話こと
ﾎ全般について、書きことばと比較しながらその特徴を考
@する。話ことばに伴う身振り動作についてもふれる。 同　上 同　上

12 会話の情報処理

　発話を理解するには、文字どおりの意味が分かるだけで
ﾍ不十分である。推測される背後の意味（含意）や発話の
ﾓとをも知る必要がある。本講座で発話の理解がどのよう
ﾉ行われるのかを検討する。

仲真紀子 仲真紀子

13 聴こえとことば
ﾌ生理学

　聴く・話す・読む・書くの神経機構を解説する。外界の
﨣��謔闕桙ﾞ器官である聴覚器官のしくみとその働きに
ﾂいて理解を深め、さらに外界に働きかけるときの主要器
ｯである発声・発語器官のしくみとその働きについて講ず
驕B

進藤美津子
i広島県立

ﾛ健福祉短
咜蜉w教授）

進藤美津子
i広島県立

ﾛ健福祉短
咜蜉w教授）

14 聴こえとことば

ﾌ障害

　話しことばが作りだされ、さらに、それが情報として受
ｯ手に伝わり、理解される過程、いわゆる“ことばの鎖”
�ﾂくりだす神経機構のどの部分に働き異常が起こったと
ｫに、どのような障害が生じやすくなるかについて取り上
ｰる。

同　上 同　上

15 言　語　治　療

　言語治療の現場から子どもから大人まで、具体的症例を
?ｰ、治療の方法と回復の過程について解説する。これを
･まえて、ことばを矢うことが人間生活にとってどういう
ｱとかを理解し、ことばが人間生活においてどのような意
`があるかについて考える。

同　上 同　上
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＝社 会　心 理 学＝　（TV）

一アジア的視点から一

〔主任講師：山口　勧（東京大学教授）〕

全体のねらい
　日本人の社会的行動について考えること。特に、アジアの中の日本という視点から、実証的な研究結果に
基づいて、比較文化的に考察する。

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）

全体の枠組みを提示する
山口　　勧 山口　　勧

1 アジアの社会心 （東京大学 （東京大学

理学へ 教授） 教授）

相関的方法、実験的方法の解説および文化に固有な心理
学の必要性について解説する

2 方法論・固有文 同　上 同　上
化心理学

個人主義・集団主義の国際比較について解説する

3 個人主義一集団 同　上 同　上
主義

相互独立一相互協調的自己観において日本人と西洋人と
の間に顕著な違いがあることを解説する 北山　　忍 北山　　忍

4 自己一文化心理 （京都大学 （京都大学

学的アプローチ 助教授） 助教授）

山口　　勧

文化がどのようにして維持されるかについて考える。 嘉志摩佳久
嘉志摩佳久 （オーストリア・

5 文化の継続性に （オーストリア・ LaTrobe
ついて LaTrobe University

University 教授）

教授） 山口　　勧

人間の集合体を一一っの全体としてとらえ、理論的に考察
する。 杉万俊夫

6 集合性の理論 杉万俊夫 （京都大学

一グループ・ （京都大学 教授）

ダイナミックス 教授）

山口　　勧

日本人およびアジアの人々のコントロール観について解
日本人の社会的 回する。

7 行動1「コント 山口　勧 山口　勧
ロール観」
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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）

日本人の信頼感の特徴に付いて、アメリカと対比させな
がら解説する。 山岸俊男 山岸俊男

8 日本人の社会的 （北海道大 （北海道大

行動2「信頼」 学教授） 学教授）

山口　　勧

日本人に特徴的とされる「甘え」の現象について解説す
る。

9 日本人の社会的 山［コ　勧 山口　　勧
行動3「甘え」

日本人およびアジア人の社会的葛藤の解決法について、
日本人の社会的 西洋人のそれと対比させながら、解説する。 大淵憲一 大淵憲一

10 行動4「紛争解 （東北大学 （東北大学
決」 教授） 教授）

山口　　勧

日本人と同様に集団主義的と考えられる中国人の集団行
中国人の社会的 動の特徴について、日本やアメリカとの対比をしながら解 Kwok　Leung Kwok　Leung

11 行動1「中国文 説する。 （香港中文 （香港中文

化における対人 大学教授） 大学教授）

関係のダイナミ
ックス」 山口　　勧

中国人にとって重要とされる体面の問題について解説す
中国人の社会的 る。

12 行動2「中国文 Kwok　Leung Kwok　Leung
化における体面」

山口　　勧

韓国人を理解するために重要と考ええられている「恨」
について解説する。

13 韓国人の社会的 Uichol　Kim Uichol　Kim
行動1「恨」

山口　　勧

韓国人が強く持つ「我々意識」を、日本人や西洋人のぞ
れと比較しながら解説する。

14 韓国人の社会的 同　上 同　上

行動2「我々意
識」 山口　　勧

同じ様な文化を持つ、さまざまな勝ちを共有するように 渡辺文夫 渡辺文夫
文化間のコミュ みえるアジアの人々の間でも、コミュニケーションの難し （上智大学 （上智大学

15 ニケーション・ さは存在する。この点について考え、全体のまとめを行う。 教授） 教授）

まとめ
山口　　勧 山口　　勧
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＝人格心理学＝＝（TV）
〔主任講師：鈴木　乙史（聖心女子大学教授）主任講師：佐々木正宏（國學院大学教授）〕

全体のねらい
　人格には、多くの人々が関心をもっているが、その複雑で多面的な性質から、理解は容易でない。人格心
理学では、まず、人格とは何かを取り上げ、また、基礎理論として、精神分析、現象学、行動主義の三大ア
プローチを紹介、比較する。さらに、人格の形成過程と、適応一不適応の諸問題を詳述する。

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 「人格」とは

　「人格」とはどのようなものなのかについて論じる。人
iと類似した語に、性格があるが、その説明も行い、差異
�l察する。さらに個人差についても取り上げる。

佐々木正宏
i國學院大

w教授）

鈴木乙史
i聖心女子

蜉w教授）

ｲ々木正宏
i國學院大

w教授）

2 「人格」理解の

菇@

　人格理解の方法として、面接、生育史に関する情報を得
驕A家族アセスメント・心理検査などの具体的方法を概説
ｷる。次に、心理検：査に関して性格検査と知能検査につい
ﾄ解説し、最後にまとめとしてテスト状況やテスター・被
ｱ者関係について取り上げる。

大貫敬一
i共立女子

蜉w教授）

大貫敬一
i共立女子

蜉w教授）

3

人格理論（1）

ｸ神分析的
Aプローチ

　フロイトが創始した精神分析のアプローチについて概説
ｷる。無意識や、エス、自我、超自我の三者から成る人格
ﾌ構造や、防衛機制について述べ、さらに、精神分析療法
ﾉついても、人格やその変化とのかかわりの点から取り上
ｰる。

佐々木正宏 佐々木正宏

4

人格理論（2）
ｻ　象　学　的

Aプローチ

　現象学的アプローチについて概説する。とくにロジャー
Xの自己理論における経験や自己概念、及びそれらの関係
�qべ、さらに、彼の創始したクライエント中心療法にお
ｯる人格変化のとらえ方を述べる。

同　上 同　上

5

人格理論（3）

s動主義的
Aプローチ

　研究対象を行動とする行動主義のアプローチについて概
烽ｷる。その基礎をなしている古典的条件づけや道具的条
盾ﾃけについて述べ、不適応行動を取り除き、適応行動を
l得することを目指す行動療法についても取り上げる。

同　上 同　上

6 3理論の位置づ
ｯと比較

　精神分析、行動主義、現象学的自己理論の位置づけを、
�ﾊ関係論と現象学（意味）の枠組みから比較・検討する。
ﾁに、人を理解する上での意味論の重要性を指摘する。 鈴木乙史 鈴木乙史

7 人格の形成
i1）乳幼児期

　発達の初期である乳幼児期は、人格形成の出発点である。
ﾅ初のうちは自分があることすら不明確であった新生児が、
ｱの時期に両親との親密で信頼に満ちた関係の中で、人格の基礎を形成していくことを解説する。

清水弘司
i埼玉大学

赴ｳ授）

清水弘司
i埼玉大学

赴ｳ授）
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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）

人間の発達において、青年期は子どもからおとなへの移
行期として位置づけられる。それは依存してきた親から分

8 人格の形成 離し、児童期までの自己像を改変して、親の片割れや雛形 清水弘司 清水弘司
（2）青年期 ではない「他ならぬ自分」を形成していく青年期の人格形

成過程について概観する。

成人期・老人期であっても人格は成長・変化することを

人格の形成 実証的研究を用いて論じる。この回は人格の形成について
9 （3）成人期・ の最後の回なのでライフサイクル論についても論じる。 鈴木乙史 鈴木乙史

老人期

正常と異常、健康と病気、適応と不適応の概念に関して

人格と適応 概説する。次に、神経症と精神病概念の歴史的変遷と現在
10 （1）正常一異常 の分類について概説する。最後に、実例として不登校など 大貫敬一 大貫敬一

神経症と精神病 の現代の心理的諸問題を取り上げて考察する。

人と環境の関係を扱うストレスを取り上げる。生理学的

人格と適応 ストレス論から心理学的ストレス論への発展の経緯を述べ、
11 （2） さらに、心理学的ストレス論において重視される、認知的 佐々木正宏 佐々木正宏

ストレス・対処 評価、情動中心の対処、問題中心の対処について説明する。

適応が難しい体験の中でもとりわけ重大なものと考えら

人格と適応 れる別離体験に焦点を合せて論じる。とくに、フロイトの
12 （3） 対象喪失の考え、幼い子どもの母親との比較的短期間の別 同　上 同　上

別　離　体　験 離体験、おとなの愛する人との死別体験について述べる。

家族システム論の考えを紹介する。この観点は、人格は

人格と適応 関係に規定されるというものである。また、兄弟関係と性
13 （4） 格、夫婦関係と子どもの不適応、精神病と家族関係研究な 鈴木乙史 鈴木乙史

家　族　関　係 ども論じる。

人格形成に影響を及ぼす要因としての文化・社会につい

人格と適応 て論じる。日米比較研究、文化人類学的研究、文化精神医
14 （5） 学的研究領域から多くの実証的研究をひいて、適応一不適 同　上 同　上

文化・社会 応の問題を論じる。

全体のまとめをおこなう。人格の恒常性と変化、成熟し
た人格論などを材料にして、人格の形成と変化、適応と不

15 人格の成熟と 適応について考察する。また、変化の技法としてのカウン 同　上 同　上
変化 セリングについてもふれる。
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＝臨床心理学＝（R）
〔主任講師：田畑治（名古屋大学教授）〕

全体のねらい
　現代人にとって切実な心の健康の回復や促進、あるいは行動上の問題の理解や解決に対して、臨床心理学
は大いに有効な知見を提供する。本講座では、臨床心理学の成り立ち、課題領域、方法、内容などについて
基礎的な理解を行いうるように、具体的実践例を交えながら概説し、かつ実践学としての臨床心理学を講じ
ていく。

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 臨床心理学とは

ｽか

　臨床心理学とは、いったいどのような学問をいうのであ
?､か。ここでは定義、特質をはじめ、その実践・研究に
gわる心理臨床家の活動、専門性、倫理などに言及し、臨
ｰ心理学の独自性、実践性、倫理性、責任性などについて、
�烽ｷる。

田畑　　治
i名古屋大

w教授）

田畑　　治
i名古屋大

w教授）

2 臨床心理学の歩
ﾝと課題領域

　臨床心理学は、先進国であるアメリカから導入された。
ｱこではアメリカでの発展の歴史を概観し、あわせて日本
ﾉおける臨床心理学の歩みを回顧する。そして現在わが国
ﾅ臨床心理学は、どのような領域で展開されているか、課
閧ﾉはどのようなことがあるか論じる。

同　上 同　上

3 臨床心理学の方

@論

　臨床心理学には、いったいどのような方法論があるであ
?､か。歴史的には、個の理解や援助が固有のものであり、
菇@として臨床事例研究が重視される。しかしその他に実
ｱ的研究や数量的な調査的統計的研究も行われてきている。
ｻれらの長所・短所にも言及する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

同　上 同　上

4 臨床心理と精神
繩wの関連

　精神病理学、精神の病いの歴史について展望しながら、
纓ﾃモデルの基本を概説する。そして幼児・児童期、思春
冝E青年期、成人期・壮年期、および老年期に好発する主
ﾈ精神病理についての基礎的知識を整理し、医療モデルか
迢ｳ育・発達モデルへと展開する。

本城秀次
i名古屋大

w教授）

本城秀次
i名古屋大

w教授）

5

臨床心理アセス
＜塔g
iDアセスメント

ﾊ接

　臨床心理アセスメントは、臨床心理学の主要課題領域の一つである。これは悩める個人の心理療法や心理的援助の

ｽめの一ステップである。アセスメント面接では、どのよ
､な手続き、過程や段階をたどって行われるかについて、
?ﾌ的事例を示しながら解説する。

同　上 同　上

6

臨床心理アセス

＜塔g
i2）知能検査と質

竡?沚ｸ

　臨床心理アセスメントで必らず使用される検査は、その
ﾂ人の知的能力の水準や特徴、さらに情意的側面、性格的
ﾁ徴などを客観的に把握するものである。ここでは代表的
ﾉ個人式知能検査としてウェクスラー法、性格検査として
lMPIを採り上げて説明を行う。

田畑　　治 田畑　　治

7

臨床心理アセス

＜塔g
i3＞投　映　法

　臨床心理アセスメントにおける投映法とは、どのような
ｱとをいうのであろうか。まず投映法の種別にどのような
烽ﾌがあるかを述べそのあとで描画法とロールシャッハ法

�?Sに採り上げていき、具体的な事例をもとに詳解する。

池田三鷹
i愛知学院

蜉w教授）

池田豊磨
i愛知学院

蜉w教授）
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回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　　　容
執筆担当　放送担当
u　師　名
i所属・職名）

講　師　名
i所属・職名）

8

臨床心理アセス

＜塔g
i4）諸結果の解釈

ﾆ伝達

　臨床心理アセスメントは、心理臨床家がどのように相手
iクライエント）に伝達されるかによって有効になってく
驕B治療や援助にもつながっていく。ここでは、諸検査結
ﾊの解釈、まとめ、そしてそれらの伝達をどのように行う
ｩ、具体的事例をもとに説明を行う。

池田豊鷹 池田三鷹

9 心理療法とは何

ｩ
｝

　臨床心理面接は心理療法と呼ばれる。その種類は200と
烽R00ともあるといわれる。ここでは、その主な源流をた
ﾇり、概観する。そして治療者の特質、クライエントの特
ｿ、治療者一クライエント関係などについて、それらの共
ﾊ点や差異点を浮き彫りにする。

田畑　　治 田畑　　治

10 精神分析的方法

　精神分析的な心理療法の特徴としては、無意識を扱うこ
ﾆ、心の世界の歴史（幼い頃からの心の世界の発達）を扱
､こと、そして面接場面でのカウンセラーとの関係を扱う
ｱとなどがあげられる。このような精神分析的方法の特徴
ﾉついて、具体例を交えて概説する。

鶴田和美
i名古屋大

w助教授）

鶴田和美
i名古屋大

w助教授）

11 児童の心理療法

　児童の心理療法の中心をなしているものは遊戯療法（プ
戟[セラピー）である。その対象とする障害は情緒障害で
?驕Bここでは主な情緒障害の心理的問題とメカニズムを
T説し、遊戯療法の主要な理論の解説と治療過程上の諸問
閧�?ﾌ的事例を用いて詳説する。

蔭山英順
i名古屋大

w教授）

蔭山英順
i名古屋大

w教授）

12

来談者中心療法
^パーソン・セ
塔^ード・アプ
香[チ

　個人の心理的援助でとり入れられる方法は、この方法が
軏{になっている。治療者がクライエントと接する際の態
xはどのようなものが有効であるか、その治療過程はどの
謔､に展開するのか、そして終結点での特徴はどのような
�ﾔになるのか。それらを解説する。

田畑　　治 田畑　　治

13 行　動　療　法

　行動療法は、心理療法に対するものとして生まれてきた。
ﾙ常行動は、誤って学習されたものであるという考え方を
w習理論をベースとして発表してきており、この立場で数
ｽくの技法が駆使され、さまざまな異常行動の改善に適用
ｳれ、効果をあげてきている。

同　上 同　上

14

コミュニティの
ﾈかでの心理的
㍼普

i1＞統合教育

　総合保育・教育は障害を持つ子どもも、障害を持たない
qどもも共にコミュニティのなかで生活するために必要な
u心」を形成するための教育である。ここではその理念と

搓√ﾛ育および交流教育の実践の中で検討されてきた諸問
閧ﾉついて解説する。

蔭山英順 蔭山英順

15

コミュニティの
ﾈかでの心理的
㍼普
i2）危機介入・コ

塔Tルテーショ

　人びとは、現実に地域社会に住み、かつ生活をしている。
ﾕ床心理学のなかに、コミュニティ心理学という比較的新
ｵい考え方がとり込まれてきたのも、上述のような前提が
?驕Bここでは心理臨床家が専門家として、どのような役
рｪあるのか、実際例を通して述べる。

田畑　　治 田畑　　治
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＝精神分析学＝（R）
〔主任講師：牛島定信（東京慈恵会医科大学教授）〕

全体のねらい
　精神分析は、心の中の動きを説明するだけではなく、広く社会現象や芸術に関する学問にまで影響を及ぼし
ている。現代社会では生活する上で不可欠の学問である。その成り立ち、基本的原則を学ぶ。

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）

フロイトの生涯と精神分析の誕生までを概観する。

牛島定信 牛島定信
1 精神分析の誕生 （東京慈恵 （東京慈恵

医科大学教 医科大学教
授） 授）

精神分析は無意識の姿見に始まる。無意識世界のあり様
を学ぶ。 館　　直彦 館　　直彦

2 無意識の発見と （東京慈恵 （東京慈恵

そのダイナミズ 医科大学講 医科大学講
ム 師） 師）

症状、夢、錯誤行為、自由連想など無意識へ至る道、そ
の至り方を学ぶ。

3 無意識へ至る道 同　上 同　上

フロイトは、幼児に性欲があるといって物議をかもしだ
したが、やがてエディプス・コンプレックスという概念に 馬場禮子 馬場禮子

4 フロイトの性欲 至る。 （放送大学 （放送大学

論 教授） 教授）

「精神分析入門」といくつかの症例を踏まえて、フロイ
トの考えた神経症がどのようなものであったかを概観する。 川谷大治 川谷大治

5 フロイトの神経 （川谷医院 （川谷医院

症論 院長） 院長）

シュレーバ症例や「悲哀とメランコリー」をもとにし
て、フロイトが精神病をどのように考えていたかを概観す 松木邦裕 松木邦裕

6 フロイトの精神 る。 （医療法人 （医療法人

病論 恵愛会福間 恵愛会福間
病院精神科 病院精神科
部長） 部長）

フロイトの立てた、いくつかの人格論、ことにエス・自
我・超自我について、さらには防征材制、最後に、性格類 牛島定信 牛島定信

7 パーソナリティ 型を概観する。
…ム

一面冊
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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）

フロイトには、有名な5症例があるが、そのうナドラの症
例、ハンスの症例、ねずみ男の症例、狼男の症例の上客と

8 フロイ　トの それらの精神分析学への寄与を説明する。 牛島定信 牛島定信
患者たち

治療契約、転移、抵抗、解釈、治療目標、自由連想など
精神分析療法を具体的に説明する。

9 精神分析療法の 松木邦裕 松木邦裕
実際

芸術論、宗教論、その他社会現象に対する精神分析的見
方を学習する。

10 フロイトの文化 馬場禮子 馬場禮子
……ム

面冊

ユングのフロイトとの出会いと別れ、そしてユング独自
精神分析の展開 の分析心理学の成立までの軌跡をたどりつつ、ユング心理

11 1 学の主要な概念について紹介する。 豊田園子 豊田園子
一フロイトから （京都文教 （京都文教

ユングヘー 大学講師） 大学講師）

英国での展開を中心にしながら、対象関係論を中心に、
新しい精神病論と境界論まで触れる

12 精神分析の展開
P

松木邦裕 松木邦裕

米国での展開を中心にハルトマソ、エリクソン、コフー
ト、さらには力動精神医学への発展〔心身医学、家族療法、

13 精神分析の展開

M
行動療法などにまで触れる〕を概観する。 川谷大治 川谷大治

その他の丸井清泰、アジャセ・コンプレックス、土居の
甘え理論、日本の事情などを概観する。

14 精神分析の展開 牛島定信 牛島定信
IV

まとめに代えて、現代の思想、文化に及ぼした影響を語
る。

15 現代と精神分析 同　上 同　上
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＝カウンセリング＝（R）

〔主任講師：水島恵一（文教大学長）〕

全体のねらい
　カウンセリングのあり方を、その理論、過程、方法を含めて、具体的な事例を引用しながら考えていく。
相談助言や心理指導的カウンセリングについて簡単にふれたのち、心理療法的カウンセリングを中心にしな
がら、その中で起こる心の動き、人格統合の過程に重点をおく。また関連した特殊な理論や技法についても
述べ、集団、家族、地域の中でのカウンセリングについても述べる。

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 カウンセリング
ﾌさまざま

　心の悩み、ストレス、行動問題に対して、今日カウンセ
潟塔Oは、多くの機関、施設で行われており、その他日常
ｶ活の場面でも必要とされている。そのいくつかの例から
Jウンセリングをまず広くとらえる。

水島恵一
i文教大学

ｷ）

水島恵一
i文教大学

ｷ）

2 相談・指導とカ
Eンセリングの
?v、定義

　カウンセリングは、心理的な相談助言、心理的指導から
nまり、次第に心理療法としての色彩が強まってきた。そ
ﾌ歴史、日々行われている相談や指導の実態からして、カ
Eンセリングとは何かを考える。

同　上 同　上

3 自己表現と自己

ｴ察

　心理療法的カウンセリングとして、自己を表現し、洞察
ｵていくことが、いかに心の治療ないし再統合に結びつい
ﾄいくかを考察する。また体験過程としてのとらえ方につ
｢ても学ぶことにする。

同　上 同　上

4 心の動きと
＜Jニズム

　精神分析的見方からして、治療的カウンセリング過程の
i行に対して働く抵抗や自己防衛のメカニズムついて学
ﾔ。ついでいわゆる「転移」や「治療的退行」とよばれる
S的過程について考察する。

同　上 同　上

5 カウンセラーの

　カウンセリングが効果的に；進展していくためには、カウ
塔Zラーの共感と、相手を無条件に尊重する態度が必要で
?驕Bそうしたあり方がいかに相手に作用するか、またカ
Eンセラーとしての訓練について述べる。

同　上 同　上

6 人格・臨床心理

w的理論

　治療的カウンセリングのもとになっている人格・臨床心
揩ﾌ理論を概観する。フロイトの精神分析、ユング、アド
堰[、新フロイト派の分析理論をはじめ、有機体理論、ロ
Wャース、その他の人間学的理論を含む。

同　上 同　上

7 カウンセリング

ﾌ理論

　前回の理論をふまえ、ロジャースのクライエント中心カ
Eンセリングの理論、精神分析的カウンセリングの理論、
ｨよび行動カウンセリングの理論を3本柱として考察する。

s動療法、認知療法、その他の理論を含む。

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）

カウンセリングの特殊な技法ないし関連領域の理論・技
法として、まず子どもに対する遊戯療法について述べる。

8 遊戯療法、イメ 次いで成人までを含んだ非言語的領域の療法として、イメ 水島恵一 水島恵一
一ジ・芸術療法 一ジ・芸術療法を概観する。

カウンセリングの動向のひとつ折衷主義には、統合主義
論理療法とマイ （ねりあん方式）と選択主義（つぶあん方式）のふたっが 国分康孝 国分康孝

9 クロカウンセリ ある。前者の代表例は論理療法、後者のそれがマイクロケ （聖徳栄養 （聖徳栄養
ング ウンセリング。このふたつを介して今後のカウンセリング 短期大学教 短期大学教

を展望したい。 授） 授）

伝統的カウンセリングの限界を乗り越えようとするとこ
うに、交流分析やゲシュタルト療法の属する第三勢力の意

10 交流分析とゲ 義がある。これら新興勢力からカウンセリング界は何を学 同　上 同　上
シュタルト療法 ぶことができるか。これに答えるつもりで論議したい。

グループには一対一の面接には見られない人間の成長促
進機能がある。特に今日のようにカウンセリングの対象が

11 グループアプロ 健常者を含むほどに拡大してくると、時間経済的にもグル 同　上 同　上
一チ 一プを用いたカウンセリングは必要になる。グループエン

カウンターが代表例である。

家族を生態系の一つのシステムとみる立場から、個人お
よび家族の精神病理を把握し、さまざまな心理療法的な取 岡堂哲雄 岡堂哲雄

12 家族システム 組が行われている。構造派、戦略派などの家族療法のおも （文教大学 （文教大学

理論と家族療法 な理論モデルをめぐって基本的な考え方および技法の特徴 教授） 教授）

について概説する。

家族療法発展のなかで登場したブリーフ・セラピーは、
家族のためのブ 問題の原因究明ではなく解決の仕方を変化させる技法によ

13 リーフ・セラピ る短期集中療法である。本丁では、ブリーフ・セラピーの 同　上 同　上

一 理論モデルをめぐって基本的な考え方および技法の着眼点
について解説する。

心理面の危機に直面する個人や人々への援助には、適時
危機の理論とコ に的確な介入が求められる。それには、カウンセリングの

14 ミュニティ・ア 理念が地域社会に普及することが必須である。本講では、 同　上 同　上
ブローチ コミュニティ・アプローチの基本的な考え方および介入技

法の要点について講述する。

さまざまなアプローチを総括し、広く現代社会のさまざ
まな場面で行われるカウンセリングの人間的意義を考察し、

15 総括と人間性の それが深層心理とともに人間の実存、存在の根本問題にま 水島恵一 水島恵一
問題 でかかわる点を考察する。
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＝＝ qどもの発達とその障害＝（TV）

〔主任講師：山崎晃資（東海大学教授）〕

全体のねらい
　社会的・経済的・政治的状況が目まぐるしく移り変わる現代社会において、子ども＝達はさまざまな問題を
経験し、それを乗り越えながら成長・発達している。本講座では、子ども達が直面している多様な問題を国
際的な広い視点から整理し、近未来の子ども達に予測される問題にふれながら、子どもの発達とその障害に
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 現代に生きる子

ﾇも達

　社会的・経済的・政治的状況が目まぐるしく移り変わる
ﾈかで、家族関係・友人関係が急激に変遷している。現代
ﾉ生きる子ども達が直面している多様な問題を整理しなが
轣A子どものライフ・サイクルを考える。

山崎二二
i東海大学

ｳ授）

山崎二二
i東海大学

ｳ授）

2 世界の子どもは、
｡　（1）

　少子化、難民、ホームレス・ピープル、ストリート・チ
泣hレンなど、世界の子ども達が、今、直面している問題
ﾍ、子どもの発達にどのように影響しているのだろうか。 同　上 同　上

3 世界の子どもは、
｡　（2）

　核家族、核分裂家族、離婚、母子家庭、父子家庭などの
揄ﾁが、子どもの発達にどのような影響を及ぼすのか。
ﾐ会・経済・文化の差異による子どもの発達の様相を考え
驕B

同　上 同　上

4 周産期とこころ

ﾌ曙

　親は過去の深い無意識の中にある乳児期記憶を呼び起こ
ｵながら、自分の願いや葛藤をわが子に向けていく。親の
撃｢立ちや現在の夫婦関係とさまざまな乳幼児側要因が、
ｱのデリケートな親一乳児の世界に影響を及ぼす。周産期

ﾌダイナミックな親一乳児相互作用とそのリスクへの対応を考える。

渡辺久子
i三鷹義塾

蜉w講師）

渡辺久子
i慶鷹義塾

蜉w講師）

5 乳幼児期の親子

ﾖ係

　乳幼児の行動の個人差と、養育者との相互作用に焦点を
魔ﾄて、関係の形成プロセス（社会的参照、間主観性、愛
?ﾈど）を考える。乳児の気質と認知発達の意味も考える。

臼井　　博
i北海道教

迹蜉w教授）

臼井　　博
i北海道教

迹蜉w教授）

6 家族の中の人間

ﾖ係

　子ども・母親・父親の3者関係と夫婦関係の質が、養育
s動にどのような影響を与えるのか。母親と父親の養育行
ｮの差異、きょうだい関係がもたらす影響について考える。 同　上 同　上

7 こころの世代間

`達

　親の意図や葛藤にもかかわらず親子間で反復される前世
繧ﾌ葛藤と、その伝達メカニズムを理解する。世代間伝達
ﾉよる家族の精神生活が、子どもの発達にどのような影響を及ぼし、どのようにして伝達の連鎖を断ち切ることがで

ｫるのかを理解する。

渡辺久子 渡辺久子
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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 異文化に生きる

　異文化との接触が子どもの発達にどのような影響を及ぼ
ｷのか。また、外国で暮らすようになった子どもや外国か
逑坙{にきた子どもが、それぞれの生活の場でどのように
K応し、どのような発達上の問題を持つのかを見ながら、
ｭ達における文化の意味について考える。

臼井　　博 臼井　　博

9 関係性障害と乳

c児

　乳幼児は周りの人々との関係性の中で発達する。乳幼児
ﾌ関係性の世界がオーケストラに似たダイナミックな世界
ﾅあるためのリスクと対応方法を、マーラーの再接近期危
@、スターンの情動調律や対象関係論を踏まえて紹介する。　　　　　　　　　　　　　　　ズ

渡辺久子

　1

n辺久子

10 子どもの精神障

Q

　児童精神医学の領域で扱われる多彩な精神障害と、その
ﾇ状・問題行動の成立ちを整理する。発達障害の今日的な
ﾛ題をまとめ、情報処理システムからみた治療・療育のプ
鴻Oラムを検討する。

山崎晃資 山崎晃資

11 障害を持つ子ど
烽ﾆ家族

　心身の発達に障害を示す子どもを持って、家族はさまざ
ﾜな困難や課題を抱えるようになる。障害の種類によって
煦ﾙなるが、家族関係や子どもの養育などの困難性を理解
ｵ、その対応の仕方について具体的に考える。

石井哲夫
i白梅学園

Z期大学長）

石井哲夫
i白梅学園

Z期大学長）

12

障害を持つ子ど
烽ﾌ保育・教育
{設

　多様な発達障害を示す子ども達は、保育園・幼稚園・学
Zという生活状況の中で、友達やおとなの出会いを通して
ｬ長していく。わが国における障害児の教育・福祉の問題
ﾉついて、その状況を具体的に考える。

同　上 同　上

13 障害を持つ子ど
烽ﾌ社会的支援

　わが国の社会福祉制度の枠組みは、諸外国に比べて優れ
ｽ内容を持っていると言われるが、未だ多くの困難な問題
��ｦている。発達障害児・者に対する社会的サポートの
ｻ状を整理し、そのあるべき姿を具体的に検討する。

同　上 同　上

14

子どもの心性と
宴Cフ・サイク

　乳幼児期に一人の子どもとして生きた情緒的世界は、児
ｶ・思春期以後のライフサイクルにわたる精神発達にも影
ｿを及ぼし続け、思わぬ波紋や障害を引き起こす。私達お
ﾆなの日常生活にふと現れる子どものような心理の意味を
lえる。

渡辺久子 渡辺久子

15 新しい時代の子

ﾇも達

　本講座では、子どもの発達とその障害をさまざまな視点
ｩら考えてきたが、それでは親は子どもにどのように対応
ｷるとよいのであろうか。思春期の子どもの心性に焦点を
?ﾄながら、子どもの発達、親子関係、そしてこれからの
ﾆ族について、諸外国の実状を見ながら考える。

山崎晃資 山崎晃三
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＝＝ ｶ涯発達と生涯学習＝（R）

雌難：魔㌔難藤蕎尋繋駕〕

全体のねらい
　人間の発達は生涯にわたって継続するものである。だが人間の発達は生物的な意味での成熟と異なり、自
然の過程で実現していくものではない。それぞれの発達段階やライフコースのなかで生ずる多種多様な難問
を学習の力によって解決していきながら人間的発達を獲得していくものなのである。生涯学習こそ生涯発達
にとって不可欠な過程なのである。

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）

生涯学習は人びとの生涯にわたる発達を完成させるため
に、その全生涯を通して個性的・社会的・職業的な人間発 麻生　　誠 麻生　　誠
達を保障せんとする理念的営みである。 （放送大学 （放送大学

1 生涯学習の理念 これらの多種・多様な学習活動のうち、あるものは教育 教授） 教授）

の仕組みのなかに組み込まれて生涯教育としてシステム化
される。他のものは、余暇活動のように自由な学習者の手
にゆだねられる。生涯にわたる発達、学習、教育の相互関
係を包括的にとらえ、生涯学習の理念を明確にしよう。

今日、人間の生涯発達やエイジングに関する文献の量が
生涯発達論の 急増してきている。生涯発達論のルーツを発達心理学と老 堀　　薫夫 堀　薫夫

2 背景と展開 年学の歴史から学び、今日の生涯発達論がどのような研究 （大阪教育 （大阪教育

領域と課題を設定しているのか、それに注目していこう。 大学助教授） 大学助教授）

我々の生涯にわたって歩む人生は、社会や文化によって

生涯発達と 意味づけられている。年齢段階や年齢規範の問題を手がか
3 ライフコース りとして社会によって意味づけられた我々の生涯（ライフ 同　上 同　上

コース）の問題を考えてみよう。

我々は、人生のさまざまな節目で達成が期待される発達
上の課題に出会い続ける。とくに成人期以降の心理・社会

4 生涯発達と 的発達課題に焦点を当てて、我々のかかえる発達課題がど 同　上 同　上
発　達　課　題 のようなものであり、その解決に生涯学習がいかに貢献す

るのかをみつめていこう。

我々の学習する能力は、30代、40代、50代とどう変化し
ていくのであろうか。成人を対象とした知能検査の具体的

5 成人期における な結果をふまえながら成人期における知力の変化と知恵の 同　上 同　上
知的能力の変化 深まりの問題を考えてこう。

生涯学習の完成期は高齢期である。では、高齢者の学習
にはどのような特徴があるのであろうか。また、その援助

6 高齢者教育の のポイントはどのあたりに求められるのか。具体例なども 同　上 同　上
可能性 まじえながら、高齢者教育の可能性を探ってみよう。

これまで、そして今日の教育学の主流は、子ども一学校
成人の特性を 教育学である。しかしおとなの学習を援助していくには、

7 活かした教育学 おとなの特性を活かした教育学を構想していく必要がある。 同　上 同上
（アンドラゴジー）の この可能性を探ってみよう。

構想
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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）

学校を出てからの成人は、どのような学習の内容に関心
成人の学習要求 をもち、どのような方法での学習に関心をもっているので

8 と生涯学習の あろうか。このテーマに関するいくつかの調査の結果を見 堀　　薫夫 堀　薫夫
方法 ながら、成人の学習要求と学習方法を構造化してみよう。

大量の教育情報をスピーディーに社会のすみずみまで運
生涯学習とマル ぶことのできる放送は、生涯学習にとって必要欠くべから

9 チメディアの利 ざるメディアである。さらに最近では各種のニューメディ 麻生　　誠 麻生　　誠
用 アが加わり生涯学習の情報メディア環境は大きく変わりつ

つある。これらのメディアが生涯学習にもたらすメリット
とデメリットを考えてみよう。

日本人は、生涯学習に対して一一般に好意的である。この
ような日本人の学習好き・教育好きはどのような伝統的価

10 日本の生涯学習 値観に支えられているのか。そのルーツを江戸時代の在野 同　上 同　上
のルーツを探る の儒者・中江藤樹の思想と実践に探ってみよう。

アメリカ、イギリス、スウェーデンなどの先進諸国の生
涯学習を比較しながらそれぞれの国の生涯学習の特徴をと

11 欧米諸国の らえ、わが国の生涯学習に対する教訓を学んでいこう。 堀　　薫夫 堀　　薫夫
生　涯　学　習

わが国は高学歴社会となり、国民の平均的学歴水準は大
きく上昇した。そしてこの国民の高学歴化を背景とした生

12 生涯学習の谷間 涯学習論が唱えられるようになった。だがその中で170万 麻生　　誠 麻生　　誠
人と言われている義務教育未修了者の問題が忘れられよう
としている。生涯学習社会の谷間とも言うべき彼らの存在
のなかに生涯学習の原点を探ってみることにしよう。

私たちの生活は、生活圏としての地域社会を基盤として
営まれている。このような地域社会のなかで、住民たちに

13 地域社会と 対してどのような学習機会が提供されているのであろうか。 同　上 同　上
生　涯　学　習 特にそのなかで、学校や公民館、図書館、博物館などが

果たす役割を考えながら、生涯学習の地域システムを構想
してみよう。

生涯学習論に最も欠けているのは、行・財政論といわれ
ている。まさに生涯学習論のアキレス腱である。生涯学習 麻生　　誠 麻生　　誠

14 生涯学習の体系 理論を実現しようとすれば、行・財政は、質的・量的観点
と行・財政問題 からどのような方向に変わらなければならないかを検討し 堀　　薫夫 堀　　薫夫

てみよう。

日本の生涯教育の柱は、学校教育・社会教育・職業訓練
の三つである。これら三つの柱の生涯学習能力を検討する

15 生涯学習社会の とともに、これらがどのように関係づけられていけばよい 同　上 同　上

可能性と課題 のか考えてみよう。三つの柱を基本とした生涯学習機会の
ゆるやかな統合という観点に立って将来を展望してみよう。
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＝　面 葉 と 教 育＝（R）

〔主任講師：福沢周亮（聖徳大学教授）〕

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
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 言葉と人間
@　（一）

　言葉と人闇とのかかわりの問題について考える。
i1）言葉と人間とのかかわり　（2）言葉と伝達　（3）言葉と思考 福沢周回

i聖徳大学
ｳ授）

福沢周亮
i筑波大学

ｳ授）

2 言葉と人間
@　（二）

　言葉と人闇とのかかわりの問題について考える。
i1）言葉と記憶　（2）言葉と知能　（3）言葉とパーソナリティ

i4）言葉と環境 同　上 同　上

3 言葉の教育の課

　発達段階に応じた言葉の教育の課題について考える。
i1）乳幼児期の課題、（2）児童期の課題　（3）青年期の課題

i4）外国語教育の位置 同　上 同　上

4 言葉の発達

　言葉の発達について通覧する。
i1）言葉の獲得の理論　（2）言葉の発達の様相　（3）言葉の発達

i階 同　上 同　上

5 話し言葉の教育

　聞くことと話すことに関する教育の問題について考える。
i1）伝えることの難しさ　（2）聞くことと話すこと　（3）ぼくと

墲ｽし 同　上 同　上

6 文字の教育一か　な一

　かなに関する教育の問題について考える。
i1）かなの特徴　（2）かなの学習の機構　（3＞入門段階の指導の

同　上 同　上

7 文字の教育一漢　字一

　漢字に関する教育の問題について考える。
i1）漢字の読み書きの実態　（2）読字学習の機構　（3膜字の指

ｱのあり方 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）

語彙教育の問題について考える。
（1）語彙の教育の意義　（2）教育のための基本語彙の選定

8 語彙の教育 （3）語彙学習への動機づけ 福沢周亮 福沢周亮
（一）

語彙教育の実際の問題について考える。
（1＞語彙の拡充のための指導　②語彙の定着のたあの指導

9 語彙の教育 （3＞機能語の指導 同　上 同　上
（二）

物語文を中心として、読みの教育の問題について考える。
（1）読みの教育の意義　（2）音読と黙読　（3）物語文の読み

10 読みの教育 （4）物語文とイメージ　（5）物語文の指導 同　上 同　上
（一）

説明文を中心として、読みの教育の問題について考える。
（1）説明文の特徴　（2）説明文の読み　（3）説明文の指≡導

11 読みの教育 同　上 同　上
（二）

読書に関する教育の問題について考える。
（1＞読書の実態　（2）幼児；期の指導　（3）読書指導のあり方

12 読みの教育 ④読書療法 同　上 同　上
（三）

作文に関する教育の問題について考える。
（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 同　上 同　上

「一般意味論入門」として、この立場から思考の教育の
問題について考える。

14 思考の教育 （1）思考の教育の意義　（2）言葉と事実　（3＞言葉の魔術 同　上 同　上

言葉の能力に関する測定と評価の問題について考える。
（1）言葉の能力の意味　（2）語彙力の把握　（3＞読解力の把握

15 言葉の能力の把 （4）作文力の把握 同　上 同　上
握
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＝児童心理学（’98）＝　（R）

〔主任講師：無藤 隆（お茶の水女子大学教授：）〕

全体のねらい
　小学校期を中心に一部中学校を含めて、その時期の子どもの心の発達とその現代的背景についてまとめる。
学校教育への意義を考えたい。

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）

基本的な発達の理論、特に、ピアジェ、ヴィゴッキー、
エリクソンなどの考えを述べ、幼児・児童・青年の時期の 青木多寿子 青木多寿子

1 児童期の発達の 対比を行う。 （岡山大学 （岡山大学

考え方 講師） 講師）

幼稚園・保育園から学校に移行する際の発達的変化と、
学校への適応の問題を述べる。 無藤　　隆 無藤　　隆

2 幼児から児童へ （お茶の水 （お茶の水

女子大学教 女子大学教
授） 授）

言葉によるコミュニケーションや文字の獲得についてま
とめ、国語教育への意義を述べる。

3 言葉の発達と 青木多寿子 青木多寿子
教育

幼児から児童期の数量概念の発達と教育的意義を述べる。

4 数量的理解の 同　上 同　上
発達と教育

自然科学的認識の形成を素朴概念という観点からまとめ、
理科教育への意義を述べる。

5 科学的認識の 同　上 同　上
形成

幼児教育、生活科教育、総合的学習、さらに造形や音楽
等の表現の学習の特徴を述べ、その発達的意味を整理する。

6 体験学習と表現 無記　　隆 無藤　　隆
力と感性の発達

児童期の同年齢の子ども同士の関係の発達と教室での様
子を述べる。

7 友人関係の広が 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）

道徳性や価値観、さらにその背景としての社会的対人的
認識について述べる。

8 道徳性と価値観 青木多寿子 青木多寿子
の発達

自己認識の広がりとそれが友人関係や教師との関係とど
う関わるかを述べる。 伊藤美奈子 伊藤美奈子

9 自己の成長と （お茶の水 （お茶の水
人間関係 女子大学助 女子大学助

教授） 教授）

読書、テレビ、テレビゲーム等のメディアとの関わりを
現代での遊びの変容との関連で述べる。

10 メディアとの関 無藤　　隆 無藤　　隆
わり

児童期の親子関係の特色とそれが現代の変化の中でどう
なっているのかを述べる。

11 現代の家庭と子 同　上 同　上
ども

小学校から中学校への制度的変化と思春期を迎えること
が絡まっての大きな発達的変化について述べる。

12 児童から思春期 伊藤美奈子 伊藤美奈子
へ

問題行動の分類を行った上で、特に、不登校と、いじめ
について述べる。

13 問題行動の諸相 同　上 同　上

子どもの心の問題の顕在化の兆候と、それについて子ど
子どもの問題行 も自身、また親や教師や専門家がとらえる見方の違いやそ

14 動をどうとらえ の意味を述べる。 同　上 同　上
るか

不登校の事例に基づき、子どもの心のあり方とその抱え
る「問題」の発達的意義を述べる。

15 今、先生に求め 同　上 同　上
られること
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＝児童の臨床心理（’98）＝　（R）

〔主任講師：上野一彦（東京学芸大学教授）〕

全体のねらい
　今日、子どもを取りまく家庭、学校、社会環境は複雑化し、さまざまな問題行動や心理的な不適応を引き
起こすケースも多く見受ける。そうした児童の心と行動のメカニズムを明らかにし、行動の改善や不適応の
軽減を目的とする発達支援へのニーズはますます強くなってきている。ここでは臨床心理学的観点からの児
童、ならびに関連する諸要因の理解とアプローチの仕方を紹介した後に、具体的な適応・発達に課題をもつ
事例を通して、現代に生きる子ども像について学び、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 児童の臨床心理

ﾆは

　問題行動・不適応の基本的理解、発達障害と適応障害、
ﾕ床心理学の歩みと児童理解に関する基本的アプローチに
ﾂいての概観的な紹介をする。

上野一彦
i東京学芸

蜉w教授）

上野一彦
i東京学芸

蜉w教授）

2 児童と発達環境

　児童期を中心に、子どもの発達について概観をする。昨
｡の子どもたちの特徴、家庭、学校、地域社会など、子ど
烽�謔闃ｪく環境の変貌などを視野に入れ解説する。

松村茂治
i東京学芸

蜉w教授）

松村茂治
i東京学芸

蜉w教授）

3 行動の理解と
Aプローチ

　児童の問題行動・不適応行動がどのような心理的メカニ
Yムで生じてくるのかについて、防衛・適応機制に触れる
ﾆともに、現代の学習理論からの解説と行動論的なアプローチの応用について述べる。

小林正幸
i東京学芸

蜉w助教授）

小林正幸
i東京学芸

蜉w助教授）

4 発達援助と
Jウンセリング

　子どもの心の発達理解のために必要なポイントについて
qべながら、子どもと親のたあのカウンセリングやその他
ﾌ心理的援助について解説する。

佐野秀樹
i東京学芸

蜉w助教授）

佐野秀樹
i東京学芸

蜉w助教授）

5 子どもの対人関
Wとソーシャル
Xキル

　子どもの社会的行動の発達と、その領域で出現する対人
ﾖ係に関わる問題について学ぶ。仲間関係と、そこで習得
ｷるソーシャルスキルについて、集団生活の大切な場であ
驫w級に焦点を当てる。

松村茂治 松村茂治

6

臨床アセスメン

g　　　　　1
齡ｭ達と能カー

　児童理解のためのアセスメントとして、生育歴、発達検
ｸ、知能検査などを中心に発達の押さえ方と種々の能力検
ｸの利用について述べる。 上野一彦 上野一彦

7

臨床アセスメン
g　　　　H一行動とパーソ

@　ナリティー

　行動やパーソナリティのアセスメントを行うための方法
ﾉついて述べる。子どもと親を援助するために必要な面接
@、観察法、パーソナリティ検査などにも触れるρ 佐野秀樹 佐野秀樹
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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 不　　登　　校

　近年増加の一途をたどる不登校について、その社会的背
iや要因、発生のメカニズムについて考える。その上で予
hと対処法について、児童の状態像に応じたアプローチの
d方について述べる。

小林正幸 小林正幸

9 いじあ（暴力）

　一一頃激しかった校内暴力が表面的に沈静化した後、いじ
ﾟの問題が表面化してきた。ここではいじめの特徴とこの
竭閧ﾉ対処していくたあの具体的方策について学ぶ。 松村茂治 松村茂治

10 こころの不適応

　児童に多くみられる心の問題から生じるさまざまな不適
檮s動を取り上げる。神経症、心身症のほか、チックなど
_経性習癖、さらには対人恐怖を背景とする引っ込み思案
ﾈどにも触れ、その理解と対処法について紹介する。

小林正幸 小林正幸

11 発達の遅れと
ｩたより

　知的発達障害（精神遅滞）・自閉症・言語障害ほか、発
Bに遅れや偏りをもつ児童に対する基本的理解と本人と親への発達支援と心理教育サービスについて述べる。

上野一彦 上野一彦

12 学習障害と
ｻの周辺

　軽度の発達障害への援助ニーズが高まってきている。な
ｩでも、近年、急速にその対応が注目されつつある学習障
Q（LD）とその周辺の問題について、学校教育との関わり
ﾉ中で述べる。

同　上 同　上

13 現代の家庭と
ﾆ族

　時代とともに、家族がどのように変化してきたか。さら
ﾉ現代の家庭と家族の特徴について述べる。子育ての不安
竡剴ｶ虐待などにも触れ、これからの育児、家庭家族のあ
阨福ﾉついてカウンセラーの立場からまとめる。

小林正幸 小林正幸

14 学校と教育臨床

　学校で起こるさまざまな問題に対処するために、スクー
泣Jウンセラーなどが機能し始めた。こうした対応がより
�ﾊを上げるために必要な学校の組織や教師の機能と専門
Iな援助のあり方について学ぶ。

松村茂治 松村茂治

15 児童臨床心理の
ｾ日を考える

　児童をめぐるさまざまな発達・適応の諸問題を、激動す
骼梠纉I、文化的背景の中でどのように理解し、対処して
｢けばよいのか。これからの児童臨床心理の課題について、
麹∮Iに考察しまとめとする。

上野一彦 上野一一彦
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＝教 三目 評 価＝（R）

〔主任講師：梶田叡一（京都大学教授）〕

全体のねらい
　教育における評価の問題について、いくつかの基本的な視点から考えてみる。とくに、学校での日常的な
見とりや見きわめ、テストや成績づけなどのあり方を、子どもの学習や成長とのかかわりで原理的な地点か
ら検討してみたい。

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 教育評価のはた
轤ｫ

　評価は、学校といった組織的な教育形態においては古今
倹ｼを問わず行われてきた。教育においてなぜ評価が必要
ﾆなるのか、学ぶ側、教える側、管理運営する側それぞれ
ﾉとっての意義を考えて見る。

梶田二一
i京都大学

ｳ授）

梶田二一
i京都大学

ｳ授）

2 測定から評価へ

　評価は客観的科学的ではなくてはならないという発想が
?驕Bしかしこれを押し進めていくと本当に大事な面が見
獅ﾆされ、表面的なつまらない面ばかりが重視され評価さ
黷驍ﾆいう落とし穴に落ちる。この意味で1930年代のタイ
堰[の主張を振り返り、現代の評価論の大前提を考えてみ
驕B

同　上 同　上

3 教育の目標と評

ｿ

　教育に当たっては目標が体系的に設定されるが、その目
Wがまた評価の視点や基準となる。目標の明確化のために
ﾍ、ブルーム等のr教育目標のタキソノミー（分類体系）遍
ｪ有名であるが、こうした仕事の意義について考えて見る。

同　上 同　上

4 行動目標論の克

　子どもの学びや育ちを外的客観的に見ていくため、行動
ﾚ標の考えが提唱されてきた。しかし今や行動目標論は乗
濶zえられている。子どもの学びや育ちを本当に問題にす
驍ｽめには、内面を見落とすことはできないのである。こ
､した視に立って、達成目標・向上目標・体験目標の考え
福�qべる。

同　上 同　上

5 内面の育ちの把

ｬ

　学びや育ちの現実を見てとるためには、関心や意欲や理
�ﾌ状況など内面世界の読み取りが必要となるにしても、
ｱれは非常に困難な課題である。内面を洞察する上での手
ｪかりを学校で具体的にどのように得られるか、授業との
ｩかわりを中心に考えて見る。

同　上 同　上

6 相対・絶対・到

B度評価

　子どもの学びや育ちを評価する際、他の子どもと比べて
ｩる（相対評価）か、教える側の内的基準による判断に任
ｹる（絶対評価）か、何らかの到達基準に達しているかど
､かを見る（到達度評価）か、といった違いがある。それ
ｼれの意義と利害得失について考えて見る。

同　上 同　上

7 形成的な評価

　テスト得点や成績は、学びや育ちの「結論」であるかの
謔､に受け止あられがちである。しかし本来それは、長い
ｹのりの中でのラップタイム（途中計時）でしかない。教

轤ﾉおけるあらゆる評価は、学びや育ちの次の段階に役立
ﾁてこそ意味を持つ、という形成的評価の考え方について
沒｢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）

学びと育ちは、最終的にはその人自身によって評価され、
その人自身の次の段階に向けての努力を引き出し、支える

8 自　己　評　価 ものでなくてはならない。自己教育を基礎づけるものとし 梶田三一 梶田三一
ての自己評価でなくてはならないのである。こうした自己
評価の具体的あり方について考えて見る。

学習指導を有効かつ適切なものにするたあ、具体的にど
のような場で、どのような評価活動を行い、それをどのよ

9 学習指導と評価 うに生かしていけばいいのか、さまざまな場合を例にとつ 同　上 同　上
て考えて見る。

学力を客観的な形で測定するために工夫されてきたテス
トの構成と結果処理の考え方について検討する。特に旧来

10 学力テストの論 の集団標準にもとずくテスト（NRT）と最近の到達基準 同　上 同　上
理と問題点 にもとずくテスト（CRT）とを比較する。高次の知的能

力を測定するための工夫を見る。

20世紀初頭ビネによって考案されて以来、長い間にわた
って「頭の良さ」を測る道具として用いられてきた知能検

11 知能検査を考え 査はどのような論理に立つものであろうか。またその検査 同　上 同　上
る 結果の表示法として用いられてきたIQ（知能指数）が今

日なぜ信頼されなくなってしまったのであろうか。IQ神
話の成立と崩壊について考えて見る。

学校での成績は、指導要録（学籍簿）と通知表に記入さ
れ、当人や親に対して権威を持ってきた。現在それはどの

12 指導要録と通知 ような形式・内容であるのか。その背後にある基本的な評 同　上 同　上
表 旧観は何であるのか、これまでの様式・記入法の変遷を見

ながら検討する。

現在の入学試験や進路指導のあり方に偏差値教育と呼ば
れるようなゆがみが生じているという指摘がある。過熱し

13 入学試験と進路 た受験準備体制の中では子供の発達そのものにもゆがみが 同　上 同　上
指導 現れざるをえない。これを是正するため、どのような入学

者選抜方法を用いるか、どのような進路指導をしていくか、
大きな課題である。この問題についていくつかの方向から
考えて見る。

評価する側も人間である。固定観念を持って見てしまつ
たり、背光効果や寛容効果などのゆがみが忍び込んでしま

14 評価する側の眼 つたりしがちである。しかし、自分の眼にどのようなゆが 同　上 同　上
みの可能性があるかを認識することによって、そのゆがみ
に振り回されて非教育的な態度や決定を取ってしまうこと
も少なくなる。この問題について特に主要な点を検討する。

テスト不安など評価される場に身を置くことによって生
じる心理的な効果についても考えておかねばならない。ま

15 評価される側の た、誉あられたり叱られたりすることの効果の問題もある。 同　上 同　上
心理 評価される側がその評価によってどのような心理的影響を

受けるか、いくつかの点から考えてみる。
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＝心理測定法（？98）＝　（TV）

〔主任講師二二桝算男（東京大学教授）〕

全体のねらい
　心理学における測定の重要性がよく分かることを出発点とし、実際の測定方法、及び、それを支える理論
について知ること、ついで、これらの測定から得られる心理学的知見について認識を深あることを目標とす
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）

心理学研究における測定の重要性を説明する。実際の実
験の例を通して、測定値を分散分析によって分析し、研究 二二二男 二二算男

1 心理学における の課題に答えるプロセスと、調査によって多変量データを （東京大学 （東京大学
研究法と測定 得、多変量解析によって知見を得るプロセスを考察する。 教授） 教授）

創造性を含め知的能力の構造を因子分析によって探究す
る。1．Q。の歴史を批判的に概括し、知能テストの将来を展

2 知的能力の 望する。 同　上 同　上
測定理論

知能テストの実施の方法を示し、教育場面における知能
の測定値の利用の仕方を説明する。 大六一志 大六一志

3 知能テストの （武蔵野女 （武蔵野女
実際 子大講師） 子大講師）

性格の測定の代表的な測定法、すなわち、質問紙法、投
影法、作業検査法等代表的な測定法を紹介し、それらの；違 丹野義彦 丹野義彦

4 性格テストの いを説明し、無意識的傾向の測定の可能性について論じる。 （東京大学 （東京大学
測定理論 助教授） 助教授）

性格テストの実施の方法を説明し、異常行動の説明と臨
性格テストの 床的対処における性格テストの結果の利用の仕方について

5 実際と異常行動 説明する。 同　上 同　上
予測

AS尺度、E尺度、F尺度の例を通じて、社会的態度の
測定を論じる。次に、サーストン法、リッカート法による

6 社会的態度の 調査紙構成の方法を具体的に説明する。 細螺雨男 繁白露男
測定

物理的量：と心理量との対応関係を探る。調整法、恒常法
等伝統的な測定法について説明する。 佐藤隆夫 佐藤隆夫

7 精神物理的測定 （東京大学 （東京大学
法 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）

心理量を測定する有力な方法、一対比較法の理論と具体
的手続きを説明する。

8 一対比較法 繁桝憎憎 憎憎算学

適性と興味を測定するテストの現状を説明し、進路指導
におけるテスト資料の利用の仕方を実例に即して説明する。

9 適正と興味の 西村純一 西村純一
測定翫 （東京家政 （東京家政

大学教授） 大学教授）

潜在する因子を抽出する因子分析と、さらに、これらの
潜在因子間の関係をモデル化する共分散構造分析（構造方

10 因子分析と 程式モデル）について例を用いながら、そのコンセプトを 憎憎算学 憎憎算男
共分散構造分析 説明する。

変数間の類似性行列から、変数を多次元的に図示する多
次元尺度構成法について、心理学的応用例を通じて説明す 前川眞一 前川眞一

11 多次元尺度 る。 （大学入試 （大学入試

構成法 セ助教授） セ助教授）

夢

心理量の測定はそもそも可能なのかに関する問に答える
公理論的なアプローチを説明する。また、コンジョイント

12 公理論的測定論 測定も実際を説明する。 繁憎憎男 憎憎算男

意思決定の本質に関する主観確率と効用の測定の具体的
な方法、たとえば、AHPによる効用測定等を説明する。

13 意思決定と測定 同　上 同　上

測定値の性能を記述する議論、特に測定値の信頼性と妥
当性についてその理論的基礎と応用例を紹介する。

14 古典的測定理論 前川眞一 前川眞一

学力の測定において、モデルを通して、正誤データから、
真の学力の推定値を得る方法について説明する。

15 項目反応理論 繁桝算男 三三三男
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＝道徳教育（’99）＝　（TV）

〔雑難：薙辮絃虞ル為『～纏蟻教勘

全体のねらい
　道徳教育を単に学校教育に位置づけて考えるだけでなく、学校教育を取り巻く地域的、社会的、文化的環
境との相互作用的、共同的な観点から、考えることを目的にする。道徳教育の目的は、道徳性、すなわち人
間の自・他相互の福祉の向上に資する傾向を形成することです。

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）

ペスタロッチ、ヘルベルト、デューイ、コールバーグ、
マカレンコなどの道徳教育理論を解説する。教育的目的論 木原孝博 木原孝博

1 道徳教育と教育 から道徳教育を論じる。 （ノートル （ノートル

学 ダム清心女 ダム清心女
子大学教授） 子大学教授）

教育社会学者の道徳教育理論ないしは社会化理論を解説
する。

2 道徳教育と教育 同　上 同　上

社会学

道徳性の形成、発生のメカニズムについて心理学的な面
からの研究から道徳教育を考える。バンデューラなどの道 大西文行 大西文行

3 道徳教育と心理 徳性の形成、道徳的行動、道徳的情意形成について理論と （横浜市立 （横浜市立

学 道徳性の個別性についての人格理論を解説する。 大学教授） 大学教授）

道徳性の形成、発生のメカニズムを発達的側面からの研
究から道徳教育を考える。フロイト、ピアジェ、コールバ

4 道徳教育と発達 一グらの道徳性の発達についての研究からの研究から道徳 同　上 同　上

心理学 教育を考える。

文化による価値、道徳的価値の多様性について学習し、
多様な価値体系での道徳教育について考える。

5 道徳教育と文化 木原孝博 木原孝博
人類学

道徳性の発達の基盤となる家庭での親子、兄弟関係や相
互作用での道徳性の発達の過程について学習する。

6 家庭教育と道徳 大西文行 大西文行
教育

学校での道徳教育は、学校と地域共同体との密接な連携
でなされることが必要である。この章では、地域共同体と

7 地：域教育と道徳 連携し道徳教育を実践しているアメリカのボストンでの教 同　上 同上
教育 育実践を中心に考える。
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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）

幼児期、幼児期、少年期、青年期の発達課題とその解決
を通して人格が形成されていくプロセスを明らかにする。

8 生涯教育と道徳 木原孝博 木原孝博
教育

従来の国という概念を超えた概念が広がっている。国際
化である。他国についてり理解とともに、他国と主体的、

9 国際化社会と道 共同的に対処する必要がある。国際化社会での道徳教育に 大西文行 大西文行
徳教育 実態の観察を通して道徳教育のあり方を考える。

現在我が国は、アメリカやカナダのように未だ多民族、
多文化、多宗教の国ではないが、9章で論じられたように、

10 多文化社会と道 近い将来そのような状況を迎えることになる。そのような 同　上 同　上
徳教育 状況での道徳教育のあり方を、カナダの実践を通じて考え

る。

情報技術の発達に伴い、多様な価値、道徳的価値を含ん
だ情報を処理することが求められてくる。情報処理能力の

11 情報化社会と道 形成の観点から道徳教育のあり方を考える。 同　上 同　上
徳教育

学校教育の仕組みを領域と機能の視点から分析、教科指
導と教科外指導、学習指導と生徒指導の役割を明確化しな

12 学校教育と道徳 がら、学校教育の仕組みの中に道徳教育を位置づける。 木原孝博 木原孝博
教育　（1）

わが国の道徳教育の歴史を辿りながら、　「道徳」の時間
を特設して道徳教育をする事の意味を明確にする。

13 学校教育と道徳 同　上 同　上
教育　②

「道徳の授業」理論を取り上げ、それぞれのメリット、
デメリットを明らかにする。

14 道徳の時間の実 同　上 同　上
旧例　（1）

「道徳性発達」理論を取り上げ、それぞれのメリット、
デメリットを明らかにする。

15 道徳の時間の実 大西文行 大西文行
旧例　（1）
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＝現代社会の学力C　99）＝　（R）

〔主任講師：駒林邦男（岩手大学名誉教授）〕

全体のねらい
　現代日本社会における学力をあぐる問題状況について論じ、日本の子どもたちの学力は、どうなっている
のか、　「日本型」高学力の弱点はどこにあるのか、　「日本型」高学力を支える授業の特質は何か、子どもた
ちの人生にとって学力はどんな意味をもっているか、そもそも、　「学力」とは何か、いま、どのような学力
観、授業が求められているか一これらの論点について、具体的な例をあげて講義をしたい。なお、1990年
代後半の教育改革：論議における学力問題についても論じる。

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

「学校化・情報

ｻ・消費化」社
?ﾌ中の子ども
ｽち

　講義の方針と概略を説明する。現代日本の子どもをめぐ
骼ﾐ会を「学校化・情報化・消費化社会」状況ととらえ、
岺Oから1960年頃までの子どもの生活（家庭・地域・学校
ﾌ中の生活）と比較する。

駒林邦男
i岩手大学

ｼ誉教授）

駒林邦男
i岩手大学

ｼ誉教授）

2 学力をあぐる社

?�ｵ

　過熱する学力競争の社会的背景と過熱化の経緯について、
?ﾌ的な例をあげながら述べ、学力競争に子どもたちを向
ｩわせる親の心理についても考えていく。 同　上 同　上

3

「学校からの
ｦ走」　と、
u学（校）歴仰」

　1970年代以降の「教育荒廃」、「子どもたちの学校からの
ｦ走」という事態に対する臨時教育審議会、1990年代後半
ﾌ中央教育審議会などの対応を取り上げるとともに、社会
ﾌ「学（校）歴信仰」をめぐる問題について論じる。

同　上 同　上

4 学力観慨史

　1872年は「学事奨励に関する被抑出書」から今日に至る
ﾜでの学力観の変遷を、明治以来の教育理念の変化と関連
ｳせながら論じる。 同　上 同　上

5

「新しい学力
ﾏ」、その問題

_

　「新学力観」、特に「関心・意欲・態度」の重視につい
ﾄ述べ、3点にわたって、　「新学平平」の問題点を指摘す
驕B 同　上 同　上

6 学校知、学校地
wカ　　　　一

　普通「学力」と呼ばれているのは「学校知学力」である。
u学校知」とは何かを明らかにすることによって、社会的

ﾊ年としての学力の「制度化・公定化部分」の基本的性質
i基礎可能性、規範性）について論じる。

同　上 同　上

7 「日本型高学
ﾍ」と、それを
xえる授業の特

ｿ

　国際的学力調査（IEA）、文部省学力調査のデータ
ﾉよって、日本の子どもの学力の高さを示す。この高水準
�xえる授業は、知識注入型授業であることを、放送担当
ﾒが行った調査結果に基づいて具体的に説明する。

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）

学力の地域差・階層差、断片的知識の量とそれら知識の
意味的関連についての理解の質と著しい破行、理解のド

8 「日本型高学 ロップアウト学力の「三楽」、子どもたちの「勉強・学力 駒林邦男 駒林邦男
力の問題点 観」について論じる。

高学力を支えてきた「伝統的構造」の一斉授業とはどん
な授業かを、評価の特徴、学びの組織化の特質、一斉授業

9 伝統的構造の と学びの個別性との構造的摩擦について説明する。 同　上 同　上
一斉授業

具体的生活の中での学びとの対比によって、学校知の学
び（「学校化された学び」）の人工性・迂回性を浮かびあ

10 学校化された学 がらせる。 同　上 同　上
び特異性

＼

「学校知学力」の基本特性が「非・ヴァナキュラー性」
であること、すなわち受験手段性・依存性、　「学校課題」

11 学校知学力の特 性であることについて論じる。 同　上 同　上
性

「もう一つの学力」としてのr隠れたカリキュラム」を
教育学的に定義し、学校知学力の対極にある「日常知」に

12 隠れたカリキュ ついて、さまざまな角度から論じる。 同　上 同　上
ラム、「日常知」

具体的データを使って、子どもの授業実感について探り、
子どもにとって 「学びの疎外」状況の拡がりについて述べる。

13 の学校・学び・ 同　上 同　上
学力（一）

高校生の学びの現状一学校離れ、学力離れ観について
子どもにとって 紹介し、また、高校生の否定的自己認識（自己過少評価）

14 の学校・学び・ について述べる。 同　上 同　上
学力（二）

14回の講義を整理する。　rまとめ」として、現在の教育
教育「改革」と 改革の動向との関係の中で、学力問題について論じる。

15 昏迷の中の学力 同　上 同　上
問題
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＝国際化と教育（’99）＝　（R）

〔主任講師：佐藤郡衛（東京学芸大学教授）〕

全体のねらい
　21世紀は、トランスナショナルという国境をこえた人の動きが盛んになり、否応なく異文化との共生を迫
るようになる。教育も例外ではなくトランスナショナルな動きに対応し、異なった文化をもつ人との共生が
大きな課題になろう。国際化の進展により異文化共生という新しい課題が提起され、そのための教育をどの
ように構想するかが問われるようになっている。それは、19世紀以降前提にしてきた国民教育という枠組み
から、　「地球人」といった普遍的な価値や意義をもつ教育への転換を迫っている。本講座は、こうした視点
から国際化に伴い必然化する日本の異文三間教育にかかわる諸問題について考察することを課題にする。

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

国際化社会におｯ
る
教
育
・
国
際
化
の
漁
・
躰
の
国
際
化
・
鞘
の
国
際
化

　本章では、国際化の進展が日本の社会や教育にどのよう
ﾈ課題を提起しているかを考察する。近年、　「トランスナ
Vョナル」な動きが急速に進行している。これは、否応な
ｭ異文化との共生を迫る。教育も例外ではなく、異文化と
ﾌ共生していくためにはどのような教育が必要かを考察す
驕B

佐藤郡衛
i東京学芸

蜉w教授）

佐藤郡衛
i東京学芸

蜉w教授）

2

日本の教育の国ﾛ
化
・
異
文
欄
糖
の
瞠
化
・
国
蹴
雛
の
た
め
の
聯
・
国
際
化
の
課
題

　日本では国際化の進展とともに異文化間にまたがる教育
ｻ象が日常化している。こうした異文化間にまたがる教育
ﾉ対して政策としてどのような対応をしてきたかを探ると
ﾆもに、その問題点と今後の課題について考察する。

同　上 同　上

3

日本における異
ｶ化間教育の進
W・異文二品育の調・異文燗教育をとらえる視点・戴／l聞糖の縄

　海外・帰国子女教育、留学生教育、外国人子女教育など
坙{の異文化間教育の概要を概括的に説明する。ついで、
ｱうした異文化間教育をとらえる視点を明確にするととも
ﾉ、その教育の課題を明らかにする。

同　上 同　上

4

海外子女教育・酬で生活する子ども・躰人学校と補搬業校・異文化体験の多様化

　国際化の進展とともに、海外で育つ日本の子どもが増え
ﾄいる。この子どもたちは海外子女と呼ばれるが、その海
O子女の就学形態である日本人学校と補修授業校の実態と
竭闢_を明らかにする。ついで、海外子女の異文化体験に
ﾂいて考察する。

同　上 同　上

5

帰国子女教育・帰国子女の実態と三子三

Oの推移・關子女の自文化観・帰国子女教育の縄

　帰国子女の実態と帰国子女教育の政策、実践の推移を考
@する。ついで、帰国子女の自文化復帰について学校文化
ﾆの関連で検討し、その問題点を明らかにしたい。そして、
A国子女教育の今後の課題を展望する。

同　上 同　上

6

在日外国人子女
ｳ育・急増する外臥子女・日課教育・エスニシティと教育

　本章では、最近、急増している在日外国人子女の実態を
謔闖繧ｰる。特に、日本語ができない子どもの急増に対応
ｵ、日本語教育の課題が浮上しているが、その実情と問題
_を検討する。ついで、外国人子女のエスニシティを教育
ﾆの関連で考察する。

同　上 同　上

7

外国人留学生・掴瑠学生の獄

E留学生政策・留学生の異文化麟とその支

　本章では、急激な増加を続けている外国人留学生を取り
繧ｰる。留学生が日本で直面している問題点を明らかにす
驕Bそして、留学生の異文化適応に焦点をあて、異文化適
桙�x援するための様々な試みについて考察していく。

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）

在日外国人学校 日本にある外国人学校、国際学校を取り上げる。日本に
・国際学校 在留する外国人のための学校について、その実情と問題点

8 ・外臥学校・鴎学校とは を明らかにするとともに、日本の学校制度との関連につい 佐藤郡衛 佐藤郡衛
・民族学校 て考察する。
・躰の教育と世人学校購

学校

異文化間教育に 異文化間教育の中で特に重要なのがアイデンティティの
おけるアイデン 問題である。アイデンティティに及ぼす異文化接触の影響、
ティティ 文化とアイデンティティなどの問題について考察する。そ

9 ・異文挿穂とアイデンティテ して、アイデンティティの確立に向けてどのような働きか 同　上 同　上
イ けが必要かについて考察する。
・文化とアイデンティティ

・アイデンティティの確立繭

けて

異文化コミュニ 異文二間コミュニケーションは、異文化への適応過程や
ケーション 異文化間教育における2文化の相互作用の過程の中心的テ
・異文雨間教育とコミュニケー 一マである。本章では、異文化適応スキルの習得における

10 ション コミュニケーションの役割、異文化間コミュニケーション 同　上 同　上
・異文化適応スキル におけるステレオタイプ化の問題などについて考察する。
・異文化問マスコミュニケーシ

㏍

異文化接触と 本章では、異文化接触と言語について取り上げる。異文
言語発達 化合教育では、第2言語の習得が大きな課題になるがその

11 ・異文化鰍と言醗達 教育の実情と問題点について考察する。そして、日本の海 同　上 同　上
・第2言語教育 外子女、外国人子女を対象にしたバイリンガル教育の実践
・バイリンガル鯖とその実践 についてもその特徴と課題について検討する。

国際理解教室 本章では、国際理解教育の日本における発展の軌跡を政
・国際理解教育の闘 策的に跡づけながら、その目的と方法、そして今日的課題

12 ・躰の国三三育 について考察する。 同　上 同　上
・国鯉解教育の課題

教育における 国際化社会の進展は、国際交流活動を活発化させる。本
国際交流 章では学校における国際交流活動、教員の国際交流、そし

13 ・病臥流の実態 て地域における国際教育交流などを取り上げ、その実情と 同　上 同　上
・教員咽鮫流 問題点、そして今後の課題を考察する。
・国鞘膜交流の課題

グローバルな教 本章では、国際共同教育事業としての開発途上国への教
育への取り組み 育援助・協力の問題を南北問題との関連で考察する。つい

14 ・国際綱教静業の馳組み で、今後、ますます重要視されるグローバルな教育の取り 同　上 同　上
・教育開発とさの支援 組みについてもその必要性と課題について検討する。
・グローバル鰍育

国際化と教育の 本章は、これまでの講義のまとめとして、これからの日
課題 本の教育の課題を総括的に検討する。国民教育という枠組
一日本の異文化 みに代わる新しい教育をどのように構想するか、その理念 同　上 同　上

15 間教育の展望一 と方法について考察する。
・異文化間勧とは

・異文三間リテラシーの育成に

向けて
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＝メディアと教育C　99）＝　（TV）

〔主任講師：白鳥元雄（聖徳大学教授）主任講師：高網康雄（江戸川大学教授）〕

全体のねらい
　教育は、教える者と学ぶ者相互のコミュニケーション過程である。教育の場面で使われるメディァー基
幹的媒体である音声言語を初め、文字・活字・映画・電波・コンピュータなど、それぞれのメディアが産み
だされた歴史的・社会的文脈と教育との関わりを考察し、現在の問題としてメディアの受容と活用の方法を
探る。

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 情報化とメディ

A

・オリエンテーションとして、1970年忌以降の社会の急激
ﾈ情報化一情報量の巨大化とメディア技術の高度化と
ｽ様化による情報の質の変化一について考察する。・教育とメディアの関係をデールの「経験の円錐」とその

W開によって捉える。

高素康雄
i江戸川大

w教授）

鋳ｹ元雄
i聖徳大学

ｳ授）

高楽康雄i
i江戸川大

w教授）

鋳ｹ元雄
i聖徳大学

ｳ授）

2 「言語」という

＜fィア

・生物進化の歴史の中で獲得されたヒトHo田。　sapiensの基

ｲ的なコミュニケーション・メディアとしての音声言語
ﾌ特性を考察し、特に、ことばを「聞く」という行動を
ｪ析してメッセージの受容に何が必要かを考える。

遠藤　　榮
i元帝塚山

w院大学助
ｳ授）

遠藤　　榮
i元帝塚山

w院大学助
ｳ授）

鋳ｹ元雄

3 文字と学校

・文字の誕生ば、文明にとって画期的な発明であった。ヒ
@トの営為が時間と空間を超えて伝＝達・蓄積され新しい世
Eが開かれた。視覚メディアである文字の特性を考察す

@る。

Eまた文字の誕生は、その技術に習熟させるための訓練機
ﾖ一　「学校」の誕生を促した。

同　　　上 同　上

4 グーテンベルク

v命

・文字の文化の象徴としての「図書館」、そして12世紀か
@ら続々誕生する「大学」。その時代的雰囲気の中でグー
eンベルクの活版印刷術が発明される。後にF．ベーコ

@ンがいうように、それは火薬・羅針盤と並んで、全世界
ﾌ外観と状況を一変させた。

白鳥元雄 白鳥元雄

5 教科書と体験

・コメニウスの「世界図絵」の特徴と意義を教育の大衆化
ﾆの関係で捉える。・教科書の変遷を学校教育の思想との関係でたどる。・直観教授の伝統と直接経験を重視する教育思潮を考察す

驕B

二二康雄 二二康雄

6

掛け図と黒板一
ｳ育の大衆化の
ﾈかで

・教育のメディアのひとつとして学校の建築様式と施設に
ﾂいて開智学校を例に考察する。・近代学校の特徴的な方法である一斉教授のメディアとし

ﾄ重要な黒板の利用をみる。・一斉教授に効果的な視覚的メディアである掛け図を考え

驕B

同　上 同　上

7 新　　　　聞

・明治期、日本の新聞一特に「小新聞」は漢字にルビを
ﾓることによって、文字に弱かった階層にまで市場を広
ｰ、同時に人々の識宇：力を高めた。新聞は教育を目指し

ｽメディアではないが、　「現在」を伝える強力なメディ
Aとして、今も教育の場で教材性をもつ。

白烏元雄 白鳥元雄
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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 映画はなにをも
ｽらしたか？

・映画の発明とわが国への導入の経過をふりかえる。・初期の映画への教育界の対応の否定的な立場と肯定的な

ｧ場を解説する。・積極的な映画への取り組みとして、成城学園の事例を紹

薰ｷる。

丁丁康雄 丁丁康雄

9 ラジオとテレビ

・ラジオの発明と教育への活用一アメリカの事例から考
@する。・わが国でのラジオ放送にみられる社会教育のメディアと

@しての応用を歴史的に跡づける。・ラジオからTVヘー　「学校放送」の発展と学校教育の

?vとの関係について考える。

高棄康雄

涛｡　　榮

三三康雄

涛｡　　榮

10 テレビと生活
ｶ化

・1960年代に入ってTVは急速に普及した。何のスクリー
jングも経ずに子どもの生活圏に入ってくるTVはさま
ｴまな影響を与える。20世紀後半子ども文化の中心的存
ﾝとなったTVとその周辺のビデオやTVゲームなどを
ﾜめ、その影響力と教育力を検証する。

白鳥元雄 白鳥元雄

11 博物館再発見

・資料（メディア）の集結と展示による博物館の教育活動
�ﾀ例により考察する。・館内・館外でのイベントへの発展と・博物館の新しい展開一　「見る博物館」から「さわる・

獅ｷ博物館」　「バーチャル・ミュージアム」ヘーを紹
薰ｷる。

高棄康雄 丁丁康雄

12 コンピュータの

o場

・戦後聞もなくコンピュータが発明され、単なる自動計算
@械から情報処理機器へ、さらに人間の思考をシミュレーションしたり、機械を制御したりするようになる。こ

ｱでは、コンピュータのもつ本質的な仕組み、メディア
ﾆしての発展・変容について紹介する。

永野和男
i静岡大学

ｳ授）

永野和男
i静岡大学

ｳ授）

13 学習環境として
ﾌコンピュータ

・コンピュータの導入は、教育現場に大きな変革の衝撃を
^えている。教師の教材提示だけでなく、子ども自身が
ｹ具としてコンピュータを使い、情報活用能力を高める
ﾀ践も行われている。学習の場でのコンピュータの役割
�A実践も紹介しながら考察する。

同　上 同　上

14 情報ネットワー
Nと教育

・インターネットの普及によって、コンピュータはコミュ
jケーションの窓口としての機能が期待されている。時
ﾔと空間を超えたコミュニケーションは教育の構造を大
ｫく変える。情報ネットワークが教育にどのような変革
�烽ｽらすのか、事例を紹介し考察する。

同　上 同　上

15 新しいリテラ
Vー一

鼎談・情報社会に求あられる「リテラシー」とは何か。・コンピュータ・リテラシーの必要条件を考える。・映像を読み解く力、批判的読解と自己表現の力をどのよ

@うに育てるか。

高棄康雄 高棄康雄
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＝臨床心理学概説C　99）＝　（R）

〔主任講師：馬場禮子（放送大学教授）〕

全体のねらい
　臨床心理学の基本的理論と方法、社会に向けて果たすべき課題について概説する。理論的な基盤を押えっ
っ、平易にまた臨床の実際が伝わるように記述し、図表などを加えて視覚的に捉え易くする。概説すべき内
容は大量なので、テキストでは必要な項目にすべて触れておき、説明の不足はラジオ放送で補って内容の充
実をはかる。

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 臨床心理学とは

ｽか

　①定義　②実践の内容一心理アセスメント、心理療法、，
Rミュニティ援助、それらに関する研究　③領域と対象一
ｳ育、医療、司法、その他において、乳幼児から成人、高
諶ﾒまで、健常者も病者もが対象であること。←④歴史一
ﾄ国と日本を中心に。

馬場禮子
i放送大学

ｳ授）

馬場禮子
i放送大学

ｳ授）

2
臨床心理学の
攪_的背景　（1＞

S理学の諸領域

　人格、発達：、社会、学習、認知などの心理学がどのよう
ﾉ臨床心理学の基礎理論としての役割を持つのか、臨床心
搖wとの関連においてこれらを解説する。

青木紀久代
i東京都立

蜉w助手）

青木紀久代
i東京都立

蜉w助手）

3
臨床心理学の
攪_的背景　（2＞

繩wの諸領域

　精神医学、心身医学（心療内科学）、小児科学、高齢
ﾒ医学などの理論と基礎知識を臨床心理学との関連で、特
ﾉ臨床心理学にとって必要なものに焦点づけて解説する。
ｸ神薬理も含む。

大野　　裕
i慶応義塾

蜉w講師）

大野　　裕
i慶応義塾

蜉w講師）

4
臨床心理学の
攪_的背景　（3）

ｸ神分析学と分
ﾍ心理学

　両学の人格理論の部分を、臨床心理学の基礎理論という
ﾊ置づけで解説する。無意識仮説、心的構造論などを比較
ﾌ形で出すか、別個にするか、検討を要する。

永井　　徹
i都立大学

赴ｳ授）

永井　　徹
i都立大学

赴ｳ授）

5

臨床心理アセス
＜塔g　　　（1）

Aセスメント総

_

　①心理アセスメントとは何か（導入、動機づけ、秘密義
ｱを含む）　②面接と検査があること、両者の関係　③ア
Zスメント面接について　④テストバッデーについて
Dアセスメントのまとめ方と伝え方。

馬場禮子 馬場禮子

6

臨床心理アセス
＜塔g　　　（2）

m能検査と質問
?@

　まずどのようなものがあるかを羅列（表示）し、原理に
ﾂいて簡単に触れ、代表的なものについて解説する。　知
¥検査はウェクスラー法を重視。質問紙はねらいの異なる
烽ﾌを選ぶ。放送授業にそなえて検査用紙を提示しておく。

黒田浩司
i茨城大学

赴ｳ授）

黒田浩司
i茨城大学

赴ｳ授）

7

臨床心理アセス
＜塔g　　（3）

梶@　映　　法

　投映法の原理、分類法（どれか1っ）、代表的なもの
�T説。紙幅から、きわめて概略的な説明しかできないの
ﾅ、各検査についても原理を重視し、解釈法の細部などは
咜落�ﾆとする。

同　上 同　上
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i 執筆担当 放送担当
回｝ テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

i （所属・職名） （所属・職名）

i心理療法

　｝　　　　　　　｝　①心理療法とはなにか（相談、カウンセリングにも触れ
@i　　　　　　　｛る）　②方法一同学派（表示）、各設定（個人、集団、8　　　　　　　（1月家族）、各手段（会話、行動、芸術表現など）　③対象

@i心理療法総論｝一乳幼児から高齢者まで、精神的障害者から健常者まで含
馬場禮子 馬場禮子

i むこと。

①原理　②方法一対象と方法について。児童治療、成人
き 心理療法　　② 個人、集団、家族、芸術表現療法のそれぞれについて精神一
　
き
｝
…
ー
ー
ー
…
…

9　精神分析的心理

癘@
分析的観点と方法を解説する。 同　上 同　上

； ｝

1 1　同上の内容でユング派心理療法の対象別の方法を解説。
心理療法　（訓

10 ユング派心理療

@
永井　　徹 永井　　徹

　1審尋塗ン溜 　同上の内容でクライエント中心療法の対象別の方法を解
焉B

馬場禮子 馬場禮子
垂
心
療
法
i
睾

｝

1 i

豆2

｛｝1心理療法　　⑤
同上の内容で認知・行動療法の対象別の方法を解説。

大野　　裕 大野　　裕
i認知・行蠣法

P

①コミュニティ援助の領域と方法の総論（図表）　②リ

iコミュニティ エゾン・コンサルテーション（学校臨床、高齢者援助を含
13 援助　　　　（1） む）　③危機介入　④予防活動一以上順序は偏光ありう 黒田浩司 黒田浩司

｛危険介入とコン る。

iサルテ　ション

①意義と実際一親子（母子）関係の重要性、援助の可能

コミュニティ 性　②対象一親、保育者、など　③障害児の治療教育。
14 援助　　　　② 1 青木紀久代 青木紀久代

育児と親への援

i 調査研究、事例研究について解説する。それぞれの難し
さ、留意点にも触れる。卒論研究にも生かせるように配慮

15 臨床心理学の する（例えば資料の作り方、論文のまとめ方など）。 同　上 同　上
研究法

i
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＝教育の中の言葉（’99）＝　（R）

〔主任講師：永野重史（放送大学教授）〕

全体のねらい
　「国語」以外の教科におけることば、学力テストと言葉の関係、文章読解、など、具体的な話題を考える
ことによって、　「教育の中の言葉」にどのような問題があるか、また、問題を解決するためには、　「言葉」
というものをどのようにとらえなければならない。かということがわかるようにする。

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）

講義内容ぜんたいの紹介。英語のブロック報告書「生活
のための（生涯のための）言葉」と教育。 永野重史 永野重史

1 教育の中の言葉 （放送大学 （放送大学

（問題の所在） 教授） 教授）

貧しい階層の子ども達の知的発達の原因としてあげられ
た言語生活の特徴。その改善のたあにとられた方策。

2 言語と思考　（1） 同　上 同　上

言語が人の思考を左右するという考え方。ベンジャミン
・ワープの言語相対性仮説とその心理学的検証。

3 言語と思考　（2） 同　上 同　上

リテラシーの効用。文字のない文化と文字のある文化。
文字をつかってものを書くことが人々の知的能力を高める

4 言語と思考　（3＞ という説の検討。 同　上 同　上

幼児の母語の獲得の様子と学校の国語の学習とを比較し
ながら、　「言語」についての考え方を整理する。ラングと

5 「言語」とは何 パロール。　「言語音が集まって語となり、語が集まって文 同　上 同　上
か となる。」という見方の検討。

「言語教育はすべての教育学習の基礎だ。」という考え
ヂ国語」という 方の検討。外国語のイマージョン教育。　「カリキュラムぜ

6 教科は道具教科 んたいを通しての言語教育」という考え方。 同　上 同　上
か

教育評価のための指導目標の記述。　「要目かす論」。唯
言語主義（バーバリズム）を育てるテスト。

7 学力テストと言 同上 同上
葉

一395一



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）

生活知と科学知とのつながり。外国人に「将軍と天皇は
どうちがうか」とたずねられて。　r円のまんなか」ではい

8 社会・数学・理 けないか。　「円の中心」でいいか。言語相対仮説をあらた 永野重史 永野重史
科の学習と言語 めて考える。

モリスの「話しのタイプ」。マンドとタクトと反響語。
「言葉のお守り的使用法」

9 言葉のつかいか 同　上 同　上
た　　　　　（1）

一般意味論の運動。言語学上の意味論との違い。一般意
味論の主張。

10 言葉のつかいか 同　上 同　上
た　　　　　（2）

意味の説明とは。ソシュールのチェスのたとえ。良い
辞書とは。個人にとっての言葉の意味。子どもがっくる辞

11 字引と辞書 書。 同　上 同　上

「正しい読み方」とは何か。音読みと訓読み。正書法。

12 文字表現の読み 同　上 同　上
と正書法

文章の意味は書き手のものか、読み手のものか。三つの
要素（言語、機能、状況）。

13 文章の理解 同　上 同　上

こどもの作文とおとなの作文。感想文と科学論文。パラ
グラフ構成の指導。

14 文章をつくる 同　上 同　上

認識の道具としての記号・数式・表・グラフ・コンピュ
一タ。言語の分析から文化の分析へ。エティック的見方と

15 言語観の拡張 イーミック的見方。 同　上 同　上

A
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＝生徒指導C　99）＝（TV）

〔主任講師：秦　政春（大阪大学教授）〕

全体のねらい
　いま学校のなかでもっとも困難をきわめているものが生徒指導だといわれている。そうした生徒指導に関
する実態を明らかにするとともに、現実に子どもたちがどんな非行・問題行動をおこしているのか、そして
その背景にどんな事情があるのか検討する。そうした検討をふまえて、生徒指導の今後のありかたを探って
いきたい。

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）

1。生徒指導の 生徒指導の理念が、子どもたちのよりよい人間形成をは
実際 かるものであることはいうまでもない。しかし、実際には 秦　　政春 秦　　政春

1 非行防止、非行対策の名のもとに「管理的」な色彩がます （大阪大学 （大阪大学

生徒指導の理念 ます強まっている。こうした実態のもつ問題状況を明らか 教授） 教授）

そしてその実態 にする。

「管理的」生徒指導の基本的なものが体罰である。教師
の体罰は学校教育法が禁止されているにもかかわらず、現

2 体罰に依存する 実にはこれがかなり多い。ここでは、教師の体罰に関する 同　上 同　上
教師 実態を明らかにするとともに、これによってもたらされた

悪循環について検討を加える。

体罰と並んで校則（生徒心得）も、　「管理的」生徒指導
の1つである。これについてはよく「校則問題」というか

3 校則（生徒心得） たちで話題になっているが、これの実態、とくに規定の内 同　上 同　上
による管理 容やどのように運用されているのかという点を中心にして

検討を加える。

校則が「管理的」生徒指導の1つとはいっても、これ自
体に教育的意味がないわけではない。むしろ、これが運用

4 校則（生徒心得） される場合に、これの性格の曖昧さのなかで問題が生じる 同　上 同　上
の曖昧性 ことが多い。簡単にいえば心得が規則かといった問題であ

る。この点について検討を加える。

H．非行・問題 昭和50年前後に「戦後第3のピーク」と呼ばれた少年非
行動の実態 行の急増した時期以降、現在にいたるまでっぎつぎと子ど

5 もたちの問題行動が多発している。いじめ、不登校、校内 同　上 同　上
非行・問題行動 暴力といった具合であるか。こうした推移を明らかにする
に関する推移 とともに、その背景を検討する。

昭和61年頃に急激に「鎮静化」したと思われていたいじ
め問題は、実際には継続してきており、かつてより悪質な

6 いじめ問題と子 行為もみられるようになってきた。ここしばらくのいじめ 同　上 同　上
ども 行為の推移を明らかにするとともに、どういつだ背景から

いじめが生じているのか検討する。

子どもたちのいじめ行為の特質をひと言でいえば「集団
による弱者いじめ」ということになる。ここでは、いじめ

7 子どもたちのい という行為の特質を考えるとともに、いかなるパターンや 同　上 同　上

じめ行動の特質 形態をもってこの行為が成立しているのか検討を加える。

甲勧・　”　　ド
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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）

いじめと並んで、不登校問題も大きな社会問題・教育問
題としてクローズアップされている。しかも、不登校児童

8 不登校問題と子 ・生徒の数は、年々増加傾向をみせている。こうした量的 秦　　政春 秦　　政春
ども な推移に加えて、質的にいかなる変化がみられるのか、そ

の原因もあわせて検討する。

匝。子どもたち いまの子どもたちは、とても疲労しておりストレスがた
の状況 まっている。しかも、これによってさまざまな症状がでて

9 いる。なかには、極端な身体的不調や異常行動をとるケー 同　上 同　上
子どもたちのス スも少なくない。こうした実態を明らかにするとともに、
トレス これの影響について考える。

子どもたちのストレスは、たんに症状がでているという
だけではない。これによってさまざまな非行・問題行動に

10 ストレスと非行 結びついていくことも少なくない。たとえば、ストレスの 同　上 同　上
・問題行動 有無は、いじめ行為にも密接に関係がある。原因→ストレ

ス→問題行動の関係を検討する。

子どもたちの規範意識は、確実に崩れてきている。ささ
いな校則違反、服装違反ならともかく、明らかな反社会的

11 子どもたちの 行動、逸脱的行動に対しても「絶対にしてはいけない」と 同　上 同　上
規範意識 いう割合が低下してきている。こうした規範意識の崩れの

背景を探ることにしたい。

rv．生徒指導を いま学校では、子どもたちにストレスがたまっていると
阻害するもの いうだけではない。教師にもかなり厳しいストレスがある。

12 そして、子どもたちと同様にさまざまな症状がでている。 同　上 同　上

教師のストレス ここでは、こうした教師のストレスの原因、実態、その影
響について明らかにする。

教師のストレスは、確実に子どもたちに対して悪影響を
およぼしている。たとえば、子どもたちに「やつあたり」

13 教師のストレス をするといった具合である。これに対して、子どもたちは 同　上 同　上

による悪影響 またストレスを感じ、教師に反抗するといった悪循環があ
る。こうした構造を明らかにする。

生徒指導は、ひとりひとりの教師が個別的に行なうので
は限界がある。教師集団の連携や協力体制が不可欠の条件

14 教師集団の人間 である。ところが実際には、あまり連携や協力体制がとれ 同　上 同　上

関係の崩れ ていない。こうした教師集団の組織化を阻害する悪因がど
こにあるのか明らかにする。

V。生徒指導の 今後、どのような生徒指導のありかたを求めていればよ
今後 いのか。1っは、教師集団の連携や協力体制を基本にした

15 組織的な生徒指導であり、いま1つは「管理」を脱却した 同　上 同　上

組織的でゆるや ゆるやかな生徒指導である。こうした生徒指導の実現に関
かな生徒指導 する可能性を探っていく。
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＝教育評価C　99）＝　（R）

〔主任講師：梶田叡一（ノートルダム女子大学長）〕

全体のねらい
　教育における評価の問題について、いくつかの基本的な視点から考えてみる。とくに、学校での日常的な
見とりや見きわめ、テストや成績づけなどのあり方を、子どもの学習や成長とのかかわりで原理的な地点か
ら検討してみたい。

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 教育評価のはた
轤ｫ

　評価は、学校といった組織的な教育形態においては古今．
倹ｼを問わず行われてきた。教育においてなぜ評価が必要
ﾆなるのか、学ぶ側、教える側、管理運営する側それぞれ
ﾉとっての意義を考えてみる。

梶田二一
iノートル

_ム女子大
w長）

梶田二一
iノートル
_ム女子大
w長）

2 測定から評価へ

　評価は客観的科学的ではなくてはならないという発想が
?驕Bしかしこれを押し進めていくと本当に大事な面が見
獅ﾆされ、表面的なつまらない面ばかりが重視され評価さ
黷驍ﾆいう落とし穴に落ちる。この意味で1930年代のタイ
堰[の主張を振り返り、現代の評価論の大前提を考えてみ
驕B

同　上 同　上

3 教育の目標と評

ｿ

　教育に当たっては目標が体系的に設定されるが、その目
Wがまた評価の視点や基準となる。目標の明確化のために
ﾍ、ブルーム等のr教育目標のタキソノミー（分類体系）』
ｪ有名であるが、こうした仕事の意義について考えてみる。

同　上 同　上

4 行動目標論の克

　子どもの学びや育ちを外的客観的に見ていくため、行動
ﾚ標の考えが提唱されてきた。しかし今や行動目標論は原
搏Iに乗り越えられている。子どもの学びや育ちを本当に
竭閧ﾉするためには、内面を見落とすことはできないので
?驕Bこうした視に立って、達成目標・向上目標・体験目
Wの考え方を述べる。

同　上 同　上

5 内面の育ちの把

ｬ

　学びや育ちの現実を見てとるためには、関心や意欲や理
�ﾌ状況など内面世界の読み取りが必要となるにしても、
ｱれは非常に困難な課題である。内面を洞察する上での手
ｪかりを学校で具体的にどのように得られるか、授業との
ｩかわりを中心に考えてみる。’

同　上 同　上

6 相対・絶対・到

B度評価

　子どもの学びや育ちを評価する際、他の子どもと比べて
ｩる（相対評価）か、教える側の内的基準による判断に任
ｹる（絶対評価）か、何らかの到達基準に達しているかど
､かを見る（到達度評価）か、といった違いがある。それ
ｼれの意義と利害得失について考えてみる。

同　上 同　上

7 形成的な評価

　得点や成績は、学びや育ちの「結論」であるかのように
�ｯ止められがちである。しかし本来それは、長い道のり
ﾌ中でのラップタイム（途中計時）でしかない。教育にお
ｯるあらゆる評価は中間的かつ一時的なものであって、次
ﾌ段階に役立って初めて意味を持つ、という形成的評価の
lえ方について検討する。

同上 同　上

一399一



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）

学びと育ちは、最終的にはその人自身によって評価され、
その人自身の次の段階に向けての努力を引き出し、支える

8 自　己　評　価 ものでなくてはならない。自己教育を基礎づけるものとし 梶田叡一 梶田三一
ての自己評価でなくてはならないのである。こうした自己
評価の具体的あり方について考えてみる。

学習指導を有効かつ適切なものにするため、具体的にど
のような場で、どのような評価活動を行い、それをどのよ

9 学習指導と評価 うに生かしていけばいいのか、さまざまな場合を例にとつ 同　上 同　上
て考えてみる。

学力を客観的な形で測定するために工夫されてきたテス
トの構成と結果処理の考え方について検討する。特に旧来

10 学力テストの論 の集団標準にもとずくテスト（NRT）と最近の到達基準 同　上 同　上
理と問題点 にもとずくテスト（CRT）とを比較する。高次の知的能

力を測定するための工夫を見る。

20世紀初頭ビネによって考案されて以来、長い間にわた
って「頭の良さ」を測る道具として用いられてきた知能検

11 知能検査を考え 査はどのような論理に立つものであろうか。またその検査 同　上 同　上
る 結果の表示法として用いられてきたIQ（知能指数）が今

日なぜ信頼されなくなってしまったのであろうか。IQ神
話の成立と崩壊について考えてみる。

学校での成績は、指導要録（学籍簿）と通知表に記入さ
れ、当人や親に対して権威を持ってきた。現在それはどの

12 指導要録と通知 ような形式・内容であるのか。その背後にある基本的な評 同　上 同　上
表 旧観は何であるのか、これまでの様式・記入法の変遷を見

ながら検討する。

現在の入学試験や進路指導のあり方に偏差値教育と呼ば
れるようなゆがみが生じているという指摘がある。過熱し

13 入学試験と進路 た受験準備体制の中では子供の発達そのものにもゆがみが 同　上 同　上
指導 現れざるをえない。これを是正するため、どのような入学

者選抜方法を用いるか、どのような進路指導をしていくか、
大きな課題である。この問題についていくつかの方向から
考えてみる。

評価する側も人間である。固定観念を持って見てしまつ
たり、背光効果や寛容効果などのゆがみが忍び込んでしま

14 評価する側の眼 つたりしがちである。しかし、自分の眼にどのようなゆが 同　上 同　上

みの可能性があるかを認識することによって、そのゆがみ
に振り回されて非教育的な態度や決定を取ってしまうこと
も少なくなる。この問題について特に主要な点を検討する。

テスト不安など評価される場に身を置くことによって生
じる心理的な効果についても考えておかねばならない。ま

15 評価される側の た、誉められたり叱られたりすることの効果の問題もある。 同　上 同　上

心理 評価される側がその評価によってどのような心理的影響を
受けるか、いくつかの点から考えてみる。
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＝民 法（’98）＝（TV）

〔主任講師：奥田昌道（鈴鹿国際大学教授）〕

全体のねらい
　民法（財産法）の内容を、人と財産をめぐる法的規律という視点から捉えてみる。できるだけ日常生活に
関わりのある身近な問題を念頭におきながら、民法（財産法）の全体像が浮かび上がるようにつとめる。

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 民法とは何か

　（1）民法とはどのような法か。わたしたちの生活関係の
､ちのどの部分をどのように規律するのか、（2）成文法と
ｵての民法（民法典）の生い立ちとその後の変遷、（3）民
@に関係の深い法律について、概説する。

奥田昌道
i鈴鹿国際

蜉w教授）

奥田昌道
i鈴鹿国際

蜉w教授）

2 民法のしくみ

　民法（民法典）は、総則、物権、債権、親族、相続の5
ﾒから成るが、その内容を「人と財産をめぐる法的規律」
ﾆいう視点から概観する。 同　上 同　上

3 人と法律との
o会い

　人は出生から死亡にいたるまで、民法とどのように関わ
驍ｩを、（1＞胎児、（2）出生、（3）未成年者、（4）婚姻、（5）死亡、

ﾌそれぞれにつき丁丁し、特に、意思能力・行為能力の不
ｮ全な者についての財産の保護・管理のたあの制度につい
ﾄ説明する。

同　上 同　上

4
法人をあぐる
@律問題

　民法は人（自然人）のほかに、ある種の団体や一定の目
Iに捧げられた財産（財団）に法人格を認める（法人）。
ｱのような法人制度の意義、および、法人の設立、管理運
c、活動に関する法的規律について概説する。

同　上 同　上

5
財産の保護と
ｯ法

　（1）民法上、財産とは何か。財産と財産を構成する権利
i財産権）との関係はどのように捉えられるか、にっき考

@し、（2）財産ないし財産権の法的保護の仕組みを、民法
i実体法）と民事手続法の両面から概説する。

同　上 同　上

6

物権取引をめぐ
髢@律問題

　民法は、有体物（不動産と動産）の上に成立する所有権
�?Sに物権に関する法的規律を定めている。その概要を
燒ｾし、不動産物権変動に関して特に重要な公示（登記）
ﾌ問題、取引の安全の問題について概説する。

同　上 同　上

7 所有権の法と
阯Lの法

　民法は、所有権の法のほかに、占有の法（占有制度）を
閧ﾟている。それは何故か。占有制度には多様な役割・機
¥が担わされている。その概要を、実体法と手続法の両面
ｩら説明する。

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 契約自由と
ｻの規制

　民法は、私人間（個人対個人、企業対企業、企業対個人）
ﾉおける経済的生活関係（取引関係）の形成を原則として、
鮪鮪ﾒの自己規律（契約）に委ねている。そのメリットと
fメリットを考察し、法はそれにどのように対処している
ｩを概説する。

奥田昌道
i鈴鹿国際

蜉w教授）

奥田昌道
i鈴鹿国際

蜉w教授）

9 代理制度につい

ﾄ

　さまざまの契約の締結、その交渉や契約の実現（履行）
ﾌ際に、代理人その他の他人（第三者）が介在する場合が
ｽい。これらのうち、代理制度についての法律上の規律を
T観し、特に重要な問題や留意すべき事項を取り上げる。

同　上 同　上

10 売買契約に関す
髢@的規律

　日常生活の中で最もポピュラーな契約である売買契約を
謔闖繧ｰ、契約の成立から履行に至るまでの間に、および、
嚶sが終わったのちに、現れてくるさまざまな問題につい
ﾄ、民法はどのような規律をしているかを概説する。

同　上 同　上

11 不動産利用の法

･関係

　建物所有の目的で他人の土地を利用する法律上の手段と
ｵて、地上権を取得する方法と賃借権を取得する方法とが
?驕B建物の利用の場合は賃貸借契約による。これらに関
ｷる民法および借地借家法の規律を概説する。

同　上 同　上

12 時効制度につい

ﾄ

　民法は、時効制度を設け、所有の意思をもって一定の期
ﾔ、他人の物を占有する者に所有権の取得を認め（取得時
�j、一定の期間、権利を行使しない者に権利の消滅を認
ﾟる（消滅時効）。この制度の存在理由などを中心に、時
�ｧ度を概観する。

同　上 同　上

13 物的担保制度と

l的担保制度

　主として金銭債権の履行確保の法的手段として民法が用
ﾓしているのは、物的担保制度と人的担保制度である。前
ﾒは、抵当権、質権、仮登記担保などであり、後者は保証
ｧ度である。これらの諸制度の要点を概説する。

同　上 同　上

14 不法行為制度の

T要

　個人や法人＝企業、それらの被用者の加害行為により、
ﾜた、他人の支配下にある工作物等の蝦疵により、人身損
Qや財産上の損害を被った場合の法的救済制度を定めてい
驍ﾌが、不法行為法である。まず、その概要を説明する。

同　上 同　上

15 特殊不法行為に

ﾂいて

　個人や企業の被用者・従業員の加害行為の場合の使用者
ﾌ責任、責任無能力者の加害行為の場合の法定監督義務者
ﾌ責任、企業設備や工作物の設置・保存の三三による損害
ｭ生の場合の所有者・占有者の責任、製造物責任などにっ
ｫ概説する。

同　上 同　上
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＝： ﾆ族法（ヲ98）＝（TV）

〔主任講師：泉　久雄（専修大学教授）〕

全体のねらい
　家族法は、私たちの保族生活である夫婦、親子の生活関係（それに相続を含めて）を対象とした法の世界
であるが（民法典では、親族法と相続法といっている）、保族生活は人類の生存に不可欠であり、人類生存
の基礎である。そういった認識の下に、現行家族法の描く家族関係の全体と理想像を追及したいと思う。

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）

現行家族法は核家族を念頭において個人の尊厳と両性の
（1）現行家族法の 平等を理念として、その上に夫婦・親子の関係を規律して

1 理念と構成 いることを明らかにする。 泉　　久雄 泉　　久雄
（2）家族法の基礎 次に、家族法の基礎的概念である、血族と親族関係を説 （専修大学 （専修大学

的概念 明する。 教授） 教授）

婚姻の成立をあぐる問題を一括説明する。第1に婚約を
めぐる法律問題、第2に婚姻の成立要件、第3に成立要件

2 婚　　姻　　（1） に違反した婚姻の効力＝無効・取消を説明する。 同　上 同　上
婚約
婚姻の成立

氏とか貞操義務といった婚姻の一般的効力と夫婦財産制
（婚姻生活をめぐる財産関係）を説明する。民法は夫婦の

3 婚　　姻　　（2） 財産関係について別産制を採っている。一別産制の長所と 同　上 同　上
婚姻の効力 欠点は何か、その解決策は？といった問題にもふれたい。

離婚は当事者に再婚の可能性を保障する制度であるが、
わが国の離婚制度がヨーロッパとちがった道を歩んで来た

4 離　　婚　　（1） ことを明らかにし、ついで、統計を使いながら、今日の離 同　上 同　上
婚の全体像と離婚法の構造および特色を説明する。

民法に規定する離婚の方法、協議離婚と裁判離婚を（め
ぐる問題を）説明し、続いて離婚の効果（親権者の決定と

5 離　　婚　　（2） か財産分与など）を説明する。 同　上 同　上

内縁の判例法はわが国特有の法領域であるが、どうして
そうなっているのかを判例の変遷をたどって説明し、つい

6 内　　　　　縁 で内縁判例法の現状を説明する。内縁以外の男女共同生活 同　上 同　上
（同棲）にもふれたいと思う。

親子関係には実親子と養親子があり、実親子は婚姻によ
って出生した嫡出子と婚姻外の子、非嫡出子がある。人工

7 親　　子　　q） 生殖子もある。こういつた親子関係の成立をめぐる問題を 同　上 同　上

説明する。通常、教科書では、実子、養子として説明され
ている部分である。
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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）

子の監護教育を民法は親権という表類のもとに一括して
規定しているが、親権は子の身上監護（子育て）と財産管

8 親　　子　　（2） 理の二分野から成っている。それも説明し、親権の剥奪に 泉　　久雄 泉　　久雄
親権 もふれたいと思う。

広く扶養というときには、夫婦間の扶養（婚姻費用の分
担）、未成熟子の扶養（養育ないしその費用の支出）、そ

9 扶　　　　　養 れ以外の親族間の扶養の三種を含む（私的扶養という）が、 同　上 同　上宣
私的扶養と公的扶助との関係から始めて、親族間の扶養を
説明する。

現行相続法は諸子均分相続制と配偶者相続権の強化（そ
れに遺言の自由を加えてもよい）を柱として組立てられて

10 現行相続法の基 いるが、それはどういう理由によるのか、明治民法の家督 同　上 同　上

礎と特色 相続の理念、相続制度の歴史などを引合いに出しながら説
明する。

相続人には血族相続人と配偶相続人とがあるが、その相
続順位を説明し、ついで相続権剥奪制度である、相続欠格

11 相　　続　　人 と相続人の廃除制度を説明する。続いて相続の仕方（相続 同　上 同　上

の承認・放棄）に進み、最後に相続人不存在の場合の遺産
の行方を説明する。

生命侵害に対する損害賠償請求権の相続と、保証債務の
相続を通して、相続が故人の遺産を承継する制度であるこ

12 相続の効力 とを明らかにする。祭祀財産の承継にもふれる。次に、遺 同　上 同　上

産分割をするまで、相続した遺産の管理がどういう形で行
われるかを説明する。

遺産分割の前提となる各相続人の相続分を説明し、つい
で遺産分割の二つの方法、協議分割と審判分割について注

13 遺　産　分　割 回すべき問題点を説明する。 同　上 同　上

遺言が死後行為（遺言者の死亡によってはじめて効力が
生ずる）であることを述べ、続いて、遺言の内容を明確に

14 遺　　言　　（1） するために定められている、遺言の方式（仕方）を説明す 同　上 同　上

る。遺言の撤回にもふれる。

遺言による財産処分、遺贈をめぐる問題を説明し、遺留
分との関係にふれる。最後に、遺言を実現する方法である、

15 遺　　言　　② 遺言の執行を問題にする。 同　上 同　上
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＝商 法＝　（R）

〔主任講師：濱田道代（名古屋大学教授）〕

全体のねらい
　私たちの市場経済社会にあっては、人々が自分の欲望や要求を満たすために自由な意思に基づいて取引を
繰り返すことによって、生活が成り立っている。この講義では、そのような市場経済社会の基礎となるルー
ルを定める商法の基本知識を、伝えて行きたい

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 商法を学ぶ意義

　まず商法典を覗きながら、商法典においては、おおよそ
ﾇのような事柄が規定されているのか、商法とは一体何な
ﾌか、それをこれからどのように勉強していったらよいの
ｩ、といったことから、考えてみることにしよう。

濱田道代
i名古屋大

w教授）

濱田道代
i名古屋大

w教授）

2

取引をなす権利
蜻ﾌと取引の権

ﾀ

　この回では、商取引関係の主体となる商人と、商人から
?ﾀを与えられて企業活動を行う代理人について、説明す
驕B商取引を行うに際して、相手方やその権限を確認した
｢時に便利な、商業登記制度についてもふれる。

同　上 同　上

3 取引の相手方の
M用のチェック

　相手方やその権限を確認して有効な取引を行っても、相
阨福ｪ無資力では如何ともしがたい事態に陥るかもしれな
｢。相手方に信用を与える場合には、どのような点を注意
ｵなければならないかを、押さえておこう。

同　上 同　上

4 商　事　売　買

　商事売買は、商人の取引活動の中心をなす。というより
焉A市場経済社会で行われる活動の典型が商品の売買なの
ﾅあるから、それに関する本ルールを理解すれば、その他
ﾌ活動に関するルールに関してもおよその見当をつける力
ｪ身につくであろう。

同　上 同　上

5 企業取引ネット

潤[クの展開

　企業活動を展開する際には、他の企業と継続的組織的な
謌�lットワーク関係をいかに作り上げるかも重要である。
ｱの回では、代理店網の構築やフランチャイズの展開等の
ﾙか、問屋、仲立人、運送・倉庫業者、保険会社との法律
ﾖ係を考えてみよう。

同　上 同　上

6 会社の意義と種
A類

　この回から、会社法の講義に入る。最初に、会社の意義
ﾆ基本的な仕組みを見ていこう。わが国にある会社のほと
�ﾇは株式会社と有限会社であり、両者は似ているので、
u義では株式会社を中心とするが、他に合名会社と合資会
ﾐがあることも説明する。

同　上 同　上

7 株式会社の計算

　出資者による共同事業を支えているのは、会計による企
ﾆ活動状況の情報の集約と活動成果の分配である。会計情
�ﾍまた、納入業者・顧客・銀行・社債権者・従業員・徴

ﾅ者等、企業をとりまくあらゆる利害関係人間の利害調整
ﾉ、威力を発揮する。

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 株式会社の機関

　出資者である株主が構成する株主総会は取締役や監査役
�I任し、取締役が構成する取締役会は代表取締役を選任
ｷる。これらの機関の仕組みを学ぶことにより、株式会社
ﾌみならず、これに代表される近代的な組織のあり方を理
�ｵよう。

丁田道代 濱田道代

9 株　　　　　式

　株主（株式会社の社員）の地位が、細分化された均等な
ы∮I単位の形をとっているのが、株式である。株式は譲
n自由が原則である。この回では、株式、株券、株主名簿、
繽皷?ﾐによる振替決済、小規模閉鎖的企業における株式
�n制限、といった事項を扱う。

同　上 同　上

10 株式会社の設立

　株式会社の設立は、法律に従って手続を進め、きちんと
o資をなし、設立登記をなすことによって、誰でも自由に
sうことができる。この回では、具体的にはどのようにし
ﾄ株式会社を設立したらよいかを、説明する。

同　上 同　上

11 株式会社の資金

ﾌ調達

　上場会社等の場合には、株式の譲渡により投下資本を容
ﾕに回収できる。したがって会社は、新株発行により、資
{市場から資金を調達できる。会社はまた銀行等から借り
?黷驍ｱとも多いが、社債の発行により、資本市場から直
ﾚ資金を調達することもある。

同　上 同　上

12 株式会社の基本

I変更

　企業経営環境が激変する場合には、株式会社も本格的な
¥造改革に取り組まなければならない。それに失敗すれば、
|産の事態に陥るかもしれない。会社法の講義の最終回で
?驍ｱの回では、定款変更、合併、組織変更、解散、清算、
X生といった事項を扱う。

同　上 同　上

13 手形・小切手の

ﾓ義と利用

　この講義の最後の部分は、手形法・小切手法にあてる。
闌`・小切手が、銀行の当座勘定取引や手形交換の仕組み
ﾌ中で活かされている事情を見ながら、手形・小切手とは
ﾇのようなものであり、なぜ利用されるのか、を理解して
｢こう。

同　上 同　上

14

手形・小切手の
U出・譲渡・支

･

　手形・小切手はどのように振り出したらよいのか、これ
��nするにはどうするか、どのようにして支払を受けた
轤謔｢のか、といったことは、手形・小切手を利用するた
ﾟに、具体的に覚えておかなければならない。

同　上 同　上

15

手形・小切手を
ﾟぐる紛争の解

　ほとんどの場合は、手形・小切手を利用して順調に事が
iむのであろうが、万一それを巡って厄介な事態が生じた
鼾№ﾉは、それを解決するための法的ルールが物を言う。
ｻのようなルールの概略は、常に念頭に置いておく必要が
??､。

同　上 同　上
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＝行政の法システム入門（’98）＝　（R）

〔主任講師：阿部泰隆（神戸大学教授）〕

全体のねらい
　行政法は、行政の手を通じて「公共性を実現」するための重要な法制度である。毎日の新聞には、　「犬も
歩けば棒に当たる。君も歩けば、行政法に当たる。」というほど、多数の行政法上の問題が掲載されている。
それは一見きわあて断片的であるが、その構造的特色を明らかにし、その不合理性と改善策を提言する。

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

行政法の存在理
Rと変革期にお
ｯる行政の法シ
Xテム

　毎日の新聞に出てくる行政法の存在理由を、特に民刑事
@との関＝連で分析・分類し、その基本的な原則を明らかに
ｷる。それとともに、規制緩和、市場原理の重視、法治行
ｭ化、行政手続、情報公開、地方分権などに簡単にふれて、
｡日国民と行政の関係が大変：革の時期にきていることを説
ｾする。

阿部泰隆
i神戸大学

ｳ授）

阿部泰隆
i神戸大学

ｳ授）

2

行政の監督シス

eム
@　　　その1

　行政の大きな任務は民間活動の監督である。それは基本
Iには経済介入手法と経済不介入手法に分けられる。これ
ﾜでの護送船団型監督から市場原理に基づく監督へ移行す
髟K要があるとともに、監督自体もいきすぎたり、不十分
ﾅあったりするので、効率的なシステムに切り替える必要
ｪある。その仕組みの基本と、規制のいきすぎ、不十分な
K制の改善策の動向を学ぶ。

同　上 同　上

3 行政の監督シス
eム　　　その2

　行政の監督手法である許認可と私権の関係、不法行為と
s政規制の関係を学ぶとともに、金融不祥事、脱税、薬害、
癆ｽ建築などに見るように必ずしも十分に機能していない
ﾄ督手法の改善策を工夫する。
@また、濫用され気味な行政指導を法治行政に適合するよ
､にルール化する。

同　上 同　上

4

行政上の強制実
ｻ・制裁のシス
eム

　行政規制に違反した場合とられる強制手法として、代執
sや刑事制裁、また、税金のような行政上の負担の強制徴
福ﾌシステムが必ずしも機能しない現状を明らかにし、そ
ﾌ改善策などを解明する。

同　上 同　上

5 サービス・事業

Vステム

　行政による公共サービスの体系について、国民の利用権、
?p負担、組織形態、民営と公営の関係などを明らかにす
驕B

@特に、行政の事業の簡素化、土木工事システムから民間
ﾌ補完、監督手法への転換を提案する。

同　上 同　上

6 土地利用規制の

Vステム

　日本の都市はなぜ貧相か、なぜ自然環境を守れないかを
J発自由の原則によって説明し、秩序あるまちづくり、公
ｽな受益と負担の関係を基本とした土地利用の法システム
��ﾄする。

同　上 同　上

7 経済的手法・
竢侮阮@

　人間を権力ではなく、金で動かす経済的な手法は、ゴミ
繒Wの有料化、障害者雇用納付金・雇用調整金などにみる
謔､に新しいものであるが、通行課徴金など、今後の活用

ﾂ能性は広い。また、金銭を支給する補助金も、適切に活
pされるように改善策を考える。

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）

行政が情報を適切に収集し、保護し、管理して公開し、
かっ、プライバシーを保護するように、情報の総合的なシ

8 情報の収集管理 ステムを作っていく必要がある。情報公開は行政と市民の 阿部泰隆 阿部泰隆
保護システム 関係を、恩恵の関係から権利義務の関係へと改善し、行政

改革：の一環でもある。

行政処分をするときは、事前に言い分を聞いたり、理由
を提示したりして、間違いが少なくなるようにする必要が

9 事　前　手　続 ある。これを定める行政手続法の仕組みを明らかにし、そ 同　上 同　上
れが行政と市民の関係の改善に寄与することを示す。

行政が活動するとき、関係する住民の意向をどのような
方法で反映すべきか。これまでの制度は行政の一方的執行

10 住　民　参　加 と住民の一瞬の参加によって特徴づけられてきたが、住民 同　上 同　上
参加を強化するとともに、そのいきすぎを防止する方法を
考える。

地方分権の流れとその課題を明らかにするとともに、中
央政府の行政改革：、公務員制度の改革を念頭において、行

11 行政はどこが行 政の組織の仕組みを考える。 同　上 同　上
うのか

土地収用、土地区画整理などのような、公共のために財
産権を制限・剥奪する法制度と補償のシステムを説明する。

12 損失補償法 これは損得無しの制度であるが、実は機能しにくいので、 同　上 同　上
適正補償のたあに、上乗せ補償、ゴネ損方式を提案する。

エイズ、水俣、学校事故などを例に、公権力の違法・有
過失の行使、公物営造物の設置管理の毅疵を理由とする国

13 国家賠償法 家賠償法の解釈問題を扱う。さらに、震災の被災者など、 同　上 同　上
国家賠償と損失補償の射程外の生活支援、冤罪の犠牲者な
ど、いわゆる国家賠償の谷間の救済を考える。

違法な行政活動に対する救済の解釈問題を考える。争点
は、誰が争えるか、どの行為を捕まえることができるのか、

14 行　政　訴　訟 どのような訴訟形式なら許容されるのか、判決の効力はど 同　上 同　上
こまで及ぶかといった法技術的な点にある。この制度は必
ずしも機能していないので、行政訴訟制度の改善策にも及
ﾔ。

1。行政不服申立て
税金への不服などを例に、行政への不服申立ての仕組

みを考える。また、不服申立ての仕方を教える教示の例
を示して、制度の不十分さと改善策を考える。

15 行政への不服申 2。行政の監視 同　上 同　上
立てと行政の監 会計検査院、行政監察、地方公共団体の監査委員など
視 の監査の不備を検討し、外部監査や行政監視院法案など、

その改善の方向を探る。官官接待を明らかにした住民訴
訟にもふれる。
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＝刑 法 学＝（R）

〔主任講師：大谷　實（同志社大学教授）〕

全体のねらい
　刑法の目的は市民生活の安全の確保による社会秩序の維持にあるということを基調として、犯罪の原因お
よび現在の犯罪の実態を踏まえながら、刑法の体系に即して重要な問題を取り上げ、刑法と犯罪対策との関
係を明らかにする。

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）

先進諸国家の犯罪の情勢と我が国の犯罪の実態を検討し
たうえで、犯罪がもたらす害悪を示し、その防止の必要性 大谷　　實 大谷　　實

1 犯罪防止と法 を説き、さらに、犯罪原因論と犯罪防止システムとの関連 （同志社大 （同志社大

を概観し、刑法もそのシステムの一環であると主張する。 学教授） 学教授）

現行刑法の背景を概観して、刑法が定めている刑罰の体
系と種類を説明したうえで、刑の執行猶予や仮釈放を説明

2 刑法・刑罰の し、実際に刑罰が使われる場合は少数であることを、明ら 同　上 同　上

運用 かにして刑法が犯罪防止に果たす役割と限界を論ずる。

刑罰による犯罪抑止と人権侵害との関係を明らかにし、
刑法では特に効率性と同時に正義性が問われるゆえんを論

3 刑法の任務 ずる。次に、正義性との関連を踏まえながら、犯罪成立要 同　上 同　上

件である構成要件該当性、違法性、責任の内容を検討する。

犯罪防止と人権保障の調和を図ることが刑法の運用で最
も重要であることを説き、その調和のためには、罪刑法定

4 罪刑法定主義と 主義に立脚した構成要件論を展開する必要があるという認 同　上 同　上

構　成　要　件 識から、近年有力となってきた実質的犯罪論を批判する。

個人の尊重を価値の根源とする社会では、個人の利益
〔法益〕の保護が最も重要であるという観点に立って、生

5 個人法益に 命、自由名誉・信用および財産などの個人の利益を侵害す 同　上 同　上

対　す　る　罪 る犯罪を概観し、重要な論点を取り上げる。

社会の利益と個人の利益との関連を検討した後、社会の
利益を侵害する犯罪を概観し、たとえば、コンピュータに

6 社会法益に 関連する犯罪など現代的な犯罪について検討するとともに、 同　上 同　上

対　す　る　罪 財産的情報の保護についての立法問題にも言及する。

社会の利益と国家の利益の区別を明らかにし、国家の利

国家法益に対 益を侵害する犯罪を概観する。特に、収賄罪などの公務員
7 する罪 の職務に関連する犯罪について、やや詳しく検討する。 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）

個々の構成要件に共通する一般的な犯罪成立要件として
の構i成要件、違法性、責任の相互関係を説いてから、構成

8 犯罪の成立要件 要件に該当すると原則として犯罪が成立し、犯罪成立阻却 大谷　　實 大谷　　實
事由は、犯罪認定上例外的に検討すれば足りることを明ら
かにする。

構成要件該当性に関して問題が生ずる不作為犯、間接正
犯及び未遂犯を中心に実行行為の態様を検討する。特に、

9 実行行為と因果 近年有力となってきた結果発生の危険ある行為を実行行為 同　上 同　上
関係 と解する見解にメスを入れて、あるべき危険概念を提言す

る。

故意と過失を構成要件要素とする立場から、それぞれの
内容と両者の限界線を明らかにする。次に、故意の裏の議

10 故意と過失 論である事実の錯誤について検討し、最後に、過失の内容 同　上 同　上
を明らかにする。

共犯の処罰根拠の問題を軸にして正犯と共犯の違いを明
らかにし、共同正犯、教唆犯および幕助犯の成立要件を吟

11 未遂犯と共犯 味した後、共犯の特殊問題として、①共犯と身分、②共犯 同　上 同　上
の中止・離脱について検討する。

正当行為（法令行為、業務行為、その他の正当行為）を
説明し、被害者の同意と自己決定権との関連について論じ

12 正当行為と たうえで、安楽死及び尊厳死は自己決定権の尊重という観 同　上 同　上
安楽死・尊厳死 点から違法性を阻却すると主張する。自救行為、義務の衝

突、許された危険にも触れる。
一

正当防衛と緊急避難の意義・要件を説明し、両者の相違
点を明らかにした後、特に正当防衛について、防衛行為の

13 正当防衛と 相当性、正当防衛の意思を詳しく検討して、その結論が緊 同　上 同　上
緊　急　避　難 民話i難にも波及することを明らかにする。

精神障害犯罪者の処遇の現状と保安処分について検討し
た後、心神喪失・耗弱は責任阻却・減軽事由であるとする

14 精神障害と犯罪 立場から、責任能力を概観し、原因において自由な行為の 同　上 同　上
問題点を整理する。

割

違法性の意識の不在在及び期待可能性の不存在は責任阻
違法性の意識の 却事由であるとの前提から、違法性の意識の可能性につい

15 可能性と期待 て故意および刑法38条三項との関連を論じ、最後に、期待 同　上 同　上
可能性 可能性の判断の内容及び基準について検討する。
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＝経 済 法＝　（R）

〔主任講師：丹宗報知（大東文化大学教授：）〕

全体のねらい
　本講義は、経済法を、競争市場の秩序維持を通して消費者主権を確立することをめざす法体系として構成
することを企図する。そこでは独占禁止法を中核として経済法が体系化されるが、今日競争原理は一国独禁
法の原則たるに止まらず、国際間の自由貿易原則としても拡大され、一国経済法から国際経済法へと展開さ
れていくことを示したい。

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

1一経済法総論
i1）（経済法の定

`と基本的枠組
¥造）

　経済法の定義を示し、次に経済法の基本的枠組構造であ
骼s場・企業及び国家と経済（市場と企業）の関係につい
ﾄ説明し、市場経済への国家介入の必要性と限界性を検討
ｷる。社会主義経済体制崩壊の原因を検討することにより、
｣争市場経済体制の有効性を明らかにする。

丹宗暁信
i大東文化

蜉w教授）

丹宗暁信
i大東文化

蜉w教授）

2 経済法総論　（2）

i経済法の歴史）

　第2次大戦終了前までの経済法二一明治以降の開発型法
ｧや1940年以降の総力戦型経済法制一を検討し、次に第2
汨蜷甯繧ﾌ独占禁止法を中核とする経済法制を検討し、さ
轤ﾉ近年経済法制が貿易自由の拡大と共に国際化する過程
ﾉも論及していきたい。

同　上
伊從　　寛
i中央大学

ｳ授）

O宗暁信

3

経済法総論　（3）

y経済法（特に
ﾆ占禁止法）の
尠@上の地位と
ﾗ接法域分科と
ﾌ関連】

　経済法（特に独占禁止法）の憲法上の位置づけと経済法
ﾌ隣接諸法との関連を検討することにより、独占禁止法の
ﾁ殊性とその多面的性格を示したい。3限目では、経済法
ﾌ性格と経済法の憲法上の位置づけを明らかにするたあ、
c業の自由論を素材として対談方式での講義をする。

同　上 同　上

4

H一経済法の中
jとしての独占
ﾖ止法　（1＞

i独占禁止法の
軏{構造①）

　最初にテキスト　3．の中の私法（民商法）と経済法、公
@（行政法と刑事法）と経済法との関係を検討する。
@次に、独占禁止法の目的について検討し、公正かっ自由
ﾈ競争秩序維持が何故消費者の利益と連なって行くかを明
轤ｩにし、経済民主主義との関連を示したい。

同　上 丹宗暁信

5

経済法の中核と
ｵての独占禁止
@　（2）

i独占禁止法の
軏{構造②）

　独占禁止法の基礎概念では、最初に独占禁止法の中心概
Oである競争概念を検討する。独占禁止法の「競争」の定
`規定の限界を示し、有効競争理論を採用する必要のある
ｱとを示した上で、競争の実質的制限、公正競争阻害につ
｢て検討し、独占禁止法の全体構造をみることにする。

同　上 同　上

6

経済法の中核と
ｵての独占禁止
@　（3）

i私的独占の規
ｧ）

　私的独占の規制を検討し、ついで不当な取引制限の規制
ﾆ事業者団体の規制とを一体として検討するわけであるが
U限目では、最初に私的独占の構成要件について説明し、
?I独占についての代表的ケースを例示しっっ解説したい。
i公共の利益についてもここで解説する。）

同　上 同　上

7

経済法の中核と
ｵての独占禁止
@（4）

iカルテルの規
ｧ・事業団体の
K制）

　カルテルないしカルテル類似行為を本時限で説明する。
Jルテルは、独占禁止法上最も問題の多い違法行為類型で
?驕B当然違法（illegal　per－se）とされるカルテルから

Kずしも違法とされない共同行為（カルテル）まで様々の
ﾔ様があることを、ケースに即して解説して行きたい。

同　上
伊從　　寛

O宗暁信
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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）

経済法の中核と 市場構造規制の柔構造の特色を説明し、次に市場構造規
しての独占禁止 制の中にも非競争的市場構造形成の予防規定と、出来上っ

8 法　（5＞ た非競争的市場構造を分割する規定とがあること。企業集 丹宗暁信 丹宗暁信
（市場構造の規 団に対する独占禁止法の関係も、市場構造規制の一環とし

制） てその問題点を検討する。

経済法の中核と 最初に不公正な取引方法規制の法構造の特色を説明する。
しての独占禁止 本規定違反行為は二つの類型に分けて説明する。一つは売

9 法　㈲ 手・買手間の取引をめぐる不公正な取引方法に重点をおい 同　上 同　上
（公正競争阻害 て違法性を判断する類型であり、他は競争事業者間の関係

規制法①） に重点をおいて違法性を見る類型である。本限では前者の
ケースを分析する。

経済法の中核と 本吉では、競争事業者間の不公正な取引方法に対する規
しての独占禁止 制について説明する。その後で、違法な不公正な取引行為

10 法　（7） の様々の組合せから成る流通系列・下請け系列等の分析を 同　上 同　上
（公正競争阻害 試みたい。

規制法②）

許認可行政や行政指導も競争法原理に従うべきこと、そ
れが今日、日本経済の発展にとって必要となっていること 二二　　寛

11 皿一政府規制と を説く。許認可行政と競争法では規制緩和の必要性、行政 同　上
独占禁止法 指導と独占禁止法では競争原理違反の行政指導の撤廃。そ 丹宗暁信

して経済省庁の再編の必要性にも言及したい。

独占禁止法の実効性の担保要求がアメリカから出されて
法改正等を行った。排除措置・課徴金・行政指導の撤廃・

12 IV一独占禁止法 刑事罰の強化・私人による訴訟（民事訴訟）等独禁法の実 同　上 同　上
の執行力 効性の確保のためのさまざまの手段があるが、日本では競

争原理についての理解の乏しさがそれらの有効な活用を阻
んでいることを説く。

企業のグローバル化と国家のボーダレス化が、自由貿易
V一経済法から 体制の拡大と広域市場の形成と共に進み、競争市場の国際

13 国際経済法へ（1） 化は独占禁止法の域外適用問題を多発し、反トラスト法国 同　上 丹宗暁信
一競争法から国 際協力法案の提案や自国産業保護のための通商政策に対し
際競争法一 てGATTによる修正がなされていること等を説く。

経済法から国際 ウルグァイ・ラウンドでは、自由貿易原則が“モノ”か
経済法へ　（2） ら“サービス”にも拡大され、二国間ないし多国間貿易交

14 一競争法から国 渉から世界貿易機構（WTO）へと進展した。ウルグァイ 同　上 同　上
際競争法一 ・ラウンド諸協定の内容や世界貿易機構への進展を展望し、

国際経済法制のあり方を考えたい。

本講義の結び。競争原理に基づく経済法の未成熟が、日
米貿易摩擦の原因の一となっており、国内的には生産者優 伊從　　寛

15 VI一貿易政策と 先・消費者無視の経済政策が長く行われてきた。経済民主 同　上
競争法 主義の未成熟は政治的民主主義の遅れと官僚支配の強さを 丹宗暁信

示していること。公正かつ自由な競争原理に基づく経済法
の確：立の程度が、健全な市民社会確立のバロメーターでも
あることを説いて結びをしたい。
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労 働 法＝（R）

〔主任講師：山口浩一郎（上智大学教授）〕

全体のねらい
　現在、多くの人は企業に雇用されて働き、そこでえる報酬によって生活している。この雇用関係に関する
法が労働法である。講＝義では、採用から退職までの労働者個人と使用者の関係（個別的労働関係）と、労働
者の団体である労働組合と使用者の関係（集団的労働関係）を中心に問題を考えてみる。

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）

最初の3回は総論として、労働法全体に関係することを
説明する。第1回は、労働法の分野全体を概観し、どうい 山口浩一郎 山口浩一郎

1 労働法の領域と う法源があり、それらの相互関係がどうなっているかとい （上智大学 （上智大学

法源 うことを考えてみる。 教授） 教授）

労働法の法源として重要な役割をはたしている、就業規
則をとりあげる。就業規則の機能、その内容、作成、変更

2 就　業　規　則 の手続、効力等を説明し、不利益変更にともなう問題を考 同　上 同　上
えてみる。

第2回に続いて、労働協約をとりあげる。労働協約の意
味、内容、効力等について説明し、最後に余後効の問題を

3 労　働　協　約 考えてみる。 同　上 同　上

第4回から11回までは、個別的労働関係を扱う。この
回は、そのうち雇用関係の入口にあたる採用と試用をとり

4 採用・試用・派 あげ、内定取消などにもふれる。新しい就業形態である派 同　上 同　上
遣 遣についても、ここで説明する。

人事異動に関する配転、出向、休職を扱う。わが国の長
期雇用（いわゆる終身雇用）慣行と関連し、配転、出向は

5 配転・出向・休 人事異動のなかで重要な役割をはたてきた。この回は、こ 同　上 同　上
職 れに休職をつけ加え、人事異動の問題をとりあげる。

賃金は労働者の生計の基礎となる重要なものである。こ
れについてどのような法的保護があるのかを説明し、あわ

6 賃金・賞与・退 せて、わが国で重要な役割をはたしている賞与と退職金に 同　上 同　上
職金 ついて、ここでとりあげる。

賃金とならぶ重要な労働条件として、労働時間がある。
これについては労働基準法に詳しい規定がおかれているの

7 労働時間・休日 で、休日、休暇とあわせ、その内容を説明する。休暇の中 同　上 同上
・休暇 心問題は年次有給休暇である。
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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）

労働時間を中心として、伝統的に女子、年少者には特別
の保護が定められてきたが、現在性差別をなくするために、

8 女子労働者の保 雇用平等を目的とする法規が発展してきている。この回は、 山口浩一郎 山口浩一郎
護と平等 その動向・内容を概観する。

労働者が働く際、職場の安全衛生を確保し、災害事故が
発生した場合、被災労働者やその遺族にどのような補償を

9 災害補償と安全 するかも、労働法の重要な役割である。この回はこれらの 同　上 同　上
衛生 問題をとりあげ、現行の制度のしくみを説明する。

企業がきちんと運営されていくためには規律とか秩序と
いうものが必要であるが、そのためのしくみはどうなって

10 服務規律と業務 いるのか、というのがこの回の問題である。懲戒処分の根 同　上 同　上
命令と制裁 拠手続などについて説明する。

雇用関係の終了についての問題をここでとりあげる。解
雇を中心として、わか国で広く普及している定年の問題も

11 定年・解雇・退 ここでとりあげる。解雇のところでは整理解雇にもふれる 同　上 同　上
職 が、中心問題は解雇制限である。

第12回から最終回までは、集団的労働関係を扱う。こ
の回は、労働者の集団である労働組合の結成に与えられて

12 労働組合の結成 いる保護と内部運営の原則について説明する。 同　上 同　上
と運営

労働組合の最も重要な任務は、組合員のために労働条件
その他について団体交渉をすることであるが、その法的な

13 団体交渉と労使 ルールがどうなっているかをここでとりあげ、あわせて、 同　上 同　上
協議 わが国で広く普及している、労使協議について説明する。

団体交渉がうまくいかない場合、労働組合には争議行為
をおこなうことがみとめられている。この回は、これにつ

14 争議行為の保護 いての保護とその限界について説明する。限界を逸脱した 同　上 同　上
と規制 場合の責任の問題も、この回のテーマである。

労働組合の結成・加入、組織運営を保護iするため、不当
労働行為制度というものがおかれている。この回は、その

15 不当労働行為制 内容、救済手続などにをとりあげ、労働委員会の役割にっ 同　上 同　上
度 いても考えてみる。
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＝法 と 裁 判＝　（TV）

〔圭騰齢牒蕊1鞭節蘇騰穫；〕

全体のねらい　　　　　　　　　　　　、
　「現代社会」における法と裁判の基本的な仕組み（体系）および理念を平易に解説し、われわれの社会の
中で、法と裁判がどのように相互に関わりあっているか、またそこにどのような問題が含まれているか、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 社会あるところ
@あり

　人が集まって社会生活を営むところ、おのずから法が生
ﾜれる。ふるく種々の社会規範が渾然と未分化な状態のな
ｩから、やがて‘怯”が分化し、独自の発展をとげた。上
Lの法格言を手がかりに、法とは何か、を考える。

小暮得雄
i平成国際

蜉w教授）

小暮得雄
i平成国際

蜉w教授）

2 法のネットワー
Nと密度

　法にはさまざまな種類、さまざまな存在形式があり、全
ﾌとして壮大な体系を形成している。法のネットワークは
ｵだいに膨張し、六法全書は年ごとに厚味を加えてゆく。
q法三章〉の故事から、どんな教訓を汲むべきだろうか。

同　上 同　上

3 法の究極にある
烽ﾌ

　かって尾高朝雄博士は、　“法の究極に在るもの”を追求
ｵ、法を動かすものが政治の力であること、政治には矩が
?驍ｱと、を説いた。正義の女神像は、左右の手に秤と剣
�烽ﾂ。法の理念や目的、矩について省察する。

同　上 同　上

4 法の適用と解釈

　現代法の主役は成文法であるから、いわゆる三段論法に
ｵたがって法を適用するには、成文法規範の内容を明らか
ﾉする作業＝解釈が必要となる。2～3の問題例ないし、
ﾙ判例を素材として、法解釈の難しさを浮きぼりにしたい。

同　上 同　上

5 司法権の範囲

　裁判は、憲法によって裁判所に付託された司法権の作用
ﾆして行われるが、では司法権の及ぶ範囲はどこまでであ
閨A現代社会に生ずるさまざまな事件のうち、どこまでが
ﾙ判所で裁判をすることができるのかを考える。

竹下守夫
i駿河台大

w教授）

竹下守夫
i駿河台大

w教授）

6 司法権の優位
i違憲審査制）

　憲法は、国民の基本的人権を、国会や行政府からもまも
驍ｽめ、裁判所に法令の合憲・違憲を審査する権限を認あ
ﾄいる。日本の違憲審査制は、どんな特色を有するのか、
ﾜた現実にどのように機能しているのかを考える。

同　上 同　上

7 裁判を受ける権

　憲法は、裁判を受ける権利として、国民に自分の権利が
N害されたときには司法権の発動を求め、これを守ってく
黷驍謔､要求する権利、また裁判を経ずに刑罰を科されな
｢権利を保障している。その現代的意味を考える。

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 裁判所の種類と
�

　裁判所によって国民の権利を守り、法秩序を維持してい
ｭには、いろいろな種類の裁判所を設け、その役割分担を
閧ﾟている。その具体的内容、各裁判所の問題点を探る。 竹下守夫 竹下守夫

9 国民の司法参加一陪審制と参審

ｧ一

　司法の担い手は、法曹と呼ばれる専門集団だけではない。
?R制と参審制は、市民による司法参加の代表的な形態と
｢えよう。諸外国の経験やわが国の歴史を省みながら、司
@と国民の距離を埋める諸制度について考える。

小暮得雄 小暮得雄

10 現代社会と民事

ﾙ判

　高度技術化・国際化・情報化の進む現代社会では、どの
謔､な民事紛争が起こり、民事裁判には何が求められてい
驍ﾌか。迅速な裁判、国民がだれでも利用できる裁判を実
ｻする条件は何かを考える。

竹下守夫 竹下守夫

11 現代社会と行政

ﾙ判

　現代の行政は、原子力、福祉にみられるように、社会の
?ｯ管理、所得の再配分など国民生活に直接に関わる事項
�?揩ｵている。行政裁判は、それらの行政が法の枠を逸
Eした場合の是正手段として重要性を増している。

同　上 同　上

12 現代社会と刑事

ﾙ判

　現代社会を特徴づける国際化や情報化、技術化の進展は、
Y事裁判にもさまざまな問題を投影している。刑事裁判の
�пA民事裁判との違い、などに論及したうえで、刑事裁
ｻの当面する諸課題について理解を深めたい。

後藤　　昭
i千葉大学

ｳ授）

後藤　　昭
i千葉大学

ｳ授）

13 罪刑法定主義と

fュープ三三ス

　〈法律なければ犯罪なく、刑罰なし〉の原則は、刑事法
ﾌ根幹といってよい。デュー・プロセス（；適正手続）も、
ｱれと同根の法理である。刑罰はなぜ科せられるのか、刑
末@が法体系の後衛と呼ばれるのはなぜだろうか？

小暮得雄 小暮得雄

14 検察官と弁護士

　新しい時代の法律家の役割を、刑事関係では検察官、民
槙ﾖ係では弁護士に代表してもらって、いろいろな角度か
迪沒｢し、将来を展望する。 竹下守夫 竹下守夫

15 裁判官による法

ﾌ形成

　裁判の本来的機能は紛争解決にあるが、近年、その法創
｢的機能が注目を集めている。その具体的現れと、原因を
Tりたい。

小暮得雄

|下守夫

小暮得雄

|下守夫
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＝法からみる国際関係（’98）＝　（R）

佳騰臨離内禽獣『矢大鞍穫；〕

全体のねらい
　国際的な法律問題について、国家、国際組織を主体とする国際（公）法的側面と個人・企業を主体とする
国際私法的側面から、総合的に講義する。全体の法的枠組みを理解した上で、具体的事例をみてゆく。

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

国家・個人から
ﾝた国際的法律
竭

　国際社会の法規律は、伝統的に国家間の規律であった。
ｱんにちでも、個人・企業の活動は、国際社会の法規律で
ﾍなく、国家のそれによって規制されている。ここでは、
ﾜず、通常、国際（公）法といわれる伝統的な国家問の法
K律を取り上げ、それがどのように展開してきたかを概観
ｷる。

筒井若水
i早稲田大

w教授）

筒井若水
i早稲田大

w教授）

2 国内法と国際法
ﾌ関係

　国際法は慣習と条約にわかれるが、前者については、国
燒@と同様に扱う国が多い。条約は政府が締結することが
ｽいが、当然に、国内法となるかどうかは、議会の法律締
旧?ﾆの関係で問題となる。国家が国際法に拘束されるの
ﾍ当然であるが、個人は、結局、国際法とどの様な関係に
ｧつのか。日本の場合を中心にみる。

同　上 同　上

3

個人・企業から
ﾝた国際的法律
竭

　個人・企業の国際的活動に対する一国の法規制はどこま
ﾅできるのか（域外適用の問題）と、個人・企業の間の国
ﾛ的法律問題はどのように処理されるのかとに分け、全体
怩�T観する。

道：垣内正人

i東京大学
ｳ授）

道垣内正人
i東京大学

ｳ授）

4 国際私法の考え

　個人・企業間の国際的法律問題については、各国の私法
ｪ統一されていないことを前提に、どこの国の法律を適用
ｷるかを決定するという方法が用いられている。この国際
?@の考え方、仕組みを講義する。

同　上 同　上

5 条約の締結と
嚶s

　国家間の関係は、新たに、条約を結ぶことによって開か
黷驕Bこれまでに、どうような関係が築かれてきたか。条
�ﾍ、常に、対等の立場から合意されるのか。条約の約束
ｪ履行されなかった場合、どのようなことになるのか。具
ﾌ例を交えて説明する。

筒井若水 筒井若水

6

国家領域への排
ｼ的主権（日本
ﾌ領土と係争点）

　領土のない国家は存在しないが、領土の範囲には変動が
?驕Bその範囲をあぐっては、時に、深刻な争いとなる。
坙{の領土の変遷と、現在の係争地点にっき、その法的論
_と、解決の方法について、考える。

同　上 同　上

7

国際法の規制領
F域の拡張変質

i宇宙と海洋）

　人類の活動分野とともに、国際法の規制領域も拡大した。
繼�A宇宙は新規の領域であるが、伝統的な海洋も、利用
@の多様化から、規制の内容が激変した。これらの規制に
ﾍ、一方で、利用に伴う危険に対しても、有効に対処して
｢ることが求められる。

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）

法の最終目的は、人類：の福祉にある。国際法による人権
の保障も、いわば、この最終目的にせまるものである。第

8 人権の国際的保 2次大戦後、多くの人権条約が結ばれてきたが、実施のた 筒井若水 筒井若水
障 めの国際的な場は、どの程度発達しているのか、また、国

家は、政策全体に、人権保障をどのように位置づけている
、か。実情をふまえて考察する。

国際社会は、国家間の社会とされてきたが、19世紀後半
国際連合（国際 から、国際機構（組織）を抜きにしては、考察できないも

9 機構）と国際社 のとなった。平和の問題にも、国際連盟、国際連合という 同　上 同　上
会の発達 世界的機構がかかわってきた。国際連合にこんにち何が期

待され、加盟国はどのような義務を負うのか。日本と国際
連合のかかわりを中心に、考察する。

国際社会も紛争は避けられず、その解決を、力ではなく、
法と正義によるためには、裁判が最適である。国際裁判は、

亙。 法と正義による かねてより仲裁裁判として行われ、今日では、国際司法裁 同　上 同　上
国際紛争の解決 判所も存在する。係争国の合意による等、司法としての限

界の一方で、国際裁判が、国際法の発展に貢献してきた足
跡をたどる。

第二次大戦後の自由主義復活の試みと、途上国発展のた
めの「新国際経済秩序」、さらには、GATTから世界貿易機

11 経済の調和ある 構への改組により、経済の調和ある発展が試みられてきた 同　上 同　上
発展と国際法 あとをたどる。更に、欧州共同体の代表する地域統合の動

きなど、経済活動と国際法とのかかわりをみる。

貿易取引、国際金融取引、外国投資などをめぐる法律学
題を扱う。契約、債権譲渡、担保物権などの準拠法の決定 道垣内正人 道垣内正人

12 国際取引をめぐ が問題となる。また、どの国の裁判所に訴えるか、一国の （東京大学 （東京大学

る法律問題 判決は他の国でも効力を有するのかなどの国際民事手続法 教授） 教授）

上の問題も扱う。

国際線の航空機の墜落事故、外国製品の欠陥による事故、
外国のメディアによる名誉殿損などをめぐる準拠法決定、

13 国際不法行為を 国際民事手続法上の問題を扱う。たとえば、外国法上認あ 同　上 同　上

めぐる法律問題 られる懲罰的損害賠償を日本でどのように扱うかなどが問
題となる。

国際結婚の成立（婚姻適齢や届出などの問題）、夫婦財
国際結婚・離婚 産制、離婚をめぐる準拠法決定、国際民事手続法上の問題

14 をめぐる法律問 を扱う。たとえば、重国籍や無国籍の場合、一方の常居所 同　上 同　上
題 が知れない場合、アメリカのような州によって法律が異な

る国に国籍を有する場合などが問題となる。

親子関係の成立（嫡出・非嫡出の問題や養子縁組など）、
国際親子関係・ 親子間の法律関係（親権者の決定や親権の内容など）をめ

15 相続をめぐる法 ぐる準拠法決定、国際民事手続法上の問題を扱う。国境を 同　上 同　上

律問題 越えて連れ去られた子の取り戻しや相続の問題にも触れる。
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＝現代法の諸相＝（R）
〔主任講師：水野忠恒（一橋大学教授）〕

全体のねらい
　「法学出門」ともいうべき講義である。最近の社会問題となっている先端的法領域で、ようやく学問的体
系化がなされっつあるもの、未だそこまで行っていないもの、合計5つを選び、新進気鋭の学者が分担して
行う、　「オムニバス講義」である。全体を通ずる特色は、公法・私法といった従来の学問体系に囚われない
領域である点にある。今回は、租税法（水野：一橋大学）、社会保障法（岩村正彦：東京大学）、知的財産
法（玉井克也：東京大学）、環境法（大塚直：学習院大学）、消費者法（大村敦志：東京大学）という内容
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）

税制改革論議の基礎におかれるべき租税の原則、特に公
租税法① 平負担の原則をとりあげ、個人の租税負担の基準となる所 水野忠恒 水野忠恒

1 一租税の 得、消費、財産のそれぞれの特質について論じたのち、所 （一橋大学 （一橋大学

基本原則一 得の概念について考える。 教授） 教授）

所得概念の論議ののち、個人所得税の理論について、法
人の所得税である法人税の課税の根拠ならびに法人税のあ

2 租税法② り方について検討する。いわゆる配当二重課税の調整とい 同　上 同　上
一所得課税一 う問題が法人税の中心的課題である。

所得税に対する批判として注目を集めるようになった消
費支出税の論議を検討したのち、間接税としてのわが国の

3 租税法③ 消費税とそのモデルである付加価値税について説明する。 同　上 同　上
一消費課税一

高齢化社会の到来によって、医療保障、日常生活の支援
社会保障法① などを行う社会保障法はその重要性をますます増しつつあ 岩村正彦 岩村正彦

4 一高齢化社会と るが、他方で大きな変容を迫られている。私達の生活を支 （東京大学 （東京大学
社会保障法一 える社会保障法が高齢化社会において果たす機能とその変 教授） 教授）

貌を考えたい。

社会保障法の中核をなす社会保険法を取り上げる。国民
社会保障法② の医療へのアクセスを保障する健康保険法、国民健康保険

5 一医療保障法と 法等の医療保障法と、老後の所得保障を行う国民年金法、 同　上 同　上
年金法一 厚生年金保険法等の年金法を概観し、これらの法分野の抱

える問題点と今後の課題を考察する。

高齢者や障害者などに介護、必要な器具の供与、施設へ
の入所といった便宜を提供する社会福祉法を概観する。と

6 社会保障法③ りわけ老人福祉の分野に着目して、現在押し進められてい 同　上 同　上
一社会福祉法一 る施設の充実、福祉労働力の増強、老人医療との連携など

の政策を中心に考察を加える。

知的財産法、知的所有権法などといわれる分野は、経済
的価値のある情報を法的な側面から考察するものと言える。 玉井克哉 玉井克哉

7 知的財産法① 現代社会における情報の価値という観点から、知的財産法 （東京大学 （東京大学

「情報」と法律 の全体について、大きな枠組みを概観する。 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 知的財産法②

n作の保護

　知的財産法が保護iする情報のうち、主要なものは、創作
I価値のある情報である。そうした観点から著作権法や特
末@などについて解説する。現代社会において発生した新
ｽな問題についても、言及したい。

玉井克哉 玉井克哉

9 知的財産法③
c業標識の保護

　知的財産法には、経済的価値のある情報を保護する法制
xのほか、ブランドやマークについて保護する法制度も含
ﾜれている。そうした制度としての商標法と不正競争防止
@について解説し、現代的な問題にも触れる。

同　上 同　上

10 環境法①

　環境法に関して、その生成の歴史、特色、基本原則、体
n、環境規制の手段等、総論というべき分野について解説
ｷる。その中で、環境計画、環境影響評価、汚染者負担原
･にも触れたい。

大塚　　直
i学習院大

w教授）

大塚　　直
i学習院大

w教授）

11 環境法②

　環境規制・整備・保全に関する法律に関し、重要と思わ
黷驍烽ﾌを摘出して説明する。具体的には、大気汚染・水
ｿ汚濁、廃棄物処理、野生鳥獣の保護等を中心として述べ
驕B

同　上 同　上

12 環境法③

　環境に関する民事訴訟及び行政訴訟の問題点を概観する
ﾆ共に、公害に関する費用負担についても説明する。なお、
n球環：境の問題についても簡単に言及したい。 同　上 同　上

13

消費者法①一消費者法とは

@　　　　何か

　消費者と法との関わりについて導入的な説明を行う。消
?ﾒ問題とはいかなるものか。消費者法が必要とされるの
ﾍなぜか。実際には、消費者法はどのように形成されてき
ﾄ、今日、どのような問題をカバーしているのか。

大村敦志
i東京大学

赴ｳ授）

大村敦志
i東京大学

赴ｳ授）

14

消費者法②一行政の側から

@見た消費者法

　消費者法を行政の側から見る。行政は消費者問題に対応
ｷるたあに、どのような法的手段を用いているのか。安全
ｫや取引条件に関する規制行政、独占の排除などの競争規
ｧ、教育・情報提供などのサービス行政について説明する。

同　上 同　上

15

消費者法③一消費者の側か

迪ｩた消費者法

　消費者法を消費者の側から見る。肉体的・経済的な被害
��ｯた消費者が救済を受けるためにはどうすればよいか。
ﾜた、行政に働きかけることによってあるいは自主的な活
ｮによって、積極的に消費生活のあり方を変えていくこと
ﾍできないか。

同　上 同　上
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＝法の歴史と思想＝（R）
〔主任講師：石部雅亮（大阪国際大学教授）主任講師：笹倉秀夫（早稲田大学教授）〕

全体のねらい
　本講義では、ヨーロッパの法と法学の発展を考察し、その伝統と現在の姿を明らかにすることを課題とす
る。それは日本法の源流の一つを遡り、それとの比較において日本法の特色を一層鮮明に理解するための作
業である。そのさい、法を規定する政治と経済の構造、法の担い手である法律家、裁判や立法の制度と思想
など法文化的要因にも目を向けたい。

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）

法文化およびそれを規定する要因を取り上げ、法文化を
考察する意味と歴史的・比較法的方法について検討する。 石部雅亮 石部雅亮

1 法文化とその特 （大阪国際 （大阪国際
色 大学教授） 大学教授）

紛争とその解決方法の諸類型を問題として取り上げ、そ
の中で訴訟制度のもつ特色を明らかにする。古代の訴訟制

2 古代の訴訟と法 度とそれに対応する法の構造、訴訟に関与する人々の活動 同　上 同　上
の仕方を検討し、古代のギリシアやローマの法の歴史の一
端に触れる。

中世法の観念をめぐる最近の議論を紹介したのち、12世
紀における古代法文化の復活とともに、大学の法学と専門

3 中世の法と法学 的法律家身分が成立する過程を考察する。ヨーロッパ大陸 同　上 同　上
とイギリスの法律家の在り方を比較して特徴づける。

いわゆるローマ法の継受を、ヨーロッパの法文化の構造
変化としてとらえ、法律家の進出、裁判所制度の変化、法

4 法　の　継　受 観念の転換に焦点を合わせて考察する。ヨーロッパがロー 同　上 同　上
マ法と葛藤・相克を繰り返しっっ、これを受容・摂取する
過程を取り扱う。

近世国家の台頭とともに、主権の観念が成立し、立法権
主権国家の形成 がその中核となる。ここでは立法と法律の観念を問題とし、

5 一立法および行 古い法の観念との対立に注目する。同様に官僚制の発展と 同　上 同　上
政 ポリツァイ観念の成立を扱う。

絶対主義国家または初期市民的国家における法典の編纂
の歴史を考察し、法典編纂の背景や原因、思想的基盤とし

6 法　典　編　纂 ての啓蒙期自然法の台頭、実定法学の変化に目を向ける。 同　上 同　上

∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♪ﾃ代ギリシャ・ローマから連綿と続く自然法の議論を紹
＼

介し、それを踏まえて啓蒙期自然法の主要な特徴とその歴 笹倉秀夫 笹倉秀夫
7 自然法の歴史 史的位置を明らかにする。 （早稲田大 （早稲田大

学教授） 学教授）
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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 近代市民法学の

ｬ立と展開

　近代市民社会における専門的法学（近代市民法学）の形
ｬを、歴史法学、法実証主義の問題として考察し、さらに
ｻの集大成としてのドイツ民法典の成立過程を問題にする。 石部雅亮 石部雅亮

9 近代市民法学の
v想的基礎

　前章で扱われた近代市民法学の思想基盤を一層掘り下げ、
ｩ由と平等の法観念、学問主義的志向と実践的志向、さら
ﾉ歴史意識について分析し、それらの相互的関係を探る。 笹倉秀夫 笹倉秀夫

10 近代法とその変

e

　科学技術の発達、高度資本主義経済の発展、政治的イデ
Iロギーの対立・抗争に直面して、近代法の枠組みでは補
ｫしがたい問題が発生することに注目し、企業と労働、土
n問題などを例にして、その法理論的把握の努力を追う。

石部雅亮 石部雅亮

11 現代法学の諸相

　現代法の理論として、自由法論、利益法学、リアリズム
@学などの法学方法論を考察しながら、現代の法解釈学の
uかれている状況を示し、最近実践哲学の復興にともない、
gピク論など法学におけるその再評価の動きを紹介する。

同　上 同　上

12 法　と　道　徳

　近代法学における法と道徳の分離の過程を明らかにする
ﾆともに、現代において、その両者を再び結合する思想傾
?ｪあらわれてきたことを指摘し、この二つの方向のそれ
ｼれの問題点を明らかにし、法と道徳にかんする現在の理
_状況を紹介する。

笹倉秀夫 笹倉秀夫

13 現代の人権

　現代社会では、古典的な個人的自由権と並んで、社会権
竅u新しい人権」の登場が注目される。自由権と社会権の
ﾖ係およびとくにプライバシー、自己決定権、環境権など、
u新しい人権」の本質に重点を置いて最近の人権論を紹介
ｵ、問題点を検討する。

同　上 同　上

14 法的思想の新し

｢動向

　現代社会の変化に伴って生じた新しい根本的な問題につ
｢て法思想はどのように取り組んでいるか。ポスト・モダ
jズムの法思想など最近の議論を紹介してコメントをつけ
驕B

同　上 同　上

15 現代法文化の置
ｩれた状況

　以上を総括して、ヨーロッパの法と法学との比較におい
ﾄ、日本の法文化にはどのような特徴があるか、それは現
繧ﾌ法的問題を認識し解決するのにどのような点で寄与し
､るか、を検討する。

石部雅亮
石部雅亮

�q秀夫
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＝日 本 政 治 史＝　（R）

〔主任講師：坂野潤治（千　葉　大　学　教　授）〕

全体のねらい
　1871年の廃藩置県から1940年の大政翼賛会成立の直前までの、約70年の戦前日本政治史を、保守・中道・
革新の政治体制構想の三つ巴の対立の歴史として描く。戦前日本の政治史を単なる経済的利害の対立として
ではなく、自由主義、民主主義、社会主義、国家主義、ファシズムなどの思想対立の歴史として見直したい。

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

立国過程1一「強兵」　「富

早v「民主化」一
i1871～1877）

　1871年の廃藩置県で軍事力と収税値を掌握した明治政府
ﾍ、今後の方針をめぐって三つのグループに分かれた。西
ｽ隆盛らは民族主義を強調して、朝鮮、台湾をめぐって清
曹ﾆの対決を主張し、大久保利道は上からの工業化を、木
ﾋ孝允は上からの民主化を重視した。

坂野潤治
i千葉大学

ｳ授）

坂野潤治
i千葉大学

ｳ授）

2

立国過程1一「開発」か

u民主化」か一
i1878～1881）

　1877年の西南戦争で民族主義派を鎮圧した明治政府は、
繧ｩらの工業化を重視するものと、上からの民主化を優先
ｷるものに分裂し、その間隙をぬって下からの民主化運動
ｪ全国的に盛んになった。この三つ巴の対立が1881年の政
ﾏで終了するまでを検討。

同　上 同　上

3

立国過程皿一憲法発布と

@　大同団結一
i1887～1890）

　1881年の政変で、保守的な立憲君主制論が勝利すると、
ｺからの民主化派の左派は直接行動に出て鎮圧された。し
ｩし、1887年頃から大同団結運動と呼ばれる下からの民主
ｻ運動が再び盛り上がり、1890年の第1回総選挙まで藩閥
ｭ治を脅かした。

同　上 同　上

4

立国過程r▽一自由党の

@　　　転向一
i1890～1894）

　1890年に最初の議会が開かれてから1893年2月の天皇の
ﾙ勅が出るまで、藩閥政府と衆議院の多数を占める民党と
ﾌ正面衝突が続いた。しかし、1893年から94年にかけて、
ﾅ大党派の自由党内で現実主義派が力を増大し、第2次伊
｡内閣と妥協した。

同　上 同　上

5

明治立憲制の
W開　1一立憲政友会の

@　　　成立一
i1895～1900）

　伊藤内閣と自由党との妥協は、日清戦争以後さらに進み、伊藤博文を総裁とする立憲政友会に自由党も合流した。この過程で自由党は、与党として国家予算を支持基盤に散布する利益政治を確立した。積極政策と呼ばれたこの路線は

ｭ友会の一枚看板となっていく。

同　上 同　上

6

明治立憲制の
W開　H一明治憲法の

@三つの解釈一
i1906～1912）

　天皇主権を語った明治憲法にも、詳しく検討すれば解釈改憲の余地はあった。穂積八束は文面通りの天皇親政論を、美濃部達吉は天皇機関説と呼ばれた国家主権説を、北一輝は天皇機関説を再解釈して、　「天皇・国民共同主権説」を

･えた。

同　上 同　上

7

大正デモクラシー1

齣蜷ｳ政変一
i1912～1914）

　立憲政友会の結成に対抗して、軍部・枢密院・貴族院らの権威主義勢力は元老山県有朋の下に結集した（山県閥）。

ｱの二元的政治対立は、両勢力が交互に政権に就くことによって調和の道を見出した（桂園体制）。この体制に対して大正初期に国民運動が起こった。

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

大正デモクラシー1一吉野作造と

@　　　原敬一
i1915～1921）

　日本で最：初の本格的政党内閣として有名な原敬内閣（19
P8～21）は、二大政党制にも男子普通選挙制にも反対する
ﾛ守的な政党内閣であった。このような保守的な政党内閣
�鼕ﾑして批判したのが、民本主義者吉野作造であった。

坂野潤治 坂野潤治

9

大正デモクラシー皿一政党政治の

@　　　成立一
i1925～1930）

　1925年の男子普選法の成立以後、1932年の5．15事件まで
ﾍ、戦前日本唯一の政党内閣時代として知られている。こ
ﾌ時代の前半期を、保守政党政友会と自由主義政党憲政会
�ｯ政党の対立の時代として描き直すことが、ここでの課
閧ﾅある。

同　上 同　上

10

軍部独裁への道
P一政党内閣時代

@　　の終焉一
i1931～1932）

　1931・32年の両年は、政党政治の危機の時代として知ら
黷ﾄいる。大恐慌による経済危機と満州事変による対外危
@と軍人のテロによる政治危機の三つの危機に対して、政
F会と民政党とがどのように対応したのかを両党の相違を
d視して分析する。

同　上 同　上

11

軍部独裁への道
g一立憲独裁、

@協力内閣、
@憲政常道一
i1932～1936）

　5．15事件から2．26事件までの約4年間、斎藤実と岡田啓
薰ﾌ挙国一致内閣が続いた。この過渡期に、民政党や社会
蜿O党は職能代表制を加味した立憲独裁を、民政党と政友
?ﾌ少数派は政・民連携による協力内閣を、政友会主流は
ｭ友会単独内閣を構想した。

同　上 同　上

12

軍部独裁への三
辷齧ｳ産政党の

i出と軍部の
@　　　反撃一
@（1936年）

　1936年2月20日の総選挙で、保守的な政友会が敗北し、
ｩ由主義的な民政党と社会民主主義的な社会大衆党が勝利
ｵた。国民は政治の自由化民主化を求めたのである。しか
驍ﾉそのわずか6日後に起こった青年将校のクーデターで、
�jはまた一歩右傾化した。

同　上 同　上

13

軍部独裁への道
窒毎

政党の反撃と日

?岺?ﾌ　
@　　勃発一　
i1937年）�

2．26事件で反乱軍を鎮圧した陸軍主流派は、同時に政治に
ﾎする発言力を一層増加した。広田弘教、林鉄十郎両内閣
ﾌ下での陸軍の議会無視に対して国民は1937年4月の総選
唐ﾅ政友・民政・社大の三党に投票して議会制度支持の態
xを表明した。�

　上� 　上

4�

亜新秩序と政
E再編一日中戦争下の　

熕ｭと外交一（
P937～1940）�

総選挙の結果を軍部と議会の勢力均衡と判断した近衛文麿
ﾍ、政権担当を決意した。しかし、内閣成立の1ヵ月後ち
ﾉ起こった日中戦争により、内閣は軍部の意向を抑える力
�ｸった。二転、三転ずる日中戦争の性格変化の結果、近
q内閣は退陣した。�

　上� 　上

5�

　　　　　三一イギリス・モデ

汲ﾌ登場、展開
A崩壊一（
P871～1940）�

1879年に福沢諭吉がr民情一新』を著わしてイギリス型の
�蜷ｭ党制の導入を提唱して以来、1931年に民政党の第2
沁癇ﾎ内閣が退陣するまでの約50年間、イギリス自由主義
ﾍ日本政治の到達目標であった。この事実の日本政治史上
ﾅの意味を検討する。�

　上� 　上
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＝西欧都市の政治史＝（R）

〔主任講師：田口　晃（北海道大学教授）〕

全体のねらい
　ヨーロッパにおける国民国家の揺らぎは、EUの方向だけでなく、地方分権の方向にも進んでいる。そこ
で、本講義では、より小さい地方的政治単位である都市に焦点をあて政治史をふりかえってみたい。各時代
の代表的都市を次々に取り上げる一方、一つの都市ウィーンについては全時代を通して光をあてる。

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
講義のねらい

ｪ析視角・講義
ﾌ方法

　政治の中でも（1）支配構造、（2）共同体のあり方、（3）公共性

ﾌ性格に焦点をあわせ、古代、中世、近世、現代という五
ﾂの時代区分を用いて都市の政治史を見る。
煤A都市研究の意味についてもここで考える。

田口　　晃
i北海道大

w教授）

田口　　晃
i北海道大

w教授）

2 アテーナイ
ﾌ　民　主　政

　古典古代ギリシャの諸都市の中からアテーナイをとりあ
ｰ、まず、その歴史をかいつまんで論じる。次いでアテー
iイ民主政の構造を、ポリス共同体の特性、公共性の特異
ﾈあり方に光をあてることで、浮き彫りにする。

同　上 同　上

3 共和政ローマ

　前半で都市ローマの成長を概観した上で、主として共和
ｭ時代のローマについて、アテーナイとの比較を念頭にお
ｫっつ、その政治構造を把える。後半ではローマ帝国内の
?ﾓ都市のあり方を論じ、ウインドボナ（ウィーン）にも
ｾ及する。

同　上 同　上

4 中　世　都　市

　中世都市の成立、発展を諸学説と地域差に着目しながら
W望し、次いで共同体としての中世都市の権力構造を、対
O関係と内部構造に分けて検討する。そして、古典古代と
ﾍ異なった性格の公共性の出現、公共性の第一次構造転換
�_じる。

同　上 同　上

5

中世都市として

ﾌチューリッヒ
ﾆウィーン

　中世都市の具体例としてチューリッヒを中心に、自治都
sの展開を見る。さらに、一時期自治都市となりながら、
ｷぐに自治権を失ったウィーンを取り上げ、あわせて中世
s市の自治とは何かを考える。

同　上 同　上

6

近世都市の展開一イタリアの

@　　　場合一

　近世は自治都市が最後の輝きをみせた時代である。この
ﾍでは近世都市の一つのグループをなすイタリア諸都市の
ｩ治運営と公共政策を概観し、具体例としてフィレンツェ
ﾌ政治構造とその変遷をみる。

同　上 同　上

7

近世都市の展開一アムステルダ

@　　　　ムー

　ここでは、北方の近世都市の代表として、アムステルダ
?�謔闖繧ｰ、オランダ共和国の独立と関連させながら、
ｻの特異な統治構造と独自の都市計画及び、公共政策を論じ、都市の可能性を考える。

同　上 同上
@　㌔防
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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 バロック都市

　近代国家の登場とともに、都市は統一体、一つの全体で
?驍ｱとをやめ、上位に立つ国家に組みこまれる。そして
�､性を独占する君主の御座所のみがバロック都市として
�闍Pくことになる。ヴェルサイユを中心にそうした事情
�ｩよう。

田口　　晃 田口　　晃

9

バロック・

@　　　ロココ
s市としての
Eイーン

　トルコ軍に備えた城壁の強化、バロック都市の建設、啓
ﾖ専制君主の登場と続く中で、ウィーンは拡大し、整備さ
黷驤齦禔Aハプスブルク帝国の首都とは言え、帝国行政の
謌齠Iな下部単位の一つにすぎなくなる。

同　上 同　上

10
19世紀の都市
?｢
@一パリー

　産業革命で都市が工業の中心になると、人口集中と都市
ﾌ生活条件の劣悪化が；進み、民衆反乱も発生する。そこで、
ｽくの都市で改造が試みられる。中でも大掛かりだったの
ﾍパリとウィーンである。この章では第二帝政時代に行わ
黷ｽパリの大改造を見る。

同　上 同　上

11

19世紀の都市改
｢一ウイーンー

　19世紀中葉ウィーン市政は「小さい政府」論の立場をと
骼ｩ由主義勢力の手中にあって不活発だった。対照的に帝
綜�sとしては、皇帝の発意によって四壁が撤去され、リ
塔O大通りが建設される。そこには様々な様式の公共建築
ｨと豪華な民間住宅が建ち並ぶ。

同　上 同　上

12

自　由　主　義

s市社会主義
c園都市一ロンドンの

@　　　変遷一

　世紀後半になると、都市の生活条件の改善が喫緊の課題
ﾆなる。上・下水道、街区照明、交通等の整備を自治体が
ｦ先して行ったものがいわゆる「都市社会主義」である。
煤A田園都市論も起こる。この章では発祥の地イギリスの
鴻塔hンを扱う。

同　上 同　上

13 ウイーンの

s市社会主義

　世紀末に大ウィーンが作られ、そこに拾頭した小市民層
?Sの「キリスト教社会党」がK．ルエーガーを市長にお
ｵ上げる。彼はガス・電力事業の市営化と交通網の整備、
ｷ大な上水道の建設、あるいは福祉の萌芽的施策等に、借
ｼに頼りながら、成果をあげた。

同　上 同　上

14

戦　　間　　期
?[ロッパ政治
ﾆ都市一ベルリンの

@　　　場合一

　両大戦間期のヨーロッパは激しい政治対立を経験した。
ｻの中で都市がどのような位置を占めたか、ヴァイマール
､和国の首都ベルリンについて検討してみよう。又、オー
Xトリア共和国の政治対立の中での、いわゆる「赤い
Eィーン」の成立過程も見ておきたい。

同　上 同　上

15 「赤いウイーン」

ﾌ実験

　社会民主党市政が行った、ウィーンにおける実験的な政
��A財政、教育、福祉、住宅等について概観し、国内対
ｧに基因するその崩壊も見た上で、市政における公共政策
ﾌ歴史的意味を探り、現代都市の諸問題を考える一助とし
ｽい。

同　上 同　上
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＝先進諸国の政治＝（R）
〔主任講師：下斗米伸夫（法政大学教授）主任講師：高橋直樹（東京大学教授）〕

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
主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　　斉 阿部　　斉

1 アメリカ合衆国 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
（1） 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、有権者、利益集団、

2 アメリカ合衆国 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
（2） 目をとりあげたい。

かなだ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、政治社会の歴史的な
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 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

政治の全体像 教授） 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
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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）

スペイン、イタリア、ポルトガル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、現在の政治問

8 南欧の政治 題を解説する。 高橋直樹 高橋直樹

ベルギー、オランダ、スイス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、現在の政治問題を

9 中欧の政治 解説する。 同　上 同　上

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

10 北欧の政治 政治問題を解説する。 同　上 同　上

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

11 西ヨーロッパの 関係を解説する。 同　上 同　上
政治の今後

旧ソ連の政治体制と変動を、ロシア：革命後の段階、特に
レーニン、スターリン、以後の共産党と国家の関係に即し 下斗米伸夫 下斗米伸夫

12 旧ソ連の政治 論じる。ペレストロイカにも触れる。 （法政大学 （法政大学
教授） 教授）

ペレストロイカ以後のソ連邦の崩壊と、その後の市場移
ペレストロイカ 行・民主化・国民国家への移行について、問題点にふれる。

13 からロシア連邦 ロシア以外のウクライナ、中央アジア、バルト諸国につ 同　上 同　上

へ いても、その相互関係を含め論じる。

社会主義体制の崩壊に伴いなぜ民族問題が噴出している
のかを、ソ連、チェコスロバキア、ユーゴスラビアなどを

14 独立国家共同体 例にしながら論じる。 同　上 同　上

の政治

第二次大戦後の東欧諸国を、ソ三型システムの導入と矛
盾、改革と自立、そしてペレストロイカに伴う崩壊のプロ

15 東欧の政治 セスに即して論じる。 同　上 同　上

一428一



＝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）

第三世界研究に長年かかわってきた三人の講師が、研究 高橋和夫
上の難しさや喜びなどを語りながら、それぞれの専門地域 高橋和夫 （放送大学

を紹介する。エスニック音楽なども流れて、気分はもう第 （放送大学 （助教授）

1 第三世界への 三世界。 助教授） 勝俣　　誠

招待 （明治学院

大学教授）

孤崎知己
（専修大学

助教授）

中東の全体像を紹介する。またイラン出身のモハマッド
2 中東という世界 ・ナギザデ明治学院大学教授をゲストに招いて、西アジア 高橋和夫 高橋和夫

の人々が日本をどう見ているかを尋ねる。

クルド民族の紹介とイランのクルド問題を解説する。ク
ルド問題を考える上でも、イランの将来を展望する上でも 同　上 同　上

3 クルド人とは 必要不可欠な知識である。

トルコのクルド人の反政府ゲリラ組織PKKの基地を取
材したジャーナリストの勝又郁子さんをゲストに迎え、ト

4 トルコのクルド ルコのクルド問題を紹介する。 同　上 同　上

イラクの将来を考える際のカギとなるイラク北部のクル
ド問題を紹介し、その将来を展望する。

5 イラクのクルド 同　上 同　上

アフリカと言う地域を解説する。

6 アフリカの政治 勝俣　　誠 勝俣　　誠
（1）

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 （（特）アジ （（特）アジ

政治　　（1） ア経済研究 ア経済研究
所主任調査 所主任調査
研究員） 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。

11 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。

12 ラテン・アメリ 前論知己 孤山知己
カの政治（1）

戦前までのラテン・アメリカの政治を論ずる。

13 ラテン・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。

14 ラテン・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
政治のもつ問題点を考える。 勝俣　　誠

15 比較と分析 高橋和夫 高橋和夫
孤旧知己
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＝＝ ｻ代の行政＝（R）
〔主任講師：森田　朗（東京大学教授）〕

全体のねらい
　行政国家といわれる現代国家では、市民生活の大部分に行政活動が関わっているが、その全体像を理解す
ることは容易ではない。この講義では、行政活動の枠組である基本的制度について論じるとともに、行政活
動の社会的機能、およびその担い湿たる行政官僚制の構造と特質についての理解を深めることをめざす。

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）

行政国家といわれる現代国家において、行政とはどのよ
うなものか。自動車に関わる行政を例として、現代行政に 森田　　朗 森田　　朗

1 「行政」とは何 は、枠組となる「制度」、社会へ向けての「活動」、そし （東京大学 （東京大学

か？ て担い手たる「組織」の3つの側面があることを述べる。 教授） 教授）

歴史的に社会経済が発展することによって、行政活動も
拡大し質的に多様化してきた。それとともに、三権間にお

2 行政国家の成立 いて行政府が相対的に大きな権力を保有するようになり、 同　上 同　上
行政国家が誕生した経緯を論じる。

行政国家の誕生とともに、効率的な行政活動を行いっっ、
民主的な統制を確保する方法を模索して、アメリカで行政

3 行政学の発展 学が発達した。アメリカ行政学で展開された政治行政分断 同　上 同　上
論から政治行政融合論への変化について述べる。

現代行政の前提をなす国家、中央一地方関係、議会・裁
判所・行政府の三権関係、行政機構といった政府体系の構

4 現代の政府体系 造とそれが有する問題点について、歴史的な発展過程およ 同　上 同　上
び外国との比較の観点から解説する。

行政の「活動」の側面について、多くの課題を抱える現
代の社会システムの制御という観点から、その基本的な仕

5 行政活動と政策 組と限界を明らかにし、行政活動のシナリオともいうべき 同　上 同　上
政策の概念について論じる。

政策課題の設定から、政策原案の作成、法律等の形式に
よる政策の決定、そして政策の実施、その結果についての

6 政　策　過　程 評価という5つの段階からなる政策過程について解説し、 同　上 同　上
それが循環過程であることを明らかにする。

本来の行政活動というべき政策の執行活動に焦点を当て、
規制行政およびサービス行政の具体例を素材にして、執行

7 執行活動　1 活動枠組としての制度、必要とされる行政資源、手段等を 同　上 同　上
一基準の作成 考慮して活動のための具体的な基準がいかに作成されてい

くかについて考察する。
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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）

前章の具体的事例を用い、社会との接点である執行活動
の最前線におけるいわゆるストリートレベルの行政官の行

8 執行活動　H 動の分析を通して、執行活動の制約条件、行政官の行動様 森田　　朗 森田　　朗
一基準の適用 式等について考察する。

現代の行政活動が法律の根拠を要し法律に基づいて行わ
れなければならないことはいうまでないが、現実には、全

9 法治行政と行政 活動を法律によって拘束することはできない。この章で 同　上 同　上
裁量 は、現代の行政における法律の機能、行政裁量とその統制

のありり方、そして行政指導について述べる。

行政活動は、官僚制と呼ばれる巨大で複雑な組織によっ
て担われている。この章では、主としてM．ウェーバーの

10 官　僚　制（1） 官僚制論の紹介を通して、近代官僚制の構造的特質を明ら 同　上 同　上
一構造的特質 かにし、現代の巨大化した官僚制を理解し、それがもつ限

界についても考察する。

現代組織論の枠組を使って、官僚制において各構成員の
官　僚　制（H） 行動がいかにして組織としての行動に統合されるのか、と

11 一作動メカニズ いう組織活動の動態を、情報の伝達および決定のあり方に 同　上 同　上
ム 焦点を当てて考察する。

官僚制において働く人々は、さまざまな動機で行動す
る。官僚の心理とそれが引き起こすいくつかの官僚制の病

12 官　僚　制（皿） 理現象について解説し、それを予防し克服するための諸方 同　上 同　上
一官僚の行動 策について論じる。

今日国際的にも注目されている戦後日本の行政システム
日本の行政シス について、その制度的特質、とくに国会と内閣の関係、安

13 テム1 定した省庁編成、政策形成過程等について、マクロ的な視 同　上 同　上
一政官関係と官 点から考察する。

僚制の特質

前章に続き、戦後日本の行政システムの特質を、官僚の
日本の行政シス 行動様式、業界と行政機関との関係、用いられる行政手法

14 テムH： 等のミクロ的な視点から考察し、現在行政システムが直面 同　上 同　上
一官僚制の行動 している課題について論じる。
様式

議会や裁判所等の制度的統制機構の有効性が失われた状
況においていかなる統制の方法が考えられるのか、行政責

15 行政責任と行政 任論に言及しつつ検討し、情報公開、行政手続保護、市民 同　上 同　上
の民主的統制 参加の諸制度の有効性について論じる。
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＝＝ ｻ代アメリカの政治＝＝　（TV）

〔主任講師：阿部齊（放送大学教授）主任講師：久保文明（慶鷹義塾大学教授）〕

全体のねらい
　アメリカの政治は、グローバルな視点に立っても、あるいは、日本との関係で考えても重要な意味を持つ。
アメリカの政治について正確な理解を持つことは、政治学の重要な課題の一つである。ただアメリカの政治
には、日本や西欧の政治と比較しても、ユニークな面が多い。その理解のためには、体系的な学習が必要と
されよう。

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 合衆国憲法

　合衆国憲法の制定過程とその基本原理を明らかにする。
Aメリカが世界で初めて成文憲法を制定したことの意義を
燒ｾし、次いで、合衆国憲法の基本原理である権力分立の
ﾓ味に言及する。さらに憲法修正の手続きと主要な修正条
?ﾉもふれたい。

阿部　　齊
i放送大学

ｳ授）

阿部　　齊
i放送大学

ｳ授）

2 連　邦　制　と
n　方　自　治

　アメリカの政治における連邦制の意義を理解するために、
Aメリカの州と日本の都道府県とを対比する。連邦法と州
@の違いにもふれたい。また、地方自治体の政府が、日本
ﾌ市町村と異なり、多様性を持つことを明らかにしながら、
n方自治体の特質を検討する。

同　上 同　上

3 大　　統　　領

　ヨーロッパの大統領制と比較しながら、アメリカの大統
ﾌ制の特徴を明らかにする。大統領の権限、副大統領の地
ﾊにふれた後、大統領が統括する行政部を概観する。具体
Iには、各省庁の構成、大統領府の機能、独立行政機関の
�рﾈど言及したい。

同　上 同　上

4 連　邦　議　会

　連邦議会の二院制が両院対等というユニークな特徴をも
ﾂことを説明した後、委員会を中心とした法案の審議過程
�ﾆりあげる。さらに、議員が地域代表的な性格を持つた
ﾟ、国民代表的な立場に立つ大統領と議会との間には、不
fの対抗関係があることにふれる。

久保文明
i慶雁義塾

蜉w教授）

久保文明
i慶磨義塾

蜉w教授）

5 最高裁判所

　最高裁判所の違憲立法審査権が持つ政治的意義を明らか
ﾉした後、政治的に重要な意味を持った判決、たとえば、
hレッド・スコット判決ニューディール立法に対する違憲
ｻ決、ブラウン判決などをとりあげる。最近の最高裁の保
迚ｻにも言及したい。

阿部　　齊 阿部　　齊

6 選　　挙　　と
I　挙　制　度

　まず、大統領選挙と連邦議員選挙の制度を説明し、次い
ﾅアメリカの選挙の特徴ともいえる有権者の登録制度と予
�I挙をとりあげる。さらに、最近棄権率が増大している
ｱとの意味を探りながら、政治全体のなかで選挙が持つ意
｡が変わりっっあることにふれる。

久保文明 久保文明

7 政党と政党政治

　アメリカの政党制の特徴とされる二党制とローカリズム
ﾉついて説明した後、今日の二党制を構成する民主・共和
ｼ党を概観する。次に、両党の支持基盤を分析し、支持基
ﾕ再編成としての「決定的選挙」にふれる。最近の脱政党
ｻの傾向に言及したい。

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）

アメリカの政治における利益集団の役割を明らかにした
後、利益集団の代理人として活動するロビイストをとりあ

8 利益集団とその げる。また、利益集団の政治活動として大きな意味を持つ 久保文明 久保文明
活動 PACにもふれたい。さらに、最近重要性を増している公

益集団にも言及する予定である。

アメリカの政策決定過程において、大統領、行政部、連
邦議会、政党、利益集団などが果たす役割を明らかにする。

9 政策決定過程 さらに、最近その影響力が注目されているシンク・タンク、 同　上 同　上
政策争点ごとに形成されるイッシュー・ネットワークにも
言及したい。

アメリカの特徴の一つは、人種的民族的に多元的なこと
である。黒人の政治的発言権の増大は、アメリカの政治に

10 人種と 大きな影響を与えてきたが、最近では新しいタイプの黒人 阿部　　齊 阿部　　齊
エスニシティ 政治家の台頭が注目される。また、スペイン系アメリカ人

の急増も無視しえぬ意味を持つ。

アメリカでも性別格差は歴然と存在しているが、1960年
代以降、積極的優遇措置などにより、雇用面では格差はか

11 女　　　　　性 なり是正された。しかし、政治における男女格差は依然と 同　上 同　上
して厳しい。格差是正の方策と女性政治家の可能性などを
考える。

アメリカの福祉国家の歴史的形成の過程をたどり、今日
の社会保障制度の概要を明らかにする。さらに、福祉政策

12 福祉政策と貧困 との関連で、アメリカの貧困の原因、現状、対策などを検 久保文明 久保文明
高したい。

まず、アメリカ外交の特徴とされる孤立主義、膨張主義、
イデオロギー第一主義などを説明し、次にアメリカ外交の

13 外　　　　　交 文脈のなかで、冷戦の意味を究明する。さらに、冷戦終焉 阿部　　齊 阿部　　齊
後の国際政治への対応を湾岸戦争や「新世界秩序」構想な
どを手掛かりとして検討する。

アメリカの政治に内在する政治的原理を検討する。協和
主義、民主主義、自由主義、立憲主義、革新主義、平等主

14 政　治　文　化 義といった諸原理をとりあげ、ヨーロッパと比較しながら、 同　上 同　上
アメリカ的特質を明らかにする。最近の新自由主義と保守
主義の関連にも言及する。　　　　　　　　　　　　　塗

ニューディールの時代にアメリカの政治は大きく転換し、
「大きな政府」のもとで社会改革を進める政治が新しい伝

15 現状と課題 統になった。しかし、80年代以降、潮流は変わり、保守主 久保文明 久保文明
義が支配的になっている。こうした現状を踏まえて、90年
代を展望する。
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＝日本政治思想史＝（R）

〔主任講師：平石直昭（東京大学教授）〕

全体のねらい
　主に徳川時代（西暦17世紀～19世紀半ば頃）の約二百五十年間の政治思想（広義）を扱う。①各時期の歴
史的背景と関連させて主な観念の変化を跡づける。②代表的な思想家の内在的な理解と今日的な意味の導出
に努める。③一般的な概説よりは、新しい見方や論点の提出に重点をおき、学生が自分の頭で考える参考に
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 キリシタン禁教

ﾌ思想

　はじめに講義全体の構成について概観したのち、今日の
蜻閧ﾉ入る。全国統一をめざす武士政権がどんな理由から
Lリシタン禁教と弾圧に至ったかをみる。秀吉段階と家康
E秀忠段階の違いの分析に重点をおき、とくに崇伝執筆の
ﾇ放文を重視する。

平石直昭
i東京大学

ｳ授）

平石直昭
i東京大学

ｳ授）

2 天道思想の諸相

　近世初期における幕府権力の自己正統化の施策（家康の
痩ﾆ的守護神化）をみたのち、当時の支配的な言説だった
u天道」思想が様々な観念の折衷としてあったこと。また
ｻれが担っていた思想的な課題（キリシタン神学との対抗
ﾈど）を分析する。

同　上 同　上

3 新儒学の受容と

¥想

　理学や心学など、新儒学の体系的な導入や構想の努力を、
ｼ永町五、中江藤樹に即してみる。とくに一般庶民層まで
?ﾛした普遍的な教説として儒教が強調された理由、尺五
ﾉおける二つの「気命」の区別、藤樹の「なりはひ」論な
ﾇが分析される。

同　上 同　上

4 儒学思想の展開

　近世前期における儒教をとりまく客観状況の変化（寺請
ｧの一般化など）をみたのち、儒教古典や平明学研究の進
Wと自分の生きる日本の現実への理解の深化の中で、儒教
v想が再定式化されてゆく諸相をみる。三山の朝三関三論、
f行の士道論などが扱われる。

同　上 同　上

5 仁斎学の基本構

ｬ

　前期儒学の最高の達成として伊藤仁斎の儒学についてみ
驕B陰陽と仁義の区別、性と道徳の区別など程朱学的な天
l相関論の否定とともに「天道福善禍淫」の再定式化が
烽ﾁた意味、またその古義学の方法や論孟中心主義につい
ﾄ分析する。

同　上 同　上

6 仁斎の鬼神論／
A採の古文辞学

　仁斎の鬼神・ト三論の分析を通して、彼が三代聖王と孔
qを区別し、政治と道徳の二領域を峻別していたことをみ
驕Bついで仁斎学を継承しっっ独自の儒学を構築した近世
?冾ﾌ儒者荻生二棟にうつり、今回はその古文辞学という
菇@論を時代背景との関連で分析する。

同　上 同　上

7 祖1來学の基本構

ｬ

　近世思想史の転回点に立つ狙三三を、その主要な側面に
ｦして分析する。仁斎以上に徹底した天人相関論の打破、
Vの不可知化、聖人信仰、道の聖人制作説と窮理観の関連、

ｹ人が建てた仮構としての鬼神観、　「物」としての六経と
u道」の区別、　「格物致知」論などを扱う。

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）

近世中期における庶民層の社会的自覚の高まりを示すも
のとして石田梅岩の思想を扱う。一世代前の西川如見らの

8 石門心学論 町人エトス論との比較、　「市井の臣」論における藤樹や但 平石直昭 平石直昭
棟との比較、商業利益の正当化にみられる特徴、道徳・職
業を共に天命で正当化する思想など。

太宰春台．・海保青陵に即して、祖裸の経世思想が近世中
期～後期にかけてどう変容していったかをみる。商品経済

9 経世思想の展開 に対する三者の対応の仕方の違い、春台に現われる利己的 同　上 同　上
人間像の青陵での展開、商品売買を引照基準とした天理観
の提出、世襲制批判の論理などをみる。

祖そ整準が近世後期の思想界に与えた影響の諸相をみる。

古文辞学の方法が蘭学や国学など儒学以外の分野に与えた
10 憎憎学の影響の 影響、その「天地自然」の不可知観が、三浦梅園の自然哲 同　上 同　上

諸相 学や本居宣長の国学、吉益東洞の古医方を促した面、また
民俗学的関心の高まりを導いたことなど。

契沖以来の歌学と荷田春満の皇国学が賀茂真淵で合流し
宣長学の形成を準備する過程を概観したあと、初期宣長に

11 本居宣長の国学 即して、儒教に代る全体的思想像の基礎を彼がどう作って 同　上 同　上
いったかをみる。主に契沖、真淵、狙採からの影響や示唆
がどう組合わされているかを分析する。

近世中期における特徴的な西洋像を新井白石、荻生祖裸、
伊藤東涯、西川如見、西川年休についてみる。ついでそれ

12 西洋像の変遷 らの西洋像が、近世後期に蘭学を介した理解の深化により 同　上 同　上
修正変容される様子を前野良沢、杉田玄白、本多利明らに
即してみる。

19世紀初頭に邦訳されたケンペルの「鎖国論」がいかに
日本の鎖国策を正当化しているかを検討する。ついで幕末

13 「鎖国論」とそ 期に本書が日欧双方にとって議論の共通ベースになった経 同　上 同　上
の影響 緯を考察し、　「鎖国論」が日本の開国を促した皮肉な事情

を分析する。

日本・中国・朝鮮という東アジア三国のうち日本がいち
早く近代化に着手した歴史的条件として、儒教の社会的存

14 西欧の衝撃と日 在形態の違い、支配エリート層のエトスの違い、旧体制の 同　上 同　上
本の開国 構造的相違、世界秩序像の相違などに即して、比較の見地

から検討する。

幕末の儒教的思想家をとりあげて、儒教的価値の多様性
と多義性が西洋文明に対する評価の相違をうんだ事情を明

15 幕末政治思想論 らかにする。その上で後期水戸学の「国体」論、佐久間象 同　上 同　上
山の自然科学観とその国民教育の必要論、横井小楠の0議
輿論思想を近代日本と関連させてみる。
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＝近代国家と近代革命の政治思想＝＝（R）

〔垂難：糖簾麟縄焔轟穫1〕

全体のねらい
　市民革命と近代国家を導き、またそれについて考察した政治思想の諸相を、18、19世紀の歴史過程に即し
て論ずる。思想と時代の現実との関わりを重視するが、後代に引き継がれる思想史上の問題も考察する。

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）

政治思想における近代の意味を考えることを通じて、講
義の対象と視角を定め、全体の見通しを与える。 松本礼二 松本礼二

1 政治思想に （早稲田大 （早稲田大

おける近代 学教授） 学教授）

近代国家の構成原理をなす社会契約説の源流、ホッブス
とロックの政治理論をイギリス革命の現実との関わりの中

2 社会契約説（1） で考察する。 同　上 同　上
～ホッブスとロック

自然権理論と並んで革命に根拠を与えた歴史思想の展開

貴族の自由と と権力分立論とをモンテスキューを中心に考察する。 川出良枝 川出良枝
3 イギリス人の （東京都立 （東京都立

自由 大学助教授） 大学助教授）
～モンテスキュー

啓蒙の政治思想の意味を、個々の思想家というより、共
啓蒙の政治思想 通する思考様式に注目し、フィロゾーフの立場に関する知

4 ～フィロゾーフと 識社会学的考察を加えて考える。 松本礼：二 松本礼二
アンシャン・レジーム

ホッブスやロックの契約論を批判的に摂取すると同時に
「文明社会」の根底的批判を企てたルソーの政治思想を考

5 社会契約説（2） 察する。あわせて17・8世紀におげる社会契約論の意味を総 同　上 同　上

～ルソー 括し、その後の批判、20世紀末におけるその再生について
も考える。

アメリカ革命とフランス革命とを直接に導いたパンフ
革命のイデオロ レットrコモン・センス』とr第三身分とはなにか遍を中

6 ギー 心に、革命のイデオロギーを考察し、あわせてこの二つの 同　上 同　上
～ペインとシエース 革命の共通性と相違点を考える。

アメリカ革命と建国の思想を独立宣言起草者としての
アメリカ建国の ジェファソン、そしてマディソン、ハミルトン、ジェイの

7 思想 書いたrザ・フェデラリスト』を中心に考察する。 同　上 同　上
～ジェファソンと

『ザ・フェデラリスト』
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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）

フランス革命を徹底的に批判して近代保守主義の原点を
反革命の政治 なしたパーク、これを受けてさらに急進的な反革命の理論

8 思想 を展開したド・メストルの思想を検討し、近代革命の意味 松本礼二 松本礼二
～パークと を裏側から検証する。
ド・メストル

近代革命とその帰結としての立憲国家に歴史哲学の見地
から評価を加え、近代精神を総合したヘーゲル哲学の政治

9 ヘーゲル哲学と 思想における意義を検討する。 同　上 同　上
近代

近代革命の原理を継承する反面、フランス革命の現実へ

自由主義の の批判から権力と自由との緊張関係を19世紀の状況の中で
10 政　治　思　想 あらためて問題にした自由主義の思想を英仏の代表的思想 同　上 同　上

～コンスタン，ギゾー， 家に即して検討する。
J．S．ミル

産業化と大衆化の文脈におけるデモクラシーの問題点を
近代民主制と自 アメリカをモデルに考察したトクヴィルの政治思想を、そ

11 由 のフランス革命論ともあわせて検討する。 同　上 同　上
～トクヴィル

1848年を分水嶺とするヨーロッパの革命運動の中で生ま
れ、市民社会と近代国家に疑念を提出した思想として社会

12 社会主義と 主義と無政府主義を考察する。 川出良枝 川出良枝
無政府主義

自由、平等という近代革命の原理にもかかわらず、ブル
ジョア社会の現実において男女の性差が社会的に固定化さ

13 女性解放の思想 れる傾向を批判し、今日にまで問題を投げかけているフェ 松本礼二 松本礼二
ミニズムの問題を歴史的に考察する。

選挙法改革による大衆民主主義状況の到来を早熟的に予

バジョットと 回する中で、イギリスの政治的支配構造の分析を通じて20
14 rイギリスの国 世紀の政治学を先取りしたバジョットの著作を検討する。 同　上 同　上

家構趣

大衆化と組織化が頂点に達した20世紀の歴史的経験、全
20世紀の政治的 体主義や二つの世界戦争を経て、近代の語原理がいかなる

15 経験と近代の 反省を迫られてきたかを展望し、全体のしめくくりとする。 川出良枝 川出良枝
反省
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＝政治分析の手法＝（TV）

〔主任講師：大嶽秀夫（京都大学教授）〕

全体のねらい
　政治を分析する手法について、日本の具体的な政治過程を例にとって（ここでは1980年代前期の「行
政改革」に焦点をおく）学習する。その過程で、日本政治を理解するための様々なモデルを検討し、それら
を使いながら具体的な政治過程の分析を行い、政治を理論的に考察する手法を学ぶ。また、欧米などとの比
較分析についても考える。

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 鈴木・中曽根内
tと行財政改革

　鈴木・中曽根内閣時代（1981～86）における政治
ﾌ展開を、まず、二人の首相に焦点を当て、関係者へのイ
塔^ビューや当時のニュースなどを利用してドキュメンタ
梶[風に紹介する。そして、当時最大の政治課題であった
u行財政改革」について、イシュー登場の背景、政策目標、

ｬ果を概観する。また、大平内閣の「田園都市構想」から
ﾌ転換の意味についても考える。

大嶽秀夫
i京都大学

ｳ授）

大嶽秀夫
i京都大学

ｳ授）

2

自由主義的改革
ﾌ世界史的潮流一サッチャー・

戟[ガン革命一

　英国、米国の政治を専門にしている学者（五十嵐武士東
梠蜉w教授、阪野智一神戸大学教授）をスタジオに招いて、
鮪桙ﾌニュースを交えつつ、日本との比較を念頭におきな
ｪら、1980年代における世界史的な自由主義的潮流の
ﾓ味を考える。

同　上 同　上

3 新自由主義の思
z的基礎

　ハイエク、フリードマン、ブキャナンなど、自由主義改
vを支えた思想家の主張とその歴史的背景を検討する。ま
ｽ、サッチャー政権やレーガン政権登場の背景となったり
oテリアニズムと伝統的右翼主義との「同盟」という現象
ﾌ意味について、猪木武憲大阪大学教授との対談を通じて
lえる。

同　上 同　上

4 左右対立の中の
s政改革　（1＞

　日本の行政改革：（とくに中曽根行革）は、左翼の側から
ﾍ、軍拡路線の一環と解釈され、厳しいイデオロギー的対
?�ﾄ燃させた。そこでここでは、日本政治についての
u原イメージ」を構成してきた、戦後の左右の対立とは何

ﾅあったかを、エリート・モデル、　「支配層」の概念など
�閧ｪかりに検討する。さらに対立の背景を「文化政治」
cfルによって、対立軸の固定化という現象をRokkanやEs
垂奄氏|Andersonのヨーロッパ政治についての研究に依拠し
ﾈがら、考察する。

同　上 同　上

5 左右対立の中の
s政改革　（2＞

　国鉄の分割・民営化を素材に左右の古典的対立が、80
N代において実際の政治過程の中でどのように展開したか
�沒｢する。それを通じて、戦後政治における左翼急進主
`の意味を考える。併せて、右翼ナショナリズムの意味に
煬沒｢を加える。

同　上 同　上

6 日本における自
R主義的改革（1＞

　戦後における経済的自由主義と社会民主主義の対立の歴
jを、財界、政党、官庁などの政策エリートの思想の検討
�ﾊじて考察する。とくに、従来見過ごされがちであった
煌Eにおける自由主義思想の系譜と、大衆レベルの「小さ
｢政府論」の存在に焦点を当てる。

同　上 同　上

7 日本における自

R主義的改革（2＞

　1970年代後期において、オイル・ショック以後の経
ﾏ危機克服の過程で、経済的自由主義がどのように復権し
ﾄきたかを検討する（美濃部都政批判、　「英国病」キャン

yーン等々）。そして、自由主義イデオローグの主張と政
�vログラムについて、加藤寛、香山健一一など、行政改革
ﾌ中心になった人々へのインタビューを通じて考える。

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）

財政再建の政治過程を、大蔵省の立場、族議員の役割、
田中派の活躍、利権の再配分といった様々な局面から考察

8 小さい政府実現 を加える。この考察の中で、テクノクラート・モデル、多 大嶽秀夫 大嶽秀夫
としての行政改 元主義モデル、　（労働なき）コーポラティズムといった、
革 これまで日本政治理解のために作られたモデルの再検討を

ノー　　ワ

ﾅつ◎

1984年の健康保険法改正素材に、　「アイディアの政
治」、　「ゴミ缶モデル」といった新しい政治学のモデルが

「鉄の三角形」 どのように日本の政治過程に適応できるかを考える。そし 同　上 同　上
9 への挑戦として て、従来無視されてきた消費者の利益がどのように代表さ

の行政改革 れたか、その過程で官僚的合理性がどのように復権された
かを併せて考える。また、論争テーマとなっている金融の
自由化の意味を検討する。

1970年代において公共部門と民間部門における労働
日本型コーポラ 組合相互の対立の深刻化が何故に；進行し、民間労組がどの 同　上 同　上

10 ティズムの展開 ようにして行革支持に向かったかを考察する。そして、
としての行政改 （西）ドイツやスウェーデンなどとの比較を通じて、世界
革 的傾向たる労働のdecompositionという現象が日本にも当

てはまるかどうかを検討する。

行政改革を日本型福祉社会論、地域社会の見直しという
11 福祉再編として 観点からとらえる見方を検討する。そして、その後の福祉 同　上 同　上

の行政改革 政策の展開を、在宅福祉の推進やゴールド・プラン策定と
いう争点に焦点を当てて、この解釈の是非を考える。

ここでは、まず、世論調査の分析などを通じて、7◎年
代から80年代にかけての「生活保守主義」の強化と自民

行政改革の中の 党への柔らかい支持の増大の意味を考える。そして、とく
12 社会的自由主義 に臨時教育審議会での議論に焦点を当てて、日本の国際化 同　上 同　上

と国際貢献 という争点の登場と展開に追ってみたい。さらに、防衛費
のGNP1％枠撤廃の動きなど外交、防衛政策の転換につ
いて、行政改革路線との関連を検討する。

行政改革は保守党なりの政治腐敗への対応であったが、
実際には、リクルート疑惑という中曽根政権の中枢を直撃
する疑獄事件を引き起こした。自由主義的改革の中でのこ 同　上 同　上
の事件の意味と、行革を支えた田中支配、竹下支配と呼ば
れた権力の二重構造の意味を検討することを通じて、利権

13 利権の再編 政治とは何であったのかを考察する。また、8◎年代前期
の行政改革から80年代後期、90年代前期の政治改革へ
の転換を展望する。併せて、利権政治を分析するモデルと
してのクライアンテリズム、パーソル・ネットワークなど
の政治学的概念枠組みに検討を加える。

行政改革を支えた日本の政治文化について、日本におけ
る集団主義と個人主義、日本社会における競争原理などの

14 日本の政治文化 問題を考える。とくに、行政改革の一環としての土地利用
政策の失敗に焦点を当てる。また、大衆レベルの「利権政 同　上 同　上
治」ともいうべき、政治家による世話焼き活動が、この日
本の政治文化に深く根ざしていることを指摘する。

日本における自由主義的改革を、フランス、韓国、ロシ
世界史的潮流と アなどの例をも比較の対象として、それぞれの専門家をゲ

15 しての自由主義 ストに加えて、再度、世界史的潮流の中で考える。とくに、 同　上 同　上
の復興・再考 「ケインズ型福祉国家の危機」という問題をr第二の産業

分水嶺」、デュァリズム戦略などのモデルを使って検討す
る。
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＝： ｻ代の国際政治＝（TV）

〔主任講師：高橋和夫（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　冷戦後の国際情勢の見取り図を提供することが本講座の眼目である。目指すものは、国際政治のミニァ
チュール（細密画）ではなく、全体の構図を示すスケッチである。

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）

湾岸戦争で劇的な形で示されたように、テレビは国際政
治で大きな役割を果たしている。テレビを巧みに利用した 高橋和夫 高橋和夫

1 テレビと国際政 最初の政治家と言われるケネディについてボストンのケネ （放送大学 て放送大学

治 ディ博物館で語り、またアトランタのCNNセンターでア 助教授） 助教授）

メリカ主導のテレビ業界の再編成の問題点を指摘する。テ
レビの国勢政治への衝撃を考える。

第二次世界大戦後の世界は米ソ両超大国間の激しい対立、
つまり冷戦によって特徴付けられていた。マーシャル計画

2 ヨーロッパの冷 が発表されたハーバード大学の構内で、また「封じ込め」 同　上 同　上
戦 戦略を提唱したジョージ・ケナンの研究するプリンストン

高等研究所を背景に冷戦の起源を語り、その展開を振り返
る。

冷戦は朝鮮戦争によってアジアに拡大した。この朝鮮戦
争から冷戦史のクライマックスであるキューバ危機までの

3 板門店からキュ 国際政治を米ソ関係の進展を軸に跡づける。 同　上 同　上

一バへ

キューバ危機以降の米ソ関係の展開を追う。その主要な
テーマはデタントである。またソ連のアフガニスタン介入

4 デタント 以降の超大国間の関係である。 同　上 同　上

ゴルバチョフのペレストロイカが冷戦構造の枠組みを突
き崩した。冷戦を終結させたこのダイナミズムを分析する。

5 ペレストロイカ 同　上 同　上
と冷戦の終結

巨大な龍が天に登るような発展を続ける中国は、東アジ
アの国際関係にどのようなインパクトを与えているのだろ

6 中国という名の うか。中国の発展に、ロシア、日本、東南アジアはいかに 同　上 同　上

巨龍 対応しているのか。超大国アメリカの中国政策は？また中
国の発展を脅かす国内的要因な何か。中国の発展の国際政
治への衝撃を考える。

第二次世界大戦後の国際政治の大きなうねりの一一つはア
ジア・アフリカ諸国の独立であった。この壮大なドラマを

7 アジア・アフリ 振り返り、その意味を考える。 同上 同上
カの独立
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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）

戦後の東南アジアの現代史を振り返り、その将来を展望
する。その中でも経済的に最も成功したシンガポールでの

8 インドシナ戦争 インタビューや博物館のロケ映像を織り混ぜながら日本と 高橋和夫 高橋和夫
とASEAN 東南アジアとの関係についても言及する。

第二次世界大戦後の国際通貨体制の変遷を描写しつつ、
その変化の原動力となった金融の国際化の意味を考える。

9 ドル支配の崩壊 戦後の通貨体制の骨格を決めたブレトン・ウッズ会議、ま 同　上 同　上
と混乱 た変化の節目となったスミソニアン博物館のプラザ・ホテ

ルでの会議なども、現場を訪れて跡づける。

第二次世界大戦後の国際貿易体制の枠組みの成立と変遷
を概観する。

10 貿易体制の変遷 同　上 同　上

地球上には貧しい国々と豊かな国々が並存している。こ
の貧富の格差とそれにともなう様々な問題は南北問題とし

11 南　北　問　題 て知られる。この南北問題を巡る議論の展開を紹介する。 同　上 同　上

国家は石油のたあに戦争をし、戦争のために石油を必要
とする。また平時においては経済成長のために石油を必要

12 エネルギーと国 とする。振り返ってみると20世紀は石油を求めての争いの 同　上 同　上
際政治 世紀でもあった。この石油と言う名の戦略物資を中心にエ

ネルギーを巡る国際政治を論じる。

環境の大切さについては議論の余地がない。議論がある
のは、環境保全のためのコストを誰が、どういうメカニズ

13 環境保護の政治 ムで負担するかという点である。この環境保護の政治力学 同　上 同　上
力学 を探る。

国連の機能を麻痺させていた冷戦の終結により、国連へ
の期待が高まっている。その国連の歴史をニューヨークの

14 国連／国際政治 国連本部で振り返る。また長年PKOの実施に関わった人 同　上 同　上
を映す鏡 物とのインタビューなどを交えて、国連の直面する問題に

も触れる。

冷戦後という「戦後」の風景を鳥轍し、その将来を展望
する。またアナウンサーとの座談という形式でいくつかの

15 冷戦後の世界 質問に答える。 同　上 同　上
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＝＝ ｻ代日本の政治と政策＝　（TV）

〔主任講師：新藤宗幸（立教大学教授）主任講師：山口二郎（北海道大学教授）〕

全体のねらい
　1980年代の先進国政治の有力な潮流であった新保守主義が後退するとともに、米ソ冷戦構造も崩壊した。
こうした条件を受けて日本の政治は、どのような状況にあるのか、また日本政治の課題とは何か。これらを
平易に解説する。

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）

第2臨調行革以降の政治と経済の関係を振り返った上で、
日本政治の座標 政府介入政策あるいは混合経済体制の課題について論じる。 新藤宗幸 新藤宗幸

1 （1） （立教大学 （立教大学

一ポスト55年体 教授） 教授）

制の政治一

ポスト冷戦という国際政治の大変動が日本にもたらして
日本政治の座標 いるインパクトは何か、について論じる。

2 （2）

同　上 同　上
一ポスト冷戦の

時代一

上記2っの変化の中で、国権の最高機関である国会はい
かなる状況にあるか、現代の議会政とはどうあるべきか、 山口二郎 山口二郎

3 国会と議会政 について論じる。 （北海道大 （北海道大

学教授） 学教授）

1955年体制の終焉が語られているが、政党はいかなる機
能をになっており、またどうあるべきかについて論じる。

4 政党聞政治の 同　上 同　上
実態

議院内閣制の見直しの気運が生じているが、政治の容量
と議院内閣制の機能とはどのような関係にあるかについて

5 議院内閣制の 論じる。 同　上 同　上
：機能と限界

ポスト新保守主義あるいはポスト福祉国家という状況の
下で、官僚制の役割とは何かについて論じる。

6 ポスト新保忌辰 同　上 同　上
義と官僚制

6章の課題に引き続き官僚制が用いる政策実施手段の実
態について論じる。

7 官　僚　制　の 同上 同上
政策実施手段

、
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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）

巨大な経済的バーゲニングパワーをもつ日本は、ポスト
冷戦の下でどのような安全保障政策を展開しているか、そ

8 ポスト冷戦と の課題とは何かについて論じる。 新藤宗幸 新藤宗幸
安全保障政策

国連をはじめとして日本は多数の国際機関に加盟してい
るが、そこでいかなる役割を果しているか、また何を求め

9 国際機関と られているか、について論じる。 阿部　　齊 阿部　　齊

日本の役割 （放送大学 （放送大学
教授） 教授）

自由貿易体制が国際社会のルールとはいえ、経済上の紛
争は生じざるをえない。日本はこの紛争にどのように対応

10 経済ルールと しているか、その課題とは何か、について論じる。 同　上 同　上

摩　　　　　擦

日本は巨額のODAを支出している。またNGO活動も
徐々に活発化しつつある。国際協力の方法としてのODA

11 ODA・NGO ・NGOへの支援の実態について論じる。 同　上 同　上

と国際協力

“生活大国”を求めて公共投資が展開されているが、そ
れは社会資本の整備にいかなる貢献をしているか、これに

12 公共投資と ついて論じる。 新藤宗幸 新藤宗幸
社　会　資　本

高齢実社会が到来しつつある、これに対応できる社会保
障とはどのようなものであるか、国民の負担はどうあるべ

13 高齢化社会の きか、について論じる。 阿部　　齊 阿部　　齊

社　会　保　障

生活の公正・平等のために政府規制はどのような役割を
担うべきか、政府規制の実態はどうか、について論じる。

14 社会的公正と 新藤宗幸 新藤宗幸
再　　規　　制

国際協調、国内における公正の確保などのために、政治
のルールは何を求められているか、また民主主義、進歩主

15 新しい政治の 義、保守主義などの思想は、いまいかなる位相にあるか、 阿部　　斉 阿部　　斉

ルールと思想 について論じる。
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＝現代日本の地方自治＝　（TV）

〔主任講師：大森彌（東京大学教授）〕

全体のねらい
　現代日本の地方自治を、地球における暮らしの視点に立って、その意義、歴史、基本制度、国との関係、
具体的な仕組み、議会・首長・職員による運用、住民参加、改革問題などについて検討し、住民による住民
のための政治行政の営みの姿と課題を明らかにする。

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 日常の暮らしと

ｩ治の営み

　私たちは、住所を定めて暮らすかぎり、必ずどこかの市
謦ｬ村の住民である。住民であることによって自治体から
ｳまざまなサービスを受け、また税を払うなどの負担をし
ﾈければならない。住民としての暮らしが、どのような形
ﾅ身近な自治体の活動と結びついているかを概観する。

大森　　彌
i東京大学

ｳ授）

大森　　彌
i東京大学

ｳ授）

2 日本国憲法と地
緖ｩ治の保障

　私たちの地方自治は、日本国憲法によって保障されてい
驕B憲法第8章の規定の内容、特に、知事・市区町村長
i首長）と地方議会の議員を住民が直接公選していること
i二元的な代表制）の意義と「地方自治の本旨」の大切さ

�A国政の仕組みと比較しながら、　「地方政府」論の観点
ｩら解説する。

同　上 同　上

3 歴史の中の地方

ｩ治

　日本の地方自治は、明治期における制度創設、その後の
W開、太平洋戦争期、戦後改革、高度成長期、そして低成
ｷ期へと、変遷をとげてきた。それぞれの時期における特
Fを概観する。現在日本の地方自治に歴史の光を当てるこ
ﾆによって＼民主主義と地方自治の機能を明らかにする。

同　上 同　上

4 比較の中の地方

ｩ治

　国民社会の政府体系を連邦制と単一主権制に大別し、わ
ｪ国の地方自治の営みが大きく中央地方関係によって規定
ｳれていること、また都道府県と市町村という二層制をと
ﾁていることの意味を、諸外国の地方自治制度との比較に
?ﾅ明らかにし、地方自治制度を捉える集権一分権／分有一分離という理論的な枠組みを解説する。

同　上 同　上

5 二元的な代表制
ﾆ二層制

　地方でも政治のプロを選挙選抜で選ぶことにしている意
｡を解説し、二元的な代表制の政府形態と二層制の自治体
¥成の特色を述べ、　「地方政府」の根幹を明らかにする。
�ｳ的代表制に関しては特に首長と議会との関係を「与野
}関係」と捉える見方を、また二層制に関しては両者の関
Wのあり方を問題にする。

同　上 同　上

6 行財政の仕組み

ﾆ運用

　日本の自治体は、どのような仕事（事務）を、どのよう
ﾈ権限と財源を使って行っているのかを概観し、自治行政
ﾌ可能性と限界を明らかにする。あわせて自治行政の差が
e自治体の意欲と力量の差でもあることを、地域に根ざし
{策の企画立案と限られた行政資源（権限・財源・職員）
�ﾅ大限有効な活用の重要性の観点から解説する。

同　上 同　上

7 住民参加のシス

eム

　わが国の地方自治の特色を住民参加の観点から明らかに
ｷる。住民は、どのような根拠で、また、どのような制度
�ﾆおして自治体の政治行政の営みに参加できるのかを解

烽ｷる。地方選挙への参加、議員・議会との接触、行政へ
ﾌ働きかけ、審議会、直接請求・住民訴訟など、さまざま
ﾈ住民参加の仕組みを情報の公開との関係で取り上げる。

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 地域の政治と議

　4年任期で選挙によって選ばれる地方議会の議員の役割と行動を、地域における「政治」観と議会運営の実態とに

ﾖ係づけながら解説する。政党・会派への所属、国会議員
ﾆの関係（系列）、対住民の「世話やき」活動、議会での
R議、執行機関との関係、定数、歳費など、地方議員と議
?ﾌ活動の姿と問題点を浮き彫りにする。

大森　　彌 大森　　彌

9 首長と自治行政

ﾌ展開

　4年任期で公選・独任の首長の権限と役割について概説する。特に、自治体の代表者としての首長、その日常活動と演技（パフォーマンス）、行政運営での見識と手腕などを検討し、地域に根ざした個性的で生き生きした自治行政の展開にとって首長のリーダーシップのあり方がいかに重

vであるかを明らかにする。

同　上 同　上

10 自治体職員の世

E

　原則r試験選抜」で選ばれる自治体の職員は、研修・配
u転換・昇任・退職といった人事運用の中で地方公務員と
ｵて過ごす。この人事制度にはどのような特色があるのか、
ｻれが職員の意識と行動にどのように関係しているのかを、
J働条件にも言及しつつ解説する。また、人材論の観点か
逅E員の能力開発の重要性にも触れる。

同　上 同　上

11

大部屋主義の組
Dと意思決定の
闖

　自治体の職員は課や係などに所属し、その一所の任務を
ｪ担しっっ協力して遂行している。これを「個室主義」に
ﾎする「大部屋主義」の職場組織と呼び、その特色を管理
Eの役割を含めて解説する。また、こうした職場組織を前
�ﾉして役所内の意思決定がどのように運ばれるのかを明
轤ｩにする。

同　上 同　上

12 地域の個性と魅

ﾍ

　自然と物と人の一定の結びつき（まとまり）を地域と捉えれば、全国の地域は実に多様である。その多様性を作り

oしている条件（地域の規模、位置、特性など）と自治体・住民の努力と工夫（地域づくり・まちづくり）を例示し、

n域間の格差だけでなく個性にも注目する必要と魅力的な
n域作りの手法を検討する。

同　上 同　上

13 住民の自治と行

ｭの責任

　住民と役所の関係のあり方は地方自治の営みを大きく規
閧ｷる。住民は役所の活動に批判や要望を出し、役所は住
ｯの理解と協力を求めるが、これをめぐって行政の責任や
d事の仕方（直営と民間委託など）が問題になる。そこで、
n域における住民自治の実態と役所の対応との関係を検：訳
ｷる。

同　上 同　上

14 地域づくりと住

ｯの元気

　自治の息吹きは、住民の「自発と自前の元気」や「自律
Iな秩序形成の元気」の発現であると考えることができる。
ｱうした住民の元気が横溢する姿を、人口が高齢化する都
s型社会を前提にして、喜びをもって共に生きようとする
n域での実践活動を例示しながら、概観し、住民（民間）
?ｮ独自の意義を解き明かす。

同　上 同　上

15 社会変動と地方
ｩ治の改革

　少子化・高齢化・情報化・国際化・地球環境問題・持続
ﾂ能な成長など現代社会の諸変化が自治体にいかなる対応
�≠ﾟているか、また、規制緩和や分権化の動きが自治体
ﾉいかなる課題を投げかけているか、自治体の政治と行政
ﾉはどのような自己改革の必要があるかを検討し、これか
轤ﾌ地方自治を展望する。

同　上 同　上
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＝現代の経済学＝（TV）

〔圭騰臨灘田元難熱糟」羅；〕

全体のねらい
　急激に変化している世界経済に対応して、現代の経済学も新しい発展を遂げつつある。この講義では・現
代経済学の共有財産になっている基礎理論をできるだけ正確に説明し・現在重要性を増している問題のいく

つかをとりあげて、経済学がいかなる解答を興し得るのかを示すことにしたい。

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）

現代の経済問題を説明する学問体系として、現代経済学
がどのような分析方法をとっているのかを概説する。具体 嘉治元郎 嘉治元郎

1 現代経済学の体 的には、理論モデルの性格、ミクロ分析とマクロ分析、実 （放送大学 （放送大学

系 証的経済学と規範的な経済学、などの経済学の諸分野につ 副学長） 副学長）

いて説明する。

家計の選好を示す無差別曲線を用いて、消費者行動、労
働供給、貯蓄行動について説明する。 新飯田　宏 新飯田　宏

2 家計の行動 （放送大学 （放送大学

教授） 教授）

ヨ

利潤を最大化しようとする企業が、どのように産出量を
を決定し、生産要素の需要量を決定するかを説明する。

3 企業の行動 同　上 同　上

完全競争市場の均衡がどのような性格を持ち、役割を果
しているのかを交換、生産、消費者主権の観点から説明す

4 競争市場の均衡 る。 同　上 同　上

と有効性

市場構造のタイプにしたがって、独占・寡占・独占的競
争のモデル分析を説明し、完全競：三市場における成果と比

5 不完全競争と産 較する。独占禁止法との関係についても明らかにされる。 同　上 同　上

業組織

いわゆる市場の失敗といわれる事例（外部性、公共財、
自然独占）について説明し、公共政策による資源配分の改

6 市場の失敗と公 善の可能性について説明する。また情報の不完全性に基づ 同　上 同　上

共政策 く市場の失敗と、政府の失敗についても触れる。

一国経済の活動水準がどのように測定されるかについて
説明し、GDP（GNP）をめぐるマクロ経済の循環図式

7 経済循環：と国民 と、マクロ経済学の主要課題が何かを明らかにする。 同　上 同　上

所得
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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）

いわゆる有効需要理論にしたがって、総需要と総供給の
一割引ら、国民所得水準が決定されるモデルについて説明

8 国民所得水準の する。乗数理論、オープン・マクロの経常収支の決定につ 新飯田　宏 新飯田　宏
決定 いても触れる。

国富を構i成する実物資産と金融資産の経済活動における
役割を説明しっっ、貨幣量と利子率の関係を明らかにする。

9 貨幣と利子・所 貨幣市場の需給均衡を通して所得と利子率がどのような関 同　上 同　上
得 係にあるかをLM曲線によって説明する。

消費関数（ケインズ型短期消費関数とライフサイクル型
長期消費関数）と投資関数について説明し、三市場の均衡

10 消費・投資と 条件からIS曲線を導き、IS・LM両曲線によって所得 同　上 同　上
利子率 を利子率の同時決定のメカニズムを説明する。

経済安定化政策として利用される両政策の手段について
説明し、財政政策と金融政策の効果をIS・LM曲線によ

11 財政政策と って比較検討する。 同　上 同　上
金　融　政　策

貨幣供給・GNP・物価の関係を明らかにしっっ、オー
クン法則・フィリップス曲線について説明する。インフレ

12 インフレーショ 予想と自然失業率、スタグフレーションの関係も明らかに 同　上 同　上
ンと失業 される。

経常収支に対する3つの考え方を説明し、それぞれに対
応ずる経常収支調整政策を紹介する。一体、経常収支の調

13 国際収支と為替 整に国際協調は必要かどうかについて説明する。 同　上 同　上
レート

国民経済の供給能力が増大する要因を説明し、成長率の
不安定性を明らかにする。

14 経　済　成　長 同　上 同　上

景気循環の型と周期についての通説を紹介し、景気循環
発生のメカニズムを説明する。ついでケインジァン・マネ

15 景　気　循　環 タリスト、最近の新ケインズ派の景気循環についての考え 同　上 同　上
方を比較することで、マクロ経済についての各学派の意見
相違の核心を検討する。
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＝金 融 論＝　（TV）

〔主任講師：貝塚啓明（中央大学教授）〕

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
しっっ、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・

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）

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、貨幣の存在とこれを前 貝塚啓明 貝塚啓明

1 金融とは何か 提とする貸借が中心となる。金融問題としては、インフレ （中央大学 （中央大学

一ションと株価の暴落を例として説明する。 教授） 教授）

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る。さらに中央銀行、

2 貨　　　　　幣 銀行制度、その他の諸制度を日本の実情に即して説明する。 同　上 同　上

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、銀行と企業との関係など金

3 金　融　構　造 融システムの性格を左右するのが金融構造の差異である。 同　上 同　上

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・ ﾊ的支払手段として機能する貨幣は、一国経済の金融
資産のなかでも重要な役割を担っている。この章では、貨

4 貨幣の供給 幣を定義した上で、それらが中央銀行と民間銀行とからな 同　上 同　上

る銀行部門によって、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すという意味で重要な

5 貨幣の需要と 経済変数である。この章では、利子率が貨幣の供給と需要 同　上 同　上

利　　子　　率 が等しくなるように決定されることを証明する。

貨幣の供給は経済成長と雇用に投資への影響を通じて影

通貨と国民総生 響を及ぼす。この章では、このマクロ経済のメカニズムを
6 産・雇用・イン 説明する。 同　上 同　上

プレ

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、ケインジアンによる

7 貨幣とデフレ・ る原因説明との関係を説明する。 同　上 同上
不況
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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）

インフレは物の供給量の増加率よりも貨幣供給の増加率
の方が大きいときに生ずるという素朴な考え方がある。こ

8 貨幣とインフレ の考え方の妥当性を短期と長期に分けて実証的に検討する。 貝塚啓明 貝塚啓明

財政赤字は貨幣供給や国債残高の変化を通じて国民所得
・雇用・インフレなどに影響を及ぼす。この章ではこのメ

9 財政赤字と カニズムを説明する。 同　上 同　上
インフレ

金融政策の目的は何か、それらの目的を達成する手段と
しての金融政策にはどのようなものがあるかについて説明

10 金融政策の する。 同　上 同　上
目的と手段

金融政策のあり方は、金融政策の効果の遅れや市場の自
動調整機能をどのように考えるかによって異なる。この章

11 金融政策の では、歴史的経験を踏まえて、これらの問題を考慮し、金 同　上 同　上
あり方 融政策のあり方を検討する。

今日、国際金融上の重大な問題は、為替レートの変動で
ある。為替レートの変動は私たちの生活にどのような影響

12 国　際　金　融 を及ぼすか、それはなぜ大きく変動するのか、安定させる 同　上 同　上
ための経済政策は如何にあるべきか等を説明する。

第10章までは銀行などの金融仲介機関の存在を明確に考
慮せずに金融のメカニズムを説明してきた。この章では、

13 金融仲介の機能 金融仲介機関が存在することによって、どのようなメリッ 同　上 同　上
ト（経済成長の促進など）が生ずるかを説明する。

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

14 金融自由化 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 同　上 同　上
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、金融サービスの消費者にとってどのようなメリット
をもつであろうか。この章ではこれらの問題を説明する。

最近では、金利スワップ・金融先物・通貨先物・オプシ
ヨンなど新しい金融取引が活発になっている。これらの新

15 新しい金融取引 しい金融取引の仕組みと機能を説明する。 同　上 同　上
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＝財 政 学＝　（TV）

〔主任講師：貝塚啓明（中央大学教授）主任講師：宮島　洋（東京大学教授：）〕

全体のねらい
　財政のシステムは制度としてかなり複雑であるが、なるべく平易にこれを説明し・公共部門のもつ役割を
主として公共支出と租税についてくわしく説明し、その機能を経済的に明らかにする。

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 財政とはなにか

　財政とは、経済活動のなかでどのような特色をもつか、
ﾀ例をあげ、これからの講義の構成を説明する。 貝塚啓明

i中央大学
ｳ授）

貝塚啓明
i中央大学

ｳ授）

2 公共部門と
ｯ　間　部　門

　公共部門の行動と民間部門の行動は、異っている。市場
o済の下での民間部門の行動と民間部門の経済活動がもた
轤ｷ外部不経済などの市場の失敗を是正する政府の役割を
ｦす。

同　上 同　上

3

日本の財政シス
@　　　テム（1）

@　一三三一

　この節では、財政システムの中心的な制度である予算に
ﾂいて説明する。それとともに予算ができ上がるプロセス
�ﾕづける。また、財政計画についてもふれる。 同　上 同　上

4

日本の財政シス
@　　　テム（2）

齣d税と公債一

　政府収入の中心である祖税の概要を説明する。直接税と
ﾔ接税などの分類にもふれる。また、公債発行の制度的側
ﾊにもふれる。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

同　上 同　上

5

日本の財政シス
@　　　テム（3）

@一地方財政一

　日本の地方財政システムの概略を説明する。地方交付税
ﾌ役割、地方税の構成などが扱われる。地方分権について
烽ｻの考え方と日本の地方分権のあり方がふれられる。 同　上 同　上

6 公共部門の役割

　公共部門の存在理由として、純粋公共財の必要性が説明
ｳれる。公共財の理論のもっともわかり易い議論が紹介さ
黷驕B 同　上 同　上

7 公共部門の多様

@　　　　　性

@　　　ノ

　現実の公共部門は、多様である。準公共財と呼ばれるも
ﾌや、場合によっては私的財も公共部門が供給する。また
ﾐ会資本も民間資本に対して独自の役割をもつ。 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）

財政支出の分野に占める社会保障の比重は高い。社会保
障の役割は、財政からみても重要である。社会保険の機能

8 公共部門と
ﾐ　会　保　障

など、的確な説明が必要である。また、高齢化社会への移
sと社会保障との関係にもふれる。

貝塚啓明 貝塚啓明

租税をどのような税目から課税すべきか、その組み合わ
せを考えることは重要である。公平さ、中立性、簡素など 宮島　　洋 宮島　　洋

9 租　税　体　系 の要件が説明される。また、歴史的発展にもふれる。 （東京大学 （東京大学
教授） 教授）

直接税のなかで中心的な祖税である所得税の仕組みが説
明される。所得のなかで資産性所得の課税のあり方やクロ

10 所　　得　　税 ヨン問題にも言及される。 同　上 同　上

日本の租税のなかで比重が高い法人税の仕組とその働き
を説明する。個人の所得と法人所得との関係、法人税のも

11 法　　人　　税 つ企業投資への影響がとり扱われる。 同　上 同　上

最近導入された消費税やECが採用する付加価値税の仕
組みを説明する。また、過去にあった個別消費税との対比

12 消　　費　　税 で一般税としての消費税の特色が述べられる。 同　上 同　上

相続税や固定資産税などのストックに課税される資産税
の特色が説明される。全体の税体系のなかでの地位、その

13 資　　産　　税 仕組みなどが議論される。 同　上 同　上

公債発行がマクロ経済にどのような影響を与えるかを扱
う。公債の負担の概念の明確化や、金融上の役割にもふれ

14 公債発行の る。 貝塚啓明 貝塚啓明
問　　題　　点

21世紀を展望したときの日本の財政問題にふれる。高齢
化と公共部門の規模、公債発行の比重、社会資本整備のあ

15 り方を論ずる 同　上 貝塚啓明
今後の財政問題

宮島　　洋
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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。このことを通

して、わ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

嘉冶元郎
i放送大学

O三長）

嘉冶元郎
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

貿易収支の実態　　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　　国際通貨とは何か
総ﾛ通貨の役割　　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（Internationa1蟹onetary　Found）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

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

国際収入の均衡とは何か
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 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
謫�汨蜷甯繧ﾌ労働力の国際移動

同　上 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
P　援助と特需の時期　　朝鮮動乱と特需II　重化学工業化達成の時期　　軽工業から重化学工業へ

M　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　　w　経済大国への移行の時期V　債権国の役割を果たすべき時期

同　上 同　上
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＝日本経済史＝（R）
〔主任講師：原 朗（東京大学教授）〕

全体のねらい
　現代の日本経済が、前近代と近代の長い経済的発展という歴史的な基礎のうえに成立していること、とく
近代における日本の急速な経済的発展が近隣諸国をふくむ国際社会に対して大きな影響を与えてきたことを
十分に理解することをねらいとする。全体として第1次大戦後の現代史に重点を置き、第2次大戦後も詳し
く扱う。

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）

幕末開港により日本が資本主義経済発展を開始する以前
の日本社会の経済的発展を概観する。律令制社会、荘園制 原　　　朗 原　　　朗

1 幕末開港以前 社会、幕藩制社会の特徴を対比しながら、開港直前の農民 （東京大学 （東京大学

層分解や手工業などの経済的発展水準、幕末期における幕 教授） 教授）

府と諸藩との対立の根拠について検討する。

開港後の激しい経済的変化の中で明治維新が起こり、維
新政府の地租改正・秩禄処分・殖産興業政策、通貨金融制

2 明　治　維　新 度の整備と大隈財政・松方財政の展開、農民層分解の進展 同　上 同　上

や士族層・職人層の崩壊による賃労働者の創出、政商の資
本蓄積などにより資本制社会発展の前提条件が形成される

．過程をあとづける。

松方デフレ後の企業勃興により産業革命期に入り、先進
資本主義国からの技術導入によって紡績業・石炭業・軍需

3 産　業　革　命 工業が奔展し、製糸業などの輸出産業や鉄道業・製鉄業・ 同　上 同　上

造船業が発展する。日清戦争で日本は台湾を領有し、賠償
金を基礎に金本位制を採用し、日露戦争期から朝鮮支配を
強め1910年にはこれを領有する。

大戦による海運の活況と輸出の急増により日本は債務国
から債権国に転化し、急速な産業発展と労働者数の増加が

4 第1次世界大戦 みられ、労働運動も発展した。大戦後も活況は続いたが、 同　上 同　上

1920年に激しい戦後恐慌に見舞われ、大規模な救済政策が
とられた。

一時停止した金本位制に復帰しないまま1920年代を迎える。

戦後恐慌後も小規模な恐慌が続き、さらに関東大震災の
打撃が加わる。慢性的な不況の中でも産業発展は進み国内

5 1920年　代 市場も拡大するが、輸入の増大を輸出でカバーできず国際 同　上 同　上

収支は慢性的入超となる。電力化や重化学工業が進展し、
経済政策も新たな展開方向を模索する。

震災手形処理の失敗で。1927年に金融恐慌が起こり、銀
行集中が進む。1929年には井上蔵相の緊縮財政と金解禁の

6 昭　和　恐　慌 断行が世界大恐慌と重なり、深刻な昭和恐慌となって諸産 同　上 同　上

業は痛烈な打撃を受け、合理化を強制される。糸価・米価
の激落で製糸業の没落と農業恐慌の深刻化が進む。

昭和恐慌のさなかに関東軍が満州事変を引き起こし、中
国の東北三省を征服して満州国を作り、統制経済の実験を

7 満州　事変 始める。国内では高橋蔵相の赤字国債による景気回復政策 同　上 同　上

が成功して工業生産は急速に恐慌から回復し重化学工業化
が進展するが、農業恐慌は長く続く。
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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）

軍事費抑制を主張した高橋蔵相は2・26事件で殺害され
馬場蔵相は軍備拡張路線に踏み切る。経済統制が必至とな

8 日　中　戦　争 り、日中戦争期に日本経済は全面的な経済統制下に入る。 原　　　朗 原　　　朗
満州・華北・華中を円ブロックに組み込むが、第三国に対
する深刻な外貨不足が制約となって統制はっぎつぎに強化
される。

南部仏印進駐で対日資産凍結と石油禁輸に追い込まれた
日本は対米英開戦に踏み切り、南方占領地に軍隊を展開し

9 太平洋戦争 て資源略奪を行ったが、船舶不足は著しく、国内経済も中 同　上 同　上
国や南方の占領地の経済も十分に維持できなかった。軍需
生産のための様々な措置が強行されたが、海上輸送力の不
足による縮小再生産で敗戦に至る。

アメリカを中心とする占領軍は日本の非軍事化と民主化
のため財閥解体・労働改革・農地改革などの経済改革を実

10 戦　後　改　革 行ずる。冷戦の開始のたあ初期の占領政策は転換し賠償政 同　上 同　上
策も緩和されるが、インフレ安定のため単一為替レート設
定と緊縮財政の断行、労働運動の抑止が要請され、ドッジ
・ラインにより物価は安定する。

朝鮮戦争の特需で産業は一挙に活気づき、戦前水準に回
復する。消費水準も上昇し、合理化投資も再開された。長

11 朝鮮戦争と講和 期金融機関制度の整備や独占禁止法改正、資本蓄積優遇税 同　上 同　上
制や各種の産業育成政策など高度成長の前提条件が整備さ
れ、景気循環の復活に至る。

1955～6年の神武景気、59～61年の岩戸景気と好況が続
き、高率の設備投資が行われて著しい産業発展がみられ、

12 第1次高度成長 とくに機械工業を中心に重化学工業化が急速に進展した。 同　上 同　上
国民所得倍増計画が景気を加速し、オリンピック景気も続
いたが、1965年には深刻な証券不況が起こり、戦後初めて
赤字国債が発行された。

財政的刺激と輸出拡大で65年不況から脱却してからは長
期にわたり好況が続き、産業投資の大型化と消費水準の上

13 第2次高度成長 昇が進んだ。国際収支は黒字基調となり、労働力不足も進 同　上 同　上
青した。1971年の国際通貨危機で円ドルレートは360円を
離れて上昇し、インフレ進行の中で起こった第1次石油危
機により高度成長は終了した。

1973年の第4次中東戦争に伴う第1次石油危機は不況下
の激しい物価上昇というスタグフレーションをもたらし、

14 石　油　危　機 各産業は省エネルギーと減量経営に努めた。1979年のイラ 同　上 同　上
ン革命に伴う第2次石油危機の際には国際物価上昇と同程
度の物価上昇でショックを吸収することができ、日本経済
の相対的地位は高まった。

1985年のプラザ合意により円は急速に上昇して円高不況
となったが短期間に円高好況に転換し、輸出依存から内需

15 経　済　大　国 依存に切り替えつつ、ME革命による情報産業の発展を中 同　上 同　上
心に長期にわたって好況を享受した。地価・株価など資産
価格の上昇が続いたが、91年に投機は崩壊して不況は深刻
化した。
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＝欧米経済史＝（R）

〔圭麟齢：駆㌍経二三難三三撲1〕

全体のねらい
　この講義では、十五・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、主要な問題群を比較史的
に検討することによって、　「近代化」の意義を考える。例えば、近代資本主義の発生をめぐる南欧と西欧、
国民経済の構造をめぐるイギリスとオランダ、アメリカ大陸の南と北、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、ナチスとニューディール等め比較を試みる。

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

近代ヨーロッパ
ﾌ商業的拡大と
f易国家の盛衰
@　　（1＞

はじめに

|ルトガル・スペインの海外進出
Xペインの経済的衰退
ｭ視角と焦点〉日本から見た欧米経済史

梅津順一
i聖学院大

w教授）

梅津順一
i聖学院大

w教授）

2

近代ヨーロッパ
ﾌ商業的拡大と
f易国家の盛衰
@　　（2）

オランダとイギリスの拾頭
f易国家オランダの興隆
Iランダの衰退
ｭ視角と焦点〉貿易史から見た近代イギリス

同　上 同　上

3

近代ヨーロッパ
ﾉおける農村工
ﾆと都市工業
@　　（1）

経済的衰退の様相
Cギリスの農村工業の基盤
?｢の都市と農村
ﾌ主的市場経済の衰退
_民的市場経済
q視角と焦点〉ヨーロッパの農民社会一西と東一

同　上 同　上

4

近代ヨーロッパ
ﾉおける農村工
ﾆと都市工業
@　　（2）

経済発展の経路
s市の商人と農村の生産者
_村都市と新しい流通網
_村生産者の経営形態
ｭ視角と焦点〉ヨーロッパの農村工業と産業革命

同　上 同　上

5

近代ヨーロッパ
ﾉおける「独占」
ﾆ「経済的自由」

農業経営の変化
坥p品工業の定着
竭ﾎ王制の経済政策
竭ﾎ王制の財政危機義
s民革命の経済史的意義
ｭ視角と焦点〉アダム・スミスの市民革命論

同　上 同　上

6 近代資本主義と

@教意識

ヴェーバー学説の経済史的側面
∠搏I経営的資本主義と政治指向的資本主義
vロテスタンティズムの禁欲と資本主義の精神
ｭ視角と焦点〉英国クエイカー派の職業倫理と経済生活

同　上 同　上

7

イギリス重商主
`と南北アメリ

J

名誉革命体制の財政制度と信用制度
蒼燻Y業の保護
Xペイン領植民地の経済
p仏のプランテーション植民地と黒人奴隷
Aメリカ独立の経済的背景
ｭ視角と焦点〉アメリカの独立と「ハミルトン体制」

同　上 同　上
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酬　テーマ 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

イギリス産業革
ｽの世界史的意

`

近・現代史把握の基礎視点
Cギリス産業革命の展開
Cギリス産業革命の革新性・古典性
ｩ生的産業変革の前提諸条件
Gネルギー革命としての産業革命
ｭ視角と焦点〉「生活水準論争」

関口尚志
iフェリス

落q学院大
w教授）

関口尚志
iフェリス

落q学院大
w教授）

9

産業化の波及と
辮i資本主義の
o済構造

後発資本主義・後進資本主義と産業革命　　　・

tランス革命と産業革命
ﾆ立戦争・南北戦争とアメリカ産業革命
vロシア農民解放とドイツ産業革命
辮i資本主義型産業革命の基本性格
q視角と焦点〉「東洋の英国」と「東洋の土人部落：」

同　上 同　上

1G

｛　19世紀の世界

走{主義　　’

後発性の経済・不経済
ｩ由貿易と国際金本位制一先進国ナショナリズム
ｩ由貿易と帝国主義
｢界市場の構造と後進国の保護主義　　　　　　　　　鼠
ｭ視角と焦点〉一幕末開港の世界経済史一
f易摩擦と文化摩擦

同　上 同　上

11

「大不況」と資

{主義の構造変

ｻ

「大不況」とその背景

ｷ期農業不況と自由貿易の終篤
ﾆ占資本の形成一アメリカー
ﾆ占資本の形成一ドイツー
u独占の限界」と「競争的経営者資本主義」
q視角と焦点〉反独占運動と消費者の利益

同　上 同　上

12

イギリス産業精
_の衰退と植民
n支配

「第2次産業革命」とイギリス「工業独占」の解体
ｽ角的貿易（＝決済）機構
uイギリス病」の歴史的起源
u生活権の足枷」と「過去の重荷」

骰綜蜍`と「資本主義の精神」の崩壊
ｭ視角と焦点〉「パーソナルな資本主義」への執着

同　上 同　上

豊3

帝政ドイツ・旧
鴻Vアの経済と

ﾐ会

帝政ドイツの高度産業化一金融資本の形成
?ｬ企業・農民問題
?塔Jー経営の歴史的特質
uユンカー的・ブルジョア的」帝国主義
鴻Vアの工業化とミール共同体
ｭ視角と焦点〉ソヴィエト工業化と農村社会

同　上 同　上

14 ニューディール
ﾆファシズム

両大戦間における資本主義の変容
諶ｲ国アメリカー高度大衆消費社会
蜍ｰ慌と世界経済
jューディール
iチス統制経済
ｭ視角と焦点〉フランス国有化と経営的革新　　　　　　／

同　上 同　上

15 近代化と現代資

{主義

ナチス成立の社会的基盤　下層中産階級の経済的・心理的
n窮化　　「社会主義の貧困」と「中産層社会主義」　近代
ｻとファシズムードイツ革命の根本問題一　近代化と現代
走{主義　反独占の視点一現代資本主義をどう捉えるか一
ｻ代資本主義と低開発経済
q視角と焦点〉低開発経済の自立・発展と比較経済史

同　上 同　上
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＝経済学史入門＝（TV）

〔主任講師：根岸　隆：（青山学院大学教授）〕

全体のねらい
　経済学が発展してきた歴史を学ぶことにより、現代の経済学についての理解を確かめることを目的とする。
現代経済学の観点から経済学の歴史を考察し、また、わが国の学者による研究成果にもできるだけ言及した
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 経済学史をなぜ
wぶのか

　主流派である新古典派のほかに、さまざまな学派が存在
ｷする現代経済学の状況について述べ、なぜ経済学の歴史
�wぶのかを考える。

根岸　　隆
i青山学院

蜉w教授）

根岸　　隆
i青山学院

蜉w教授）

2 経　済　学　の
?@け　ぼ　の

　経済学のあけぼのである重商主義（マーカンティリズム）
ﾆ重農主義とを概観する。ことに、後者におけるケネーの
u経済表」に注目する。 同　上 同　上

3 A・スミスと
u諸国民の富」

　重商主義を批判、　「諸国民の富」により古典派経済学を
n始したアダム・スミスについて概説する。ことにその経
ﾏ成長論について検討し、マルサスの批判にも言及する。 同　上 同　上

4 リ　カー　ドの

錘挙I分配論

　古典派経済学の代表的理論家であるリカードの経済学、ことに資本家、労働者、地主の諸階級間の分配に関する理

_を検討する。 同　上 同　上

5 比較生産費説

　国際貿易に関するリカードの比較生産費説について概説する。英国、ポルトガル、服地、ワインをめぐる有名な数

l例についての疑問を検討し、さらにリカード理論による
�ﾕ条件（国際的な財の交換比率）の決定可能性について
l察する。

同　上 同　上

6 J．S。ミルと

ﾀ金基金説

　古典派経済学の三三であるJ．S．ミルの経済学を概観
ｷる。古典派経済学における賃金基金説の意義をあきらか
ﾉし、ソートンの批判に対してミルがそれを放棄したわけ
�沒｢する。

同　上 同　上

7 マルクスと
u資本論」

　古典派経済学を継承しながら資本主義の歴史性を主張し
ｽマルクスの「資本論」を概観する。等価交換をつうじて
走{が労働を搾取するというなぞを解明する。 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）

マルクスの利潤率低下法則を概説し、それを否定するわ
が国の柴田・置＝塩の定理を数値例によって解説する。 根岸　　隆 根岸　　隆

8 利潤率低下法則

古典派経済学のまとめとして、現代経済学にとってその
意義を検討する。さらに、1870年代における古典派経済学

9 古典派経済学と に対する限界革命、新古典派経済学の誕生について概説す 同　上 同　上

限　界　革　命 る。

クールノーの先駆的な独占理論、寡占理論、完全競争理
論についてのべ、その考え方が現代経済学におけるゲーム

10 クールノーの の理論のそれにつながることをあきらかにする。 同　上 同　上

数理経済学

市場経済の原理を求めて新古典派経済学の中心的な理論
である一般均衡理論を展開したワルラスと、その後継者で

11 ワルラ　スと あり厚生経済学の基本定理（競争的資源配分の最適性）に 同　上 同　上

一般均衡理論 関する重要な概念を提示したパレートの経済学を説明する。

ワルスラとはことなった方法で市場均衡を解明したジェ
ボンズとエッジワースのアプローチ、ことに有名なエッジ

12 ジェボンズと ワースのボックスダイアグラムについて説明する。 同　上 同　上

裁　定　行　動

メンガーにはじまるオーストラリア学派の現代的意義を
論じる。また、べ一ム・バヴェルクとシュンペーターの資

13 メ　ンガーと 本利子に関する論争など新古典派経済学にたいする貢献に 同　上 同　上

オーストリア ついて検討する。

学派

実際の経済問題を解明するための分析用具を開発した
マーシャルと マーシャルの経済学、ことに消費者余剰分析による経済厚、

14 ケンブリッジ 生論を概説する。 同　上 同　上

学派

ケンブリッジ学派の自己批判であり、現代マクロ経済学
の出発点であるケインズの「一般理論」を概説する。また、

15 ケイ　ンズの ケインズと経済学史の関係についても考察する。 同　上 同　上
「一般理論」
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＝経済社会の現代（’98）＝　（TV）

〔主任講師：坂井二二（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　今日の経済社会には、どのような現代的特徴があるだろうか。経済社会の現代性について考える。とくに
この講義では、このような特徴が顕著に観察される「消費社会」の問題に焦点をあてることにする。

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 消費社会とはど
ﾌような社会か

　消費社会とは、人びとの消費が共通の様式を整えるよう
ﾈ社会である。消費が社会全般の現象として観察されると
ｱろに特色が見いだせる。消費社会の変遷について考えて
ﾝたい。

坂井素思
i放送大学

赴ｳ授）

坂井素思
i放送大学

赴ｳ授）

2 消費とはどのよ
､な活動か

　消費は、人びとの欲求やテイストを実現する活動である。
ｱのような欲求についての考え方や、テイストについての
攪_を見ていきたい。とりわけ、現代の趣味理論について、
獄ﾚしてみる。

同　上 同　上

3 人はなぜ消費を

sうか

　消費とは財を購入して、それを使用することである。こ
ﾌ活動は主として家計によって行われるが、この章ではそ
ﾌ家計消費の特徴について考える。 同　上 同　上

4 消費と必需の考

ｦ方

　人はなぜ財を求あるのか。必需や標準という考え方のな
ｩにみられる消費の規準について、考えてみる。このとき、
Gンゲル法則や、標準パッケージなどの意味についても注
ﾚしてみたい。

同　上 同　上

5 所得水準と消費

ﾌ関係

　財を求める理由について、マクロ経済要因を中心に考察
ｷる。生産によってもたらされる所得が、消費に与える影
ｿについてみる。このなかで、消費性向や、デモンスト
戟[ション効果などの、所得の及ぼす作用についてみてい
ｭ。

同　上 同　上

6 贅沢消費はなぜ
ｶずるか

　消費概念のなかで、必需と並んで重要な、贅沢の概念に
ﾂいて考える。このなかで、絶対的欲求と相対的欲求の関
W、禁欲と浪費などの問題点について考察する。 同　上 同　上

7

サーヴィス消費
ﾍなぜ増大する

ｩ

　消費社会の現代的な特徴のひとつは、サーヴィス消費が
搗蛯ｵているところにある。消費にみられるサーヴィス経
ﾏ化について考える。 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）

サーヴィス消費のなかでも、とくに際立った特徴を示す
のが、余暇に使われる消費である。現代の余暇活動につい

8 余暇消費のパラ て考察する。 坂井憎憎 坂井憎憎
ドックス

流行現象のなかに、消費活動の現代的特徴を観察する。
流行のメカニズムと消費との関係、流行の模倣過程などの

9 消費社会のなか 点について、考えることにする。 同　上 同　上
の流行現象

今日の消費の大きな特徴は、大量消費という点にある。
これが生じたのはなぜか。その基本的な原因を考えてみた

10 消費社会の大衆 い。 同　上 同　上
性

企業のマーケッティングの役割について考察する。広告
や宣伝が、消費活動に与える影響についてみていく。

11 広告と消費社会 同　上 同　上

デパート・スーパーマーケット・小売店などの流通業が
消費社会で果たす役割について考える。この産業で発達し

12 ブランドとグッ てきたさまざまな販売技術について見ていく。消費者に対 同　上 同　上
ドウイル して産業がもつ、さまざまな営業権について考える。ここ

では、ブランドや商標などについて考察する。

消費文化について考える。このなかで、キッチュやパス
ティシュなどの動きについて見ていく。

13 消費社会の文化 同　上 同　上

消費活動の増大とともに、深刻な問題となってきている
のが、消費によって生ずる、廃棄物の処理などの環境問題

14 消費社会と環境 である。環境にかかるコストについて考える。 同　上 同　上

消費社会と産業社会の接点について考察する。産業社会
の在り方と、消費活動がどのように関係してくるのかにつ

15 産業社会と大衆 いて考える。消費社会の示す現代的な特徴を整理・検討し 　　　レｯ　上 同　上

消費社会 て、将来の課題について、問題提起を行う。
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＝比較文明の社会学＝（TV）

〔墾難恥曝翫姦轟キ募議文～鹸善轟〕

　全体のねらい
　文明は文化と並んで重要な社会理解の鍵になっている。この講義では、伝統的な文明あるいは文明史の諸
説を紹介、検討しながら、現代の地球上に認められるいくつかの文明の現象をとらえて、具体的に検証する
ことを通して、　「諸文明の時代」とよばれる現代社会の動向とそのゆくえを考えようと試みる。

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）

文化と文明の概念を規定し、この科目の目指すものを明
らかにする。ことに将来の地球文明のあり方をさぐるとい 米山俊直 米山俊直

1 文化と文明 う意図を明示する。 （大手前女 （大手丁丁

子大学長） 子大学長）

日本文明史の総体的な意味と展望について、中国化や西 吉澤五郎 吉澤五郎
洋化などの文明変動をとらえながら、地球文明における課 （聖心女子 （聖心女子

2 日本と文明 題を考える。 大学キリス 大学キリス
ト教文化研 ト教文化研
究所室長） 究所室長）

歴史と文明の多様な営為と新しい知的転換の道程を、
r歴史の研究』の著者トインビーの世界史像と、西欧文明

3 歴史と文明 の歴史的検証を通して解明する。 同　上 同　上

賢聖忠夫のr文明の生態史観』の枠組みと、情報化時代
のその展開を紹介検討する。

4 地球と文明 米山俊直 米山俊直

伝統的な科学史像をこえる「世界の科学」の観点から、
人類史を読みかえる独自の構想と、　「地球環境問題」への 伊東俊太郎 伊東俊太郎

5 科学と文明 指針を示す。 （麗澤大学 （麗澤大学
教授） 教授）

文明史における一神教・多神教の様相と、紛争要因とし
ての宗教をあとづけ、さらに西欧の一神教的デモクラシー 山折哲雄 山折哲雄

6 宗教と文明 に対するアジアの多神教的デモクラシーの抵抗を究明する。 （白鳳女子 （白鳳女子

短期大学教 短期大学教
授） 授）

都市と文明の歴史的考察を通して、　「伝統的都市」と
「近代都市」の断絶の諸相、さらに問題解決のモデルを追 釜敷真次郎 三三真次郎

7 都市と文明 目する。 （東京都立 （東京都立

大学名誉教 大学名誉教
授） 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 移動と文明

　「動くものとしての人間」　（ホモ・モビリタス）という

挙_から、諸文明の形成をあとづけ、イスラム・ネット
潤[クの将来性を語る。

片倉もとこ
i中央大学

ｳ授）

片倉もとこ
i中央大学

ｳ授）

9 日本語と文明

　文明のキーワードである文字の発明を概観しながら、「外国語としての日本語」の位相と文明の連関を、留学生

ﾌインタビューをまじえて検討する。
佐々木瑞枝
i横浜国立

蜉w教授）

佐々木瑞枝
i横浜国立

蜉w教授）

10 芸術と文明

　音楽と美術をめぐる文明間の交流と、西欧的な価値観の
ﾎ見を是正し、西欧とアジア双方向の触合による新たな芸
p創造の息吹を描写する。

藤井知昭
i中部大学教授）

g田憲司
i国立民族学博物館

@　　　　　　助教授）

11 戦争と文明

　戦争と文明との関連について、原初的な農耕と武装の関
Wをはじあ、戦争発生の季節的分散や経済循環との係わり
�ﾂきとめ、さらに21世紀文明の戦争回避の可能性と新
ｵい方向性を考察する。

猪口邦子
i上智大学

ｳ授）

猪口邦子
i上智大学

ｳ授）

12 経営と文明

　広義の経営学の立場から、生産様式と社会システムの変
ｻをたどり、さらに文明移転の様相と今後の新しい方向づ
ｯを試みる。

日置弘一郎
i京都大学

ｳ授）

日置弘一郎
i京都大学

ｳ授）

13 海　と　文　明

　世界史を海洋史観の立場から見直し、とくに近代工業文
ｾとして浮上する2つの海洋勢力・イギリスと日本の勃興
ﾆ、今後の「太平洋文明」を展望する。

川勝平太
i国際日本

ｶ化研究セ
塔^ー教授）

川勝平太
i国際日本

ｶ化研究セ
塔^ー教授）

14 情報と文明

　現代の「情報化社会」の成立をはじめ、情報の成立およ
ﾑコンピュータの新しい可能性を多面的の追究しながら、
sx文明社会との関連性と課題を検討する。

杉田繁治
i国立民族

w博物館教
�j

杉田繁治
i国立民族

w博物館教
�j

15 諸文明の時代

　「諸文明の時代」の難問を中心に、　「文明的世界システ
?vの基本的視角から、生態系と文明系が共生する新しい
pラダイムを提示する。

神川正彦
i国学院大

w教授）
米山俊直

_川正彦
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＝コミュニティ論C98）＝（R）

〔主任講師：倉沢　進（放送大学教授）〕

全体のねらい
　コミュニティの概念一一古典的コミュニティと現代的コミュニティー一についての基礎的な理解をするこ
と、高度成長後の日本社会の社会目標としてのコミュニティという問題提起について理解することを目的と
する。あわせて現在日本各地で進められている多様なコミュニティ活動の事例を紹介し、地域社会と市民活
動の関連についての考察を行う。　　　　　　　　　　〔

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

コミュニティ論
�nめるに当た

ﾁて

　ヨーロッパの社会的現実の中で実態として存在した牧歌
Iコミュニティとはどのようなものであったかを解説する
ﾆ共に、コミュニティ論の概観を行う。さらに日本の実例
�烽ﾆに講義の全体像を示す。意味空間としてのコミュニ
eィ、共同生活と共同経験、コミュニティ・アイデンティ
eィがキーワード。

倉沢　　進
i放送大学

ｳ授）

倉沢　　進
i放送大学

ｳ授）

2 コミュニティの

T念

　社会学におけるコミュニティの代表的な概念規定である
}ッキーヴァーのコミュニティとアソシエーションの対比、
yびエコロジー的な概念であるパークのコミュニティとソ
Tイアティの対比を説明する。コミュニティ概念の整理。
n域性と共同性。

同　上 同　上

3 コミュニティ問
閧ﾌ登場

　牧歌的コミュニティの衰退が、都市化の過程で生じたこ
ﾆ、公衆衛生や社会福祉の領域におけるコミュニティ・オーガニゼション、都市計画領域で近隣住区の考え方が社会

I技術として形成されたことを理解する。高度経済成長に
ﾆもない、コミュニティ問題が日本社会の課題として浮上
ｵ、国民生活審議会でコミュニティが取り上げられた背景。

同　上 同　上

4 都市的生活様式
ﾆコミュニティ

　社会目標としてのコミュニティとは何を意味するかを理
�ｷる。伝統的な地域社会における相互扶助システム、都
s的社会における専門処理システム相違と相補的関係、2
ﾂのシステムの組み合わせによる新しい最適システムとし
ﾄのコミュニティの意味を考える。

同　上 同　上

5 伝統的な地域社
?ﾆ町内会

　欧米のコミュニティに対比される日本の地域社会の特徴
�揄�ｷる。　“むら”の社会と都市における町内が取り上
ｰられる。それぞれどのようなものであったか、欧米のコ
~ュニティとどのように違うかなど。

同　上 同　上

6 町内原理とその

ﾏ容

　なぜ町内会が日本の9割以上の世帯を組織しているのか、
ｬ内原理が日本文化の基底にあることの意味を考える。町
煬ｴ理とは何か、町内会の組織のあり方の特徴、自治体行
ｭとのかかわり、末端行政補完機能。さらにその変容の契
@としての地域共同管理、町内会の文化変容の可能性。

同　上 同　上

7 行政と住民

　なぜ日本では町内会が行政と住民をつなぐというしくみ
ｪ維持されているのか、　［行政一町内会一住民］とい
､システム（日本）と［行政一Vs一住民］というシ
Xテム（イギリス）とを対比して考える。第3の方法の吟
｡。

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）

都市化と共に地域社会について無関心・無気力・無責任
になったとされる住民の意識の実態について、データをも

8 コミュニティ意 とに考える。市民意識の類型、その中でのコミュニティ・ 倉沢　　進 倉沢　　進
識 モデルなど。

1970年代のコミュニティ行政の主要な産物：全国に1万
余建設されたコミュニティセンターは今日の地域社会でど

9 コミュニティセ のような役割を果たしているか。武蔵野けやきコミュニテ 同　上 同　上
ンター イセンターでの住民リーダーとの対話を素材に、コミュニ

ティ・センターのあり方、行政ないし自治体と地域住民の
果たす役割について考える。

コミュニティ活動は、自己充実活動、奉仕活動、問題解
決活動に分類される。その中で自己充実活動の意味を考え

10 自己充実活動の る。趣味学習スポーツ領域のコミュニティ活動は80年代以 同　上 同　上
展開 降遊び心をキーワードとして展開していることを、徳島県

の村芝居白百合座でのインタービューをとおして考える。
加えて親交的コミュニティ、自治的コミュニティの意味に
触れる。

コミュニティ活動は、自己充実から次第に問題解決活動
へと発展する。ゴミ問題に取り組む住民活動を取り上げ、

11 問題解決活動の 町づくり住民活動について考える。受益圏と受苦圏という 同　上 同　上

展開 概念を用いて、住民活動の展開を考える。

現在の日本の地域社会のあり方の問題点。日本の地域社
会の中で学校の持つ意味と役割を、アメリカのコミュニテ

12 地域社会の条件 イ教育の実験との対比の中で考える。学校区の持つ意味、 同　上 同　上
とコミュニティレベルの自治組織。

これまで同質的な住民で構成されていた日本の地域社会
も次第に異質な人々を包含するようになった。外国人労働

13 異文化とコミュ 者など、異質な人々との共生の町は、どのようにして形成 同　上 同　上

ニティ されるか。インタービューを通して考える。

盛り場とコミュニティは相いれない存在だろうか。巣鴨
の地蔵通りを例として、盛り場のコミュニティ機能につい

14 盛り場とコミュ て考える。キーワードとして第3空間の考え方を吟味する。 同　上 同　上

ニティ コミュニティ概念が社会変動に応じて拡大してゆく方向を
探る。

コミュニティ論全体のまとめ。地域社会の条件について
改めて考える。青い目で見た日本のコミュニティのインタ

15 コミュニティの 一ビューを交えて考える。 同　上 同　上

展望 コミュニティの主要な機能である安全、コミュニティを
成立させる条件の一つ、コミュニケーションメディアの役
割。そして鍵を握る住民意識の方向など。
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＝都市と農村＝（R）
〔主任講師．米山俊直（大手前女子大学長）〕

全体のねらい
　都市と農村の対比は古くからの社会学的課題であり、都市社会学、農村社会学の伝統が生まれた。それを
総合して、世界の都市民、農耕民の知見を加えながら、現代の動向に則したあたらしい地域社会学の構築を
目指すことを主なねらいとする。

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 地緑関係と地縁

W団

　社会は人間関係と人間集団の二つの視点からとらえるこ
ﾆができる。この関係と集団は、血縁・地縁・二二の三つ
ﾌ相で成り立っている。そのなかでも地縁関係・地縁集団
ﾉよっている都市・農村は古くかっ新しい問題を多くはら
�ﾅいる。

米山俊直
i大手前女

q大学長）

米山俊直
i大手前女

q大学長）

2 都市と農村

　都市社会と農村社会の対比は、テニースやトマス、ズナ
O二ツキ、あるいはレッドフィールドや柳田國男などによ
ﾁて論じられ、社会学の主要な課題になつきた。その対比
ﾌ実例と、なぜそれが生まれたか、その現代における意味
�Tる。

同　上 同　上

3 農耕民・農民・

_業者

　農耕牧畜さらに林業に従事している人々には農耕民・農
ｯ（農山漁村民）・農業者（および林業者、漁業者）とい
､呼び方がある。それぞれの社会の特色について比較検討
ｷる。さらに、世界の農耕民社会と企業的農業について、
ﾐ会学的に考察する。

同　上 同　上

4 農村研究の伝統

　農村研究にはそれぞれの国に農村社会学、文化人類学の
_民研究などの伝統がある。アメリカの農村社会学、フラ
塔Xの農村研究、日本の村落社会学研究、あるいは文化人
ﾞ学の農民研究などの伝統を概観し、その時代的、学派的
`統を検討する。

同　上 同　上

5 農村の特色

　伝統的農民社会・村落社会の研究を概観し、日本の農民
ﾐ会に見られる東北型と西南型の二類型の特色（福武）を
沒｢し、類似の民族学的理解（岡）と対比する。また農民
iペザントリー）についての論争についても言及して、農

ｺの特色を検討する。

同　上 同　上

6 半社会としての
s市・農村

　レッドフィールドによって提起された半社会という概念
ﾆその妥当性と、村落共同体の概念を合わせて検討する。
ｻして、過去1～2世紀にわたっての農村の変貌と、いわ
艪髏｢界的規模でおきている都市化の動向について概説す
驕B

同　上 同　上

7 都市の二類型

　都市の原型をアフリカの事例によって農耕民社会の中に
ｩたのち、伝統的都市と近代的都市の二類型について検討。
坙{における都市の発達と、植民地体制下の都市について
煬沒｢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 非情なる産業都
sの出現

　マンフォードが「非情なる産業都市」と呼んだ近代工業
s市の発達と、その結果出現した都市大衆社会について概
烽ｵ、さらにそれがもたらした都心部の衰退、インナーシ
eィ問題の登場、都市核の拡散、メガロポリスの出現にふ
黶A脱工業化時代の都市を論じる。

米山俊直 米山俊直

9 都市研究の伝統

　都市社会学をはじめ都市計画、都市行政、あるいは広範
ﾈ都市問題についての欧米や日本の動向を概観し、その動
?�沒｢する。 同　上 同　上

10 都市化の地球的
K模への拡大

　都市一農村連続体（都鄙連続体）という視点はなお重要
ｾが、現在は向都離村の人口移動が国際的に起こっていて、
ﾟ密都市と過疎地域が共存ずる状況になっている。いまや
n球的規模で都市化の帰趨を確かめる必要があることを指
Eする。

同’上 同　上

11 現代都市社会
ﾌ特色

　マスコミの影響などによって、大衆社会が出現して、「都市の自由」は拡大した。匿名性による個人主義ととも

ﾉ、家族が解体し、群衆としての都市生活者の孤独、疎外
燒竭閧ﾉなる。都市施設の充実の反面、環境の悪化、犯罪
ﾌ増加などの問題を取り上げて論じる。

同　上 同　上

12 都市の時代の
_村社会

　環境問題などの登場もあって、郊外ないし田園的生活へ
ﾌ再評価がうまれている。他方農業生産、林業生産はなお
l類にとって重要なことは言うまでもない。都市卓越の時
繧ﾉあらためて農村的生活様式の存在意義を考えてみる。

同　上 同　上

13 地球の未来と
s市・農村

　文明の発達につれた多様な都市を総括し、そのもっとも
軏{的な特色を人口の要素をはずしたいくつかの実例に
謔ﾁて検討する。 同　上 同　上

14 地域研究の意味

　国家の枠組みをこえた人々の動きや連帯がNGOなどの
Vしい社運集団を作り出し、また他方ではECやNIES
ｪ生まれている。この状況の下で地域研究の重要性が高ま
ﾁている。その現状と将来を展望し、そのなかで都市と農
ｺの問題を再考する。

同　上 同　上

15 地域社会研究の

ｫ来

　都市社会研究と農村社会研究の総合を目指した地域社会
wの構築の構想を述べ、その具体的な見通しを考える。最
繧ﾉ本講義を総括して地縁関係と地縁集団のこれからを考
@して結論とする。

同　上 同　上
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＝＝ Wェンダーの社会学＝（TV）

主任講師：目黒依子（上智大学教授）

全体のねらい
　社会のグローバル化と同時に多元化が進んでいる現代の大きな変化をとらえるためには、生産や権力のメ
カニズムとヒューマン・クオリティを結びつける視点が必要である。近代社会の「当たりまえ」を見直すジ
ェンダー（社会・文化的に規定された男女の関係）の視点はその1つであり、この角度から社会生活の諸側
面に光を当てる。

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 ジェンダーとは

　ジェンダー概念が欧米で生まれてきた背景やその意義に
ﾂいて検討する。さらに性差下野や実態の変動を国際比較
�ﾊして描き出し、先進国、途上国を含むグローバルな視
_としてのジェンダーを考える。

目黒依子
i上智大学

ｳ授）

目黒依子
i上智大学

ｳ授）

2 結婚・家族・性
ﾊ役割分業

　ジェンダーを切り口として、結婚・家族の変動を考察す
髦g組みを示し、新しい家族の概念を探る。また、　「夫一
Oでの仕事、妻一内での家事」という性別役割分業が根強
ｭ残っているは、それが配偶者選択にからんでいるとみて、
牛･の意味の男女差を通じて、性別役割分業が自然に維持
ｳれるメカニズムを外観する。

山田昌弘
i東京学芸

蜉w助教授）

ﾚ黒依子

山田昌弘
i東京学芸

蜉w助教授

ﾚ黒依子

3 教育にみる
j女差

　学校における社会化と進路選択をジェンダーの視点から
竄｢直してみる。前者は、　「かくれたカリキュラム」のレ
xルで性的社会化が進行していることを、教師一生徒間な
ﾇの日常的相互作用の中にみる。後者は、進路選択の性に
謔驤痰｢を、データとして示すと同時に、その差異が顕れ
驫w校内過程を問う。社会化担当者の価値、教育志望がクーリングアウトしていく進路選択過程を説得的に示す。

渡辺秀樹
i慶応義塾

蜉w助教授）

渡辺秀樹
i慶応義塾

蜉w助教授

4 女性と表現

　言葉やしぐさ、服装、音楽、絵画など様々な表現には、
ｫ差があるのだろうか。またあるとすればそれは社会生活
ﾆどう関わるのだろうか。フェミニズム、アート、文学な
ﾇ、海外の動きも含あて考える。

江原由美子
i東京都立

蜉w助教授）

江原由美子
i東京都立

蜉w助教授

5 女性とメディア

　マスメディアは女性・男性をどのようなものとして伝え、
ﾜた女性に関する情報・女性の声をどれだけ伝えているの
ｩなどメディア内容の問題点を明らかにし、それがもつ意
｡や問題の背景などについて考える。そして、どのような
綷?ﾉむけて改善を進めたらよいのかを探るため、進んだ
謔ｭみをしている国々の様子も紹介する。

村松泰子
i東京学芸

蜉w教授）

村松泰子
i東京学芸

蜉w教授）

6 セクシュアリテ

B

　性と生殖に関する態度や行動をセクシュアリティという。
ｻ代社会における、セクシュアリティの変動とそれをあぐ
骼ﾐ会問題を、ジェンダの変動と関連させながら、考察す
驕B人工妊娠中絶・ポルノグラフィー等。また、　「さわる一さわられる」事が、男性・女性にとって意味がちがうこ

ﾆを、セクシュアリティの違いから説明。

江原由美子

R田昌弘

江原由美子

R田昌弘

7 主婦と家事

　主婦の歴史、家父長制、労働としての家事などについて
T観し、主婦とは何か、家事とは何かを考える。また、日
{の主婦がどのような家事をどのようにしているかについ
ﾄ調査データを基に検討し、現代日本の主婦の活動を考察
ｷる。

直井道子
i東京学芸

蜉w教授）

ﾚ黒依子

直井道子
i東京学芸

蜉w教授）

ﾚ黒依子
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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
女性の職業・

j性の職業

　職業分野、職業選択、企業での処遇、引退など職業をめ
ｮって女性は男性とどのように異なった状況に置かれてい
驍ｩを、産業化の程度や文化の差のある社会を比較しなが
迪沒｢する。家庭や教育、価値観などとの関係が焦点とな
驕B

岡本英雄
i上智大学

ｳ授

岡本英雄
i上智大学

ｳ授

9 女性と階層

　社会的資源の不平等な配分である階層は、その不平等を
烽ｽらす要因によって職業階層、年齢階層などが考えられ
驍ｪ、性（ジェンダー）による階層もその一つである。性
ﾉよる階層が潜在的なものからしだいに顕在化していく過
��Y業化との関係において考えていく。また、貧困と女
ｫの構造的関連を考察する。

岡本英雄

ｯ司洋子
i立教大学

ｳ授）

岡本英雄

ｯ司洋子
i立教大学

ｳ授）

10 高齢期の男女

　女性が高齢者になったときに遭遇する諸問題への対応柵
i年金、介護など）は、現状では、女性に不利である実態
ﾆその原因を考察する。いろいろな社会での老後の様相を
ﾆおして、よりよい老後のあり方を考えてみる。

直井道子 直井道子

11 福祉活動の
Sい手

　社会福祉活動の担い手の意識調査や実態調査等を検討し
坙{の福祉活動の担い手の多くが女性であることについて、
ﾌ問題点を考察する。また北欧先進国の事例と比較し、福
リ?ｮを支える社会的基盤や女性の意識の違いなどについ
ﾄも論じる。

安立清史
i九州大学

赴ｳ授）

安立清史
i九州大学

赴ｳ授）

12 政策のなかの
乱ｫ

　夫婦間の扶養義務を廃止したスウェーデン、中絶の是非
ﾅ揺れるアニメリカなどの例からもわかるように、ジェンダーにかかわる政策は、先進国の間で大きな論議を呼んでい

驕B女性政策・家族政策・性と生殖の管理に関する政策の
ｻ状と課題を明らかにする。

庄司洋子 庄司洋子

13 女性の市民活動・社会参画

　日本の女性の市民活動・政治参加の現状を概観し、欧米
ｯ主主義先進国等で進展をみせている女性の公的・政治的
?ｮへの参画の新動向と比較する。そして、近年の日本の
乱ｫの政治参加動向の具体的事例を紹介しながら、それら
ｪ、　「男女平等参画型社会」形成にむけたグローバルな女
ｫ運動の方向とどのように切り結ぶものであるかについて、
?ｮの担い手、目標、課題等の点から検討を加える。

矢澤澄子
i東京女子

蜉w教授）

矢澤澄子
i東京女子

蜉w教授）

14 ジェンダーと
J発

　男性に比べて資源や機会へのアクセスや貧困・暴力への
?R力に欠ける女性にとって開発とは何かを考えるために、
r上国の例を中心に、先進国の援助による開発の社会・経
ﾏ・文化的インパクトについて、ジェンダーの視点から検
｢する。

目黒依子 目黒依子

15 ジェンダーの
｢来

　前回までの論点を整理し、変化している部分を明確にす
驕Bまた、今回のシリーズで取り上げなかったテーマで、
ｻの重要性が増しているものを指摘し、検討する。世界の
?ﾌ日本社会における日常生活をジェンダーの視点でとら
ｦ直し、グローバル化と多元化が進む現代社会の変化と未
?ﾉついてジェンダーの視点で展望する。

目黒依子

矢澤澄子

]原由美子

n辺秀樹
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＝逸脱の社会学（’98）＝　（R）
〔主任講師：清永賢二（日本女子大学教授）主任講師’：岩永雅也（放送大学頭教授）〕

全体のねらい
　どのような社会あるいは集団も必ず何らかの規範体系を持っている。そうした規範体系が成員に要求する
行為や状態から一定限度以上外れた行為または状態を逸脱とよぶ。逸脱の範疇に含まれる行為、状態は、日
常的な問題行動から犯罪まできわめて多様であるが、本講義ではそうした逸脱をただ単に形態的に整理して
解説するだけでなく、規範との関係を常に考慮しながら、逸脱の持つ社会的意味を考察していく。特に、逸
脱を「あるべからざる異常なもの」と見る立場の対極に立ち、通常の社会事象と同様に発生の要因とメカニ
ズムあるいは社会的影響などを考察する。また、近年の逸脱の実態と傾向を把握し、その現代社会における
意味についても検討を加える。

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 規範と逸脱

　逸脱を定義し、逸脱論の基本的視座を提示する。特に社
?竢W団の支配的な文化・規範との関連で、逸脱の位置づ
ｯを試みる。さまざまな逸脱の形態を分類し、類型化を試
ﾝる。さらにこれまでの逸脱研究の系譜も概観する。

岩永雅也
i放送大学

赴ｳ授）

岩永雅也
i放送大学

赴ｳ授）

2 社会的変動と
峵E

　デュルケムのアノミニ、ショウ、マッケイらの社会解体などの概念を手がかりに、規範によって秩序と均衡が保た

黷ﾄいる社会の中に逸脱が生じる要因とメカニズムを、個
lと社会とのつながりという側面から検討する。

同　上 同　上

3 社会的緊張と
峵E

　均衡状態にある社会の規範が弛緩した状況下で生じる、いわば‘非日常的な’逸脱に対し、　‘日常的な’逸脱はむ

ｵろ社会的規範と個人的願望の間の緊張が高まった状況の
烽ﾆで生じる。社会的緊張の強弱と逸脱との関連を探る。

清永賢二
i日本女子

蜉w教授）

清永賢二
i日本女子

蜉w教授）

4 逸脱文化の
w習

　現実の社会はグランド・セオリーが前提とするような単一文化社会ではなく、中心的な規範とは異なる多くの下位

ｶ化が存在する。逸脱的下位文化もその一つである。ここ
ﾅは逸脱的文化の学習が逸脱を生むメカニズムを考察する。

岩永雅也 岩永雅也

5 ラベリ　ング

　逸脱する主体の側から逸脱を考察する逸脱論に対し、そ
､した行為を逸脱と規定して逸脱者を作り出す社会の側が
揩ﾂ機能に焦点をあてたのがラベリング論である。社会が
K然的に逸脱を作り出す、という観点から逸脱を傭瞼する。

同　上 同　上

6 逸脱研究の
ｻ状

　1970年代以降、ラベリング論は理論的にも実践的にも閉
ﾇ状況に陥った。ここでは、現在の逸脱論の二つの潮流で
?驕A実践的立場からのラベリングと実証主義との融和、
ｨよびラベリングをさらに先鋭化した構築主義的アプロー
`の二者を中心に、ラベリング以降の逸脱論を検討する。

同　上 同　上

7 家族内規範と
峵E

　家族は社会の中で最も基本的な規範単位である。近年に
ｨける家族およびそれを取り巻く環境の変化が、家族内の
K範構造にいかなる変化をもたらし、どのような逸脱を生んでいるのか、家族の社会化力に焦点を当てて分析する。

木村涼子
i大阪女子

蜉w助教授）

木村涼子
i大阪女子

蜉w助教授）
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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 性　と　逸　脱

　「性」は逸脱の多くの部分に何らかの形で関わりを持っ
ﾄいる。性に関わる逸脱には、レイプのような重大犯罪か
逑叝崧Iなセクハラまで著しい多様性があるが、その現状
ﾆ根底に通流する社会的な意味について検討する。

木村涼子 木村涼子

9 学校と逸脱

　学校は単に知識や技能を提供する場ではなく、日常生活
�ﾊじて社会の新たな構成員としての子どもに、何が正当
ﾅ何が逸脱かを刷り込んでいく巨大な規範装置である。い
ｶめなども含め、今学校で生じている逸脱を考察す’驕B

清永賢二 清永賢二

10 都市空間と若者

　都市は若者を引き付ける。都市の限られた空間には、そ
ﾌ場限りのアノミーな雰囲気・気分が充満している。日常
ﾐ会では逸脱とされる行為もそこでは普通に行われる。彼
轤ﾌ都市空間での行動を通じ青少年の逸脱の本質を探る。

同　上 同　上

11 逃避的行動

　逸脱的行為は多かれ少なかれ他の社会構成員を害するも
ﾌであるが、逃避的行動は自損的である点で逸脱の中でも
ﾁ異である。自殺、家出、ホームレス、薬物依存など、さ
ﾜざまな逃避的行動の意味と現状を分析する。

岩永雅也 岩永雅也

12 ホワイトカラー

ﾌ逸脱

　サザランドは、本来支配的規範の枠内にあるために最も
峵Eから遠い存在と考えられていたホワイトカラー層にも、
ﾆ自の様式と背景を持った犯罪や逸脱的行動があることを
ｾらかにした。わが国でも近年増加しつつあるホワイトカ
堰[の逸脱について検討する。

西村春夫
i国士舘大

w教授）

西村春夫
i国士舘大

w教授）

13 集団的逸脱と
g織

　ある種の犯罪の多くは、やくざやテキヤなどの逸脱集団
ﾆの何らかの関わりによって生じるといわれる。さまざま
ﾈ形態を持つ逸脱集団の構成と成立の背景、社会的機能な
ﾇについて考察する。

同　上 同　上

14 逸脱の動向

　犯罪、非行といった逸脱の量的な変化は、決して一様で
ﾍない。犯罪や非行の量的な動向を歴史的に検討し、さら
ﾉその傾向を国際的に比較することによって、わが国の逸
Eの性格と特徴を時系列的に把握する。

清永賢二 清永賢二

15 逸脱をどう見る

ｩ

　社会に規範が存在する限り、逸脱は不可避である。われ
墲黷ﾌ生きる近代社会が、一方で逸脱を逸脱として定義付
ｯながら形成しつつ、他方ではそれを減少させようと統制
ﾉ努めるのはなぜか。前半の理論編、後半の実証編の両者
�ﾓまえ、逸脱現象の見方、考え方を展望する。

同　上 同　上
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＝国際社会学＝（R）
〔主任講師：梶田孝道（一橋大学教授）〕

全体のねらい
　国境を越える社会現象や問題を、社会学の視点から分析する。それによって、国際政治学や国際経済学と
は異なったアプローチを提示する。国民国家や国民社会という枠組みに乗りにくい問題を、一つには、国家
を越えた存在（グローバル化や地域統合）に着目して、また一つには、国家の文化的コンセンサスを崩すよ
うなエスニック・マイノリティや外国人労働者といった存在に着目して分析する。その際、特にエスニシ
ティや民族の問題を重視したい。

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 国際社会学とは

ｽか

　国際社会学が扱う主要なテーマについて述べる。社会学
�A国内問題ではなく国際関係や国際社会の問題に適用す
驍ﾆいう意味での「国際・社会学」と、国民国家以外の単
ﾊ（EU、地域、国境をまたいだ広域圏など）を分析する
ﾆいう意味での「国際社会・学」が二本の柱である。また、
Oローバリゼーションやグローバル・イッシューを扱うと
｢う意味では、それは「世界社会学」　「地球社会学」とも
ｾえる。さらには、国際社会学の分析の際の重要な視点と
ｵては、　「関係」とともに、　「比較」という視点も重要で
?閨A　「比較社会学」ともいえる。こうした「国際社会学」
ﾌ諸側面について述べる。

梶田孝道
i一橋大学

ｳ授）

梶田孝道
i一橋大学

ｳ授）

2 エスニシティと
iショナリズム

　民族ないしは民族運動の類型について述べる。民族運動
ﾍ、大別して自己の歴史的領土（ホームランド）をもった
iショナリズムと、それを持たない移民・難民の主張とに
ｪかれる。移民・難民の主張や、西欧諸国の地域運動の中
ｩら社会を前提とした形でのエスニシティの動きが生じた
ｱとを紹介する。またエスニシティとは重なりながら、微
ｭに異なるナショナリズムについても触れる。

同　上 同　上

3 移民・外国人問

　人の国際移動の諸類型について述べ、続いて、事例とし
ﾄ戦後西欧諸国が経験してきた外国人労働者問題の概要に
ﾂいて述べる。定住化に至る過程、外国人問題の局面変化、
謫�｢代問題、文化摩擦などについて説明する。日本の外
草l問題がもつ特徴にも言及したい。

同　上 同　上

4 外国人労働者の
�ｯ入れの方式

　しばしば言及される世界システムという議論を、世界都
sと移民労働者という二つの焦点に注目しながら紹介する。
痩ﾆとは異質な論理によって成長する世界都市とそれが抱
ｦる問題点に触れ、また新国際分業の下で、世界各地域で
ｭく労働者と労働者の移動について紹介する。

同　上 同　上

5 業績主義社会の
ﾈかの属性主義

　今日ではあたりまえとなったエスニシティや民族問題・
Wェンダー問題が、近代化・産業化のなかで、そうした期
ﾒを裏切る形でなぜ生じてきたかについて説明する。業績
蜍`の進行が、属性主義を消滅させるのではなく、むしろ
ｮ性に関係する問題群を生じさせる点を、　「属性化された
ﾆ績」　「業績主義を支える属性」という視点に注目して説
ｾする。それによって、次回からの本格的なエスニシティ
_のための序論とする。

同　上 同　上

ρ
0
　
　
　
　
●
　
　
　
　
7
一

エスニシティ論

ﾌ展開

　1970年遅以降、先進諸国で民族問題の噴出がみられ
ｽ。高度成長期の中で、なぜ民族問題が噴出したか、なぜ
]来の産業化論や近代化論はこの現象を把握できなかった
ｩ、について述べる。その際、　「エスニシティ」という概
Oについても説明する。続いて、この民族現象を説明すべ
ｭ登場してきた各種のエスニシティ論を紹介する。同化理

_、原初的アプローチ、文化的差異に基づく労働分業論
i国内植民地論）、エスニック集団競合論などについて、

?ﾌ的な事例にも触れる形で紹介する。

関根政美
i三鷹義塾

蜉w教授：）

関根政美
i慶磨義塾

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）

前回、前々回説明したエスニシティ論を使用しながら、
エスニシティ論 戦後オーストラリアが経験してきた民族問題や移民問題に

8 の事例研究 ついて紹介する。そこでは、国内問題と国際問題とが、い 関根政美 関根政美
一丁ーストラリアー かに密接に関係しているかが示される。具体的には、白豪

主義の放棄、アジア諸国との関係、多文化主義の採用が議
論される。

オーストラリアのエスニシティ状況の説明を受ける形で、
今度は、多文化主義一般について考える。オーストラリア

9 多文化主義をめ に限らず、カナダ、アメリカ、西欧諸国などで多文化主義 梶田孝道 梶田孝道
ぐる問題 ないし文化的多元主義が語られることが多いが、多文化主

義の誕生、展開、問題点などに触れ、そのメリットやジレ
ンマについて議論する。

「国民国家」モデルについて述べ、このモデルが今日揺
らぎつつある現実をEUを例に説明する。　「国民国家モデ

10 超国家・国家・ ル」にかわって、EU・国家・地域の「三空間並存モデル」 同　上 同　上
地域 が登場してきている点について述べ、併せて、その中で人

々のアイデンティティがどう変化するかを考える。

前回説明した「三空間並存モデル」を使って、西欧諸国
とは異なる地域を分析してみる。第一に、欧州統合が進行

11 三空間並存モデ する西欧とは対照的に連邦が解体し、民族共和国が分離・
ルの応用 独立した東欧・旧ソ連を分析し、どの点が西欧と異なるか 同　上 同　上

を説明する。第二に、このモデルを過去の事例にも適用し、
イギリスとスコットランドの民族問題の歴史的変遷を説明
する。

中央集権主義と地方分権主義、連邦制について説明し、
グローバライゼ 続いて連邦制と民族問題との関わりについて考える。多民

12 一ションとはな 族を抱える国家の類型として多極共存型民主主義などに触 同　上 同　上
にか 　　　　　　　　　　　、黶Aまた少数民族集団への対応をめぐって、リベラル多元

主義、コーポレイト多元主義、アファーマティブ・アタシ
ヨンについても触れる。

ここでは比較の観点から「後発効果」について述べ、先
発国（先進国）と後発国（発展途上国）では、発展、近代

世界都市と労働 化、社会問題、価値観などがどのように異なって現れるか
13 のグローバライ について述べる。併せて、学歴問題や日本的経営をめぐる 同　上 同　上

ゼーション 問題を、R・ドーアの議論を紹介しながら説明する。さら
に、後発効果の議論を応用しながら、先進国と発展途上国
では民族問題や国民統合がいかに異なって扱われているか
を述べる。

ボーダーレス世界の中で、現代社会の「文化」状況がど
う変化しているかを論じる。一方では、地域統合や情報化

先発国と後発国 の中でライフスタイルや消費行動などの「社会学的文化」
14 一比較社会学の の拡大がみられ、他方では、人の国際移動によって先進国 同　上 同　上

視点から一 は多民族・多文化化し、人種、宗教、民族などの「人類学
的文化」の噴出が見られる。ここでは、二つの文化に着目
しっっ、　「越境する文化・越境しない文化」にも触れっつ、
現代の文化状況を説明する。

全体をまとめる意味で、　「民族問題」や「文化摩擦」に
対して「文明」と「文化」という二つの視角からアプロー
チする。　「文明」とは、一定の普遍的性格をもち、他の国

15 文明の問題と文 や地域に移植可能なものであり、そこでは効率や生産性が 同　上 同　上
化の問題 重要な意味をもつ。これに対して「文化」とは、宗教、民

族性などのように特殊な性格をもつ。現在の「民族問題」
や「文化摩擦」には、この二つの問題とが混在している点
を指摘し、二つの問題群の解決をさぐる。
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＝メ ア　　イ ア論＝（TV）
〔主任講師：吉見俊哉（東京大学助教授）主任講師：水越　伸（東京大学助教授）〕

全体のねらい
　私たちは、現代の急速なメディア状況の進展と、それに伴うコミュニケーションや文化の混沌とした変化
を、どのようにとらえていけばいいのであろうか。この講義の目的は、そのような認識枠組みを手に入れる
ために、近代社会とメディアがいかなるかたちで相関し、展開してきたかについて、歴史社会的検討を加え
ることにある。17、18世紀における印刷術と書物の普及から20世紀末のサイバースペースの展開にいたるま
での状況を、ほぼ時代順に検討していく予定である。社会や人間を捨象して情報技術の可能性ばかりを説く
議論からも、情報技術やメディアのあり方を固定化した議論からも距離を取りつつ、情報技術、メディア、
社会、人間の相互連関をなるべく幅広い視野の下で語っていくことを心がけたい。

ノ 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）

一連の講義の目的や視点の置き方、進め方のスタイルな 吉見俊哉 藤竹　　暁
どについて、説明を加える。その上で近年注目されっっあ （東京大学 （学習院大

るメディア論という領域が、どのような背景の中から登場 助教授） 学教授）

し、なにを課題として取り組んでいるかといった点につい
て、なるべく広い視野のもとで座談会形式で明らかにして 水越　　伸 吉見俊哉

1 メディア論の いく。 （東京大学 （東京大学
視座 助教授） 助教授）

水越　　伸
（東京大学

助教授）

印刷術の発明とその社会的影響について論じる。活版印
刷の発明がいかなる歴史的文脈のなかで起き、宗教改革：や
ルネッサンス、科学革命などとどのように結びついていっ

2 印刷革命と活字 たのか。印刷術は人間の知識や読書のあり方をどのように 吉見俊哉 吉見俊哉
の文化 変えたのか。されでもなお、19世紀に到るまで、活字文化

と口承の文化はどのような関係を保っていたのか。できる
だけ多くの図版資料を使いながら、これらの点について解
回していく。

電信網と鉄道網は、相互に密接に結びつきながら、近代
国民国家の均質的な時間と空間の広がりを可能にしていっ

3 鉄道と電信がっ た。18世紀から19世紀にかけて、どのような情報と交通の 同　上 同　上
なぐ国土 システムが電信や鉄道に先行していたのかも紹介しながら、

とりわけ19世紀を通じ、電信と鉄道がどのようにして近代
国民国家の骨格を形づくっていったかを論じる。

市民社会とブルジョア文化の発展のなかで、新聞を中心
とする近代ジャーナリズムが果たしていった役割と変容に

4 近代ジャーナリ 焦点を当てる。英仏では1830年代あたりから、日本でも日 同　上 同　上
ズムの展開 露戦争以降に進行するジャーナリズムの商業化についても

考える。また、日本については、草創期の新聞や姿や瓦版
から新聞への展開についても言及したい。

19世紀後半から、電話や蓄音機からラジオに到る声の複
製技術が次々に誕生する。ここでは、人間の声を複製して

5 電話の誕生と声 いこうという考え方がどのような技術のイメージと結びっ 同　上 同　上
の文化 きながら発展してきたのか。初期の電話や蓄音機を19世紀

の人々はどのように受けとめ、どのようなメディアとして
社会化していったのかについて論じる。

電話や蓄音機が、人間の身体性を聴覚次元で複製して
いったとするならば、写真や映画は、視覚次元で身体と環

6 パノラマ・写真 境の大規模な複製化を進あた。ここでは写真から映画の発 同　上 同　上
・映画 明までの映像技術の発展過程をたどりながら、人間の視覚

性の変容とイメージの自立化のプロセスについて論じたい。
パノラマやジオラマなどの同時代の技術にも言及する。
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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）

7 無線から

@　　ラジオへ

　19世紀末から20世紀前半期にかけての時期に、無線技術
ｪはらんでいた多様な可能性を再検討するとともに、その
?ｩら、さまざまな社会的条件と大衆の欲望のもとで、ラ
Wオ放送というマスメディアとしての在り方が突出して発
Wしてきた過程とそれが他のメディアにもたらしたインパ
Nトについて、内外の博物館、アーカイブなどを利用しつ
ｾらかにする。

水越　　伸 水越　伸

8 テレビの登場と

拠ｮ者文化

　ラジオと同等の歴史を持つテレビジョン技術がどのよう
ﾉ展開し、結果としてラジオ放送の発展版として位置づけ
轤黷驍謔､になったか、確立したテレビの中にはラジオや
f画など既存のメディアのいかなる部分が受け継がれ、い
ｩなる部分が新しくはじまったか、そしてこのメディアを
ﾟぐる視聴者増とその文化的特性について論じていく。内
Oの博物館、アーカイブなどを利用し、テレビの技術、番
g、社会的な影響過程について跡づける。

同　上 同　上

9 マスメディアの
m：立

　おもに第二次世界大戦以後の世界において、新聞、テレ
r、出版などのマスメディアは安定して発展を遂げ、国家、
?驍｢は資本の論理のもとで体制的に確立し、いわゆる独
闖W中化が進行していった。この発展過程に反比例して、
艨Xが関わることのできるメディアの多様性は失われてい
ｭことになる。ここでは、おもに日米における新聞、テレ
rの事例を取り上げつつ、これらの実態を検証していく。

同　上 同　上

10 メディアとして

ﾌ広告

　ラジオやテレビ、大衆雑誌などのマス・メディアは、そ
ﾌ成立時から資本主義の市場戦略と結びついていたが、
P920年代以降のアメリカにおいて、巨大な広告産業を成立
ｳせ、そのコマーシャリズムによって大衆文化を組織して
｢く。ここではとりわけ20世紀のコマーシャリズムの進展
ﾆの関係において、今日のメディアの意味を考える。

吉見俊哉 吉見俊哉

11 メディア論の現

ﾝ

　この回の講義には、中間まとめの意味を持たせ、討論形
ｮでメディア論の現代的展開の状況を明らかにしていく。
}スコミュニケーション論からメディア論への連続性と非
A続性、マクルーハン、イニスをはじあとするトロント学
hの再評価の状況、広義のカルチュラル・スタディーズの
?ﾅの位置づけ等を中心に議論を進める予定である。

吉見俊哉

?z　　伸

藤竹　　暁

g見俊哉

?z　　伸

12 メディアとして

ﾌコンピュータ

　パーソナル・コンピュータ（PC）は、それまでの近代
I産業社会の組織活動を支えてきた大型、中型コンピュー
^とは一線を画し、1970年代のカウンター・カルチャーの
e響を色濃く受けて出現した。PCの展開過程を、市民社
?ﾆ産業資本の力学関係のもとで、歴史的に再検討をして
｢くとともに、当初それまでのマスメディアなどとまった
ｭ異質であったものが、いかにして互いに接近、融合しっ
ﾁあるかを明らかにする。

水越　　伸 水越　　伸
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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）

コンピュータ・ネットワークの中に展開するサイバース
ペースは、電話、テレビなど従来のメディア文化の特性を

13 新しいメディア 継承しつつも、新たなメディア空間として、1990年代以降
表現者の台頭 我々の社会や身体に多様な影響を与えっっある。この新た 水越　　伸 水越　　伸

なメディア空間をめぐって巨大メディア資本が繰り広げる
政治経済的攻防と、そこに立ち現れる新たなメディア表現
者たちの生態を追いつつ、公共圏としての可能性と

これまで支配的だったマスメディアは、程度の差はあれ
国民国家の枠組みと合致して体制的に確立していた。しか

メディ　アの し、近年の情報技術の展開の中でその体制が急速に変容し
14 グローバル化と っっある一方、新たな権力関係も現れっっある。おもに 同　上 同　上

日本 1980年代半ば以降に生じた、いわゆるグローバル・メディ
アの展開を、内外の取材をもとに跡づけるとともに、その
中での日本の位置づけについて論じる。

15回の講義のまとめをおこなう。また、討論形式で、メ 藤竹　　暁
ディア論の展開の意味を、広く19世紀的な学問体系の変容

15 メディア論の の中に位置づけ、科学技術論、都市論、公共圏論、リテラ 吉見俊哉 吉見俊哉
構図 シー教育などとの関係性を明らかにし、今後の課題を浮き

彫りにしていく。 水越　　伸 水越　　伸
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＝商 法（’99）＝（R）

〔主任講師：森本　滋（京都大学教授）〕

全体のねらい
　公開会社の実態を前提に、株式会社の設立・管理運営機構・資金調達さらには合併等の組織再編にかかる
商法と証券取引法の規制および企業取引活動に関する基本的な法制度を概説する。

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 序　　　　　論

　株式会社、とりわけ、公開会社の組織の基本構造の概要
i商号・商業帳簿・機関等）と公開会社にかかわる基本的
ﾈ法規制（商法・証取法・独禁法・経済法等）を解説す
驕B

森本　　滋
i京都大学

ｳ授）

森本　　滋
i京都大学

ｳ授）

2
経営管理機構
@　その一
i株主総会）

　公開会社の株主の法的地位を説明した後、株主総会の招
W手続・議事運営・権限、および、株主代表訴訟等の株主
ﾌ監督是正権について解説する。 同　上 同　上

3
経営管理機構
@　その二
i企業経営）

　取締役の法的地位を整理した後、取締役会制度と代表取
��ｨよび業務担当取締役について検討する。

同　上 同　上

4
経営管理機構
@　その三i

経
営
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）

　公開会社の健全かつ効率的な経営を確保するために、商
@が規定する経営コントロールないしチェック機構（取締
�?E監査役・会計監査人）の概要を示した後、決算手続
ﾉおける経営チェック・システムについて説明する。

同　上 同　上

5 合併分社化・持

秤?ﾐ

　公開会社の合併・営業譲渡、分社化としての子会社設立、
ｳらに、持株会社の設立について、商法・証券取引法、さ
轤ﾉ、独禁法の規制の概要を解説する。 同　上 同　上

6 資　金　調　達

　公開会社の資金調達方法としての新株発行と社債の募集
ﾉついて、商法と証券取引法の発行開示規制を合わせて解
烽ｷる。 同　上 同　上

7 計算・監査・公
J（企業会計法）

　公開会社の計算・監査・公開制度を、証取法の継続開示
K制と合わせて解説し、公開会社における開示の機能につ
｢て検討する。 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 商法と証券取引

　公開会社の組織に関する体系的な法規制としての、商法
ﾆ証取法の関係を整理した後、証券取引の公正確保および
ﾘ券業者にかかる証取法の規制内容について解説する。 森本　　滋 森本　　滋

9 閉鎖会社の特殊

ｫ

　中小規模の株式会社と有限会社の管理運営、さらに、資
熬ｲ達を巡る問題（同族会社の法的問題）について解説す
驕B 同　上 同　上

10 銀行と企業

　銀行（金融機関）が、企業の組織活動および取引活動に
ﾎしてどのような役割を果たしているか、とりわけ、企業
ﾌ資金調達と手形・小切手取引における銀行の役割を説明
ｵ、銀行法についても解説する。

同　上 同　上

11 約束手形と小切

　企業取引における決済手段としての約束手形と小切手、
ｳらに、信用取引を助長し金融手段としても利用されてい
髢�ｩ手形について、銀行取引と関連付けて解説する。 同　上 同　上

12
企業取引と民法・商法

　企業取引にも取引にかかる一般法である民法が原則とし
ﾄ適用されるが、商法は民法の四則ないし特別規定を定め
驕Bこの商法の四則の解説を通して企業取引の特色を明ら
ｩにする。なお、消費者保護の問題についても簡単に触れ
驕B

同　上 同　上

13 問屋・運送業・

q庫業

　企業の取引活動を補助する補助商として、問屋・運送業・倉庫業等がある。これらの補助商にかかる商法の特則と

ﾖ連業法について触れた後、貨物引換証・倉庫証券と為替
闌`についても簡単に解説する。

同　上 同　上

14 保険と代理商

　保険制度について概説した後、家計保険を巡る最近の法
I問題（変額保険・団体保険等）について、代理商・保険
uローカー制度と併せて検討する。 同　上 同　上

15 ま　　と　　あ

　これまでの講義内容をまとめたあと、今後のわが国の企
ﾆ法制の在り方について検討する。

同　上 同　上
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＝雇用と法C　99）＝（R）

〔主任講師：諏訪康雄（法政大学教授）〕

全体のねらい
　労働者と使用者との間に成立する労働関係は、信頼と対立の契機を内包している。労働法は主として対立
の契機への対応を主眼としっっ、全般的な利害調整規準を提示する法領域である。労働市場をあぐる法、個
別的労働関係をめぐる法、集団的労働関係をめぐる法の三者を中心に構成される労働法の構造と機能につい
て解説する。

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）

労働法の特徴について概説する。その過去と現在を眺め
て、労働法の誕生のいきさつ、その後の発展と果たしてき 諏訪康雄 諏訪康雄

1 労働法とは何 た役割、現時点におけるその姿などをめぐり、簡単な考察 （法政大学 （法政大学

か？ を加える。ここでは、欧米諸国で発展してきた労働法とそ 教授） 教授）

の理論が中心となる。

明治末期ころかせ労働立法が現われはじめたEI本では、
その後、労働法がどのように発展してきたかを概説する。

2 日本の労働法 とりわけ欧米諸国と相当に異なる社会経済状況のなかで、 同　上 同　上
どのような特徴を有するに至ったかを、立法、判例および
法理の各面から考察する。

労働関係の成立は採用に始まる。この採用をあぐり労働
法はどのような利害調整規準を用意してきたか。採用プロ

3 採　用　と　法 セスの流れに沿って法的な問題点を説明し、労働法が用意 同　上 同　上
した問題解決手法を考察する。採用、内定、試用期間など
が中心となる。

採用された労働者は、初期研修などを経たうえで、しか
るべき職務に配属される。使用者の配置の権限は人事権と

4 配　置　と　法 呼ばれる一連の権限の核となるものの一つである。配置、 同　上 同　上
配置転換、転勤、出向、転籍などをめぐって、労働法がど
のような判断の仕方をするかを見る。

労働者は職務を誠実に行なうことを要求される。使用者
の指揮命令権のあり方を中心にして、服務をめぐる法的問

5 服　務　と　法 題点を説明する。服務規定、懲戒処分などの論点にも及ぶ。 同　上 同　上
ともすれば無限定な服務要求が出がちななかで労働法はど
ういった限界づけを行うのか。

労働時間、休日、休暇などをめぐる法規制のあり方を中
心に説明する。これらの問題は労働者の労働義務の範囲を

6 労働時間と法 確定し、人間的な働き方を確保するうえで、非常に重要な 同　上 同　上
点である。時間短縮などの動きとその達成手法との関係に
ついても言及する。

労働者が働いたことに対する報酬は、経済的なものにと
どまらない。働く喜び、人間的成長などが指摘される。だ

7 賃金　と　法 が、賃金、賞与、退職金などがまるで期待できないのでは、 同　上 同上
働く喜びも何もない。労働法は賃金についてどういつだ法
規制をするか考察してみる。
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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 安全衛生・労働

ﾐ害と法

　安全で衛生的な環境で働けることは、労働関係の基本中
ﾌ基本である。たが、必ずしも理想どうおりにいってない
痰ｪ多くある。労働災害と職業病の予防としての安全衛生
ﾌ確保ならびに発生した場合への対処として、労働法はど
ﾌような対応策を用意しているか。

諏訪康雄 諏訪康雄

9 退　職　と　法

　労働関係の終了原因には、退職、解雇、死亡などがある。
ｱの退職などをめぐっては、労使間の利害が激しく衝突す
驍ｱとも少なくない。労働法が用意する利害調整規準をめ
ｮって考察する。日本型と呼ばれる判例法理のあり方につ
｢ても検討を加えよう。

同　上 同　上

10 労働組合と法

　個人では使用者と十分な交渉ができない労働者に対して、
@は団結して交渉力を高める道を用意する。労働組合の結
ｬと運営、団体交渉、争議行為、労働協約など、労働組合
@を中心として法領域について説明する。集団的労働関係
@、労使関係法の考察である。

同　上 同　上

11 非典型雇用と法

　パートタイム労働、派遣労働、契約労働といった新しい
ｭき方が広がってきている。フルタイムで長期に雇用され
ﾄ働くという典型雇用とは異なる世界の拡大は、労働法に
ﾇのような課題を提起し、法はどのような解決策を形成し
ﾄきているのだろうか。

同　上 同　上

12 機会均等と法

　雇用機会を均等に用意させるため法が規制を加えるよう
ﾉなってきている。日本では男女間の機会均等が中心だが、
O国では人種、年齢などでの差別を禁止し、しかも雇用以
Oへもこれを広げる動きも顕著である。なぜ均等法なのか
�ﾜめ検討する。

同　上 同　上

13 雇用政策と法

　労働法は労働市場を前提として存在する。しかし、より
ｷ義の労働市場法として、職業紹介、職業能力開発、雇用
ﾛ険などの法制が存在する。これらは国の雇用政策の基礎
�ﾈし、その運用に関係するという意味で、雇用政策法と
煬ﾄばれる。ここを検討する。

同　上 同　上

14 苦情・紛争と法

　社会あるところに利害の対立は不可避で、それを処理す
ﾗきルールとルール運用手続きが不可欠である。労働法に
ｨける苦情・紛争の処理システムはどのようになっている
ｩを考察する。とりわけ日本の労働法の特徴を説明したい。

同　上 同　上

15 労働法はどうな
驍ﾌか？

　労働法の未来について考える。労働市場の変化、社会経
ﾏの変化のなかで、労働者像が変わってきている。労働関一係も違いを見せてきた。これから21世紀に向かって、労働

@はどのような課題を担い、どのように変遷していくこと
ｾろうか。

同　上 同　上
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＝二 ｻ代法の諸相C　99）＝　（R）

〔主任講師：水野忠恒（一橋大学教授）〕

全体のねらい
　「法学出門」ともいうべき講義である。最近の社会問題となっている先端的法領域で、ようやく学問的体
系化がなされつつあるもの、未だそこまで行っていないもの、合計5つを選び、新進気鋭の学者が分担して
行う、　「オムニバス講義」である。全体を通ずる特色は、公法・私法といった従来の学問体系に囚われない
領域である点にある。今回は、租税法（水野：一橋大学）、社会保障法（岩村正彦：東京大学）、知的財産
法（玉井克也：東京大学）、環境法（大塚直：学習院大学）、消費者法（大村敦志：東京大学）という内容
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

租税法①

@一租税の
@基本原則一

　税制改革論議の基礎におかれるべき租税の原則、特に公
ｽ負担の原則をとりあげ、個人の租税負担の基準となる所
ｾ、消費、財産のそれぞれの特質について論じたのち、所
ｾの概念について考える。

水野忠恒
i一橋大学

ｳ授）

水野忠恒
i一橋大学

ｳ授）・

2 租税法②一所得課税一

　所得概念の論議ののち、個人所得税の理論について、法
lの所得税である法人税の課税の根拠ならびに法人税のあ
阨福ﾉついて検討する。いわゆる配当二重課税の調整とい
､問題が法人税の中心的課題である。

同　上 同　上

3 租税法③一消費課税一

　所得税に対する批判として注目を集めるようになった消
?x出税の論議を検討したのち、間接税としてのわが国の
ﾁ費税とそのモデルである付加価値税について説明する。 同　上 同　上

4

社会保障法①一高齢化社会と

@社会保障法一

　高齢化社会の到来によって、医療保障、日常生活の支援
ﾈどを行う社会保障法はその重要性をますます増しっっあ
驍ｪ、他方で大きな変容を迫られている。私達の生活を支
ｦる社会保障法が高齢化社会において果たす機能とその変
eを考えたい。

岩村正彦
i東京大学

ｳ授）

岩村正彦
i東京大学

ｳ授）

5

社会保障法②一医療保障法と

@　　年金法一

　社会保障法の中核をなす社会保険法を取り上げる。国民
ﾌ医療へのアクセスを保障する健康保険法、国民健康保険
@等の医療保障法と、老後の所得保障を行う国民年金法、
﨎ｶ年金保険法等の年金法を概観し、これらの法分野の抱
ｦる問題点と今後の課題を考察する。

同　上 同　上

6 社会保障法③一社会福祉法一

　高齢者や障害者などに介護、必要な器具の供与、施設へ
ﾌ入所といった便宜を提供する社会福祉法を概観する。と
閧墲ｯ老人福祉の分野に着目して、現在押し進められてい
骼{設の充実、福祉労働力の増強、老人医療との連携など
ﾌ政策や介護保険を中心に考察を加える。

同　上 同　上

7 知的財産法①「情報」と法律

　知的財産法、知的所有権法などといわれる分野は、経済
I価値のある情報を法的な側面から考察するものと言える。
ｻ代社会における情報の価値という観点から、知的財産法の全体について、大きな枠組みを概観する。

玉井克哉
i東京大学

ｳ授）

玉井克哉
i東京大学

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 知的財産法②
n作の保護

　知的財産法が保護する情報のうち、主要なものは、創作
I価値のある情報である。そうした観点から著作権法や特
末@などについて解説する。現代社会において発生した新
ｽな問題についても、言及したい。

玉井克哉 玉井克哉

9 知的財産法③
c業標識の保護

　知的財産法には、経済的価値のある情報を保護する法制
xのほか、ブランドやマークについて保護する法制度も含
ﾜれている。そうした制度としての商標法と不正競争防止
@について解説し、現代的な問題にも触れる。

同　上 同　上

10 環境法①

　環境法に関して、その生成の歴史、特色、基本原則、体
n、環境規制の手段等、総論というべき分野について解説
ｷる。その中で、環境計画、環境影響評価、汚染者負担原
･にも触れたい。

大塚　　直
i学習院大

w教授）

大塚　　直
i学習院大

w教授）

11 環境法②

　環：境規制・整備・保全に関する法律に関し、重要と思わ
黷驍烽ﾌを摘出して説明する。具体的には、大気汚染・水
ｿ汚濁、廃棄物処理・リサイクル、野生鳥獣の保護等を中
Sとして述べる。

同　上 同　上

12 環境法③

　環境に関する民事訴訟及び行政訴訟の問題点を概観する
ﾆ共に、公害に関する費用負担についても説明する。なお、
n球環境問題についても言及したい。 同　上 同　上

13

消費者法①一消費者法とは

@　　　　何か

　消費者と法との関わりについて導入的な説明を行う。消
?ﾒ問題とはいかなるものか。消費者法が必要とされるの
ﾍなぜか。実際には、消費者法はどのように形成されてき
ﾄ、今日、どのような問題をカバーしているのか。

大村敦志
i東京大学

赴ｳ授）

大村敦志
i東京大学

赴ｳ授）

14

消費者法②一行政の側から

@見た消費者法

　消費者法を行政の側から見る。行政は消費者問題に対応
ｷるために、どのような法的手段を用いているのか。安全
ｫや取引条件に関する規制行政、独占の排除などの競争規
ｧ、教育・情報提供などのサービス行政について説明する。

同　上
同
　
上
一

15

消費者法③一消費者の側か

迪ｩた消費者法

　消費者法を消費者の側から見る。肉体的・経済的な被害
��ｯた消費者が救済を受けるためにはどうすればよいか。
ﾜた、行政に働きかけることによってあるいは自主的な活
ｮによって、積極的に消費生活のあり方を変えていくこと
ﾍできないか。

同　上 同　上

一484一



＝政治過の程比較分析（999）＝　（TV）

〔圭騰臨麟謙1韓盛大㌦雛1〕

全体のねらい
　本講義は、日本とフランスの戦後政治を相互にかつ総体的に比較することをつうじて、政治過程の分析を
具体的に行おうとするものである。両国には、戦後における厳しいイデオロギー対立、官僚主導の経済成長
などの共通性と、議会や統治機構の上での相違性がある。これらの論点の検討をつうじて、政治過程の比較
分析を試みる。

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

戦後イデオロギー対立の原型・

tランス

第一部　歴史的アプローチ
@フランス革命に始まるといわれるフランスにおける左右
ﾌ厳しい対立が、戦後どのように再生産されたかを、ドイ
cによる占領とレジスタンスの遺産、労使関係の展開、東
ｼ冷戦、植民地独立への対応などの争点をつうじて、検討
ｷる。

大獄秀夫
i京都大学

ｳ授）

大獄秀夫
i京都大学

ｳ授）

2

戦後イデオロギー対立の原型・

坙{

　フランスの例と比較しながら、日本における左右のイデ
Iロギー対立がどのように形成され、展開されたかを検討
ｷる。とくに、労使関係、再軍備と平和運動、東西冷戦、
Aジアにおける冷戦などの争点が日本の国内政治をどう特
･づけることになったかを検討する。

同　上 同　上

3

経済成長と政治
w導・ドゴール
ﾆ経済官僚

　1960年代にヨーロッパで最も目ざましい経済成長を遂げ
ｽといわれるフランス経済において、政府の高級官僚（テ
Nノクラート）の果たした役割や、それを支えた政治指導、
ﾆくにドゴールの役割を検討する。また、財界と政府の役
рﾉついても検討する。

同　上 同　上

4

経済成長と政治
w導・池田・佐
｡と経済官僚

　1960年代における日本の高度成長を、大蔵省、通産省な
ﾇの果たした役割と、それを支えた自民党の池田内閣、佐
｡内閣の役割という観点から検討する。また、財界、業界、
驪ﾆのレベルにおける政治と経済のかかわりについても検
｢する。

同　上 同　上
_

5 民主化から自由
ｻへ：フランス

　1968年の5月革命の与えた、社会的、経済的、政治的イ
塔pクトを検討し、そこから生まれてきた左翼・リベラル
D位のシステムから、ミッテラン政権の誕生を経て、やが
ﾄ市場競争を再導入する試みが登場するまでの過程を分析
ｷる。

同　上 同　上

6 民主化から自由

ｻへ：日本

　60年代末の地方自治体における革新首長の登場から、オ
Cル・ショックを経て、労働運動が変質し、さらに、行政
?vの名でネオ・リベラリズムが登場し、官と民との関係
ﾌ再調整や福祉の見直しが行われていった過程を分析する。

同　上 同　上

7 1987年以降のフ

宴塔Xと日本

　1980年初中期に中曽根首相とシラク首相の下に、民営化
ﾈど新自由主義政策が導入されたあとの日本とフランスの、一一見したところ対照的な展開を跡づける。とくに労使関係、

沁ヰｭ策、対外的経済政策に焦点を置いて検討を加える。
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 政治過程の全体

I構図

第二部　構造的アプローチ
@半大統領制と議院内閣制、あるいは大統領と総理大臣と
ﾌ比較や、内閣、与党、議会、行政官僚制など、主たる政
｡制度・アクター間の関係を検討することを通じて、政治
ﾟ程の全体的な見取り図を描く。

野中尚人
i学習院大

w教授）

野中尚人
i学習院大

w教授）

9 議会と立法過程

　立法過程の実態、委員会の運営の仕方などに関して、憲
@構造との関連を念頭に置きっっ比較検討し、内閣提出法
ﾄの優越制や審議の形骸化についてまとめる。また、議会
烽ﾅの討議のあり方と議員の能力・キャリアパターンとの
ﾖ連性についても検討を加える。

同　上 同　上

10 行政官僚制の構

｢と機能

　行政組織の構造、官僚のリクルートメント、天下りや出
?A昇進の制度などを比較検討し、それが日仏の官僚のイ
fオロギーや組織利益、行動などにいかに影響を与えてい
驍ｩを分析する。また、行政と政治の相互作用を議員と官
ｻの関係から考察する。

同　上 同　上

11 政党と政党シス

eム

　主要政党の組織構造、党員の日常活動、派閥や政策機関・手続きなど、党内での政策・意思決定の仕組みについて

_じる。また、政党間関係たる政党システムのあり方が、
^野党間関係や政府一与党関係に対してどのような影響を
yぼしたかを分析する。

同　上 同　上

12 選挙と圧力団体

　フランスにおける選挙活動の実態について紹介しつつ、
�F決定や選挙運動、投票行動、政治資金との関連などに
ﾂいて比較検討する。また、労働組合や財界団体などの圧
ﾍ団体活動の実態と、各団体が政党や行政に対して持つネ
bトワーク構造について日仏比較を行う。

同　上 同　上

13 政治的リーーダー

Vツプ

　フランスの大統領と日本の首相との政治的リーダーシッ
vのあり方の違いを、与党との関係、議会との関係、スタ
bフのリクルートメントといった構造的側面から検討する。
梶[ダーシップの強弱やスタイルが歴史制度的に規定され
ﾄいることも論じられる。

同　上 同　上

14

政
策
決
定
の
パ
タ
ー
・
ン

　合意形成のあり方と、エリート・リーダーへの委任の形
ﾔを日本とフランスの間で比較検討する。また、対立調整
ﾉおける党首、国家のトップ・エリートの役割を比較する。
ｳらに、与党と行政官僚制との間の関係構造や相互調整の
?阨福�l察する。

同　上 同　上

15 1990年代の政治

ﾏ動

　日本における93年の自民党単独政権から連立政権への移
s、フランスにおけるコアビタシオンの頻繁な出現など、
X0年代に入って日仏両国の政治は大きく変動しつつある。
ｱうした変動の意味を構造的・歴史的に捉えて分析する。

同　上 同　上
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＝： ｻ代日本の政治変動（’99）＝　（TV）

〔主任講師：山口二郎（北海道大学教授）〕

全体のねらい
　1993年以降の戦後日本の政治システムの大きな転換をあとづけ、変化の原因を探るとともに、これからの
日本政治のあるべき方向性について考察する。政党政治、官僚制と行政改革、地方政治の新たな動き、市場
参加など様々な側面から変化を浮き彫りにしたい。

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

55年体制崩壊の
舞怐@（2）一連立政権の意

`と限界

　1993年政変の過程を振り返り、なぜこの時期に自民党単
ﾆ政権が崩壊したのかを明らかにする。そのうえで、細川
ｭ権以降の連立政権が何を変えようとし、なぜ政治の転換
ﾉ失敗したかを考察する。そして、残された課題が何であ
驍ｩを考える。

山口二郎
i北海道大

w教授）

山口二郎
i北海道大

w教授）

2

55年体制崩壊の
舞怐@（2）一政党再編の夢

ﾆ挫折

　自民党単独政権の崩壊と同時に、政権交代可能な政党シ
Xテムの必要性が叫ばれたが、自民党に代わる政党が生ま
黷ﾄいないのはなぜだろうか。政党再編成論を振り返り、
ﾈぜ政党再編の試みが挫折したか、なぜ無党派層が増加し
ｽのかを考える。

同　上 同　上

3

55年体制崩壊の
舞怐@（3）一選挙制度改革

ｪもたらしたも

ﾌ

　小選挙区比例代表並立制は、日本の制度をどのように変
ｦたのか。政治改革の目玉として導入された新しい選挙制
xを検証する。そして、政治改革の意義を再検討し、さら
ﾈる改革の課題について考える。

同　上 同　上

4 社会党の消滅

　55年体制の一翼を担ってきた社会党は、なぜ政党再編の
Qの中で消滅しようとしているのか。その歴史的役割をふ
ﾜえ、土井ブームから村山政権、新党運動の挫折の過程を
沛ﾘしながら、社会党の消長について考える。

新川敏光
i北海道大

w教授）

新川敏光
i北海道大

w教授）

5

利益団体と政治
@　　（1）

J働組合と政治

　長年革新勢力を支えてきた労働組合は、経済構造の変化
ﾌ中で、その政党的役割をどのように変えようとしている
ﾌか、労働基準法改正、社会保障制度改革などの政策事例
�沛ﾘしながら考える。

同　上 同　上

6

利益団体と政治
@　　（2）

o済界と政治

　長年保守政党を支えてきた経済界は、経済構造の変化の
?ﾅその政治的役割をどのように変えようとしているのか、
K制緩和、財政再建、景気対策などの政策事例を通じて検
ﾘする。

同　上 同　上

7 官僚支配の動揺

ﾆ変化

　エイズ薬害事件、福祉汚職、金融不安と大蔵省など官僚
ｧの失敗がなぜ90年代中頃に噴出したのか。組織的要因、
ｭ策的要因を掘り下げて考える。そして、官僚制による行
ｭと行政責任のあり方について検討する。

山口二郎 山口二郎
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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）

1996年総選挙を契機に、行政改革が政権の公約となった
が、なぜこの時期に行政改革が必要なのかを考える。そし

8 行政改革という て、1997年の行政改：革会議の議i論を振り返り、行政改革：に 山口二郎 山口二郎
課題の浮上 対する取り組みの仕方について検証し、真の改革課題につ

いても考察する。

日本型福祉政策は、行政改革：、財政危機の中でどのよう
に再構成させているのか。また、高齢社会の到来の中で、

9 福祉国家の再構

z
どのような対応が行われているのかを検討する。 新川敏光 新川敏光

介護保険の導入、年金制度の改革、医療保険における負
担の強化など、目まぐるしく動く社会保障政策について検

10 社会保障システ 回し、なぜ改革：が必要か、改革をめぐる政治力学はどのよ 同　上 同　上
ムの再編 うなものかを考える。

政治と公共事業の関係について整理し、政治・行政改革：
の中での公共事業改：革の必要性について考える。また、財

11 公共事業と政治 政再建によって公共事業がどのように影響を受け、それが 山口二郎 山口二郎
政治にどのような影響を及ぼすかを検討する。

官僚接待などの矛盾の噴出によって地方政治がどのよう
に変化したかを追跡し、情報公開や行政改革を推進する新

12 地方政治の新た しいリーダーの登場の過程を分析する。また、新潟県巻町、 同　上 同　上
な展開 沖縄、岐阜県御嵩町などの住民投票運動の背景についても

検証し、地方における新たな民主主義の可能性について検
減する。

地方分権委員会答申の意義と分権改革の今後の展開につ
いて考察する。また、21世紀のあるべき地方自治の姿につ

13 分権改革の意義 いても考えてみたい。 同　上 同　上
と可能性

安保再定義を契機とする日米安保体制の変質の過程を検
証する。また、地球環境問題、アジア経済の安定化など新

14 日本の対外政策 たな課題に対する日本の対応を検討しながら、これからの 同　上 同　上
の変化 日本の対外政策の座標軸について考える。

21世紀の日本の民主主義のあるべき姿について考える。
日本型民主主義

15 の特質と今後の 同　上 同　上
行方
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＝金融論（ヲ99）’＝（TV）

〔主任講師：岩田規久男（学習院大学教授）〕

全体のねらい
　金融は私たちに預金をはじめとする貯蓄手段を提供するとともに、企業等に対しては資金を調達する手段
を提供している。これらの金融活動は、国内総生産や雇用量や物価などのマクロ的な経済変数への影響を通
じて、私たちの生活に大きな影響を及ぼす。この講義では日本の金融制度の仕組みを解説しっっ、金融活動
をめぐる諸問題を説明する。

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）

私たちの経済では、お金（貨幣）が様々な取引の決済手
段として用いられている。貨幣が決済手段として機能する 岩田規久男 岩田規久男

1 貨幣と決済シス ためには緻密、かっ安定した決済システムが存在しなけれ （学習院大 （学習院大
テム ばならない。第1回は日本の決済システムの仕組みについ 学教授） 学教授）

て説明する。

個入や企業の中には、一方に貨幣が余っているものが存
在し、他方に貨幣が不足しているものが存在する。第2回

2 貨幣の貸借と資 は貨幣の貸借の仕組みと日本全体の貨幣の流れについて説 同　上 同　上
金の運用・調達 明する。

貨幣の貸借には様々な取引費用がかかる。この取引費用
をできるだけ小さくして貨幣が貸し手から借り手にスムー

3 金融機関の役割 ズに流れるようにするのが、各種の金融機関の役割である。 同　上 同　上
第3回は金融機関の役割を情報の不完全性という視点から
説明する。

日本の金融機関の種類、各々の金融機関の機能の相違、
及び、貨幣が各種の金融機関を通じてどのように流れるか

4 日本の金融機関 を説明する。 同　上 同　上
と貨幣の流れ

貨幣を定義したうえで、貨幣は日本銀行と民間銀行とに
よって供給されること、及び両者の関係について説明する。

5 銀行と貨幣の 同　上 同　上
供給

利子率とは何かを説明した後に、貨幣のさまざまな機能
に着目しっっ、貨幣の需要と利子率との関係を説明する。

6 貨幣の需要と利 同　上 同　上
子率

利子率は、第5回で説明した銀行による貨幣供給と、第
6回で説明した個人や企業の貨幣需要とを等しくするよう

7 利子率の決定 に決定されると考えられる。第7回はこの流動性選好説と 同　上 同上
呼ばれる利子率決定理論を説明する。
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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）

利子率は、企業の在庫投資や設備投資及び個人等による
住宅投資に大きな影響を及ぼす。第8回はこれらの投資が

8 利子率と投資 どのようなメカニズムを通じて利子率に依存するかを説明 岩田規久男 岩田規久男
する。

日本銀行による金融政策は貨幣の供給量や利子率に影響
を及ぼし、利子率は企業等の設備投資に影響を与える。第

9 金融政策の手段 9回は金融政策の手段にはどのようなものがあるかを説明 同　上 同　上
する。

代表的マクロ経済モデルのひとつであるケインズ・モデ
ケインズ・モデ ルを用いて、金融政策が国内総生産や雇用量や物価に及ぼ

10 ルにおける金融 す影響を説明する。 同　上 同　上

政策の効果

もう一つの代表的マクロ経済モデルである古典派モデル
古典派モデルに を用いて、金融政策が国内総生産や雇用量や物価に及ぼす

11 おける金融政策 影響を説明し、ケインズ・モデルと比較する。 同　上 同　上
の効果

為替レートと貿易とを考慮して、金融政策が為替レート
への影響を通じて国内総生産や物価にどのような影響を及

12 国際金融と金融 ぼすかを説明する。 同　上 同　上

政策

1980年代半ば以降から、金融先物、オプション、金融ス
ワップなどのデリバティブと呼ばれる新しい金融取引が盛

13 新しい金融取引 んになった。第13回では、これらの新しい金融取引の仕組 同　上 同　上

みとその機能を説明する。

金融システムの安定を図る金融規制は、規制がいきすぎ
ると金融の非効率を招く。第14回は80年代の初め以後進め

14 金融自由化一丁 られてきた金融自由化と、2001年に完成予定されている金 同　上 同　上

融ビックバンー 融バックバンについて説明する。

経済の安定にとっては、金融システムが安定しているこ
とが重要である。金融システムの安定を図る手段としての

15 金融規制と金融 金融規制や預金保険機構等の仕組みについて説明する。 同　上 同　上

システムの安定
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＝日本経済史C　99）＝　（R）

〔主任講師：原 朗（東京大学教授）〕

全体のねらい
　近現代日本経済の歴史的展開を部門別に概観することに力点を置く。前近代の日本経済を概観したのち、
戦前の近代日本における産業貿易・金融財政・社会階級構造と恐慌・戦争の意義を検討し、戦後の現代日本
における高度成長と景気循環・対外経済関係を分析して、最終的には世紀転換期日の課題を自覚することを
目標とする。

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 前近代の日本経

ﾏ

　古代・中世・近世の日本経済を考察する。旧石器時代・
O紋時代の原始的共同体、弥生時代における農耕共同体の
ｬ立・貢納制社会への移行と古墳時代・律令制国家・院政
冝E鎌倉期・室町期・戦国期など荘園制社会の諸階段、幕
ﾋ制社会の成立と展開を概観する。

原　　　朗
i東京大学

蜉w教授）

原　　　朗
i東京大学

蜉w教授）

2 資本制社会への

ﾚ行

　幕末開港の影響と倒幕運動の展開、明治新政府の成立と
ｾ治維新期の諸変革（地租改正・秩禄処分・殖産興業）、
?ｼ整理と小生産者の分解（日本型の原始的貯蓄）、企
ﾆ勃興による産業：革命の開始、自由民権運動と天皇制国家
ﾌ成立などを概観する。

同　上 同　上

3 近代日本の産業
f易構造

　軽工業部門における輸出産業の発展（紡績業・製糸業）と鉱山業（石炭・銅）、重工業部門の展開（重工廠・製鉄

ﾆ・造船業）、農業部門と工業部門との関連、産業三部門
ﾔの関連と貿易構造、商業その他諸部門の比重、植民地と
ﾌ関連などについて説明する。

同　上 同　上

4 近代日本の金融
熕ｭ構造

　明治新政府の財政経済策、産業革命期の銀行分業体系成
ｧ、日清・日露戦争の軍事財政と戦後経営、第一次対戦期
ﾌ金融と財政、1920年代の経済政策体系、金解禁・井上財
ｭと高橋財政、日中全面戦争・アジア太平洋戦争期の軍事
熕ｭなどについて概説する。

同　上 同　上

5 近代日本の社会
K級構造

　資本制部門での労資関係と賃労働の状態で、労働争議・
J働運動の展開、農業部門での零細自作農と地主小作関係、
�ｶ地主制と小作争議、社会政策と調停法体制、中間層の
L範な存在、資本家団体と地主団体・産業組合、財閥資本
ﾆ独占体制などについて概説する。

同　上 同　上

6 近代日本と恐慌

　1980年恐慌、日清戦後第一次・第二次恐慌、日露：戦争後
ｰ慌、日露戦後の景気循環、1920年戦後恐慌、1920年代の
u慢性的不況」、1927年金融恐慌、1929～31年昭和恐慌な
ﾇについて概説し、景気循環と恐慌が近代日本の経済と社
?ﾉ与えた影響について検討する。

同　上 同　上

7 近代日本と戦争

　産業革：命と日清・日露戦争ならびにその戦後経営、台湾・朝鮮における植民地支配の展開と南満州の半植民地化、

謌齊汾｢界大戦と対華ニーヶ条要求・西原借款、シベリア
o兵、ワシントン軍縮、山東出兵、張作森爆殺事件、ロン
hン軍縮、満州侵略につき概説する。

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 日中全面戦争期

ﾌ日本経済

　日中全面戦争と統制経済への移行、物質動員計画、外貨
s足問題、国家総動員法、物動計画改訂、価格統制の展開、
喆ﾄ通商航海条約の廃棄、第二次欧州大戦、日丁丁三国軍
俣ｯ盟、北部仏印進駐、独ソ開戦、南部仏印進駐、対日資
Y凍結などにつき概説する。

原　　　朗 原　　　朗

9 アジア太平洋戦
?冾ﾌ日本経済

　アジア太平洋戦争と戦時体制の強化、軍需生産の動向、
J働力の動員、戦時下の農業、　「大東亜共栄圏」の経済的
ﾀ態、南方占領地からの物資略奪、中国占領地と植民地の
x配戦時末期の増産政策、船舶不足問題、戦時経済の崩壊
ﾈどについて概説する。

同　上 同　上

10 被占領下の戦後

ﾏ革

　アメリカ初期対日占領政策の形成、財閥解体・労働改：革・農地改革、財政改革・地方行政制度改革、賠償問題、敗

甯繧ﾌ経済危機、傾斜生産方式の採用、冷戦と占領政策の
]換、ドッジラインとインフレ収束・統制撤廃・労資関係
ﾌ再編などについて概説する。

同　上 同　上

11 戦後日本の高度

ｬ長

　高度成長の前提条件、朝鮮戦争と特需景気、経済復興と
総ﾛ経済復帰、産業合理化、独禁法改正、外貨管理、景気
z環の復活、重科学工業化の展開、工業生産力と技術革新、
髄蜉驪ﾆと中小企業、労働力不足と労務管理、金融・財政
ｭ策と地域展開にっき概説する。

同　上 同　上

12 高度成長期の社

?I変化

　都市化の進展、農工格差の拡大と農業の衰退、農業共同
ﾌの解体、耐久消費財の普及、モータリゼーション、生活
??ﾌ向上、進学率の向上、公団住宅の増加、大衆消費社
?ﾌ実現、中流意識・保守主義の拡大、平均寿命の延長、
lE革命の開始などを概説する。

同　上 同　上

13 戦後日本の景気

z環

　神武・岩戸景気、髪型期不況と証券恐慌、いざなぎ景気、
謌齊汾ﾎ油危機と低成長への移行、スタグフレーション、
謫�汾ﾎ油危機への対応、プラザ合意と円高不況、円高好
ｵへの転換とバブル経済、バブル崩壊と平成金融危機など
i気循環に即して概説する。

同　上 同　上

14 戦後日本の対外

o済関係

　国際経済復帰、世界経済の拡大、対米関係、貿易自由化
ﾆ賠償支払い、資本自由化、ベトナム戦争、国際通貨危機
ﾆ変動相場制移行、東南アジア諸国との経済関係、　「経済
蜊早v化と通商摩擦の激化、ソ連東欧社会主義の崩壊など
ﾉついて概説する。

同　上 同　上

15 世紀転換期の日

{経済

　公害問題の激化、過密・過疎問題、第一次石油危機、第
�汾ﾎ油危機、情報化の進展、財政危機と行政改革、金融
ｩ由化、企業社会の病理、1997年金融恐慌、高齢化社会へ
ﾌ移行、地域環境問題、低開発国貧困問題、世紀転換期日
{の課題などについて概説する。

同　上 同　上
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＝欧米経済史C　99）＝＝（R）

〔主任講師：藤瀬浩司（愛知淑徳大学教授）〕

全体のねらい
　現代社会は資本主義と社会システムから成り立っていますが、この講義では資本主義の経済発展を、イギ
リス産業革命から現在までの約2世紀を中心に考察します。資本主義の発展に見られる大きな枠組みや流れ
に重点を置き、またとくに資本主義を構成する国民国家と世界経済という2つの要素に注目したいと考えま
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）

1。歴史社会と 資本主義は16世紀に登場し、イギリス産業革命によって
しての資本主 成立した歴史社会です。これ以前の歴史社会は共同体とい 藤瀬浩司 藤瀬浩司

1 義 う関係を基礎とした、資本主義とは異なった社会システム （愛知淑徳 （愛知淑徳

でした。共同体社会の基本的性格とともに、完成された市 大学教授） 大学教授）

共同体社会と資 場経済としての資本主義の特徴を考察し、さらにその構造
本主義 へ変動に関する予備概念を説明します。

14世紀半ばから15世紀に西ヨーロッパでは市場経済の発
展を伴った封建社会の解体が始まります。15世紀末の地理

2 資本主義社会へ 上の発見によって資本主義は急速に展開し、ヨーロッパを 同　上 同　上
の移行 中心とした世界経済が生成します。こうした世界経済の分

業体制、中心的諸国の経済発展や経済政策、さらにイギリ
ス産業革命の前提条件を検討します。

H．19世紀資本 イギリス産業革命によって資本主義は本格的に展開を開
主義 始します。産業革命の過程、最初の産業革命としての特徴、

3 イギリスの産業や社会、また世界経済に対する影響を考察 同　上 同　上
イギリス産業革 し、さらに同時期のフランス革：命など欧米の諸変革を検討
命 します。またイギリス産業革命を起点とする19世紀の資本

主義発展の段階と曲面を概観します。

19世紀中葉イギリスは自由貿易政策に転換します。イギ
リス資本主義は19世紀の第3四半期に大きく成長し、世界

4 イギリス資本主 の工業、商業、金融の中心としての地位を確立します。自 同　上 同　上
義の成熟 由貿易と平行する制度改革、産業と金融の組織、また世界

経済の大拡張をもたらす運輸革命（鉄道、海運、電信）と
自由貿易体制について検討します。

西ヨーロッパの国々やアメリカ合衆国では、19世紀第3
四半期の世界経済の拡張期に産業革命を達成し、イギリス

5 欧米資本主義国 を取り巻く中心工業諸国を形成します。これらの産業革命 同　上 同　上
の産業革命 は、鉄道建設を起点とし、国家と金融組織の新しい役割に

支えられていますが、それぞれの国の産業革命の特徴と社
会経済構造に与えた影響を考察します。

中心諸国の政治的経済的拡張は、地球上の広範な地域を
周辺経済の分極 世界経済の中に組込み、旧周辺地域を含めて新しい分業体

6 化一工業化と原 系を創り出します。一連の周辺諸国は欧米に対抗して工業 同　上 同　上
材料供給他 化を実現しようとし、他の地域は世界市場向けにもつばら

原料や食糧を供給する地域に転化されます。周辺的工業化
や原材料供給地形成の特徴を考察します。

1873年の世界恐慌以後約4半世紀は通常大不況と呼ばれ
ている時期です。しかしこの時期は景気循環の「不況」で

7 19世紀末大不況 はありません。世界的に価格や利子率は低水準に留まりま 同　上 同　上

したが、経済成長は鈍化したものの持続していました。大
不況期の構造変動を技術、生産方法における変化の動き、
世界市場の再編成について検討します。
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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

皿。20世紀資本

@主義

Q0世紀資本主義
ｭ展の特徴

　20世紀の資本主義は19世紀に見られた資本主義とは異な
ﾁた特徴を持っています。20世紀資本主義は曲折を経なが
轤焉Aアメリカにリードされアメリカを中心に構成されて
｢った資本主義です。その構造や特徴を概括するとともに、
ﾅ近の統計的整理に基づいて全体の時期を2つの段階と4
ﾂの曲面に区分します。

藤瀬浩司 藤瀬浩司

9 大型企業体の出

ｻ

　19世紀末から新鋭産業において一連の大型企業体が出現
ｵます。大型企業体は大量生産・大量流通により低コスト
�ﾀ現し、巨大な市場を創出していきます。こうしたタイ
vの企業体が成長し、様々な分野を支配していく過程が、
Q0世紀資本主義の発展の原動力になります。大型企業の特
･と社会経済への影響を検討します。

同　上 同　上

^

10

世界経済の構造
ﾆ国際経済シス
eム

　世界経済の稠密化の中で20世紀初めに世界経済の新たな
¥造が現れます。第1に中心機能が、金融の中心と工業生
Yの中心に分化し、第2に周辺的工業国が形成され、最後
ﾉ世界的規模での原材料供給地が開発形成されます。こう
ｵた構造の特徴、その上に成立する多角的決済システムや
総ﾛ金本位制を考察します。

同　上 同　上

11 帝国主義と戦争

　二つの世界対戦は列強国の帝国主義的対立を原因として
｢ます。植民地帝国のイギリスやフランスに対抗して、多
ｭの後発国は自身の支配地域を獲得しようとしました。こ
､した対立の根源、支配地域における独立運動や反帝国主
`運動、社会主義との関連、新しい選択としてのウィルソ
唐ﾌ政策構想について検討します。

同　上 同　上

12 1930年代大不況

ﾆ戦時経済

　第1次大戦後ヨーロッパの経済回復は遅く、アメリカだ
ｯが繁栄を享受していました。しかし1929年恐慌とともに
｢界は膨大な失業を伴う長期不況に陥ります。金本位制は
��ｵ、世界経済はブロック経済に分解しました。各国の
s況と克服策、国際的な再建の努力、戦時経済における国
ﾆの経済管理について検討します。

同　上 同　上

13 アメリカ体制と

o済改革

　第2次世界大戦によりアメリカを中心とする世界体制が、
ｻれに対抗する拠点としての社会主義圏を含みっつも成立
ｵます。また各国で経済改革が実施されますが、それは国
ﾆの経済管理における責任を前提に新しい方向と秩序を創
oしようとしました。戦後世界体制、経済改革、国際的な
ｦ調機構の特徴や意義について検討します。

同　上 同　上

14 資本主義の黄金
梠繧ﾌ光と影

　20世紀の第3四半期に多くの資本主義国が高水準の経済
ｬ長を達成します。アメリカ型の生産方式が西欧や日本に
Lがり、新しい分野を支配してゆき、同時に国家は経済成
ｷのため総合的手段を講じました。しかし国際的には発展
r上国問題や社会主義経済の行詰まりが発生しました。黄
燻梠繧ﾌ構造と問題点について検討します。

同　上 同　上

15 成長国家の終焉
ﾆ再編集

　黄金時代の経済成長は1960年代末から70年代初にかけ悪
ｫのインフレーションの進行と戦後国際金融システムの崩
�ﾉよって終わります。従来の制度や政策が有効制を失い、
甯繧ﾌ国際体制が大きく変化する過程を考察するとともに、
﨣�v命、経済のグローバル化、アジア経済の成長など新
ｵい資本主義の方向を展望します。

同　上 同　上
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＝ジェンダーの社会学（’99）＝　（R）

〔圭騰臨礪嗜塗鞘鞍炎鞘贅鋤

全体のねらい
　この講義は、ジェンダーの視点から現代社会をとらえ直し、よりより社会生活・社会関係のあり方につい
ての考察を深めることをねらいとする。前半においては、性別という現象への分析力を高めることを主眼と
した講義を行い、その後、家庭・職場・福祉・政治などの社会生活諸領域の考察を行う。

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）

ジェンダーという言葉について説明を行い、ジェンダー
という言葉が現在どのような意味で使用されているか、ま 江原由美子 江原由美子

1 ジェンダーとは たその背景にはどのような問題があるのかを概説する。 （東京都立 （東京都立

大学助教授） 大学助教授）

「女にしさ」というものが、どのように性役割（家事・ 江原由美子
育児役割）と関連しているかについて考察する。女性の性

2 女らしさと性役 役割についてのこれまでの研究を概観し、性役割を役割取 江原由美子 山田昌弘
割 得していく過程における「女らしさ」という美意識・価値 （東京学芸

観との関わりを追う。 大学助教授）

女らしさが問題になると、その対極にある「男らしさ」
にも注目が集まる。最近は、男性学を銘打つ研究も現れ、 江原由美子

3 男らしさと性役 「男らしさ」研究が盛んになりつつある。従来の男らしさ 山田昌弘
割 はどのように捉えられたかを考察し、　「男性解放」につい 山田昌弘

て考える。

同性愛・性転換など、　「セクシュアリティー」の領域で、

トランス・ジェ 従来の男性・女性の枠組みを越える現象が話題になってい
4 ンダー、トラン る。これらの人々の意識や運動などを考察することを通じ 同　上 同　上

スセックス て、根本的なレベルでのジェンダーを理論化する。

多くの人は、恋愛・結婚において、自分の性別を身近に
感じ始ある。人を好きになり、一緒になるという時にもジ

5 恋愛・結婚 エンダーが関係していくる。恋愛対象、恋愛関係、配偶者 同　上 同　上
選択にかかわるジェンダー現象を探究する。

出産期は、夫婦関係・男女関係におけるもっとも大きな
リプロダクショ 危機の一つである。出産をめぐる男女の意識のズレ、子育 江原由美子

6 ンー子産み・子 てをめぐる夫婦の葛藤をジェンダーとの関連で考察する。 江原由美子
育て 生殖医療の問題にも言及する。 山田昌弘

家事は従来女性の担当とされてきた。家事に込められる
意味、特に「家事は愛情表現である」という意識が、女性 江原由美子

7 家事と への家事の押しつけに繋がっている。家事は、歴史的にど 山田昌弘
ジェンダー のように成立し、女性に割り当てにれて行ったかを明らか 山田昌弘

にある。
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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）

職場もジェンダーと無縁な場ではない。性別による職業
や職位・職務の相違が、どのようにジェンダーと関連して 江原由美子

8 職場と いるのかを明らかにする。女性職と性役割の関連性、近代 江原由美子
ジェンダー 官僚制と「男らしさ」との関わりなど。 山田昌弘

固定的なジェンダー関係は、伝統的な慣習の中に埋め込
まれている。しかし最近では、伝統にとらわれないセレモ 江原由美子 江原由美子

9 セレモニーと ニーも模索されている。結婚式とお葬式、お墓の問題など
ジェンダー をとりあげ、その中にみられる新しいジェンダー関係の模 山田昌弘 山田昌弘

索を考察する。

男女の性意識、性行動は、大きく異なるといわれている。
通常、男性の性欲は自然で攻撃的であり、女性の性欲は受 江原由美子

10 セクシュアリテ 動的といわれている。セクシュアリティーのジェンダー差 山田昌弘
イーと家族 の意味と、男女関係に与える影響について論じる。 山田昌弘

最近、レイプなどの性暴力や、ドメスティクバイオレン
ス（夫から妻への暴力）が、社会問題化している。これら 江原由美子

11 女性に対する の問題を追うなかで、　「男性の攻撃性」　「女性の受動性」 江原由美子
暴力 など従来のジェンダー観をとらえ直すことを試みる。 山田昌弘

買売春問題は、非常に多岐にいわれたる社会的要因と非
常に深い心理的問題とを伴っている。買売春問題を一つの

12 性の商品化 手がかりとして、現代社会において様々な形をとる「性の 同　上 同　上
商品化」現象を、ジェンダーとの関連性において考察する。

ケア（介護・看護など）の担い手の大多数は、家族の中
でも外でも女性である。ケアの場面で女性が期待される理 江原由美子

13 介護iと 由を、　「さわること」のジェンダー的意味の考察を通じて 山田昌弘
ジェンダー 明らかにする。高齢化が進む中で、介護における男女平等 山田昌弘

とは何かを考える。

最近、心の悩みやセラピー（心理療法）に対して関心が
集まっている。その中で、従来のセラピーのやり方が、男

14 セラピーと 性中心に偏っているという批判も出てきた。そこで、フェ 同　上 同　上
ジェンダー ミュスト・セラピーを紹介しながら、臨床場面におけるジ ’

エンダー問題を考察する。

従来女性改築と呼ばれてきた領域で、男性を対象として
改築の必要性が主張されてきている。ジェンダー改築のこ 江原由美子

15 ジェンダー改策 うした新たな動きは、ジェンダー秩序を変えることができ 江原由美子
と未来 るのか。望ましい本来とは何かを展望する。 山田昌弘
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＝都市空間の比較社会学C　99）＝＝　（TV）

〔主任講師二倉沢　進（放送大学教授）〕

全体のねらい
　都市社会学という学問がどのような都市的現実、都市の実際の問題状況から生まれ出たのか、空間構造に
焦点をあて都市社会学の展開を見る。1～7は、理論とその理論を生んだ都市一パリ、シカゴ、ボストン、
メリダ（メキシコ）という展開の舞台で、シカゴ学派都市社会学とそれに対する批判・反批判の流れを検討
する。8～10は、ヨーロッパ、東アジア、東南アジアの都市の特色を、それぞれのキーワード（広場、風水、
バザー）に即して示す。11以下は日本の都市、特に東京を中心として、その社会・空間構造と変動を明らか
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 14番目のパリ

　G。S抽鵬1の見たパリ、14番目屋の話を導入として、都市
ﾐ会の意味を考える。
@これを受けて都市の概念規定を吟味する。

倉沢　　進
i放送大学

ｳ授）

倉沢　　進
i大阪大学

ｳ授）

2 20世紀初頭の
Vカゴ

　都市社会学を生んだ20世紀初頭のシカゴがどのうよな都
sであったか。
@アメリカの歴史、農村社会から工業社会への変動と、そ
ﾌ中でシカゴが果たした役割。
@またこの状況が都市問題の噴出をもたらしたこと。

松本　　康
i名古屋大

w教授）
倉沢　　進

3 大都市の同心円

¥造

　ループと呼ばれる都心地区、周辺のスラム街などシカゴ
�ﾊる空間の紹介。
@バージェスの同心円理論。貧乏な人はなぜ地価の一番高いところに住むか、の問いかけを手がかりに同心円構造の

`成を観察する。

同　上 同　上

4 ベースマップと
l間生態学

　シカゴ学派都市社会学の形成の歴史。
@都市問題の研究の方法としての社会問題基礎地図はどの
謔､な環境で生まれたか。
@指導者パークと人間生態学方法。

同　上 同　上

5 ボストンの社会

ｶ化生態学

　歴史の散歩道を手がかりに、ボストンという都市の歴史
繧ﾌ位置を理解する。

@ファイアレイの研究したボストン都市の3っの事例地区
�ｩる。
@歴史的都市の類型と、同心円構造を歪曲する社会的要因の相互関係。

@イーストエンドから、ストリートコーナーソサイアティ
､究一ギャング社会関係。

倉沢　　進 倉沢　　進

6 アーバニズムと

s鄙連続体

　シカゴ学派都市社会学の大成物ワースのアーバニズム理
_の紹介。
@その成立とかかわったレッドフィールドのユカタン半島4つの地：域社会の研究。

@民族社会と都市社会の連続体概念。

同　上 同　上

7

前産業型都市と
＜Lシコ都市の

ﾏ容

　アーバニズム図式に対する批判。その一つのショウバー
Oの前産業型都市都市の類型。

@貧乏な人はなぜ郊外に住むか。シカゴモデルと異なる空間構造の説明要因。

@前産業型都市と植民都市。変容を説明する理論一アー
oニズム。

同　上 同上
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回 　Ψe　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 広場とヨーロッ

p都市

　広場を中心に持つヨーロッパの中世都市。その空間構造
ﾆ社会構造。
@蟹溜eberの市民都市論を映像と共に吟味する。
@あらためて中世市民都市と、近代大都市。

倉沢　　進 倉沢　　進

9 風水の東アジア

ﾌ都市

中国の風水思想と都市
ｩ鮮におけるその変容
¥ウルの空間構造

吉田光男
i東京大学

ｳ授）
倉沢　　進

10 バザールと東南
Aジアの都市

途上国社会と首位都市
oンコクの都市形成
s場
V中間階層とスラム居住層

松薗祐子
iいわき明

ｯ大学助教
�j

倉沢　　進

11 日本都市の類型

　宮処と市をキーワードとする古代都市。
@城下町、宿場町など近世の都市類型と、明治以降の都市
ｭ展の連続性と断絶性。
@倉沢の発展類型一伝統消費三都市の類型。鈴木の産業
s市。

倉沢　　進 倉沢　　進　　　（

12 東京の社会地図

　社会地区分析の方法、因子生態学の発展、ロンドン社会
n図、東京社会地図の方法。
@総合型都市としての東京。江戸から東京への発展と社会
I、空回的変容。
@日本都市の三三性とセグリゲーション。セクタ～型とゾーン型。

同　上 同　上

13 山の手と下町

　セクター型の具体的実態としての山の手と下町の分化。
@ドーアの下山町。
@社会的パーソナル・ネットワーク分析の方法とファイン
fィングス。

同　上 同　上

14 スプロールと
c地

　ゾーン型の実態としてのインナーシティと郊外。
@戦後都市化3段階。第2期の都市化の特徴としての郊外
ｻ。公団住宅団地建設の意味。
@市民意識の特徴と、コミュニティ形成。アーバニズム理
_の検証。

同　上 同　上

15 世界都市東京の

ﾏ動

　グローバリゼーションの概念。グローバリゼーションと
｢界都市の形成。
@青いバナナとべソト。世界都市形成の社会的結果。
@空間構造へのその反映。

松本　　康

g田光男

ｼ薗祐子

同　上
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＝環境社会学C　99）＝：（TV）

〔主任講師：鳥越皓之（関西学院大学教授）〕

全体のねらい
　三つのねらいがある。ひとつは具体的な事例を通じて環境を社会学的に分析する方法論の理解。二点目は、
環境社会学的切り口で、環境や環境問題がどのようにみえてくるかを明らかにすること。三つ目は、環境に
ついて身近に感じるとともに、自分も考えみよう、あるいは環境をよくする活動に参加をしてみようと思っ
てもらえること。

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 環境社会学とは

　環境社会学的な考え方がどのようなものであるかを理解
ｵてもらうことをねらいとする。方法論的な討議は抽象的
ﾉなりやすいので、ゴミを例として自分との距離（部屋の
ﾈかにゴミを散らかすと気になるが、遠い島の産業廃棄物
ﾉは関心が薄い）の問題を通じて、私的なこと社会的なこ
ﾆを考える。また、国の文化の違いが環境政策にも影響す
驍ｱとを述べる。

鳥越皓之
i関西学院

蜉w教授）

鳥越皓之
i関西学院

蜉w教授）

2 環：境問題とエコ

[システム

　生態学の成立がエコロジカルな運動を起こすきっかけに
ﾈり、アメリカに国立公園をつくらせるなど、自然環境保
?^動がたかまった事実を述べる。ただ、生態学のエコー
Vステムの考え方と人間を要素とする社会システムの考え
福ﾆを合体させた有効なシステム論が現状では存在しない。
ｻれが環境政策にも反映して、具体的な施策としては両者
��ﾔ的に分けて、そん間を線引きをして生態域（自然
諱j、人間域（社会域）とに区分する方法がしばしばと
轤黷驕B白神山地の森林とイリオモテヤマネコ（西表島）
�痰ﾉ人と自然との関係について考える。

同　上 同　上

3 森・川・海一コ

c塔Y

　村の空間をイメージするとよい。人びとの家や耕地の外
､に広がる森や川や海は独特の使われ方をされてきた。そ
黷�Rモンズ（入会）とよぶ。そこは人びとの共同利用地
ﾆなっていた。この全くの自然ではなく、また田や畑のよ
､に人間の手によって強く改変された自然でもない、ちょ
､ど中間に位置するのがコモンズである。イギリスなどヨ
[ロッパの荒蕪地に春になると薄紫の花をつけるピースの
?ｴなどがコモンズの典型である。

同　上 同　上

4 農業と自然

　人びとは農地をとりあえず自然の一部とみなしているが、
ｩ然を遠慮なく人間の思い通りに変形させてしまったのが
_業である。とはいえ、人間にとって農業は不可欠である。
ｱの農業の問題点は近代化の名の下に、化学化（農薬、化
w肥料）と過度な機械化が行われたことである。結果的に
_民の窮乏化、また消費者の健康の問題などを引き起こし
ﾄいる。農民からつくる楽しみを奪ったことも問題であろ
､。この近代化の批判から起こった有機農業について現場
ｩらの声をきく。

同　上 同　上

5 生活環境に焦点
�?ﾄる

　「生活環境主義」というモデルをつかって環境問題の理
��獅ﾝる。それはエコロジー論（自然環境主義）とも近
繼Z術が最終的には環境問題の解決に寄与するとみなす近
繼Z術主義とも異なって、人びとの生活のシステムを軸に
ｨいて分析する方法がある。具体的には森林保全の問題を
ｶ活環境主義から解釈のしなおしをする。

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）

6

住民は環境を自
ｪで決あられる

ｩ

　環境保全を考えるとき「住民の主体性」がたいへん大き
ﾈ役割をはたす。この住民の主体性を軸にして、住民の課
閧�竭閧ﾆする。住民はいつも相互に連帯するわけではな
｢。相互に意見を異にして対立することもある。また、住
ｯは生活を積み重ねることによって「生活権」とでもよべ
驍烽ﾌをもっことにもなる。住民の環境創造的な試みもと
閧?ｰる。

鳥越皓之 鳥越皓之

7

社会的ジレンマ
ﾆしての環境問

　汚水を流すことや、タバコのポイ捨てのように、自分一
lぐらいが注意を怠っても別にどうということはないにも
ｩかわらず、そう思って全員が行うととんでもないことに
ﾈる現象を社会的ジレンマとよぶ。社会的ジレンマ論を使
｢ながら、多様な環境問題のあり方を考える。

同　上 同　上

8 ゴミとリサイク

　ゴミとはそもそも何を意味するのか、　「もったいない」
ﾆいう価値観はないのだろうか、というような点から考え
ﾍじめ、リサイクルの活動の分析をし、新しいライフスタ
Cルの模索をする。

同　上 同　上

9 開発計画と加害
ﾒ・被害者

　加害者および被害者がもっている多様な側面を開発計画
ﾆかかわらせながら分析をする。日本の伝統的な公害をあ
ﾂかう比定であるが、視野を東南アジアにも広げることに
謔ﾁて、それが現代のグローバルな課題であることを示し
ｽい。

同　上 同　上

10 公共事業と地元

ﾌ利害

　原発などが典型であるが、公共事業はたんに公共のため
ﾉよくなるというのではなくて、たいへんつよく地元の利
ﾆ害がからんでいる。アメリカの事例などを出しながら、
Gネルギー論にまで言及できればと思っている。

同　上 同　上

11 歴史的環境保全

ﾌ運動

　明治期に建てられた西洋建築を守る運動、また歴史的に
R緒のある橋を保全する運動、さらには町並みの全体を保
Sする運動など歴史的環境保護運動の対象は広い。これが
｢わゆる文化財保護とどのように異なるかを検討しつつ、
ｻの結果や可能性を考える。具体的には沖縄の竹富島を対
ﾛとしてとりあげたい。

同　上 同　上

12 景観の形成

　歴史的環境保護の延長上にくらしの景観をとりあげたい。
ﾞ良の明日香や淡路、徳島の人形浄瑠璃に視点をすえなが
轤ﾜちづくりのありようを考える。 同　上 二上

13 環境ボランティ

AとNPO

　阪神淡路大震災後、ボランティアとNPOが注目される
謔､になった。かれらがどのような活躍をし、それが現代
ﾐ会でどのような意味をもつのかを考える。オルタナティ
u社会という新しい社会論の可能性を検討する。行政との
ﾖ係にも言及する必要があろう。

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）

内発的発展とは地域内部からの力で発展を行うことであ
内発的発展論と る。外部資本の導入がしばしばその地域の未来の発展をそ

14 コミュニティ・ こなうという考えから、地元（とくに若者）が集まって地 鳥越皓之 鳥越皓之
ビジネス 域の発展を考え「地元のための」ビジネスを模索する。そ

の可能性を問いかける。

全体のまとめを行う。地元の小さなコミュニティをキチ
ンともっていることが環境保全にとって大切なことを事例

15 政策と実践 を通じて説明をする。人間がコミュニティ（共同性）をも 同　上 同　上
っ意味、将来の可能性についても言及する。

一501一



502



＝経 営 学＝　（TV）

〔主任講師：森本三男（青山学院大学教授）〕

全体のねらい
　経営学とはどのような学問であるか、何を問題にするかを明らかにする。ここでいう経営学は、企業を対
象にした実践科学である。実践とは理論と実際を統合する主体的行為、平易にいえば当事者の立場に立って
みることをいう。実践科学としての経営学では、企業の構造と行動がどのような行為原理に立っているかを
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 経営学の

ｫ格と課題

　経営学が社会科学の一部であることは明白であるが、そ
ﾌ対象や性格については、見解が分かれている。ここでは、
g織体一般ではなく企業を対象にする経営学について、そ
ﾌ性格（実践科学）と課題（構造と行動に内在する原理の
�ｾ）を説明する。

森本三男
i青山学院

蜉w教授）

森本三男
i青山学院

蜉w教授）

2 企業形態と企業

ﾌ制

　企業のために用意されている法的制度を、企業法律形態、
ｪして企業形態という。代表的企業形態は株式会社である
ｪ、それは元来成長した企業のたあの制度であるにもかか
墲轤ｸ、そのようには利用されていない。そのため、実態
ﾌ発展を企業体制として問題にする。

同　上 同　上

3 現代企業の特質

　現代企業とは、単に現代に存在する企業という意味では
ﾈく、成長・発展をとげて経営的に高度と見なされる段階
ﾉ到達している企業をいう。それは、所有と経営が分離し、
o営上の自主性をもち、1個の社会的制度として環境主体
ﾉ責任を負う存在となっている。

同　上 同　上

4 現代企業の構造

　現代企業は、組織・人間的側面（経営組織）と計数・資
{的側面（経営経済）をもつ。またそれは、動的には、投
?E産出システムとして生産を行い、環境適応を通じて成
ｷ・発展する構造をもつ。そのためには、関係者の貢献を
z合し、成果を配分する必要がある。

同　上 同　上

5 経営理念と経営

ｶ化

　経営行動を通じて実現しようとする思想・信条・哲学を、
o営理念という。それは、目的の価値的側面である。それ
ﾉは、儒教などの伝統色の強いものと、企業の制度的存在
�ｽ映した現代的なものとがある。経営理念を基底とした
e企業の個性が、経営文化となる。

同　上 同　上

6 経営者の役割と
Rーポレート・
Kバナンス

　経営行動の核は経営者である。経営者は、イノベーショ
唐�юiし、経営理念を実現させるリーダーシップを発揮
ｵ、関係者の利害を調整して成果を配分しなければならな
｢。現代企業の経営者は機関となっているから、そのあり
福ｪ役割に適合している必要がある。

同　上 同　上

7 経営の目標

　目的の具体的状態を示すものを経営目標という。その内
eと数は、企業の発展と共に多様化する。つまり単一目標
ｩら多目標に移行し、後者では目標体系が形成される。また、これと共に目標の達成水準は、極大化原理から満足化原理へと変化する。

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）

現代企業の特色は、戦略を軸にした経営すなわち戦略的
経営を行うことにある。経営戦略の中で最も重要なものは、

8 経営戦略（1） 企業がどのような製品・事業についてどの市場で活動する 森本三男 森本三男
製品・市場戦略 かを選択することである。このような製品・事業戦略の策

定について、枠組みを紹介する。

製品・市場戦略を前提にして、各種の個別戦略が策定さ
れる。まず必要なものは、特定の製品・市場に関する競争

9 経営戦略（2） 戦略である。その他必要に応じて、リストラ（事業分野再 同　上 同　上

PPM 構築）、リエンジニアリング（事業遂行方法の再形成）、
企業の買収、戦略的提携をはかる。

組織構造に関する代表的な類型を、組織形態という。組
織は戦略を遂行するたあのシステムであるとの観点に立て

10 現代企業と経営 ば、特定の戦略には特定の組織形態が適合していなければ 同　上 同　上
組織 ならない。このような適合についての考え方と現実の展開

について、説明する。

経営の経済現象に関する原理をまとめたものに費用理論
がある。それにも伝統的な収益法則的費用理論と、現代的

11 現代企業と経営 な適応的費用理論とがある。両者の中から環境適応的弓 同　上 同　上
経済 業，利益管理のための損益分岐点に関する部分、規模や範

囲の経済に関する部分などを説明する。

経営の国際化は、資材・製品の輸出入に始まり、経営資
源そのものの国際的移動である現地生産（直接投資）から

12 経営の国際化 グローバル経営へと進展する。このような国際化は、企業 同　上 同　上
の組織や管理にこれまでにない問題を生じさせる。それら
を経営文化に関連させて検討する。

すべての経営行動は、意思決定を契機として展開される。
行動の良否は意思決定によって左右される。各種意思決定

13 意思決定と情報 の方向を整合させ、意思決定の質を高めるには、そのプロ 同　上 同　上
セスと技術の解明が欠かせない。また、それに関連して情
報という資源が問題となる。

生産のために必要な関係者の貢献を持続的に確保するに
は、彼らに誘因を提供しなければならない。その源泉は、

14 生産性と付加価 資源の効果的使用による成果である。そこで生産性の向上 同　上 同　上
値 が問題になる。生産性にはいろいろな指標があるが、付加

価値が成果指標として最適である。

社会的制度となっている現代企業は、各種の利害者集団
（顧客、株主、従業員、取引先、地域社会など）の多様な

15 企業の社会的責 期待にこたえなければならない。その内容は、法的責任、 同　上 同　上
任 経済的責任のみでなく、それを超えた自発的な社会貢献に

まで及び、遂行の評価も問題となる。
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＝生産性科学入門＝（TV）

〔主任講師：黒澤一清（東京工業大学名誉教授）〕

全体のねらい
　生産性科学とは如何なる学問として今日要請されているのかを明らかにする。まず、この学問の発生の由
来とその学問方法論とをしっかり考察したのち、制度と生産性、政策・運動と生産性、環：境・資源問題と生
産性、また創造主と生産性、等々のトピックを論じる。世上一般の通念とされている生産性論議と根本的に
違っている点に興味が持たれると思う。

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）

現代の産業・情報社会の深刻な問題を解決するという課
生産性科学の誕 題の中から生産性科学は誕生するのであるが、それの方法 黒澤一清 黒澤一清

1 生と課題： 論とその根拠をこの学問の系譜の批判的吟味に求める。 （東京工業 （東京工業

生産性論の系譜 大学名誉 大学名誉

その1 教授） 教授：）

この系譜論は経済学、経営学、技術論、資源論、環：境科

生産性科学の 学について展開される。その結果として、我々の生産性科
2 誕生と課題： 学の構造への展望が描かれる。 同　上 同　上

生産性論の系譜
その2

以上の系譜論とその上にたった構造的展望の上に、我々
生産性科学の の考える生産性科学の対象、すなわち産業・情報社会の根

3 対象と方法： 源構造（メタ構造）が規定される。 同　上 同　上

その1

引き続いて、人間と自然との相互作用（M－N系）の構
生産性科学の 造が解明される。

4 対象と方法： 同　上 同　上

その2

M－N系を総括する概念としての生産力の構造が解明さ
生産性科学の れる。

5 対象と方法： 同　上 同　上

その3

人と人との社会関係（M－N系）の構造が解明され、産
生産性科学の 業・情報社会の総構造が与えられる。

6 対象と方法： 同　上 同　上

その4

M－N系とM－M系との交差域にあって、それらの相互
作用を媒介するフィルター構造としての制度とそのうちで

7 制度と生産性： の生産性の関係を論ずる。 同　上 同　上

その1 ソ連邦の形成、崩壊のプロセスの例題が示される。
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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）

日本の明治維新以降の産業発展と制度の関係を分析する。

8 制度と生産性： 黒澤一清 黒澤一清
その2

日本の第2次大戦後の農地改革と農業生産力の関係を例
として、制度と生産力の関係を考察する。

9 制度と生産性： TVでは、日本の漁場・漁業制度と生産性の問題を考察 同　上 同　上
その3 する。

上のテーマの続き。

10 制度と生産性： 同　上 同　上
その4

産業的・社会的運動としての生産性の歴史と構造を論ず
プロダクティヴ る。P．　Sの前史。

11 イティ・スキー・ 同　上 同　上

その1

第2次大戦後のP．Sの展開、　OWL，　QL及び国際生
プロダクティヴ 産性スキームを論じる。

12 イティ・スキー 同　上 同　上

その2

上の続き。

プロダクティヴ
13 イティ・スキー 同　上 同　上

その3

生産性原理の基礎は、人間と自然との相互作用系を、人
類の生存・繁栄にとって最適であるように設計・管理する

14 環境・資源問題 点にある。この観点から環境・資源生産性と人間生産性の 同　上 同　上
と生産性 統合のシステムをを考察する。

TVでは海洋生物資源利用の基本問題を討論する。

人間の創造性が産業生産性の基礎でなければならない。
この観点から、とくに知識集約型スタッフの生産性の管理

15 創造性と生産性 問題を考える。 同　上 同　上
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＝経営工学総論＝（R）
〔主任講師：熊谷智徳（名古屋工業大学名誉教授）〕

全体のねらい
　本講は、社会へ価値を提供する経営体の優れた目的達成のための、経営技術学（Managerial　Engineering）
を述べるものである。経営体は、公共企業体、1～3次を含めて多種あるが、主に製造業の工企一体を対象
とする。工業は、円高による国際競争力低下、海外展開と空洞化、途上国の台頭など、難しい状況にある。
そこでの生存のための経営技術を探ることにする。

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）

生産と経営の事例。

熊谷智徳 熊谷智徳
1 ある経営の話 （名古屋工 （名古屋工

業大学名誉 業大学名誉
教授） 教授）

開発・調達・生産、販売、財務、労務、経営分析。

2 経営の成り立ち 辻　　正重 辻　　正重
（青山学院 （青山学院

大学教授） 大学教授）

アメリカの発展、テーラーシステム、フォードシステム、
日本の発展、日本経営行動特質、TQC、ジャストインタ

3 経営工学の発展 イム、TPM、小集団活動 熊谷智徳 熊谷智徳

利潤目的、価値目的、価値条件QDC、経理倫理。

4 経　営　目　的 同　上 同　上

市場の成り立ち、市場変化、製品の計画と開発。

5 市場と製品開発 同　上 同　上

品質の成り立ち、製品開発、市場変化、多品種の構造、
要因設定、製造管理。

6 品　　　　　質 同　上 同　上

製品の時間過程、リードタイム、在庫低減、原価構成、
低減方策。

7 時間とコスト 同上 同上

一507一



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）

工程システム、作業システム、設備、労働、管理システ

8 生産システム

ム。

熊谷智徳 熊谷智徳

設備の構造と性能と管理、生涯過程、保全システム。

9 設　　　　　備 同　上 同　上

労働の生産側面と社会性側面、技能開発、配置、評価、
労働保全。 池田良夫 池田良夫

10 労　　　　　務 （愛知工業 （愛知工業

大学教授） 大学教授）

安全、環境、人間性、製品責任、立地社会性、景観性。

11 社会性課題 熊谷智徳 熊谷智徳

市場の方法、生産の方法、分布の数：理、計画の数理、管
理の数理、経営と管理と生産への整理活用。 大野勝久 大野勝久

12 数理的方法 （名古屋工 （名古屋工

業大学教授） 業大学教授）

経営情報リテラシ、経営と管理のコンピュータシステム、

CAD、　CAM、　CIM。 中村雅章 中村雅章
13 管理と情報シ （中京大学 （中京大学

ステム 助教授） 助教授）

社会変化、製品ライフサイクル、高技術化、業種変化、
立地変化。

14 経　営　変　化 熊谷智徳 熊谷智徳

海外生産の形態、東アジナ工業圏、日本的経営の課題、

チ
空洞化。

15 海　外　生　産 同　上 同　上
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＝生 産　経 営 論＝　（TV）

〔主任講師：熊谷智徳（名古屋工業大学名誉教授）〕

全体のねらい
　生産は価値の産出である。これによる社会への寄与を永続させていく生産経営について価値への条件であ
る品質と時間とコストの本質を探り、それを生み出すシステムの構造を体系的にとらえる。日本が発展させ
た世界的生産経営方式の特質を明らかにする。とくに中国の工業とアジア工業圏の進展において、日本企業
の国際展開と創造語術開発の生産の重要性に視点をおく。

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）

経営の目的、利潤目的と社会目的、主観目的と客観目的、
経営理念、価生産、生産価値条件・品質Q・時期D・コス 熊谷智徳 熊谷智徳

1 経営と生産 トC （名古屋工 （名古屋工

業大学名誉 業大学名誉
教授） 教授）

品質の総構造、機種品質・使用性・社会性・信頼性・改
造寺、市場期と品質変化。リードタイムの構成、ジャスイ

2 品質と時間と ンタイムの原理、生産コストの構成と低減。 同　上 同　上
コスト

生産システムの性能と社会性と変化、工程と作業と管理、
設備と労働、自動化、開発と就職と転職。

3 生産システムの 同　上 同　上
成り立ち

工程視点、工程のなりたち、工程のQDC能力、工程設
計と分析

4 工程と作業 同　上 同　上

価値条件QDCとシステム要素MFWと管理過程PDO
Sの3元マトリックスの構成生産経営と生産管理、開発、

5 生産経営の成り 製造、マーケティング 同　上 同　上
立ち

発展の構造、20世紀前半期のアメリカの発展、テーラー
システム・フォードシステム、20世紀後期の日本の発展T

6 生産経営の発展 QC、JIT、TPM小集団活動 同　上 同　上

産業社会変化、工業貿易ライフサイクルと貿易摩擦、市
場ライフサイクル、立地寿命と空洞化。

7 生産経営の変化 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）

製品開発と経営、製品開発の体制、自動販売機の新製品
開発の実際。総合的品質管TQC

8 品質とTQC 〆 熊谷智徳 熊谷智徳

長期市場力の製品開発による高度自動生産自動車要素機
三品の開発と自動生産の実際、食品製品開発と自動生産の

9 製品開発と 実際。 同　上 同　上
自動化

ジャストインタイム生産の発展、フォードの同期生産、
トヨタのジャストインタイム生産の実際。

10 ジャストインタ 同　上 同　上
イム生産

生産システムの設備化の進歩、管理の自動化、設備の開
発と就役の開発と転化、保全管理、TPM。

11 生産と設備 同　上 同　上

技術開発、労務保全、作業の人間性向上日本の労働倫理
の検証と革新。

12 生産と人間 同　上 同　上

中国の工業化の進展、アジア業圏と日本の役割。中国へ
の欧米企業の進出。

13 中国の工業化と 実例：上海のフォルクスワーゲン（独）社 同　上 同　上
日本工業

モーターサイクル日系企業の実際（重慶）。
日本の中小企業の中国展開の実際、品質と原価の中国生

14 野本工業の中国 産経営の問題点と向上方策。 同　上 同　上
展開

生産経営の社会性課題の構成、日本に於ける内的社会性
の優位と外的劣位の構成、将来方向。

15 経営と社会 同　上 同　上
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＝生産の設備化と経営C　98）＝　（TV）

〔主任講師：熊谷智徳（名古屋工業大学名誉教授）〕

全体のねらい、

　設備管理は、基盤管理である。基礎を良くすれば、品質・時間・コストの良い成果が結果づけられる、と
いう思想に基づく管理である。それは戦略から日常保全に至るまで、多元な構造をもっている。本膳は、狙
いを設備経営の体系化においた。生産と経営からとらえることである。それは、実践者が経営における仕事
の位置をとらえ、進路を設い出すのに役立っ。そして論理の基礎を与えることと、応用力を高めることにね
らいをおいた。技術革新の設備の適正な開発と、生産への活用を意図している。

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）

設備とシステムは、用役への性能をもち、性能を発揮す
る構造をもち、性能と構造が就役によって変化する。変化 熊谷智徳 熊谷智徳

1 設　　　　　備 への適応が保全である。 （名古屋工 （名古屋工

業大学名誉 業大学名誉
〉

教授） 教授）

設備は生産のために、生産は経営のために、経営は社会
のためにある。社会寄与の経営目的に対して、生産システ

2 経営と生産と設 ムと設備の開発と運営は、一貫して合目的に進めなければ 同　上 同’上
備 ならない。

今世紀前半は主にアメリカで、後半は日本も発展に寄与
してきた。発展の法則と21世紀の方向を探る。

3 生産経営と設備 同　上 同　上
管理の発展

開発から生産就役、次代転化の設備生涯、累代生涯に対
する設備経営。就役過程の保全としての設備管理。

4 設備経営と設備 同　上 同　上
管理

生産経営の開発段階は、製品開発に始まって設備開発に
終る。市場への価値産出の製品開発の方策と設備開発。

5 製品開発と設備 同　上 同　上
開発

設備とシステムの内的劣化への発現保全、外的変化への
改良保全。信頼性、保全性、可動性。

6 保　　　　　全 同　上 同　上

保全作業の人依存性。保全の品質・時間・コストの構造、
作業の分析と改善方法、現地作業の特徴と問題点、生体的

7 保　全　作　業 悪条件と精神的好条件の特質。 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）

保全の高技能者には10～20年を要する。基本技能養成、
OJT、評価、処遇。設備革新と技能生涯開発。

8 技　能　開　発 熊谷智徳 熊谷智徳

9 事例研究　　1 同　上 同　上

10 事例研究　　2 同　上 同　上

自主保全。生産変化への設備適応。JIT適応の設備シ
ステム。製品と生産革新の設備革新。半導体生産の先端設
備体制等の事例と論理。

11 事例研究　　3 同　上 同　上

12 事例研究　　4 同　上 同　上

仕事への能力向上と人への仕事の好適化。その均衡実現
のQWL（仕事人生の質）の、現業職の向上と管理専門職

13 労　務　保　全 の方策。 同　上 同　上

設備化の下に日本で発展したTPM（総合的生産保全）
が、生産経営革新へ進む方向と内容。

14 生産経営革新の 同　上 同　上

TPM

公害、環境、景観破壊、リサイクルなど高度工業化によ
る社会性問題の構造、日本の問題点、将来方策。

15 設備化と社会性 身体障害者の生産工場（放送）。 同　上 同　上
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＝労使の関係＝（R）
〔主任講師：桑原靖夫（掲協大学教授）〕

全体のねらい
　戦後の50年近い年月の間に、日本経済の変遷とともに労使の関係も劇的な変貌をとげた。60年代まで
は「前近代的」とまでいわれた日本の雇用・労使関係も今日では世界の「先進モデル」という評価まで与え
られるまでになった。技術革新、サービス化の進展などで、職場の実態も大きく変容した。21世紀に向け
て、高齢化、国際化などの変化も労働の世界に大きな影響を与える。講義ではこうしたダイナミックな変化
を分析・提示することに重点を置きたい。

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）

第2次対戦後の極貧の時代から、いまや世界の頂点へ立
つことになった日本の発展過程で、労使関係は殿誉褒疑の 桑原靖夫 桑原靖夫

1 国家の盛衰と労 波に翻弄されてきた。1960年代までは「前近代的」と （掲協大学 （掲協大学

使関係 までいわれた雇用・労使関係は今日では「世界の先端モデ 教授） 教授）

ル」という評価さえ与えられている。この光と影の実態を
展望する。

労使の関係は戦後の「労使対決の時代」から「労使協調
の時代」へと変化した。その後、労働組合組織率の低下、

2 日本的労使関係 労働争議減少の過程で伝統的労使の関係も変容をとげっっ 同　上 同’上
：歴史的変遷 ある。将来を展望するために戦後の労使関係の変化を新た

な角度から見直してみる。

現代日本の労働市場では、サービス化、高齢化、女性の
増加、外国人労働者などで雇用の仕組みの再編、新たな就

3 激変する雇用・ 業パターンの台頭がみられる。この実態を提示する。 同　上 同　上
労働の世界

現代社会では、企業は労働者がそこに雇用され、賃金・
俸給を得る場所以上の意味を持っている。生きがい発見の

4 雇用機会として 場、スキル蓄積の場としての企業の意味、日本人が企業に 同　上 同　上
の企業 期待するものはなにかを考察する。

働く場としての日本の企業は、構造の上でいかなる特徴
を持っているのか。なぜ大企業への就職を志向する人が多

5 現代日本の経営 いのか。労使の関係の特徴はなにか。大企業に特有な終身 同　上 同　上
＝構造と労使関係 雇用制、年功序列制などの意味を考察する。

日本の雇用機会の大部分を構成するのは中小企業である。
中小企業における雇用についての通念と現実の差異、雇用

6 中小企業の雇用 労働の特徴を分析する。 同　上 同　上
と労使関係

企業における採用、昇進、配置のあり方は、労働者の勤
労意欲、報酬、効率などに重要な意味を持つ。今日求めら

7 採用と昇進・配 れている公正な採用、配置、昇進とはいかなる内容か。 同上 同上
置

一513一



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 変わり行く労働

g合

　伝統的労使関係は、労働組合と使用者（団体）の関係を
ﾓ味してきた。しかし、今日では組織率の低下などで、労．
gの関係は実態および概念の双方において再編を迫られて
｢る。新しい労使関係の枠組みとはなにかを探る。

桑原靖夫 桑原靖夫

9 景気循環と賃金・雇用調整

　資本主義社会においては景気循環は避けがたい現象であ
驕B企業は頻繁に発生する経済変動に対応するために、賃
焉E雇用の調整を行う。調整の仕組みは労働者の厚生、生
?ﾉ重要な関わりを持つ。弾力性が高いといわれる日本の
J働市場における調整のメカニズムを考察する。

洞　上．

　　　’

ｯ　上

10 技術革新と変貌

ｷる職場

　1970年代以降、マイクロエレクトロニクスなどの技
p革新の進展で日本の職場は大きく変貌した。FA、　OA
ﾈどの変化が雇用や仕事の内容に与える影響を考える。 同　上 同　上

11

サービス化、情
�ｻと労働のあ
阨

　サービス化の進展は、ホワイトカラー労働の増加、労働
ﾌ量的・質的変化、労働時間の弾力化など、多くの変化を
E場にもたらした。今日の国民的課題ともいえる時間短縮
ﾌあり方についても考察する。

同　上 同　上

12 高齢化時代の経

cと労働

　21世紀初頭には世界有数の高齢国となる日本では、従
?ﾌ雇用慣行にも様々な修正が迫られている。高齢者に適
ｵた職場の再編、処遇、生きがいのあり方などについて考
ｦる。

同　上 同　上

13 国際化と労使関

W

　日本企業の海外直接投資の拡大に伴って、日系企業で働
ｭ現地従業員の数も大きく増加している。それとともに、
ｻ地の経営風土との間で様々な摩擦も生まれている。他方、
P億人を超える高度な市場である日本を目指しての直接投
曹熨揄ﾁしている。そこでは日本的労使関係はいかに評価
ｳれているだろうか。

同　上 同　上

14 外国人労働者と

坙{

　1980年代後半から急速に増加した外国人労働者は、
坙{社会に種々な衝撃をもたらした。日本の対応のあり方
ﾍ、今後の国際化に向かっての試金石である。その実態と
坙{の政策の現状と将来を展望する。

同　上 同　上

15 新しい働き方を

≠ﾟて

　バブル経済の崩壊とともに、真に人間らしい仕事と生活
ﾌ両立を求めて、　「新しい働き方」の模索が始まっている。
I身雇用、年功処遇などの日本的雇用慣行の見直し、再編
熾K至である。21世紀に向けての期待される働き方、労
gの関係を模索・展望してみたい。

同　土 同　上
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＝企業経済と情報・戦略＝（R）

〔主任講師：黒澤一清（東京工業大学名誉教授）〕

全体のねらい
　意志決定の問題を中心としたマイクロ・エコノミクスの企業経営管理論への適用の部分を講義する。また
第2次大戦後の日本における企業経営の在り方についての議論を経営付加価値概念を中心に総括し、その上
に経営多目的論の解析的表現を与える。

r 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）

企業における意志決定の基本枠組みを論じる。 黒澤一清 黒澤一清
（東京工業大 （東京工業大

1 意志決定理論 学名誉教授） 学名誉教授）

意志決定メカニズムにおける効用法則の定式化を中心に
論じる。

2 効用とリスクプ 同　上 同　上
レミァム

意志決定者の側の環境についての予測・知見が皆無であ
るとき、あるいはほとんど無知である場合の意志決定の諸

3 不確実性下での 方式。 同　上 同　上
意志決定

意志決定理論の最先端を担いつつあるゲーム理論の基礎
を説明する。

4 ゲーム理論 同　上 同　上

一方の十が他方の一であるゲームとは違って、より一般
的に、両者の利得が前より大きくなりうるモデルである。

5 非ゼロ和ゲーム 過剰生産のケースを例示する。 同　上 同　上

企業・経営の目的論を総括する。

6 企業目的論 同　上 同　上

企業の経営活動をめぐる環境とそのもとでの企業の主体
性という関連を今日的な観点から論じる。

7 企業の主体性と 同　上 同　上

環境
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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）

第6回以降の議論を経営多目的論として総括する。

8 経営多目的論 黒澤一清 黒澤一清

企業経営における技術合理性・経済合理性・企業倫理の
関係をシステム化する。

9 企業経営と合理 同　上 同　上
性

確実性下の意志決定モデルとして最も古典的な分野の総
括。

10 生産関数と均衡 同　上 同　上
条件

第10回にひきつづいて、収益、コスト関数を媒介に利
潤極大化モデルを総括する。

11 利潤極大化モデ 同　上 同　上
ル

第6回以降の諸議論が多目的満足化という原理で統合さ
れることを示す。

12 多目的満足原理 同　上 同　上

第12回の一般モデルの上に、各種の条件の設定による
均衡条件を吟味する。

13 各種目標の解析 同　上 同　上
的吟味

情報化社会における企業・経営情報と経営生産力の関係 黒澤一清
の理論的・統計的考察を与える。

14 経営戦略分析 同　上 阿部克己
（その1） （明星大学

教授）

日本と米国との自動車工業の競争関係について、両国の 黒澤一清
工業統計及び企業の財務統計を用いて戦略的水準の分析を

15 経営戦略分析 示す。 阿部克己 同　上
（その2） （明星大学

教授）
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＝経済・経営統計＝（R）

〔主任講師：黒澤一清（東京工業大学名誉教授）〕

全体のねらい
　経済・経営における生産性一収益性の関連領域の投入一産出変換システムの統計的分析法を示す。基本的
な方法は経済指数のの要因別分析法である。量の理論に基づく指数の構造論、国民経済一産業系、産業一企
業系、企業水準の生産性一収益性系というようにマクローセミマクローマイクロの系図のシステマティック
な分析法を示す。

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）

経済・経営現象の経済指数による要因別分析の構造論を
展開する。本講義の方法論的土台である。 黒澤一清 黒澤一清

1 経済指数の基礎 （東京工業 （東京工業

（その1） 大学名誉 大学名誉
教授） 教授）

2 経済指数の基礎 同　上 同　上
（その2）

経済指数の基本形態としての実体的集計システム、すな
わち絶対値の上に直接構成される集計的指数の構造と相対

3 生産性指数体系 値（比と指数）の一・般体系を示す。 同　上 同　上
（その1実体論

の基礎）

4 生産性指数体系 同　上 同　上
（その2実体論

の基礎）

機能論的指数体系の　一般形式を解説する。

5 機能論的指数体 同　上 同　上
系の構造

ボルトキェヴィッツに始まる判別式の構造とその展開。
異なるウェイト

6 をもつ総合化指 同　上 同　上
数の間の一致・
不一致の判別式

指数の変種の性質の吟味。

7 指数の変種と 同　上 同上
指数の体系
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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）

指数の経済学の解説。

8 関数論的指数論 黒澤一清 黒澤一清

国民経済生産性と産業経済生産性とを連結したシステム、
国民経済一産業 すなわち「国民経済一産業生産性と経済福祉系分析のため

9 系の要因別指数 の複合指数体系（CILINシステム）の一般形態を示す。 同　上 同　上
分析体系

CILINシステムを国際水準で用いるときの諸問題を

CILINシス 考察する。

10 テムの国際経済 同　上 同　上
比較への適用

総コストをベースとした生産性一収益性変換過程の要因
産業一企業系の 別分析体系であるAIPRシステムの一般構造とそれの実

11 生産性一収益性 務上の手続きの標準型を示す。 同　上 同　上
システム：AIPR
システム

（その1）

AIPRシステムの実務上の標準的手続きを示す。
産業一企業系の

12 生産性一収益性 同　上 同　上
システム：AIPR
システム

（その2）

主として企業水準の付加価値に焦点をあてた生産性一収
付加価値生産性 益性の指数による要因分析法を示す。

13 一収益性の指数 同　上 同　上
分析体系

同上の続きであるが、ここでは経営分析指標の体系的分
析を示す。

14 企業水準の 同　上 同　上
付加価値分析

企業経営における人間労働の利用の仕組みを、人数、日
経営における可 数、時間（実働と稼働）の区別において生産性の構造に反

15 視労働資源とそ 映させる計測・管理の指数体系。 同　上 同　上
の利用構造の計
測

一518一



＝経済・経営統計演習＝（TV）

〔主任講師：阿部克己（明星大学教授）〕

全体のねらい
　企業経営レベルでは生産性一収益性に関する分析体系の、そして産業一企業系、国民経済一産業系の計量
システムとその集計・分析を中心に演習する。分析の基本的な方法は経済指数の要因別分析法である。本科
目は経済・経営統計（黒澤一清教授：担当）の演習である。単に断片的な分析や計算の実務を知ることではな
く、首尾一貫した目標をもち、実践的なシステムとしての構造的解析の演習にしたい。

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

経済・経営統計

縁Kのフレーム
潤[クとそのね
轤｢

　本演習科目のフレーム・ワークを先ず説明し、演習が目
Iとするところを明らかにしておく。経済指数分析とはど
､いうものかについて逮観的な展望を与える為に、生産性
ｪ析の事例を取り上げて説明する。

阿部克己
i明星大学

ｳ授）

阿部克己
i明星大学

ｳ授）

2 経済指数編成の

賰b

　経済指数編成上における基本的な接近法、すなわち経済
｡合値の数量因子（外延量）と質量因子（内包量）の関係
�燒ｾする。単純指数と加重平均指数の各種指数：、指数算
ｮのテスト等について。

同　上 同　上

3 生産性指数体系
@（その1）

　伝統的な指数編成形態であるL式、P式総和指数の実体
_的総和指数（SAシステム）を生産性指数編成中心に演
Kする。可変構成（PIVS）、不変構成労働生産性指数（PI
bS）、構i成変化影響指数（ISC）、共同変動指数（COV）の
ﾌ編成とその解釈が中心。

同　上 同　上

4 生産性指数体系
@（その2）

　PICS、　ISC、COVの幾何学的な意味とそれらのPIVSへの
v献度分析。異なるウェイトをもつ総合指数の判別式につ
｢て。 同　上 同　上

5 機能論的弓数体

n

　相対値をベースに編成される方式（FAシステム）の代表
Iな形態であるAIPHOシステム：下位組織から上位組織の
麹≒ｶ産性指数へと集計する編成法とその計算演習を行う。 同　上 同　上

6
CILINシステム
ﾉよる計量・分
ﾍ演習　　　く1）

　国民経済一産業生産性と経済福祉系分析のための複合指
泊ﾌ形（CILINシステム）のPCI　NPシステム（国民経済生
Y性と国民経済福祉指標とを媒介するシステムの一般体系）
�d点的に行う。DECD諸国の分析を例に挙げる。

同　上 同　上

7
CILINシステム
ﾉよる計量・分
ﾍ演習　　　（2）

　下位産業から上位産業への集計する産業の多段階構成を
烽ﾂ国民経済生産性分析体系（NAP　HISシステム）の演習
�sう。OECD諸国の分析を例に挙げる。 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）

CILINシステム分析の実際：CILINシステム分析の総括
CILINシステム として、日本と米国の国民経済一産業系の生産性分析結果

8 による計量・分 を示す。 阿部克己 阿部克己
析演習　　　（3）

企業の有形固定資産と減価償却費は取得時の価格が混在
した薄価で示されている。その実質化は実質総コスト生産

9 資本設備の実質 性一収益性の分析に不可欠であり、その方法について述べ 同　上 同　上
減価償却の推定 る。

米国において、一般に用いられている総要素生産性（TFP）
AIPRシステムに を吟味し、これと対比的に黒澤教授の実質総コスト生産性

10 よる総コスト生 の実践的有効性について述べる。生産性一収益性の関係を 同　上 同　上
産性一収益性の 統合的に分析するAIPRシステムの枠組みについて熟知する。
関係分析　　（1）

日・米の工業統計表をベースにした産業水準のAIPR分析
AIPRシステムに 演習。

11 よる総コスト生 同　上 同　上
産三一収益性の
関係分析　　（2）

国内の競争的関係にある実企業の例を取り上げ、企業水
AIPRシステムに 準でのAIPRシステムの演習を行う。

12 よる総コスト生 同　上 同　上
産三一収益性の
関係分析　　（3）

生産性・賃金・価格間には理論的な関係があるが、先ず
これを理解し、実際の企業でも賃金率決定政策に有効な方

13 企業の付加価値 式を試みる。 同　上 同　上
生産分析

パーソナル・コンピュータの使用を前提にして、市販の
パーソナル・コ 統計資料（データベース）の有効馬匹用法、統計解析、グ

14 ンピュータによ ラフィックソフト・ウェアの活用法について述べる。 同　上 同　上
る経済・経営演
習　　　　　（1）

パーソナル・コンピュータによるCILINシステムとAIPR
パーソナル・コ システム分析演習が中心。言語は、DOS版QUICK　BASIC、

15 ンピュータによ またはWindows版VISUAL　BASICを用いる。 同　上 同　上
る経済・経営演
習　　　　　（2）
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＝ム　　ム 計 学・＝　（TV）

〔主任講師：小川　洌（城西国際大学教授）〕

全体のねらい
　本講座は、会計学の理論とそれを技術的に支える複式簿記の計算システムについて修得できることを目的
としている。そのために、財務諸表作成のための記録・計算の方法を具体的事例をまじえて解説し、その基
礎にある会計学独特の理論について理解できるようにする。さらに財務諸表から情報をとり、企業の内容を

判断する方法について触れる。

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 会計の役割

　企業会計は、企業の行う経済的諸活動を貨幣数値を用い
ﾄ記録・分類・整理し、その結果を財務諸表として集約表
ｦする。それによって作り出される会計情報は企業外部に
�¥開示され、同時に企業の内部管理資料としても役立つ。
ｱのシステムについて説明する。

小川　　洌
i城西国際

蜉w教授）

小川　　洌
i城西国際

蜉w教授）

2 財務諸表の仕組

ﾝ

　財務諸表は複式簿記の計算システムをベースに作成され
驕Bそこでまず、財務諸表を構成する損益計算書と貸借対
ﾆ表の構造と両者の関係について説明し、利益が損益計算
曹ﾆ貸借対照表の両者によって算出されるプロセスを概観
ｷる。

同　上 同　上

3 記録・分類・整
揶齊d訳と転記

　複式簿記では企業の経済活動の結果を借方および貸方の
Qつの要素に分解し、それらを各勘定科目ごとに分類し、
試Z表へと集計する。その際用いられる仕訳と転記という
v算技法と数字の流れについて説明する。

同　上 同　上

4 決　算　手　続

　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
ﾁている。まずその仕組について説明し、さらに試算表の
博嘯ｪ損益計算書と貸借対照表に集計されるプロセスを精
Z表によって説明する。

同　上 同　上

5 企業会計の特質

　企業会計は一般の計算とは異なる特質を持っている。そ
ﾌ基本的な考え方や試算の方法をとりまとめたものに「企
ﾆ会計原則」がある。この章ではこの原則を中心に、企業
?vの基本理論および企業会計を行うにあたっての諸原則
ﾌ基本について説明する。

同　上 同　上

6 損益計算書の様

ｮ

　まず、損益計算書の形式について説明する。つぎに、損
v計算書は企業の損益をいくつかの段階に分けて計算・表
ｦするが、その際用いられる様々な利益（または損失）の
ﾓ味を明らかにし、段階的な区分計算の仕組みについて説
ｾする。

同　上 同　上

7 費用・収益の発

ｶと実現

　企業の収益は一般に、売上高として計上される。しかし、
精vとして計上するには基本的に守らなければならないル
[ルがある。また、費用の計上にも同様にいくつかの制約
ｪある。ここでは、これらのルールや制約について説明す
驕Bまた損益試算と収支計算の違いにも触れる。

同上 同上

一521一



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）

まず貸借対照表の形式について説明する。つぎに貸借対
照表に集計された資産・負債・資本の表示の基準について

8 貸借対照表の様 述べ、それぞれの項目の配列の基本的なルールについて解 小川　　洌 小川　　洌
式 回する。

貸借対称表に計上する棚卸資産の価額をどのように算出
貸借対照表の内 するかについて述べる。この算出方法については、様々な

9 容（1）一棚卸 方法が認められており、それらが企業の財務にとってどの 同　上 同　上
資産の評価 ような意味をもっているかについて解説する。また有価証

券の評価法について説明する。

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
貸借対照表の内 するかについて述べる。特に、取得資産の計上の方法と減

10 容（2）一固定 価償却の諸方法について詳説する。後者については、それ 同　上 同　上
資産 が企業の利益の算定にいかなる影響をあたえるかについて

も触れる。

繰延資産の意義と内容について述べる。さらに資本調達
貸借対照表の内 の重要な源泉である負債の意味について考える。特に、近

11 容（3）一繰延 年企業財務の分野において問題となっている社債などの性 同　上 同　上
資産と負債 格やその取扱について説明する。また負債のなかの一項目

としての引当金の概要にも言及する。

株式会社の資本の性質とその内容について説明する。と
くに資本金、資本準備金、利益準備金、任意積立金などの

12 貸借対照表の内 諸項目の内容について詳説する。また、利益処分の基本的 同　上 同　上
容（4）一資本 なルーールを具体的な処分の事例を挙げながら検討する。

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
の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

13 ディスクロージ 説明する。また財務諸表の信向性を確認する手段としての 同　上 同　上
ヤーと監査 会計監査がいかに行われているかについて説明する。

財務諸表を観察するにあたって必要な知識について述べ
財務諸表の分析 る。また企業の内容を分析評価するにあたって、どのよう

14 （1）一白白白 なポイントを中心に分析したらよいかについて、その理由 同　上 同　上
表の見方 を検討しながら財務情報の利用の仕方を解説する。

財務諸表を利用して企業の内容を判断する際に必要な分
財務諸表の分析 析技術について説明する。特に、増減分析表、比率法、構

15 （2）一財務諸 成比率法、趨勢法などの諸方法を具体的に解説する。また、 同　上 同　上
表の分析技術 財務諸表を分析して得られたデータをどのように総括し評

価するかについて検討する。
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＝＝ ﾇ 理 会 計＝＝　（R）

〔手鑓臨醒男殺離諾無熱3〕

全体のねらい
　管理会計は、経営管理に必要な、様々な価値情報を提供するためめ方法である。本四では、そこで用いら
れる価値情報の性質、管理会計で利用される諸方法を概説し、それらがどのように応用されるかの概略を示
す。

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 管理会計の意義

ﾆ役割

　効果的な経営管理のためには、客観的な情報が必要であ
驕B管理会計は、そのような情報を価値によって提供する。
{章では、このような役割を持つ管理会計の意義について
qべる。

古川浩一
i東京工業

蜉w教授）

古川浩一
i東京工業

蜉w教授）

2 会計制度による

ｿ値情報

　本章では、企業などの組織体における会計制度が作り出
ｷ会計情報の特色と作成方法を説明する。営利企業にあっ
ﾄは、財産計算と損益（利益）計算を同時に行う＝複式簿記
ﾌ理解が企業分析や意思決定にとって重要である。

佐藤宗彌
i横浜市立

蜉w教授）

佐藤宗彌
i横浜市立

蜉w教授）

3 経済的価値に関
ｷる情報

　経営管理は経済的行為でもあるので、そのために、経済
Iな立場での情報を必要としている。この章では、管理会
vで用いられる経済的な情報の特質を述べる。 古川浩一 古川浩一

4 原価計算の考え
福ﾆ方法　　（1＞

　原価計算とは製品やサービスを提供している企業で、ど
鼈ﾊのコストが発生するかを把握する計算方法である。そ
ﾌ目的として、原価計算基準では、財務諸表作成目的、原
ｿ管理目的、予算編成目的など5つ挙げている。

佐藤宗彌 佐藤宗彌

5 原価計算の考え
福ﾆ方法　　②

　原価計算は、目的に応じて色々な方法や考え方がある。
ﾚ的が異なれば原価の概念や計算方法も違ってくる。本章
ﾅは、特に財務諸表作成目的に役立つ実際原価計算とその
v算プロセスに焦点を当てる。

同　上 同　上

6 原価計算と原価

ﾇ理

　原価管理目的は、標準原価計算によって行なわれる。コ
Xトを引き下げ、無駄なコストを発生させる活動を防止す
驍ｱとによって、良質な製品やサービスの生産を維持し、
ｻれを社会に絶えず提供し続け、利益を獲i得できる。

同　上 同　上

7

経営管理におけ
骼精v一費用の
﨣

　全般的な経営管理においては、収益と費用の関係を把握
ｵ、それらを活用していくことが求められる。この章では、
?v計画に用いられる手法を取り上げる。 古川浩一 古川浩一
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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

セグメント別の
精v一費用の把
ｬと評価

　今日の企業は多角化し、また地域別など多くのセグメン
gに分けて管理されている。本章は、これらの課題を取り
繧ｰ、各セグメントの業績の把握と評価の方法を述べる。 古川浩一 古川浩一

9

プロジェクトの
o済性の評価の
菇@　　　　（1）

　プロジェクトの有利性を判断するたあの情報提供は、管
揄?vにおける重要課題の1つとなっている。この章では、
vロジェクトの経済性評価に用いられる代表的な方法につ
｢て述べる。

同　上 同　上

10

プロジェクトの
o済性の評価の
菇@　　　　（2）

　プロジェクトの経済性評価の従来からの方法は、いくつ
Eかの問題があることが指摘されてきている。この章では、
ﾅ近提案されている方法を取り上げて、概説する。 同　上 同　上

11 製品企画と原価
驩

　安くて品質の良い製品やサービスを提供するには、新製
i設計段階から、技術革新を取り入れた製品企画やコスト
ﾌ低減を図ることが必要である。原価企画は、こうした考
ｦ方を我国の自動車産業に応用したものである。

佐藤宗門 佐藤宗門

12 振替価格と企業

ﾔ関係

　我が国では、最終メーカーに対して多くの部品製造企業
ｪ部品を納入している。この章では、長期的に関係を持つ
驪ﾆ間、あるいは企業内の部門間で問題となる振替価格を
謔闖繧ｰる。

古川浩一 古川浩一

13 海外事業の管理

?v

　現地販売・生産の段階にまで進んだ国際企業にとって、
ﾗ替変動、インフレーション、金利格差、カントリーリス
Nへの対処が需要になっている。海外事業の環境変化下で
ﾌ利益計画や利益計算をどうすべきかを考察する。

佐藤宗彌 佐藤宗彌

14 業績評価と経営

ﾄ査

　企業の業績評価には企業自体の評価、各部門の評価、個
Xの管理者・従業員の評価、関連会社の評価などがある。
ﾄ査役は、企業の社会的責任などを考慮して、こうした仕
魔�ｷる機関としてますます重要になりつつある。

同　上 同　上

15 管理会計の現代

I課題

　この章では、これまでに学んできた管理会計の諸課題を
v約し、それらが今日抱える問題点を探るとともに、その
ｫ来を展望する。この章の放送授業は、座談会形式で行う。 古川浩一

ｲ藤宗彌
古川浩一
ｲ藤宗彌
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＝税務会計（’98）＝　（R）

〔主任講師：武田隆二（大阪学院大学教授）〕

全体のねらい
　税務会計は、主に企業に課せられる税金の中で最も基本的で重要な法人税について勉強する教科である。
法人税は、企業の稼得した当期利益をベースに算定される課税所得に対して課せられる税金であるから、こ
の講座では、課税所得がどのように算定されるのかについて、講義することを課題とする。企業利益は企業
会計で、課税所得は税務会計で扱われるわけであるから、税務会計は企業会計を基礎として成り立っている
といえる。その意味では、税務会計の勉強は、財務諸表論の延長の上で、企業の生きた経理実践と密着した
形で、課税所得を「会計」と「法」の論理をもって解明することを狙いとしている。

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 法人税の仕組み

　本論に入る前に、税務会計の前提にある税金の意味、税
烽ﾌ種類と分類、法人税法の構造、法人税の仕組み、帳簿
ﾌ備え付け義務等の基本的な問題について説明する。 武田隆二

i大阪学院
蜉w教授）

武田隆二
i大阪学院

蜉w教授）

2 税務会計の
ｧ度的基礎

　税務会計は、法人税法という法律制度の上に成り立つ会
v領域である。しかも、商法の決算を前提として課税所得
ﾌ計算が行われる。このような法律と法律との間の関係を、一・般に「確定決算主義」と呼んでいる。

@しかも、確定決算主義の基礎には、　「一般に公正妥当と
Fあられる会計処理の基準」を前提とするという考え方が
ｶ在する。
@そこで、この講では確定決算主義および課税所得計算の
¥造の解明を中心に、税務会計全体の「制度の仕組み」を
燒ｾしたい。

同　上 同　上

3 所得概念と
ﾛ税所得概念

　企業課税は、　「所得課税」の形態をとる。従って、税務
?vの中心概念は、　「所得」である。この講では、所得概
Oをめぐる「所得源泉説」と「純資産増加説」との相違を
燒ｾし、この二つの考え方が会計学上の「当期業績主義」
ﾆ「包括主義」という損益計算に関わる二つの立場に通ず
驍烽ﾌがある点を明らかにすることが課題である。
@現行の言入税法上の所得概念が、純資産増加説に基づく
鞄ｾ概念を基礎として、現実には、　「修正された給付能力
?髀鞄ｾ」としての性格をもつものであることを明らかに
ｷる。

同　上 同　上

4 益金概念と
ｹ　益　概　念

　現行の法人税法上の「益金概念」と「損金概念」が、ど
ﾌように定められているのか、その特徴点を描き出すとと
烽ﾉ、企業会計上の収益概念と費用概念とどのような点で
痰｢があるのかについて説明する。 同　上 同　上

5 債務確定主義の

ﾁ質

　法律上最も安定した状態が、債権・債務の確定である。
ﾅ法も法律であるから、課税所得計算：の基礎には、　「債権
ﾌ確定」や「債務の確定」をもって収益・費用を認識する
ﾆいう考え方がぺ横たわっている。
@この講では、損金計算の基礎とされる「債務確定主義」の条件について説明し、企業会計上の「発生主義」とどのような点で違いがあるのかについて明らかにしたい。

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）

課税所得の計算における積極要素としての「益金の額」
は、　「損金の額」の場合と同様に、法的に最も安定的にな
つた状態である「債権の確定」をもって計上される。

6 権利確定主義の この講では、税務上の「権利確定主義」か、会計学上の 武田隆二 武田隆二
特質 「実現原則」とどのような関連にあるかということを明ら

かにし、権利確定主義の特徴を描き出してみたい。

企業の経済活動において「収益財」として役立っ「棚卸
資産」が、使用材としての固定資産とどのような違いがあ
るのか、棚卸資産の取得原価をどのように算定し、また、

7 棚卸資産の どのように；期間に配分するのかについて説明する。 同　上 同　上

税　務　処　理 さらに、原価計算上の予定価格と実際原価との食い違い
により生ずる原価差額について、その調整問題をその基本
に従って説明したい。

有価証券の範囲、原価集合問題（取得原価の計算の問
題）、株式分割があった場合に問題となる「身代り株式」
の取得価額：の付け替えの問題、原価配分法（有価証券の評

8 有価証券の 価方法）と評価替え（低価法の適用、評価減の適用）等の 同　上 同　上

税　務　処　理 諸問題について解説する。

「使用資産」としての「固定資産」をめぐる税務処理問
題について説明する。固定資産の範囲、原価集合（取得価
額の決定）、減価償却制度の特色、資本的支出と収益的支

9 固定資産の 出、評価替え、特別償却等について説明する。 同　上 同　上

税　務　処　理

繰延課税の方法としての「圧縮記帳」の本質とその特徴
について、国庫補助金、保険差益、交換差益等の具体的な
事項を取り上げて、その会計処理の方法について解説する。

10 圧縮記帳の 同　上 同　上

税　務　処　理

「繰延資産」は、期間損益計算を適正にするために認め
られた計算擬制的資産としての特質をもつものである。
この講では、資産としての本質は何か、その範囲、償却

11 繰延資産の の方法並びに商法上・税法上記められた繰延資産の具体的 同　上 同　上

税　務　処　理 内容について概観するとともに、その処理法について講義
する。
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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）

「引当経理」の本質を先ず明らかにし、続いて、税法上
の債務確定主義の例外として認められた税法上の六つの
「引当金」を中心に解説するとともに、租税特別措置法上

12 引当金・準備金 の「準備金」の特徴について関説する。 武田隆二 武田隆二
の税務処理

会計学上、利益は一定の「資本の余剰」として規定され
る。税務上の所得金額も、資本余剰としての性格をもつも
のであるから、所得確定の前提としての「資本等の金額
についての税法の規定を解説する。

13 資本等の金額と また、企業会計原則の場合と同様に、　「資本等取引」と 同　上 同　上
利益積立金額 「損益取引」とが明確に区別されなければならない。

税法上の「利益積立金額」が、企業会計原則上の「利益
剰余金」や商法上の「剰余金」と区別される点はどこにあ
るかについて説明したい。

近年著しい発展をみた「リース取引」について、リース
の仕組みや税法で定あるリース取引の意義について解説す
るとともに、賃借人側の会計処理並びにリース会社側の会

14 リース取引の 熱処理について、その特徴的となる点について関説する。 同　上 同　上
税　務　処　理 他に、リースの特殊形態としてのレバレッジド・リース

についても説明したい。

ザ

企業会計（企業利益）と税務会計（課税所得）との「差
異」が、どのような「原因」で発生するのか、その原因を
類型化して示すとともに、その差異がどのような「形態」

15 企業会計と税務 で、さらにどのような「効果」を伴うものであるかについ 同　上 同　上
会計との差異 て明らかにするとともに、最近の問題である「税効果会

計」について、その要点を解説したい。
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＝財 務 管 理＝　（R）

〔主任講師：古川浩一（東京工業大学教授）〕

全体のねらい
　財務管理は、生産活動を行う企業の資本の調達と運用に関連する領域を対象としている。そこで、本講で
は、財務管理に必要な考え方を述べ、次いでそれに必要な分析方法を概略する。ついで、財務に関連して企
業が接している資本市場の行動を概観し、最後に、企業が直面している国際化と合併・買収問題を取り上げ
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 財務管理の課題

　本章では、財務管理とは何か、が抱える課題について、
ｻの発展の軌跡、財務管理の目標とそれが今日抱える問題
ﾌ性質等を説明する。

古川浩一
@（東京工業与大学教授）

古川浩一
i東京工業

蜉w教授）

2 財務におけるリ

Xクとリターン

　本章では、財務管理で重要なリスクとリターンの考え方
�沒｢し、それらの間にある関係を検討する。またリスク
��ﾉどのような方法があるかを述べる。 同　上 同　上

3 企業をめぐる資

烽ﾌ流れ

　この章では、企業をめぐって起こる資金の流れを取上げ、
ｩ己資本と他人資本の違い、直接金融と間i接金融の性質、
熾萩燉Zと外部金融の特質等を取上げる。 同　上 同　上

4 資金の時間価値

　この章では、なぜ資金が時間価値を持つかを説明し、異
ﾈる時点で発生する資金の時間価値を調整する方法を、将
?ﾌ資金の流れが確実である場合、不確実である場合に分
ｯて説明する。

中里宗敬
i青山学院

蜉w講師）

中里宗敬
i青山学院

蜉w講師）

5 財務諸表分析
i1）

　企業の過去の業績を示す財務諸表の多面的な分析は、企
ﾆの実態を明らかにし、将来の展望を与える。この章では、
范ｦ分析を中心に財務諸表分析の概要を取上げ、企業の利
Q関係者にとって有用な情報の獲得を検討する。

蜂谷豊彦
i東京工業

蜉w助教授）

蜂谷豊彦
i東京工業

蜉w助教授）

6 財務諸表分析
i2）

　この章では、比率分析以外の分析方法を取上げる。具体
Iには、企業の損益構造の分析を中心に、財務レバレッジ、
ｹ益分岐点分析、営業レバレッジの分析方法を取上げて説
ｾする。

同　上 同　上

7 ポートフォリオ

I択の基礎

　本章では、資本市場を通しての投資決定、そこでの企業の評価を扱う。まず、この章では、リスクを伴う資産への

且送攪_であるポートフォリオ選択の基本的な方法を述べ
驕B

中里宗敬 申三三敬

一529一



阿 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 資本資算評価モ

fル

　個々の投資家が最適なポートフォリオを選択するとき、
潟Xクを伴う資産は市場全体の動きとの関連つけて分析で
ｫる。この章では、そのために提案されている資本資産評
ｿモデルを取上げ、その意義を説明する。

中里宗敬 中里宗敬

9 資本コストと配

鱒ｭ策

　資本コス・トは、資本調＝達決定と投資決定に対する基準と

ｵて、財務管理では重要な役割を持っている。この章では、
走{コストの考え方、計測方法を取上げ、またその活用方
@にも触れる。

蜂谷豊彦 蜂谷豊彦

10 設備投資の評価

　設備投資のような大規模の資本支出のために企業は別途
ﾉ予算を組むことが多い。本章では、別枠の、長期的視点
ﾉ立つ資本予算の設定に用いられる方法や考え方を、投資
vロジェクトの戦略性と経済性評価と関連付けて説明する。

同　上 同　上

11 運転資本管理

　財務管理の重要な課題の一つに、営業活動に使用される
窓烽�ﾇ理し、それに滞りなく資金が供給されるとともに、
窓熾s足を招かないように図っていくことがある。この章
ﾅは、この運転資本管理の方法を取上げる。

古川浩一 古川浩一

12 資本構成と企業

]価

　資本市場は曳企業がどのような種類の資本をどれだけ調
Bし、それをいかに運用しているかを評価する役割を持っ
ﾄいる。この章ではよく知られたMM理論を中心に、市場
ﾉおける企業評価を検討する。

中里宗敬 中里宗敬

13 派生証券の利用

　派生証券は、通貨とか株式といった原資産に付随して発
sされる先物やオプションなどの証券である。これらは、
且曹ﾉ関連するリスクの回避に重要な役割を果たすので、
｡日、様々な面から注目されるに至っている。

同　上 同　上

14 合併と買収

　わが国の企業は、事業構造の再構築に取組んできている。
驪ﾆの合併・買収（M＆A）はその一つとして、経営戦略
�iめる上で重要な役割を持っている。本章では、この問
閧�謠繧ｰ、その方法や利害関係を説明する。

蜂谷豊彦 蜂谷豊彦

15 企業活動の国際
ｻと財務問題

　企業の活動の国際化の進展は著しい。この章では、国際
ｻにはつきものの為替リスクと、その回避のために用いら
黷髣l々な方法を述べ、個際化時代の財務管理の課題を検
｢する。

古川浩一 古川浩一
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＝不動産学の基礎＝（TV）
〔主任講師：高辻秀興（麗澤大学教授）主任講師：前川俊一（明海大学助教授）〕

全体のねらい
　急激な都市化の過程を経て形成されたわが国の都市は必ずしも健全な環境にあるとはいいがたく、まだ多
くの整備課題を残している。土地を有効に利用しつつ良好な市街地環境を築こうとすると、不動産の開発と
管理に関する系統的な知識が必要となる。この講義は、都市計画、法学、経済学、経営学、政策学の側面か
ら立体的に不動産の開発と管理に関する基礎知識を述べようとするものである。

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）

不動産学の領域
不動産をめぐる問題と課題 高辻秀興 高辻秀興

1 不動産と国民生 （麗澤大学 （麗澤大学
活 教授） 教授）

復興から高度成長期（1950～1973年）
地方定住期（1974～1986年）

2 都市化と土地・ 地価高騰から今日まで（1987年～） 同　上 同　上
住宅政策の変遷

土地の財としての特徴と土地市場
地価の形成 前川俊一 前川俊一

3 地価形成の理論 土地評価の必要性と問題点 （明海大学 （明海大学
と不動産の評価 助教授） 助教授）

地価の長期的変動と国民経済
地価の決定と変動

4 経済活動と地価 地価水準の妥当性 同　上 同　上
の変動

わが国の住宅問題
不動産（住宅）金融の現状と問題 田中啓一 田中啓一

5 不動産金融と税 不動産（住宅）税制の現状と動向 （日本大学 （日本大学
制 教授） 教授）

不動産法の対象と体系
所有権の絶対性とその制限 丸山英気 丸山英気

6 不動産と不動産 区分所有法 （千葉大学 （千葉大学
所有法 教授） 教授）

不動産利用法権
民法および建物保護法・借地法

7 不動産利用法 借地借家法 同　上 同上
定期借地権
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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）

土地利用規制の必要性
都市計画の内容と事業・誘導・規制

8 都市計画と土地 市街化区城等の区域区分と開発許可制度 高辻秀興 高辻秀興
利用規制 用途地域制・密度・形態制限

地区計画制度

不動産取引と登記の歴史
不動産売買のプロセス 相馬計二 相馬計二

9 不動産取引と 不動産登記法 （相馬司法 （相馬司法

登記 不動産登記のコンピュータ化の現状と課題 事務所代表） 事務所代表）

不動産流通の重要性と課題
不動産管理の課題と対策

10 不動産の流通 田中啓一 田中啓一
と管理

不動産投資と資金調達
不動産開発の企画と投資分析

11 不動産開発の 前川俊一 前川俊一
企画と経営

住宅需要の発生要因
住宅・宅地供給の動向と課題

12 住宅の需要と 住宅地開発の手法 高辻秀興 高辻秀興
宅地開発

商業立地
事務所立地

13 商業・事務所・ 工業の立地需要と用地供給 同　上 同　上

工業の立地と開
発

都市再開発の背景と目的
再開発基本計画と市街地再開発事業

14 都市再開発と 民間再開発の課題とプロセス 同　上 同　上

環境整備 事業手法

不動産開発の外部影響
開発影響評価の方法 小野宏哉 小野宏哉

15 不動産開発の 外部影響評価の課題 （麗澤大学 （麗澤大学

外部影響評価 教授） 教授）
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＝地 域 経 営＝　（R）

〔主任講師：岡崎昌之（福井県立大学教授）〕

全体のねらい
　現代における地域経営の意義と課題そして今後の展望について考察する。現在の日本の各地域の抱える課
題を明確にし、その課題を解決する方策を地域経営の視点から検：回する。また地域経営に関する具体的な各
地域での取り組みについて分析する。自立的、内発的地域振興には如何なる方策が地域経営として可能かを
検討する。

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）

1 地　域　経　営 と　は　な　に　か

他に依存することなく、地域に内包された力で地域の可 岡崎昌之 岡崎昌之
能性を追求し、またその地域経営は短期的なものでなく、 （福井県立 （福井県立

1 地域経営の原則 次世代に地域を受け継いでいくためにはいかなる方策があ 大学教授） 大学教授）
るか。

地域の良きものを保存、悪しきものを規制排除、また地
域の資源を活用、必要なものを整備拡充し、地域の可能性

2 地域経営の方策 を結合していく具体的な地域経営の方策を検討する。 同　上 同　上

畳 地域経営を取 り巻く課題

過疎化、高齢化により日本の国土が荒廃している。米の
部分的自由化もあいまって中山間地域をはじめとする農業

3 過疎化・高齢化 の行方も不透明である。こうした地域の実像を明確にする。 同　上 同　上
する地域

過疎地域、豪雪地域、離島、半島地域等、他と比較して
地域経営を進めていく上で条件が著しく不利な地域が日本 同　上 同　上

4 条件不利地域へ には多く存在する。その実態とそれへの対応を考える。
の対応

日本列島の周辺地域における過疎化と裏腹に大都市、地
方中枢都市へは諸機能が集中している。東京への一極集中、

5 都市への集中 中枢都市への地域的集中が進んでいる。その功罪を考察す 同　上 同　上
る。

地域を巡る課題を地域に身近なところで判断し、解決し
ていこうと地方分権の気運が高まっている。地方分権を進

6 地　方　分　権 展する道、また本来の地方自治のあり方を探る。 同　上 同　上

皿 地　域　経　営 と　産　業　振　興

地域に産する資源を活用し、地域の技術を駆使して身近
なところがら産業を振興しようとする地域づくりが各地で

7 特産品から地：域 取り組まれている。この特産品づくりをいかに地域産業へ 同　上 同上
産業へ 高めていくか。
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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）

地域の資源を活かした観光振興への取り組みは全国各地
で盛んである。しかし永続的に魅力と活力を維持し続ける

8 観光開発への取 観光地経営は多くの工夫を要する。地域経営の観点から観 岡崎昌之 岡崎昌之
り組み 光を考える。

地域での情報創造と地域からの情報発信は新しい時代の
地域形成にとって不可欠である。その地域への拠点性を高

9 地方都市と情報 め、いかなる情報を発信するか。 同　上 同　上
拠点形成

rv 地　域　経　営 の　取　り　組　み

移動性の高まった今日の社会では特定地域への定住人口
だけでは地域経営は考えられない。地域間の交流、特に都

10 地域間交流・都 市と農山村との交流の可能性について考察する。 同　上 同　上
市農村交流

地域経営は国境を超えて課題となり始めている。従来の
グローバリゼイ 国際交流では捉えられないほど、経済的、社会的にもボー

11 ションとまちづ ダーレス化の波は強まっている。こうした中での地域経営 同　上 同　上
くり への取り組みを考える。

地域振興に図る上でイベント開催の効用が主張される。
イベントをどのように捉え、地域を変革するようなイベン

12 地域イベントの トはいかに構築されるか。 同　上 同　上
効用と課題

人々の移動の広域化、経済活動の広域化鳥に伴って地域
の広域的連携は必要不可欠な課題となってきた。単なる自

13 広域連携・広域 治体の合併ではなく地域経営の視点から地域の広域連携の 同　上 同　上
経営 方向を検討する。

地域経営の中心はその地域を担う人材である。地域の将
来を担う人材にはどのような資質が要求されるのか。そう

14 地域を担う人材 した人材の育成にはいかなる方策がありうるのか。 同　上 同　上
の育成

今後の地域経営を展開していくたあに地域の将来を見据
えた新しい地域の計画、グランドデザインはどのような視

15 地域のグランド 点が不可欠なのか、いかに描くことができるか。 同　上 同　上
デザイン
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＝現代産業組織論＝（R）
〔主任講師．武蔵武彦（千　葉　大　学　教　授）〕
〔主任講師　廣瀬弘毅（福井県立大学助教授）〕

全体のねらい
　現代社会をみるためには、産業の視点が不可欠である。しかし一口に産業といってもさまざまな態様をし
ており、簡単に理解することはできない。本講義では、産業が中心的な役割を果たしている現代経済を読み
解くひとつの視点を与える「産業組織論」を平易に説明する。また、ケース・スタディとして現実の産業の
分析も行う。

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）

現実の経済の歴史的な変化を念頭に置きながら、産業組
三論の成立過程を振り返る。そうすることで、産業組織論 廣瀬弘毅 廣瀬弘毅

1 市場組織と の目的や視点、分析方法の特徴を理解する。特に、後に展 （福井県立 （福井県立

産業組織論 開される章との関係で、産業組織論の固有の課題を掲示す 大学助教授） 大学助教授）
る。

産業組織論の分析方法を理解するための準備として、完
全競争市場と独占市場の特徴を理解する。次に、市場がう

2 市場組織と まく機能しているかどうか（経済厚生）を量るためのツー 同　上 同　上

経　済　厚　生 ルとして、余剰分析を理解する。そして、市場の構造と経
済厚生の関係の重要性を示す。

産業組織論の伝統的な枠組について概説する。市場構造
が市場行動を規定し、ひいては市場成果を生みだすとする 武蔵武彦 武蔵武彦

’3 産業組織論の 考え方について多角的にとりあげ出来るだけ平易に解説す （千葉大学 （千葉大学

分　　析　　法 る。 教授） 教授）

現実の市場は完全競争でも独占でもない場合がほとんど
である。それは寡占であり、企業と企業の相互依存性に特

4 寡　占　理　論 徴がある。この様な寡占企業の価格設定行動を中心に詳し 同　上 同　上
く解説を加える。

アメリカを例にとって、独占禁止法政策の歴史的な変遷
をたどる。その中で、独占禁止政策が持つ問題点をいくつ

5 独占禁止政策 かの判例を見ながら理解する。最後に、日本の独占禁止政 廣瀬弘毅 廣瀬弘毅
策の運用の特徴点を指摘する。

日本鉄鋼業の戦後復興期から高度成長期さらに現在への
足跡を辿り、日本産業に果した役割りと構造を見ると共に、 村田修造 村田修造

6 鉄　　鋼　　業 最近顕著になっている電炉メーカーや輸入品に対抗した構 （神戸大学 （神戸大学

造変革にふれる。さらに大手5社内のシェアー変化に伴う 講師） 講師）

日本鉄鋼業の地盤の激変に言及する。

化学・石油化学産業を概観し、キャッチ・アップ主体の
産業政策と産業組織論による分析を行う。特に、産業政策 斯波正輝 斯波正輝

7 石油化学産業 と結びついた市場行動の市場構造と正負の市場成果への影 （元昭和電 （元昭和電

響を解析する。また、原料問題を国際比較の中で論じ、併 工㈱有機化 工㈱有機化
せて同産業の国際化問題を見ていく。 学品営業部 三品営業部

長） 長）
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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 半導体産業

　半導体産業の産業組織論的概説を試みる。
@歴史を概観し、次に市場構造として産業の特徴、市場行
ｮとして企業の特徴的行動、市場の成果として企業利潤率
ﾌ傾向について述べる。、公共政策の影響にも触れ、政府の
Y業育成策、貿易摩擦に伴う政府間協定を述べる。

中里裕臣
i元丸紅ハ

Cテック㈱
ｼ導体事業
萩Z師長）

中里裕臣
i元丸紅ハ

Cテック㈱
ｼ導体事業
萩Z師長）

9 自動車工業

　自動車産業は20世紀の産業である。それは、アメリカで
ｭ展し、急速に寡占化した。日本は戦後、国の保護の下で
ｭ展し、やがて世界市場を脅かすほどになった。その実態
ﾆそれが日本経済に持っている意味、日米経済関係に与え
ｽ影響等を考える。

伊東光晴
i福井県立

蜉w教授）

伊東光晴
i福井県立

蜉w教授）

10 消費財産業

　代表的な消費財産業として、トイレタリー（石けん・洗
ﾜ）産業を例に見る。メーカー間で商品の実質的な差が比
r的小さい産業の場合には、広告による差別化などが特徴
Iな競争形態となる。その上で、問題点などを探る。

廣瀬弘毅 廣瀬弘毅

11

ネットワーク外
柏ｫと新しい競

　最近、新しい競争の形態として話題になっている「ネッ
gワーク外部性」の問題を取り上げる。簡単なモデルを提
ｦし、この外部性が持つ特徴が、電気通信やパソコンのO
r間競争、フォーマット間競争など、多くの場面で重要な
ｮとなっていることを示す。

同　上 同　上

12

公益事業規制と

Rンスタビリ
eィ理論

　固定費が非常に大きく規模の経済性が働くような産業に
ｨける「公益事業規制」の必要性を理解する。その上で、
ﾅ近の規制緩和の理論的な根拠の一つとなったコンテスタ
rリティ理論を理解する。次に、その例として、アメリカ
ﾌ航空輸送産業を紹介する。

同　上 同　上

13 シカゴ学派と
Iーストリア学

h

　主流派のハーバード学派の産業組織論の対抗勢力として　　　　　〕存在するシカゴ学派と、イデオロギー的に非常に異なる

Iーストリア学派を採り上げ、各々どの点が対立している
ﾌかを明らかにする。そうすることで産業組織論の持つ問
闢_（特に政策面）の理解を深める。

同　上 同　上

14 産業政策と戦略

I貿易政策

　日本とアメリカの間をはじめとして、最近の国際的な経
ﾏ摩擦の背景となっている考え方の一つに、戦略的貿易政
�ｪある。規模の経済性や学習効果などの要因を考慮に入
黷驍ｱとで、この考え方を理論的に説明し、あわせて危険
ｫも指摘する。

同　上 同　上

15 これからの産業
g　　織　　論

　以上の講義を振り返って、ここまでの議論を総括し、残
ｳれた課題を示す。さらに、ゲーム理論や取引費用の経済
w、内部組織の経済学など最近の活発な理論的な進展など
�ﾐ介し、今後の産業組織論の発展について考える。

同　上 同　上
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＝産業と情報社会＝（R）

〔主任講師．藤本義治（名古屋市立大学教授）〕

全体のねらい
　現代は産業の情報化の進展が著しく、情報が決定的に重要な役割を果たす情報社会といえる。この講義で
は、産業の情報化の状況を述べ、情報通信技術、通信ネットワークなど技術的な側面から講じるとともに、
情報がいかに産業社会に影響をもたらすのか述べる。

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）

現代社会において情報がいかなる役割を持っているのか、
また産業の情報化はどのように達成されているのか述べる。 藤本義治 藤本義治

1 産業の情報化く1） あわせて講義のアウトラインを示す。 （名古屋市 （名古屋市

立大学教授） 立大学教授）

産業の情報化の基盤となるコンピュータの利用の現状、
コンピュータ関連産業について述べ、産業の情報化の方向 藤本義治 藤本義治

2 産業の情報化（2） を説明する。 永井文秀 永井文秀
（茨城大学 （茨城大学

助手） 助手）

有線による情報伝達の仕組みと動向を説明する。電話で
のディジタル通信、B－ISDN、さらにインテリジェン 横山光雄 横山光雄

3 情報の伝達　（1） トネットワークの解説をし、CATV、通信と放送の融合 （豊橋技術 （豊橋技術

などについても述べる。 科学大学教 科学大学教
授） 授）

無線による情報伝達の仕組みと動向を説明する。無線伝
送路、変・復調、誤り制御、フェージング対策、多元接続

4 情報の伝達　（2） など基礎知識の説明をし、自動車電話やコードレス電話な 同　上 同　上
どの移動通信や衛星通信の国内・国際動向を説明する。

パソコンネットワーク、ワークステーションネットワー
ク、LAN、インターネットなどについて説明し、今後の

5 情報通信ネット 動向なども合わせて述べる。 永井文秀 永井文秀
ワーク

今後の産業社会を変える可能性のあるマルチメディアに
ついて説明し、それを支えるハードウェアを解説する。

6 マルチメディア 同　上 同　上
（1）

マルチメディアを支えるソフトウェアを説明し、その応
用分野についても述べる。また国内外の動向も説明する。

7 マルチメディア 同上 同上
（2）
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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 企業と情報化（1）

　わが国の企業が国際的に競争力をつけるためには、オフ
Bスワークの生産性向上が重要な課題である。これを実現
ｷるための新しい情報技術としての注目を集めているグループウウェア・テクノロジーの活用方法と実現のアプロー

`を述べる。

佐藤正春
i㈱富士通

Vステム総
､首席部長）

佐藤正春
i㈱富士通

Vステム総
､首席部長）

9 企業と情報化（2）

　経営情報の有効な活用を実現するための経営情報システ
?ﾉついて、情報の蓄積方法と活用法、さらに情報力向上
�ﾆしての情報リテラシーのあり方を述べる。 同　上 同　上

10 情報経済論　（1）

　情報とは何か、財やサービスと比較してどのような特徴
�揩ﾁているのか、また情報はなぜ価値を生むのかなど、
﨣�o済論の理解に不可欠な基本的ことがらについて述べ、
﨣�ﾆ市場の関連について説明する。

山口　　薫
i大阪産業

蜉w教授）

山口　　薫
i大阪産業

蜉w教授）

11 情報経済論　（2）

　産業革命に始まる工業化時代は、市場経済・計画経済、
ｨよび混合経済という3っの経済社会を生んだ。それに対
ｵ、情報財の生産が大きな比重を占める情報化の時代はど
ﾌような経済社会か、また未来の情報社会を経済学の分野
ｩら考える。

同　上 同　上

12 情報サービス産
ﾆ論　（1）

　情報サービス産業とはどのようなものか説明し、この産
ﾆの成立する背景を考える。さらにわが国の情報サービス
Y業の現状、立地的性格を説明する。 藤本義治 藤本義治

13 情報サービス産
ﾆ論　（2）

　情報サービス産業は大都市を選好する産業であるが、地
謫W開について経営と立地を分析して論じる。事例対象地
謔ﾍ愛知県である。 同　上 同　上

14 情報ネットワー
N産業社会論（1）

　情報およびネットワークの意味を吟味し、さらに情報ネ
bトワーク産業社会とはいかなるものか、情報の技術的側
ﾊとの対応を考慮しながら、どのような視点が可能である
ﾌか論じる。

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連結の経
ﾏ性などについて、主として産業立地論における集積利益
ﾌとらえ方に基づき論じる。さらに、講義全般の総括を行
､。

同　上 同　上
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＝ベンチャー企業論＝（R）

〔雑難燦篇鱗諭ジ苓フ㌔諮調〕

全体のねらい
　戦後の日本経済を支えた大企業に行き詰まりがみられ、企業の変革が求められる中で、ベンチャー企業へ
の期待が大きい。米国はコンピュータ、通信、バイオなどの高技術のベンチャー企業が大活躍しており、そ
の分析を行ない、日本の実状と問題点を明らかにして、ベンチャー企業の経営のあり方を論じる。

回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
椛ｮ・職名

放送担当
u　師　名
椛ｮ・職名

1 ベンチャー企業
ﾌ時代へ

　ハイテク量産工業製品の時代が終わるという日本の産業
ｨよび社会の大変革の中で、これまでの経済・産業の発展
�xえてきた大企業に代わって、ベンチャー企業が新たな
ｭ展を招いていく期待が大きい現状を明らかにする。

森谷正規
i放送大学

ｳ授）

森谷正規
i放送大学

ｳ授）

2 日本のベンチャー企業の歴史

　戦後のソニー、本田技研、その後の野地ラなど日本にも
狽ﾍ少ないがベンチャー企業が生まれ成長し、70年代前半
ﾉ第1次の、80年代前半に第2次のベンチャー・ブームが
ｶじたが、大きくは発展しなかったベンチャー企業の歴史
�ｾらかにする。

同　上 同　上

3 ベンチャー・企業

ﾌ現状

　日本のベンチャー一企業の現在の状況について、年商・従
ﾆ員などの規模、数多くみられる業種・創業年・主なる出
綜ﾒなどを示し、またベンチャー企業が何を経営の力とし
ﾄいるか、強さに自身を持っているかその特性を明らかに
ｷる。

同　上 同　上

4 ベンチャー企業
ﾌ経営者

　ベンチャー企業の発展は創業経営者の力量によるところ
ｪ大きいのだが、その経営者たちはいかなる人物であるの
ｩ、学歴、職歴、創業の年代などを示し、またそうした起
ﾆ家に求められる能力や起業の動機などを明らかにする。

同　上 同　上

5 米国でのベンチ
メ[企業の発達

　第二次大戦後、米国に輩出したベンチャー企業の代表例を取り上げ、現在のベンチャー大発展にいたる要因を分析

ｷる。とくに創業者とそれを支えた人々の役割を明示して
xンチャー企業が“人”に依ることを明確にする。

藤川彰一
i株）ジャ

tコ企画部
ｷ）

藤川彰一
i株）ジヤ

tコ企画部
ｷ）

6 米国でのベンチ
メ[企業の活躍

　コンピュータ、国際ネットワークなど、米国で急成長し
ﾄいる産業と、それを先導するベンチャー企業が活躍する
n域の経済ネットワークの現状を明らかにする。新産業に
ｨいて、ベンチャー型経営が不可欠であることを示す。

同　上 同　上

7

米国のベンチャーキャピタルと

Lャピタリスト

　米国のベンチャー企業発展を支える最大の要因の一つで
?驛xンチャーキャピタルの特性を示し、また特有のベン
`ャーキャピタリストの持つ大きな役割を明らかにする。 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）

ベンチャー企業を起こすに際して、いかなる準備が必要
であり、いかなる問題をクリアすべきかを明示する。重要

8 ベンチャー企業 な戦略項目を12とり上げ、それぞれについて、起業段階で、 藤川彰一 藤川彰一
の起業戦略 考慮すべきことを、整理する。

ベンチャー企業が安定した段階に達するまでの資金調達
の方法について、日本の現状を整理する。特に、エクィ

9 ベンチャー・ ティ・ファイナンスの重要性を明らかにし、その担い手で 同　上 同　上

ファイナンスの あるベンチャーキャピタルの歴史と現状を、米国と比較し
現状と展望 ながら、明らかにする。

新しく開拓していく領域で企業を急成長させるべきベン
チャー企業の経営戦略はいかにあるべきか、人材確保・市

10 ベンチャー企業 場開拓・組織運営などについて、米国と日本の成功企業の 森谷正規 森谷正規
の成長への戦略 実例をもとに、成長への戦略を論じる。

ベンチャー企業にとって、株式公開のもつ意味、特にそ
のメリットとともに、株式公開に伴う義務についても、明

11 ベンチャー企業 らかにする。ベンチャー企業の株式公開市場として重要な 藤川彰一 藤川彰一
と株式公開 店頭市場の発展の歴史と現状を、米国と比較しながら、ま

とめる。

既存の大企業、中堅企業、中小企業もベンチャー企業と
深いかかわりがある。大企業のベンチャー制度や中小企業

12 ベンチャー企業 の新事業進出などについて示す。また地域社会の産業振興 森谷正規 森谷正規
と産業・地域 にベンチャー企業は重要であり、地域とのかかわりや種々

の施策の必要性を示す。

米国のベンチャー企業4社を取り上げて、それぞれにつ
いて、その経営の全貌を明らかにする。

13 ケーススタディ

@　　1
藤川彰一 藤川彰一

日本のベンチャー企業4～5社を取り上げて、その発展
過程と経営の全貌を明らかにする。

14 ケーススタディ

@　　H
森谷正規 森谷正規

ベンチャー企業に関する総括を行って、これから日本の
ベンチャー企業がいかに発展していくか、その将来を展望 森谷正規

15 ケーススタディ して取り組むべき課題を示す。 同　上
皿 藤川彰一
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＝・ Tービス産業論＝（TV）
〔主任講師：伊東光晴（福井県立大学大学院経済・経営学研究科長）〕

全体のねちい
　国内総生産のなかば以上が、わが国では第3次産業である。第2次産業も、サービス化が進んでいる。
にもかかわらず、これらを対象とする学問分野は未だ確立していない。農業分野と対照的である。この放送
では、第3次産業をふくむサービス産業を公共政策との関連で考えていきたい。

執筆担当 放送担当
回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

ず （所属・職名） （所属・職名）

サービス産業の重要性。そのウエイトの増大。第2次産 伊東光晴 伊東光晴
サービス産業の 業の情報化，サービス化。ソフトウェアの重要性。価格は （福井県立 （福井県立

1 重要性と経済の どうしてきまる。産業構造の相互関係。産業間の立体的相 大学大学院 大学大学院
サービス化・情 互関係。 経済・経営 経済・経営
報化 学研究科長） 学研究科長）

1980年代後半に、アメリカ最大の株式会社ATTは長距
離通信と市内通信との分離を命ぜられ、イギリスの早々公

2 電話事業の形態 社も日本の電々公社も株式会社され、イギリス、アメリカ 同　上 同　上
化 にくらべ日本の民営化はどのような特徴をもっているので

あろうか。

電話産業は公社形態から株式会社に変わったとはいえ公
益事業であり、政存現制を受けている。この場合、電話料

3 電話料金論 金の水準と体系を決定する理論はどのようなものであろう 同　上 同　上
か。

電話における技術革新は社会を大きく変えた。東京国際
金融市場の成立も、バブルの発生と崩壊も、それは無縁で

4 情報化社会の現 はない。その将来は、はたしてバラ色であろうか。 同　上 同　上
在と将来

先進国は一様に医療問題が経済問題化している。その基
礎に何があるのか。通常の市場とちがって、患者と医者と

5 医療経済の特徴 の間には知識の偏在があり、消費者主権はほとんど存在し 同　上 同　上
ていない。技術革新も特異である。経済理論の通念への挑
戦としての医療市場について考える。

医療保険の問題点は何か。診療所から病院へのシフト。
病院へのシフト。病院の経営難。医科と歯科の対比、看護

6 日本の医療問題 婦不足、等々。日本の医療問題の現状を考える。 同　上 同　上

医科と歯科、医療行為の分解、新しい看護老後問題との
関連等を考える。

7 続日本の医療問 同上 同上
題
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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 流通と小売業

　小売業には、個人商店、専門店、百貨店、スーパー・
}ーケット、コンビニエンス・ストア、通信販売などいろ
｢ろいの形態がある。その経営上の特徴を考える。 伊東光晴 伊東光晴

9 流　通　政　策

　流通過程に対する国の政策は、小零細店の保護、育成、
ﾁ費者保護、流通の合理化等多種多様でるが、90年代に入
ﾁて～ガットにかわる世界貿易機構（WTO）の発足とと
烽ﾉ、その国際的側面が加わった。また県、市町村の政策
ﾆしては、商圏の拡大、商業集積再開発等、地域振興政策
ｪ大きな柱となっている。

同　上 同　上

10 流通業の経営戦

ｪ

　流通業の経営戦略
@流通業の商慣習、それを破壊する動き、大阪商法と京都
､法、なぜスーパーがお客を吸引するのか、生鮮食品の安
р闕¥造。

同　上 同　上

11 戦後の交通問題
ﾆ経済理論

　戦後交通経済学の地位は高まった。それは従来の経済学
ﾌ前提をこえる多くの問題が、この分野であらわれ、経済
wの発展に寄与したからである。この問題を外部性、公共
烽ﾈいし準公共財、収穫進増産業の三つを基礎とする「市
黷ﾌ失敗」との関係で考える。

同　上 同　上

12 国鉄経営の破綻
ﾆ運輸政策　1

　国鉄貨物の衰退、大都市交通線の黒字減、幹線経営の破
]、地方交通線の赤字等、国鉄経営を破綻させた要因を考
ｦる。 同　上 同　上

13 国鉄経営の破綻

ﾆ運輸政策　H

　墨黒につづき、国鉄経営を破綻させた人員構成のアンバ
宴塔X、公営という名の国営企業体質を考え、JRへの転
ｷとその後の5年間の経営を見ていく。 同　上 同　上

14 交通政策におけ
骼�vと負担

　大手私鉄の料金、航空料金、空港・港湾利用の受益と負
S、道路利用の受益と負担、混雑現象等について考える。

同　上 同　上

15 サービス産業再

_

　サービス産業は、個々の業種ごとに、独自の特色がある。
｢くつかの事例をとりあげ、ついで経済成長にともなう

Dサービス産業の発展と、生産性上昇率格差等にあらわれる
ｻ造業との関係を考える。

同　上 同　上
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＝大地と人間＝（TV）
　　　　　一食・農・環境の未来一

〔主任講師：祖田　修（京都大学教授）〕

全体のねらい
　人類はその生存のために食料を不可欠とする。それを担うのが農業生産である。しかし農業生産技術の発
展は、他方で環境破壊の面も持っている。また一方では飽食と大量廃棄をしながら、他方では飢餓と栄養不
足も深刻だ。このような世界農業・日本農業の現実をふまえ、高度文明社会における大地と人間という視点
より農業を考える。

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 文明史の中の
Hと農

　現在の農業および食生活は多くの問題をかかえている。
ｻれは高度文明社会に特有の問題である。農業のあり方と
s方は、今後の人間社会のあり方を決定づける意味をもっ
ｱとを指摘する。

祖田　　修
i京都大学

ｳ授）

祖田　　修
i京都大学

ｳ授）

2 飽食社会への道一日本の食生活

　日本は食料を大量生産一大量消費一大量廃棄する、飽食
ﾐ会のただ中にある。そして大量輸入も飽食を支えている。
ｱうした飽食の陰にある問題を究明する。 古沢広祐

i國學院大
w教授）

古沢広祐
i國學院大

w教授）

3 飽食を支える農
ﾆの発展と技術

　日本の食生活を支えているのは、大量生産、周年生産と
｢った農業技術の発展である。しかしその技術は同時に、
ﾂ境問題や食の安全性をそこなう大きな問題をもつもので
?驍ｱとを指摘する。

同　上 同　上

4 食生活と農業を

汲ﾔ

　上記のような、食生活と農業生産に所在する問題をのりこえる道は、生産者と消費者がその事実を見つめ、相互に

ｦ力して新たな食と農の関係を築いていく以外に道がない
ｱとを明らかにする。

同　上 同　上

5 農産物貿易の
o緯と現実

　農産物の貿易は、国家間・地域間の過不足を補い、無い
烽ﾌを交換しあうという意味で不可欠で有意義なことであ
驕Bしかしあまりにも外部依存を深めると、種々の問題も
Nる。こうした農産物貿易の現実と、国家間の交渉経過を
ﾇう。

八木宏典
i東京大学

ｳ授）

八木宏典
i東京大学

ｳ授）

6 貿易自由化と
坙{農業の展望

　近年日本は貿易自由化を押し進め、大幅に農産物自給率は低下している。日本農業の将来を切り開くにはどうすれ

ﾎよいか。その経営経済的条件を探る6 同　上 同　上

7

揺らぐ循環と共ｶ
の
大
地
一
ア
フ
リ
カ
農
業
の
行
方

　発展途上国ではなお急速な人口増加が続いている。それ
�竄､食料生産の拡大がなければならない。過酷な条件の
?ﾅ、アフリカ諸国は農業生産の発展方向を模索している。その実態を紹介する。

祖田　修 祖田　修
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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 掠奪される大地一新大陸型農業

ﾌ行方

　日本はアメリカという新大陸型農業国に大きく食料を依
ｶしている。しかしアメリカ農業自体も掠奪農業化し、限
Eに直面しつつあるといわれる。その現実と可能性はどう
ｩ。

ノ＼木宏典 八木宏典

9

失われゆく大地
ﾆ森林一森林破壊と砂

刮ｻの現実

　人口増加と工業化によって、森林は急速に縮小している
ﾆいわれる。また既存の農地も塩害や砂漠化などを引き起
ｵているところも多い。農業と環境の複雑で困難な関係に
翌驕B

河合明宣
i放送大学

赴ｳ授）

河合明宣
i放送大学

赴ｳ授）

10 激動する大地一中国農業・農

ｺの行方

　中国は世界人口の4分の1を占める。この中国の工業化、
_業生産についての考え方は、世界の食料問題を大きく決
閧ﾃける意味をもつ。激動する中国の農業と農村の実態を
ｾらかにする。

同　上 同　上

11

保全される農業
ﾆ環境一ヨーロッパの

_政の動向

　EU諸国は、農業と工業の調和、農業と環境の調和を考
ｦ、次第に農産物自給率を高める傾向にある。そうした政
�ﾌ方向と内容を紹介し、日本の方向を考える。 同　上 同　上

12 人類と地球永続
ﾌための世界農
ﾆ再編

　これまで問題にしてきたように、食糧の確保、環境の保
Sは、現在地球的規模で考えざるをえなくなってきた。そ
黷ﾍ人類と地球との永続的関係を探る必要性を提起してい
驕Bその関係の再編方向を探る。

古沢広祐 古沢広祐

13 現代文明の病根
ﾆ再生

　現在の食生活、農業生産、環境の問題は、現代文明の到
B点と帰結を現わしている。このような諸問題の原因は何
ｩ、そのあるべき姿への再生の条件は何か。こうした点に
ﾂいて文明史視点より論ずる。

井上ひさし
i作家）

井上ひさし
i作家）

14 日本文化と米

　日本の自然と農業のありようは、永年の農民の知恵も蓄
ﾏした日本文化の基底をなしている。その事実と意味を検
｢し、考える。 富山和子

i評論家）
富山和子
i評論家）

15

21世紀の食・農・環境一大地と人間の

｢来

　これまでの14回の講義を総括し、21世紀に向けての食・
_・環境の関係、大地と人間の未来について展望する。

祖田　　修 祖田　　修
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＝農 業 経 営＝　（R）

〔主任講師：西村博行（近畿大学教授）〕

全体のねらい
　わが国の農業は家族を中心とした経営組織で営まれてきた。自然的あるいは社会・経済的な諸条件の下で
形成されてきた経営の構造と形態を理解し、今日の農業経営が直面する課題として、地域と農業経営の関連、
企業形態の経営の模索、そして期待される生産組織とサービス事業の展開のあり方を検討する。

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 事業としての農

ﾆの営み

　農業は工業や商業と同じように、国民経済の一部を構成する産業である。その農業生産を担う経営は組織体として、生産財の購入、生産物の生産と販売などの活動を行い、その過程で意思決定をしていく。農業経営の構造と運営は商・工業のそれらとどう異なっているか。

西村博行
i近畿大学

ｳ授）

西村博行
i近畿大学

ｳ授）

2 経営の構造と
g織

同　上 同　上

3 経営の規模と
W約度

　一般の企業経営と同様に、農業経営でも経営の大きさを測る尺度として、規模という用語がある。では何で測るのか。大規模経済の有利性とはどういうことなのか。一定の

o営規模であっても、資本や労働の投入の仕方で特徴が見られる。その限界はどうなっているか。
同　上 同　上

4 農業経営の分析・診断・計画

　経営の成果と資源の効果的な利用をどう測るか。経営の管理と運営の内容を分析し、その実績を診断する方法を考える。経営の計画はどこに着眼して作成するのか。

同　上 同　上

5 経営管理と情報

　農業経営者の行動は一般企業の経営者の行動と比べ、どこが異なっているか。農産物の販売を工夫したり、資金を有効に活用し、経営の組織化を図ることは大切な経営戦略である。情報の利用、教育と普及のもつ役割を考える。

同　上 同　上

6 稲　作　経　営 同　上 同　上

7 野菜作経営

　一口に野菜と言っても様々な種類があり、それらの栽培方法も多様である。幾つかの野菜について施設や露地を利用した経営を紹介しながら、経営計画をたて、収益の大きさや収益性の高さを試算してみる。経営部門の編成をどう変えることが合理的であろうか

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）

生活の水準が向上し、その内容が豊かになると、どの国
でも花などの観賞用植物の栽培が盛んになってくる。経営

8 旧き作経営 の形態も専業的または複合的な家族経営から、企業経営と 西村博行 西村博行
して法人化された営みもある。経営の収益や投資の採算は
どうなっているのだろう。

わが国は国土面積が狭い割に、多種類の果樹が栽培され
ている。永年性の植物である果樹については単年性植物の

9 果樹作経営 野菜の場合と違った経営方法と経営計算の仕方が必要にな 同　上 同　上
る。

栽培の過程と形態は複雑で、経営の生産性と収益性は生
産対象とする菌茸の種類によって異なる。菌の培養から大

10 菌　茸　経　営 規模な生産まで、そして生産物の販路は海外までというよ 同　上 同　上

うに、生産から販売へ至るまでの過程が林間での採取に頼
っていた往時とは大きく変貌した部門である。

乳牛を飼養し、主として牛乳を生産する酪農経営と、肉
資源を生産する肉用牛飼養経営をとりあげる。後者につい

11 大家畜経営 て、更に、繁殖経営と肥育経営をとりあげ、技術的にも経 同，上 同　上

営的にも違いがあることを学ぼう。

豚を飼養する経営には、繁殖豚を飼養して子豚の生産を
目的とする繁殖経営と、子豚を他の経営から導入して肉粉

12 中・小家畜経営 の肥育を専門化して行う経営や、これらを同一の経営で行 同　上 同　上

う一貫経営がある。鶏については採卵とブロイラーの養鶏
経営をとりあげて学んでみよう。

農業は自然条件や社会経済条件により、生産部門の構成
・形態・規模・集約度などに差異がもたらされる。経営の

13 立地と経営の編 立地要因とは何か。また、生産行程の一部を他へ任せたり、 同　上 同　上

成・組織化 他の経営と組織を組んだりしている。それら生産、組織と
地域との関連はどうなっているか。

今日の農業経営が直面する競争条件では、企業法人形態
を選択することが1っの方途と考えられ、政策としても採

14 企業的経営 り上げられるようになってきた。その法人化の利点と課題 同　上 同　上

～法人化～ は何であろうか。そして、そこにはどのような問題点があ
るのだろうか。

農業経営は個別の経営体としてだけではなく、地域の資
源や社会組織と深く関わりあっている。そして、個別の経

15 農業サービス事 営体ではできないサービスを補完したり、代行したり、地 同　上 同　上

業体 域へ広く供給するまでにもなった。それらのサービスはな
ぜ必要になり、どんな形で与えられているのか。
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＝発展途上国産業開発論＝（R）

〔主任講師：河合明宣（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　農業部門の比重が高い点では共通する南アジア諸国の産業開発の課題を、国別の産業構造の特色および産
業政策の具体的理解を基に考察する。あわせて南アジア地域理解の深化と南アジア諸国における日本の援助
のあり方を探る。

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）

「発展途上国開発論」のアウトラインを示す。対象地域
として取り上げる南アジアの歴史と地域的特色を概説する。 河合明宣 河合明宣

1 南アジア諸国に （放送大学 （放送大学

おける産業開発 助教授） 助教授）

発展途上国においては農業部門の発展が他部門の発展を
大きく規定する。南アジアの産業開発政策における農業部

2 発展途上国産業 門の位置づけを検討する。 同　上 同　上
開発と農業問題

多言語、多民族、多宗教・カーストが交錯するインド社
多元的・混合経 会の実態にふまえて、議会制民主主義国家形態のもとで遂 西口章雄 西口章雄

3 済的開発戦略 行されてきたインドの経済開発戦略の特質について、多民 （同志社大 （同志社大
イ　ン　ド　（1） 族の国民的統合課題とかかわらせて、産業政策の展開に焦 学教授） 学教授）

点を当てて考察し、あわせて経済開発の成果と問題につい
て論及する。

インドの経済開発戦略の変容過程について、その内的・
外的諸要因を検討し、1970年代中葉以降の経済自由化

経済自由化と開 政策を回顧しつつ考察する。ついで経済自由化政策が19 同　上 同　上
4 発戦略の転換 80年代において、深刻な財政・経常収支赤字をインド経

イ　ン　ド　（2） 済内部に構造的にビルト・インしてきたことについて論及
し、インド経済のグローバル化を指向する現今の新経済政
策の背景と問題について検討する。

耕地に対する人口圧が高いインドでは土地改革によって
土地改革の課題 農村人口の全てを自作農化することはできなかった。19

5 と農業構造 50年代60年代に完施された土地改革：の内容と農村の社 河合明宣 河合明宣
イ　ン　ド　（3） 会構造にどのような変化が見られたかを検討する。

1960年代半ば以降小麦に始まり稲や他の作物に及ん
「緑の革命」と だ「緑の革：命」とよばれる農業技術革新・生産力の増大が、

6 産業構造の変化 ①農業構造をいかに変えたか、②他部門の発展にどう連関 同　上 同　上
イ　ン　ド　（4＞ したのかについて考える。

土地改革と「緑の革命」によって農村の階層間の所得格
インド農業・農 差および地域間格差が拡大した。この発展の結果生み出さ

7 村開発の課題 れた新たな問題を地方行政改革・分権化を通した地域政策 同　上 同　上
イ　ン　ド　（5） によってどのような解決の道が探られているのか。今日の

農業・農村開発の課題を把握する。
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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）

イギリス植民地から独立した時のパキスタンは後進的農
社会開発置き去 業国であったが、1991年には国内総生産にしめる工業 浜口恒夫 浜口恒夫

8 りの経済発展 の割合は約20％、一人当たり国民所得は414ドルとな （大坂外国 （大坂外国
パキスタン　（1） つた。しかし国民の識字率は34％でしかない。この「社 語大学教授） 語大学教授）

会開発なき経済発展」の実態を探る。

1960年代末以降・の「緑の革命」によって、ほぼ食糧
「緑の革命」と 穀物生産は年齢5。5％の伸びを記録して食糧自給体制が

9 農村社会 実現され、米は主要輸出商品の一つとなっている。この農 同　上 同　上
パキスタン　（2） 業増産が、農村社会にどんな変動をもたらしたかを考える。

ネパール国内総生産にしある農業の割合は60年代の8
農業の構造的停 割から90年代には5割以下に低下した。他方、農業従事 ケシャブ・ラル・ ケシャブ・ラル・

10 滞と開発政策 者は9割から8割となる程度で両者の格差が広がっている。 マハラジャン マハラジャン

ネ　パ　一　ル その原因は農業の構造的停滞と開発政策に求めることがで （広島大学 （広島大学
きる。 助教授） 助教授）

ブータンは、他の発展途上国における開発による自然破
自然環境保護と 壊や急速な都市化の結果もたらされる人心の荒廃などの側 栗田靖之 栗田靖之

11 開発 面を見て開発に対して抑制したユニークな態度を取り続け （国立民族 （国立民族

ブ　一　タ　ン ている。伝統文化に基くアイデンティティと自然保護を尊 学博物館教 学博物館教
重するブータンの「開発」政策を紹介する。 授） 授）

独立以降の産業開発政策の概況を捉えた上で土地改革と

ジュート経済 「緑の革命」が農村構造に与えた影響を考える。
12 一植民地の経済 河合明宣 河合明宣

バングラデシュ
@　　（1）

バングラデシュの農業・農村開発における地方分権化の
農村開発と地方 課題を探る。

13 分権化 同　上 同　上
バングラデシュ
@　　（2）

8割近くの国民にとって農村は生活と仕事の重要な場と
農村開発援助の なっている。バングラデシュの「経済的自立」は農村の発 安藤和雄 安藤和雄

14 現状 展によってもたらされると思われる。多額の外国援助が投 （京都大学 （京都大学

バングラデシュ 入されている農村開発の現場から援助と農村開発の望まし 助教授） 助教授）
（3） いあり方を模索する。

政府開発援助や経済開放、自由化政策下での外国資本投
資は南アジア諸国の産業開発政策に大きな影響力を持つ、

15 南アジアと日本 南アジアと日本との関係という観点から産業開発における 河合明宣 河合明宣
一自助努力支援 自助努力と援助という問題を整理する。

一
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＝＝ 兼?Aジアの日本企業の工業生産＝　（TV）

〔主任講師：熊谷智徳（名古屋工業大学名誉教授）〕

全体のねらい
　1・相手国発展への貢献に理念をおく　　2．世界とアジア工業圏の視点に立つ　　3．日本企業の経営と社員
への真の住民意識の探求　　4．日本の生産経営方式による寄与と現地化　　5．日本の地域工業発展での正負
問題の前轍的反映　　6．工場景観の重視と勝景化　　7．日本のとくに次代の人々への国際認識の深化

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
椛ｮ・職名）

1
東南アジアの
揄�@（1）

�j・宗教・文

ｻ

　年配、大陸部の原歴史興亡、殖民地時代、日本進攻、
ﾆ立、インド化、中国化、原始宗教、上座部佛教、イスラ
?A経済展望、工業化経済成長

和田正彦
i元放送大

w客員助教
�j

和田正彦
i元放送大

w客員助教
�j

2
東南アジアの
揄�@（2）

o済・政治

　島部、大陸部の原歴史興亡、殖民地時代、日本進攻、
ﾆ立、インド化、中国化、原始宗教、上座群羊教、イスラ
?A経済展望、工業化経済成長

吉原久仁夫
i京都大学

ｳ授）

吉原久仁夫
i京都大学

ｳ授）

3 日本の工業の発

Wと変化

　日本工業の特色、貿易ライフサイクル、輸入、規制起因、経済起因、TQC（全社品質管理）、JIT（ジャストインタイム生産）、TPM（総合設備管理）の発展・構成・

ﾁ質

熊谷智徳
i名古屋工

ﾆ大学名誉
ｳ授）

熊谷智徳
i名古屋工

ﾆ大学名誉
ｳ授）

4 日本の生産経営

ﾌ発展と特質

　日本工業の特色、貿易ライフサイクル、輸入、規制起因、経済起因、TQC（全社品質管理）、JIT（ジャストインタイム生産）、TPM（総合設備管理）の発展・構成・

ﾁ質
同　上 同　上

5 輸入規制現地生
Y型の事例　（1）

　エンジンの鋳造・機械加工・組立・試験の一貫現地生産を進め、21世紀の国際自由市場競争態勢の志向と確立

@　　　　　　　　　　　　　，

同　上 同　上

6 輸入規制現地生
Y型の事例　（2）

同　上 同　上

7
ASEAN域内
s場：域内生産型

ﾌ事例

　30余年前創業、域内市場開発、拡大を基に生産工場を拡大し、関連事業を多角させてきた、原料、生産、市場にわ

ｽる総合現地化経営 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）

タンカーのドック入保全修理を主体に、中近東と日本の
中間的航路位置に立地した、船舶工場の四半世紀の歩みと

8 世界航路的立地 将来課題 熊谷智徳 熊谷智徳
型の事例

球技ボール生産を皮・アメリカ、糸・日本、生ゴム・マ
グローバル市場 レーシア・タイ、立地・タイ、市場・日本とASEANと

9 生産立地型の事 欧米へのグローバル最適経営 同　上 同　上
例　（1）

ミクロン単位のエレクトロニクス、メカトロニクスの高
グローバル市場 精密部品を、自社開発の高精度自動ラインで生産、軌道化

10 生産立地型の事 後は現地企業へ生産移換し次へ進む経営 同　上 同　上
例　（2）

マレーシア・ペナン島地域に、重合から紡織までの繊維
グローバル市場 工場と、重合から成形までのプラスチックス工場を集約し

11 生産立地型の事 て一貫生産し、原料と製品市場の域内およびグローバル最 同　上 同　上
例　（3） 適経営を志向した臨海立地の統合的生産経営基地

エアーコンディショナーの生産と市場供給と開発研究を、
グローバル市場 日本と海外拠点との連合で、グローバル最適経営を志向し

12 生産立地型の事 て建設した、海外の中心拠点的生産経営基地 同　上 同　上
例　（4）

品質、生産管理、国際社員の課題

13 生産経営からの 同　上 同　上

考察

労働市場、労働経済、技能教育、小集団活動

14 経営労務からの 同　上 同　上

考察

東南アジア展開の経営態様、アジア工業圏と日本の機能、
相手国視点からの課題

15 経営社会と将来 同　上 同　上

課題
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＝都 市経営＝（TV）

〔圭騰臨森泉蟹淵麟鱗勘

全体のねらい
　都市は現在の複雑で高度な経済・社会活動の重要な場となっており、その機能を効率的、合理的なものに
するために、都市の開発、維持管理を積極的に推し進めていかなければならない。本講義は、複雑化した都
市を如何に認識し、そして開発、管理をしていくかを実例を交えながら科学的に考察す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 都市経営と政策

ﾈ学

　都市経営の理念、目的について概説し、都市経営におけ
髏ｭ策科学の考え方と実例を紹介しながら、政策科学的視
_の有効性と問題点を学ぶ。

林　　亜夫
i明海大学

ｳ授）

ｬ泉允囲
i明海大学

ｳ授）

林　　亜夫
i明海大学

ｳ授）

ｬ泉允囲
i明海大学

ｳ授）

2 都市経営と政策

ﾈ学

　複雑な都市を認識し、開発、管理するためには科学的な
ﾔ度や手法が不可欠であり、都市経営における政策科学的
挙_が重要となる。都市経営における政策科学の考え方と
ﾀ例を紹介する。

林　　亜夫 林　　亜夫

3 都市の危機

　現行の都市行財政制度のもと、＝複雑な都市的活動や環境
ﾌ変化で容易に都市は危機的状況に陥る。実例を国内と米
曹ﾌ都市問題を見ながら、その原因を考察する。 同　上 同　上

4 都市財政運営の
ｵくみ

　都市経営の基本となる都市財政運営のしくみについて制
x面から概説するとともに、地方財政における意思決定プ
鴻Zスの特徴について解説する。 小泉三囲 小泉允囲

5 各種計画の役割
ﾆその立案過程

　都市経営を具体的に展開していく上で各種の計画がある
ｪ、その役割について述べ、さらに計画立案過程における
u科学的方法」について事例を通じて概説する。 同　上 同　上

6

都市経営支援シ

Xテム
[システム・ダ
Cナミックスー

　都市活動の様々な側面を長期にわたり予測したり、計画
�閧ﾌシナリオを作成したりすることに用いられるシミュ
戟[ション手法を学び、その手法の有効性と問題点を検討
ｷる。

林　　亜夫 林　　亜夫

7

都市経営支援シ

Xテム
[都市地域計量
@　　モデルー

　都市活動の様々な側面を計量経済学の視点から分析し、
?ﾌ的都市計量モデルを提示しながら、予測や計画の影響
�?閧ｷる方法論を学ぶ。

山口　　誠
i豊橋技術

ﾈ学大学教
�j

山口　　誠
i豊橋技術

ﾈ学大学教
�j
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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

都市経営支援シ

Xテム
[地理情報シス
@　　　テムー

　都市活動が物理的に投影される様々な都市空間を計算機
繧ﾌ情報システムとして構築し、各種の都市政策や計画の
賰b資料、更には予測に用いられる地理情報システム（G
hS）について学ぶ。

川口有一郎
i明海大学

赴ｳ授）

川口有一一郎

i明海大学
赴ｳ授）

9 広域行政と市町

ｺ合併

　広域行政の究極的姿の一つとして市町村の合併による行
ｭ区域の統合が考えられる。また、古くから道州制や様々
ﾈ広域行政体の議論がある。今後の都市経営を考えるにあ
ｽってのこれらの利点や問題を考察する。

林　　亜夫 林　　亜夫

10 要網行政の役割

　要綱行政を成立させた社会的背景について言及し、つい
ﾅ、全国的に普及してきた要綱行政の機能と限界について
沒｢を加え、具体的事例（リゾートマンション）をもって
沒｢してみる。

小泉允囲 小泉三囲

11 宅地開発とその

o営

　宅地開発関連公共公益施設の整備が、自治体の財政や開
ｭ者の事業採算性や入居者の宅地購入価格にどう関係して
｢るかを概説し、その問題点や今後の整備の在り方につい
ﾄ考察する。

同　上 同　上

12 宅地開発形態と

s市の動態

　計画的に開発された住宅団地と自然発生的に成長したス
vロール地区では、公共公益施設整備の水準に大きな格差
ｪあるだけでなく、住民意識や属性、さらには長期的な都
s活動に大きな差が出てくる。両地区のこのような差につ
｢て都市経営的視点から考察する。

林　　亜夫 林　　亜夫

13 住民意識と都市

o営

　都市住民の意識は都市経営上重要な要素である。住民意
ｯをどのように捉え、経営的視点から活用していくかその
菇@論の実例を紹介し、検討する。 同　上 同　上

14 行政事務のOA
ｻと情報化

　行政事務の多様化と複i雑化に対処する為に、OA化、情
�ｻが進行している。その実態と将来の展望、そして問題
_について考察する。 同　上 同　上

15 都市・地域の活

ｫ化

　都市経営や地域経営の観点から様々な地域活性化方策が
iめられてきたが、その実態を体系的に整理するとともに、
uふるさと創生1億円事業」等の果たしてきた役割や効果
ﾉついて検討する。

小泉三囲 小泉允囲
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＝都市計画論＝（TV）
〔主任講師：阪本一郎（明海大学教授）〕

全体のねらい
　本講義のねらいは以下の通りである。①都市が今日いかなる状況に直面しているかを都市計画の視点から
理解する。②都市空間のあるべき姿についての考え方を学ぶ。③都市計画の持つ手段の有効性は社会条件に
規定されることを理解した上で、都市の未来に対して我々の為すべきことを考える。

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）

都市計画を必要とした社会状況とそこで都市計画がいか
都市計画は何を なる応え方をしたかを、欧米のケースについて歴史的に概 阪本一郎 阪本一郎

1 してきたか 観する。都市計画自体の概説でもある。 （明海大学 （明海大学
（1） 教授） 教授）

都市計画を必要とした社会状況とそこで都市計画がいか
都市計画は何を なる応え方をしたかを、欧米のケースについて歴史的に概

2 してきたか 観する。都市計画自体の概説でもある。 同　上 同　上
（2）

都市の郊外化・拡散化が；進行する現状と、その都市計画
的意味を、米国のエッジセティなどを参照しつつ検討する。

3 都市の拡がりと 同　上 同　上
密度

付け値地代を用いて都市拡散化のメカニズムを説明する
とともに、社会の変化と拡散化の関係を述べる。

4 拡がりを決定す 同　上 同　上
るもの

都市域拡大の抑制のために試みられてきた都市計画手法
を概説するとともに、それらが十分に機能していない状況

5 拡がりのコント と背景を述べる。 同　上 同　上
ロール

都市内のマクロな土地利用分布についてバージェス等の
モデルを紹介し、その決定メカニズムを付け値地代を用い

6 都市内部の棲み て説明する。さらに土地利用の時間的な推移について、そ 同　上 同　上
分け の固有の様相を概説する。

土地利用のあるべき姿を外部経済の観点から検討し、公
自発的な棲み分 的な土地利用コントロールの必要性を述べる。

7 けと強制的な棲 同上 同上
み分け
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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）

米国の郊外住宅地におけるゾーニングの要請、ユークリ
ッドゾーニング、わが国のゾーニングの導入の歴史等を通

8 棲み分けのコン じて、ゾーニング制定の背景と役割を示す。 阪本一郎 阪本一郎
トロール

地区の構成要素である道路と敷地と建物について、その
あるべき関係を示すとともに、わが国の都市計画制度の特

9 道路と敷地と建 徴と問題点を述べる。 同　上 同　上
物

近隣環境の悪化を防止するために開発を規制することは
世界中で行われているが、欧米諸国との比較を通じてわが

10 近隣環境保全と 国の開発規制の特徴を明らかにする。 同　上 同　上

開発の制限

都市をとりまく環境の変化が地区の土地利用の混乱や停
都市をとりまく 滞を招くことを工業地区や商業地区について示すとともに、

11 環境の変化と地 都市計画の視点から問題の所在を論じる。 同　上 同　上

区の混乱

都市に新たな活力をもたらし良好な環境を生みだす拠点
開発について、また歴史的建造物等都市の文化的資産の保

12 都市の活力と環 全について、欧米諸国の例を含めて、その開発誘導手法の 同　上 同　上

境の創造 概要と都市計画上の論点を示す。

都市内に広範に分布する問題市街地の改善について、再
開発の歴史を概観するとともに、各種再開発手法の効果と

13 問題地区の改善 限界を論じる。 同　上 同　上

よい都市を創るためにいかなる費用を支払わねばならな
いか、そして誰がその費用を負担するか。地価の成り立ち、

14 都市の費用と負 都市の効率性と未来投資、開発利益還元、環境負荷などを 同　上 同　上

担 通じて都市の費用の幅広い意味を論じる。

あらためて社会との関係の中で都市計画の在り方を考え
るために、開発途上国の都市づくりを日本や欧米との比較

15 都市計画と社会 で検討する。 同　上 同　上
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＝環境アセスメント＝（TV）

〔主任講師：原科幸彦（東京工業大学教授）〕

全体のねらい
　開発事業が及ぼす環境への影響を配慮した意思決定のために環境アセスメントが行われるが、環境保全意
識の高まった今日、これは計画の必要条件である。本講義はこのアセスメントの理解を深め適切な判断が行
えるよう、その考え方と方法をシステム分析など理論面や制度の解説だけでなく、多くの具体的事例を示し
て修得させる。このため、国内事例だけでなく、アセスメント先進国である米国の事例も多く紹介し、我国
における今後のあり方についても考察を進める。

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 開発と環境保全

　環境と人間、人間の環：境、大都市環境の例（東京圏、
Iew　York圏）

@自然環：：境の保全と開発（Jackson，　Wyoming）開発と環境

ﾌ対立
@日本の環境問題の変遷：郊外防除から未然防止へ、そし
ﾄ計画へ

高科幸彦
i東京工業

蜉w教授）

高科幸彦
i東京工業

蜉w教授）

2 アセスメントと

ﾍ何か

　環境に配慮した人間行為の選択、公共の判断形成支援、
Z民参加
@政策分析としてのシステム分析、科学的、民主的手続き
@アセスメントの手続き、計画案の修正例
@　　　　　　　　　（San　FRANCISCOの再開発事例）

同　上 同　上

3 評価枠組の設定

　分析全体の流れ、スコーピング：評価項目の選定、選定
菇@、誰が選ぶか
@影響範囲の確定、現況把握の方法、代替案の作成（また
ﾍ確認）

潜蟄幸彦

ｺ山武彦
i福島大学

赴ｳ授）

村山武彦
i福島大学

赴ｳ授）

4 環境影響の予測
i1）

　環境影響の予測、予測モデル、予測の前提と方法、誰が
ﾇう予測するか
@大気汚染の予測、水質の予測、騒音・振動の予測、パソ
Rンの活用事例

村山武彦 村山武彦

5 環境影響の予測
i2）

　自然環境の予測：身近な緑の保全、貴重な動植物の保護、
ｶ態系の変化
@社会環境の予測：景観の変化（予測システム）、利便性、コミュニティ

同　上 同　上

6 環境影響の評価

　項目別の評価、定性的評価と定量的評価、評価関数、評
ｿ結果の表示
@解釈（総合評価）、重み付け、誰の重みか、単一指標は
K要か

盤割幸彦 原科幸彦

7 コミュニケーシ

㏍刀[の方法

　関連主体に関与、アセスメントの手続き、住民意見のフ
Bードバック
@文書による方法と会議による方法、準備書と評価書、良い文書の作り方

@説明会（神奈川県の事例）、公聴会（川崎市の事例）、
竭闢_の改善方法

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 日本の制度

　我国の制度成立の経緯、歴史と背景、我国の制度の特質
@閣議決定の要綱、省庁別のアセス、自治体のアセス、ア
Zスの手続き
@これまでの実績、法制化はされていないが既に定着した
Aセスメント

森田恒幸
i環境庁国

ｧ環境研究
椛麹㈹､究
ｯ）

ｴ話幸彦

森田恒幸
i環境庁国

ｧ環境研究
椛麹㈹､究
ｯ）

ｴ品幸彦

9 日本のアセスメ

塔g事例

　国家的大規模プロジェクト：本四連絡橋のアセスと事後
@　　　　　　　　　　　　　評価
@都市近郊の産業型施設：東扇島LNG火力発電所（川崎
ﾌ環境配慮
@開発と自然保護の対立：石垣島空港計画における計画案
ﾌ変更

森田恒幸 森田恒幸

10 現行制度の効果

ﾆ課題

　政策効果の測定、効果測定の枠組、これまでの政策効果、
坙{の経緯
@現行制度の課題、事業アセスと計画アセス、海外協力で
ﾌアセス

同　上 同　上

11 アメリカの制度

ﾆ事例

　アメリカの背景：国土・社会・文化の違い、行政手続法
ﾆ情報公開制度
@制度成立の歴史、NEPA、制度の特徴、CEQ、これ
ﾜでの実績
@アセスメントの具体事例（Boston。　Red　Line　Case：地下
Sの延伸計画）

三三幸彦 原科幸彦

12 アセスメントと

ｴ争

　アセスメントによる環境紛争の発生、紛争解決の方法、
ﾙ判よりも話し合い
@紛争解決の事例（Lackson，　Wyomingの下水処理場建設紛
?F開発と自然保護、Seattieの州際道路90号線建設紛争
@開発と地域住民）

同　上 同　上

13 より積極的な住

ｯ参加

　現行制度の問題点：狭い評価項目、計画変更が困難、事
ﾆ者が評価書作成
@住民関与が不十分、米国に見る積極的な住民参加の事例
@住民・行政・事業者の関係、環境基本法、国際的視野か
轤ﾌアセス

同　上 同　上

14 環境管理計画

　アセスメントと環境管理計画、環境管理計画の概要、ソ
tトなアプローチ
@具体事例、環境管理の新たな概念、価値観の変化、新た
ﾈ環境論理

内藤正明
i京都大学

ｳ授）

内藤正明
i京都大学

ｳ授）

15 アセスメントの

｡後

　総合的なアセスメント、Project，　Progra珊and　Policy

`ssessment
@住民参加による環境創造、San　Antonioのウォーターフ
鴻塔g開発の例
@i環境計画と成長管理、東京とNEW　Yorkの都市圏の違い、

L域的な計画

原科幸彦 原科幸彦
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＝エネルギー工学と産業・社会＝　（TV）

〔主任講師：牛山　泉（足利工業大学教授）〕

全体のねらい
　エネルギー工学と産業・社会の関わりをいろいろな視点から明らかにする。先ず、国内外のエネルギー事
情や地球規模での環境問題を調べ、次にエネルギー技術や環境問題の歴史をたどる。さらにエネルギー技術
と産業・社会の現状を学んだ後、エネルギー工学と社会の将来のあるべき姿を展望する。

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 日常生活とエネ

泣Mー

　日常生活とエネルギーの関係を明らかにするため、エネ
泣Mーの原点から出発し、エネルギーの保存と散逸で熱力
wの法則を学び、さらに、日常生活で使われているエネル
Mーを調べる。

牛山　　泉
i足利工業

蜉w教授）

牛山　　泉
i足利工業

蜉w教授）

2
世界のエネルギー事情

　世界の一次エネルギー消費量とエネルギー資源の埋蔵量
ﾆを比較し、国際エネルギー需給の現状を明らかにすると
､に、エネルギー資源がいつまでもつのかを考えてみる。 同　上 同　上

3
日本のエネルギー事情

　国内の近年のエネルギー需給動向を明らかにし、産業、
ｯ生、運輸の各部門のエネルギー消費やエネルギー転換部
蛯ﾌ状況について調べる。また、経済成長とエネルギー消
?ﾉついても考える。

同　上 同　上

4 地球環境問題

　地球規模での環境問題を分類し、地球環境問題とエネル
Mー消費の関係を調べる。また、温暖化や酸性雨の問題と
bO、排出量の現状を明らかにすると共に、問題解決の対
��lえる。

同　上 同　上

5 エネルギーの社

?w

　エネルギー問題と産業社会との関係を概観した上で、エ
lルギーと国際政治、エネルギーと環境との調和、エネル
Mーの安全保障、さらにはエントロピーと世界観などにつ
｢ても言及する。

同　上 同　上

6 エネルギー工学
ﾌ技術史

　エネルギー工学のうちで動力技術に焦点を絞り、水車や
落ﾔのような自然エネルギー利用から、熱エネルギーから
ｮ力を取り出す蒸気動力や内燃機関、さらには電気エネル
Mーについて述べる。

同　上 同　上

7

エネルギー技術
ﾆ環境問題の歴

j

　エネルギー資源とその利用技術の歴史を木材・木炭の時
繧ｩら、石炭への転換、さらには石油文明の時代へとたど
閨Aこれらに伴う大気汚染などの環境問題についても明ら
ｩにする。

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）

戦後日本の産業構造の変革の歩みを、高度成長期から石
エネルギー技術 油危機、石油危機以降とに分け、エネルギー技術の視点か

8 と日本の産業構 ら明らかにするとともに、日本型脱工業社会についても展 牛山　　泉 牛山　　泉
造の変革 回する。

現代の産業・社会を支えているエネルギー技術のうちで、
エネルギー変換の工学について焦点を絞り、力学、熱、化

9 エネルギー変換 学、電気、光・放射の各エネルギーの変換について概括す 同　上 同　上
の技術 る。

現代のエネルギーシステムの中で賛否両論のある原子力
発電について、世界の原子力発電の現状、原子力発電のし

10 原子力発電シス くみと燃料サイクルについて学び、原子力利用の安全性と 同　上 同　上
テム 経済性について考える。

地球に優しいエネルギー源である自然エネルギーの利用
技術を、太陽、海洋熱、地熱などの熱や光と、水力、風力、

11 自然エネルギー 波力などの流体エネルギー、さらにはバイオマスとに分け 同　上 同　上
利用技術 て概説する。

エネルギーの有効利用を考える上で、エネルギーの正し
い評価が不可欠である。そこでエクセルギーという概念を

12 エネルギーの評 導入して、資源と環境を再評価すると共に、エネルギーの 同　上 同　上
価 利用効率を評価する。

産業・社会における省エネルギーの取り組みについて明
らかにすると共に、エネルギーの消費構造を調べ、ソフト

13 省エネルギーと エネルギーパスの選択によるエネルギーの有効利用の可能 同　上 同　上
エネルギーパス 性について考察する。

開発途上国における人口爆発とこれに伴う、食糧：不足や
エネルギー不足が深刻化している。持続可能な開発のため

14 開発途上国とエ の開発途上国援助をエネルギー問題の視点から提案する。 同　上 同　上
ネルギー問題

エネルギー問題と環：境危機について再認識すると共に、
エネルギー工学 環境と調和する将来の産業・社会とライフスタイルを提案

15 の課題と産業社 し、これに果たすべきエネルギー工学の役割りや目標につ 同　上 同　上
会の将来 いて考える。
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＝材料工学と産業・社会＝　（TV）

〔主任講師：東　千秋（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　産業・社会の成立基盤として重要な工学・技術は、情報、エネルギー、材料の3要素があって成り立つも
のである。したがってこれからの材料工学を展望することは、未来の産業・社会を望見することになり、ま
た逆に材料工学への産業・社会のこれからのニーズを考えることは材料工学の未来を展望することにもなる。
その意味で、ここでは金属、セラミックス、有機材料と言った従来の材料固有の分野を個々に取り上げるの
ではなく、横断的に材料工学を産業・社会との係わりから総合的に考える。

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

産業発展におけ
驪Z術革新の役

　産業・社会の成立基盤として重要な工学・技術の国際的
D劣が国際経済摩擦を生み出しているように、技術革新は
痩ﾆの経済発展のための鍵となっている。ここでは産業の
�j的変遷と技術革新の役割を生産経営学の立場から見る
ﾆともに、産業発展における技術革新の役割について考察
ｷる。

東　　千秋
i放送大学

赴ｳ授）

東　　千秋
i放送大学

赴ｳ授）

2 技術：革新と材料

v命

　新しい産業・社会の実現のための技術革新の原動力とし
ﾄ材料の革命がある。これからの産業・社会のあるべき姿
�Q020年の科学技術予測から展望し、そこでの材料革命へ
ﾌニーズから21世紀の材料工学を展望する。

同　上 同　上

3 環境への安全対

　地球環境と生物に安全であることは材料工学の最も重要
ﾈ課題である。ここでは、マクロな地球環境とミクロな製
｢プロセスにおける有害物質への対策と取り組みを取り上
ｰ、環境への安全対策について考える。

同　上 同　上

4

材料のライフサ
Cクルアセスメ
塔g

　製品として使われる材料は、使用された後の廃棄処理を
煌ﾜめたトータルなライフサイクルの中で評価されなけれ
ﾎならなくなった。ここでの大きな課題として、製品や資
ｹのリサイクルを取り上げ、材料のライフサイクルアセス
＜塔gを考える。

同　上 同　上

5 材料の高性能化

　これまでの材料の性能を極限まで引き出す材料の高性能
ｻについて、それぞれの材料の特徴をもとに材料の高性能
ｻがどのように試みられ、どのような産業・社会が出現す
驍ﾌか考える。

同　上 同　上

6 材料の高機能化

　ニーズとしての機能は多様である。それぞれの材料の特
ｫがどのように機能発現に利用されているのかを見るとと
烽ﾉ、それぞれ材料の高機能化がどのように試みられ、ど
ﾌような産業・社会が出現するのかを考える。

同　上 同　上

7 インテリジェン

gな材料

　材料自身が環境の変化を察知し、その内容を的確に判断
ｵ、迅速に対応できるインテリジェントな材料を開発する
獅ﾝが始まっている。その開発の現状と将来について展望
ｷる。

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）

ますます高度情報化に向かう人間社会において、情報を
より速く多量に容易に信頼性高く処理する技術が必要であ

8 情報技術と材料 り、デバイス技術、ソフトウェア技術、システム技術の高 東　　千秋 東　　千秋
度化が要求される。ここでは材料の革新と直接係わるデバ
イス技術について展望する。

ディスプレーや光通信さらには環境保全のためのタリー一
ンなエネルギー利用として期待される太陽光発電など、そ

9 光・電エネルギ こで利用されている光・電エネルギー変換は、人間社会に 同　上 同　上
一変換と材料 おいてますます重要になっている。ここでは光・電エネル

ギー変換と材料について展望する。

エネルギーのクリーンな利用が環境保全のために急務に
なっており、いかにエネルギーを貯蔵するかが課題である。

10 エネルギー貯蔵 水素燃料自動車における水素の貯蔵や電気エネルギーの貯 同　上 同　上
技術と材料 蔵などエネルギー貯蔵技術と材料開発の現状と将来から未

来の産業・社会を展望する。

高温超伝導材料の実現は、物体や電力の輸送におけるエ
ネルギー損失の問題を解決するだけでなくセンサーや電子

11 超伝導と材料 デバイス技術にインパクトを与え、人間社会を大きく変革 同　上 同　上
するものと期待されている。ここでは、超伝導材料の開発
の現状と将来から未来の産業・社会を展望する。

疾病を直しまた生体機能の欠陥を補う医療活動は人間が
生活をする上でなくてはならないものである。このための

12 医療と材料 医薬や医療用具・機材においていろいろな材料が重要な役 同　上 同　上
割を果たしている。ここでは、医療における材料工学から
未来の産業・社会を展望する。

数百オングストロームすなわちナノメーターの大きさの
固体物質はこれまで材料として扱ってきた大きなサイズの

13 ナノテクノロジ 通常の固体とは異なった物理的・化学的性質を示すように 同　上 同　上

一 なる。このような材料作成の先端的プロセスであるナノテ
クノロジーについて解説する。

材料を量子力学を基にした第一原理から計算して設計し
たり、材料の安全性やライフサイクルの評価を多様な膨大

14 コンピュータと なデータベースを駆使してコンピュータシミュレーション 同　上 同　上
材料工学 により事前に行う技術がますます重要になっている。ここ

では、このような材料工学におけるコンピュータの役割に
ついて展望する。

これまでの講義を総括し、これからの産業・社会のあり
これからの産業 方と材料工学の未来を総合的に考える。

15 ・社会と材料工

w
同　上 同　上
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＝情 艮幸 工 学＝　（TV）

〔主任講師：都倉信樹（大阪大学教授）〕

全体のねらい
　「情報工学」は、情報に関するものを工学的な立場からアプローチするもので、コンピュータの構成法と、
要素となるハードウェア、さらにコンピュータの工学的応用を考えたシステムやその基盤技術などである
（坂井利之先生）。この講義では、主として、コンピュータの仕組み・原理を基礎から講義する。

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）

身のまわりで計算機がいかに使われているかをいくつか
コンピュータは の例でみる。情報工学について簡単に説明する。 都倉信樹 都倉信樹

1 どう使われてい （大阪大学 （大阪大学
るか 教授） 教授）

コンピュータの構成要素を概観し、データ処理の例をい
くつか通して、コンピュータでどのようにデータ処理が行

2 コンピュータで われるかをみる。 同　上 同　上
のデータ処理

計算機ではデータをどう表現するのかを学ぶ。記号、数
計算機ではどの の表現法、2進表現での計算法、パリティチェック

3 ようにデータを 同　上 同　上
表現するか

コンピュータの内部構成に入る。
コンピュータの 記述言語として、レジスタ転送表現を用いてその働きを説

4 構成（1） 明する。記憶装置。 同　上 同　上
～レジスタとメ
モリ～

バスの働き、周辺装置とのインタフェースの基礎的な事
項を説明する。

5 コンピュータの 割り込みについても簡単にふれる。 同　上 同　上
構成（2）

プログラマから見た計算機の姿を説明する。
プログラマから コンピュータの構成（アーキテクチャ）、命令、アドレシ

6 見たコンビュー ングモードなどを説明する。 同　上 同　上
タ（1）

具体的にどういう命令があるかを紹介していく。機械語
プログラマから プログラムについてみる。

7 見たコンビュー 同　上 同上
タ（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）

アセンブリ言語とそのプログラミング、高水準のプログ
ラミング言語について基礎的な事項を説明する。

8 プログラムと 都倉信樹 都倉信樹
プログラム言語

コンピュータがどのような仕組みで動くのかを順に説明
コンピュータの する。ゲート、ICなどを説明し、組合せ回路の解析法を

9 仕組み（1） のべる。 同　上 同　上

～組み合せ
回路～

組合せ回路の構成法をのべ、具体的に2進数の加算器、
加減算器などの回路がどのように作られているかを説明す

10 コンピュータの る。 同　上 同　上

仕組み（2）

コンピュータの中で演算を行うALU（算術論理演算
コンピュータの 部）、シフタなどを説明する。順序回路を導入する。

11 仕組み（3） 同　上 同　上

～ALU～

フリップフロップを説明し、順序回路の実現法を述べる。
コンピュータの 制御部の考え方を説明する。

12 仕組み（4） 同　上 同　上

～順序回路～

サブルーチンと割り込み、スタック、割り込み処理の基
本的考え方について学ぶ。

13 コンピュータの 同　上 同　上

仕組み（5）

通信の基礎的な概念といくつかのコンピュータ間通信に
関する事項を取り上げる。

14 通　　　　　信 同　上 同　上

コンピュータの能力について、考えてみよう。
最後に、さらに進んで勉強するための案内を試みる。

15 動向と展望
＼ 同　上 同　上
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＝プログラミングの基礎＝＝（TV）

〔主任講師：都倉信樹（大阪大学教授）〕

全体のねらい
　単にプログラム言語を学ぶだけではプログラムはかけない。むしろ、設計に重点をおいて、しっかりした
プログラム作りをめざす。本講義は4つの素材を用いる。本体は入門的な内容と主とし、基礎的な考え方や
概念を伝えることを目指し、第2はプログラム言語についてのコラム。第3は実際場面での種々の問題を扱
うコラム。第4は放送教材で種々の事例を紹介する。プログラミングということを総合的に理解していただ
くことをねらっている。

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 プログラミング

ﾆは

プログラミングとは，関連概念，用語・プログラム言語とは・プログラミングとソフトウェア

都倉信樹
i大阪大学

ｳ授）

都倉信樹
i大阪大学

ｳ授）

2 プログラムの構

ｬ要素　1

制御構造の表現・プログラミング言語の歴史・ライフサイクル

同　上 同　上

3 プログラムの構

ｬ要素2

プログラム対象，整数型，配列など・アセンブリ言語と高水準言語・プログラミングツール、エディタ

同　上 同　上

4 目的のデータを

Tす

配列中の探索など，アルゴリズムと評価・FORTRAN，　COBOL，　ALGOL，　PL／1・コンパイラに関連する諸概念

同　上 同　上

5 再　　　　　帰

関数・手続き，再帰の考え方・Pasca1とC（1）・デバッグ

同　上 同　上

6 並べ替えること

ソーティング
EBASIC，　LISP，　SNOBOL，　APLなど・プロファイラ（K：nuthの経験則）

同　上 同　上

7 構文記述　1

BNF，拡張BNF，図式表現・PascalとC（2）

Eよくある虫 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）

構文に沿った処理

・Pasca1とC（3）
8 構文記述　2 ・テストについての諸概念 都倉信樹 都倉信樹

ポインタ，スタック，キュー，adt
・Pasca1とC（4）

9 データ構造　1 ・デバッグのこつ 同　上 同　上

表

・Pasca1とC（5）
10 データ構造　2 ・ソフトウェアの品質 同　上 同　上

イベントの処理
・00しの基礎概念（1）

11 状態遷移　1 ・読みやすく書く（1） 同　上 同　上

アセンブラ
・00しの基礎i概念（2）

12 状態遷移　2 ・読みやすく書く（2） 同　上 同　上

ファイル，テキスト
・その他のパラダイム　論理型

13 入　　出　　力 ・ソフトウェアの生産性向上のために　再利用 同　上 同　上

時間の取得，リアルタイムプログラミング
・その他のパラダイム　関数型

14 時間の扱い ・ソフトウェアの生産管理 同　上 同　上

関連する分野の紹介
・言語の将来展望／総合環境など環境

15 さらに学ぶため ・ソフトウェア開発の今後 同　上 同　上

に
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＝エレクトロニクス入門＝（TV）

辟難：雀騰薙優羅三富拳難1〕

全体のねらい
　エレクトロニクスの応用は、今や家庭電化製品、交通・運輸の自動化システム、産業現場、事務処理に至
るあらゆる分野に見られる。現代社会はエレクトロニクス技術なくして今日の生活は成り立たないといって
も過言ではない。こうしたエレクトロニクス（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
を込め、本講義ではエレクトロニクスの基礎について、多くの実験を交え分かり易く解説する。

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 電気の基礎一直流回路一

　エレクトロニクスを学ぶには、まず電気の現象と特性を
mる必要がある。ここでは、電圧、電流、抵抗などの電気
ﾌ基礎事項とその電気回路の計算に必要な諸法則を学び、
ｼ流電気特性を知ることから始める。

富田英雄
i東京電機

蜉w教授）

富田英雄
i東京電機

蜉w教授）

2 電気の基礎一交流回路一

　ここでは、電気特性に重要な交流回路を学ぶ。周波数や
ﾊ相などの交流の基礎事項、フェーザを用いた交流回路の
v算法などを学び、その特性を測るためにエレクトロニク
X技術者必須のオッシロスコープの原理と使い方を述べる。

同　上 同　上

3 電気回路の諸特

ｫ

　種々の周波数成分を含む電波を発生させたり捉えたりす
髞ｭ振器や復調器の原理は、回路の共振現象に基づくもの
ﾅある。また、高速で動作する電子回路は回路の過渡的現
ﾛを基礎としている。本意ではこれらの基礎的事項と応用
痰�qべる。

内川義則
i東京電機

蜉w教授）

内川義則
i東京電機

蜉w教授）

4 導体・半導体の
d気特性

　エレクトロニクスを学ぶには、まず半導体の原理と特性
ﾉついての知識を学ぶことが必須である。ここでは物質の
d気の通し易さの指標である導電率を用いて導体や半導体
ﾌ電気特性を理解する。さらに、P型やN型の半導体およ
ﾑその応用であるダイオードを知る。

平栗健二
i東京電機

蜉w助教授）

平栗健二
i東京電機

蜉w助教授）

5 トランジスタの

ｴ理と特性

　エレクトロニクスの主役はトランジスタである。ここで
ﾍ、バイポーラトランジスタの動作原理と種類およびその
ﾃ特性を学び、さらにバイポーラ型とともによく用いられ
體d界効果トランジスタ（FET）の原理と特性について
煌wぶ。

星野　　洋
i東京電機

蜉w教授）

星野　　洋
i東京電機

蜉w教授）

6 トランジスタ増
搖

　トランジスタの最大効果は電流の増幅作用にある。その
ｽめ、この効果を利用して小さな電気信号を大きな信号に
ﾏ換するトランジスタ増幅器が用いられる。本章では、ト
宴塔Wスタを用いた各種増幅回路や特性およびその設計法
ﾈどを学ぶ。

同　上 同　上

7 特殊半導体デバ

Cス

　ダイオードやトランジスタには、様々な応用デバイスが
?驕Bここでは、主なものとして定電圧ダイオード、発光
_イオード、ホトトランジスタ、サイリスタ、トライアッ
Nなどの原理とその応用について述べる。

平栗健二 平栗健二
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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 オペアンプと
軏{回路

　トランジスタを始め複数の半導体が数多く組み合わされ
ﾄ一つのデバイスを構成しているのが累積回路（IC）で
?驕Bこのうち、代表的なアナログICが演算増幅器（オ
yアンプ）である。本章ではこれを用いた基本増幅回路と
ｻの特性について学ぶ。

平栗健二 平栗健二

9 オペアンプの
棊p

　前章で学んだ基本的な演算増幅回路の知識を基礎とし、
ｳらに複雑な種々の波形変換回路を学ぶ。ここでは、オペ
Aンプが実用的な電子回路で常に用いられる積分器や微分
增A比較器、特殊波形発振器、アクティブフィルタなどに
ﾂいて述べる。

星野　　洋 星野　　洋

10 パルス回路

　デジタルコンピュータにおけるハード・ウェアの基本は
pルス回路である。ここでは、その基礎技術であるパルス
ｻ技術とマルチバイブレータを用いた各種パルス回路の動
?ｴ理とその使用法を述べる。

佐久間一郎
i東京大学

赴ｳ授）

佐久間一郎
i東京大学

赴ｳ授）

11 ディジタル回路

　デジタル電子回路の応用は大型コンピュータや通信機器
ﾉ留まらずロボットや工作機械などの産業用や日常家電製
iに至るまで多岐に及んでいる。本章ではデジタル回路を
pいて各種電子回路を構成する基礎として、プール代数に
ｧ脚した論理回路構成を学ぶ。

同　上 同　上

12 センサとエレク

gロニクス

　エレクトロニクスとセンサとは密接な関係がある。温度
竚�ﾈどの物理量は、多くの場合電気：量に変換される。そ
ﾌ変換素子として、温度センサを例にとり、その動作原理
ﾉついて述べる。

内川義則 内川義則

13 電子計測と制御

　制御はセンサなしでは成り立たない。ここでは、照明の
ｾるさと温度制御の例を挙げ、その制御に関するエレクト
鴻jクスの動作原理について述べる。

小川三一
i東京電機

蜉w教授）

小川鑛一
i東京電機

蜉w教授）

14 コンピュータと

Gレクトロニク

X

　世の中の物理現象はアナログ的に変化する。デジタルコ
塔sュータが発達した今日、アナログ量はデジタル量に変
ｷされ、それが社会・産業・日常生活の面で役立っている。
ｱこではそのような面を踏まえ、コンピュータとエレクト
鴻jクスとの関係について述べる。

同　上 同　上

15 産業技術とエレ

Nトロニクス

　今日のように電子機器が広く普及したのは、半導体集積
�H、大小様々なデジタル計算機、その関連技術の発達に
謔驕Bここでは、デジタル技術とアナログ技術を対比しな
ｪら、エレクトロニクスと産業技術の展望について考察す
驕B

同　上 同　上
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＝応用人間工学＝＝（TV）

〔主任講師：池田良夫（愛知工業大学教授）〕

全体のねらい
　人間は与えられた環境下で、可能な選択肢を選び、それに基づき行動を起こす。人間工学はシステムの目
的を達成する際に、所与の環境条件が人間の機能に整合するように周辺環境を整備、または設計することに
関する学際的技術体系である。本講座では、人間の機能を理解し、この知識を日常生活と労働の場に応用で
きることをねらいとし、最後に現代社会への人間工学の役割を展望している。

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 システムの構成

ﾆ講座の概要

　生活や労働の場をシステムとすると、システムは効率的
ｩつ効果的であることが望ましい。システムは人間と人間
�ﾟぐる広義の環境とで構成される。環境は狭義の環境条
盾ﾆ機械設備と仕事・手続きなどの形のないものから構成
ｳれる。人間と環境との相互作用を人問機能に整合させる
T念を概説し、講座の概要を紹介する。

池田良夫
i愛知工業

蜉w教授）

池田良夫
i愛知工業

蜉w教授）

2

下闇機能の理解
i1）

ｶ物医学的視点

　人間の身体機能は神経系と体液・内分泌系によって支配・調整されている。人間工学的職場設計や改善において、

l間の作業行動に関わる身体機能について、大脳中枢神経
n、感覚・脳神経系、運動神経系、自律神経系に沿って、
h激情報と反応行動との関連から職場環境への適応状態に
ﾂいて概説する。生物医学的視点から生体システムとして
ﾌ人間機能を理解する。

斉藤むら子
i早稲田大

w教授）

斉藤むら子
i早稲田大

w教授）

3

人間機能の理解
i2）

ﾐ会心理・行動
繩w的視点

　人間の認知行動、環境適応行動の結果としての作業成績
ﾆ心身機能への影響を理解することは職場設計や改善に極
ﾟて重要である。主体的行動の源泉である認知・判断・意
u決定を行う思考力は環境認識の限界があって必ずしも適
ﾘに発揮されない。ネットワーク社会における人間の適応
s動は内外条件に制約されて発現する。この制約性を考慮
ｵて主体システムとしての人間機能を理解する。

同　上 同　上

4

ディスプレイと

Rントロールと
l間工学

　人間と環境との相互作用において、ディスプレイは環境
､から人間の感覚器官に受容される刺激や情報をさし、狭
`にはそれらの情報を提供する機器・表示器をさす。
@逆に、コントロールは人間側からの働きかけに対する環
ｫ側の受容部分で、狭義には操作器具をさす。ディスプレ
Cやコントロールの人間機能への整合化を考察する。

池田良夫 池田良夫

5

作業システムと
?ﾆ空間の設計
ﾆ人間工学

　作業システムと作業空間で使用する道具、機器、機械設
�A施設などはそれらを使用する人々にとって使いやす
｢、誤使用の少ない機能を備えたものであることが望まし
｢。システム目的遂行に対して、個別的に考察したディス
vレイとコントロールと人間機能と狭義の環境とが効率的・効果的になるように統合的に配置することを考察する。

同　上 同　上

6

人間工学チェッ

Nリストと職場
?P

　職場の人間工学的な改善が重要である。ILO方式のチ
Fックリストの活用によって、インターフェイスの適正化、
?ﾆ負担の緩和、作業環境の整備、労働時間の短縮による
ｶ活サイクルのゆとり化、自律労働の促進など、多面にわ
ｽる対策の打ちかたと、その有効性について検討する。

酒井一博
i財団法人

J働科学研
?兜寶樺ｷ）

酒井一博
i財団法人

J働科学研
?兜寶樺ｷ）

7 人体計測とその

棊p

　衣服、椅子などの什器は、私たちの体型をもとデザイン
ｳれる。そのために、日本人の人体計測値が大規模に測定
ｳれ、人体計測データベースとして公表されている。人体計測の方法、計測値の統計処理と活用の仕方、また企業の

ｻ品設計への応用例を概説する。

小松原明哲
i金沢工業

蜉w教授）

小松原明哲
i金沢工業

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 日常生活の
l　間　工　学

　人間工学は特別なものではなく、私たちの生活の中にも、
[く浸透している。使いやすい道具、安全な機器やシステ
?A障害者や高齢者などへの配慮など、私たちの身近な生
?ﾌ中に人間工学を実践する態度を養う。

小松原明哲 小松原明哲

9 コンピュータ応

p機器のr使い
竄ｷさ」

　近年、家庭に、オフィスに、街角に、様々な高機能なコ
塔sュータ機器があふれている。その中には、　「使いにく
｢」ために、イライラや、誤使用を招きやすいものも少な
ｭない。　「使いやすさ」とは何か、またこれらの機器を使
｢やすくするにはどうしたらよいのか、事例を通じて考察
ｷる。

同　上 同　上

10 コンピュータ労
ｭと労働衛生

　コンピュータ労働は多岐にわたる健康被害を及ぼす恐れ
ｪあると指摘されている。これらの健康被害のそれぞれに
ﾂいて、誘発させる諸要因とそれを回避するための対応策
ﾉついて人間工学の視点から概説する。

神代雅晴
i産業医科

蜉w教授）

神代雅晴
i産業医科

蜉w教授）

11 労働安全衛生と

l間工学

　人間工学の名称であるergonomicsはその言語から仕事の
K正管理と意訳することができる。この視点から、現代の
Y業労働がかかえる病巣を明らかにし、その源泉からの対
��ｱき出すことができる。労働の人間化をいかにはかる
ｩについて、その理念と技法を概説する。

同　上 同　上

12

障害者、高年齢
ﾒ雇用と人間工

w

　労働省が身体障害者、高年齢者の雇用促進を企業に要請
ｵているにもかかわらず、雇用は必ずしも思うように増加
ｵない。受入れ側の企業にとり、生産能率を低下させたく
ﾈい論理がある。事例を通じて、身体障害者、高年齢者雇
pのための支援機器、作業改善について概説する。

岸田孝弥
i高崎経済

蜉w教授）

岸田孝弥
i高崎経済

蜉w教授）

13

ジャストインタ
Cム生産方式と
l間工学

　少品種大量生産方式から多品種変量生産方式へと生産方
ｮが変化するとともに、作業者の働き方にも変化が出てき
ｽ。ジャスト・イン・タイム生産方式が持つ効率性と作業
ﾒへの負担の増加とは、一見二律背反ともかんがえられが
ｿである。この問題について人間工学的観点から考察する。

同　上 同　上

14 PL（製造物責
C）と人間工学

　P：L（製造物責任）法が成立して、企業側が対応に苦慮
ｵているといわれる。しかし、消費者側も企業側も製造物
ﾓ任について、人間工学的視点を持つことの必要性を理解
ｷれば、この問題へのアプローチが見つかるはずである。
ｻ造物責任に対する理解について人間工学の役割を考察す
驕B

同　上 同　上

15 交通システムと
棊p人間工学の
v点

　交通システムの内、我々になじみのある公共バス、鉄道、
譌p車では、道路・舗装・道路標識・視環境などがドライ
oーと運転環境とが人間の特性に整合していることが重要
ﾅある。バスや鉄道では、システム利用者の視点からシス
eムを概説する。最後に、応用人間工学講座を総括し、生
?ﾌ場、職場における応用人間工学の活用に資するための
麹∮Iなまとめを行う。

池田良夫 池田良夫
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＝計 測 と U帝 御＝（TV）

一
　
　
　

授
授
授

騰教淫
辞
大

京
　
京

東
拓
東

（
／
一
＼
（

弘
郎
雄

政
次
道

矢
予

　
田
里

森
森
中

盃
Ψ
而
霧
甲

白
h
r
自
口
自

首
暴
再
菩
世

二
ニ
ロ
…
一
一
壬
一
口

任
任
任

主
主
主

一

全体のねらい
　希望通りの結果を得ようと対象になっているものに働きかけることを制御という。制御を行うためには、

まず対象を知らなければならないし、制御を行った結果を把握しなけばならない。このためには計測が不可
欠となる。本講義では、社会における計測と制御の学問・技術の適用状況の解説を背景に、計測と制御に必
要となる基礎事項を説明し、産業における顕著な応用例を紹介する。

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 計測と制御の役

　すべてのものごとは、制御なしには所要のはたらきを現
墲ｷことはできない。そして制御のたあには、計測が不可
№ﾅある。計測はまた制御以外にも、人間の知識欲を満た
ｷためなど、人間の重要な行為でもある。ここではこれか
迥wぶ計測と制御を概観する。

森　　政弘
i東京工業

蜉w名誉教
�j

森　　政弘

p｣國克
X田矢次郎

＄??t
??ｹ雄

2 計　測　と　は

　人類誕生以来今日まで、ものを測るということは、その
燉e、手段、規模を次第に豊富にしながら行われてきた。
ｱこでは計測の始まり、基本原理、方法、使われる機器や
Vステムの形態、トレサビリティ、情報と計測などを述べ
驕B

森田矢次郎
i拓殖大学

ｳ授）

森田矢次郎
i拓殖大学

ｳ授）

3 計　測　技　術

　計測の対象は計器によって測られ、人間にとって理解し
竄ｷい数量として変換される。対象に触れて変換を行う計
墲ﾌ部分をセンサというが、この章では具体的なセンサを
｢くつか取り上げて説明し、その応用について述べる。

同　上 同　上

4 測られる対象と
Zンサ・計測シ
Xテム

　センサの種類、またそのその使い方は多種多様であるが、
ｻれらに共通して見られる特性を考える。制御との関連で
ﾁに重要な信号の伝達という面を線形性、たたみこみ、伝
B関数などの説明を加えて述べる。

同　上 同　上

5 制御システム

　ここでは制御システムについてその概要を述べる。まず“制御”について説明した後、制御信号の伝わり方、それ

ﾉかかわる伝達関数について述べる。
中野道雄
i東京工業

蜉w教授）

中野道雄
i東京工業

蜉w教授）

6 ブロック線図と

ｻの応用

　制御システムを図的に表現する手段としてよく用いられ
驛uロック線図について述べる。

同　上 同　上

7 制御システムの

軏{特性

　この章ではまず制御システムの特性について概説したの
ｿ、定常状態の特性と過度状態での特性について検討する。
ｳらに安定問題で重要になる周波数特性についても触れることにする。

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 制御システムの

ｪ類

　制御システムを様々な観点から分類する。その中で制御
ﾊに注目して分類した結果、位置もしくは速度、力を制御
ﾊとする制御システムをサーボ機構とよんでいる。ここで
ﾍこのシステムについて述べる。

中野道雄 中野道雄

9 プロセス制御

　プロセス制御とは温度、レベル、流量、圧力、成分など
ﾌプロセスの重要な諸勢を適切に操作する制御を言う。ま
ｸ主なプロセスの例と特徴を示す。次にセンサ、制御装置
yび操作機器を述べる。またこれらの要素で構成される制
艫Vステムの調整法を示す。

香川利春
i東京工業

蜉w教授）

香川利春
i東京工業

蜉w教授）

10 ロボットの計測

ﾆ制御

　ロボットは人間の五感に相当する受容器、手足に相当す
骭�ﾊ器そして頭脳にあたる知能から構成され、これを実
ｻするためには高度な計測・制御技術を駆使する必要があ
驕Bここでは、種々の計測・制御の統合化技術、知能化手
@などに焦点を当て解説する。

高瀬國克
i電気通信

蜉w教授）

高瀬國克
i電気通信

蜉w教授）

11 ロボットの応用

　ロボットの応用範囲は工場での工業応用、建築などのフ
Bールド応用、最近では、アミューズメント、医療福祉、
x備等にもどんどん拡大している。ここでは、種々の応用
痰�ﾐ介し、そこに使われる応用技術を概観するとともに
ｫ来を展望する。

同　上 同　上

12

画像による計測
@　　（1＞

fジタル画像と
tィルタリング

　近年、計算機の能力が飛躍的に向上するにつれ、CCD
Jメラなどで撮影した画像を用いて、そこからさまざまな
﨣��l得する機会が増えてきた。ここでは、その際必要
ﾆなる画像処理の基本と、画像を用いた計測について、応
p例を交えながら解説する。

奥富正敏
i東京工業

蜉w助教授）

奥富正敏
i東京工業

蜉w助教授）

13

画像による計測
@　　（2）

ﾎ象の2次元計
ｪと識別

　人間は視覚を通じて非常に多くの情報を得ている。同様
ﾉ視覚情報処理は、コンピュータ（ロボット）にとっても
M重な外界の情報獲得手段となる可能性がある。ここでは、
ｻの際重要となる「画像からの3次元情報（世界）の獲得
i把握）」等を中心に解説する。

同　上 同　上

14

画像による計測
i3）　3次元構造

ﾌ復元
l間の視覚とコ
塔sュータビジ
㏍唐ﾌ挑戦

　計算機による視覚情報処理としてのコンピュータビジョ
唐ﾌ応用例（例えば、3次元計測、ロボット、バーチャル
潟Aリティ等）を紹介すると同時に、それらを通じて、元
ﾉなる理論の説明、技術的意味の考察等を行う。

同　上 同　上

15 ま　　と　　あ

　ここでは、各講師がこれまで講義してきた内容について
竝uし、全体のまとあを述べる。

森　　政弘

X田矢次郎

??ｹ雄

全　三
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＝生産性科学入門（’99）＝　（TV）

〔主任講師：小林和生（帝京科学大学助教授）〕

全体のねらい
　生産性の視点から我が国の国際社会における地位を理解するとともに、生産性概念を追求する。

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）

生産性科学の誕生の由来、糸譜について概説し、なぜ今
生産性が重要であるか述べる。とりわけ経済学と生産性科 小林和生 小林和生

1 生産性科学の 学の違いに焦点をあて、この学問の課題を明確にする。 （帝京科学 （帝京科学

誕生と課題 大学助教授） 大学助教授）

生産性科学の対象である産業社会の理論的規定を与える。

生産性科学の すなわち、人間一人関係と人間一門群系の交差構造として
2 対象と方法 産業社会が構成されていること。またその構造の詳細を明 同　上 同　上

一その1 確にする。

多元的要因が複雑に関連して形成されている産業社会の
生産性科学の 分析のためのフレームワークとしてのS－Fスキームにつ

3 対象と方法 いて解説する。 同　上 同　上
一その2

日本経済の発展を国民の豊かさの観点から分析する。す
なわち国民一人当りGDPの変化とその要因分析を行う。

4 日本経済の 同　上 同　上
発展と生産性

国民経済とそれを構成する各産業の関係（産業構造論）
について解説する。また産業連関論についても解説する。

5 国民経済と 同　上 同　上
産　業　構　造

生産部門別の生産性の変化と国民経済生産性の関連につ
いて分析する。

6 国民経済生産性 同　上 同　上
と部門生産性

国民経済の構成単位である企業の主体性と国民経済への
寄与について明らかにする。また総生産性について述べる。

7 企業生産性と 同　上 同上
付　加　価　値
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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）

企業の収益性と生産性の分析枠組を示す。生産性関数を
回した分析を行う。

8 企業における 小林和生 小林和生
収益性と生産性

生産性推進運動であるプロダクティヴィティ・スキーム
の展開について解説する。

9 プロダクティヴ 同　上 同　上

イティ・スキー

知識集約型要因（KIS）の仕事の性格とその重要性を
論述し、その創造性発揮のための仕組みを解明する。

10 知識集約型要員 同　上 同　上

の　生　産　性

資源・環：境問題のあり方と、生産性向上運動への示唆に
ついて考える。

11 資源・環境問題 同　上 同　上

と　生　産　性

統計資料を活用して、先進国および発展途上国間の国民
経済福祉、国民経済生産性の国際比較を行う。

12 国民の豊かさの 同　上 同　上

国　際　比　較

統計資料を活用して、部門レベルの生産性の国際比較を
ノ噛頃　　り

Oつ。
13 部門生産性の 同　上 同隔上

国　際　比　較

企業レベルでの国際競争力の計測論的接近を試みる。

14 企業生産性の 同　上 同　上

国　際　比　較

産業の情報化にともなう産業社会の今後のあり方と生産
性について考察する。

15 情報化社会と 同　上 同　上

生　　産　　性
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＝産業と労使の関係（’99）＝：（TV）

〔主任講師：神代和欣（放送大学教授）〕

全体のねらい
　現代社会は、企業社会であり、雇用社会である。多くの人は、企業に雇用され一定のルールに従って働か
なけれならない。他方、企業は市場の競争に耐え、利潤を上げなければならない。そこに労使の葛藤が生ま
れる。葛藤の解決には、経済の論理や労働の取引に関する方の枠組みを理解し、労使の経験に学ぶ必要があ
る。国際比較の視野も欠かせない。

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）

A。サラリーマン社会（雇用社会の主役：企業とサラリー
マン。職業の自由と失業の危険） 神代和欣 神代和欣

1 企業の発展と B．使用者と労働者（使用者とは誰か、管理職の役割） （放送大学 （放送大学

雇　用　社　会 C。離職・協調・緊張（いやなら辞めるか、労使で改善に 教授：） 教授）

努力するか、争うか）

A。産業革命とペティ法則（技術進歩と所得の増加が産業
・雇用構造を変えた）

2 工業社会から B。ホワイトカラー化（ホワイトカラーの増大、サービス 同　上 同　上

情報社会へ 経済化、上昇する学歴水準）
C．情報通信革命（第三次産業革：命、ME革：命、デジタル
革命、ソフトウェアの重要性）

A．テイラー・システムとフォード・システム（大量生産
方式、労働能率の刺激制度）

3 もの造りの B。ホーソン実験と人間関係論（労働者のやる気を起こさ 同　上 同　上
シ　ス　テ　　ム せる法）

C。トヨタ式生産システム（ジャストインタイム方式、協
力企業との長期的取引関係）

A。職業選択と採用の自由（労働者の職業選択の自由、企
業の採用・解雇の自由）

4 雇　用　関　係 B。いろいろの雇用形態（個別労働契約、労働協約、長期 同　上 同　上
雇用、有期雇用、パート、派遣）

C．飴と鞭（労働規律、能率刺激の方法、解雇と懲戒処分）

A．付加価値を生み出す（付加価値とGNP）
B．技術革新（生産復興、傾斜生産、主要産業の発展、エ

5 生産性の向上と ネルギー転換、石油危機、ME革命とデジタル革命） 同　上 同　上
成　果　配　分 C．成長成果の公平な分配：効率化と民主化（団体交渉、

労使協議、生産性向上運動）

k

A。採用と配置（学歴別定期採用、中途採用、配置転換、
出向）

6 キャリア形成 B。教育訓練と技能形成（人的資本、OJT、公共職業訓 同　上 同　上
練、キャリア・パターン）

C。評価と昇進（昇進・昇格と人事考課、年功序列から職
能制度へ）

A。週40時間労働制（標準労働日、所得と余暇の選択、変
形労働時間制、裁量労働制）

7 労働と余暇 B．残業（婦人・年少者の保護、三六協定、残業割増、労 同上 同上
働時間の国際比較）

C．休日・休暇（週休二日制、年次有給休暇、病気休暇、
育児・介護i休業）
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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 報酬の体系

A。賃金制度（出来高給と時間給、賃金体系、基本給と諸
@手当、月給制、工・職身分差別の廃止、定期昇給とべ一
@スアツプ、年俸制）
a．ボーナス（盆暮の手当、生活補給金、利潤分配、賃金
@の伸縮性）
b。退職金・企業年金（労働年齢と平均寿命、退職一時金、
@定年制、公的年金、企業年金）

神代和欣 神代和欣

9 労働組合との
ﾖ係

A。民主的労使関係の枠組み（団結権、団体交渉権、争議
@権；労働組合は必要か、組織率低下；争議調整、不当労
@働行為、労働裁判）
a。対立と協調（労働運動とイデオロギー対立、漸進的改
@良主義、組合分裂、労使協議）
b。職場の労使関係（職場闘争、苦情処理、QCサークル）

同　上 同　上

10 日本的雇用慣行

A。終身雇用（長期雇用の経済合理性、解雇権濫用の法理、
@解雇制限と雇用調整）
a．年功賃金（生活保障給、勤続給のもつ刺激効果、長期
@の競争、人事考果、円高で際立つ年功賃金の高コスト、
@職能給化）
b．企業別労働組合、　（従業員組合、工・職混合組合、企
@業別組合の功罪、欧米との比較）

同　上 同　上

11 団体交渉の
o済的効果

A．労働組合の交渉力（ショック効果、労働需要の弾力性
@と組合交渉力）
a。春闘方式（春闘方式の意義、賃上げのメカニズム、波
@及効果、公共部門の賃上げ）
b。人員整理と合理化（人員整理を巡る大争議の教訓、産
@業政策と雇用政策）

同　上 同　上

12 男女の雇用
@会の均等

A。女性の職場進出と性差別（民法改正と学制改革、女子
@雇用の増大、裁判闘争、均等法）
a。女子労働者の保護と平等（労働規準法の保護規定とそ
@の見直し、均等法の改正）
b。男女賃金格差（あからさまな性差別から訓練・昇進の
@機会の差別へ、統計的差別）

同　上 同　上

13 高齢化社会の
J　使　課　題

A．人生80年時代の生き方・働き方（加速する高齢化、60
@歳定年制、65歳現役雇用、なだらかな引退）
a。老後の所得保障（退職一時金、賃金後払い、功労褒賞、
@一時金から企業年金へ）
b。高齢者医療と介護（膨張する老人医療費、介護保険と
@その人材確保）

同　上 同　上

14 大競争時代の
J使の在り方

A。貿易摩擦と海外現地生産（日本の産業の国際競争力、
@多国籍企業、雇用の輸出）
a。円高と国際調達の増大（東南アジア経済の発展、共産
@圏の崩壊、新しい国際分業体制）
b。産業空洞化は避けられるか（強い日本の基盤技術、高
@齢化の圧力、将来展望）

同　上 同　上

15 外国人労働者
竭

A。バブル時代の人手不足（専門職の門戸解放、不熟練者
@の禁止、日系人、技能訓練生）
a。到来する若年労働力の不足時代（加速する若年労働力
@不足、経済成長の見通し）
b．増加する国際労働移動とその対応（EUの域内移動、
@苦悩するアメリカ；東南アジア）

同　上 同　上

一574一



＝マーケティング論（’99）＝　（R）

〔主任講師：田村正紀（神戸大学教授）〕

全体のねらい
　マーケティングは、顧客創造を担当する企業活動である。マーケティング活動がどのように展開されるの
か、また、その活動の市場における有効性はどのように決まるか。この講義の狙いは、この問題に答えるた
めの、マーケティングの基本的な考え方と知識をできるかぎり実践的に講義することである。

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 マーケティング
ﾆは何か

　マーケティングという企業活動は、どのような課題を担
ﾁて生まれてきたのか。その誕生の社会経済的条件を展望
ｵながら、マーケティングにおける、企業と市場のかかわ
闕№｢を図式化する。

田村正紀
i神戸大学

ｳ授）

田村正紀
i神戸大学

ｳ授）

2

マーケティング

ｭ想の3っの視

_

　マーケティングの導入によって、市場を見る企業の視座
ﾍどのように変わるのか。それを流通機能の代替性、顧客
�vの異質性、個別市場の構想、の3っの視点から明らか
ﾉする。

同　上 同　上

3 マーケティング
ﾌ基本戦略

　マーケティングの基本戦略は、マーケティングの基本指
?ﾅあり、かつマーケティング活動の基本形式である。最
I顧客指向、ブランド化、流通組織化という基本戦略を取
�T念との関連で講義する。

同　上 同　上

4 マーケティング
ﾓ思決定過程

　マーケティング意思決定過程は、マーケティング活動の
W開様式を企業内で決めていく過程である。この過程は、
s場機会の分析、標的市場と市場目的の設定、マーケティ
塔O計画の策定からなる。

同　上 同　上

5

マーケティング
Eミックス：製
iと価格の決定

　マーケティング諸活動の集まりは、マーケティング・ミ
bクスと呼ばれる。マーケティング・ミックス決定の内、
ｻ品と価格の決定が、どのような決定問題を含んでいるか
�W望する。

同　上 同　上

6

マーケティング
Eミックス：経
Hと販売促進の
?

　マーケティング・ミックスの決定は、経路と販売促進の
?閧煌ﾜんでいる。製品をどのような販売を通じて流通さ
ｹるのかが販路決定問題である。販売促進決定は、広告、パデリシティ、流通サポート、販売部隊の決定を含む。 同　上 同　上

7 ブランド化戦略の有効性

　ブランド化戦略は、市場細分化や製品差別化から構成さ
黷驕B市場でのブランドのポジショニング、知覚品質と価
iの関連を手がかりに、市場で成功するブランド化戦略の
|イントを探る。

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）

流通組織化戦略は、垂直統合、流通系列化、製販同盟な
どから構成させる。これらの戦略の市場での有効性が、ざ

8 流通組織化戦略 のような市場要因（競争、需要、製品特性など）の影響を 田村正紀 田村正紀
の有効性 受けるのかを検討する。

すべての製品は、導入、成長、成熟、衰退という製品ラ
製品ライフサイ イフサイクルを描く。製品ライフサイクルが以上の段階を

9 クルとマーケテ 経過するにつれて、マーケティング戦略をどのように変え 同　上 同　上
イング戦略の有 ていく必要があるかを明らかにする。
効性

マーケティング計画の実施は、営業による個々の顧客と
の個別取引を通じて行われる。営業が個別顧客との取引に

10 営業の役割 おいて、マーケティング活動をどのように実施統合してい 同　上 同　上
るかという観点から、営業の役割を明らかにする。

営業部隊の管理問題は、営業マン数、営業努力の製品別
・地域別分配などの活動水準だけでなく、営業マンの行為

11 営業部隊の管理 を対象にした人員管理の側面がある。この側面について、 同　上 同　上
結果統制と過程統制の2つの管理儀式を比較検討する。

過程統制や結果統制だけでは、市場の多様化とその変化
の加速化に対応できない。新しい営業様式としての機動営

12 機　動　営　業 業が必要になる。機動営業を支える、営業の分権化、戦場 同　上 同　上
構成、情報武装、顧客信頼などを検討する。

市場は絶えず変化している。その変化の中でも、過去か
らの飛躍を含んだ断絶的変化が生じることがある。この種

13 市場発展と戦略 の構造変化を含んだ市場の長期的変化が市場発展である。 同　上 同　上
構想力 市場発展の中で、存続するには戦略構想力が必要になる。

企業は市場地位によって、リーダー、挑戦者、追随者、
リーダー地位の ニチャーなどに分けられる。市場発展の成長期には、リー

14 優位性の形成と ダーの地位が、競争優位性を生み出すが、市場が成熟する 同　上 同　上
消滅 につれてそれが消滅する。そのメカニズムを探る。

市場発展の構造変化期には、企業の盛衰が激しくなり、
挑戦者の戦略： 業界の再編が起こる。このような構造変化の過程で、次代

15 競争ゲームのル のリーダーになる企業の戦略構想には、どのような特徴が 同　上 同　上
一回転換 見られるか。その戦略構想力の内容を探る。
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＝企業の経済学C　99）＝　（R）

〔主任講師：黒澤昌子（城西大学助教授）〕

全体のねらい
　企業とは、生産要素を投入して生産活動を行い、生産物を市場で供給する経済主体である。本科目の焦点
は、社会経済的法則性の中にある企業活動の展開のルールにある。企業を主体としたミクロ経済学の基礎的
理論を、それらの日本への応用を含めて学習する。

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 本講義の一般的
g組みと狙い

　「企業という主体の活動に寄与する経済学」という本科
ﾚの対象と方法、及び全体の流れを概説する。特に、資源
ﾌ希少性やそれに由来する機会費用の概念、さらには市場
�薰ｵた資源配分のシステムとそのメカニズムへの展望と
､に、本講義で意図している幾つかの独自性に触れる。

黒澤昌子
i城西大学

赴ｳ授）

黒澤昌子
i城西大学

赴ｳ授）

2 消費者選択の
攪_

　消費者行動の分析は、企業行動分析の大前提となる。本
ﾍでは、消費者行動のメカニズムと需要の創出の基礎、及
ﾑ所得変化が需要に与える影響などについて考察する。 同　上 同　上

3 需要の分析と
¥測

　財の価格などの与件の変化が個人需要並びに市場需要に
yぼす影響を詳しく分析する。企業の意思決定において不
ﾂ欠な、弾力性という概念とその測定・予測の方法につい
ﾄ考察する。

同　上 同　上

4 生産の基礎理論

　企業は、産出物と生産要素の量、及びそれらをいかに効
ｦよく最小費用で生産するかを決定しなければならない。
{章ではそのメカニズムの基礎理論を考察する。 同　上 同　上

5 費用の分析

　生産の理論を経済価値の空間に移すときの第1歩が、費
pの分析である。本章では長期と短期における生産量と費
pの関係を分析し、最；適な産出物と生産要素の量を決定す
驛＜Jニズムを考察する。

同　上 同　上

6 市場メカニズム

　希少な資源の配分の基盤となるのが市場における需要と
沂汲ﾌ相互作用である。本章では価格調整のメカニズムを
?Sとして、完全競争における生産・資源配分の効率性の
T念、効率性を妨げる市場における与件の変化とそれらの
軏{問題などを、実際例を取り上げながら考察する。

同　上 同　上

7 不完全競争：独

閧ﾆ値付け

　完全競争以外の市場構造のなかでも、特に独占市場につ
｢て学習する。さらに、価格差別と、事業部門における移
]価格などのメカニズムとその重要性についても考察する。 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）

寡占市場における企業の戦略的行動のメカニズムを、簡
単な例を踏まえながらゲームの理論を用いて学習する。さ

8 不完全競争：寡 らに、寡占における非価格競争のなかでも、特に広告・宣 黒澤昌子 黒澤昌子
占と非価格競争 伝による差別化競争と、独占的競争について学ぶ。

現在価値の概念を紹介し、確実性下、あるいは不確実性
下における投資決定のメカニズムを学習する。

9 投資決定白白ニ 同　上 同　上
ズム

情報の非対称性がある場合に生じる逆選択やプリンシパ
ル・エージェント（モラルハザード）問題と、その解決策

10 不完全情報 などについて考察する。 同　上 同　上

企業活動に付随する環境破壊、公害などは外部不経済の
典型的な例であり、イノベーションは外部経済をもたらす

11 外　　部　　性 例である。これらの現象をもたらす外部性の一般理論的考 同　上 同　上
察と共に、具体例に即した実践的課題、たとえば政府の役
割についても言及する。

各種の投入資源のうちで独特な性格を持つものが労働力
である。伝統的なテーマである労働の需要と供給の理論、

12 労　働　市　場 及び賃金決定のメカニズムについて、社会経済の21世紀展 同　上 同　上
望という緊急な課題の観点から、これらをユニークに考察
する。特に、日本的雇用慣行が変革：を迫られている現状の
把握と今後の展望を行う。

前章で学んだ理論を応用しながら、人的投資の経済学的
分析の基礎を考察する。高等教育の人的資本形成の推移と
その役割や、企業の労使関係における人的資本形成の問題

13 人的資本論 点について、米国および日本での研究業績をもつゼムスキ 同　上 同　上

一教授と対談する。企業内訓練の実態と問題点に関してこ
こで展開される議論の幾つかは、今後の我が国の在り方へ
の展望を与える上に役立てられるに違いない。

これまで展開されてきた理論を企業経営の成果分析の場
で実践上の問題として考察する。それの第1として、生産

14 収益性と生産性 性と収益性の測定の問題を考える。 同　上 同　上

前章の講義を国際貿易関係の上に展開する。この水準に
なるとミクロ経済学の諸概念と、マクロ経済学、さらには

15 国際競争力：日 経済学の境界を越えた領域との媒介的な考察にもはいるこ 同　上 同　上

・米自動車貿易 とになる。
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＝管理会計（’99）＝＝（R）

〔主任講師：古川浩一（東京工業大学教授）主任講師：佐藤語語（横浜市立大学教授）〕

全体のねらい
　管理関係は、経営管理に必要な、様々な価値情報を提供するための方法である。本講では、そこで用いら
れる価値情報の性質、管理会計で利用される諸方法を概説し、それらがどのように応用されるかの概略を示
す。

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 管理会計の意義
ﾆ役割

　効果的な経営管理のためには、客観的な情報が必要であ
驕B管理会計は、そのような情報を価値によって提供する。
{章では、このような役割を持つ管理関係の意義について
qべる。

古川浩一
i東京工業

蜉w教授）

古川浩一
i東京工業

蜉w教授）

2 会計制度におけ
驩ｿ値情報

　本章では、企業などの組織体における会計制度が作り出
ｷ会計情報の特色と作成方法を説明する。営利企業におい
ﾄは、財産計算と損益（利益）計算を同時に行う＝複式簿記
ﾌ理解が、企業分析や意思決定にとり非常に重要である。

佐藤二二
i横浜市立

蜉w教授）

佐藤二二
i横浜市立

蜉w教授）

3 経済的価値に関
ｷる情報

　経営管理は経済的行為でもあるので、そのために、経済
Iな立場での情報を必要としている。この章では、管理会
vで用いられる経済的な情報の特質を述べる。 古川浩一 古川浩一

4 原価計算の考え
福ﾆ方法　　（1）

　原価計算とは、製品やサービスを作り出している企業で、
ﾇれ位のコストが発生するかを把握する計算方法である。
ｻの目的として、原価計算基準では、財務諸表作成目的、
ｴ価管理目的、予算編成目的など5つを挙げている。

佐藤宗彌 佐藤宗彌

5 原価計算の考え
福ﾆ方法　　（2）

　原価計算は、目的に応じて色々な計算方法がある。本章
ﾅは財務諸表作成（決算）目的に役立っ実際原価計算の手
ｱきとその考え方を、いろいろな計算例をとりあげ説明す
驕B

同　上 同　上

6 生産活動の革新

ﾆ原価

　製品を製造するにはどのような作業と、どのような生産
v素があるのか。また新技術と革新的な生産方法の採用に
謔閨A原価はどのように変化するかを実例をまじえて考察
ｷる。

同　上 同　上

7 原価情報とコス

gマネジメント

　製造コストを管理するためには、生産方法や作業時間、
ｶ産要素の価格を標準化し、標準原価を設定し、実際原価
ﾆの差異によりどの作業が原価管理（原価削減）の焦点か

�mる必要がある。
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）

わが国の製造企業は、1970年代から激しい原価切り下げ
競争を行ってきた。そのためのさまざまな活動を検：討し、

8 原価削減と原価 製造現場からの製品開発段階までの原価切り下げ活動を述 古川浩一 古川浩一
企画 べる。

経営管理におけ
9 る収益一費用の 同　上 同　上

情報

多角化、多国籍化した企業においては各セグメントごと
の決算やグループ全体の連結決算が必要になる。とくに事

10 セグメント別丁 業部、子会社、海外合併会社の利益管理や業績評価を適切 佐藤宗彌 佐藤宗彌
益一費用の把握 に行うことが益々重要になっている。

多額の資本の支出を伴う投資プロジェクトを評価に出た
って、経済性の検討が重要な課題。

11 プロジェクトの 哩

古川浩一 古川浩一
経済性評価

我が国では、最終メーカーに大して多くの部品製造企業
が部品を納入している。この章では、長期的に関係を持つ

12 振替価格と企業 企業間、あるいは企業内の部門間で問題となる振替価格を 同　上 同　上
間関係 取り上げる。

海外での生産販売の段階まで進んだ国際企業にとって、
為替変動、インフレーション、金利格差、カントリーリス

13 海外事業の管理 クへの対処が大切になる。このような環境変動での海外事 佐藤宗彌 佐藤宗彌
会計 業の利益計画や原価管理をどうするか考察する。

企業の業績評価には企業自体の評価、各部門の評価、個
々の管理者、従業員の評価、グループ全体の評価、各グル

14 業績評価と経営 一プ企業の評価などがある。また監査役や外部・内部の監 同　上 同　上
監査 三人は、法律の順守、社会的責任などを考慮して、企業の

評価を行う。

この章では、これまでに学んできた管理会計の諸課題を
要約し、それらが今日抱える問題点を探るとともに、その 古川浩一 古川浩一

15 管理会計の現代 将来を展望する。この章の放送授業は、座談会形式で行う。
的課題 佐藤宗彌 佐藤宗彌
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＝発展途上国の開発戦略C　99）＝＝（R）

〔主任講師：河合明宣（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　経済開発の目標と戦略は、歴史、社会制度、政治体制、資源賦存、地政学的位上等に規定される。これら
を視野に入れ、南アジア7ヵ国（インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、
モルディヴ）の開発戦略の特徴を国別に考察する。南アジア諸国についての具体的理解は、日本の援助や南
アジア地域と日本との協力関係の今後の在り方を考える材料となろう。

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 南アジアの多様
ｫと地域の統合

　ネパールとブータンを除けば、南アジア諸国はイギリス
A民地統治から独立して誕生した。各国は、植民地統治の
�jを開発戦略策定の初期条件とさぜるをえなかった。植
ｯ地統治期に形成された経済、政治、国家機構の特色につ
｢て概観し、あわせて本科目の対象とする南アジア地域の
T況説明を行う。

河合明宣
i放送大学

赴ｳ授）

河合明宣
i放送大学

赴ｳ授）

2 発展途上国の
_業開発戦略

　工業化が外国資本や援助によって推進された場合は、圧
kされた産業構造の高度化が達成されるが農工間の格差は
}速に拡大する。南アジアを事例として、経済発展と農業・農村の変容とその結果もたらされた変化の意味を考える。 同　上 同　上

3

多元的・混合経

ﾏ的開発
Cンド　（1）

　多言語、多民族、多宗教・カーストが交錯するインド社
?ﾌ実態をふまえて、議会制民主主義国家形態のもで遂行
ｳれてきたインドの経済開発戦略の特質について、多民族
ﾌ国民的統合課題とかかわらせて、産業政策の展開に焦点
�?ﾄて考察し、あわせて経済開発の成果と問題点につい
ﾄ論究する。

西口章雄
i同志社大

w教授）

西口章雄
i同志社大

w教授）

4

経済改革の現状
ﾆ諸問題
Cンド　（2）

　1991年7月以降、米ソ冷戦体制の崩壊と共に、インドの
o済開発戦略も大転換を遂げた。インド経済の世界市場へ
ﾌ統合を目指して、マクロ経済安定化・構造調整政策が経
ﾏ改革の名の下で着々と実行されてきた。ここでは同改革
ﾌ特徴・内在的諸問題・展望について考察する。

同　上 同　上

5

「社会主義型」

J発戦略下の農
ﾆ政策
Cンド　（3）

　インドの経済開発戦略における農業政策の展開を跡づけ
驕B農業生産力の向上と社会的公正の達成がどのように調
ｮされたか、工業化のために農業部門がどのような役割を
Sったかについてインドの特徴をまとめる。

河合明宣 河合明宣

6

経済開放政策下
ﾅの農村改革
Cンド　（4）

　1960年代後半に開始された「緑の革：命」によって、食糧
ｩ給の見通しがついたとはいえ、農村の所得格差や地域格
ｷは拡大している。多数の貧困線以下層の存在、人口増加、
ﾂ境の悪化等にどう対処するのか。問題点と解決の方向を
Tる。

同　上 同　上

7

軍部・官僚支配
ﾌ開発戦略パキスタン　（1＞

　国連開発計画によれば、1994年のパキスタンの1人当た
闖鞄ｾは430ドル、貧困層は12％で、生活水準は南アジ
A諸国のなかでも上位にあるのに、成人識字率37％など社

?J発の遅れが目立つのはなぜか。その原因を独立後のパ
Lスタン政治に対する軍部・官僚支配とその下実施された
J発戦略に探る。

浜口恒夫
i大阪外国

齣蜉w教授）

浜口恒夫
i大阪外国

齣蜉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

経済発展と構造
I不均衡パキスタン　（2＞

　独立後の工業化の結果、国内総生産に占める工業の役割は25％で農業と同比率となり、輸出構造も工業製品が主となった。農業増産で食糧自給もほぼ達成された。しかし膨大な財政赤字や国際収支赤字など構造的不均衡を抱え込ん

ｾパキスタン経済の実態を捉える。

浜口恒夫 浜口恒夫

9

若い独立国の自

ｧの課題
oングラデシュ
@　　　　　（1）

　1971年に独立したバングラデシュは、一国の経済運営と
走ｯ統合のための物的及び人的資本の蓄積が乏しく、軍人
ｭ権の交代を繰り返す不安定な政権が続いた。地方行政改
vを中心に従属的経済構造からの脱却の模索を跡づける。

河合明宣 河合明宣

10

農村開発におけ
驫ﾂ境問題と在
nの技術
oングラデシュ
@　　　　　（2）

　バングラデシュでは、新しい乾季稲作が環境を大きく変
ｦ、それに呼応するかのように砒素中毒、マラリアの蔓延
凵A誰もが予想しなかった問題が生じている。人々を豊か
ﾉするはずであった緑の革命の長期的実践の結果である。
Lかさをはき違え、短期的成長の罠に囚われたのだろう。
｡こそ在地に生きてきた人々の知恵と技術が求められてい
驕B環境問題の視点かに農村開発戦略を具体的に考察した
｢。

安藤和雄
i京都大学

赴ｳ授）

安藤和雄
i京都大学

赴ｳ授）

11

ヒマラヤ山間地

ﾌ開発課題
lパール

　ネパールは1950年代から混合経済体制下で5か年計画を
?Sに開発戦略を立ててきた。間もなく第9次5か年計画
ｪ実施されるが、その狙いと裏腹に経済は伸び悩み、従来
蜴Y業であった農業も生産の構造的基盤が揺るがされてい
驕Bこの問題点を考察する。

ケシャプ・

宴求Eマハ
宴Wャン
i広島大学

赴ｳ授）

ケシャプ・

宴求Eマハ
宴Wャン
i広島大学

赴ｳ授）

12
開発と自然保護

ﾌ戦略
uータン

　ブータン王国は、ヒマラヤ山脈の南に位置している。ブータンは、今日まで急速な近代化を望まず、伝統的各生活

�蜴魔ﾉしてきている。ブータンのこのような姿勢は、工
ﾆ化に代表される近代化のもたらすメリットとデメリット
�lえさせるよい例である。

栗田靖之
i国立民族

w博物館教
�j

栗田靖之
i国立民族

w博物館教
�j

13

社会福祉、社会
J発重視の開発
嵭ｪ
Xリランカ、モ
泣fィヴ

　スリランカとモルディヴは、ともに南アジア諸国中一人
魔ｽり国民所得や社会開発の点で一、二を争う国である。
V0年代末以降政府主導型経済開発から経済自由化、外資導
?ﾖと転換したスリランカ経済の変貌と問題点を明らかに
ｷる。モルディヴは珊瑚礁からなる小国で、独立以来対外
o済開放政策をとり、漁業近代化と観光業の開発を進あて
ｫた過程を説明し、その問題点を指摘する。

古賀正則
i明治大学

ｳ授）

古賀正則
i明治大学

ｳ授）

14 南アジアの開発

嵭ｪ

　インドは、東西冷戦体制のもとで非同盟中立の立場を取
閨A社会主義型社会の建設を目標として内向きの経済開発
嵭ｪを採用した。パキスタンは、対外依存、民間資本、大
n主重視の開発を進めた。アセアンやNIESとの比較を
O頭に、第二次大戦以降の開発戦略の展開を概観し、各国
ﾌ主要な特色や南アジア全体の流れを考察する。

河合明宣 河合明宣

15 南アジア地域と

坙{

　政府開発援助や経済開放政策下での外国資本投資は、経
ﾏ開発戦略に大きな影響力を与える。外的インパクトによ
骭o済構造の調整は、国内に様々な三三と対応を引き起こ
ｷ。地方分権等の行政機構の改革や農民や地域住民レベル
ﾅの新しい動きに注目し、市民レベルでの国際協力や交流
?ｮにも触れて南アジア地域と日本との関係の在り方を考
ｦる。

同　上 同　上
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＝都市・地域経営C　99）＝　（TV）
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全体のねらい，
　21世紀を向かえ、我が国の都市や広く地域の活力を維持し、また地域の活性化を維持していかなければな
らない。そのためには新たな制度や地域に分散している様々な資源を有効に利用し、着実に政策を実施して
いく経営的視点が必要である。このような視点に立ったときどのような問題があるか、制度的、財政的ある
いは地域的制約を通じて明らかにしながら、問題解決の方策や技術を探究することを目的とする。

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）

21世紀をむかえた日本の都市、地域の活力を維持あるい 小泉允囲
は活性化していくために、都市や地域の資源を有効に利用 （明海大学教授）

1 都市・地域経営 するという経営的視点が必要である。3人の講師の問での 岡崎昌之
学の必要性 ディスカッションを通じて、経営的視点とは何か、現実の （福井県立大学教授）

問題は何かを議論し、問題解決の制度的、技術的論点の明 林 亜夫
確化を行う。 （明海大学教授）

わが国で「都市経営」に関する議論がどのようになされ
てきたかその歴史的経緯をまず整理し、次いで都市経営が

2 都市経営の視点 目指す方向や視点をどのように考えるか、また都市経営の 小泉三囲 小泉三囲
と方策 具体的対象領域としてどのようなものが有り、現実にどの

ような方策が採られているか整理解説する。

地方財政の特色をふまえ、まず国と地方との財政関係に
ついて概括的に整理し、次いで地方財政のうち市町村財政

3 地方財政のしく

ﾝとその運営
二三鹸読書と薪二二三山鑛踏1；1癒嚢 同　上 同　上

深める。

都市・地域に関する様々な計画は、都市や地域を経営・
都市・地域計画 管理する上で重要な役割を果たしている。また、複雑化す

4 の役割とその立 る社会状況の中で、自治体や企業体にとって合理的意思決 同　上 同　上
案過程 定として欠くことができない。それ故、各種計画の役割と

その立案過程について解説する。

いずれの都市、地域にとっても住民の生活環境をより豊
かに、快適に整備してゆくことが求められている。そこで、

5 生活環境整備と 生活環境整備をより積極的に推進して行くための諸方策に 同　上 同　上
その経営 ついて、制度面や財政面から検討を加え、今後の整備のあ

り方について考察を加える。

地域外のカに安易に依存することなく、地域に内包され
たカを基本に、地域の可能性を長期的な視点で追求すると

6 地域経営の視点 いう、地域経営の原点をいかに実現していくか。地域資源 岡崎昌之 岡崎昌之
と方策 の活用、整備拡充、規制排除等、具体的な地域経営の方策

を検討する。

過疎化、高齢化により日本の国土の荒廃が進んでいる。
中山間地域、豪雪地域、離島等々の条件不利地域での農林

7 過疎化の進展と 業をはじめとする産業振興の行方も不透明である。こうし 同　上 同上
対応策 た地域の実像を明確にしつつ、条件不利地域への対応を日

本国内、海外の事例から模索する。
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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

都市農村交流と
n域経営の担い

　高速道路や新幹線等の社会的基盤がほぼ整ってきた今日
ﾌ社会では、人々の移動性も高まり、地域の定住人口に加
ｦて、その地域を訪れる交流人口も視野に入れて地域経営
�lえることが必要になった。またそうした交流を支える
n域経営の担い手も重要である。

岡崎昌之 岡崎昌之

9

地域の経済的振
ｻ一特産品開発、
ｧ行、新しい産
ﾆ振興

　地域の資源と技術を活用する身近な特産品開発の産業振
ｻ、その特産品や景観、地域の歴史文化を活かした観光振
ｻをいかに着実に展開していくか。また空洞化しがちな日
{の地域にいかに新しい産業を根づかせるか。地域に視点
�ｨいた産業構造の新しい枠組みを考える。

同　上 同　上

10 地方公営企業と

�ﾐ

　都市、地域での様々な公共・公益サービスを供給する主
ﾌとして地方公営企業や公社、そして第三セクターといっ
ｽ組織が存在する。これら組織の性格と機能を明らかにし
ﾈがら、その効用と問題点を分析する。

林　　亜夫 林　　亜夫

11

都市・地域経営
阮@一シミュレーション

　都市、地域の動態を把握し、将来の予測あるいは都市、
n域政策の結果の影響分析を行い、計画や政策を評価する
ｽめに様々な計算機モデルが構築される。この章では、一
ﾂのシミュレーション手法を取上げ、このような手法の有
�ｫと問題点を理解する。

同　上 同　上

12

都市・地域経営
阮@一都市・地
謖v量分析

　都市、地域の人口動態、経済、財政の構造を計量経済学
ﾌ手法を用いてモデル化し、地域政策の結果の影響分析や
ｫ来予測を行う手法論を具体的に修得する。実際のモデル
ﾌ構築方法から始めて、モデルの検証や利用の仕方を学ぶ。

山口　　誠
i豊橋科学

Z術大学教
�j

山口　　誠
i豊橋科学

Z術大学教
�j

13

都市・地域経営
阮@一地理情報
Vステム

　都市、地域の現況や動態を計算機上の電子地図の上に落
ﾆし、様々な都市、地域の態様や政策的影響を計算機の地
}上で効率よく分析、解析する手法GISの基礎を学習す
驕Bさらに、このGISを用いて政策の土地利用等に与え
髟ｪ析例を学習する。

川口有一郎
i明海大学

赴ｳ授）

川口有一郎
i明海大学

赴ｳ授）

14 広　域　行　政

　市町村の行政区域を越えて公共サービスを供給する広域
s政機構について、その制度的性格さらにその効用と問題
_について、経済学、財政学さらには都市・地域経営上の
挙_から学習する。

林　　亜夫 林　　亜夫

15 市町村合併

　市町村を統合し一つの行政区域にする市町村合併につい
ﾄ、その傾向と目的、さらに広域行政との比較において、
ｻの効用と問題点を経済学、財政学さらには都市・地域経
c上の視点から学習する。

同　上 同　上
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＝エネルギー工学と社会（’99）＝　（TV）

〔主任講師：牛山　泉（足利工業大学教授）〕

全体のねらい
　エネルギー工学と現代社会の関わりをいろいろな視点から明らかにする。国内外のエネルギー事情や地球
規模での環境問題を調べ、次に、エネルギー技術や環境問題の歴史をたどる。さらに、エネルギー技術と現
代社会の現状を学んだ後、エネルギー工学と持続可能な社会の構築に向けて将来のあるべき姿を展望する。

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 エネルギーと
ｻ代社会

　現代社会の経済活動は化石燃料を中心とする大量のエネ
泣Mー消費により支えられているが、これに伴なう環境問
閧ｪ顕在化している。これら経済、エネルギー、環境のト
潟激塔}について考察する。

牛山　　泉
i足利工業

蜉w教授）

牛山　　泉
i足利工業

蜉w教授）

2
世界のエネルギー事情

　世界の一次エネルギー消費量とエネルギー資源の埋蔵量
ﾆを比較し、国際的なエネルギーの需要と供給の現状を明
轤ｩにすると共に、エネルギー資源がいつまでもつのかに
ﾂいて考察する。

同　上 同　上

3
日本のエネルギー事情

　日本国内における近年のエネルギー需要と供給の動向を
ｾらかにし、産業、民生、運輸の各部門のエネルギー消費
竄ﾍエネルギー転換部門の現況について調べる。また、経
ﾏ成長と手ネルギー消費についても考える。

同　上 同　上

4 地球環境問題と
ｻの解決策

　地域規模での環境問題を分類し、地域環境問題とエネル
Mー消費の関係を調べる。また、温暖化や酸性雨の問題と
�_化炭素排出量の現状を明らかにすると共に、問題解決
ﾌ対策を考える。

同　上 同　上

5 エネルギーの
ﾐ会学

　エネルギー問題と現代社会の関係を概観した上で、エネ
泣Mーと国際政治、エネルギーと環境との調和、エネルギーの安全保障、さらには、エントロピーと世界観などにつ

｢ても言及する。
同　上 同　上

6 エネルギー工学
ﾌ技術史

　エネルギー工学のうちで主に動力技術に焦点を絞り、水
ﾔや風車のような自然エネルギーの利用から、熱エネルギーから動力を取り出す蒸気機関や内燃機関、さらには電気エネルギーについても述べる。

同　上 同　上

7

エネルギー技術
ﾇ環境問題の歴

j

　エネルギー資源とその利用技術の歴史を木材・木炭の時
繧ｩら石炭への転換、さらには石油文明の時代へとたどり、

ｱれらに伴なう大気汚染などの環境問題についても明らかにする。

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

エネルギー技術
ﾆ日本の産業社

　日本における産業、民生、運輸の各部門におけるエネル
Mー需要の変遷と現状について明らかにし、エネルギー供
汲ﾌ側からは、石油、石炭、ガス、電力の産業構造とその
ｮ向について調べる。

牛山　　泉 牛山　　泉

9 エネルギー変換

ﾌ技術

　現代社会の産業・経済活動を支えているエネルギー技術
ﾌうちで、エネルギー変換の工学について焦点を絞り、力
w、熱、化学、電気、光・放射の各エネルギーの変換につ
｢て概括する。

同　上 同　上

10 原子力発電シス

eム

　現代のエネルギーシステムの中で賛否両論のある原子力
ｭ電について、世界の原子力発電の現状、原子力発電のし
ｭみと燃料サイクルについて学び、原子力利用の安全性と
o済性について考える。

同　上 同　上

11 自然エネルギー

?p技術

　環境に優しいクリーンなエネルギー源である自然エネル
Mーの利用技術を、太陽光・太陽熱、海洋熱、地熱などの
Mや光と、水力、風力、波力なでの液体エネルギー、さら
ﾉはバイオマスとに分けて概説する。

同　上 同　上

12 エネルギー評価

　エネルギーの有効利用を考える上で、エネルギーの適正
ﾈ評価が不可欠である。そこでエクセルギーという概念を
ｱ入して、資源と環境を再評価すると共に、エネルギーの
?p効率を評価する。

同　上 同　上

13 省エネルギーと

Gネルギーパス

　現代社会における省エネルギーの取り組みについて明ら
ｩにすると共に、エネルギーの消費構造を調べ、ソフトエ
lルギーパスの選択によるエネルギーの有効利用の可能性
ﾉついて考察する。

同　上 同　上

14 開発途上国と
Gネルギー問題

　開発途上国における人口爆発とこれに伴なう食糧不足や
Gネルギー不足が深刻化している。持続可能な開発のため
ﾌ途上国援助をエネルギー及び環境問題の視点から提案す
驕B

同　上 同　上

15 エネルギー工学
ﾆ持続可能な社

　エネルギー問題と環境危機について再認識すると共に、
ﾂ境と調和する将来の持続可能な社会のあり方を提案し、
ｱれに果すべきエネルギー工学の役割りや目標について考
ｦる。

同　上 同　上
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＝情報工学C　99）＝（TV）

〔主任講師：都倉信樹（大阪大学教授）〕

全体のねらい
　情報工学で取り扱う事項は非常に広く深くなっている。この講義では、その入門として、
的な概念と基本的な知識とともに、この分野の考え方を伝えることを目指す。

この分野の基礎

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）

情報工学の対象分野の全体像の簡単な概観とこの講義の
全体構想にふれる。まず、コンピュータとは何か、定義を 都倉信樹 都倉信樹

1 コンピュータ 与え、その構成を示す。歴史的事実も簡単に取り扱う。 （大阪大学 （大阪大学
教授） 教授）

情報とはなにか、データ、コード化などの概念を、身の
回りの情報についてみていく。情報量の比較、いくつかの

2 情　　　　　報 情報の扱い方の例をコード化を中心に見ていく。 同　上 同　上

データの表現法について考える。各種の符号を紹介し、
また、2進法についてやや詳しく扱う。

3 データの表現 同　上 同　上

コンピュータの構成要素を歴史的にみてみる。スイッチ、
リレー、真空管、MOS、　ICなど順に説明する。

4 回　路　素　子 同　上 同　上

データの分類機能を果たす回路としての組合せ回路を扱
う。まず、ゲートを導入し、セレクタ、その他の回路を順

5 組合せ回路 次紹介していく。目標はいかなる組合せ回路も原理的に実 同　上 同　上
現可能であることを知らせることである。

データの加工法を考える。加算、引き算などが、組合せ
回路で構成でるきことを示す。シイタなども紹介し、AL

6 データの加工 Uの概念を導入する。 同　上 同　上

i

記憶装置についての過去の例から、動的記憶静的記憶の
概念を導入し、現行の記憶を整理していく。フリップフロ

7 記　　　　憶 ップ、メモリなどを紹介し、順序回路の概念を述べる。 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）

コンピュータの構成と働きについて概観する。機械語命
令の形のいろいろ。実例の表。CPUの仕組みと働き。い

8 計算機の構成 くつかの命令の動きを説明し、機械語プログラムの断片を 都倉信樹 都倉信樹
示す。

制御の方法を考える。非同期、同期の考え方、外部バス
とのデータのやりとり、マイクロプログラムの考え方など

9 制　御　方　式 を述べる。また、マイクロプロセッサの動向にもふれる。 同　上 同　上

通信とコンピュータの融合が重要である。まず、通信の
モデル、通信のいろいろ、基本的な方式を通じて通信の際

10 通　　　　　信 考慮すべき本質的な点を押さえていく。モデムなど重要な 同　上 同　上
ものを解説する。

前章につづき、通信とコンピュータの融合形態であるコ
ンピュータネットワークについてみてみる。LAN、　WA

11 ネットワーク N、Internetなどネットワークの形態。電子メール、　WW 同　上 同　上
Wなどネットワークの代表的利用例についてふれる。

仮想機械を提供するという意義付けを行ってOSの機能
を整理して述べる。また、その実現に重要な役割を果たす、

12 O　　　　　　S 割込み機能についても説明する。 同　上 同　上

ソフトウェアの世界を紹介する。ソフトウェアとはなに
か？　言語について、ソフトウェア工学の知見から重要か

13 ソフトウェア っ基本的な概念を選択し紹介する。 同　上 同　上

計算機の応用は実に幅広い。いくつかの事例を扱う。コ
ンピュータにできることとできないこと。ハードとソフト

14 種々の応用 の機能分担。 同　上 同　上

高度情報社会の明暗について考えてみよう。知的財産権、
セキュリティ、コンピュータ犯罪、…　さらに、学習する

15 情　報　社　会 ために。 同　上 同　上
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＝21世紀への技術発展C　99）＝（R）

〔主任講師：森谷正規（放送大学教授）〕

全体のねらい
　21世紀に技術はいかに発展するか、社会、生活、産業をどのように変えていくのかを、総合的、体系的に
展望する。まず20世紀の技術は何であったかを明らかにして、21世紀の新しい発展方向を示し、各分野につ
いて発展の可能性を述べ、それがいかに実現するか、21世紀はいかなる時代になるかを洞察する。

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 技術は変わる

　20世紀後半に、エネルギー・物質・情報の技術の基本三
v素が出揃って、爆発的な技術発展が生じた。したがって、
Z術はある意味で成熟に達した。情報技術は急速に進むか、
棊pが広がるか。これからは「社会」に技術を向ける時で
?閨A21世紀の技術は変わる。

森谷正規
i放送大学

ｳ授）

森谷正規
i放送大学

ｳ授）

2 自然を知り、地
?ﾂ境を守る

　技術は、　「社会」　「人間」　「自然」の複i雑系に向かうが、

ﾜず「知る」ことがきわめて重要になる。地球、大気、海
mなどをいかに「知る」ことができるか、地震予知はでき
驍ﾌか、地球温暖化は正しく把握できるのかなどを展望す
驕B

同　上 同　上

3 環境保全とエネ

泣Mー

　地球温暖化、酸性雨などの地球環境問題は主として化石
R料消費のエネルギー問題である。核融合は期待できるの
ｩ、自然エネルギーはいかに伸びるか、新しい発電システ
?Aコジェネレーションはいかに発展するかを展望する。

同　上 同　上

4 廃棄物のリサイ

Nルへ

　静脈産業としての廃棄物処理は、多様に発展し始めた。
s市ゴミ処理は新しい方向に進んでおり、プラスチックや
p家電製品など難しかったりサイクルも進み始めた。理想
Iなゼロ・エミッションにいかに近づきうるのかを展望す
驕B

同　上 同　上

5 都市を保つ

　都市の新技術としては、大深度地下利用や超々高層ビル
ﾈどがあるが、現実には、都市が抱えるさまざまな問題を
�?ｵていくことが求められている。防災、美観・アメニ
eィ向上、住まいの向上などが大きな課題であり、そうし
ｽ技術がいかに発展するか。

同　上 同　上

6 都市内交通の改

Pへ

　SST、リニアエキスプレスなど高速化のシステムは難
ｵい。より重要な技術は、都市内交通であり、とくに自動
ﾔがいかに変わるかに最大の関心が集まる。無公害自動車
ﾉいかに進むか、事故、渋滞問題を緩和する道路システム
ﾍいかに整備されていくのか。

同　上 同　上

7 人間とバイオテ

Nノロジー

　人間を「知る」のは医学によって進められてきたが、遺
`子の解明によって、一段と進み始めた。しかし、なお

u知る」べき課題はきわめて多く、いかに進んでいくか。また、農業や工業へのバイオテクノロジーの応用はいかに

iむのかを展望する。

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）

医療は、遺伝子治療などにより新たな方向に進み始めて
いる。人間を「知る」ことの寄与も多い。診断機器はさら

8 医療と福祉の充 に進んでいく。また、いよいよ高齢化社会に入り、福祉は 森谷正規 森谷正規
実へ いっそう重要になる。それらの技術はいかに進展していく

のかを展望する。

情報技術は大きく進むが、応用がいかに開けていくのか
が、現実の技術発展を左右することになる。まず、その急

9 情報技術は憎き 速に進む技術を、半導体、光ディスクメモリ、通信ネット 同　上 同　上
く進むが ワーク、コンピュータについて展望する。技術としてはギ

ガを超え、テラに進む可能性がある。

これまで進んだのは一次の情報化であり、これから高次
の情報化に進むのだが、それは容易ではない。目的情報、

10 家庭の情報化は 手段情報に分けてネットワーク、パッケージ、放送のそれ 同　上 同　上
大きく進むのか それにおいて、インタラクティブで働きかけを要する高度

の情報化がいかに進むかを展望する。

産業も高度の情報化に進むが、その核となるパソコンは
いかに変わるか。また、産業は社会と情報化において深く

11 産業、社会の情 結びつくが、その一つがEC（エレクトロニック・コマー 同　上 同　上
報化はいかに進 ス）であり、一つの画像の駆使であり、それらがいかに進
むか むかを展望する。

教育の情報化は遅れているが、カギはコンテンツにあり、
その充実を目指すべき時だ。医療にも遠隔診断、電子カル

12 進めるべき医療 テなどなすべきことは多い。情報化のまとめとして、農業 同　上 同　上
と教育の情報化 社会、工業社会に対する情報社会の将来像を深く考えてみ

る。

技術は成熟したように見える製造業が進む新しい方向は
何か。やはり環境問題はきわめて大きい。また、サービス

13 産業はどう変わ 産業はどう変わるのか。農林水産業が技術によって新しい 同　上 同　上
るのか 方向に進むのか。技術の担い手としての産業の将来を展望

する。

きわめて高度な人工物を創り出すよりも、非常に複雑な
「社会」　「人間」　「自然」に対する技術を進めていく時代

14 新しい技術の時 となった。また、　「個」の技術から「場」の技術へのパラ 同　上 同　上
代へ ダイム転換が生じる。技術の基本的な性格が変わり、新し

い技術の時代に入る。

20世紀には、技術はもっぱら企業とくに大企業が；進あて
きた。しかし、21世紀には、ベンチャー企業の活躍が期待

15 技術をいかに進 され、また、企業を超えて、政治あるいは広く社会が、技 同　上 同　上
めるか 術推進の大きな担い手となる。技術の進めようが21世紀に

は変わってくる。
へ
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＝西洋古代中世哲学史＝　（R）

〔主任講師：クラウス・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、その基盤でありっづける古代哲学と、近世・近代思想の背景を
なす中世哲学の基本的理解を目指す。各時代の社会的精神的状況を踏まえた上で、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 古代哲学の誕生

　哲学の歴史的性格　哲学史の課題　古代哲学の意義　神
bからの脱出　世界の元素と宇宙の生成を問うイオニア
iミレトス）学派　宇宙を数学を通して考えるピュタゴラ
X学派　クセノファネスの神　対立の一致におけるロゴス
�ｭ見したヘラクレイトス

クラウス・

梶[ゼンフ
[バー（上
q大学教授）

クラウス・

梶[ゼンフ
[バー（上
q大学教授）

2 ソクラテス以前

ﾌ哲学

　エレア学派の神学的存在論：パルメニデスにおける存在
ﾆ思惟。ゼノンのパラドクス　多様性と変化の問題：エン
yドクレスの四元素説、アナクサゴラスの理性、原子論者
ｽち

同　上 同　上

3 ソフィストと
¥クラテス

　ソフィストたち：その人間中心的思考法　ソクラテス：
ｽ様なソクラテス像、その生涯と死、魂への配慮、徳と快
y、知による徳、普遍的本質・定義の探求、対話の問答法、
ｳ知の知としての自己認識、死に向かう哲学、プラトンへ
ﾌ問題提起

同　上 同　上

4 プラトンの哲学

　生涯　著作：成立年代の区分と解釈　認識の諸段階とイ
fア論：イデア、善のイデア、線分の比喩・洞窟の比喩、
ｪ有　学の構造：ディアレクティケーと分割法　善への上
ｸ：エロースと美　想起説と魂の不滅　徳と国家：魂の構
｢と国家の構造、哲学的教育の目的

同　上 同　上

5 アリストテレス
ﾌ理論哲学

　著作と全体像　認識：感覚知覚から本質認識へ、魂の諸
¥力、抽象　形而上学の方法と構造：概念の類比、論理学
ﾌ定式化、第一哲学、存在者論から神学へ　存在者とその
ﾏ化の原理：実体・属性、形相・質料、現実態・可能態、
l原因説、世界の永遠性、不動の三者

同　上 同　上

6 アリストテレス
ﾌ実践哲学

　学としての論理学：学の三区分、実践的認識の特徴、倫
搖wの対象と方法　善き生の目的：行為原理である目的、
?ﾉ目的としての幸福、善の三区分　徳：習慣、知性的徳
ﾆ倫理的徳、情念と中庸、知慮、倫理的行為の核心として
ﾌ自由選択　友愛と共同体　観想的生

同　上 同　上

7 ストア学派

　ヘレニズム時代　学問論：学の三区分、ロゴスという普
ﾕ的原理　論理学：認識の構造、真理基準、言語と論理
ｩ然学；有機体としての世界、世界霊魂、ロゴス神学、決

陂_的思惟と宗教観・倫理観　倫理学：ロゴスに従って生
ｫる、賢者、世界市民の理念と自然法

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 新プラトン主義

　プラトン主義の発展　プロティノスの生涯　思索の源泉と意図　流出・環帰の形而上学：世界の段階的秩序、一州即ち善、知性、魂、質料的世界　宗教哲学・倫理学：一三への魂の自己二二、環帰の始点としての美的体験　プロクロスによる体系化　後世への影響

クラウス・

梶[ゼンフ
[バー

クラウス・

梶[ゼンフ
E一 oー

9 キリスト教哲学
ﾌ起源

　聖書の歴史経験と哲学の理性原理　ヘレニズム的ユダヤ
ｳ　キリスト教思想の形成とギリシア哲学：2世紀病教家のロゴス思想、3世紀アレクサンドレイア学派の知性論・

l間論・聖書解釈学、4世紀カッパドキア学派、アウグス
eィススの生涯とその精神的背景

同　上 同　上

10 アウグスティヌ

Xの思想

　真理そのものとしての神：自己認識における真理発見、
烽ﾖの自己超越、照明説　精神の三一的構造：記憶・知解・意志、内的言葉　自由意志：愛の秩序、根本決断の構造、恩寵　時間：精神の時間性、創造論、歴史観　影響　ボエ

eィウス　為ディ甲骨ュシオス

同　上 同　上

11 12世紀の初期
Xコラ学

　カロリング・ルネサンス：エリウゲナの体系的思惟　12
｢紀ルネサンス：修道院神学とスコラ学、アンセルムスに
ｨける信仰と理性、アベラルドゥスと普遍論争、シャルト
糾w派の自然哲学、ベルナルドゥスの自由論、サン＝ヴィ
Nトルのフーゴーの学問論

同　上 同　上

12

13世紀のスコラ

wとアリストテ
激Xの受容

　大学の成立　アラブ哲学とアリストテレスの受容　オッ
Nスフォード学派：数学と経験論的方法論、光の形而上学
@ボナヴィントゥラの伝統的思惟：範型因性とキリスト中
S主義　アルベルトゥス・マグススの自然学　神学と哲学：世界の永遠性をめぐる論争

同　上 同　上

13 トマス・アクィ

iスの哲学

　生涯と諸書　認識論：アリストテレス的構成：感覚、抽
ﾛ説、知性と存在の関係、存在論：本質と存在、存在その
烽ﾌ、超越論的規定、存在概念の類比性、分有　神証明
m定神学　神と世界の関係　人間論　倫理学：情念、習慣、
ｿ論、法概念、国家　後世への影響

同　上 同　上

14 14世紀の後期
Xコラ学

　14世紀の思想的状況　スコトゥス：哲学の限界、実践的
wである神学、個物認識と個別化の原理、存在概念の一義
ｫ、主意主義　オッカム：論理学の先鋭化と形而上学の制
ﾀ、唯名論、神の全能、倫理基盤としての神の意志、自由
@影響：ルター、近代自然科学の前史

同　上 同　上

15 中世の神秘思想
ﾆ近代への移行

　神秘主義の歴史　エックハルト：存在理解と類：比論、肯
關_学と否定神学、離脱、神との一致、魂の根底における
_の誕生　クザーヌス：知ある無知、対立物の一致、最大
ﾈ一性としての神、宇宙論・包含一展開、小宇宙であり神
ﾌ似姿である人間　近代への移行　　＿　　　〆

同　上

クラウス・

梶[ゼンフ
[バー
ｲ藤直子
i上智大学

u師）
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＝西洋近世哲学史＝（R）

〔主任講師：量　義治（東洋大学教授）〕

全体のねらい
　ルネサンスの哲学からヘーゲル哲学にいたる西洋近世哲学史は、西洋哲学史全体のなかできわめて重要な
位置を占めている。主要な哲学者たちの哲学の客観的な考察を通じて、各時代の、さらには近世哲学全体の
流れを見定めてゆくようにしたい。精選された客観的な西洋哲学史の叙述を試みたい。

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 近世哲学の概観

　ふたつのことを考えている。ひとつは古代・中世哲学と
ﾌ関係である。もうひとつは近世哲学自体の流れである。
緕ﾒは、具体的には、揺藍期の哲学、イギリス経験論、大
､合理論、批判哲学、そしてドイツ観念論である。

量　　義治
i東洋大学

ｳ授）

量　　義治
i東洋大学

ｳ授）

2 揺藍期の哲学1

　「ルネサンス」とは再生を意味する。すなわち、キリス
g教以前のギリシア・ローマの文化を再生しようとするも
ﾌである。具体的には、クザーヌス、エラスムス、ポンポ
iッツィの哲学を取り上げて考察する。

同　上 同　上

3 揺藍期の哲学H

　宗教改革は狭義の哲学史の範疇には入らない。しかし近
｢初頭における思想の変革のひとつとして、また、その後
ﾌ影響を考え合わせるとき、欠落させることはできない。
?ﾌ的には、ルターとカルヴァンの思想を取り上げる。

同　上 同　上

4 揺藍期の哲学皿

　「科学革命」という言葉はふた通りの意味でつかわれる。
ﾐとつは英語で大文字で書かれる科学革命であり、もうひ
ﾆつは小文字で書かれる科学革命である。前者は近代自然
ﾈ学の基礎となった16世紀半ばから17世紀末にかけての自
R科学を指す。

同　上 同　上

5 経験論の哲学1

　中世以来もともとイギリスには経験論的傾向の伝統があ
ﾁたが、近世における経験論の哲学はF・ベーコンをもっ
ﾄ始まる。ベーコンに続くホッブズは徹底的機械論的自然
ﾏを樹立した。そしてそれを道徳や社会の分野にまで拡張
ｵようとした。

同　上 同　上

6 経験論の哲学H

　ベーコンやホッブズを先駆とするイギリス経験論はロッ
Nをもって確立する。経験論はすべての認識は経験をもっ
ﾄ始まるのであって、経験に先立っては、われわれの心は
u白紙」または「暗室」である、と主張する認識論上の立

黷ﾅある。

同　上 同　上

7 経験論の哲学皿

　バークリとヒュームはロックの経験論を継承発展させた。バークリの「存在することは知覚されてあることである」

ﾆいうテーゼは有名である。ヒュー・ムは、経験論を徹底さ

ｹていった結果、いっさいの認識の確実性を疑う懐疑論に
ﾗってしまった。

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）

「われ思う、ゆえにわれ在り」という言葉によって知ら
れるデカルトは、単に大陸の合理論の祖であるだけではな

8 合理論の哲学1 くて、人間というものを哲学の中心に据えたという意味で、 量　　義治 量　　義治
近世哲学の祖である、と言うことができる。したがって当
然、今日にまで及ぶ影響史がある。

「神即自然」という言葉によって知られるスピノザの哲
学は汎神論である。デカルトは精神と物体という二つの実

9 合理論の哲学1 体を認めたが、神のみが唯一の実体であって、精神と物体 同　上 同　上
はこの唯一の実体である神の様態であるとしたスピノザ哲
学はデカルト哲学の徹底である。

ライプニッツの実体は単子と呼ばれる。その数は無限で
ある。単子の本性は作用にある。しかし単子と単子との間

10 合理論の哲学皿 には相互作用はない（「単子は窓をもたない」）。けれど 同　上 同　上
も被造物としての単子全体は創造者が定めた「予定調和」
の秩序のなかに置かれている。

カント哲学は批判哲学と称される。すなわち理性による
理性の批判、つまり理性の自己批判の哲学である。批判哲

11 批判哲学1 学はそれ以前の全哲学を批判し、真の哲学を構築しようと 同　上 同　上
した。カントは西洋哲学史上最大の哲学者であると言って
も、けっして過言ではない。

理性には三つの関心がある。すなわち、（1）「わたしはな
にを知ることができるか」。（2）「わたしはなにをなすべき

12 批判哲学1 であるか」。（3）「わたしはなにを望むことが許されるか」。 同　上 同　上
これら3つの問いはけっきょく「人間とはなにか」という
問いに帰着する。

ドイツ観念論の哲学の起点は批判哲学にある。批判哲学
の特徴はその二元論にある。この二元論の一元論化、つま

13 ドイツ観念論の り体系化の試みがドイツ観念論の哲学の基本的意図である。 同　上 同　上

哲学1 このことと深い関わりをもって、ドイツ概念論の哲学は絶
対者についての哲学となる。

フィヒテにおける二元論の克服は不徹底に終わった。と
いうのは、その絶対者は自我と非我の両者の根底にあると

14 ドイツ観念論の いうよりは、むしろ自我の根底にあるものであったからで 同　上 同　上
哲学皿 ある。これにたいして、シェリングの同一哲学は精神と自

然との同一性を主張する文字どおり絶対者の哲学である。

ヘーゲルによれば実体は客体ではなくて主体である。そ
して主体の本質は自由にある。精神こそこのような自由を

15 ドイツ観念論の 本質とする実体としての主体にほかならない。精神はその 同　上 同　上
哲学　皿 自由に基づいて自己を自己の外に発現しつつ運動する主体

である。
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＝現代の思想的状況＝（R）

〔主任講師：渡邊二郎（放送大学教授）〕

全体のねらい
　20世紀も終わりに近づき、新たな世紀を迎えようとする現代においては、大きな歴史的社会的変動が起き
ている。いったい、人間は歴史のなかに立っていかに生きるべきなのか。このことを考えるたあに、そもそ
も歴史とは何か、それはいかに認識されるのか、いかなる歴史の見方が可能なのか、こうした歴史哲学の根
本を考え直す。

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 歴史の問題点

　歴史の語は二義をもつ。ひとつは、実際に起こった出来
魔ﾆいう意味であり、もうひとつは、その出来事について
l聞が調べ記述した物語という意味である。ここから歴史
ﾉまつわる難問が生じてくる。歴史の基本にかかわる諸問
閧�ﾜず哲学的に明らかにする。

渡邊二郎
i放送大学

ｳ授）

渡邊二郎
i放送大学

ｳ授）

2 ベルンハイム
ﾌ見解の検討

　20世紀の初めに出たベルンハイムのr歴史とは何ぞや』
ﾆいう著作は、歴史叙述のあるべき姿を、物語的でも教訓
Iでもない発展的歴史叙述として明らかにして有名である。
ｻの所説を詳しく検討し直し、ベルンハイムでは残された
竭闢_を明らかにしてみる。

同　上 同　上

3 現在の立場を立
rする歴史

　ベルンハイムでは欠如していた「現在」の立場からする
ｶきた歴史の見方が、20世紀初め、クローチェによって説
ｩれた。日本の三木清も同じ考え方を採る。20世紀のイギ
潟XのE。H．カーのr歴史とは何か』も同様の立場に立つ。
ｱの新しい見方を展望する。

同　上 同　上

4 レーヴィットの

ｩ解

　20世紀の現時点に立って、歴史の見方を考えるとき、重
vなのは、第二次世界大戦後、カール・レーヴィットのな
ｵた指摘である。それによれば、東西の古代人は、自然の
~環運動を観照していたのみであり、歴史意識はキリスト
ｳの終末論的見方から発したという。

同　上 同　上

5 ヘーゲルの歴史

ﾏ

　キリスト教の終末論的歴史観の世俗化において、近代の
u超越的歴史観」が成立した。その最初の代表例が、ヘー
Qルの歴史観である。それは、精神の発展過程として世界
jを見るものであって、それの発端と終末を見通した直線
I運動として、歴史の進歩を考える。．

同　上 同　上

6 マルクスの唯物

j観

　ヘーゲルの考え方をさらに徹底して世俗化し、唯物論化
ｵたのが、マルクスの唯物史観である。この唯物史観の基
{主張を省みる。しかし、いかに唯物論化しているとはい
ｦ、これは、期待・希望・信仰を織り込んだ超越論的歴史
ﾏであって、そこに難点をもつ。

同　上 同　上

7 ウェーバーの社

?蜍`批判

　マルクスの社会主義を、20世紀初頭に早くもマックス・
Eェーバーは、適切に批判していた。そのウェーバーの社
?蜍`批判の論点を省みる。そこから浮かび上がってくるのは、合理的組織と官僚制の機構のなかでは生きざるをえ

ﾈい現代人へのウェーバーの洞察である。

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）

カール・レーヴィットは、早くから、ウェーバーとマル
クスを対比させていた。人間の自己疎外からの全面的解放

8 ウェーバーとマ を夢見るマルクスと、合理的官僚機構のなかを生きざるを 渡邊二郎 渡邊二郎
ルクス えない現代人の宿命を直視するウェーバーとの、鋭く重要

な対立に思いを馳せ、考え直す。

ヘーゲル、マルクスの「超越的歴史観」が崩壊したあと、

ディルタイと 19世紀後半から20世紀に欠けては「内在的歴史観」が登場
9 新カント学派 した。これは、歴史の発端も終末を問わず、特殊的出来事 同　上 同　上

（その1） を了解し、その個性記述を目指す。そのディルタイとヴィ
ンデルバントの見解を辿り直す。

新カント学派のリッケルトは、歴史科学を文化科学とし
ディルタイと て確立し、その方法論的基礎づけに努力を傾注した。価値

10 新カント学派 関係的に有意義な出来事の個性を明らかにするというとこ 同　上 同　上
（その2） うに、リッケルトは歴史的文化科学の意義を見た。同時に

そこに解き難い難問も出てくる。

「超越的歴史観」では普遍が重視され、特殊的個別はそ
歴史における普 のなかに強引に位置づけられる。　「内在的歴史観」では逆

11 遍性と特殊的個 に、特殊的個別が重視され、普遍が見えにくくなる。この 同　上 同　上
別 点を解決しようとしたウェーバーの理念型と因果的帰属に

関する見解を詳しく検討し直してみる。

「超越的歴史観」も「内在的歴史観」も、歴史を理論的
に傍観している。これに対し、ニーチェに始まる「実存的

12 ニーチェの登場 歴史観」は、歴史に関する認識のみならず、そのなかでの 同　上 同　上
行為を支える実存する根源的主体性を自覚化した。ニーチ
エの鮮烈な歴史論を詳しく追跡する。

ニーチェを承けて、現代において歴史認識と行為の根源
を究めたのが、ハイデッガーである。彼のr存在と時間』

13 ハイデッガーと において示されたr現存在の歴史性」の思想は、人間の時 同　上 同　上
歴史の問題 問的歴史的在り方の根本を照らし出し、歴史学の成立根拠

をも解明した画期的なものである。

このハイデッガーとの繋がりにおいて、ゴロ・マン、レ
一ヴィット、そしてブルトマソの現在における決断重視の

14 歴史の意味 思想を見る。他方ポッパー、トインビー、カーなどを振り 同　上 同　上

返って、現代における歴史の意味の問題に光を当てる。人 一

問愛と理性が、大切となってくる。

最後に、現代の最大の実存哲学者ヤスパースの歴史哲学
を取り上げて考察する。世界史の基本構図を描き出しなが

15 ヤスパースの歴 ら、現代の動向を探り当てつつ、歴史の意味を考究するヤ 同　上 同　上
史観 スパースの広汎な「実存的歴史観」は、現代に生きる私た

ちに、大きな示唆と支えを与える。
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＝科学の哲学＝（R）

〔主任講師：伊藤笏康（聖徳大学教授）〕

全体のねらい
　現代の日本で、教養とは何であろうか。それは、場合に応じて、いろいろな知的活動ができることではな
かろうか。本講義では、知的活動の型として「技術」　「科学」　「形而上学」を区別し、それらによって何を
知ることができ、何を知ることができないかを調べてみる。これによって、科学のもつ限界も明らかになろ
う。

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 科学の哲学はな
ｺできたのか

　世の中にはいろいろな学問があり、中でも自然科学は、
烽ﾁとも信頼できる学問とされている。しかしそれはなぜ
M頼できるのだろうか。それを糸口にして、科学の哲学が
ｶまれた理由を述べる。

伊藤笏康
i聖徳大学

ｳ授：）

伊藤笏康
i聖徳大学

ｳ授）

2 科学と哲学のか
ｩわり

　歴史のうえから考えても、哲学と科学にはいろいろなか
ｩわりがあった。ここでは哲学の立場を中心として、哲学
ｪ科学に対してどんな立場をとって来たのか。それを分類
ｵ、形而上学、実用主義、批判哲学の3つの型を提出する。

同　上 同　上

3 生　　活　　知

　知的活動には、物事を遂行できるそれと、ものごとを説
ｾできるそれとがある。このうち、物事の遂行に主として
ｩかわるのは、われわれが生命を保持し、生活を営むため
ﾉ必要な「生活知」であるが、そのような知的活動のもつ
ﾁ徴を述べる。

同　上 同　上

4

説明によって知
驍ﾆはどういう
ｱとか（1）一省略と変形一

　ものごとを説明によって了解するとは、どのようなこと
ｩ。説明には必ず、現実との剥離が含まれる。現実を省略
ｵ、変形するのが説明の特徴であり、その意味で、説明に
謔髓m識にはフィクションが含まれることを述べる。

同　上 同　上

5

説明によって知
驍ﾆはどういう
ｱとか（2）一説明と原理一

　説明が信頼を得るには、説明すべきことをあらかじめ、
S体的に把握しておかなければならない。この全体的な見
ﾊしは、説明の原理と呼ばれる。そしてこの原理によって、
燒ｾ上大切なことと裟末なことが区別され、その上で現実
ﾌ省略や変形が行われる。　　　　　　　　唱

同　上 同　上

6

説明の例（1）一自動車教習所

ﾌエンジンの説
ｾ一

　自動車の教習所でなされるエンジンの説明を取り上げ、そのような説明では何が理解されるのかを考える。自分の

ｩ動車のエンジンとはちがう「模式図」が、ドライバーに
ﾆってどんな役に立つかを考える。

同　上 同　上

7

説明の例（2）一フックの法則

ﾉよるバネの伸
ﾑの説明一

　説明には常に原理とともに、説明の目的がある。その目
Iは多様であるとともに、説明自体が目的となったものも
?驕Bその例としてフックの法則を取り上げ、科学的説明が常に現実から一歩離れたものであることを述べる。

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）

これまでの例を検討し、説明はその目的によってさまざ
まな形を取ることを確認する。そしてとくに科学における

8 説明の例（3） 説明と密接に関連する例に注目し、そこには常に理想的世 伊藤憎憎 伊藤憎憎
一虚構の必要性 界が仮定されることを述べる。

一

生活知と科学の中間領域としての「技術」について、①
それが科学とは異なること、②それを説明するのは容易で

9 技術と科学 ないこと、③それがさまざまな知的活動の接点領域である 同　上 同　上
ことを述べる。

説明のための説明が一般的、総体的、体系的になると、
原理は世界観としての性格をもつようになり、容易に否定

10 世界観としての されなくなる。科学と宗教との論争が、しばしば世界観の 同　上 同　上

説明原理 間の論争であったことを例に引きつつ、説明原理が世界観
として働いてきたことを述べる。

科学における世界観を「パラダイム」という言葉で捉え、
トマス・ターン 科学の発展をパラダイム変換と考えたのが、トマス・クー

11 の科学革命論と ンの科学革命論である。彼の考えと、その問題点を検討し 同　上 同　上
その問題 つつ、　「科学は進歩するか」という問題を考える。

パラダイムとして有利な条件は、ものごとの意味を捨象
し、客観としての現象を記述することである。このような

12 科学的説明の 説明は、現実世界と理想世界とが二重化すると同時に、理 同　上 同　上
「垂直的」構造 想世界は二次的な世界になる。また、このような説明にお

ける実験の意味を述べる。

科学的な説明から抜け落ちてしまう、　「自分」と「世界
形而上学的説明 の意味」を解明しようとするのが伝統的な形而上学である。

13 の「水平的」 形而上学の説明は、科学の説明とは対照的な構造をもつ。 同　上 同　上
：構造 このことを述べると同時に、　「現実以前」　「現実以後」と

いう区別を述べる。

形而上学の説明には、科学での実験に当たる手続きがな
形而上学の かったこと、またそれによって、学問として否定された歴

14 歴史と諸形態 史のあったことを述べる。これは第2回で述べた、実用主 同　上 同　上

義と形而上学の立場の解説に当たる。

第2回で述べた批判哲学の立場を説明し、現代における
教養の条件として、　「問い」のタイプを見分けっっ、それ

15 ま　　と　　め に応じた解答方式を取れることが大切であることを述べる。 同　上 同　上
一一 ｳ養の条件一
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＝人生の哲学（’98）＝　（R）

〔主任講師：渡邊二郎（放送大学教授）〕

全体のねらい
　人生の根本問題を改めて考え直し、生きる支えとなる人生観を探究してみたい。全体で五つの部分より成
る。　「生と死を考える」、　「愛の深さ」、　「自己と他者」、　「幸福論の射程」、　「生きがいへの問い」が、

それである。全体として、人生体験を直視しながら、しかし過去の大思想家の知恵に学びつつ、考察を進め
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）

生と死を考える態度に、まず、東洋と西洋では伝統的に
生と死を考える 大きな違いのあることに眼を向ける。とりわけ、仏教は十

1 （その1） 分かが問われる。そのあと、無常観や厭世観が省みられる。 渡邊二郎 渡邊二郎
一問題への そして老境の問題が取り上げられる。 （放送大学 （放送大学

接近一 教授） 教授）

死とは何かを鋭く見つめた、エピクロス、ハイデッガー、
生と死を考える サルトル、モンテーニュ、ヤスパースの見解を取り上げ、

2 （その2） 死の哲学的分析を行う。それによって、人生を十全に生き 同　上 同　上
一死を 抜く覚悟を覚醒させることが狙いとなる。

見つめる一

死にさらされた人生のなかで、切実な問いとして浮かび
生と死を考える 上がるのは、永遠性の問題である。カント、プラトン、

3 （その3） ニーチェ、ヘーゲルに即して、不滅のものに眼を向ける思 同　上 同　上
一永遠性の 想の意義を問い直す。

問題一

愛は、まず人生への愛として見定められる。フィヒテに
愛　の　深　さ 即して、人生への愛ということが確認されたあと、それが

4 （その1） 具体的に現れてくる場面として、美による呼びかけと、良 同　上 同　上
一愛と、呼びか 心による呼びかけを論ずる。
けてくるもの一

愛の葛藤は、古くから、アガペー的愛と、三絶ース的愛
愛　の　深　さ という、二つの形の分裂として知られていた。キリスト

5 （その2） 教的アガペーと、ギリシア的エロース（プラトンのr饗 同　上 同　上
一葛藤を秘めた 宴』）とを、詳しくたどり直す。

人間一

愛の諸相として、まず最初に、アガペー的な自己滅却と、
愛　の　深　さ エロース的な自己拡充との二つの調停を図ったあと、とり

6 （その3） わけエロース的愛の姿をいろいろの点から、　「愛の憧れ」 同　上 同　上
一汁の諸相一 のありさまとして、追究する。

愛の問題は、おのずと、自己と他者の問題に発展する。

自己と他者 まず、　「我と汝」の思想の流れをたどり、そのあと、人間
7 （その1） のあいだに「争い」を不可避とみた思想の意義を明らかに 同上 同上

一交流と対立一 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
自己と他者
@　（その2）一世間と役割一

　しかし、争いだけでなく、人間は「世人」として共同存
ﾝのなかを、　「役割」をもって、　「組織」のうちで生きる
烽ﾌである。この面への思想史的照明を当てる。 渡邊二郎 渡邊二郎

9
自己と他者
@　（その3）一他者認識と相

ﾝ承認一

　自己と他者の問題は、やがて、　「他者認識」の可能性の
竭閧ﾉ及び、最後には、自己と他者のあいだの「相互承
F」の問題に極まってゆく。この重要な局面の考察を企て
驕B

同　上 同　上

10
幸福論の射程
@　（その1）一老年と、幸福

ﾖの問い一

　入生の幸福とは何かという問いは、誰もが心の底で気に
ｵながら、容易には答えられぬ疑問をなす。老年の意味を
竄｢、老境が、幸福を問う思索の時であることを明らかに
ｷる。そのあと、幸福の三義を問題にする。

同　上 同　上

11
幸福論の射程
@　（その2）一幸高論の

@　　教え（1）一

　世に多くある幸福論のうちから、まずアランの社会的儀
轤ﾌ勧めを見、次にラッセルの外向的活動の勧あを省みて、
ｻれらの幸福論の教えの長短を考え直す。 同　上 同　上

12
幸福論の射程
@　（その3）一幸福論の

@　　教え（2）一

　次に、さらにエピクテトス、ショーペンハウアー、セネ
Jによる内省と諦念の勧あを省み、さらにヒルティと三谷
ｲ正による揺るぎない信仰の勧めを考え直す。これらの幸
沽_の長短を考える。

同　上 同　上

13

生きがいへの問
｢　（その1）一必然性を生き

骼ｩ己一

　生きがいへの問いこそ、私たちの人生の核心をなす。こ
ｱでは、生きがいの意味を考え、それを必然性を生きる自
ﾈのうちに求め、ニーチェを視野に入れて、それを補強す
驕B

同　上 同　上

14

生きがいへの問
｢　（その2）一時代の現実の

ﾈかで一

　必然性を生きる自己は、しかし、けっして悪を犯しては
ﾈらず、また時代の現実のなかにあって、広く世界の出来
魔ﾉ知的理解をもたなければ、成立しないことを論ずる。 同　上 同　上

15

生きがいへの問
｢　　（その3）一意味と無意味

ﾌ間一

　生きがいへの問いは、東西における人間観の系譜への問
｢となり、さらには、人さまざまの現実から、人間の性格
_、タイプ論にまで広がる。最後に、意味と無意味の間を
ｶきる人間の姿が描き出される。

同　上 同　上
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＝＝ @教の哲学＝（R）
〔主任講師：量　義治（東洋大学教授）

全体のねらい
　「宗教の哲学の課題」を発見するたあに現象学的方法を採る。具体的には、仏教、キリスト教、イスラム
教という三大世界宗教とこれらに基づく特殊的宗教の哲学の考察をとおして、宗教の哲学の課題の発見、お
びその解決に迫る。特定の宗教および宗教の哲学に偏ることなく、できるだけ普遍的・客観的に叙述するこ
とを旨とする。しかし同時に、主体的なものを排除しない。

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 課題と方法

　「宗教の哲学」を現象学的方法によって省察する。すな
墲ｿ、最初に代表的な世界宗教を取り上げ、つぎに特定の
@教の、立場を背景にした宗教の哲学および宗教批判の哲
wを取り上げる。こうしてはじめて「宗教の哲学の課題」
ﾉ答えることができる。

量　　義治
i東洋大学

ｳ授）

量　　義治
i東洋大学

ｳ授）

2 宗　　教　　1
ｧ　　　　　教

　ゴータマ・シッダールタを開祖とする仏教にはキリスト
ｳやイスラム教の神に相当する絶対者は存在しない。また、
ｹ書やコーランに相当するような正典というものもない。
ｻれだけにあまたある経典のなかからどの経典を尊重する
ｩということが問題となる。

同　上 同　上

3 宗　　教　　H
Lリス　ト教

　キリスト教は聖書の宗教である。聖書には旧約聖書と新
�ｹ書とがある。両聖書は一体不可分の全体を成している。
ｻの中心に位するのがイエス・キリストである。キリスト
ｳはイエス・キリストの宗教なのである。

同　上 同　上

4 宗　　教　　皿

Cスラム教

　ムハンマドを開祖とするイスラム教では正典コーランと
ﾆもにハディース（伝承）およびシャリーア（イスラム法）
ｪ尊重される。イスラム教においてはモーセもイエスも預
ｾ者と見なされるが、ムハンマドが最後最大の預言者であ
驕B

同　上 同　上

5

特殊的宗教の哲

w1　仏教的宗
ｳの哲学

　　　　　　　　　　　　一、、@世界的に著名な日本の代表的仏教学者鈴木大拙をとおし
ﾄ考える。そのさい、宗教の地平としての野性と霊性の論
揩ﾆしての三四の論理に注目する。 同　上 同　上

6

特殊的宗教の哲
w1　キリスト
ｳ的宗教の哲学

　日本の代表的キリスト教哲学者波多野精一をとおして考
@する。　r超越的・実在的・絶対他者」　「神の愛」　「永久
ﾌ命」等のテーマを取り上げる。 同　上 同　上

7

特殊的宗教の哲
w皿　イスラー
?I宗教の哲学

　世界的に著名な日本のイスラム学者井筒俊彦をとおして
Cスラム神秘主義スーフィズムを考察する。具体的には十
O世紀のイブン・アラビーの「存在一性論」を省察する。 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）

現代において宗教の哲学の構築を試みようとする場合
に、宗教批判の哲学に一顧を与えておくことは不可欠であ

8 宗教批判の哲学 る。これなしには、この時代においては宗教の哲学の構築 量　　義治 量　　義治
も砂上に楼閣を建てるようなことになりかねないであろ
う。フォイエルバッハ、マルクス、ニーチェを取り上げ
る。

フォイエルバッハとマルクスの、宗教批判は、要約す
れば、神は実在ではなくて虚構である、というものである

9 宗教批判の批判 。また、ニーチェのそれは「神は死んだ」という衝撃的な 同　上 同　上
の哲学 言葉で表される。これらの宗教批判を反駁する。

基礎作業を了えたいま、われわれは「宗教の哲学の課題
」を確定することができる。それは「救済の問題」と「絶

10 宗教の哲学の課 対者の問題」と「信仰と行為の問題」と解することができ 同　上 同　上
題 る。これらの諸問題のなかで中心問題は「救済の問題」で

ある。

救済は単に個人の救済ではなくて、全人類の、いな全宇
宙の救済でなければならない。救済の方法としては他力、

11 救済の問題 自力、自力・他力の方法があるが、全宇宙の救済のために 同　上 同　上
は絶対他力が必然的である。

救済とは、それが自己であれ、他者であれ、絶対者によ
る救済である。したがって宗教の哲学において絶対者の問

12 絶対者の問題 題はきわめて重要である。さまざまな絶対者観を考察する 同　上 同　上
が、アブラハムの神と哲学者の神との対置は思想史上有名
である。

宗教の中心問題である救済は絶対者による救済である
が、そのさい人間の側が一切問題にならないのではない。

13 信仰の問題 人間の信仰が問われる。そしてその信仰とは意識の問題で 同　上 同　上
はなくて実存の問題である。ここから必然的に行為と深く
関わる。

世にはさまざまな宗教がある。いったいどの宗教が真理
なのであろうか。そもそも宗教における「真理」とはなん

14 宗教における であろうか。イエスを尋問した総督ピラトもイエスに向か 同　上 同　上

真理の問題 って「真理とはなにか」　（ティ・エスティン・アレーテイ
ア）という問いを発したのである。

宗教的真理はわれわれ自身が「そのために生き、かっ死
ぬことを願うような実存的真理」でなければならない。し

15 宗教の哲学と現 たがって理論的・傍観的立場に終始することは、許されな 同　上 同　上
代 い。この無神論・ニヒリズムの時代の只中にあって、われ

われはいかにして信仰を持ちうるか。
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＝老 キ三 田
♂じ、 想＝＝　（R）

〔主任講師：池田知久（東京大学教授）〕

全体のねらい
　老荘思想、すなわち中国古代の思想家である老子や荘子の思想は、中国だけでなく日本を含む東アジアの
諸地域の文化にとって、近代に至るまできわめて重要な思想の一つであった。それだけでなく、現代社会の
典型である今日の日本のなかに生きる我々にとって、かえりみるに値する重要な思想の一つである。
　この講義では、従来の老荘思想の研究とは異なった新しい観点に立って、老荘思想の主な内容を解明する
とともに、近年の出土資料をも利用して、戦国時代より六朝時代に至るその歴史的な展開を大ざっぱに跡づ
けてみたいと思う。

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 老荘思想の
v想家たち

　老荘思想の誕生した背景にある、戦国時代～前漢時代の
ﾐ会状況を考察し、そのなかにおける老理・影干・劉安と
｢った思想の担い手たちの生き方について考える。

池田知久
i東京大学

ｳ授）

池田知久
i東京大学

ｳ授）

2 老荘思想の
装ｨ

　老荘思想を記した書物である、　『老子』　r荘子幽　r准南

q』などに関して、それらの成立・由来・構成などについ
ﾄ述べ、あわせてこれらの書物の正しい取り扱い方を解説
ｷる。

同　上 同　上

3 「老荘」という

ﾏ念の成立

　「老荘」という概念は、老荘的な諸思想をグルーピング
ｷるために、後の時代になって作られた人工的な概念であ
驕B　「黄老」　「道家」などの概念をも考慮しながら、これ
轤ﾌ概念の変遷のなかに見られる老荘思想についての歴史
I事実と、後の時代における学者の机上の整理との乖離に
ﾂいて分析する。

同　上 同　上

4 老荘思想の
a生

　戦国時代中期の紀元前300年ごろ、老荘思想は人間疎
Oの克服や人間の主体性の獲得をめざして誕生し、そして、
ｱれがどの時代の老荘思想にも流れている通奏低音となっ
ｽ。以上のような内容の、老荘思想の誕生について述べる。

同　上 同　上

5 老荘思想の
諡?ﾒたち

　戦国時代中期の紀元前300年ごろに誕生した老荘思想の先駆者たちについて考える。それは、生命の重視の思想、

蜻ﾌ性論、寡欲説、既成の価値観への批判、名家の知識論・論理思想、などである。

同　上 同　上

6 万物斉同の哲学

　戦国時代中期の紀元前300年ごろ、老荘思想がこの世
ﾉ初めて誕生したとき、かれらが抱いた思想は、万物斉同
ﾌ知識論一存在論であった。中国古代哲学のなかで最も難
�ﾈこの哲学について、その理論構造や目的などを解説す
驕B

同　上 同　上

7 「道」の存在論

　老荘思想はまた道家とも呼ばれる。それは、かれらにと
ﾁて「道」が最も重要なキー・コンセプトだったからであ
驍ｪ、この回は、人間をも含めた「万物」を存在させ変化させている実在としての「道」に関する哲学を分析する。 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）

老荘思想の「物」という存在者に関する哲学、すなわち、
物化・転生・輪廻の思想について解明する。これらの思想

8 物化・転生・輪 は単なる存在論の一つではなく、同時に人聞の死の意味づ 池田知久 池田知久
廻の思想 けでもあった。

老荘思想は戦国時代後期に至って「気」の思想を他から
取り入れた。また、それにもとづいて宇宙生成論を論じた。

9 「気」の思想と 後者には、人類の文化・文明の発展を人間の本来性からの 同　上 同　上
宇宙生成論 堕落であると見る退歩史観がともなっている。この回は、

これらの諸思想の内容と意味について考える。

「遊」とは、ひとまず「あそび」であるが、より深刻に
は世間的な単なる存在者の世界から、否定的超出を通じて、

10 「遊」の思想 真の実在の世界に出ていくことである。この回は、　「遊」 同　上 同　上
の思想をはじめとする、人間の自由や独立についての諸思
想を議論したい。

老荘思想にとって「無為」や「自然」の思想は、当初か
ら抱いていたものではなく、当初の「道」の存在論を修正

11 「自然」の思想 するために唱えらるに至ったものである。この回は、人間 同　上 同　上
や万物の自主性・自律性を主張する哲学としての「自然」
について解明し、あわせて六朝時代の老荘思想（二二玄義）
の「自生自惚」への展開を述べる。

老荘思想の「生（また性）を養う」という思想は、当初
から存在していたものではなく、　「気」の思想などととも

12 養生の思想 に他から取り入れたものであるが、後の道教の「不老長生」 同　上 同　上
とも関係して重要な思想である。この回は、この思想につ
いて考える。

老荘思想のなかにはあい反する二つの政治思想がある。
一つは、万民平等の無政府主義的なユートピア思想であり、

13 老荘の政治 二つは、一三万民の中央集権的な専制主義を強化する黄老 三三 同　上
思想 思想である。これらの両者の内容と、その由来について考

える。

無言の提唱、矛盾律の否定などをはじめとして、老荘思
ことば・論理・ 想はことば・論理・知識について重要な思索を行っている。

14 知識に関する思 この回は、中国古代の知識論の歴史における老荘思想の位 同　上 同　上
想 置と意義に関して述べる。

老荘思想もまた諸子百家の一つであり、先行する諸子百
諸子百家に対す 家の思想を批判的に摂取しながら自己を形成していった。

15 る批判と後世へ しかし、前漢初期の老荘思想はむしろ諸子百家の統一・総 同　上 同　上

の影響 合に努力を傾注している。これらの問題を解明しっっ、あ
わせて老荘思想の後世に与えた巨大な影響について考えて
みたい。
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＝仏 教 田
疋ン、 想＝　（R）

〔主任講師：末木文美士（東京大学教授）〕

全体のねらい
　仏教は日本人にとって身近な宗教であるが、その思想となるとなかなか解りにくい。その理由の一つは、
インドに発して以来、さまざまな文化圏で多様な展開を遂げ、焦点を絞りにくいことにある。ここでは、歴
史的な事情も勘案しながら、日本という場を原点としてその思想を解体、再構成してみたい。

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 いまなぜ仏教か

　仏教は古代のインドに発して、東南アジア・チベット・
激Aジアなどのさまざまな文化圏で多様に展開した。その
ｽ様な思想をどのような視点から見てゆくことができるの
ｩ。方法論的な問題を研究史を振り返りながら考察する。

末木文美士
i東京大学

ｳ授）

末木文美士
i東京大学

ｳ授）

2 歴史的概観

　仏教思想史のさまざまな問題を見てゆくにあたって、一
ﾊりインド以来のさまざまな文化圏における仏教の歴史的
W開を頭に入れておく必要がある。最近の研究に基づきな
ｪら、最低限必要な知識を概観する。

同　上 同　上

．3 テキストの森

　仏教の聖典は三蔵（経・律・論）とか大蔵経とか呼ばれ
ﾄ膨大な量にのぼる。また、その言語もパーリ語・サンス
Nリット語・チベット語・漢文など多様である。それらの
ｬ立や特徴、扱い方について論ずる。

同　上 同　上

4 解釈のパラダイ

　膨大な仏典を整理し、体系化するために、教判と呼ばれ
髟菇@が工夫された。また、近代になると、大乗仏教は
uッダの説でないとする大乗非仏説論などが現れ、議論を
ﾄんだ。こうしたさまざまな仏典解釈の方法について考え
ﾄみる。

同　上 同　上

5 苦悩としての存

ﾝ

　ブッダの教説は人生を苦と見るところに出発点を持ち、
ｻの原理を求めて、無常・無我・縁起などの教説が展開さ
黷ｽ。原始仏教に由来しつつ、大乗にも生きているそれら
ﾌ根本原理の意味を探る。

同　上 同　上

6 言語と存在

　大乗仏教の一つの特徴は、存在の問題を考えるのに、言
齪_の立場から考察する点にあり、日常的言語の世界の無
ｪ拠性を鋭く突いた。その典型的な発想をインドの中観派
ﾌ理論、及び中国の禅思想を中心に考察する。

同　上 同　上

7 象徴としての世

E

　日常言語を超えれば、そこには沈黙しかないのだろうか。
ﾊ敢にもその恐るべき領域に踏み込み、世界を象徴として
ｾ語化したのが密教であった。マンダラとして展開される
s大な世界解釈の体系を読み解いてみる。

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）

大乗仏教における人間論は、心の理論として展開される。
心を清浄なものと見る如来蔵系と、汚れたものと見る唯識

8 心　の　深　層 系の思想があり、また、中国の天台では心を観察する止観 末木文美士 末木文美士
と呼ばれる行法が展開した。これらの理論を考えてみる。

内的な心の観察は独我論に陥りはしないか。他者はどの
ような形で必然性を持つのか。大乗における菩提の理想は

9 他者と関わる 他者との関わりを我々に迫るものであり、その極限に『法 同　上 同　上
華経澄が位置する。他者論としての大乗の意味を考える。

以上考察してきた原理論に対して、以下では実践思想を
扱う。具体的な他者との共存はサンガ（僧伽）と呼ばれる

10 コミュニティの 共同体において実現される。その共同体を支える規律が戒 同　上 同　上
形成 律である。さまざまなサンガのあり方を比較検討する。

苦なる世界を超脱するためにさまざまな修行法が開発さ
れ、悟りに至る道筋が示された。それに対して、瞬時に悟

11 超　脱　の　道 りに至る密教の即身成仏や禅の頓悟も主張された。そもそ 同　上 同　上
も悟りとは何か、修行とは何か、考えてみたい。

自力の修行に対して、仏・菩薩の力に頼って救済を受け
るという道も考えられた。特に来世における救済を説く浄

12 来世と救済 土教（阿弥陀仏信仰）は東アジアで大きな勢力を得た。浄 同　上 同　上
土経典から親旧にまで至る思想の系譜を考える。

東アジアの仏教の大きな特徴は、我々に仏性（仏になる
可能性）が内在すると考えるところにある。この思想はさ

13 楽観論の陥穽 らに発展して、本覚（我々は本学的に悟っている）という 同　上 同　上
立場にまで至る。余りに楽観的なこのような思想傾向の問
題点を考える。

仏教はすべての生命ある存在は平等に尊重されるべきで
あると説く。だが、同じ仏教がもう一方で社会的な差別を

14 差別と平等 認め、むしろ差別を積極的に生み出してゆく一面も持った。 同　上 同　上
差別の原理となる業と輪廻の思想などを取り上げる。

仏教はそれぞれの文化圏において、それぞれ土着の思想
と交渉しっっ展開した。土着の思想から影響を受けた面も、

15 思想史の中の仏 逆に土着の思想が発展するのに寄与した面もある。仏教を 同　上 同　上
教 より広い思想史の中でどう位置付けるか、最後に考えてみ

る。
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＝上代の日本文学＝ぐR）

〔主任講師：稲岡耕二（上智大学教授）〕

全体のねらい
　やまと歌が文字化されたのは七世紀後半以後のことである。初期万葉の時代は言わば文字化以前、声の文
化から文字の文化に至る過渡的な時期であった。その間に、中国文化の影響により新たな文学に対する意識
も育ち、歌の表現にも変化が現れた。本講座は初期万葉歌を味読しつつその変化を理解することを目標とす
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

はじめに

齔ｺの文化から

ｶ字の文化へ

　初期万葉以前の歌として万葉集に収録されている作品の
?ﾉは、声の文化の歌であることが表現上明らかな作品の
ﾝでなく、文字化以後の、文字を通して作られた歌を遡っ
ﾄ位置づけている場合もある。雄略と磐媛の伝承歌を読み、
ｺの文化の歌の特徴を探る。

稲岡耕二
i上智大学

ｳ授）

稲岡耕二
i上智大学

ｳ授）

2 国見歌の完成

　記紀の国見歌・国ぼめ歌から好明天皇の国見歌へ、どの
謔､に表現は変化したか。それぞれの表現を確かあながら、
糟ｩ歌の完成への道を探る。 同　上 同　上

3 宇智野の狩の歌

　宇智野の狩の歌を読み、呪術と五情、古さと新しさの問
閧�lえるとともに、この歌の表現の新しさをどのように
c握すべきかを理解する。

内田賢徳
i京都大学

ｳ授）

内田賢徳
i京都大学

ｳ授）

4 三皇命の旅の歌

　「中沼命、紀の温泉に往く時の御歌」の題詞をもつ三首の旅の歌が、形式面で歌謡との連続的な性格をうかがわせ

ﾈがら、新しさの指摘される短歌であることを理解する。 同　上 同　上

5 記紀歌謡と初期

恬t歌

　記紀歌謡として物語と結びつけられている歌が、初期万
t歌とどのような点で相違し、どのような点で性格を等し
ｭするか、幾つかの作品を読みつつ考える。 同　上 同　上

6 額田王作歌
iその一）

　額田王の作品のうち、蒲生野における贈答歌、熟田津の
ﾌ、宇治のみやこ回想歌、近江天皇を思う歌を読み、初期
恬tの歌としての特徴を探る。 稲岡耕二 稲岡耕二

7 額田王作家
iその二）

　近江遷都の時の作歌を読み、その表現の意義を考える。
ﾜた「反歌」　「和歌」として添えられた短歌の性格や成り
ｧちをも理解する。

神野志隆光
i東京大学：

ｳ授）

神野志隆光
i東京大学

ｳ授）
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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）

春秋競毒魚を生み出した天智朝の文学的環境を理解しつ
っ、集団の場で歌われた歌としての表現の特徴を探る。

8 額田王作家 神野志隆光 神野志隆光
（その三）

三山の妻争いを詠む長歌の意味を理解し、二首の反歌と
の関係について考える。

9 三　　山　　歌 同　上 同　上

鏡王女・久米禅師と石川郎女・藤原鎌足などの歌を読み、
この時期の贈答歌の特徴を理解する。

10 天智朝の相聞歌
P

稲岡耕二 稲岡耕二

天智天皇の死後に歌われた挽歌は、どのような特徴を持
っているか。その表現を詳細に検討しつつ理解する。

11 天智天皇挽歌 同　上 同　上

天武天皇の作とされている吉野入りの時の歌の本文の形
と門門の歌の形が、意味の上でどのように異なるか、読み

12 天武天皇の歌 くらべる。そのほか天武八年五月五日の盟約時の作、藤原 同　上 同　上
婦人との贈報歌なども読む。

十市皇女の伊勢参宮の途次、波多の横山で作歌している
二丁刀自とは、どのような歌人であったか。二四の二二と

13 吹回刀自歌など あわせ、その表現に即して理解する。 同　上 同　上

やまと歌が文字に書かれるようになったのは天武朝以後
のことであり、人麻呂歌集は最初の歌集だったと考えられ

14 人麻呂歌集歌に る。声の文化の歌とくらべて、それはどのような特徴を持 同　上 同　上

ついて つようになったか。古体歌と呼ばれる歌の表現と漢字表記
との関連を探る。

宣命大書体表記によって、やまと歌の精細な文字化が可
むすび 能となった。人麻呂以後の枕詞や序詞は文字の歌の方法と

15 一文字の歌の表 して大きく変容することになる。その変化を明らかにしつ 同　上 同　上

現ヘー っ、静明朝の作とされている三王作歌の表現の性格につい
て考える。
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＝中古の日本文学＝（R）

〔主任講師：小町谷照彦（東京学芸大学教授）〕

全体のねらい
　平安京という都の環境の中で宮廷貴族を中心にして営まれ、男性を主体とした漢文学を基盤としつつも、
女流による仮名文学が盛んであった平安時代の文学の特質を念頭に置きながら、ジャンル別に文学史の流れ
をたどると共に、顕著な存在であった人物や事象を取り上げて、幅広い見地から当時の文学活動の実態を明
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 文学史の流れ1
ｿ文学

　勅撰三集（凌雲集・文華秀麗集・経国集）、藤原明衡の
{朝高高などの撰集、空海、菅原道真、晶晶保胤、大江匡
[などの文人を中心に、具体的な作品に即して、漢文学の
ｬれを展望する。本朝一人一首、日本詩史、日本詩紀など、
辮｢の著述にも触れる。

小町谷照彦
i東京学芸

蜉w教授）

小町谷照彦
i東京学芸

蜉w教授）

2 文学史の流れ2

a歌

　三代集（古今集・後撰集・拾遺集）、後拾遺集、金葉集、
潔ﾔ集などの勅撰集を中心に、歌壇活動にも注目しながら、
?ﾌ的な個々の詠歌に即して、和歌史の展開を追う。新撰
恬t集、新撰和歌、古今六帖などの私撰集、主な歌合や歌
w書にも及ぶ。

同　上 同　上

，3 文学史の流れ3
O期の作り物語

　竹取物語、うつほ物語、落窪物語など、源氏物語以前の
ｨ語を取り上げ、作品の内容や主な作中人物を紹介しなが
轣A個々の作品の特色などを論じる。三宝絵序、蜻蛤日記
?A源氏物語、蛍巻の物語論などを通して、物語の実態や
{質についても目を向ける。

同　上 同　上

4 文学史の流れ4
ﾌ物語の周辺

　皇統、美貌、和歌の名手、奔放不予の愛、流離放浪など、
｢わゆる色好みを主人公とする伊勢物語や平中物語を典型
ﾆして、歌物語の本質を考える。歌語りに関心を持つ大和
ｨ語は、和歌説話集的と見る。三三、伊勢日記、篁物語、
ｽ武峰少将物語などにも及ぶ。

同　上 同　上

5 文学史の流れ5
ｹ氏物語

　光源氏に、藤壺、六条御息所、紫の上、明石の君などが
ﾖわって展開する光源氏物語、薫と高宮に宇治の女君たち
ｪ関わって展開する宇治の物語を、愛と栄華、人間不信と
@教的救済の主題や、語りや和歌という方法の問題をから
ﾟて、読解の方向性を探っていく。

同　上 同　上

6 文学史の流れ6
繩冾ﾌ作り物語

　狭衣物語、浜松中納言物語、夜の寝覚、堤中納言物語な
ﾇの作品の内容に触れながら、源氏物語の影響のもとに深
ｻした主題や方法の特色について注目したい。過渡期の作
iであるとりかへばや物語や有明の別れ、また、関連する
ｳ名草子や風葉集などにも触れる。

同　上 同　上

7

文学史の流れ7
匤L文学と枕草

q

　身の上を語るのが女流日記の本質と見て、蜻蛤日記や更
遠匤Lを中心に取り上げ、和泉式部日記、紫式部日記、成
q阿二丁母集、讃岐典侍日記などにも及びたい。また、日
L、随想、類聚の章段より成る枕草子の性格を、日記とい
､面に重点を置いて考える。

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 文学史の流れ8
�j物語と軍記

　源氏物語を意識しながら編年体の形をとる栄花物語、対
b形式で紀伝体の形をとる大鏡の作品としての特質に注目
ｵながら、歴史の渦中を生きた人間像を取り出すようにす
驕Bまた、中世の軍記物語の萌芽として、将既記や陸奥旧
Lなどの軍記文学にも触れたい。

小町谷照彦 小町谷照彦

9 文学史の流れ9
燔b文学

　日本霊異記、今昔物語、古本説話集などを中心に、説話
ｶ学に見られる、多様な階層の人々の生き方に目を向けた
｢。散逸した宇治大納言物語、また、三宝絵、日本往生極
y記、続本朝往生伝などの往生伝、法華験記、江三三、打
ｷ集、唐物語などにも触れる。

同　上 同　上

10 紀　　貫　　之

　古今集・新撰和歌の撰者、貫之集に集成された屏風歌の
?ﾒ、古今集仮名序・大堰川御幸和歌序・新撰和歌真名序
ﾌ執筆、土佐日記の執筆など、多様な文学活動をした貫之
ﾌ業績を、時代的な背景を視座に置きながら、具体的な作
iの読解を通して跡づけする。

同　上 同　上

11 源　　　　　順

　和名類聚抄の著者で、戯作的な無尾上の歌など異色の漢
黒ｶの作品を多数残し、梨壺の五人の一人として、万葉集
ﾌ訓読や後撰集の編纂に従事し、あめつちの歌・双六盤の
ﾌ・碁盤の歌など特異な歌を詠んだ多才さを、和歌に傾倒
ｷる男性歌人の系譜に位置づけする。

同　上 同　上

12 藤　原　公　任

　拾遺集に発展した拾遺抄、和漢朗詠集の撰者で、三十六
ﾌ仙の基になった三十六人撰など秀歌撰を編纂し、歌学書
ﾌ新撰髄脳や和歌九品、有識故実書の北山抄などを著わし、
O舟の才を称されたその活動をたどり、当時の文学状況の
?ﾅの存在の意味を考える。

同　上 同　上

13 女性たちの文化

　一条朝の大斎院百子・皇后定子・中宮彰子を中心とする
ｶ化圏、後冷泉朝の六条斎院英子内親王・祐子内親王・四
�{寛子の文化圏で女房たちや風流な殿上人たちによって
cまれた、王朝文学の粋ともいうべきサロン的な文学活動
ﾌ実態を作品を通して明らかにする。

同　上 同　上

14 女流歌人と女歌

　小野小町、伊勢、斎宮女御、和泉式部などの女流歌人の
ﾌを読解しながら、女性独自の発想や表現の特徴を探って
ﾝる。また、男性との贈答歌を取り上げて、女歌といわれ
驕A歌垣以来の応酬の方法に注目する。和泉式部日記に見
轤黷體ﾆ特の形態の贈答歌にも触れる。

同　上 同　上

15 歌謡の世界

　神事や遊宴の場で歌われた神楽歌や催馬楽、また、今様
ﾌ集成である梁塵秘抄に収められた歌謡を読解しながら、
_仏信仰や庶民生活の具体相に触れてみたい。また、源氏
ｨ語などに引用された歌謡を検討して、和歌とは異なる表
ｻ性に注目する。

同　上 同　上
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＝中世の日本文学＝（R）
〔主任講師：久保田　淳（白百合女子大学教授）主任講師：島内　裕子（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　12世紀半ばから16世紀にいたる日本の中世文学を概観する。各回の講義は、中心となる作家または文学ジ
ャンルに焦点をあて、原文を掲げて作品の内容に踏み込んだ講義を行う。同時に個別的な作家や作品以外の
他の関連作家や関連作品にも広く言及し、中世文学の全体像も学べるように配慮する。

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）

「中世の日本文学一作家と作品一」の開講にあたり、
本講義の全体のねらいに触れながら中世の序曲としての 久保田　淳 久保田　淳

1 中世の序曲 r平家物語避を取り上げる。 （白百合女 （白百合女

子大学教授） 子大学教授）

r方丈記』・r無名抄君・r発心集』・和歌など、長明
の著作を広く取り上げて、長明文学の多様性を理解する。 島内裕子 島内裕子

2 長　　　　　明 加えて、中古から中世への過渡期における文学的意義を考 （放送大学 （放送大学
察する。 助教授） 助教授）

＼

西行の生涯と作品を辿り、その独自の文学的魅力を描く。

渡部泰明 渡部泰明
3 西　　　　　行 （上智大学 （上智大学

助教授） 助教授）

新古今時代の代表的歌人である定家の和歌を中心に、同
時代の他の歌人たちも取り上げて、　r新古今和歌集雌の特

4 定　　　　　家 色を学ぶ。 同　上 同　上

阿仏若き日の自伝的作品である。　rうたたね渥と、晩年
の紀行文r十六夜日記離により、ひとりの作家の文学的変

5 阿　　　　　仏 貌を探る。あわせて歌壇の分立、および女流文学の変質に 島内裕子 島内裕子
も触れる。さらに紀行文学にも言及する。

無住の生涯と代表作r沙石集』・『雑談集』について概
観し、あわせて中世の説話文学にも言及する。

6 無　　　　　住 同　上 同　上

rとはずがたり』を取り上げ、この作品の独自性および
女流文学の流れの中での位置づけを論じる。

7 後深草院二条 久保田淳 久保田淳
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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）

本講義の中間点にあたり、中世後期の文学的特徴を中世
前期と比較しながら考察する。作品としてはr太平記』を

8 中世の転換期 取り上げ、新時代の価値観や美意識の変化を概観する。 久保田　淳 久保田　淳

二条派歌人としての兼好と、　r徒然草』の作者としての
兼好の両面を提え、当時の和歌と散文の文学的状況を考察

9 兼　　　　　好 する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 島内裕子 島内裕子

中世の漢文学「五山文学」について、その概要に触れ、
代表的な作者と作品を取り上げる。 堀川貴司 堀川貴司

10 五　山　文　学 （愛知県立 （愛知県立

女子短期大 女子短期大
学助教授） 学助教授）

連歌について概説し、二条良基・心敬・宗紙などの連歌
論や連歌作品を具体的に取り上げる。

11 連　　　　　歌 同　上 同　上

御伽草子とはどのような作品群を指し、そこにはどのよ
うな文学的意義が見出されるのか、従来の物語との相違点

12 御　伽　草　子 などについて、いくつかの作品に即して考察する。 島内裕子 島内裕子

能について、その様式などをめぐって広く概説するとと
もに、世阿弥の作品などを取り上げて具体的に考察する。 山中玲子 山中玲子

13 能 法政大学 （法政大学 （法政大学

助教授） 助教授）

狂言の特色や、独自の文化的意義について考えるととも
に、いくつかの作品に即して、その特質に触れる。

14 狂　　　　　言 同　上 同　上

本講義全体のまとめとして、これまで触れられなかった
文学ジャンルや作家などを補足説明し、中世文学のゆくえ

15 中世文学のゆく

ｦ
を、近世・近代・現代の文学への影響を通して探る。 島内裕子 島内裕子
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＝近世の日本文学（ヲ98）＝　（R）

〔手隠妻：播騒學1雛炎照臨1〕

全体のねらい
　中世までの文学は、貴族や武家などの支配層によって作られ享受されていたが、近世（江戸時代）の文学
は、被支配層である町人が作者・読者として大きな役割を果たすようになり、前代とは異なった様々なジャ
ンルの作品が生まれた。その多様な近世文学の成立・展開の様相を、作家・作品に即して具体的に見てゆく。

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 近世文学の特徴

　前代の文学と比較した時の近世文学の顕著な特徴を、出
ﾅ文化の成立と大衆化、雅俗の並立・混晶の様相、滑稽と
ｳ訓の要素、上方と江戸の地域的な対比等々、様々な観点
ｩら考察する。

長島弘明
i東京大学

赴ｳ授）

長島弘明
i東京大学

赴ｳ授）

2 仮名草子から
p｢草子へ

　近世初期の小説である仮名草子の諸相に触れ、その特徴
�ｾらかにする。また、仮名草子の代わる新しい小説形式
ﾅある浮世草子の初作、井原西鶴のr好色一代男』の出現
ﾌ意義について説明する。

同　上 同　上

．3 西鶴の文学

　西鶴の伝記を略述し、好色物・武家物・町人物等の西鶴
p｢草子の各作品について、それぞれのテーマ高高高等を
l察する。あわせて、八文字屋本等の西鶴以後の浮世草子
ﾉついて通覧し、浮世草子の展開の様を探る。

同　上 同　上

4 貞門・談林から

ﾔ風三三へ

　俳論の源流から、近世俳譜の形式を定めた貞門俳講、新
翌ﾆしての談林二二、さらに芭蕉の登場までを扱う。主要
o人と作品について触れながら、各派の特色を説明する。
m蕉については、深川隠棲までの時期を対象とする。

清登典子
i筑波大学

赴ｳ授）

清登典子
i筑波大学

赴ｳ授）

5 芭蕉の文学

　天和期以降・の芭蕉の蜜語について考察する。俳風（連句・発句）の時期的な変遷、蕉風二二の理念と表現、俳文と

I行の意義等、多方面から考察する。必要があれば、門人
ﾉついても適宜触れることにする。

同　上 同　上

6 浄瑠璃と近松門

ｶ衛門

　浄瑠璃の歴史を、近松門左衛門を中心に概観する。浄瑠
桙ﾌ成立、古浄瑠璃、近松の人と時代物・世話物の各作に
ﾂいて、また海音・宗輔・出雲・半二、江戸浄瑠璃等、近
ｼ以後の浄瑠璃の展開について解説する。

池山　　晃
i大東文化

蜉w専任講
t）

池山　　晃
i大東文化

蜉w専任講
t）

7 国学と和歌

　伝統的な歌学から国学への学問的革新と平行する形で、
ｰ上派から古学派・江戸派、あるいは藍庵・桂園派など、
l々に展開して行った近世和歌の歴史を説明する。幕末の
ﾇ寛・元義・言道・曙覧らにも触れる。

鈴木健一
i茨城大学

赴ｳ授）

鈴木健一
i茨城大学

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 漢学と漢詩文

　朱子学・古義学・祖棟学の文学観をとりあげ、儒学各派
ﾌ詩文に対する見解を押さえつつ、丈山・元三から古文辞
hの擬古主義、反古文辞の江湖社、幕末の個性的な詩人た
ｿまでの、漢詩文の変遷を解説する。文人の概念について
熕Gれる。

鈴木健一 鈴木健一

9 前期読本と上田

H成

　前期読本成立の背景に触れ、都賀庭面・建部綾足の読本、
ｳらに上田秋成の文業を、r雨月物諭　『春雨物語』を中
Sにして考察する。浮世草子との相違、また後期読本との
活癈凾ﾉも言及する。

長島弘明 長島弘明

10 中興三三譜と蕪

ｺ

　芭蕉没後の警保期俳譜から説き起こし、蕉風中興運動の
o緯について概説し、この時期を代表する文人風の俳人で
?驕A与謝蕪村の人と作品について考察する。蕪村の俳論
o三等にも言及する。

清登典子 清登典子

11 一茶と雑俳・川

　蕪村以後の俳画大衆化時代の後期俳画を、一茶調と呼ば
黷骭ﾂ性的な句を多く残した小林一茶を中心に概観する。
ﾜた、雑俳について略述し、特に川柳について、その庶民
高ﾆしての本質について解説する。

同　上 同　上

12 笑いと舌耕の
ｶ学

　笑いを旨とした文学形式である狂歌・狂詩・咄本の流れ
�ｻれぞれ概説し、近世的な笑いの質について考える’ Bま
ｽ、仏教談義・講談と密接な関係を持つ、舌耕の小説とも
｢うべき仏教長編小説・実録体小説について略述する。

板坂則子
i専修大学

ｳ授）

板坂則子
i専修大学

ｳ授）

13 江戸の戯作　（1）

　文運東漸後、江戸で盛んになった小説類について概説す
驕B本章では、江戸小説の草分けといってよいr当世下手
k義』以下の談義本、遊里を舞台とする洒落本、三文が同
凾ﾌ比重を持つ黄表紙、酒落本の流れを引く滑稽本を取り
繧ｰる。

同　上 同　上

14 江戸の戯作　（2）

　江戸中心の小説の続き。後期読本の展開を、山東京伝・
ﾈ亭馬琴の作品を中心に概観する。また、市井の男女の恋
､を描いた人情本、黄表紙の後継ジャンルである合巻につ
｢て解説し、それぞれの小説としての特徴を検証する。

同　上 同　上

15 歌舞伎と南北・

ﾙ阿弥

　歌舞伎の歴史を、後期を中心に概観する。歌舞伎の成立、
ｳ禄歌舞伎、丸本物の時代、正三・三瓶・治助、特に鶴屋
?k・河竹黙阿弥の作に比重をおいて解説する。歌舞伎役
ﾒについても、適宜言及する。

池山　　晃 池山　　晃
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＝近代の日本文学＝（R）

〔主任講師：浅井　　清（帝京大学教授）〕

全体のねらい
　明治文学から戦後文学にいたるまでの小説を中心とした近代の日本文学の流れを跡づける。近代の小説の
方法や特性を説き明かしながら、新聞・雑誌との関係や文学諸流派の相互関係や西欧文学の影響関係等を解
明し、それぞれの時代における文学と人間と社会の関係を歴史的に考察する。

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 文明開化期の
ｶ学

　明治維新に始まる急激な近代化と文学状況を概観する。
V聞・雑誌のメディアの登場を背景とする戯作の変貌、さ
轤ﾉ翻訳小説・政治小説の出現を経て窪小説神髄阻にいた
驍ﾜでの転換期の文学を解説する。

浅井　　清
i帝京大学

ｳ授）

浅井　　清
i帝京大学

ｳ授）

2 〈近代小説〉の

a生

　坪内迫遙・二葉亭四迷らが紹介した西洋の文学理論を背
iに、一方で日本の古典を受容・再生しながら、どのよう
ﾈ形で〈近代小説〉が誕生していったのかを概観し、新旧
ｶ学観の交替と、森倭心・尾崎紅葉・幸田露伴ら新世代の
?ﾆたちの登場のさまをとらえる。

菅　　聡子
iお茶の水

落q大学助
ｳ授）

菅　　聡子
iお茶の水

落q大学助
ｳ授）

3 文壇の形成

　〈近代小説〉の誕生はまたく近代的読者〉の誕生でも
?ﾁた。本章では新聞・雑誌の発刊が象徴する明治ジャー
iリズムの形成とそれを支えた読者の登場を背景に、前章
ﾅ紹介した新世代の作家たちの活動の展開と、樋ロー葉を
?Sとする女性作家達の諸相を見る。

同　上 同　上

4 日清戦争後の
ｶ学

　日清戦争後の文学状況を、当時新傾向の文学として脚光
�≠ﾑた、川上眉山・広津二二・泉鏡花らの諸作品に照明
�?ﾄて概説する。あわせて鏡花文学の明治二十年代以降
ﾌ展開にも触れる。

鈴木啓子
i宇都宮大

w助教授）

鈴木啓子
i宇都宮大

w助教授）

5 近代文学の展開

　明治30年代の文学を、自然や神秘幻想への関心の高まり、
ﾆ庭小説・懸賞小説や写生文の流行、社会小説・社会主義
ｬ説の登場などの諸点から概観し、その多様な展開の諸相
�ﾆらえる。

同　上 同　上

6 自然主義の文学

　明治文学の帰結としての自然主義文学を考察する。主要な作家の全貌を概観し、個々の作品の主題・方法・文章等の特色を解明する。

浅井　　清 浅井　　清

7 回外と漱石

　明治40年代の森鵬外・夏目漱石の文学を、日露戦争後顕
ﾝしてきた日本の近代化に対する批判的な社会状況と関連
tけながら解説する。また、同じ西欧体験者でもあった永
芍ﾗ風・高村光太郎などとの差異にも触れる。

中村三代司
i淑徳大学

ｳ授）

中村三代司
i淑徳大学

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 反自然主義の
ｪ流

　明治40年代に全盛であった自然主義文学に対抗しようと
n刊された「スバル」系の木下杢太郎・北原白秋などや、
u三田文学」系の荷風・水上瀧太郎・佐藤春夫などの文学

X向について考察する。
中村三代司 中村三代司

9 白樺派の文学

　「白樺」の指導者であった武者小路実篤を中心に、創刊
ﾉ至る経緯や理念、また〈新しき村〉運動について解説す
驕Bその他、同人であった志賀直哉・有島武郎・長与善郎
ﾈどの文学にも言及する。

同　上 同　上

10 市民文学の成立

ﾆ展開

　「白樺i」　「三田文学j　r奇蹟」　「新思潮」の作家たちの

ｽ彩な文学活動を、芥川龍之介を中心にして概観する。ま
ｽ大正10年代に盛んになった〈私小説〉についても考察を
ﾁえる。

同　上 同　上

11 大衆文学の成立
ﾆ展開

　マス・メディアの時代を迎え、いわゆる時代小説の変貌、
ﾊ俗小説の登場、推理小説の誕生等を明らかにして、文学
ﾌ大衆化の状況を概説する。 浅井　　清 浅井　　清

12

プロレタリア文
wとモダニズム
ｶ学

　第一次世界大戦後の新しい動きは、日本の文学にも影響
�^えた。政治革命を求めるプロレタリア文学と表現の革
ｽを求めるモダニズム文学は逆の方向を向いているようで
ｻの根には時代的共通性がある。このふたつの新しい文学
^動について概観する。

宮内淳子
i帝塚山学

@大学助教
�j

宮内淳子
i帝塚山学

@大学助教
�F）

13 「文芸復興」の

煌O

　いわゆる「文芸復興」期における、新人の登場、既成作
ﾆの復活、転向作家の仕事などをとおし、プロレタリア文
w退潮後、戦時下の抑圧的な状況へ移行する間に見られる
l々な問題点を考える。

同　上 同　上’

14 戦時下の文学

　昭和12年日中戦争開始、昭和16年太平洋戦争開始といっ
ｽ状況の中で、文学はどのような変質を見せたか。また、
ﾇのように自分の文学を守ろうとしたか。様々な作家の動
ｫを見てゆく。植民地文学にも触れる。

同　上 同　上

15 第二次世界大戦
繧ﾌ文学

　敗戦後の混乱の中、書けずにいた作家たちがいっせいに
?iを発表し始めた。戦争体験や戦前の左翼運動の挫折体
ｱなどを語る若手に加えて、戦前から独自の路線を貫いて
ｩせる作家もあった。高度成長期に移る昭和30年代、60年
ﾀ保の頃までをたどる。

同　上 同　上
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＝清少納言と紫式部（’98）＝　（R）

〔主任講師：鈴木日出男（東京大学教授）〕

全体のねらい
　平安時代に、女流の手になるいわゆる女流文学がおこった。本講義では、その女流文学全体相への展望の
もとに、日本文学史上に屹立する清少納言と紫式部の文学に照明をあててその本質に近づくことを目的とす
る。女流文学全体をも展望するために、二品の母・和泉式部・孝標の娘などにもふれることになる。

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）

平安時代に開花する女流文学はどのようなものであった
か、またどのような人々によって、なぜそのような文学営

1 女流文学の担い 為がおこったかを考えることをもって、全体の序説とする。 鈴木日出男 鈴木日出男
手たち （東京大学 （東京大学

教授） 教授）

r蜻蛉日記忍は、女流によって書かれた最初の長大な散
文文学である。その作品と作者を通して、女流文学の一つ

2 r蜻蛉日記』と のあり方を考える。 同　上 同　上
その作者

r枕草子毒の作者である清少納言がどのような環境のな
かでいかに生涯を生きたかを浮き彫りにする。

．3 清少納言伝 同　上 同　上

r枕草子函の本性にふれながら、清少納言がこの作品を
どのような環境や条件のもとで作りえたかを考える。

4 r枕草子毒とそ 同　上 同　上
の成立

r枕草子甚作品研究①として、この作品を最も特徴づけ
ている類聚章段（ものづくしの段）をとりあげる。

5 r枕草子避の類 同　上 同　上
聚章段

r枕草子5作品研究②として、随想章段をとりあげる。
r枕草子』の類 また、ここでは特に前回の類聚章段との関連について考え

6 聚から随想章段

ﾖ
ることになる。 同　上 同　上

r枕草子湿作品研究③として、作者の体験見聞にもとづ
く日記回想章段をとりあげる。いわゆる日記文学とも異な

7 r枕草子』日記 る点に注意したい。 同上 同上
回想章段
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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枕草子忍の表現のあり方を通して、この作品の文体と
本質を考える。これをもってこの作品論のしめくくりとし

8 r枕草子』の文 たい。 鈴木日出男 鈴木日出男
体と本質

平安時代屈指の女流歌人の和泉式部は、清少納言や紫式
部と同時代の人。その和歌とr和泉式部日記』をとりあげ、

9 和泉式部の文学 その本質に迫る。 同　上 同　上

r源氏物語避　r紫式部日記』　r紫式部集囲をのこしたこ
の作家が、どのような人生を歩んだか、を浮き彫りにする。

10 紫　式　部　伝 同　上 同　上

この作者の精神生活のありように注意しながら、物語創
作の必然や意義について考える。

11 『源氏物語』へ 同　上 同　上
の道

虚構の人物、光源氏の創出をはじめとして、この物語の
さまざまな特性にふれながら、作品世界の本質に迫る。

12 『源氏物語週の 同　上 同　上
世界　　　　（1＞

13 『源氏物諭の 同　上 同　上
世界　　　　（2）

この作品の表現のあり方を通して、紫式部の文体、思想、
本質を考える。

14 r紫式部日言醜 同　上 同　上
の文体と本質

菅原孝標の娘のr更級日記避にも触れながら、それぞれ
の作家・作品をあらためて考え、本講義のまとめとする。

15 女流文学の本性 同　上 同　上
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＝徒然草の遠景（’98）＝　（R）

〔主任講師：島内裕子（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　徒然草下巻の世界を辿りながら、そこで展開される批評の達成について遠望するとともに、徒然草を随筆
として捉える従来の考え方を再検討し、日本文学の中で、徒然草とは何であったのかという、新しい位置づ
けを提示する。

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）

徒然草上巻の世界を振り返り、下巻への展望を示す。

1 丁丁から遠景へ 島内裕子 島内裕子
（放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

第138段・139段を中心に、王朝文学の余韻が、な
ぜここに書かれているかを探る。

2 王朝の余薫 同　上 同　上

第140段から146段までを中心に、人間観の描かれ
方を考える。

3 人間観さまざま 同　上 同　上

世間とのかかわりについて、兼好がどのように捉えてい
たかを考える。

4 外界と内界 同　上 同　上

上巻と比べて、下巻の書き方には、どのような特徴がみ
られるかを探る。

5 筆法の変化 同　上 同　上

徒然草に多数みられる有職故実の章段を、新しい視点か
ら捉え直す。

6 時間の遠景 同　上 同　上

徒然草における批評の到達点について考える。

7 批評の達成 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）

徒然草に登場する個性的な人物群像と、人間の普遍性に
ついて考える。

8 個性と普遍 島内裕子 島内裕子

徒然草末尾の数段に現れる兼好の心情を探る。

9 兼好の憂愁 同　上 同　上

徒然草最終段をあぐって、なぜここで欄筆されたのかを
考える。

10 八つになりし年 同　上 同　上

徒然草執筆終了後から最晩年までの、兼好の事跡を辿る。

11 晩年の兼好 同　上 同　上

室町時代から近世にかけて、徒然草が再発見される過程
と、徒然草研究の開始について概観する。

12 徒然草の復活 同　上 同　上

芭蕉や宣長たちにみる徒然草の影響力について考える。

13 近世における 同　上 同　上

徒然草

近代における徒然草研究史、および近代の文学者への影
響力について考える。

14 近代における 同　上 同　上

徒然草

日本文学における徒然草の位置付けを、文学史の中に遠
望し、徒然草とは何であったのか、その新しい文学像を提

15 徒然草とは何か 示する。 同　上 同　上
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＝： 坙{語の変遷＝＝（R）

〔主任講師：山口明穂（中央大学教授）〕

全体のねらい
　日本語の現在の姿をよく知るために、これまで日本語がどのように変化して来たかを知る。主要な要素の
面から、時代の面からと二方面から観察し、理解を深めることを求める。

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 概　　　　　説

　日本語の変遷の全体の流れを概観し、どのように時代区
ｪするか等の問題を含めて、日本語の全体像を考えること
�ﾚ指す。

山口明穂
i中央大学

ｳ授）

山口明穂
i中央大学

ｳ授）

2 漢字の移入

　漢字が中国から移入されて来た後、どのように日本語の
?ﾉ定着したか、音と訓との関係を含めて、初期の漢字の
gわれ方を考える。

杉浦克己
i放送大学

赴ｳ授）

杉浦克己
i放送大学

赴ｳ授）

．3

漢字の働き

　漢字が日本語の中に定着した後、どのような発展を遂げ
ｽか、日本語の文字文化を形成する上での漢字の果たした
�пA西欧文化の流入に際して漢字をもとに過去の人々が
ﾇのように対処したかを考える。

山口明穂 山口明穂

4 五十音図の成立

　五十音図は日本語の発音体系を示したものであるが、成
ｧの過程、その後の日本語の中で果した役割を考える。 月本雅幸

i東京大学
赴ｳ授）

月本雅幸
i東京大学

赴ｳ授）

5 仮名の成立

　独自の文字を持たなかった日本語で、漢字をもとに日本
黷ﾉ適した文字体系である仮名文字が作られるが、成立の
ﾟ程を始め、それが日本語の言語生活の中で果した役割を
lえる。

同　上 同　上

6 文法の変遷

　日本語の文法はどのように変化したか、その変化の中側
ﾉある日本語をもとにした人々の考え方の変化をも含めて
lえる。 山口明穂 山口明穂

7 擬　　古　　文

　平安時代の仮名文が成立した後、後の時代の人達は、仮
ｼ文で出来上った体系を模す形で、書記生活を送るように
ﾈる。平安時代の言葉を研究し、それに従った言葉を綴る
ｶ活をしたのである。その擬古文の実態、変らざるように
ｩえながらも、そこにどのような変化があったかを考える。

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）

奈良時代の言葉はr万葉集』を中心に考えられるる言葉
であるが、その実態を考える。

8 奈良時代の言葉 杉浦克己 杉浦克己

平安時代の言葉は、大きく分けて仮名文と漢文訓読文と
に分けることができる。仮名文は、　r源氏物語』を始めと

9 平安時代の言葉 して多くの文学作品に綴られた言葉であるが、その実態を 山口　明穂 山口　明穂
（仮名文） 考える。

経文を始め、漢籍を読む言葉は平安時代に独自の世界を
作り上げた。同じ時代の仮名文との関係を含めて、平安時

10 平安時代の言葉 代の漢文訓読語の実態を考える。 月本雅幸 月本雅幸
（漢文訓読文）

武士の時代となる鎌倉時代に於いても、文化の中心には
前代と同様に京都の公家を中心とした人達がいた。言葉も

11 鎌倉時代の言葉 京都を中心とした言葉となる。しかし、前代と変らないよ 山口明穂 山口明穂
うに見えるこの時代の言葉にも、少しずつ新しい傾向が見
られるようになる。その実態を考える。

室町時代には、キリシタン資料を中心に新しい言葉が見
られるようになる。そこに使われている言葉は現在我々の

12 室町時代の言葉 周囲の言葉と似た点が多く見られる。一つの考え方で、こ 同　上 同　上
の時代を近代語の始りとする考えがあるが、そのようなご
の時代の言葉を考えての結果である。その実態を考える。

江戸時代の言葉は、前期上方を中心にした時代と後期江
戸を中心にした時代とにわけることができる。ここでは、 坂梨隆三 坂梨隆三

13 江戸時代前期の 前期上方語を考える。 （東京大学 （東京大学

言葉

（

教授） 教授）

18世紀半ば以降、文化の中心が上方から江戸に移り、江
戸を中心にした地域の言葉が分るようになる。その実態を

14 江戸時代後期の 考える。 同　上 同　上
言葉

幕末から明治時代にかけて西欧文化が流入し、日本語も
大きく変わろうとするが、その実態を考える。 鈴木英夫 鈴木英夫

15 明治以降の言葉 （白百合女 （白百合女

子大学教授） 子大学教授）
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＝日本語教育概論＝（TV）

〔主任講師：水谷信子（明海大学教授）〕

全体のねらい
　この講義は日本語教育の基礎知識を与えることを目的とする。具体的にはコミュニケーション能力をつけ
るという学習目的に合った教育方法を考察するとともに、日本語を客観的にとらえる態度を養うことを主眼
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 日本語教育の
ﾓ義

　日本語教育の現状。日本国内・海外の学習者の数や学習
ﾚ的など。学習目的に合った教育の重要性。外国語教育と
ｵての日本語教育のためには、日本語そのものの知識と学
K者に対する態度が大切であることを確認する。

水谷信子
i明海大学

ｳ授）

水谷信子
i明海大学

ｳ授）

2 日本語の教室

　日本語の実際を少しでも体験するために、日本語の教室
ﾉ身をおいたと仮定して、入門期の授業、初級の文型練習、
?奄ﾌ読解、討論の練習などの典型的な教室作業を見て、
ｳ育上の問題点を考える。

同　上 同　上

3 入門期の指導

　入門期から初級の指導項目、授業計画、目的に合った教
�@、教科書、最初の授：業の前の準備、基本的な練習方法
ﾆ基本的な語彙の導入、教材・教具の使い方、指示の与え
禔A発音練習の方法など、入門期の指導を考える。

同　上 同　上

4 音声の指導

　日本語の音声の指導法を具体的に考察する。拍感覚の重
v性、母音・子音の中で気をつけるべきもの、母音の連続、
｣音、　「ん」の発音、口蓋化、有気と無気、無声化、アク
Zント、プロミネンス、イン．トネーションなど。

同　上 同　上

5 「こそあど」等

ﾆ場面性

　「こそあど」の体系、　「こそあど」の提示と練習、　「こ

ｻあど」の場面性の考察。場面から来る「省略」と「完全
ｶ」、単文と談話の違い、構造練習と談話練習、具体的な
繒K方法から、自然な日本語を教えることを考える。

同　上 同　上

6

動詞を中心とし
ﾄ（1）

　動詞を中心とした指導項目についての考察。国文法との
痰｢、動詞と助動詞、　「～ます」から始める方法、普通形への移行、動詞の活用の型、　「～て形」と補助動詞、　「～

ﾄいる」の導入、　「た」の用法などを考える。
同　上 同　上

7 助詞と接続

　外国人にとって習得しにくいとされる助詞の指導法。助
撃ﾆ動詞をむすびつけて練習させる方法と助詞の用法の理
�B助詞と動詞・形容詞・形容動詞の接続の誤用。　「頭が痛いんです」の「ん」の用法。文と文の接続など。

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）

願望を表す「～たい」と「～たがる」、可能形、使役形、
受け身形の用法と指導法の考察。日本語の受け身表現は外

8 動詞を中心とし 国人学習者にとって習得が困難とされるが、人間関係を中 水谷信子 水谷信子
て（2） 心として具体的に動作を伴って考える方法を考える。

「やりもらい」表現の特殊性と効果的な指導法の考察。
補助動詞としての用法。尊敬表現・謙譲表現。家族の呼称。

9 「やりもらい」 語彙による待遇表現。親愛表現・内と外。身体表現。話し 同　上 同　上
と待遇表現 手と聞き手との距離などを考える。

話し方と聞き取りの向上のための実際的な指導方法。あ
いっちの理解。文完成練習の効果。わくの中での練習と自

10 話し方と聞き取 由会話。録音による話し方指導。ミニマルペアを利用した 同　上 同　上
りの指導 聞き取り指導。文構造と音声の両面から指導。

日本語の語彙と表記の特徴と指導法を考える。語彙と文
体。語彙の与えかた。基本語彙と基本漢字。類義語の説明

11 語いと表記 能力の養い方。外来語の指導。擬i声・擬態語の基本的な傾 同　上 同　上
の指導 向。表記の指導法などを考察する。

中上級の指導法と読解。文体の違い。学習者の準備方法。
理解の確認方法。読んだことを話させる、聞かせる、書か

12 読解と総合練習 せる、応用練習をさせるなどの総合練習によって全般的な 同　上 同　上
能力の向上を図ることを考える。

中上級の段階で特に必要な補助動詞と形式名詞について
の考察。　「ている」と「てある」、　「てくると」　「ていく」

13 補助動詞と形式 の対応：「こと」　「わけj　rため」　「もの」　「ところ」 同　上 同　上

名詞 「はず」等の用法説明と例文作成の方法を考える。

日本人の話し方の特徴。感謝の表現と謝罪表現、　「やつ
ばり」の用法。　「お茶でも」　「お茶をのんだり」などの例

14 人間関係と言語 示表現と間接表現。　「おかげさまで」など理解しにくい挨 同　上 同　上

生活 拶。性別・地域・世代の違い、学習者のアイデンティティ
の問題の考察。

教育の上での評価の意義。試験と評価の関係。試験の目
的と利用法。試験問題の作り方。作文や話し方の評価等。

15 評価と指導 講義全体の結びとして、これまで学んだ基本的な教授法の 同　上 同　上

応用法と、今後の研究課題や研究方法を考察する。
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＝書誌学・古文書学＝（TV）

〔主任講師：杉浦克己（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　古い時代の文献資料を読むためにはどのような知識が必要なのだろうか。様々な種類の文献資料を示すこ
とによって、日本語の文字や表記法の変遷を解説し、　「書く」ことの発達とその意味について考えると共に
それらの文献資料の取扱いの実際や、読解のための基本的な知識を概説する。

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 「書く」という

ｱと

　人間は書くことによって、コミュニケーションの範囲を
蛯ｫく拡大すると共に、情報（記憶）を外部に保持できる
謔､になった。身近な例でこのことを説明する。
@漢字の輸入によって始まった、日本語の書記法の初回的
ﾈ姿を紹介する。

杉浦克己
i放送大学

赴ｳ授）

杉浦克己
i放送大学

赴ｳ授）

2 上代の書記法

　上代の一般的な書記法（漢文＋固有名詞の万葉仮名書き）
ﾉよる資料を紹介し、漢字の様々な用法とその読解の実際
��烽ｷる。特に漢文（変体漢文）が、日本語の表記法と
ｵて決して十全なものではなく、いかに読むべきかが常に
竭閧ﾆなることに留意する

同　上 同　上

，3 紙と筆記用具

　紙（和紙）の製造工程を紹介し、その特色や性質を示す
ﾆ共に、紙の種類や歴史的な変遷を解説する。特に紙の使
pが書記言語の発達に果たした役割を考える6
@筆、墨、硯等の筆記用具について解説する。

同　上 同　上

4 書物の形状と

@　　　取扱い

　単に紙に書き留めていただけのものから、書物としてま
ﾆまったものへ発展して行ったことの意味を考え、書物の
纒¥的な形状とその歴史的変遷を実物（または複製品）に
謔ﾁて示し、その取扱い方について留意すべき事項を解説
ｷる。

同　上 同　上

5 保存・修補と

@　閲覧の実際

　文献資料の保存（温度や湿度等の管理、虫・鼠などの害
ｩらの保護、散逸の防止など）や修補（補綴や二半等の補
Cなど）の実際を紹介すると共に、資料閲覧時の基本的な
S構えや留意事項を、実際に図書館訪問して解説する。

同　上 同　上

6 読解の実際
i平仮名文書）

　平仮名の生まれた背景や発達について解説すると共に、
ｽ仮名書き文書変体仮名文）の読解の実際を解説する。特
ﾉ墨継ぎや行替え、異体仮名の使用によって、より効果的
ﾈ書記法になっていることに留意し、日本語独自の書記法
ﾆして発展して行った過程をたどる。

同　上 同　上

7 読解の実際
i漢文文書）

　長年にわたって日本語の公式文書の書記法として代表的
ﾈものであった漢文及び変体漢文文書を紹介し、その読解
��烽ｷる。特にこれらの書記法が、漢字の「意味」を媒
薰ﾉして成立しているものである点に留意する。また行草
相ｿ字の読み方の基本的事項を示す。

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）

漢籍や仏典などの漢文資料を紹介し、訓読資料の言語資
料としての価値と、そこから明らかになる国語史的な事実

8 読解の実際 について概説する。片仮名やヲコト点の実際を示す。 杉浦克己 杉浦克己
（訓点資料） 特に平安時代以降、日本語に和文三三と漢文訓読語の二

層があったことに留意する。

漢文訓読によって発達した片仮名の変遷を紹介すると共
に、代用的な片仮名文書の読解の実際を示し、なぜ平仮名

9 読解の実際 と片仮名の二種が生まれ、用いられてきたかを考える。ま 同　上 同　上
（片仮名文書） た、片仮名文書から明らかになる国語史的な諸事実を解説

する。

各時代におけつ書状の形式の実際を紹介すると共に、そ
の典型例を取り上げて、読解の実際を示す。また、書簡文

10 読解の実際 の定型性やいわゆる書簡用語の生まれた背景を考える。 同　上 同　上
（書　状） 特に、これまで学習した仮名文書や漢字文書の読解の復

習的な意味を持たせる。

和歌色紙や装飾経など、美術的な価値の高い文献資料を
紹介する。特に、それらが「古筆」として珍重されてきた

11 古　　　　　筆 歴史を解説すると共に、主に古筆手鑑の類を通覧すること 同　上 同　上
によって、書法や書風の変遷を概観する。

版木の実物を示し、摺刷の実際を紹介すると共に、印刷
技術の発達を概説し、それが文字文化の普及に果たした役

12 版　　　　　本 割の意味を考える。特に製版印刷と活字印刷の違いをわか 同　上 同　上
りやすく解説することに留意する。

様々な古辞書を紹介することによって、日本における辞
書の歴史を概観し、　「読むための辞書」「書くための辞書」

13 辞書の歴史 の発達と、それらが生まれ用いられてきた背景を考える。 同　上 同　上

古典を読む上での不可欠な基本的作業としての「校合
（本文批判）」を実例に基づいて紹介し、その意味を考え

14 校　　　　　合 る。特に、作者と読者との間に書写者が介在することをど 同　上 同　上
うとらえるべきか、という点に留意する。
また交合に際して問題となる異体字についての考え方を、

実例に基づいて解説する。

日本語の書記法の変遷を概観すると共に、現代の日本語
の書記法の成立の背景を考え、仮名遣いや異体の文字など、

15 書記法の変遷と 現代の書記法の抱える問題を考える。またこれから後、大 同　上 同　上
現代の書記法 きく変わって行くであろう書記法について考え、講義全体

のまとめとする。
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＝中国古典詩学＝（TV）
〔主任講師：佐藤　　保（お茶の水女子大学長）〕

全体のねらい
　中国の伝統的な詩（古典詩）について、その基本的な詩観・形式・技巧・主題等いわゆる「詩法」の基礎
を学習し、豊かな内容をもつ中国の詩を享受する具体的な方法を習得するの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 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

中国の詩の歴史を概観しながら、併せて中国人の詩に対
中国詩概観α） する考え方を説明する。第1回は唐以前の時期について講 佐藤　　保 佐藤　　保

1 r詩経』から南 回する。 （お茶の水 （お茶の水

北朝まで 女子大学長） 女子大学長）

前回に引きつづき、唐以後、新しい近代詩が出現する20
中国詩概観（2） 世紀初頭の文学革命の時期までの詩の流れと三二について

2 階・唐詩から文 述べる。 同　上 同　上
学革命まで

中国の詩の媒体である漢字の特色、漢字の音に基づいて
生まれた詩の韻律・句法等、形式の基礎となることがらを

3 中国詩の形式（1） 講義する。 同　上 同　上
韻律と句法

前回の学習をもとに、中国の伝統的な詩形の分類とそれ
それの特徴・規則等をまとめる。

4 中国詩の形式（2） 同　上 同　上
古体詩と近体詩

中国詩の形式と関連して、以下の4回にわたって詩の技
巧について考察する。最初は対句の意味及び種類を検討す

5 中国詩の技巧（1） る。 同　上 同　上
対句法

詩の用語のうちから、双声・畳韻及び畳語を取り上げて
検討する。

6 中国詩の技巧（2） 同　上 同　上
双声・畳韻

省略法・倒置法等によって詩句がどのように構成される
か、またなぜそのような手法が用いられるのかを検討する。

7 中国詩の技巧（3） 同上 同上
省略法・倒置法
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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）

詩の内容を豊にする典故と詩語の実際、それらの用法等
を検討する。

8 中国詩の技巧（4） 佐藤　　保 佐藤　　保
典故・詩語

以下4回にわたって、中国詩の重要なテーマ（主題）に
中国詩のテーマ ついて検討する。最初は政治とのかかわりの検討である。

9 （1） 科挙と詩の関係等についても言及する。 同　上 同　上
政治と仕官

政治社会への参加とは対局に見える隠棲への志向、自然
中国詩のテーマ への憧憬をテーマとする作品や詩人について検討する。

10 （2） 同　上 同　上
隠棲と自然

旅と必ずそれに伴う別離について、旅する人と残された
中国詩のテーマ 者の情感がどのように詩に表現されるかを検討する。

11 （3） 同　上 同　上
行旅と別離

書画・音楽等、詩は諸芸術と深いかかわりをもつが、詩
中国詩のテーマ の効用・役割についての考察も含めて、中国詩のテーマを

12 （4） まとめる。 同　上 同　上
書画・音楽と詩

中国の伝統的な詩人のありかたを歴史的に概観すると同
時に、女性詩人の活躍についても考察する。

13 詩人の生活 同　上 同　上

詩集の成立・伝承、テキストと解釈の問題、歴代の詩を
研究する場合の参考文献等について述べる。

14 詩のテキスト 同　上 同　上

本講義のまとめとして、中国詩と日本文三等との関係、
さらには伝統的な詩が今日においても生き続けている現状

15 中国詩の広がり について考察する。 同　上 同　上
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＝中国における小説の成立＝　（R）

〔主任講師：竹田　晃（東京女子大学教授）〕

全体のねらい
　中国においては、上代8世紀末になって初めて小説らしい小説一伝奇一が出現した。本講義では、こ
の伝奇が発生するまでのいわば中国小説前史ともいうべき流れを講じ、さらに唐の伝奇の発生と流行の情況、
及び伝奇の特徴を説明する。これによって受講者が中国小説史の基礎的な問題点を理解してくれることを期
待する。

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 〈　序　章　〉

?曹ﾌ小説

　3000年にわたる中国の文化の歴史の中に小説らしい小説
ｪ現れるのは8世紀末になってからである。しかし、この
謔､な作品群は突然出現したわけではない。中国小説史を
¥想する場合には、このような作品群を生み出すに至った
Lかな伝統に配慮する必要がある。

竹田　　晃
i東京女子

蜉w教授）

竹田　　晃
i東京女子

蜉w教授）

2 〈小説前史1＞

_話と伝説

　まずわれわれは、〈小説〉という話がが中国でいかなる
T念で用いられてきたかを考えると同時に、小説らしい小
烽�ｶみ出すに至った伝統を追求するという意味で、民族
Iなエネルギーとロマンを包含する神話・伝説の類を小説
jの中に位置づけて考えてみたい。

同　上 同　上

3 〈小説前史2＞

附¥文学の伝統

　近代小説の特徴の一つとして、　〈虚構〉の中で作者の思
zを展開することがあげられる。中国では、小説の成立以
Oにすでにこのような虚構文学の伝統が存在している。こ
ﾌような観点から、先秦の思想家の文章に用いられた寓話、
湯uの賦について考えてみたい。

同　上 同　上

4

〈小説前史3＞

j伝の小説的特

･

　古代中国にはr春秋左氏伝』　r史記』　r戦国策』などい
ｭつかの歴史書が著されている。これらはいずれも単なる
ｳ味乾燥な記録ではなく、個性ある人物像を形成し、感動
Iに伝える歴史文学としての特徴を備え、小説史の中にも
ﾊ置づけることができる。

同　上 同　上

5

〈怪異を語る伝

揩P＞
qは怪力乱神を
黷轤ｸ

　現実的な実践倫理を説く儒家思想に支配されていた古代
?曹ﾌ知識人のあいだでは、人間にとって不可知な怪異を
福ﾉすることをタブーとされていた。にもかかわらず人び
ﾆは怪異を語ることを好み、その痕跡は文献資料にきわめ
ﾄ数多く遺されている。

同　上 同　上

6

〈怪異を語る伝

揩Q＞
Z朝志怪の流行

　後漢王朝滅亡後、政治的社会的には混乱の時代を迎えた
ｪ、文化の面では清新で活発な状況を生じた。その中で、
m識人のあいだに怪異を語り、記録する風潮が盛んになり、
｢わるゆく六朝志怪〉の流行を見るに至った。仏教の影響
烽ｱの風潮に拍車をかけた。

同　上 同　上

7

〈怪異を語る伝

揩R＞

ｧ教の影響

　志怪に語られる怪異の内容は多様であるが、人間の死後の魂、つまり幽霊及び霊界に関する話が比較的多く、そし

ﾄ面白い。これらの話は本来中国独自の観念や宗教的信仰にもとつくものであるが、六朝後半には仏教の因果応報・

]生輪廻の観念の影響が顕著になった。

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）

中国では人間を描く伝統は主として歴史書の列伝という
〈人間を見つめ 形で形成されてきたが、六朝時代になって、それとは一風

8 る確かな眼〉 変わった趣きの、実在の人物のエピソード集が著された。 竹田　　晃 竹田　　晃
r世説新語岨の 劇毒慶のr世説新語』がそれであり、小説史上にユニーク

世界 な役割を果している。

唐は南北両朝の文化を総合し、スケールの大きな、また
多彩な独特の唐文化を花開かせた。小説史の流れの中にお

9 〈三代伝奇1＞ いても、8世紀半ばになって初めて個人の創作と言える作 同　上 同　上
伝奇発生の背景 品群が著された。なぜこの時期にこのような作品が出現し

たのか。その文化的社会的背景を考える。

六朝志怪の基本的特徴は、怪異を事実として認識し、そ
れをそのまま記録に留める点にある。唐代に入ると、題材

10 〈唐代伝奇2＞ は同じく怪異に取りながら、それを単なる記録ではなく、 同　上 同　上
記録から物語へ 物語として読者に面白く読ませようとする工夫の見られる

作品が出現した。

中国には古くから人間と神仙界との交流に関する話が数
〈唐代伝奇3＞ 多く伝えられている。唐になってこれら先行の説話を踏ま

11 夢幻的で華麗な えて新しい仙：境訪問の物語が出現した。丁丁のr遊仙窟』 同　上 同　上
r遊仙窟遜の世 がそれである。夢幻的かつ華麗な、いかにも三代らしいこ

界 の物語の雰囲気に浸ってみたい。

三都長安は国際的な大都会であった。この花の都は伝奇
のような物語にとっては格好の舞台となる。この長安にく

12 ＜唐代伝奇4＞ りひろげられるさまざまな人間模様を、情愛（「任氏伝」） 同　上 同　上
三都長安と伝奇 ・仙（「杜子春伝」）・挾（「無双伝」）という三つのテ

一マについて捉えてみたい。

安禄山の大乱後も唐の政情は安定しなかった。このよう
〈唐代伝奇5＞ な情況の中で有為転変を身をもって体験した官僚の中に、

13 物語による抽象 社会や人生の問題を伝奇の形で追求しようとする者が現れ 同　上 同　上
的な観念の追求 た。彼らは名利の空しさ、人生のはかなさという抽象的な

観念を密度の濃い物語の中に盛りこんだ作品に完成させた。

唐の伝奇が怪異に取材しながら物語性に富んだ作品に昇
回していることはすでに述べた。ところが、伝奇の中に

14 〈三代伝奇6＞ まったく怪異の要素のない物語がついに出現した。白三三 同　上 同　上

怪異からの脱却 「李娃伝」・元三「三三伝」がそれである。これは中国小
説上実に画期的なことであった。

伝奇のような文言小説は唐以後の知識人の文学として書
き続けられるが、三代になると市民も文化を享受できる情

15 伝奇以後の中国 況が生まれ、その中から白話小説が出現する。白話小説は 同　上 同　上

小説史の展開 明代に大いに発展し、　r水濤伝』やr三国志演義』のよう
な雄大なロマンも世に現れた。そして中国の小説史の流れ
は、近代文学へと導かれてゆく。
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＝歴史考古学＝（TV）
〔主任講師：白石太一郎（国立歴史民俗博物館副館長）〕

全体のねらい
　考古学は、遺跡・遺物から人間の歴史を考える学問であり、その対象とする時代は文献史料のない先史時
代に限定されるわけではない。日本でも最近では、古代はもとより、中世や近世の遺跡も発掘の対象になり、
文献史料のみでは明らかにしがたい歴史の実像がっぎつぎと解明されている。この講義では、過去20年ほど
の間に研究の著しく；進んだ飛鳥・奈良・平安時代を対象とする考古学的研究の成果を紹介する。

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）

3世紀後半以降300年間造られ続けた前方後円墳の造営
が飛鳥時代のはじめに停止され、以後7世紀代を通じて古

1 古墳の終末 墳が大きく変貌し、ついに終末をむかえる過程を示し、そ 白石太一郎 白石太一郎
れが古代国家体制の整備と対応することを示す。 （国立歴史 （国立歴史

民俗博物館 民俗博物館
副館長） 副館長）

藤原京以前の諸宮について、前期難波宮や大津：宮をもふ
くめてその変遷と構造の変化を示すとともに、古代国家の 大脇　　潔 大脇　　潔

2 飛鳥の諸宮 形成過程と関連させて考える。 （近畿大学 （近畿大学

助教授） 助教授）

藤原京・藤原宮の調査研究の成果を示し、律令国家の成
立と関連させて説く。また日本の都城制の源流についても

，3 藤原京の出現 ふれる。 同　上 同　上

飛鳥寺、山田寺など発掘調査の成果を具体的に示すとと
もに、古代寺院の変遷過程やその建立の意味、仏教の隆盛

4 飛鳥・白鳳の について説く。地方寺院についてもふれ、その広範な造立 同　上 同　上
寺院 の意味をさぐる。

平城京・平城宮の調査研究の成果を示すとともに日本の
古代都市の特質についても説く。最近の長屋王邸の調査成 町田　章 町田　　章

5 平城京と平城宮 果にもふれる。 （奈良国立 （奈良国立

文化財研究所 文化財研究所

平城宮跡発掘 平城宮跡発掘
調査部長） 調査部長）

奈良・平安時代の国府、郡家のあり方を解説し、律令制
にもとずく地方支配のシステムを説く。古代の交通につい 阿部義平 阿部義平

6 国府と郡家 てもふれる。 （国立歴史 （国立歴史

民俗博物館 民俗博物館
教授） 教授）

律令体制下の村落の実態を最近の調査成果にもとずいて
示し、民衆の生活のあり方と支配のシステムの両面から考

7 古代の村落 える。東西の差についてもふれる。 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）

古墳の終末以降、奈良・平安時代の：墳墓のあり方を具体
的に示し、墓誌をともなう墳墓の実例から葬送の実態や人

8 火葬墓と墓誌 びとの意識をさぐる。 白石太一郎 白石太一郎

沖ノ島の祭祀遺跡やその出土遺物を紹介し、古代の神ま
つりについて考える。沖ノ島以外の遺跡や遺物にもふれる。

9 沖ノ島と古代の 同　上 同　上
神まつり

太宰府と鴻臆想に関する最近の調査成果を紹介し、その
機能や役割を考える。また貿易陶磁を通して大陸との交渉 亀井明徳 亀井明徳

10 太宰府と鴻臆館 についてもふれる。 （専修大学 （専修大学
教授） 教授）

多賀城の調査成果を紹介し、その役割について考えると
ともに、古代の東北、特に蝦夷の問題をとりあげる。平泉 岡田茂弘 岡田茂弘

11 多賀城と古代の の最近の調査成果にもふれる。 （国立歴史 （国立歴史
東北 民俗博物館 民俗博物館

教授） 教授）

古代遺跡出土の文字史料としての木簡と漆紙文書をとり
あげ、その解読や史料化の方法にもふれ、具体的な研究成 平川　　南 平川　　南

12 木簡と漆紙文書 果を紹介する。 （国立歴史 （国立歴史

民俗博物館 民俗博物館
教授） 教授）

最近の調査の成果にもとずき、平安時代の長岡京・長岡
宮、平安京・平安宮の実像を示す。 山中　章 山中　　章

13 長岡京・平安 （三重大学 （三重大学

京の実像 教授） 教授）

古代の生産のあり方や物資の流通の実態について、土器
土器の生産と を中心に考える。 吉岡康暢 吉岡康暢

14 流通 （国立歴史 （国立歴史

民俗博物館 民俗博物館
教授） 教授）

奈良・平安時代の北海道と南島には、本州・四国・九州
とはまた別個の文化があり、別個の歴史が存在した。現在 藤本　　強 藤本　　強

15 8～10世紀の北 までに明らかにされているところを紹介するとともに、奈 （新潟大学 （新潟大学

海道と南島 良・平安文化との交流関係にもふれる。 名誉教授） 名誉教授）
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＝＝ 坙{の古代＝（TV）
〔錐難：齢和孝懸踏女三三三図勘

全体のねらい
　日本の原始・古代を概観する。おおむね前回の「日本古代史」と同じ範囲を扱うが、近年いちじるしい古
代遺跡の発掘の成果の紹介は、平成7年度開始の科目「歴史考古学」にゆずり、この科目では政治・経済・
文化の展開を述べ、歴史上の人物にも重点を置く。

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）

①考古学と文献史学
②素材と工具 青木和夫 青木和夫

1 研究の歴史と ③研究の実例 （お茶の水 （お茶の水

方法 女子大学名 女子大学名
誉教授） 誉教授）

①旧石器時代
②縄文時代 鷹野光行 鷹野光行

2 列島文化の形成 ③列島外との交流 （お茶の水 （お茶の水

女子大学教 女子大学教
授） 授）

①稲作の受容と広がり
②弥生時代の社会

3 耶馬台国から統 ③統一国家への道 同　上 同　上

一国家へ

①ヤマト政権
‘②憎憎帝国

4 ヤマト政権と ③飛鳥時代 青木和夫 青木和夫
飛　鳥　文　化

①大化改新
②白村江の敗戦と天三朝

5 大化改新と ③壬申の乱と天武・持統朝 同　上 同　上

壬　申　の　乱

①大宝律令と「日本」

②大宝律令の構造 吉田　孝 吉田　孝
6 律令国家の構想 ③文書行政のシステム （青山学院 （青山学院

大学教授） 大学教授）

①女帝と藤原氏
②律令制の浸透と社会の激動

7 奈良時代の政治 ③揺れ動く天皇の正当性 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遣唐使
②国分寺と東大寺

8 天　平　文　化 ③正倉院宝庫 青木和夫 青木和夫

①光仁朝の改革
②桓武と革命思想

9 新しい王朝の成 ③薬子の変と嵯峨天皇の宮廷 吉田　　孝 吉田　　孝
立

①藤原北家の進出
②公営田と富豪 梅村恵子 梅村恵子

10 摂　関　政　治 ③延喜・天暦の治 （川村学園 （川村学園

女子大学教 女子大学教
授） 授）

①御堂関白記と小右記
②儀式と政務

11 都　の　人　々 ③承平・天慶の乱 同　上 同　上

①外戚と国母
②竹取・宇津保から源氏・蜻蛉へ

12 古代 ③浄土の救済 同　上 同　上
～家族とくらし

①承平・天慶の乱
②尾張国解文 上杉和彦 上杉和彦

13 受領と地方支配 ③時範記 （明治大学 （明治大学

助教授） 助教授）

①院政の成立
②荘園の類型

14 院政の成立とそ ③武士の成長 同　上 同　上
の基盤

①日本史上の古代
②世界史上の日本古代

15 日本古代の ③時代区分論 吉田　　孝 吉田　　孝

歴史的特質
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＝日本の中世（998）＝　（R）

〔主任講師：五味文彦（東京大学教授）〕

全体のねらい
　日本の中世社会の歴史とその特質を明らかにすることを第一のねらいとして、さらにそれが現代社会とど
う関わっているのかを考えることとする。中世社会のあり方は混迷する現代社会を考える手がかりともなる。

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）

中世社会の時代区分やその特徴について通観する。中世
社会の歴史を学ぶための史料や学習・研究の意義について

1 中世という時代 も考える。 五味文彦 五味文彦
（東京大学 （東京大学

教授） 教授）

源平の争乱や、朝廷との交渉を経て、以降700年存続
する“武士の政権”が誕生する。鎌倉幕府の歩みを追いな

2 幕府の誕生と がら、武士とはいかなる存在なのかを考えてゆく。 本郷和人 本郷和人
成長 （東京大学 （東京大学

助手） 助手）

鎌倉幕府の成立は朝廷のありように多大な影響を与えた。
幕府と共に歩もうとする者、激しく対立する者。個性豊か

3 廟堂の群像 な朝廷の指導者たちに言及しながら、朝廷の政治・経済を 同　上 同　上
概観する。

中世社会を知る手がかりになる史料には、文書と日記が
ある。両史料を読みこむことにより、人々のいぶきにふれ

4 文書と日記の る。また文書、日記の残存状況を考慮しながら、文学史料 同　上 同　上

世界 の可能性にも言及する。

京の都では朝廷の文士が優雅に文化空間を生成し、地方
では武士を中心に新しい文化が置くまれてた。彼らの日常

5 都　と　鄙　の を復原しながら、鎌倉文化の特質に迫る。 同　上 同　上

遊びとくらし

モンゴルの来襲は日本社会に大きな衝撃を与えた。御家
人制はゆらぎ、それを抑えるために幕府は専制へと歩み始

6 蒙　古　来　襲 める。幕府の姿勢と在地領主たちとの矛盾は増大し、また 同　上 同　上

悪党が活発な行動をみせる。

天台・真言両三は朝廷と深く結びつき、　“仏法と王法は
車の両輪”といわれた。両宗は貴族化し、人々の救済はな

7 再生する仏教 おざりにされていたが、やがて天台宗の中から新しい仏教 同　上 同上
が誕生する。
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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）

蒙古襲来の打撃、貨幣経済への対応に苦しむ幕府に対し
て、朝廷は承久の乱の敗北後、着実にカを蓄えていった。

8 中世社会の転換 やがて朝廷は後醍醐天皇の指導のもとに討幕を成功させる。 本郷和人 本郷和人
二二の関係を述べながら、中世社会が転換していくさまを
述べる。

建武の新政から南北朝動乱；期にかけての政治・経済・社
会の動向を、この時代を活写した軍記物語r太平記遍に拠

9 r太平記』の りながら概観する。国人一揆の形成や荘園の生活、請負代 櫻井英治 櫻井英治
時代 官の活動といった地方の動向にも言及する。 （北海道大 （北海道大

学助教授） 学助教授）

室町幕府の最盛期であり、また将軍専制化の時代ともい
われる義満・義持・義教の三代から応仁・文明の乱にいた

10 室　町　殿　と るまでの政治過程を、将軍と守護大名との対抗関係や家の 同　上 同　上
守　護　大　名 企業体的性質等に着目しながら概観する。

日本の伝統文化の原型といわれる室町文化（南北朝・北
山・東山文化）の実像を、室町幕府の財政体質や唐物好み

11 「日本文化」の の盛衰、世阿弥・心敬の芸術論等に着目しながら明らかに 同　上 同　上
生成 し、その後の戦国～桃山文化との系譜関係を考える。

室町～戦国時代に形成され、その後の日本社会を長く規
回してゆくことになった村（惣村）と町の成立過程とその

12 村と町の誕生 構造・特質等について検討し、日本における自治の系譜の 同　上 同　上
ついて考える。

戦国大名の権力としての先進性を、法思想や政治理念、
権力基盤などの諸側面から解明するとともに、戦国大名の

13 戦国大名と 分国をはじめ、国・一揆、一向一揆など、さまざまな地域的 同　上 同　上
地　域　社　会 権力によって国土を分断された戦国期日本の歴史的位置を

考える。

中世日本が当時のアジア世界の中で経済的、文化的にど
のような位置を占めていたのかを、中国銭・手形の流通や

14 アジアの中の 倭冠の活動、貫高制から石高制への移行の問題などに触れ 同　上 同　上
中　世　日　本 ながら、また中国や朝鮮、蝦夷地、琉球など周辺の諸国・

諸地域の社会にも目を配りながら検討する。

中世社会が現代社会とどのように関わっているのか、歴
史的にどう位置づけられるものなのか、これらの点をこれ

15 中世から現代に までの講義の上に立って明らかにしてゆく。 五味文彦 五味文彦
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＝日本の近世（’98）＝　（TV）
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全体のねらい
　＝豊臣秀吉が全国を統合した1590（天正18）年から、徳川慶喜が政権を朝廷に返還した1868（慶応4）年ま
でを近世といい、その支配のしくみを幕藩邸という。この講義では、幕藩制の成立から解体に至るまでの歴
史的諸事象を素材としながら、近世または幕藩制が日本史・世界史のなかでどのような特質をもつのかを考
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 近　世　と　は

　第二次大戦直後の「民主化」の時期、近世（江戸時代）
ﾆは「封建性」の時代であり、それだけで否定されるべき
梠繧ﾅあった。この「封建的」の内容、また最近の江戸時
繩ﾏをも紹介して導入部とする。

高木昭作
i帯広大谷

Z期大学長）

高木昭作
i帯広大谷

Z期大学長）

2 近世の成立と太
}検地

　将軍（秀吉）・大名・家臣の武士の間の関係と、大名・
_民（百姓）の間の関係が太閤検地により同時に決定され
ｽことを説明し、あわせて太閤検地との関連で幕藩体制と
｢う概念について説明する。

同　上 同　上

3 役　と　身　分

　近世大名と戦国大名の軍隊編成方式の差、あわせて合戦
竢骰Uめの様相について指摘した後に、近世的軍団の機動
ｫをささえた役と軍隊、役と身分の関係について述べる。 同　上 同　上

4 天皇とキリシタ

　秀吉や家康のキリスト教禁止令が神仏習合理論によって
曹ｩれていることの指摘を通じて天皇の存在意義について
qべる。また日本的四夷思想について触れ、鎖国の実態と
ﾓ義に再検討をくわえる。

同　上 同　上

5 「惣無事」令と

ｳ和便武

　表題の意味を説明した後、前者が近世を通じて身分統制
ﾌ原型となったこと、後者を契機にいわゆる「徳川の平
a」がどのようにしてもたらされたか、それにともなう近
｢武士像の変化について述べる。

同　上 同　上

6

描かれた近世都
s（1）一「洛中洛外図」

ﾌ成立と展開一

　戦国末期から近世初頭にかけて、都市の諸相を描いた屏
頼Gが出現する。洛中洛外図に代表されるこれらの屏風絵
ﾍ、美術史のみならず都市史の上でも貴重な研究史料であ
驍ﾆいえる。本章では、洛中洛外図を主たる素材として取
闖繧ｰ、その成立と展開の過程を見るとともに、絵画史料
ｪ析の方法についても検討を試みる。

杉森哲也
i放送大学

赴ｳ授）

杉森哲也
i放送大学

赴ｳ授）

7

描かれた近世都
s（2）一幻の「安土図

?浴v一

　本章では、前章に続き「描かれた近世の都市」というテーマを取り上げる。前章では洛中洛外図を中心として都市

}屏風の成立と展開の過程を見たが、本章では安土の城と
驩ｺ町を描いた一つの屏風絵を取り上げる。この安土屏風
ﾉついて、関連史料から詳細を明らかにするとともに、そ
ﾌ歴史的意義について検討する。

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）

町（ちょう）は、近世の都市における最も基礎的な自治
・支配の単位である。町人たちによって構成される町中を

8 町（ちょう） その中核とする身分的な共同体でもあり、村と並んで近世 杉森哲也 杉森哲也
における最も基本的な社会集団であるといえる。本章では、
町が最も早期に成立した京都の町を事例として取り上げ、
その特質について検討する。

三都とは、江戸・京都・大阪の三つの都市を意味する。
これら三つの都市は、人口規模をとっても、江戸が約100

9 巨大都市・三都 万人、京都・大阪が約30～40万人にも達する巨大都市であ 同　上 同　上
つた。そして、いずれも幕府の直轄都市であるとともに、
幕藩制の中で固有の機能を有していた。本章では、三都が
持つ機能の特質の一端について検討する。

近年の近世史研究の新しい動向の一つとして、近世の考
古学が挙げることができる。これまで日本考古学は、原始

10 近世の考古学 ・古代を主たる研究対象としてきた。しかし、近年は中世 同　上 同　上
さらには近世をもその対象に含めるようになりつつある。
本章では、江戸を中心に都市考古学として急速に進展して
いる「近世考古学」の現状について紹介する。

享保改革を推進した徳川吉宗は、紀州藩主から幕府へ入
り8代将軍を継いだ人物であることを踏まえて、改めて幕 大口勇次郎 大口勇次郎

11 丁丁改革から 府と藩、将軍と大名の関係を検討する。吉宗は「恥辱を顧 （お茶の水 （お茶の水

見た幕府と藩 みず」大名に対し参勤交代の期間半減と引換えに、上げ米 女子大学教 女子大学教
を要求した。 授） 授）

寛政年間、幕府は「尊号一件」問題で調停を一一時対立し、
緊迫した関係にあった。明正天皇、後桜町天皇と二人も女

12 幕府と朝廷 性を即位させた江戸時代の天皇とは何なのであろうか。幕 同　上 同　上
府と朝廷との関係を「禁中並びに公家諸法度」にさかのぼ
って考えてみたい。

鎖国によって徳川の平和が保たれていたとするなら、18
世紀後半からのロシアや欧米からの開国の誘いは、たんな

13 鎖国と海防 る外交問題としてよりも幕府の独占的な国内支配体制に対 同　上 同　上
する危険信号であった。諸大名を意識した海防計画を具体
的に明らかにしたい。

天保年間、幕府は大名の国替えを意図した三方領地替え
に失敗し、江戸・大阪周辺の私領を幕領に編入しようとし

14 天保改革と領地 た上知令も撤回せざるを得なかった。将軍といえども恣意 同　上 同　上
替えの失敗 的に大名たちの領地替えをすることが出来なくなっていた

ことの意味を考える。

強固に見えた幕藩体制のシステムもペリーの来航を期に
一挙に変質した。幕末の諸事件を具体的に検討することに

15 幕藩体制の崩壊 よって、幕府と藩の関係、武士と農民の身分関係、天皇の 同　上 同　上

役割などが変質していく過程を明らかにし、合わせて明治
維新を考える。
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＝日本の近代＝（R）
〔主任講師：鳥海　靖（中央大学教授）〕

全体のねらい
　明治維新から第2次世界大戦の敗戦に至る日本の歩みについて、政治と国際関係を中心に主要なテーマを
設けて重点的に講義する。通史的概説をさけ、第8回までは「立憲政治の形成」を、第9回以降は「国際社
会における協調から孤立へ」をテーマに、それを多角的に取りあげ、日本の近代の歴史的特色と問題点を明
らかにしたい。

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）

日本の近代化についての理解と評価の変遷をたどり、あ
わせて、日本の近代化の国内的、国際的条件とその目標を 鳥海　　靖 鳥海　　靖

1 日本の近代を 明らかにして、日本の近代化の特色について考える。 （中央大学 （中央大学

どう見るか 教授） 教授）

ビ　v

加藤弘之の「隣艸」（となりぐさ）を中心に、幕末の立
憲政治論を、対外危機意識との関連で考察する。

2 明治維新前の 同　上 同　上

立憲政治論

明治5（1872）年ごろに立案された議会開設案や大久保
明治初年の立憲 利通の立憲政体に関する意見書を中心に、明治初年の政府

3 政治構想とその の立憲政治構想とそれを支える理念について検討する。 同　上 同　上
理念

民撰議院設立の建白・民撰議院論争、および明治13（18
80）年ごろピークを迎えた民権派による国会開設運動と、

4 国会開設運動と これに競合する形で進められた政府側の立憲制への動きに 同　上 同　上
明治14年政変 ついて、明治14年の政変のころまでを取りあげる。

伊藤博文らによるヨーロッパでの憲法調査、帰国後の宮
中改革、行政諸制度の改革（とくに内閣制度の確立）の具

5 憲法調査と 体的過程を明らかにし、改革：の意図について考察する。 同　上 同　上
行　政　改　革

大日本帝国憲法の制定過程における論争点を検討し、明
治立憲制における君権主義の原理と立憲主義の原理につい

6 明治立憲制の て、憲法にあらわれた天皇と議会の地位及び権限を中心に 同　上 同　上
成立 考察する。

初期議会における政府と政党の対立と妥協を予算紛争を
中心に検討し、立憲政治の運用の実際を明らかにする。

7 初期議i会の 同上 同上
政府と政党
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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 立憲政治の定着

　日清戦争後の戦後経営をめぐる第2次伊藤内閣と自由党
ﾆの提携から、憲政党内閣の成立を経て、立憲政友会の結
ｬ（明治33＝1900年）に至る過程を考察し、いわゆる1900
N体制」について検討する。

鳥海　　靖 鳥海　　靖

9 近代国家形成期
ﾌ国際環境と外
�ｭ策

　19世紀後半から20世紀初頭の日本を取り巻く国際的環境
�lえ、日本の対外危機意識と対外政策を検討する。とり
墲ｯ日露戦争における日本の勝利がもたらした国際社会へ
ﾌ衝撃と日本の国際的立場の変化を考察する。

同　上 同　上

10 東と西の狭間で

　日本の急速な強国化が、かえって欧米諸国と東アジア諸
曹ﾌ反発と警戒を受けるに至った事情について、第』次世
E大戦と戦後のパリ講和会議における日本の立場を中心に
沒｢する。

同　上 同　上

11 協調外交と軍縮

　1920年代における国際協調の外交路線と軍縮政策につい
ﾄ、ワシントン体制の形成とそのもとでの幣原外交の基本
罇jの検討を通じて考察する。 同　上 同　上

12 国際的孤立化へ

ﾌ歩み

　1930年代初めの対外危；機の深まりを背景に、満州事変の
総ﾛ的反響と国内的影響を考察し、国際連盟脱退に至る過
��ｾらかにする。 同　上 同　上

13 東亜新秩序をめ

ｴして

　日中戦争の勃発とその長期化とともに具体化された「東
汾V秩序」構想と国内における国家総動員体制の形成につ
｢て考察する。 同　上 同　上

14 第二次世界大戦

ﾆ日本

　第二次世界大戦の勃発、とりわけナチス＝ドイツのヨー
鴻bパ戦線における勝利が、日本の対外政策と国内体制の
ﾏ革に与えた影響を、南進論・日独白三国同盟の成立・新
ﾌ制運動の推進などを通じて考察する。

同　上 同　上

15 太平洋戦争とそ

ﾌ結末

　日本の「大東亜共栄圏」構想とアメリカの東アジア政策
ﾌ衝突から、日本の対米英開戦の決定過程を検討し、あわ
ｹて日本の東南アジア占領と敗戦が戦後の国際秩序にどの
謔､な影響をもたらしたか考察する。

同　上 同　上
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＝朝鮮の歴史と文化＝（R）

〔主任講師：武田幸男（名古屋市立大学教授）〕

全体のねらい
　日本に住む私たちにとって、最も近い外国は朝鮮であり、朝鮮は最も深い関係を結んできた隣国であった。
これからアジアの一員として、21世紀の世界に向かって進もうとするとき、改めて朝鮮の歴史と文化を学
ぶことの意義は大きいといえよう。

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 朝鮮半島と朝鮮

ﾌ歴史

　朝鮮半島は、長期にわたって今日まで、朝鮮それ独自の
�jと文化をはぐくんできた主な舞台であった。そこで、
ｩ鮮半島の地理上の特色をつかみ、また歴史の大きな流れ
ﾉそった道筋をたどり、朝鮮の歴史と文化を理解する基盤
ﾆする。

武田幸男
i名古屋市

ｧ大学教授）

武田幸男
i名古屋市

ｧ大学教授）

2 朝鮮神話の世界

　今日まで伝わる朝鮮神話には、檀君神話をはじめとして、
k蝸增E百済・新羅や加耶諸国（金紫加耶・大加胆）の建
草_話などがある。個性豊かなこれらの神話をとおして、
激Aジアにおいて占める朝鮮文化の位置と特徴について考
ｦる。

李　　成市
i早稲田大

w教授）

李　　成市
i早稲田大

w教授）

3 歴史の曙から古
緕ﾐ会へ

　朝鮮半島での人類の活動は、数十万年前にさかのぼる。
竄ｪて農耕社会の誕生から政治社会の成立を経て、各地の
�ｷ層の活動が活発化する。以上、およそ紀元後三世紀ま
ﾅの動向について、考古学の成果をまじえながらたどって
ﾝる。

同　上 同　上

4 古代三国の成立
ﾆ抗争

　四世紀に百済と新羅があいついで登場し、これに高句麗
ｪ加わって、朝鮮半島ではこれら三国の抗争が本格的に展
Jすることになる。ここでは、三国の成立から抗争へ、そ
ｵて新羅による統一にいたる複雑な過程をあとづける。

木村　　誠
i東京都立

蜉w助教授）

木村　　誠
i東京都立

蜉w助教授）

5 統一新羅と渤海

　七世紀後半の百済・高句麗の滅亡は、朝鮮史の転換点と
ﾈる大きな事件であった。それ以後、朝鮮半島から中国東
k部にかけ、新羅と渤海が二百年以上にわたって南・北に
ﾀ立した。この間の動向を概観し、その歴史的意味を考え
ﾄみる。

同　上 同　上

6 高麗時代の政治

ﾆ社会

　十世紀の初め、後三国を統一して高麗が成立し、十四世
I末まで五百年間にわたって朝鮮半島を支配した。中国の
ｧ度を導入しながら支配体制を整備した前期から、モンゴ
汲ﾌ侵入を契機にさまざまな問題に直面した後期にかけて
T観する。

吉田光男
i東京大学

ｳ授）

吉田光男
i東京大学

ｳ授）

7 朝鮮王朝前期の

ｭ治と社会

　十四世紀末、高麗に替わって成立した朝鮮王朝は、朱子
wを政治理念として採用し、やがて中央集権的な官僚制度
�ﾆとのえた。それから十六世紀まで、王朝前期の社会の

ﾏ化、新しい文化の発展、国際関係の変動などについての
ﾗる。

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 朝鮮の言語と文

　朝鮮人は自国の言語を記録するために漢字をどう利用し
ｽか、漢文をどう読んだか、民族の文学「訓民正音」は世
Eの文字の中でどう位置づけられるか、朝鮮語はどのよう
ﾈ言語かといった問題を考察する。

菅野裕臣
i元東京外

齣蜉w教授）

菅野裕臣
i元東京外

齣蜉w教授）

9 朝鮮の宗教と民

ﾔ信仰

　朝鮮王朝時代には儒教（朱子学）が公的な社会理念とし
ﾄ受容される一方、仏教は国教の地位を失ったが、土俗的
ﾈ信仰と結びついて民衆に浸透していった。儒教・仏教・
ｹ教・風水地理・巫俗など、民間信仰の特質とその社会的
w景を考える。

伊藤亜人
i東京大学

ｳ授）

伊藤亜人
i東京大学

ｳ授）

10 朝鮮王朝後期の

W開

　十六世紀末の豊臣秀吉の侵略をきっかけに、朝鮮王朝は
蛯ｫく変化し、各方面に新しい様相があらわれた。ここで
ﾍ、王朝後期の支配体制・政治過程や対外関係の展開、経
ﾏの発達と社会の変容、文化の発展などについて概観する

糟谷憲一・
i一橋大学

ｳ授）

糟谷憲一
i一橋大学

ｳ授）

11 近代への模索

　十九世紀後半、朝鮮は世界資本主義の体制に編入され、
圏?ﾌ支配体制は動揺した。一方で、独立と改革の運動も
ｨこるが、日本は日露戦争を契機に、朝鮮の植民地化をお
ｵすすめた。以上の政治過程を中心に、大院君政権から植
ｯ地化までをたどる。

同　上 同　上

12 日本による植民

n支配

　植民地となった朝鮮は、米の生産地や工業の進出先とし
ﾄ日本に結びつけられた。直ちに民族独立運動が展開され
ｽが、日本は皇民化政策をとり、民族文化を抑圧した。当
桙ﾌ植民地支配が、社会・経済・文化に及ぼした影響につ
｢て考えてみたい。

橋谷　　弘
i東京経済

蜉w助教授）

橋谷　　弘
i東京経済

蜉w助教授）

13 解放から統一へ

　植民地からの解放後、統一国家樹立への動きは挫折し、
痩ﾆは南・北に分断され、戦火を交えあった。その後、韓
曹ﾍ新興工業経済地域の一員となり、北朝鮮も独自の社会
蜍`建設を進めた。今日に直結する第二次大戦後の歩みに
ﾂいて検討したい。

同　上 同　上

14 民俗文化と現代

ｶ活

　朝鮮における衣食住などの生活文化や、信仰儀礼などの
ｯ俗文化の特質を概観しながら、近年の都市化や経済発展
ﾌもとでの衰退や変容、新しい民衆文化としての再認識や
怺?A郷土文化としての再創造の動きなどの現状について
lえる。

伊藤亜人 伊藤亜人

15 朝鮮歴史と国際

ﾖ係

　朝鮮における長い歴史の展開や豊かな文化の発展は、朝
N半島の内部で完結するものではなかった。アジア大陸や
坙{列島など、隣接地域の諸民族や諸国家との密接な交流
�ﾓまえ、国際的な視野のもとで理解し、展望することが
ﾌぞまれる。

武田幸男 武田幸男
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＝中国の歴史と社会（’98）＝二（R）

〔圭騰臨細細1黙基三三な教勘

全体のねらい
　中国の歴史は長い。その歴史は、すべて刻々と変容し生成を重ねてきた生きた社会から生みだされた。本
堤は、その歴史と社会の全体性をトータルに示し、あわせて、現在の中国問題や、アジアの世紀の中に立つ
中国の理解をも深めようとするものである。

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）

中国人性（チャイニーズネス）を考える
風土の特色 斯波義信 斯波義信

1 中国社会の 人種・言語そして民族 （国際基督 （国際基督

特　　　　　徴 漢字というボンド剤 教育大学教 教育大学教
農業と家族 授） 授）

「中華」世界のおこり

都市国家連合 股・周の都市国家連合
2 と中華の世界 鉄器時代へ 同　上 同　上

諸子百家
天下、天命、天子

郡県制への登場
中央の強化

．3

統一国家の 財政ベース 同　上 同　上
幕　　あ　　け 武帝の遺産

後漢の社会

遠心トレンド
散村と結社

4 地方の時代 通俗道教 同　上 同　上
仏教の吸収
集権の再生

中華帝国の蘇生（一）一華夷の融合一
中華帝国の蘇生（二）一集権の再建一

5 階唐帝国の意義 中華帝国の蘇生（三）一仏教、大運河、科挙 同　上 同　上
開かれた中国
新しい秩序のはじまり

南方中国の優位
二型社会文化へ 農業と商業

6 のシフト 開発地主：形勢戸・士大夫 同　上 同　上
王安石と朱烹
都市と早昼

元朝の遺産（一）征服王朝
元朝の遺産（二）東西世界の直接交渉

7 世界との出会い 東南中国の成長 同上 同　上

三元璋の課題
海上発展の顛末
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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）

北京遷都のインパクト
銀経済への傾斜

8 明　後　半　代 西洋大帆船の登場 斯波義信 斯波義信
中国社会 郷紳の役割り

明から清へ

政権の特色（一）伝統保守の清政権
政権の特色（二）その内陸重視

9 清朝の光と影 資源と人口 同　上 同　上
思想の流れ
衰微の前兆

アヘンと外国
内なる危機

10 近代のはじまり たて直しの担い手たち 浜口允子 浜口允子
日清戦争が顕らかにしたもの
辛亥革命

共和国建設の方式
第一次大戦とナショナリズムの興起

11 国民国家への 企業家たちの活動 同　上 同　上
模索 国民革命の時代

南京国民政府の諸相

満州国
囲剃と長征

12 戦いの20年 日中戦争（一） 同　上 同　上
日中戦争（二）

戦後の内戦と中華民国の終焉

中華人民共和国の成立
集団化と公有化

13 社会主義の選択 人々の生活 同　上 同　上
文化大革命
毛沢東時代の特質

改革と開放
平等主義の放棄

14 「現代化」追求 一人っ子政策 同　上 同　上
の時代 一国二制度

90年代：郵小平時代の諸相

｝

王朝体制との訣別
国民国家建設の課題

15 20世紀の中国 統一とその担い手 同　上 同　上
富強、民主、そして次の課題
歴史をかえりみる
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＝南アジアの歴史と文化＝（TV）

〔主任講師：辛島　昇（大正大学教授）〕

全体のねらい
　インドの文化は決して一つの民族が創り上げたものではなく、異なった民族がその地で選遁し、相剋する
中で創りあげられたものである。その長い過程は当然、世界の他の地域の歴史とも関わってくる。その様な
縦の流れと横の関係を、インドという「一つの文化」の発展に収敏させながら理解できるよう解説する。15
回のうち、6回は現地ロケによって作成する。

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 諸民族の来住と
Cンダス文明

　インダス文明の担い手であったと考えられるドラヴィダ
ｯ族、それよりも古いオーストロ・アジア、シナ・チベッ
g諸民族のインド亜大陸への来住と、かれらがインド文化
`成に果たした役割と貢献について考察する。

辛島　　昇
i大正大学

ｳ授）

辛島　　昇
i大正大学

ｳ授）

2 アーリや民族の

i出

　インド文化形成に主役を演じたアーリや民族のインドへ
ﾌ進出と彼等が定住して社会を発展させていった様を、文
｣と考古学の史料を基に明らかにして行く。先住民の隷属
ｻと社会の階層化により、カースト制度の原型も築かれた。

同　上 同　上

3 仏教とマウリや

ｩ

　紀元前6・5世紀ガンジス川流域に新しい国家が出現す
驕Bそのころバラモンと儀礼中心のバラモン教に対する革
V宗教として仏教・ジャイナ教が起こった。マガダ国のマ
Eリや朝は、新しい統治理念の下にそれを保護した。

同　上 同　上

4 クシャーナ朝と

?Cンドの発展

　紀元1・2世紀のころ、インド西北部にはアフガン台地
ｩら進出したクシャーナ朝、デカンではサータヴァーハナ
ｩ、半島南部ではタミル民族の諸国家が発展し、国際的交
ｬの中で新しい文化を築き上げていった。

同　上 同　上

5 グプタ朝とヒン
hゥー文化

　4世紀のガンジス川中流域に発展したグプタ朝の下では、
qンドゥー文化の華が開いた。仏教などの新興宗教に影響
ｳれ、先住諸民族の文化をとりいれて自己改革したバラモ
搭ｳは、ヒンドゥー教として発展し、その後の社会を規定
ｷることになる。

同　上 同　上

6

ラージプート諸
痩ﾆとチョーラ

ｩ

　異民族の侵入によるグプ三朝の崩壊後、7世紀にハルシ
メEヴァルダナが北インドを統一するが、その後の北イン
hはラージプート諸国家の争いの場となる。半島部では9
｢紀にチョーラ朝が興って、大きく発展する。

同　上 同　上

7 イスラー・ム政権

ﾌ出現

　アフガニスタンのイスラーム政権ガズニ、ゴール両朝は
Cンドへの侵入を繰り返し、13世紀初頭にはラージプート
A合軍が破られ、デリーにイスラーム政権「奴隷王朝」が
ｬ立する。そこからインドのイスラーム化が始まる。

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）

16世紀にはムガル朝の支配が始まる。第3代アクバル帝
ムガル帝国の発 の下では、イスラーム教徒とヒンドゥー教徒の融和がはか

8 展とヴィジャヤ られ、続くジャハーンギール・シャージャハーン両帝の支 辛島　　昇 辛島　　昇
ナガル王国 配下で、建築、絵画、音楽などに新しい文化の華が開いた。

アウラングゼーブ帝はデカンをも攻略し、ムガル帝国最
マラーターの台 大の版図を築き上げたが、帝国の瓦解はそこから始まって

9 頭とムガル帝国 いた。それを早めたのは西部デカンにおけるマラーター勢 同　上 同　上
の瓦解 力の台頭であった。

15世紀末ヴァスコ・ダ・ガマの来航以来、インドへのヨ
一ロッパ人の進出が始まった。初めは交易と布教の拡大を

10 ヨーロッパ諸勢 求めてのものであったが、地方諸勢力との争いが起こるに 、同　上 同　上
力の進出 つれて、領土の獲得が計られ、植民地支配へと発展する。

イギリス東インド会社は、インドの諸勢力およびフラン
イギリス植民地 スに勝って広大な領土を獲得し、それを支配するようにな

11 支配の確立とイ る。18世紀の後半イギリスに起きた産業革命はインドの綿 同　上 同　上
ンド大反乱 工業に大きな打撃を与えた。蓄積された不満は1857年の「

大反乱」となって爆発する。

イギリスは東インド会社の支配を取り止めて、インドを
女王の下に直接統治するようになる。この支配の強化に対

12 国民会議派の出 抗して、西洋の思想にも影響されたインドの知識人階層は、 同　上 同　上
現 伝統社会の改革と共に独立を目指して、　「インド国民会議」

を発足させる。

1905年の「ベンガル分割令」は独立運動の発展に火をつ
けることになった。国民会議の過激派はテロ活動に走った。

13 ガンディーの登 1915年アフ。リカから戻ったガンディー・は、非暴力、不服従 同　上 同　上
場 の抵抗運動を組織して、独立運動をリードする。

激しい独立運動の末、第2次世界大戦が終わった1947年
8月インドは独立を達成する。しかし、独立はインドとパ

14 分離と独立 キスタンの二つの国家に分かれてのものであった。セイロ 同　上 同　上
ンも1948年に独立し、各国は新しい発展を目指す。

独立後の経済発展政策で、インド亜大陸諸国は異なった
歩みを見せるが、いつれも、一国の中に多民族を抱える状

15 新しい秩序の模 況は同様で、それが民族紛争を引き起こし、経済発展を阻 同　上 同　上
索 害している状況が見られる。インドのカースト問題も深刻

である。
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＝イスラーム世界史＝（R）

〔主任講師：後藤　明（東京大学教授）〕

全体のねらい
　イスラームが勃興・発展した中東は、世界最古の文明を発生させた地で、またユダヤ教・キリスト教とい
うイスラームの兄弟宗教を育んだ地域である。そのことを意識しながらイスラームを軸に、中東を中心にし
て、イスラーム世界の歴史を現代まで述べる。

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 現代と

@　イスラーム

　19世紀以来、ヨーロッパ文明が世界を覆ったかにみえる。
ｵかし、20世紀の末えの現在、ヨーロッパ文明以外の体系
Iな文明が滅び去ったのではなく再生していることが露に
ﾈった。イスラームがその一つである。今日のイスラーム
ﾌ有り様を多角的に述べる。

後藤　　明
i東京大学

ｳ授）

後藤　　明
i東京大学

ｳ授）

2 中東の

@　自然と歴史

　イスラームが勃興・発展した中東地域の自然環境の特色
ﾆ、そこに興つた古代文明の特質を、地球規模の人類史を
w景に述べる。 同　上 同　上

3 一神教革命

紀元前1千年紀から、中東の文明は地中海全域に普及して
｢った。そこではさまざまな神々が活躍し、人間の知的活
ｮの大半は神に捧げられた。その中でユダヤ教・キリスト
ｳという一神教が発展し、地中海世界を制覇していく過程
�Aイスラームの前史として述べる。

同　上 同　上

4

アラビアの

@　　　預言者
?nンマド

地中海世界での一神教の普及をうけて、7世紀にアラビア
ﾅイスラームが勃興した。当時のアラビア社会の実情と、
ｻこでイスラームを説いたムハンマドの生涯を述べる。 同　上 同　上

5 アラブの大征服

　アラビアの住民であるアラブ人はイスラームを奉じて、
?倦S域を征服し、巨大な帝国を建設した。帝国建設の過
�ﾆ変遷を述べ、その世界史的意味を考える。 同　上 同　上

6 イスラームの
@　　　　確立

征服者となったアラブ・ムスリム（イスラーム教徒）は、
寛x配者であったユダヤ教徒・キリスト教徒と自らを区別
ｵて、次第にイスラーム独自の神学・儀礼体系を整えてい
ﾁた。このようにして確立されたイスラームについて述べ
驕B

同　上 同　上

7 シーア派の隆盛

　10世紀後半から約100年間、イスラーム世界ではシーア
hが優越していた。シーア派の起源からその特色について
qべる。 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）

11世紀後半になると、スンナ派がシーア派の勢力を押え
て、政治的多数派としての地位を確立する。それと同時に

8 スンナ派の復興 スンナ派のウラマー（イスラーム知識人）を養成するマド 後藤　　明 後藤　　明
ラサ（高等学院）の制度が確立してイスラームは固定化し
ていく、その過程を述べる。

イスラーム法学の確立・固定化と並行して、民衆の間で
は神秘主義教団が根を下していく。そして聖者廟参拝や聖

9 民衆の 者聖誕祭などが盛んになる。このような民衆の間のイス 同　上 同　上
イスラーム ラームについて述べる。

13世紀のモンゴル人の西征以来、東方イスラーム世界で
は遊牧民の勢力が卓越するようになった。一方西方イス

10 モンゴル帝国と ラーム世界でもベルベル人が政権をつくるようになる。こ 同　上 同　上
マムルーク朝 れらの政権の性格とイスラーム世界の有り様について述べ

る。

12・3世紀ごろから、インド、東南アジア、黒人アプリ
力社会などへ、イスラーム世界は拡大していった。当時ρ

11 拡大する 世界の構造的変化を背景に、この拡大について述べる。・ 同　上 同　上
イスラーム世界

14世紀から、オスマン帝国のもとでイスラーム世界は、
東欧を含めて政治的に統合された。オスマン朝の統治の特

12 イスラーム世界 徴について述べる。 同　上 同　上
の大帝国

18世紀からヨーロッパ勢力の世界侵略が始まる。この時
期まではイスラームに対抗できる理念はなかった。ここで

13 イスラーム世界 はじめてヨーロッパ文明という対抗物をもった。そのこと 同　上 同　上
の再編 によってイスラームはイスラームであることを自覚してゆ

くが、その様子を述べる。

20世紀は、全地球が「国民国家」によって分割された時
代である。　「国民国家」はそれ独自の理念をもち、自己成

14 国民国家と 長していくが、それはイスラームの理念と矛盾する場合が 同　上 同　上

イスラーム 少なくない。　「国民国家」とイスラームの関係について述
べる。

1979年のイラン・イスラーム革命は、イスラームが現代
政治のイデオロギーであることを立証した。革命は湾岸地

15 民族運動からイ 域の力関係を激変させて、イラン＝イラク戦争と湾岸戦争 同　上 同　上
スラーム運動 の引き金となった。現代国際政治とイスラームの関係につ

いて述べる。
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＝古典古代史＝（TV）
〔主任講師：伊藤貞夫（放送大学教授）〕

全体のねらい
　古代ギリシア・ローマの歴史を、自由な市民たちが築き上げた、その独自な社会と文化に焦点を合せっっ
辿る。ギリシアとローマを対比しながら、同時に古典古代全体が世界史上に占める位置を明らかにし、その
歴史を学ぶ意義を伝えたい。古典古代を受講者にとり身近なものとするよう努あるとともに、先端的な研究
状況にも触れる。

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）

序論。ギリシア・ローマと現代とのかかわりを糸口に古
典古代を学ぶ意味を考えるとともに、歴史展開の場である 伊藤貞夫 伊藤貞夫

1 古典古代史を 地中海周辺地域の風土を眺め、且つ通史的枠組を時期区分 （放送大学 （放送大学

学ぶために により明らかにする。19世紀以来の研究史、史料の伝存状 教授） 教授）

況にも言及する。

ギリシアの先史時代を扱う。シュリーマン、エヴァンズ
の発掘成果を紹介するとともに、ヴェントリスによる線文

2 混沌の中から 字B文書の解読の成果を基に小王国分立時代の社会像を再 同　上 同　上

構成する。諸王国崩壊後の混乱の中からポリスが姿を現わ
す過程にも推論は及ぶ。

古典古代の本来的特徴は、都市を核とする独立の社会の
多数分立にある。その様相を最も純粋な形で具現したのが

3 ポリスとは何か 前8～4世紀のギリシアであった。ポリスと呼ばれるこの 同　上 同　上

種の小国家の外観、住民構成、人的結合の状況を盛期アテ
ネをモデルに再現する。

盛期ポリスで具現された世界史上希有の徹底した直接民
主政は、一挙に成立したものではない。ポリスの初期には

4 民主政への歩み 貴族政が布かれ、それが長い年月をかけ、いくつかの節目 同　上 同　上

をへて民主政に移行する。その過程をアテネとスパルタを
例にとり説明する。

前462年から前322年にかけてのアテネは、アリストテ
レスrアテナイ人の国制雌のパピルス写本の発見によって、

5 直接民主政の 国政運営のしくみが細部にわたり明らかにされている。立 同　上 同　上
しくみ 法・行政・司法について制度の詳細を述べるとともに、そ

の運用の実態にも言及する。

民主政のもとで市民たちはどのような生活を送っていた
だろうか。家の中で営まれる日常生活、戸外でのスポーツ、

6 ポリス市民の 家とポリスとを共に支える経済活動などに論及する。ペロ 同　上 同　上

生活 ポネソス戦争後、市民たちの意識や行動に変化が生ずる点
にも留意したい。

ヘレニズム時代の政治史。前338年マケドニアのフィリ
アレクサンドロ ボス2世によるギリシア本土諸ポリスの制覇が成り、アレ 大戸千之 大戸千之

7 スと後継者たち クサンドロスの東征と後継者たちによるエジプト・シリア （立命館大 （立命館大

両王国の建設により、ギリシア世界は遙か東方に拡がる。 学教授） 学教授）

ローマの東方進出も見逃せない。
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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 ヘレニズムの
ﾐ会と文化

　ヘレニズム時代のいわゆる東西文化融合の実態とはいか
ﾈるものか、マケドニア人・ギリシア人の支配は古代オリエントの故地にどれほどの社会的変容をもたらしたかを、

ｼは小アジア・エジプトから東は中央アジアまでを視野に
?黷ﾄ幅広く論究する。

大戸千之 大戸千之

9 都市国家ローマ
ﾌ成り立ち

　イタリア半島も本来、都市国家分立の世界であり、初期にはエトルスキの諸市が優勢で、ローマもその影響下にあった。エトルスキ研究の現状を述べるとともに、ローマ貴

ｰの政権奪取に始まる共和政成立史を、僅かな史料を基に
ﾄ構成する。

平田隆一
i東北大学

ｳ授）

平田隆一
i東北大学

ｳ授）

10 共和政から帝政

ﾖ

　ローマ共和政では貴族の実力と威信が温存され、有力貴族間の角逐と外征とが絡み合い、オクタヴィァヌス（アウ

Oストゥス）による地中海世界統一と、その単独支配すな
墲ｿ帝政の成立へと帰結する。ギリシアの場合との対比を
O頭に、以上の経緯を説明する。

同　上 同　上

11 ローマ市民の
｢界

　ローマは多くの民族を漸次包摂し、それら諸民族の文化を吸収しっっ発展した。伝存史料に恵まれた共和政末期か

迺髏ｭ初期に焦点を合せ、ローマ人はいかなる社会に生き、
｢かなる文化を育んだかを、具象的に述べる。

同　上 同　上

12 「ローマの平和」

　五四帝の時代はローマ帝政の安定期であり、帝国の支配
ﾌ域が最大規模に達するとともに、属望都市にローマ風の
ｶ活様式と古典文化が広くゆきわたる。しかしそれはロー
}による諸民族支配の進展をも意味していた。　「平和」と「繁栄」の実態を史料に即して考察する。

松本宣郎
i東北大学

ｳ授）

松本宣郎
i東北大学

ｳ授）

13 帝国とキリスト

ｳ

　ギリシア文化と同じく、キリスト教もローマ帝国を媒体
ﾆして、のちのヨーロッパに伝えられる。この教えが当初
A異教徒や帝国側の迫害に遭いながら遂に国教化する、両
ﾒの錯雑した関係を、最近の研究成果を踏まえて明らかに
ｷる。

同　上 同　上

14 時代の転換

　3世紀以後、帝国の危機的状況は専制君主政を生み、自
Rな市民たちの世界は閉塞へと向かう。中世社会形成への
ﾙ動が始まるが、この古代末期の様相を浮彫りにするとと
烽ﾉ、なぜローマ帝国は滅んだかを、諸説を紹介しつつ考
ｦる。

同　上 同　上

15 古典古代の歴史

I位置

　ギリシアとローマの相違を考えるとともに、両者が世界
jの上でどのような位置を占あるかを論ずる。古典古代の
ﾁ殊な社会と文化が近代ヨーロッパに承け継がれ、本来は
ﾎ極的位置にありながら、私たちの生活をも半ば規定して
｢る事実を指摘したい。

伊藤貞夫 伊藤貞夫
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＝ヨーロッパの歴史＝（TV）

〔主任講師：樺山紘一（東京大学教授）〕

全体のねらい
　西ヨーロッパの歴史を中心として、その全体的構造を解説しようとするものである。平成7年度に開設さ
れる古典古代の歴史、および将来において開設が期待される近代・現代についての講座との連携を念頭にお
いて、中世と近世における西ヨーロッパの歴史を政治・社会・文化など広範な角度から論じようとする。

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

ヨーロッパの歴
jを考える一
腰_

　ヨーロッパ史の舞台となる地域の自然環境や人文的状況
��ｫあかし、また中世から近世にかけての時代変遷を区
ｪして全体としての見通しを明らかにする。ヨーロッパに
ｨける現地ロケーションを中心に講義する。

樺山紘一
i東京大学

ｳ授）

樺山紘一
i東京大学

ｳ授）

2 ゲルマン人諸国

ﾆの成立

　東西のゴート王国、フランク王国の成立と旧来のローマ
ｶ明との連続および断絶を念頭におきつつ、あらたな社会
I構i造原理の登場について、当時の記述史料にもよりつつ
_ずる。

高山　　博
i東京大学

赴ｳ授）

高山　　博
i東京大学

赴ｳ授）

3 封建社会の構造

　9世紀以後、12・3世紀にかけてのヨーロッパにおける
阜嚼ｧ社会の成立をあつかう。戦士集団の構造原理をはじ
ﾟ、その経済的基礎としての荘園制の形成と変容をも視野
ﾉくわえる。

河原　　温
i東京都立

蜉w助教授）

河原　　温
i東京都立

蜉w助教授）

4 都市の出現

　古代の伝統をうけた都市が、中世の展開のなかでいかに
ｶ続したか、またあらたな環境のなかでいかに新生したか
�ﾝとおしながら、中世に固有の自治都市をうみだしてゆ
ｭ過程を追跡する。

同　上 同　上

5 国家と王権

　封建社会の無政府的状況のなかから、行政上の主権をも
ﾁた国家と王権が自立してゆく道を、イギリス・フランス
Eドイツなど個々の事情を参照し、また比較史的視野をも
ｱ入しっっ論ずる。

高山　　博 高山　　博

6 中世の地中海世

E

　北方のヨーロッパにおける封建社会の形成に並行して、
¥字軍や商業などによる東方イスラム世界などとの接触を
ﾆおして、あらたな文明の刺激をうけながら成長するヨー
鴻bパ世界を描く。

同　上 同　上

7 キリスト教会と

ｻの文化

　キリスト教の浸透とその成熟過程をみながら、西欧的文
ｻの核心が形成されてゆくありさまを、修道院・大学など
ﾌ施設の成立と機能をとおして解明する。現地のロケー
Vョンによる検証を中心に講義する。

樺山紘一 樺山紘一
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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 中世世界の展開

ﾆ終焉

　14・5世紀以降のヨーロッパ世界が、疾病・凶作さらに
嵭吹E暴動など困難な状況のなかで、次第に再編成への機
ｲをみいだし、あらたな時代への原理を作りだしてゆく過
��`写する。

河原　　温 河原　　温

9 ルネサンスの開

ﾔ

　イタリアに始まるルネサンス運動が、固有のヨーロッパ
I内在力と外世界からの衝撃をうけつつ成熟するありさま
�A現在まで伝承された文化遺産の解読をとおして、現地
鴻Pーションを中心に講義する。

樺山紘一 樺山紘一

10 ヨーロッパ世界

ﾌ拡大

　インド航路とアメリカ航路の開発によって急速に世界各
nでの植民活動を開始するヨーロッパ諸国の拡大活動と、
ｻれにより受けとることになった外世界の商品や情報のイ
塔pクトについて扱う。

高澤．紀恵
i国際基督

ｳ大学準教
�j

高澤紀恵
i国際基督

ｳ大学準教
�j

11

絶対王政期の国

ﾆ1
Cギリス

　集権的国家としてのイングランドが16世紀以降、国家と
ｵての緊密さと社会的な成熟とを進行させ、ついには2次
ﾉわたる革命によっていちはやく近代社会への道筋を発見
ｷる道程をたどる。

青木　　康
i立教大学

ｳ授）

青木　　康
i立教大学

ｳ授）

12

絶対王政期の国

ﾆ1
tランス

　大国フランスの王権が特権的貴族集団の抵抗を相手にし
ﾈがら、徐々に集権的国家機構を整備し、ついには行政的
ﾈ絶対権力を構築する経過をたどりつつ、近世社会の本質
Iな強さと弱さとを明らかにする。

高澤紀恵 高澤紀恵

13

絶対王政期の国

ﾆ皿
hイツと東欧

　領邦の分裂になやみつづけるドイツと、さらに新生のス
宴u国家の樹立に挑ぶ東欧の諸国とが、絶対王政への道を
J発する特異な機軸を追求し、中央・東ヨーロッパ世が構
zされるありさまを描く。

青木　　康 青木　　康

14 近代文化への道

　キリスト教における改革、科学と哲学における近代啓蒙への道、さらに芸術や学術の諸分野における発展が、西欧

ﾌ精神的基礎をうみだし、ついには伝統的文化の刷新に到
Bする過程をたどる。

高澤紀恵 高澤紀恵

15 近世ヨーロッパ
ﾌ終焉

　17・8世紀のヨーロッパ世界を全体として概観し、絶対
蜍`国家がその基盤において揺らぎながら、あらたな社会への萌芽を形成してゆく過程を問題とする。フランス大革

ｽの直前までを対象とする。
青木　　康 青木　　康
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＝ヨーロッパと近代世界＝（R）

〔主任講師：川北　稔（大阪大学教授）〕

全体のねらい
　現代世界はひとつだといわれる。そのような一体としての世界は、どのようにして成立してきたのか。南
北格差はなぜ生じたのか。なぜ、ヨーロッパが中心となり、資本主義が発達したのか。このような問題に、
歴史的な観点から解答を与える。

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 世界システムと
｢う考え方

　近代世界を一つの巨大な生き物のように考え、近代の世
E史をその展開過程として捉える見方を世界システム論と
｢う。この講義の基本的な視角として、世界システム論の
v点を解説し、従来の一国史的な見方との違いを説明する。

川北　　稔
i大阪大学

ｳ授）

川北　　稔
i大阪大学

ｳ授）

2 近代への序曲

　15世紀のヨーロッパ封建社会は、経済的にも、社会的に
焉A危機の状態にあった。この危機への対応策として、世
Eシステムの形成が進むことになる。なぜ、ヨーロッパが
ﾎ外進出に危機の解決策を求めたのかを検討する。

同　上 同　上

．3 キリスト教徒と

＠ｿを求めて

　十字軍と国土回復＝運動の延長として対外進出に乗り出し
ｽポルトガルの事情と、ポルトガル人到来以前のアフリカ
ﾌ状況、アジアの諸交易圏の繁栄ぶりをまじえて検討する。
?[ロッパ経済圏とアジアのそれのつながりかたをみる。

同　上 同　上

4

スペイン帝国の
ｬ立と世界シス
eムの確立

　スペイン国王カルロスー世による世界帝国形成の企図と
ｻの挫折、フェリーペニ世の下でのアメリカ開発の進行を
_じ、ラス・カサスの見解をもとに、先住民“クリオー
Wョ（現地生まれの白人）”スペイン人の関係について検
｢する。

同　上 同　上

5 17世紀の危機

　17世紀はヨーロッパをはじめ世界全体が危機的な状況に
?ﾁたとされ、世界システムは収縮の局面に入った。この
條冾ﾉ英・仏・蘭三国が、スペイン・ポルトガルに挑戦し、
Iランダがヘゲモニーを確立することを論じる。

同　上 同　上

6 環大西洋経済圏

ﾌ成立

　16世紀末から経済的危機に陥ったイギリスが、北米にお
ｯる植民地形成にむかい、その結果、貿易の爆発的な展開
�ﾝたこと（商業革命）を論じる。また、この現象が、イ
Mリスの社会構造を転換させ、産業革：命の展開の前提とな
ﾁたことをも論じる。

同　上 同　上

7 ヨーロッパの生

?v命

　商業革命が展開するにつれて、アジアやアメリカの新奇
ﾈ商品が流入した。これに伴って、ヨーロッパ人の生活が一変したことを、イギリスにおける綿織物の消費や紅茶の

°yを例にとりあげて説明する。こうして近代ヨーロッパ
lの生活様式が成立し、生活必需品となったアジア商品の
綜Y化の過程として、工業化が進行することを示唆する。

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）

植民地に基礎をおく富裕な階級の成立を、プラッシーの
戦い以後のインドの状況やカリブ海・北米植民地の事情を

8 砂糖王と煙草貴 中心に検討する。同時に、北米・アジア・ラテンアメリカ 川北　　稔 川北　　稔
族 のヨーロッパとの関わりかたの違いを、それぞれの地域の

現況との関係を念頭におきつつ検討する。ヨーロッパ人の
アジア観の転換にも言及する。

トリニダード・トバゴの首相でもあった歴史家エリック
・ウイリアムズの生涯とその学説を紹介しながら、イギリ

9 奴隷貿易の展開 スの産業革：命が黒人奴隷制度との深い関係のもとに展開し 同　上 同　上
たことを論じる。

イギリスから北米植民地への移民の出自を分析し、アメ
リカ植民地が貧困・犯罪・家庭崩壊などの、本国の社会問

10 だれがアメリカ 題の解決の場とされたことを指摘する。この傾向は、はる 同　上 同　上
をつくったのか かのちの時代まで継続することをも説明する。

r

産業：革命とフランス革命の歴史的意味を、世界システム
論の立場から再検討する。産業革命はなぜフランスではな

11 二重革命の時代 く、イギリスに起こったのか。フランス革命とは、結局、 同　上 同　上・

何であったのか。アメリカ独立革命やハイチやラテンアメ
リカ諸国の独立を含めての環大西洋革命論にも触れる。

イギリスの工業化や都市化が、世界システムの展開とど
のように結びついていたかを、生活史の側面から説明する。

12 奴隷解放と産業 砂糖関税が引き下げられ、穀物法が廃止され、東インド会 同　上 同　上
革命 社の特権が制約されていく過程（「自由主義的諸改革」）

を、ひろく論じる。

アイルランドにおけるポテト飢餓を契機に、大量の移民
がアメリカに渡ったが、イギリス帝国を中心に19世紀にお

13 ポテト三三とア ける労働者の地球規模での移動に焦点をあわせる。アメリ 同　上 同　上

メリカへの移民 カやオーストラリアにおける人種主義思想の形成にも言及
する。

イギリスの繁栄の象徴といわれた1851年のロンドン万国
博と、1877年置インド帝国式典を象徴的なイヴェントとし

14 パクス・ブリタ てとりあげつつ、大英帝国の繁栄とその陰り、とくにアジ 同　上 同　上

ニカの裏表 ア支配のありかたについて論じる。

旧植民地各地からの大量の入移民によって、多民族国家
となりっっあるイギリスの現状を中心に、ヨーロッパにお

15 ロンドンのカー ける移民労働者の問題を、生活文化の側面から検討し、あ 同　上 同　上

ニヴァル わせて世界システムのゆくえをさぐることで、講義全体の
エピローグとする。
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＝アメリカの歴史＝（TV）
〔主任講師：紀平英作（京都大学教授）〕

全体のねらい
　近代の初頭に、ヨーロッパ人の植民によって様相を一変した「新大陸」社会は、その後、18世紀から20世
紀にかけて独自の国家群を形成していった。本コースは、ヨーロッパ人の進出から始まる近代以降の南北ア
メリカ大陸の歴史を現代まで、概観する。アメリカ合衆国のほかに、中南米諸国にもふれる。

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 新旧両世界の出

?｢

　（1）新大陸「発見」の思想史的な意味、　（2）アメリ
J大陸の文明（アステカ・インカ）とスペイン人征服者に
謔髏ｪ服、　（3）銀の採掘とヨーロッパ経済への影響、
i4）英・仏・蘭のカリブ海地域への進出、についてみる

清水忠重
i神戸女学

@大学教授）

清水忠重
i神戸女学

@大学教授）

2 北米大陸の植民
ﾆ合衆国の独立

　（1）最初期の移民の性格、　（2）本国と植民地の対立
ﾆ独立への道、　（3）連邦体制の再編（連合規約から合衆
糟尠@）、　（4）対外政策と政治制度の特徴、　（5）建国
冾ﾌ領土膨張の思想、についてみる。

同　上 同　上

，3 中南米植民地の

ﾆ立

　（1）砂糖プランテーションと大西洋奴隷貿易、　（2）
ﾆ立運動の背景（「フルボン改革」　「ポンバル改革：」な
ﾇ）、　（3）合衆国の対応（「モンロー主義」）、につい
ﾄみる。

同　上 同　上

4

合衆国の西への
c張と民主主義
ﾌ興隆

　（1）政治的民主化の進展、　（2）　「改革の時代」の諸
梶A　（3）異人種の抑圧と排除（自由黒人の植民とインデ
Bアンの強制移住）、　（4）大陸国家の実現、についてみ
驕B

同　上 同　上

5 合衆国における
?k対立の激化

　（1）交通革命、産業革命の；進展と地域利害の対立、
i2）ミズーリ論争以後の新領土における線引きの問題、
i3）南北の思想的対立（北部の反奴隷制・反黒人の論理
ﾆ南部の奴隷制擁護論、少数派擁護論）、についてみる。

同　上 同　上

6 南北戦争と再建

ﾌ時代

　（1）南北戦争の勃発、　（2）南北戦争と奴隷解放、
i3）南北戦争下のアメリカ合衆国社会、（4）南北戦争
ﾆ国際社会、　（5）南部の再建、　（6）南北戦争・再建の
梠繧ﾌ意味、についてみる。

横山　　良
i神戸大学

ｳ授）

横山　良
i神戸大学

ｳ授）

7

19世紀末の合衆

綜ﾐ会

　（1）フロンティアの時代の終幕、　（2）技術開発と工
ﾆ化および「独占」の発生、　（3）移民と都市化、　（4）
uギルディッド・エイジ」の政治と文化、　（5）労働者・

_民の抵抗、　（6）1890年代の意味、についてみる。
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 中南米諸国にお
ｯる「近代化」

ﾌ苦悩

　（1）国民国家形成の苦悩、　（2）中南米諸国と国際社
?A　（3）輸入経済の発展と従属化、　（4）近代化と都市
ｻ、についてみる。 横山　　良 横山　　良

9 20世紀初頭の合

O国

　（1）　「帝国」への道、　（2）革新主義運動の進展、
i3）　「新しい社会」の理念と現実、　（4）第一次世界大

墲ﾆ合衆国社会、についてみる。 同　上 同　上

10 中南米諸国と合

O国の影

　（1）中南米諸国における民衆の登場と変革の時代、
i2）汎米主義と反米主義、　（3）メキシコ革命について

ﾝる。 同　上 同　上

11

戦間期の合衆国
ﾆ第二次世界大

　（1）　「新時代」の到来、　（2）大恐慌の嵐、　（3）フ

宴塔Nリン・ローズヴェルトの登場、　（4）ニューディー
巨ｭ治の展開と帰結、　（5）変動する国際政治と合衆国、
i6）第二次世界大戦、についてみる。

紀平英作
i京都大学

ｳ授）

紀平英作
i京都大学

ｳ授）

12 中南米諸国によ

骼ｩ立の試み

　（1）木間期の米州関係、　（2）世界恐慌と中南米諸国、
i3）メキシコの動向、　（4）ブラジル、中南米の動向、
i5）第二次世界大戦と中南米諸国、についてみる。 同　上 同　上

13
冷戦開始から
P960年代

　（1）世界政治の覇者として、　（2）冷戦の開始、　（3）
ｩ鮮戦争と冷戦の激化、　（4）豊かな社会とアメリカ的生
?l式、　（5）60年代の改革の潮流、についてみる。 同　上 同　上

14 苦悩する中南米
剥

　（1）冷戦と中南米諸国、　（2）キューバ革命と社会主
`への動き、　（3）軍事政権の台頭、　（4）輸入代替工業
ｻ政策の内実とその帰結、　（5）失われた10年間、につい
ﾄみる。

同　上 同　上

15

パクス・アメリ
Jーナの時代を
ｱえて

　（1）泥沼化するヴェトナム戦争、　（2）世界経済にお
ｯる合衆国の覇権の後退、　（3）冷戦の終息、　（4）苦悩
��ｦる合衆国社会、　（5）21世紀を聞近にして、につい
ﾄみる。

同　上 同　上
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＝芸術の古典と現代＝（TV）

〔主任講師：青山昌文（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　芸術とは何か、芸術が分かるとはどういうことか、という問いから始めて、絵画・彫刻・音楽・文学・演
劇・映画・建築の各々の本質を探り、それらの代表的な古典作品と現代作品を例に挙げて、具体的にその基
本性格を明らかにする。特に私達が現に生きている現代社会との関わりを重視して、現代芸術の意味の解明
に力点を置く。

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 芸術とは何か
1．芸術について考えるということの意義
Q．「芸術」という概念の歴史 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 自然美と芸術美
1．自然美の本質一門然美学の歴史
Q．自然美と芸術美一その相違性と同一性 同　上 同　上

3 芸術の分類
1．古典的諸分類一アリストテレス、カインツ等による分類
Q．現代的諸分類一スーリオ、竹内敏雄等による分類 同　上 同　上

4 絵画・平面の古

T

1．絵画・平面の基本的性格
Q．絵画・平面の古典作品の基本的性格
R．ミケランジェロのシスティナ礼拝堂天井画一トルナイ等
@によるその美的解明
S．フラ・アンジェリコやシモーネ・マルティーこのr受胎
@告知』等の作品一ルネサンス美術研究家によるその美的
@解明
T．シャルダンの静物画一ディドロによるその美的解明

同　上 同　上

5 絵画・平面の現

1．絵画・平面の現代作品の基本的性格
Q．ウォーホルのrマリリン・モンロー』等の作品一現代の
@批評家によるその美的解明
R．キーファーrイカルス』等の作品一現代の批評家による
@その美的解明
S．森村泰昌のr批評とその愛人丑等の作品一現代の批評家
@によるその美的解明

同　上 同　上

6 彫刻・立体の古

T

1．彫刻・立体の基本的性格
Q．彫刻・立体の古典作品の基本的性格
R．ギリシア彫刻rポセイドーン』等の作品一古代美術研究
@家によるその美的解明
@　4．ミケランジェロやドナテッロのrダビデ』等の作品一ト　ルナイ等によるその美的解明

T．鎌倉彫刻の作品一日本美術研究家によるその美的解明

同　上 同　上

7 彫刻・立体の現

1．彫刻・立体の現代作品の基本的性格
Q．シーガルのrゲイ・リベレーション』等の作品一現代の
@批評家によるその美的解明
R．アバカノヴィッチのrワルシャワ』等の作品一現代の批
@評家によるその美的解明
S．キーファーのr革命の女たち渥等の作品一現代の批評家

@によるその美的解明
T。工藤哲巳のr連鎖反応』や土屋公雄iの灰作品等の作品一
@現代の批評家によるその美的解明

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．音楽の基本的性格一古典と現代
2．モーツァルトのrフィガロの結婚』や、rレクイエム』等

8 音楽の古典と現 の作品一ゲント等によるその美的解明 青山昌文 青山昌文
代 3．リゲティのrレクイエム』等の作品一現代音楽研究家や

ベンヤミン美学によるその美的解明

1．文学の基本的性格一古典と現代一

2．ホメロスのrイリアス避オデュッセイア』作品一古典文
9 文学の古典と現 学研究家やプラトンによるその美的解明 同　上 同　上

代 3．ジョイスのrユリシーズ』等の作品一現代文学研究家に
よるその美的解明

1．演劇の基本的性格一古典と現代一

2．ソフォクレスのrオイディプス』等の作品一アリストテ
10 演劇の古典と現 レスによるその美的解明 同　上 同　上

代 3．ブレヒトのrガリレイの生涯』等の作品一現代演劇研究
家によるその美的解明

1．映画・映像の基本的性格一古典と現代一
2．キューブリックのr2001年宇宙の旅』等の作品一映画研

11 映画・映像の古 憎憎によるその美的解明 同　上 同　上
典と現代 3．河口洋一郎のrGIGALOPOLIS』等の作品一CGアート研究

家によるその美的解明

1．建築の基本的性格

2．建築の古典作品の基本的性格
12 建築の古典 3．パルテノン神殿・アファイア神殿一ウィトルウィウスや 同　上 同　上

ギリシア美術・建築研究家によるその美的解明
4．シャルトル大聖堂一ゴシック美術・建築研究家によるそ
の美的解明

1．建築の現代作品の基本的性格
2．ボフィルのアブラクサス館一現代建築研究家によるその
美的解明

13 建築の現代 3．ヤノブスキーのrピカソ・アリーナ』一現代建築研究家 同　上 同　上
によるその美的解明

4．安藤忠雄のr水の教会』一現代建築研究家によるその美
的解明

1．芸術と社会の基本的関係
2．古典芸術と社会の基本的関係

14 古典芸術と社会 3．ミケランジェロのrダビデ』とルネサンスのフィレン 同　上 同　上

ツェ社会一トルナイ等による分析

1．現代芸術と社会の基本的関係
2．クリストのrライヒスターク・プロジェクト』とべルリ

15 現代芸術と社会 ン・ライヒスタークの現代史一クリスト自身等による証 同　上 同　上
言と分析
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＝美術史と美術理論＝：（TV）

　　〔主任講師：木村三郎（日本大学教授）〕

全体のねらい
　1．西洋17世紀絵画の見方
　2。美術史学史の紹介
　3．わが国にある西洋17世紀絵画の紹介
　4。リサーチ・ガイド

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 美術史を学ぶ楽

ｵみ

　「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っっ、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。大原美術：館の作品に
熕Gれる。

木村三郎
i日本大学

ｳ授）

木村三郎
i日本大学

ｳ授）

2 画家伝から見た

G画

　ヴァザーリ、ベローリの二人の代表的な画家伝作者にし
ﾚって、16～17世紀の初期資料を紹介する。実証主義美術
jにも触れる。 同　上 同　上

3 情念表現から見

ｽ絵画

　プッサン作《マナの収集》　（ルーヴル美術館）とティン
gレット《マナの収集》　（ヴェネツィア・・スクオーラ・
Tン・ロッコ）の比較をしながら、17世紀における、絵画
ﾌなかの情念表現のありかたを紹介する。　「バロック」と
｢う概念について、その成立についても触れる。

同　上 同　上

4 時代考証から見

ｽ絵画

　絵画作品の制作過程を作品に即しつつ分析する。古代美
pの17世紀美術への影響を論じる。また、この時代重要で
?ﾁたデコールム理論について述べる。 同　上 同．上

5 様式から見た絵

　ラファエロとルーペンスが描いた、同主題の作品の比較
�ｵながら、ヴェルフリンを中心として、バロックの概念
ﾌ整理を行ないっっ、その著「美術史の基礎概念」を学ぶ。 同　上 同　上

6 図像学から見た
G画（1）

　神話主題、宗教主題の作品を取り上げ、そこに描き込ま
黷ｽ「典拠」　「アトリビュート（持物）」を中心に説明し、
Cコノグラフィー（図像学）の基礎を学ぶ。 同　上 同　上

7 図像学から見た
G画（2）

　萬意画を取り上げ、抽象的な観念を表す擬人像を手がか
閧ﾉ、一層複雑な意味の担った絵画のありかたを考える。
送ｧ西洋美術館を訪れる。イコノロジー（図像解釈学）の
?閧ｩたにも触れる。

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 風景画を見る

　西洋画のなかで、風景画がジャンルとして確立するのが、
P7世紀である。わが国にある作品にも触れながら、その展
Jを考える。19世紀の印象派風景への影響にも触れる。 木村三郎 木村三郎

9 文化財保存科学
ｩら見た絵画

　美術作品を、素材と側面から考える。文化財の修復の視
_から、17世紀絵画の事情を認識し、ものそのものとして
ﾌ作品の歴史的なありかたを分析する。 同　上 同　上

10 バロック建築と

ｻの展開

　印刷教材では、絵画とコレクターの関係を論じているが、
f像では、　「バロック建築とその展開」を扱いたいと考え
ﾄいる。ローマにおけるバロック建築誕生の過程を紹介し、一方では、中央ヨーロッパにおける、たとえば、ドイツの

Aザム兄弟の建築を初めとした、その代表作の展開を跡づ
ｯたいと考えている。

同　上 同　上

11

美術の東西交流
i1）……西洋から

坙{へ

　17世紀は、東西交流が始まった時代であり、美術におけ
驍ｻの事例を学ぶ。イエズス会の宗教美術上の意味、版画
ﾌ影響などを確認し、わが国の洋風画への影響を学ぶ。特
ﾉフランシスコ・ザビエルの図像問題を中心にその関係を
lえる。

同　上 同　上

12

美術の東西交流
i2）……日本から

ｼ洋へ

　この時代は、前回の講義とは逆に、東洋から、西洋美術
ﾉ伝わった美術的、文化的な関係を論じる。イエズス会の
竭閨Aシノワズリー、ジャポニスムの問題などに焦点をあ
ﾄる。

同　上 同　上

13 美術研究旅行の

菇@

　美術史研究で必要な初歩の写真撮影の方法を、具体的に
wぶ。日本美術を対象に選んで、研究に必要な基礎的な技
pを確認する。 同　上 同　上

14 展覧会カタログ

ﾌ意味

　展覧会会場で、近年特に入手しやすい展覧会カタログの
ﾓ味とその歴史的な背景、また学術的な意味を考える。

同　上 同　上

15 美術情報を探す

　印刷教材に執筆された多くの参考文献を、どのように入
閧ｵ、学ぶか、という問題を、実際に美術館図書室で研究
ｷるという視点から確認する。図書館学的な視点から分析
ｷる。一方で、アート・ドキュメンテーションの現場も、
?[ロッパの実例から紹介したい。

同　上 同　上
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＝＝ ｼ洋音楽の歴史＝（TV）
〔主任講師：笠原　潔（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　西洋音楽の歴史を辿りながら、その背景となった西洋文化全般について学ぶ。前半では、西洋音楽文化の
基盤となった音楽観や諸制度、各時代の音楽に影響を及ぼした政治・社会状況の解明に重点を置き、後半で
は近代の代表的な作曲家を取り上げて、その表現法を具体的な作品に即して分析する。

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）

西洋音楽史の流れを追いながら、各時代の音楽の様式的
西洋音楽の時代 特徴を明らかにする。 笠原　　潔 笠原　　潔

1 区分と様式 （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

西洋の音推測の根底にある古代ギリシアの音楽観を、
「ムーシケー」という概念の分析を中心に概観する。

2 古代ギリシアの 同　上 同　上
音楽

キリスト教が、母体となったユダヤ教からどのような音
楽手の諸制度を継承し、それをどのように発展させて西洋

3 ユダヤ教から 音楽の枠組みとなる諸制度を構築していったかを明らかに 同　上 同　上
キリスト教へ する。

西洋中世前半の時代を彩るローマ・カトリック教会聖歌
の成立と展開の歴史を追いながら、フランク王国とローマ

4 キリスト教の 教会の関係、修道院の果たした役割などの点を明らかにす 同　上 同　上
聖歌 る。

西洋中世後半の時代における世俗音楽隆盛の様子を紹介
しながら、その背景にある西洋文化とアラビア文化の接触、

5 世俗音楽の隆盛 都市文化の繁栄、恋愛観の変化、など当時の西欧文化の新 同　上 同　上
動向を紹介する。

十四世紀から初期ルネサンス時代に至る作曲様式の変化
を追いながら、こうした変化をもたらした当時の西洋の政

6 十四世紀からル 治状況を紹介する。 同　上r 同　上
ネサンスへ

十六世紀の盛期ルネサンス時代の西洋音楽の様相を紹介
するとともに、宗教改革が音楽に投げかけた波紋について

7 盛期ルネサンス も論ずる。 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）

前八章のまとめとして、キリシタン時代の洋楽流入の問
題を取り上げ、当時の日欧交渉の様子を紹介する他、イエ

8 南蛮音楽到来 ズス会文書などの日本側資料を通じてのルネサンス音楽研 笠原　　潔 笠原　　潔
究の可能性を探る。

オペラの誕生など、初期バロック時代の音楽活動の中か
ら生まれ、その後の時代に受け継がれていった音楽語法、

9 初期バロック時 楽曲形式について解説するほか、音律の問題についても触 同　上 同　上
代 れる。

J．S．バッハのrマタイ受難曲』を取り上げ、その表現技
法を紹介するσ

10 J．＆バッハの音 同　上 同　上
楽表現

W．A．モーツァルトのオペラの中のアリアや重唱を教材に、
弓

彼の表現技法を紹介する。
11 W．A．モーツァル

g
同　上 同　上

ベートーヴェンの生涯をバッハやモーツァルトの生涯と
比較して、三者が生きた十八世紀から十九世紀前半にかけ

12 ベートーヴェン て、音楽を取り巻く状況に大きく変化が生じたことを示す 同　上 同　上
とその時代 とともに、音楽の資本主義化の進捗に伴う楽器の変化の様

子を紹介する。

シューベルトの歌曲集r冬の旅』を題材に、この歌曲集
の背景にある西欧の社会構造の民俗文化を紹介するととも

13 シューベルトの にくこの歌曲集の描いた実存世界の様相を解明する。 同　上 同　上
r冬の旅忍

ロマン派から現代に至る西洋音楽史の流れを追いながら、
調性が崩壊し、新たな音楽語法が生まれてきた経過を紹介

14 ヴァー・グナーか する。 同　上 同　上
ら現代へ

現在の五線記譜法に至る西洋の記譜法の歴史を辿りなが
ら、記譜体系は固定したものではなく、時代とともに変化

15 楽譜の問題 してきたものであることに注意を喚起する。 同　上 同　上
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＝日本音楽の基礎概念＝（R）

〔主任講師：竹内道敬（元国立音楽大学教授）〕

全体のねらい
　日本音楽はっまらない、わからない、というので、片隅に追いやられている。そんなことはない。その基
礎的な考え方を探ってみると、面白いことがたくさんある音楽で、日本とはなにかということも見えてくる
のである。

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）

我が国は稀にみる高温多湿の国である。そこでは金属楽
器は錆びてしまう。楽器の材料も呼吸する必要があったか 竹内道敬 竹内道敬

1 日本音楽と楽器 ら、木、竹、革などになった。 （三国三音 （元国立音
（1） したがって楽器は生き物であり、生きていなければなら 楽大学教授） 楽大学教授）

ない。案外寿命は短いが、日本の楽器は作り替えることで
生き続ける。今一番演奏しやすい楽器が名器なのである。

三味線音楽には、実にさまざまな種類がある。これは音
色を追求してきた結果である。それにはどんな音色がある

2 日本音楽と楽器 か、どこを変えてきたのか。上方と江戸には大きな差があ 同　上 同　上
（2） る。

楽器演奏者が声を出すのは、我が国独特の習慣である。
なぜ声を出すのか。なぜ邪魔とは感じないのか。あれでも

3 楽器演奏者と発 音楽といえるのだろうか。考えてみよう。 同　上 同　上

声

日本音楽もいいけれども、なにを歌っているのかわから
ないという意見がある。なぜわからないのか。日本語の特

4 流派と特色 色から考え直してみよう。 同　上 同　上

同じように、歌の語尾をふるわせるからわからないとい
う。なぜふるわせるのか。理由はあるはずである。

5 発声のきまり 同　上 同　上

日本音楽には、西洋音楽のような指揮者はいない。聴衆
に背をむけている演奏家はいない。全員お客のほうを向い

6 日本音楽と指揮 ている。でも揃っているのはなぜだろうか。 同　上 同　上

者

苦しそうな歌を聞くことがある。男が女の声の真似をす
る。パート分けをすれば楽なのに、そうしないのはなぜか。

7 日本音楽と形式 また声楽四部合唱曲のような形式は、なぜ生まれなかった 同　上 同　上

のか。
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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 調弦・調律

　三味線には本調子、二上り、三下りという調弦がある。演奏途中で変更する。箏曲でも琴柱を演奏中に動かす。こんな忙しい演奏は日本だけらしい。

竹内道敬 竹内道敬

9 入門曲・練習

　日本音楽にはピアノのバイエルのような練習曲がない。初心者が習う曲をききながら、　「学ぶ」とはなにか。その

摎Rを考える。 同　上 同　上

10 演奏の姿勢

　正座して演奏するのは、現代では（たぶん昔も）苦痛である。それはいつごろ誰がきめたのか。なぜ変えないのか。無理な姿勢でいい演奏はできないはずだが。

同　上 同　上

11 流儀の区別

　能には五流ある。箏曲も生田と山田というおおきな流派がある。三味線音楽には長唄、常磐津、清元、義太夫、新内などの流派がある。なぜこの流派が生まれたのだろうか。どうしたら聞き分けられるのだろうか。

同　上 同　上

12 名人・上手

　録音技術のなかった時代でも、一世を風靡した美声家、名人上手がいた。昔の人はどんな声を美声と感じたか。想

怩ｵてみるのも楽しいことだろう。 同　上 同　上

13 リズム・メロ
fィー・テンポ

　日本音楽の基本は二拍子である。なぜワルツは生まれな
ｩったのだろう。またなぜすてきなメロディーがなかった
ﾌだろう。そしてなぜあんなにもゆっくりしているのだろ
､。

同　上 同　上

14 伝統芸能

　伝統音楽の危機が叫ばれている。後継者がいないという。なぜいないのか。ものの考え方が変わったのだろうか。な

ｺ魅力がなくなったのだろうか。音楽だけではなく、伝統
|能とはなにかを考え、その解決方法を探ってみたい。

同　上 同　上

15 まとめ・日本音

yの特色

　雅楽は1300年以上、能は600年以上、箏曲、三回線は
R00年以上の伝統がある。それらを通していえることは、
`承と創造との巧みなバランスである。それらを考えなが
轣A日本音楽の将来のあり方を見極めてみよう。

同　上 同　上
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＝民族音楽学理論＝（R）

〔主任講師：徳丸吉彦（お茶の水女子大学教授）〕

全体のねらい
　民族音楽学は、人間と音楽の関係を総合的に研究する学問である。すべての音楽は、人間の所産であり、
人工は必ず、何処か一つあるいは複数の民族に所属しているので、その所産である音楽はすべて民族的なも
のである。特定の音楽を「民族音楽」と呼ぶのは、差別の表現と同じである。したがって、民族音楽学の対
象は、すべての音楽であり、ただ、その方法が音楽学の他の分野（例えば、西洋音楽史学）と異なるだけで
ある。今回の講義では、現代の最先端の民族音楽学の理論を扱うことによってさ音楽学全体への理解も深あ
られるようにする。

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 民族音楽学の発
zの歴史

　人間と音楽の関係、異文化理解の方法、比較音楽学の成
ｧと民俗音楽への関心。 徳丸吉彦

iお茶の水
落q大学教
�j

徳丸吉彦
iお茶の水

落q大学教
�j

2 民族音楽学の範
ﾍと方法

　現代の民族音楽学のモデルの提示と、その後の各章で述
ﾗる概念の関係を説明する。 同　上 同　上

3 個人にとっての

ｹ楽

　個人にとっての音楽の意義を、主として、認知と表現、
Dみの観点から、聴覚以外の感覚との関連、そして、個人
ﾌ音楽的発達を扱う。最終的には、人間にとっての仲間意
ｯを論じて、次の章へ進む。

同　上 同　上

4

社会的・文化的

Aイデンティ
eィー

　集団にとっての音楽の問題が中心の課題である。宗教的
?ｮでの音楽や、民族的なアイデンティティーとしての音
yの研究を通して、文化的・民族的少数者や移民の音楽活
ｮの問題に入る。・対談：南晃子（福井大学）、現地録音：スコットランド

ﾌトラヴェラーの歌。

同　上 同　上

5 音　楽　実　践

　音楽を演奏することの意義とその諸形態。フェスティ
買@ルや観光での音楽。国のような大規模集団における音
y実践の意味。・対談：金子敦子（名古屋芸術大学講師）

ｦ力者：小池淳一（弘前大学）、田尻隆介（宮崎県高千穂
ｬ教育委員会）

同　上 同　上

6 音楽と身体

音楽演奏の手段としての声と身体の意義を、比較文化的に
l察。この中には音楽と密接な関係をもつ舞踊を含める。・対談：大谷紀美子（高知大学教授）、橋本聖園（東大寺）

同　上 同　上

7

音楽における入

ﾆものとのイ
塔^ーフェイス

　音楽演奏の手段としての楽器を、ものとしての構造の面
ﾆ、それに対応する人間の心構え・技法の双方から扱う。
o演は米川裕枝（地歌・平曲家） 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）

音楽での音の関係の研究。具体的には、箏の調弦、三味
線の調子、音階理論、線の組み合わせとしての音楽を扱う。 徳丸吉彦 徳丸吉彦

8 音の運用規則

音楽での声の使用は、言語の使用一般と密接な関係にあ
り、また、多くの音楽が言葉を用いているので、この問題

9 言語テクストと を特別に扱っておく必要がある。 同　上 同　上
音楽

音楽における伝承を口頭性と楽譜による書記性の両面か
ら扱う。また、伝承の継続や復活の問題をヴェトナムの雅

10 伝　　　　　承 楽の復興運動を例にして論じる。 同　上 同　上
・対談：山口修（大阪大学）

音楽における様式のもつ意義とそれからの逸脱による創
造の問題をあつかう。即興演奏もこの枠で行なう。

11 創造と変化 ・対談：近藤譲（エリザベート音楽大学） 同　上 同　上

音楽における表象と音楽おける間テキスト性を扱う。人
間が音楽をどのように概念化しているか、の研究である。

12 音楽記号学 同　上 同　上

歴史的民族音楽学を扱い、古い音楽の復活上演、歴史的
な正当性、伝承の担い手の間の男女の差異を研究する。

13 人間の歴史にお ・対談：月渓恒子（大阪芸術大学） 同　上 同　上
ける音楽

民族音楽学の立場からの音楽美学の再検討。人はなぜ音
楽を必要とするか、また音楽とは何か、という問いが課題

14 美学・解釈学と である。 同　上 同　上

民族音楽学

結論的な総括。現代社会における多様性の容認、音楽の
新しい民族音楽 国際貢献、日本における学校教育の異常さ、文化触変の意

15 学理論をめざし 義、普遍性と価値の問題等が論じられる。 同　上 同　上
て ・対談：三田隆嗣（島根大学助教授：）
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＝＝ 台 士
秘

術 論＝　（TV）

〔主任講師：渡邊守章（放送大学教授）〕

全体のねらい
　○現代において「舞台芸術」すなわち広い意味での演劇を考える場合に、具体的にどのような問題がある
のか。可能な限り、具体的で意味のある映像資料を用いて、舞台芸術の最も重要な様相を、グローバルに理
解する。○歴史的観点は重要だが、あくまでも現代の問題意識に照らして考える。○概説的に断片的知識を
羅列するのではなく、生きた表現としての舞台芸術を考える。○現代の日本で行われているものだけではな
く、舞台芸術の多様性を、世界的な視野で理解する。○積極的に制作等の現場の仕事に加わる人にも、基本
的な教養として役に立つ授業にする。

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 演劇この多様な
驍烽ﾌ

　演劇ならびに広く舞台芸術について考えようとする場合、
ﾇのような問いを、どのように立てるべきか。演劇の基本
�ﾈす「四要素」、即ち「劇場」　「演者」　「演じられるも
ﾌ」　「観客」について、歴史的な記憶と現代の状況を踏ま
ｦて、問題の所在を明らかにする。

渡邊守章
i放送大学

ｳ授）

渡邊守章
i放送大学

ｳ授）

2 劇場の系譜

　演じる者と見る者が同じ場に集まり、その空間を共有す
驍ｱとは、演劇の基本である。その場を劇場と呼ぶならば、
?黷ﾌ成立はどのような系譜をもち、またその構造はどの
謔､な特性を担っていたのか。古代ギリシアから近代ヨー
鴻bパまで、また日本の芸能の場も視野に入れつつ、劇場
ﾌ構造と機能と役割を考えてみる。

同　上 同　上

3 劇場とその
@構一システムと

ｵての劇場

　劇場は単なる建築物ではない。舞台芸術創造のための有
@的作業の場である。オペラ劇場を始めとするヨーロッパ
ﾌ劇場、日本の歌舞伎の劇場、等を例に、舞台空間の具体
Iな様相、舞台のテクノロジーといったハード面と、舞台
ﾆ不可分の諸機構、舞台を作るスタッフといったソフト面
ﾜで、具体的に検証してみる。

同　上 同　上

4 演じる者の系譜

　演じる者には、自分とは別の存在になって虚構の行動を
奄ｶる「再現一代行一表象」（representation）の構造をも
ﾂものと、特殊な身体的資質や特殊技能の洗練を見せる
uパフォーマンス」（performance）の二つの系譜がある。
uドラマ」と「ショウ」あるいは猿楽と田楽の対比である。

o優の役割と作業についての基本的な分析を試みる。

同　上 同　上

5 稽古という作業

　演劇創造は集団の作業である。俳優の訓練から、演出家
ﾌ作品まで、そこには様々な作業のレベルがある。具体的
ﾈ作品（ジュネのr女中たち』）読解を例に取って、制作
ﾌ打合せ、顔寄せ、本読み、立ち稽古、スタッフの打合せ、
荘芟m古、本番と、作品が舞台に立ち上がっていくプロセ
Xを追ってみる。

同　上 同　上

6 劇作の仕組み

　演劇にテクストがあるとは限らないが、歴史的に見て、
Dれたテクストの出現は演劇に大きな飛躍をもたらしてい
驕Bそれは身体的伝承と共存して、演劇の記憶を複雑なも
ﾌにしている。　r劇作術」の基本をなす「人物」　「筋＝劇
I物語」　「場あるいは時空的な広がり」について、西洋演
?ﾆ日本演劇の典型的な例を取り上げて考察する。

同　上 同　上

7 悲劇と運命

　西洋演劇において「悲劇」が「劇的なるもの」の典型と
ｩなされた歴史を振り返り、　「神々と運命」　「情念の宿命」

u人間の条件の劇」といった悲劇の基本的な様相を考察する。ギリシア悲劇、ローマ悲劇、シェークスピア、ラシー

kの悲劇について、具体例を分析し、あわせて能のある局
ﾊを考察しっっ、　「劇」と「演劇」の原点を問う。

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 喜劇と道化

　「悲劇」と対になる「喜劇」について、その構造と機能
�ｪ析する。　r反一悲劇」としての喜劇の力を、社会的な
落hからカーニヴァル的な呪力まで、　「道化」と「笑い」
ﾉ焦点を当てて考察する。分析の対象は、主としてモリエールの喜劇と日本の狂言である。

渡邊守章 渡邊守章

9 近代劇とその対
O一前衛の出現

　西洋19世紀中葉に成立する「近代劇」は、現在我々が演
?ﾆいう言葉で想像する表現の重要な核をなしている。従
ﾁて、その実態を分析しておくことは、現代演劇の問題を
lえる上にも不可避である。　「同時代風俗劇」の地平を明
轤ｩにしっっ、その「アンチ」である二十世紀の前衛の出
ｻを、　「演出家」の誕生と「メタシアター」の仕組みに焦
_を当てて分析する。

同　上 同　上

10 東洋演劇の幻惑
i1）

　19世紀の末以来、近代の西洋文明を超えようとする西欧の知識人や芸術家のなかには、東洋に人類の文化の始原を、

≠ﾟようとする人々がいた。舞台芸術の領域でも、1889年
ﾌパリ万国博覧会を機に、クローデルのような劇詩人が東
mの伝統演劇に強い刺激を受け、20世紀におけるi舞台芸術
ﾌ変革の一つのベクトルを作るようになる。1回目は大正
N間に大使として滞在したクローデルが、日本の伝統演劇
i舞楽・能・文楽・歌舞伎）をどのように受け取ったか
�Aその日本文化論r朝日のなかの黒い鳥雌やr日記囲か
迯ﾄ構成しつつ分析する。

同　上 同　上

11 東洋演劇の幻惑
i2）

　20世紀ヨーロッパの演劇的前衛と東洋演劇との関わりに
ｨいて、アルトーとブレヒトの名は忘れることが出来ない
ﾁにアルートは、バリ島の舞踊劇に強烈な印象を受けて、「残酷演劇」のヴィジョンを明らかにした。その主張は、

P950年代の「不条理劇」と、特に60年代の「肉体の演劇」
ﾉ強い影響力をもったから、アルトーによるバリ島の演劇
ﾌヴィジョンを、実際の舞台に照らして分析してみる。ま
ｽアルトーとは対極にあったブレヒトが日本や中国の伝統
煙?ｩら学んだものを、構造主義の批評家ロラン・バルト
ﾌ日本文化論を照合しつつ考察する。

同　上 同　上

12 前衛劇の地平

　ブレヒトとアルトーが、2⑪世紀演劇の変革において果た
ｵた役割を考察し、第2次世界大戦後の二つの前衛劇、つ
ﾜり「不条理劇」一一イヨネスコ、ベケット、アダモフ、
ｻれにジュネも加える一一と「68年型演劇」一一フランス
ﾌ「太陽劇団」を中心に、日本のいわゆる「アングラ演劇」
竅u暗黒舞踏」も含める一一とを具体的な例によって分析
ｷる。更に、ヨーロッパ演劇の新しい方向として極めて重
vな「古典の読み直し」の作業を、プランション演出rタ
泣`ュフ£を例に考える。

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）

14世紀から15世紀にかけて猿楽の能を大成した世阿弥は、
俳優・座長・演出家・劇作家・振付家・作曲家という、ま

13 理論と実践 さにトータルな演劇人であったが、その上に、能という舞 同　上 同　上
一世阿弥の思考 台芸術をその多様な局面において考え抜いた「伝書」によ

って、他に類例を見ない優れた理論家であった。現代の舞
台芸術の問題意識から読み直しても、なお驚くべき理論的
な言説であるその伝書を、演劇論として読み、その問題形
成の具体例を分析してみる。

欧米では、狭い意味での演劇にオペラやバレエを入れな
い伝統がある。しかし、1970年代からのオペラとバレエの

14 オペラとバレエ 隆盛は、この発想の見直しを求めている。それはマラルメ 同　上 同　上

一一 Vしい の予言したところでもあった。ルネッサンス以降のオペラ
キマイラ とバレエの例譜を概観しつつ、現代おけるその流行の根拠

を、舞台芸術の観点から考えてみる。

20世紀後半の舞台芸術の変革を見ると、その大きなべク
トルは、19世紀末にフランスの詩人ステファヌ・マラルメ

15 舞台芸術論の によって予言されていたことが分かる。その「未来の群衆 同　上 同　上
現在 的祝祭演劇」のパラダイムをヒントに、現代おけるお舞台

芸術論の問題を整理してみる。また、現在の国際化の地平
において、日本の伝統と現代」の問題や「国際交流」の問
題はどのようなものであるのか、それを具体的な事例につ
いて考えてみる。最後に、再び「システムとしての劇場」
について、ヨーロッパの代表的な劇場総監査の意見を聞く。
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　　　　　　　　　　＝演劇を読む＝（TV）
　　　　　　　　　　〔手繰繍守総構学総驚〕

全体のねらい
　演劇を読む操作には、「舞台を読む」ことと「テクスト〔戯曲〕を立てて読む」ことの二つの方向がある。
どのような演劇でも、舞台の様々な表現は、あるく決まり篇コード〉に従って組織されている。しかし、その
く決まり＝コード〉が厳密で、しかもかなり長い歴史的な時間にわたって伝承されている舞台芸術と、そうで
はなく、戯曲というテクストが常に出発点にあって、舞台の具体的な形象は時代によって変わるものとがある。
大雑把に言って、日本の伝統演劇は前者であり、西洋演劇は後者である。前者は我々日本人の劇場的・舞台的
想像力について、教えてくれることが多いだろう。後者の場合、戯曲を具体的に「立てて読む」作業を分析す
ることにより、舞台芸術としての一般コードと、その作品固有のコードとの弁証法的な働きを見ることが出来
よう。いずれの場合も「演劇を読む」ことは、舞台表現とテクストの間の創造的な往復運動の実践である。

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）

演劇を読むとはどのような作業か。　「舞台を読む」は、

日本の伝統演劇の具体的な例（歌舞伎と能）によって、意 渡邊守章 渡邊守章
1 演劇を読むとは 味的に組織された舞台空間の分析を、また「テクストを立 （放送大学 （放送大学

てて読む」は、戯曲における「ト書き」の問題に焦点を当 教授） 教授）

てて、近代劇と古典劇の新演出の例を分析する。

日本でも新劇のレパートリーとしてよく知られているチ

引用のゲーム エホフ作rかもめ』を取り上げ、戯曲のテクストとそれ
2 rかもあ』／ を取り巻くテクスト（下敷きとしてのrハムレット』とそ 同　上 同　上

rハムレット』 の変形の仕方、演出と解釈、メタシアターの諸相）につい
て考える。

フランス・ロマン派の詩人アルフレッド・ド・ミュッセ
の長編歴史政治劇『ロレンザッチョ』は、19世紀ヨーロッ

歴史の劇作術 パの戯曲のなかでも、20世紀に最も評価の高い作品である。
3 ミュ　ッセ作 この戯曲の本邦初演の舞台を素材に、「シュークスピァ・モ 同　上 同　上

rロレンザッ デル」（人物と構成、4つの筋、演劇における歴史の語り
チョ』の場合 方）、権力と幻想のく装置〉（「壁」と「照明」）、同化と異化

などの問題を考える。

現代フランスの前衛戯曲のうちで、現在でも世界中で最
ごっこ芝居、あ も上演頻度の高いジャン・ジュネのr女中たち』の舞台

4 るいはr女中た （本木雅弘主演）を取り上げ、舞台表現の分析における記 同　上 同　上
ち』の演技 号論の手法（パラダイム変奏）、演技と情念と身体の関係、

イメージとドラマ、ジェンダーの演劇等の問題を考える。

2回にわたって、能における舞台の幻想と言語の関係を
考える。1回目は、元来田楽系の能とされるr松風毒と世

5 能の詩法　（1） 阿弥作のr井筒』を取り上げ、　「叙景」の意味、衣装によ 同　上 同　上
叙景と愚依 る「愚依」、　「詰めどころ」の設定（「松に取りつく」／

「井戸をのぞく」）を、二作について対比的に分析する。

前回に続き、　r松風』と世阿弥作のr融』の対比を中心
に、演劇的な詩を保証する「風景」の作用を考える。r融』

6 能の詩法　（2） における2段構成の意味、　「風景」と「汐汲」、風景の呪 同　上 同　上

風景の装置 力と庭園装置、ならびに詞章のパラダイム変奏の分析が中
心である。

r積恋雪嶺扉遍は、多くの歌舞伎のなかでも最も「歌舞
伎らしい」演目である。しかし「歌舞伎らしい」というの 渡辺　保 渡辺　保

7 歌舞伎の論理 はどういうことか。　「歌舞伎らしさ」の精神のくかたち〉 （淑徳大学 （淑徳大学

と、そのくかたち〉のもつ論理を見ていく。 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）

日本の古典舞踊の本質とは何か。そしてそれを支えてき
た「芸」とは何か。歌舞伎i舞踊の代表作である。　r京鹿子 渡辺　　保 渡辺　　保

8 踊りの世界 娘道成寺』を踊る中村歌右衛門を分析する。 （淑徳大学 （淑徳大学
教授） 教授）

r仮名手本忠臣蔵』は義太夫狂言の典型であり、最も上
演頻度が高く、根強い人気をもつ。その構造はホーム・ド

9 歌舞伎と文楽 ラマであり、士農工商のうち、士農商の三つの階級にわ 同　上 同　上
たって、ほとんど社会の上層から下層にまで及ぶ。文楽と
歌舞伎のr仮名手本忠臣蔵』を通して、義太夫狂言の世界
を考える。

r三人吉三廓初買£は河竹黙阿弥の代表作である。それ
は単なる因果話しではない。そこに隠された時代の実相、

10 世話物の技法 そこに潜む人間の歌には、私たちの官能を揺さぶる普遍的 同　上 同　上
な何物かがある。　r三人吉三』を通して、世話物の世界を
見ていく。

舞台の上で男性が女性を演じるとはどういうことなのか。
京劇における女形＝玉響（歌舞劇における虚構の女体）の

11 演劇的女体 例を取り上げ、それを能における女体（女体の美的観念）、 渡邊守章 渡邊守章
～女形の文法～ 歌舞伎における女形（様式化された女）、新派における女

形（芸者という典型）などとを対比しつつ、現代の舞台芸
術における「虚構の女体」やジェンダーの問題も視野に入
れ、分析する。

オペラは19世紀ヨーロッパで完成を見た舞台芸術の典型
である。バロック時代のオペラに遡りつつ、西洋型音楽劇 浅田　　彰 浅田　　彰

12 オペラのアルケ を成立させている論理と美学を考える。 （京都大学 （京都大学

オロジー 助教授） 助教授）

20世紀後半には、19世紀型オペラの様々な新しい演出・
演奏がなされて今日に至っている。　「全体芸術」を目指し

13 総合芸術として たワーグナーの楽劇以降、全体演劇としてのオペラは、現 同　上 同　上
の楽劇 代においてどのように生きつづけているのか。舞台芸術に

おける音楽と舞台の関係を分析する。

いわゆる「クラシック・バレエ」は、19世紀ヨーロッパ
のロマン派の運動と深い関係を持って生まれた。踊りと舞

14 クラシック・バ 台の幻想の関わりを、クラシック・バレエを中心に考えて 同　上 同　上
レエとその解体 みる。

20世紀は舞踊の世紀だとも言われる。舞台芸術として、
舞踊がこれほど重要な位置を占めたことは、歴史的にも珍

15 現代における舞 しいのではないかと思われる。現代の舞踊における様々な 同　上 同　上
踊芸術 実験を展望しっっ、舞台における身体性の問題を考える。

一672一



＝文 化　人 類 学＝　（TV）

〔墾難：驚嘆細細騨離勿暫欝勘

全体のねらい
　文化人類学の考え方を学説史を中心に論じる。学説史といっても主要学説を平板に並べたものではなく、
各学説の生まれた歴史的、社会的、政治的文脈を考察しながら、諸理論による文化人類学研究の意味を解釈
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）

アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、フラン
ス等々におけるその成り立ちについて、比較の観点から学 原尻英樹 祖父江孝男

1 文化人類学とは 説史を中心に論じる。また、欧米各国の文化人類学の日本 （放送大学 （国立民族

どのような学問 における受容についても触れる。 助教授） 学博物館名
か？ 誉教授）

進化主義と伝播主義についてケーススタディーを例示し
ながら、各理論の持つ学説史的意義について論じる。 原尻英樹

2 進化主義と伝播 同　上 （放送大学

主義 助教授）

マリノフスキーが残した人類学的な業績を紹介し、彼の
近代人類学の夜 具体例な民族誌の記述と分析について理解を深める。

3 明け：（1）マリノ 同　上 同　上
フスキーをめぐ
って

ラドタリフ＝ブラウンとその弟子たちの具体的な分析を
近代人類学の夜 概観し、構造主義登場以前のイギリス社会人類学の特徴を

4 明け：（2＞ラドク まとめる。 同　上 同　上
リフ＝ブラウン
とその弟子たち

ポアズの人類学の諸方法についてまとあ、その弟子たち
アメリカ文化人 がそれらの諸方法をどのように発展させていったかを彼等

5 類学の出発：ボ の具体的な分析を通して明らかにする。 同　上 同　上
アズとその弟子
たち

ボァズの弟子たち以後のアメリカ文化人類学の発展にっ
アメリカ文化人 いて、代表的な人物たちの具体的な事例分析を通してまと

6 類学の発展：ボ める。 同　上 同　上
アズ派と反ボァ
ズ派

構造主≡義以前の文化人類学の諸理論をまとめ、構造主義
によって何が批判されたかについて明らかにする。

7 構造主義以前の 同　上 同上
人類学
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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）

デュルケーム、モース等構造主義の先駆者とレヴィ＝ス
ト同一スとの関係について論じ、その系譜を明らかにする。

8 構造主義の系譜 丁丁英樹 丁丁英樹

構造主義の基本的考え方をレヴイーストロースの具体的
事例分析をふまえながら紹介し、構造主義以後の人類学に

9 構造主義の考え どのように影響を与えたかを概観する。 同　上 同　上
方

構造主義の影響を受けた人類学を概観し、特に象徴研究
の事例分析と通して構造主義のインパクトの意味について

10 構造主義以後の 考える。 同　上 同　上
文化人類学

イギリス社会人類学の現在について論じる。

船曳建夫 船曳建夫
11 イギリス人類学 （東京大学 （東京大学

の現在 教授） 教授）

フランス人類学の現在について論じる。

渡辺公三 渡辺公三
12 フランス人類学 （立命館大 （立命館大

の現在 教授） 教授）

多様なアメリカ人類学の現在について論じる

竹沢康子 竹沢康子
13 アメリカ人類学 （筑波大学 （筑波大学

の現在 助教授） 助教授）

日本の人類学の研究を具体的に概観する。家族、親族、
社会構造、都市の祭り、食についての研究等を具体的に紹

14 日本人類学の現 介する。 原尻英樹 祖父江孝男
在

原尻英樹

今後の文化人類学の研究方向はどのようなものが期待さ
れるか、どんな研究が望まれるか等々について取り上げる。

15 これからの文化 医療人類学、異文三間教育学、三文三間精神医学との関連 同　上 同　上
人類学 等についても論じ、理論とその応用の両面について検討を

おこなう。
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＝世界の民族（’98）＝　（TV）

〔主任講師：原尻英樹（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　「世界の民族」は、文化人類学者を中心とした世界の諸「民族」の研究をする第一線の研究者によって制
作される。学問の研究方法論としては、　「民族」概念の再検討をねらいとしているが、放送授：業の教育効果
としては、　「民族」の多様性のみならず、　「民族」へのアプローチの多様性についての紹介も意図している。

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）

この回では、これからはじまる各講義の全体的な紹介と
ともに、　「民族」という概念の恣意性を明らかにする。こ
の恣意的な概念の形成は近代と密接に関わっているので、
各講義の担当者のアプローチがこの基本的主題である
rr民族』形成と近代」へどのような回答を与えられるか 下下英樹 原尻英樹

1 「民族」へのア を概観する。 （放送大学 （放送大学

ブローチ 助教授） 助教授）

沖縄の近現代史の中からいくつかの歴史的事件や社会運
動をとりあげ、そこで「同じ沖縄人（ウチナーンチュ）」
という主張がなされていることの意味を、生活史にかかわ
らせながら考える。

ウチナー 冨山一郎 冨山一郎
2 沖縄へのこだわ （大阪大学 （大阪大学

り～大阪・大正 助教授） 助教授）

区～

『アイヌ新法（仮称）』の制定運動に伴い、あたかも一
民族としての「アイヌ民族」の歴史が形成されてきたかの
ような理解の仕方が広められた。しかし、　「アイヌ」は言
語上の共通性が認められるにせよ、生活様式についてみる 河野本道 河野本道
と地域差が非常に大きく、それがかつて一社会的集団を形 （北海道教 （北海道教

3 「アイヌ」一そ 成していたわけでもない。このような点を再検討すること 育大学非常 育大学非常
の再認識 によって「アイヌ民族」と「和人」との二者対立的な歴史 勤講師） 勤講師）

的理解の危険性を指摘し、誤った「アイヌ」観がっくられ
てきたことに警鐘を鳴らす。

済州島人のネットワークコミュニティの分析を通して、
近代前の「共同体」アイデンティティ、済州島人アイデン
ティティ、それに近代国民アイデンティティの重層化の過
程を明らかにする。この重層化の過程には日本による朝鮮

国境をこえる の植民地化、それに「日本人」という言説の形成が関わっ
4 「民族」 ており、以上についての考察は個体・要素主義的な「アイ 三三英樹 原尻英樹

～済州島人のネ デンティティ」形成論にはならない。
ットワークコミ

ユニティ～
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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）Nationという概念の示す世界像と「民族」という訳語
の持つ世界像のズレについて、（2）大和という世界認識と日
本という世界認識の違い、（3）さまざまなイデオローグ達が

創造した「r日本民族』の歴史」め虚構性について（中国
5 日本「民族」 の「皇帝」支配と日本の「天皇」支配の社会構造上の違 笠井正弘 笠井正弘

い）、（4）理論的問題（「聖／俗」二分法的世界観の再検討、 （西日本短 （西日本短

日本的二重聖性原理、　「ケガレ」を巡る民族学の言説の持 期大学教授） 期大学教授）

つ意味、あるいは学問の名による差別の隠蔽）、（5）結び
（現代社会を支配している神話としてnationalis田概念

について）。

（日本国内の各回のまとめ）

「日本」の多様性について、これまでの各講師の講義を
振り返り、各講師への質問とその応答から始まり、次にゲ
スト対談者とのトークにうつる。

6 多様性の日本 原尻英樹 原尻英樹

1821年に独立し国民国家の建設に着手したメキシコは、
どのような歴史意識のもとで自国文化の育成に努めてきた
のか。近代メキシコの〈文化的自画像〉の生産と消費の
プロセスを文教政策・造形芸術等の展開のなかに追跡し、 落合一泰 落合一泰

7 近代メキシコ人 〈メキシコ人である〉とは何かを考える。 （一橋大学 （一橋大学

の文化的自画像 教授） 教授）

ヨーロッパは、経済統合から社会・政治統合へと向かい、
そのなかで文化も大きな影響をうけている。他方、こうし
た新たな文脈のなかで、民族マイノリティの主張やイスラ

統合と分裂のヨ ムの覚醒が生じつつある。このような統合と分裂の：二側面 梶田孝道 梶田孝道
8 一ロツパ から、今日のヨーロッパの民族・文化状況を分析する。 （一橋大学 （一橋大学

～文化と民族の 教授） 教授）

視点から～

中国漢民族の内部的多様性を、いくつかの具体的事例を
通して考察し、フィールドワークの実践で今まで語られて
きた「民族」と現実に生活する「民族」とのズレの意味を

中国の漢族 明らかにする。 瀬川昌久 瀬川昌久
9 ～世界最大の （東北大学 （東北大学

「民族」、とその 教授） 教授）

内部的多様性～

東南アジアの海城および島町世界は古くから人の移動の
はげしい世界である。この移動は、今日でも国境を越えた
広がりをもって持続している。本講義では、島町世界で最

東南アジアにお 大のボルネオ島を舞台とする民族の移動と、それにともな
10 ける民族の移動 う民族間の関係を探求する。 内堀基光 ’内堀基光

～ボルネオ島を （一橋大学 （一橋大学

中心として～ 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）

11

現代社会を生き
髏謠Z民～カナダ・イヌ

Cット～

　アザラシ猟を事例に、カナダ・イヌイットの社会におけ
骼?ﾂがもっている現在的な意義をとり上げる。その視点
ｩら、彼らの文化がどのように継承されているか、または
ﾏ化しているかを考察して、現代社会に生きる先住民の実
ﾔに迫る。

スチュアー
g・ヘンリ
i昭和女子

蜉w教授）

スチュアー
g・ヘンリ
i昭和女子

蜉w教授）

12

島の歴史と海の
�j～ポリネシアの

ｯ族と文化～

　南太平洋ポリネシアのハワイイ（「ハワイ」ではない）、ニュージーランド、タヒチ、クック諸島などを対象に伝統

恚ｻや主権回復を巡る動きについて述べ、閉鎖系としての
№ﾉ生まれた「伝統文化」という語りと、海とカヌーで繋
ｪれた開放系を生きる「ポリネシアン」としての名乗りの
ﾔに生じる文化的アイデンティティーの葛藤を考察する。

棚橋　　訓
i慶応大学

赴ｳ授）

棚橋　　訓
i慶応大学

赴ｳ授）

13

部族・宗派・民
ｰ～北スーダンの

沫瘁`

　主にアラブの事例に基づき、近代におけるアラブ「民
ｰ」の生成。その中における部族（カビーラ）集団の位置
�lえる。またユダヤ教・キリスト教・イスラームなどの
e宗派が「民族」のように扱われることを、近年のイスラーム主義の動向を絡めながら論じる。

大塚和夫
i東京都立

蜉w助教授）

大塚和夫
i東京都立

蜉w助教授）

14

民族紛争の深層～アフリカの場

〟`

　アフリカでは現在民族紛争が激化しているが、実はこの
ｴ争のもととなる「部族」の概念は、ヨーロッパ植民地支
z者によってつくり出されたあるいは名づけられたもので
?驕B近代前のアフリカの人々のアイデンティティは浮遊
ｷる無定形のそれであり、現在の「部族」あるいは「民
ｰ」は植民地支配およびその後の国民国家形成のたあにつ
ｭり出されたものである。以上の「アイデンティティ」の
沒｢を通して、その多重的性格を浮きぼりにする。

松田素二
i京都大学

赴ｳ授）

松田三二
i京都大学

赴ｳ授）

15 「民族」再考

　（最終回のまとめ）

@日本国外についての各講義の講師への質問とその応答で
ｻれらの全体的構成を明示し、ゲスト対談者とのトークを

ﾊして、　「民族」へのアプローチをまとめる。　　　ρ

原尻英樹 原三三樹
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＝博物館学1＝（TV）
〔主任講師：大塚和義（国立民族学博物館教授）〕

全体のねらい
　1960年代より急激に増加した日本の各地の博物館建設は、現在約8000館をかぞえるほどの盛況である。こ
れら多様な展示手法や意欲的な博物館活動をとおして、今日的な博物館の現在を理解し、問題点を整理する。
そして市民のニーズにこたえながら成長する博物館の未来像の考えてみたい。

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 市民のための博
ｨ館の誕生

　1960年代における道府県立の中央博物館の誕生と、その
?艪ﾝをたどる。北海道の地域の歴史と文化を展開する北
C道開拓記念館に例をとる。創設から約20年の経験をもと
ﾉ全面改装された。学問的成果をふまえた最新の展示と博
ｨ館をみる。

大塚和義
i国立民族

w博物館教
�j

大塚和義
i国立民族

w博物館教
�j

2 地域社会と

@　　　博物館

　地域文化の活性化をはかるための博物館の役割りをふた
ﾂの例でみる。ひとつは巨大な江戸東京博物館のめざす歴
jをふまえた地域文化の総合的な活性化であり、もうひと
ﾂは東京都墨田区にみる「小さな博物館」活動である。

同　上 同　上

3 アイヌ民族と

@　　　博物館

　日本のなかの先住・少数民族であるアイヌの伝統文化と
ｯ族の現在における諸問題を博物館展示をとおして考える。
k海道平取町立アイヌ文化博物館と、白老のアイヌ民族博
ｨ館および北海道ウタリ協会資料室の展示を中心に学ぶ。

同　上 同　上

4 戦争と博物館

　人類によるおろかな戦争の繰り返しは現在も止むことが
ﾈい。この悲惨な歴史体験を風化させないで次代へ継承し、
ｽ和を求める博物館活動を「ひろしま原爆資料館」と大阪
ｽ和資料館や沖縄ひめゆりの塔資料館を中心にとりあげる。

同　上 同　上

5 地方都市の活性
ｻと博物館

　北海道小樽：市におけるシンボル的運河を背景とした市立
ﾌ博物館や文学館、企業経営の北一ガラス、玩具博物館、
ﾉしん御殿や石原裕次郎記念館などの多彩な文化施設のは
ｽす役割について考える。

同　上 同　上

6 人権と博物館

　一一人ひとりの人間が平等に生きる民主的な社会をつくり
?ｰるための博物館活動をとりあげる。差別からの開放を
ﾟざす大阪人権歴史資料館や目に障害のある人たちのため
ﾌ美術館である東京渋谷のTOMなどの日本の事例と海外
ﾌ活動を紹介する。

同　上 同　上

7 史跡整備と博物

ﾙ

　最近、各地で歴史的に貴重な遺跡が発掘され、これを復
ｳ・整備して市民に歴史的追体験の場となっている。ここ
ﾅは山口県土井ヶ浜遺跡資料：館、佐賀県吉野が里遺跡、沖

鼬ｧ那覇・首里城復元などをとりあげる。
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 自然と共生をめ

ｴす博物館

　現在、地球環境を守る重要性が認識されつつある。ここ
ﾅは動植物の問題を具体的に動物園と植物園をとおして人
ﾔと自然との関係を考えたい。東京都の上野と多摩の両動
ｨ園と東京目黒自然園や小石川植物園をとりあげたい。

大塚和義 大塚和義

9 水　　族　　館

　都市における巨大な水族館が驚くほどの人気を集めてい
驕Bさまざまな最新の技術を駆使した展示手法の効果もあ
驍ｪ、水族館でしか「自然」を求められない現代社会の実
ﾔも背景にあるだろう。大阪海遊館と東京葛西臨海水族館
ﾈどをとおして考えたい。

同　上 同　上

10 大学の博物館

　大学における教育と研究のための資料を蓄積する博物館
ﾍ、市民にも広く開放されている。京都大学文学部博物館
ﾆ東海大学海洋学部水族館、東京芸術大学の楽器博物館、
結梍_工大学の繊維博物館などを紹介する。

同　上 同　上

11 企業の博物館

　企業がさまざまな文化貢献を果たす時代となっている。
S国で3000館以上といわれるこの種の博物館の役割をみる。
�撃ﾌ薬博物館、神戸UCCコーヒー博物館、竹中大工道
?歯ｨ館などを紹介する。

同　上 同　上

12 美　　術　　館

　美術作品の収集と展示のみの活動ばかりでなく、演劇や
ｹ楽あるいはパフォーマンスなど、さまざまな表現の場と
ｵての機能も大きくなりつつある。横浜美術館や水戸芸術
ﾙや東京都庭園美術館などをとおして問題点をさぐる。

同　上 同　上

13 科学技術と

@　　　博物館

　人類の文化を革新していく道具である科学とその技術を
ｪかりやすく示す博物館活動を紹介する。東京国立科学博
ｨ館にみる子どもたちへのアプローチの状況や北九州の科
w館、新津市石油博物館などにおける試みをとおして、人
ﾔと科学技術の問題点を考える。

同　上 同　上

14 野外博物館

　移設あるいは復元された建物群によって構成される野外
歯ｨ館やこの類似施設が、最近注目を浴びている。愛知県
ｾ治村や飛騨民族村、長崎ハウステンボスなどを訪ねる。 同　上 同　上

15

日本における博

ｨ館の歴史と現

ﾝ

　日本の近代以前から培われた博物学の蓄積と、近代に移
Aされた博物館、さらに戦後の教育改革での博物館学への
W開をたどる。また、情報化社会に対応した博物館の役割
熏lえる。

同　上 同　上
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＝博物館学1＝（TV）
〔主任講師：大塚和義（国立民族学博物館教授）〕

全体のねらい
　博物館は、いかに市民社会とともに成長していくことが可能であるのか。多面的な博物館機能と活動を西
欧の例もとりあげてみたい。また博物館機能の基礎である資料の収集と保存の問題から、調査研究、展示技
術、博物館資料の情報化などのとりくみも紹介する。また、博物館と公教育との関係や学芸員の役割につい
ても述べ、最近の博物館学をとりまく課題を把握できるようにする。

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 博物学と博物館

w

　日本において、近代以前から盛んであったすぐれた博物
wの蓄積が、近代に導入された博物館の思想とうまく整合
ｵなかったのはなぜか。また、近代日本の博物館はいかに
@能したのか。戦後の開かれた市民社会のもとでの博物館
ﾆ博物館学の現在を問う。

大塚和義
i国立民族

w博物館教
�j

大塚和義
i国立民族

w博物館教
�j

2 市民社会と博物

ﾙ

　ヨーロッパにおける博物館は、市民社会にとって欠かせ
ﾈい存在になっている。このような成熟した状況は、市民
ﾌ意識を高ある社会環境の形成によって可能である。博物
ﾙ側の資料蓄積のうえに、文化情報の市民への提供を意欲
Iに進める活動の様相をみることにする。ことに博物館に
ﾖ心をもたない青少年の文化的なニーズを敏感にくみと
閨A博物館の魅力を認識させる手法で、多様な接点をもと
ﾟて実験をつづける博物館の姿も紹介したい。

同　上 同　上

3

スペインの科学

ﾙ

　科学をテーマにした博物館は、欧米ではすぐれた内容の
烽ﾌが数多く建設されている。成人の知的欲求をみたすだ
ｯでなく、子どもたちにとっても楽しく遊びながら科学へ
ﾌ興味をかきたて、科学的知識を身につけられるように工
vされている。日本でも科学館というかたちで各地に設置
ｳれてはいるが、館と利用する側との関係を含む社会的環
ｫの醸成がいまだ十分とはいえない。ここでは、西欧の科
w館でも中心的存在のひとつとして活動するスペイン・バ
iルセロの科学館を紹介したい。

同　上 同　上

4 博物館のネット

潤[ク

　一定の行政区内に多種類：の博物館施設を分散して設け、
ｻれぞれの博物館が立地する地域的な個性を生かしながら
lットワークを組むことが行われている。意識的にネット
潤[クを組むことによって、総体として質量ともにすぐれ
ｽ地域文化の創造にむすびつく研究成果や資料の蓄積が可
¥となり、これらの文化情報を市民が有効に活用できるよ
､にもなる。こうした整備を進めている事例を埼玉県を中
Sに紹介する。

同　上 同　上

5 博物館職員の仕

　博物館における学芸員をはじめ職員の仕事はどのような
烽ﾌか、その日常業務の一端をみながら、市民のニーズに
ﾎ応することの多様な問題点を検証する。博物館の資料が「もの」としてだけでなく、情報処理によってデータ化さ

黷ﾄいる状況も紹介する。

同　上 同　上

6

フランスの博物
ﾙ資料の保存と

C復

　フランスの誇る文化創造の拠点であるルーヴル美術館。その誕生から今日までの道程と問題点は、ある意味で世界の美術館活動のありかたを集約しているといえよう。最近、装いもあらたにして、美の殿堂としてのめざましい活動を

W開しているが、それは絵画の科学的研究と保存技術など
ﾌ高度なバックアップがあって成り立っているのである。

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）

7 子どものための

歯ｨ館

　子ども博物館は、欧米においてはすぐれた内容のものが
泊ｽく建設され、子どもたちが楽しく遊びながら科学的な
m識や美的感性、あるいは社会的規範を身につける「場」
��氓ｵている。日本では本格的な子ども博物館はいまだ
ﾝ置されていない。ここでは日本に最近設置されはじめた
qどもを対象とする博物館施設を紹介しながら、子ども博
ｨ館の重要性に対する社会的認識の醸成の必要性など、日
{の現状をみながら問題点を考える。

大塚和義 大塚和義

8 展示技術論1
Vナリオ

　博物館における展示は、　「もの」だけで成り立つもので
ﾍない。どのようなストーリー構成で展示を行うのかとい
､博物館側の理念と展示の基本構想がまずなければならな
｢。基本構想にもとづいて展示シナリオが作成されるが、
ｻの実例を福岡市立博物館の常設展示の例から学ぶ。

同　上 同　上

9

展示技術論2
fィスプレイ

　展示シナリオの原案を、いかに魅力的な展示として実現
ｳせるか。めざましく改善されてきたディスプレイの方法
站@器、つまり見せかたの技術の理論と実際を学ぶ。こと
ﾉ展示資料の保全をはかりながら、照明などによる褐色や
�ｻからの影響をできるだけ少なくして、資料のもつ情報
��ﾊ的にみるものが読みとれるように工夫している最新
ﾌディスクプレイをみる。

同　上 同　上

10 フランスの博物

ﾙ学

　フランスの博物館学は理論と実践において、きわめて高
xな展開がみられる。ここでは、実際の展示に博物館学が
ﾇのように生かされているかをみる。ことに博物館を訪れ
驫ﾏ客がいかなる文化情報を得ているのか、また情報の送
闔閧ﾅある博物館は観客の意識をどのようにして科学的に
c握できるのか、こうした博物館展示の評価は重要である
ｪ、日本ではほとんどなされていない。展示評価を客観的
ﾉ捉える方法とその実際を紹介する。

同　上 同　上

11 保存科学と博物

ﾙ

　博物館における資料は、木、紙、布、金属など材質的に
ﾝて多様である。それらは、いずれも時間の経過とともに、
ﾈんらかの保存処理や補修が必要となる。そのためにはま
ｸ資料の精密な分析が必須である。最新の機器を用いて行
墲黷髟ｪ析と、各種の保存処理の実例を紹介する。

沢田正昭
i奈良国立

ｶ化財研究
活笊ｨ処理
ｺ長）

沢田正昭
i奈良国立

ｶ化財研究
活笊ｨ処理
ｺ長）

12 修復技術と博物

ﾙ

　資料を未来に向けて長く伝えていかねばならないという
歯ｨ館の使命をいかに達成するか。ことに日本の博物館思
ｶに多い紙・絹・漆器などの有機質のものを、カビや害虫
笳�ｻなどからいかに守っていくか。主として日本の伝統
Iな職人の技術を駆使して行われる修理・修復の技術を紹
薰ｵ、その効果と問題点について学ぶ。

増田勝彦
i東京国立

ｶ化財研究
鰹C復技術
白ｷ）

同　上

13 国際協力と博物

ﾙ

　現在、海外の博物館施設に所蔵されなが保存状態が危機
I状況にある日本絵画を日本の技術で修復するというプロ
Wェクトが官民双方で進められている。また、いまや博物
ﾙ資料の交流ばかりでなく、博物館の運営や展示技術や情
�ｻなどの分野で先進諸国は、人材養成にも協力する体制
�ｮえっっある。日本でもこうした体制を整備する必要性
ﾆともに博物館情報学とでもいうべき分野の構築が急務で
?驕B

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）

観光は、いまや巨大な産業になっており、観光客を積極
的に呼ぶためにさまざまな工夫が行われている。巨大なテ
一マパークの建設もそのひとつである。ここにも博物館的

14 観光と博物館 な施設が含まれることが多いばかりでなく、中心的施設と 同　上 同　上

して設置される場合も多い。さらに地域の活性化をはかる
核として博物館が機能しており、結果として観光客を増や
すことになる場合もある。

これからの市民社会には、博物館という文化的装置がか
かせないであろう。人闇はたえまなく膨大なモノを創造

15 未来の博物館 し、これを使用し、消耗させたり放棄するという歴史的な 同　上 同　上

いとなみに対して、モノを保存展示し、モノが語る情報を
蓄積していかなければならない博物館の未来展望はなにか。
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口
妻五
ロロ 学＝　（TV）

離熱：酬㍊餅盤素馨名望教士

全体のねらい
　人間の文化活動は言語による伝達活動によって行われる。社会的連帯を生み分業と協業の基礎ともなる。
伝達内容を表現形式（言語）に変還し表現形式によって内容を諒解する。言語の役割は、どの社会でもほぼ
同じである。言語がどのような構造をもち、どのようにして機能を果たすのか、考え方と研究方法の基礎に
ついて学ぶ。

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）

言語活動では、伝えたいと思う表現内容が発音行動を通
言語と言語学 じて音声に置き換えられて空中を伝わり、聴覚を刺激して 大江孝男 大江孝男

1 （一）　言語学 理解される。この過程の中から、研究対象を取り出し、他 （東京外国 （東京外国

の研究対象 の分野との関連を検討する。 語大学名誉 語大学名誉
教授） 教授）

言語活動は、人間が伝達内容を他に理解させる活動であ
る。表現と諒解は個人のレベルで別々に行われるにもかか

2 言語と言語活動 わらず、両者の間に共通の理解が成立する理油と機構につ 同　上 同　上
いて考察し、研究分野について紹介する。

伝達活動が効率よく成立するには言語活動は等質的であ
るのが望ましいが、広がりをもつ社会では「ことば」の違

3 言語と言語集団 いがみられるのは常識である。同じ社会の中で違いの生ず 同　上 同　上
る原因、方言と共通語について考える。

言語表現の外形である言語音声がどのような機構でどの
ように写せられるか、人間の発しうる言語音声にはどのよ

4 音声と音声記号 うなものであるかについて考え、あわせて言語音声を観察 同　上 同　上
する方法と記録する方法とについて考察する。

地球上には、野兎という数の言語が話されており、よく
知られている言語はそのなかのごく少数のものにすぎない。 湯川恭敏 湯川恭敏

5 世界の諸言語 世界の言語の状況をみるため、ヨーロッパからアフリカ、 （東京大学 （東京大学

アジア、アメリカ、オーストリアと各地域の言語の分布を 教授） 教授）

概観する。　（巻回附：世界の「言語分布地図」　「共通語地
図」

音声と意味の結合した単位としての言語記号のもつ特質
について考察する。音声面の構成単位、意味の面の特質、

6 言語の構造 単語の機能、語順の役割などについて概観する。 同　上 同　上

記号の形について、それを構成する機能的単位としての
音素とその弁別素性、分析の方法をめぐって考える。

7 音声と音韻ω 大江孝男 大江孝男
～音楽分析～
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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）

形式の形を構成する音素の結合の仕方に関する規制、構
成された音素連結に音調律動をあたえるアクセントや声調

8 音声と音韻（2＞ について考える。 大江孝男 大江孝男
～音節とプロソ
♂
アイー～

動詞は活用するといい、名詞は曲用するというが、それ
それ、意味は同じで形が部分的に異なっていて文の中での

9 形態論（一） 機能も異なる形式がセットをなす単語の集合である。形の 湯川恭敏 湯川恭敏
違いと機能の違いとの関係を追求する。

内部に別の単語を構成成分としている単語は意外に多い。
構成は単語を土台に小形式との接合構造をなしているもの

10 形態論（二） と、単語同士の結合構造をなるものとがある。このような 同　上 同　上
単語の構造と構成について考察する。

単語が統合されて文の構成成分をなし、構成成分が統合
されて文をつくる。統合される形式の文法的関係、機能規

11 統辞構造と統合

^
則などを考慮する。 大江孝男 大江孝男

規則に従って統合された形式が発話されて文としての機
能を果たす。文が連続してまとまった内容を表現する。文

12 文型と文構造 の種別、機能等について検討する。 同　上 同　上

個人レベルでみると安定している言語も長い期間をかけ
て変化する。言語変化を引き起こす原因について考察し、

13 言語の変化 規則的な音変化のもつ意義について考える。 同　上 同　上
（一）

一’

言語の変化は音変化だけではなく、形式の形はいろいろ
な要因によって変化する。いろいろな変化とその要因につ

14 言語の変化 いて考える。 同　上 同　上
（二）

今世紀の言語研究の特徴と現在の研究の動向について概

言語と言語学 観する。

15 （二）　20世紀 同　上 同　上

の言語学
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＝古代ギリシャ・ローマの文学＝　（R）

〔主任講師：逸身喜一郎（東京大学教授）〕

全体のねらい
　ヨーロッパ文学を一貫する特徴のひとつに、淵源をたどればギリシャ・ラテンにたどりつくジャンルの意
識がある。時代による差異はあるが、後代は先行する作品の様式を、常に規範と仰いだ。本講義では、古典
文学のうち韻文で書かれた主な作品を、たんに年代順ではなく分野毎にたどり、各ジャンルの特質を明らか
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）

古典古代は一千年以上にわたる。その間、社会の有様は
いうまでもなく、作品の発表と受容の場も変化した。こう 逸身喜一郎 三身喜一郎

1 序　　　　　論 した歴史の簡単な把握と、ギリシャ語・ラテン語の特徴、 （東京大学 （東京大学

さらにジャンルとはどういつだものかを概説する。 教授） 教授）

rイーリアス』は西洋最古の文学であるとともに、その
後の古典文学に著しい影響を与えた。その構成と成立の問

2 エポス：叙事詩 題を中心に、英雄叙事詩の特質、ならびに口調叙事詩なる 同　上 同　上
（1） 概念について説明する。

同じホメーロスの名で伝えられていても、　rオデュッセ
イア』はrイーリアス』にくらべると、物語の内容にも構

3 エポス：叙事詩 成にも「新しさ」が見られる。もともとその核に、おとぎ 同　上 同　上
（2） 話の要素を持つものの、　rオデュッセイア』は英雄叙事詩

の別モデルとなることに成功している。

ウェルギリウスはローマ建国を描いた叙事詩rアエネー
イス丑を作るにあたり、　rイーリアス』　rオデュッセイア』

4 エポス：叙事詩 双方をともども規範にすえた。とはいえこのローマの叙事 同　上 同　上
（3） 詩を貫いている精神は、ホメーロスとは随分、違っている。

エポスのラテン化は容易ではなかったが、陰影に富む作品
が生まれることになった。

偉大な作品との葛藤から、新しい作品が生まれてくる。
本章では、ホメーロス・ウェルギリウスとの対決を通じて

5 エポス：叙事詩 生まれた新しい傾向の叙事詩から、アポッロー三三ス『ア 同　上 同　上
（4） ルゴー号冒険物語』・オウィディウスr変身物語』・ルー

カーヌスr内乱記』を選んで、それらの異質さを明らかに
する。

英雄叙事詩だけがエポスではない。神々の系譜という形
によって世界観をへ一シオドスはこの詩型に託し、かっ農

6 エポス：教訓詩 夫の日々の努あを教えた。古典文学にはこうした様々な知 同　上 同　上
識を披渥し、箴言を告げる一群の作品が、脈々と続いてい
る。

大都会アレクサンドリアの発展は、田園への憧れを生み
出した。テオクリトスに始まり、ローマのウェルギリウス

7 エポス：牧歌 が一層洗練させた牧歌もまた、エポスの韻律であるヘクサ 同　上 同　上

メトロスで書かれている。本章では、あわせて「小さな物
語詩」とでもいうべきエピュッリオンをあつかう。
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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 エレゲイア
i1）

　エレゲイアとはヘクサメトロスという本流に対する傍流
ﾆして古典文学を貫いて用いられた韻律である。アルキロ
Rスからはじめ、この詩型の発展の歴史をたどる。あわせ
ﾄイアンボスとエピグラムにも言及する。

三身喜一郎 三身喜一郎

9 エレゲイア
i2）

　ラテン文学は恋愛詩という独自のジャンルをうちたてた。
ｻの韻律はエレゲイアであった。プロペルティウスその他
ﾌ詩人の特徴を、ヘレニズム期文学の影響という観点に重
_をおいて説明する。

同　上 同　上

10 拝情詩　　（1）

　「拝情詩」と訳されることばは、元来、弦楽器リラの合
墲ｹて歌われた歌を意味した。サッフォー・アルカイオス・アナクレオーンは独唱詩の代表である。そこには個人の

ｴ性が、各人独特の言葉遣いで表わされているように思わ
黷驕Bしかしそこで歌われる「私」は、約束事をふまえた
u私」でもある。

同　上 同　上

ll 拝情詩　（2）

　ジャンルとしての拝情詩は、アルカイック期以後、主要
ﾈ作品がない。5世紀の後に、ホラーティウスは、ギリシ
モﾌ仔情詩を復活し、ラテン語世界に取り込むことに成功
ｵた。その歌の対象は幅広く、仔情詩という訳語はとりわ
ｯこの詩人には不適切である。

同　上 同　上

12 拝情詩　（3）

　オリンピック競技をはじめとする競技祝勝歌をピンダロ
Xは作った。競技での優勝とは、はかなき存在である人間
ｪ、栄光の高みに到達する機会なのである。そして勝利者
�^美する詩こそ、彼の名声を永遠に留める、という自負
�A詩人は担っている。

同　上 同　上

13 演　劇　（1）

　ギリシャ悲劇と喜劇は、アテナイのディ三三ューシア祭
ﾉおいて催されるポリスをあげての行事であった。そのた
ﾟ特殊な約束事にいろいろ縛られている。それらの知識は、一一見、普遍的内容をもつ演劇理解に必須である。 同　上 同　上

14 演　劇　　（2）

　三大悲劇詩人（アイスキュロス・ソフォクレース・エウ
梶[ビデース）は、それぞれ特色ある作品を作った。悲劇
ﾍ英雄神話を題材に選ぶが、その扱いは詩人の裁量に委ね
轤黷ﾄいた。

同　上 同　上

15 演　劇　　（3）

　アリストファネースの喜劇は、突拍子もない設定から出
ｭして、想像力を飛翔させる。そのおかしさは「高級な笑
｢」から「行儀の悪さ」まで振幅がはなはだしい。しかし
ﾞの喜劇は後継者をもたない。1世紀のちのメナンドロス
ﾌ人情喜劇はプラウトゥスによってローマに移入され、つ
｢にはヨーロッパ演劇の基礎となる。

同　上 同　上
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＝イギリス文学（’98）＝　（R）

〔主任講師：高松雄一（駒澤大学教授）〕

全体のねらい
　文学作品は、一方で神話伝説や幻想などの非日常的な世界を素材に取り入れるが、他方ではそれぞれの時代
の風俗習慣や社会のあり方と密接に結びついている。信仰表明の場となることもある。イギリス文学の流れの
なかから、各時代ごとにその具体的な現れをとりあげて考えたい。

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 イギリス文学の

ｬれ

　序論として、イギリス民族と言語の成立や初期の文学の
?阨福ﾈど、基本的な問題について概観する。 高松雄一

i駒澤大学
ｳ授）

高松雄一
i駒澤大学

ｳ授）

2 ルネッサンス期
ﾌ詩と散文

　シドニーからシェイクスピアにいたるソネット集、スペ
塔Tーの寓意物語詩r妖精女王』、その他、牧歌物語、モ
@ベーコンの散文などを中心に、イギリス・ルネッサンス
喆ｶ学の特質を探る。

川西　　進
iフェリス

頼w院大学
ｳ授）

川西　　進
iフェリス

頼w院大学
ｳ授）

3 ルネッサンス期

ﾌ演劇

　シェイクスピアの演劇作品を中心に、エリザベス朝演劇
ｩらジェイムズ朝演劇への変化、ピューリタンによる劇場
ﾂ鎖から王政復古後の演劇の復活にいたる推移を、時代思
ｪの変遷と絡めて考察する。

同　上 同　上

4 宗教と革命と文

w

　ピューリタン革命から王政復古にいたる激動の時代にお
ｯる文学とキリスト教の係わりを、英訳聖書、ダン、ハー
oートら形而上派詩人の宗教詩、ミルトンの叙事詩r楽園
r失』などを中心に検討する。

同　上 同　上

5 イギリス小説の

ｬ立

　18世紀になると、デフォーのrロビンソン・クルーソー』
Xウィフトのrガリヴァー旅行記』を先駆として、リチャードソン、フィールディング、スターンらが出現し、小説

ﾆいうジャンルが確立する。これらについて考察する。
海老根宏
i東洋大学

ｳ授）

海老根宏
i東洋大学

ｳ授）

6 ロマン主義の特

ｿ

　18世紀末にイギリスのロマン主義運動が興る。ここでは
鴻}ン主義想像力の基本的な特質をさぐり、その意義を考
ｦる。 高松雄一 高松雄一

7

18世紀詩人およ

ﾑ前期ロマン主

`詩人

　18世紀の詩を概観し、さらにロマン主義詩人の第一世代
ﾉ属するブレイク、ワーズワース、コールリッジらの作品
�ﾆりあげて、具体的に特徴を論ずる。

笠原順路
i東京大学

赴ｳ授）

笠原順路
i東京大学

赴ｳ授）
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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）

ロマン主義詩人の第二世代のバイロン、シェリー、キー
ツらの作品をとりあげて、ロマン主義の変移をみる。

8 後期ロマン主義 笠原順路 笠原順路
詩人

19世紀に入って、オースティン、およびヴィクトリア朝
のブロンテ姉妹、ディケンズ、ジョージ・エリオットらに

9 近代社会と小説 よって、本格的なリアリズム小説が確立する。これについ 海老根宏 海老根宏
て考察する。

テニスン、アーノルド、ブラウニング、およびラファエ
ル前派のロセッティなど、ロマン主義以後の詩人たちのあ

10 ヴィクトリア朝 り方を見る。 笠原順路 笠原順路
詩人

19世紀後半の批評家ラスキン、ペイター及びワイルドの
立場を中心において、唯美主義と世紀末文学の関連を考察 富士川義之 富士川義之

11 唯美主義と世紀 する。 （東京大学 （東京大学
末 教授：） 教授）

19世紀末から20世紀の、リアリズムからモダニズムへの
橋渡し役となったバーディ、コンラッドらの意義を考察し、

12 イギリス小説の E．M．フォースター、ウルフ、　D．H．ロレンス、ジョイスにい 海老根宏 海老根宏
変貌 たる20世紀小説を論じる。

1910年前後から、新しい技法による新しい文学の確立を
めざす動きが現れ、やがて20世紀前半の文学の主流を占め

13 モダニズム文学 るにいたる。ここではイェイツ、ジョイス、ウルフ、T．S． 高松雄一 高松雄一
の意味 エリオットらを念頭におき、その全体的な特徴をさぐる。

モダニズム以後の文学の諸相を見る。30年代の社会派人
として出発したオーデンら、ディラン・トマスなどの詩人

14 1930～40年代の や、グリーン、ウォー、オーウェルらの小説家の出現があ 富士川義之 富士川義之
文学 る。

第二次大戦後から現代にいたるイギリス文学の状況を、
とくに小説と詩を中心にして展望する。

15 現代の文学 同　上 同　上
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＝ドイツ文学（’98）＝（R）

〔主任講師：神品芳夫（明治大学教授）〕

全体のねらい
　ドイツ文学は苛烈な歴史を生きた人間たちの真実の声の集合である。その観点に立ち、中世から現代まで
のドイツ文学の成果を、社会の流れとの相関関係に留意しながら、自由に語ることにしたい。各担当講師が
受持つ3回のうち、2回は分担する時代の文学を概観し、1回は「特訓」としてテーマを絞って問題を掘り
下げたい。

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）

ゲルマン諸族の移動と神聖ローマ帝国の成立・分裂によ
ってヨーロッパが生まれるが、ドイツではドイツ語そのも 松浦　　純 松浦　　純

1 中世の文学 のが成立してゆくと共に、教会主導のキリスト教文学、ゲ （東京大学 （東京大学

ルマンの伝統をひく英雄文学と、フランス渡りの宮廷文学 教授） 教授）

とが展開してゆく。その諸相を紹介する。

活版印刷の発明のメディア革命としての意義は特に宗教
改革期になって発揮されたが、なかでもルターの著作と聖

2 宗教改革からバ 書翻訳は新たな文学の基盤となる標準的なドイツ語をも準 同　上 同　上
ロック 備した。その時代の文筆活動、続いて三十年戦争を経たバ

ロック時代までの文学について概観する。

マルチィン・ルターは宗教改革のリーダーとして、また
聖書翻訳者として知られているが、その思想像は多分に図

3 （特論）知られ 式化されている。時代背景を描きっつ、己と他者について 同　上 同　上
ざるルター の彼の思索がもっていた特質を考えてみたい。

ドイツ文学の隆昌期であるゲーテ時代とは、啓蒙主義と
「若いドイツ」に前後を挟まれた時期に当たり、いわゆる 木村直司 木村直司

4 ゲーテ時代の シュトゥルム・ウント・ドラング、古典主義、ロマン主義 （上智大学 （上智大学
文学 を包括する。人間性の時代である十八世紀を起点として、 教授） 教授）

その流れを追いつつ、古典文学の意義を問い直す。

古典主義のあとにロマン主義が始まったわけではなく、
両者はかなりの期間平行して進行した。初期ロマン派が活

5 ゲーテとロマン 躍した時代はゲーテの長い生涯と重なり合い、ゲーテ自身 同　上 同　上
派 にもそれら両面が認められる。現実的なものと理念的なも

のとの相互関係を中心に、両者の関わりについて解明した
い。

ゲーテの特徴は、詩人から自然研究者、政治家にまで及
ぶ多面性である。それはまた若いゲーテ・古典主義者・晩

6 （特論）ゲーテ 年のゲーテに分けられる。どれに焦点を合わせるかに従っ 同　上 同　上
像の変遷 て多様なゲーテ像が生じてくることを示したい。ゲーテ像

の変遷が十八世紀以降のドイツ精特写の反映であることに
も注目したい。

ホフマン、アイヒェンドルフを中心に後期ロマン派の特
性を分析し、さらにリュッケルト、ミュラーやハイネの詩、 光野正幸 光野正幸

7 後期ロマン派 グリルパルツァーの演劇やウィー・ン民衆喜劇にも触れて、 （武蔵大学 （武蔵大学

ロマン派の視野から十九世紀前半のドイツ文学の魅力を総 教授） 教授）

括的に捉える。
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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 リアリズム文学

　ゲーテの死からドイツの国家統一に至る時代の文学の主
ｪはリアリズムである。その中核をなすシュティフター、
Pラー、シュトルム、ラーベらの小説手法を探るとともに、
＝[リケ、ドロステの詩、ビューヒナー、ヘッベルの演劇
ﾉも触れ、　「詩的リアリズム」の文学の諸相を概観する。

光野正幸 光野正幸

9 （特論）ドイツ

Eオペラ文学

　十九世紀におけるドイツ・オペラの自立の過程を、モー
cァルト／サリエリの時代からヴェーバー／スポンティー
��oてヴァーグナーの「楽劇」、さらに二十世紀のリヒ
ャ泣g・シュトラウスまで音声資料をまじえて辿り、　「音
yと文学の結びつき」の文化史的文脈を明らかにする。

同　上 同　上

10 世紀転換期から

¥現主義

　政治上ではヴィルヘルム2世の対外拡張政策と第一次世
E大戦の時期。一方文化的には国際交流が進み、ドイツ文
wが世界の流れに合流し、ホフマンスタール、マン、カフ
Jらが輩出、二十世紀文学の視座を開いた。郷土文学とモ
fルネの文学の対立の構図を示したい。

神品芳夫
i明治大学

ｳ授）

神品芳夫
i明治大学

ｳ授）

11 亡　命　文　学

　1920年代に現代文学の基礎が築かれたあと、ナチの時代
ﾉなって、ドイツ文学は決定的に国内と国外に分裂した。
S命文学者には大別して、ユダヤ系、左翼系、リベラル系
ｪあり、それぞれの例としてS．ツヴァイク、ブレヒト、
sh。マンの場合を見たい。国内亡命者にも言及する。

同　上 同　上

12 （特論）リルケ

ﾆ現代詩

　ドイツ的土着性とは無縁のリルケは、ロシヤからスペイ
唐ﾉ至るヨーロッパの平平と詩伝統をふまえて多様な詩作
�W開した。他方でブレヒトなどの社会派の詩が優位を占
ﾟるなか、リルケの詩がどのように受容されてきたかを考
ｦる。さらにドイツに独特の自然詩の系譜にも触れる。

同　上 同　上

13 第二次大戦後の

ｶ学

　国土荒廃のなかでまず声を上げたボルヒェルトら戦中派
ﾌ作品を紹介し、47年グループの成立事情を説明する。
sh。マンほか亡命作家の受容とともに、50年代における
oッハマンやツェランの登場、そしてブリッシュとデュレ
塔}ットの仕事に触れる。

藤本淳雄
i成城大学

ｳ授）

藤本淳雄
i成城大学

ｳ授）

14 東西ドイツ並立

ﾌ文学

　帰国したブレヒトをはじめ社会主義の東ドイツ国家にお
ｯるさまざまな立場の作家の活動を紹介する一方、西でも
Gンツェンスベルガーやベル、グラス、さらに東から「移
Z」したヨーンゾンらの活躍、ア・ヴァイスらによるユダ
юl問題との対決、東欧バルト海地域を舞台とするボグロ
tスキーの作品にも触れる。

同　上 同　上

15
く三論）東西統一の前後

　1968年の「学生の反乱」以降の社会状況を背景とするハ
塔gケ、ヴァルラス、B。シュトラウスの仕事と、東ドイ
c末期の文学状況を概観したあと、近作rメーディア丑に
鰍驍bH．ヴォルクの仕事とヨーンゾンの大作r記念の日
X匪を考察したい。

同　上． 同　上
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＝＝ tランスの文学（’98）＝　（R）

〔主任講師：渡辺守章（放送大学教授）〕
〔主任講師：塩川徹也（東京大学教授）〕

全体のねら・い

　国民文学としてのフランス文学の成立は、17世紀の絶対王政の成立と密接に結びついている。フランス人“
と対等に話が出来るためには、17世紀以降・の「古典的な文学」に、フランス人並に通じている必要があると
語うたのは、ドイツの評論家クルチウスであった。それは、フランス語とフランス文化における文学の重要円
性を指摘したものであり、’その事情は、現在でも基本的には変わっていない。この講義では、17世紀から現
代までのフランス文学を、主としてジャンル毎に、その代表的な作家と作品について考えてみる。同時代の
社会や文化との関わりを視野に入れておくことは言うまでもないが、ただ、日本では、フランスの歴史の基『
本的な様相も局面も、十分に知られているとは言いがたいので、その点にも配慮する。対象にするテクスト．
はぐ、原則として日本語訳のあるものを念頭におくが、特に韻文の場合は、原文を引用することもありうる。

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）

何故17世紀から現代か。　「古典主義の時代」に何が起き 渡辺守章 渡辺守章
たか。近代性の時代。17世紀と現代を通底するもの（制度 （放送大学 （放送大学

1 総　　　　　説 と文学）。 教授） 教授）

塩川徹也 塩川徹也
（東京大学 （東京大学

教授） 教授）

文学言語の厳密化と洗練。ピエール・コルネイユとその
時代。モリエールの喜劇。ラ・フォンテーヌあるいは　話

2 古典主義時代の 詩の劇場。 渡辺守章 渡辺守章
劇文学　　　（1）

ラシーヌ、ポワロー、マリヴォー、ボーマルシェ
古典主義の頂点、ラシーヌ喜劇。喜劇の変質、マリヴォ

3 古典主義時代の 一喜劇。ディドロと市民劇（演劇美容の拡大・変貌）。 同　上 同　上
劇文学　　　（2＞

ジャンルとしての小説。デュルフェrアストレ』、ラ・
ファェット夫人rクレーヴの奥加、プレヴォーrマノン

4 古典主義時代の ・レスコー』、ラグロr危険な関係』 塩川徹也 塩川徹：也
小説

「モラリスト」とは何か。モンテーニュ。ラ・ロシュフ
一コー。パスカル。ラ・ブリュイエール。

5 モラリストの系 同　上 同　上
識口日

「フィロゾフ」とは何か。モンテスキュー。ヴォルテー
ル。ルソー。ディドロ。

6 「フイロゾフ」 同　上 同　上
の文学

ロマン派の詩と詩人（ベランジェ、ラマルチーヌ、ミュ
ッセ、ヴィニー、ユゴー、ネルヴァル、ゴーチエ） 田村　毅 田村　毅

7 近代詩　　《1） （東京大学 （東京大学
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）

ボードレール。ヴェルレーヌ。ランボー。マラルメ。詩 渡辺守章 渡辺守章
の危機。

8 近代詩　　（2） 松浦寿輝 松浦寿輝
（東京大学 （東京大学

教授） 教授）

ロマン派からレアリスムへ（ノディエ、ネルヴァル、ユ
ゴー、バルザック、スタンダール）

9 近代小説　　（1） 田村　　毅 田村　　毅

レアリスム以降（メリメ、デュマ・フィス、フローべ一
ル、モーパッサン、ゾラ）

10 近代小説　　（2） 同　上 同　上

ロマン派革命。同時代風俗劇あるいは近代劇の成立。世
紀末のパラダイム（演劇における前衛の出現）

11 近　　代　　劇 渡辺守章 渡辺守章

アポリネール。ヴァレリー。　rNRF』派とモダニズム。
12 現　　代　　詩 ダダからシュルレアリスムへ。ブルトン。シュルレアリス 松浦寿輝 松浦寿輝

一言語とイメー ムの内と外。第二次対戦後の詩。
ジの冒険 渡辺守章 渡辺守章

ブルースト。ジッド。セリーヌとマルロー。サルトルと
カミュ。映像への越境、あるいは文学の危機。

13 現　代　小　説 松浦寿輝 松浦寿輝
一ブルースト以
後

演出家の世紀（アルトーの影）。演劇における前衛（1）
（クローデルの演劇的宇宙）。「30年代演劇」とその系譜

14 現　　代　　劇 （ジロドゥーから実在主義演劇へ）。 渡辺守章 渡辺守章
演劇における前衛（2）（「不条理劇」以降）

危機と文学。構造主義の地平。文学とその外部。

渡辺守章 渡辺守章
15 思想と文学

松浦寿輝 松浦寿輝
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＝ギリシャ哲学（’99）＝　（R）

〔主任講師：天野正幸（東京大学教授）〕

全体のねらい
　この講義のねらいは、語源的にも歴史的にも「哲学」の故郷と言うべき古代ギリシャにおいて哲学という
学問がどのように生まれ成長していったかを解き明かし、哲学とはいかなる学問であるかをその原点に立ち
返って理解するための手懸りを提供することにある。

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
ソクラテスの
鋳m恵」　（rソ

Nラテスの弁
ｾ毒）

　「哲学」を意味するギリシャ語「フィロソフィアー」の
ｴ義である「知恵の二二」としての「哲学」を実質的に確
ｧしたのはソクラテスである。彼の「知恵」概念を手懸り
ﾉ、彼にとっての「知恵の愛求」について考察する。

天野正幸
i東京大学

ｳ授）

天野正幸
i東京大学

ｳ授）

2

ソクラテスのエ
激塔Rス（プラ
gン初期対話
ﾑ）

　ソクラテスの「知恵の愛求」の活動は他者との議論を通
ｵて遂行される。彼の議論はいつでも相手を論駁して相手
ﾌ無知を暴露する（「エレンコス」と呼ばれる）。その議
_を手懸りに、彼の「知恵の愛求」について考察する。

同　上 同　上

3 プラトンは超越
Iイデア論者か

　プラトンのイデア論は「超越的イデア論」と一一般に考え
轤黷ﾄいる。そのような理解は彼の弟子のアリストテレス
ｩら始まる。だが、プラトンのイデア論を「超越的」イデ
A論と理解するのは誤解のもとである。

同　上 同　上

4

仮説的イデア論

irパイドー
刀x）

　プラトンのイデア論は、イデアの存在を仮説する仮説的
攪_であり、　「仮説的イデア論」という名がむしろ相応し
｢。それはrパイドーン丑において初めて、一個の理論と
ｵて確立された。

同　上 同　上

5 善のイデア
ir国家』）

　r国家』において、仮説的イデア論の仮説を正当化する
?ﾉの根拠として「善のイデア」が導入され、それが「太
z」・「線分」・「洞窟」の三三によって説明される。そ
ﾌ説明の目的は真の哲学者を規定することにある。

同　上 同　上

6

イデア論の再検

｢（rパルメニ
fス』）

　rパルメニデス』において、プラトンは自らイデア論を
癆ｻする。その批判はイデア論にとって、致命的とは言え
ﾈいまでも、少なからぬ打撃を与えるものと思われるが、
vラトンにとってはどのような意味を持つのだろうか。

同　上 同　上

7
「エピステー
＝[」概念の再

沒｢1（rテア
Cテートス』」

　rパル三三デス盟のイデア論批判は「エピステーメー」
T念についての再検討をプラトンに促し、　rテアイテート
X』において、エピステーメーを獲得する方法が根本的に
l察し直される。

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）

「エピステーメー」は最終的には「ロゴスを：伴った真な

「エピステー るドクサ」と定義される。この定義も結局は批判される
8 メー」概念の再 が、エピステーメーは「他のすべてのものとの差異の認 天野正幸 天野正幸

検討H（rデァ 識」であるというとが積極的な成果として確保される。
イテートス』）

『ソフィステース選　『ポーティコス』において、　「他の

分割法（rソフ すべてのものとの差異」を体系的に認識する方法として、
9 イステース』 「分割と統括」という方法が導入される。この方法につい 同　上 同　上

rポリーティコ て考察する。
ス』）

rソフィステース』において、虚偽の言明がいかにして
イデアのコイノ 成立し得るかを説明するために、イデアのコイノーニアー

10 一ニアー（rソ （結合あいては分有）という考え方が導入される。この考 同　上 同　上
フィステース』） え方について考察する。

アリストテレスはr形而上学退の冒頭で「知恵」を「原
アリストテレス 理・原因についての知」と規定している。これは彼にとつ

11 にとっての「哲 て「哲学」の根本規定である。それでは、アリストテレス 同　上 同　上
学」　（r形而上 にとって「哲学」とはどのような学であったのか。
学丑）

「ト・オン・レゲタイ・ポラコース」　（「あるもの」は
「ト・オン・レ 多義的である）というテーゼがアリストテレスの存在論の

12 ゲタイ・ボラ 根本前提となっている。このテーゼの意味と意義について 同　上 同　上
コース」　（r形 解説する。

而上学』）

アリストテレスはr形而上学毒悪7、8、9巻におい
本質をめぐる議 て、実体の存在の原因について論じている。それは彼の形

13 論1 而上学の精髄と言っても過言ではないが、極めて難解であ 同　上 同　上
（1形而上学1） る。それをできるだけわかりやすく解説する。

存在の原因としての本質を知の対象という観点から見る
本質をめぐる議 と、例えば「本質は個別か普遍か」、　「類と種差（という

14 論H一知の 二つのもの）からなる本質がなぜ単一なものであり得るの 同　上 同　上

対象としての本 か」など、様々な問題が生じる。これらの問題について考
質（1形而上学1） 察する。

最後に、アリストテレスの「知」の概念について解説す
る。彼は、最も厳密な知は論証に基く知だと考える。それ

15 論　証　理　論 について、主としてr分析論後書』における論述に基いて 同　上 同　上
（r分析論後書1） 解説する。
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＝西洋近世哲学史（’99）＝　（R）

〔主任講師：量義治（東洋大学教授）〕

全体のねらい
　ネルサンスの哲学からヘーゲル哲学にいたる西洋近世哲学史は、西洋哲学史全体のなかできわめて重要な
位置を占めている。全体のねらいは二つのねらいから成っている。一つは、近世哲学全体の流れを正確に把
握することである。もう一つは、基本的な諸概念を厳密に理解することである。精選された西洋近世哲学史
の客観的な叙述を試みたい。

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）

二つのことを考えている。一つは古代・中世哲学との関
係である。もう一つは近世哲学自体の流れである。後者 量　　義治 量　　義治

1 近世哲学の概観 は、イギリス経験論、具体的には、揺藍期の哲学、大陸合 （東洋大学 （東洋大学

理論、批判哲学、そしてドイツ観念論として展開する。 教授） 教授）

「ルネサンス」とは「再生」を意味する。すなわち、キ
揺藍期の哲学1 リスト教以前のギリシア・ローマの文化を再生しようとす

2 ルネサンスの哲 るものである。具体的には、クザーヌス、エラスムス、ポ 同　上 同　上
学 ンナッツィの哲学を取り上げて考察する。

16世紀の宗教改革は狭義の近世哲学史の範時には入らな
い。しかし近世体験における思想の変革の一つとして、ま

3 揺藍期の哲学豆 た、その後の影響先を考え合わせるとき、欠落させること 同　上 同　上
宗　教　改　革 はできない。具体的には、ルターとカルヴァンの思想を取

り上げる。

「科学革命」という言葉は二とおりの意味で使われる。
一つは英語で大文字で書かれる科学革命であり、もう一つ

4 揺三期の哲学1 は小文字で書かれる科学革：命である。前者は近代自然科学 同　上 同　上
科　学　革　命 の基礎となった16世紀半ばから17世紀後半にかけての自然

科学の興隆のことを指す。

「われ思う、ゆえにわれ在り」という言葉によって知ら
れるデカルトは、単に大陸の合理論の祖であるだけではな

5 合理論の哲学1 くて、人間というものを哲学の中心に握えたという意味 同　上 同　上
デ　カ　ル　ト で、近世哲学の祖である、ということができる。したがっ

て、当然、今日にまで及ぶ影響史がある。

「神即自然」という言葉によって知られるスピノザの哲
学は汎神論である。デカルトは精神を物体という二つの実

6 合理論の哲学H 体を認あたが、神のみが唯一の実体であって、精神と物体 同　上 同　上
ス　ピ　ノ　ザ はこの唯一の実体である神の様態である。としたスピノザ

哲学は、デカルト哲学の徹底である。

ライプニッツの実体は「単子」と呼ばれる。その数は無
数である。単子の本性は作用にある。しかし単子と単子と

7 合理論の哲学皿 の間には相互作用はない（「単子は窓をもたない」）。け 同上 同上
ライプニッツ れども、被造物としての単子の全体は創造者が定めた「予

定調和」の秩序のなかに置かれている。

一697一



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）

中世以来もともとイギリスには経験論的傾向の伝統があ
経験論の哲学1 つたが、近世における経験論の哲学はF・ベーコンをもつ

8 ベーコンとホッ て始まる。ベーコンに続くホッブズは徹底的に機械論的な 量　　義治 量　　義治
ブズ 自然観を樹立した。そしてそれを道徳や社会の分野にまで

拡張しようとした。

ベーコンやホッブズを先駆とするイギリス経験論はロッ
クをもって確立する。経験論はすべての認識は経験をもつ

9 経験論の哲学豆 て始まるのであって、経験に先立っては、われわれの心は 同　上 同　上
ロ　　ッ　　ク 「白紙」または「暗室」である、と主張する認識諸上の立

場である。

バークリとヒュームはロックの経験論を継承発展させ
経験論の哲学1巫 た。バークリの「存在することは知覚されることである」

10 バークリとヒュ というテーゼは有名である。ヒュームは、経験論を徹底さ 同　上 同　上
一。 せていった結果、いっさいの認識の確実性を疑う懐疑論に

陥ってしまった。

カント哲学は批判哲学と称される。すなわち、理性によ
る理性の批判、つまり、理性の自主批判の哲学である。批

11 批判哲学1 判哲学はそれ以前の全哲学を批判し、真の哲学を構築しよ 同　上 同　上
形　而　上　学 うとした。カントは西洋哲学史上最大の哲学者である、と

いってもけっして過ちではない。

理性には三つの関心がある。すなわち、（1）「わたしはな
にを知ることができるか。」（2）「わたしはなにをなすべき

12 批判哲学H であるか。」（3）「わたしはなにを望むことを論されるか。」 同　上 同　上

道徳と宗教 第一の関心は形而上学、第二の関心は道徳、そして第三の
関心は宗教にかかわる。

ドイツ観念論の哲学の起点は批判哲学である。批判哲学
ドイツ観念論の の特　はその二元論にある。この二元論の一元論化、つま

13 哲学1 り体系化の試みがドイツ観念論の哲学の基本的意図であ 同　上 同　上
フ　　ィ　ヒ　テ る。フィヒテの「知識学」はその最の体系的哲学である。

フィヒテにおける二元論の克服は不徹底に終わった。と
ドイツ観念論の いうのは、その絶対者は自我を非我との根底にあるという

14 哲学∬ よりは、むしろ自我の根底にあるものであったからであ 同　上 同　上
シェ　リ　ング る。これにたいして、シェリングの「同一哲学」は文字で

あり絶対者の哲学である。

ヘーゲルによれば、実体は客体ではなくて主体である。
ドイツ観念論の そして主体の本質は自由にある。　「精神」は自由を本質と

15 哲学皿 する実体としての主体である。精神はその自由に基づい 同　上 同　上
ヘ　一　ゲ　ル て、自己を自己の外に発現しっっ運動する主体である。

ヘーゲル哲学をもって近世哲学は終焉する。
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＝美と詩の哲学（ヲ99）＝　（R）

〔主任講師：渡邊二郎（放　送　大　学　教　授）〕

全体のねらい
　西洋における「美」の概念の伝統をとらえなおし、あわせて、それが、　「言語」芸術である「詩」に関す
る考え方のなかに具体的に姿を現した重要ないくつかの局面を省みて、現代の人間論や芸術論に示唆を与え
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）

ピュタゴラス、プラトン、アリストテレス以来の、調
和、秩序、均斉、節度に美を求める、永い伝統のある美意 渡邊二郎 渡邊二郎

1 調和としての美 識の系譜をたどる。 （放送大学 （放送大学
教授） 教授）

プラトン、プロティノス、偽ディオニュシオス・アレオ
パギタ、エリウゲナに発する、光の形而上学、もしくは

2 呼ぶものとして 「美（カロス）」を「呼ぶもの（カレイン）」ととらえた 同　上 同　上
の美 伝統の重要性を際立たせる。

トマス・アクィナスを中心とする中世の美学が、　「呼ぶ
もの」としての「光輝く」美の概念のうえに成り立つこと

3 中世の美学 を明らかにする。 同　上 同　上

近世初期に、こうした中世美学の伝承のなかから、美と
愛の思想があふれ出ることを突き止める。

4 近世初期の美学 同　上 同　上

カントのr判断力批判』を契機にして、新しい、ドイツ
の芸術文化運動が起こり、さまざまな活動が生ずるが、そ

5 カントとシラー のなかでも、シラーの見解に注目してみる。 同　上 同　上

フィヒテの自我論から、やがてドイツ・ロマン派の運動
が起こるが、それのもつ意味について、全般的考察を加え

6 ロマン主義の問 る 同　上 同　上
題

ドイツ・ロマン派の旗手、F・シュレーゲルの活動とそ
の文学的思想的運動を、その根本から明らかにする。

7 F・シュレーゲ 同上 同上
ル
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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）

ロマン派と結びついて、大きな活躍をしたシェリングの
芸術論と人間観をたどりなおす。

8 シェリングの芸 渡邊二郎 渡邊二郎
術論

ヘーゲルは、ロマン派を引き継ぎつつ、芸術の意義を高
めながらも、芸術の時代は終わったと見た。そのヘーゲル

9 ヘーゲルの美学 の見解をとらえなおす。 同　上 同　上

ディルタイの近代美学論と詩人論を省みる。

10 ディルタイと 同　上 同　上
近代美学

フッサールの言語論、それの問題点、ハイデッガーの言
フッサールとハ 語論と詩人論を理解する。

11 イデツガーの言 同　上 同　上
語論

ベッカーその他、数多くの現象学派の美学の問題点を探
る。

12 現象学派の美学 同　上 同　上

ソシュールに始まる構造言語学の射程と、そこに登場す
る議論を省みる。

13 ソシュール言語 同　上 同　上
学の周辺

現代フランスのポール・リクールの隠喩と物語に関する
見解を検討する。

14 リクールの隠喩 同　上 同　上
論と物語論

サルトルの文学論の意義を考えなおす。

15 サルトルの文学 同　上、 同　上
…A
舜冊
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＝圭　　日

量士：

π心・ 学C99）＝（TV）
〔主任講師。杉浦克己（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　文献資料（書籍）を扱う書誌学は、歴史学や文学のための基礎となるばかりでなく、書きことばの変遷の
具現した姿をとらえる学でもある。様々な時代の書籍の実例を、形状や書き表わし方によって整理して示
し、その特色を考えながら、実際に個々の資料を読みとることで、古文献資料を扱う基礎的な知識を概説し
ようとするのが本講義の主なねらいである。

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 書誌学への扉

　書籍さらには文字書写物一一般の歴史の概略を振り返り、

ﾃ文献資料を扱う書誌学の主な項目やその意義を概説し、
謔闌ﾃい時代の書籍の代表的な形状や装丁の実物例を挙げ
ﾄ紹介し、講義全体への導入とする。

杉浦克己
i放送大学

赴ｳ授）

杉浦克己
i放送大学

赴ｳ授）

2 書籍の形状と料

　書籍の形状や書函などの付随物についての基本的な事項
�ﾀ物例を示して概説する。また料紙の材料や製法とその
ﾏ遷、装飾などについて各々の特色を実際例を挙げて概説
ｷる。

同　上 同　上

3 書籍の取扱いと

ﾛ存・修補

　書籍の取り扱いを様々な装丁や付属物について概説す
驕Bまた保存方法や修補の実際例を紹介し、保存と利用の
ﾖ係を考えることで閲覧の際の注意事項を併せて概説す
驕B

同　上 同　上

4 平仮名の読み方
@　（1）

　平仮名の発生・発達を概説し、いわゆる異体仮名の読み
福ﾉついて、主に版本の平仮名文の実例を用いて、類型的
ﾈ字形・字体の平仮名の読み方を概説する。 同　上 同　上

5 平仮名の読み方
@　（2）

　主に古筆和歌資料や散文古写本の実例を用いて、字母漢
嘯�lえながら読むことによって、いわゆる異体仮名をあ
髓�x読みこなす方法を概説する。 同　上 同　上

6 仮名文の読み方

　主に漢字仮名交じりの古筆和歌資料や散文古写本の実例
�pいて、平仮名文・漢字仮名交じり文の表記方法として
ﾌ特色を考え、文章の内容や前後関係等も考慮した上での
ｽ仮名文の読み方を概説する。

同　上 同　上

7 漢字の読み方
@　（1）

@　　　　　　｝

　主に行書の版本資料の実例を用いて、類型的な字形・字
ﾌを部首などによって整理して把握することで個々の文字
�ﾇみとるための参考とするための要点を概説する。 同　上 同上
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執筆担当 散送担当
回 テ　　一　　マ 内　　　　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

主に行書の資料の実例を用いて、筆跡を辿りながら漢字
を判読するための要点を概説し、複数の脚本を互いに参考

8 漢字の読み方 にしながら読む実例を示す。 杉浦克己 杉浦克己
（2）

基本的な漢文の句法や助字などの漢文中での働きを整理
して示し、漢文・変体漢文の表記方法としての特色を考

9 漢文の読み方 え、返点や送り仮名がなくてもある程度基本的な文意を把 同　上 同　上
回するたあの要点を概説する。

漢文訓読の歴史を辿り、漢文の訓読の仕方の変遷と基本
的な訓点資料の読み方を概説すると共に、漢文訓読と共に

10 訓点資料と片仮 発達してきた片仮名文の代表例を紹介する。 同　上 同　上
名文

書状の代表的な様式を、仮名・漢文各々の実例を挙げて
紹介すると共に、公式令に挙げられた基本的な文書の様式

11 書状と文書 を、公文書の実例によって概説する。 同　上 同　上

古辞書の発達の歴史を、　「読むための辞書」と「書くた
めの辞書」という観点から整理して概説すると共に、その

12 辞書の利用 性格を活かして古文献資料の読解に役立つ実例を示す。 同　上 同　上

古文献資料の書写の経緯を、奥書や周辺資料から辿る実
例を示すと共に、複数の本文を比較検討してあるべき本文

13 書写の経緯 を考える校合の基本的な方法を実例を挙げて概説する。 同　上 同　上

古筆資料の実際例を時代やジャンルで整理して挙げ、書
風だけではなく文字や用字法の変遷という観点からも比較

14 古　　　　　筆 対照して、各々の特色を整理し概説する。 同　上 同　上

近世頃から盛んになった印刷の歴史を整理概説し、印刷
によって出版業や書籍の流通経路が整備されていった跡を

15 出版と書籍 辿る。さらにこの変遷の最先端としての現代の印刷・出 同　上 同　上
版・流通の実際例を紹介する。
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＝発掘された古代日本（’99）＝　（TV）

〔主任講師：白石太一郎（国立歴史民俗博物館副館長）〕

全体のねらい
　考古学は、人びとが生きるために大地に働きかけた跡である遺跡や、そこから出土するさまざまなモノ、
すなわち遺物から人間の歴史を考える学問である。日本列島の各地で進められている発掘調査によって、考
古学が旧石器時代から中世に至る日本列島の歴史をどこまで明かにしたかを紹介し、あわせて文献史学とは
また異なる歴史学としての考古学の役割を考える。

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 考古学への招待

　考古学は、もの言わぬ遺跡や遺物からどのようにして歴
jを読み取るのか。考古資料の特質、年代決定法、時期区
ｪ論、考古学による歴史の復元法など、考古学とはどのよ
､な学問であるかを解説する。

白石太一郎
i国立歴史

ｯ俗博物館
寢ﾙ長）

白石太一郎
i国立歴史

ｯ俗博物館
寢ﾙ長）

2 旧石器時代の
坙{列島

　数十万年前に遡る原人の存在を明らかにした前期旧石器
梠繧ﾌ遺跡や、日本列島固有の後期旧石器文化の成立など
倹ﾎ器時代の研究の現状を紹介する。人類の進化について
烽ﾓれる。

岡村道雄
i文化庁主

C文化財調
ｸ官）

岡村道雄
i文化庁主

C文化財調
ｸ官）

3 縄文文化の成立

ﾆ展開

　縄文文化の成立過程から1万年間にも及ぶ縄文時代の展
J過程を概観し、世界史的な立場から日本列島に展開した
ﾁ異な新石器文化の意味を考える。 同　上 同　上

4 縄文人の生活と

ｶ化

　集落や貝塚などの発掘調査の成果にもとづき、食料採集
ｯとしてはきわめて豊かな生活文化であったとされる縄文
lの生活の実態にせまる。実証的な研究成果によって縄文
ｶ化の実像を示す。

同　上 同　上

5 弥生文化の成立

ﾆ展開

　稲作農耕文化に基礎を置く弥生文化の成立過程とその後の展開過程を、東アジア史的視点で考える。弥生人の成立

笂齦ｶ人との同異の問題や、西日本とは異なった東日本の
岦ｶ文化にもふれる。

設樂博己
i国立歴史

ｯ俗博物館
赴ｳ授）

設樂博己
i国立歴史

ｯ俗博物館
赴ｳ授）

6 弥生人の生活と

ｶ化

　最近の考古学的調査の成果にもとづき、弥生時代の人び
ﾆの生活と文化の実相をわかりやすく示す。銅鐸などの青
ｺ製祭器から想定される弥生人の宗教や精神生活にもふれ
驕B

同　上 同　上

7 古墳のつくられ

ｽ時代

　古墳とは何かを、その出現の経過を跡づけることによっ
ﾄ明らかにし、古墳造営の背後にある首長連合としてのヤ
}ト政権の構造を考える。また各地の古墳のあり方の変化からヤマト政権の変質の過程を明確にする。

白石太一郎 白石太一郎
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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 古墳時代の社会

ﾆ文化

　豪族の居館や民衆の集落、さらに古墳のあり方などから
ﾃ墳時代の社会の仕組みとその変化を追求するとともに、
?曹竰ｩ鮮半島からの人や文物の流入が日本の社会や文化
�ﾇう変えたかを考える。

白石太一郎 白石太一郎

9 律令社会の成立
ﾆひろまり

　7世紀末葉頃、日本は中国にならった中央集権的な律令
痩ﾆを完成する。その成立の経緯とともに、出来上がった
･令国家の構造や支配の仕組みを、考古学の成果をもとに
lえる。律令国家の世界史的位置づけやそれがその後の日
{の歴史に与えた影響についてもふれる。

宇野隆夫
i富山大学

ｳ授）

宇野隆夫
i富山大学

ｳ授）

10 律令社会の産業

ﾆ文化

　最近の考古学の研究成果にもとづき、律令時代における
ｳまざまな生産活動や流通の仕組み、さらに生産に従事す
髏lびとがどう組織されていたのかなど、この時代に生き
ｽ人びとの生活の実態や文化のあり方を考える。

＼　同　上 同　上

11 中世の富と権力

　中世における経済や政治のあり方を博多、京都、越前一
謦J、鎌倉の発掘調査など、最近著しく進展した中世考古
wの成果にもとづいて考える。東国政権の成立と展開や中
｢的世界の終末、近世への動きにもふれる。

小野正敏
i国立歴史

ｯ俗博物館
赴ｳ授）

小野正敏
i国立歴史

ｯ俗博物館
赴ｳ授）

12 中世の町と村

　考古学の立場から、中世を特徴づける都市をめぐるさま
ｴまな問題、さらに東国と西国といった視点に立って、人
ﾑとの生活の舞台や生活文化から中世という時代を考え
驕B

同　上 同　上

13 北海道の考古学

　北海道が本州とは異なった歴史を歩みはじめた縄文時代
ﾈ降の続縄文文化の時代から、擦文文化とオホーツク文化
ﾌ時代を中心に、北海道考古学の研究成果を概観する。北
荿ｶ化との交流やアイヌ文化の成立についてもふれる。

菊池徹夫
i早稲田大

w教授）

菊池徹夫
i早稲田大

w教授）

14 琉球列島の考古

w

　琉球列島が本州や九州の歴史とは違った歩みを明確にし
ﾍじめた貝塚時代から11～13世紀のグスク時代を中心に、
ｮ球考古学の研究成果を概観する。また琉球王朝の成立や
?曹笂兼?Aジアとの交流についてもふれる。

安里　　進
i浦添市教

辷ﾏ員会文
ｻ課主幹）

安里　　進
i浦添市教

辷ﾏ員会文
ｻ課主幹）

15 考古学と現代

　最近進展の著しい環境考古学の研究成果を紹介するとと
烽ﾉ、21世紀の人類が直面する環境問題などの大きな課題
ﾉ考古学が何をなしえるのか、現代社会における考古学の
�р竕ﾛ題を討論形式で考える。

白石太一郎

ﾒ　誠一郎
i国立歴史

ｯ俗博物館
赴ｳ授）

白石太一郎

ﾒ　誠一郎
i国立歴史

ｯ俗博物館
赴ｳ授）
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＝博物館概論（’99）＝　（TV）

〔主任講師：石森秀三（国立民族学博物館教授）〕

全体のねらい
　この講義のねらいは、世界と日本における具体的な事例にもとづいて、多様な博物館のあり方を紹介する
ことによって、博物館に関する基礎的知識を概説することにある。とくに、現代社会における博物館の多様
な展開を具体的に取り上げることによって、博物館が担う現代的役割を多面的に講義する。

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 博物館ことは／じ

　現代世界において、博物館の多様化が急速に進みっつあ
驕B各種資料の収集・保管・展示・調査研究のあり方か
轣A生涯学習や文化創造の拠点としての博物館の役割など
�?蜩Iに明らかにする。また、博物館関係法規や博物館
ﾏ理の問題についても概説する。

石森秀三
i国立民族

w博物館教
�j

石森秀三
i国立民族

w博物館教
�j

2 博物館の歴史

　近代博物館の原型は17世紀のヨーロッパでエリートによ
ﾁて形づくられた。米国では、18世紀に大衆教育のたあに
歯ｨ館づくりが；進展した。日本では欧米博物館の影響を受
ｯっつ、独自の発展を遂げてきた。博物館の歴史を通し
ﾄ、その役割の変遷を明らかにする。

同　上 同　上

3 自然と生態の博

ｨ館

　地球の多様な自然と生態をテーマにした博物館は数多く
?驕B自然界における動植物の生態などの展示を通して、
ｩ然との共生の重要性を学ぶことができる。具体的事例を
ﾊして、自然生態系博物館の多様な役割を明らかにする。

同　上 同　上

4 科学と技術の博

ｨ館

　人類がうみだした科学技術をテーマにした博物館は数多
ｭある。科学技術系の博物館では、科学技術の歴史の展示
ｾけでなく、現代における科学技術を遊びながら学べる工
vもなされている。具体的事例を通して、科学技術系博物
ﾙの役割を明らかにする。

同　上 同　上

5 芸術の博物館

　芸術をテーマにした博物館は多様である。美術館は、代
¥的な芸術系博物館の一つである。そのほか、演劇や園芸
�eーマにした芸術系博物館もある。さらに、科学技術と
|術文化を融合させたテクノロジー・アートを扱う博物館
ﾈども紹介する。

同　上 同　上

6 歴史の博物館

　近年、日本では、歴史遺産の重要性がとみに高まってい
驕B世界遺産の登録が相次ぐとともに、新しい歴史遺産の
ｭ掘が行われている。歴史をテーマにする博物館の役割を
ｽ面的に取り上げるとともに、歴史的追体験の場を提供す
驪?ﾌ的事例を紹介する。

i
l
同
上
｝ 同　上

7 民族の博物館

　欧米諸国では、世界の諸民族文化をテーマにした博物館
ｪ重要な役割を果たしてきた。日本における民族博物館の
�jは浅いが、民族問題がグローバルな課題になる中で、その重要性が増している。具体的事例を通して、民族博物

ﾙの役割を明らかにする。

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）

欧米諸国では、大学附属の各種博物館が重要な役割を果
たしている。米国では、1，158の大学のうち、526大学に博

8 大学の博物館 物館がある。それに対して、日本では大学附属博物館がい 石森秀三 石森秀三
まだに未発達である。具体的事例を通して、大学博物館の
役割を明らかにする。

企業はその利益を社会に還元するために、さまざまな文
化的貢献を果たしている。日本では現在、約400館の企

9 企業の博物館 業博物館が存在しており、社会的・文化的貢献をなしてい 同　上 同　上
る。具体的な事例を通して、企業博物館が果たす多様な社
会的役割を明らかにする。

近年、世界の数多くの開発途上国で博物館づくりが進め
られている。国家の歴史や諸民族の伝統文化を学ぶための

10 途上国の博物館 教育施設だけでなく、新しい文化創造拠点としての役割も 同　上 同　上
担っている。多様な役割を担う開発途上国の博物館の現状
を紹介する。

欧米諸国では、1960年目からエコ・ミュージアム（生
活・環境博物館）という新しいタイプの博物館づくりが展

11 エコ・ミュージ 開されてきた。1つの地域における人間と環境の関わりを 同　上 同　上
アム 一体的に表現する博物館をめざす「エコ・ミュージアム」

の役割を具体的に紹介する。

日本では近年、地域社会の活性化を図るために、博物館
の役割が見直されている。博物館は、地域文化の活性化だ

12 博物館と地域社 けでなく、観光客誘致による地域経済の活性化にも貢献し 同　上 同　上
会 ている。具体的事例を通して、地域社会における博物館の

役割を明らかにする。

貸
欧米諸国では、博物館が生涯学習の場として機能してい

る。子どものための博物館や美術館などにおける具体的事
13 生涯学習と博物 例を通して、生涯学習拠点としての博物館の役割を明らか 同　上 同　上

館 にするとともに、日本における問題点を多面的に検討す
驕B

博物館は、各種資料の収集・保管・展示・調査研究だけ
を目的にした施設ではなく、新しい文化の創造拠点として

14 文化創造と博物 も重要な役割を果たしている。国内外における具体的事例 同　上 同　上
館 を通して、文化創造拠点としての博物館の役割を紹介す

驕B

情報通信やマルチメディアの高度な発展によって、世界
的に博物館のあり方が大きく変貌しっっある。21世紀を視

15 博物館の未来 野に入れて、デジタル・ミュージアムなどの新しい博物館 同　上 同　上
の動きを取り上げ、博物館の未来を展望する。合わせて、
博物館倫理の問題にも言及する。
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＝　E｝
妻五
口口 学C99）＝＝（TV）

〔主任講師：大江孝男（東京外国語大学名誉教授）〕

全体のねらい
　人間活動は言語による伝達活動によって組織され、社会的連帯を生み分業と協業を可能にする。どの社会・
でも言語の担う相対的な役割はほぼ同じである。伝達活動は内容を表現形式（言語）に変換し、表現形式に
よって諒解する。どのような構造をもち、どのようにして機能を果たすのか、考え方と研究方法の基礎につ
いて学ぶ。

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）

言語活動では、伝えたいと思う表現内容が発音行動を通

言語と言語学 じて音声に置き換えられて空中を伝わり、聴覚を刺激して 大江孝男 大江孝男
1 （一） 理解される。発話行為を中心とするこの過程の中から研究 （東京外国 （東京外国

言語学の研究対 対象を取り出して、その特質を考察し、研究分野について 語大学名誉 語大学名誉
象 紹介する。 教授） 教授）

言語活動は、人間が伝達内容を他に理解させる活動であ
る。表現と諒解は個人のレベルで別々に行われる心理活動

2 言語と言語活動 であるにもかかわらず、共通の理解が成立する。言語が相 同　上 同　上
互理解を媒介し得る機構とその機構が成立する理由とにつ
いて考察する。

伝達活動が効率よく成立するには言語の構造が等質的で
あるのが望ましいが、広がりをもつ社会では「ことば」の

3 言語と言語集団 違いがみられるのが常識である。同じ社会の中で、違いの 同・上 同　上
生ずる原因、方言の発生と共通語の成立について考える。

言語表現の外形である言語音声をどのようにして観察し
記述するのか。音声の発音機構と聴覚印象との相互関係を

4 音声と音声記号 考察し、実在の音声と可能な発音とについて正確に観察す 同　上 同　上
る方法と記録する方法とについて解説する。

地球上には何千という言語が話されておりよく知られて
た言語はそのなかのごく少数である。世界の言語の分布を

5 世界と諸言語 アジアから、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、オー・スト 同　上 同　上
ラリアへと、概観する。　（巻末：世界の「言語分布地図」
「共通語地図」）

音声と意味の結合した単位としての言語記号のもつ特質
について考察する。音声面の構成単位、意味の面の特質、

6 言語の構造 単語の機能、語順の役割などについて概観する。 同　上 同　上

音声資料から、記号の音形を構成する機能的単位である

音声と音韻 音素を抽出するための分析方法とその弁別素性をあぐって
7 （一） 考える。 同　上 同　上

音　素　分　析
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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）

音素が互いに結合して記号の音形を構成するには、各言

音声と音韻 語に特有の結合規則に従ってまず音節を構成し、音節が単
8一 （二）・ 位となって音形を構成する。音節を構成する音素の結合規 大江孝男 大江孝男

者節乏プロソ 則、音形を構成する音節連結に音調律動を与えるアクセン
“ティー勢 トや声調の規則について考える。

動詞は活用するといい、名詞は曲用するというが、それ
それ、音形が一部は異なるが同じ形と意味を共有し形の違

9 形態構造（一） いが文中での機能の違いに並行的に対応してセットをなす 同　上 同　上

曲用と活用 単語の集合である。形の違いと機能の違いとの関係を追求
する。

構成成分として別の単語を内部にふくむ単語は意外に多
い。構成は単語を土台に小形式との接合構造をなしている

10 形態構造（二） ものと、単語同士の結合構造をなすものとがある。このよ 同　上 同　上

派生と合成 うな単語の構造と構成について考察する。

単語が統合されて文の構成成分をなし、構成成分が統合
されて文をつくる。統合される形式の文法的関係、機能、

11 統辞構造と統合 規則などを考察する。 同　上 同　上

型

規則に従って統合された形式が発話されて文としての機
能を果たす。文が連続してまとまった内容を表現する。文

12 文型と文構造 は、文全体に関わるイントネーションを持って発話され同 同　上 同　上

じ構文でも意味が異なることがある。構文、イントネーシ
ヨンと文の種別について考察する。

個人のレベルでみると安定している言語も長い期間をか

言語の変化 けて変化し、いくつかの言語に分かれることもある。言語
13 （一） 変化の原因について考察し、規則的な音変化のもつ意義に 同　上・ 同　上

比較方法の基礎 ついて考える。

言語の変化は音変化だげてはなく、形式の形はいろいろ

言語の変化 な要因によって変化する。いろいろな変化とその要因につ
14 （二） いて考える。 同　上 同　上

変遷の諸相

言語学は、19世紀の歴史研究の発達を契機に方法論をも

言語と言語学 つ近代科学どして発展し、今世紀にいたって構造体系の研
15 （二） 究へと展開してきた。これらの言語研究の特徴と現在の研 同　上 同　上

20世紀の言語学 究の動向について概観する。
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＝応 用 数 学＝　（R）

〔主任講師：藤田　宏（明治大学教授）〕

、全体のねらい

　コンピュータなどによる数値的手段の進歩や対象領域の拡大を遠望しっっ、応用数学の基本的な発想法、
概念、方法を解説する。数学的な明快さと具体性による納得にもとづいて展開し、数学による自然の理解と
自然への働きかけを任務とする応用解析学への平易な入り口からの、しかし、現代風の誘いとしたい。

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 増殖の数理

最も初歩的な発展系である増殖の数理モデルから入り、
P階微分方程式の基礎およびその豊かな応用について学ぶ。 藤田　　宏

i明治大学
ｳ授）

藤田　　宏
i明治大学

ｳ授）

2 振動の数理

　微分方程式の最も重要な応用は力学における発展系の解
ﾍである。簡単な調和振動子から入り、特性根の方法を含
?A2階微分方程式の初期値問題およびその応用の初歩に
ﾂいて学ぶ。

同　上 同　上

3 競合の数理

　量的に表される二つの勢力の間の時間発展をともなう競
№ﾌ数理モデルは、簡単な場合については、連立微分方程
ｮで与えられる。軍備拡張競争のモデルを扱うこの章は連
ｧ微分方程式への初期値問題への入門でもある。

同　上 同　上

4 惑星運動の数理
@（その1）

　ニュートンによる力学と解析学の同時誕生のとき以来、
f星の運動の解析は数学による自然の理解の最大の成功例
ﾌ一つである。特殊な非線形連立微分方程式の初期値問題
ﾉ帰着するこの現象の数学モデルとその解析の理解に挑戦
ｷることは感激にあたいしよう。

同　上 同　上

5 惑星運動の数理
@（その2）

　前回に引き続いて解析をすすめ、惑星の起動が楕円など
ﾌ円錐曲線になることを導く。デカルトによる解析幾何が
ｩ然の理解に顕著な貢献をした例であることも学ぶ。 同　上 同　上

6 弦のつり合いの
迫

　多くの安定な発展系は時間が立つにつれてつり合いの状
ﾔ、すなわち、定常状態に到達する。この定常状態の解析
ﾍ数学的には境界値問題に帰着する。簡単な弦のつり合い
�ﾊじて境界値問題の基礎とその応用について学ぶ。

同　上 同　上

7

熱伝導と波動の
迫掾

@（その1）

　状態が時間のみならず空間変数にも依存する発展系、い
｢かえれば、分布定数系の時間発展の数学モデルは偏微分
羽�ｮの初期値問題になる。現象的にも数学的にも典型例である熱伝導と波動の数理を通じて、応用解析のハイライ

gであるこの問題と取り組む。

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）

前回に引き続き、当面の問題の扱いの基礎であり、応用
熱伝導と波動の 数学の柱の一つであるフーリエ級数の概念および方法につ

8 数理 いて学ぶ。 藤田　　宏 藤田　　宏
〈その2）

前回および前前回に引き続き、フーリエ級数およびフr
リエの変数：分離法を用いて、針金の熱伝導（1次元放物型

9 熱伝導と波動の 方程式）および弦の振動（1次元双曲型方程式）の問題を 同　上 同　上
数理 ・解決する。

（その3）

現在の科学技術における、偏微分方程式の、すなわち、
発展系の数値解 分布定数系の実際的な応用は、コンピュータによる数値解 桂田祐史 桂田祐史

10 析 法を抜きにしては成り立たない。そのための普遍的な方法 （明治大学 （明治大学
（その1） である差分法による数値解法の基礎をすでに学んだ熱伝導 講師） 講師）

の問題等について解説する。

前回に引き続いて差分法による発展系の数値解法の考察
を行い、かつ、定常状態への移行の問題、非線形問題への

11 発展系の数値解 拡張について学ぶ。 同　上 同　上
析

（その2）

フーリエ級数の威力を、変域が無限区間におよび場合に
フーリエ級数か 拡張しようとすれば、フーリエ変換あるいはフーリエ積分

12 らフーリエ変換 に到らねばならない。この趣旨どおりにフー「リエ変換を導 藤田　　宏 藤田　　宏
へ 回しその基礎について学ぶ。

（その1）

前回に引き続き、理論的にも応用的にも全前空間を変域
フーリエ級数か とする偏微分方程式の解析の基本であるフーリエ変換の性

13 らフーリエ変換 質および応用について学ぶ。 同　上 同　上

へ
（その2）

δ関数を典型とする超関数の概念の理解は解析の自由な
応用の支えである。その解説に当たっては、数学的な明快

14 超関数；出合い さは尊重しながらも、超関数との友好的な出会いと応用志 同　上 同　上
となじみ 向のなじみの構築を目的として展開していく。

（その1）

前回に引き続き、超関数が自由な解析操作を許す寛大な
超関数；出合い 世界であることを学ぶ。

15 となじみ 同　上 同　上
（その2）
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　　　　　　　　　　　＝対称性の数学（’98）＝＝　（R）

　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：高橋礼司（元放送大学教授）〕

全体のねらい

　平面図形の対称性の考察を通して群論的思考への入門をはかる。平面の結晶群の分類が一つの目標である・

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）

シンメトリーという言葉の語源、左右対称、回転対称

1 対称性（シンメ 高橋礼司 高橋礼司
トリー）とは何 （元放送大 （元放送大

か 学教授） 学教授）

平行移動と回転

2 平面の運動群 同　上 同　上
（1）

反転、鏡映、ずらし鏡映

3 平面の運動群 同　上 同　上
（豆）

平面の合同変換の分類について述べる。

4 平面の運動群 同　上 同　上
（皿）

正二面体群について述べる。

5 正多角形とその 同　上 同　上
対称群

有限な対称群をもつ文様に関するレオナルド・ダ・ヴィ

ンチの定理
6 文様の対称群 同　上 同　上

（1）

帯状文様の対称群について述べる。

7 文様の対称群 同　上 同　上
（1）
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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）

2次元の結晶群とその分類について述べる。

8 文様の対称群 高橋礼司 高橋礼司
（m）

続き

9 文様の対称群 同　上 同　上
（IV）

定義と物質的性質

10 群の作用、軌道、 同　上 同　上
固定群

軌道個数の数え上げに関するバーンサイドの定理

11 バーンサイドの 同　上 同　上
定理

3次元の運動群について述べる。

12 空間の合同変換 同　上 同　上

5個の正多面体について述べる。

13 プラトンの正多 同　上 同　上
面体

バーンサイドの定理の応用

14 回転群の有限部 同　上 同　上
分群

まとめとこの後の発展について述べる。

15 対称性の数学 同　上 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
　複素数の微分積分学である関数論から講義を始める。次いで、微分方程式を導入し、簡単な微分方程式の
解法と解の存在について述べる。さらに、留数定理とその応用、ラプラス変換による線形微分方程式の解法、
複素数：の幾何学、等角写像等を論ずる。

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）

代数的に複素数を定義し、その演算を定める。また、複
素平面を導入し、複素数と平面上の1点を同一視する。さ 長坂建二 長坂建二

1 複素数の定義と らに、位相をいれ、無限遠点を表現するリーマン球に触れ （法政大学 （法政大学

演算 る。 教授） 教授）

複素数列の極限から複素関数の連続性について述べ、次
いて微分可能の必要条件として、コーシー・リーマンの微

2 複　素　微　分 分方程式を導く。また、十分条件を求め、放送教材ではそ 同　上 同　上
の背景を探る。

複素指数関数を定め、その性質を述べる。特に、オイ
ラーの公式を導き、　（実）三角関数との関連を述べる。さ

3 オイラーの公式 らに、逆関数の一般論から対数関数を定義し、三角関数と 同’上 同　上
その逆関数を求め、初等関数の範囲を定ある。

複素関数の積分を、線積分として定義できることを示
し、正則弧上の計算例を与える。さらに、複素積分の基本

4 複　素　積　分 的な性質、原始関数を持つ場合には実関数の積分と同様に 同　上 同　上
微分積分学の基本定理が成り立つことを示す。

関数論の理論の立場ではもっとも重要なコーシーの定理
について述べ、その意味を考える。完全な形での証明は無

5 コーシーの定理 理のため、特別な場合についての証明を与え、位相の観点 同　上 同　上
から説明を補う。

積分により正則関数やその導関数の値が表されるコー
シーの積分公式を示し、複素関数まで拡張して微分積分学

6 コーシーの積分 が始めて完結する状況を説明する。放送教材では複素積分 同　上 同　上
公式 の特徴を議論する。

微分方程式とその解について説明し、簡単ではあっても
応用上および理論的にも重要な1階微分方程式の主要なタ

7 1階微分方程式 イブの解法を説明し、例を与える。 同　上 同　上

の解法
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回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　各
i所属・職名）

放送担当
u　師’名
i所属・職名）

8・ 存　在　定　理

　微分方程式の解が適当な条件の下では存在して、かっ一
ﾓ的に定まるという「存在定理」を示す。線形微分方程式
ﾌ解についても適用する。放送教材では、コーシーの貢献
竚?陂_について論ずる。

長坂建二 長坂建二

9 特　　異　　点

　＝複素関数の特異点の概念を導入し、その分類を与え、級
狽ﾌ展開項との関連を論ずる。さらに、留数とその計算法
ﾉついて詳しく述べ、特異点の本質に迫る。 同　上 同　上

10 留　数　定　理

　コーシーの定理の拡張より、複素関数の積分が、積分路
ﾅ囲まれる領域に含まれる特異点の留数の和により本質的
ﾉ表されることを示す。応用として、実関数の定積分の計
Z例を与える。

同　上 同　上

11 ラプラス変換

　積分変換として重要なラプラス変換を定義し、複素関数
ﾌ立場からその存在条件、基本性質、について述べる。ま
ｽ、いくつかの計算例を与える。 同　上 同　上

12 定数係数線形微

ｪ方程式

　線形微分方程式の解の構造を明らかにする。また、一次
ﾆ立な関数の判定法や生成法について述べ、ラプラス変換
�pいて定数係数線形微分方程式を解く。放送教材では、
�Hの音を聞いて、微分方程式の解の性質について考える。

同　上 同　上

13 フロベニウスの

菇@

　定数係数ではない線形微分方程式の解法について、巾級
狽ﾉよる方法をまず述べる。また、特異点を利用するプロ
xニウスの方法により、特殊関数を生成するいくつかの微
ｪ方程式を解く。

同　上 同　上

14 複素数の幾何学

　複素数の演算を、ベクトル空間の演算として理解し、四
･演算を幾何学的に表す。また、方程式の解の分布への応
pなどを述べる。放送教材では、虚数の存在の認識を例
ﾉ、科学哲学の立場からも追究する。

同　上 同　上

15 一　次　変　換

　簡単な関数である一次分数変換が、円を円に対応させる
�ｽ学的な性質を持つことを示す。さらに、複素関数：を写
怩ﾆして捕えて、その様子を述べると共に、いくつかの定
揩ﾉついて言及する。

同　上 同　上
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＝数学基礎論＝（R）
〔主任講師：隈部正博（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　論理学の基礎を数学的立場から解説する。目標はゲーデルの完全性定理の理解である。予備知識は特に要
求しない。自然の理解専攻以外の学生向けでもある。数学的論理学の概要を理解するのがねらいである。

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）

この授業を受けるにあたって必要な予備知識について述
べる。 隈部正博 隈部正博

1 準　　　　　備 （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

同値関係について述べる。その後、命題論理とは何かに
ついて述べ、論理式の定義をする。

2 同値関係と命題 同　上 同　上

論理

命題論理における真偽値を定義する。

3 真　　偽　　値 同　上 同　上

命題論理におけるトートロジーの概念について述べる。

4 トートロジー 同　上 同　上

論理記号の完全性について述べる。

5 論理記号につい

ﾄ
同　上 同　上

コンパクト性定理の証明をする。

6 コンパクト性比 同　上 同　上

理

述語論理を定義する。対象式と論理式を定義する。

7 述語論理 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）

構造を定義する。・そして、述語論理における論理式の真
偽について考える。

8 構　　　　　造 隈部正博 隈部正博

述語論理における、ロジカルな満足性という概念につい
ロジカルな満足 て考える。その後、演繹計算とはどういうものか、簡単に

9 性と演繹計算 述べる。合わせてゲーデルの完全性定理のもつ意味につい 同　上 同　上
て述べる。

論理公理とはどういうものかについて述べる。

10 論　理　公　理 同　上 同　上

演繹計算についていくつかの定理を述べる。
演繹計算に関す

11 るいくつかの定 同　上 同　上
理　その1

ひきつづき、演繹計算についていくつかの定理を述べる。
演繹計算に関す

12 るいくつかの定 同　上 同　上
理　その2

完全性定理の証明をする。

13 完全性定理の 同　上 同　上
証明　その1

完全性定理の証明の続きをする。

14 完全性定理の 同　上 同　上
証明　その2

完全性定理の証明を終える。また、述語論理におけるコ
ンパクト性定理を証明する。

15 完全性定理の 同　上 同　上
証明　その3
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＝計算の理論＝（R）

離職罰騨1骸翻巷攣鑑；〕

全体のねらい
　いろいろな具体例を通して、異る型の計算問題に触れさせ、関連する技法の紹介や、効率の比較を行う。
　全体を1．計算の基礎、II。計算の効率に分ける。1では入門を兼ねて親しみやすい問題を多く入れ、解
をさがす技法や「解がない」ことの証明の技法、Hでは実用的な問題についての技法と効率の比較を行う。

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 数学的帰納法①

　数：学的帰納法の考え方を説明し、具体的な問題を解きな
ｪら理解を深める。ハノイの塔問題について、その解法手
№�ﾚしく考察する。

仙波一郎
i茨城大学

ｳ授）

仙波一郎
i茨城大学

ｳ授）

2 数学的帰納法②

　数：学的帰納法の考え方を説明し、具体的な問題を解きな
ｪら理解を深める。ハノイの塔問題について、その解法手
№�ﾚしく考察する。 同　上 同　上

3 背理法①

　背理法の考え方を説明し、具体的な問題を解きながら理
��[ある。解が無数にあることや、解が存在しないこと
�ｦすときなどに有用である。とくに、ピタゴラス数と素
狽ﾉついて、その性質や生成法などを詳しく考察する。

同　上 同　上

4 背理法②

　背理法の考え方を説明し、具体的な問題を解きながら理
��[める。解が無数にあることや、解が存在しないこと
�ｦすときなどに有用である。とくに、ピタゴラス数と素
狽ﾉついて、その性質や生成法などを詳しく考察する。

同　上 同　上

5 部屋割論法

　部屋割論法の考え方を説明し、具体的な問題を解きなが
逞揄��[める。ある条件を満たす解を具体的に求めるこ
ﾆなく、解の存在を示すときに有用な論法である。 同　上 同　上

6 2値化

　2値化の考え方を具体的な問題を通して説明する。解が
ｶ在しないことを示す場合にその切れ味を味わってほしい。

同　上 同　上

7 1対1対応

　1対1対応の考え方を説明し、具体的な問題を解きなが
逞揄��[める。うまい対応づけによって、解が求められ
ﾄいく過程に注目してほしい。 同　上 同上

一717一



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）

バックトラックの考え方を具体的な問題を通して説明す
る。パズル問題（川渡り問題、はかり分け問題など）、数：

8 バックトラック 学的問題（集合分割問題：、整数分割問題など）、フラクタ 仙波一郎 仙波一郎
① ル図形などを取り上げる。具体的な解をすべて求める場合

に、汎用的かつ強力な方法である。

バックトラックの考え方を具体的な問題を通して説明す
る。パズル問題（川渡り問題、はかり分け問題など）、数

9 バックトラック 学的問題（集合分割問題、整数分割問題など）、フラクタ 同　上 同　上
② ル図形などを取り上げる。具体的な解をすべて求める場合

に、汎用的かつ強力な方法である。

順列を生成するいろいろな方法を紹介する。興味ある応
用例を示す。

10 順列の生成 同　上 同　上

電卓を使って、複利計算
10万円×1．05×……×1．05 野崎昭弘 野崎昭弘

11 計算の効率 を実行する方法について考えてみます。こんな問題でも、 （大門女子 （大妻女子

方法の上手・下手によって、効率が全く違うのが、おもし 大学教授） 大学教授）

ろいところです。

5次以上の代数方程式には、解の公式がありません。わ
からないのではなく「ありえない」のです。しかし数値計

12 方程式の解法 算で近似値を求めるのなら、何次方程式でもできます。こ 同　上 同　上
のことをまた、効率の観点から、

コンピューターに記憶された大量のデータから、目あて
のものをさがしだす場合に典型的に現れるのが、　「表の検

13 表　の　検　索 索」です。簡単な工夫で検索時間が短くなり、卓抜なアイ 同　上 同　上

デでさらに劇的な短縮ができる例を紹介したいと思います。

東京．名古屋。金沢．新潟．大阪の各都市を訪問したい
のですが、どんな順序で、どんなコースを通ればいいでし

14 旅　行　計　画 ようか？2都市間の最短コースをさがす問題から始めて、 同　上 同　上

いくつかの計算問題とその解法を紹介します。

ギリシャ時代の工夫、たとえば「ユークリッドの互除法
」から始まって、現代の最先端をゆく並列計算の理論まで、

15 計算の理論の いくつかのポイントをひろいながら概説してみたいと思い 同　上 同　上

歴史 ます。
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＝データとデータ解析＝　（R）

〔主任講師：栗原考次（岡山大学助教授）〕

全体のねらい
　データ解析では、データに含まれるばらつきを客観的に分析し、不規則の中での法則性を見つけ、得られ
たデータから有効な情報をより多く引き出すことが必要である。
　講義ではデータ解析のために各分野で共通に利用される統計的解析法の中から代表的な解析法を取り上げ、
その考え方と利用方法について解説する。

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）

現象の解明などのために種々の情報が日々蓄積されてい
る。これらの情報を正しくデータ解析するためには、観測 栗原考次 栗原考次

1 現象とデータ する尺度およびデータの属性や構造に対する知識を身につ （岡山大学 （岡山大学

ける必要がある。講義では、こうしたデータに関わること 助教授） 助教授）

全般について概説する。

データに含まれるばらつきの分析のためには、統計グラ
フの有効的な利用やデータの分布の特性について知る必要

2 データの分布 がある。講義では、各種データの統計グラフ化の方法およ 同　上 同　上
び種々のモデルをあてはめた場合の統計量の分布について
概説する。

対象とする母集団を解明するためには、母集団を特徴づ

ける平均や分散などの母数についての推定や統計的仮説検
3 統計的推測法 定が不可欠である。講義では、推定を行う際に望まれる性 同　上 同　上

質や仮説検定の手順や考え方を例題を含みながら概説する。

対象とする母集団の分布形を仮定せず、ゆるい仮定での
モデルに基づき推測を行うのが、ノンパラメトリック法で

4 ノンパラメトリ ある。講義では、その中で最も利用されている2標本のノ 同　上 同　上
ック検定法 ンパラメトリック検定について概説する。

変量間の関連を調べるには、関連性を指標を用いて表す
相関分析が行われる。講義では、量的データ、質的データ

5 相　関　分　析 および順序データについて、各々の指標の作成法とその利 同　上 同　上
用法について解説する。

ある変量が他の変量にどのように依存しているかのよう
に、変量間の因果関係を解明するためには回帰分析が用い

6 回　帰　分　析 られる。講義では、最もよく利用されている重回帰分析の 同　上 同　上
考え方とその利用法について解説する。

各個体について多変量のデータが観測される場合、構造
を単純化するために、次元を縮小することが望まれる。講

7 主成分分析 義では、そのための一つの方法である主成分分析を取り上 同　上 同上
その1 げ、その考え方および利用法について概説する。
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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）

前の章の続きである。多くの変量をなるべく情報を失わ
ずに少数の総合的な指標で代表させる観点から考える。講

8 主成分分析 義では、具体的な例題を取り上げ、その解析結果の解釈な 栗原考次 栗原考次
その2 ども含めて解説する。

判別分析は、データをいくつかのグループに分けたり、
新しくデータが観測された場合、そのデータがそれまでに

9 判　別　分　析 分けられたどのグループに入るかを判別する解析法である。 同　上 同　上
その1 講義では、判別分析の考え方について変量数が少ない場合

を例に概説する。

前の章の続きである。講義では、2つ以上の変量の場合
を取り上げ、判別の概念および誤判断確率や期待損失など

10 判　別　分　析
について具体例とともに解説する。　　　ノ

同　上 同　上
その2

得られたデータをいくつかのグループに分ける分類は古
くから行われてきた。これらの分類手法を総称してクラス

11 クラスター分析 ター分析と呼んでいる。講義では、クラスター分析の概念 同　上 同　上

その1 およびその利用法について概説する。

前の章の続きである。講義では、分類を行うためのデー
タおよび変量：問の類似度、非類似度さらに分類手法につい

12 クラスター分析 て具体例とともに解説する。 同　上 同　上

その2

寿命データの特徴として、観測中の中途打ち切りデータ
などの不完全データが多数含まれ、さらに関与する要因が

13 寿命データの解 複数であることがあげられる。ハザードや競合リスクの基 同　上 同　上
析 本的概念とともにこれらのデータに対する解析法について

解説する。

データ解析の過程では逐次的に得られる情報の活用を行
い、必要であれば標本を追加し、種々の統計的解析法を系

14 多　段　推　測 列的に適用することも多い。講義では、統計的推測法の系 同　上 同　上

列的適用に対する総有意水準、検出力、平均期待個数など
の理論特性について解説する。

株価や空気中の二酸化炭素の量など時間の経過とともに
順序をもって観測されるデータは時系列データとよばれる。

15 時系列分析 こうしたデータの解析法は時系列に内存する統計的性質お 同　上 同　上

よび将来の予測に使われる。講義では具体的な時系列デー
タを通じて方法論を解説する。
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＝統計の考え方＝（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 安全と社会的決 同　上 同　上
定

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 通信とベイズ決 同　上 同　上
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 医学とベイズ決 同　上 同　上
定

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 医薬とベイズ統 同上 同上
計学

一721一



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）

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 れたイメージ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。

11 パターン認識と 同　上 同　上
ベイズ決定

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。

14 経験的ベイズ決 同　上 同　上
定

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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＝カオスの数理と技術＝（TV）

〔主任講師：合原一幸（東京大学教授）〕

全体のねらい
　本講義では、今世紀の科学における大きな発見の一つであるカオス（Chaos）を取り上げ、その数理
的基礎及び応用技術について、様々な側面から解説する。本講義によって、カオス数理と技術に関する基本
的知識を得るとともに、自然観・世界観を深め、さらにはカオス工学の将来を展望することを目的とする。

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）

カオスの理解が大きく進展したのは、最近二十年間のこ
とであるが、その源流はニュートン力学が確立された十七 合原一幸 合原一幸

互 カオスとその研 世紀までさかのぼることができる。カオスの典型例を紹介 （東京大学 （東京大学

究の歴史 するとともに、カオスの発見とその理解の深まりの背景と 教授） 教授）

歴史を概説する。

カオスの基本的性質を理解するために、1変数の写像
（離散時間力学系）であるベルヌーイ写像、ロジスティッ

2 離散時間 ク写像、テント写像を取り上げ、その力学構造を解説する。 同　上 同　上
力学系のカオス さらに、より高い次元のカオス写像の例も紹介する。

連続時間力学系であるローレンツ方程式、レスラー方程
式、ダフィング方程式などのカオスについて解説する。さ

3 連続時間 らに、離散時間力学系と連続時間力学系との関連について 同　上 同　上
力学系のカオス 考察する。

離散時間力学系や；連続時間力学系において、パラメータ
値の変化に伴なって、解の定性的性質が変化する分岐現象 合原一幸

4 カオスと分岐 について解説する。さらにこの知識をふまえて、カオスが 同　上
生成されるプロセス、すなわちカオスへ至る道すじについ 上田哲史
て考察する。 （徳島大学

教授講師）

カオスの幾何学的性質は、自己相似すなわちフラクタル
の概念で特徴づけることができる。フラクタルの典型例で

5 カオスとフラク あるカントール集合を取り上げ、その直観に反した不思議 同　上 同　上
タル な性質を明らかにするとともに、カオスとの関連を議論す

る。

カオスはその現象の底の深さゆえに、今だに数学的に厳
密な定義はない。しかしながら多くのカオスが共有するい

6 カオスの特徴 くつかの基本的性質は、明らかになってきている。これま 同　上 合原一幸
での講義の内容を基にして、カオスの数理的性質を整理す
る。

この世の中に実在するほとんどすべてのシステムは、人 合原一幸
エシステム、自然システムを問わず非線形性を有している。 村重　　淳

7 リアルワールド したがって、非線形システムの典型的振る舞いである三三 同　上 （運儲船舶三三究

のカオス スも、世の中に広く見られる。これらの多様なカオスを実 研究官）

例を含めて紹介する。 宮野尚哉
（住友鋸工業㈱未来

技三三三三韻）
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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）

脳神経系は、21世紀科学の最大研究テーマとされ、現
在世界中で大規模な研究計画が進行中である。他方で脳神

8 カオスと脳神経 経系においては、ミクロレベルからマクロレベルに至る様 合原一幸 合原一幸
系 々な時空間スケールでカオス的現象が観測される。脳神経

系のカオスについて概説する。

脳神経系ゐ高度情報処理機能を工学的に実現する人工的

ニューラルネットワークが、新並列分散処理原理として注
9 カオスニューラ 目を集めている。他方で脳を構成するニューロンは、一種 同　上 同　上

ルネットワーク のカオスデバイスである。カオスの人工的ニューラルネッ
トワークへの応用について概説する。

ある種のカオスは、計算能力を潜在的に有しており、現
在のコンピュータの原型であるチューリングマシンと対応

10 カオスと計算 づけることも出来る。このようなカオスの複雑な性質を解 同　上 同　上
説するとともに、カオスの計算の本質的困難さについても
議論する。

カオスと制御との関連について、はじめにカオスを抑制 合原一幸
して周期状態を実現するカオス制御手法について解説する。 安達雅春

11 カオスと制御 次に、カオスをむしろ積極的に活用する制御原理である 同　上 （理化学研

ハーネシングおよびホメオダイナミクスの考え方について 究所フロン
議論する。 ティア研究

員）

世の中には不規則に変動する時系列データが、あふれて
いる。これらの時系列データをカオスの立場から解析する 合原一幸

12 カオスと時系列 カオス時系列解析について、アトラクタ再構成、フラクタ 同　上
解析 ル次元解析、リアプノフスペクトラム解析など基礎的解析 池口　　徹

手法を概説する。 （東京理科

大学助手）

カオスはしばしば、単純な非線形法則に従って極めて複
雑な振る舞いを生み出す。このことは逆に、複雑な時系列

13 カオスと予測 データの将来を、単純な非線形法則を用いて予測できる可 同　上 同　上
能性を示唆している。カオスを予測する決定論的非線形予
測手法について解説する。

単純な非線形法則によって生成されるカオスは、その原
理の単純さゆえに電子回路で容易に実装することができる。 合原一幸

14 カオスと電子回 カオスを作る電子回路技術について解説するとともに、そ 同　上
路 の多様な応用可能性を議論する。 堀尾喜彦

（東京電機

大学助教授）

工学の立場からカオスを研究するカオス工学の概要を整 合原一幸
回するとともに、その将来を展望する。さらに21世紀の 田仲広明

15 カオス・複雑系 科学技術に向けて、高次元カオスや複雑系の研究の重要性 同　上 （宇宙環境

と科学技術 とその工学的意義について考察する。 利用推進セ
ンター客員
研究員）
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＝パソコンによる解析入門＝　（TV）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：森本光生（国際基督教大学教授）〕
全体のねらい
　パーソナルコンピュータを利用して、数値実験を行い、グラフを描き、解析学（数列、級数、微分、積分、
微分方程式）について解説する。

　プログラミング言語としては、UBASICを利用する。講義の中でプログラムにも触れるが、数学の理
解を深めることが主たる目的である。
　解析学は、無限ということを前提にして成り立っている。実数は、無限小数として表されるし、パラメー
タを無限大にして極限を取ることはごく普通の操作である。一方、パソコンでは、数値は有限桁でしか表示「
できないし、一つの演算には一定の時間がかかるので、演算を無限回繰り返すことは不可能である。従って、
解析学とパソコンによる数値計算には、本質的な差異がある。この講義では、この差異を逆手に取って、パ
ソコンによる数値計算という新しい観点に立って解析学を見直してみたいと思う。そのため、数値実験と理
論を交差させながら、講義を進めたいと考えている。

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 パソコンによる

v算

　まず第一に、パソコンによる数値計算をするための手段

ﾆしてUBASICという言語によるプログラム技法を学
ﾔ。基本的に、小学校以来習い覚えている加減乗除を行っ
ﾄ数値計算はなされるが、誤差の累積の危険性を避けるた
ﾟにも、数列の収束の遅速が問題になる。例えば、自然対
狽ﾌ底eを求めるための級数　e二1＋表＋ホ＋漬＋…
ﾌ収束は速いが、円周率に収束するライプニッツの級数
闊黷P一巷＋去一÷＋春一…　の収束は遅い。

森本光生
i国際基督

ｳ大学教授）

森本光生
i国際基督

ｳ大学教授）

2 反復による平方
ｪの求め方

　　　　　　　　　　　　　　κ

同　上 同　上

3

ライプニッツの
艶狽ﾆマチンの
�ｮ

　第1回分述べたように、ライプニッツの級数の収束は遅
ｭ、円周率の数値計算には役に立たない。通常、円周率の
白l計算は、マチンの公式により逆正接関数のべき級数展
Jを利用する。今回はマチンの公式を証明し、その威力を
pソコンで確かめてみる。

同　上 同　上

4 パソコンによる
Oラフィックス

　モニターのグラフィックス画面は方眼紙である。この方
瘤?ﾌ枡目は、標準的には、　640×400である。今回は、
ｱこに描画するためのUBASICの命令を学ぶ。ッ＝∫ω
ﾌグラフをUBASICで描いてみよう。また、モニター一
譁ﾊに円を描いてみて、その面積をモンテカルロ法で求め
黷ﾎ、円周率が求められるはずである。どのくらい精度が
ｾられるかUBASICの乱数で実験してみよう。

同　上 同　上

5 フーリエ級数の

Oラフ

　フーリエ級数とは、三角級数とも呼ばれ、　　　α　　　◎◎∫ω＝f＋Σ（％COS臓＋転sin皿κ）の形の級数である。　　　　　疏＝1

?冾Qπの関数はフーリエ級数に展開されることが知られ
ﾄいる。無限級数はグラフに描くことはできないが、有限
aのグラフを描いてみて、極限の関数の様子を探ってみた
｢と思う。必要なフーリエ級数の定理をいくつか紹介する。
純Cエルストラウスは、連続だが至るところで微分できな
｢関数をフーリエ級数として構成した。

同　上 同　上

6 テイラー展開の

Oラフ

　関数のテイラー展開について説明する。例えば、ン＝3乞鶴

ﾆそのテイラー展開の（始めの数項の）グラフを描いてみ
驍ｱとによって、テイラー展開の意味を探る。これを利用してYネピァの定数e，三角関数の値s襯κ，cosκなどの精密な近似値を加減乗除だけで計算してみる。

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　帥名

（所属・職名） （所属・職名）

正方形の周の長さから出発して、辺の数を倍々に増やし
ていく。正2π角形の周の長さは、整数から、加減乗除と

7 関孝和の円周率 開平算を組み合わせて求めることが出来る。η→。・とすれ 森本光生 森本光生
計算 ば円周率が求まるのであるが、この収束は遅くて数値計算

に適さない。しかし、和算家の関孝和などは巧妙な加速法
を知っていた。

建部賢聖（たけべかたひろ）は、単位円に内接する正4
角形、正8角形、正16角形、…、正1024角形の周の長さを

8 建部賢弘の円周 計算し、この10個の数値から、43桁の円周率を求めた。彼 同　上 同　上
率計算 は、いったいどのような方法で計算したのであろうか探っ

てみたい。

増加関数あるいは減少関数は積分を考えるとき基本的で
ある。多くの積分可能な関数は増加関数と減少関数の差と
して表せるからである。∫ωを増加（減少）関数とした時、

9 数値積分の公式 圭∫（0）は定積分1＝鈷∫ωdκの不足（過剰）近似値で、 同　上 同　上
春∫（1）は1の過剰（不足）近似値である。従って、その平
均等げぐ0）＋∫（1）　は1の近似値として適当である。これ

を台形公式という。今回は、台形の公式やシンプソンの公
式について考察する。

滑らかな関数の台形公式による数値積分の誤差解析は詳
10 数値積分の誤差 しく実行することができる。オイラーマクローリンの公式 同　上 同　上

解析 を紹介しよう。また、より高度の数値積分法についても触
れてみたいと思う。

愛　＝＝αと，　　　　　愛　＝α（1　一κ♪κ

等の例で微分方程式の表す自然現象について解説する。
11 微分方程式の意 また、流れの図をパソコンによって描かせることにより、 同　上 同　上

味 微分方程式とその解の数学的な関係について考える。微分
方程式の一般解は曲線群を表す。適切な初期値を持つ解は、
一意的に定まる。

変数分離型、同次型、一階線形微分方程式など、積分を
12 微分方程式の求 実行することによって微分方程式の解が具体的に求められ 同　上 同　上

積法 る場合がある。今回は、このような微分方程式の実例をい
くつか取り上げ、計算例を見ることとする。

微分方程式の数

　最も簡単な微分方程式　愛＝・∫（κ，t）　　　　　　　　　　　　dκを考察する。ここで　愛＝πは関数Xωの（時間）変数

13 値解法 tによる導関数を表す。初期値疑0）＝κ。を与えた時の近 同　上 同　上
似解を折れ線近似（オイラー法）で求めてみる。オイラー
法は近似が悪いので、それを改良する方策について述べる。

愛　＝ακ＋dy，　　　　　夕　二＝cκ＋dコ

14 2次元線形自励 という2次元の自励系は、三三xという行列形で記述でき 同　上 同　上
系 る。パソコンの描く軌道図を眺めながら、この自励系の軌

道と行列Aの固有値の関連について考察する。

愛；∫α，ジ），　　，篇qα，ッ）／

という2次元の自励系の解■＝xω，ッ＝鼠t）をパソコンに
15 2次元自励系の 描かせながら、定常解の安定性について説明する。いわゆ 同　上 同　上

定常解 る極限円もパソコンで容易に描くことができる。
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＝力 学＝　（TV）

〔主任講師：堀　源一郎（富山国際大学教授）〕

全体のねらい
　力学は物理学の基礎をなし、力学で使われる概念や法則は物理学の全分野に現われて、物理学そのものが
力学から発展した歴史を示している。鼠講では、このような視点から、物理学入門としての力学の基本概念
・法則を解説し、合せて日常身近かな力学現象から天体の運動まで、興味ある力学的話題を取り上げる。

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 落下の法則

　物体の落下現象を力学的に理想化すると“質点の自由落
ｺ”となる。日常の最もありふれたこの現象を通して、質
_、速度、加速度、自由落下などの力学量や概念を導入す
驕Bなお質量と重量の違いを明確にし、宇宙飛行士の体験
ｷる無重量状態にも言及する。

堀　源一郎
i富山国際

蜉w教授）

堀　源一郎
i富山国際

蜉w教授）

2 平行四辺形の法

･

　曲線運動を論ずる基礎として、ベクトルとしての変位、
ｬ度、加速度、力の合成・分解（平行四辺形の法則）を解
烽ｷる。大きさと方向をもつ量でも、平行四辺形の法則に
]わないものはベクトルではない。2つの運動の合成とし
ﾄ放物運動を論ずる。

同　上 同　上

3 等速円運動

　面積速度の法則を導入し、等速円運動の加速度が円の中
Sに向かうことを示してη2／γの式を導く。次に非等速円
^動を経て、曲率円を援用して一般の曲線運動に進む。そ
ﾌ例として等速楕円運動、調和運動、惑星運動を取り上げ
驕B

同　上 同　上

4 運動の法則

　ニュートンの運動の法則には、力、運動量、力積などの
ﾍ学量が現われる。これらもベクトルであり、運動の法則
ﾍベクトル式で表される。2つの物体の間に働く力は作用・反作用の法則に従う。なおここでベクトル算法の基本を

�烽ｷる。

同　上 同　上

5 単　　振　　動

　単振り子の小振動やフックの法則に従うバネの伸縮運動
�P振動という。質点に働く力が平衡点からの変位に比例
ｷるときの運動であって、振動の周期は振幅によらない
i等時性）。一般に平衡点の周りの小振動が単振動である
ﾆき、その平衡点を安定という。

同　上 同　上

6

運動量と運動エ
lルギー・位置
Gネルギー

　力学の創成期に争われた“活力論争”を紹介し、運動量
ﾆ運動エネルギーを対比する。運動物体は停止するまでに
d事をし、高所の物体は落下によって仕事をする。仕事に
ﾏ換される量としてエネルギーを導入する。なお運動量に
ﾖ連してロケットの運動を論ずる。

同　上 同　上

7 衝突現象

　2っの粒子の衝突の前後で粒子系の運動量は保存する。
ｻの際に系の運動エネルギーが保存するか減少するかで、
ｻれぞれ弾性、非弾性衝突という。前者の例として“カチ
Jチ玉”を取り上げる。等質量粒子の衝突についてのホイ
wンスの思考実験を紹介する。

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 万　有　引　力

　ニュートンの万有引力の法則は2っの質点間の引力とし
ﾄ与えられ、広がりのある物体間の引力は物体を質点（質
_要素）の集まりとして求める。ここでは薄い旧殻と質点
ﾔの引力から始めて、均質球と質点の引力・ポテンシャル、
ｩ己重力ポテンシャルを求める。

堀　源一郎 堀　源一郎

9 慣性力と潮汐力

　ダランベールの原理を解説し慣性力を導入する。遠心力
ﾍ身近かな慣性力である。また潮汐力も慣性力によって理
�ｪ容易になる。さらに慣性力の例として、太陽と地球に
�ｩれる月の運動、および太陽と木星に引かれるトロヤ群
ｬ惑星の運動を解説する。

同　上 同　上

10 回転座標系と
tーコー振り子

　ニュートンの運動方程式を回転座標系に移すと、慣性力
ﾆして遠心力とコリオリカが現われる。地表の物体には地
?ﾌ万有引力と遠心力とが働き、その合力を重力という。一方のコリオリカは大気や海水の流れに影響し、またフー

Rー振り子の振動面を回転させる。

同　上 同　上

11 剛体に働く力と

ｻの釣合

　物体に働く力の効果は物体の変形と運動に現われるが、
ﾏ形しない物体を考えて剛体という。剛体の重心を導入し
ﾄ、剛体の運動を、重心の運動（並進運動）と重心の回り
ﾌ回転運動に分解する。剛体に幾つかの力が働いて並進も
�]も起きないとき力は釣合っている。

同　上 同　上

12 固定軸の回りの

�]

　物体の固定軸の回りの回転は質点の直線運動に対比され
驕B後者の速度、加速度、力、運動量にそれぞれ前者の角
ｬ度、角加速度、トルク、角運動量：が対応し、特に質量に
ﾎするのは慣性モーメントとなる。また運動エネルギーも
ｼ者で類似の形に表される。

同　上 同　上

13 コマの運動

　一一定の角速度で回転し、回転軸が首振り（歳差運動）を

ｷるコマは、質点の等速円運動に対比される。後者で速度
ﾌ方向が刻々変るのが前者の首振りに対応する。地球の自
]もコマの運動であり、歳差運動を伴う。そのため生ずる
Vの北極の移動を歳差という。

同　上 同　上

14 束縛のある運動

　天体の運動を除いて、地上で目にする運動は大方が束縛
^動である。自動車は地面に、電車は線路に、ジェットコ
[スターはその軌条に束縛されている。これらの束縛が実
ｻされるのも力によるものと考えて束縛力を導入すれば、
ｩ由運動として扱える。

同　上 同　上

15 摩擦のある運動

　天体の運動を除いて、地上で目にする運動は大方が摩擦
�ｺう運動である。摩擦のためにアリストテレスは力と速
xが比例すると観察した。しかし摩擦がなければ人も車も
iめない。クーロンの法則に基づいて静止摩擦、滑り摩擦、
]がり摩擦を解説する。

同　上 同　上
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＝光と電磁場＝（TV）
〔主任講師：阿部龍蔵（放送大学副学長）〕

全体のねらい
　光は、私達の日常生活と密接な関係をもつだけでなく、大は宇宙から小は分子・原子にいたるまで、物理
学上の重要な対象である。本講義では、光が電磁波であるとの前提に立ちその性質を調べるとともに、光を
理解するための基礎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学んでいく。

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）

1．光線

2．光の反射・屈折 阿部龍蔵 阿部龍蔵
1 光　と　光　線 3．光の分散 （放送大学 （放送大学

4．レンズと光学器械 副学長） 副学長）

5．幾何光学と波動光学

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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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．誘電体

2．電気双極子
8 誘電体中の電場 3．電気分極 阿部龍蔵 阿部龍蔵

4．電束密度

1．ベクトル積

2．発散と回転　　　　　　一
9 ベクトル解析 3．ガウスの定理 同　上 同　上

4．ストークスの定理

1．磁石と磁荷

2．磁気双極子

10 磁石と磁場 3。磁化 同　上 同　上
4．磁束密度

1．電流が磁場から受ける力
2．電流の作る磁場

11 電流と磁場 3．小さな長方形回路の作る磁場 同　上 同　上
4．アンペールの法則

1．電磁誘導

2．ファラデーの法則
12 時間変化する電 3．マクスウェル・アンペールの法則 同r上 同　上

磁場 4．変位電流

5．自己インダクタンス

1．積分形の諸法則

2．マクスウェルの方程式
13 電磁場の基礎方 3．電場に対する境界条件 同　上 同　上

程式 4．磁場に対する境界条件

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

14 電磁波の性質 3．電磁波の反射と屈折 同　上 同　上
4．光学的な疎密と位相変化

1．電場のエネルギー
2．磁場のエネルギー

15 電磁場のエネル 3．エネルギー保存則 同　上 同　上
ギー 4．ポインティングベクトル
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＝エネルギーと熱（’98）＝　（TV）

（圭騰臨：騨鞭綴交孝劃簾1〕

全体のねらい
　エネルギーとか熱という言葉は、日常生活でもよく使われる。本講義の目的は、エネルギーと熱の物理学
としての正しい理解を提供することである。このため、豊富な映像を学習の一助とするとともに、CGを駆使
し分子の熱運動などを視覚的に把握できるよう試みる。

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。エネルギーとは
2。各種のエネルギー 阿部龍蔵 阿部龍蔵

1 各種の 3．エネルギーの変換とエネルギー保存則 （放送大学 （放送大学

エネルギー 4。仕事 副学長） 副学長）

1．運動方程式と運動エネルギー
2。力学的エネルギー保存則

2 力学的 3．力学的エネルギーの例 同　上 同　上
エネルギー 4．力学的エネルギーの散逸

1．温度と熱平衡
＼

2。圧力 堂寺知成 堂寺知成
3 温　度　と　熱 3。ボイル・シャルルの法則 （放送大学 （放送大学

4．理想気体の状態方程式 助教授） 助教授）

5。熱量と比熱
6．熱と仕事

1。エネルギーの保存（熱力学第一法則）
2。熱力学第一法則の応用

4 熱力学第一法則 3。　カルノーエンジン 同　上 同　上

1．可逆過程と不可逆過程
2。クラウジウスの原理とトムソンの原理

5 熱力学第二法則 3．可逆サイクルと不可逆サイクル 阿部龍蔵 阿部龍蔵
（1） 4。クラウジウスの不等式

1．エントロピー
2．不可逆過程とエントロピー

6 熱力学第二法則 3．第二法則の応用 同　上 同　上
（2） 4．各種の熱力学関数：

5．化学ポテンシャル

1．ブラウン運動
2。分子運動論

7 分子の熱：運動 堂寺知成 堂旧知成
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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 マクスウェル
ﾌ速度分布則

1。平均自由行程
Q。ガウス積分
R。マクスウェルの速度分布
S。マクスウェルの速度分布の応用

堂寺知成 堂寺知成

9 統計力学の基本

Iな考え方

1。ほとんど独立な粒子の集まり
Q。位相空間
R。エルゴード仮説
S。最大確率の分布

阿部龍蔵 阿部龍蔵

10 マクスウェルー
{ルツマン分布

1．マクスウェルーボルツマン分布
Q。ボルツマンの原理
R。理想気体への応用
S。固体の比熱（アインシュタイン模型）

同　上 同　上

11 熱とエントロピ

[

1。配置のエントロピー
Q。混合エントロピー

堂寺知成 堂寺知成

12 相転移の熱力学

1．相転移
Q。多成分系の熱力学
R。相平衡
S。臨界現象

阿部龍蔵 阿部龍蔵

13 気相一液相の相

]移

1。ファン・デル・ワールスの状態方程式
Q。ファン・デル・ワールス気体の性質
R。格子気体
S。平均場近似
T。格子気体の気相一液相相転移
U。イジング模型

同　上 同　上

14 量子統計力学入

1。スピンと量子統計
Q。ボース分布とフェルミ分布
R。分子の振動・回転 同　上 同　上

15

理想フェルミ気
ﾌと理想ボース
C体

1。理想フェルミ気体
Q。電子比熱
R。デバイ模型
S。固体の比熱

同　上 同　上
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＝相 対 論＝　（R）

住任講師：藤井保憲（日本福祉大学教授）〕

全体のねらい
　この講義では、相対性理論全般にわたって平易な解説を目指す。数式の使用は必要最低限にし、直観的な
説明を心がける。重要な点については、時間をかけて丁寧な説明をする。また相対性理論が現在の基礎研究
や技術にどのように役立っているかにも焦点をあてる。

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）

特殊、および一般相対性理論とはどんなものか、詳細に
はいる前に概観と現代の姿を与える。次に特殊相対性理論 藤井保憲 藤井保憲

1 相対性理論とは の成り立ちにはいる。以後の説明の準備として座標系、慣 （日本福祉 （日本福祉

何か 性系、またガリレイ変換などを解説し、また電磁気学にお 大学教授） 大学教授）

ける光速度との関連にもふれる。

光速度不変の原理から出発し、直感的な議論によって同
時刻の相対性や動いている時計のおくれを示す。絶対時間

2 同時刻とはどう 概念の崩壊を強調し、ローレンツ変換を紹介する。それに 同　上 同　上

いうことか よって新しい速度の合成則を導く。

ローレンツ変換の作用する場所としてミンコフスキー時
空、その中の世界点、世界線、固有時について述べる。2

3 時空とは何か 次元から出発し、時計のおくれなどの現象を再現する。光 同　上 同　上
円錐を説明する。4次元ベクトル、スカラー、ローレンツ
不変量を解説する。

4次元エネルギー・運動量ベクトルからE＝mc2を導き、
特殊相対性理論 原子核エネルギーについて説明する。さらに速度とエネル

4 によって何が ギーの関係も議論し、加速器の原理を述べる。ディラック 同　上 同　上

わかったか 方程式、それに関連してスピンについても述べる。レーザ
一ジャイロなど、最近の応用にもふれる。

特殊相対性理論にかかわるいくつかのパズルに挑戦して
みる。これまでに習ったことの練習問題にもなるし、さら

5 パズルはいかが に深い理解のためにもなるだろう。 同　上 同　上

一般相対性理論に導くいくつかの概念について説明する。
特に非慣性系、慣性力、2種類の質量などを通じてニュー

6 一般相対性理論 トン力学の微妙な点にふれ、等価原理を理解する。エトヴ 同　上 同　上

への道 エッシュの実験もとりあげる。

加速度運動をあらわす曲がった世界線から、曲がった時
空への着想について述べる。曲がった空間の幾何学の話し

7 曲がった時空 にはいる。計量、平行性、曲率、測地線などの概念を説明 同上 同上
する。
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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）

運動方程式としての測地線の考え方を述べる。ニュート
ン的極限で、計量が重力ポテンシャルと解釈できることを

8 重力は力ではな 示す。また回転座標系における円心力の例も考察する。等 藤井保憲 藤井保憲
い 価原理のさらに深い到達点として、単なる慣性力と真の重

力との違いについて説明する。

等価原理の適用例として重力張手方変位を導く。Pound一
Rebkaの実験、およびVessotの実験、さらにはこれを利用

9 重力による時計 した重力計にも触れる。また最近の地球的規模の時憎合わ 同　上 同　上
のおくれ せの話題も含める。

基本的考え方と結果を簡潔に述べる。またその苦心談も
交える。ニュートン理論との関係、またその非線形性を強

10 アインシュタイ 調する。その解として、線形解、静的厳密解、宇宙論憎憎 同　上 同　上
ン方程式 があることを説明する。時空と物質との相互関係について

も述べる。

シュワルツシルトに関する挿話を交えながら、解の特徴
を説明する。ついでブラックホールの説明にはいる。地平

11 シュワルツシル 線の性質、またそれへの落下の様子を解説する。またブラ 同　上 同　上
ト解 ックホールの現実性についても語る。超新星との関連にも

触れる。

水星の近日点移動、太陽のまわりの光の曲がりについて、
歴史的挿話と共に説明する。ついで最近の太陽系実験につ

12 太　　陽　　系 いて述べる。さらに連星パルサーに関する話題も含め、実 同　上 同　上
験重力の発展について語る。

重力波の特徴について説明し、その検出のための努力に
ついて述べる。また重力波天文学としての将来性について

13 重　　力　　波 もふれる。ついで宇宙論の基礎にはいる。 同　上 同　上

膨張宇宙の解を提示する。宇宙定数の挿話とハブルの発
見について語る。赤方変位について説明し、現代のビグバ

14 宇　　宙　　論 ン宇宙観について解説する。宇宙背景輻射、暗黒物質や宇 同　上 同　上

宙定数などに関する話題も含める。

素粒子物理学との接近について述べる。アインシュタイ
ン理論のさらに奥にある統一理論について概説する。

15 統　一　理　論 同　上 同　上
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ほ

里 子 力 学＝＝（TV）

〔主任講師：阿部龍蔵（放送大学副学長）主任講師：川村　清（慶鷹義塾大学教授）〕

全体のねらい
　分子、原子、電子などの挙動は量子力学の法則に従っている。したがって、素粒子、原子核、物性論など
の現代的な物理学を理解するのに量子力学は必須の学問である。本講義では、量子力学の初等的なレベルか
ら出発し、その基礎的な事項、応用面などに言及し、量子力学の全体像を紹介する予定である。

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）

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 阿部龍蔵

1 量子力学はなぜ 3。水素原子のスペクトル （放送大学 （放送大学

必要か 4．光電効果 副学長） 副学長）

1。アインシュタインの関係
2．ド・プロイ波

2 波と粒子の二重 3。ボーアの水素原子模型 同　上 同　上
性

1．古典的な波動方程式
2。シュレーディンガー方程式

3 　　　　r一　Vュレーアィン 同　上 同　上
ガー方程式

1．波動関数
シュレーディン 2．固い壁間の一次元粒子

4 ガー方程式の簡 3．水素原子の基底状態 同　上 同　上
単な例

1。一・次元調和振動子

2．エネルギー固有値
5 轡次元調和振動 3．エルミート多項式 同　上 同　上

子

1．物理量と演算子
2．エルミート演算子

6 量子力学の一般 3．確率の法則 同　上 同　上
原理 4．固有関数の完全性

5．行列による表現

1．波束
2．三一レンフェストの定理

7 量子力学と古典 3．不確定性原理 同上 同上
力学 4．不確定性関係と交換関係
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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。シュレーディンガー方程式
2。球面調和関数

8 水　素　原　子 3。水素原子のエネルギー 阿部龍蔵 阿部龍蔵

1．角運動量と角運動量保存則
2。角運動量演算子 川村　　清 川村　　清

9 角　運　動　量 3．角運動量：保存則の証明 （慶鷹義塾 （三鷹義塾

4．角運動量の固有値と交換関係 大学教授） 大学教授）

1。スピン角運動量
2。スピン演算子とその固有値

10 スピンと量子統 3。スピン演算子の行列表現 同　上 同　上
計 4．フェルミ粒子とポーズ粒子

1．摂動論とは
摂動論　（1＞ 2．縮退のない場合の摂動論

11 時間に依存し 3．縮退のある場合の摂動論 同　上 同　上
ない場合 4．摂動論の応用

1．量子状態の時間変化
摂動論　（2） 2．遷移確率

12 時間に依存す 3。エネルギーの不確定性 同　上 同　上
る場合 4。原子による光の吸収と放出

1．変分原理
2．ラグランジュの未定係数法

13 変　　分　　法 3。ハートレー・フォック近似 同　上 同　上

4．パウリの原理と原子の構造

1。1次元の散乱問題
2。ポテンシャル障壁とトンネル効果

14 散乱問題　（1） 3．電流連続の法則 同　上 同　上

1次元系

1。ド・プロイ波の散乱
2。遠方での漸近形

15 散乱問題　（2） 3．入射波の波長と散乱角の関係 同　上 同　上

3次元系 4。散乱断面積
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＝現 代　物　理 学＝（TV）

〔主任講師：小沼通二（武蔵工業大学教授）〕

全体のねらい
　自然現象は、すべて基本的な法則に従っている。物理学は基本的な法則を次々に明らかにしてきた。20世
紀の物理は特に大きな発展を遂げた。その成果は、興味深く、今日の技術に、そして生活に密接に関わって
いる。この講義では、現代の物理学の基本的な問題を丁寧に取り上げる。

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）

力学や電磁気学を中心にして確立したと思われた19世紀
までの物理の限界を明らかにして、大きな飛躍を遂げた20 小沼通二 小沼通二

1 現代の物理学 世紀の物理の特徴を概観する。 （武蔵工業 （武蔵工業

大学教授） 大学教授）

アインシュタインはどのようにして相対性理論を作った
か。それまでの時間の概念はどのように変更されたか。そ

2 相対性理論とは の結果何が起こったか。 同　上 同　上

相対性理論では、時間と空間の4次元の世界を扱わなけ
ればならない。その分析から、質量とエネルギーのアイン

3 4次元の世界 シュタインの関係を導く。 同　上 同　上

重力のある場合に拡張された一般相対性理論によれば、
重力の影響で、光も曲がる。密度が極端に大きい天体であ

4 重力と相対性 るブラックホールの近くでは重力がきわめて強くなってい 同　上 同　上
理論 る。

20世紀の開幕とともに光が粒子のような性質を持つこと
が明らかになった。続いて粒子も波の性質を持つことがわ

5 量子の世界 かった。この二重性はなにを意味したのか？　量子力学へ 同　上 同　上
の道をたどる。

量子力学の波動の特徴を、いくつかの例を使って明らか
にする。元素の周期表は量子力学によって理解できる。

6 量子力学では 同　上 同　上

極微粒子の世界では、質量その他の性質が同じで、電荷
などの量子数が逆の符号を持つ反粒子が存在する。特に電

7 反粒子の存在 子の反粒子である陽電子は、研究用だけでなく、社会にお 同上 同上
いても有効に利用されている。
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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）

電磁気のカで微粒子を加速し、激しい衝突をさせてこれ
らの粒子の内部構造を調べたり、衝突の際に作られる粒子

8 加速器の物理 を分析することができる加速器が発明された。今日の加速 小沼通二 小沼通二
器は広い科学技術の分野で応用・利用されている。

原子の芯の原子核は陽子と中性子が集まってできている。
原子核の性質を調べ、原子核の構造を分析する。

9 原子核とは 同　上 同　上

中世の錬金術の失敗以来、不変と思われてきた元素は、
加速器を使って人工的に、また放射能を利用して天然に変

10 原子核の変化 化させることができるようになった。人類はプルトニウム 同　上 同　上
などの天然に存在しない元素も作り出した。

自然界のあらゆるものは、素粒子からできている。かっ
ては陽子や中性子が基本的な素粒子とされていたが、今El

11 素粒子とは ではクォークとレプトンが基本とされている。 同　上 同　上

19世紀までに知られていた電磁気力と重力に、強い力と
弱い力を加えた4つの力と、これらの力を媒介する粒子に

12 基本的な力 よって、自然界のすべての相互作用は説明できる。 同　上 同　上

最近のいろいろな観測によって明らかになった現在の宇
宙の姿を調べる。地球・月・太陽から太陽系・恒星・銀河 表　　　實 表　　　實

13 宇宙の現在の姿 に目を広げていこう。 （憎憎義塾 （憎憎義塾

大学教授） 大学教授）

宇宙は不変でなく、進化している。これは観測によって
裏付けられている。宇宙の年齢と今後について学ぼう。

14 宇宙の過去と 同　上 同　上

未来

物理は他の科学や技術に大きな影響を与え、技術の発展
の成果が物理の研究にも貢献してきた。20世紀は、物理が

15 物理と社会 国際社会の政治・経済・軍事などに深く関わった時代で 小沼通二 小沼通二
あった。これからの科学はどうあるべきだろうか。

一738一



＝＝ ｨ質科学一物理編＝（TV）

〔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　一

　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
ﾉ力点をおく。これを基にして原子の周期表：を統一的に説
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。原子が集っ
ﾄ結晶ができる機構を学ぶ第一歩として、なぜ分子ができ
驍ｩの原因を最も簡単な水素分子を例にとって説明する。

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。
ﾜ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。
氓ﾉ原子が規則正しく配列している結晶の特徴について、
ﾀ進対称性と逆格子の概念を説明し、結晶によるX線回析
竓i子振動について説明する

中尾憲司
i筑波大学

ｳ授）

中尾憲司
i筑波大学

ｳ授）

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、
ｻれに由来するエネルギーバンド構造を、殆ど自由な電子
ﾌ近似で議論し、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
ｱ子とし振舞う。この考え方に基づいて、電子比熱、パウ
潟Xピン常磁性、フェルミ面の形状等、金属中の伝導電子
ﾌ示す重要な性質について説明する。さらにド・ハースフ
@ン・アルフェン効果等磁場中の伝導電子の振i舞いについ
ﾄ、そのエネルギー準位（ランダワ準位）に基づいて説明
�ｷる。

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
ﾌ特徴を概観する。特にエネルギーギャップと有効質量の
d要性、不純物の導入による浅い不純物準位の存在を指摘
ｵて、半導体中の伝導電子の特徴、絶縁体との違いを説明
ｷる。

中尾憲司 中尾憲司

7 固体の伝導現象

　電気伝導とホ弘ル効果について説明する。次に金属と半
ｱ体現象について、その特徴の違いを議論する。 川路紳治

i学習院大
w教授）

川路紳治
i学習院大

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）

固体の光に対する性質の特徴を考察する。たとえば、金 国府田隆夫
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 （日本女子 四神　　誠

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 大学教授） （東京大学

その電子論的メカニズムを説明する。 四神　　誠 助教授）

（東京大学

助教授）

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　桂一郎 近　桂一郎

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、 （早稲田大 （早稲田大

どのようにして磁化が発生するのかを、ミクロなメカニズ 学教授 学教授
ムに立って説明する。

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

11 磁性体と光 徴を説明する 同　上 （東京理科

大学教授）

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 半導体素子の基 川路紳治 川路紳治
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。 教授） 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となっている。
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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＝物質の科学・量子化学C98）＝　（TV）

〔避難：編編糟鳶騰樹〕

全体のねらい
　物質の織りなす様々な現象を理解し、特に化学的な知識と技術で物質を調べ、あるいは新しい物質を創造
するには分子およびその集合体の性質を量子論に基づいて理解することが必要である。この自然科学の重要
な分野である量子化学の基礎をわかりやすく講義するとともに、日常の自然現象の理解あるいは様々な物質
研究への量子化学の適用例を紹介する。

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 序論一物質の個
ｫと分子の個性

　物質の基本単位である分子は非常に小さく、軽いばかり
ﾅなく、マクロの物質の性質とは異なった独特の個性を持
ﾁている。われわれが見たり触れたりするマクロの物質の
ｫ質は、それを構成する分子の個性によって決められてい
驕Bその関連について説明する。

朽津耕三
i城西大学

ｳ授）

朽津耕三
i城西大学

ｳ授）

2 ミクロの世界の

L述

　分子の不思議な性質・挙動を理解するには、ミクロの粒
qの運動と性質を正しく記述する量子力学を学ぶ必要があ
驕B分子に適用する量子力学として、波動関数とエネル
Mー固有値という考え方の基本について説明する。

同　上 同　上

3 原子の電子構i造

　分子は原子が結合してできたものである。分子の成り立
ｿを理解するには原子の性質、特に原子の中の電子の性質
�mる必要がある。電子のエネルギーと電子が運動する空
ﾔ二オービタルについての考え方を量子力学に基づいて説
ｾする。

同辱上 同　上

4 原子から分子へ
皷ｻ学結合のな
閧ｽち

　原子と原子が結合して分子を形づくる理由を原子価結合
@と分子軌道法の考え方で説明する。分子軌道の対称性、
|テンシャルエネルギー曲線、および量子状態の考え方に
ﾂいて説明する。

同　上 同　上

5 二原子分子の結
№ﾆ電子構造

　いくつかの典型的な二原子分子をとって、分子軌道の性
ｿ、電子の配置、軌道エネルギーなどを説明する。電荷分
zの偏り、結合の強さと分子軌道の関連について説明する。 同　上 同　上

6 多原子分子の結
№ﾆ電子構造

　有機化合物の結合を考える場合に重要な混成軌道につい
ﾄ述べ、分子の化学的性質を理解する上で重要な分子軌道
ﾌ考え方と使い方について説明する。 同　上 同　上

7 ミクロの世界の

ﾏ測

　分子を実験的に測定する方法の特徴を解説し、特に量子
ｻされたエネルギー準位の間の遷移を測定する分光法の原
揩�ﾚしく説明する。分光法の特徴を利用した分子構造研
?ﾌ例を紹介する。

濱田嘉昭
i放送大学

赴ｳ授）

濱田嘉昭
i放送大学

赴ｳ授）
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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）

電子のエネルギー準位を測定する可視・紫外スペクトル
について述べる。電子遷移は物体の色に直接の関連した現

8 π電子系の電子 象であることを説明し、実例としてカラー写真およびカ 濱田嘉昭 濱田嘉昭
構造 ラーコピーの原理と実際を解説する。

第4周期以降の原子からなる分子の化学結合にはd電子
が関与する。また金属と有機分子を含む化合物でもd電子

9 d電子系の電子 が関与しており、複雑な色合いや反応の原因となっている。 齋藤太郎 齋藤太郎
構造 分子構造を決める有力な実験手法の一つであるX線回折法 （東京大学 （東京大学

について、錯体の構造と電子密度を例にとって説明する。 教授） 教授）

分子の結合は微小な周期的振動をしている。この振動運
動のエネルギーを赤外線スペクトルとして測定することに

10 分子の振動 より、結合の強さを決定できる。振動分光法とその応用に 濱田嘉昭 濱：田嘉昭
ついて解説する。

分子の回転運動のエネルギーも量子化されており、その
スペクトルをマイクロ波あるいは遠赤外線領域で測定する

11 分子の回転 ことにより分子構造を決めることを実例によって示す。 同　上 同　上

電子スピンや核スピンが関係するスペクトルについて説
明する。電子スピン共鳴法や核磁気共鳴法を利用した分子 濱田嘉昭 濱田嘉昭

12 電子スピンと核 構造決定の例を紹介し、分子磁性を利用した将来の発展性
スピン を考える。 三位武治 三位武治

（大阪市立 （大阪市立

大学教授） 大学教授）

非常に短い時間スケールで分子の構造や結合の変化はレ
一ザーにより追跡できる。レーザーの発振の原理と特徴に

13 分子の動的構造 ついて解説し、それによって明らかにされた分子の姿の例 佐藤博保 佐藤博保
を紹介する。 （三重大学 （三重大学

教授） 教授）

マクロの物体は多くの分子が積み重なってできあがって
いる。この分子同士を結びつけている弱い力の原因につい

14 分子間相互作用 て述べる。マクロとミクロを結ぶ分子集合体として注目を 朽津耕三 朽津耕三
集めているいくつかの物質系とその性質および実験につい
て紹介する。

分子の構造と性質を測定する実験手段と理論の現在の展
開を概観し、新しい物質の個性を創造する化学の将来の見

15 量子化学の 通しを述べる。 同　上 同　上

最前線
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＝物質の科学・物理化学＝　（TV）

〔盤難窪三三三三義穫；〕

全体のねらい
　物質は、原子・分子の集合体である。本講義の目標は、物質の示す多様性を原子・分子のレベルで解明す
るための考え方を体得させることにある。すなわち、物質の構造・物性・反応を構成原子・分子のミクロな
振：舞いに基づいて平易に講義する。

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）

序論、物質を原子・分子の集合体として扱う必然性を例
を挙げて説明した後、本講義の他の自然科学科目の中での 土屋荘次 土屋荘次

1 物質と原子・ 位置付けを与え、15回の講義の内容を概観する。 （日本女子 （日本女子

分子 物理化学の基礎　ミクロとマクロの関係、エネルギー量 大学教授） 大学教授）

子、原子スペクトル、原子の電子構造、周期律を説明し、
物質のミクロな視点の準備を行う。

2 原子の構造 同　上 同　上
と周期律

回析法による分子の構造決定　原理の易しい説明と、X
線回析・電子回折の実際を紹介する。2原子分子からタン 小谷正博 小谷正博

3 回析でみる バク質のような巨大分子の構造を基本原則に立って理解さ （学習院大 （学習院大

分子の構造 せる。 学教授） 学教授）

分光法による分子の構造決定　分子の回転や振動のスペ
クトル測定から分子構造がいかに決定できるかを解説する。 平川暁子 平川暁子

4 スペクトルでみ マイクロ波、赤外、ラマン分光の基本を紹介した後、分子 （放送大学 （放送大学

る分子の構造 内部回転、すなわち、単結合周りの構造の分光研究をとり 教授） 教授）

あげ、これが有機分子のコンフォーメーションや生体物質
を含む高分子構造の基礎であることを解説する。

5 分子の振動運動 同　上 同　上
と構造

分子の構造と性質の量子化学的基礎づけ　回折法・分光
法で求められた構造を量子力学の立場から再構築する。化

6 化学結合のしく 学結合の多様性が電子の波動関数によって明解に説明でき 同　上 同　上
み（1） ることを示す。

分子軌道、シグマとパイ結合、結合の極性、混成軌道、
錯化合物、共役系（色素・芳香族など）。

7 化学結合のしく 同　上 同上
み（2）
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i

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）

内部エネルギーとエントロピー　分子のもつさまざまな
運動自由度の量子準位を基礎として、分子集合体が統計平

8 物質のエネルギ 均としてとり得るエネルギーを計算する。これは、熱力学
一と変化（1） で定義される内部エネルギーと等価である。また、各量子 土屋荘次 土屋荘次

準位への分布の可能性がエントロピーと結びつき、このこ
つの量が物質のとり得る平衡状態を決定づけていることを
解説する。

次に、化学結合の切断を含む物質変化の起る方向を予測
し、最終的に到達する化学平衡状態を明らかにする。多様

9 物質のエネルギ な化学変化の研究のたあに熱力学関数のデータが整備され
一と変化（2） ていることを紹介する。 同　上 同　上

内部エネルギー、熱容量、エントロピー、自由エネル
ギー、平衡、化学平衡、熱力学関数データベース

10 化　学　平　衡 同　上 同　上

原子・分子の集合体として物質のとり得るさまざまな構
造を紹介し、それらの構造をもたらす要因を解説する。

11 固体の構造 結晶構造とそれを決める要因 小谷正博 小谷正博

物質の熱的性質を支配している分子論的要因を検討し、
そのとり得る相とその変化をとりあげる。さらに、物質の

12 固体の性質（1） 電子的性質をその電子構造に基づいて説明する。 同　上 同　上
固体の力学的性質、熱的性質、電気的性質、金属の自由

電子、バンド構造、金属と新緑体、半導体。

13 固体の性質（2） 同　上 同　上

化学変化の起る速さ、反応速度を規定する分子レベルの
基礎を解説する。すべての化学反応は、分子間相互作用、

14 化学反応の すなわち、素反応の組み合わせであることを明らかにする。 土屋荘次 土屋荘次
しくみ また、反応速度を支配している分子的要因も追及する。

化学反応は反応の起る環境によっても大きく変化する。
表面や酵素の関与する反応の特徴を実例を挙げて解説する。

15 いろいろな 素反応、複合反応、表面反応、酵素反応。 同　上 同　上
化学反応
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＝＝ ｨ質の科学・有機化合物（98）＝　（TV）

〔主任講師：徳丸克己（筑波大学名誉教授）〕

全体のねらい
　有機化合物は吾々の衣食住の数多くの材料として、自動車や電気製品などに、また半導体、情報表示機器、
高度の医薬など先端的産業に不可欠の物質として数多く使用されている。このような産業の基礎物質の有機
化合物を主題として、その製造の流れ、特徴、その反応や物性に及ぼす構造の効果を分子レベルで述べる。

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

有機化合物の世
E～化学原料と
ｵての石油～

　衣食住、自動車、電気製品、先端材料における有機化合
ｨの重要な役割。そのさまざまな物質の原料となる重要な
糟ｹとしての石油と天然ガス。燃料としての石油。燃焼と
ｻの排ガスによる汚染の防除。

徳丸克己
i筑波大学

ｼ誉教授）

徳丸克己
i筑波大学

ｼ誉教授）

2

都市ガス、ロウ
¥ク、ポリエチ
激

　炭化水素：メタン、エタン、エチレン、アセチレン、シ
Nロヘキサン、ベンゼンなど。飽和、不飽和、堺町ミ芳香
ｰ。シグマ電子とパイ電子。種々の異性体（構造、幾何、
�]、立体）。重合。塩素化。ポリ塩化ビニル。殺虫剤、
tロン。

同　上 同　上

3

香りのもとの酸
f化合物、酸素
ﾌ働き

　炭化水素、アルコール、アルデヒド、ケトン、カルボン
_。メタノール、エタノール（合成とバイオ）、アセトア
泣fヒド、エチレンオキシド、エチレングリコール、酢酸
ﾌ製造。実験室の合成と触媒を用いる工業的製造。香料。

同　上 同　上

4 反応の進み方

　基本的な反応（置換反応、脱離反応、付加反応）の特徴。1分子反応と2分子反応。カルボカチオンとその観測。立

ﾌ化学、光学異性。 同　上 同　上

5 油脂と洗剤

　生体内で生成する天然の油脂とそれを構成する脂肪酸。エステル。石鹸。界面活性剤、種々の合成洗剤。有機酸の

ｭさ。 同　上 同　上

6 合成繊維と炭素

ﾞ料

　石油の精留と石油からのポリエステルの製造。セルロー
Xのエステル。石油からポリアクリル酸メチル、ポリメタ
Nリル酸メチルの製造。光学材料。ポリアクリロニトリル、
Y素繊維、さまざまな炭素の同素体：ダイアモンド、グラ
tァイト、　フラー。レン。

同　上 同　上

7

染料と芳香族化
√ｨの反応の進

ﾝ方

　石油や石炭からのベンゼン系炭化水素から種々の物質やアゾ染料の製造。芳香族性。石炭化学、インヂゴなどの染

ｿの合成。建染め染料。ハイテクとしての色素。芳香族化合物の反応の進み方：ニトロ化の配向性、相対反応性。電荷移動。分子軌道。

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）

石油からのプラスチックやナイロンの製造。ナイロン66
とナイロン6。絹フィプロイン。タンパク質。核酸。

8 プラスチック、 徳丸克己 徳丸克己
ナイロンと絹

立体規則的なポリマーの製造。硬い構造のポリマー、べ
高性能ポリマー 一クライト、尿素ホルマリン樹脂。天然ゴムと合成ゴム。

9 と酸素による劣 酸素による物質の劣化、生体の老化とその抑止、坑酸化剤。 同　上 同　上

化の抑止

物質に対する光の作用の化学。物質製造としての植物の 徳丸克己
光合成、情報伝達としての動物の視覚の化学。光の作用に 新井達郎

10 光るによる物質 よる結合の開裂、変化と電子の移動。蛍光物質。レーザー。 同　上 （筑波大学

の変化 フォトクロミズム。半導体製造のためのフォトレジスト。 科学系助教
印刷。 授）

カラー写真、電子写真（コピー）、エレクトロルミネッ 徳丸克己
センス、有機電導体、　「合成金属」などの電子機能材料。 成田　　彦

11 光・電子有機機 光や電場による電子の移動（酸化還元）の進み方。 同　上 （筑波大学

能材料の化学 科学系助教
授）

いくつかの調味料、医薬、農薬の構造、とくにその立体
化学。立体特異的合成。有機金属化合物。バイオの役割。

12 調味料、医薬、 同　上 徳丸克己
農薬

さまざまな機能を示す天然有機化合物のうち二三の例。
その構造と機能。 中西香爾 中西香爾

13 天然有機化合物 （コロンビ （コロンビ

の世界 ア大学教授） ア大学教授）

さまざまな有機ケイ素化合物。その合成、物性、利用。

櫻井英樹 櫻井英樹
14 有機ケイ素化合 （東京理科 （東京理科

物の世界 大学教授） 大学教授）

将来の展開が期待されている各種の有機化合物、種々の
反応や性質。

15 拡がりゆく有機 徳丸克己 徳丸克己
化合物の世界
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＝物質の科学・分析（’98）＝　（TV）

〔主任講師：一國雅巳（東京工業大学名誉教授）〕

全体のねらい
　科学技術の進歩に伴って多種多様な化学分析法が開発されてきた。それに伴って化学分析に対する要求も
高度化し斗分析法の選択に当たっては、それぞれの分析法にどのような特徴があるかを知らなければならな
い。この講義の目標はそのための基礎知識を与えることにある。環境分析を例に具体的問題を取り扱う。

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）

現代の化学分析は機器を用いた定量分析が主流である。
化学分析に要求される条件として正確さ、迅速性、コスト 一高雅巳 一高雅巳

1 化学分析とはな がある。機器の高度化、コンピュータの導入はこれらの要 （東京工業 （東京工業

にか 求を満足する上での当然の帰結であり、この進歩を支えて 大学名誉教 大学名誉教
いるのが化学分析の基礎研究である。 授） 授）

滴定を例に化学分析でどこまで正確な結果が得られるか
を考察する。試薬の秤量、標準溶液の調製、滴定量の測定、

2 容　量　分　析 終点の判定、妨害成分の共存など誤差の原因となる事項を 同　上 同　上
個別的に検討する。終点の決定に機器分析を導入すること
の利点についても述べる。

重量分析は正確さが要求されるときに用いられる分析法一
である。重量分析の核心部分は溶液中の化学種の沈殿分離

3 重　量　分　析 にあるが、その研究は溶液中のイオン種の挙動の解明と沈 同　上 同　上
殿分離法の開発に大きく貢献した。重量分析を原理と実用
’性の両面から解説する。

着色した溶液が光を吸収することを利用した吸光光度分 一三雅巳
析は古典的機器分析である。原理は簡単であるが、実用面

4 吸光光度分析 では発色条件の最適化、検量線の作成、共存成分による妨 吉村和久 同　上
害の除去などの問題がある。この分析法を例に機器分析の （九州大学

基本的事項について解説する。 理学部教授）

金属元素の分析法として広く利用されている原子吸光分
析の原理・応用とその限界について述べる。この分析法で

5 原子吸光分析 は試料中の成分の原子化と共存成分による干渉の除去が重 一壷雅巳 同　上
要である。フレーム、電熱による原子化を比較し、この分
析法の高感度化について解説する。

標題分析法の原理、その発展の歴史と現状について述べ
る。古典的アーク、スパーク光源を用いた分析、フレーム

6 発光分光分析 光源の実用化によるアルカリ金属定量、近年におけるプラ 同　上 同　上
ズマ光源の導入が実現した高感度・多元素同時分析につい
て解説する。

与えられた試料が大量である場合、そこから全体を代表
するように、一回分を取り出し、それを分析に適した形

7 試料の採取と調 態、たとえば溶液に変える操作が必要となる。試料の採取 同上 同上
製 における問題点、分析データ処理の方法、固体試料の溶解

法について述べる。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　　　　容 講　師　各 講　師　名

（所属・職名） （所属』職名）

マトリックス成分から特定の成分を分離・濃縮する方法
について述べる。沈殿、溶媒抽出は古典的分離法であるが、

8 分離と濃縮 分離に関与する因子の影響を定：量的に解析することができ 一三雅巳 一國雅巳
る。分離・濃縮法と定量法が密接に関連していることを例
をあげて説明する。

電気分析を物性特性（電気伝導度など）と電気化学反応
を伴う測定（電位差、電流など）に分け、それぞれの方法

9 電　気　分　析 の原理、特徴、装置、応用例について述べる。ガラス電極 同　上 同　上
などのイオン選択電極を用いた電位差測定と他の分析法と
の組み合わせにも言及する。

高感度分析法としての質量分析の重要性について述べる。
試料をイオン化し、イオンを質量／電荷比に従って分離し、

10 質　量　分　析 電気的に検：出するまでの過程について説明する。目的に応 同　上 同　上
じて使用される各種の質量分析計とその応用例（同位体存
在比の測定など）を紹介する。

試料を中性子で照射し、生成した放射性核種が放射する 一國雅巳
γ線のエネルギーと強度を利用して定性、定量分析を行う

11 放射化分析 方法、とくに機器中性子放射化分析について解説する。実 松尾基之 同　上
際の操作を説明し、環境試料の分析で得られた結果を紹介 （東京大学
する。 助教授）

分離手段としてのクロマトグラフィーの重要性を述べ、
用語の解説を含めてその種類、原理、装置に関する基礎的

12 ガスクロマトグ 事項を説明する。ガスクロマトグラフィーを例に試料中の 一國雅巳 同　上
ラフィー 成分の定性、定量法を示し、この方法の実用面における重

要性を探る。

ガスクロマトグラフィーと比較しながら液体クロマトグ
ラフィーの特徴を述べる。多様な検出器の利用、高速液体

13 液体クロマトグ クロマトグラフィーによる分析の迅速化について解説する。 同　上 同　上

ラフィー 無機陰イオンの分析手段として重要なイオンクロマトグ
ラフィーを紹介する。

複雑な混合物中の特定の元素の存在状態を調べるための
方法について解説する。非破壊的な方法として結晶相を調 一二雅巳 一二雅巳

14 状　態　分　析 べるX線回折法、鉄の化学的状態を調べるメスバウアー分
光法について述べる。複雑な混合物中の元素に適用される 松尾基之 松尾基之
分別溶解法についても言及する。

環境試料を例に試料からできるだけ多くの化学的情報を
取り出すための化学分析について考える。非破壊的分析の

15 環　境　分　析 必要性を述べ、その例として蛍光X線分析その他の方法を 一國雅巳 一國雅巳
紹介する。環境分析を通じて今後の化学分析のあるべき姿
を議論する。
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＝化学熱力学＝＝（R）
〔主任講師：池上雄作（東北大学名誉教授）〕

全体のねらい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　物質の状態の変化や化学変化はつねに発熱や吸熱といった熱の移動を伴う。化学熱力学は熱の存在や移動
に関してあらゆる物質系を通して統一的、体系的に解釈する基本的学理である。その基礎の理解に向かって
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 物質の理解

　多様な化学物質や構成をどう理解するかについて述べ、
ｴ子・分子・イオン・モルの概念を簡潔にまとめる。さら
ﾉ物質の三態や変化について熱力学と関わりの深いことが
轤ﾉ重点をおいて解説する。

池上雄作
i東北大学

ｼ誉教授）

池上雄作
i東北大学

ｼ誉教授）

2 気体の性質

　化学熱力学の理解にとって気体の性質を知ることが一つ
ﾌ基本となる。Boyleの法則からはじめ、理想気体の状態
羽�ｮなどをまとあたあと、P、　V、　Tの意味を含めて気
ﾌの一般的性質を学習する。

同　上 同　上

3 エネルギーと熱

　広い視野から“仕事をする能力”としてのエネルギーの
｢ろいろな姿と相互の変換について整理する。つついて、
Gネルギー、熱、温度について述べたあと、物質に内在す
驛Gネルギーに関する考え方を概説する。

同　上 同　上

4 物質の状態と熱

　熱力学における系の概念、系のエネルギー、内部エネル
Mー、熱力学第一法則を解説する。そして可逆過程と非可
t過程、状態量、状態関数、容量因子と強度因子について
ﾚしく説明する。

長谷部　亨
i福島大学

ｳ授）

長谷部　亨
i福島大学

ｳ授）

5 熱化学方程式と

Gンタルピー

　熱容量とエンタルピーを導入してその関係を説明する。
ｳらに化学変化とエンタルピーの関係を学び、熱化学方程
ｮの理解を深める。Hessの法則を含む。 同　上 同　上

6 物質の変化と
Gンタルピー

　標準エンタルピーを定義し、物質の変化に伴うエンタル
sー変化を学ぶ。さらにBorn－Haberのエネルギーサイクル
�揄�ｵ、格子エンタルピーや結合エンタルピー等を求め
髟菇@を説明する。

同　上 同　上

7 物質変化の方向
@　　（1＞

　自発的に起こる変化について、前章までに学んだ概念で
ﾍ説明できないことを取り上げる。熱力学第二法則を導入
ｵ、自発変化の説明に“乱雑さ”の関数が必要であること
��烽ｵ、エントロピーの定義と求あ方を学ぶ。

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）

分子1個の場合のエネルギーと分子集団のエネルギーの
比較から乱雑さとエネルギーの関係を説明し、エントロピ

8 物質変化の方向 一の統計論的定義を解説する。さらに、熱力学第三法則と 長谷部　亨 長谷部　亨
（2） 絶対エントロピーを導入する。

自由エネルギーの概念（GibbsとHelmholtzの自由エネ
物質変化の方向 ルギー）を導入する。系のエンタルピーおよびエントロピ

9 と自由エネルギ 一と自由エネルギーの関係を説明し、自由エネルギーの求 同　上 同　上

獅 め方を述べる。

具体的な化学変化と自由エネルギーの関係を理解し、圧
力、温度との関係を学ぶ。実在気体の自由エネルギーを用

10 自由エネルギー いた取扱いについても解説する。 同　上 同　上
と化学変化（1）

熱力学の関係式を理解し、化学ポテンシャルの概念と自
由エネルギーとの関係を解説する。化学熱力学の基礎方程

11 自由エネルギー・ 式にも触れ、化学変化の終点である平衡状態におよぼす外 同　上 同　上
と化学変化（2） 的条件を論考する。

前回までに解説してきた化学熱力学の基本的な学理を物
質系の性質により具体的に拡張する。：最初に水を、そして

12 物質の相平衡 物質の相の安定性、相移転、つづいて溶液を取りあげる。 池上雄作 池上雄作
および溶液

自由エネルギーと平衡定数を中心に詳しく解説する。平
衡に及ぼす温度や圧力の影響、ル・シャトリエの原理、自

13 化　学　平　衡 発変化の方向に対する温度の効果等が取り上げられる。 同　上 同　上

化学反応の速度や反応機構は熱力学的数値と密接な関係
をもつ。化学反応速度論と結びつけて解説する。反応座標

14 化学反応の速度 とエネルギーの関係、活性化エネルギーおよび遷移状態理 同　上 同　上
論が対象となる。

物質変化と化学熱力学の総合的理解にとって基本的な事
項をまとめる。つついて、応用例として凝固点降下と中和

15 ま　　と　　め エンタルピーの求め方を解説する。 同　上 同　上
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＝生物有機化学＝（TV）

〔主任講師：井上祥平（東京理科大学教授）〕

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 化学の目で見た

ｶ物

　生物の主要な機能は、生体の構造の形成、物質とエネル、
Mーの変換、これらのための情報の保持・伝達、そして以
繧ｷべてに関する調節・制御とである。ここでは生体を構
ｬする物質の種類とその機能との関連を人工物質と対比し
ﾈがら概説する。

井上祥平
i東京理科

蜉w教授）

井上祥平
i東京理科

蜉w教授）

2 酵素とは何か一生合成と機能

　生物は体外から摂取した栄養を自らの構成成分に変え、
Gネルギー源として利用する。その変換反応を触媒し、生
ｽ体の秩序を保つ作用をしているのが酵素である。その生
≒ｬ、触媒としての特徴、機能のからくり等を説明する。

太田博道
i慶鷹義塾

蜉w教授）

太田博道
i慶鷹義塾

蜉w教授）

3 酵素の利用

　酵素は生体内の反応の触媒であるが、生体から取り出し
ﾄもその活性を維持できる。従って酵素は生体物質の生産
ﾍもちろん非生体物質の生産手段として利用できる。他に
熏y素の特徴を生かした利用法は多く、その例を解説する。

同　上 同　上

4 分子を見分ける
@（1）　ホストと

Qスト

　生物の体の中では、数多くの化学反応が秩序正しく進行
ｵているが、ここで重要な働きをしているのは、分子のわ
ｸかな差を見分ける分子認識である。ここでは、人工物に
謔髟ｪ子認識について概説する。

小宮山　真
i東京大学

ｳ授）

小宮山　真
i東京大学

ｳ授）

5 分子を見分ける
@（2）人工酵素

　天然の酵素の反応機構を模倣することにより、酵素と同
lに、様々な化合物の中から特定のものを選び出して、こ
ﾌ化合物だけを選択的かっ効率的に化学変換する触媒（人
H酵素）の合成の基本原理について学ぶ。

同　上 同’上

6

分子を見分ける
@（3＞分子認識
ﾌ応用

　人工物による分子認識をさらに拡張して、私たちの生活
ﾉ実際に役立つ機能材料の＝構築について学ぶ。さらに、無
ﾊな生成物を生むことなく、また温和な条件で反応を進行
ｳせる人工酵素の産業等への利用について学ぶ。

同　上 同　上

7 核酸のヒミツ（1）

j酸の構造とダ
Cナミクス

　核酸（DNA及びRNA）の構造と機能について概説す
驕B構造については、一次塩基配列から予測される二次構
｢の安定性及びその二次構造形成の速度過程のメカニズム
�A機能については、核酸と他の化学物質（薬物や蛋白質）
ﾆの関係を取り扱う。

杉本直己
i甲南大学

ｳ授）

杉本直己
i甲南大学

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 核酸のヒミツ（2）

j酸の機能とリ
{ザイム

　情報と触媒機能をあわせもつ化学物質としての新しい核
_の化学を概説する。特に、触媒機能をもつRNA（リボ
Uイム）の挙動や酵素を利用しない核酸の自己複製システ
?ﾉついて解説した後、核酸の未知の機能の探索方法につ
｢て最近のホットな話題を提供する。

杉本直己
i甲南大学

ｳ授）

杉本直己
i甲南大学

ｳ授）

9、 生体膜とは

　細胞膜を構成しているたんぱく、脂質膜などの役割につ
｢て易しく解説する。細胞やウイルスなど生化学を中心に
uく5

岡畑恵雄
i東京工業

蜉w教授）

岡畑恵雄
i東京工業

蜉w教授）

10

生体膜をまねる
@（1）

l工脂質二分子

　たんぱくの生体膜中での機能を紹介したあと人工モデル
ﾆして利用する例について解説する。同様に脂質膜につい
ﾄも人工モデル化する具体例について述べる。 同　上 同　上

11

生体膜をまねる
@（2）

l工膜材料への
W開

　たんぱく、脂質膜を使った人工モデルとして、カプセル
戟Aフィルム化、有機溶媒中での触媒作用などの具体例に
ﾂいて解説する。 同　上 同　上

12 リズムに生物ら

ｵさを見る

　生きている状態を象徴するものとして、様々なリズム現
ﾛがある。心臓拍動、自発呼吸、脳波や日周性、十干性の
ｶ物時計など、いずれも、自発的なリズムである。このよ
､なリズム現象が、どのような仕組で作り出されているの
ｩを考える。

吉川研一
i名古屋大

w院教授）

X　　義仁
i名古屋工

ﾆ大学助手）

吉川研一
i名古屋大

w院教授）

X　　義仁
i名古屋工

ﾆ大学助手）

13 情報の流れから
ｶ命を捉える

　生物は、自分自身で組織体を作り出し（自己組織化）。
a傷があれば、自己修理する（自己修復）。このような機
¥を一次元鎖と環状のDNA分子に帰因させることには無
揩ｪある。DNAから、自己秩序形成に到る情報の流れを
lえる。

吉川研一

ｬ畑繁樹
i愛知技術

Z期大学助
閨j

吉川研一

ｬ畑繁樹
i愛知技術

Z期大学助
閨j

14 エネルギーを変

ｷする

　ガソリン・エンジンなどの化学エネルギーでは、　「化学
Gネルギー」⇒「熱エネルギー」⇒「仕事」の形で、エネ
泣Mーの変換が行われている。それに対して、私達の筋肉
ﾍ、化学エネルギーを直接、仕事に変えている。この仕組
�lえてみる。

吉川研一

F沢紀之
i筑波大学

赴ｳ授）

吉川研一

F沢紀之
i筑波大学

赴ｳ授）

15 モノを感じる・

　私達の感覚器は、時間的な変化を捉えることに優れてい
驕B頭で物を考えるときも、時間的な情報の流れが重要な
�р閧�ﾊたしている。神経や感覚器の人工的なモデルで
ﾌ研究を紹介するなかで、私達の感覚や意識・記憶などの
d組みを考えてみる。

吉川研一

?c　　聡
i奈良教育

蜉w助教授）

吉川研一

?c　　聡
i奈良教育

蜉w助教授）
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＝物質の科学と技術開発＝（R）

〔主任講師1平川暁子（放送大学教授）〕

全体のねらい
　技術開発・技術革新にはつねに物質の科学が関与している。この講義では、1）有機半導体の研究、2）
物質の状態分析の研究、3）超しSIの開発、4）強誘電体の研究、5）原子力開発、の5例について、科
学の基礎研究が技術開発へどのように発展したかを解説する。各々は3回の講義で行い、関連する科学の基
礎事項、研究の発端、研究を発展させた際の指針、開発後の影響等を述べる。科学知識に乏しい学生は、印
刷教材を参考にして理解し、回る程度の知識があれば教材なしでも興味をもてる講義とする。

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）

1～3章では、物質の科学の技術開発への寄与について 平川暁子
概説し、有：機半導体研究の例により、具体的に解説する。 井口洋夫 （放送大学

1 は　じ　め　に （東京大学 教授）

・物質の科学と技 名誉教授） 井口洋夫
術開発 （東京大学

名誉教授）

2 有機半導体研究 同’上 井口洋夫
と物質科学

3 有機半導体から 同　上 同　上
生まれたもの一
その技術開発一

4～6章では、物質の状態分析研究が、新素材三三の開
新素材開発の鍵 発、品質改良に寄与した例について解説する。 額田健吉 額田健吉

4 と状態分析　1 （㈲神奈川 （㈱神奈川
一形態学からの 科学技術ア 科学技術ア

アプローチー カデミー・ カデミー・
専務理事） 専務理事）

新素材開発の鍵
5 と状態分析　H 同　上 同　上

一分子レベルか
らのアプローチ

新素材開発の鍵
6 と状態分析　皿 同　上 同　上

一分離的手段か
らのアプローチ

7～9章では、半導体を中心とした物質の科学を土台と
物質の科学に導 し、コンピュータからの強いニーズに導かれて進歩してき 外山正春 を外山正春

7 かれる超しSI た超しSIについて、その基礎から解析し、将来を展望す （㈱川崎製 （㈱川崎製

の開発　　　1 る。 鉄・LSI事 鉄・LSI事
一コンピュータ 業部専門主 業部専門主

とIC一 監） 監）
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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）

物質の科学に導
8 かれる超しSI 外山正春 外山正春

の開発　　　H
一CMOS：LSI一

物質の科学に導
9 かれる超しSI 同　上 同　上

の開発　　　IH
一高集積化技術

10～12章では、強誘電体に特有な面白い物性を説明
強誘電体の基礎 し、応用面ではその特性がどのように生かされているかを 沢口悦郎 沢口悦郎

10 研究と技術開発 解説する。 （北海道大 （北海道大

1 学名誉教授） 学名誉教授）

一誘電分極と強
誘電混一

強誘電体の基礎
11 研究と技術開発

@　　∬

同　上 同　上

一撃誘電体の興
味ある性質一

強誘電体の基礎
12 研究と技術開発

@　　皿

同　上 同　上

一悪誘電体の応
用一

13～15章では、核化学と原子力エネルギー関連の問題を
原子力開発と化 解説する。13章は、核分裂の発見に導いた新しい化学とし 内藤三三 内藤三三

13 学　1 ての核化学の誕生と発展について述べ、核分裂発見から直 （名古屋大 （名古屋大

一二分裂の発見 ちに開始された原子爆弾製造計画、マンハッタン計画につ 学名誉教授） 学名誉教授）

とマンハッタン いて述べる。

計画一

14章は、第2次回戦後のエネルギー源としての原子力の
原子力開発と化 開発の概要と、その中での材料科学の重要性を、いくつか

14 学　H の例について述べる。 同　上 同　上

一動力炉の開発
と材料科学一

15章は、人類の将来エネルギーとしての原子力とその今
原子力開発と化 後の問題点、および原子核科学技術の将来について述べる。

15 学　皿 同　上 同　上

一将来の科学・

技術としての原
子カー
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＝自然と科学一物質編＝（R）

〔圭騰1鵠：竪職蟻麗俣鞭ll羨覆；〕

全体のねらい
　星、太陽、地球、地球上に存在する物体、私達の身体などは多種多様な物質から構成されている。このよ
うな点で、物質の探求は自然科学の大きな目的の一つである。本講義では物質の起源、変化、性質、活用、
環境・生命との関係などを宇宙地球科学、物理学、化学、生物学などの総合的な立場から論じる。

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）

宇宙の天体と宇宙の全体的構造について概略を話し、そ
れらの天体を構成する物質について述べる。 小尾信彌 小尾信彌

1 宇宙の （回送大学 （放送大学

構造と物質 学長） 学長）

現在ひろく受け入れられているビッグバン宇宙論にもと
ついて、宇宙と天体、物質の起源と進化について述べる。

2 宇宙の物質・ 同　上 同　上
起源と進化

地球の形、地球の層状構造、大気と海洋、固体地球、プ
レート 奈須紀幸 奈須紀幸

3 地球の形と構造 （東京大学 （東京大学

名誉教授） 名誉教授）

地殻、マントル、外核、内核、地磁気

4 固体地球の 同　上 同　上
構成物質

地球の誕生、地質時代一相対年代と絶対年代、古生物の
進化、プレートの動態、造山運動と大陸の拡大

5 地球の歴史 同　上 同　上

物質観の歴史と近代化学の誕生によって物質がどのよう
に体系化されてきたか、純物質と混合物、元素と化合物、 平川暁子 平川暁子

6 物質の理解 物質を調べる方法 （放送大学 （放送大学
教授） 教授）

化学変化とは何か、物質の中で働いている力

7 化学変化 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）

状態方程式、物質の三態と相図、相転移と臨海現象、超
流動と超伝導 阿部龍蔵 阿部龍蔵

8 物　理　変　化 （放送大学 （放送大学

副学長） 副学長）

電気的性質（導体と絶縁体）、磁気的性質（強磁性、常
磁性、反磁性）、光学的性質（透明体と不透明体）

9 物質の性質 同　上 同　上

分子と原子、原子核と電子、核反応、素粒子
について認識してもらう。

10 物質の究極 同　上 同　上

生命体を構成する物質、その構造と変化、生命体と非生
命体との境界 野田春彦 野田春彦

11 物質と生命 （東京大学 （東京大学

名誉教授） 名誉教授）

人間は自然界の物質をどのように活用してきたか、人間
の生活を豊かにする手段としての物質、自然界の神秘を探

12 物質の活用 る手段としての物質 平川暁子 平川暁子

科学の力で物質文明をどのように発展してきたか。将来
どのように開発されるか。

13 物質科学の進歩 田中郁三 田中郁三
（東京工業 （東京工業

大学名誉教 大学名誉教
授） 授）

土地資源、水資源、鉱物資源、エネルギー資源

14 地球上の資源 奈須紀幸 奈須紀幸

地球環境、環境の汚染と破壊、環境保全・改善への努力

15 環　境　問　題 同　上 同　上
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＝生 命 と 物 質＝（TV）

〔主任講師：中澤　透（放送大学教授）〕

全体のねらい
　生物の構造や機能を支えるしくみについて、物質との関連を生化学や生理学の知識に照らして通覧する。
生体物質、反応、かたち、生物機能、外界との対応、がん、など生物学の基礎的問題を整理し、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 生物の生存一環境と進化

　地球上の生物の多様性は環境と生物自身の物質的な条件
ﾉよってつくられてきた。生物にとって生命維持に必要な
ｵくみについて、進化とも関連して全般的に考察する

中澤　　透
i放送大学

ｳ授）

中澤　　透
i放送大学

ｳ授）

2 生体物質の多様

ｫ

　生体物質は数種の元素が主成分であるが、結合様式など
ﾉよって細胞内で多様である。生体内の低分子は大部分が
uｪ子の構成要素であるが、低分子の組み合わせなどに
謔ﾁても性質が異なる。生体物質のはたらきについて説明
ｷる。

同　上 同　上

3 生体高分子

　DNA、　RNA、タンパク質の構i造上の特徴とはたらき、
cNA→RNA→タンパク質という情報の流れについて説
ｾし、ウイルスを例にとって互いの関係を具体的に説明す
驕Bタンパク質の立体構造と機能の関係、かたちを決める
ｴ理などを考察する

小林芳郎
i東邦大学

ｳ授）

小林芳郎
i東邦大学

ｳ授）

4 酵　　　　　素

以下の4項目に分けて解説する。
P。酵素の発見とその研究の歴史（リボザイムまで）
Q．酵素の働き（リボヌクレアーゼT1を例として）とそ
ﾌ特長

R。酵素利用（日常生活の中の酵素、酵素診断）、酵素工
wとタンパク質工学

S．酵素の種類、酵素の進化、酵素から描く系統進化

大島泰郎
i東京薬科

蜉w教授）

大島泰郎
i東京薬科

蜉w教授）

5 生物と酸素

　大部分の生物は大気中の酸素に依存して生きている。細
Eでは、ミトコンドリアの呼吸によるエネルギー生産や、
ｬ胞体の薬物代謝などの反応がある。しかし、酸素は活性
_素のかたちになると強い毒性もある。

中澤　　透 中澤　　透

6 細胞間の情報交
ｷと物質

　生体の細胞はそれぞれの機能を営みながら、細胞間の化
w的情報交換によって個体全体としてのまとまりを保つこ
ﾆを概観する。また、他個体とのコミュニケーションや、
ｼ種生物を含めた環境の認識などと、その情報を担う物質
ﾌ化学構造や性質についての知識を解説する。

星　　元紀
i東京工業

蜉w教授）

星　　元紀
i東京工業

蜉w教授）

7 ホルモンと神経

　ウグイスは春になるとさえずり繁殖する。日が長くなる
ﾆホルモンが分泌されて交尾をし卵を産むようになる。ど
ｱで光を感じそれがどのような仕組みでホルモンの分泌を
�ｫ起こすのだろうか。外部からの刺激、神経系での受容、
熾ｪ泌系の切換えなど胎内で何が起こるかを見ていこう。

石居　　進
i早稲田大

w教授）

石居　　進
i早稲田大

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 ホルモンは何故

�ｭか

　あるホルモンはある決まった細胞にしか作用しない。ま
ｽ、ホルモンに対する細胞の感受性はいつも同じとは限ら
ﾈい。哺乳類のホルモンは魚類には効きにくい。ホルモン
ｪ細胞にどのようにして作用を及ぼすことが出来るのかと
｢う問題を調べよう。

石居　　進 石居　　進

9 細胞の情報伝達

　ホルモンなどの細胞外シグナルは、細胞膜表層上に存在
ｷる受容体と結合してそのシグナルを細胞の内側に送って
｢る。この細胞膜を横切るシグナルの伝達機構を中心に、
ﾗ胞における情報伝達のしくみを解説する。

堅田利明
i東京大学

ｳ授）

堅田利明
i東京大学

ｳ授）

10 発生に関わる物

ｿ

　受精から初期発生に至る過程においては、細胞間認識や
ﾗ胞間相互作用がきわめて重要である。これに関わる細胞
¥面物質、細胞間物質あるいは分化誘導因子などの構造と
@能を概観する。

星　　元紀 星　　元紀

11 生物のかたちを

ﾂくる

　生物自身が自分の体（姿・形）を再構築する方法を、変
ﾔや再生を例示しながら説明する。次に、これに学びなが
轣A人工的に生物の体を再構築することができるのかとい
､問題設定のもとに、研究の現状を具体的に説明する。ま
ｽ、このような研究に、この目的には一見関係ないような
賰b研究が、いかに重要であるか解説する。

吉里勝利
i広島大学

ｳ授）

吉里勝利
i広島大学

ｳ授）

12 免疫のしくみ

　予防接種を例にとって、体液性免疫と細胞性免疫、免疫
S当細胞（T細胞とB細胞）、細胞間相互作用について説
ｾし、T細胞の抗原認識機構とそれが成立する過程および
ｻの異常としての自己免疫病についてふれる。

小林芳郎 小林芳郎

13 植物の物質

　生物の生産する物質のうち植物でしか合成されない有機
ｨがある。この物質が動物に不可欠の場合、動物は食物連
ｽにより補充する。一方、限られた植物で合成され、その
A物にとってもはたらきが不明な有機物がある。これらの
L機物とその生合性について考察する。

山田晃弘
i放送大学

ｳ授）

ｼ村弘行
i北海道東

C大学教授）

山田晃弘
i放送大学

ｳ授）

ｼ村弘行
i北海道東

C大学教授）

14 生　　物　　毒

　代表的な海洋生物毒であるフグ毒のテトロドトキシンを
痰ﾉとり、毒の細菌起源、フグにおける機能、Na＋チャ
塔lル阻害作用、生化学試薬としての利用、フグの耐性機
¥等について説明する。

安元　　健
i東北大学

ｳ授）

安元　　健
i東北大学

ｳ授）

15 がんと物質の関
墲

　がんはDNAの病気である。環境中の物質が細胞内に入
闕桙�ﾅDNAに傷をつけ、がん化がはじまる。その結果
ﾏ異遺伝子から、細胞のがん化に関与する質的あるいは量
Iに異常なたんぱく質が作り出される。これらの物質、が
�ﾌ予防、治療への寄与が期待される物質について解説す
驕B

関谷剛男
i国立がん

Zンター研
?且髜㊧笂

`子研究部
ｷ）

関谷剛男
i国立がん

Zンター研
?且髜㊧笂

`子研究部
ｷ）
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＝植物生理学＝（TV）

〔圭騰ll：無難綴竪鶏踊攣窪1〕

全体のねらい
　食料、生活資材、環境など、人間生活に不可欠な存在である緑色高等植物の基本的な機能、すなわち成長、
分化、物質移動、光合成、開花、微生物との相互作用などを取り上げ、構造としての関係を平易に説明する。
これにより、人間と密着した存在である植物の生理的な働きを理解してもらうよう努める

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）

世界の3大穀物であるイネ、コムギ、トウモロコシ、お 増田芳雄
よびマメ科植物ダイズなどの生産力、陸上および海中植物 増田芳雄 （大阪市立

1 人間生活と植物 の酸素発生、森林などの環境・生活資材植物の人間生活と （大阪市立 大学名誉教
植物生理学の役 の関係を見る。また、植物生理学の発展の歴史をふりかえ 大学名誉教 授）

割 り、第2回以後の講義について紹介する。 授） 菊山宗弘
（放送大学

助教授）

植物はその生存のため水を必要とする。水は根によって
吸収され、体内を通導組織によって上昇し、葉の気孔から 賀来章輔 賀来章輔

2 植物は水とミネ 蒸散する。この間水は成長、生化学反応に用いられ、また （九州大学 （九州大学

ラルで育つ 植物体の体温調節に働く。また、乳液とともに土壌中の無 名誉教授） 名誉教授）

機塩類を吸収し、これを利用する。

植物の成長・分化および形態形成は一般に植物ホルモン
によって調節される。ジベレリン、オーキシン、サイトカ 神阪盛一郎 神阪盛一郎

3 植物成長ホルモ イニン、アブシジン酸、エチレン、プラシノステロイドな （大阪市立 （大阪市立

ンのはたらき どのホルモンの生理作用、ホルモンの相互作用などについ 大学教授） 大学教授）
て解説する。

植物は分化全能性という特殊は性質を持ち、一一個の細胞
から一個体を再生分化する能力を持っている。組織培養と 山本良一 山本良一

4 植物のかたちの 再分化は植物ホルモンの濃度と組み合わせによって制御す （帝塚山短 （帝塚山短

できるまで ることができる。この植物の持つ能力と、そのホルモンに 期大学教授） 期大学教授）
よる制御について解説する。

植物に特有の構造のうち、細胞壁と液胞は細胞成長に基
本的な働きをする。すなわち、細胞壁の力学的性質と液胞

5 植物にとって大 液の浸透圧である。これらに対するホルモンの働きを解説 同　上 同　上
切な細胞壁 する。あわせて、成長停止後に合成される二次壁や通導組

織の細胞壁、すなわち木材について述べる。

植物は動物ほど目立たないが、巻きひげなど運動のほか、
刺激に反応する屈性、傾性などの運動を示す。これには刺

6 運動する植物 激反応受容体と植物ホルモンが働いている。これら運動、 神阪盛一郎 神阪盛一郎
屈性、傾性の例を挙げて、その機構について解説する。

植物は第2回講義で取り上げる水のほか、土壌条件など
の環境要因の影響の下に生活している。不都合な環境条件

7 植物をとりまく でも植物はある程度適応する能力を備えているが、これら 賀来章輔 賀来章輔
ストレス 水、塩類、水素イオン濃度、重金属その他の環境条件と植

物の生活について解説する。
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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 植物は光信号を
�ｯとる

　植物の生活にとって光はきわあて重要である。光合成の
ﾙか、シグナルとしての光が形態形成に重要な働きをして
ｨり、特に青色光と赤色光に植物は敏感に反応する。これ
轤ﾌ光に対する受容体色素、光形態形成反応などについて
�烽ｵたい。

山本　　敦
i京都大学

ｼ誉教授）

二本　　敦
i京都大学

ｼ誉教授）

9 花ごよみ、花時

v

　開花、結実は植物の生殖の基本で、人間生活にも深いつ
ﾈがりを持つ。植物にとって二成のために長い夜を必要と
ｷるもの、短い夜を必要とするものなどがあり、それは植
ｨの生理時計と関係しており、また光受容機構も関与して
｢る。これらについて解説する。

同　上 同　上

10 植物は太陽の光
Gネルギーをと
轤ｦる

　糖、でんぷんなどの人間に必要な有機化合物は葉緑体が
ｾ陽の光エネルギーを利用して化学エネルギー一ATPおよ
ﾑ酸素などを作り、これを用いて空気中の二酸化炭素を固
閧ｷることによって行う。この最も重要な生理機能の第一
i階、すなわち光合成明反応について解説する。

辻　　英夫
i神戸女子

蜉w教授）

辻　　英夫
i神戸女子

蜉w教授）

ll 植物は人間に必
vな有機物をつ
ｭる

　光合成の明反応に連携し、植物は二酸化炭素を固定して
怐Aでんぷんなどを合成する。これらは人間生活を支える
H料などの原料となる。この反応、すなわち光合成の暗反
桙ﾉついて解説し、あわせて環境などによって異なる暗反
桙ﾌ様式の異なる植物について述べる。

同　上 同　上

12 植物と微生物と
ﾌつきあい

　植物をとりまく環境のうち、生物環境も重要である。病
ｴ微生物に対抗する手段も植物はもっている。さらに土壌
�ｶ物の存在は大切で、マメ科植物はこれらと共生して根
ｱを形成し、空気中の窒素を固定する。これによってアミ
m酸を合成し、他の植物が利用する。また、微生物による
A物への遺伝子導入について紹介する。

森川弘道
i広島大学

ｳ授）

森川弘道
i広島大学

ｳ授）

13 植物のバイオテ

Nノロジー

　第4回に取り上げる植物の分化全能性は植物に特有の能
ﾍである。この能力は近年発展してきたバイオテクノロ
Wーに利用される。また、これに必要な遺伝子導入もいろ
｢ろな方法で行われるようになってきた。これら植物のバ
Cオテクノロジーについて解説する。

同　上 同　上

14 植物における物

ｬ

　植物の細胞は動物と比べて一般に大型である。またその
ﾌ制は「軸性」という特徴を備えている。このため、水晶
ﾊ導のほか同化産物、イオンなど物質の植物体内の移動に
ﾍ特別な機構がある。細胞中の原形質流動、膜を通る移動、
ﾊ導組織の働きなどを解説する。

菊山宗弘 菊山宗弘

15

これからの植物
ｶ理学～遺伝学
ﾌ利用～

　植物には成長、運動などの異なる遺伝的変異種が多くあ
閨Aそれらの遺伝的解析と生理的反応の対応が現在詳しく
､究されている。これら遺伝的変異種は生理学の研究にき
墲ﾟて有用である。これら生理学の今後の発展の方向を考
@し、本科目の結びとしたい。

神阪盛一郎

搏c芳雄
神阪盛一郎
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＝生 態 学＝　（R）

〔主任講師：藤井宏一（筑波大学教授）］

全体のねらい
　生物群集の構造は個体、個体群、群集のレベルからなっている。本講義では各レベルでの、生物と無機的
環境、生物と生物との関係を理論的に、そして具体例をあげながら講義し、生物集団の構造と機能、生物群
集や生態系の多様性、全体性およびそれらの動態についての理解を深め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 生態学とは

　生態学は生物学の1分野として存在し、その中心問題は
ｶ物の分布と個体数の変動を理解することにある。生態学
ﾌ成り立ちと歴史、現在の研究の中心課題、人間の生活と
ﾌ係わりなどについて述べる。

藤井宏一
i筑波大学

ｳ授）

藤井宏一
i筑波大学

ｳ授）

2 生物と環境

　生物の生活を環境と切り放して考えることはできない。
ｱの章では生物の環境とは何か、環境はどのように構成さ
黷ﾄいるか、生物と環境とはどのような関係で結ばれてい
驍ｩについて考える。

前田　　修
i筑波大学

ｳ授）

前田　　修
i筑波大学

ｳ授）

3 生産者と物質生

Y

　無機物を原料に有機物を合成し、同時に光エネルギーを
ｮ物などにも利用可能な化学エネルギーに変換する過程を
ｨ質生産、物質生産を営む生物を生産者という。この章で
ﾍ物質生産のしくみ、緑色植物が果たす生産者としての役
пA年間の生産量などについて述べる。

同　上 同　上

4 消費者と食物連

ｽ

　動物のすべてと微生物の大半は緑色植物が生産した有機
ｨを直接・間接に消費して生活する。この章では消費者の
ｶ活、食う一食われる関係で結ばれる生物どうしの関係す
ﾈわち食物連鎖、連鎖の複合である食物網について述べる。

同　上 同　上

5 物質とエネルギーの流れ

　地球の表面近くには生物界と非生物界にまたがる壮大な
ｨ質エネルギーの流れがあり、これが生物界の永続性を保
ﾘしている。この章では生物体を構成する主要な元素に関
ｷる物質循環、および生物界を通過するエネルギーの流れ
ﾉついて考える。

同　上 同　上

6 生　　態　　系

　生態系はさまざまな生物が構成する生物群集とその環境
ﾆが不可分な関係を保って機能する場である。この章では
ｶ態系の構造と生態系に生じる物質・エネルギー・情報の
ｬれについて考察する。

同　上 同　上

7 自然選択による

i化と適応

　「適応」の生態的メカニズムである「自然選択」とそれ
ﾉもとつく；進化の過程について解説する。具体的な適応の
痰�｢くつか紹介するとともに、数理モデルを用いた理論
Iなアプローチの有効性についても簡単に触れる。

鷲谷いつみ
i筑波大学

赴ｳ授）

鷲谷いつみ
i筑波大学

赴ｳ授）
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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）

生活史のとらえ方、生態学における「戦略」概念につい
て述べ、植物に作用する主要選択圧（ストレス、競争、撰

8 植物の生活史戦 乱）とそれに応じて進化した主要戦略について概説する。 鷲谷いつみ 鷲谷いつみ
略と栄養成長期 栄養成長期特有の適応や生物間相互作用についても触れる。
の適応

植物の多様な繁殖様式を紹介し、その生態的意義につい
て述べる。種子による繁殖の諸過程、すなわち、受粉、結

9 植物の繁殖と生 実、種子散布、種子休眠、発芽、実生確立期の特徴と生物 同　上 同　上
物間相互作用 間相互作用が果たす役割について解説し、共進化について

も触れる。

生物集団（個体群）の個体数は、有限の環境においては
無限に増加することはできない。このような環境下におい

10 個一体群の成長 て、生物種はどのように対応しているのか、まずその機構 藤井宏一 藤井宏一
と調節 について理論的に述べ、ついで実例を見ながら密度効果、

種内競争の機構などについて論じる。

同じ資源を利用する異なった生物種間には種間競争が存
在しうる。種間競争とは何か、まずその機構について理論

11 種　間　競　争 的に取り扱い、さらに種間競争の結果として起こる諸現像 同　上 同　上
（“すみわけ”、形質置換など）について、観察例を用い

て説明する。

食うものと食われるものの関係（捕食関係）は、生物間
の相互作用の中でも一番重要な関係の一つである。まず捕

12 食うものと食わ 食関係にある生物種の動態の理論について述べ、次に実例 同　上 同　上
れるものの関係 を用いて自然界における捕食関係のはたす役割について説

明する。

生物はなんのために生存するのか、またその目的を達成
するために無機的環境、そして他の生物に対して如何に適

13 動物の生存戦略 回してきたかについて、まず理論的考察を行ない、ついで 同　上 同　上
動物の三三戦略、繁殖戦略などを例にとりながら、説明す
る。

生態系における生物多様性のとらえ方および多種共存を
もたらす条件や作用について解説する。また、種と生物群

14 生物群集と種の 集の空間的分布及び時間的交代（遷移）を支配する要因と 鷲谷いつみ 鷲谷いつみ
分布・交代 メカニズムについて、具体的な例を挙げながら述べる。

これまで学んできた自然界の生物の生き方の知識と、我
々人間の今後の生存との関わりを議論する。生：態学の知識

15 生態学と人間 が、人口問題、食料問題、環境汚染など現在の我々が直面 藤井宏一一 藤井宏一
する諸問題の解決に、どんな示唆を与えられるか、どのよ
うに貢献できるかを論じる。
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＝分子生物学＝（TV）
〔主任講師：三浦謹一郎（学習院大学教授）〕

全体のねらい
　分子生物学は生命体の構造やはたらきを分子、原子のレベルで解明しようという科学であるが、まず生物
に共通な遺伝の現象を解明するため遺伝子の研究が盛んに行われた。昨今は遺伝子がもつ情報を知ることが
可能になり、それを契機として分子生物学は大きな発展を遂げつつあるので、その概要を述べ、将来の課題
についても触れる。

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）

遺伝形質の情報を荷っていると考えられる生物学的単位
は遺伝子と呼ばれていた。細胞核の中の染色体上にあると 三浦謹一郎 三浦謹一郎

1 遺伝子の本体 されていた。染色体は核酸と蛋白質からできているが、種 （学習院大 （学習院大

々の実験から遺伝子はデオキシリボ酸（DNA）であるこ 学教授） 学教授）

とが明らかにされた。

DNAは化学者の研究では塩基と糖デオキシリボースと
リン酸基からできたヌクレオチドが重合したものであるこ

2 DNAの構造 とがわかった。DNAの糸をX線解析した結果などから、 同　上 同　上
（1＞ DNAは規則正しい塩基対をもった二重らせん構造をとる

二重らせん構造 分子であることが明らかにされた。

DNAは巨大な分子であるが、これをきまった塩基配列
の場所で切断することができる制限酵素が発見されて以来、

3 DNAの構造 DNAの小断片を得ることができ、　DNA分子の中で一本 同　上 同　上
（2） の鎖の上に塩基がどのような順序に配列しているかを調べ

塩基配列の分析 ることが可能になった。

DNAが複製するとき、二本の鎖がそれぞれ鋳型になつ
て、正確な塩基対によって親と同じ構造をもった子DNA

4 DNAの複製 の鎖が合成される。DNAの複製過程はDNAポリメラー一 同　上 同　上
ゼ（合成酵素）などの働きによって進められる。

DNAの情報発現はまずDNAの二本の鎖のうち情報を
遺伝情報の発現 もった鎖のコピーであるRNAをつくることから始まる。

5 機構　（1） この過程は転写と呼ばれ、RNAポリメラーゼ（合成酵素） 同　上 同　上
転　　　写 によって進められる。DNAの鎖にRNA合成の開始、終

了、調節などの信号がある。

遺伝情報発現第二の段階はメッセンジャーRNA（mR
遺伝情報の発現 NA）を鋳型にしてアミノ酸を定まった順序に結合させて 渡辺公綱 渡辺公綱

6 機構　（2） 蛋白質を合成する階段で、この過程は翻訳と呼ばれる。蛋 （東京大学 （東京大学

翻　　　訳 白質の合成はリボソーム上で転移RNAが順次アミノ酸を 教授） 教授）

運びこむことによって進行する。

遺伝情報は主として蛋白質の情報（アミノ酸配列）であ
る。細胞内の蛋白質合成系を試験管内に組み立て、mRN

7 遺伝の情報 Aの塩基配列とアミノ酸の対応関係が調べられ、遺伝暗号 三浦謹一郎 三浦謹一郎
（1） が解読された。3塩基の配列が1個のアミノ酸を指定する。

暗号の解読
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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
遺伝の情報
@　　（2）

ﾃ号と実証

　試験管内で解読された遺伝暗号表は、mRNAあるいは
cNAの塩基配列と指定される蛋白質のアミノ酸配列を対
桙ｳせることによって、生体内でも同様に使われているこ
ﾆが判明した。DNA中では一つの蛋白質の情報が分断さ
黷ﾄいる場合もある。

三浦謹一郎 三浦謹一郎

9
遺伝の情報
@　　（3）

]移RNAによ
髀﨣�ﾏ換

　蛋白質が合成されるとき、アミノ酸移転RNA（tRN
`）は特定のアミノ酸1ケを末端に結合し、tRNA中の
Rドン読みとり部位（アンチコドン）により正確にmRN
`上の暗号通りにアミノ酸を運びこむ。tRNAの構造と
@能の関係が詳しく研究されている。

渡辺公綱 渡辺公綱

10 ウイルスー最小
ﾌ自己増殖系

　最小の遺伝子はウィルスにみられる。このためウィルス
笂`子とその情報発現の研究は分子生物学の発展に大きく
v献してきた。ウィルスの遺伝子は二重らせんDNAの場
№ｾけでなく、一本鎖の場合もあり、RNAの二本鎖、一
{鎖の場合もある。

三浦謹一郎 三浦謹一郎

ll 突然変異・がん

　放射線をはじめ種々の突然変異誘起剤はDNAの主とし
ﾄ塩基に変化を与えることにより生物に変異やがんをひき
Nこす。一方、生体はDNAに損傷を与えたとき修復する
@能も具えている。それらの機構についての研究が進んで
｢る。

関口睦夫
i福岡歯科

蜉w教授）

関口睦夫
i福岡歯科

蜉w教授）

12 遺伝子操作

　遺伝子の：構造を調べるために発達した技術は遺伝子を特
閧ﾌ場所で切断し、特定の遺伝子断片を得ることを可能に
ｵ、さらにそれを増殖させ、保持している遺伝情報を発現
ｳせる方法を産み出した。さらに遺伝子の特定部位を変換
ｳせることも可能にした。

百瀬春生
i東京理科

蜉w教授）

百瀬春生
i東京理科

蜉w教授）

13

蛋白質の構造と
@能　（1）

﨟@　　　　礎

　遺伝子の研究の進展により、遺伝子がもつ情報としての
`白質が注目されている。蛋白質は生体の機能にとって最
熄d要な物質であるが、蛋白質の＝構造についての研究も物
揄ﾈ学的研究方法の発達によって大きな進展がみられる。
ｻの基本を述べる。

小島修一一
i学習院大

w助教授）

小島修一
i学習院大

w助教授）

14

蛋白質の構造と
@能　（2）

`白質工学

　遺伝子操作法の発展によって蛋白質の改造が可能になっ
ｽ。蛋白質の構造と機能の相関関係の研究が大きく進み始
ﾟた。そこで得られた原理に基づいて高機能蛋白質を設計
ｷることが可能となり、基礎生物学のみならず、応用生物
wや工学の分野への貢献が期待される。

同　上 同　上

15 分子生物学の今

繧ﾌ課題

　遺伝子研究を軸として分子生物学は大きな発展を遂げ、
ｳらに高次の生物現象の解明に立ち向っている。細胞調節、
ﾆ疫、発生分化、神経系などへの挑戦について専門家を交
ｦた座談会を行なって分子生物学の将来への展望を試みる。

三浦謹一郎 三浦謹一郎

一764一



＝動物の進化＝（TV）
〔主任講師：野田春彦（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい
　生物の進化を理解するために、さまざまな角度から解説する。まず、生命の起源について現在の考え方を
知り、化石のもたらす進化のあとを追う。遺伝子の変異にもとずいた分子レベルの進化を学んだ上で、動物
の系統樹をたどり、さいごにはヒトの進化を学ぶ。多くのわが国の専門家に解説していただく。

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）

生物の進化とは何か、どう学んでいくのかを述べる。い
わば進化学への招待である。 野田春彦 野田春彦

1 生物の進化 （東京大学 （東京大学

名誉教授） 名誉教授）

ダーウィンが「種の起源」を著わすきっかけとなったガラ
パゴスの動物相について映像を通じて解説する。 川島　　誠 川島　　誠

2 ガラパゴスの動 （東京大学 （東京大学

物相 名誉教授） 名誉教授）

進化の直接的な証檬である化石について最新の知見にも
とずいて解説する。 大野照文 大野照文

3 化石の世界 （京都大学 （京都大学
教授） 教授）

生命の起源はどのように考えるか、さまざまな見方を紹
介する。タンパク質が先か、それともDNAが先かの議論

4 生命の起源 とともに最近のRNA説を述べる。 野田春彦 野田春彦

遺伝子（DNA）やタンパク質のそれぞれの単位配列順
序の対応一遺伝子暗号一について解説する。そしてDNA 高畑尚之 高畑尚之

5 分子レベルの進 の塩基配列変異のもたらすタンパク質のアミノ酸配列の変 （総合研究 （総合研究
化と中立説（1） 化がどのようにして起こるのかを学ぶ。 大学院大学 大学院大学

教授） 教授）

生物の進化が環：境に無関係に起こる遺伝子の突然変異に
よってもたされるとする中立進化説について解説する。

6 分子レベルの進 同　上 同　上
化と中立説（2）

中立進化説にもとずいて、RNAの配列の変化からさま
ざまな動物の系統を論ずる。 堀　　　寛 堀　　　寛

7 分子進化系統樹 （名古屋大 （名古屋大

’と動物の起源 学教授） 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）

いろいろな動物の系統を形や化石からみて論じ、系統樹
を解説する。分子進化からみた系統との関連についてふれ 白山義久 白山義久

8 動物の系統樹 る。 （京都大学 （京都大学

教授） 教授）

ミトコンドリアと葉緑体という細胞器官が原核細胞の共
生によって生じたとする説を分子レベルの証糠をあげて述 石川　　統 石川　　統

9 細胞器官の起源 べる。 （東京大学 （東京大学
教授） 教授）

数百万種におよぶ地球上の生物の単位がどのようにして
生じてきたのかを実例にもとずいて解説する。 濱田隆士 浜田隆士

10 種　の　分　化 （放送大学 （放送大学
教授） 教授）

洞窟に住む昆虫など小動物には眼が退化したりして特殊
な形態をもつものがある。これら環境に適応した逆向きの 上野俊一 上野俊一

11 無脊椎動物にみ 進化について述べる。 （国立科学 （国立科学

られる退行進化 博物館名誉 博物館名誉
研究員） 研究員）

脊椎動物の体制一脊椎の形態進化について実例を通じて
解説する。 養老孟司 養老孟司

12 脊　椎　動　物 （北里大学 （北里大学
教授） 教授）

ヒトがどのようにして進化してきたかを化石ならびに形
態から論ずる。 木村　　賛 木村　　賛

13 ヒ　トの進化 （京都大学 （京都大学
（1） 教授） 教授）

ヒトの進化を分子レベルでたどる。ミトコンドリアのD
NAなどの変化からオランウータンやチンパンジーと分岐 長谷川政美 長谷川政美

14 ヒ　トの進化 した年代を推定する。 （統計数理 （統計数理
（2） 研究所教授） 研究所教授）

進化における諸問題、とくに形態の保守性や環境への適 野田春彦 野田春彦
応性などについてどう考えるかを討論する。

15 進化をめぐって 堀　　　寛 堀　　　寛

白山義久 白山義久
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＝植物と菌の系統と進化＝（TV）

〔主任講師：岩槻邦男（立教大学教授）〕

全体のねらい
　生物界のうち植物界と菌界に焦点をあて、生物の種多様性の研究の現状を紹介する。生物の多様性は生命
のもつ歴史的特性を示しているものであり、その解析のためにはどのような形質を手がかりにすることがで
きるのかを概説する。生きているとはどういうことかについて、生命の連能性、進化の面から考察する。

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 植物と菌の多様
ｫとその由来

　地球がつくられてから生物がどのように発生し、進化し
ﾄきたかについて、今までに分かっていることを紹介し、
ｪからせるためにどんな方法があるかを概説する。生物相
､究の現状から、分子系統学による解析までの研究手法で
ｽが分かるのかを説明する。

岩槻邦男
i立教大学

ｳ授）

岩槻邦男
i立教大学

ｳ授）

2

植物と菌の分類
ﾌ系一原核生物から

^核生物ヘー

　地球上に発生した生命がどんなものであったか、現生の
ｴ核生物の多様な姿から推定する。約15億年前に真核生物
ｪ進化してきたが、どのように真核生物がつくられたか、
ｻの起源は単元か多元かについて、分かっている事実を紹
薰ｷる。

同　上 同　上

3 藻類の多様な姿
P

　光合成をする真核生物は単元的に起源したものかどうか
�l察し、藻類段階で生物がどのように多様化していたか
�燒ｾする。細胞形態の比較と分子情報から藻類の分類と
n統について、現在までに明らかになった事実を考察し、
迫ﾞの多様性と分類の概略を紹介する。

井上　　勲
i筑波大学

ｳ授）

井上　　勲
i筑波大学

ｳ授）

4 藻類の多様な姿
Q

　藻類の三大系統群である紅色、黄色そして緑色藻類の分
ﾞについて説明し、それぞれにおいてどのような多様化が
ｩられるかを説明する。また黄色藻類では菌類や原生動物
ﾆの系統的なつながり、緑色藻類では陸上植物との関係に
ﾂいても考察する。

同　上 同　上

5 陸上植物の起源

　約千億年前のシルリア紀に植物は陸上へ進出した、陸上
A物は単元的に進化してきたのかどうか、起源を線藻類に
≠ﾟる根拠は何かを考察する。水の中で生活していた生物
ｪ陸上へ進出するためにどのような形態が整えられてきた
ﾌかを設明する。

岩槻邦男 岩槻邦男

6 維管束植物
@　　　の分化

　陸上へ進出した植物のうち、維管束植物とコケ植物の関
Wはどうであったか、維管束植物は陸上でどのように多様
ｻしてきたか、現生のシダ植物の多様性を手がかりに探求
ｷる。古植物にみられる生殖を確かめるために、現生植物
ﾌ形態を詳細に見る。

同　上 同　上

7 種子植物の起源

　陸上へ進出した植物は種子をつくることによって適応的
ﾉ進化してきた。シダ植物段階の植物に比して、種子をも
ﾂとどのように有利であったのか、種子そのものの起源を
ｽどることによって概証する。種子植物が出現して陸上植
ｨ相はどのように多様化したかをみる。

西田治文
i中央大学

ｳ授）

西田治文
i中央大学

ｳ授）
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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）

化石は過去の植物の形や生活の証拠である。しかし、化
石は断片的にしか得られない、化石によって進化の道すじ

8 古植物がものが はどこまで明らかにできるのか、植物進化史上の重要なト 西田治文 西田治文
たる進化 ピックスについて最新の成果を紹介する。

種子植物は陸上を覆うように多様に分化してきた、被子
植物段階でどこまで適応的になったか、被子植物の出現に

9 種子植物の多様 よって生活域がどのように拡げられてきたのか、進化のあ 岩槻邦男 岩槻邦男
化 とを追いながら現在地球上で多様化している植物の姿を見

る。

菌類は植物とどれだけ異なるかを詳細に比較し、菌類界 土居祥党 土居祥党
と植物界との異同について整理する。菌類の系統について （国立科学 （国立科学

10 菌類の多様な姿 概説し、菌類の多様性について、まだ分かっていないこと 博物館植物 博物館植物
1 か多いことを解説する。また、変形菌類、鞭毛菌類及び接 第二研究室 第二研究室

合菌門を概説する。 長） 長）

子嚢菌類、担子菌類について概説する。また不完全菌類
はどのような菌類でどのように分類されているかについて

11 菌類の多様な姿 解説する。さらに地衣類は藻類と菌類の共生体であること 同　上 同　上
2 および、地衣類はどのように分類されるかについて解説し、

地衣類にはどのようなものがあるかを紹介する。

生物の種分化は遺伝子の分化から始まるか、原理として
ノ

どのようなプロセスが考えられるかをいくつかのモデルで
12 種　分　化　1 説明する。具体例を通じて植物の種がどのように多様化す 岩槻邦男 岩槻邦男

るかを示す。特殊な生態系においてみられる分化をみる。

ダーウィンに大きな影響をあたえたガラパゴス諸島をは
じめとする大洋島では独自の生物が分化している。種分化 伊藤二二 伊藤元三

13 種　分　化　2 の研究のモデルケースとしてこのような大洋島での適応放 （千葉大学 （千葉大学

散三種分化を形態、分子レベルなどさまざまな手法で解析 助教授） 助教授）

した例を紹介する。

植物の種分化を引き起こすメカニズムは数多くあるが、
被子植物においてはその血粉動物との関係が注目され、し

14 種　分　化　3 ばしば両者の間には共生関係がみられる。このような植物 同　上 同　上
と回忌動物の共進化による種分化の解析例を紹介する。

これまでの講義をふまえて、植物と菌の系統分類につい 岩槻邦男
てどれまで分かっているかをまとあ、分類系としてどれだ

15 植物と菌の系統 けの確からしさでどのような体系が示されたかを説明する。 岩槻邦男 土居祥党
と分類 さらに検討されるべき課題として何があるかを示し、生命

の歴史的側面について考察する。 井上　　勲
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＝動物の行動と社会＝　（TV）

〔主任講師二日高敏隆（滋賀県立大学長）〕

全体のねらい
　動物たちは、ローレンツ時代に考えられていたように集団や種を維持するためにではなく、それぞれの個
体がそれぞれ自分の適応度を高めようと努力しているのだという見かたが、研究者たちの基本的認識になっ
た。そうなると、動物たちの行動も動物たちの社会も、これまでとはまったく違ったものとして、われわれ
の目に映ってくる。われわれ人間自身の行動や社会を見る目も、おのずと変わってくる。この講義では、こ
の新しい視点から“動物の行動と社会”をとらえてみようと思う。

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

はじあに

Gソロジーを確立した3人の学者
Gソロジーの基本概念
Gソロジーの4つの分野

日高敏隆
i滋賀県立

蜉w長）

日高敏隆
i滋賀県立

蜉w長）

2 行動のおこるし

ｭみ

はじめに

c塔Vロチョウの配偶行動
Cトヨの攻撃行動
Aカスジドクチョウの配偶行動
Zグロカモメのヒナのつつき行動

同　上 同　上

3 環境世界と外界

F識

はじめに

aへの定位
O界の知覚と媒体
ﾂ境世界

櫻井一彦
i成城大学

Z期大学部
赴ｳ授）

櫻井一彦
i成城大学

Z期大学三
赴ｳ授）

4 信号とコミュニ

Pーション

はじめに

M号の媒体
e媒体の特性
M号によって伝えられる内容
fィスプレイの由来・儀式化・信号の進化
M号のねらい

同　上 同　上

5 行動の発達と学
K　（1）

はじめに

{能か学習か
s動の個体発生
ｭ達：成熟と学習
w習

同　上 同　上

6 行動の発達と学
K　（2）

刷り込み

ｳえずりの発達
ｶ化 同　上 同　上

7 行動の進化と遺

`

はじめに

､通祖先からの由来
s動の進化的変化
_ーウィンの自然淘汰説と適応的変化
Kータースネークの食性の地理的変異
Rオロギの一種のコーリング時間の変異

近　　雅博
i滋賀県立

蜉w助教授）

近　　雅博
i滋賀県立

蜉w助教授）
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執筆担当 放送担当
回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　　　容 講　師　名 三二師　名

（所属・職名） （所属・職名）

はじめに
ダーウィンの自然淘汰説

8 適応度とは 適応度 近　　雅博 近　　雅博
行動の機能
カワトンボの一種の精子置換
ハヌマンラングールの子殺し

はじめに
戦略とは

9 最適戦略とES 最適戦略 同　上 同　上

S シジュウカラの1腹卵数
ESS（進化的に安定な戦略）
性比

はじめに
戦略と戦術 中嶋康裕 中嶋康裕

10 代　替　戦　略 頻度依存の代替戦略 （宮城大学 （宮城大学

代替戦略としてのオスとメス 助教授） 助教授）

地位依存の代替戦略

はじめに
利他行動

11 利他行動と包括 ミツバチの社会／アブラムシの兵隊 近　　雅博 近　　雅博
適応度 包括適応度／互恵的行動

囚人のジレンマ／“しっぺ返し”戦略
チスイコウモリの互恵的行動

はじめに
動物はなぜ群れるのか一群れの経済学

12 社会構造　（1） 群れ生活の出費と相克 中嶋康裕 中嶋康裕
群れとなわばり なわばりの経済学

はじめに

子育てと配偶システム
13 社会構造　（2） 単婚の社会 同　上 同　上

配偶システム 一夫多妻の社会
真社会性動物

はじめに
性淘汰の強さとはたらき方

14 性　　淘　　汰 メスは本当にオスを選んでいるのか 同　上 同　上

魅力的なオスは本当に有利なのか
なぜメスは選択するのか

はじめに
親と子の対立

15 動物行動学から きょうだい間の対立 中嶋康裕 中嶋康裕
みた家族 親と子のかけひき
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＝細胞生物学（’98）＝　（TV）

（干騰臨藤賑懲翫巌曝葬夕彗十干；〕

全体のねらい
　生命はさまざまな分子が特殊な環境の中で反応しあって成り立っている。細胞は生命現象が認められる最
小単位で、生命維持に必要なすべての分子を持っている。それらの分子の多くは細胞内で無秩序な溶液状態
としてあるのではなく、いろいろな構造に組み込まれている。ここでは細胞の構造やはたらき、それらを支
える生命の化学について学ぶ。

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）

細胞は生物を構成する基本単位であり、生命の最小単位 石川春律 石川春律
でもある。生命の始まりは、35億年前にさかのぼる。無機 （群馬大学 （群馬大学

1 細　胞　と　は 質から作られた有機質が地球の原始の海で小塊を作り、生 教授） 教授）

命を持つ細胞へと進化した。細胞の種類や、基本的形態と 佐藤英美 佐藤英美
機能から細胞像をイメージする。 （名古屋大 （名古屋大

学名誉教授） 学名誉教授）

藤原二二
生命はさまざまな分子間の複雑な反応により維持される （国立循環

が、細胞は生命の最小単位であり、それに必要な分子を備 藤原敬己 器病センター

2 生命を狙う分子 えている。細胞を構成する主な分子の基本的性質や機能、 （国立循環 研究所部長）

それらが形成する細胞の構造などについて学び、細胞の分 器病センター

子構築をイメージする。 研究所部長）

藤原敬己

細胞の構造や：機能、生命現象の機構などを研究するため
にはいろいろな方法が用いられる。顕微鏡による細胞の観 尾張部克志 尾張部克志

3 細胞のしらべ方 察、細胞の培養法、電気泳動法、遺伝子操作法など、細胞 （名古屋大 （名古屋大

生物学分野の研究によく使われる解析技術について、その 学助教授） 学助教授）

基本原理と得られる情報について学ぶ。

細胞表面には外界から境する細胞膜がある。細胞膜は、
隔壁としての役割、物質の透過や輸送、取り込み、分泌、

4 細胞膜のはたら 細胞同士の接着やコミニケーション、情報の受容など多様 石川春律 石川春律
き な機能を果たす。細胞膜の構造や細胞表面の特殊化につい

て機能と関連させて学ぶ。

細胞内部にも細胞膜と同じような膜が存在し、動物の器
官のような働きをする構造を作っている。これらの構造は

5 細胞内小器官の 細胞小器官と呼ばれ、小胞体、ゴルジ装置、リソソーム、 同　上 同　上
はたらき ペロキシソーム、ミトコンドリア、葉緑体がある。それぞ

れの形態的特徴と機能について学ぶ。

細胞質には蛋白質から作られた線維成分が存在し、細胞
骨格と総称される。主として微小管、アクチンフィラメン

6 細胞を支える骨 ト、中間径フィラメントの3種類からなり、細胞の形を支 同　上 同　上
組 える骨組みや、細胞の運動装置など、多様な役割を果たす。

ここでは細胞骨格の構造と機能について学ぶ。

筋細胞は収縮を目的に分化した細胞で、細胞質内は収縮
装置で満たされている。筋細胞以外の細胞にも運動能があ

7 細胞の動き り、細胞全体の移動や細胞内の動きなど、さまざまな運動 尾張部克志 尾張部克志
がみられる。いろいろな細胞の収縮や運動を引き起こす構
造、動きの分子機構などについて学ぶ。
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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 細胞分裂と染色

ﾌ

　生物の発生や成長は、1個の細胞が分裂して2個になる
ｱとから始まる。細胞分裂には核内で複製したDNAが凝
Wして染色体を形成し、紡錘体によって正確に娘細胞に分
zされる。ここでは紡錘体の構造や動態、染色体の構造、
煤A形状などについて学ぶ。

佐藤英美

蕪c行昭
i国立遺伝

w研究所名
_教授）

佐藤英美

蕪c行昭
i国立遺伝

w研究所名
_教授）

9 遺伝のしくみと

cNA

　遺伝のしくみはメンデルの法則を基本とする。これに合
墲ﾈい現象として遺伝子の連鎖、連鎖を破る遺伝子の乗り
ｷえなどがある。その頻度を利用して染色体地図が作成さ
黷驕Bその遺伝子の本体はDNAでる。ここではDNAの構造、
^ンパク質の合成のしくみなどについて学ぶ。

黒田行昭 黒田行昭

10 生殖と発生

　生殖細胞形成、増殖、成熟、そしてそれに引き続く受精、
ｭ生という一連の変化は、真核細胞に共通するパターンで
?驕Bこの章では卵や精子の形成過程と構造変化、受精の
ｪ子機構、初期発生と変態のしくみなどについて学ぶ。

佐藤英美 佐藤英美

11 細胞内情報伝達

　生体の統合的制御には神経に加え、ホルモンなどいろい
?ﾈ細胞が産生する生理活性物質による液性制御機構が働
ｭ。こうした液性情報が特定の細胞にだけ働く機構につい
ﾄ、細胞にある受容体、その特異性、細胞内情報伝達など
ﾌ機構を中心に学ぶ。

藤原丁丁 藤原丁丁

12 細胞間情報伝達一神経のはたら

ｫ一

　神経細胞は情報の伝達や処理を行う特殊な細胞で、その
ｫ質は遺伝的に与えられているが、環境によって変化する
ｫ質（可塑性）としない性質がある。神経細胞が個体の生
ｽの営みの情報処理を行う脳の主要構成要素であるという
ｧ場から、その特殊性について学ぶ。

松本　　元
i理化学研

?潟Oルー
vディレク
^ー）

松本　　元
i理化学研

?潟Oレー
vディレク
^ー一）

13 生　体　防　御一免疫のはたら

ｫ一

　生物は環境中の多くの危険因子から自己を守るため、さ
ﾜざまな防御機構を備えている。免疫は最も高度に発達し
ｽ、いわば最後の砦ともいえる生体防御機構である。この
@構の主役である抗体の産生や構造、体液性免疫と細胞性
ﾆ疫のしくみなどについて学ぶ。

藤原敬己 藤原敬己

14 細胞の変異と
ｪん

　生物の遺伝子DNAは安定なものであるが、化学物質や
厲ﾋ線など環境因子によって突然変異が起こる。これが遺
`病や老化、がんなどの原因となる。がんは正常細胞が多
ｭの段階を経て生じるが、特にがん遺伝子やがん抑制遺伝
qの関与が最近明らかになった。

黒田行昭 黒田行昭

15 細胞の老化と

　個体の老化や死には、個体を構成する個々の細胞の老化
竕ﾁ齢が深く関わっている。これら細胞のDNAにプログ
宴?ｳれた遺伝情報によるか、または環境因子によるDN
`損傷の蓄積によると考えられる。その証拠として老化遺
`子やテロメアの存在が見出された。

佐藤英美

蕪c行昭

佐藤英美

蕪c行昭
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＝現代生物学＝（TV）

〔錐難：強暴籔騨贈押畢三越響籍彗穣嘱〕

全体のねらい
　現代生物学は、今世紀後半の分子生物学の発展の影響を受けて著しい進歩をとげつつある。その中で、遺
伝と遺伝子のはたらき、発生における分化と形態形成、物質代謝、エネルギー代謝、運動、およびホメオス
タシスについて解説する。あらかじめ、生物学概論または同程度の基礎的知識を学習しておくことが望まし
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 タンパク質の構

｢と機能

　生命の根源物質であるタンパク質についてその合成と分
�A一次構造や立体構造、変性と再生などを概説し、タン
pク質はどういう機能をもっているのかについて述べる。

大隅良典
i岡崎国立

､同研究機
¥基礎生物
w研究所教
�j

大隅良典
i岡崎国立

､同研究機
¥基礎生物
w研究所教
�j

2 解糖と呼吸

　解糖と呼吸の役割を考える。生体内におけるエネルギー
ﾌ生成と利用が解糖と呼ばれる代謝のどのような反応によ
ﾁておこるかを述べ、この代謝を進める反応と細胞内構造
ﾆの関連を解説する。

山田晃弘
i放送大学

ｳ授）

山田晃弘
i放送大学

ｳ授）

3 光　　合　　成

　光合成が植物体のどのような構造を利用して行われ、そ
ﾌ産物がどのように利用されるかを述べ、光合成の代謝反
桙ﾆ葉緑体の構造との関連について解説する。 同　上 同　上

4 代　謝　調　節

　生体内でおこる代謝（物質交代）は酵素のはたらきによ
關i行する。　「生物学概論」で学んだ酵素および代謝につ
｢ての知識を整理し、さらに深く解説する。 同　上 同　上

5

遺伝情報とは何
ｩ一三ントラルド

Oマー

　遺伝物質はDNAと呼ばれる高分子化合物である。遺伝
﨣�ﾍ4っの塩基の配列順序の中にある。遺伝情報の本質
ﾍ何か、どのようにして形質として発現するのか、セント
宴泣hグマについて概説する。

大隅良典 大隅良典

6 遺伝暗号の解読

　地球上の生物は、バクテリアからヒトに至るまで同じ遺
`暗号を用いている。このことは全ての生物が共通の原始
ｶ物の子孫であることを強く示唆している。遺伝暗号の解
ﾇと、その発現に重要な役割を担うRNAについて学ぶ。

同　上 同　上

7 遺伝子の発現と

ｻの調節

　DNAの情報がRNAを介してタンパク質へとほん訳さ
黷驍ｩ、遺伝子の発現はどのように調節されているかにつ
｢て概説する。 同上 同上

@　　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 遺伝子操作の進
烽ﾆ真核生物の
笂`子

　分子生物学の進歩によって、遺伝情報の本質が理解され、
l類は遺伝子を操作することが可能となった。生物学上の
ｱの重大な変革をもたらした技術とその応用面について概
烽ｷる。

大隅良典 大隅良典

9 発生のしくみ

　動物の発生における細胞分化と形態形成の実際について
T観し、さらに分化と形態形成のしくみについてこれまで
ﾇのような考えが出されているかについて学ぶ。

毛利秀雄
i岡崎国立

､同研究機
¥基礎生物
w研究所長）

毛利秀雄
i岡崎国立

､同研究機
¥基礎生物
w研究所長）

10 哺乳類の発生と

`態形成1

　1960年のキメラマウス作製の報告から現在の発生工学に
鰍驍ﾜでの発展を素材として、ヒトを含む哺乳類の発生の
ｴ理と特性とを理解させる。

近藤寿人
i大阪大学

ｳ授）

近藤寿人
i大阪大学

ｳ授）

11 哺乳類の発生と

`態形成H

　短尾突然変異体マウス、単眼突然変異体セブラフィッシ
?ﾈどを題材としながら、体軸形成などの過程と遺伝子の
?pとを結びつけ、実感をもって理解させる。 同　上 同　上

12 植物の分化と形

ﾔ形成

　植物の成長および発生の過程を学び、動物のそれらとは
ﾙなる面に注目する。植物の成長および発生の特徴を生か
ｵ、バイオテクノロジーの手法により農業、園芸面で役立
ﾁている現状をも解説する。

山田晃弘 山田晃弘

13 細胞の運動

　細胞の移動運動や、細胞内の原形質や細胞小器官の運動
ﾆそのしくみについて、顕微鏡レベル、分子レベルでの研
?菇@を含めて解説する。

平本幸男
i東京工業

蜉w名誉教
�j

平本幸男
i東京工業

蜉w名誉教
�j

14 動物の運動

　走る、泳ぐ、飛ぶなどさまざまな型の動物の運動におけ
驩^動モーターの種類とそのはたらき、神経による調節に
ﾂいて述べる。さらに異なる種類の筋肉の収縮のしくみに
ﾂいて比較、解説する。

同　上 同　上

15 ホ三三スタシス

　生物には、外界や体内の環境変化に対してその形態や生
搏I状態をできるだけ一定に保とうとする性質がある。こ
ﾌようなホ三三スタシスのしくみについて、いくつかの例
�?ｰて説明する。

毛利秀雄 毛利秀雄
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＝自然と科学一生三編＝（R）

〔圭騰齢編羅1謁崎臨塵払究繰襲四物非議調〕

全体のねらい
　生命の誕生と生物の進化、生物と環境の関わり合い、バイオテクノロジーと生命倫理など、現代生命科学
が抱えている諸問題について述べる。

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 生命とは何か

　生物と無生物のちがい、生命とは何かという問題を個
ﾌ、細胞、分子などさまざまなレベルから述べる。

平本幸男
i鯨撲大学鰭教

�j毛利秀雄

i鵬蹴綱磯機
L礎生物学研究所長）

平本幸男
i棘工業大学鰭教

�j毛利秀雄

i購蹴綱磯機
¥基礎生物学蹴蕨）

2 生命の起源

　生命現象は物質の特殊な状態である。地球上の生命現象の物質的基礎については相当の部分が解明されているが、

ｨ質だけの世界に生命現象がどうして現るかを知るために
ﾍ、物質一般を考える必要がある。

野田春彦
i東京大学

ｼ誉教授）

野田春彦
i東京大学

ｼ誉教授）

3 細　胞　進　化

　「むかしから人々の注目を集めてきたのは、生物の形の
i化であったが、分子の進化はこれとどう関係するのか。
ﾜた、現在の細胞はどのように進化してきたと考えられて
｢るか、これらについて概説するg

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

4 化石の証拠

　地球物質はすべて歴史的産物であり、46億年の地史のど
ｱかに位置づけられる。生物史はおよそ35億年を占める
ｪ、地層に含まれる化石の変遷をたどることによって、非
ﾂ逆過程としての大進化の様相が証拠だてられる。

石川　　統
i東京大学

ｳ授）

石川　　統
i東京大学

ｳ授）

5 種とは何か

　地球上に現在どのくらいの数の種が存在するか誰も正確
ﾉ答えられない。進化はなぜこのような多様な種を作り出
ｵたのか、なぜ我々は種を識別できるのか、種とは一体何
ｩ、以上の疑問に遺伝子学と分類学の立場から答える。

馬子駿介
i北海道大

w教授）

馬波駿介
i北海道大

w教授）

6 生物と環境1一植物と環境一

　生物と環境とのかかわりを、生物の環境調節、生物の環
ｫ作用、環：境形成作用を含め、できるだけ具体例を入れて
ﾂ体から生物圏の問題まで概説したい。

大島康行
i早稲田大

w名誉教授）

大島康行
i早稲田大

w名誉教授）

7 生物と環境1一動物の生態一

　生物と環境とのかかわりを、生物の環境調節、生物の環
ｫ作用、環：無形成作用を含め、できるだけ具体例を入れて
ﾂ体から生物圏の問題まで概説したい。

川那部浩哉
i滋賀県立

哿i湖博物
ﾙ館長）

川那部浩哉
i滋賀県立

哿i湖博物、
ﾙ館長）
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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）

生命体はおよそ30種の元素から構成されている。原始海
洋で誕生した生命体はどのようにしてこれらの元素をその 道端　　齋 道端　　齋

8 生物による 生息環境から選んだのであろうか。また、それらの元素は （広島大学 （広島大学

物質の蓄積 どのようにして生体に取り込まれ、どのような生理機能を 教授） 教授）

担っているのだろうか。金属元素を中心にしてこの問題を
論じたい。

①自然の保護はまず自然の構造と機能について、興味を持
ち、よく認識することから始まる。恐らく生物と環境の
部分で自然についても述べられると思うので、それを生
かして、自然とは何か、についてまず話したい。

②地球上における生物の地理的分布。その特殊性。例え 小野勇一 小野勇一
ば、何故インドとアフリカの哺乳類には比較的共通の種 （九州大学 （九州大学

類がいるのか？など、について話す。次に、身近な環境 名誉教授） 名誉教授）

として、日本の動物について紹介し、世界とのつながり
9 自　然　保　護 について認識してもらう。

③自然界に存在している種は全て個体群と言う存在様式で
あるので、個体群とそれをとりまく環境の認識なしには
自然の保護は有り得ない。個体群の特性の中で、種の保
護に関連する部分をとりあげて、解説する。

④最後に自然の保護の思想について述べる。その基本的考
え方は「自然の生物の種の生活を尊重しっっ、人の生活
と“すみわけ”をすることである。」また、環境の保全
・設計、ランドスケープ・エコロジーについても説明す
る。

植物バイオテクノロジーがどのような植物細胞機能の上
に成り立っているか、その現状と将来の展望はどのような 駒嶺　　穆 駒嶺　　穆

10 植物バイオテク ものかを概説する。 （進化生物 （進化生物

ノロジー・　1 学研究所主 学研究所主
任研究員） 任研究員）

植物バイオテクノロジーがどのような植物細胞機能の上
11 植物バイオテク に成り立っているか、その現状と将来の展望はどのような 同　上 同　上

ノロジー　　H ものかを概説する。

栽培漁業や遺伝子導入によるトランスジェニック動物の
12 動物バイオテク 作製、発生工学など、動物に関するバイオテクノロジーの 毛利秀雄 毛利秀雄

ノロジー一斑 現状について述べる。

13 動物バイオテク 平本幸男 平本幸男
ノロジーW

人工臓器は目的の臓器の機能を代行するシミュレーショ
ンモデルであり、その形状や大きさや位置にとらわれるこ 渥美和彦 渥美和彦

14 人　工　臓　器 とがない。人工臓器の研究により生体臓器の機能の本質を （鈴鹿医療 （鈴鹿医療

知ることができるし、それを越えることもできる。 科学技術大 科学技術大
学長） 学長）

従来のヒポクラテス以来の医の倫理では、意志の独善的
15 生　命　倫　理 医療になりがちであり、患者中心の医療にするために新し 星野一・正 星野一正

い生命倫理学（バイオエシックス）が生まれ、医師や医療 （京都女子 （京都女子

関係者の考え方や態度に変化が生じてきている。 大学教授） 大学教授）
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＝太陽系の科学＝（TV）

〔圭騰臨蠣甥1繰越㍉鞭；〕

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
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 研究の歴史

　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
ﾏし、最近の探査機による太陽系研究にいたる。現代の宇
?ﾏ形成までにおける太陽系天文学の果たした意義も考え
驕B全15回の講義の展開についても述べる。

小尾信彌
i元放送大

w長）

小尾信彌
i元放送大

w長）

2 太陽系の概観

　太陽系の全体像について述べる。太陽を中心とした諸天
ﾌの配位や分布、運動等の特徴について述べ、太陽系に見
轤黷髑S般的特徴を学び、太陽系の起源に及ぶ。 同　上 同　上

3 地球と月の運動

　自転や公転およびそれにかかわる地球の運動の様子をそ
黷轤ｪ解明されてきた過程とともに学ぶ。さらに、地球の
ﾜわりの月の運動についても学ぶ。

吉岡一男
i放送大学

赴ｳ授）

吉岡一男
i放送大学

赴ｳ授）

4 天球座標と
梭ﾅ　・時刻

　天球上での位置を表わす天球座標および時間・時刻の決
閧ﾍ、地球の自転や公転と深くかかわっている。ここでは、
ｱれらの決定がどのようにして行われ、その結果どのよう
ﾈ種類の天球座標や時間・時刻が定められているかを学ぶ。

同　上 同　上

5 惑星の視運動と

獅ﾌ現象

　天球上での惑星の動きすなわち視運動は、太陽系のモデ
汲�ﾂくる際の観測的基礎となってきた。ここでは視運動
ｪどのように説明されるかについて学ぶ。また月の運動に
ﾖ連して、日・月食などの現象についても学ぶ。

同　上 同　上

6 惑星運動の法則

　16世紀後半のチコ・ブラーエの惑星位置の観測をもとに、
P7世紀初めにケプラーが惑星運動に関する3法則（ケプラーの法則）を発見した。ここでは、観測結果から法則が導

ｩれたいきさつや手順について学ぶ。

堀　源一郎
i富山国際

蜉w教授）

堀　源一郎
i富山国際

蜉w教授）

7 面積速度の法則

　17世紀後半にニュートンは万有引力の法則を発見し、そ
黷ﾉ基づいてケプラーの3法則は理論的に導かれた。ここ
ﾅは面積速度の法則（第2法則）について、その諸側面を
wぶ。

同　上 同上

一777一



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）

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。ここでは、太陽系でふつうに

8 楕円運動の性質 実現している楕円運動について学ぶ。 堀　源一郎 堀　源一郎

万有引力の法則からは、2体の運動について公転の平均
距離と公転周期の間に、いわゆる第3法則が導かれる。こ

9 第3法則と万有 こではその導き方を通じて2体運動を考え、また天文学に 同　上 同　上
引力 おける第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の運動も2
体の運動として考えることができる。ここでは衛星の運動

10 惑星以外の天体 などや、さらに彗星のような小天体の運動について述べる。 同　上 同　上
の運動

現実の太陽系においては、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にすぎない。小惑星の

11 摂　　　　　動 運動をはじめ現実の太陽系の力学を論ずるため18世紀以降 同　上 同　上
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直接探査で得られた結 松井孝典 松井孝典

12 地球型惑星 果をもとに、それらの地形的特徴や物理学的な性質を学ぶ。 （東京大学 （東京大学

助教授） 助教授）

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。ここでは、それらの成果

13 木星型惑星 をふまえて、これら大型の惑星の諸性質を学ぶ。 同　上 同　上

融

太陽系には、惑星のような比較的大型の天体の他に火星
と木星の軌道内を公転する非常に多数の小惑星や、さらに

14 小惑星・小天体 非常に多数の彗星などの小天体が知られている。これらの 同　上 同　上

小天体についても、最近の分光観測や直接探査によって多
くのことが知られるようになった。これらの小天体につい
て学ぶ。

太陽系の諸天体は、およそ46億年以前に銀河系内の星間
雲のなかで太陽が形成されるのに伴って誕生した。惑星を

15 太陽系の起源 はじめとする太陽系の天体の誕生については18世紀中ごろ 同　上 同　上
以来多くの説が出されている。ここでは最近の考え方を中
心に太陽系の起源について学ぶ。
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＝天体物理学入門＝（TV）

〔主任講師：吉岡一男（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　本科目では、天体についての知識がどのような観測や理論にもとづいて得られるのかの理解を目ざしてい
る。そのために、主として恒星の可視域の観測を実例にとって、その運動や質量や表面温度・圧力あるいは
内部構造を得る具体的過程を、演習を交えて解説する。これらの知識は、他の天体の解析の基礎にもなって
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 天体の位置の表
ｦと年周視差

　まず、15回の講義の全体の流れについて概説される。つ
｢で、天球の概念と天球上での天体の位置の表し方を学ぶ。
ｻのあと、恒星とはどのような天体かが説明され、最後に、
P星の直接的な距離を与える年周視差とその測定法につい
ﾄ学ぶ。

吉岡一男
i放送大学

赴ｳ授）

吉岡一男
i放送大学

赴ｳ授）

2

天球上での天体
ﾌ動きと視線速

x

　天球上での天体の動きとその原因について学ぶ。ついで、
V体の視線上の動きを表す視線速度とその測定法について
wぶ。さらに、天体の宇宙空間内での運動が説明され、最
繧ﾉ、太陽およびその近傍の星々の運動を学ぶ。

同　上 同　上

3 恒星の集団の距
｣の決定

　年周視差を直接に測定することのできないより遠い距離
ﾌ測定法として、ここでは恒星の集団に適用されるいくつ
ｩの方法について学ぶ。 同　上・ 同　上

4 天体の明るさの
ｪ定と等級

　天体の明るさは、等級で表される。ここでは、等級の定
`とその測定法について学ぶ。等級には、見かけの等級と
竭ﾎ等級の区別があり、また、測定される波長域による区
ﾊもされているが、それらについても学ぶ。

同　上 同　上

5 連星とその種類

　かなりの恒星が、連星として存在している。連星は、質
ﾊをはじめとして恒星のさまざまな物理量の貴重な情報源
ﾆなっている。ここでは、連星の頻度とその種類について
wぶ。また、連星を構成する星の公転運動についても学ぶ。

同　上 同　上

6 連星の解析

　連星を観測して星の物理量を得るのに、いくつかの方法
ｪある。すなわち、天球上で動きを観察したり、視線速度
竚�xの変化を観測する。ここでは、これらの方法につい
ﾄ学ぶ。

同　上 同　上

7

天体物理現象の
�ﾍのための基
b的法則

　これまでは、天体の運動や明るさ等の知識で間に合う現
ﾛを扱ってきた。以後は、温度や圧力等の物理量もかかわ
骭ｻ象を扱うので、ここではその準備として、それらの概

Oやそれらの間で成り立つ法則について、基礎的なものを
wぶ。

同　上 同　上
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執筆担当 放送担当
回 テ　　｝　マ 内　　　　　　　　　　　容 講　師　名 講・師　名

（所属・職名） （所属・職名）

天体の温度は、主に天体からの放射とスペクトルをもと
に求められる。ここでは、それらの決定法をその基礎とな

8 天体の温度の決 る物理的知識とともに学ぶ。さらに、温度決定のいくつか 吉岡一男 吉岡一男
定とスペクトル の例も学ぶ。

恒星は、スペクトルをもとにスペクトル型に分類されて
恒星の表面温度 いるが、スペクトル型は星の表面温度や色指数と密接な関

9、 とスペクトル型 係にある。．ここでは、それらの関係について学ぶ。 同’ 同　上
・色指数

横軸に表面温度を示す量を目盛り、縦軸に光度を示す量
を目盛ったHR図は、恒星の研究に重要な役割を演じてき

10 HR図と恒星の た。ここでは、HR図が導かれた歴史も交えて、　HR図に 同　上 同　上
分類 もとつく恒星の分類について学ぶ。

太陽は46億年もの間、現在とほぼ同じ明るさで輝いてい
る。ここでは、このエネルギー源が核融合のエネルギーで

11 太陽の年齢とそ あることを、太陽の年齢が推定された過程とともに学ぶ。 同　上 洞土
のエネルギー源 さらに、他の恒星のエネルギー源についても学ぶ。

現在、恒星の内部構造について、かなりのことが知られ
ている。ここでは、恒星の内部構造がどのような原理にも

12 恒星の内部構造 とついて決定されているかを学ぶ。また、それらをもとに、 同　上 同　上
の決定 恒星の中心部の物理量が概算される。

、

われわれが直接に受け取る恒星からの放射は、恒星の表
層から来たものである。ここでは、これらの表層の構造が

13 恒星の表層構造 どのような原理にもとづいて決定されているかを学ぶ。こ 同　上 同　上
の決定 の原理は、星間雲など恒星以外の天体にも適用できる。

ここでは、前章で学んだ知識も用いて、恒星をはじめと
する天体の化学組成や温度・圧力などの物理量がどのよう

14 天体の化学組成 して求められるかを学ぶ。 同　上 同　上
の決定

ここでは、われわれに最も身近な恒星である太陽で観測
される現象について学ぶ。さらに、これまで学んだ表面温

15 太陽の世界 度や表層構造や内部構造などの決定法を太陽に適用し、具 同　上、 同　上
体的な結果を得る。
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＝天体と宇宙の進化1＝（TV）

〔主任講師：杉本大一郎（放送大学教授）〕

全体のねらい
　天体とそれらすべてを包含する大局的宇宙について、現代の理解と解釈を述べる。宇宙が誕生し、いろい
ろな天体が生まれ、多様な階層構造をもつに至った過程を明らかにする。最前線の研究成果に重点をおくが、
歴史と、それらを理解するための基礎も述べる。

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。天上の運動と地上の運動
2。天上の物質と地上の物質 杉本大一郎 杉本大一郎

1 近代宇宙観への 3．物質世界の歴史 （放送大学 （放送大学

道 教授） 教授）

1．距離の測定
2．銀河の世界

2 宇宙の広がりと 3。膨張宇宙 同　上 同　上
その認識

1．可視光線による観測
2。宇宙観測のチャンネル

3 宇宙からの情報 同　上 同　上

1．恒星の世界
2．星の誕生と原始星 野本憲一 野本憲一

4 星の誕生と主系 3．星の内部はなぜ分かる （東京大学 （東京大学

列星 4．星のエネルギー源 教授） 教授）

．5。主系列星とその寿命
6。太陽からのニュートリノ
7。白色綾星と褐色倭星

1．赤色巨星への進化
2．散開星団の進化と年齢

5 赤色巨星と進化 3。小質量星の進化と球状星団 同　上 同　上
の終末 4．炭素の合成

5．質量放出と惑星状星雲
6。大質量星の進化と元素合成

1．超新星とは
2．大マゼラン雲に出現した超新星1987A

6 超新星爆発と元 3。大質量星の進化と重力崩壊
素合成 4。ニュートリノ・バースト 同　上 同　上

5。超新星1987Aの光度曲線
6．超新星からのX線・ガンマ線と物質混合
7。超新星での元素合成と固体微粒子の形成
8。超新星での対流不安定と混合

1．新星
2．Ia型超新星
3．連星と超新星の多様性

7 連星の進化 4。X線連星 同　上 同　上

5。中性子星連星と重力波
6．中性子星
7。元素の起源と太陽組織
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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．銀河宇宙
2．銀河の観測 岡村定矩 岡村定矩

8 銀河系と銀河 3．銀河系内での星の運動 （東京大学 （東京大学

4．銀河系の概観 教授） 教授）

1。いろいろな銀河
2。自己重力系としての銀河

9 銀河の構造と銀 3。銀河内での物質とエネルギーの循環 同　上 同　上

河進化モデル 4．銀河進化モデル
5．銀河の力学進化

1。宇宙の階層構造とダークマター
2。銀河の形態一密度相関

10 銀河進化と宇宙 3。銀河の光度関数 同　上 同　上

環境 4。ブッチャー・エムラー効果と不規則銀河
5。楕円銀河とバルジの力学特性

1。宇宙の構造を決める宇宙論パラメータ
2。宇宙の距離はしご

11 銀河から宇宙へ 3。遠方銀河の距離決定法とハッブル定数 同　上 同　上

4。密度パラメータの決定
5．さらに遠くさらに広く

1。ハッブルの法則
2。軽元素の存在量 須藤　　靖 須藤　　靖

12 宇宙論の観測的 3．宇宙マイクロ波背景輻射 （東京大学 （東京大学

基礎 助教授） 助教授）

1。一様等方宇宙モデルの進化
2。宇宙論パラメータ

13 ピックバン宇宙 同　上 同　上

モデル

1。暗黒物質：観測的示唆
2．暗黒物質の候補

14 暗黒物質と宇宙 3。暗黒物質と宇宙の構造形成 同　上 同　上

の大構造

1。膨張宇宙の年譜
2。4つの相互作用の分化 須藤　　靖

15 初期宇宙の進化 3。インフレーション理論 同　上

4。宇宙論の展望 杉本大一郎
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＝天体と宇宙の進化1＝（TV）

〔主任講師：杉本大一一郎（放送大学教授）〕

全体のねらい
　同じ天体でもいろいろな波長の電磁波など異なる観測チャンネルによって、また異なる観測技術によって、
それぞれに特有の側面を見せる。また、特定のチャンネルや技術をとおして初めて観測出来る現象もある。
宇宙の探究は、広い意味での視野の拡大をとおして進む。

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．視野を広げる
2。詳細に見る 杉本大一郎 杉本大一郎

1 新しい技術が開 3。情報を引き出す。 （放送大学 （放送大学

く新しい天文学 教授） 教授）

1．電波天文学の誕生
2．電波の発生機構 石黒正人 石黒正人

2 電波天文観測1 3．電波望遠鏡のしくみ （国立天文 （国立天文
台教授） 台教授）

1．電波天文観測の方法
2．干渉計型電波望遠鏡

3 電波天文観測H 3。VLBI（超長基線電波干渉計） 同　上 同　上
4。その他の電波望遠鏡

1．電波で見る太陽
電波で見る太陽 2。星間ガスから星へ

4 および星の誕生 3．原始惑星系 同　上 同　上
と死 4．超新星残骸とパルサー

1．銀河系の大局構造
2．銀河系中心部

5 電波で見る銀河 3．電波で見るさまざまな銀河の姿 同　上 同　上
系および銀河 4。活動銀河中心核と巨大ブラックホール

1．見える宇宙
2．X線とは 牧島一夫 牧島一夫

6 大気圏外から観 3．X線と大気 （東京大学 （東京大学

測するX線 4．X線天文学の始まり 教授） 教授）

5。わが国のX線天文学
6．ロケット

1．X線で見た太陽
2．超新星の残骸

7 銀河系からのX 3。かに星雲とパルサー
線 4，連星X線パルサーと中性子星の磁場 同　上 同　上

5．中性子星の半径とX線バースト現象
6．中性子星の質量とブラックホール
7．この章のまとめ
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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．X線を反射させる
2。X線で見た銀河

8 銀河系の外から 3。銀河の中心の巨大ブラックホール 牧島一夫 牧島一夫
来るX線 4．銀河団と暗黒物質

5。宇宙の物質量と構造形成
6。宇宙の生い立ちを探る

1。天体からの光
2。光を集める 家　　正則 家　　正則

9 可視光・赤外線 3。光を分ける （国立天文 （国立天文

観測の原理 4。光を記録する 台教授） 台教授）

1。望遠鏡大型化と能動光学
2．大気ゆらぎの克服

10 光・赤外線観測 3。国際観測所 同　上 同　上
の新技術 4。スペースと地上

1。赤外線観測
2。惑星の観測

11 光・赤外線で見 3。原始星・惑星系形成 同　上 同　上
る星、星雲、銀 4．スペクトル線診断
河 5．銀河の活動現象

1．銀河の分布と宇宙の大構造
2。銀河の形成

12 深宇宙の観測 3．銀河の進化 同　上 同　上

1。総合科学としての天文学
2。宇宙における極限状態

13 天文学における 3．宇宙における形態形成と進化 杉本大一郎 杉本大一郎
理論とその役割

1．シュミレーションがひらく宇宙像
2．宇宙の流体現象

14 計算機という理 3。宇宙の三体現象 同　上 同　上

論天文台 4。超高速計算とその将来

1．人類の宇宙認識
2。宇宙像の拡大と観測手段 天体と宇宙

15 21世紀の天文学 3。　「発見の時代」の天文学 同　上 の進化1・
4。宇宙認識の拡がり Hの講師全
5．21世紀へ向かう観測の展望 三
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＝固体地球・＝（TV）

〔主任講師：濱田隆士（放送大学教授）〕

全体のねらい
　固体地球という術語は、大気圏と水圏を除いた地球部分を指す。しかし、実はその固体地球の本質は、大
きな時間スケールが必要であることを条件でみると、むしろ流体運動が支配的な、美しい成層構造をなす球
体であることを概説する。地球時間の長さと目前の物体が今示す挙動との落差の大きさに、地球の偉大さが
示されよう。

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 特異な成層惑星

　太陽系の惑星の中で、唯一の水惑星地球は、外観として
uループラネットであるばかりでなく、内部まで“水浸し’
ﾌ、しかも美しく密度成層した特異な惑星であるとの認識
�[める。成層単位内、あるいはそれらの間で大規模な、
艪ﾁくりとした商港が成立している。

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

2 鉱物の世界

　地球物質を構成している、地球科学的な最小単位とされ
骰z物を、さまざまな角度から捉えてみる。結晶という秩
?ﾌ系が、地球内部や表層での多様な環境条件に応じて形
ｬされていくかを示し、大きな意味で、地球科学的環境三
b物質としての存在を解説する。

同　上 同　上

3 岩石・地層の世

E

　岩石や地層は、すでに複雑な構成をもつ地球表層近辺の
ｨ質である。鉱物ほど局所的ではないが、環境支配のもと
ﾉ、それなりに特有の岩石・地層が形成されることを示し、
ｳらにその性質を逆に利用して、現存する岩石・地層から
n球の過去の状態を知る手段とする。

同　上 同　上

4 化石の世界

　生命を持つ水惑星の歴史をたどる一つの大きな柱は、生
ｽを形として成している化石の研究である。化石は生命環
ｫの示標であると同時に、地球上で生起した進化の道に
ﾌった、地球時間の指示者でもありうる。増大してきた種
ﾌ多様性の特性も化石によって語られる。

同　上 同　上

5 地球物質の循環

　地球は一つの巨大なオープン・システムと考えてよい。
ｾ陽エネルギーと共に、地球内部エネルギー、天体として
ﾌ回転エネルギーが相互に関わり合う場には、様々な理論
ﾆ時間スケールでの物質循環が生起している。地球事象は
ｨ質循環で語られるといってよい。

同　上 同　上

6 地殻変動と地形

　地球は生きている、あるいは休みなく動く地球という表
ｻを地球科学の立場から模写してみる。現在の地形は、さ
ﾜざまな過去の積算された結果であるから、地殻変動や気
�ﾏ化などを地表（海中を含め）形態からたどる糸口にな
閧､ることを示す。

同　上 同　上

7

地　　史一　1
諠Jンプリア時

　地球46億年の歴史のうち、最後の僅か6億年弱が生物史
�tルに活用して復元される地史である。それ以前の40億
Nには、いったい何事が進行していたのか、生物史のみな
轤ｸ、火成史・変成史を含む地殻変動史をひもとき、地球
jの理解を深める。

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）

数多くのビジュアルな化石記録を成すようになった頭生
二代のうち、最初の6億～23億年間の歴史を概観する。こ

8 地　　史一2 の間に、さんご礁の形成・魚類の出現、生物の上陸など、 濱田隆士 濱田隆士
古生代 生命史上の大事件が含まれている。日本列島の歴史もこの

頃から詳しくなってくる。

中生代といえば、恐竜やアンモナイトの全盛時代、とい
う印象が深い。しかし、それらの発展やいわゆる大絶滅事

9 地　　史一　3 件は、実は大局的にみると発展していく生命世界のほんの 同　上 同　上
中生代 1エピソードであり、生物危機の意味を再考する必要もあ

ることを説く。

人類の出現も含み、現在に到る約6500万年間は、一言で
は哺乳類時代と通称される。若い地史であるだけに、環境

10 地　　史一　4 はより複雑化し、生物種も多様性を益々増大させ、地域特 同　上 同　上
新生代 性が著しくなってくる。日本列島の形成史も詳しく理解で

きる時代となり、未来予測にもつながる。

生物界の多様性増大が、まぎれもない生物大進化の不可
逆特性であるとされるが、そのメカニズムは単純ではない。

11 生物の大進化と 化石素材から見えてくる繁栄と絶滅のくり返しには、周期 同　上 同　上
絶滅 性らしき棒粗も認められ、種々の解析が進んでいる。恐竜

の絶滅仮説にもふれる。

人類の起源はまだ確定していないが。しかし、かつて予
想されたよりもはるかに古く、少なくとも500万年前に遡

12 人類の足跡 ることとなり、　200万年以降の第四紀を“人類記”と呼ぶ 同　上 同　上
ことはできなくなった。人類の進化の特徴は、智的社会の
形成にあるが、地球環境の破壊も起こした。

文化の進展、科学の光隆につれて、人類の地球に対する
考え方は大きく変わってきた。それは、単に地球史の詳細

13 新しい地球像の が解明されてきたことのみによるのではなく、ヒトと地球 同　上 同　上

形成に向けて 自然環境との相互作用やそれについての認識が移り変わっ
てきたことにもよる。

プレート・テクトニクス理論誕生への道は、科学史に大
きく記されるべき経過である。ウェゲナーの大陸移動説に

14 プレート・テク も言及しながら、科学の協同作業が解き明かす、ダイナミ 同　上 同　上
トニクス ック地球像の流れを浮き彫りにする。動かざるごと大地の

如し、の認識は音を立てて崩壊した。

プレート・テクトニクス仮説にも解決できない地殻～地
球内部運動メカニズムがある。それを成層構造の再調査や

15 プリューム・テ 地史的ないきさつからのプレート成長記録の新しい解析法 同　上 同　上

クトニクス を組み合わせ、より可能性の大きなグローバル・テクトニ
クス理論がいま展開されつつある。
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＝日本列島の地球科学＝　（TV）

〔主任講師：濱田隆士（放送大学教授）〕

全体のねらい
　日本列島の形質は、地球の歴史の中で育てられてきた。しかも地殻の激動の場からの産物である。赤道直
下に近い熱帯のサンゴ礁地帯であった部分が、プレート・テクトニクスによって北上し、アジア大陸の東縁
と衝突して誕生した結果であることを、周辺の海域を含あた幅広い地球科学の眼でたどってみる。

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 列島の特徴

　日本列島とその周辺の、海水をとり去った結果の大地形
�T観し、プレート・テクトニクスによる変動帯として成
ｷしてきた諸々の特徴を、グローバルな構造論の立場を通
ｵて理解する。

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

2 列島の地質構造

　日本列島は、複雑な地殻変動の重なりとして形成された
ﾌで、現在見られる地質構造も複雑である。プレート衝突
黷ﾆしての特徴として、変成帯と非変成帯とが繰り返し配
�ｵていたり、火山が帯状に連なるなど、豊かな歴史を反
fしたものであることを理解する。

同　上 同　上

3 列島の気象

　現在の日本列島は、西に日本海を隔ててアジア大陸に向
ｩい合い、ほぼ南北に細長くのび黒潮・親潮という二大海
ｬに囲まれ、さらに東は太平洋に面しながら、北半球の偏
ｼ風帯に位置する。この配置が季節毎に特徴的な気象をも
ｽらすことを理解する。

同　上 同　上

4 列島をめぐる海

　日本は、海洋国と呼ばれるのに相応しい。海洋とは、た
ｾ単に水をたたえた広大な低地というだけではない。地球
ﾌ自転運動により、太平洋の西縁に当たる日本列島近辺の
C水は特異な運動をとるようになっていることを理解する。

同　上 同　上

5 島弧とプレート

^動

　日本列島は、グローバル・テクトニクスとしてのプレー
gの運動によってでき上がった。地球表層部にはプレート
ｪどのように配置され、どのような動きをしてきたのか、
�㈹`成の原動力になった地殻運動のモデルを検証する。

同　上 同　上

6 列島周辺の海底

　海の歴史は、海底の地形と地質、そしてその形成年代が
黷ﾁてくれる。海底の歴史は、プレートのどの位置を占め
驍ｩで大きく異なる。列島地形や地質構造との調和のとれ
ｽ配列が、海底の相対的な動きを示していることを理解す
驕B

同　上 同　上

7 地震活動

　変動帯に位置する日本列島には、過去・現在そして未来
�ﾊじ、地震・断層運動が激しい。地震とそれによって起
ｱされる地震災害は、日本列島のもつ宿命であることを理

�ｵ、地震対策の現況をも併せ理解する。
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）

伊豆大島や雲仙普賢岳だけが火山ではない。日本列島は、
プレートの押し合う場として、地震帯と火山帯とが併存し

8 火　山　活　動 ているので、地質時代から現在に至るまで、多数の火山活 濱田隆士 濱田隆士
動が起こって現在の地形・地質を形成していることを理解
する。

日本列島の基礎をつくり上げた古生代やそれ以前の地層
が語る歴史はまさにグローバルで、アジア大陸の要素と、

9 地　　史 今は消え去った南海のパシフィカ要素との出会いにある。 同　上 同　上
（1）古　生　代 化石の語る古生代地理を考え、ダイナミックな列島形成史

前半を理解する。

日本列島形成史に占ある中生代の位置は特別である。か
つては古生代のものと思われてきた秩父続のかなりの部分

10 地　　史 が中生代前半の形成によることが明らかとなり、列島史は 同　上 同　上
②　中　生　代 大きく塗りかえられてきている。恐竜の産出は、大陸との

つながりを示すものと理解できる。

日本列島がほぼ現在の姿になる、いわば仕上げの時代で
あり、火山活動、隆起・沈降運動も激しかった。したがっ

11 地　　史 て侵食力も強く、堆積作用も大きかったので、山肌・半島 同　上 同　上
③　新　生　代 ・平野の形成期となり、海流系も安定化してきた時代であ

ることを理解する。

小さな島国の日本は、多種大量の資源を外国に依存して
いる。そのような中で、日本の地史を反映した鉱化作用・

12 地　下　資　源 地下資源鉱床の形成もあった。石灰岩やヨードなどは、完 同　上 同　上
全自給型地下資源であることを理解し、エネルギー資源に
は乏しい実情をみつめる。

日本は島国といわれるが、それはただ列島をなしている
ということだけなく、大小様々の島々を抱えた多島海的自

13 多島丁丁 然環境下にある、ということに他ならない。わが国の気候 同　上 同　上
自然環境 ・風土・文化へもその影響が大きいことを理解する。

日本列島の歴史が複雑な分、その研究史も多彩である。
輸入文化として始まった系統的な日本の地球科学を認識し、

14 日本の地球科学 それが時と共に消化・吸収され、今では日本からならでは 同　上 同　上

の進展 の地球科学が、世界に向けて発信される時代となった発展
の経緯を概観する。

日本列島の歴史の主役が大陸系と南方系であったことに
似て、日本列島での人類発展史・生活型にも、南方型と大

15 人と暮らし 陸型とがある。自然環境に見合った風土が形づくられてき 同　上 同　上
た縄文・弥生時代以降、次第にグローバル化も混じ、現在
ではヒトと自然の接点が変容を遂げた。
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＝応用数学C　99）＝（R）

〔主任講師：藤田　宏（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい
　最近のコンピュータによる数値的手段の進歩や対象領域の拡大を遠望しっっ、応用数学の基本的な発想法、
概念、方法を解説する。数学的な明快さと具体性による納得にもとづいて展開し、数学による自然の理解と
自然への働きかけを任務とする応用解析学への平易な入り口からの、しかし、現代風の誘いとしたい。

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）

最も初歩的な発展系である増殖の数理モデルから入り、
1階微分方程式の基礎およびその豊かな応用について学ぶ。 藤田　　宏 藤田　　宏

1 増殖の数理 （東京大学 （東京大学

名誉教授） 名誉教授）

微分方程式の最も重要な応用は力学における発展系の解
析である。簡単な調和振動子から入り、特性根の方法を含

2 振動の数理 め、2階微分方程式の初期値問題およびその応用の初歩に 同　上 同　上
ついて学ぶ。

量的に表される二つの勢力の間の時間発展をともなう競
合の数理モデルは、簡単な場合については、連立微分方程

3 競合の数理 式で与えられる。軍備拡張競争のモデルを扱うこの章は連 同　上 同　上
立微分方程式への初期値問題への入門でもある。

ニュートンによる力学と解析学の同時誕生のとき以来、
惑星の運動の解析は数学による自然の理解の最大の成功例

4 惑星運動の数理 の一つである。特殊な非線形連立微分方程式の初期値問題 同　上 同　上
（その1） に帰着するこの現象の数学モデルとその解析の理解に挑戦

することは感激にあたいする。

前回に引き続いて解析をすすめ、惑星の起動が楕円など
の円錐曲線になることを導く。デカルトによる解析幾何が

5 惑星運動の数理 自然の理解に顕著な貢献をした例であることも学ぶ。 同　上 同　上
（その2）

多くの安定な発展系は時間が立つにつれてつり合いの状
態、すなわち、定常状態に到達する。この定常状態の解析

6 弦のつり合いの は数学的には境界値問題に帰着する。簡単な弦のつり合い 同　上 同　上
数理 を通じて境界値問題の基礎とその応用について学ぶ。

状態が時間のみならず空間変数にも依存する発展系、い
熱伝導と波動の いかえれば、分布定数系の時間発展の数学モデルは偏微分

7 数理 方程式の初期値問題になる。現象的にも数学的にも典型例 同上 同上
（その1） である熱伝導と波動の数理を通じて、応用解析のハイライ

トであるこの問題と取り組む。
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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）

前回に引き続き、当面の問題の扱いの基礎であり、応用
熱伝導と波動の 数学の柱の一つであるフーリエ級数の概念および方法につ

8 数理 いて学ぶ。 藤田　　宏 藤田　　宏
（その2）

前回および前前回に引き続き、フーリエ級数およびフー
熱伝導と波動の リエの変数：分離法を用いて、針金の熱伝導（1次元放物型

9 数理 方程式）および弦の振動（1次元双憎憎方程式）の問題を 同　上 同　上
（その3） 解決する。

現在の科学技術における、偏微分方程式の、すなわち、
発展系の数値解 分布定数系の実際的な応用は、コンピュータによる数値解 桂田祐史 桂田祐史

10 析 法を抜きにしては成り立たない。そのための普遍的な方法 （明治大学 （明治大学

（その1） である差分法による数値解法の基礎をすでに学んだ熱伝導 講師） 講師）

の問題等について解説する。

前回に引き続いて差分法による発展系の数値解法の考察
発展系の数値解 を行い、かっ、定常状態への移行の問題、非線形問題への

11 析 拡張について学ぶ。 同　上 同　上
（その2）

フーリエ級数の威力を、変域が無限区間におよび場合に
フーリエ変換； 拡張しようとすれば、フーリエ変換あるいはフーリエ積分

12 出会いとなじみ に到らねばならない。この趣旨どおりにフーリエ変換を導 藤田　　宏 藤田　　宏
（その1） 入しその基礎について学ぶ。

前回に引き続き、理論的にも応用的にも西前空間を変域
フーリエ変換； とする偏微分方程式の解析の基本であるフーリエ変換の性

13 出会いとなじみ 質および応用について学ぶ。 同　上 同　上
（その2）

δ関数を典型とする超関数の概念の理解は解析の自由な
超関数；出会い 応用の支えである。その解説に当たっては、数学的な明快

14 から応用へ さは尊重しながらも、超関数との友好的な出会いと応用志 同　上 同　上
（その1） 向のなじみの構築を目的として展開していく。

o

前回に引き続き、超関数が自由な解析操作を許す寛大な
超関数；出会い 世界であることを学ぶ。

15 から応用へ 同　上 同　上
（その2）
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＝数学基礎論C99）＝（R）
〔主任講師：隈部正博（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　論理学の基礎を数学的立場から解説する。目標はゲーデルの不完全性定理の理解である。予備知識は特に
要求しない。自然の理解専攻以外の学生向けでもある。数学的論理学の概要を理解するのがねらいである。

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）

この印刷教材を読むにあたって必要な予備知識について
述べる。 隈部正博 隈部正博

1 準　　　　　備 （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

命題論理とは何かについて述べ、論理式の定義、真偽値
について述べる。

2 命　題　論　理 同　上 同　上

論理式の真偽値についてさらに考察し、トートロジーの
概念について述べる。

3 トートロジー 同　上 同　上

論理記号の完全性について述べる。

4 論理記号につい 同　上 同　上
て

命題論理のコンパクト性定理の証明をする。

5 コンパクト性定 同　上 同　上
理

述語論理とは何かについて述べる。対象式と論理式を定
義する。

6 一階述語論理 同　上 同　上

構造を定義し、述語論理における論理式の真偽について
考える。

7 構　　　　造 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）

述語論理におけるロジカルな満足性という概念について
述べる。その後演繹計算とはどういうものか簡単に述べ

8 ロジカルな満足 る。合わせてゲーデルの完全性定理のもつ意味について述 隈部正博 隈部正博
性と演繹計算 べる。

論理公理について述べる。

9 論　理　公　理 同　上 同　上

演繹計算についてのいくつかの定理を述べる。
演繹計算につい

10 てのいくつかの 同　上 同　上
定理

自然数論について述べる。

11 自　然　数　論 同　上 同　上

自然数上の関係や関数の表現可能性、計算可能性につい
て述べる。

12 表現可能性と計 同　上 同　上
算可能性

ゲーデル数の定義をした後、自然数論における証明の算
二化とはどういう事かについて述べる。

13 ゲーデル数と証 同　上 同　上
明の算術化

ゲーデルの第一不完全性定理の証明をする。

14 不完全性定理 同　上 同　上

その1

ゲーデルの第二不完全性定理の証明をする。

15 不完全性定理 同　上 同　上

その2

792



＝計算の理論C99）＝（R）

〔圭騰臨鞭懸魚翻聾二葉勘

全体のねらい
　いろいろな具体例を通して、異る型の計算問題に触れさせ、関連する技法の紹介や、効率の比較を行う。
全体を1．計算の基礎、H．計算の効率に分ける。1では入門を兼ねて親しみやすい問題を多く入れ、解を
さがす技法や「解がない」ことの証明の技法、Hでは実用的な問題についての技法と効率の比較を行う。

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）

数学的帰納法の考え方を説明し、具体的な問題を解きな
がら理解を深ある。ハノイの塔問題について、その解法手 仙波一郎 仙波一郎

1 数学的帰納法に 順を詳しく考察する。 （茨城大学 （茨城大学

ついて① 教授） 教授）

数学的帰納法の考え方を説明し、具体的な問題を解きな
がら理解を深める。ハノイの塔問題について、その解法手

2 数学的帰納法に 順を詳しく考察する。 同　上 同　上
ついて②

背理法の考え方を説明し、具体的な問題を解きながら理
解を深める。解が無数にあることや、解が存在しないこと

3 背理法について を示すときなどに有用である。とくに、ピタゴラス数と素 同　上 同　上
① 数について、その性質や生成法などを詳しく考察する。

背理法の考え方を説明し、具体的な問題を解きながら理
解を深める。解が無数にあることや、解が存在しないこと

4 背理法について を示すときなどに有用である。とくに、ピタゴラス数と素 同　上 同　上
② 数について、’その性質や生成法などを詳しく考察する。

部屋割論法の考え方を説明し、具体的な問題を解きなが
ら理解を深める。ある条件を満たす解を具体的に求めるこ

5 部屋割論法 となく、解の存在を示すときに有用な論法である。 同　上 同　上

2値化の考え方を具体的な問題を通して説明する。解が

6 2　　値　　化
存在しないことを示す場合にその切れ味を味わってほし
｢。 同　上

　　　P　　’　♂

ｯ，上で
．　〆

、　■…“r　阻隔

1対1対応の考え方を説明し、具体的な問題を解きなが
ら理解を深める。うまい対応づけによって、解が求められ

7 1対1対応 ていく過程に注目してほしい。 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 バックトラック

@

　バックトラックの考え方を具体的な問題を通して説明す
驕Bパズル問題（川渡り問題、はかり分け問題など）、数
w的問題（集合分割問題、整数分割問題など）、フラクタ
巨}形などを取り上げる。具体的な解をすべて求める場合
ﾉ、汎用的かつ強力な方法である。

仙波一郎 仙波一郎

9 バックトラック

A

　バックトラックの考え方を具体的な問題を通して説明す
驕Bパズル問題（川渡り問題、はかり分け問題など）、数
w的問題（集合分割問題、整数分割問題など）、フラクタ
巨}形などを取り上げる。具体的な解をすべて求ある場合
ﾉ、汎用的かつ強力な方法である。

同　上 同　上

10 順列の生成

　順列を生成するいろいろな方法を紹介する。興味ある応
p例を示す。’

同　上 同　上

11 計算の効率

　電卓を使って、複利計算
@10万円×1．05×……×1．05
�ﾀ行する方法について考えてみます。こんな簡単な問題
ﾅも、計算の上手・下手によって、効率がずいぶん違うこ
ﾆに、注目して下さい。

野崎昭弘
i大妻女子

蜉w教授）

野崎昭弘
i大妻女子

蜉w教授）

12 方程式の解法

　5次以上の代数方程式には解の公式がありません。しか
ｵ数値計算で解の近似値を求めることなら、もっと複雑な
羽�ｮでもできます。そのことを具体的な例で説明し、効
ｦの観点も加えて検討します。

同　上 同　上

13 表　の　検　索

　コンピューターに記憶された大量のデータから、目あて
ﾌ情報をさがすことを「検索」といいます。ここでは基本
Iな「表の検索」について、簡単な工夫で所要時間をずっ
ﾆ短くできることを説明します。

同　上 同　上

14 旅　行　計　画

　東京、名古屋、金沢、新潟、大阪の各都市を訪問したい
ﾌですが、どんな順序で、どんなコースを通ればいいでし
蛯､か？2都市間の最短コースをさがす問題から始めて、
｢くつかの計算問題とその解法を紹介します。

同　上 同　上

15 計算の理論の歴

j

　ギリシャ時代の工夫、たとえば「ユークリッドの互除
@」から始まって、現代の最先端をゆく並列計算の理論ま
ﾅ、いくつかのポイントをひろいながら概説してみたいと
vいます。

同　上 同　上
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＝パソコンによる解析学：C99）＝（TV）

〔主任講師：森本光生（国際基督教大学教授）〕

全体のねらい
　パーソナルコンピュータを利用して、数値実験を行い、グラフを描き、解析学（数列、級数、微分、積
分、微分方程式）について解説する。解析学は無限を前提として成立しており、コンピュータは有限のシス
テムである。この差異を十分に注意しながら、パソコンによる数値計算という観点より、解析学を見直して
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 パソコンによる

v算

　パソコンによる数値計算の手段として、UBASICと
｢う言語を学ぶ。基本的には、加減乗除をくりかえして数
l計算はなされるが、誤差の累積の危険性を避けるため
ﾉ、収束のスピードが問題になる。遅い収束をする数列
ﾆ、速い収束をする数列の例をあげたい。

森本光生
i国際基督

ｳ大学教授）

森本光生
i国際基督

ｳ大学教授）

2 反復による平方
ｪの求め方

　αを正の数とするとき、x1→音（x＋差）の反復でκは毎に収束する。この収束は“2乗収束”と呼ばれ、高速である。今回は数列の収束の概念を復習し、上記のニュートン法について学ぶ。パソコンによる数値計算も行う。

同　上 同　上

3

ライプニッツの
艶狽ﾆマチンの
�ｮ

　ライプニッツの級数は、緩慢に円周率に収束するが、遅
ｷぎて円周率の数値計算には適さない。通常、円周率の数
l計算は、マチンの公式により、逆正接関数のテイラー展
Jを利用する。今回はマチンの公式を証明し、その威力を
pソコンによって確かめてみる。

同　上 同　上

4 パソコンによる
Oラフィックス

　モニターのグラフィックス画面は方眼紙である。この方
瘤?ﾌ枡目は、標準的には640×400である。今回は、ここ
ﾉ描画するためのUBASICの命令を学び、y＝∫ωのグ
宴tを描いて見る。また描画の例として、モンテカルロ法
�糾o化してみよう。

同　上 同　上

5 フーリエ級数の

Oラフ

　フーリエ級数は三角級数とも呼ばれる。周期関数はすべ
ﾄフーリエ級数に展開される。無限級数はグラフに描くこ
ﾆはできないが、有限和のグラフを描いてみて、極限の関
狽ﾌ様子を探ってみたい。連続だが微分できない関数も
tーリエ級数で表わせる。

同　上 同　上

6
イタリック、
唐奄似ｧ体テイ
堰[展開のグラ

t

　関数のテイラー展開について説明する。例えば、y＝5乞㍑
ﾌテイラー展開のはじめの数項のグラフを描いてみて、テ
Cラー展開の意味を探る。テイラー展開を利用して、ネピ
Aの定数：や三角関数の値の精密な近似値を加減乗除だけで
v算してみる。

同　上 同　上

7

数
値
積
分
の
公
式
1

　π紛を増加（減少）関数とした時、去∫ω♪は定積分1＝∫δπ紛dxの不足（過剰）近似値で、圭∫θクは1の過剰

i不足）近似値である。したがってその平均値は1の近似
lとして適当である。これを台形公式という。これを改良
ｵてシンプソンの公式が得られる。

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）

滑らかな関数の台形公式による数値積分の誤差解析は詳
しく実行することができる。オイラーマクローリンの公式

8 数値積分法の誤 を紹介しよう。シンプソン公式の誤差解析や、より高度の 森本光生 森本光生
差解析 数値積分の公式（ロンバーグ法）についても触れてみたい

と思う。

正方形の周の長さから出発して、辺の数を倍々に増やし
ていく。正2π角形の周の長さは整数から出発して加減乗

9 関孝和の円周率 除を開平算を組み合せて求めることができる。π→。・とす 同　上 同　上
計算 れば円周率が求まるが、収束は遅い。和算家の関孝和は、

巧妙な加速法を発見した。

建部直感（たけべかたひろ）は、単位円に内接する正4
角形、正8角形、正16角形、…、正1024角形の周の長さを

10 建部賢弘の円周 計算し、この9個の数値から、43析の円周率を求めた。彼 同　上 同　上
率計算 は、いったいどのような方法で計算したのであろうか探っ

てみたい。

簡単な微分方程式により、微分方程式の表わす自然現象
について解説する。流れの図をパソコンに描かせて、微分

11 微分方程式の意 方程式とその解の数学的な関係について考える。微分方程 同　上 同　上
味 式の一般解は曲線群を表すことと、適切な初期値を持つ解

は一意的に定まることを確認する。

変数分離型、同次型、一階線形微分方程式など、積分を
実行することにより微分方程式の解が具体的に求められる

12 微分方程式の求 場合がある。今回はこのような微分方程式の実例をいくつ 同　上 同　上
積法 か取り上げ、計算例をみることにする。

13 微分方程式の数 わす。初期値xω♪＝κ。を与えた時の近似解を折れ線近似で 同　上 同　上
値解法 求めることを、オイラー法という。オイラー法を改良する

ことについても述べよう。

オ　＝αx十dy，　　　　　，　＝αど十dy

という2次元の自励系は、二二xという行列形で記述でき
14 2次元線形自励 る。パソコンが描く解軌道図を眺めながら、この自励系の 同　上 同　上

系 軌道の様子と行列Aの固有値の関連について考察しよう。

オー∫ぐx，y♪，　　，一α‘κ，y♪

という2次元の自励系の解x＝xω，y＝yωの軌道をパソ
15 2次元自励系の コンに描かせながら、定常解の安定性について説明する。 同　上 同　上

定常解 いわゆる極限円もパソコンで容易に描くことができる。
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＝相対論C　99）＝（R）

〔主任講師：藤井保憲（日本福祉大学教授）〕

全体のねらい
　この講義では、相対性理論全般にわたって平易な解説を目指す。数式の使用は必要最低限にし、直観的な
説明を心がける。重要な点については、時間をかけて丁寧な説明をする。また相対性理論が現在の基礎研究
や技術にどのように役立っているかにも焦点をあてる。

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 相対性理論とは

ｽか

　特殊、および一・般相対性理論とはどんなものか、詳細に
ﾍいる前に概観と現代の姿を与える。次に特殊相対性理論
ﾌ成り立ちにはいる。以後の説明の準備として座標系、慣
ｫ系、またガリレイ変換などを解説し、また電磁気学にお
ｯる光速度との関連にもふれる。

藤井保憲
i日本福祉

蜉w教授）

藤井保憲
i日本福祉

蜉w教授）

2 同時刻とはどう

｢うことか

　光速度不変の原理から出発し、直感的な議論によって同
檮盾ﾌ相対性や動いている時計のおくれを示す。絶対時間
T念の崩壊を強調し、ローレンツ変換を紹介する。それに
謔ﾁて新しい速度の合成則を導く。

同　上 同　上

3 時空とは何か

　ローレンツ変換の作用する場所としてミンコフスキー時
�Aその中の世界点、世界線、固有時について述べる。2
沍ｳから出発し、時計のおくれなどの現象を再現する。光
~錐を説明する。4次元ベクトル、スカラー、ローレンツ
s変量を解説する。

同　上 同　上

4

特殊相対性理論

ﾉよって何が
墲ｩったか

　4次元エネルギー・運動量ベクトルからE＝mc2を導き、
ｴ子核エネルギーについて説明する。さらに速度とエネル
Mーの関係も議論し、加速器の原理を述べる。ディラック
羽�ｮ、それに関連してスピンについても述べる。レーザージャイロなど、最近の応用にもふれる。

同　上 同　上

5 パズルはいかが

　特殊相対性理論にかかわるいくつかのパズルに挑戦して
ﾝる。これまでに習ったことの練習問題にもなるし、さら
ﾉ深い理解のためにもなるだろう。 同　上 同上

6 一般相対性理論

ﾖの道

　一般相対性理論に導くいくつかの概念について説明する。
ﾁに非慣性系、慣性力、2種類の質量などを通じてニュー
gン力学の微妙な点にふれ、等価原理を理解する。エトヴ
Fッシュの実験もとりあげる。

同　上 同　上

7 曲がった時空

　加速度運動をあらわす曲がった世界線から、曲がった時
�ﾖの着想について述べる。曲がった空間の幾何学の話し
ﾉはいる。計量、平行性、曲率、測地線などの概念を説明
ｷる。

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）

運動方程式としての測地線の考え方を述べる。ニュート
ン的極限で、計量が重力ポテンシャルと解釈できることを

8 重力は力ではな 示す。また回転座標系における円心力の例も考察する。等 藤井保憲 藤井保憲
い 価原理のさらに深い到達点として、単なる慣性力と真の重

力との違いについて説明する。

等価原理の適用例として重力的赤点変位を導く。Pound一
Rebkaの実験、およびVessotの実験、さらにはこれを利用

9 重力による時計 した重力計にも触れる。また最近の地球的規模の時計合わ 同　上 同　上

のおくれ せの話題も含める。

基本的考え方と結果を簡潔に述べる。またその苦心談も
交える。ニュートン理論との関係、またその非線形性を強

10 アインシュタイ 回する。その解として、線形解、静的厳密解、宇宙論的解 同　上 同　上
ン方程式 があることを説明する。時空と物質との相互関係について

も述べる。

シュワルツシルトに関する挿話を交えながら、解の特徴
を説明する。ついでブラックホールの説明にはいる。地平

11 シュワルツシル 線の性質、またそれへの落下の様子を解説する。またブラ 同　上 同　上
ト解 ックホールの現実性についても語る。超新星との関連にも

触れる。

水星の近日点移動、太陽のまわりの光の曲がりについて、
歴史的挿話と共に説明する。ついで最近の太陽系実験につ

12 太　　陽　　系 いて述べる。さらに連星パルサーに関する話題も含め、実 同　上 同　上
験重力の発展について語る。

重力波の特徴について説明し、その検出のための努力に
ついて述べる。また重力波天文学としての将来性について

13 重　　力　　波 もふれる。ついで宇宙論の基礎にはいる。 同　上 同　上

膨張宇宙の解を提示する。宇宙定数の挿話とハブルの発
見について語る。赤方変位について説明し、現代のビグバ

14 宇　　宙　　論 ン宇宙観について解説する。宇宙背景輻射、暗黒物質や宇 同　上 同　上

宙定数などに関する話題も含める。

素粒子物理学との接近について述べる。アインシュタイ
ン理論のさらに奥にある統一理論について概説する。

15 統　一　理　論 同　上 同　上

一798一



＝物質の科学・反応と物性（99）＝（TV）

〔繋縛：輔欝1鵬1女聾攣鍵1〕

全体のねらい
　この講義では、物質の示すさまざまな状態・性質と化学変化を熱力学と反応速度論という2つの方法論に
よって探求する。方法論の原則を実験事実を通して理解し易く解説することを念頭におく。なお、これらの
原則がどのように現代の先端的な問題に関連しているかの解説にも留意する。

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）

本講義の目標と背景、その概要を説明する。物質の科学
は、物質のもつさまざまな特性を原子・分子のレベルで探 土屋荘次 土屋荘次

1 序論：物質探究 求する学問である。この講義では、主として熱力学と反応 （日本女子 （日本女子

の方法論 速度論に基づいて物質の反応と物性を解き明かす予定であ
驕B

大学教授） 大学教授）

物質はそれを構成する原子分子の運動による固有なエネ
ルギーをもっている。エネルギーの大きさを規定している

2 物質のもつエネ のは温度であり、また、エネルギーの変化は、熱や仕事と 同　上 同　上
ルギー して認識される。この章の目標は、物質のエネルギーの根

源とその変化についてを学ぶことである。

物質の化学変化にともなってエネルギーの吸収、または
放出がある。この章では、物質の構成成分について標準状

3 熱　　化　　学 態エネルギーを定義することによって、結合エネルギーな 同　上 同　上
ど物質固有なエネルギー、および反応にともなうエネル
ギー変化を考察する。

物質の状態を規定するには、エネルギー以外にエントロ
ピーという物質固有な物理量を必要とする。この章では、

4 物質のエントロ エントロピーの物理的な意義とそれが何故物質の状態を支 同　上 同　上
ピー 配するのかを説明する。

物質の化学変化や状態変化は、最終的には平衡状態とな
る。この講義では、平衡状態がギブスエネルギーが最小と

5 化　学　平　衡 なる条件で達成されることを説明し、化学平衡への応用を 同　上 同　上
考察する。

物質は、固体、液体、気体の3つの状態のいずれかをと
る。純物質について、どのような条件でどのような状態を

6 相　　平　　衡 とるかを論ずるのが本章の課題である。 同　上 同　上

2つの成分物質の混合系のとりうる状態を論ずるのを目
的とする。組成によって平衡状態がどう違って来るか、ま

7 溶　　　　液 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 相　　転　　移

　物質の気体、液体、固体の3っの状態間の相の変化の他
ﾉ、結晶や液体状態で様々な相変化（相転移）をする物質
ｪ数多く存在する。相転移がなぜ起こるのかを、エネル
Mーとエントロピーの立場から、いくつかの例で解説す
驕B

但そ來道夫
i大阪大学

ｳ授）

三三道夫
i大阪大学

ｳ授）

9 高分子の構造

　高分子物質の多彩な性質は、それがとり得る複雑な構造
ﾆその分子運動に起因している。ここでは高分子の構造
�A単量体の一次構から始めて、高分子鎖の一次構造、二
沚¥造、高次＝構造を主として熱力学の立場から説明する。

西　　敏夫
i東京大学

ｳ授）

西　　敏夫
i東京大学

ｳ授）

10 高分子の物性

　高分子に特徴的な物性として、ゴム弾性やゲルの物性、
pｫ能繊維、粘弾性などを取り上げ、構造と物性の関係を
燒ｾする。また、機能性高分子の例として、光学的特性、
ｱ電性、圧電性などを示すと共に、これからの高分子の可
¥性について述べる。

同　上 同　上

11 化学反応のしく

ﾝ（1）

　物質の化学変化、つまり、反応の速度をどう表現する
ｩ、その速度を支配しているものは何かなど、反応速度の
軏{を学ぶ。 土屋荘次 土屋荘次

12 化学反応のしく

ﾝ（2）

　化学反応は、原子分子同士の衝突によって起こる多くの
f反応から組み立てられる複合反応の形式をとる。その場
〟A反応を推進する機構がどうなっているかを燃焼や爆発
ｽ応などの例について学ぶ。

同　上 同　上

13 大気の化学

　地球の大気は太陽光をエネルギー源とした光化学反応の
黷ﾅある。この章では、オゾン層の生成などの自然大気で
Nっている光化学反応と、人間活動によって大気中に放出
ｳれた汚染気体が起す光化学反応を学び、同時に人間活動
ｪ自然に与える影響を考える。

鷲田伸明
i国立環境

､究所部長）

鷲田伸明
i国立環境

､究所部長）

14 エネルギー変換

ﾌ化学

　電子のやりとりで進むプロセスのあらましを説明し、エ
lルギー変換の原理を解説する。とくに、人間社会にとっ
ﾄもっとも重要なエネルギー変換である光合成をとり上
ｰ、光エネルギー変換のメカニズムを検討する。

渡邊　　正
i東京大学

ｳ授）

渡邊　　正
i東京大学

ｳ授）

15 触媒の化学

　われわれの生活は、さまざまな有用な合成物質に支えら
黷ﾄいる。それらの大部分は、触媒という特定の化学反応
�}介する機能物質によって合成される。この章では、触
}のもつ反応メカニズムを学び、その多様な可能性を探
驕B

御園生誠
i東京大学

ｳ授）

御園生誠
i東京大学

ｳ授）
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＝＝ ｶ
ムヒ目ヒ、
ノし≧」、 学C99）＝（TV）

〔主任講師：藤井宏一（筑波大学教授）〕

全体のねらい
　生物群集の構造は固体、固体群、群集のレベルからなっている。本講義では各レベルでの、生物と無機的
環境、生物と生物との関係を理論的に、そして具体例をあげながら講義し、生物集団の構造と機能、生物群
集や生態系の多様性、全体性およびそれらの動態についての理解を深め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 生態学とは

　生態学は生物学の1分野として存在し、その中心課題は
ｶ物の分布と固体数の変動を理解することにある。生態学
ﾌ成り立ちと歴史、現在の研究の中心課題、人間生活との
ﾖわりなどについて述べる。

藤井宏一
i筑波大学

ｳ授）

藤井宏一
i筑波大学

ｳ授）

2 生物活動の舞台

　生物の活動は、生活場所の地学的条件で決まる無機的環
F境に大きく規制される。生物の活動に大きく影響する物
掾E化学的要因ならびに生物にとっての生活必要資源につ
｢て解説し、あわせて気候など無機的環境条件に対する生
ｨの応答について考える。

同　上 同　上

3 光合成一葉から

Q落へ

　生態系における一次生産者の役割を担う植物の光合成と
�C象・環境要因によるその制御や、環：境への生理的・形
ﾔ的馴化について述べる。一枚の葉の光合成から群落の物
ｿ生産までのスケールアップにも触れる。

鷲谷いつみ
i筑波大学

赴ｳ授）

鷲谷いつみ
i筑波大学

赴ｳ授）

4 消費者と食物網

　すべての動物と大半の微生物は緑色植物が生産した有機
ｨを直接・間接に消費して生活する。食う一食われるの関
Wで網目状に結ばれている生物どうしの関係について考
ｦ、この網の構造とそれを構成する物質とエネルギーの流
黷ﾉ見られる法則を探る。

藤井宏一一 藤井宏一

5 物質とエネル
Mーの流れ

　生物世界と非生物世界とを包含する複雑な物質とエネル
Mーの流れの場を生態系と呼ぶ。地球全体はひとつの生態
n複合である。生物を構成する主要な元素に着目して、系
煌Oにおけるそれらの挙動を追うとともに、系を出入りす
驛Gネルギーの流れをたどる。

同　上 同　上

6 さまざまな生態

n

　生物間相互作用を介した生物群集／生態系のなりたち、
蛯ｫな空間的スケールで捉えた生態系として世界のバイ
Iーム、日本のバイオームについて述べる。また、いくつ
ｩの代表的な生態系を取り上げてその特徴を紹介する。

鷲谷いつみ 鷲谷いつみ

7 自然淘汰と適応

　自然淘汰にもとつく進化、それによってもたらされる適
桙ﾉついて述べる。いくつかの具体的な適応の例を紹介す
驍ﾆともに、理論的なアプローチの有効性についても述べ
驕B

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）

植物の生活史の進化の主要な淘汰圧について考察し、
C－R－Sモデルを紹介する。さらに、植物の栄養成長期

8 植物の生活史戦 の適応として、可塑的な形態形成と被食適応について述べ 鷲谷いつみ 鷲谷いつみ
略 る。

植物にみられるきわめて多様な種子繁殖の様式につい
て、開花・授粉、結実、種子分散、種子の休眠・発芽、実

9 植物の繁殖戦略 生確立のそれぞれの生活史ステージごとに概説し、それぞ 同　上 同　上
れの生態的意義について考える。

生物集団（個体群）の個体数は、有限の環境においては
無限に増加することはできない。このような環境下におい

10 個体数の変動 て、生物種はどのように対応しているのか、まずその機構 藤井宏一 藤井宏一
について理論的に述べ、ついで実例を見ながら密度効果、
“なわばり”などについて論じる。

同じ資源を利用する異なった生物種間には種間競争が存
在しうる。種間競争とは何か、まずその機構について理論

11 種　間　競　争 的に取り扱い、さらに種間競争の結果として起こる諸現象 同　上 同　上
（“すみわけ”、形質置換など）について、観察例を用い

て説明する。

食うものと食われるものの関係（捕食一被食関係）は、
生物間の相互作用の中でも一番重要な関係のひとつであ

12 食うものと食わ る。まず捕食一被食関係にある生物種の動態の理論につい 同　上 同　上
れるものの関係 て述べ、次に実例を用いて自然界における捕食一被食関係

のはたす役割について説明する。

生物はなんのために存在するのか、またその目的を達成
するために、無機的環境、そして他の生物に対して如何に

13 動物の生存戦略 適応してきたかについて、まず理論的考察を行ない、つい 同　上 同　上
で動物の三三戦略、繁殖戦略などを例にとりながら説明す
驕B

現代の生物多様性の急速な喪失の主要な原因は、乱獲i・
過剰採集とともに生育場所の分断・孤立化および生物学的

14 生物多様性の保 侵入といった「生態的」なプロセスである。ここでは生物 鷲谷いつみ 鷲谷いつみ
全 多様性の保全のたあの生態学を紹介する。

これまでに学んできた生物の生き方の知識と、我々人間
の今後の生存との関わりを議論する。生態学の知識が、人

15 生態学と人間 口問題、食料問題、環：境汚染など現在我々が直面する諸問 藤井宏一 藤井宏一
題の解決にどんな示唆を与えられるのか、どのように貢献
できるのかを論じる。
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＝生物の進化と多様性（’99）＝　（TV）

〔総藻鱒難欝野㌣蒸熱学趨〕

全体のねらい
　生物の示す性質には、すべての生物に共通の普遍的な性質もあるが、数多くの種に分化している生物の種
が個別に示す多様な性質も知られている。生物の示す多様性は、30数億年に亘る生物の進化の歴史を刻んだ
ものであり、この多様な生物の姿を系統と進化を軸にして理解しようとするのがこの科目の目的である。

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 生物多様性と生
ｨの進化

　地球上に150万種認知されており、実際は千万を超え
驍ｩも知れないと推定されるほど多くの種に分化している
ｶ物の多様性とは何か。歴史的な存在である生物多様性の
R来を進化の視点で総説し、主な分類体系を紹介する。

岩槻邦男
i立教大学

ｳ授）

岩槻邦男
i立教大学

ｳ授）

2 分子レベルの進
ｻと中立説

　表現型レベルの進化は生存と繁殖に有利な突然変異の蓄
ﾏによって起こり、分子レベルでの進化は主に自然選択に
?ｧな突然変異遺伝子が偶然的に種内に蓄積することによ
ﾁて起こる。雌化学における中立説の意義を講ずる。

高畑尚之
i総合研究

蜉w院大学
ｳ授）

高畑尚之
i総合研究

蜉w院大学
ｳ授）

3 生物の分子系統

　脊椎動物の個体発生をモデルとして作られた古典的な系
搦�ﾆ並んで、近年研究が進んでいる分子レベル、特にタ
塔pク質のアミノ酸配列や核酸の塩基配列における差異を
w標に動物の起源と系統進化を明らかにする手法を紹介す
驕B

堀　　　寛
i名古屋大

w教授）

堀　　　寛
i名古屋大

w教授）

4 動物ゲノム進化

ﾌ道筋

　全生物の究極の祖先は、原核生物シアノバクテリウムで
?ﾁたが、動物細胞は、その先祖と思われる原真核動物以
?A各種細菌の細胞質内寄生によって小器官を獲得し、そ
黷轤ﾌ細菌の有効な遺伝子を核内の染色体上に集めること
ﾉよって進化を続けてきた。

　　　大野　　乾
iBeckman　Research

hndstitute　of　the　City
盾?@Hope）

5 動物の系統樹

　ダーウィン以来生物が進化することが広く受け入れられ
驍謔､になり、この視点をふまえた系統樹が作られてい
驕B系統分類学の立場から、現在の多様な動物たちの進化
ﾌ過程と起源を概説する。

白山義久
i京都大学

ｳ授）

白山義久
i京都大学

ｳ授）

6 化石が語る動物

ﾌ進化

　過去の生物の記録である化石を通じて、動物の巨視的な
`態的進化や多様性を紹介する。生物が地球環境の変化や
､存する他の生物種との相互作用の中で、時間とともに；進
ｻしてきたことを、主に脊椎動物を例に講ずる。

冨田幸光
i国立科学

歯ｨ館室長）

冨田幸光
i国立科学

歯ｨ館室長）

7 動物のかたちの

N源と進化

　多細胞動物の体づくりはすべて1個の細胞である受精卵
ｩら始まる。したがって、動物の形の起源と進化を考える
ｽあには発生のメカニズムを理解することが必須である。

ﾅ近になって、動物の体づくりを制御する遺伝子の働きが
ｾらかになりだしている。そうした遺伝子の働きから体制
ﾌ進化に至るまでを概説する。

佐藤矩行
i京都大学

ｳ授）

佐藤矩行
i京都大学

ｳ授）

一803一



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 種の遺伝的分化

　種分化は生物進化の基本となる過程である。生物学的「種」の概念に準拠すれば、種の遺伝子構成には特異性が

?驕B遺伝子分析のもっとも進んだ哺乳動物であるマウス
�ﾎ象に、種の遺伝的分化の実体を探る。

森脇和郎
i総合研究

蜉w院大学
寢w長）

森脇和郎
i総合研究

蜉w院大学
寢w長）

9 陸上植物の種分

ｻ

　陸上に生活する植物は20数万種に分化しているが、その
ｽあには特有の多様化の過程を踏んでいる。遺伝子突然変
ﾙだけでなく、染色体突然変異が、植物の種形成にどのよ
､に現れ、具体化されているかを、実際の例を挙げながら
T説する。

伊藤元三
i千葉大学

赴ｳ授）

伊藤元高
i千葉大学

赴ｳ授）

10 藻類の系統と進

ｻ

　真核生物の進化は具体的にどのような過程を経ていた
ｩ、新たに真核生物となった藻類の多様性はどのように形
ｬされ、維持されているか。現生の藻類の多様性の基づく
､究成果から、藻類の系統と進化を紹介する。

井上　　勲
i筑波大学

ｳ授）

井上　　勲
i筑波大学

ｳ授）

11 陸上植物の起源
ﾆ多様化

　陸上植物は、4億年あまり前に、緑藻類の1群が、陸上
ﾉ進出してきたものである。植物が陸上へ進出してくる背
iと、陸上へ進出してどのように多様化したのか、陸上植
ｨの系統を、葉の形成を具体的な指標としながら紹介す
驕B

岩槻邦男 岩槻邦男

12 種子植物の系統
ﾆ進化

　現生の陸上植物の多様性の大部分は種子植物で占あられ
驕B陸上植物のうちから、種子植物はどのような過程を経
ﾄ形成され、何故このように多様化することができたの
ｩ。種子植物の起源と多様化について、とりわけ花と実の
i化を紹介する。

西田治文
i中央大学

ｳ授）

西田治文
i中央大学

ｳ授）

13 菌類の系統と進

ｻ

　菌類は動物でも植物でもない生物の世界の第3の群を作
驕B菌類の起源と進化について、現生の菌類の多様性を整
揩ｵっっ、その進化の過程を追跡する。菌界にまとめられ
髏^菌類と、変形菌類、ツボカビ類、卵菌類．などの原生生
ｨとの比較も試みる。

土居晶晶
i国立科学

歯ｨ館室長）

土居高高
i国立科学

歯ｨ館室長）

14 人類の起源と進

ｻ

　ヒトが類人猿と共通な祖先から進化してきたことは疑う
]地はない。しかし、いつ、どのようにして今日のヒトが
ﾅきたかは充分に解明されてはいない。化石と分子時計の
ｼ面から進められているこの問題へのアプローチを解説す
驕B

長谷川政美
i統計数理

､究所教授）

長谷川政美
i統計数理

､究所教授）

15 種の多様化と滅

ｸ

　自然界における種の分化の実態はすでに紹介されている
ｪ、種形成と逆に、種には絶滅が必然である。さらに、ヒ
gの営為が地球環境を変貌させたことによって、種の絶滅
ﾍ新たな問題を生み出している。種の形成と滅失について
T説する。

岩槻邦男 岩槻邦男
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＝太陽系の科学（’99）＝　（TV）

〔手騰臨蠣鰯1縮縫㍉鞭1〕

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
る研究成果もふまえて講義し、現代の太陽系像を習得する。

回 テ　　一　マ 内　　　　　　　　　　　　容
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 研究の歴史

　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
ﾏし、最近の探査機による成果や研究にいたる。現代の宇
?ﾏ形成までにおける太陽系天文学の果たした意義も考え
驕B全15回の講義の展開についても述べる。

小尾晶晶
i元放送大

w長）

小尾高高
i元放送大

w長）

2 太陽系の概観

　太陽系の全体像について述べる。太陽を中心とした諸天
ﾌの配位や分布、運動等の特徴について述べ、太陽系に見
轤黷髑S般的特徴を学び、太陽系の起源に及ぶ。 同　上 同　上

3 地球と月の運動

　自転や公転およびそれにかかわる地球の運動の様子を、
ｻれらが解明されてきた歴史とともに学ぶ。さらに、地球
ﾌまわりの月の運動についても学ぶ。

吉岡一男
i放送大学

赴ｳ授）

吉岡一男
i放送大学

赴ｳ授）

4
天球座標と時間・時刻

　天球上での位置を表わす天球座標および時刻の決定は、
n球の自転や公転と深くかかわっている。ここでは、これ
轤ﾌ決定がどのようにして行われ、どのような種類の天球
ﾀ標や時間・時刻が定められているかを学ぶ。

同　上 同　上

5 惑星の視運動と

獅ﾌ現象

　天球上の惑星の動きすなわち視運動は、太陽系のモデル
ﾌ観測的基礎となってきた。ここでは、惑星の視運動がど
ﾌように説明されるかについて学ぶ。また、月の運動に関
Aして、日・月食などの現象についても学ぶ。

同　上 同　上

6 惑星運動の法則

　16世紀後半のチコ・ブラーエの惑星位置の観測をもと
ﾉ、17世紀初あにケプラーが惑星運動に関する3法則（ケ
vラーの法則）を発見した。ここでは、観測結果から法則
ｪ導かれたいきさつや手順について学ぶ。

堀　源一郎
i富山国際

蜉w教授）

堀　源一郎
i富山国際

蜉w教授）

7 面積速度の法則

　17世紀後半にニュートンは万有引力の法則を発見し、そ
黷ﾉ基づいてケプラーの3法則は理論的に導かれた。ここ
ﾅは、面積速度の法則（第2法則）について、その諸側面
�w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 楕円運動の性質

　万有引力の法則からは、2体の運動の軌道として、楕円、
喆ｨ線、双曲線が得られる。ここでは、太陽系でふつうに
ﾀ現している楕円運動について学ぶ。 堀　源一郎 堀　源一郎

9 第3法則と万有
�ﾍ

　万有引力の法則からは、2体の運動について、公転の平均距離と公転周期の間にいわゆる第3法則が導かれる。ここでは、その導き方を通じて2体運動を考え、また天文学における第3法則の応用等も学ぶ。

同　上 同　上

10 惑星以外の天体

ﾌ運動

　地球をまわる月やより一般には惑星をまわる衛星の運動も2体の運動として考えることができる。ここでは衛星の

同　上 同　上

11 摂　　　　　動

　現実の太陽系においては、惑星や衛星等の運動を論ずる
鼾№ﾉ2体運動は理想化されたものにすぎない。小惑星の
^動をはじめ現実の太陽系の力学を論ずるため18世紀以降
ﾉ発展した摂動について学ぶ。

同　上 同　上

12 地球型惑星

　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直接探査で得られた結

ﾊをもとに、それらの地形的特徴や物理的な性質を学ぶ。
松井孝典
i東京大学

赴ｳ授）

松井孝典
i東京大学

赴ｳ授）

B 木星型惑星

　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。ここでは、それらの成果をふまえて、これら大型の惑星の諸性質を学ぶ。

、　同　上
同　上

14 小惑星、小天体

　太陽系には、惑星のような比較的大型の天体の他に火星
ﾆ木星の軌道内を公転する非常に多数の小惑星や、さらに
狽ﾌ多い彗星などの小天体が知られている。これらの小天
ﾌについても、最近の分光観測や直接探査により多くの知
ｩが得られている。これら小天体について学ぶ。

同　上 同　上

15 太陽系の起源

　太陽系の諸天体は、およそ46億年以前に銀河系内の星間
_の中で太陽が形成されるのに伴って誕生した。惑星をは
ｶめとする太陽系の天体の誕生については18世紀中ごろ以
?ｽくの説が出されている。ここでは最近の考え方を中心
ﾉ太陽系の起源について学ぶ。

同　上 同　上
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＝日本列島の地球科学（’99）＝　（TV）

〔主任講師：濱田隆：士（放送大学教授）〕

全体のねらい
　日本列島の形質は、地球の歴史の中で育てられてきた。しかも地殻の激動の場からの産物である。赤道直
下に近い熱帯のサンゴ礁地帯であった部分が、プレート・テクトニクスによって北上し、アジア大陸の東縁
と衝突して誕生した結果であることを、周辺の海域を含めた幅広い地球科学の眼でたどってみる。

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 列島の特徴

　日本列島とその周辺の、海水をとり去った結果の大地形
�T観し、プレート・テクトニクスによる変動帯として成
ｷしてきた諸々の特徴を、グローバルな構造論の立場を通
ｵて理解する。

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

濱田隆士
i放送大学

ｳ授）

2 列島の地質構造

　日本列島は、複雑な地殻変動の重なりとして形成された
ﾌで、現在見られる地質構造も複雑である。プレート衝突
黷ﾌ特徴として、変成帯と非変成帯とが繰り返し配列して
｢たり、火山が帯状に連なるなど、豊かな歴史を反映した
烽ﾌであることを理解する。

同　上 同　上

3 列島の気象

　現在の日本列島は、北半球中緯度西に日本海を隔ててア
Wア大陸に向かい合い、ほぼ南北に細長くのび黒潮・親潮
ﾆいう二大海流に囲まれ、さらに東は太平洋に面しなが
轣A北半球の偏西風帯に位置する。この配置が季節毎に特
･的な気象をもたらすことを理解する。

同　上 同　上

4 列島をめぐる海

　日本は、海洋国・臨海国家と呼ばれるのに相応しい。海
mとは、ただ単に水をたたえた広大な低地というだけでは
ﾈい。地球の自転運動により、太平洋の西縁に当たる日本
�㈲ﾟ辺の海水は特異な運動をとるようになっていること
�揄�ｷる

同　上 同　上

5 島弧とプレート

^動

　日本列島は、グローバル・テクトニクスとしてのプレー
gの運動によってでき上がった。地球表層部にはプレート
ｪどのように配置され、どのような動きをしてきたのか、
�㈹`成の原動力になった地殻運動のモデルを検証する。

同　上 同　上

6 列島周辺の海底

　海の歴史は、海底の地形と地質、そしてその形成年代が
黷ﾁてくれる。海底の歴史は、プレートのどの位置を占め
驍ｩで大きく異なる。列島地形や地質構造との調和のとれ
ｽ配列が、海底の相対的な動きを示していることを理解す
驕B

同　上 同　上

7 地震活動

　変動帯に位置する日本列島には、過去・現在そして未来
�ﾊじ、地震・断層運動が激しい。地震とそれによって起
ｱされる地震災害は、日本列島のもつ宿命であることを理
�ｵ、地震対策の現況をも併せ理解する。・

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）

伊豆大島や雲仙普賢岳だけが火山ではない。日本列島は、
プレートの押し合う場として、地震帯と火山帯とが併存し

8 火　山　活　動 ているので、地質時代から現在に至るまで、多数の火山活 濱田隆士 濱田隆士
動が起こって現在の地形・地質を形成していることを理解
する。

日本列島の基礎をつくり上げた古生代やそれ以前の地層
が語る歴史はまさにグローバルで、アジア大陸の要素と、

9 地　　史 今は消え去った南海のパシフィカ大陸要素との出会いにあ 同　上 同　上
（1）古　生　代 る。化石の語る古生代地理を考え、ダイナミックな列島形

成史前半を理解する。

日本列島形成史に占ある中生代の位置は特別である。か
っては古生代のものと思われてきた秩父帯のかなりの部分

10 地　　史 が中生代前半の形成によることが明らかとなり、列島史は 同　上 同　上
（2）中　生　代 大きく塗りかえられてきている。恐竜化石の産出は、大陸

とのつながりを示すものと理解できる。

日本列島がほぼ現在の姿になる、いわば仕上げの時代で
あり、火山活動、隆起・沈降運動も激しかった。したがっ

11 地　　史 て侵食力も強く、堆積作用も大きかったので、山肌・半島 同　上 同　上
（3）新　生　代 ・平野の形成期となり、海流系も安定化してきた時代であ

ることを理解する。

小さな島国の日本は、多種大量の資源を外国に依存して
いる。そのような中で、日本の地史を反映した鉱化作用・

12 地　下　資　源 地下資源鉱床の形成もあった。石灰岩やヨードなどのみが 同　上 同　上
完全自給型地下資源であることを理解し、エネルギー資源
には乏しい実情をみつめる。

日本は島国といわれるが、それはただ列島をなしている
ということだけなく、大小様々の島々を抱えた多島海胆自

13 多　島　海　型 然環境下にある、ということに他ならない。わが国の気候 同　上 同　上
自　然　環　境 ・風土・産業・文化へもその影響が大きいことを理解する。

日本列島の歴史が＝複雑な分、その研究史も多彩である。

輸入文化として始まった系統的な日本の地球科学を認識し、
14 日本の地球科学 それが時と共に消化・吸収され、今では日本からならでは 同　上 同　上

の進展 の地球科学が、世界に向けて発信される時代となった発展
の経緯を概観する。

日本列島の歴史の主役が大陸系と南方系であったことに
似て、日本列島での人類発展史・生活型にも、南方型と大

15 人と暮らし 陸型とがある。自然環境に見合った風土が形づくられてき 同　上 同　上

た縄文・弥生時代以降、次第にグローバル化も混じ、現在
ではヒトと自然の接点が変容を遂げた。
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　この冊子に掲載した講義内容のうち、最新の開設年次の科

目は、教材の原稿等を作成する時点で主任講師等が執筆して

おり、実際に印刷教材及び放送教材を制作する時点で内容等

を組み替えていることもあり、必ずしも最終的な印刷教材・

放送教材と一致していない部分がありますので、ご容赦くだ

さい。
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