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頁 開設年次 メデイ 単位
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6．夏季集中科目

司書教諭資格取得に資する科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁 開設年次 メデイ 単位
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Q90

Q91

Q92
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学校経営と学校図書館（’04）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　818
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＝： S理学入門（‘06）＝＝（TV）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

　
口
木

星
山
青

薫　　　（放送大学助教授）　　　　　　　〕

勧　　　（東京大学大学院教授）　　　　　〕

紀久代（お茶の水女子大学大学院助教授）〕

全体のねらい

　この授業は、初めて心理学に触れようとしている人を対象とする。心理学が人の心をどのように把握

しようとしているのか、またどのような方法で、人の心に接近しようとしているのかについて、できる

だけ身近で日常的な例を挙げながら紹介していく。

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）

心理学者が 現代の心理学は、「科学」であることを標榜してい 星　　薫 星　　薫

考えてきたこと る。「科学的」であるためには、中立的であること、 （放送大学 （放送大学

客観的であることが、心理学者には求められている。 助教授） 助教授）

これを実現するために、具体的にどのように、そし 山口　勧

てどのような対象に対して、研究が行われているの （東京大学

か紹介する。 大学院教
1 授：）

青木紀久代
（お茶の水

女子大学大

学院助教
授）

生物としての 心は単独で存在するわけではなく、必ず体と共に 同上 星　　薫

ヒト ある。心と体との関係について考える。また、人間 （放送大学

行動についての進化論的分析についても、考えよう。 助教授）

2 さらに、今日急速に進展してきている脳科学の知見

を、人の心や行動に対応付けることの難しさについ
ても、考えてみたい。

社会の中の人 社会の中で人は他の人や集団の行動を理解するよ 山口　勧 山口　勧

うに努めている。また、他者や集団に働きかけたり （東京大学 （東京大学

他者から影響を受けたりしながら生活を営んでい 大学院教 大学院教
3 る。このように社会的な存在としての人がどのよう 授） 授）

に環境を理解し、その中で行動しているかについて
考えることにする。

、

大きくなるこ 人の一生には多くの変化が伴う。こうした発達的 星　　薫 星　　薫

と、老いること 変化は、連続的なものと考えるべきなのだろうか、 （放送大学 （放送大学

それとも、不連続なものだろうか。また、人のこう 助教授） 助教授）

4 した変化には、体の成長、おかれた環境の影響はど

のくらいあるのだろうかといった、発達心理学の基
本的な問いについて考える。

一1一



執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師〆名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

目で見る、脳で 人は、自分の安全の確保や生命の保持のために、 戸星　　薫 星　　薫

見る 感覚器官を通じて常に、自分の周囲にある物や人に （放送大学 （放送大学

対して、「それは何？」、「それはどこ？」、さらに「そ 助教授） 助教授）
5 れは安全？」、「それは何かの役に立づ？」などのこと

を確認し続けている。こうした、知覚の働きの特徴
について考える。

憶える・忘れる、 記憶というのは、何でも放り込んでしまえる一つ 同上 同上

の大きな「袋」なのではなく、いろいろな種類から

なる、複数の働きの集合であると、心理学では考え

6 ている。だから、忘れるといってもその様態は一通

りではない。記憶の働きについて、心理学の考え方
を紹介する。

！

学ぶ・習う 動物が芸を覚えるときには、「ご褒美」が必要であ 同上 同上

る。動物の条件付け研究から出発した学習の考え方

は、心理学の中では大きな位置を占めている。だが
7 人間が勉強をしたり、新しい技能を身につけるとき

にも、同じように「ご褒美」が有効かといえば、そう

でもない。人の学習の特徴についても考える。

考える 私たちは、与えられた問題の答えを見つけようと 同上 同上

して考えたり（問題解決的思考）、今ある情報から、今

は分かっていない何かを推理しようとしたり（推論）

’
8

して、、考える。また、考えるとき、私たちは概念を

利用する。私たちが持つ概念とは、どのようなもの

なのか、どうやって形成されるかについても、考え
る。

知能と頭の良さ ビネによって、世界で初めて知能テストが考案さ 同上 同上

れて以来、知能テストが辿ってきた歴史を紹介する。

また、「頭の良さ」と知能テスト得点とが、同じもの
9 なのかどうか、さちに知能テストで測定される要素

以外に指摘されている「頭の良さ」の要素についても
紹介する。

感情 感情は、いったい何種類に分類できるのだろうか。 同上 同上

また、身体的変化とどう関係しているのだろうか。
感情は、人の認知とどう影響するのだろうか。人は

10 感情をどう表現し、人の感情表現をどう解釈してい

るのだろうか。さらに、攻撃性という感情の特徴に

ついても考えてみたい。

人それぞれ 人の個性は、それぞれ独自のものでありながら、・ 青木紀久代 青木紀久代
同時に他者と共通するところも多い。その人らしさ （お茶の水 （お茶の水

をどのように説明すればよいか。特性か？タイプ 女子大学大 女子大学大
11 か？それを測るにはどうしたらよいか。さらに、パ 学院助教 学院助教

一ソナリティはどのようにして形成されるのか？な 授） 授）

どについて考える。

一一
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　へ容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

希望と悩み 人は、希望を持つことで、未来に向かって前向き 青木紀久代 青木紀久代
に生きることができ、またつちい体験も克服してい （お茶の水 （お茶の水

くことができる。一方で、どんな人にも心の中に葛 女子大学大 女子大学大
12 藤や悩みが生じる。これらの心の成り立ちや機能に 単三助教 学院助教

ついて、身近な例を取り上げながら考える。 授） 授）

心の不調 身体の健康と同じように、心の不調は誰にでも起 同上 同上

こりうる。一生の間に起こりがちな心の不調には、

どのようなものがあるかを整理する。そして、これ
13 らが生じる心のメカニズムを考え、心の状態を知る 、

ための方法について紹介する。

心理臨床的援助 人の心の健康と育ちを援助する場と方法は、多種 同上 同上

多様な展開を見せている。ここでは、心理臨床的援

助心理療法）の歴史、代表的な学派を解説しながら、
14 その共通原理を考える。また様々な援助の場とその

実際について、具体的な事例を紹介する。

文化と人 文化によって人の心の働きや行動は大きく異なる 山口　勧 山口　勧

と考えられているが、同時に多くの点で文化を超え邑 （東京大学 （東京大学

た共通性も存在する。日本人は本当に異質なのだろ 大学院教 大学院教
15 うか。ここでは、文化的な視点から、ノ西洋とアジア 授） 授）

の違い、さらには日本人の心について考えてみる。
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＝　心の科学（‘04）＝＝（TV）

〔主任講師：西川泰夫（放送大学教授）〕

全体のねらい

心の科学（認知科学）の最先端で進められている「心の探求」の現状を紹介する。心をめぐる思索と思弁は、人類の精
神文明史のはじめから多彩な議論が展開きれてきた。しかし一方、その明確な実証的、科学的探究は、ようやく19世

紀半ばごろから開始されなお現状においても究明途中である。その最先端での探求の様子を、基本的な基盤を提供した

個別科学の成果とともに示し、今後への展望を試みる。

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　心の科学の成立背：景一心をめぐる思弁と思索一

ρ

心の科学（認知科学）の成立背景、起源を、人類文明史の上 西川　泰夫 西川　泰夫
に求め、・現在の心の科学（認知科学）の直接の源流となる哲 （放送大学教 （放送大学教

1
デカルトの心身二
ｳ論。

学的・論理学的思索と思考実験をもとに紹介する。その基本

_点となる項目を挙げる。

ﾍじめに。機械。反射。

授） 授：）

g多野誼余夫
デカルトの心身二元論。心とは。思惟。身体とは。心身問題。 （元放送大学

言葉と自由意志。物理過程への還元。人間機械論。 教授）

はじめに。

ホッブスの心身一元論。’ひは推理（リーズン）する。

2
ボツブスの心身一

ｳ論

数学的論理関係と論理構造、計算。

Sの記号論、計算論。人工知能研究。
同　　上 西川　泰夫

心はいかに物から生成されるか。

はじめに。

考えることとはdアリストテレス論理学（三段論法）。三段

3 思惟（思考）とは
論法の基本構造。

l間知性の数学。命題論理学。　　　　　　　　　　　〆
同　　上 同　　上

結合規則の論理構造。知性の源。

述語論理学入門。知性による認識の限界？

はじめに。

．4
考える機械を作る
i人工知能研究）

コンピュータ小史。コンピュータと心。記号計算の機械化。

ﾍたして機械は考えているのか一チューリング・テストー。
Iートマトン（受機）。．

同　　上 同　　上

オートマトンと言語。フレーム問題。

H　心の科学の成立一心の実証と検証一

はじめに。

心の科学は可能か。

心身問題への取り組み、動物霊気の正体。

5
不可視な対象の可
級ｻと計測・計量化

観測機器・実験装置の開発と計測・計量化。みえざる心をい

ｩにとらえるか。
同一　上 同　　上

心的処理時間の計測。、

ドンダースの反応時間湯算法。スタンベーグ・パラダイム。’
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

はじゆに。

感覚・知覚現象とは。物質からいかに心や意識は生成される

6
精神物理学と精神
ｨ理学的関数。

か。心身の間の相互関係一ウエーバーの触2点弁別閾実験一。

Eエーバーの法則5フェヒナーの精神物理学。新精神物理学 調川　泰夫 西川　泰夫

（スティーブンスのべキ関数）。計量心理学。

はじめに。

精神的分泌。パヴロフの条件反射学。脳のモデル。

7
心の物質的基盤一

凾ﾌモデルー

一一汾M号系・二次信号系（高次信号系）。

]神経細胞の構造と機能情報処理量。 同　　上 同　　上

皿　心の科学の広がり一認知科学のフロンテイアー

はじめに。

パーセプトロンの構成単位。

形式的ニューロン、 単純パーセプトロソー形式的ニューラル・ネットワーク・モ

8 形式的ニューラ デルー。単純パーセプトロンのできること。 同　　上 同　　上

ル・ネットワーク 誤り訂正学習法。

脳のモデルに求められる要因。

パターンの空間表現。

はじめに。

情報をめぐって。

9
パラダイムの移行一認知革命一

心とは情報処理システムである。

﨣�ﾆ情報量。

奄ﾌエントロピー概念。　一

同　　上 同　　上

情報伝達容量の限界をいかに乗り越えるか。

はじめに。

カントの呪縛からの解放。

心の科学の基盤を 心の科学の基本パラダイム。

10 問う一認知科学の ダートマス夏季人工知能研究計画。 同　　上 同　　上

成立経緯一 情報科学のシンポジウム。認知科学の成立。
認知科学会。反記号論・反計算論。

IV心の科学と隣接分野との境界領域

（進化）人類学を取り上げる。ヒトの心ないし知性は言うま 波多野誼余夫

でもなく進化の産物であり、その少なからぬ側面が進化の過

程における生態的環境への適応として理解しうる。しかし同 内田　亮子 内田　亮子

11
ヒト知性における

i化と文化
’時に、ヒトは、過去の世代の活動の所産を文化すなわち人工

ｨの体系として受け継ぎ、これをないかすることによりその

（早稲田大学

ｳ授）

（早稲田大学

ｳ授）

知性を発達させる、特殊な動物でもある。この両面をどのよ
うに統一的に理解すべきかを論じる。

言語科学、特に語用論との接点を扱う。ヒトが対話や文章を 今井　邦彦 今井　邦彦
通じて微妙な意味の世界を表現、理解、共有しうるのはなぜ （学習院大学 、（学習院大学

コミュニケーショ だろうか。ヒトの心は、与えられる情報を効率的、効果的に 教授） 教授）

12 ン動物としてのヒ 処理しながら、外界についての理解を改定していく。この過
ト

程で生得的傾向、先行知識、さまざまな推論などが重要な役 波多野誼余夫

割を果たす。
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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）

13
ヒトの心、ロボット

ﾌ「心」

ロボティックス、人工知能との接点。人の心ないし知性を理

�ｷる一つの接近法は、その重要な側面を、人工的に再現し

ﾄみる、というもめである。コンピュータの出現により、ヒ

gと同様な言語的応答をするプログラムが作られるようにな
ﾁたが、最近ではそれにとどまらず、ヒトに似た身体を持っ

ﾄ移動し、それと同様な行動を行うロボットを設計すること
ｪ試みられるようになってきた。

開　　一夫
i東京大学大

w院助教授）

開　　一夫
i東京大学大

w院助教授）

g多野誼余夫

14
認知科学と神経科
w　　　　　　　　r

脳と心の関連についての関心が高まるなか、ヒトの高次な知

ｫの理解にも、認知神経科学からの寄与が期待されるように

ﾈった。サルなどの脳の生理学的な知見の集積に加え、生き
ﾄ働いているヒトの脳を画像化する手法の発展により急速に

i展しつつあるヒト知性の認知神経科学からの情報のうち
ﾅ、認知科学にとって見落とせないのはどんなことか、今後
咜ﾒされるのはどんな発展かを論じる。

入来　篤史
i東京医科歯

ﾈ大学大学院
ｳ授）

入来！ ﾄ史
i東京医科歯

ﾈ大学大学院
ｳ授）

g多野誼余夫

i
5

知性と感情：「無情

ﾈ」心の科学からの

E却

　　　　／Sの科学といっても、その圧倒的に多くの研究は、知的な側

ﾊに向けられてきた。しかし、90年代に入るころから、認
mと感情の関連が注目されるようになる。また、ヒトの相互
�ﾂが、「心の理論」により媒介されていることも明らかに

ﾈってきた。さらに、ヒトの心では、自己と呼ばれる部分が

ﾁに重要であることも広く認識されるようになってきた。

高橋　恵子
i聖心女子大

w教授）

波多野誼余夫

ｼ川　泰夫

kｴ　恵子
i聖心女子大

w教授）
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＝認知心理学概論（‘06）＝（W）

〔主任講師（現職名） 高野　陽太郎（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

　認知心理学とは何か。認知というのは英語のCOgnitiOn，　COgnitiVeの訳で、これは「環境の状態や変化を知

り、それを（個体の生存や種の維持に）利用する」、といった程度の意味である。これを司っているのが心

　（といっても、英語のmindのほう）だから、「心を実験的に研究する学問」でよさそうだが、これだとた
だ「心理学」というのと区別がっかない。そとでもう少し付け加えるとすれば、現在の心理学の主流で、人
間の心を「認知系」の代表としてとらえ、そのふるまいや働きを広い意味での情報処理的モデルを用いて明

らかにしょうという立場をとる心理学、ということになる。

　この科目では、実験：心理学的知見を中心に、認知心理学の各分野においてどのようなトピックが研究され．
ているかを概観し、そのうちの少数を選んで詳しく解説する。ただし、受講者の知的好奇心を刺激するよう、

できるだけ日常生活から生じる疑問を最初に提示し、後でそれに対する理論的・実証的説明をおこなう、と

いう方針を採用したい。

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）

認知心理学とは 認知心理学の紹介。主な研究分野、日常的なトビ 高野陽太郎 波多野誼余
何か？ ックスとの関連、情報処理アプローチと適応論アブ （東京大学 夫（元放送大

ロ」チなどについて論じる。認知心理学の研究・知 大学院教授）
1

見が、単に実験室という人工的な場面での人間行動 高野陽太郎
の特殊な観測でもなく、常識の再確認に留まるもの （東京大学

でもないことを、実例によりしめす。 大学院教授）

イメージ 認知心理学を学ぶためには、ただそこで見い出さ 高野陽太郎 高野陽太郎
一認知心理学の れている事実を知るのでなく、そうした事実を旧い （東京大学 （東京大学

研究方法一 出すための研究法を知る必要がある。ここではイメ 大学院教授）

2 一ジ研究を例に、イメージの実験的研究の歴史を、

認知心理学的研究法という視点から跡づける。

視知覚 知覚について概観したあと、視覚情報処理に焦点 横澤一彦 横澤一彦
を合わせて、物体認知などパタン認識の機能を担う （東京大学 （東京大学

腹側系と空間における対象への働きかけや運動のた 大学院助教 大学院助教
3 めの認知機能を実現している背側系の作用について 授） 授）

論じる。

注意 視覚的注意に焦点をあて、前注意段階と選択的注 同上 同上

意段階を想定する特徴統合理論のほか、分散的注意

と焦点的注意の協調により視覚認知が成立するとい
4 う相互作用理論についても述べる。最後に、注意の

分割や自動化について、一般的な形で論じる。

一一
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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）

記憶の型と神経 さまざまな型の記憶（長期記憶／作動記憶、意味 梅田　聡 梅田　聡
的基盤 記憶／エピソード記憶、処理水準、潜在記憶）の実 （慶磨義塾 （慶慮義塾

ノ
験的研究、モデル、神経的基盤などについて紹介す 大学助教授） 大学助教授）

5 る。

日常記憶 これまでの実験室での記憶研究から、日常記憶を 同上 同上

も含めることによりどんな進展があったのか、目撃

証言、自伝的記憶、展望記憶、虚記憶などの現象を
6 取り上げる。合わせて、記憶の状況依存性にも触れ

る。

知識と表象 認知の構築材料ともいうべき、記号的表象と知識 波多野誼余 波多野誼余
についての実験心理学的知見を要約するほか、高次 夫（元放送大 夫（元放送大

の知識の単位である概念（カテゴリ）、命題、スキ 学教授） 学教授）
7 一マ（スクリプト）などについて説明する。あわせ

て、ここ20年ほどの間にめざましく発展した非記号
パラダイムによる研究例について学ぶ。

言語・談話理解 単語認知、構文解析、談話理解に関しては、それ 同上 同上

それ膨大な実験的検討がなされてきた。ここでは、

そのうちでとくに理論的に重要な研究例をみるとと
8 もに、その日本語への適用例について学ぶ。

言語と思考 言語（例えばある現象を表す語彙の豊富さ）によ 高野陽太郎 高田陽太郎

り思考（その現象をどれほど分化して概念化しうる （東京大学 （東京大学

か）が決定されるという言語相対性仮説のほか、バ 大学院教授） 大学院教授）

9 イリンガルの知能、外国語で作業する際の同時処理

課題での成績低下などをめぐる実験的証拠を総覧す
る。

言語と脳 神経科学との相互浸透・影響は、認知心理学の多 福沢　一吉 福沢　一吉
くの分野において生じているが、なかでも言語の脳 （早稲田大 （早稲田大

科学に注目が集まっている。脳損傷患者についての 学教授） 学教授）

10 詳細な症例分析と脳画像計測・解析技術の進歩につ
いての初歩的：解説のほか、失語、失読、失書などの

認知学的説明を行う。

問題解決 思考の研究では㌧問題解決が中心となる。初期の 波多野誼余 波多野誼余
問題解決はもっぱら人工的問題を用いていたが、最 夫（元放送大 夫（元放送大

近ではもっと自然な状況での問題解決も増えてい 学教授） 学教授）
11 る。人工知能、エキスパート・システムとの関連に

ついても触れるほか、洞察や創造の実験的研究も紹
介する。

～
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容㌧ 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

推論 思考研究のもう1つの柱は、推論研究である。人 山　　祐嗣 山　　祐嗣
間が演繹推論、帰納推論の課題を解く過程、進化心 （神戸女学 （神戸女学

理学や文化心理学からの示唆などについて、実験的 院大学教授） 院大学教授）

12 証拠に基づいて論じる。

意思決定 いくつかの可能な選択肢のうちから一つを選ぶま 小橋　康章 小橋　康章
での過程を意味する意思決定は、認知研究と経済、 （大化三代 （大化社代

経営、社会などの研究との接点になっている。人間 表取締役） 表取締役）

13 が行う意思決定にはさまざまな心理的要因やバイア

スが働くため、「規範」からの逸脱が生ずることや、

人間が最適解を求めるのでなくヒューリスティクス

を用いることなどが知られている。

社会的認知 認知心理学と社会心理学の境界領域で、情報処理 高野陽太郎 高野陽太郎
アプローチと適応論（進化的）アプローチが競合す （東京大学 （東京大学

る分野でもある社会的認知を扱う。個人の所属する 大学院教授） 大学院教授）

14 社会的カテゴリに関する知識や社会的事象に関する

知識が果たす役割、社会的推論の方略など。

認知研究の将来 これまでの14回の講義を総括するほか、心理研究 波多野誼余 波多野誼余
と脳研究の関係をめぐって議論をかわす。両者が無 夫（元放送大 夫（元放送大

15
関係だとする論や、心理研究が脳研究に灰石される

ﾆする論を退け、両者が相互に促進的な影響を及ぼ
学教授）

v?z太郎

学教授）

v?z太郎
しうる可能性を追求する。 （東京大学 （東京大学

大学院教授） 大学院教授）
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事務局　開設
記載欄　年度

平成19年度 目
分

科
区

共通科目
（人文系）

目
ド

科
ひ 1113100

修
限

履
制

無
戦
数 2

科目名（メディア）＝　精神分析入門（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名） 牛島　定信（東京女子大学教授）〕

講義概要

　　精神分析は、神経症の治療法として登場したが、実践を重ねる中で人間を理解する心理学理論となり、人

　格を探求する研究方法として発展した。20世紀の思想界に大きな影響を及ぼしたことは周知の通りである。
　その一方では、時の経過とともに人の人格のあり様が変貌する中で、精神分析的理論もまた大きく変化した。
　本講座では、精神分析がどのようにして生まれて実践に供されるようになったか、さらにその後の発展を辿

　るこどにしたい。

授業の目標
・無意識を理解する

・精神分析的本能論を理解する

・自我の機能を理解する

・対象関係を理解する

’　x，

執筆担当 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 学問が理論家の人格や生涯と密接にかかわることを 牛島定信 牛島定信
と精神分析 発見したのは他ならぬ精神分析である。ここではフ （東京女子 （東京女子

ロイトの生涯を辿りながら、精神分析理論の展開を 大学教授） 大学教授）
1

考える。　　　　　　　　　　　　　’

L

深層心理学（無 精神分析が無意識の発見に始まる。それは催眠療法 上別府圭子 上別府圭子

意識の発見） に始まったが、フロイトをして無意識の存在を確信 （東京大学 （東京大学

させたのは「催眠後暗示」体験と、0・アンナの症例 大学院助教 大学院助教
2 （プロイエル）であるとされる。その経緯に触れ、 授） 授）

無意識の力動をどう考えたかを説明する。

深層心理学（無 フロイトは、無意識に至る方法として、催眠、自由 上別府圭子 上別府圭子

意識に至る道） 連想法、夢解釈、失策行為や症状行為の分析を上げ、 （東京大学 （東京大学

その研究に勤しんだ。フロイトの夢理論、失策行為 大学院助教 大学院助教
3 の精神分析を中心に具体的な形でその実践に触れ 捜） 授）

る。

リビドー理論 フロイトが幼児にも性欲があると主張して世を驚か 生地　　新 生地　　新

（幼児性欲論） せたことは周知のところである。リビドー理論とい （日本女子 （日本女子

われるものであるが、口愛期、肛門期、男根期がそ 大学助教 大学助教
4 れである。それと関連した性格論がある。それらを 授） 授）

具体的に説明していく。

書
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執筆担当 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“　　　　o
Gァィフス・コ フロイトは人間存在の基盤にある普遍的葛藤として 平島奈津子 平島奈津子

ンプレックス エディプス・コンプレックスを発見した。これが精 （昭和大学 （昭和大学

神分析理論の中核をなすことになる。その展開の中 助教授） 助教授）

5 で明らかとなる男女差とともに、その後の女性心理

に関する発展についても検討する。

神経症論 精神分析を生み出したのはヒステリーであるが、そ 平島奈津子 平島奈津子

の一方では強迫神経症についても詳しい理論があ （昭和大学 （昭和大学

る。神経症発生のメカニズム、さらには、各神経症 助教授） 助教授）

6 の特徴などを「ドラの症例」や「症例鼠男」を通じ

て説明を行う。

精神病論 フロイトは精神分析を神経症に有効な治療であるが 奥寺　　崇 奥寺　　崇

精神病には無効であるとした。しかし、うっ病や統 （国立精 （国立精
合失調症に対する理論的展開にも怠りはなかった。 神・神経セ 神・神経セ

7 シュレーバ症例等を通じてフロイトの考え方を論 ンター武蔵 ン二百武蔵

じ、その後の発展を論じる。 病院精神科 病院精神科
医長） 医長）

パーソナリティ 無意識が意識の世界の下層に位置するという考え、 生地　　新 生地　　新

を理解する 本能（リビドー）活動が外界や自我との力関係の中 （日本女子 （日本女子

でなされる、さらにはイド・自我・超自我といった構 大学助教 大学助教
8 造論が展開するさまを説明し、さらに自我の防衛に 授） 授）

ついて触れる。

精神分析療法の 催眠療法から発展した自由連想法が確立されたと 奥寺　　崇 奥寺　　崇

実際 き、治療法として精神分析が確立した。そ⑫中でど （国立精 （国立精
のような展開があるか（抵抗、転移、洞察）を説明 神・神経セ 神・神経セ

9 し、精神分析家の養成に触れる。その後の発展につ ンター武蔵 ンター武蔵

いても論じる。 病院精神科 病院精神科
医長） 医長）

文学、芸術を理 精神分析は、生きている人間心理に関する理解を越 生地　　新 生地　　新

解する えて、世の仕組み（トーテムとタブー）や幻術作品 （日本女子 （日本女子

の理：解にも特有の世界を形成した。小説や芸術作品 大学助教 大学助教
10 を通じて作者の心理を追求する千三学の道を拓いた 授） 授）

のである。これらの発展にも触れる。

精神発達理論を フロイトがリビドー発達として口愛期、肛門期、男 上別府圭子 上別府圭子

辿る 根期を描いたことはよく知られているが、その後、 （東京大学 （東京大学

クライン、ウイニコット、マーラー、エリクソンと 大学院助教 大学院助教
11 いった精神分析的発達論が展開された。これらを比 授） 授）

較検討する。
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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）

米国における発 フロイトの精神分析は、アメリカでもっとも発展し 平島奈津子 平島奈津子
展 たと云われている。自我、超自我という概念の完成 （昭和大学 （昭和大学

に続いて発展した自我機能に関する研究（自我心理 助教授） 助教授：）

12 学）があり、フロイトが病的として自己愛を再評価
した自己心理学の発展がある。

英国における発 一フロイトが終焉の地となった英国では、アメリカと 奥寺　　崇 奥寺　　崇
展 は一回違った理論の展開があった。フェアバーン、 （国立精 （国立精

クライン、ウイニコットといった人たちが発展させ 神・神経セ 神・神経セ
13 た対象関係論がそうである。我が国にもなじみのも ンター武蔵 ンター武蔵

のである。 病院精神科 病院精神科
医長） 医長）

我が国における 我が国における発展にも特異なものがある。アメリ 牛島定信 牛島定信
発展 カや英国からの輸入といった面が強い一方で、アジ （東京女子 （東京女子

ヤセ王の悲劇にまつわる罪悪感、依存や甘え（土居） 大学教授） 大学教授）
14 といった概念で語られる母子関係を前面に出した理

論的発展もまた注目に値する。

現代と精神分析 精神分析は19世紀末のヒステリー患者の多発に刺 牛島定信 牛島定信
激された学問であるとされる。20世紀末はどうか。 （東京女子 （東京女子

同じく境界性パーソナリティ障害の流行は今なお続 大学教授） 大学教授）

15 いている。時代も大きく変わった。19世紀から20
世紀、そして21世紀において内的価値観（良心など）

の変遷をたどりつつ、精神分析の意義を論じる。
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＝　発達と教育の心理学的基盤（‘05）：＝（R）

〔主任講師：稲垣佳世子（千葉大学教授）〕

全体のねらい

子どもがおとなへと変化をとげる、ある領域で熟達していく一人間におけるこのような「発達」　（あるい’

は長期にわたる学習）を支えているのは生まれつきの仕組みと教育を含む社会的・文化的要因であることを

心理学の理論や研究からの知見をもとに明らかにするとともに、現在の発達や教育における問題点を再考す
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）

発達・学習・教育と 「発達」　「学習」　「教育」についての心理学における概念を 波多野誼余夫 波多野誼余夫
は 解説するとともに、学ぶ「動物」としてのヒト、文化を取り （元放送大学 （元放送大学

入れ発達する存在としてのヒト、学ぶヒトを助けるために教 教授） 教授）

1 聴する存在としてのヒトの特徴を明らかにする。

稲垣佳世子 稲垣佳世子
（千葉大学教 （千葉大学教

授） 授）

人はどのようなと 人は現実的必要があるときに学ぶだけでなく、それを超えて 稲垣佳世子 稲垣佳世子
きに学ぶのか？ 学ぶことができること、人は誰でもが比較的容易に学べる領

域と長期にわたる意図的な努力がないと学べない領域とがあ 波多野誼余夫

2 るように生まれついていることを示す。

言語発達における 生後数年という極めて短い時間で、人が比較的容易に言語を 小椋　たみ子 小椋　たみ子

生得的制約と経験 獲得できるのは、種としてのヒトにそれを可能にするような （神戸大学教 （神戸大学教

の役割 仕組みが備わっているからであるとともに、親密な周囲のお 授） 授）

3 どなとの集中的な相互作用によることを示す。

概念的発達と変化 子どもはかなり早い時期から特別教えられないにもかかわら 稲垣佳世子 稲垣佳世子
ず、世界の重要な諸側面を切り分け、それぞれに異なる因果

的説明を適用できるが、それだけでなく、情報を取り入れる

4 たびに少しずつ自分のもつ知識の組替えもしているという点

で、知的発達が構成活動を伴う能動的な変化であることを明
らかにする。

初心者から熟達者 初心者と熟達者はどこがどうちがうのか。スポーツや芸術、 野島　久雄 野島　久雄
へ 趣味や職業場面での熟達者を例にしながら、初心者と熟達者 （成城大学教 （成城大学教

の知識の構造や運用のちがいを明らかにするとともに、ある 授） 授）

5 領域での熟達者になるためにはどのようなことが必要かにっ
いての知見を紹介する。

、　毎

一一@1　3　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）

熟達化の社会・文化 初心者が熟達者になっていく過程は、初心者が熟達者のコミ 大浦　容子 大浦　容子
的基盤　一 ユニティに実践活動を通じて参加していくことである。そこ （新潟大学教 （新潟大学教

では文化がつくり出した道具とともに、親方や兄弟子などを 授） 授）

6 含む他の人々によって助けられている。さらに時代の変化と
ともに熟達の目標も変化しうることを示す。

表記法の発達 発達において内化される文化的道具のなかでもとくに重要な 秋田　喜代美 秋田　喜代美

のが、読み書き、数量化などに関わる能力である。これらの （東京大学大 （東京大学大

習得がどのように文化的に準備・援助されるのか、それによ 学院教授） 学院教授）

7 り認知能力がいかに変化するかを明らかにする。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
ノ

！

IT技能の熟達 今や新しいリテラシイであるIT技能の獲得には、階層差や性 野島　久雄 野島　久雄

差が大きく、それがまた社会的不平等を再生産するといわれ
ている。このような主張を吟味するとともに獲得ゐ障害を克

8 服する方途を探る。

4

発達の最近接領域 より成熟した他者との相互交渉を行うなかで、発達主体が外 當眞　千賀子 三三　千賀子

界を代表する情報を取り込み、洗練し、構造化していくとい （茨城大学助 （茨城大学助

う「発達の最近接領域」の考えに沿って、足場かけ、学習者 教授） 教授）

9 の教師による再言語化の効果などをみていく。
／

学習における共 従来の学習・発達研究では、個体の知識獲得がもっぱら論じ ，三三千賀子 當眞千賀子
同性 られてきたが、ヒトの学習は、ほとんどの場合、共同で行わ

れる。学習において同輩の果たす役割を見ていく。

10

A

学校の役割：日常的 β常生活での学びの限界を克服するための役割を担うもの 稲垣佳世子 稲垣佳世子
認知を超える としての学校の長所を明らか｝ヒするとともに、現行の学校で

の学びがもつ弱点にも光をあてる。さらにそうした弱点を克

11 服するために、学校のなかでの学びをどのようにすればよい

かを探る。

〆

学校的でない「学 伝統的な学校必要論と脱学校論ないし学校不要論との中間 大浦容子 大浦容子
校」での学び に、学校的でない学びを学校に求めるという選択肢がありう

る。もう一つの学校としてのオープンスクール、教科の枠に 波多野誼余夫

12 とらわれない、学習者の能動性を引き出す活動の実践例をい
くつか紹介する。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師匠

（所属・職名） （所属・職名）

障害と発達 障害とは何か、障害の種類、障害の発生原因について理解を 小椋たみ子 小椋　たみ子

深め、障害を発達心理学的観点から考えることの重要性を概

説する。有機体がもつ生得的要因と環境要因の力動的なイン

13
タラクシヨンにより領域固有な能力が形成されていく。こと

ばの獲得の障害を中心に発達のメカニズムに基づいた援助の

方法を提案する。

学習のデザイナー ヒトの学習においては、教え手が重要な役割を果たすが、な 秋田喜代美 秋田　喜代美

としての教え手の かでもプロの教え手としての教師の影響は大きい。教え手と

役割 しての熟達とはどんな変化なのか、そうした教え手はなぜ不

14
可欠なのかを論ずる。

”

発達観・教育観と心 これまでの講義をふまえ、発達と教育をどのようにみるかを 波多野誼余夫 波多野誼余夫

理学理論 理論的に考えてみる。二般の人がもっている素朴な発達観・

教育観を、心理学理論はどのように支持・批判・発展させる 稲垣佳世子 稲垣佳世子

15
ことができるのだろうか。ピアジェの構成主義、ガードナー

の多元的知能、などを例にとって心理学理論を学ぶ意義を論

ずる
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＝　教育の方法（‘04）＝　（TV）

〔主任講師：佐藤　学（東京大学大学院教授〕

全体のねらい

　この講義では・近年・悪激に変貌する学校教育の内容と方法の現実とその変動を促進している理論の概要を後述し、

教育方法学の研究領域の最新の知識と授業改革の主要な論点について受講生の理解を深めたい6講義においては、前回

の講義と同様・テレビの特性を生かして、教室の風景、教師へのインタビュー、授業と学習のプロセス、新しい授業改

革の試み、諸外国の授業の様子、学校改革の実例のドキュメントなどの映像メディアを活用し、学校と教室の観察を踏

まえた講義にしたい。

　15回の講義の展開は・まず今日の教室の変化をとりあげ、その変化が活動的な学び、協同的な学び、反省的な学び
へと発展している状況を示したい。次に、この授業改革の歴史的な背景を欧米における教授理論の展開と日本における
授業改革の歩みにおいて概・観する。その上で、今日の教授理論とカリキュラム理論の基礎知識、および授業研究の方法

論とカリキュラム研究の論点を示し、最後に、授業改革の多様な挑戦を紹介しつつ、「学びの共同体」と称される学校
改革の潮流とその可能性について講義する。

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）

・♂教室の思い出

1 授業と学びの世界

・　教室の風景・　授業の世界、学びの世界　　　　　　駕

佐藤　　学
i東京大学大

佐藤　　学

E（東京大学大
学院教授） 学院教授）

・教室という場所
・　世界の教室・日本の教室

2 変貌する教室 ・　学力問題の諸相 同　　　上 同　　　上

・　模倣的様式と変容的様式

・　模倣的様式の実例

3 授業4）様式 ・変容的様式の実例 同　　　上 同　　　上
・　二つの様式の対比

・　コ旧記ウスの「大教授学」

4
授業の歴史（1）欧

ﾄ
・一ﾄ授業の成立
E　国民教育の授業形態 同　　　上 同　　　上
・　新教育の伝統と現在

、

・　近代学校の成立と授業の展開

5
授業の歴史（2）日

{　　　　　・

・　新教育の展開と学びの改革・　戦後新教育と授業の変容

同　　　上 同　　　上
・　学びの創造と授業の改革

・　行動主義の学びと認知主義の学び

・　対話的実践としての学び

6 学びの創造 ・　学びの理論の新展開 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 ヤ協同的な学び

・発達の最近接領域・協同としての学び

E　互恵的な学び

E　コミュニケーションとしての学び
佐藤　　　学 佐藤　　　学

8 教室のジレンマ

・一 ｳ室で経験する三つのジレンマ

E　教師のジレンマ・子どものジレンマ

E　マネージングとコーピング
同　　　上 同　　　上

9 授業のデザイン

・　プランとデザイン

E　目標と課題

E　授業をデザインする 同　　　上 同　　　上

10

、授業の評価

・　目標による評価と目標によらない評価・　工学的接近と羅生門的接近

E　反省的実践としての授業

E　授業の批評と検討
同　　　上 同　　　上

11
授業の研究（1）分

ﾍの方法

・授業研究のパラダイム転換
E　「過程一出産」モデルの研究・　コミュニケーション分析・　教室のディスコース研究

同　　　上 同　　　上

12
授業の評価（2）言

黷ﾆ社会

・　教室の出来事の意味と価値

E　教室の言語と学力

E　教室のエスノメソドロジー 同　　　上 同　　　上

13
カリキュラムと単

ｳの構成

・　学びの経験としてのカリキュラム

E　単元の多様な様式
E　教科学習と総合学習・　カリキュラムの開発と批評

同　　　上 同　　　上

14
専門家としての教

t

・　専門家としての教師・　技術的熟達者から反省的実践家へ

E　教師文化の研究

E　学校における同僚性の構築
同　　　上 同　　　上

15 改革の展望

・　21世紀の学校像・　学びの共同体の構想と実践

E　学校改革の展望

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

同　　　上 同　　　上
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事務局

記載三
三
三

図
年 平成19年度 目

分
科
区

共通科目
（人文系）

目
ド

科
， 1111604

修
限

履
口

無
戦
記 2

科目名（メディア）＝＝＝ 基礎i教育学（‘07）＝（R）・

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

江原　武一（立命館大学教授）〕

山暗　高哉（佛教大学教授）　〕

　講義概要

　日本の教育は、今、「危機」に瀕していると言われ、様々な改革が実施されている。しかし、その改革

は時代や社会の変化に適切に対応するとともに、教育の本質に解ったものであろうか。

　転換期にある日本の教育改革の現状を検証し、そのゆくえを探るために、グローバル化・IT化・知識

社会化が進むなかで、教育の「基礎・基本」をどう捉え、子どもと家庭や学校（大学を含む）、社会など
をめぐる諸問題をどう解決するべきかについて多角的に考察する。

授業の目標

　「基礎教育学」の授業は、私たちの身近なところに横たわっている教育の生きた現実や具体的事例から

出発して、それらが何を私たちに問いかけ、呼びかけているかを明らかにし、受講者の教育および教育学
への興味・関心を喚起するように進めたい。

　授業の基本的な進め方としては、講師が各テーマについて質問者との対談の形で講義するとともに、今

後の研究課題を提示したい。

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）

教育と学習 今日、教育や学習の意義が曖昧になり、その必要性 山妻高哉 山葵朝宗
すら疑われている。そこで、「教育」と「学習」と （佛教大学 （佛教大学

いう言葉の分析を通して、教育とは何か、．学習とは 教授） 教授）

1一
何かについて考察するとともに、人間が人間らしく

｝

生きていくために、教育と学習が不可欠であり、「い

つでも、どこでも、誰にでも、学びたい時に学べる

体制」をつくることが求められていることを明らか
にする。

〆／ @’

発達と教育 今日、「発達上という概念に様々な批判が寄せられ 山冠高湿 山回高哉
ている。そのような批判に応えるためにも、「発達」 （佛教大学 （佛教大学

の概念について検討を加え、それには多様な位相と 教授） 教授）

2 意味があることを明らかにするともに、人間の生涯

にわたる発達と教育の関係のあり方を探る。

子ども観と教育 今日、　「子どもほ変わった」と嘆き、どう子どもと 山回高哉 山崎高窓
観（1）・ かかわったらよいのか、分からないという声が大き （佛教大学 （佛教大学

くなりつつある。どのような「子ども一大人」関係 教授） 教授）

3 を築いていけばよいのかを考えるために、ここでは、

西洋の代表的な子ども観と教育観の変遷をたどりな
がら、その基本的な捉え方を明らかにする。

／
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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）

子ども観と教育 今日、　「子どもは変わった」と嘆き、どう子どもと 山山高哉 山崎高哉
観（2） かかわったらよいのか、分からないという声が大き （佛教大学 （佛教大学

くなりつつある。どのような「子ども一大人」関係 教授） 教授）

4 を築いていけばよいのかを考えるために、ここでは、

日本の代表的な子ども観と教育観の変遷をたどりな

がら、その基本的な捉え方を明らかにする。

家庭と教育 今日、家庭と教育をめぐって様々な問題が指摘され 山番慰顔 山暗紅哉
ている。家庭の教育力の低下、児童虐待、ひきこも （佛教大学 （佛教大学

り、アダルト・チルドレン等々、挙げ始めると切り 教授） 教授）

5 がないほどである。このような問題を未然に防ぐた

めにも、子どもの豊かな人間性をはぐくむ家庭のあ

り方と家庭に固有の教育課題について明らかにす
る。

学校教育の社会 一今日、学校は厳しい状況にある。2005年の調査では、 片山勝茂 片山勝茂
的役割 学校に満足していない保護者は27．5％（文科省）な （日本学術 （日本学術

いし43．2％（内閣府）にも達する。不登校の子ども 振興会特別 振興会特別

6 や、不就学の外国籍の子どもなど、学校に行ってい 研究員） 研究員）

ない子どもも多い。こうした状況の中、「なぜ学校

に行くのか」を問い、学校教育の社会的役割を明ら

かにする。

多文化社会と市 近年の大きな社会変化の一つは、多文化社会の進展 片山勝茂 片山勝茂
民性の育成． である。そして、　（人種間の対立を含む）多文化社 （日本学術 （日本学術

会の現実への対応として、市民性の育成が改めて注 振興会特別 振興会特別
7 目されている。主に日英の市民性教育の状況を比較 研究員） 研究員）

しながら、多文化社会における教育のあり方を考え 、　＿

る。

教育課程と学力 学校の教育目標を達成するために編成されているの 深堀聰子 深堀聰子
観 （京都女子 （京都女子

て教育課程に示された教育内容をどの程度習得して 大学短期大 大学短期大
8 いるかによって規定されるのが、学力である。学力 学部専任講 学部専任講

にかかわる社会の考え方がどのように変容してきた 師） 師）

のかを明らかにし、教育課程のあり方を探る。

教育評価の構造 教育評価は、教育実践を通して児童生徒がどのよう 深堀聰子 深堀聰子
な学力を獲得したのかを明らかにする取り組みであ （京都女子 （京都女子

るが、その目的や方法は一様ではない。教育評価の 大学短期大 大学短期大

9 構造を整理したうえで、教育課程や学力についての 学部専任講 学部専任講二

考え方とともに教育評価のあり方がどのように変化 ’師） 師）

し、いかなる今日的課題を抱えているのかを明らか

にする。

宗教と学校 　　～｡日の学校教育では、基礎的な教科を中心とした認 江原武一 江原武一
知的教育と並んで、子どもが多文化社会にふさわし （立命館大 （立命館大

い知識や考え方を学ぶ価値教育を充実することが求 学教授） 学教授）

10 められている。この価値教育の意義や課題を、世界

の教育現場で宗教はどのように教えられているのか

を調べることを通して考える。

一一
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　容 講　師　者 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

大学教育の改革 近年、大学教育の充実や各大学での個性的な教育の 南部広孝 南部広孝
展開が叫ばれ、さまざまな改革が進められている。 （長崎大学 （長崎大学

11
大学教育のあり方について、大学の機能、日本にお

ｯる大学教育の変遷、大学教育をめぐる評価といっ

助教授） 助教授）

た観点から考える。

生涯学習の展開 1960年代に登場した生涯学習（生涯教育）という考 南部広孝 南部広孝
え方は、今日の教育を考える重要な視点を提供して （長崎大学 （長崎大学

12
いる。生涯学習の理念と日本における展開をふまえ

ﾄ、今後生涯学習活動を進めていくうえでの課題を

助教授） 助教授）

明らかにする。

国際化と教育 日本における国際化と教育をめぐる諸問題を、国際 江原武一 江原武一一
化のための教育（国際理解教育、外国語教育、日本 （立命館大 （立命館大

語教育など）と教育システムの国際化（教育システ 学教授） 学教授）
13 ムの標準化、海外子女教育・帰国子女教育、在日外

国人教育、国際学校など）を中心に考察し、国際化

時代における教育のあり方を考える。

転換期の教育改 ，世界の多くの国ぐにでは、現在、大規模な教育改革 江原武一 江原武一
革 が進められている。それは英国や米国、．目本などの （立命館大 （立命館大

先進諸国だけでなく、発展途上諸国でも同時進行の 学教授） 学教授：）

14 形でみられる。この転換期の教育改革の背景を国際

比較の観点から分析し、望ましい教育改革の方向を
探る。

日本の教育のゆ 第二次世界大戦後0日本の教育改革の歩みをたどる 江原武一 江原武一
くえ とともに、これまでの講義の内容をふまえて、教育 （立命館大 （立命館大

の基本的な捉え方、子どもと家庭や学校、社会など 学教授） 学教授）r
15 をめぐる諸問題を明らかにし、今後の日本の教育の

あり方を展望する。
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＝　哲学入門（‘04）＝（R）

〔主任講師：柏原啓一（東北大学名誉教授）〕

全体のねらい
　人間と世界について全体的かつ根本的に問いたてる哲学の主題や方法を理解するために、認識論、価値論、存在論の各分

野にわたる諸問題をできるかぎり平明に叙述して、学問としての哲学への概略の見通しをつける。

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）

哲学を意味するギリシア語のフィロソフィアの語源である

「知を愛すること」の意味について考える。そして、その知 柏原　啓一 柏原，啓一
1 愛知の学 が、人間についての知であれ世界についての知であれ、包括 （東北大学名 （東北大学名

的かつ根源的なものであることを学ぶ。 誉教授） 誉教授）

先ずは、人間が人間自身について知ることにまつわる諸課

題を検討する。ここでは、哲学的人間学と呼ばれる考え方に

2 人間学 手懸りを求めて、人間の知・情・意にわたる精神諸作用のぞ 同　　上 同　　上
れそれの働きの特徴について考察する。

知の根拠を検討する認識論．（知識論）を主題にする。認識

論は近代哲学において強く意識されるようになったもので、

3 認識論 近代の合理論と経験論、’さらにはカントの批判哲学やプラグ 同　　上 同　　上
マテイズムなどを例として取り上げる。

近代認識論において基本的な枠組となっている「主観一客

観の図式」について、その成立過程を追いながら、批判的に

4 主観と客観 考え直してみる。その結果、この図式に替わる新たな枠組が 同　　上 同　　上
求められていることを明らかにする。

旧来の知の枠組を超える新たな認識論として、最近になつ

て注目されている解釈学と呼ばれる方法を取り上げ、この解

5 解釈学 釈学的認識論について、解釈学的循環や理解の歴史性などい 同　　上 同　　上
くつかの特徴を挙げながら説明する。

生命倫理や環境倫理、また政治倫理や企業倫理など、…現今

は諸分野で倫理が話題になるが、人間の精神機能の特に意志

6 倫理学 の働きに基づく行為の場面を、規範の世界として取り出して 同　　上 同　　上’
語る倫理学についてここで概観する。

人間は美的感情をもち、これによって、絵画、彫刻、音楽、

演劇、文芸、作法などの芸術文化を営む。このような芸術を

7 美学 通して人間が求める美という価値についての哲学的な究明を 同　　上 同　　上
行う美学の役割の概略を説明する。

人間には、自己の有限性に根差して超越的絶対へと依存し

ようとする宗教的な感情がある。また、哲学はキリスト教思

8 宗教哲学 想から大きな影響を受けてもきた。そこで、哲学の一領域と

ｵての宗教哲学について考えてみる。
同　　上 同　　上

x
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執筆．担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名》 （所属・職名）

人間についてさまざまな考究をしてきたが、ここからは、

世界の側に目を向ける。世界に存在する諸事象について、哲
ぜ

9 存在論 学がどのような見方をするのかを学びながら、本質と現象や
柏原啓＝ 柏原　啓一

存在と生成などの問題を取り上げる。

古代ギリシアにおいて哲学が開始された当初は、宇宙とい

う自然の世界が想定され、その根拠を求めることが、話題の

10 宇宙論 中心であった。その後の哲学の世界観にも影響を与えたこの 同　　上 同　　上
古代ギリシアの宇宙論の特徴を探る。

哲学では、考察の対象となる世界を、おおむね自然と理解
してきた。したがって、・世界を扱う哲学は、一般に自然哲学

11 自然哲学、 という形をとる。そして、このことが特に近代の自然科学を 同　　上 同　　上
育てることとなったその経緯を述べる。

’

哲学は、ヘレニズム文化に平行してヘブライズム文化の強

い影響下にある。そして、ユダヤ教や原始キリスト教の思想

12 終末論 には、終末論と呼ばれる信仰上の世界観が基底にあるので、 同　　上 同　　上
この終末論について若干の言及をする。

近代中期の啓蒙主義哲学のもとで、世界を歴史として考察

する歴史哲学が生まれる。歴史哲学の成立と展開をたどり、

13 歴史哲学 その特質を進歩史観と捉えて、近代の歴史哲学のはらむ問題
同　　上 同　　上

点を指摘し、終末論との関係を考える。
⑫

近代哲学の流れのもとに、世界観が自然から歴史へと転回

していくことになったが、この流れの中で近代歴史哲学が取

14 自然と歴史 り上げた進歩史という歴史が、果たして本当に歴史の名に価
同　　上 同　　上

するものかどうかを検討してみたい。

存在論を、世界のあり方としての存在に関して述べてきた

が、最後に、人間のあり方としての存在について言及する。

15“ 人間と存在 旧本人のもつ存在観をも参照しながら、人間存在の歴史性に

Gれて、講義のしめくくりとする。
同　　上 同　　上
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事務局

記載欄
三
度

開
年

平成19年度 目
分

科
区

共通科目
（人文系）

目
ド

科
， 1113607

修
学

湿
雪

無 繋 2

科目名（メディア）＝＝ 現代を生きる哲学（‘07）、＝（R）

〔主任講師（現職名）　佐藤康邦（放送大学教授）〕

講義概要
　哲学という言葉は、古代ギリシャのプラトンの語ったピロソピアという言葉に由来するフィロソフィーの日

　本語訳である。この言葉は■知を愛する」という意味を持つが、すでにプラトンの段階で、それには単に目

　常生活に役立っ知識とか専門科学の知識を超える知という位置が与えられていた。そのような哲学的知識お

　よび哲学的思索というものがそもそもいかなるものであるのかを、理論哲学、実践哲学、宗教哲学、芸術哲

　学の各場面に従って紹介するとともに、それが現代を生きる私たちにどのような意味を持つのかを検討する。

授業の日標
　まず、哲学の基礎i知識や基礎的考え方について、西洋哲学の歴史に現れた哲学者および日本近代の哲学者の

　思想内容を踏まえた上で学ぶ。といっても、単に哲学史についての知識を得るということに留まることなく、

　そのような哲学的思索が、今日の科学や社会や芸術、宗教について考える際に、私たちにどのような示唆を

　与えてくれるかという観点に立って学ぶことを目指す。

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）

、序　哲学的知と 哲学という学問め独自性を、他の専門諸科学と比較 佐藤康邦 佐藤康邦
はどのようなも することによって示し、あわせて、哲学が包摂する （放送大学 （放送大学

のなのか 理論哲学、倫理学、宗教学、芸術学の関係について 教授） 教授）

1 説明する。その際、西洋思想史を概観した上で、今

日の哲学の課題について考える。

第1部　科学的 古代ギリシャにおいて最初の哲学的思惟は自然哲学 同上 同上

知性と哲学 として現れた。それに対する現代の科学者による評

（1）自然科学 価を紹介した上で、プラトンのイデア論とアリスト
2 的知性の目覚め テレスの自然学を頂点とする古代科学、古代哲学の

と哲学 意義について考える。

（2）近代科学 16、7世紀に西洋において近代科学のもとになる 同上 同上

、の成立と哲学 ような自然研究が現れた。それを代表するガリレオ

およびデカルト、ホッブズ、スピノザ等の自然観を
3 検討するとともに、，この新たな自然観がどのような

哲学的思索と結びついたのかを検討する。

（3）カント『純 近代哲学を代表するカントの『純粋理性批判』は、 同上 同上

粋理性批判』の ニュートンによって完成された近代科学を前提とし

検討 ながら、人間の立場からの哲学を展開したものであ
4 る。その全貌を先駆者であるヒュームに遡って検討

する。

一一@2　3　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）

（4）近代哲学 ＼ガリレオ、デカルト以来近代科学を導いてきた機械 同上 同上
における有機体 論的自然観に対抗して、有機的生命の観から自然を
論の系譜 見る有機体論の系譜を、ライプニッツ、ゲーテ、カ

5
ントの『判断力批判』等を踏まえた上で、現代のエ

／

コロジーと結びつけて考える。

（5）実証主義 19世紀以降、自然科学は哲学者の手を離れて、専 同上 同上
的科学の制圧と 門科学者の実証主義的研究の支配下に置かれた。、こ

哲学の使命 の系譜を、コント、ダーウィン、マッハ、フロイト
6 等の実証主義的科学の主蓑に見るとともに、それへ

／

の反発の例を現象学の哲学に見る。

1

第2部　社会的 西洋倫理思想についても、国家論についても、プラ 同上 同上
正義と哲学 トン、アリストテレスを語らずにははじまらない。

（1）プラトン ソフィストに対するソクラテスの意義、プラトンの
7 とアリストテレ 国家論、アリストテレスの徳と幸福の定義を通して

ス 西洋倫理思想の正系について見る。

（2）トウキュ トウキュディデスのペロポネソス戦争の記述とセキ 同上 同上

ディデスとマキ ヤベッリの『君主論』は、この世の弱肉強食の実体
ヤベッリ を暴き出したことにより倫理学的思考のなかで独自

8 の位置を占めている。これらを通じ、西洋倫理思想
の原正統の系譜について見る。

（3）カントと 道徳的評価というものを個人の自由意志の上にすえ 同上 同上
ヘーゲル る近代に特徴的な考え方をカントの道徳法則に見、

それに対抗して、倫理の問題を個人を超えた社会的
9、

なものと考えた例をヘーゲルの人倫概念に見ること
にする。

（4）スミスに 一方において、共感という感情の基礎の上に独自の 同上 同上

おける倫理学と 倫理学を打ち立てたスミ系は、近代における最も成

10
経済学

幽した社会理論である経済学の確立者でもあった。　　轟

この両側面のつながりを哲学の観点に立って検討す
驕B

（5）ヤルクス 今なお私たちの生活を決定づけるものである資本主 同上 同上
とウェーバー1 義について、マルクスは否定的、マックス・ウェこ一

●バーは肯定的に評価を下した。この両者の思想を比
11 較、検討してみることは、今日の社会を理解する上

でも不可欠の課題である。

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）

（6）社会シス 私たちは、現代社会において、一方では自己決定の 同上 同上

テムの時代の倫 権利を与えられていながらも、他方では否応もなく
理学 社会システムのうちに組み込まれている。そのこと

12 の学問的解明の例を社会システム論に見る。

第3部　哲学に 哲学は、自然についての認識の真理の問題、社会的 同上 同上

とっての芸術と 正義の問題に関わるものであるとともに、また、同
宗教 時にそれらに解消しきれない個人の内面の問題も扱

13 （1）宗教と哲 う学問でもある。ここでは宗教の問題を、実存主義
学 思想などを参照しつつ検討する。

（2）芸術と哲 プラトン、アリストテレスの昔から、哲学者は美や 同上 同上
学 芸術の問題に深い関心を寄せてきた。ここでは、カ

ント、シェリング、ヘーゲルの古典的美学の検討を
14 踏まえた上で、現代における芸術の状況について考

える。．

第4部　近代日 近代の日本人は、他の学問同様に西洋の哲学も受け 同上 同上

本の哲学的自己 入れてきた。しかしそれと同時に、それを通じて自
主張 己表現の途も探ってきた。そのことを、西田幾多郎、

15 和辻哲郎、三木清等の思想を通じて検討する。
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＝　倫理思想の源流（‘05）＝：《R）

〔主任講師　関根清三（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

　西洋の倫理思想史の様ルな潮流がそこに発する、ギリシアとヘブライの2つの源流に遡って、基本テ

クストを読解し、多様な思索に学びつつ、そこで何が問題となり、それが倫理学的にどのような意味を

持つのか、について考察する。そのことを通して特に、愛・正義・超越・犠牲等現代人の思索に挑む
問題系の射程を見定め、特に「驚き」を基底に据えた倫理学の可能性について、何某かの展望を開く、こ

とを目指したい。

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）
㎡

’

序論 プラトン、アリストテレ客が哲学の始めに「驚き」がある 関根　清三 関根　清三
一「驚き」一 ことを指摘しているが、実践哲学としてのギリシアの倫理学 （東京大学大 （東京大学大

もここに起点を持つだろうことを、様々なテクストを引きつ 学院教授） 学院教授）

つ、確認する。ヘブライの宗教倫理においても、「驚き」が

四魔となることについては、現代のユダヤ教哲学者ヘッシェ

ルが、正当にも注目しているが、これについても、本論を先

取りして、主要テクストを参照する。

1

第1部古典ギリ 紀元前6世紀、ギリシアの植民地イオニアに、膨済として

シアの実践哲学① 出現した哲学者たち、タレス、アナクシマンドロス、アナタ

ソクラテス前の哲 シメネスは、万物の無限な原理を探り、さらにはクセノファ

学者たち（1）　一 ネスはその原理を擬人神観的に捉えることを批判し、ヘラク

イオニア学派 レイトスは万物を操る叡慮について思索した。それらは哲学

の嗜矢であると同時に、超越への驚きに基づく知的探求を善

とする倫理学の誕生を告げるものである。〆

②ソクラテス前の 前5世紀のイタリア・トラキア学派では、憎しみが惹起す 同　上 同　上

哲学者たち る争いによる罪の意識とそれを償おうとする意志、更には愛

〈2）一イタリア・ の調和への復帰を語ったエンペドクレス、上機嫌や中庸の徳、

2 トラキア学派 さらには畏怖の重要性を指摘したデモクリトスが、倫理思想

の上からは注目される。しかし両者に影響を与え、現代のハ

イデッガーに至るまで広汎な影響力を有する、パル三三デス

の独創的な存在論も刮目に値する。

③ソクラテスとプ ’プラトンの初期対話篇の主人公であるソクラテスと、中 同　上 同　上

ラトン 期・後期対話篇のプラトン自身の思想を分けて、それぞれを

（1）一ソクラテス 比較する。徳が幸福のために十分と考え、徳を知と同一視し、

からプラトンへ また霊魂不滅を信じたソクラテスに対し、徳は幸福に至る手
3 段ではなく、また知識以上のものと考えたプラトンは、独自＝

の正義論・愛論を展開する。また彼は霊魂不滅の信仰を論証

しょうと試みた。両者の比較を通して、倫理的な問答の真髄
を探る。

④ソクラテスとプ プラトンにおける徳と正義、愛と快楽、霊魂とイデアとい 同　上 同　上

ラトン つた中心問題を、中期の『国家』篇の読解を通し、適宜、中

4
（2）一プラトンを 期の『パイドン』『パイドロス』『メノン』『饗宴』、後期

中心に の『テアイテトス』『フィレボス』その他の対話篇も参照し

つつ、論ずる。
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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）

⑤アリストテレス 以下3回にわたらて、アリストテレス『ニコマコス倫理学』 関根清三 関根清三
（1）一幸福と倫理 を読み解きつつ、ギリシア倫理学の到達点を見定める。先ず

的卓越性 この書の位置付けと構成を押さえた上で、プラトン倫理学と

の相違点を整理する。特にアリストテレスの視点からするプ

5 ラトンのイデア論批判の妥当性を検討する。次に1善と幸福

とは何か、から説き始め、最高善の指摘をもって結ばれる、

『ニコマコス倫理学』全体の結構を傭瞼する。続いて倫理的

卓越性（徳）論を整理する。

⑥アリストテレス 徳論の中心である中庸論とそれへの後世の批判ぐそれらの 同　上 同　上

（2）一中庸と徳論 評価について論じた後、勇気、正義、愛の三つの徳に絞って、

その意味について考える。配分的・矯正的・相補的正義の解

6 釈、自愛は総じて非か否かをめぐる議論等をめぐって、考察
する。

⑦アリストテレス まず倫理的卓越性に対する知的卓越性の諸相を、思慮（実 同　上 同　上

（3）一知的卓越性 門門）に焦点を合わせて論ずる。行為と責任、白白と抑制と

と観照 いった問題圏から、独自の快楽論とその位置付けについて考

察する。最後に、幸福としての観照をめぐるアリストテレス

7 の結論部を分析し、プラトンとの比較、政治論への移り行き
＼

について押さえる。またその理性尊重の基本姿勢とその包含

する問題性、ギリシア的自由民の倫理からヘブライ的男囚民

への展望を開いて、第1部の結びとする。
’

第H部　古代ヘブ 毒血部の宗教倫理としてのヘブライ倫理についての論じ方 同　上 同　上．

ライの宗教倫理 をめぐって注意点を押さえた上で、旧約の第一部分「律法」

⑧十戒（1） から先ず十戒を取り上げる。殺人・姦淫・楡盗・偽証を禁ず

一第六戒から第九 る第六戒から第九戒をめぐって、ヘブライ語に遡った広狭二

8 戒を中心に つの解釈の可能性を確認し、更にそれらが禁ぜられる根拠を

探る。カントの定言命法からの根拠付けとヘーゲル以降の批

判、和辻哲郎の信頼理解からの根拠付けとその当否について
論ずる。

⑨十戒（2） 前回見た和辻の第六戒以降の根拠付けは、第一戒から四戒、 同　上 同　上

一第一戒を中心に すなわち神関係の戒めを無視するところに、十戒解釈として

は蝦疵が存することを指摘した上で、論者自身神関係の戒め

を哲学的に解釈する可能性を模索する。それを踏まえて、和

9 辻に代わる、十戒の根拠付けを試みる。倫理が突き詰めたと

ころ、何らかの超越的原理と関わらざるを得ないことを、現

代の象徴論などを考慮しつつ論じ、そこから古代の倫理に通

即する「驚き」へと論じ進む。

⑩法集成
「律法」’ ?B一の断言法たる十戒に対し、決疑法の代表的 同　上 同　上r

一「契約の書」「申 集成である、　「契約の書」　「申命記法」　「神聖法典」の三つ

命記法」「神聖法典」 について、倫理思想上の落穂拾いをする。捕治民・社会的弱

10
者へのアガペーの思想、忌敵の思想が、新約に先駆けて語ら

黷驍ｱとに、注目する。
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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）

⑪知恵文書（1） 旧約聖書の第三の部分「諸書」中、倫理思想の上から逸す 関根清三 関根清三
一『箴言』 ることができないのは、所謂「知恵文書」である。その代表

三三著『箴言』『ヨブ記』『コー：ヘレス書』について、以下

三回にわたって学ぶ。『箴言』については、これを徳目表と

して読むというのが、論者の視点となる。しかもその錯綜し

11 た叙述を、ギリシアの『ニコマコス倫理学』の徳論との比較

の視座を導入して、哲学的に整理しつつ読むというのが、こ

ζでの方法である。そこから、ギリシア・ヘブライそれぞれ

の徳論に共通するものと独自のものの別も見えて来るはずで
ある。なお『箴言』中にも愛敵の患想が顕著であることを、

パウロと比較して付言する。

⑫知恵文書（2） 『箴言』では基本的に応報信仰が保たれていたが、義人が 同　上 同　上
一『ヨブ記』 苦しむ現実を前に、応報思想の破れを問題にした後期知恵文

書が、『ヨブ記』である。キルケゴール、ユングなど後世の

12 解釈を批判的に紹介した上で、『ヨブ記』作者のこの問題に

対する独自の答えを読み解いて行く。
／

’

第三部　ギリシ 『ヨブ記』は例外的な義人の苦難を問題にしていたが、よ 同　上． 同　上

ア・ヘブライ倫理の り一般的に応報の破れた現実を別青し、伝統的な信仰の革新

帰趨 を試みた最後期の知恵文書が、『コーヘレス書』である。全

⑬ヘブライ宗教に てを空、と断ずるその思想をく語の十全の意味でニヒリズム
おける応報倫理 と規定すべきことを、ニーチェ・ハイデッガーのニヒリズム

13
一『コーヘレス書』

�?Sに

定義を参看しつつ論じた後、現代の哲学的に整理されたニヒ

潟Yム理解との比較において、『コーヘレス書』の迷路のよ
うなテクストを読み解くことを試みる。特に倫理思想の観点、

から重要なのは、応報倫理の破れたニヒリズムを、個人のさ

さやかな愉悦を楽しむことによって超克しようとする、コー
＼

ヘレス独自の思想だが、そこには終始他者が忘れられている

ことも、他方限界として指摘せなばならない。

⑭ヘブライの宗教 応報の破れを率直に認めつつ、・コーヘレスのようにエゴイ 同　上 同　上

倫理と瞭罪思想 ズムに閉じこもることなく、他者関係に開いた新しい神の模
一預言者を中心に 索を、旧約の他のテクストに探って行くことが、ヘブライズ

ムについての最終回である14回の課題となる。旧約中第二の

部分「預言者」から先ずイザヤを取り上げ、彼の義の神とそ

の限界、また歴史書と来学書からダビデのバテシェバ事件に
おける愛の神の発見とその問題性を読み解いた後、義だけで

も愛だけでもなく、両者の統合を贈罪思想において発見した、

14
捕囚期の預言者野営イザヤに注目する。ヴェーバーの古代ユ

_ヤ教理解を批判的に援用しつつ、第二イザヤこそ、応報倫

理の破れを逆手に取って、却ってそこにこそ顕れる新しい神

の働きを見出したことを確認する。それを踏まえて更には新
約のイエスの十字架了解め系譜へと論じ進む。しかしこの賊

罪思想の系譜こそ、カント、若きヘーゲル、またニーチェ、

レヴイナスなどの諸家が激越な批判の対象とした、思想史上

の争点でもあった。最後にそれぞれの視点からの批判と、順

罪思想からの応答の可能性を探る。
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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）

⑮愛と義をめぐる ヘブライの倫理思想の根本問題は、応報倫理の破れをどう 同　上 同　上

ギリシア哲学の省 解するか、という点に収敏したが、’これに対するユダヤ・キ
騨

察 リスト教の賄罪信仰からする解答を、より一般的な哲学の理

一アリストテレス 性の言葉で三三するとどうなるであろうか。最終回は、『二・

に即しっっ コマコス倫理学』に戻って、その行間にまで分け入りつつ、

愛が贈罪にまで至り得、また至らざるを得ない事情について、

何某かの展望を開き、あわせ哲学と宗教の相補的緊張関係に

ついて確認して、結びとする。

15

ギリシア・ヘブライの倫理思想に底流するものとして、序
結語と展望 論で確認し、本論でも適宜注意を喚起して来た「驚き」をめ
一再び「驚き」をめ ぐって、その現代的意義について省察するのが、最後の課題

ぐ

ぐって一 となる。謙虚、謎解き、愛、超越など現代人に挑む問題系を

包含する驚きという概念の、倫理思想にとっての豊かな可能

性を示唆し、聴講者の思索への誘い水とする。
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＝　生命と人生の倫理（‘05）＝（TV）

〔主任講師：清水哲郎（東北大学大学院教授）〕
〔主任講師：’ ﾉ坂青司（神奈川大学教授）〕

全体のねらい

生命操作技術の発展に伴って新たに生じた倫理的諸問題を対象とする生命倫理学と、人生全体の中で医

療を位置づけつつその倫理を考える方向（ここでは「人生の倫理」と呼ぶ）との間を架橋しつつ、医療

者と患者・家族とが出会う医療現場における倫理の方向付けを目指す。生物学的生命と物語られるいの

ち（人生）の間、また高度化した技術と日常的生活の間を行き来しつつ、諸問題を考えたい。

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
ｼ　　　）

生物学的生命と 私たちが《いのち》について考え、語る際に、二つ

物語られるいの の観点がある。身体に注目しっっ「生きている」と 清水　哲郎 清水　哲郎
ち いう時に、注目している生命は、T生活し∫「人生 （東北大学 （東北大学

1 を送って」いる私たちのいのちを支えている。この 大学院教 大学院教
二つの見方を説明し、本授業のタイトルの意味を提 授） 授）’

示するとともに、以下の授業内容を説明する。

生命操作の技術 今回から4回に亙って、生命操作技術の高度化に伴
と倫理（1） 、って、新たなタイプの倫理的問題が起きてきた状況 伊坂　青司 伊坂青司
生命の誕生をめ と、それに対処すべく成立した生命倫理学について （神奈川大 （神奈川大

2
ぐって 概観する。今回はまず、人工授精や体外受精などの 学教授） 学教授）

生殖補助技術、およびクローン技術をめぐる倫理的
問題を考える。

生命操作の技術 最先端の生命操作技術と目される遺伝子情報と操作
と倫理（2） をテーマとして、一それが医療に有効に使われる可能

3
遺伝子の情報と 性とともに、プライバシーについての新たな問題や、

o生前診断による妊娠中絶の問題などを、倫理的側
同　上 同　上

面から考える。

生命操作の技術 脳死と臓器移植についての現状を理解し、倫理的諸
と倫理（3） 側面を検討する。「脳死をもってヒトの死とする」

宅

4
脳死と臓器移植 という理解の妥当性、臓器移植をめぐる提供側（ド

iー）、受け手遊（レシピエント）のあり方等を検
同　上 同　上

討し、人間全体を見る立場から問題にアプローチす
る。

生命操作の技術 耐え難い苦痛や人間としての尊厳を理由に、自らの
と倫理（4） 死を選択する自己決定権の主張がされている。生死

5
終末期と死の選 のコントロール技術が進んだことによって、問題は

｡雑になっている。そうした諸状況を概観し、終末
同　上 同　上

期における安楽死や尊厳死の選択を考える手掛かり
を探る。
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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
ｼ　　　）

個体としての人 今回から3回に亘って、前回までに見てきた生命倫
間 理の典型的諸問題の根本にある、《人間》をどう捉

えるかという問題を考える。今回は、《個体・個人》
6 がテーマであり「個体はどのようにして個体か？」 清水哲郎 清水哲郎

を、生物学的視点から、および個体史の視点から考
える。

人間とその尊厳 《人間》について、価値という面から考える。人格

と尊厳、人権、自律、QOL（quality　of　life；生の

質）、生命の価値、人生の価値等々について理解し
7 た上で、　「（いろいろなことが）できないよりでき

同　上 同　上

たほうが良い」と「できなくても良い」という価値
観が並存する可能性を探る　　　　　　　　　　　　　㌔

個人はどこまで 生物学的生命体としての個々人は互いに独立してい
自由か る。が、人生の物語を生きる者同士の生は互いに絡

み合い、浸透しあっている。そこで個人はできる限
8 り自由であるべきだとはいえ、「私の身体なんだか

同　上 同　上

ら、どうしょうと私の勝手だ！」と言い切れない事

情が生じる。この点を考える。

規範倫理学の諸 今回から3回に亘って、生命と人生の倫理を考える

理論 基礎となる諸理論を学ぶ。まず今回は、規範倫理学

のさまざまな概念や立場（義務論、目的論、結果主
9 義、功利主義、・選好功利主義、状況倫理、徳倫理

同　上 同　上

等々）を概観する。 ＼

倫理原則 「いかにすべきか？」を考えるにあたって、倫理規
㌦ 範を参照しながら考えるのが通常である。諸規範の

中でももっとも基礎となり、他の諸規範を支えてい
10 るようなものを《倫理原則》と呼ぶ。今回は倫理原

同　上 同　上

則について、医療現場で医療従事者に課せられたも

のを中心に考える。

社会の中の個人 《社会倫理》をテーマとする。構成員それぞれの福

祉のために、社会としてどのような体制をとるべき

であるかといった問題の医療・福祉に関連する側面
11 を探る。人権、正義、共同体、自己決定、個人主義、

同　上 同　上

自由主義、共同体主義等の概念をとりあげる。

ケアという活動 今回以降は、人間同士が共同で進める活動としての

医療や福祉のあり方について、倫理面からの考察を

12
する。まず、《ケア》という活動への哲学的アプロ

[チを試み、そこから医療・看護・福祉などに共通
同　上 同　上

して倫理的に押さえておくべき点について基礎的な

ことを検討する
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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
ｼ　　　）

相手の最善を目 医療・福祉の活動においては、何をするかという意
指す 思決定のプロセス炉倫理的に重要である。今回はそ

のプロセスの要の一つである「相手の最善を目指す」

13 検討について考え、利害のアセスメント（一般的お 清水哲郎 清水哲郎
よび個別化した）、益と害の双方が見込まれる時に

どうするか（二重結果論、均衡性論）といった問題
を検討する。

合意を目指すコ 医療等の現場における意思決定のプロセスにおける

ミュニケーショ ＼もう一つの要となる、当事者たちが合意を目指すコ

ン ミュニケーションのあり方について考える。パター
14

ナリズムを脱して共同の決定を目指す場合、インフ 同　上 同　上

オームド・ゴンセント、事前指示、リビングウィル
といった事柄をどう理解したらよいかを検討する。

全体のまとめ 最終回は、全体のまとめとして、最後の3回で検討
医療現場の個別 したような倫理的視点から、生命i操作技術を駆使し

事例に臨む た医療における決定について振り返って考える。い
15

くつかの事例を提示して、これまでの検討を活かし 同　上 同　上

た検討を試みる。

一3　2　一一



＝＝@現代思想の地平（‘05）　＝（R）

〔主任講師：石田英敬（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

私たち現代人の人間としての存在の条件、社会の在り方、文化や環境の成り立ちについて、今日の知は

どのような問いを立てているのか？現代世界は、思想にとってどのような問題圏として立ち現れてくる

のか？現代思想の代表的な思想家の仕事を紹介しつつ、かれらの理論が現代世界の何を理解させるのか

を、H常世界の具体的なテーマに取材しつつ明らかにする。

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）

一　イントロダクション　一
「現代思想とは 今日の世界の根本的な思想状況を、1．ポスト・モダ 石田　英敬 石田　英敬

何か」：イント ン、2．ポスト・グーテンベルク、3．ポスト・ナショ （東京大学 （東京大学
1 ロダクション ナル、4．ポスト・ヒューマン、という四つの「ポスト」 大学院教 大学院教

状況と定義して、　「現代思想の問い」への導入を行 授） 授）

う。

一　フェルディナン・ド・ソシュールの『一般言語
「言葉の世紀」 学講義』　一

の問い：ソシュ ソシュールが20世紀の始まりに提唱した「一般記号

2 一ルをめぐって 学」の計画を検討し、　「言語」を中心に人間の文化 同　上 同　上

と社会を考えることの現代的意義、そして、「メデ

イアとコミュニケニション」が全面化した20世紀以
後の世界の条件を考える。

／一

記号とイメージ 一チャールズ・サンダース・パースと現代記号論
の時代：パース

一
と現代記号論 20世紀に進行した「メディア革命」を考える理論と 同　上 同　上3 してパースの記号論を紹介し、’「記号過程」や「記

号分類」の概念を手がかりに人間の意味解釈や推論
のプロセス、情報の処理について考える。

無意識の問い： 一　　「フロイトの発見」以後　一

「フロイトの発 フロイトによる「無意識」の発見がもたらした「理
見」以後 性批判」の射程とはどのようなものか。フロイトに 同　上 同　上

4 始まる「無意識」の概念が現代思想にもたらした問

いを、フーコーやサイード、そしてドブレを参照し
つつ検討する。

文化の意味：「構 一　　「構造主義革命」以後＿。

造主義革：命」以 言語や記号をモデルに、人間の文化を意味の観点か
後 ら理解しようとした「構造主義」の認識革命をレヴ 同　上 同　上

5 イ＝ストロースやバルトを手がかりに捉え返し、私

たちの日常世界を構成する意味作用の原理にせま
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）

「欲望とは何 一欲望の主体一
か」：欲望と主 ラカンの精神分析理論を手がかりに、人間はいかに

体 して「欲望の主体」となるのか、身体イメージと自 石田　英敬 石田　英図

6 己、ことばと他者、欲動と無意識など、人間の主体
のシンボリックな成り立ちについて考える。

「権力と身 一権力と主体化一
体」：権力と主 私たちはどのようにして国家や会社やその他の団体

7

体化 組織の成員となり、社会的身体の部分となっている

ﾌか。学校や軍隊や工場における集団生活の組織原
同　上 同　上

理とはどのようなものか。ミシェル・フーコーの「規

律社会」論を手がかりに、私たちの社会の編成原理

について考える。

「社会とは何／一象徴闘争と社会二一・
か」：象徴闘争 ピエール・ブルデューの社会学を参照しつつ、　「趣

と社会場 味」や「好み」といった個人的と思われる現象にも 同　上 同　上
8 あらわれる社会的な意味作用を理解する方法を理解

し、象徴闘争の場としての社会の成り立ちについて

考える。　　　　　　　　　　　　　　　∠

情報とメディア 一マクルーハン「メディアはメッセージ」　一

の思想：「メデ 映画、ラジオ、テレビからインターネットまで、過

イアはメッセ・一 去1世紀は人類がかつて経験したことのない「メデ 同　上 同　上
9 ジ」 イア革命」の時代だった。マーシャル・マクルーハ

ンの「メディア理解」を参照しつつ、情報とメディ

アの問題圏を提示する。

文化産業と想像 一想像の未来一
カー想像の未来 TVドラマやアニメ、ゲームなどの「文化産業」に人

一 びとの想像力が支配される時代に私たちは生きてい

る。いま「想像すること」にどのような意味がある 同　上 同　上
10 のか、ジョンー・レノンの「イマジン」を題材に、ア

Lドルノ、ホルクハイマーの「文化産業批判」、フッ

サールの現象学、ステイグレ」ルの「象徴的貧困」 ，

論を参照しつつ考える。

「戦争につい 一戦争ほなぜ終わらないのか一 西谷　　修 西谷　　修

て」一戦争はな 人類が経験したことのない世界戦争の世紀ののち、 （東京外国 （東京外国

ぜ終わらないの 21世紀は新たな戦争の世紀として開始された。なぜ 語大学教 語大学教
11 か一 戦争が現代人の根元的な「存在の問い」と結びつい 授） 授）

ているのか、ハイデガーの存在論を参照しつつ、現

代の戦争を考える。 石田　英敬 石田　英敬

「宗教につい 一　　「宗教の回帰」を問う　一 西谷　　修 西谷　　修

て」：宗教の回 なぜ現代生活において「宗教」が回帰するのか、フ

帰を問う
ランスの法理論家ピエール・ルジャンドルの「ドグ　　　轡

石田　英敬 石田英敬
12 マ人類学」や、チュニジアの精神分析家フェティ・

ペンスラマの著作を参照しつつ、「宗教の回帰」を
問う。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

ナショナリズム ＿　　「ナショナリズム」を克服する　一 小森陽一 小森陽一
と国家：ナショ グローバル化する世界と同時にせり上がってくるナ （東京大学 （東京大学

ナリズムを克服 ショナリズム、ベネディク塾・アンダーソンの『想 大学院教 大学院教
13 する 像の共同体』以後のナショナリズム論を視野に収め 授：） 授）

たうえでナショナリズムの克服を考える。

石田　英敬 石田　英敬

差異と同一性の 一　　「差異と同一性」の共生原理一

共生原理：ジェ 現代思想の諸理論は、文化差、性差、アイデンティ

ンダー、マイノ ティをどのように考えてきたか、それらの思想的パ 石田　英敬 石田　英敬

14 リティ、クレオ ラダイムによってどのような共生の新しい原理を考

一ル、マルチチ えることが実践的に可能になったのか、現代思想の

ユード 具体的成果を、ジェンダーとマイノリティの問題を

手がかりに検証する。

・』総括セッション「現代世界の思想的展望」一

総括と展望：新 講義で扱った現代思想の問題圏を振り返り、21世
しい人文知のた 紀の私たちの世界の思想課題を展望する。 同　上 同　上

15 めに
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科目名（メディア）＝＝＝ 音楽理論の基礎（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）：笠原潔　　（放送大学助教授）〕

〔主任講師（現職名）：徳丸　吉彦（放送大学教授）　〕

講義概要

　音楽を学ぶにあたって最低限必要な基本的知識を全15回にわたって講義する。西洋音楽のみならず、日本の

音楽や世界の伝統音楽を理解する上で必要な概念について説明し、それを通じて世界の多様な音楽に対する理

解を深めることを目標とする。講義は、多くの曲例を紹介しながら、また具体的な実演映像を交えながら進め
る。

授業の目標

　全15回の講義を通じて、音楽研究を進める上で最低限必要な用語が理解できvかっ、五線楽譜を読んだり、

書いたりすることができるようにすることを目標とする。また、この講義を通じて世界の様々な音楽の概略が
把握できるようになることを目標とする。

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）

「音」をめぐっ 音楽で使用される「音」に関して、音高・音価（音 　　9ノ
ｿ丸吉彦 徳丸吉彦

て の長さ）・強度・音色といった様相やその測定方法 （放送大学 （放送大学
1

を紹介し、音楽によって重要な様相が異なることを 教授） 教授）

説明する。

五線記譜法の基 西洋音楽の記譜に広く使われている五線記譜法に関 笠原　　潔 笠原　　潔
礎 して、音符や休符の書き方をはじめ、音部記号・臨 （放送大学 （放送大学

時記号・調号の使い方、減価表記の仕方、拍子記号 助教授） 助教授）
2 の使用法など、基本的知識を紹介し、五線楽譜が一

応読譜・記譜できるようになるまでにする。

西洋の音律： 音律に関して、音程の紹介から始まり、音程と周波 笠原　潔 笠原　　潔
／数比との関係、西洋のピタゴラス調律や古代中国の （放送大学 （放送大学

三分損益法などを紹介した後、西洋の種々の調律法 助教授） 助教授）
3 を実演を交えながら紹介する。

音律の問題 西洋以外の文化圏における音律の問題を紹介する。 徳丸吉彦 徳丸吉彦
畜律が意味をもたない音楽様式を含め、音律や音階、 （放送大学 （放送大学

4 とりわけオクターヴ音階の概念の問題点を扱う。 教授） 教授）
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　　＼
ｷ筆担当 放送担当

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名
（所属・職名） （所属・職名）

西洋の旋法 西洋音楽で使われてきた旋法に関して、西洋近代の 笠原　　潔 笠原　　潔
音楽で使用された長調・短調という2種類の旋法を （放送大学 （放送大学
はじめ、それ以前に使用されていた「教会旋法」や、 助教授） 助教授）

5
西洋近代の音楽で使用された長調・短調以外の旋法

について、実例に基づいて論じる。

旋律の動かし方 旋律を示す用語の問題から、独立した旋律型をもつ 徳丸吉彦 徳丸吉彦
長唄を扱い、さらに、イラン伝統音楽を例にして、 （放送大学 （放送大学

6 旋律の動かし方が多様であることを学ぶ。 教授） 教授）

ノ

西洋近世の和声 西洋近代の調性音楽で使用された機能和声法の原理 笠原　　潔 笠原　　潔
とその根幹にある現象について講義し、機能和声法 （放送大学 （放送大学
㌔

／7 の概略を紹介するとともに、機能和声法独特の考え 助教授） 助教授）

方を説明する。

西洋の対位法 　　　　　　　　　　　　　　＼ｼ洋中世以来の対位法音楽の歴史を追いながら、オ 笠原　　潔 笠原　　潔
ルガヌム、モテートウス、フーガ、カノン、クオド （放送大学 （放送大学

8 リベトなどその主要な創作ジャンルを紹介する。 助教授） 助教授）

’

人はなぜ「合わ 世界には、ポリフォニーやヘテロフォニー以外にも、 徳丸吉彦 徳丸吉彦
せる」のか 様々な音楽の’「合わせ方」がある。● ｷ唄における声 （放送大学 （放送大学

と三味線の関係や、ガムランにおけるあわせ方、日 教授） 教授）
9 本の「御祝」における謡と民謡の合わせ方など、具

体的な例を紹介しながら、合唱と合奏の問題など、

世界の音楽における「合わせ方」について学ぶ。

リズムと時間構 音楽のリズムとその背後にある時間構造を巡って、 徳丸吉彦 徳丸吉彦
造 西洋音楽を出発点に、雅楽やガムラン音楽など、具 （放送大学 （放送大学

10 体的な例を紹介しながら、その構造を明らかにする。 教授） 教授）

＼

西洋楽譜の歴史 古代ギリシャ以来の西洋記譜法の歴史を辿りなが 笠原　　潔 笠原　　潔
ら、西洋の各時代の記譜法（タブラチュア譜を含む） （放送大学 （放送大学

11
について学ぶ。 助教授） 助教授）

東アジアの楽譜 西洋と並んで楽譜の伝統をもつ東アジアを例にし 　　　　　、ｿ丸吉彦 徳丸吉彦
て、多様な楽譜を知り、楽譜によって、音楽のどの （放送大学 （放送大学

12 ような様相が記録されるかを知る。 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）

しょうが

u唱歌」の世界 世界には、日本の「嬉餓」や口三味隷のように、「楽 徳丸吉彦
徳
丸
吉
彦
●

譜」を言葉で歌う技法がある。同様の技法は、西洋 （放送大学 （放送大学

13
のソルフェージュにも見られる。実例によってそう

教授） 教授）

した歌い方の例を学びながら、こうした技法がもつ
意味を考える。

楽の器 「楽器」というと「音楽」を演奏するための道具と 徳丸吉彦 徳丸吉彦
考えられがちであるが、　「楽器」が開く音の世界は （放送大学 （放送大学

それよりもはるかに多様であり、豊潤である。この 教授）　’ 教授）

14 講義では、人類の歴史の中の最初期の楽器の紹介に

始まり、　「楽器」が切り開く多様な音世界や音楽の 笠原1潔 笠原　　潔
／

演奏に使われる様々な媒体について紹介しながら、 （放送大学 （放送大学

「音楽」．という概念の再検討を試みる。 助教授） 助教授）

倍楽」という 一口に「音楽」といっても、西洋でいうmusicと日 徳丸吉彦 徳丸吉彦
概念 本でいう「音楽」との間には概念上のずれがあるし、 （放送大学 （放送大学

世界に目を向けるとやさらに違った概念で「音楽」 教授） 教授）

15 という現象を捉えている文化もある。全15回のまと

めとして、世界における多様な「音楽」概念につい 笠原　　潔 笠原　　潔

て学ぶ。 （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）
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＝： 坙{語学概説（‘06）　＝（R）
　　　　一母語のすがた一

〔主任講師（現職名）：杉浦　克己（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　日常に使っている母語を敢えて意識的に分析してみると、きれいな体系を持っていることに気付
く。どのような点に着目し、どのような方法を用いるとそれがわかってくるかを、身近な用例を挙

げて概説し、その結果明らかになる日本語の様々な特色と体系の一端を示す。日常的な言語生活の
中から母語を見つめ直すという視点に立ち、できるだけ専門的な用語を避けた概説を基調とするが・

研究・分析に進む興味・関心への発展にも配慮する。

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）

母語としての日 自らの中にありながら、意識的に分析し、形に表 杉浦克己 杉浦克己
本語 すことが難しい母語の体系を記述するための基本的 （放送大学 （放送大学

な手法を紹介すると共に、これまで先人は母語であ 助教授：） 助教授）
1 る日本語をどのように見つめてきたかを概説し、本

講義全体の考え方を示す。

方言 β常的な言語使用の中で、母語を顧みる機会の端

的な例として方言をとらえ、実際にはことばのどの

ような点が方言として感じられるのかを考え、これ 同上 同上

2 を手がかりに、方言を分析的に考える方途をさぐる。

さらにこれまでの方言研究を概観し、併せて標準
語・共通語との関係、ことばの位相、近時の方言研
究の新視点の実際例を紹介する。

敬語 日常的な言語使用の中で、自分の使っている言葉

を意識する機会の端的な例として敬語をとらえ、そ

の本質が言語使用上の人物に対する配慮であること 同上 同上
3 を概説する。実際の敬語表現を整理すると共に、配

慮の背景には、敬意だけではなく、身内か他人か、

言語使用の場、など様々な要素があることを示す。

音 音を日常的な言語使用の中で分析的に意識するこ

とは難しいが、どうずればそれが可能か、敢えてそ

れを行うと何がわかるかを、実際に例を挙げながら 同上 同上

4 概説する。またアクセントの実態を、基本的な性質

である型の対応を中心に概説する。これらによって、

自身が身につけている音が意識されないきれいな体

系を持っていることを示す。
！

音の変遷 現代我々が用いている日本語の音は、様々な変化

を経てきている。これを、漢字音の移入、外国語と

の接触、外来語の移入、などの外的要因と、日本語 同上 同上

5 の音それ自体の内的要因の二つの方向から概説す

る。また、これを例として、ことばの歴史的な変化

をたどる際の基本的な考え方を示す。
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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）

文宇 日本語では基本的な性質の異なる漢字と仮名を併 杉浦克己 杉浦克己
用している。先ずこの点に着目し、漢字・平仮名・ （放送大学 （放送大学

6 片仮名の文字としての特色と用いられ方の実態を考 助教授） 助教授）

える。さらに日本語における文字使用の変遷を漢字
と日本語との関係を軸に概観する。

語と意味 一般的な意味で、ことばについて考えようという

際には、単語を単位とする場合が多い。これは意味

を表す最小の単位として単語が先ず念頭に浮かぶ、 同上 同上

7 ということによると思われる。この点を手がかりに、

語と意味の関係はどのように分析・記述できるかに

ついて、複数の考え方を示し、ことばの意味のとら
え方を概説する。

語の由来 ことばについて少し踏み込んで考えてみようとす

る時、語源やことばの意味の変化が意識される機会

は多い。身近な語例を挙げ、語誌についての基本的 同上 同上
8 な考え方や手法を示す。さらに、現代の日本語に見

られる和語・漢語・外来語の各々の由来と特色を概
説する。

文と語のはたら 文は語と語を組み合わせて作られ、その組み合わ
き せ方のきまりが文法である。そのきまりは、一つ一

つの語の果たす役割と、文全体ρ組み立ての二つの 同上 同上

視点からとらえることができる。ここでは主に前者
9

から、簡単な用例を挙げて語が文の中でどのような

働きをするかを概説し、日常のことばが、意識され

ないうちに一定のきまりに従って用いられているこ
との一端を示す。

文の組み立て 文の基本的な組み立てを担うものは何か。何に着

目するとそれが明らかになるか。身近な例文を分析

することでその一端を示す。さらに、現代の日本語 同上 同上
10 の文の構造を考える手がかりの一つとして、古文と

現代語を比較すると、文の組み立ての基本が大きく
異なるっていることを概説する。

文章～的確な理 単語と単語をつないで文が作られるように、文と
解のために 文とをつないで作られるものが文章である。文章の

＼

構成にも一定のきまりがあり、個々の文の果たす役 同上 同上

11 割がそれを担っていることを概説する。さらに、文

章を的確に理解するためには、その構成と個々の文

の役割を認識することが不可欠であることを、実際
の文章例を分析することで示す。

文章～的確な表 的確に表現するためには、文章の構成について十

現のために～ 分な配慮が必要である。そのためには個々の文の果

たす役割を把握することが不可欠である。実際に文 同上 同上
12 をその役割で分類し、それを考えに沿って構成する

ことで文章が成り立って行く過程を示し、併せて

様々な文章表現の諸相を概説する。
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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）

表記と文体 実際にことばで表現する際、同じような内容であ 杉浦克己 杉浦克己
るのに複数の表レ方があることを我々は経験的に知 （放送大学 （放送大学

っている。このことを表記と文体の二つの面からと 助教授） 助教授）

13 らえる。性質の異なる文字種を混用する日本語の表
e

記の実体を概説する。また、文体を社会規範的な側

面と個性に関わる側面の双方から、実際の例に基づ
いて概説する。

国語教育 生活のあらゆる場面で、意識するかしないかに関

わらず、我々はことばを身につける機会に遭遇して

いるが、一方で母語を組織的・系統的に身につける 同上 同上

14
機会として、国語科教育を受けてきている。国語科

ｳ育は何を目的に、どのように行われてきたかを概
観し、日常のことばの使用との関係を考える。さら

に今後どのようなことばの教育が必要とされるかに

ついて、いくつかの考え方を示す。

国語問題とこれ 実際のことばの使用の上で生じる様々な障害が国
からの日本語 語問題である。，これまで主に取り上げられてきた国

語問題を概説する。さらに、今後どのようなことに 同上 同上
15 目を向けていくべきかを、主に情報通信技術の急速

な進展と日常のことばの使用の関係から考える。
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K

＝＝ 装ｶ学入門．（‘04）＝（R）

〔主任講師：野山嘉正（放送大学教授）〕
〔主任講師：林　達也（駒澤大学教授）〕

全体のねらい
　国文学全般について広い視野から展望するとともに基本的な教養に必要な事項や定説とされる知見に関する情報を提供

する。また、学問の基礎作業について注意を喚起する。さらに、先進的な問題をも紹介しつつ概説を超えて研究のスタイル

についても参考となるように全体を歴史的に通観する。

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

　本講義の目的と方法について述べる。時代別の構成をとら

ｸに、韻文・散文・漢詩文の三分野を柱として講義を展開し

ﾄいることの理由を説くことからはじめて、全体の配置・構

ｬを紹介する。そして、特に、日本古典文学における韻文の
竭闢_がどのあたりにあるのかについて、基本的な考えを示　　　　’

ｷ。

林　　　達也
i駒澤大学教

�j

林　　　達也
i駒澤大学教

�j

2 歌謡と和歌

　韻文の初発に位置付けられる上代歌謡についてその特質を

柾qし、万葉集和歌との連続と不連続について考察する中か
轣A和歌原初の形質、万葉集和歌について考察する。さらに、

ｽ安から近世までの歌謡についても概観し、歌謡の特質と時

辮ｫにつ㍉・て言及する。

同　　上

　　　　》　㍉

ｯ　　上

3 八代集の和歌

　古今集から新古今集までの勅撰集の和歌に逸しながら、平

ﾀから鎌倉初期に至る時代の和歌について、歌詞や和歌表現
Aの形成、和歌と物語の関わり、和歌の詠まれる場、和歌と評

_（歌論〉等の諸問題を取り上げ、和歌の定着と展開、その
A価値について考える。

同　　上 同　　上

4 和歌の諸相

　　勅撰集では新勅撰集・’玉葉集・風雅集を取り上げ、中世

ﾌ自然詠・恋敷を概観する。さらに、応仁の乱以降の和歌に

ﾂいて、貴族・連歌師・武人・地方歌人相互の関わりを通し
ﾄ考察し、近世の和歌については、堂：上と地下との関連、儒

wや国学との交渉の過程からいかなる状況が生じていたのか

ﾉ言及し、幕末の和歌に及ぶ。

、　同　　上
同　　上。

5 連歌と誹譜

　　平安末期の勅撰集『金葉集』にはすでに連歌が収録され

ﾄいるが、慰み物のであった連歌が、中世中期に至って文芸
ﾆして盛行する過程を追いながら、連歌の文芸と、しての価値

�ｩ定める。また、連歌から派生し、江戸期に入って文芸の

蝸ｬとなった俳譜については、主要な俳譜師の活動を把握し、

o譜の文芸性、俳聖盛行の意味を考察する。

同　　上 同　　上

6 王朝の漢文学

@　　　　　〆

　日本文学において漢文学の果たした役割を概観した上で、
ｽ安時代を中心に、奈良時代から鎌倉時代前期に至る、主に

M族が担い手となゆた漢文学について、ジャンルとの交流を

燻許?ﾉ入れつつ考える。

堀川　貴司
i鶴見大学教

�j

堀川　貴司
i鶴見大学教

�j

7 禅林の文学

　鎌倉時代中期になって新たに漢文学の担い手として登場し
ｽ禅僧たちの文学について、禅宗寺院という場と社会・政治、

ﾁに武家政権との関わりに注意しながら、その変遷をたどっ
黷ﾄいく。

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　各
i所属・職名）

8＼ 近世の漢文学

儒学者たちによって担われた江戸時代の漢文学について、禅

ﾑの文学の継承と否定、同時代の中国の学芸との関わり、学
竄ﾆ文学の分離、漢詩の大衆化など、様々な視点から考え、

ﾟ代文学との接点についても触れる。
堀川　貴司 堀川　貴司

9
古伝承の時代から
ｨ語の時代へ

　『古事記』や「風土記」の中に語られている種々の伝承に

Gれることからこの講義を始める。伝承世界が文学的な特質
�ｾて徐々に成熟し、やがて平安時代の『竹取物語』の如き

ｨ語作品を創造するに至るありようを考察する。

高橋　文二
i駒澤大学教

�j

高橋　　文二
i駒澤大学教

�j

10 物語の盛期

　仮名の出現は物語を生み、その表現と内容の豊か．さの誕生

ﾉ大きく寄与する。ここでは『源氏物語』をはじめとする平

ﾀ時代の物語諸作品の表現の特質と意義を探り、後の時代へ
ﾌ影響なども考察する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

同　　上 同　　上

11 日記と随筆

　自己省察の表れとして独特の思念を展開させた平安時代・

剔q時代の日記や随筆の諸作品に触れ、それらの表現の特質

ﾉついて考え、物語とは違った散文表現の特質について考察

ｷる。
同　　上 同　　上

12 説話と軍記

　　　　　　　　　　　　　　　　一　’
@『今昔物語集』．のような豊富な話題に満ちた説話集や『平

ﾆ物語』のような合戦の物語を対象にして、王朝女流の文学

｢界とは趣を大きく異にした、庶民や武者や僧侶の世界に密
?ｵた作品の表現の特質と意義を探る。

同　　上 同　　上

13 三都の文学

　京・大坂・江戸という三都に展開した文学世界の特質を考

ｦる。話題は御伽草子や仮名草子から始まり、浮世草子や読

{の諸作品に及び、それらの表現の特質や内容の多様さにふ
黶Aその意義を考察する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

同’　上 同　　上

14 詩歌の近代

　西洋詩に触発されて新体詩が生まれたことから開始して、

ﾃ典詩歌がその影響をうけ、明治以後の社会との複雑な関係

�ﾛ持しつつ変容していった様相を要約して示す。併せて文

wの近代化への展望について考察する。

野山　嘉正
i放送大学教

�j

野山　嘉正
i放送大学教

�j

15 近代の小説

明治以降、西洋の「ノベル」の概念が導入されたことによっ

ﾄ、「小説」が近代のジャンルとして成立し、変容を遂げて
｢った過程、’また、言文一致が進む中で小説の文体や方法意

ｯがさまざまに変化していった様相を、「小説」概念の変容

ﾌ歴史として概観する。

安藤　　　宏
i東京大学大

w院助教授）

安藤　　　宏
i東京大学大

w院助教授）
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＝： ﾟ代詩歌の歴史（‘04）’：（R）

〔主任講師：野山嘉正’ i放送大学教授）〕

全体のねらい
　近代社会において詩歌の変革が不可避の大きい問題であったことを歴史的に明らかにするのが目標。前代からの連続とし

ての短詩形文学と西洋詩に由来する新体詩の関連に注目して、内部から近代詩歌の本質を解明する。さらに、散文・小説と

の三連にから近代詩歌を分析する。（tg9）で引用又は分析の対象とした詩歌作品のかなりの部分を（’04）では差し替え、脚注を

細かくつけて読みやすくする等の改訂を施す。

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）

ことばの定義と全体の構成、詩歌ゐ内外を総体として考え

1

一はじめに一近代

拷ﾌとは何か

る。明治期に全領域の基本構造を見定め、さらに散文・小説
野山　嘉正
i放送大学教

野山　嘉正
ｭ放送大学教

’

授：） 授）

1

正岡子規1　第2回から6回まで子規を視点に据えて考え

詩歌の変革　正岡 る。前代の韻文・詩歌の状況と、そこから出発した子規のあ

2 子規1 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

文学としての詩歌 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る。

3 正岡子規2 同　　上 同　　上

く

ド
ノ

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

俳句の変革　正岡 的な様相を追跡する。

4 子規3 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款革：

俳句革新から短歌 新について概説する。

5 革新へ　正岡子規

S
一 同　　上 同　　上

子規の理想がどの程度実現したか、または挫折したか、を

三二の系譜　正岡
できるだけ細かく観察し、併せて結社の展開の姿を略述する。

6 子規没後 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。

新体詩と短歌　明
7

星派1
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）、

明星派2　詩歌の全領域を自分の個性として構想した北原

新体詩と短歌　明 白秋と石川啄木とについて考える。

8 星派2一白秋と啄 野山一嘉正 野山　嘉正
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歌

新体詩と短歌　明 の全領域へρ展開の具体的な事実を追跡する。

9 星派3’一白秋の全 同　　上 同　　上
領域、

近世から近代へ　詩歌と小説の歴史的な位置聞係の変化を

観察する。併せて小説偏重の文学史を見直す。　取り上げる

10
詩歌と小説1一近
｢から近代へ一

主たる対象は坪内遣遙と北村四谷。 同　　上 同　　上

島崎藤村　　いわゆる〈詩から散文へ〉という図式を再検

討する。詩歌と小説に対する考えかたを考察する。

11
詩歌と小説2島崎
｡村

同　　上 同　　上

柳田国男と国木田独歩　柳田の散文の背景、独歩の内部の

詩歌と小説3　一 詩歌などを考え、詩歌と韻文の関連を論ずる。

12 『好情詩』の詩人た 同　　上 同　　上

ち一

森鴎外について　「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鴎外が、文学史で果した

13
詩歌と小説4　森
ｨ外

役割を詩歌を通じて考える。r
同　　上 同　　上

夏目漱石について第一級の俳人、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　夏
ﾚ漱石

同　　上 同　　上

芥川龍之介を転回点に、明治大正期以後の詩歌について、

本書の立場から展望する。

15
結びに代えて芥川

ｴ之介
同　　上 同　　上
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＝　東アジアのなかの日本文化（‘05）：＝（R）

〔主任講師：村井章介（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

　東アジアとの交流のなかで歩んできた日本文化の姿を、さまざまなレベルでの「異文化接触」という

視点から、エピソード中心に描く。とくに、その接触を支えた貿易船の往来に注目する。とりあげる時

代は、おおよそ奈良時代から江戸時代初期までとする。

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）

遣唐使と中国文 日本古代の律令体制は、遣唐使により唐の統治制 村井章介 村井章介
化の輸入 度を輸入し、それを日本の実情に合わせて修正する （東京大学 （東京大学

ことによって作られた。717年忌遣唐留学生として 大学院教 大学院教1
渡海した阿倍仲麻呂と吉備真備の2人の事跡を通じ 授） 授）

て、文化面を中心に遣唐使の意味を考える。

破綻する「小中 古代の日本は、朝鮮半島の諸国からの朝貢を受け
華帝国」 ることで「小中華」を自認していたが、統一新羅が

対等の関係を求めるようになると、842年に帰化を
2 認めない政策に転じる。以後、日本を「神国」とし、 同　上 同　上

中国と対等、朝鮮より上位という建前に固執するこ
とが、貴族層の対外姿勢の基本となる。

渤海使節と詩を 日本海の対岸に栄えた渤海王国は、9世紀半ば以
競う 降は日本と国交のあった唯一の国だった。渤海使節

は日本海を越えて北陸の馬丁に到着し、京都に来て
3 菅原道真ら文人貴族と漢詩の贈答を行った。その詩 同　上 同　上

の会は、両国が文化的能力を競いあう場となった。

生身の釈迦、海 東大寺の僧喬然は、建国後まもない宋に渡航し、
を渡る 印刷された大蔵経と釈迦の生前の姿を写したとされ

る仏像を携えて帰国した。嵯峨の清涼寺に現存する
4 釈迦像は「生身の釈迦」として絶大な信仰を集め、 同　上 同　上

鎌倉時代を中心におびただしい模写像が造られた。

刀伊の転転、被 1019年に女真人の海賊が北九州を襲った「刀伊の

害者の証言 篤志」に際し、賊に捕われたが高麗軍に救出され、

生還した二女性がいた。京都の貴族の日記に見える
5 彼女らの目撃談から、女真海賊の行動、高麗政府の ・同　上 同・上

対応、日本の支配層の関心、日本国内の情報伝達ル
一トなどを考える。
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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）

海に開かれた 日本と中国が互いに相手に開いた窓であった博多

窓、博多と寧波 と寧波という2つの港町をとりあげ、外交や貿易上

の機能を見る。とくに近年の発掘成果に基づく中世
6 都市博多の研究を紹介し、国家への帰属を超えた貿 ・村井章介 村井章介

易商人の居住や営業の形態を復元する。

朝鮮渡来の海洋
11～13世紀に奄美群島徳之島で大規模に生産さ　　　㌔

性陶器、カムイ れ、九州島南部から先島までの広範囲に流通したカ

ヤキの世界 ムイヤキという須恵器がある。その技術の系統、関
7 与した人間集団や流通組織など、文字史料からは解 同　上 同　上

明不可能な問題に、考古学研究がどこまで迫ってい
るだろうか。

宋へ渡ろうとし 鎌倉幕府第3代将軍源実朝は、東大寺再建を指揮
た鎌倉将軍 した中国人技術者陳和卿から医王山の高僧の再誕だ

と言われたことを契機に、宋への渡航を思い立ち、
8 和卿に大船を造らせたが、進水させることができず 同　上 同　上

挫折した。この事例から、造作技術や仏教信仰など
の国境を超えた広がりを観察する。

蒙古襲来と異文 博多湾岸における蒙古軍と鎌倉武士との戦いは、

化接触 武器や戦法においてきわめて対照的で、家単位の軍

団による個人戦で臨んだ武士たちは苦戦を強いられ
9 た。異文化接触とそれが日本人の意識に残した刻印 同　上 同　上

という観点から、蒙古襲来の意味を考える。

看板としての寺 14世紀前半を特徴づける寺社造営料唐船は、従来

社造営料唐船 日本の支配層が特派した貿易船と見られてきた。こ

の通説を、新安沈船という考古遺物や禅僧の伝記史
10 料から見直し、中国人商人の経営する貿易船に日本 同　上 同　上

の公権力が与えた看板にすぎなかったことを提示す
〆

る。

輸入文化として わび、さび、幽玄などの言葉で象徴され、日本文

の禅宗 化の粋とされることの多い禅宗文化は、実はその初

期においては典型的な輸入文化であった。その日本
11 定着は、13～14世紀に東シナ海をひんぱんに往来し

同　上 同　上

た貿易船に便乗した禅僧たちによって担われた。

文化史上の「日 15世紀初頭に足利義満が明皇帝の回忌を受け入れ
本国王冠道義」 て「日本国王」に封じられたことは、日本が900年

12
ぶりに中国と正式の国交を結ぶという画期的事件で

?ﾁた。それは、倭逡という新たな質の人的接触が 同　上 同　上

もたらしたものであり、挙手の対外観を大きく揺さ

ぶるできごとであった。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

対馬のサバイバ 朝鮮半島へのゲートウェイに位置する対馬は、政

ルゲーム 治的には日本に帰属しつつも経済的には朝鮮半島に

頼って生きてぎた島である。その対馬が、16世紀末
13 の文禄・慶長の役で侵略軍の先鋒役を担わされた結 村井章介 村井章介

果、江戸初期には生き残りを賭けて朝鮮外交を展開
することになる。

東アジア知識人 中国周辺において文明の証は中国文化の保持であ
の共有文化 り、とくに儒学と漢詩は民族の異なる知識人がつき

あう際の必須の教養となった。一方で中世の日本は
14 東アジアでもっとも仏教が栄えた地域であった。江 同　上 同　上

戸幕府が儒学を正統としたことで状況にどのような
変化が生じたか。

明清交代を回す 「華夷変態」という言葉で要約される17世紀半ば
える朝鮮：と日本 の明清交代は周辺に波紋を広げ、朝鮮は正統的儒教

の継承者として自己を規定し、江戸幕府は武力で明
15 の復興を援助することを検討した。東アジア全体に 同　上 同　上

世界観をめぐる深刻な動揺が拡がっていく状況を観
察する。
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＝： l文地理学く‘04）＝（TV）

〔主任講師
〔主任講師

小林　　茂　（大阪大学大学院教授）

杉浦　芳夫　（首都大学東京教授）
〕
〕

全体のねらい

グローバル化がすすむ今日、多様な人間社会はますます複雑に変動し、これをどう認識するかが大きな

課題となっている。大学レベルの人文地理学初学者のための入門としそ、まずその古典的視角の理解を

はかるとともに、現代における発展を追跡し、さらにそれを基礎として今日の多彩な問題の理解にむけ

た課題を検討する。あわせて、高等学校までの地理のイメージのリニューアルをはかりたい。

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）

多様な世界へのア グローバル化がすすむ今日、地球上の多様な人間社会はます

プローチー人文地 ます複雑に変動し、これをどう認識するかは私たちの大きな

理学とはどんな学 課題となっている。’多様な世界とその変動へのアプローチの 小林　　茂 小林　　茂
1 問か一 ひとつとして人文地理学を位置づけ、その主要テーマを解説 （大阪大学大 （大阪大学大

する。 学院教授） 学院教授）

地理的知識の発展 世界の人びとは、自分たちの居住地に関する地理的知識を蓄

と地図 積し、それをさまざまな手段で表現してきた。地図はそれら

を視覚的に統合する媒体として大きな役割をはたし、正確さ 久武哲也 久武　哲也

2 をましながら多彩に発展してきた。地理的知識の発展につい｝ （甲南大学教 （甲南大学教
て、その地図的表現の歴史をみながら概観したい。 授） 授）

人文地理学の先駆 人文地理学の確立期であった19世紀には、今βにつながる、
者と古典理論 3つの大きな課題に関心が展開した。その第1は、人類による

環境に対する適応および環境の改変の問題であり、アレクサ

ンダー・フォン・フンボルトらによって展開された。第2は

3 「地域の個性」の認識で、カール・リッターやヴィダル・ド・ 同　　上 同　　上
ラ・ブラーシュによって推進された。第3は「空間と立地」

の問題で、フォン・チューネンの『孤立国』以降、立地論と

して進歩するbこうした近代人文地理学の発展過程を、その
時代的背景と結びつけながら概観する。

環境への適応 人びとの環境への適応が、さまざまな戦略や方法で実現され
ることを、具体例（ネパールの中間山地農村における÷ラリア

に対する文化的適応と生物学的適応）を紹介しつつ解説する。

4 また、環境と生活様式、民族分布との関係など、世界の多様 小林　　茂 小林　　茂

性が形成される背景のひとつに環境への適応があることを示
ｷ。

資源利用と景観 環境への適応の一局面である資源利用が、景観の形成に密接

にむすびついていることを、具体例（福岡県太宰府市の農業水

利と里山利用）を紹介しながら解説する。また資源利用の変化

5 が景観をどのように変化させるかについても具体例に即して 同　　上 同　　上
示し、景観のもつ意味について考える。　　　　　　　＼

＼

ザ

／
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

農村例定期市・都市 農村空間を背景に都市的集落が成立するプロセスを中心地理

一中心地理論から 論的に説明する。まず経済発展の低い段階では定期市システ

みた地理空間一 ムが成立することを、JLH．スタインのモデルを用いて説明す 石原　　潤． 石原　　潤

6 る。ついで、定期市システムを克服して都市的集落の階層的 （奈良大学教 （奈良大学教
配置（中心地システム）が成立することを、W．クリスタラーの 授） 授）

モデルを用いて説明する。

計量革命 1950年代中葉のアメリカ地理学界で起こった計量革命（地理

学の理論化・数量化の動き）は、世界の地理学の学問内容を刷

新した。計量革命。背景を当時のアメリカの社会や地理学界 杉浦芳夫 杉浦芳夫
7 の現況と関係づけて説明するとともに、計量革命がめざした （首都大学東 （首都大学東

新しい地理学（「空間の科学ゴとしての地理学）について概説す 京教授） 京教授）

る。

’

都市システム 都市をシステム論的に記述・分析する視点は、1960年代から

人文地理学にとりこまれる。そこでは、個々の都市をシステ

8

ムの構成要素とみなし、複数の都市間の機能的な関係を特定
ｷる都市群システムの視点と、都市内部の部門間の関係から1

ﾂの都市をシステムとみなす都市内部システムの視点から研
?ｪ推進された。これらにより、時空間的な都市システムが、

矢野桂司
i立命館大学
ｳ授）

矢野桂司
i立命館大学
ｳ授）

どのように記述され、説明され、さらには予測されているか
を述べる。

、

都市空間と人間行 現代都市に齢ける都市化・郊外化の進行は、都市空間の拡大

動 とともに、都市内部の機能地域分化や居住地域分化をもたら

す。こうした都市空間の構造変容を検討するとともに、そこ 岡本耕平 岡本耕平
9 で繰り広げられる都市住民の日常的な活動（就業や通勤など） （名古屋大学 （名古屋大学

の空間的な展開を考察する。 大学院教授） 大学院教授）

GIS革命 1980年代後半に欧米で始まる地理情報システム（GIS：
Geographic　Infbrmation　Systems）革命は、紙地図からデジ

タル地図への単なるIT技術の地理学の導入にとどまらず、地

10

．理情報システム（GISystems）を地理情報科学（GIScience）

ﾖと展開させた。この革命がどのように進展したのか、そし
矢野桂司 矢野桂司

て、膨大な地理情報と高速コンピュータの出現によって、ど

のような新しい地理学的研究分野が拓かれたのかを紹介す
る。また、バ㌣チャル空間などの新しい空間概念の地理学へ

の影響などに関しても、言及する。

地理情報科学 1960・70年代に構築された地理学における様々な理論モデル

は、GIS革命を経て、膨大なデジタル地理情報の創出や、そ

れらを処理するための高性能コンピュータやAIを始めとす

11 る新しい分析手法の出現によって、現実世界に適用されるよ 同　　上 同　　上
うになった。ここでは、大型店舗の進出によるインパクト分

析などのモデリング研究、GISを活用した住民参加型の地域
計画手法を紹介する。

現代空間と人間 情報技術の：革新は、人々の生活空間に産業革命期に匹敵する

ほどの大きな影響を与える可能性がある。情報化の進展は空

間的制約を取り除く一方で、新たな空間的差異を生み出しつ

12 っある。同時進行する経済のグ直一バル化と絡めてこの問題 岡本耕平 岡本耕平
を検討す凱

｝
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

＼発展途上国の都市 郊外化・情報化のすすむ先進国の都市に対して、発展途上国 池谷　和信 池谷　和信
生活 では、農村から都市への人びとの移動が継続している。その （国立民族学 （国立民族学

結果発生してきた都市のスコッター地区の生活の実態を紹介 博物館助教 博物館助教
13’ し、住民の構成や移動性の高さを検討する。また住民のコミ ．授） 授）

ユニティーと行政の緊張関係のなかで、施設やサービスが

徐々に向上していることも示す。

発展途上国の環境 熱帯林の破壊、稀少動物の絶滅など、発展途上国の環境問題

問題 がひろく報告されえいる。ここではそうした問題のひとつと

して野生動物の保護をとりあげ、その住民との関係を検討す

14 る。保護区での住民の資源利用がみとめられているアマゾン 同　　上 同　　上
上流と、保護区外への住民の移住がすすめられているカラハ

リ砂漠を対比しつつ、その外部世界からの影響にも注目する。

人文地理学と現代
現代社会における人文地理学研究の役割の例示にむけて、多　　　　　　　　　　　　　　　　　、

杉浦芳夫 杉浦芳夫
社会 摩ニュータウンを対象に、前章までに示された手法を援用し

て分析し、その人々の居住との関係を検討する。ベッドルー

15 ム・タウンとして開発されたニュータウンが、高齢者や既婚

女性にとってはかならずしも住みやすくないことを示し、場

所の理解にいたる人文地理学研究の道を示す。
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事務局　開設
記載欄　年度

平成19年度 目
分

科
区

共通科目
（人文系）

目
ド

三
三 12　12907

修
限

履
三

無 繋 2

科目名（メディア）＝＝ 博物館概論（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

木
々
原
田

佐
松
原

利和（国立民族学博物館教授）　　〕

茂　　（東京国立博物館上席研究員）〕

’敏（東京国立博物館上席研究員）〕

講義概要

　　博物館には、大規模博物館と小規模の博物館とがある。博物館の基本は地域に根ざした小規模博物館
にあると考えている。そして博物館が塾って立つ所以は’「モノ」にある。　「モノ」を見失った博物館は博

物館ではなく、単なる人寄せの場でしかない。こうした観点にたって、博物館について考えていく。ここ

では「博物館学」という講義の場ではない6「モノ」から離反したアームチェア・ムゼオロジーではなく、
実態に即した博物館について、“ 送ｿ取り扱いを中心とした博物館の業務について講義し、f’あわせて実践的

な活動を行っている小規模博物館をみながら、博物館の現実的なあり方を考える。．

授業の目標
　　博物館員の資質は「モノ」について熟知していることである。，「モノ」の熟知とは、そのもののもつ

特性、来歴等をよく知り、かつ、十分に安全で確実な取り扱いができることである。加えて、そのものを
現実の展示の中で、よく生かすことである。展示の基本である「モノをして語らしめよ」という視点から、

モノと展示に関して過不足のない知識の享受してほしい。

執筆担当 放送担晋
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

博物館とは 博物館ρさまざまな形態およびその運用の実際につ 佐々木利和 佐々木利和
いて講義する。博物館の拠って立つ基盤は「モノ」 （国立民族 （国立民族

にあるということを意識しながら、博物館法などを 学博物館教 学博物館教
1

読み、博物館のありかたについて考える。 授） 授）

博物館史 日本の博物館の歴史について略述する。この場合、 佐々木利和 佐々木利和
日本の中央博物館として、特殊な存在形態であった （国立民族 （国立民族

帝室博物館について述べ、ついで、日本で最初の人 学博物館教 学博物館教
2 類学博物館』であった銅駄坊陳列館に触れて、日本初 授） 授）

期博物館について考える。

博物館資料取扱 博物館員の基本はモノの取り扱いができるかが、き 松原　　茂 松原　　茂
論1（美術品） わめて大きな要因となるが、その技術を持つものは （東京国立 （東京国立

’3
以外に少ない。ここでは二本美術や日本史の基礎資

ｿである巻子（巻物）や掛幅（掛け軸）、屏風など
博物館上席

､究員）

博物館上席

､究員）
の取扱法を学び、あわせてそれらの調書の取り方に

ついても学習する。
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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）

博物館資料取扱 日本彫刻は仏像によって代表されるが、それが信仰
論2（彫刻） の現実的な崇拝の対象であることに考えが及ばない

ことがままある。ここでは仏像の取り扱い方法につ
4 いて講義する。あわせて調書の取り方についても考

える。

博物館資料取扱 日本工芸の一方を代表する金工品に着目し、・その取 原田　一敏 原田　一敏
論3（工芸品1） り扱い法を講義する。あわせて、刀剣の取り扱い方、 （東京国立 （東京国立

手入れについても論じ、効果的な展示方法について 博物館上席 博物館上席
5 も述べる。金工品や刀剣の調書の取り方についても 研究員） 研究員）

ふれてみたい。

博物館資料取扱 日本エ芸の代表するものとして人気の高い陶磁器を 伊藤　嘉章 伊藤嘉章
論4（工芸品2） 取り上げ、その取扱いについて伊藤嘉章が講義する。 （東京国立 （東京国立

あわせて、漆工品についての取扱方法を竹内奈美子 博物館上席 博物館上席
が講義する。そして調書の取り方についても触れる。 研究員） 研究員）

6
原田　一敏 竹内奈美子

’ （東京国立 （東京国立

博物館上席 博物館）

研究員）

博物館資料取扱 日本を代表する工芸のひとつでありながら、意外に 池田　宏 池田　宏
論5（工芸品3） 取り扱いがむつかしい甲冑の取扱方法および展示法 （文化庁美 （文化庁美

について池田宏が講義する。 術学芸下主 術学芸課主
また染織とりわけ小袖についての取扱法を小山弓弦 任文化財調 任文化財調
葉が論ずる。そいてこれらの調書の取り方について 査官） 査官）

7 も触れる。

原田　一敏 小山弓弦葉
（東京国立 （東京国立

博物館上席 博物館）

研究員）

博物館資料取扱 日本考古学において比較的取り扱いがむつかしい土 井上　洋一 井上　洋一
論6（考古） 器および金属器について井上洋一が講義し、日高慎 （東京国立 （東京国立

がそれを助けるかたちでの授業をおこなう。調書の 博物館上席 博物館上席
取り方についても述べる。 研究員） 研究員）

8 博物館資料取扱 歴史資料という範囲は広いが、その資料の多くは
論7（歴史資料） 絵画や工芸と共通する取り扱いである。ここでは 佐々木利和 佐々木利和

地図・絵図の取り扱いを中心に版本・写本について （国立民族 （国立民族
も述べる。また調書の取り方についても考える。 学博物館教 学博物館教

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）

博物館資料取扱 資料の保存について臨床保存学という観点から講義 神庭　信幸 神庭　信幸

論8（臨床保存学 する。臨床保存学とは損傷した資料を安全に修理し、 （東京国立 （東京国立

概説） 輸送や展示に際して環境変化から安全を確保する予 博物館） 博物館）

9 防措置を施すことであるが、その具体例をあげなが

ら保存、保護について考えていく。

博物館資料取扱 博物館活動において資料を貸借により移動すること 佐々木利和 佐々木利和

論9（梱包法） がままある。その際には梱包という作業が必要とな （国立民族 （国立民族

り多くの場合、業者委託という手段がとられる。し 学博物館教 学博物館教
かし、身の回りの素材を活用しながら、安全梱包を 授） i授）

10 博物館員おこなうという観点から梱包方法について
講義する。 岩淵　建夫

（東京国立

博物館）

地域博物館の活 地域博物館にはさまざまな活動を行っている博物館 佐々木利和 佐々木利和

動1 がある。それらの活動を紹介しながら博物館活動の （国立民族 （国立民族

ありかたについて考えていく。 学博物館教 学博物館教
11 ここでは北海道白老町にある財団法人アイヌ民族博 授〉 授）

物館をとりあげ、日本における異文化とその伝承、

展示について考えていく。

地域博物館の活 日本最北の博物館である利尻町立博物館を訪れ、そ 佐々木利和 佐々木利和

動2 の地域に根ざさした活動および学芸員の仕事につい （国立民族 （国立民族

てみていく。「また、にかほ市立象潟民俗資料館は芭 学博物館教 学博物館教
12 蕉との関連で著名な存在であるが、意外な地域活動 授） 授）

を持っている。

地域博物館の活 日本最南端の八重山博物館および虚心院蒐集館にう 佐々木利和 佐々木利和

動3 かがい、琉球の先島の文化について考える。また、 （国立民族 （国立民族

喜宝院蒐集館はもっとも南に位置する私立博物館で 学博物館教 学博物館教
13 あり、その運営法についても学んでいきたい。 授） 授）

地域博物館の活 沖縄県に新しい県立博物館が誕生する。ここでは新 佐々木利和 佐々木利和

動4 たな博物館ができるまでのさまざまな活動について （国立民族 （国立民族

の方法を学んでいく。 学博物館教 学博物館教
14 授） 授）

地域博物館の活 博物館の現在的課題、地域住民と博物館とのありか 佐々木利和 佐々木利和

動5 た、・あるいは地域ボランティア、住民のための陳列 （国立民族 （国立民族

などといった視点からひとつの博物館に注目妖 学博物館教 学博物館教
15 地域博物館の将来について考えていく。 授） 授）
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事務局

記載三
三
詰

開
年

平成19年度 目
分

科
区

基礎科目 目
ド

科
， 1112317

修
冠

履
図

無 繋 2

科目名（メディア）＝＝ コミュニケーション論序説（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）
〔主任講師．（現職名）

大橋　理枝（放送大学助教授）〕

根橋　玲子（明治大学助教授）〕

講義概要
　　「人から人へと何かを伝えるというのはどういうことか」　「人から人には何が伝わるのか」という2

　点をテーマに、コミュニケーション学の枠組みを骨格に据えつつ分野横断的な内容を組み立てる。毎回
　のテー一．．．．マにそったゲストをお呼びして、それぞれの分野で、何をどう伝えようとしているのか、何がど

　う伝わっているとみなされているのかを話して頂く。様々な分野への興味を開花させるきっかけとなる

　ような話題の提供を心がけたい。

授業の目標
　　人間は生きている限り周囲とのメッセージのやりとりを行い続けているのだということにもっと自
　覚をもつことを第一の目標とする。また、普段何気なく使っている「コミュニケーション」という言葉

　をもっとはっきりとした意味をもった言葉として把握できるようになることを目指す。更に・コミュニ

　ケーシ9ンというものがいかに多様な分野と関わるものであるかを理解し・専門分野を学ぶ際にここで

単んだことを活かせることが望ましい。

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）

不可避iかつ必 「コミュニケーション」という言葉の意味や、コミュ 根橋　玲子 根橋　玲子

然であるも ニケーションについて考えるときに必要な概念など （明治大学 （明治大学

の：「コミュニ について解説し、基本的な導入を行う。また、この科 助教授） 助教授）

1 ケーション」に 目の全体構想や、科目設立の意図について述べる。

ついて 大橋理枝 大橋理枝
（放送大学 （放送大学

助教授） 助教授：）

共に伝え合づ コミュニケーションとは何なのか、という点や、私達 同上 同上

こと：コミュニ 人間にとってコミュニケーションが不可欠である理

ケーションの 由などを検討する。 ゲスト：

2 成立 船津衛先生
（放送大学

／

教授）

指差す先にあ コミュニケーションは言語によって行われるものと 同上 同上

るものは？：身 言語を使わないものとがある。日本の舞台芸術を例

体によるコミ に、言語を使わずに何を伝えることができるのかを探 　ゲスト：

3 ユニケーショ る。 渡辺保先生

ン
（放送大学

q員教授）
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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）、

ファッション 自分がある衣服を着ることによって他人に何が伝わ 根橋　玲子 根橋玲子
㍗ かしきたり るのか、何を伝えようとして特定の衣服を選ぶのか、 （明治大学！ （明治大学

か：服装による などを考えることを通じて、人は何のために服を着る 助教授） 助教授）

コミュニケー のか、という問いに対する答えの一つである「服装を

ション 通じてのメッセ憎ジの発信と受信」に焦点を当てる。 大橋理枝 大橋理枝

4
（放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

ゲスト：
＼

藤源康晴先
生（放送大学
教授：）

教会の屋根は 時代毎に様々な様式が確立されている建築という分 同上曝 同上
森の木の枝：建 野において、「建物」という手段を使って人は何を伝

築によるコミ えようとしてきたと考えられているのか、現代に生き ゲスト：
5 ユニケーショ る私達は過去の建築からどのようなメッセージを受 香山壽夫先

ン け取ることができるのか、などを探る。 生（放送大学

教授）

芸術はコミュ 私達は、絵画・写真・音楽などには作者の意図が込め 同上 同上

ニケーション られており、その意図を受け取ることでコミュニケー
か？：「コミュ ションが成り立っていると思いがちだが、果たしてこ ゲスト：

6 ニケーション の前提は正しいのか？コミュニケーションに対する 徳丸吉彦先
しない」ことの 新しい見方を紹介する。 生（放送大学

可能性 教授）

メッセージは 第3回から第6回で扱った分野を振り返りながら、 同上 同上

五感を通じ 非言語コミュニケーションについて再考しつつ、触れ
て：非言語コミ ることのできなかった非言語コミュニケーション分

7
ユニケーショ 野（時間学・近接学など）についても触れる。

ンとは（まとめ
1）

そんなつもり 語用論や談話分析の分野で扱っている内容に基づい 同上 同上

じゃなかった て、コミュニケーションの基本とされる対人コミュニ
のに…　：談話 ケーシ白白に於いて、私達は何をどうやって伝えよう ゲスト：

8 のコミュニケ とし、どのようなメッセージを相手から受け取ってい 坂原茂先生
一ション るのかをみる。 （東京大学

教：授）

表舞台の「裏」 私達が日々接しているマスメディアでは、何がどのよ 同上 同上
話：マスメディ うに伝えられようとしているのか。普段「情報源」と

アのコミュニ して接しているマスメディアを「コミュニケーショ ゲスト：
9 ケーション ン」をキーワードに見た場合、そこで何が起こってい 柏倉康夫先

るのかを探る。 生（放送大学

副学長）

鱈
聾
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

理想の上司、嫌 組織の中での対人関係には、多くの場合上司や部下、 同上 同上

な部下：組織の 同僚といった役割が存在する。そのことがコミュニケ 〆

コミュニケー 一ションにどのような影響を与えるのかを考えなが ゲスト：
10

ション ら、私達の日頃のコミュニケーション行動を振り返 山口生史先
る。 生（明治大学

教授：）

言語学習は文 言語を学ぶことは文化を学ぶことだとよく言われる 根橋　玲子 根橋　玲子
化学習？：（外）／ が、それはどういう意味なのか。外国語教育・母語教 （明治大学 （明治大学

国語教育のコ 育を通じて表り出される言語と文化の問題に焦点を 助教授） 助教授）

ミュニケーシ 当てながら、コミュニケーション手段としての言語を

ヨン 考える。 大橋理枝 大橋理枝
（放送大学 （放送大学

11
助教授） 助教授）

ゲスト：

姫野昌子先
生（放送大学
教授）

我は考える葦 第8回から第11回で触れることのできなかった言語 同上 同上

なり：言語コミ コミュニケーション分野（思考の手段としての言語、

ユニケーショ など）に言及しつつ、これまでに扱った分野を振り返
12 ンとは（まとめ りながら言語コミュニケーションについて再考する。

2）

褒められ、叱ら 言語コミュニケーションと非言語コミュニケーショ 同上 同上

れ、励まされ： ンの共存という観点から、学校や家庭で、子供は親や

教育のコミュ 教師からどのようなメッセージを受け取っているの ゲスト：
13 ニケーション か、そして子供からのメッセージはどこに隠されてい 岡崎友典先

るのかを探る。 生（放送大学

助教授）

心を掬う：カウ カウンセリングの現場では、カウンセラーがクライア 同上 同上

ンセリングの ントに向き合う際に受信する全てが情報として機能

コミュニケー する。クライアントの言葉だけでなく、身体表現をも ゲスト：
14

ション 通じてメッセージを掬い取る、言語コミュニケーショ 佐藤仁美先
ンと非言語コミュニケーションの融合の現場を垣間 生（放送大学

見る。 助教授）

伝えること、伝 第1回から第14回までを通して扱ってきた内容を振 同上 同上

わること：コミ り返りながら、コミュニケーションとは何なのかをま

ユ、ニケーショ とめ、これまでに扱い切れなかった部分に触れると共
15 ンとは（まとめ に、今後それぞれの分野で興味を発展させるための指

3） 針を述べる。
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事務局

記載四
這
度

開
年

三成19年度 目
分

科
区

基礎科目 目
ド

科
， 1113313

修
四

三
三

無
忌
数 2

科目名（メディア）＝＝ こころとからだ（‘07）＝＝（R）
一人間を理解する一

　
　
　
　
　

階
名
丹

碧
職
職

階
現
現

（
　
（
　
（

一
州
市
閉

炉
巳
H
占
ロ
H
直
H

菩
廿
菩
世
局
二

二
＝
口
を
＝
μ
顧
誉
口

任
任
任

主
情
主

〔
〔
〔

兎
口
藤

里
滝
野

雅也（放送大学教授）〕

俊子（放送大学教授）〕

禮子（放送大学教授）〕

講義概要

　われわれにとって、人間という存在は最も身近な存在であり、かつ森羅万象のすべてを理解するための

基礎となる基準でもある。しかし、一方、われわれにとって人間はあらゆる意味で最も不可解な対象でも

ある。そうした容易には理解することのできない人間をどう読み解いていくか・…それはまさに学問の根

源にもつながる永遠の重要なテーマであるともいえる。この講義では、人間理解に際して欠くことのでき
ない概念である精神と身体について、その基本的な意味と仕組みに関する基礎知識および視点と考え方に

ついて、初歩から学習する。さらに、こころとからだの発達とその障害についても、基本的な事柄を学習

一する。その意味で、本科目は生活と福祉および発達と教育に関わるすべての科目の履修の基礎となる科目

である。

授業の目標

L人間のあり方をこころとからだの両面から理解するための基礎的な諸概念を知り、さらにそれら相互の

関係を理解してもらう。また、人間のこころとからだに関わる諸事象を調べ、検討し、考察するに際して

必要とされる最も基本的な認識方法も概略学習する。その上でζ人間の発達を巡る諸問題を具体的に検討

し、人間理解の魅力と奥深さを感じ取って欲しい。

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）

人間を理解する 人間を理解するとはどういうことか、人間を構成す 岩永　雅也 岩永雅也
る肉体と精神をどのように把握したらよいのか、そ 佐藤禮子
もそも、人間とはどのような存在だと考えればよい 滝口　俊子

1 のか・…人間理解の出発点として、そうした基礎的
な枠組みを確認する。

生物としてのヒ いうまでもなくヒトは霊長類ヒト科の生物である。 松本　忠夫 松本忠夫
ト 種々の生物の中で、ヒトはどのような系統に属し、．

どのように発生し、どのような特徴を持った生き物
2 なのか、といった事柄を検討し、その上で、そのこ

とがいかなる生物的生理的な特性となって今のわれ

われに現出しているのかを探る。

体の成り立ち ヒトの身体は、きわめて精密に組み上げられた有機 仙波純一 仙波純一
的なシステムである。その全体像と、ヒトとしての

特徴や機能特性を解剖・生理学的な視点から理解す
3 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）

こころのとらえ 人間の精神は、生物学的にいえば脳の機能そのもの 滝口　俊子 滝口　俊子

方 である。しかし、　「こころ」と表現される抽象的な

存在とそのありようは、・必ずしも脳内の物理的な物

4 質移動や電位差では説明し尽くせない不可解さを持

っていることも事実である。そうしたこころの不思

議さとそのとらえ方について心理学的な理解を試み
る。

社会の中の人間 人間が他の生物と決定的に異なるのは、生まれつき 岩永　雅也 岩永　雅也

の性能部分がきわめて少なく、誕生後にその大半を

所属する集団から与えられることである。ここでは
5 「社会化」概念を中心に据え、ヒトが人間になるこ

との基礎を学習する。

ライフサイクノレ 人間が生まれ、肉体的な成熟を果たし、子孫を残し、 岩永　雅也 岩永　雅也

やがて死を迎えるというライフサイクルの中で、「成

長」や「発達」という概念が何を意味するのか、ま
6 た、それらが人間の一生にどう位置付けられるのか

について考察する。

からだの発達 人間にとって、体が発達するとはどういうこと 佐藤禮子 佐藤禮子
か・…成熟と成長という概念との関わりも視野に入

れつつ、身体の発達の概念とそのプロセスについて、
7 生活する人間としての観点から考察する。

こころの発達 人間にとって、こころが成熟するとはどういうこと 星　　薫 星　　薫

か…・発達と成長という概念との関わりも視野に入

れつつ≦精神的な発達の概念とそのプロセスについ
8 て、心理学的な観点から考察する。

社会化と教育 教育とは、体系化された社会化の一形態である。人 岩永雅也 岩永雅也
間の発達と成長、生活全般、あるいは一生のすべて

に園わる教育の意味と重要性、あるいは付随する問
9 題点などを大局的に検討する。

健康と病気 人間の身体は必ずしも常に健康な状態にあるわけで 佐藤禮子 佐藤禮子
はない。そもそも健康であるということはどういう

ことなのか、それが阻害された状態、、つまり病気の
10 状態とはどのようなものなのか、医学的な観点に限

判せず、心理的、社会的な側面も含めて概括的に検

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）

保健と医療 人間は、個人として身体の健康を維持するだけでな 多田羅浩三 多田羅浩三
く、集団としても相互の関わりの中で健康を維持す

11
る活動を行う。また、ひとたび怪我をしたり病気に
ｩかってしまったりした場合には、医療が施される。

そうした保健と医療の基本的な考え方について学習・
する。

こころの健康 人間の諸相のなかで最も理解が困難だと思われる 齊藤高雅 齊藤高雅
「こころ」も、また身体と同様に病んでしまうこと

12
がある。こころの「病み」とは何か、どのように規

閧ｳれるのかを理解し、翻って、そうでない場合、

つまりこころの健康とは何かについても考察を深め
る。

心理臨床の視点 心の病みに深く関わる分野が臨床心理である。ここ 滝口　俊子 滝口、俊子
では臨床心理が対象とするクライエントのありよう

13
を、さまざまな事例を通して理解し、臨床心理的な

ﾜなざしの意味と有効性について基礎的な理解を試
みる。

集団への不適応 人間は社会的に存在するという際立った特徴を持つ 岩永　雅也 岩永　雅也
ている。たとえ個体として身体も精神もともに健康

14
であったとしても、集団との関係性の不十分さや齪

唐ｪ、不幸な状況を引き起こしてしまうことは決し
て少なくない。ここでは、そうした集団や社会への
不適応について、原理的に学習する。

自立と調和 人間は、一方で個としての自立を求め（求められ） 岩永雅也 岩永雅也
つつ、他方で非常に強く集団内での相互の調和と相 滝口　俊子
互依存を求める（求められる）存在である。そのバ 佐藤禮子
ランスの上に、われわれ人間は生きているといって

15
も過言ではない。しかも、そのバランスは、時代に

よって、また社会によって大きく異なっている。わ

れわれはその二つの課題とそのバランスをどう考え

ていったらよいのか・…本講義の最後に、自立と調

和という重い課題をディスカッションしていきた
い。
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事務局

記載民
設
度

開
年

平成19年度 目
分

科
区

基礎科目 目
ド

科
， 1112503

回
忌

履
制

無 繋 2

科目名（メディア）＝＝ 日本語表現法（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）：杉浦克己（放送大学助教授）〕

講義概要

　小論文やレポート類などを、考えを表現する文章ととらえ、その書き方を実作の分析を通じて学ぶ。特に生

涯学習の観点から、表現したいことがらを持っていながら、それを意識して顕在化し具体的な言語表現として

まとめる術がわからない、という学生を念頭に置き、自らの考えを、読み手が理解しやすいように表現する方
途の基礎を、　【基礎】　【応用】　【発展】各5回の段階を追って身に付けていく。各段階は、模擬i的な実作を分

析・解説する形で進めると共に、表現の力と表裏関係にある、文章を読み取る力を養うことにも配慮する。

　これらの学習を通じて、文章表現の基本的な手法を身に付けると共に、自らの言語表現に自覚的になってい
くための視点を提供する。

授業の目標

　漠然とした自らの考えを具体的な言語表現として文章に書き表すには、何をどのように考え、進めていけば
いいのかについての具体な方途を身に付け、自覚的な言語表現のための態度と力を身に付ける。

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）

【基礎】 小論文やレポートの類を、「自分の考えを納得し 杉浦克己 杉浦克己
考えを書き表す てもらえるように説明する」ための文章と位置づけ、 （放送大学 （放送大学

典型的な文章の例を掲げてその特色を示す。’実作の 助教授） 助教授）

1 第一歩として、書こうとする文章の中心となる自分

の「考え」を文として表現する最も基本的な形式と

して「○○は△△である。なぜならば～～」という

形を示し、実際にその実作例を掲げて解説する。

【基礎】 文章を言葉の一単位としてとらえ、それを構成す 同上 同上

納得してもらえ る要素として文を位置づける。文章の構成を考える

るように説明す には、個々の文の働きを認識することが重要である。

2 る 先ず大きく、考えを述べる文と理由を説明する文の

二種に働きを大別し、自分の考えを筋道立てて説明

するための第一歩として、考えを表す文の後に理由

を説明する文を書き継ぐ方途を示す6

【基礎】 考えは、考えの形で表現しただけでは読み手に理 同上 同上

根拠を挙げる 解されない。どのように説明を筋道立てていくかが

小論文類の書き方の最も重要な方途であることを、

3 実際の文章例を用いて示し、根拠となる事実等の挙

げ方の典型を分析・説明する。これをふまえ、根拠

となる事実をのべつ働きを担う個々の文の役割を理

解し、実作例を通じて具体的な表現の仕方を学ぶ。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

【基礎】 考え・理由・根拠を、この種の文章を構成する要 同上 同上

構成を考える 素の代表的な三種と位置づけ、どのような順序で全
体を＝構成するかについて、基本となる「頭括式」「尾

4 括式」及びその併用の形を、実際の文章例で示す。

実作例の内容に応じて、効果的な＝構成を選ぶ具体的

な方途を示し、文章全体の構成を立てるための考え
方を示す。

【基礎】 1～4回で考えた事項を、実際に一編の文章とし 同上 同上

全体をまとめる てまとめる際の様々な配慮事項を、実例に則して概

　
説し、併せて細部を推敲する際の重要な着眼点を示

5 す。実作例では、基礎編全体の総まとめとして、こ

れまでに示した考え方を再確認し、細部の表現に留
意しっっ整った一編の小論文としてまとめ上げる。

【応用】 文章＝構成の類型の一つとして、冒頭に問題提起を 同上 同上

問題提起と答え 置き、それに答える形で全体をまとめる形式の特色

と留意点を実際の文章例に則して示す。併せて、問

6 題提起を外から与えられた上で、その答えを小論文

にまとめるような要求に対する対処法を示す。これ
らを通じて、言語表現としての「問い」と「答え」

を文章のレベルで考える。

【応用】 特定のテーマ等の課題を与えられて書く場合の対 同上 同上

課題作文， 処の仕方を、具体的な実作例を通じて分析・解説す
る。出題者の意図を短い課題文の中から的確に把握

7 するための着眼点と、その対処法を具体的に考える。

特に「自分のことばで」　「～～について」　「～～に

即して」などの課題文に見られる常套句を的確に理

解することに留意する。

【応用】 字数制限を課せられた場合の対処の仕方の基本的 同上 同上

字数制限への対 な要件を、具体的な実作例を通じて分析・解説する。

応 特に字数制限は、単に長さの問題だけではなく、内
8 容や構成、具体的な表現などにある特定の意図を持

つた要求として行われる場合が多いことに留意す
る。

【応用】 特定のキーワードを用いること課せられた場合の 同上 同上

キーワード作文 対処の仕方を、．具体的な実作例を通じて分析・解説

する。キーワードをどのように用いるかを、論の中

9 心となる考えをまとめる段階、構成を考える段階、

具体的な表現の段階の各々で、実作例を通じて示し、

キーワードにどのような役割を与えて行くことが重

要なのかを考える。
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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） 　　　　／、i所属・職名）

【応用】 ある文章を読んだ上で、その全体または一部につ 同上 同上

読解型作文 いて論ずること課せられた場合の対処の仕方を、具

体的な実作例を通じて分析・解説する。課題となる

10 文章の内容の的確な理解と課題の意図を把握する上

での着眼点を示し、その上にたって、何についてど

のように考えをまとめ、構成し、表現すべきかを考
える。

【発展】 論じようとする内容に応じて、表現や構成にどの 同上 同上

効果的な表現・ ような工夫を凝らすことが必要か。様々な方途を実
構成 際の文章例で示し、各々の工夫とその効果、用いる

11 上での留意点などを概説する。特に、それらが、読
み手にはどのように映るかを、書き手の立場からど

のように把握すればいいのか、について考え、推敲
の重要性の様々な意味を自覚的にとらえる。

【発展】 論本文の補助となる図表や写真などの効果的な用 同上 同上

補助資料の利用 い方を、実際の文章例で示し、図表や写真と文章と

の表現としての質的な違いを的確に把握して利用す
12 ることを、具体的な例に即して考える。補助資料の

有無で、文章表現の何がどのように変わってくるの
かに着目する。

1発展】 自らが書いた文章の要約、他から与えられた文章 同上 同上
要約 の要約の各々について、その方途を具体的な文章例

13
で示すと共に、キーワード付けのための基本的な考

ｦ方と方途を併せて示す。要約文に必須な事項は何

かを、要約という行為自体の意味を改めて考えるこ

とによって見いだしていく。

【発展】 自らが書いた文章の内容を口頭発表する際の具体 同上 同上

口頭発表の技術 的な方途を、実際の文章例を用いて考える。特に、

話し言葉と書き言葉、音声言語と文字言語の質的な
14 違いを認識した上で、口頭発表のための基本的な必

須事項を示す。併せて補助提示資料の有効な使い方
についても考える。

【発展】 1～15回で学んできた事項を再確認し、それら 同上 同上

様々な表現法 を総合して、実際に小論文を書き表す、つまり、漠

然とした自らの考えを具体的な言語表現として文章
15 に書き表すには、どのように考えを進めていけばい

いのかを改めて考え、鍵になる事項を、自分なりに
見いだして行く。
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事務局

記載二
三
三

三
年 三成19年度 目

分
科
区

基礎科目 目
ド

科
， 1115901

修
三

三
三

無
回
数 2

科目名（メディア）＝　世界の名作を読む（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）　工藤庸子（放送大学教授）　〕
〔主任講師（現職名）　大石和欣（放送大学助教授）〕

講義概要

　文学講義6？入門編。だれでもタイトルは知っているけれど、いきなり読むのは荷が重いという超大作か

ら、はかりしれぬ含蓄のある珠玉の短編小説まで、それぞれの講師が、自分自身の読書経験に照らして作

家と作品の魅力を語る。放送授業では、全体の3分の1程度を声優による朗読にあてた。生き生きとした
朗読と講師の解説を通して作品の世界に親しみ、テキストを読み込んでゆくことの面白さを実感していた

だきたい。　「世界の名作」とは、各自が身近なテーマを発見し、自分なりの「読書の愉しみ」を経験でき

るような文学作品をいうのである。印刷教材には朗読を収録レたCD－ROM（MP3ファイルを予定）を添t

付し、大学のホームページにも徐々に補助教材を立ち上げてゆく。

授業の目標
　講義で取りあげられた作品を、履修者が自力で積極的に読むことが求められる。義務教育の「感想文」

とは異なる「文学の読み方・語り方」とはいかなるものか。講師はその具体例を提案する。履修者は、授

業の内容を十分に理解したうえで、それを考える材料にしていただきたい。この科目は、教養のための読

書という意味で、文学好きの人はいうまでもなく、文学離れした若者世代も射程に入れて構成されている。
また、教員、図書館司書、ヴォランティナなど、読書指導の現場にいる人たちが、指導の技怯を学ぶため

にも活用できる。通信指導および期末試験は、記述式で行う。

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）

セルバンテス ・はじめに二文学作品を耳で愉しむ。 工藤　庸子 工藤　庸子
『ドン・キホー、

ρ・

ｹ読か黙読か一物語文学と翻訳の問題。 （放送大学 （放送大学
テ』 ・講談ヴァージョンで聴く「風車の冒険」一あま 教授） 教授：）

1
りにも有名なエピソードのどこが面白いのか。

・アラビア人の原作者シデ・ハメテ・ベネンヘリと

謎の「第二の作者」。

同 ・『ドン・キホーテ』後篇を読む一錯綜する幻想 工藤　庸子 工藤　庸子
と現実。 （放送大学 （放送大学

・、村の知識人サンソン・カラスコと従者サンチョ・ 教授） 教授）

2 パンサ。

・講談ヴァージョンで聴く「森の騎士との決闘」。

、 ・狂気の終わりと主人公の死と物語の幕切れ。

エミリー・プロ ・18世紀以降の女流小説の興隆。 大石　和欣 大石　和欣

ンテ ・語りの形態。 （放送大学 （放送大学

『嵐が丘』 ・崇高美に見るロマン主義的風景。 助教授：） 助教授）

3 ・屋根裏の女たち一特に財産権をめぐる女性差
別の問題。

・映画でみる小説の面白さと虚しさ。
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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）

ドストエフスキ ・ドスト午フスキーの日本でのこれまでの読まれ方。 沼野　充義 沼野　充義
一 ・「犯罪小説」であると同時に、形而上的観念の小 （東京大学 （東京大学
『罪と罰』 説でもある『罪と罰』。 教授） 教授）

4 ・ドストエフスキーの独自のリアリズムと幻想。

・ペテルブルクを舞台とした都会小説。

・、繊細な言葉の芸術としてのテキスト。

チェーホフ ・チェーホフの短編のうち特に『ワーニカ』『可愛 沼野　充義 沼野　充義
『ワーニカ』 い女』『犬を連れた奥さん』の3篇を取り上げ、そ （東京大学 （東京大学
『可愛い女』 の魅力と現代的意義について考える。’ 教授） 教授）

5 『犬を連れた奥 ・「手紙は届かない」「可愛い女は本当に可愛いか？」

さん』 「愛はいつ始まるのか？」

・チェーホフは人情味豊かなユーモアとペーソスの

作家だったのか？ ＼

メルヴィル ・アメリカ精神の陰画。 柴田　元幸 柴田　元幸
『バートルビ ・バートルビーとは何者か。 （東京大学 （東京大学

一』 ・壁・墓場の意味。 教授） 教授）

6 ・語り手の（そして我々の）中で何が変わるか？

マーク・トウェ ・南北戦争後のアメリカー郷愁の発生。 柴田　元幸 柴田　元幸
イン ・トム・ソーヤーとハック・フィンの違い1 （東京大学 （東京大学
『ハックルベリ ・文体の新しさ・重要性。 教授） 教授）

7
一・ tィンの冒
ｯ』

・ユーモアとメランコリー。

ブルースト ・　「記憶」とは何か一「無意志的な記憶」と「知 工藤　庸子 工藤　庸子
『失われた時を 性の記憶」について。 （放送大学 （放送大学

求めて』 ・マドレーヌのエピソードを読む。 教授） 教授）

8 ・　「見出された時」という奇蹟。

・物語をいかに書き始めるか。　　　～
・眠りと目覚めと「身体の記憶」。

同 ・人生について考える「モラリスト」の小説。 工藤　庸子 工藤　庸子
・身近な人間類型としての登場人物たち。 （放送大学 （放送大学

’9
・悲劇の描き方と喜劇の混在一祖母の死をめぐっ 教授） 教授）

て。

E　「心の霊歌」一悲しみと忘却と甦る記憶。

ヴァージニア・ ・小説の技法と「意識の流れ」。 大石　和欣 大石　和欣
ウルフ ・女流小説の伝統とフェミニズムの曖昧さ。 （放送大学 （放送大学

『ダロウェイ夫 ・シネマトグラフィーと小説。 助教授） 助教授）

10 人』 ・第一次世界大戦後のイギリスと文学。
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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）

カフカ ・無名のサラリーマン作家としての生涯。 池内　紀 池内　紀
『変身』 ・平凡な営業マンの日常におきた「変身」という事 （ドイツ文 （ドイツ文

件。 学者） 学者）
11

・朗朗のおかしさ一変身ぶりの不思議と当人が不
〆思議に思わぬことの不思議。

・身近なテーマとしての「変身」。

カフカ ・実在した「断食芸」一何もしない、食べること 池内　紀 池内　紀
『断食芸人』 すらしないという芸。 （ドイツ文 （ドイツ文

・なぜ断食は40日なのか。 学者） 学者）
12 ・カフカの笑い。

・断食芸人の死と作者の死。

イタロ・カルヴ ・戦争体験はどのように物語となったのか。 和田　忠彦 和田　忠彦
イーノ ・子どものまなざしが教えるもの。 （東京外国 （東京外国

13
『魔法の庭』 　　　　　　　　　　　　　　　　　’E民話との出会いから空想と歴史の融合へ。 語大学教授） 語大学教授）

『楽しみはっづ ・短篇か長編か一表現形式の選択をめぐって。
かない』

同 ・小説という形式そのものへの問い。 和田　忠彦 和田　忠彦
『ある夫婦の冒 ・　「ポストモダン」という魔法の効き目6 （東京外国 （東京外国

14
険』 ・果てしない断片化の先に待つ物語とは。 語大学教授：） 語大学教授）

『ある詩人の冒 ・詩か小説か一「不在」と「ことば」。
険』

（まとめ） ・全体の復習をかねて「文学の読み方・語り方」を 工藤　庸子 工藤　庸子
読書の愉しみ 考える9 （放送大学 （放送大学

・作品分析の基礎概念』物語の構造と作中人物の 教授） 教授）

’15 描き方。

・イタロ・カルヴィーノー，「古典」とは何か。

・ブルーストの読書論一　「友愛としての読書」。
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事務局

記載欄
設
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

基礎科目 目
ド

科
， 1113909

三
図

履
制

無
冠
数 2

科目名（メディア）＝＝ 人類の歴史6地球の現在（
一文化人類学へのいざない一

　
　
　
　
　

名
。
旧
名

職
職
職

現
現
現

（
　
（
　
（

一
巾
一
巾
一
巾

貞
ド
孟
P
戸
良

講
講
講

任
任
三

主
三
主

〔
　

〔
〔

三
橋
尾

本
三
三

‘O　7）　：　（TV）

俊和《スチュアート　ヘンリ）

訓　　（お茶の水女子大学教授）

裕子（東京外国語大学助教授）

（放送大学教授）〕

　　　　　　　）

　　　　　　　）

講義概要
　　この講義では、人間の探究専攻の学生、あるいは人類学を修める予定の学生だけを想定せず、全専攻

　の学生を対象とする基礎科目とします。世界各地を視野に人類学で蓄積されてきた多くの知見・データ・

　理論が私たちめ日常生活に関与することを国内外の具体的な事例をとおしてみる授業です。古典的な理

　論と最先端の学説をまじえながら、人類の歴史からはじまり、さまざまな人間の行為をキーワードに、

　ほかの学問領域との接続を意識して、幅の広い知識と解釈を提供します。

授業の目標
　　なるべく多くの受講生に文化人類学的な考え方に接してもらい、人種、民族、宗教などの研究分野で

　他専攻生も活用されることを目標としています。

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）

文化人類学への 「近代」とともに歩んできた人類学が、現在高高高 本多俊和 本多俊和
いざない されるさまざまな概念や観念、カテゴリー（人種、 （スチュア （スチュア

民族、国民、宗教、世界観など）を生み出した時代 一ト　ヘン 一ト　ヘン

授業のねらい 背景を紹介します。そして現在、人類学がどのよう リ） リ）

に私たちの日常生活に関わり、役立っかについて、 （放送大学 （放送大学

ユ
具体的な事例をまじえて考えます。、 教授） 教授）

ゲスト．：

山下　晋司

（東京大学

教授）

｛

うまれる 人類の進化史を概観し、古典的な4段階発展論と、 本多俊和 本多俊和
多地域進化説・単一起源説をめぐるミトコンドリア （スチュア （スチュア

生物としての人 論争をとり上げます。これを基礎にして、人類の生 一ト　ヘン 一ト　ヘン

間の成立 物史の概略をふまえ「人種」概念を考察します。 リ） リ）

（放送大学 （放送大学

2
教授） 教授）

ゲスト：

海部　陽介
（国立科学

博物館）
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執筆担当 放送担当
回 ．テ　一　マ ・内　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

うむ 「人間を生む、生みだす」という現象を文化と社会 棚橋　　訓 棚橋　　訓
の多様性の観点から考察し、　「うむこと」を概観し （お茶の水 （お茶の水

生殖をめぐる視 ます。民俗生殖理論と近現代の生物医学の生殖理論 女子大学教 女子大学教
点と諸問題 を対比しながら、「人間を生む、生みだす」という 授） 授）

3
視点から現代の地球：社会に生じている諸問題（例え

ば、生殖医療・技術、生命観・家族概念の変遷と転 ゲスト：

換、人口爆発と少子化の二極化など）に、どのよう 上杉　富之
に挑み得るのかを考えます。 （成城大学

教授）

まなぶ 人間は「ことば」“を”学び、「ことば」“で”学 棚橋　　訓 棚橋　　訓
びます。人間は「ことば」を生み、　「ことば」は人 （お茶の水 （お茶の水

「ことば」と／ 間をつくります。人間と．「ことば」の多元的な関わ 女子大学教 女子大学教
でっくる世界 りを、文化の普遍性と多様性の視点から考えていき 授） 授）

ます。言語習得から人間の認知世界の形成までの過

4 程を文化の側面から考え、言語の多様性をめぐる最 ゲスト：

新の議論にふれます。　「ことば」の視点から現代世 井上　京子
界の諸問題に接近していきます。。《文責：棚橋》 （慶磨義塾

大学助教
授）

つくる・つかう 人間はさまざまな道具・技術を用いて、モノをつく 棚橋　　訓 棚橋　　訓
りだしてきました。有形から無形まで、リアルから （お茶の水 （お茶の水

人とモノの関係 ヴァーチャルまで、DIYから先端科学技術まで、モノ 女子大四教 女子大学教
はその時どきの知識・経験・技術の結節点となって 授：） 授）

きました。作り手や使い手はモノに意味を込め、社
会的な役割を負わせます。ここでは、世界のモノ・ ゲスト：

カルチャーの発信拠点である東京でのフィールドワ 櫻井　憲章
5 一クを通じて、人間にとってのモノと技術の意味を （謝絶義塾

考えていきます。 大学助教
授：）

朽木　　量
（千葉商科

大助教授）・

そだつ 人はどうやって社会の中で成長し、一人前になり、 三尾裕子 三尾裕子
仕事を持って働き、社会を支え、そして支えられる （東京外国 （東京外国

幼児から大人へ ようになっていくのでしょうか。ここでは、社会化 語大学助教 語大学助教
の過程や通過儀礼などを見ていく中で、現在の日本 授） 授）

6 の成人式をめぐる問題、ニートとよばれる若者たち

の問題、性分業などの問題を考えてみましょう。 ゲスト：

宮本みち子
（放送大学

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）

つながる 人間社会の基礎的要素は「家族」をはじめとする「親 内堀基光 　　や燒x基光
族」の関係と、それにもとつく集団である。「親族」 （放送大学 （放送大学

社会的な存在と のあり方は、狩猟採集段階から、初期農耕・牧畜を 教授） 教授）

しての人間 へて、産業社会へと至る人類史を貫いて、さまざま

7 な形態をとるが、その基本的構成には不変のものが

ある。この講義では、人間社会の多様性と共通性を、

家族と親族に的をしぼり、社会進化史的観点から見
てゆく。

つどう 「つどう」という人間の特質について総合的に考え 棚橋　　訓 棚橋　　訓
ます。母子関係にはじまる人間関係のネットワーク （お茶の水 （お茶の水

民族から国家へ 形成（社会組織）に関する理論研究を概観して足場 女子大学教 女子大学教
を固め、そのうえで民族、国民、市民、都市、国家 授） 授）

8 の概念を再検討します。また、エスニシティ、境界
線など、　「つどう」ことが必然的に生みだしてしま

う差別と排除のロジックについても考察していきま
す。

うごく 人は、古来、活発に移動し、様々な環境に適応して 三尾裕子 三尾裕子
きました。移動はモノの交換や交易を生み、異なる （東京外国 （東京外国

人の移動が生み 集団との出会いが新しい文化を生み出してきまし 語大学助教 語大学助教
出す世界 た。この回では、人の移動を歴史的に概観すること 授） 授）

から出発して、昨今の観光、トランスナショナリズ

ム、グローバリゼーションなどの現象が生み出す多 ゲスト：
民族、多元文化状況、逆に世界均一基準、文化帝国　　　　　　　　　，

床呂　郁哉

主義などの人間の思考や文化の多様性を消し去りか （東京外国
9 ねない側面について考えます。 語大学助教

授：）

陳天璽
（国立民族

学博物館助
教授）

）

あらそう 戦争はなぜ起こるのか。なぜ繰り返されるのか。多 高橋　和夫 高橋和夫
くの説明が提示されてきた。その中の一つにシュン （放送大学 （放送大学

戦争の起源と新 ベーターの戦争論がある。この戦争論を紹介する。 助教授） 助教授）

しい形 この回のもうひとつの狙いは現代の戦争の特徴を提

10 示する点にある。それは非国家主体による戦争であ

る。「民間軍事会社」やアルカ川端ダというNGO的
な組織活動などに注目したい。
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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）

◎

きりひらく 開発論、NGO・NPO活動、自然環境、資源論など自然と 本多　俊和 本多俊和
社会、そして政治の側面から解きます。グローバリ （スチュア （スチュア

「開発」をめぐ ゼーション、「近代化」、エコ主義などの視点をま 一・ g　ヘン 一・ g　ヘン
って じえて「開発」の多様性を論じます。《文責：本多》 リ） リ）

（放送大学 （放送大学

11

教授） 教授）

騨

ゲスト：

石井　洋子
（東京外国

語大学研究
員）

きずぐ この回では、植民地的な状況における少数・先住民 本多　俊和 本多俊和
族の歴史を通観して、いくつかの地域や国家におけ （スチュア （スチュア

少数・先住民族 る少数・先住民族、エスニック集団の運動と現状を 一回忌ヘン 一ト　ヘン
の今 国内外の事例を紹介します。’ リ） リ）

12 （放送大学 （放送大学

教授〉 教授）

いやす 近代医療の進歩により、多くの病を克服し、長寿を 松岡悦子 松岡　悦子

案現できるようになったとはいえ、人間の体が検査 （旭川医科 （旭川医科

病と癒し1 結果などの数値や、病院・施設によって管理される 大学助教 大学助教
側面は、新たな問題も生み出しています。病や老い 授：） 授：）

に向き合うためには、「健康であること」や「生き
13 がい」が文化的な視点から意味づけられる必要があ

るでしょうし、また家族や社会とのつながりが人の

生を豊かにしている側面を考えていく必要があるで
しょう。《文責：三尾》

まつる 科学が発達していく中でも、人は、自分に降りかか 三尾　裕子 三尾裕子
る理不尽に思える災難を理解して克服していくため （東京外国 （東京外国

信仰の世界 に、人知を超えたカに頼ることがあるでしょう。ま 語大学助教 語大学助教
た、自分の死を恐怖なく受け入れ、魂の永続性を得 授） 授）

14
たい．と願うこともあるでしょう。私たちは何を信じ、

何に頼り、またそのような気持ちをどのような行動

で表現するのか、神や祖先などの霊魂観、宗教、儀
礼、系譜観念や葬制などを通して考えてみましょう。

一
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師p名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

総括 以上の14回をふりかえながら要点を確認し、改めて 本多　俊和 本多　俊和

この授：業の現代的な意義を強調するとともに、充分 （スチュア （スチュア

に議論し尽くすことができなかった問題にも展望を ．一 g　ヘン 一ト　ヘン

広げて全体を総括します6 リ） リ）

（放送大学 （放送大学

教授） 教授）

棚橋　訓 棚橋　訓

15 （お茶の水 （お茶の水

女子大学教 女子大学教
授） 授）’

一

三尾裕子 三尾裕子
（東京外国 （東京外国

語大学助教 語大学助教
授） 授）
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＝　法の世界（‘・04》＝（R）

〔主任講師：　六本’佳平（放送大学特任教授）〕

全体のねらい
　「法」は、高度に専門的な世界であるが、個人一企業も法の重要な利用者であるが一の日常生活上の問題解決に関係

が深い。その意味で医療と似ている。病気が誰にも起きるように、法問題も全体社会・部分社会の至るところで起きる。し

かし、法は医療と違って、人々から疎んじられ、またしばしば誤用・悪用される。それには、人間の身体の病理については、

親から子に伝えられる常識知の蓄積があるのに対して、一般人に対する法教育は無きに等しいことが一因となっていると思

われる。法についても、一般人も知っておくべき基本部分があるのである。この授業番組では、法の世界への案内として、

法に特有の性質、法の長所と限界、法のとる形態の多様性、実定法と生きた法、日本の法システムの基本的仕組み、法シス

テムの働き方、法思考、法正三論、市民の法にたいする姿勢などについて論じる。

回 テ、一一　マ 内　　　　　　　　容
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

序論として、この授業番組全体の趣旨、構成について説明し、

燉eを予告する。「法」という現象、ないし秩序装置の特性、

@の専門品、法の日常生活にとって法がどのように現れるか、
@的体験、法の改善、法との付き合い芳など。

六本　佳平
i放送大学特

C教授）

六本　佳平
i放送大学特

C教授）

2 法とは何か

　「法とは何か」をめぐって蓄積されてきた法哲学および法

ﾐ会学の論議を回顧し、いろいろな見方を紹介する。未開・

ﾃ代社会や国際社会など諸種の社会の「法」のあり方、「法」

ﾆいうことばの定義をめぐる論議、その実際的・規範的意味、
u法」という現象の経験的性質、法と道徳、法と実力、形式

ﾆ実質、　「法」の中心的な要素などについて説明する。

同　　上 同　　上

3 法のしくみ

　現代の法理論に従って、　「法」を拘束力ある公式の（実定

Iな）規範体系にもとづいて秩序を維持運営するシステムと

ｵて理解し、その原理的性質、法規範と裁判を中心とするシ

Xテムの構成要素、その特有の社会的機能、道徳・習俗との違

｢、　（実力）強制装置との関係役割などについて説明する。

ﾜた、形式と実質、実体法・手続法・組織法・議事ルールに
熕Gれる。

同　　上・ 同　　上

4 法のはたらき

　社会の秩序装置の一つとしての現代の実定法システムが果

ｽしうる固有の機能について、公式的・明示的規範の定立、

�ﾟ、規範体系の統合、法に内在する正義（公平と衡平）、

ｴ争処理、社会統制、規範教育、社会変化に即した規範変更、

@代替手段などについて説明する。

同　　上 同　　上

5 法と社会’

　法と権力、法と道徳などの古典的問題を、法システムと社

?Vステムとの関連として説明する。法と政治・立法づ司法・

s政との関係、経済と法、科学・教育と法、文化と法、法と

ｵ習・道徳等の社会規範や生きた法との関係、法の変化など
ｪテーマとなる。

同　　上 同　　上

6 法と文化

　現代の法システムは、基本的に西洋近代型のものであり、

`式的で合理的な類型に属する。この類型の中にも、rコモン

香[系、大陸法系などいくつかの法系が区別され、法文化が

?驕B中国やイスラーム法系もある。それら法系・法文化間
ﾌ相互影響や継受の現象もある。

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 日本の法

　日本は、明治維新以後、西洋法の移入によって近代法シス

eムを形成し、発展させてきた。当時の支配的な法観、それ

ﾈ後の発展、およびそれ以前の法秩序のあり方について振り

ﾔり、日本社会の近代化の課題との関連、東西法文化の交錯
ﾉついても触れる。’

六本　佳平 六本　　佳平

8
／

実定法

　現代日本の法システムを基準として、その存在形態につい

ﾄ説明する。立法・司法・行政の機構をはじめ、種々の存在
`式一（憲法、法律、規則、条令、判例、慣習など）による法

K範の階統構造に触れる。また、刑事と民事、法実現の諸手

i、法的制裁の意味などについても説明する。

同　　上

@　　　　＼

同　　上

ノ
　
　
9

法律家

怯は高度な専門分穿として、裁判官・弁護士・検察官など

ﾌ法律プロクェッションによって担われる。法律家の歴史的

ｭ展、法律家の固有技能、養成や社会組織、高度分化社会に

ｨけるプロクェッション化の不可避i性と派生問題、法役務や

@コミュニケーションなど、専門世界と一般人とのインター

tェースの問題について、医師と比較を交えて説明する。

　　　　　皿

ｯ　　上 同　　上

10 法思考

　法は、一般的規範の個別ケースへの適用というメカニズム

�ﾊして働く。それは、法規範の性質によっても異なる。そ

ｱで駆使される法律家に固有の技能としての法の解釈と適用
ﾌ技術、そこで用いられる論理と修辞について説明する。体　　　　　　」系的一貫性の要請と具体的・実質的妥当性の要請との関係、

@適用と事実認定、規範の種類と裁量などに触れる。

同　　上 同　　上

11 法の発展

　今日では、法規範は、社会的目的に即して作られ、解釈・

K用され、また変更され発展する。法は裁判を通しても細密
ｻされ、補完されるが、主としては、立法過程を通して発展

ｷる。学者の研究も重要な役割を果たす。社会の要求がどの

謔､にして認知され、法システムにインプットされ、法的形
ｮを与えられ、法規範として実現するか、その社会過程につ
｢て説明する。

同　　上 同　　上

12 法の正しさ

　国民に拘束力を持つ実定法規範の内容がどうあるべきかに

ﾖわる正義論は、法や法を含む統治体制の正当性をどのよう

ﾈ価値や論理で弁証するかをめぐる政治・道徳哲学的な論議

ﾅある。イデオロギーと言ってもよい。自然法論や法実証主

`論、日本国憲法が前提とする国民主権、基本的人権や法の
x配など。基本原理についても触れる。

同　　上 同　　上

13 法的正義論

　ミル、ベンサム、マルクシズム、ケルゼン、ハート、ロー
泣Y、などの、現代欧米の正義論を中心に紹介する。

同　　上 F　同　　上

14 法と国民

　　国会や地方議会の法（条例）案審議に至る立法の政治過

�竝ﾙ判過程のほか、行政による規制、計画、指導、さらに
_約書や学校規則など、日常生活の中で法がとるさまざまな

pについて説明する。その中で、国民が法に対して受動的な

?邇ﾒとしてのみではなく、法役務や法的手段の利用者とし

ﾄ、また告発者や苦情申し立て者として能動的に関わること

�燒ｾする。法の専門世界と素人の世界を結ぶアクセスと助

ｾサービスの問題にも触れる。

　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）

公法・私法・国際法など法の諸分野、および実定法学・基礎

法学など法学の諸分野について説明し、最後に全体のまとめ

15 法学の諸分野
を述べる。 六本　佳平 六本　佳平
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＝　日本国憲法（‘05）＝　（TV）

〔主任講師：大石眞（京都大学大学院教授：）〕

全体のねらい

比較憲法史や憲法の一般理論などの成果を踏まえっつ（1～3）、現行の日本国憲法が定めている統治

構造（4～9）と権利保障（10～15）について、主要な論点を取り上げながら検討を加えることを
通して、憲法に対する理解をより深めることができるよう努めたい。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　　師　名
i所属・職名

　送担当
u　　師　　名

i所属・職名

1 憲法の考え方

　憲法の意味やそのあり方について概説する。すな

墲ｿ、憲法の概念（実質的意味の憲法・形式的意味

ﾌ憲法・立憲的意味の憲法）、その法源（憲法典・

尠@附属法・憲法判例）、そして憲法解釈の方法な
ﾇについて説明する。

大石　　眞
i京都大学

蜉w院教
�j

大石　　眞

i京都大学

蜉w院教
�j

2
　明治立憲制の

ｬ立と運用

かつて公式に帝国憲法と略称され、今日一般に明治

尠@といわれる大日本帝国憲法は、東洋で初めて制

閧ｳれた憲法典である。明治立憲制はこれを中心に

ｬ立するが、ここではその制定経緯や特色を明らか
ﾉし、実際の運用における問題点なども検討する。

、　同　上

同　上

3
　現行憲法の制

閧ﾆ基本原理

ポツダム宣言の受諾に始まり、占領管理体制の下で

iめられた現行の日本国憲法の制定経過をたどり、
ｻの特色を浮き彫りにするとともに、基本原理とい

墲黷驍烽ﾌと憲法改正問題との関係などを検討す
驕B

同　上 同　上

4
半直接民主制一国民と国会

　日本国憲法の第一の特色を「半直接民主制」とみ

髣ｧ場から、国民と国会との関係を明らかにする。

ｻのため、国民主権や参政権の内容をみた後、公民

c（有権者団）の構成原理、国民発案・国民表決な

ﾇの意義、具体的な国政選挙のあり方、政党の位置
ﾃけなどを検討する。

同　上 同　上

5
議院内閣制
i1）一国会

　現行憲法の第二の特色を「合理化された議院内閣

ｧ」とみる立場から、国会と政府との関係を明らか

ﾉする。まず、両議院の組織や両院制のあり方につ

｢て検討を加えるとともに、その立法・財政・政府

攝ｧなどの権能や国会両議院の手続などを取り扱
､。

同　上 同　上

6
議院内閣制
i2）一天皇と
煌t

　政府を形づくる天皇と内閣の地位・権能・手続を

T観する。具体的に言えば、皇位継承法や天皇の国

枕s為をめぐる問題点を探るともに、内閣の構成
i内閣総理大臣と閣僚）と権限（行政組織統轄権・

麹∫ｲ整機能など）について検討を加える。

同　上 同　上
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筆担当 送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　名講　　師　名

（所属・職名・ （所属・職名

現行憲法の第三の特色を「アメリカ型法の支配」と

みる立場から、国会・内閣などの政治部門と司法裁

7
司法審査三一政治と裁判 判所との関係を明らかにする。そのため、司法組織め概要を説明した後、司法権の意味と限界、合憲性

同　上 同　上

審査制度のあり方などを検討する。

財政立憲主義ともいわれる財政民主主義の原則を形

つくる憲法規定の内容を概説する。ここでは、租税
財政民主主義 制度・予算制度をめぐる問題点を中心的に取り上げ

、8

一国家と財政 るが、財政作用に対する憲法上の制約などについて 大石眞 大石　眞

も検討する。

地方自治の原理と構造について検討する。すなわ

ち、地方分権の理念、地方自治体の組織と機関、国

9

　地方自・治一国と地方自治体 の法令と条例との関係といった伝統的な論点に加え

ﾄ、自治事務と法定受託事務、地方自治体に対する
同　上 同　上

国の関与のあり方といった最近の論点を検討する。

ヒ

人権・基本権・基本的人権といったさまざまな観

念を整理した後、権利主体、権利保障の方法・関

10
人権と権利保障 係・限界といった権利保障に関する通則を検討する

ﾆともに、国際人権保障のしくみや人権条約などに
同　上 同　上

ついて概説する。

現行憲法13条が包括的に定めている幸福追求権及び

適正手続保障の具体的内容について検討するととも

11
包括的権利 に、いろいろな場面で問題となる憲法14条が定めて

｢る平等原則のもつ意味や効果について、最高裁判
同　上 同上

所の主要な憲法判例を紹介しつつ、考察する。

いろいろな権利や自由の中で、最も基本的な権

利に位置づけられる人身の自由を確保するための基

1
2
＼

人身の自由と

юｶ活の保護

本原理と人身拘束の典型的な場面に対する制約を意

｡する「憲法的刑事手続」の考え方を検討するとと

烽ﾉ、私的生活を形づくる居住の自由と住居の不可

同　上 同　上

侵、通信の秘密などについて検討を加える。

学問・教育といった人格形成に関する自由、宗教的

伯山、表現や放送≧いった情報に関する自由、そし

13
精神的自由 て集会・結社といった集団行動に関する自由につい

ﾄ、主要な論点に着目し、最高裁の憲法判例を踏ま
同　上 同　上

えつつ、検討する。

職業の選択、財産権の行使、契約といった生活営為

のための諸活動を検討するとともに、こうした経済

14 経済的自由 活動に対する制約を予定している憲法規定（労働三 同　上 同　上

権など）のもつ意味についても吟味する。
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執筆担当放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師・名 一　師　名

（所属・職名 （所属・職名

ここでは、国民が国家の不作為を求める自由権の

保障とは異なって、国家の積極的な作為を求める場

15
国務請求権 面を対象とする。すなわち、裁判請求権のような伝

搏Iな国務請求権や、生存権などのように比較的新
同　上 同　上

しい請求権などの概要について検討する。
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事務局

記載欄
設
三

四
年

三成19年度 目
分

科
区

共通科目
（社会系）

目
ド

科
ひ 1123807

修
限

履
制

無
冠
数 2

科目名（メディア）＝ 政治学入門、（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

：小林

：河野

：山岡

良彰（慶磨義塾大学教授）〕

武司（慶磨義塾大学教授）〕

龍一（放送大学助教授）　〕

講義概要
　「政治」を理解するうえで不可欠の、基本的な政治学的概念や理論について紹介することにしたい。特に、

政治における重要なテーマであるr民主主義」を軸にしながら、政治思想における重要な概念や民主政治を支

える様々な制度、マスメディアや利益集団といった中間集団、選挙制度と投票参加・投票行動について説明し

ていきたい。

授業の目標
　履修者が、一市民として「政治」について自律的に理解し、判断できるようになるうえで必要な知識と考え

方を紹介したい。さらには、政治学のより専門的な部門や、他の社会科学的学問を学習するうえで必要となる、

基本的知識を提供することにしたい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

毒 （所属・職名） （所属・職名）

政治とは何か 「政治とは何か」という問いを、「政治学とはどの 山岡龍一 山岡龍一
ような営みなのカき」という問いを出発点として提示 （放送大学 （放送大学

する。政治学の方法論的特性に関して簡単に紹介し、 助教授） 助教授）

1 探究の前提でありかつ目標である「政治的なるもの」

の基本的な意味を、共通善、権力、正当性といった

論点を中心に概観する。

政治の正当性1 「政治はいかにあるべきか」という規範的な問いを、 山岡龍一 山岡龍一
一民主主義とは 政治を正当化する原理の考察によって考える。現代 （放送大学 （放送大学

何か において最も支配的な政治の正当性原理である民主 助教授） 助教授）噂

2 主義の思想を、歴史的変遷をたどりっっ、その主要

な要素を明らかにすることで検討する。その上で、

現代民主主義理論の展開についても紹介する。

政治の正当性H もう一つの支配的な政治の正当性原理である自由主 山岡龍一 山岡龍一
一自由主義とは 義の思想を、　「自由」概念の解釈を軸に、歴史的展 （放送大学 （放送大学

何か 開をふまえて検討する。さらに、ロールズを中心と 助教授） 助教授）

3 する現代自由主義理論とその批判の展開を紹介し、

現代自由民主主義の課題について考察する。

政治の空間 我々が政治現象を総体的に捉える際、　「政治的なる 山岡龍一 山岡龍一
もの」の単位を不可避的に前提とする。この単位の （放送大学 （放送大学

変遷を、　「政治的共同体」の現実と思想に関する歴 助教授） 助教授）

4 史的類型を使って説明する。主として近代国民国家

の形成と意義を考察し、それに対する現代的な挑戦

として、市民社会論やグローバリゼーション論を取

り上げる。
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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）

民主政治を支え 今日民主制の現実的形態としての代議制民主主義 河野武司 河野武司
る諸制度 は、選挙と政党とを駆動ざせる両輪の輪としている （慶磨義塾 （慶磨義塾

が、この2つ以外にも、統治を委された者が恣意的 大学教授） 大学教授）

5 に権力を行使し得ないように、様々な制度的仕組み

を用意している。権力の分立の仕組みや情報公開、

オンブズマン制度などである。ここではそのような

民主制を支える制度的仕組みについて概観する。

政治過程におけ ほとんどの市民の政治参加は選挙における投票によ 河野武司 河野武司
る利益集団 ってなされるが、別の参加の形態として利益集団政 （平目義塾 （慶磨義塾

治がある。一部の私的・特殊利益が組織化された集 大学教授） 大学教授）

6 団としての政治参加に他ならないが、このような利

益団体の存在は代議制民主主義にとってプラスの側

面もあるがマイナスの側面もある。ここではそのよ
うな利益集団に関する理論を紹介する。

政治過程におけ 新聞やテレビをはじめとするマスメディアには、政 河野武司 河野武司
るマスメディア 府の行動を監視する番犬としての役割を果たすこと （慶磨義塾 （慶磨義塾

が期待されている。一方でそのようなマスメディア 大学教授） 大学教授）

7 は、政治過程において独立した存在どしての市民の

思考や行動に大きな影響を及ぼすという単なる番犬

以上の役割も果たしている。ここではマスメディア

の政治的機能や影響力に関する議論を概観する。

政治過程におけ かつて政治過程において、いわゆる普通の市民の役 河野武司 河野武司
る新しい中間集 割は選挙を通した代表の選出に留まっていた。しか （慶磨義塾 （慶磨義塾

団 し今日ではわれわれと同じ普通の市民が、選挙に留 大学教授） 大学教授）

8 まらず、国家と社会をつなぐ新しい架け橋を作りつ

っある。公共利益団体、NPO、　NGO、住民運動
などである。ここでは具体的な事例を紹介しながら、

現代の市民社会の動態を理解する。

国家と社会の架 これまで選挙と並んで代議制民主主義を駆動させる 河野武司 河野武司
け橋としての政 両輪の輪の一つとされ、国家と社会の架け橋という （慶磨義塾 （慶磨義塾

党 役割を担うことが期待されていた政党は、今日では 大学教授） 大学教授）

9 その機能不全から様々な問題点を抱えることになつ

た。ここではそのような政党の歴史的発展の経緯、

機能、分類、及び政党シズテみについて概観した後、

その問題点を考察する。

多数決原理と民 民主主義社会においては、多様な個々人の意見から 小林良彰 小林良彰
網主義一どうし 一つの社会的決定を作り上げなくてはならない場合 （慶磨義塾 （単一義塾

たら多様な民意 があり、そのための方法として多数決原理を採用し 大学教授） 大学教授）

10 から社会的決定 ている社会が多い。しかし、多数決民主主義を確保

を生み出せるの するためには、この多数決原理の運用にあたって
か？一 様々な慎重な配慮をしなくてはならない問題がある

ことについて考察することにしたい。
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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）

選挙制度と民主 有権者の意見を正しく政治に反映するために選挙制 小林良彰 小林良彰
主義一どうした 度がある。どのような選挙制度が民意を反映するの （慶磨義塾 （慶磨義塾

ら民意を反映す かを考えるために、選挙制度の分類を説明し、世界 大学教授） 大学教授）
11

ることができる
の主な国の選挙制度を紹介することで、各国が民意　　　　　　　／

のか？一 を反映させるためにどのような工夫をしているのか
を考えることにしたい。

投票参加と棄権 折角、自分の意見を政治に付託する機会として選挙 小林良彰 小林良彰
一人は何故、投 があっても、投票に参加しないで棄権してしまう有 （慶磨義塾 （慶磨義塾

票参加するの 権者がいる。そこで、有権者の投票参加を促進する 大学教授） 大学教授）
12 ’か？また何故、 要因と阻害する要因について考察したい。また全国

棄権するのか？ の自治体が行っている投票率を向上するための試み

一 について紹介することにしたい。

投票行動の決定 選挙に際して、有権者はどのような要因によって自 小林良彰 小林良彰
要因』人は何に 分の投票行動を決めているのだろうか。また、そう （慶磨義塾 （慶磨義塾

よって投票を決 した要因は時代とともにどのように変化しているの 大学教授） 大学教授）

13
めているのか？ だろうか。これまでの政治学におけるコロンビア学

hやミシガン学派などの研究を紹介しながら、社会
的属性や政党支持、争点態度、業績評価などが投票

行動の決定に与える影響について考えることにした
い◎

地方自治と民主 民主主義は、国政だけでなく地方自治体においても 小＼林良彰 小林良彰
主義一地方自治 重要な課題である。’そこで、住民の民意がどのよう （慶磨義塾 （慶磨義塾

体ではどのよう に地方自治体における行政に反映することができる 大学教授） 大学教授）
14 に民意が反映し のかを考えることにしたい。また首長と地方議会の

ているのか？一 関係や三位一体改革などの地方分権改革についても
紹介することにしたい。

曳

政治と非政治の 「政治的なるもの」とそうでないものを区別する境 山岡龍一 山岡龍一
あいだ 界線が、現在揺らいでいる。自由民主主義が前提と （放送大学 （放送大学

してきた「公と私」の区別に対する種々の挑戦を、 助教授） 助教授）
15 ジェンダー、宗教、自然環境といったテーマをつう

じて検討する。最後に「〈非政治〉の政治化」とい
う観点から、現代政治の課題を考える。
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事務局

記載欄
湿
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

共通科目
（社会系）

目
ド

科
， 1128515

修
冠

履
制

無
三
冠 2

科目名（メディア）＝：経済社会の考え方（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）　坂井素絹（放送大学助教授）〕

講義概要

　経済社会は変化の激しい社会である。このような社会のなかで、人びとはどのような考えを持ち、これらの

考え方をどのように使っているのだろうか。わたしたちの働く場で、生活する場で、さらには公共の場で日々

変化し作用している経済学の考え方を集めて比較検討してみたい。なぜ働くのか、なぜ生産を行うのか、なぜ

消費するのかなどのような、日常に存在する思想を振りかえり＼将来の経済生活を考える礎を提供したい。

授業の目標

　経済社会の成り立ちと考え方について、人間関係の経済組織化という視点から把握する。経済は、物質と人

間との問の営みであると同時に、人と人の連鎖的な関係であるという社会特有の性格をもっている。日常見ら

れるわたしたちの経済活動が人間間の関係としてあらわれるのはなぜか、という点をこの講義では追究したい。

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）

経済社会はなぜ 経済とはなにか。変化に次ぐ変化をみせる経済社会 坂井素思 坂井千思
変化するのか一 の「秩序」とは、どのようなものか。近代経済はど （放送大学 （放送大学

どこまで広がり のような社会的基礎（所有や契約など）のもとに形 助教授） 助教授）
1

どこまで深まる 成されてきたのかについて考え、さらにハイエクな

のか どが指摘するような近代社会における経済的な広が
りと深化の本質をみていく。

消費者はどれだ 「物質的な幸福」の追求は、どれほど消費者を満足 坂井素思 坂井素思
け満足できるか させてきたのだろうか。ベンサム以来、功利主義と （放送大学 （放送大学

それに対抗する環境重視の考え方の系譜を見てい 助教授） 助教授）
2 く。効用理論の流れなどの考え方を整理する。

商業が結ぶ人間　　　　　㌧ 人間は、消費を行い、交易・商業を行う動物であり、 坂井素思 坂井素思
関係とはどのよ 交換性向をつねにもっている。交換、互酬、移転な （放送大学

　
（
放
送
大
学
疋

うなものか ど、経済生活のなかで結ばれる人間関係の性質を考 助教授） 助教授）
3 える。重商主義やアダム・スミスをはじめ、ブロー

デル、ポラニーなどの交換の考え方をみていく。

市場とはなにか 経済は、どのように調整されるのか。経済組織とし 坂井素思 坂井素思
ての「市場メカニズム」について考える。ワルラス （放送大学 （放送大学

の「均衡」、経済的自由の思想など、市場を特徴付 助教授） 助教授）
4 ける考え方についてもみていく。

一一@8　1一



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）

なぜ人は働くの なぜ労働を行うのか。人びとは、労働をおこなうな 坂井四四 坂井三思
か かで社会を形成する。ジョン・ロックをはじめとす （放送大学 （放送大学

る労働論を展望する。労働が経済社会の中で持つ意 助教授） 助教授）
5 味を考える。

生産は何を目指 自給自足経済から始まり、効率性を追求する大量生 坂井照照 坂井素思
すのか 産方式にいたるまでの生産説の系譜を辿っていく。 （放送大学 （放送大学

ケネーの経済表、再生産説、限界生産力説などの系 助教授） 助教授）
6 譜を整理する。

会社はどこまで 利潤追求の資本主義の変質について考える。バーリ 坂井三思 坂井三思
人びとを支配で とミーンズなどによって指摘された「所有と経営の ．（放送大学 （放送大学

7
きるのか 分離」現象などの議論を整理する。 助教授） 助教授）

／

／

組織社会はどの 組織の経済思想、組織論の流れについてみる。現代 坂井照照 坂井三思
ように考えられ 管理社会の基礎に存在する経営の考え方を検討した （放送大学 （放送大学

てきたのか い。ウェーバーから近年の戦略論にいたる系譜を考 助教授） 助教授）
8 察する。

貨幣とはなにか 貨幣はどのような起源を持ち、なぜ人は貨幣社会を 坂井素思 坂井素思
形成するのか。ロックやヒュームに始まり、ケイン （放送大学 （放送大学

ズそれに現代の貨幣論に至るまで、地金論争、通貨 助教授） 助教授）
9 論争など歴史を顧みながら、貨幣が社会のなかで担

ってきた役割について考える。

金融は人びとを 現代の社会は金融社会であるといってもよいほど、 坂井素思 坂井素思
幸福にするか 生活のなかに金：融が浸透している。金融は、はたし （放送大学 （放送大学

てわたしたちをどのような方向に導いていこうとし 助教授） 助教授）
10 ているのか。高利論争など、利子の持つ意味などに

はじまり、今日の高度金融社会のあり方について，

歴史を振り返りながら考える。

経済社会ではど 成果主義、能力主義などの競争的な分配に対して、 坂井三思 坂井三思
のような分配が 平等主義、社会民主主義的な分配法則についてみる。 （放送大学 （放送大学

行われてきたか ミルやセイ、パレートなどの考え方を整理し、さら 助教授） 助教授）
11 に、T三且・マーシャルなどの非営利性の根拠となる

ような学説を考察する。
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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）

．政府はどれだけ 政府は経済活動にどのような影響を与えることがで 坂井三思 坂井三思
福祉を与えるこ きるか。経済社会にとって、公共的な分配とはなに （放送大学 （放送大学

12
とができるか’ か。政府活動をどのように位置づけるか。福祉国家

�ﾟぐる経済システムのモデルを比較検討したい。
助教授） 助教授）

経済社会は環境 今日の経済社会は大きな広がりをもっている。かつ 坂井素思 坂井三思
を維持できるか てのように、個人の物質的な幸福を追求するだけで （放送大学 （放送大学

は、経済社会の妥当性はない。マルサスの人口論、 助教授） 助教授）
13 重農主義から、今日の環境思想の系譜を辿りながら、

現代の経済社会の問題を見ていく。

なぜ経済は社会 家庭・企業・政府などの経済組織的な役割について 坂井三思 坂井素思
組織を形成する 考える。なぜ人びとは経済的な集団を形成して、問 （放送大学 （放送大学

のか 題を解決しようとするのだろうか。ハイエク、ボラ 助教授） 助教授）
14 ニー、コースなどの考え方を紹介したい。

経済社会はなに 情報、サービスなどの現代経済社会を動かす要因に 坂井素思 坂井三思
を目指している ついて考える。ベルやドラッカーなどの経済社会砂 （放送大学 （放送大学

のか 将来像について、比較検討を行う。情報社会、サー 助教授） 助教授）
15 ビス社会、ポスト工業社会などの系譜を辿って、批

判的に展望する。
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＝　経済学入門（‘04）：＝（R）

〔主任講師：林 敏　彦　　（放送大学教授）、〕

全体のねらい

　経済学は生まれて230年の比較的若い学問ですが、一方で社会科学の女王と呼ばれるほどの論理的厳密性を追究す
ると同時に、他方で実社会の問題解決という要請に応えようとしてきました。この講義では現代経済学の基本的な考え

方と、その応用の仕方について考えてみましよう。　　　　　　　　　，・　　　　　　　、

回 テ　一・　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
i所属・職名）

放送担当
ur t　名
i所属・職名）

1 経済学の考え方

私たちは皆乏しさの中に生きています。お金がありあまって

｢る人でも、許された人生は70万時間にすぎません。経済
wはその乏しさの問題を解決しようとして誕生した学問で
ｷ。では経済学を極めれば実社会で成功するでしょうか。経
ﾏ学の頭脳とハートについても考えてみましょう。

林　　敏彦

i放送大学湯
�j

林　　敏彦’

i放送大学教
�j

2 消費と消費者

経済の主役は消費者です。究極的に消費者を満足させられな

｢経済活動は、消滅する運命にあります。では、消費者は何

�≠ﾟて、どう行動するのでしょうか。消費者行動には法則

ｫがあるのでしょうか。また、大勢の消費者の動きは、市場
ﾉどのような情報をもたらすのでしょうか。

同　上 同　上

3 生産と企業

消費と並んで大切な経済活動は生産です。今の日本では毎日

ｽ億種類もの商品が生産され、消費されています。生産活動

ﾌ担い手は企業ですが、企業は何を求めて、どのような技術

�pい、何をどれだけ生産しようとするのでしょうか。企業
ﾅはどのようなコストの概念が重要なのでしょうか。、．

　同　上

Y

’同　上

4 市場の役割

多数の売り手と買い手が相まみえるのが市場です。市場の重

vな役割は価格を決めることです。買い手と売り手、あるい
ﾍ需要と供給の間で、市場価格はどう決まるのでしょうか。

Pにものの値段を決めるだけの仕組みが、どうして世界中の

曹ｪ採用する経済システムとなったのでしょうか。

@　　　　　　　　～

同　上 同　上

5 政府の役割

すべてを市場取引にゆだねるだけでは真の豊かさは実現され

ﾜせん。現代の社会では、政府の役割が高まっています。市

黷ﾌ失敗と呼ばれる現象はどのようなものでしょうか。政府

ﾍどこまで市場に介入し、あるいは市場に代わって人々のニ

[ズに応えなければならないのでしょうか。

同　上 同　上

6 マクロ経済

個別の登場人物の動きを観察して社会全体を理解しようとす

驛~クロ経済学に対して、国全体の総生産や所得水準の動き

ﾉ法則性を見いだして社会全体を理解しようとするのがマク

轟o済学です。GDP、失業率、’国際収支、成長率など、マ
Nロ経済学の考え方を見てみましょう。

同　上 同　上

7 お金と金融

お金はものの生産、流通、消費の流れの逆方向に動いていま

ｷ。誰でも知っているはずのお金ですが、それはいったい何

ﾈのでしょうか。お金の流れをコントロールする仕組みはど

ﾌようなもので、銀行などの金融機関はどのような役割を果
ｽしでいるのでしょうか。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

同　上 尚上
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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）

さまざまなものの値段の平均値を物価といいます。物伍が持

続的に上がることはインフレP一ション、下がることはデフレ

一ションと呼ばれます。なぜ、物価は変動し、物価が変動す
8 物価の話 るとどのような問題が起こるのでしょうか。日本銀行が物価 ，林　　敏彦 林　　敏彦

の番人と呼ばれるのはなぜでしょうか。

経済活動が活発になれば好景気、沈滞すれば不景気と呼ばれ

ます。なぜ景気は変動するのでしょうか。景気の動きをなだ

らかにするために、政府や日本銀行はどのようなことができ
9 景気の話 るのでしょうか。経済活動が国境を越えて広がった今日、景 同　上 同　上

気対策には何か難しい問題が起こっているのでしょうか。

長期にわたって経済活動が拡大していくことが経済成長で

す。1960世代から80年代はじめまでの日本の高度成長
はなぜ起こったのでしょうか。高成長を可能にした社会的メ

10 日本の経済成長 カニズムの解明と、なぜ私たちは成長したかったのかという 同　上 同　上

成長の社会心理についても考えてみましょう。

経済の累積過程はときにバブルと呼ばれる過熱現象を生みま

’　＼ す。有名な1920年代のアメリカのバブルと30年代の大
恐慌の顛末について振り返っておきましょう。同じ現象が日

11 バブルと恐慌 本の80年代から90年代以降についても、90年代から2 同　上 同　上

000年代のアメリカ経済にも見られるのでしょうか。

1985年の阪神・淡路大震災は、高度：に発達した都市経済
を直撃しました。市場経済の機能が部分的に麻痺したとき、

どのような経済活動が人々の暮らしを支えたのでしょうか。
12 大震災の教訓， 災害後の経済復興について、何が問題で、何が解決され、何 同　上 同，上

が課題として残ったのでしょうか。　　・

今日企業活動は国境を超えて相互に入り組み、私たちは世界

中のものを消費して暮らしています。GDPでは中国は日本

13
世界の中の日本経

ﾏ
を追い越して樺無勢2位の経済大国になりました。アジア諸

曹ﾅも高度成長が始まりました。そうした中で、私たちの生
、　同　上 同　上

活水準を維持するためにはどうすればよいのでしょうか。「

水、大気、種の多様性など、地球環境が成長の制約条件にな

ってきました。これまで農業生産や資源の限界を乗り越えて

14 持続可能な開発
きた人類は、これからも技術進歩によって唯一の地球の制約

�謔濶zえられるでしょうか。それとも池のメダカから鯨に
同　上 同　上

成長した人類には、新しい考え方が必要なのでしょうか。

経済学は乏しさを解消し、物質的に豊になることが個人にと
っても社会にとっても幸せの前提条件だと考えてきました。

15 幸せの経済学
それでは、所得が上昇すれば人々は幸せになるのでしょうか。

ﾀは、そうではないようです。経済学入門の最後に、究極の
同　上 同　上

社会生活の目的である幸せの問題を考えてみましょう。
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＝　21世紀の社会学（‘05）＝＝（TV）

而
・
而
・
而
・

』
E
H
三
二
H

三
四
講

旧
任
任

三
主
主

〔
〔
〔

船津：　衛（放送大学教授：）　〕

山田真茂留（早稲田大学教授）　〕

浅川　達人（明治学院大学教授）〕

全体のねらい

　社会学とはどのような学問なのかを知るために、自我・自己　都市、集団・組織、集合行動、ジェン
ダV一・…、宗教、情報、災害、高齢者、病い、死などの新しV＞社会現象について具体的に考察し、そこから、

21世紀の社会学の課題を明らかにして、’社会学への理解を深めることを目的とすう。

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）

21世紀の社会学 21世紀を迎えた現代社会はグローバル化、地球規 船津　　衛 船津　　衛
とは 模の環境破壊、家族の少人数化・高齢化、情報化、 （放送大学 （放送大学

また人々の自我の変容など、変化・変動がきわめて 教授） 教授）
1

著しいものとなっている。このような中での21世紀
の社会学の新しいあり方について考察する。

現代社会におけ 社会学自己論の潮流を、他者の視点を束ねて問題 伊藤智樹 伊藤智樹
る自己の諸相 を解決してゆくミードの自己論、脱中心化され状況 （富山大学 （富山大学

次第で流動するポストモダンの自己論、そして、流 助教授） 助教授）

2 動性を持ちながらも状況を越えた行為を展開しよう

とする物語自己論などに整理し、その特徴を論じる。

都市空間の社会 現代大都市が経験：している社会変動の多くは手で 浅川　達人 浅川　達人

学 触れ、直接目で見ることもできないが、人々の日常 （明治学院 （明治学院

生活に及ぼした影響は痕跡として空間構造に刻み込 大学教授） 大学教授）
3 まれている。都市の空間構造とその変化を可視化す

る道具として社会地図を用いて、都市社会の構造の
変動を考えていく。

集団・組織と新 集団・．組織の役割は個人主義化が進行している現 山田真茂留 山田真茂留
しい関係性 代社会においても、なお重要性を増している。他方、 （早稲田大 （早稲田大

ネットワークや集合的アイデンティティなど、既存 学教授） 学教授）

4 の集団や組織の枠を超え出た現象も見られるようノに

なってきている。このような新しい動きを見据えな
がら、集団・組織現象の最前線に迫っていく。

集合行動へのア パニック、流言、流行、リンチ、都市暴動、反戦 田中　　淳 田中　　淳

ブローチ 運動や環境運動などの集合行動について、集合行動 （東洋大学 （東洋大学
　

と日常行動との異同、集合行動の生成と進展を規定 教授） 教授）

5 する社会構造、個人の信念や相互作用と集合行動の
ダイナミズムという観点から考察していく。

「
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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）

共同性と公共性 19世紀から20世紀にかけての近代社会の成立期 澤井　　敦 澤井　　敦

において、個人化の進展に直面して、　「共に同じで （慶磨義塾 （慶磨義塾

ある」という意味での「共同性」をいかに再び確保 大学助教 大学助教
するかが問題とされてきた。20世紀から21世紀に 授） 授）

かけての近代社会の成熟期においては、個人化を前
6

提としたうえで、「公を共にする」という意味での

「公共性」をいかに新たに構築するかが問題となつ

てきている。これから2つの概念を軸として、近代
社会の変動にともなう社会編成のあり方について考
察する。

ジェンダーと現 まず、1970年前にジェンダーという言葉が登場し 早川　洋行 早川　洋行

代 たことの意味を論じ、次いで、ジェンダーには個人 （滋賀大学 （滋賀大学

にとって違和感のあるものとそうでないものがある 教授） 教授）

7 ことを指摘する。そして、身近な事例を通して、潜

在化しているジェンダーの問題を論じ、現代におい

てジェンダーが揺らぎの中にあることを明らかにす
る。

身体感覚とリア 今日の癒やしブームに共通する点は人々の五感に 出口　剛司 出口　剛司

リティ 働きかけ、希薄化した身体感覚のリアリティを快適 （立命館大 （立命館大

さとともに回復することにある。このような観点か 学助教授） 学助教授）

8 らすると、現代はあらゆる活動が視覚中心に編制さ

れている。本章では、近代における視覚による身体

管理の系譜を辿りつつ、癒やしブームの意味につい
て明らかにする。

世俗化と現代宗 本章では宗教社会学の根本をおさえ、現代宗教が 山田真茂留 山田真茂留

教 どのような様相を呈しているかについて考察する。

世俗化のイメージとして宗教の衰退と見る視角と宗

教の変容と見る視角の2通りがあるが、今日の状況
9

を見たときどちらが妥当なのだろうか。伝統的に制

度化された宗教だけでなく、新宗教運動の展開も射

程におさめ、宗教と社会の関係性の今日的な位相を
見定めていく。

情報とコミュニ 従来、パーソナル・コミュニケーションとマス・ 早川　洋行 早川　洋行

ケーション 一コミュニケーションが区別されてきたが、インター

ネットの普及によって、この区別が再検討されるべ

10 き段階に至っている。情報の過剰がもたらす弊害と

コミュニケーション不全の問題に言及し、人が生き

ていく上で、情報とコミュニケーションがもつ意味
を考える。

災害と社会 都市化や高齢化といった社会構造の変化が被害の 田中　　淳 田中　　淳

大きさや形態に与える影響、地域構造や組織構造が

対応行動に与える影響、社会が内包する災害文化が
11 事前の準備度や避難に与える影響という側面から、

災害の被害軽減に社会学が果たしてきた貢献と今後

期待される領域について論じていく。
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執筆担当 放送担当
回 ㌧テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

高齢者の社会関 社会的に孤独な高齢者というステレオタイプが 浅川　達人 浅川　達人
係 人々め意識の中に根強く埋め込まれているが、実証

研究はそれはきわめてまれなことを明らかにしてい

12 る。高齢者が他者との開に有意味な関係を維持して

いることを前提に、他者との関係を支配しているメ

カニズムや他者との関係が高齢者に及ぼす影響を考
察する。

健全さと旧いの 医療の発展によって、われわれは多くの恩恵を被 伊藤智樹 伊藤智樹
物語 る一方で、健全さと病気に関する偏った見方を抱く

ようにもなった。21世紀の社会において、近代社会
．13

に流通する回復の物語に生きがたさを感じる人々
が、自分にあった物語を探っていくことを問題とす
る。

〈死〉の受容と 近代社会は死を合理的に身体的＝精神的活動の絶 出口　剛司 出口　剛司
〈生〉の技法 対的終焉とし、死にまつわる事柄をすべてタブーと

し、身近な生活から死の痕跡を排除してきた。本章
14 では、近代が成し遂げた死の無意味化について解明

し、そこから現代における生の意味について考察す
る。

21世紀社会の 社会学においては、近代社会の編成を「モダニテ 澤井　　敦 澤井　　敦：

ゆくえ一モダニ イ」として整理し、モダニティを離脱、再編成しよ

ティとポストモ うとする動きを「ポストモダニティ」として把握す
15 ダニテイ る試みがなされている。本章では、モダニティとポ

ストモダニティのせめぎあいを概観し、21世紀社
会の様相を展望する。
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一名（メディア）＝＝　住まい学入門（‘07）・＝（TV）

〔主任講師（現職名） 本間　博文（放送大学教授）〕

講義概要

　住居は日常生活における基盤的な空間である。1日常生活の安全性、利便性、快適性、保健性のあらゆる

側面にわたって住居のあり方が関係している。さらに住居は住文化として生活文化の中核を占め、日本人

の行動様式や生活様式を規定するなど、日常生活と一体的に成り立っており、不即不離の存在である。本

講義は放送大学の共通科目として、はじめの5章で日本の伝統の住まいが確立した空間の構成原理を東ア

ジアの中国、韓国のそれと比較し、わが国の住文化の特殊性を明らかにする。このような伝統をふまえた

上で後半の10章で住居に関わる現代的な課題、中でも話題性が高い項目をトピックス的にとりあげ概観
する。とのような構成を通して日常生活において常に伝統を意識しながら現代の住居に高い関心を持って

暮らす生活慣習を酒養したい。さらには住居に関連する専門科目や総合科目の履修への導きになることを
期待する。

授業の目標

　住居は日常生活の基盤をなす空間であり、生活者に対して安全、快適で、．健康な利便性の高い日常生活

を保障する場を提供することが求められている。本講義は生活と福祉専攻の学生に限らず広く放送大学の

学生が、住居に対する関心を高め、主体的に空間改善に取り組もうとする態度を養成することを目指して
いる。

執筆i担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

日本の伝統の住 第1章では、はじめにこの講義全体の狙いと課題を 本間博文 本間博文
まい 解説する。その上で日本における伝統の住まいの二 （放送大学 （放送大学

大様式の一つである寝殿造が平安時代に完成するま 教授） 教授）

1
での経緯を概説する。和風の住まいの基本的な空間

構成はこの寝殿造に由来する。当時の文学作品や絵
巻物などを題材として寝殿造の構成原理を探る。

書院造から和風 鎌倉時代以後寝殿造の原則を受け継ぎっっ時代の変 本間博文 本間博文
の住まいへ 化に対応して柔軟に構成を変えながら江戸初期の書 （放送大学 （放送大学

院造りへと至り、「和風の住まい」が完成する。そ 教授） 教授）

2 の変化の過程を通して、わが国の住まいの基本原理
を探る。

中国の住文化 中国における漢民族の代表的な居住様式である四合 本間博文 本間博文
院形式の住居を取り上げ、伝統的な漢民族の家族生 （放送大学 （放送大学

活の様子を紹介する。さらに山西省のヤオトンや福 教授） 教授）

建省に現存する三家の円楼（土楼）を紹介し、気候
3

風土と住居との関連を考える。これら代表的な漢民

族の住居形式を通して中国における住文化や住様式
を規定する要件を探る。
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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）

韓国の住文化 韓国における住文化を現在に伝える代黍的な民家集 本間博文 本間博文
落である河回旋を題材として取り上げ、韓国の伝統 （放送大学 （放送大学

約な集落や民家がどのような構成原理によって成立 教授：） 教授：）

4 しているかを検証する。木造で造られ、履き替えも

行うなど一見日本の住まいと共通のルーツに思える
が、本質的に異なる韓国の住文化を考える。

東アジアの住文 中国や韓国の住文化とは異なる日本の住文化を探 本間博文 本間博文
化と日本 る。和風の住まいを構成する部材を通して、・寝殿造 （放送大学 （放送大学

りから書院造りへの変遷の過程で一貫して受け継が 教授：） 教授）

れた基本原理を明らかにする。さらに世界に例を見

5 ない工業化住宅が江戸初期に完成していた一方で中

国のカンや韓国のオンドルなどのような優れた暖房
装置が普及しなかったのは何故かといったことを考
える。1これの作業を通してわが国の生活文化の中核

を占める住文化の独自性を明らかにする。

住まいの計画学 住文化は気候・風土．・歴史の基盤に立ち、社会の変 福井正明 福井正明
1（家族と住ま 化に対応しつつ成り立っている。この半世紀、わが （岩手大学 （岩手大学

い） 国では欧米の生活様式が急速に浸透してきたが、少 特任教授）． 特任教授）

6 子高齢化や経済など社会構造の変化で、住まいの様

態も家族の実像も急速に変化しつつある。その変化

を把握し、住まいの在り方と住まいづくりに今後求

められる諸条件について考える。

住まいの計画 日常の生活環境は個人・家庭・近隣社会の相互関係 福井正明 福井正明
2（近隣と住ま で成り立っている。今日の超高層共同住宅や戸建住 （岩手大学 （岩手大学

い） 宅団地にあっても、住まいと近隣空間の相互関係が 特任教授） 特任教授）

7 生活の質を規定する。その相互関係のなかに、より

快適な生活環境を創り出そうとする数々の考え方を

探り、わが国にはどのような近隣と住まいの計画が
求められるかを考える。

環境と住居1 これからの住宅地には、屋外空間を含あて快適な生 梅干瞬　晃 梅干野　晃
活ができ、周辺環境へできるだけ負荷を与えないこ （東京工業 （東京工業

とが求められよう。本章では、都市・建築気候に焦 大学教授） 大学教授）

8 点をあて、ヒートアイランド現象を抑制でき、夏島

しく冬暖かい住宅地をつくり出すための規範を示す

とともに、それを達成するための手法とそれらの効
果を考える。

環境と住居2 8章に引き続き、本章では具体的な住居環境のあり方 梅干野　晃 梅干野　晃
を考える。まず初めに、屋上緑化や壁面緑化、そし （東京工業 （東京工業

て蒸発冷却手法など、いろいろな環境共生的手法を 大学教：授） 大学教授）

9 取り上げて、それらの効果を視覚的にわかりやすく

示す。さらに、設計支援のための熱収支シミュレー

ション手法を紹介しながら、具体的な事例を取り上
げて、環境共生的な住宅地のあるべき姿を考える。
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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）

自立と共生の ノーマライゼーション理念発祥の地であるデンマー ／桜井康宏 桜井康宏
国・デンマーク クの障害者・高齢者の生活紹介を通して、ノーマラ （福井大学 （福井大学

の障害者・高齢 イゼーション理念の神髄が「自立と共生」というこ 教授） 教授）

10 者 とにあること、空間的には「居住の場」と「日中生

活の場」という2つの生活空間の核を分けてもっと
いう基本原則にあること等を解説する。また、「自

立と共生」を支える社会の仕組みについて解説する。

わが国における
　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　噂墲ｪ国における高齢者および障害者福祉の動向と関 桜井康宏 桜井康宏

新たな試み一グ 連する居住施設の動向を概略し、制度的には未だ不 （福井大学 （福井大学

ループホーム型 十分な状況ではあるものの、ようやく本格的な居住 教授：） 教授）

居住施設一 施設の整備が始まりつつあることを述べ、今後の基
11

本課題を解説する。その上で、ハード・ソフトの両

面で「食」のあり方に着目して居住施設の改善に取

り組む「グループホーム型居住施設」の事例を紹介
する。

集合住宅の管理 集合住宅、なかでも区分所有集合住宅の管理のマネ 齊藤広子 齊藤広子
一マンションの ジメント方法を解説する。わが国でマンションと呼 （明海大学 （明海大学

マネジメントー んでいる、区分所有集合住宅の所有方法、管理方法、 教授） 教授）

具体的には以下について説明をする。マンションの
12 定義、区分所有、区分所有法、専有部分と共用部分、

管理組合、管理規約、総会、理事会、管理者、管理

会社の役割、管理費と修繕積立金、マンション管理
ゆ

適正化法について。

集合住宅の管理 集合住宅、なかでも区分所有集合住宅の管理のメン 齊藤広子 齊藤広子
一マンションの テナンス方法を解説する。わが国でマンションと呼 （明海大学 （明海大学

メンテナンスー んでいる、区分所有集合住宅の計画修繕、特に大規 教授） 教授：）

13 模修繕の進め方と具体的な事例を紹介する。

住まいの防災1 地震国であるわが国では、建物の耐震性能は極めて 川口　　淳 川口　　淳
重要な住宅の性能である。地震が建物に及ぼす影響 （三重大学 （三重大学

と建物が地震に抵抗するメカニズムと工夫を様々な 助教授） 助教授）

14 建物の構造形式と合せて具体的に解説する。あわせ
て，現在の耐震設計法の概要を紹介する。

住まいの防災2 わが国における地震被害の歴史とそこから得られる 川口　淳 川口　淳
教訓を解説し、あわせて耐震設計の変遷を解説する。 （三重大学 （三重大学

また，わが国における地震のリスクを地球物理学的 助教授） 助教授）

15 見地で概説する。さらに，わが国の地震防災対策の

現状として，国の取組や地域の取組について実例を
交えて紹介する。

一一一@9　1　一一



＝： ﾐ会福祉入門（‘04）＝（TV）
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全体のねらい

　近年における社会経済の激変に加えて急速な少子高齢化は私たちの生活に色々な衝撃を与えている。こうした情勢の

中で従来の社会福祉施策では、人々の福祉三一ーズに対応できなぐなり、基礎構造変革が断行された。本講座は新しい社

会福祉を考えていく上で、基本となる概念、理念、歴史、構造、主体、対象、施策内容及び展開場面、機能1方法・技

術、福祉教育、専門家の養成・教育・訓練、関連施策との協力、連携、そして今後の社会福祉の課題と展望等について
講述する。

執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

k
（所属・職名） （所属・職名）

私たちの暮らしと 社会福祉を総合的、傭緻混一に捉えるための基本的枠組みを 岡本　民夫
社会福祉 設定し、私たちを取り巻く社会環境の変化や暮ぢしをめぐる （同志社大学

1

課題と社会福祉がどのようにかかわっているのかを理解す
驕Bそのための学習方法と講義計画及び内容に関する全体像
�ｦし、併せて社会福祉の研究方法についても言及する。

岡本　民夫
i同志社大学

ｳ授）

教授）

蜻]根　寛
i放送大学教

授）

現代社会と社会橿 私たちを取り巻く社会経済現象と社会生活上の諸困難との関

祉 連を人口動態、家族規模及び機能の変化、地域社会の変容、

価値観や生活スタイル。暮らしと労働のあり等等の視点を通

2 、じて、新しい時代にふさわしい社会福祉のあり方とは何かを 同　　上 岡本　民夫
模；索する。

社会福祉の理念と 社会福祉の法的根拠としての憲法第25条、第13条、第14
概念 条等に加えて社会福祉基礎構造改革の基本的方向と基本理念

を明らかにする。そして日常的に展開されている「補完性の

3 原則」と言われている自助、互助、共助及び直心との関連で 同　　上 同　　上
自立支援の考え方、ノーマリゼーションの思想、QOLの向上、

自己実現や生きがい等福祉のあり二等について言及する。

社会福祉の歴史 社会福祉は長い歴史の中で様々な試行錯誤を繰り返しながら

西洋の場合 生成、発展してきたものであり、その根底にある思想、理念、

価値観、制度・、政策、実践、活動、運動、方法技術等の三三 ・永岡　正己 永岡　正己
4 面を学ぶことが大切である。こうした歴史的認識を深めるこ （日本福祉大 （日本福祉大

とによって現状を正確にかつ深く理解することができる。こ 学教授〉 学教授）

こでは福祉をめぐる史実を基礎にしてめ全体像を把握レ海

外の社会福祉の歴史を学習する。

社会福祉の歴史 日本の社会福祉は諸外国の強い影響を受けているが、日本の

日本の場合 ，歴史的な歩みの中から築かれてきた独自の思想やしくみが存

在する。その背景、要因、人物、援助活動、施策・制度等の

5
史実を通じて、日本における社会福祉の実態と特質を歴史的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

同　　上 同、上
に分析し、そこから福祉の本質を学ぶとともに内在する課題

を把握し、今後の社会福祉の発展に役立っ知識と考え方を身

につける。
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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）

社会福祉の構造と 社会福祉はその基本となる法制度、行財政、運用・管理及び
機能 経営組織などハードウエアの蔀分とこれらを運用し、機能さ

せるソフトウエアが必要であるが、加えて、これらを利用者 大曽根　寛

6 に価値あるものにしていくためのヒューマンウエアとしての ，（放送大学教 大曽根　寛

専門家が不可欠であり、これらの諸条件が有機的に連関し、 授）

機能して社会福祉の本領が発揮できるb

児童家庭福祉 少子高齢社会の到来のなかで子育て、保育問題、健全育成が

大きな社会問題となっている。他方、いじめ、虐待、非行、

引きこもり等子どもの病理現象も深刻化している。その基盤 山縣　文治 山縣　文治
7 となる家族の規模と機能も変わり、家庭のあり方、個々の構 （大阪市立大 （大阪市立大

、

成員の価値観や生活スタイル等の変化も福祉にとって大きな 学助教授） 学助教授）

課題となっている。ここでは児童福祉の視点からこれらをめ

ぐる諸問題についても言及する。

障害者福祉 ノーマライゼーション、バリアフリが日常語になりつつある

が、ここでは身体・知的・精神のいわゆる三障害対策の歴史

を振り返るとともにその実態と施策の現状を分析吟味して、 三ツ木　任一 三ツ木　任一
8 そこに存在する問題点を抽出するとともに、今後に向けての （創造学園大 （創造学園大r

施策のあり方と具体的施策の方向を展望する。 学教授） 学教授）

高齢者福祉 高齢社会の到来とともに高齢者が抱える問題は益々多様でか

つ深刻化の様相を呈している。この事態に対応策の基本とな 岡本　民夫
る理念、目標、内容、展開、実践等を取り上げながら、生活 奈倉　道隆

9 の質的向上、生きがい、自己実現の達成等21世紀の高齢者福 （四天王寺国 奈倉　道隆
祉のあり方を展望する。 際仏教大学教 （四天王寺国

授） 際仏教大学教
授）

社会福祉援助技術 福祉施策の実践や具体化過程には多彩な方法技術が用いられ
1 ている。ここでは社会福祉の実践現場で有効かつ適切に援助

技術を活用する必要がある。本章ではその概念、構造、目的、
黒木　保博

10 機能、過程、役割、評価のあり方等社会福祉援助技術全般に 岡本　民夫 （同志社大学
ついて概観する。 教授）

社会福祉援助技術 本章では援助の基本となる個別援助技術（ケースワーク）、

2 集団援助技術（グループワーク）を中心にその概念、原理、

機能、過程等の内容を具体的事例や実践援助活動を通して、

11 敷堕するとともに実践力に基礎となる知識、方法、技能等に 同　　上 同　　上
ついても言及する。

社会福祉援助技術 ノーマライゼーションの考え方や利用者本位の理念を受けて

3 利用者が家庭や地域において自由な生活を営みながら、必要

なサービスを受給できる体制が求められている。地域福祉施

12 策の進展とともにそれらを具体的に展開する地域援助技術 同　　上 岡本　民夫
（コミュニティーワーク）が注目されている。この内容と構

造、過程、機能、手法等について具体的な実践例を踏まえな
がら、論述する。

、
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執筆担当 回送担当
回 テ」一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

社会福祉教育 今日社会福祉は日常生活上の諸問題を解決するための施策と

して重要な位置を占めている。これを具体化するには国民一

人ひとりの福祉に関する正しい考え方や意識がなくてはなら

13・ ない。一方、複合化し、深刻化する福祉問題に対処するため 岡本　民夫 岡本　民夫
には、より高度な知識と技術をもつ準専門家が必要である。

ここでは基礎的な教育から高度専門職の教育にいたる広範囲

の福祉教育について取り上げる6

関連領域との協 今日の社会福祉は国民の安心と安定を目標にしながら利用者

力・連携 本位の理念を具象化していくための努力がなされている。そ

のためには保健、医療、看護、福祉く心理・教育等の援助専

14 門職がいかに相互に有機的な協力と密接な連携を保ちなが 同’　上 同　　上

ら、ティームワークやネットワークをどのように展開するか

について言及する。

社会福祉の課題と 社会福祉が当面する諸課題を抽出、整理して今後の日本の社
展
望
L

会福祉のあり方を展望するとともにグローバル化が進む中、

総ﾛ舞台で日本の社会福祉はどのような使命と役割をもって 岡本　民夫

15 活動を展開するべきか等について受講者とともに考えてみた

Aい。

同　　上
大曽根寛
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＝： ﾐ会調査（‘05）ニ（TV）

〔主任講師：原　純輔（東北大学教授）〕
〔主任講師：浅川達人（明治学院大学教授）〕

全体のねらい

　現代社会を特徴づける人間活動の1つである社会調査について、その進め方（調査内容の決定、調査

対象の決定、調査の実施方法、調査結果の分析方法とまとめ方）を知るとともに、その歴史と成果につ

いて学習する。個人が身の回りからさまざまな情報を得る場合と社会調査との違いに着目しながら、細

かい技法よりも、基本的な考え方を修得することを目指す。

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）

現代社会と社会 人びとがさまざまな形で目にする社会調査結果 原　　純輔 原　　純輔

調査 が、おおよそどのような手順で得られたものである ‘（東北大学 （東北大学

かを知る。また、社会調査が備えるべき性格と今後 教授） 教授）

1 の授業における基本的な視点について述べる。

浅川達人
（明治学院

大学教授）

社会調査の用途 社会調査をその用途によって行政調査、福祉調査、

と歴史 世論調査、市場調査、学術調査の5つに類別し、そ

2
れそれの歴史と相互の系譜関係について述べる。ま
ｽ、心理学実験との関係についても述べる。 同　上 原　純輔

調査内容の決定 社会調査の方法は、基本的に調査票調査と聴取調
（1） 査（非調査票調査）にわけられ、それぞれに長所と

3
短所がある。調査票調査を中心にテーマ、調査項目

ﾌ選び方について述べる。
同　上 同　上

調査内容の決定 調査票を作成する場合の考え方と注意点について
（2） 述べる。また、選択回答と自由回答、量的変数の作

4
り方にも触れる。

同　上 同　上

調査対象の決定 統計調査の中での全数調査と標本調査の特徴と関
（1） 係を知る。とくに、標本調査における標本抽出の考

5
え方と具体的方法、無作為抽出の考え方を紹介する。

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）

調査対象の決定 標本分布と統計的推測の考え方を把握し、いくつ
（2）

かの統計的推定や統計的検定に適用してみる。それ

を通して標本調査の特質を知る。
6 原　純輔 原　純輔

調査の実施と処 社会調査実施の具体的手順と、訪問面接調査、留
タ

理（1） 置調査、郵送調査、電話調査」集合調査など、さま

ざまな実査方法を紹介する。とくに訪問面接調査の
7 実際を知り～調査員の役割について考える。 同　上 　同　上

d

調査の実施と処 調査終了後の点検（エディティング）、コーデイ
理（2） ング、データ・ファイルの作成、データ・タリー二

＼ング作業における留意点を知る。また、これらの作
8 業や集計・分析において重要な役割を果たす、コン 浅川　達人 浅川　達人

ピュータ・ソフトについて紹介する。

結果の集計と分 量：的データと質的データのそれぞれについて、集
析（1） 計の方法、基本図計量（代表値、分散、相関係数）

について解説する。また、実例を示しながら、さま
9 ざまな基本統計量とデータのタイプとの適合性につ 原　　純輔 原　　純輔

いて考える。

結果の集計と分 クロス集計表のエラボレーションを例に、因果分
析（2） 析の方法と問題点について、実例を用いながら詳し

く解説する。
10 同　上 同　上

聴取調査の方法 調査票を用いない聴取調査の方法を紹介し、問題

点、・留意慮について解説する。また、優れた調査の

実例を紹介する。
11 同　上’ 同　上

調査報告をまと 「調査結果を受けとる側」の視点から、表やグラ

める フ、そして調査報告はどのようなものであるべきか
について、実例に即しながら考える。

12 原　　純輔 原　　純輔
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講＝師　名

（所属・職名） （所属・職名）

さまざまな社会 国勢調査をはじめとする行政調査とその役割につ
調査（1） いて知るとともに、問題点について考えるσまた、

13
代表的な大規模調査、継続調査、国際比較調査の例

ﾆ成果を紹介する。

，原　　純輔 原　　純輔

さまざまな社会 さまざまな社会問題の告発と解明は、社会調査の
調査（2） 起源の1つであったが、その役割は現代社会におい

14
ても失われていない。社会問題についての代表的な

ｲ査研究の例と成果を紹介し、社会調査の社会的責
浅川　達人 浅川　達人

務について考える。

調査者と被調査 社会調査における被調査者は、単なる情報点三者

15

者 ではない。調査という行為や調査結果は、被調査者

ﾉ対してさまざまな影響を与える。　「調査をされる

､」からみた社会調査の意味と、調査に求められる
原　　純輔

原　　純輔

�?@達人

社会的責任について考える。
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＝　『国際経営論（‘05）＝（TV）

〔主任講師 吉原　英樹（南山大学教授）｝

全体のねらい

輸出、輸入、海外生産、海外研究開発など、一国の国境をこえて行なわれる国際経営は、いまや日

本企業ではめずらしいことではない。その日本企業の国際経営をテv・・…）マにして、歴史く現状、課題、

今後の動向などを、具体例をまじえて明らかにしていきたい。・

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 国際経営とは一

わたくしたちの身の回りにある国際経営の具体例をみたあ

ﾆ、国際経営とはいかなるものであるかを定義したい6そし
ﾄ、ひとつの企業のなかに多くの経済・政治・文化をかかえ

ﾈがら経営するのが国際経営の特徴であることを説明した
｢。

吉原　英樹
i南山大学教

�j

吉原　英樹
i南山大学教

�j

惣
　
　
　
　
2

多国籍企業

国際経営を行なう代表的な企業は、・多国籍企業である。多国

ﾐ企業とは、親会社と海外子会社から成る企業である。日本
ﾌ多国籍企業とは具体的にどの企業であるかをみたうえで、

e会社と海外子会社の特徴などを明らかにしたい。

同　上

　　　　ノ

ｯ　上

3 国際経営戦略

国際経営の基本方針である国際経営戦略について、歴史的な

ｭ展を跡づけつつ、基本的なことを明らかにしたい。国内経
cで蓄積される技術や経営ノウハウなどが国際経営の基盤で

?驍ｱとを説明したい。国際化め理念の重要性についてもの

ﾗたい。

同　上 同　上

4
国際マーケティン
Oと国際調達

製造企業の輸出マーケティングがどのように発展して現在に

鰍ﾁているかを、日本独特の企業である総合商社の役割に関

Aづけながら明らかにしたい。最近、重要性を増している製

i輸入および部品材料の輸入（国際調遷という）もとりあげ
ｽい。

同　上 同　上

　
　
　
　
　
く
5 海外生産

海外生産の初期（1970年代ごろまで）には～海外工場は国内
H場と比較して小規模なものだったが、現在では国内工場を　　　　　　　　ゆこえる大規模な工場がみられるようになっている。なぜ海外

ｶ産が行なわれるかを歴史的に明らかにしたうえで、海外工

黷ﾅ実施されている日本的生産の特徴をみたい。／

同　上 同’
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　一　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

　　　　　　　　　　　　　、C外子会社の多くでは、日本の親会社で開発された製品を、

日本の親会社から移転される生産技術を使って生産する。最

6
技術移転と海外研

?J発

近になると、海外子会社で研究開発が行なわれ、新しい製品

站Z術が開発されるようになっており、その一部は日本親会
吉原英樹 吉原英樹

社に逆移転される。国際経営のいちばん新しい動きである海

外研究開発の基本的なことを明らかにしたい。

輸出から海外生産へと国際経営活動の重点がシフトするにつ

れて、国際経営の組織は輸出部門、海外事業部、グローバル
、

7
国際経営組織と所

L政策

事業部制へと発展してきている。また、海外子会社の資本所

L形態は、1970年代までは、合弁とくに総合商社がパートナ
同　上 同　上

一に加わる商社参加型合弁が多かったが、最近では完全所有

子会社が多くなっている。

海外子会社では、日本人の経営者や管理者が中心になって、

親会社の経営戦略の枠組みのなかで、親会社から移転される

8 海外子会社の経営
技術や経営ノウハウを使って経営している。工場では日本的

ｶ産のもとで現地人が高いモラールで仕事をしているのにた
同　上 同　上

いして、オフィスでは状況はよくない。海外の日本企業の明

暗である。

親会社と海外子会社のあいだの、また、親会社や海外子会社

で現地人が加わるコミュニケーションでは、英語がよく使わ

9 国際経営と言語
れる。しかし、重要な事柄についてのコミュニケーションで

ﾍ、日本語が中心的な言語になっている。日本語が使われる
同　上 同　上

ときには、現地人は情報のやりとりや意思決定に参加しにく

｢。

F

旧本企業の北米への進出は、当初は輸出のための販売子会社

が多かったが、保護主義を克服する目的で輸出から現地生産

10
北米・欧州のなかの

坙{企業

への転換が行なわれ、製造子会社が増加した。最近では、市

齠烽ﾅ生産することのメリットやコスト面の有利性を理由
同　上 同　上

に、現地生産がなされるようになった。欧州への進出は、地

域経済統合によって影響をうけている。

日本企業にとって、1980年代までは極東と東南アジアが主要

11
アジアのなかの日

{企業

な舞台だったが、1990年代からは中国の重要性が急激に高ま

ﾁている。極東・東南アジア・中国の重点の置き方および分

ﾆと相互関連をどのようにするかが、アジア戦略のポイント

同　上 同　上

になっている。

最近の海外生産の本格的な推進によって国内空洞化がはじま

っている。この空洞化は、国内生産はふえているが海外生産

の成長のほうが高い、国内生産が減少する、生産技術やノウ

12
国際経営と国内空 ハウが国内から海外に移っていく、この3種類にわけること 同　上 同　上
洞化　　　一 ができる。この空洞化は、企業と国家のあいだに緊張関係を

生む。
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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）

、
’
　
　
　
　
　
O
U
　
　
1

外資系企業

日本企業の海外進出に比較すると外国企業の日本進出はすくない。外国企業の日本子会社である外資系企業には、現地人

i日本人）社長、現地的（日奉的）経営、好業績、イノベー

Vョン・センターなどの特徴がみられる。これらの特徴は、
坙{企業の海外子会社の経営にひとつのモデルを提供してい
驍ﾆいえる。

吉原　英樹 吉原　英樹

14
国際経営戦略の今

繧ﾌ展開

海外生産のいっそうの推進が国際経営戦略のひとつの課題である。海外研究開発の本格化によって、新製品や新技術を生

ﾝ出す海外子会社を育てることも必要である。また、日本親

?ﾐから技術など経営資源が一方的に海外子会社に移転する

坙{中心のワンウェイを、目本親会社と海外子会社のあいだ

ﾉ逆移転や水平移転もみられるネットワーク経営に変えてい
ｭことも課題になろう。

同　上
丙　同　上

@　　　＼

ユ5
国際経営マネジメ
塔gめ革新

@ノ

世界中にある販売・生産・研究開発の海外子会社で国際経営

?ｮが行なわれている。その国際経営活動は日本人が中心に

ﾈって日本語によってマネジメントされている。月本人と現

n人が英語で国際経営活動をマネジメントするように変えて

｢くことが必要であり、そのためには日本親会社の国際化（内
ﾈる国際化）にも取り組まなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　＼

’　　同　上
同　上
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＝　問題解決の発想と表現（‘04）＝（TV）

〔主任講師　　東
〔主任講師　　柴山

〔主任講師　遠山

千秋（放　送　大　学　教　授）〕

盛生（国立情報学研究所助教授）〕

紘司（神奈川工科大学教授）〕

全体のねらい

　問題とは何か、どのような捕らえ方が適切か、そしてどのようにして発想を広げ、必要な情報を収集・

整理し、解決策を見出していくのか、そこにおける一連の科学的技法を学ぶ。それは、経営コンサルテ

ィング、商品開発などの専門的な業務に限らずビジネス全般や個人の生活におけるさまざまな問題解決

の基本的フレームワークである。

　また、それらの過程で思考や発想などを目的に応じて伝達するための基本的な表現技術を収得す

る。そして、ここでの学習が実際に応用できることをねらいとして、問題解決の具体的な例をさま

ざまな分野に求めて展開する。

執筆担当 送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　　名講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名）

遠山紘司 遠山　紘司
はじめに仕事や生活の場面から実際の事例として、大分県 （神奈川工科大 （神奈川工科大
院町の地域の発展過程で生じたさまざまな問題に対ずる解’ 学教授） 学教授）

1 問題解決とは 法を取り上げ、問題解決とはどのようなものであるか、その

要や流れを学ぶ。そして、この事例を参考にして本講義で取り 柴山　自生 柴山　自生
う問題解決についての枠組みを知る。 （国立情報学研 （国立情報学研

究所助教授） 究所助教授）

問題の意味を解釈する上で、ゲーム的、言語的、心理的、科

学技術的、社会的などさまざまなものが考えられるが、それら 柴山　盛生 柴山　盛生

2 問題解決の第一歩 がどのような背景の下で成立しているのかを考える。また、

が決まっていない場合の問題解決の進め方として、これまで 遠山　紘司 遠山　紘司

さまざまな方法が試みられたことを学ぶ。

ここでは、問題解決の過程として、思考モデルにおける流

と問題を提起する段階や解答する段階における考え方について 柴山　盛生 柴山　盛生

3 問題解決の過程 察を行う。問題提起では問題と解との関係や制約条件などを1

問題解答では手順や方略の選択の方法について学習する。さら 遠山紘司 遠山　紘司
に、実際の場面に見られる幾つかの問題解決の例をあげてこ

らの流れについて考える。

解を導く上で、物：事を発散的に考えたり』、論理的に考えたり

驍ﾈど多様な思考をすることが有効である。発散的に考える
柴山　三生 柴山　盛生

4 問題解決の思考法
誓として、言葉の比喩、ものとものとの関係性を考える思考、

@識マップなどを取り上げる。論理的に考える例として、演

I推論、帰納的推論、クリティカルな思考、因果関係、確率判

fなどについて説明する。

川井頼能
i横浜国立大学
�寀ﾎ講師）

川井頼能
i横浜国立大学

�寀ﾎ講師）

問題解決に向けて、必要な情報を集めそれらを整理・分析

る。、情報収集では、実地調査、文献調査、コンピュータ検索な 柴山　盛生 柴山　三生

5 情報の収集と整理 どの概要について述べる。整理では、収集した情報の整理に関

る考え方や方法について説明する。あわせて、実際の例を紹 遠山　紘司 遠山紘司
する。
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筆担当 送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　容 講　師　名講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名
＼

問題解決を効率的に行うために様々な技法が活用されてい
る。発想の技法の例として、辞書や事典などの資料を利用した 柴山　三生 柴山　三生

6 発想と整理の技法 想法、キーワードを展開する発想法、集団的な発想法などを
取り扱う。整理の技法として》カードや表を利用した方法、図 川井　頼能 川井頼能

にまとめる技法を紹介する。

私たちは、日常さまざまな情報に接している。この情報は、 東’千秋 東　　千秋

7
日常的数量表現と

搆v

字、記号、数値、画像などさまざまな形でもたらされる。こ

�ﾇのように取り扱い、’処理し解釈して、問題解決に役立て

（放送大学
�j　　．

（
放
送
大
学
輪
）

るかを考えるのがここでのテーマである。そこで、その代表と

して日常的な数量表現の特徴と統計の基礎や分析を学ぶ。 柴山　盛生 柴山盛生

全体像を分かり・やすく示す図解表現について学ぶ。主な内容

8 図解表現 として、箇条書き、表、グラフ、物理図解、論理図解などにつ 遠山　紘司 遠山　紘司
いて説明する。

また、実際にこれらを活用している事例について紹介する。

あらゆる情報伝達の基本となっている文章表現において、基

から応用にわたる実際的な知識を学習する。文章表現の基 柴山　盛生 柴山　盛生

9 文章表現 として、文章表現の意義、種類や文章作成の過程、また日本詰

記の基礎として、文字の表記、文や油滴の表現、・さらに虚日 遠山　紘司 遠山、紘司
’

成として、論法、文書の例、文章の着眼点について考える。

問題解決において最後の決め手になるのがプレゼンテrショ

ンである。いかにすばらしい解決法を見つけ、解決策が得ら

10 プレゼンテーション たとしても、その結果を他人に理解し、納得してもらうには 遠山　紘司 遠山紘司
なプレゼンテーションが必要である。プレゼンテーションは

決の発想を実現できるかどうかの鍵を握る重要なものであ
る。他人を納得させるプレゼンテーションについて考えてみる。

11 交渉と説得

　実際の問題解決の場面では、いかに適切に自分の意思を決め

@手と効果的に交渉できるかが成否の鍵となる。意思決定論、

Qーム理論など現代的な経営学の視点に基づいたアプローチに

謔驕A問題解決に向けての意志決定、方略の分析、交渉や説孟

柴山群生

戟@　千秋

柴山　盛生

黶@　千秋

の考え方について学習する。

問題解決では、“解決に当たってどのような方策を選択するの

か、実行後において、目的は達成できたのか、どの程度の成 柴山盛生 柴山，盛生

12 評価 が得られたのかなどを判定する必要がある。このための評価の

法について考える。ここでは、評価の観点、対象、評価方 遠山　紘司 遠山　紘司

など理論的なことについて学習した後、数値的な評価方法や

際の評価の例について検討する。

総合的な問題解決の実践として、企業のグローバル化による

13 総合事例1
産や経営の革新に関する実例を取り上げて、その現状、目標、

@、効果などについて検討する。
遠山紘司 遠山紘司

総合事例2として、会議の活性化ツールの開発と活用につい
て、総合事例3として、医療の現場における問題解決の事例を 東　　千秋 東　　千秋

14 総合事例2，3 り上げて、それらの概要や背景とともに検討する。
2 川井頼能 川井三二
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執筆担当 送担当
回 デ　一　マ 内　　　　　　　　容 一　　師　名講　　師　　名

（所属・職名 （所属・職名

本講義のまとめとして、問題解決の発想の奥にあるものにつ 東　　千秋 東　　千秋

いて考える。さらに、問題解決の発想が創造的発想でもあるこ

とをふまえ創成教育の視点に立ってこの知的技法の将来を展 遠山　紘司 遠山　紘司

15 問題解決の展望 る。

柴山　三生 柴山　盛生

川井頼能 川井頼能
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事務局　開設
記載欄　年度

平成19年度 目
分

科
区

共通科目
（社会系）

目
ド

科
， 1124307

修
三

三
三

無
回
数 2

科目名（メディア）＝ 経営学入門（℃7）＝（R）

　
　
　
　
　

名
名
汚

職
国
労

現
現
現

（
　
（
　
（

一
三
一
癖
而

自
直
P
占
ロ
H

講
講
講

任
任
戦

士
下
主

〔
〔
〔

：佐々木　弘（神戸大学名誉教授）〕

：奥林　康司（摂南木学教授）　　〕r

：原田　順子（放送大学助教授）　〕

講義概要

　　経営学入門として、経営学で明らかにしょうとしている基本的な課題について解説する。企業はヒト・

モノ・カネ・情報から成り立っている。従って、これらの経営要素を組み合わせる仕組みとしての株式会

社制度や組織、もの作りの仕組みとしての生産システム、ヒトを動かす仕組みとしての人事労務管理、カ

ネの動きを統制する財務管理、社会における企業の新しい役割などを企業経営の視点から学習することを
目指している。

授業の目標

　　経営学の出発点として、経営の概念を明らかにする。経営学の基礎機念として企業、経営、管理、組

織、経営効率、事桑などを日常生活の中から明らかにする。そこから、経営学的視点はどのようなものか
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 経営とは何か，

経営学の出発点としての経営概念を明らかにする。

o営学は経済学とどのように異なるのか。経営学的

ﾈ視点はどのようなものか。更に、経営学の基本概

Oである企業、経営、管理、組織などについて説訂
ｵ、本講義の全体像を紹介する。

奥林康司
i摂南大学

ｳ授）

奥林康司
i摂南大学

ｳ授）

2
株式会社の仕組

ﾝと組織

経営学の主要な対照となる株式会社制度について、

ｻの仕組みと基本的な特徴を明らかにする。株式会
ﾐは、行政の組織や学校などとどのように異なるか。

博ｮ会社は何を目指して運営されているか。誰にど

ﾌように役立っているか。なぜ株式会社は社会から
獄ﾚを集めているかなどを学習する。

同上 同上

3
コーポレート・

Kバナンス

会社を運営する経営者の役割とその行動を規制する

d組みを明らかにする。会社は誰のものか。誰が会
ﾐの運命を決定する権限を持っているか。経営者と

博蛯ﾍどのような関係にあるか。経営者はどのよう
ﾈ考え方に基づいて会社を運営しているか。社会に

ﾆって良い会社の運営とは何かなどを学習する。

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）・

会社は他の会社とどのような協力関係を結んでいる

かを学習する。住友・三菱系などの企業集団の意義

4
企業集団とグル

[プ経営

と役割は何か。なぜ企業は集団を形成するのか。企

ﾆ集団と区別された企業グループの特徴は何か。グ

求[プ経営の仕組みはどのようになっているか。会

同上 同上『

社はなぜ会計面でも結び付けられているかなどを学
習する。

商品を効率的に生産する方法とその基本的な考え方

を明らかにする。製品を安く、かつ質も高く生産す

る方法としてどのような仕組みが工夫されてきた

5 生産システム か。響 蝸ﾊ：生産方式の特徴はないか。多品種少量生産 奥林康司 奥林康司
方式といわれるセル生産システムの特徴は何か。そ

れらがなぜ効率性を高めるかなどについて学習す
驕B

企業がその目的を効率的に達成できるように工夫し

てきた組織について学習する。官僚制組織やフラッ

ト型組織、マトリックス組織などはどのような考え

6 企業の組織構造 方に基づいて設計されてきたか。それらの組織はい 同上 同上

かにして効率を上げているか。どのような条件の下

で夫々の組織は効率性を発揮しているかなどを学習
する。

企業組織の中で社員や管理者はどのような行動をし

ているかを明らかにする。社員はなぜ会社の中で一

7
企業組織におけ

髏l間行動

生懸命働くのか。社員は何を考えて熱心に働くのか。

ﾇのような管理者の下で部下は良く働こうと思うの
同上 同上

か。部下の意欲を引き出すために管理者はどのよう

な行動をするのがよいかなどを学習する。

我が国の賃金制度の特色について考える。年功溶湯

8 賃金制度

金制度とは、年齢とともに上昇する傾向があり、各

寛闢魔ﾈどの生活給要素を含むものである。第二次
｢界大戦後の賃金制度の変遷を概観し、いわゆる目

原田順子
i放送大学

原田順子
i放送大学

本的賃金制度について学習する。さらに、1990年代
助教授） 助教授）

以降の成果主義賃金についても解説する。

正社員以外の雇用形態（パート、アルバイト、派遣

等）で働く人は、劇的に増加している。従来、非典

9
非典型労働者の

ﾙ用管理

型労働者は女性に多かったが、近年では若年・高年

薰ﾌ男性にも広がっている。その背景、問題点につ
同上 同上

いて考える。また、非典型労働者の積極的活用を行
う企業の事情についても学習する。

資金は企業活動に投下され、さまざまな財やサービ

10 企業の資金調達

スに変換され、また次の資金として回収される。こ

ﾌように資金は企業活動を支える大切な資源として
ﾌ大きな役割を担っている。

齋藤正章
i放送大学

齋藤正章
i放送大学

一

講義では、企業の資金調達について、その制度や資
助教授） 助教授）

金調達方法を中心に解説する。

一一@1　O　5　一一



回 テ　’一　マ
　　　　　　　　　　　　　　　／
焉@　　　　　　　容

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 財務情報の活用

企業活動の成果は最終的に財務諸表という計算書類

ﾉ集約される。したがって、財務諸表を理解し、そ

ﾌ分析方法を知ることは企業活動の理解を深めるこ
ﾆとなる。

u義では、まず財務諸表にはどのようなことが記載
ｳれているかを解説し、後に具体的な分析を行う。

同上 同上

12

　　　　　〕　ノ

驪ﾆ評価

「よい企業」とはいったいどんな特色を備えた企業

ｾろうか。また、「よい企業」があるとすれば、「悪

｢企業」はどのような症状に陥っているのだろうか。

u義ではコーポレート・ガバナンスの視点から企業
]価の手法について解説する。

齋藤正章 齋藤正章

13 グローバル経営

今日では、企業経営は世界市場を前提にして展開さ

黷ﾄいる。海外で活躍している日本企業は日本で行

ﾁているのと同じ経営を行っているのか。海外で通

pする日本的経営はどのようなものか。グローバル

ﾉ活躍する日本企業はどのような経営を行っている
ﾌか。国際市場における日本企業の競争力の源泉は
ｽかなどについて学習する。

奥林康司 奥林康司

4
1
　
　
一

良き「企業市民」

ﾆしての企業

企業に対する人々の関心は近年大きく変わりつつあ

驕B「誠実な」企業、「環境にやさしい」企業、「志

ﾌ高い」企業等が次第に高く評価され、かつ、業績

熕Lばしつつある。本章では良き「企業市民」とし
ﾄの企業、「社会的責任投資」「フェアーあレード」

凾ﾌ新しい動きを述べたい。

佐々木弘
i神戸大学

ｼ誉教授）

佐々木弘
i神戸大学

ｼ誉教授）

15

経営学のさらな

驛tロンティア
�≠ﾟて

経営学の領域でこれまでに蓄積された知見やマネジ

＜塔g的視点は非営利組織をはじめ、都市経営、病

@経営、学校（大学）経営、協同組合の経営等、よ
闕Lい組織体にも広く適用され、有用な分析用具と

ｵて活用されつつある。

o営学はさらなるフロンティアを求めて、その外延
�g大しつつ発展している。講義ではこの辺の動向
�燒ｾしてみたい。

　　同上 同上
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＝： Oローバル経営戦略（‘06）＝（R）

〔主任講師（現職名） 吉森　賢（放送大学教授）〕

全体のねらい

グローバル企業とは国境にとらわれず世界を単一の市場と考え、グローバル市場地位の持続的維持を目

指す企業である。このためにグローバル企業は最も有利な条件を提供する市場で販売、生産、研究開発

・などに必要な経営資源を活用する。この講義では日本の視点からグローバル企業としての基本的戦略と

その周辺領域を考察する。現在及び将来国際経営に従事ないし従事したいと考える受講生のために、で

きるだけ実務に適用できる具体的指針を日本企業、米欧アジア企業の実例に基づき提供する。

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）

グローバル企業 グローバル企業を戦略的機能とこれを実現するため 吉森　賢 吉森　賢

への条件 の参入戦略の視点から定義する。実例に基づきグロ （放送大学 （放送大学

一バル企業の発展過程を考察し、各段階に要求され 教授） 教授）

1 る企業の戦略とその参入戦略を理解する。

日本企業の比較 グローバル企業に必要な条件の一つは本国で確立さ 同　上 同　上

優位性と弱点 れる製品の比較優位性である。日本企業はいくつか

の産業分野で世界的な競争力を堅持している。その
2 要因を分析し、弱点をも理解する。

グローバル市場 グローバル市場を製品・技術・サービスを提供する 同　上 同　上

参回戦略 市場としてのみならず、必要な経営資源を調達する

市場と定義し、基本的な市場参入戦略を示し、選択
3 するための基準を明らかにする。

輸出とOEM 最も基本的なグローバル経営であり、ほぼ全ての企 同　上 同、上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ﾆのグローバル戦略はこれから始まる。直接および

間接輸出、OEM、委託販売などについて理解し、この
4 戦略の利点と限界を考察する。

ライセンス契約 特許、商標などの知的所有権やノウハウなどの実施 同　上 同　上

一1 権供与によるグローバル戦略である。日本企業と外

国企業間のライセンス取引の戦略的利点と問題点を
5 明らかにする。
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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）

ライセンス契約 ライセンス契約の内容について具体的に示す。また 同　上 同　上
一2 ライセンス契約の一種であるフランチャイズ契約に

ついて具体的により理：解する。また知的財産権に伴
6

う法務リスクについて概観する。

合弁会社一1 合弁会社はより高度なグローバル経営戦略である。 同　上 同　上
その利点と限界を参入企業と現地企業の視点および

折半出資、支配的出資比率、少数出資比率の視点に
7

より理解する。

＼

r

、

合弁会社一2 合弁会社の経営管理について企業統治、取締役会の 同　上 同　上
構成、最高経営責任者の機能、経営計画、親会社と

の人的・取引関係、合弁会社契約の改定ないし解消
8

の視点から検討する。

子会社設立 グローバル戦略と組織の関連性と発展段階、本社と 同　上 同　上
子会社との関係、グローバルなネットウーク組織、．

管理と調整方式の類型、海外子会社の戦略的役割な
9

どを日米欧の事例に基づき考察する。

グローバル戦略 戦略提携は自動車、電子機器などの分野で広く実施 同　上 同　上
提携 されている戦略である。その目的、提携当事者間の

10
関係、成功要因を理解する。典型的実例としてトヨ

^とGMの戦勝㎜1を取り上げる。・

グローバルM＆A 現地企業の合併・買収は利点も大きいがリスクも大 同　上 同　上
戦略 きい戦略である。これらを明確にし、M＆Aの成功例と

11
失敗例を日本企業と外国企業の事例により理解す

驕B

グローバル・マ グローバル企業は進出国に適した製品の適応化か、 同　上 同　上
一ケティング戦 世界標準製品かの選択を迫られる。この矛盾をいか

12
略 に克服するかを理解する。デファクト標準戦略の成

�v因を日本のVTRの事例で理解する。
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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）

グローバル生産 グローバル企業の本国と外国との生産拠点の配置に 同　上 同　上

戦略 関して考慮するべき戦略的要因を検討する。関連す

る領域として部品などの国際調達に関する戦略につ
13 いても理解する。

グローバルリス グローバル企業は事故、製造責任、違法行為、知的 同　上 同　上

ク管理 財産権を巡る係争などさまざまなリスクに曝されて

いる。これらに対処するための方策を事例により理
14 解する。

グローバル企業 グローバル企業の管理と統治制度のあるべき姿、進 同　上 同　上

の管理、統治、、 出国における倫理的問題とその対応、企業の社会的

倫理 責任の実践、グローバル企業への批判とその対応な
15 どについて考察する。
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＝　技術者倫理（‘04）＝（TV）

〔主任講師　三野　順（金沢工業大学教授）〕

全体のねらい　：本科目を修了した履修生は以下の行動目標を達成できることをねらいとする。
1。科学技術の発展に伴い、人間の「行為」の領域が拡大した。したがって、技術を実践する「行為者」である技術者には、新

　　しい「倫理」が必要であることを理解できる。

2．技術的解決の結果が、社会や環境に与える影響の範囲と大きさを理解できる。

3．技術に関する意思決定を行う際に、考慮すべき種々の「価値」について認識できる。

4．技術者が担う特別の責任について、1その歴史的背景を含めて、理解できる。t

5．技術を実践する上で、発生し、技術者が直面する可能性のある倫理的問題を認識できる。

6．倫理問題を分析する手法について理解すると共に、それらの手法を種々の事例に適用できる。
7。倫理問題に唯一絶対的な解はなく、複数の視点が存在し得る事を理解する。（そのため、事例わ解説などは複数の講師

　　やゲストが担当する。）

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）

技術者倫理とは何

か学習目標：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札野1。ハイアット、スリーマイル、チャレンジャ」≦チェルノブ

　
　
　
　
　
順
㌔ 札野　　　順
（金沢工業大 （金沢工業大

1．　科目概要：技術 イリ、ボパール、JCO、｝ ﾈどのフラッシュ映像の提示 学教授） 学教授）

者倫理を学ぶ目 2．ミニケースの提示
1

的 3．科目概要、科目の学習・教育目標の提示 事例担当： 事例担当：

2．　科目の学習・教 4．技術者倫理の定義の説明 安藤　恭子
i金沢工業大

安藤　恭子
i金沢工業大

育鼠標の理解 5．技術者倫理の必要性に関する解説 学研究員） 学研究員）

3．　技術者倫理の定

義の理解

なぜ技術者が特別

の責任を負うのか

1．ミニケース1の解説（倫理的問題点の提示）
諭

1．・「技術者」の歴史と 2．エンジニアリングの歴史、特質に関する解説

2 特徴 3．技術者の責任に関する議論 同　　上 同　　上

2．技術者が特別の責 4．プロクェッション概念の解説と日本における状況の議論

任を負う理由 5．事例研究（シティコープビル危機に関する解説と映像提示）

3．プロクェッション

概念の理解
’

行為の拡大と新し

い倫理の必要性：環

境倫理・生命倫理・ 「

情報倫理 1．科学技術の進展による行為の拡大と新しい倫理の必要性 山本　涼市

2．科学技術に関連する「価値」に関する議論
（金沢工業大

w教授）
1．科学技術と価値の 3．環境倫理学、生命倫理学、情報倫理などが明らかにした事 札野　　順

3 関係に関する理解 柄に関する議論 西村　秀雄
2．環境倫理、生命倫 4．環境などに対する配慮の事例解説 （金沢工業大

理、情報倫理に関す 5．環境倫理に関連する事例紹介（レイテェル・カーソンの紹
学助教授）　　＼

る理解 介、フロン問題、京　議定書など）
一

3．環境に対する技術
へ 者の責任に関する

理解
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執筆担当 放送担当
回 テ・一一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講！師　名

（所属・職名） （所属・職名）

技術者としていか

に行動すべきか（1）

1．ジレンマ問題を手がかりに

1．倫理的思考の特徴 2．倫理的思考の特徴 新田　孝彦 新田　孝彦

4 や倫理理論（義務 3．倫理的考察の視点（1）：社会全体の幸福 （北海道大学 （北海道大学

論、功利主義など） 4．倫理的考察の視点（2）：人間性の：尊：厳 大学院教授） 大学院教授）

に関する理解 5．市民工学の視点

2．倫理的考察の視点

に関する理解

技術者としていか

に行動すべきか（2）

1．技術者の行動規範

としての倫理綱領
V

とその有効性およ

び限界に関する理
札野　　順 二野　　順

1．倫理綱領の歴史と機能に関する解説

5
2．倫理綱領に含まれ

@る価値や規範（パブ

@リック・ミッシ・ヨ

2．倫理綱領に含まれる種々の「価値」や規範に関する解説

R．日本および諸外国の倫理綱領に関する解説

S．事例研究

事例担当：

ﾀ藤恭子

事例担当（質
竅j：

ﾀ藤恭子
ン、利害の相反、情

報の開示、守秘義務

など）の理解

3．諸外国の倫理綱領

と日本の倫理綱領

の違いに関する理

技術者としていか

に行動すべきか（3）
層

1．倫理的問題を解決
1．黄金律テスト、普遍化可能性テスト、テキサス・インスツ 三野　　順

二野　　順

するための諸手法 ルメンツ社の倫埋テストなどに関する解説

6
（倫理テスト、決疑

@、セブンステップ

ﾈど）を理解し、応

2．セブシスチップの解説と応用

R．倫理的判断を妨げる要因と促進する要因’

S．事例研究

事例担当：

ﾀ藤恭子

事例担当（質
竅j：

ﾀ藤恭子
用できる。

2．倫理的判断を妨げ

る要因について理

解する

技術者にとって法
飯野　弘之

律とは何か （金沢工業大

7

1．法律と倫理の関係、

@に関する理解

Q．技術者に関連する

一1．企業と法律

Q．技術者として知っておきたい法律（製造物責任法、独占禁

@止法などに関する解説）

R，技術者が管理職になったとき

飯野　弘之
i金沢工業大

w教授）

学教授）

沫癇S当（質
竅j：

O三　秀雄
法律（知的所有権、 （金沢工業大

特許法、PL法など） 学助教授）

に関する理解
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　’師　名

（所属・職名） （所属・職名）

企業における技術

者の責任と権利と 1．　日本の技術者の歴史

は何か 2．企業理念、企業倫理と技術者の働く環境 飯野弘之

3．技術者の責任とその範囲

8 1．企業における技術 ，4．米国での企業倫理 飯野　弘之
事例担当（質

者の責任と権利に 5．社会の中での企業 問）：

関する理解 6．企業倫理の実際 西村秀雄

2．企業倫理の現状に 7．技術者の義務と権利

関する理解 〆

企業倫理と技術者

倫理（事例解説1）

1。企業の論理と技術

「
＼

者の倫理が対立す

驩ﾂ能性のあるこ

1．内部告発に関する内外の状況に関する解説

Q．企業倫理に関する解説
札野　　順 札野　　順

9
とを理解する 3．企業倫理と技術者倫理の整合性に関する解説 事例担当（質

　　　　　　／Q．内部告発に関わる 4．事例研究（内部告発によって明らかになった事例の紹介） 事例担当： 問）：

状況について理解 安藤恭子 安藤恭子

する ゲスト：梅津光弘（慶磨義塾大学・助教授）

3．内部告発が倫理的

に正当化される条

件について理解す

技術者にとって安

全性とは何か（事例

解説2）

1．　技術者倫理にお

ける事例研究の
1．技術者倫理の学習・教育において事例研究が重要である

@　ことの解説
三野　　順 札野　　順

重要性に関する
2．事例研究（スペースシャトル・チャレンジャー号に関す 事例担当（質10 　　理解

Q．　パブリック・ミッ

@　ションの重要性

@　について具体的

齪3．現場の技術者の視点（ロジャー・ポジョリ三三に聞く）

S．技術者にとって「公衆の安全・健康9福利」とは何か。

事例担当：

ﾀ藤恭子
問）：

ﾀ藤恭子

に理解する

3．　チャレンジャー

号事件について

理解する

技術とリスク（事例

解説3）
1．リスクとは何か

1．原子力、遺伝子組み
2．原子力技術に関する検討 札野　　順

札野　　順

11
換えなどの技術の

揩ﾂ特殊性に関す

髣揄

3．遺伝子組み藝えなどに関する検討

@ゲスト：班目陰樹（東京大学・教授）／小林傳司（南山大

@学・教授）

事例担当：

ﾀ藤恭子

事例担当（質

竅j：

ﾀ藤恭子
2．原子力関連の事故

における倫理問題

を理解する。
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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）

優れた意思決定が

もたらすもの

（事例解説4）
1．技術者は倫理的か

札野　　順
札野　　順

12 1．　技術者の倫理的

@　な意思決定が良

2．事例研究（ホンダCVCCエンジンの開発）

R．事例研究（シティコープタワービルの危機）

S．二人の技術者の比較

事例担当：

ﾀ藤恭子

事例担当（質
竅j：

ﾀ藤恭子
い結果をもたら

した事例に関す

る理解

国際社会における ハインツ・ル ハインツ・ル

技術者の倫理とは
一ガンビール
i金沢工大・

一ガンビール
i金沢工大・

何か（1）
三三教授／ロー 招聰教授／ロー

1．技術者倫理を国際的な視点に立って考える ズ・ハルマン ズ・ハルマン

1．　日米欧など世界 2．営利活動と技術者倫理 工科大学教 工科大学教

13
各国の拉術者の 3．価値と倫理の問題について

授） 授）

社会的役割の相、 4．事例研究（ブリヂストンーファイアーストーン事件）
翻訳 通訳及び進行

違点に関する理 三野　　順 三野　　順

解 、

2．　各国の技術者資

格制度の違いに ’

関する理解

国際社会における ハインツ・ル ハインツ・ル

技術者の倫理とは
一ガンビール 一ガンビール

何か（2） 1．　グローバルな技術者倫理綱領の必要性とそこに含まれる 翻訳 通訳および進
べき項目・概念の解説 札野　　順 行

14 1．　国際的な技術者 2．事例研究（日本の原子力問題、JCO事故、東京電力問題な 札野　　順

倫理綱領の必要 ど）を通じて、倫理綱領の検討

性およびそこに 3．未来の技術者の権利と責任

含まれる項目・概

念の理解

Philosophe】邑Engin

eerを目指して
1．技術／技術者倫理の諸相

2．　ミクロからマク仁へ：宇宙の歴史を1年にたとえると 札野　　順 札野　　順
1．　本科目で学んだ

3．ビル・ジョイの批判に対して

15
　　事柄を整理し、理

@　解する。

Q．技術者倫理に

4　高度技術社会における技術者倫理の重要性の解説（Howの

@　知識から、whatとwhyの知恵へ；総合的な問題解決能力

@　としての｛　「技術者倫理」の重要性）

質問事項：

ﾀ藤恭子

（質問）：

ﾀ藤恭子

マクロな視点・
5．PhilosopherEngineerを目指して

の重要なこと

を理解する。
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事務局

記載欄
設
度

両
年 平成19年度 目

分
科
三

共通科目
（社会系）

目
ド

科
ひ 1223518

三
三

履
制

無 二 2

科目名（メディア）＝＝ 現代の生活問題（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）、中川清（同志社大学教授）〕

講義概要

　今日われわれが直面している生活問題は、21世紀にはいって突然引き起こされたわけではない。この講義で

は、これまでの日本の経験を振り返ることによって、現代の生活問題を3つの視点から考えてみたい。まず、

最も伝統的な貧困問題の系譜を取り上げ、現代の貧困の特徴を明らかにする。次に、ごく普通の生活がどのよ
うな問題を抱えながら今目にいたっているのかを検討する。最後に、誕生から死にいたる生涯のいくつかの局

面が、そのまま新たな生活課題となりつつある現状を展望する。

援業の目標

　4つの点に心がけたい。①理論的な説明にとどまらず、具体的なデータや記述などをできるだけ駆使して生活

問題の理解を深める。②ある生活問題が解決されることによって、また新たな課題が生み出される。生活問題

を固定的にではなく、絶えず変化していく課題として把握する。③日本での生活問題に絞6て論じるが、アジ

アの他の地域にも共通する経験に注目する。④必要に応じて、生活問題と直接関係する制度や政策にも言及す
る。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

生活問題という 生活という言葉は曖昧で未分化な用語だが、日本で 中川　清 中川　清

捉え方一生活研 は、生活構造論や生活学、生活科学や生活福祉など （同志社大 （伺鎖陰大

究の伝統一 の生活研究が積み重ねられてきた。生活問題という 学教授） 学教授）
1

捉え方も、このような伝統の延長に位置．している。

なぜ日本では、生活が研究や学問の対象となってき
たのかを、この講義の導入として考える。

異質な生活世界 貧困という概念が形作られる以前、あたかも「未開 同上 同上

への関心一貧困 社会」に向うかのように、異質な生活世界への関心
問題の系譜（1）一 が喚起された。19世紀末から20世紀初めの「貧民

2 窟踏査」の記述をとおして、生活問題への初発の認

識について考える。貧困が多元化した今日、このよ
うな方法が再び見直：されているからでもあ乱

近代の貧困概念 1920年代以降になると貧困は、主に所得を基準とし 同上 同上

の形成と展開一 て捉えられ、しかも社会的に解決すばき問題として

貧困問題の系譜 認識されるようになる。この事情を、貧困実態の変
3 （2）一 化と政策基盤の整備とのダイナミックな関係におい

て明らかにする。あわせて、貧困実態の変化が社会
生活一般の変化とも関係していたことを示す。

貧困への対応と 戦争と戦後の混乱によって生活は大きな打撃を受 同上 同上

生活保護法一己 け、とくに都市部では貧困というべき生活状態が拡
困問題の系譜（3） がった。そのため1950年には、現行の生活保護法が

4
一 成立し、最低限度の生活保障が制度化された。生活

保護法以前の憧救規則や救護法を含め、日本におけ

る貧困への対応の歴史を振り返る。
’馬
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

「中流社会」と 高度成長以後になると、所得の低さによる生活状態 同上 同上

貧困の性格変化 から、変動への対応能力の不足へと、貧困認識の力

一貧困問題の系・ 点が移行するとともに、特定の地区や地域として貧
5 譜（4）一 困を捉えることも困難になる。この事情を、生活保

護の実施状況や保護基準の変遷、さらに貧困調査の

関心の推移などをとおして明らかにする。

多元化する貧困 高齢単身者、ひとり親世帯、ホームレス、障害や失 同上 同上

と社会生活一貧 業を抱える世帯、困難に直面する若者など。現在の

困問題の系譜（5） 貧困が、社会関係からの孤立や排除と深くかかわっ
6

一
ていることを示し、貧困と社会生活一般との関係を

あらためて考える。あわせて、相対的剥奪や社会的

排除などの、貧困をめぐる新たな議論を紹介する。

生活構造の不安 20世紀前半の生活変動は、近代という新たな環境に 同上 同上

定さ一生活変動 対応する緊張に満ちた過程であった。ごく普通の家
と生活問題（1）一 計において、しばしばエンゲルの法則が妥当しなか

7 つた事実から、この間の生活変動が構造的な不安定

性をともなっていたこと示す6当時の生活言説が、

貧困によって彩られていた理由でもある。

生活変動の転機 日本の生活変動の転機として、1950年代におけ、る出 同上 同上

と妊娠中絶一生 生率の半減、年間100万件におよぶ人工妊娠中絶を

活変動と生活問 取り上げる。この時；期を境に、生活問題はかつての
8 題（2）一 ように直接外部化されるのではなく、生活の内部に

おいても処理されるようになるからである。この転

機は、東アジアの少子高齢化の先駆けでもあった。

「よりよい」生 20世紀後半の生活変動は、世帯の規模を自らの手で 同上 同上

活への自己組織 縮小することで、豊かな生活を実現するという特徴

化一生活変動と をもっていた。この事情を、世帯人員別の家計デー
9 生活問題（3）一 タ、世帯規模や出生の動向などで確認する。生活を

営む単位め自己組織化は、それまでの家族や生涯の

あり方にも大きな影響を及ぼすことになる。

生活モデルの揺 20世紀後半においては、男性稼ぎ主を軸とした家族 同上 同上

らぎと少子高齢 生活をモデルとして社会政策が体系化され、その結

社会一生活変動 果として、未曾有の少子高齢社会を迎え、趨勢的な
10 と生活問題（4）一 人口の減少局面に直面する。よりよい生活が重ねら

れ、政策的努力が重ねられるほど、モデルとは乖離

した状況が生み出される事情を検討する。

産み育てること 子どもを産み育てることが、生涯の当然の出来事で 同上 同上

の変容と負荷一 はなくなり、これほど意識的に選ばれる事柄となつ

生涯像と生活課 た時代はない。その背景を、産育の経済的・精神的
11 題（1）一 な負担と責任が特定の当事者に集中する構図に探る

とともに、今日の多様な生き方と、社会的な再生産

のあり方との関係調整の課題にも言及する。
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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）

若者の「生きに 80年前後におよぶ長い生涯の確実さと、これまでの 同上 同上

くさ」一生涯像 生活モデルの揺らぎと不確かさ。この乖離を最も鋭
と生活課題（2＞一 く感じているのが、子どもや若者にほかならない。

12 しかも彼1回忌らは、かってないほど「本当の自分」

をと促されている。若者の生きにぐさという観点か

ら、今後の社会的な包摂の課題についても考える。

雇用者家族像の 雇われて働くことと家族を形成し維持することが必 同上 同上

揺らぎ一生涯像 ずしも整合的ではなくなり、しかも雇用や家族の形
と生活課題（3）一 態が多様化することによって、これまでの雇用者家

13 族像が大きく揺らいでいる現状を分析する。他方で

家族は、人が生まれ育ち、生き方を探る場として、

今後も代替が難しい関係である点にも注目したい。

多様な高齢期の 様々な生活経験：を積み重ねた高齢期が、健康状態や 同上 同上

社会的受容一生 経済的条件さらには社会的関係において、極めて多

涯像と生活課題 様な性格を帯びることを、各種のデータによって確
14 （4）一 即する。その上で、平均寿命の伸長による長寿化と、

個々人にとっては予測できない高齢期の多様性とを

ヨ 社会的に受け容れる基盤の整備について考える。

21世紀の社会 これまで整序されてきたはずの年齢や性、家族類型 中川　清 中川　清
と生活問題 などの属性要因が、あらためて社会的に統合すべき （同志社大 （同志社大

課題となり、また、個々人の生き方が絶えず振り返 学教授） 学教授）
15 られることによって、生涯のそれぞれの局面も社会

的に主題化されることになる。このような視点から、 ！

21世紀社会のあり方を展望したい。
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：＝@統計学入門（‘04）　＝（R）

〔主任講師盛山和夫（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

　現代社会の中でさまざまに使われている統計データと統計学知識とについて、一般教養レベルで知っておくことが望

ましいと思われる事柄を、分かり易く、具体例をあげながら解説する。

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）

統計の具体例を示しながら、統計というものの基本的な性質

1 統計とは何か

と特性を明らかにする。また、統計学の発達史を簡単にふり

ｩえりながら、統計学が目指してきたものと、それが社会に
ﾎして持つ意義とについて概説する。

盛山　和夫
i東京大学大
w院教授）

盛山　和夫（東

梠蜉w大学院
ｳ授）

統計データは基本的に量的データであるが、経験的データの

中には質的なものも少なくない。経験的現象の探求にとって、

2
量的データと質的

fータ
量的データと質的データとがそれぞれはたす役割について解

烽ｷる。
同　　上 同　　上

具体例を挙げながら平均、比率、中央値、分散などの統計デ

一タの基本指標を解説し、それぞれの特性を説明する。

3 分布を読む 同　　上 同　　上

具体例を挙げながら、2変数のあいだの関連の仕方を測定す

るさまざまな指標を紹介する。カテゴリカル変数と量的変数

4 関連を測定する の両方を含む。 同　　上 同　　上

統計データは実際にはどうやって収集されるのか。官庁統計、

世論調査、学術的調査、保健データなどを中心に紹介し、物

5
データはどう収集

ｳれるか
理一化学的データについても言及する。 同　　上 同　　上

確率に関する基本的な諸概念を説明し、統計データからなる

現象を確立という概念によって理解することの基本的な意味

6 確率で考える を考察する。 同　　上 同　　上

統計データの分析において頻繁に用いられる主要な確率変数

とその分布および用いられ方について解説する。

7
確率変数とその分

z
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）

統計的検定の基本的原理を解説し、平均と比率についての検
定法を述べる。

8 検定という考え方 盛山　和夫

^

盛山　和夫

クロス表はどのように読まれるか。また、どのように提示す

べきか。関連の仕方はどのように検定されるか。

9
グロス表の読み方

ﾆ検定
k＼

同　　上 同　　上

多変量解析の基本をなす回帰分析について、その考え方、適
用のしかた、結果の読み方を解説する。

10 回帰分析 同　　上 同　　上

統計データを分析する手法としてさまざまに発展させられて

いる計量モデルについて、その基本的意味を解説し、使用法

11 計量モデルの意味
の注意点と有効性と｝とついて具体例を用いながら説明する。

同　　上 同　　上

生存時間分析は時間的な流れの中で生起する現象を分析する

手法として、㍗計量モデルの中でもユニークな意義を担ってお

り、社会学、人口学、医学、生物学などで重要な役割を果た

12 生存時間分析 している。このモデルを解説し、使用法を説明する。 同　　上r 同　　上

データの構造とメカニごムの構造との違いに注意しながら、
統計的データから現象世界における因果関係についてはどの

13 因果関係を考える
ように接近することができるかについて解説する。

同　　上 同－　上

〆

統計データはしばしば誤って表示されたり理解されたりす
る。その実例をあげながら、統計のウソにだまされないため

14
統計のウソにだま

ｳれない

のいくつかの注意点を解説する。
同　　上 同　　上

、

統計データは今日の社会にとって、なくてはならない存在に

なっている。プライバシー問題や無駄なデータ集めなどに注

意しながら、統計データを社会の中で有意義に利用すること
15 社会における統計 の重要性を述べる。 同　　上 同　　上
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事務局

記載欄
三
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

共通科目
（社会系）

目
ド

科
㍗ 1124102

三
三

四
三

無 二 2

（
一

科目名（メディア）＝＝ 社会統計学（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）：片瀬：一男（東北学院大学教授）〕

講義概要
社会調査や実験から得られたデー…一タをもとに、統計的分析を行なうための基礎を学ぶ。その際、因果推

論の方法、すなわちクロス表分析、t検定、分散分析（F検定）および回帰分析による仮説検定を中心に

講義をすすめる。そして、初等統計学の基礎知識に関する理解を十分深めた上で、実践的な分析技法にす

すむ。また、講義のなかでは、実際の分析例を数多く紹介し、受講者には単に講義を聞くだけでなく、例

題や練習問題を解くことを課す。したがって、受講の際は毎回、電卓（平方根を開く機能とメモリー機能

のあるもの）および筆記具を用意すること。

授灘蓬や実験のデ「タに関して、基本的な統計的分析を行なうための技法を身につ1ナることが主要な

目標となる。そして、仮説の検定によって因果推論を行う思考力の習得を目指すとともに、統計的分析を

もちいた既存の論文や報告書などを読みとる力を養う。さらに、実際の分析例に数多く触れることで、統

計的分析をつうじて社会現象の背後にある因果関係を解明する愉しみを体験することも授業の目標とな

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）

調査はどのよ 社会調査から得られるデータにはどのような種類が 片瀬一男 片瀬一男
うに行われる あるか、またデータ分析において理論や仮説がどん （東北学院 （東北学院

1 か な役割を果たすのか説明した上で、遡って調査の設 大学教授） 大学教授）

計から因果図式・仮説の構成、質問文の作成など一

連の社会調査の流れを解説する。

調査データをど 社会調査データの分析における記述と説明を具体例 片瀬一男 片瀬：一男

う分析するか をもとに解説し、尺度（測定水準）と変数、度数分 （東北学院 （東北学院

2 布や記述統計の意味を説明する。また、統計的説明 大学教授） 大学教授）

において仮説の検定がもつ意味をサンプリング理論

も踏まえて解説する。

度数分布表を作 社会調査データ分析の出発点となる記述の基礎とし 片瀬一男 片瀬一男
成する て、度数分布表の作成、百分率の計算法などを変数： （東北学院 （東北学院

3 の性質／（離散変数・連続変数）ごとに解説し、累積 大学教授） 大学教授）

度数分布やパーセンタイル、三位数の概念について

も理解を深める。

度数分布を記述 作成された度数分布表をもとに、これを記述する統 阿部晃士 阿部三士
する 計量として、代表値（最頻値・中央値・平均値）と （岩手県立 （岩手県立

4
変動の測度（多様性指数：・範囲・分散・標準偏差） 大学助教 大学助教
の計算の方法、またそれがもつ意味について紹介す 授） 授）

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）

5

クロス表を作成

ｷる
2つの離散変数の関係から因果推論をするために、

Nロス集計を行う方法について解説する。そして、

W本に基づく母集団に関する推定の考え方を紹介し

ﾈがら、仮説の統計的検定の意味について理解を促
ｷ。

片瀬一回
�喧k学院

蜉w教：授）

片瀬一男
i東北学院

蜉w教授：）

6

クロス表を分析

ｷる：カイニ乗
汳

クロス表から因果関係に関する仮説検定を行う技法

ﾆして、カイニ乗検定の方法を学ぶ。カイ罪悪検定

搆v量の標本分布から検定統計量のもつ意味を説明
ｵ、自由度の概念を理解した上で、実際にカイニ乗
汳閧ﾉよる仮説の検討を行う。

片瀬一男
i東北学院

蜉w教授）

片瀬一男
i東北学院

蜉w教授）

7

2の平均の差を
汳閧ｷる（1）：正

K分布

標準誤差が既知の場合に、連続変数における2つの

ｽ均の間に、統計的にみて有意な差があるか検討す

驍ｽめに正規分布を利用する方法を紹介する。正規
ｪ布の性質を理解した上で、実際に正規分布を利用
ｵた仮説の検討を行う。

阿部　楽士

i岩手県立

蜉w助教
�j

阿部選士
i岩手県立

蜉w助教
�j

8

2の平均の差を
汳閧ｷる（2）：t

汳

標準誤差が未知の場合に、連続変数における2つの

ｽ均の間に、統計的に有意な差があるか検討する方

@としてt検定を紹介する。検定統計量としてのt
ｪ布の性質を理解した上で、実際にt検定による仮
烽ﾌ検討を行う。

阿部　楽士

i岩手県立

蜉w助教
�j

阿部晃士
A（岩手県立

蜉w助教
�j

9

複数の平均の差

�汳閧ｷる：分
U分析

複数の標本平均の間に差があるかどうかを検討する

ｽめの統計的手続きとして、分散分析について学ぶ。

A続変数全体のばらつきを、独立変数による群効果

ﾆそれ以外の誤差によるばらつきとに分離して、：F
艪�≠ﾟる手順や考え方を解説していく。

高橋　征仁
i山口大学

赴ｳ授）

高橋　征仁

i山口大学
赴ｳ授）

10

2っの連続変数
ﾔの関係を推定
ｷる（1）：回帰分

ﾍの基礎

2つの連続変数の関係から因果推論を行う方法とし

ﾄ単回帰の基礎を学ぶ。散布図や回帰直線に関する
揄��[めた後、最小二乗法により線形回帰方程式

�?閧ｷる方法を実際の研究例を示しながら解説す
驕B

阿部論士
i岩手県立

蜉w助教
�j

阿部晃士
i岩手県立

蜉w助、教
�j

11

2っの連続変数’間の関係を推定

ｷる（2）：回帰分

ﾍの応用

回帰分析から計算される関連の測度である決定係数

ﾆ相関係数がどんな意味をもつか説明し、併せてそ

ﾌ検定の仕方を学ぶ。さらに、標準化された回帰係
煤iベータ係数）を計算することの意味を解説する。

阿部晃士
i岩手県立

蜉w助教
�j

阿部晃士
i岩手県立

蜉w助教
�j

＼
　
　
　
9
6
　
1

離散変数間の関

Aを測定する：
ﾖ連係数

クロス表における2っの離散変数の関連の強さを示
ｷ関連係数とその計算法や使い方を説明する。具体
Iには最適予測係数、コンティンジェンシー係数
tァイ係数、ユールの関連係数などを取り上げる予

閧ﾅある。

高橋　征仁
i山口大学

赴ｳ授）

高橋　征仁
i山口大学

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

〆

（所属・職名） （所属・職名）

多重クロス表を 独立変数：と従属変数の関係を明らかにする方法とし 高橋　征仁 高橋　征仁
分析する（1）：エ て、第3変数を用いて多重クロス表を作成し、分析 （山口大学 （山口大学

13 ラボレーション する方法一エラボレーションについて学ぶ。エラ 助教授） 助教授）

ボレーションによって、疑似相関や付加効果、三三

作用などの変数間の関連が解明されることになる。

多重クロス表を 第3変数の影響を除去して2変数間の相関を捉える 高橋　征仁 高橋　征仁
分析する（2）：偏 方法として、偏相関係数を取り上げ、その考え方や （山口大学 （山口大学

14 相関係数 計算方法について学ぶ。また、この偏相関係数が、 助教授） 助教授）

もとの単純関連（単相関）や分割関連、周辺関連と

どのような関係にあるのかを明らかにする。

講義のまとめ： 現代の情報化社会における統計リテラシーという観 高橋　征仁 高橋　征仁
調査報告書や論 点から、これまで学習してきたことを振り返り、比 （山口大学 （山口大学

文の読み方・書 較・検討していく。そして実際に調査報告書や論文 助教授） 助教授）
15

き方 を読んだり、自分で作成したりする際の注意点を取
り上げる。さらに、社会統計学や社会調査について、

今後の学習指針を示す。
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事務局

記載羽
冠
度

開
年

三成19年度 目
分

科
区

基礎科目 目
ド

科
， 1222716

修
冠

履
三

無
単位
数　　2

科目名（メディア）：＝　生活とリスク（‘07）＝＝（R）　、

〔主任講師（現職名） 奈良　由美子（放送大学助教授）〕

講義概要

現代はリスク社会、危機の時代などと呼ばれ、また複数の世論調査が生活者の不安の高まりを報告して

いる。生活上のリスクや危機について理解し対処することは生活を送るうえで優先順位の高い課題といえ

よう。この授業では、生活の安全・安心を阻害するリスクについてその概念と現代的特徴をおさえ、

さらにリスクの発生局面と管理局面における生活の関わりを考えていく。

授業の目標

　この授業科目のねらいは、現代における生活の特性や生活者のあり方について、

口によって論じることで、受講者の気づき、理解、考察を引き出すことである。

「リスク」という切り

執筆i担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

リスクを考える 現代はリスク社会であると言われる。リスクの本 奈良由美子 奈良由美子
質・成分、発生のメカニズム、分類方法、安全と安 （放送大学 （放送大学

心の違いなど、その概念をおさえたうえで、現代社 助教授：） 助教授）

1 会のリスクの特徴を、ハザード（危険事情）を整理
しながら考察する。また、リスク研究にっ㌧・ての基

二二と関連学問領域におけるアプローチを紹介す
る。

生活とリスクマ リスクを最少化するためのリスクマネジメントにつ 奈良由美子 奈良由美子
ネジメント いて、その意義および具体的な方法を提示する。ま （放送大学 （放送大学

た、生活価値をふまえベネフィットやコストにも目 助教授） 助教授）
2 配りするといった、生活においてリスクマネジメン

トを実践する際の留意点についても検討する。

自然災害と生活 阪神・淡路大震災を例示するまでもなく、わが国は 奈良由美子 奈良由美子
世界有数の自然災害国である。また、都市化はさら （放送大学 （放送大学

に新たなリスクを生む。これらに対して社会と生活 助教授） 助教授）
3 者はどのような対応をとろうとしているのか、その

実態と課題を検討する。

犯罪と生活 日本の安全神話は崩壊したと言われる。生活者の体 奈良由美子 奈良由美子
感治安が悪化していることも指摘されている。生活 （放送大学 （放送大学

の安全・安心を脅かす犯罪について、その実態と課 助教授） 助教授）
4 題を考察する。
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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）

交通事故と生活 生活感が所有する自家用車は、人身リスク・財物リ 奈良由美子 奈良由美子
スク・賠償責任リスクのイクスポジュアとなる生活 （放送大学 （放送大学

資源である。被害者だけでなく加害者の立場にもな 助教授） 助教授）

5 る可能性がある生活者にとっての、交通事故の実態
と課題を考える。

化学物質とリス 医薬品を始めとして、私たちの現代の衣食住に化学 濱田　嘉昭 濱田　嘉昭

ク 物質は欠かせない。これらの多くは健康増進や生活 （放送大学 （放送大学

向上のために開発され、実際に大きな利便性を享受 教授） 教授）

6 してきた。一方で、それらが想定外のリスクをもた

らす場合があることも経験してきた。私たちは化学 奈良由美子

物質にどのよう向かい合ったら良いのであろうか。 （放送大学

．いくつかの例を提示して考えたい。 助教授）

家族とリスク 生活の基本単位のひとつである家族は、生活リスク 奈良由美子 奈良由美子
に対処する単位である。家族構成員は互いにリスク （放送大学 （放送大学

対処資源を提供する。そのいっぽうで、家族はリス 助教授） 助教授）

7 クの発生源ともなる。家族と生活リスクの発生局面
と管理局面について考察する。

社会経済とリス 人間の生活欲求の多様化は、複雑な社会経済システ 奈良由美子 奈良由美子
ク ムを創り出し、これによりリスクもやはり多様に進 （放送大学 （放送大学

化する。さらに高齢化は「長生きのリスク」をもた 助教授）、 助教授）

8 らした。社会経済的リスクの実態の整理とあわせて、

生活者にとってのリスク対応の可能性を考える。

食生活とリスク 高齢社会のわが国において、人々の健康に対する関 中谷　延二 中谷・延二

心はきわめて高い。食習慣の改善によって、がんや （放送大学 （放送大学

動脈硬化、糖尿病などの生活習慣病発症のリスクを 教授） 教授）

予防し、食による健康の維持・増進への期待は大き

い。近年における0157，BSE（牛海綿状脳症）、 奈良由美子

偽装表示、の問題は消費者に対し、食：品の安全性、 （放送大学
9 表示などに関して強い不安や不信感を与えた。この 助教授）

ような社会的背景の中で、食生活におけるリスクに

ついて概説し、食の安全・安心確保のリスクアセス

メント、リスク管理を考察し、消費者、生産者、流

通関係者と行政が意見を交換する場・リスクコミュ

ニケーションの重要性を論ずる。

建物の安全性と 建物の耐震性能を取り上げ、ヒ建物の安全とは何かを 本間　博文 本間　博文

リスク 考える。安全には様々なレベルがあること、そして （放送大学 （放送大学

費用対効果の問題でもあることを述べる。さらに耐 教授） 教授：）

10 震基準は、常に過去の被害を下に改定されてきた経

緯があり、現行の基準に不適格な建物の危険性と耐 奈良由美子

震改修の必要性について述べる。 （放送大学

助教授）
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執筆i担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

インターネット インターネット空間では、リアルな空間と比べて顕 奈良由美子 奈良由美子
とリスク 著ぢと認識される特性（匿名性と不可視性）ゆえの （放送大学 （放送大学

11
リスクが発生する。それらの実態をおさえるととも

ﾉ、情報社会に参画する生活者の課題を検討する。

助教授） 助教授）

ライフステージ 人間の生活について長期的な視点からライフステー 奈良由美子 奈良由美子
とリスク ジを整理し、それぞれに特有のリスクを検討する。 （放送大学 （放送大学

12
とくに、若者にとってのリスク、高齢者にとっての

潟Xクについて考察したい。また、生活設計とリス

助教授） 助教授）

クマネジメントとの関連についても言及する。

りろク文化と生 リスクについての考え方や対処のし方は、集団によ 奈良由美子 奈良由美子
活 って、社会によって異なる。ヒこでは、いくつかの （放送大学 （放送大学

13
国際比較研究の成果を紹介しながら、とくに日本に

ｨけるリスク観やリスク対応の特徴およびその背景

助教授） 助教授）

を考察する。

リスクコミュニ わたしたちは普段どのようにリスクをとらえ判断し 奈良由美子 奈良由美子
ケーション ているのか。ここでは、生活者によるリスク分析・ （放送大学 （放送大学

評価の特徴を整理し、それらと専門家によ6リスク 助教授） 助教授）

14 分析・評価との相違を解説する。これをふまえ、リ

スクをめぐる関係者によるりスクコミュニケーショ
ンの意義と課題を検討する。

リスクに強い生 リスグについて社会と生活者が体系的・組織的に学 奈良由美子 ．奈良由美子

活の構築に向け び実践するプロセスのなかで醸成されるリスク対応 （放送大学 （放送大学

15
て 型社会の構築を展望する。また、生活者自らが生活

ﾛ障資源を創造する主体となる可能性についても

助教授）

@紘

助教授：）

論及する。
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事務局

記載欄
四
度

開
年 平成19年度 目

分
科
区

基礎科目 目
ド

科
ひ 1223011

回
想

旧
制

無 繋 2

科目名（メディア）＝ 市民と社会を考えるために（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）　天川
〔主任講師（現職名）　高木
〔主任講師（現職名）　浅川

　晃（放送大学教授）’　〕

保興（放送大学教授）　　〕

達人（明治学院大学教授）〕

講義概要

　本講義は「基礎科目」であり、「専門科目」への架橋を目指すという位置づけにある。そのために、講

義は第1部「社会的な関心・興味を養う講義」と第2部「社会科学の各分野によって異なる基本テーマを

取り上げる講義」という2部構成とした。第1部においては、①具体的な社会現象を取り上げ、現象の推

移などについて簡単に紹介した上で、②その社会現象を理解するために必要な専門用語やアプローチの方

法などについて概説し、③さらに理解を深めるために必要な文献や研究方法などについて説明する、とい

う授業構成とした。第2部については、各分野・領域における基本的なテーマを取り上げ、専門科目への
橋渡しを目指した。

授業の目標

　本講義の目的は、社会科学の勉学に対する関心と意欲を引き出し、政治学・法学・経済学・社会学の各

専門科目について、勉強してみたいという気持ちに導くことにある。したがって、学習の目標は、本講義
受講後に、受講者自身が、自ら学びたい専門領域を自覚し、自らの力で学習の指針を構想できるようにな

ることとなる。

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）

イントロダクシ この科目のねらいを明らかにするとともに、講義 天川　　晃 天川　　晃

ヨン 全体の概要を説明する。新聞やテレビ・ラジオなどを （放送大学 （放送大学

通じて接する社会の問題に関心を向けるところがら 教授） 教授）

はじまり、さまざまな社会的現象を社会科学の概念 高木保興
1 や理論と関連づけて理解することに至るまでの間に （放送大学

出てくる諸問題について説明をする。 教授）

浅川　達人

（明治学院

大学教授）

秩序の形成と変 近代社会の発展過程において多くの国民国家が誕 山田　辰雄 山田　辰雄
動（1） 生し、一その潮流は今日においても続いている。新し （放送大学 高橋　和夫

一新しい政権の い政権が誕生した時、われわれはどのような観点か 教授：） （放送大学

誕生 らそれを見るのか、そこには共通した要素が存在し 助教授）

2 ている。この講義は、中華人民共和国の成立と現在

形成されつつあるアフガニスタンの新政権に例をと

りながらこの問題を論じる。政権成立の歴史、反対

勢力の排除と権力の浸透、イデオロギー的方向性、

制度化、国際的地位の確立などの要素が検討される。
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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）

秩序の形成と変 経済発展をすれば民主化は必ず起こるのか、途上 高木保興 高木保興
動（2） 国は民主主義的でないほうが発展しやすいのか、を 山田　辰雄

一経済発展と民 議論するために、民主主義、権威主義的政府、長期 山岡　龍一

3
主化 政権の是非などについて東アジアや東南アジア諸国 （放送大学

の実例を挙げながら、異なった考え方があることを 助教授）

明らかにする。最後に、中国は近い将来民主化が期

待できるかという多くの人が関心を持つが難iしい問

題も考えてみることにする。

秩序の形成と変 イラク戦争報道を題材にメディアが社会で果たす 高橋　和夫 高橋　和夫
動（3） 役割を検討する。ポイントの第一はメディアの変化 船津：　衛〆

一メディアと社 である。カタールのアルジャジーラに代表されるよ （放送大学
会 うな衛星放送局の多様化である。CNNやBBCなど 教授）

の英語メディアによる寡占状況は過去めものとなつ
た。またインターネットに代表される新しいメディ

アがジャーナリズムの風景を確実に褒貌させてき
た。第二は日本の大手メディアに見られる戦争報道

4 の特徴である。具体的には大手メディア各社は協定

によってイラク戦争開戦前に自社の社員をイラクか

ら撤退させた。代わりにフリーのジャーナリストた

ちが危険を冒して大メディアのために現地から報道
するという日本的なジャーナリズムの形が成立し　　　　　　　　　　　　　　＼

た。第三に「ワイドショー」と呼ばれる形態のテレ

ビ番組の報道の特徴と人気の理由を考える。最後に

メディアの問題を社会学者がいかに見つめてきたか
を代表的な文献に言及しながら紹介する。

成長と環境（1） 私たちは、「豊かさ」を求めて経済成長を遂げた。 坂井　素思 中嶋士元三
一豊かさと市民 所得は増大し、労働時間は減り、余暇が増えた。と （放送大学 （放送大学

ころが、現実には「失業」問題や、　「過労とストレ 助教授） 教授）

ス」の問題が起こってきている。市民として生活す 坂井　素思

る上で、豊かさとはいったい主なのだろうか。豊か

5 さの基本的な要件としての「働くこと」について、
／ 法学と経済学の観点から考える。特に、雇用関係の

なかでの「過労死・過労自殺」という現代社会のト
ピックに注目にして、市民と社会に関する「豊かさ」

のあり方と考え方を探究したい。

成長と環境（2） 途上国の環境問題としてダム開発（インドのナル 高木保興 高木保興
・一 謳i国と途上 マダ・ダム）、森林破壊、大気汚染を採り上げ、異
国 なった角度から見直すことでいろいろな解釈が可能 ゲスト：

なことを明らかにする。そして、途上国は特にひど 河合　明宣

6 いことをしているわけではなく、貧困から脱出しよ （放送大学

うとする工業化が環境悪化の主要原因となり、国際 教授）

社会の一員として先進国や国際機関の勧告に従った

政策が却って環境を悪化させていることがある点を
指摘する。
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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〉

成長と環境（3） 産業革命以来経済成長を至上命題としてきた先進 林　　敏彦 林　　敏彦

一なぜ今でも成 国経済は、これまでにも幾度か資源の限界や環境の （放送大学

長か 制約に直面してきたが、その都度科学技術の発展と 教授） ゲスト：

その応用で乗り越えてきた。しかし、経済発展が多 丹保。憲仁

7 数の国や地域に及び、世界全体として人口の拡大に （放送大学

歯止めがかからないいま、世界経済は改めて地球環 学長）

境の制約のもとで持続的な発展の道を求めている。

これからも成長は可能なのか。成長に代わる新たな

目標はあるのだろうか。

，自己と他者（1） 自我は自分一人ではわからない。他の人がどう見 船津　　衛 船津　　衛

一自分とは誰か ているのか、どう評価しているのかを知ることを通 （放送大学 浅川　達人

じて初めて知ることができる。つまり、自我は他者 教授）

の人間とのかかわりにおいて社会的に形成され、展

8 即するb
このような人間の自我のあり方について、「鏡に

映った自我⊥、　「多面的・流動的自我」、　「本当の

自我、うその自我」、　「役割形成」などの概念を通

じて具体的に明らかにしていきたい。

自己と他者（2） 日本の近代化において、社会科学、特に政治学の 山岡　龍一 山岡　龍一一

一「市民」と「市 なかに現れてきた人間観を：たどることで、さまざま 船津　　衛

民社会」 な領域で現在注目されている「市民」や「市民社会」

といった言葉の意味を検討する。　「臣民」　「社会」

9 「民衆」　「階級」　「民族」　「大衆」といった言葉の

意味を歴史的に解明することで、　「人間」の見方が

社会や歴史に規定されていることの意味と、「社会」

の認識にとって人間論を提起することの意義を確認
したい。

自己と他者（3） 「グローバル化」　「情報化」　「ローカル化」など 浅川　達人 浅川　達人

一グローバル化 の言葉を、近年よく耳にする。これらは、どのよう 船津：　衛

とローカル化 な現象であり、相互にどのように関連しているので
あろうか。これらについて、日常生活における具体

的な例を通して、まずは考えてみる。次に、概念の
10 整理を行い、それらの現象を捉えるための社会学的

アプローチについて紹介する。最後に「グローバル

化」した社会が抱えている問題を指摘し、それを乗

り越えるための方途を、「ローカル化」というキー

ワードとともに検討する。

需要と供給の世 「官から民へ」あるいは「政府から市場へ」は、 林　　敏彦 林　　敏彦

界 政治的な新保守主義と軌を一にして、2000年代
日本の合い言葉となった。確かに、市場機構は人類

最大の発明と呼ばれることもある。しかし、自由契

11 約を基本とする市場経済は万能ではない。もう一度、

需要と供給の世界で達成できることと達成できない

ことについて思いをめぐらし、市場制度を支え、そ

れを補完するソーシャルキャピタルについて考えて

みよう。
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執筆担当 放送担当
．回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

人間一この社会 人間はたった一人でこの世に生きていくことがで 船津　　衛 船津　　衛
的なるもの きない。常に、人間は親、兄弟姉妹、．、友達、先輩、

先生など他の人間とのかかやりにおいて生きてい
、る。人間は本質的に社会的存在である。

12 このことを「アベロンの野生児」や「ロビンソン・

クルーソー」の行動に関して考察しながら明らかに
するとともに、その具体的あり方として、　「第一次

集団」や「官僚制組織」などを中心に、人間と集団

や組織との関係について、具体的に考えていきたい。

日常と人生の法 法・法学・法学者の価値に対する評判は，古今東西 中嶋士元也 中嶋士元畜
一医者と法律は 必ずしもはかばかしいものではない。しかし、「われわ

ないほうが… れが社会生活をいとなむことが価値あることであるな ゲ3ト：
らば、これを合琿的に規律しようとする学問が無価値な 原島　良成

13
はずはない」（山田晟『法学［新版］』6頁）と信じよう。 （放送大学
信ずるだけではない。手始めに、日常（「起きてから寝 助教授）
るまで」と人生（「生まれるときから天に召されるまで」）

において、法がいかにそれらと隣り合わせて存在し、社

会生活上有価値なものであるかを検証し、法のあるべき

姿を考えてみよう。

グローバル化と 国境を越えて活動するコストの低下が引き起こす 高橋　和夫 高橋　和夫
国際政治の新し 様々な現象をグローバル化と定義すると、その影響
い主役たち は国際政治の面でも顕著である。これまで国家によ

？て独占されてきた国際政治に、民間が、NGOが、

地方自治体が参入している。たとえば2001年にアメ
リカで同時多発テ血を行ったアル・カ下下ダは政府

でも国家でもない、民間人の組織である。またイラ

14
クでは、アメリカやイギリスは民間軍事会社と契約

ら

一を結び、その多数の「社員」が、施設の警備、要人

の警護、警察の訓練などに当たっている。実質上、

戦争が民営化されている。あるいはイスラエル軍と

戦うヘズボラというレバノンの組織は、国家ではな

い。国家以外の組織が団体が個人が、国際政治に直
接に関与する時代が到来している。こうした「国」

際政治という言葉が表しきれなくなった状況を語ろ
う。

まとめ） この講義から伝えたいメッセージを明らかにし、 高木保興 天川　　晃
三章がそれぞれどのような役割を果たしているかを 高木保興
まとめるとともに、社会科学に興味をもつ読者に、 浅川　達人

15
」　～

今後考えられる展開について、いくつ弓手の選択肢を

提供する。

／
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＝＝ 鴛烽ｩらの微積分（‘06）＝＝（TV）

〔主任講師（現職名）：熊原啓作（放送大学教授）　〕
〔主任講師（現職名）：押川三重（放送大学特任教授）〕

全体のねらい

世の中を理解し積極的に対応しようとするとき，時間，長さ，広さ，重さ，物の量，価格などいくつも

の変量を認識することは不可欠である。さらに一つの変量の値が決まれば，他の変量の値が決まるとい

う関数関係を認識することも避けることは出来ない。二つの変量の間に関数関係があれば，それらの変

化量の割合を記述するものとして，導関数を考える。微分するとは与えられた関数の導関数を求める演

算のことであるが，その逆演算として積分がある。積分によって曲線で囲まれる図形の面積が計算でき

る。また導関数，・関数，変量の間の関係を表現する微分方程式を解くことによって，それらを規定する

回数関係を導くことができる。この授業科目では，高校で微分積分を学んでいることを前提としないで，

大学レベルの微分積分を展開する。

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）

関数：とは何か，微積分を展開する準備として基本事 熊原啓作 熊原啓作
項を解説する。 （放送大学 （放送大学

1．数から数への対応としての関数，2．関数の表 教授：） 教授）

1 関数と導関数 し方，3。関数の定義域と値域，4．1対1関数，
5．逆関数 押川元重 押川元重

＼
（放送大学 （放送大学

特任教授） 特任教授）

〆連続関数と極限値の基本性質を解説する。 同上 同上

1．数集合の上限と下限，2．有界な集合，3．実
上限・下限，関 数の連続性の公理，4．関数の極限値，5．右極限

2 数の極限値 値と左極限値，6．関数の連続性，7．関数の最大
値と最小値

基本的な関数である指数関数・対数関数の導入とそ 同上 同上

の性質を解説する。

指数関数と対数 1．指数関数：2x．2．指数関数：aX．3．対数：関数：
3 関数 logaX．4．自然対数の底e．5．指数関数：eXと対

数関数10gx

基本的な関数である三角関数を複素数を用いて導入 同上 同上

しその性質を解説する。

三角関数と逆三 1．複素数の和と積，複素数平面，2．共役複素数
角関数 と複素数の絶対値，3．eiθ＝cosθ＋isinθ，4．サ

4 イン関数とコサイン関数のグラフ，5．サイン関数 ／

とコサイン関数の性質，6．タンジェント関数，7．

アークサイン関数，アークコサイン関数，アークタ

ンジェント関数
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

導関数の定義といくつかの関数の導関数の計算を解 熊原啓作 熊原啓作
説する。 （放送大学 （放送大学

1．導関数とその表し方，2．導関数の値の意味， 教授） 教授）

5 導関数 3．対数関数の導関数，4。三角関数の導関数，5．
接線の傾きと「瞬間変化率」，6．単調増加関数と 押川元重 押川三重
単調減少関数，7。逆関数の導関数，8．指数関数 （放送大学 （放送大学

の導関数，9。逆三角間数の導関数 特任教授） 特任教授）

扱える関数を増やすため，関数の生成ということを 同上 同上

解説する。

1．基本になる関数の性質xn，　e誕，10gx，　sin　x，　cos　x，

6 関数の生成 ta：n　x，　sin●1x，　coざ1x，　tan’1x．2．関数の和，定数倍，

積，商による関数の生成，3．合成による関数の生 ‘

成，4．和の関数f＋g，定数倍関数。£積関数f9，
商関数塊，合成関数：長g

導関数の性質と導関数の計算を解説する。 同上 同上

1．関数の和と定数倍，積，商の導関数，2．合成
微分と2階導関 関数の導関数，3。複雑な関数：の導関数：の計算，4．

7 数 2階導関数

高次導関数を用いての関数の多項式による近似とそ 同上 同上

の応用を解説する。

平均値の定理と 1。関数の1次近似と2次近似，2。平均値の定理
8 テーラーの定理 とテーラーの定理（2次），3．関数の増加・減少，

4．テーラーの定理（高次）

微分の逆演算としての不定積分の計算法を解説す
驕B

同上 同上

1。微分の逆演算としての不定積分，2．部分積分
9 不定積分 法，3。置換積分法，4．速度と加速度

多くの現象が微分方程式を用いて記述されるが、そ 同上 同上

の第1歩として1階微分方程式を解説する。

1．微分方程式とは，2．変数分離形，3。同次形，
10 1階微分方程式 4．1階線形微分方程式

運動を記述する2階線形微分方程式の基本性質と解 同上 同上

法を解説する。

2階線形微分方 1．指数関数の導関数（続）12，定数係数同次2
11 程式 階線形微分方程式，3．定数係数非同次2階線形微

分方程式
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容レ 講　師　名 講　廓　名

（所属・職名） （所属・職名）

面積・体積を求めるときに使われる定積分の定義と 熊原啓作 熊原啓作
意味，計算法を解説する。 （放送大学 （放送大学

1．定積分の意味と計算法，2．定積分の定義，3． 教授） 教授）

12 定積分 連続関数の定積分の計算

押川元重 押川三重
（放送大学 （放送大学

特任教授） 特任教授）

数列の極限の議論を通して数学論理の展開の仕方を 同上 同上

解説する。

1．正しい命題と正しくない命題，2．ε・N論法に
13 数列の極限値 よる数：列の極限値の定義，3．ε・N論法の必要性，

4．上に有界な単調増加数列は収束すること，5．

数列の極限値と関数の極限値との関係

複数の要因で決まる現象を扱ケときに必要な多変数 同上 同上

関数の入門第1歩を解説する。

1．2変数関数，2．2変数関数の偏導関数とその
14 多変数関数への 表し方，3．合成関数の偏微分，4．2次の偏導関

発展　1 数

理工学のみならず社会科学でも必要な多変数関数の 同上 同上

極値問題に行列と行列式を用いて迫る。

多変数関数への 1．行列と行列式，2．固有値と固有ベクトル，3．
15 発展　Ir 実対称行列の対角化，4．2変数関数の極大，極小

の判定
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＝　線型代数入門（‘’　03’）＝（TV）

〔主任講師 長岡　亮介（放送大学教授）〕

全体のねらい
　数理科学諸分野め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に

こだわらず、むしろ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　一一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名

放送琿当
u　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

線型代数における基本的な問題意識と手法の基礎にある考

1 線型代数入門入門

え方を、歴史的な視座と大学以前に学んだ数学との対比を使
ﾁて解説する。さらに講義の流れと目標について触れる諦義全体の鳥瞼図的な把握を目標とする。 長岡　亮介

i放送大学教
�j

長岡　亮介
i放送大学教

�j

／

次の2回と会わせ、線型代数を理解する上で必須の現代数
学の基礎概念について実用的観点と方法論的観点を両睨みに

2 現代数学入門（1）
して入門的な解説を行う。今回は主として集合の基礎概念について述べる。、

同　上 同　上
k

前回に引き続き、線型代数：を理解する上で必須め現代数学

の基礎概念について実用的観点と方法論的観点を両睨みにし

3 現代数学入門（2） て入門的な解説を行う。今回は主として、写像と述語論理の
賰b概念について述べる。 同　上 同　上

前回に引き続き、線型代数：を理解する上で必須の現代数学
の基礎概念について実用的観点と方法論的観点を両睨みにし 【

4 現代数学入門（3） て入門的な解説を行う。今回は主として、代数構造の基礎概
Oについて述べる。

同　上 同　上

解析幾何の必須基礎概念である座標の概念を反省的に捉え

返し、これによって、線型代数の基本にあるベクトルの概念

’5 ベクトルの基礎概念
を導入する。また、規範的なベクトルとして、数ベクトルとその演算を学ぶ。線型従属、線型独立、次元という線型代数

同　上 同　上

でもっとも重要な基礎概念はここで直感的に理解される。

ベクトルの演算を介して行列とその演算を導入する。行列＼

の演算の”非日常的”な代数的構造を理解する。

6、 行列の基本概念 同　上 同　上

現代代数：学的な立場から逆行列を導入し、連立一次方程式
／

7
逆行列の概念、正則

s列の概念

を逆行　1の立場から見る。また・、正則性の概念の重要性を理解する。

同　上 同　上

掃き出し法と呼ばれる連立一次方程式の解法を通じて行列
の基本変形を学ぶ。

8
、 連立一次方程式 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）

〆

連立一次方程式の方程式の解法を通じて、解の自由度、さら
、には、階数の概念を講ずる。

9 階数ra虹kの概念 長岡　亮介 長岡　亮介

置換の概念、対称式・交代式の概念をやや抽象的な立場も
含めて講ずる。

10 行列式に向けて 同　上 同　上

置：換を用いた行列式の定義と、それと同値な行列式の多重

線型性に基づく定義を与える。行列式の幾何学的な意味と具

11 行列式の概念
体的な行列式の計算を学ぶ。

同　上 同　上

、

煩雑な行列式の計算を実際に行うための様々な工夫につい
て述べる。

12 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、古来有名な連立一次方程式の解の公

13
余因子行列の概念、

br㎜erの公式
式を導出する。

同　上 同　上

線型空間の元や線型写像が基底を通じて数ベクトルや行列

として“河蝕的に”捉えられることを学ぶ。

14 線型写像と基底 同　上 同　上

本講義で未解決の問題を提起し、更なる発展の道筋を展望
する。

15 今後の課題と展望 同　上 同　上
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＝確率・統計の基礎〈‘05）＝（R＞

〔主任講師1釜江哲朗（松山大学教授）〕

全体のねらい

確率とは何かを考え、それが世の中でどのように用いられているかを参照しながら、、基本概念や計算方

法に習熟して行くことを目的とする。さらに、統計の考え方を学び、検定・推定の意味を理解しつつ、
現実のデ・・…m一・タの統計解析を試みる。

執筆i担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　旧名

（所属・職名） （所属・職名）

確率の考え方と 確率とは何かについての考察を行う。パスカル以来 釜江　哲朗 釜江　哲朗
歴史 のさまざまな考え方が紹介されるとともに、現在ど （松山大学 （松山大学

1 ういうところで確率が用いられているかを学ぶ。 教授） 教授）

場合の数と確率 配列の数、組合せ数を用いた場合の数の計算と、そ

れに基づく確率の計算を例題を解く形で学ぶ。組合 同　上 同　上

2 せ数に関する基本性質の復習も行う。

確率事象とその 確率事象とは何かを学び、それらの確率をもとにそ

計算法則 れらの和や共通部分、排反事象の確率の導き方を学

ぶ。確率事象の間の関係が集合の場合と同様に、ぺ 同　上 同　上
3 ン図式で表されることと、確率と面積の類似性を用

いて、確率の加法性を導く。また、条件付確率が導
入される。

確率変数とその 確率変数の概念が導入される。実数値確率変数の和

期待値、確率変 や積、期待値・分散について学ぶ。期待値の線形性 同　上 同　上

4 数列の独立性 や独立確率変数の積の期待値が期待値の積であるζ
となどを学ぶ。

離散型確率変数 2項分布、ポアソン分布、幾何分布、超i幾何分布が 同　上 同　上

5

の分布 導入され、それらの実例、平均と分散について学ぶ。

連続型確率変数 一様分布、指数分布、正規分布が導入され、それら 同　上 同　上

6

の分布 の実例、平均と分散について学ぶ。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

大数の法則と中 独立確率変数列についての大数の法則が導かれる。 釜江哲朗 釜江哲朗
心極限定理 また、中心極限定理について学び、その意味を具体

7 例とともに理解する。

ランダム・ウォ ランダム・ウォークに関する確率の計算や鏡像の原

一クとブラウン 理を学ぶ。また、その極限としてブラウン運動が導 同　上 同　上

8
運動 かれ、ブラウン運動の応用として熱伝導方程式が論

じられる。

統計の考え方と 統計学の歴史と統計についてのさまざまな考え方が

意味 紹介されるとともに、今日統計学がどのように用い 同　上 同　上

9
られているかを学ぶ。また、母集団、母数、標本、

統計量といった基礎概念を理解する。

仮説検定の考え 統計的検定の定式化とその背後にある考え方、仮説、

方とその意味 対立仮説、第1種過誤、第2種過誤、有意水準、検 同　上 同　上

10 出力関数の意味や検定の良さの基準が具体例ととも

に論じられる。

推定の考え方と 区間推定と点推定が論じられる。不偏性、一致性、

その意味 最小分散性等の推定の良さの基準が導入される。ま 同　上 同　上

11 た、具体例をもとにこれらの意味について学ぶ。

正規母集団に関 正規母集団における分散既知の場合の平均の検定・

する検定・推定 推定、分散未知の場合の平均の検定・推定、平均未

知あるいは既知の場合の分散に関する検定・推定が 同　上 同　上

12 論じられる。これに関係して、t・分布、　X2・分布、：F・

分布が導入される。

適合度検定 x乳分布を用いた適合度検定を学び、具体例に対して 同　上 同　上

13
適合度検定を行う。

な

分散分析 F・分布を用いた分散分析が導入され、母集団の同一 同　上 同　上

14
性等の検定を行う。

最小2乗法 最小2乗法の意味を学び、その解としての正規方程

式が導かれる。これによる未知母数の決定と回帰分 同　上 同　上

15 析を行う。

＼
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事務局

記載欄
設
度

三
年 平成19年度 目

分
科
区

共通科目
（自然系）

目
ド

科
， 1231502

修
限

履
三

無 戦
記 2

科目名（メディア）＝＝ 情報科学の基礎（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名） 川合　慧（東京大学大学院教授）〕

講義概要

身近な情報機器であるパv・…一…ソナルコンピュータの動き方や実際の仕組みを導入として，情報機器を

実際に実現しているのは手順を記述するプログラムであること，実際のプログラムの概略，及びその

動作能力の源泉である数学的万能性を，平易な例を用いて解説する．さらに，現実的なコンピュータ

処理の複雑さとそれを実現するプログラムの大きさを理解することによって，現代の情報システムの
全体像とその限界を示す．

授業の目標

情報社会を生きるにあたって利用せざるを得ない各種の情報システムについて，単なるブラックボ

ックスの従順な利用者の視点ではなく，その根本的な原理や仕組みの概略を知ることによbて得られ

る批判的な視点をもつことができるようにする．これにより，今や一般的な社会人にも求められてい

る変化の激しい情報環境への適切な対応や，複雑な問題への容易な対処が可能となる．

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）

活躍するコンビ 我々の生活が依存している身近な情報システムの 川合　慧 川合　慧
ユータ 機能を分解し，　「計算するもの」が必要であるこ （東京大学 （東京大学

1　．
とを認識する．その要素的な機能の単純さと情報

Vステムが行う「計算」の規模とを対比し，コン
大学院教
�j

大学院教
�F）

ビュータの高速性がそれを可能としていることを
理解する．

ソフトウェア 単一の機械でさまざまな機能を実現するもの（ゲ 同上 同上

一ム機，パーソナルコンピュータ（以後PC），ラ

2
ジ二四，など）の振舞いを考える．PCにソフトウ

エアを導入する過程と結果とから，ソフトウェア

が「記録され」かつ「実行される」ことを認識す
る．

動作指令書 レシピや楽譜を例として，操作指令書における用 同上 同上

語と表現方法，および料理（音楽）を具体化する

3
ものについて考える。ソフトウェアは動作指令書

であり，それが動く（効果を表す）ためには，PC
のような実働部隊が必要であることを確認する．
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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）

実行する機構 「ソフトウェアが動く」ためには，それを解釈し 同上 同上

実行する機構が必要であることを再確認する．「動

4
く」ことの実態が，外界への働きかけ・外界から

のデータの取込み・内部的な計算，であることを

ロボット等の例で調べる．

ソフトウェアの 望みの結果を得るためのやり方として，状況を少 高岡　詠子 高岡　詠子

実態：プログラ しずつ変更してゆく方法を理解し，それを実現す （千歳科学 （千歳科学

ム るための基本的な要素の例を学ぶ．状況が時間の 技術大学講 技術大学講
5

経過とともに変化してゆく様子を例を通じて把握 師） ．師）

し．繰り返しやモジュール化の必要性も認識する．

プログラムの本 プログラムを作ること（プログラミング）の意味 同上 同上

質へせまる を確認し，要求される結果を得るた砲の状態変化

の系列の設計であることを学ぶ．グラフィックな
6

結果が得られる例題を使って、条件分岐や再帰的
定義について学ぶ．

本格的プログラ 問題ごとの解決パターンに着目できるようにする 同上 同上

ミング ための多数の例題を通じて，より複雑な設計を要

求される問題についてのプログラム作成の様子を
7

理解する．

プログラムと抽 副手続きをモジュール化あるいは抽象化という面 同上 同上

象化 から捉えなおし，その重要性を把握する．より系

統的なプログラム構築法としての構造化手法に結
8

びつける．思考方法に沿った素直な再帰の使用法
などを学ぶ．

アルゴリズム 手順の明確な記述のためには使用する計算モデル 並木美太郎 並木美太郎

を正確に定義しておくことが重要であることを認 （東京農工 （東京農工

識し，その上での「記述された手順」の概念を明 大学大学院 大学大学院
9

確に把握する．データとして扱える程度の精密な 助教授） 助教授）

記述が求められることを学ぶ．

〆

計算の手間 代表的なアルゴリズムを使って計算の手間（計算 同上 同上

量）の考え方を理解する．ここで探索・検索系は

10
基本として重点的に扱う．「問題の大きさ」とい

､概念を理解し、計算量の見積もり方を明確に把

弔する．計算量のオーダの概念を学ぶ．
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

計算量と実用計 アルゴリズムを実用的にするための計算量的考慮 同上 同上
算 を学ぶ．思いついただけの原理的な解法では現実

11
的な時間内では解けない例の改良過程を通じて，

qｬ化の一般的な手法（無駄な計算の除去，差分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～v算，表の利用など）を理解する，

万能計算システ プログラムが符号化によりデータとして扱えるこ 覧　捷彦 覧　捷彦
ム　　　　　　　＼ と．この符号化を逆に解釈するのが解釈系である （早稲田大 （早稲田大

12
ことを再確認した後，符号化の解釈をするプ仁グ

宴?ｪ構成できることを見る．ざらにこのプログ

学大学院教
�F）

学大学院教
�j

ラムがどのような性質をもつかを検討する．

コンピュータの 前回の内容を再度確認した後，集合論のパラドッ 同上 同上

万能性 クスの説明を撃て，停止判定プログラムが作成不

13
可能であるヒとを理解する．これは原理的な不存

ﾝ証明であり，ゲーデルの不完全性定理の情報科
学金め一つであることを学ぶ．

ソフトウェアの 完全な仕様記述がいかに難しいかを簡単な例によ 同上 同上

作成 って認識した後，人間の不完全さを確認し，ソフ

14
トウェア作成の困難さを把握する．プログラム言

黶C作成手法，テスト技法などによる対処方法を
学ぶ．

情報科学と社会 コンピュータ（計算機構）の発展の歴史の学習を 川合　　慧 川合　慧
通じて，プログラム内臓方式がもたらした本質的 （東京大学 （東京大学

15
な展開の道筋を見る．数：学的な基礎の存在を再：確

Fするとともに，コン¢ゴータの万能性がもつ能
大学院教
�j

大学院教
�j

力をきちんと認識する．
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事務局

記載欄
三
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

共通科目
（自然系）

目
ド

科
， 1137301

彦
艮
イ
ほ

旧
制

有
忌
数 2

科目名（メディア）＝　物理の世界（‘07）＝＝（TV）

〔主任講師（現職名）：生井澤　寛（放送大学教授）　　　　〕

〔主任講師（現職名）：波田野彰（神奈川大学教授）　　〕
〔主任講師（現職名）：小形正男（東京大学大学院助教授）〕

講義概要〆

物理の世界（’07）の精神は、敬遠され気味の物理を、少しでも身近なものに感じてもらえるよう、自然をとら

える「物語」として話を進めていく。物理を身近に感じ、理解を深めるためにはく受け身な学習ではなく、普

段から自然を良く観察し、なぜ、どうしてと問うことが要る。敬遠される主な理由が、記号や数式を使うから
だ、と書うことは、かつて同じ大学で教鞭を執っていた担当講師3人の共通認識である。数式の使用は必要最

小限にと努めるつもりだが、数式になじめないのは、いわゆる「食わず嫌い」から来ることも知っている。講

義やテクストの流れの中に基本的な演習を組み込むので、自らの手で解くとともに、頭や目・耳だけで論理や

数式を追うだけでなく、自ら手を動かしノートをとって、論理の展開や数式の扱いを再現したり、一歩進めた

りして欲しい。さらに、実験も大切である。身の回りのものでやれる実験を用意するので、自分でやってほし

い。そういう皆さんのなかから、自然の理解に新しい道を見いだす人が出ることが、我々の夢である。

授業の目標
　経験や自分でやれる実験を通して、力やエネルギ”一’r…などの物理の基本的概念が、なぜ、どういう風に導入さ

れるかを見ながら、それらの理解を深める。これによって、さらに高度な概念を把握するための素地や、未知

の事柄を探求するための観察力と好奇心、またその際に必要な新しい考え方を自ら開拓する力を養う。さらに、

現代物理の基礎をなす重要な考え方を示すことによって、現在までに物理によって解明されてきた自然観への

道筋を示して、物理の世界への旅にいざなう。

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）

物理は、何を相 物理は、自然科学の基礎と言われる。では、物理は一体 生井澤　寛 生井澤寛
手にするか 何を相手にする科学なのだろうか。自然を相手にすると

き、色々な切り口があるが、この講では、長さの尺度を

変えていって、物理の世界を旅して見ていこう。もっと

1
も小さい相手（素粒子）ともっとも大きい相手（宇宙）

を比べると、10の後に何10個もの0がっくほどの違
いがあることが判る。それほど大きな違いのある世界
を、物理でどの程度理解できているかを、ざっと見て行
こう。

力って何だろう あの人は力持ちだとか、政界に力があるなどと、私たち 生井澤寛 生井澤寛
＼ は日常的に力という言葉を使っている。力は、物を結合

させたり、動かしたり、仕事をする。では、物理で言う、

力とは何だろう。実は、物理の最も重要な目標は、自然

2 界に存在する力（相互作用）が何かを探りその力の原因

を追究することだと言ってよい。だから物理では、力に

ついの定義は、きっちり定められている。この講では、

力と運動について、もっとも基本的なことを学ぶ。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・　マ 内　　　　　　　　容 講　師一名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

カは何を産み出 力が運動の何と結びつくかを、ボールにひもを結んでま 生井澤　寛 生井澤寛
すか：運動と仕 わす実験で体感しながらつきとめる。そうすると、運動

事 に関する基本法則が見えてくる。つぎに、力のする仕事

について考える。仕事を物理の言葉できっちり定める
3 と、土ネル玉目とその保存則という、物理でもっとも大

切な概念に到達する。さらに、ニュートンによる力の基

本法則とケプラーの惑星運動の観測結果から、万有引力

の法則を導き、物体の落下の謎が解けることを見る。

／

熱とはなんだろ 「今日は風邪で熱がある」とか、「熱のこもった演説」 波田野彰 波田野彰
う などと言う。では、熱とは何だろう。「熱」には形容詞

としての「熱い」と名詞としての「熱」という意味の二

通りの使い方があることに気づく。つまり、程度と量と

しての使い方である。前者からは「温度」という概念が

4 生まれ、こ 緕ﾒは、第3講までに学んだ仕事と同じ、エネ
ルギ」の一形態としての「熱」という物理量であること：

が判る。この対応関係を追求すると、温度と熱について、

みな当たり前と思われる性質がみえてくるとともに、そ

の奥には、きわめて基本的な法則があることがわかる。
、

熱は全部仕事に 第4講で熱は仕事と等価であることを知った。仕事は全 波田野　彰 波田野　彰
変えられるか 部熱に変えられる。では，熱は全部仕事に変えられるの

だろうか。実はこの答えは誰でも知っている。いかに燃

費の良いエンジンを作り出すかというたゆみない努力

5
が今日も続けられている。これは燃料の持つエネルギー

のすべてを仕事に変えることができないために他なら
ない。熱を仕事に変える効率をより良くしようという努

力が、熱についての重要な基本法則を導いた。そして、

エント甲ピーという大切な概念の物理量を導き出した。

物体は冠しい数 物体は細かくしていくとやがて分子まで行き着く。逆に 波田野　彰 波田野彰
の分子からなる 分子の世界から見ると物体は幸しい数の分子から成る

といえる。第4講，第5講で熱の性質を学んだが，この
熱の現象は分子の世界からたどって見るとどのような

6 ものだろうか。「寒しい数」から何がどのように導き出

されるかを、簡単な模型から出発して考えてみよう。さ

らに身近な例として水の水蒸気，水，氷という3つの
姿を示す「相」についても考えてみようp

波は場だ バネに結んだ重りの運動をとくと、三角関数で表される 生井澤　寛 生井澤寛
振動となる（調和振動）。では、重りの数を増やし、そ

の間をバネでつないでいったら全体ではどういう運動
をするだろうか。答えは、重りの数がいくつであっても、

波であることが判る。この波は、物体の形や性質を反映

7 する固有の振動モードである。結合のバネの長さをどん

どん短くして行くと・系は連続な場となワ、波は場の時

空の振動となる。振動や波は、物理に限らず自然界で、

安定な状態を少し乱したときに必ず表れる普遍的な運

動状態なのである。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

光も波 レーザ」光のペンライトで見ると、光は空気中をまつす 生井澤　寛 生井澤　寛
ぐ進むように見える。鏡にあたれば反射するし、水に入

ると曲がる（屈折）。光は目に見えないほど小さな粒の

ようなものだと言えそうである。一方、光を受ければ、

シャボン玉は虹色に輝き、水面の油の膜もやはり虹色に

見える。これらは光が波であることを示す。ここでは、

8 回折、干渉などの波の基本性質を見ながら、光と音を中

心に波の理解を深め、光が波長の短い波であることをつ

きとある。さらに、たくさんの波長の異なる波を重ね合

わせて行くと、あたかも粒子のように振る舞う存在が作

れることを見る。粒子のような波は、量子の世界を理解

するための基礎となる。

電気無しでは生 電気がなければ、ふだんの生活のみならず、生産活動も 生井澤　寛 生井澤寛
きられない 情報交換も出来なくなる。それどころではなく、そもそ

も身の回りの物質や我々自身も存在できない。では、電

気とは何か。目に見えないのでわかりにくいが、身の回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一閧ﾌものを工夫して実験しながら、電気に関わるいろい

9 ろの疑問を謎としてあげて正体を探って行く。そうする

と、だんだんミクロの世界がかいま見えてくる。実際、

電気力が物を作り上げる基本的な力の一つであること
が判る。また電気は、磁気とも親戚であり、場（電磁場）

と考えることで理解を深めていこう。

電気を作る 電流が磁気を産み、磁場の時間変化が電場を産み出すご 生井澤寛 生井澤　寛
とを理解すると、どうやって電気を作るかや、電気から

どうやって仕事を取り出すかが解る。この理解のもと

に、発電機とモーターを作ってみよう。さらに、場とし

10
ての電場と磁場の時間6空間変化が互いに相手を作りあ

､ことから、電磁波が解り、～さらに光が電磁波であるこ

とも解る。そして、ミクロの世界の理解の手がかりがつ

かめると同時に、これまでに出した電気と磁気に関する
亀

謎が解けていく。

量子って何
これまでの講に出てきた物理は、その骨格がすでに19　　　　〆

生井澤寛 生井澤寛
世紀の末までできあがっていて、古典物理と言われる。

20世紀になると、この古典物理では理解できない現象

が次々に見つかり、現代物理の世界に入ることになつ
た。その代表的な例として、高温物体から出る光の色と

温度の関係（黒体輻射）、光を当てたとき金属から出る

11
電子と光の波長の関係（光電子効果）、温度の低いとき

ﾌ比熱と温度の関係（低温比熱）、放射能を取り上げて、

量子が何かを突き詰めていく。そして、量子の世界では、

これまで粒子と考えられていた存在が、むしろ波のよう

に振る舞うことを見る。さらに、この奇妙な量子の性質

から、原子がどうやってできるかを見ると、元素の周期

律が理解できる。
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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）

電子無しでは生 通常の固体では、原子が規則正しく並んで結晶格子を作 小形正男 小形　正男

きられない っている。原子の質量を担う原子核は、格子点の周りで

熱振動するが、電子はいろいろな振る舞いをして、固体

の性質を決める。そのうち自由に動ける電子をもつもの

が金属であり、動けないものが絶縁体である。またその

中間がシリコンなど半導体である。これらの違いがどの

ようにして生ずるのかを、量子力学を用いて理解しよ

12．
う。この理解から望みの機能を持つ素子を作れるように

なり、素子の中の電子を自在にコントロールすることに

より、コンピュータなど電子機器を動かすことが可能と

なった。さらに、電子にはスピンという磁気モーメント

を持つ量子力学的な自由度があり、集まった電子スピン

の相互作用から日常見る磁石ができることを見る。これ

で第9講の磁石の謎がとけたことになるξ

有限温度の状態 量子力学によって、ミクロな世界め多くのことが理解さ 小形　正男 小形　正男

とは何だろケ れた。しかし量子力学だけでは、氷が水や水蒸気になる

相転移現象は理解できない。相の変化をミクロに理解す

るためには、有限温度の状態を記述する方法が必要であ

る。これが統計力学である。前の方で学んだ熱力学を、

ここでもう一度ミクロに考え直す。どくにエントロピー

13
の微視的な意味を捉え直す。さらに相転移現象を統計力

wから理解するための道筋を示すことにする。相転移現

象は、粒子同士が相互作用することによって起こる。分

かり安い例として磁石の相転移を用いて、「自発的な対

称性の破れ」という考え方を理解する。この考えは、現

代物理の背景にある重要な概念である。

不思議な流れ．： 超伝導は電子、超流動はヘリウム原子が抵抗なしに流れ 小形　正男 小形　正男

超伝導、超流動 ているという状態で、ともに極低温で生じる不群議な流

れであり、量子効果の巨視的な出現である。金属に電流
が流れているとき通常抵抗があるが、温度を下げていく

とある温度を境に急に抵抗ゼロの状態になるものがあ
る。この超伝導状態への転移も相転移の一種である。超

伝導状態が持つ不思議な現象、とくに超伝導体から磁場

14
がはじき出されるマイスナー効果と、永久電流について

述べよう。つづいて、ボース粒子によるボース・アイン

シュタイン凝縮について説明し、これをもとに超流動を

理解する。最近、レーザー光を用いて各種原子気体を冷

恕しボース・アインシュタイン凝縮を示す実験が行われ

ている。そのきれいな結果を紹介しよう。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

ミクロの世界か 電子を通じて、ミクロの世界の一端を知り、電子が原子 生井澤寛 生井澤寛
ら宇宙へ　　・ 核とともに、原子や分子を作ることも見た。では、原子

核は何で出来ているか。そして、この世界の究極の構成

要素は何であり、どうやって、、この世界が出来るのか。

これらを突き詰めるのが素粒子の研究であり、これから

の物理の大きな課題でもある。

一20世紀に、量子とともに現代物理を作ったもう一つ

15 の物理が、相対論である。相対論は、光の速度に近い高

速で運動する物体の振る舞いを理解することから始ま

つた。そして、古典物理の世界では互いに独立と考えら

・れていた時間と空間が、互いに離れがたい関係にあるこ

とを示してくれた。さらに時間と空間を、統一した場の

入れ物と考えると、素粒子のみならず重さのある物の間

に働く重力の起源が理解できそうである。宇宙規模での

世界の理解がどこまで進んだかを見ていこう。
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＝＝@基礎化学（‘06）＝（TV）
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博（放送大学教授）　　＼〕
徳子（青山学院女子短期大学教授）〕

嘉昭（放送大学教授）　　　　　　〕

全体のねらい

　私達の身の回りで起こる自然現象は、すべて物質の性質と変化が関係している。見たり触れたりでき

るマクロの物質は、原子や分子というミクロの構造をもっている。これら物質の性質を理解し、コント

ロールし、新しい機能の物質を創るには、マクロとミクロの両方の観点から物質を理解する必要がある。

これが化学の面白さであり、場合によると理解しにくい原因にもなっている。この科目では、現在の物

質文明を支えている化学の基礎的な知識を提供するとともに、生命との関わりまでを紹介する。

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）

化学の成り立ち 物質の成り立ちを調べ、それを利用すること、そし 濱田 荻野、渡部、
＼＼

て望みの物質を作ることを目的として化学の知識と 濱田
1 技術が発展してきた。化学が成立する歴史的な背景

を科学および社会の進展のなかに位置づけて考え
る。

ミクロの世界 分子を作る素材は原子である。原子の大きさ、構造、 濱田 渡部、荻野
一原子と分子一 性質を理解することが分子の理解に通じる。ミクロ

2 の粒子を理解するためのいくっかの基本的な考え方
とその認識の歴史の過程を学ぶ。

原子から分子へ 分子は原子が結合してできたものである。その化学 荻野 荻野、渡部
一化学結合の起 結合力を生じさせる原因を学ぶ。化学結合力の憎き

3 源一 さと方向が分子の形と大きさを決める。典型的な分
子を取り上げ、結合の様相を調べてみる。

分子から物体へ われわれが見たり触っ、たりする物体は分子の集合体 濱田・ 濱田、荻野
一分半間カー であるが、これらの分子は単純に積み重なり、ある

いは固まったものではない。1個の分子→複数の分

4 子の集合体（クラスター）→マクロの物体となるに

は、分子同士を結びつける独特の力が働いている。

この分子間力とそれによる物質の構造と性質につい
＼

て学ぶ。 ～

物質の示す婁と 物質は通常、気体・液体・固体のどれかの状態（相） 荻野 荻野、渡部
性質 で存在する。同じ分子であっても、その相によって
一気体・液体・ 性質が異なる。また、温度や圧力によって相の転移

5 固体一 が起こる。地球上の水がその典型である。最近、液

晶や超臨界も積極的に利用されるようになってき
た。相の性質、その転移について学ぶ。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

より複雑な物質 現実に存在する物質は、完全に単一の分子による純 渡部 渡部、濱田

の系へ 粋な系というより、何らかの異なる物質が混じって

6 一混合と濃度一 いるものである。その混じり方、濃度によって純粋

な物質にはない、新たな性質が生じる場合がある。
物質の混合とその性質について学ぶ。　　　　　　　　　　　　　　　　　吻

変化を起こす力 分子はどうして別の分子に変化するのであろうか。 濱田 濱田、荻野

一エネルギーと 物質の変化とその方向を決めているエネルギーとエ
エントロピー・一 ントロピーについて学ぶ。特に一定気圧のもとでの

7
化学反応を扱うときにはエンタルピーという物理量

を理解しておくことが有効である。これによって、

反応に伴う熱量の大きさがわかる。

化学反応の仕組 源子の組み換えが起こることが化学反応である。電 荻野 荻野、渡部

み 子を仲立ちとする力が化学結合の原因であることを

第3回で学んだ。したがって、電子の組み換えが起
8 こることは原子と原子の結びつけを換えることにつ

ながる。これが化学反応である。化学反応の典型と

して、酸・塩基および酸化・還元反応を学ぶ。

反応の方向と速 化学反応の駆動力は第7回で学んだエネルギーとエ 渡部 渡部、荻野
さ ントロピーである。しかし、実際の反応には、分子

の立体的な形や反応を起こすエネルギーの供給の仕

9 方にもよる。反応を考察する場合には、どの方向に

進行するかだけではなく、どのような速さで反応す

るかも重要である。さらに、反応を制御する触媒の

役割も重要である。

金属元素の創る 周期表の大部分は金属元素である。人類は金属を道 荻野 荻野、渡部

広い世界 具や建造物の素材として利用してきた。また、金属

10 元素には金属錯体とよばれる多くの化合物が知られ

ている。これら金属錯体の特徴、性質および働きを
学ぶ。

’金属と有機物の 金属元素は、金属一炭素結合を介して有機化合物と 荻野 荻野、渡部

結合 結合し、有機金属化合物（あるいは有機金属錯体）とよ

11 ばれる一連の化合物群を形成する。これら化合物の

特徴と機能について学ぶ。

炭素の創る豊か 炭素は結合の手が基本的に4本と考えてよい。この 荻野 渡部、荻野

な世界 ことが膨大な数の化合物を形成できる1つの原因に
12 一有機化合物一 なっている。有機化合物の分類、特徴、および性質

を学ぶ。

生活を支える物 有機化合物は炭素数の多い高分子を形成することが 渡部 渡部、濱田

質 できる。プラスチックなど構造材としてだけではな

一機能性高分子 く、ざまざまな機能をもつ高分子が作られ利用され
13

一 ている。これらを通じて物質科学の中心としての化

学の魅力を紹介する。
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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）

生命を支える物 　　　　、`白質や核酸は生命活動の物質的基礎をなしている 渡部 渡部、荻野

質 有機高分子化合物である。こ：れらがどのよう’にして

14 一蛋白質・核酸 生命の基礎的反応、構造を担っているかを学び、生
など一 命科学の基盤としての化学の重要性を認識する。

化学の未来と課 　　　　　　，ｻ学は人類のさまざまな希望を物質レ球ルで実現し 荻野 荻野、渡部、

題 た。さらに有益な物質の探求が進展している。同時 濱田

に、人類の活動はエネルギーおよび資源の枯渇や環
15 境問題などを引き起こした。人類が自然と共生し持

続的な発展をしていくために、化学にはどのような
課題があるのかを考える。
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／＝@基礎生物学（‘03）＝（TV）

〔主任講師：岩槻邦男（兵庫県立人と自然の博物館館長）〕

全体のねらい
　20世紀の後半，生物が共通にもつしくみについての私たちの理解は大きく進んだ。その一方で，近年，共通のしくみを知

るだけでは生物の全体像を知ったことにはならないという認識も高まってきた。本講義では基礎的な生物現象の解説を通じ

て，共通のしくみをもちながら生物はなぜこれほど多様であるのかを考えることにする。

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》

＼

生き物には細胞のうちにDNAなど遺伝子担荷体を収めて

生命現象を発現する普遍性と、膨大な数の種やさまざまな形 岩槻・邦男 岩槻　邦男

1 生命の特質
質に進化した多様性が共存する。生きているとはどういうこ
ﾆかを、生命の普遍性、多様性の両面から学ぶ。’

（兵庫県立人

ﾆ自然の博物

（兵庫県立人

ﾆ自然の博物
館館長） 館館長）

細菌でも，動植物でも構成成分の約70％は水であり，そ

2 生体を構成する分子

の他の成分が水を介して反応し合うことで生物は成り立って

｢る。タンパク質と核酸を中心に，それら生体を構成する分

qのあらましを紹介する。

石川　　統
i元放送大学

ｳ授）

石川　　統
i元放送大学

ｳ授）

生物の基本単位は細胞は，大きく原核細胞と真核細胞に分

けられる。2つの共通点，相違点についてのべう次に真核細

3
細胞一生物の基本

P位

胞を構成しているさまざまな細胞小器官について解説する。

ﾗ胞分裂についてもあらましを学ぶ。
同　上 同　上

遺伝子の化学的本体であるDNAと遺伝との関係をのべ，遺
伝子がはたらくとは，正確にはどのようなことかを考える。

4 遺伝と三三子
また，この分野の新しい知見についても簡単に紹介する。

同　上 同　上
＼

生物は1個の卵から一定の形を持った個体へと発生し、成

5 生殖　と　発生

長して行くが、その過程はとてもドラマチックである。本章

ﾅは、卵、精子の形成、受精、初期発生などについて述べる。

ﾜた、最近の発生生物学の発展についてもふれる。

森澤　正昭
i東京大学名

_教授）

森澤　正昭
i東京大学名

_教授）

植物や菌類と動物は進化の結果さまざまな違いを示すよう

になった。これらの細胞に見る違いを整理し、植物や菌類の

6
植物と菌類のから
ｾのつくり

からだのつくり、はたらきについて、動物の生とどのような

､通性を示し、差を示すかを学習する。
岩槻　邦男 岩槻　邦男

生物のいとなみを支えているのは化学反応である。酵素の

はたらきとエネルギーの出入りに焦点を絞り，糖の分解と生

7 代　　　　　　謝
成を例として，生体の化学反応のもつ意味を概観する。

石川　　統 石川　　統
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執筆担当 放送担当回 テ　　一　　マ、 内　　　　　　　　　　容 講　　師　　名 講　師　名
（所属・職名） （所属・職名）

生き物は周囲の変化に反応して生きており、全ての生物が

動くといって過言でない。この生物の運動“生体運動”の機

8 生体の運動
構は多様である。本章では、細菌、原生動物、動植物の精子、

ﾘ肉の運動メカニズムのいくつかについて解説する。 森澤　正昭 森澤　正昭

動物体内で最も複雑な組織をもつ脳の構造を学んだ上で、

9 脳のはたらき

外界あるいは体内からの刺激を感じ、その感覚の意味を分析して、最も適切な反応あるいは行動を動物に起こさせる脳の

ｭきを解説する。

守　　隆夫
i帝京平成大

守　　隆夫
i帝京平成大

／

学教授） 学教授）

動物は生命を維持するため体内の環境を一定に保つ性質が

あり、これをホ匹田スタシスという。ホ三冠スタシスの維持

10 ホメオスタシス
に活躍している神経系、ホルモン系、免疫系の働きについて、軌具体的な生理活動を例にして解説する。

同　上 同　上

生物は細胞や個体として生きると同時に、他の個体や他の

11
生物の集団とその

ｶ活

種と共に集団の中で生活し：ている。ある生物と無機的環境や

ｶ物的環境との関係について理解を深め、集団レベルで見た
ｶ物の生活を適応と関連づけて学ぶ。

可知　　直毅
ｭ首都大学東

梛ｳ授）

可知　直毅
i首都大学東

梛ｳ授）

生物多様性は種の違いによって認識される。しかし、種と

は何かという問いに満足できる答はまだ準備されていない。

12 種　　の　進　化
種の進化について、何が分かっているかを学習し、生物の多
l性の起源と現状を追究する。 岩槻　邦男 岩槻　邦男

すべての生物は地球上に生命が発生した30数億年前から
一貫して生き続けている。膨大な数に分化した種の間に見ら

13 生物　の　系　統
れる階層性を生命の歴史として整理し、生物間の類縁を追究
ｷる。 同　上 同　上

多様に分化した生き物のうち、私たち自身であるヒトとい

14 ヒ　トの生物学

う生物は、特殊化した哺乳動物の1種である。ヒトの起源と

i化について紹介し、ヒト化というのはどういうことだった
ｩを考える。

長谷川政美
i統数研教

長谷川政美
i統数研教

授） 授）

ノ 、

科学の進歩は社会生活に深いかかわりをもつ。最近の生物
ノ 学における社会とのかかわりを、医療、資源、環境などの例

15 生物学の課題
について取り上げ、文明の進歩によって何が変わっているか
�ﾐ介する。 岩槻　邦男 岩槻　邦男
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＝＝ ｶ物学の歴史（‘65）＝（R）

〔主任講師：溝口　元（立正大学教授）〕
〔主任講師：松永俊男（桃山学院大学教授）〕

全体のねらい：

この講義では、とくに予備知識を必要とせず、人類の生物や生命についての思索や理解を古代から

現代に至まで、通史的に辿りながら学習していく。また、生物学やその関連諸科目を学ぶ際の考え

方や基礎知識、さらに現代の先端医療技術や自然保護問題を自ら検討する素材の提供も目指してい
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）

アリストテレス 万学の祖アリストテレス、目的論的自然観、アリス 松永　俊男 松永　俊男

の生物学と近代 トテレスの生物学、アリストテレスの後継者たち、 （桃山学院 （桃山学院

の生物学一目 科学革命と機械論的自然観、生物学の特徴 大学教授） 大学教授）

1 的論的自然観と

機械論的自然

観

近代科学成立時 近代科学への胎動とレオナルドの活躍、近代科学の 溝口　　元 溝口　　元
の生物学』生命 誕生と肉眼観察、顕微鏡学者の登場、フックの「ミ （立正大学 （立正大学

単位の探究と生 クログラフィア」と細胞の命名、ハーヴィと近代生 教授） 教授：）

2 理学の誕生 理学の誕生、人間機械論、生理学の展開

、

リンネの分類学 自然史と自然哲学、自然史と博物学、リンネの生涯、

一自然史研究の 二名法、・種と属、ビュフォンの自然史、分類学の発

3
系譜 展、原型論から進化論へ 松永俊男 松永俊男

ラマルクとダー ラマルクの生涯、「生物学」の提唱、ダーウィン以

ウインー生物学 前の進化論、ダーウィンの生涯、ダーウィン進化論

の革新を目指し の意義、進化論とキリスト教 松永俊男 松永俊男
4 て

発生現象の探究 発生現象に対する肉眼観察から顕微鏡観察へ、発生

一観察・実験と の理論を巡る論争：精子論（精原説）と卵子論（卵

論争 原説）、前成説と後成説、論争の決着としての単為 溝口　　元 溝口　　元
5 生殖や再生現象の発見、受精と自然発生、後成説の

定着と胚葉説の確立
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

戸

（所属・職名） （所属・職名）

19世紀の生物学 ハックスリー「自然における人間の位置」と人類の

一1 起源、生物進化論への批判、種々の進化の考え方、

ダーウィン進化 突然変異の発見、総合説の誕生
6 論とその後

一

溝口　　元 溝口　　元

19世紀の生物学 社会ダーヴィニズムと優生学、アメリカ、ドイツ、
　　　　　一@　　　　＼黷Q 日本、北欧の優生思想とその具体的方策

社会ダーウィニ
7 ズム 溝口　　元 溝口　　元

19世紀の生物学 メンデル以前の遺伝研究、メンデルの略歴、メンデ
一一 R ル遺伝の法則の特徴、病気の遺伝、ワイズマン「生

メンデルと遺伝 殖質連続説」
8 の法則の発見

＝溝口　　元 溝口　　元

へ

20世紀初頭前後 メンデル遺伝の法則の再発見、メンデル遺伝の法則

の生物学一1 の普及一べ一ツソンと三三ンセン、モーガンの遺伝

9
メンデル以降の

笂`研究
子説、モーガン門下の遺伝学者たち、集団遺伝学、

j酸研究
溝口　　元 溝口　　元

20世紀初頭前後 細胞説の確立とそれ以降の細胞研究、発酵の原因を
の生物学一2 巡る論争、酵素概念の形成、生化学の成立、免疫学・

10
細胞説、発酵論

?A免疫学・微
細菌学の成立、生物集団への関心、生態学の成立

溝口　元 溝口’　元

生物学、生態学
の成立

20世紀初頭前後 実験：室の誕生一三ーセン体制、ベルナール「実験：医

の生物学一3 学序説」、実験発生学の誕生、研究機関の活動（ナ
実験：研究の確立 ポリ臨海実験所、ウッズホール臨海実験所、ロック

11
フェラー医学研究所）実験発生学の誕生 溝口　　元 溝口　　元

日本の生物学一 本草学とは、中国本草書の伝来、日本の本草学の自
1 立と小野蘭山「本草綱目啓蒙」、ツンベルクの来日
古代から幕末ま と西洋植物学の導入、蘭学の誕生と展開

12 で 溝口’元 溝口　　元
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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

日本の生物学一．

Q明治期以降

お雇い外国人生物学教師の活躍一モースとホイット

}ン、初期の動物学者たち一箕作佳吉、石川千代松、

J津直秀、初期の植物学者たち一伊藤圭介、矢田部

ﾇ吉、三好学、学会の成立
・溝口　　元 溝口　　元

14

20世紀後半の生

ｨ学一分子生物
wからバイオテ
Nノロジーへ

分子生物学の源流、二重らせん構造の発見一ワトソ

刀Aクリック、ウィルキンズ、フランクリン、

笂`暗号の解読、遺伝子組み替え技術、バイオテク

mロジーと環境保全
溝口　　元 溝口　　元

15

現代の生物学一

ｶ物学の多様な
gがりと将来の
綷

生物学と社会一アシロマ会議、エイズ研究、クロー

盗ｶ物、先端医療技術と生命倫理、がん研究・脳科

wの展開
溝口　　元 溝口　　元
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科目名（メディア）＝＝ 生物集団と地球環境（‘07）ニ（TV）

〔主任講師（現職名）：松本忠夫（放送大学教授）　〕
〔主任講i師（現職名）：福田正己（北海道大学教授）〕

講義概要
　　自然界における生物の存在様式は、家族、群れ、群体、群落、個体群、群集などといったさまざまな

　レベルでとらえることができる。そして、そのような生物集団は、環境とさまざまな関係をもって存在
　している。本講義では、そのような生物集団の形成および地球環境との関連について解説するとともに，

　それらに対する人間活動の影響も解説する。

授業の目標

　　本講義は、地球環境における生物集団の影響の強さ、iそして現在の地球では、生物集団の中でもとり

　わけヒトの影響が甚大であることを知ってもらうことを目標としている。中学程度以上の生物学の知識

　があれば理解できるように基礎的な事柄から講義を順次進めていく。また、野外ロケーションの映像を

　各所に取り入れていて、生物集団の影響の強さをできるだけ実感してもらう。　　　／

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

生物集団の形成 生物集団は、無機環境、食物環境そして他生物とど 松本忠夫 松本忠夫
めような関係を持って生活し、子孫を残している （放送大学 （放送大学

か？個体が集合して集団となった時、そこでの法則 教授：） 教授）
1

性にどのようなものがあるのか？そして、繁殖に関

回した社会性の発達とはどのようなものか？などに
ついて説明する。

生物集団の自己 生物集団には、環境との関係で特有のパターン形成 松本忠夫 松本忠夫
組織化 が見られる場合がある。そのパターン形成は、自己 （放送大学 （放送大学

組織化の論理で説明できる場合が多い。特に、社会 教授） 教授）
2

性昆虫の集団の統合においては、リーダー、青写真、

レシピの存在と言ったものよりも、この自己組織化

で説明できる場合が多いことを説明する。

ノ いろいろな群集 群集は異なる種の個体群からなる生物集団であ 東　　正剛 東　　正剛
の成り立ち り、様々な種間関係がみられる。中でも食う・食われ （北海道大 （北海道大

る関係は、エネルギーの流れを生み出し、群集構造 学大学院教 学大学院教
を決める最も重要な関係である。また、限られた資 授） 授）

3
源をめぐる競争もニッチ分化を通じてギルド構造を

生み出している。ここでは、特に食物連鎖に沿った

エネルギーの流れを中心に、群集の遷移と構造につ

いて解説するとともに、近年、群集構造を決める上

で重要とされている中規模撹乱説などの非平衡群集
論についても言及する。
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亀

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

生物の地理的分 世界の生物群集の地理的分布がどのようになってい 松本忠夫 松本忠夫
布 るのかを概観し、それを決めている要因、特に温度 （放送大学 （放送大学

と降水量が重要であることをついて説明する。また、 教授：） 教授）

4 東アジアそして日本列島の生物相の特色はいかなる

ものか、さらに人間の影響がそれらの分布にどのよ

うな影響を与えているのかについても説明する。

島における生物 周囲の環境から孤立した島における生物相は、そこ 松本忠夫 松本忠夫
への生物の侵入と、そこでの消失のバランスの上に （放送大学 （放送大学

’ 成り立っていること、また、島においては大陸とは 教授） 教授）

異なった固有の生物が進化しやすいことを説明す
5

る。さらに、島における生物の生態の理解は、生息

地が分断された場所における生物群集の保全に役立

っ知識となることを説明する。

熱帯域の生物 一年中、高温で多湿な熱帯域は、地球上で最も生物 松本忠夫 松本忠夫
の工数が多く、また生物の生産活動が盛んなところ （放送大学 （放送大学

である。そのような豊かな生物相はどのような要因 教授） 教授：）

6 で形成されてきたのであろうか？ここでは、熱帯域

における生物生産と進化について説明する。

高山生態系のし 陸域生態系の末端部に位置している高山生態系の位置 工藤　　岳 工藤　　岳

くみと地球温暖 づけと構造について概説し、高山植物群落の成立要因や （北海道大 （北海道大

化の影響 高山植物の環境適応と生活史特性について、主に積雪環 学大学院助 学大学院助
7 境との関わりについて説明する。さらに、地球温暖化が 教授） 教授：）

高山生態系に及ぼす影響についても紹介する。

／

乾燥地の生物 現在の地球規模での砂漠化の現状を紹介する。高温で降 増沢武弘 増沢武弘
雨量の少ない砂漠にも、多くの生物が生存していて、こ （静岡大学 （静岡大学

れらの生物は砂漠の厳しい環境に適応して特殊な外部 教授） 教授）

形態及び生理学的な機能を持っている。ここでは、南ア

8 メリカとオーストラリアの砂漠を中心に、主として植物

が極端な乾燥条件に適応している例を紹介し、それらが、

どのように環境と対応しているかを解説する。さらに、

特殊な砂漠として、高山や高緯度にも砂漠が見られるた

め、それらの紹介も行なう。

淡水域の生物 陸地に焦点を当てた地球上での水循環を紹介する。 高橋正征 高橋正征
陸上の淡水環境（湖沼、河川、湿原、地下水、氷河など） （高知大学 （高知大学
とその規模と分布、ならびに生物にとっての各々の環境 大学院教 大学院教
の特徴、それぞれの淡水環境に分布する生物と生態系の 授） 授：）

9 特徴、魚類などの陸封現象や陸から海に運ばれた物質が

サケなどの生物の回帰によって陸に戻される仕組みな

ども紹介する。自然度の高い四万十川とその流域の淡水

環境を例にして取り上げる。
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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）

海洋域の生物 海水環境の特徴を淡水と比較、地球：上での海洋環境の 高橋正征 高橋正征
分布とその規模ならびに生物にとっての環境の特徴を （高知大学 （高知大学
紹介する。沿岸と外洋の海洋環境の特徴とそこに分布す 大学院教 大学院教

10
る生物ならびに生態系の特徴を説明。また、深海生物な

轤ﾑに化学合成に依存する熱水生物群集についても紹
授） 授：）

介する。本担当者が参加して相模湾で行っている海域の

肥沃化実験の例なども紹介する。

光合成と地球環 地球上の多様な生命が生み出されたのは、大気中に 福田正己 福田正己
境 十分な酸素が存在したからである。約30億年前の原 （北海道大 （北海道大

始地球：では、海で始まった生物の活発な光合成によ 学教授） 学教授）
11 り、大気への酸素の供給が始まった。植物が獲得し

た光合成機能の特性とはなにかを解説する。

生物の絶滅と地 生物は過去の何度も大絶滅を起こしている。そして、 松本忠夫 松本忠夫
球環境 近年における地球上の様々な生物の絶滅の様相はす （放送大学 （放送大学

さまじい。ここでは、地球史の中での生物の大量絶 教授） 教授）

12 滅と進化の関係を説明する。また、人間活動が盛ん

になって以後の、世界の各地および日本における生
物の絶滅の様相を解説する。

生物に対する人 最終氷期が終わり地球の温暖化が進行しはじめ1万 福田正己 福田正己
為の影響 1千年前に、極北シベリアに生息していたマンモスが （北海道大 （北海道大

一マンモスの絶 忽然といなくなった。温暖化に伴って先史人類は極 学教授） 学教授）

13 滅の謎一 北シベリアに進出し、やがて新大陸へと渡った。人

類との遭遇がマンモス絶滅の原因なのか、について
考察する。

生物集団に対す 近年、世界各地で森林が消失している。その多くは 福田正己 福田正己
る人為の影響 多発する森林火災が原因である。地球の肺といわれ （北海道大 （北海道大

一森林火災の悲 たシベリアタイガやアマゾン熱帯雨林でなにが起こ 学教授） 学教授）
14 十一 っているのか、また地球温暖化にどのような影響を

及ぼしているのか、について考察する。

生態系のはたら 生物群集と、それを取り巻く土壌、水界、大気な 東：　正剛 東　　正剛
きと保全 どの物理環境を含めたまとまりを生態系という。地 （北海道大 （北海道大

球は閉じた生態系であり、生物を構成する窒素ぐリ 学大学院教 学大学院教
ン、炭素などの栄養塩類は大気と水の流れに乗って 授） 授）

15 地球生態系を循環している。近年における地球環境
問題は、いずれも人間活動が地球生態系の物質循環

を撹乱した結果発生したものである。ここでは、地
球生態系における一次生産力の分布と物質循環につ

いて理解し、生態系機能の保全について考察する。
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＝　疾病の成立と回復促進（‘05）＝（TV）

村
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口
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講
講
講

任
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主
三
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〔
　
〔
　
〔

　　聖（東京大学教授）〕
純一’（放送大学教授）〕

ミヨ子（大阪府立夫学教授）〕，

全体のねらい

疾病の成立と回復の促進では、疾病のある状態を全人的にとらえ体内の環境変化から、生活過程の変化

まで大きくとらえて理解する。その上で、病的状態からの回復に向けての生活調整の視点から、疾病を

予防し回復を促進する要素を理解する。

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）

概論：何を学ぶ 疾病の成立と回復促進のコースのオリエンテーショ 松尾ミヨ子 松尾ミヨ子

のか ンとなっている。疾病は臓器別の理解や病理的理解 （大阪府立 （大阪府立

だけではなく、全人的な理解に基づいてとらえられ 大学教授：） 大学教授）

なければならない。全人的理解によって初めて有効

な回復を促すことができる。これがコースを貫く軸 北村　聖 北村　　聖

1 である。意欲を持って、自ら問題解決をするような （東京大学 （東京大学

学習を要望する。 教授） 教授）

仙波純一 仙波　純一
（放送大学 （放送大学

教授：） 教授）

疾病の成り立ち 健康から疾病にいたる変化のなかで、生体の反応、 ・松尾ミヨ子 松尾ミヨ子

看護の立場から 疾病からの回復、個人の反応について、生活との関

連で述べる。疾病の誘因と日常生活への影響、生体
2 の回復力と身体心理社会的因子、疾病の個人とその

生活への影響に焦点を当てる。

疾病の成り立ち 医師と看護師は車の両輪となって医療を行う。医師 北村　　聖 北村　　聖

医師の立場から の立場から、医学的視点で健康から疾病への変化を

どのように考えるかを述べる。看護の視点からの理
3 解と比較しながら学んで欲しい。

異常状態の特徴 健康状態と比較した疾病のある状態の特徴について 佐伯　由香 佐伯　由香

述べる。急性の疾病と慢性の疾病の違いなど、異常 （福岡県立 （福岡県立

のある状態に共通の特徴、個別の特徴、異常状態に 大学教授） 大学教授）

4 適応する作用などについて学ぶ。
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執筆担当 放送担当
回’ テ　一　マ 内　　　　　　　　『容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

疾病に対する診 身体機能の異常をどのように検査し診断するか、そ 仙波純一 仙波純一
断および治療と れらをどのような方法によって治療するかについて
それに伴う変化 看護の視点から述べる。治療法としては、薬物・手

5
術・放射線などによるものがある。これらの効果と
有害な作用などについてのべる。

感染と人体防御 人は微生物から多くの恩恵を受けており、人に感染 岡田　　忍 岡田　　忍
機構：看護の視 症をおこすものはごく一部にすぎない。このような （千葉大学 （千回大学

6
点 人と微生物のかかわりを正しく理解した上で、人に 助教授） 助教授）

備わった微生物に対する防御のしくみと微生物がこ

れを突破して感染症をおこすメカニズム、さらに感

染症を防ぐための手段について学ぶ

中枢神経機能の 脳機能の障害を引きおこすいろいろな疾患（循環障 仙波緯一 仙波純一
障害 害・変性疾患・脳腫瘍・痴呆・脳炎・外傷など）を

あげて解説する。これらの脳機能の障害は視覚・聴
7

覚・知覚などの機能障害どして表れる。

生命の危機・呼 生命維持機能の障害を引き起こす生命の危機状態 松尾ミヨ子 松尾ミヨ子
吸機能の障害 （ショック、多臓器不全、損傷など）について述べ ノ

る。また生命維持への呼吸の関与と呼吸機能の障害
8 （気道P肺の炎症、急性および慢性の呼吸不全など）

を取り上げる。

循環機能の障 体内の隅々に栄養や酸素を運び、末梢から老廃物を 北村　　聖 北村　　聖
害・造血機能の 肝臓や腎臓に運ぶ血液。この血液と、血液を循環さ
障害 せるシステムとその障害について学ぶ。また、造血

9 細胞の機能と障害についても学ぶ。

栄養湯取・吸 消化管を通した食物の消化と吸収のしくみ、および 竹田津文俊 竹田津文俊
収・代謝・排泄 消化吸収における肝臓の役割を説明する。摂取エネ （自治医科 （自治医科

10
機能の障害1’ ルギーの過不足や必須栄養素の不足の身体に与える

e響、咀噛・嚥下障害、代表的な消化管の器質的疾
大学教授） 大学教授）

患の病態を説明する。

、

栄養摂取・吸 消化、吸収、代謝に関与する肝臓、胆嚢、膵臓の器 竹田津文俊 竹田津文俊
収・代謝・排泄 質的疾患を説明する。糖代謝異常の代表例である糖

11
機能の障害2 尿病を説明する。排泄器官である腎臓の器質的疾患

�燒ｾし、最後に排便障害を説明する。

×
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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）

内部環境調節機 人体の内的環境は、微妙な変化を伴いながら維持さ 山内　豊明 山内　豊明
能の障害 れている。この変化は様々なメカニズムによってコ （名古屋大 （名古屋大

ントロールされている。この恒常性の維持という仕 学教授） 学教授）
12 組みをつかさどる内分泌機能と自律神経機能とそれ

らの障害について学ぶ。

運動機能および 人体は四肢や体幹を動かすことで生命を維持し、活 太田　節子 太田　節子
皮膚の障害 動をしている。骨や筋肉を中心として、運動のメカ （滋賀医科 （滋賀医科

ニズムとその障害について学ぶ。また、体を覆って 大学教授） 大学教授）
13 いる皮膚は最大の臓器ともよばれ、外界と内的環境

を隔てる重要な働きをしている。皮膚の働きと障害

［ について学ぶ

生殖機能をつか 生命の連続性をつくりだすために用意されている仕 山内　豊明 山内　豊明

さどる器官の障 緯み、すなわち生殖という機能を成り立たせている
害 条件と、それらの障害によりこれらの機能が十分に 、

14 果たせなくなる場合のメカニズムについて学ぶ。

まとめ：持続的 14回の講義による学びを基盤に、学生は自主的な 松尾ミヨ子 松尾ミヨ子

な学習のために 学習を行う段階へと向かうであろう。本四は持続的
な学習のための方法と留意点などついて概説する。 北村　　聖 北村　　聖

15

仙波　純一・ 仙波　純一
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＝　人体の＝構造と機能（‘05）＝（W）

〔主任講師：菱沼典子（聴路加看護大学教授）　〕

〔主任講師：北村　聖（東京大学教授）　〕

全体のねらい

　毎日の生活の中で普通に行っている様々な生活行動は何のために、どのような仕組みで行われている

のかの視点から、人体の構造と機能を学ぶ。からだに興味を持ち、理解を深めていく基礎力をつけるこ

とをねらいとするが、さらにからだの機能に適した生活を工夫し、病気を理解する土台になることを期
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
生命と日常生活

s動のつながり

　一個の受精卵から人間が誕生する過程を含め、個

ﾌが外部環；境と関係を保ちながら、内部環境を整え

ｶ命を維持していることを解説する。日々の生活行
ｮと生命維持の関わりを理解してもらいたい。

菱沼典子
i泥路加看

?蜉w教
�j

菱沼典子
i流路加看

?蜉w教
�j

2／
食べる（1）

ﾛ食

　生命維持のために外界から食物を取り入れる営み

ﾉついて解説する。空腹感や食欲、摂食の過程（咀

磨A味覚、嚥下を含む）、消化・吸収について、消
ｻ器管・消化腺の名称、構造を含めて解説する。

菱沼典子 菱沼典子

3

食べる（2）

ﾁ化・吸収と排
　消化管の運動と消化腺の分泌活動、消化液の作用

ﾉついて、自律神経系とホルモンによる調節を含め
ﾄ解説する。また便の排泄について、便意から排便
s為までを解説する。

佐伯　由香

i筑波大学

蜉w院教
�j

佐伯　由香

i筑波大学

蜉w院教
�j

4
食べる（3）

h養分の代謝

　吸収された栄養分の代謝について、肝臓と膵臓の

@能を中心に解説する。肝機能障害や糖尿病など身
ﾟな疾患を例にして、病態から正常な機能の理解を

[められるようにする。

谷亀光則
i東海大学

赴ｳ授）

谷亀光則
i東海大学

赴ｳ授）

5

体内の流通シス

eム（1）
S臓と血管

　多くの器官、細胞から成り立っている人体内部の

ｨ質の流通路である血管系を解説する。心臓と血管

nの構造と役割、心臓収縮のメカニズムとその調節
@構を解説する。

山本真千子

i宮城大学
ｳ授）

山本真千子

i宮城大学
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）

体内の流通シス 生体内の流通を確保するのに必要な血圧につい 沓沢智子 沓沢智子
テム（2） て、その意味、血圧の決定因子と調節機構を解説す （東海大学 （東海大学

6 血圧 る。今日血圧は一般的な生体情報となっており、高 教授） 教授）

血圧の意味と対策についても言及する。

〆

体内の流通シス 血液の組成および働きを解説する。細胞成分であ 北村聖 北村聖
テム（3） る赤血球・白血球：・血小板について、骨髄：における （東京大学 （東京大学

7 血液 幹細胞からの分化を解説し、その機能および障害に 教授） 教授）

ついて言及する。

〆

、

免疫反応は細菌やウィルスなど外敵から体を守る

だけでなく、移植片の拒絶反応や自己免疫疾患でも
身を守る 重要な働きを演じている。細胞の自己認識、他者排 北村聖 北村聖

／

8 除の機構、細胞性免疫と液性免疫の機序を解説し、

自己免疫疾患や免疫不全症候群などにも言及する。

換気・ガス交換に関わる呼吸器の構造と機能につ

息をする いて解説する。また血液の酸塩基平衡にかかわる呼 沓沢智子 沓沢智子
9 吸の役割を解説する。様々な呼吸器疾患が呼吸機能

のどこに障害を起こすのかにも言及する。

腎臓での尿の生成過程を、生体内の体液の調節の

トイレに行く 意義を含めて解説する。次いで尿の排泄について、 谷亀光則 谷亀　光則

10 尿意を感じ、排泄に至までの尿路の構造と機能を解

説する。

神経系が外部環境からの刺激に対し、即時的に反 深井喜代子 深井喜代子

見る・聞く・感 聴し、適応する過程を解説する。主に視覚、聴覚、 （岡山大学 （岡山大学

11 じる 体性感覚について、感覚器の構造と機能と神経系の 教授） 教授）

反応を取りあげる。

神経系の概要ならびに中枢神経系の構造と機能を

考える 解説し、中枢神経系における情報処理過程から、「考 深井喜代子 深井喜代子

12 える」ことを意識付ける。睡眠の生理や脳死にも言

及する。
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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）

骨格筋の運動における骨格と筋、関節の働き、な

13
動く らびに筋の構造と収縮のメカニズムについて解説す

驕Bさらに運動に伴う心肺系の反応と調節機構を解
山本真千子 山本真千子

即する。

内部環境の調節にホルモンがどのように関わって
ホルモン調節と いるかを、内分泌器官の構造を含あて解説する。ま 佐伯　由香 佐伯　由香

14 ストレス反応 た、常に個体が受けている刺激（ストレッサー）に

対する反応について概説する。

、　　　’

1～14回までに学習した内容が、日常生活に結び
ケアへの応用 ついたかどうかを問いかけ、各人の健康生活や子ど 菱沼　典子 菱沼典子

15 も、高齢者、病者の世話にどのように役立たすこと

ができるか、例を挙げて解説する。
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三
度

開
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共通科目
（自然系）

目
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， 1135104

三
冠

履
制

無
忌
数 2

科目名（メディア）＝ 疾病の回復を促進する薬（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）：川原
〔主任講師（現職名）：片野
〔主任講師（現職名）：仙波

礼子（東北大学教授）〕

由美（山形大学教授）〕

純一（放送大学教授）〕

講義概要

　　病気によって身体の正常な機能が障害されてしまった場合に，治療の一つどして薬物が使用される．薬物

　はいろいろな仕組みによって効果を発現し，身体を正常な状態にひきもどす・その一方，副作用として逆に

　身体に害になる作用をもたらすこともある．この講義では，薬物の働く仕組みだけでなく，薬物が医療の中

　でどのような役割を担っているか，また薬物がその有効な作用を発揮できるために医師・看護i師・薬剤師な
　どがどのように働いているかを学ぶ1この授業は，看護師学校養成所2年課程（通信制）に対応可能な科目とし

　ても作成されている．

授業の目標
　　疾病からの回復を促進する薬物について，その使用目的や作用機序に注目しながら，薬物についての一般

　的な知識と適切な使用法を学習する．また，そのために医療者が病院内でどのような働きをしているかにつ

　ても学ぶことになる．

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）

学習の進め方 この科目の目指すもの，学習の方法などについて 川原礼子 川原礼子
主任講師全員によって説明する． （東北大学 （東北大学

教授） 教授）

片野由美 片野由美
1 （山形大学 （山形大学

・教授） 教授）

仙波純一 仙波純一
（放送大学 （放送大学

教授） 教授）

薬理学総論（1） どんな薬でも用い方を誤ると毒にもなる．諸刃の 片野由美 片野由美
剣であって，クスリはリスクにもなるのである． （山形大学 （山形大学

薬の効果や副作用は，用量，投与経路，年齢，体 教授） 教授：）

2 質，薬剤の併用などによって異なる．薬を正しく

用いるために，まず薬理学の基本的な事項（毒薬，

劇薬，普通薬とは，麻薬，覚醒剤とは，薬理作用

に影響を与える因子など）について学ぶ．

薬理学総論（2） 薬理学総論（1）に引き続き，薬理学の基本的な 片野由美 片野由美
事項（薬物の投与経路，薬物と生体の相互作用， （山形大学 （山形大学

3 薬物の代謝など）について学ぶ． 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）

神経に作用する 神経系に作用する薬は薬物治療に非常に大切であ 中山貢一 中山貢一
薬：その基本機 る．その理由は第一に神経系は生命を維持するた （静岡県立 （静岡県立

序について めに必要な機能を巧みに調節する．第二に神経系 大学名誉教 大学名誉教
の情報は，多くの神経伝達物質が関わる化学・液 授） 授）

性シグナルとして隣の細胞に伝えられる．従って，

数多くの薬物が，例えば神経伝達物質の生合成や

4
分解および薬理学的受容体にそれぞれ特異的に作

果する．本講義では，中枢および末梢神経系全体

の構造と機能の概略を先ず学ぶ．さらに，神経機

能の基本単位であるニューロンやシナプス伝達の

基本過程とそれらに作用する薬物を幾つか取り上

げ，その薬理作用の基本機序を学ぶ。本講義では

いずれも代表的な薬物を取り上げ，その薬理作用
機序，適応および臨床上の注意事項について学ぶ．

末梢神経に作用 末梢神経は体性神経（運動神経と知覚神経）と自 中山貢一 中山貢一
する薬（喘息治 律神経（交感神経と副交感神経）より成り立つ． （静岡県立 （静岡県立
療薬を含む） 運動神経の興奮は骨格筋収縮をもたらす．一・方， 大学名誉教 大学名誉教

d一ツボクラリンなどの骨格筋弛緩薬がどのように 授） 授）

作用し，骨格筋の収縮を抑制するかを学ぶ．リド

カインなどの局所麻酔薬がなぜ知覚神経のうち痛

5 覚を伝導する神経をより選択的に抑制し，局所的

無痛を生じさせ，外科手術や診断・検査の目的に

使われるかについて学ぶ。広く医療に使われる交

無神経および副交感神経の興奮（作動）薬や遮断

（拮抗）薬についてその基本知識をまとめる．ま

た，気管支喘息の治療に使われる薬物についても
学ぶ．

中枢神経に作用 中枢神経系は脳と脊髄からなり，生命維持に重要 中山貢一 中山貢一
する薬 な情報の受け取りと記憶や学習を含む情報処理や （静岡県立 （静岡県立

判断を行うコントロールセンターである．本講義 大学名誉教 大学名誉教

では，神経機能を抑制することで作用する，モル 授） 授）

ヒネなどの麻薬性鎮痛薬，全身麻酔薬，催眠薬お

よび抗てんかん薬について学ぶ．さらに向精神薬

6 について精神抑制的に作用する統合失調症治療薬
や抗不安薬と精神賦活作用のある抗うつ薬などに

ついて学ぶ．また，記憶・学習の障害である認知 ＼

症などに使用される医薬，中枢神経に作用する日

常嗜好品であり，医薬との相互作用のあるカフェ

イン，アルコールおよびニコチンなどについても
基礎知識を学ぶ．

循環器系に作用 心血管系は循環系とも呼ばれ，心臓のポンプ機能 片野由美 片野由美
する薬 により血液を全身に送り，組織に酸素や栄養素を （山形大学 （山形大学

7
供給する．ポンプ機能の異常や血液の通路ともい 教授） 教授）

うべき血管の異常は，心不全，狭心症，不整脈，

高血圧などをもたらす。本講義では，これらの疾

患の病態生理とそれぞれの代表的治療薬（心不全

一一@16　2一



執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講／ t　名

（所属・職名） （所属・職名）

治療薬，狭心症治療薬，不整脈治療薬，高血圧治

療薬，高脂血症治療薬）を取り上げ，その薬理作

用機序，適応および副作用等の臨床上の注意事項
について学ぶ，、

血液に作用する 骨髄の造血幹細胞で作られる赤血球，白血球，血 片野由美 片野由美
薬 小板の機能について学ぶ．またこれらの機能異常 （山形大学 （山形大学

はどのような疾患をもたらすかを学び，それらの 教授） 教授）

8 疾患に用いられる代表的な薬物（貧血治療薬，血

液：凝固抑制薬と促進薬，血小板凝集抑制薬）を取

り上げ，その薬理作用機序，適：応および副作用等

の臨床上の注意事項について学ぶ．

内分泌系に作用 ホルモンにはペプチド・蛋白質ホルモン，アミン 渡邊泰秀 渡邊泰秀
する薬（1） 系ホルモン，ステロイドホルモン等がある．その （浜松医科 （浜松医科

ホルモンの種類，作用等を簡単に紹介した後，甲 大学教授） 大学教授）

状腺性ホルモン，ステロイドホルモン，性ホルモ
9 ンについて生理・病態生理とその治虚心について

学ぶ．本講義ではいずれも代表的な薬物を取り上

げ，その薬理作用機序，適応および副作用等の臨

床上の注意事項について学ぶ．

内分泌系に作用 糖代謝に関わるホルモンど糖尿病，腎臓の生理・ 渡邊泰秀 渡邊泰秀
する薬（2） 病態生理と腎臓のホルモンであるアルドステロ （浜松医科 （浜松医科

ン・バソプレッシンとその治療薬について学ぶ． 大学教授） 大学教授）

10 本講義ではいずれも代表的な薬物を取り上げ，そ

の薬理作用機序，適応および副作用等の臨床上の

注意事項について学ぶ．

抗炎症薬と化学 非ステロイド性抗炎症薬，抗菌薬，抗癌薬などの 渡邊泰秀 渡邊泰秀
療法 治療薬についてと多くの範囲にわたって学ぶ．非 （浜松医科 （浜松医科

ズデロイド性抗炎症薬については，非ステロイド 大学教授） 大学教授）

性抗炎症薬の薬理作用機序，適応および副作用等

の臨床上の注意事項について学ぶ．抗菌薬，抗癌
11 薬について，薬物の薬理作用の標的が細菌，ウイ

ルス，がん細胞となるため，他の薬物の薬理作用

と比較しながら，抗菌薬，抗癌薬の代表的な薬物

を取り上げ，その薬理作用機序，適応および臨床

上の注意事項について学ぶ．

消毒薬，外用薬 看護業務で使用する消毒液の種類や性質につい 川原礼子 川原礼子
て、病院のみならず施設や在宅という看護の場を （東北大学 （東北大学

視野に入れながら紹介する。また、外用薬につい 教授） 教授）

ては、皮膚科外用薬と眼科外用薬および関節痛な
12 どに使用する非ステロイド消炎鎮痛薬の経皮用剤

の種類、性質、適応疾患について紹介するが、皮

膚外用薬については老人施設や在宅ケアの場での

問題をも踏まえたものとする。 k
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

薬物中毒と救急 洗剤やタバコなどの家庭用薬品などを誤って摂取 仙波純一 仙波純一
医療 したり，故意に向精神薬などを大量服用したりす ．（放送大学 （放送大学

ることにより，薬物中毒症状が引き起こされる． 教授） 教授）

13 これはしばしば，症状が重篤となり，救急医療の

対象となる．この章では，よく見られる薬物中毒

の原因，引き起こされる症状や必要な処置法など
について述べる．

薬の安全な使用 薬が実際に使用される医療の場において、閑職 村井ユリ子 村井ユリ子
と薬剤師（1） 種が薬とどのような関わりをもっているのか、ま （東北大学 （東北大学

た、薬についてどのような問題があり、薬の有効 病院医療安 病院医療安
性を最大限に生かすためにどのような対策がとら 全推進三三 全推進室副

れているのかを2回にわたって論じる。 室長） 室長）

14 医薬品をめぐる問題には、大別して医薬品その

ものに起因する副作用と、誤った使用に起因する

事故があるが、まず前者に関して、それを早期発

見あるいは予防するための薬剤師の役割を中心
に、処方の疑義照会、副作用モニター，薬物動態
解析、薬剤管理指導などについて紹介する。

薬の安全な使用 前回に引き続き、医薬品をめぐる問題のうち、 村井ユリ子 村井ユリ子
と薬剤師（2） 誤った使用に起因する事故を中心に取り上げる。 （東北大学 （東北大学

病院内で医薬品はどのように使用されているの 病院医療安 病院医療安
15　’ か、病院内の医薬品使用のプロセスと医師・看護 全推進室副 全推進室副

師・薬剤師の関わり、および要注意薬について述 室長） 室長）

べ、事故を予防するための薬剤管理指導、注射剤
無菌調製など、薬剤師の業務を紹介する。
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＝　変化する地球環境（．‘04）＝＝（TV）

〔主任講師木村龍治（放送大学教授）〕

全体のねらい

グローバルな視点から地球の自然環境の仕組みを学習する。特に、自然環境の変化に着目して、変化のメカ

ニズム、時間スケールに対する理解を深める。単に大気環境だけでなく、宇宙、海洋、地球内部、生物の作
用など、大気環境を取り巻く世界にも目を向け、宇宙スケールから人間スケー一ny．，，．ルまで、自然界の構造とその

変化に関わる全体像を示す。

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）

1988年以来、地球環境問題が大きな社会問題になった。 木村　龍治 木村　龍治
特に「地球温暖化」に対しては、さまざまな議論を生み、 （放送大学 （放送大学

地球環境と調和する社会体制はどうあるべきか、という 教授） 教授）

1 地球：科学の視点
ような政治的な問題に発展している。しかし、・「地球温

g化」が気候の変化である以上、地球科学的な視点が欠
℃

かせない。地球科学的な視点で環境の変化の意味を検討

し、この講義全体のパースペクティブを示す。

太陽系の惑星ほ、ほとんど大気をもち、それぞれ、独

自の気象の営みがある。地球はそのひとつに過ぎない。

2
惑星の大気環境

比較惑星気象学の視点から、火星、金星、木星の大気環

ｫと地球の大気環境の違いを考察する。 同　　上 同　　上

地球環境は、非常に複雑な構造をもつが、地球から遠

く離れて地球を見ると、意外に簡単な物理環境にあり、

地球環境は安定な状態に保たれている。堆球が吸収する

3
宇宙から見た地
?ﾂ境

太陽放射エネルギーと、地球からの放射される赤外線の

Gネルギーのバランスで宇宙から見たときの地球の温

xが決まる。また、大気に温室効果気体が含まれるため

同　　上 同・上

に、宇宙から見た地球の温度と地表面温度との間に違い

が生じる。これが温室効果である。

大気と海水の循環によって、太陽放射による加熱の地域

差が再分配され、地球：が受ける太陽放射に大きな地域差

大気循環 があるにもかかわらず、気温は平滑化されている。この

4 ような熱の再配分に重要な役割を果たしている大気循 同　　上 同　　上

環の構造を学ぶ。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講’師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

大気は地球全体を覆い、かつ、グローバルによく撹搾さ

れている。一方、海洋は大陸によって仕切られているの

で、地域的な循環が卓越する。一方、全体の海水はひと

5 海水の循環
つながりになっているので、長期的には、グローバルに’海水が混合されている。海洋は、地球表層の貯熱演とし

木村龍治 木村龍治

て、気候の形成に大きな役割を果たしているのと同時

に、エルニーニョ現象を発生させて、異常気象をもたら

す。このような海水循環の構造を学ぶ。

地球環境の最大の特徴は、水が大気中で気相から液

相、固相に変化することであろう。そして、大気循環か

ら分離して、地上にもどる。すなわち、降水現象が生じ

る。これに伴い、潜熱が解放され、大気が加熱される。

6 水の循環 また、地球の大気層の半分は、常に、雲に覆われ、太陽 同　　上 同　　上

放射を反射するのと同時に、地球から宇宙に逃げる赤外

線を吸収する。雲と降水の特徴は、きわめてゆらぎが大

きいということである。そのメカニズムを学ぶ。

気候は地域によって大きく異なる。また、気候の変化

にも地域性がある。気候の地域性は、降水量と気温に支

配される。世界の気候区分は、主に植生によって分類さ

7 気候の形成
れるが、植生は降水量と気温による所が大きい。気温は

ﾜ度と高度によって変化する。降水量は大陸の配置や大
’同　　上 同　　上

気循環の構造に支配される。また、都市域には、都市独

特の局地的な気候がある。

生物の生活には、日変化、年変化などの環境の周期的

な変化に対応したリズムがある。一方で、誕生、成長、

8
地球環境のライ
tサイクル

成熟、死というような一過性のライフサイクルがある。

n球環境も、生物と同じように、周期的な変化と一過性

ﾌ変化が重なっている。ここでは、特に、約10万年周
同　　上 同　　上

期の氷期と間氷期の交代を取り上げ、そのメカニズムに

ついて考察する。

地球の最大の特色は、生物が発生し、多様に進化してき

たことである。過去の生物相は、従来、化石を基に再現

されてきたが、DNAの発見以来、　DNAの塩基配列の置
9 生物のいる惑星 換数を基に、生物の進化を論じられるようになった。生 同　　上 同　　上

物に進化に関する最近の考え方を紹介する。

生物の生存は環境の状態と密接に関連している。生物は

10

、環境変化と生態

n

進化の過程で、ある程度、環境に適応できる能力を獲得

ｵたが、限度を超えて環境が変化すると生物は絶滅す

驕Bここでは、深海熱水系、エルニーニョなどの環境適 同　　上 同　　上
応を例にして、．環境変化と生態系の応答との関係を学
ぶ。
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回 テ　一　マ
内　　　　　　　容　　　　　　　　　　　　メ

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 地球内部の変動

長い時間スケールでみると、地球内部も常に変化してい

驕B過去の変化を調べるためには、過去の時間を計るこ

ﾆが必要である。地質学は、地層の積み重なりや化石

ﾌ種類によって過去の年代を決定してきた。それに対し

ﾄ、地球：物理学的な手法で過去の年代を決定する方法が

J発され、地球内部の変動の様子がよく分かるようにな

ﾁた。同位体年代測定法や古地磁気学に基づいた絶対年『

繧ﾌデータが蓄積された結果、プレートテクトニクスの

T念が生まれたことを学ぶ。

o　　　　　　　　　　　　　　　㌔

ﾘ村龍治 木村龍治

12 地震と火山

日本列島は、プレートの沈み込み帯に形成された弧状列

№ﾅ、地震帯と火山帯の真上にある。日本列島の地表面

ﾌ環境は、地震と火山が作ったといっても過言ではない

ﾅあろう。一方、地震と火山噴火は大きな自然災害を生

ﾞので、その予測が強く望まれるが、現在では、成功し

ﾄいない。日本では避けることのできない地震と火山の

＜Jニズムを学ぶ。

　、

ｯ　　上 同　　上

13 日本の気象

@）

日本列島は、中緯度帯（温帯）に存在するが、英国やフ

宴塔Xに比較すれば低緯度にあり、亜熱帯気候と亜寒帯

C候の影響を受ける。また、ユーラシア大陸の東の端に

ﾊ置しているために、アジアモンスーンの影響も大き
｢。そのため、四季によって気象の支配要因が交代し、

l季の変化が顕著に現れる。このような日本の気象を特

･つける気象のメカニズムを学ぶ。

同　　上 　同　　上

_

14
大規模な気候の

ﾏ化

太陽活動はきわめて安定しているので、地球上には大規

ﾍな気候の変化は起こらないようにみえる。しかし、地

?¥層には、過去に大きな気候の変化があったことがわ

ｩっている。その原因は何だろうか。地球が吸収する太

z放射量を変化させる要因としては、雲が重要である。

ﾜた、大規模な火山噴火によって、大量の火山灰が成層

翌ﾜで吹き上げられ、日射を遮る。もうひとつの要因と

ｵて、海水の深層循環の変動がある。このような大規模

ﾈ気候変化を起こす要因について考察する。

　同　　上
A

同　　上

15
人為的な環境変

ｻ

　人口が増加し、人類の活動が活発になるにつれて、人

ﾞの存在が自然環境に与えるインパクトが次第に増加

ｵている。具体的には、2つの問題がある。ひとつは、
n表面の性状を人為的に変えることによって、自然の営

ﾝに影響を与えることである。都市、水田、砂漠の灌概、

_ムなどがその例である。もうひとつは、工業生産や日

岦ｶ活に伴う廃棄物を自然界に捨てることによって、大

C環境や水環境に影響を与えることである。一方で、人

H降雨など、人為的な気象の制御が試みられている。こ

ﾌような人間社会と自然環境の関係について学ぶ。

同　　上 同　　上
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＝＝’F宙とその歴史（‘04）＝＝（TV）

　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：杉本大一郎（放送大学教授）〕

　　　　　　　　　　　　　〔主任講二師：吉岡　一男（放送大学助教授）〕、

全体のねらい
　宇宙がどのように始まり、その中に天体が生まれ、天体や宇宙がどのように進化して現在われわれが見る物質世界が形成

されたかが・中心的テーマである。その進化は物理法則に支配されて起こったものであり、実証的自然科学の対象として論

じなければならない。この講義は自然科学の予備知識なしでも理解出来るようにするために、宇宙の始まりから現在までの

時間的経過に沿ってではなく、理解めしやすさの順序に沿って話を展開する。，この講義では、具体的な個々の天体の現象に

ついての解説よりも・そのようなことを探求することの意義と科学上の意味について考える。個々の天体や現象に関する最

新の詳しい情報については、対応する専門科目の講義を参照されたい。

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）

天動説でも惑星の運行は十分に正しく記述できた。それで

1
地動説がもたらし
ｽ科学

はコペルニクスからニュートンに至る地動説がもたらしたも

ﾌは何か。それは天体（惑星）が有限の距離に存在する実体
ｾということである。この天文学への距離概念の導入は、ニ

?[トンによる万有引力の発見と近代科学への道を開いた。

杉本　大一郎P（放送大学教

�j

杉本　大一郎

i放送大学教
�j

地上の力学法則と天上の法則が統一されたとも言える。

遠くの天体までの距離が測られるようになって、宇宙の天

体は階層構造をなして存在することが分かった。それらは、

2
宇宙の広がりと
V体の階層構造

小さいほうから言うと、惑星・恒星・星団・銀河・銀河団・

ｴ銀河団・宇宙である。それらの間には、銀河系内のガス雲、
同　　上 同　　上

銀河間ガスが淵漫している。

分光学の進歩によって、原子の種類を観測的に決めること

が出来るようになった。こうして天上の物質と地上の物質は

同じものであることが分かった。．さらに恒星の大気内で光の
3 宇宙の物質 スペクトル吸収線などが形成される様子の研究から、宇宙に 同　　上 同　　上

おける各元素の存在量が定量的に分かるようになった。こう
して夫上の物質と地上の物質も統一された。

宇宙の構造やそれぞれの天体1とついての情報は、それらか

宇宙からの情報の らの光、赤外線、電波、X線などの電磁波によってもたらさ 吉岡　一男 吉岡　一男
4

取得 れる。それらを受けてどのようにして情報を解読することが （放送大学助 （放送大学助

出来るかについて、基本法則に戻って論ずる。 教授） 教授）

殆どの恒星の中心部では原子核反応が起こっており、それ

5 星はなぜ光る
によって解放されるエネルギーによって恒星は光り続ける。

ｻのことは恒星の内部構造論と原子核物理学とを結合するこ 杉本大晶郎 杉本大一郎
とによって解明された。

恒星のもつ原子核エネルギーは有限だから、恒星は有限の
寿命を持つことになる。その寿命は殆どの恒星でほ宇宙の年

齢よりも短いから、恒星は常に誕生し、進化して、死んでい

6 進化する恒星 くことになる。恒星の内部で原子核反応が起こると、元素は 同　　上 同　　上
異なる種類のもめに転換される。こうして、宇宙における元

素の起源が説明され、物質世界の歴史が元素のレベルから天
体のレベルまで解明される。

星団の中の恒星と個々の恒星が千億個ほど集まって1つの

銀河を構成する。宇宙の歴史においては、宇宙の中で銀河が

7 銀河の世界
誕生し、銀河の内部でそのような星団と恒星が誕生した。銀

ﾍどうしが衝突して合体したり、星が爆発的に誕生したり、 同　　上 同　　上

巨大ブラックホールが形成されたりして、銀河は進化した。

そして激しい活動をする銀河も観測される。

一168一



回 テ　一　マ、 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
i所属・職名）

放送担当
@講師名
i所属・職名）

8
銀河で探る宇宙の

c張

　遠くの銀河のスペクトルを調べると、銀河はわれわれからの距離に比例する速さで遠ざかっていることが分かる。宇宙という空間が膨張していて、銀河がその空間に乗っているの

ﾅある。光の速さで銀河が遠ざかるところが、宇宙の果てに
ﾎ応する。

杉本　大一郎 杉本　大一郎

9 宇宙と相対性理論

　宇宙全体というか、大局的な宇宙を論ずる物理学は一般相

ﾎ性理論である。それによって、光の速さに近い運動や、重

ﾍ（万有引力）による空間の曲がりとそこを伝播する光など

�_ずることができる。こうして、無限に広がっているかの

ｲとくに思われる宇宙全体も、きちんとした物理学の形式に
ﾌせて取扱うことができる。

同　　上 同　　上

10
宇宙の始まりと進

ｻ

　宇宙が膨張しているのなら、それを過去に向かって遡れば、

F宙の物質＝エネルギーが狭い空間に閉じ込められていた時
縺Aすなわち宇宙め始まりの時期があったはずである。その

謔､な時期の存在は、どのようにして実証科学の対象として

_ずることができるのであろうか。宇宙背景放射や宇宙の大
K模構造と関連させて考える。

同　　上 同　　上

11
光と赤外線による
F宙の観測　　　　　　ド

　前回までに述べた宇宙の構造と進化は、観測と物理法則に

薰ﾃいて論じられる。光と赤外線による観測は精密な情報を

^え、すべての観測の基本となるだけでなく、豊富な情報を
^える。現代の精密科学的観測の到達点を見る。

吉岡　　一男 吉岡　一男

12
電波による宇宙の

ﾏ測

　電波で観測すると、天体は光で見たのとは異なる側面を見
ｹる。それは宇宙の低温の部分であったり、逆に高エネルギー電子の関わる激しく活動する部分であったりする。電波干

ﾂ計の方法によって、光による観測を凌駕する高分解能が達

ｬされ、宇宙の果てに近い銀河の構造も分かる。

同　　上 同　　上

13
X線やガンマ線に
謔驩F宙の観測

　X線で観測すると、天体の100万度を超える超高温の現象
ｪ観測される。そのような超高温は中性子星やブラックホー

汲ﾈど、重力が一般相対性理論で扱わなければならないほど

ﾉめて強い天体と共にある。また超銀河団の空間にある高温
Kスも観測され、宇宙論にもつながる。

同　　上 同　　上

14
電磁波以外の手段
ﾉよる宇宙の観測

　宇宙の観測は、電波からガンマ線までの電磁波によるもの

ﾈ外の手段を用いてもなされている。たとえば宇宙線は、陽

q等の素粒子が、超新星残骸や活動銀河核などで高エネルギ

[に加速されたものである。また、透過力の強いニュートリ

mは、太陽や超新星の中心部の情報を直接与えてくれる。ま

ｾ検出されてはいないが、さらに透過力の強い重力波は、宇
?ﾌ奥深くの情報を与えてくれるものと期待されている。

同　　上 同　　上

15 天文学の理論

　天文学では物理パラメターが実験室の範囲を大きく超えた

ﾉ限的な状況が現れるので、理論の果たす役割は大きい。そ

ｱで重要なのは、自分自身の重力による非線形相互作用で、

ｻれによって天体の形態や構造が自発的に形成され、進化と

｢う現象が起こる。天文学の範囲内では、相互作用が重力（万

L引力）という数学的に単純な数式で記述されるので、そのよ

､なシステムでも、コンピュータを用いて定量的に解くこと

ｪできる。このような視点は、より複雑な非線形システムへ

ﾆ理解を進めていくためめ模範になりうるであろう。

杉本　大一郎 杉本大一郎
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＝宇宙像の変遷と科学（‘04）＝＝（TV）

〔主任講師：二間瀬敏史（東北大学大学院教授）〕
〔主任講師：中村　　士（元国立天文台助教授：）〕

全体のねらい
　宇宙に対する見方を体系化した学問である天文学、宇宙論は人類文明の発祥と共に生まれ発達した最も古い学問の1つで

ある。その歴史には現代科学の方法や思考の基礎となっている様々なアイデアがちりばめられている。また近年は宇宙論が

他の科学へ影響を及ぼすことも少なくない。本講座ではそれらを時代を追って説明すると共に、現代の天文学・宇宙観にど

う連なっているかを見てゆく予定である。

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

古代の宇宙観（1）

Gジプト・メソポタ
~ア・中国・インド

　人類史上において、世界観・宇宙観がどのようにして誕生
ｵたかについてまず概観する。ついで、最も古く天文学が発

Bした満ジプト、メソポタミアの天文学について紹介し、中
早Aインドの古代宇宙観の特質にも触れる。

中村　　　士

i元国立天文
苡赴ｳ授）

中村　　　士

i元国立天文
苡赴ｳ授）

2
古代の宇宙観（2）

Mリシアと天動説

　現代の天文学、宇宙論の源は古代ギリシアにある。そして

ｻれはアレキサンドリアで精密科学としての基本的性格を発
Wさせた。古代ギリシアの自由な学問的伝統の中で、天動説・

n動説などさまざまな理論が展開された。それらの理論の特
･を比較し、現代天文学との関係について述べる。

同　　上 同　　上

3
中世の宇宙観から
泣lサンスへ

　ギリシア・ローマ世界が没落して後、ヨーロッパの中世ラ

eン世界ではキリスト教会の権威とアリストテレス思想が世
ﾌ中を支配し、古代の華々しい天文学の成果は西欧では忘れ

獅轤黷ｽ。しかし、アラビア・イスラムの人々は古代ギリシ
A語の文献をアラビア語に翻訳し、ギリシア天文学の伝統を

ｭ展・継承させた。・この2つの世界を対比させて紹介する。

同　　上 同　　上

4
コペルニクス革命
ﾆ地動説＿

　やがてヨーロッパの人々は、優れたアラビア天文学はギリ

Vア科学が元になっていたことを知った。中世アリストテレ
X思想の呪縛から人々を解き放って、近代科学発展の糸口を
ｦしたのがコペルニクスの太陽中心説であり、自転する大地

ﾆいう考え方である。しかしコペルニクス説が皆に受け入れ
轤黷驍ﾜでには半世紀近い年月が必要だった。

同　　上 同　　上

5
精密観測と熟考の
ｬ果：テイコとケプ

堰[

　テイコとケプラーという2人の巨人が協力して明らかにし
ｽ惑星運動の統』的解明は、近世天文学誕生の出発点となつΨた。改良した観測装置で精密なデータを取得し、それを体系

ｻして法則を見つけるという近代科学の方法論は既に明確に

ｻれている。この過程とテイコや観測装置を関連させて見て
艪ｱう。

同　　上 同　　上

6

宇宙像の拡大：望遠

ｾの発明と万有引
ﾍの法則の発見ノ

　17世紀に入ると、私達の宇宙像はそれまでに比べ2つの面

ﾅ大幅に拡大した。1回忌望遠鏡の発明で、肉眼で見ることの

ﾅきなかった遠方の世界を調べることを可能にした。もう1

ﾂは、ニュートンによる運動法則及び万有引力の法則の発見

ﾅある。これによって、宇宙の万物の振舞いは重力の法則で
�ﾟできるという、ニュートンカ学的宇宙観が広まった。

同　　上

　　　　一

ｯ　　上

7
地動説の検証から

P星天文学の誕生

ﾖ

　地動説を確かめる最も重要な証拠は、星の年周視差を検出

ｷることであると考えられた。そして年周視差検出の努力の

ﾟ程で、天文学者の関心は太陽系を離れて恒星の世界まで拡

Zしてゆき、星は太陽と同じ天体であるとする考えが一般化

ｵた。恒星天文学の誕生はまた、望遠鏡、天文時計、天文台

嚼ﾝ、写真術の発達とも関係が深い点について述べよう。

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　飾　名

一

（所属・職名） （所属・職名）

20世紀に入って銀河系の大きさやアンドロメダ銀河など他

の銀河までの距離が測定できるようになった結果、それまで 二間瀬　敏史 二間瀬　敏史

8
星の世界から銀河 の考えていた宇宙の広がりが一変した。この状況を当時の時 （東北大学大 （東北大学大
の世界へ 代背景とともに述べる。 学院教授） 学院教授）

現代宇宙論の最も重要な・観測的な基礎の一つである宇宙膨

張の発見と、アインシュタインに一般相対性理論にもとつい

9 宇宙膨張の発見
てアインシュタインが考えた宇宙のモデルについて述べる。

同’上 同　　上

宇宙が超高温度、超高密度の状態から爆発的始まったとい
／

うビッグバン宇宙論の誕生と、それにかかわった科学者たち

10
ビッグバン宇宙論

ﾌ誕生
観測による検証にづいて述べる。 同　　上 同　　上

宇宙には暗黒物質、暗黒エネルギーと呼ばれる正体不明の

11
暗黒物質と暗黒等
lルギーが握る宇

物質やエネルギーが存在する。そしてこれらは宇宙の未来の
pの鍵を握っている。これについての観測的証拠と現在の観　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

同　　上 同　　上

宙の未来 測結果について述べる。

星の光がなくても宇宙は光で満ちている。この光は宇宙の

初期から存在していて宇宙背景輻射と呼ばれる。この宇宙背

12
宇宙背景輻射とそ
ﾌ揺らぎ

景輻射は宇宙の歴史を解明する鍵である。この観測と銀河、

竕ﾍの集団である銀河団などの構造の形成について述べる。
同　　上 同　　上

宇宙背景輻射の存在は宇宙初期について様々のことを教え

てくれる。とくに初期宇宙では一見無関係に見える宇宙とミ

13
ミクロの物理とマ
Nロの宇宙の関係

クロな物理学である素粒子物理学との関係が重要になる。ζ．

黷ﾉついて述べる。
同　　上 同　　上

宇宙膨張と宇宙背景輻射の存在は宇宙の初めが特異な状態

であったことを意味する。この状態では現在の物理学の破綻

14
宇宙論が突きつけ
髟ｨ理学の破綻

する。この破綻を救う新たな物理学は時間、空間、物質の創

｢をも記述できると考えられている。これについて述べる。
同　　上 同　　上

時間は未来にしか進まない。この常識は一見何の関係もな

い宇宙の膨張と実は深い関係にある。これについて延べる。

15 宇宙と時間
タイムマシンの研究についても述べる。 同　　上 同　　上

一一
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科目名〆（メディア）＝＝ 惑星地球の進化（‘07）：＝（TV）

〔主任講師（現職名）：松本
〔主任、講師（現職名）．：浦辺

〔主任講師（現職名）：田近

良　　（東京大学大学院教授）　〕

徹郎（東京大学大学院教授）　〕

英一（東京大学大学院助教授）〕

講義概要

　　地球は火星や金星などと同じ太陽系の一つの惑星ですが、豊かな水ゐ存在と生命活動が他の惑星

　との違いを際立たせています。しかし長い時間軸で見ると、地球環境はいつも穏やかだった訳では

　ありません。地球は太陽エネルギーや潮汐などの外因エネルギーと地球内部の放射性核種の壊変に
　由来する内因エネルギv・一・一・・によって駆動されるシステムであり、これらのエネルギーやその他の原因

　（小天体の衝突など）により惑星地球はダイナミックに進化・変動してきました。一本講義では、

知識の網羅ではなく、ダイナミジクな地球を理解する上で特に重要な項目について詳しく解説しま

す。　身近な地質現象の観察を手がかりとして、地球の成り立ちと進化について理解し、地球との

共生について考えることを講義の目標とします。

授業の目標

　　講義は3づ）の章から構成されます。第1章「惑星地球の形成とダイナミクス」では、惑星地球の

　形成や地球の構成、地球を駆動するエネルギーについての解説を通じて、地球のダイナミクスを理

解します。第2章「惑星地球システムを構成するもの」では、岩石、地層、化石から地球史を解読

　する方法を学びます。第3章「地球の変動と進化」では、生物の絶滅や劇的な環境変動に関する最

新の成果から、地球変動のメカニズムを知り、資源や環境、地球の近未来について考えます。

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）

第1章　　惑星地球の形成とダイナミクス

自分の地球観を 講義が目指すもの、講＝義全体の構成、および学生諸 松本　良 松本　良
持とう 君に望む事柄について説明する。人類社会と地球、 浦辺徹郎 浦辺徹郎

1
環境問題、資源の問題、生物多様性の問題、持続的 田近英一 田近英一
発展をテーマに、今日地球と人類が抱える課題につ
いて問題提起する。・

太陽系と惑星地 地球と太陽系内の他の惑星との比較を通じ、それら 田近英一 田近英一
球の形成 の共通点や違いを：明らかにすることによって、惑星

地球の特徴を理解する。また、太陽系の形成過程を
2 概観し、地球がどのように誕生したのかを理解する。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容　　　一 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

地球環境の形成 地球環境は太陽からのエネルギーと大気の温室効果 田近英一 田近英一
と進化 によって支えられている。地球史を通じて温暖な地

球環境が維持されるためには、大気の進化が重要で
3

あった。大気中の酸素は生物起源であり、地球史半

ばに酸素濃度が増加したらしい。これらのことを紹
介する。

固体地球の成立 惑星地球は、主として内因的エネルギーによる熱、 浦辺徹郎 浦辺徹郎
と分化 圧力、マグマ活動などさまざまな要因で成層構造を

持ち、分化して行く。また、大陸と海の区別ができ、
4 地球の原型が形成される。そのような成層構造をい

かにして調べるのか、大陸と海の違いは何かを紹介
する。

地球内部ダイナ 現在の固体地球：は内因的エネルギーに支えられてダ 浦辺徹郎 浦辺徹郎
ミクス イナミックに活動している。現在の地球の営みを規

虚しているのはプレートテクトニクスで、この理論
5 により、それまで分からなかったさまざまな現象を

統一的に理解することが出来るようになった。

第2章　　惑星地球を構成するもの

地球：のサブシス 地球システム全体を考えた時、質量では固体地球が 浦辺徹郎 浦辺徹郎
テムの成立 99％をしめるが、ものの“流れ”の大きさを比べる

と気圏、水圏、生物圏といったサブシステムの重要
6 性が浮かび上がってくる。これらのサブシステム間

の相互作用が、現在の地球を駆動している事を学ぶ。

へ

熱水活動と鉱物 プレートの拡大境界／収束境界に多くのマグマ活動 浦辺徹郎 浦辺徹郎
資源の生成 が集中している。その熱は、地殻中に熱水循環を引

き起こす。この熱水活動は、重金属で代表される鉱
7 物資源の生成のほか、地下生物圏のエネルギー源と

なるなど、新たな地球像を見せようどしている。

堆積岩はどこで 固体地球の最外郭は堆積岩で覆われる。堆積岩は、 松本　良 松本　良
出来たのか？ 河床やデルタ、大陸斜面から深海底と様々な環境で

形成され、それぞれ特徴的な構造や組成を持つ。野
8 外での観察を通じて堆積岩がどのような環境で形成

されたか判定する手法を学ぶ。

海洋環境と深海 氷床の発達による海水準の低下、深層水の循環、海 松本　良’ 松本　良
堆積物 洋の成層構造の発達など、海洋の物理的、化学的進

化と変動は、地球環境を大きく変える。一方、地球
9 表層環境の変動は深海堆積物によく記録される◎深

海掘削コアを例に、深海堆積物の特徴と海洋環境の
変動について解説する。
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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）

地球史の編年　　　　㌧ 生物の進化に基づく生層序、古地磁気や海水の組成 松本　良 松本　良

変動など、全地球的に同時に変動する現象を手がか’

りとして、遠く離れた場所の地層の新旧の関係が明
10 　　　＼轤ｩにされる。一方、放射性元素の壊変を利用して

数値年代を知る事ができる。これらに基づき詳細な

地球史が編まれてきた。

第3章　　惑星地球の変動と進化

生物の大量絶滅 5億4千万年以降の強盛代において生物は5回大量 松本　良 松本、良

絶滅という危機を経験：した。大量絶滅の要因として

は、天体衝突のほか、寒冷化、海水面の低下、海洋
11 の貧酸素化など、様々なモデルが提案されている。

最近の研究成果から、地球表層環境の劇的変動と生

物の大量絶滅について学ぶ。

地球表層環；境の 地球史において、・暖かい時代（温室期）と寒い時代 田近英一 田近英一
変動 （氷室期）が数億年の周期でくりかえされたことが

堆積物に記録されている。こうした長期的な環境変
12 動の要因について考察する。また、氷室期に見られ

る短周期の氷期一間氷期サイクルを、炭酸塩の酸素

同位体組成の変動から解読する。

並々凍結イベン 最近の研究によって、地球全体が凍結するという破 田近英一 田近英一
トと地球環境の 局的な環境変動が過去に何度か生じたらしいことが

安定性 分かってきた。この全高凍結（スノーボールアース）
13 仮説について紹介し、地球環境の安定性について考

える。

メタンハイドレ メタンガスと水から成るメタンハイドレートが堆積 松本　良 松本　良

一ト：環境と資 壷中に大量に存在する。メタンハイドレートが分解

源へのインパク すると海洋の貧酸素化を促進し生物圏に致命的な影
14 ト 響を与える。将来のエネルギー資源としても期待さ

れるメタンハイドレートについて考える。

惑星地球と人類 講義の締めくくりとして、人類と地球の共生につい 松本　良 松本　良

社会の共生 て考える。人類が登場してほんの100万年前どの間 浦辺徹郎 浦辺徹郎
に、人類活動の影響は拡大し、直接地球：環境の変動 田近英一 田近英一

15 に介入するようになってきた。46億年の地球進化の

なかで、人類はいかに地球との共生を図れるのか、
考えよう。

r
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＝　実験科学とその方法（‘06）＝（TV）

〔主任講師（現職名）　濱田嘉昭（放送大学教授）〕
〔主任講師（現職名）　菊山宗弘（新潟大学教授）〕

全体のねらい

自然科学は人間の行う知的活動の一つであり、現実に生起している自然現象を観察に基づく経験：や実験：

によって得られた結果を整理し、複雑な現象の中から一定の規則を見出し、それらを総合して法則や原

理を導き出し、さらにそれらを統合してより基本的な法則を見出そうとする。このようにして得られた

法則からは、物質世界の示すべき現象の予測が可能になる。これを技術と結びつければ、新しい性質を

示す物質や装置を創造することもできるようになる。一方では、自然現象の整理の仕方を間違たり相応

しくない方法を適用すると、間違った結論を導き出す可能性もある。本講義では自然科学の考え方、観

察や実験を行う際の基本的に重要な項目について考えることにする。また、情報を収集し、論文にまと

め、発表する方法についても考える。最後に自然科学は専門家のものだけではなく、すべての人々が関

心をもつべき事柄であることを強調したいごこれによって、現在の私たちが直面する三三問題などに正

しく対処できるようになると考えるからである。

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）

実験・観察によ 自然科学がどのように発展してきたのか、何を探求 濱田　嘉昭 濱田　嘉昭

る自然現象の探 の対象として何を対象としないのか、他の学問分野

求 との関係はどのようになっているのかなどを考え 菊山　宗弘
1

る。現在の自然科学の現状について考える。実験：と

理論、シミュレーションの関係について考える。

自然科学の戦 さまざまな自然現象は一見複雑に、あるいはばらば 菊山　宗弘 菊山　宗弘

略・戦術
らに生起しているように見えるが、一定の規則に従　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

ﾁている。すなわち法則性がある。法則がわかれば 濱田　嘉昭

予測も可能となる。また、複数の法則を分析するこ

とにより、より基本的な法則を導くこともできよう。
2 一方で、法則の適用限界をはっきりさせておくこと

は、法則の誤った適用を避けるためにも重要な要件

である。実験：や観測から、科学的法則を導き出す過

程を説明する。

自然科学の領域 自然科学は五感で捉えられる範囲の自然現象を対象 菊山　宗弘 菊山　宗弘

の拡大 として発達してきた。しかし、自然現象はわれわれ

の感覚を越えた広大な領域でも生起している。これ 濱田嘉昭
らを考察の対象とするには、実験・観察する道具・

装置を開発する必要がある。また、物事を統一的に

3 解釈する理論をもつ必要がある。日常、目で見たり

手で触れられる物質・物体の運動を理解するには、

それらの物質の性質との関係を知ることが重要であ

る。いくつかの例を示しながら、マクロとミクロの

視点の重要性を述べる。
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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）

測定結果から何 測定や観察をすれば、何らかの結果が得られる。こ 濱田嘉昭 濱田　嘉昭
を引き出すか の観測事実はそのまま、自然現象の示す真の姿であ

ると言えるであろうか。事実と真実との関係を考え 菊山　宗弘
る。また通常、観察や実験の結果は数値として得ら

4 れるが、それにはさまざまな要因による誤差が含ま

れている。測定結果の数値的処理を正しく行わない

と、間違った結論を引き出す可能性もある。実験精
度と確度について考察する。

自然科学におけ 実験結果は何らかの誤差を伴う。そのために統計的 林　　譲i 林　　譲
る評価と判断、 〆な考察をして実験の確からしさと誤差の範囲を決め
予測、 る。また、一定の法則が得られたならば、それ1こ基 濱田　嘉昭

5
ついて、新たな条件下での実験や観測の結果を予測
することになる。統計や確率の基本的な考え方、扱

い方を述べる。相関によって原因と結果を結びつけ
る際の注意点を学ぶ。

自然現象の整理 実験や観察の結果から一定の法則が得られたなら 濱田　嘉昭 濱田　嘉昭
ば、それらの法則をより基本的で統一的な原理にま

で統合する必要がある。場合によると数理理論とし 菊山　宗弘
6 てまとめる必要があろう。この統合化のプロセスと

方法について考える。また、数式による表現がどう

いう意義を持つのかについても考える。 ∫

情報の蓄積と収 新たな疑問や質問が生じ、実験や観察あるいは調査 菊山　宗弘 菊山　宗弘
集 をする場合、その問題あるいは関連する問題に関し

て、既に研究がなされているか、どのような結論が 濱田　嘉昭

得られているのかを事前に調査する必要がある。す
7 なわち、情報の収集である。また、自分の研究経過

あるいは結果もデータとして蓄積する必要があろ
う。有用な情報をどのようにして得るか、活用する

かについて考察する。

発表と討論 科学研究の結果は何らかの公的な場で発表し、批判 菊山　宗弘 菊山　宗弘
や支持を得る必要がある。そのためには、その目的
に適したプロセスや技術などが必要である。学習結 濱田　嘉昭

8 果や卒業研究のまとめと肇表にも同様のことが期待

される。研究のまとめ方、発表の仕方、討論の仕方
について述べる。

ノ

論文のまとめ方 実験や観察の研究結果から何らかの有益な知見が得 菊山　宗弘 菊山　宗弘
られたなら、報告書や論文としてまとめ、公開する

必要がある。この場合、研究の背景、方法、結論を 濱田　嘉昭

9 得た筋道とその推移の妥当性、関連する現象と対比、

問題点の考察などを、読者にわかるような表現で要

領良く書く必要がある。これらについて考察する。
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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）　　＼

未来をつくる科 物質と色の関係は古代からの興味の対象であった。 時田　澄男 時田　澄男

学一色素化学 そして、現在でもさまざまな色を作り出すことに向

の場合一 けて多くの研究がなされている。特定の色をもつ新 濱田　嘉昭

しい有機化合物を開発する場合に、理論計算が有力

10 な導きとなりうる。実験と計算の融合の例として色

素化学を取り上げ、色に関するいくつかの例を紹介
する。

未来をつくる科 観測・計測技術の発達によって自然科学の研究対象 小早川　達 小早川　達

学一脳科学の の拡大と深化が行われてきた。科学の進展がさらに
場合・ 新たな技術を生む。この例として脳科学の場合を考 濱田　嘉昭

えた。脳機能のうち、味覚や嗅覚を取り上げ、従来
11 の心理学的な手法を組み合わせ、どのような知見が

得られつつあるかを紹介する。

未来をつくる科 21世紀は生命科学が最も発達する時代と考えられ 帯刀　益夫 帯刀　益夫

学一細胞生物 ている。生命科学においては、化学物質としての分

学、分子生物学 子のレベルと、生命の最小単位としての細胞レベル 濱田　嘉昭

の場合・ とを統合的に考察し、扱うことが重要である。発生・

12
分化・癌化などのプロセスで細胞が自らの運命をど

のように決定・変換するかの実験について解説する。

従来のグローバルな生物学的観点から、ミクロの物

質の構成的な観点から生命を考えて見たい。

一

科学を育てる教 理科離れが現代の大きな問題になっている。市民が 濱田　嘉昭 濱田　嘉昭
育 科学の成果を共有し、また次世代の科学を育てるた

’めにも、年少期からの教育、特に実験・観察するこ 土井康作 ゲスト：

とが重要である。科学への眼はどのように開かれる 土井康作
13 のか、あるいは科学・技術教育はどのようになされ

るのかについて考察する。科学的視点・論理的考察

は自然科学だけに適用されるものではない。広く社

会生活の中での科学的視点の重要性を述べたい。

科学的批判一 自然環境問題は人類の生き残りと発展の可能性とを 濱田　嘉昭 濱田　嘉昭

科学ジャーナリ かけた問題と捉えられている。この問題の解決には

ズムの役割一 自然科学の基礎的な研究と技術に関する専門家の活 ゲスト：

動は欠かせない。一方で、環境問題の解決には自然 青野友里
科学的な側面だけでなく、政治・経済・社会のさま

14 ざまな要因が関係している。そして、その解決には

市民一般の合意や行動が不可欠である。その際、科

学の動向や科学政策を正しくわかりやすく伝えるこ

とが重要である。科学ジャーナリズムの役割につい

て考える。
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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）

市民としての科 現代の文明社会では科学・技術が急速かっ広範囲に 濱田　嘉昭 濱田　嘉昭
学・ 発展している。そして、市民生活にはその結果が直

接的に関係している。本来、人類の豊かな生活のた 菊山宗弘 菊山　宗弘

めに開発された新機能物質や装置が逆効果をもたら

15
すこともある。この逆効果は、使用者の無理解や誤

�ﾉよる場合もある。したがって、現代の文明を生

ゲスト：

ｷ尾　明美

きる市民には、科学や技術の正しい理解が求められ 垣谷　江里

ることになる。生涯学習の観点から市民としての科 子

学について考察する。
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＝　物質の科学と先端技術（‘04）＝（TV）

秀
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〔
〔
〔

（日本大学大学院教授）〕
（放　送　大　学　教　授）〕

（東レ経営研究所特別研究員）〕

全体のねらい

　21世紀社会のキーワー’一・・’ドは、新知識の創造、環境調和、生活文化の創造で表現される。20世紀の科

学技術の進歩発展のあと、21世紀社会がさらに発展を遂げるには、環境保全・資源エネルギー制約の中
で、これまでの科学技術知識を土台にしながら、新な知識を探求せねばならない。一方、成熟した社会

にあって、高度な先端技術が支える安全で安心のできる豊かな文化社会の構築が求められている。新た

な文明を形成する要素となるさまざまな先端技術開発の最前線から、その基盤となる物質と材料がもつ

機能と科学について学習する。最初の2回を現代社会と物質観の学習にあて、3－5回を新知識創造の
要素である情報技術に、6一一11回を環境調和の視点で、また12一一15回を新文化の創造を軸に学習し・

最後に全体を総括する。　　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）

21世紀の社会と先 新知識の創造、環境調和、生活文化を支える科学技術の役割

1

端技術 を明らかにし、そのキーを握る技術要素が物質・材料である

ｱとを知る
岩村　　　秀

i日本大学大

岩村　　　秀

i目本大学大
学院教授） 学院教授）

先端技術の要素と 現在の先端技術を支える物質・材料の科学のフロンティアを

物質 紹介する

2 同　　上 同　　上

情報量の増大を支 情報化社会のキーとなる記憶・記録材料に焦点をあて、その

える記憶・記録材料 増大するニーズに応えるLSI，磁気メモリー、光メモリーなど 飯田、　汎 飯田　　汎
とデバイス技術 各種材料を取り巻く物質の科学を概観し、記憶・記録材料の未 （東レ経営研 （東レ経営研

3 来を展望する。 究所特別研 究所特別研
究員） 究員）

情報通信技術を支 ネット社会の基盤を形成する情報通信技術の最前線を理解す

える材料の科学 るとともに、同技術めキーファクターとなる材料の科学を概 雀部　博之 雀部　博之
4 観する。　　　　　　　　　　　　　　　伊 （千歳科学技 （千歳科学技

術大学学長） 術大学学長）

電子ディスプレイ マン・マシンインターフェイスの情報交換に不可欠なキーデ

デバイスの発展と バイス電子ディスプレイである液晶、プラズマ、有機EL各

材料の科学 ディスプレイそれぞれの特徴とともに、表示材料としての原 飯田　　汎 飯田　　汎
5 理と物質の持つ機能を理解し、未来の表示素子のあり方を学

習する。
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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）

鉄鋼材料の発展と 構造材料として長い歴史を有する鉄鋼はいま、超高強力鋼と
先端技術 して新たな期待を担っており、鉄鋼の歴史と材料としての科

6 学を学習し、’鉄鋼材料研究の最前線から、構造材料の将来を 飯田　　汎 飯田　　汎
知る。

有機高分子材料の 合成高分子誕生の歴史と特徴を知り、ポリプロピレン製造技

’発展と環境への適 術の発展とともにプラスチック材料と環境・資源問題の意義

7
合 を学ぶ。また工業用プラスチックの寿命延長と耐熱性向上の

ﾛ題について学習し、次世代高分子材料のパラダ才ムを明ら
ノ同　　上 同　　上

かにする。

材料の製造とプロ 社会が必要とするイノベーションにはさまざまな型がある

セスイノベーショ が、ここでは革新的なプロセス開発に焦点をあてて、その意 東　　　千秋 東　　　千秋
8 ン 義を学習する。

（放送大学教 （放送大学教
授） 授）

）

物質の分離と先端 資源から純物質の分離、高純度物質の機能の利用、機能分離
技術の開発 膜と超純水など先端技術に密接不可分となっている分離技術

9
は、資源循環型社会においての重要性が大きいことを学習す 飯田　　汎 飯田　　汎
る。

エネルギー技術と 技術三要素の一であるエネルギー技術の変遷と現代の石油資
物質 源依存から次世代へのエネルギーシステムにむけた新エネル

10
ギー開発の意義を各種クリーンエネルギーである太陽電池、

R料電池，メタノールなどを通じて学習する。
東　　千秋 東　　千秋

センサ技術と物質 さまざまな先端技術を工業化するうえでセンサーの役割と重
要性は欠かせない。物理、化学、生物センサーなど刺激量の

11
区分に応じて呼称されるセンサーはまた、物質・材料面からも

謨ｪされるなど、その多様性の多さと意義について学習する。
雀部　博之 雀部博之

ゲノム科学と社会 20世紀半ば以降になって明らかにされた遺伝子の本質DNA．
生活 の構造解明や遺伝子i操作の開発によるバイオテクノロジーの

発展の様子を理解する，

12 20世紀末になって急速に進展したグノム解析の意義を学習 飯田　　汎 飯田　　汎
し、21世紀の今ポストゲノムとして進行するさまざまな先端

科学技術の進歩の様子を物質としてのゲノムの本質とともに
学習する。

先端医療を支える 細胞は生命の基本単位を担う構成物質である。その細胞を培

組織工学最前線 養し、組織化して、病気やケガで損傷した人間の体を再生し

13 て修復する組織工学の最前線を展望する。 東　　千秋 ’東　　千秋

＼
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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

産業の扉を開くナ

mテクノロジーと
ﾞ料革命

21世紀の基幹科学技術ナノテクノロジーの全貌を電子、化学、

@械、バイオなど分野横断的な視点から概観し、ナノマテリ

Aルの展開を通じて、それをめぐる科学技術の理解と産業へ
ﾌ展開の可能性を知る。

飯田　　汎 飯田　　汎

15

21世紀社会をリー

hするグリーンケ
~ストリーと新科
wのフロンティア

21世紀環境調和社会をめぐって物質の製造プロセスのあり方

ｪ問われる。環境負荷を低減するグリーンケミストリーの意

`を理解するとともに、21世紀型の物質観を新化学のフロン
eィアから学ぶ。

岩村　　秀 岩村　　秀

一1　8　1　一一一



事務局

記載高
羽
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

基礎科目 目
ド

科
ひ 1135503

三
編

履
制

無
二
数 2

科目名（メディア）＝　数学再入門（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名） 長岡　亮介（放送大学教授）〕

講義概要

　小学校の中学年以下では算数は体育と並んで人気科目であるという。それが中学、高校へと進むに連れ

て「苦手」や「嫌い」な人が増えてくるという。確かに「数学はいったん分からなくなるとその先が続か

ない」という科目である。その内容が理解できない抽象的な議論の《理解という名の暗記》を‘勉めて強い’

られたなら確かに数学の学習は苦痛でしかないだろう。　「一体数学は何に役立っのか？」という問はしば

しばこのような苦痛体験と重なっている。

　数学が分からなくなるには、いろいろな理由がある。その中で特に深刻なのは、現代の学校における数

学教育が、数学的な概念、理論、方法の意味のより深い理解というよりは、些末な数学的計算や問題解法

の技巧の知識の伝達に傾かざるを得ないことである。確かに、外国語を習得するのと同じように、数学に

も退屈な反復練習が必要であるが、肝腎なことは、数学の理論を広い視野から展望して意味を理解するこ

とである。そういう理解があってはじめて数学は美しさも有用性も分かってくる。
　たまたま、理解の体験の機会に恵まれなかったために、本来であれば高等数学の世界を探訪できたはず

の人々、数理的な知性や発想を仕事で活用できたはずの人々が、その可能性を高等学校くらいで自ら断っ

てしまっているとすればまことに残念なことではないだろうか。

　本講義は、最初はわかっていたはずの中学数学、急に分からなくなった高校数学の内容を、大学の立場

から｛府営的に見直すことを通じて、個々の数学の主題のエッセンスの理解と数学的思考法の面白さと楽し

さと威力の再発見を目指すものである．放送授業では、数学の技術的な修練には力点をおかず、数学的な

思想と方法の豊かさを具体的な素材を利用して分かりやすく伝え、他方、印刷教材には難易の異なるレベ

ルの演習問題を用意し、これに対して付属DVD－ROMによる映像解説をつけて多様な学力の学生諸君の
多様な二v・・・・…一ズに弾力的に応えることを目指している（一般的なDVDプレーヤーでは見ることができませ

ん。DVD・・ROMドライブを搭載したパソコンが必要です）。

授業の目標
　本講義の目標は、様々な分野で活躍する放送大学の学生諸君が、数学の必要性を感じつつも「敷居の高

さ」のために大学の数学の学習に逡巡している状況を考慮し、中学高校で学んだ数学を高い立場から見通

し良く整理することによってより本格的な数学の勉強に向かう基礎知識と勇気をつけてもらうのが本講
義の最終目標である。　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　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）

数式とはなにか 数学が苦手な人は「数式が分からない」という人が 長岡　亮介 長岡　亮介

多い。数式は、人工的な記号を使った数学の言語で （放送大学 （放送大学

あるから、その意味がしっくりと分からないと単な 教授） 教授）
1

る「抽象的で意味不明の記号」に映ってしまう。数
を表す文字（未知数の考え方）、演算を表す記号（代

数的記号法）の意味を考え直す。

数とはなにか・ 数学における基本対象は数である。しかし数と数を 同上 同上

表現する記号（もっとも簡単なものは数字）の区別も

曖昧な人も多い。ここでは数と数記号の基本を学ぶ。
2 0．999999＿＿＝1や正の数、負の数の積のような初等

的な話題から超越数の話題まで、数についての興味

深い話題を追い掛ける。
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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）

方程式・不等式 方程式、不等式は、中学、高校では、その解法の習 同上、 同上

とは何か 得に重点がおかれ包括的に意味を考える機会は滅多

にない。ここでは、方程式、不等式の話題を現代の
3 集合論の立ち場を踏まえて概観する。

関数とはなにか 関数は、変化を記述するための数学の必須の道具で 同上 同上

ある。しかし、関数の捉え方は多様である。様々な

関数へのアプローチを通じて、関数の概念を内容豊
4 かに理解レてもらうことを目指す。

指数関数、対数 指数、対数は、自然や社会の現象にもっとも頻繁に 同上 同上

関数とはなにか 登場する関数である。しかし、技術的な詳細に埋も

れがちで、その理論的意味を正しく捉えることに失
5 敗することが多い。ここでは、指数関数、対数関数

の数学的な意味を講ずる。

三角関数：とはな 「サイン、コサインから数学が苦手になった」とい 同上 同上ノ

にか う人は少なくない。指数関数、対数関数と並んで、

三角関数は確かに特有の難しさをもつ。他方、応用

面でのその重要性において三角関数は抜きん出てい
6

る。自然科学の諸領域で三角関数なしに記述できる

ものは存在しないといっても過言でないであろう。

ここではく「加法定理」をはじめとする三角関数の

基本の理解を目指す。

解析幾何とはな 図形は数と並んで数学のもっとも基本的な対象であ 同上 同上

にか る。しかし図形へのアプローチは多様である。ここ

では、初等的な幾何の話題に対し、古典的な総合幾
7 何のアプローチと近代的な解析幾何のアプローチを

取り上げ、それぞれの特質を比較しながら、両者の

基本的な理解を目指す。

ベクトルとはな 物理学をはじめ、自然系諸科学で必須のベクトルの 同上 同上

にか 概念を高等数学の立ち場を踏まえて紹介する。　「大

きさと向きをもった量」といった学校数学的な理解
8 を深化させて大学で学ぶ線型代数を展望する。

順列組合わせと ものごとを判断するにあたって、すべての可能性を 同上 同上

はなにか 列挙することは、しばしばもっとも重要な議論の出

発点である。「すべての可能性を列挙する」ための
＼

9 効率的な方法が「場合の数」あるいはr順列組み合

わせ」と呼ばれるものであり、これはいわゆる「有

限数学」の基礎である。ここでは、順列組合わせの

基本的な考え方を学ぶ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）

確率とはなにか 今日、確率は天気予報のような目詰生活にも登場す 同上 同上

る数学的概念であるが、その意味を正しく捉えるこ

とは意外に難しい。ここではr順列組み合わせ」に
10 基づく初等的な組合わせ論的確率を中心に、確率の

基本的な考え方を講ずる。

数列とはなにか わが国の教育では、数列について、等差数列、等比 同上 　　／
ｯ上

数列ばかりに力点がおかれているが、ここでは微積
／

分を視野において差分（階差数列）、和泊（数列和）
11 の考え方を講ずる。

数学的帰納法と フランスでは「完全帰納法」と呼ばれるこの論法は、 同上 同上
はなにか 数学的な思考の原点ともいうべき重要なものである

が、自明な場合への適用練習を超えてその本質的な
12 意味を理解するのは難しい。ここでは情報処理言語

でも重要な再帰関数：の考え方を視野に入れて数学的

帰納法の考え方を学ぶ。

微分とはなにか 微分の基礎人類が手にいれた数：学的な技法の中で微 同上 同上

分ほど奥深くかつ単純なものはない。ここでは、微

分の考え方に至る歴史を踏まえ、微分という計算
13 （calculus）の根本の理解を目指す。

積分とはなにか 古来より面積や体積を求める問題は、実用的な意味 同上 同上

からも多くの文化圏で研究されてきた主題であっ
た。17世紀に発見された積分法は、このような伝統

14 的なアプローチがすべて単なる無駄であったと総括

されるほど革新的な方法であった。ここでは、近代

数学の華ともいうべき微積分の意味の理解を目指 き

すρ

　　　　　　’u数学再入門」 数学再入門の範囲の数学の限界を述べる。その先に 同上 同上

を超えて 開かれる目眩めくすばらしい数理世界を展望するた

め、’最近は高校数学からも排除されてしまった微分
15 方程式の話題を入門的に紹介する。
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事務局

記載欄
三
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

基礎科目 目
ド

科
ひ 1132903

修
三

三
手

無 繋 2

科目名（メディア）＝＝ J身近な統計（‘07）＝・（TV）

　　　　　　　　　〔主任講師（現職名）：熊原　啓作　　（放送大学教授）〕

　　　　　　　　　〔主任講師（現職名）：渡辺　美智子（東洋大学教授）〕

講義概要

　　高度情報化社会が謳われる中で，私たちの身の回りにはテレビや新聞・雑誌・インターネット等を通しで

　多種多様な統計情報があふれています。本講義では，統計の基本的な考え方，データの統計的活用の理論と

　方法を解説するだけではなく，諸種の統計情報が企業や行政の意思決定および社会・経済・自然現象の解明

　に具体的に活用されている事例を（VTR映像で）紹介します。また，更に具体的な理解を深めるため，身近な

　データの表計算ソフトを使った簡単な分析方法も説明します。

授業の目標

　　統計の考え方と記述統計・推測統計の基礎を，理論だけではなく，具体的にそれらが社会で活用されてい
　る事例（実務家のショ・・・・…トレクチャーを含めた現場のVTR映像）や表計算ソフトを活用した分析操作を通し

　て学んでいきます。とくに，諸種の具体的な統計グラフや統計数字に関して，具体的な意味を知り，そこか

　ら正しく情報を読み取ることができるようになることを目標とします。

執筆担当 放送担当
回 テー一　マ 内　　　　　　　　容 講　師’名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

スーパーの棚割の決定から新薬の認定，政府の行政 熊原啓作 熊原啓作
身近な統計 施策，コンピュータウイルス・不正アクセス等の検 （放送大学 （放送大学
～論より数：字， 出，プロスポーツの戦略分析，企業活動を支える品 教授：） 教授）

勘より統計’！～ 質管理活動など，統計が社会で担う様々な役割を紹
1

介し，統計の一般的な定義と機能，Fact　Co：ntrolや 渡辺美智子 渡辺美智子
Evidence　Based　Practiceの考え方，情報化と統計環 （東洋大学 （東洋大学

境の変化，統計分析とコンピュータソフトウェアの 教授） 教授）

関係を解説し，科目の全体構成を説明します。

データのばらっ 統計データの特徴と分布の意味，質的データに対す 同上 同上

きを表やグラフ る度数分布表とそのグラフ（パレート図）の作り方

で要約する と読み方を解説します。また表計算ソフト（Excel）

（質的データの の操作を通して，ばらつきのあるデータをまとめる
場合） ことと，分布という視点を持てるようになることを

2
～度数分布表と 目指します。

パレート図～ キーワード
度数分布表（量的データ），階級・階級値・階級幅，

ヒストグラム，単峰性・多病性，歪んだ分布，外れ

値，人ロピラミッド，幹葉図

データのばらっ 量的データに対してそのデータのばらつきの様子 同上 同上

きを表やグラフ （分布）を記述する方法とそこからの情報の読み取

で要約する り方を解説します。具体的には，量的データに対す

三三データの る度数分布表とヒストグラムの作成方法，ヒストグ

3 場合） ラムの形状の特徴などを説明します。
’

～ヒストグラ ’キーワード

ム・四葉図～ 度数分布表（量的データ），階級・階級値・階級

幅，ヒストグラム，単三性・多峰性，歪んだ分布，

外れ値

一1　85　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）

データのばらっ 分布の特徴を数値で表すことの意味を理解し，代表 同上 同上

きを数字でまと 値としての平均値，中央値，：最頻値の特徴を説明し

める ます。この回では，それらを目的やデータの状況に

～平均値・中央 応じて，使い分けができるようになることを目指し
値と箱ひげ図～’ ます。

4
また，簡単に分布の様子がわかる箱ひげ図を紹介し
ます。

キーワード：

基本統計，平均値と中央値，四分位数，箱ひげ
図

ばらつきの大き 、ばらつきの大きさの尺度である。分散と標準偏差を 同上 同上

さを測る 解説し，とくに，標準偏差の活用として，1シグマ
～シグマの活用 2シグマ3シグマの法則，標準得点（zスコア），

5 ～ 偏差値を説明します。

キーワード：

偏差，分散，標準偏差，標本分散（不偏分散），

偏差値，1シグマ2シグマ3シグマの法則

格差を測る 分布の形状を測る基本統計量として，歪度と三度を 同上 同上

～ローレンツ曲 紹介します。

線とジニ係数～ また，ばらつきの大きさを評価する指標として変動

係数を解説し，とくに格差の尺度としても使用され
6

るジニ係数やローレンツ曲線などを解説します。

キーワード：

歪度，尖度，変動係数，ジニ係数，ローレンツ

曲線　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

不確実な出来事 確率の定義と身近な確率の使われ方，確率変数の定 同上 同上

を確率で考える 義とその期待値の意味を解説します。次に，理論分

～2項分布～ 布としての2項分布を解説し，具体的な確率計算と

7 適用場面を紹介します。

キーワrド：

確率　大数の法則　確率変数期待値2項確
率　2項分布

不確実な出来事 確率分布モデルとしての正規分布を解説し，正規分 同上 同上

を確率で考える 布の確率計算の方法と活用の仕方を解説します。
～

～正規分布～ キーワード：
8 正規分布　標準正規分布　上側（下側）確率　両

側確率　統計数値表，　NORMDIST関数：

統計を作る一部 母集団と標本，全数調査と標本調査，標本調査にお 同上 同上

分から集団へ けるランダムサンプリングの考え方と具体的な方法

～標本調査～ を解説します。

9 キーワード：

母集団と標本（サンプル），　無作為標本（ラ

ンダムサンプル），　無作為標本抽出（ランダムサ

ンプリング），　乱数
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

調査結果の誤差 標本調査における誤差の評価の仕組みを解説しま 同上 同上

を知る す。具体的に，標本分布と標準誤差の関係を説明し，

～標準誤差と標 比率の調査，平均の調査を区別して標本誤差の求め

10 本誤差～ ：方を学習します。

キーワード：

標本分布，標準誤差，標本誤差，母比率，母平

均

比較実験データ ’比較実験におけるランダミゼーションの考え方と統 同上 同上

から結論を導く 計的仮説検定のロジックを解説します。

～統計的仮説検 キーワ・一ドニ
鴇

11 定の考え方～ 統計的検定，二三仮説，2種類の過誤，

有意水準，危険率，有意確率

’

データから関係 2変数の間の関係をデータから記述する方法とし 同上 同上

を探る て，とくに質的変数に対して，クロス表の読み方，

～クロス表の読 列効果と行効果，交互作用効果の意味を解説し，独

み方～ 立性の検定としてカイ2乗検定の方法を説明しま
12 す。

キーワード：

連関，クロス集計表，行（列）比率，二化係数，

独立性，期待度数

関係の傾向を読 量的データ間の関係を見るためのグラフとして散布 同上 同上

む 図の読み方を説明し，とくに相関関係と相関係数：を

～相関関係と傾 解説します。また，傾向腺としての単回帰直線を学

13 三線～ 乏します。

キーワード：

散布図，相関関係，相関係数，傾向線，単回帰

直線，寄与率

時系列データの 時間に依存して取られるデータの記述の方法とし 同上 同上

分析 て，時系列グラフの描き方と読み方，時系列データ

～変化の記述と の構成要素を説明します。また，傾向や変化の大き

将来の予測～ さをつかむための加工系列として，指数，成長率と

14 寄与度，移動平均を説明します。

キーワード：

時系列データ，時系列グラフ，トレンド，季節

変動

移動平均，寄与度

知識創造社会を 高度に情報化とグローバル化が進む21世紀の知識 同上 同上

支える統計 創造型の社会の中で，既に私たちの身近な生活と深

～再び統計活用 く係わっている統計の意義と活用の実態を講義のま
15 の現場から～ とめを通して，再度，学習します。また，全体の講

義の要点を問題練習を通して復習します。
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科目名（メディア）＝　物理の考え方（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）：木村龍治（放送大学教授）　〕

〔主任講師（現職名）：大石和欣（放送大学助教授）〕

講義概要

物理学の入門講義。物理学に馴染んでいない文系の学生にも分かる内容を意図する。日常生活の中に現

れるさまざまな物理的事象を取り上げ、日常的視点と物理学的視点を対比させることによって、物理学的

思考の特徴を示す。放送大学では、既に、物理学関連の科目がいくつも開講されているが、本講義は、そ

れらの前段階として位置付けられる。

　本講義の特色は、理系の講師と文系の講師とのコラボレーションである。毎回、専門の異なる2人の対
話形式で、講義を進める。講義の中に、　「文学の目で見た物理学」のコーナ・・…一を設け、大石講師が文学的

な視点からコメントする。

講義の構成

　講義は、毎回、物理の原理と直結する特定のテーマを扱う。スタジオを喫茶コーナーと実験コーナーに

分け、喫茶コーナーでは対話形式で講義を進める。実験コーナーではオリジナルな実験をスタジオで行う。

スタジオの外で行う実験や施設見学も行う。大石講師のコーナーでは大石講師が文学の視点からコメント
する。

授業の口標

　これまで、物理学を学んでいない学生、物理学が嫌いな学生、物理学は自分と無関係と思っている学生

に、物理学の面白さを伝えるのが目標である。

執筆i担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

物理学の発想法 私たちは自然に取り囲まれて生活している。自分自 木村龍治 木村龍治
’…荘艪ﾌ表と裏 身も自然の産物である。複雑で常に変化する自然は、 （放送大学 （放送大学

一見、捕らえどころがないように見えるがぐ物理学 教授：） 教授）

の発想法では、私たちの目に映る世界は、舞台の表
1 で演じられている自然の姿と見る。その裏には、演 大石和欣 大石和欣

出家に当たるものが存在する。その演出に従って、 （放送大学 （放送大学

舞台の面で、複雑な自然現象（私たちの存在も含め 助教授） 助教授）

て）が展開されるのである。その演出家とは何か。

それを探るのが物理学である。

バランス感覚・… 私たちはごく自然に二本足で歩くが」物理の目で見 木村龍治 木村龍治
釣り合いと安定’ ると、二足歩行は、、驚異的な現象なのである。その （放送大学 （放送大学

性 証拠に、本田技研は、二足歩行のロボットを開発す 教授） 教授）

るのに、10年以上の基礎研究が必要であった。二足

歩行よりもさらに驚異的なのは、鳥のバランス感覚 大石和欣 大石和欣
2 である。スズメは、何気なく電線に留まるが、その （放送大学 （放送大学

ようなことのできるロボットはまだ開発されていな 助教授） 助教授）

い◎

この講義では、いかにバランスを取るか、という

問題をテーマにして、力とは何か、力の釣り合いと ／

は何か、釣り合いの安定性とは何か、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）

体重ゼロ…・重さ 無重力状態のスペースシャトルの内部にいる宇宙飛 木村龍治 木村龍治
と質量 行士の体重はどのようにして測るのか。無重力状態 （放送大学 （放送大学

にあるやせた飛行士と太った飛行士の身の動きは同 教授） 教授）

じ1となるのだろうか。この問題は、重力質量と慣性

質量の違いを教えてくれる。 大石和欣 大石和欣
3

この講義では、放送大学の8階の廊下に線路を敷 （放送大学 （放送大学

いて、8階から落下するおもりの荷重で線路上を動く 助教授） 助教授）

台車の実験を行うことにより、慣性力を理解させる。

慣性を利用して無重力状態でも体重が測れることを
示す。

慣性航法…・微分 慣性航法とは、目的地に到達するために飛行機が自 木村龍治 木村龍治
と積分の考え方 分の位置を検出しながら飛行する方法である。船の （放送大学 （放送大学

一一

航海術と似ているが、船の場合は、星（天測）や人 教授） 教授）

工衛星（GPS）など、外部との相対関係から自分の

位置を検出する。それに対して、飛行機では、外部 大石和欣 大石和欣
からの情報を全く使わないで、自分の現在位置が分 （放送大学 （放送大学

4 かる慣性航法が用レ〉られている。それは、飛行機の 助教授） 助教授）

加速度を測定し、加速度を積分することによって、

速度や飛行距離を求める方法である。この方法の基

本になるのが、微分と積分の考え方である。逆に、

慣性航法を通じて、微分と積分がどのような意味を
もつのか理解することができる。

fbrce…・力の原 この世界には、さまざまな力がある。その力によっ 木村龍治 木村龍治
因を探る て、物体は引きつけられ、反発しあい、重力に逆ら （放送大学 （放送大学

って空中を浮遊する。力の中には、筋肉による力の 教授） 教授）

ように、物体に接触して力を伝えるものもある。相
5

撲はその一例である。ロケットの推進力のように、 大石和欣 大石和欣
運動量の変化が力になることもある。重力、電磁気 （放送大学 （放送大学

力など接触しないのに働く力もある。そのような力 助教授） 助教授）

を遠隔力という。

宇宙の秩序を支 月は地球の周りを巡っている。地球は太陽のまわり 木村龍治 木村龍治
配するもの…・万 を公転している。太陽系の惑星は、すべて、太陽の （放送大学 （放送大学

有引力と回転 まわりを公転している。銀河は渦を巻いているもの 教授） 教授）

6 が多いが、星の集団が回転していることを示してい

る。宇宙には、回転しているものが沢山あるのはな 大石和欣 大石和欣
ぜだろうか。 （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

永久機関…・エネ 燃料を全く使わないで無尽蔵に発電ができるような 木村龍治 木村龍治
ルギーと仕事 発電機があれば、大変便利である。現在はそのよう （放送大学 （放送大学

なものはできないことがわかっているが、エネルギ 教授） 教授）

一保存則が発見される以前には、多くの人が永久機
7

関の夢に取り付かれて無駄な努力をした時代があっ 大石和欣 大石和欣
た。エネルギーとは、一見、人工的な概念であるが、 （放送大学 （放送大学

あらゆる自然現象にエネルギー保存の性質が見られ 助教授） 助教授）

るのは不思議な感じがする。
〉
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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）

熱と温度…ミク 私たちは、寒い暑いを感覚的に感じることができる。 木村龍治 木村龍治
ロがもたらすマ その感覚を数値で表すのが温度計であるが、温度と （放送大学 （放送大学

クロな性質 は何かと質問されれば、直感的には、よくわからな 教授） 教授）

いだろう。泥度と熱の関係も分かりにくい。この間
8

題は物理学の中でもかなり難iしく、熱と温度の本質 大石和欣 大石和欣
が理解されたのは19世紀になってからである。私た （放送大学 （放送大学

ちが日常生活で当たり前と思っている熱と温度の本 助教授） 助教授）

質について考察する。

流体の世界…・そ 水、空気など、流れるものを総称して流体どいう。 木村龍治 木村龍治
の法則を探る 流体は私たちの体内を循環する一方で、川の流れ、 （放送大学 （放送大学

風なども流体の運動である。コップの水も流体、風 教授） 教授）

9 呂の湯も流体である。このように考えると、この世

界は、流体に満ちている。一見、つかみ所のない流 大石和欣 大石和欣
体は、勃理の目で見ると、どのような実体なのか。 （放送大学 （放送大学

物理学は流体をどのように捕らえるのか。 助教授γ 助教授）

波動とは何か・… タガメという水性昆虫のオスは、水面を独特のリズ 木村龍治 木村龍治
波の一般論、 ムでたたいて、遠くのメスに自分の存在を知らせる （放送大学 （放送大学

という。水面をたたくと、波が発生して、波紋を描 教授） 教授）

いて、遠くに伝播していく性質を利用しているので

10
ある。水面の波は、水の上下振動が遠くに伝播する
ｻ象である。，振動が伝播する現象は水面だけに限ら

大石和欣
i放送大学

大石和欣
i放送大学

ない。音も光も波動なのである。そこには共通の性 助教授） 助教授）

質がある。物理学は、自然界に存在するさまざまな

波動を、波の振動数、波長、位相速度などの概念を

使って、きわめて統一的に記述する。

音と地震…情報 一見、関係がない音波と地震波は、物理の目でみる 木村龍治 木村龍治
を伝える波． とかなり似ている。音波は、気体、液体、固体内部 （放送大学 （放送大学

を自由に伝わる波であり、地震波は、’地震がきっか 教授） 教授）

けで、地面の中に発生する音波のようなものである。

動物の多くは、音声をコミュニケーションに用いる 大石和欣 大石和欣
11 ように進化した。人間の場合は＼それが複雑な言語 （放送大学 （放送大学

になり、文字によって記録することもできるように 助教授） 助教授）

なった。音楽は人生の楽しみでもある。一方、地震

波は、大きな災害をも●たらすと同時に、その伝播の

性質を調べることにより、地球の内部構造が見える
ようになった。

光・…暗闇の中の 暗闇の中に置いたりンゴはリンゴの形をしている 木村龍治 木村龍治
リンゴの色は？ が、赤くない。バナナはバナナの形をしているが、 （放送大学 （放送大学

黄色ではない。色は、形と同じような物体の属性に 教授） 教授）

見えて、実は、違うものである。色は、私たちの視

12 覚が作り出した感覚である。色の情報源になってい 大石和欣 大石和欣
る光とは何だろうか。光の中には、紫外線や赤外線 （放送大学 （放送大学

など、私たちの視覚に捕らえられない光もある。光 助教授） 助教授）

を物理の目で見ると、見えない光も見えるようにな
る。
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執筆担当 放送担当
回 テ’一・マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・：職名）

物費…世界を作 この世界は物質から出来ている。もしも物質がなけ 木村龍治 ’木村龍治
る素材 れば、地球もないし、私たちもいない。地球上には、 （放送大学 （放送大学

無数の種類の物質があるように見えて、その素材を 教授） 教授）

13 調べると約100種類の原子の組み合わせであること

が知られている。原子とは何か。なぜ、100種類な 大石和欣 大石和欣
のか。素材の問題を考察する。 （放送大学 （放送大学

助教授） ．助教授）

電気と磁気・…文 電気と磁気は、電場、磁場という力の広がりをもつ 木村龍治 木村龍治
明生活を支える た現象である。その振動によって電磁波が発生し、 （放送大学 （放送大学

もの その振動数によって、電波になったり、光になった 教授） 教授）

りする。目に見えないので、直感的には分かりにく
14 い現象であるが、発電機が発明されていなければ、 大石和欣 大石和欣

夜がこれほど明るい生活はできないであろう。また、 （放送大学 （放送大学

IT機器に囲まれた便利な生活を支えているのも電 助教授） 助教授）

磁気である。その原理について考察する。

世界の階層構造 自分とは何か客観的に認識するためには、自分を宇 木村龍治 木村龍治
…・ ｩ然観の構築 宙の中に位置付けることが必要である。そのために （放送大学 （放送大学

は、自然観をもつ必要がある。宗教ρ多くは私たち 教授） 教授）

15 の経験：を越えた世界を描くが、物理学にも似た側面

がある。物理学の描き出す自然観を想像してみよう。 大石和欣 大石和欣
（放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）
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事務局

記載欄
三
度

三
年 平成19年度 目

分
科
区

基礎科目 目
ド

科
ひ 1132407

修
四

三
制

無 忌
数 2

科目名（メディア）＝＝ 科学的な見方・考え方（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名） 濱田　嘉昭く放送大学教授）〕

講義概要　　　　　　，

　私たちの生きる環境はますます複雑になり、さまざまな情報が溢れている1意図的に本質を覆い隠すよ

うな宣伝もある・何が正しく何が根拠のないものであるかの判断が極めて重要になっている。科学的な見＼
方・考え方が、そのような判断をする場合の有益な指針になると考える。特に自然科学で鍛えられ、経済

現象や社会現象にも適用できる強固で確かな見方・考え方を身につけることが重要と考える。この講義で

は、自然科学での考え方を中心にしつつ、それ以外の分野でも重要と思われる事柄を、なるべく例を挙げ

ながら考えていくこととする。

授業の目標

　科学的・論理的な見方や考え方を実例に即して紹介し、日常生活にも役立つような見方・考え方を身に

つけ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）

科学とは何か 科学的だから絶対正しいとか、科学ですべてがわか 濱田　嘉昭 濱田　嘉昭
るわけではないとかいう議論がある。科学とはどの ・（放送大学 （放送大学

ようなものか、またその守備範囲はどの程度かをは 教授） 教授）
1 つきりきせておく必要がある。また科学の成り立ち

や科学の現状を知っておくことも重要である。

科学的方法 日常生活で起こるさまざまな事柄や自然現象に規則 同上 同上

性や法則性を見出して、なぜそのようになるのかを

説明し、将来はどうなるのかを予測することが科学
2 の役割の1つである。その場合に、どのような方法

論があるかを紹介する。そして、それぞれの長所と

短所を理解しておくことが大切である。

情報の分類 多くの現象では複数の要因が絡んでおり、それらの 同上 同上

要因の質を見分けて分析することが重要である。日

常生活においても、議論の前提あるいは対象を明確
3 に区別しないで、物事を論じたり批判したりするこ

とが意思不疎通の原因にもなっている。これらにつ
いて考えて見よう。

領域の拡大 私達の認識や言葉は五感を通じた情報をもとに形成 同上 同上

されてきた。しかし、自然や現代社会現象の範囲は
それ以上の広がりを持っている。見えないものを見

4 えるようにするはどのような方法があるか、重た独

断や誤謬に陥ることを避けるにはどのような工夫が

あるのかを考える。
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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）

原因と結果 複数の現象の間に関連があるかどうかを判定する必 同上 同上

要が生じることがある。特に原因と結果の関係を導

くときに注意しなければならない。環境問題のよう

に複雑に絡み合った問題には、これらの混同あるい
5

は検証なしの議論に陥りやすいように思われる。ま

た、たぐさんの要素は単純に集合し、勝手に運動し

ているのではなく、さまざまな原因で影響しあって

いることにも注意する必要がある。

分析と統合 物事の成り立ちや働きを解析する場合、要素に分け 同上 同上

てその性質を調べ、それらの結果を総合して判断す

るという「要素から総合へ」という科学の伝統的な

6 方法がある。一方で、全体の性質あるいは目的を把

握し、それはどのような成分が関わりあった結果で

あるかを分析する方法もある。これらのアプローチ

の仕方の違いについて考える。

真実とは何か 私達が見聞きし、そこから得た生の結果は事実であ 同上 同上

つたとしても、必ずしも求める真実そのものとは限

らない。測定にはさまざまな誤差が絡んでいる。ま

た、求める真実の姿は予め明確になっているわけで
7

はない。真実に近づく方法について学ぶ。一方、そ

もそも真実とは何かについても、理科系的事柄と文

科系的事柄では異なる場合があるので、それらにつ
いても考える。

モデル化 調査によってデータが得られたら、’それらを説明す 同上 同上　！

るモデルを構築する。そみモデルが妥当なものかど

うかは実際の現象によって判定される。一方、モデ
8 ルに含まれるパラメーターをどの範囲まで拡張して

良いのか、すなわち、モデルの適用範囲も検討する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　／

必要がある。モデルとは何かについても考えてみる。

抽象化と概念化 個別の現象は事実ではあっても、それらを無限に数 同上 同上

え上げられるものではないし、物事を理解したこと

にはならない。本質的な部分を法則として確立して

9 おき、具体的な説明や予測は、それに必要な条件を

入れて実行できるはずである。抽象化あるいは概念

化によって、個別の数え上げでは到達しえない地平
に理解を拡張することができる。

要素とシステム 現実世界は多数の要素から成り立っている。それら 同上 同上

は単なる集合ではなく、さまざまな要素とその集合

が階層的に積み重なり、連動している。各階層では、

10 独自の論理・法則が形成される。個人から社会への

発展はその典型的である。これらの階層性が生じる

メカニズムおよびシステムの特徴について考えた
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） ド（所属・職名）

普遍性と多様性 少ない法則でたくさんの事柄が説明できれば、それ 同上 同上

だけ有効な説明手段をもったことになる。一方、こ

のような普遍性では汲みつくせぬ豊かで多様な世界
11 もある。これは科学の部門による違いも反映してい

るが、現実のどの側面を見るかによっても異なって
くる。　　　　㍉

巨視的見方と微 巨視的見方と微視的見方はどの分野にも必要な観点 同上 同上

視的見方 である。自然現象のみならず、例えばご経済現象、

社会生活といった場合でも、国、地域、家族や個人
12 で問題の質が変わってくる。これらをどのように整

理するか、分析するかで答えの出し方も異なってく
るであろう。

科学と教育 科学は自然・社会現象を観察（実験・調査）して、 同上 同上
データを分析し、法則を導き出す行為である。その

結果は自然言語と数理論理で述べられる。したがっ

13 て、科学の理解には自然言語論理および数理論理を

どの程度駆使できるかが重要である。特に教育段階

では、その影響は大きい。このような問題について、
＼

教育、言語などの立場からも検討する。

科学の使命 技術や科学の社会に対する影響に関して、否定的な 同上 同上

意見もある。それは科学・技術がわれわれの日常生

活に大きな影響を及ぼしていることの現われでもあ
14 る。技術の進歩と社会が調和していないこと、環境

問題など負の影響が出ていることによると思われ
る。科学の役割について考える。

役に立つ見方・ 科学的な見方や考え方は科学のための理論あるは解 同上 同上

考え方 釈に留まるものではない。日常生活のあらゆる場面
で用いることのできる優れたものである。どのよう

15 に用いたら良いのか、実例を挙げて考えてみたい。

身
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事務局

記載欄
設
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

基礎科目 目
ド

科
， 1133900

修
三

三
制

無
三
門 2

科目名（メディア）＝＝ エネルギv・・一・一・・b学の基礎（‘07）＝：（TV）

〔主任講師（現職名）　吉岡一晃（放送大学助教授）〕

〔主任講師（現職名）　林　敏彦（放送大学教授）　〕

講義概要
　エネルギー資源や省エネルギーあるいは地球温暖化等、エネルギーに関わる問題は現在いろいろな方面で取

り上げられており、その対策が論じられている。エネルギー問題は誰にとっても避けることのできな㌢、問題と

いえよう。本科目ではこの問題を考える際に不可欠な、エネルギーに関わる現象の科学的な基礎知識を与える。

そして、その知識が現実の問題を考えるのに際してどのように適用されるのかを、産業、技術、社会、経済、

日常生活のいくつかの場面での問題で示し、合わせてこれらの問題の理解を深める。講義はどの専攻の学生に

も理解できるように、初歩的な事柄から話を進める。

授業の目標
　エネルギーとその保存法則やエントロピーとその増大の法則あるいは熱平衡・非熱的平衡等の熱力学・統計

力学の基礎的な概念や法則の本質を理解する。そして、これらの法則をもとに実際のエネルギー問題を考える

に際して、概念や法則を正しく適用し、ある程度の定量的な見積もりができるようにし、また、正しい適用と

定量的な見積もりが重要であることを理解させる。物理化学的および数学的予備知識は、必要に応じて解説し、

これらの知識に疎い学生も、エネルギv．．一d一に関わる科学的知識の骨格を身に付けて、正しく応用できるようにな

ることを目ざす。

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）

エネルギーとは 「エネルギー」という用語がわれわれの生活でよ 林　　敏彦 林　　敏彦

何か？ く使われる。いろいろな場面における「エネルギー」 （放送大学 （放送大学

の使われ方を吟味し、この用語の科学的な意味を辿 教授） 教授）

1 る。そして、エネルギーの変換とエネルギーの保存 吉岡一男 吉岡一男
則の理解が重要であることを示す。 （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

熱や温度や仕事 「熱」や「温度」や「仕事」という用語も日常生 吉岡一男 吉岡一男
とは何か？ 活でよく使われるが、これらの概念も必ずしも正し （放送大学 （放送大学

く理解されてはいない。いろいろな場面における使 助教授） 助教授）

われ方を吟味し、’「熱」や「仕事」がエネルギーの
2 一形態であることについての科学的な理解を与え

る。さらに「温度」は、時間的に変化せずいつまで

も保たれている状態（熱平衡状態）で成り立つ概念

であることを述べる。

ミクロの世界か これまではエネルギーに関わる現象を日常生活の 吉岡一男 吉岡一男
ら見た熱現象 尺度からのマクロな眼で考えてきた。これを原子・ （放送大学 （放送大学

分子の尺度からのミクロな眼で眺めると、これらの 助教授） 助教授）

3 現象の本質が理解できる。ここでは、ミクロの立場

から解説する。
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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）

元に戻れる変化 状態のいろいろな変化には、元の状態に戻ること 吉岡一男 吉岡一男
と戻れない変化 が可能な変化と元の状態に戻ることの不可能な変化 （放送大学 （放送大学

とがある。後者の変化には祢津が関わっていること 助教授） 助教授）
4 を学び、この変化を定める基礎的な自然法則も学ぶ。　　　　　　　　恥

さらに、この法則が熱機関の効率の上限値を二決めて

いることを解説する。

変化の方向を示 どの変化が元に戻ることが可能かあるいは不可能 吉岡一男 吉岡一男
すエントロピー かの指針を与える量が「エントロピー」である。「エ （放送大学 （放送大学

ントロピー」という用語は日常生活にでもしばしば 助教授） 助教授）

5 使われるが、こごでは、エントロピーの性質とその ゲスト：

意味をミクロな立場からの理解も含めて学ぶ。 杉本大一郎
（放送大学

教授）・

変化のない状態 熱平衡状態で成り立つ物理量は、温度の他にもい 吉岡一男 吉岡一男
で使われる物理 ろいろある。ここでは熱平衡状態で成り立つ代表的 （放送大学 （放送大学
量 な概念やそれらの物理量の間の関係を表す代表的な 助教授） 助教授）

6 法則についてまとめる。さらにこれらの法則が、熱

平衡状態を調べるのにどのように用いられているか
についても述べる。

変化している状 ここでは変化しつつあって熱平衡状態にない状態 吉岡一男 吉岡一男
態とその法則 　　　　　　　　　　　　　　　　　　∩i非熱平衡状態）における現象を科学的に扱うため （放送大学 （放送大学

に、どのような法則や概含が用いられているかを概 助教授） 助教授）
7 ・観する。

異なる状態が共 現実の世界では、異なる温度や密度等の物理量の 吉商一男 吉岡一男
存する三口ニズ 熱平衡状態が共存している場合が多い。宇宙から日 （放送大学 （放送大学
ム 常生活に至るいろいろなスケールでの例を挙げて、 助教授） 助教授）

8 このような状態が保たれる二二ニズを考える。この ゲスト：

知識は、地球温暖化問題を考える上でも重要である。 杉本大一郎

ピ
（放送大学

教授）

エネルギーと生 前章までに学んだ科学的知識をもとに、以後の章 林　　敏彦 林　　敏彦
活文化 ではわれわれの生活から社会全体に至るエネルギー （放送大学 （放送大学

に関わる問題を考える。電化製品や交通機関あるい 教授）、 教授）

9 は発電等では、ある形態のエネルギーが他の形態に ゲスト：

変換されている。エネルギーはどのような生活を支 豊田尚吾
えているのだろうか？ （大阪ガ

ス）

エネルギーと食 われわれがものを食べる大きな理由は、生きていく 中谷延二 中谷延二
生活 ために必要なエネルギーを得るためと見ることがで （放送大学 （放送大学

きる。ここでは食生活に焦点を当てて、いろいろな 教授） 教授）

10 食料の生産から摂取や消化そして廃棄に至るエネル
ギーの流れから食：料確保の問題等、　「食」に関わる

問題をエネルギーの観点から眺めてみる。
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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）

いろいろなエネ われわれが用いているエネルギー資源には、化石燃 林　　敏彦 林　　敏彦
ルギー資源とそ 料、核燃料から水力、風力、太陽光旧いろいろのも （放送大学 （放送大学

の特徴 のがある。ここでは、それらの代表的なものを取り 教授） 教授）

11
上げて、その総量や利用効率あるいは廃棄物等の面

ﾅの特徴を挙げて、その将来性を考える。
ゲスト予
閨F

西村　　陽

（関西電
力）

原子力エネルギ 関西電力や九州電力では、既に、発電量の44～45％ 林　敏彦 林　　敏彦
一の展望 を原子力に依存している。原子力発電は二酸化炭素 （放送大学 （放送大学

排出量が少ないという利点も持っている。他方、原 教：授） 教授）

12 子力発電に対する社会的受容には大きな問題もあ ゲスト：

る。原子力エネルギーの制御方法と社会的利用のあ 浜口智志
り方について考えよう。 （大阪大学

教授）

エネルギーの需 経済活動におけるエネルギーの役割、一次エネル 林　　敏：彦 林　　敏彦
要と供給 同一源への国際的な需要と供給。エネルギー価格の （放送大学 （放送大学

長期的な推移。生活、生産、輸送、産業構造におけ 教授） 教授）

13 る省エネの意味やエネルギーリサイクル等について
も考えてみる。

エネルギーと国 中進国の工業化、先進国の生活水準の向上などの 高橋和夫 高橋和夫
際政治 要因によって、エネルギー需要は拡大を続けると予 （放送大学 （放送大学

想されるが、資源の存在地域と資源の需要地域とは 助教授） 助教授）

14 地理的に隔たっている。そのためエネルギー資源を

めぐっては国際紛争が起こりやすい。どうずればよ
いだろうか。

将来のエネルギ ここでは、これまで学んだことの整理と応用を兼 林　　敏彦 林　　敏彦

一問題の展望 ねて、近い将来起こることが予想されているエネル （放送大学 （放送大学

三一問題とその対策を中心に、遠い未来の予測も含 教授） 教授）

15 めて考える。 吉岡一男 吉岡一男
（放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）
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事務局

記載欄
三
度

三
年 平成19年度 目

分
科
旧

基礎科目 目
ド

科
ひ 1135309

修
限

履
制

無
冠
数 2

科目名（メディア）＝ 物質循環と人間活動（‘07）＝＝（TV）

〔主任講師（現職名）　東

〔主任講師（現職名）　鈴木
〔主任講師（現職名）　＝濱田

千秋（放送大学教授）〕

基之（放送大学教授）〕

嘉昭（放送大学教授：）〕

講義概要

　生物の活動は、地球の陸水、海洋、大気そして土壌における物質循環に大きく依存している。一方、生

物の活動、特に人間の活動もまた自然環境や物質循環に大きな影響を与えている。位置と時間をスケール

とする物質循環をこの地球を舞台に生命との関係とりわけ人間活動との関係について、地球の誕生から現

代に至るまで歴史的に把握し、さらにその将来をも展望する。ζの科目は、人間活動がもたらす環境問題

を直接扱うものではないが、これからも生命活動が持続できるために人間は何を目指せばよいのか、その

考え方の材料を提供する。

授業の目標

　このテーマは、高等学校では地球と生態系における物質循環の内容で学習されている。このことを入り

口として放送大学でのこの分野の学習テーマに結びつくようにする。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

〆

（所属・職名） （所属・職名）

はじめに 物質循環と人間活動について、この科目の視点は 鈴木基之 鈴木基之
1 何か、そしてこの科目の全体像は何かを示す。 濱田　嘉昭 濱田嘉昭

東　　千秋 東　　千秋

地球の成り立ち 生物の体をつくり、働きを決めているものは地球： 濱田　嘉昭 濱田　嘉昭

の物質である。どのような物質を利用できるかは、

その構造と物質分布、すなわち地球：の成り立ちに依 ゲスト出演：

2 存する。地球が微惑星の衝突によってできたことを 杉浦　直治

説明し、物質の基本である元素がどのように生成し、

ｪ布したのかを学ぶ。

（東大宇宙惑

ｯ講座教授プ

生きている地球： 火山や地震は地球が活発に運動していることの直 濱田嘉昭 濱田嘉昭
接的な証拠である。地球内部の構造と運動について

紹介し、その結果、どのような物質の移動や循環が
ド

ゲスト出演：

3 起こるのかについて学ぶ。 井上　　徹
（愛媛大地球

深部ダイナミ

一

ックスセンタ
一助教授）

大気と海洋 ・大気の構造と運動、海洋の流れと物質運搬能力に 濱田　嘉昭 濱田　嘉昭

ついて紹介するる水を媒介として海洋と大気および

4 大地の間に生じる物質循環について学ぶ。 ゲスト出演：

池田　元美
（北大地球環

境科学教授）
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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）

生命の誕生 ＼地球上の生物がどのような物質を前提にして発生 濱田　嘉昭 濱田　嘉昭

したのかに関する最近の学説を紹介する。生命活動

5 と物質環境・物質循環との関わりを考察する。 ゲスト出演：

小林　憲正
（横浜国大工

学部教授）

生態系の成り立 生物社会における植物、動物の関係と役割、生物 東　　千秋 東　　千秋

ち の絶滅の歴史を例に生態環境の変遷と生物社会の多

6 様性の意味を知る。また、約500万～700万年前と ゲスト出演：

いわれる人類誕生当時の生物社会の様相を考える。 濱田　隆士
i東京大学名

誉教授：）

土と生物 生物による大きな物質循環として土と生物が係わ 東　　千秋 東　　千秋

る炭素や窒素などの物質循環を知り、さらに土がど

のようにつくられていったのか、また森と海洋生物 ゲスト出演：

7 の関係について知る。 波多野隆介
i北海道大学

大学院農学研
究科教授）

農業の起こり 人類が自然の一部として進化し、約1万年前に何 鈴木　基之 鈴木　基之

故に定着して農業を始めることになったのか。野生
植物の中からどのように栽培が始まったのか。野生 ゲスト出演：

8

動物の家畜化はどのように起こったのか。これによ

阡_地はどのように発展してきて、地域の物質循環

森田　茂紀
i東大農学部

ｳ授）
はどう変わったのか。これらについて学ぶ。 および

稲永　　　忍
（国際農業水

産研究センタ
一理事長）

農業の発展 4千年前くらいに、農業が如何に革命的な変化を経 鈴木　基之 鈴木基之
たのか。これにより余剰作物が冨として蓄積し、4
大文明を生むこととなる。この時代に河川の利用、 ゲスト出演：

9

国玉の始まり、大規模農業はどう起こったのか。肥

ｿ成分はどのように供給されたのか。かっての森林

森田　茂紀
i東大農学部

ｳ授）
の伐採、農地化などが後の砂漠化、土地の荒漠化に および
どうつながるのか。これらについて学ぶ。 稲永　　　忍

（国際農業水

産研究センタ
一理事長）

農業と環境 農業の進展とともに、人口の増大を抱え、食糧増 鈴木基之 鈴木　基之

産の必要性に端を発する近代工業的農業、化学肥料、

10

農薬などの利用による農業がどのように物質循環を

K定してきたのか。さらに農業は自然環境にどのよ
､な影響を与えているのか、農業で人間を支えるこ

ﾆが可能なキャパシティーはどうなのか、農業と環

ゲスト出演：

X田　茂紀
i東大農学部

ｳ授）

ｨよび
境の関係を考える。 稲永　　　忍

（国際農業水

産研究センタ
一理事長）

一一
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　。　　容 講　師　名 講　師　名

〆

（所属・職名） （所属・職名）

産業革命と工業 産業革命の起こりとそれ以降の工業の発展の歴史 東　　千秋 東　　千秋
化社会、 から物質循環における産業革：命と工業化社会の影響

11 を考える。 ゲスト出演：

＼ 道家　達将
（東京工業大

学名誉教授）

現代産業活動と 20世紀後半から現代までの産業活動における資源 東　　千秋 東　　千秋
資源循環 循環について、水産資源などの生物資源、石油に依

存する工業活動と資源循環、採掘資源と活用物質の ゲスト出演：

12
関係を知り、資源の有限性と再生可能性を考える。 原田　幸明

i物質・材料

研究機構エコ

マテリアル研

究センター
長）

都市と人間 都市の形成と都市への人口集中、都市の物質循環 鈴木基之 鈴木基之

13
とエネルギーの消費から都市と人間について廃棄さ

れる物質とその循環を中心に考える。

生活と水 一現在の都市の活動における水の循環を産業活動、 鈴木基之 鈴木基之
人間生活、都市周辺の生態系維持など多様な水の働

14 きの観点から把握し、水道と下水道などの役割を含 ゲスト出演：

めて水の総合的な姿について考える。特に都市の発 渡辺　義公

展との関連も重視する。 （北海道大学

ｳ授）

おわりに この科目の総括として、持続可能性のためにこれ 鈴木基之 鈴木基之

15
から人間は何を目指せばよいめか、人間活動の抑制

ﾍ可能か、そしてそのためのパラダイムシフトは何
濱田　嘉昭

戟@　千秋

濱田　嘉昭

戟@　千秋
かを考える。

x
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事務局

記載欄
設
四

三
年

三成19年度 目
分

科
区

基礎科目 目
ド

科
ひ 1138200

修
限

履
制

無 冠 2

科目名（メディア）＝　かしこくなる患者学（‘07）：＝（R）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

高柳　和江　　（日本医科大学助教授）〕

仙波　純一　　（放送大学教授）　　　〕

講義概要

　　かしこくなる患者学では，医療を患者の視点から考えていきます．初めの回の「エンパワメント」で

　は，体の持つ健康を強めていくことを学びます．しかし，その基盤にあるのは生き物としての人間の自

　己治癒力です．この自己治癒力をしっかり理解し，笑いや統合医療などで高める方策を知ったうえで，

　わが国の医療のシステムの特徴を把握し，さらに医療情報の評価や選択の基礎を学びます．この科目の

後半では「患者としての権利」，rEBMとNBM」，「患者から社会への発信」，「ヘルスリテラシー」さ

　らにはヒトの「死」などを取り上げ・徹底的に人間の立場から，やかりやすく解説していきます・

授業の目標

　　人間として幸せに生きる心や身体を保持増進する方策を患者の視点から学習します．

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）

エンパワメント 病人を力づけるエンパワメントや人間の尊厳などの 高柳和江 高柳　和江
概念を学習する．エンパワメントの効果を学び、エン

パワメントの方法としてコーチングやアニメーショ
1

ンについても言及する．

生まれ，生き， 生まれ、自然治癒をしながら生き、そして死ぬ運命の 高柳和江 高柳和江
そして死ぬ運命 細胞の営みを細胞レベルで学ぶ。このために細胞の生

の細胞 命丸細胞の損傷と継続、細胞の死、さらに免疫の仕

2
自然治癒をする 組みど自然治癒の仕組みが理解できるようになる．こ

身体 ういう基礎知識の中で、利己的な遺伝子、利己的な
胎児、利己的ながんについて考えることができるよう

になる．

自己治癒力（1） ストレスとしての病気について学ぶ．ストレスとスト 高柳和江 高柳和江
病気としてのス レッサーの違いがわかり、ストレッサーについて理解

トレスと自己治 できるようになる．さらに、ストレスを低減するため

3

癒力 のコーピングについて説明できるようになる．
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

自己治癒力（2） 患者をとりまく環境が自己治癒力に及ぼす悪い影響， 高柳和江 高柳和江

4

環境と自己治癒

ﾍ

またよい影響について考える．　　／　｝

笑い 笑いの基礎知識を学問的に学ぶ。このために、笑いを 高柳和江 高柳和江
脳科学的，あるいは社会学的に分析するための基礎知

識を学習し、笑いの医学的効果を知る．そして笑いの
5 病人に対する影響を知り、応用が可能になるようにす

／

る．

統合医療と自己 ストレスを減らし，自己治癒力を高める統合医療につ 高柳　和江 高柳和江
治癒力 いての一般的知識や，医学的根拠に基づいた伝統的統

6

合医療，さらに今後の方向性などについて学ぶ．

医療サポート わが国の現在の医療システムについて学び，患者とし 高柳和江 高柳和江
（1） ての医療の利用法，問題となっている医療政策などを

医療のシステム 理解する．

7
と利用の仕方

医療サポート 医療提供者に対する教育の質の変化を学ぶ．医学教育 高柳和江 高柳和江
（2） や医師国家試験：の変貌，研修医制度や専門医制度の発

医師とコメディ 展，およびコメディカルの教育内容の変化についても

8
カル教育の質の 理解できるようにする．

変化

医療の選択 病院の情報は最近少しずつ公開されるようになって 仙波純一 仙波純一
（1）医療の情 きたが，．医療の結果（成績）の正確な評価とその公開

報 は十分でない．そのため，，いわゆる病院のガイド本や

9 テレビの情報番組などでの健康情報などが氾濫して

いる．かしこい患者として，医療情報の内容とその情

報収集や選択をどのように行えばよいかを学ぶ。
㌧、、
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

一／ （所属・職名） （所属・職名）

医療の選択 医療の質を患者安全という視点で取り上げる。医療の 高柳　和江 高柳　和江

（2）医療の質 質の評価とその利用法，患者安全のために患者自身が

10
の安全と評価 なすべきことなどを学ぶ．

＼

患者としての権 患者が主体的に医療に参加することが，かしこい患者 仙波　純一 仙波　純一

利 となる第一歩である．ここでは，患者の権利，アドボ

カシー，インフォームド・コンセント，セカンド・オ
11 ピニオンなどの概念とその重要性について学ぶ．さら

に，権利だけでなく患者が果たすべき役割も考える．

EBMとNBM 医学が証拠に基づいた医療（EBM）と患者の語りを 仙波　純一 仙波　純一

基盤とした医療（NBM）があることを学ぶ．　EBMは
医師の経験：や勘によるのではなく，医学的な根拠に基

づき医療を行おうとするものである．一方，NBMは
ナラティヴ・べ一スド・メディシンの略である．患者

12 個人の社会的背景や生活史などを理解し，患者の症状

を固有の“ものがたり’1としてとらえていくという立

場である．両者は一件対立するようであるが，実際は

医療を行う上で，EBMとNBMは車の両輪の役割を
果たしている．

患者から社会へ 患者アドボカシーについて考える．患者の側から直接 高柳　和江 高柳　和江

の発信 あるいは間接に医療に参加することを学ぶ．模擬患者

13
や医療におけるボランティア活動を理解する．

ヘルスリテラシ ヘルスリテラシー（健康や医療情報の読み取り方）を 仙波　純一 仙波純一

一
高めるための基本的理解をめざす．医療情報を得た
後，それをどう理解し評価するかは重要である．最近

14 は，インターネット上から疾患の治療ガイドラインや

薬剤情報などが容易に得られるようになってきた．健

康診断の意義や病院情報をどう読み取るか。

死を前向きに考 自然科学的死や社会的死のとらえ方を知り，人間の尊 高柳和江 高柳　和江

15

える 厳を理解し，よりょく死ぬための基礎知識を学ぶ．
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＝英語基礎A（‘05）＝・（R）
　　　一NvWelcome　to　Japan’N’

〔主任講師ξ大石和欣（放送大学助教授）〕
〔主任講師：大橋理枝（放送大学助教授》〕

全体のねらい

　聞く、読む、話すなどを中心に、初歩的な英語の学習を目的とする。日本人の女性がイギリス人男性

とアメリカ人女性をホームステイで受け入れる、という設定のもと、まずは初対面時の挨拶からはじめ、

その後の流れに合わせて段階的に英語を学習する。毎回、その回に出てきた文法項目を説明するコーナ

ー・本編で出てきた表現を取り上げて特集するコーナー、主シナリオと類似しているが状況が異なる「裏

シナリオ」で学習した表現を応用させていくコーナーなどを設けて、様々な角度から英語力の向上を図

る。日本・アメリカ・イギリスの文化事象なども織り込みながら話題を展開させ、文化的差異から生ず

るコミュニケーションの際の問題なども紹介することで英語の深い理解を促す。

執筆聖当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

初対面のときの挨拶などを通して、自己紹介の仕方 大石　和欣 大石　和欣
などを扱い、初めて会う人間とのコミュニケーショ （放送大学 （放送大学

ンのはかり方を学ぶ。‘ 助教授） 助教授）

Departure　fどom
狽??@Arriva1

大
橋
理
枝
’

大橋理枝
1 Gate

（放送大学 （放送大学

（到着ロビーか 助教授）・ 助教授）

らの出発）
ジョン・ブ ジョン・ブ

ロウカリン ロウカリン
グ（法政大 グ（法政大
学教授） 学教授）

日本に興味を持った理由や、来日の目的を聞くごと
Stuck　on　Japan などを通して、個人的なことを質問する表現などを

2 （日本で足止 扱う。 同　上 同　上
め）

自分の家族の説明などを通して、親族名称などを扱

且ome　away う。

3 丘om　Home 同　上 同　上
（住めば都）

ATaste　of 好きな食べ物や飲み物の話などを通して、何かを注

4 　Japani
日
本
の
味
わ
／

冠するときの表現などを学ぶ。
同　上 同　上

い）　　、

一一一@2　O　4　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）

健康に関する表現や、体調が悪いときに使う表現な 大石　和欣 大石　和欣

Good　Morning，

aad　Mo血ing

どを学ぶ。

大橋理枝 大橋／理枝

5 （おはよう、だ

ﾟよう）

〆　　　　r

ジョン・ブ

鴻Eカリン

ジョン・ブ

鴻Eカリン
グ グ

BeautifU1 趣味に関する表現などを通じて、芸術作品を紹介す
Wbrds　fbr る際の表現方法などを学習する。　　　　一

6 BeautifUl ＼ 同　上 同　上

Wbrds
（美言に美言）

日本・イギリス・アメリカでの一般的なライフスタ
An　Wbrk　and イルや余暇についての考え方などに言及しながら、

7
　No　Play
i良く働き、よ

それらを説明するための表現などを扱う。 同　上 同　上

く遊べ）

8

　Prim　and

@Proper
iおすまし、お

服装や服飾文化などを話題にしながら、パーティー
ﾌ場での会話などを取り上げる。

同　上 同　上

めかし）

The　Modern 好き、嫌いなどの好みを文化的な文脈で表現する方
Taste　of 法を扱う。

9 Roppongi 同　上 同　上
（現代風の六本

木）
も

The　H：istoric 、日本の伝統文化や歴史について説明するような場面

Charm　of で使える表現などを扱う。

10 Ka血akura 凝
同　上 同　上

（鎌倉の歴史的

魅力）

Celebrating 祝祭日に関する表現を手がかりにして、何かに感心

11
with　a　Bang

iドドンと祝
した時の表現方法などを学ぶ。

同上 同上

祭）

Pohtical 日本・イギリス・アメリカの選挙運動の違いなどの

12
Campaigns
i選挙事情あれ

話を通して、政治や行政に関する表現や、英語にお

ｯる政治的な言語文化性を話題に取り上げる。 同上 同上

これ）

イギリス英語とアメリカ英語の違いをとり上げなが

Wbrds　and ら、言葉の使い方や濫淫表現に関する注意点を学ぶ。

13 Ironies 同上 同上

（皮肉に本音）

一一@2　O　5・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）

日本・イギリス・アメリカの入試制度の違いなどの 大石　和欣 大石和欣
話を通して、大学や学校、教育に関する表現を扱う。

Exams 大橋理枝 大橋理枝
14 Examined

（入試問題） ジョン・ブ ジョン・ブ

ロウカリン ロウカリン
グ グ

Manners　in 現代日本の側面に関する話を通して、何かを批判す
Japanese る際の表現などを学びながら初歩的な英語の完成を

15 且armony 目指す。 同上 同上

（和の個人主
義）

一206一



＝： p語II（‘03）＝＝（R）
　　　”一’一The　Book　ofTea一一

〔主任講師 大橋．理枝（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　岡倉天心が書いた・The　Book　of　Tea・を読む。この本は日本人が英語で日本の文化を紹介した本であり、書かれた当時から

今に至るまで、西欧の人々が日本を理解する上で貴重な鍵を提供し続けてきた。この文章を読むことを通じて、日本文化

は英語では説明できないという思い込みを打破すると共に、学習者の為に書かれた文章ではなく英語話者に向けて書かれ

た文章を読むことで英語を学んだ達成感を実感してほしい。

閑 執筆担当放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講，師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

第1章（The　Cup　ofHumanity）からの抜粋を読み、天心がf茶」 大橋　理枝 大橋　理枝
をどう紹介したかを考える。 （放送大学助 （放送大学助

教授） 教授）

AMedicine　that
1

Became　a　Beverage Cyms　Rolb血 Cyms　Rolbin

（丁丁義塾大 （慶磨義塾大

学訪問講師） 学訪問講師）

引き続き第1章（The　Cup　of　Human祉y）からの抜粋を読み、

天心が東洋と西洋の関係をどう捉えていたかを考える。

2
Hu皿anity　has　Met　in

同　上 同　上
the　Teacup

第2章（The　Schools　of　Tea）からの抜粋を読み、天心が「茶」

について述べていることを考える。’

3 A6Work　ofA質 同　上 同　上

引き続き第2章（The　Schoo蓋s　of　Tea）からの抜粋を読み、天

心が茶会をどう捉えていたかを考える。

4 The　A腔ofLifb 同　上 同　上

｝

第3章（Taoism　and　Zemism）からの抜粋を読み、天心が「道」

5
Success　in　the　Mundane をどのように解説したかを考える。

同　上 同　上
Drama

引き続き第3章（肱oism　and　Ze享mism）からの抜粋を読みなが

ら、天心が「禅」をどのように解説したかを考える。

6 Only　in　V繊um 同　上 同　上

一

第4章（The　Tea・Room）からの抜粋を読みながら、天心が茶

室をどう解説したかを考える。

7 Sub“e　Bea晦 同　上 同　上

引き続き第4章（The驚a．Room）からの抜粋を読みながら、

8 Care　an4　Precision

天心が茶室の美について何を伝えようとしたのかを考える。
同　上 同　上

一一@20　7一



｝甲

執筆「担当放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容・ 講　師　名 講　師　名’

／ （所属・職名） （所属・職名）

9
Above　Ordinaワ

shoughts

引き続き第4章（The　Tea・Room＞からの抜粋を読みながら、・

｢かにして茶室に禅の精神が生かされているかを天心がどう

燒ｾしたかを考える。

大橋　理枝

b脚sRolbh1

大橋　理枝

byrus　Rolb血

引き続き第4章（The　Tea・Room）からの抜粋を読み：ながら、

天心が茶席の心得をどう描写したのかを考える。
10 AHouse　of　Peace 同　上 同　上

引き続き第4章（The　Tea・Room）からの抜粋を読みながら、

天心が伝えようとしている「清め」とはどういうことかを考
11 んtin　Cleaning える。　　　　　　　　　　　　　　1 同　上 同　上

　　　　　　　　　　　　　　　　　r�ｫ続き第4章（The　Tea・Room）からの抜粋を読みながら、

12 Frequent　Change
天心から見て日本と欧米との家がどのように違うρかを考え
驕B 同　上 同　上

引き続き第4章（The　Tea。Room）からの抜粋を読みながら、

13
Fre9㎞ess　of

hmagination．

天心が「非対称」についてどのような解説をしたのかを考え
驕B 同　上 同　上

引き続き第4章（The　Tea．Room）からの抜粋を読みながら、

天心の目から見た西欧の家をどのように表現したのかを考え
14 Useless　Repetition る。 同　上 同　上

．引き続き第4章（The　TeかRoom）からの抜粋を読みながら、

天心がこの章で何を伝えようとしていたのかを考える。
15 Truly　a　Sanctua【y 同　上 同　上

一208一



＝　英語中級B（‘06）＝（TV）
　　一　BBCドラマで学ぶ一

　
　
　
　

　

旧
名
名

回
忌
職

現
高
現

（
　

（
　

（

而
甲
一
巾
一
三

直
口
占
ロ
H
孟
H
口

講
講
授

任
遥
任

三
主
主

〔
〔
〔

野
合
石

内
河
大

儀　　　（東京大学助教授）〕

祥一郎（東京大学助教授）〕

和欣　　（放送大学助教授）〕

全体のねらい

イギリスの前衛劇場ロイヤル・コート・シアターとBBCテレビが提携して製作したキャリル・チャー

チル作の戯曲『トップ・ガールズ』のヴィデオを鑑賞し、演劇関係者へのインタビューを交えて、詳し

い解説とともに生きた現代英語の核心に迫ります。英語表現の練習のためのUseful　Expressionsのコ
v・・・・…一 iーも加えて、親しみやすい授業を目指します。

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）

作品の背景について簡単な紹介をしたあと、第1幕 内野　　儀 内野　　儀
の最初の部分を観て、特に注目すべき場面を抜き出 （東京大学 （東京大学

『トップ・ガー してQue　stions＆Answersを行いながら解説を加え 助教授） 助教授）

ルズ』① る。場面から表現を抜き出してゲストとともに
UsefUl　Expressionsで英語表現の練習を行う。批評 河合祥一郎 河合祥一郎

1 のコーナーでは作品を読み解く批評的視点について （東京大学 （東京大学

考察する。 助教授） 助教授）

大石　和欣 大石　和欣
（放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

第1幕の続きを観て、特に注目すべき場面を抜き出

してQuestions＆Answersを行いながら解説を加え

2
『トップ・ガー る。場面から表現を抜き出してゲストとともに

ルズ』② UsefUI　Expressionsで英語表現の練習を行う。演劇 同上 同上

評論家を招いて、作品について語り合う。

＼ 第1幕の続きを観て、特に注目すべき場面を抜き出

してQue　stions＆Answersを行いながら解説を加え

3
『トップ・ガー る。場面から表現を抜き出してゲストとともに

ルズ』③ UsefUI　Expressionsで英語表現の練習を行う。演劇 同上 同上

評論家を招いて、作品について語り合う。

第1幕の続きを観て、特に注目すべき場面を抜き出
『トップ・ガー してQuestions＆Answersを行いながら解説を加え

ルズ』④ る。場面から表現を抜き出してゲストとともに
4 UsefUI　Expressionsで英語表現の練習を行う。批評 同上 同上

のコーナーでは作品を読み解く批評的視点について
考察する。

一209一



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）

第1幕の続きを観て、峙に注目すべき場面を抜き出
『トップ・ガー してQue　s七io：ns＆Answersを行いながら解説を加え

ルズ』⑤ る。場面から表現を抜き出してゲストとともに
ノ

5 UsefUI　Expressionsで英語表現の練習を行う。批評 同上 同上

のコーナーでは作品を読み解く批評的視点について
考察する。

第1幕の続きを観て、特に注目すべき場面を抜き出
『トップ・ガー してQues七ions＆Answersを行いながら解説を加え

ルズ』⑥ る。場面から表現を抜き出してゲストとともに
6 UsefUI　Expressionsで英語表現め練習を行う。批評 毛　同上 同上

のコーナーでは作品を読み解く批評的視点について
考察する。

第1幕の最後の部分と第2幕第1場を観て、特に注
『トップ・ガー 目すべき場面を抜き出してQuestions＆AnsWersを

ルズ』⑦ 行いながら解説を加える。場面から表現を抜き出し
7 てゲストとともにUsefUl　E聯ressionsで英語表現の ㌦　同上 遡上

練習を行う。批評のコーナーでは作品を読み解く批
評的視点について考察する。

第2幕第3場の前半を観て、特に注目すべき＝場面を
『トヅプ・ガー 抜き出してQuesもions＆Answersを行いながら解説
ルズ』⑧ を加える。場面から表現を抜き出してゲストととも

8 にUsefUl　Expressionsで英語表現の練習を行う。キ 同上 同上

ヤリル・チャーチルの戯曲を演出するために来日し

たイギリス人演出家へのインタビューを聴く。

第2幕第3場の後半を観て、特に注目すべき場面を
『トップ・ガー 抜き出してQuestions＆A：nswersを行いながら解説

ルズ』⑨ を加える。場面から表現を抜き出してゲストととも

9 にUsefUI　Expr6ssionsで英語表現の練習を行う。キ 同上 同上

ヤリル・チャ「チルの戯曲を演出するために来日し

たイギリス人演出家へのインタビューの続きを聴
く。

第3幕の最初の部分を観て、特に注目すべき場面を
『トップ・ガー 抜き出してQuestions＆Answersを行いながら解説
ルズ』⑩ を加える。場面から表現を抜き出してゲストととも

10 にUsefhl　Expressio：nsで英語表現の練習を行う。’ 同上 同上

評のコーナーでは作品を読み解く批評的視点につい
て考察する。

第言幕の続きを観て、特に注目すべき場面を抜き出

『トップ・ガー してQue　stions＆Answersを行いながら解説を加え
ルズ』⑪ る。場面から表現を抜き出してゲ入トとともに

11 UsefUI　Expr臼ssionsで英語表現の練習を行う。批評 同上 同上

のコーナーでは作品を読み解く批評的視点について
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ρ職名）

第3幕の続きを観て、特に注目す旧き場面をi抜き出

『トップ・ガー．

ルズ』⑫ る。場面から表現を抜き出してゲストとともに
12 UsefUl　Expressibnsで英語表現の練習を行う。批評 9　同上 同上

の白一ナーでは作品を読み解く批評的視点について

考察する。

第3幕の続きを観て、特に注目すべき場面を抜き出
『トップ・ガー してQue　stions＆Answersを行いながら解説を加え

ルズ』⑬ る。場面から表現を抜き出してゲストとともに
13 UsefUI　Expressionsで英語表現の練習を行う。イギ 同上 同上

リス人演劇評論家に、この戯曲について語ってもら
》

つ。

第3幕の最後の部分を観て、特に注目すべき場面を
『トップ・ガー 抜き出してQuestions＆Answersを行いながら解説

ルズ』⑭・ を加える。場面から表現を抜き出してゲストととも
14 にUsefhl　Expressionsで英語表現の練習を行う。イ 同上 同上

ギリス人演劇評論家に、この戯曲について語っても
らう。

これまでのまとめとして、重要な部分を編集した総

『トップ・ガー 集編を通して観る。

ルズ』⑮
15 同上 同上

戸
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＝　英語総合A（‘05）＝（R）
　　　　　～歴史・文化・社会～

（主任講’ t；草光俊雄（放送大学教授）〕
〔主任講師：大石和欣（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　「英語総合A（‘05）～歴史・文化・社会」は、中級から上級レベルの学生を対象に、英語の歴史的・

文化的な背景を理解しながら、英語を実際に運用することを学び、論理的な思考方法と議論の仕方を習

得することを目標としています。講義では、英語の歴史、近世・近代の社会経済や思想哲学、ニュート

ンやダーウィンなどの自然科学思想、労働問題、都市と田園、英国紳士・、女性像の変遷など、．歴史・

文化・社会に関するさまざまなテv・一’マについてのテクストを読み、専門家へのインタビューを聞きなが

ら、自由に問題を考え、意見を表現する方法を身につけることをねらいとしています。卒業研究や大学

院進学を目指す学生にとっても有益な講義のはずです。

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）

歴史の申の英語 英語を支えている歴史的・文化的な土台を探究する。英語は 大石　和欣 草光　俊雄
複雑な過去と背景をもった生き物のような言語であり、その （放送大学助 （放送大学教

発展と変化と多様性について考えてみる。 教授） 授）

1
k

大石　和欣
（放送大学助

教授）

革：命と進化 革命と進化という問題は歴史意識として重要である。本章で 大石　和欣 草光　俊雄
は、エドマンド・バ」クの革命論やダーウィンの進化論など

2

を読みながら、革命と進化の意味を探究する。、 ・大石　和欣

、

∠

バックス・ブリタニ 大英帝国は17世紀から19世紀にかけて全世界を股にかけ 草光　俊雄 草光俊雄
カ 7つの海を支配した。財政軍事国家と呼ばれる国家構造の構

築を経済史の視点を組み入れながら世界的視野で考える。 大石　和欣 大石　和欣

3
，

商業と工業 消費革命と技術革新は20世紀だけではなく18世紀にも起こ 草光俊雄、 草光俊雄
っていたのだろうか？商工業や消費についていろいろな問題

を取り上げてみる。それは現代のビジネスの場面にも重要な 大石　和欣 大石　和欣

4 知識であろう。
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執筆担当 放送担当
回 テ、一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

都市と田園 近代英国は都市と田園という対比的環境を人為的に作り出し 大石　和欣 草光　俊雄
た。現在でもその対比は国民生活意識において重要である。

都市問題や西欧社会における田舎の歴史的・・文化的・社会的 大石　和欣

5 意義を再考する。

＼

慈善と福祉 世界に先駆けて福祉国家を築いたイギリスにおいては、現在 大石　和欣 草光　俊雄
でも慈善と福祉が重要な歴史的・文化的・社会的要素となつ
’ている。それは貧困問題などの社会問題とも不即離である。 大石　和欣

6 イギリスの慈善と福祉の実態を古今合わせて傭軽しながら、

その現代的意味を問う。

労働と社会 19世紀以降、労働の社会経済的比重は加速度的に高まってい 草光　俊雄 草光　俊雄
く。一方、労働組合の創設や労働運動などはイギリスにおい

て特有の社会主義を生み出していくことになる。労働に関す 大石　和欣 大石　和欣

7 る様々な問題を取り上げて考えてみる。

〆「

思想と哲学 経験主義が生まれたイギリスではさまざまな思想と哲学が展 草光　俊雄 草光　俊雄
回した。経験主義とは何か、またその思想的系譜をスコット

ランドを中心とした啓蒙主義や道徳論に認めることができる 大石　和欣 大石　和欣
、

8 か？そもそも英語でいうPh皿osop：hyとは何か？そうした問
題を議論していく。、

科学と技術 産業革命が起きた背景には科学技術への関心の高まりがあっ 草光　俊雄 草光　俊雄

た。ベーコンやニュートンといった科学者からメアリー・シ

エリーの『フランケンシュタイン』までをとりあげながら、 大石　和欣 大石　和欣

9 科学と技術の歴史的・文化的位置づけを確認する。

宗教と歴史 イギリスの歴史と文化の中で宗教はさまざまな対立をみた。 一草光俊雄 草光俊雄
ヘンリー8世の国教会設立からはじまった国教徒と非国教徒
との対立は近代社会形成にとって不可避の過程であった。現 大石　和欣 大石　和欣

10 代イギリス社会における宗教の意味まで追究する。

スポーツの母国 イギリスは近代スポーツの母国である。それだけにスポーツ 大石　和欣 草光俊雄
に関する語彙や表現は多い。競馬、狩猟、フットボール、ボ

一ト、テニス、クリケット等が生まれた歴史的・文化的背景 リチャード・ 大石和欣
11 とその意義を、現代の視点を含んで考える。 ビアード
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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）

騎士と紳士 イギリスは紳士の国として有名であるが、一体「紳士」とは 草光俊雄 草光俊雄
ノ 何者なのか？中世の騎士の時代からさまざまに変遷してきた

紳士像を傭即することで、それぞれの時代の価値基準と人間’・ 大石　和欣 大石和欣
12 観を明らかにし、近現代における紳士の意味を問う。

女性とフェミニズ 紳士と同様、いやそれ以上に女性像は時代ごとの歴史的また 大石　和欣 草光　俊雄
ム 社会的制約を受けてきた。中世、近代において女性はどのよ

うな生活をしていたのか、女性は社会的にどう位置づけられ 大石　和欣

13 ていたのか？フェミニスト的な議論を紹介しながら、古今の
イギリスの女性像を追う。’

七

教育 イギリスの国家政策における教育の比重は高い。それだけに 大石　和欣 草光　俊雄

歴史的にも教育の問題は常に問題になってきた。本章では特

に英語教育、現在施行されているナショナル・カリキュラム 大石　和欣

14 に焦点を当てて、イギμスにおける教育の歴史的・文化的意味

を再考する。

戦争の悲哀 イギリスの歴史は戦争の歴史でもある。しかし、その裏には 草光　俊雄 草光　俊雄

幾百万の人々の命が犠牲になってきたことも事実である。戦

争に関する記述とそれへの民衆の反応、ウィルフレッド・オ 大石　和欣

15 騨ウェンなどの戦争詩人の作品を読みながら、イギリス人の

歴史的運命感、歴史意識を振り返って議論することで本講座
の締めぐくりとする。

／
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科目名（メディア）＝＝ 英語総合B（‘07）等（R）
tvooem　into　Song”v

〔主任講師（現職名）：草光俊雄　　　（放送大学教授）　一〕
〔主任講師（現職名）：ティモシイ・ハリス（上野学園大学助教授）〕

講義概要　　　　　　”　英語の勉強で大切なのは言葉を好きになることですが、そのための一つの方法は詩を声に出して読む、そし

てできれば暗唱してみることです。その時に美しいメロディがあればより楽しいでしょう。放送授業では、詩

を読む喜びを、詩の朗読を聞きその詩に書かれた音楽を聴くこと、さらにその詩によって喚起され連想を促さ

れた作曲家の心を想像すること、またその詩や歌が作られた時代の背景などを学ぶことなどを通して味わって

いただきたいと思います。

授業の目標
　何よりも英詩を楽しむことが第一の目標ですが、英詩をよりょく理解するために、詩のさまざまな形式、決

まり事、押韻の法則なども勉強します。’放送授業をとおして講師の会話を聞き取る勉強もできるでしょう。ま

た放送授業では，歌手や演奏家をゲストに招いて，演奏の喜びや苦労についても話してもらうつもりです。

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）

ARou：nd　and　a イギリスの詩を学ぶ上での基礎的な知識をまず講義 草光俊雄 草光俊雄
Dance する。また詩が音楽として新たな命をもって生まれ ティモシ ティモシ

変わるときの読者の楽しみ方，演奏家の楽しい方な イ・ハリス イ・ハリス
1 どを紹介する。

r

Chrisもianity： 古くから歌われてきた，宗教音楽の魅力を考える。 同上 同上

Carols　　　＆ 詩と歌が宗教的な脈絡のなかでどのように密接な関

且ymns， 係を持っているのか、またそれらが時代を経るにつ

Mediaeval　to れてどのように変遷してきたのかを考える。

2
17th　century

／

The　Classica1 ギリシャ、ローマの古典文学を題材にしたイギリス 同上 同上

Inheritance 詩は多いが，それらのなかから主に16，17世紀

3
の歌曲を味わう。　1
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講二3師　名

（所属・職名） （所属・職名）

／

Song　　　　in シェイクスピアの詩や劇のために作曲された歌曲は 同上 同上
Shakespeare 多い。ハムレット，十二夜などのために作られた歌

4
曲を検討する。

：Love＆Time イギリス近世の作曲家のなかでも，最も人気のある 同上 同上

John．　Dowlandを始め、　Campion、且errickなどの

歌曲を味わう。
5、 、

The　Baroque 17世紀の偉大な詩人たちのなかでJohn　Drydenと 同上 同上

J◎hn　Miltonの名前は落とせない。彼らの詩に且enly

Purce11やGeorg：Frideric　Hande1が曲をつけたもの、r
、

6 を聴いてみよう。

Tbwards シェイクスピア、BenJo：nson、などルネサンスの劇作 同上 同上
Ro：manticism 家、詩人に惹き付けられたのは同時代の作曲家ばか

and　　　　the りではなかった。Joseph　Haydonなど18世紀に活
7 B・urg♀・isβ・ng 照した作曲家たちの曲を味わおう。

／　　　　　　　　　　与　　　’

の

Roma：nticism＆
Dthe　Beginnings

ロマン主義の時代の詩人たちの詩を19世紀後半か
ｿ20世紀はじめにかけての作曲家たちがどのよう

同上
旧
記
、
〉

of　the　English な歌曲に作っていったのか、ロマン主義と音楽につ
8 ，Musica1 いても見ていく。 ｝

Renaissance

〆

Two　T士ees　and ロマン派から19世紀後半の象徴主義的な詩人 同上 同上
aCarol （Christina　Rossettiなど）の詩人たちの歌曲を聴

9
く。

且ome　　　　＆ 19世紀から20世紀にかけて活躍した詩人、 同上 同上

Empire Thomas且ardyやRudyard　Ki戸ling、　WilliamButler

驚atsなどの詩をそれらの歌とともに考える。
10

’
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

The　Housman 同じく19世紀め後半から20世紀にかけてイギリ 同上 同上

Phenome：non ス人に最も愛された詩人の一人、AE．Housmanの
「シュロップシャーの若者」がさまざまな作曲家に

11 よって作られたが，作曲家の読みと感性の違いを楽
しもう。

’

The　First　World 第一次世界大戦では多くの詩人が命を落とすか，心 同上 同上

war に大きな傷を負った。またIvor　Gurneyのように詩

人であり，また作曲家もであったものは珍しくなか
12 つた。彼らの詩や歌を読み，聴きながら，戦争が芸

術に与えた意味を考える。

Tbwards　　the 第一次大戦後、モダニズムの時代が到来する。モダ 同上 同上

Modern ニズムを準備したと考えられる19世紀のEmily
DickinsonやGerald　Manley　Hopkinsなどの詩を2

13 0世紀の作曲を通して味わう。

：Forms　of也he モダニズムを経た20世紀の詩人たちの詩と歌を通 同上 同上

Modern して現代を考える。

14

Popular且its 最後の回ではポップスやミュージカルなどを楽しみ 同上 同上

ながら詩を味わい，ジャンルは違っても歌曲の魅力

について熱く語りたい。
15
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＝　ドイツ語入門1（‘σ6）・＝（TV）

〔主任講師（現職名）：鍛治’哲郎（東京大学大学院教授）〕

〔主任講師（現職名）：識名章喜（摺磨義塾大学教授）　〕

全体のねらい

ドイツ語の発音から始めて、動詞の現在形と命令形、名詞と冠詞、形容詞や前置詞など、文を構成する

基本的な単位を学びながら、ドイツ語の文型の基礎を習得します。過去に関する時称はまだ出てきませ

んが、助動詞も学びますので、日常的な簡単な表現を理解でき、また平易な文を作ることもできるよう
になります。

執筆担当 送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　名講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名）

地名と挨拶 アルファベットの書き方と読み方を学びます。ドイツ 治哲郎・．治哲郎
～アルファベット 語では文字と発音との関係は難しくありません。原則 （東京大’ （東京大愚
～” さえ覚えれば、他の外国語に比べて簡単です。母音の 教授） 教授）

1
音と文字との対応を学ぶことが、この回の二つ目の

ポイントです。

産油と時刻 子音と文字の対応を学びます。子音は数がたくさんあ 同上 同上

～発音～ ります。今回はドイツ語独特の発音をするものを中心

に学びます。発音練習には日常的によく用いられる
2 語や表現、数字を用います。

、

自己紹介 動詞は主語によって変化します。主語の違いによって 同上 同上
～動詞の現在人ソ・生じる変化の基本的なパターンを、主語となる人称f’

変化（1）～ 詞の種類と合わせて学びます。さらにドイツ語の
3 本的な語順についても説明します。

日のミュラーさ r回は名詞と冠詞がテーマです。ドイツ語の名詞には、 同上 同上
ん 文法的な性があり、男性か女性か中性に分類されます。

～名詞と冠詞～ また名詞には格があり、格とは文のなかでの役割のこ
4 とです。性や格は、おもに定冠詞や不定冠詞によって

示されます。

喫茶店で もっともよく用いられる動詞seinとhabenの現在人 同上 同上

～seinとhaben～ 変化と用法について学び重す。この二つの動詞を学“

ことによって、表現の幅が大きく広がります。また、
5 もう一つの重要な動詞werdenの変化と用法について

も説明します。．

間で 詞の複数形の作り方を学びます。複数形になると 同上 同上

～名詞の複数形～ の区別はなくなりますが、格は存在します。そのほカ

に、よく用いられる不規則な変化をする名詞と、動詞
6 と格との結びつきについても解説します。
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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）

路上で 冠詞と同じように名詞の前に置かれ、性と数、格によ 同上 同上

～冠詞類～ って変化する冠詞類について学びます。冠詞類には疋

冠詞と同じような変化をするものと、不定冠詞と同じ
7 ような変化をするものがあります。この回は冠詞の変

化の復習でもあります。

来客 動詞の現在人称変化の基本的なパターンはすでに学 同上 同上

～動詞の現在人称 ましたが、今回は少し不規則な変化をする動詞につい

8
変化（2）～ て学びます。

誕生日 ドイツ語の代名詞は名詞と同じように格によって変化 言　名章喜識名章喜
～人称代名詞～ します。この回では、人称代名詞、疑問代名詞に加え （慶磨義塾大 （慶磨義塾大

9
て、不定代名詞manの変化と用法について学びます。 学教授） 学教授）

オペラ鑑賞 ドイツ語の前置詞は、それぞれ名詞や代名詞の何回と 同上 同上

～前置詞～ 結びつくかが決まっています。これを前置詞の格支配

といいます。この回では主な前置詞の用法と格支配に
10 ついて学びます。

寺ち合わせ 令形の作り方を学びます。命令や依頼は2人称で’ 同上 同上

～命令・依頼の表びかける相手に対してなされますが、それ以外にも、

現～ この回では自分を含めた1人称複数に対する「．．．しま
11 しょう」という促しの表現についても学びます。

にて ドイツ語では文末には、その文の動詞と結びつきが 同上 同上

～分離動詞とドイ い語が置かれます。分離動詞とは、不定詞の前の部∠

ツ語の語順～ が分離して文末に来る動詞のことです。この回ではド
12 イツ語文の語順の原則である枠構造についても説明し

ます。

｝

日本語は難しい？ 言法の助動詞とは、英語でのcanやw皿などに相当 同上 同上

～語法の助動詞～ る言葉で、日常会話では潤滑油の働きをします。この

回では話法の助動詞の現在人称変化と用法を学びま
13 。また確実な未来や推量をあらわす助動詞werde

についても解説します。

ひらがなと漢字 ドイツ語の接続詞は、文と文とのつなぎ方の違いによ 同上 同上

～従属の接続詞～ って、並列接続詞、従属接続詞、副詞的接続詞の3
に分類されます。この回では、文の二つの種類、

14 と副文について学び、副文を導く従属の接続詞の

い方を練習します。

一219一



執筆’担当 送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　名 講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名

ゆかたと漫画 形容詞には述語的、付加語的、副詞的の3通りの用“ 同上 同上
～形容詞の語尾変があります。付加語的、つまり名詞を修飾して用いら

15
ヒ～ れる場合には性と数、格によって語尾を付けねばなり

ﾜせん。その語尾の付け方を学びます。
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＝　ドイツ語入門正（‘06）＝＝ （R）

〔主任講師（現職名）：鍛治哲郎（東京大学大学院教授）〕

〔主任講師（現職名）：同名　章喜く慶磨義塾大学教授）　〕

全体のねらい

ドイツ語入門1の後を受けて、過去時称から始めます。過去形や完了形に続いて、受動文や関係文など、

少し複雑な表現形態を学びますが、重要な事項に絞って解説します。

ドイツ語入門1と合わせて、ドイツ語の基本的な文法と表現パターンを習得することがねらいです6

執筆担当 送・担当
回・ テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　ψ名 講　　師　　名

（所属・職名 （所属・職名）

動詞の3基本形 現在人称変化については、ドイツ語入門1で説明しま 三主　章喜 呈上　章喜

した。この回では過去と完了を表す文をつくる際のも （慶磨義塾大 （慶磨義塾大
1 とになる過去の基本形と過去分詞の作り方についてい 学教授） 学教授）

びます。

現在完了 完了形はseinまたはhabenを助動詞とし、文末に過去 同上 同上

分詞をおいてつくられます。その作り方を学ぶととも
2 に、日常会話で頻繁に用いられる現在完了の用法につ

いても説明します。

’去形 ’去の人称変化を学びます。この変化は現在人称変化 同上 同上・

をしっかり覚えていれば難iしくありません。また、過
3

筆墨がどのような場合に用いられるかについても説明
します。

現在分詞と過去分 ’去分詞の作り方については第1回で学びました、こ 同上 同上

4 詞 の回では現在分詞の作り方と、二つの分詞の用法につ
いて解説します。

多容詞の名詞化 多容詞の変化についてはドイツ語入門1で学びまし 同上 同上

た。形容詞は名詞としても用いられます。この回では

5
多容詞の復習をかねて、名詞化を学びます。また現在

分詞と過去分詞も形容詞と同じように名詞化されま

o

理容詞と副詞の比 多容詞と副詞の比較級・最高級の作り方と用法を学 同上 同上

6 級・最高級 ます。

帰代名詞と再帰文の主語と同一であることを示す3・4格の代名詞を 同上 同上

詞 再帰代名詞といいますが、この回では再帰代名詞とと
7 もに用いられる再帰動詞についても学びます。

人称のes 定のものを受けない非人称のesを主語とする文は日 同上 同上

常的にも頻繁に用いられます。この回ではさまざまな
8 非人称表現について学びます。　．
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執筆担当 送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師、名 講　　師　名’

（所属・職名）（所属・職名

不定詞の用法 不定詞が用いられる例としては、ドイツ語入門1「言 鍛治哲郎 鍛治哲郎
法の助動詞」の回で学びましたが、ここではおもに （東京大’ （東京大当

9 不定詞の用法について学びます。 教授） 教授：）

受動文 受動文は助動詞と過去分詞でつくられます。助動詞は 同上 同上

erdenかseinです。受動文の作り方、二つの助動詞の
〔

10 い分け、能動文との違いについて説明します。

関係代名詞 関係代名詞は代名詞の一種ですので、性と数、格があ 同上 同上

11
ります。kその変化と関係文の作り方を学びます。

‘

語順と構文 ドイツ語の基本的な文型が出そろいましたので、その 同上 同上

習をします。文中での動詞の位置、主文と副文など
12 のほかに、今まで習ったよりも少し詳しい説明をしま

す。

副詞と話法 言法とは、話し手や書き手が、話したり書いたりする 同上 同上

内容に対して加える判断や考えです。話法の助動詞と

はそのような意味合いを添える助動詞です。同じよう
13 な役割を果たす言葉に、副詞類があります。この回は

副詞類につていて学びます。
1

続法（1） 続法とは話法の一種です。用法によって接続法1 同上 同上

とII式に分かれます。今回は、おもに非現実のことを

14 す接続法∬式について学びます。

続法（2） r回は、間接話法や要求話法に用いられる接続法1 同上 同上

15
についての説明をします。
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：＝@ドイツ語基礎（‘06）＝＝（R）

〔主任講師（現職名） 保坂　一夫　　（日本大学教授）〕

全体のねらい

　言語表現は文化そのものです。「ドイツ語基礎」はその観点に立って、単純な構造の文章から複雑な

ものへ、表現の仕方をたどりながら、段階的に徐々に高度な文章を理解するように組み立ててゆきます。

採用する教材は、ドイツ文化の紹介をするもので、同時に、あまり難しくないものを選ぶ予定です。

　ここでは、ドイツ語と日本語を比較しながら、言語の背後にひそむ文化の共通性と差異性について一

般的に考え、それを通じて全体の導入とします。

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）

単純な文章（1） ここでは単純な文章について基本的な考え方を学び 保坂　一夫 保坂　一夫

ます。ドイツ語では英語とも日本語とも異なって語 ．（日本大学 （日本大学

順はかなり自由です。語順や構文の基準は動詞の位 教授） 教授）

1 置ですが、平叙文を中心にしてそれを練習します。

過去形はすでに学んでいますので説明の前提にしま
す。

単純な文章（2） ここでは前課の復習をしながら、疑問文や否定文に 同　上 同　上

おける語順について学びます。特に否定の仕方の多

2
様性についていぐつか例を挙げて練習します。

名詞、代名詞と ここではさらに一歩進んで、補足語を持つ動詞の使 同　上 同　上

語順 い方と、そうした動詞を用いて書く文章の語順につ

いて学びます。その際特に注意すべき点として補足
3 語が名詞の場合と、代名詞の場合とを比較して練習

します。

感嘆文と命令文 ここでは感嘆文と命令文の作り方を復習しながら感 同　上 同　上

情表現について詳しく勉強し、あわせて動詞の現在

形のさまざまな例外的変化についても詳しく学び直
’4

すことにします。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

曳
（所属・職名） （所属・職名）

表現のニュー・ア 表現を複雑かつ多様にするのは助動詞です◎ここで 同　上 同　上
ンス（1） は話法の助動詞の中から”wollen“と”sollen“を取り

上げて、その意味と方向の違いについて学び、練習
5 します。さらにそのときに生じる語順の変化につい

ても詳しく考えます。

河

表現のニューア ここでは残りの話法の助動詞”d並rfbn“，”k6n：ne：n“， 同　上 同　上
ンス（2） ”m6gen“，，2m銭ssen“を取り上げ、それらの持つ意味

6
の違いと守備範囲について学び、練習します。

枠構造と分離動 分離動詞はドイツ語が好きになるか嫌いになるかの 同　上 同　上
詞 分岐点です。それだけに、ドイツ語の構文や語順を

考えるときに分離動詞を素材にして勉強するとかえ
7

って分かりやすいように思われます。ここでは、そ
の点について学び、練習します。

非分離動詞と前 ここでは分離動詞と比較しながら非分離動詞につい 同、上 同　上
つづり て勉強します。非分離動詞そのものにつてはすでに

学んでいますから、この課の重点は、ここで使われ
8 る前つづりの意味と機能について理解を深めること

に置かれます。

完了形の用法と ’ドイツ語の完了形は英語とは違い過去の表現に用い 同　上 同　上
意味 ます。では過去形と完了形とはどこが違うのでしょ

うか。ここではそれについて、語形と構文と語順を
9 中心に、さらに詳しく学びます。

／複雑な文章（1） 表現を拡げるためには、単純な文章だけでは足りま 同　上 同　上
接三冠と配語法 せん。そこで接続詞を使ってより複雑に考えを表現

10
することになります。ここでは、並列の接続詞と副

撃ﾌ接続詞的用法を材料に、語順、構文の観点から
詳細に勉強します。 L

複雑な文章（2） ここではさらに関係代名詞、関係副詞を含めて従属 同　上 同　上
関係代名詞と関 の接続詞の使い方からさらに語順、構文の理解を拡

11
係副詞 げ、深めます。
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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）

能動態と受動態 文章表現には能動態と受動態がありますが、それら 同　上 同　上

はどう使い分けられているのでしょうか。ここでは、

それらの表現のヴァリエイションを紹介しながら、
12 表現方法の使い分けについて学びます。

いろいろな動詞 ドイツ語にはさらに再帰動詞、非人称動詞、不定詞 同　上 同　上

と不定詞 などを用いてより表現を豊かにする途があります。

ここでは、そのさまざまな表現とその異同について
13 もう少し詳しく学ぶことにします。

接続法第1式の 接続法は表現をさらに豊かにするものです。ここで 同　上 同　上

表現のいろいろ は第1式の文章例を取り上げて、その可能性につい
て学びます。願望や要求の表現だけでなく、間接話

14 法についてもいろいろな例を取り上げて練習しま
す。

接続法第∬式の ここでは二心につづいて接続法第H式の用例とその 同　上 同　上

表現のいろいろ 意味について学びます。含みの多い表現は理解しに

くいものですが、逆に言うと、それがあって人間関
15 係が潤滑に進むことになるわけです。その点を中心

に接続法について考えて見ます。
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＝　フランス語入門1（‘06）　＝（TV）

〔主任講師（…現職名）

〔主任講師（現職名）
〔主任講師（現職名）

鈴木啓二　　（東京大学教授）　　　　　　　〕

原　和之　　（東京大学助教授）　　　　　　　〕

オデイル・デュシュツド（早稲田大学助教授）〕

全体のねらい　　　　　　．　　　　　　　、

　毎回3分ほどのスケッチ、　「セバスチアン、フィリップ、アリスとその仲間たち」（3人の子供たち

が繰り広げる物語）を見ながら、、そこで用いられている表現を中心にフランス語の基礎を学習する。文

法はフランス語入門1、入門II全体で一通り完結させる。
　スケッチは各回3度、はuめに日本語字幕付き、次にフランス語字幕付き、最後に字幕のついていな

いものを流す。反復練習や文法の解説、イラストを使った会話表現の学習、練習問題などを通じて、45
分の授業の中で、少しずつフランス語の理解を深めていけるように工夫してある。

　また授業の途中に、　「Ma　ville，　mon　quartier」　（わが町、わが界隈）というコーナーを設けてある。

パリ、ディエップ、ストラスブールなどのフランス6都市を一住民の視点から紹介するこのコーナーの

目的は、フランス語の学習を通じて、より広くフランス文化全般に親しんでもらうことにある。毎回、

それぞれの町に関係の深いテクストの朗読も行なう。　　　’

　なお文法に関しては。’放送授業では要点を絞りこんで説明しているため、必ず印刷教材を参照し、放

送授業で学習した内容をより確実なものにしておいていただきたい。また三十教材にはスケッチの全訳

も掲載されているのでくこれも適宜利用していただきたい。

顎執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内’　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

Colo：nie　de 鈴木啓二 鈴木啓二
vacance　s 文法：様々なあいさつめ表現（Bonjo鴫au　revo璃 （東京大学 （東京大学

1ne埜ci，　etc。）、alphabe七、発音の基礎 教授） 教授）

林間学校 「わが町わが界隈」：パリ、1回目

1 今日の会話表現：”Pardon，　je　peux？” オデイル・ オデイル・

デュシュツ デュシュツ

ド（早稲田 ド（早稲田

大学助教 大学助教
授：） 授）

Devinettes 同上 同上

文法：名詞の性、不定冠詞、定冠詞
言葉あてクイズ 「わが町わが界隈」・：パリ、2回目

2 今日の会話表現：”Attention！”

同上 同上
Balade　a　v610 文法：動詞etre，　avoirの活用、形容詞の性数変化

「わが町わが界隈」：パリ、3回目
3 自転車での遠出 今日の会話表現：”Cayest！”
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覧
執筆裡当 放送担当

回． テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講’師　名
（所属・職名） （所属・職名）

同上 同上

Rodin　ou 文法r：第一群規則動詞の活用（dessin鋸donn磯
Redon？ aimerなど）、否定文の作り方

4 「わが町わが界隈」：ディエップ、1回目
ロダンかルドン

ｩ
今日の会話表現：”On　peut　peut・6tre、．．．？”

同上 同上

Une　recette 文法：部分冠詞、否定文中の不定冠詞・部分冠詞、

、 trさs　originale 第二群規則動詞の活用（丘n璃choish！など）、数字

「わが町わが界隈」一：ディエップ、2回目
5 、とてもユニーク 今日の会話表現：”Ne　t’en　fais　pas．””Ne　vous　en・

なレシピ、 £aites　pas．”

同上 同上

Qui　perd　gagne1 ’文法：動詞all磯venirの活用，近接未来、近接過去
4

「わが町わが界隈」：ディエップ、3回目
6 負けるが勝ち 今日の会話表現：”Ca　te　di七？サ”℃a　ne　te　dit　pas？”etc．

同上 同上

D6part　group6 文法：動詞pouvo璃vouloi1～part璃sortirの活用、

付加形容詞の用法
7． みな一緒の出発 「わが町わが界隈」：ストラスブール、1回目 、

今日の会話表現：”Alors？一Ca　va！”etc．　　　．

原　　和之 原　　和之

Retrouvai皿es 文法：疑問文の作り方玉疑問副詞《oh，　quand， （東京大学 （東京大学

inattendues pourquoi，　commentなど）の使い方 助教授） 助教授）

rわが町わが界隈」：ストラスブール、2回且

8
思いがけない再 今日の会話表現：”Alonsy”etc． オデイル・ オデイル・

会 デュシユツ デュシュツ

ド（早稲田 ド（早稲田

大学助教 大学助教
授） 授）

同上 同上

Nostaユgie 文法：さまざまな動詞　（faire，　savo瓦connaitre，
Inettre，　attendre，　prendre，’devoir）の活用と用法

9 ノスタルジー
「わが町わが界隈」：ストラスブール、3回目　　F

今日の会話表現：”Cgest　d61icieux．一Tu　trouves？”

etc．
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　廓　名 講　師・名

（所属・職名） ド（所属職名）

同上 同上
Objet　pefdu 文法：指示形容詞（ce，　cette，　cesなどb）、所有形容

詞（mon，　ma，　mesなど）
10 忘れ物 「わが町わが界隈」：リヨン、第1回目

今日の会話表現：”Ce　n’est　pas　vrai！”etc．

同上 同上
Souv6nir　　de 文法：疑問代名詞（qui，　qui　est・ce　q砥qu’esかce　q砥

vacances qu’estrce　queなど）の使い方
11

ヴァカンスの想　　　瓦

「わが町わが界隈」：リヨン、第2回目

｡日の会話表現：”Eh　bien　dites　dohc！”etc．
い出．

同上 同上℃
Quels　en食mts！ 文法：疑問形容詞薩ue1、非人称の主語i1の使い方、

時間め表し方
12 ’なんて辛供たち 「わが町わが界隈」』：リヨン、第3回目

，／

Y

でしょう 今戸の会話表現：”Quelle　lneτveiHe！・・etc．

同上 同上
・Visite　au　jardin 文法：関係代名詞qui，　que関係副詞0血の使い方

＼

13
botanique 「わが町わが界隈」：エクス・アン・プロヴァンス、

}ルセイユ、第1回目
植物園見学 五目の会話表現：”Qu’esかce璽ue　dest　fatigant！”etc．

一

〆

Un　match　de 向上 同上
丑）◎tball 文法：形容詞・副詞の比較級・最上級

『わが町わが界隈」：・エクス・アン・プロヴァンス、

14 ニサッカーの試合 マルセイユ1第2回目
今日の会話表現：”Ca　va　a11磯もu　vasヤoir一
J’espさre．”etc．

、

Restohs 同上 　　　、ｯ上
calmes！ 文法：’動詞の肯定命令形・否定命令形、代名詞の強

勢形、強調構文

15 落ち着こう 「わが町力が界隈」：エクス・アン・プロヴァンス、

マルセイユ、第3回目
’今日の会話表現：鱒11s　ont　une　de　ces　chances！”etα

一一@2　2　8一



＝：フランス語入門II（‘06）＝（R）
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〔
〔
〔

二
上

工
原
山

庸子（放送大学教授）　　　〕

和之（東京大学助教授）　　〕

浩嗣（関西学院大学助教授）〕

全体のねらい

　パリのアパルトマンで共同生活を営む、さまざまな背景を持った4人の若者たち（アニェス、ブノワ、

イザベラ、ジャン＝リュック）を主人公にした会話のスケッチを題材として、フランス語入門1に引き

続き、フランス語の基礎を学ぶ。文法はフランス語入門1、IIの全体でその主要な部分を完結させる。

さらに文法的な知識を踏まえっっ、スケッチの登場人物の会話を解説することで、実践的なフランス語

運用能力の基礎となる知識を身につける。

　また毎回、10分ほどの「シャンソン」コーナーを設け、よく知られたフランス語の歌を取り上げて
歌詞を詳しく解説し、その正確な理解を助けると共に、フランス語の「音」に親しむことを目指す。

　スケッチ、例文については、印刷教材に全訳が掲載されているので、これを適宜利用していただきた
い。’ ﾜた放送教材、印刷教材の学習にあたって、つねに辞書を手元においてこれを参照することは必要

不可欠なので、必ず準備すること。

執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

D6m6nagemenも 山上浩嗣 山上浩嗣
引っ越し 文法：直説法複合過去 （関西学院 （関西学院

大学助教 大学助教
、

シャンソン：βo吻。娚加8ぬ翅θ五πη必【『こんにちは、 授） 授）
1

月曜婦人』］、β0蛎0嬬加800雌加θ【『こんにちは、

いとこさん』］ 工藤庸子
（放送大学

教授）

Recherche　d’u：n
9

同上 同上・
emploi 文法：直説法半過去・大過去
職さがし

2 シャンソン：漉α皿」窃加面甥【『お眠りなさい、粉

ひきさん』】

Reportage 同上 同上
ルポルタージュ 文法：受動態

3 シャンソン：Juliette　Greco，」∂5αおβθα血。θβoか（1）
篤 ［ジュリ土ット・グレコ、『今宵私はただひとり』（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）

：F6te
／

同上 同上
o　　　　　一一

n’一アイ
文法：現在分詞、ジェロンディフ　　　　／

4 シャンソン：Julie七te　Greco，♂∂5召』b　5θπ海。θ5（立r（2）
一

【ジュリエット・グレコ、『今宵私はただひとり』（2）］

Chents 同上 同上

ennuyeUX 文法：指示代名詞、疑問代名詞
一迷惑な客

5 シャンソン：Hepri　Sa1》ado葛α18辺ゐ塑3γθo田θ（1）

【アンリ・サルヴァド」ル、『眺あのよい部屋』（1）］

Rencontre 同上 同上
出会い 文法；人称代名詞1（直接目的、間接目的）

6 シャンソン：Henri　Salvado葛α18遡加θ8vθo　yμθ（2）

【アンリ・サルヴァドール、『眺めのよい部屋』（2）1

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

Des　　　amis 同上 同上
o　　　　　　　　　　　　　　　　　●

Raponals 文法：人称代名詞II（強勢形、命令文中の代名詞）
日本の友人

7 、シャンソン：∠4αぬ」ケ飽ゐ～毎ηθ（1）［『月明かりのも

とで』　（1）］
曳

’

Un　dimanche 同上 同上

maもin 文法：代名動詞
、日曜日の朝、

8 シャンソン：ノ4αo縦r｛た抜1αηθ（2）【『月明かりのも

とで』　（2）】

、

Dans　le　m6tro 原　　和之 原　　和之
地下鉄で 文法：関係代名詞do：nt、前置詞＋関係代名詞（lequel， （東京大学 ．（東京大学

laquelle，　lesquels，　lesquelles）の使い方 助教授）、 助教授）

9
シャンソン：渇ucienne　Boyer：」勉」曲zr加。ゴゴ短ηoα7 、工藤庸子
（1）【リュシエンヌαボワイエ『聞かせてよ愛の言葉を』 （放送大学
（1）］ 教授）

U：n　jour　de
、

同上 一同上

　　’モ盾獅№ 文法：直説法単純未来、前未来の活用と用法
お休みの日

10 シャンソン：Lucienne　Boyer：」P鋤b2rzηαfぬ」ロ。πr
（2）【リュシェンヌ・ボワイェ『聞かせてよ愛の言葉を』　　　　　　　　　　　　、

「

（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

　　　　　　　　　’P

（所属・職名）　　　　、 （所属・職名）

Courses 同上 同上

買い物 文法：代名詞y；en，　le、所有代名詞（le　mien，1a

mienne）の使い方

11 、

シャンソン：Sylvie　Vartan：．ムθ、ρ1召5わθ曲」ρoα1・8脆r

ぬηβθr（1）【シルヴィー・ヴァノレタン『アイドルを探
漣

せ』（1）】

r

C繰deaux　　　de 同上 同上

No惹1 文法：使役動詞faire、放任動詞1aisser、知覚動詞

クリスマろの贈 voi1ちentendreなどの使い方
、り物

12 シャンソン：Sylvie　Vartan：Z8♪1α5わθ】施poαr　8」磁r

4a刀5θr（2）【シルヴィー・ヴァルタン『アイドルを探

せ』（2）】

D6bat　pubhご 同上 同上

公開討論会 文法：条件法現在・条件法過去の活用と用法

13 シャンソン；Jacques　Bre1：五θ5加ηゐ〇四β

【ジャック・ブレル『ボンボン』】　　　　　　　　．

Un．　　dossier 同上 同上

oubli6 文法：接続法現在の活用と用法、

書類の忘れ物
／

14 シャンソン：・Y》es　Mo：ntant：五θβ」和睦5π2αr渉θβ（1）

【イヴ・モンタン『枯葉』　（1）】
ド

ぞ

Amiもi6
＼ 同上 同上

友情 文法：直接話法・間接話法の使い方
　

15 シャンソン：Y7es　Monta：nt：五θ5』三三βπ20r云θβ（2）

【イヴ・モンタン『枯葉』　（2）］

〆

r’

一一

@’
Q　3　1　一一一



＝　フランス語基礎く‘06）＝（R）

〔主任講師：工藤庸子（放送大学教授）　　　　　　　　〕
〔主任講師：エストレリータ・ヴァセルマン（東京大学外国人図師）〕

全体のねらい

　文法中心の体系的な語学プログラムではなく、文化的なテーマによって導かれたモティヴェーション

教育である。①書き下ろしのフランス語テクストや文学作品の講読十文法解説＋表現練習＋簡単なフラ

ンス語会話②日仏の交流め接点で活躍する方々のインタビュー・コーナー③シャンソン・コーナー
の3つの枠組みで展開される。／放送授業ではメディアの特質を活かし、生きた言葉、多彩なフランス語

の音声に触れる機会を可能なかぎり提供する。履修者は印刷教材のほかに、辞書を手元におき、常時参

照すること。

　　「フランス語をスキルとして習得すること」「フランス語を通して異文化を学ぶこと」一一一2つの課

題が共存し、また連動することで、学習者の意欲が高まることを願っている。想定される履修者は「フ

ランス語入門∬」いわゆる「初級文法」を終えたレベルだが、かつてフランズ語を学んだ方のリフレッ

シュや中級レベルの発展的な教材としても活用できるように工夫した。具体的な活用方法や、単位取得

のための最小限の条件などは印刷教材に明示する’
B

＼

執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内’　　　　　　　容　　　、 講　師　名 講’師　名

（所属・職名） （所属・職名）

食と文化1 テクスト：茄四回忌θゴ加。加ん薦症漉四四η三三 工藤庸子 工藤、庸子
餌。庖ρo曜　「あるフランス人オーナーシェフの物語」 、（放送大学 （放送大学

一南仏出身のシェフと日本との幸福な出会い。 教授） 教授）

インタビュー：フランス料理オーナーシェフAndr6
1 Pachon　I E・ヴァセ E・ヴァセ

シャンソン：且enri　Salvador：幽三二2　dl伽‘γθr∫ ルマン ルマン
（東京大学 （東京大学

外国人教 外国人教
ノ

師） 師）

食と文化∬ テクスト：《0θ5β加θr加0ゴαπ加0磁0獲！》「羊の絵を 同上 同上
惑いて！」一文化としての食を考える。 o

インタビュー：Andr6　Pachon】1
2

シャンソン：Henri　Salvador：」泌漉η♂伽’vθr∬

市民社会1 テクスト：薦dθ（誠ηβ58刀5茄〇四掘∂囎5（櫨勿　　「国 同上 同上

境なき医師団」一ノ」ベル平和賞を受賞したNGO
の成り立ちと活動について。

3一 インタビュー：国境なき医師裏日本　前会長　寺田

朗子

シャr 塔¥ン：Carla　Bruni：五回忌θノ｛勉ηθ召ηθ

o加加加θ
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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）

市民社会：H テクスト：6！α6畑加陰，《p三三1わノ伽ηo》「白い黄 工藤庸子 工藤庸子
金の国ゲランド」一伝統的な製塩技術の復興と環境 （放送大学 ’　（放送大学

問題、地場産業の振興など。 教授） 教授）

現地ルポルタージュ：美術家・フリーライター　コ

4 リン・コバヤシ E・ヴァセ E・ヴァセ
シャンソン：Jacques　Bre1：彪～d【θ二野2θ1 ノレマン ノレマン

（東京大学、 （東京大学

外国人教 外国人教
師） 師）

市民社会理 テクスト：。45β0颪a掘0ロ5θ痴届θa550（廠凌1Vθθη1醜盟0θ 同上 同上

「フランスのアソシアシオンとその活動」一NPO
」 に相当する多様な市民運動の歴史と現状。

5 現地ルポルタージュ：コリン・コバヤシH
シャンソン．：Jacques　Brel：磁～4θ飴血θ∬

童話を読む1 テクストlPierre　Gripari：、乙a　50頭α功θdθゐ～r召θ 同上 同上

伽α三三卸げ1『ムフタール通りの魔女』一舞台はパ

リ、の市場ζ魔女にさらわれたベルベル人の少女を利

6 愚な弟が救出する物語。朗読は著者グリパリ。

インタビュー：ギタリスト　クロード・チアリ1
シャンソン：Misむinguett1　Maurice　Chevaher：・の，

oわ56」P2■1b

童話を読む■ テクスト：ゐ850π露■θ漉抜」rαθ」醒bπ三三π1∬ 同上 同上

インタビュー：クロード・チアリ皿

7
シャンソン：Barbara，　Moustaki：」飴」021ηθ加αηθ

P

童話を読む皿 テクスト：」乙ββα【α鹿θ漉2a」rπθ伽π艶顔』㎡1π 同上 同上’

（3回で童話を読了し、グリパリの朗読で全体を聴

き直す。この回はインタビューなし）
8 シャンソン：Barb　ara，　Moustaki：ム8」0ヨ1ηθρ盟ηθ

∬
畢

企業と女性と 　　　　一eクスト：五θ5α鵬ゐ5β漉螂θβ「科学に1ま性差があ 同上 同上

サイエンス1 るか」一女性科学者の進出を援助するUNESCOと
企業の協同企画。

9 インタビュー：日本ロレアル　副社長　坪田秀子1

シャンソン：Camile：ゐθ530　dbβ五πθβ

一一
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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）

企業と女性と テクスト：《」乙θηθ2漉6％ρρ6加》’「クレオパトラ 工藤庸子 工藤庸子
サイエンスH の鼻」一ルーブル美術館と企業の共同研究により甦 （放送大学 （放送大学

つた古代エジプトの香水と化粧品。、 教授） 、教授）

イ：ンタビュー：坪田秀子H

10 シャンソン：T6t6：1ηbα E・ヴァセ E・ヴァセ
＼ ルマン ノレマン

（東京大学 （東京大学

外国人教 外国人教
師） 師）

旅と空間のデ テクスト：ムg躍漉η『ゴα口乞飴π飽臓ωr弛・1施αη加 同上 同上匪

ザイン1 fヴォー＝ル＝ヴィコント城の庭三一ヴェルサイ
ユをしのぐ名園の紹介。希少な水と広大な土地を劇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆

11
的に演出する空間デザイン。

インタビュー「：ランドスケープ・デザイナー　田中

喜一1
シャンソン：Georges　Bizet，、磁加ηθ畑！’02㎜θ質ノ

P

旅と空間のデ テクスト：、L8畝8∫珈6臨8海働θ8ヨ加島f修学院」 同上 同上

ザイン皿 一同時代の造園技術と日仏のコンセプトの相違。ゆ
たかな水を利用した「借景」の技法。

12 インタビュー：田中喜一皿
シャンソン：Ge¢ges　Bizet，」磁加ηa醗！0高高θ質ノ
．∬

芸
術
作
品
に
親
一 　　　　　　　　　　1　　　’eクスト：．Camus，五指2〃8θr　1『異邦人』r平明 向上 同上

しむ1 な冒頭部分の読解。批評にも言及し文学テクストと

13
1は何か壷考える。朗読はカミュ。

Cンタビュー：作曲家・ピアニズト野平一郎1
シャンソン：Jacques　Dutronc：刀θβ66ゴη¢乃θ廉θ句

盈瓦β5疹vθ伽ノ

一

，芸術作品に親 　　　　　　ノeクスト：五翫3η8θ7∬一「太陽のせい」で主人公 同上 同上

しむH が殺人の罪を犯す場面、そのクライマックスを読む。

インタビュー：野平一郎皿
14

シャンソン：Jacques　Dutronc：∬θ56厩ηg五θα■θβ；

澱瓦55各17θ伽∬　　　　　　　　　　　　　・

芸術作品に親 　　　　　　ノeクスト：二巴a刀8窃〃＝」→獄中の主人公が反冠する 聖上 同上

しむ皿 「チェコスロヴァキア人の物語」を紹介。　（3回分

15
のカミュの朗読を聴き直す。インタビューなし）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ

VャンソンごSalif　Keita：♂∂βπ釣vθ盟α云θ、d㎞写g鹿θ．拍

加初ワヨfθ
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＝　中国語入門1（‘05） ＝　（rv）

〔主任講師：木村英樹（東京大学大学院教授）〕
〔主任講師：宮本　徹（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　平易な会話文を読みながら、中国語の発音と最も基本的な文法項目を学習する。文法項目が単なる項

目の羅列に終わらないよう、折に触れて復習を行い、体系的に把握できるように努めたい。

　なお、この「入門1」では、初修中国語で身につけるべき内容のおおよそ半分を学習したことになる。

本科目を学習し終えた皆さんには、ぜひとも引き続き「中国語入門II」を学習していただきたい。

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）

1．1　　“普通話” 木村　　英樹

1．2　ピンインと声調記号 （東京大学大

1．3　簡体字 学院教授）

1．4　声調（伽θ）

1
「オーバーコート

1．5　第3声の変調
P．6　単母音

宮本　　　徹
i放送大学助

宮本　　　徹
i放送大学助

を買いますか？」
1．7　人称代名詞（1）一単数： 教授：） 教授：）

1．8　動詞述語文

1．9　否定の副詞“不” 張　　　麗群
1．10　疑問文（1）一語気助詞を用いる当否疑問文 （日本大学専

任講師）

2．1　二重母音

2．2　軽声の発音

2．3　疑問文（2）一“泥”を用いる省略疑問文

2
「革靴は一階にあ

閧ﾜすか？」

2．4　副詞“也”

Q．5　“不”の変調
同　上 同　上

2．6　所在動詞“在”

2．7　疑問文（3）一一正反疑問文

2．8　数詞（1）一1から10まで

3．1　三重母音
3．2　子音（1）．

3．3　存在動詞“有”

3
「スカーフは高い 3．4　形容詞述語文 同　上 同　上

でしよ？」 3．5　語気助詞“唱”（1）一推量・確認を表す“唱”

3．6　数量詞からなる名詞句

3．7　“一”yiの変調

4．1　子音（2）

4．2　人称代名詞（2）一複数

＜L3　指示詞（1）一場所を指し示す指示詞

4
「これは何です

ｩ？」
4L4　　“是”を用いる動詞述語文

S．5　指示詞（2）一人や事物を指す指示詞
同　上 同　上

4．6　“的”を用いる名詞句（1＞一「動詞＋“的”＋名詞」

＜L7　疑問文（4）一疑問詞疑問文
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弊

執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

5．1　鼻音を伴う母音

5．2　　“的”を用いる名詞句（2）一「名詞／代名詞＋“的”

＋名詞」 木村英樹

5
「夕方六時半でど

､ですか？」

5．3　受給者・受益者を表す前置詞

T．4　語気助詞“噌”（2）一勧誘・提案を表す“噌”

T．5　語気助詞“畦”→語気助詞“咽”
宮本　　徹 宮本　　徹

5．6　語気助詞“嗣a”一増幅機能を果たす“咽” 張　　麗群
5．7　疑問数：詞“几”

5．8　前置詞“在”

6．1　新事態の出現を表す“了”

6．2　連動文

「彼は本を返しに 6．3　　“一会ノじ’

6 図書館へ行きまし 6．4　“的”構文 同　上 同　上
た」 6．5　副詞“就”（1）

’／

7．1　主題化構文

7．2　完了を表す“了”

7．3　数詞「2」

7
「本は返しました

ｩ？」

7．4　疑問文（5）一選択疑問文

V；5　名詞連接による名詞句（1）一「種類／属性＋人／事物」
同　上 同　上

7．6　結果補語

7．7　禁止を表す副詞“別”

7．8　能願動詞“想”

8．1　名詞連接による名詞句（2＞一一「人／事物＋空間」

8．2　指示詞からなる名詞句一「指示詞＋数詞＋副詞＋名
詞」

8．3　経験を表す動詞接尾辞“・guo”

8
「今日は土曜日で・

ｷ」

8．4　副詞“彼”

W．5　名詞述語文 同　上 同　上

8．6　‘‘～するとき；～したとき”

、8．7　動作量と回数：の表現

8．8　動作の方式を問う疑問副詞

9．1　指示詞（3）一程度・度合いを指す指示詞

9．2　前置詞“比”

9
「味はどうです

ｩ？」

9．3　比較差の強調する“～三二”

X．4　　“又～又…”

X．5　疑問詞“多少”
同　上

木村　英樹
i東京大学大

w院教授）
9．6　単価（価格）の表現

9．7　数詞（2）一11以上の数字

10．1経過時間の表現

10．2概数を表す“～多”

10．3　“的”を用いる名詞句（3）一「形容詞＋“的”＋名

10

「作るのはあまり

ｾ意ではありませ
�v

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詞」
P0．4語気助詞“呪”

P0．5　“～pやないか；～ではないですか”

?O．6譲歩的認定を表す“～是～”

同　上 同　上

10．7　様態補語一「動詞＋“得”＋形容詞（句）」

10．8能願動詞“会”

10．9　未知・不明の事物を問う疑問名詞
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執筆i担当 放送担当
回 テ　・一・マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

11．1　積極性を表す“来”

11．2動作の起点を表す前置詞 木村英樹
11。3　姓名の尋ね方、名乗り方

11
「私は田中と申し

ﾜす」
11．4接続詞“和洗
P1．5　時間詞

’宮本　　徹 木村英樹

11．6　方位詞 張　　麗群
11．7　動詞の重ね型

ユ2．1副詞“挺”

12．2　“三三”を用いる比較表現

「東京は上海ほど 12．3感清等が向かう対象を表す前置討

12 蒸し暑くありませ 12．4三三動詞“可以” 同　上 同　上
ん」 12．5　二重目的語構文

12．6語気助詞“嚇”

13．1近接未来“了”

13．2　能願動詞“得”

13
「もうすぐ1時だ

諱v

13．3　副詞“再”

P3．4副詞“就”（2）
同　上 同　上

13．5持続を表す“着”

14．1　“有”を用いる連動文

14．2　疑問詞の不定称用法

「今後何かあれば 14．3　副詞“太”

14 遠慮なく言ってく 14．4　兼勤文 同　上 同　上
ださい」 14．5　「なにをする？；どうする？」という意味を表す疑問

動詞

15．1　　能願動詞“能”

15．2　　“把”構文

15．3　　“的”を用いる名詞句（4）一「名詞／代名詞／動、

詞／形容詞＋“的”」

「どうしてちっと 15．4　　事物や情報の受け手を表す結果補語

15 も聞いたことがな 15．5　　前置詞“眼” 同　上 同・上

いんだろう！」 15．6　　代名詞からなる名詞句一「代名詞＋親族名称／所属
先」

15．7　　理由・原因を問う疑問副詞

15．8　　“一点几＋都”

15．9　　否定の副詞“没（有）”
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＝＝ ?糟齠?蛯秩y（‘05）、＝（R）

〔主任講師：木村英樹（東京大学大学院教授）〕
〔主任講師：宮本　徹（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　　「中国語入門1」に引き続き、文法項目・語彙・表現の更なる習得を目指す。初回中国語として学ぶ

べき内容は、　「入門II」まで学ぶことによって初めて完結する。

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）

木村　英樹
（東京大学

1．1結果補語の“好” 大学院教 木村　英樹
「準備はできま 1．2　副詞“都” 授） （東京大学

1
したか？」 1．3　結果補語の“在” 大学院教

1．4　語気助詞の融合 宮本　　徹 授）

（放送大学

助教授）

2．1　“別～了”

2．2　仮定を表す接続詞“如果”

2．3　白白動詞“会”

2
「もう時間にな

閧ﾜした！」

2．4　前置詞“到”

Q．5強意断定の“是”
同　上 同　上

2．6　様態・性質・内容等を指し示す指示詞

2．7　疑問文に用いる“i泥”

2．8能筆動詞“～すべきである”

3。1　集合体を表す接尾辞“・men”

「彼女は飛行機 3．2　四三動討“要”（1）

3
を乗り間違えな

｢でしよ　う

3．3　結果補語の“到”（1）

R．4　副詞“有三三” 同　上 同　上

か？」 3．5　〈完了済み〉を表す動詞接尾辞“・guo”

3．6　僅差を示す“（一）三三”

4．1程度強調の“了”

「私たちのとこ
4．2　使役構文

4 ろはすべて順調
4．3　方向動詞

同　上 同　上
です」

4L4　切迫表現の“了”

5
「二三センチ伸

ﾑただけです」

5二1二重主語文
T．2　副詞“只”

T．3副詞“可”

同　上 同　上

5．4　量詞の重ね型
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

6．1方向補語
「私たちはそれ 6．2　受身を表す接頭辞“被” 木村英樹

6 でもまだ幸せな 6。3　方向補語“下来”の派生用法 木村、英樹
方です」

6．4　指示詞がつなぐ名詞句 宮本徹

7．1　動作・行為の目的を表す前置詞

7
「どうしょうも

?閧ﾜせん」
7．2　副詞“在”

V．3　存滅文
同　上 同　上

8．1指示詞“毎”
8．2　列挙に用いる“建拉”

＆
「本当に懐かし

ｭなります」

8．3　比喩・比況を表す“像～似的”

W．4　否定強調に用いる“再也”
同　上 同　上

8．5　可能／不可能を表す動詞句構造

9．1　不定・匿名の“有人～”

「あなた方に良 9．2　副詞“都” 宮本　　徹

9 い知らせを持つ 9．3　確認要求の“是不是” 同　上 （放送大学

てきました」 9．4　原因を示す前置詞 助教授）

10．1“一”の省略

10．2方位詞“上”の派生用法

10

「これ以上嬉し

｢ことはありま
10．3方向補語“出”の派生用法

P0．4方向補語“下去”の派生用法　　　　　　　’
同　上 同　上

せん」
10．5疑問詞疑問文＋“好幌”

一

11．1状態詞“二二澄”

11．2前置詞“杁”

11
「数えてご覧な

ｳい！」

11．3直願動詞“要”（2）

P1．4連用修飾語に用いる助詞“地”

P1．5直接引用の“～道”

同　上 同　上

11．6伝聞の表現

11．7試行を表す“～看”

12．1方向補語“旧来”の派生用法

12

「突然子供の泣

ｫ声が聞こえて
ｫた」

12．2　「動詞＋“咽”」の重ね型

P2．3結果補語の“到”（2）

P2．4副詞“原来”

P2．5能願動詞“敢”

同　上 同　上

、〆
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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
「ちょっと待っ

ﾄいなさい」

13．1回忌補語“着”

P3．2前置詞“往”

P3．3回分否定に用いる“不大”

木村英樹

{本徹
宮本徹

14

「果物はみんな

ﾅ食べてこそお

｢しいもので
ｷ」

14。1　「“一”十臨時三三」

A14．2動詞＋“了”＋二音節方向補語

P4．3副詞“才”

P4．4三三動詞“要”（3）

同　上 同　上

15
「今年の杏もま

ｽ熟しました」’
文法のまとめ 同　上 同　上

乱
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＝　中国語皿（‘04）＝＝（R）

〔主任講師：伊藤徳也（東京大学大学院助教授）〕

全体のねらい

現代中国語の基礎を終えた方向けの中級中国語講座です。中国語の童話を細かく読んでいきます。その

過程で「読む」「書く」「話す」「聞く」の四技能をバランスよく修得できるよう練習を積んでいきます。

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 大回治水（1）

洪水に悩む古代中国。多くの神の中でただ一人縣だ

ｯが治水事業にたちあがります。 伊藤　徳也
i東京大学大

w院助教授）

伊藤　徳也
i東京大学大

w院助教授）

2 大回治水（2）

天上から魔法の土を盗み出した縣は、動静大帝の怒

閧�モ｢、刺客に殺されますが、縣の死体は腐乱せ

ｸ、その死体から子の禺が生まれ出ます。 同　　上 同　　上

3 大回治水（3）

萬は助手の応竜の助けを借りて着々と治水事業をす

ｷめます。途中で洪水を起こした水の神と戦い、萬
ﾍそれを一蹴します。 同　　上 同　　上

4 大回治水（4）

禺は妻を迎えますが、家に妻を一人残し治水に集中

ｵます。治水が最終的な局面を迎えると、巨大な熊
ﾉ変身してある山の開拓に力を尽くします。 同　　上 同　　上

5 大禺治水（5）

妻は禺が変身した巨大な熊に驚いて、必死に逃げた

?ｰく、：石になってしまいます。石から子の啓が生

ﾜれ、治水も完全に終わります。平穏な生活を得た
l々は萬の恩徳に感謝するのでした。

同　　上 同　　上

6 藥三和公主（1）

　　　　　　　へ､妃の耳から出てきた黄金色の虫は、瓢箪：の中で飼

墲黷ﾜすが、ある日瓢箪から飛び出ると、きれいな

ﾁ紋のある大きな犬に変身し、藥瓠と名づけられて
痩､に寵愛されます。

同　　上 同　　上

7
七回和公主（2）　　「

国王は、叛乱を起こした三冠の首を取ってきた者に

ｺをやると宣言します。誰一人反乱軍に立ち向かお

､としない中、三極は戎呉の陣営に乗り込み、戎呉

ﾌ首を取って、国王の下に戻ってきます。

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）

三三は、金の鐘の中に7日7晩の間入っていれば人
間になる、それまで鐘の中を見るな、と言います。

8 繋直和公主（3） 姫が6日目に中を見たので、繋瓠は体は人間、頭は 伊藤　徳也 伊藤　徳也
犬という姿になります。二人は結婚して人里離れた

場所で質素で幸せな生活を送るのでした。

東郭という老先生がロバに乗って道を急いでいる
と、ある狼を追っている趙出子という将軍の軍隊と

9
東郭先生与狼
i1）

出会います。しばらくしてその狼が老先生に助けを
≠ﾟに来ます。

同　　上 同　　上

三図先生は狼を助けようと、袋の中に狼を隠します。

趙将軍に出会い、狼など知らないと申し出ます。
東郭先生与狼

10 （2）
同　　上 同　　上

東郭先生の必死の弁解を聞いて趙将軍は軍隊を率い

て戻っていきます。将軍が去ったあと東郭先生に袋

11
東郭先生与狼
i3）

から出してもらった狼は、飢え死にしそうだから、
ｨ前を食わせうと野馬先生に迫ってきます。ノ

同　　上 同　　上

逃げ回る図郭先生は、狼に身を食わせるべきかそう

12
東郭先生与狼
i4）

でないかを、三人に聞いてみようと提案し、狼もそ

黷�ｹ承します。まず杏の老木に聞いてみると、杏
ﾌ老木は身の上話を始めます。

同　　上 同　　上

杏の老木は、狼に食べられるべきだ、と結論します。

東明先生三冠 次にたずねた牛は、身の上話を始めます。
13 （5）

同　　上 同　　上

牛も結局朗朗先生が狼に食べられるべきだと結論

14
東郭先生与狼
i6）

し、東畑先生は、三人目の白髪の老人に必死にたず
ﾋます。一方狼は、東郭先生は狼を袋の中に詰め込

�ﾅひどい目にあわせたから、食：べられるべきだと

同　　上 同　　上

訴えます。

白髪の考人は、どちらの言い分も信じられないので、

実際に再現してみては、と提案、まんまと狼を袋の

15
東回先生団団
i7）

中に詰め込みます。東郭先生は、老人の勧め通り、

Tを殺します。東郭先生は老人に感謝のことばを言
同　　上 同　　上

って去っていくのでした。
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＝　ロシア語入門1（‘05）＝（R）

〔主任三二師：　安岡　治子（東京大学大学院助教授）〕

〔主任講師：西中村浩（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

　ロシア語文法の基礎を勉強し、「読み、書き、話す」といった基本的な能力の獲得を目指す。文字と

発音を覚え、それに慣れることからはじめ、その後ロシア語文法の要である格変化や動詞の変化を習得

し、辞典を活用しながら簡単なテクストを読めるようになることを目指す。また、簡単な日常会話表現

を身につける。

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）

文字と発音（1） 文字と発音の第1回目。日本語話者にとって比較 安岡　治子 安岡　治子

的発音しやすい音価をもつ文字からはじめる。文法 （東京大学 （東京大学

事項では、　「これは～だ」、「～はここにある／い 大学院助教 大学院助教
る」という表現を学ぶ。 授） 授）

1 、＼

西中三三
（東京大学

大学院教
授）、

一一

文字と発音（2） 文字と発音の第2回目として、特にロシア語特有

の硬音と三音について説明する。文法事項では、否

2
定文、疑問文について、そのイントネーションを含

ﾟて学習する。
同　上 同　上

文字と発音（3） 文字と発音の最終回として、日本語話者にとって

名詞の性 発音しにくい、あるいは聞き取りにくい発音をもつ

文字を学ぶ。また、文字と発音のまとめを行い、ロ

3 シア語のアルファベットを学ぶ。文法事項としては、 同　上 同　上

名詞の文法的な性について、「私の、あなたの」と

いう表現、「では～は？」というタイプの疑問文の

イントネーションなど学ぶ。

人称代名詞と動 人称代名詞と動詞の不定形、および現在変化（第

詞の現在変化 1変化）について学ぶ。さらに疑問文のさまざまな

4
（1） イントネーションの差を確認する。また、ロシア人

ﾌ名前について説明する。
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）

名詞の複数形 名詞の複数形、所有代名詞、指示代名詞の記数変 安岡　治子 安岡　治子
動詞の現在変化 化について学ぶ。動詞に関しては、現在変化（第2

5
（2） 変化）を覚える。

@β

西中村浩

形容詞（長語尾 形容詞（長語尾形）の回数変化を学ぶ。また、

形）の記数変化 KaKO藍を使った疑問文と感嘆文のイントネーシ
感嘆文 ヨンの差を覚える。最後に格変化について、それが

6 格変化 どんなものであるか概説する。 同　上 同　上’

1

名詞単数の前置 名詞単数の前置格の形を学び、前置格とともに用

格CH動詞 いられる前置詞・，b，Haの用法を説明する。動

詞諏e滋aTb，CTOHTbの用法、丞HTbの7
現在人称変化を覚える。最後に。分動詞と呼ばれて 同・上 同　上

いる一群の動詞の発音、現在変化、意味について説
明する。

動詞の過去形 動詞の過去形および、名詞と人称代名詞の旧格形
名詞の旧格 を学び、生格の用法として、「～の」という意味や、

所有の表現、否定旧格について学ぶ。
8 同　上 同　上

名詞の対格 名詞と人称代名詞の対格とその用法を学ぶ。また、

移動の動詞と表 ロシア語独特の移動を表わす動詞の特性と、行き先
現 の表わし方など、移動の動詞を用いたさまざまな表

9 現を覚える。 同　上 同　上

動詞の未来形 6HTbの未来形、その他の動詞の未来形（合成
、

名詞の与格 未来）について学ぶ、また、名詞の格については、

10’
与格の形と用法を学習する。さらに、動詞の特殊な

ｻ在人称変化形として双aBaTbの変化を覚え 同　上 同　上

る。

定動詞と不定動 ロシア語の移動の動詞には定動詞と不定動詞の区
詞 別があるが、その区別を理解する。また、形容詞の

11
形容詞三田尾形 短語尾形の作り方とその基本的な用法について学

ﾔ。さらに、動詞の特殊な現在人称変化形としてP 同　上 同　上

HCOBaTbの変化を覚える。
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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）

名詞の旧格 名詞の単数格変化の最後として四三について学 安岡　治子 安岡　治子

人称代名詞と形 　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ﾑ、さらに人称代名詞と形容詞の格変化について整

容詞の格変化 回する。無人三文について学び、動詞については、 西中村浩
ユ2

無人称文 第2変化動詞の歯音変化、唇音変化、動詞の命令法
o

について学ぶ。

不完了体と完了 ロシア語の動詞には完了体と不完了体という体 西中村　浩
体 （アスペク不）の区別があるが、第13回は体の基 （東京大学

ユ3
本的な考え方、および体と時制について学ぶ。

同上
大学院教
�j

〕

形容詞の比較級 形容詞の比較級と最上級の作り方、およびその用

と最上級 法にっ》・て学ぶ。さらに、基本的な関係代名詞につ

14
関係代名詞 いて理解する。

同上 同上

数詞 最終回は数詞と数詞を用いた表現（値段、時間、

仮定法 年齢など）、そして仮定法について学ぶ。

15 同上 同上
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＝＝@ロシア語入門ll（‘05）＝（R）

〔主任講二二

〔主任講師
西中村浩（東京大学大学院教授）　〕
安岡　治子（東京大学大学院助教授）　〕

全体のねらい

　　ロシア語の初歩的な知識をもつていることを前提とし、ロシア語の基礎的な理解・表現能力の向上を

目指す。毎回ある程度まとまった内容の文章を読みながら、文法の知識と語彙力を伸ばし、ロシア語運

用能力を高める。最後の6回は比較的長めの文章を用いて読解力の向上も目指す。

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）

名詞の格変化のま ロシア語1で学んだ基本的な名詞の格変化を復習し、惑ら 西中村浩 西中村浩
等

とめ に複数の格変化、M冠で終わる中性名詞、　bで終わる女性名 （東京大学大 （東京大学大

旧格の用法 詞の格変化を学び、やや不規則な格変化も習得する。また、． 学院教授） 学院教授）

1 最初の3回で重要な格の用法を学ぶが、この回はまず旧格の
用法を習得する。 安岡　治子

（東京大学大

学院助教授）

代名詞の格変化の 人称代名詞の格変化の復習をし、さらにいくつかの基本的

まとめ な代名詞の格変化について学ぶ。

2
与格と対格の用法 格の用法については、与格と対格の主要な用法を習得する。

同　上 同　上
∫
ノ

形容詞の格変化の 形容詞の格変化を復習する。

まとめ 格の用法については、四三の主要な用法を習得する。

旧格の用法
3 同　上 同　上

重

定動詞・不定動詞と ロシア語1では3つのペアの定動詞と不定動詞について学
体 んだが、ここではその他の基本的な定動詞と不定動詞を学び、

4
さらに不定動詞・定動詞と不完了体・完了体の関連について

揄�ｷる。　　’．
同　上 同　上’

順序数詞と時間に 個数詞と順序数詞の復習をし、数詞を用いた表現のなかで

関する表現 もとりわけ時間に関する基本的な表現を学ぶ。

5 同　上 同　上

比較級と最上級 ロシア語1では主として形容詞長語尾形の比較級と最上級

について学んだが、ここではさらに短語尾形の比較級・最上

6
級についても学び、比較級・最上級を用いたさまざまな表現

�K得する。 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）

無人三文 ロシア語でよく用いられる不定人称文、無人称文の基本を 西中村浩 西中村浩
不定人称文 復習した後、その他のよく用いられる不定人称文、無人三文

7
普遍人称文 について学び、さらに普遍人称文の基本を理解する。 安岡　治子

関係代名詞と関係 基本的な関係代名詞、，関係副詞、およびqTOを用いた構

副詞 文について学ぶ。

8 同　上 同　上

仮定法と否定代名 仮定法と接続詞qTO6Hを用いた重要な構文と否定代名
詞 詞の基本を学ぶ。

9 同　上 同　上

、

不定代名詞 チェーホフの初期の短編をやさしく書き直したものを3回

に分けて読み、文法の復習をしながら、かつさらに新しいも

10 のを学ぶ。この課では不定代名詞について学ぶ。 同　上 同　上

副動詞 ロシア語の文章を読むのに不可欠な副詞の働きをする分詞
（副動詞）について学ぶ。

11 同　上 同　上

さまざまな従属節 ロシア語のさまざまな従属節について整理する。

12 同　上 同　上

形動詞 形動詞とは何かを理解し、まず能動の分詞の働きをする能動 安岡　治子
形動詞について学ぶ。 （東京大学大

13 同　上 学院助教授）

出動形動詞と受動 被二形動詞動詞やCH動詞を用いたロシア語のさまざまな

の表現 受動の表現について学ぶ。

14
初級ロシア語文法の知識を生かして、まとまったテクスト 同　上 同　上

を読む。

まとめ 今まで習った文法事項の総復習をしながら、引き続きまと

まったテクストを読む。

15． 同　上 同　上
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事務局

記載旧
臣
三

三
年 記成19年度 目

分
科
区

共通科目
（外国語）

目
ド

科
ひ 1363280

修
三

三
三

無 繋 2

科目名（メディア）＝＝ スペイン語入門1（‘07）＝（R）

　　　　　〔主任講師（現職名）：立岩礼子・（京都外国語短期木学助教授）」〕

　　　　　〔主任講師（現職名）：丸田千花子（慶磨義塾大学非常勤講師）　〕
　〔主任講師（現職名）：マリア・ホセ・ゴンサレス・ムニョス（関西大学特任外国語講師）〕

講義概要

　スペイン語の美しい響きに親しみながら，初級文法の基礎を学ぶと同時に，スペイン語文化圏の多
様性にも触れていきます。各授業で学ぶ文法事項は、日本でスペイン語圏の人たちと接する場面を設

定したオリジナルのスキットを通して身につけていく工夫がされています。練習問題は授業で解く基

本的なものと余力のある人が解く自習用の2種類を用意しました。発音、リスニング、会話も十分に
練習できるように随所にアドバイスを施しています。、また、語学の習得のみならず、音楽を通じてス

ペイン語圏に親しむほか、ゲストを迎えてスペインやラテンアメリカの魅力について語っていただき
ます。

授業の目標

　スペイン語の初級文法の基礎の習得を目指します。具体的には①自己紹介ができる、②日常の話題

についてスペイン語圏の人たちとコミュニケv一…bションを保つことができる、という2つを主たる目標

とします。また、辞書の使い方に慣れ、応用力を謡うことも視野に入れています。さらに、スペイン

語文化圏について関心を鷹げていくことにも重きをおいています。

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）

「こんにちは。」 スペイン語のアルファベット、発音、イントネ」 立岩礼子 立岩礼子
ションに慣れる。挨拶をはじめとした日常会話に （京都外国 （京都外国

必要な表現を学ぶ。 語短期大学 語短期大学
助教授） 助教授）

1
ゲスト：Jair　Moreno　（スペイン大使館商務部） マリア・ホ マリア・ホ

セ・ゴンサ セ・ゴンサ

レス・ムニ レス・ムニ
ヨス（関西 ヨス（関西

大学特任外 大学特任外
国語講師） 国語講師）

「私は少しスペ 主語（主格人称代名詞）、基礎となる一般動詞（。ar

イン語が話せま 動詞）の規則活用（直説法現在）／、現在時制の用

2

す。」 法を学ぶ。 同　上 同　上

歌：：La　bamba〈メキシコ民謡）



執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　旧名

（所属・職名） （所属・職名）

「今日はてんぷ 基礎となる一般動詞（一er動詞）の規則活用（直説

らを食べましょ 法現在）、名詞の性数：、　（肯定・否定・疑問詞な

3
う。、」 しの疑問文）を学ぶ。 同　上 同　上

ゲスト：Jair　Moreno（スペイン大使館商務部）

「どこで携帯電 疑問詞、疑問詞を含む疑問文、数詞（1～10）、所

話を買ったらい 有形容詞を学ぶ。

いですか。」 同　上 同　上

4 歌：B6same　mucho　（小野リサ）
－

「彼らにメール スペイン語の性数一致に慣れながら，基礎となる

を書きます6」 一般動詞（4r動詞）の規則活用（直説法現在）、

冠詞（定冠詞と不定冠詞）を学ぶ。 同　上 同　上

5
ゲスト：荒川夏枝（スペイン・ガリシア州政府経

済・大蔵省ガリシア州経済開発公社（IGAPE）産
業・投資上級担当官）

「彼はスポーツ 動詞serの活用と形容詞を学ぶ。

マンです。」

6
歌：Soy　（Wi1】呼Chirino） 同　上 同　上、

「11時半で 動詞serを使って時刻や日付の表i現、数詞（1～31）

す。」 と序数詞、接続詞を学ぶ。
同　上 同．上

7 ゲスト：荒川夏枝（スペイン・ガリシア州政府経

済・大蔵省ガリシア州経済開発公社（IGAPE）産
業・投資上級担当官）

「僕が暇なと スペイン語のbe動詞である動詞estarの活用（直

き、君は忙し 説法現在）、指示形容詞、指示代名詞、指示副詞

8
い。」 を学ぶ。 同〔上 同　上

歌：：La　cumparsha（Carlos　Gaude1）

「テレビの種類 無主語動詞hay、不定数量詞を学ぶ。

が豊富です。」
ゲスト：こじまかよこ（中南米文化交流考房「ケ・ 同　上 同　上

9 リーコ」代表）

」
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

」

（所属・職名） （所属・職名）

「私はお寺に行 語幹母音変化動詞（e→ie）の動詞の活用（直説法現 丸田千花子 丸田千回忌
きたいです。」 在）、直接目的格人称代名詞を学ぶ。 （冠羽義塾 （慶磨義塾

大学非常勤 大学非常勤
歌：La　ll・r・na（ChavelaVdrgas） 講師） 講師）

10
マリア・ホ マリア・ホ

セ・ゴンサ セ・ゴンサ
ノ

、レス・ムニ レス・ムニ

ヨス（関西 ヨス（関西

大学特任外 大学特任外
国語講師） 国語講師）

「一本いくらし 語幹母音変化動詞（o→ue）の動詞の活用（直説法
ますか。」 現在）、40から1．000．000までの数詞、前置詞を

、

伴う直接目的語を学ぶ。・ 同　上 同　上

11

ゲスト：こじまかよこ（中南米文化交流四四「ケ・

リーコ」代表）

「伝統料理を出 語幹母音変化動詞（e→i）の動詞の活用（直説法
すのですよね。」 現在）、間接目的格人称代名詞を学ぶ。

同　上 同　上
12

歌：Te　recuerdo，　Amanda　（Vfctor　Jara）
ガ

「今週土曜日、 1人称のみ不規則動詞の活用（直説法現在）、間

京都へ出発しま 接目的格人称代名詞と直接目的人称代名詞の併用

す。」 を学ぶ。 同　上 同　上

’

13
ゲスト：「オルティス・リベラ美由紀（コーヒー

専門認証プログラム「ウツ・カフェ」日本市場担
当）

「久保田さんか 一不規則動詞の活用（直説法現在）、前置詞格人称

らのメッセージ 代名詞、代名詞の重複を学ぶ。

があります。」 同　上 同　上一

14
歌：Salsa　no　tiene丘ontera（オルケスタ・デ・ラ・

ルス）

「私は野球が大 gustar表現やgustar型構文を学ぶ。

好きです。」
同　上 同　上

15 ゲスト：オルティス・リベラ美由紀（コーヒー専
門認証プログラム「ウツ・カフエ」日本市場担当）
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事務局

記載欄
三
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

共通科目
（外国語）

目
ド

科
， 1363344

朗
朗

履
三

無
田
図 2

科酩（メディア）＝＝スペイン語入門II（‘07）＝（R）

　　　　　　〔主任講師（現職名）：丸田千花子（慶磨義塾大学非常勤講師）〕

　　　　　　〔主任講師（現職名）：久野量一／（法政大学助教授）　　　〕
　　　〔主任講師（現職名）1サンドラ・モラーレス・ムニョス（日本大学非常勤講師）〕

講義概要
　「入門1」で学んだ初級文法の基礎を修了させると同時に，引き続きスペイン語文化圏の多様性にも触

れていきます。文法解説、練習問題などで文法事項を確認したのち、オリジナルのスキットを通して・発

音、リスニングを練習し、応用表現を学んでいきます。また「入門1」に引き続き、さまざまな分野の専

門家を迎えて，「入門1」とは別の角度からスペイン語文化圏の文化にアプローチしていきます。

授業の目標
　「入門II」では様々な時制を習得することでスペイン語の表現に幅をもたせることを狙いとしています。

時制それぞれの違いをきちんと認識し、活用の運用能力を高めていくこと、またネイティヴとのコミiニ

ケ』ションを取れるようになることが授業の目標です。　「入門1」に引き続きさらにスペイン語文化圏に

ついての関心を深めていくことにも重きをおいています。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講　師　名 講二師　名

（所属・職名） （所属・職名）

「あなたは何時 再帰動詞（直説法平時）を学ぶ。 丸田千花子 丸田千花子

に起きますか。」 （慶磨義塾 （慶磨義塾

大学非常勤 大学非常勤
ゲスト：八嶋由香利（慶磨義塾大学経済学部助教授） 講師） 講師）

サンドラ・ サンドラ・
1

モラーレ モラーレ
ス・ムニョ ス・ムニョ

ス（日本大 ス（日本大

学非常勤講 学非常勤講
師） 師）

「友人たちとセ Seを用いた無人称の表現、感嘆文を学ぶ。

2

ビーチェを食べ

ﾉ行く習慣があ
閧ﾜす。」

ゲスト：八嶋由香利（平押義塾大学経済学部助教授）

同　上 同　上

「どのような製 Seを用いた再帰受身、無意志の表現を学ぶ。

3

品が取引される

ﾌですか。」
ゲスト：石井康史（慶磨義塾大学経済学部助教授）

同　上 同　上

ρ
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

「私はポップよ 比較の表現を学ぶ。

りも伝統音楽が
好きです。」 同　上 同上

4 ゲスト：石井康史（慶憎憎塾大学経済学部助教授）

「今朝、僕は忙 直説法現在分詞を学ぶ。

しかったです。」

5 ゲスト：久松佳彰（東洋大学国四域学部助教授）
同　上 同　上

「お母さんは台 直説法現在進行形を学ぶ。

所でお皿を洗っ
ています。」

ズ
同　上 同　上

6 ゲスト：久松三三（東洋大学国際地域学部助教授）

「どれくちい私 直説法未来を学ぶ。

たちと一緒にい

る予定です 同　上 同　上
7 か？」 ゲス’ト：ヒガ・マルセーロ（フェリス女学院大学国

際交流学部助豫授）

「彼らはもうレ 直説法未来完了を学ぶご

ストランに到着
しているでしょ 同　上 同　上

8 》つ。」 ゲスト：ヒガ・マルマーロ（フェリス女学院大学国
際交流学部助教授））

「昨晩、会社の 直説法点過去の規則活用を回想　（1） 久野量・一 久野量一
近くで襲われて （法政大学 （法政大学

9

しまったんだ。」
ゲスト：西成彦（立命館大学六学院先端総合学術研究科教授）

助教授）

Tンドラ●

c堰[レ

助教授）

Tンドラ・

c堰[レ
ス・ムニョ ス・ムニョ

ス（日本大 ス（日本大

学非常勤講 学非常勤講
師） 師）
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

「そのあたりの 直説法点過去の不規則活用を学ぶ。

日本食レストラ

ンで食事をしま 同　上 同　上
10

したか。r ゲスト：西成彦（立命館大学大学院先端総合学術研
究科教授）

「夏休みになる

ﾆよく田舎に出
、直説法三三を学哉

11
かけたもので
ｷ。」

ゲスト：伊高浩昭（フリージャーナ似ト、元共同
同　上 同　上

通信記者）

「タクシーを拾 直説法過去未来を学ぶ。

うことをお勧め
いたします。」 同　上 同　上

12 ゲスト：伊高浩昭（フリージャーナリスト、元共同
通信記者）

「その映画なら 直説法過去完了を学ぶ。

もう観たことが

あると彼女は言 伺　上 同　上
13

つた。」 ゲスト：星野智幸（作家、早稲田大学客員助教授）

「そんなに早起 接続法現在の規則活用を学ぶ（1）

きするなんて信
じられないわ。」 同　上 同　上

14 ゲスト1星野智幸（作家、早稲田大学客員助教授）

「感想を言って 接続法現在の不規則活用を学ぶ（2）

くれるのなら、

本を貸してあげ 同　上 同　上

15 るよ。」 ゲスト：星野智幸（作家、早稲田大学客員助教授）
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＝　韓国語入門1（‘06）＝（TV）

〔主任講師（現職名）：生越直樹（東京大学教授）　　〕
〔主任講師（現職名）：根本理恵（東京大学非常勤講師）〕

全体のねらい

　簡単な会話によって韓国の人とコミュニケv・一・・ションができるようになること，掲示や簡単な説明文を

読めるようになることをめざす。まず，発音・文字（ハングル）の練習を十分に行ったのち，基本的な
表現を使って簡単な文章を作る練習を行っていく。あわせて，スキットなどを通して韓国の文化・習慣

を紹介し，それらに対する理解を深める。

執筆担当 放送担当
回 テ　b一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

文字と発音（1） 基本的な単母音6つとヤ行系の重母音の発音，子 生越直樹 生越直樹
一母音（1），子音 音の一部，、およびそれを表す文字の練習を行う。さ （東京大学 （東京大学
（1）一 らに，出会ったときなどに使うあいさつを練習する。 教授） 教授）

1
根本理恵 根本理恵
（東京大学 （東京大学

非常勤講 非常勤講
、

師） 師）

文字と発音（2γ 子音（本音，激昂，濃墨）の発音，ワ行系の重母音 同上 生越直樹
一母音（2），子音 の発音，およびそれを表す文字の練習を行う。さら （東京大学

2

（2）一 に，別れの時などに使うあいさつ表現の練習を行う。 教授：）’

文字と発音（3） 音節末子音（四声）の発音，および終声に関わる連 同上 同上

一甲声・連音化 音化の練習を行う。さらに，呼びかけ，謝罪などの

3
一 あいさつ表現を練習する。

高野由紀です。 初めて会う場面のスキットを使いながら，「～です， 同上 同上

一名詞文の叙 ですか」　「～でいらっしゃいますか」にあたる名詞

述・疑問・尊敬 文の叙述形・疑問形・尊敬形と「は」にあたる助詞
4

一 の使い方を練習する。
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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）

どこにあります コンビニで物を探すスキットを使いながら，「ある， 生越直樹 生越直樹
か。　一存無文 いる」「ない，いない」にあたる存在詞，・「この， （東京大学 （東京大学

の叙述・疑問一 その，あの」にあたる指示詞の使い方を練習する。 教授） 教授：）

5 根本理恵
（東京大学

非常勤講
t）

午後に何をしま これからの予定を聞くスキットを使いながら，「～ 同上 同上

すか。　一用言 します（か），～です（か）」にあたる用言文の叙述形・

文の叙述・疑問， 疑問形についての練習を行う。さらに，漢語系の数
6 数詞（1）一 詞とそれとともに使う助数詞の練習も行う。

タバコは吸いま 喫茶店で話すスキットを使いながら，「～しません」 同上 同上

せん。　一否定 にあたる用言文の否定形，「～ではありません」に
形，数詞（2）一 あたる名詞文の否定形について練習する。さらに，

7 固有語系の数詞とそれとともに使う助数詞の練習も

行う。

’

ホテルで召し上 ホテルのロビーでのスキットを使いながら，用言の 同上 同上

がりますか。 尊敬形の作り方と使い方，特殊な尊敬形の使い方を

8
一尊敬形一 練習する。

ドアを閉めてく 韓国料理店で食事をするスキットを使いながら，連 同上 根本理恵
ださい。　一連 用形の使い方と「～してください」にあたる依頼心 （東京大学

用形一 現の使い方を練習する。 非常勤講
9 師）

9時に学校に行 一日の生活を表すスキットを使いながら，「～しま 同上 同上

きます。　一 す」にあたる文末の丁寧：な形hayyo体の練習を行う。

hayyo体の叙 また，残りの連用形の縮約形の練習もする。
10 述・疑問一

映画をよくご覧 映画館に行く場面のスキットを使いながら，hayyo 同上 同上

になりますか。 体の縮約形とhayyo体の尊敬形の使い方を練習す

一hayyo体の尊 る。

11 敬一
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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）

先週何をしまし 友人の家で食事するスキットを使いながら1過去形 生越直樹 根本理恵
たか。　一過去 の使い方を練習する。さらに過去形の縮約形，尊敬 （東京大学 （東京大学

形一 の過去形の練習もする。 教授） 非常勤講
12

師）

根本理恵
（東京大学

非常勤講
師）

できるだけ早く バス停で電話する場面のスキットを使いながら，話 同上 同上

行きます。　一 し手の意志や推測を表す未来意志形の使い方を練習

進行形，未来意 する。さらに，「～している」にあたる進行形の作
13 志形一 り方と使い方を練習する。

狭いですが，あ インターネットカフェで話すスキットを使いなが 同上 同上
ちらへどうぞ。 ら，いくつかの接続語尾と希望を表す表現の使い方

一接続語三一 を練習する。
14

まとめと復習 これまで学習した表現を，スキットの確認しながら 同上 同上
復習していく。

15

一256一



＝　韓国語入門1【（‘06）＝（R）／

〔主任講師（現職名）：生越直樹（東京大学教授）　　〕
〔主任講師（現職名）：根本理恵（東京大学非常勤講師）〕

全体のねらい

　　韓国語1を終了した程度の実力を持つ学習者を対象とする。いろいろな表現を使って韓国の人とコ

ミュニケーションができるようになること，新聞記事などを読めるようになることをめざす。基本的な

表現のうち，韓国語1で学習しなかった事項について練習するとともに，スキットなどを通して，韓国

の文化・習慣に対する理解をさらに深める。

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）

学校の前にある CDショップでのスキットを使いながら，用言の後 生越直樹 生越直樹
レコード店　一 うに名詞が続くときの形，連体形の練習をする。こ ’（東京大学 （東京大学

動詞の連体形（1） の課ではまず動詞，存在詞の連体形のうち，現在連 教授） 教授）

1 一
体形，過去連体形の作り方と使い方の練習を行う。 根本理恵

（東京大学

非常勤講
師）

以前の記録があ 薬局でのスキットを使いながら，動詞，存在詞の連 生越直樹 生越直樹
るはずです’一 体形のうち，未来連体形，回想連体形の作り方と使 （東京大学 （東京大学

動詞の連体形（2） い方を練習する。 教授） 教授）

2 一 根本理恵
（東京大学

非常勤講
師）

簡単な韓国料理 市場で話すスキットを使いながら，形容詞，指定詞 生越直樹 生越直樹
一形容詞の連体 の連体形（現在，未来，過去）の作り方と使い方を練習 （東京大学 （東京大学

形一 する。 教授） 教授）

3 根本理恵
（東京大学

非常勤講
師）

外国に住んでい 屋台で食事しながら話すスキットを使いながら，特 生越直樹 生越直樹
る人　一・r語幹 殊な活用をするr語幹の用言の使い方を練習する。 （東京大学 （東京大学

（1）一 さらに接続語尾・慣用表現のいくつかについτ，そ 教授） 教授）

4 の使い方を練習する。 根本理恵
（東京大学

非常勤講
師）
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容： 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

この近くにお住 病院でのスキットを使って，引き続きr語幹の用言 生越直樹 生越直樹
まいですか　一・ を使う練習をする。さらに接続語尾・慣用表現のい （東京大学 （東京大学
r語幹（2）一 くつかについて，その使い方を練習する。 教授） 教授）

5 根本理恵
（東京大学

非常勤講
t）

頭痛はすっかり バスターミナルで話すスキットを使って，変則用言 生越直樹 生越直樹
治りましたか の一つ，s変則用言の活用と使い方を練習する。さ （東京大学 （東京大学

一s変則一 らに接続語尾・慣用表現のいくつかについて，その 教授） 教授：）

6 使い方を練習する。 根本理恵
（東京大学

非常勤講
t）

尋ねてみましよ 地下鉄駅，車内でのスキットを使って，t変則用言 生越直樹 生越直樹
う　一t変則一 の活用と使い方を練習する。さらに接続語尾・慣用 （東京大学 （東京大学

表現のいくつかについて，その使い方を練習する。 教授） 教授：）

7 根本理恵
（東京大学

非常勤講
t）

発音がとても難 大学教室でのスキットを使って，p変則用言の活用 生越直樹 生越直樹
しいです一P、 と使い方を練習する。さらに接続語尾・慣用表現の （東京大学 （東京大学

変則一 いくつかについて，その使い方を練習する。 教授γ 教授：）

8 根本理恵
（東京大学

非常勤講
t）

白い看板が見え 観光地で話すスキットを使いながら，h変則用言の 生越直樹 根本理恵
ます　一h変則 活用と使い方を練習する。さらに接続語尾・慣用表 （東京大学 （東京大学

一 現のいくつかについて，その使い方を練習する。 教授） 非常勤講
9 根本理恵 師）

（東京大学

非常勤講
t）

私が行って呼ん 列車の車内でのスキットを使って，rwu変則用言の 生越直樹 根本理恵
で来ます　一 活用と使い方を練習する。さらに接続語尾・慣用表 （東京大学 （東京大学

rwu変則一 現のいくつかについて，その使い方を練習する。 教授） 非常勤講
10 根本理恵 師）

（東京大学

非常勤講
t）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

どんなに忙しく キャンプの場面のスキットを使いながら，wu変則用． 生越直樹 根本理恵
ても　一wu変 言の活用と使い方を練：習する。さらに接続語尾・慣 （東京大学 （東京大学

則一 用表現のいくつかについて，その使い方を練習する。 ．教授） 非常勤講
11 根本理恵 師）

（東京大学

非常勤講
師）

包装はしないで デパートでおみやげを探すスキットを使いながら， 生越直樹 根本理恵
ください　一さ よく使う熟語でまだ学習していない表現の使い方を （東京大学 （東京大学

まざまな表現一 練習する。 教授） 非常勤講
12 根本理恵 師）

（東京大学

非常勤講
師）

ご飯は食べた 空港で友だち同士が話すスキットを使いながら，文 生越直樹 根本理恵
の？　一hanta 末の形式のうち，ぞんざいな表現であるhay体， （東京大学 （東京大学

体，hay三一 hanta体の叙述・疑問などの形を練習する。 教授） 非常勤講
13 根本理恵 師）

（東京大学

非常勤講
師）

文章を読む一 短い文章を読みながら，書き言葉でよく使われる表 生越直樹 根本理恵
書き言葉の表現 現を練習する。 （東京大学 （東京大学

一
教授） 非常勤講

14 根本理恵 師）

、（東京大学

非常勤講
師）

まとめと復習 これまでのスキットを使いながら学習した表現を復 生越直樹 根本理恵
習する。 （東京大学 （東京大学

教授） 非常勤講
15 根本理恵 ’師）

（東京大学

非常勤講
師）
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＝　日本語基礎A（‘06）＝（TV）

〔主任講師（現職名）：姫野昌子（放送大学教授）　　〕
〔主任講師（現職名）：伊東三郎（東京外国語大学教授）〕

全体のねらい

　学習者のレベルは、初級後半程度を考えている。放送は、全部、やさしい日本語で行う。印刷教材は、

2部に分かれている。第1部は、外国人学習者用の解説と課題、第2部は、日本人教師用の解説となっ

ている・外国人学習者は、第1部だけ勉強すればよい。試験問題も日本人教師とは違うものを用意する。

月下は日本人の社会と文化を紹介である。外国人留学生による日本人へのインタビューを通し、日本人

の生活や働く姿を伝える。日本語能力試験3，4級レベルの文法事項、語彙、漢字の基礎的運用能力養
成を図る・マルチメディアの特色を生かしつつ、コミュニケ・・・・・…ション能力を養成する楽しい講座をめざ
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）

授業風景 姫野昌子 姫野昌子

楽しい文法教室

・動詞、形容詞、形容動詞の活用形・アスペクト、テンス

（放送大学

ｳ授）

（放送大学

ｳ授）
1 ① ・「～て」形の用法 伊東祐郎

・格助詞の用法「を」　「で」　「に」 （東京外国
・漢字①線の形 語大学教
・日本の歌①「夏の思い出」 授）

スキット 授業風景 藤村知子
「発表の授業一 ・自動詞と他動詞 （東京外国

準備一」 ・変化「～くなる」　「～になる」 語大学助教
・変化「～くする」「～にする」 授） 同　上

2 ・設置と処置　補助動詞「～ておく」， 姫野昌子
（放送大学

・留学生によるインタビュー「漫画家　咲坂芽亜氏」 教授）

・漢字②線と点の形

・日本の歌②「だれもいない海」

スキット 授業風景
「発表の授業一 ・設置と処置の結果の状態　補助動詞「～てある」

漫画やアニメの ・単なる結果の状態　補助動詞「～ている」

3
始まり一」 ・誘発感情動詞の他動詞化「人を～させる」 同　上 同　上

・留学生によるインタビューと報告

・漢字③構成要素

・日本の歌③「雪の降る街を」

ドキュメンタリ 授業風景 小林幸江
一 ・可能表現「～することができる」 （東京外国
「東京の森戸人 ・動詞可能形「行ける」 語大学教

4
工林で木を育て 授） 同　上

る一」 ・留学生によるインタビュー「あきる野市製材所 姫野昌子
経営者田中定男氏」 （放送大学

・漢字④「さんずい偏」 教授
・日本の歌④「北国の春」
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ドキュメンタリ ・引用表現「～と言う」　「～と思う」

一 ・伝聞形「～そうだ」

「東京の森一束 同　上 同　上
5 京の木で家を造 ・留学生によるインタビュー報告

る一」 ・漢字⑤「人偏」

・日本の歌⑤「この広い野原いっぱい」

ドキュメンタリ 授業風景 鈴木美加
一 ・条件「～と」「～たら」 （東京外国

「自然の力を利 ・留学生によるインタビュー「自然食店　富士山の 語大学助教

回した三一太陽 野菜塾店長佐藤三三」 授〉 同　上
6

の熱や光などの 姫野昌子
利用」 ・漢字⑥「木偏」 （放送大学

・日本の歌⑥「この空を飛べたら」 教授）

ドキュメンタリ 授業風景

一 ・条件「～ば」　「～ても」

「自然の力を利

7 回した家一雨水 ・留学生によるインタビュと報告「朝霧高原の牧場」 同　上 同　上

の利用一」 ・漢字⑦「手偏」

・日本の歌⑦「恋人よ」

授業風景 姫野昌子
楽しい文法教室 ・文法事項復習（1～7回） （放送木学

② 教授）

8 復習 ・留学生によるインタビュー「江戸紙切り名人　桃 同　上

川宮氏」

・漢字⑧「日偏」

・日本の歌⑧「忘れな草をあなたに」

スキット 授業風景 伊東祐郎
「お見合い一若 ・様態形容詞、形容動詞＋「～そうだ」 （東京外国

い2人と仲人さ 「回そうだ、元気そうだ」 語大学教
9 ん」， 授） 同　上

・留学生によるインタビュー「大学生の結婚観」 姫野昌子
・漢字⑨「しんにゅう偏」 （放送大学

・日本の歌⑨「冬が来る前に」 教授）
一

ドキュメンタリ 授業風景

一 ・様態動詞＋「～そうだ」「降りそうだ」

「お見合い一結

10 婚相手紹介サー ・留学生によるインタビュー報告 同　上 同　上

ビス会社」 ・漢字⑩「草かんむり、雨かんむり」

・日本の歌⑩「旅人よ」

ドキュメンタリ 授業風景 荒川洋平
一 ・授受動詞「もらう、あげる、くれる」 （東京外国

「文化を守る一 ・推移、変化補助動詞「～てくる」　「～ていく」 語大学助教

丸岡の町一」
授：） 同　上

11 ・留学生によるインタビュー「歌舞伎役者　市川男 姫野昌子
女蔵氏」 （放送大学

・漢字⑪「ウかんむり「門がまえ」 教授）

・日本の歌⑪「心の旅」
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ドキュメンタリ 授業風景

一 ・待遇表現「～てくれる」　「～てもらう」　「～てあ

「文化を守る一 げる」

12 子ども歌舞伎」 同　上 同　上

・留学生によるインタビュー報告

・漢字⑫「訓読みが2つある宇」

・日本の歌⑫「恋人もいないのに」

ドキュメンタリ 授業風景 柏崎雅世
一 ・直接の受身「人を対象とする動詞」 （東京外国

「東京の水道一 一三三主の受身 語大学教

13
水を安全に届け
驤黶v’ ・留学生によるインタビュ．一「岐阜県高山　オーク

授：）

P野昌子

同　上

ヴィレッジ」 （放送大学

・漢字⑬「音読みが2っある字」 教授）

・日本の歌⑬「みずいろの雨」

ドキュメンタリ 授業風景

一 ・「持ち主の受身」　「迷惑の受身」

「東京の水道一
14 水を安全に守る ・留学生によるインタビュー報告 同　上 同　上

一」 ・漢字⑭「訓読みと音読みがある字ゴ

・日本の歌⑭「あのすばらしい愛をもう一度」

授業風景 姫野昌子
楽しい文法教室 ・文法事項復習（1～14回） （放送大学

③ 教授）

15 総復習 ・留学生の司会による「桃川忠氏江戸紙切り実演会」 伺　上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧E漢字⑮「熟語」

・日本の歌⑮「さとうきび畑」
＼
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事務局

記載欄
三
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

共通科目

（外国語）
目
ド

科
， 1399535

修
限

履
二

三 繋 2

科目名（メディア）＝＝ 日本語基礎B（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）：姫野　昌子（放送大学教授）　　　〕
〔主任講師（現職名）：伊東高岡（東京外国語大学教授）〕

講義概要
　学習者のレベルは、初級後半程度を考えている。放送は、全部、やさしい日本語で行う・印刷教材は・

2部に分かれている。第1部は、外国人学習者用の解説と課題、第2部は、日本人教師用の解説となって

いる。外国人学習者は、第1部だけ勉強すればよい。試験問題も日本人教師とは違うものを用意する。コ

ミュニケーション能力をつけるため、いろいろな会話の表現を勉強する。いろいろな国の人に日本に来て

から経験したことを聞き、異文化コミュニケーションについて考える。日本の都市を12選んで・その地

理や、文化・歴史的な特徴などを紹介し、日本理解を深める。そのほか日本の詩歌も紹介し、説明する。

会話やナレーションの中に出てきた大切な文法事項についても勉強する。・

授業の目標
　日本語の会話の特徴を理解し、コミュニケージョン能力をつける。異文化について考える力を養う。同

時に日本の都市や詩歌の紹介を通じて目本の文化について知識を深める。そのほか、初級後半から中級前

半の文法事項について理解力と表現力を養成することを目指す。

執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 単二　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

導入 ・「挨拶や会話」導入 姫野昌子 姫野昌子
・「異文化コミュニケーションインタビュー」導入 伊東祐郎 （放送大学

各課の内容と全 ・「異文化メモ」導入 田山のり子 教授）

体の流れの説明 （東京外国 伊東祐郎
・日本の詩歌：俵万智の短歌『サラダ記念日』所収 語大学教 （東京外国

・音楽：神山純一「旅立ちの時」 授） 語大学教
藤森弘子 授）

（東京外国

1 語大学教
授）

初鹿野阿れ
（東京国際

大学講師）

池田智子
（元東京外

国語大学助
教授）

会話① ・出会いの挨拶と会話の開始 同 同

・外国人へのインタビュー①：出会いの表現

異文化コミュニ ・異文化メモ：出会いの挨拶

2 ケーション① ・札幌の紹介

・日本の詩歌：三好達治の詩「雪」、『測量船』所収

北の街札幌 ・音楽：さだまさし「北の国から」
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

会話② ・別れの挨拶 同 同

・外国人へのインタビュー②：別れの表現
異文化コミュニ ・異文化メモ：別れる時の表現

3 ケーション② ・仙台の紹介

・日本の詩歌：石川啄木の短歌『一握の砂』所収
森の都仙台 ・音楽：さとう宗幸「青葉城恋唄」

会話③ ・電話の終了 同 同

・外国人へのインタビュー③：電話で話した経験
異文化コミュニ ・異文化メモ：電話での話し方

4 ケーション③ ・東京の紹介

・日本の詩歌：高村光太郎の詩「あどけない話」．『智
首都　東京 悪子抄』所収

・音楽：喜多郎「天と地」

会話④ ・謝罪の会話 同 同

・外国人へのインタビュー④：謝罪の経験
異文化コミュニ ・異文化メモ：謝罪の表現と態度

5 ケーション④ ・金沢の紹介（

・日本の詩歌：室生犀星「小景異清」『押扇小曲集』
北の小京都 所収

金沢 ・音楽：倉本悠基「哀しみの空」

会話⑤ ・言い訳の会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑤；言い訳の経験
異文化コミュニ ・異文化メモ：言い訳の表現と態度

6
ケーション⑤ ・名古屋の紹介
商業都市 ・日本の詩歌：寺山修司「故郷の母のことを思い出
名古屋 したら」『人生処方詩集』所収

・音楽：経田康子「桜」

会話⑥ ・依頼と承諾の会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑥：依頼の経験
異文化コミュニ ・異文化メモ：依頼の心遣い

7
ケーション⑥ ・京都の紹介

・日本の詩歌：与謝野晶子の短歌『みだれ髪』『恋

古都京都 衣』所収

・音楽：城乃内ミサ「京の小道1

復習 復習 同 同

8

・音楽：宗次郎「森にひとり」
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

会話⑦ ・誘いと承諾の会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑦：間接的な誘いの経験

異文化コミュニ ・．異文化メモ：誘いの表現法

9
ケーション⑦ ・大阪の紹介

・日本の詩歌：茨木のり子の詩「六月」『見えない
食文化の街 配達夫』所収

大阪　　渓
・音楽：千住明「金色の翼」

会話⑧ ・断りの会話 同 同

8外国人へのインタビュー⑧：間接的に断られた経

異文化コミュニ 験

10
ケーション⑧ ・異文化メモ：断りの表現法

・広島の紹

平和都市 ・日本の詩歌：峠三吉『原爆詩集、』序
広島 ・音楽：中国地方の子守歌

会話⑨ ・感謝の会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑨：感謝の表現に関する
異文化コミュニ 経験
ケーショ⑨ ・異文化メモ：感謝の表現法と習慣

11 ・松山の紹介

俳句と温泉の街 ・日本の詩歌：正岡子規の俳句『寒山三木』所収
松山 ・音楽：宮城道雄「春の海」

会話⑩ ・贈答の会話撃 同 同

・外国人へのインタビュー⑩：贈答の経験

異文化コミュニ ・異文化メモ：贈答の習慣

12
ケーション⑩ ・長崎の紹介

・日本の詩歌：金子みすゴの詩「大漁」『金子みすゴ
異国への窓 全集』所収
長崎 ・音楽：島原地方の子守歌

会話⑪ ・ほめやねぎらいの会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑪：ほめとねぎらいの経
異文化コミュ、二 験

13 ケーション⑪ ・異文化メモ：ほめやねぎらいの表現と態度

南国鹿児島 ・鹿児島の紹介

・日本の詩歌：若山牧水の短歌『海の声』所収

・音楽：五木の子守唄

会話⑫ ・苦情・不満の会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑫：苦情の経験

異文化コミュニ ・異文化メモ：苦情・不満の表現法

14 ケーション⑫ ・沖縄の紹介

・目本の詩歌：谷川俊太郎の詩「かなしみ」『二十
南の島々 億光年の孤独』所収
沖縄 ・音楽：安里屋ユンタ
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

総復習 総復習 同 同

・音楽：姫神「海道を行く」

15
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＝初歩のアラビア語（‘06）＝（TV）
’～ Aラブ・イスラ・・pt一・bム文化への招待～

〔主任講師（現職名） 鷲見　朗子（京都ノートルダム女子大学助教授）〕

全体のねらい

　アラビア語は中東・北アフリカを中心とする20以上の国と地域の公用語として、また国連の公用語
の一つとして、とても多くの人々が使っている言語です。この科目のねらいは、アラビア語の読む・書

く・聴く・話すことの基本を、アラブ・イスラーム文化に触れながら、楽しく習得することです。毎回、

イスラームの文化事情やアラブの人々の暮らしを紹介した映像、インタビューなどを豊富に盛り込ん

で、アラブ・イスラーム文化について理解しながら、アラビア語の基本を学んでいきます。第1回から

第6回では、28文字からなるアラビア語のアルファベットをマスターします。同時に、’簡単な表現も

学習していきます。第7回から最終回までは、スキットに登場する基本フレーズを理解しながら、やさ

しいアラビア語の単語、表現、文法の学習を行います。練習問題にも携寂して、応用力をつけていきま

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）

開けゴマ1～ア アラビア語の世界への扉を開く、文字と発音の第 鷲見朗子 鷲見朗子
ラブとは～ 1回です。書き方（右から左ぺ）、28文字からなる （京都ノー （京都ノー

アルファベット、文字同士の結合の仕方など、アラ トルダム女 トルダム女

ビア語の特色を学びます。 子大学助教 子大学助教

1 【サカーファ】アラブ・イスラーム文化を楽しく紹 授） 授：）

介するコーナーです。第1回はアラブ、イスラーム、 依田純和
そして中東について、日本人アラブ研究者からやさ （大阪外国

しく紹介していただきます。 語大学非常
勤講師）

ハビービー～フ アルファベットの最初から順に、’ ｭ音、書き方、 同上 同上

スハーとアーン π文字のつなげ方を学んでいきます。母音記号と無母

ミーヤ～ 音記号も導入します。また、「ハビービ「」　（私の

恋人）という単語の発音と書き方を学習します。

2 【サカーファ】エジプト、レバノン、カタールを訪

ねて、実際にそれぞれの土地のアラビア語方言を聴

きます。アラビア語の書きことば「フス画配」と話

しことば「アーンミーヤ」を比べてみます。

私は元気です～ ひきつづき文字と発音を少しずつ確実に覚えてい 同上 同上

アラビア書道の きます。文字ごとに発音、書き方、文字のつなげ方

芸術～ の練習をします。また、「私は元気です」という表

現を学びます。

3 【サカーファ】きわめて高い芸術性を備えたアラビ

ア書道を紹介します。著名なエジプト人アラビア書

道家の工房を訪問して、さまざまな書体や書道具を

みてみます。
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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）

おはよう～アラ アラビア文字を正しい発音でスムーズに読み・書 同上 同上
ブ音楽の魅力ん きできるよう、繰り返し練習します。また、母音記

号以外の補助記号の用法を学びます。今回は簡単な

4
挨拶表現も学習します。

【サカーファ】リズミカルなアラブの歌の紹介です。

レバノンの女性歌手にインタビューします。アラブ
の民族楽器「ウード」の演奏も鑑賞します。

元気ですか？～ 文字と発音の第5回です。文字同士の結合の仕方 同上 同上
学校と教育事情 と文字の発音をさらに練習します。「元気ですか？」

～ の表現を覚え、書く練習をします。アラブの街角の
カラ：7ルな看板も読んでみます。

5 【サカーファ】カタールの高等学校を探訪した記録

が素材です。男女別学も珍しくないカタールの学校

の映像を通して、アラブの教育事情の一端をみてみ
ます。

アッサラーム・ 文章と発音の仕上げです。定冠詞の書き方と発音 同上 同上
アライクム～民 の仕方、アルファベット以外の文字や記号について
衆のイスラーム 学びます。　「アッサラーム・アライクム」というイ

信仰～ スラーム信徒がかわす挨拶表現を学習します。

6 【サカーファ】エジプトの庶民が集うモスクを通

して、民衆のイスラーム信仰を紹介します。礼拝へ

の呼びかけ「アザーン」の美しい響きがこだましま
す。

あなたの名前 いよいよスキットの始まりです。スキットに出て 同上 同上
は？～コーヒー くる基本フレーズを通して、文法と単語を学習して
占いとヘンナ～ いきます。アラビア藷には男性と女性の2つの性が

7
あります。この使い分けも学びます。

【サカーファ】アラブ地域にみられるコーヒー占い

と、ヘンナと呼ばれる植物染料を使った手足の装飾
を紹介します。

僕はレバノン人 自分の出身を伝える表現を学びます。　「○○人」 同上 同上
です～アルハン という表現と独立人称代名詞を組み合わせて文章を
ブラ宮殿の美～ 作る練習をします。スキットでは、レバノン人男性

8
が自分の出身を友人に伝えます。

【サカーファ】スペインにあるアルハンブラ宮殿の

壮麗な建築装飾を紹介します。宮殿の壁面にアラビ
ア書道で刻まれたアラブ詩にも注目してみます。
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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）

僕は日本にいま 今回は定冠詞と形容詞を学習します9定冠詞、名 同上、 同上
す～アラブの青 詞、形容詞で文を作る基本を学びます。スキットは

年ハーニーさん 放送大学本部のある幕張（千葉県）が舞台です。

9
の生活～ 【サカーファ】カイロ在住のエジプト人青年バー二

一さんの生活を、職場の様子を中心に紹介します。

エジプトの人々はどのような日常を過ごしているの
でしょうか。

僕の家族はベイ 家族を紹介する基本フレーズを学びます。接尾人 同上 同上

ルートにいます 称代名詞も導入し、自分の家族を紹介する練習もし
～家族の絆～ ます。スキットは、地中海沿岸の美しい景色をもつ

10
レバノンの首都ベイルートへ舞台を移します。

yサカーファ】エジプトの一家族を訪問します6ナ

ラブの家族の絆の強さと互いの思いやりの深さを感

じてみましょう。

あなたの夢の国 名詞＋名詞の形をとり、「～の～」という意味を 同上 同上
～結婚事情～ 表すイダーファの構造を学びます。スキットはレバ

ノンと日本間の国際電話での友達同士の会話です。

11 【サカーファ】エジプトの人々に結婚観を語っても

らいます。インタビューを通じて、現代のエジプト

の若者たちの夢と苦悩の一端を知ります。

幸運を祈ってい 今回は主に複数について学習します。アラビア語 同上’ 同上

るわ！～アラブ には語幹複数と語尾複数があります。反復練習でい

のテレビ局アル ろいうな単語の複数形を覚え、語彙力アップにも努

ジャジーラ放送 めます。スキットは日本留学を希望する娘と母の会

12
局～ 話です。

yサカーファ】日本の中東情勢報道でもおなじみの

「アルジャジーラ放送局」カタール本局を訪問しま

す。同局でのインタビューを通じて、その報道精神
やアラブのメディアについて知ります。

私はアラブの小 いよいよ動詞です。まずは未完了形からです。動 同上 同上

説を読むのが好 詞活用を繰り返し練習して、さまざまな動詞に応用

きです～詩と小 できる力をつけます。今回は留学のための面接試験

説～ がスキットの場面です。

13 【サカーファ】アラブ古典文学と現代文学に詳しい

エジプト人小説家を訪ねます。アラブ文学の魅力を

語ってもらいます。詩を朗読していただき、アラビ
ア語の美しい響きを味わいます。

失
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

私の旅行かばん 動詞完了形を学習します。各人称に対応する動詞 同上 同上

はどこ？～ヴェ の活用を繰り返し練習します。成田空港へ到着した

一ルの意味～ アラブ人女性がスキットの主役です。

14
【サ三四ファ】イスラーム女性信徒のシンボルとも

｢えるのがヴェール「ヒジャーブ」。エジプト、カ
タール、レバノンの女性たちにとってヒジ：ヤーブと

は何かを探ります。

いつまでもみな 最終回は指示代名詞を学びます。また、主な疑問 同上 同上

さんがお元気で 詞と自己紹介の表現を学ぶことで、これまでの復習

ありますように を行います。スキットは料理によるもてなしの場面

～料理ともてな です。

15 しの心～ 【サカーファ】アラブ料理で最もおいしいとされる

レバノン料理やエジプトの大衆料理を映像によって

味わいます。アラブ人がとても大切にするもてなし

の精神を感じとってみましょう。
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＝保健三三（‘05）：＝（TV）
　　一健康志向と競技志向の運動一

〔主任三二師：宮下・充正（放送大学教授）〕

〔主任講師：臼井三男（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　アメリカの大学における教養課程のカリキュラムの必須科目としてあったHealth　and　Physical
Educationが’「保健＝体育」という科目として、わが国の新制大学に導入されて以来、半世紀が経過した。

その間、わが国では知育、徳育、体育といわれた中国語の“体育”に代わって、ヨーロッパ語の“スポ

ーツ”という言葉が生活の中に広く定着し始めてしまった。

　この講義では、そのような“スポ・・・・・・…ツ”という言葉の普及という現状を踏まえ、「保健体育」に「健

康志向と競技志向の運動」という副題をつけて、身体運動にかかわる現代的問題を幅広く取り上げ：解説

することにした。

執筆担当 放送担当
回 テ　一一　マ 内　　　　　　　　　容： 講　師　名 講　師　名

「健康志向型運動」 スポーツという言葉が普及されるにつれ、健康スポーツ、 宮下　充正 宮下　充正
と「競技志向型運 生涯スポーツ、障害者（アダプテッド）スポーツ、軽スポー （放送大学教 （放送大学教

動 ツ、レクリエーショナルスポーツなど、さまざまな言葉がか 授） 授）

ぶせられて使われるようになった。本章では、例えば“歩く”

1 という身体運動でも、散歩を“健康志向型運動”とみなし、

競歩を“競技志向型運動”とはっきり区分するという立場に

立って、両者のあるべき姿を解説するとともに、本講義の概
要を紹介する。

外国のスポーツの それぞれの民族には、身体的能力を競い合う独自の伝統が 寒川　恒夫 寒川　恒夫
歴史 あった。これらの伝統的催事を紹介するとともに、古代オリ （早稲田大学 （早稲田大学

ンピックで行われたスポーツ、近代スポーツが発祥したヨー 教授） 教授）

2 ロッパのスポーツ、アメリカに渡って変貌したスポーツ、そ

して、巨大化した現代オリンピックに包含されるスポーツを、

文化人類学的に解説する。

わが国のスポーツ 明治維新以前のわが国においても、スポーツとは呼ばれな 寒川　恒夫 寒川　恒夫
の歴史 かったが技を競う身体運動が存在してきた。それらの特徴を （早稲田大学 （早稲田大学

紹介するとともに、その後明治時代に導入された欧米のスポ 教授） 教授）

3 一ツが独自の形でわが国に定着してきた過程を解説し、それ
らがもたらした問題点を指摘する。

運動するからだの 身体運動は、神経・筋系および筋・骨格系の働きによって 田畑　　泉 田畑　　泉

エナジェティック 発現される。その筋活動発現の機構と、筋活動を一定時間保 （国立健康栄 ．（国立健康栄

ス 持するためのエネルギー補給（呼吸循環系および代謝系）の 養研究所部 養研究所部

4 仕組みについて解説する。 長） 長）

一一
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

体力向上の条件一 体力とは、からだが外部に働きかける能力であり、継続時 臼井　永男 臼井　三男
トレーニングの原 間が長いときに発揮される“ねばり強さ”と瞬発的に発揮さ （放送大学助 （放送大学助
理一 れる“力強ざ’とに大別される。トレーニングとは、運動す 教授） 教授）

5
るという生理的負荷をからだにかけて、体力を向上ざせるこ

とを意味する。“ねばり強さ”は、エアロピック・エクササ
イズとアネロビック・エクササイズとによって、“力強さ”

はレジスタンス・エクササイズによって向上がはかられる。

これらの生理学的背景と具体的方法を解説する。
＼

運動するからだの バイオメカニクスとは、生命を意味するbioと、力学を意 平野　裕一 平野　裕一
バイオメカニクス・ 慨するmechan．icsとが合成された言葉である。身体運動の遂 （国立スポー （国立スポー

行に当たって、からだの大きさ、重さ、あるいはまた、使用 ツ科学センタ ツ科学センタ

6 する用具（ボール、ラケットなど）の大きさ、重さとの力学 一主任研究 一主任研究
的関係が合目的的であることが望ましい。ここでは代表的身 員） 員）

体運動をいくつか取り上げ1力学的にみて合理的な働きにつ
いて解説する。、　　　　　　　　　　　1

運動技能向上の条 脳・神経系のネットワークの働きによって調節される身体 平野　裕一 平野　裕一
件一練習の原理一 運動は、反射動作、自動動作、随意動作とに分けられる。そ （国立スポー 《国立スポー

して、反射動作を除いて、脳・神経系のネットワークは練習 ツ科学センタ ツ科学センタ

7 によって変化し、運動技能が向上する。その変化がパフォー 一主任研究 一主任研究
マンス（運動成果）として、どのような形で表出されるかを解説 員） 員）

する。

運動実践と“ここ “あがり”と呼ばれることがあるように、身体運動の遂行 宮下　’充正 宮下　充正
ろ”との関連 にあたって、こころの状態はそのパフォーマンスに大きく影 （放送大学教 （三三大学教

響を与える。また、定期的な運動実践が認知能力など高次神 授） 授）

8
経活動に好ましい影響をもたらすことが明らかにされつつあ

る。身体運動は、脳・神経系のさまざまなネットワークを動

回して外部へ働きかけ、同時平行して脳・神経系は外部から

の情報牽受容し活性化される。これら身体運動と高次神経活
、＼ 動との関連を、さまざまな研究成果を紹介しながら解説する。

成長を促進させる スポーツに熱中する子どもでは、運動のやり過ぎによって 臼井・永男 臼井　永男
運動実践 引き起こされる障害が多く見られ警告が発せられている。こ （放送大学助 ・（放送大学助

の点について、いくつかの事例を紹介するご他方で1一般の 教授）－ 教授〉

9 子どもに見られる運動不足が、からだの成長を阻害している
ごとは明らかである。“たくみさ”、“ねばり強さ”、．“力

強さ”の発達を促がすために、年齢に応じた適切な運動実践

が必要であることを解説する。

運動不足を解消す 生活習慣病と呼ばれる異常は、機械化、’省力化によっても 田畑　　泉 田畑　　泉
る運動実践、 たらされた運動不足が主たる原因の1つと考えられる。すで （国立健康栄 （国立健康栄

に、多くの中年はそのことを知って運動を実践し始めている 養研究所部 養研究所部
、10 が、必ずレも適正でない場合が見られる。ここでは、いくつ 長） 長）

かの縦断的研究を紹介しながら、中年にとっての好ましい運

動実践の方法を提示する。

、

社会的弱者と運動 社会的弱者と呼ばれる子ども、女性、高齢者、障害者は、 ，海老原　修 海老原　修
実践’ ともすれば運動・スポーツとは疎遠な存在であった。しかし、 （横浜国立大 （横浜国立大

運動の科学がもたらし左知見は、女性の更年期障害を軽減し、 学教授） 学教授）

11
高齢者の老化を挿制し、安全な用具や施設の開発を促進させ

た。また、ベテランズ、マスターズ、パラリンピシクなどの

競技会は、社会的弱者に対する従来の社会的偏見を消失させ

た。ここでは、社会的弱者との融合を踏まえ、それぞれに適

した運動実践の方法を提示する。
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執筆担当 放’送担’当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容、 講　師　名 講　師　名

スポーツ用具と運 、スポーツが盛んになると、それぞれに必要とされる用具の 間野　義之 間野　義之
働施設 開発が要求される。スポーツの用具メーカーは、その要求に （早稲田大学 （早稲田大学

応じられうように用具に改良を加える。いくつかのスポーツ 助教授） 助教授）

用具を選び、製造と販売という観点から解説を加える。他方 量

12 でわが国の運動施設の整備が進行しているが、　「健康志向型

運動」用なのか、　「競技志向用型運動」用なのか明確でない

ため、結果的に双方が使いづらく、余分な経費がかかる場合

が多くみられる。運動施設の構造とその運営のあり方を解説
する。

スポーツ・運動関連 わが国では、「健康志向型運動」は厚生労働省が、「競技 間野　義之 間野　義之
公益法人 志向型運動」は文部科学省がそれぞれ主導するという、縦割 （早稲田大学 （早稲田大学

り行政が続いている。そして、それぞれの省が認可する公益 助教授） 助教授）

13
法人が両省の外郭団体として細かい行政指導の役割をはたし

ﾄいる。本章では、代表的な公益法人である（財）健康体力
づくり事業財団、　（財）日本体育協会、　（財）日本オリンピ

ック委員会を取り上げ、その活動状況を紹介するとともに、

問題点を指摘する。

総合型地域スポー わが国の学校に所属するスポーツクラブ、・そして企業が支『 海老原　修 海老原　修
ツクラブ 回するスポーツチームは、これまでのような機能を果せなく （横浜国立大 （横浜国立大

なって、文部科学省は“総合型地域スポーツクラブ”という 学教授） 学教授）

14 名称の下に、スポーツクラブのあり方を、根本的に見直す施

策を提案した。すでに、いくつかのモデルクラブが指定され、

活動が始まっている。それらの事例を紹介しながら、地域に
根ざした総合型スポーツクラブのあり方を論じる。

一

望まれる運動実践 人工物に取り囲まれて生活する21世紀は、多くの人たちに 宮下　充正 宮下　充正
一米国を参考にし とってからだとこころの健康の保持増進のための適当な運動 （放送大学教 （放送大学芋

て一 実践は不可欠である。歴史的背景と運動生理学的知見に基づ 授） 授）

15 き、スポーツの先進国である米国の実体を参考にして、わが

国での望まれる運動実践について提案する。

一一
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・＝@世界の産業再編成（‘04）＝（TV）

〔主任講師 森谷　正規（LCA大学院大学教授）〕

全体のねらい

米国の産業活性化、EUの統合による産業発展、中国などアジアの工業国としての台頭によって、産業列国の競合が激
しぐなり、世界の産業は激動の時代に入っている。自動車、電機、鉄鋼などの産業において、国境を越えた合併や提携

が急速に進んでいる。海外の他企業への生産委託も広がっている。世界の産業構造は大変革して再編成されていくが、

そのなかで日本企業はいかなるグローバルな経営戦略を立てるべきかがきわめて重要な課題になっている。この産業構

造の再編成について、現状を把握し将来を展望する。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u・師　名
i所属・職名）

　、

咜嵐S当
u　師　名
i所属・職名）

1
産業列国の激しい

｣合

　米国のITやバイオ、ナノテクノロジーなど技術革新への挑

增AEUの統合と中欧（ハンガリー、チェ，コ、ポーランド）

ﾌ工業発展、アジア諸国の先端産業への参入、’中国の急速な

P工業化の躍進など、世界の産業が激動している状況を明らか
ﾉし、将来を見通す。

森谷　正規
iLCA大学

@大学教授）

森谷　正規
iLCA大学

@大学教授）

2
日本の産業の厳し

｢状況

@　　　〆

国内需要の不振、輸出競争力の低下、経済、社会の低迷など、

坙{の産業を巡る状況はたいへん厳しい。1970－80年
繧ﾌ大発展の時代といかに変わったのかを明らかにして、将

?ﾌありかたを探る。 同　　上 同　　上

3
国際経営戦略の方

　国際的な企業合併、技術開発、生産、販売における提携、・

ｼ企業への生産委託、中国、中欧などの新たな地域への工場

i出など、各国の企業において急速に進んでいる新しい国際
嵭ｪの展開について、現状を把握し、将来の方向を見定める。 同　　上 同　　上

4
コンピュータ・情報

@器産業の再編成

　IBMの堅調な発展、米国のパソコン企業の大合併、パソコ

唐ﾌ生産委託の急増と台湾から中国への急激な移転、携帯情

�@器における日米の激烈な競争などを基に、情報化ととも

ﾉ急速に展開するこの産業のこれからの変革と再編成の方向
�Tる。

@｝

同　　上 同　　上

5
家電製品産業の再

ﾒ成

　三洋電機と中国の家電企業三三との提携は、世界の家電王

蒼坙{に激動をもたらす。日本は超大画面テレビなど革新技
pでのリードを目指すが、韓国の追い上げは激レい。アジア

ﾉおいて家電産業がいかに展開するかを見通して、変革と再

ﾒ成の方向を探る。
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
電子部品産業の再

ﾒ成

　超しSI、液晶で韓国、台湾がリードしているが、日本は次

｢代半導体での復権を目指す。これから各国の間での連携と

｣争が交錯する。中国に対して、日本、米国、EU、韓国、台

pがいかに連携を働きかけて組むようになるのかが戦略のカ

Mになる。
’森谷正規 森谷乖規

7
ソフト・サ」ビス産

ﾆの再編成

　ソフトはマイクロソフトとインテルの“ウィンテル”王国

ｪ崩れ始めて、激動が生じている。インドに続いて中国がソ

tトの供給国として急速に伸びる。ソフトに後れている日本
ﾍ中国といかに連携出来るのか。“携帯電話では、サービス企業が国際的に展開していて、そ

ﾌ合従連衡が進んでいる。

同　　上 同　　上

8
自動車産業の開発
ﾉおける再編成

　自動車は、環境破壊を防ぐためのハイブリッドカー、燃料

d池自動車の開発、、実用化によって大きく変わろうとしてい

驕B技術開発において国境を超えた提携が見られており、そ

ﾌ新型車の開発、生産がいかに進むかを見通す。 同　　上’ 同　　上

9
自動車産業の生産
ﾉおける再編成

　アジアが乗用車の生産と需要の拡大で、自動車産業に参入
ｵてくる。タイは東南アジアでの自動車：生産のセンターにな

ﾁてきた。中国では、巨大な潜在市場を求めて日、米、欧が

�gを争っている。その自動車の生産における激変の行方を

ｾらかにする。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

同　　上 同　　上

10
造船、航空、宇宙産

ﾆの再編成

@　　　　　　　－

　造船業は、韓国との競争が激しく、日本は企業統合を進め

ﾄいる。その競合に中国が参入してくる。、航空は、欧州のエ

Aバスが勢力を伸ばしているが、日本も欧米の開発、生産に

ﾁわっている。宇宙では、欧州が衛星打ち上げでリードして

ｨり、日本も参入する。
同　　上 同　　上

11
生産機械産業の再

ﾒ成

　工作機械は日本がトップだが、欧州勢が復権している。中・

曹烽ｱれから生産を拡大する。金型では、電機、自動車メー
Jーの中国への生産移転とともに、中国が着実に力を伸ばす。

ｼ導体・：FDP製造装置では日本がリードしているが、競争は

ラｻしていく。
同　　上 同　　上

12
エネルギー産業の

ﾄ編成

　環境破壊防止のため、エネルギー産業は電力、ガス、石油

ﾌ境界を超えて、国境を超えて、提携を進めている。日本の

Gネルギー産業にも海外からの進出が、見られるようになり、

ﾜた電力、ガスの提携が生じている。その再編成の状況を明

轤ｩにする。

佐々木　弘
i神戸大学名

_教授）

佐々木　弘
i神戸大学名

_教授）
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　一マ 内　　　　　　　　容　　　　　　　　　　τ

講　師　名 講　師　名
（所属・職名） （所属・職名）

中国、韓国などの後発国が生産設備を増強して、世界全体

で大きな設備過剰に陥っている。日本では、競争力を確保す

るため二つのグループへの統合が准んでいる。米国の鉄鋼業

13 鉄鋼産業の再編成 への支援は進めて来たが、これから中国、韓国との提携が必 森谷正規 森谷正規
須となる。

米国、：EUの化学産業は、バイオ、医薬品へ展開している

が、膨大な研究開発投資が必要であるため、国境を超えた提

携が模索されている。劣勢である日本は、合併による規模拡 東　　　千秋 東　　　千秋

14 化学産業の再編成 大を進め、技術開発に成果を上げて、国際的な競争力を高め （放送大学教 （放送大学教
ることが出来るのか。 授） 授：）、

㌔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／Y業全体の大きな変革と再編成を総括して、世界の新しい

産業構造の将来の姿を描き、企業の国際経営戦略のありかた

15
新しい国際的な産

ﾆ構造へ

を探る。その中で日本の産業、企業がいかに発展していくの

ｩを見通す。 森谷正規 森谷正規
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＝　使える数理リテラシー（‘03）＝（R）

〔主任講師　杉本大一郎（放送大学教授）〕

全体のねらい

　ふつうの数学の講義では、きちんとした体系を作ること、それを証明することに重点がおかれる。それは数学の精神

を理解させる教育になっているとしても、現実の問題に数理論理を使えるようにする教育とは異なっているようである。

この講義は、数理を言語として活用する、すなわち物事を表現し、情報を伝え、論理操作を行えるよう忙なること、ま
とめて言うとリテラシ・・・・…一として使えるようになることを目指す。そのためには、数式等の証明よりも、意味を読み取り

衰現することのほうが大切になる。われわれが日常使っている自然言語のリテラシーに数理リテラシーが加わることに

よって、文化的・知的営為の領域が倍加されるであろう。この意味で、数理リテラシーを必ずしも日常的に使っていな

い文科系の学生にこそ学んで欲しい。これは新しいタイプの講義を拓く試みのひとつである。内容的には、誰にも分か
る中等教育レベルから始めて、講義終了時点では、リテラシs一一・一の大筋としては大学前期課程修了程度に至るまで、この

科目だけでマスター出来るようにすることを試みる。理科系の大学院生にとっても、常日頃使っている数理論理に新し

い理解を付け加えることになるだろう。言い換えると、受講者それぞれの予備知識に応じて、それなりの理解が得られ

るような構成にしたつもりである。

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）

自然言語と数理言語一この科目のねらい一

加え合わすことの 数学と数理リテラシーの違い 杉本　大一郎 杉本　大一郎
1 拙来るものと出来 数と量 （放送大学教 （放送大学教

ないもの 授：）r 授）

数量の表現

量どうしの掛け算

2 数と量の表現
量どうしの割算から生み出される多様な概念の世界

同　上 同　上

足し算的数え方と掛け算的数：え方

掛け算を足し算に変換する

3
数の数え方の2と 対数とその意味 同　上 同　上
おり 掛け算を足し算で実行する計算尺

比と差のどちらが大切かは問題と文脈による

比を考えるときのゼロ点の意味

4
差が大切な事柄と

艪ｪ大切な事柄

差が大切なときのグラフによる表現

c軸・横軸には適切な概念を

艪ｪ大切なときのグラフによる表現

同　上 同　上

大小は基準との比較できまる

対数で表すときの大小

5 大きいと小さい
無限に大きいとか小さいの意味と意義

蛯ｫさの程度の推定
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6職名）

数量の問の関係を表す関数

1次関数と数理言語による意味の表現

6 関数と変化の速さ

比例を超える依存性を持つ関数べき関数

杉本大一郎 杉本　大一郎

指数関数一

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜

平均速度と瞬間速度

．微分と経済学の限界効用理論

平均変化率と微分
関数の微分

7
変化率 関数のテーラー展開 同　上 同　上

役に立つ微分の考え方

部分の和としての全体

積分と微分の関係

細かく分けて足し 積の微分と積分
8

合わせる積分 三角関数の微分と積分 同　上 同　上

複素数平面による表現

物事を最適化する

，微分と積分の使わ 効果を寄せ集める

9 れ方 局所的なものから全体を解く 同　上 　　　／ｯ一上
境界条件が物：事を決める

指数関数とべき関数の本質的な違い

具体例における指数関数とべき関数の意味の違い指数関数
指数関数とべき関 とフィードバック

10 数 安定・不安定・振動 同　上 同　上

／

波とその表現

重ね合わせの出来 波の重ね合わせ

11
るものと出来ない

烽ﾌ

線形性と重ね合わせ
dね合わせの出来ない問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 同　上 同　上

数学的取扱いについて

実在と座標系
座標系の回転と行列による表現

物事を見るアスペ 長円の方程式を適切な座標系で見る
12 クト 連立1次方程式の解を求めることの意味 同　上 同　上

統計データの間の相関係数”

相関という概念とその意味

いろいろな相関
13 相関という概念 同　上 同　上

一2　78一



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）

相関の表し方

非線形の摂動論的取扱い

14 原因と結果の葛藤
原因への反作用が大きい非線形問題

杉本　大一郎 杉本　大一郎

数：学の精神か数理リテラシーか

ゲーデルの完全性定理と不完全性定理

公理という証明のできないもの

15
数学と数理リテラ 1つの事柄の2つの側面 同　上 同　上
シー 無限大ということ

数学者と科学者の違いはどう緩和される
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＝　表象としての日本、（‘04）＝（TV）

　　　西洋人の見た日本文化一

〔主任講師：柏倉康夫（放送大学副学長）〕
〔主任講師：山内久明（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　明治以来・西洋人が見て読み解いた日本文化の表象は、同時代の政治的・経済的な力関係と、西洋世界にとっての文
，化的「外部」が発散する幻惑とが複雑に入り混じって、従来の日本人が自らの文化について抱いてきた表象とは大いに

異なる表象を・しばしば新しい価値として打ち出してもきた。わかりやすい例で言えば、江戸時代の美の一つの凝縮で
もあった日光を既めて、桂離宮のみを日本食の精髄とする視線である。一

　　こうして・西洋人の「眼差し」を通して形作られてきた「近代と伝統との文化的重ね絵」は、現代の日本人論にもさ

まざまなレベルでその痕跡を残している。　「表象としての日本」を分析することは、日本人論の歴史的な系譜学として

も・また現代の日本人がみずからについて抱く表象を批判的に捉え返すためにも、きわめて有効な作業であり、また、

学際的なチームワークによって始めてその成果を挙げうる研究であ6て、本学の主題科目として相応しいと考えられる。
ノ

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）

本主題の意味。比較文学・比較文化、異文化交流、国際社会 柏倉　康夫 ＼柏倉　康夫
論、表象文化論、諸外国における日本研究の系譜三等、　「表 （放送大学副 （放送大挙副
象としての日本」がどのようなものであり、どのように形成 学長） 学長）

され受容されたか。研究史と現在における問題提起。

阿部　　　齊 阿部　　齊
（放送大学名 （放送大学名
誉教授） 誉教授）

1 表象としての日本
山内　久明 山内　久明
（東京大学名 （東京大学名
誉教授） 誉教授）

司会
へ’

渡邊　守章
（放送大学名

営教授・演出
家）

幕末から明治にかけて外交官としても足跡を残した欧米日本

先駆的まなざし
学の三三者アーネストrサトウの日本像，　　　　　’

2 （1）一ア㌣ネス 山内　久明 山内　久明
ト・サトウ

明治9年に創設問もない士官学校の教師として赴任したフラ
＼

先駆的まなざし
ンス人は理工科大学校を卒業した俊英であったが、2年間の
ﾘ在中に多くの写真、書簡、文書を残し、かつそれが近年発

＼

3 ’（2）一ルイ・クレ 見されるという、世界に向かって開かれようとしていた明治 柏倉　康夫 柏倉　康夫
ットマン 日本の貴重な証人である。フランス人の目が読み解いた日本

とはどのようなものだったのか。’

近代日本を知った欧米人の中でも、ラフカディオ・ハーンは

4
先駆的まなざし
i3）一ラフカディ

I・ハーン

特権的な位置を占める。アイルランドとギリシャという二重

ﾌ文化的記憶を担って日本を固有の表象世界として書き表し

ｽからである。それらの言説は、ある意味では近代ヨーロッ

pにおける日本論のパラダイムを提供しているとも言える。

i日本語字幕対応）

ジョージ・ヒ

?[ズ
i東京大三元

q員教授）

ジョージ・ヒ

?[・ズ

i東京大三元

q員教授）
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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）

5’

19世紀における
圏mと日本一オリ
Gンタリズムから
Wヤポニズムへ

日本とその文化が西洋世界の地平に出現したのは、19世紀
ﾆいう西洋世界の文化にとっても大きな変革期に当たってい

ｽ。近年サイリドの名著「オリエンタリズム」によって開か
黷ｽ新しい文化研究の視座と手法は、’「表象としての日本」

�ﾇみ解く上でも基本文献である。

Pなる、「美的趣味」のトポスを越えて、近代西洋世界におけ

驕A「日本の表象」の系譜学を企てる。

稲賀　繁美

i国際日本文

ｻセンター教
�j

稲賀繁美
i国際日本文

ｻセンター教
�j

Qスト

n邊守章

6
表象としての日本

ｹ楽

19世紀後半以降、日本の音楽が西洋社会でどのように表象さ　　　　」

黷ﾄきたかを、学術的な記述を出発点にして考える。また、

ｵ・三味線・尺八の演奏家の協力を得て、1901年以降に録音

ｳれた音楽と五線譜に採譜された音楽を、表象の具体例とし
ﾄふたたび音にする。

徳丸　吉彦

i放送大学教
�j

徳丸　吉彦

i放送大学教
�j

7
ハナコと貞奴の日

{一身体の表象

絵画・骨董や音楽とならんで、いや場合によってはそれ以上
ﾉ、西洋人の視線を捉えためは日本人の「身体」であった。

ﾏ光客の性的幻想の焦点としての肉体とは別のトポスで、演

Zする身体が西洋人に及ぼした幻惑とその結果を、ロダンを
ｨえた「ハナコ」．と、日本の舞台表象として始めて認識され

ｽ貞奴の場合に焦点を当てて分析する。

@　　　　　　　　　　　　＼

柏倉康夫 柏倉康夫

@｝

8・

アーサー・ウェイリ

[あるいは理想化
ｳれた平安朝文化

日本文学の紹介と翻訳の始まりを、イギリス人のアーサー・・

Eェイリしに焦点を当てて考察する。そこには、原典に忠実

ﾈ翻訳か、一般読者にも受け入れられる翻訳かという古くて

Vしい「翻訳論」もたちはだかるだろう。謡曲の翻訳として
ﾍ、ほぼ同時代にブランス語のノエル・ペリーの金字塔的訳

ﾆがあるわけだから、これは外国文学を受容する側の文化や

ｶ学の記憶とも関わるだろう。

山内　久明 山内　久明

9
ブルーノ・タウトと

｢う視線

「日光vs桂」という美術史と美学のパラダイムを発明した

uルーノ・タウトは、欧米人が日本文化について抱く表象だ

ｯでなく、何よりも近代の日本人が日本の伝統美について抱

ｭ表象を決定してしまった。ブルーノ・タウトの研究者では
｢界的に第一人者であり、数：年前の「ブルーノ・タウト展」

ﾌ監修者でもあったマンフレッド・シュパイデル教授に講義
�ｵて頂く。　（日本語字幕対応）

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

マンフレッ
h・シュパイ
fノレ

iアーヘン工

ﾈ大学教授）

マンフレッ
h・シュパイ

fル
iテーヘン三

O大学教授）『

10

ポール・クローデル

[詩人大使の日本
ｶ化論

大正年間に大使として東京に滞在した詩人・劇作家ポール・

Nローデルは、現在から見ても、日本文化の理解において、

ﾆ創的であるとともに普遍的な視座を提出している。特に中

曹ﾉ14年間滞在した経験の上に立って日本文化を読み解く

?ﾆは、この授業にとっても重要な鍵を提出するだろう。ほ

ﾚ同世代の考古学者セガレンとの対比や、後のバルトとの対

ﾆも必要である。

柏倉　康夫

柏倉　康夫

Qスト

n邊守章

11
アンドレ・マルロー

ﾌ日本

1958年に文化大臣として来日したマルローは、既に戦前

ﾌ1931年に日本を訪れている。かつての革命の戦士であ
髀ｬ説家は、第二次大戦後はド・ゴール政権の文化政策の担

｢手として、その美術論や芸術観を制度の領域にまで押し進

ﾟた特権的な知識人である。中国文化との対比で「空想の美

p館」の批評家が読み解く日本の

¥象を論じる。

柏倉　康夫 柏倉　康夫

ψ
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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　師戸名
i所属・職名）

12
アメリカにおける
坙{論の系譜

異文化や外国語の研究は、無償の知的な探究に従っ℃行われ

驍ﾆは限らない。というのか、実に19世紀末のヨーロッパ
ｪアジアに関心を抱くようになったのも、その植民地帝国と

ｵての戦略と無縁ではなかったのだ。第二次大戦中からのア

＜潟J合衆国における「日本研究」は、その意味で文字通り
ﾉ「戦略的な」ベクトルに貫かれていた。アメリカの軍部は、

ﾎ日軍事戦略立案のため、あるいは戦後の占領管理のために、

ｶ化人類学者などに日本研究を委託していた。ルース・ベネ
fィクトの「菊と刀」がその嗜矢であったが、その後知日派

m識人による日本論が相次ぎ、アメリカの対日政策にも強い
e響を与えた。ライシャワーの「日本人」（1979）や「今’日の日本人」　（1988）などがその代表であろう。アメリ

Jにおける日本論の多様化とそれらを貫く共通性とを共に論
ｶる。

阿部　　齊 阿部　　齊

13
共和国から見た天

c制

日本とアメリカのもっとも大きな相違点は、アメリカが純粋

ﾈ共和国であるのに対して、日本が伝統的な天皇制の影響を

ｭく受け続けていることである。昭和天皇の没後、天皇制そ

ﾌものを対象とした労作が相次いで出版された。ソーマ・フ
Bールド、ジ耳ン・W・ダワー、ハーバート・P・ビシクス

凾ﾌ最近の天皇制論を取り上げて、共和主義者の描く天皇像
ﾉ迫る。

同　　上 同　　上

14

ロラン・バルトある’いは「虚構としての

坙{」

196’0年代から70年代にかけて～フランスを中心に大き
ﾈ影響力を持った思想的潮流に「構造主義」があった。文芸

癜]におけるその代表煮ロラン・バルトは、1966年に
nめて来日して、日本文化の虜となった。みずから「虚構と
ｵての日本」を論じたと言う。　「表徴の帝国」’を始めとする

ﾓ年の著作は、幻想の日本を自らの「言説生成」の戦略拠点
ﾆしつつ、同時に、多くの読者に日本文化解読の鍵を与えて

ｫた。バルトの日本文化論の系譜学を企てることで、「西洋
ﾉおける写本の表象」の生成装置を分析する。

稲賀　一繁美 稲賀　繁美

15
欧米における旧本

E研究の系譜と現在

欧米における日本研究は、既に1世紀以上の歴史を持つ。日

{を研究対象とする専門家の研究が、どのような領域を特権

ｯし、どのような手法に基づいているのか、他の文化研究と

ﾌ対比において現状を明らかにする。

柏倉康夫

｢部　　齊

R内　久明

柏倉康夫

｢部　　齊

R内　久明

i会
n邊守章
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＝若者の科学離：れを考える（‘04）＝（TV）

〔主任講師
〔主任講師

岩　村　　　秀（日本大学大学院教授）〕
中島　　尚正（産業技術総合研究所理事）〕

全体のねらい
　「若者の科学離れ」は、今やグローバルな問題となっている。何が若者の科学への関心を希薄にしているのか。「科学」そのものに
問題はないのか。科学教育の当事者や関係者はどのように対応しているのか、実態と問題点を明らかにする。最後に、若者に科学の

心を呼び戻すために科学および科学教育関係者は何を目指し、何をなし得るか、またそのしくみを考察する。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
@講師名
i所属・職名）

放送担当
@講師名
i所属・職名）

1 科学離れの現象

科学に対する若者の関心の希薄化、教育動機と学習動機の乖

｣：、基礎学力の低下、科学雑誌の相次ぐ廃刊等の現状を調査資料

ﾉ基づいて紹介し、本主題科目の視点・構成について説明する。

岩村　　　秀

i日本大学大
w院教授）

?〟@　尚正
i産業技術総

㈹､究所理
F事）

g多野誼余夫
i元放送大学

ｳ授：）

岩村　　　秀
i日本大学大

w院教授）

?〟@　尚正
i産業技術総

㈹､究所理
磨F）

g多野誼余
i元放送大学

ｳ授）

2
ヒトの知性の中

ﾅの科学の位置

　「科学」という言葉が最近では輝かしく豊かなイメージを失

ﾁてきた。これは長い間「科学」を代表してきた物理学の持つ

Jり返し実験の可能性に対し個別性や1回性を特徴とする生命
竓ﾂ境に時代の関心が移ってきたこと、カオス・複雑系研究に
謔ﾁて法則の理解に基づく予知と制御という世界観が崩れ始め

ｽこと、理論が主でありテクノロジが従であるという優位関係

ｪ逆転したこと、などによる。

波多野誼余夫

附閨@　政男
i東京女子大

w教授）

波多野誼余

附閨@　政男
i東京女子大

w教授）

@　　　　一

3
「科学」は必要と

ｳれているか

　20世紀をり一ドした物理学は、時空と物質の世界観を一新さ

ｹて、自然科学の世界に「物理帝国」を築いた。しかし、現代

ﾌ自然科学の関心事と、私たちにとって最も未知なるものとの
ﾔに乖離が生じていないだろうか。吉川弘之（前日本学術会議

?ｷ）、佐藤文隆（元日本物理学会会長の話を核にしてこの問

閧�lえる。

中島　　尚正 中島　　尚正

4 豊かさの源と
ｵての科学

　科学はものの見方や理解の仕方に多大な影響を与えることだ

ｯでなく、豊かさへの夢の実現にも深くかかわっている。豊か

ｳの享受に多大な影響を与えている製品や生産の技術に関わる

H学に注目して、若者への動機付けの観点から工学について発

Wの経緯、産業や社会との関係を考える。

同　　上 同　　上

5

科学と社会1
ﾈ学・技術と
ﾐ会の結びつ

ｫ

　今日、科学・技術と社会の結びつきは、ますます密接にまた顧複雑になってきている。このため、科学・技術の理念、方法論、

g組み、政策、倫理、経済効果、社会論などを扱うには、科学

j、科学哲学といった伝統的な学問の枠組みを超える必要が生

ｶてきている。この問題がどう扱われるべきで、現状がどうな

ﾁているかを、ゲスト池内　了（名古屋大学大学院教授）及び、

ﾈ学技術社会論学会の初代会長小林傳司（南山大学教授）に聞
ｭ。

　噂

竭ｺ　　　秀 岩村　　　秀

6
科学と社会H
ﾐ会の持続的
ｭ展のために

科学とその技術億、人類に測り知れない恩恵をもたらしたが、

ｯ時に成層圏から海洋に至る地球環境に少なからぬ影響を及ぼ

ｵている。環境保全・安全問題に対して、科学はどのような役

р�ﾊたすことができるか、OECDの言う持続可能な開発・発展

ﾆそれに対する化学の役割について、御園生誠（工学院大学環、

ｫ化学工学科教授）に聞く。

同　　上 同　　上

一一
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
@講師名
i所属・職名）

放送担当
@講師名
i所属・職名）

7
科学教育の出発

_

　教育を受ける以前の乳幼児や、いわゆる義務教育の普及してい

ﾈい社会に住む人々が、世界のいくつかの側面について因果的説

ｾを可能にする知識を持つことが最近の認知科学的研究により明ら
ｩにされっっある。また、乳幼児といえども予期されないできごとにたいして「驚き」を示す、という証拠もある。こうした有能さは、科学教育の出発点として無視し得ない。

波多野誼余夫　　　　ノ

波多野誼余

8 科学教育の体系

我が国における初中等教育、高等教育、生涯教育の実態

ﾌ一端を教室訪問で示し、課題ならびに、教育行政の姿
ｨについて考える。日本学術会議も教育体系の再構築を

ﾏ極的に考えている。　　　　　　　　　　’

小林　　啓二
i城西大学大

w院教授）

小林　　啓二
i城西大学大

w院教授）

9 海外の科学教育

　先進諸国の大学における理工系離れを統計でみる。数学／自

R科学が文化の一つになっているフランスでの教育の実態を、

Qスト中谷信木郎（ENS　de　Cachan教授）に聞く。理工系離れ

�Hい止める策が功を奏し始めている国もある。数：学・理科教育

梺B度に関する国際比較調査の結果と受け止め方に触れる。

岩村　　秀 岩村　　秀

10

科学教育のため

ﾌ教員養成と生

U教育

　教員養成システムと教育行政、指導要領と教科書、教育委員会の

�рﾆ実態、生涯教育に向けた三冠大学の取り組みなどの諸問題
ﾉついて、麻生誠（放送大学副詞長）をゲストに迎えて聞く。、

小林　啓二
岩村　　秀

ｬ林　　啓二

1i
産業界が期待す
驩ﾈ学教育

　産業界の執行役員や技術の指導者が期待する科学教育とは。また彼らの後継者に期待される科学教育とは。意識改革、科学リテラシー、リカレソト教育をキーワードにして、産業界の提

･を、ゲスト：舘　糾（膝鎧化学工業（株）相談役）に聞く。
岩村　　秀 岩村　　秀

12 科学教育と学会 小林　啓二 小林　啓二

13

マスメディア・科

w博物館と科学

ｳ育

　先進諸外国に比べて科学白詩の部数の伸び悩みがあり、その結果としての相次ぐ廃刊等が目た付く。放送メディア、新聞、出版等のマスメディアや科学博物館における科学教育の取り組みと課題を紹介し、編集者、博物館員等と一緒に考える。

@、

岩村　　秀 岩村　　秀

14
学校科学教育の

?V

ホ学習者の知的探究とそれを通じての知識の構成をめざす、科学教
轤ﾌ刷新的な試みのいくつかを、我が国と米国を中心に紹介し、いわゆる「注入型」の教育との違いを検討した研究結果にもとづき、その効果と可能性を考察する。

三宅　なほみ
i中京大学教

�j

波多野誼余

O宅　なほみ
i中京大学教

�j

15
21世紀の科学
ｳ育

今日の科学・技術の姿、これらと社会との関わり、及びこれら

ﾌ教育がどう行われているかという前章までに見て来た分析を

ｮ理し、若者に科学の心を呼び戻すための提言・提案を取りま

ﾆめる。若者と成人の科学離れを同時に考えるべきであり、多

lな教育機会を活用することにより、様々な可能性が開けてき

ﾄいる。しかしながら、「若者の科学離れ」の治癒には、5年、

Pb年と言う地道な努力が必要である。

岩村　　秀
岩村　　秀

?〟@尚正

g多野誼三
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＝＝ 﨣�ﾆ社会（‘06）＝（TV）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

柏倉　康夫（放送大学回忌長）〕

林敏彦（放送大学教授）〕
天川　晃　　（放送大学教授）　〕

全体のねらい

　デジタル技術と情報通信技術（ICT）が可能にする高度情報社会は、社会生活のさまざまな局面に大
きな変化をもたらしつつある。この講義ではICTが及ぼす経済、産業、個人生活、公共政策、都市1ポ

ップカルチャ・・・・…、教育、子ども、福祉などへの社会的インパクトについて、多くの専門家が分野横断的

に講義することによって、高度情報社会の光と影について理解を進め、新しい技術を人間の幸福に役立

てるための方策について考えることを目的とする。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当

@講師名
i所属・職名）

放送担当

@講師名
i所属・職名）

1 人・社会・技術

人類の誕生以来、人間と情報環境との相互作用は続
ｯられてきた5情報通信技術の進展は社会のあり方

�ﾏえるのみではなく、人間そのものをも変える契

@を宿しているのであろうか。

林　　敏彦

i放送大学
ｳ授）

〈ゲスト〉

倦q　洋一
i国立情報

w研究所教
�j

2
ユビキタス情報

ﾐ会

通信技術とデジタル技術が可能にするユビキタス情

�ﾐ会とは、どのような社会なのだろうか。経済、

ｭ治、教育、文化、生活などはどう変化し、社会は
ﾇのような潜在的な課題に直面するのだろうか。

林　　敏：彦

i放送大学
ｳ授）

〈ゲスト〉

｡川　拓郎
i総務省総

≒ｭ策課課
ｷ補佐）

3 情報化と消費

情報財・サービスの消費がなぜ増大するのか、その

ｻ状と可能性について、主として消費者の側から考
@する。家庭内への「情報機器の普及」．などの家庭

ﾖの情報化浸透現象の要因と問題点を展望する。

坂井　素思
i放送大学

赴ｳ授）

坂井　素思
i放送大学

赴ｳ授）

4 情報と消費社会

情報メディアは、人びとの消費行動をどのように変

ｻさせてきたか。消費社会のなかで、情報はどのよ
､に人びとと物財・サービスを結び付けてきたか。

ﾊ信販売、ネット販売などを取り上げたい。

坂井　素思
i放送大学

赴ｳ授）

坂井　素思
i放送大学

赴ｳ授）

5 情報経済の構造

高度情報活社会において、市場の機能はどのような
e響を受けるのであろうか。ネットワーク効果、デ

Wタル・コンテンツ市場の問題などについて考えるd

林　　敏彦
E（放送大学

ｳ授）

林　　敏彦

i放送大学
ｳ授）

6 情報と民主主義

情報技術の発達が、民主的決定に与える影響を考察

ｷる。直接民主政と間接民主政をめぐる議論をとり

?ｰ、決定、討議、知識といった政治的判断の諸要
fを再考し、情報社会における「討議的デモクラシー」の可能性をさぐる。

山岡　龍一

i放送大学
赴ｳ授）

山岡　龍一

i放送大学
赴ｳ授）

一2　85　一一



7
情報の保存と利

p

情報の保存と将来の利用を行うための制度としてアーカイブズがある。．国立公文書館や自治体その他の

Aーカイブズの事例を中心に、日本における情報の
ﾛ存と利用に関する現状と問題を検討する。

天川　　晃

i放送大学
ｳ授）

天川　　晃
i放送大学

ｳ授）

8
プライバシーと

ﾂ人情報保護

情報化社会の進展に伴い個人情報保護の必要性が強
ｭ認識されるようになり、わが国においても「個人情・報の保護に関する法律」が制定されるに至っているσ

﨣�ｻ社会におけるプライバシーと個人情報保護の
?阨福�lえる。

砂押以久子

i立教大学
u師）

砂押以久子

i立教大学
u師）

9

企業の情報管理

�ﾟぐる法律問

企業の情報管理には、さまざまな局面があるが、な

ｩでも、従業員の個人情報の取扱いに関する問題、

驪ﾆ情報の従業員による漏洩・通報などの問題を取
闖繧ｰ検討する。

砂押以久子

i立教大学
u師）

砂押以久子

i立教大学
u師）

10 情報と都市

情報化の進展は、空間的に離れた都市に暮らす諸個

l間の社会関係の形成・維持を促した。その反面、

n域社会に暮らす人々の中に格差と社会的距離を生

ﾝ出した。情報化が都市社会にもたらした変化とそ
ﾌ意味を、社会地図も援用しつつ明らかにする。

浅川　達人
i明治学院

蜉w教授）

浅川　達人
i明治学院

蜉w教授）

11
グロス・ナショ

iル・クール

日本のポップカルチャーは歴史的伝統と都市中産階

奄ﾉ根ざし、デジタル技術を得て国際的に注目され

ﾄいる。歴史上初めてクールな（カッコいい）国と
ｳれる日本のコンテンツ政策について考える。

中村伊知哉

iスタンフ

Hード日本
Zンター）

中村伊知哉

iスタンフ

Hード日本
Zンター）

12 子どもの創造性

デジタル技術とインターネットは、子どもたちの学

Kおよび表現環境に大きな影響を及ぼしている。新

ｵい表現方法を見につけた子どもたちは、どのよう

ﾈ想像力を発揮するだろうか。いくつかのワークシ
㏍bプの実践を通じて考える。

中村伊知哉

iスタンフ

Hード日本
Zンター）

一中村伊知哉

iスタンフ

Hード日本
Zンター）

13
通信と放送の融
〟@　　　　　　

地上波デジタル放送が始まり、通信と放送の融合が

{格化する中で、社会生活にはどのような変化が生

ﾜれ、情報政策の課題はどのように変化するのであ

?､か。遠隔教育の新しいモデルの可能性について
熏lえる。

柏倉　康夫

i放送大学
寢w長）∫

柏倉　康夫

i放送大学

寢w長）

14 情報と思想

電子信号としての情報は、人間の脳によって認識さ

黶A解釈されて知識となり、肉体に深く浸透して思

zとなる。今日、情報は物質、エネルギーと並んで

ﾐ会塗動かす要素となった。情報の社会的意味を問
､。

柏倉　康夫
i放送大学

寢w長）

柏倉　康夫

i放送大学

寢w長）

15 情報社会の未来

それぞれの立場から高度情報社会の光と影について

ｪ析し、情報社会の未来へ向けての、技術、制度、

o済、文化、国際関係などのガバナンスのあり方に
ﾂいて討論する。

柏倉康夫
ﾑ　　敏彦
?ｺ伊知哉

柏倉康夫
ﾑ　　敏彦
?ｺ伊知逐
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＝　人口減少社会の生活像（‘06）＝（R）

〔主任講師（現職名）　宮本みち子（放送大学教授）〕

全体のねらい

ポスト工業化、経済のグローバル化、少子・高齢化などの社会変動は、人々の生涯、地域社会、仕事の

世界を秩序づけてきた構造を大きく変えづっある。なかでも人口増加社会から人口減少社会への転換、

および成長型社会から定常型社会への転換は、これまでとは異なるインパクトを与えるであろう。その

実態を、とくに世代とジェンダーという切り口から明らかにし、これからの暮らしと社会の新しい地平

を展望する。

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）

変動する社会の 少子・高齢化、人口減少への転換という現象に着目 宮本みち子 宮本みち子

生活像 しながら、現代社会の動向を整理する。また、半世 （放送大学 （放送大学

紀にわたる暮らしの変遷を整理し、現代における暮 教授） 教授）

1 らしを、家族・世代・ジェンダーという切り口で概
観する。

少子・高齢社会 近年の社会変動が、人々のライフコースにどのよう 宮本みち子 宮本みち子

のライフコース な影響を及ぼしているかをみていく。また、主体性 （放送大学 （放送大学

と選択性という価値観が重要性を帯びているが、 教授） 教授）

2 人々のライフコースにおいてそれがどのように発揮

され、あるいは阻害されているのかを検討する。

個人と家族 人々の暮らしにとって、家族は重要な構成要素とな 宮本みち子 宮本みち子

っている。しかし家族の変化は著しく、これまでの （放送大学 （放送大学

暮らしの前提の見直しが必要とされている。そこで 教授） 教授）

家族の実態とその歴史的変化を整理する。とくに、
3 近年の労働力の女性化、非婚化、少子・高齢化、性

役割構造の変化などを中心に、家族をめぐる状況変

化を概観する。

親子と世代 子どもを産むこと、育てることをめぐる意識と行動 宮本みち子 宮本みち子

の変化を家族というレベルでみていく。また、長寿 （放送大学 （放送大学

化と少子化が進むなかでの老親のケアをめぐる意識 教授） 教授）

4 と行動の変化についてもみる。また、人口構造およ

び産業構造の変化のなかで世代間関係の実態をみて
いく。
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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）

仕事の世界と働 少子・高齢化や国際競争の激化するなかで、労働市 宮本みち子 宮本みち子
き方 場は激しく変化している。終身雇用制の崩壊、中高 （放送大学 （放送大学

年者のリストラ、若年者の無業化やフリーター化、 教授） 教授）

女性の就労化などがその例である。仕事の世界の変
5 化は世代・階層・ジェンダーごとに、その暮らしと

ライフコースに大きな影響を及ぼしつつある。また、

職業という形態をとらない有益な仕事の重要性も増
している。ヒれらの実態を整理し、これから時代の

仕事と働き方を展望する。

仕事と家庭 少子化・高齢化にともなう社会の構造的変化は、（第 舩橋　恵子 舩橋　恵子
1回から5回までで見てきたように）、家族と労働の （静岡大学 （静岡大学
場を貫くジェンダー関係の変化を促している。そこ 教授） 教授）

6 で、日本よりも早くからゆっくりと人口構造の高齢
化を経験：してきているヨ荒田ッパの社会政策から、

男も女も仕事も家庭もバランスよく生きられる社会 〔

へのヒントを探っていく。

男性の育児参加 急激な人口構造の高齢化を経験しつつある現代日本 舩橋　恵子 舩橋　恵子
社会では、実際に、・どのようにジェンダー関係の変 《静岡大学 （静岡大学
化が生じているだろうか。早くも変わりつつある部 教授） 教操）

7
分と変わりにくい部分に注目しながら、私たちのう

イフコースや暮らしのあり方が変わっていくとき、

男女はどのような問題に直面し、いかなる課題があ

るのかを見ていく。

若者期の生活像 ライフサイクルの各段階でライフスタイルは多様化 宮本みち子 宮本みち子
し、それにともなう問題や課題がある。若者期に関 （放送大学 （放送大学

8
レては、高等教育の大衆化、若年労働市場の逼迫と 教授） 教授）

流動化く若者の職業意識の変化、晩婚化・非鉱化が

著しい。そこで、若者期の暮らしの実態と意識や行

動の特徴を検討し、そこでの問題や課題を探る。

現役世代の生活 現役世代を、前半期と後半期に分けてみていく。前 宮本みち子 官本みち子
像 半は30代から40代前半の家族形成期であるが、未

･者や離婚経験者も増加している。その実態と課題
（放送大学

ｳ授）

（放送大学、

ｳ授）
9 を総合的に探る。後半は40代後半から50代の中年

期であるが、この世代の家庭、仕事、ライフスタイ

ルの実態を述べ、そこでの問題や課題を探る。

向三期・高齢期 まもなく本格的な高齢社会に入るが、向老期と高齢 宮本みち子 宮本みち子
の生活像 期の実態を、家族、雇用、社会保障、福祉と医療， （放送大学 （放送大学

社会活動等の切り口でみていく。また、親子関係に 教授） 教授）

10 焦点をあてて交差する世代間の関係性を検討し、家

族、社会保障、地域社会において、既存の世代区分、

対立を超えた新しい世代間共同を作る課題を検討す
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）

人口減少と生活 人口増加社会から人口減少社会への転換、および成 奈良由美子 奈良由美子
リスク 長型社会から定常型社会への転換は、ハザードを多 （放送大学 （放送大学

様化・増大化させ、生活リスクのあり方に影響を与 ，助教授） 助教授）
11 える。ここでは、人口減少社会における生活リスク

の特徴と実態を、生活経済、生活関係等の視点から
考察する。

生活課題とリス 人口減少社会における生活リスクへの対処は、人口 奈良由美子 奈良由美子

クへの対処 増加社会そして成長型社会におけるそれとは異なる （放送大学 （放送大学

ものとなるだろう。この回では、高度経済成長期以 助教授） 助教授）

12 降の生活環境の変化とその中での生活課題の変遷を

概観しながら、人口減少社会におけるリスクへの対

処を含めた生活の課題について検討する。

人口減少と地域 少子高齢化はグローバル化や情報化とあわさって大 奈良由美子 奈良由美子
の変容 きなうねりとなり生活に影響を及ぼす。その動態の （放送大学 （放送大学

なかで、地域もまた変容していく。生活者にとって 助教授） 助教：授）

13 地域が果たしてきた、子育て・教育の機能、生活文

化伝承の機能、安全確保・リスク管理の機能などが、

人口減少社会においてどのように変わっていくの
か、その実態と課題を考える。

地域の価値と生 人口減少社会における社会システムの設計には、パ 奈良由美子 奈良由美子

活の質 ラダイムの転換と新たな合意形成手法の確立が求め （放送大学 、（放送大学

られることになる。このとき、生活価値も生活状況 助教授） 助教授）

14
も異なる複数の個人の生活の範域である地域は、合
ﾓ形成の行われる最も身近な社会実態となる。人口

減少社会における地域を考えることで、新たな社会

設計を考える手がかりを検討していく。

人口減少社会の 高度経済成長を支えた基礎的条件の消滅によって、 宮本みち子 宮本みち子

生活の創造 この時期に形成され定着した社会制度、社会意識、 （放送大学 （放送大学

ライフスタイルは、標準的とはいえなくなった。新 教授） 教授）

15 しい社会モデル、生活モデルとはどのようなものか、

そのためにはどのような課題があるのかを考える。
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＝　生活の動態と経営（‘05）＝（R）

〔主任講師：奈良由美子（放送大学助教授ジ〕
〔主任講師：石川　 實（放送大学奈良学習センター所長）〕

全体のねらい

　この授業では、社会の枠組みの変化が、生活の枠組み（＝生活システム）をどのように変容させ、ひ

や、ては個人にどのような影響を与えるか、そして個人は生活を通じて社会をどのように変容させるかを

おさえながら、生活シろテムの構築としての生活経営について考える。全体として、大きな社会のなか

の部分として三三つくひとりひとりの生活主体が、全体への影響を勘案しつつ個性豊かな生活を創るた

めの手がかりとできるような内容にしたい。

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）

1
、

生活の主体とし ・人間は誰しも生活する主体（＝・生活者）である。生 奈良由美子 奈良由美子
て生活を経営す 学者は個人として、家族の一員として、地域社会の （放送大学 （放送大学
る 一員として、さらにより大きな社会単位の構成員と 助教授） 助教授：）

1
して生活を構築している。ここでは、人間にとって
9）生活の意味、生活の＝構成要素、生活経営の意義と

方法について、その基本的概念をおさえる。

生活と文化・価 文化や価値は、われわれの生活において、あたかも 伊勢田哲治 伊勢田哲治
値 最初からそこにあったかのように意識されることが ．（名古屋大 （名古屋大

多いだろう、しかし、こうしたものは、実はわれわ 学助教授） 学助教授）

2 れが生活していく中で常に創出・再生産・改訂され

ている。ここでは、そのプロセスがどうなっている

かについての社会学的説明をふまえながら、個人と

文化の関係について考えていく。

生活と倫理 倫理もまた生活の中で創出・再生産・改訂されてい 伊勢田哲治 伊勢田哲治
くが、社会を運営するための基本ルールとしての側

面は時代や社会をこえて共通する。ここでは倫理学

3 の知見をふまえながら、基本的な倫理原則としてど

ういうものがあると考えられているのか、それを生

活の中で生かし、より豊かなものにしていくにはど

うしたらよいか、ということについて考えていく。

生活の経済と生 自己決定・自己責任が求められる現代社会。家計に 上村協子 上村協子
活設計 おける妻と夫の経済関係を例に、個人が限りある生 （東京家政 （東京家政

涯に主体的に生活設計をし、個性的な自分の可能性 学院大学助 学院大学助
4 を表現しつつ、交換という市場経済システム以外の 教授） 教授）

贈与・家族内の資産移転など自助・共助の生活選択

により、新しい共同を形成する可能性を探る。
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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）

生活と情報 個人が家族、地域、社会と関わる過程では、つねに 奈良由美子 奈良由美子

情報のやりとりが発生している。情報は重要な生活

資源となると同時に、生活者の価値観を形成する。
5 生活者は、個々の具体的生活のなかで、多種多様な

■

情報をどのように利用し生活を＝構築しているのか、

その実態と課題について考える。

生活と時間 個人の生活時間は、社会における貨幣との関係で細 上村協子 上村協子
切れに分断されてきた。生活時間の実態をもとに、

生涯を過去・現在・未来と継続し一貫性のある個人

6 の歴史として捉え、また、他者と時を共に過ごすご

とにより、生活の時間に広がりと重層性が創造され、

さらには次世代へと繋がる生活システムを考える。

生活における職 「仕事か遊びか」、　「労働か余暇か」といった2分 上村協子 上村協子
業・趣味 法により狭く押し込められた生活選択から脱却し、

生活の糧を生産する新しい職業のあり方や、自発的

7 な人と人の支えあいにより、確実な生活の拠点が形

成され、また生活の場の境界線が緩やかに広がる生

活の枠組みを探求する。

生活と安全行動 人間生活の営みは、安全を脅かすリスクを伴うもの 奈良由美子 奈良由美子

でもある。生活経営の安定を阻害する生活リスクに

ついて、その本質や発生のメカニズムおよび現代生
8 活のリスクの特徴を示すとともに、生活リスクを管

証することの意義と手法を考える。

生活の基本単位 生活の基本単位としての世帯・家族について考える。 石川　　實 石川　　實

の変化：世帯と 次いで家族の本質を考え、親族のなかにおける家族 （放送大学 （放送大学

家族 の位置づけと家族そのものの変化について眺める。 奈良学習セ 奈良学習セ
9 さらに家族の形態変化や現代における多様性とその ンタ町所 ンター所

背景についても考える。 長） 長）

生活の共同（そ 家族成員や社会から家族というまとまりに期待され 石川　　實 石川　　實

の1）：家族の るのは、どのような働きか。伝統的家族の機能と現

機能とその変化 代家族の機能的縮小状況を眺め、生活の基本単位と
10 しての家族の機能縮小と潜在的機能ストレスを考察

し、現代家族の脆弱性について考える。

生活の共同（そ 「機能」と「役割」の概念の違いを考えたうえで、 石川　　實 石川　　實

の2）：家族成 家族内の地位と役割分担とその変化を眺め、家族内

員の果たす役割 における意思決定の仕方の変化を考える。次いで、
11 と家族の関係 夫婦の関係の特性と現代的変化について考える。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　／師　名

ノ

（所属・職名） （所属・職名）

家族・家族成員 家族と個人の双方の発達過程を追究する視点に立 石川　　實 石川　　實
の生活：家族と ち、家族の発達過程に現れた現代的ステージ（「エ

12
個人の発達の視

_からみた現代
ンプティ・ネスト」）とその課題、個人の発達過程

ﾉ現れた現代的ステージ（「中年期」）＼とその課題
的特徴 について考え、家族の発達上の課題と個人としての

おとなの課題を考える。

家族生活と高齢 わが国における高齢化と少子化が現代の社会と家族 石川　　實 石川　　實
化・少子化 にどのような影響を与え、家族生活や個人の生活が

13
どのように変化しているかを考え、個々の家族的課

閧ﾆ社会的課題を考える。

環境創造と生活 様々な生活課題の遂行の過程にあっては、自助・公 奈良由美子 奈良由美子
経営一地域と 助・互助・共助の体系が深く関わる。生活者は、そ
生活一 れらの受益者であると同時に、生活資源環境を創造

14 する主体でもある。地域社会のありかた、NGO・NPO

またボランティア活動等にも触れながらここでは生

活の空間的な拡がりのなかでの生活経営の展開を探
／

る。
ノ

次世代の生活主 生活経営のありようは、当該生活主体およびその時 奈良由美子 奈良由美子
体の育成と生活 点での相互作用の相手だけに関係するのではない。

15
経営一持続可
¥性と生活一

次世代、次々世代の生活にも深く影響を及ぼす。国

ﾛ的視点をふまえながら生活の時間的な拡がりのな
かで持続可能な生活経営の展開を探る。
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＝　家族のストレスとサポート（‘04）＝（R）

〔主任講師 石原　邦雄（首都大学東京教授）〕

全体のねらい一　　　tx

今日の家族の問題を、ストレスという観点から捉えなおし、家族の抱える困難や、直面する危機状況への対処の過程を

検討するとともに、，困難の克服あるいは危機の予防に働く各種のサポートのあり方を考える。

回 テ　一　マ
　　　　　　　　　　　　と

焉@　　　　　　　容
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
家族への着目と社
?wからの接近

長びく不況と国民的目標の拡散：の中で、新しい世紀は不安な

糾Jけとなっている。人々は、家族を拠り所としょうとする

ｪ、家族自体も変化し多様化しており、これもまた人々の不
ﾀ材料になっている。家族の問題性を、社会学ではどのよう

ﾉ捉えようとするのか。

石原　邦雄
i首都大学東

梛ｳ授）

石原　邦雄’（首都大学東

梛ｳ授）

2
ミクロ社会システ

?ﾆしての家族

家族は、制度として、集団として、二者関係の複合として、
ｳらには個人の意識や認知の次元など、様乏なレベルで捉え

轤黷驕Bまたこれを、動態的に捉える場合でも、社会全体の

?ﾅの家族のあり方の変化、家族が示すある種の発達的・規

･的な変化、さらには困難を抱えた家族が個別のケースとし
ﾄたどる変化過程など、様々な捉え方が錯綜することになる。

ｱれらを整理しておこう。

同　　上 同　　上

3
ストレス研究の諸

T念

ストレス研究の諸概念（ストレッサー、ストレス、ディスト

激X、資源、対処など）を説明する。ディストレスの社会的

pターンについて論じ、ストレッサーとしての家族、サポー
g源としての家族について説明する。

稲葉　昭英
i首都大学東

桴赴ｳ授）

稲葉　昭英
i首都大学東

桴赴ｳ授）

4
ネットワーク論か
轤ﾝた家族関係

ネットワーク論の基本的考え方を示し、家族関係とそれ以外

ﾌ人間関係ネットワークとの関連を論じる。とくに、サポー

g資源とストレス源、あるいは機会と拘束というネットワー

Nの二面性に焦点をあてる。

三沢　慎司
i明治学院大

w教授）

野沢　慎司
i明治学院大

w教授）

5
ネットワークとサ

|ート

育児する母親や父子家庭の父親などを対象にした研究例を

ﾐ介しながら、ネットワーク構造が個人の心理的な安寧にど

ﾌような効果を及ぼすかを検討する。最近のインターネット

°yの社会的意義についても触れる。

臣　同　　上

同　　上

6
家族ストレス論の

`成

ストレスモデルの家族への適応としての家族ストレス論とは

ﾇのようなものであり、そのような背景の中で成立してきた

ﾌか。R．ヒルを中心とした、理論の形成を辿る。
石原　邦雄 石原　邦雄
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

ピ

（所属・職名） （所属・職名）

ヒルの家族ストレス論を継承発展させた、乱1．マッカバンの

7

家
族
ス
ト
レ
ス
論
の
’
展
開

2重ABC・Xモデルを中心に解説し、併せて、これと異なる
攪_化の方向にも注目する。・ 石原　　邦雄 石原　邦雄

家族ストレス研究で早くから取り組まれ、．月本でも各種の研

自然災害の被災者 究が行われている自然災害の例を中心に、多くの家族を巻き
8

家族 込む地域的な環境の急変にさらされた事態における家族の様 同　　上 同　　上

相と対応形態について検討する。

家族メンバーの一人が回復ゐ困難な難病や障害を持つことに 戸

9
難病・障害と家族の

?@

なった揚合、家族は最も身近かな援助者、扶養者としてどの

謔､にしてその困難に対処していくか。多くの研究例を見な
ｪら考える。

同　　上 同　　上

これも家族ストレス論の成立に関連の大きかった、世界大恐

慌のもとでの家族生活の困難と、それへの対応過程について、

10 経済的危機と家族
αH。エルダーの研究例を紹介するとともに、今日の不況とも

dね合わせながら見ていく。
同　　上 同　　上

、

・婚姻上の地位とディストレスの関連を検討することで夫婦

関係が男性にとって持つ意味と女性にとって持つ意味の差

11
．結婚とディストレ

X

異を論じる。・配偶者からのサポー拳の性別非対称的な構造について論じ

稲葉　昭英 稲葉　昭英
　　　　　、　　　　　／驕B

・育児期の女性のディストレス、学齢期の子を持づ時期の女

性のディストレスに着目することで家族と職業め関連を考

仕事と家庭の葛藤 える。

12
と調整． ・crossover　effect，　spill　over　effectに関するアメリカ 同　　上 同　　上

の研究を紹介し、職業生活と家族部活がどのような関連にあ
るのかを考える。

継親子関係を含む再婚家族（ステップファミリー）が日本で

13

ステップファミリ

｢のストレスとサ
|ート

も増加していると推測される。血縁関係のない継親子関係、

pきょうだい関係を意識的に構築しながら家族をつくるこ
ﾆの困難とサポートの意義を探る。　　　　　　　　　　》 野沢　慎司 野沢　慎司

家族規範がi揺らぐなかで、なお多くの家族が高齢者の扶養を

実際に担っており、世代間の扶養関係は、親族関係も巻き込

14
親子関係のライフ
Rースとストレス

んで家族生活上の困難を生じさせる大きな問題であり続けて

｢る。他方、初期の親子関係や青年期・中期の親子関係にも
石原　邦雄 石原　邦雄

新たな問題が生じている。

家族が大きく変化しつつあり、家族の捉え方も多様化してい

15
家族する困難と家
ｰの将来・

るなかで、ストレス論による家族分析をふまえて、これから

ﾌ家族像をどのように描けるだろうか。 同　　上 同　　上
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＝　生活の経済（‘04）＝（R）

〔主任講師（現職名）　重川純子（：埼玉大学助教授）〕

全体のねらい

　生活の中で生じる欲求は貨幣を媒介として充たされることも多い。本丁においては貨幣経済社会と生

活の関係について考えるとともに、貨幣以外をも含む生活の経済的側面を経済社会のしくみとの関わり

から検討する。

・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）

日々の生活の営みの中で行っている経済活動について

生活の経済」経済考える。経済社会におけるお金とその他の資源の関係、 重川　　純子重川　　純子

1 土会と「お金」 立置づけを検討する。 （埼玉大学助 （埼玉大学助

教授） 教授）

ノ

家庭の経済活動の中で貨幣が直接かかわる部分である

家計とその変化を概観する。収入と支出、貯蓄と負債、

2 家計の変化 フローとストック等の家計に関する基本概念、家計にお 同　上 同　上

ける貨幣の流れについて概説する。

収入を得るための経済活動として職業に就いて働くこ

とが多い。職業の有無、’職業の種類による家計状況を比 高梨　　千恵高梨　　千恵

3 業・失業と家計 する。また、職業の種類や様態による報酬の相違、 （お茶の水女 （お茶の水女

帯の所得の格差についても考える。 子大学非常勤子大学非常勤
講師） 講師）

家計のありようは、家計主体の価値観、ライフステー一

ジ、構成員の属性などの他、生活環境の影響をうける。

家計にみる地域 いと言われる日本においても、地域により産物、制度
♂

4 （1）一日本の地域等が異なる。本章では、日本国内の地域比較から居住環 重川　純子 重川　純子

較 や就業が家計に及ぼす影響を検討する。

家計にみる地域差（2）として、日本と外国の比較をた

家計にみる地域 う。ここでは、ニュージーランドを取り上げる。ニュー

5
（2）一日本と外国 ジーランドは社会保障先進国として知られていたが、近 同　上 同　上

の比較 は行政改革を推進した国として有名である。制度等の

違が家計に及ぼす影響を比較検討する。

様々な生活の欲求を充足する手段の1つとして、もの
サービスの購入という方法が用いられている。消費支

6
消費社会と家計 出額により消費行動の現状と変化を整理するとともに、 同　上 同　上

消費行動への影響要因等について検討を行う。

消費社会を支える仕組みの1つに消費者信用がある。
〆

計の消費者信用の実態と家計問題の動向を概観する。

7 消費社会と家計問一用環境や経済環境の変化と家計問題発生の関係、家計 同　上 同　上

問題に関する制度についての検討を行う。
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執筆担当放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　’名講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名）

妻と夫は共同して生活を営むことが多く、経済につい

ても一体化して考えられることが多い。同一世帯内の妻
妻と夫の経済関係 と夫の生活水準は等しいのだろうか。夫妻間の経済関係 重川　純子 重川　純子

8 について、ニュージーランドとの対比から、現状とその
背景を検討する。

親と子の間には有形、無形の経済関係が存在する。親に

↓と子の経済関係 よる子の教育、養育の費用負担、子育てに時間を費やす
一教育・介護・相続 こと、子が親の介護、看護をする、その費用を負担する 同　上 同　上

9 こと、財産の遺贈、相続など。ライフサイクル上の親と

子の経済関係の変化と課題を検討する。

現代社会の中では、子どもも早くから消費者一商品の購…

者一として社会の中で位置づけられている。その背景

10 子どもとお金 には、6ポケットとも称されるお金の提供者の存在があ∠船　美智子蠣船　美智子
る。子どもをとりまくお金に関する環境を概観し、課題 （お茶の水女 （お茶の水女

を検討する。 大学教授） 子大学教授）
瑠

大人になる前段階である若者期の重要な発達課題の1つ
が自立である。自立は様々な側面から構成されているが、

11 者の自立と経済 特に経済的な側面から若者の自立を取り上げる。若者の 重川　純子 重川　純子
済状況を概観するとともに、自立に必要な方策につい

て考える。

長寿化により高齢期が長期化している。高齢期の経済
高齢期の生活と経生活は、生活設計上の最重要課題の1つとなっている。

12
済保障 高齢期の経済生活の実態を概観し、外国との比較により、 同　上 同　上

高齢者の生活実態・意識と制度の関わりについて検討す
る。

国家により発行された通貨の他に、特定地域でのみ通

激する地域通貨導入の動きが各地でみられる。導入の背

13
生活経済と地域通景、導入が利用者に及ぼす影響を検討するとともに、個々 同　上 同　上
貨 人によって身近な生活の場である地域社会が持つ意味を

考える。

sustainable一持続可能な一であることは、地球全体的な

キーワードである。環境問題を人々の生活、経済活動と
14 生活経済と環境 の関わりから検討する。様々な主体との相互的関係、制 同　上 同　上

民　の点から持続可能な生活のあり様について考える。

個々人の生活における貨幣以外の部分も含む生活の経

／
済的側面の捉え方について検討し、生活のゆたかさにつ

15 生活をつくる いて考える。 同　上 同　上
＼
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＝： ﾟ生活の科学（‘06）・＝（R）

〔主任講師（現職名）：藤原康晴（放送大学教授）〕

全体のねらい

　私たちは衣服を習慣的に着用し、その構造や性質について特に意識することがなく取り扱っている

が、衣服はさまざまな領域の科学技術と関連しており、それらの進歩が衣服の多くの部分に反映されて

いる。衣服は、形態や色・柄のような顕在的品質と水分や熱の移動、伸縮性、縫製などの潜在的品質を

有している。衣服購入の際には、前者が重視される傾向が強いけれども、後者も合理的な衣生活にとっ

ては欠かすことができない。この科目では、衣服の材料、縫製、着心地、転たく、染色加工、繊維製品

のリサイクル等の各事項を科学的な視点から捉え、私たちのもっとも身近にある衣服に対する科学的理

・解を深めることをとおして資源や環境など生活にかかわる諸現象に対する科学的な思考、判断につなげ
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）

，衣服の品質と表 衣服の品質は、色、柄、形態、縫製仕上げなどの 藤原康晴 藤原康晴
示 審美的品質、着用快適性、取り扱いやすさなどの機 （放送大学 （放送大学

能的品質、ブランド、原産国などの外在的品質に大 教授） 教授）

別される。審美的品質は、表示がなくてもその衣服
1 を見てあるいは触れて評価でき、外在的品質は表示

を見れば明確である。表示があっても複雑なのが機

能的品質であり、使ってみてはじめてわかる品質、

使ってもわからない品質がある。これらの品質と表

示について概説する。

衣服および生活 化学繊維は、それが製造されるようになった当初 同上 同上

関連繊維製品の は、衣料品に用いられている天然繊維の代替品であ

素材 つたが、製造技術の進歩によってさまざまな特性を

持つ化学繊維が出現し、衣服はもとより、寝装品、
2

インテリア用品、産業資材などに多く用いられてい

る。今日の快適な生活を支えているこれらの各用品

にどのような性能を持つ繊維がどのように用いられ
ているかを概説する。

染色と染料 染色とは、’染料を溶媒（通常は水）にとかして（分散 牛田　智 牛田　智
させて）、繊維に色素を定着させることである。単に （武庫川女 （武庫川女

色のついた水がしみ込むこととは違うし、ペンキを’ 子大学教授） 子大学教授）

3 塗ったり、紙に印刷することとも全く異なる現象で

ある。染料とはどういう物質で、染色とはどういう

現象なのかを明らかにする。

縫製の科学と技 、複数枚の布をつなぎ止める方法には、布同士の融 鎌田　佳伸 鎌田　佳伸

術（1）一縫い合 着や接着剤により布をくっ付ける方法（接着縫製） （実践女子 （実践女子

わせるとはどうい が開発されているが、布の柔軟性を損なわないで縫 大学教授） 大学教授）

4 うことか一 い合わせるには縫糸を用いたミシン縫製が最も適し
ている。ここでは、その通常の縫糸を用いたミジン

縫製に限定して、縫いの原理と基本的構造、ミシン
機構を概説する。
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縫製の科学と技 ミシンで縫われた布は縫目の力学的強度や仕立て 鎌田　佳伸 鎌田　佳伸
術（2）一縫製上 映えと言われる外観の美しさ、さらには縫い易さな （実践女子 （実践女子

に発生する各種 どの消費性能を十分に満たさなければならない。そ 大学教授） 大学教授）

5 の問題一 の消費性能は一般に「可縫性」と呼ばれている。可

縫性は、シームパッカリングを始めとする、地糸切

れ、目とびなどの「縫いの不良現象」を評価する用
語である。ここでは三三性について概説する。

衣料サイズと表 既製服に対する消費者の不満の一つはサイズであ 藤原康晴 藤原康晴
示 る。メーカーは着用者別、体型別にいくつかのサイ （放送大学 （放送大学

ズの衣服を提供しているが、適合しない場合も少な 教授） 教授）

6
くない。この実態を解説するととも1と、衣料サイズ

のJIS規格を成人女子用の衣服について説明する。

さらに、身体の三次元計測技術の最近の進歩とその

計測結果と連動させた個人対応の衣服生産システム
の概要を説明する。

幅

人の体温調節と 熱帯地方などの極高温環境（＋40～＋50℃）であっ 諸岡　晴美 諸岡　晴美
衣服 ても、冬山や極地などの極低温環境（一40～一50℃） （富山大学 （富山大学

であっても、人が健康に生活を営むには恒体温を維 教授）’ 教授）

持する必要がある。約100℃もの温度範囲の中で人

7 はどのようにして恒体温を維持しているのだろう
か。こζでは、衣服による温熱高高適性を実現する

ための基礎となる人体一環境系の放熱メカニズムと

体内における産熱、自律性体温調節のしくみについ
て解説する。

衣服の着心地（1＞、 人の行動性体温調節の一つである衣服による体温 同上 同上

一快適な衣服内 調節の観点から温熱的な快適性を実現するために
気候の形成一 は、入体と衣服との間の気候（衣服内気候）を快適

8 域に維持することが重要である。ここでは、環境条

件と人体側の条件を踏まえ、衣服素材、衣服構造、

着衣形態との関わりから解説する。また、温熱的快
適性に関わる最近の新素材についても述べる。

衣服の着心地（2） コルセットや纏足など歴史を辿ってみると、身体 同上 同上

一圧的快適性と を拘束して健康を害した例が多々見られる。現代に
身体拘束一 おいても、女性用の補整下着による過度の締め付け

が原因の症状を訴える女性が少なくない。一方、弾
9 力靴下やスポーツウェアによる圧迫の効用も報告さ

れている。ここでは、日常的に身に着ける衣服によ

る圧迫が健康と快適性に及ぼす影響について解説す
る。

衣服の汚れを落 ’衣服についた油汚れは水になじみにくく、その除 田村隆光 田村隆光
とす界面科学の 去には、水と油を混じり合わせる力を持った界面活 （ライオン㈱ （ライオン㈱

力 性剤が用いられる。この界面活性剤はさまざまな種 化学品研究 化学品研究
10 類と特徴的機能を持っている。開発されてきた歴史 所所長） 所所長）

的背景を学び、洗浄機能を理解するために必要な界
面科学の基礎知識を学ぶ。

邸
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洗たくに役立っ 日々の暮らしに衣類の洗たくは欠かせない。全自 田村隆光 田村隆光
洗剤の知識 動洗たく機の普及とともに、私たちは洗たく浴中で （ライオン㈱ （ライオン㈱

行われている現象への関心が薄れてきたことは否め 化学品研究 化学品研究

11 ない。しかしながら、市販の衣料用洗剤には役割に 所所長） 所所長）

応じたさまざまな成分が配合されている。快適な衣

生活に向けた洗剤における汚れおとしの工夫を学
ぶ。

漂白・増白 洗たく後や、繊維製品の生産の前段階として、繊 牛田　　智 牛田　　智

維を白くするための漂白と三白が行われる。いずれ （武庫川女 （武庫川女

も白くすることであるがその原理は異なる。白いと 子大学教授） 子大学教授）

12 はどういうことかにも触れながらその原理およびそ

こに使われている薬剤について概説する。また、漂

白・増白に関するトラブル事例についても触れる。

洗剤の安全性の 衣服の洗剤を含め、家庭用品は安全に安心して使用 田村隆光 田村隆光
評価と環；境への されることが大切である。そのために、市販される （ライオセ㈱ （ライオン㈱

配慮ノ 前に製品性能とともに、環境および人体安全性につ 副主席研究 副主席研究
13 ても確かめられている。洗剤の環境動態と環境問題 貝） 員）

の経緯と現状について学ぶ。

染色物の消費性 衣服を選ぶ場合、色やデザインといった外観がま 牛田　　智 牛田　　智

能 ず重要な要素であるが、その色が簡単に槌せたり、 （武庫川女 （武庫川女

変色したりしては困る。変退色の起こる要因や原理 子大学教授） 子大学教授）

14 に触れるとともに、変退色のしにくさの尺度である

「搾ろう度」について述べる。また、染色品にかか

わるトラブル事例についても触れる。

繊維製品リサイ 持続的な発展を可能とする循環型社会を構築する 藤原康晴 藤原、康晴

クルの現状と課 ために、生活資材の再商品化、再資源化の推進を図 （放送大学 （放送大学

題 る容器包装、食品、家電、建設、自動車リサイクル 教授） 教授）

法が制定されている。しかし、衣服をはじめとした
15 繊維製品については、リサイクル法は制定されてい

ない。このような状況にあっても、繊維製品の3R（リ

デュース、リユース、リサイクル）は推進しなければ

ならず、この現状と課題について考える。
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＝　アジアの風土と服飾文化（‘04）＝・（TV）

〔主任講師：道明三保子（文化女子大学教授）〕

〔主任講師：田村照子（文化女子大学教授）〕

全体のねらい

アジアの三三化は、気候風土・生活様式・風習・縁・文化交流などを反映し、アジア各地の民族や騒ごとに独

特のものを生み出してきた。服飾文化はとりわけ風土と密接な関係がある。本誌では、アジアの服飾を取り上げ、自然

環境と文化環境の背景と関連させながら、各地域の服飾の素材・形態・縫製・装飾技法・装飾文様・付属品．装身具な

どρ観点から特色をさぐり｝いくつかのテーマを選びアジア全体を比較する。

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）

アジアの服飾文化は、気候風土・生活様式・風習・宗教・ 道明　三保子 道明　三保子
文化交流などを反映し、アジア各地め民族や地域ごとに独特 （文化女子大 （文化女子大
のものを生み出してきた。服飾文化はとりわけ風土と密接な 学教授） 学教授）

「序論　風土と服 関係がある。本講では、自然環境と文化環境の背景と関連さ
1

飾文化」 せながら、各地域の服飾について資源・形態・縫製・装飾技 田村　照子 田村　照子
法・装飾文様・付属品・装身具などの観点から特色をさぐり、 （文化女子大 （文化女子大

いくつかのテーマを選びアジア全体を比較し、アジアの服飾 学教授） 学教授）

の過去・現在を検証し、未来を展望する。

温帯に属し四季に恵まれた東アジアでは、袷、単、綿入れ

など季節により衣服が変わり、重ね着に適した前開き型衣服

2 「東アジア」

が多い。その代表格である日本のきものや中国の抱、韓国の

`マ・チョゴリなどを取り上げ、四季の文様や吉祥文様など
激Aジア独特の表現や身分階級の標識として服飾の果たした

�рﾈどについて述べる。また旗抱からチャイナドレスへの

　　　、
ｹ明　三保子

c村照子

道明　三保子

c村　照子

変遷、チマ・チョゴリの現代生活における位置などについて
考察する。

タイ・ラオス・カンボジア・．ミャンマー・マレーシア・イ

ンドネシア・フィリピンなど、東南アジアは気候的にはアジ

アモンスーン気候に属し、高温多湿の気候風土にあって、体

3 「東南アジア」
熱放散型の腰巻衣を基本とする服飾を特徴とする。素材は綿、

モﾈどを中心とする織物で、その染織技法は地域によりきわ 同　　上 同　　上

めて多彩である。腰巻衣の形式、染織の差別化・宗教等との

関係について考察する。服飾文化の伝播と変容を、気候と風

土、政治2宗教など周辺条件との関係において論じる。

＼

高温多湿地帯のインドでは、女性のサリーや男性のドーテ

イなど一枚の布を巻付ける衣服が発達した。風が通りやすく

ゆったりとしていて体を締め付けず、発汗と蒸発を促す衣服

4 「南アジア」 型式といえる。またインドの人々は、裁断したり縫ったりし 同　　上 同　　上
ない布こそ清浄であるとみなしている。服飾に使われたイン

ド各地の特色ある染織とその技術を紹介するとともに、パキ

スタン・ネパール、ブータンの風土と服飾文化を取り上げる。

砂漠と草原、オアシス地域からなる乾燥地帯では遊牧生活

をおくる人々が多い。かれらは風通しがよく動きやすいゆっ

たりした貫頭型の衣服を着る。イスラム世界とも重なり、女

5 「西アジア」 性のヴェールは必需品だ。また財産、お守り、装飾として特

ﾉ既婚女性に欠かせないのが装身具である。ここでは地方ご

　
同
　
　
上
㌧ 同　　上

との特色を示すパレスチナ地域の服飾と、部族ごとの特色を

示すアフガニスタンの服飾を取り上げてみよう。
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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）

6
「中央アジア・北ア

Wア」

@　　　

　中央アジアと北アジアは、ウラル山脈とカスピ海を結ぶ線

ﾌ東から、シベリアにいたる広大な地域であるが地続きであ

驍ｾけに、文化的・民族的に密接な交流がなされてきた。ま

ｽ、東西南北の文化交流の重要な交通路にあたり，生活文化

ﾉさまざまな要素が取り入れられた。砂漠や草原、オアシス、

ｪ連なり過酷な自然条件のもとでシルクロード文化が開花さ

ｹた中央アジアの服飾、極寒のシベリアにおける生活と服飾

ﾈどを、それぞれの気候風土のもとに、過去の歴史と関連さ

ｹつつ現代の状況を取り上げ、諸民族がどの様に交流し影響

�^えてきたかをさぐる。

9田村　照子 田村　照子

Qスト
ﾁ藤　定子

7
「伝統服飾にみる

@能性」

　アジアの服飾文化の多様性を生み出す要因、特にその生活

l式の相違が、服飾の機能性にどのような変化をもたらして

｢るかを探る。たとえば下半身を覆うパンツにはさまざまな

oリエーションが見られる。気候はもとより、日常の起居動

?A床座、椅子座、騎馬生活、などとの関係、あるいは布幅

ﾆの関連から来る裁断の合理性、上衣との関係から来る装飾

ｫなどである。同様に袖や上衣のパターンから、その運動機
¥性についても触れたい。

同　　上 田村照子
^

8 「被り物・履物」

　見る・聞ぐ・嗅ぐ・食べるそしてあらゆる感覚を制御統括

ｷる脳を含む、人体の部分でもっとも重要な頭部、この重要

ﾈ頭部は服飾の中でいかに扱われてきたのだろうか。被り物
�謔闖繧ｰ、帽子・ヴェール・スカ三フ・チャドル・ターバ

唐ﾈどを、防護機能・装飾性・象徴性などの観点から考察す

驕Bさらに、頭部と反対の足元に着目し、履物の機能性・装
?ｫについても分類整理し、アジア各地の気候風土との関係
�沒｢する。

道明　三保子

c村　照子

道明　三保子

c村照子

9 「装身具」

@　　　　　隔

　装身具は身を美しく飾るだけでなく、身分階級の標識、招

氓竚?пA魔よけとして使われる。日本人はあまり装身具を

gに付けないが、他のアジアの地域では特に既婚女性にとっ
ﾄ一揃いの装身具が欠かせない所が多く、結婚の際に調える。

武g具にはさまざまな種類や素材が見られるが、圧倒的に多

｢のが銀製品で、遊牧民は財産として装身具を身に付けて移

ｮする。アジア各地の装身具の特色を示すとともに、それら
ﾌ基本的な製作技術について取り上げる。

道明　三保子 道明　三保子

10
「服飾文様と装飾

Z法」

　アジアの服飾において文様は重要な要素である。一枚の布

ﾌ衣服や平面的な構成の衣服が多いので、文様を効果的に表

ｻすることができるのである。文様の果たす役割として、民

ｰや身分階級の標識、招福、お守り、魔よけなどが、装飾効

ﾊとともにあげられる。風土や生活を反映し、地域によって

ﾆ特の文様があり、深い象徴的意味を持つものも少なくない。

ﾜたペイズリー文様のように、時代によって変容をとげ他地

謔ﾜで広く伝播するものもある。服飾に文様を表現するため
ﾉ、耕、絞り、綴れ織り、ろうけつ染め、型染め、刺繍など

ｳまざまな技術が駆使されてきた。中でもどの地域どの民族

ﾉも見られるのが刺繍で、その特性についても考察する。

同　　上 同　　上

11 「色」

　アジアでは、中国の五行説における白・赤・黒・青・黄の

pいられ方など民族の宇宙観がこめられたり、色ごとに特定

ﾌ意味や象徴性が与えられたり、階級の識別にも色が重視さ

黷ｽ。それらは服飾の上にも反映されてきた。そうした例を
唐ｰながら、各地域の特徴：となる色は何か、を考察したい。

ｳらに、それらアジアの色がシルクロードを通って集積され、

坙{の伝統模様の色のオリジンとなっていること、それらの

Fを作り出すアジアの天然染料についても述べる。

道明　三保子

c村　照子

　、
ｹ明　三保子

c村照子
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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）、

服装の原材料絃繊維である。現在も使用される代表的な天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

然繊維、麻、絹、羊毛、綿はそれぞれ世界の4大文明の発祥

地であるエジプト、中国、メソポタミア、インドで発見され、

いずれも繊維から糸、織物、衣服へと構成されている。本章

12 「資源と服飾」． ではまず、現代の合成繊維にまで継続するこの繊維という服 田村照子 田杜照子
飾素材の持つ意味を考え、さらに、各地域の気候とそこで入

手できる素材、服飾文化との関係について検討してみたい。

さらに骨や角、毛皮や貝などの動物素材や金属やガラスなど、

繊維以外の素材の使われ方についても触れたい。

アジアの伝統的な服飾文化は、欧米文化を取り入れ生活が

洋風化につれて少しつつ消えようとしている。アジア各地の

13
「生活の洋風化が

烽ｽらしたもの」

現代社会において伝統服飾はどのような変遷を経てきたか、

ﾇのように位置づけられているか、洋服とどのような関わり

�烽ﾁてきたか、具体例に触れながら考察する。
道明　三保子 道明　三保子

服飾文化は時代と共に変化し続けている。その外的要因は 田村照子 田村照子
さまざま考えられるが、本章では松本由香子氏をゲストに迎

え、インドネシアの現代モードがインドネシアの国家として ゲスト

の新しい枠組みにいかに位置づけられ、国民の民族的アイデ 松本　　由香

14
「アジアの服飾と

ｭ治経済」
ンティティの創造につながっているか、いわば服飾文化の政

｡性について紹介していただく。一方、＼もう一人のゲスト樫

（高知女子大

w助教授）

永真佐夫氏には、ベトナム少数民族の生活における、市場経

済化の波がもたらす変化について紹介していただき、政治や 樫永　真佐夫

経済と服飾文化の変容について考えたい。 （国立民族学

博物館助手）．

現代社会・未来社会において民族の伝統服飾文化はどのよ 道明　三保子 道明　三保子

うな価値を持っているか。生活文化・生活資材のグローバル

化の中で伝統的服飾文化はどのように生き延びていぐか、民 田村照子 田村照子
15 「服飾文化の継承」 族の誇りを確立し女性の自立を目指す中で、伝統的な服飾文

化はどのような役割を果たしているか、アジア各地での様々
な例を紹介する。

ノ

一302　一一



＝　服飾と心理（‘05）＝＝（TV）
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全体のねらい

　私たちは毎日ごく当たり前のように衣服を着用しs一一髪を整えたり，化粧をしたりという行為を繰り返

している。本科目では，このような着る・装うという行為が，人間にとってどのような意味をもってい

るのか，社会の中でどのような役割を果たしているのか，服飾と人間の心理，社会とのかかわりを考え

る。ここで取りあげる服飾は，今日における服装，化粧だけでなく，過去の時代における服飾（パッチ

ワークキルト，小袖，浮世絵など）も対象とし，その当時の社会情勢人々の願い，心情とのかかわり

を考察する。この科目の受講をとおして服飾と心理とのかかわりについての理解が深まり，快適で心豊

かな衣生活につながることを狙っている。

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）

服飾の心理的作 衣服をはじめ手袋や靴下，帽子や靴，アクセサリ 藤原　康晴 藤源　康晴
用 一など身体につけるものを被服と称している。ここ （放送大学 （放送大学

では，被服とともに髪型や化粧，身体加工などを含 教授） 教授）

1 めて服飾と定義し，服飾と当人とのかかわり，服飾
と他者とめかかわりなど服飾の多様な心理的作用に

ついて具体例をあげて考える。

服飾への欲求・ 被服には多くの機能があるが，　「被服は人間の身

動機 体以上に人間の心を保護している」といわれている

ように，社会的・心理的機能が重視されている。今

日，服装の個性化が進行しているとはいえ，実際の

2
個々人の服装では，当人の個性だけでなく，他者の

]価を推し量って決められることが多い。この視点
同　上 同　上

から，いくつかの服装に関する規範を取りあげ，そ

れに作用する要因を考えることをとおして服飾への
欲求・動機について理解を深めたい。

服飾の知覚と心 私たちはいつも服飾を介して他者とのコミュニケ 中川早苗 藤原　康晴

理 一ションを図っている。つまり服飾を介してお互い （神戸ファ （放送大学

に見る・見られる関係にあるために，服飾が知覚に ッション造 教授）

及ぼす心珪的効果について知ることは，自己表現や 形大学教
印象形成などについて考える上でも重要な手かがり 授） 中川早苗
となる。ここでは，形態や色彩が知覚に及ぼす心理 （神戸プア

3 的効果について錯視の問題も含めて述べるととも 伊藤紀之 ッション造

に，服飾の構成要素である形態と色彩が知覚に及ぼ （共立女子 形大学教
す心理的効果について考える。 大学教授） 授）

伊藤紀之
（共立女子

大学教授）
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φ 執筆担当 放送担当
回’ テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

服飾が感情にお 視覚によって知覚された形態や色彩は，曇れまで 中川　早苗 中川　早苗
よぼす効果 の経験や知識などの記憶とともに見る人の感情に強 （神戸ファ ’（神戸フア

く働きかける作用がある。ここでは，形態や色彩が ッション造 ッション造
4 感情におよぼす効果について述べるとともに，服飾 形大学湯 形大学教

の形態，色彩，テクスチャーが感情におよぼす効果 授） 授）

とそれによって形成されるイメージについて考え
る。

服飾の着装と心 私たちはその日の服装や化粧，四型などによって，

理 気分がうきうきと華やいだり，リフレッシュ．したり，

引き締まったり，安らいだりといったことを経験す

5 る。ここでは着装する服飾によってどのような感情 同　上 同　上
や気分が生起するのか，また着装する服飾によって

感情や気分がどのように変化するのかについて考え
る。

化粧の心理的効 肌の色や瞳の色、口元や目鼻立ちなど顔の構造は、 大坊　郁夫 大坊　郁夫
果 容易には変えることができないために，古くから化 （大阪大学 （大阪大学

粧が用いられてきた。化粧による心理的効用には， 教授） 教授）
’6

対人魅力の向上，変身願望の充足，気分の高揚，右
己満足など計り知れないもめがある。ここではこの

ような化粧の心理的効果について考える。

服飾に対する認 情報伝達には，、主に言語が用いられるが，表情や 藤原康晴 藤原康晴
知 身振り，服飾なども性や年齢，社会的役割，状況な （放送大学 （放送大学

どに関連した情報を伝達する。ここでは，対象者の 教授） 教授）

服飾の評価およびその服飾を手がかりとして認知さ
7 れる事柄を対象者と観察者の関係の既知，未知別に

まとめ，それぞれの事柄について実験室的研究を基

に，日常生活における服飾に対する認知の実際を加
えて考察する。

服飾の流行と心 服飾の歴史は流行の歴史といっても過言ではな 中川　早苗 中川　早苗
理 い。つまりかっては流行といえば服飾の流行をさす （神戸ファ （神戸プア

ほど流行は服飾の世界において顕著に見られた現象 ッション造 ツション造

8
である。ここでは，流行がなぜ服飾の分野において 形大学教 形大学教
顕著にみられるのか，その要因について心理的な面 授） 授）

を中心に紹介するとともに，戦後の日本における服

飾の流行について，色彩と素材の面から考察する。

戦後ファッショ ファッションは時代を映す鏡であると同時に心を

、ンにみる世相ど 映す鏡でもある。私たちは服装史に登場する数々の

心理 ファッションにその時代の社会や文化の状況をみる

ことができるが，同時にその時代の人々の服飾に求

9
める心理をうかがい知ることができる。ここでは，

^の洋装時代が始まったわが国における戦後の服飾
同　上 同　上

の変遷をファッションの視点から概観し，それぞれ

の時代のファッションが表現すう心理的，社会的，

文化的な意味について考える。

一3　O　4一
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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）

パッチワークキ アメリカのパッチワークキルトは使い古された衣服 伊藤　紀之 伊藤　紀之

ルトー開拓時代 の残り裂を利用して作られたベッドカバーである。 （共立女子 （共立女子

の心一一 そこには家族の歴史，地域社会とのつながり，生活 大学教授） 大学教授）

10 の姿が読み取れる。また，切り継ぎされた布は過去
の繊維と染料の実物であり，貴重な服飾資料である。

キルトから開拓時代の諸相を考える。、

寄せ裂と刺し縫 生前愛用した着物を解き，供養のために縫い合わ

い一古血，古裂 された打敷，生まれた子どもの成育を願い，端裂を
にみる心情一・ 集めて作られた百徳着物，端裂で作られ左盆踊りの

11 衣裳や五穀袋。厳しい生活から生まれたこぎんや刺 同　上 同　上

子，刺しで補強された粋な火事羽織。それらをとお
して人々の願い，心情を考える。

小袖ときもの一 江戸時代の武家女性の小袖・帷子，町人女性が着 長崎　　巌 長崎　　巌

反映された女性 用したと考えられる打掛，公家女性の小袖・帷子， （共立女子 （共立女子

の心一 明治時代のきものへの移り変わり，それらの服飾資 大学教授） 大学教授）

12 料をもとに，当時の女性の心を考える。

ファッションプ 豊かな衣への憧れが，繊維を中心とした産業革命 伊藤ジ紀之 伊藤紀之
レートー憧れと を発展させた。技術の向上と生産の拡大に歩調を合 （共立女子 （共立女子

伝播一 わせるように，流行を予想し，伝えるファッション 大学教授：） 大学教授）

13 プレートが生まれた。18世紀末からファッションが

大衆化する20世紀初頭まで継続したファッション
プレートをとおして，服飾への憧れ，思いを考える。

浮世絵一定点か 浮世絵は庶民の生活をさまざまな視点で描いてい

らみた服飾変遷 るる春信によって多色摺り木版画が完成されて以降，

と心情一 大量の作品が作られ，江戸の姿を今日に伝えている。

14 明治になっても継続され，新たな視点から描かれた。 同　上 同　上

浮世絵に描かれ続けた地域を定点観測地として，服

飾の変遷と心情を考える。

服飾の心理学的 服飾と心理に関してさまざまな視点から学習して 藤原康晴 藤原康晴
研究の社会への きた。これらの内容の社会的意義として，被服の製 （放送大学一 （放送大学

応用 造，販売，購入への応用がある。最近，3次元人体 教授） 教授）

15
計測器や被服を仮想的に着用できる情報技術の進歩

ｪ著しく，個々人の体型や好みにマッチしたオーダ

一メイドの被服を容易に入手できる環境が整いつつ

ある。この現状と課題について解説する。
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＝　日本の食文化（‘04）＝（TV）

〔主任講師：原田　信男（国士舘大学教授）〕

全体のねらい

日本における食文化の在り方を、世界的な視野で見直すとともに、その歴史的な背景を学ぶことで、我々の生活文化に

どのような特色があるのかを理解する。食文化は、単なる民族の嗜好ではなく、むしろ日本社会の長い歴史のなかで形

成されたものである。本講義では、食物の獲得と生産、食事作法、料理文化さらには地域差など、食文化のさまざまな

位相について、日本のおける実態と特色を明らかにする。

回’ テ　・一　マ 内　　　　　　　　容

@　　　　　　　　　　　　　　　一

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

　　　　　　！
H文化の日本的特

ｿ

　食を抜きにして、人間の生活や社会は存在しえないが、そ

ﾌ実態と特質は余り知られていない。まず世界史的な視野か

轣A東西の食文化の違いを認識し、その上で、日本が属する

激Aジアの風土と食文化の特色を考える。田本の食文化が、

ｻの地形・気候と幅広い文化交流のなかで成立したことを理
�ｷる。

原田　信男
i国士舘大学

ｳ授）

原田　信男
i国士舘大学

ｳ授）

2 食文化史1・先史

　日本列島における食文化の原像を考える。旧石器時代の食べ物や食料獲得の実態を押さえ、それが縄文土器の登場によ

ﾁてどのように変化したのか。また狩猟や漁携の発展、さら

ﾉは弥生における水田稲作の本格的展開、古墳時代の大陸文
ｻの伝来によって、どのような食：文化が展開したのかを理解

ｷる。　　　　　　＼

@　　　　　　　　　　，　ρ

松井　　　章
i奈良国立文

ｻ財研究所主
C研究員・京

s大学助教
�j

松井　　　章
i奈良国立文

ｻ財研究所主
C研究員・京

s大学助教
�j

3 食文化史H・古代

　中国文化の影響を受けて成立した古代律令国家が、どのよ

､な食糧政策を採ったかを、法令や神話・祭祀などを通じて、

ﾄと肉の問題を中心に考える。また日本料理の成立について、

ﾇのような特色があったかを、大膳職・内膳司の問題や、平

ﾀ貴族の饗宴である大饗料理の在り方などから検討する。
原田信男 原由　信男

4 食文化史皿・中世

　古代に成立した米を至上とし、肉を稼れたものとする価値

ﾏが、中世を通じて、どのように社会に浸透していくのかを

ｾらかにする。また公家・武家・寺社家の料理文化を考える

ｽめ、庖丁流派の形成や茶の湯の発達、食品の全国流通など
ﾌ問題を踏まえ、〆精進料理・本膳料理・懐石料理の特色を検
｢する。　　　　　　　　　　〆

卜
同
　
　
上

同　　上

5 食：文化史IV・近世

　近世における食生活の実態を考えるとともに、幕府法令な

ﾇによって、どのような規制を受けて恥たのかを理解する。

ﾜた、中世後期にほぼ完成した日本の料理文化が、近世にど

ﾌような展開を遂げるのかを、茶の湯・料理書・料理屋の問

閧�?Sに検討した上で、化政期における盛況の実態を明ら

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）

西洋文明の流入によって、それまでの食生活がどのような

変貌を遂げていくのかを明らかにする。西洋料理がどのよう

な形で、日本に入り、肉食の問題を含めて、どのように人々 高田　公理 高田　公理
6 食文化史V・近代 の間に受容されていくのかを、日本の近代化という視点から、 0（武庫川女子 （武庫川女子

軍隊生活や学校教育・工場労働などの問題に触れつつ考える。 大学教授） 大学教授）

戦後日本の食文化について、食糧難の時代から、高度成長

を経て、今日の飽食・グルメ時代に至る過程を振り返る。食

糧統制や闇市の問題をはじめ、アメリカの食料援助、台所の

7 食文化史W・現代 近代化、インスタント食品・チルド食品の登場、グルメ番組 同　　上 同　　上
などのメディア情報、ファミレスやコンビニ等々の問題を取
り上げる。

日本のなかでも、長く異域としての位置にあった北海道で

は、アイヌの人々が狩猟・漁携や採取による食生活を営み、

一一狽ﾅは農耕も行っていた。その食文化の特色を、和人の食

8 北海道の食文化 文化と比較しつつ検討し、北方に暮らす人々独自の生活の知 原田　信男 原田　信男
恵を学ぶ。また近代以降に移住した和人の食文化についても
触れる。

沖縄もまた、日本からは長く異国として扱われ、独自に中
国とあ交流を行ってきた地域である。このため沖縄では、中

国料理や日本料理め影響を受けつつ、独自の食文化が形成さ

9 沖縄の食文化 れた。日本のなかでは、北＝海道と同様に肉食文化が栄えた点 同　　上 同　　上
が注目される。その食文化の形成と特色を、ヤマトとの比較

で論じる。

これまで食文化の研究は、主に文献史料によって行われて

きたが、近年発達が目覚ましい考古学の立場から、文献では

抜け落ちてしまう問題を扱う。眼に見えにくい花粉や種子、

10 考古遺物と食文化 少数ながち残存する動物の骨、トイレの糞に混じった食物の 松井　　章 松井　　章
残津などから、今まで知られなかった食文化の位相を明らか

にする。

日本の食生活では、四季折々に食べ物の変化があり、しば

しば共同飲食が催される。また家々の年中行事や人生儀礼の

場でも、さまざまな食べ物が用意されたり、黒々の祭りにお 神崎　宣武 神崎　宣武
11 民俗慣行と食文化 いても、村人が寄り合って、芸能などとともに食を楽しむ風 （旅の文化研 （旅の文化研

景が見られる。こうした食の民俗や、食事作法の問題につい 究所所長） 究所所長）

ても論じる。

食事をするための器は、単なる用具ではなく、彩りや盛付

けに心を配って、食の美学の演出に重要な役割を果たしてき

た。食事用具を構成する箸や膳、皿や椀などの機能と役割の

12 食器と食文化 ほか、木器・土器・陶磁器・漆器など、材質による使い分け 同　　上 同　　上

も、食文化を考える上で、重要な問題となる。それらの意義

を検討する。
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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）

13
調理具と台所の文
ｻ　　　　　＼

山口　昌伴ノ（G：K道具学

､究所所長）

山口　昌伴
iGK道具学

､究所所長）

14
アジアと日本の食

ｶ化

　日本は、大きく見れば、やはりアジアの一部で、食文化についても、全く個別的に独自な発展を遂げたわけではない。あくまでもアジアの食文化圏のなかで考える必要があるが、その際に、アジア全体に共通するものと、地域的な限定を持つものとを比較検討し、アジアと日本の食文化の特質につい

ﾄ論ずる。

森枝　卓士
i札幌大学非

寀ﾎ講師）

森枝　卓士
i札幌大学非

寀ﾎ講師）

15 和食と日本文化

　これまでの講義を踏まえた上で、いわゆる和食と呼ばれる

原田　信男 原田　信男

一一
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＝食と健康（‘06）＝（TV）
　　　一食品の成分と機能一

名
旧
名

三
三
職

現
現
高

士
叩
市
｝
叩

直
凶
ロ
H
直
H

三
三
高

田
旧
任

主
主
主

！
奮
し
〔
〔

：中谷延二
：清水　誠
：ノ』、城　　高高木目

（放送大学教授）　　　〕

（東京大学大学院教授）〕

（奈良女子大学教授）　〕

全体のねらい

食品には栄養機能、嗜好性に関わる機能、生体調節機能がある。これらの機能を発現する成分を概説す

る。免疫系、消化系、循環系、神経系など生体調節の機構、有効成分について論じ、これらの成分を含

む機能性食品を通じて健康の維持、がん、動脈硬化などの生活習慣病の予防への挑戦を述べ、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）

食品の機能 食品には三つの機能がある。食品に求められる第一 中谷延二 中谷延二
は生命活動の維持に不可欠な栄養素が含まれてい （放送大学 （放送大学
ること、これを栄養機能（一次機能）と呼ぶ。おい 教授） 教授）

しさ，好みなどの嗜好性も求められる。二次機能の

嗜好性にかかわる機能である。さらに生体リズムの
1 調節、生体防御、疾病の予防・回復などの生体調節

機能（三次機能）がある。高齢化社会における健康

への関心が高い現在、食による疾病の予防を目指す

食の科学を概説する。

糖質 糖質（炭水化物）は主たるエネルギー供給源として 中谷延二 中谷延二
重要である。ヒトが摂取する栄養素の中で最も摂取 （放送大学 （放送大学
量の多い栄養素である。単糖類、少糖類（オリゴ糖）、 教授） 教授）

多糖類の構造と化学特性を癬説する。各種化合物の

2 配糖体としても存在し機能性を発揮する。機能性オ
リゴ糖、機能性多糖類について多様な機能について

も解説する。

脂　質 脂質（脂肪）はエネルギー効率の最も高い栄養素で 中谷延二 中谷延二
ある。水に不溶で、エーテル、クロロホルムなどの （放送大学 （放送大学
有機溶媒で抽出されるものを粗脂肪と呼び植物ス 教授） 教授）

3
テロール、ワックス、脂溶性ビタミン、脂溶性色素

なども含まれる。脂質の化学的特性と機能性を紹介

し、代謝についても解説する。
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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）

タンパク質 ヒトの設計図である遺伝子に保存されている情報 小川　　正 小川　　正
は、最初にアミノ酸②配列、即ちタンパク質に翻訳 （関西福祉 （関西福祉
されるが、タンパク質は栄養素として摂取されたタ 科学大学教 科学大学教
ンパク質の構成アミノ酸を基に構築される。生命活 授） 授）

動の全てがそのタンパク質の機能に依存し、構造
4 体、酵素として体成分の合成、代謝をつかさどり、

免疫機能など多用で重要な機能を発揮する。タンパ

ク質を構成するアミノ酸、ペプチド、タンパク質の 噌

化学、機能、栄養について解説する

微量成分（ビタミ これらは体内では合成できず、食物から摂取する必 小城勝相 小城勝相
ン・ミネラル） 要のある栄養素である。ビタミンは、化学的性質は （奈良女子 （奈良女子

それぞれ異なるが、すべて微量成分で、、生命の維 大学教授） 大学教授）

持・調節に不可欠な役割を持っている。ミネラルは

1日あたり100mg以上摂取すべきマクロミネラル
5 と必要量がそれ以下のミクロミネラルに分類でき

る。体の中で1kgも存在するカルシウムから、極
微量しか存在しないセレンやコバルトまで多彩で
ある。これらの化学と機能を解説する。

食品の嗜好成分 食品には、ヒトの感覚（味覚、嗅覚、視覚、聴覚、 迷暗泰枝 迷暗泰枝
（可罰成分、香気 触覚）を刺激して食：欲やおいしさを左右する働きが （大阪市立 （大阪市立
成分、色素） ある。ここでは、食品のおいしさを概説し、食品に 大学大学院 大学大学院

6
含まれる嗜好性に関与する化学的因子に焦点をあ 助教授） 助教授）

て、味、香り、色の化学特性と機能性について解説
する。

味覚のしくみの たべものの“おいしさ”の主要な原因となる味覚は、 阿部啓子 阿部啓子
分子論 私たちの口中の味覚器官が食品中の味成分の刺激 （東京大学 （東京大学

を受容することによって生じる感覚である。こうし 大学院教授） 大学院教授）

て生じた感覚は、次に神経を介して中枢に伝達さ

れ、“味”として認識されるのである。近年、味の

受容から認識までの機構が分子レベルで詳しく解
7 明され始めた。同時に、味覚の発生と連動して起こ

る生理応答についての研究もスタートした。これら

に関する最新のトピックスをわかりやすく解説す
・る。
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執筆担当 放胆担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

食品成分の免疫 ヒトをはじめ高等な生物には外界の異物（自己以外 小川　　正 小川　　正
系調節機能 の他己）の攻撃に対して多様な防御機構を備えてお （関西福祉 （関西福祉

り、その一つが免疫系と呼ばれる防御反応機構であ 科学大学教 科学大学教
る。ヒトの摂取する食品（経口的に取り入れられ消 授） 授）

・化管を通過する物質）にはいわゆる栄養素以外に例

えば乳酸菌、キノコ、食物繊維など多様な成分（生
8

物体や非栄養素）が存在し、ヒトはその成分の機能

を利用して、免疫系を調節したり、外界の異物（生

物）を排除する能力を昂進したり賦活したりしてい

る。そのようなヒトの免疫機能のメカニズムと食品

成分の関わりについて解説する。

食品とアレルギ 食品はヒトの生命活動を維持するのに必要な種々 小川　　正 小川　　正

一 の栄養素や機能成分を供給し、健康を維持する。し （関西福祉 （関西福祉

かし、食品素材はヒトにとってはすべて自己以外の 科学大学教 科学大学教
生物（異物）である。従って、ある条件下でこれら 授） 授）’

の異物が消化されることなく消化管から（ある場合
、

は気道や皮膚から）体内に入り、異物（抗原）とし

9 て認識されて抗体（特にIgE抗体）の産生が誘導さ

れ、即時型と呼ばれるアレルギー症状を発症する場

合がある。食品成分のタンパク質を原因物質として

引き起こされるアレルギーについて、アレルゲンと

それによる感作、発症の機構、食品成分による抑制、

防御などについて解説する。

消化系・代謝 生活習慣三等を予防する食：品の多くが、栄養素の消 清水　　誠 清水　　誠
系・循環系調節 化・代謝・循環を制御する機能を持った食品成分を （東京大学 （東京大学

機能（D 利用して開発されている。腸管での糖質の消化吸収 大学院教授） 大学院教授）

を阻害することによって血糖値上昇を抑制する食
品、コレステロールや中性脂質の吸収を阻害するこ

10
とによって高脂血症を予防する食品など消化系を
制御する食品に加えて、肝臓などでの代謝系を調節

して肥満を抑制する食品を紹介し、その作用機構に

ついて説明する。

消化系・代謝 腸管でのミネラル吸収を促進する食品成分は骨の 清水　　誠 清水　　誠
系・循環系調節 健康維持などに重要である。一方、骨の形成や溶解 （東京大学 （東京大学

機能（ll） に関わる細胞を調節する食品成分など、骨代謝系を 大学院教授） 大学院教授）

調節する食品成分も見出され、骨粗しょう症の予防

効果が期待されている。また、食：品成分の中には血
11

圧を調節する作用を持っているものが多数見出さ

れている。これらを題材に、消化系・代謝系・循環

系そして食品成分が相互に関連しあいながら生体

を維持していることを学ぶ。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容， 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

地球上のほとんどの生命は酸素を使ってエネルギ 小城勝相 小城勝相
一を得ている。エネルギーを使って生命は高い秩序 （奈良女子 ・（奈良女子
を維持することができる。さらに環境汚染物質や医 大学教授：） 大学教授）

12
生体内酸化

薬品などは肝臓で酸素を使った酸化反応によって
�ﾅしているし、体内に侵入した病原菌などは酸素

を使って殺している。一方、酸素は細胞内で湿性酸

、素になって」老化、癌、動脈硬化などいわゆる生活

習慣病を引き起こすと考えられている。望ましい酸
化と望ましくない酸化、両方について化学的に解説

する。

生活習慣：によって大きく左右される疾病の一つに 大東　　肇 大東　　肇
“がん”があり、近年、食品あるいは食：品成分によ （京都大学 （京都大学

がん予防に期待 るその予防が注目を浴びている。本講義では、いか 大学院教授） 大学院教授）

13
がもたれる成分 なる食材に発がん抑制効果が期待できるかや、その

効果を担う食品成分の化学的実体、さらには作用機
序につき鰯包する。

現在、動脈硬化や糖尿病を根治する治療薬や治療法 森光康次郎 森光康次郎
は確立されていない。当然、これら疾病の発症その （お茶の水 （お茶の水

動脈硬化・糖尿 ものを予防できたという食品成分の報告はまだな 女子大学助 女子大学助
病と食品成分 い。よって、予防に関しては可能性の域を超えてな 教授） 教授）

いが、進展や合併症を抑制する食品成分について
14 は、すでに科学的な証明とともに実利用され始めて

いる。食後の血糖値上昇を抑制する成分、中性脂肪

やコレステロール値を下げる成分などの特定保健
用食：品をはじめ、直接的・間接的な抑制効果が期待

される食品成分についても概説する。

食による健康維 本講義を通じて食品の機能の理解が深めら駄特に 中谷延二 中谷延二
持・増進 味覚の認識機構や生活習慣病発症の抑制など食品 （放送大学 （放送大学
これからの食生 成分が生体に働く機能を学んだ。医食同源、薬食同 教授） 教授）

活（対談） 源といわれる意味を食品の生体調節機能によって
裏づけられている。高齢化の進ん澤わが国におい 清水　　誠 清水　　誠
て、最も関心の高い健康に焦点をあて、「これから （東京大学 （東京大学
の食生活」をそれぞれの専門分野の講師から対談形 大学院教授） 大学院教授）

15
式で考察していただく。

小城勝相 小城勝相
与

（奈良女子 （奈良女子
大学教授） 大学教授）

菊暗泰枝 三崎泰枝
（大阪市立 （大阪市立

大学大学院 大学大学院
助教授） 助教授）
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＝　食品の安全性を考える（‘04）＝（R）

〔主任講師：嘉田　良平（アミタ持続可能経済研究所）〕

全体のねらい’

　BSE事件を直接の契機として、私たちの食の安全・安心が大きく揺らいでいる。そもそも食の安全
とは何であり、世界一の食料輸入大国である日本に求められる制度や社会システムはいかにあるべき

か。この講義では、欧米先進国での動向を踏まえつつ、食品リスクの現状と課題、食品安全基準や表示
のあり方、政府の役割、そして身近な食卓からの食の安全確保の道筋について考えてみたい。

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）

なぜ今、食品安全 BSE事件を契機として、食品安全問題に国民的関心が高ま 嘉田　良平 嘉田　良平

を問うのか っている。それは食品衛生上の科学的問題にとどまらず、消 （アミタ持続 （アミタ持続

費者の安全意識や社会経済システムとも深くかかわってい 可能経済研究 可能経済研究

1 る。世界経済の国際化と規制緩和の中で食品安全は一体どう 所） 所）

なるのか、そしてどうあるべきかについて考える。

’

へ

食品事故の歴史 食品事故は古くて新しい問題である。わが国で起きた森永
に学ぶ 砒素ミルク事件、カネミ油症事件、　　　0157などの主要

な食品事故について、その経緯と背景、原因と対策などをた

2 どりつつ、また、諸外国の経験を通して、食品安全問題の歴 同　上 同　上

史から私たちが何を学べるのかについて考える。

、

わが国の食品安 わが国の食品安全対策は主に食品衛生法（厚生労働省）と

全行政の構図 農薬取締法（農林水産省と環境省）によっており、それらに

基づいて残留基準や安全使用基準などが定められている。日

3 本の食品安全にかかわるこれまでの制度的枠組みとその特徴 同　上 同　上

や変遷、そして今日的な課題について論じる。

食品安全の国際 世界共通の食品安全基準として、国連のEAOとWHO合同
’

基準 の食品規格委員会により定められるコーデックス基準（規格） ｝《

がある。科学的データの分析に基づいて食品添加物や汚染物

4 質の許容摂取量が示されるのであるが、国際貿易上のさまざ 同　上 同　上

まな対立も根深い。食品安全の国際基準のあり方を問う。

遺伝子組換え食 輸出入をめぐる国際間の競争と対立が激化する中で、バイ

品の安全性を考え オテクノロジー技術の進歩による新しい問題も浮上してき
る た。そこで牛成長ホルモンの使用の是非および遺伝子組換え

5 食品の安全性評価をめぐる諸問題を取り上げ、そこから浮か 同　上 同　上

び上がってくる問題の構図とわが国のあり方について考えた
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

A
（所属・職名） （所属・職名）

HACCPとISO 食品安全の確保のための国際的なハーモ三訂ション（整合

による安全管理へ 化）にむけて、民間企業が自発的に取り組むHACCPとい
の取り組み う安全管理の手法、そしてISOにおける品質管理面や環境

6 管理面での国際標準の取り組みが注目されている。本章では 嘉田　良平 嘉田　良平
これらの現状と課題について述べる。

欧州における BSE事件は欧州全体を巻き込む一大パニックとなったが、

BSE対策と新たな その教訓から欧州連合（EU）は2002年1月、画期的な食品
食品安全政策 安全法を制定した。消費者保護を第二の目的とし、リヌク評

7 価を行う食品安全機関を新たに設置したのである。EUの食 同　上 同　上

品安全に向けた新たな挑戦について検証する

BSE事件とわが 2001年9月に起きたBSE事件の後、食品安全への不信と
国食品安全政策の 大混乱が日本列島を覆った。安全管理体制の欠如、消費者軽
新たな展開 視の姿勢などの反省から、政府は食の安全・安心づくりに向

8 けて法制度と行政組織の抜本的な見直しをおこなった。わが 同　上 同　上

国の食品安全管理はいかにあるべきかについて考える。

食品表示問題と BSE問題とともに、食品の不正・偽装表示も一回社会問題
有機農産物につい となり、企業のモラルの低下と行政の責任が問われるに至っ
て考える た。消費者の商品選択に役立っ適正な表示はいかにあるべき

9 か、有機農産物の規格と表示の問題についてJAS法の改正と 同　上 同　上

ともに論じる。

トレーサビリティ 食品安全をより確かなものにするためには「農場から食卓

一・ Vステムの導入 まで」の顔の見える関係を構築することがきわめて重要であ
と課題 る。そこで、わが国政府が検討を進めているトレーサビリテ

10 イーや原産地表示の新たなシステムの意義ど問題点、さらに 同　上 同　上

は食品表示の信頼性回復の実効性について論じる。

リ，スクコミュニ 食品安全政策においては、科学的分析に基づくリスク評価、

ケーションと企 食品衛生・表示等を実施するリスク管理に加えて、消費者や
業・消費者の責務 企業とのリスクコミュニケーションがきわめて重要である。

11 リスクの評価・管理主体と消費者・企業との対話をどう円滑 同　上 同　上

に進めるべきか、情報公開はいかにあるべきかについて考え
る。

食品安全の経済 交通事故などと同様に、絶対に安全な（ゼロリスクの）食
学 品はありえない。実際，消費者は限られた情報のもとで、安

全の質や程度とコスト（費用）とのバランスの中で選択行動

12 を行っている。なぜ食品安全では「市場の失敗」が起きるの 同　上 同　上

か、効率的・効果的な食品安全政策とは何かについて論じる。
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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）

食卓からの安 ファストフードが世界の食：卓を変えっっある中、スロープ

全・安心一スロープ 一ドと呼ばれるイタリア発の食文化運動が国際的に注目され
、

一ドのすすめ一 ている。地域食詰と伝統食を見直し、現代食のもつひずみを

13 栄養・健康面、安全面、そして環境面から見直そうという「地 9嘉田　良平 嘉田　良平
産地消」運動である。その背景と意義、今後の展望を探る。

国塵か輸入か一 隻世界有数：の食：料輸入大国であるわが国にとって、輸入食料

日本農業への期律 の水際でのチェックは食品安全の重要ポイントであるが、周

一
産農産物の安全検査と環境負荷面からの農法の見直しも不可

14
欠である。より確かな安全・安心を得るためにも、日本農業

　
同
　
上
恥 同　上

を環境保全型へと転換せねばならない。その道筋を検討する。

／

食の安全をより， 生命の基礎をなす自然環境の悪化が地球規模で進む中、食

確かなものとする、 品や食卓を取り巻くリスクもますます増大している。食品安

ために 全は、単に制度や政策を改めれば解決できるものではなく、

15
市場システムや私たちのライフスタイルの転換をも求めてい 同　上 同　上

る。食は生命と健康の基礎という原点に立って、今後を展望

する。
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＝暮らしの防犯と防災（‘06）＝＝、（TV）

〔主任講師（現職名）：清永賢二　（日本女子大学教授）〕
〔主任講師（現職名）：大野隆造　（東京工業大学教授）〕

全体のねらい

　我々の生活環境にはさまざまな犯罪や災害リスクが存在することを認識し、犯罪や災害の発生のメカ

’ニズムについての科学的な理解を通して、それらによる被害を防止あるいは減ずるための方法につい

　て考察し、それに基づく実践的な取り組みに向けて適切な行動ができるようにすることに本講義のね
　らいがある。／

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）

暮らし・安全・ 21世紀は様々な意味で「危機」から始まった。特 清永　賢二 清永　賢二
危機 に、犯罪や地震などの危機には深刻なものがあり、 （日本女子 （日本女子
～今日的課題と 安全・安心な暮らしの確保が極めて重要な問題とな 大学教授） 大学教授）

しての防犯・防 って浮上している。暮らしの危機とは何か。安全と
災問題～ は何か。具体的に、いかなる取り組みが求められる 大野隆迄

1 のカ㌔暮らしの安全学の基礎的枠組みについて考え （東京工業

る。 大学教授）

ゲスト：

警察庁警察

政策研究セ

ンター所長

犯罪からの安 犯罪はいかにして発生するのか。犯罪からの安全確 清永　賢二 清永賢二
全・安心確保の 保は果たして現実的に可能なのか。犯罪防止のため （日本女子 （日本女子
基本原理 にどのような基本的手法が考えられるのか。犯罪発 大学教授） 大学教授）

2
～犯罪からの安 生の三野ニズみを踏まえつつ、犯罪防止における社
全・安心な暮ら 会的環境設計と物理的環境設計の2つの理論を歴史 ゲスト：

しの作法～・ 的視点も踏まえっっ整理し、その大枠を通し、犯罪 後藤　　久
防止の基本的手法とそのための現実的ツールを考え （日本女子
る。 大学教授）

犯罪者行動の諸 犯罪者はどの様な心理で、どのような行動選択原理 清永　賢二 清永　賢二
相 で犯罪行動を実行するのか。現実的犯罪防止論構築 （日本女子 （日本女子

3
～犯罪行動生態 のための基礎教養である犯罪者の行動特性を考え 大学教授） 大学教授）

学の展開～ る。

安全・安心な家 犯罪の実行しやすい、逆にいえば、実行しにくい戸 篠原　惇理 篠原　惇理
づくり 建て住宅は、どの様な特性を持っているのか。 （積水バー （積水ハ憎
～安全な戸建て 犯罪の脅威から守られた安全な戸建て住宅づくりの トフル研究 トフル研究

4
住宅づくりを目 基本設計指針を考える。 所長） 所長）

的とした物理的

環境設計論の新 清永　賢二
たな構築～ （月本女子

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）

安全・安心な住 犯罪の実行しやすい、逆にいえば、実行しにくい中・ 小出　　治 小出　　治
棟づくり 高層集合住宅は、どの様な特性をもっているのか。 （東京大学 （東京大学

～安全な集合 犯罪の脅威から守られた安全な集合住宅づくりの基 ．教授） 教授）

住宅（街）づくり 本設計指針を考える。

を目的とした物 清永賢二

5
理的環境設計論 （日本女子

の新たな構築～ 大学教授）

ゲスト：

高野　公男

（東北造形
大学教授）

安全・安心な街 犯罪の実行しやすい市街地は、どの様な空間特性を 平井　邦彦 平井　邦彦
づくり 持っているのか。 （長岡造形 （長岡造形
ん安全な市街地 犯罪の脅威から守られた安全な市街地形成の基本原 大学教授） 大学教授）

つぐりを目的と 理を考える。

した物理的環境 清永　賢二

6
設計論の新たな （日本女子

構築～ 大学教授）

ゲスト：

尾田　清貴

（日本大学
教授）

安全・安心と近 犯罪からの安全確保のため、「人」はどの様な心構 重川希志依 重川希志依
隣社会 えや生活態度で手を結び暮らして行くことが大切 （富士常葉 （富士常葉
～安全な近隣社 か。 大学教授） 大学教授）

会づくりを目的 地域社会の基本単位である近隣社会は、安全な生活

とした社会的環 確保にいかなる役割を果たし、現代社会に適合する 清永　賢二

境設計論の新た ようその近隣社会をどのように我々は構築して行く （日本女子

7 な構築～ のか。 大学教授）

犯罪の脅威から守られた安全な生活確保を目的とし

た地域での日々の暮らしの作法と、それを支える近 ゲスト：

隣社会づくりについて考える。 石附　　弘
（日本市民

安全学会会
長）

犯罪の脅威から 犯罪からの安全確保に向けて、様々な取り組みが急 清永　賢二 清永　賢二
守られた安全・ 速に進行しつつある。 （日本女子 （日本女子

安心な暮らしづ それらの取り組みを整理すると同時に、市民（NPO・ 大学教授） 大学教授）

くりの現在そし 企業等も含む）、自治体、警察が共同して、いかな

8 て将来 る取り組みを今後進めねばならないかについて考え ゲスト：

～市民・自治 る。 伊藤　　滋

体・警察の三位 （東京大学

一体的取り組み 名誉教授）

～
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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）

災害の諸相 災害が自然および人間の活動の相互関係によって定 大野　隆造 大野　隆造
義されることを述べ、国内外の災害事例を通覧して （東京工業 （東京工業
さまざまな自然災害および技術的災害の存在を再確 大学教授） 大学教授）

9 回した上で、それらの種類と特徴を明らかにして、

対処方法を考える基礎を学ぶ。
～

地象による災害 地震や火山噴火など、地象による災害発生のメカニ 大野　隆造 大野　隆造
ズムを科学的に捉えるための基本的な事項について （東京工業 （東京工業
理解を深めた上で、それらによる被害を最小限にす 大学教授） 大学教授）

るための対策として、物理的、社会的環境の整備が

10 どのように行われているかについて学ぶ。 ゲスト：

翠川　三郎

（東京工業

大学教授）

気象・海象によ 台風、ノ 蜑J、津波、高潮など、気象および海象によ 大野　隆造 大野　隆造
る災害 る災害発生のメカニズムを科学的に捉えるための基 ．（東京工業 （東京工業

本的な事項について理解を深めた上で、それらによ 大学教授） 大学教授）

る被害を最小限にするための対策として、継承され
11 できた伝統的知恵および最新技術による生活環境の ゲスト：

整備の方法について学ぶ。 福島　駿介
（琉球大学

教授）

火災 火災の発生および延焼拡大のメカニズムについて、 山田　常圭 山田　常圭

燃焼の原理および熱や煙の挙動の現象を理解した上 （消防研究 （消防研究

で、被害拡大の要因を考え、合理的な防火対策の基 センター研 センター研
本について講じる。その上で、時代とともに変化し 究企画部 究企画部

12
てきている火災の様相について理解を深め、今後の
h火安全への市民の取り組みについて学ぶ。

長） 長）

大野　隆造
（東京工業

大学教授）

災害と情報 災害発生時に適切な行動により被害を最小限に抑え 大野　隆造 大野　隆造
るための情報や、災害が発生する前にそれに備える （東京工業 （東京工業

ための情報として、どのような情報が必要とされ、 大学教授） 大学教授）

13
それらが提供されるしくみについて理解を深め、災

Qに関わる情報を有効に正しく活用するための基本 ゲスト：

的な事項について学ぶ。 大月　一弘

（神戸大学

教授）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ

内　　　　　　　　容　　　　　、　び

講　師　名 講　師　名
（所属・職名） （所属・職名）

災害と人間行動 災害に関連して考慮すべき人間行動としては、災害 大野　隆造 大野　隆造
に備えるための平常時における準備・対策行動や緊 （東京工業 （東京工業

三時の対応行動などがある。本講義では、それらの 大学教授） 大学教授）

行動に影響する私たちの心理的・行動的な特性の理 ノ

14 解を通して、災害に対して適切な姿勢と行動を取る ゲスト：

ための基本的な事項を学ぶ。 室崎　益輝
（消防研究

ノ センター所
長）

都市の現状と防 今日の大都市が抱える防災上の問題を具体的に指摘 大野　隆造 大野　隆造

犯・防災への取 するとともに、今日行われている災害に対するバー （東京工業 （東京工業

り組み ド面、ソフト面からのさまざまな取り組みについて 大学教授） 大学教授）

紹介し、今後の防災的な社会のあるべき姿を考える。
15 最後に、前半で扱った防犯についてのレビューを含 ゲスト：

めて、安全で安心な暮らしを定着させる道筋を考え、 翠川　三郎
本講義全体のまとめとする。 （東京工業

大学教授）
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＝　住まいの構造・構法く‘04）＝＝’（TV）

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：　深尾　精r．（首都大学東京高岡〉〕

全体のねらい

　住宅建築の構造・構法・すなわち、すまいの造り方について、視覚的な教材を多用し、解り易く解説する。講義は、

戸建住宅と集合住宅の双方を取り上げ、共通点と相違点を理解できるようにする。

前半では・主として構造躯体について、多様な構造とその特徴の理解を目指す。後半は、屋根・壁・床・天井といった

部位の構法について、性能と造られ方の関係を把握することを狙う。

回 テ　一・マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
i所属・職名）

放送担当
u　旧名
i所属・職名）

1
　空間を構築する

Z術・架構法

・住宅の造り方の種類・構造に関する各種の分類・1木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造の概要・’力の流れ方による構造の分類と荷重・外力・　各種の構造の歴史

深尾　精一
i首都大学東

梛ｳ授）

深尾　精一
_（首都大学東

梛ｳ授）

2
　　　　　　　　＼
@躯体の材料とそ
ﾌ性質

・　構造躯体に作用する各種のカと構造材料の強度・　鉄筋コンクリートの原理・柱と梁の断面形状・　鉄筋コンクリート造・鉄骨造の工事の進め方

同　　上 同　　上

3
　日本の構法と欧

ﾄの構法

・　日本の住宅の構造・構法とその多様性・1欧米の住宅との比較・　住宅の構造・構法の歴史

同　　上 同　　上

4
　戸建住宅の構
｢・一構法

・　戸建住宅の構造・構法の考え方・　住宅の形状と構造・構法・　戸建住宅の様々な構造方式　　　　　　　　　　、

同　　上 同　　上

5
　木造住宅の構
｢・構法一1

・　木材の性質・樹種と特徴・木造在来構法の特徴・　地盤と基礎・布基礎とべた基礎・　木造住宅の構成要素・柱と横架材

同　　上 同　　上

6
　木造住宅の構
｢・構法一2

・　小屋組と床組・伝統的な構法と新しい構法・　筋かいと耐力壁・貫構造・　木造部材の加工・木造住宅の工事の進め方・　新しい弓造住宅と木質材料

同　　上 同　　上

7
一枠組壁工法と工

ﾆ化住宅

・　枠組壁工法・　工業化住宅・　工業化住宅の種類と特徴

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「E　日本における集合住宅の歴史と構・造 ／

・　集合住宅の設備と構造

8
　集合住宅の構
｢・構法

・　集合住宅の内装と構造 深尾　精一 深尾　精一

／

・　集合住宅の設備計画と構造計画

・　SI住宅の考え方

9
　SI住宅と超高
w集合住宅の構造

・　超高層住宅の平面計画と構造 同　　上 同　　上

、 ・　屋根の形状・勾配屋根と陸屋根

・　屋根の葺き方・各種の葺き材と原理

10 屋根の構法 ・　瓦屋根の特徴・桟瓦葺きの考え方 同　　上 同　　上
・　陸屋根の防水・各部の納まり

／

・壁の位置による種類・壁の機能と性能

・　壁の種類・真壁と大壁

11 壁の構法 ・　伝統的な壁の構法・小舞壁と板壁 同　　上 同　　上
・　様々な壁の構法・通気構法・断熱材

o

・　開口部の機能と性能・窓の歴史

・　開口部の開閉方式とその特徴

12 開口部の構法 ・　開口部の防水性能・雨仕舞の考え方 同　　上 同　　上
・　建具と建具枠・ガラス・建具金：物

・　床の機能と性能・床の構成方法

・　各種の床の構法

13
　床の構法・天井の

¥法
・　天井の構法 同　　上、 同　　上

・　階段の形状と各部の名称

・　階段の勾配と寸法・階段の構成方法

14 階段と和風造作 ・　伝統的な和風住宅の造作・内法まわり 同　　上 同　　上

・　住宅の性能

・　新しい集合住宅の試み

・　新しい軸組構法の試み
15 まとめ ・　まとめ

同・　上 同　　上
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＝： �O衛生（‘05）＝（R）

〔主任講師：多田羅浩三（放送大学教授）〕
〔主任講師：瀧澤　利行（茨城大学教授）〕

全体のねらい

公衆衛生制度は、産業革命が進む中で都市への人口集中を背景として生まれた、不衛生と疾病、貧困の

悪循環という状況に対し、人間の健康を守るという観点から求められた、社会の関与の方式として生ま

れたものである。結果として、公衆衛生制度はカバーする領域は極めて広いものとなっている。各領域

について、発展の過程、仕組み、現状、方法などを骨子として講義する

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）

公衆衛生制度の 公衆衛生制度は、不衛生と疾病と貧困という、社会 多田羅浩三 多田羅浩三
誕生 環境の中にある人間の健康を守るという理解の上 （放送大学 （放送大学

に、自治体の機能を中核として多様な役割を果して 教授：） 教授）

いる。公衆衛生制度の母国であるイギリスにおける
1 あゆみをもとに、フランクの社会による防衛、チャ

＼

ドウイックの予防、ラムゼイの福祉からの独立、シ

モンの衛生の規則と地方当局の規則などの点から、

人類の公衆衛生制度の成立、発展の系譜について考
えてみたい。

わが国の公衆衛 わが国の公衆衛生は、ヨーロッパ諸国の例にならい、 ’多田羅浩三 多田羅浩三
生 非常に優れた制度を有している。そのことが平均寿

命世界一や世界一低い乳児死亡率の記録に現われて

いる。そのような輝かしい記録を達成してきたわが

2
国の公衆衛生のあゆみについて平均寿命世界一とい

う状況に直面するなかで、わが国は新しい課題に直

面しているといえる。そのような推移をふまえ、医
制の発布、医療保険制度と保健所体制、自治体が担
う体制、国民健康づくり計画、公衆衛生制度の展開

などの項目を中心にアプローチしたい。

健康の指標 公衆衛生を学ぶ者の基礎知識として、人口、死亡率、 瀧澤利行 瀧澤利行
平均寿命、将来人口、有病率、罹患率、国際疾病分 （茨城大学 （茨城大学

類、国民の健康に関わる主要調査報告、疫学統計な 教授） 教授）
3 どについて学びたい。

母子保健 わが国は今日、深刻な少子高齢化時代を迎えている。 瀧澤利行 瀧澤利行
その中で働く女性の母性の保護をどのように確保し

ていくか、子どもの健やかな成長をどのように保証 、

4 していくか、重大な課題に直面している。それらの

点をふまえ、母性の保護、乳幼児の保健、母子保健

事業、エンゼル計画、健やか親子21などの項目をも
とに検討したい、
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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）

成人・老人保健 わが国は平均寿命世界一の記録を達成している 多田羅浩三 多田羅浩三

が、結果として後期高齢者人口が向こう20年間に
1100万人の増加が予想されている。また生活習慣病

による死亡が激増している。そのような動向をふま

5 え、悪性新生物、循環器疾患、糖尿病、難病、ここ

ろの健康、〆歯科保健などの現状と推移、またがん対

策、循環器疾患対策の痘女房生活習慣病、循環器病

対策、がん対策の推移、市町村の保健事業などの項
目をもとに考えたい。

感染症 多数の人々の生命をあっという間に奪う感染症に対 多田羅浩三 多田羅浩三

する闘いのの中で示された、スノーやパスツール、

コッホの功績について、最初に確認したい。今日の

激動する国際情勢の中で、感染症対策は、新興・再

興感染症の国内への侵入対策は、SARSの例に明確
6 なように、極めて重要な、社会防衛上の課題になつ

ている。結核、性感染症についても、その対策の強

化が望まれている。これらの動向をふまえ感染症の

基礎知識、感染症の予防対策、感染症法などの項目
について考えたい。

学校保健 近年、次代を担う、学童の健康状態や就学状況につ 瀧澤利行 瀧澤利行
いて、肥満、あるいはやせ願望、情緒不安、暴力な

ど、深刻な課題に直面していることは周知のとおり

7 である。これらの課題を念頭におきっっ、学校保健

の仕組み、学童の健康状態、学童の心理、学校医、

学校安全、学校体育、学校給食の面から考えてみた
い◎

産業保健 厳しい経済環境、日進月歩の技術開発、市場競争の 瀧澤利行 瀧澤利行
激化の中で、働く人たちの健康状態について、とく

にメンタルヘルス面における課題は、年々深刻にな

8 っている。これらの認識に立って、産業保健対策の

あゆみ、産業保健の仕組み、働く人たちの健康状態、

T且Pとメンタルヘルス対策、産業医、産業保健施設

などの点を中心に検討を加えたい。

環境保健 温暖化の進行、都市開発、住宅造成、公共事業の強 瀧澤利行 瀧澤利行
行など環境破壊につながる状況が続く中で、環境保

健の確保は、極めて深刻な課題となっている。これ
9 らの点を認識し、地球環境、大気汚染、水質汚濁、

騒音・振動、放射線、環境基本計画、環境アセスメ

ントなどの面から考えてみたい。

生活環境 食品の外国産材料への全面依存、ファーストフード、 瀧澤利行 瀧澤利行
外食産業への依存、多様な建材の使用、甚大な生活

廃棄物の発生など、国民の生活は厳しい環境に取り

10 巻かれている。より良い生活環境の確保は、公衆衛

生の原点であり、生活衛生と健康、衣服の改良、食

品の安全、住居の安全、生活廃棄物を中心に検討を
加えたい。
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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）

医療制度 医療制度を担う専門職の中で、最も古い歴史を有し 多田羅浩三 多田羅浩三
ているのは医師であり、医師職の発展の系譜と各国
の医療制度のあり方は深い関連を有している。わが

国では、医薬分業が行われてこなかったことが、わ
11 が国の医療制度を国際的にも、非常にユニークなも

のにしてきたという経過がある。これらの点をふま

え、わが国の医療制度について、改正の推移、医療

保険制度、医療施設、医療関係者、老人医療などの

面から検討を加えたい。

地域保健体制 プライマリケア体制の構築という位置づけのもと 多田羅浩三 多田羅浩三
に、最も古く、教訓に満ちた取り組みをすすめてき

たのはイギリスである。この国でのあゆみから、何
を学ぶことができるか、そのことを最初に考えたい。

12 そしてわが国め地域保緯体制について、中核を担っ

てきた保健所の推移と現状、保健センターを拠点と

した市町村の保健事業の動向、健康増進法の制定を

ふまえ、わが国の地域保健体制の特徴、その課題、

展望について考えたい。

介護保険制度 産業革命を背景にイギリスに生まれた、人類の福祉 多田羅浩三 多田羅浩三
制度が、公費を財源として「劣等処遇」を原則とし

て推進されてきたのに対し、高齢人口の急増に対し、

高齢者を対象とした制度として、高齢者介護を福祉

13 ノ 制度から独立させ、保険制度による運営に転換すべ

く制定されたのが介護保険制度である。制度制定の

意義、制度の特徴、制度の仕組み、介護保険事業計

画の事例などの面から、本制度のあり方、将来の展
望などについて考えたい。

健康日本21 平均寿命世界一の社会は、最も多様な健康状態の人 多田羅浩三 多田羅浩三

たちが生活している社会であるが、人々の多様な健

康事態、とくに生活習慣病による罹患、死亡の激増

ということに対し、従来の制度依存型の対策では十

14 分な成果をあげることが困難であることが明らかに
なってぎた。そこで、　「国民の責務」を問う、施策

として実施されているのが、健康日本21である。そ

の推進には、大きな期待が寄せられていると思われ

る。この運動の意義を中心に考えたい。

国際保健 国際交流の激増、開発途上国における政情不安、新 多田羅浩三 多田羅浩三
興・再興感染症侵入の危険などの状況がある中で、

W且0、平均寿命の国際比較、死亡率の国際比較、国
15 際保健上注目すべき疾病、AI1）Sの現状、大都市の保

健事情、医療費の国際比較などについて検討し、国

際保健のあり方について考えたい。
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＝＝@国際共生と健康（‘04）＝（R）

〔主任講師：新福　 尚隆（西南学院大学教授）〕
〔主任講師：近　藤　喜代太郎（北海道大学名誉教授）〕

全体のねらい　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　＼・　　　　一

　地球レベルの環境問題は人類が運命共同体であることをつよく示した。地球のエコシステムを守り、
人類と環境が地球で共生していくためには、どのような方策が可能であるか考える。先進国における高

度の医療技術の発展にもかかわらず、健康における南北間の格差は依然として狭まらない。本科目では

開発途上国の感染症、母子保健、女性の健康の現状と問題点、医療システムの問題、対策としてのプラ

イマリーヘルスケア等について理解を深める。一方、移民、難民の増加が世界的規模；でおきるなど、国

を越えた人と物の動きの活発化は止まる所を知らない。病気には国境はない。病気に対する対策には国

際協力がますます求められる。世界保健機関の活動、日本の国際医療協力、災害医療援助、NGO、難
民に対する保健医療援助などについての基礎的な知識を得る。

弊 執筆担当 放送担当
回 テ　一・　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

人類と環境がどのように共生していけるのかが21世紀の課 新福　　尚隆 新福　　尚隆
題である。人口の増大、地球の温暖化、環境破壊のもたらす （西南学院大 （西南学院大
影響について述べる。また、技術の進歩に反して、南北の格 学教授） 学教授）

1 地球環境と共生 差は広がるばかりで、医療に典型的に現れている。地球環境

と共存しながら、南北格差を、小さくするためには何が可能 近藤喜代太郎 近藤喜代太郎
か考えたい。 （北海道大学 （北海道大学

名誉教授） 名誉教授）

地球の人口は60億人を突破した。人口増加率はピーク時か

ら減少しているが人口増加は今後も続く。それにともなった

食糧や水など基本ニーズの枯渇と質の劣化、環境汚染が世界 川端　眞人 川端　　眞人

2 人口、栄養、健康 的な問題となっている。人口移動と都市への集中は人類、こ （神戸大学教 （神戸大学教

とに途上国の人々の健康に負のインパクトを与えている。現 授） 授）

実の脅威となったこれらの問題への早急な対応が迫られる。

地球的規模で見た健康の問題を、死亡、有病、発生、障害な

どの観点から検討し、どのような危険因子、社会経済状況と

3
地球規模で見た健

Nの問題

関連があるのか概観する。感染症は発展途上国ではいまだに

蛯ｫな健康問題である。感染症のみでなく、タバコ、アルコ

[ル、肥満を含めて、生活習慣に関係した健康問題が世界的

新福　尚隆 新福　尚隆

に増加している。

世界の病気負担の30％は感染症が占め、途上国の子どもた

ちなど社会的弱者が犠牲となる。感染症の予防や治療に必要

な、安価で、有効な対策法が開発されている。感染症対策の
4 世界の感染症 効果を高めるには、それぞれの地域社会に適した方策を構築 川端　眞人 川端　眞人

しなくてはならない。
“
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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）

5
開発途上国の子ど
烽ﾌ健康

　子どもの健康問題は、単に保健医療分野にとどまらず、貧
｢、環境、人口などの地球規模でのグローバルな課題と密接

ﾉ関連している。今回の講義では、途上国の子どもの健康を

ｺかしている感染症や栄養問題、WHOやユニセフによる世界的

ﾈ取り組みの現状を概説する。また、インドネシアを例にと

閨A農村部における住民ボランティアの具体的な活動を取り

繧ｰてみたい。・

中村　安秀
i大阪大学大

w院教授）

中村　安秀
i大阪大学大

w院教授）

6
開発途上国の女性

ﾌ健康

　女性の代表的な健康問題として、妊産婦死亡があり、現在

ﾅも世界で51万人の女性が妊娠・出産の結果死亡しており、

ｻの大半は開発途上国の女性に起きている。2001年の国連事

ｱ局長報告では女性の健康の目標として、妊産婦死亡、家族

v画、出産関連のケア、貧血症を取り上げている。開発途上
曹ﾌ女性の健康問題と対策の現状について具体例を取り上げ

ﾄ解説する。また「女性の健康と開発」についてのアプロー

`についてもふれ、男女間の教育・情報・所得・保健等の不
ｽ等を減らし女性が生涯を通じて健康を保持増進できること
ﾉついて考えてみたい。

森口　育子
i兵庫県立大

w教授）

　　　　ノ

X口　育子
i兵庫県立大

w教授）

／7
開発途上国の地域
ﾛ健医療システム

財源、要員などに大きな制約がある開発途上国では、地域の

ﾛ健医療ニーズの優先度判断と適正な戦略に基ずく資源の効
ｦ的活用が求められ、システム・アプ二三チが不可欠である。
n域保健医療システム（D1ヨS）の現状と課題、及びシステム強

ｻに向けて現在、取り組まれている種々の試みを紹介する。

上原　鳴夫
i東北大学大

w院教授）

上原　鳴夫
i東北大学大

w院教授）

8
プライマリー・ヘル

Xケア

　先進国と開発途上国には著しい健康水準の格差がある。

P978年にWHOとUMCE：Fがこの格差を是正し『2000年ま
ﾅに全ての人々に健康を』を目標にプライマリー・ヘルスケ

APHCを提唱して以来、　PRCは国際的に保健活動の共通理
Oとなった。多くの国ではP且Cを中核とした保健政策を基盤

ﾆして、その国または地域の健康問題や住民のニーズに対応
ｵた保健活動が行われている。

@本章では、P且Cの歴史的背景、　PHCの概念と原則、開発
r上国の地域における健康問題と壷且Cの活動、PHCの先駆

I活動が行われた我が国の経験より開発途上国のPECに対
ｵて何が提起できるかなどについても考えてみたい。

森口　育子 森q　育子

9
世界保健機関の役
рﾆ活動

世界保健機関W且0は、1948年に設立され、半世紀に亘り、

｢界の人々の健康の増進、疾病の予防を目的として活動を行

ﾁてきた。その間、開発途上国の感染症の予防、天然痘の撲

ﾅ、プライマリー・ヘルスケアの向上などに大きな貢献を果

ｽした。本章ではW且0の歴史、役割、機構、課題、などに
ﾂいての講義を行う。

新福　尚隆

o

新福　尚隆

10
日本政府レベルの

総ﾛ医療協力

我が国が行っている国際保健医療協力のうち、主に政府レベ

汲ﾅ行われている開発援助分野の国際交流、国際協力につい

ﾄ、その仕組みや現状を解説する。また国際機関への協力や
x援の現状などを解説する。

中園　直樹
i神戸大学教

�j

中園　直樹
i神戸大学教

�j

11
日本が主導する保

宙纓ﾃNGO

C

いわゆる民間非営利団体（NGO）による数多くの国際保健医

ﾃ協力活動の中から、代表的な活動組織とその協力内容につ

｢ていくつかを紹介する。その協力内容は非常に多岐に亘る

ｪ、主に保健分野、医療分野、環境分野、環境教育活動の事
痰�ﾐ介したい。

中園　直樹 中園　直樹
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属』職名） （所属・職名）

繰り返される自然災害は途上国の発展と人々の健康を阻害す

12
災害の疫学と保健
纓ﾃの災害対策・

る重要な要因となっている。災害疫学の知見をもとに、災害

ﾉ対する保健医療の備え、災害時の保健医療問題の推移と対
栫A医療救援活動のニーズ、課題について概観する。

上原　鳴夫 上原　鳴夫’

世界中で、現在も約2，200万人にのぼる難：民が祖国を追

われ、また内戦や政治的混乱などにより国内避難民となる人

びとも少なくない。国連機関やボランティア団体の活動、長

13
難民に対する保健

纓ﾃ
期にわたる心理的支援が必要なPTSD（心的外傷後ストレ
X障害）など難民をめぐる国際社会の問題を、フィ｝ルドの 中村安秀 中村’安秀

視点から講義を行う。どくに、12年前にパキスタンのアフガ

ン難民キャンプで活動した講師の体験を交え、難民に対する

保健医療支援のあり方について考えてみたい。

西暦2001年の世界保健報告は精神保健を特集して、精神保健

’が先進国の問題のみでなく、開発途上国を含む世界的な課題

14
国際保健と精神保 である事を示した。うつ病、精神発達障害、’アルゴール、麻

�A自殺、暴力など心の健康の問題を国際的視点から考えた
新福　尚隆 新福　尚隆

い。

生物としてのヒトを侵す疫病に国境はない。社会的存在とし

てのヒトには国境があるが、医学・医療はもともと国際的で
＼ ある。医療をはじめ、健康と命を守る公私のしくみは、本科

目の多くの章でのべられたように、国際共生のテーマとして

15
国際基準と研究協

ﾍ
もっとも適切なもののひとつである。本章ではやや視点を変

ｦ、健康事象にかかわる研究開発と、種々の国際基準に触れ
近藤喜代太郎 近藤喜代太郎

る。’ 緕ﾒでは、高卑圧の定義と診断基準など、今日の医療に

不可欠な基準、ガイドラインなどがふくまれ、医学者の国際

協力の許で策定され、一種の国際公共財となり、医学研究と

医療における国際共生の基盤となっている。
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＝　現代科学と医療（‘04）＝（R）
　　　　　　　　　一疾病と検査一

〔主任講師：佐藤健次　（東京医科歯科大学大学院教授）〕

〔主任講師：大久保善朗（日本医科大学教授）〕

全体のねらい

　現代医療において・個々の患者の生体情報を抽出する臨床検査は、疾病の診断、治療方針の決定、治療効果の判定の

際に必須の方法論となっている・現代科学の進歩により、臨床検査の数と種類は飛躍的に増大しつつあり、臨床検査は

形態・機能情報から遺伝子情報までさまざまな生体情報を捉えることによって、疾病の診断と治療にますます多大な貢

献を果たしている6本講義では、

A．　このような．臨床検査法を概説したうえで、

B・最新の臨床検査法を主要な疾病をどのように検査するかという観点から説明する。

C・　さらに、21世紀医療における臨床検査の新たな動向についても紹介する。

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）

人間の体内に存在する消化液、血液、髄液や、排泄された
尿、便、分泌物、さらには病気に伴って体内に駐留する三三、

1

A．臨床検査法の
i歩

@検体検査

膿、腹水、胸水等の材料を体外に取り出し検査する方法で、

沚ｸの対象とするものを検体と呼びます。
@検査材料により、一般検査、血液検査、臨床科学（生化学）検査、免疫血清検査、細菌（微生物）検査等に区別されますが、これらの各種検体検査法の中で、特に、尿・便・血液の

佐藤健次
i東京医科歯
ﾈ大学大学院
ｳ授）

佐藤健次
i東京医科歯
ﾈ大学大学院
ｳ授）

一般検査に関する最近の進歩について学ぼう。’
4

｝

生体検査とは、検査用機器を用いてさまざまな生体情報を

A．臨床検査法の
取得・解析し、得られた情報を疾病の診断に役立てるもので

進歩 ある。生体検査法としては、心電図などの循環器検査や脳波 大久保善朗　　　　　／ 大久保善朗
2 などの生体の電気信号を捉えて評価する生理検査や、超音波、 （日本医科大 （日本医科大

②生体検査 核磁気共鳴画像（MRD、核医学検査などの画像検査がある。 学教授γ 学教授）

生体検査法の概要とともに最近の進歩を学ぼう。

検体検査の一種である病理学的検査は、病理学織学的検査

A　臨床検査法の
i歩

（組織診）、細胞学的検査（細胞診）と病理解剖学的検査（剖

氈jに大別され、疾病の診断、病期、治療方針、予後などに 神山隆一 神山隆一
3

・③病理検査
具体的、直接的に関与し、貢献している。病理学的検査の現

ｵと新たな動向・品題について考えてみよう。

（国際医療福

ヱ蜉w教授）

（国際医療福

ヱ蜉w教授）

B．疾病をいかに
食：生活の欧米化と運動不足による肥満と高脂血症、サイレ

4
検査するか

C　生活習慣病を
沚ｸする

ントキラーと呼ばれるように目立った症状がなく忍びよって
ｭる高血圧症は、生活習慣病と呼ばれている。
@生活習慣病を判断する検査について理解するとともに、その変動の読み方について学んでみよう。

芝紀代子
i文京学院大
w教授）

芝紀代子
i文京学院大
w教授）’

！

糖尿病の増加は我が国だけの問題ではなく、W耳0の推計

B。疾病をいかに によると、20歳以上の糖尿病の頻度は1995年忌は4％であ

検査するか つたのに対し、30年後の2025年には5．4％に上昇すると推定

5 されている。
同　上 同　上

⑤　糖尿病を検査 糖尿病はまさに地球規模での問魑となってきた。糖尿病の

する 発症する要因、糖尿病の病態把握に必要な検査を学んでみよ
う。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容： 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

日本人の心臓病の大半は狭心症、心筋梗塞といった虚血性

B．疾病をいかに 心臓病が占め、その原因として動脈硬化があげられます。動

検査するか 脈硬化とは動脈壁が病的に硬化したり、肥厚し℃弾性を失

6 つた状態をいい、動脈本来の機能が障害された状態を動脈硬 佐藤　健次 佐藤　健次
⑥　動脈硬化を検 化症と呼んでいます。動脈硬化の多数の促進因子を含めて、

査する 動脈硬化症の病態把握に必要な検査について学ぼう。

脳や身体の病気を原因として、記憶・判断力などの障害が

7

B．疾病をいかに
沚ｸするか

F　痴呆を検査す

おこり、通常の社会生活がおくれなくなった状態を痴呆とい

､。その原因としては「アルツハイマー型痴呆」と「血管性

s呆」が多く、そのほかにも頭蓋内の病気によるもの、身体

ﾌ病気によるものなどがある。本講義では、痴呆が疑われる

鼾〟A痴呆か否かの診断、さらに痴呆のタイプの診断が、ど

大久保善朗 大久保善朗

る
のような問診、心理テスト、検査によって行われるかを学ぼ
う。

8

B．疾病をいかに
沚ｸするか

G　消化器癌を検

　悪性新生物は死因の第1位を占め、その約6割を消化器財
ｪ占めています。部位別に見ると、胃癌、肝・肝内胆管癌、

拠ｰ癌、膵臓癌、食道癌、直腸・S状結腸癌です。これら消
ｻ器癌の病態把握と診断のための検査法について学ぼう。 佐藤　健次 佐藤　健次

査する

B．疾病をいかに
沚ｸするか

　造血器疾患は血液および骨髄、リンパ節、脾臓、単核食食：

ﾗ細胞系、胸腺などにそれぞれ病変の三座がある疾患に分け

轤黷驕B主な造血器疾患を対象に、その病因・病態の解明や
小山高敏
i東京医科歯

小山高敏
i東京医科歯

9
⑨　血液疾患を検

ｸする

診断に有用な血液学的検査法の現況と将来の展望について考

ｦてみよう。

科大学大学院
赴ｳ授）

科大学大学院
赴ｳ授）

肝炎にはA型、B型、　C型ウイルス肝炎があるが、　A型は
B．疾病をいかに 経口感染で1～3ヶ月で軽快し完全に回復する。B型、　C二二
検査するか 炎は血液を介して感染する病気である。特にC型肝炎は感染

10 者はを00万人と推定される。悪化して肝硬変や肝癌になる。 芝　紀代子 芝　紀代子
⑩　肝疾患を検査 自覚症状に乏しいため感染に気付かない人も多い。
する 肝炎に対する正しい知識を学んでみよう。

近年、医療の実践の際に、あやふやな経験や直感に頼らず、

科学的evidence（証拠〉に基づいて最適な医療を行う、

：Evidence　Based　Medicine（：EBM）の重要性が指摘されてい

る。臨床検査は疾病の病態評価や治療効果の判定に客観的な

C．21世紀の臨床 指標を与えるという意味でEBMの礎となるものである。ま

11
検査の動向 た、多様な臨床検査を最も効率的に診療に利用することは、

ｳ者に対する必要以上の苦痛と経済的負担を避け、しかも限
大久保善朗 大久保善朗

⑪EBMと検査 られた医療資源を最大限に生かすために極めて重要である。

こうした観点から、EBMに基づいて検査法の有用性を系統
的な再検討が進んでいる。このような動向について展望しよ
う。

患者の通院負担が軽くなる他、入院費などの医療費削減に

C．・21世紀の臨床 も繋がるとして在宅医療が急速な勢いで伸びている。潜在需

検査の動向 要1兆円とも言われ、在宅医療事業に企業が続々参入してい

12
る。 芝　紀代子 芝　紀代子

⑫　在宅医療と検 医療従事者以外の人も十分在宅医療の果たす役目を理解

査 し、在宅医療器具の性能や正しい使い方を学んでみよう。
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

分子生物学的解析技術の進歩により、感染症、癌、遣伝性

疾患の診療に必要な病因遺伝子を検出する遺伝子検査が可能

C。21世紀の臨床 となった。遺伝子検査は、感染症や白血病を中心に日常検査

検査の動向 としても定着している。一方、各疾患の原因や感受性を規定

13 している遺伝子を解明して、個人に最適の予防や治療を行う 小山　高敏 小山　高敏
⑬　遺伝子検査の オーダーメードの医療が現実になろうとしている。また、疾
現況と将来 患の原因となる標的部位を狙いうちする分子標的療法も行わ

れるようになってきた。遺伝子検査の現況と将来について展
回しよう。

近年の画像診断技術は著しいの進歩を遂げ、現在では各種の

方法を用いて脳の血流、代謝から神経伝達機能などさまざまな高

14

C．21世紀の臨床
沚ｸの動向

M　高次能機能と

沚ｸ

三巴機能を評価することが可能になっている。その中で、BO：LD

�ﾊを利用したfMRIは急速に普及し、局所脳機能検査法として
闥?ｵっっある。また核医学的検査法は標識する物質の選択に

謔ﾁて、局所脳血流、酸素代謝、糖代謝、酵素活性、神経伝達物

ｿ受容体、トランスポーターなど、多用な生体機能を測定すること

ｪ可能で、他の検査法では測定不能な情報が得られるという絶対

大久保善朗 大久保善朗

的な利点をもつ。このような高次脳機能検査法の最近の進歩を展
回しよう。

予防医学には、健康増進・特異的予防の一次予防、早期発見・

早期治療の二次予防、能力障害防止・リハビリテーションの

15

C．21世紀の臨床，

沚ｸの動向
三次予防といった段階がある。超高齢化を迎える21世紀にお
｢ては、一次予防を中心とした対策が重要視され、各種検診 佐藤　健次 佐藤　健次

⑮予防医学と検診
特に総合検診に対する期待は極めて大きいものがある。各種

ﾕ床検査の検診への導入について学ぼう。
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＝　患者からみた医療（‘03）＝＝（R）

〔主任講師
〔主任講師

高柳　和江（日本医科大学助教授）〕

仙波純一（放送大学教授）〕

全体のねらい
　個としての患者と社会の一員としての患者という，患者および患者予備軍の立場から医療を見直してみる。医療のすべて

の面について，患者や社会の視点から見ていきたい。このうち患者学はいままで存在しなか6た新しい学問体系であるので，

学生とともに考えていくような授業の進め方としたい。

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）

一般目的　GIO
患者学のための基本的な事項が理解できる。

高柳　和江 高柳　和江
1 は・じ　　め　　に

行動目的SBOs
@1。健康と病気の定義ができる
@2．医療と医療提供の違いが説明できる

（日本医科大

w助教授）

（日本医科大

w助教授）

3．患者の意味が説明できる

一般目的　GIO
患者中心の医療のための基本的な患者の心理、医師患者関

係が理解できる。

2 患者学（1） 行動目的　SBOs 同　上 同　上

1．患者の心理が説明できる
2．医師と患者の病気に対する心理の違いが説明できる

3．患者の医療への対処が理解できる
＼

一般目的　GIO’
患者にとって臨床試験とはなにかが理解できる。

3

患者学（2）一患者
ｩ
ら
み
た
臨
床
試
験
一

行動目的　SBOs
@1．薬の開発の段階を説明できる
@2．ランダム化比較対照試験を理解できる

仙波　純一

i放送大学教

@授）

仙波　純一
i放送大学教

�j
3．根拠に基づく医療（EBM）の意義を説明できる
4．臨床試験を行う上での基準を理解できる・

一般目的　GIO
患者が満足する医療システムが理解できる 和田ちひろ 和田ちひろ

患者満足医療シス 行動目的　SBOs （NPO法人 （NPO法人
4 テムと企業原理 1．マーケティングの流れが説明できる 「楽患ねっ 「楽患ねっ

2二医療においては患者が「顧客」であると認識できる と」理事長） と」理事長）

3．患者が満足する医療サービスについて説明できる

一般目的　GIO
医療サービスの中で医療消費者が知っているべきことを知

ることができる

5 医療サービス 行動目的．SBOs 高柳　和江 高柳、和江
1．医療についての基礎知識がわかる

又 2．医療制度の基本がわかる
　　　　　　　　　　！R．医療制度の問半白を考えることができる

一般目的GIO
医療の質の重要性を考えることができる

6 医　療　の　質
行動目的SBOs
@1．医療の質を概観する

同　上 同　上

2．品質管理方法の基本がわかる
3．医療の質ρ重要性について考えることができる
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執筆担当 放送担当
徊 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師名

（所属・職名） （所属・職名）

一般目的　GIO
医療の質の評価についての基本を理解できる

鴨 7 医．療の評価
行動目的　SBOs
@1．医療評価の対象をあげることができる

高柳　和江　　　　、

高柳　和江
2．評価者を説明できる

3．評価のアプロ「チ方法を説明できる

一般目的　GIO
高齢者とこころの自立についての蓮解をふかめる

行動目的　SBOs

8
高齢者の自立に向

ｯて
1．健康な高齢者について理解することができる

Q．高齢者の孤独と孤立を理解できる 高柳　和江 高柳　和江
3・高齢者の生活の自立について考えることができる

4・介護の場所と痴呆老人から見た介護について考えるこ

とができる

一段目的　GIO
社会と患者にとっての医学教育のあり方を考えることがで

／

きる

、 ’行動目的　SBOs　　　　　　　　　　　　1
9 医　学　教　育 1．医学教育の概念を知る 同　上 同　上

〆 2．’医学教育の問題点を知る

3．患者としての対応を考えるごとができる

4．医療消費者として必要な医学教育教育を考えることが

できる

一回目的　GIO
医療の現場における倫理を理解できる

行動目的、SBOs
10 医療の倫理 1．患者の自立性や自己決定権を理解できる 仙波　純一 仙波　純一

3．カルテ開示の流れや利点がわかる

一般目的　GIO

11 患者安全管理
i医療事故）

　患者安全管理の概念が理解できる。

s動目的　SBOs　　　　　　’
@1．患者安全管理の原則が理解できる

高柳　和江 高柳孔和江

2・患者安全管理のための患者が果たす役割がわかる

一般目的　GIO
患者の自然治癒力を知り、試みることができる

行動目的　SBOs

12 患者治癒力の向上 1。細胞レベルの寿命の仕組みがわかる
Q。免疫の仕組みがわかる 同　上 同　上

3。病気の成り立ちがわかる’

4．自然治癒力について基礎的理解が得られる

5．NBM：患者の語りの重要性を知る

一課目的　GIO
生殖補助医療と遺伝子医療について全般的理解ができる

13
生殖補助医療・遺伝

q治療
行動目的SBOs
@1．生殖補助医療の原理と方向性がわかる 同　上 同　上

2。胚について認識できる
3．遺伝子医療の原理がわかる

一般目的　GIO

14
高度先進医療と

｡後の治療

　高度な先進医療の意味を考えることができる

s動目的　SBOs 同　上 同　上

1．医療技術革新の歴史がわかる
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執筆担当 放送担当
回 テ一一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

2．三度先進医療の種類と内容がわかる
3．いわゆるハイテクと経済性を考えることができる

4．EBMが理解できる　　　　　　　　　　　　　　，

一般目的GIO
医療を社会の中でどのようにとらえるかを考える

行動目的SBOs

15
健康と経済一医療

o済一

1．社会の中の医療を考える’2．社会の中の医療として医療効率を考えることができる

同　上 同　上

3．健康を保つためにどのような医療が必要であるか考え

ることができる

4。医療と市場原理を考えることができる
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＝・ ]科学の進歩（‘06）＝（TV）
　　　一分子から心まで一

〔主任講師（現職名）：田中啓治（理化学研究所脳科学総合研究センタ・・・…b領域ディレクター）　〕

〔主任講師（現：職名）：岡本仁（理化学研究所脳科学総合研究セシターグループデイレクター）〕

全体のねらい

　私達が物を見る、考える、覚える、行動する、これらは全て脳の働きです。脳には100億個以上の
神経細胞があり、10兆個以上の結合によって相互に情報をやり取りしています。この情報のやり取り

の中から全ての精神作用が現れてきます。この講義では、神経細胞の働きに関するいろいうな分子の解

説から始めて、人にしか現れない高次な認知機能の仕組みまで、平易に解説します。

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）

総論 脳神経系は行動を効率的に行うために情報の伝達、処 田中啓治 田中啓治
理、記憶を行うために発達したシステムである。脳神 （理化学研 （理化学研

経系の構造を概観し、脳の何が不思議かを考える。 究所脳科学 究前脳科学
総合研究セ 総合研究セ
ンター） ンター）

1
ゲスト：

糸原重美
（理化学研

究所脳科学
総合研究セ
ンター）

神経細胞の働き 神経系を構成する基本単位である神経細胞は、細胞の 岡本　　仁 岡本　　仁
（1） 内外のイオン濃度の違いを巧みに利用して、電気的に （理化学研 （理化学研

興奮する。神経細胞が、電気的興奮によってどのよう 究所構科学 究所脳科学

2
に信号を伝達することができるのかについて学ぶ。 総合研究セ 総合研究セ

ンター） ンタ」）

神経細胞の働き 神経細胞同士は、シナプスという特別な構造を介して 覧岡本　　仁 岡本、仁
（2） 連絡しあっている。シナプスでは信号が化学的に伝達 （理化学研 （理化学研

される。シナプスにおける信号伝達効率の変化は脳神 究所脳科学 究所脳科学

3
経系の学習の基礎である。シナプスにおける情報伝達 総合研究セ 総合研究セ
の仕組みを学ぶ。 ンター） ンター）
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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）

脳の発達 脳は、神経細胞がつながってできた精巧なコンビュー 岡本’@仁 岡本　　仁
ターである。しかし、コンピューターと違って、脳は （理化学研 （理化学研

受精卵が分裂してできた多数の細胞から、ひとりでに ．究所脳科学 究所脳科学

できてしまう。それがどのような仕組みでおこるのか 総合研究セ 総合研究セ
を学ぶ。 ンター） ンター）

4 ゲスト：

上口裕之
（理化学研

究所脳科学
総合研究セ
ンター）

自律神経系とホ 我々はことさらに意識しなくても、呼吸数、心拍数、 岡本　　仁 岡本　　仁

ノレモン 体温、血液のP且などを環境の変化に応じて最適な値 （理化学研 （理化学研

に調節することができる。このような生体機能が、自 究所脳科学 究所脳科学

律神経系とホルモンによってどのように制御されて 総合研究セ 総合研究セ
いるのかを学ぶ。更に脳内で分泌されるホルモン様の ンター） ンター）

神経ペプチドが、食：欲、睡眠、配偶者選択などの本能
5 的行動にどのようにかかわっているのかを学ぶ。 ゲスト：

荒田晶子
（理化学研

究所脳科学
総合研究セ
ンター）

随意運動の制御 随意的な運動は脊髄の三三回路を大脳皮質運動関連 田中啓治 田中啓治
領野が駆動して行われる。大脳の運動関連領野には脊 （理化学研 （理化学研

髄に直接結合する第一次運動野とこれを上位から制 究所脳科学 究所脳科学
御する高次運動野がある。大脳が随意運動を実行し、 総合研究セ 総合研究セ

6
制御する仕組みを学ぶ。 ン三一） ンター）

小脳と大脳基底 随意運動を行うときは大脳皮質ばかりでなく小脳と 田中啓治 田中啓治
核 大脳基底核が働く。小脳は運動を予測制御する。大脳 （理化学研 （理化学研

基底核はいくつもある行為の候補の中から状況にあ 究所脳科学 究所脳科学
つた行為を選択したり、行為のスイッチを制御したり 総合研究セ 総合研究セ
する。小脳と大脳基底核が運動を制御する仕組みを学 ン四一） ン壁皿）

ぶ。

7 ゲスト：

永雄総一
（理化学研

究所脳科学
総合研究セ
ン愛川）

一一@3　3　5　一一



執筆i担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

知覚と認識 感覚器で受容された感覚刺激を知覚し、記憶と参照し 田中啓治 田中啓治
て認識が成立する。知覚と認識には：大脳皮質の感覚関 （理化学研 （理化学研
連領野が働く。視覚を例にとって、網膜および大脳皮 究所脳科学 究所脳科学
質第一次視覚野での情報処理、高次視覚野での情報統 総合研究セ 総合研究セ

ノ 合の仕組みを学ぶ。 シ三三） ンター）

8 ゲスト：

DL　Kang
Cheng
（理化学研

究所脳科学

総合研究セ
ンター）

選択的注意 感覚器から入ってくるたぐさんの情報を全て知覚す 田中啓治 田中啓治
ることはできない。注意を向けた空間位置、感覚モダ （理化学研 （理化学研

リティーの情報だけを選択的に知覚する。選択的注意 究所悩科学 究所脳科学
9 には大脳皮質の頭頂連合野が重要な働きをしている。 総合研究セ 総合研究セ

選択的注意の現象と仕組みを学ぶ。 ンター） ンター）

記憶・学習と神 脳の神経回路は、生涯にわたっ：て、おかれた環境に応 岡本　　仁 岡本　　仁
経系の可塑性 じて柔軟に変化する。このような脳の可塑性が最も必 （理化学研 （理化学研

要とされる学習と記憶に着目し、その仕組みを学ぶ。 究所脳科学 究所脳科学

10
具体的には、条件反射や長期記憶において、神経系の 総合研究セ 総合研究セ
結合の様式がどのように変化するか学ぶ。また、海馬 、ンター） ンター）

が位置記憶や連想記憶とどのように関わっているの
かを学ぶ。

行動の認知制御 行動が複雑になるにともない、時間を跨いで保持した 田中啓治 田中啓治
情報を制御に用いる必要がある。後に遂行する行為の （理化学研 （理化学研

ために特定の情報を選択して保持する機能を作業記 究所悩科学 究所悩科学

11
憶と呼ぶ。作業記憶には前頭前野が重要である。作業 総合研究セ 総合研究セ
記憶を中心に前頭前野が行動を計画し制御する仕組 ンター） ンター）

みを学ぶ。
、

さ

情動、本能 恐怖、喜び、怒りなどの情動が、神経系のどのような 岡本　　仁 岡本　　仁
仕組みで制御されているのかを学ぶ。具体的には、恐 （理化学研 （理化学研

怖刺激に対する反応や行動における、扁桃体の役割を 究所脳科学 究所脳科学
学ぶ。さらに、情動的神経回路をモノアミンがどのよ 総合研究セ 総合研究セ

12 うに制御しているかを解説し、抗不安薬の作用機序

竅A情動と認知機能の相互作用についても学ぶ。

ンター） ンター）

一一@336一



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）

脳と言語 言葉は脳が作る。しかし同時に、言葉は社会が作ると 岡ノ谷一夫 岡ノ谷一夫
も言える。わたしたち人間を特徴づける性質である言 （理化学研 （理化学研

葉について、神経細胞の活動から遺伝子の発現まで、 究所脳科学 究所悩科学
社会との関連を考えながら学ぶ。 総合研究セ 総合研究セ

ンター） ンター）

13
ゲスト：

馬暗れい子
（理化学研

究同月科学
総合研究セ
ンター）

神経疾患、精神 脳は一度破壊されると修復が非常に困難である。いま 貫名　信行 貫名　信行
疾患 や長寿高齢化社会になりアルツハイマー病には誰も （理化学研 （理化学研

がなる可能性がある。狂牛病のようなまれな病気です 究所脳科学 究所脳科学
ら我々の食事から感染の可能性が出てきた。ストレス 総合研究セ 総合研究セ
社会で心の病にもかかりやすい。このような脳の病気 ンター） ンター）

14
の症状、発症メカニズムについての最近の知見につい

ﾄ学ぶ。 ゲスト：

加藤忠史
（理化学研

究所脳科学
総合研究セ
ンター）

脳科学から社会 現代社会において、私たちを取り巻く生活環境はめま 岡本　　仁 岡本　　仁

へ ぐるしく変化し、その中で、よりよい生活を獲得する （理化学研 （理化学研

ためには、私たちの脳には最大限の適応能力が要求さ 究所脳科学 究所脳科学
れている。あるいは、脳の様々な疾患は、そのような 総合研究セ 総合研究セ
環境への適応を困難iにする。これまでに学んだ、脳が ンター） ンター）

作られ働く仕組みに関する知識が、現代社会における

私た：ちの生活の向上に今後どのように生かされるの ゲスト：

かを学ぶ。 笹井芳樹
具体的には、神経発生の知識が、脳の再生治療にど （理化学研

のように利用されるのか？脳科学の発展は、精神疾患 究所発生・

のより統一的な理解に結びつくのか？脳と環境との 再生科学総

15
相互作用が神経回路の生後発達にどのような影響を 合研究セン
及ぼすのか？さらに、そのような知識が教育の改善の ター）

ために還元できるのか？脳科学は、コンピュータ科学 D五Takao
とどのように関わり合いながら発展していくのか？ H：e：nsch

などの疑問について、ゲスト出演者によるいくつかの （理化学研

実例を示しながら今後を展望する。 究所脳科学

総合研究セ
ンター）

谷側
（理化学研

究所脳科学

総合研究セ

ンター）
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＝＝@感染症と生体防御（‘04）＝＝（TV）

〔主任講師
〔主任講二師

〔主任講師

笹月　健彦（国立国際医療センター総長）〕

岩本　愛吉（東京大学大学院教授）〕
近藤　喜代太郎（北海道大学名誉教授）〕

全体のねらい
　感染症はヒトの体内・体表にすみかを求め、増殖しようとする微生物・寄生虫によるヒトの罹患である。それらの生物とヒ

トの防御機能との間には複雑な干渉があり、なかでも免疫のしくみは、高等動物への進化の過程で、生存を脅かした微生物

などとの永い闘いの末に得られた進化の産物である。本講義では、はじめの6章で免疫システムについて体系的に学び、’ア

レルギー、移植、癌、免疫不全などの臨床的問題にも触れる。7、8章はそれぞれウイルスと細菌・真菌感染の総論、9～
13章では主な感染症について罹患臓器別に学ぶ。一 ﾜた、14、15章は主として公衆衛生の立場から感染症対策について体系
的に学ぶ。感染症はかつては人口の1／3～2／3を脅かす重大な脅威であったが、日本などの保健先進国ではほぼ制圧され

ている。しかし薪興・再興感染症の問題もあり、人類と微生物と0闘いはまだ終わったわけではない。15章では世界的視野

に立ち、発展途上国の感染症がなおかつてのような脅威を振るっている実態と、国際的なとり組みについてのべる。

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
免疫システムの成
阯ｧち

　免疫システムはウイルス、細菌、寄生虫などの外来侵入者

ﾉ対する防御機構として進化してきた。これら感染源が保有

ｷる高度の多様性に鑑み、免疫システムも10の15乗に達す
髑ｽ様性を獲得している。ここでは、多様性の獲得、自己反

梵ｫの除去、免疫応答の制御に関して免疫システムのフレー
?潤[クについで学ぶ。

笹月　　健彦

i国立国際医

ﾃセンター総
ｷ）

笹月　健彦　　　m

i国立国際医

ﾃセンター総
ｷ）

2
免疫システムの多
l性と多型性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊃@免疫システムは外来侵入物に対する必須の防御機構として
@能する一方、免疫応答を行ったために生体が障害されるこ

ﾆもまた事実である。そしてこの免疫応答には個体差が存在
ｷる。ここでは、免疫応答の個体差（多型性）について学ぶ。

同　　上 同　　上

3 自然免疫

　自然免疫とは、感染に対する初期防御においては細菌のリ

{多糖やウイルスの二重鎖RNAのような、宿主が本来持たな
｢構造体を認識して誘導される反応であう。本講義では自然

ﾆ疫系を理解するともにその後の獲得免疫系との関連につい
ﾄ学ぶ。

小安　重夫
i慶雲義塾大

w教授）

小安　重夫
i慶雲義塾大

w教授）

4 獲得免疫

　個々の感染体に特異的な反応は、抗原特異的な受容体を持

ﾂT細胞やB細胞などのリンパ球が関与する。本講義では抗
ｴ特異的なリンパ球の抗原認識と機能発現、ならびに特異的
ﾈ抗原を見つけ出すためのりンパジステムに関して学ぶ。・

　　　、

?@　上 同　　上

5 自己免疫

　自己免疫は、抗体またはT細胞が自己の抗原と反応する現
ﾛである。自己の抗原に対する免疫学的寛容（トレランス）

ｪ破綻して、自己免疫応答が惹起され、それにより自己免疫
ｾ患が引き起こされると考えられている。

山本　　一彦

i東京大学大
w院教授）

山本　　一彦
i東京大学大

w院教授γ

6

免疫が関与する疾
a。アレルギー、移

A、癌、免疫不全な

ﾇ

　免疫が関与する疾患は多い。免疫不全のように多くの抗原

ﾉ対して免疫力の低下が見られるものから、特定の抗原に対

ｷる免疫応答が強すぎて起こる疾患や免疫応答が弱いために

Nこる疾患もある。これらの疾患に対して行われる現在の非

ﾁ異的療法には種々の限界があり、より理想的な治療法を目

wす必要がある。

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）

形態や核酸の種類に基づくウィルスの分類と具体的なウィ

ルスの種類、惹起する疾患の症状や診断等につき学ぶ。国内 岩本　　愛吉 岩本　　愛吉

7 ウイルス感染症
的、国際的に問題となっているウィルス疾患を取り上げ、そ

（東京大学大 （東京大二大
の動向、対策等の現状についての知識を得る。 学院教授） 学院教授）

形態とグラム染色に基づく一般細菌について、その種類や 山口　恵三 山口　恵三
惹起される疾患、治療法等を学ぶ。リケッティア、クラミジア、 （東邦大学教 （東邦大学教
マイコプラズマ等についての基本的な知識を得る。重要な真 授） 授）

8 細菌・真菌感染症 菌感染症についての基本的な知識を得る。

河野　　　茂 河野　　　茂
（長崎大学大 （長崎大学大

学院教授）ビ 学院教授）

呼吸器の基本的な解剖学を学び、健康な人に起りうる呼吸

器感染症の症候、病態、診断法、治療法等につき学ぶ。病院

に入院している人に起りやすい呼吸器疾患につき基本的な知

9 呼吸器感染症 識を得る。結核やインフルエンザなど重要な呼吸器疾患につ． 河野　　　茂 河野　　茂
いて概説する。

消化器感染症を起こす代表的な微生物に関して学ぶ。国内

で重要な消化器感染症、海外旅行中に注意すべき消化器感染

10 消化器感染症
症を、病原微生物、予防、治療、診断等の観点から概説する。

O－157、サルモネラ症など、話題の消化器感染症につき重点的
山口　恵三 山口　恵三

に解説する。

エイズを起こすmvというウィルスについてρ基礎知識を
得る。Hrvに感染後の病態とエイズという重症の免疫不全に

11 エイズ
伴なう日和見感染症につき解説する。抗HIV薬によるHIV感
�ﾇの治療の現状につき解説する。国内、世界での：田V感染

岩本　　愛吉 岩本　　愛吉

の現状につき知識を得る。

性はヒトの根元的活動のひとつであり、それに関連して伝
播される疾病sexua11y　tra皿孟ted　disease（STD）はヒトの歴史と

ともにある古い問題であるが、新しいヒトの行動パターンと
〆

ともに新しい問題点をつねに提供している。新興STDである 塚本　　泰司 塚本　’泰司

12 その他の性感染症 エイズについては11、15章でのべるが、本章では古くからの （札幌医科大 （札幌医科大

STDである梅毒、淋病、そけい肉芽腫、尖圭コンジローマに 学教授） 学教授）

加え、近年注目されているクラミジア症、ヘルペス症などに
ついても、臨床、疫学1対策の概要についてのべる。

種々のウィルズ、細菌による急性脳炎・脳髄膜炎・脊髄炎

などの中枢神経系の炎症は幸いに減少したが、重い後遺症を

残す疾患である点、なお重要である。近年、医療の場などで

13
神経系の感染症と

vリオン病

免疫不全者に真菌性髄膜炎が起きている。プリオンは微生物

ﾅはなく、感染蛋白であり、ヒトのプリオン病であるクロイ

cフェルト・ヤコブ病C兀》の多くは初老期に孤発性に生ずる

ｪ、遺伝性の症例、汚染硬膜の移植などを介した伝播性の症

近藤喜代太郎

i北海道大学
ｼ誉教授）

近藤喜代太郎
i北海道大学

ｼ誉教授）

例が知られ、英国ではBSE汚染牛の喫食を介して発症したと

される若年性C皿》が報じられ、世界的パニックを生じた。
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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）

14
感染症対策と公衆

q生 近藤喜代太郎・ 近藤喜代太郎

15 感染症と国際保健 同　　上 同　　上
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＝　がんの健康科学’（‘06）＝（W）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

：多田羅　浩三

：門田　守人

：杉山治夫

（放送大学教授）〕
（大阪大学大学院教授）〕

（大阪大学大学院教授）〕

全体のねらい

　平成13年には、30万人の日本人の生命が、がんによって奪われた。がんは今日では、人類の最大の
健康課題であり、各国の研究者や医療従事者が競って、がんの病態の解明、がんの発生と死亡の実態把

握、予防の推進、．新しい治療法の開発・普及、緩和ケアの充実に取り組んでいる。講義では、これらの

取り組みの中で明らかになった知見について広く紹介し、がん克服に向けた展望を中心に話しをする。

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）

がんの社会医学 悪性新生物による死亡数は、昭和25年には全死亡数 多田羅浩三 多田羅浩三

の7．1％であったが、平成14年には30．3％にまで増 （放送大学 （放送大学

加がみられた。このような傾向をつくった要因は何 教授） 教授）

か。どのようながん研究が行なわれて来たか。国は

1
どのような対策を行ってきたのか。人々の生活環境

の状況と悪性新生物死亡の関連はどうか。健康日本

21の推進とがん克服の展望。これらの視点から、社

会の中にあるがんという病気について考えてみた
い。

がんの生物学1 環境中に存在する種々のがん原性物質等により正常 濱岡　利之 ：濱岡　利之

細胞ががん化する過程ではがん遺伝子やがん抑制遺 （大阪大学 （大阪大学

伝子といった複数の遺伝子に異常が蓄積される。そ 大学院名誉 大学院名誉
して細胞は異常な増殖能を獲得し、アポトーシスに 教授） 教授：）

2 よる細胞死の過程を回避して生存し続ける。発がん

のしくみを細胞の増殖および生存のシグナル伝達異

常に関与する種々の分子に焦点を当てながらながめ
てみたい。

がんの生物学II 正常細胞のがん化過程では、複数：の遺伝子に異常が 同　上 同　上

蓄積され、結果として細胞は異常な増殖能を獲得し
不死化する。そして細胞は更なる悪性化へと突き進

み、ついにはがんの浸潤性・転移性を獲得するに至

3 る。がん細胞の無限の増殖性、浸潤性・転移性の獲

得など、がん細胞の示す、きわだった生物学的特徴

をながめることによって、がんの診断、治療に至る

情報を得ることにしたい。
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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）

がんの疫学1 疫学は「人間集団の生き様、特に疾病罹患者の過去 田島和雄 三島和雄
における環境暴露特性を把握し、環境暴露と疾病罹 （愛知県が （愛知県が

患の関連性を解明し、さらに、環境暴露状況の改善 んセンター んセンター

による疾病予防を図り、その効果を科学的に評価し、 研究所三所 研究所副所
疾病予防対策の策定に資する」ことを目的とする。 長） 長）

4 人間集団に流行する悪性新生物（がん）を生活習慣

病として捉えると、主な危険要因や防御要因は食・

生活習慣、喫煙・飲酒習慣、慢性感染暴露などに集
約される。

本講義ではがん予防を睨んだ要因解明のための国内

における疫学研究について解説する。

がんの疫学II がんの流行には地理的分布の特異性や同一集団であ 同　上 同　上

っても時間的変動が観察されるが、それは生活習慣
ノ

の民族差や文化の時代的変遷などに密接に関連して
認

いる。われわれは世界の各地域の文化的特異性に根

ざしたがん予防を推進していくため、io年前に新
5 しい研究パラダイムとして「がんの民族疫学」を提

題した。・そこでは「民族」を生活環境と宿主特性を

共有する集団として捉え、その集団におけるがん流
行の要因を解明していく。

本講義ではがんの民族疫学、つまり地球レベルで取

り組む疫学研究について解説する。

がんの予防1 がんの予防の柱は、1次予防（発生予防）と2次予防 大島　　明 大島　　明
（早期発見）である。1次予防の効果はがん罹患率の減 （大阪府立 （大阪府立

少により測定される。がん罹患率の測定は、死亡統 成人病セン 成人病源ン
計からは不可能であり、地域がん登録のシステムが ター部長） ター部長）

必須である。わが国の地域がん登録から得られるが

ん罹患率、がん患者の生存率データに基づき、わが

6 国における主要部位のがん予防のあり方について考

えるところを述べる。なお、わが国には33の地域が

ん登録が存在しているが、その登録精度は、残念な

がら、国際的基準に照らして低くとどまっている。

わが国の地域がん登録二の問題点を次に述べ、さらに、

これを改善する方策について考えるところを述べ
る。

がんの予防II 日本においては、喫煙の健康影響に関する疫学研究 同　上 同　上

は、欧米先進国に比べて、質、量ともに劣っていな

いにもかかわらず、たばこ規制の取り組みは大きく

立ち遅れ、このためがん罹患率・死亡率の減少とい
う成果は上がっていない。これは、たばこ業界の利

益を国民の健康に優先させる日本政府の態度による

7 ものと思われる。このような困難を切り拓く役割は、

医師組織・団体、医学会が担わなければならない。

2004年6月、日本政府はようやくWH：0たばこ規制
枠組み条約（FCTC）を批准した。今後は、，：FCTCの趣

旨を十分活かすように、国内法等の整備に向けて、

医師組織・団体、医学会は、政府、国会、メディア

に働きかける必要がある。
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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）

がんの早期発見 昭和57年度に老人保健法が施行されて以来、わが国 鈴木隆一郎 鈴木隆一郎

と検診事業1 における主要ながんに対する検診事業は、この法に （大阪府立 （大阪府立

基づく保健事業として実施されてきた。厚生省（当

成
人
病
セ
ン
／

成人病セン

時）は平成8年度に老人保健推進費等補助金をもつ 『ター研究所 ター研究所

て「がん検診の有効性評価に関する研究」班（主任 特別研究 特別研究
研究者　久道　茂）1を組織し、各がん検診の検診精 員） 員）

度や有効性の評価等を行った。また、平成12年度に、
8 再び同補助金により「新たながん撞診手法の有効性

の評価」班（主任研究者　久道　茂）を組織し、そ

の後の研究成果を取り入れて、各がん検診の有効性

を再評価した。これらの研究に分担研究者として参

逸した経験から、わが国における主要ながんに対す

る検診事業の現状、その検診精度、有効性などにつ

いて概要を紹介する。

がんの早期発見 わが副とおいて肺がん死亡は、平成10年に胃がん死 同　上 同　上

と検診事業II 亡を上回って以来、がん死亡の最多部位（男女合計）

であり続けている。また、老人保健法に基づぐ保健

事業として実施されているがん検診事業のなかで
も、肺がん検診は、導入2年目の昭和63年度以降、

最大の年間受診者数を擁する規模で実施されてい
る。地域における肺がん検診の実践とその有効性評

9 価研究とに従事してきた経験から、かつて米国にお

いて有効性を証明できなかった肺がん検診が、わが

国ではどのようにして「現行の肺がん検診は、適切
に行うならば、死亡率減少に寄与する可能性が高く、

継続して実施する相応の根拠がある」と評価される

に至ったかを解説する。なお、さらなる有効性向上

を求めて試行されつつある胸部CT検診についても
若干の解説を加えたい。

がんの臨床（外 消化器がんなどの固形がんの治療は、未だ外科手術 門田　守人 門田　守人

科）1 が中心である。最近の外科治療は大きく2極化して （大阪大学 （大阪大学

いる。治癒しやすいがんに対する機能温存を目指し 大学院教 大学院教
10 た縮小手術と、難治性のがんに対する根治性を求め 授） 授）

た拡大手術の2つの方向である。さらに、後者に様々

な治療法を付加する集学的治療法の開発がされ、実

施されているので、これら外科治療の概説を行う。

がんの臨床（外 がん1特に消化器がんの外科治療には100年以上の 同　上 同　上

科）II 歴史がある。そして、その間目覚ましい進歩があり、

術後生存率も次第に向上している。しかし、同じ手，

術あるいは治療をしても、患者によってその成績は

異なる。残念ながら、その違いがなぜ生じているか
11 未だに殆どわかっていない。最近がん細胞あるいは

患者の個性を遺伝子を用いて調べ、それぞれのがん

や患者に最も適した治療を行おうとするオーダ一町

イド医療が現実のものになろうとしている。そこで、

個別化医療ついて現状と今後の展望を概説する。
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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）

がんの臨床（内 癌の治療は・外科療法、イζ学療法乱放射線療法を中 杉山　治夫 杉山　治夫
科）1 心にしてなされてきたが、これらの治療法には、副 （大阪大学 （大阪大学

12

作用が伴う。そこで、この副作用を軽減させるため、正常細胞を傷めずヨ癌細胞のみを殺す、分子標的療

大学院教
�j

大学院教
�j

法が注目を集めている。講義では、癌の内科的治療
．法と数々の分子標的療法の概略をお話しする。

がんの臨床（内 分子標的療法のうち、最も有力視されています数々 同　上 同　上
科）II の免疫療法について、非特異的免疫療法と特異高免

13
疫療法に分けて、それぞれの原理、方法、効果につ

｢てお話する。最後に、分子標的療法、免疫療法の
将来展望についてお話する。

がんの緩和ケア がんは1981年に本邦の死因の第1位となり、現在、3人 向山　雄人 向山　雄人
1 弱に1人が、がんで亡くなっている。 （癌研究会 （癌研究会

癌腫の変遷や高齢化社会を迎え、その数はさらに増加 有明病院部 有明病院部
しているが、最大の課題は、痛みなど、がんに伴うこころ 長） 長）

やかちだの苦痛に苛まれている患者数が、今この瞬間で

も150万人以上という我が国の現状である。

14 今回の講義では、がんに伴う心身の苦痛の治療・ケア

が、手術や化学療法などの抗腫瘍治療と同じウェイトを

持つ重要な領域であることについて理解を得るために、

がん緩和ケアの実際を分かり易く解説したい。

今回は、緩和ケア病棟や緩和ケアチームの活動と、痙

痛、呼吸困難感、倦怠感などの身体症状のマネジメント

に関してお話する。

がんの緩和ケア 始めに身体症状のマネジメントに関する治療法の進歩 同　上 同　上
I
I

に関して最新の情報を提示したい。

次に、がんに罹患した患者は、診断された時点、再発・

転移した時点、さらには終末期など、様々な時期に、心

理・精神的変調を伴う頻度が高く、これらの心の側面に

15 対する治療・ケアが重要である。近年、本邦でも精神腫

瘍学（サイコオンコロジー）の重要性が認識され、薬物療 r

法、支持的精神療法が確立されつつあり、その現状を解

溢したい。

終わりに、我が国におけるがん緩和ケアの現状と課題に

関して総括し、問題提起としたい。
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事務局

記載欄
三
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

専門科目 目
ド

科
㍗ 18　14702

修
限

履
三

無
回
数 2

科目名（メディア）＝　リハビリテーション（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）．里宇二元（慶磨義塾大学教授）〕
〔主任講師（現職名）．佐藤禮子（放送大学教授）　〕

講義概要

　　これまでリハビリテーションは理念的に語られることが多かったが、本来は優れて実践的かつ役

　に立つ学問、技術の体系である。少子高齢化の進行、疾病構造の変化、生活環境の変化が急速に進

む中で、本講座では実学としてのりハビリテー一．ションに焦点をあて、「障害を持った人々が、持て

　る能力を最大限に発揮し、人権が尊重され、生き甲斐を持った生活を送れるように、障害者やその

家族を中心に共通の目標に向かってチ・・一一一ntムで援助する活動としてのリハビリテーションについて

’実践的に考えてみたい。

授業の目標
　1）リハビリテー一．．．，．ション（リハ）に何ができるかを説明できる。

　2）障害のとらえかたとアプローチの方法塗説明できる。

　3）早期からの予防的リハの重要性について説明できる。

　4）回復期、維持期のリハについて説明できる。

　5）高齢者、小児、運動器、内部障害のリハについて理解する。

　6）摂食・嚥下障害、排尿障害のリハについて理解する。

　7）義肢、装具、福祉機器について理解する。

　8）リハ看護について説明できる。

　9）リハの新たな展開について理解する。

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）

リハビリテーシ 実学としてのリハビリテーションの観点から、そ 三三三元 里宇三元
ヨンに何ができ の概念、歴史、流れ、対象、評価とアプローチ、 （慶磨義塾 （慶磨義塾

1
るか リハビリテーションチームについて解説し、本講 大学教授） 大学教授）

座全体を鳥撃するとともに、リハビリテーション

に何ができるかを提示する。

障害をどのよう 適切かつ有効なリハビリテーションを提供するた 辻　哲也 辻　哲也
にとらえるか？ めには、障害を持った人々の複雑かつ多岐に渡る （慶磨義塾 （慶磨義塾

問題点を的確に把握することが出発点となる。そ 大学講師） 大学講師）

2 こで、評価の概念的枠組み、障害のレベルごとの

評価のポイント、問題点の抽出と評価のまとめ方

について解説し、実際のアプローチに活かせるよ
うにする。
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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）

障害にどのよう 評価に基づくゴールの設定、樟害のレベルごとの 長谷公隆 長谷公隆
にアプローチす アプローチのポイント、リハビリテーションで用 （慶鷹義塾 （慶磨義塾

3
るか いられる治療手段とその選択、リハビリテーショ 大学助教 大学助教

ンプログラムの組み立て方、などを解説し、実践 授） i授）

的なアプローチを行う上での一助とする。

早期からの予防 安静の取り過ぎにより生じる髪上症候群とその予 里宇三元 三三三元
的リハビリテー 防の重要性、早期からの予防的リハビリテーショ （慶磨義塾 （慶磨義塾

ション ン介入により得られる効果、リハビリテーション 大学教授） 大学教授）
4

を安全に行うためのリスク管理のノウハウなどに
ついて解説する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　〆

回復期のリハビ 機能の回復を最大化するためのプログラムの組み 園田　茂 園田　茂
リテーション 方、高密度・高強度リハビリテーションの考え方、 （藤田保健 （藤田保健

麻痺、失語症、嚥下障害、排尿障害、歩行障害な 衛生大学教 衛生大学教
5

ど回復期で問題となる主な障害に対するアプロー 授：） 授）

チのポイントを解説する。

地域リハビリテ 地域リハビリテーションの考え方、システム、利 長谷公隆 長谷公隆
一ション 用可能な資源を紹介するとともに、地域で生活す （慶磨義塾 （慶磨義塾

る障害者の要介護状態の改善、獲得された機能の 大学助教 大学助教
6

維持および本人と介護者のQO：L向上のためのノ 授：） 授）

ウハウを解説する。

高齢者のリハビ 高齢化が急速に進行する中で、高齢者に対するリ 出江紳一 出江紳一
リテーション ハビリテーションの重要性はますます高まってい （東北大学 （東北大学

る。加齢、各種の疾病、環境など複合的な要因に 大学院教 大学院教
7 より要介護状態がもたらされるという高齢者特有 授）　　＼ 授：）

の問題点を踏まえ、リハビリテーションを成功さ
、 せるために押さえるべきポイントとアプローチの

ノウハウを解説する。

小児のリハビリ 小児は決して小さな大人ではなく、リハビリテー 里三明元 里三明元
テーション ションにおいても、成長・発達途上にあることに （慶磨義塾 （慶磨義塾

よりもたらされる特有の問題点がみられる。小児 大学教授） 大学教授）
8 のりハビリテ」ションを成功させるために、ライ

フサイクルを通して押さえておくべきポイントと
ナプローチのノウハウを解説する。

運動器のリハビ 運動器とは、骨関節筋肉とそれにまつわる神経な 花山耕三 花山耕三
リテーション ど、身体を支えたり、動かしたりする器官の総称 （東海大学 （東海大学

であり、その疾病は、生活機能障害をもたらす重 助教授） 助教授）
9

要な原因となる。転倒・骨折、関節疾患、骨粗霧

症、スポーツ外傷など運動器疾患のリハビリテー

ションの考え方とノウハウについて解説する。
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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）

内部障害のリハ 近年、呼吸器疾患、循環器疾患、糖尿病、悪性腫
　＼
ﾒ　　哲也 辻　哲也

ビリテーション 瘍などによる「内部障害」が増加しつつあり、近 〈慶磨義i塾 ・（慶磨義塾

10
い将来、肢体不自由による障害を凌駕すると予想

ｳれている。これらの新たな領域としての内部障

，大学講師） 大学講師）

害に対するリハビリテーションの考え方とノウハ

ウについて解説する。

摂食・嚥下障害 食べることの障害は、誤嚥性肺炎、窒息、脱水な 辻　哲也 辻．哲也
のりハビリテー どの医学的リスクだけでなく、食べる楽しみの喪 （門門義塾 （慶磨義塾

11
ション 失というQO：しの観点からも重要である。ここでは

ﾟ年、注目されている摂食・嚥下障害の評価とア

大学講師） 大学講師）

ブローチのポイントについて解説する。

排尿障害のリハ 排尿障害があると、尿失禁による皮膚汚染、切迫
　　　　＼
｢宇明元 里謡明元

ビリテーション 性尿意による転倒リスクの増大、介助量の増加、 優磨義塾 （慶磨義塾“

社会からの孤立、在宅生活継続困難など、さまざ 大学教授） 大学教授）
12 まな影響がもたらされる。膀胱機能だけでなく、

排尿動作、生活環境も含めた排尿障害の評価とア
）

ブローチのポイントを解説する。

義肢装具、福祉 リハビリテーションにおいては、失われた機能を 長谷公隆 長谷公隆
機器と最新テク 補う手段として、さまざまな義肢装具、福祉機器 （慶磨義塾 （慶磨義塾

ノロジーの活用 等が活用され、障害を持った人々の機能の向上と 大学助教 大学助教
社会参加の促進に役立っている。さらに、近年は、 授） 授）

13 皿、ロボッティックスを駆使した先端的な機器も

開発され、新たなブレークスルーをもたらすこと

が期待されている。これらの現状と今後の展望に

ついて解説する。

リハビリテーシ 疾病や障害からの回復過程で実施される看護活動 佐藤禮子 佐藤禮子
ヨン看護の展開 は、身体機能の回復のみならず、低下した自尊感 （放送大学 （放送大学

情を高め、自己効力感を酒養させる役割・機能を 教授） 教授）

14 持つリハビリテーション看護である。術後の回復

を促進させる早期離床や乳房切除後の訓練プログ

ラムなどを通して、患者と協働するリハビリテー

ション看護の理念とゴールについて解説する。

リハビリテーシ これまで回復は困難と考えられていた成人の脳に 里宇明元 里宇明元
ヨンの新たな挑 おける可塑性への働きかけの可能性、再生医療の （慶磨義塾 （側管義塾

戦 1進歩に伴う新たなリハビリテーション医療の展 大学教授） 大学教授）

開、長期宇宙滞在の現実化に伴う宇宙滞在中およ
15 び地球帰還後のリハビリテーションの重要性の高

まりなど、リハビリテーションの新たな挑戦が始

まりつつある。最終回は、これらの近未来のリハ

ビリテーションについて展望する。
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＝・ ﾅ護学概説（‘05）　＝（R）
　ノ

〔主任講師：　佐藤　禮子（放送大学教授）〕

全体のねらい

学習者が・看護学の主たる概念や諸理論に関わる先進的知織を幅広く獲得し、実践の科学である看護に

対する理解を深めべ自らの看護観を確かなものにしていくことを意図している。

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）

看護の本質とな 看護は、人が幸せにして健康な生活を営むことがで
るもの きることを目指す、生物一心理一社会的存在として

1
の人間の健廉生活に焦点を当てた働きをなす実践の

ﾈ学である。このような科学的看護の本質について

佐藤　禮子
i放送大学

佐藤　禮子
i放送大学

理解を深めるために、看護のkey概念についてと 教授） 教授）

看護実践とその基盤について詳述する。
ぜ

看護学の発展と 看護学の専門分化が進んだ一方、看護学各分野の知
その方向性 、見を共有することが困難になりつつある。今後の方 吉本　照子 吉本　照子

2
向性を考える基盤として、医療の高度化と機能分化、 （千葉大学 （千葉大学
人々の健康水準ともとめる健康の質、社会経済状況 大学院教 大学院教
からの要請に対応しつつ、看護学が発展してきた過 授） 授）

程について述べる。

生涯発達過程に 人間はこの世に生を受けてから死に至るまで生涯発
ある看護の対象 達の過程にある。看護は、人生のさまざまな局面に
者 ある人々に関わりながら、人々の健康や発達を支え 岩暗　弥生 岩崎　弥生

3
ることを目標としている。ここでは、看護の対象と （千葉大学 （千葉大学

なる人々の健康との関連から、発達と看護について
教授） 教授）

述べる。

健康を保つメカ 健康とは何か、そして健康を保つために看護はどの
ニズムと看護 ような役割を果たしうるのかについて解説する。こ

．4
れにより健康のあらゆるレベルに対する看護の役
пA機能について考察する。

宮暗美砂子
i千回大学

宮暗美砂子
i千葉大学

教授） 教授）

環境との相互作 健康を支えるための環境づくりが地域、国、地球レ

用がもたらす健 ベルで進みつつある。そうした活動の基盤となる概
康問題 念として、物理化学生物的・社会的な外部環境と個

5 人の内部環境、環境と人間の相互作用による適応、 吉本照子 吉本　照子

適応困難としての健康問題について述べ、看護職者

の役割について述べる。
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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）

看護情報と看護 看護過程は、看護情報に基づく問題解決のための分

過程の展開 析的アプローチ法である。その中で、看護する人が

どのような判断をし、何を問題として捉え、どのよ 齋藤やよい 齋藤やよい
6 うな活動を行っているのかについ℃解説する6 （群馬大学 （群馬大学

教授） 教授）

看護技術の意味 看護実践は対象との関わりの中で発展させていくも
のであり、対象にもっとも適した看護実践には、看

護する者のしっかりした看護観とともに科学的根拠
7 に基づいた看護技術が要求される。具体例とともに 同　上 同　上

看護技術の意味と看護の実践力について説明する。

関わりと看護技 看護は人と人との関わりの中で実現され、看護する
術 人もされる人も関わりの中で変容する。看護する者

が全体的存在として患者と共にあることの意味を述 ●

8 べ、看護における援助関係の構築や展開に関する看 岩暗弥生 岩暗弥生
護技術も含め、関わりの看護技術について紹介する。

セルフケアを育 健康問題を解決し、健康を増進するために、人はさ

てる看護 まざまな社会資源を活用し、セルフケア能力を育み、

実践している。慢性疾患患者のセルフケアを例に、
9 セルフケアを遂行するために必要な要件と、それを 齋藤やよい 齋藤やよい

支える看護活動について説明する。

患者を含む一三 患者を含めた家族全体を一つの単位として看護の対

位としての家族 象とする意義を概説し、個人の健康の回復と維持に

への看護 おける家族の役割および家族成員の病気が家族全体
10 に及ぼす影響について述べる。また家族全体を対象 岩暗弥生 岩崎弥生

とした看護方法の概要を簡単に紹介する。
9

在宅療養を支え 在宅療養者及びその家族を支えるために、地域社会

る看護 で機能している看護の諸活動の現状について説明す

る。また在宅療養を支える看護をさらに充実・発展
11 させるための課題について述べる。 二陣美砂子 宮暗美砂子

他職種との連 保健医療福祉における対象の多様なニーズに効率的

携・協働と看護 に対応するために、多機関・多職種の連携・協働お

の継続 よび看護の継続が重要になっている。各々の場の看
12 護職者が調整的役割を遂行しながら、ケアシステム 吉本 照子・吉本照子

を発展させるための基盤として、連携・協働に関す
る概念と考え方について述べる◎、
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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）

へ

地域住民と共働 人々は、地域生活共同体の一員として、多様な人と

する看護 つながりを持ちながら生活している。人々の健康や
生活の豊かさを追究するために、看護が創出してき

13 た、地域住民と共働する看護活動の方法及び意義に 宮崎美砂子 宮崎美砂子

ついて説明する。

人の死と看護 人の死とはについて、生物学的な死の概念から導入

し、人の死と死に行くことについて理解を深め、特

に、人が人生途上において、突然に死に直面せざる
14 をえない事態に陥った時の苦悩する人々および死に 佐藤禮子 佐藤禮子

逝く人々にかかわる看護の働きについて説明する。

看護における倫 倫理とは何かという基本的な意味について、および

理 専門職としての看護実践を導く判断の基盤であり道

徳的な意思決定を行う時の行動の指針ともなる、倫
15 理的な原則について説明する。また日々の看護実践 同　上 同　上

における倫理的問題を理解するための講義展開を行
う。

一3　50一



t　基礎看護学（‘04）＝（TV）

〔主任講師：佐藤禮子（放送大学教授）　〕
〔主任講師：三上れつ（慶磨義塾大学教授）　〕

全体のねらい

　看護実践に必要な主要な知識・技術について理解を深め、専門職者として活動するための基盤並びに

考え方を拡大することを意図している。

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）

専門：職として求め

轤黷驫ﾅ護の機能

看護が自律した専門職として＼人々の健康や幸福に貢献する

ﾉは、看護サービス利用者や他職種者と協働して、ケア技術
佐藤禮子
i放送大学教

佐藤禮子　　　　　　ノ（放送大学教

と役割 や保健医療福祉におけるケアシステムを変革していくことが 授） 授：）

1 必要である。看護の歴史を振り返り、人々のQOLの向上を
めざして、対象のもつ力を強める看護の機能と役割について
説明する。

患者の権利を擁護 看護職者は、患者がもつ基本的な人権を尊重し、患者が自ら 大島　弓子 大島　弓子

する方法 の意思に基づき自己決定できるよう支え守る重要な役割を担 （愛知県立看 （愛知県立看

っている。看護実践の場における患者の人権擁護に対しての 護大学教授） 護大学教授）

2 多様な倫理的課題と看護職員としてのその対応方法について

説明する。

看護行為と法の関 看護は人の生命に関わる職業であり、法によって責任の在り 石井　範子 石井　範子

係 方が問われる。どのような法令に基づき看護行為を遂行する （秋田大学教 （秋田大学教

のか、特に医事、薬事に関する法律を概説し、責任を問われ 授） 授：）

3 る意味について述べる。また、看護行為の法的責任、看護師

の医療行為の法的責任について具体的に説明する、。

患者となった人の 看護における対象理解は、対象を全体的に統合された人間と 小松　万喜子 小松、万喜子

対象理解とは して理解することである。病気によって患者は新たな役割が （愛知県立看 （愛知県立看

付与され、制限された生活を余儀なくされるが、身体的・心 護大学教授） 護大学教授）

4 理的・社会的・霊的存在として変化しつづける。人間の生命・

生活・健康に関わる人間理解について、具体的な事例を通し

て説明する。

〆

専門的援助関係を 患者と看護師の関係は確かな意思によって結ばれる専門的援

発展させるコミュ 助関係である。このプロセスを通して看護師は自己理解と他

ニケーション技法 者理解を深め、専門職者としての能力を高めていく。対人関

5 係理論を概説し、患者との効果的なコミュニケーション技法 同　　上 同　　上
を具体的に説明する。
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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）

看護判断の基盤と 身体的・心理社会的アセスメントは、看護ケアの根拠と成果 三上　れつ 三上　れつ
なる身体的・心理社 の測定、評価の指針となる情報を得るために欠かすごどがで （慶磨義塾大 （慶磨義塾大
会的アセスメント きない。身体的・心理社会的アセスメントの方法を概説し、 学教授） 学教授）

6 特に身体的アセスメントの具体的方法について述べる。

エビデンスに基づ 看護過程は、看護師が対象の健康回復・維持・増進をめざし
く看護過程 て、三隅的・系統的に行われる問題解決方法である。看護過

程の、6段階について説明し、エビデンス（根拠）に基づく看

7 護ケアを実践するために、正確な診断・評価を方向づける患 同　　上 同　　上
者情報の重要性と活用法について述べる。

〆

セルフケアを促進 対象が健康的な日常生活を維持していくたあには、看護師が 佐藤みつ子 佐藤みつ子
させる教育指導方 一方的に援助するのではなく、患者・家族のセルフケア能力 （山梨大学大 （山梨大学大

法 を高めていくことが不可欠である。セルフケア能力を促進す 学院教授） 学院教授）

8 るために必要な教育指導方法の実際について説明する。

看護基本技術：「食 口腔内汚染や誤嚥は、致命的な肺炎を引き起こす。 三上　れつ 三上　れつ
事」を支える口腔・ 覧口腔の機能と嚥下のメカニズムから、体力の低下した高齢者

嚥下ケア や麻痺のある患者に対する「食事」を支える看護技術として、

9 口腔ケアと嚥下ケアについて具体的に説明する。

看護基本技術：「自 、尿失禁には様々な種類があるが、そのメカニズムを知ること 大島　弓子 大島　弓子
尊心」を守る失禁ケ で、人々の排尿を適切にコントロールする介入が可能になる。

ア ζれらの尿失禁のケアとして重要な「自尊心」を守る看護技

10 術を中心に、トータルケアであるコンチネンスケアについて
具体的に説明する。

、

看護基本技術：「自 新しい褥瘡ケアは、除圧、栄養、閉鎖式ドレッシング法、創 石井範子 石井範子
然治癒力」を促がす の湿潤環境、デブリードメント法である。予防ケアの他、褥
褥瘡ケア 瘡の進行段階に応じた創の「自然治癒力」を増進するための

11 看護技術として、創傷ケアについて具体的に説明する。、

看護基本技術：「生 医療・保健施設における院内感染に関する状況は厳しさを増
命の危険」を回避す しており、正しい知識の提供や予防手段を推進することが急
る感染予防方法 務となっている。院内感染の現況と新しい感染管理の考え方

12 について説明し、「生命の危険」を回避する看護技術として、 同　　上 同　　上
具体的な感染予防方法について述べる。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

看護の情報化から 身近な存在となった医療情報のコンピュータ化社会を概観す 大島　弓子 大島　弓子

電子カルテまで る。看護情報の意味、活用法について確認し、情報をどのよ

うに管理し保護するかについて説明する。さらに、電子カル

13 テの本質と実際を紹介する。

チーム医療を発展 対象のニーズや疾病状況の変化に伴い、医療が：専門分化し、 佐藤みつ子 佐藤みつ子

させるリーダーシ 看護師は他の専門職者とチームを組んでケアを提供してい
ップのとり方 る。チ「ム医療におけるリーダーシップについて概説し、看

14 護独自の機能と看護師に期待される役割を説明する。

看護の質を保証す 看護が専門職として発展するために、提供する看護の質を保 佐藤禮子 佐藤禮子
るりスクマネジメ 証し、組織全体のマネジメントの見直しを図ることについで

ントのあり方 概説する。また、三三における看護のリスクマネジャーの活

15 動を通して、看護管理として必須のリスクマネジメントのあ
り方を説明する。
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＝　在宅看護論（‘04）＝：（TV）

〔主任講師：川村　佐和子（青森県立保健大学教授）〕

全体のねらい

　疾病や障害および虚弱なために看護ニーズを持つ居宅生活者とその家族を理解し、QOLを向上
させる目的にそって、問題を解決するための方策をたて、その実施に必要な知識と看護技術を学習

する

ρ

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職
ｼ　　　）

第一部　　　訪問看護の概要

訪問看護の必要性／ 人々が居宅で医療を受けながら生活しぐその生活の質を向上 川村　佐和子 川村佐和子
と制度の概要 させられるように支援することが、在宅医療・看護の提供理 （青森県三保 （青森県三保

1 念である。訪問看護は1992年から制度化され、診療報酬制度 健大学教授） 健大学教授）

も整備されつつある。本給は、訪問看謹の役割、訪問看護饗

供施設、問題の所在と解決策の考え方について概説する。

訪問看護提供の考一 訪問看護の提供は、利用者との契約に基づいて、主治医の指
え方と業務 示を得て開始される。また、利用者の居宅に出向いて単独で

看護を提供するものであるから、利用者やその家族との関係

2
や、主治医との関係、ケア提供チームメンバーとの関係を信
叶ｫの高いものにしておくととが重要であり、看護の提供に 　　同　上 同　上

おいては倫理的な行動が求めれている。これら　従来の医療
施設内における看護提供法や技術提供の相違と留意点につい

て概説する。

訪問看護過程と必 訪問看護では、利用者の居宅で看護を提供するために　より

要な能力 利用者の立場に立った看護を提供する必要がある。そこで、

医師から受ける指示や報告について、考慮すべき諸点やそこ
3 で用いるツールについて概説する。あわせて、施設内基準（プ 同　上 同　上

ロト：コール）の作成や活用についても概説する。

第二部　　基本的な訪問看護の技法

訪問看護過程の展 在宅療養には、基礎となる生活の整備を必要とする。近年は 近藤　紀子 近藤　紀子
開：生活のニーズを 少人数家族や子供の介護に依存しない在宅生活を希望する高 （日本赤十字 （日本赤十字

中心に 齢者が多くなり、基礎的な生活の支援が重要となっている。 武三野短期大 武蔵野短期大

4 そこで、在宅生活の実態を紹介し、そこから生じる支援課題 学助教授） 学助教授）

について述べ、さらに、訪問看護師としての課題解決のため

の方策つまり、家族や福祉関係三具ボランティア等との連
携や共同活動について概説する。
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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
ｼ　　　）

基本的な生活を支 訪問看護は療養者の自立を支援する。そのためにはまず、日

える 常生活動作（歩行、食事、保清、会話）が維持できるよう支

5

援する。さらには、生命維持機能（循環、排泄、神経系、呼

z）が保たれるよう支援する。生活の中で療養者・家族が継
近藤　　紀子、 近藤　　紀子

続して実行可能な訪問看護技術について実演をまじえて概説
する。

療養環境の整備を 介護保険、その他身体障害者福祉の適応となる各種サービス

支える （住宅改修、介護福祉機器の導入、訪問サービス、通所サー

ビス、給食サービス等）その他民間サービスについて、さら

6
に医療資材・器材の調達方法について概説する。さらに、本

l・家族に在宅療養環境整備のための情報提供・と導入向け
同　上 同　上

た支i援、緊急時対応の必要性と具体的な方法について概説す
る、

家族を支える 在宅医療を受けている人々の傍らに常時いる家族介護者の役

割は大きい。しかし、家族介護者に介護・看護を大きく依存

7

してしまうと、家族はその負担に耐えかねて健康や生活に破

]をきたしてしまう。訪問看護士が家族介護者に対して行う 川村佐和子 川村佐和子

べき、健康や生活上の問題の考慮の仕方や支援方法について

概説する。

第三部　　医療を必要とする人々に対する訪問看護技法

医療継続を支える 近年の医療技術の発達、社会環境の変化にともなって、がん 近藤紀子 近藤紀子
を病む人々やALSなどにより人工呼吸器を装着するなど高
度な医療技術を用いて療養する人々も在宅療養するようにな

ってきている。これらの人々が安全で安楽な療養生活を送る
8

ためには、在宅で医療を継続することが欠かせない。在宅療

養生活の実態にふれ、医療継続上のニーズとそれに対応する

支援法について概説する。

在宅ターミナルケ 在宅ターミナルケアとは何か概念について説明し、地域にお

9

ア ける在宅ターミナルケアの実際を紹介する。また在宅ターミ

iルケアにおける家族支援・チームケア・死の看取り・グリ

[フケアについて具体的に概説する。

川越　博美
i回路加看護

蜉w教授）

川越　博美
i回路加看護

蜉w教授）

症状をコントロー 在宅ターミナルケアでは、症状のコントロールが重要なケア

ルする であり、在宅における症状コントロール、特に早早管理に焦
点をあてく訪問看護師に必要な知識と技術について学ぶ。痙

10 痛管理の原則・薬剤による痙痛管理・代替療法・モルヒネの 同上 同上

使い方と管理・チームによる疹痛管理について概説する。

’
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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
ｼ　　　）

入退院を支えるダ 療養生活中には本人の病状変化、家族の介護疲れ、時にもﾍ支
＼

i三者の再調整のために入院が必要となる。入院時には在宅で

の療養状況を引き継ぐ。退院時は病院に出向き病状の確認、

11 本人家族の在宅療養の意思確認、在宅に向けて療養環境整備、 近藤紀子 近藤紀子
など入退院時の支援について概説する。

ダ　　　7
ご

充実した日々を支 生活の質（Quality　Of　Life：QOL）とは何か？について
える 概説する。また、訪問看護師がQOL向上のためにできるこ

とは何か？について概説し、利用者のさまざまな努力や工夫

12’ について紹介する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

川村佐和子 川村佐和子

第四部　　訪問看護師の地域社会活動

在宅チームの一員 在宅療養は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、ホ 近藤紀子 近藤紀子
として機能する 一ムヘルパー、理学療法士、作業療法士、栄養士、介護支援

専門員など多くの機関に所属する多くの職種からなるチーム

で支援することになる。訪問看護は療養者本人・家族が混乱

13 しないよう、他職種と連携し、チームの一員として機能する。

そのために他職種の機能を理解でき、個別のケアプランの中・

で、療養者自身の思いが反映されるよう調整する。回れらの

方法をいくつかの事例で具体的に概説する。

地域看護と訪問看 地域や集団を対象とする地域看護の考え方および、地域看護 川村佐和子 川村佐和子
護 と訪問看護の関連について概説する。

14

在宅看護のこれか 今後　わが国で訪問看護が発展していくために直面している
ら 課題、例えば、問題報酬制度の複雑性、保険適用の限界、ケ

アの高度化への対応、訪問看護提供施設の経営問題など、に

15 ついて討論し、今後の展望について討論する。 同　上 同　上
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三三（メディア）＝・少子化時代の児童福祉（‘07）・＝（R）

〔主任講師（現職名） 松原　康雄（明治学院大学教授）〕

講義概要

　　2005年日本は人口減少を経験することになった。この大きな原因は述べるまでもなく出生数の減少で
ある。少子化が進行する現代社会における児童及び家族の状況と、子ども・子育てに関する社会的支援につい

て学ぶことが本講義の目的である。子ども・子育てに関する社会的支援は、教育、保健医療など多分野からな

される必要があるが、本講義では社会福祉分野における社会的支援に焦点を当てる。

授業の目標

　　子どもや家族の状況と二憎ズを把握することが基礎となる。これに対する社会的施策、特に児童福祉分野

の諸法律、制度を理解することに加えて、児童福祉分野における現場実践についても一定の理解を得ることを

目標とする。子どもの生活や育ちを支援することは、子どもの養育者への支援も視野に入れることになる。今
後の課題と展望についても学生が自ち検討することができる力を養うことを望みたい。

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）

児童福祉の視座 子どもや家族、養育者に対する社会的支援の必要 松原康雄 松原康雄
性と、家族に対する社会的介入がどこまで可能かと （明治学院 （明治学院

いうとのバランスについて確認し、児童福祉施策の 大学教授） 大学教授）
1

意義を検討する。さらに、社会福祉施策全体の動向
を踏まえつつ、児童福祉施策を概観する。

現代の養育環境 出生数や出生率などを手がかりに、わが国の少子 同上 同上

化状況を具体的に確認する。また、子どもや子育て

中の親の状況、家族をめぐる地域社会の状況につい

2 て学び、・社会的支援に関するニーズを確認する。養

育は、家族だけでは担いきれないことから、養育環

境とは地域社会や子育て支援を実施する社会資源の
状況にも連動する。

r

子どもの権利 権利主体としての子どもについて、子どもの権利 同上 同上

条約に基づきながら学ぶ。子どもの権利条約は国連

で採択され、日本も含めて各国が批准している。子
3 どもの意見表明権、最善の利益の確保などが、実際 ／

の施策や実践の場面で実現されていくことが必要で
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）

児童福祉法と関 児童福祉法、母子及び寡婦福祉法をはじめとしてこ 同上 同上
連法制 児童と家族に関する法律について概観する。法上の

「児童」に関する規定はかならずしも統一されてい
4 ないが、子どもの権利をi擁護するという点では共通

である。

児童福祉の行財 児童福祉分野の行政、財政システムについて概観 同上 同上
政 する。行財政改革の動向は児童福祉分野にとっても

無縁ではない。また、様々な実践は、行財政という
5 背景が存在するからこそ展開できる。予算状況や、

地方自治体の役割関係などについても学ぶことにな
る
。
、

児童福祉の実施 児童相談所、各種児童福祉施設などについて、そ 同上 同上

機関、施設 の機能と役割を学ぶ。児童相談所は、措置権を有し

た児童福祉の第一線機関であり、その機能と役割を
6 理解することは重要である。児童福祉施設には、入

所、通所、利用型施設が存在する。ここでは、それ
それの施設概要について学ぶ。

地域における子 地域における子どもの育ちを支える児童館の役割 同上 同上

どもの育ちと子 や、子育て支援の意義と実態について学ぶ。児童館

育て支援 は、利用型の児童福祉施設である。また最近では乳
7 幼児とその養育者への支援にもかかわっている。乳

幼児とその養育者の支援、すなわち子育て支援は多

様であり、この点についての学習も含まれる。

保育 保育ニーズとそれへの対応、保育所の現状と課題 同上 同上

を学ぶ。保育は、養育者の就労にともなう子育ての

補完とともに、子どもの成長にとっても大きな役割
8 を果たしている。多様な保育ニーズにどのように対

応ずるのか、幼稚園や「総合施設」との関係につい
ても学ぶ。

児童虐待への取 児童虐待の状況と予防、対応、アフターケアにつ 同上 同上

組 いて学ぶ。児童虐待の把握は年々増加の一途をたど

っている。死にも至る可能性があり、子どもの成長
9 発達に重大な影響を及ぼす権利侵害である虐待に関

する理解は予防、対応などにとって欠かすことはで
きない。

非行問題とその 非行問題について、児童自立支援施設の状況や少 同上 同上
対応 年司法との関連を学ぶ。少年犯罪への司法的対応と

対比させながら、児童福祉分野での対応の特徴やあ
10 り方を考えていく。非行という問題を子ども個々の

5

責任に帰してしまうだけではなく、社会環境との関

Aで理解することも重要である。
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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）

障害児とその家 、障害児の状況、在宅・施設での支援を学ぶ。障害 同上 同上

族への支援 を有することが、社会的生活の障害にならないよう

な施策や社会環境が整備されつつある。差別を無く
11 すことだけではなく、、ともに生きる「共生社会」実

現という観点から、諸施策を点検していく。

ひとり親家庭へ ひとり親の状況と、福祉施策の構成・課題を学ぶ。 同上 同上

の支援 ひとり親の経済状況、子育てに関する悩みなどを理

解するとともに、子育て支援全般を基盤としながら
12 もひとり親固有のニーズに対応する諸施策の現状を

学ぶとともに、児童福祉施設である母子生活支援施

設の現況についても学ぶ。

児童や家庭支援 児童家庭福祉実践の体系化とその理論について学 同上 同上

の方法 ぶ。実践にはさまざまな手法（レパートリー）があ

る。個別的な対応からグループへの対応など、これ
13 まで実践を通じて体系化されてきたソーシャルワー

クを中心に、その原則や展開方法を学ぶ。

児童福祉の担い 児童福祉サービスの担い手について、専門職や地 同上 同上

手 域住民の役割を学ぶ。児童相談所で働く児童福祉司、

施設で働く児童指導員や保育士などに加えて、地域
14 には児童委員や主任児童委員という地域住民であり

ながら、厚生労働大臣の委嘱を受けて活動する人々

も存在することを学習する。

少子化時代の児 少子化時代にあって、豊：かな生育環境と養育環境 同上 同上

童福祉の課題と を児童福祉サービスは恥かに提供できるか、社会的

展望 施策の動向を踏まえてそれを展望するとともに、今
15 後の課題についても明らかにし、さらなる学習にっ

いての方向性を示す。
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＝　障害者福祉論（‘05）＝＝（R）

〔主任講師二大曽根寛（放送大学教授）〕
〔主任講師：　小澤　　温（東洋大学教授）〕

全体のねらい

　今日・障害者福祉は、国内的にも、国際的にも大きな変化が生じてきている。　「障害者福祉論」の講

義では、障害者福祉の歴史、理念、障害の概念と定義、障害者福祉の制度とサービスの体系、障害者を

めぐる環境・障害者の権利、障害者自身の運動などのテv・・・…マを通して、障害者福祉の現状について学び、

今後の課題と展望について理解を深め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）

障害者福祉の歴 1回目の講義では、歴史を通して、障害者福祉の 小澤　　温 小澤　　温
史的展開 全体像を理解することを目的とする。第2次世界大 （東洋大学 （東洋大学

戦以降から現在にいたるまでの障害者福祉の歴史 教授） 教授）

1 を、貧困対策制度から障害者福祉制度へ、障害種別

の対策期、施設設置：促進期》地域福祉重視期、措置

から契約制度へ、の5つの時代区分に分けて理解す
る。

障害者運動の歴 2回目の講義では、障害者自身がどのような運動 小澤温 小澤温
史的展開 や社会的な活動を行い、障害者福祉の歴史を築いて

きたのかを理解することを目的とする。これまで障
2 害者福祉の歴史は、法・制度の歴史に焦点をあてた

ものが多く、障害者自身の運動や社会的活動を通し

て、障害者福祉の歴史のより深い理解をすすめる。

障害者福祉の思 3回目の講義「障害者福祉の思想と理念」では、 大曽根　寛 大曽根　寛
想と理念 障害者福祉について考える際のよりどころとなる思 （放送大学 （放送大学

想や理念について、現代の問題状況をふまえながら 教授） 教授）
3 検討する。近代社会における「障害」および「障害

者」概念の位置を確認しながら基本的人権の理念が

障害者福祉の原理になっていることを理解する。

障害の概念と国 4回目の講義では、障害についての見方、考え方 小澤温 小澤温
際生活機能分類 を理解することを目的とする。特に、国際障害分類

から国際生活機能分類に改定された経過や背景を理
4　、

解することによって、障害をどのように考え、障害

によってもたらされる問題をどのように克服すべき
かについて理解を深める。

障害者福祉の対 5回目の講義では、障害者福祉制度の対象として、 坂本　洋一 坂本　洋一
象 障害児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難i （和洋女子 （和洋女子

病患者、を取り上げて、法・制度における対象の規 大学教授） 大学教授）
5 淀について理解することを目的とする。あわせて、

法・制度における対象の規定の問題点や課題につい
ても検討する。
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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）

障害者福祉の制 6回目の講義では、障害者福祉サービスの根拠と 坂本　洋一 坂本洋一
度体系 なる障害児、身体障害者、知的障害者、精神障害者

に関わる法律・制度体系を理解することを目的とす
6 る。あわせて、障害者の自立と社会参加を促進する

ための関連する多様な障害者施策についても理解を

深める。

障害者福祉に関 7回自の講義では、障害者福祉に関する「マンパ 坂本洋一 坂本洋一
わるマンパワー ワー」とはどのような種類のものであり、どのよう

な特徴をもっているのかについて理解することを目
7 的とする。また、　「マンパワー」の教育や養成のあ

り方についても理解を深める。

施設福祉の現状 8回目の講義では、障害者施設が誰の、どのよう 加瀬　　進 加瀬　　進
と論点 なニーズに応えようとしてきたのかという歴史的系 （東京学芸 （東京学芸

譜をたどりながら、「生活保障としての意義と市民 大学助教 大学助教
8 生活からの遊離」という観点から、施設福祉の現状 授） 授）

と論点を整理し、「施設福祉」の有り様を考える契
機とする。

地域福祉の現状 9回目の講義では、地域住民としての暮らしを構 加瀬　　進 加瀬　　進

と論点 成する諸要素を読み解き、それを充足する社会資源
と「施設」を含めた福祉資源の関連を整理しながら、

9 障害者の「地域福祉」および「地域生活」の現状と

論点を整理し、目指すべき地域ケアシステムの理解
を深める。

障害児の療育と 10回目の講義では、出生前から成人にいたるまで 加瀬　　進 加瀬　　進

教育 の「子どもの豊かな育ち」を軸に、療育と教育の現

状と課題を理解することを目的とする。また、「特
10 別支援教育」という新たな枠組みにおける障害者福

祉との連携についても理解を深めることとしたい。

障害者の雇用・ 11回目の講義では、職業と生活との関係を検討す 大曽根寛 大曽根寛
就労の現状と課 る。まず、現実の経済社会との関わりの中で、障害

題 者の雇用・就労がどのような現状にあるかを把握す
11 る。その上で法的なシステムの仕組みと機能をふま

えながら職業リハビリテーションの課題について学
淫する。

障害者をめぐる 12回目の講義では、障害者を取り巻く移動、交通 秋山　哲男 、秋山　哲男

移動・交通環境 環境の状況とその課題について、内外のさまざまな （首都大学 （首都大学

具体的な事例を示しながら、考察を深めることを目 東京教授） 東京教授）

12 的とする。また、交通バリアフリー法の意義とその

課題についても検討し、よりよい交通、移動環境の

あり方について理解を深める。
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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）

障害者をめぐる 13回目の講義では、移動、交通環境からさらた視 秋山　哲男 秋山　哲男
まちづくり 野を広げて、都市、地域環境の整備を含んだ「まち　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

づくり」の現状と課題について、さまざまな地域事
13 例を紹介しながら理解を深めることを目的とする。

あわせて、「まちづくり」の評価視点について何が

必要であるのかを考察する。

障害者の居住環 14回目の講義では、障害者の居住環境に焦点を当 秋山　哲男 秋山　哲男
境 て、具体的な住宅状況にふれながら、住宅改造のあ

り方について理解を深めることを目的にする。また、
14 住宅改造のあり方を通して、障害者にとってのより

よい住環擁とそれを実現する住宅政策のあり方につ
いて理解を進める。

障害者福祉の課 15回目の講義では、これまで学んできた講義をふ 小澤　　温 小澤　　温
題と展望 まえて、今後、日本の障害者福祉はどうあるべきか、

どのような方向で改革を進めるべきなのかについて
15 理解することを目的とする。特に、障害者差別禁止

の国際的な動向や利用者中心の福祉改革の動向につ
いて考察を深める。
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科目名（メディア）＝＝ 高齢期を支える社会福祉システム（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

栃本　一三郎（上智大学教授）　　〕

浅野仁　（関西学院大学教授）〕

講義概要
　人口減少社会における高齢期を支える社会福祉システムを高齢者、サービス、政策のそれぞれレベルから検

討していく。特にわが国は国民の113が高齢者となる一方、人口そのものが激減することになる。そめような

社会にあって高齢期を支える社会全体のシステムは従来の常識や施策の発想からは生まれない。すでに人口減

少社会となりkかつそのようななかで高齢者がつつがなく生活する仕組みを先行して構築しでいるヨーロッパ

と対比しながら、広い視点に立ってわが国のこれからの福祉システムのあり方を学ぶ。

授業の目標
　これからの日本社会の正確な未来像を描くとともに、高齢期を支える仕組みとして日本に欠けたものを諸外

国の例から知るとともに、一方人口減少社会においてわが国に適した地域に高齢期を支える社会福祉システム

を地域住民が自ら考え、作るあげるための知識、方法を学ぶ。又、高齢社会を支えるための維続教育の重要性

についても理解する。

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）

人口減少社会の すでに20世紀末に人口減少社会に転じたヨーロッ 栃本一三郎 栃本一三郎

なかでの高齢者 パと対比しながら、世界に類を見ない大規模・急激 （上智大学 （上智大学

会の展望 な人口減少に直面するなかで迎える高齢社会の特殊 教授） 教授：）

性を明らかにする。3000万高齢者が定常的に数十年
1

に渡って存在する社会のイメージとそのなかでいか

なる社会システム・経済システムが求められるかを
明らかにする。そして、そのシステムが＝構築されな

いと将来衰退する社会となろうことを指摘する

高齢者に関する 高齢期における社会福祉システムの学習に先立っ 浅野　　仁 浅野　　仁

知識とイメージ て、その対象である高齢者に関する知識とイメージ 一（関西学院 （関西学院

について自己評価する。ここでの要点は、高齢者に 大学教授） 大学教授）

2 対し誤解に基づく知識が多く、そのために否定的イ

メージをもつ傾向があることを解説する。さらに、

高齢者自身の暦年齢よりも若い認知年齢についても

紹介する。

高齢期の身体機 加齢に伴う心身機能の低下は老化と呼ばれるが、こ 黒田研二 黒田研二
能と介護予防 の機能低下をいかに先送りするかが「介護予防」と （大阪府立 （大阪府立

して、現在重要な政策課題となっている。介護予防 大学教授） 大学教授）

のためには、人々が老化の過程、特に要介護状態を

もたらすことの多い病的老化や生活習慣病について
3 の理解を深め、自ら介護予防の活動に参加すること

が重要である。要介護状態をもたらす脳血管障害、

骨折、学用症候群などについて学ぶと共に、介護予

防の条件となる運動や食事の意義、人々が参加しや
すい地域活動としてめ介護予防のあり方を考える。
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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）

心理・精神的機 人の行動が加齢によってどのような影響を受けるか 藤田綾子 藤田綾子
能と加齢の関係 は、感覚・知覚、知能、記憶、学習能力、パーソナ （大阪大学 （大阪大学

リティなどの心理的機能の変化とその人を囲む社会 大学院教 大学院教4 環境によって異なってくる。そこで、本講義では高 授） 授）

齢期の行動特性を心理的機能の変化と社会的な関係

から概観し、高齢期の社会適応のあり方を探る。

高齢期のQO：L 高齢期は、これまでの人生を振り返り、　「これから 藤；井美和 藤井美和
とスピリチュア どう生きるのか」、また「どのように人生を統合し （関西学院 （関西学院
リティ ていくか」という課題に向かい合う時期である。高 大学助教 大学助教

5
齢期のクオリティ・オブ・ライフ（QO：L）は、どの、 授） 授）

ような内容か。まず、QO：しの概念を整理した上で、

QOLからみた高齢期の課題を明らかにし，さらに
QO：L概念を構成するスピリチュアリティの重要性を
取り上げる。

高齢者と世代間 高齢者と子・孫世代との関係、さらに高齢者とその 栃本一三郎 栃本一三郎
構築くそれらを 親世代との関係といった世代間関係は、経済的・身 （上智大学 （上智大学

つなぐ家族と地 体的な扶養関係とともに世代間交流としても捉えて 教授） 教授）

6
域〉 いく必要がある。従来の私的扶養関係と社会保障な

どによる社会的扶養関係は家族を軸に、世代間交流
　　　　　覧ﾍ地域を軸に検討し、ヨーロッパにおいても日本に

おいても今後とも高齢期を支える重要な社会システ

ムであることを論じる

高齢社会と高齢 、今後の高齢社会に対する施策は従来のような狭義の 栃本一三郎 栃本一三郎
社会政策 老人福祉や既存社会保障の枠組みを超えた政策的視 （上智大学 （上智大学

点が求められる。本講で、あらためて高齢期を支え 教授） 教授）

7 る社会システム・生産労働システム・社会福祉シス

テム構築のための高齢社会政策について論じ、6回ま

でを総括するとともに8回以降の個別政策の橋渡し
をおこなう

所得保障の課題 年金が今後も公的な所得保障の中心として位置づけ 栃本一三郎 栃本一三郎
と今後の展望 られるが、注目しなければならないのが最適生活を （上智犬学 （上智大学

保障する全体的なシステムである。それには生活保 教授） 教授）

8
護や就労なども含まれる。EUなどにおけるさまざ
まな制度、サービスを用いた最低生活保障の姿を明 ゲスト：

らかにするとともに、それらを基礎とした生活のあ 駒村康平
り方を展望する （東洋大学

助教授）

高齢期を支える 高齢者医療保険制度が新たに創設される。このシス 川渕孝一 栃本一三郎
医療と地域にお テムが介護保険制度とあわせて地域で高齢者が健康 （東京医科 （上智大学

ける保健医療シ に過ごすための大きな柱となる。そこで行われるサ 歯科大学大 教授：）

9
ステム 一ビスく福祉との連携などについて論じるとともに、 学院教授）

広くわが国の医療保険制度の課題と医療技術の先端 川渕孝一
についても紹介する （東京医科

歯科大学大
学院教授）
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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）

高齢者を取り巻 単に、高齢者の住宅について論じるだけではなく、 園田眞理子 園田眞理子
く空間と移動 高齢者の取り巻く空間設計がどのようなものとして （明治大学 （明治大学

形作られているのか、持続可能な適正規模；の自治体 ，助教授） 助教授）

が既に形成されているヨーロッパと比較しながら、
10

高齢者がつつがなく生活できる空間のあり方、生活

基盤について解説する。その際、高齢期にあっても

住居地を大きく変える動きが出てきている。これら

についても紹介する

高齢期における まず、国が提供している在宅福祉サービス（要援護 浅野　　仁 浅野　　仁

社会福祉システ 高齢者対策・’ ﾐ会活動促進対策）と地域において実 （関西学院 （関西学院

ムーその1一 施されている在宅福祉サービスについて概観し、次 大学教授） 大学教授）
11 に高齢者が一方的にサービスを受ける対象としてで

はなく、地域で生活する市民として社会参加をとお

して社会貢献する重要性について指摘する。

高齢期における 施設福祉対策は入所施設と利用施設に大別される 浅野　　仁 浅野　　仁

社会福祉システ が、従来の大規模型入所施設は介護保険制度のもと （関西学院 （関西学院

ムーその2一 で、ユニットケアの導入や地域密着型サービスへの 大学教授） 大学教授）

12 転換が図られている。最新の施設サービスのケアの

取組みや地域に根ざした施設サービスの今後の方向
．について考察する。

介護保険制度の ドイツ、オランダとともに介護保険制度による高齢 栃本一三郎 栃本一三郎

あり方 者介護のシステムを構築したわが国の介護保険制度 （上智大学 （上智大学

について、各国のその後の法律改正および現場にお 教授） 教授）

13 けるサービスの質の維持のための新しい試みなど改

正以降のサービスの変化、現場での対応、新しい取

り組み、課題などについて検討する。

高齢期を支える 高齢期を支える保健、医療、福祉、介護分野に従事 浅野　　仁 ’浅野　　仁

専門人材 する専門人材の現状と課題について解説する。介護 （関西学院 （関西学院

保険制度の導入によって、サービスの質の向上が最 大学教授） 大学教授）

14 重要課題となっていることから、より良いサービス

を提供する専門職の養成に向けて、学校教育や現任

訓練教育のあり方についても検討する。

これからの高齢 最終回の本講義では、福祉先進国の社会福祉システ 浅野　　仁 浅野　　仁

者福祉 ムを参考にしながら、高齢期を地域で安心して、生 （関西学院 （関西学院

き生きと生活できる条件について、社会福祉政策の 大学教授） 大学教授）

15 立場から論じる。具体的には、少子高齢社会の課題、

社会福祉システムにおける国と地方自治体の関係、 栃本一三郎

公私の役割分担、地域社会における高齢者の役割な

どについて考える。
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＝： g体福祉論（‘07）r（TV）
　　一身体運動と健康一

〔主任講師：宮下充正（放送大学教授）　〕
〔主任講師：臼井永男（放送大学助教授）〕

講義概要

　福祉という言葉は、幸福な状態を意味する。近年、身体福祉論はからだに幸せをもたらす道筋を解き明かす

領域として使われ始めた。本講義では、健康の保持・増進に重要な役目をはたす身体運動実践の理論と実際を

解説する。特に実際面では、身体運動の中から、多くの人たちが興味を示す10種類の運動を取り上げ、それぞ

れの力学的、そして、生理学的特性を明らかにするとともに、実践の具体的方法を説明する。

授業の目標

　身体運動は実践してこそ、健康に資するものである。この講義を通して、身体運動の重要性を理解し、運動

を実践する習慣を日常生活の中に身につけることを願っている。

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）

からだの理解を 介護に疲れて病に伏す例は、度々耳にする話であ 宮下　充正 宮下　充正
通して福祉を考 る。また、介護者のアンケート調査によると、身体 （放送大学 （放送大学
える 的負担が大きいことを訴える人が多い。介護の仕事 教授：） 教授

が：負担となるかどうかは、介護者の体力水準との相
1 対的な問題である。トレーニングによって体力水準

を高めることと、適切な休養をとって疲労からの回

復を億かることは、介護者にとって有利な条件とな

る。これまでの福祉施策に欠けていたこの面につい
て解説する。

、

運動不足病から 機械化・省力化が顕著になり始めたのは、1950年代 樋口　満 樋口　満
生活習慣病へ からであり“運動不足病”という言葉が広まった。 （早稲田大 （早稲田大

そして、高齢化が進行するとともに“成人病”とい 学教授） 学教授）

2 う言葉が使われるようになった。20世紀末になって
それらは“生活習慣病”という名称でまとめられる

ようになった。そのような経過について調査・研究
デ」タを基に解説する。

身体運動の生理 身体運動が健康に資するためには、実施する運動の 臼井三男 臼井三男
学的基礎 強度、頻度、継続期間が適正でなければならない。 （放送大学 （放送大学

特に、運動強度は、強すぎれば障害をもたらすし、 助教授） 助教授）
3 弱すぎれば効果が薄れる。この点について、心拍数、

血中乳酸濃度、主観的運動強度という観点から勧説

する。

一3　66　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）

成長と老化から からだを自由に動かせる能力は、日常生活を送る上 樋口　満 樋口　満

みた身体運動能 で欠かせない。この身体運動能力は、遺伝的要因に 〈早稲田大 （早稲田大

力 よって成長とともに向上し、成熟後は加齢とともに 学教授） 学教授）

4 退行する。しかし、環境的要因（運動実践のあるな

し）で、その向上や退行の度合いが異なる。これら

の点について、最新の研究成果に基づいて解説する。

運動実践による 年齢にかかわらず運動不足がざまざまな疾病を引き 樋口　満 樋口　満

健康度の改善 起こすことは、すでに明らかにされている。しかし、 （早稲田大 （早稲田大

運動不足の影響は直ちに自覚されず、“沈黙の病気” 学教授） 学教授）

5 ともいわれる。そして、いわゆる健康診断によって

発見されることが多い。その多くは、運動を実践す

るようになって改善される。運動実践と健康度の改

善について研究報告に基づいて解説する。

ストレッチング ストレッチング・エクササイズとは、．筋肉を伸ばす 水村真由美 水村真由美

とレジスタン 運動である。筋肉自体は伸びることができないので、 （お茶の水 （お茶の水

ス・エクササイ 他から力が加えられなければならない。その方法と 女子大学助 女子大学助

ズ 効用について解説する。また、レジスタンス・エク 教授） 教授）

6 ．ササイズとは、適当な抵抗を負荷された状態で筋肉

が活動することである。その際抵抗の大きさ、そし

て動作の様式が重要となる。それらの点について具

体的に解説する。

手軽にできるウ 運動不足が認められる人に対して、多くの医師は手 山本正嘉 山本正嘉
オーキングと山 軽にできるウォーキングをすすめる。しかし、どの （鹿屋体育 （鹿屋体育

登り 程度のスピードで、どのくらいの時間歩けばよいか 大学教授） 大学教授）

といった具体的な指示を与えることは少ない。ここ
7 では、能力に合わせた歩き方を具体的に解説する。

さらに、歩く能力に自信がつくと山登りを試みる人

がでてくる。山登りは危険をともなうので、注意す

べき点について解説する。

ジョッギングと ジョッギングは自分のペースで走ることを指す。し 臼井　永男 臼井　永男

市民マラソン たがって、ジョッギング中に障害はそれほど発生し （放送大学 （放送大学
＼ ない。ジョッギングを継続し走能力が向上してくる 助教授） 助教授）

と、市民レベルのマラソン大会に参加する人がでて
8 くる。市民マラソン大会といっても決められたルー

ルに基づいて行われるため、ある種の緊張がもたら
されマイペースを見失い、過度な疲労を招くことが

ある。どのような注意をすればよいのか解説する。

音楽と楽しむダ エアロピック・ダンス、ジャズ・ダンス、民族舞踊 水村真由美 水村真由美

ンス・エクササ など、さまざまなダンスが、健康の保持・増進のた （お茶の水 （お茶の水

イズ めに実践されている。その中から、いくつかの種目 女子大学助 女子大学助
9 を選んで、運動の強度、発生しやすい障害について 教授） 教授）

解説する。
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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）

冬の楽しみ雪上 冬季になると雪が積もって、野外での運動ができな 福崎千穂 福崎千穂、
ウォーク くなる地域がある。そのような地域に住む人はもち （東京大学 （東京大学

10
うん、そうでない人でも、雪上を歩くという運動（クロスカントリースキー、かんじきウォーク）を実践

大学院客員
赴ｳ授）

大学院客員
赴ｳ授）

している。そのような雪上での運動の用具、方法、
強度などについて解説する。

だれでもできる 水中での運動（スイミング、水中ウォーキング、．ア 福崎千穂 福崎千穂
アクア・エクサ クアビックスなど）は、浮力が作用するため、過体 （東京大学 （東京大学

11
サイズ 重の人、下肢に障害のある人が実践しやすい6それ

轤ﾌ運動について、ヵ学的特性と、生理学的静性を
大学院客員
赴ｳ授）

大学院客員
赴ｳ授）

解説し、具体的な方法について紹介する。

仲間と楽しめる テニスもゴルフも、ボールを打つ練習は1人でもで 渋谷　隆良 渋谷　隆良
テニスとゴルフ きる。しかし、より楽しむためには＼テニスは2人 （東洋英和 （東洋英和

か4人でゲームするし、ゴルフは2～4人でコースを 女学院大学 女学院大学
12 回る。そして、ある程度技術が身につけば、高齢に 助教授） 助教授）

なっても仲間と楽しむことができる運動である。こ

の2つの種目では、用具が重要な役目をはたすので、
’その点も含めて、解説する。

自然を楽しむフ フィッシングといってもいろいろあるが、そのなか 宮下充正 宮下充正
イツシング でもからだ全体を動かす“川釣り、”と海浜での“投 （放送大学 （放送大学

13
げ釣り”を中心に、用具、技術、その他注意すべき

桙ﾉついて、解説する。

教授） 教授）

＼

室内で行うマシ 民間のフィットネス・クラブやアスレティック・グ 福崎千穂 福崎千穂
ン・エクササイ ラブでは、さまざまなトレーニング・マシンが設置 （東京大学 （東京大学

14
ズ されていて、利用者はいろいろな熱度が実践できる。

ﾜた、地方自治体でも類似の施設を整備し始めてい
大学院客員
赴ｳ授）

大学院客員
赴ｳ授）

る。これらのマシンの使い方と、利用上注意すべき
点について解説する。

望ましい“次” 子どもの体力の低下が指摘されているにもかかわら 宮下充正 宮下　充正
を目指して努力 ず、学校での体育の授業時間は短縮される。働き盛 （放送大学 （放送大学

しよう りの人たちは高度情報化社会の下で、これまでにな 教授） 教授）

15
いほどのストレスを受けることになる。加えて高齢

ﾒは増え続ける。このような時代に、各自が望まし

い“次”を目指して努力していかなければ幸せな社

会を持続できない。そのための方策について、指摘
したい。
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＝　地域福祉論（‘06）＝（R）

〔主任講師：　牧里　毎治（関西学院大学教授）〕

全体のねらい
　地域福祉が住民主体を基本とする地域社会をべ一層目一スにしたサービスとケアのシステムであることを理解する。この場合、

地域住民は、サービスの受け手であるとともにサービスを創出する担い手でもあることを学ぶ。国から地方への中央集権的，

『上意下達的な縦割り型の法令や補助金に拘束された官僚的福祉行政ではなく、生活者である住民の目線から自治体を含む

様々な専門職団体や住民団体とともに多様な生活支援サービスや市民活動を横につないでいく取り組みであることを理解
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
地域福祉の

@理念と概念

　地域福祉とはなにか。その概念を説明します。

n域福祉の範囲と構成をアプローチの仕方によって説明しま
ｷ。大きくは社会構造の一つとしてとらえ、もう一つは社会

I機能としてとらえるアプローチです。あわせてこれらの地
謨沁ャVステムを支えている理念、たとえばノーマライゼーションやエン

pワづント、あるいはコミュニティケアなどについても述べます。

牧里　　毎治
i関西学院大

w教授）

牧里　　毎治
i関西学院大

w教授）

2
地域福祉の

@源　流

　歴史的にみると、地域福祉はどのように進展してきたか。

｢米での野駈的展開を含めて、とくに戦前日本の地域福祉の

ｹ流をたどります。地域福祉ではなじみの深いセツルメント

^動や中央慈善協会、地方改良運動、方面委員制度など、日

{的取り組みと欧米での歴史的展開を対比させながら説明を
ｵます。

永岡　正己
i日本福祉大
w教授）

永岡　正己
i日本福祉大
w教授）

3
戦後日本の

@地域福祉

　戦後日本の社会福祉の歩みをみると、戦後復興から今日の

n方分権まで、社会福祉体制の整備とともに地方自治体を中

Sとする地域福祉政策への指向が高まってきています。福祉

ｭ策の地域指向がどのように生じてきたのか、その変化と歩

ﾝおよび社会的背景を述べます。それとともになぜ地域福祉
ｪ台頭してきたのか理由をさぐります。

同　上 同　上

4
地域福祉の“

@構成と範囲

　地域福祉とは具体的にはどのような範囲と内容をもつシス

eムなのか、また、どのように構成されているのかを体系的

ﾉ説明します。サービス体系としの在宅福祉サービスと施設

沁ャTービス、運営要件としての住民組織化活動、計画化機

¥などについて言及します。さらに地域福祉システムを支え
骼ｩ治体運営と住民参加の重要性につても述べます。

野口　定久
i日本福祉大
w教授）

野口　定久
i日本福祉大
w教授）

5
地域福祉における
Tービス供給組織　　　　　　一

　在宅福祉サービスおよび施設福祉サービスともに、これら

ﾌサービスは、様々な供給組織によって提供されている。こ
ﾌ多元的なサービス供給の実態と課題について説明します。

ﾜた、これらの多様なサービス供給組織の連携や統合の必要

ｫについても言及します。特に介護保険の制度化にともなう
n域福祉のあらたな政策・実践の課題についても述べます。

同　上 同　上

6
福祉施設と

@地域社会

　施設福祉から在宅福祉へのシフトが地域福祉の主要な潮流

ﾆも言われてきましたが、施設建設反対運動のようなコンフ

潟Nトも起こっています。

n域福祉を実体として形づくっていくには、福祉施設が地域
ﾐ会の福祉拠点にならなければならないことを述べます。福

ヮ{設の社会化などをふゆかえりながら今日的課題について

燒ｾします。

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）

地域福祉推進の中核的機関である社会福祉協議会の特質お

よび戦後50年の実践を振り返りながら民間組織として0役割

7
社会福祉協議会

@NPO

と課題について説明します。福祉施設などの社会福祉法人と

ﾍ異なる市民参加型の法人としての展望にも言及します。
藤井　博志
i神戸学院大

藤井　博志
i神戸学院大

NPOなどの新しいタイプの公益法人との連携や社会福祉協議 学助教授） 学助教授）

会のNPO的運営についても述べます。

イ
福祉コミュニティの形成にはボランティア活動や地域での

助け合い活動など市民参加型のまちづくりを欠かせません℃

8
ボランティア．
?ｮと福祉教育

福祉社会を構成する主体者としての住民やボランティアの成

ｷが望まれています。地域福祉に密接に結びついている福祉
ｳ育や福祉学習について住民の主体形成を促進する視点から

同上 同　上

＼ これらの実態と課題について述べます。
ビ

－

民生委員・児童委員は歴史的にも日本的地域福祉の原点で

もあり、今日の地域福祉②主要な担い手でもあります。これ

9
民生委員・児童委員

ﾌ現状と課題

ら民生委員・児童委員の地域福祉に果たしてきた役割や活動

ﾀ績について評価するとともに、あわせて地域社会で独自に

ｧ度化されている福祉委員の実態についても現状を説明しま
同　上 同　上

　　　　　　　　　　　　　　、ｷ。

地域福祉の主体者として住民がサービスの受け手でもあり
担い手でもあ筍ことを説明しま凱住民が福祉における住民

住民主体形成と
自治の主役にならなければならないことの重要性について述

10
当事者組織 べます。住民の主体形成だけでなく、福祉問題を抱える様々

ﾈ当事者についても受益者でもあり担い手でもある主体者と

同’上 同　上

しての成長の必要性を述べます。

生活圏としての地域社会にねざした地域ケアシステムは、

サービス供給の仕組みづくりだけでなく福祉情報の提供や情
福祉の情報提供相 報公開、ニーズ把握の実態調査や継続的な相談体制づくりく

11 談・苦情解決 苦情解決などのシ客テム化が必要です。ニーズ発見、問題把 牧里　毎治 三里　毎回
のシステム化 握から苦情解決などまで市民参加による取り組みが求められ

ていることにも言及します。

住民参加は、地域福祉にとって重要な本質的要素です。そ

の参加・参画を促進するには専門職であるコミュニティワー

コミュニティワー カーによる支援が必要となります。住民福祉活動や福祉のま
12 クと福祉のまちづ ちづくり活動を支援する専門的方法をコミュニティワークと 同　上 同　上

くり いいますが、その現状と課題を説明します。コミュニティワ
一クは、地域福祉の方法といえます。

地域ケアシステムの構築であれ、住民の福祉活動支援であ

れ、これらの諸活動を支える人材や組織を確保するには公的

13
地方自治体の

@地域福祉財政

な財源がなければ成り立ちません。これらの地域福祉にかか
墲髓n方自治体の財源がどうなっているかを説明しまナ。あ

山本　　隆
i立命館大学

山本　　隆
i立命館大学

わせてこれらの地方自治体における財政状況や課題について 教授）’ 教授）

も地域福祉にかかわる範囲で言及します。
，ノ

税金以外の地域福祉を支える民間財源について現状と課題

について説明します。伝統的で代表的な民間財源としては共
一酊一

14
地域福祉の

@民間財源

同募金≧福祉基金などがありますが、これらの寄付による方

@以外の財源調達の方法、たとえば利用料（料金）方式やあバ

Uーなどのイベント型資金獲得などについても現状と課題を
同　上 同　上．

述べます。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 請　師　各

（所属・職名） （所属・職名〉

最後にまとめにかえて、これまでの社会福祉計画をふまえ

15

地域福祉計画の策

閧ﾆ公私協働

て新しい地域福祉計画の策定の意義と展望について説明しま

ｷ。地方分権時代の地域福祉にとっては地方自治をどのよう

ﾉ発展させるかが重要な論点になりますが、その具体化には 牧里　毎治 牧里　毎治

・官民協力
地域福祉計画をどう策定するかが大きな試金石になることを

qべます。
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＝　社会保険と市民生活（‘04）ニ（R）

〔主任講師：久塚純一（早稲田大学教授）〕
〔主任講師：大曽根寛（放送大学教授）〕

全体のねらい
　今日の日本社会においては、ほとんどすべての需民が社会保険と何らかのかかわりを持ちながら生活を送るようにts’って

いる・「社会保険と市民生活4というタイトルのこの講義は、私たちの生活にとって切り離すことができなくなっている社
会保険の成立の背景・その仕組み、活用方法と課題について考察し、就労形態が多様化している現代の状況もふまえて：職業

生活とのかかわりについても理解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
「社会保険と市民

ｶ活」への招待

講義全体のねらいと進め方について理解する。第1回目の講
`「社会保険と市民生活（‘04）への招待」は、社会保険が私たちの生活と密接な関係を持っていることを踏まえて、’

u義全体を通じて考えることになる諸テーマについて概括的

ﾉ考察し、理解することを目的とする。

大曽根　寛
i放送大学教

�F）

大曽根　寛
i放送大学教

�j

v塚　純一
i早稲田大学

ｳ授）

2
労働者保険から今
冾ﾌ社会保険へ

労働者に限定されていた社会保険の対象が、市民レベルに拡

蛛E普遍化してゆく過程について具体的に理解する。第2回

ﾚの講義「労働者保険から今日の社会保険へ」は、労働者の

ｽめの社会保険の登場から、全国民を対象とする制度へと発

Wしてきた道のりをたどり、国家・社会・経済にとって不可
№ﾌものとなっていることを学習することを目的とする。

品田　憎憎

i神戸市外国

齣蜉w教授）

品田　門門
i神戸市外国

齣蜉w教授）

3
市民生活におる社

?ﾛ険

@（

現代社会における社会保険の概要を把握した上で、実際的機

¥を確認する。第3回目の講義「市民生活におる社会保険」

ﾍ、私たちの日常生活と社会保険がどのようにかかわってい

驍ｩを、保険給付のメニュー、保険料の支払い、担当する行
ｭ組織など実際的な側面から、具体的に理解することを目的
ﾆする。

大曽根寛 大曽根寛

4
社会保障における

鞄ｾ保障と年金保

ｯ

社会保障は様々な形で私たちの生活とかかわっている。喪
ｸ・減少した所得を保障することも社会保障の重要な役割の一つである。第4回目の講義「社会保障における所得保障と

N金保険」は、社会保障の中で所得保障が占めている位置に

ﾂいて、理論的側面と現状について理解するとともに、実際

ﾌ年金保険制度が社会保障の中でどのような位置を占めてい
驍ｩを考察することを目的とする。

山田　　　晋
i明治学院大

w教授）

山田　　　晋

@（明治学院大
C学教授）

5
年金保険の構造と

ﾌ系

年金保険を広く捉えれば、公的なものと私的なものの両者が

ﾜまれることとなる。とはいえ、公私の年金保険の間には、

蛯ｫな相異点が存在している。それらの異同性をどのように

ｨえるかによって、議論の展開も異なってくることになる。

謔T回目の講義「年金保険の構造と体系」は、公的年金と私

I年金の構造的弓同性に関して、理論面と実際面の両側面か
迯l察し、理解することを目的とする。

久塚　純一
i早稲田大学

ｳ授）
久塚純一
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
i所属・職名）

　　　，〆

咜嵐S当
uド師　名
i所属・職名）

6
社会保険としての

N金

所得保障の中心的役割を果たしているものは年金保険であ
驕Bしかし、少子化・高齢化社会の到来により、社会保険と
ｵての年金保険には数多くの課題が突きつけられている。第

U回目の講義「社会保険としての年金保険」は、所得保障の

?S的役割を果たしている年金保険の意義・体系・仕組みに
ﾂいて概括的に考察し、理解することを目的とする。

●久塚　純一 久塚　純一

7
企業年金の意義と

d組み

　　　　　　　　　　　　　　ﾐ会保障についての理解を深めるためには、社会保障におけ

骭�рﾌ役割と位置づけについての考察は不可避である。そ

ﾌ意味では、企業年金は恰好の題材を提供してくれるものと

｢える。第7回目の講義「企業年金の意義と仕組み」は、社

?ﾛ障における公私の役割と位置づけをベースとして、企業
N金について考察し、理解することを目的とする。

伺　　上 同♂　上

8

社会保障における

纓ﾃ保障と医療保

ｯ

私たちの生活にとって、「傷病」は様々な問題を引き起こす

ｱととなる。医療保障という形で「傷病」に対応することは

ﾐ会保障の重要な役割の一つである。第8回目の講義「社会
ﾛ障における医療保障と医療保険」は、社会保障の中で医療

ﾛ障が占めている位置について、理論的側面と現状について
揄�ｷるとともに、その中心的役割を担っている医療保険の

軏{的仕組みについて＝概括的に考察し、理解することを目的

ﾆする。

同　　上 同　　上

9
社会保険としての

纓ﾃ保険

社会保険の制度では、　「傷病」は「保険事故」として位置づ

ｯされることとなる。保険の給付という形で「傷病」に対応

ｷることは社会保険の基本的な役割の一つである。第9回目
ﾌ講義「社会保険としての医療保険」では、社会保険の制度

ﾆしての医療保険の意義・体系・具体的仕組みについて考察

ｵ、理解することを目的とする。　　　　　　一

同　　上 同　　」；

10
高齢者の医療保障
ﾆ医療保険

高齢者にとって、「傷病」は独得の位置を占めることとなる。

ﾜた、社会保障の財政という観点からも高齢者の医療保障に

ﾂいては議論が積み重ねられ、制度的改変も繰り返し行われ

ﾄいる。第10回目の講義「高齢者の医療保障と医療保険」
ﾅは、高齢者の医療保障が形成される過程と揺れ動いている

ｻ状について、高齢者にとっての医療という観点から考察し、
揄�ｷることを目的とする。　　　　　　　　一

同　　上 同　　上

11
社会保険としての

諟?ﾛ険

高齢者介護を社会化することを目指した介護保険の仕組みと

ｻ状を理解する。第11回目の講義「社会保険としての介護保
ｯゴは、介護保険が医療保険の一部とあわせて老人福祉の一

狽�謔闕桙ﾝながら、独自の社会保険として成立した事情と

ｻ実に果たしている機能ついて学習することを目的とする。
品田　三儀 品田　三儀

12
変容する職業生活
ﾆ社会保険

職業生活のあり方と社会保険は大きく関わっている。とりわ

ｯ、雇用労働者層の増大や雇用形態の変化が社会保険に大き

ﾈ影響を与えている。第12回目の講義「変容する職業生活と

ﾐ会保険」は、資本主義社会において労働保険が登場してき

ｽ背景を基礎におきながらも、現代の多様な働き方との関係

ﾉついて学習することを目的とする。

山田　　晋 山田　　晋
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

雇用されて働く者が業務活動との関連で災害にあった場合、

労働者の生活をどのように支えるかを考える。第13回目の講

13
労働者災害補償保
ｯの仕組みと機能

義「労働者災害補償保険の仕組みと機能」は、労働災害に備

ｦるものとして用意されている「労働者災害補償保険」につ
｢て、’歴史的背景、制度の仕組み、現実的な機能などを理解

品田　充儀 品田　三儀

することを目的とする。

雇用されて働く者が失業の危機にさらされた場合、彼らの生

活をどのように支えるかを考える。第14回目の講義「雇用

14
雇用保険の仕組み

ﾆ機龍

保険の仕組みと機能」は、失業という労働者の危機に備える

烽ﾌとして用意されだ基本的な制度である「雇用保険ゴにつ

｢て、歴史的背景、制度の仕組み、現実的な機能などを理解
山田　　晋 山田　　晋

．するヒとを目的とする。

社会保険の諸制度にみられる各種の給付を確かなものとする

ためには、権利と義務に関する考察が不可欠である。第15回

15 社会保険をめぐる
s民の権利と義務

目の講義「社会保険をめぐる市民の権利と義務」は、各種の

ﾐ会保険にかかわる市民の権利と義務について考察し、理解
ｷることを目的とする。また、これからの社会保険のあり方

久塚　　純一
久塚　純一

蜻]根　寛
を展望し、将来の方向性についても検討する。

／
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＝　アジアの社会福祉（‘06）＝ （R）

〔主任講師（現職名）：萩原康生（大正大学教授）〕

全体のねらい

　アジアは政治的にも経済的にも変動の中にある。そして、その政治経済の変動の中で、社会福祉も大

きく変わろうとしている。かつては、慈善救済的な福祉が主流であったが、現在は社会開発が重要な位

置を占めつつある。また、社会保障もいくつかの国では、発展の段階に入っている。本科目では、これ

らのアジアの社会福祉の新しいうねりを学習する。

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）

アジアの社会福 アジア諸国は、大きな変動の中にある。躍動する経 萩原康生 萩原康生
祉・社会保障の 済がある一方で、その経済成長から取り残される 〈大正大学 （大正大学

特徴と問題点 人々が多くいる。国際機関・団体と各国政府は、大な 教授） 教授）

1 り小なりそれらの問題に対応しようとしている。本

章では、政治経済の変動によって生成された社会福

祉諸問題ヘマクロの視点からアプローチする。

貧困不平等と福 貧困と経済的不平等は経済的先進国であろうと発 萩原康生 萩原康生
祉 展途上国であろうと、国民生活を脅かす最大の問題 （大正大学 （大正大学

である。特に社会的セーフティネットの十分整備さ 教授） 教授）

2 れていないアジアの開発途上国では、多くの国民が
貧困と不平等の重圧に喘いでいる。本章ではその実

態を明らかにし、さまざまの対応策を検討する。

子どもと福祉 本章では、アジアの子どもの権利条約に基づく国 桂　良太郎 桂　良太郎

際協力や協働、開発の現状と課題に焦点を置きなが （立命館大 （立命館大

ら、1．国内外におけるアジアの子どもの状況はど 学教授） 学教授）

うなっているか。2．子どもの権利を救済・保障して

いくために現行法や制度はどこまで有効か、そして

3 3．アジアの子どもの権利保障において、子どもの
権利条約はどのような可能性をも6ているか、その

課題と展望について考察してみたい。そして、21世

紀こそ真の「子どもの福祉の世紀」にするための手

立てについて、アジアにおける児童福祉の共通した

問題点や課題等について整理してみたい。

ジェンダーと福 アジアの女性が置かれている状況を、女性の人口、 中西由起子 中西由起子

祉 女性観、男性との間の経済的社会的格差の点から考 （アジア・ （アジア・

察する。そのような状況の中から女性がエンパワー ディスアビ ディスアビ
4 され、ジェンダーの問題が広く取り上げられ、政策 リテイ・イ リテイ・イ

策定への参加にまで至るようになった軌跡をたど ンスティテ ンスティテ

り、ジェンダーと社会福祉を検討する。 一ト代表） 一ト代表）
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障害と福祉 アジアの途上国においても第1次、および2次の 中西由起子 中西由起子
アジア太平洋障害者の十年忌よって障害分野で多く （アジア・ （アジア・

の発展がみうけられる。アジア各国での障害の社会 ディスアビ ディスアビ
5 的弓＝済的状況をさまざまな観点から考察し、障害者 リティ・イ リティ・イ

をめぐる課題を論じる。また自助団体の育成、、CBR ンスティテ ンスティテ
や障害者条約など、障害者のエンパワーメントのた 一ト代表） 一ト代表）

めの戦略にも言及する。

高齢者と福祉 高齢者の介護や福祉の問題は、社会的・文化的、歴 桂　良太郎 桂　良太郎
史的背景の異なるアジアの国々においても共通した （立命館大 （立命館大

重要な社会問題となりつつある。本章では、急速に 学教授） 学教授）

高齢化するそれぞれの国々の現状と、将来にむけて

どのように対処しようとしているかについて、いく

6 つかの国々（シンガポール、マレーシア、ベトナム、

ノ
中国等）における取り組みを紹介しながら、特に多様

な家族構造や機能および家族規範がどのように関わ

っているかという視点を加味し、アジアに共通した

高齢者福祉の特徴や問題点について考察してみた
／

い。・

難民と福祉 人間の安全保障では、欠乏からの自由と恐怖から 萩原康生 萩原康生
の自由が達成課題として掲げられている。これらの （大正大学 （大正大学

二つの課題を抱えて、最も危機的生活をおくってい 教授） 教授）
7 るのが難民である。本章では、それらの難民の実態と

国際的な難民昏の対応の実態とあるべき姿を検討す
る。

社会的排除と福 貧しい人たちは、単に経済的に貧しいというだけ 萩原康生 萩原康生
祉 ではなく、社会的に差別をされ社会から疎外されて （大正大学 （大正大学

いる。貧困者だけではなく、多くの問題を抱えた人々 教授） 教授：）

8
が・社会に参加することを拒否されている。社会福祉

の課題は、社会的に排除された人々が再び社会の主
流に乗る支援をすることである。本章では、エイズ、

失業等のさまざまな社会的排除とそれらへの対応を
学ぶ。’

エコロジーと福 経済開発の美名の下に、環境破壊が起こり、公害 萩原康生 萩原康生
祉 が人間を蝕む事態となっている。これを歪んだ発展 （大正大学 （大正大学

という。人間の平和な生活＝福祉を阻害するのは経 教授） 教授）

9 済開発を主眼として社会開発を取り入れなかった政
策にある。本章では、歪んだ発展の結果もたらされる

鉱害問題などを取り上げ』、次世代に豊かな福祉を譲

り渡す「持続的発展」のあり方を検討する。

社会開発と福祉 社会開発は、人々の生活を重視し、人間の生活環 萩原康生 萩原康生
境を向上させる政策である。そこには、住民の参加や （大正大学 （大正大学

10
住民と政府との協力など、大きな政策課題がある。本

ﾍでは、それらの政策課題を検討すると共に、社会

教授） 教授）

開発の実践であるコミュニティ・ディベロップメン
トを検証する。
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国際機関の活動 本章では、国際援助に影響を与えた社会発展の考 原島博 原島博
と国際協力 え方を考察し、今日の国際協力を行う上で重要な概 （ルーテル （ルーテル

念である「人間開発」を取り上げ、「人間の安全保障」 学院大学助 学院大学助
11 の推進役であるユニセフ、難民高等弁務官事務所を 教授 教授

はじめとする国際機関及び草の根の現場で活動する

NGOのアジアにおける役割と課題を検討してみた
い。

アジアの社会福 中国政府は近年、社会保障・福祉制度の構造改革： 王　文亮 王　文亮

祉・社会保障の に積極的に乗り出レた。それを受けて社会保障・福 （金城学院 ’（金城学院

制度政策①中国 祉の政策と実践はさまざまな展開を見せている。本 大学教授） 大学教授）

12 章では、中国社会保障・福祉の展開過程および実施

状況から見られる都市部と農村部の格差を指摘しつ

っ、具体的に最低生活保障、高齢者福祉、コミュニ
ティ・サービスなどを考察してみたい。

アジアの社会福 韓国での社会福祉・社会保障制度を概観し、その 株本千鶴 株本千鶴
祉・社会保障の 特徴と問題点などについて講義する。高齢化への対 （椙山女学 （椙山女学

制度政策②韓国 応、新しい公的扶助制度の整備、民主化と政策との 園大学助教 園大学助教
13 関係など、韓国国内の状況についてだけでなく、在 授：） 授）

日コリアンへの福祉のような身近な問題にも触れた
い。

アジアの社会信 1990年代の経済危機を脱したタイは、社会開発を政 萩原康生 萩原康生
祉・社会保障の 策課題に掲げ人間の生活の充実を目指している。医 （大正大学 （大正大学

制度政策③タイ 療保険制度の整備などがその一例である。本章では、 教授） 教授）

14 変動を遂げっっあるタイの社会福祉・社会保障制度

を現らかにするとともに、依然として人権問題とな

っている児童売春などの社会福祉問題の解明を試み
る。

アジアの社会福 フィリピンの今日の社会状況を理解した上で、プリ 原島博 原島博
祉・社会保障の ピン社会が直面している社会福祉問題を取り上げ、 （ルーテル、 （ルーテル

制度政策④フィ 政府の社会福祉政策を地方分権の流れでおさえ、行 学院大学助 学院大学助
15 リピン 政及びNGOの役割と課題を考察していく。日本とフ 教授 教授

イリピン間で生じている福祉問題を女性と子どもの
人権の視点から考察する。
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事務局

記載三
三
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

総合科目 目
ド

科
ひ 1618504

修
三

三
制

無 記 2

科目名（メディア）＝：欧米の社会福祉（‘07）＝（TV）L

〔主任講師（現職名）・松村祥子（放送大学教授）〕

講義概要

　　少子高齢化の進行による福祉二…一一ズの拡大と経済停滞下の財政難に直面して、欧米の社会福祉は大きな転

　換をせまられている。福祉国家体制を越えた社会福祉システムの構築を目指す欧米各国の現状と課題を明ら

　かにする。更にヨーロッパ連合等でとりくまれている国をこえた福祉政策の動向についてもとり上げる。

授業の目標

　　従来わが国では欧米の社会福祉制度を部分的、表面的に取り入れる傾向が強かったが、自前の福祉改革を

　成功させるためには新たな姿勢で欧米から学ぶ必要がある。この講義では狭義の社会福祉だけでなく、広義

　の生活保障を視野に入れ、社会福祉を点検、評価、改善するための新しい視点と総合的方法を示す。

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）

欧米福祉社会の 経済的格差だけでなく～世代、、男女、人種、雇 松村鮮子 松村鮮子
直面する課題 用形態、地域等に多様な格差iが広がり、そこに新し （放送大学 （放送大学

い形の生活困難iが発生している。ここでは、福祉国 教授：） 教授：）

1
家体制の限界に対する欧米諸国の福祉改革：べの取り

組みと国を越えた社会福祉問題への対応について取
り上げる。

貧困・社会的排 欧米諸国における貧困のとらえ方と貧困対策の歴 平岡　公一 平岡　公一
除への対応 史的展開を概観した上で、社会的排除に関する研究 （お茶の水 （お茶の水

と政策の動向を紹介する。その上で、ワークフェア、 女子大学教 女子大学教
2 やベーシックインカムなど新たな視点からの貧困問 授） 授）

題に関する政策的対応や政策構想の意義を検討す
る。

障害のある人へ 多くの国で障害給付受給率が高まっている。しか 丸山　r郎 丸山　憎郎

の対応 し増大し多様化するニーズへの充足率は低い。差別 （埼玉県立 （埼玉県立

禁止法の導入、雇用者責任の拡大等を含めた障害者 大学教授） 大学教授）
3 福祉政策の改革と今後のあり方を検討する。

V

子ども期を支え 欧米諸国における子どもの生活変化に対応する社 松村鮮子 松村祥子
る社会福祉 会福祉をテーマとする。特に女性の雇用労働者化が （放送大学 （放送大学

進み、都市的小家族が一般化している欧米諸国にお 教授） 教授）

4 いて子育て支援の大きな柱とされている児童手当と

保育サービスに関してスウェーデンとフランスの状
況を中心に検討する。
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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）

高齢期を支える アメリカ、ドイツ、スウェーデンの高齢者介護政 斉藤弥生 斉藤弥生
社会福祉 策について、比較福祉国家研究の視点から比較検討 （大阪大学 （大阪大学

を行う。具体的にはそれぞれの国の制度概要を示し、 、助教授：） 助教：授）

5 特徴を明らかにする。また各国が抱える最近の課題

をあげながら、日本の制度を点検する上での材料を

提供したいq

雇用と社会福祉 多くの先進諸国が「福祉受給者に給付と引き換え 新井　光吉 新井光吉
に何らかの勤労を要求する」ワークフェア （埼玉大学 （埼玉大学

（workfare）政策を実施している。社会福祉が雇用 経済学部教 経済学部教
6 政策と益々強く結びつけられるようになっている現 授） 授）

状を国際比較しながら明らかにする。

地域と社会福祉 社会福祉にとって地域社会の意義を検討した上 平岡　公一 平岡　公一

で、主にイギリメでの政策展開を紹介しながら、コ （お茶の水 （お茶の水

ミュニティケアの意義と発展段階について検討し、 女子大学教 女子大学教
7 コミュニティケアの将来像を考える。 授） 授）

アメリカの社会 1996年福祉改革法は権利給付（A：FDC）の廃止、期限 新井光吉 新井　光吉

福祉の現状と課 付給付、勤労義務などを導入してアメリカの社会福 （：埼玉大学 （：埼玉大学

題 祉を劇的に変化させた。そこで、主たる受給者であ 教授） 教授）

8 つた母子家庭がどのような影響を被り、いかなる問

題に直面しているのかを明らかにする。

スウェーデンの 社民主義福祉国家レジームに分類されるスウェー 斉藤弥生 斉藤弥生
社会福祉の現状 デンの社会福祉制度の特徴を述べ、また分野ごとに （大阪大学 （大阪大学

と課題 制度の概要を整理する。また社会福祉制度をめぐる 助教授） 助教授）

9 昨今の課題について論じる。

イギリスの社会 1970年代に確立したイギリスの社会福祉サービス 平岡　公一 平岡　公一

福祉の現状と課 の提供体制の特徴を明らかにした上で、1990年代初 （お茶の水 （お茶の水

題 等のコミュニティケア改革と1997年以降のブレア 玄子大学教 女子大学教
10 政権下の改革で、それがどのように変化してきたの 授） 授：）

かを検討する。

フランスの社会 年金・医療部門での財政難、高失業社会への対応 松村祥子 松村祥子
福祉の現状と課 の必要さらに家族政策への要望の高まり等に直面し （放送大学 （放送大学

題 て、システム転換を試行する社会福祉の組織、方法、 教授） 教授：）

11 教育について述べる。
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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）

ドイツの社会福 介護保険制度など世界に先駆けた政策を実施してい 田中耕太郎 田中耕太郎
祉の現状と課題 るドイツにおいても社会保障財政難や少子社会への （山口県立 （山口県立

対応上問題も多い。日本の社会保険のモデルとなつ 大学教授） 大学教授）

12 たドイツの社会福祉・社会保障の特徴や課題の比較

分析を通じて共通の課題を考察する。家族と社会福

祉のあり方についても介護保険の例を通じて検討す
る。

障害に関する国 国連総会での「障害者の権利に関する国際条約」に 丸山　一郎 丸山　一郎、

連や専門機関・ よって、新たな展開がなされることになった。 （埼玉県立 （埼玉県立

13
団体の動向 障害問題解決における国連の役割は益々重要となっ

ｽのであるが、国連専門機関や国際団体の活動とあ
大学教授） 大学教授）

わせてこのような前進がもたらされた経過を紹介し
たい。

新しい生活保障 ライフステージの各段階で発生する生活困難iを予 田中耕太郎 田中耕太郎
システムの構築 防、緩和、解決する基盤的政策としての最低生活保 （山口県立 （由口県立

14
（1） 障に関し、公的扶助の役割とその他の制度、とりわ

ｯ公的年金や失業扶助との役割分担やあり方につい
大学教授） 大学教授）

一最低生活保障 て、ドイツの近年の改革動向の分析を通じて考察を
と生活の隅一 行う。

新しい生活保障 分断的、閉鎖的な社会福祉から横断的、・開放的な 松村鮮子 松村鮮子
システムの構築 方向へ転換するためには、雇用、住宅等の関連諸施 （放送大学 （放送大学
（2） 策を含めた総合的施策が必要である。欧米諸国のと 教授） 教授）

15
一家族、雇用、

りくみと日本を比較して、今後の課題を明らかにす
驕B

住宅、教育、文
化領域との連携
強化一
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事務局

記載欄
三
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

総合科目 目
ド

科
， 15　11602

修
三

三
三

無 繋 2

科目名（メディア）＝ 変動する社会と暮らし（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）：藤原康晴（放送大学教授）〕
〔主任講師（現職名）：中谷延二’（放送大学教授）〕

講義概要

　科学技術の高度化，情報化，急激な少子高齢化，経済社会のグローバル化など，社会の大きな変革のも

とで私たちはどのような生活設計が可能であるのか。科学技術，情報技術の進展によって利便性，快適性

がもたらされている反面，暮らしのさまざまな領域におけるリスクが大きくなっている。こうした状況下

にあって，　「消費者保護基本法」が改正されて，「消費者基本法」が施行され，消費者を保護する立場から

自立を支援する方向に重点が移されているなど，自己責任の比重がますます大きくなっている。この実態

を，暮らしに関連した食，住，家庭経済，情報，健康，医療，保健，就労などの分野から解説する。

授業の目標

　急激な社会の変動にさらされている暮らしの諸課題に対して，消費者個々人の自己責任がどのようにか

かわっているかの理解を深め，生活の質の向上につながる生活設計ができる。

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）

変動する社会と 科学や情報技術の進展，少子高齢化，労働形態の 藤原康晴 藤原康晴
消費生活 多様化，家事労働の社会化，省資源・省エネルギー （放送大学 （放送大学

社会形成の推進などに伴う社会の変動に私たちの暮 教授） 教授）

1
らしがさらされている。暮らしに対して光と影をも

たらすこうした社会の変動の実態と消費生活への影

響について全般的な観点から概説する。

消費者トラブル 現代の私たちは誰もが、市場を通じて事業者が提 安田　憲司 安田　憲司

と消費者が直面 供する商品・サービスを購入することによって生活 （国民生活 （国民生活

する課題 を営む「消費者」であらざるをえない。そのため消 センター教 センター教

費者が抱える問題は，現代人が直面する重要な生活 育研修部） 育研修部）
2 問題となっている。経済社会の変化とともに急増す

る消費者トラブルの実態を理解するとともに，消費

者の権利が実現される経済社会を創り出すために，

消費者に期待される役割と課題を考える。

暮らしの中のリ 暮らしのなかのリスク発生に対して，安全・信頼 坂井　素謡 坂井素意
スクを探る 確保は，いかに行われるのだろうか。日本における （放送大学 （放送大学

家計の金融資産などに関する経済生活の不確実性が 助教授） 助教授）

少子高齢化の進展で増大してきている。リスクは自
3

己責任によって処理すべきなのか，それともリスク

移転によって担うべき人に負担をシフトすべきなの

か。経済生活のリスクと安全・信頼の重要性につい
て，この章で考えていく。

X’

w・XN
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

近年の食生活の 我が国の食生活は，第2次世界大戦後の極度の食 中谷延二 中谷延二
変化 糧難の時代から飽食と呼ばれる豊かな時代を迎えて （放送大学 （放送大学

いる。世界でも類を見ない速度で最長寿国の一つに 教授） 教授）

4 なった現在，“日本型食生活”への評価が高い。こ

の60年間を中心に我が国の食生活の変遷を考察す
る。

食品の安全性 高齢社会を迎えた我が国では健康に対する関心が 中谷延二 中谷延二
極めて高い。健全な食生活を営むことによって健康 〆（放送大学 （放送大学
の維持・増進が期待される今日，0157，BSEなどの 教授） 教授）

5 食生活を脅かす深刻な問題が続発している。食生活

における「安全・安心の確保」は大前提である。食

品の安全性に関わる最近の事故，事件を概説し，そ

の対策，安全管理について考察するみ

生活用品の品質 生活用品等の品質に関する情報は，マスコミ，口 藤源康晴 藤原康晴
に関する情報と コミ，インターネットによる情報交換などをとおし （放送大学 （放送大学
その収集 て得ることが多いが，この種の情報は科学的に正確 教授）、 教授）

6
なものばかりとは限らない。情報が伝達媒体間を行

き来する間に次第にその内容が変容していく傾向に

ある。ここでは，生活用品の品質に関する表示の実

態と品質に関する情報の収集を取りあげ，リスクコ
ミュニケーシ。ヨンペのつながりを考える。

生活系ごみのり 「資源有効利用促進法」のもとに，容器包装，食 藤原康晴 藤原康晴
サイクル推進に 品，家電，自動車，建設資材リサイクル法が制定さ （放送大学 （放送大学
向けた取り組み れ，多くの物品に対するリサイクルが推進されてい 教授） 教授）

7
る。これを効果的に進めるためには，行政，企業，

消費者の連携した取り組みが必要であるが，ここで

は，生活系ごみのリサイクルを対象として，特に消

費者としての取り組みに焦点を合わせ，その現状と
課題を考える。

21世紀の都市居 21世紀の都市居住を支えているのは様々な形態 本間　博文 本間　博文
住 のマンションであり、その大半は区分所有法に基づ （放送大学 （放送大学

き居住者が権利を共有する分譲マンションで占めら 教授） 教授）

れている。分譲マンションはこの30年ほどの間に
急速に広がった新しい居住形態だが、それが老朽化

し、建替えを検討する時；期にどのようなプロセスで
8

それが可能なのか、ほとんど配慮されないままに大

量に市場で流通している。居住者間の建替え合意が

成立しないまま老朽化が加速し、管理が行き届かな

くなった分譲マンションのスラム化の危険性が憂慮

される。ここでは今世紀最大の都市居住の懸念材料

であるマンション建替えについて考える。
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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）

環境と共生する 環境問題は決して他人事ではない。我々市民も被 本間　博文 本間　博文

住まいづくり 害者であり，加害者でもある。とりわけ住居に関わ （放送大学 （放送大学
るエネルギー問題は深刻であり，周辺への負荷の軽 1教授） 教授）

9 減と消費エネルギーの軽減の両面から検討しなけれ

ばならない。課題解決のための先端的な取り組みを

紹介し，そのような取り組みを普及させるための困

難な道筋を探る。

人びとの働き方 現代における人びとの働き方は，どのように変化 坂井　猛士 坂井　素謡

に何が起こって してきているのか。今日の社会では，サ』ビス経済 （放送大学 （放送大学

いるか 化・情報経済化などに見られるように，産業構造が 助教授） 助教授）

10 変化してきている。このことは企業労働のあり方や，

家庭と職場との時間配分に影響を与え，非正規労働

や女性労働の増大をもたらしている。この章では，

このような労働の変質について考えたい。　　　　1

機械化・省力化 睡眠中でもときどき寝返りをするなど，からだ自 宮下　充正 宮下　充正

社会での健康の 体は，ほとんど無意識のうちに動くことを要求する。 （放送大学 （放送大学

保持 他方で，からだは”疲れる”という状態を嫌うため， 教授） 教授）

11 人間は筋肉の代替物である自動車など便利な機器を

考案し運動不足に陥った。運動不足がもたらす障害

から健康を守る方策について，身体運動を中心に解

明する。

医療費・介護費 少子高齢化がもたらす悪影響は容易に想像される 宮下　充正 宮下　充正

負担を軽減する だろう。その中で，医療費・介護費の負担が最重要 （放送大学 （放送大学

運動実践 問題である。そのため壮年には”自立して生活が送 教授） 教授）

12 れる高齢者”を，高齢者には”他人の手助けをでき

る　だけ短くして天寿を全うする”ことが求められ

る。それには運動実践が不可欠であることを強調し
たい。

改革期にある医 わが国は平均寿命世界一の記録を達成し，維持し 多田羅浩三 多田羅浩三

療と保健と福祉 ている。平均寿命世界一の社会は，世界一多様な健 （放送大学 （放送大学
（1）医療の動向 康状態の人々が生活する社会である。これに対して， 教授） 教授）

13 これまでの医療保険制度では，症状のある人しか利

用できないという限界があり，新しい視点に立った
改革が余儀なくされている。その方向と内容につい

て考えてみたい。

改革期にある医 多田羅浩三 多田羅浩三

療と保健と福祉 藍増進法が制定され，介護の社会化を理念として平成 （放送大学 （放送大学

（2）保健と福祉の 12年からは介護保険法が施行されている。ともに与 教授） 教授）

14 動向 えられるサービスではなく，自ら選択し，自らつく

っていくサービスの推進を目指しているといえる。

その方向と内容について考えてみたい。
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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）

変動する社会で 消費者の自立支援は，「消費者基本法」の基本理念 藤原康晴 藤原康晴
消費者に求めら の一つであり，これを推進する課題として「学校や社 （放送大学 （放送大学
れるもの 会教育施設における消費者教育の推進」があげられ 教授） 教授）

15
ている。この消費者教育の狙いが，本科目の「授業

の目標」と同じ方向であることを，食品，住居，経
済生活，健康，福祉，就業などのかかわる暮らしの

なかで指摘し，消費者に求められているものを考え
る。
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＝　心理学研究法（‘03）＝（TV）

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：南風原朝和（東京大学教授）〕

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：　市川　伸一（東京大学教授）〕
　　　　　　　　　　　　〔主任講師：　下山　晴彦（東京大学教授）〕　　　　　　　　．
全体のねらい

　心理学は人の心や行動について、単に頭の中であれこれ考えるだけでなく、調査や実験、あるいは実践を通して現実のデ
ータとつき合わせながら、実証的に知識を構築していく学問である。この講義では、研究者を志す学生だけでなく、自分自

身や他者の心や行動について、より客観的に、より深く理解したいという思いをもつ幅広い層の学生を対象に、心理学研究

法の基本的な考え方と具体的な方法に関する入門的解説を行う。

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 心理学の研究とは

　心理学の研究とは何をすることなのかについて、まず概論

I説明を行う。心理学が文学や哲学と異なるのは、実証的方

@をとるということである。行動的データを収集し、それを

燒ｾする構成概念として「こころ」を考えるという方法論を

ﾆることによってぐ心理学はその対象を大きく広げてきたこ
ﾆを、いくつかの研究例を通じて示す。

市川　伸一
i東京大学

ｳ授）

市川　伸一
i東京大学

ｳ授）

2
心理学の歴史と

､究法の分類

　現在、心理学は、多様な領域に分化し、発展している。心

搖wの歴史を概観することを通して、研究法を調査、実験、

ﾀ践の3つのタイプに分類する意義を解説し、多様な心理学
�ｮ理して理解する枠組みを提示する。

@　　　　　　　　　　　　　、

下山　晴彦
i東京大学

ｳ授）

下山　晴彦
i東京大学

ｳ授）

3
質的調査の考え方
ﾆデータ収集技法

　叙述形式の質的データを収集し、その分析を通して現実を

揄�ｷるための概念や仮説を産出する質．的調査の理論と技法

��烽ｷる。また、質的調査法の導入として、データ収集の
ｽめの面接法や観察法の解説も行う。

同　上

@＼

同　上

4 質的データの分析

　質的データの分析方法に関して、より手続き的なところに

ﾅ点をあてていく。様々な分析法が提案されているが、ここ
ﾅは、データを読み、選択し、概念化し、さらにそれをまと
ﾟ、統合するという基礎的な分析の段階をとりあげ、各段階　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

ﾉおける留意点について具体例を交えながら解説を行う。

能智　　正博
i東京大学助

ｳ授）

能智　正博
D（東京大学助

ｳ授）

5
質的調査の実際と

､究評価

　質的調査では、目的に応じてさまざまな技法を用いること

ﾉなる。そこで、さまざまな質的調査の方法を整理し、それ

ｪ実際にどのように使われるのかをエスノグラフィーの研究

_文を例に説明する。また、質的研究の評価基準についても

�烽ｷる。　　　　　　　　　　　　　　　・

下山　晴彦 下山　晴彦

6
量的調査による仮

煬沛ﾘ

　量的調査とはどのようなものか、量的調査によって検証さ

黷驩ｼ説にはどのようなタイプのものがあるかを述べ、具体
痰�pいて量的調査による仮説検証の流れを解説する。また、

ﾊ的調査で必要となる統計的指標について、相関係数を中心
ﾉ解説する。

南風原　三和

ｳ授）

　　　　　　南風原　朝和

i東京大学’ i東京大学
@　　　　　教授：）

7 質問紙による研究

　量的調査におけるデータ収集の代表的方法である質問紙
i調査や検査など）を取り上げ、その特徴を紹介する。また、

ｱれらの測定道具を実際に作成する手順について解説すると

ﾆもに、実施および利用上の留意点についても具体的に述べ
驕B

@　　　　　　　　　　　　　ヨ

平井　洋子
i首都大学東

桴赴ｳ授）

平井　洋子
i首都大学東

桴赴ｳ授）
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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）

質問紙や検査によって取集されたデータに基づいて、個人

の能力や性格特性などを推測したり、心理学的な研究仮説を

8・ 信頼性と妥当性
検証したりするためには、その測定データが良質なもρでな
ｯればならない。ここでは、測定の「質」をあらわす信頼性 平井　　洋子 平井　洋子
と妥当性という概念を取り上げ、その意味および評価の方法

について解説する。

データから計算される相関係数などの指標は、実際にデー

タを提供したサンプルに依存する値であり、サンプルが変わ

9
サンプリングと統
v的推測

ればその値は変わってくる。一方、量的調査研究の主眼は個々

ﾌサシプルではなく、その背後に想定される母集団にあるの 南風原　三和 南風原　三和

が普通である。ここでは統計的検定なお、サンプルにおける

結果から母集団の性質を推測する方法について解説する。

実験は、特定の要因の効果を明らかにするために、研究者

が意図的に場を設けることである。実験を行うときの基本的

な枠組みとして、知覚実験を例に、独立変数、従属変数とい
10 実験の考え方 う概念に触れる。さらに、．干渉変数とその統制という考え方 市川　伸一 市川　伸一

から被験者の割り当ての問題、心理学的概念をデ二二として

取り出すための操作的定義について解説する。

実験的研究では、独立変数の効果を歪みなく、高い精度で

検出できるようにデザインが工夫される。そして、異なるデ

11
実験のデザインと

級ﾊの分析

ザインに応じて適切なデータ分析の方法が用意されている。．

ｱこでは、独立変数：（要因）が1個および2個の場合につい 南風原三和 南風原三和
て、基本的なデザインとデータ分析の方法について解説する。

心理実験は∀実験室のなかで繰り広げられる実験者と被験

者とのあいだの相互作用である。つまり、実験はそれ自体が
ひとつの人工的な社会的状況でありぐそのなかで実験者も被

12
心理実験の問題点
ﾆその対策

験者もそれぞれの役割を演じながら相互作用をする。この章

ﾅは、実験状況の人工性と、その状況のなかで実験者と被験：
ﾒが演じる役割に焦点をあて、これらの相互作用によっそど

岡　　　　隆
i日本大学教

�F）

岡　　　　隆
i日本大学教

�j

のようなバイアスが研究の結果に持ち込まれるかを解説す
る。研究者が責任をもって被験者の安全と福祉を保証しなけ

ればならないことにも言及する。

実践研究には、　r実践を通しての研究」と「実践に関する

研究」がある。前者では、研究者が同時に実践者として対象

13
実践研究の基本技
¥とその実習

と関わりながら、研究を進める。そのため、対象と関わる人

ﾔ関係技能、自己モニタリング技能、体験記述技能が必要と 下山　晴彦 下山　晴彦
なる。そこで、そのような実践研究の基本技能と、その習得
のための実習方法を解説する。

実践研究を発展させるためには、「実践を通しての研究」

と「実践に関する研究」め統合が重要となる。この統合の一
実践研究の発展 形態として実践の中での問題解決や改善をはかりながら、そ 秋田　喜代美 秋田　喜代美

14 一アクション の実践を研究していく方法にアクションリサーチと呼ばれる （東京大学 （東京大学
リサーチ 方法がある。ここでは、アクションリサーチの理論と方法や 教授） 教授）

教育の領域におけるその事例を中心に紹介し解説する。

実践研究は社会的専門活動であるので、社会に対するアカ

ウンタビリティとして、その有効性を実証的に示していく必

15
実践に関する研究
ﾆ倫理

要がある。ここでは、そのための効果研究などを紹介する。
ﾜた、社会に対する責任として研究の倫理も必婁となる。そ 下山　晴彦 下山　晴彦

こで、心理学研究の倫理についても併せて解説する。
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＝＝心理学史（‘05）＝（TV）

〔主任講師：西川泰夫（放送大学教授）〕
〔主任講師：高砂美樹（東京国際大学教授）〕

全体のねらい

　今あるような心理学はなぜそのようにあるのか。広く周知されている心理学であるがそもそも心理学

とは何であり何でないのか。その起源をはじめどのような背景と経過の中で形成されてきたのか。また

その立ち上げに直接間接にかかわる先達たちはどのような人物か。日本の心理学史に焦点を合わせ、そ

の移入と定着、拡大展開の過程を世界の心理学の動向に重ね各役割を担った人物を通して紹介する。

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）、

1　日本の心理学の起源一幕末から明治21（1888）年まで一

日本の「心理学史」 主任講師、分担講師紹介。当科目受講に当たっての手引き。 西川　泰夫 西川　泰夫・

への導入 心理学史の位置づけ。全体の講義項目・概要紹介。 （放送大学教 （放送大学教

心理学成立前夜。哲学的心理学から新心理学（科学的心理 授） 授）

学・実験心理学）へ。自然科学の興隆。擬人論から機械論へ。

ものから生命へ、生命から心（意識・精神）へ。心をめぐっ 高砂　美樹
て一二元論から一元論へ一。 （東京国際大

日本の心理学の黎明期・前夜。幕末から明治初頭の海外留 学教授）

1
学生。西嶺の略歴（生育環境（島根県津和野）や森鴎外との

関係）。西向の果たした役割。育英舎。百態連環。近代西洋

科学の分類体系化。　「心理学」という学名の起源と語源。そ

の他の訳語。性理学と心理学。ジョセフ・ヘブンとその著作。

大学教育制度の中の心理学6外山正一。お雇い外国人教師。

哲学的心理学から科学的心理学へ。

〔

「新心理学」の導き 哲学的心理学から科学的心理学への移行を担った人々。デカ 西川　泰夫 西川　泰夫

手とわが国への移 ルトの心身二元論と心身問題への取り組み。ホッブスの一元

皿入と定着を担った 論。ウエーバーの触2点弁別実験。フェヒナーの精神物理学

先達たち と対数法則。ヘルムホルツの神経伝導速度の計測。アニマル・

スピリッツの1E体。ドンダースの反応時間減算法による心的

構成要素の解明。

新心理学（科学的心理学、実験心理学）の開祖。Wヴント、

W：ジェームズ。新心理学をわが国へもたらした日本の心理学

2 の開祖、元良勇次郎。クラーク大学総長に就任したG．S．ボー

ルとその下で学んだ日本人たち。新心理学のわが国における
定着と拡大に大きな役割を担った大学教育制度。東京大学（帝

国大学、東京帝国大学）と私学（同志社、東京英学校・東京

英和学校（青山学院）、慶応義塾など）。

ヴント、ジェームズ、ホール、元良略歴紹介。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

元良勇次郎一わが 元良勇次郎の人物像と心理学への貢献。略歴（兵庫県三田市 佐藤達哉 佐藤達哉
国最初の心理学者 生まれ。生家跡と記念碑。幼少期の知的環境。キリスト者と （立命館大学 （立命館大学

一 しての勇次郎）。同志社進学からアメリカ留学まで。アメリ 教授：） 教授）

力留学。ボストン大学からジョンズ・ホプキンズ大学へ。G。

S。ホール。

元良の学位論文。留学中の交友関係（一葉の写真、佐藤昌介、
キ

新渡戸稲造、長瀬鳳輔、元良勇次郎），。

3
帰国後の活躍について（前期・中期・後期）。帝国大学講師

に就任。精神物理学の担当。帝国大学教授就任。著作と研究
紹介。心理学の制度化。

注意の研究。禅の研究。
、

「精神物理学実験場（実験室）」開設。建物の概観。

二度目の外遊。晩年の研究。心理学者としての位置づけと弟
子の育成。

松本亦太郎と千葉 松本亦太郎経歴。千葉胤成経歴。日本で二番目の京都帝国大 高砂美樹 高砂美樹
胤成一心理学の定 学の設置と松本亦太郎による心理学実験室の開設。心理学出
着と広がり一 身者の増大と社会的な認識の広がり。応用心理学。

4 世界の心理学との接点。ヴント。ヴント文庫（東北大学ヴン
ト文庫）σスクリプチュア。ラッド。、

、

H 明治中期、大正期から昭和期前半一大学心理学の成立から日本心理学会設立まで一

口本の心理学の広 大学心理学（アカデミック・サイコロジー）の確立から日本 西川　泰夫 西川　泰夫
がり 心理学会設立（1927（昭和2）年）砂ころまで。アカデ

ミック・サイコロジーとフォーク・サイコロジー。帝国大学

の拡充と整備。大学令（旧制、1918年公布）と私立大学
の成立。心理学研究室（心理学実験室）開設拡大と整備。、

大学制度の整備拡充に伴う心理学の拡大と担い手。

帝国大学制度の変遷と心理学。元良の弟子たち。松本亦太郎

の略歴。東京大学文学部卒業生名簿から。

その他の海外留学生の役割。

日本心理学会設立の背景。機関誌の発行と研究大会（年次大

5 会）の開催、会務の遂行。

名称としての「心理学会ゴなどの変遷。　f心理学会」、　「心

理学通俗講話会」　（雑誌、心理学通俗講和）、　「心理学三三

会」　（雑誌、心理研究）、　「日本心理学会」　（雑誌、日本心

理学雑誌（京都大学版、東京大学版））、日本心理学会（雑

誌、心理学研究。日本心理学雑誌と心理研究を廃止）。
「全日本心理学大会発起人有志者代表、松本亦太郎」

の呼びかけによる「全日本心理学大会」を改めて「日本心理
学会」とする。

第1回日本心理学会大会の発表プログラム構成。

以後の簡単な変遷史。

久保良英、田中寛 知能検査ρ日本への導入をめぐって。知能の操作的定義。知 佐藤達哉 佐藤達哉
一、鈴木治太郎一知 能検査法。知能指数。

能検査と発達心理 ビネー。シュテルン。ターマンなど海外での知能研究を追い、

学の進展一 その月本への導入者である久保良英、田中寛一、鈴木治太郎

6 の経歴と考え方を追う。

発達心理学、教育心理学などの展開についても扱う。
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〆

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ、 内　　　　　　　　容 講　師　名 講’師　名

（所属・職名） （所属・職名）

森田正馬、中村古 当時変態心理学と呼ばれていた臨床心理学の動向について。 佐藤達哉 佐藤達哉
峡、寺田精一、内田 精神分析学、分析心理学、深層心理学など6クレペリン、フ

勇三郎一異常・変 ロイド、ユングなど海外の動向。

7 態・犯罪への取り組 森田正馬、中村古峡、寺田精一、内田勇三郎の経歴と考え方
み一・ を検討。内田・クレペリン・テストなどの検査法の開発。

増田惟茂、黒田亮 比較心理学。学習心理学。行動の心理学的研究。日本におけ 高砂　美樹 高砂　美樹

る動物心理学の発展。東京帝国大学心理学研究室。京城帝国

大学心理学研究室。動物心理学会。

8 、ダーウィン。ロマーニズ。パヴロフ。ワトソン。

増田惟茂経歴。黒田亮経歴。・ソーンダイク。モーガン。

ノ

佐久間鼎、小野島右 ゲシュタルト心理学とは。グラーツ学派。ベルリン学派。C． 高砂美樹 高砂　美樹

左雄 シュト，ユンプ。ヴェルトハイマー。仮現限運動。プレダナン

ツの法則。ケーラー。レヴィン。トポ酒店ー心理学、グルー

プ・ダイナミックス。、日本におけるゲシュタルト心理学の導

9 入。

高木貞二。佐久間鼎経歴。小野島右左雄経歴。

九州帝国大学心理学研究室。建物の構造と概観。
レヴィン来日。

中島泰蔵、堀梅天、 クラーク大学で学位を取得した日本人たち。その他の海外留 西川　泰夫 西川　・泰夫

横山松三郎 学生たち。

私立大学の心理学研究室（実験室）の創設者たち（その1）。

実験心理学。実験機器。

10 早稲田大学の場合。中島泰蔵経歴。ミュンスターバーグ。テ

イチェナー。反応時間。情動反応の計測。

慶応義塾大学の場合。霊室天経歴。横山松三郎経歴。

ホール。ボーリング。

城戸幡太郎、渡辺 私立大学の心理学研究室創設者たち（その2）。そうした研 佐藤達哉 佐藤達哉
徹、今田恵一旧制私 究者が取り組んでいた応用領域、特に教育心理学、および障

立大学における心 害とリハビリテーションの心理学の展開についても検討す

11 理学の展開一 る。城戸幡太郎、渡辺徹、今田恵の経歴。また、戦争と心理

学の関係についても考察を加える。

皿 日本心理学会設立から第二次世界大戦後の心理学の復興と新たな展開一

旧本心理学会の変 日本心理学会の変遷。設立以降から、戦前、戦中、戦後の復 西川　泰夫 西川　泰夫

遷を通じて見た心 興、そして現在へ。　「日本心理学会」から「心理学会」へ。

理学の位置 「心理学会」の組織形態。役員。第二次世界大戦後の日本の

心理学の復興。　「心理学会」から「日本心理学会」へ。

日本心理学会大会の変遷。機関誌「心理学研究」の中断と復

12 活へ。京都アメリカ研究セミナー。

グレアム教授（コーネル大学）による京都実験心理学セミナ、

一（1957）。日程、参加者リスト、セミナーのテーマ、
ならびに文献リスト。セミナーの戦後の日本心理学へ果たし

た役割。一心理学徒のルーツ。日本心理学会以外の多彩な学
会の設立と活動。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一唖マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

IV　日本の薪心理学の内外での制約と境界領域をめぐって

日本の女性心理学 戦前における女性め高等教育。 高砂　美樹 高砂　美樹
者 日本の教育制度の中の女子高等教育。

原口鶴子の場合。その経歴。高良とみの場合。その経歴。女

13
子教育と松本亦太郎。

C外での受け入れ教員となったソーンダイクなどアメリカ心
理学者について。

その他の女性心理学者。，実生すぎ。久保（黒瀬）艶子。波多

野（畠山）勤子。

日本の心理学の境 血液型と性格、念写・透視、心霊現象、忌屋、超感覚現象な 佐藤達哉 佐藤達哉
界画定作業一それ どにチャレンジした心理学者たちを追う。彼らは何を目指し

それにユニークな どのような研究を行ったのか。そしてその帰結はどうであっ

14 研究者：井上・福 たのか。井上円了、福来友吉、古川竹二の経歴と考え方を扱
来・古川の活動一 う。クレッチマー、ジェームズなどの当時の世界の心理学者

＼

についても検討する。

V　日本の心理学の位置づけ

心理学史からのま 世界の心理学の潮流からみた日本の心理学。 高砂美樹’ 西川　泰夫
とめと課題 さまざまな心理学派。機能主義と構成主義。戦後の日本にお

ける心理学教育。心理学の資格をめぐる問題。心理学史の資 高砂美樹
15 料収集と保存。心理学史アーカイヴズ。心理学史の教育をめ

ぐって6

ず
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＝　学習科学（‘04）＝（TV）

〔主任講師：大浦
〔主任講師：大島

容子（新潟大学教授）〕

　純（：静岡大学教授）〕

全体のねらい
　ヒトという種は、単に生物として進化してきたばかりでなく、文化という人工物の体系を作り上げ、それを各個体が学習

により内化することで有能さを増大させてきた。その意味で広義の学習ないしそれを援助する教育がヒトの生活や知性にと

って決定的に重要なことは確かだし、子どもの側には成人の行動様式を真似ようとする傾向、おとなの側には子どもに教え

ようとする傾向が元々備わっていると想定される。この科目では、こうした広義の教育＝学習の援助の過程について考える

ところがら始め、それにもとづいて学校の独自の役割が何か、，それはいかにしてよく実現されるかを吟味していきたい。

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
熟達化としての発

B

　ヒトは実践活動に参加することを通して知識・技能、価値

ﾌ系、信念を獲得する。獲得された価値体系・信念は、更な

驫w習へと学習者を方向付け、新しい知識の生成を可能にす
驕Bこうした発達のモデルを、熟達イヒの観点から示す。

大浦　容子
i新潟大学教

�j

大浦　容子
i新潟大学教

�r

2 「心の理論」の発達

　他者とのコミュニケーションや共同作業が可能なのは、そ

黷ｼれが相手の心の働きについての理論（心の理論）を持っ
ﾄおり、それが有効に機能していることによる。「心の理論⊥

ﾌ発達について、認知神経科学分野の研究成果を踏まえて検

｢する。

梅田　　　聡
i慶磨義塾大

w助教授）

梅田　　・聡
i慶磨義塾大

w助教授）

3 リテラシーの発達

　乳児期に獲得した能力を基に、幼児・児童は読み書きの能

ﾍを急速に発達させていく。文章の理解・産出能力の発達、

ｶ章からの知識の獲得、などについて、これまでの研究成果
�漉翌ｷる。、

秋田　喜代美’（東京大学大

w院教授）

秋田　喜代美
i東京大学大

w院教授）

4 数の理解

　子どもの数概念の理解はどのように進むのか、算数・数学

ｪ苦手な子どもはどこで附いているのか、どのような援助や

贒?ｪ重要か、などについて述べる。
吉田　　　甫

i立命館大学
ｳ授）一

吉田　　　甫

i立命館大学
ｳ授：）

5

　　　　　　　　＼

ｹ楽的発達

　特別な訓練が無くとも、私たちは歌を覚えることができ、

ﾌうことで気持ちを伝えることができる。音楽を聴いて楽し
�ﾅもいる。日常的に音楽に接することでどのような能力が

l得されていくか、特別な音楽経験はどのような能力を育て

驍ﾌかについて述べる。

大浦　　容子 大浦　容子

6
ヒトの学習の特
･：生物学的基盤

　ヒトにもっとも近い種である、チンパンジイの社会的知能、

F知的知能、心の理論、　「言語」などについての報告をはじ

ﾟ、異なる種の動物の思考や学習についての比較認知科学的

m見から、人間の学習がいかなる特徴をもっているか、その

ｶ物学的基盤を考える。

藤田　和生
i京都大学大

w院教授）

．藤田　和生
@（京都大学大
w院教授）、

記憶と知識

@　　　　　　　’

　学習は単なる記憶ではないが、それに基づいていることは

ﾔ違いない。また、学習の所産である知識も、一種の記憶な

｢しそれを圧縮して表象したものと見なし得る。記憶に関す

驍ﾚう切な研究のうちから、学習科学にとってとくに重要な

m見を見ていく。

大浦　容子

波多野誼余夫
i元放送大学

ｳ授）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
i所属・職名）

放送担当
u　師　各
i所属・職名）

8 推論：演繹と帰納

　認知においては、持っている知識がそのままで利用しうる場合は少なく、多くはそれを変換しなければならない。得られた結論ができるだけ妥当であるよう、目標に応じて段階的な変換を行うのが推論である6ここでは学習者がどのよう｝と演繹や（類推を含む）帰納を行うかを検討する。

波多野誼余夫

i元放送大学
ｳ授）

　　　　　　「
g多野誼余夫

9

思考における言語、

Cメージ、ジェスチ

メ[

　思考は推論を含むが、その容易さや有効性は、情報がどのような形式で表象されているかに大いに依存する。情報を言語的に表示することみメリット、デメリットを中心に、異なる表象の長短を論ずる。

’大浦　容子

同　　上

10 問題解決と理解

　構成主義の学習観では、知識は伝達されるのではなく、問題解決や理解活動の過程で、次第に構成、洗練、改定されると考える。この意味で教育活動の中心となる問題解決や理解活動に関し、これまで行われてきた研究成果を総覧する。

同　　上 同　　上’

11
新しい学習理論と
ｳ室への応用

　これまでの日常場面、また実験室場面における学習や発達の研究から、本来人が持っている知識の特性、またそれらが

l得されるべき環境の在り方が明らかになってきた。こうし

ｽ特性を再度まとめ、教育現場に応用するための指針をまと
ﾟる。

大島　　　純

i静岡大学教
�j

大島　　　純・（静岡大学教

�j

12
知識を活性イヒする

ｳ材作成

　学習の最終的な目標の一つは、知識の転移である。学習した内容がそれを適用すべき場面で利用されなければ、学習が

ｬ功したとはいえない。日常の知識獲得がそうした場面に依
ｶしているように、教室場面における学習にも知識を利用すべき場面での活用に重点を置いて設計されるべきであろう。

w習科学の知見に基づいて利用可能な知識を獲得させるため

ﾌ教材開発について具体例を交えて話す。

同　　上 同　　上

13
学習環境を総合的
ﾉデザインする 同　　上 同　　上

14 新たな学びに則し
ｽ教師教育 同　　上 同　　上

15
新しい学びにおけ
髟]価のあり方

　知識観の変化に伴って、学習者の変化をどのように捉えていけば良いのか、評価の問題が大きくクローズアップされて

ｫている。以前から形成的な評価の重要性については注目き
黷ﾄきていた承知識自体がより環境との相互交渉の中にあらわれるtransaqti・na1なものとして考えられるようになった今、新しい学習理論に基づいた適切な手法の開発は急務であるといえよう。学習者の活動の観察から、その認知的な変

ｻをどのように捉え・露なる学習のための処方箋をどう描くかについて検討する。

三宅　なほみ

i中京大学教
�j　一

三宅　なほみ
i中京大学教

�j
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＝　現代の社会心理学（‘04）＝（R）

〔主任講師：亀田達也（北海道大学大学院教授：）〕

〔主任講師：村田光二←ナ橋大学大学院教授）〕

全体のねらい

　適応・進化の観点から、人間の社会行動の諸相を検討する。私たちの認知や感情のメガニズム、社会行動のパターン、

さまざまな社会規範・制度などが、人間を取り巻く文化・生態学的環境への見事な適応を実現している可能性を、理論

と実証的な知見によりながら論考する。

／ 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）

人間はしばしば「社会的動物」と称されるみ人間の社会性を

1
「人間の社会性」を

ﾇう捉えるか？

どのような観点から検討できるか、本講義の基本的な視点を

�烽ｷる。 亀田　達也
i北海道大学

蜉w院教授）

亀田　達也
i北海道大学

蜉w院教授〉

社会的な影響プロセスについての社会心理学の知見を概観す
る。社会的促進、規範的影響・情報的影響、社会的影響が集

2 社会的影響過程 団全体に及ぼすマクロ的な帰結などの話題を取り上げる。 同　　上 同　　上
／

他者との資源のやり取りを「社会的交換」と呼ぶ。集団内で

はどのような交換パターンが安定して成立しやすいか、二者

3 社会的交換（1）
間の互恵性をめぐる問題などを中心に検討する。

同　　上 同　　上F

＼　　　　　　　　、

第3回に引き続き、社会的交換について論考する。ここでは、

二者関係を超えた安定的な交換関係は成立可能か、社会的ジ

4 社会的交換（2）
レンマ、社会規範などの話題を取り上げ検討する。

同　　上 同　　上

ヒトのような社会は動物界に広く見られる現象ではない。ヒ

ト以外の動物社会との比較を通じて、ヒト社会の成り立ちを 平石　　　界 平石　　　界

5 進化と社会行動 考える。 （東京大学助 （東京大学助
手） 手）

人々が集団で行なう協調行為の特徴を論考する。ここでは、

集団による協調的な問題解決の話題を取り上げる。

6
グループとしての
ｦ調行為（1） 亀田　達也 亀田　達也、

’

ノ

第6回に引き続き、集団による協調行為の特徴を論考する。

ここでは、集団による意思決定、情報処理などの話題を取り

7
グループとしての
ｦ調行為（2）

上げる。
同　上 同　上
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回 テ　一　マ
内程@　　　　　　容

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
社会環境と適応行

ｮ

適応の視点を、社会・文化の問題に拡張する。私たちの“文
ｻ”が、生態学的環境への見事な適応である可能性を論考す

驕B

亀田　達也 亀田　達也

9 文化と認識

人め認識様式は生得的に決められたものではない。むしろ当

Yの文化における規範や慣習の日常的な実践を反映した文化

椛ﾎ的なものであると考えられる。ここでは、いくつかの比

r文化的研究を紹介し、人の認識様式が文化相対的であるこ
ﾆの妥当性を検討する。

石井　敬子
i日本学術振

ｻ会特別研究
@・北海道大
w）

石井　敬子
i日本学術振

ｻ会特別研究
@・北海道大
w）

10
適応を支える認知
i1）

「社会的認知」と呼ばれる領域では、私たちの行動の背後に

�ﾞ心理メカニズムが探られている。これらのメカニズムも

ﾐ会的環境への適応を増すために進化してきたと考えられる

ｪ、ここではまず「原初的情報処理としての感情」の問題を

?Sに説明する。

村田　光二
i一橋大学大

w院教授）

村田　光二
i一橋大学大

w院教授

Ir
適応を支える認知
i2）

　第10回に引き続き、適応を支える認知に関して、「社会的

F知と行動の自動性」の問題を説明する。私たちが、意識せ
ｸに自動的化された情報処理を行って、認知の負担を少なく

ｵて効率を高めていることの実態とそれに伴う問題を検討す
驕B

同　　上 同　　上

12 社会的認知の過程

　私たちは他者の行動から内面の特性を推測することで対人

F知を行う。この過程には自動性が認められる一方、行動の

ｶじた環境を考慮するといった意識的な修正も働く。　「対応
?_」の問題を中心にこの過程について検討する。 同　　上 同　　上

13 自己

私たち自身は認知の主体であると同時に、認知の対象でもあ
驕Bどのように自分自身を知り、理解するのか、そのメカニ　　　　　　　　　　　　　　毒ズムを検討する。特に、他者との関係における自分に焦点を

魔ﾄる。

工藤恵理子
@（東京女子大’学助教授）

工藤恵理子
i東京女子大

w助教授）

14
，集団間認知とステ

激Iタイプ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ
ﾐ会集団問での対人認知では、ある集団に関して共通性のあ

髓P純化したイメージ（ステレオタイプ）の存在が指摘され

ﾄいる。ステレオタイプは認知の効率化に寄与し、社会的ア

Cデンティティの源泉となると同時に、多くの社会的問題を

�ｫ起こす源泉となることを説明する。

村田　光二 村田　光二

15

ステレオタイプ化

ﾆ意識的コントロ
v一mレ

ステレオタイプが特定の集団成員に適用されることを「ステ

激Iタイプ化jと呼ぶ。偏見や差別につながるステレオタイ
v化は自動的た生じやすい。ステレオタイプ化は、どの程度、

ﾓ識的にコン、トロールできるのか検討する。
同　　上 同　　上
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＝＝@計量心理学（‘06）＝（TV）

〔主任講師（現職名）：西川

〔主任講師（現職名）：沼野

〔主任講師（現職名）：大澤

泰夫（放送大学教授）　　　　　〕

元義（英知大学教授）　　　　　〕

　光（首都大学東京大学院教授）〕

全体のねらい
　心理学の抱えている根本的な難しさは、直接の対象である「心」が各自の自覚や確信に反して、直接

見ることも触れることもできない（インビジブル）ことである（この点は、すべての科学に当てはまる

といってよい）。そこで、目にみえる形あるもの（心の作用結果の行動など）から、もとにある心を捉

えることが問われる。この逆分析（結果から原因や仕組みを明かすこと）を行う、逆推定問題を解くた

めには、一定の手続きによる行動観察とその結果である測定データに内在する論理構造の解析、ならび

に心が持つはずの基本的な数理的論理構造を前提（理論やモデル）とした仮説演繹法的な取り組みが必

須である。科学的心理学が立ち上げられた以降、実験心理学の中心を占める「計量心理学」を、確率論

を前提基盤にすえ、いくつかの身近な心理事象をはじめ具体的な適応、応用事例を平易に紹介する。

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

1計量心理学への
ｱ入。

v量心理学の位置

ﾃけ

はじめに。主任講師自己紹介。担当講義概要紹介。

v量心理学への導入。カントの呪縛。第1論点。第2・
R論点。計量心理学の役割と意義。観察と観測。観察

ﾆ計測、数量化。不可視な心の可視化。観察、観測に

熏ﾝする誤差と仮説検証の役割。個人差。個人内変動。

ｩ然科学での可視化の経緯。みたものに形を与える、

ﾊ化と数値に意味。

西川　　泰

i放送大学
�j

西川　泰
i放送大学

�j

ﾀ野　元義
i英知大学

�j

裄V　　　光
i首都大学

梠蜉w院
�j

2
計量心理学への道

胃神物理学的測定法と精神物理学的関数。ウエーバー

ﾌ触2点弁別閾の測定。精神物理学的測定法。閾値の
@作的定義。確率分布（ガウスの誤差分布、正規黒門
ｪ布）。極限法。調整法。恒常法。ウエーバーの法則。

tェヒナーの精神物理学。フェヒナーの対数法則。

@精神物理学。スティーブンスのべキ法則。量推定法。

同　　上
西川　泰i

放
送
大
学
而
）

3

b理学的測定法、

S理尺度論、数の
@造。

b理学的測定法。心理尺度論。名義尺度、順序尺度、

ﾔ隔尺度、比率尺度。数とは。数体系。自然数。整数。

L理数。無理数。実数。虚数。複素数。演算子。数：の

嵭搖ﾖ係構造。集合論。要素の間の関係構造。変換。

ﾊ像。群論。群公理。

同　　上 同　　上

4
率変数、確率∠

　率変数、確率分布。測定に伴い変動する数。理論∠

@と抽出標本変数と度数：分布。確率変数と確率分布。

@率密度関数。確率の公理。確率の演算、加法、乗法。

�助tけ確率。　（標準）正規確率分布。確率分布の系

岦}。正規確率分布の適応例（大数の法則、中心極昼

阯掾j。閾値の操作的定義、φ（・〉，，）関数仮説。閾

ﾌ測定と計測値。絶対閾。刺激頂。弁別閾。

同　　上 同　　上
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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）

正規確率分布モデルの適応例。みえざる判断過程のリ

5

正規確率分布モテ

撃ﾌ適応一サース

gンの1対比較
@、および信号検
o理論一

バース・エンジニアリング。サーストンの1対比較法。

h激対象次元、内的評価次元、比較判断時限。サース
gンの解法、ケースV．論理的判断尺度の内的整合の検討。信号検出理論。ミスとフォールス・アラーム。

ﾕ界点。、d‘、　c。　ROC曲線。補足。仮説検定法。

O無仮説。対立仮説。危険率。有意水準。棄却域。第

同　　上 同　　上

1種の過誤。第2種の過誤。

ひとり心理測定によらず、あらゆる測定理論の基礎
となる確率変数と、その期待値について学ぶ。特に当

H計量心理学の 科目後段で扱うテストの信頼性や妥当性については、

基本的にすべて、確率変数：の期待値に関わる議論とな 沼野　元義沼野　元義
6 測定の数理（1） るから、その特性や操作にはよく習熟しておく必要が （英知大学 （英知大学

一確率変数と期待ある。講義予定項目は、離散型及び連続型確率変数、 受） 受）

直一 分布関数：と確率密度、期待値と平均、確率変数の関数、

鴫形変換、分散と標準偏差、和と差の確率変数、平均
の加法性などである。

前回に引き続きまず、多くの測定が前提とする確率

7

測
定
の
数
理
（
の
一
確
率
変
数
と
独
立
　
一

変数の独立性とその意味について概説した後、この独

ｧ性と不可分な関係にある事項について学ぶ。すなわ

ｿ、測定の母集団と標本、母数と統計量、個人間変動 同　　上 同　　上

の母集団、確率変数の積、相関と線型関係、相関と独

立性、分散の加法定理などである。

測定の信穎性に関わる議論の基礎となる測定誤差の

問題を中心として、物理測定との対比において、心

8
測定の構造（1）

u同値と誤差一

測定に固有な条件について検討する。取り上げる項目は、真値と誤差、誤差分散と標準誤差、中心極限定理、

同　　上 同　　上

大数の法則、履歴効果、テストの信頼性、信頼性係

と相関の希釈化などである。　　　　　　　　’

前回までに学んだテストの信頼性に関する議論を
＼

まえて、信頼性の多様な評価法を、それぞれの理論的

9
測定の構造（2）一信頼性の評価一

前提を基に展開する。具体的には、折半法と
rpearman」BroWnの公式、　Cronbach　のα係数、 同　　上 同　　上

・20、KR・21、　Guttman係数、　Rulonの公式、

1anaganの公式などである。

計量心理学炉適用される最も重要で広汎な実践宣

10
心理計量の現場一テスト臨床一 　、すなわち心理テストについて、臨床の現場を探謬

ｵ、知能検査、投影法など、実際のテスト施行場面を

ｩ聞する。併せて心理テストにまつわる様々な現実問
同　　上 同　　上

について、第一線の臨床家から生の声を聴く。

皿計量心理学の応 大澤　　　光大澤　　　光

11
心理モデルのシミ

実験、モデル、シミュレーション。乱数のはなし。乱

狽�ｶ成してみよう。シミュレーターを作ってみる。
（首都大学

梠蜉w院
（首都大学

梠蜉w院
ユレーション（1） 赫） 受）
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執筆担当放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　　名 講　　師　名

（所属・職名）（所属・職名）

モンテカルロ法とはなにか。モンテカルロ法によるぐ

12
心理モデルのシミ

?戟[ション（2）

ミュレーション。ランダムウォーク。製品の普及プロ

Zス。サイコロを振って計算する（モンテカルロ積分）。

　
同
　
　
上
● 同　　上

乱数を利用した遺伝的アルゴリズム。

印象とはどのようなものか。　「印象の工学」という試

13 印象の工学 み。　「印象の測定」はどう進めればよいか。　「印象の 同　　上 同　　上

測定」の限界（1）。、「印象の測定」の限界（2）。

主観的確率。ベイズの定理とベイズ推定。ベイジアン

14
主観的確率とベイ

Yの理論
フィルター。シンプソンのパラドックス。モンティー・

zール問題。マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC）。
同　　上 同　　上

西川　泰夫
（放送大学

受）

15
不確実性と意思’

不確実であるとはどんなことであるか。期待値基準に

謔髞ｻ断。期待効用による判断。不確実性の回避、損
ｸ回避i。

大澤　　　光

i首都大学

梠蜉w院
�j’

沼野　元義
i英知大学赫）大澤　　　光

（首都大学東

京大学院
而）
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＝　基礎i発達心理学（‘06）＝（R）

〔主任講師（現職名）　氏家達夫（名古屋大学教授）〕
，〔主任講師（現職名）　陳　三図（北海道大学教授）〕

全体のねらい

　本講義は、発達心理学の基礎理論や研究を概説した上で、さまざまな研究領域における現状や新たな

展開、実践への応用を展望することを目的とする。発達心理学の広い研究領域をできるだけ幅広くカバ

ーし、生涯発達的展望に立って講義を行う。

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）

発達心理学と関 第1回の授業にあたって、この科目を担当する講師 陳　　三三 陳　　三三

連領域 が、授業の概略や受講の視点などを解説する。後半 （北海道大 （北海道大

は1回目の担当者が、発達心理学の歴史を紹介し、 学教授） 学教授）

1 日本の発達心理学の現状を説明する。人間普遍的問
題の外に、日本社会の人間発達の問題についての研
究を独自の視点から展開する必要性を説く。

歴史・文化の中 行動発達を歴史・文化の中で展開される現象と捉え
の発達 る。社会の変化や文化の違いが発達にどのような影 同上 同上

響を及ぼすのかを考察する。文化心理学や民俗学、
2 人類学の知見についても紹介する。

関係の中での発 乳幼児の行動状態の調整者としての養育者との関
達 係、親子の情動的コミュニケーション特に注視、共 同上 同上

同注意、間主観性や自己感の発達を取り上げ、乳幼

3 児期の心の発達における関係性の役割やその重要性
を解説する。

遺伝子と行動発 行動発達における遺伝子の役割を解説する。行動遺 氏家達夫 氏家達夫
達 伝学の代表的な研究を紹介し、行動遺伝学の基本的 （名古屋大 （名古屋大

考え方や手法を解説する。遺伝と経験がどのように
学教授） 学教授）

4 相互作用して行動発達を生み出していくのかを考察
する。

脳と行動発達 行動発達と脳の関係を、最近の脳科学の成果にもと 陳　　省仁 陳　　省仁

ついて解説する。発達心理学と脳科学とのコラボレ （北海道大 （北海道大

一ションといえる研究をいくつか紹介する。　「脳科 学教授） 学教授）

5 学で発達の問題を解く」という幻想についてもふれ

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）

比較行動学と発 霊長類の研究にもとづいて、人間の思考やことば、 氏家達夫 氏家達夫
達 社会行動の起源をさぐる。発達の比較行動学研究を （名古屋大 （名古屋大

紹介し、行動発達の生物学的基礎を解説する。進化 学教授） 学教授）

6 心理学についてもふれる。

言語の発達 言語発達は生物学的基礎、認知的基礎、社会的基礎 秦野悦子 秦野悦子
に支えられ、乳児期からの他者との相互関係の中で （白百合女 （白百合女

発達する。子どもがどのように語彙や構文を発達さ 子大学教授） 子大学教授）

7 せ、会話や語りの世界に入っていくのかを学ぶ。

認知の発達 人間が育っていく中でどのように物事をとらえ、自

分を取り巻く世界を知っていくのかを学ぶ。乳児期 同上 同上

の情報選択、幼児期の未分化な思考から統合化され
8 た思考へ、また社会的認識の発達や心の理論につい

て理解を深める。

情動の発達 情動の脳理論や機能主義的理論を紹介する。情動が 氏家達夫 氏家達夫
他者とのコミュニケーションの中でいかに社会化さ （名古屋大 （名古屋大

れるかを解説する。情動制御の発達についての研究 学教授） 学教授）

9 を紹介する。自己概念の発達と情動の関係について

もふれる。

パーソナリティ パーソナリティの定義、自己概念の発達、自我同一 二宮　克美 二宮　克美

の発達 性の発達という3つの観点から解説する。また、知 （愛知学院 （愛知学院

能の構造、多重知能について取り上げる。さらに、 大学教授） 大学教授）

10 自己理解の発達モデルや自己受容性、自我同一性の

発達とアイデンティティ・ステイタスについて詳し

く説明する。

社会性の発達 社会性の発達、道徳性の発達、向社会性の発達とい

う3つの観点から解説する。社会性の発達と遊び、 同上 同上

道徳性の発達に関するピアジェやコールバーグの理
11 論、社会的領域理論などを説明する。また、向社会

性（思いやり）の発達について共感性や罪悪感との

関連をまじえて取り上げる。

対人関係の発達 親子関係、仲間関係、対人関係能力の発達という3 二宮　克美 二宮　克美

つの観点から解説する。アタッチメント（愛着）、 （愛知学院 （愛知学院

社会的参照、親の養育態度を取り上げる。また、仲 大学教授） 大学教授）

12 間関係の働きや友人関係の発達、社会的スキル、社

会的情報処理モデル、対人交渉方略について説明す
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）

成人発達とエイ 成人発達を捉える理論的枠組みを紹介する。老化の 氏家達夫 氏家達夫
ジング 生物学的モデルを紹介する。加齢に伴って何が変化 （名古屋大 （名古屋大

13
するのか、その変化に対して人々がどのように適応

ｷるのかを考察する。サクセスフル・エイジングに

学教授） 学教授）

ついてもふれる。

発達障害と臨床 臨床発達とは何かについて理解を深めるとともに、 秦野悦子 秦野悦子
発達 発達障害についての最近の考え方を解説する。精神 （白百合女 （白百合女

14
遅滞、広汎性発達障害、1ΦHDについての解説を行い、

瘧Qの種別や子どもの発達段階に応じた臨床発達の

子大学教授） 子大学教授）

あり方について解説する。

発達の病理と可 不適応や精神病理を発達的に捉える視点を提供す 氏家達夫 氏家達夫
塑性 る。疫学的研究や縦断研究の実例を紹介し、病理の （名古屋大 （名古屋大

15
発達プロセスについての研究法を解説する。リスク

ﾆレジリアンス、防御要因についてもふれる。

学教授） 学教授）

一一@4　O　O　一一



＝＝@応用心理学（‘05）＝（TV）

〔主任講師：神作博（中京大学教授）〕

全体のねらい

　臨床心理学・相談心理学・教育心理学・人間工学・看護・被服三二の科目で既に開講されているものを除

いた応用心理学のうちから、生活に直結した主要なテーマを選び、その内容、現在のトピックス、応用

心理学的にみた問題点などを解説し、受講生の視野の拡大と知見の充実に資する。

　（特に、産業心理学、交通心理学については現今の生活の動きを考慮し、重視した。）

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 二二師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

応用心理学総論 1　応用心理学とは 神作　　博 神作　　博
1 2　応用心理学の歴史 （中京大学 〈中京大学

3　応用心理学の分野 教授） 教授）

1 4　応用心理学の社会的貢献
星　　薫

（放送大学

助教授）

応用心理学総論 1　この科目で扱う応用心理学の範囲

2 2　他の諸科目との関連

3　この科目の狙いと特徴
2 4　本章の内容 同　上 同　上

産業活動に関す 1　産業心理学の誕生と展開 向井希宏 向井希宏
る心理学1 2　作業研究の方法 （中京大学 （中京大学

3　動作分析 教授） 教授）

3 4　作業パフォーマンスの評価
星　　薫

産業活動に関す 1　現代社会における生産と産業活動

る心理学2 2　組織における人間行動

3　職場集団の形成
4 4　快適な作業環境を求めて 同　上 同　上

日常行動と消費 1　現代社会と人間行動 向井希宏 向井二二
に関する心理学 2　人間と道具

3　欲求と人間行動 星　　薫
5 4　消費者行動の心理的メカニズム
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

安全に関する心 1　事故防止と安全 神作　　博 神作　　博
理学＼ 2事故生起の現：状

3　人的要因事故 星　　薫
6 4　安全対策

交通に関する心 1　交通安全とは

理 2　交通心理学の歴史

3　交通状況の構成要因

4　運転行動・走行

7 5　運転行動モデル 同　上 同　上

6　運転者・歩行者の不安全特性

7　交通心理学における諸検討の方法

8　望ましい運転者像

9　事故多発運転者

交通に関する心
　　　　　　　　　　　　　　　ノP交通事故の発隼’

理学2一交通事 2　交通事故の発生状況

故の追究および 3　人的要因事故の現況

8 人的要因事故一 4　人的要因事故の特徴 同　上 同　上

5　人的要因事故発生状況の具体例

6　人的要因事故の諸要因

7　事故の直接要因と間接要因

交通に関する心 1　特性管理と助言指導

理学3一安全対 2　組織・職場へのアプローチ
策一一 3　安全教育

4　シミュレータ・トレーナなどの機器による体

9
　験・教育・訓練
T　人間工学的安全対策

同　上 同　上

6　環境の安全対策
7　運転者の心理的対策

8　法的強制・規制

9　交通文化の構築

生活に関する心 1　職場・住環境に関するもの

理 2　建物内外の色彩の活用

10
3　チェックリストによるアセスメント
S　生活ネットワーク作り

同　上〆 同　上

5　心豊かな生活

生活支援に関す 1　自立支援 神作　　博 神作　　博

る心理学 2　介護・看護

3　生活支援に関係する人材育成の主眼点 星　　薫
11 4　社会における生活支援態勢の諸問題

一一@402一



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）

生活の安全・保 1　犯罪不安の心理

証に関する心理 2　緊急事態における心理と行動

12
学 3　防犯に関する心理学

S　災害に対する心理学
同　上 同　上

環境に関する心 1　環境と人間

理学1 2　作業環境のあり方

13
3　生活環境のあり方

S　景観
同　上 同　上

5　地下の環境
6　宇宙における環境

環境に関する心 1　照明環境と人間行動・心理

理学2一色彩・ 2　照明と色彩の関係

14
照明心理学一 3　照明の明視性に及ぼす環境

S　色彩環境と人間行動・心理
同　上 同　上

5　色彩の機能

まとめ 1　再び応用心理学について

2　時系列的に見た応用心理学

3　人間中心の応用科学としての応用心理学

S　本講座をふりかえって
同　上 同　上
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：＝@神経心理学（‘06）ti（R）

〔主任講師（現職名）：八木文雄（高知大学教授）〕

全体のねらい

　神経心理学・あるいは認知・行動神経科学の領域においてこれまでに得られている，健常者およ

び脳損傷者を対象とした基礎的・臨床的事実にもとづき，ヒトの日常生活における種々の行為をそ

の背後で支えている，言語，認知，記憶などの高次機能を支配する大脳皮質連合野の神経機構，お

よびそれらの機能にもとつく種々の行為を支配する随意運動制御の中枢機構に関する最新の知識

の獲得を目指す。そして次の段階では，こうした高次機能の形成・獲得・変容を支える可塑的神経

機構に関する理解を深め，高次機能の形成・獲得・変容，脳損傷後におけるその再獲得，および発

達過程におけるそのつまづきなどの支援について，学習者がそめ具体的な方策を自分自身の力で構

築することができるようになるために不可欠となる，自己課題設定・自己問題解決能力の育成・獲

得を目指す。

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
大脳皮質におけ
驪@能局在

大脳皮質における機能局在が科学的事実として明ら

ｩにされるに至った歴史的背景，および最近のブレ
Cンイ二巴ジング法による脳機能解析の現状につい！て講述する。

P．言語野の発見　2．ジャクソンてんかん
R・てんか々患者における大脳皮質刺激実験：

S．ブレインイメージング法による脳機能局在の解

ﾍ　　　　　　　　　　　　　　　　（

人木文雄
i高知大学

ｳ授）

八木文雄
i高知大学

ｳ授）

2
大脳皮質連合野
ﾌ構造と機能

高次神経機能を支配する三四皮質連合野の定義，区

ｪ，機能的特性，およびその損傷により出現する基
{的な高次機能障害の特徴について講述する。

P．大脳皮質の発生形態学的分類　2．大脳皮質連
⊥?ﾌ高次神経機能　3。大脳皮質連合野の区分

同上 同上

3
頭頂連合野の高
汾_経機能（1）

頭頂連合野に損傷を受けた場合に出現する主な高次

@能障害を取り上げることにより，頭頂連合野が担

､第一の機能としての空間認知機能について論議す

驕B　　　　　　　　　　　　・

P．視空間認知障害　2。2っの視覚系

同上 同上
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執筆i、担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

頭頂連合野に損傷を受けた場合に出現する高次機能

4
頭頂連合野の高
汾_経機能（2）

障害の特徴にもとづき，空間認知機能の半球間左右

ｷについて論議する。

P．左半側空間無視　2．方向性注意の神経機構

同上 同上

3．方向性注意の大脳半球間左右差

頭頂連合野が担う高次神経機能が，頭頂連合野のど

のようなニューロン活動により達成されるのかを，

5
頭頂連合野の高
汾_経機能（3）

種々の課題遂行中のサルにおいてこれまでに得られ
ﾄいる実験的事実にもとついて考えてみる。

P．視覚性随意運動制御モデル　2．体性感覚情報

同上 同上

処理ニューロン　3．空間的視覚情報処理ニューロ

ン　4．異種感覚モダリティ情報統合ニューロン

頭頂連合野が担う第二の機能としての視覚性随意運

6
頭頂連合野の高
汾_経機能（4）

動制御機能について，脳損傷の事例から論議する。

P．到達運動障害　2．操作運動障害　3．腹側視覚
﨣�`達系損傷事例D．F．　4．背側視覚情報系損傷事

同上 同上

例R．V．　5．新2っの視覚系

頭頂連合野における視覚性随意運動制御機能の神経

機構について講述する。

7
頭頂連合野の高
汾_経機能（5）

1．到達運動関連ニューロン　2．3次完的視覚対

ﾛの認知に関連するニューロン　3．操作運動関連
同上 同上

ニューロン　4．到達運動と操作運動の視覚性制御

機構

ブレインイメージング法による頭頂連合野の機能解

析について講述する。

8
頭頂連合野の高
汾_経機能（6）

1．PETによる脳機能解析　2．ヒトにおける手の運

ｮの視覚性制御　3．手の視覚性運動制御における
ｶ半球優位性　4．線分の視知覚における右半球優

同上 同上

位性　5．頭頂連合野における半球：間機能差のPET

qによる解析

運動前野における随意運動制御機能について，脳損

9
高次運動野の運
ｮ制御機能（1＞

傷の事例から論議する。

P．ヒトにおける把握運動制御機構　2．運動前野
同上 同上

損傷による運動制御機能障害

運動前野および補足運動野における随意運動制御機

構について，ニューロン活動の側面から論議する。

10
高次運動野の運 1．　運動前野の運動選択機能　　2 同上 同上
動制御機構（2） ．　　　Canonica1≒Neuron　　　System　　　　　　　3　　　．

MirrorNe宣ron　System　4．補足運動野の運動制御

機能。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ・ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名》 （所属・職名）

側頭連合野が担う第一の機能としての形態認知機能

について，脳損傷事例とニューロン活動の側面から
11 側頭連合野の高 論議する。

次神経機能（1） 1．形態認知機能障害　2．下部側頭葉のニューロ
同上 同上

ン活動　3．おばあさん細胞仮説　4．パターン表
現仮説

ヒトの腹側視覚路における対象認知の神経機構につ

いて，ブレインイメージング法による解析，および

12
側頭連合野の高
汾_経機能（2）

損傷による機能障害の側面から論議する。

P．ヒトの腹側視覚路における対象認知関連領域　2
同上 同上

．紡錘引回顔領域の高次神経機能　3。海馬町回場所領

域の高次神経機能

上側頭溝領域における社会的認知機能について，ブ

レインイ三四ジング法による解析，および自閉症患

13
側頭連合野の高
汾_経機能（3）

者における機能障害の側面から論議する。

P．社会的知覚　2．道徳的判断に関連する脳領域
同上 同上

3．心の理論　4。自閉症児は心の理論をもつか　5

。心の理論に関連する脳領域

側頭連合野が担う第二の機能としての長期記憶機能

について，脳損傷事例とニューロン活動の側面から
論議する。

14
側頭連合野の高
汾_経機能（4）

1．両側側頭葉内側部切除事例IL　M　2．両側海馬CA1

ﾌ域損傷事例R，B．　3．てんかん患者における側頭葉
同上 同上

皮質刺激実験：4。両側TE野破壊サルにおける同時的
複式物体弁別学習　5．視覚的再認記憶の神経回路モデ

ル　6．視覚性記憶の神経機構

前頭連合野に損傷を受けた代表的事例における高次

機能障害，および前頭連合野のニューロン活動から

，前頭連合野が担う高次神経機能について考えてみ
る。

15
前頭連合野の高
汾_経機能P

1．前頭連合野損傷症例における高次機能障害　2．

O頭連合野損傷による高次機能障害の神経心理学的検
同上 同上

索　3。ワーキングメモリの神経機構　4．前頭連合野

ニューロ，ンの機能的可塑性　5．最高次中枢としての前

頭連合野　6。中枢神経系の可塑性と補償作用（今後の
展望）
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〔

高橋　恵子（聖心女子大学教授：）　　〕

河合　三年（武庫川女子大学教授）　〕

仲　真紀子（北海道大学大学院教授）〕

講義概要

感情には喜怒哀楽から恥や罪，プライドなどまでさまざまな種類がある。感情は文化を超えて人間に共

通なものもあれば，感じ方やその表現において，文化に固有なものもある．感情は人間の適応にとって不

可欠である．とっさの感情の判断が命を救うこともあり，学習を動機付けたり，人々を結び付けたりもす

る．この講義では，このような感情を心理学だげではなく，脳科学や生物学，医学などの近接領域の成果

をも援用しながら，理解していく。

授業の目標
　感情をとおして人間の理解を深めてほしい。古今東西，哲学，芸術，思索の対象であった感情が科学的

に解明され始めたのは1980年代である．この講義では感情の心理学の最先端の知見を紹介し，この新し

い研究領域への知的関心を高めることをねらいとしている．丁丁では引用文献，参考文献をあげているの
で，原著にあたってさらに知識を広げてほしい．

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）

感情の心理学と 感情の心理学は何を扱うかについて概観する． 高橋恵子 高橋恵子
は 感情とはなにか．感情と認知の関連，感情の心理学 （聖心女子 （聖心女子

1
の研究史にもふれながら，研究の課題を述べる． 大学教授） 大学教授）

感情の起源 感情がどのような生理的機能によって生じるか，その 河合優年 河合累年
生物学的な起源について考える．感情の生物学的な （武庫川女 （武庫川女

適応力についても考察する． 子大学教 子大学教
2 授） 授）

感情の神経心理 感情の処理に関与する扁桃体や前頭葉などの脳内メ 大平英樹 大平英樹
学 カニズムを明らかにする． （名古屋大 （名古屋大

学大学院助 学大学院助
3 教授） 教授）
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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）

乳児の感情 発達初期の感情表出について行動レベルから考え 河合三年 河合四三
る・人間の感情は快と不快という生存にとって基本 （武庫川女 （武庫川女
的な情報の表出から始まるとされる。乳児の泣き声 子大学教 子大学教
でこれが区別できるかなど，発達初期の感情につい 授） 授）

4
て検討する．

ゲスト：

山本初実
ノ

（三重中央

医療センタ
一部長）

表情 表情の認知や表出における発達差、文化差などをも 山田　　寛 山田　　寛
とに，いわゆる基本情動に関する論争の現状を明ら （日本大学 （日本大学

5
かにする． 教授） 教授）

感情と記憶 感情と記憶をめぐり実験室内で行われてきた知見を 仲真紀子 仲真紀子
中心に，感情の強さや種類と記憶との関係について， （北海道大 （北海道大

6

＼

自伝的記憶の研究も含めて，明らかにする． 学大学院教 学大学院教
授） 授）

＼

目撃証言と感情 目撃証言の信頼性に及ぼす感情の影響を中心に，証 仲真紀子 仲真紀子
言時の他者に対する対人感情（陪審員や裁判官によ （北海道大 （北海道大

7
る）信頼性の判断の決定過程における対人感情につ 学大学院教 学大学院教
いても明らかにする． 授） 授：）

感情と心の理論 心の理論におげる感情の問題について，理論と実証 内藤美加 内藤美加
的研究を概観する． （上越教育 （上越教育

8 大学助教 大学助教
授） 授）

感情の理解の発 感情についての理解の発達は、生得的な基盤のうえ 久保ゆかり 久保ゆかり
達 に、他者との感情のやりとりの経験に導かれ、対象 （東洋大学 （東洋大学

9
について分析する力とともに展開していくプロセス 教授） 教授）

であることを述べる。
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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）

感情と自己 自己がいかに感情とかかわるかを，自己意識感情の 高橋恵子 高橋恵子
発生，発達についての研究を紹介しながら述べる． （聖心女子 （聖心女子

大学教授） 大学教授）
10

感情と人間関係 人間には他者と結びつきたいという感情が備わって 高橋恵子 高橋恵子
いる．そして，人間はソーシャル・ネットワークと （聖心女子 （聖心女子

呼ばれるような；人間関係の表象を持つようになる． 大学教授） 大学教授）
11 それがどのような過程であるかを述べる。

感情と文化 生得的に準備されている感情の機構が，文化や社会 河合優年 河合優年
という環境要因によってどのような影響を受けるか （武庫川女 （武庫川女

を検討する． 子大学教 子大学教
12　『

授） 　　　、ヘゴ�j

感情と音楽 癒しの音楽というジャンルが定着してきた．音楽を 河合優年 河合優年
聴くことによってストレスを解消できるのか．実際 （武庫川女 （武庫川女

に音楽を聴きながら考える． 子大学教 子大学教
授：） 授）

13 ゲスト：

マイケル　デ

イスタシオ
藤 （東放学園チ

一フ・アドバ
イザー）

感情と家族内暴 社会的背景とも関連づけながら、ドメスティック・ 内藤和美 内藤和美
力 バイオレンスど子ども虐待事例にみられる感情とそ ．（群馬パー （群馬パー

の意味や機能について考える． ス大学教 ス大学教
14 授） 授）

感情の心理学： 感情の心理学研究の現状とこれからの課題について 高橋　恵子 高橋　恵子

課題 述べる． 河合優年 河合優年

15
仲真紀子 仲真紀子
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＝＝ qども9青年の生活と発達（‘06）＝（TV）

〔主任講師（現職名）　藤崎春代（昭和女子大学教授）〕
〔主任講師（現職名）　武内　清（上智大学教授）　〕

全体のねらい

　近年、子ども・青年みかかえる問題状況への関心が高まっている。保護者や教育関係者をはじめ

大人全体が，子ども・青年をどう捉えればよいのか，どうかかわればよいのか，当惑している。そ

して、捉える枠組みの提供，かかわり方への示唆を求めて，心理学への関心・期待が急速に高まっ

ている。こう、した状況の中で，本番組では，HOW　TOの提供ではなく，改めて現代に生きる子ど

も・青年の生活を丁寧にとらえなおし，生活とかかわらせて発達を検討していくことを目指す。生

活からとらえなおすということはくこころを個人の中だけで検討するのではなく，社会の中で生き

ている存在としてとらえることを意味する。本講義の第1の特徴は，心理学のみでなく，社会学匠

に教育社会学の視点も含みこみつつ、発達を考えることである。一方で、生活への注目は，人は生

物学的存在でもあることに気付かせてくれる。系統発達的な視点，身体への注目なども含みこむの

が第2の特徴である。講義を通して，周囲の子ども・青年の様子を丁寧に見、検討するきっかけと
してほしい。

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）

生涯発達の中の 発達という概念は，従来，子ども・青年期にのみ当 藤崎　春代 藤崎　春代
子ども・青年期 てはめられてきていた。しかし、考えてみれば、子 （昭和女子 《昭和女子

ども・青年期に人生のすべての事柄に対処できる準 大学教授） 大学教授）

備が整うはずはなく、大人も，日々発達していかな

1
ければならないし、現に発達していることに気付

く。生涯発達という視点からは，子どもr青年期は

どのように位置付けられるのかを整理する。その上 黛

で，講義全体の内容・ねらいについてのガイダンス
を行う。

動物の子どもと ヒト以外の動物でも誕生から成体になるまでに、発 長谷川寿一 長谷川寿一
親子関係 達のための子ども期がある。ここでは、動物の子ど （東京大学 （東京大学

2
もたちが、どのように親を識別し，仲間関係を築き、 教授） 教授）

生息環境について学び，繁殖のために準備するかを

説明する。

子どもが生まれ 子どもは，生物学的存在として誕生するとともに， 藤崎　春代 藤崎　春代
るということ 親世代のさまざまな思いの中に誕生する。子どもが （昭和女子 （昭和女子

3
生まれるということは、かつてどのようにとらえら 大学教授） 大学教授）

れてきたのか，そして、現在とらえられているのか
に注目する。

ノ
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

母子関係・父子 母子関係は家族に関する研究の中心的テーマであ 新谷　和代 新谷　和代

関係 るが、母親とは異なる身体的特徴や社会的役割を持 （帝京大学 （帝京大学塾

つ父親もまた、子どもの発達に大きな影響を与えて 助手） 助手）

4 いることが明らかになっている。親子で遊ぶ様子や

子育てインタビューのビデオを通して、以上の点に、

ついて講義を進めていく。

社会への第一歩 家庭で，基本的な生活の成り立ちを身につけた子ど 藤崎　春代 藤崎　春代

としての入園 もは，園というもう一つの生活の場を持ち始める。 （昭和女子 （昭和女子

保護者も保育者も友達同士の楽しい関わり合いを 大学教授〉 大学教授）

園生活に期待するが，入園とは、親子共にとって不
5 安なことでもある。園生活を開始する子どもの様

子，それを支える保護者の様子から、社会への第一

歩としての入園を検討する。

乳幼児の遊び 放っておいても，子どもは勝手に遊ぶと考える人は 同　上 同　上

多い。しかし、保育の場では，遊べない子どものこ

とが問題視されるし，乳幼児とどうやって遊べばよ

6 いのかと悩む保護者も多い。乳幼児の遊びを検討し

っっ，遊びの意義や大人のかかわりについて考え
る。

友達関係 子ども・青年にとって，友達の存在は大きい。しか 同　上 同　上

し、かかわりは最初からうまくいくわけではなく，
乳幼児期から多くのいざこざを経験する。いざこざ

の中で何が起きているのかを検討しつつ、友達関係
7 の発達を捉える。また、友達の存在と一口にいって

も，その中身はさまざまなものが考えられる。個人

と他者（集団）とのあり方も整理したい。

子どもの学校生 子どもの生活の中心が家庭から学校に移行するの 武内　　清 武内　　清

活 は、小・中学生の時期である。家庭と学校では、そ （上智大学 （上智大学

こで働く原理が大きく違う。家庭とは違う学校とい 教授） 教授）

う場に子どもはどのように適応し、何を学び、どの

ような成長をとげているのであろうか。子どもの学
8 校への適応、学力形成、人間形成に焦点をあて、さ

らに校外生活や家庭生活との関連も考察参照しな
がら、小中学生の時期の生活と発達を考える。
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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）

子どもの生活と 戦後の子どもの生活史を中心に生活と遊びのウオ 明石　要一 明石　要一
遊びの歴史 ッチングを行いたい。生活のリズムを15年周期に （千葉大学 （千葉大学

捉え「遊び」「お手伝い」「勉強」がどのように変 教授 教授）

化していくか追っていく。そして今日的な放課後の

9‘ 世界はどうなっているかも合わせて子どもの姿を
追う。なぜ子どもの放課後が失われ、それに対して

どのような改革がなされているか映像を使って説
明する。たとえば、通学合宿、シングルマザーの親

子キャンプ、横浜のキッズクラブの姿を紹介する。

高校生の生活と 高校生の時期の生活と発達について考察する。高校 武内　　清 武内　　清
アイデンティテ 生の生活をみると、勉強だけでなく、学校行事、部 （上智大学 （上智大学
イ 活動、友人関係と活動範囲は広がっている。心理的 教授） 教授：）

にも悩み、成長する時期である。同時に、自分とは

10
何かというアイデンティティの探索や将来の進路
を考える時期でもある。

高校生ρ学校生活を中心に、高校生の実際の生活の

様子を映像でみると同時にさまざまな調査データ
からもみていく。

青年期の恋愛 現代では、恋愛を経験した上で配偶者選択に至るケ 河野　銀子 河野　銀子
一スが多い。しかしながら、コミュニケーションの （山形大学 （山形大学
得手不得手や仕事との時間のやりくりの困難から、 助教授） 助教授）

恋愛を経験しない（できない）20代の青年たちも
存在する。この回では、「大学生⊥の恋愛に関する

11
意識や実態を、大学入学前の年代や社会人と比較し

ていく。高校まではおもに調査データを使用し、社

会人については複数の当事者の声などによって実
態を捉えるとともに、恋愛しない（できない）青年

の実情についても、インタビューによって把握す
驕B

身体・ファッシ 身体やファッションへの関心は、アイデンティティ 同　上 同　上
ヨン の確立と共に高まると考えられる。一方で、高校ま

での学校教育は、児童・生徒の「おしやれ」などへ

σ
の過度な関心や実践を規制する傾向がある。自己表

12
現と統制の間で、どのようにして子どもや青少年が

身体やファッションへの関心をもち、実践している

のか、考察する。女子学生を主たる読者層とする雑

誌や、ジゴニア向けコスメなどの実態も参考にしな

がら分析する。
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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）

キャンパスライ 大学進学率は5割近くなり、青年の多くが青年期を 武内　　清 武内　　清
フ 大学で過ごすようになっている。授業、サークル活 （上智大学 （上智大学

動、アルバイト、交際、趣味活動などの大学生の生 教授） 教授）

活（キャンパスライフ）は、青年文化の主要な担い
13

手になる。キャンパスライフの実際を、映像とデー

タから示し、大学教育や社会の文化と青年とのかか

わりを考察する。

青年文化の変容 ここ40年間ほどの青年文化の変化を、対抗・消 藤村　正之 藤村　正之
費・自己という視点でおさえつつ、現代の青年たち （上智大学 （上智大学
’の意識と行動を自他関係・メディア・社会観などか 教授） 教授）

14 ら考察する。

青年期の社会的 これまでの、子ども・青年の生活と成長に関する講 武内　　清 武内　　清

成長、自立（ま 義の要点をまとめる。青少年自身が、自立・成長す （上智大学 （上智大学
とめ） るために何をなすべきかを考える。また、教育機関 教授） 教授）

15 や子ども・青年にかかわる大人達は、どのような支

援をすればいいのかを考察する。
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＝　教育の社会文化史（‘04）＝（TV）

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：辻本雅’史（京都大学大学院教授）〕

全体のねらい

　「教育」を学校教育に限らず、歴史の社会に埋め込まれた文化システムの一環ととらえる立場から、近世以後の日本の

教育の歴史をたどる。それによって、教育を過度に独占したいまの学校の歴史的位置を確認し、近代教育の歴史的特質

を提示したい・さらに日系移民の教育や植民地下の教育をみることで、近代教育が一国内に限ることができない問題を

抱え下いるgとにも理解を深め、グローバル化時代の教育が直面する諸問題を考える方向を探りたい。

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 「文字社会」の成立

　はじめに、歴史の視点から教育を考えることの意味を提示
ｷる。ついで日本の教育の歴史において、近世以前とそれ以

繧�謔ｷる指標を、社会生活のうちに文字が組み込まれた「文

A字社会」の成立ととらえ、近世に文文字社会が成立した要因

ﾆその意義について考える。さらにこの麹島内において、文

嘯ﾌ書体や文書の様式にいたるまで文字に関わる文化が比較

I共通したかたちで成立したことを指摘し、近世の教育文化
ﾌ特質をさぐりたい。

辻本　雅史
i京都大学大

w院教授）

辻本　雅史
i京都大学大

w院教授）

2
近世社会における

l間形成

　子どもが大人の保護を受けつつも、やがては自立して一人
Oになっていく過程の歴史的変容について講ずる。子どもが一人前になっていく過程は、いつの時代にも変わらない繰り

ﾔしのようも思われるが、人間の場合には、この一人前にな

驩ﾟ程そのものが、歴史的な変容を来しながら今日に至って

｢る。本講義では、子どもが一人前になる過程について、近
｢に粛ける「家」や職業のありかたと関わらせて考察する。

八鍬友広
i新潟大学助

ｳ授）

八鍬友広
i新潟大学助

ｳ授＝）

3
近世民衆における
ｶ字学びの広がり

　文字を学ぶという行為が、いかにして民衆の間に広まって．

｢ったのかということについて講ずる。文宇を学ぶ行為は、

ｾ語の獲得と異なり、生活の過程とは独自の特別な習得の過
��¥成している。近世という時代は、このような特別な習

ｾの過程が民衆の間に広まっていくうえでひとつの画期とな

ﾁている。本講義では、近世における民衆の文字学びの広が

閧ﾆ、その特質について考察する。

同　　　上 同　　　’上

4 出版文化と教育

　近世は商業出版が成立した時代である。障出版は知を伝達するひとつのメディアである。出版の普及は、文宇文化の定型

ｻと大衆化を進展させ、学ぶべき共通のテキストや今に続く
坙{の「古典」を成立させて、近世人の「教養」を形づくっ

ｽ。近世の教育を出版文化の視点からとらえてみることで、

ﾟ世人の文字を通した学びの諸相を考える。

辻本九二 辻本　雅史叩

5
近世の学びの文化

ﾆその思想一貝原
v軒から考える一

　貝原益軒を近世人通有の思想を儒学の言葉で表現した儒家知識人ととらえ、子どもの教育を論じた『和俗童子訓』を素

ﾞに、近世教育の文化的特質をさぐる。それは、子ども自身
ｪ身体を通じて為す「模倣」と「習熟1による人間形成にモ
fル化できる。そのモデルは、文字や学問の学びにとどまら

ｸ、文化伝承に関わる全域に内在していることに気づかされ

驕Bそこでの「学びの文化」の特質を近代の学習や教育と対
艪ｵながら考える。

同　　　上 同　　　上
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回 テ　一　マ 　　内　　　　　　　　容
f

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

民衆教化と教育の

泊活齔ｭ治の教化
ﾆ心学運動一

18世紀以後の幕藩政治は積極的に民衆教化にとりくんだ。，

ｻれは幕藩政治が民衆への「教育」を「発見」していった過

�ﾆみることができる。それが日本近代につながっていくそ

ﾌ特質について考える。その一方、民衆世界においても、社

?�ｶき抜く困難を克服するために、さまざまな自己教育的

ﾈ教化運動をおこしていった。ここではその特質を、石門心

wをひとつの素材にして考えてみる。

．辻本　雅史 辻本　雅史

7
近代教育の進路を

ﾟぐって

〆　　「学制」　（1872年）をもって、本格的に日本の近代教育制

xは出発する。しかしそれはひとつの出発にすぎず、「学制」

ﾐ布後、近代教育の理念と進路をめぐって議論が始まる。欧

ﾄを実地調査した田中不二麻呂の国民教育論と元田永孚の教

w論を対比しながら、近代教育めぐる多様な構想について考
ｦる。

森川　輝紀
i；埼玉大学教

�j

森川　輝紀

i埼玉大学教
�j

8
教育勅語の成立と
ｳ育体制の整備

　近代化＝欧米化と伝統文化＝国民（臣民）道徳の相克の中

ﾅ、教育勅語が作成される。教育勅語成立の意味と国民教育

ﾖの影響について説明する。また、1900年代初頭に整備され
ﾄいく国民教育のシステム（教科書制度、学校行事、学校儀

ｮ、等）と、近代の身体、近代の時間、国語の形成について

lえる。

同　　　上 同　　　上

9
大衆化する社会と

ｳ育

　日露戦後の都市化の進行にともない、二つの相反：する教育

_が展開する。都市的文化を背景とする新教育論と個の自立

ﾆ競争を抑制する国民道徳論について説明する。とくに、井

纉N次郎の言説に即して国民道徳論の問題性と学問と教育の

謨ﾊという日本的学校論の特質について考える。また、教員

ﾐ会の成立とその動向についても説明する。

同　　　上 同　　　上

10
経済恐慌と戦時下

ﾌ教育

　1929年に始まる経済恐慌は産業構造に即した「役に立つ教

轣v論を生み出していく。この教育論は、「滅私奉公」の国
ﾆ主義と生活に必要な学力主義へと分化しでいく。そのプロ

Zスを地域社会の動向に即して説明する。次に「近代教育」

癆ｻをめぐって展開される教学刷新運動、戦時下教育のキー

潤[ドとなる「皇国ノ道」「錬成」教育とは何であったのかを

lえる。

森川　輝紀

i埼玉大学教

�j’

森川　輝紀

i埼玉大学教
�j

11
移民教育と異文化
揄�i1）

　近代初頭の日本の民衆にとって、外国像は、ごく少数の例

Oを除いてそのほとんどが渡航体験を持つ知識人や国家の文

ｻ装置をろ過して形成されてきたものに他ならない。しかし、

ｱの時代に外国にわたり生活を通して異なる文化と接触し、

ｩ文化との葛藤をへながら新しい文化を模索した一団の人々

ｪいた。移民と呼ばれるこれらの人々の子弟教育の実際と、

ﾚ民教育に対する日本人の期待を明らかにする。それいぶっ
ﾄ、近代日本の教育が果たせなかった「もう一つ」の近代教

迹怩�lえてみたい。

沖田　行司

i同志社大学

ｳ授）

｝沖田　行司

i同志社大学

ｳ授）

12
移民教育と異文化
揄�i2）

　1868（明治元）年に始まるハワイへの日本人移民は、その

q弟教育のために日本人学校を創設した。しかし、ハワイが

Aメリカ合衆国に併合され、アメリカの市民教育が義務づけ

ｿれると、日本人学校との間で大きな摩擦を生じるようにな

ﾁた。アメリカ市民の養成と日本国民の創出という両国の教

逡罇jの狭間で、日本人学校の歴史を辿ることにより、日系

Aメリカ人の苦悩と葛藤が何を意味するのか、そしてそれら

ｪ日本の近代教育史にとってどのような問題を提示している

ﾌかを明らかにしたい。

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）

13
植民地支配と教育
i1）

　日本はかつて台湾・朝鮮などの地域を植民地としていた。日本人の多くはその事実を忘却しているが、植民地とさ滋た地域には日本の支配の痕跡がさまざまな形で残り、今日でも人々は支配の痕跡に直面しながら生活している。そのギャップを少しでも埋めるために、「植民地」とは何なのか、植民地における教育は日本内地の教育とどのように異なり、どのような特徴を持っていたのか、総論的に考察する。

駒込　　武

i京都大学大

w院助教授）

駒込　　武

i京都大学大

w院助教授）

14

　　　㌔

A民地支配と教育
i2） 同　　　上

　、、

ｯ　　　上

15

　ノ

�jから教育を考
ｦる

　旧記における近世と近代の教育の歴史的特質を大きく整理

ｵてとらえ、その意義について考え、講義のまとめとする。／

�jの側から教育をとらえることは、こんにち直面する諸問

閧�A遠くからの視点から、根元的かつ批判的に考えること
�ﾂ能にするだろう。たとえば教育を過度に抱え込んでしま

､学校が20世紀に固有の歴史現象だと気づいたときに、学

Zだけにとらわれない教育のあり方や、生涯にわたる「学習
ﾐ会」への方向性もみえてくるに違いない。メディア史の視

_も入れて、21世紀の新たな教育の方向も示唆したい。

辻本雅史 辻本雅史

x
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須
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履
三

冠
三
三 2

＝’ ｳ育社会学（’07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

岩永　雅也（放送大学教授う　　　〕

稲垣　恭子（京都大学大学院教授）〕

講義概要

、人は生まれながらにして人間であるわけではない。家族という基礎的な小集団の中に生まれ、親密な人

間関係を通じて自我の基礎を形成し、やがて一般化された人間関係が縦横に展開する社会集団との接触を

通してその社会の文化と規範を身に付けることにより、一個の自律的な人間となるのである。その意味で

人間はすぐれて社会的な存在であるといえる。本講義では、人々が生まれ、育ち、学び、働き、さらに自

らの子ども達を育て、自己を実現していくというプロセスを縦糸とし、人々がそのプロセスの各段階で関

わっていくさまざまな教育の在りようを横糸として、社会的な営みとしての教育の意味と本質を解き明か

す。あわせて最近の教育状況とそれを巡る環境の変化および今後の課題や展望についても検討する。

授業の目標

　まず何よりも、学校や家庭、地域社会といったさまざまな場面で展開する「教育」あるいは「社会化」

を社会の中の他の事象と同じ社会事象として一般化して捉えていく姿勢を身につけて欲しい。そのために

は、特定の価値観に偏った見方を排し、できうる限り客観的で柔軟な視点から教育事象を理解しようとす

る態度が不可欠である。その上で、現代社会が直面する教育上の諸問題について、その要因や背景、そし

て本質の的確な理解を目指して欲しい。

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）

教育社会学の視 教育社会学とはどんな学問領域なのか、どのような 岩永　雅也 岩永　雅也
座 方法を用い、何を研究対象として研究を進めるのか

といった、教育社会学をめぐる基本概念について考
1

察する。あわせてこれまでの研究史や近年の研究動
向にも概略的に言及する。

現代社会におけ 人は生まれながらにして自分自身、つまり自我を持 稲垣恭子 稲垣恭子
る自己形成 っているわけではない。人の成長の核となる自我の

基礎は何を要素としてどのような背景と条件のもと
2 に形成されるのか、1とme、役割取得の概念などを

手掛かりに自我の形成について考える。

家族と社会化 子ども達がまず最初に出会う基礎的集団である家族 稲垣恭子 稲垣恭子
がどのように彼らの自我を変容させ、社会化してい

くか、家族とはどのような機能を持ち、いかなる文
3 化を伝達していく存在なのか、社会化の基礎概念と

あわせて検討する。
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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）

仲間との関わり 学齢期にさしかかった子ども達は、家族という第一 住田正樹 住田正樹
次集団から近隣の地域社会や幼稚園、保育園といっ （放送大学 （放送大学

た第二次集団へと生活空間を拡大していく。そこに 教授） 教授）
4 は家族とは異なる他者からなるピアグループが形成

される。他者の拡大と仲間集団および就学前教育が
持つ社会的意味について理解する。

学校教育への参 近代化の進んだ社会において、ナベての子どもが同 稲垣恭子 稲垣恭子
加 質性の高い学校教育に参加していくということの意

味を考える。特に初等段階の学校が持つ社会化機能
5 の本質や内面化される規範の性格などについて詳し

く検討する。

教室という劇場 子ども達の生活空間としての教室を、教師役割と生 稲垣恭子 稲垣恭子
徒（児童）役割との相互作用の場としてとらえ、教

室という場が持つ社会化力の本質について動態的な

6 視点から考察し、理解を深める。特に、カリキュラ

ムと教師文化、生徒（児童）文化、保護者等の文化、

およびそれらの関わりの中で形成される「隠れたカ
リキュラム」に注目する。　　　　　　　　　　　　　　　♂　　へ

分岐点としての 初等教育に続く中等教育は、社会化機能の上からも、 岩永　雅也 岩永　雅也
中等教育 挙達段階においても、また社会的階層分化という点

から考えても、あらゆる意味で「分岐点」というに相
7 応しい存在である。ここではその構造と機能を体系

～㌦ 的に考察する。

＼

学校教育とジェ 「社会や文化がつくりあげる性」としての「ジェン 稲垣恭子 稲垣恭子
ンダー ダー」は、男女平等を前提とする学校教育にあって

も「隠れたカリキュラム」という形をとって入り込
8 んでしまう。ここではそのように「ジェンダー化」

された学校教育と、これを克服しようとする試みを

社会学的に考察してゆく。
’

教育の病理 現代の学校には、さまざまな形の逸脱現象が見られ 岩永　雅也 岩永　雅也
る。その中には恒常的に繰り返される「通常の」逸脱

も、特殊な時代的背景を持つ現象もある。それを類
9 型的に聲理しつつ、今日の教育的病理現象を考える。

教育改革と公教 今日、日本のみならず世界の各地において教育改革 岩永　雅也 岩永雅也
育問題 が論議され、実践に移されている。また、「学力」

に関する論議も盛んである。その背景には、新自由

10 主義という時代風潮および公教育の社会的意味と効

果に対する理念の対立が共通して存在する。そうし ’

た教育改革と公教育に関する議論を整理し、理解し

た上で、現状を把握する。
｝
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

曳

（所属・職名） （所属・職名）

若者と：職業をめ 近代社会におけるフォーマルな学校教育は、雇用市 本田由紀 本田由紀
ぐる問題 場への人材の提供を主要な機能の一つにしてきた。 （東京大学 （東京大学

11
しかし、近年学校の持つ人材形成機能に関して種々

ﾌ問題が生じてきている。若年失業やニート・フサ

．大学院助教

�j

大学院助教
�j

一ター問題、あるいは希望の格差といった問題にっ
いて考えていく。

高等教育の現代 初等・中等の学校システムとは異なる背景のもとに、 米澤彰純 米澤彰純
像 職業的専門性との関わりの中で形成されてきた高等 （大学評 （大学評

教育は、今日著しい大衆化の圧力にさらされて炉る。 価・学位授 価・学位授

12 そのことが高等教育機関を多様なものにし、また大 与機構助教 与機構助教

学改革を促進する大きな要因ともなっている。ここ 授：） 授）

では、現代における大学大衆化とそれをうけた大学

改革について考える。

メディアと教育 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ｻ代社会を解く鍵の一つがメディアである。教育と 田口真奈 田口真奈
いう領域もその例外ではない。メディアと学校教育 （メディア （メディア
は現在どのように関わっているのか、それが現代の 教育開発セ 教育開発セ

13 教育のあり方にどのような影響を与えているのか、 ンター助教 ンター助教

また、今後その関係はどう変化していくのか、とい 授） 授）

つた点について実証的に論じる。

生涯学習社会の 生涯学習社会は、あらゆる学習機会を統合し、有機 三輪建； 三輪建二
展望 的に結合することによって実現することができると （お茶の水 （お茶の水

されている。生涯学習社会における教育、とりわけ 女子大学教 女子大学教

14 学校教育はどのようなあり方を求められるのか、ま 授） 授）

たそこに至るまでにはどのような問題点を解決し、

課題を克服していく必要があるのか、総体的な視点

から展望する。

現代の教育課題 今日の学校および教育そのものが直面する具体的な 岩永　雅也 岩永　雅也

問題を実態に即して取り上げながら、その背景と解

決への糸口を探る。あわせて今後わが国の教育がど
15 のように展開していくのか、その近未来像を展望す

　　　　　　　　　～驕B
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＝　岐路に立つ大学（‘04）＝＝（TV）

〔主任講師：舘」昭　（桜美林大学教授）〕
〔主任講師：岩永雅也（放送大学頭授）〕

全体のねらい
　世界の大学は、近代大学形成期以来の変革：の時代を迎えている。わが国の大学もその例外ではない。これは明治期の近代

大学導入以来の変革であり、知識社会化、グローバル化、情報化、少子高齢化などの社会変化とも深く結びついている。こ

の講義では・こうした事態を教育政策論的及び教育社会学的な視点から把握し理解することを学ぶとともに、特に詳細な検

討が必要なテーマについては、それらを各々取り上げ、実態に即した学習を進めていく。

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 岐路に立つ大学

　日本の大学が岐路に立つという意味を具体例とともに考察し、この授業科目全体の構成と視点を提示する。

舘　　　　昭
i桜美林大学

ｳ授）

舘　　　　昭
i桜美林大学

ｳ授プ

竕i　雅也
i放送大学教

�F）

2僧 社会変化と大学

　知識社会化、グローバル化、情報化、少子高齢化など現在

ﾌ社会変化と大学の関係、そこから提起される、改革課題に
ﾂいて、教育、研究、社会サービスの諸機能、学部、大学院
ｳらに短期課程の諸段階に即して考察する。

同　　上 舘　　　昭

3
教養教育と自由学

|

　日本で教養教育と理学、文学等の基礎学術とされる分野の

W開を、世界的なりベラルアーツ（自由学芸）ととらえなお
ｵ、その展望を示す。

同　　上 同　　上

4 専門職教育

　日本の大学で基礎的あるいは消費的学術との関係で曖昧な

ﾊ置かれてきた職業教育の意義を、職業社会のプロ化の動向
ﾌもとで、法科大学院の構築など具体例とともに再確認する。 同　　上 同　　上

5 組織変革と評価

　直面する課題に対応するための組織改革、改革を支援する

]価システムのあり方について、国立大学の法人化や第三者
]価システムの展開等の具体例に即して考察する。 、同　　上／ 同　　上　．

6 大学の運営と財政

　現代の大学は、ただ単に研究や教育の場の集積というだけ

ﾉとどまらず、巨大な総合的組織体としての側面も有してい
驕B多くの雇用者と多額の資金を適正に配分しつつその事業

��ﾊ的に遂行するため、大学はどのような構造と機能を持

ﾁているのか、また、その管理運営と財政のあり方に、近年
ﾇのような変化が恥じつつあるのかを検証する。

岩永　雅也
i放送大学教

�j
岩永　雅也

7

　　o

l材養成と労働市

g

　大学の持つ重要な社会的機能の一つに、高度かつ専門的な

E業人の養成とその供給がある。そうした人材供給システム

ﾌあり方が大学教育の内容そのものを大きく規定している側

ﾊな否定できない。現在は、しかし大学による人材の養成と

沂汲ﾌ意味も大きく変化しつつある。ここではその変動の内

eと意義を明らかにしていく。

同　　上 同　　上

一4　2　O　一一一



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
社会への責献

@　　　　　　要

　大学の使命は一般に「教育・研究・社会への貢献」の三者

ﾆされることが多い。このうち、社会への貢献については、

ﾆりわけわが国の場合、前二者に比して軽視される傾向が強
ｩった。しかし、今日の日本社会は、’ ﾐ会と離れて存在する
蜉wというものをもはや許さない状況にある。大学にとって

ﾜすます重要なファクターとなりつつある社会への貢献を多
p的に検討する。

岩永　雅也 岩永　　雅也

9 変貌する大学教員

大学の変化に対応して、そこで教育・研究の活動を行う教

�熨蛯ｫな転換期に直面しているといえる。’大学教員をめぐ

骼ﾐ会的環境はどのように変化しつつあるのか。その変動を
�ｯて、大学教員自身にはどういつだ変化が生じているのか、

ｳまざまな視点からそれを検証していく。

同　　上 同　　上

10 授業評価とFD

　わが国の大学授業は、これまでほとんど評価の対象とされ

驍ｱとがなく、したがってその結果をもとに授業の改善をは

ｩるということも、組織的には行われてこなかった。しかし、

蜉wの社会に対するアカウンタビリティや学生消費者主義の

c論が活発になっていく中で、大学授業を聖域としたままで
｢ることへの批判も高まってきている。次第に広まりつつあ
驫w生による授業評価と、その結果をもとに教員の授業力の

J発（FD）を行おうという動きを検証する。

井下　　　理

i慶磨義塾大
w教授）

井下　　　理
i白岡義塾大

w教授）

11
学生サービスと一
N次教育

　学生消費者主義という視点、つまり学生は師に教えを請う

ｽめでなく、そこで提供されるさまざまな教育サービスを享

�ｷるために大学へ来るのだという見方は近年ますます強ま

ﾁてきている。そのような視点からすれば、今日の大学教育

ﾌ総体は学生サ憎ビスとして捉え直すことができる。ここで

ﾍ特に初年次教育に注目しつつ、学生サービスの実際を詳細

ﾉ見ていく。

山田　礼子
i同志社大学

ｳ授：）

山田　礼子
i同志社大学

ｳ授：）

12

　　　ノ

?獅ﾆ入学政策

　限られた入学定員をめぐって志願者が互いに競争し、大学

ﾍ彼らの中から合格者を一方的に選抜するという従来の状況

ﾍ、18歳人口の減少と大学の増加によって大きく変化してい

驕Bそうした変化の中で、大学入試のあり方もこれまでとは

ﾙなったものとなっている。大学入試をめぐって、何がどう

ﾏわったのか、そして今後どうなっていくのかを検討する。

田中’義郎
i桜美林大学

ｳ授）

田中　義郎
i桜美林大学

ｳ授）

13 研究と大学

　伝統的に大学の基本的な機能の一つとされてきた「研究」

ﾍ、現在の大学でも特に重要な活動と見られている。とりわ

ｯ、1990年代に進展したわが国の大学院重点化の動きは、大

wにおける研究の重要性を再認識させる機会ともなった。こ

ｱでは、研究活動が持つ今日的な意味を検討し、その今後を

W望する。

小林　信一
i筑波大学大

w院教授）

小林　　信一

i筑波大学大
w院教授）

14 ITと大学

　今日、IT（情報通信技術）の発達にはめざましいものがある。

ｻしてその効果は社会のあらゆる分野に及んでいる。大学教
轤烽烽ｿろんその例外ではない。大学では現在どのようなIT

?pが行われているのか、また、そのことにいかなる社会的
ﾈ意味があるのかといった諸点について考察する。

吉田　　　文
iメディア教

迥J発センタ
[教授）

吉田　　　文
iメディア教

迥J発センタ
[教授）

15 大学変革の課題

　本講義で検討されてきたような大学をめぐる社会的環境の

ﾏ化とそれに対応した大学自身の変化を踏まえ、現代の大学

ｪ向かうべき変革の目的とその方向、そして変革にともなっ

ﾄ生じるであろうさまざまな問題について検討する。その上

ﾅ、今後の大学改革の課題がどのようなものであるかを明ら

ｩにしていく。

岩永　雅也
岩永　雅也

ﾚ　　　昭
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＝道徳教育論（‘05）’＝＝（TV）

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：新井郁男（上越教育大学名誉教授）〕

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：犬塚文雄（横浜国立大学教授）〕

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：林　泰成（上越教育大学助教授）〕

全体のねらいノ

　道徳性を身に付けることは、人間の発達における重要な課題の一つである。特に、青少年時代におけ
る道徳性を身に付けるたあの教育は、生涯学習の土台を形成するという意味において極めて重要であ

る。、この科目では．．このような観点から、学校、家庭、地域という環境における道徳教育の実態、在り

方、課題などについて考える。

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）

道徳教育の意義 道徳教育が現代社会において、どのような意味で重要であ 新井郁男 新井郁男
るのか、青少年の人間形成および社会の存続といった観点か （上越教育大 （上越教育大
ら考える。 学名誉教授） 学名誉教授）

犬塚文雄
1 （横浜国立大

＼

学教授）

林　　泰成

（上越教育大

学助教授）

道徳教育の歴史 明治時代に近代的な学校制度が始まってから現在にいたる

まで、日本の道徳教育はどのように変遷してきたのか。制度
辮

2
論や思想史などさまざまな観点から検討する。

林泰成 林泰成

学習指導要領と道 学校における道徳教育は、法的拘束力をもつと考えられる

徳教育 学習指導要領によってその目標や内容が定められている。そ

の歴史的変遷と現行の学習指導要領の規定について考える。
3 同　上 同　上

道徳的社会化 社会が望ましいと考える価値観、態度などを個々人が内面

化する過程としての社会化のメカニズムについて、社会学的

4
な観点から検討する。

新井郁男 新井郁男

道徳性の発達 道徳性とは何か。また、それはどのように発達するのだろ

うか。ピアジェやコールバーグらの心理学的な研究に依拠し

5
て、そのメカニズムを検討する。

林　　泰成 林　　泰成
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

理性の道徳教育 学校において道徳の授業はどのように行われているのだろ

うか。具体的な道徳授業のやり方として、まず、道徳的判断

6
力の育成を目指すモラルジレンマ授業を取り上げる。’ 林　　泰成 林　　泰成

感性の道徳教育～ 道徳授業でめざすべきものは判断力の育成だけではない。

感性を育むこともまた重要視されなければならない。そこで、

7
感情を育む方法として、感動資料を用いた道徳授業と、価値

ｾ確化による授業を検討する。
同　上 同　上

行動の道徳教育 道徳性は内面的なものであるととらえられるが、それを実

践に結びつけるにはどうしたらよいのだろうか。具体的に行

動のしかたを学ばせる必要はないだろうか。そうした指導法

8 のひとつとして、モラル・スキル・トレーニングと、そこで 同　上 伺　上
用いられる技法としてのロール・プレイングについて検討す
る。

道徳教育と教育臨 「始めにべーシング（子どもたちのペースに寄り添う）あ

床 りき」の観点から、思いやり行動を発揮することが困難な子

9
どもたちの状況とその背景を明らかにし、道徳教育の目指す

犬塚　文雄 犬塚文雄
方向を具体的に提示する。

道徳教育と生徒指 学校における道徳教育の主体である教師のマルトリートメ
導 ント（不適切な関わり）が子どもたちの思いやり行動を育成

する上で阻害要因となっている諸相と背景を明らかにし、そ
10 の問題の解決策ともなるカウンセリングを基盤としたガイダ 同　上 同，上

ンスの在り方を具体的に提示する。　　　　　　　　／

道徳教育と特別活 教師の不適切な関わりと並んで、子どもたちの思いやり行

動 動を育成する上で阻害要因となっているピアプレッシャー
（仲間関係における同調圧力）の諸相とその背景を明らかに

11 し、特別活動において、ピアプレッシャーの緩和と思いやり 同　上 同　上
行動育成を自指した集団活動として行われている実践の具体

例を提示する。

道徳教育と教科・総 道徳教育は道徳の時間だけに行われているものではない。

合的な学習 教科の学習を行っているときにも、また、総合的な学習の時

12
間にも、道徳教育的な働きかけは存在する。そのかかわりに

ﾂいて検討する。
林　　泰成 林　　泰成

道徳性と社会・文化 道徳性が社会や文化によってことなることを、日本の文化
を「恥の文化」であるとしたルース・ベネディクトの『菊と

〆

13 刀』などを取り上げて、考える。 新井郁男 新井郁男
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執筆担当 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・家庭における 子どもたちは、学校においてだけでなく、家庭、地域にお
道徳教育 いて、また、テレビなどを通して、道徳性を身に付けたり、

14
反道徳的、非道徳的な態度や行動を身につけたりしている。

ｻのような様相を明らかにし、地域や家庭の道徳的教育力に 新井郁男 新井郁男
ついて考える。

道徳教育の課題と 第1回から第14回までの考察・検討などを踏まえて、道徳教 林　　泰成 新井郁男
展望 育の課題を考え、これからの時代・社会における道徳教育を

15 展望する。 犬塚文雄

林　　泰成
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＝　家庭・学校と地域社会（‘04）＝（TV）

〔主任講師：　岡崎　友典（放送大学助教授）〕

全体のねらい

人間ρ成長・四達といった社会的な作用（教育）を中心的に担う学校と家庭そして人間の共同生活の場

面としての「地域社会」との関係を、生涯学翌・教育の視点から明らかにする。特に学校・家庭が地域

の諸組織・機関との連携協力により、どのような形で地域社会形成の担い手（主体）を生み出している

かについて、地域の教育を社会学の手法を用いて研究してきた「地域教育社会学」の研究成果をもとに
考察する。なお、放送教材（TV）では「学習テ』マ」を出来るだけ具体的な事例に即して考察している

ので、印刷教材と放送教材を並行させて学習してほしい。

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）

地域社会の変動と 第二次世界大戦後の我が国の地域社会の変動と教育の関係に
ノ

教育（導入）～教育 ついて、地域開発政策の展開過程に即して、その特徴と教育

環境としての地域 上の課題を提示する。 岡崎　友典 岡崎　友典
1 社会～ 教育環境としての地域と「家庭・学校」との関係について、 （放送大学助 （放送大学助

研究上の枠組みを提示し、また具体的な事例を通して全体の 教授） 教授）

構成を紹介する。
ノ

ライフステージに 産業構造の転換により、人々の生活様式（ライフスタイル）
》

よる学習・教育～ゆ が大きく変容するなかで、ライフステージに即した学習・教

りかごから墓場ま 育の課題は何かについて考察する。家族周期と個人のライフ

2 で～ コースの視点から、就学前の教育・保育から高齢者学級など 同　　上 同　　上
の生涯教育・学習まで、具体的な事例に即して考察する

家族・親子関係と世 家族規模の縮小と形態の変化に伴い、家庭のもつ養育・教育

代の交代～地域 機能に変化が見られる。次世代を育てるために地域社会が果

3
間・世代間の交流～ たす役割について、山村留学の実践と郷土芸能の伝承形態の

沫痰�ﾊして検討する 同　　上 同　　上

家庭の福祉と教育 地域の福祉と教育の関係について、家族のもつ教育機能の視

の役割～福祉施設 点から考察する。とくに山畑養護施設、母子生活支援施設、

と教育～ 介護施設などの具体的な場面・実践に即し分析し、教育と福

4 祉と境界領域におけるを課題を探る。 同　　上 同　　上

学校の統合・新設と 人向の分布変動に伴う学校の統合と新設の問題を通して、

学区　～教育の機 地域社会にとって学校が果たす役割と機能について考察す

5
会をめぐって～． る。統廃合と小規模校、僻地・複式学級の学習形態について

煬沒｢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）

地域教育の創造 近代の公教育の学校の成立と発展の三三をたどるとともに、

～開かれた学校と 学校教育の目標を達成するための教育実践が、地域どめよう

地域づくり～ な形で連携・協力できるかについてについて「地域教育」の
6 概念を用いて明らかにする。 岡崎　友典 岡崎　友典

PTAと地域住民組 教職員と保護者によって組織されるPTAを、子どもを媒介に
織～学校と地域を 成立する成人の学習組織と捉え、さらに保護者が地域社会の

7
結ぶ役割～ 中堅世代として地域社会形成に主要な役割を担うといった視

_から、大人の教育責任について検討する。
同　　上 同　　上

教育内容と地域 公教育の学校のだけでなく、社会教育・生涯学習をも含め、
、

社会　～地域社会 地域社会の担い手を養成するためにどのような教育内容・教

に生きる子ども～ 育課程（カリキュラム）が求められているかについて考察す
8 る。 同　　上 同　　上

人材の養成と移動 社会人としての能力とくに職業人としての能力（職能）形成

～職能形成の過程 が、学校教育を土台としてどのような過程を経てなされるか

～ について、義務教育学校終了後の個人のライフコースに沿っ

9 て具体的な形態・内容について検討する。 同　　上 同，上

地域社会の活性化 地域社会がその社会的・自然的条件を生かして「自治体」

と教育事業～観光 としての活性化を目指して、全国各地で貴重な実践がなされ
と産業～ ている。その（1）では、都市と農村の交流事業が、地域社

’10 会の教育機能を最大限に利用して行われている事例を分析す 同　　上 同　　上
る。定住人口と交流人口を確保することにより、地域の産業

を活性化させうえで、教育の果たす役割について検討する。

牽

地域社会の国際化 教育の国際化が地域社会レベルでどのような形で進行して
と教育 いるか。西欧の学校をモデルとした学校、フリースクール、

11 国際交流事業を通して考察する。 同　　上 同　上

地域社会の再編と 急激な人口の分布変動にともなって、地域住民の構成が大

住民の交流　～郷 きく変化している。地域社会のもつ人間形成機能（教育）は、

12
土芸能・祭りめ果た

ｷ役割～

住民の人間関係を基盤として発揮されるといった視点から、

Z民の交流・融和がどのような形で図られているかについて
同　　上 同　　上

考察する

地域文化の創造と 地域社会の人々の生活文化がどのような形で創造

継承（1）　～文学 れ、また継承されるかを考察する。生活文化の概念
と教育～ を明示し、地方自治体レベルでどのような施策・態

勢が考えられるかについて、2回に分けて考察する。 同　　上 同　　上
13 （1）　文学記念館と郷土詩の事例を通して検討

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）

14

地域文化の創造と

p承（2）　～地場
Y業と教育～

（2）　地域の「産業」としての家具製造業と伝統

H芸の事例を通して検討する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　智

岡崎友典 岡崎友典

15

学習社会の成立と

ｳ育の課題（まと
ﾟ）

　全体のまとめ。現代社会を学習社会といった社会類型とし

ﾄ捉えるとき、地域社会でなされる教育がどのような形態を

ﾆるかについて、各回で提示した市町村レベルでの事例を要

�ｵ、今後の研究上の課題を提起する。
同　　上 同　　上
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＝　比較教育制度論（‘03）＝（R）

〔主任講師
〔：主任講師

新井　郁男（上越教育大学名誉教授）〕

二宮　　皓（広島大三三学長）　N　〕

全体のねらい
　世界各国の学校教育を中心にした制度一法的制度だけでなく慣行的な制度も含めて一の特色を、我が国との比較を念頭に

置いて・歴史的・社会的、文化的背景の文脈に位置づけながら考察する。特に、義務教育の在り方、学校段階間の接続関係

（選抜の三三）・地域との関係などの視点を重視する。

回 テ　一　マ
執筆担当
@講師名
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

1

総論1

墲ｪ国の学校改革
ﾉみる外国教育受
eの特質と課題

明治時代以降、わが国が欧米の教育制度からいかに学んでき

ｽかを考察し、今後の課題を考える。

新井’郁男
i上越教育大

w名誉教授）

新井　郁男
i上越教育大

w名誉教授）

2
総論2
芒r教育学の歴史

ﾆ現状
比較教育の意義について、その歴史と現状について述隣る。

二宮　　皓
i広島大学農

w長）

二　宮　　皓

i広島大学副
w長）

3
アメリカの教育制

x1
アメリカの初等・中等教育制度が児童生徒の発達に対応する

_軟なシステムを発遷させていることを考察する。

薪井　郁男
i上越教育大

w名誉教授）、

新井　郁男
i上越教育大

w名誉教授）

4
アメリカの教育制

x2
アメリカの高等教育制度が社会人にどのように開かれている
ｩを考察する。　　　　　　r

二　宮　　皓

i広島大学農
w長）

二宮、皓
i広島大一縷

w長），

5
イギリスの教育制

x1
イギリスの初等・中等教育制度が児童生徒の能力・適性など

Aにどのように対応しているかについて考察する。

宮腰　レ英一
i東北大学教

�j

宮腰　英一
i東北大学教

�j

6
イギリスの教育制
x2＼

イギリスの高等教育の制度を大学拡張の面にも注目して考察

ｷる。また、継続教育についてもふれる。

宮腰　英一
i東北大学教

�j

宮腰　英一
i東北大学教

�j

7
ドイツの教育制度
P

ドイツの初等・中等教育制度が児童生徒の能力・適性にどの

謔､に対応しているかについて考察する。

長島　啓記
i早稲田大学

ｳ授）

長島　啓記
i早稲田大学

ｳ授）
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
@講師名
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
D（所属・職名）

8
ドイツの教育制度
Q・

ドイツの高等教育制度の動向を社会人への開放という面にも

獄ﾚして考察する。

長島　啓記
@（早稲田大学
C教授）

長島　旧記
i早稲田大学

ｳ授）

9
フランスの教育制

x1
フランスの初等・中等教育制度が児童生徒の能力・適性にど

ﾌように対応しているかについて考察する。

藤井　佐和子

i宇都宮大学
ｳ授）

藤井　佐和子
i宇都宮大学

ｳ授）

10
フランスの教育制
x2　　　　　！

フランスの高等教育制度の動向を社会人への開放という面に

熬獄ﾚして考察する。
同　　　　上 同　　　　上

11
ロシアの教育制度
P

ロシアの初等・中等教育制度が児童生徒のキャリアとどのよ

､に結びついているかについて考察する。

澤野由紀子
i聖心女子大

w助教授）

澤野由紀子
i聖心女子大

w助教授）

12

　　　辱

鴻Vアの教育制度
Q

ロシアの高等教育制度が労働世界とどのように結びついてい

驍ｩについて考察する。

　　　〆

ｯ　　　　上 同　　　　上

13 韓国の教育制度1
韓国の初等・中等教育制度が児童生徒の能力・適性とどのよ

､に対応しているかについて考察する。

朴　　　豪雨
iプール学院

蜉w名誉教
�j

朴　　　豪雨
iプール学院

蜉w名誉教
�j

14 韓国の教育制度2
韓国の高等教育制度について、社会人への開放という面にも

獄ﾚして考察する。

朴　　　聖雨
iプール学院

蜉w名誉教
�j

朴　　　滋雨

iプール学院

蜉w名誉教
�j

15 脱学校制度論
現代の学校制度を解体すべきだとする脱学校制度論について
l察する。

新井　郁男
i上越教育大

w名誉教授）

新井　郁男
i上越教育大

w名誉教授）
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＝　生涯学習と自己実現（‘06）＝（R・）

〔主任講師（境職名）　堀　薫夫（大阪教育大学教授）　〕

．〔主任講師（現職名）　三輪建二（お茶の水女子大学教授）〕

全体のねらい

生涯学習社会への移行が叫ばれる今日、生涯学習は、私たちをどこへ導いてくれるのだろうか。旧記で

は、人間の自己実現というひとつの方向目標を手がかりとして、発達論と学習論を軸に、生涯学習をめ

ぐる問題を考えていきたい。あわせて、生涯学習社会がかかえる今日の社会的な問題をもともに考えて・

いきたい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容： 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

生涯学習の理念し 生涯学習論や生涯教育論がぐどのような学習観や教 堀　　薫夫 堀　　薫夫
育観にささえられてきたのかを考えてみよう。また （大阪教育 （大阪教育

社会教育や成人教育、学習社会といった概念との関 大学教授） 大学教授）
1

連も考えていこう。

成熟からの生涯 生涯学習の原理的問題を、生物としての人間が環境 同上 同上

学習と経験から に適応していく営みと経験によって行動が変容して
の生涯学習 いくプロセスとにまでさかのぼって考えてみよう。

2
生物的にみても、生涯学習は人間にとって本質的な

営みであるということを述べていきたい。また、生
活経験：からの生涯学習の問題を、デューイや森有正

らの経験論とともに考えていきたい。

生涯発達とエイ 生涯学習は、生涯にわたる成長・発達や自己実現を 同上 同上

ジング めざす営みだといえる。ここでは、生涯発達の考え

方を、エイジングの問題と重ね合わせつつ考えてい
3 く。そして、自己実現としての生涯発達の考え方に

注目していく。

成人期における 生涯発達と生涯学習を結ぶひとつの視点として、「成 同上 同上

知的能力の変化 人賦における学習能力の変化」の問題をあげること

ができる。流動性知カー結晶佐知三論、多元的知能

4 論、実用的知能論といった考え方をもとに、成人期
へ

以降の学習能力の変化に目を向けてみる。あわせて

自己実…現に近い概念でもある「知恵」の問題も考え

ていく。
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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）

高齢者の学習の 生涯学習と生涯発達の完成期である高齢期における 堀　　薫夫 堀　　薫夫

成立条件 学習のあり方を考えていく。高齢期における学習は、 （大阪教育 （大阪教育

人生の他の時期における学びとどこがちがうのであ 大学教授） 大学教授）

5 ろうか。その特徴をいくつかのデータをもとに議論 」

していく。

♪

死への準備教育 生涯学習の問題をデス・エデュケーション（死への 同上 同上

準備教育）の観点からとらえてみよう。人間の死は、

大きく老いや病と結びついた死と社会や文化と結び
6 ついた死（事：故死、他殺など）に分けられる。両方

の視点ど教育の視点とを結びつけるとどうなるのだ

ろう。考えてみよう。

生きがいと自己
人間の自己実現の問題を「人間的欲求の解放！とい　　　　　　　ノ

同上 同上

実現ぐ1）人間 う視点かち考えてみよう。人聞に固有の欲求とは何

的欲求の解放 か？という問いかけをつきつめていくことが、自己
7 実現とは何か？への回答につながっていくのではな

いだろうか。

生きがいと自己 ここでは、ヴィクトール・フランクルの提唱した「意 同上 同上

実現（2）意味 味への意志」という視点から人びとの自己実現の問

への意志 題を考えていく。限界状況における人間的価値や生

8 涯にわたって成就される価値、そして自己実現と生

涯発達の関連についてもあわせてふれ、これらを統

合した、人生の意味づけとしての自己実現の問題を

考えていきたい。

成人の特性を活 生涯学習の中核をしめるのは成人教育であろう。こ 同上 同上

かした学習援助 こでは成人教育を成人の特性を活かした教育、ある

論 いはアンドラゴジーととらえたうえで、リンデマン、
9 ノールズらの理論が提起したこととその今日的意義

を考えていく。

生涯学習におけ 生涯学習の主な担い手は、社会人などの成人学習者 三輪建二 三輪建二
る学習者像と学 であり、受講者であるあなた方である。成人学習者 （お茶の水 （お茶の水

習支援 の特性を活かした学習支援について、アンドラゴジ 女子大学教 女子大学教
10 一論のその後の展開をもおさえつつ、自己決定性、 授） 授）

経験、意識変容などをキーワードに考えてみよう。

生涯学習の国際 諸外国の生涯学習について、基本理念や日本の社会 同上 同上

的動向 教育・生涯学習に直接・間接に影響を及ぼしてきた

ものを検討してみよう。さらに、OECDやユ・ネスコ、
11 アジア諸国の動向についても概観してみよう。
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執筆担当 放送担当
回 テ、一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

地域社会と生涯 生涯学習は、地域社会によって規定されるとともに、 上杉孝實 上杉三三
学習 地域社会の課題に取り組むものも多い。農山村や都 ’（三冠大学 （畿央大学

12
市において生涯学習がどのように展開されている

X・、またそれぞれの課題についての学習・活動がど
教育学部
ｷ）

教育学部
ｷ）

のように行やれているか、事例を含めて考察したい。
＼

人権問題と生涯 人権についての学習は、生涯学習において重要な位 同上 同上
学習 置を占める。具体的な人権問題に取り組むことによ

13
って、人権文化の構築が可能になる。生涯学習とし

ﾄの人権学習について学ぶとともに、人権としての

生涯学習として、三三等をとりあげ、考察を深めた
い。

生涯学習政策の 生涯学習の政策は、国をはじめ都道府県や市町村レ 三輪建二 三輪建二
動向 ベルでも展開を見せている。臨時教育審議会以降の （お茶の水 （お茶の水

14
政策動向を、生涯学習振興法や生涯学習審議会答申

ﾈどを手がかりに概観してみよう。
女子大学教
�j

女子大学教
�j

生涯学習社会の わが国における生涯学習化の動向にはどのような道 三輪建二 三輪建二
近未来：キーワ 標があるのだろうか。学校教育の弾力化、職業教育・ （お茶の水 （お茶の水
一ドをひもとく 訓練制度の改革、IT化と高度情報化への対応、男女 女子大学教 、女子大学教

共同参画社会、NPOの役割などを手がかりに、とも 授） 授）

に考えてみよう。

堀　、薫夫 堀　　薫夫
15 （大阪教育 （大阪教育

大学教授） 大学教授）

上杉孝實
（奏楽大学

教育学部
長）
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一名（メディア）＝　転換期の教師（‘07）　＝（R）

〔主任講師（現職名） 油布佐和子（福岡教育大学教授）〕

講義概要

　教育改革の進展に伴って、教師の資格や職場環境・役割、教師という職業も変容しつつある。本講義で

は乱第一に、現代社会の中で、教師・教職がどのような状況に置かれているのか、旧師が直面している諸

問題について検討する（第1回～第5牽く第一部　問われる教師〉）。第二に、教育改革の中で教師とい
う職業がどのような変容を遂げようとしているのか、教職の過去と、改革による課題や今後の方向を考え
る（第6回～第10旧く第二部　教師・教職の過去と現在〉）。さらに、改革が進行・定着する将来にむ

けて、教師を支援し、どのような新たな教職像を創り上げるべきかを考察する（第11回～第15回）＜第

三部　教職の未来と教師への支援〉。

授業の目標！

　現在教職は、制度的に大きな転換点にある。本講義では、教師・教職が直面している問題を取り上げs

社会の変化や制度的改革を踏まえっっ、教師・教職が今後どのような方向に向かっていこうとしているの

かについて、考察することを目的とする。また、　「教師」を対象にした議論は、ややもすれば理念的で、

現実の諸条件を度外視した理想像の「語り」に陥りがちであるが、教師の悩みや不下等に寄り添いながら

も、データに即して、客観的に議論を展開する。

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）
■

第一部　問われる教師

1 教師のストレ 教師の多忙化と「病める」実態を紹介し、そうした 油布佐和子 油布佐和子
ス・教師の多忙 問題を引き起こす教職生活についての理解を深め （福岡教育 （福岡教育

／ る。また、近年の教育改革：によって、教師の教育活 大学教授） 大学教授）

動や教職生活がどのように変わってきたのかを検討
する。

日本における教 日本では、どのような人々が教師として働いている 佐久間亜紀 佐久間亜紀

師の特徴 のだろうか。教師の年齢構成や性別構成とその変化、 （上越教育 （上越教育
2 教職の職階や給与、雇用形態の特徴とその変化など、 大学助教 大学助教

について、種々の統計データを示し、特に、諸外国 授） 授）

との比較をとおして、日本の教師の特徴を浮き彫り
にする。

生徒指導の変化 戦後の教師一回忌・生徒関係の変化について概観し、 油布佐和子 油布佐和子

と困難 近年の児童・生徒の変容と、指導に伴う諸問題につ （福岡教育 （福岡教育

いて論じる。また、子どものく心〉に注目が集まり、 大学教授） 大学教授）

カウンセラーが配置される中での教師の役割につい
3 て検討する。さらに、今後必要とされる生徒指導の

課題について考察する。
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執筆i担当 放送担当
回 テ　一　マ， 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

教師＝地域・保 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！E業威信調査を手がかりに、人々が教師をどのよう 油布佐和子 油布佐和子
護者の関係の現 に見ているのかについて、また、社会の高学歴花が （福岡教育 （福岡教育

在と課題 進む中で、保護者と教師の関係、地域社会と教師の 大学教授） 大学教授）

関係がどのように変化しているかについて検討す
4 る。さらに学校運営協議会やコミュニティスクール

などの事例から、今後の学校・教師一地域・保護者

の新しい関係を考える。

教師の逸脱・マ 教師は法に守られ、法に縛られている。教師に対す 元兼正浩 元兼正浩
スメディアの中 る社会のまなざしが厳しくなる中で、教育公務員と （九州大学 （九州大学

の教師 しての服務管理を厳正に行うことが求められてい 助教授） 助教授）

5 る。教師の服務にはどのような内容が課され、これ

を逸脱するとどのような処分が下されるかについて
概観する。 ＆

第二部　教師の過去と現在

6 教師像の歴史的 近代日本に教師が登場して以来今日までの歴史を、 陣内靖彦 陣内靖彦
変遷 戦前～高度成長期～豊かな社会という区分に従って （東京学芸 （東京学芸

概観し、教師の地位・役割、生活がどのように変わ 大学教授） 大学教授）

つたのかを検討する。時代ごとに社会的に要請され
てきた教師像を考察し、その特徴を論じる。

教師を支える財 教員評価、専門職大学院、免許更新制、義務教育費 油布佐和子 油布佐和子

政基盤とその行 の国庫負担問題など、近年の教育改革：を概観する。 （福岡教育 （福岡教育

7
方 特に、義務教育費の国庫負担、公務員制度の改革、 大学教授） 大学教授）

人財確保法案の廃止など、教員を支える基盤となる
財政的な側面を検討する。

教員養成のこれ 近年、教員養成が改革の激動期を迎えている。戦後 陣内靖彦 陣内靖彦

まで／これから 60年の教員養成について概観し、また近年の変貌す （東京学芸 （東京学芸

8
るその実態を示すとともに、専門職大学院の設置な 大学教授） 大学教授）

ど、今後教員養成がどこに向かおうとしているのか
について考察する。

教員養成の国際 「優れた教師」はどうしたら養成できる（ρか。これ 佐久間亜紀 佐久間亜紀
比較 は、世界中で長年模索されてきた問いである。本章 （上越教育 （上越教育

9
では、日本の教員養成制度と免許制度について、過 大学助教 大学助教
去の経緯をふまえて現在の制度の特徴と問題点を明 授） 授）

らかにする。同時に、諸外国の動向も視野に入れな
がら今後の改革の方向性について論じる。
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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）

情報化社会の教 情報メディアの発達は、専門家と素人のボーダーを 油布佐和子 油布佐和子
10 師 消失させ、教師は今や知識の独占者でも、唯一の伝 （福岡教育 （福岡教育

達者でもなくなった。一方、ITが普及する中で、子 大学教授） 大学教授）

どもへの指導のあり方と、またその操作自体に苦し

む教師も少なくない。こうした情報社会において教

師が抱える問題について考察する。

第三部 教職の未来と教師への支援

11

管理職の役割 教育の今目的改革動向は国内外を問わずスクール・ 元三正浩 元兼正浩

一校長のリーダ ベイスドな経営改革が中心をなし、改革のキーパー （九州大学 （九州大学

一シップを考え ソンとして校長職の地位と役割に関心が集まってい 助教授） 助教授）

る一 る。果たして校長にはどれほどの権限がもたらされ、

どのようなリーダーシップが発揮可能なのかを考え
る。

教師集団の変容 職業集団としての教員団体について論じた後、教師 油布佐和子 油布佐和子

と組織化 の職場集団について検討する、その際、同僚性や教 （福岡教育 （福岡教育

員來化に着目しながらその意義について考察し・ま 大学教授） 大学教授）

12 たその変容を考える。さらに「教師評価」が導入さ

れ、教師組織の階層性が明確化されつつある現状で

の変化の実態を検討する。

「ゆとり」と「学 「総合的学習の時間」の導入に伴う教師の困惑と、 油布佐和子 油布佐和子

力向上」の狭間 「基礎学力の向上」という課題に直面している教：師 （福岡教育 （福岡教育

たちの実態を紹介しながら、「学力向上」の課題の 大学教授） 大学教授）

13 中で、教師は「学力」をどのように捉えているのか

を検討し、変容する時代の「知」の意味について考

察する。

教師の学びとそ 教師の力量とは、いったシ・どのような力量のことだ 佐久間亜紀 佐久間亜紀

の支援 ろうか。それは、どのような授業観と結びついてい （上越教育 （上越教育

一これからの教 るのか。本章では、教師の「指導力」や「専門性」 大学助教 大学助教
14 員研修 をめぐる諸理念を、授業の具体的事例をもとに比較 授） 授）

検討し、これからの教員研修の可能性を考察する

学校の改革と教 教師の役割は、学校が社会において果たすべき役割 油布佐和子 油布佐和子

師役割の行方 と無関係ではない。学校機能についての諸説を整理 （福岡教育 （福岡教育

しながら、教師の役割の諸類型を検討し、今後の教 大学教授） 大学教授

15
職・教師の在り様について論じる。

一4　3　5　一一一



＝発達障害教育論（‘06）＝（R）

〔主任講師（現職名）：大南英明（帝京大学教授）　〕
〔主任講師（現職名）：緒方明子（明治学院大学教授）〕

全体のねらい

従来の特殊教育から特別支援教育へと大きな変革が行われようとしている現状の中で、知的障害のある

子どもたちが必要としている教育的支援について考えるための基礎的な知識の習得が目標である。第一

に教育制度・知的障害養護学校および特別支援学級の教育について知り、第二に、子ども一人』人の教

育的ニーズを把握し・指導計画を立案するための基礎的な力を養うことがその内容である。

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）

特殊教育から特 従来の特殊教育の対象に加え、通常の学級に在籍す 大南英明 大南英明
別支援教育への る：LD等の子どもたちへも支援の対象が拡大され、 （帝京大学 （帝京大学

1
転換 またその実行を可能にするためのシステムについて 教授） 教授）

も検討されている。特別支援教育への転換の意義と、

特別支援教育を支える仕組みについて講義する。

知的障害教育の 知的障害教育の歩みを振り返る。特に、学習指導要 同上 同上
歴史 領の変遷を整理することにより、知的障害のある子

・2 どもたちの教育を充実させていくための工夫につい
、て明らかにする。

知的障害教育が 知的障害教育が目指している事柄を、今までの実践 同上 同上
目指しているも 的な取り組みから明らかにしていく。さらに、　「生

3 の きる力」を信ぐくむための方法についても解説する。

障害児の理解 知的障害養護学校や特別支援学級に在籍する子ども 緒方明子 緒方明子
たちの実態と特性、教育的支援を必要とする事柄に （明治学院 （明治学院

4 ついて概説する。 大学教授） 大学教授）

特別な教育的二 特別な教育的ニーズと：いう観点から、子ども一人一 同上 同上
一ズと支援 人の支援を考えるための基本的な枠組みについて講

5 義する。

特別な教育的二 子どもの実態を把握するための具体的な方法とし 緒方明子 緒方明子
一ズのアセスメ て、観察法と検査法を紹介し、さらに子どもの教育 （明治学院 （明治学院

6 ント 的なニーズと支援の在り方について考える。 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）

個別の指導計画 個別の指導計画は、実際の指導に欠かせないもので 同上 同上

の作成 ある。アセスメントの結果から個別の指導計画を立

7 案ずる手順や、個別の指導計画を日々の授業に盛り

込むことの意義について概説する。

個別の指導計画 「生涯にわたる支援」という観点から、個別の指導 同上 同上

8
と個別の教育支 計画と個別の教育支援計画について考える。

援計画

交流と共同学習 従来の交流教育だけでなく、居住地交流や地域生活 同上 同上

についても考えてみたい。また、新たな概念である
9 共同学習についても知り、今後の知的障害教育の方

向性について考える機会とする。

特別支援学校の 知的障害養護学校の幼稚部、小学部、中学部におけ 大南英明 大南英・明

教育1 る教育について、現状・教育課程を中心に講義する。 （帝京大学 （帝京大学

10 教授） 教授）

特別支援学校の 知的障害養護学校の高等部の推移、および教育内容 同上 同上

11
教育II の特徴について紹介する。

特別支援学級の 特別支援学級の基本的な在り方と教育課程、交流と 同上 同上

12
教育1 共同学習等について講義する。

特別支援学級の 特別支援学級の学級経営、学校経営における位置づ 同上 同上

教育H け、総合的な学習の時間の取り扱い等について講義

13 する。

い

自閉症児の教育 知的障害養護学校および特別支援学級で、支援の方 緒方明子 緒方明子
法が様々に工夫されている自閉症に焦点を当て、自 （明治学院 （明治学院

14 閉症の特性を考慮した教育について考える。 大学教授） 大学教授）

知的障害教育の 完全学校週5日制への対応、軽度知的障害児の指導、 大南英明 大南英明
今日的課題 個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成、特別 （帝京大学 （帝京大学

15
支援学校のセンター半白、知的障害教育の課題は多 教授） 教授）

い。このような課題をふまえ、より望ましい知的障

害教育を構築していくための方策について考える。
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＝＝ ｭ達障害の教育支援法（‘06）＝（TV）．

〔主任講師（現職名）：太田
〔主任講師饒職名）：宮崎
〔主任講師（現職名）：　中坪

俊己（千葉大学教授）　　　〕

英憲（東洋大学教授）　　　〕

晃一（植草学園短期大学教授）〕

全体のねらい

　　近年・障害のある児童生徒の教育峠、一人ひとりのニーズに応じた教育支援を行う特別支援教育に

移行しつつある。障害のある児童生徒の中でも、知的障害を中心とした発達障害の児童生徒の占める割

合は高く、また多様な場において教育支援が行われている。本科目では、今後の特別支援教育への専門

的対応も視野におき、種々の教育の場で、セー人ひとりの多様な教育ニーズに応じて実践される発達障害

のある児童生徒への教育支援法について、映像も用いた実際的な解説を行う。

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）

発達障害の教育 発達障害とはどのような状態で、学校教育では、ど 溢出英憲 宮崎英憲
と教育支援法 のようなニーズに応じた教育、教育支援が行われて （東洋大学 （東洋大学

いるかなど、発達障害の基本的な概念、学校・学級 教授） 教授）
1

での教育の仕組み、またそこでの教育支援や指導の
方法などについて解説する。

発達障害教育の 発達障害教育における学校・学級の教育課程（カリ 同上 同上

教育課程と教育 キュラム）はどのようであり、教育支援法・・指導法

支援法 はどのように役立てられているかなど、学習指導要
2 領との関係も含め、発達障害の教育における教育課

程と教育支援法のあり方およびその活用などについ
て解説する。

一人ひとりに応 発達障害の子どものもつ一人ひとりのニーズはどの 太田俊己 太田俊己
じた計画とその ようか、対応する教育支援の計画やその実践はどの （千葉大学 ＼（千葉大学

活用 ようなものかなど、ニーズのとらえ方や個別の教育 教授） 教授）
3 支i援計画、個別の指導計画のあり方とその活用など

について解説する。

個のニーズへの 発達障害教育における一人ひとりに応じた教育支援 同上 同上

教育支援 の実際とはどのようか、’個別の計画との関連はどう

すべきかなど、種々の実践場面での個に応じた教育
4 支援め意義と実際、またその実践の特徴などについ

て解説する。

発達障害の教育 知的障害教育を中心として実践される教育支援法の 中坪晃一 中坪晃一
支援法（1） うちの生活単元学習をとり上げる。生活単元学習の （植草学園 （植草学園

生活単元学習と 意義、特色、実践上の留意点などについて、実践の 短期大学教 短期大学教
5 その実際 様子をおりまぜながら解説する。 授） 授）

‘
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発達障害の教育 知的障害教育を中心として実践される教育支援法の 同上 同上

支援法（2） うちの作業学習をとり上げる。作業学習の意義、特

作業学習とその 色、実践上の留意点などについて、実践の様子をお
6 実際 りまぜながら解説する。

発達障害の教育 知的障害教育を中心として実践される教育支援法の 同上 同上

支援法（3） うち、遊びの指導および日常生活の指導をとり上げ

遊びの指導・日 る。両者の意義、特色、実践上の留意点などについ
7 常生活の指導と て、実践の様子をおりまぜながら解説する。

その実際一

発達障害の教育 知的障害教育や発達障害の児童生徒に実践される教 大南英明 大南英明
〆支援法（4） 科別の指導等をとり上げる。各教科とその目標・内 （帝京大学 （帝京大学

教科別の指導と 容、発達障害教育の場と教科別の指導等に関する実 教授：） 教授〉

、8
その実際 雲上の留意点などについて、実践の様子をおりまぜ

ながら解説する。
r

発達障害の教育 障害児の教育における独自な領域である自立活動を 同上 同上

支援法（5） とり上げる。自立活動とその考え方、知的障害およ

自立活動とその び発達障害の教育における自立活動、自立活動の教
9 支援の実際 育支援と実践上の留意点などについて、実践の様子

をおりまぜながら解説する。

通常の学級にお 通常の学級に在籍する発達障害の児童生徒への教育 緒方明子 緒方明子
ける発達障害へ 支援・対応の基本をとり上げる。通常の学級にいる （明治学院 （明治学院

の教育支援（1） 支援の必要な発達障害等の児童生徒の状況、教育支 大学教授） 大学教授）

10 援のあり方やその留意点などについて、実践の様子
をおりまぜながら解説する。

通常の学級にお 通常の学級に在籍する発達障害の児童生徒への教育 同上 同上

ける発達障害へ 支援の実際をとり上げる。通常の学級で必要となる

の教育支援（2） 支援の具体、個別のニーズに応じた教育支援の実際
11 などについて、実践の様子をおりまぜながら解説す

る。

固有のニーズへ 自閉性障害を伴う場合に、特に必要となりやすい固 緒方明子 緒方明子
の教育支援（1） 有ニーズと支援についてとり上げる。自閉性障害と （明治学院 （明治学院

12
自閉性障害を伴

､場合

それに伴いやすいニーズ、それに対する教育の場で

ﾌ教育支援の実際などについて解説する。

大学教授）　　　～ 大学教授）

（聞き手1
太田俊己）
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固有のニーズへ 肢体不自由を伴う場合に、特に必要となりやすい固 木舩憲幸 木舩憲幸
の教育支援（2） 有ニーズと支援についてとり上げる。肢体不自由と （福岡教育 （福岡教育

13
肢体不自由を伴

､場合
それに伴いやすいニーズ、それに対する教育の場で

ﾌ教育支援の実際などについて解説する。
大学教授） 大学教授）

（聞き手1
太田俊己）

固有のニーズへ 視覚障害、聴覚障害を伴う場合に、特に必要となり 加藤元三 加藤三冠
の教育支援（3） やすい固有ニーズと支援についてとり上げる。視覚 （筑波大学 （筑波大学

感覚障害を伴う 障害、聴覚障害とそれに伴いやすいニーズ、それに 助教授） 助教授）

場合 対する教育の場での教育支援の実際などについて解

14
冠する。 林安紀子 林　安紀子

（東京学芸 （東京学芸

大学助教授》 大学助教授）

（聞き手1
太田俊己）

進路・移行支援 発達障害教育における進路・移行支援の意義、あり 宮暗英憲 宮崎英憲
への対応 方と現状、個別移行支援計画ならびに移行支援の実 （東洋大学 （東洋大学

15
際などについて解説する。 教授） 教授）
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事務局
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科
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専門科目 目
ド

科
ひ 1582402

修
三

三
三

無 繋 2

科目名（メディア）＝＝ 特別支援教育総論（‘07）＝（R）

　
　
　
　
　

名
型
名

忌
門
職

現
現
現

（
　
（
　
（

｝
叩
雫
叩
デ
叩

レ
ロ
ロ
』
E
H
直
h
【

忌
門
講

任
任
下

主
十
寸

〔
　
〔
　
〔

．　大南

　宮焙
　木舩

英明　（帝京大学教授）　　〕

英憲　（東洋大学教授）　　〕

憲幸　（福岡教育大学教授）〕

講義概要
　特殊教育から特別支援教育への転換が準備の段階から本格的な展開に向けての移行の段階へと推移しつつあ

る。特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象であった障害に加え、LD，ADHD，高機i能自閉症等の障害を対

象とすることとなる。本科目では、特別支援教育の意義、対猿となるそれぞれの障害について解説する。

授業の目標
　特殊教育から特別支援教育への転換の意義、

うにする。

目的を理解し、一人一人のニーズに応じた教育が展開できるよ

執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

特別支援教育の 特殊教育から特別支援教育への転換、特別支援教育 大南英明 大南英明
意義、概要 の意義、特別支援教育コーディネーター、校内支援 （帝京大学 （帝京大学

体制、特別支援学校、特別支援学級、個別の教育支 教授） 教授：）

1 援計画、教員免許等について解説する。

特別支援教育の 特殊教育から特別支援教育への転換の経緯、各種の 宮崎英憲 千早英憲
制度、経緯 報告と中央教育審議会の答申の内容との関連、特別 （東洋大学 （東洋大学

2
支援教育の制度等について解説する。 教授） 教授）

一人一人の四目 視覚障害教育の歴史、視覚障害児に対する教育の内 千田　耕：基 千田　耕基

ズに応じた教育 容・方法等について解説する。 （国立特殊 （国立特殊

教育総合研 教育総合研

3 一視覚障害1一 究所上席総 究所上席総

括研究員兼 括研究員兼

教育支援研 教育支援研
究部長） 究部長）

一人一人のニー 特別支援教育における視覚障害児の教育、交流と共 千田　旧基 千田　耕基

ズに応じた教育 同学習の在り翼壁について：解説する。 （国立特殊 （国立特殊

教育総合研 教育総合研

4 一視覚障害1卜 究所上席総 究所上席総

括研究員兼 括研究員兼

教育支援研 教育支援研
究部長） 究部長）
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　旧名

（所属・職名） （所属・職名）

・一 l一人のニー 聴覚障害教育の歴史、聴覚障害児に対する教育の内 濱田　豊彦 ＝濱田　豊彦

ズに応じた教育 容・方法等について解説する。 （東京学芸 （東京学芸

大学助教 大学助教5 一聴覚障害1一 授） 授）

一人一人のニー 特別支援教育における聴覚障害児の教育、交流と共 濱田　豊彦 濱田　豊彦
ズに応じた教育 同学習の在り方等について解説する。 （東京学芸 （東京学芸

大学助教 大学助教
6 一聴覚障害II一 授） 授）

一人一人のニー 肢体不自由教育の歴史、肢体不自由児に対する教育 回想　憲幸 木舩憲幸
ズに応じた教育 の内容・方法、特別支援教育における肢体不自由児 （福岡教育 （福岡教育

の教育、交流と共同学習の在り三等について解説す 大学教授） 大学教授）
7 一団体不自由 る。

教育一

一人一人のニー 病弱教育の歴史、病弱・身体虚弱児に対する教育の 山本　昌邦 山本　昌邦

ズに応じた教育 内容・方法、特別支援教育における病弱児の教育、 （横浜国立 （横浜国立
交流と共同学習の在り三等について解説する。 大学教授） 大学教授）

8 一病三教三一

一人一人の三三 言語障害教育の歴史、言語障害児に対する教育の内 松村勘由 松村即詰
ズに応じた教育 容・方法、特別支援教育における言語障害児の教育 （国立特殊 （国立特殊

の在り三等について解説する。 教育総合研 教育総合研
9 一言語障害 究所総括研 究所総括研

教育一 究員） 究員）

一人一人のニー 情緒障害教育の歴史、情緒障害児に対する教育の内 宮崎英憲 宮暗英憲
ズに応じた教育 容・方法、特別支援教育における情緒障害児の教育、 （東洋大学 （東洋大学

交流と共同学習の在り方等について解説する。 教授） 教授）

10 一情緒障害

教育一

一人一人のニー 重複障害教育の歴史、重複障害児に対する教育の内 木舩憲幸 木舩憲幸
’

ズに応じた教育 容・方法、特別支援教育における重複障害児の教育 （福岡教育 （福岡教育

の在り方図について解説する。 大学教授） 大学教授）
11 一回忌障害

教育一
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名、

（所風職名） （所属・職名）

一人一人のニー 特別支援学校（盲学校、聾学校、養護学校）における重 木舩　憲幸 木舩　憲幸

ズに応じた教育 複障害児に対する教育の現状及び指導の実際につい （福岡教育 （福岡教育

て紹介し、課題を明らかにして、今後の在り方につ 六学教授） 大学教授）

12 一重複障害 いて解説する。

教育一

一人一人のニー 発達障害の定義、これまでの発達障害児に対する教 柘植雅義 柘植雅義
ズに応じた教育 育の経緯等について解説する。 （兵庫教育 （兵庫教育

大学教授） 大学教授）

13 一発達障害

教育一

一人一人のニー 養護学校、特殊学級、三級指導教室等における発達 大南英咀 大南英明
ズに応じた教育 障害児に対する指導の実際を紹介し、・課題と今後の （帝京大学 （帝京大学

在り方について解説する。 教授） 教授）

14 一発達障害

教育一

一一 l一人のニー・ 発達障害のうち、特に、自閉症及び高機能自閉症に 柘植雅義 柘植雅義
ズに応じた教育 ついて、現状を紹介し、課題と今後の在り方につい （兵庫教育 （兵庫教育

て解説する。 大学教授） 大学教授）

15 一発達障害

教育一
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＝　幼児の教育と保育（‘04）＝（R）

〔主任講師：林　信二郎（埼玉大学教授）〕
〔主任講師：岡崎友典　（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　すべての子どもは・家庭に生まれ、地域との接触をもちつつ、その多くが保育所か幼稚園をも生活の場として幼児期を過

ごす。未成熱という発達的特徴をもつ幼児期には、一養護と教育が一体となって進められなければならない。それらの場がそ

こで生活し育つ幼児自身にとって望ましい生育環境としてあるためにはどのような発達条件が整なうことが必要かを考察
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 幼児を育てること

　まず、幼児を育てることにかかわる用語としての保育と教

轤ﾉついての概念を整理する。次いで、幼児期には何を育て

驍ﾗきかをめぐっての様々な立揚からの願いを、育つ主体で
?髣c児の立場をも視点において取り上げる。

林　信二郎
i埼玉大学教

�j

ｪ崎　友典
i放送大学助

ｳ授）

林　信二郎
i埼玉大学教

�j

ｪ崎　友典
i放送大学助

ｳ授）

2
幼児期の発達的特
･と保育

　幼児期の教育・保育のあり方を特色づけるものは、その発

B的特徴によるところが大きい。発達とは何か、幼児期の発

B的特徴をいかにとらえるべきか、幼児期の発達の課題と保
轣A．幼児教育の方法的特質などを取り上げる。

林信二郎 林信二郎

3
家庭での生活とそ

ｱでの育ち

　現代の家族はその構造、機能の三面にわたって大きな変化を経験している。母親の役割、父親の役割、しつけ、育児不

ﾀと過保護、母親による管理など、家庭における子育ての現

�ﾆ課題、望まれる在り方などを取り上げる。
岡崎友典 岡崎友典　　　　　声

4 幼稚園教育の特質

　意図的教育の場としての幼稚園が幼児に対してどのような

ｶ活の場として用意されているのかを、その目的、内容、方

@から明らかにする。合わせて、幼稚園教育の現状が多様な
pで存在していることの実態を明らかにし、その問題点をも
謔闖繧ｰる。

林信二郎 林信二郎

5 保育所保育の特質

　児童福祉施設としての保育所が乳幼児に対してどのような
ｶ活の場として用意されているのかを、その三二、内容、方法から明らかにする。合わせて、保育所の源流と課題、社会事象としての保育所の役割についても取り上げる。

同　　上 同　　上

6 地域と幼児の生活

幼児の生活の場の一つである地域社会が変容してきた姿を

ｾらかにし、現在子どもたちがそこでどのような育ちをして

｢るのかを、子どもたちの遊び環境の様子から、プレーパー
Nなどの具体的事例などを取り上げる。

岡崎友典 岡崎撃高

7
環境を通しての教

　幼児教育の基本とされている「環境を通して」行うという間

ﾚ教育の原理の意味するものを明らかにし、幼児を取り巻く

ﾂ境の変化を捉え、保育における環境構成のあり方を、物的、

l的、空間的、雰囲気的などから取り上げ考察する。
林信二郎 林信二郎
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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
遊びを通しての教

　幼児の生活の極めて大きな部分を占める遊びのもつ意味
�A遊びをめぐる諸理論や実際の姿から、子どもはなぜ遊ぶ

ﾌか、遊びを成立させるものは何か、遊びを豊かにし、成長

ｭ達的意味をもつものとするにはどのような配慮が必要かな
ﾇを取り上げる。

林信二郎 林信二郎

9
幼児教育の遺産（西

｢、日本）

　幼児期の教育・保育を考えるに当たって、その歴史から学べ

驍烽ﾌが少なくない。幼児期の教育のあり方を系統的に論じ、

ｻの基礎付けをした先駆者と、そのもつ教育思想を実践し、

c児教育施設を開設した先駆者たちを取り上げる。’
同　　上 同　　上

10
幼児を理解すると
｢うこと

　指導にあたって、幼児理解が不可欠であるにとどまらず、

^の理解はすでに優れた指導である。どのような幼児観、子
ﾇも理解をもつかは、その保育のあり方を大きく左右する。

ﾇさを見取る目を大切にしつつ幼児理解のあり方を取り上げ
驕B　　　　し

同　　上 同　　上

11
望ましい保育者の
綜ｿとは

　保育者の役割の取り方をめぐっては、その指導性を強く求

ﾟる立場と、それを控えて見守るべきとする立場とがある。

ﾛ育をする者に求められるものとは何か、保育三論とその専
蜷ｫなどについて、特性的側面と状況的側面から取り上げる。

同　　上 同　　上

112
幼稚園・保育所と小

w校の連携

　家庭、幼稚園or保育所を経験した全ての幼児が小学校へと

iんでいく。入学を境とするその前後の生活環境がそこを通
ﾟする幼児（児童〉にとって充実した意味のあるものであるに

ﾍどうあるべきか、その現状と望ましい連携のあり方につい
ﾄ取り上げる。

同　　上 同　　上

13
地域における子育
ﾄ支援

　育児支援が必要とされるにいたっている諸要因を探るとと

烽ﾉ、国や地方公共団体の子育て支援計画、幼稚園や保育所

ﾉおける相談援助活動、地域で自主的に活動を展開している
q育て相談ネットワークなどを取り上げる。

同　　上

　　　　ゆ

ｯ　　上

14
多文化化と教育・保

　国際化の進展の中で、文化的背景を異にする様々な人々が

рｽちの身のまわりに生活するようになっている。自国の文

ｻ、価値観への同化を求めるのではなく、相互理解、相互依
ｶ性の育成が求められている。

岡崎友典 岡崎友典

15
幼児の教育と保育

�ﾟぐる現状と課

　幼児期の保育・教育をめぐっては様々な期待や困難が制度

縺A立場上存在している。具体的には知的教育をめぐっても

ｻの一つであるが、保育における様々な両義性ともいえるも

ﾌをめぐっての現代的課題を取り上げる。

　　　　　ぺﾑ信二郎

ｪ崎二三

林信二郎

ｪ崎二二
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＝　生徒指導（‘06）＝（TV）

〔主任三冠（現職名）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

田
井
三

三
新
岡

正樹（放送大学教授）　　　　〕

郁男（上越教育大学名誉教授）〕

友典（放送大学湯教授）　　　〕

全体のねらい

生徒指導は、学校教育において教科教育と同様、あるいは場合によってはそれ以上に重要視される不訂

欠の要素である。近年、学校内外で児童、生徒の問題行動が多発し、また内私的にも深刻化する中で、

生徒指導の重要性はますます高まってきている。しかし、今日、わが国の学校で実際に行われている生

徒指導が高い評価を得られているかといえば、それは疑問である。本講義では、生徒指導の特性と意義

および機能を学校教育システム全体との関わりの中で明らかにし、問題行動の現状と生徒指導の実際と

を理解した上で、生徒指導のあるべき姿を具体的に検討していく。

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）

生徒指導の理念 生徒指導とは何か、その概念はどのような背景のも 新井　郁男 新井　郁男
と歴史 とで、いつ、どのように形成されたのだろうか。ま （上越教育 （上越教育

た、その理念は学校教育の体系の中にどう位置付け 大学名誉教 大学名誉教

1
られ、展開されてきたのだろうか。ここでは、まず 授） 授）

、 生徒指導の概念を整理し、その形成の背景と理念の

変遷を跡付けることで、生徒指導を学校教育全体の

視点から積極的に検討し評価するという姿勢を明確
にしていく。

学校機能として 学校の持つ諸機能の中にあって生徒指導が果たす基 新井郁男 新井郁男
の生徒指導 本的な役割とその意味、あるいは学校教育システム

全体の中での位置付けについて、総合的な視点から
2 明らかにしていく。

学校文化と生徒 生徒を理解するためには、生徒あるいは生徒集団に 住田　正樹 住田　正樹
集団 特有の行動様式や価値志向、つまり生徒文化を理解 （放送大学 （放送大学

しなければならないが、、さらに生徒の行動を規制し 教授） 教授）

3 たり、促進したりする学校文化をも理解しなければ

ならない。この回では生徒理解の方法について考察
していく。

教師生徒関係 教師と生徒の関係のあり方は生徒指導の内容や効果 住田　正樹 住田　正樹

を左右する重要なファクターである。教師のどのよ

うな指導態度に生徒はどのように反応するのか、生
4 徒指導の効果を高めるために教師はどのような立場

に立ち、どのような態度をとればよいのかについて
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）

学習指導と生徒 生徒指導の役割と意味に関して、特に教科教育（学 新井郁男 新井郁男

5

指導 習指導）との関係という観点から明らかにする。

ノ

キャリア教育 学校教育は職業生活への準備段階としてもきわめて 新井郁男 新井郁男湘
重要な意味を持っている。キャリア教育あるいは職

6
業教育という側面から、生徒指導を考える。

／

小学校における 実際の生徒指導のあり方は、初等・中等の諸学三段 柳生　和男 柳生　和男

生徒指導 階によっても異なる特性と内容を持っている。ここ （文教大学 （文教大学

では、まず小学校段階における生徒指導の実際を概， 教授） 教授）

7 観し、実践の具体的なあり方について検討する。

中学校における 前回の小学校段階に続き、中学校における生徒指導 柳生　和男 柳生　和男

生徒指導 の実際を概観して、その実践の具体的なあり方につ （文教大学 （文教大学

8
いて検討する。 教授） 教授）

高等学校におけ 前二回の概観と検討をうけ、高等学校における生徒 岡崎　友典 岡峰三二
る生徒指導 指導の実際を紹介して、実践の具体的なあり方につ （放送大学 （放送大学

いて考察する。とくに不本意就学、中途退学への対 助教授） 助教授）

9 応について検討する。

生徒指導と家庭 生徒指導は、十分な家庭との連携があってはじめて 岡崎回想 岡崎友典
との連携 効果を発揮するものである。学校と家庭との間でど

のような連携があり得るのか、擬似的な家族・親子
10 関係の実践を検討する。

生徒指導と地域 教科教育と異なり、生徒指導にとっては地域社会と 岡崎友典 岡崎友典
社会との関わり の密接なつながりも非常に重要な意味を持ってい

る。学校と地域の連携について大都市周辺地区の事
11 例を検討する。
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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）

問題行動の現状 子どもたちの問題行動への対応は、生徒指導に三訂 岩永雅也 岩永雅也
欠の要素である。ここでは、まず生徒指導に先立っ

12
子どもたちの問題行動の現状について、具体的な統
v資料や事例をもとに理解を深める。

問題行動の理解 児童・生徒たちの問題行動は、どういう意味をもつ 小野けい子 小野けい子
とカウンセリン ているのだろうが。問題行動の提起している意味は （放送大学 （放送大学

13
グ1 何なのかを臨床心理学の立場から考察し、解決ぺの

菇@を考える。

教授） 教授）

問題行動の理解 問題行動をめぐって、児童・生徒に、また父母に、 小野けい子 小野けい子
とカウンセリン どう接し、どうしてゆけばいいのか、教育相談とス

14
グ2 クールカウンセリングの実際を通して、そのあるべ

ｫ姿を考える。

プ

生徒指導の課題 社会が急激に変化していくなかで生徒の考え方や行 住田　正樹 住田　正樹
動も多様化し、またさまざまな問題行動が生じるよ 新井郁男
うになった。こうした状況に対応していくために学 小野けい子

15
校はどのような指導体制をとればよいのか、また教師はどのような指導活動をしていけばよいのか、ま

岡崎友典
竕i雅也

た社会は学校や教師に対してどのような役割を期待

しているのかについて考え、今後の生徒指導のあり
方を考える。
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＝　授業研究と談話分析（‘06）＝（R）

〔主任講師（現職名）：秋田喜代美（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

授業は児童期・青年期における教育と学習の場の中心である。授業をどのように研究し分析できるのか

を近年の教育心理学や学習科学の視点を中心にして明らかにすることによって、共同の中で学ぶ過程、

授業をデザインする過程について考えていく。

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）

授業をとらえる 授業は学校教育において学習を形成する要である。 秋田喜代美 秋田喜代美
視座 授業はどのような視点から分析することができるの （東京大学 （東京大学

か。その概要と、授業をめぐる今日の教育課題をふ 大学院教 大学院教1
まえて解説する。 授） 授）

授業研究の展開 授業を改善するために、教師たちの手によって、あ 同　上 同　上

るいは行政や研究者の手によって行われてきた授業

研究にはどのようなアプローチがあるのか、授業研
2 究の歴史と各アプローチの特色を考える。

カリキュラムと 授業は教育課程に基づいて実施される。カリキュラ 同　上 同　上
授業のデザイン ムと授業のデザイン、学習環境のあり方について、

学習科学が近年示してきている知見をもとにして、
3 デザインの原理を考える。

教室談話の特徴 授業は話しことばのやりとりで成り立っている。そ 藤江　康彦 藤江　康彦
うしたやりとりは教室談話とよばれ，授業や教室， （関西大学 （関西大学

学校に独特の言い回しやルールをもつ。教室談話を 助教授） 助教授）
4 捉える視点，コミュニケーションを切り口として授

業を研究するための視点を考える。

教室談話と学習 教室での話し合いについて、学習や理解という認知 村瀬公胤 村瀬三三
活動の側面に関して考える。教室の中で話し合いを （信州大学 （信州大学

通して子どもたちはどのように学習を深めていくの 講師） 講師）

5 か、構成主義や社会文化アプローチという視点から
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）

リテラシーの習 教科の授業では、その学問原理固有の考え方や概念、 秋田喜代美 秋田喜代美
得と談話コミュ 表現や表記方法といったリテラシー、たとえば読み （東京大学 （東京大学

ニチイの形成 書きリテラシー、科学リテラシー、数学リテラシー 大学院教 大学院教6 等を子どもたちは学んでいく。授業におけるリテラ 授） 授）

シーの習得過程について検討する。

テキストの理解 教科書など教材の文章を理解することは学習におい 深谷　優子 ＝深谷　優子

過程 て重要だが、でば「文章を理解する」とは、具体的 （東北大学 （東北大学

にどういう状態なのだろうか。文章の理：解には「文 大学院講 大学院講
7 章を覚えている」　「内容を活用できる」の両者があ 師） 師）

り、それぞれについて文章理解研究の近年の知見を
もとに解説する。

テキストからの 前時間につついて「内容を活用できる」という面に 秋田喜代美 秋田喜代美
学習 ついて、考える。テキストから学習するために、心 （東京大学 （東京大学

の中でどのような心理的活動が行われているのか、 大学院教 大学院教
8 またテキストからの学習を支援するための学習環境 授：） 授）

のあり方について検討する。

学習意欲を高め 学習への意欲にはある教材や授業ぺの興味関心を継 同　上 同　上

るテキストと活 続的に喚起していくことが必要である。興味や好奇
動 心はどのようにして生じるのかという心理過程と、

9 そのためにはどのような教材と配列の条件が必要な

のか、どのような活動が好奇心をもたらすのかを考
えていく。

協働学習の過程 多くの授業では、個人、小グループ、一斉学習が組 同　上 同　上

み合わさって授業が実施される。仲間と共に学びあ

う学習の過程はどのように進むのか、授業において
10 どのように集団を組織すると有効であるのかを解説

する。

メディアを活用 コンピュータやインターネットを活用した学習は、 深谷　優子 深谷　優子
した授業 従来の教授・学習形態の代替物というよりも、むし （東北大学 （東北大学

ろ選択の幅を増やし補うものだと考えられる。新し 大学院講 大学院講
11

いツールによる学習の例を取り上げながら、紙媒体 師） 師）

での文章からの学習との共通点および相違点を整理
する。

授業における学 授業における評価は，教師には実践を省察するため 藤江　康彦 藤江　康彦
習評価のあり方 の，生徒には学習をモニタリングするための手がか （関西大学 （関西大学

12
と方法 りをもたらす。今日のカリ＝キュラムの多様化に応じ，

謔閧謔｢学習環境を創出するための評価活動のあり

助教授） 助教授）

方やその方法を学ぶ。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

教師の即興性と 授業中の子どもたちの発言など、予期せぬできごと 村瀬公胤 村瀬公胤
実践的知識 に教師はどのよう忙対応しているのだろうか。教師 （信州大学 （信州大学

の即興性を成り立た章ている実践的知識のあり方に 講師） 講師）

13 ついて考え、教師の専門性とは何かを明らかにする。

授業研究と学校 教師の専門性開発としての授業研究のあり方につい 秋田喜代美 秋田喜代美

文化 て、アクションリサーチという概念を中心に考える。 （東京大学 （東京大学

また学校全体で校内研修として授業研究を行う際に 大学院教 大学院教
14 どのようなシステムを考えるヒとができるのかを学 授） 授）

校文化という視点から考えていく。

教師の生涯発達 授業を行うことに熟達化していくとはどのような変 同　上 同　上

と授業づくり 化が心理的に生じることだろうか、デザイン、実施、

評価の過程における変化を考える。熟達化と生涯発
15 達という視点から、授業と授業研究のあり方を考え

ていく。
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；　臨床心理学概説（‘03）＝＝（R）

〔主任講師：馬場禮子（山梨英和大学大学院教授）〕

全体のねらい

　まず臨床心理学の広い領域を概観することが第一のねらいである。次にその中で主要な項目を選び、それぞれについての
基礎的理論、技法、学習の方法などについて解説する。

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
臨床心理学とは何

ｩ

　①臨床心理学の定義をめぐって論じることを通して「臨床心理学とは何か」について考える。②理論と方法、実践の領域と課題という視点から総括する。③臨床心理学の歴史を概

ﾏする。

馬場　禮子
i山梨英和大

w大学院教
�j

馬場　禮子
i山梨英和大

w大学院教
�j

2

臨床心理学の理論
I背景（1）

S理臨床の基礎と
ﾈる心理学

　第2章では、心理臨床実践に貢献：している、心理学諸領域における様々な基礎理論や研究知見を紹介する。これによっ

ﾄ、臨床心理学と他の心理学との深い関わりが見えてくるは
ｸである。

青木紀久代
iお茶水女子

蜉w大学院助
ｳ授）

青木　紀久代

iお三水女子

蜉w大学院助
ｳ授）

3
臨床心理学の理論
I背景（2）

ｸ神医学

　統合失調症、気分障害、不安障害、解離胃障害、摂食障害、

s呆などの認知障害、人格障害など成人期に認められる精神
ｾ患の特徴と治療について心理療法的視点を加えながら解説
ｷる。

大野　　裕
i慶応義塾大

w教授）

大野　　裕
i慶応義塾大

w教授）

4

臨床心理学の理論
I背景（3）

ｸ神分析と分析心
搖w

　この章では、精神分析と分析心理学の、それぞれの理論の

n設者であるフロイトとユングが、どのような実践的な体験

ｩら、それぞれの理論を生み出していったか検討するととも

ﾉ、その骨子となる人格理論に関する基本的な考えについて
qべる。

永井　　撤
i首都大学東

梛ｳ授）

永井　　撤
i首都大学東

梛ｳ授）

5
臨床心理アセスメ
塔g（1）

腰_

　臨床心理アセスメントとは何か、について論じる。方法と

ｵての面接法、心理検査法を全般的に紹介して、6章7章で
ﾌ各論につなぐ。アセスメント結果のまとめ方と伝え方につ
｢て概説する。 馬場　　禮子

　　　　　　ノ

n＝場　禮子

6t

臨床心理アセスメ
塔g（2）

m能検査と質問紙
@・作業検査

　まずどのような心理検査があるかを概観し、その原理につ

｢て簡単に触れる。知能検査ではビネー式とウェクスラー式

ﾌ両方に触れる。質問紙では、目的の異なるYG性格検査と
lMP　Iを選び、放送授業に備えて検査用紙を提示しておく。

黒田　浩司
i茨城大学教

�j

黒田　浩司
i茨城大学教

�j

7
臨床心理アセスメ
塔g（3）

渇f法

　まず投映法の原理について触れ、代表的なものについて概

烽ｷる。次に投映法を被検者の反応の性質という観点からの

ｪ類を示し、代表的な投映法であるロールシャッハ・テスト
ﾉついてその実際の用いられ方を解説する。k 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）

心理学的援助の全領域について概観し、その中での心理療

法の位置づけを示す。さらに心理療法のさまざまな学派にっ

8
心理療法（1）

腰_

いて概説する。

馬場　　禮子 馬場　禮子

邑

主としてフロイト派に属する心理療法について概説するゐ

心理療法過程で生じる主要な現象と、それに対処して心理療

9
心理療法（2）

ｸ神分析的心理療法

法を展開させる技法についての解説を中心とする。
同　上 同　上

ユング派の心理療法の場合、我々の心の内面に存在する無

意識領域に、その個人の問題を治癒させ成長させる力が存在

10
心理療法（3）

?塔O派の心理療法

するという考え方が基本的にある。そのような無意識領域に
謔闡gむ基本的な方法や姿勢について述べる。 永井　　撤 永井　　撤

ロジャーズ派とも呼ばれる、ロジャースによって創始され

た学派の心理療法について、その原理、中心概念、具体的な
心理療法（4） 方法、歴史的変遷などについて概説する。

11 クライエント中心 馬場　禮子 馬場　禮子
療法

心理療法のなかでもうつ病や精神病性障害に効果があると

される認知療法について、歴史的背景や理論を紹介し、認知

12
心理療法（5）

F知療法

の修正技法を中心に臨床場面で役立っ面接技法についても具
ﾌ的に解説する。 大野　　裕 大野　　裕

コミュニティ援助の発想、理念および原理を概説し、その

コミュニティ援助

13
（1）

?@介入とコンサ

である「危機介入」　「コンサルテーション」　「社会的支援づ

ｭり、啓蒙・教育活動」について解説する。 黒田　浩司 黒田　浩司

ルテーション

育児をめぐる親子への心理的援助について、コミュニティ

コミュニティ援助 援助の視点から紹介する。心理的臨床家が直接相談活動を行

14
（2）

S理臨床と子育て

う場合に加え、育児を支える地域の専門機関との協同の可能

ｫと、その際の留意点などについて、最近の事例を交えなが 青木　紀久代 青木　紀久代

支援 ら概説レていく。

臨床心理学の研究を他の心理学の研究と比較しつつ、共通

点と独自な点について検討していく。さらに、卒業論文など

15
臨床心理学研究の’

ﾟ方

で臨床心理学に関連するテーマで研究を実施する場合を想定

ｵ、論文執筆において重要と思われる事柄を具体的にいくつ 同上 同上
か取り上げる。
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事務局

記載欄
湿
度

照
年 平成19年度 目

分
科
区

専門科目 目
ド

科
ひ 1827103

修
冠

履
三

無 忌
数 2

科目名（メディア）＝ 乳幼児・児童の心理臨床（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名） 滝口　俊子（放送大学教授）〕

講義概要
　　人生の基盤となる乳幼児期・児童期に関する心理臨床の三論と実際を紹介する。親・親代理者、保育・教

　育に関わる人、地域社会の関係者、心理臨床を目差す学生など、子どもに関心のある多くの方々と、人間の

　成長発達の基盤である乳幼児期・児童期について考え合いたい。全ての回の講師は、子どもに関わる心理臨
、．a床の第一人者である。

授業の目標

　　乳幼児・児童の心理臨床の理論と実際を学び、子どもたちの健やかな成長に寄与する。

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）

子どもの心埋臨 京都大学名誉教授河合隼雄先生をゲストにお迎え 滝口俊子 滝口俊子
床の基盤 し、子どもの心理臨床の基盤であるクライエントと （放送大学 （放送大学

1
臨床家との関係性の理解を深めることを目差す。 教授：） 教授）

成長と発達の臨 子どもと臨床場面で接するために必要な、発達的な 雑木浩之 妙木浩之
床理論 視点をもった代表的な臨床理論を紹介する。 、（東京国際 （東京国際

2
大学教授） 大学教授）

子どものアセス アセスメントの方法である、行動観察、面接、心理 藤掛　　明 藤掛　　明
メントの理論と 検査等を概観する。また実施上の留意点、目的に添 （聖学院大 （聖学院大

実際 つた検査の選択、組み合わせ、医学的診断清報の活 学講師） 学講師）
3 用、投影法的質問の仕方についても紹介する。

遊戯療法の理論 遊戯療法（プレイセラピー）についての理論と、実 冠木浩之 妙木浩之
と実際’ 旧臣の留意点について概説する。 （東京国際 （東京国際

4
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）

箱庭療法の理論 岡田康伸教授をお訪ねして、我が国の心理臨床にお 滝口俊子 滝口俊子
と実際 いて効果を上げている箱庭療法について、紹介する。 （放送大学 （放送大学

5

教授） 教授）

r

コラージュ療法 放送大学助教授佐藤仁美氏をゲストに、コラージュ 滝口俊子 滝口俊子
の理論と実際 療法の我が国における発展・工夫、現場での活用法 （放送大学 （放送大学

6
を紹介する。 教授） 教授）

動作法の理論と 鶴光代教授をゲストに、動作法の理論と実際、子ど 滝口俊子 滝口俊子
実際 もへの適用について、紹介する。 （放送大学 （放送大学

7

教授） 教授）

不登校の心理臨 不登校の子どもたちへの新たなアプローチとして、 高石浩一 高石浩一
床 従来の相談室モデルに基づく心理臨床に加えて、地 （京都文教 （京都文教

域援助モデルに基づく訪問カウンセリングの可能性 大学教授） 大学教授）

8 を探る。ゲストに京都文教大学助教授香川町氏を迎
える。

保護者・関係者 専修大学教授吉田弘道氏をゲストに、乳幼児・児童 滝口俊子 滝口俊子
との関わり の心理臨床において重要な保護者・関係者との関わ （放送大学 （放送大学

9
りについて紹介する。 教授） 教授：）

赤ちゃんと家族 赤ちゃんのこころを育み、家族の発達を支える心理 橋本洋子 橋本洋子
の出会いの心理 臨床について紹介する。 （山王教育 （山王教育

臨床
、

研究所スタ 研究所スタ
10 ツフ） ツフ）

地域における子 福岡市の大学の生涯学習施設「みんな塾」における、 一ノ瀬節子 一ノ瀬節子

育て支援 心理臨床と保育をマッチした支援活動の展開を紹介 （筑紫女学 （筑紫女学

する。 園大学教 園大学教
11 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）

児童養護施設に 昨今増加している被虐待児を多数受け入れるように 高石浩二 高石浩一
おける心理臨床 なって、児童養護施設は従来の生活支援に加えて、 （京都文教 （京都文教

12
虐待治療の心理臨床機能を併せ持つ必要性が高まっ

ﾄきている。組織の中で、また生活の場で心理臨床
大学教授） 大学教授）

をいかに行うか、原理的な面からその実際までを学
旧する。

スクールカウン 東京都のスクールカウンセラー坂倉重雄氏をゲスト 滝口俊子 滝口俊子
セリング に、教育現場でめ心理臨床であるスクールカウンセ ．（放送大学 （放送大学

13
リング活動と課題について紹介する。 教授） 教授）

保育カウンセリ 福岡市の保育カウンセラー村山尚子氏をゲストに、 滝口俊子 滝口俊子
ング 子どもが育つ基礎である乳幼児期に関わる保育カウ （放送大学 （放送大学

14
ンセリングの実際について紹介する。 教授） 教授）

たましいの働き 河合隼雄先生をお訪ねし、児童文学・音楽・絵画・ 滝口俊子 滝口俊子
映画など心理臨床の周辺に視野を拡大し、たましい （放送大学 （放送大学

15
の働きに目を向ける。 教授） 教授）
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＝一 Sの健康と病理（‘04）・＝（R）

〔主任講師 馬場　謙一（中部大学教授：）〕

全体のねらい
　心の健康とは、どのよう姦ものか。また、心の旧いはどのようにして起るか。代表的な王家の考えを紹介しながら、心の

病理を考え、そこから健康な精神生活がどのように実現できるかを明らかにしたい。

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）

健康な心とはどのようなものか、また、心の異常とは何か、

その境いはどうやって定めるのか。などについて考える。．
馬場　謙「 馬場　　謙一

1 心の健康と異常 （中部大学教 （中部大学教
授） 授）

u

心はそれを眺める視点によって、さまざまな様相を示す。

現在、私たちはどのような視点から心を見ているφ・。また歴 橘　　　玲子 橘　　　玲子

2 心をみる視点 史的にはどうでみったかを考えてみたい。 （新潟青陵大

w大学院教
（新潟青陵大

w大学院教
授） 授）

心の病いを、その人の発達過程における心理的体験と関連
させて考えることの重要性について述べる。

3 発達論的な理解 馬場　　謙一 馬場　　謙一

人間にとって、不安はどのような意味があるか。また、心
の病とどのような関連性をもつかを考えてみたい。

4 不安の病理 同　　上 同　　上

幻覚とはどのようなものであり、何故生じるのか。生理学

的、心理学的な見地から述べる。

5 幻覚の病理 同　　上 同　　上

妄想はなぜ生じるのか。その発生のメカニズムは、心理学
的にどのように理解されるかを述べる。

6 妄想の病理 同　　上 同　　上

心的外傷と心の病の三三についてPTSDの問題も含めて
考えてみたい。

7 心的外傷と心の病 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）

フロイトは、人間の心をどのように考えていたか。また疾
一病が生ずる機制についてどう考えていたかについて述べる。

フロイトの人間理
8

解と疾病論 馬場　　謙一 馬場　　謙一

フロイト以後、精神分析は自我心理学へと転回するが、そ

9
自我心理学への転

の背景、理論的特徴、などについて述べる。　　　　　　　，
鍋田　恭孝
i大正大学教

�F）

鍋田　恭孝
i大正大学教

�j

英国を中心に発展した対象関係論について、理論的特徴を
あげ、その発展の跡をたどる。’

ユ0 対象関係論の展開・ 同　　上 同　　上

＼

フロイトた対立して独自の理論を樹立したロジャースの人

間隔と、治療の特徴について述べる。

11
ロジャースの人間
揄�ﾆ治療論

橘　　　玲子 橘　　　玲子

ユングの人間観と治療技法について、日本人として最初に

12
ユングの人間観ど

｡療論

ユング派分同家の資格を取得した河合隼雄氏をゲストに迎え

ﾄ、対談する。
滝口　俊子
i放送大学教

�j

滝口　俊子
i放送大学教

�j

＼

独得の自己愛理論を提唱したコフートについて、その人間
観1と理論内容を概説する。 伊藤　　　洗 伊藤　　　洗

13、 自己愛の病理① （三宮病院院 （田宮病院院
長） 長〉

コフートの治療技法について、実際の症例をあげながら、

分り易く解説する。

14 自己愛の病理② 同　　上 同　　上

拒食症、家庭内暴力、境界例その他現代に特有の疾病が多

発しているが、それは現代社会とどう関わりがあるのかを考

15 現代人の病理 えてみたい6 馬場　　謙一 馬場　謙一
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：＝@カウンセリング概説（‘05）＝（R）

〔主任講師；馬場謙一（中部大学教授）　　〕
〔主任講師：橘　玲子（新潟青陵大学大学院教授）〕

全体のねらい

　カウンセリングについて方法や理論、効果などについて概説する。カウンセリングの基本であるクラ

イエント・カウンセラー関係を重視し、ここで起こる心の動きや成長の過程を考える。この講義では特

定の学派に立つものではないが、しかし重要な理論については紹介する。なお個人カウンセリングだけ

ではなく、児童の心理療法、グループカウンセリングやコミュニティにいかされるカウンセリングにつ

いても若干ふれたいと考えている。

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）

カウンセリング カウンセリングの成立に至る歴史を述べ、次いで
　　　　／
n場　謙一 馬場　謙一

の歴史と定義 フロイトの精神分析とロジャーズの理論がいかに生 （中部大学 （中部大学

1
まれたかを述べる。 教授） 教授）

カウンセリング カウンセリングがおこなわれている領域、言葉の 橘　　玲子 橘　玲子
の適用と倫理 問題やクライエントの復原力について述べる。さら （新潟青陵 （新潟青陵

にカウンセラーの倫理についてもふれる。 大学大学院 大学大学院
2 教授：） 教授）

カウンセリング カウンセリングの方法、カウンセリングの学派に 馬場　謙一 馬場謙一

3

の理論と方法 ついて述べる。

カウンセラーの フロイト、ロジャーズによって提案されているカ 馬場謙一 馬場謙一
態度 ウンセラーの態度、さらにカウンセラーが目指すも

4
のについても述べる。 橘　玲子 橘　　玲子

カウンセリング カウンセリングを始めるまでに、カウンセラーは 馬場謙一 馬場謙一
の準備 どのような準備を整えるべきか、カウンセリング開

三三のインテーク面接はどのようになされるべきか
5 を述尽る。

、
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執筆i担当 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 クライエントの病状、病態について把握し、疾病 馬場謙一 馬場謙一
における見立て の契機や経過について理解をもって、カウンセリン

、

6
グをおこなうことの大切さを述べる。

カウンセリング カウンセリングの開始にあたって、時間や料金、 滝口　俊子 滝口　俊子
の約束 場所、期間などの具体的な取り決めをしなくてはい （放送大学 （放送大学

けない。この約束を取り交わすことの重要性につい 教授）～ 教授）
7 て述べる。

カウンセリング 力動的な立場から見た場合、カウンセリングの過 馬場謙一 馬場謙一

8

の実際（1） 程はどのように展開するかを述べる。

ノ

カウンセリング ロジャーズのクライエント中心療法から見た場 橘　　玲子 橋　　玲子
の実際（2） 合、カウンセリ＼ングの過程はどのように展開するか

を述搾る。また、カウンセラーの応答についてもふ
9 れる。

カウンセリング カウンセリングを進めていると、クライエントの 同　上 同　上
の実際（3） 間にいろいろなことが起きてくる。これらの具体的

な事柄とその対応について考える。
10

ノ

カウンセリング フロイト、ユング、ロジャーズによるパーソナリ 同　上 同　上
の理論（1） ティの理解と無意識の考え方などを述べる。

11

カウンセリング 認知・行動療法についての考え方や方法について 神村栄一 神村栄一
の理論（2） 述べる。 （新潟大学 （新潟大学

12
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）

児童の心理療法 児童には言葉でカウンセリングをおこなうことは 橘　　玲子 橘　　玲子

難しいので、遊びや絵画などの言語によらない心理

療法をおこなうが、児童の心理療法の歴史や方法に 佐藤仁美 佐藤仁美
13 ついて述べる。 （放送大学 （放送大学

助教授） 助教授）

グループ・カウ 　　　　　、Jウンセリングは個人に対レておこなうだけでは 橘　　玲子 橘　　玲子

ンセリングにつ なく集団でおとなうこともある。集団でおこなわれ

いて る場合の特徴や方法について述べる。’
14

潔

コミュニティ・ 学校臨床、HIV患者への支援、被害者へのサボ 神村栄一 神村栄一
アプローチ 一トなど、地域での支援とカウンセリングの関係に

ついて述べる。
15
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＝＝ @スクv－e・…ルカウンセリング・（‘05）＝＝（TV）

〔主任講師‘：　滝口　俊子（放送大学教授）〕
〔主任講師：倉光　修（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　一

　学校において行われている、カウンセリングの実際を紹介ずる。公立の全中学棟に配置されたスクー

ルカウンセラーは、教師・親・地域と密接に連携しつつ、子どもたちの健やかな成長に取り組んでいる。

スクA・・P一一一ルカウンセリングは決して密室のカウンセリングのみではなく、学校教育の中での児童・生徒に

適する方法を模索しているのである。

執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師・名

轡

（所属・職名） （所属・職名）

／’

京都大学名誉教授（文化庁長官）河合隼雄先生をゲストに

お迎えして、教育とカウンセリングの共通点と差異点をお話

1
カウンセリングと

ｳ育

いただき、教師とカウンセラーと親と社会との協働について
lえる。・

滝口　俊子
i放送大学教

�F）

滝口　俊子
i放送大学教

�j

“

教育におけるカウンセリングを考えるに当たって重要な視

点である「個と集団」について、河合隼雄先生にお旧いただ

き、スクールカウンセリングの意義を明確にする。

2 個と集団
滝口　俊子 滝口　俊子

すでに紹介されたケース、あるいはモデルとして提示され

たケースを素材にして、カウンセリングの技法を説明ずる。 倉光　　修

ボランティアによるロールプレイを交える予定である。ゲス
（東京大学大

トに西井恵子氏を迎え、不登校の事例を検討する。
倉光　　修

学院教授）

3 不登校 （東京大四大 ゲスト

学院教授） 西井　恵子
（谷町こども

センターセテ
ピスト）

すでに発表されているケース、あるいはモデルとして提示 倉光　　修
されるケースを教材にして、カウンセリングの技法を説明す

4 問題行動

る。，俳優によるロールプレイを交える予定である。ゲストに

O船直子氏を迎え、問題行動の事例を検討する。 倉光　　修
ゲスト

O船　直子
（山口県立大

学助教授）
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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）

5 発達障害

　すでに発表されたケース、あるいはモデルとして提示され

ｽケースを教材にして、カウンセリングの技法を説明する。

{ランティアによるロールプレイを交える予定である。ゲス

gに大島三三を迎え、AD且Dの事例を検討する。
o倉光　　修

倉光　　修

Qスト
蜩〟@　　剛
i神戸親和女

q大学助教
�j

6
保護者のカウンセ

潟塔O

　すでに発表されているケース、あるいはモデルとして提示
ｳれるケースを教材にしで、カウンセリングの技法を説明す

驕B俳優やボランティアによるロールプレイを交える予定で

?驕Bゲストに鵜養啓子氏を迎え、保護者とのかかわりを検

｢する。

倉光　　修

倉光　　修

Qスト

L養　啓子
i昭和女子大

w教授）

7
教師のコンサル

eーション

　すでに発表されたケース、あるいはモデルとして提示され

ｽケースを教材にして、カウンセリングの技法を説明する。

{ランティアによるロールプレイを交える予定である。藪添

ｲ一氏をゲストに迎え、教師に対するコンサルテーションを

沒｢する。
倉光　　修

倉光　　修

Qスト

M添　隆一
i和歌山県立

ｳ育研究セン
^ー教育相談
ｺ長）

8
危機対応　P

　学校の集団の中では、さまざまな危機が発生する。鹿児島

蜉w教授久留一郎氏をゲストにお迎えして、学校におけるさ

ﾜざまな危機への支援やPTSDについてとりあげ、スクール
Jウンセラーの役割について考える。

岡本　淳子
i立正大学教

�j

岡本　淳子・（立正大学教

�j

9
スクールカウンセ
堰[配置の実際

　東京都教育委員会への取材を通して、文部科学省による
Xクールカウンセラー配置事業を地方自治体がどのように進

ﾟているのか、行政はスクールカウンセラーにどのようなこ

ﾆを期待しているのかなどについて明らかにする。また、臨

ｰ心理士会によるスクールカウンセラーへのサポートシステ

?ﾉついても紹介する。

岡本淳子 岡本淳子

10
外部関係機関の

@能と連携

　スクールカウンセラーの活動は、学校内部だけではなく、

ｼの関係専門機関との連携を必要とする。児童相談所・子ど

煖ｳ育支援財団・スクーリングサポートセンター・こども心

g医療研究所・少年鑑別所の元技官などをゲストに迎えて、

A携のあり方を考え合う。

馬殿　禮子
i兵庫県立但

nやまびこの
ｽ所長）

馬殿　禮子
i兵庫県立但

nやまびこの
ｽ所長）

11

スクールカウンセ

堰[のバックアッ
v体制

　スクールカウンセラーが第一線の学校現場で十分に機能す

驍ﾉは、後方におけるカウンセラーの教育と支援が不可欠で
?驕Bスクールカウンセラーに対する研修会、スーパーヴィ

Wョン、カンファレンス、サポートグループなどで、スクー

泣Jウンセラーの指導にあたってきた経験をもとに、バック

Aジプ体制の必要性、その実際、その問題と課題のどについ

ﾄ知見を紹介する。

野島　一彦
i九州大学大

w院教授）

野島　一彦
i九州大学大

w院教授）
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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）

教師とスクールカウンセラーが互いに専門家として認め合

い話し合うことが、連携の基本である。よりよい連携を旧い

てゆくために・スクールカウンセラーの活用、その内容や基 山下　一夫 山下　一夫
12 学級担任との連携 本的態度、教師による教育相談、生徒指導における立場と基 （鳴門教育大 （鳴門教育大’

本的態度、善人・悪人を投影されることなどについて考えた 学教授） 学教授）
い。

スクールカウンセラーとして活動しておられる方々とその
任務のやり甲斐や楽しさ、話し合う。子どもたちの成長に貢

13
スクールカウンセ
堰[の体験：

献できるスクールカウンセラーの任務を、明らかにすること
�ﾚざす。 滝口　俊子 滝口　俊子

幼稚園・保育園において子育て支i援の一環として行われて

いるカウンセラーの活動を取り上げ、その役割とこれからの
幼稚園’（保育所） 可能性について、スクールカウンセリングと比較しながら紹 菅野　信夫 菅野　信夫

14 でのカウンセリン 介する。 （天理大学教 （天理大学教
グ 授） 授）

平成7年度以来、スクールカウンセリング事業を推進して

きた三団体（日本臨床心理士資格認定協会・日本臨床心理士

会・日本心理臨床学会）スクールカウンセラー（学校臨床心

15 今後の課題と展望 理士）ワーキンググループ代表村山正治先生をゲストに迎え 滝口　俊子 滝口　俊子

て、これまでの活動を振り返り、スクールカウンセリングの
意義と課題について話し合う。
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＝　人格心理学（‘04）＝＝（TV）

〔主任講師
〔主任講師

榎本博明（名城大学教授：）〕
桑原　知子（京都大学大学院助教授）〕

全体のねらい

　私たちのパーソナリティは、どこまでが遺伝で決まるのか。パーソナリティ形成に影響する文化・環境的要因にはどの

ようなものがあるのか。人生の流れのなかで、パーソナリティはどのように発達していくのか。私たちの自分らしさと
いうのは、どのように保たれるのか。パーソナリティはどのようにとらえることができるのか。パーソナリティの病理

にはどのようなものがあり、どんな対処が必要なのか。このような疑問を解明すべく、パーソナリティについてさまざ

まな角度から考えていきたい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

心理学で広く使用されているパーソナリティ（人格・性格・

気質）の概念について、詳しく考察する。パーソナリティ概

1
パーソナリティ概
Oの問題

念は、本来「構成概念」であるが、使用される研究領域によ
ﾁては、実体概念のようにも扱われており、研究上の混乱の一因にもなっている。そこで、従来の代表的な研究を通じて、

若林　　明雄
i千葉大学助

ｳ授）

若林　　明雄
i千葉大学助

ｳ授）
パーソナリティ関連概念について整理し検討する。

パーソナリティの理解の仕方として代表的な類型論と特性

論について、代表的な理論を紹介しながら、その考え方の基

2
パーソナリティの
ﾞ型論と特性論

本理念を検討するとともに、現在の動向を解説する。特に、

rッグファイブ理論から導かれた最近のタイプ理論について 同　　上 同　　上

も、紹介する。

個人のパーソナリティの特徴は、対人関係の中に端的にあ
らわれる。対人的な開放性や他者のパーソナリティの認知、

対人関係にあらわ 他者の目に映る自分と自己呈示など、対人関係場面における 榎本　博明 榎本　博明
3 れるパーソナリテ パーソナリティの問題を取り上げて解説する。 ’（名城大学教 （名城大学教

イ 授） 授）

パーソナリティの発達を規定する遺伝的要因および環境的

要因については多くの研究が行われてきている。その中から

4
パーソナリティ発
Bの諸要因

代表的な研究例や議論を紹介し、また遺伝とも環境とも言い
ｪたい自己形成的要因についても解説する。㌃ 同　　上 同　　上

〆

人のパーソナリティの発達にとって親子関係は大きな影響

を持つと考えられている。発達初期の段階はもちろんのこと，

5
親子関係とパーソ
iリティの発達

青年期においても，親からの自立を含め青年自身のあり方が

竄墲黷驍ｱとになる。本講義では，これらの点について代表
Iな理論を紹介したい。

岡田　　努
i金沢大学助

ｳ授）

岡田　　努
i金沢大学助

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）

6
友人関係とパーソ
iリティの発達

、親子関係とならんでパーソナリティの発達と関わりの深い

F人関係について取り上げる。児童期から青年期にかけて，

F人関係の質的な変容と，パーソナリティの関連についての
攪_を紹介する。 岡田　　努 岡田　　努

7

ライフサイクルと

pーソナリティの
ｭ達

　人生の洋琴テージによって社会的に求められる発達課題が

ﾙなってくる。私たちは、そうした社会的要請や期待に応え

驍ｩたちで自己を形成していく。とくに問題となる移行期に

≠ﾟられるパーソナリティの再編に焦点を絞って解説する。 榎本博明 榎本博明

8
想起される自己と

ｩ己物語

私たちは過去のさまざまな経験を抱えつつ現在を生きてい

驕B時間軸上で拡張される自己は、記憶機能によって同一性

ｪ保証されている。そうした自己の同一性の問題を自己物語

ﾆいう観点から検討し、人生を導く自己物語の文脈というも
ﾌについて解説する。

同　　上 同曾　上

9
自己の変容におけ
骭黷閧ﾌ役割

　私たちは他者との関わりを通して自己を社会につないでい『く。私たちの自己の社会性の基盤は、聞き手の存在にある∴

ｩ己の変革も他者に自己を語ることを通して行われていく。

ｻのような自己物語の心理学の立場から、自、囲物語法につい

ﾄの解説を行う。

同　　上 同　　上

10
文化とパーソナリ

eィ

　パーソナリティ形成に及ぼす文化の影響は、さまざまな地

謔ﾉおける異なった文化が研究対象となるにつれて、重要な

v因であることが明らかになってきている。この講義では、

ｶ化とパーソナリティについての理論の変遷と、現代におけ
髟ｶ化的要因の意味について紹介する。

堀　　　　正
i群馬大学助

ｳ授）

堀　　　　正

i群馬大学助

ｳ授）

11
精神分析的心理療

@への誘い

　こころの悩みを抱えてセラピストのもとに訪れるクライエ

塔gが、一回の面接、数回の認知療法で良くなる場合もある

ｪ、より深い理解・洞察を必要とする場合も少なくない。そ

黷�ﾂ能にする、無意識、転移、抵抗などの概念を軸とする

ｸ神分析的心理療法を紹介する。

@　　　　　　　　　　　　／

滝口　俊子
i放送大学教

�j

ﾛ田　俊彦
iメイヨクリ

jツク教授・

c応義塾大学
q員教授）

滝口　俊子
i放送大学教

�j

ﾛ田　俊彦
iメイヨクリ

jック教授・

c応義塾大学
q員教授）

12

精神分析的心理療曽

@の最先端一ここ
?ﾌ量子論一

心理療法において、いかに努力しようと、いかに訓練を積

烽､と、完全に相手の身になって感じ、考え、理解すること

ﾍできない。可能なのは、「限りなく相手の視点に近づこう

ﾆ努力すること」であり、その努力が治療的に働く。 丸田　俊彦 丸田　俊彦
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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 ユングの人格理論

　ユングはフロイトといったんは意気投合したのだが、その

纃lえ方の違いを無視できなくなり、独自の理論を構築して

｢く。ユングの人格についての考え方を、「三型」や、「普
ﾕ的無意識」といった概念をとり上げながら紹介する。

桑原　知子
i京都大学大

w院助教授）

桑原　知子
i京都大学大

w院助教授）

14
心理アセスメント
P

　自分を知るために心理テストなるものが存在する。心理テ

Xトにはどのようなものがあり、また、どこまで人格理解を

浮ｯるのであろうか？この回では質問紙法とよばれる心理テ
Xトを中心に紹介し、その扱い方についても解説する。 同　　上 同一　上

15
心理アセスメント

Q

　この回では「投影法」とよばれる心理テストについて主に

ﾐ介する。心理テストにおいて重要だと考えられる、「妥当一

ｫ」　「信頼性」の概念、及び、心理療法の中でどのように心

揀eストが使われていくのかという点についても述べたい。 同　　上 同　　上
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＝ユング心理学（‘・f　03）：＝（R）
　　一夢・神話・昔話・イメv・一一・ジと心理療法一

　　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：大場登（放送大学教授）〕

全体のねらい
ユング（Jung，’　C・G）の創始した分析心理学（ユング心理学）は、人間のこころに現われる「イメージ」の世界に旧き姦注

目をあてた。現代人の心理療法過程で出会う豊かな、あるいはおどろおどうしい夢イメージ・箱庭やコラN・・・・・…ジュ・イメージ

は～不思議にも古今東西の神話や昔話、すなわち人類のこころのイメージと驚くほどの類似性を見せるものである。本講義

では・ユング心理学の基礎を具体的なイメージの世界を通して紹介・検討してゆくことにしてみたい。

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）

ユングの心の世界にはイメージが圧倒していた。とりわけ

フロイトとの訣別をきっかけに陥った数：年間に及ぶ「方向喪 大場　　登 大場　　登
1

ユングとイメージ 失」の時期、ユングはすさまじい内的イメージの嵐に襲われ （放送大学教 （放送大学教
の世界（1） る。ユングはこの「イメージめ嵐」に対してどのように対処 授：） 授）

したのであろうか？

ユング自身が実に30年以上の歳月をかけて絶えず増改築し
ていったボリンゲンの「家（塔〉」は、ユング自身の「個性

2
ユングとイメージ
ﾌ世界（2）

化の過程」のイメージ表現と理解することもできる。そして、．

?塔Oの人生のイニシャル・ドリームは？ 同　上 同　上

意識と無意識の関係は？　意識・無意識とイメージとの関

3
コンプレックスと

ｳ型（＝人類のコン
vレックス）

係は？　ニンプレックスという考え方の真の意味は？　人間、とコンプレックスとは？　三型という言葉で表現されるもの

ﾍ？ 同　上 同　上

ペルソナとは「個における外界への心理的構え・姿勢」、、

そしてゼーレとは「個における内界への心理的構え・姿勢」

ペルソナとゼーレ と表現できる。ペルソナや四三レは夢や昔話においてどのよ’
4 （ソウルγ うなイメージとして現われているのだろうか？ 同　上 同　上

フロイトは「エディプス・コンプレックス」という表現を・

5
エディプス神話

用いて、人類に共通のひとつの典型的な心の「葛藤・心理的
w渦』」と生涯をかけて取りくんだ。’エディプス・コンプレ 同　上 同　上’
ックスをユング心理学から見てみると？

， 　

ノ

聖書から現代に至るまで、愛情をめぐっての兄弟葛藤は殺

カインとアベル 意・殺害を伴う強烈なイメージに満ちている。
6 一壷と弟 伺　上 同　上

｝

「父なるもの」．は両義的な意味での「権威像」の象徴であ

7
ウラノス・クロノ

X・ゼウス

@一三と権威

る。　「下なるもの」丁子なるもの」を押しつぶし、殺害する

ﾙどの暗い「面」と、「課題・難題」を与え、「挑戦」を受

ｯて立つ偉大なr面」をあわせ持つ。 同　上 同　上

ト
も
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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

山姥と魔女

@一「直なるもの」

ﾌ二つの「顔」

「山姥」や「魔女」は人々を呑み込むほどの恐ろしい顔と、

l々に知恵と救いをもたらす福神の顔という二つの「面」を
掾Hている。

大場　　登 大場　　登

9
蛇女房

@一男と女

　男性と女性の出会い・かかわり方には、様々なイメージが

?驕B分離→結合、分離→結合→分離、そして分離→結合→

ｪ離→時々再会？
同　上 同　上

10 老人と子ども

　児童文学には「老人と子ども」のペアが織りなす物語がと

ﾄもたくさんある。　「老人と子ども」にはどのような意味が

?驍ﾌだろうか？

　、

k　　玲子
i新潟青陵大

w大学院教
�j

橘　　玲子
i新潟青陵大

w大学院教
�j

11 道化

　「道化」は硬直した人生や文化に活力を与えてくれるもの

ﾆ考えられている。児童文学においても、「道化」は主人公

ﾉはならないけれども、主人公の傍らに大切な役割を担って
o場している。　「指輪物語」　「ジョコンダ夫人の肖像」　「ミ

Zス・タッカーと小人ニムビン」などを取り上げて検討して
ﾝたい。

　　　ψ

ｯ　上 同　上

12
心理療法とイメー

W

　様々の心理的問題・課題を抱えたクライアント（相談に見

ｦる方）とお会いして、話を伺っているうちに、不思議なこ

ﾆに、クライアントの心が動き出し、そのプロセスの中から、

Cメージとしての夢や絵・箱庭・コラージュ表現が生まれて
ｭる。

大場　　登 大場　　登

13
コラージュ療法
@一その1

　ユング心理学による心理療法として、　「箱庭療法」は多く

ﾌ方々の知るところとなったし、大学院臨床心理プログラム

u臨床心理面接丁丁　一心理療法の世界」においても一章が

ﾝけられて紹介されている。これに対してコラージュ療法は、

ﾜだあまり知られていないと言ってよいであろう。本章では、

ﾜずコラージュそのものを見て、感じていただくところがら

ﾍじめてみたい。

佐藤　仁美
i放送大学助

ｳ授）

佐藤　仁美
i放送大学助

ｳ授）

14
コラージュ療法

@一その2

　コラージュ療法といっても実は様々のスタイルがある。本

ﾍでは、その中から、いくつかをとりあげて紹介してみるこ
ﾆにしたい。

同　上 同　上

15 心理療法と夢

　「禁じられた小部屋」　「異界訪問」　「異類婚」といった神

b的イメージは、いわば特別の人々にだけ与えられたもので

ﾍない。いわゆる丁普通」の人々も、「夢」の世界に少し関

Sを向けてみると、人間の心・世界は、日常の秩序や合理性
ｩらだけ成立しているものではないことがよく理解される。

l間の心・小宇宙は影や妖怪、非合理と圧倒的なイメージに

桙ｿたものである。

大場　　登 大場　　登
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＝　発達障害児の心と行動（‘06）＝＝（TV）

〔主任講師（現職名）　太田昌孝（東京学芸大学教授）〕

全体のねらい

発達障害は人生の早い時期に社会的諸関係のなかで現れ、その原因は脳機能障害にあり、知的障害、言

語と学習障害、自閉症、注意欠陥／多動性障害（ADHD）等がある。本講座では発達障害を持つ子ども

の心と行動を理解するために、発達的観点と学際的観点を基本に置き、心理・生理・病理を解説し、教

育的支援の実践的基礎となることをねらった。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

発達障害とはな 発達障害は人生の早い時期に社会的諸関係のなかで 太田昌孝 太佃昌孝
にか 現れ、その原因は脳機能障害にある。知的障害およ （東京学芸 （東京学芸

び言語と学習障害は認知機能に、自閉症、ADHDは 大学教授） 大学教授）
1

行動に基づいて診断される。発達障害の概念、診断、

支援についての概論を述べる。

アセスメント1 発達障害児の心と行動は、子ども側の要因と環境的 永井洋子 永井洋子
心と行動の理解 要因の相互作用として現れる。子どもの認知発達段 （静岡県立 （静岡県立

階と固有の不均衡さ、それに相応する情緒などの把 大学教：授） 大学教授）
2 握の仕方、さらに働きかけとの関連で如何に心と行

動を客観的に理解するかについて述べる。

アセスメント2 発達アセスメントをおこなう上でう心理機能の測定 小池敏英 小池敏英
心理機能と発達 は不可欠である。知能、言語などの心理機能につい． （東京学芸 （東京学芸

3
アセスメント て、代表的な測定方法について論じる。 大学教授） 大学教授）

アセスメント3 脳機能は、入力系、情報処理系、出力系に区分され 小池敏英 小池敏英
脳の機能と生理 る。人の脳機能を無侵襲で評価可能な方法が、近年、 （東京学芸 （東京学芸

種々開発されてきた。脳波、MRIなどの人の脳機能 大学教授） 大学教授）
4 ・計測について触れく発達障害に関する所見との関連

で論ずる。

学習理論と発達 学習理論は、教育的働きかけの組み立てを考える上 小池敏英 小池敏英
支援 で、その枠組みを与えてくれる。学習理論は、行動 （東京学芸 （東京学芸

6 主義的立場と認知論的立場に大きく分かれるが、障 大学教授） 大学教授）
5 害の程度や内容を考慮した働きかけを行うために

は、各理論の主張を理解することが求められる。
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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）

　し
ｭ達障害の早期 出生時のマススクリーニングは、精神遅滞の予防に 太田昌孝 太田昌孝
発見と対応 貢献している。発達障害については本態的な医学的 （東京学芸 （東京学芸

治療が可能でないことが多いが、早期発見と早期か 大学教授） 大学教授）．

6 らの適切な親に対するガイダンスと子ども自身に対
■

する発達援助の意義は大きい。真

行動障害の理解 自閉症、ADHDなどは、とりわけ多くの行動障害を 永井洋子 永井洋子
と支援 持ちやすく、その対処に苦慮することが多い。子ど （＝静岡県立 （＝静岡県立

もの認知や情緒の特徴を捉えた上で、人間的な成長 大学教授） 大学教授）

7 を促す中での基本的な対処の考え方、さらに個々の

行動障害への直接的な対処法などについて述べる。

知的障害の理解 知的障害（精神遅滞）の定義，診断と分類，原因と病 太田昌孝 太田昌孝
と支援　1 理について説明する。 （東京学芸 （東京学芸

8
大学教授） 大学教授）

@　厚

知的障害の理解 知的障害の一つの臨床型であるダウン症候群につい 奥住秀之 奥住秀之
と支援2 て取り上げる。定義、医学的原因、分類、運動特性、 （東京学芸 （東京学芸

言語特性、健康上の問題等についてまとめ、支援の 大学助教 大学助教
9 あり方を考える。 授） 授）

重症心身障害児 重症心身障害児は、重度肢体不自由とともに重度知 小池敏英 小池敏英
の理解と支援 的障害を伴う。指導に際しては、視覚機能と聴覚機 （東京学芸 （東京学芸

能の他覚的評価が大切である。また、働きかけに対 大学教授） 大学教授）

10 する期待反応を理解し、さらに；期待反応を促進する

働きかけの中で、コミュニケーション活動を形成す

ることが重要な課題となる。

自閉症の理解と 自閉症は、対人関係の障害、相互的意思伝達の障害、 永井洋子 永井洋子
支援 興味や活動範囲の狭さと常同性の3つで診断され （静岡県立 （静岡県立

る。その背後にある特有な認知の歪みと発達段階の 大学教授） 大学教授）

11 観点から、自閉症の状態像と療育目標や課題、‘留意

点など、理解と対応の仕方について述べる。

注意欠陥1多動性 AD1且Dとは不注意と多芸と衝動性の3組の行動症 太田昌孝 太田昌孝
障害（AD1且D）の 状からなる症候群である。ADIHDの特徴、検査と評 （東京学芸 （東京学芸

理解と支援 価について述べ、それにもとづいた働きかけを学際 大学教授） 大学教授）

12 的な観点も含めて述べる。
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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）

13

学習障害の理解

ﾆ支援

@ノ

学習障害児は、聞く、話す、読む、書く、計算ナる、推論するなどの特徴を持つ。また、言語性LD、非言語性：LD、包括性LD、注意・記憶性：LDなどの分類があげられう。ここでは，定親特徴，教育的配慮などについて述べる。

奥住秀之
i東京学芸

蜉w助教
�j

奥住秀之
i東京学芸

蜉w助教
�j

14

医学的治療1
ｸ神医学的状態
ﾆ薬物療法

発達障害の薬物療法の目的は、①本態的治療の為の

�ｨ、②情緒障害、異常行動の改善を目的にする薬

ｨ③軽過で出現しやすい精神医学的状態に対する
�ｨに分けられる。行動の障害にしばしば使われる
?ｸ神薬について主として解説する。

太田昌孝
i東京学芸

蜉w教授）

太田昌孝
i東京学芸

蜉w教授）

15

医学的治療2
ﾄんかんと関連
ｷる状態

発達障害にはしばしばてんかんが合併する。てんか

�ﾆその治療・対処法についての正しい理解は、発
B障害児の教育的支援上不可欠である。

小林繁一
i静岡県立

qども病
@）

小林繁一
i静岡県立

qども病
@）
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事務局

記載欄
照
度

開
年

平成19年度 目
分

科
区

総合科目 目
ド

科
ひ 1628216

修
三

三
制

無
回
数 2

科目名（メディア）＝ 進化と人間行動（
　x

‘0　7）　＝＝　（TV）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

長谷川．眞理子（総合研究大学院大学教授）〕

長谷川　寿一　（東京大学大学院教授）　　〕

講義概要
　入間は明らかに生物界の一員であり、霊長類の中の一種である。しかし、社会通念としては、人間は他の動

物とは異質な、あるいは超越した存在であるとみなされる場合がほとんどである。しかし、実際のところ、人

間と他の動物との間の断絶はどれほど深いのか？　われわれが進化的な存在であるとすれば、現代人は進化的

過去をどのように背負っているのか？　この講義では、一介のサルにすぎない「ヒト」と、テクノロジーを携

え無数の文化を花開かせて、地球の征服者にのし上がった「人間」の間に横たわる諸問題を、進化と適応とい

う観点から考えていきたい。

授業の目標

　この講義では、次の事項について学ぶ。1）進化生物学の基本的な考え方と代表的な理論、特に自然淘汰と
適応について。2）霊長類と人類の進化史、ヒ、トの心が進化した環境について。3）血縁関係の進化理論とヒ

トの家族関係をめぐる実証的研究。4）協力行動の進化理論、ヒトの社会的交換・公正感情・倫理観の生物的

基盤。5）性淘汰の理論と実証的研究、ヒトの繁殖システムについて。6）言語と文化の起源と進化、ヒトは
どのように特別なチンパンジーなのか。

執筆担当 放送担当
回 テ．一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　　名 講　　師　　名

（所属・職名） （所属・職名）

人間の本性の探求 人間の心理や行動に対して、伝統的な人文社会科 長谷川眞理子 長谷川眞理子
学だけでなく、自然科学からアプローチすること （総合研究大 （総合研究大

の意義について解説する。「人間の本性」を巡る 学院大学教 学院大学教
考え方の中では、「氏か育ちか」ということがく 授） 授：）

1
り返し問題にされてきたが、ここでは両極端の誤

りを示し、二分法を越えた人間理解の道筋を示 長谷川寿一 長谷川寿一一
す。 （東京大学大 （東京大学大

学院教授） 学院教授）

進化の理論 進化とは生物の遺伝的な性質が時間と共に変化 長谷川眞理子 長谷川眞理子
する過程である。ここでは中立進化と自然淘汰の （総合研究大 （総合研究大

2
2つの進化メカニズムを説明し、特に適応的な性 学院大学教 学院大学教
質を生み出す自然淘汰について実例を挙げなが 授） 授）

ら解説する。

行動の進化 行動を規定したり行動に影響したりする遺伝子 同上 同上

について、行動遺伝学の研究例を示しながら解説

する。行動はどのようにして進化するのか、行動
3

と遺伝子の関係、またそこに作用する環境要因に

ついて考える。
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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）

「種の保存」論と 動物の行動がなぜ進化するのかという問いに対 同上 同上
「利己的遺伝子」 して、しばしば「種の保存のため」という説明が

なされてきた。ここでは種の保存論がなぜ誤りで
4 あるかを示し、自然淘汰が遺伝子とその乗り物で

ある個体に対して作用することを説明する。

人類の進化（1） ここではヒトを含む分類群である霊長類の進化、 長谷川寿一 長谷川寿一
ノ

霊長類の進化と適 生態、適応について説明する。具体的には手足、 （東京大同大 （東京大学大

応 眼（立体視・色覚）、生活史、脳の進化について 学院教授） 学院教授）
5 解説する。脳の進化をめぐっては「社会脳仮説」

を紹介する。

人類の進化（2） 〆人類はチンパンジーの祖先と約600万年前に分 長谷川眞理子 長谷川眞理子

ヒトの心を生んだ 擁した。ここではこの600万年間を、1）猿人 （総合研究大 （総合研究大

進化環境 の時代、2）初期のヒト属とエレクトスの時代、 学院大学教 学院大学教
6 3）ネアンデルタールとサピエンスの時代に分け 授） 授）’

て説明し、我々の心の進化適応を生み出した環境
について考察する。

血縁淘汰 近縁者間の協力行動の進化を考える理論的枠組 長谷川寿一 長谷川寿一
みである血縁淘汰説について説明する。具体例と （東京大学窓 （東京大学大

7 してアリやハチなどの社会性昆虫、鳥類や哺乳類 学院教授：） 学院教授）

のヘルパー行動を紹介する。

ヒトにおける血縁 ヒトにおいて血縁淘汰は働くか？　家族、親族の 同上 同上

淘汰と家族関係 きずなが血縁淘汰説でどこまで説明できるのか、

さまざまな時代、社会、民族の援助行動や利他行
8 動について、例を挙げながら説明する。また家族

の間で生じる資源をめぐる対立関係についても＼

述べる

協力行動の進化 ヒト以外の動物でも白血縁者どうしの間でしば 同上 同上

しば協力行動がみられる。三三縁者間の協力行動
の進化の枠組みを、相互扶助、共生、互恵的利他

9 行動の観点から解説する。協力行動の代表的な進

化ゲームとして、囚人のジレンマを用いた研究に

ついても説明する。

ヒトの協力行動を ヒトはどの動物にもまして三三縁者の間で協力 同上、 同上

支える心理 行動が見られる。そのような協力行動がどのよう

に築かれ、維持されるのか。また、裏切り者や社
10 会的寄生にどう対抗するのか。ヒトの協力行動を

支える心理や社会感情について説明する。
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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）

ヒトにおける生活 ヒトという生物は、子どもの成長期間が非常に長 長谷川眞理子 長谷川眞理子

史パターンの進化 く、寿命も長い。多くの他の霊長類と異なり、離 （総合研究大 （総合研究大

乳したあとも、ヒトの子どもが一人前になるまで 学院大学教 学院大学教
には多くの世話を必要とする。また、ヒトの寿命

授：）’
授）

11
は非常に長く、女性は、繁殖可能性がなくなった

あとも長く生きる。このような生活史のパターン

の変化と、ヒトの社会性や文化の発達との関連を

考える。

性淘汰の理論 雄と雌はなぜ違うのか。性差はダーウィン以来、 同上 同上

性淘汰の問題として取り上げられてきた。ここで

は繁殖をめぐる競争関係を、配偶者獲得競争、配
12 偶者選択、配偶者防衛行動などの観点から論じ、

同性どうし、雌雄間の対立について説明する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

ヒトの繁殖と配偶 ここでは、他の動物との比較を通してヒトの繁殖 同上 同上

システム 行動の特徴を考察する。ヒトの配偶システムとし

て、一夫一妻、一夫多妻、（まれに）一妻多夫が

13 みられるが、それぞれの生態学的要因について説

明する。ヒトの子育ての特殊性についても論じ
る。

ヒトの配偶者選択 ヒトの配偶（夫婦、恋人）関係をめぐっては協力 同上 同上

と雌雄の対立 と対立が多様な形で現れる。ここではヒトの配偶

14 者選択、恋愛感情、配偶者防衛、男女の対立と権

力関係、性的嫉妬などについてみていく。

言語と文化 ヒトは遺伝的にはチンパンジーに非常に近いが、 長谷川眞理子 長谷川眞理子

社会、文化的には幽魂の間には著しい隔たりがあ （総合研究大 （総合研究大

る。この違いをもたらす人間性の本質は、とくに 学院大学教 学院大学教
言語と文化にあると言われる。では言語や文化は 授） 授：）

15 どのよう誕生し、進化したのか。近年の知見に基

づき説明する。 長谷川寿一 長谷川寿一
（東京大二大 （東京大学大

学院教授） 学院教授）．
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＝　裁判の法と手続（‘04）・＝（TV）

c主任講師：酒巻　匡（京都大学大学院教授）〕
〔主任講師：山本和彦（一橋大学大学院教授）〕

全体のねらい

法と裁判、とくに司法制度に関する現代的な課題を中心にとりあげ、現在何が問題とされ、どのような

改革の課題が提出されているか、これに対して、現在進行形の制度改革の動きを取り入れながら、その

将来を展望する。新しい問題を扱う場合が多いが、その前提として、法と裁判制度の現状や歴史的な背

景をも説明する。

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）

法の解釈・適用と裁 裁判はいわゆる法的三段論法によって行われるものである

1

判 が、その内容を理解するとともに、現代的訴訟等で特に明ら

ｩになるその限界を考える。
山本　和彦
i一橋大学匠

山本　和彦
i一橋大学大

学院教授〉 学院教授）

司法権の範囲と機 国家三権の1つである司法権の他の国家権力及び自治的弓
能 体等との関係を、いわゆる審判権の範囲に関する判例や違憲

2 法令審査権等を中心に考える。
同　　上 同　　上

裁判の歴史と日本 現代周回の裁判制度は、西欧近代の裁判制度を移植しこれ

3

の司法制度の近代

ｻ
を発展させてきたものである9その過程を跡付けると共に、

齧@とされた西欧諸国の裁判の歴史についても概観する。
酒巻　　　匡

i京都大学大

酒巻　　　匡
i京都大学大、

学院教授） 学院教授）

裁判を受ける権利 憲法32条が保障している裁判を受ける権利の意義につい
と民事裁判 て、特に欧州諸国における戦後の発展などを受けて、公開原

則等とも関連づけながら考える。’

4 民事訴訟における 民事訴訟制度に要するコストとその負担の問題について、 山本和彦 山本和彦
コ入ト 司法予算のあり方、法律扶助、弁護士費用の敗訴者負担など

の個別の論点にふれながら考える。

裁判所の種類と機 最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易
能 裁判所それぞれの役割と現代的な意義について、上告受理制

5
度・人事訴訟Φ家裁移管・少額訴訟制度等の問題にふれなが
迯lえる。 同　　上 同　　上

裁判外紛争解決 仲裁・調停などADRと言われる制度の現状b課題を検討し、
（ADR） 民事訴訟の機能との関係でその充実・活性化の必要について、

6
立法化の動き等とともに考える。

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）

民事訴訟制度の現 民事訴訟の目的について従来の議論を紹介するとともに、
代的機能 行政改革・規制緩和が進む新たな日本社会において民事訴訟

7 に期待されている役割について考える。 山本　和彦 山本和彦

民事訴訟制度の改 民事訴訟制度について、司法制度改革の中でも言及された
革と現代的課題 様々な課題について、その迅速化・国際化・専門化などの要

8 請に応える方策について考える。 同　　上 同　　上

刑事司法制度（1＞ 刑事司法制度全体の仕組みと流れを解説すると共に、そこ

刑事法の機能と司 で適用実現されることになる刑法の基本的な原則と働きにつ

9 法制度 いても触れる。合わせて少年非行に対する少年法の扱いにつ 酒巻　　匡 酒巻　　匡
いても言及する

｝

刑事司法制度（2） 犯罪捜査に関する基本的な手続の概要を解説すると共に、

犯罪と捜査 とくに新しい捜査手法とその法的な統制に関する立法や議論

10 について検討する。 同　　、上 同　　上

刑事司法制度（3） 刑事裁判手続の基本的な流れについて解説すると共に証拠

犯罪と裁判 に基づく事実の認定や証拠法の基本原則と犯罪捜査手続との
関連についても解説する。

11 同　　上 同　　上

刑事司法制度の改 司法制度改革の中心の一つである「裁判員制度」構想の概

革と現代的課題 要について説明すると共に、これに伴う刑事司法制度改革案

12 の全体像について説明する。 同　　上 同　　上
合わせて諸外国の国民の司法参加制度についても紹介す

る。

法律家の種類と機 裁判官・検察官・弁護士のそれぞれの役割と現代的な意義
能 について、司法制度改革：における様々な制度改革にふれなが

13 ら考えるとともに、その他の法律関係職種にもふれる。 山本和彦 山本　和彦

法学教育の改革と 司法制度改革の中で最大の争点の1つとされた法曹養成制
法曹養成制度 度について、歴史的な経緯や諸外国の動向などにもふれなが

14 ら、新たな法科大学院・司法試験・司法修習等の意義につい 同　　上 同　　上
て考える。

司法制度の将来展 講義の全体を踏まえて、司法制度故旧と将来のあるべき司

望 法の姿について、両主任講師で座談会を行う。

15 可能であれば、司法制度改革審議会委員であった方の参加を
≠ﾟる。・

同　　上
酒巻　　匡

R本和彦
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＝　市民生活の財産法（‘06）＝＝（TV）

〔主任講．師（現職名）：野村三三（学習院大学教授：）〕

全体のねらい

　民法は、私人間の関係について規律する基本的な法である。民法全5編は、財産に関する総則、物権、

債権の3編と家族に関する親族、相続の2編とに大別できる。本講義は、このうち、財産法について概
観するものである。限られた時間で、民法の条文のすべてについて、詳細に説明することはできないの

で、重要な制度・仕組みを紹介するにとどまらざるを得ないが、民法以外の特別法についても、可能な

限り、言及する。

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）

民法と民法典 まず、この講義全体の目的、民法の学び方などを 野村　即詰 野村　豊弘
述尽る6次いで、民法の意義、民法の歴史、比較法 （学習院大 （学習院大

1
の視点について述べる。 学教授） ＼学教授）

日本の民法典 明治期における民法の制定までの経緯（特に、ボア 同　上 同　上

ソナードによる旧民法および穂積・梅・富井による
現行民法の起草に重点を置く）、その後現在に至るま

2 での主な民法改正・特別法の制定について述べる。

特に、昭和22年の家族法改正、平成16年の現代語
化に言及する。

人に関する法（1） 人に関する法の第1回目として、民法における人 同　上 同　上

～人と物～ と物の位置づけ、民法における人の扱いについて概

観する。特に、民法が人を権利の主体、者を権利の
3 客体としていることを述べるとともに、その2分法

が科学・医学の発達によって揺らいでいることに言
及する。

人に関する法（2） 人に関する法の第2回目として、人が権利・義務 同　上 同　上

～権利の主体～ の主体となることについて述べる。具体的に、権利
能力、行為能力、制限能力者（未成年者・被後見人・

4 被保佐人・被補助人）について解説する

団体に関する法 人（自然人）と並んで権利義務の主体となる法人に 同　上一 同　上

ついて概観する。民法における社団法人・財団法人
だけでなく、特別法による法人（中間法人法による中

5 間法人など）も取り上げ、それらの違いについて明ら

かにする。
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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）

物に関する法（1） 物に関する法の第1回目として、物の意義、物権 同　上 同　上

～物とは何か～ と債権め区別について述べる。具体的には、民法で

は、有体物を物といい、不動産（土地およびその定着
6 物）と動産（不動産以外の物）に分けられることなどに

ついて述べる。

物に関する法く2） 物に関する法の第2回目として、物の所有権およ 同　上 同　上

～所有権とその びその他の物権について述べる。所有権は、目的物

他の物件～ の使用・収益・処分をその内容とし、権利の中でも、
7 もっとも完全な権利と観念されており、それ以外の

物権が所有権を制限するものであることを説明す
る。

物に関する法（3） 物に関する法の第3回目として、所有権の移転に 同　上 同　上

～所有権の移転 ついて述べる。すなわち、所有権が当事者間では合

～ 意のみによって移転するが、第三者に対してそのこ
8 とを対抗するためには、登記（不動産について）、引渡

し（動産について）を必要とすること（対抗要件主義）に

ついて説明する。

契約に関する法 契約に関する法の第1回目として、契約の成立に 同　上 同　上
（1） ついて述べる。具体的には、契約の意義（意思表示・

～契約の成立～ 法律行為・契約自由の原則など）、契約の成立（申込み
9 と承諾）、契約の有効要件、契約の解釈、代理制度に

ついて説明する。

契約に関する法 契約に関する法の第2回目として、契約の実現に 同　上 同　上
（2）

～契約の実現～ 履行（債務不履行に基づく損害賠償・契約の解除）につ
10 いて説明する。

契約に関する法 契約に関する法の第3回目として、契約の履行確 同　上 同　上
（3） 保について述べる。具体的には、契約が確実に履行

～契約の履行確 されることを確保する手段である物的担保（留置権・
11 保～ 先取特権・質権・抵当権など）、人的担保（保証）につ

いて説明する。

契約に関する法 契約に関する法の第4回目として、売買契約につ 同　上 同　上
（4） いで述べる。民法は、13種類の典型契約を定めてい

～売買契約～ るが、売買契約は、物の所有権を移転することを目
12 的とし、有償・双務契約の最も代表的なものである。

、

そこで、売買契約における売主と買主の権利義務関

係について説明する。
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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）

契約に関する法 契約に関する法の第5回目として、賃貸借契約に 同　上 同　上
（5）、 ついて述べる。賃貸借契約は、物の貸し借りを目的
～賃貸借契約～ とするものである。そして、借主が賃料を支払うこ

13 とをその内容としている。そこで、賃貸借契約にお

ける賃借人と賃貸人の権利義務関係について説明す

る。特別法である借地借家法にも言及する。

不法行為に関す 不法行為に関する法の第1回目として、不法行為 同　上 同　上
法（1） に関する基本原則について述べる。すなわち、不法

～不法行為の基 行為制度の意義、不法行為の成立要件（故意・過失、
14 本原則～ 因果関係、責任能力など）、効果（損害賠償、差止請

求など）について説明する。

不法行為に関す 不法行為に関する法の第2回目として、不法行為 同　上 同　上
る法（2） の具体的類型を取り上げて、それぞれについて説明

～不法行為の具 する。民法に定める類型だけでなく、製造物責任法、
15 体的類型ん 自動車損害賠償保障法などについても言及する。
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事務局

記載欄
三
度

三
年

平成19年度
第2学期

目
分

科
区

専門科目 目
ド

科
ひ 1637407

修
限

履
制

無
回
数 2

科目名t（メディア）＝＝ 雇用・福祉・家族と法（‘07）＝＝（TV）

白
局
　
　
寸

ゆ
　
　

ホ

中
堀
大

　
　
　
　
　

贈
名
名

内
職
職

現
現
現

（
　
（
　
（

甲
叩
｝
叩
凱
甲

直
R
良
直
R

講
講
講

任
任
任

主
主
主

〔
〔
〔

士元也（放送大学教授）〕

勝洋　　（上智大学教授）〕

敦志　　（東京大学教授）〕

講義概要

　　『雇用・福祉・家族と法』は、人間の営みを支える生活関係である雇用関係、社会保障関係、家族関係を

　とりあげ、それらを主として法律学の側面から考察しようとするものである。そこでは、企業、国家、家族

　という現代の代表的な集団のあり方とそこに暮らす人々との係わりあいが法制度ないし法思想を通して明．ら

　かにされていく。

授業の目標
　　21世紀がもたらすと予測されている社会の変容、特に少子高齢化に伴う雇用社会、福祉国家そして家族

　共同体の変容は急激であり、かつ顕著であるとみられている。そしてその変容はいかなる姿をもって現われ

　ようとしているか。この講義では、雇用・福祉・家族というそれぞれ異なる集団を一つの流れの中で取り上
　げて勉強することによって、社会の変容と法の関係を学ぶことを目標とする。

　　　　’
ｷ筆担当 放送担当

回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　　容 講　師・名 講　師　名
（所属・職名） （所属・職名）

雇用・福祉・家 雇用社会、福祉国家そして家族共同体は、現代に暮 中嶋士元三 中嶋士元也
族と法の課題 らす人々が何らかの形で必然的に係わりを有する代 堀　勝洋

表的な集団である。それらは、それぞれの固有の目 大村敦志
1 的を有する社会であると同時に「生活の保全」とい

う目的に向けて相互に関連性を有して展開されてい

く。その観点から行われる本講義の目標をそれぞれ
の講師が予め明らかにする。

雇用関係の成立 雇用（労働）関係は契約の締結から出発する。どう 中嶋士元三 中嶋士元三

』就業形態の多 いう契約を成立させるかによって、被用者（労働者）
＝様化と法規整 の雇用社会における法的地位や待遇に大きな差異を

2 生ずる。ここでは、契約の成立段階ならびに就業形
態の多様化に伴う法的規整につき考察する。

－
》

雇用関係の展開 雇用は成立を経て展開段階に入る。展開過程におい 中嶋士元也 中嶋士元也

（1）一労働条 ては、多くの課題が生ずるが、まず労働者の「適正

件の決定と変更 な労働条件の決定」が行われなければならない。し
3 のルール’ かし、使用者は、しばしば労働条件の変更を行おう

とする。それらの際のルールはどのようなものであ
るかを探る。

雇用関係の展開 雇用関係も民法上の契約自由の原則に従いつつも、 中嶋士元三 中嶋士元也

（2）一賃金・ 労働条件の中核をなす賃金・労働時間・労災補償に

労働時間・労災 関しては、特に労働者保護の観点から強い法的規制
4 補償 を行っている。これらにつき考える。、
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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）

雇用関係の展開 雇用関係は、契約に基づく使用者の指揮命令権の行 中嶋士元也 中嶋士元也
（3）一人三三 使によって日常的に展開していく。雇用社会に一般

動と企業内秩序 的にみられる人事異動にはどのような根拠が必要で
5 あるか、その限界はどこにあるか。そのような課題

を考察する。・

雇用関係の終了 継続的に展開してきた雇用関係もいっかの時点で、 中嶋士元詰 中嶋士元也

一失業の予防と 退職・定年によって終了し、場合によっては解雇・

救済 倒産等によっても終了する。他方、法はできるだけ、
6 雇用の継続をもくろみ、また失業者の救済措置を講

ずる。それらのことを考えてみよう。

社会保障のあら 社会保障は、いまや人々が安心して暮らすために必 堀　勝洋 堀　勝・洋

まし 要不可欠になっている。また、社会保障は医療、年

金、福祉など非常に広い範囲をカバーし、それに要 i

7 する費用も膨大な額にのぼっている。本章では、こ

のような社会保障について、総論的な問題を考察す
＼

る。

医療の保障 一人々が病気やけがをした場合には、医療が必要とな 堀　勝洋 堀　勝洋
る。医療保障制度は、すべての人が安心して医療を

受けられるようにする仕組みである。本章では、こ
8 のような医療保障制度の意義などについて考察す

る。

所得保障の仕組 人々が高齢者や障害者になったり、失業したりした．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ 堀　勝洋 堀　勝洋

み 場合には、働けなくなって給料がもらえなくなる。

このようなときに金銭給付を行う仕組みとしての、
9 年金保険制度、雇用保険制度などの所得保障制度に

つき、学ぼうとする。

高齢者の医療と 人間は誰しも、年をとると、老化や慢性疾患などに 堀勝洋 堀勝洋
介護の保障 より、医療や介護が必要となることが多い。老人保

健制度や介護保険制度は、高齢者が医療や介護を受
10 けやすくするための仕組みである。本章では、高齢

者の医療・介護制度の改革などについて考察する。

最低生活の保障 憲法25条は、国民に健康で文化的な最低限度の生活 堀勝洋 堀勝洋
を営む権利を保障している。このため生活保護制度

が設けられて、あらゆる手段を講じても生活できな
11 い人々に対し、最低生活を保障する仕組みが機能す

る。これらについて学んでみよう。
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ　、 内．　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

家族の効果 親子・夫婦など家族関係にあることから生じる相互 大村敦志 大村敦志
の権利義務について検討する。家族には、拘束的な

側面があると同時に、生活保障的な側面があるが、
12 この両面に留意する。

’

家族の成立 親子・夫婦などの家族関係がどのように成立するか 大村敦志 大村敦：志
について検討する。現行法が十分に対応していない
あわせてく生殖補助医療による親子の形熊について

13 も言及する。

家族の病理 家族の病理・崩壊について検討する。一方で、児童 大村敦：志 大村敦志
虐待・DV、　F不貞、子どもの奪い合いなど人身・人格

にかかわる問題を、他方、慰謝料や生活費・養育費
14 など金銭にかかわる問題を取りあげる。

家族の変遷 カップルの多様なあり方について検討する。婚姻前 大村敦志 大村敦志
の関係からスタートし、結婚・離婚・再婚と時系列

にしたがって見ていくほか、婚姻と婚姻以外の関係
15 の対比も行う。

一一一@4　8　3一



事務局

記載三
図
度

三
年 平成19年度 目

分
科
区

専門科目 目
ド

科
， 1638009

修
三

三
三

無
回
数 2

科目名（メディア）＝＝ 企業の組織・取引と法・（‘07）．＝＝、（R）

〔主任講師（現職名）
〔主任講師ぐ現職名）

布井　千博（一回大学大学院教授）〕

福原　紀彦（中央大学大学院教授）〕

講義概要

　　本講義は、企業の組織を規律する会社法と、企業の取引を規制する商法を中心に講義を行う。この分

　野における法律は、近年の大改正により大きく変貌を遂げた。本講義では、企業組織法および企業取引
　法の分野で薪たに生起している問題に焦点を当てつつ、これらの分野における体系的な理解を目的とす

　る。’

授業の目標

　　企業の組織と取引を規律する法律について、法律の具体的な内容を理解するとともに、各法律がどの

　ような利益を保護しようとしているかについて理解を深める。

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）

総論 企業組織法としての会社法の対象と特徴並びに企業 布井千博 布井千博
取引法としての商法その他の法律の対象と特徴を概 （一橋大学 （一橋大学
観する。 大学院教 大学院教

1

授：） 授：）

福原紀彦 福原紀彦
（中央大学 （中央大学

大学院教 大学院教
授） 授）

会社法の基本構 わが国における会社の種類と特徴を概観したうえ 布井千博 布井千博
造 で、会社法における基本原理である、法人性、債権 （一橋大学 （一橋大学

者保護の法理、出資者保護の法理の検討を行う。 大学院教 大学院教
2 授） 授：）

株式会社の設立 株式会社の設立について、発起設立と募集設立の相 布井千博 布井千博
違や、定款の作成からはじまり設立登記に終わる会 （一橋大学 （一橋大学

3
社設立の過程について検討する。 大学院教

�j
大学院教
�j

t
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

株式会社の経営 株式会社の経営機構については多様な選択肢が設け 布井千博 布井千博
機構（1） られている。公開会社における経営機構と非公開会 （一橋大学 （一橋大学

社における経営機構の異同について概観した後、取 大学院教 大学院教
4 締役会・代表取締役・執行役の権限・組織・運営に

’授） 授）

ついて検討する。

株式会社の経営 株式会社の経営が適切に行われるためには、経営を 布井千博 布井千博
機構（2） 監督・監視する仕組みが重要である。株式会社の業 （一橋大学 一（一橋大学

務監査および会計監査を担う機関である、監査役 大学院教 大学院教
5 （会）、委員会（監査委員会・指名委員会・報酬委 授） 授）

員会）、会計監査人、内部監査システムについて検
討する。

株主総会 株式会社の最高意思決定機関である株主総会の権限 布井千博 布井千博
および運営につき検討する。 （一橋大学 （一橋大学

大学院教 大学院教
6 授） 授）

～

コーポレート・ 株式会社における経営の規律を確保する上で、株主 布井千博 布井千博
ガバナンスにお の役割は重要性を増しつつある。株主が会社の経営 （一橋大学 （一橋大学

ける株主の役割 についてどのようにして情報を収集し」株主に与え 大学院教 大学院教
7 られた権限を行使するのかにつき検討する。 授） 授）

会社の資金調達 株式会社の資金調達手段が間接金融から直接金融へ 布井千博 布井千博
と移行する中、株式や社債を用いた資金調達の重要 （一橋大学 ←一＝橋大学

性が高まっており、会社法は多様な株式や社債の発 大学院教 大学院教
8 行を認めている。これらの株式や社債による資金調 授） 授）

達について検討する。

会社の計算と剰 会社の財務内容を正確に把握することは、会社を経 布井千博 布井千博
余金の分配 号する上でも、株主が経営者に新任を与える上でも、 （一橋大学 （一橋大学

さらには、債権者が会社と取引をする上でも重要で 大学院教 大学院教
9 ある。会社の計算制度を概観した後、剰余金の分配 授） 授）

規制や自己株式の取得規制につき検討する。

組織変更と事業 企業は、その発展の過程において、持分会社から株 布井千博 布井千博
再編 式会社に組織を変更したり、合併や買収により規模 （一橋大学 （一橋大学

を拡大する必要が生じる。会社法は、かかる需要に 大学院教 大学院教
10 対応するために組織変更や事業再編について多様な 授） 授）

規定を設けている。ここでは、そのような制度の仕

組みについて検討する。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一一マ ’内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

企業取引の主体 企業取引の主体と補助者に関する「商法」および「会 福原紀彦 福原紀彦
と補助者 社法総則」の主要な規定を対象にして、商人の名称 （中央大学 （中央大学

11
としての商号に関する法制度と、商人の信用維持と

驪ﾆ取引の円滑化のための商業登記制度を検討する
大学院教
�j

大学院教
�j

と、ともに、商法上の企業補助者制度を比較検討する。

各種の企業取引 企業取引の特色を明らかにして、伝統的な企業取引 福原紀彦 福原紀彦
と法規制 に関する商法（商行為編）上の諸規定を概観し、併 （中央大学 （中央大学

せて、各種金融取引および現代的企業取引の法規制 大学院教 大学院教
12 を検討する。 授） 授：）

企業取引の決済 企業取引の決済の各場面における法律関係と法規制 福原紀彦 福原紀彦
と手形・小切手 を明らかにするとともに、手形・小切手の意義・機 （中央大学 （中央大学

能および法制度（手形法と小切手法）を検討する。 大学院教 大学院教
13 授） 授）

＼

消費者取引 消費者取引の特色と問題点を明らかにして、消費者 福原紀彦 福原紀彦
取引をめぐる被害の予防と解決のために整備されて （中央大学 （中央大学

きた各種の法規制を検討する。 大学院教 大学院教
14 授：） 授）

高度情報化社会 高度情報化社会において登場して普及しつつある新 福原紀彦 福原紀彦
の取引と支払決 たな取引方法と支払決済手段を概観して、IT化に （中央大学 （中央大学

i5
済 伴う課題を明らかにしつつ、その法的対応を検討す

驕B
大学院教
�j

大学院教
�j
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＝＝@行政法と市民（‘06）＝（R）

〔主任講師（現職名）：稲葉馨（東北大学大学院教授：）〕

全体のねらい

　行政法（総論）の入門講義を行う。行政法は、行政組織法・行政作用法・行政救済法から成るが、後

二者に重点をおいて、全体を概観する。特に、行政（役所とその仕事）抜きでは生活できないが、受動

的な行政「客体」にとどまるわけではない私たち「市民」の目を大事にしたい。

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）

行政法とは一序 　　　ノ�u者の方に行政法に関するイメージを形成してい 稲葉　　馨 稲葉　　馨

論 ただくための序論。行政法は、三大法分野のひとつ （東北大学 （東北大学

であり、行政法自身も3つの分野からなること、ま 大学院教授） 大学院教授）

1 た、行政法の代表的な定義によりながら行政法の特

質を探り、憲法と行政法との関係についても考える。

行政組織 行政組織法の基礎を学ぶ。まず、国の行政組織と地 同　上 同　上

方公共団体の行政組織を概観し、地方自治の意義に
ふれる。ついで、行：政主体・行政機関・行政庁など、

2 これからの学習のためにもマスターしておかなけれ

ばならない基礎概念と行政組織の基本法理について

説明する。

行政活動の基礎 行政作用法の第一弾として、その基礎にある原理と 同　上 同　上

原理 行政活動に広く適用される一般的な原則について講
ずる。法律（条例）に基づく行政、裁判による救済・

3 行政統制、権限・権利濫用の禁止原則、公正・透明・

説明責務、信頼保護などの諸原則をとりあげる。

行政活動の諸白 私たちが社会・経済生活で接する役所（行政）の活 同　上 同　上

様 動にはどのようなものがあるか。活動の基準づくり

（ルール策定行為など）と具体的な活動とに分け、
4 さらに後者については、準備的な行政調査のほか、

行政契約・即時強制にふれる。

行政処分 各種の許可・免許・給付（資格）決定（その停止・ 同　上 同　上

取消）など、私たちの権利・義務を左右する具体的

な行政決定を意味する「行政処分（行政行為）」は、
5 様々な行政活動の中でも、きわめて重要な「行為形

式」である。ここでは、その要点を学ぶ。
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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）

行政指導 行政処分とは異なり「任意の協力」によって行政目 稲葉　馨 稲葉　馨
的を達成する手段である「行政指導」をとりあげる。 （東北大学 （東北大学

6
「日本的行政スタイル」とも言われる行政指導がな 大学院教授） 大学院教授）

ぜ多用されるのか、法的統制のあり方をどのように
考えたらよレ〉か、検討する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

義務履行確保手
i　　’

私たち市民の中にも、税金を滞納したり、駐車：違反

�ｵたりと、行政上の義務を果たさない者がいる。
同　上 同　上

7
行政（規制）の機能不全を防ぎ、市民間の公平性の

担保にも資する義務履行確保手段にはどのようなも

のがあるか、概観しておく。

公正・透明な行 今日、様々な場面で関係者や市民と行政とのコミュ 同　上 同　上
政手続 ニケーションを密にすることが求められている。中

8
でも、行政決定のプロセス自体の公正・「透明」化

を図ることは、法治主義の徹底という点からも不可

次である。ここでは、行政手続法が定める処分手続
を中心に、事前手続保障の基本を学ぶ。

情報公開・個人 今日、行政法でも重要なキーワードになっている「情 同　上 同　上
情報保護 報」をめぐる法制度について、行政機関情報公開法・

個人情報保護法を中心に学習する。公開は、市民の
9 行政参加・監視と信頼確保につながり、個人情報保

護制度は、行政による個人情報の取扱いをコントロ

一ルしょうとするもの。

行政過程におけ ここでは、これまでに学んだ制度のほかに、市民・ 同　上 同　上
る参加・監視・ 関係者が行政に対して「もの申す」手段としてどの

10
争訟 ようなものがあるか、主要なものにふれる。とりあ

ｰるのは、行政過程への市民参加、行政監視制度、

行政上の苦情処理、そして行政不服申立制度である。

行政事件訴訟 約40年振りの行政事件訴訟法改正で、行政訴訟は 同　上 同　上
（その1） 変わるのだろうか。市民にとっても大きな関心事で

11
あろう。改正点も含め、行政事件訴訟にはどのよう

ﾈタイプ（類型）があるかという点を中心に、行政
訴訟の利・活用方法を考える。

行政事件訴訟 行政事件訴訟の主要類型である抗告訴訟について、 同　上 同　上
（その2） これまで「狭き門」の要因となってきた訴訟要件（訴

12
えの利益）、機能不備が指摘されてきた「仮の救済」

ｧ度をとりあげ、さらに、判決の種類・効力などに
も言及する。
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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）

国家賠償法概説 これまでのところ、市民（私人）が行政相手に起こ 稲葉　　馨 稲葉　　馨
す訴訟としては、行政事件訴訟よりも国家賠償請求 （東北大学 （東北大学

訴訟の方が多い。まず、制度の概要を理解していた 大学院教授） 大学院教授）

13 ぢくため、国家賠償法の条文（6力条）に沿って、
解説する。

国家賠償法の主 前章の基礎編を踏まえ、その応用編として、国家賠 同　上 同　上

要論点 償法1条と2条の重要論点のうち、3つのテーマ（1

条の「違法陶をめぐる議論、行政の規制権限が適
14 切に行使されない場合の問題、そして河川管理をめ

ぐる責任のあり方）を中心に、検討する。

損失補償制度 国家賠償制度と共に「国家補償」制度の両輪をなす 同　上 同　上

損失補償制度について、その要点を学ぶ。この制度

の基礎にある理念、憲法29条3項の意義、主要な
15 論点である（憲法上の）補償要否の基準、補償の内

容と方法についてふれる。
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＝　刑法（‘05）：＝（R）

〔主任講師：川端博（明治大学教授）〕

全体のねらい，

　犯罪と刑罰に関する法律である刑法は、私達の日常生活に密接にかかわる法典である。それゆえ、’刑

法は・市民に理解され行為規範として機能すべきであるにもかかわらず、刑法学は難解であるとの印象

を与えている。そこで、本講義では、犯罪の理論的把握、刑罰の梅拠や刑法の機能などの基本的問題に

ついて分かりやすく説明して、刑法学が誰にも理解できる身近な法律学であることを明らかにしていき

たい。刑法典を中心に講義を進めていくが、経済刑法やコンピュータ犯罪法など社会生活上、重要な意

義を有する特別刑法についても触れることとする。

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）

　　　　　　　　　　　　　〆
{馬においては、刑法の意義について法規範としての特徴

の観点から説明して、刑法の全体像を明らかにする。刑法の

種類を説明した上で、基本法たる刑法典の歴史とその内容を

明らかにする。犯罪の法的効果である刑罰についても概説す 川端　　　博 川端　　　博
1 刑法とは何か る。 （明治大学教 （明治大学教

1　刑法とは何か 授：） 授）

2　刑法の種類
3　刑法典の歴史

4　刑罰の種類と内容

本管に奮いては、実体法としての刑法が…現実にどのような手

続きによって「適用」されるのかについて説明する。まず、

2
刑法はいかにして
ﾀ現されるか

近代刑法における刑事麟判の基礎理論を講述した上で、刑事
闡ｱめ概要を明らかにする。

@　1　刑事裁判の基礎理論
同　　上 同　　上

2　刑事手続の概要

3・刑法の基本原則

本講においては、刑法の基本原則を説明する。まず近代刑法

の大原則である罪刑法定主義の意義と思想的背景を明らかに

した上で、その論理的必然的結果として認められる派生的原
則について講述する。

1　罪刑法定主義の意義と思想的背景
3 刑法の基本原則 2　慣習刑法の排斥 同　　上 同　　上

3　刑法の効力の不遡及
4三三解釈の禁止
5　明確性の原則
6　刑罰法規の適正

本営においては、まず刑法の機能について説明する。制裁の

手段として刑罰を用いる刑法が有する3つの機能とその相互

関係を明らかにする。その後に、刑法の適：用範囲について講

述する。刑法の適用範囲は、刑法の効力の問題にほかならな

4
刑法の機能と適用

ﾍ囲

いから、その観点からも説明する。

@　1　規制的機能
@　2　秩序維持機能

同　　上 同　　上

3　自由保障機能

／ 4　時間的適用範囲

5　場所的適用範囲

6人的適用範囲
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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）

5 犯罪論の体系

　刑法は犯罪論と刑罰論とから成る。本四においては、なぜ

ﾆ罪論が必要となるか｛犯罪論にはどういうものがあるのか

ﾉついて説明する。そして犯罪論の概要を講述して、本四以

~の理解に役立てるようにする。

@　1　犯罪論とは何か
@　2　犯罪論の概要

川端　　博 川端　　博

6 構成要件該当性

　本講においては、犯罪の第1の成立要件である構成要件該

鱒ｫについて詳しく説明する。まず構成要件の概念と機能に

ﾂいて述べた後、構成要件の重要な諸要素について説明する。

ｷなわち、行為、主観的要素たる故意及び過失、錯誤、不作

ﾗについて詳しく講述する。

@　1　構成要件の理論

@　2　行為論
@　3　構成要件的故意
@　4　構成要件的事実の錯誤
@　5　構成要件的過失
@　5　不作為犯論

同　　上 同　　上

7 違法性

　本講においては、犯罪の第2の成立要件である違法性につ

｢て説明する。まず違法性の実質を明らかにした上で、違法

ｫに関する基本概念について概説する。違法性を阻却すべき
ｩ否かが検討されるが、それは観点を変えて言えば、構成要

盾ﾉ該当する行為の正当化の可否の問題にほかならない。代

¥的な正当化事由の種類と根拠を明らかにする。

@　1　違法性の基本概念
@　2　正当化事由の意義と種類
@　3　一般的正当行為

@　4　正当防衛
@　5　緊急避難
@　6　自救行為
@　7　正当化事情の錯誤

同　　上 同　　上

8 有責性

　本四においては、犯罪の第3の成立要件である有責性・責

Cについて詳しく説明する。まず責任に関する基本概念につ

｢て概説した上で、責任の前提である責任能力、責任の要素

ﾅある違法性の認識とそれを阻却する違法性の錯誤、責任を

ﾀ界づける期待不可能性について詳細に講述する。

@　1　責任の基本概念

@　2　責任能力
@　3　違法性の認識と違法性の錯誤

@　4　期待可能性

同　　上 同　　上

9 未遂と共犯

　犯罪遂行の態様ないし構成要件の修正形式としての未遂及

ﾑ共犯について詳しく述べる。まず犯罪を完全に実現する形

ﾔである既遂犯に対して、未遂犯は、犯罪を不完全に実現す

骭`態であるから、その処罰根拠と要件が問題となる。また

､犯は、複数の者が犯罪の遂行に関与する形態であるから、

P独犯とは異なる取扱いがなされる。そこで共犯原理を明ら

ｩにする必要があるのである。

@　1　未遂犯
@　2　共犯

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）

本四においては、犯罪の成立要件を具備して犯罪の成立が

認められた後、その個数を問題にする罪数論と犯罪の法律効

果である刑罰に関する本質を問題にする刑罰論について詳し

10 罪数と刑罰
く説明する。また刑の適用についても講述する。

@　1　罪数論 川端　　博 川端　　博

2　刑罰論
3　刑の適用

本鞘においては、まず刑法各論の意義と特徴を明らかにす
る。その後、個人的法益に対する罪として、生命・身体に対

個人的法益に対す
する罪について、各種犯罪類型の特徴と内容を講述する。

11 る罪（1）一一生
ｽ・身体に対する罪

1　刑法各論の意義

Q　生命に対する罪 同　　上 同　　上

3　身体に対する罪

＼

本四においては、個人的法益に対する罪のうち、自由に対す

る罪、住居侵入罪、名誉に対する罪、信用・業務に対する罪、

．秘密に対する罪について、各犯罪類型の特徴と内容を講述す

12

個人的法益に対す

骰ﾟ（2）一一自
R・名誉等に対する

ﾟ

る。

@　1　自由に対する罪
@　2　性的自由に対する罪

@　3　住居侵入罪
@　4　名誉に対する罪

同　　上 同　　上

5　信用及び業務に対する罪

6　秘密に対する罪

聴講においては、個人的法益に対する罪のうち財産犯につ

いて詳しく説明する。まず財産犯一般について総論的に概説

した上で、各犯罪類型の特徴と内容を明らかにする。財産犯

は、古い犯罪類型から非常に新しい犯罪類型まで包含してお

り、財産犯論においてはきわめて精緻な解釈論が展開されて

13

個人的法益に対す
骰ﾟ（3）一一財産

ﾉ対する罪

いるので、各論点の相互関係についても講述する。

@　1　刑法における財産の保護
@　2　財産犯の分類
@　3　窃盗の罪

同　　上 同　　上

／

4　強盗の罪
5　詐欺及び恐喝の罪

6　横領罪及び背任罪

7　盗品等に関する罪

8　殿棄及び隠匿の罪

本講においては、社会的法益に対する罪及び国家的法益に

対する罪について概説する。社会的法益に対する罪として、

公共危険罪、各種偽造罪及び風俗犯の犯罪類型と内容を明ら
社会的法益・国家的 かにする。国家的法益に対する罪として、特に国家の作用に

14 法益に対する罪 対する罪について詳しく講述する。 同　　上 同　　上
1　公共の安全に対する罪

2　公共の信用に対する罪

3　風俗に対する罪

4　国家の作用に対する罪 ～
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名、

（所属・職名） （所属・職名）

本講においては、、コンピュータ犯罪と経済犯罪について説

明する。コンピュータの普及には目覚しいものがあり、現在

社会はまさにコンピュータ社会といえる状況にある。コンビ

ユータ・システムは重要な役割を果たしており、それに対す

る侵害行為は放置されるべきではない。そこで刑法典の中に

もコンピュータ犯罪が新設されており、さらにコンピュータ

犯罪に関する特別刑法もある。コンピュータ犯罪の特徴及び

各種犯罪類型について講述する。

ところで、経済取引に関して刑法典は、一定の観点から規

制を加えている。特に財産犯として規定されている犯罪類型

も、経済刑法の視点から捉え直すと、新たな様相を見せる。

その点を明らかにした上で、特別刑法としての経済刑法につ

15
コンピュータ犯罪

ﾆ経済犯罪

いて概説し、各種の犯罪類型とその内容について講述する。

@　1　コンピュータ犯罪の特徴
川端　　博 川端　　博

2　電磁的記録不正作出罪

3　電子計算機損壊等業務妨害罪

4　電子計算機使用詐欺罪

5　支払用カードの偽造・変造

6　不正アクセス禁止法の成立

7　経済刑法
8　自由で公正な競争秩序を侵害する罪

9　誰券取引法における罰則

10商法罰則の罪
11倒産犯罪
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＝　経済法（‘04）＝．（TV）

〔主任講師：厚谷託児（北海道大学名誉教授）　〕

全体のねらい

①経済法の生成と変遷から、現在の経済法の基本法が独禁法であることを明らかにする。

②独禁法の目的、規制の対象等その概要を解説する。

③独禁法を広く理解するため、その補完法、独禁法と知的財産権・政府規制制度との関連、海外諸国（ア

メリカ、EU、韓国）の独禁法について学ぶ。

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）

経済法の生成’ 経済法の意義、経済社会の仕組み、経済社会の法的・制度的

1

枠組み、経済法の生成と変遷、日本への経済法の導入とその

ｭ展
厚谷　託児
i北海道大学

厚谷　沼田
i北海道大学

名誉教授） 名誉教授）

独占禁止法の制定 財閥の組織とその解体、経済法の意義、独禁法を支える考え

方、　市場構造の変容、市場機能と法規制

2 同　　上 同　　上

ぐ、

匁

独占禁止法の目 独禁法の目的、構成、沿革

的、構成および沿

3 革
同　　上 同　　上

カルテルの規制 カルテルとは、不当な取引制限の禁止、
（1）一不当な取引

4 制限の禁止 同　　上 同　　上

カルテルの規制 事業者団体によるカルテルの規制、カルテルの規制の手法
（2）一事業者団体

5 によるカルテルの 同　　上 ・同　　上
規制と規制の手法

私的独占の禁止 私的独占の意義、成立要件、規制の手法

6 阿　　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）

不公正な取引方法 不公正な取引方法の意義と規制の体系、差別的取扱い（取引、

の禁止（1） 拒絶、差別価格、不当な差別取扱い）、不当な対価取引（不

7
当廉売、不当高価買い入れ）、不当な顧客誘引・取引強制（ぎ

ﾜん的顧客誘引、不当な利益による顧客誘引、’抱合せ販売・ 厚谷裏児 厚谷三児

取引強制）

＼

不公正な取引方法 事業活動の不当な拘束（不当な排他条件付き取引、再販売価

の禁止（2） ’格維持行為、不当な拘束条件付き取引）、取引上の地位の不

当利用、取引上の優越した地位の濫用）、取引妨害・内部干

8 渉（競争者への取引妨害、競争会社への内部干渉）、規制の 同　　上 同　　上

手法

凸

経済力集中の規制 市場集中と一般集中、市場集中規制（会社の合併、会社分割、

営業の譲受け等、株式の取得・所：有、独占的状態）、一般集

9
中規制（市場支配力過度集中会社、銀行・保険会社の議決権

ﾛ有）、
同　　上 同　　上

独占禁止法の国際 国際カルテルへの参加の禁止、国際的契約と不公正な取引方

的側面 法、独占禁止法の域外適：用、独占禁止法の国際協力、世界の

10
独占禁止法（概観、アメリカ、EU、韓国の独占禁止法） 同　　上 同　　上

表示・景品類およ 景品表示法の目的、不当表示の規制、不当景品類の提供の規

び下請取引の規制 制、公正競争規約制度、規制手続、下請法の目的、規制の対

11 象、規制の仕組み 同　　上 同　　上

独占禁止法の運用
運用機関一公正取引委員会（組織・構成・権限、事務総局）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一運用機関・権限 違反事件処理手続く審決の司法審査、刑事罰、無過失損害賠

12 および手続 償責任、私的差止請求制度 同　　上 同　　上

知的財産権と独占 知的財産権法（特許権、ノウハウ、商標権、著作権）と独占

禁止法 禁止法

13 同　　上 同　　上

規制産業と独占禁 市場の失敗と政府の失敗、政府規制の緩和、個別規制産業と

止法 独占禁止法（電力事業、電気通信事業）

14 同　　上、 同　　上

競争法としての独 自由経済社会の性格、グローバリゼーションと市場経済、経

占禁止法の展望と 済社会における自由と公正、誌上討論（慶磨義塾大学経済学

15 課題 部教授中澤敏明先生、北海道大学大学院法学研究科教授長谷 同　上 同　上
三晃先生）
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＝　国際関係法（‘06＞＝　（R）

〔主任講師（現職名〉：横田洋三（中央大学法科大学院教授）〕

全体のねらい

国境を越えた人々の活動を規律する法の総体である国際関係法を、、国内法、国際法、国際機構法の三つ

の法体系に分けて論ずる。その中でも、もっとも国際社会において重要な地位を占める国際法について、

詳しく検討する。

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）

国際関係法の枠 国際関係における法の役割、国際関係法の種類、国 横田洋三 横田洋三
1

組み 際関係法の具体的作用について検討する。 （中央大学 （中央大学

法科大学院 法科大学院
教授） 教授：）

国際法の成立 16、7世紀のヨーロッパに形成された近代国際法 同上 同上

2
の成立の経緯とその内容を、制度史と学説史の両面
から考察する。

国際法の発展 18、9世紀に産業革命と市民革命の影響を受けて 同上 同上
地理的、内容的に発展した国際法を検討し、また、

3 その時代に活躍した国際法学者についても考察す
る。

国際社会の組織 20世紀に入り、国際社会は組織化の時代を迎える。 同上 同上
化と法 そこにおいて、国際法は、定立、執行、適用のいず

4、 れに関しても、国際機構の設立と発展の影響を受け、

大きく変容する。その変容の内容と背景を考察する。

国際法と国内法 人間活動のグ戸一バル化に伴い、国際法と国内法が 同上 同上
の関係 同一事象を同時に規律する場面が増えてきた。その

5 場合、国際法と国内法の関係をどのようにとらえる

かを、理論と実践の両面から考察する。

国際機構法の意 伝統的法理論によれば、法は国際法と国内法に二分 同上 同上
義と役割 される。しかし、近年、国連総会や安全保障理事会

の決議のように、国際機構に独自の法文書がひんば
6 んに作られ、国際関係において重要な役割を果たす

ようになった。こうした法現象を国際機構法として
体系化し、その固有の存在と役割を考察する。

一一@496一



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）

戦争と法 国際関係において重要な問題である戦争について、 横田洋三 横田洋三
国際法がどのように規律を及ぼしてきたかを歴史的 （中央大学 （中央大学

7 に考察する。また、現代の戦争について、法による ，法科大学院 法科大学院

規律の実態と限界を指摘し、より有効な規律の可能 教授） 教授）

性を検討する。

国連の平和活動 国連を通して行われるさまざまな平和活動を法的、 同上 同上

と法 実際的に考察し、その限界と改善の可能性を検討す
8 る。また、国連の平和活動に対する日本の貢献につ

いても論ずる。

開発援助と法 今日国際社会が直面する大きな問題として、・貧困や 秋月弘子 秋月弘子
経済格差がある。この問題解決のために法が果たす （亜細亜大 （亜細亜大

9 役割を理論と実践の両面から考察する。 学教授） 学教授）

国際企業活動と 国際企業活動を規律する法を、国内法、国際法、国 横田洋三 横田洋三
法 際機構法の三つの体系に分けて論ずる。 （中央大学 （中央大学

10 法科大学院 法科大学院
教授） 教授）

人権の国際的保 人権の国際的保障の必要性を検討し、人権の促進と 滝澤美佐子 滝澤美佐子
障 保護に関する国際的活動を、基準設定および監視を （桜美林大 （桜美林大

11 中心に論ずる。 学助教授） 学助教授）

人道的支援と法 難民や国内避難民など、人道的に支援する必要があ 同上 同上

12
る人たちに対する法的対応とその問題点を、検討す
驕B

国際犯罪と法 集団殺害、大規模な人権侵害、テロなどの国際犯罪 横田洋三 横田洋三
を取り締まり、責任者を処罰するための法および裁 　　　■i中央大学 （中央大学

13 判について、検討する。 法科大学院 法科大学院
教授） 教授）

地球環境と法 地球環境を保護するための国際的取組みについて、 秋月弘子 秋月弘子
法的側面から検討する。 （亜細亜大 （亜細亜大

14 学教授） 学教授）

国際社会の将来 21世紀に入り、国際社会はますます緊密化し、国 横田洋三 横田洋三
と法 境を越えた人々の活動も活発化するようになった。 （中央大学 （中央大学

それに伴い、戦争、内戦、テロ、貧困、環境悪化、 法科大学院 法科大学院
15 感染症などの人類の生存をおびやかす地球：的課題に 教授） 教授：）

国際関係法がどのように効果的に取り組むことがで

ノ きるかを考察する。
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＝　著作権法概論（‘06）＝（R）

〔主、任講師（現職名）：作花文雄（文部科学省学校健康教育課長）〕

〔主任講師（現職名）：吉田大輔（文化庁審議官）　　　　　〕

全体のねらい

　知的財産は社会の発展にとって転また、人々の職業若しくは日常の活動にとっても重要なものであ

り・知的財産の創造を促進し、また、有効かつ適切に活用されるようにするためには、知的財産権に関

する法制度が重要な役割を果たす。この講義では、知的財産権制度の中にあって、小説や音楽、レコ・・…一・

ド、映画、アニメ、コンピュータ・プログラムなどの著作物等を保護する著作権法について、情報社会

の進展やコンテンツ産業の振興という観点から重要性を増していることを踏まえっつ、制度を理解する

上での基本的な事項及び実際的な課題について総合的に解説する。

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）

ノ

著作権制度の仕 著作権法の目的や知的財産権制度全体における位 作花　文雄 作花　文雄
組み 置づけを解説するとともに、著作権制度において保 （文部科学 （文部科学

1
護の対象となるものや権利の主体となる者、権利の 省学校健康 省学校健康
内容、権利の制限など、第2回目以降の講義の導入 教育課長） 教育課長）

として、制度全体の仕組みについて概説する。

著作物 知的成果物には文芸作品や学術作品、娯楽作品、 同　上 同　上
あるいは産業技術関係のものなど様々なものがある

が、著作権法の保護対象となる「著作物」とは何か、
2 保護の対象でないものは何かについて解説する。ま

た、翻訳物や編曲などの二次的著作物や新聞や百科
事典などの編集著作物の概念について解説する。

著作者 著作権法により権利の主体となる「著作者」とは 同　上 同　上
いかなる者であるのかについて解説する。また、複

蓼 数の者が共同して一つの作品を創作する場合がある
3 が、共同著作者となる場合の要件や職務上作成され

る著作物について法人著作が成立する場合の要件に
ついて解説する。

著作者人格権 著作物は著作者の思想・感情の表現であり、著作権 吉田　大輔 吉田　大輔
制度では著作物の利用にあたって著作者の人格的利 （文化庁審 （文化庁審
益を保護するために著作者人格権を定めている。判 議官） 議官）

4 例等にも触れながら、著作者人格権め内容、限界、

その他の特色について解説する。

著作権（その1） 著作物の利用に関して著作者の経済的利益を確保 吉田　大輔 吉田　大輔
するために設けられている財産権としての著作権の （文化庁審 （文化庁審
うち、複製権並びに複製物等の流通に関わる頒布権、 議官） 議官）

5 譲渡権及び貸与権について、判例等にも触れながら、

その具体的内容：を解説する。
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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）

著作権（その2） 財産権としての著作権のうち、著作物の上演、演 同　上 同　上

奏、上映等に関する諸権利、放送、有線放送、イン

ターネット送信等に関する権利、著作物の翻訳・翻
6 案等に関する権利、二次的著作物の利用に関する原

著作者の権利の具体的内容を解説する。

著作隣接権 著作者と並んで、著作権法では実演家、ノレコード 同　上 同　上

製作者、放送事業者及び有線放送事業者を著作隣接

権制度によって保護を与えており、著作隣接権の重
7 みは増しつつある。著作者の権利と比較しつつ、実

演家等の権利の具体的内容を解説する。

権利の制限（その 著作権制度においては、著作物を権利者の許諾を 作花　文雄 作花　文雄

1） 得ることなく利用できる様々な場合が規定されてお （文部科学 （文部科学

り、それぞれの場合における適法な利用の要件や留 省学校健康 省学校健康
8 意点について、2回にわけて解説する。この回では、 教育課長） 教育課長〉

私的使用のための複製、図書館での複製、引用、教

育機関での複製などについて解説する。

権利の制限（その 前回に続き、著作物の自由利用ができる場合とし 同　上 同　上

2） て、非営利目的の上演等、裁判手続き等のための複

製、公開の美術の著作物の利用、プログラムの所有
9 者による複製などについて解説する。

著作権の保護期 著作権及び著作隣接権は法定の保護期間内に限っ 吉田　大輔 吉田　大輔

間と登録制度 て存続する。著作権・著作隣接権の保護期間とその （文化庁審 （文化庁審

算定方法、外国著作物に係る特例等について解説す 議官） 議官）

10 る。また、著作権法上の登録制度の趣旨、効果及び

登録手続について解説する。

著作物の利用 著作物等の利用に際しては、利用許諾契約等によ 同　上 同　上

り正当な利用権原を取得することが原則である。著

作物等の利用に関する各種の方法を解説するととも
11 に、著作権等の管理を業とする者を対象とする著作

権等管理事業法の仕組みを解説する。

権利侵害に対す 著作権等が侵害された場合は、民事上の救済を受 作花　文雄 作花　文雄

る救済 けることができるとともに、侵害者に対して刑事上 （文部科学 （文部科学

の制裁も科せられる。著作権制度においては、民法 省学校健康 省学校健康

12 に加えて、損害賠償や差止請求についての特別な規 教育課長） 教育課長）

定が設けられており、その内容を解説するとともに、

著作権制度上の刑事罰の内容について解説する。
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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）

著作権に関する
�

　著作物等の国境を越えた利用に対応するため、国際的な保護規範を定めた条約の整備改善が続けられ

吉田　大輔

i文化庁審

吉田　大輔、

i文化庁審

13
てきており、その流れは国内法制の整備にも大きな

e響を与えている。著作権及び著作隣接権に関する
議官） 議官）

主要な条約0経緯、内容等を解説する。

著作権制度の歴 著作権制度の発展の歴史を全体的に捉えるととも 作花　文雄 作花　文雄
史 に、近年においで貸レコード問題への対応やプロ （文部科学 （文部科学

グラム・データベースの保護、インターネット送信 省学校健康 省学校健康
14 への対応、コピー・プロテクション回避への規制、 教育課長）、 教育課長）

還流レコードへの規制など、我が国の著作権制度は

間断なく改正がなされてきているところがら、これ
らの改正動向について解説する。

現代社会におけ 、現代社会においてはインターネットなど情報伝達 同　上 同　上
る課題 技術の飛躍的な発展を背景として、また、中古ソフ

15
ト販売や漫画喫茶など著作物の多様な利用形態が＝登

黷ｵてきたことにより、著作権制度は様々な課題に
直面している。これらの課題についての概況や論点
について解説する。
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＝　ヨV・…ribロッパ政治史（‘05）＝（R）

〔主任講師：平島　健司（東京大学教授）〕
〔主任講二師：飯田芳弘（学習院大学教授）〕

全体のねらい

近代から現在に至る西欧の政治発展を、国家の観点から考える。西欧における国家は、民主政治を実現

する上での枠組みであると同時に、経済的繁栄と社会的公正を確立するための装置でもあった。しかし、

第2次大戦後に開始され、グローバル化とともに加速された国家統合は、それを推進した国家を逆説的

に相対化しつつある。西欧諸国家がたどった多様な歴史的発展と、グローバル化と国家統合の中で変容

するその姿をたどる。

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）

問題の設定と全体 まず、講義全体の構成を時間軸に沿って確認する。民主化や産 平島　健司
の構成 業化の過程において変化した国家と社会の関係の観点から、フ （東京大学

ランス革命から第1次大戦前後、降等期、大恐慌とファシズム、 平島　健司 教授）

1 第2次大戦後の復興と高度成長、70年代、80年代以降の時期 （東京大学
に区分する。 教授） 飯田　芳弘

（学習院大
学教授）

ヨーロッパにおけ 近代化開始までのヨーロッパにおける国家形成を概観する。ヨ

る国家建設と近代 一幅ッパが一定の領域を支配する国家によって分割されてい 同母芳弘
2 初期の国家 く過程を、国家構造の特徴（集権性や連邦制的性格）に注目し （学習院大 飯田　芳弘

ながら考察したのち、各国家に成立した政治体制を、議会や官 学教授）

僚制の地位・役割に着目して比較する。 o

フランス革命と産 フランス革命・ナポレオン改革と産業革命を、19世紀の国家
業革命 と社会の関係を形作る二つの重要な要因ととらえ、それらの各

3 国への影響一体制の議会化・国家官僚制による社会改革・ナシ 同　上 同　上
ヨナリズムの動員や、産業化の時期に応じて異なった各地の国

家の役割一を比較考察する。

ブルジョワと自由 国家と社会を改革する19世紀最大のプロジェクトとしての
主義の時代 「市民社会」の理念が、「二重の革命」の影響下におかれた各

4
国において、誰によって、またどの程度まで実現したのかを比

r考察する。とくに、その最も重要な推進勢力となった、国ご
同　上 同　上

とに多様な自由主義の台頭と変質に注目する。

「国民国家」の時代 19世紀後半にショナリズムによって正統化されるようになつ

た国家について、とくにナショナリズムと結びついた自由主義

者が求めたドイツとイタリアの統一国家の性格を比較しなが
5 ら考察する。両国の市場統合と国家統一の関係、国家構造と政 同　上 同　上

治体制の連関、「国境」や「市民権」の概念の特徴に注目する。

自由主義国家の変 19世紀後半の自由主義的国家の変容を考察する。1870年代の

質一保護主義と初 大不況にともなう保護主義・干渉国家への転換、産業化の進展

期社会政策 や労働者階級の台頭を背景とする福祉政策の開始などにみら
6 れた各国の対応を比較したのち、この時期の対応がその後の各 同　上 同　上

国における国家と社会の関係に与えた影響を検討する。
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執筆担当 放送担当
回 テ　　一一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

政治社会の変容と 世紀転i換期以降に急速に進捗した、政治の大衆化による国家と

議院内閣制化 社会の関係の変化について考察する。各国における古典的議会

政治の変容や議院内閣制化問題を比較検討したのち、市民社会
7 における軍事的価値や急進的なナショナリズムの広がりに注 飯田　芳弘 飯田　芳弘

目し、総力戦を準備した各国社会の変容について考える。

第一次世界大戦と 第一次大戦後、ほぼすべてのヨーロッパの国は民主体制をもつ
戦後体制 ようになった。大戦下の国家の社会べの介入体制を概観したの

8
ち、戦後に生まれた各地の民主体制の特徴を、総動員体制の遺

Y、社会集団の政治過程への参入、「民意」と議会との関係、 同　上 同　上

大統領制への期待ご団体と議会との関係などに注目して検討す
る。

経済危機と政治 世界大恐慌への各国の対応を検討する。両大戦間；期の各国の民

主体制の命運を整理したのち、民主体制を維持しえた国々でみ

9 られたプラニスムやケインズ主義的政策による国家介入を検 同　上 同　上
討する。また、農民や労働者を統合した連合体制が、戦後の民

主体制を準備した事例を検討する。

戦後復興、高度成長 戦争による破壊を克服した各国は、政治体制と政治経済の安定

と福祉国家の建設 の上に、、さまざまなタイプの福祉国家の建設を進めた。その類

10 型に注目しつつ、さまざまな福祉国家体制の安定を可能にした 平島健司 同　上
共通の条件（冷戦やアメリカを基軸とする国際通貨、自由貿易

体制など）について考える。

ローマ条約への道 ドイツやフランスなど西欧六力国は、福祉国家体制を築く一方

で、石炭鉄鋼の一セクターから経済統合そのもののへと共同体
11 の建設に着手した。統合の条件、構想、制度について説明する。 同　上 同　上

1970年代の国家と 1973年の第1次オイルショックに直面した各国は、物価と雇
社会一オイルジョ 用の安定を維持するための対応をせまられた。その対応の成否

12
ックへの対応 と、国家と社会団体の間に築かれたコーポラティズム的枠組み

ﾆの連関を比較検討する。また、低成長時代に入った各国で生
飯田　芳弘

同　上

じた、国家に対する社会の意識変化について考える。

1980年代の国家と 80年代のイギリスのサッチャー政権下の新自由主義的改革は

社会一新自由主義 戦後福祉国家に対する最も大胆な挑戦であったが、大陸の右派

13
の台頭 政権は市場原理主義をイギリスほどに貫徹できなかった。この

活痰�t非社民陣営のイデオロギー的性格や政権の政策的行動
同　上 同　上

半径を制約する制度的要因の違いに注目して検討する。

1990年代の国家と 進展する統合・冷戦の終焉・グローバル化という大きな変化の

社会一グローバル 中でヨーロッパの国家・民主体制が経た変容について考察す

14 化と統合の中の福 る。市場統合とその後の統合過程を概観したのち、各国の議 同　上 同　上
祉国家 会・政党政治の変容（それを補完するリンケージの模索の動き）

と福祉国家の構造的な変容について考える。

総括と展望一国家 西欧諸国は、少子高齢化やポスト産業社会への移行という長期

とEU 的問題に加え、安全保障などの新たな問題にも直面している。
平島健司

15
その上、東欧を初めとする周辺諸国の加盟によって、：EUも質
I転換を遂げようとしている。近代以降の長期的歴史過程の中

ﾅ形成されてきた国家の将来を展望して総括とする。

平
島
健
司
、

飯田　芳弘
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＝＝@比較政治学（‘04）＝：（R）

〔主任講二三：弓柄秀子（早稲田大学教授）〕
｛主任講師：　井戸　正伸（早稲田六学教授）〕

全体のねらい

本コースの目標は、比較政治学の基本的枠組みを理解することです．理解を深めるために・先進諸国を中心

とした世界各国の政治を、特に政治制度と最近20年間の政治変容に焦点を当てて考察します。また同時に

各国政治経済のグローバル化に関しても検討します。

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）

比較政治学とは、政府と社会の関係について理論化し，各国 井戸正伸 弓柄　秀子

政治の現実を検討する学問です。比較政治学が科学として発 （早稲田大学 （早稲田大学

比較政治学どは何
展してきた道すじを明らかにするとともに，最新の研究テー

}とアプローチを概観します。

教授） 教授）

1 か 弓柄　秀子

（早稲田大学

教授）

民主主義の基本的タイプである議会制と大統領制うそして両

者の折衷タイプである半大統領制のそれぞれについて，その

2

政治制度 特色および長所，短所を検討します。さらに，、民主主義諸国

ﾌ政治制度の根幹をなす議会について，その構成，特色につ 井戸　正伸 井戸　正伸

いて検討します。

冷戦終結以後，政治文化のあり方が各国政治に与えるインパ

グトが注目されています。ここでは，アーモンド＝ヴァーバ

の市民文化に関する古典的研究から始まり，近年におけるソ

3 政治文化 一シャル・キャピタル論や宗教，アイデンティティー形成と 同　上 同　上

民族紛争との関連性をめぐる論争などを紹介します。

今日の世界においても，多くの人々は非民主的体制の下で暮

政治体制（1）一 らさざるを得ない状況にある。ここでは，非民主的体制にも

非民主的体制 いくつかの変種があり，それぞれ異なる政治力学が働いてい

4
ることを概観します。

同　上 同　上

現代におけるデモクラシーとは何か？現代における民主主義

諸国が，合意と対決の二つの軸をめぐり大きく異なる二つの

政治体制（2） システムに分類されることを説明し，これら二つのデモクラ

5 一現代民主政 シーのあり方がそれぞれ有する長所，短所について考えてい

ｫます。
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）

世界的な民主化の潮流について理論的に検討します。各国は

6
民主化理論（1）一

鼈ﾚ行の力学

非民主的体制から民主政へ，どのような経路をたどって移行したのカ㌔その力学に関する主要な理論枠組みを検討します。

弓柄　秀子 眞柄秀子

政治体制の違いは経済にどのような影響を与えているのか，

また，各国経済の豊かさは政治体制にいかなるインパクトを

民主化理論（2）記 与えているのか塗検討します。さらに移行後の各国のデモク

7 一経済発展とデモ ラシーは，いかなる条件を満たせば確立されたとみることが

クラシーの質 できるのかを探ります。 同　上 同　上

政党とは何か。社会学的アプローチから最近の経済学的アブ

ローチへの変化を概観します。さらに，西ヨーロッパを中心

8
政党と政党システ

に，各国政党システム形成の歴史的背景を学びます。また，

芒r政治学では政党間のイデオロギ白上の違いがどのように
ｪ定されているのかを検討します。 同　上

同　上

政治構造が経済にいかなる影響を与えているかを，北欧，大

陸小国にみられるコーポラティズム型政治経済システム，先

9
政治経済（1）一一

ｭ府一市場関係

進諸国における金融レジームと団体交渉構造の相互作用に関

ｷる最新の研究を紹介する中で，検討します。 井戸正伸 井戸正伸

調整型市場経済と自由主義的市場経済はどのように異なるの

10

政治経済（2）一一さまざまな資

{主義

か。どちらがより優れた資本主義なのか。グローバリゼーシ

㏍唐ﾌもと，これら二つのタイプの資本主義は将来どうなる
ﾌか。最近の生産レジーム論を中心に，これらの問題を検討します。

同　上 同　上

政権交代が各国政府の経済政策にどのような違いをもたらす

11

政治経済（3）一
ｭ権党と経済政策

のかを検討します。また，先進各国の戦後から1970年代まで

ﾌ主要政策理念と，1980年代以降の主要政策理念の変化とそ
ﾌ意味についても概観します。 子柄秀子 白柄秀子

戦後の先進諸国において，福祉国家がいかに発展してきたの

福祉国家（1）一一
か，また現在どのような問題に直面しているのかを，椙引手

12 発展過程
家分析の主要枠組みを検討することによって考えます。

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）

13
福祉国家（2）一一

ﾄ建の模索

福祉削減の政治とはいかなるものだったのカ・。福祉国家の危

@に直面した政府の対応の違いは，いかなる要因によっても

ｽらされているのか。新しい主要議論を紹介し，アメリカ，

Cタリア，イギリスなどの具体的事例を参考にしながら考え

ﾜす。
弓柄秀子 眞柄秀子

14
選挙と民主的アカ

Eンタビリティ

現代政治学では政府のアカウンタビリティをどのように定義

ｵているのかを学びます。また，重要な政策転換がなぜ起こ

轤ﾈいのか，選挙時め公約はなぜ破られるのか，選挙民は十

ｪな情報のもとに適切な選択をしているのか，といった問題

ﾉ関して最新の理論に沿って検討します。

＼
同
　
上 同　上

15

グローバリゼーシ
㏍唐ﾆ新しい潮流

グローバリゼーションは国家の役割を減少させていくのか，

?驍｢は逆に増大させるのか？現在，大きな議論の対象とな

ﾁているこの問いについて考えていきます。また先進各国に

ｨける脱工業化の潮流のなかで，自己実現・自治の要求・ジ

Fンダー・エゴロジーなどの新しい争点や，女性・若者・外

草lなどの新しいアクターがいかなるインパクトを与えてい

驍ﾌかも検討します。

弓柄　秀子

芟ﾋ　正伸

井戸　正伸
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＝　第三世界の政治（‘05）＝（R）
　　　一’パレスチナ問題の展開、一

〔主任講師：　高橋　和夫（放送大学助教授）　〕

全体のねらい

　パレスチナ問題という発展途上世界を代表する地域紛争の歴史的な展開を振り返りつつ」その将来を
展望する・その過程を通して、大国の関与、様々なイデオロギーの興亡、民族主義（ρ相克、人権思想の

広がりなど現在の第三世界の政治を特徴付ける要因を現実の政治の中に位置づける。

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）

パレスチナへ ヨーロッパにおけるユダヤ人迫害の歴史を踏まえ 高橋　和夫 高橋　和夫
つつシオニズムの発生と発展を振り返る。その焦点 （放送大学 （放送大学

はパレスチナという土地を巡るシオニストとパレス 助教授） 助教授：）

1
チナ人の対立である。

戦うユダヤ人国 イスラエルの成立から1956年のスエズ動乱を経
家 て1967年戦争に至る時期の情勢の展開を論じる。キ

一ワードを並べれば、ナセル、アラブ民族主義、ス
2 エズ運河国有化、6日戦争である。 同　上 同　上

アラブ世界の反 第三次から第四次中東戦争の時期を振り返る。
撃 1967年の敗戦後に歴史の中央舞台に登場したパレス

チナ解放運動の動向が、そのポイントである。さら
3 に、第四次中東戦争と石油危機を、もう一つの焦点 同　上 同　上

としよう。

イスラエル社会 イスラエルは、中東社会からの移民の受け入れに
の変貌 よって大きな社会変動を経験してきた。それが、第

四次中東戦争の以降に政治に反映されるようになつ
4 た。シオニズムの主流を占めて来た労働党に代わっ 同　上 同　上

てリクードが台頭してきたからだ。イスラ等ル社会
の変容とその政治的意味を考える。

レバノン戦争 カーター大統領に仲介によって成立したキャン
プ・デービッドの合意がイスラエルとエジプトの平

和条約を生んだ。そしてエジプトの圧力から解放さ
5 れたイスラエルは、レバノンに侵攻した。キャンプ・ 同　上 同　上

デービッド合意とレバノセ戦争の関連を跡付ける。
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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）

ペレストロイカ ゴルバチョフの新思考外交が中東政治の枠組みを

の影で 変えた。その過程とパレスチナ問題への影響を考え 亨

6
る。

商橋　和夫 高橋　和夫

インティファー 1987年末に自然発生的に起こった占領地でのパレ
ダ スチナ人の一一斉蜂起は、インテイファーダとして知

7
られ、イスラエルの占領政策を揺さぶった。このイ

塔eィファーダζそ、その後のオスロ合意への伏線 同　上 同　上

となった。

》

湾岸戦争と中東 パレスチナ情勢は、周辺諸国の動向に常に影響を

和平 受けてきた。1990年代の湾岸危機、と湾岸戦争は
P：LOへ大きな打撃を与えた。そのメカニズムと意味

8 を論ずる。
同　上 同　上

和平プロセスの 湾岸戦争の勝利で威信を高めたアメリカはマドリ

構図 ッドに中東和平国際会議を招集して中東和平に乗り

9
出した。その背景にあったアメリカとイスラエルの

竄ﾅの激しい外交面でのせめぎあいを描写する。
同　上 同　上

ラビン1その栄光 参謀総長としてイスラエルを1967年戦争で歴史

と暗殺 的な勝利に導いたラビンが、1990年代には首相とし

10
てP：LOとの和平に取り組んだ。ラビンという人物の

ｶ涯を通じて中東の現代史を語る。
同　上 同　上

ネ三三ヤフとバ ラビン暗殺後の選挙で首相となったネタニヤフと

ラク はいかなる人物なのだろうか。そしてラビンの子飼

11
いであり、ネ馬飼ヤフを次の選挙で破って首相とな

ﾁたバラクとは。二人の人物像を通じて、ラビン以
同　上 同　上

降のパレスチナ問題の展開を振り返る。

スフィンクスの イスラエルと対立路線を堅持するシリアは特殊な

謎1シリアの故ア 国である。30年にわたる長期政権を維持したアサド

12
サド大統領 大統領の政治を外交と内政の両面から照射する。

同　上 同　上

■
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執筆担当 放送担当
回 テ　1一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

革命はビートル P：LOの指導者として君臨するアラファトの人物像

に乗って1ヤセ を語りながら、パレスチナ解放運動の歴史を振り返

ル・アラファト る。

13 高橋　和夫 高橋　和夫

アメリカ1中東で 第一に中東の政治を規定する最大の力であるアメ

一番重要な国 リカの中東政策を紹介する。第二にアメリカの中東

14
政策の決定のメカニズムを考え：る。第三にその将来

ﾉ影響を与える要因を考える。 同　上 同　上

シャロンとア クリントン大統領の最終和平への仲介の失敗の後

ル・アクサ・イ の情勢の展開を論じる。ポイントはシャロン政権の

ンティファーダ 誕生と、その占領地政策である。
15 同　上 同　上

一5　08　一一



＝　国際政治（‘04）＝＝（TV）

　　　　　一9月11日後の世界一

〔主任講師：高橋和夫（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　2001年9、月11日のアメリカでの同時多発テロは、その後の国際政治の動向を規定する事件であった。本講座では、この

事件への、唯一の超大国アメリカの外交的な軍事的な対応に視点を合わサ、21世紀初頭の国際政治の全体像を鳥聾する。し

かし世界は、．アメリカだけで動いているのではない。世界がアメリカに向ける目にも配慮しつつ、双方の視線を交差させて

立体的な世界像を指示したい。

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

テレビと国際政治

^もう騙されない
ﾗに　，

　湾岸戦争の報道で劇的な形で示されたように、テレビの映

怩ﾍ国際政治で大きな役割りを果たす。しかしながら、映像

ﾆは客観の顔をした主観に過ぎない。映像は、それを創り出

ｵ送り出す側の意図に左右されるからである。そうした視点

ｩら、テレビが国際政治に影響を与えるメカニズムの幾つか

��ｦする。

高橋　　和夫
i放送大学助

ｳ授）

高橋　　和夫
i放送大学助

ｳ：授：）

2
アメリカの世界戦

ｪ

　世界の国々はアメリカとその他に分類できる。そのアメリ

Jの世界戦略を歴史的な視野から振り返る。また、その外交

ﾌ特徴を紹介する。つまり冷戦後の唯一の超大国の外交の流

黷�ｾいタッチで描写する。
同　　上 同　　上

3

アフガニスタン
i1）／大国のはざ

ﾜで

　1979年のソ連軍の侵攻、そして2001年忌アメリカのターレ
oン攻撃など戦争の際に一瞬だけ光を浴びては、また忘れら
黷驕B現代史におけるアフガニスタンは、そのような運命を

ﾃ受してきた。光を浴びていない時期を含めたアフガニスタ

唐ﾌ近現代史を解説する。

同　　上 同　　上

4
アフガニスタン
i2）n／三三ーレ

oン戦争

　アフガニスタンの隣国パキスタンの置かれた位置は微妙で

?驕Bアメリカの同盟者であると同時にかつてはターレバン

ﾌ保護者でもあったパキスタンは、カシミールを巡ってイン
hと対立している。また同じようにアフガニスタンに隣接す

驛Cランは、この戦争においてアメリカに協力したにもかか

墲轤ｸ、「悪の枢軸」の一員とされた。2001年のアメリカの
ﾎターレバン戦争を振り返り、こうした周辺諸国の動向を紹

薰ｷる。

、　同　　上 同　　上

5
イラク（1）同盟者

Tダム・フセイン

　アメリカの対イラク政策は、フセイン政権の利用に始まり、

ｻの封じ込めに転じ、そして転覆へと帰結した。その1970年

繧ｩら1990年代までの展開を振り返る。 同　　上 同　　上

6

イラク（2）湾岸戦

?ｩらイラク戦争

ﾖ

2003年のアメリカによるイラク攻撃は、フセイン政権の終

墲閧ﾅはあってもイラク情勢の安定の始まりではなかった。

P990年代以降のアメリカのイラク政策を跡付け、その対イラ

N戦争への道を検証し、その将来を展望する。
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）

「悪の枢軸」の一員としてアメリカが名指しにしたイラン

では、1979年に成立したイスラム体制が大きな危機に直面し

ている。それは国内的には増大する若年人口の改：革へゐ期待

7
イラン／岐路に立
ﾂイスラム体制

に経済的にち政治的にも体制が応えていないからである。また対外的にもイランが核兵器を開発しているのではないかと

高橋　　和夫 高橋　和夫

の嫌疑を受けているからである。イランが国内問題にどう対

応ずるのか。国際社会の懸念にどう応えるのか。危機の構造
を分析する。

東アジアの不安定要因は、朝鮮半島と台湾海峡の情勢であ

8
朝鮮半島と台湾海
ｬ／危機のシナリ

I

る。朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の核開発に世界が注

ﾚしている。また、中国が領有を主張する台湾で、独立を宣
ｾしようとの動きがある。中国は、その独立宣言は許容しな 同　　上 同　　上

いとの立場である。朝鮮半島と台湾海峡を巡るi幾つかのシナ
ノリオを検討し、その将来を展望する。

アメリカでイスラム教徒が急増している。その流れの一つ

アメリカのイスラ は、黒人の間に広まった教えを広めたネーション・オブ・イ

9 ム（1）／ブラッ
N・ムスリム

スラムという組織である。そのメンバー1まブラック・ムスリ

?ﾆ呼ばれる。1960年代に活躍したカリスマ的な説教師の一
同　　上 同　　上

人であるマルコムXに焦点を当てる。

アメリカのイスラム教徒の多数派は、イスラム諸国からの

アメリカのイスラ 移民とその子孫である。その人口の急増は、いかなる意味を

10 ム（2）／文明の衝

ﾋを越えて

持つのだろうか。アメリカの外交に影響を与えるようになる

ﾌだろうか。アメリカにおけるイスラムの拡大の現状を紹介
同　　上 同　　上

する。

EU（欧州連合）の拡大が続いている。しがし同時にスコッ

11
ヨーロッパのパラ
hックス／拡大と

ｪ離

トランドや北イタリアなどでは、現在の国家の枠組から離脱

ｵようとの運動がある。一方で国家の単位を超えた統合の流
黷ｪ強まる中で、そうした他方では分裂の流れもあるのだろ

､か。ヨーロッパに典型的に観察される矛盾する二つの流れ

同　　上 同　　上

の背景を探る。

環境問題のエッセンスは、環境保全の費用を誰が、いつ、

どのような形で負担するかにある。環境問題の難しさは、科

12
環境保護の政治力

w
学的な不確定さを背景として議論される点にある。環境問題
ﾌ特徴は、NGOの果たす役割の大きさである。・

’　同　　上
同　　上

ペルシア湾岸は世界の心臓である。世界経済の血液に当た

る石油を各国に輸出しているからである。しかし、こ，の地域

13 エネルギー が構造的な問題に直面している。人口爆発、：石油価格の変動、

w導者の世代交代などである。澗題の意味を考え、この地域
同　　上 同　　上

のエネルギーに依存する日本の選択を考える。

クリーン・エネルギーを求めての北大西洋の島国アイスラ

14
冷たい国の熱い夢
^アイスランドの
Vエネルギー開発

ンドの試みが世界の注目を集めている。アイスランドのエネ

泣Mー政策は、まず水力発電に力を入れ、次に地熱発電に軸
ｫ塗移してきた。そして最近では水素エネルギーの導入にも果敢に取り組んでいる。アイスランドの熱いエネルギー政策 同　　上 同　　上

を紹介する。

外交は国家が外務省を通じて行うとの通念が壊れて来た。

15．
国際政治の新しい

洛i

「国内官庁」、自治体、企業、NGOさらには個人まで外交に

ﾖ与する時代が到来している。国際政治の新しい風景である。 同　　上 同　　上

一一
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＝　日本政治思想史（‘05）＝（R）
　　　　　一「自由」の観念を中心に一

〔主任講師：宮村治雄（成瞑大学教授）〕

全体のねらい

　日本に於ける「自由」という観念は、西欧思想との出会いをきっかけにして、〈1iberty＞やくfreedom＞

という西欧語の訳語を通して受け入れられ、流布し、定着していった、とされる。たしかに、そうした

経緯が重要な意味を持っていることは否定できない。しかし、その訳語となった「自由」や「自在」と

いった言葉は、それ自身の長い歴史をもつていたことも見逃されてはならない。それは・肯定的な意味

においても、否定的な意味においても、多様な内包を持ち、またそれぞれの意味についてもさまざまの

議論が積み重ねられてきた。そうした言葉と観念の歴史をふりかえり、視野に入れることで・西欧思想

との出会い以降の「自由」の歴史にも、また新たな展望と示唆とを引き出すことができると思われる・

講義では、そうした見通しの下に、古代から近世までの「自由」や「自在」をめぐるさまざまの局面を

検討し、あわせて明治期以降の議論を見直していきたい。

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）

日本における 津田左右吉と丸山真男 宮村　治雄 宮村　治雄

「自由」の思想 ドバリーと網野善彦 （成瞑大学 （成瞑大学

史一さまざま 本四での視座 教授） 教授）

1
の接近と本講で
の視座

「自由」と「専 「自由」と「専檀」との親和性

檀」一一「人主 「人主独り檀なる所以」一韓非子ρ思想

2
回忌」と「天皇
磨iミカドワザ）」

「天皇事」における「自由」の不在
同　上 同　上

の間

「自由」と「法」 中田薫の見解

の内外一一律 「律令」における「法」と「自由」

令・武家法・太 「御成敗式目」における「法」と「自由」　（1）

政官布告 一「自由」の否定と「道理」

3 「御成敗式目」における「法」と「自由」　（2） 同　上 同　上

一「於霊活者宜任民意也」
「法度」の過剰と「自由」

「法」の内の「自由」一　「人権宣言」としての

「徴兵告諭」

「自由」と「不 「仏法」による「王法」の定立一「十七条憲法」

自由」一一「仏 の意味

4
教」受容の意味

ﾉついて

「仏法」における「自由」の行方一三澄・法

R・親鶯・道元
同　上 同　上

仏教的「自由」の世俗化一一そのいくつかの

形態について
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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）

「真実が汝らを キリシタン文献の思想史的意義

自由に為すべ 「御自由自在の御主」

し」一一キリシ 「心の自由」
5 タン思想の挑戦 「自由に為す」ことの両義性 宮村治雄 宮村治雄

「自由」と「主 儒教経典における「自由」の不在の意味一法
宰」一一近世儒 家・仏教との比較において

教における「自 近世における「自由」の浸透ゐ諸相
6 由」の意味 儒学の側からの応答一　「自由」と「主宰」 同　上 同　上

「兵学」的「自 「軍法」と「治国」一　「自由」・の原型の分極

由」と「万民自 「旅宿の境界」と「自由」の瀟漫

由」一一祖練学 「先王の道」と「心の儘なる支配」一「制度」
7 の課題 と「自由」 同　上 同　上

祖錬の「解決」

「自由便利」の 祖篠的世界像の反転一石田図岩の思想史的位
両義性一一「商 置
業」と「都市」 本居宣長の「自由」

8 支配層からの応答 同　上 同　上

「権」と「自由」 「物ノ利ヲ自由ニスル権利」

一一o世策にお 「権」の多様化の諸相

ける近世から 「権」　「自由」　「法」一海保青陵の思想
9 「維新」へ 幕末における「権」の言説一一政治的実践へ 同　上 同　上

「権」と’「力」の相剋一　「自由」の再定義

「天賦自由」の　　　　→

福沢諭吉の場合

二類型一図 加藤弘之の場合

細工「自由」に 福沢と加藤の分岐
10 おける 同　上 同　上

＜：natural＞＜civi

〉＜politica1＞

「天賦自由」か 植木枝盛と馬場辰猪一共通性と対照性
ら「民権自由」 「天賦自由」から「民権自由」へ

へ一一 ｩ由民 映権自由」の思想基盤
11 権における「自 「民権自由」における「政治」の収縮 同　上 同　上

由」の急進化と

三態化
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

「立法」と「道 「最新思想」としての「功利主義」

徳」一「功利 「法三三自由ヲ妨グル者ナリ」一　「功利主義」

主義」における と「立法」

12 「自削の逆説 「三宝道徳ノ三三学」一西周における「利学」 宮村治雄 宮村治雄
と「道徳」

「立法」と「道徳」の間一　「各人ハ其ノ自家
ノ利害ノ最良判事ナリ」

「文明」と「自 「野蛮」から「文明」へ一二つのパースペク

由」一福沢諭 テイブ

13
吉における「自

R」の分極

「文明の自由」の二側面

u二つの自由」の間一共働の基盤と条件
同　上 同　上

r文明の自由」の分岐一「士民の集会」と「兵
士の調練」

「心思ノ自由（り 兆民の軌跡
ベルテモラル）と「立 「ルソー批判」に抗して「ルソー」，へ一『民

法」一中江兆 約訳解』の成立

14
民の思想 　「所謂自由権を棄つるの正道」一　「政」におけ

驕u正」　（1）
同　上 同　上〆

「立法」における「所謂議事の正道」一　「政」

における「正」　（2）

ルソーと兆民の間一　「理学」をめぐる隔たり

「専檀政府」と 「議会」と「代表」一ルソーと兆民の間・再論
「自由政府」一 「無限委任」と「有限委任」

15
一兆民の到達 　「生産的動物」から「政治的動物」へ一　「自

｡の俗」の京成
同　上 同　上

思想史の旅を振り返って
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＝　西洋政治思想史（‘05）＝（R）

　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：川出良枝（東京大学教授）〕
　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：山岡龍一（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　政治とは何か、特に、より善き政治とは何であり、それはどうすれば実現可能なのか、といった問い

を、西洋政治思想の歴史を振り返ることで検討する。本講は思想の歴史的継承や文脈に留意しつつも、
むしろいく？かの重要な論点を選び1その理解を通じて、西洋政治思想史の現代的な意義を明らかにす
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）

西洋政治思想史と 西洋政治思想史という学問の全体像を簡単に示し、その学 川出・良枝 一川出　良枝
は何か 習と研究の方法と意義を考える。 （東京大学教 （東京大三教

1

授） 授）

山岡　龍一 山岡　龍一
（放送大学助 （放送大学助

教授 教授

統治の諸形態 いかなる統治の形態が理想であり、また、現実に建設可能 川出　良枝 川出　良枝

であるかという問題は、政治学という学問をギリシアに成立

させた最も本質的な原動力であった。当時において展開され
2 、

た政体論を紹介し、さらにそれが近代においてどのように受

け継がれ、変貌を遂げたかをみていく。

法の支配1一古 政治を規制し指導する原理としての法に訴えるという姿勢 山岡　龍一 山岡　龍一
代・中世 は、政治思想史の起源にまで遡れる。この法の支配という思

3 想を、古代ギリシアと古代ローマを中心に論じ、その展開を、

自然法思想、立憲主義等に留意しつつ、中世まで素描する。

キリスト教の衝撃 政治と宗教の関係は根源的な問題の一つである。ここでは 山岡　龍一 山岡・龍一

キリスト教思想の政治思想への影響を、人間観、権力論、共
4 同体のイメージ等を中心に概観する。

権力 政治秩序はデ・ファクトな物理的強制力によって維持され 川出　良枝 川出　良枝
るという発想が前面に押し出されたとき、近代の政治思想は

5
離陸したと言われる。代表的な権力国家論をマキャヴェリや

ボダンの思想に探るとともに、ホッブズの登場により、個々

人の合意によって国家に権力を委譲するという社会契約説の

論理が成立したことの意味を探る。

富と所有 富と所有をめぐって、政治的なものと経済的なものの関係 山岡　龍一 山岡　龍一

がいかにして論じられてきたかを古代ギリシアから近代まで
6 概観する。その上で、特に近代社会において私的所有が正当

化されたり批判されたりする論理を明らかにする。

迫害と寛容 宗教的寛容の要求を端緒に、異質な価値との共存を肯定す 山岡　龍一 山岡龍一
るという寛容思想がいかにして発展してきたのかを、特に近

7 代国家が成立・発展していく次期に焦点を絞りながら、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）

権力批判の論理
　＼

ﾟ代国家による権力の独占が進むにつれ、強大化した国家 川出　良枝 川出　良枝

権力をいかにすれば制限できるか、という問題が立てられる。
それは、一方では、支配の正統性を問い、正統性なき権力に

8
は抵抗すべきであるという抵抗権の議論として展開される。

他方で、いかなる権力も必然的に堕落するという認識の下で、

権力相互の均衡と挿制によって、権力の暴走を抑制すべきで

あるという権力分立の発想も生み出される。

公共の利益 私的欲望の追求は、必然的に公共精神の衰退を招くのか。 川出　良枝 川出　良枝

個人の利益と結びつかない公徳心や愛国心はありうるのか。

政治に関わる市民（公民）の徳性：をめぐる議論は、政治学に
9 とって重要な問題であり続けた。市民の徳を高く評価する共

和主義の伝統を概観するとともに、ある意味ではそれと真っ

向から対立する18世紀の文明社会論を検討する。

政治とレトリック 政治を構成する要素として、「言語」は重要な意味をもつ。 山岡　龍一 山岡　龍一

政治的な：影響力は、単なる物理的強制力のみによってではな

く、さまざまなシンボルを駆使したレトリックによ一っても行

10 使される。レトリックが政治的教養の中心にあった古典古代

からルネッサンス期の議論を概観し、その語の政治的レトリ

ック論の展開も検討する。

法の支配H一三 法の支配、または立憲主義は、近代憲法の根幹をなす原理 川出　良枝 川出　良枝

代・’現代 である。近代的な「法の支配」の原理は、どのような経緯で
成立したのだろうか。また、そもそもそこで問題とされるF法」

とは何なのか。中世的な「法の支配」が、近代的な立憲主義
11 へと変貌していった過程を、グロティウス、プーフェンドル

フ、ロック、モンテスキューらの「法」をめぐる理論に探る。

また、法実証主義の成立による「法の支配」の原理そのもの

の変質という問題にも考察をくわえる。

参加と統合 近代デモクラシーの成立過程で大きな画期となったのは、 川出　良枝 川出　良枝

ルソーの一般意志論（人民主権論）の登場である。それによ

り、すべての人民の政治への直接参加が、政治的統合にとつ

12 て不可欠であることが示される。しかし、ルソーの構想がそ
のまま実現することはなく、実際には、間接参加型（代表制）

民主制が定着する。

社会的連帯の基礎 資本主義の急速な発展がもたらした貧困や搾取、地域共同 川出　良枝 川出　良枝

体や家族の変貌、男女や民族の間の差別といった社会問題が

13 クローズアップされるにつれ、国家の役割の見直しがさまざ

まなかたちで訴えられるようになる。

政治と教育 帽善き政体には善き市民が不可欠であるが、善き市民の形成 山岡龍一 山岡　龍一

には善き政体が必要である。この根本的な問題をめぐってど

14 のような議論が展開されてきたのかを、政治思想史のなかに

探っていく。

　　　　　、ｳ義と善 正義とは何か。正義と善（利益）の関係はいかなるもので 山岡龍一 山岡　龍一

あるべきか。正義はどのようにしたら発見できるめカ｝。こう

した問いは政治の考察において根本的なものである。ここで
15 は特に「公正／権利」と「効用／善」という観点に留意しつ

つ、正義論の展開を古代ギリシアから現代にまで概観する。
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科目名（メディア）＝＝ 現代日本の政治（‘07）＝＝（R＞

　　　　　　　　　〔主任講師（現職名）：久米郁男（早稲田大学教授）〕
　　　　　　　　　〔主任講師’（現職名）：田中愛治（早稲田大学教授〉〕

　　　　　　　　　〔主任講師（現職名）、：河野勝　（早稲田大学教授）〕

講義概要

現代日本の政治を理解するために・選挙制度や、政党、・議会、官僚制など日本の政治制度と政治アクタ＿

について説明を行った上で・それらの制魔や政治アクターが、実際の政策過程においてどのような働きを

し・どのような形で日本政治の特徴を形づくってきたのかを説明します。

授業の目標

現代日本の政治現象について・我々は新聞やテレビなどのマスメディアを通して簡単に情報を得ることが

できます。しかし、それらの現象を、単に評論するのではなく客観的に理解するには、政治学の理論の助

芋1鞭耽この授業は・躰の政治を政治学の理論に基づいて体系的に十三回することを目標としま

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）

日本政治を見る

挙_

現代日本政治を政治学の理論に従って理解することの意味について説明します。

久米郁男 久米郁男
c中　愛治

1＼ 河野勝

政府への期待 人々は政府にどのようなことを期待してきたのかを 久米郁男 久米郁男
世論調査データを用いて説明した上で、政府の守備

2
範囲に関する理論（小さな政府・大きな政府）にっ
いて説明します。

民意とは何か： 人々がどのようにして自分たちの代表としての政治 田中　愛治 田中　愛治
世論と選挙 家を選んできたのか、政治家はどの程度良意を反映

3
してきたのかを説明します。

政党と政治 日本の政治に描ける政党の役割、政党を支持しない 田中・愛治 田中愛治
無党派の出現が日本政治に及ぼしている影響につい

4
て説明します。
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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）

選挙制度と政党 選挙制度のあり方が日本の政党システム、ひいては 田中　愛治 田中　愛治

システム 政治のあり方にどのような影響を与えてきたかを説

5
明します。

議会の役割 日本の政治における議会の役割について説明しま 久米郁男 久米郁男

6

す。

，

内閣と官僚制 日本の議員内閣制と官僚制の関係について説明しま 久米郁男 久米郁男

7

す。

マスメディアと 日本の政治におけるマスメディアの役割について説 田中　愛治 田中　愛治

8

政治 明します。

利益団体と政治 日本の政治における利益団体の役割について説明し 久米郁男
ダノ

v米郁男

9

ます。

財政・金融政策 日本の政治アクターが、財政・金融政策にどのよう 久米郁男 久米郁男
に関わってきたかを説明します。

10

福祉政策 日本の政治アクターが福祉政策にどのように関わっ 久米郁男 久米郁男
てきたかを説明します。

11
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ ‘内　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属職名）

地方分権と政治 地方分権をめぐる政治過程について説明します。1 久米郁男 久米郁男

12

公共事業と政治 日本の政治において公共事業がどのような意味を持 河野勝 河野勝
っていたのかを説明します。

13

外交政策 戦後日本の外交政策について説明します。 河野勝 河野勝

14

外交と内政 戦後日本に於いて外交と内政がどのような関係にあ 河野勝 河野勝
つたかを説明します。

15
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　　　　　　　　　　　　　＝　現代行政分析（‘04）＝（R）

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：真渕　勝（京都大学大学院教授）〕

全体のねらい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

日本の行抜に仕組みを概観すると同時に、それがどのように作動しているかを経験的な分析に基づいて明らかにする。

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
社会科学としての

s政学

行政学は行政を研究対象とする社会科学である。それでは、

ﾇのようにアプローチすればよいのか。社会科学の研究の方

@および行政学への適用の仕方について具体的な例を挙げな

ｪら検討する。

真弓　　勝
i京都大学大

w院教授）

真渕　　勝
i京都大学大

w院教授）

v米　郁男
i早稲田大学

ｳ授）

2
国家公務員制度1
鼾ﾌ用と昇進

「国家公務員制度」では採用から退職にいたるプロセスを追
､。

@2では、国家公務員の採用と昇進のプロセスを概観するこ
ﾆを通じて、日本の国家公務員制度の特徴を明らかにする。

Lャリアとノンキャリア、事務官と技官、男性と女性などを

ﾎ比させて論じる。

同　　　上

真・渕　　　勝

諟p　裕昭
i大阪市立大

w大学院教
�j

3
国家公務員制度2
齣ﾞ職と再就職

天下りの実態を記述した後に、天下りがどのような機能を果

驍ｪ、一定のポジティブな機能を果たしていたことも明らか

ﾉする。
同　　　上 同　　　上

4
国家行政機構1一
c院内閣制と省庁

ｧ

「国家行政機構」では狭義の行政機構だけでなく、民間との

ﾖ係をも視野に入れた講義の行政機構について講義する。

@4では、2001年の中央省庁再編の前後を比較して、何
�ﾏえようとしたのか、そして何が変わったのか、何が変わ

轤ﾈかったのかを検討する。首相のリーダーシップの限界、

c割り行政などが焦点になる。

同　　　上 真綿　　　勝

5
国家行政機構2一
s政ネットワーク

国家行：政機構と特殊法人や民間団体との関係を明らかにする

ｱとによって、日本の行政のダイナミズムを明らかにする。

ﾁ殊法人改革とエージェンシー化、官民関係の変容など最近

ﾌ動きをどのように理解するかについても触れる。
同　　　上 同　　　上

6
行政改革1一行政
?vと行政管理

行政改革」では、その意味や効果を、経験的側面ならびに理

_的側面から検討する。

@6では、行政管理はどのように行われているのかを記述し

ｽ後に、これと行政改革の関係を経験的に分析する。行政改

vは行政の実態にどのような影響を及ぼしているのかを明ら

ｩにするのが目的である。

同　　　上 同　　　上

7
行政改革2一改革

ﾌ理論

@　へ

行政改革を含む政治の仕組みの改革はどのような理由やタイ

~ングで行われるのかを合理的選択論の視点から説明する。

n方制度改革についても射程にいれる予定である。
同　　　上 同　　　上
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執筆i担当 放送担当
回 テ　一　マ ‘内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

「政策過程」では議題設定から評価にいたる流れを理論的に

概観すると同時に、予算編成を素材にその実態を明らかにす
る。

8
政策過程1一議題
ﾝ定と政策決定

’8では、政策過程の理論の前半部分に関する諸理論を紹介

ｷる。ある潜在的な問題が政府の取り上げるところになるの 真弓　　勝
真弓　　勝

はどのようなプロセスを経てであるか、なぜある問題は放置 久米　郁男

され続けるのかについて、マスメディアの役割に言及しなが
ら、解明する。

政策過程の理論の後半部分に関する諸理論を紹介する。政策

ｪ期待された効果を発揮しないことがあるが、それはなぜか、 真弓　　勝

9
政策過程2一実施
ﾆ評価

それに対してどのような策が講じられているのかについて検
｢する。

同　　　上 秋月　謙悟
（京都大学大

学院教授）

現実の政策過程のあり様を予算編成過程を概観することによ

って描く。政策の優先順位はどのようにつけられているのか、

10
政策過程3一予算
ﾒ成過程

政治家や国民は予算編成にどのように係わっているのかを見
驕B

同　　　上 真渕　　勝

「官僚論」では、官僚の役割を、官僚と国民・政治家との関

係、上級及び下級官僚の行動様式という3つの観点から検討

11
官僚論1一国民、政
｡家、官：僚

する。

@11では、行政官の役割をいわゆる本人代理人論の観点か’
逅ｮ理する。一方で官僚にその能力を十分1と発揮させ、他方

同　　　上

真弓　　勝

v米郁男
で官僚の行動を監視するにはどのような方法があるのかにつ
いて考えたい。

キャリアの官僚に焦点をあてて、彼らの役割意識と行動様式
について検討する。

12
官僚論2一上級官
ｻの機能と役割 同　　　上 旧臣　　勝

ノンキャリアの官僚に焦点をあてて、彼らの役割意識と行動

l式について検討する。
真鯛　　勝

13
官僚論3一第一線
�ｱ員の行動様式 同　　　上 北山　俊哉

（関西学院大

学教授）

「中央地方関係」では、中央：政府と地方政府との関係を法的

14
中央地方関係1一
@的関係

関係、財政的関係、人的関係の3つの側面から検討する。

@14では主に法的関係について検討する。中央政府はどの
謔､に地方政府を法的に統制しているのか、地方はどのよう

同　　　上
真弓　　勝

H月　三三に独自性を発揮しようとしているのかが焦点である。

中央地方関係の残る零つの側面を見る。中央政府はどのよう

15
中央地方関係2一
熕ｭ的関係と人的
ﾖ係

に地方政府を財政的、人的に統制しているのか、地方はどの

謔､に独自性を発揮しようとしているのかが焦点である。市
ｬ村合併についても言及する。 同　　　上

真渕　勝

k山　俊哉
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科目名（メディア）＝ 目本政治外交史（‘07）＝（TV）
一転換期の政治指導一

　
　
　
　
　

名
旧
名

職
職
職

現
現
現

（
　
（
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而
Ψ
｝
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一
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⊥
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二
丁
旧

任
任
任

主
主
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〔
〔
〔

　天川
　御厨
．　牧原

晃（放送大学教授）　　　〕

貴（東京大学教授）　　　〕

出（東北大学大学院教授）〕

講義概要
　近現代の日本政治外交史で大きな転換期をとりあげ、リV…m・一一ダーとそのパーソナリティ、集団とその性格を、

指導者を取り巻く状況や行動を制約する制度などとの緊張関係の中で位置づけ、近代日本の政治指導の特質を
考える。主任講師の講義に加えて、テーマに関する専門家をゲストに迎える予定。

授業の目標
　日本政治外交史の大きな流れをつかむと共に、現代日本の政治的リーダーシップのあり方と特質について考

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）
　

転換期の政治指 講義全体のイントロダクション。近現代の日本政治 天川　晃 天川　晃

導 外交史のなかで大きな転換期をトピックとしてとり 御厨

あげ、その時に直面した課題と解決方法の特質につ 牧原　出
1 いて概観する。

明治の国づくり 幕末から維新政府の創設を経て、明治の国家体制を 天川　晃 天川　晃

作り上げてゆく過程を、伊藤博文と山縣有朋らを中

心に描いてゆく。
2

＼

戦争と政治指導 明治中期の日本は、日清戦争、日露戦争、第一次大 御厨貴 御厨貴
戦と、次々に戦争に乗り出してゆく。この過程での

戦争と政治の関係を、陸奥宗光、小村寿太郎などの
3 外交を中心に振り返る。

転換期の大正 大正期に入ると、外では帝国主義的経営と内ではデ 御厨貴 御厨貴
モクラシー状況の展開という新たな課題に直面す
る。この転換期における内政と外交の舵取りを行っ

4 た原敬と後藤新平を対比させつつ論じる。
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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）

軍縮と軍拡 大正期から昭和前期の政治の焦点は軍縮と軍拡をめ 牧原　出 牧原　出
ぐる国内の動きであった。陸軍と海軍、それぞれの
内部における集団と政党、世論が複雑に交錯する動

5 きを跡付ける。

宮中と政治 政党が力を失い、軍部が力を持ち始めると、これに 御厨貴 御厨貴
対抗する力を持ち始めたのが宮中の勢力である。最

後の元老の西園寺公望、首相となった近衛文麿、内
6

大臣の木戸幸一らの動きを中心に戦前・戦時の宮中
と政治の動きを通観する。

天皇と天皇制 天皇に関する制度は明治憲法期と現行の日本国憲法 御厨貴 御厨貴
期では大きく異なる。昭和天皇はこの大きく変貌し

た二つの憲法環境を一身で経験した。昭和天皇の役
7

割を中心に昭和の時代を振り返る。

戦後体制の形成 敗戦から占領、そして講和条約と安保条約の締結。 天川　晃 天川　晃
これらを通じて第二次大戦後の政治体制は作られ
た。この章では吉田茂と岸信介を中心に戦後体制の

8 形成過程を検討する。

高度経済成長期 1950年代から始まる高度経済成長は日本社会の 牧原　出 牧原　出
の政治 あり方を大きく変えた。池田勇人内閣の「所得倍増」

と佐藤榮作内閣の「社会開発」を中心に、高度経済
9 成長期の政治家・官僚・ブレーンの役割について検

激し、経済成長の政治的影響を考える。

民主政治の源流 日本政治の民主化の過程を、政治の舞台装置である 御厨貴一 御厨貴
議会の形成と議会・政党人の歩みを中心にフォロー

10
しつつ、戦前日本の議会と政党政治の特質を考える。

門

戦後政党システ 戦後の政党システムは戦前の遺産を引き継いで発展 天川　晃 天川　晃
ム してきた。戦後の議会制度の枠組みの変化と政党の

11
人的系譜をたどるとともに、諸外国の戦後政党シス

eムとの比較をも試みる。

一一一@5　2　2一



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）

政治と司法 政治と司法のあり方も戦前と戦後で大きく異なる。 牧原　出 牧原　出

司法の政治介入と政治の司法介入の歴史を辿りつつ

司法権の独立の政治史的意義を考える。
12

自治体と改革： 自治体首長の直接公選制度は多様な人材を自治体の 天川　晃 天川　晃

首長に受け入れることを可能にした。1960年代
以降、自治体におけるさまざまな実験が日本の政治

13 に影響を与えてきた。　「改革派」首長の役割を考え

る。

保革伯仲と派閥 高度成長以後、成長の成果の分配が政治の主題とな 牧原　出 牧原　出

政治 り、成長と分配をめぐって与野党間でも与党の自民

党内でも争いがあった。この保革伯仲期の派閥政治
14 について、田中角栄内閣から大平正芳内閣について

検討する。

大統領的首相 派閥抗争の展開は国民から政党への支持を低下させ 御厨貴 御厨貴
る。政党内の基盤の弱い指導者は直接に国民から支

持を調達して政権の運営を図ろうとする。大統領敵
15 首相の登場の意義を中曽根康弘、小泉純一郎らの政

治スタイルとともに考える。
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＝　現代東アジアの政治（‘04）；（R）

〔主任講師：山田
〔主任講師：小島
〔主任講師：小此木

辰雄（放送大学教授）〕
朋之（慶磨義塾大学教授）〕

政夫（慶磨義塾大学教授）〕N

全体のねらい　＼

　第二次世界大戦終結後の東アジアの政治発展の軌跡、現状、およびその構造的特徴を講義する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここでは東アジアを狭義
灘三四麓沸国・北朝鮮を中心とする・そ繊いわば日本にとっても最も関係の深麟諸国一

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）

現代東アジアの政治は常に大きく変動している。この講義

1
現代東アジアの政
｡を学ぶ

が目指すのは、変動を捉えるとともに、目前ゐ変化にとらわ
山田　辰雄
i放送大学教

�j

山田　辰雄
i放送大学教

�j

中華人民共和国成立当初の最大の課題は、政治・経済体制

中国（1） の確立であった。政治制度の樹立と正統性の確保、憲法の公

2 中華人民共和国の

ｬ立

布、共産党権力の浸透、反：革命勢力の排除、経済の復興、ノ社

?蜍`経済への改造、国際的地位の確立などがそれである。
同　　上 同　　上

1958年以来毛沢東は人民公社・大躍進・社会主義総路線か

3
中国（2）

ﾑ沢東の時代

らなる急進的「三面紅旗」を展開した。この政策の失敗を是正すべく四三奇らは「調整政策」をとったが、権力の喪失を恐れ為毛は66年忌らプロレタリア文化大革命を発動した。

小島　朋之
i慶磨義塾大

w教授）

小島　朋之
i慶磨義塾大

w教授）

1978年12月中共11期3中全会は郵小平の指導下に文革：か

4
中国（3）

X小平の時代

ら現代化への路線転換を行った。改革は計画経済から市場経

ﾏへの移行を、開放は先進諸国からの資金と技術の導入を意

｡した。しかし、経済は改革したものの政治的には党の指導
同　　上 同　　上

は放棄されず、89年忌天安門事件はその現れであった。

天安門事件直後党総書記に抜擢された江沢民は国家と軍の

5
中国（4）

]沢民の時代

最高のポストも独占し、郵小平の路線を継承した。彼は経済

ｭ展に伴う社会の多元化に直面し、2000年に「三個代表」を
�N、私営企業家まで取り込み、中華民族の偉大な復興をも

同　　上 同　　上

鼓吹した。

太平洋戦争終結後、、日本の統治から解放された朝鮮は、即 、

6
韓国・北朝鮮（1）

ｩ鮮解放と分断体
ｧの成立

時独立ではなく、38度線を境とする米ソの分割占領下に置か

黷ｽ。冷戦の勃興につれ1948年朝鮮半島の南北に大韓民国と

ｩ鮮民主主義人民共和国が誕生、50年には朝鮮戦争を招来し
ｽ。

小此木　政夫

i慶慮義塾大
w教授）

小此木　政夫

i慶磨義塾大
w教授）

朝鮮戦争終結後南北朝二間で熾烈な建国競争、そして体制

7
韓国・北朝鮮（2）

ｪ断国家の二つの

間の生存闘争が展開された。朴正煕将軍のクーデター後韓国

ﾅは開発独裁体制下で輸出主導型の工業化が進展したが、社
?蜍`の北朝鮮：では「南朝鮮革命」を通じた朝鮮統一が追求

同　　上 同　　上

道 された。
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〆 執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

／！

南北朝鮮の体制間競争は、冷戦が終結する1980年代末まで

韓国・北朝鮮（3） に決着をみた。重化学工業化を達成した韓国が民主化に成功

8 韓国の民主化と冷
したのに対し、北朝鮮は経済的に破綻し、政治的にもますま 小此木　政夫 小此木　政夫

戦の終結 す硬直化した。ソ連・東欧諸国と中国は韓国と国交を樹立し
た。

中共との内戦に敗れた国民党は、冷戦の展開と米国の支援

9

台湾（1）

走ｯ党一党独裁体
ｧの成立と強化

によって台湾で復活した。国民党は蒋介石の個人的権力を極

[に強化し、党組織を社会の隅々まで浸透させ、市民を抑圧
ｵ、台湾本省人の政治的地位を低く抑えた一党独裁体制を実

松田　康博
i防衛研究所

蜚C研究官）

松田　康博
i防衛研究所

蜚C研究官）
現した。

米中国交正常化の中で蒋経国政権は国際的孤独と民主化運

10

台湾（2）

ｯ主化・台湾化と台

p問題の国際化

動への対処に悩まされた。後の李登輝政権は台湾化、新大陸
ｭ棄、民主的改革を推進した。以後内外政策における台湾独

ｩ路線が定着したため、中国の反発を招き台湾問題は国際問
濶ｻした。

同　　上 同　　上

英領植民地香港が1997年中国に返還された。これを契機に
香港の内政と外交は大きく変化した。返還を望まぬ香＝港、「一一 戸張　東夫 戸張　　東夫

11
香港一返還をめぐ
髏ｭ治

国二制度」の背景、イギリスの返還戦略、香港の民主化運動、

?曹ﾌ香港管理、中国式民主主義などの問題を取り上げる。
（産能大学教

�j

（産能大学教

�j

20世紀の東アジアと日本との関わりは1945年までの戦争
ノ

期、冷戦期、冷戦後に分けられる。東アジアの経済発展にお 国分　　良成 国分　　良成

12
東アジアにおける

坙{
ける日本モデルの意味も比較の観点から重要である。近年の

坙{の対東アジア政策はグローバル化の中で重要性を増しつ
（慶磨義塾大

w教授）

（二三義塾大

w教授）
っある。

り

20世紀東アジア国際関係では日米中三国の関係が重要な要

素であった。冷戦後のアメリカの東アジア戦略は、クリント

13
東アジアの国際関
Wとアメリカ

ン政権とブッシュ政権とで異なるところが目立っが、共通し
ｽ部分はないのか。朝鮮半島・中台関係などを考える時アメ

同　　上 同　　上

リカの要素を抜きに考えることばできない。

第二次世界大戦後の冷戦期にあって、1960年代ASEAN
の誕生は地域主義の萌芽であった。冷戦後APEC，　ARF、

14
東アジアの地域主
`と日本

地域経済圏構想が注目されたが、最近ではASEAN10力国
ﾆ日中韓3力国の去就が今後のFTA（自由貿易協定）と絡

同　　上 同　　上

んで重要である。

放送期間における東アジアの主要な政治変動について述べ

る。今回は、中国ならびにアジアの政治に大きな影響を与え

15
中国共産党第16回
S国代表大会

る、2002年11月に開催された中国共産党第16回全国代表大

?�謔闖繧ｰて論じる。
山田　辰雄 山田　辰雄
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＝　現代経済学 （‘O　5）　＝　（TV＞

〔主任講師：賀川昭夫（東京経済大学教授）s〕

全体のねらい

　私達の欲望に限りはないが、資源には限りがある。その限られた資源を様々な欲望を充足するために

配分しなければならないが、私達は市場経済という経済体制を用いることで、それを無意識のうちに行
っている。市場経済とは多くのお金を支払う人が多くを消費できるという経済システムであり、ミクロ

経済学とマクロ経済学という2つの分析手法を用いて、市場経済の果たす資源配分について考えていく。

執筆担当 送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　名講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名）

どのような社会にも「誰がどの資源を使ってどのよう

な生産手段で何をいくら生産し、誰が何をいくら消費す

資源配分と市場経 るか」という問題がある。市場経済では、価格を媒介に賀川　　昭 賀川　昭夫
1

済 した市場取引を通じてその問題を解決している。このよ （東京経済大 （東京経済大

うな市場経済の基本的性質について説明する。 学教授） 学教授）

簡単な例を用いて、需要曲線と供給曲線を導出する。

需給がバランズするとき、市場は均衡しているというが、

需要・供給・市場均そこでは社会的余剰が最大になっている。これらについ
2 て説明する。 同　上 同　上

消費者は、限られた予算の範囲内で、効用を最大にす

るように財の購入量を決定する。これが消費者の合理的

消費者の合理的行た動仮説であり、これからどのような結論が得られ、そ
3 らが現実の観察結果と整合的かどうかについて説明す 同　上 同　上

る。

企業は・保有する生産技術の下で、利潤を最大にする

ように生産計画を立てる。これが企業の合理的行動仮説

4 企業の合理的行動
である。この仮説の下では、企業の生産要素に対する需

vと生産物に対する供給がどのように決まるのかについ 同　上 同　上

て説明する。

財・サービスについての需要と供給が出会う市場で、

5
肌争市場の均衡と

�ｦ性

　給のバランスした状況を均衡とよぶ。競争経済におけ

骼s場均衡では、資源が効率的に配分されていて、市場
@済が効率的であることを説明する。

同　上 同　上

、

価格をコントロールする経済主体がいれば、市場は独

占、寡占、独占的競争など不完全競争市場となる。そこ

6 不完全競争市場 では、資源配分の効率性が実現しないことなどを説明す
驕B

同　上 同　上
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執筆担当 送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　名講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名）

〉 市場経済で資源が効率的に配分されないとき、市場が

失敗するという。外部性、公共財、情報の偏在などは、

7 市場の失敗
市場の勝敗を引き起こすので、それらを是正するために、

@府は何らかの政策をとる。これらについて説明する。
賀川　昭夫 賀川　昭夫

国内総生産（GDP）や失業率は、一国全体の経済活動

を集約して表す変数である。マクロ経済学は、これらが

8
経済循環と国内総 どのような水準に定まるのかを明らかにする分野である 同　上 同　上
生産 が、まずはGDPという基本概念を説明する。

現代マクロ経済学の創始者であるケインズは、生産水

準は需要の大きさから定まると考えた。この考え方の下

9 GDP水準の決定
ではGDPがどのような水準に定まるのか、そのとき失

ｪ存在するのかどうか、などを説明する。
同　上 同一上

企業が将来の生産能力を拡大するためにを行う設備投

資で、たとえば、ある機械を購入するかしないかを、ど ～

10 資関数
のように判断するのか、そしてまた一国全体の投資量が

ﾇのように定まるのか、を説明する。
同　上 同　上

貨幣とは何か、現金を保有していても、それから収益

を得ることはないもかかわらず、人々が現金を保有しよ

11
貨幣ぺの需要と、 うとするのは何故かなど、貨幣に関する基本的なことに 祠　上 同　上
給 ついて説明する。

三市場と貨幣市場の2市場が同時に均衡する状況を考

12
政政策と金融政

える。財政政策や金融政策の結果、その均衡はどう変化

@るのか、それらの比較から政策の有効性を説明する。 同　上 同　上

財市場、貨幣市場、労働市場の3市場を考え、物価水

準がどのように決まるのかを考える。そして、どのよう

13
インフレーション
ﾆ失業

な状況にあるときに失業が存在するのか、どのような状・の時にインフレーションが生じるのか、などについて

同　上 同　上

警明する。

外国との取引を考えた開放経済を考える。外国通貨と
〆

の交換比率である為替レートはどのように決まるのか、

14
開放経済のマクロ あるいは、開放経済におサる財政政策と金融政策の有効 ．同　上 同　上

析 などについて、説明する。

時間と共に経済は変化している。経済動学は、時間の

過につれて経済がどのように変化していくかを分析

15
済変動と経済成 るものである。この章では、経済変動や経済成長の代表 同　上 同　上

的な考え方について説明する。
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＝金融論（‘04）・＝（TV）

　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：岩田規久男（学習院大学教接）〕

全体のねらい
　　金融は私たちに灘をはじめとする貝E？蓄報を提供するとともに、三口に対しては飴を思する手段を提供してV、

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つつ、金融活動をめぐる諸問題を説明する。

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
貨幣と決済システ 岩田　規久男

i学習院大学
ｳ授）

岩田　規久男
A（学習院大学

ｳ授）

2 貨幣の貸借と金融

　個人や企業の中には、一方に貨幣が余っているもめが存在し、他方に貨幣が不足しているものが存在する。第2回は貨幣の貸借の仕組みと貯蓄・投資との関係について説明する。

同　　上 同　　上

3
資金の調達・運用と

燉Z機関

　資金不足主体は資金をどのような方法で調達し、資金余剰主体はどのような方法で資金を運用するかを説明した上で、資金不足主体と資金余剰主体とを結びつける金融の仕組みを、直接金融と間接金融に分けて説明する。

〆　同　　上
同　　上

4
金融市場の仕組み
ﾆ機能

　資金余剰主体と資金不足主体及び金融機関等によって構成される金融市場を、取引形態、資金調達の期間の長短、債務の発行とその流通などの観点から説明する。

同　　上 同　　上

5
不確実性と金融制

x

　現実の世界は不確実性に満ちている。第5回は、不確実性に対処する仕組みである株式会社制度と保険及び先物取引について説明する。

同　　上 同　　上

6
情報の非対称性と
燉Z仲介機関

　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。第6回は金融機関の役割を情報の非対称性の観点から説明する。

同　　上・ 同　　上

@　！

．7 銀行と貨幣の供給

一決済手段である貨幣は日本銀行と民間銀行とによって供給

ｳれること、及び、両者の関係について説明する。特に、民

ﾔ銀行による預金創造の仕組みを詳しく説明する。
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
A講　師　名
i所属・職名）

8
金融規制と金融シ
Xテムの安定

　経済の安定にとっては、貨幣による決済システムを中心と

ｷる金融システムが安定していることが重要である。金融シ
Xテムの安定を図る手段としての金融規制や預金保険機構等

ﾌ仕組みについて説明する。
岩田　規久男 岩田　規久男

．9
不良債権と金融シ

Xテム

　日本の銀、行は1990年代初頭のバブル崩壊後、大量の不
ﾇ債権を抱えて、金融システム不安の大きな要因になった。

謔X回では、巨額な不良債＝権が発生した原因と不良債権の処

揩ﾌあり方について検討する。
同　　上 同　　上

10
スワップとオプシ
㏍

　1980年代半ば以降から、金融先物、オプション、金融スワ

bプなどのデリバティブと呼ばれる新しい金融取引が盛んに

ﾈった。第10回では、これらの新しい金融取引のうちぐスワ

bプとオプションの仕組みとその機能を説明する。
同　　上 同　　上

11
貨幣の需要・供給と

?q率の決定

　利子率とは何かを説明した後に、貨幣の需要と供給及び利

q率の決定メカニズムを説明する。

@　　　　ノ　　ノ 同　　上

　　　　レ

ｯ　　上

12 利子率と投資

　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

贒且曹ﾉ大きな影響を及ぼす。第12回はこれらの投資がどの

謔､なメカニズムを通じて利子率に依存するかを説明する。 同　　上 同　　上

13 金融政策の手段

　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

yぼし、利子率は企業等の設備投資に影響を与える。第13回
ﾍ金融政策の手殺にはどのようなものがあるかを説明する。 同　　上 同　　上

14
不況とインフレ対
�ﾆしての金融政

　標準的なマクロ経済モデルを用いて、不況対策とインフレ

ﾎ策としての金融政策の効果について説明する。

同　　上 同　　上

15
デフレ対策として
ﾌ金融政策

　戦後1980年代までは、物価安定政策といえば、インフ
撃�}制することであったが、90年代半ば以降、日本経済
ﾉおいてデフレが定着すると、デフレから脱出するための金

Z政策が論議されるようになった。第15回は、これらの問
閧�lえるために、インフレ目標政策や非伝統的金融政策に

ﾂいて説明する。

、　同　　上

同　　上
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＝：．財政学（‘05）＝（TV）

〔主任講師：井堀利宏（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

本科目では財政学を初めて学ぶ人を対象として、財政学の基礎的な概念を説明する。また、単なる財政

’学の講義にとどまらず、今後の財政構造改革、税制改革上の重要な諸問題について、少子化対策、官と

民の役割分担、民営化や地方分権、社会保障制度改革のあり方など、幅広い視点からわが国の現状をふ

まえながら政策的な議論することで、日本財政の基本的な解説も試みる。

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）

財政学とは何か 財政学ではどのような内容の講義をするのか、実例

を取り上げながら、これからの講義の構成を説明す 井堀　利宏 井堀　利宏

1
る。 （東京大学 （東京大学

大学院教 大学院教
授） 授）

予算の制度 財政制度の中心的な役割をもっている予算につい
て、日本の制度を念頭に置きながら説明する。また、

予算ができるプロセスについてもふれる。
2 同　上 同　上

政府支出の現状 政府の経済活動の役割を、支出面から説明する。財

政の果たすべき機能を取り上げるとともに、日本の
政府支出の概要を説明する。

3 同　上 同　上

財政運営のマク 財政運営のマクロ理論の考え方を、マクロ経済の安
ロ理論 定化政策を中心として説明する。また、政府支出が

経済成長の与える効果についてもふれる。
4 同　上 同　上

公共財の理論 市場では必ずしも適切に供給されない公共サービス

である公共財の理論を説明するとともに、市場経済
における政府の役割をまとめる。

5 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）

民営化と財政 民営化がどのような経済的意味を持つのかについ
て、市場と政府を比較しながら、検討する。民営化

6
が財政に与える影響も考える。

井堀　利宏・ 井堀利宏

所得税 わが国の所得税の仕組みを説明するとともに、労働

所得税、利子所得税の経済的な効果や、そのあるべ

7
き姿を検討する。

同ド上 同’上

法人税 わが国における法人税の現状を説明するとともに、

その経済的な効果を検討する。また、企業課税の役

8
割にいても取り上げる。

同　上 同　上
肇

消費税 個別消費税の負担と転嫁を説明するとともに、一般

的な消費税の経済的な効果を検討する。

9 同　上 同　上

税制改革 わが国の税制改革の流れを説明するとともに、消費

税と所得税の相対的なメリットとデメリットを比較

10＼
検討する。

同　上 同　上

公債発行とその 公債発行がマクロ経済にどのような影響を与えるか

負担 を説明する。また、公債発行と世代間の負担の関係

11
についてもふれる。　　　　　．

同　上 同　上

財政赤字と財政 わが国における財政赤字の動向を説明するととも

破綻 に、財政破綻を招かない財政運営のあり方を考える。

12 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）

社会保障 財政支出に占める社会保障の比重は大きい。日本の

公的年金の概要を説明するとともに、高齢化社会で

の社会保障の問題点にふれる
13 井堀利宏 井堀利宏

地方財政 日本の地方財政制度の概要を説明する。地方交付税

の役割や地方税の構成などもふれる。また、地方分
権のあり方も取り上げる。

14 同　上 同　上

財政の課題と展 21世紀を展望したときの日本の財政問題を説明す
望’ る。公共部門の規模と役割、公債発行の大きさ、社

15
会資本整備のあり方、国際化、高齢化社会の財政問

閧ﾈどを論ずる。 同　上 同　上
＼

轡
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＝　国際経済学（‘05）＝（R）

〔主任講師：大山道広（東洋大学教授）〕

全体のねらい

現在世界の大学で教えられている国際経済理論の主要内容を、基礎的な経済理論を習得した初学者

を対象として平明に解説する。まず国際貿易理論と国際金融理論について述べ、その理解に基づい
て貿易政策、財政・金融政策、地域経済統合、国際貿易・金融体制などの国際経済の重要な問題を

論じる。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講二師名

（所属・職名） （所属・職名）

国際経済学の課 国際経済学は国家間の経済取引を分析する学問で

題と方法 ある。グローバリゼーションの時代にあっても、

国際経済の最小単位としての国民経済の意義は失 大山　道広 大山　道広

1 われていない。国際貿易論はその実物的側面に、 （東洋大学 （東洋大学

国際金融論はその金融的側面に光をあてる。その 教授） 教授）

概要について述べる。

国際貿易の均衡 国際貿易理論の基本的なモデルとして、2国2財
の一般均衡モデルの仕組みを明らかにする。生産

フロンティア、社会的無差別曲線、各財の供給曲

2 線、需要曲線、各国の孤立状態の均衡、さらには 同　上 伺　上

自由貿易均衡について順次説明する。特殊ケース

として、よく用いられる部分均衡モデルと余剰分

析も解説する。

国際分業と労働 国際貿易とは何か。その内容を例示し、現実に行

生産性 われている国際貿易の特徴を概観する。ここでは、

気候・風土、生産技術による労働生産性の国際的

3 差異に注目して国際分業を説明するリカード・ミ 同　上 同　上

ルの比較生産費説をとりあげ、比較優位、貿易利

益の概念を明らかにする。

国際分業と要素 労働、資本などの生産要素の賦存状況は国ごとに

賦存 異なっており、このこともまた国際分業の重要な

根拠となる。ここでは、要素賦存に注目するヘク

4 シャー・オリーンの国際貿易モデルによって、国． 同　上 同　上

際分業，国内所得分配がいかに決定されるかを見

る。また、レオンティエフの逆説的な実証結果を

紹介し、解説する。
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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）、

国際分業と収穫 産業に収穫逓増の現象が見られるとき、比較優位
逓増一 の差異がなくても国際分業が行われ、貿易利益が

5
得られる。（アダム・スミスの分業理論の復活）。

ｻ品差別化の概念を導入して、現代の国際貿易に
大山　道広 大山　道広

重要な地位を占める産業内貿易を説明する。

〆
経済成長とトラ これまで学んできた国際貿易のモデルは、現実の

ンスファー問題 国際経済の理解に役立てることができる。そのた

めの重要な分析用具として、比較静学がある。そ

6 の方法を用いて、先進国から途上国への経済援助 同　上 同　上

や一国の経済成長が国際貿易にいかなる影響を及
ぼすかについて考える。　　　　　　　　　　　　／

国際投資と技術 国際貿易はいわゆる商品貿易に限られるものでは

移転 ない。資本や労働のサービスも貿易の対象となる。

ここでは、国際資本移動を間接投資と直接投資に

7
大別して、その要因と効果を検討する。特に、近

N盛んに行われている直接投資について、その技
同　上　 同　上

術移転効果に注目し費用削減型と品質改善型とい

う2つのケースに分けて考察する。

貿易政策の理論 政府が実施する経済政策を国内政策と貿易政策に
＼

分類し、その政策手段を説明する。貿易政策の代
表的な手段である関税政：策をとりあげ、国際交易

8
条件、国内価格などに及ぼす効果を明らかにする。

ｳらに、貿易政策のもうひとつの手段である輸入
同　上 同　上

数量割り当てについて、関税と比較しながら検討
する。

資源配分と保護 自由貿易論はいっさいの保護貿易政策の撤廃を主
貿易 記する。その経済学的な根拠は、一定の条件のも

とで自由貿易が世界の希少資源の最も効率的な利

9
用を保障するという命題によって与えられる。こ

黷ﾉ対する保護貿易論の反論を紹介し、批判的に
同　上 同　上

検討する。関連して、政策目的が与えられたとき、

その実現のために最適な政策手段は何かを論じ
る。

保護貿易の政治 自由貿易論にしても保護貿易論にしても、単純に

経済学 経済学的な根拠だけで理解できるものではない。

10
そこには、国内の所得分配に関わるさまざまな政

｡的要因が絡んでいる。保護貿易の政治経済学的
同　上 同　上

分析を紹介し、例解する。
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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）

国際金融と国際 実物的な財・サービスの国際移動が実現するため

〆

収支 には、代金の受け払い（決済）が必要である。国

際金融を含む国際経済取引の総合的記録体系とし，

11 ての国際収支表の見方を解説する。最後に、国際 大山　道広 大山　道広

収支の均衡とは何かを明らかにし、不均衡の調整

メカニズムに触れる。

為替レートの理 国際的な経済取引の決済には異なる通貨の交換が

論 必要とされる。通貨の交i換比率、すなわち為替レ

一トはどうのように決められるのであろうか。，多

12
くの諸国が採用している変動レート制度のもとで

ﾗ替レートがどう決定されるかについて、購買力
同　上 同　上

平価説、フロー理論とストック理論などの諸学説

を：解説する。 ＼

国際マクロ経済 国際的なマクロ経済の連関を解明するためには、

と財政金融政策 為替レートを組み込んだ国際経済のマクロモデル

13
が必要である。ここでは、その代表的なモデルを

�烽ｵ、財政金融政策が為替レートや内外経済に
同　上 同　上

及ぼす効果と国際収支の調整過程を考察する。

地域経済統合 近年、地域経済統合の動きが活発になった。その
動向を概観し、経済効果について考える。地域経

済統合は、自由貿易地域、関税同盟、経済同盟な

14 ど種々の形態、段階のものがある。地域経済統合 同　上 同　上

の理論的理解の基礎となる関税同盟の理論を解説

する。

世界の貿易・金 現代の世界では、国際経済関係が緊密になり、さ

融体制 まざまなレベルで国際的な政策協調が必要とされ

るようになった。国際経済協調の基本的な理念を
＼ 明らかにし、世界の貿易・金融体制について考察

同　上 同　上
15 する。具体的には、貿易体制としてのGATTIWTO、

金融体制としてのIMFI・IBRDの成り立ちと経済

的意義を論じ、その将来を展望する。
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＝＝@日本経済史（‘03）＝（R）

〔主任講師（現職名）：山崎志郎（東京都立大学教授：）〕

全体のねらい

本議では幕末から・98・年代にV・たる近現代躰の社会繍の変容を黙する．資本十三は、社会的生産．交換．

欝雰総？繍繍ε奪鍮準準雛畿赫墾灘騰b

回 テ　一・　マ 内　　　　　　　　容
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
幕末の経済発展段
Kと開港の影響

単婚小家族の農業経営、身分秩序、武士団の都市集住、一鎖国制など幕藩体制の基本骨格が18世紀以降次第に解体し始め、幕末段階では広範な小商晶生産が浸透しっっあったこと、海港によって世界市場と結びつくことによって、綿製品市場、

A出商品市場に劇的変化が起こったことと、そしてその歴史的意味を解説する。

山崎志郎
i東京都立大

w教授）

山崎志郎
i東京都立大

w教授）

2

明治維新一封建的諸制度の

�ﾌ一

国家的自立を目指す明治政府によって、集権的国家諸制度の
?zと封建的諸制度の解体が進められ、伝統的身分的規制が外された市場経済が本格的に始動したこと、その一方で農民に対しては重い公租が課され、世界市場の規制を受けるなかで・小商品生産者の多面的発展は困難iであったことなど、近代日本の出発点が抱えた世界史的規定性を解説する。

同　　　上 同　　　上

3

殖産興業政策一政府主導から民

ﾔ支援へ一

明治政府が目指した近代化政策の試行錯誤を：政府の財政事情とあわせて概観し＼官営方式の失敗の原因を検討する。そして政策基調が金融機関の整備と金融手段を通じた民間支援へと推移することを解説する。また政策に協力形で突出した成長に成功した財閥の特異な成長についても触れる。

同　　　上 同　　　上

@　　　、

4 諸産業の発達

1880年代に始まる本格的工業化の進展について、近代技術を

ﾚ植した民間および国営の諸産業、在来的技術の基礎の上に

ｭ達した産業、それぞれに概観し、「産業革命」のもたらし

ｽさまざまな影響を説明する。
同　　　上

@　　一

同　　　上

5
20世紀初頭の日
{経済 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）

世界経済における後発国的地位を脱し、産業の高度化のスプ

リング・ボードとなった、第1次体制のインパクトを》その

第1次世界大戦の 波友経路に沿って説明し、空前の好景気、長期の金融緩1曼、 山崎志郎／ 山崎　志郎

6 インパクトと日本 重化学工業化の飛躍的進展を概観する。 （東京都立大 （東京都立大

経済 学教授） 学教授）

産業構造の重化学工業化の進展とともに、重化学工業製品市

場の組織化が急速に進むこと、金融機関の巨大化と系列化や
1920年代重化学工 証券市場の形成などによって巨大な資金市場とネットワーク

7
業化と産業組織の が形成されるようになったこと、大経営の増加を基に労働者 同　　　上 同　　　上
変容 組織が形成されはじめたことなど、市場が組織されるようす
一市場の組織化一　　　　　／

を概観する。

安定的な通貨・金融システムと考えられていた、金本位制の

第1次大戦ブーム 下で第1次大戦ブーム期にバブル経済が発生し、20年恐慌が

の金融問題 発生したメカニズムを解説し、その際の金融機関救済や関東

8 一如本位制下のバ 大震災時の前後処理の問題点を指摘し、1927年金融恐慌に至 同　　　上 同　　　上

ブルの形成と崩壊 る過程を説明する。

一

1920年不況の解決策として緊縮的財政・金融政策と種々の産

業合理化政策が選択されたこと、世界恐慌のなかでこれが結

果的に昭和恐慌に至ったことを説明した上で、農業関連部門

9
世界恐慌とその回 の打撃の大きさに比して、工業部門について見れば、世界的 同　　　上 同　　　上
復過程 には短期的短期的な恐慌であったことを概観する。

恐慌回復期の諸政策には1970年代頃まで継続された現代経
済政策の原型が見られた。積極的財政・金融、組織化を進め

る産業組織政策などについて、その後の変容にも触れながら

10
昭和恐慌と経済政

�ﾌ現代化
解説する。 同　　　上 同　　　上

世界経済との関係を次第に切り離されながら、限られた資源

を戦略的に重点利用するための経済総動員体制が構築される
経緯を概観し、原材料資料、、製品市場、金融市場、労働市場・

11
戦時統制経済の運
cメカニズム

の組織化・計画化とそれがどのように資本主義的に機能した

ﾌかを解説する。

同　　　上 同　　　上

戦時同様に世界経済と接点を制約されながら、復興のための

統制経済が実施されたこと、経済の非軍事化・民主化の名目

の下で、資本・証券所有構造、産業組織、政府の市場介入方

12
経済復興と戦後経

ﾏ改革
式、労働者の地位などに大きな変化がもたらされたことを説

ｾする。

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）

安定した世界経済秩序の下で、時代状況に応じた税制・金融
政策、産業支援措置が取られ、高度成長がスタートしたとと、

13
戦後高度経済成長
ﾆ経済政策体系

また資本自由化・貿易自由化の課題にそって政府による市場

贒?ﾌ方式にも種々の変化が生じたことを説明する。
山崎　志郎

i東京都立大

山崎　志郎

i東京都立大
学教授） 学教授）

“

産業構造の高度化、地域開発と農村社会の変容、就業構造の

変化、企業間取引関係、世界経済での地位の上昇など、さま

ざまな視点から高度成長による市場の変化を概観する。

14 　　　　　　’sx経済成長 同　　　上 同　　　上

ニクソン・ショック、オイル・ショックを経て低成長期に移
行ずるとともに～素材産業の大型設備投資と安価で大量：な製
品供給を起点とする成長が行き詰まり、先進三三ではハイチ

15 激動の幕開け
ク高付加価値産業へのシフト、諸産業の情報化が成長を支え

骼梠繧ﾆなったことを概観する。これとともに業界による市
同　　　上 同　　　上

、

場組織化、企業間や銀行企業間の相対（あいたい）的関係や

政府による市場介入なども情報化時代の市場に適合しない面

が指摘されるようになったことを説明する。
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・＝・：@欧米経済史（‘04）＝（R）

〔主任講師：藤瀬浩司（名古屋大学名誉教授）〕

全体のねらい

　現代社会は資本主義という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発展の歴史を・イギリス産

業革命から現在までの約2世紀間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、

とくに資本主義を構成する国民国琴と世界経済という二つの要素に注目したいと考えています。

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．歴史社会としての資本主義

資本主義は16世紀に登場し、イギリス産業革命に

よって成立した歴史社会です。まず資本主義以前に存在した

共同体社会はどのような社会かを考察し、次いで、資本主義 藤瀬　浩司 藤瀬　浩司
1

共同体社会と資本 の特徴を、市場、企業、成長、世界経済、経済変動などにっ （名古屋大学 ／（名古屋大学

主義 いて、簡単に整理しておきます。 名誉教授） 名誉教授）

、ノ／

近代資本主義は、西ヨーロッパを母胎として誕生

しました。西ヨーロッパ封建社会の解体の中で生まれた資本

西ヨーロッパにお
主義的要素は、地理上の発見で開花し世界経済を生み出しま ド

2 ける資本主義社会 す。オランダ、イギリス、フランスなどの国民国家は重公主 同　　上 同　　上

の誕生 義政策によって世界を舞台に経済力を強化しようと競合しま

す。

皿．19世紀資本主義

イギリス産業革命は世界経済の大きな転換に導きました。

まず産業革命概念をめぐる議論をみたうえで、最初の産業革

命はどのような特徴を持っていたか、イギリス産業社会はど

3 イギリス産業革命 のようにして形作られてかを検討し、さらに他の欧米社会が 同　　上 同　　上

政治変革などを通じてどのように対応したかを考察します。
一

19世紀はイギリスの時代です。まず19世紀の資
本主義発展の段階と特徴を概観します。次いでイギリス資本

主義を強大化した自由貿易政策への転換と労働・企業組織・

4
イギリス資本主義 金融面の制度改革を検討し、さらに19世紀半ば以降のイギリ 同　　上 同　　上
の成熟 ス経済成長、産業組織、金融の特徴を考察します。

’

、

運輸革命と自由貿易体制は19世紀第3四半期の世
界経済の大拡張を支えました。この時期にフランメ、／ドイツ

世界経済の拡張 など西ヨーロッパやアメリカで工業化が達成されました。こ

5
うした工業化を、国家、投資銀行、鉄道建設に焦点をすえて・ 同　　上 同　　上

　西欧とアメリカ

ﾌ工業化
イギリスとの差異とそれぞれの特徴を明らかにします。
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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）

6 周辺経済の分極化

　中心諸国の経済的政治的拡張は、地球上の広範な地域を世界経済の中に組み込み、新しい国際分業体制を創り出します。一連の周辺諸国は、欧米中心諸国に対抗して工業化を実現しようとし、他の地域は開発によって、世界市場向けにもつばら原料や食料を供給する地域に転化されます。

藤瀬浩司 藤瀬浩司

7 19世紀末大不況

　1873年の世界恐慌を起点として、約四半世紀は大不況と呼ばれている時期です。しかし通常の景気循環の「不況」、ではありません。大不況期は技術、生産方法、企業組織や世界経済が大きく変わる時期であり、19世紀資本主義の最終局面といえます。各国の政治社会的動向とともに考察します。

同　　上 阿　　上

皿．20世紀資本主義

8
20世紀経済発展の

T観

　20世紀の程済発展の長期的趨勢を考察します。まず人口構成（地域別、職業別）などの経済指標の推移を検討し、最後に世界経済の構造変化の特徴に注目します。次いで中心諸国の経済成長を2つの段階、4つの局面に分けて考察します。アメリカの主導的な地位が明らかになります。

同　　上 同　　上

9
20世紀資本主義の
ｹ流（1）
@企業と社会、

同　　上 同　　上

10
20世紀資本主義の
ｹ流（2）
@世界経済

　19世紀末に地球的規模の世界経済が成立します。この時’期に中心機能は、金融の中心（英仏）と工業の中心（米独）に分化するとともに、周辺工業国が成立し、世界的規模で原料食料供給地が形成されます。こうした世界経済の上に、多角的決済の世界システムと国際金本位制が構築されます。

@　　　　｛

」　同　　上

同　　上

11 帝国主義と戦争

　20世紀は二つの世界大戦を経験しています。世界大戦は列強間の帝国主義的対立から発生しました。まず帝国主義の原因と脱却の方向について検討し、次に戦争の結果として、資本主義に組織性と計画性が導入されたこと、さらに社会主義革命や民族解放運動が起こったことを考察します』

@　臣

同　　上 同　　上

12
三間期経済と

蝠s況

ヴェルサイユ条約は戦前国際秩序を変革音ず、賠償など戦後処理で大きな問題を残しました。国際金本位制は再建されたが、世界経済は相対的安定期においても深刻な不均衡を抱えていました。1929年恐慌を起点として大不況が始まります。大不況の発生療因、長期性、世界性などを検討します。

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）

大不況を国際協調によって解決する試みが挫折し、またア
9

メリカのニューディールやドイツのナチズムのような政策の

アメリカ体制の成 限界を考察し、第2次大戦の戦中戦後を通じて、どのような

13 立 国内社会経済政策が創出され、またアメリカを中心とした国 ’藤瀬浩司 藤瀬浩司
際秩序がいかに構築されたかを検討します。 ／

20世紀第3四半期に中心諸国は高水準の経済成長を達成し

ます。アメリカ型生産方式が西欧や日本に広がり＼同時に国

家目標として経済成長が設定されます。中心諸国に牽引され

14
資本主義の黄金時 て、世界経済は拡大しますが、発展途上国経済は多くの問題

��ｦ、また社会主義経済の行き詰まりも明瞭になってきま
同　　上 同　　上

す。

1970年代に悪性インフレーションと国際通貨危機が発生
します1戦後成長政策の限界が明瞭となり、新しい政策が模

成長国家の終焉≧ 索されます。世界経済は、日米関係、ヨーロッパ統合、社会

15 新しい時代の始ま 主義の崩壊、アジアの工業化により大きく変化しました。終 同　　上 同　　上

り わりに情報革命とグローバリゼーションから21世紀を展望
します。
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＝・現代コミュニティ論（‘06）＝（TV）

〔主任講＝師（現職名）：船津：　衛（放送大学教授）　〕

〔主任講師（現職名）：浅川達人（明治学院大学教授）〕

全体のねらい

　都市化・少子・高齢化、グローバル化、情報化などの大きな社会変動の中で、現代のコミュニティは日々

変容を遂げている◎その変容の内実を明らかにし、21世紀のあるべきコミュニティのイメージを明示化

し、新しいコミュニティ論の構築を目指す。

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）

〆

コミュニティと コミュニティの概念について、マッキーパーやパー 船津　　衛 船津　　衛
は クなど、これまでの研究者の見解を検討しながら、「 （放送大学 （放送大学

1
地域性」と「共同性」というコミュニティの特性につ 教授） 教授）

いて考察する。 浅川達人
（明治学院

大学教授）

コミュニティの 1960年代に、日本社会が土着社会から流動社会に変 同上 船津　　衛
変容 化することによって、「コミュニティ」がどのように （放送大学

転
2

変容したのかを明らかにし、その上でく　「コミュニ

eィ」の再生のあり方について検討する。

教授）

〆

21世紀のコミ 少子・高齢化、グローバル化、情報化など、社会 同上 同上
ユニティ が変化・変容する中で、コミュニティは今後どうある

べきかを検討し、21世紀のコミュニティのあり方に
3 ついて考察する。

大都市コミュニ 現代社会が経験している社会変動の多くは、手で触 浅川　達人 浅川　達人
ティの社会構造 ることも直接目で見ることもできない。しかしながら （明治学院 （明治学院

4

（1）

、それらが社会構造に及ぼした影響は空間構造に刻み 大学教授） 大学教授）

込まれている。それらを可視化する道具として東京圏

の社会地図を用い、社会と空間の変容を読み解くこと

を試みる。

大都市コミュニ 東京圏の社会地図を用い、職業階層・産業動態など 浅川　達人 浅川　達人
ティの社会構造 の空間分布を描き出し、コミュニティの社会構造とそ （明治学院 （明治学院

5

（2）
の変容を明らかにする。その上で、構造変容が大都市 大学教授） 大学教授）

コミュニティにどのような影響を及ぼしているのかを

、比較都市研究という観点もあわせて検討する。
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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）

コミュニティの 社会構造および空間構造の変容は都市社会で暮ら 同上 同上

社会関係（1） す人々の人間関係にどのような影響を及ぼしてい

るのであろうか。都会人の人間関係に関する3つの
己

6 仮説を検討した上で、東京のローカル・コミュニテ
イで展開されてきた社会関係について紹介する。

コミュニティの 地方中小都市においては中心市街地の衰退が大き 同上 同上

社会関係（2） な社会問題となっている。そのような現在、コミュ

ニティの再生を目指すまちづくりが緊急の課題とな
7 っている。地方中小都市におけるコミュニテ孝の社

会関係を、このまちづくりという事例を通して考察

する。

都市的相互作用 都市的相互作用について、親密でパーソナルな関係 船津：　衛 船津　　衛

、買物客と店員との相互作用、そして、「ストレンジ （放送大学 （放送大学

8
ヤー・インターアクション」について考察する。 教授） 教授）

住民組織 コミュニティ活動の担い手である住民組織の代表 浅川　達人 浅川　達人、

は町内会・自治会である。ここでは、町内会につい （明治学院 （明治学院

ての先行研究を整理するとともに、東京下町の町内 大学教授） 大学教授）

9 会活動について紹介する。また、イタリアの都市（シ

エナ）の住民組織を取り上げ、町内会との差異につ

いて検討する。

コミュニティ・ コミュニティ・イメージがどのように作られ、また 船津　　衛 船津　　衛

イメージ 変化しているのかを具体的に明らかにし、それがコミ （放送大学 （放送大学

ユニティづくりに果たす役割について考察する。 教授） 教授：）

10

コミュニティ意 コミュニティに住む人々のコミュニティ意識につ 同上 同上

識 いて問題とし、それを認識レベル＼感情レベル、行為

レベル、アイデンティティ・レベルにおいて把握する
11 必要があることを明らかにする。

コミュ／ニティ文 コミュニティにおける文化のあり方を考察し、現 船津　　衛 船津　　衛

化 在の「コミュニティ文化」の問題点と今後のあり方に （放送大学 （放送大学

ついて検討する。 教授） 教授）

12
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回 テ　一　マ の内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名

放送担当
u　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

　、　　　　　　　　　　　り圃鳴

R：ミュニアイ・ コミュニティ・メディアとして、CATVとコミ昇二 同上 同上
メディア ティFM放送を主として取り上げ＼その現実と問題点

13
を明らかにする。

　、　　　　　　　　　　　　一

Rミュニアイ・ コミュニティにおける日常的なコミュニケーション 同上 同上
コミュニケーシ がどのようになされているのかについて考察すると

14
ヨン ともに、災害時におけるコミュニケーション過程の

竭閧�ｾらかにする。

情報コミュニテ 情報化の進展に伴ない、新たに生み出されてきてい 同上 同上
イ る「情報コミュニティ」のあり方について考察し、そ

15
の意義と問題点を明らかにする。

（
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＝　ジェンダーの社会学（‘03）ニ（R）

〔主任講師：江原由美子（首都大学東京教授）〕
〔主任講師；山田　昌弘（東京学芸大学教授）〕

全体のねらい
　現代日本社会の様々な社会現象や社会問題を、性別や性差についての社会通念を意味するごエンダーとの関連性において

読みとくごとをねらいとする。特に、現代日本社会において生じている家族変動や人口動態、雇用慣行の変動、人権意識の

変化、生殖技術の進展など、新たな事象に焦点をあて、あるべき社会を構想したい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

ジェンダー概念の歴史やジェンダーの社会学の意義等につ
　　　㍉
]原　由美子

1 ジェンダーとは？

いて解説する。
」江原　由美子

@（首都大学東
梛ｳ授）

（首都大学東

梛ｳ授）

R田　昌弘
i東京学芸大

学教授）

性別とは何かを、社会学その他の昂近の知見から検討する。
同性愛、性転換が社会問題になっていることや生物学的性別

山田　　昌弘

2 性別とは？ の多様性などの論点から、私たちが性別と考えている内容を （東京学芸大 同　上
相対化することを目的とする。 学教授）

従来「女」　「女らしさ」と考えられてきたことがどのよう

な構成要素から成立しているのか、また、従来の「女性観」

3 「女」とは何か？ はどのような問題を含むのかを考察する。 江原　由美子 同　上

同様に、従来考えられてきた「男」「男らしさ」などに関

する社会通念が、どのような異議申し立てにさらされ、どの

4 「男」とは何か？ ような問題を含むのかを、男性三等の知見をふまえて考察す 山田　　昌弘 同　上
る。

男は仕事、女は家事という性役割分業は、近代社会になつ

てできたものである。仕事と家事との性格のちがい、特に、

5
「専業主婦」という

ｶ在
家事労働の特徴を学び、専業主婦が誕生した歴史的経緯と問

闢_について考察する。
同　上 同　上

職場進出する女性が増え、家庭における夫婦の性役割分業

の見直しが迫られている。しかし、なかなか「男性の収入に

6
ゆらぐライフコー 頼る」「家事好きの妻が好かれる」という意識はなくならな 同　上 同　上
ス い。現代日本の恋愛や結婚のあり方を考察することで、未婚

化現象の原因をさぐる。

近年の生殖医療の変化・発展にはめざましいものがある。

変わる生殖医療に焦点あてながら、それが親子や血縁などの

7
変わる出産、変わる

ｶ殖医療
社会関係に与える影響を考える。 江原　由美子 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）

子育ては、母親の役割という意識は今だに強いが、男性の

8
男の子育て・女の子

轤ﾄ

育児参加も増えいている。変わる育児の様相について考察す
驕B

江原　由美子 江原　由美子　　　　　戸

現代のジェンダー関係をつくってきた重要な構造の一つと

9 ゆらぐ日本型雇用

しての職場の意味を論じるとともに、グローバリ三一ション

ﾌもとの日本型雇用慣行め変動と、女性労働者の非正規化、
L期雇用化、低賃金化について考察する。　　　　　　　唱へ

江原　由美子

R田　　昌弘
江原　由美子

男女の関係と言われるように、異性間の親密関係は、ジェ

10
親密性とセクシュ

Aリティ

ンダー論の一つの焦点である。現代日本社会1とおける夫婦や

�lなどのカップル関係におけるセクシャアリティーや親密

ｫの問題を、ジェンダー的差異に注目しで論じる。
山田　　昌弘 同　上

近年問題になっている「女性への暴力」をとりあげる。な
ぜ「女性への暴力」は「暴力」として認識されにくいのかを、

11
ジェンダー・・セクシ

?Aリティと暴力
ジェンダー・セクシュ、アリティという切り口から論じる。

江原　由美子 同　上

「性の解放」と「性の商品化」が同時に進行した20世紀

／／ 後半の社会史をふまえ＼グローバリゼーションの中で人身買

12 性の商　品化 売が横行している一方で、　「表現の自由」論「性的自己決定
同　上 同　上

権」論、　「セックズ・ワーク」論などが噴出している現状に

ついて論じる。

近代社会において、看護や介護などケアは女性性と結びつ

いてきた。その結果女性にケア負担が大きくなるという現

13 ケアとジェンダーr 実があった。ケアと女性の関係を考察することによって、男
山田　昌弘’ 同　上

性のケアの可能性を探る。

従来の心理療法（セラピー）が含んでいたジャ．ンダー・バ

イアスを問題として取り上げると共に、フェミニスト・セラ

14
セラピいとジェン
_ー

ピーの成立やその意義について論じる。

@更に、感情産業展開や、セラピーに依存する社会の問題点
同　上 ／同　上

を取り上げ、今後の社会生活において、セラピーの果たす役
割をジ土ンダーの観点から論じる。

男女共同参画社会基本法成立以降の、国や地方自治体の政
“

策（条例化をふくむ）をとりあげ、それが何をめざしている

15
ジェンダーと社会’

ｭ策
のかを論じる。又、年金問題や税制などの社会政策について
燔_じる。

江原　由美子 同　上
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＝　自我の社会学（‘05）＝（R）

〔主任講師；船津衛（放送大学教授）〕

全体のねらい

　現代人の自我について社会学的に考察する。人間の自我が孤立的ではなく、他者とのかかわりにおい

て社会的に形成されることを「鏡に映った自我」、「役割取得」、「一般化された他者」など0概念を

用いて明らかにし、「役割コンフリクト」、「役割距離」、「役割形成」などの現象を通じて現代人の

自我の変容の様相について具体的に問題としていく。

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）

「自我の社会 現代の若者において「自分が何であるのかわから 船津：衛 船津衛
学」とは ない」という「アイデンティティの喪失」を訴える （放送大学 （放送大学

人が少なくない。このような自我のあり方について、 教授） 教授）

従来のイメージである孤立的な「近代的自我」では
1

十分に捉えられなくなってきている。自我は他者と

のかかわりにおいて社会的に形成され、展開してい

くことを明らかにすることが「自我の社会学」であ
る。

鏡に映った自我 アメリカの社会学者であるC・H・クーリーによる

と、人間の自我は他者を鏡として、鏡としての他者
貞

を通じて知ることができる。自我は「鏡に映った自

2 我」として、①他の人がどのように認識しているか 同　上 同　上

についての想像、②他の人がどのように評価してい

るかについての想像、③それらに対して自分がもつ

感情から成り立っている。

自我の社会性 日本人の自我のあり方について、　「柔らかい個人

主義」（山崎正和）、「人と人との間」（木村敏）、

「間人主義」　（浜口恵俊）などの概念によって特徴

3 づけがなされてきている。いずれも、自我が他者の 同　上 同　上

存在を前提として、自他の関係において自我を捉え

ているといえる。つまり、そこでは自我の社会性が

強調されている。

親密な他者、疎 自我にかかわる他者には親密な他者だけではな

遠な他者 く、疎遠な他者も存在している。M・ブーバーによ
れば、他者には「汝」と「ソレ」が存在し、自他の

4 関係は「ワレと汝」関係と「ワレとソレ」関係から 同　上 同　上

なっている。したがって、自我は「ワレー汝ゴ的ワ

レと「ワレーソレ」的ワレの2回忌存在することに
なる。
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回 テ　一　マ

　　　　　　　　　4

e内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名

放送担当
u　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

一般化された他 アメリカの哲学者であり、社会心理学者である
者 G・且・ミードは自我の孤立説を否定して、自我あ社

会説を主張した。そして、人間の自我は他者の「役
●

割取得」を通じて社会的に形成されることを明らか
5 にした。とり，わけ、子どもの自我は「プレイ」と「ゲ 船津衛 船津衛

一ム」の段階を経て形成され、「ゲーム」段階にお

いて、複数の他者の期待が組織化された「一般化さ

れた他者」とのかかわりにおいて自我が最もよく発
達することを主張している。

ホモ・ソシオロ ドイツの社会学者R・ダーレンドルフによると、
ジクス 現代社会学の人間のイメージは「ホモ・ソシオロジ

クス」である。それは社会の期待に外から拘束され
β

6 て、自己の行為を受け身的に行う人間を指しているヨ 同　上 同　上
しかし、それはあまりにも社会化過剰の人間観であ
る己人間は社会的存在ではあるが、完全に社会化さ

れてしまった存在ではないといえる。

役割コンフリク 　　　　　　　　　　　　　　　　　　r活ﾙなる複数：の、両立不前半な期待に直面して悩
ト み、苦しむことを「役割コンフリクト」という。「役

割コンフリクト」には役割内コンフリクト、役割間

7
コンフリクト、パーソン・ロ・一ル・コンフリクトと

の3つのタイプが存在する。このような「役割コン 同．上 同　上

フリクト」の解決法として、①主要役割の選択、②

役割調整、③役割コンパートメント化などが存在し
ている。

箪

ラベルされる自 ひとが「犯罪者」や「逸脱者」などとレッテルを
我 貼られることを「ラベリング」という。もともとは

犯罪に関する事柄であったが、他者や社会によるレ

8 ッテルによって人々の自我が大きく左右されること 同　上 同　上
を表している。「ツッパリ」、「落ちこぼれ」、「優

等生」などのマイナスやプラスのレッテルが自我に
影響を与えている。

自己表現 自己表現は自分の意見、気持、また職業や地位を

表現し、そのメディアとして言葉、身振り、手振り、

顔の表情などがある。そして、自己表現は一定の表
9 現形式に従う必要がある。また、こんにち、表現様 同　上 同　上

．式の学習や新しい表現形式の形成が必要とされてき

ている。

外見による表現 身振り、顔の表情、髪型、装飾品、i携帯品など、

言葉以外の外見は他者の視覚に訴えて、自己を意識

10
的に表現することを可能とする。外見は言葉では十

ｪ表現できないときや言葉では不適切の場合に多く 同　上 同　上

用いられ、言葉以上のものを表現し、言葉に代わる
自己表現メディアとなりつつある。
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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）

印象操作 アメリカの社会学者E・ゴフマンによると、人間
の行為は演技である。人間の行為は他の人間を意識

11
してなされ、また、他の人間によい印象を与えるよ

､に行われる。印象操作には他者に対してよい印象
・船津一衛 船津衛

を与える積極的・攻撃的タイプと悪い印象を回避す

る消極的・防衛的タイプとが存在する。

役割距離， 人間は他者の期待に完全に同調し、それに全面的

に従うわけではない6他者の期待から少しずれた形
で行為することを役割距離という。そこに本当の自

ユ2 分を示そうとする気持が示される。役割距離行動は 同　上 同’上
人間が他者の期待から相対的に自由であ／閨A受け身

蓬 的、消極的ではなく積極的、主体的存在であること

を表している。

役割形成 従来、　「全能のマスコミ、無力の大衆」といわれ

たように、人々は受け身的存在として考えられてき

た。しかし、こんにち、マスコミに対して積極的に

13 かかわり、情報を発信する積極的な送り手・作り手 同　上 同　上

となっている。このように、既存の役割期待の枠を

越えて新たに人間行為が展開することを「役割形成」

（R・H・ターナー）という。

自我のコンスト 人間の自我は社会的に構築される。とりわけ言語

ラクション 的に構築される。そう主張するのが「構築主義」で

ある。そして、自我は物語論的に捉え、自我の変容

14
や再構成を行うのが「ナラティブ・セラピー」であ

驕Bいずれも自我がコンストラクトされることを問
同　上 同　上

題としている。その際、受け身的ではなく、自我の

積極的コンストラクションを考えていく必要があ
る。

自我の社会学の 自我は社会的に形成され、同時に人間は主体的に

課題 行為を形成する。ミードは自我が「客我」と「主我」

からなると考えた。　「客我」は他者の期待をそのま

15 ま取り入れた自我の側面を表し、「主我」はそれに 同　上 同　上

対する反応であるとした。この「主我」の解釈とし

て、本能・能動説、残余説、行動的反応説、そして

創発的内省説などが存在している。
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　　　　　　　　　　　＝　都市社会の人間関係（‘04）＝（R）

　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：　三囲　清志（四三大学東京教授）〕

全体の＝ねらい

　この講義のねらいは・都市社会が人間関係にどのような影響を与えているかという点を中心に、都市社会学、家族社会学、

階層研究に隼たがる諸知識を提供し、パーソナルネットワークに関する理解を深めることにある。現代社会を理解する時に

も・身近な人と人との？ながりを理解することが重要なことを伝えたい。

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・（所属・職名）

1
都市集落・都市生活・の特質と人間関係 森岡　清志

i首都大学東
梛ｳ授）

森岡　清志
i首都大学東

梛ｳ授）

2

社会的ネットワー

Nとパーソナルネ
bトワークの研究
糾p

　人間関係に注目する先行研究の中から社会的ネットワーク
ﾆいう＝概念が誕生し、さらたその中から人と人とのつながりに着目するパーソナルネットワーク研究が盛んになってきた

ﾟ程と、これらの研究における基本的な説明論理について講
`する。

遣　同　　上

同　　上

3
アーバニズムと社
?Iネットワーク

　都市は人間関係をどのように変えるのか。ワースのアーバ

jズム理論とフィッシャーの下位文化理論を対比させて、都
sに住むことが社会的ネッ、トワークをどのように変えるのか

ﾉついて考える。

@アーバニズム理論、ネットワーク構築における構造的制約

ﾆ生態学的（地理的）制約

松本　　　康
i首都大学東

梛ｳ授）

松本　　　康
i首都大学東

梛ｳ授）

4

北カリフォルニア・におけるパーソナ・

泣lットワーク研
?ﾌ成果

　大都市の社会生活が、郊外や小さな町の社会生活とどのよ

､に異なるのか。フィッシャーの北カリフォルニアでの調査

級ﾊを参考に、アメリカ合衆国における親族・近隣・仕事仲
ﾔ・友人関係などについて検討するる
@ネットワーク1ビ関する下位文化理論の仮説と北カリフォルニア調査の知見

同　　上 同　　上

5
日本の大都市にお

ｯるパーソナルネ
bトワーク

A

　現代日本の大都市圏では、どこにどのような人が住んでい
驍ﾌか6そヒでの社会生活の特徴はどのようなものか。また

ｻの要因は何か。日本都市におけるパーソナル・ネットワー
N研究の成果を踏まえて考える。

@都市の社会空間構造、・都心居住と郊外居住、性別・年齢・

E業・移動歴とパーソナル・ネットワーク

同　　上 同　　上

6
都市化に伴う日本
ﾌ親族関係の変容

　パーソナルネットワークの中で近親者の親族ネットワーク

ﾍ都市化が進展しても依然として重要である。日本の親族関

Wの特質と、都市化に伴う変容について講義し、パーソナル
lットワークと社会とのつながり、個人の生活とのつながり
�揄�ｳせる。

森岡清志 森岡　清志

7
現代都市の家族関

W

　現代都市家族の特徴について、ワースのアーバニズム論やパーソンズの孤立核家族論を紹介し、それに対するサスマン　　　　　　　　　　　　　ノやりトワック（修正拡大家族論）などの反論を検討する。日、

{の都市家族研究にも触れる。

野沢　慎司
i明治学院大

w教授）

野沢　慎司
i明治学院大

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
都市家族とパーソ
iルネットワーク

　家族内部の人間関係は家族外の関係のネットワークの構造

ﾆ関連しているとみるポットと後続の研究を取り上げ、その
ﾓ義と問題点を論じる。：『ミュニティ解放論に依拠する新し

｢見解と比較する。
瞬沢　慎司 野沢　慎司

9

　　　　　　　r

蜩s市郊外と地方
s市にみる家族と
lットワーク

　家族に対するネットワークの構造的影響について、調査事

痰�謔闖繧ｰ、親族、職場乱地域社会などにおけるネットワ
[クが連帯性を帯び、現代日本の夫婦関係に影響を及ぼす傾

?�_じる。

同　　上　　　　／ 同・　上

10

都市社会と家族・ネ

bトワークの構造

ﾏ動

　ネットワークが空間的、構造的に解放化すると、家族が意

ｯ的にネットワークを維持・管理・動員する主体となる傾向

�揩ｷ。それが家族のライフスタイル化や個人化とも関連す

驍ｱとを論じる。

同　　上 同　　上

11
社会階層とパーソ
iルネットワーク

　職業、収入、教育程度などを規準とする社会階層の違いに

謔ﾁて、個人の持つパーソナルネットワークの特性には様々

ﾈ違いがみられる。それらを説明する個人属性的要因および

ﾐ会構造的要因に言及する。

中尾　啓子
i首都大学東

桴y教授）

中尾　啓子
i首都大学東’

桴y教授）

12

ジェンダーとパー

¥ナルネットワー

N

　社会的文化的性差を意味するジェンダーによって、パーソ

iルネットワークはどのように異なるのか、この点を中心に

jと女のパーソナルネットワークの差異に焦点をあてなが
轣Aこれまでの実証研究を例にとって、ジェンダー効果につ

｢て論ずる。

同．上 同　　上

13

社会的資源として
ﾌパーソナルネッ
gワーク

　個人が社会的地位を達成する過程で、パーソナルネットワ

[クは社会的資源としていろいろな機能を果たしている。こ
ｱでは主に、職業的地位達成において知人や友人が与える：影

ｿを、理論的に考察し、実証研究を紹介しながら探求する。
同　　上 同　　上

14

高齢者像の変容と

pーソナルネット
潤[ク

　高齢者の生きがいを支えているものは何か。生きがいの一

ﾂとして主観的幸福感をとりあげ、これを規定する要因の一
ﾂに友人関係があることを述べ、高齢者の生きがいと友人関

Wの関連について考察する。また友人関係の特質についても

uずる。

森岡　清志 森岡　清志

15
パーソナルネット
潤[ク研究の課題

パーソナルネットワーク研究の成果を整理するとともに、

｡後の研究課題について説明する。親しい人びとに限定され

ｽネットワーク研究の問題点や、ライフコースとネットワー

Nの変化の関連を追求する必要などについて講ずる。
　同　　上

A

同　　上
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＝：ブイールド社会心理学（‘04）＝（R）

　　　．〔主任講師：大橋英寿（放送大学三三長）〕

全体のねらい

社会心理学は・パーソナリティ・社会・文化の3視点を統合して人間生活を理解しようとする人間科学である。

社会心理学の方法のrつは、人々が生活している現場（フィールド）へ出向き参与観察やインタビューによっ

て得たデータを分析・解釈していくフィールドワークである。本講義では、担当講師がそれぞれに実践してき

たフィールドワークの概要を順次紹介していく。取り上げるテーマは、病気と治療をめぐる人々の対応行動、

，動物やロボットを用いた介護活動・大震災後の復興での住民の合意形成過程、● 寘ﾐ者による記憶の語り、都市
の再開発をめぐるコンフリクトとその解決、漁村の過疎化・高齢化から派生する問題、南米の日本人移住地で

の文化変容・アフリカの牧畜民にみられる独特の生活論理や感情の処理法などである。人間生活が営まれてい

る現場に密着していくフィールド社会心理学。そこで扱われるテーマの多様性と研究法の柔軟性を理解するこ
とに本講義のねらいがある。

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
社会心理学の課題
ﾆ方法

大橋　英寿
i放送大三三

w長）

大橋　英寿
i放送大学副

w長）

2
フィールドワーク
ﾌ実践

　フィールドワークとは人々が実際に生活している現場（フ
Bールド）に出向き、参与観察やインタビューを主たる技法

同　　上 同　　上、

3
地域住民の保健行

ｮ一現代医療と民
ﾔ療法一

　心身の不調にたいし、人々は一般的にその状態を自己判断し・主体的に治療法を選択している。たとえば些細な心身不調の場合、家庭のなかだけで対処することが多いが、より重篤な疾病の場合には医療を利用するとともに、ざまざまな民間療法にも依存する。このような心身不調への対処の諸相を調査データにもとづいて解説する。

安保　英勇
i東北大学大

w院助教授）

安保　英勇
i東北大学大

w院助教授）

4

野のカウシセラー

[シャーマンと地
謗ﾐ会一

　　　　　　　　　　》

大橋　英寿
i放送大学副

w長）

大橋　英寿
i放送大学副

w長）

5
医療化社会の病気
ﾎ処一「アトピー」

�ﾟぐって一

　高度医療化社会とは健康第一主義が普及し、医療資源や保険制度が整備された豊かな社会である。そこではマスメディアの情報や多様な治療者のもとで、病者は主体的な病気対処が求められる。アトピーを例にとって、新聞記事や母親の「語り」から、高度医療化社会の病気対処の一面を明らかにする。

作道　信介
i弘前大学教

�j

作道　信介
i弘前大学教

�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i職名） （所属・職名）

現在、医療・教育・福祉の分野で、動物介在活動、ロボツ

6

動物・ロボット介在

?ｮ一新しいヒュ
[マンケアの可能
ｫ一・

ト介在活動が注目を集めている。ここでは、ある自律運動型

鴻{ット（AIBO）を、高齢者福祉施設におけるレクリエーショ

投?ｮに利用したケースを紹介しよう。とくに、ロボット単
ﾌの効果ではなく、ロボットの導入により、AIBOの操作者、

沁ヮ{設スタッフ、高齢者からなる場（フィールド全体）が

矢守　克也
i京都大学助

ｳ授）

矢守一克也
i京都大学助

ｳ授）

変容する様子に注写したい。

近年、地域計画や都市再開発事業をめぐって、当事者間で都
市
再
開
発
を
め
ぐ
〆 様々な利害対立（コンフリクト）が頻発し、その解決が重要

永田　素彦 永田　素彦
7

るコンフリクトー 課題となっている。ここでは、京都駅ビルの高層化をフィー （三重大学助 （三重大学助
京都駅ビルの高層 ルドにし、そのコンフリクトの「対立ρ構図」を「コセプリ 教授） 教授）

化一 クト解析」というゲーム理論に基づいて分析する。

大災害が発生した後は、生活環境を復興し、日常生活を再

住民の合意形成過 ＝構築することが急務となる。そのためには、住民の合意形成

8
程』阪神大震災
繧ﾌマンション復

が必要となる場面も多い。合意形成がうまくいかなければ、

ｻれだけ復興が立ち遅れるからである。ここでは、阪神大震
同　　上 同　　上

興一 災後の分譲マンション復興をフィールドにし、住民の合意形

成過程の特徴を「診断」する方法を考える。

「グルー・プ117」は阪神・淡路大震災（1995年）の被災者

が、震災の記憶を語り継ごうと結成した市民団体である。筆 識

9
被災者の語り一阪
_大震災の記憶一

者が数年間にわたって本団体のメンバーとして活動する過程

ﾅ感じとったこと一言1に、過去の出来事を後世に伝達す
驍ｱとの意味、第2に、研究者が一般の人々とともに実践的

矢守　　克也 矢守　克也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂ﾈ活動に参加することの意味一を紹介し、フィールド社会
心理学の意義について検討しよう。

高度経済成長下の人口流出がもたらした農山漁村地域の過

疎化、その後の著しい過疎高齢化の問題にたいしては、地域

地域社会の変容一 構造論、農業・水産経済誌、地域活性化運動論などの立場か 大江　篤志 大江　篤志
10 漁村の過疎・高齢化 ら多様なアプローチがこころみられている。ここでは、こう （東北学院大 （東北学院大

一
した現象の典型事例ともなる地域輪郭の明瞭な離島漁村をモ 学教授） 学教授：）

デルとしてとりあげ、伝統的社会化システムの変容と解体ど

いう視点から話をすすめていく。

各地の漁村で昔から営まれてきた漁労活動の多くが深刻な

過疎・高齢化のもとで危機的事態に直面している。ここでは、

11
伝統漁労の再編一
Aワビ漁の現在一

このような事態に至る経緯を伝統的な存続システムの失調過

�ｩらみていき、次いで後継者不在のなかで、心身機能の衰
同　　上 同　　上

えをさまざまな技能を編み出し補完しながら伝統漁労を支え

ている年老いた漁師たちの漁場での姿を追っていく。

高度経済成長を機に日本は移民の送出国から外国人労働者

の受け入れ国へと変わった。南米ボリビアのオキナワ移住地

異文化への適応過 はそうした送出時代にアマゾン最源流に入植した移住地のひ

ユ2 程一南米の日本人 とつである。開拓から40年を経て、世代交代と文化変容が進 安保　英勇 安保　英勇
移住地一 糊している。同移住地で行ったフィールドワークをもとに、

移住者の言語や宗教など生活の諸側面の現状を紹介しながら

異文化への適応を考える。

私たちは「もらったらお返しをする」という互酬性を前提

13

牧畜民の生活論理

齧k西ケニア・ト
Dルカナゐ“ねだ

閨h一

とした社会に暮らしている。ケニアの牧畜社会、トゥルカナ

ﾅは、要求することから始まる交渉が生活の中心にある。私

ｽちからみると、彼らの生活は”ねだり”が中心で、”お返
ｵ”という観念にとぼしい。この独特の生活論理は調査者に

ﾆって大きなストレスをもたちす。フィールドワークの過程

作道　信介 作道　信介

で、この“ねだり”がどのように理解されていったかを示す。
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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）

アフリカの牧畜民、トゥルカナの人びとは、病気など対処

14

「怒り」の民族心理一トウルカナのサ

塔_ル占いから一

できない問題に出会うと、家族・親族など身近な人の「怒り」

�^い、占い師のもとにおもむく。他者の「怒り」は人を殺

ｷといわれる。占いでは誰がなぜ怒ったのかが問われ日常生
?ﾌ再検討がおこなわれる。トゥルカナ社会における「怒り」

作道　信介 作道　信介

のはたす役割を考える。

ノ

フィールドウークで集めたデータを分析し解釈した最終報

告書がエスノグラフィー（民族誌）である。社会心理学での

15
社会心理学とエス
mグラフィー

エスノグラフィーの意義を明らかにし、テキストで取り上げ

ｽ12のエスノグラフィーを通してフィールド社会心理学の
大橋　英寿 大橋　英寿

特徴と有効性を確認する。
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：＝@紛争の社会学（‘04）　＝（R）

〔主任講師：長谷川公一（東北大学大学院教授）〕

全体のねらい

　21世紀になって、家族や地域生活、国際社会に至るさまざまのレベルで紛争が増大し、深刻化している。共通の前提

や利益・価値観が見えにくくなっており、個人化が顕著になっている。社会統合、共同性の再生は、どうずれば可能な

のだろうか。紛争の背景、原因、展開過程、構造、帰結、紛争処理のあり方、信頼などの考察をとおして・現代社会の

特質を検討したい。

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 現代社会と紛争

　冷戦の終焉・高度産業化・グローバル化など現代のマクロ

Iな社会変動とそれにかかわる社会問題・環境問題・リスク
竭閧ﾉ焦点をあてて、現代社会の対立と紛争の特質を概観化

ｷる。

長谷川　公一
i東北大学大

w院教授）

長谷川　公一
i東北大学大

w院教授）’

2 紛争と秩序

　「紛争モデル対秩序モデル」という古典的な図式を批判し、

ｴ争と秩序を連続にとらえて、マクロレベルでの秩序に対す

驛~クロレベルでの紛争と紛争処理の影響を論じる。 同　　上 同　　上

3 紛争の社会的機能

　紛争は、1つのコミュニケーションのタイプでもあり、再
搓№ﾌ契機ともなり、外部との対立・紛争が内部的な統合を

bﾟることもしばしば見られる。社会問題の開示や制度形成

ﾌ機能もある。紛争の多様な機能を考察する。
同　　上 同　　上

4 紛争と文化

　紛争の社会的背景として文化・社会意識に着目する。日本

ﾍ「和の文化」が支配的で、裁判を忌避iする傾向が強かった

ｪ、近年伝統的な意識には大きな変化が見られ、自己決定性

ﾌ重視など、個人化が顕著である。
同　　上 同　　上

5
紛争研究の社会科

w

　紛争は学際的な研究領域であり、政治学・国際関係論・法

w・経済学・経営学・心理学・文化人類学・歴史学などとの

ﾖ係が深い。各学問分野での近年の研究成果を整理する。 同　　上 同　　上

6
紛争処理の歴史と

ｴ理

　紛争をいたずらに拡大せず、また長期化させないように、

ﾐ会は紛争処理のルールを発展させてきた。紛争処理に関し
ﾄ、前近代と近代を対比し、近代的な紛争処理の特質を考察

ｷる。

同　　上 同　　上

7 法と裁判

　近代法は裁判規範であり、裁判制度は、もっとも洗練され・

`式化された紛争処理制度である。裁判の特質、「現代型裁
ｻ」　「政策志向型訴訟」の提起する課題を中心に・現代的課

閧�l察する。
同　　上 同　　上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u飾名i所属・職名）

放送担当
u　師・名
i所属・職名）

8 紛争と社会運動

　欧米諸国では、　「集団訴訟」という、社会運動組織などが原告となる、社会運動の戦略として提訴される裁判がある。公民権運動は、訴訟によって大きな成果をあげてきた。紛争における社会運動の役割を検討する。

＼長谷川　公一

長谷川　公一

9
社会問題と紛争処

揄ﾟ程

　産業公害・高速交通公害・生活公害・地球環境問題という環境問題のタイプごとに、どめように紛争化され、紛争処理がすすやられてきたのか、を考察し、裁判や公害調停、国際会議の役割などを検討する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

同　　上 同　　上

10 NGO・NPOの役割

，告発批判型の住民運動・市民運動に対して、国際的にも国

燗Iにも、政策志向的で専門性の高いNGO・NPOの役割が増大

ｵている。政策形成にはたすNGO・NPOの多様な役割を考察す
驕B 同　　上 伺　　上

11
合意形成と信頼の

賰b

　ゲーム理論の知見や心理学的な実験結果をもとに、合意形成と信頼関係構築の基礎としての、報酬の確実性やリスク・

Rスト、規範のはたす意義、ゲーム理論的な戦略決定、意思
?陂_の課題などを考察する。 同　　上 同　　上

12、
ネットワークとコ

宴{レーション

メディア環擁の発達にともなって、官僚制的なピラミッド型の組織原理に代わって、ゆるやかな横のつながりとしての

lットワークの重要性が増しつつある。領域横断的な共同作

ﾆとしてコラボレーシヨンのもつ意義も高まっている。紛争

}止という観点から、ネットワークとコラボレーションに着
ﾚする。

同　　上 同　　上

13
パブリックと公共

ｫ

　西欧的なパブリックと日本の「公共性」の観念を対比し、社会統合と共同性、合意形成を創出する原理として、新しい公共概念が求められていることを論じる。

同　　上 同　　上

14
ポリシーミックス
ﾆ政策原理 同　　上 同　　上、

15 紛争と社会統合

　　ｴ争を抑え込むめではなく、紛争処理の制度化をとおして社会は成熟していく。　〈他者性〉の意識化と他者に対する説明責伍情報公開によって、紛争は抑止でき、紛争処理も容：

ﾕになる。紛争処理をとおして成熟する新しい社会像を提示
ｷる。

同　　上 同　　上
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事務局　開設
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平成19年度 目
分

科
区

総合科目 目
ド

科
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科目名（メディア）＝＝ 消費者と証券投資（‘07）＝・（TV）
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名
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（

而
一
巾
而

「
口
戸
自
自

三
三
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〔
〔
　

〔

　
井
賀

林
二
佐

敏彦（放送大学教授）　　　　　　　　〕

素思（放送大学助教授）　　　　　　　〕

卓雄（日本証券経済研究所主任研究員）〕

講義概要
　　日本の金融システムは1990年代以降、グロ・・…一・バル化と度重なる制度変更によって大きな変化を遂

　げてきました。他方、日本の家計部門は安定的な経済成長め中で高貯蓄率を維持しながら、金融資産の

　蓄積を進めてきました。いま少子高齢社会の到来を迎え、社会保障制度も改革が迫られている中、消費
　者はどのような金融市場を活用した資産運用を心がければよいのでしょうか。この科目では、社会入に

　とって不可欠な証券投資の問題を、消費者の生活設計の視点から考えてみることにします。

授業の目標
　　2007年から2010年にかけて退職する「団塊の世代」のみならず、成熟社会の消費者家計にと
　って、退職金や貯蓄などの金融資産をいかに運用するかは重大な関心事です。この科目では、消費者の

　視点から見た賢明な資金運用のあり方、中でも証券投資に関する知識を習得すると共に、消費者の行動

　が経済社会全体の中でどのような役割をはたすのかについても学習します。

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）

証券とは何か 証券にはどのような形と種類があり、どのような金 林　　敏彦 林　　敏彦

融機関が取り扱っているのでしょうか。ネット証券 （放送大学 （放送大学

で買った株式の株券を見たことがありますか。証券 教授） 教授）
1 を売買するとき、私たちは、本当は何を売買してい

るのでしょう。

日本の家計資産 1400兆円とも言われる日本の家計金融資産で、 坂井素思 坂井素思
に何が起こって いま何が変化しているのでしょうか。少子高齢化、 （放送大学 （放送大学

いるのか 金融経済の浸透などの社会変化によって、日本人の 助教授） 助教授）

2 貯蓄意識は変化し、そのため資産の保有状況も変わ

ってきています。この回では、金融資産保有と循環

の現状と問題点について、家計の視点から見てみま
しょう。

生活に潜むリス 消費生活は多種多様な純粋リスク・投機的リスクを 奈良由美子 奈良由美子

クに向かい合う 伴っています。資産運用だけでなく資金調達にもり （放送大学 （放送大学

スクは生じます。また、様々な消費者被害も社会問 助教授） 助教授）

3 題化しています。この回では、生活の諸場面で消費

者がどのようなリスクに直面するのかを考之ると同

時に、リスクの管理局面における課題についても検

討します。
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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）

ライフプラセと 個人や家計は人生設計をどのように行い、それを実 戸井佳奈子 戸井佳奈子
資産運用 現するためにはどのような資金的裏付けを必要とす （安田女子 （安田女子

4
るのでしょうか。豊かな暮らしを実現するための資 大学助教 大学助教
金調整のあり方を、資産運用の視点から考えてみま 授） 授）

しよう。

投資を考える基 資金を投下し、一定期間後にその成果を回収しよう 池尾和人 池尾和人
礎 とする行為が、投資です。投資には、リスクが伴い （慶磨義塾 （篤志義塾

ますが、そのリスクをどう把握し、いかに対処した 大学教授） 大学教授）
5 らよいのでしょう。こうした点を考える基礎となる

視点と概念の枠組みを説明します。

投資と証券市場 それぞれの個人が投資をすることは、社会や経済全 池尾和人 池尾和人
体の中でどんな役割を果たすことになるのでしょ （慶磨義塾 （慶磨義塾

う。一人一人は自覚していなくても、投資を通じた 大学教授） 大学教授）
6 経済活動への貢献があることと、それを実現する仕

組みについて説明します。

バブルの教訓 株式や土地などの資産の価格は、100年に一度ぐ 林．敏彦 林　　敏彦
らいの割合でバブルと呼ばれる異常な動きを示すご （放透大学 （放送大学

とがあります。バブルには功罪があるのでしょうか。 教授） 教授）
7 現代の金融市場のルールには、過去のどのようなバ

ブルの教訓が生かされているのでしょうか。

証券販売チャネ 今や、個人投資家の株式売買注文の80％以上がイ 佐賀卓雄 佐賀卓雄
ルの拡大と投資 ンターネット経由で行われています。また、証券仲 （日本証券 （日本証券

者保護 介業の導入により、会計事務所、フィナンシャル・ 経済研究所 経済研究所
プランナーに止まらず、コンビニエンス・ストア、 主任研究 主任研究
自動車ディラーなど、あらゆる業態が証券販売に参 員） 員）

8
記し始めています。郵便局での投資信託の販売も始

まりました。他方では、チャネルの拡大に伴い、悪
質な業者の参入も予想されます。証券取引に招ずる
投資者保護の制度・仕組みの整備・強化が必要であ

ることはもちろんですが、投資家は正確な金融・投

資知識を身につけ自己防衛に努める必要性も高まつ
ています。

株式投資の魅力 株式に投資すると、他の金融商品と比べて、どのよ 高橋文郎 高橋文郎
を考える うなメリットがあるでしょうか。株価はなぜ大きく （青山学院 （青山学院

変動するのでしょうか。株価は企業の業績とどのよ 大学大学院 大学大学院
9 うに関係しているのでしょうか。株式投資の基本的 教授） 教授）

な特徴を説明し、株式投資の魅力について考えます。
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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）

どのような株式 株式投資には長期的に高いリターンが得られるとい 高橋文郎 高＝橋文郎

に投資すべきか う魅力とともに、株価が低下するリスクもありますろ （青山学院 （青山学院

価格変動のリスクを必要以上にとらずに、高いリタ 大学大学院 大学大学院
10 一ンを得るためには、どのような点に着目して銘柄 ●教授） 教授）

を選択すべきかについて考えます。

債券投資の基礎 国債や社債などの債券は、預金や株式と並んで、個 高橋文郎 高橋文郎
人投資家にとって重要な投資対象の一つです。債券 （青山学院 （青山学院

価格はどのような要因によって決まるのか、債券の 大学大学院 大学大学院
11 利回りはどのように計算されるのか等、債券投資の 教授） 教授）

基礎知識について説明します。

，債券投資のリス 債券投資は株式投資に比べると安全性が高いと言え 高橋文郎 高橋文郎
クとは ますが、それでも景気や金利の影響を受けて債券価 （青山学院 （青山学院

格は変動します。また、個々の債券の安全性が違え 大学大学院 大学大学院
12 ば、価格や利回りの水準が異なります。債券投資の 教授） 教授）

リスクをどのように考えるべきかについて説明しま
す。

投資信託の基礎 投資信託は、共同投資により少額の資金にも分散投 高橋　　元 高橋　　元

資の機会を提供します。近年は販売チャネルが拡大 （作新学院 （作新学院

し、私たちにとって身近な存在となりつつあります。 大学大学院 大学大学院
13 今回は投資信託の歴史、制度、仕組み、商品の種類 教授） 教授）

や選択基準などを眺め、その国民経済的な意義を考

えてみましょう。

新しい金融商品 金融の自由化を背景に、多様な金融商品が出現して 高橋　　元 高橋　　元

の登場 います。その多くは金融理論の進歩や投資技術の高 （三新学院 （作新学院

度化などを背景としていることから、一般には仕組 大学大学院 大学大学院
14 みを理解することが難しく、思わぬリスク負担を伴 教授） 教授：）

うものもあります。それらに投資する際の留意点を

考えてみましょう。

証券投資を取り 証券投資に関する法律や制度は時代やテクノロジー 佐賀卓雄
巻く新たな動き とともに変化を続けます。取引ルール、商品開発、 （日本証券 講師陣

販売チャネルなど、最新の動きはどうなっているの 経済研究所
15 でしょうか。消費者が証券投資のことをもっと良く 主任研究

知るためには、どうずればよいでしょうか。 員）
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科目名（メディア）＝＝ 途上国の開発（‘07）＝（TV）

　　　　　　　　　　〔主任講師（現職名）：高木保興（放送大学教授）〕

　　　　　　　　　　〔主任講師（現職名）：河合明宣（放送大学教授）〕

講義概要

　この講義の目的は・開発途上国と呼ばれる生活水準の低い国が未だに世界に100力国以上存在し、いろいろ
な問題に直面していることを理解し、途上国に興味を持ってもらうことです。講義は、途上国の現実の紹介と

どうずれば生活水準がベターになるかの解説を平行して進めます。どちらが欠けても望ましい理解は期待でき
ないからです。

授業の目標

　途上国問題を理解し対策を議論するには、途上国を知り興味を持つことが早道です。授業では、現実を紹介

するコーナーを河合先生が担当し、途上国が直面する問題の解説コーナーを高木が担当します。現実を見なボ

ら問題を理解できるように、二つのコーナーを平行して進めます。机上の空論にならないように、経験だけで

理解できると思わな1’ように・現実と理論のバランスをとることを目標にしまtr．

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

途上国の生活水 途上国の貧困はなぜ国際問題になるのでしょうか。 高木保興 高木保興
準 貧しさの程度は何を見てどれくらいと判断できるの 河合’明宣

1
＼

でしょうか。

経済的貧困と政 経済的貧困はどのようにして計測されるのでしょう 高木保興 高木保興
治・社会的貧困 か、経済的要因以外でも命を落とす人が途上国では 河合　明宣 河合　明宣

少なくないが、人間の安全保障とはどのように考え
2 ればいいのでしょうか。

食糧不足段階の 不足する食糧はどのようにして確保すればいいので 高木保興 高木保興
開発 しょうか。一次産品輸出や食糧価格支持政策は農民 河合　明宣 河合　明宣

の生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか。食
3

糧自給体制の確立に向けて考えられる政策とは。

一一@560一



執筆i担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

マイクロ．・ファ 農村の高利貸しは農民が貧困から抜け出せない一因 高木保興 高木保興
イナンス になっているのでしょうか。グラミン銀行の成功の 河合　明宣 河合　明宣

原因は。マイクロ・ファイナンスに問題はないので
4 しょうか。

、
／

食糧充足後の開 農業のポテンシャルは開発すべきでしょうか、それ 高木保興 高木保興
発 とも、工業化のほうがベターなのでしょうか。農業 河合　明宣 河合　明宣

5
開発と工業化の比較検討は重要になってくる5

工業化の基本方 発展の原動力は資本蓄積か輸出か、それとも何か外 高木保興 高木保興
針 に考えられるのでしょうか。政府の望ましいサイズ 河合、明宣 河合　明宣

は、バランスの取れた発展か、アンバランスでも早
6 い発展のほうがベターか、工業化に際して必要な検

討事項を議論します。

工業化の体制整 工業化にとって必要な組織は何か、途上国が活用で 高木保興 高木保興
備 きる資源とは何か、工業化をスタートさせるにはど 河合　明宣 河合　明宣

うすればいいか、工業化に際して必要な体制整備を
7 議論します。

工業化戦略 自国企業と外国企業の差は、輸入代替と輸出指向の 高木保興 高木保興
相違点は、多国籍企業の誘致に問題はないのか、低 河合　明宣 河合　明宣
金利政策は工業化にベターか、具体的な工業化戦略

8 が課題となります。

農業から工業へ 途上国で余っている資源とは、農業と工業の間に見 高木保興 高木保興
の資源移動 られる二重構造とは、工業化過程で発生する副産物 河合　明宣 河合　明宣

のスラム問題とは、工業化をマクロの視点から眺め
9 ます。

政府主導の落と 政府主導は理想に流されやすいか、理想と現実のギ 高木保興 高木保興
し穴 ヤップが生み出すものは何か、現実に発生した債務 河合　明宣 河合　明宣

問題とは、大きな政府の問題がなぜ発生したのかを
10 検討します。

、、
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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）

産業構造高度化 後発途上国に軽工業から締め出され、先進国に重化 高木保興 高木保興
への障害 学工業への進出を邪魔される。軽工業で工業化1回忌 河合　明宣 河合　明宣

回した途上国は、この難関をどうずれば突破できる
11

のでしょうか。東アジアの奇跡と通貨危機とはどん

な教訓を与えてくれるのか、スタートに成功した途
上国の問題を議論します。

経済共同体構想 冷戦後の安全保障を途上国はいかにすれば確保でき 高木保興 高木保興
るか、東アジア地域の共同体構想は生きているか、 』河合　明宣 河合　明宣
：FTA（自由貿易協定）と地域、共同体との違いはどこ」

12・
に幽るのか、工業化と安全保障との関係を検討しま
す。

社会の変容と社 農業社会から工業社会への移行は何をもたらしたの 高木保興 高木保興
会（関係）資本 か、社会（関係）資本の変容は人々の暮らしを豊か 河合　明宣 河合　明宣

にしたか、工業化の過程で変容する社会1と光を当て、
13 工業化によってわれわれが目指していたものは何で

あったかを問い直してみることにします。

「小さな政府」 政府の役割として議論された代表例として、債務問 高木保興 高木保興
と「賢明な政府」 瓦餅生後に展開された「小さな政府」と東アジアの 河合　明宣 河合　明宣

奇跡で評価された「賢明な政府」を紹介し、途上国
14 政府の役割として何が期待されているか探ってみま

，す◎

政府の役割一発 政府の役割は段階ごとに変化してくる。変化しない 高木保興 高木保興
展段階に応じた ベストな体制は存在しないからです。途上国政府は 河合　明宣

15
三冠順位 何をどの段階ですればいいのか議論してみます。
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＝　経営工学総論（‘04）＝・（R）

〔主任講師：辻正重（青山学院大学教授）〕

全体のねらい
　経営工学は、目的を持った組織の経営問題を対象として、意思決定や計画そしてジスデム開発などを合理的におこなうた

めの問題解決技術学であります。特に総合的なシステムアプローチによって問題を解決する’立場であります。この観点に立

って「産業と技術」専攻の教育目標である「これらの技術とその発展動向や経営管理のあり方」について一般的な旧識が得

られるように、また経営工学をなるべくやさしく、そして全体を概観出来るように講義する。

回 テ　1一　マ 内　　　　　　　　容

執筆担当・講　師　名

i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

1 経営工学入門

　経営工学は，どのような問題を，どのように解回していく

ｩを理解してもらうために、分析、予測、資源配分計画、ス

Pジュール，コントロールなどの簡単な問題を挙げ、その解

?阮@を具体的に説明する。

辻　　　正重
i青山学院大

w教授）

辻　　　正重
i青山学院大

w教授）

2
経営工学における
竭濶�

　1章を踏まえて、経営工学的な問題解決で重要なモデル、解

?ﾌいろいろなアプローチについて説明する。これらを踏ま

ｦて「問題とはどう定義するか」、そして「問題解決の一般

Iなプロセス」をいかに理解するかを考察する。
同　　上 同　　上

3 経営工学の発展

　テーラー・システム、フォード・システム、行動科学，生

Y管理、人間工学、OR、経営情報システム、システみ工学、

sQC、　JIT、　TPM，など経営工学の歴史的展開と発展動向を探

驕Bそして「経営工学とはいかなる工学」かを考察する。
同　　上 同　　上

4 経営の成り立ち

　経営工学の対象である「目的を持った組織」の経営の成り

ｧちを、その代表である企業組織を中心に据えて解説する。

驪ﾆ経営の目的（利潤目的，社会目的）ふ企業の活動（階層
Iな多重サイクル活動）、経営システム（組織構造、制度、

﨣�Vステム）などについて考察する。●

同　　上 同　　上

5 経営構造サイクル

　企業経営の構造を決める活動についてここで概観する。長

咩Iビジョン、企業理念、事業コンセプト、企業分析、環境

ｪ析、事業展開戦略、技術戦略などの戦略策定の手順と方法

�燒ｾする。
同　　上 同　　上

6 経営情報システム

　経営構造を支える中心の一つである経営情報システムの展

Jと動向を探る。MIS（経営情報システム）、DSS（意思決定

x援システム）、ESS（経営トップ支援システム）、SIS（戦

ｪ的情報システム）ぐERP（基幹業務統合システム）などを具

ﾌ的に説明する。

同　　上 同　　上

7
マーケティングと

ｻ品開発

　企業経営の構造的な枠組みの下、企業環境分析、市場ニー

Yの把握をしながら、技術開発、製品開発を行うが、そのプ

鴻Zスにおける課題、問題解決の考え方、解決の手法を解説

ｷる。
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
工程計画と作業計

　調達・製造、在庫、販売の日常ルーチンな活動が行われる前段階として・拠点戦略、生産方式、工場計画、生産準備、物流システム設計が行われる。ここではそれらの工場設計・生産準備の課題と解決方法を解説する。

玉木　　欣也
i青山学院大

w教授）

玉木　欣也
i青山学院大

w教授）

9
生産管理における

H程管理と在庫管

　作業管理・そレで調達、生産、在庫、三三を行う生産管理の目的、生産計画と統制、在庫管理、続合的生産管理システムの狙い・JIT、　MRP、生三物統合化管理システムなど生産管理の課題と解決方法を解説する。

同一　上 同　　上．

10 岬晶質管理

　経営管理基準の一つである品質の管理における、顧客や品質の基本的な考え方と最近の品質管理の動向について概説する。その上で品質管理における問題解決の方法としてQCストーリーを説明し，そこでの利用される手法を解説する。

石津　　昌平
i青山学院大

w教授）

石津　　昌平
i青山学院大

w教授）

11 価値的管理
辻　　正重 辻　　　正重

12 信頼性工学
鈴木　和幸
i東京電気通

M大学教授）

鈴木　和幸
i東京電気通

M大学教授〉

13
情報シ箔テム開発

@

　一つの問題解決として「経営情報シスデム開発の一般的手順」を概観し、開発の基本的な考え方、および基本計画、、ヒューマンインターフェイスの設計、データベースの設計などで利用されるDFD、　HIPOなどの手法について解説する。

斎藤　正武
i中央大学助

ｳ授）

斎藤　正武
i中央大学助

ｳ授）

14 数理的解決法

　経営問題を解決する数理・統計的方法について一般的に概観する。そして確定モデルの代表として線形計画法不確定モデルの代表として待ち行列理論、多目標問題を扱うAHPなどを取り上げ解説する。

大野　勝久
i愛知工業大

w教授）

大野　勝久
i愛知工業大

w教授）

15

　　　　　＼

vロジェクト管理

@

　システム瀾発、、研究開発、戦略策定など経営の革新機能を担う「プロジェクト・マネジメント」の目的、課題、組織編、成の方法、プランニングの方法（WB　S，PERT）、コントロールの方法などについて一般的に説明する。　　　　　1

辻　　　正重 辻　　　正重
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＝　21世紀の女性と仕事（‘06）：＝（TV）

〔主任講師（現職名）：大沢真知子（日本女子大学教授）〕
〔主任講師（現職名）：原田　順子　　（放送大学助教授）　〕

全体のねらい

　経済のサ・・・・・・…ビ二化や経済の国際化が進むに従って、働き方や生き方も大きく変化する。なかでももっ

とも大きな変化は、女性の社会進出の進展だろう。．女性が結婚しても就業を続けるようになれば、社会

のしくみもそれにあわせて変わらざるをえない。なぜ経済が発展すると、女性の社会進出が進むのか。

それが家族形成にどのような影響を与えるのか。そのような変化に女性や企業はどう対応しているの

か。職場での男女の平等な扱いに対してどのような法制度を用いてそれを支えているのか。

　90年代に進展している経済のグローバル化は、従来とは違う多様な働き方を生み出している。この
ような仕事のなかには、家庭と仕事の両立がしゃすい働き方も多い。21世紀には共働き世帯が主流に

なる。そのなかで、わたしたちは》男性と女性がともに働き、家事や育児を分かち合える新しい働き方

をしていく必要がある。

　本講義では、同じような変化を経験している他の先進国の例などを紹介しながら、21世紀の日本の

女性の生き方と働き方について、15回の講義をつうじて考えていきたい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講＝師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

静かな革命一女 経済の発展と女性の労働参加にはどのような関係 大沢真知子 大沢真知子
性の社会進出は があるのだろうか。どのような経済要因によって女 （日本女子 （日本女子

なぜおきたのか 性の社会進出は進展するのか。働く女性がふえると 大学教授） 大学教授）
1

なぜ出生率は低下するのか。少子高齢社会がもたら
匪

す経済社会への影響は何か。そのなかで社会はどの

ように制度を整えていったらいいのか。

日本の近代化と 日本の近代化に伴う女子労働の歴史的変遷を概観 原田順子 原田順子
女子労働 する。明治の文明開化とともに、我が国の近代化が （放送大学 （放送大学

本格的に始まり、各地に工場が設立された。そんな 助教授） 助教授）
2 中、農村出身の女性達が生糸を紡ぐ女工になるなど、

女性の働き方にも大きな変化が訪れた。

明治から昭和まで、女子労働の場の変化を考える。

結婚の変容と少 女性の社会進出が進むについて、結婚のあり方も大 大沢真知子 大沢真知子

子化 きく変化する。夫婦の分業によって成り立っていた （日本女子 （日本女子

結婚から、夫婦が仕事と家事や育児を共に担う社会 大学教授） 大学教授）

3 へと変化するなかで、晩婚化や結婚しない若者もふ

えている。経済学の分析をつうじて最近の結婚の変

化がなぜおきたのか。また、少子化の経済要因につ

いて考察する。　　　　　　　　　　　　　　一

女性の就業と社 戦後の日本の女性の就業パターンはどのように変 同上 同上

会制度 化したのかその要因をさぐる。また、既婚女性が社
4 会進出をしてくいなかで、社会制度をどのように整

えていったのか、諸外国の実態を紹介する。
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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）

男女間賃金格差 日本は先進国のなかでもっとも男女間の賃金格差 大沢真知子 大沢真知子
が大きい。なぜ賃金格差が生じるのか。その理由は （日本女子 （日本女子

なぜなのか。女性の社会進出が進む中で、それは改 大学教授） 大学教授）
5 善されているのだろうか。

最近の研究成果から、男女間の賃金格差の実態を
諸外国との比較で探る。

男女の雇用機会 男女の雇用機会の均等と法について学ぶ。「女性」 浅倉むつ子 浅：包むつ子

均等と法 という集団的な属性ではなく個人として尊重された （早稲田大 （早稲田大

いと思っても、女性労働者は、仕事につく前や就職 学大学院教 学大学院教
したあとでも、さまざまな偏見やステレオタイプ化 授） 授）

6 された差別に出会うことがある。法は、男女差別を

是正しようという立場から、各種の方策を講じてい

る。ここでは男女雇用機会均等法を中心に、男女差

別を是正する現行の法規制の内容を検討し、さらに
新しい差別是正の考え方も学ぶことにする。

職場のセクシュ 職場の中のセクシュアル・ハラスメントは、被害 同上 同上

アル・ハラスメ を受けた人の人格権を侵害して働く意欲を奪うだけ
ント防止と法 でなく、職場の環境をこよなく悪化させて、企業組

織の正常な運営や活力まで阻害してしまう。この授
7

業では、法的な観点から》職場のハラスメントはな
ぜ起きるのか、、これらを防止するにはどうしたらよ

いのか、使用者め責任の内容とは何か、などについ
て考えることにする。

仕事と社会 もし、女性が採用や昇進で平等に扱われたとして 原田順子 原田順子
も、男女の教育水準が異なる限り、女性の平均賃金 （放送大学 （放送大学

は男性並みにならないであろう。また、もし長時間 助教授） 助教授）
8 仕事に集中できる人が望ましいというビジネス・カ

ルチャーがあれば、結局、育児休業をとる男性は少

なくなる。社会的背景の女性と仕事へ0影響を学ぶ。

女性の人事管理 男女雇用機会均等法が施行された頃から、総合職、 同上 同上

一般職など、．コースによる人事管理が大企業を中心

に見られるようになった。しかし、現在でも女性総
9 合職や管理職の比率は低い。女性の登用は産業によ

っても特色が見られる。コース別雇用管理を含め、

民間企業における女性の人事管理の実態に迫る。

非典型雇用と法 パートタイム、派遣、有期など、非典型雇用の女 浅倉むつ子 浅倉むつ子
性が増えている。非典型雇用は、正社員ではないと （早稲田大 （早稲田大

いう点でかなり似通った実態にあるが、法的には、 学大学院教 学大学院教

10
それぞれが異なる内容をもつ契約であって、規制さ

黷髢@律も異なっている。この授業では、非典型雇

、授） 授）

用という働き方の実態に注目しつつ、労働者派遣法、

パートタイム労働法などの内容を学びながら、この
問題に法的な観点からアプローチする。
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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）

非典型雇用の戦 非典型雇用くパート、アルバイト、派遣社員など） 原田順子 原田順子
力化 は不況による人件費の圧縮、サービス産業化などに （放送大学 （放送大学

より飛躍的に増加したと言われている。このような 助教授） 助教授）

11 雇用形態で雇われる人には女性が多いが、彼女達の
‘

年齢・仕事下等は多様である。その実態を明らかに

する。加えて、パート・アルバイトの活用を図る企

業の事情を探る。

非典型雇用と組 人事や賃金を論じる際に、、労働組合の影響を考え 圏同上 同上

織化 ることは必要である。労使の安定は日本の発展に寄

与してきたと言われている。
12／

従来、組合は正社員のものだった。パート・アル

バイト等の非典型雇用には女性が多いので、その組
織化について考える。’

｝

経済のグローバ 90年代に日本経済にもっとも大きな影響を与え 大沢真知子 大沢真知子

ル化と多様化す たのは、経済のグローバル化であろう。この変化に （日本女子 （日本女子

る雇用形態 先進国はどのように対応したのか。先進10か国の 大学教授） 大学教授）

13 比較研究の成果を通じて、雇用の柔軟化を働き方の

多様化に結びつけるためにどうしたらいいのかを考
える。

新しい働き方と 98年にNPO法が施行されて以来、　NPOに認定 同上 同上

してのNPO される団体数がうなぎ上りである。NPOにはどのよ

うな可能性があるのか。NPOの発展の鍵となるの
14 は、行政と対等な関係が作れるかということにある。

それに成功しているデンマークやオランダの例を紹

介しながら、この分野の日本での発展を展望する。

ワークライフバ 最近は仕事中心社会からワークライフバラセス社 同上 同上

ランス社会 会へとしくみを変える国がふえている。とくにヨー
ロッパでは、雇用の保障や権利において雇用形態間

15 の差をなくすことによって、多様な働き方が選べる

社会を作ろうとしている。また、会社も両立支援策

に力を入れている。そういった諸外国の実例を紹介

する。
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＝　イノベーション経営（‘05）＝：（TV）

〔主任講師：亀岡秋男（北陸先端科学技術大学院大学教授）〕

〔主任講師：古川公成（慶磨義塾大学名誉教授）〕

　全体のねらい

　如何にしてイノベーションを促進三新産業・新技術を創出するかが現代日本にとって最大の課題であ
、る。この課題の解決には、創造的な目標を構想し、イノベv・・・…ションを起動させ、これを積極的に推進す

　る技術マネジメントが不可欠である。本講座の目標は、技術イノベーションを促進するプロデューサー

　の養成にある。画期的な技術を開発し、これを事業化し、世界経済の発展に寄与する新産業の創出につ

　なげるという、重要な役割を担うプロデ4一サ・一rに求められる基本的な知識や考え方を指摘し、イノベ

　ーションの推進にチャレンジする意欲の高揚をはかることに本講座の狙いがある。

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．イノベーション概論

「イノベーション 技術立国日本の産業にとって、技術的なイノペーシ 亀岡　秋男 亀岡　秋男
経営」序論 ヨンを推進する人材の育成が急務である。この章で （北陸先端 （北陸先端

は、技術的なイノベーションが小さく芽生え、徐々 科学技術大 科学技術大

1 に開花して大きな産業に発展するまでのプロセス 学院大学教 学院大学教
の全容を概観し、この科目の構成を鳥忘する。 授：） 授）

．イノベーションと 産業革：命以降、今日に至まで、世界経済の発展は産 原　陽一郎 原　陽一郎
科学技術一その歴 業技術の進歩に依存するところが多かった。新しい （長岡大学 （長岡大学
史的展望一 技術が新たな産業の創出につながった歴史上の具 教授） 教授）

2 体例をいくつか分析しながら、イノベーション推進

の条件を考察する。

イノベーションの 新たな技術が大きな産業に発展するまでの長期的 原　陽一郎 原　陽一郎
プ三三スー最近の かっ広範囲にわたるプロセスを代表的な幾種かの
イノベーション理 実例について分析し、イノベーションを促進する要

3 論とマネジメント 因、阻害する要因を指摘し、望ましいマネジメント

の意義一 のあり方を考察する。

イノベーションと． イノベーションの創生から新産業創出・発展のプロ 原　陽一郎 原’陽一郎
産業のダイナミズ セスを分析する。繊維・鉄鋼・自動車・化学産業か
ム らデジタルAV・携帯電話・ロボット、時計・液晶・

4 プリンタさらには、医療産業など標準化も含めて産

業のライフサイクルとして生成過程を捉える。

σ
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執筆担当 放送担当
回 テーマ 内　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

H　企業のイノベーション・マネジメント

イノベーター人材 技術と社会、経済、文化等、広い視野から将来のあ 亀岡　秋男 亀岡　秋男

の創出＼ るべき姿を構想し、これを実現する具体的に目標コ

一目標創設型リー ンセプトを創出し、かつ現実的なアプローチの方法
5 ダーの育成一 論を提示し、これを実践する「テクノプロデューサ

一」の育成と活動環境について考察する。

技術・市場の予測 産業の基盤技術、需要構造、企業間競争などに変化 亀岡秋男 亀岡　秋男

と新コンセプトの の潮流を察知し、画期的な新製品や新産業のコンセ

創出 プトを提示してみせる、ビジョナリー・リーダーが
6 いる。そうしたリーダーの発想と新産業創出のプロ

セスを分析する。

新製品の創出
画期的な新製品にに、忍耐強く、その需要をゼロか

迥J拓する努力が必要になる。新製品が新事業を支

古川　公成
i慶磨義塾

古川　公成
i慶磨義塾

える主力製品に成長するまでには、既存製品との競 大学名誉教 大学名誉教
7 合があり、代替技術との競争があり、新規参入企業 授） 授）

との競争もある。

経営戦略と技術戦 自社が得意とする技術力をどのようにして効果的 許斐　義信 許斐義信
略 に企業経営に活かすかについて、事業戦略ドメイ （慶磨義塾 （慶磨義塾

一戦略ドメインと ン、コア・コンビタンス、コア・テクノロジー、お 大学大学院 大学大学院
8 コアテクノロジー よび事業活動の組み合わせ（ポートフォリオ）など 教授） 教授）

一 の視点から考察する。

技術戦略推進のプ 画期的な産業技術が出現すると、新技術に置きかえ 古川　公成 古川　公成

ロセス られる恐れおそれがある既存製品や既存技術の市
場地位を守る努力が始まる。市場での、変化への抵

9 抗に対処しながら、新技術の市場地位を確立する方

策の選択肢を考察する。
申

〆

10

研究開発投資とリ

^ーン
[R＆D生産性の
?繹

R＆D投資の経済効果や、投資リスクはどんな基準
ﾅ評価できるかについて、定性的および定量的な考

ｦ方を比較検討する。さらにR＆D投資の効果を高
ﾟる工夫と、R＆D活動を管理運営する際の幾通り

ｩの考え方を探る。

許斐義信 許斐義信
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執筆担当 放送担当
回 テーマ 内　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

知的財産の戦略
技術的な知的財産にかかわる蓄積と管理の仕方は、

Z術立脚型企業の存続と発展に直接の影響を与え
許斐，義信 許斐義信

一世界戦略の主軸 る。知的財産権：の確立に伴う国境を越えた熾烈な競
11 に一． 争と、画期的新産業技術を巡る国際標準化の競争の

代表例を分析する。
～

12

知識創造経営一個

l・グループ・組織

ﾌ知の創造一

知識創造（Knowledge　creation）がイノベーション

ﾌ源泉である。科学技術にも経営にもナレッジマネ

Wメントが重要となる。知識創造理論を中心に、個

l、グループ、組織の知4）創造、特に暗黙知と形式

野中郁次郎

i一橋大学

蜉w院教
�j

野中郁次郎

i一橋大学

蜉w院教
�j

知との転換プロセスとその場を理解し実践に生か
／

す方法論を示す。

：皿　国レベルのイノベーション

製品アーキテクチ 設計思想としてのアーキテクチャという概念を説 藤本　隆宏 藤本　隆宏
やと組織能力 明し、組織能力とアーキテクチャの相性が現場の競 （東京大学 （東京大学

争力を左右する、という仮説を、実例を説明し検討 大学院教 大学院教
13 する。中国の産業競争力に関するアーキテクチャ分 授：） 授）

析も試みる。また、現場の競争力が収益に結びつき

にくい日本企業の特徴を踏まえ、アーキテクチャの

位置取り戦略も紹介する。

ナショナル・イノ
経済のグローバル化が進む中で、競争力のある企業 震見芳浩 匹見芳浩

べ一・ションシステ
の立地には、極端な偏りがある。この状況をナショ （ニューヨ （ニューヨ

14 ムーイノベーショ

淘｣進への産学
ｯ・社会の役割

ナル・イノベーション・システムという考え方に添

ﾁて分析し、技術革新の促進に政府が果たす役割を
l察する。

一ク市立大

w教授）

一ク市立大

w教授）

へ

皿　イノベーション経営：まとめ・

イノベーションの
グローバルに展開する技術イノベーションを効果 古川　公成 古川　公成

15

マネジメントー総

W編

的に推進するイノベーターに求められる考え方や
m識、資質や能力、発想や行動パターンを概観する。

ｻうした技術プロデューサーに期待される発想・思

考形態や意思決定・行動様式を総括し、この科目の

目的を整理する。
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＝　マーケティング論（‘04）＝（R）

〔主任講師：恩藏直人（早稲田大学教授）〕

全体のねらい、
　今日のビジネス活動を考える上で、マーケティングは欠くことの出来ないものとなっている。さらに、営利企業だけでは
なく、大学や病院や自治体など非営利組織においても、・マN・・・・・…ケティングの考え方やフレームワークは注目され始めている・’

マt・・…一ケティングとは何か。マーケティングの要素にはどのようなものがあるのか。そして々　一一ケティングはどのように展開

されるのか。この講義℃は、マーケティングに係わる様々な課題について、わかりやすく解説する予定である。

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）

マーケティングは、生産や販牽とどのように異なるのか。

どのような課題を担って生まれてきたのか。マーケティング 恩藏　直人 恩藏　直人
1

マーケティングと で∫しばしば議論される、ミックスの考え方とは何か。まず最 （早稲田大学 （早稲田大学
は何か 初に、マーケティングの本質について解説する。 教授：） 教授）

有利な競争を展開するためには、競合他社よりも優れた価

値を消費者に提供しなければならない。そして、消費者が大

2
顧客価値と顧客満 きな満足感を抱けば、当該企業の製，品を支持し、強いロイヤ 同　上 同　上
足 ルティへと結びつく。今日、競争を展開する上で鍵となって

いる顧客価値と顧客満足について考察する。

マーケティングの課題は、個タの製品に結びついたものだ

けではない。全社的なマーケティ．ングの課題として、我々は

3
市場志向型戦略計 ミッションやドメインについて検討しなければならない。さ 同　上 同．上
画 らに、各事業部への資源配分やSWOTについても検討する。

市場の成長が見込めない成熟市場に部いては、常に競合他

社へ目を向けなければならない。自社が成長するためには、

4
戦略的マーケティ 他社のパイを奪わなければならないからである。こζでは、 同　上 同　上
ング 特に競争を意識した戦略的マーケティングについて解説す

る。

マーケティングの基本は消費者の理解にある。消費者が購

買決定に至るまでのプロセスはどのようになっているのか。、

5 消費者行動
消費者は様々な情報をどのように処理しているのか。さらに、．

m覚φ問題などについて考察する。
同　上 同　上

消費者を理解するために、企業は様々なリサーチを実施し

ている。まず、データの種類について説明する。その上で、

6
マーケティング・リ リサーチに用いられる測定尺度、サンプリング、集計方法な 同　上 同　上
サーチ どについて解説する。

マーケティングのSTPについて解説をする。マーケティ

7

セグメンテーショ

刀Aターゲティン
O、ポジショニング

ングでは、4つのPとともにSTPという骨子が知られてい
驕BとりわけSTPは、具体的な製品や価格や流通や広告を
W開する前に検討しておくべき「マーケティングの宿題」と

ｵて重視されている。

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）

、 製品はマーケティングにおける4つのPの一つである。マ
一ケティングで考える製品とは何か。新製品開発はどのよう

8 製品戦略 に進められるのか。〆 ｻ品ミックスの考え方や製品ライブサイ
Nルの概念についても解説する。

恩藏直人 恩藏直人

今日のマーケティングにおける重要課題としてブランド戦

略がある。ブランド論の火付け役ともいえるブランド・エク

9
ブランド・エクイテ

Bとブランド戦略

イティ砂毛について整理し、ブランド拡張やブランド変更な　　　　　　　　　　　　〆ど、ブランド戦略の主要な課題について考察する。

同　上 同．上

価格はマーケティングにおける4つのPの一つであるとと
もに、企業に利益をもたらす重要な要素である。まず、価格

10 価格戦略 設定の基本方針について整理する。その上で、消費者心理や

ｻ晶ミックスを考慮した価格戦略について説明する。
同　上 同・上

流通チャネルはマーケディングにおける4つのPの一つで

ある。まず、流通チャネルの存在理由やチャネルの段階数に

11 流通チャネル戦略 ついて整理する。そして、チャネル設計やチャネル管理につ
同　上 同　上

いて探る。

いくら優れた製品であっても、その価値や存在を顧客に知

統合型マーケティ ってもらわなければ売上げには結びつかない。統合型マ國ケ

12 ング・コミュニケ憎 ティング・ゴミュニケーションの考え方とその実践について
同　上 同　上

ショシ戦略 検討する。

マーケティングにおける4つのPの一つである。広告とい
っても様々な種類があるので、まず広告の種類について整理

13 広告、販売促進 し、効果測定や予算の考え方を紹介する。また販売促進につ
同　上 同　上

いても、その種類や目的について解説する。

我が国における営業は属人的性格が強く、これまで科学的

14
営業管理と営業革

V

な視蔚で議論されることがなかった。ところが今日では、営

ﾆにも科学のメスを入れ、マーケティングという大きな枠組

ﾝの中での検討が進められている。営業管理や営業革新につ
同　上 同　上

いて考察する。

マーケティングの枠組みの多くは製造業を前提として議論
されてきた。ところが、今日ではサービス産業が大きな役割

5
1
↓
　
　
－

サごビス・マーケテ

Bング

を演じるようになっている。有形の製品と比較した場合のサービスの特性、サービス産業のマーケティング課題について

同　上 同　上

＼

検討する。

＼
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＝　会計学（‘04）＝（TV）

〔主任講師：三代澤経人（立命館大学教授）〕

全体のねらい
　この講義では、企業の会計を中心に、会計とはどのようなものであるか、その基本的な性格を整理するとともに、とくに

財務会計領域に関して、近年急速に世界標準化が進められているわが国の会計諸基準を検討する。

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
会計の基本的な体
nと会計学の課題

　会計学の対象である会計はその担い手である人間の社会的

ﾈ行為であることを明らかにし、その基本的な機能内容と、

ﾆくに企業会計について、会計過程の全体的な仕組みと課題

�沒｢する。

三代澤　経人
i立命館大学

ｳ授）

三代澤　経人
i立命館大学

ｳ授：）

2 企業の管理と会計

　会計は何よりもまず企業の管理＝運営上行われる。そこで、
ｱれを直接な課題とする管理会計に関してその機能内容を再　　　　　　　＼

沒｢し、経営管理との関係を明らかにするとともに、会計が

驪ﾆ目的との密接な関係にあることを示す。

！　同　　上

同　　上

3
財務会計と管理会

v

　外部報告会計として意義づけられている財務会計の実務と

ｻの機能内容を再検討し、管理会計との関係を考察するとと

烽ﾉ、本来全体として1つのものである会計の基礎的な過程
ﾆ、その基本性格を明らかにする。

同　　上 同　　上

4
わが国会計制度と
｢界標準化の展開

　会計は商法、税法をはじめとする法的規範の規制の下に展
Jしている。世界標準化が進められているわが国の会計規範、

?v基準の全体像、その仕組みと、国際会計基準と会計基準

ﾌ国際的調和化の動向について検討する。
同　　上 同　　上

5
企業会計原則とそ

ﾌ論理

　わが国の企業会計原則について、会計規範としての性格と、

ｻの基本的な会計思考ないし会計の論理を明らかにするとと
烽ﾉ、アメリカの会計原則（「一般に認められた会計原則」）

ﾌ性格について考える。．
同　　上 同　　上

6
貸借対照表と会計
K制（1）

　企業の財政状態を表示する貸借対照表をめぐって、その仕

gみ・構成内容と、資産、負債を中心に、その計算・表示の

lえ方を、会計法規、会計基準とのかかわりでより詳しく説

ｾし、検討を行う。
同　　上 同　　上

7
貸借対照表と会計
K制（2）

　第6回につづいて貸借対照表のとくに資本の部を中心に考

@し、一商法改正にともなう問題点等の検討を行うとともに、

梶[ス会計、減損会計、退職給付会計などの基本的な考え方

ﾆ、その問題点について検討を行う。
同　　上 同　　上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

企業の経営成績を表示する損益計算書の仕組みとその計算

原理、分析方法を明らかにするとともに、税効果会計とその

8
損益計算書ど税効

ﾊ会計
方法、ならびに問題点を検討し、あわせて利益処分計算書に

ﾂいて説明する。
三代澤　経人 三代澤　経人

2000年3三期からく基本財務諸表の1つとしてその作成、
提出が義務づけられたキャッシュフロー計算書について、そ

9
キャッシュフロー
v算書

の仕組みと基本的な作成方法ならびに、これを重視する経
c・会計上の問題点について考える。

同　　上 同　　上

、

今日の会計制度において中心におかれている財務諸表は、

企業集団の財政状態・経営成績を表示する連結財務諸表であ

10
連結財務諸表制度
i1）

る。連結会計の基本問題と、連結の方法を中心に説明し、問

闢_に言及する。
同　　上 同　　上

第10回に続いて、連結財務諸表の作成方法を検討するとと

もに、あわせて、・これにかかわる外貨換算会計とその方法、

11
連結財務諸表制度
i2）

セグメント情報の開示、連結納税制度などとその問題点につ

｢て検討する。
同　　上 同　　上

今日、国内に限らず、世界的な規模で進められている企業

の買収・合併とその会計問題を中心に検討を行う。わが国の

12
三業の買収・合併と

驪ﾆ結合会計
従来の合併会計と米国における方法を紹介するとともに、分

ﾐ化など、企業組織再編の会計問題を検討する。
同　　上 同　　上

資産や負債の価格、金利、為替の相場変動のリスクを回避
（リスク・ヘッジ）するためのデリバティブ（金融派生商品）

13 金融商品の会計 取引を中心に説明を行い、ヘッジ会計とその基本的な方法に
同㌦上 同　　上

ついて検討を行う。

企業における会計監査の意義と形態、大企業に対して証券

取引法および商法（商法特例法）が義務づけている公認会計

14
会計の監査と公認
?v士制度

士または監査法人による監査の意義と方法について検討し、

ｻの問題点に言及する。
同　　上 同　　上

企業の社会的責任が問われるなかで、環境会計をはじめと

するいわゆる社会責任会計の展開がみられる。講義のむすび

15
現代会計の変容と
ﾐ会関連会計

として、そうした会計の展開がもつ意味とのかかわりにおい

ﾄ、現代会計の動向と問題点を考える。
同　　上 同　　上
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＝＝@管理会計（‘06）　＝（R）

〔主任講師（現職名）：佐藤紘光（早稲田大学教授）〕
〔主任講師（現職名）：齋藤正章（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　管理会計の目的は、企業で行われる様々な経営意思決定と業績管理に有効な会計情報を提供すること

にある◎本講義では管理会計の役割を意思決定塗支援する役割と業績を測定・評価して企業価値を高め
る行動を動機づけるコントロールの役割に分けて、それぞれの理論を解説する。

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）

管理会計概論 ①管理会計の意義と目的 佐藤紘光 佐藤紘光
（1） ②企業の目的とエイジェンシー問題 （早稲田大 （早稲田大

一管理会計とは ③経営管理プロセスと管理会計の実践主体 学教授） 学教授）

1
一 ④意思決定プロセスと管理会計の体系

⑤会計早牛基準

⑥財務会計との相違点

管理会計概論 ①財務諸表 同上 同上

（2） （貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算

一財務諸表と財 書）

2 務業績の測定一 ②財務業績の測定

③原価の諸概念

④機会原価と埋没原価

管理会計概論 ①意思決定モデル 同上 同上

（3） ②予測情報の価値

一意思決定とコ ②決定権限の配分とコントロール・システム
3 ントロールの組 ③デシジョン・マネジメントとデシジョン・コント

織一 ローノレ

付録：効用関数

資本予算（1） ①資本予算の意義と目的 齋藤正章 齋藤正章
投資決定ルール ②貨幣の時間価値 （放送大学 （放送大学

③将来価値と現在価値 助教授） 助教授）

P4 ④現在価値法と内部利益率法

⑤投資案の順位づけ

⑥その他の投資決定ルール

資本予算（2） ①資本コストの意義 齋藤正章 齋藤正章
資本コスト ②源泉別資本コスト （放送大学 （放送大学

③加重平均資本コスト 助教授） 助教授）

5 ④部門別資本コスト
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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）

株主価値を高め ①企業価値に適合する業績指標 佐藤紘光 佐藤紘光
る事業戦略 ②EVAを増加させる4つの類型 （早稲田大 （早稲田大

6
③M＆Aの経済分析 学教授） 学教授）

④リストラの経済分析

株主価値と経営 ①長期計画による株主価値の創造 同上 同上
計画 ②SVAモデルと：FC：Fモデルによる分析

7
③EVAモデルによる分析

原価の測定と原 ①全部原価計算（形態別・部門別・製品別） 齋藤正章 齋藤正章
価情報の活用 ②直接原価計算 （放送大学 （放送大学

（1） ③全部原価清報と直接原価情報 助教授） 助教授）
8 一全部原価計算

と直接原価計算
、

一

原価の測定と原 ①CVP分析 同上 同上

価情報の活用 ②原価予測
（2） ③不確実性下のCVP分析

9 一CVP分析とプ ④プロダクト・ミクス

ロダグト・ミク ⑤在庫管理

スー ⑥品質管理

原価の測定と原 ①標準原価計算の意義 同上 同上

価情報の活用 ②標準原価計算：の目的
（3） ③標準原価計算の手続き

10 一標準原価計算 ④標準原価の分類

一 ⑤原価葦異の算定と分析

予算管理シズテ ①予算の意義と体系 佐藤紘光 佐藤紘光
ム ②予算編成のプロセス （早稲田大 （早稲田大

③予算システムと組織設計 学教授） 学教授）
11

④予算と実績の差異分析

⑤予算の反機能とエイジェンシー・コスト

部門別業績管理 ①責任会計と責任センター 齋藤正章 齋藤正章
②コスト・センターの業績管理　　　　　　　　　○

（放送大学 （放送大学

③収益センターの業績管理 助教授） 助教授）’

12 ④プロフィット・センターの業績管理

⑤インベストメント・センターの業績管理

⑥管理可能性原則と情報有用性原則
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

振替価格と原価 ①事業部間取引と振替価格 佐藤紘光 佐藤紘光
配分 ②振替価格の実務的ルール （早稲田大 （早稲田大

③原価配分（本社費・共通費） 学教授） 学教授）

13 ④原価配分（結合原価）

業績管理会計の ①分析の枠組み 同上 同上

理論（1） ②プリンシパル・エイジェント・モデル

一業績管理会計 ③リスク・シェアリング
14 の分析枠組み一 ④動機づけ

⑤業績回報の価値

業績管理会計の ①予算参加の意義 同上 同上

理論（2） ②部門業績評価と全社業績評価

一インセンテイ ③業績の期間比較
15 ブ・システムー｛

x
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＝： ?L入門（‘06）＝＝（R）

〔主任講師（現職名）：齋藤正章（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　簿記はおよそ500年前から存在し、「ビジネスの言語」ともいわれ、今日の企業社会においても欠か
せないものとなっている。本講義では、商業簿記に関する知識・技術の網羅的な習得を目標としている。

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）

簿記の目的と基 簿記の意義や役割、またその種類について解説す 齋藤正章 齋藤正章
本概念 る。併せて、簿記の基本＝構造を構成する資産・負債・ （放送大学 （放送大学

1 純資産（資本）、収益・費用について説明する。ま 助教授） 助教授）

た、貸借対照表と損益計算書についても簡単に触れ
る。

複式簿記の基礎 財産法と損益法という2つの利益計算法を明らか 同上 同上
にする。

簿記における取引の定義を示し、勘定および勘定
2 記入のルールについて述べる。さらに具体的な取引

の記録方法である仕訳と転記について解説する。

帳簿記入と決算 仕訳帳、元帳への記入方法について説明し、それ 同上 同上

手続き らの記入が正しかったかどうかを確認するための合

3 計残高試算表について解説し、続いて決算手続きま

での一連の流れについて説明する。’

現金・預金に関 今回より具体的な＝勘定科目の記帳処理方法に関す 同上 同上

する記帳処理 る解説を行う。まず、貸借対照表の資産項目である

4 現金・預金の定義およびその記帳処理について説明
する。

商品売買に関す 貸借対照表の資産項目である商品の記帳処理方法 同上’ 同上

る記帳処理 である分記法、三分法、総記法について各方法の短
5 所と長所の比較を行いながら説明する。

，〆

債権・債務に関 貸借対照表の資産の部に記載される債権と同じく 同上 同上

する記帳処理 負債の部に記載される債務の記帳処理について解説

する。具体的には商品売買に関する売掛金と買掛金、
6 営業外取引に関する未収金と未払金等についてであ

る。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　一師　名

（所属・職名） （所属・職名）

手形に関する記 まず、手形について説明し、貸借対照表の資産の 齋藤正章 齋藤正章
帳処理 部に記載される受取手形と負債の蔀に記載される支 （放送大学 ・（放送大学

7 払手形の記帳処理について解説する。その他、営業 助教授） 助教授）

外手形や金融手形、手形の決済や不渡時の処理等に

ついても言及する。

有価証券および 貸借対照表の資産項目である有価証券について、 同上 同上

固定資産に関す その分類、取得価額と評価方法、評価基準等につい

る記帳処理 て解説し、有価証券売買の記帳処理について説明す
8 る。また、固定資産の取得、減価償却、売却につい

ても併せて解説する。

純資産（資本） 貸借対照表を構成する純資産（資本）に関する諸 同上 同上

および収益・費 取引の記帳処理について解説する。また、損益計算
9 用に関する記帳 書を構成する収益・費用の認識・測定についても説

処理 明する。

決算の簿記 第3回の決算手続きについて復習し、それから精 同上 同上

算表の作成方法について述べ、一連の決算予備手続

10 に関する説明する。また、決算本手続（決算仕訳と

帳簿締切）について解説する。

財務諸表の作成 これまでの決算手続きを受けて、財務諸表の作成 同上 同上

11
について解説する。また、財務諸表作成を取りまく

会計諸法規についても説明する。

帳簿組織（1） 一帳簿システムの意義について触れ、補助記入帳、 同上 同上

補助元帳、伝票会計について解説する。

12

帳簿組織（2） 現金出納帳や仕入帳および売上帳等をもちいた特 同上 同上

13
殊仕訳帳システムについて解説する。

株式会社の簿記 これまでの議論は、出資者＝経営者といういわゆ 同上 同上

（1） るオーナー経営の簿記であった。そこで、2回にわ
たり、株式会社の簿記について解説する。

14 第1回目は、資本の分類、株式会社の設立、増資

や減資の会計処理、利益処分の会計処理について説

明する。

株式会社の簿記 引き続き、株式会社め簿記について解説する。 同上 同上

（2） 第2回目は、自己株式の取得、。社債の発行による

15 資金調達等について説明する。
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＝　企業ファイナンス入門　（‘04）＝（R）

〔主任講師：菊井　高昭（上智大学教授）　〕
〔主任講師：一宮本　順二朗（帝塚山大学教授）〕

全体のねらい

企業経営には、人・物・金という三つの要素が必要であると言われている。本講座では、これらの要素のう
　　　カネ
ち「金」、より厳密には「資金」に着目し、これをいかに調達し運用するかという側面に焦点を当てる。企

業ファイナンスの基礎理論のほか、今日的な課題をも取り上げる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γ

1
企業ファイナンス

ﾌ意義と領域
企業ファイナンスとは何かについて述べ、2回目以降15回目

ﾜでの当講座の進め方について述べる。

菊井　高昭
i上智大学教

�j

菊井　高昭
i上智大学教

�j

2
企業ファイナンス

ﾆ財務諸表の役
пE活用

企業ファイナンスの情報源としての財務諸表のみかたを説明

ｵ、“実数分析”・　“比率分析”　について述べる。

宮本順二朗
i帝塚山大学

ｳ授）

宮本　順二朗

i帝塚山大学
ｳ授）

3
財務諸表分析の展

J

く“損益分岐分析”．・“付加価値分析”など財務諸表分析の展

Jについて述べ、その問題点・限界を探る。 同　上 同’上

4 資金調達
資金調達の形態を企業金融の観点から体系化し、個々の形態

i株式発行、社債発行、銀行借入れ等）について解説する。

@　　　　　　＼

菊井　高昭 菊井　高昭

5 資本コスト
資本コストの意味、個別資本コスト、加重平均資本コストの≠

ﾟ
方
に
つ
い
て
述
べ
る
。
一

同　上 同　上

6
資本構成と企業評

ｿ
資本構成と企業評価、財務レバレッジについて述べる。 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）

7
　
　
　
、

　　　　＼
z当政策と企業成
ｷ　　　、

配当政策と企業成長の関係について述べ、同時に配当政策の

嵭ﾞ、わが国の実態等について述べる。 菊井　高昭 菊井　高昭

8
キャシシュフロ
[・マネジメント

キャッシュフローの意味、キャッシュ・フロー計算書の読み

禔A運転資本管理等について述べる。株主価値という観点か

轣Aフリー・キャッシュ・フローの意味・重要性についても

qべる。

同　上 同　上

9 投資決定（1）
現在（割引）価値を説明した後で，確実性下における投資決

閧ﾌ方法について述べる。
宮本　順二朗 宮本　順二朗

10 投資決定（2）
とくに内部収益率法と現在価値法を比較し、実際的な問題点

�Tり、さらに不確実三下での投資決定問題にも触れる。
同　上 同　上

11
ポートフォリオ理

_
主として金融資産への投資面について、ポートフォリオ理論

ﾌ基本的な考え方を説明する。
同　上 同　上

12
資本資産価格決定

cfル
資本資産のリスクとリターンの関係を表す資本資産価格決定

cfル（CAPM）について述べる。
同　上 同　上

13
デリバティブと財

ｱ戦略

先物取引、オプション、スワップなどのデリバティブについ

ﾄ財務戦略の観点から述べる。
菊井　高昭 菊井　高昭

14
株主重視の財務政 IR活動、ストック・オプション等の意味、意義、実態等につ

｢て、株主重視の企業経営という観点から述べる。
同　上 同　上

15
企業ファイナンス

ﾆリストラクチャ
潟塔O

現代的トピックスのM＆A（合併・買収）、ダイベスチャーな

ﾇリストラクチャリングと企業ファイナンスとの関連につい

ﾄ述べる。

宮本順二朗 宮本順二三
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・＝@アーツ・マネジメント（‘06）＝（TV）

〔主任講師（現職名）：清水裕之（名古屋大学大学院教授）〕
〔主任講師（現職名）：菊池誠（元東京大学総合研究博物館客員教授）〕

全体のねらい

ア…k…bツマネジメントを「芸術と社会をむすぶ仕事」と位置づけ、特に公立文化施設、美術館、博物館と

のかかわりを中心に、その意味や具体的な活動について考察する。文化施設と地域・住民との関係や具

体的な展覧会制作活動、施設のハードウェアの側面にも光をあてる。

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

導入：アーツマネ ’外の大学教育のカリキュラムなどを参照しながらア 清水　裕之 同　左
ジメントとは 一ツマネジメントとはどんな概念か、どんな仕事なの （名古屋大愚

1
かを概括する。 大学院教授）

術館の整備状況 公立美術館を中心に、我が国の文化施設の整備状況に 池　　　葉 同　左
ついて概括する。 （元東京大’

恥

総合研究博物
2

客員教授）

公立文化施設の活公立文化施設の根拠はなにか、我が国に特徴的な多目 清水　裕之 同　左
を見る 的ホールによる貸し館運営はどのように成立したか、 （名古屋大愚

地域にどのような活動を提供しているか、どんな人が大学院教授）
3 いているかを概括する。　　　・

公立文化施設にお ドイツの劇場、イギリスの劇場と日本の公立文化施設清水　裕之 同　左

けるアーツマネジの仕事を具体的に比較しながら、世界的な視野でアー （名古屋大惑

メントの実際 ツマネジメンとトの仕事を考察する。さらに、公立 大学院教授）

ヒ施設のアーツマネジメントとしてどのような業務が

4 あるか、カテゴライズして紹介する。

が国の事例として長久手町文化の家と第一生命ボー

レ（NPO法人トリトンネットワーク）の活動を具体的
に観察する。

公立文化施設とボ近年、盛んになってきているホールボランティアの 清水　裕之 同　左
ランティア活動 の活動実態を紹介しながら、ボランティアの意味、 （名古屋大愚

ホールスタッフとボランティアとの関係などを考察大学院教授）

5
し、ボランティアの枠組みを理論化し、課題を取りま
とめる。

具体的な事例として、喜多方プラザ文化センター、た

んば篠山田園ホール、知立市民会館パティオウエーブ、

一豊町民会館のボランティアの実際を紹介する。
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執筆担当 送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名講　　郎　名

（所属・職名 （所属・職名）

術館の活動と施美術館においては、どんな活動があるのか、どんな人々 池　　　藝 同　左

設 が働いているのかを概括する。またそのための建築施 （元東京大’

設について触れる。 総合研究博物
6 B客員教授）

展覧会制作のマネ 京大学総合研究博物館で開催した『メディアとして
菊池　　　ま　　　ダ

同　左

ジメントー一『メ の建築』展を例に引き、展覧会の企画から制作までの （元東京大惑

7 ディアとしての建 プロセスと展覧会制作のマネジメントを見る。 総合研究博物

築』展を例として 目客員教授）

術館を巡る危 美術館の閉鎖、事業の縮小など危機が訪れているが、 池　　　蓬 同　左

と新しい動き それを転機として、どのような新しい美術館のあり （元東京大’

が為るかについて考える。 念合研究博物
8 昌客員教授）

皿史的建造物を 京大学総合研究博物館小石川分館を例にとり、歴史 菊池　　　養 同　左

生利用した大学 的建造物を博物館として新たに再生させた試み、また （元東京大当

館 そこで行われている展覧会活動を紹介する。アーティ 念合研究博物
9 ストとミュージアム・スタッフ、ボランティアや学 昌客員教授）

まで含んだコラボレーションにも焦点をあてる。

市民参加をファぐ 可児市文化創造センターの建設における市民参加を目 清水　裕之 同　左

リテートする 体的に振り返りつつ、公立文化施設の建設を市民とと （名古屋大当

もにおこなうことの意味を考察する。NPO論、市 大学院教授）

10 参加論もここで扱う。古い施設を市民の力で復活さ

た事例としてNPO法人福井芸術・文化フォーラムも
考察する。

化活動と地域コ 地域と文化活動とが連携してユニークなまちおこしを清水　裕之 同　左

ミュニティ 一っている事例を紹介し、文化活動と地域コミュニテ （名古屋大’

イの関わり、文化によるまちの活性化などについて論 大学院教授）

じる。

一政側からの町おこし、、地域の組織からの町おこし、
11 そして、アートNPO（都市型、事業体としてのアート

NPO）のそれぞれの特徴を比較考察する。

山手県湯田町銀河ホール、やまのて音楽祭、NPO’

コンカリーニョ（札幌）、NPO法人Japa
Contemporary　Dance　Networkなどを紹介する。

術館と地域コミ 地域とアーティストや美術館が連携してユニークなま 池　　　養 同　左

ユニティ ちおこしを行っている事例を紹介しながら、アートに （元東京大’

よる町の活性化などについて論じる。 念合研究博物
12 客員教授）

！
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執筆担当 送担当
回 テ　一　マ 内＼　　　　　　　容 一　　師　名講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名

国際交流とアーツ ’外との芸術文化交流をされている方をお招きして、 谷　陽子 谷　陽子
マネージメント その業務をアートマネージメントと言う観点から論じ （ジャパン・ （ジャパン・

13
てもらう。’外交流の理念と目的、意義 ソサイエティ

[〔在ニュー
ソサイエティ

[〔在ニュー
’外交流の手法（単独招聰、共同制作、合同制作、フ ヨーク〕舞台 ヨーク〕舞台
エスティバルなど） 公演部部長） 公演部部長）

非営利投資とファ 支援する側、支援される側 二三　種男 ロ藤　種男
ンドレイジング 支援する立場から見たファンド・レイジングのキーポ （横浜市三三 （横浜市芸オ

14
イントを説く。

�c利投資のリターンとは何かを考える。
文化振興財団
齧ｱ理事）

文化振興財団
齧ｱ理事）

文化政策の現状と 総括として、これまでの文化政策の流れを振り返り、 清水　裕之 同　左
これから（国から地方分権時代の文化政策のあり方を示すとともに、官 （名古屋大回

15
地域から） 民市民協働の文化活動の要として公立文化施設のプラ

bトフォーム機能の充実と、そのためのステップを考

大学院教授）

察する。
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事務局

記載欄
設
度

三
年

平成19年度 目
分

科
三

図門科目 目
ド

科
， 1543300

修
限

履
三

無 繋 2

科目名（メディア）＝ 企業統治と企業倫理（‘07）・＝（TV）

〔主任講二陣（現職名）・吉森賢（放送大学教授＝）〕

講義概要

　企業統治と企業倫理は続発する企業不祥事により日本において益々その重要性が強調されている。この

講義は企業人あるいは企業に関心を有する受講生を対象とし、従業員が誇りとする企業、高い企業成果に
より他の利害関係者や株主が満足する企業を実現するために、企業統治と企業倫理が果す役割を究明する。

米欧との比較により、日米英独仏の研究者とのインタビュ1・一・・一・・により、各国における企業統治と企業倫理の

現状と問題点を理解し、その有効性を向上させるための諸改革の成果を分析、評価する。これにより日本

企業が改善すべき問題は何かを明確にし、改善対策を考える手段を提供する。この講義は2005年閉講
した「日米欧の企業経営」を最新の状況に基づき、内容を更に発展させたものである6

授業の目標

　この講義課目は現在または将来、日米欧において経営戦略、国際経営、法令順守・倫理規範の制度化、

株主関係などを担当する社員、管理者を対象とする。また最高経営責任者や取締役会の補佐として、ある

いは研究者として広い国際的視野により企業統治と企業倫理の現状とあるべき姿を設計するための実践

的指針の提供を試みる。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講’ t　名

（所属・職名） （所属・職名）

企業統治と企業 世界最大の自動車企業を創業したヘンリー・フォー 吉森賢 吉森　賢

倫理 ドの成功要因を企業理念、企業倫理、企業戦略の視 （放送大学 （放送大学
1

一ヘンリー・フ 点から分析し、1927年GMとの競争に敗れた原因 教授） 教授）

オードの光と影 を企業統治と企業倫理により説明する。

企業統治と企業 日米欧における2000年以降に生じた重大な企業 同上 同上

倫理 不祥事の原因分析により、企業統治と企業倫理が重
2

一その意義と変 視されるようになった背景を理解し、日米欧におけ

革 る問題解決の方向を概観する。

企業は誰のもの 日本の従業員至上主義および米英の株主至上主義の 同上 同上

か それぞれの建前と実態を実例により検討する。アメ
3

一日本・アメリ リカでも従業員至上主義により高業績を誇る企業が

カ・イギリス あることを実例により紹介する。

企業は誰のもの ドイツ、フランス、日本は従業員の雇用と会社自体 同上 同上

か の繁栄を重視するが、アメリカ・イギリスの株主利
4

一ドイツ・フラ 益至上主義による挑戦を受けている。いずれが企業 玉

ンス 価値を向上するのかを考察する。

所有構造と法的 大企業の所有構造は一国の歴史を反映し、異なる。 同上 同上

形態 それが会社の法的形態と中心的利害関係者にどのよ
5

一企業統治との うな影響を及ぼしたか、について5か国の比較によ

関連性 る理解する。
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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）

取締役会改革 サーベンメ・オクスリー法に基づきアメリカの取締 同上 同上

一アメリカ 役会による企業統治有効性の改善成果とその限界を
6 実証研究と研究者とのインタビューにより検証す

る。

取締役会改革 イギリスの取締役会改革の特質を概観し、アメリカ 同上 同上

一イギリス との相違を明確にし、それがドイツ、フランスに与
7

えた影響を分析する。外取締役の独立性に関するヒ

ッグス報告の意義を検討する

取締役会改革： ドイツの二層型取締役会と，共同決定制度が企業統治 同上 同上

一ドイツ の有効性に与える影響力を考察し、2002年の「ド
8

イツ企業統治規範」の実施状況とその有効性を評価
する。

取締役会改革 フランスの取締役会の固有性を単層型取締役会と二 同上 同上

一フランス 層型取締役会の選択性、最高経営責任者による取締
9 役会会長職の兼務ないし分離の選択性と規定し、企

業統治の有効性向上への影響を検証する。

取締役会改革 2003年の商法改正による日本の取締役会改革の 同上 同上

一日本 成果を検証すると同時に、その限界を指摘し、上記
10

の米欧の改革：の経験に照らして学ぶべき点と改善す

べき点を提案する。

社外取締役 取締役会改革：の実効性は社外取締役の独立性に依存 同上 同上

11
一独立性と有効

ｫ
するが、それはどの程度実現可能か。ま牽取締役会

?vと企業成果との間に関連性があるのか、の問題
について検討し、今後の課題を提示する。

内部統制制度 企業統治の焦点は取締役会と同様に内部統制制度に 同上 同上

12
一目的と湯木 も向けられつつある。その背景、目的、制度の内容

ｻして実現の状況について主要国について概観し、

今後の課題を展望する。

企業買収 アメリカ的な企業買収が日本やドイツ、フランスに 同上 、同上

一企業統治の視 　　　　　　　　　　　　　　　　＼ｨいても増加しつつある。企業統治の視点から企業
13

点 買収、特に敵対的買収が企業価値向上に果たす役割
を考察する。

企業倫理 日本とアメリカにおけるアスベスト公害に対する企 同上 同上

一その制度化 業、社会、行政の対応を比較して、企業倫理と法と
14 の関係、集団訴訟の役割、企業倫理と国家統治の関

係を明らかにする。

企業倫理 企業倫理の制度化は最高経営責任者の責任であると 同上 同上

一実践と経営成 の前提により倫理・行動規範の策定、企業倫理の担
15・ 果 当部門の設置、教育と浸透、倫理監査、内部告発な

どに関する制度化の方法を提示する。
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事務局
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科
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専門科目 目
ド

科
， 1543407

修
限

履
制

無 記 2

科目名（メディア） ・＝・NPOマネジメント（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）：河合　明宣（放送大学教授）　〕

〔主任講師（現職名）：齋藤　正章（放送大学助教授）〕

講義概要

　　　今日、今までにない速度で社会が変化し、明治近代国家誕生後に形成された既存のシステムでは対

　処できない様々な問題が生まれている。なかでも政府・自治体がこの変化に対応できず、公的サービス

　の提供に限界が見え、担い手の多様化が強く求められている。こうした中で地域社会における病院、老

　人ホーム経営等のサービス供給続まちづくりや環境保全、国際協力等を進める民間非営利組織（NPO：

Non・Profit　Organization）の活動が活発に展開されてきている。こうした背景と組織経営の実態及び課、題を

　理解する。

授業の目標
　　　公的サービスの担い手として日々に重要性を増しているNPOの設立、経営、業績評価等について、

　具体例の紹介を通して説明する。住み易く豊かな地域社会が多数の住民の参加によって実現する道筋を

　考えてみたい。

回 テニマ 内　　　　　　　　容
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
民間非営利組織

ﾆは

　わたし達の生活は、法律に基づいて国や自治体が実行する

s政や司法の大きな枠組の中で営まれている。各世帯は町内

?竡ｩ治会等の地縁組織を媒介して行政が提供する様々なサ
[ビスを受け取ってきている。一方、こうした既成の枠組に
冾墲黷ｸに、ボランティア活動や、’市民（住民）活動を進め

髑g織が誕生し、時には行政と連携し様々な活動を行い、そ

ﾌ存在感が大きくなっている。こうした市民（住民）活動が

ｶまれる背景を述べる。

河合　明宣
i放送大学教　　　　　〆

�F）

河合　明宣

i放送大学教
�j

2
　法人格を取得し

ｽ非営利組織の活

ｮ

　「非営利」とは、利益を関係者で分配しないことである。

@公益に関する事業を行う、②営利を目的としない、③主務

ｯ庁の許可を得るという3つの要件を満たし、民法第34条に
薰ﾃく認可を得て設立される公益法人（社団法人、財団法人）

ｪある。公益を目的とし民法以外の特別法に基づいて設立さ

黷驫w校法人や宗教法人、社会福祉法人、医療法人等も広義

ﾌ公益法人という＝場合がある。法人格を有する民間非営利組

Dの活動とその特徴を考える。

同上 同上

3
非営利組織のア

Jウンタビリティ

　非営利組織が社会に広く受け容れられるには、その目的（活

ｮ理念）を明確にし、その活動の成果を開示する説明責任が

?驍ﾆ考えられる。また、非営利組織といえども必要経費を

Jバーする位の採算性が求められるであろう。

@会計学のアプローチを用いて非営利組織の特徴をお金：の面

ｩら明らかにしていく。

齋藤正章
i放送大学助

ｳ授）

齋藤正章
i放送大学助

ｳ授）

一一@587一



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）

特定非営利活動促進法（いわゆるNPO法）に基づく狭義の

’NPOの特徴を捉える。　NPO法が定める非営利の内容、組織

特定非営利活動 構成、人材の確保やマーケティング活動等組織の経営や税法

4 法人の経営と事業 上の特例、会計処理等経理上の特色について述べる。また、 同上 同上
評価（1） こうした活動の成果の評価手法についても学ぶ。

第4回の議論を受けて、内閣府国民生活局のデータ等を使
いながら、統計的処理による業績、経営内容の分析を行う。

特定非営利活動 また、r ¥請受理数の推移、組織の規模、活動領域別法人数：、 齋藤正章 齋藤正章
5 法人の経営と事業 活動内容、財政規模、及び収支の状況等の分析も併せて行う。 （放送大学助 （放送大学助

評価（2） 教授） 教授）

NPO支援のためのイン：7ラ整備の概要を述べる。活動に資

金を提供する助成団体として公益法人やNPOを支援する

非営利組織支援 　　　　　　　　　　　　　　　　、mPOの目的、運営、経営、財政等の要点を述べる。

6 のためのインフラ 同上 同上
整備

7回から10回までは、主たる活動分野別に具体例を通し
て、、組織の経営、運営の課題を考える。身近な生活の場にお

7
　まちづくり等地
謔ﾉ密着した活動

いてNPO法人が設立された背景、自治体や他の組織との連
g等を見る。・

@7回では、：景観の保全やまちづくり、地域の活性化等を主

河合　明宣

i放送大学教
�j

河合　明宣

i放送大学教
�j

たる活動分野とするNPOを扱う。また、　NPOと行政との連
携を考える。

社会教育の推進、子どもの健全育成や病院、老人ホ憎ム等

を経営するサービス供給三等のNPOについて述べる。

8、
保健・医療・福

モﾌ増進

　地域における生活支援活動にi携わるNPOを取り上げ、理
O、経営のあり方や課題について考察をする。 同上 同上

NPO法は、阪神・淡路大：震災を機に1998年に成立した。
災害の予防や環境の保全、環境と調和した適正技術や社会技

9
環境の保全と災害

ﾌ予防

．術の研究・普及等を主要活動分野とするNPOについて経営
ﾌ課題を探る。

@地域の中小規模水道に対する水道技術サービス提供や運営
同上 同上

支援を行うNPOを取り上げる。

発展途上国を対象とした国際協力では、NGO（非政府組織）

と呼ばれる民間非営利組織の活動がある。
農村貧困層の組織づくりご人づくりの観点からバングラデ

10 国際協力 シュ、ネパールで活動しているNGO・シャプラニール等を中 同上 同上
心に、国際協力の分野での組織運営の課題を検討する。
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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）

11回から13回までは、NPO法により法人組織イヒされたもの

とは別の組織形態による非営利組織の特色を考える。

ボランティア・グ 11回は、主に住民の日常生活の範囲で生活に根ざした活動

11 ループ、市民（住民） を行う任意団体を取り上げるσ佐渡において、トキとその生 同上 同上

活動団体 息地の保護活動を目的とするボランティア・グループについ

て、地域住民組織の特徴と意義を述べる。

社団法人は、　「一一定の目的のもとに結合した人の集合体で

団体としての意思、組織を持ち、社員と別個の社会的存在と

12
公益法人の活動

ﾆその特徴

して団体の名において行動するもの」でおる。財団法人は、

u一定の目的のもとに拠出され、結合されている財産の集ま

閧ﾅ公益を目的に管理運営されるもの」である。日本山学会

河合　明宣

i放送大学教
�j

河合　明宣

i放送大学教
�F）

・（自然保護委員会）と日本自然保護協会を事例として取り上

げる。r

消費者が自らの生活向上を目指し、資金を出し合い生活物

資の購買等の事業を運営する協同組合組織がある。これは

ρ

1948年施行の消費生活協同組合法により設立された。地域生 齋藤正章 齋藤正章・

13 生活協同組合 協と職域生協がある。協同組合組織の概略を述べ、神戸生協 （放送大学助 （放送大冥助

を地域生協の事例に、早稲田大学生協を職域生協の事例とし 教授） 教授）

て取り上げる。

任意団体であれ、法人格を取得した組織であれ、構成員が

主体的に参加し、組織が目的としている活動を持続させるの

は容易ではない。構成員が生き生きと活動し、組織が再生産

14
　非営利組織の経

c改革
されるために財政上の安定と魅力ある理念を掲げるリーダー

Vップが必要である
同上 同上

今日の非営利組織経営改革の課題について述べる。

日本の町内会や自治会等の既成の住民組織とか地縁組織で

なく、非営利で社会貢献を目的とする薪しい組織の凝集力や

15
民間非営利組織

ｪ目指すもの

永続性は何に依存するのか。事例のまとめを通して非営利組
D経営の課題を整理し、地：域社会と国際社会の展望を考える。

河合　明宣

i放送大学教
�j

河合　明宣

i放送大学教
�F）
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＝　日本の製造業の新展開（‘05）＝（R）

〔主任講師：J森谷正規　（：LCA大学院大学教授）〕
〔主任講師：小田切宏之←一橋大学大学院教授）〕

全体のねらい

　　日本の製造業は、第二次世界大戦後にまず生産技術力を向上し、次込で技術開発力を高めて大きく発

展してきた。しかし、1990年代に入るころから、経済が不振を続けるのに伴って、多くの製造業が
かつての強さを失っているように見える。それは、革新技術が生まれがたい技術状況とともに、中国、．

韓国などアジア諸国が工業国として力を強めてきていることが影響している。そこで、日本の製造業は、

、蓄積してきた技術力を活かして、新たな方向での展開を目指さねばならない。それがいかなる展開であ

るかを、産業ごとに歴史的な発展と現在の状況を踏まえて、国際的な視野から展望する。

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）

国際的な視野から 経済不振による国内需要の減退、アジアの登場による輸出

見た日本の製造業 競争力の低下によって、多くの製造業が厳しい状況にある。

1

の現状 しかし、日本企業の技術力は高いはずであり、それを活かし

ｽ新たな発展が期待できる。いまの日本の製造業の全体につ

｢て、国際的な競争に目を向け、各産業の特性の違いを考慮
ｵながら現状を把握する。

森谷　正規
iLCA大学

@大学教授）

森谷　正規
iLCA大学

@大学教授）

サイエンスにもと 科学研究の進歩による技術革新は、天文学の農業への応用、’

ついた新産業の発 冶金学の金属生産への応用など、古くから行われてきたが、
展 近年におけるエレクトロニクス、ナノテクノロジー、ライフ

サイエンスなどの急速な発展は、それらを応用した各種産業 小田切　宏之 小田切宏之
2 の爆発的な生成と拡大をもたらした。そうした「サイエンス 、（一＝橋大学大 （一橋大学大

型産業」の発展を概観し、知的財産権制度、産学連携、ベン 学院教授） 学院教授）

チャー企業など、関連する諸問題を説く。

電子機器産業の世 世界の電子機器産業は、PC、携帯電話、デジタル家電など

界市場形成とβ本 によって高い成長を示し、今後もブロードバンド、ユビキタ

のアジア生産展開 ス化でさらに成長していく。デジタル技術革新を背景とした

製品多様化や市場構造変化の中で、日本企業は、標準化が支 御手洗久巳 御手洗久巳

3
配した情報通信分野で競争力を低下させたが、デジタル家電 （野村総合研 （野村総合研

やの研究開発、積極的なアジア生産展開を図り、世界市場での 究所上席コン 究所上席コン
復権を目指している。日本企業のアジア生産による競争力確 サルタント） サルタント）

保を中心としたグローバル展開を示す。

電子機器産業の競 80年代には圧倒的な国際競争力を誇った日本の電子機器産

争力とアジアに対 業も近年地盤沈下が著しい。電子機器産業における競争力要

平する日本の課題 因（製品技術特性、生産・流通システム、経営意志決定シス

テムなど〉を分野毎に分析し、SC藍、　EMSなど新たなビジ

4 ネスモデルの普及進展や韓国、中国などアジア新興勢力との 御手洗久巳 御手洗久巳
競合関係を踏まえながら、一トップマネジメントの役割、研究

開発活動の振興、アジアとの国際分業化など、今後の日本企
業の展開方向と課題を示す。
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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）

次世代技術で復権 DRAMで世界を制した日本の半導体は、90年代に技術・

を目指す電子デバ L製品開発や投資判断のミスが重なり国際競争力を低下させた

イス産業 が、DRAM偏重から脱し、新ビジネスモデルやアライアンス
を軸に、デジタル家電に必要なシステムLSrで競争力を確保

5 しつつある。液晶でも競争力が低下し、生産のアジア移管が 御手洗　久巳 御手洗　久巳

進んでいる。世界の半導体、液晶産業の需給構造や業界構造
「

の変化、次世代技術開発に向けた国家プロジェクトなどから

日本の電子デバイス産業の発展方向と課題を示す。

バイオテクノロジ この産業は、発酵技術を用いたみぞ・醤油醸造の伝統的産

一関連産業の展開 業から、高度な機械設備とコンピュータを駆使した遺伝子や

タンパク質解析に基づく医薬開発まで、広範にわたっている。

6
このため、食品、医薬品、機械メーカーからソフトウェア会 小田切　宏之 小田切　宏之
社、総合商社まで、幅広い企業が単独で、あるいは提携しな

がら事業展開している。こうしたバイオテクノロジー関連産

業について、その現状と問題点を概説する。

国際的研究開発競 研究開発費の売上高に占める比率は、製造業全体では4％

争の中での日本の 未満だが、医薬品産業は8％を超えていて、飛び抜けて研究

医薬品産業 開発集約的な産業である。しかも新薬の製品化には膨大な費

用の臨床試験：が必要で、逆に製造費用は比較的小さく、安全

7 性確認のための事後調査が欠かせないなど、特異な産業であ 同・上 同　上

る。その医薬品産業の特性を概説し、バイオテクノロジー技
術の発展や国際競争の激化が日本の医薬品産業をどのように　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¢

変えてきたかを示す。

物づくりの競争力 日本の産業の競争力が低迷している中で、自動車産業の競

は揺るがない自動 争力は健在である。なぜ自動車は強かったのか。その鍵は、

8

車産業 ’組織能力と設計思想（アーキテクチャ）にある。日本企業は

烽ﾌづくりの組織能力に関し’て絶えず切磋琢磨する「能力構

z競争」を続けたこと、また自動車という製品の設計思想が

藤本隆宏
i東京大学大

w院教授〉

藤本隆宏
i東京大学大

w院教授）
日本企業の得意とする「擦り合わせ型」であったことが、日

本企業の強さが続いた理由である。

自動車産業の将来、 21世紀の前半に、自動車産業はどのように変化するのだ

進化か革命か ろうか。組織能力の累積的な進化が続くのか。あるいは、こ

れまで蓄積した組織能力が通用しなくなるような革命的な変

9
化が来るのだろうか。ニンジン等の製品技術、設計思想、生

Yシステムなどに関して将来を展望する。しばらくは累積進
同　上 同　上

化の時代が続くと予想し、その中で「バランス」の良い企業

を目指すことの重要性を指摘する。

トップの座を守る 工作機械産業は20年連続で世界一の座を維持し、工作機

工作機械産業 械大国としての確固たる地位を築いている。しかし、近年は

ドイツ勢が日本が得意とする汎用機市場に攻勢をかけてお 吉本　陽子 吉本　陽子

10
り、アジアではコスト競争力のある台湾、中国メーカーが低

焔@市場を押さえにかかっている。ITを活かしたソリュー

（UFJ総合
､究所主任研

（UFJ総合
､究所主任研

ションビジネスに力を入れる日本メーカーの動向とマザーマ 究員） 究員）、

シンの将来展望を描く
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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）

総合力を活かす半 半導体製造装置は光学、物理、化学、機械、電気、材料、

導体製造装置産業 ITなどの総合技術の塊でおり、80年代には半導体産業の
発展に伴い、装置産業も特定分野では独占的な地位を占める

11 に至った。90年代に入ってからは、モジュール化への対応 吉本　陽子 吉本　陽子
が後手に回り国際競争力の低下が懸念されているが、産学官

〆

連携によるイノベーションや要素技術を活かした発展が期待

されている。　　　　　　　　ノ

多様に展開するす 総合力を持つ大型機械システム産業は、量産製品産業に代

る大型機械システ わって日本の技術の強さを示しうる有力な分野である。造船
ム産業 は再編成で競争力を確保し、航空機ではいよいよ小型ジェッ

12 ト機の開発に取り組む。宇宙開発でも、ロケットで国際市場 森谷正規 森谷正規
に乗り出していく。エネルギーの分野においてもさまざまな
新技術を開発して実用化に准んでいる。

社会からの要請に 環境破壊、廃棄物処理、防災、介護などの社会問題が激し

応える社会機器シ くなっていて、各産業における機械・システムの創出によっ

ステム産業 て対応することが求められている。その市場は非常に多様で

13
、 あり、新たな有力な産業分野になってきている。もっとも、 同　上 同　上

市場の形成がスムーズにいかない場合も多く、企業は技術開

発に努力しながら、政策などによる市＝場の拡大に期待をかけ
、

ている。

再編成で競争力を 鉄鋼産業は、技術力は世界で最高水準にあるが、世界的に

高める鉄鋼産業 供給過剰の状況であり、国際的な競争が激烈で、経営は厳し

い。そこで、5大企業は大きな再編成に進んだが、それがど

14 のような成果を上げ、競争力を強め得るか。’これからアジア 同　上 同　上
諸国との競合および提携の関係が複雑に展開していくと予想

されるが、そうした国際的な状況を踏まえて将来を見通す。

日本の製造業の新 20世紀の後半に、旧本の製造業は大きく発展したが、旧
たな発展 本をめぐる環境が大きく変わる21世紀には、製造業も導き

な改革に進まねばならない。それは、より高級な高度な製品

15 を目指す、核となる部品や材料に力を注ぐ、社会に新たな市 一同　上 同　上
＝場を創っていく、国際的な連携を深めていくなどであり、日

本の製造業が進んでいく新たな方向を示す。
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＝　情報産業論（‘04）：＝（R）

〔主任講師　西村吉雄（早稲田大学客員教授）〕

全体のねらい
　情報産業という概念の整理から始め、前半では情報産業におけるタテからヨコへの構造転換に伴うネットワーク分業につ

いて述べる。関連してネットワーク外部性を活用する「この指とまれ」型開発モデルを提案する。次に情報産業の時代の研

究開発のあり方を考える。自前主義から連携・協力へ、中央研究所から産学連携へ、が時代の方向であることを明らかにす

る。・最後に工業社会から情報社会への転換を、産業構造の転換との関連において議論する。’

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）

　＼
P 情報産業論の系譜

　第1回目では、情報産業という概念の誕生ど、産業の情報
Cヒという考え方との関係、脱工業化やサービス化、ソフト化、’

lットワークなど、関連概念との関係を整理し、本講義の方
jや予定を述べる。

西村　吉雄
i早稲潤大

w客員教授）

西村　吉雄
i早稲田大

w客員教授）

、2

タテからヨコへ
i1）一自律分散し

ｽ小集団が水平に
汲ﾑつく

　自律分散した比較的小さな集団が、情報通信ネットワーク

�薰ｵて水平に結びつく。これが情報産業の時代である。産

ﾆ構造は、1社が部品から最終製品までとりしきるタテ型か
逡｡数：企業の連携によるヨコ型に変わる。

同　　上 同　　上

3
タテからヨコへ
i2）一設計と製造

ﾌ分業

　設計と製造の分業は、「タテからヨコへ」の変化より早い。

ｨ質処理に対する情報処理の自立を実現した分業でもある。

ｼ導体産業におけるシリコン・ファウンドリなど、1990年代
ﾉは設計と製造の分業が進展した。

同　　’上 同　　上

4

タテからヨコへ
i3）一生産システ

?ﾆ自動車産業の
鼾

　ネットワークを介したヨコ型のオープンな分業は、製造業

ﾌ生産システムにも及ぶ。ただし、この分業は万能ではない。

ｻ品アーキテクチャと望ましい分業のあり方を、自動車産業
�痰ﾉして考える。

同　　上 同　　上

5
タテからヨコへ
i4）一メディア産

ﾆの構造転換

　タテからヨコへの転換はあらゆる情報産業に及びつつあ

驕Bこの回にはメディア産業の構造もタテからヨコに変わり

ﾂつあることを示し、ディジタル化やインターネットのメデ
Bアへの影響を考える。

同　　上 同　　上

6
ネットワーク外部
ｫと「この指とま
黶vモデル

　ヨコ型分業にはインタフェースが不可欠である。そこでは

Q加者多くなるほど、そのネットワークに参加している価値

ｪ高まる（ネットワーク外部性）、。これを活用する「この指

ﾆまれ」型開発モデルを提案する。
同　　上 同　　上

7

情報産業の時代の
､究開発（1）一営

?驪ﾆにとっての
､究開発とは何か

　経済的発展にとっての研究開発の意味をシュムペーターに

ﾟって再考する。未来の価値を知る「知」と、それを現在価

l市場に媒介する「アントルプルヌールシップ」、この両者

ｪ研究と開発に相当することを示す。
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）

中央研究所の基礎に研究開発におけるリニア・モデルがあ
情報産業の時代の るdこれらは自前主義の時代の産物である。自前主義から連

8
研究開発（2）一中

寥､究所の時代の
携の時代へ、という産業構造の転換は、中央研究所の時代か
邇Y学連携の時代へ、と対応する。

西村　吉雄 ’西村　吉雄

終焉

嘩情報産業の時代には、産業・経済における「知」の役割が

情報産業の時代の 高まる。大学への期待は大きい。大学の「知」と「アントル

9 研究開発（3）一大 プルヌールシップ」の新結合、すなわち新しい形の産学連携 同　　上 同　　上

学の役割の変化 が、新産業、新雇用を生み出す。

日本の産業構造は1970年代に大きく転換した。鉄の生産量
1970年代の転換 や原油の輸入量が漸減に転じるなか、半導体の生産は急増す

10
（1）一工業の時代

ｩら情報産業の時
る。製造業人口比率の減少も始まる。この構造転換から、ポ

Xト工業化、情報化を考える。・
同　　上 同　　上

代へ

工業化から情報化への転換と同期して貧富の差の拡大が日

1970年代の転換 本でも始まったことを指摘する。米国のデータとも比較しな

11 （2）一階層格差の がら、その原因が、情報化・ポスト工業化への転換と連動し 同　　上 同　　上

拡大 ていることを示す。

工業化の時代には働く女性の数が減り、情報化の進展とと
1970年代の転換 もに、それが増えていることを、長期的な歴史データから明

12
／（3）一女性の時代

ﾆポスト・モダニズ
らかにする。またトップレスやポスト・モダニズムなどの文

ｻ現象と産業変化との関係にも触れる。
同’上 同　　上

ム

21世紀の日本は急速に高齢化しながら人口減少に向かう。
高齢化と人口減少 核家族のなかの成人男性だけを雇用という工業社会型から、

13
一ネットワーク社
?ﾌワークスタイ

高齢者を含む拡大家族がネットワークを介して共働するとい

､ワークスタイルへの転換が起こり得る。
同　　上 同　　上

ノレ

メディアのヨコ型化はメディア秩序の解体と再構築をもた
メディア・ルネサン らす。隣の人と同じ番組を観たかった工業社会人に対して、

14
スーネットワーク

ﾐ会のライフスタ
隣の人とは違う番組を観たい情報社会人向けのメディアでは，

lットワーク炉最適なインフラとなろう。
「　同　　上 同　　上

イル

大異を認め合いな 自立分散した小集団がネットワークを介して協力するの

がら小同で協力し が、産業・仕事・暮らしのこれからのスタイルだ。目的は違

15 よう一ネットワー っても協力することが双方に有益となるように「大異を認め 同　　上 同　　上

ク社会の協力スタ 合いながら小謡で協力」しよう。

イル
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＝＝ lットワ9・・一一ク産業論（‘04）＝（R）’

〔主任講師：直江重彦（中央大学教授）〕L

全体のねらい
　ネットワーク産業論は、高度に発展した今日の経済社会における諸活動の基盤となっている様々な産業で構成され、日常

の生活や経済活動にとって不可欠なサービスを提供している。そのため、ネットワーク産業の生産性が低い場合、その結果、
生活水準が低下し、経済活動の生産性も低下してしまうことになる。さらに、ネットワi・・・…ク産業はもう一つの特性である規

模と範囲に経済が存在するため、自由経済体制においても独占的な産業構造が形成されやすい。そのため、通常、様々な公

共規制を課すことで効率と公正を確保する必要があるとされている。この講座は、様々なネットワーク産業の経済的特性と

公共規制について議論し、公共経済政策の理論と実態の理解を深めることを目的としている。、

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

ネットワーク産業

ﾆは一産業の構造
ﾆ特性

@　　　　　　　［

　今日の経済活動や社会生活の共通基盤的役割を果たしてい

骼Y業の中に、従来、公益事業と呼ばれてきた産業群が存在
ｵている。その多くは、それぞれ独自のネットワ三ク桑戸を

揩ｿ、それを利用して様々なサービスを提供している。ここ

ﾅは、公益事業の中でも特にネットワーク設備への依存度の

b｢産業にはどの様なものがあるかを紹介するとともに、そ
ﾌ産業のサービス生産と消費の経済的特性を紹介する。

直江　重彦
i中央大学教

�j

直江　重彦
i中央大学教

�j

2

ネットワーク産業
ﾆ公共規制一公益
幕ﾆ規制改革と公
ｳ競争条件の整備

　ネットワーク産業と呼ばれる産業が成立してきた19世紀

ｩら20世紀にかけて、これらの産業が必ずしも市場メカニ
Yムだけでは効率的なサービスの生産が望めず、’また、消費

ﾒの保護が図れないなどの観点から、特に独占の弊害を除去

ｷるための公共政策が適用されてきた。この章では、公益事

ﾆ規制と称されるそれらの公共規制の構造とその問題点と、

ﾟ年世界的に進められている公共規制改革の課題について紹

薰ｷる。

@　　　　　　　　　　　　　　　～

同　　上 同　　上

3

ネットワーク産業
ﾌ改革一民営化と
｣争導入

　ネットワーク産業は、従来、その公益性や外部経済が大き

｢ことから、国や地方公共団体による直接的な運営がなされ

ﾄきた。1970年代に入ってそれらの国営企業公営企業の
��ｦ性が問題となり、民営化を柱とする改革が始まった。

ﾜた、独占を前提として運営されてきた民間の公益事業でも

f様の非効率の克服が課題とされ、その改革のために市場メ

Jニズムを利用した新しい公益事業規制の導入が進められて

｢る。ここでは、世界の主要国におけるネットワーク産業の

ｯ営化と競争導入政策の課題について紹介し、ネットワーク

Y業の本質とは何かについて議論する。

同　　上 同　　上

4

各論1　電気通信
幕ﾆ一電話事業の
ｬ熟と電気通信産
ﾆの改革

　グラハム・ベルが発明した電話は、世界規模での高度なネ

bトワークを形成し、何処でも誰でもが自由に利用できる通
Mサービスとして発展し、今日の情報化社会の基盤となって
｢る。近年、携帯電話の急速な発展で音声通信としての有線

ﾉよる電話の役割は多少とも小さくなっているが、そのユニ
oーサルサービスとしての役割やあらゆる電気通信サービス

ﾌネットワークインフラとしての地位はますます重要となっ

ﾄいる。この章では、最もネットワーク産業の特性を持つ電

b事業と近年の規制改革を紹介する。

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）

インターネット産業はまだ発展の初期段階にあるため、産
業構造もまだ流動的で、今後の発展の余地も大きい。今日の

各論2　インター
インターネット産業は、ネヅトインフラ・プラットフォ「ム・

5
ネット産業一ブロ

[ドバンドとイン

アプリケーションサービス・コンテンツと言った産業で構成

ｳれているが、ネットインフラのブロードバンド化の進展で 直江　重彦 直江　重彦

ダーネット 電話や放送をも取り込む新しいネットワーク産業への変身が
始まっている。、この章では、インターネットとは何かを紹介

し、その産業特性と政策課題について議論する。・

現代社会を支える電力事業も、その重要性はますます高ま
、 ってはいるものの、環境問題や経営の効率性問題、エネルギ

一源の多様化と分散型発電の登場など様々な課題を抱えてい

る。そのため、従来地域独占を前提に形成されてきた電力産
各論3　電力事業 業も、消費者利益の増進を目的として競争政策の導入が検討 山谷　修作 山谷　修作

6 一電力事業改革と されている。電力産業は、エネルギー産業の一つであり、ガ （東洋大三教 （東洋大学教
環境問題 ス産業や石油産業と競合関係にあり、エネルギ｝関連技術の 授） 授）

革新によるエネルギ㌣間の競合はますます厳しくなってきて

いる。この章では、変革が始まった電力産業の規制改革と環
’

境問題を議論する。

電力と並ぶ重要なエネルギー産業であるガス事業は、都市

部を中心とした都市ガスとそれ以外の地域を中心とする液化
プロパンガス！i：LPG）で構成されている。公益事業としての制

甲

7

各論4’ガス事業一ガス事業の改革

ﾆ規制緩和

約を受ける都市ガス事業は、原料の天然ガスへの転換とパイ

vラインの建設によるネットワーク化による新しい経営環境

ｪ形成され、加えて規制緩和による：LPG事業や電力事業との 同　　上 同　　上

競争の激化が始まっている。この章では、ガス事業の課題と

なっている内外価格差の縮小や規制緩和などガス事業の課題
、について紹介する。

＼

我が国の高速道路網は、鉄道の新幹線網と並ぶ今日の陸上

交通インフラストラクチャーを構成する重要な基盤であり、

全国をくまなく結ぶべく今日もなお建設が続けられている。

各論5　交通イン この高速道路の建設と運営は、国営の日本道路公団やその他

フラストラクチャ のいくつかの地域別に設立された高速道路公団によって行わ 山内　弘隆 山内　弘隆
8 一（高速道路事業） れている。この高速道路の建設と運営をどの様に改革するか （一橋大学教 （一橋大学教

一高速道路事業と が政策課題となっており、その改革の一環としてそれらの道 授：） 授）

道路公団の民営化 路公団の民営化が進められている。この章では、わが国の高

速道路整備問題とその中核となっている道路公団改革につい
て紹介する。

…

‘交通産業の』つである航空事業では、米国においていち早

く自由化が行われ、この競争政策の結果多くの新規事業者が

参入した。この自由化を契機に航空路線もハブアンドスポー

ク構造への転換が行われ、厳しい競争が始まった。その結果、
各論6　航空事業 航空会社の再編が進み、今日では再び自由化以前と同様の市

9 一航空事業の成熟 場の寡占化が形成されつつある。我が国でも自由化による新

　
同
　
　
上
陶

同　　上．
と産業改革 規参入が認められ、競争が激化している。この章では、航空’

事業特有の問題と、そこで明らかになったネットワーク産業

共通の公共規制改革の問題点について議論する。
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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）

鉄道事業は20世紀後半に始まったモータリゼーションと

航空事業の発展によって交通産業の脇役に退いたが、鉄道は

今日もなお都市の近距離交通の中核であり、新幹線などの高

速鉄道の登場によって中距離交通においても航空サービスと

10

各論7　鉄道事業一鉄道産業の成熟

ﾆ改革

競合する様になってきている。鉄道は自動車の便利さや航空

@の速さに対し大量輸送とエネルギー負荷の少なさと言うメ
潟bトを持つため、鉄道事業の再生に向けた様々な試みが世

Eで行われている。この章では、地域分割と新幹線と言う政

石井　　晴夫
i作新学院大

w教授）　・

石井　　晴夫
i作新学院大

w教授）

策を展開した日本と、・鉄道路線と運行サービスを分離した英

国や米国、全国一一体のままでの再生を模索するフランスやド

イツなどの改革を紹介するとともに、その問題点と課題を議
論ずる。

運輸サービスは物の輸送を行うことであるが、物の輸送に

11

各論8　通運と宅
z一宅配便サービ　曳

Xの発展と通運事
ﾆの変革

はそれぞれの輸送される物の種類によって様々な運輸業が形

ｬされている。その中でも今日最も注目されているのが宅配

ﾖサービスである。この章では、宅配便事業を、情報通信ネ

bトワークを活用した運輸事業の側面から、競合する小口の

ﾗ物を集配する郵便の小包サービスと比較しつ似その産業

同　　上 同　　上

特性と今後課題を紹介する。

情報コンテンツを中波やUHFの地上波や同軸ケーブル、
もしくは衛星通信を利用して国民に届けている放送産業は、

従来のアナログ技術からデジタル技術を使った新しい時代に

各論9　放送産業 入ろうとしている。加えて、通信ネットワークでのブロード

12 一放送産業の変革 バンドの普及によって、これまでとは違った双方向通信によ 直江　重彦 直江　　重彦
と課題 る放送番組の送信も可能になりつつあり、20世紀前半に確

立された放送産業のビジネスモデルは大きな転換期を迎えて

いる。この章では放送産業の構造と放送産業政策の変貌にっ
いて紹介する。

近代的で健康な生活に不可欠とされる上下水道は、これま

13

各論10　水道事
ﾆと下水事業一上
ｺ水道事業経営と

ﾛ題

で地方公営企業が運営する事業として発展してきた。上水道

ﾍ水源問題を、下水道は環境問題をその中核に据えて事業の

W開を図ってきたが、基盤整備が進むにつれて地域的な条件

ﾉよる水不足や料金の地域間格差などの課題が顕著となって

ｫている。この章では21世紀の課題としての水問題を踏ま

山谷　修作 山谷　　修作

えっっ、上下水道事業経営の課題を解説する。

ネットワーク産業は、今日の経済社会活動に不可欠なサー へ

14

ネットワーク産業
ﾌ課題と経済理論一ネットワークの

O部経済・相互接
ｱ・ユニバーサルサ

[ビス

ビスを提供している。そのため、ネットワーク産業は他の産

ﾆに見られない経済的特性と公共性を課せられている。特に、

ｻの中でもネットワークの外部経済性と言われる特性を発揮
ｳせるための競合するネットワーク間の相互接続問題や社会

S体にサービスを行き渡らせるためのユニバーサルサービス

竭閧ｪネットワーク産業に対する公共政策の重要な課題とな

ﾁている。この章ではネットワーク産業のその様な特性につ

直江　重彦 直江　　重彦

いての経済理論を紹介する。

ネットワーク産業は、近年、技術革新や経済の発展によっ

て新しい産業へと変化しつつあり、伝統的な公益事業の構造

15

まとめ

齔Vしいネットワ
[ク産業の勃興と
ｭ策課題

改革や勃興する新しいネットワーク産業に対する公共政策も

ﾜた変革の時代を迎えている。しかしながら、ネットワーク

Y業政策の変革には、技術革新の可能性や市場の不透明さな

ﾇの不確実要素も多く、政策の展開も試行錯誤を余儀なくさ

黷ﾄいる。この章では、国民の生活にとって重要な役割を果

同　　上’ 同　　上

たしているネットワーク産業の抱える課題から、その将来像

を展望する。
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＝　ベンチャv・・一n・・h・企業論（‘05）＝：（R）

〔主任講二師：柳孝一（早稲田大学ビジネススクール教授）〕
〔主任講師：長谷川博和（グti一バルベンチャーキャピタル株式会社社長）〕

全体のねらい

　　21世紀はベンチャー企業の時代であると期待されている。ベンチャv・・一t・一企業とは何かから始まり、ベ

ンチャー企業の現状を日米の比較をしながら明らかにする。さらにベンチャt一・一p・・企業を支援するベンチャ

ーキャピタル等についてもふれながら、ベンチャー企業について体系的な理論、知識、見識を身に付け

てもらうことがねらいである。

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
ベンチャー企業の

梠繧ﾖ

　ベンチャー企業の定義を示し、中小企業との違いを明らか

ﾉする。産業構造が大変革する中でなぜベンチャー企業が注

ﾚされるのかを明らかにする。さらに既存の大企業や中小企

ﾆが、新規事業への多角化のために起こす、企業革新型ベン

`ャーについても言及する。

柳　　孝一

i早稲田大学
rジネススク
[ル教授）

柳　　孝一

i早稲田大学

rジネススク
Erル教授）

2・
日本のベンチャー

驪ﾆの歴史

　戦後生まれたソニーや本田技研もベンチャー企業から出発

ｵた。今まで日本では、3回のベンチャーブームがあった。
｡回は95年に制定された「中小企業創造法」が契機となって
｢る。今までの歴史をふりかえりながら、今後の展開方向を

Tりたい。99年の中小企業基本法の改■後の状況についても

ｾ及する。

柳　　孝一

　＼

�@　孝一

3

ベンチャー企業経
c論（1）
i構造的アプロー

`）

　ベンチャー企業は、新規事業への挑戦を行うためリスクが
b｢6リスクを下げるためには成功したケ』スから、体系化

ｳれた経営理論を構築し、それを学ぶ必要がある。まず成功

椏_に立って、当該企業の主要成功要因を抽出し一般化して
u四面体理論」を形成した。

柳　　孝一 柳　　孝一

4

ベンチャー企業経
c論（∬）＼

i成長ステージ別
Aプローチ）

　ベンチャー企業は、昆虫の“変態”に例えられるほど、成

ｷステージごとにマネジメントを変革する必要がある。成長

Xテ㌣ジ別に変革するには、経営要素の内容を変えると共に
Eエイトも変化させなければならない。その変革のカは、経

c資源の自己回転力による。また「矛盾のマネジメント」の

Gネルギーによる“変態”について明らかにする。

柳　　孝一 柳　　孝一

5
、アメリカのベンチ

メ[企業の歴史・活

�ﾌ現状

　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

ﾐ介しながら、ベンチャー企業の活躍の歴史を西海岸、東海

ﾝの違いを中心に述べる。また、米国でベンチャー企業の産

ﾆに与えた役割の大きさについても分析する。

長谷川　博和

iグローバル

xンチャーキ
ャsタル株式

?ﾐ社長）

　し

ｷ谷川　博和
iグローバル

xンチャーキ
ャsタル株式

?ﾐ社長）

6
アメリカのベンチ
メ[キャピタル

　ベンチャー企業の発展を支えたベンチャーキャピタルの歴
j、仕組みとともに、ベンチャーキャピタル業界のパフォー

}ンスについても説明する。

「長谷川　博和

長谷川　博和
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

日本のベンチャーキャピタルの歴史を振り返るとともに、

7
日本のベンチャー

Lャピタル

現状の業界の動向、特徴について概観する。また、独立系VC

ﾌ設立やコンサルティング型VCなど、最近の新しい変化に

ﾂいても述べる。

長谷川　博和 長谷川　博和

’

最近増加している技術開発型揖ンチャー企業は従来型のべ

ンチャー企業と事業構造や成長の仕組みが大きく異なり，ま
技術開発型ベンチ た、このようなハイテク企業を支援する戦略・方法も従来よ

8 ヤー企業の成長の り進化したものである。技術開発型ベンチャー企業の成長過 長谷川　博和 長谷川　博和

壁と克服策 程での3つの障壁（魔の川、死の谷、ダーウィンの海）とそ

の回壁策について述べる。

ベンチャー企業が期待されるにしたがって、多くのベンチ

ヤー企業が生み出されてくる。全体として、どのような事業

9
ベンチャー企業の

ｻ状

や業種、業態が多いのか。又支援制度との関係や問題点など

燒ｾらかにしたい。またインターネット関連等最先端の働き

熄ﾐ介してみたい。最近の大学発ベンチャーの動向なども紹

柳　　孝一 柳　　孝一’

介したい。

ベンチャー企業の成功要因で最も重要なことは、起業家の

能力、すなわち「起業力」ということになる。ここでは、べ

・10
ベンチャー企業の

o営者

ンチャー企業で成功した経営者の能力を分析し、これからの

N業家に役立っ内容としたい。起業力を身につけるにはどう 柳　　孝ぬ 柳　　孝一一

するかについても含めたい。　「起業力」をアンケート調査に

より検証した内容を明らかにする。

ベンチャー企業にとっての株式公開の意味を考える。株式

11
ベンチャー企業と

博ｮ公開

公開市場の新設と（ナスダックジャパンの）撤退、株式公開

繧ﾌ株価低迷・業績の低迷などを触れながら、株式公開の光 長谷川　博和 長谷川　博和

と影について考える。

ベンチャー企業の成長を支援する政策・制度が充実してき

ている。昨今増加する公的支援制度の概要、産学官連携体制

12
ベンチャー支援 の充実、大学発ベンチャー1000社構想、エンジェルの役 長谷川　博和 長谷川　博和
策・制度 割などについても紹介したい。

最近注目されているベンチャー企業について業種等を考え

日本のベンチャー
ながら4社ほど取り上げ、ケーススタディを行う。起業の動

13 企業のケーススタ
機、成功要因、起業力の自己評価、経営的な危機、支援制度 柳　　孝一 柳　　孝一

ディ の活用等について明らかにし、成功要因、課題などを深く分

思する。

”

米国で活躍しているベンチャー企業として、デル、アマゾ

14
アメリカ企業のケ
[ススタディ

ンドットコム、グーグルなどをとりあげ、その起業から公開

ﾜでの推移、成長の要因などを分析する。 長谷川　博和 長谷川　博和

21世紀の日本経済の二二口は、相変わらず見えていない。

突破口のひとつがベンチャー企業の輩出である。政府、地方

15
ベンチャー企業の

ｫ来

自治体、大学、民間等の支援制度も整って来た。大企業の人

�甯ｸから起業家になる人や、大学生の意識も変わって来て
柳　　孝一

柳　　孝一

ｷ谷川博和
いる。現在の課題と将来への展望を述べる。
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全体のねらい
　現在人類の存亡をかけて・人間と自然の関係のあり方が問われている。農業農村および農学は、衣食住にわたり自然を利

用し保全し・かつしばしば環境に負荷を与えながら、文明・文化の展開に関わってきた。人間と自然の共生に向けて動き出

した食・農・環境の、新たな潮流を具体的な事実を紹介しつつ展望する。

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
環境の世紀におけ
髏Hと農

祖田　　修
i福井県立大

w学長）

祖田　　修
i福井県立大

w学長）

2 文明史から見た

H生活の現状
古沢　広祐
i國學院大學

ｳ授）

古沢　広祐
i國學院大學

ｳ授）

／
　
　
3

健康な食を目指す
｢界の潮流 同　上 同　上

4
循環型社会を目指
ｷ新潮流

　今後の食・農・環境の問題を考えたとき、食と農、農と工、都市と農村、地域と地域等の間で、望ましいリサイクルシステムを作っていかなければならない。足元から力強くそれを目指す、町や村の動きを中心に方向を探る。

同　上 同　上

5
食料環境と自由貿
ﾕをめぐって

　WTOにおいて、農産物貿易をめぐる新たな交渉と調整が始まろうとしている。大農圏輸出国グループと中農圏、小農圏の

ﾔには、種々の意見の対立がある。それは何に由来するのか。

Q1世紀の食と農のために、貿易政策は如何にあるべきか。 同　上 同　上

6
意欲的に新時代の

_業に取り組む農
ﾆ者群

　ひるがえって生産の側を見ると、消費者の求める「安全・安心・良質」な食品の生産に、意欲的に取り組む農家群がある。日本農業の担い手不足ということが言われるが、経営感覚に優れ、新たな時代の要請を担う農業者も、確実に生まれていることを具体的事例の中で追う。

八木　宏典
i東京大学名

_教授）

八木　宏典
i東京大学名

_教授）

7．
国民的要請に応え

麹㊨ｻを目指す農
O者群

　農業を、単に農産物を生産するだけでなく、総合化によって社会の要請に応え、将来展望を切り開こうとする生産者群がある。その具体的事例を三重県モクモク手づくりファームなどに見る。それは人間と自然の新たな関係をも見据えた、思

z豊かな取り組みである。

同　上 同　上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師、名
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

8
地域に根ざし未来
�Jく農業者群

　日本農業の展開には、さまざまな地域的条件が絡んでいる。

｢難な環境条件を、地域の他の農業者や消費者、関係団体と

ﾌ協力関係を通じて乗り越えようとする動きがある。地域に

ｪ差した農業者の力強い動きを探る。 八木　宏典 八木　宏典

9

形成均衡の世界一人間と動物の新

ｽな関係一

　森は遠く、見渡す限りの農地の拡がるアメリカのような大

_圏と違い、日本農業は森に近く、川筋、谷野に展開する。そ

ﾌため猿、猪、鹿等の鳥獣害問題に悩まされる。人間の権利、

ｮ物の権利がそこで激突する。人間と自然の共生とは、一体何

�ﾓ味するのか。

祖田　　修 祖田　　修

@　　’

10
欧米農業・農村の新

ｽな動き

　人類は今、環境、人間らしい真に豊かな生活、安全な食べ

ｨと健康等をめぐる大きな課題を抱えている。そのような中

ﾅ、欧米農業、農村は何を目指し、どこに行こうとしている
ﾌか。その農業・農村・農政の動きを探る。

河合　　明宣
i放送大学教

�j

河合　　明宣
i放送大学教

�j

11
発展途上国の農業・

_村の新たな動き

　発展途上国の人口比率は80％である。これらの諸国は、先進

剥曹ﾌ生活水準を目指し、急激な工業化、都市化の段階にあ

驕Bこれらの動きは、人口爆発、環境問題などとどう絡んでく

驍ﾌか。希望と苦悩の中に浮き沈みする途上国農業・農村の現

ﾀを追う。

同　上 同　上

12
自然・農業体験と子

汳Bの成長

　工業化とともに拡大・発展した都市も、今や多くの問題を抱

ｦるに至り、自然や農業・農村的なものを求めている。農村も

s市的なものを求めている。とりわけ子供達への農業の教育

ﾍも注目されている。子供達の人間的成長と農業体験教育を

?Sにしながら、全国各地に生まれている都市・農村の交流を

ｩる。

祖田　　修 祖田　　修

13
現代文明と都市・農

ｺ

　近代社会において、工業発展は人類に物的豊かさをもたら

ｵ、都市は人間的自由を与えるものとして展開した。そこで
ﾍ、ともすれば農業・農村は見過ごされ、衰弱した。現代文明

ﾐ会にとって都市・農村とは何なのか、どのような関係を築く

ﾗきなのか。

木村　尚三郎
i東京大学名

_教授）

木村　尚三郎
i東京大学名

_教授）

14 水と緑の国、日本

　日本は中央に山脈が走り、河川は急流で、国土は火山灰土

ﾉ広く覆われ崩れやすい。そこにしばしば大雨を伴う台風が
P来する。こうした条件の中で農業・農村は独自の展開を遂げ

n域社会、地域の文化を形成した。日本文化の底流にあるもの

��ｦする。

富山　和子
i立正大学名

_教授）

富山　和子
i立正大学名

_教授）

15 食・農・環境の展望

　現代文明は、ひたすら人間の物心両面にわたる満足に力を

高ｬ、自然に大きな負荷を与えてきた。今や人間には、自己抑

ｧも要求されるであろう。東洋的自然観・倫理観の根底に流れ

驕u少欲知足」の思想こそ、改めて注目される。その流れを中国

ｩら日本へと探る。

祖佃　　修 祖田　　修
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＝　アグリビジネ入と農業・農村（‘06）＝＝（R）
　　　　　　一多様な生活への貢献一

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

本
　
合

蒔
桂
河

志良（龍谷大学教授）　　〕

瑛一（信州大学名誉教授）〕

明章（放送大学教授）　　〕

全体のねらい

　一方で経済のグローバル化、他方で食料消費の多様化・高度化、新しいライフスタイルへの期待を背

景として、様々な観点からアグリビジネスの重要性が増大している。そのアグリビジネスは、農業、資

材産業、食品加工業、流通業、外食産業などの各種の生産及びサービス産業を包摂し、それらは相互の
連関を密接にしている。

　また、豊かな食生活や心の豊かさを育むグリーンライフにも貢献するアグリビジネスは、農業を核と

した展開が求められている。しかし、そのために解決すべき課題も少なくない。

　本講義は、以上の諸点を体系的に述べることを内容とするが、アグリビジネスを構成する個々の産業

の実体、なかでも農村の実体にも立ち入り、生活実感にも結びつくよう配慮するとともに、国際的な視

点も交えて論じることを狙いとしている。

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）

現代のアグリビ 現代社会における食生活は多くの産業によって支 稲本　志良 稲本　志良
ジネスを考える えられており、それらをアグリビジネスという総体 （龍谷大学 （龍谷大学

として捉えることが重要になっている。この間、ア 教授） 教授）

グリビジネスは、それを構成する国内産業の発展と ＼

それらの間の連関を深め、国際的次元では競争と連
1 i携を強めてきている。また、アグリビジネスにおけ

る農業・農村の役割に注目することが重要になって

きている。これらのことに注目して、消費者の安心・

安全で多様な食生活を持続的に実現していくという

観点から基本的問題を取り上げて解説する。

統計でみるアグ 先ず、広範な産業領域を含むアグリビジネスの世 小田　三晃 小田　滋晃
リビジネスの世 界を統計によって把握する方法について概説する。 （京都大学 （京都大学

界 その上で、アグリビジネスを川上（農業資材産業）、 教授） 教授）

川中（農業）、川下（農産物及び食品の通・加工、

2 ’外食産業）の流れに沿って把握し、実際の公表統計

から得られる具体的な統計数値・指標を基にアグリ

ビジネスにおける産業の有り様と連関とを経済計算
に着目しつつ概観する。

アグリビジネス アグリビジネスのなかで、農業はどのような産業的 稲本　志良 稲本　志良
のなかの農業 特質を有し、川上・川下産業とどのような産業的連 （龍谷大学 （龍谷大学

関をもって展開しているか、更に、農業はそのなか 教授） 教授）

でどのような役割を担っているか。また、アグリビ
3

ジネスのなかで農業が有するこれらの産業的特質、

産業的連関、産業的役割は時代とともにどのように

変化してきているのだろうか。これらのことについ ＼

て現実を示しながら概説する。
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執筆担当 激送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） 〈所属・職名）

技術革新と新し 品種、栽培・飼養技術、肥料・機械施設などの開発・ 稲本、志良 稲本　志良

い農業の展開 改良といった技術革新は、農業の発展にとって最も （龍谷大学 （龍谷大学

重要な要因の1つである。その技術革新は、公的機 教授） 教授：）

関、農業者自身、川上・川下産業による技術開発な

4 ど、多様な形態で行われている。このような技術革

新が契機になって、多様な方向の新しい農業が展開

している。これらの諸点について具体的事例に注目

しながら概説する。

多角化と新しい 農産物の生産を中心に農業経営を行ってきた農家 稲本　志良 稲本　志良

農業の展開 は、近年になって、農産物の生産だけでなく、加工、 （龍谷大学 （龍谷大学

直売、農家レストラン・民宿など、事業の多角化を 教授） 教授）

進めている。また、このような事業の多角化は、大

5 規模な共同農業法人が登場し、これらと食品加工産
業、食品流通産業、外食：産業との連携が契機になつ

て進められている。これらの点について具体的事例

に注目しながら概説する。

多様な新規参入 従来、農家においては、その長子による経営継承が 稲本　志良 稲本　志良

と新しい農業の 一般的であった。しかし、近年、農家における弓長 （龍谷大学 （龍谷大学

展開 子子弟、子女による経営継承、非農家子弟の農業参 教授） 教授）

入による農業経営の創設、大規模な共同農業法人に

6 おける雇用という形態での農業参入などの新規参入

も進んでおり、新しい農業の展開がみられる。これ

らの点について具体的事例に注目しながら概説す
る。

グリーン・ツー グリーン・ツーリズムを楽しむ人にモノやサービス 桂　　瑛一一 桂　　瑛一

リズムと農村振 を供給するのがアグリビジネスとしてのグリーン・ （信州大学 （信州大学

興 ツーリズムである。農村の文化や自然に触れ、心豊 名誉教授） 名誉教授）

かなものを育もうとする気運の高まりを背景に台頭

7 してきた。ここでは、グリーン・ツーリズムとは何

であるかを考え、わが国におけるグリーン・ツーリ

ズムの動向を概観し、農村振興に貢献するグリー
ン・ツーリズムのあり方について検討を加える。 ’

アグリビジネス 農協は、農業者の共同経済活動の事業体であり、農 桂　　瑛一 桂　　瑛一

のなかの農協 業者の競争力を強化し、取引相手と対等に取引する （信州大学 （信州大学

ことを可能にし、必要に応じて経済活動を垂直的に 名誉教授） 名誉教授）

統合することを目的とする。農業者自らが出資し、
8 経営する仕組みになっており、一般企業とは相対的

に異質の機能を発揮する存在である。農協の歴史と

現状を概観し、農協の特質や直面する問題点、今後

の方向について概説する。
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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）

産地のマーケテ 消費者のニーズに応え、高い評価を得るために、農 桂　　瑛一 桂　　瑛一
イングと消費者 業者が個別または共同で営む活動が産地のマーケテ （信州大学 （信州大学

イングである。マーケティングを適切に行うには、 名誉教授） 名誉教授：）

9
ニーズを正しく把握するだけでなく、産地の情報を

消費者に的確に伝えることが重要である。産地マー

ケティングの現状を検討し、産地マーケティングの

特質と戦略課題を明らかにするとともに、産地と消
費者の利害関係について解説する。

食品流通業の発 食品流通業は、卸売業と小売業に大別され、両者は 桂　　瑛一 桂　　瑛一・

展と取引活動 取引関係を形成している。流通業は、生産者、消費 （信州大学 （信州大学

者とも取引で結ばれており、取引活動を通して食品 名誉教授） 名誉教授）

10 を流通させることに貢献している。ここでは、食品

流通において流通の段階が果たしている役割を明ら

かにし、小売業者と卸売業者の取引活動の現状と特
質ならびに今後の課題について述べる。

食品製造業の発 食品製造業は、品目により大企業寡占と多数小企業 新山　陽子 新山　陽子
展と食品の多様 の原子的な競争構造にわかれ、技術の状態も異なる。 （京都大学 （京都大学
化 そして、各部門間の結びつきも多様である。このよ 教授） 教授：）

11 うな産業組織下での、製品の多様化や高付加価値化、 清原　昭子
衛生・安全性などの品質問題、原料生産者との取引 （中国学園

／

関係、さらに輸入原料への依存構造について述べる。 大学講師）

外食産業の発展 一大産業となった外食産業には、個人経営による食： 清原　昭子 清原　昭子
と食生活の変貌 堂・喫茶店のような小規模；な飲食店と、ファストフ （中国学園 （中国学園

一ド、ファミリーレストランチェーンにみられるよ 大学講師） 大学講師）

うな国内外の大規模資本とそのノウハウによって発 新山　陽子
12 展したチェーン店がある。近年は弁当・惣菜業に代 （京都大学

表される中食部門の伸長が著しい。このような部門 教授）

や業態の拡大と食生活の変化、食材の調達にみる農

業とのつながりについて述べる。

食の安全とフー 現代社会では、病原性微生物による食中毒、人畜共 新山　陽子、 新山　陽子
ドシステム 通感染症、化学物質による食品汚染など、食品由来 （京都大学 （京都大学

13
の人間の健康へのリスクが著しく高くなっており、

_場から食卓までの一貫した食の安全確保システみ

教授）

ｴ原　昭子
教授

の構築が求められている。そうしたリスクへの対処 （中国学園

の考え方や必要なシステムについて説明する。 大学講師）

アグリビジネス わが国のアグリビジネスが発展する過程で、欧米諸 河合　明宣 河合　明宣
の展開と国際化 国のアグリビジネス、特に多国籍企業との間で、一 （放送大学 （放送大学

14
」欧米諸国の場
㊧

方では競争関係の激化、他方では業務の連携関係の

ｭ化が進んでいる。こうした欧米諸国におけるアグ

教授） 教授）

リビジネスの動向と特質について述べる。
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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）

アグリビジネス わが国のアグリビジネスが発展する過程で、アジア 河合　明宣 河合　明宣

の展開と国際化 諸国への食：品産業の工場進出が活発に展開してお （放送大学 （放送大学

一アジア諸国の り、現地諸国の農業や食品産業との競争や連携が強 教授） 教授）

15 場合一　　　　ノ まっている。こうしたアジア諸国におけるアグリビ

ジネスの動向と特質について述べる。
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＝　建築意匠論（‘04）＝：（TV）

〔主任講師 香山　壽夫（放送大学教授）〕

全体のねらい
建築は人間にとって、最も身近にありそして最も古くからある芸術であり技術である。人間は何のために建築を建てるのか。

人は建築に何を求め（＝意）それをどの」ψなかたちを与える（＝匠）のか。古今東西の多様な例を参照しながら考察する。

回
　
，

テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名’（所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

1 建築とは何か

建築は、空間の芸術といわれる。建築空間とは何か。

lが生きるために、又社会をつくるために、建築はどのよう
ﾈはたらきをしているのか。

@そしてその多様なかたちの内に共通している本質とはどの
謔､なものか。

香山　壽夫
i放送大学教

�j

・香山　壽夫
@（放送大学教
�j

2

　　　●

齒鰍ﾉついて

建築は、固有の場所に建てられる。従って地形は建築に先立

ﾁて、空間を規定している。地形の特質は、建築によってど

ﾌように見出され、歴史の積み重ねの上で強められ、場所性
�l得していくか。

同　　上 同　　上

3 光について

建築空間は、光の造形として見ることができる。

ｻのような観点から見ると、古典ギリシャ・ローマ、中世ロ

}ネスク・ゴシック、あるいはルネサンス・バロック、そし
ﾄ目無の空間の特質はどのようにとらえられるか。

同　　上 同　　上、

4

　　　　ψ

秤ｮについて

建築空間の最小単位を「部屋（room）」と規定することが

ﾅきる。部屋の本質とは何か。部屋をつく、り出す基本的要素

ﾍ何か。そして部屋が集合して建築をつくり出す時、どのよ
､なかたちをとるか6

同　　上 同　　上

5
部屋の要素1）’一門について一

建築空間は、全て、開かれ同時にまた閉じられるものであ

驕Bその本質を担っている最も主要な要素は門である。人が

o入りするとはどういうことか。それを問い直し、その様々
ﾈかたちとはたらきについて考察する。

同　　上 同　　上

6
部屋の要素2）一三について一

　建築空間を開きか？閉じるための、もうひ乏つの主要な要

fは窓である。窓は、光、風、視線等の出入りを制御するた

ﾟの空間の要素と言うことができる。窓の様々なかたちと、

ｻのはたらきについて考察する。’
同　　上 同　　上

7
部屋の要素3）

E中心について一

　部屋となるためには、必ず空間に中心がなければならない。

?Sは、たとえば、炉端によって示される。

ｵかし、中心は、はうきり見える場合もあれば、そうでない
桙烽?驕B炉端はどのようなかたちと意味を持つのか。

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）

建築は、内において住まわれると共に、外に向かって表わさ

れる。住まわれること、すなわち実用という建築芸術特有の

8
建築において表現 条件は、建築の表現にとってどういう意味を持つか。それは 香山　壽夫 香山　壽夫
とは何か 制約なのか、可能性なのか。

建築芸術特有の共通モティフは何か。他の造形芸術と比較

してみると「支えること」と「囲うこと」と言うことができ

9
支えることと囲う る。このふたつは、どのような建築表現を生み出す力を持つ 同　　上 同　・上
こと ているか。またその関係のうちにどのように様々な様式を作

り出してきたか。

建築の創作は、他の芸術に比し、極めて抽象的であり、又
同時に極めて経験なものといえる。抽象的思考と経験：的思考、

10 抽象と自然
あるいは幾何学と自然は、建築の創作の過程でどのように働

｢ているか。又どのような建築表現を生み出してきたか・
同　　上 同　　上

柱の主要なはたらきは、支えることにある。柱が何を支え、

何によって支えちれるかが、建築様式を規定する第一の条件

11
建築の要素1）一柱について一 となる。支える要素である柱は、どのようにして空間を囲む

ﾍを獲得するか。
同　　上 同　　上

壁は、空間を囲む。その空間の大きさと、閉鎖の程度によ

って、様々な壁がつくり出される。又壁は、重なりあって空

12
建築の要素2）

齔ｷについて一

間を囲んでいる。壁によって、どのような内部空間と外部空

ﾔ、そして周縁空間がつくり出されるか。
同　　上 同　　上

∂

一

床は、地面の一部を特化することによって空間を規定する。

その特化の方法によって、様々な床がつくられる。階段は、

13
建築の要素3）一任について一 上下の床をつなぐ。水平の運動に上下の運動が加わることが、

K段の特別な意味をつくり出す。
同　　上 同　　上

屋根は、空間をその上部において包む。その大きさ、高さ1

そして包み方の程度が、様々な屋根の意匠をつくり出す。屋

14
建築の要素4）

E屋根について一

根は、空間の上方への動きを誘い、あるいは又抑制すること

ﾉよって、特別な意味を建築に与える。
同　　上 同　　上

建築は空間を秩序づけ、空間は人間に秩序を与える。

建築のつくり出す秩序とはいかなるものであり、どのように

15 秩序について
人に働きかけているのか。建築家はその創作において、いか

ﾉして秩序を把えることが可能なのか。
同　　上 同　　上
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事務局

記載旧
臣
三

三
年 三成19年度 目

分
科
区

専門科目 目
ド

科
距 1548808

修
三

三
制

無 冠 2

科目名（メディア）＝＝ 社会技術概論（‘07）＝（TV）

　　　　　　　　〔主任講師（現職名）：小林信一（筑波大学大学院教授）　〕

　　　　　　　　〔主任講師（現職名）：小林傳司（大阪大学教授）　　　〕
　　　　　　　　〔主任講師（現職名）：藤垣裕子（東京大学大学院助教授）〕

講義概要

　科学技術は・真理の探究や新技術の開発など、社会とはあまり関係のない活動のように思われがちであ

る・だが・今日の高度に発展した科学技術は社会に多大な影響を及ぼしている。今後は、科学技術と人間

生活が調和しつつ、ともに発展していく必要がある。本講義では、真理探究ための科学技術や産業のため

十三三楽磐の中の科学蹄社会のための科学技術」という駄から・科学瀟と社会

授業の目標

　いくつかの事例や歴史の理解を通じて「社会のための科学技術」の考え方を学ぶとともに、科学技術コ

ミュニケーション、科学技術リテラシー、科学技術と市民参加、科学技術と倫理などの横軸となる視点を
理解する。また・これらの基盤となる理論側面についても理解を促す。これらのテー・・…マを通じて、社会技

術の基本的事項について理解することを目標とする。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師f名

放送担当
u　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

社会の中の科学 科学技術は人々に利便性をもたらすと同時に、生活 小林信一 小林信一
技術、社会のた や環境に悪影響を及ぼす可能性もある。また、社会 （筑波大学 （筑波大学

1
めの科学技術 的問題の解決に科学技術の貢献が求められる場合も 大学院教 大学院教

少なくない。ここに「社会の中の科学技術、社会の 授） 授）

ための科学技術」が登場する。

BSEの経験 科学技術と社会の相互関係の事：例として、1990年代 小林傳司 小林軽挙
にイギリスで発生したBSE問題を取り上げる。　BSE （大阪大学 （大阪大学

2
問題において科学者・行政はどのような役割を演じ 教授：） 教授）

たのであろうか。また、その後、日本で発生したBSE

についての対応にも鮪れることにする。

㌔＼

安全な社会をデ 人々が安全に生活する上で、食品、医薬品、化学物 小林信一 小林信一
ザインする 質の安全、交通安全、災害対策、感染症対策など多 （筑波大学 （筑波大学

3
様な安全対策のためのシステムが必要である。これ 大学院教 大学院教
らのシステムを構築するために科学技術はどのよう 授） 授）

な形で貢献しているのだろうか。
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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）

先端科学技術と 先端的な科学技術は、ときとして人々の価値観との 小林信一 小林信一
社会 あいだで葛藤を引き起こす。ナノテク、バイオ、脳 （筑波大学 （筑波大学

科学、ユビキタス技術などの分野で危惧されている 大学院教 大学院教
4 ことは何か。それらの問題に対して科学技術自身、 授） 授）

社会はいかに対処すべきか。遺伝子組換え食品、ナ
ノテクノロジーを例に考える。

社会のための科 冷戦の終焉により、社会における科学技術の位置づ 小林信一 小林信一
学技術一その歴 けは大きく変わった。1999年の世界科学会議では科 （筑波大学 （筑波大学

吏 学技術者自身が「社会の中の／社会のための科学」 大学院教 大学院教
5 を提唱するにいたった。社会技術の考え方を歴史的 授） 授）

に捉える。

科学技術と社会 科学技術は高度な研究活動であるが、同時に多くの 小林傳司 小林傳司
のコミュニケ・一 人々の生活に大きな影響を与える。専門家は社会と （大阪大学 （大阪大学

ションをデザイ どのようなコミュニケーションを図っていくべきで 教授） 教授）

6 ンする あろうか。日本で始まったいくつかの取り組みを具
体的に紹介する。

これからの科学 科学技術が生活に浸透した社会で一般市民にはどの 小川正賢 小川正賢
技術リテラシー ような科学技術リテラシーが求められるだろうか。 （神戸大学 （神戸大学

それは従来のリテラシー観とどこが異なるのか。こ 教授） 教授）

7 れからの科学技術リテラシーを考えることは、どの

ような市民社会を標榜するかということと強い関係
があることも含めて考える。

科学技術と市民 科学技術が社会で利用される際に、市民はどのよう 小林傳司 小林傳司
参加 な関わり方をすべきであろうか6日本で行われたコ （大阪大学 （大阪大学

ンセンサス会議や市民と専門家の間のさまざまな対 教授：） 教授）

8 話の試みを紹介し、その現状と課題を考える。

科学技術と民主 科学および技術と民主主義がそもそもどのような関 藤垣裕子 藤垣裕子
主義 係にあるのかを理論的に考えてみる6さまざまな利 （東京大学 （東京大学

害関係者によって構築される「公共空間」の考え方 大学院助教 大学院助教
9 を示し、第8回の授業で扱った「市民参加」の意味 授：） 授）

をもう一度とらえ直す。

知識・権力・政 科学者にとっても解明途中であり、科学者にも長期 藤垣裕子 藤垣裕子
治 影響が予測できないようなグレーゾーンで、何らか （東京大学 （東京大学

の公共的意思決定を行う必要がでてきている。知識 大学院助教 大学院助教
10 が権力として作用することの意味、知識政治学につ 授） 授：）

いて概説する。

一一
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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）

社会に役立っ知 グレーゾーンにおける社会の意思決定において役立 藤垣裕子 藤垣裕子
識とは っ知識とは、どのようなものなのか。モード論、社 （東京大学 （東京大学

11
会的に頑強な知識、サービス科学、規制科学、とい

ﾁたいくっかの概念を紹介しながら考え、これら知
大学院助教
�j

大学院助教
�j

識のもつ責任についても考察する。

科学技術と公共 社会技術と政策との関係について検討する。社会技 小林信一 小林信一
政策 術の実現のためには、従来の科学技術振興政策とは （筑波大学 （筑波大学

別に、　「政策のための科学技術」の振興や「社会の 大学院教 大学院教
12 中の／社会のための科学技術」そのものの振興が必 授） i授）

要になってくる。

海外の社会技術 「社会の中の／社会のための科学技術」を指向した 藤垣裕子 藤垣裕子
さまざまな活動が世界中で展開されている。それら （東京大学 （東京大学

13
を紹介しながら、「社会の中の／社会のための科学
Z術」の意味を再評価する。

大学院助教
�j

大学院助教
猿�j

科学技術と倫理 科学技術の発展と人々の価値観や倫理観とのあいだ 小林信一 小林信一
の新次元 の葛藤は科学技術ρ発展に抑制的に働くこと、もあれ （筑波大学 （筑波大学

ば、新しい倫理観の構築が必要になる場合もある。 大学院教 大学院教
14 科学技術と社会の調整過程に出現する新・しいタイプ 授） 授）

の倫理問題とその実現のための方策について考え
る。

社会技術のこれ これまでに紹介されなかった論点について概観する 小林信一 小林信一
から ほか、　「科学技術は誰のものか」　「誰が専門家か」 （筑波大学 （筑波大学

といった、社会技術が既存の科学技術活動、社会経 大学院教 大学院教
15 済活動に投げかける問題について総合的に論ずる。 授） 授）

あわせて残された課題を指摘する。
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＝　エネルギー工学と社会（‘06）　＝（TV）

〔主任講師（現職名）：内山　洋司（筑波大学大学院教授）〕

全体のねらい

　産業活動と人々の生活を支えているエネルギー。私たちは、普段、ノエネルギーを空気や

水のように無意識に使っている。世界のエネルギー消費は20世紀に入って急増し、過去100

年間で15倍以上にまで増大している。そのエネルギーの大半は化石燃料で供給されており、

燃料価格の高騰や将来の資源枯渇、それに燃焼による大気汚染や地球温暖化が懸念されて

いる。増加の勢いが止まらない経済発展と世界人口、21世紀の世界が持続可能な発展を遂

げていくには、原子力や再生可能エネルギーといった代替エネルギーの開発、それにエネ

ルギ“…一・…bの供給と消費において無駄のない工夫が求められている。本講義は、エネルギーに

関心のある人々を対象にエネルギー工学の立場から社会のエネルギー問題について理解を

深めてもらうことを目的としている。

1．総論

第1章　人類とエネルギー

皿．エネルギ・・・・・・…L需要

、第2章　社会のエネルギー消費

・第3章　エネルギー消費構造と省エネルギー

皿．エネルギー供給

三一1　供給の要件と変換理論

第4章　エネルギー供給の基本要件

第5章　エネルギー変換と熱力学

皿一一　2　資源と技術・システム

第6章　資源分類と化石燃料資源

第7章　化石燃料の特性と転換技術

第8章　核燃料と原子力発電

第9章　核燃料サイクルと放射線

第10章　再生可能エネルギーと発電技術

第11章　エネルギーの輸送と貯蔵

第12章　新エネルギーと分散型技術

第13章　エネルギーシステムの総合的分析

】V．エネルギー問題と将来展望

第14章　地球環境問題と温暖化対策

第15章エネルギーと持続可能な発展
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回 テ　一　マ 内　　容 執筆担当講師名

i所属・職名）

放送担当講師名

i所属・職名）

噌
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

人類と

Gネルギー

@　　㌧

エネルギーは、社会の産業活動と人々の生活に不

ﾂ欠となっている。産業革命以降の経済発展はエ

lルギーの大量消費に依存している。人類はその

ｷい歴史の中で、エネルギーをどのように利用し

ﾄ社会を発展してきたか、エネルギーの歴史につ　　　＼　　　　　　　　，

｢て述べる。また増加し続けるエネルギー消費に

謔ﾁて現代社会が直面しているトリレンマ問題に

ﾂいて解説する。

内山　洋司’

i筑波大学大学

@教授）

内山　洋司

i筑波大学大学

@教授）

2 社会の

Gネルギー消費

　エネルギーは現代社会の物質的豊かさと快適さ

�ﾛ持する源となっている。機械化、自動化、情

�ｻなど省力化が進む弓場や事務所、車、’ジェッ、

g機など高速化が進む輸送機関、冷蔵庫、エアコ

刀Aテレビなど電気製品の普及…　。現代社会

ﾌ発展のほとんどが、エネルギーに依存している。

｡日の経済活動は、こういつた技術や製品の進歩

ﾉよって営まれており、経済の発展は社会のエネ

泣Mー消費の増大につながっている。私たちの身

ﾟな生活で使われているエネルギーと、わが国の

Gネルギー消費の実態について説明する。

同上 同上

3 エネルギー消費

¥造と省エネル

Mー

第2回自の講義に引き続き、わが国のエネルギー

ﾁ費構造を産業、民生、運輸の各部門について詳

ｵく説明する。エネルギーの無駄を少なくしてい

ｭためには、省エネルギー型の社会基盤施設の整

�A．高効率機器の普及、そして人々のライフスタ

Cル変化が必要になる。また、産業、運輸、民生

ﾌ各部門における省エネルギー対策と実現の可能

ｫについて解説する。

同上

@　　　　　　　、

同上

4 エネルギー供給

ﾌ基本要件

　エネルギー資源には化石燃料、核燃料、再生可

¥エネルギーがある。それらを使って社会に安心

ﾅきるエネルギーを供給していくためには、資源

ﾌ採掘、輸送、’貯蔵、変換、利用、さらに廃棄物

?揩ﾈどの工程で安全かっ効率的な技術を開発し

ﾄいかなければならない。ここでは、各種エネル

Mー資源についてエネルギーの基本要件からそれ

ｼれの特徴を解説する。

同上

@／

同上
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5 エネルギー変換 エネルギー資源は、熱、動力、電気など二次工 同上 同上

と熱力学 ネルギーに変換され利用されている。社会で利用

されている動力機械の多くは熱機関である。ここ

では、エネルギー変換の基礎的な物理法則と熱力

学を学び、各種熱機関の熱サイクルと熱効率の求

め方を理解する。

6 資源分類と化石 エネルギーは資源面から化石燃料、核燃料、再 同上 同上

燃料資源 生可能エネルギーに大別できる。化石燃料と核燃

料は枯渇性資源であるが、再生可能エネルギーは

非枯渇性資源である。エネルギー資源の中で、化

石燃料は現在、主要なエネルギー供給源となって

おり、その資源の分布や埋蔵量、あるいは可採年

数などを理解することが大切である。ここでは、

エネルギー資源の分類方法を説明するとともに、

枯渇性資源である化石燃料の埋蔵量と枯渇問題に
へ

ついて解説する。年々増加し続けている世界のエ

、 ネル同一消費。また、石油、天然ガス、石炭につ

いて世界の消費、生産、貿易の現状を理解する。

7 化石燃料の特性 世界のエネルギー消費の約9割は化石燃料である 同上　　　　囲 同上

と転換技術 石炭、石油、天然ガスによって供給されている。

化石燃料は、今後とも社会の主要燃料として位置

づけられている。ここでは、化石燃料の変換・転

換技術についτ、技術の特徴と開発動向を説明す

る。また、脱硫、脱硝など環境対策技術について

解説し、エネルギー効率の向上を図る具体的な技

術開発について展望する。

8 核燃料と原子力 原子力発電はわが国の電力量の約3割を供給する 同上 同上

発電 主要な電源である。ここでは、最初に核燃料の特

徴と資源量を説明：する。次に、核分裂の簡単な基

本原理を学び、軽水炉発電技術とその安全対策に

ついて説明する。また、将来の原子力技術として

期待されてゼる高速増殖炉と核融合炉を紹介す

る。

9 核燃料サイクル 天然ウランの99．3％を占めるウラン（238）を有効に 同上 同上

と放射線 使っていくためにはプルトニウムの利用が不可欠

となる。ここではプルトニウムを有効に使う核燃

料サイクルの仕組みと開発動向について解説す
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る。また、使用済燃料に含まれている放射性物質

から放出される放射線とその取り扱い方法につい

ても解説する。

10 再生可能エネル 地球に降り注ぐ太陽エネルギーの量は、世界が消 同上 同上

ギーと発電技術 費しているエネルギー消費量の約1万倍にもな

る。太陽エネルギーは、水力、．風力、太陽光など

の形でエネルギー源として利用されているが、そ

の利用量はまだわずかである。環境問題から太陽

光、風力、水力、地熱、バイオマスなど再生可能
／「『、

エネルギーの利用に関心が高まっている。ここで

は、再生可能エネルギーの発電技術について、技

術特性と開発状況、それに普及方策と将来の展望

を解説する。

11 エネルギーの輸 石炭、石油、ガス、電気、熱といったエネルギー 同上 同上

送と貯蔵 について輸送と貯蔵の役割を考えてみる。石油、

天然ガス、石炭といった化石燃料、および電力の

輸送について説明する。電力寄蔵については、揚

水発電、’圧縮空気貯蔵、蓄電池、フライホイール、

超電導の特徴と開発動向を紹介し、貯蔵効率や経

済性について解説する。

12 新エネルギーと 新エネルギーは環境面にすぐれたエネルギーとし 同上 同上

分散型技術 てその導入が期待され℃いる。その多くは分散型

技術であり、エネルギーを消費している地域に大

量に普及されれば新産業を創出することにもな

る。ここでは新エネルギーと分散型技術について

その種類と特徴を紹介し、どのような導入方法が
f

望ましいかについて解説する。

13 エネルギーシス エネルギーは、資源の採掘、精製、輸送、貯蔵、 同上 同上

テムの総合的分 利用、廃棄物の処理処分など一連のシステムから

析 成り立っている。安心できる社会を築いていくた

めには、午ネルギーシステムを効率性、環境性、
一

経済性などから総合的に評価していく必要があ

る。ここでは、エネルギーシステムの総合評価手

法であるエネルギー収支、ライフサイクル詳価、

産業連関分析法、経済評価法について解説し、そ
1

れそれのエネルギーシステムの課題がどこにある

あるのかを理解する。
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14 地球環境問題と 化石燃料の大量消費によって二酸化炭素の排出量 同上 同上

温暖化対策 が増大し、地球温暖化が問題となっている。ここ

では、’ n球温暖化のメカニズム、温室効果ガスと

発生源、気候変動の影響、対策方法に？いて解説

する。また、地球温暖化問題の経緯と防止に向け

て制定された京都議定書と京都メカニズムについ

て説明する。

15 エネルギーと持 21世紀は、開発途上国、特にアジア地域の経済 同上 同上

続可能な発展 成長と人口増加によってエネルギー消費が急増す

ると予測されている。世界のエネルギー消費の増

加によって、化石燃料の価格高騰や供給途絶不安、

それに酸性雨や温暖化といった地球環境問題が懸

念されている。ここでは、世界の将来のエネルギ

一需給を展望し、世界が持続可能な発展である「経

済成長」、「エネルギーセキュリティ」、「環境保全」

を同時に達成していくためには、今後どのような

対策が必要になるのか、そして日本が果たす役割

は何かについて考えてみる。
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＝＝ ｨ質・材料工学と社会（‘05）　＝（TV）

〔主任講師：

〔主任講師：

〔主任講師：

　
口

回
小
塙

輝雄（独立行政法人物質・材料研究機構理事長）〕

信行（独立行政法人物質・材料研究機構副所長）〕

隆夫（東京医科歯科大学教授）　　　　〆、　　　〕

全体のねらい

　材料は身の周りのあらゆる所で利用され、今日の豊かな社会生活を築く上での基盤となっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかし
ながら、通常、人が実生活の中で材料の価値を意識することは殆どないのが現状であろう。本科目では、材

料がどのようなところでどのように使用され、役立っているかを知ることで、材料の重要性と面白さを認識
することを目指す。

　全15回講義のうち・前半では・材料を金属、セラミックス、高分子、半導体、複合材料の5つに大別し、

材料の基礎的事項を学ぶ。後半では、材料を情報通信、環境、資源・エネルギー、安心・安全などの用途に

分けv材料の機能と利用方法について学ぶ。特に、次世代の究極の材料技術として注目されているナノテク

イロジーなど・最先端の材料研究開発の現状も知る。講義全体を通じ、社会の中での材料の役割について考
、える。

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）

材料開発と人類の

�j、持続的社会と
人類文明の歴史は材料開発の歴史とも言える。人類は材料を
ｩ在に加工し役立てることで、今日の豊かな社会生活を若い

岸　　　輝雄
A（物質・材料

岸　　　輝雄

i物質・材料

1
の関わり てきた。人類が将来に渡り、持続的に発展するには、新しい 研究機構・理 研究機構・理

材料の高度利用が不可欠である。材料開発の歴史を振り返り、 事長） 事長）

今日のナノテクノロジーに辿り着くまでの道のりを概説す
る。

物質の構造、材料の 物質は多数の原子と電子から構成されている。そして、物質
特性と信頼性 の性質（物性）は、元素種、原子の結合様式、結晶構造、高

2 次構造の違い、さらには、その結果として生じる電子状態の 同　上 同　上
違いなどにより決定される。材料の特性と信頼性を、物質の

微視的な構造と性質に立ち返り、解説する。

金属材料、セラミッ 金属材料とセラミックス材料は社会のさまざまなところで広 吉原　一紘 吉原　一紘
クス材料 く使われている代表的な工業材料である。金属やセラミック （物質・材料 （物質・材料

スの製造方法やその性質を学習し、巨大な建造物から身近に 研究機構・名 研究機構・名
3 ある品物まで、多様な工業生産物が金属やセラミックズの持 誉顧問） 誉顧問）

つ特徴を上手に利用して製造され、使われていることや、リ

サイクルされることを学ぶ。

高分子材料、複合材

ｿ
身近な雪雑・プラスチック・ゴムから半導体集積回路を作製するためのフォトレジストまで、高分子材料の範疇は極めて

岸　　輝雄 岸　　輝雄

4
広い。蛋白質や核酸も高分子の一種である。本講義では、低 及川　英俊
分子化合物とは異なる高分子物質の特徴や性質を解説する。 （東北大学助
さらに、高分子をベースとした同種・異種材料との複合化に 教授）

よる多彩な機能についても触れる。

半導体材料 半導体材料は、現在の高度情報化社会を支えている重要な材 小口・信行 小口　信行
料である。本講義では、シリコン、ゲルマニウム等の単元素 （物質・材料 （物質・材料
半導体、およびガリウムヒ素、窒化ガリウム等の化合物半導 研究機構・副 研究機構・副

5 体を中心に、これらの材料の特徴や性質を説明し、半導体を 所長） 所長）

用いる基本的な各種電子デバイスの構造、動作原理について
’

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）

セメント、コンクリ コンクリートとは、骨材と呼ばれる岩石・砂などをセメント 岸　　輝雄 岸　　輝雄

一ト、木材 で固めた材料である。任意の形状に作ることができ、硬化に

水のみを用いる安定性の高い材料で、古くから使用されてき 大津　政康
た。木材は日本史を代表する建設材で、大規模建造物や橋梁 （熊本大学大

6 などへの適用で再び注目を浴びている。いずれも社会資本の 学院教授）

整備に不可欠な材料として使用され、環境と。共生や維持管

理への取り組みも行われている。これらの歴史と現状を紹介
する。

情報化社会を支え シリコンを基盤とした半導体デバイスとそれを用いたコンビ 小口　信行 小口　信行

る材料技術 ユータの発展は、20世紀における社会の変革に多大な役割
を果たしてきた。しかし、これらの性能をさらに向上させて

7 いくことは、既に限界に近づいているとも言われている。本

講義では、高度情報化社会を支える材料技術の歴史と現状、

および今後の展望について概説する。

ナノ材料と原子・分 物質・材料はナノメートル（10億分の1メートル）まで寸法 青野　正和 青野　正和
子レベル加工 を小さくすると一変して新規な性質を見せ始めるが、それは （物質・材料 （物質・材料

何故だろうか。それらの新規な性質を積極的に利用すると、 研究機構ナノ 研究機構ナノ

8 どのようなナノテクノロジーの未来が拓けるだろうか。これ マテリアル研 マテリアル研

らについて述べると共に、ナノメートル寸法の構造を原子・ 究所・所長） 究所・所長）

分子レベルの精度で構築する最近の先端技術について解説す
る。

地球環境と資源循 物質や材料は人間社会を支えてきたが、逆に地球環境にはど 原田　幸明 原田　幸明
環 れほどの影響を与えてきたのか、また、その影響を低減させ （物質・材料 （物質・材料

ながら持続可能な社会を支えるために材料技術に何ができる 研究機構エコ 研究機構エコ

9 かについて概説する。特に、わが国の目指している循環型社 マテリアル研 マテリアル研

会を、自然との物質の循環の観点からいかにとらえ、いかに 究センター・ 究センター・

進めていくべきかについて考察する。 センター長） センター長）

環境とエネルギー 社会にとって道具やエネルギーは不可欠である。しかし、そ 渡辺　　　遵 渡辺　　　遵

材料　一光触媒、電 れらを作り出すことが地球環境に負担を掛け、我々生き物の （物質・材料 （物質・材料

池材料一 安全への脅威となりつつある。本項では我々の最も身近なと 研究機構・監 研究機構・監
一

10 ころで、環境浄化やクリーンエネルギー創出に貢献している 事） 事）

光触媒や電池材料の開発とそれらの具体的応用について説明
する。

未来のエネルギー 超伝導材料を一定の温度以下に冷却すると、電気抵抗が完全 室町　英治 室町　英治
材料　一超伝導材 に消失し、ロスなしで大電流を流すことが可能になる。この （物質・材料 （物質・材料

三一 ような特異な性質ゆえに、超伝導材料は21世紀のエネルギ 研究機構物質 研究機構物質

11 一関連技術において重要な役割を果たすものと期待されてい 研究所・所長） 研究所・所長）

る。超伝導の基礎を踏まえた上で、超伝導材料の具体的応用

について説明する。

安心な生活空間の 生活空間に安心をもたらすために構造材料に必要な性質と技 岸　　輝雄 岸　　輝雄

ための材料　一構 術をまとめる。わが国は、地震、台風、高温多湿など、欧米

造材三一 と比べて厳しい地理的条件にある。また、乗り物には、軽量 長井　　寿

12
化、衝突安全性が要求される。材料の強さと寿命を延ばす技

p、材料を成形する技術、部材同士を接合する技術などの基

く物質・材料

､究機構超鉄

本と応用例を述べる。 鋼研究センタ

一・ Zンター
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）

医療診断・治療と材 DNA、タンパク質などの人体の中にある分子を利用した新し 塙　　　隆夫 塙　　　隆夫
料工学 い材料技術と、これらの分子を利用した新しい診断技術、ド （東京医科歯 （東京医科歯

13 ラッグ・デリバリー・システム（DDS）による遺伝子治療な 科大学教授） 科大学教授）

ど、ナノテクノロジーと材料の進歩によって可能になった医
療技術について考える。

人工臓器・再生医学 加齢、事故、疾病などによって失われた身体機能を回復させ

と材料工学 るための治療や臓器を再生させる技術には、多くの材料が貢
回している。これらの材料の問題点を学び将来を展望する。

14 同　上 同　上

材料・環境・社会、 前回までの講義で、材料を理解する上での基礎的事項と材料 岸　　輝雄 岸　　輝雄
これからの材料開 の用途・機能を学んだ。最終回では、今後の材料開発はどう

発の方向 あるべきかについて考える。特に、環境や資源、安全など、

15 地球規模での問題の解決には新規材料の開発と利用が不可欠

であろう。21世紀社会における材料の果たすべき役割につ
いて考える。
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：＝@バイオテクノロジー．．，‘と社会（‘05）＝（TV）

’〔主任講師：軽部征夫（東京工科大学教授）〕

全体のねらい

バイオテクノ．ロジ・’一・’のいろいろな潮汐への応用が注目されている。この基礎となる技術について解説

し、これらの医療・福祉、生活、産業、農林水産業などへの応用の具体例やこの技術のもつ倫理的問題

について述べる。

執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

DNA，遺伝子と 遺伝子の本体がDNAであることがわかり、　DN 軽部　征夫 軽＝部　征夫

染色体 Aの化学＝構造、遺伝子と染色体との関係が明らかに （東京工科 （東京工科

なった。これらの遺伝子情報に基づいてタンパク質 大学教授） 大学教授）
1 が合成される（遺伝子機能の発現）。そして・ヒト

ゲノムの解析が終了し約3万個の遺伝子があること
がわかった。

組換えDNA技 生物は共通の遺伝子の本体としてDNAを用いて
術 いる。これらのDNAを組み換えて、異種の生物に

2
そのDNAを導入し、発現させる技術が開発されたd
ｱの技術を応用すると全く新しい医薬品等の製造が

同　上 同　上

できる。

細胞と胚の操作 細胞を培養する技術やその細胞の中に遺伝子を導

物する技術、またその細胞の集合体である胚の培養

3
技術や組織の再生技術など、細胞と胚の操作技術や

ｻの応用分野が著しく広がっている。
同　上 同　上

クローン・キメ クローン羊「ドーリー」の誕生によってクローン

ラ動物 動物が世界中の注目を集めた。この問題はクローン

4
人間の問題へと発展し、大きな社会問題となってい

驕Bまた、異種動物の遺伝子を導入したキメラ動物 同　上 同　上

を作り出すことも可能になっている。

バイオ医薬品 組換えDNA技術を応用すると、われわれの体の
中で重要な働きをしているペプチドやタンパク質な

5
どの医薬品を生産することが可能である。このよう

ﾈバイオ医薬品のマーケットは急速に拡大してい
同　上 同　上

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）

先進医療 遺伝病は4000以上あると言われている。これらの
遺伝病のうちの一部は遺伝子を補うことによって治

肥することができる。このような先進医療や組織再
6

生など最近の医療におけるバイオテクノロジーの応 軽部征夫 軽部征夫
用が広がっている。

医療工学 胚富田細胞（ES細胞）の樹立に成功し、いろいろ
な細胞に分化する幹細胞が容易に入手可能となつ

た。これらの幹細胞にDNAや核を導入して種々の
7 細胞に分化させる技術が開発されており、これらの 同　上 同　上

技術を用いて将来、臓器再生が可能になると思われ

る。また、人工臓器の研究や医療用ロボットなどの
研究が進展している。

生活に役立っバ 食品を効率的に製造したり食品の機能を高めたり
イオ・ することがバイオテクノロジーの応用によって可能

となった。また、化粧品分野でも遺伝子レベルから
8 美馬を実現したり、皮膚の老化を防ぐなどの革新的 同　上 同　上

な化粧品が誕生している。

産業に役立っバ アミノ酸やアルコールの生産の効率を上げるため
イオ に、組換えDNA技術を利用して改良した微生物が

利用されている。また、バクテリア・リーチングと
9 呼ばれ、銅などの精錬に微生物が応用されているσ 同　上 同　上

さらにバイオマスエネルギーも注目されている。

バイオとエレク 生物の機能塗エレグト三三クス分野に応用しよう

ト三三クスの融 とする研究がある。例えば、生物の分子識別機能を

10
合 応用したバイオセンサーが開発され、医療計測や環

ｫ計測に応用され、注目されている。また、脳を指 同　上 同　上

照したコンピュータなども研究されている。

新しい農業 遺伝子組換え作物が注目されている。除草剤に耐

性の遺伝子などを導入することによって除草剤の効

11
果を上げたり、収穫量を上げることが可能である。

ﾜた、医薬品として有効な成分を作物に組み込むな 同　上 同　上

どの研究も行なわれている。

海洋とバイオテ 海洋生物を対象とするバイオテクノロジーが注
クノロジー 目されている。例えば、魚類の性をコントロール

12
することによって資源の復活を図ったり、海洋生

ｨから新しい医薬品や工業原料を生産する研究が 同　上 同　上

行なわれている。このような分野の研究はマリン

バイオテクノロジーと呼ばれている。
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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）

環境修復と保全 環境に負荷を与える物質を、生物の機能を利用し

て分解するバイオレメディエーションが注目されて

いる。この技術により、タンカーなどの沈没で流出
13 する重油や原油を分解することも可能である。また、 軽部　征夫 軽部　征夫

砂漠の緑化を可能にするキメラ植物の作出なども行
なわれている。

生命倫理 組換えDNA技術の安全性から始まり、胚などの
操作やクローン人間の問題など生命倫理に関する議
論が高まっている。また遺伝子治療や臓器の再生医 ＼

14 療における倫理問題などもある。これらのバイオテ 同　上 同　上

クノロジ「に関する生命倫理の問題について議論す

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

新しいバイオテ ナノテクノロジーの1つのモデルとして生物機能
クノロジー が考えられており、ナノバイオテクノロジーと呼ば

れる分野の研究が盛んになってきた。一方、ロボッ
15 トやエレクトロニクスの分野への生物機能の応用も 同　上 同　上

進んでおり、この分野は「バイオニクス」と呼ばれ
ている。
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＝： 﨣�Z術と社会（‘05）＝：（TV）

〔主任講i師
〔主任講師

大岩　　元（慶磨義塾大学教授）〕

辰己　丈夫（東京農工大学助教授）〕

全体のねらい

　情報技術（lnformation　Technology）は、21世紀の社会を築く基盤iとなったが、その本質について必ず
しも理解されているとは言いがたい。コンピュs・一一・タと情報ネットワークを支えるデジタル技術につい

て、ものごとの本質を見極める時に役立っ本質的な知識を選び出して、その理解と具体的な応用例を示

す。さらに、これからの社会がどのように変って行くか予測して、それに対処するには人々が何をしな

ければならないかについて考察する。

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）

情報技術と21世 1940年代に姿を現わしたコンピュータは、50年冬に商用化さ 大岩　元 大岩　元
紀の社会 れ、70年代以後は、その基盤となる半導体産業の劇的な発展をう （慶磨義塾大 （慶磨義塾大

ながした。その結果、コンピュータの費用対効果は著しく増大し 学教授） 学教授）

1 てインターネットを生み出し、21世紀の社会の根底を支えるまで

になった。その中心を担うコンピュータには、パソコンのように 辰己　丈夫 辰己　丈夫
目に見える形のものと、ビデオやカメラ、自動車などに内蔵され （東京農工大 （東京農工大

ている目に見えない形のものがある。 学助教授） 学助教授）

見える情報技術 世界最初のコンピュータの考えられている’ENLへCは、1946年 大岩　元・ 大岩　元
に米国のペンシルバニア大学で完成し、砲弾の軌道計算に使われ

た。どんな計算をするかを決めるプログラムを記述するのに、配 富樫　雅文
線盤が使われたために、計算は砲弾の飛行より早かったが、配線 （群馬大学非

に1週間もかかった所が問題であった。これを解決して、高速記 常勤講師）

憶装置にプログラムを書きこむようにしたのが、英国のケンブリ
2

ッジ大学で開発されたEDSACである。ハードウェアとしてのコ
ンビュ日医は、大型計算機からミニコン、ワークステーション、

パソコンと大きさが小さくなると一方で、その能力は増大し、巨

大なプログラムを必要とするようになった。プログラムを書くこ

とは、予想以上に困難であり、現在の巨大なソフトウェア産業を
生むことになった。

見えない情報技 コンピュータの開発当初は、人間力！必要なデータを集めてコン 辰己　丈夫 辰己　丈夫
術 ビュータに入力し、さらに、コンピュータによる計算出力に従っ

て三極を操作したり、命令を出していた。その後、自動的にデー
！

タを入力・収集する機器や、他の機器を制御する機器が開発され
，／

ると、さまざまな機械・システムの制御が、人間の手を介さずに

コンピュータで行なわれるようになってきた。例えば、小口の荷
物に付けられたバーコードリーダは目の代わりをし、読み込まれ

3
たデータを入力としてコンピュータで計算された結果を元にベル

トコンベアが制御され、荷物は、方向別にトラックやコンテナに

収納される。このようなコンピュータを用いたシステムの導入が

進んだことで、物流システムが変わり、さらに、工場立地や産業
構造にまで影響が及んでいる。ここでは、さまざまな「見えない、

IT」の仕組みを明らかにしながら、情報技術が社会に与えた影
響について議論する。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講レ師　名

（所属・職名） （所属・職名）

コンピュータと
　　　　　　　　　　　　　　　　　、
d卓はどのような仕組で計算を行なっているかと示す。算数で 大岩　元 大岩「 ｳ

電卓は何が違う は乗除算が加減算より優先されて計算されるように教えられる

のか が、普通の電卓ではなぜそのように計算されないかを説明する。

世界最初の電卓である且P社の電卓を紹介し、括弧を使わずに複
’

雑な計算が行なえるかを示し、日本語の語順との関連性を示す。

4 コンピュータが計算する仕組みは電卓と同じであることを説明
し、電卓では使用者の頭の中にある計算順序に従って計算が進ん

で行くのに対して、コンピュータの場合には計算順序をあらかじ

めプログラムとしてメモリに書きこんでおくことによって、超高

速に計算が行なわれる。コンピュータによる情報処理は、本質的

に電卓の計算と同じである。

デジタル技術と デジタル技術はアナログ信号を用いて実現される。デジタル技 大岩　元 大岩　元

アナログ信号 術の基礎となる2進法の原理について説明したあと、アナログ情

報をデジタル信号でどのように表現するのか、デジタル信号をア 富樫　雅文

ナログ信号にもどした時の精度の問題を雑音の存在と関連させて

議論する。コンピュータへの性能要求に答えて半導体技術が発展

5 し、これに支えられて、情報技術も発展をとげてきた。こうして

発展したデジタル技術はコンピュータにとどまらず、CDやDVD
のような民生機器にも忘用され、応用の拡大にともなって使える

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ﾙとんど全ての場面で使われるようになってきた。なぜデジタル

技術がアナログ技術に比べて有利なのか、デジタル化でどんな問

題が生じるかを論じる。

人間と機械の情 その大きな脳によって高度な情報処理能力を有するようになつ 大岩　元 大岩　元
報処理（1） た人間と、小さくて高速な電子的機構によって情報を処理する機 （二品義塾大 （慶磨義塾大

械としてのコンピュータは、さまざまな面から共通点や異なると 学教授） 学教授）

ころを見ることができる。情報処理システムとしての人間という

見方と記憶し判断するものとしてのコンビrl一盛を考えることに 富樫　雅文
よって、生活と社会のなかにコンピュータをどのように組み込ん （群馬大学非

でいったらよいのかについて議論する。そのために、情報の入力 常勤講師）

としての感覚器官のはたらきとコンピュータの入力装置、脳のは
6

’ たらきとコンピュータの計算処理、また、情報出力としての運動

とコンピュータの出力装置などを対比させながら、広い意味での

情報処理がどのように行なわれていくのかを見る。また、人間が

身体の延長として用いてきた道具と、脳の延長線上に位置付けら

れるコンピュータではその作りや使いかたにおのずから異なると

ころが出てくる。人間を中心に考えたとき、道具一機械一コンビ

，ユータという発達の流れのなかでこれらを使うための作法がどの

ように変化していくのかについて考察する。

人間と機械の情 生物そして動物としての人間は「もの」によって構成された世 大岩　元 大岩　元
報処理（2） 界のなかで生きており、「もの」の知覚や操作には長けている。

一方、情報は「もの」とは異質な存在であって、体を使って直接 富樫　雅文

に見たり触れたりすることができないために、コンピュータの中

で行なわれる情報処理を実感することが困難である。コンビュー

タ本体に接続されるさまざまな周辺装置やソフトウェアの技術
が、この情報と「もの」のあいだの距離をつめて人間による情報

7 の操作を本来得意だった「もの」の操作に近づけるるために発達

してきた。コンピュータにおける「ヒューマンインターフェース

（Hum㊨n　Interfβce）」の知識と技術によって、
情報をどのようにして「もの」に見立て、また、情報の操作をど

のようにして「もの」の操作に置き換えていくのかについて見て

いく。このことによってあらためて情報で構成される世界という

ものについて考えてみる。
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1／ 執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

情報ネットワー ドアを直接ノックする、糸電話をつかうというアナログ方式の 辰己　丈夫 辰己　丈夫
ク 通信と、送り手と受け手が0と1の違いをあらかじめ約束して情

報を符号化して通信を行なうデジタル方式の通信の比較をしなが

ら、通信技術の基礎について議論を行なう。次に、パス型と呼ば

8 れるネットワーク通信の仕組みについて議論を行なう。そして、

インターネット技術の基礎であるパケット通信、ポート番号、

TCP、　UDP、経路制御、名前空間について取り上げ、それらの応

用である電子メール、WWW、　IP電話、ビデオチャットなどにっ
いて紹介をし・通信プロトコルの重要性について議論を行なう。

記号論から見た 情報技術が社会生活に与える影響として文化や生活論式の多様
斎藤　俊則 斎藤　俊則

情報概念 化が指摘される。特にコンピュータネットワークの普及による情 （慶応義塾大 （慶応義塾大
報源の多数化やコミュニケーション機会の増大といった要因が、 学非常勤講 学非常勤講
高度経済成長が達成された後の社会において、文化・生活様式の 師） 師）

多様化の流れをさらに加速する力として作用している。このよう

な文化的・社会的状況を生きるにあたっては、　「情報の価値」の

問題に対する敏感さが要求される。すなわち文化・生活様式が多

様化した社会とは、他者の価値観や感受性のあり方が見えにくい

社会である。そのような社会においては、いかなる情報にいかな

9
る価値が見いだされるかという点についての自明性が成立しづら

い。したがって、他者との不用意な摩擦を回避しよりポジティブ
な社会関係を構築するためには、日常生活の様々な場面で情報の

価値に対すう見方の相違について、常に慎重な判断を下すことが

要求される。上記の問題意識をふまえ、情報の価値の問題を記号

論の立場から考察する。記号論は「記号＝人間が意味や価値を見

いだすあらゆるもの」を考察の対象とする学問である。特｝こ今回

は記号論の立場から情報の価値と個人の価値観の関係や、価値観

の形成と共有を通した個人と社会集団の関係を論ずる。また、文

化・生活様式が多様化した社会において求められる想像力と判断
カについて考察する。

メディアと情報 ・個人の価値観の形成とメディアの影響力について議論する。個

による人間の心 人の価値観は社会的な過程によって形成されるが、各種メディア
の操作 によってもたらされる情報はその際のより所として大きな影響力

を持つ。そこから、メディアはしばしば、特定の価値観を集団的

に内面化させるための道具として用いられる。このような例とし

て最も典型的なのは政治権力によるマスメディアへの介入とプロ

パガンダの流布であるが、その他にも様々な例が存在する。たと

10
えば企業による広告は、メディアを介してターゲットとなる個人の価値観に訴えかけることにより、広告主である企業の意図に基

向上 同　上

ついて各個人を集団的に動員するための装置であると見なすこと

ができる。このような状況において個人が“個”としての自律性

を尊重しながら生きるためには、メディアからの情報に対する批

判的な距離を保つことが重要となる。ここでは、個人がメディア

を通して特定の価値観を内面化するプロセスを考察するととも

，に、メディアに接しつつも批判的な距離を保つことの可能性を議
論ずる。

情報技術とルー・ 現在は、大量の情報を容易に収集・複製・転送ができるように 辰己　丈夫 辰己　丈夫
ノレ なった。「見えないIT鯖報技術）」の回で述べたように、我々の

現代社会システムには、情報技術｛特にコンピュータとインター

ネットの影響を受け左ものが多い。しかし、著作物や個人情報を

11
扱う場合には、それをどのように収集するか、どのように複製で ノ

きるか、誰に転送をして良いかというルールの形成が必要となる。
、

これらのルールに反すると、過失の場合は事故、故意の場合は犯

罪となるが、法的な制裁を受けることになる。ここでは、情報に

関連する法令や取り決め・ルールなどについて述べ、その存在意

義について議論を行なう。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容㌃ 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

個人情報と情報 情報社会の発展にとっては、前回に述べた法的な抑止のみなら
危機管理 ず、技術的な抑止、あるいは制度・教育・人事・財産的な抑止も

重要である。例えば、情報社会においても、＼一般社会と同様に、

何らかの意図を持ってルールを意図的に破ろうとする犯罪者が存

12
在する。セキュリティ技術とは、このような犯罪を防ぐ技術のこ

ﾆである。また、障害を未然にできるだけ防ぐ方法、障害が起こ
同　上 同　上

つたときの対応、障害が起こったときのための準備、障害が起こ

つた後の見直しといった危機管理の考え方も大切である。ここで ’

は：、情報社会における危機管理の一般的な手法について議論を行

なう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

情報システムと 情報化社会における重要な道具であるコンピュータを使いこな 大岩　元 大岩一元
モデル化 すためには、コンピュ出戸に適したものの見方や理解の仕方を身

につけておかなければならない。コンピュータはソフトウェアと 中鉢　欣秀 中鉢　欣秀
して与えるモデル（模；式）に従って計算する機械にすぎない。最 （産業技術大 （産業技術大

も単純なモデルは数式であり、数式を計算する道具として”コンビ 学院大学准 学院大学准
ユータ”（計算するもの）が開発された。しかし、計算の手順を旧い 教授） 教授）

13 た”プログラム’讐の存在によって、コンピュータで計算できるモデ

ルは数式以外のも0に拡張されることになった。ここでは、より

高度なモデルとして状態機械モデル、及び、オブジェクトモデル

を取り上げる。コンピュータに適：したモデルどはどのような性質

を持つものかを理解することで、コンピュータに複雑な計算をさ 壼

せるにはどうしたらよいかを学ぶ。これを踏まえ、コンピュータ

でできる計算の可能性と限界について考察する。

現実世界と形式 現実世界にある様々な問題をコンビ，ユータで解決しようとする 大岩　元 大岩　元
世界 と、現実をどのようにモデル化するべきなのかという問題が常に

発生する。コンピュータの世界は、モデル化された現実を記述し 中鉢　欣秀 中鉢　欣秀
た論理の世界であり、これを形式世界と呼ぶことにしよう。これ （産業技術大 （産業技術大
に対して人間は、’ _理だけでは説明できない非形式的なことを含 学院大学准 学院大学准

14
む世界に生きている。このため人が現実世界でコンピュータを活

pするには、非形式的な世界の中から形式化できる部分をモデル

教授） 教授）

として取り出す作業を行わなければならない。さらに、その作業

の結果は、コンピュータを利用する社会全体にとって恩恵をもた

らすようにすべきである。ソフトウェア工学における要求分析を

例に挙げて、その難しさをどのようにして克服する方法があるか

を、具体的な作業手順とともに示す。

これからの情報 情報技術は、当初は半導体技術の発展に支えられてきた。しか 大岩　元 大岩　　元

社会 し、半導体の微細化が物理学的限界に近づきつつある現在、情報

社会は複雑なソフトウェア、完成されたシステム、人と組織の深

化、社会における情報技術の普及と地位向上を必要とするように 辰己　丈夫 辰己　丈夫

なった。ところが、プログラム作成者、システム設計者、プロジ

15 エクト管理者、情報教育に携わる教員は世界中で不足していて、

これが情報化の進展を妨げる最大の要因となっている。特に日本

では、このことが深刻な問題になっている。

今後の情報化の進展は、我々の社会をどのように変えていくの

か、そのために社会は何をする必要があるのかを、情報社会のあ
り方を見据えて議論する。
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＝・ �d子技術とIT社会（‘04）＝（TV）

　　　　　　　　　　　　　　〔主任講師：西原　浩（放送大学教授）〕

全体のねらい

　21世紀にはIT（情報通信技術）社会化がますます進むと考えられ、そのIT社会を支える重要な技術の一
つが光電子技術である。その光電子技術は、通常光およびレ・一一・rザ光を応用した電子技術である。本授業では、

光電子技術の特徴と基本性質、情報処理技術の基本であるディジタル技術をまず学び、’それらに基礎をおい

た光デバイスであるディジタルカメラ、ディスプレイ、光ディスクシステム、光ファイバ通信システム、イ

ンターネット、ネットワークなどのしくみについて理解を深める。　この分野は

日本人の貢献が大きいことも合わせて学んでいただきたい。そして｛来るべきIT社会の姿について考えて
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）

！／ IT社会は、超高速大容量情報処理技術をベースとする社会

であることを認識する。そのような技術は高速コンピュータ

と大規模；ネットワークに支えられるが、それらを支えている 西原　　浩 西原　　　浩

1 IT社会進展の背景 重要な技術にレーザを中心とする光電子技術がある。IT社会 （放送大学教 （放送大学教

と光電子技術との関連を述べ、15回の授業の流れを説明す 授） 授）

る。

光電子技術の中心である光について、いくつかの重要な性

質をまとめる。光には、通常の光および人為的に作ちれたレ
通常の光とレーザ 一ザ光があり、通常光は目に優しいのでIT機器の表示装置な

2 光 どに使用され、レーザ光は信号処理・伝送に使用される。両

ﾒを比較し、IT社会への応用の違いを認識する。物また、光 同　上 同　上

は電磁波め一つであることを認識することの重要性を説明す
る。

レーザは、、1960年に発明されて以来、種々の波長のレ
一ザが開発され、実用化されるようになった。レーザ発振の

レーザ光とは 原理を説明し、光通信、光ディスクなどで活躍している半導

3 体レーザのしくみを学ぶ。また、’いま関心の高い青色レーザ

ﾌ話題にも触れる。そして、日本が世界に誇る半導体レーザ
同　上 同　上

の研究功練を紹介する。
一

多くの情報はアナログ情報であるが、情報処理の基本であ

るディジタル化、およびその応用であるA！D変換の基礎とな
情報処理技術の基 る概念について学ぶ。また、情報処理システムの構成を学び、

4 本 通常光とレーザ光の役割への理解を深める。 同　上 同　上

情報を伝送するための、搬送波に情報を乗せる変調技術の

基礎を学ぶ。大容量情報を伝送・蓄積するために、近年進歩
情報伝送 した圧縮技術の基礎を学び、．それらがどのようにコンビュー

5 タや通信に応用されているかを説明する。また、大容量二野伝

翌ﾌための多重化技術についてもふれる。
同　上 同　上
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 『’ 焉@　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

情報をコンピューダに入力するための端末機器として、印

刷物用のスキャナ、物体のためのディジタルカメラなどにつ
情報入力端末機器 いて、内蔵されている固体撮像素子であるCCDの動作原理、

6
解像度、転送速度などについて、基礎的事項を学びながら、

西原　　浩 西原，　浩
データの圧縮技術について理解を深める。

直径12crnの円i盤の中に、　CDでは650MB、　DVDの
、

両面で8GBのメモリ容量がある。それらの書き込み・消去の
情報の記録・’再生 原理を学ぶ。光ディスクに秘められでいる多くの工夫にっ

＼　》 いて理解を深めるとともに、レンズによる集光限界の意味を

7 学びたい。そして、電子技術と機械技術とが巧みに利用されて 同　上 同　上
いることを理解する。・　　、、

光ディスクの発展は目覚しく、再生専用型、追記型、書換

え型、相変化型、光磁気型がある。それらの記録方式や動作

光ディスクのいろ 原理を学ぶ。また、記録容量：を増大させた次世代ブルーレイ

いろ ディスクに使われているナノ技術への理解を深める。これら

8
‘

ディスクのIT社会での活躍を認識することが重要である。 同　上 同　上

すべてのIT機器には出力表示のためのディスプレイが備わ

情報表示機器一IT っている。CRTにつづき、フラットパネルディスプレイとし

機器の“顔”一 て、液晶型、プラズマ型など、高分解能なものが開発され、

IT装置を格段に進歩させた。それらの動作原理を学ぶ。

9
’

同　上 同　上

現在の電話回線の多くは光ファイバ通信で構成されている。

そのしくみを学び、基本素子である半導体レーザ、受光素子

10

光ファイバ通信 および光ファイバの原理について理解を深める。そして光フ

@イバ通信め初期から最先端の光信号を直接増幅し伝送する
小林功郎
i東京工業大

小林　功郎

i東京工業大
方式までの進歩の跡をたどり、それらのインパクトについて 学教授） 学教授）
考える。

インターネットなどのブロードバンドアクセスの普及によ

超高速・大容量光フ り、超高速大容量情報の通信が要求されるようになった。こ

アイバ通信技術 れに対応するために、時分割多重化技術、波長分割多重化技

術が進展し、40Gblsの伝送速度や、1本の光ファイバあた

11 り100波長のシステムが実用化されつつある。それらの技 同　上 同　上
術の進展を学ぶとともに、その先の全光処理技術への展開に

ついても概説する。
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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）

国内幹線系・国際光ファイバネットワーク、メト旗ネットワ

一ク、アクセスネットワークについて構成とそれを支える光 L

通信技術を述べる。また、アクセスネットワークについては、
IT社会の通信網 FTTH：のみならず移動通信、・CAW、　ADSLなど、各種の伝

送媒体についても述べる。また、最後に将来通信網とこれら 小牧省三 小牧省三
12 ボIT社会に及ぼす影響について触れる』 （大阪大学教

�j

（大阪大学教

�j

ネットワークの集合体であるインターネットがどのように
蓄

でき上がっているのか、また、その上で動くさまざまなアブ
インターネットの リケーション，WWWなどはどのような仕掛けにな’っている

13 進展 のか、などを解説する。

ｳらに、なぜインターネットはかくも発展したのか、その秘

下條　真司
i大阪大三教

下條　真司
i大阪大三教

密を技術面から解き明かす。
授） 授）

IT社会とインテーネットなどのネットワーク技術のかかわ

りを学ぶ。IT社会を動かしている典型的システムの例とし
ネットワークとIT て、六三におけるネットワークの実態、それを動かしている

・14 社会 人々、社会における大規模なシステムの例など、海外のもの

煌ﾜめて紹介する。 同　上

　〆　　’

ｯ　上

また、ネットワークで重要なセキュリティの問題について
も触れる。

14回の授業を振り返りながら、21世紀にますます進むで 西原　　浩 西原　　浩
あろうIT社会化、およびそれを支えている重要な光電子技術

IT社会の将来 の存在を再認識してもらう6海外においても日本の光電子 小牧省三
15 技術は高く評価されている。光電子技術の発展に基礎をおく

IT社会の将来について考えたい。 下條真司
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＝計算力学（‘04）＝・〈TV）“

〔主任講師：矢川 元　基（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

我々が、自然界や”もの”の挙動を知るには、実験と理論とよばれる2つの方法が使われている。

し：か七、最近では、実験や理論の代りに計算機シミュレーションが用いられることが多くなった。計算力学とは、・構造解

析や流体解析など力学解析のための計算機シミュレーションのことである。計算力学は、人工物の設計や自然の解明には、

いまや欠くことのできない手法となっている。

回 テ　一　マ
内　　　　　　　　　容　　　　　　　　　ノ

執筆担当

@講師名
i所属・職名）

放送担当

@講師名
i所属・職名）

1
計算力学とは（1）：

v算力学の役割

人工物を設計し、製造する場合には、つくられるであろう”物”

ﾌ挙動を事前に知っておく必要がある。計算力学は、そのた
ﾟのシュミュレーション手法である。また、台風や地：震など、

ｩ然に関する現象の多くについても計算力学によるシミュレ

[ション手法が用いられている。ここでは、人工物にしろ自

R界にしろ、計算力学が現在世の中でどのように用いられて

｢るかについて議論する。

矢川　元基

i東京大学名

_教授）

矢川　旧基

i東京大学名

_教授）・

2
計算力学とは（2）：

阮@の全体像

計算力学でカバーする領域は極めて広範である。この手法が、

｢かなる内容と範囲を有しているかについての全体的な議論

�ｱこではしてみよう。

ｳらに、第3回以後の各内容がどのよう・な意味で計算力学を

¥成する要素となっているかについて考えよう。

同　　上 同　　上

3
差分法（1）：微分方

�ｮの差分近似

工学上の実用的な問題を解くためには、コンピュータによる

v算的手法が用いられる。もっともよく用いられる解法のひ

ﾆつが差分法である。ここでは、テーラー展開の考え方に基

ﾃいて、本来は連続系である導関数や微分方程式を、とびと

ﾑに分割した問題に置き換えること（離散化）でコンピュー

^の中に表現するという、差分法の基本的な考え方を理解し
謔､。

同　　上 同　　上

4
差分法（2）：差分方

�ｮによる求解

微分方程式で記述された連続量の問題は、差分近似によって、

�ﾔ的にとびとびに定義された未知変数に関する連立一次方

�ｮに帰着される。まず、この連立一次方程式の求解法（ソ

泣oー）を学び、次に実際にポアソン方程式を解いてみるこ
ﾆで、差分法の精度や収束性について議論しよう。

同　　上 同　　上

5

有限要素法（1）：基

{的な考え方（重み

tき残差法）

有限要素法は，差分法のように基礎方程式をそのまま近似す

驍ﾌではなく，ある意味で「平均的に」基礎方程式を満足す

驍謔､な近似解を計算する，重み付き残差法という手法に基

ﾃいている。ここでは，実際にいくつかの古典的手法を用い

ﾄ例題を解くことによって，重み付き残差法の考え方を理解

ｵよう。

同　　上 同　　上

一一
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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）

有限要素法の最初の例題として，1次元ポアソン方程式を取

り上げる。基礎方程式から，重み付き残差法の考え方を用い
有限要素法（2）乳理 て，有限要素法の定式化を行う。基礎方程式からの式の変形，

6 論の流れ（1次元ポ ’要素の作り方，連立一次方程式の組み立てまで，理論の流れ 矢川　旧基 矢川　旧基
アソン方程式） を理解しよう。

ポアソン方程式は，熱伝導問題や，電磁場解析など多くの工
＼

学問題の基礎式となっているが，実用上，最低でも2次元解
有限要素法（3）：多 　　　　　　　㌔ﾍが必要である。ここでは，2次元ポアソン方程式の有限要

7 次元への拡張（2次 素法定式化を取り上げ，多次元問題への拡張法を身に付けよ 同　　’上 同　　上
元ポアソン方程式） う。

＼

5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
有限要素法の重要な応用分野として構造解析（応力解析）が

有限要素法（4）：構

ある。弾性問題はその基本となる問題であり，’すべての学習　　　　　　　　　　　　〆

ﾒが理解すべき問題である。2次元弾性問題の有限要素法定
8 造解析への拡張（2 式化をとおして，いろいろな基礎式に対しても定式化が行え 同　　上 同　　上

次元弾性問題） るような応用力を付けよう。’

差分法や有限要素法など格子や要素を用いる手法（格子法）

に対して、物体を粒子の集まりとしてとらえ、個々の粒子の
粒子的手法（1）：物 挙動に注目する解法を粒子的手法と呼ぶ。粒子的手法にはさ

9． 体を粒子の集まり まざまな解法があるが、それらの分類を通じて、前提となる 同　　上 同　　上

としてとらえる、 モデル化の考え方、計算手法として優れた点、などについて

理解しよう。

粒子的手法の具体例として、分子動力学法とSPHを紹介す
る。分子動力学法では、物体を本質的に原子・分子の集まり

粒子的手法（2）：分 としてモデル化し、これら個々の粒子の運動をニュートンの

10 子動力学法とSP 運動方程式で記述する。一方、SPHでは、連続体をあたか 同　　上 同　　上

H も粒子の集まりであるかの如く扱えるよう離散化を工夫す
る。

刊

、ニューラルネットワーク、ファジィ、遺伝的アルゴリズムは、

11

ソフトコンビニ．一

eィング（1）’：計算

ﾍ学と知識工学と
ﾌ融合

それぞれ、脳細胞、思考過程、生物進化をモデル化したもの

ﾅ、ソフトコンピューティングあるいは知識工学的手法と称

ｳれる。これらを有効に利用することで、逆問題や最適化に

ｨける問題解決能力の拡大、効率化を図ることができること

�揄�ｵよう

奥田　洋司
i東京大学教

T）

奥田　洋司
i東京大学教

�j

まず、ニューラルネットワークがどのようなメカニズムで類

ソフトコンビュー 推や連想処理を行っているのかを理解しよう。そして、・工学
テイング（2）：ニユ 上の実際の局面で遭遇するさまざまな逆問題を解くにあたっ

12 一ラルネットワー て、従来の計算力学の枠組みを越えて、ニューラルネットワ 同　　上 同　　上

クを利用した逆問 一クのパターン認識能力をどのように役立てることができる
題解法 かについて考えてみよう。
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回
㌧一■画　　　　　’

A　　’一　　マ 内　　　　　　　　容

執筆担当

@講師名
i所属・職名）

放送担当

@講師名
i所属・職名）

13
大規模解析（1）：並

�v算の基礎

近年の計算機め発達により，、以前では考えられなかったよう

ﾈ大規模な解析が行われるようになってきた。しかし，一つ

ﾌ計算機だけで計算を行う場合の処理能力は限界に近付いて

ｨり，現在，大規模解析というのな，複数の計算機を用いた

ﾀ列計算のことを意味している。ここでは，並列計算の基礎i

T念を理解したい。

関東　康祐

i豊橋技術科

w大学助教
�j

関東　康祐

i豊橋技術科

w大学助教
�j

14
大規模解析（2）：並

�v算の実際

先端的な大規模解析は．’ Dれたハードウェアとソフトウェア
Z術の結合により実現されている。ここでは，世界のトップ

激xルの研究を知ることによって，大規模解析の将来像を把

ｬしよう。また，身近な大規模解析の例として，PCクラスタ

ﾉよる計算例も紹介する。

同　　上 同　　上

15
計算力学の将来の
ﾂ能性と課題

計算力学はこれからもますます発展することが確実である。

ｵかし、並列計算機などのように計算機の多様化が進んでお

阯?pする立揚としてもそれに対する新たな対応が必要であ

驕Bまた、計算力学はこれまで以上に複雑な問題に応用され

ﾁづけるであろう。これらの観点に立って将来を展望してみ

謔､。

矢川　元基 矢川　元基
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＝　人工物ど設計（‘04＞＝（TV）

〔主任講師；　中島　尚正（産業技術総合研究所理事）〕

全体のねらい

私たちが瞠生活で目にする人工物は、’ ﾔにしても龍辮にして嫁電製品にしても、つくら続後の姿である。

人工物は自然界には存在しないものであ筍から、これが私達の生活の場に登場するまでには、ものつくりの様々なプロ

セスを経るが・その最上流に位置するのが設計である。人工物の特性や性能は設計によってほぼ決められる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知的活動
である設計は研究活動とは似て非なるもので、その過程は案外知られていないし、その本質についてまだよく分かって

いないところもある・1本科目は設計技術者の養成を目的としているめではなく、人工物で満たされた人工環境で諸々の

活動するためのリテラシー教育として設計を取り上げている。身近な事例に基づいて設計の過程や仕組みについて様々
な観点から説明する。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容
執筆担当’咜嵐S当
u　師　名
i所属・職名）

講　師　名
i所属・職名）

1
人工物の誕生と設

v

　講義の第1回目として、人工物と自然物の比較を通じて人工物と設計の全体像を概観し、人工物のライフサイクル、設計の歴史や社会依存性に触れ、併せて講義の進め方についてオリエンテーションをおこなう6

中島　尚正
i産業技術総

㈹､究所理
磨j

中島　尚正
i産業技術総

㈹､究所理
磨j

2 設計のプロセス

　あるものをつくりたいと思う・構想や企画の段階から、具体的なモノが形作られる段階に至るまでの設計における思考のプロセスについて、数学の問題を解く場合との相違点、シャーロックホームズの推理との類似点も交えて概説する。

　
同
　
　
上
＼ 同　　上

3 形と機能 同・上 ら同【

4 品質の評価と保証

　限られた情報と知識を活用して現実の設計は進められる。このような制約下で人工物の破壊や故障を避け、品質や納期

ｪ保証されるために、どのような方法が考えられてきたか紹
薰ｷる。

同　　上 同　　上

@、ノ

5
　（
l工物とデザイン
i1）

　意匠デザインは車に代表されるファッション性の高い人工

ｨだけに求められるものではない。どのような人工物であっ

ﾄも、人と関係を保つための普遍的なインターフェースであ
驕B

山中　俊治
iデザイナー、東京大学

�寀ﾎ講獅）

山中　俊治
iデザイナー、東京大学

�寀ﾎ講師）

6
人工物とデザイン
i2）

製，品企画事例に基づいて意匠デザイナーと設計技術者のコ

宴{レーションとそのあり方について紹介し解説する。

@　　　　　　　L

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）

意匠デザインと工学設計が融合した建築設計について、建

設計事例一襲築三 築家のインタビューを交えて紹介し解説する。 草加　浩平 草加　　浩平

7 計 （東京大学大 （東京大学大

学院助教授） 学院助教授）

自動車の設計事例について、Fメーカーの設計者のインタビ

設計事例一自動車 ユー��ｦて紹介し解説する。

8 の設計 同　　上 同・上

CAD（Computer　Aided　Design）について解説。

9
設計と情報技術
i1）一

村上　　　存

i東京大学大

w院助教授）

村上　　　存

i東京大学大

w院助教授）

！

CAM（Computer　Aided　Manufacturing）について解説。

10
設計と情報技術
i2）

同　　上 同　　上

CAE　（Computer　Aided　Engineering）について解説。
ヤ

11
設計と情報技術
i3）

同　　上 同　　上

情報機器の設計事例について、メーカーの設計者のインタ

ビューを交えて紹介し解説する。

12
設計事例一情報機

墲ﾌ設計
草加　浩平 草加　浩平

家電製品の設計事例について、メーカーの設計者のインタ
ビューを交えて紹介し解説する。

13
設計事例一家電製

iの設計
同　　上 同　　上

ミクロの決死圏を工学的に再現しようとするマイクロマシ
ンは、ミクロの世界で卓越する物理現象に直面する。』私たち

14
設計事例一マイク

鴻}シンの設計

の常識が通用しなくなるミクロの世界における設計について

�烽ｷるσ 三島　尚正 中島　尚正

一

講義の最終回として、循環型社会の形成推進を重視した新

たな設計の取り組みについてインタビューを交えて紹介する

とともに、これまでのまとめと今後の展望をおこなう。

15 人工環境と設計 同　　上 同　　上

、
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＝＝@人間活動の環境影響（‘σ5）＝（TV）

〔主任講師：鈴木基之（放送大学教授）　　〕
〔主任講師：原科幸彦（東京工業大学大学院教授）〕

全体のねらい

人間ど環境の相互の調和を図り、持続的な人間活動のあり方を考えていくためには、種々の人間活

動が自然環境にどう影響を与えどれがどのように将来の人間生存に影響してくるのかを評価する

必要がある。この講義においては多様な人間活動が与える環境へのインパクトの評価がどのように

行われているのか、今後の持続的社会を構築する上でどのような考え方が必要かを理解する。

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）

人間活動の環境 人間活動の環境影響を考える上で、環境問題とし 鈴木　基之 鈴木　基之
への影響 て現れる種々の事象に関してその構造をどう考え （放送大学 （放送大学

るのかを理解する。すなわち、発生の原因となる 教授） 教授）

1 事象・その事象の及ぼす環境への圧力・環境状態

の変化・その人間活動などへの影響・我々側から

の対応という切り口で理解する考え方を示す。ま

た本講義の全体の流れについて解説を行う。

生態系アセスメ 人間による自然改変の影響は大きなものから小規 鈴木　基之 鈴木　基之
ント 模のものまでいろいろな面で散見される。ここで

2
は米国のカリフォルニアにおける小河川を例にと

り、その自然生態系回復の試みの実際に即して、｝

住民・政府などの取り組み例を見てみよう。

世界水アセスメ 人間活動の増大の影響を受け、世界的に限られた 鈴木　基之 鈴木　基之
ント 水資源は量の不足、質の劣化の一途をたどり、健

全な生態系を維持する上でも問題が生じている。 ／Andeas

3 水は乾燥地帯においては勿論、人口密集地域にお Szollosi－N

いても貴重な資源になりつつあるがその状況をど agy
のように把握し、評価し、問題解決に役立てよう （UNESCO）

としているのかを示す。

化学物質の生態 多くの化学物質が環境中に排出され、そこに生息 若林　明子 若林　明子
系への影響一水 する生物に影響を与えている。直ぐに環境中で光 （淑徳大学 （淑徳大学
生態系の現状を や微生物により分解するものもあるが、長期間環 教授） 教授）

4 中心に 真中に残留するものもある。我が国の水生態系の．

現状を示すと同時に、環境中に流出した化学物質

が生物にどのような影響を与えているかを水生態 f

系を構成する動植物を例に論ずる。
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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）

化学物質の生態 個別の生物への影響は、その生物が構成している 若林　明子 若林　明子

系への影響一化 地域の生態系のバランスを崩し、時には不可逆的
学物質の影響を な生態系変化を与えることがある。生態系への化

5 どう評価・管理 学物質の影響をどのように評価するか、どのよう
するか 〆に化学物質の与えるリスクを考慮し、その管理を

行なっていくかを示す。

産業活動の環境 「ライフサイクルアセスメントの考え方」工業製品 稲葉　敦： 稲葉　敦

影響一ライフサ を設計・製造するに当たりその原料調達の段階から （産業総合 （産業総合

イクルアセスメ 廃棄の段階までの環境に与える影響を評価するとい 研究所LCA 研究所LCA
6 ント（LCA） う目的でライフサイクルアセスメント（LCA）という 研究センタ 研究センタ

の考え方とその 考え方が導入されたbこの諸段階における環境影響 一長） 一長）

方法 をどのように評価しているか一般的な手法と企業で

の実施例を示す。

産業活動の環境 現在の環境影響の評価に用いているライフサイクル 稲葉　敦 稲葉　敦

影響一LCAの インパクト解析は如何に未熟で不完全であるかを考

企業での活用 察しながら、なおこの方法の有用性を各企業などの
7 活動に生かされている実例を紹介しながら示してい

く。

産業活動の環境 ライフサイクルインパクト解析がより進んでいく 稲葉　敦 稲葉　敦

影響一LCAに と、産業活動から人間が受けるベネフィットと環

おける環境影響 境インパクトのバランスを考えることが可能とな
の統合化手法 るであろう？その際に種々の環：境へのインパクト

8 をどのように統合的にアセスすることが可能なの

か、多様性、異質性を含み、時間軸が異なる環境

影響をLCAではどのように統合評価しているか
を解説し、その限界について述べる。

諸事業の環境イ 土木事業など、大規模な土地利用改変に伴う環境影 三三　幸彦 三三　幸彦

ンパクト評価一 響が過去においてどのような問題を引き起こすこと （東京工業 （東京工業

環境影響とその になったか、大都市を事例に考察する。問題解決に k大学大学院 大学大学院
9 緩和 は人間活動の管理という考えが必要で、持続可能な 教授） 教授）

発展のための主要手段が環境アセスメントであるこ

とを環境政策の変遷もたどりながら考えて行く。

諸事業の環境イ 現在の「環境アセスメント」という行政手法には科 原科　幸彦 眼科　幸彦

ンパクト評価一 異性と民主性が必須条件であるが、まず科学性を満

環境アセスメン たすための方法論的基礎として、システム分析があ
10 トにおける科学 ることを学ぶ。目的の定式化、現状分析、代替憎憎

的手法としての 成、予測、評価、解釈という6段階のステップがア

システム分析 セスではどのように進むかを理解する。
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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）

諸事業の環境イ 民主性はシステム析を社会に開かれたものとして行 原科　幸彦 三三　幸彦
ンパクト評価一 うために必要である。このプロセスに住民がどのよ

11
環境アセスメン

gにおける住民

うに参加していくことになるのが望ましいのか。現

�ｩら将来への展望と住民の価値観を如何に科学的
参加 ，な世界と整合化できるか、環境影響を住民の個別の

要求とどのように整合させて行くことが必要か。

諸事業の環境イ 環境影響の評価と事業自体が生むと考えられる利便 原科　幸彦 原科　幸彦
ンパクト評価一 の両者を如何にしてバランスさせるか。マクロな観

環境アセスメン 点で行われる長期的なコストごベネフィット・リス
12 トにおける代替 クの評価と管理、ミクロな住民の視点との整合性を

案評価 どのように考えて行くことが必要かに関する考え方
を示す。

諸事業の環境イ 事業よりも上位の計画や政策段階での環境配慮の手 原科　幸彦 原鉱　幸彦
ンパクト評価一 段として注冒されている「戦略的環境アセスメント
戦略的アセスメ （SEA）」とは何か、世界の事例を紹介し、今後の

13 ント 方向、そこにおける「人間活動の環境影響の評価方

法」のあるべき形を考察する。SEAは国際協力の分
野でも重要になっている。

環境影響の地球 地球上では、生物種が急速に絶滅に至っている。 鈴木　基之 鈴木　基之
的つながり 特に生物多様性炉危機に瀕している地域をホット

14
スポットと呼ぶが、「ハンバーガーコネクション」 ／Norman

を例にとり、我々の日常的な生活の中での行動が Myers
どのように世界的な環境問題につながっているの
かを示す。

アセスメントの 持続的な人間・環境系を設計する上での環境評価 鈴木　基之 鈴木　基之
概念・まとめ の重要性を再確認し、2000・4年の間に行なわれたミ

レニアム生態系アセスメントを紹介し、統合的なア ／Zakri
15

セスメントの一例とする。本講義の全体をまとめ、 Hamid
アセスメントと重要性を認識する。
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事務局
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度
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科
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看護1545302
その他1644408

修
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履
制

無
忌
数 2

科目名（メディア）＝ 目本のマメメディア（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）
〔主任講L師（現職名）

倉
藤
室

柏
佐
小

康夫　　（放送大学副学長）　　　〕

卓己　　（京都大学大学院助教授）〕

広佐子（東京国際大学助教授）　〕

講義概要
　『日本のマスメディア』では19世紀以降に発展をとげた日本の新聞、雑誌、ラジオ、テレビといった
マス・コミュニケーション手段の特質と、それが日本の社会にもたらした変革に焦点をあ℃て論じる。各

メディアが発達した現在、マスメディアが社会にとって重要なことがらを決定する力、いわゆる「アジェ

ンダ決定能力」の大きな部分を担っているといわれる。私たちの社会のあり方を考察する上で、マスメデ

ィアの本質を理解することは決定的に重要である。授業では歴史的視点を重視しつつ、マスメディアの過

去と現在を分析する。

授業の目標
　私たちは日々、情報の洪水にさらされている。その多くはマスメディアを通して流されるもので、そう

した情報の真偽を検証するには、個々の「メディア・リテラシー（メディアを読み解く能力）」、とりわ

け新聞やテレビが伝える内容を批判的に読み解く能力を高める必要がある。

15回の授業では、日本社会のあり方を左右した歴史状況を取り上げて、そこにメディアがどうかかわっ

たかを検証する。この作業を通して「マスメディアに強くなる」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

、 k所属職名） （所属・職名）

マスメディアの 20世紀後半に登場したパーソナル・コンピュータと 柏倉康夫 柏倉康夫
現在 それをつなぐネットの発展は、私たちの情報環境を （放送大学 （放送大学

一変させた。これによってパーソナル・コンビュー 副学長） 副学長）

タはコミュニケーションの道具と考えられるように

なり、閉鎖的な空間は一気に世界と結びつくことに 佐藤卓己
なった。当然こういた変化は、19世紀以来発展し続 （京都大学

1 けてきた新聞、雑誌、ラジオ、テレビといったマス 大学院助教

メディアの機能と役割に大きな変化をもたらさずに 授）

はいない。講義の第一回転、21世紀の情報環境を概

観し、今日マスメディアが直面する課題を検討する。 小室広佐子
（東京国際

大学助教
授）

新聞の誕生一 江戸時代末期、世の中の情報は口から口へと流布さ 柏倉康夫 柏倉康夫
「読売」から「新 れ、一方で「瓦版L i読売）」が事件や災害、奇諌な （放送大学 （放送大学

聞」へ 、どを伝えて庶民の好奇心を満たした。こうした「書 副学長）
〆一

O学長）

2 きジャーナリズム」は、明治になって登場した英字

新聞や日刊新聞の誕生で一変する。この回は黎明期

の新聞のあり方を検証する。
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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）

ジャーナリズム ジャーナリズムとしての新聞は、英国人ジョン・ブ 柏倉康夫 柏倉康夫
の成立一報道か ラックが創刊した「ジャパン・ヘラルド」や「日新 （放送大学 （放送大学

論説か 真事誌」がさきがけとなり、やがて自由民権運動の 副学長） 副学長）

3
台頭とともに新聞も隆盛をみた6その間、新聞の機
能をめぐって「報道」か「論説」かの議論がおき、
加えて権力4）側は「新聞紙条例」で表現の自由を制

逸しようとした。言論機関としての新聞の役割を考
える。

多メディア時代 日本の新聞は戦争とともに読者を増やした。日露戦 柏倉康夫 柏倉康夫
の新聞一ライバ 争の結果、新聞社は積極的に戦争報道に乗わ出し、 （放送大学 （放送大学

ル・メディアの その結果1924年には発行部数が100万部をこす新 副学長） 副学長）
4 出現 聞が出現した。だがその翌年のラジオの出現は、新

聞にとって速報競争の点で大きな脅威となった。多
メディア時代を迎えた新聞の戦略をとりあげる。

戦時下の新聞報 第二次世界大戦は、国民すべてを巻き込んだ総力戦 柏倉康夫 柏倉康夫
道 であり、影響力の大きいマスメディアは当然のこと （放送大学 （放送大学

ながら、戦時体制に組み込まれることになった。情 副学長） 副学長）
5 報は統制され、新聞各社の記事の独自性は次第に狭

められていった。この回では、新聞を含めた戦時下
の日本の言論体制を論じる。

新聞は誰のもの 戦後日本のマスメディアは、アメリカの占領政策の 柏倉康夫 柏倉康夫
か もとで大きくさま変わりした。GHQの関心は新聞、 （放送大学 （放送大学

雑誌、ラジオ、などあらゆるメディアに及んだが、 副学長） 副学長）

6 とりわけ影響力の大きい新聞のあり方が問題とされ

た。その過程で「編集権」をめぐる論議が起き、こ
れをきっかけに新聞の経営主体が明確化され、新蘭

社の寡占体制が確立された。この経緯を取りあげる。

明治・大正の雑 日本最初の雑i誌は1867年（慶応3）に柳川春三の『西 佐藤卓己 佐藤卓己
誌 洋雑誌』創刊に始まる。江戸幕府洋書調所が外国記 （京都大学 （京都大学

事を翻訳編集したものである。明治日本の文明開化 大学院助教 大学院助教
を牽引し、国民国家の形成に貢献したメディアとし 授） 授）

7 て、『明六雑誌』や『反省会雑誌』　（のち『中央公

論』）などが果たした役割は絶大である。ここでは、

マスメディアとしでの雑誌という視点から、・「雑誌

王国」を築き挙げた「明治の博文館、大正の実業之

日本」を中心に論じたい6

一

大衆社会と教養 「大衆」がマスの意味で使われるようになったのは、 佐藤卓己 佐藤卓己
主義の成立 1923年関東大震災後のことである。第一次大戦後の （京都大学 （京都大学

新思想の流入と復興景気のなかで、都市的な大衆文 大学院助教 大学院助教
化が花開いた。普通選挙法が成立し、ラジオ放送が 授） 授）

始まった1925年、日本初の百万雑誌『キング』が講
8

談社によって創刊された。「講談社文化」が大衆ナ

ショナリズムの象徴であったとすれば、「岩波文化」

と称された教養主義の論壇文化も全盛期を迎えた。

講談社文化と岩波文化の社会的機能を雑誌文化から

考察する。
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執筆担当 放送担当
回 ’テ　一　マ 内　　　　　　　　　容： 講二　師　名 講　師　名

’

（所属・職名） （所属・職名）

戦時体制と言論 「たたかひは創造の父、文化の母である」と、1934 佐藤卓己 佐藤卓己
統制 年発表された陸軍省新聞班のパンブレットにある。 （京都大学 （京都大学

満州事：変以後の戦時体制下で、左翼雑誌に弾圧が加 大学院助教 大学院助教

えられたが、戦争景気のなかで空前の出版ブームが 授：） 授
9 現出した。とりわけ、婦人雑誌や少年少女雑誌は線

時期の増加が顕著となり、女性の社会参加や少国民

の政治化も進んだ。言論弾圧の暗い時代と記憶され

る戦時期の雑誌に、社会変動を読み取りたい。

世論は興り、議 敗戦後、ほとんどのメディアの企業形態が変化しな 佐藤卓己 佐藤卓己
論は廃る一論壇 かった中で、雑誌は百花斉放を迎えた。世論を組織 （京都大学 （京都大学

雑誌の盛衰 するため、『中央公論』『改造』が再刊され『世界』 大学院助教 大学院助教

『真相』やさまざまなオピニオン雑誌が登場した。 授） 授）

10 しかし、雑i誌刊行の主流が月刊から週刊へ加速化し、

また軽少溢血の消費文化が強まると、論壇雑誌は部

数も影響力も大きく低下している。インターネット
時代の現在、’雑誌メディアに期待される役割を考え

る。

ラジオが主役だ 大正天皇の大葬儀、昭和天皇の御大礼などのメディ 小室広佐子 小室広佐子

つた時代 ア・イベントを通じて、ラジオ放送は国民に広く普 （東京国際 （東京国際

及した。2．26事件のf兵に告ぐ」、戦時中の大本営 大学助教 大学助教
発表、終戦の「玉音放送」などがラジオ史の一こま 授） 授）

11 として記憶されるが、ラジオは必ずしも誕生時に報

道としての機能がきたいされたわけではなかった。

ラジオが主役だった時代に持ち合わせた役割を検証

する。

テレビー現実を テレビ報道の一面性を、戦争報道を通して描く。べ 小室広佐子 柏倉康夫
映す鏡という神 トナム戦争は、「テレビに映し出された最初の戦争」 （東京国際 （放送大学

話 といわれたが、のちの湾岸戦争では回線の模様が衛 大学助教 副学長）

星生中継され、先頭を同時進行で体験したような錯 授）

12 覚を視聴者にあたえた。さらに10年後のイラク戦争 小室広佐子

ではアメリカ発の映像だけでなく、中東のもう一方 （東京国際

の側から見た映像が送られ、日本で見ているテレビ 大学助教
映像は一方的にきりとられた映像であったことを私

授：）

たちに気づかせた。

ゆらぐ取材倫理 記事の捏造、倒錯、語法、過剰な映像演出による「や 小室広野子 小室広野子

らせ」、集中的な過熱取材など、新聞記事や放送版 （東京国際 （東京国際

ごみ、ひいてはマスメディアそのものの信頓性をそ 大学助教 大学助教
こなう事態が相ついでいる。背景には、取材機材の i授） 授）

13 進化も手伝い、マスメディアにますます速報性がも

とめられ競争が激化し、「特ダネ」が伝えての大き

な関心事になっているという事情もある。そうした

時代に求められる取材倫理について考える。
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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）

放送と通信の融 放送と通信は別の技術体系として異なる産業が担っ 小室広佐子 小室広佐子
合 て発展し、異なる法律・役所の預かるところで、研 （東京国際 （東京国際

究領域としても別個のものであった。しかし道具（ツ 大学助教 大学助教
14

一ル）としての放送と通信の融合輪現実のものとな 授） 授：）

っている。マスメディアとしての放送とパーソナル
なメディアとしての通信の融合は、日本のマスメデ

イアにどのような変革をもたらすのか、マ琴メディ
アの将来像を論じる。

マスメディアと これまでの講義で明らかになった、マスメディアに・ 小室広佐子 柏倉康夫
どう向き合う一 は語法や捏造というここの記事、番組レベルの誤り （東京国大 （放送大学
メディア・リテ があるだけでなく、時の見料区による統制があり、 大学助教 副学長）

ラシー一 あるいはメディア自身による自己規制がある。また 授）

メディアはそもそも現実の一部しか伝えることがで 佐藤卓己
きないことも見てきた。こうした幾重にも重なる制 （京都大学

15 限の中で表現されたマスメディアを読み解くにあた 大学院助教
り、私たちはどうしたら賢い読者、視聴者になれる 授）

のかを、3人の講師とともに考える。

小室三佐子
（東京国際

大学助教
授）

一一
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＝　ギリシャ哲学（‘03）＝（R）

〔主任講師 天野　正幸（東京大学教授）〕

全体のねらい
　哲学（philosophy）の濫膓は古代ギリシャの「知恵の愛染」（philosophia）であるが、古代ギリシャにおいて「知恵の愛求」

はどのように生まれ・成長したのか。それを解き明かし＼哲学をその原点に立ち帰って理解するための手懸りを提供するこ

と、それが本講義の全体のねらいである。

回 テ　一　マ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

焉@　　　　　　　容
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「知
b」（『ソクラテス
ﾌ弁明』）

　プラトンの『ソクラテスの弁明』を手懸りにして、哲学者

¥クラテスにとって「知恵の愛求」としての哲学とは、ある

｢は彼が愛回した「知恵」とは、どのようなものであったか
ﾉついて考察する。

天野　正幸
i東京大学教

�j

天野　　正幸
i東京大学教

�j

2
ソクラテスのエレ
塔Rス（プラトン初
P期対話篇）

　プラトンの初期対話篇を手懸りにして、ソクラテスがおこ

ﾈった「知恵の愛求」の活動としてのエレンコス（論駁）と

ﾍどのような議論であったかを具体的に紹介し、ソクラテス
ﾌ「知恵の愛求」について考察する。

同　上 同　上

3
プラトンは超越的
Cデア論者か

　プラトンのイデア論は、彼の弟子のアリストテレス以来、

u超越的イデア論」と一般に理解されているが、このような

揄�ﾉは問題がありくむしろ「仮説的イデア論」と理解すべ
ｫである、ということを明らかにする。 同　上 同　上

4
仮説的イデア論
i『パイドーン』〉

　『パイドーン』において初めて一個の理論として提示され

ｽ「仮説的イデア論」について、それはどのような理論であ

驍ｩを紹介し、その内容について詳しく考察し、プラトンの
Cデア論の実体を明らかにする。

同　上 同　上

5 善のイデア
i『国家』）

　『パイドーン』において確立された仮説的イデア論は『国

ﾆ』において善のイデアの導入によって発展させられたが、

ｻの『国家』における仮説的イデア論について、「太陽」・

u線分」・「洞窟」の讐楡を手懸りにして考察する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

同　上 同　上

6
イデア論の再検討
i『パルメニデス』）

　『パルメニデス』においてプラトン自身がおとなったイデ

A論の批判的再検討を紹介し、『パイドーン』において確立
ｳれた仮説的イデア論の問題点を明らカ｝にするとともに、プ

宴gン自身の解決の方向について考察する。 同上 同　上

7

「エピステ田図ー」

T念の再検討1
i『テアイテート

X』う

　『テアイテートス』においてプラトンがおこなった「エピ

Xテ荊扉ー」概念の徹底的な再検討を2回にわたって取り上
ｰる。今回は、感覚はエピステーメーではないということを

ｦす議論の意義について考察する。
同　上 同　上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容

　毫

ｷ筆担当
u　師　名
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

8

∫エピステーメー」

T念の再検討H
i『テアイテート

X』）　　　　　＼

　前回に続き、rテアイテートス』における「エピステー三尉」概念の再検討を取り上げる。今回は、ドクサにある限定

�ﾁえたものがエピステーメーだという考え方を批判する議
_を紹介し、その意義について考察する。

天野　　正幸 天野　　正幸

9

分　　割　　法
i『ソフイステー

X』『ポリーテイコ
X』）

　『ソフィステース』において新たに導入された「分割法」

�ﾐ介し、この方法について考察する。また、　「分割法」は
wポリーティコス』、『ピレーボス』においてどのように評

ｿされるようになったかについても考察する。
同　上 ’同　上

10
イデアのコイノー
jアー（『ソフイス
eース』）

　『ソフィステース』において、虚偽の言明がいかにして成

ｧし得るかを説明するために導入された「イデアのコイノー

jアー（結合あるいは分有）」という考え方を紹介し、その

ﾓ義について考察する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ

同　上 同　上

11

アリ．ストテレスに

ﾆっての「哲学」

　『形而上学』第1巻第1・2章における「知恵」の規定お
謔ﾑ第4巻第1・2章における哲学の規定を手懸りにして、
Aリス・トテレスにとって「知恵の三巴」としての哲学とはど

ﾌような学であったかを考察する。
伺　上 同　上

2
　
　
　
　
　
’
1

「ト・オン・レゲタ

C’・ポラコース」

i『形而上学』）

　アリストテレスの存在論の根本前提である「ト・オンゼレ

Qタイ・ポラコース」　（「あるもの」は多義的である）とい

､テーゼについて、『形而上学』第5・6・7巻を手懸りに
ｵて、その意味と意義を解説する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉

同　上 同　上

13
本質をめぐる議論
P（『形而上学』）

アリストテレスの形而上学の精髄とも言うべき『形而上学』　　　　　　　　　　　　　　曽

謔V・8・9巻について、2回に分けて講義する。今回は、
ﾀ体の存在の原因、としてのウーシアーを取り上げ、ウーシア

[の候補である基体と本質について解説する。
、　　同　上 同　上

14
本質をめぐる議論
g（『形而上学』）

　前回の続きとして、本質の定義をめぐるアリストテレスの
c論を紹介し、　「定義は質料への言及を含むか」、　「定義の

ﾎ象はいかにして単一であるか」、「本質（形相）は普遍か

ﾂ物か」、という問題について考察する。
巳　同　上 同　上

15
論　証　理　論
i『分析論後書』う

　本講義の締めくくりとして、アリストテレスにとっての厳

ｧな意味での「知（エピステーメー）」の概念とその獲i得法

ﾆしての「論証」について、『分析論後書』に基づいて解説
ｷる。

　、

@　　　＼
ｯ　上 同　上
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＝　現象学の基礎（‘04）＝（R）

〔主任講師：千田義光　（國學院大學文学部教授）　〕

　　、全体のねらい

現象学は20世紀以来の哲学内外の思想を広くかつ深く規定する包括的な運動である。広義での現象学

という名称はゆるやかな意味で用いられ，そのため影響力をもつわりにはその理解は困難である。本講

義では，’この運動の基礎となる思索を考察する。

執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講廓　名

（所属・職名） （所属・職名）

今日の現象学は20世紀初頭にフッサールによって創始され 千田　義光 千田　義光

た思想を源とする。その後，それはさまざまな分枝を繰り返 （國學院大學 （國學院大學

1 現象学の拡がり し多くの分野に影響を与えたながら展開された。この章では 教授） 、教授）

これらの流れを概観して現象学運動全体の大まかな見取り

図を画く。

創始者が厳格な方法論に基づいて自説を展開したこともあ

って，現象学運動はたえず前説を継承しては徹底的な批判の

2 現象学の理念 上に展開されていった。そのように現象学を駆り立てる理念 同　　上 同　　上

が何であったのかを考え合わせて，「自己の現象学」を考え

る手引きとしたい。

出発点は，われわれ自身の経験や生を伝統・権威・慣習・先

入見・誤謬・不注意などに囚われず，そのまま見て捉えるこ

3 経験・生と知 とにある。「事象そのものへ」は現象学を特徴づけるモット 同　　上 同　　上

一であるが，この自明で簡単なことと思われることがどのよ

うな意味をもつかを考える。

眼の前に実際にある物も，それだけでは単なる「物の塊」で

あろう。それがその特徴，性質，他との関連性の点で明らか

4 意味と実在 となり，どのような意味をもつかが知られたとき，初めて判 同上 同上

つたこととなる。現象学が追究するのは，これらのことを意

味として解明することだ。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

現象学旧知は，とりわけ創始者において西洋哲学の伝統に従

って学問であることが強調された。「知る」ことは精神の活

5 知と実践 動で最も基本的である魁その2典型が日常の実際的実践的 千田　義光 千田　義光

な知と学問（科学）知であろう。知の全体的活動のなかで両

者のもつ意義を考える。

フッサール現象学を特徴づけるのは，還元という独特の方法

方法論としての還
である。他方ハイデガーは現象学と解釈学を結びつけること

6
元と解釈

で現象学を大きく転換させた。これらの方法がどめようなも 同　　上 同　　上

のであり，それによってどのような問題領域があらわれるの

であろうか。

デカルト以来の西洋哲学は人間の存在を主観・主体として捉

えた。さらにカントによ．って超越論性という概念が導入され

7 主観性と超越論性 た。フッサールは自己の哲学を「超越論的主観性の哲学」と 同　　上 同　　上
解したが，現象学運動は主観性概念の疵判と克服に向けての

試みでもあった。

時間と空間は，あらゆるものの存在がそこに位置づけられる

べき枠組みである。しかし現象学的思考においては，とりわ

8 人間存在と時間性 け人間存在の時間的性格が直視され，さらにその歴史的特徴 同　　上 同　　上

がとりだされた。どのような意味で人間の存在が時間的歴史

的であるのか。

「世界」概念は，西洋において古代ギリシア以来何らかの意

味において存在するものの総体として当然視されてきた。今

9 世界論 日，その」；うな意味での自明な「世界」という考え方は揺ら 向　　上 同　　上

いでいる。「世界」という意味を改めて問う試みが現象学の

「世界」論である。

又

一般に今日最も客観的と考えられるのは自然科学知であろ

う。「生活世界」という考えは，客観的科学知の基礎にあっ

10 生活世界論 て，それからは看過され忘却された「相対的主観的な経験」 同　　上 同　　上

のもつ意義を考察し，現代の科学批判の一焦点となる。
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　者
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

11 身体性の意味

ニーチェが言う「大きな理性」としての身体のもつ意義は，

ｱれまで西洋哲学において見て捉えられることがなかった。

ｻ象学は人間の存在，’人間の精神がいかにまた身体的なもの

ﾅあるかを明らかにして，身体的に生きられた経験の生き生

ｫとした姿を解明する。

千田　義光 千田義光●

12
他者・相互主観性

ﾌ意味

他者・他なるものの存在は，一方においては私と同様なもの

ﾅありながら，他方においては私とはあくまでも異なる存

ﾝ・私には同化されえない存在でもあるという逆説をもつ。

ｼなるものの存在に曝されている今日，他者性を問題として

�Nし考える。

同　　上 同　　上

13

倫理的なものの現

ﾛ学

現象学は先ず理論的に知の基礎づけの問題と関わってきた。

ｵかし，フッサールの理性への信頼やハイデガーの実存概念

ﾉみられるように，もう一方では倫理的な実践との関わりを

ｭくもっていた。倫理的なものをめぐる現象学の諸思想をみ

驕B

同　　上 同　　上

14
歴史性・社会性の

ｻ象学

個の存在を問題とすることから出発した現象学は，他のどの

謔､な存在以上に時間的な存在である人間存在を時間性と

ﾖ連づけてその存在の深層から明らかにしてきた。そこから

W開してさらに歴史性・社会性をどのように問題提起するの

ｩ。

同　　上 同　　上

15
現象学的思考のも

ﾂ意義

今日，現象学的思考をはたしてどのような意義をもつのであ

?､か。それは20世紀の代表的思想としてある歴史的意義

�烽ﾂとしても，それ以上の生きた思想としての生命力をも

ﾂのであろうか。

同　　上 同　　上
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；　自己を見つめる（‘02）　＝（R）

・〔主任講師 渡邊　二郎（放送大学名誉教授）〕

全体のねらい
　人生0）三三のなかに立って生きる自己自身を見つめてみたい。公共的な学問の世界では扱ってくれないが、しかし私たち

が実際にこの世の中を生きていくときに深く実感する人生論的な諸問題を取り上げてみたい。哲学的な人間論のひとつの試

みを行うのが狙いである。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

人生の現実は、経験してみなければ分からない。ひとは、

それぞれ、さまざまな人生経験をして生きる。経験するとは、

いったい＼どういうことなのであろうか。 渡邊　二郎 渡邊　二郎
1 経　　　　　　験 （放送大学名 （放送大学名

誉教授） 誉教授）

経験の蓄積は、時間のなかで行われる。起こった出来事を

経験し、それを苦い思いとともに、記憶する。しかし、次に

来るべき新しい未来に期待をつなぐ。こうした時間の流れの ’

2 時　　　　　　　間 なかで人生を生きる。　　　　　　　　　　　　　、 同　上 同　上

そのとき、それぞれの人は、異なった；境遇と環境のなかを

生きる。生まれ育った境遇、それぞれのかけがえのない人生、

それらはみな、変えようのない宿命を帯びた状況のなかにあ
3 境’@　　　　遇 る。そのなかで、人生の営為は行われる。 同　上 同’上

ひとは、みな、そうした境遇のなかで、それぞれなりの人

生遍歴をする。そのなかで、ひとは磨かれ、また変貌する。

長い旅路と遍歴のなかで、来し方と行く末を思うことが、生
4 遍　　　　　　　歴 きることの実態をなす。 同　上 同　上

そのようにして生きているのが、かけがえのない自己であ

る。自己自身を見つめ、引き受け、そのなかで人生の充実を

図ることが、生きるということである。
5 自　　　　　　己 同　上 同　上一

ひとはみな、生き甲斐を求める。それなりに、生きる目標、

役割、意味を見定めなくては、人生設計は成り立たない。し

かし、たんに目的を設定しただけでは、生き甲斐は達成され
6， 生　　き　甲　斐 ない。ほんとうに生きた甲斐のあった人生が大切。 同　上 同　上

そのためには、仕事をしなければならない。人生は、仕事

に尽きるとも言える。仕事と課題、任務と役割を果たすこと、

これが、それぞれの持ち場での大切な使命となる。

7婚 仕　　　　　　事 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）

人生の途上で襲ってくる最も痛切な実感は、孤独というこ
～

とであろう。むろん、誰もが共同社会のなかで生きている以
上、まったくのひどりということはありえない9そうではな

8 孤 独 く、そうした共同存在のなかでの孤独の実感が人生の真実で 渡邊 ．二郎 渡邊 ・二郎

あろう。

ひとは、愛を求める。愛する人を大切にしたい。また、み

ずからも愛の交わりを求めている。これが、人間の真実であ

ろう。愛と人生は切り離しがたいものである。

9 愛 同 上 同 上’

他者こそは、人生の謎である。不可解な、捉えがたい他者

とともに、この人生を送らなければならないことほど、人を

一

苦しめるものはない。自己と他者の問題こそは、人生の最大 、

10 他 者 の難i問である。 同 上 同 上

／

世の中の動きは、見通しえないものをもつ。不特定の世間

一般の動向が、個人の生き方を左右する力をもつようになつ

た。日本では特に、世間や世の中の動きに注意し、それに順

11 世 間 応して生きることが求められる。大勢順応ξ事大主義が、人 同 上 同 上

生の前景をなす。

ひとは、長い人生行路を生きるとき、やむをえない運命、
～

変えることのできない宿命、そうした限界のある、非力な自

分を自覚する。自己の人生の意識は、自己の運命の意識でも

12 運 命 ある。運命意識が、自己の根底に伏在する。 同 上 同 上

ひとが、人生の過程のなかで発する問いは、結局、自らの
不運と不幸の宿命についてめ疑問であろう。ひとは、幸福と、

幸多き人生、この世の至福を希求する。しかし、それは何を

13 不 幸 意味するのであろうか。 同 上 同 上

人生の宿命は、老いの宿命でもある。年輪を加え、老成し、

年老いてゆくのが、人間の宿命である。もはや、繰り返せぬ
し一回きりの人生は、こうして、成熟し、円熟し、や炉て枯れ

14 老 い てゆく運命を免れがたい。’ 同 上 同 上

老いの果てに見えるものは、死である。むろん、若い人も、

　　　　●ﾋ然、病に襲われて死ぬことがある。事故死もある。しかし、

一般には老いとともに死が訪れる。この死によって人生は終

15 死 わる。死こそは、人生の重大事件である。 同 上 同 上
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＝　科学の哲学（‘04）＝（R）

〔主任講師：野家啓一（東北大学大学院教授）、〕

全体のねらい

　近代科学の成立は16～17世紀の∫科学革命」にさかのぼる。まず科学的自然観や科学的方法がどのようにして形成
されたのかを歴史的に振り返り、次に現代の代表的な科学論を哲学的視点から検討し、最後に科学と社会の関係を倫理
的側面から考察する。

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）

「サイエンズ∫という言葉の語源をたずね、その訳語であ

1
序論：「科学」とい

､言葉

る「科学」という日本語の成り立ちを考えながら、科学とは

ﾇのような知的活動であるのかを明らかにする。あわせて、

u義全体の見取り図を提示する。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

野家　啓一
i東北大学大

w院教授）

野家　啓一
i東北大学大

w院教授）

科学革命以前の2000年間、ヨーロッパ人の物の見方を支配

2
アリストテレス的
ｩ然観

してきたのはアリストテレス的自然観であった。天と地の区

ﾊ、地球中心説（天動説）、四元素説、目的論的説明などか
逅ｬるその全体豫を明らかにする。

同　　上＼ 同一・上

科学革命はコペルニクスによる太陽中心説（地動説）の提

3
科学革命（1）：コ

Xモスの崩壊

唱によって幕を開けた6それはギリシア的な「コスモス」の
T念を崩壊させ、近代的な自然観の礎となった。そのプロセ

Xを「コスモロジーの転換」という観点から振り返る。
同　　上 同魑　上

近代科学の成功は1ガリレオによる「自然の数：這這」に負

うところが大きい。すなわち、「質」から「量」への視座の

科学革命（IfiI）：自 転換と数学的方法の導入であるbガリレオヵ・らニュートンに
4 然の数学化 至る近代力学の形成過程をたどり、同時に「自然の数学化」 同　　上 同　　上

の功罪について考える。

科学革命の二言点は、物活論的世界観が否定され、宇宙を

巨大な機械と見なす「機械論的自然観」が成立したことであ

5
科学革命（皿：）：機

B論的自然観
る。その背景にあるデカルトの「物心分離」の思想と、それ
ｪ生み出した「心身問題」について考罪する。 同　　上 同　　上

「演繹」と「帰納」のメリットとデメリットを考えながら、

、

近代科学の方法的基盤である「仮説演繹法」の構造を明らか

6 科学の：方法 にする。あわせて、パースが提唱した「アブダクション（仮

煬`成）」の方法および「発見の論理」に触れる。
同　　上 同　　上

19世紀半ばに生じたf第二次科学：革命」は科学ゐ制度化を

もたらした。具体的には高等教育機関による科学教育、学会

7 科学の制度化 の創設、企業内研究所の設享などである。社会システムの一 同　　上 同　　上
部となって機能し始めた科学のあり方を考察する。　’
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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）

ニュートン力学をモデルに発展を続けてきた近代科学は19

世紀末から20世紀初頭にかけて、数学における非ユークリッ

8 科学の危機’
ド幾何学の成立と集合論のパラドックスの発見、’物理学にお

ｯる相対論と量子論の出現によって大きな転換期を迎える。
野家　啓一 野家　啓一

これら「科学の危機」の内実とその克服について考察する。

狭義の科学哲学はウイーン学団による「論理実証主義」の

提唱に始まる。彼らは「検証」の＝概念を基盤に科学の論理的

9’

論理実証主義と統一科学

基礎を確実なものとし、自然科学と社会科学を方法的に統一

ｷることを試みた。そのラディカルな構想が胚胎し、やがて
同　　、上 同　　上

挫折に至るまでをたどり直す。

ポパーは論理実証主義の「検証主義」を批判し、それに「反

証主義」を対置した。科学と非科学の区別を「反証可能性」

10
批判的合理主義と

ｽ証可能性
の有無に求め、「進化論的認識論」を提唱する彼の科学哲学

ﾌ要点を説明し、その意義について考察する。
同　　上 同　　上

クワインは論理実証主義の基本前提をドグマと断じ、検証

や反証の単位を個々の命題ではなく「科学の全体」とする全

11
知識の全体論と決
闔ﾀ験：

体論（ホーリズム）を提起した。特に「決定実験の不可能性」

ﾉ焦点を合わせ、さらにプラグマティズムとの関係に触れる。
同　　上 同　　上・

ターンは、これまでの「科学は連続的に進歩する」という

科学観に対し、　「科学理論はパラダイム交代を通じて断続的

12
パラダイム論と通

�s可能性

に転i換する」と主張した。ターンのパラダイム論が与えた衝

b�ｾちかにし、それが引き起こしたパラダイム論争の経過 同　　上 同　　上

を振り返る。
「蔦

ターンの問題提起を契機として、80年代以降の科学論は社

会学的分析へと大きく傾斜する。科学技術社会論（STS）な

ど主な潮流を概観するとともに、90年代に勃発した科学者と

13 科学社会学の展開
科学論者の間の「サイエンス・ウォーズ」の意味について考

同　　上 同　　上
える。

科学論において科学社会学の隆盛をもたらした理由とし
て、科学自体が20世紀後半に「アカデミズム科学」から「産

14
科学の変貌と科学

Z術革命

業化科学」へと大きく変貌したことが挙げられる。それを二

xの科学革命に続く「科学技術革命」として捉え直し、その

ﾐ会的背景を探ることを試みる。

同　　上 同　　上

昂

現代の科学技術は、人間社会のそれまでの合意をはるかに

超える速度で発展しており、その結果、生命倫理や環境倫理

に関わるさまざまな問題を引き起こしている。科学技術とい

15 科学技術の倫理 うモンスターと人間とが「共生」しうる倫理的ルール作りに 同　　上 同　　上

ついて考える。
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＝＝@朱子学と陽明学（‘04）＝（R）

〔主任講師　小島 毅（東京大学大学院助教授）〕

一全体のねらい

　　中国に生まれた儒教は、日本を含む東アジア各地の政治文化の枠組みとして機能してきた。なかでも、二代に誕生し

　た朱子学と明代に誕生した陽明学の二つの流派は、江戸時代以降の日本に多大な影響を及ぼしている。それぞれの思想

　内容を概観し、その歴史的意義・現代的意義について考察する。

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）

現在、日本において朱子学と陽明学とがどのように理解・表

朱子学・陽明学とは何象されているかを概観する。そして、その背景をなしている、・ 小島　　　毅小島・　　毅
1

か
明治時代以来の学術編制がかかえる問題点を指摘して、この講 （東京大学大学 （東京大学大学

義の立場と目的を明らかにする。 院助教授） 院助教授）

朱子学・陽明学を支えたのは、士大夫と呼ばれる階層に属す

る人々だった。彼らは科挙制度を通じて中国の政治文化をにな

2 士大夫の時代 い、為政者として人民に臨んでいた。その中から新しい思潮が 同　上 同　上
、、 生み出された経緯を述べ、朱子学・陽明学の時代精神を明らカ

にする。

朱烹（朱子、1130－1200）と王守仁（陽明、1476－1528）、こ

’の二人の開祖はどのような時代背景と家庭環境のもとで思想形

3 朱子と王陽明の生涯 ’をしていったのか。彼らの生涯を紹介し、それぞれの問題意 同　上・ 同　上　’

識を明らかにする。

朱烹の死後数十年にして朱子学は皇帝支配を支える体制教学

4 中国における展開
となり、王守仁のあとを受け陽明学は大きな社会運動としてム

ｪっていく。彼らの後継者たちの活躍と、それにともなう思想 同　上 同　上

の変容を明らかにする。
’

、

中国から朱子学が伝わったのは鎌倉時代だったが、社会に浸

5 日本における受容
’したのは江戸時代になってからであり、そのころ陽明学も知

轤黷驍謔､になった。近代になってからその系譜があらためて
同　上 同　上

理される過程を述べ、それがはらむ問題を明らかにする。

朱子学と陽明学の相違を示す標語としてしばしば使われる性

6 性三三と心三三
即理と心即理。しかし、これらの用法には、それぞれの学窓の

ｷ異を反映する、質的な齪齢がひそんでいる。その所以と意味 同　上 同　上

を明らかにする。

『大学』は朱子学がとりわけ重視した経典であり、陽明学も

7 格物と親民
それを継承したが、両者の相違点は格物と親民（新民）との解．

@にある。その解釈の相違が何に由来しており、そのことがど
同　上 同　上

ういう意味を持つのかを明らかにする。
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笥 執筆担当放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名講　　師　　名

（所属・職名）（所属・職名）

人には天から与えられた理が生まれつきそなわっている、し

8 理と人欲
かしながら気に由来する人欲が理をおおってしまっているとい

､のが、朱子学・陽明学に共通する人間観であった。その所説
小島　　毅 小島　　毅

の論理構造と社会的効果を明らかにする。

朱子学・陽明学は個々人の生き方を規定するだけでなく、そ

9 礼教と風俗
れにもとづいた政治秩序を説いているところに存在意義があっ

ｽ。現実をふまえてそれぞれが説く社会構想を明らかにする。
同　上・ 同　上

〆
朱子学は理と気からなる宇宙論を説き、その基礎のうえに立

10 理と気
って社会論・人間論を体系化した。ところが、陽明学では宇宙

_は主要な関心事ではない。その相違が何に由来するかを論じ、
同　上 、同　上

両者の思想史的位相の差を明らかにする。
＼

中国史上の動乱期とされる唐末五代には、社会変革とともに

11
思想史における唐宋

ﾏ革

人々の意識にも大きな変化が見られた。その変化が朱子学誕生
ﾌ契機になった具体的経緯を明らかにする。 同　上 同　上

朱子学・陽明学には、仏教・道教の影響が大きく看取される。

12 需仏道三教の関連
需教とこれら二つの宗教との歴史的関係をたどり、東アジアに

ｨける宗教と道徳の問題を明らかにする。
同　上 同　上

三代になってから、性善説と気質変化論によって立つ朱子

13 学史のなかで
学・陽明学に対する批判的な思潮が強まる。彼らは実証的な経

@読解を旨としていた。この思潮の思想史的意義を明らかに
驕B

同　上 同　上

ヨーロッパやイスラームの文化圏などと比較した場合、朱子
の

学・陽明学はどのような位置づけを得るであろうか？　その・

14
アジアにおける近代をあえて近世と呼ぶことによって見えてくる、全人類的な 同　上 同　上

世　　　　　　　　／ 明史的課題を考察してみる。

朱子学・陽明学は、すでに過去の遺物となりおわったのか？
現代社会たおいてその再生をめざす思想動向を紹介し、人類が

15 子学・陽明学の未来かかえる将来的課題に応えうるかを考察してみる。
一同　上 同　上

ド｝
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＝仏教の思想（‘05）＝（R）

〔主任講師：木村清孝（国際仏教学大学院大学教授）〕

全体のねらい

　約25／00年に及ぶ歴史の中で、仏教は、思想的・文化的に多様化しながら、アジア地域を中心に世

界各地に広まり、現在に至っている。本講では、その仏教の思想的変容のすがたとそれがもつ意味を明

らかにしていきたい。

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 仏教の成立

　仏教は、約’2500年前に、北インド（現在のネパール）の釈迦族の王子として生まれたゴータマ・

Vッダッタがブッダ（悟った人）となって開いた教

ｦである。ここでまず、そのブッダ出現の背景、ブ
bダの生涯、ブッダの立場、その教えの特徴などに
ﾂいて学ぼう。

木村清孝
i国際仏教

w大学院大
w教授）

木村清孝
i国際仏教

w大学院大
w教授）

2 部派仏教の展開

　ブッダの死後100年ないし200年後のアショーカ王の時代に、仏教教団は大きく試訳に分かれた。

ﾈ後、さらに両派ともに細分化していったが、それ

轤ﾌ諸表派ではそれぞれ独自にブッダの教えの究明

ｪ行われ、その中で多くの思想的成果が生み出され

ｽ。ここでは、それらの諸点を明らかにしよう。

同　上 同　上

3
仏教の革新一大

謨ｧ教一

　ブッダの時代から300～400年を経た西暦紀
ｳ前後になると、　「智慧」と「利他」を最大の眼目

ﾆする新しい仏教運動が起こってぎた。大乗仏教で

?驕Bここでは、初期大乗仏典のいくつかを取り上
ｰ、実際にその」部を読みながら大乗仏教の特徴を

wんでいこう。

同　上 同　上

4
中観派とその思

z

　大乗仏教の発展に伴って、その哲学的な考察も次

謔ﾉ深まっていった。ここでは、大乗の「空」の思

zの理論的基盤を築いたナーガールジュナ（龍樹）・
ﾆその継承者たちの思想的営為や「空」の意味につ

｢て考えよう。

同　上 同　上

5
楡飛行派の形成

ﾆ展開

u
亀

　「空」の思想は、知と存在の本質をあらわにした

ｪ、現実の世界がなぜ成り立つのか、修行にはどう

｢う意味があるのかといった問題に充分に答えるこ

ﾆはできなかった。これらの点を解明し、世界を意
ｯの所産とみなすのが鍮伽行派である。’ここでは、

ｱの派の形成・展開とその思想の特徴を学ぼう。

・　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）

6 大乗から密教へ

　大乗仏教はやがて、凡夫と仏との一体性を強調す

髞@来蔵思想を生み出した。さらにこのことが媒介

ﾆなって、インド固有の思想・信仰と融合した、新

蜿謨ｧ教ともいえる密教が誕生した。ζこでは、こ

ﾌ動きの背景と経緯を検討するとともに、密教の諸
ｫ格について考察しよう。

木村清孝 木村清孝

7
テーラヴァーダ

ｧ教の伝統

　かつてアショーカ王の頃に分裂した仏教教団のう

ｿの保守派をテーラヴァーダ（上座部）という。こ

ﾌ流れは、スリランカ・タイなどに伝わり、今もお

ｨむねその伝統を維持している。ここでは、その伝
揩�T観するとともに、現代という時代にそれがも

ﾂ意義についても学んでいこう。

同　上 同　上

8
仏教東＝漸一中国

ｧ教の形成一

　仏教は、いわゆるシルクロードを通って西暦紀元

O1世紀頃から中国に伝わっていたが、仏典の漢
�E紹介を伴って本格的に伝来するようになったの
ﾍぐ2世紀の後半からである。ここでは、仏教東漸の

ﾀ際と、それに根ざして中国仏教が独特の性格を持
ｿ始める状況について考えよう。

同　上 同　上

9
「新仏教」の展

J

　階・幽趣に至って中国仏教は、社会的には天台宗・

ﾘ厳宗・禅宗などの学派・宗派に分立しつつ、総じ
ﾄ「新仏教」と呼ぶことができる一大勢力を形成す

驍ｪ、やがて諸宗融合、三教合一へと方向を逆転す
驕Bここでの主題は、その間に生み出された思想的・

ｶ化的諸成果の分析・検討である。

同　上 同　上

@　　）

10 韓国（朝鮮）の

ｧ教

　韓半島（朝鮮：半島）には4世紀の後半から仏教が

`わり始め、次第に独自の仏教を育て上げ、今日に
鰍ﾁている。とくに古代の日本仏教は、韓国仏教に

奄､ところが大きい。ここでは、その韓国仏教を概
ﾏし、インド仏教などと比較しながら、それがもつ

v想的特徴について学ぼう。

同　上 同　上

11 日本仏教の濫膓

　日本に初めて仏教が伝来したのは、記録の上では

U世紀の前半である。しかし、それから約半世紀、

ｹ徳太子が現れるに及んで、仏教は政治の上でも大
ｫな意味をもつものとなった。ここでは、聖徳太子

ﾆ仏教との関わりを中心に、奈良時代までの日本仏

ｳのすがたを明らかにしていこう。

同　上 ’同　上

12
平安仏教の形成

ﾆ展開

　平安時代に入ると、仏教界にもさまざまな新しい

ｮきが生まれた。、中でも、最澄・空海による天台・

^言両宗の移入と定立は、大きな意味をもつ。また、

?鼬繩冾ﾉ至り、無常感の深まりとともに浄土教が

ｻ隆してくることも重要である。ここでは、この平
ﾀ仏教の動きについて考察しよう。

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）

貴族社会から武家社会への変化に伴って、鎌倉時

代には民衆の救済を眼目とする新しい仏教諸派が現
r鎌倉新仏教」 れた。それらを総称して「鎌倉新仏教」という。他

13 の出現 方、伝統仏教界にも革：新の運動が芽吹いた。ここで 、木村清孝 木村清孝

は、いわゆる「鎌倉新仏教」とその周辺の諸問題を

明らかにしよう。

近世から近代にかけて、仏教は極度に民衆化・世

俗化が進み、本来の精神を失っていく。江戸時代に
近世・近代の日 は、檀家制度などによって全体として幕藩体制に組

14 本仏教 み込まれ、明治維新後には神仏分離令の洗礼も受け 同　上 同　上

た。ここでは、現代の日本仏教のあり方を準備した
ともいえる時代の仏教を検証していこう。

現在、仏教は世界に広まり、その諸教団の国際活

動もかなり盛んである。ユダヤ教9キリスト教とイ
仏教の現在と未 スラム教との激しい対立の中で、仏教に期待する声

15 来 も少なくない。ここではi締めくくりとして、現代の 同　上 同　上

仏教を総括するとともに、仏教思想がもつ可能性を
展望しよう。

K
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＝　日本語の歴史（‘05）＝（R）

〔主任講師：
〔主任講師；
〔主任講師：

藤
本
蜜

蝋
月
杉

泰弘（青山学院大学教授）〕
雅幸（東京大学大学院教授）〕

克己（放送大学助教授）〕

全体のねらい

古代から現在に到る日本語の変遷の実態を明らかにし、過去の日本語に対する基本的な知識と理解を与

えることを目的とする。そして現在の日本語の諸問題や広く日本文化全体の理解にも資するように配慮

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）

＝漢字の移入 上代の日本に漢字が伝わることによって、初めて日 杉浦克己 杉浦克己
本語を文字によって記録することが可能になった。 （放送大学 （放送大学

漢字移入の時期・実態・影響について実例を挙げな 助教授） 助教授）
1

がら述べ、併せて他の言語の文字を日本語に適用す

る際の問題点についても考える。

奈良時代の日本 奈良時代には中国の影響を受けて文化が発展し、『万

語　音韻・語 葉集』所収の歌が詠まれ、また『古事記』『日本書

彙・文体 紀』などの文献が編まれるようになる。これらの文
2 獣から奈良時代の日本語の姿を見ると、そこには後

同　上 同　上

世と大きく異なった点があることが分かる。音韻な

どについてそれを考える。

奈良時代の日本 奈良時代の日本語の文法体系は平安時代のものとは

語　文法 大きく異なっており、形容詞の活用など、まだ十分

に発達していないものもあった。実例と共にその実
3 態を概観する。

同　上 同　上

平安時代の日本 平安時代に入ると次々に憎憎語の歴史にとって重要 月本雅幸 月本雅幸
語文字・音韻 な変化が発生する。平仮名・片仮名の発生がその一 （東京大学 （東京大学

つであり、また種々の音韻変化は表記の多様性をも 大学院教 大学院教
4 たらして仮名遣いの問題が発生する。これらについ 授） 授）

て考える。一

平安時代の日本 平安時代には奈良時代と比べると和語による表現が

語語彙・文体 多彩になり、漢語も急速に浸透して行った。また、

平仮名・片仮名による新しい文体が作り出され、多

5 様な文体によって多くの文章が書かれるようになつ 同　上 同　上

た。そのあり方を概観する。
（

一6　55　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）

平安時代の日本 平安時代には形容討の活用の完成、助動詞の発達な 近藤泰弘 近藤泰弘
語　文法 ど文法上の重要な変化が起こった。長く後世から規 （青山学院 （青山学院

6
範とされた平安時代語の文法の特徴を明らかにす 大学教授） 大学教授）覧

る。また、高度に発達した敬語についても考える。

動詞のテンろ・アスペクトの体系の特徴についても
触れる。

鎌倉時代の日本 鎌倉時代には貴族中心の時代から武士の時代となつ

語　文字・音 て、言葉の上でも大きな変化が生ずる。和漢混清文
韻・語彙・文体 が盛んに行われ、新しい語形の登場、漢字音の日本

7
語化などが顕著であり、これについて見て行くこと 月本　雅幸 月本雅幸
にする。

鎌倉時代の日本 文法事：項においても鎌倉時代の言葉は平安時代のも

語＼文法 のから大きく変化しつつあった。終止形と連体形の

合一化、係り結びの混乱などがそれである。また敬
8

語においても「候ふ」の発達などが見られる。言語 近藤泰弘 近藤泰弘
資料の多様化の問題と合わせこれらの変化を論ず
る。

一

室町時代の日本 室町時代には「抄物」や「キリシタン資料」と呼ば 久保田篤 久保田篤
語　　文字・音 れる資料があり、当時の口頭語の姿をよく記録して （成膜大学 （成瞑大学
韻・語彙・文体 いる。これらの資料を見ながら当時の発音の状況を 教授） 教授）

9 初め、室町時代の日本語の実態を概観する。

室町時代の日本 室町時代語はますます中世語としての性格を強め、

語　文法 係り結びの衰退、可能動詞の発生、各種助動詞の消

10
長など、重要な変化が次々に起こって江戸時代の言

tへの橋渡しをしている。これらの変化の諸相につ 近藤泰弘 近藤泰弘
いて述べる。

江戸時代前期の 江戸時代の日本語は、上方語と江戸語という方言差、

日本語 武士と町人という階級差など、種々の対立によって

11
特徴付けられる。江戸時代前期の文化の中心であっ

ｽ上方の言葉について、音韻・文法など種々の面か 久保田　篤 久保田　篤

ら見て行く。

江戸時代後期の 18世紀も七半になると、文化の中心は江戸に移り、
日本語 文学作品である「洒落本」　「滑稽本」には江戸の言

12
葉が生き生きと記録されている。ここに見られる江

ﾋ語のありさまを概観する。 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）

明治時代以後の 明治時代になると、日本語を書き表すための文宇に 鈴木英夫 鈴木　英夫

日本語　　文 ついての議論が起こり、それはやがて漢字制限へと （前白百合 （前白百合

字・音韻 向かうこととなる。また、急速に入ってきた外国語 女子大学教 女子大学教
13 の影響でそれまでの日本語にはなかった音節も使用 授：） 授）

されるようになった。これらについて論ずる。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

明治時代以後の 明治時代には西洋から大量の文物が流入し、それら

日本語　　語 の概念を日本語で表すための翻訳語（新漢語）が作

彙・文体 られた。また、話し言葉を基本とした言文一致の口
14 語体が成立した。このような大きな変化の跡をたど 鈴木英夫 鈴木英夫

って行く。

明治時代以後の 明治時代以後の文法体系は基本的には前代のものを

日本語　文法 引き継いでいるが、それでも種々の面で変化が数多

く見られ、それは現在の我々が明治の文章を読む際
15 にも感じられることである。この変化を実例と共に 同　上 同　上

概観する。
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＝　日本語基礎A（‘06）＝（TV）
　　一文法指導法と学習一

〔主任講師（現職名）：姫野昌子（放送大学教授）　　〕
〔主任講師（現職名）：伊東祐郎（東京外国語大学教授）〕

全体のねらい

　対象は、原則として日本語教育に関心を持つ日本人および上級の日本語能力を持つ外国人学習者であ

る。放送教材は、すべて、日本語力が初級後半程度のレベルの学習者を対象とするが、この教材の構成、

提示法を通して日本語教育の教授：法の実際に触れる。印刷教材は、2部に分かれ、前半部は外国人学習

者用の解説と課題、後半部は、日本人教師用の解説となっている。試験問題は、　「外国語科目」の枠で

履修する外国人学習者とはまったく別の内容・程度のものとなる。「専門科目」の枠で履修する者に対

しては、印刷教材後半部を中心とする出題となる。内容は、日本の社会と文化の紹介、日本人の生活や

働く姿の紹介・日本語能力試験3，4級レベルの文法事項、語彙、漢字の基礎的運用能力養成である，

マルチメディアの特色を生かしつつ、コミユ『ケーション能力を養成する楽しい講座を目指す。授業風
景、実際的な練習場面、スキットやドキュメンタリ・・一・…の視聴覚教材などを通して日本語指導法を示す。

媒介語を使用しない直接法による授業、教材作成、学生の誤用の分析など、日本語教育学に関し、豊富

な研究資料を提供する。

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）

授業風景 姫野昌子 姫野昌子
・動詞、形容詞、形容動詞の活用形 （放送大学 （放送大学

楽しい文法教室 ・アスペクト、テンス 教授） 教授）

1 ① ・「～て」形の用法 伊東祐郎
・格助詞の用法「を」　「で」　「に」 （東京外国

・漢宇①線の形 語大学教
・日本の歌①「夏の思い出」 授）

スキット 授業風景 藤村知子
「発表の授業一 ・自動詞と他動詞 （東京外国

準備一」 ・変化「～くなる」　「～になる」 語大学助教
・変化「～くする」　「～にする」 授：） 同　上

2 ・設置と処置　補助動詞「～ておく」 姫野昌子’
（放送大学

・留学生によるインタビュー「漫画家　吟興芽亜氏」 教授）

・漢字②線と点の形

・日本の歌②「だれもいない海」　　　　　　ノ

スキット 授業風景
「発表の授業一 ・設置と処置の結果の状態　補助動詞「～てある」

漫画やアニメの ・単なる結果の状態補助動詞「～ている」

3
始まり一」 ・誘発感情動詞の他動詞化「人を～させる」 同　上 同　上

・留学生によるインタビューと報告

・漢字③構成要素

・日本の歌③「雪の降る街を」
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ドキュメンタリ 授業風景 小林幸江
一 ・可能表現「～することができる」 （東京外国

「東京の森一人 ・動詞可能形「行ける」 四大三教
工林で木を育て 授） 同　上

4
る一」 ・留学生によるインタビュー「あきる野市製材所 姫野昌子

経営者　田中定男氏」 （放送大学

・漢字④「さんずい偏」 教授
・日本の歌④「北国の春」

ドキュメンタリ ・引用表現「～と言う」　「～と思う」

一 ・伝聞形「～そうだ」

「東京の森一束 同　上 同　上
5 京の木で家を造 ・留学生によるインタビュー報告

る一」 ・漢字⑤「人偏」

・日本の歌⑤「この広い野原いっぱい」

ドキュメンタリ 授業風景 鈴木美加
一 ・条件「～と」　「～たら」 （東京外国

「自然のカを利 ・留学生によるインタビュー「自然食店　富士山の 語大学助教 〆

6 用した家一太陽 野菜塾店長佐藤環氏」 授） 同　上

の熱や光などの 姫野昌子
利用」 ・漢字⑥「木偏」 （放送大学

・日本の歌⑥「この空を飛べたら」 教授）

ドキュメンタリ 授業風景

一 ・条件「～ば」　「～ても」

「自然のカを利

7 回した家一雨水 ・留学生によるインタビュと報告「朝霧高原の牧場」 同　上 同　上

の利用一」 ・漢字⑦「手偏」

・日本の歌⑦「恋人よ」

授業風景 姫野昌子
楽しい文法教室 ・文法事項復習（1～7回） （放送大学

② 教授）

8 復習 ・留学生によるインタビュー「江戸紙切り名人　桃 同　上

川忠氏」

・漢字⑧「日偏」

・日本の歌⑧「忘れな草をあなたに」

スキット 授業風景 伊東祐郎
「お見合い一若 ・様態形容詞、形容動詞＋「～そうだ」 （東京外国

い2人と仲人さ 「止そうだ、元気そうだ」 語大学教
9 ん」 授） 同　上

・留学生によるインタビュー「大学生の結婚観」 姫野昌子
・漢字⑨「しんにゅう偏」 （放送大学

・日本の歌⑨「冬が来る前に」 教授）

ドキュメンタリ 授業風景

一 ・様態動詞＋「～そうだ」「降りそうだ」

「お見合い一結

10 婚相手紹介サー・ ・留学生によるインタビュー報告 同　上 同　上

ビス会社」 ・漢字⑩「草かんむり、雨かんむり」

・日本の歌⑩「旅人よ」
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ドキュメンタリ 授業風景 荒川洋平
一 ・授受動詞丁もらう、あげる、くれる」 （東京外国
「文化を守る一 ・推移、変化補助動詞「～てくる」「～ていく」 語大学助教

11
丸岡の町「」 授） 同　上

・留学生によるインタビュー「歌舞伎役者　市川男 姫野昌子
女蔵回」 （放送大学

・漢字⑪「ウかんむり「門がまえ」 教授）

・日本の歌⑪「心の旅」

ドキュメンタリ 授業風景

一 ・待遇表現「～てくれる」　「～てもらう」　「～てあ

「文化を守る一 げる」

12 子ども歌舞伎」 同　上 同　上
一・ ｯ学生によるインタビュー報告
・漢字⑫「

・日本の歌⑫「恋人もいないのに」

ドキュメンタリ 授業風景 柏崎雅世
一 ・直接の受身「人を対象とする動詞」 （東京外国
「東京の水道一 ・非情主の受身 語大学教

13
水を安全に届け 授） 同　上
る一」 ・留学生によるインタビュー「岐阜県高山　オーク 姫野昌子

ヴィレッジ」 （放送大学
・漢字⑬「2つの訓読みを持つ漢字」 教授）

・白本の歌⑬「みずいろの雨」

ドキュメンタリ 授業風景

一 ・「持ち主の受身j　r迷惑の受身」

「東京の水道一
14 水を安全に守る ・留学生によるインタビュー報告 同　上 同　上

一」 ・漢字⑭「訓読みと音読みを持つ漢字」

・目本の歌⑭「あのすばらしい愛をもう一度」

授業風景 姫野昌子
楽しい文法教室 ・文法事項復習（1～14回） （放送大学
③ 教授）

15 総復習 ・留学生の司会による「桃川四丁江戸紙切り実演会」 同　上

・漢字⑮「熟語」

・日本の歌⑮「さとうきび畑」
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科酩（メディア）＝　端本語基礎B（‘07）＝（R）
　　　　　　　　　　　一コミュニケV一・・…一ションと異文化理解一

〔主任講師（現職名）：姫野昌子（放透大学教授）　　〕
〔主任講師（現職名）：伊東　祐郎（東京外国語大学教授）〕

講義概要

　対象は、原則として日本語教育に関心を持つ日本人および上級の日本語能力を持つ外国人学習者である。

放送教材は、すべて、日本語力が初級後半程度のレベルの学習者を対象とするが、この教材の構成、提示

法を通して日本語教育の教授法の実際に触れる。印刷教材は、2部に分かれ、前半部は外国人学習者用の

解説と課題、後半部は、日本人教師用の解説となっている。試験問題は、　「外国語科目」の枠で履修する

外国人学習者とはまったく別の内容・程度のものとなる。　「専門科目」の枠で履修する者に対しては、印

刷教材後半部を中心とする出題となる。放送教材は、機能別モデル会話、外国人の異文化体験談インタビ

ューと解説、日本の代表的な都市と紹介、日本の詩歌の朗読と解説から構成されている。

授業の目標

　外国人日本語学習者のコミュニケーション能力と異文化理解能力を養成する教授法を示す。会話能力の

養成、異文化コミュニケーションに関する考察、代表的都市の地理的条件、文化・歴史的特徴などの理解、

詩歌紹介を通した日本人の感性理解、初級から中級前半にかけての文法習得など諸事項の指導法提示を目
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）

導入 ・「挨拶や会話」導入 　　　　、P野昌子 姫野昌子
・「異文化コミュニケーションインタビュー」導入 伊東祐郎 （放送大学

各課の内容と全 ・「異文化メモ」導入 田山のり子 教授）

体の流れの説明 （東京外国 伊東祐郎
・日本の詩歌：俵万智の短歌『サラダ記念目』所収 語大学教 （東京外国
・音楽：神山純一「旅立ちの時」 授） 語大学教

藤森弘子 授）

（東京外国

1 語大学教
授）

初鹿野阿れ
（東京国際

大学講師）

池田智子
（元東京外

国語大学助
教授：）

会話① ・出会いの挨拶と会話の開始 同 同

・外国人へのインタビュー①：出会いの表現

異文化コミュニ ・異文化メモ：出会いの挨拶
2 ケーション① ・札幌の紹介

・日本の詩歌：三好達治の詩「雪」『測量船』所収

北の街札幌 ・音楽：さだまさし「北の国から」
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・　マ ・内　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

会話② ・別れの挨拶 同 同

・外国人へのインタビュー②：別れの表現

異文化コミュニ ・異文化メモ：別れる時の表現

3 ケーション② ・仙台の紹介“

・日本の詩激：石川啄木の短歌『一握の砂』所収

森の都仙台 ・音楽：さとう宗幸「青葉城三三」

会話③ ・電話の終了 同 同

・外国人へのインタビュー③：電話で話した経験

異文化コミュニ ・異文化メモ：電話での話し方

4 ケーション③ ・東京の紹介

・日本の詩歌：高村光太郎の詩「あどけない話」『智
首都　東京 恵子抄』所収

・音楽：喜：多郎「天と地」

会話④ ・謝罪の会話 同 同

・外国人へのインタビュー④：謝罪の経験

異文化コミュニ ・異文化メモ：謝罪の表現と態度

5 ケーション④ ・金沢の紹介

・日本の詩歌：室生犀星「小景異情」『押清小曲集』
北の小京都 所収

金沢 ・音楽：倉本潮回「哀しみの空」

会話⑤ ・言い訳の会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑤：言い訳の経験

異文化コミュニ ・異文化メモ：言い訳の表現と態度
ケーション⑤ ・名古屋の紹介

6 商業都市 ・目撃の詩歌：寺山修司「故郷の母のことを思い出
名古屋 したら」『人生処方詩集』所収

○音楽：経田康子「桜」

会話⑥ ・依頼と承諾の会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑥：依頼の経験

異文化コミュニ ・異文化メモ：依頼の心遣い

7
ケーション⑥ ・京都の紹介

・日本の詩歌：与謝野晶子の短歌『みだれ髪』『恋

古都京都 衣』所収

・音楽：城乃内ミサ「京の小道」

復習 復習 同 同

8

・音楽：宗次郎「森にひとり」
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・　マ 内　　　　　　　　　容： 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

会話⑦ ・誘いと承諾の会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑦：間接的な誘いの経験

異文化コミュニ ・異文化メモ：誘いの表現法

ケーション⑦ 　　　　　　　　触E大阪の紹介
9

・日本の詩歌：茨木のり子の詩「六．月」『見えない
＼

食文化の街 配達夫』所収
大阪 ・音楽：千住明「金色の翼」

会話⑧ ・断りの会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑧：間接的に断られた経

異文化コミュニ 験

ケーション⑧ ・異文化メモ：断りの表現法
10

・広島の紹

平和都市 ・日本の詩歌：峠三吉『原爆詩集』序
広島 ・音楽：中国地方の子守歌

会話⑨ ・感謝の会話 同 同

・外国人へのインタビュ・一⑨：感謝の表現に関する

異文化コミュニ 経験

ケーショ⑨ ・異文化メモ：感謝の表現法と習慣
11 ・松山の紹介

俳句と温泉の街 ・日本の詩歌：正岡子規の俳句『寒山落木』所収
松山 ・音楽：宮城道雄「春の海」

会話⑩ ・贈答の会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑩：贈答の経験

異文化コミュニ ・異文化メモ：贈答の習慣

ケーション⑩ ・長崎の紹介
12

・日本の詩歌：金子みすゴの詩「大漁」『金子みすゴ

異国への窓 全集』所収
長崎 ・音楽：島原地方の子守歌

会話⑪ ・ほめやねぎらいの会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑪：ほめとねぎらいの経

異文化コミュニ 験

13 ケーション⑪ ・異文化メモ：ほめやねぎらいの表現と態度

南国鹿児島 ・鹿児島の紹介

・日本の詩歌：若山牧水の短歌『海の声』所収

・音楽：五木の子守唄

会話⑫ ・苦情・不満の会話 同 同

・外国人へのインタビュー⑫：苦情の経験

異文化コミュニ ・異文化メモ：苦情・不満の表現法

14 ケーション⑫ ・沖縄の紹介

・日本の詩歌；谷川俊太郎の詩「かなしみ」『二十
南の島々 億光年の孤独』所収

沖縄 ・音楽：安里屋ユンタ
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

総復習 総復習 同 同

・音楽：四神「海道を行く」

15
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＝　書誌学（‘03）＝（TV）

〔主任講師 杉浦　克己（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　本邦の、主に古文献資料類を対象とした書誌学として、書籍の形態を持つもののみでなく、広く古典三寸および史料類等

の文献資料一般を扱う。これらを日本語の表記史の観点から整理した上で、取り扱い上の基本的な知識を概説すると共に、

内容を読み解く上での困難の主因を、広い意味での書き表し方の多様性ととらえ、各々の資料の特色を理解することを基本

に置き、資料上に現れた表記者の意図を的確に把握することを大きな手がかりとして、着眼点や分析の手法を実際の資料例

に即して示し、古文献資料類に取り組むことの意義と基本的な姿勢を明らかにすることが本講義g）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）

書籍さらには文字書写物一般の歴史の概略を振り返り、そ

1、 書誌学への扉

の多様性の端的な例を示すことで本講義の主なねらいを示す

ﾆ共に、古文献資料を扱う書誌学の主項目やその意義を概説
ｵ、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）

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を
実物例を示して概説する。また料紙の材料や製法とその変遷、

2 書籍の形状と料紙
装飾などについて各々の特色を実際例を挙げて概説する。

同　上 同　上

書籍の取扱いを様々な装丁や付属物について概説する。ま

た保存方法や修補の実際例を紹介し、保存と利用の関係を考

3
書籍の取り扱いと

ﾛ存・修補
えることで閲覧の際の注意事項を併せて概説する。

同　上 同　上

平仮名の発生・発達を概説し、いわゆる異体仮名の読み方

について、主に版本の平仮名文の実例を用いて、類型的な宇

4
平仮名の読み方
i1）〆

形・字体の平仮名の読み方を概説する。
同　上 同　上

主に古筆和歌資料や散文古写本の実例を用いて、字母漢字

を考えながら読むことによって、いわゆる異体仮名をある程

5
平仮名の読み方
i2）

度読みこなす方法を概説する。
同　上 同　上

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を

用いて、平仮名文・漢字仮名交じり文の表記方法としての特

6 平仮名文の読み方
色を考え、文章の内容や前後関係等も考慮した上での平仮名

ｶの読み方を概説する。
同　上 同　上

主に行書の版本資料の実例を用いて、類型的な溢泌・字体

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を読

7 漢字の読み方（1）
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 放送担当
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、行・草書が毛筆ではむし

ろ一般的な書体であったことを示し、筆跡を辿りながら漢宇

を判読するための要点を概説する。
8 三三の読み方（2） 杉浦　克己 杉浦　克己

基本的な漢文の句法や助字などの働きを整理して示し、表

記方法としての特色を考え、白文の資料についてもある程度
基本的な文意を把握するためあ要点を、本邦独自のいわゆる

9 漢文の読み方 記録体の性格にも留意しつつ概説する。 同　上 同　上

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、漢文訓読と共に発達

訓点資料と片仮名 してきた片仮名文の代表例を紹介する。

10
文

同　上 同　上

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を、

公文書の実例によって概説し、あらかじめ想定された間での
11 書状　と　文書 やりとりのための表記方法の特色を考える。 同・上 同　上

へ＼

古辞書の発達の歴史を、整理して概説すると共に、その性

格を十分に考慮した上で古文献資料の読解に活かすことの重

要性を、実例に即して示す。
12 辞書の利用 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を考

える校合の基本的な方法を実例を挙げて概説し、資料の伝来
13 書写の経緯 を考える上での書写者の重要性を示す。 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対照

して、各々の特色を整理し概説する。
14 古　　　　　　筆 同　上 同　上

近世頃から盛んになった印刷・出版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

を情報伝達の本質的な変化の観点から辿り、現代につながる
15 出版　と　書籍 実際例を紹介する。 同　上 同　上
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＝　上代の日本文学（‘04）＝（R）

〔主任講師：多田 臣（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

　上代の日本文学の全体を概観するこ一とを目的とする。歌謡、和歌、漢詩文、神話（歴史）、地誌、説話など、上代文

学のさまざまなジャンルの作品を具体的に取り上げつつ、その世界の豊穣さを味わってみたい。その際、文学史的な視

点を大切にしながら、表現の流れをできるかぎり丹念にたどることを心がけたい。

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 文学の発生

文学は言葉の芸術だから、言葉の美を追求する。それは、表

ｻの仕方としてあらわれる。世界的に、文学の発生が定型的

ﾈ韻文であることが証拠である。日本語の場合、音数律の成

ｧが文学の発生となる。

古橋　信孝

i武蔵大学教
�F）

古橋　信孝

i武蔵大学教

�j

2 古代歌謡の世界

古代歌謡は万葉の和歌とどう違うのだろうか。うたわれた状

ｵに閉じられている度合いが高いのが歌謡と考えるのがい
｢。では、なぜ歌う必要があったのか。そして、なぜ歌い継

ｪれていくのか。
同　　　上 同　　　上

3 初期万葉の世界1

初期万葉とは『万葉集』の最初期の歌を指す。この時期の歌

ﾉは、後代の歌にはない清新さをたたえたものが多い。ここ

ﾅは、それらの中から、雄略天皇、聖明天皇、天智天皇、有

ﾔ皇子の歌などを取り上げてみたい。

多田　一臣

i東京大学大

w院教授）

多田　一臣

i東京大学大

w院教授）

4 初期万葉の世界2

初期万葉最大の歌人は額田王である。額田王の歌には、次代

ﾉ展開されていく表現の可能性を先取りするものが多く含ま

黷ﾄいる。それらを確認するとともに、あわせて初期万葉の

cりの歌人の歌についても考えてみたい。
同　　　上 同　　　上

5
持統・文武朝の和歌

P

持統・文武朝は古代和歌史の大きな転換点である。その最大

ﾌ立役者は柿本人麻呂である。人麻呂の登場が和歌の表現に

ｽをもたらしたのか。その謎の生涯にも触れつつ、人麻呂が

a歌史に果たした役割について考える。
同　　　上 同　　　上

6
持統・文武朝の和歌

Q

持統・文武朝には、柿本人麻呂のみならず多くの宮廷歌人が

?�ｵた。中でも、高市黒人、長昌吉麻呂は、その個性的な

rみぶりが注目されている。ここでは、次代の山部赤人も含

ﾟ、それら三三歌人の作について概観してみたい。

@　　　　　州

同　　　上 同　　　上

7 憶良と虫麻呂

山上憶想と高橋虫麻呂は、どちらも独自な世界を築いた歌人

ﾅある。しかし、その独自さは、むしろ表現の行き詰まりの

?ｩら生み出されたともいえる。かれらがいかにして表現を

v新しようとしたのか、和歌史の流れの中で検証してみたい。
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
大伴氏の歌人たち
P

大伴旅人は、晩年、豊かな漢籍の教養に裏付けられた短歌を

ｽく残している。また旅人の妹坂上郎女は、恋歌に独自の歌

ｫを開いた。そして二人の妻訪は、旅人の子家持によって受

ｯ継がれる。彼ら大伴氏佐保大納言家の人々の歌の展開をた
ﾇる。

鉄血　昌弘

i東京女子大

w教授）

鉄砲　昌弘

i東京女子大

w教授）

9
大伴氏の歌人たち

Q

大伴家持は、万葉集の編者と目される。彼は、青年時代の笠

利Y・紀女郎ら多くの女性たちとの恋歌を残す一方、末四巻
ﾌ所謂「歌日誌」に、官人生活における哀歓をつつってゆく。

ﾒ纂と作歌との関わりに注目しつつ家持の歌を考える。
同　　　上 同　　　上

10 東歌と防人歌

東国の衆庶の歌声を伝える東歌と防人歌は、もともと宮廷歌

Wである『万葉集』のなかでは異質の歌群といえる。なぜ、
Aこれらの歌は『万葉集』，に収められなければならなかったの

ｩ。表現を読み解きながら、その問題を考えてみたい。 多田　一臣 多田　一臣

11 漢詩文の世界

漢詩文は、漢宇文化圏の世界文学であった。日本でも、近江
ｩ依頼の多くの詩が、奈良時代半ばの詩集、三冠藻に収めら’れている。のみならず、詩文は和歌成立の基盤でもあった。

a歌との関係を視野に入れながら、漢詩文の世界を探る。
鉄野　　昌弘 鉄野　昌弘

12
歴史書の成立一記

Iの世界1

8世紀初頭に成立した『古事記』と『日本書紀』は、大和朝

?ﾆよばれる古代国家の確立期に編纂された歴史書であっ
ｽ。それはどうような課程を経て成立し、どのような内容を

烽ﾂかということを確認し、歴史を記述することの意味につ
｢て考えたい。あわせて、『古事記』と『日本書紀』との違

｢についてもふれる。

三浦佑之
i千葉大学教

�j

三浦佑之
i千葉大学教

�j

13
神と人の物語一記

Iの世界2

『古事記』と『日本書紀』には、神々の物語と歴代天皇の事

ﾑや系譜が語られている。ここでは、具体的な伝承のいくつ
ｩを取り上げながら、神話や説話に描かれた世界がどのよう　　　　　r

ﾈものであったのかということを考える。皆さんがよく知っ

ﾄいる話も見つけられるはずである。

同　　　上 同　　　上

14
古代の民間伝承一
欄y記の世界

大和朝廷の命令を受けて、地方の国々がそれぞれの土地に伝

ｦられた伝承をまとめたのが『風土記』である。その成立の

o緯を確認した上で、現存する風土記の伝承のいくつかを紹

薰ｵたい。私たちはそこに、古代の人々の間で語り継がれて

｢た伝承世界の多様性を見出すことができるだろう。

同　　　上 同　　　上

15 説話文学の誕生

身近なレベルの話を書きとめるのが説話集なら、『日本霊異

L』は珍しい話を集めている。日本最初の説話集はなぜ霊異

ﾈ事件を対象にしたのだろうか。変動期である奈良末から平
ﾀ初期の時代のなかで考えていく。

古橋信孝
i武蔵大学教

�j

古橋信孝
i武蔵大学教

�j

一一@668一



＝　日本の古典一古代編（‘05）＝：（R）

木
田
原

鈴
多
趣

師
良
師

講
講
講

任
常
任

三
主
主

〔
〔
〔

日出男（三蹟大学教授）〕
一臣（東京大学大学院教授）〕

克己（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

言葉によって世界を把握する過程で、人々が文学の言葉の力を発見したその始原から、漢文学の受容も

加わって和歌・物語・調部などの文芸が形成され、相互に交流しながら展開した様相を、特に言葉の働

きに注目して明らかにする。古典の言葉のもつ力、その豊かさとこまやかさが忘れられかけているこん

にち、改めて日本古代文学の「古典」としての意義を閲明したい。

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）

古代文学の創造 文学の発生に関して、ここでは特に言葉の働きに注 鈴木日出男 鈴木日出男
と言葉 目したい。たとえば、枕詞や神名がっくり出され、 （成瞑大学 （成膜大学

歌や伝承がゆたかに形成されていた。そのように、 教授：） 教授）
1

言葉との関連を通して、古代の文学のあり方を考え
ようとする。

フルコトの世界 内容：古来、語りの場で伝えられてきた聖なる詞章 多田　一臣 多田　一臣
一『古事記』と をフルコトと呼ぶ。古代の叙事文学は、このフルコ （東京大学 （東京大学
その周辺 トを基本にして成立している。『古事記』の書名も、 大学院教 大学院教

2 訓読はフルコトブミである。ここでは、『古事記』 授） 授）

を中心に、フルコトから展開した語りごとの世界を
見渡してみたい。

『万葉集』（1） 『万葉集』は日本最古の宮廷歌集だが、そこに収め

一古代歌謡から られた歌は、どのような表現水準をもっているのか。

和歌へ一 歌謡から和歌への道筋をたどりながら、古代の和歌
3 表現が達成した世界をながめてみたい。 同　上 同　上

『万葉集』（2） 『万葉集』の歌は、ほぼ一世紀半にも及ぶ長い時間

一古代和歌の展 の中で作られている。その表現の変化もまた著しい。

開一 ここでは、そうした変化の様相を具体的にたどるこ
4 とで、『万葉集』の世界を大きく見渡してみたい。 同　上 同　上

古代説話の誕生 内容：古代説話は仏教説話として誕生した。それは
一『日本霊異記』 仏教が律令制度に見合う普遍性をもつ宗教だったか
の世界 らである。ここでは、わが国最古の説話集『日本霊

5 異記』の世界をながめることで、そこに表現された 同　上 同　上

人びとの生活意識について考えてみたい。
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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）

古代前期の漢文 今日では忘れられかけているが、明治初期まで、政 藤原　克己 藤原　克己
学 治家・知識人の第一級の文芸は漢詩であった。そう （東京大学 （東京大学

した日本漢文学の開幕としての古代漢文学の意義を 大学院教 大学院教
6 考える。『無風藻』から菅原道真までを扱い、古今 授） 授）

集歌風との関連も考える

『古今和歌集』 前章の古代漢文学との関連を見据えながら、規範的

な四季の秩序と好情の様式を樹立した『古今集』が

勅撰されたことの日本文化史上の意義を考え、さら
7 に恋歌や雑歌が平安朝の日記や物語の表現の基盤に 同　上 同　上

なってゆく様相を見通す。

物語の成立 『伊勢物語』『竹取物語』『落窪物語』『うつほ物

語』を通して、物語における色好みと愛の主題や、

反俗的精神の主題について考える。また『うつほ物
8 語』の長編化によって、物語の描き出す人間関係に 同　上， 同　上

どのような深化が生まれたかについても考える。

女流文学の成立 女流の和歌、また『蜻蛉日記』などの日記文学、さ

一日記・随筆 らに随筆文学とみられる『枕草子』をとりあげて、

平安朝文学に特有の女流文学の本質を考える。いず
9 れも、言葉を駆使しながら、自己の内面を見つめる 鈴木日出男 鈴木日出男

文学である。

古代後期の漢文 主として10世紀の源順、源為憲、菅原文時、慶三保
学 胤、そして紫式部の父藤原為時を扱い、『源氏物語』

の世界形成にも深く関わった平安朝漢文学の意義を
10 明らかにする。『うつほ物語』にも再度ここでふれ 藤原克己 藤原克己

る。また句題詩的美意識と和歌との関連や、平安後
期の無題詩の世界にもふれる。

『源氏物語』（1） 『源氏物語』第一部を扱い、光源氏の理想性にいか

に古代漢文学や初期物語の思想が息づいているか、

この物語は時代社会をどのように写し取っているの
11

か、といったことを考察し、この物語が達成した驚 同　上 同　上

嘆ずべき諸相を明らかにする。

『源氏物語』（2） 若菜巻以後、第一部とは対照的に人と人との共感の

不成立という事態が深刻化する様相を明らかにし、

物語の表現技法の先鋭化と思想の深化とが連関して
12 いることを分析する。平安後期物語についてもふれ、 同　上 同　上

後期物語から失われていったものを考える。
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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）

和泉式部一和歌 十一世紀はじめの和泉式部のきわめて主観的な表現

史の変革 の和歌は、斬新な好情性をたたえていて、和歌史を
画すことになった。その新風を契機として、以後め

13 和歌がどのように変革されていくかを展望すること 鈴木日出男 鈴木日出男

になる。

王朝の光と三一 内容：王朝の栄光が薄れる中、しだいにその闇の部

『大鏡』と『今 分が浮かび上がって来る。とくに、「惟シキ」者た

14
昔物語集』 ちの世界が迫り出してきた意味は大きい。その光と

ﾅとを、『大鏡』と『今昔物語集』の世界を通じて
多田　一臣 多田　一臣

明らかにしてみたい。

古代文学の研究 後世の人々には、古代の文学が日本古典の典型とし

て受けとめられてきた。特に、そこに日本の純粋な
精神を見出した近世の国学の考え方にふれながら、

15 古代文学のあり方を振りかえり、それを本講義のま 鈴木日出男 鈴木日出男

とめとする。

一一@6　7　1　一一



＝＝@日本の古典一散文編（‘06）＝（R）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）
三角　洋一（東京大学大学院教授）〕

島内　裕子（放送大学助教授）　　〕

全体のねらい

日本の中世文学の散文作品の展開を、より広く前後の時代を含めて遠望したり、文学を産み出す土台や

背景にまで遡って観察したり、新しい枠組みや系譜の中で検討するなどして、ユニークな中世文学史の

試みを提示する。幅広く多くの作品を取り上げs代表的な作品についてはその内容も紹介していきたい。

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）

平仮名文とその 平仮名文の特性と、平仮名文の文体の四タイプにっ 三角洋一 三角洋一
散文作品 き考察し、代表的な作品を鑑賞していく。 （東京大学 （東京大学

1
大学院教 大学院教
授） 授）

片仮名文とその 片仮名文の特性について考察したのち、片仮名文に 同上 同上
散文作品 よる文学作品や学問の書について展望し、さまざま

2 な表記法による片仮名文の作品にふれてみる。

和文と漢文の交 中世になると、仮名文と漢字文との間に互換性さえ 同上 同上
流と散文作品 生じている。このような事例に注目して、文学と文

3 体と表記の関係について考察するとともに、和漢混
清文体の作品を鑑賞する。

平家物語の文体 中世の和漢混清文の代表といわれる平家物語の文体 松尾葦江 松尾興野
について見ていく。諸本による相違、平曲との関連 （國學院大 （國學院大

4 などを見ながら、平家物語の文体の魅力の淵源を考 学教授） 学教授）

えたい。

平家物語の構造 平家物語の世界を支える叙述の骨格と、歴史を語る 同上 同上

論理構造、批評性について分析する。歴史文学の説

得力は何によってもたらされるかについて覚一本巻
F

5 四を例として述べる。
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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）

二つの平家物語 中世の軍記物語の流れには二つの傾向があることな 松尾葦江 松尾葦江
ど、基本的な問題を概説した上で、同じ作品であり （國學院大 （國學院大

6 ながら、異方向の文学の可能性を諸本群の中に抱え 学教授） 学教授）

込むという、平家物語の特性について、延慶本巻四
を例としてふれる。

紀行文学の系譜 中世の時代にとりわけ盛んになった紀行文学を、前 島内裕子 島内裕子
後の時代も視野に入れて概観する。 （放送大学 （放送大学

7 助教授） 助教授）

伝記文学の系譜 個人の人生が文学作品の中でどのように描かれるの 同上 同上

か、「伝記」という視点から、さまざまな作品を取

8 り上げて概観する。

書簡文学の系譜 文学作品にあらわれる書簡（手紙）とその役割、さ 同上 同上

らには書簡体の作品などを取り上げ、文学における

9
手紙の機能を概観する。

説得の文学 武力闘争と滅亡の文学と考えられがちな平家物語で 松尾早撃 松尾葦江
あるが、じつはことばの力によって人を動かし、事 （國學院大 （國學院大

態を変える名場面も少なからず含まれている。それ 学教授） 学教授）
10 らの例を挙げながら、説得の文学という側面を見て

いき、物語中の＝漢文体の機能を延慶本巻四で見てお

く。平曲についても概説する。　　　　　　　’

鎮魂の文学 鎮魂とは何か。平家物語の鎮魂は、現代の我々にど 同上 同上

う関わってくるのかを、覚一本三四と灌頂巻とを例

として考える。平家物語の成立と鎮魂との関係につ
11

いてもふれる。

『嵯峨のかよ 飛鳥井雅有の日記に描かれた王朝古典文学習得の様 志し内裕子 島内裕子
ひ』に見る王朝 子を中心に、王朝文化が中世の時代にどのように受 （放送大学 （放送大学

12 の残照 け継がれていったかを概観する。 助教授） 助教授）

『徒然草』に見 『徒然草』において、どのような文学の領域が新た 同上 同上

る批評の誕生 に切り開かれたか、「批評」という観点から概観す

13
る。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 9回忌　　　　　　　容 講　師　名

講　師　名　》

（所属・職名） （所属・職名）

女性の教養と幼 平安朝の女性の教養と娯楽について概観し、中世に 三角洋一 三角洋一
学の書 いたる女流文学の流れとそれを支えた知識、思考に （東京大学 （東京大学

14 ついて見ていく。 大学院教 大学院教
授） 授）『

学問と有職故実 平安朝貴族や中世知識人の精神的基盤となった学問 同上． 同上

’ と、特に初学者の教科書類について概観し、文学と

15 関連するさまざまな問題を考察する。
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＝　日本の古典一江戸文学編（‘06）：＝（R）

〔主任講師（現職名）：揖斐高　　（成膜大学教授）　〕

〔主任講師（現職名）：鈴木健一　（学習院大学教授）〕

全体のねらい

従来の枠組みにとらわれず、長い射程距離を持った上で、新たに近世（江戸）文学を概観することを目

標とする。そ0ため、三章はトピック的な表題とし、これまで以上に近世文学の面白さを自由に伝えら
れるようにする反面、テキストとしての性格も考回して、最低限の重要な文学史の流れは盛り込むよう

に配慮したい。

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）

総論 近世文学全般の大まかな流れと特徴について述べ、 揖斐　　高 揖斐　　高
以下の各論に対する導入とする。出版との関連や、 （成膜大学 （成乳大学

1 雅俗の問題もここで論じる。章立ての意味について 教授） 教授）

も、ここで触れる。

花鳥風月一三譜 芭蕉・蕪村・一茶の富士作品を取り上げて、近世が 鈴木健一 鈴木健一
描いた「花鳥風月」の特徴について論述する。発句 （学習院大 （学習院大

2 や俳文を具体的に掲げ、丁寧に分析するよう、心掛 学教授） 学教授）

けたい。

花鳥風月一和 後水尾天皇・加藤千蔭などの和歌や服部南郭・六如 同上 同上

歌・漢詩 などの漢詩作品を取り上げて、近世が描いた「花鳥

3 風月」の特徴について論述する。具体的な作品を何

首か掲げ、丁寧に分析するよう、心掛けたい。

旅 『おくのほそ道』や『東海道中膝栗毛』、その他の 揖斐　　高 揖斐　　高
紀行文（たとえば大田南岸・菅江真澄）などを題材 （成瞑大学 （成乳大学

4 として、「旅」の描かれ方について論述していく。 教授） 教授）

恋 仮名草子、西鶴の好色物（『好色五人女』）、人情 篠原　　進 篠原　　進
本などを題材として、「市井」の「愛と性」の描か （青山学院 （青山学院

5 れ方について論述していく。 大学教授） 大学教授）

遊里 仮名草子、西鶴の好色物（『好色一代男』『好色一 篠原　　進 篠原　　進
代女』）、洒落本、人情本などを題材として、　「遊 （青山学院 （青山学院

6 里」の「愛と性」の描かれ方について論述していく。 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）

怪異と伝奇1 仮名草子（『伽三子』『狗張子』）、『西鶴諸国は 木越　　治 木越　　治
なし』などを題材として、「怪異と伝奇」の描かれ （金沢大学 （金沢大学

7 方について論述していく。 教授） 教授）

怪異と伝奇II 『西山物語』、『雨月物語』『春雨物語』覧 A『南総 同上 同上

里見八犬型』『桜姫全翅翼草紙』などの読本の世界

8 を題材として、「怪異と伝奇」の描かれ方について
論述していく。

笑い 黄表紙（『孔子上子時藍染』『無益委記』）や笑話 鈴木健一 鈴木健一
集『醒睡笑』、狂歌・狂詩などを題材として、　「笑 （学習院大 （学習院大

9 い」の描かれ方について論述していく。 学教授） 学教授：）

学問と思想 国学（縞鋼、賀茂真淵、本居宣長ら）と儒学（林羅 同上 同上

山、荻生祖語ら）の展開を軸に近世における「学問
10 と思想」の特質を論述していく。

町人と経済 西鶴の町人物（『日本永代蔵』『世間胸算用』）を 白石　良夫 白石　良夫
題材として、　「商人と経済」の描かれ方について論 （文部科学 （文部科学
癒する。 省主任教科 省主任教科

11
書調査官） 書調査官）

武士と忠義 武士道における忠義とは何か。朱子学者三三巣著作 同上 同上

の教訓書『明君家訓』から読み解く。そして、それ

が和文の随筆『駿台雑話』にどのように作品化され
12 ているかを論述する。

、

ノンフィクシヨ 仮名草子のルポルタージュ物や伝記・日記・回想録・ 揖斐　　高 揖斐　　高
・ン 随想などを取り上げて、「ノンフィクション」の特 （二二大学 （二二大学

13 質を論述していく。 教授） 教授）

絵画と江戸文学 画賛・題画詩（俳譜・和歌・漢詩・狂歌なぎ）や黄 ．鈴木健一 鈴木健一
表紙・合巻、小説の挿絵・見立絵本などを通して、 （学習院大 （学習院大

14
近世文学における「絵画との関わり」を論述してい 学教授） 学教授）

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）

異国 中国や朝鮮、西洋などとの関係のなかで「異国」は 揖斐　　高 揖斐　　高
どのようにとらえられていったのかを、さまざまな （成膜大学 （成蹟大学、

15 ジャンルの作品を題材として論述する。 教授） 教授）
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＝： ﾟ代の日本文学（‘05）＝（R）

〔主任講師：野山嘉正（放送大学教授）〕
〔主任講師：安藤　宏（東京大学大学院助教授）〕

全体のねらい

　明治期から現代に至る近代の日本文学の全体像を描くのがねらいである。通常の文学史の枠に必ずし

もとらわれることなく叙述し、主としてジャンル別に流れを辿り、さらに、相互の関連を意識しつつ考
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
はじめに

鼡ﾟ代とは何か

　本講義の目的と方法について述べる。年代順に整理せずに

Wャンル別に構想したことの説明から始めて、全体の配置を

ﾐ介する。最後に近代文学とは何であったのかを考えるのが
ﾚ的であることを明らかにする。　．　　　　　　　　叉

野山　嘉正
i放送大学教

�j

野山　嘉正
i放送大学教

�j

2
詩歌1一詩歌の新
梠縺E近代の始動

　詩歌における旧時代から新時代への変化を叙述し、漢詩・

a歌・俳譜が漢詩・新体詩・短歌・俳句へと姿を変える様相

�`写する。こういう推移の過程から、日本の近代文学の方
?ｪ規定されることを論ずる。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

同　上 同　上

3
詩歌三一口語詩の
m立と短歌・俳句

　明治末期から大正期・昭和期戦前における、口語詩の確立

ﾆ短歌・俳句の変貌を、それぞれのジャンルごとに素描しつ

ﾂ、詩歌としての文学状況を把握する。 同　上 同　上．

4
詩歌三一戦後詩歌

ﾖ

昭和十年代の、いわゆる戦時下の詩歌のありがたから、敗戦

ﾉよる反省と回生をまず総括する。次いで第二芸術論による

ﾅ撃からの短歌・俳句の立ち直りの過程を辿り、現代詩歌考
@の手がかりを提示する。

同　上 同　上

5
小説1一文明開化
ﾆ「文学」の変容

西洋文明の移入、言文一致運動の動向、メディアや出版形態

ﾌ変化などに留意しつつ、現在「小説」と名付けられている
Wャンルがどのよう’ ﾉ成立したのかについて考察する。賜治

ﾌ初頭から、二十年代の尾崎紅葉、幸田露伴までを中心に扱
､。

安藤　　宏
i東京大学大

w院助教授）

安藤　　宏
i東京大学大

w院助教授）

6
小説三一明治中期

ﾌ小説文体

　日清、日露戦争期にあって、ナショナリズムの台頭、浪漫

蜍`的な傾向、社会の現実を直視して行く傾向が、それぞれ

ｬ説にどのような形で表れてくるかを考察する。樋ロー葉、

走ﾘ田独歩、泉鏡花らを中心に、明治二十年代、三十年代を
ｵう。

　同　上

ﾋ

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）

明治二十年代から四十年代にかけて、西洋の自然主義文学

がそのような形で受容されたのを、島崎藤村、田山赤袋を中

7
小説三一自然主義
ｶ学と漱石・鴎外・

心に考察する。これらに関連して、「写生文」の動向、大正
遠ｪにかけての夏目三三、森鴎外の活動状況について考察す

驕B

レ安藤　　宏 　安藤　　宏

f

明治の末；期、反自然主義的な文学動向が表れ、それがどの

ように大正文壇を形成して行くかについて考察する。大逆事 r

8
小説IV一大正文壇

ﾌ成立

件の影響、永井荷風、谷崎潤一郎ら耽美派の動向、白樺派の

?ｮ、芥川龍之介のデビューなどを扱う。
同　上 同　上

大正後半から昭和初頭にかけでの状況を、ソビエト文化と

アメリカ文化の受容に注視しつつ考察する。心境小説の成立

9
小説V一一マルキシ’

Yムとモダニズム
関東大震災の影響、メデイ’アの変容：と大衆文学の成立、新感

o派の文学運動、プロレタリア文学の展開などを扱う。
同　上 同　上

モダニズム文学の消長、転向文学、昭和十年前後の「文芸復

興」などについて触れた上で、第二次世界大戦との関わりを、

10
小説W一第二次世
E大戦と文学

ナショナリズム、ファシズムの月本的な形態の特色、アジア

ﾌ中の日本文学、といった観点から考察する。
同　上 同　上

昭和二十年代から三十年忌にかけての文学状況を、　「無頼

派∫の作家たち、第一次戦後派の動向、　「第三の新人」たち

11
小説W一戦後文学
ﾌ展開　　

の作風などについて叙述することから開始する。三十年代以

繧ﾌ展開も流れとして解明し、文学にとって「戦後∫とは何 同　上 同　上

であったのかを考える。

近世演劇から近代演劇の発生への過程を辿り、大正期に至

12
演劇1一旧劇から
A新劇へ

る多彩な演劇運動の特質を解明する。さまざまな層位の活動

�許?ﾉ取り込み、文学と演劇との関連をも包摂しつつ、近

繧ﾉおける演劇全体の様態を展望する。

林　　　三親
i成膜大学教：

�j

林　　　三親

i成瞑大学教
�j

思想運動としての演劇が盛んであった大正末～昭和戦前に

かけての新劇の流れを辿り、戦時下の演劇統制のありようを

13
演劇皿一戦前から 見た上で、戦後社会の発展にともなう演劇状況の変化につい 同　上 同　上
戦後へ て考察しながら、現代演劇に及び、文化論的展望をも含めた

視界を開く。

、

ノ西洋文化の移入と文学の内外についての自覚が深い関係に

あることから説き起こし、坪内廃藩・森鴎外らの立場を中心

14 近代批評の出発
に考察する。これが昭和初期に至る西洋文学研究の三農につ 野山　嘉正 野山　嘉正
れて変化していくさまを叙述する。

小林秀雄の位置から戦後批評に至る流れを全体として把握

し、その後の変質についても素描を試みる。昭和十年代の古

15 近代批評のゆくえ 典復興が文壇や学界を支配したさまや、その戦後への影響を 同上＼ 同上
　　　　　　　　殴燔_じ、近代文学の全体像への基礎を提示する。
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＝　日本文学における住まい（‘04）＝（R）

〔主任講師：島内裕子（放送大学助教授）〕

全体のねらい

　　日本文学に描かれた住まいの諸相を、古典から近代まで辿り、どのような人生観や美意識が表現され

ているかという「住まいの文学史」を通観する。それによって、二つの文学あ系譜、すなわち、方丈記

の影響力の表れとしての「閑居記」の系譜と・王朝文学②影響力の表れとしての「廃園文学」の系譜と

を浮かび上がらせたい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 　＼焉@　　　　　　　容： 講　師　名 講　師　名

（所属L職名） （所属・職名）

草庵・閑居・廃園の 日本文学に描かれた住まいを概観し、住まいに着目するこ 島内裕子（放 島内裕子（放
文学史 とによって、文学史を新しい観点から眺望することの意味と 送大学助教 送大学助教

1 意義について述べる。日本文学を貫く系譜に、二つの方向性 授） 授）

があることを、最初に視界に入れる。

王朝貴族の住まい 王朝文学にみる住まいについて、伊勢物語や池亭記などを
と庭園 取り上げ、住まいの文学の原点を示すと共に、以後の章で取

2 り上げることの比較的少ない漢詩文や和歌に詠まれた住まい 同上
同上

にも触れる。

も

王朝女性たちの美 枕草子と源氏物語を中心に取り上げ、王朝女性たちにとつ
しい住まい・ て、どのような住まいが理想的であったかを明らかにし、住

3 まいとそこで展開される暮らしの美意識を考察する。’ 同上 同上

@　〆

草庵記の誕生 方丈記を中心に、この作品の出現の文学史的意義を考える。

方丈記は短い作品であるが、そこに含まれる二重性、すなわ

4 ち、，社会批判と閑居の楽しみについて述べる。 同上 同上

住居観と人間認識 徒然草を中心に、ここで描かれたさまざまな住まいのあり

さまを概観する。そのうえで、徒然草が「住居観と人間認識」

5 を明示した作品であることを明らかにする。 同上 同上

中世文人の造園趣 南北朝期から室町時代にかけての文学者を取り上げ、住ま
味 いとその周囲の庭を含めた空間を、どのように宰領しながら、

6 自分たちの理想の住まいを作り上げたかを考察する。それら 同上 同上
の住まいは草庵であっても、美的な要素も含まれている。

近世前期の住居記 近世前期の文人たちを取り上げ、彼らの住居記がいかに方
丈記の影馨の元にあるかを浮かび上がらせると共に、そこに

7
も二つの系譜、すなわち、芭蕉に代表される「人生論的な住

暑L」と、季吟に代表されるような「風雅な閑居記」がある
号　　同上

　　　／
ｯ上

ことを述べる。
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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）

閑居記の成立 近世中期以後の文学者を取り上げ、住居記の多様性に触れ

る。この時期の住居記は、閑居の理想空間として、孤独な独

居としての住まいであるよりも、むしろ交友を楽しむ場所と
8 しての機能も描かれるようになることに注目する。 島内　裕子 島内　裕子

豪奢と幻想の大名 江戸の大名庭園を描く「お庭拝見記」をいくつか読みなが
庭園 ら、大名庭園が王朝時代の大貴族の邸宅を描いた散文作品や

和歌とどのように関連するか、その「豪奢と幻想のパノラマ」
9 を文学史の中に位置づける。 同上 同上

廃屋と随巷 明治時代の文学にみる住まいについて、主として樋ロー葉

と泉鏡花の作品の中から、荒廃した屋敷や随巷の住まいがど

のように描かれ、近代以前の文学とどのような連続性をもつ
10 ているかを考察する。 同上 同上

市隠への憧憬 森鴎外と夏目漱石などの住居観を作品の中に探り、彼らの

隠遁志向と近代人としての社会性がどのように関わっている

かを考察し、中世の隠者文学との類同性にも着目する。
11 同上 同上

近代詩歌にみる廃 北原白秋や三木露風などの詩歌にみられる廃園趣味を取り
園の美学＼ 上げ、王朝‡学以来の文学伝統の中で近代詩歌に表れた「廃

園の美学」を考える。

12 同上 同上

住まいをめぐる景 永井荷風の東京散策記や、西脇順三郎の武蔵野散策記を中
観の喪失と再生 心に考察する。それらを「住まいとその周縁の文学」として

把握し、そこに近代以前の景観への喪失感が表れていること、
13 および、彼らの作品によって喪われた景観が文学の中に再生 島内　裕子 島内　裕子

することの意義を見出す。

現代文学にみる草 森茉莉の作品を中心に、方丈記に表れていた「社会批判と

庵記め継承 閑居の楽しみ」が、現代文学の中にも息づいていることを確

14 認し、　「方丈記の系譜」の現代性について考察する。 同上 同上

住まいの文学のゆ 吉田健一の作品を中心に、風雅と反俗の精神によって「住
くえ まいと風土」、「住まいと人生」などがどのように認識され、

表現されているかを捉え、日本文学における住まいに視点を
15 置くことが、どのような新たな文学認識を生み出すかという 同上 同上

ことについても述べたい。

一681　一一



＝　考古学と歴史（‘04）＝（TV）

〔主任講師白石太一郎（奈良大学教授）〕

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準跡である遺跡と、そこから発見されるさまざまなモノ、すなわち
遺物から人間の歴史を明らかにする学問である。考古学の方法の概要を示すとともに、日本の考古学が先土器時代から

中世に至る日本列島の歴史をどこまで明らかにしたかを紹介し、考古学の役割とその特質を理解させる。

回、 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

1 考古学への招待

考古学が遺跡・遺物を資料として歴史を考える学問であり、

ｶ献による文献史学、伝承資料による民俗学ともに、広義の

�j学を構成することを解説する。考古学の新しい動向につ

｢てもふれる。

白石　太一郎

i奈良大学教
�j

白石　太一郎

i奈良大学教
�j

2 考古学の方法

発掘調査にはじまる考古学の研究方法を概説する。特に層位

w・型式学など歴史学である以上欠かすことの出来ない独自

ﾌ年代決定法や、分布論など考古資料の分析法などについて
qべる。 同　　　上 同　　　上

3 自然科学と考古学

最近著しく進展している放射性炭素法、年輪年代法などの理

w的年代決定法や、鉛同位体による資料の産地同定法など、

ｩ然科学と提携した新しい研究法とその問題点を解説する。
今村　峯雄
i国立歴史民

ｭ博物館教
�j

今村　峯雄
i国堂歴史民

ｭ博物館教
�j

4
先土器時代から縄
ｶ時代へ

日本列島における先土器文化研究の特質と先土器文化から縄

ｶ文化への変遷過程やその意義について述べる。日本列島の

謫y器文化や草創期の縄文文化の世界史的な位置付けにもふ
黷驕B

今村　啓爾
i東京大学大

w院教授：）

今村　啓爾
i東京大学大

w院教授）

5 縄文文化の実像

縄文文化の展開過程を概観するとともに、その特質を世界の

謫y器文化から新：石器文化へ転換のあり方と比較し、縄文文

ｻの世界史的位置づけを試みる。 同　　　上 同　　　上

6 弥生文化の成立

水田稲作に基礎を置く弥生文化の成立過程を、東アジア史的
挙_で考える。弥生人の成立や縄文人との相違たもふれる。

坙{列島の初期農耕文化の特質を明らかにする。
宇野　隆夫
i国際日本文

ｻ研究センタ
[教授）

宇野　隆夫
i国際日本文

ｻ研究センタ
[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）

7
弥生時代の社会と

ｶ化

最近の考古学的調査の成果にもとづき、激動の時代であった

岦ｶ時代の人びとの生活と文化の実像をわかりやすく示す。

ｺ鐸など青銅製祭器から想定される弥生人の精神生活にもふ．

黷驕B
宇野　隆夫 宇野　隆夫

8
弥生時代から古墳

梠繧ﾖ

弥生時代から古墳時代への転換を、特に大型墳丘墓の変化の

?阨福ｩら考える。特に東アジアとかかわりをも踏まえて、

ｭ治的社会の形成と倭国の成立にもふれる。
白石　太一郎 白石　太一郎

9
古墳時代の社会と

ｶ化

最近の考古学的調査の成果を踏まえて、古墳時代の人びとの

ｶ活や精神文化の実像を示す。5世紀初頭以降の東アジア文
ｻの本格的な受容とその歴史的背景や文化史的意味にもふれ
驕B 同　　　上 同　　　上

10
古墳時代から飛鳥

梠繧ﾖ

古墳の終末の課程、大規模な都宮の造営、仏教文化の発展な

ﾇから、日本列島における中央集権的な古代国家と古典文化
ﾌ形成過程を、東アジアとの関わりから考える。 同　　　上 同　　　上

11 律令時代の社会

日本の律令古代国家の構造や支配の仕組みを考古学の研究成

ﾊにもとづいて考える。律令国家の世界史的位置付けや、そ

黷ｪその後の日本の歴史に与えた影響についてもふれる。

宇野　　隆夫’

i国際日本文

ｻ研究センタ
[教授）

宇野　　隆夫
i国際日本文

ｻ研究センタ
[教授）

12
律令社会の産業と

ｶ化

最近の考古学の成果にもとづき、律令時代におけるさまざま

ﾈ生産活動や流通の仕組み、さらに生産に従事する人びとの

?阨福ﾈど、この時代の人びとの生活の実態や文化のあり方

ﾉふれる。
同　　　上 同　　　上

13
中世の人びとのく
轤ｵ．

考古学の調査・研究が、中世史の研究にも大きな役割を果た

ｵていることを示す。各地の発掘の成果から明らかにされた、

?｢の人びとの暮らしや文化の実相を示す。

小野　正敏
i国立歴史民

ｭ博物館助教
�j

小野　正敏
i国立歴史民

ｭ博物館助教
�j

14 中世の社会

考古学の立場から、中世を特徴づける都市をめぐる問題、さ

轤ﾉ東国と西国の相違などを具体的に示し、中世社会の特質
�N明にする。また中世から近世への転換についてもふれる。 同　　　上 同　　　上

15
もう二つの日本文

ｻ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ齦ｶ時代以降、北海道と琉球列島は、本州・四国・九州とは

ﾜた異なった歴史を歩む。考古学が明らかにした北と南のも
､二つの文化や、それらと中の文化の関わりについて述べる。

藤本　　強
i国三三大学

ｳ授）

藤本　　強
i国三三大学

ｳ授）　　　　1＼
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＝　日本め古代（‘05）＝（TV）

〔主任講師：佐藤信（東京大学大学院教授）　〕

全体のねらい

　日本列島の古代三一は、様々な新資料の発見によって変わりつつある。活発に越境した国際関係、掘
・り起こされた各地域の歴史や古代都市の実像が明らかになり、多元的に古代史が見直されている。こう

した研究動向をふまえ、東アジアの国際関係のもと史料と史跡に焦点をあてながら、あたらしい日本列

島の古代史をたどりたい。

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）

史料と史跡が語 文献・出土文字史料や遺跡・遺物など古代史が対 佐藤　　信 佐藤　　信
る古代史 象とする多様な歴史資料を紹介し、考古学など学際 （東京大学 （東京大学

的な視野の必要性を語る。また、国際関係、中央と 大学院教 大学院教
1

地方の関係、古代都市像などをめぐり、一元的にと 授） 授）

らえられない日本列島の古代史像の新動向を整理す
る。

邪馬台国の時代 『漢書』『後漢書』　「魏志倭人伝」が伝える古代 倉本一宏 倉本一宏
社会像と、集落・祭祀・戦いをめぐる弥生時代の新 （駒沢女子 （駒沢女子

しい発掘調査成果とをつき合わせ、弥生時代の列島 大学教授） 大学教授）
2 の社会像を提示する。　「魏志倭人伝」・吉野ヶ里遺

跡・加茂岩倉遺跡などの史料と史跡に焦点をあてる。

地方豪族と倭国 古墳時代の鉄剣銘文や「宋書倭国伝」が語る列島

の大王 世界を明らかにし、磐井の戦いにも焦点をあて、5
～6世紀の地方豪族と大王の関係を、国際関係の中

3 で複眼的に見直す。稲荷山古墳鉄剣・「罫書倭国伝」・ 同　上 同　上

大山古墳・三ツ寺遺跡などの史料と史跡に焦点をあ
てる。

飛鳥の王権 7世紀前半の大王推古時代を中心に、晴・唐が成
回する国際関係の中で、蘇我氏や厩戸王（聖徳太子）

の政治像や、仏教受容（寺院の建立）などの文化動
4 向を明らかにし、倭王権の支配構造を整理する。『晴 同　上 同　上

書』・飛鳥寺などの史料と史跡に焦点をあてる。
5

律令国家の形成 7世紀後半の緊張する国際関係下、τ大化改新」、 佐藤　　信 佐藤　　信

白村江の敗戦、壬申の乱を経て天武・持統天皇によ

り藤原京・律令が作られ律令国家が形成される過程
5 ノを、地方豪族の動向と併せたどる。『日本霊異記』・

木簡・藤原京・寺町廃寺などの史料と史跡に焦点を
あてる。
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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）

奈良時代の政治 奈良時代の変乱があいつぐ政治史を、皇位継承を 佐藤　　信 佐藤　　信
史 軸にしながら藤原氏や他氏族の動向をたどり、この

時代が貴族たちにとって決して安穏な時代ではなか
6 つたことを明らかにする。『続日本紀』・恭仁京・

紫香楽宮・難波宮などの史料と史跡に焦点をあてる。

古代の宮都と地 平城宮・平城京や長屋王邸宅の生活やその経済基
方官衙 盤を、木簡や発掘成果から明らかにし、国司による

地方支配に注目しつつ、国府・郡家などの地方官衙
7 と在地の社会との関係について整理する。長屋豪家 同　上 同　上

木簡や平城宮・国府・郡家などの史料と史跡に焦点

をあてる。

遣唐使と天平文 遣唐使の困難な行程を吉備真備などの人物からた
化 どり、彼らがもたらした政治・文化を位置づけ、中

央の東大寺大仏・正倉院や地方寺院遺跡などの文物
8 から文化的広がりを考える。『東大寺要録』・正倉 同　上 同　上

院・大宰府跡・国分寺などの史料と史跡に焦点をあ
てる。

平安王朝への道 奈良時代の天武系にかわる天智系の新しい皇統の

登場、桓武天皇による対蝦夷戦争と新都造営、そし

て桓武晩年の徳政論争による両者の停止など、平安
9 新王朝確立への歩みを概観する。『続日本紀』・多 同　上 同　上

賀城・長岡京などの史料と史跡に焦点をあてる。

平安京とその文 嵯峨天皇による新たな政治・文化の展開と平安京
化 の確立を整理し、都市平安京め成熟や平安新仏教や

カナの展開など、その後の日本文化に影響を与えた
10 平安初期の文化について明らかにする。『池汀記』・ 同　上 同　上

平安京・東寺などの史料と史跡に焦点をあてる。

藤原北家の台頭 9世紀半ばからの藤原三家の台頭を、相次ぐ三二

排斥事件とともに整理する。天皇と「前期摂関」と

の関係を軸としつつ、宇多天皇時代の政権構造や菅
11

原道真左遷事件など、摂関政治に至る政治過程を整 同　上 同　上

遷する。『伴大納言絵巻』などの史料と史跡に焦点
をあてる。

摂関時代の政治 摂関政治の構造を地方支配のあり方をふくめて概 佐々木恵介 佐々木恵介
と文化 観し、摂関時代の貴族の政務や生活のあり方を紹介 （聖心女子 （聖心女子

する。摂関と天皇との関係の実情や、国風文化の意 大学教授） 大学教授）
12 義についても明らかにする。『小右記』・『源氏物

語絵巻』・平等院（寝殿造り）などの史料と史跡に
焦点をあてる。
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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）

受領と地方社会 10世紀から地方支配の要となった受領に焦点を 佐々木恵介 佐々木恵介

あて、受領の任国支配、受領と地方豪族との関係な

どについて明らかにしつつ、承平天慶の乱など中央
13 と地方との関係も概観する。尾張国郡司百姓等解・

『時範記』・『将門記』・国府などの史料と史跡に

焦点をあてる。　　　　　〆

院政の時代 三三条天皇から院政に至る政治過程を整理し、院

政期の院・天皇・摂関・受領たちの関係に焦点をあ

てて政治構造を明らかにするとともに、浄土教・平
14 泉などこの時代の文化について考える。　『今昔物 同　上 同　上

語』・鳥羽・平泉などの史料と史跡に焦点をあてる。

日本列島の古代 日本列島の古代史を律令国家一元論で見るのでは 佐藤　　信 佐藤　　信
史 なく、蝦夷・北海道の歴史や琉球における統一国家

の形成を視野に入れた上でとらえ直す観点を提示す
15 る。そしてζ講義全体のまとめを行う。
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事務局

記載欄
設
度

開
年

三成19年度 目
分

科
区

専門科目 目
ド

科
ひ 1553909

修
限

履
図

無 繋 2

科目名（メディア）＝＝ 目本の中世（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

五味　文彦（放送大学教授）　　　　〕

本郷．和人（東京大学大学院助教授）〕

中島　圭一（慶磨義塾大学助教授）　〕

講義概要
　日本の中世は古代や現代とは違って権力が中央に集中していなかった。その歴史を、成り立ちや展開の姿、

特に列島の各地の動きや対外関係に注目しながら考えることにする。そのためには中世史の研究を行うための

主な材料や研究方法などを吟味するとともに、列島の各地からのレポ・・・…トを載せて、多様な地域、多彩な人物

のあり方を浮き彫りにすることにしたい。

授業の目標

　単に受け身で視聴して学ぶのではなく、

めざしたい。

自らの手で調べて考え、各地に赴いて実感したくなるような授業を

執筆担当 放送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

中世を考える 日本の中世史を考えるうえでの方法や、時代区分、 五味　文彦 五味　文彦
研究の現状などを解説して、中世社会への誘いとす （放送大学 （放送大学

1
鴇

る。 教授） 教授：）

中世のかたち 中世社会のかたちがどのように形成されてきたの 同上 同上

か、その成立期を中心にして考える。院政という政
治形態や、家という社会の単位、また宗教や文化の

2 形成について考える。

武士政権の誕生 東国の武士たちは、朝廷や国衙の苛酷な要求から自 本郷　和人 本郷　和人
分たちの利益を守ってくれる存在を欲するようにな （東京大学 （東京大学

つた。その求めにもつとも良く応じた者こそが源頼 大学院助教 大学院助教
3 朝であった。武士たちは頼朝のもとに集結し、新し 授） 授）

い権力を構成する。鎌倉幕府の誕生である。

中世前期の国家 鎌倉時代に国家の存在を想定するならば、その担い 同上 同上

像 手としては幕府と朝廷の名を挙げるのが妥当であり

穏当である。では、両者はどのように関わっていた
4 か。具体的な史実を挙げながら、分かり易く説明す

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）

統治の行方　　　　　　　k 関東に政：権を立ち上げた武士たちは、否応なく「統 同上 同上
治」を担う存在として成長していくことになる。そ

うした動向の中心にあったのが、源頼朝の妻、政子
5 の実家である北条氏であった。北条氏の盛衰と統治

の進展とを学習する。

中世の仏と神 鎌倉時代において、仏教とは何だったのか。　「顕 同上 同上
密体制」、という考え方を紹介しながら、「易しい」

仏教としての浄土の教えと、　「武士の」仏教である
6 禅の位相を探る。また仏と共に歩んだ神のすがた、

さらに公家と武家に共有された思想についても述べ
る。

古文書を読む 古文書には定められた形式があり、その形式及び 同上 同上
変遷を学んでおかないと、古文書の正偽さえ判断で

きないし、歴史学研究に役立てることができない。
7 ；武家様文書の大まかな約束事を勉強しよう。

二人の天皇がい 足利尊氏は武士たちを率いて京都に新たな幕府を 同上 同上
た時代 開き、北朝の天皇を戴いて全国の統治を試みた。し

かし、勢力は衰えながらも、吉野の南朝も抵抗を続
8 けていた。南北朝の相克を追いながら、当時の天皇

の存在を問い直す。

室町殿の王権 3代将軍義満の下、室町将軍家は日本全体に君臨す 中島　圭一 中島　圭一
る「唯一の王権」としての立場を固めていった。こ （慶磨義塾 （慶磨義塾

こでは、義満による覇権確立の過程を押さえながら、 大学助教 大学助教9 公武それぞれに対する室町幕府の支配体制の実像を 授） 授）

見てゆく。

自立する村、繁 室町時代から戦国時代にかけて、村や町の住人が団 同上 同上
託する都市 結してしばしば一揆を起こすようになる。その基盤

となったのは、村や町における住人相互の結びつき
10 や日常生活のあり方であり、その等身大の姿を探っ

てみたい。

東アジアの海の 中世は東アジア世界との海上交通が盛んに行われた 同上 同上
道 時代であった。ここでは沈没船や＝港町の遺跡を手が

かりに、宋／元／明、高麗／朝鮮、琉球、北方など
11 の諸地域との交流の実態を明らかにしてゆく。
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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）

応仁の乱一近世 応仁の乱は、単に政治史的な意味でだけ、戦国時代 同上 同上

への第一歩 が幕を開ける契機であったのではない。中世的秩序

の行き詰まりの結果として起こった、より広汎な社
12 会変動の一つの表出として、ζの戦乱をとらえ直し

てみる。

文化から見た戦 戦国時代の文化の水平的な広がり（地方への普及） 同上 同上

国社会 と垂直的な広がり（都市における町衆への普及）と

いう二つの特徴を通じて、この時代の社会の動向を
13 考えてみたい。

戦国大名の領国 中世的秩序の解体とともに成立し、近世的権力へと 同上 同上

支配 つながる戦国大名が、領国の支配においてどのよう

な課題に直面し、どのような方策を打ち出したのか、
14 具体例に即して見ていく。

中世社会と現代 中世社会と現代社会の関わりを通じて、歴史を学ぶ 五味　文彦 五味　文彦
意味を考えるとともに、中世社会の位置づけ塗改め （放送大学 （放送大学

て考えてみたい。 教授） 教授）

15
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事務局

記載欄
照
度

三
年

平成19年度 目
分

科
区

専門科目 目
ド

科
斯 1554000

修
三

三
制

無 減
数 2

三三（メディア）＝　日本の近世（‘07）・＝（R）

〔主任講師（現職名） 杉森　哲也（放送大学助教授）〕

講義概要

　日本の近世（16～19世紀）とはどのような時代なのか、その特質について講義することを基本的な課題

とする。5つの分野（政権論および国家論、朝廷論および朝幕関係論、村落論、商業・流通論、都市論）

を取り上げ、各分野毎に、①研究状況の概観、②高校教科書の記述に代表される一般的な理解と現在の研
究状況の違い、③各分野の最先端の研究成果、などについて講義する。

授業の目標

　日本の歴史の中で、近世（16～19世紀）という時代がいかなる特質をもつ時代なのかについて理解する

ことを基本的な目標とする6教科書的な通史による講義ではなく、近世史研究の中の5つの分野を取り上
げるという方法で、講義を構成する。近世史研究がどのように進展してきたのか、そして現在の最新の研

究がどのホうなものであるのかについて、分かり易くかつ高水準の内容となる講義を行いたい。

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）

近世という時代 近世（16～19世紀）という時代は、日本の歴史の 杉森哲也 杉森哲也
中でどのような位置にあるのだろうか。日本国内の （放送大学 （放送大学

みならず、隣接する東アジアさらにヨーロッパとの 助教授：） 助教授）♂
1

関係も視野に入れながら、この時代の特質について

考える。また、本講義の序論としても位置づける。

信長・秀吉の国 長く続いた戦国の世に終止符を打った織田信長・ 堀　　　新 堀　　　新
家構想 豊臣秀吉の諸政策を、彼らの国家構想に重点を置い （共立女子 （共立女子

て考える。特に、（1）天皇・朝廷との関係、（2）朝鮮 大学助教 大学助教
2 侵略を取り上げる。 授：） 授）

幕藩制国家の成 関ヶ原の戦いから「鎖国」の成立までの幕府の諸 堀　　　新 堀　　　新
立 政策を中心に説明する。特に、（1）幕政・藩政の成立、 （共立女子 （共立女子

（2）「鎖国」の成立を取り上げる。 大学助教 大学助教
3

／ 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）

近世武家官位 誰でも知っているけれども詳しいことはあまり知 堀　　　新 堀　　　新
られていない武家官位。その詳細を説明するととも （共立女子 （共立女子

に、武家官位から見た幕府・藩・朝廷・民衆の関係 大学助教 大学助教
4 について説明する。 授） 授）

統一政権の成立 京都の朝廷は、天皇・公家衆等により構成され、 山口和夫 山口和夫
と朝廷の近世化 日本の古代・中世為近世を通じて存在し、王政復古 （東京大学 （東京大学

と明治維新を経て近代に解体された集団である。本 助教授） 助教授）

章では、豊臣政権から江戸幕府の成立に至る近世前
5

期（16世紀末～17世紀）の政治過程を、朝廷との関

係に即して検証し、①朝幕藩体制の基本的枠組、②

天皇・朝廷の政治的宗教的機能、③天皇・公家集団

の近世化の特質について考察する。

朝廷と公家社会 近世の権力の成立に寄与し、編成を受容して存続 山口和夫 山口和夫
した天皇・公家身分集団について、①構成員（人、 （東京大学 （東京大学

家）、②組織（機構、職制、結合）、③洛中の公家 助教授：） 助教授）

町や洛外の知行地（空間、場）、④活動（朝儀i、神
6 事、仏事、人事、配分、組織編制、規範）等の諸要 一

素の実態を復元し、近世中期（17世紀半ば～18世紀）

以降の通時的な変容を再構成する試みを事例紹介す
る。

近世朝幕関係の ①諸事件から朝幕間の対立・確執や天皇・院（上 山口和夫 山口和夫
論じ方 皇・法皇）の反幕府感情や行動を重視する古典的で （東京大学 （東京大学

今日なお踏襲される見解、霊元天皇（院）と摂家近 助教授） 助教授）

衛基煕（左大臣、関白）との二つの路線の相克を主

張する学説、朝恩関係の変化・逆転の画期を検出・
7 提唱しようとする動向等の研究史を整理し、②朝廷

を主導した天皇・院・摂家たちが朝廷・幕府観を示

した諸史料を検討し、③幕府・将軍への；期待・依存

の共通性と、近世朝廷の幕府との不可分な関係と構

造・体制の強固さを再確認する。

兵と農の分離 兵農分離をどのように捉えるか。近年の研究成果 吉田ゆり子 吉田ゆり子
をふまえて、その政策的な側面をおさえるとともに、 （東京外国 （東京外国

在地社会においてどのように兵と農が分離していっ 語大学教 語大学教
8 たか、その歴史的事実を明らかにしていく。そして、 授） 授）

近世の村に居住し続けた「武士」、武士を志向し続
けた「百姓」の意識について考察する。

村の形成 近世の村はどのようにして形成されていくのか。 吉田ゆり子 吉田ゆり子
中世一近世移行期の村落史研究の動向を紹介しなが （東京外国 （東京外国

ら、村切り、村の自律性について説明する。その上 語大学教 尊大品品
9 で、戦国時代の村から近世の村が形成されていく過 授） 授）

程を、村人の精神的支柱であった神社と村との関係

に注目しながら、具体的に畿内近国の事例を中心に

述べていく。
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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）

村と身分的周縁 近世の村は、百姓身分の人々から構成されている 吉田ゆり子 吉田ゆり子
と考えてよいのか。近年注目されている身分的周縁 （東京外国 （東京外国

に関する研究動向を紹介しながら、こうした身分的 語大学教 語大学教
10 周縁に注目することで明らかになる地域社会像を、 授） 授）

具体的に信濃国下伊那郡を取り上げて述べていく。

新興流通勢力の 18世紀中期、全国的な流通再編の動きのなかから 斎藤善之 斎藤善之
登場 登場してくる新しい海運流通勢力があった。江戸と （東北学院 （東北学院

上方を結んだ「尾州廻船（びしゅうかいせん）」、 大学教授） 大学教授）

北海道と上方を結んだ「北前船（きたまえぶね）」、

11 そして北海道・東北と江戸を結んだ「奥筋廻船（お

！

くすじかいせん）」、がそれである。ここではそれぞ

れの船・船主の実像とそれらを生んだ地域の特徴を

紹介しっっ、こうした新興勢力を必要とするに至っ

た近世後期の経済的背景を考える。
＼

新興海運勢力と 尾州廻船・北前船・奥筋廻船は、いかなる積荷を、 斎藤善之 斎藤善之
全国流通市場 どこからどこへ運んでいたのか。それらの相互の関 （東北学院 （東北学院

係はどうなっていたのか。こうした疑問に答えるこ 大学教授） 大学教授）

12、
とで、新たな港町のネットワークの展開を検証し、

ﾟ代に国際貿易＝港として発展する函館・神戸・横浜

がここから生まれてくる必然性を明らかにするとと
もに、新興海運勢力が作り出した商品流通市場の全

～

国的な構造を考える。

新興海運勢力を 新興海運勢力の展開は、近世後期の様i々な技術の 斎藤善之 斎藤善之
めぐる技術ど文 成熟によって支えられていた。例えば大型船（賢答 （東北学院 （東北学院

化 船）の建造技術、それを運航するための航海術や通 大学教授） 大学教授）

信手段などは、いずれも伝統的な技術ではあるが、

絶え間ない改良によって長足の進歩を遂げた結果、

13
新興海運勢力を成立させる重要な基礎になった。い

ﾁぽう新興海運勢力によって安く大量にもたらされ
た新たな商品は、庶民生活に革新をもたらし、和風

を代表する近世後期の成熟した生活文化を生み出し

ていった。ここではそのような新興海運勢力を支え

た技術と、それが近世社会にもたらした影響を生活
文化の成熟といった側面から考える。

東アジアの「首 近世の日本の周囲には、清（中国）、朝鮮、琉球 杉森哲也 杉森哲也
都」 という三ヵ国が存在した。日本とこれら三ヵ国の都 ．（放送大学 （放送大学

市、具体的には「首都」の比較を通して、東アジア 助教授） 助教授）
14 という視点から日本の近世都市について検討する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）

近世から近代へ 19世紀は、日本の歴史が近世から近代へと大きく 杉森哲也 杉森哲也
　　　　　　　　　　　　　　　、]換する時期である。近世の都市がどのようにして （放送大学 （放送大学

15
近代を迎えたのかについて、前章で取り上げる東ア

Wアという視点も取り入れながら、その過程につい

助教授） 助教授）

て具体的に検討する。また、本講義のまとめとして
も位置づける。
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’＝@近代日本と国際社会（‘04）＝（R）

〔主任講師：小風秀雅（お茶（b水女子大学教授）〕

全体のねらい

　幕末の開国・開港によって開始される日本の近代化は、西洋化に止まらない国際化・世界化（グローバリゼーション）

の過程であった。欧米・アジアとの国際関係の変化を通して日本の近代化を考えていく

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）

1 欧米外圧の再考

　近年欧米列強のアジア政策の実態の研究が進展するなか
ﾅ、その歴史的現実とアジアの側のイメージとのギャップが

ｾらかとなってきた。西洋とアジア双方の視点から、ウエス
^ン・インパクトの実態を考える。

小風秀雅
iお茶の水女

q大学教授）

小風秀雅
iお茶の水女

q大学教授）

2 ’天皇の外交儀礼

　欧米との外交関係の締結は、維新後、君主としての天皇の

O交儀礼を必要とした。欧米の外交官との謁見は、見える君

蛯ﾆしての新たな天皇像の形成でもあった。外交儀礼を通じ
ﾄ、日本の国際意識の形成過程を考える。

ジョン　ブー

潟刀iロンド

淘蜉w助教
�j

ジョン　ブー

潟刀iロンド

淘蜉w助教
�F）

3
交通革命と東アジ

A

』国際社会との関係といっても、時期によってその実態は大

ｫく異なる。欧米と日本との関係が急速に接近したのは18

U0年代以降、とくに1870年代に入ってからである。国
ﾛ化の前提となる技術革新とそれにともなう社会的変化を明
轤ｩにする。

小風秀雅
　　　　　＼
ｬ風秀雅

4
対日外交の担い手

ｽち

　ハリス、オールコック、ロッシみパークス、など、幕末・

ﾛ新期の欧米外交官は個性的な人物が多かった。彼らが対日

O交に果たした役割をその個性とともに考える。／
吉良芳恵，
i日本女子大

w教授）

吉良芳恵
i日本女子大

w教授）

5 自由貿易と国益

　近代に成立した外交関係は何よりもまず経済・貿易関係を

蛯ﾆしたものであった。横浜、長崎、函館などの開港場で展
Jされた自由貿易が、日本経済に及ぼした影響について考え

驕B

井川　克彦

i日本女子大

w教授）

井川　克彦

i日本女子大
w教授）

6
アジアの国際秩序

ﾆ日本

　アジアの伝統的国際秩序である中国を頂点とした四夷秩序

ﾍ、明治初期の日本外交にとって大きな壁となった。東アジ

Aの国際関係の焦点となった朝鮮と琉球をめぐる日中関係に
ﾂいて考える。

小風秀雅 小風秀雅

7 蚕糸業と世界市場

　日本の輸出貿易を支えたのは生糸貿易であった。生糸は世

E的に東アジアの特産物であり、その点で日本が優位を占め

Dた輸出品であったが、それを拡大したのは生糸産地の貿易商

ｽちであった。彼らの活動を通して日本と世界の関係を探る。 井川　克彦 井川　克彦
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回 テ　一一マ 内　　　　　　　　容
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
海外情報戦略の展

J

　海外情報に敏感であった日本は、在外公館や商社のどの情

�繒W活動により積極的に情報を収集していた。海外の経済

?ｮを通じて世界と向き合おうとしていた日本社会について
lえる。

本宮　一男

D（横浜市立大

w教授）

本宮　一一男

i横浜市立大

w教授）

9
憲法発布と国際関

W

　日本の近代化は、政治（憲法体制の確立）、経済（産業革
ｽ）、社会（国民四一ナショナル・アイデンティティーの確立）

ﾌ3つの柱によって達成される。第一と第三の柱における国
ｯ化の実態を、国民の形成の視点から考察する。 小風　秀雅 小風秀雅

10

日本文化の国際化一ジャパノロジー

ﾌ誕生一

　幕末以来、ジャポニズムを筆頭とする日本への関心の高ま

閧ﾌなかで、日本研究が開始された。欧米が日本に寄せた関
Sのあり方を通じて、日本と西洋との係り方について考える。

吉良　芳恵 吉良　芳恵

11
日清戦争と20世紀

ﾌ国際関係

　旧清・日露の戦争がアジアおよび世界に与えた影響を考え

驕Bとくにアジア世界の近代化に対して日清戦争が及ぼした

e響は大きい。流動化するアジア情勢のなかで、日本がどの
謔､な位置を占めていたのかを考える。 小風秀雅 小風　秀雅

12
大日本帝国の完成
ﾆ第一次大戦

　大国ロシアとの戦争に勝った日本は、極東アジアの盟主と

ﾈり、幕末以来追い求めてきた帝国国家として完成した。さ

轤ﾉ幸亥革命、第一次大戦は日本に一層の自由行動を許容し

ｽ。しかし、この時こそ国際社会から日本の真価が問われる

ｱととなった。

季武嘉也
i創価大学教

�j

季武嘉也
i創価大学教

�j

13
ワシントン体制と

喆ﾄ対立の予感

　日露戦後、いよいよビッグパワー・アメリカがアジアに進

oすべく中国市場に参入してきた。その最大ライバルが日本
ﾅある。加州移民、対中21か条要求、シベリア出兵と対立

�Jり返す日米間の将来像を巡って様々な意見が噴出する
?Aワシントン体制が成立していく。’

同　　上 同　　上

14
通商問題と経済外

　戦闘期の日本は、中東やアフリカなどの新たな海外市場を

J拓する。一方、通商自由化を求めて国際的な経済外交を展

Jしていた。その後の経済摩擦の発生を見通しつつ、日本が
�ｦていた通商問題について考える。 本宮　一男 本宮　一男

15
両大戦間期の日中

ﾖ係

　　　　㌔
@近代の日中間の国際関係を集約した都市が、大連と上海で

?驕B大連は日本の満州経営の拠点、上海は欧米の中国進出

ﾌ拠点であるとともに日本の経済進出の根拠地であった。こ

ﾌ両都市との関係のあり方が口中関係に果たした役割につい

ﾄ考える。

小風秀雅 小風秀雅
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・＝@韓：国朝鮮：の歴史と社会（‘04）＝（TV）

ノ〔主任講師 吉田　光男（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

　古代から近現代までの朝鮮半島の歴史を、政治・経済・社会・文イピがもっている特色に焦点をあてて

概観する。日本や中国など周辺諸地域との政治関係や文化交流に注目し、朝鮮半島の歴史が、他地域と

は異なる特色をもっていることを明らかにするとどもに、東アジア国際社会の中で他地域の歴史と相互

に連関しあいながら展開されてきたことを考察する。

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）

，朝鮮半島と日本とは古代から密接な関係をもっていた。日本

において韓国朝鮮の歴史と社会を学ぶことの意味を現代的な

韓国朝鮮の歴史と
視点でとらえ、本講座を学習するにあたっての入門とする6 吉田　光男 吉田　光男

1
社会を学ぶこと （東京大学大 （東京大学大

学院教授） 学院教授）

、

古朝鮮から新羅滅亡までの千年以上にわたる古代国家の形成

と、その展開過程を論じる。日本列島や中国大陸の動向に留

2
　　　、ﾃ代国家の形成と

W開

回しながら、朝鮮半島に展開した古代国家の特質に力点を置

｢て分析していく。
李　　成市
i早稲田大学

李　　成市
i早稲田大学

教授） 教授）

朝鮮半島における古代国家の形成過程で誕生した高句麗、百

済、加冠、新羅などの諸国の社会と文化について、中国大陸

古代朝鮮の社会と
や日本列島との相互関係に留意しながら検討するb

3
文化 同　　上 同　　上

10世紀に建国された高麗500年間の歴史を、政治過程・社会

動向・文化的特色を中心として論じる。契丹など周辺勢力か

4
高麗の政治・社会・

ｶ化

ら圧迫を受け、13世紀にはモンゴル（元）の支配を受けるこ

ﾆになるが、一方ではこの時代、高度な仏教文化が発達した。
ｱのような高麗の歴史社会的独自性を見てみる。

六反田　豊
i東京大学大

w院助教授）

六反田　豊’
i東京大学大

w院助教授）

14世紀末の李成桂による王朝の創設から15世紀までの朝鮮
時代前期の歴史を、政治過程を中心として論じる。独特の文』

5
朝鮮王朝の建設・発

W

字ハングルを創制し、日本・中国など周辺地域とも安定した

ﾖ係を築いた点などに焦点を当て、この時代の様相を概観す
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　師一名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

16世紀末から19世紀半ばまでの朝鮮時代後期の歴史的特
色を、政治過程を中心としてみていく。日本軍と女真（後金、

6
朝鮮時代後期の政

｡

清）軍の侵入によって危機に立たされた時期から、改革政策

�ﾀ施する時期までを展望する。日本や清との外交関係にも 　　　　　げg田　光男 吉田　光男
留意して、東アジア国際秩序の中における韓国朝鮮の位置に

ついて考えている。

朝鮮：時代後期には、韓国朝鮮は総体的に安定した時代をむ

かえる。朝鮮王朝時代後期の社会関係や文化がもっていた特

7
朝鮮時代後期の社

?ﾆ文化

色について論じる。経済変化が社会に与えた影響に着目しな

ｪら、人々が生活の中から作り出してきた社会文化を論じて
｢く。

同　　上

@　一

同　　上

1876年、朝鮮は日本との間で日朝修好条規を締結して「開

国」した。この時代、開化政策によって朝鮮が変貌していく

様相を、東アジア世界の近代的再編成という文脈の中で探っ 三脚　達彦 月脚　達彦
8 開国と開化の時代 ていく。時期としては、朝鮮半島をめぐる日本・清の対立が （東京外国語 （東京外国語

日清戦争として火を噴くころまでを見ていく。 大学助教授） 大学助教授）

β清戦争から日露戦争までの時期を、近代国家の形成過程

を中心として見ていく。上からの改革は挫折を余儀なくされ、

地方では民衆反乱が頻発した不安定な時代となる。この時代

9 近代化と民族運動 を、近代化政策と民衆の動きを通して描いてみる。 同　　上 同　　上

1905年、第2次日韓旧約によって保護i自とされた朝鮮二は、

1910年、ついに日本の完全な植民地とされ、「武断統治」と

10
植民地化と抵抗運

ｮ

よばれる日本の植民地支配下におかれるようになる。日露戦

?ｩら1919年の三・一運動までの時期について、日本の侵 同　　上 同　　上
略・支配と、それに対する朝鮮側の反応に焦点を当てて見て
いく。

1910年以降、「武断政治」として開始された日本の植民地

支配は、三も一運動を経て、より巧妙な「文化政治」に転換

する。異民族支配下で「近代」をむかえた朝鮮社会の動きに 並木　真人 並木　真人
11 植民地期の社会 ついて、民族運動の展開と「近代性」の形成に留意しながら （フェリス女 （フェリス女

考えていく。 子大学教授） 子大学教授）

満州事変後大きく動揺する朝鮮に対して、朝鮮総督府は「皇

民化」政策を実施したが、結局敗戦により植民地支配は崩壊

した。しかし、「解放」はもうひとつの戦争を招来した。戦

12 戦時体制下の朝鮮 争遂行のために変容した社会の実相を、民衆の対応を含めて 同　　上 同　　上
明らかにする。

、
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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）

朝鮮戦争の終結により南北の分断が強化された朝鮮半島に

おいて、人々は新たな苦難に直面することになる。以後、南

三二っの地域は独自の国家を建設し、社会の分裂は深まって

13 分断から現代へ いく。このような現代史0歩みを国際情勢の変化と合わせて 並木真人 並木真人
論じていく。

韓国朝鮮：は中華文明の周辺にありながら独自の文化を形成 ㌔

してきた。韓国朝鮮の多様な民俗文化について、大伝統と土

着伝統とを対比しながら、年中行事・通過儀礼・宗教などの 秀村　研二 秀村　研二
14 韓国の民俗世界 現代社会におけるあり方を論じていく。 （明星大学湯 （明星大回教

授） 授）

現代韓国人たちは、儒教という伝緕によって意味づけられ凡

た父系血縁関係を基盤の一つとして社会関係を結んでいる。

一方で、彼らはそれ以外の様々な横の関係を結ぶことで社会
＼

15
現代韓国人の社会

ﾖ係
活動の幅を広げている。このような現代韓国の社会関係につ

｢て、家族・親族とのインフォーマルな関係を中心にして論
同　　上 同　、上

じる。
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科目名（メディア）＝　中国社会の歴史的展開（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）：岸本美緒（東京大学教授）〕

講義概要

　中国史の概説であるが、中国社会の特質、及び東アジア的視点に留意する点を本講義の特色としたい。

「中国」の意味を考える第一回を除き、時期を追って論じてゆくが、長期にわたり存続していく中国の社

会や文化の特質一例えば「家」や「儒教」　「士大夫」　「民衆反乱」など一は時期を追った記述のみで
はつかみにくいと思うので、そうした点はコラムのなかで適宜論じる。また、毎回の講義において関連す

る史料を挙げ、具体的なイメV・…一・ジをつかむことをめざす。

授業の目標

①中国史の流れを、政治のみならず社会の変遷に重点を置いて大局的に理解する。

②．中国社会の動きを、東アジアや世界日本など、広い視点から把握する。

③現代中国の社会状況を長期の歴史的視野のもとでとらえる。

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）

「中国」・とは何 ・現在の中華人民共和国の地理的概況と民族＝構成 岸本美緒 岸本美緒
か ・　「中国」観念の形成 （東京大学 （東京大学

・華華思想の世界像 教授） 教授）
1

・近代ナショナリズムと「中国」観念
（焦点）中国文化とは？

一 （史料）．梁啓明の「中国」論

中国初期王朝の ・中国文明の多元性 同上 同上

形成 ・地域統合と初期国家の成立

・初期王朝の形成
2 ・周王朝と封建制 ｝一

（焦点）　「革命」とは何か

（史料）『三三』にみる朗朗革命

春秋戦国から秦 ・春秋・戦国の動乱 同上 同上

の統一へ ・小農経済と都市・商業の発達
・　「諸子百家」と秩序問題

3 ・秦の統一と皇帝政治の始まり　　　　　　　一
（焦点）　「封建」と「郡県」

（史料）『史記』秦始皇本紀

漢帝国と周辺地 ・前漢初期の政治 同上 同上

域 ・漢代の旬奴問題
・凹田の拡張政策と財政問題

4 ・後漢の国家と社会
（焦点）封建と郡県

（史料）『史記』旬奴列伝
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

分裂と融合の時 ・中国の分裂と北方民族の進出 同上 同上

代 ・北朝における胡二漢の融合

・六朝政権と江南の開発
5 ・魏晋南北朝期の東アジア

（焦点）東アジア世界論

（史料）陶潜「桃花源記」．．

階唐帝国の形成 ・南北の再統一 同上 同上

・国家制度の整備

・唐と周辺諸地域
6 ・国都長安と外来文化

（焦点）新しい生活文化の定着

（史料）李白の詩にみる劇評社会

宋と北方諸民族 ・北方諸民族の動向 同上 同上

・唐宋変革とは何か

・対外危機と宋代社会
7 ・モンゴルの登場

（焦点）士大夫の倫理と生活

（史料）『東京夢華録』に見る開封の繁栄

元から明へ ・元朝の中国統治 同上 同上

・明の建国
・明王朝と周辺地域

8 ・　「士爵南画」の時代

（焦点）銀と中国経済

（史料）面輪曽『簿海図編』

清朝の平和 ・東アジアの新興勢力 同上 同上

・清朝の中国占領

・清朝と周辺地域
9 ・　清代の社会と経済

（焦点）宗教と民衆反乱

（史料）雍正面『大義覚迷録』

清末の動乱と社 ・当代中期までの中国と欧米勢力 同上 同上

会の変容 ・アヘン戦争
・太平天国と列強

10 ・洋務運動
（焦点）上海の発展

（史料）魏源『海国三巴』

中国ナショナリ ・中国分割の危機と戊戌変法 同上 同上

ズムの形成 ・義和団事件
・改革と革命

11 ・辛亥革命
（焦点）清末の風俗改革

（史料）康有為「京師保国会での演説」
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

r

（所属・職名） （所属・職名）

五四運動と中国 ・辛亥革命後の状況 同上 同上

社会 ・第一次世界大戦と中国

・五四運動と革命の広がり
12 ・北伐と中国統一

（焦点）新文化運動と「家」批判

（史料）李大釧r庶民の勝利」

抗日戦争と中国 ・国民政府の近代化政策 同上 同上

革命 ・共産党と農村社会

・抗日民族統一戦線
13 ・抗日戦争と社会変容

（焦点）中国農村と地主制度

（史料）毛沢東の農村調査

社会主義建設の ・中華人民共和国の成立 同上 同上

時代 ・農業集団化
・大躍進政策と人民公社

14 ・文化大革命
（焦点）社会主義と中国伝統思想

（吏料）文革期の少女の日記

現代中国の直面 ・改革開放政策への転換 同上 同上

する諸問題 ・民主化の課題
・国家統合

15 ・社会主義市場経済のゆくえ
（焦点）都市と農村

（史料）郵小平「南巡講話」
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＝　前近代の東南アジア（‘06）：＝（R）

〔主任講師（現職名）：桜井由三三（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい

かつて東南アジアは石油やゴムなどの第一次産品の輸出地域として知ちれ、近年ではその政治的な不安

定にもかかわらず、急速な経済発展をした地域、また日本から一番近い熱帯観光地と、あるいは“エス

ニック”料理の故郷として知られる。そこには、一貫して東南アジアに住んでいる人々の姿がない。あ

ったとしても、それは“癒し”とか“醇朴”とか、実態とはかけはなれた思いこみのイメージでしか語

られない。本講義は、東南アジアの近代以前の歴史を解説することを通じて、東南アジアの人々が経て
きた二千年の経験と、その結果としての現代を考える。それは東南アジアをモノとしてはなく、人の世

界として、認識する。あたりまえであって、忘れられていた方法である。　　　　　，

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）

東南アジアとは 文明と文化の相違について考える。文化とは、生態 桜井由三三 桜井口腔雄
環境に対応して生まれた人々の生活システムであ （東京大学 （東京大学

る。東南アジアの人々は、高温多湿で植物が卓越す 大学院教 大学院教
る生態環境のもとに、文化的統一性をもっている。 授：） 授）

東南アジアの生態環境は熱帯の海の世界一海域東南
1 ’アジアと、サヴァナや照葉樹林帯からなる陸の世界

一陸域東南アジアからなる。東南アジアの陸は長く

入り組んだ海岸線、深く山中にまで食い込んだ河川

によって、どこでも海と関係づけられる。その海は
島々や半島によって、複数の海区に分けちれ、一それ

それに特色ある文化と歴史を形作っている。

文化と文明 東南アジアの「熱帯の海」の中に、アルプスヒマラ 同上 同上

ヤ造山運動が陸地を盛り上げる。陸の東南アジアで
ある。その延長は東南アジア島喚部をつくりあげる。

2
陸地の北には雲南山地が広がる。山地の盆地、盆地

を下って平原、デルタ、そして島三部へと、陸はさ

まざまな景観を示し、その景観に対応する農業、社

会を作っていく。陸の東南アジアの文化はドンソン

文化が代表する。

導

海の熱帯 海は東南アジアの外の世界とつながる。世界史の中 同上 同上

に東南アジアを位置づける。2世紀ごろ、東西の海

の交渉が始まる。東西両世界での都市文明の発展と

ともに、海の東南アジアが第一には東西交渉の中継

地として、第二には熱帯産物の供給地として世界史
3

の中に登場してくる。世界と東南アジアを結ぶ政体

が最初のr港市国家」としての都市文明を作り上げ
る。それが、現在の南ベトナムにあって南シナ海と
タイ湾を結んだ扶南1また南シナ海の中央にあって、

沈香を供給した林邑が出現する。
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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〉

陸の東南アジア 海の東南アジアの発展は、自給的な農業社会だった 桜井由躬雄 桜井三三雄
陸の東南アジアを海に近づけ、海を核とするネット （東京大学 （東京大学

ワークを作り上げた。それぞれの陸のネットワーク 大学院教 大学院教
4 は、固有の言語集団、固有の文化をもった集団によ 授：） 授）

って担われた。陸の東南アジアの民族的な分割が始
まった。

原史時代の東南 世界史は11世紀から海の時代に突入する。本来、 同上 同上

アジア 海を核として形成された東南アジアの陸海域は、い

っせいに活性化する。海の国際化を保障するシステ

ムが生まれてくる。陸では集配システムが帝国的に

編成される。しかし、海域の国家群は中国など外め

5 文明世界との関係を強化し、憎方、陸域の国家群は

在地の文化性を強める6両者の対立が激しぐなる。

海と陸が分裂する。独立した海の国家群は、人口と

領域をもった陸域の国家に統合されようとする。ア

ンコール、ハノイ、パガン、マジャパヒトのような

陸墨国家群が、東南アジアの分割を開始する。

初期国家の成立 15世紀はじめ、津和の遠征を境に、東南アジアの 向上 同上

海の交易は沸騰する。中国の対南海政策の基本は海
域の国家群との関係を強化し、海の力が陸を圧倒す

る。マラッカ、パガン、アヨドヤ、チャンパなど海
6 の国家群が陸の国家群を圧倒する。海ゐ沸騰の中に、

新たに西方のポルトガル勢力が参入し、海の中心、

マラジカ王国のネットワークを崩壊させる。この結
果、中心性は拡散し、海の交易活動が多角化する。、

古代的歴史園の 16世紀後半、ポルトガルは、東シナ海に進出する。 同上 同上

成立 折から日本の金銀生産が急成長する。メキシコ銀が

アジアにもたらされる。対自アジア交易はアユタヤ、

プノンペン、クアンナムを中心に、また対西アジア、

欧州交易は島下部を中心に発展する。17世紀、商
7

業に沸騰する海の世界に、オランダ東インド会社が

参入する。オランダはその軍事力と商業力で東南ア

ジアの海を独占しようとする。しかし、17世紀の
後半、欧州市場での南海産物の大暴落にともない、

交易の時代は終焉する。

海の時代 17世紀の末から、欧州でコーヒー、サトウキビな 同上 同上

どの新しい商品市場が生まれる。オランダ東インド
’

会社は、交易中心の機構から、陸の生産地の支配に

転ずる。生産物の収集と強制的な生産調整を兼ねた

供出制度が展開され、強制栽培制度に発展していく。

8 東インド会社は18世紀を通じて、ジャワ・マドゥ
うの支配地を拡大する。スペイン領フィリピンでも、

ガレオン交易から、、タバコなど諸島内生産物の輸出

に移行していく。海の市場経済が直接、陸の人々の

生活を規定していく。陸でも海でも東南アジアの諸

地域が、その特性を主張して歴史に参加してくる。
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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）

大建築の時代 東インド会社が対欧州ト覆を痒ン交易を担ったのに対 桜井由躬雄 桜井由躬雄

し、スラウェシのブギス人たちが域内交易を担って （東京大学 （東京大学

オランダと対抗した。ブギス人はマラッカ海峡やマ 大学院教 大学院教
レー半島の諸港市国家の建設に関与した。また東南 授） 授）

9 アジア産品の最大の市場である中国との交易は華人

商人に担われた。さらに華人移民は商品生産を開始

した。華人たちは各地に華人港市国家を建設した。

華人の経済力が優越する東南アジア経済ゐ原型が生

まれる。

大交易の時代前 18世紀後半、海の復興が始まる。イギリス東イン 同上 同上
期 ド会社の船がインド、中国、欧州を結んで走り回る。

東南アジアには雲斗あ萎託を受著た私平入が活躍す

る。ブギス、華人、カントリートレーダー達の多角

的な活動は、東南アジアの各地方を活性化させ、そ

10 の中から新しい統合運動が生まれた。東インド会社

の統合運動はその一つと考えられる。同時期にアユ

タヤ、ペグー、クアンナムなどの港市国血豆の幽幽

への拡大運動が始まる。この流れの中にイギリス東

インド会社は、東南アジア進出の拠点としてシンガ
ポールを建設する。

大交易の時代後 しかし、諸港市国家の拡大運動は生産地を支配する 同上 同上
期 陸の国家群に阻止される。この結果、農民を基盤と

し：、卓越した軍事力と官僚群を保持し、環境圏をこ

えた広い領域を中央集権的に支配する「大国」が、

11 諸港市を支配すう。ベトナムのタイソン院朝、院朝

とビルマのコンパウン朝で始まったこの拡大運動の

結果が、現在の二二東南アジアの各領域を決定して
いる。

ポスト大交易時 アユタヤ朝シャムは熱帯産物の対中交易に基礎をお 同上 同上
代の海 きながら、チャオプラや水系、メコン水系、マレー

半島に領域、支配圏を拡大していく。アユタヤはコ

ンバウン朝ビルマによって一度、崩壊するが、トン
㌔ ブリ朝が再興し、これを継いだラタナコーシン朝が、

12
港市バンコクを中心として、それぞれの陸田を結ぶ

支配圏をつくりだした。この支配圏が現在のタイ領

域の基盤になっている。19世紀後半以降、米価が
高騰し、米が重要な国際商品になるとともに、チャ
オプラヤデルタあ米生産が拡大し、シャムの王権じ

はデルタの生産と海の交易が複合する。
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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）

大国の形成 18世紀末、オランダ東インド会社は解体し、オラ 桜井由躬雄 桜井三三雄
ンダ領東インドが生まれた。19世紀に入ると、オ （東京大学 （東京大学

ランダはジャワ戦争によって、ほぼジャワ全域を支 大学院教 大学院教
配下におさめ、パドリ戦争によってスマトラ山地に 授） 授）

介入する。1830年代からジャワを中心に強制栽
13

培制度が施行され、全土が商品経済に組み込まれた。

19世紀を通じて、カリマンタン、バリ、アチェな
どがオラシダの支配下に入り、オランダ三三インド

が完成した。オランダ領東インドの領域が現在のイ

ンドネシアの領域である。

海の植民地 中国インドルートの確保と、東南アジアの進出をは 同上 同上
「 かるイギリスはベンガル湾の内海化をはかり、三次

にわたる英緬戦争によってコンパウン朝ビルマを滅

ぼし、インド帝国の1州に組み込む。このときの英
14

領ビルマ州の領域がほぼ現在のミャンマーにあた
る。折からの米価高騰はイラワジデルタを巨大な米

生産地に変え、ヤンゴンは海の交易とデルタの生産
を統合する拠点となった。

陸の植民地 一方、フランスは二度の戦争を通じてベトナム南部、 同上 同上

北部を占領し、中部を保護国化した。ラオス、カン

ボジアも保護国化され、仏領インドシナ連邦が成立

15
した。仏領インドシナ内部の諸国家・地域が現在の

宴Iス、カンボジア、ベトナム三国の領域のもとと
なっている。折からの米価高騰は南部のメコンデル

タを米生産地に変え、サイゴン（現ホーチミン）が
デルタと海の交易を結んだ。

ρ
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＝　中央アジアの歴史・社会・文化（‘04）＝（R）

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：間野英二（龍谷大学教授）〕
　　　　　　　　　　　　〔主任講師：、堀川　徹（京都外国語大学教授）〕
全体のねらい

日本ではシルクロードなどの名で知られる中央アジアの歴史について、1中央アジアの歴史、H中央アジアの社会、

皿中央アジアの文化、という3つの大きな枠組みにそって概観し、中央アジア史の総合的な理解を深めたい。また最後

に、IV中央アジア史研究の課題について述べ、今後の研究の進むべき方向を探りたい。

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）

1 中央アジアの歴史 この放送の最初の5回は、中央アジアの歴史の大勢について概観する。

第1回は、この放送で取り上げる「歴史的中央アジア」の概
念、その地理的特徴、民族、時代区分、研究方法などについ‘

て述べ、この放送全体への迷論としたい。 間野　英二 間野、英二
1 中央アジアとは？ （龍谷大学教 （龍谷大学教

授） 授）

9世紀頃までの中央アジアでは、現在と異なりアーリア系の
人々が活躍したので、この時代を「アーリア時代」とも呼ぶ。

2

アーリア時代（前イ

Xラーム時代）の中

寃Aジア

中央アジアの草原地帯における遊牧民の活動の開始、遊牧国
ﾆの誕生、農耕地帯におけるオアシス城郭都市国家の形成、ペルシス中国など周辺諸勢力の進出などについて述べる。

’　同　　上

同　　上

9世紀頃を境に、一 ?寃Aジアは徐々に、主にテユルク人のイ
テユルク・イスラー

?梠繧ﾌ中央アジ
スラーム教徒が住む「テユルク・イスラーム世界」へと変貌

ｵて、そのまま現代を迎える。中央アジアに「テユルク・イ

3
ア

スラーム時代」を出現させたrテユルク化」「イスラーム化」 同　　上 同　　上

テユルク化とイス
と呼ばれる現象について、天山ウイグル王国、カラ・ハーン

ｩの歴史、それに遊牧民の定住民化の問題とも関連づけて説
ラーム化 明する。

13世紀にチンギス・ハーンに率いられたモンゴル遊牧民はモ

中央アジアの隆盛
ンゴル帝国を建国し、ユーラシア大陸の大半を支配した。ま
ｽ14世紀、テユルク化しイスラーム化したモンゴル人の子孫 堀川　　徹 堀川　　徹

4 モンゴル帝国とテ
Bムール帝国

であうティムールは、東方イスラーム世界と北インド、南ロ

Vアを支配した。これら2帝国およびその継承国家について

qべ、このような強力な国家成立の要因≧意義について考え

（京都外国語

蜉w教授）

（京都外国語

蜉w教授）

る。

17－18世紀以降停滞期を迎えた中央アジアは、やがて帝政ロシ

「近代」への胎動 アおよび清朝の支配下に置かれることとなり、そのもとで「近

代」に直面する。大国による中央アジア統治の実態とそれに 帯谷　三三 帯谷　湯治
：5

植民地（経験、革
ｽ、）　（民族）

対する中央アジアの人々の反応、大国の存在を前にして生じ

ｽ民族的覚醒と社会的プロテスト、さらに20世紀のロシア革

　（国立民族学’博物館助教 （国立民族学

歯ｨ館助教
命がこの地域にもたらした影響、そして社会主義体制下にお 授） 授）

ける現在の民族と国家の原型の成立までを概説する。
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執筆i担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名、

（所属6職名） （所属・職名）

この回から、5回にわたって中央アジアの社会について概観する。最初の3回では、中央アジ

H 中央アジアの社会 アを特徴的づける草原の遊牧社会と砂漠のオアシス農耕社会、 そして中央アジアにおける陸上

交通路（シルクロード）の意義について述べる。

中央アジア北部の草原地帯に成立し、モンゴル帝国などの大

帝国を建設して世界史上に大きな足跡を残した遊牧民の社会

についで解説する。遊牧という生活様式、部族制、遊牧国家

6 遊牧社会 の特徴などについて述べ、’また口承文学など遊牧民独自の文 堀川　　徹 堀川　　徹
化についても触れる。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　　　　　、?寃Aジア北部の草原地帯を本拠とし：た遊牧社会とは対照的

に、南部の砂漠地帯には、オアシス（砂漠の中で水の得られ

る沃地）が造営され、そこでは定住民によって、農耕を中心

7 オアシス農耕社会 に交易、産業が営まれた。ここでは、オアシスの種類、オア 同　　上 同　　上
シスの住民、オアシス城郭都市の形態、オアシス国家の性格、

遊牧社会との関係などについて述べる。

一

古来、中央アジアには「草原の道」　「砂漠の道」などと呼ば

れる陸上交通の幹線路（シルクロ」ド）7が存在し、東西文物

の交流に大きな役割を果たした。．これらの道の歴史的変遷と 稲葉　　穣 稲葉　　　穣

8
シルクロードと中 中央アジア社会との関わりについて、特にこの道を用いて旅 （京都大学助 （京都大学助
央アジア を行ったのがどのような人々で、彼らが何を運んだのかとい 教授） 教授）

う点に焦点をあてつつ検討する。

9世紀頃から中央アジアは徐々にイスラーム世界に組み入れ

9

テユルク・イスラー

?ﾐ会の成熟

純Nフ制度、タリー

られた。そこではイスラーム法に基づいた生活が営まれ、そ

ﾌ社会はζ時代と共に、イスラーム的諸制度を成熟させてき

ｽ。本章では、王朝の交代に関わりなく、常に中央アジア・

Cスラーム社会の中で重要な位置を占め続けたワクフ制度
i一種の寄進・喜捨の制度）とタリーカ（イスラーム神秘主

堀川　　徹 堀川　　徹

カ
義教団）を取り上げて説明する。

現代の中央アジア 中央アジアにとって20世紀の社会主義時代とは何だったの

社会 か、その正負の遺産について検討する。そして、ソ連解体と

中央アジア諸国の独立を経て、グローバル化の大きなうねり

10 社会主義時代から にもまれる中央アジアの市場経済化、’，そこに見られるイスラ 一回忌　三三 帯谷　三三

グローバル化時代 一ム復興、新たなナショナリズムの高揚、カスピ海のエネル

へ
中山問題、環境問題など、重要な現代の諸問題について概観

する。また9．11事件後の中央アジア情勢の変化にも言及する。

皿 中央アジアの文化 この回から、4回にわたって多彩な中央アジアの文化について述べる。

アーリア時代の中央アジアは、周辺文化圏の先進的文化を受

アーリア時代中央
け入れ、それらを融合し、さらにこの融合文化を周辺諸地域

アジアの文化 に伝える役割を果たした。仏教などの諸宗教、石窟寺院など

11
の宗教芸術、製紙法などの科学技術などについて述べ、古代 稲葉　　穣 稲葉　　穣

諸文化の伝播と融 の中央アジアが東西文化交流の上で果たした重要な役割につ

合 いて考える。

一一@7　O　7　一一



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）

12
テユルク・イスラー

?ｶ化

10世紀ころイスラームを受容した中央アジアのテユルク民族
ﾍ、テユルク語とイスラームを核とする独自のテユルク・イスラーム文化を創出した。カラ・ハーン朝時代に出現したマ

tム㌣ド・アル・カーシュガリーによる世界最初のテユルク
黶Eアラブ語辞典や大侍従ユースフによる君主のための道徳
w南書を例に、．この文化の成立について述べ、テユルク民族

ﾉとってのこの文化の意義について考える。

間野英二 間野英二

13 ティムール朝文化

中央アジアのイスラーム文化は、i5世紀、テイムール帝国の

Qつの首都であるサマルカンド、ヘラートを中心に、中央ア
Wア史上最高の水準に達した。建築、，庭園、細密画、書道く

ｻ本技術、天文学などを例に、「ティムール朝文化」と呼ば

黷驍ｻの華麗な文化の諸相を探り、この文化の特徴と、この

梠繧ﾉ何故このような高康の文化が誕生したかについて考え
驕B

同　　上 同　　上

14

中央アジアの文学

竡Y

wバーブル・ナー
}』と『デデ・コル

Nトの書』

中央アジアの文学遺産の中から二つの代表的な作品について

燒ｾする。まず16世紀のバーブルが著した回想録『バーブル・

iーマ』を取り上げ、’そこに見られる率直な記述や豊富な内

eなど、この書物の魅力について紹介する。：次に遊牧民の間

ﾉ語り伝えられた口承文学の一つである『デデ・コルクトの
早xぜについて紹介し、そこに長映された遊牧民の世界観や価

l観などについて考える。

@＼

同　　上 同　　上

IV　中央アジア史研究の

ﾛ題

15
中央アジア史研究
ﾌ残された課題

以上、14回にわたって概観した中央アジアの歴史については、

ﾀはなお不明0点も多い。この放送でも紹介したイスラーム
ﾌ諸制度や現代の中央アジアに関する研究など、新しい研究

煖ﾟ年積み重ねられつつあるとはいえ、’中央アジア社会史や

ｶ化史の面における研究の不足は否めない。このような中央
Aジア史研究の残された課題について考える。

堀川　　徹 堀川　　徹
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＝　古代地中海世界の歴史（‘04）＝（TV）

〔主任講師：本村凌二（東京大学大学院教授）〕，
〔主任講師：中村るい（大糞女子大学非常勤講師）〕

全体のねらい

　イデオロギーの対立が終焉し、それとともに文明の衝突が予告されている。事の当否はともかくとして、キリスト教

文明とイスラム文明を生み出した母胎として古代地中海世界があったことは忘れるべきではない。そこには、オリエン

ト、ギリシア、ローマを中心としながらも、多種多様な人々が人類史上最初の試みと創作を行った舞台でもあった。そ

の壮大な文明の歴史をふりかえることによって、現代文明の源流をさかのぼるだけではなく、21世紀の展望を開く機
会にしたい。

回

　　　　　’

e　一一　マ 内　　　　　　　　容

登執筆担当

u　師㌔名
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

1
地中海世界の古層

i前4－3千年紀）

農耕や牧畜が広がり、灌：概農業が営まれるなかで都市が生ま

黶Aそこに文明が誕生したと言われる。メソポタミアとエジ
vトにおいて、宗教と王権はいかなる関わりをもっていたか、

ﾜた、文字の発明は人間の社会にどんな影響をおよぼしたか、
ﾈどについて考えてみたい。　　　　　　　　　　　曳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

本村　凌二
i東京大学大

w院教授）

　　　　　、{村　凌：二
i東京大学大

w院教授）

2
地中海世界の激流
i前2午年紀）

鉄器と戦車の使用は、人類の歴史に多大の影響をおよぼした。

ｻれまでゆったりと流れていた歴史は急速に動きだし、諸民
ｰの興亡がめまぐるしくなった。古バビロニア王国は崩壊し、

Gジプトの諸王朝も大きな動揺をくりかえしている。そうし
ｽなかでも新しい文化が創造されていることに注目したい。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
A

同　　上 同　　上

3

諸民族の波動

i前2千年期末・前
P千年紀初）

前2千年紀末には東地中海世界で民族移動が激しくなり、「海

ﾌ民」の出現で広い地域で混乱がおこった。さらには、フェ

jキア人、アラム人、ヘブライ人などが姿を現し、なかには

ｼ地中海や中央アジアにまで進出する勢力もいた。地中海沿
ﾝ地域における諸民族の混迷の諸相をたどっておきたい。

同　　上 同　　上

4
世界帝国の出現

i前1千年紀前半）

前1千年紀初頭における騎馬遊牧民の脅威と騎乗技術の普及

ﾍ強大な権力を出現させることになる。アッシリア帝国は初

ﾟてオリエント全土を統合し、やがてペルシア帝国は東地中

Cからインダス川流域におよぶ広大な覇権を築いた。これら

｢界帝国の成立をめぐって、その世界史的意義を考えてみた

｢。

同　　上 同　　上

5
オリエント世界の

?p

5回、9回、13回は古代地中海世界が生みだした美術を、
蛯ﾉ人間表現の観点から考察する。まず、ギリシア美術以前
ﾌオリエント世界では、人間の身体はどのように表現された

ﾌだろうか。メソポタミアやエジプトの美術がアルカイック

冾ﾌギリシアにどのように影響したのか。そこに見られる美
ﾓ識の違いを検討する。

中村　るい
i大回女子大

w非常勤講
t）

中村　るい
i大回女子大

w非常勤講
t）
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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
都市国家の成立’

i前1千年紀前半）

前1千年紀初頭の混迷は地中海沿岸地域に定着しつつあった
l々に都市国家という集団を形成させた。とりわけギリシナ

lは、王政、貴族政、借主政を経るなかで、民主：政の基盤を

zいていく。それとともに、オリエント文化の：影響のなかで
ﾆ自の高度なギリシア文化が生まれていく様に注目したい。

@　　　　　　　　　　　　　，〆

本村　凌：二 本村　凌二

7
古典期ギリシア

i前5・4世紀）

ギリ．シア・ポリスでは成年男子の市民団内部において民主政

ｪ築かれている。それは世界史上で最初の民主政であったが、

乱ｫ、外人、奴隷は差別され、挿圧されていた。このような

ｵ盾をかかえながらも、類稀なる文化活動が営まれ、人類文
ｻのひとつの燐範が誕生した。その功罪の現代的意義を考え

ｽい。

同　　上 同　　上

8

地中海世界と

wレニズム
i前4・一丁1世紀）

アレクサンドロスの大帝国はギリシア風文化を普遍性のある

烽ﾌとして普及した。このヘレニズム文化はその後の地中海
｢界の土台となり＼人々の交流や物資の交易を通じて、地中

C沿岸地域がひとつの世界として意識される潜在力をほのめ

ｩすものであった。ヘレニズム文化の可能性と限界を考えて
ﾝよう。

同　　上 同　　上

9

ギリシア世界の美

p

ギリシア古典期の美術、とくにパルテノン時代に、西洋美術

ﾉおける人間表現の理想的な型が確立したとされる。彫刻家

tェイディアスが指揮をとったパルテノン神殿の建築と彫
潤Aほぼ同時期に彫刻家ポリュクレイト箔が完成した理想的
j性立像を中心に考察する。　　　　　　　　＼

中村　るい 中村　るい

10
ローマ共和政

i前5一前1世紀）

前500年ごろ、先住民のエトルリア人の勢力を駆逐してラテ
盗lの一派が共和政の都市国家を樹立した。’ローマ人とよば
黷ｽ国家はイタリア半島に覇権を築き、やがてカルタゴ人の’勢力をも斥け、地中海に並ぶ者なき大帝国を築くことになる。

ﾈぜローマは強大になったのか、その秘密を探ってみたい。
本村　凌二 本村　凌二

11

地中海世界帝国の
`成
i1世紀）

カエサルの覇権はアウグストゥスの治世に揺るぎなき皇帝権

ﾆして確立する。帝国の各地に道路網が整備され》度量衡も

揶黷ｳれて、ローマは地中海を内海とする大帝国となった。

ｻれはひとつの海域世界の成立でもあり、近代世界の到来を

¥知するものであったが、同時に古代的限界をもっていた。
同　　上 同　　上

12

「ローマの平和」と

n中海世界の融和
i2世紀）

かくも広大な地域に長期にわたって強大な帝国が君臨したた

ﾟに、「ローマの平和」とよばれる繁栄期が実現する。オリ

Gント文化、ギリシア文化、ラテン文化は融合し》まさしく

n中海文明の満開をもたらした。文明の融和がいかにして可
¥であったのか、その好例としても興味深いところである。

’　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）

古代地中海世界の美術は、ヘレニズム期からローマ期にかけ

て、ギリシア古典期の文化を継承し、変容しながら、その後

における西洋の視覚文化の基礎となった。ヘレニズム以降の

13
ヘレニズム・ローマ

｢界の美術

美術の展開を理解するために、まず、ペロポネソス戦争期の

?p様式を検討し、前回世紀のリアリズム、官能的な女神像
中村　るい 中村　るい・

の系譜、ポンペイの美術昏と考察を進める。合わせて都内の

ブリヂストン美術館の古代美術の展示室を訪ね、地中海世界

の人間像を考える一助としたい。

「ローマの平和」にも混迷が萌し、　「3世紀の危機」が訪れ
ノ1

る。政治・経済・社会の全般における混迷のなかから、やが

地中海世界の混迷 て新たに強大化した帝権が成立した。このような不安な時代

14 と再編 にオリエントに生まれたキリスト教が地中海世界め全土に普 本村　凌二 本村　凌二
（3－4世紀） 及する。ここでは専制君主政の文明史的意義を考えてみたい。

、

かつて古典古代文明の没落期ととらえられていた古代末期
も、新たな価値と文化を騎動ずる時代として見直されている。 〆

古代末期と地中海 カトリック世界、ギリシア正教世界、イスラム教世界の土台

15 文明の変質 は形成されつつあった。古代地中海世界の文明はいかにして 同　　上 同　　上

（5－7世紀） 三つの文明圏に分裂したのか、文明の衝突の根源に迫ってみ 一

る。

一一
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＝：@ヨーロッパの歴史（‘05）ニ（TV）

〔主任講師：江川温（大阪大学大学院教授）〕

全体のねらい

i7世紀までのヨーロッパ世界（西ヨーロッパ世界および正教世界）の歴史を講義する。総合的な概説

としてヨーロッパ文化の基層への理解を深めることが第一の目標である。ルかしこれと並んで、現在研

究者が関心を寄せる問題を平明に解説レ、西洋史学の持つ魅力を伝えることをもうひとつの目標とす
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）

ヨー、ロッパの風土 まず地理的概念としてのヨーロッパを確認し、そこに見ら 江川　　　温 江川　　　温
と人々 れる多様な風土を描く。ついでヨーロッパについて文化圏と （大阪大学大 （大阪大学大

1 してのまとまりと多様性を、都市景観、宗教、住民の身体的 学院教授） 学院教授）

特徴、言語などから説明する。

ゲルマン民族二三 まずローマ帝国全盛期のヨーロッパ地域の状況を説明し、
動とローマ・カトリ ついで諸民族の大移動と建国、西ヨーロッパ文化圏形成期の

2 ック圏の形成 ヘゲモニーを握ったローマ教皇権の形成と、カトリック・キ 同　　上 同　　上

リスト教の西ヨーロッパ拡大について考える。

ビザンツ帝国の発 7世紀以降，ビザンツ帝国が西方カトリック教会とたもとを 中谷、功治 中谷　功治
展と正教世界の形 分かちつつ，周辺のスラブ三族・諸国家に三教のキリスト教 （関西学院大 （関西学院大

3 成 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ�Lめ，10世紀末にかけてコンスタンティノープルを中心と 学教授） 学教授）

した独自の世界を形成するプロセスをたどる。

㌧

フランク王国・三民 ここでは西ヨーロッパにおける諸王国と王権の原型形成につ 江川　　温 江川　　温
族侵入・西欧諸国の いて考察する。最初に諸王国のモデルとなったフランク王国

4’
誕生 の盛衰について解説し、ついで外民族侵入時代を経て西ヨー

鴻bパ諸国の原型炉形成される過程を説明する。

亭

西欧中世の社会 ここから3回は中世末期までを見通した中世社会の概観で
（1）農民と領主 ある。まず農民と領主を取り上げ、領主権力の発展、農業と

5 村の発展、領主たちの種別と社会生活、中世末期における領 同　　上 同　　上

主制の動揺と再編について説明する。

西欧中世の社会 中世都市について今世紀に起きたパラダイム転換をふま
（2）都市と商工業 え、まず中世前期の都市と商工業について触れ、ついで中世

6 盛期、末期について商工業の展開と都市発展を考察し、さら 同　　上 同　　上

に都市社会の特質に触れる。

西欧中世の社会 まずカトリック教会組織と一般信徒に対する管理体制を概観
（3）カトリック教 し、ついで中世人のキリスト教信仰の実態に迫る。民間信仰

7’ 会と信徒 との関係、民衆の宗教運動と異端、中世末期の信仰のありか 同　　上 同　　上

たなどが議論の焦点となる。

一7　12一



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）

西欧世界の拡大 中世盛期、末期の西ヨーロッパ世界の膨張を、聖地十字軍と 江川　　温 江川　　温
東地中海での覇権、北方十字軍とバルト海沿岸地域への進出、

レコンキスタなどに絡めて説明する。そして14，15世紀の酉
8 ユーラシアの動向の中に西ヨーロッパ世界を位置づける。

西欧諸国の成長と まず中世盛期・末期における王国や領邦の統治システムの成
教皇権の動揺 長を考察する。各国の政治史の細かい説明は省き、原理に関

9 わる問題を考察の中心とする。そしてこのような発展の中で、 同　　上 同　　上

教皇庁め威信が低下していったことを説明する。

西欧中世文化とイ 中世の文化をとりあげる。まず中世前期の学問、12世紀ルネ
タリア・ルネサンス サンスと中世後期の学問、中世前期から末期までの文学と造

10
形芸術を概観する。そして14，15世紀のイタリア・ルネサン 同　　上 同　　上

スについて、中世文化との関係を基軸に考察する。

ビザンツ帝国の衰 11世紀末以降におけるビザンツ帝国の衰退は，周辺の正教諸 中谷　功治 中谷　功治

亡と正教世界の分 国には独自の繁栄の時代を招来させることになったが，15世

11 断 紀以後になるとオスマン帝国の急速な勢力拡大によって東方
の正教世界は分裂の時代を迎えることになる。’

西欧の宗教改革と 16世紀に勃発した宗教改革：は、キリスト教世界の一体性を 阿河雄二郎 阿河雄二郎
〆

宗派体制 崩し、その後の政治・社会の秩序を左右する要素となった。 （関西学院大 （関西学院大

12
＼

ここでは、プロテスタントの諸勢力とそれに対抗したカトリ 学教授） 学教授）

ック改革派の運動の流れを考察する。

殊
西欧の近世国家と 近世には、「世界帝国」が機能しなくなる反面、丁々という

国家系 枠組を超えて、より大きなまとまりをもつ国家群が成立した。

13 「国王と臣民」という支配関係をもとに構築された初期的な 同　　上 同　　上

主権国家の発展過程を辿りたい。

大航海時代と世界 コロンブスによる新大陸の発見以後、ヨーロッパ諸国はア

経済 ジア、アメリカに植民地を広げた。ウォーラーステインが提

14 起する「世界システム」論をふまえ、世界の中核をめざす列 同　　上 同　　上

強のヘゲモニー抗争のさまを概観する。

エリート文化と民 近世社会の展開とともに、知的で洗練された文化を求めるエ

衆文化 リートと伝統的な文化に固執する民衆との間に亀裂が生じ

15 た。その過程を、両者の二項対立的な図式で捉えるミュシャ 同　　上 同　　上

ンブレドの研究を通して検証する。

、

／
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＝＝@近代ヨーーロッパ史（‘05）：＝（W）

〔主任講師　福井憲彦（学習院大学教授）〕

全体のねらい　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

近代とか近代化という言葉は、現代を生きる日本人にとって馴染み深いようでいて、じっくり考えてみ

ると、果たしてどのような内容で捉えればよいのか、輪郭がいまひとつ明確にできない、そのような言

葉ではないであろうか。近代的な政治体制、社会秩序、ものの考え方、あるいは学問研究や科学技術、

これらを生み出したと見なされるヨーロッパの18・19世紀の歴史とは、いったいどのようなものとし

て捉えられるのか。その歴史は現在にいたるまで、どのような遺産を世界に伝えてきたのであろうか。

地球世界の一体化という意味でのグローバリゼーションも、現代になって急に生じたわけではない。そ，

れは、すでに存在していた世界各地の地域的交易世界に、ヨーロッパが積極的に介入し始めたことによ
って、現代に向かう数世紀の展開を開始したのであった。近代ヨ・一・‘・・一節ッパの歴史的展開を、世界史のな

かでのヨーロッパの位置取りと役割とを見落とすことなく、その大きなポイントにおいて捉えてみよう

というのが、この講義の目標である。

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）

ヨーロッパによる 15世紀後半からのポルトガル、ついでスペインを先駆けとし 図題　憲彦 福井　憲彦
海外進出の開蛉 て、ヨーロッパ各函が東方の富を目指して海外へと進出し始 （学習院大学 （学習院大学

めた。インド洋から東アジアにいたる海域を中心として、す 教授） 教授）

1 でに豊かに存在していたアジア交易の世界に介入を目指すと

同時に、ヨーロッパは、大西洋を越えた南北アメリカへの直

接支配を開始した。17世紀にいたるヨーロッパの海外進出に
ついて、その歴史的な位置づけを捉えてみよう。

世界交易における 17世紀から18世紀にかけて、大西洋世界とアジアのいずれ 叫

覇権争い においても、おもにオランダとイギリス、およびフランスの

あいだで、交易と植民地支配をめぐる熾烈な経済覇権競争が、

2 直接的な戦闘を含めて展開された。その顛：末と、大英帝国に 同　上 同　上

よる覇権確立への歩み、それらが非ヨーロッパ地域にもたら
したものを考えてみる。

18世紀における社 18世紀には、イギリスやオランダなど北西ヨーロッパから、

会経済と政治 農業革命といわれる食糧生産の改善や人口の継続的増加が始

まり、社会経済全体の近代化への胎動が明確になる。他方、

3 経済的には古い型の農業経営を中心にしていたプロイセンや 同　上 同　上
オース’トリア、あるいはロシアのような国家では、啓蒙専制

による上からの近代化の模索が困難に遭遇する。ヨーロッパ

内の状況を整理して捉えてみる。

「啓蒙の光」と近代 18世紀の啓蒙思想といわれる思想潮流からは、三権分立の制

思想の誕生 度理念や人権思想も生まれてくるが、しかしそれはまた同時

代の君主政を必ずしも否定するものではなかった。啓蒙専制

4 という表現があるように、君主たちも啓蒙思想には一定の関 同　上 同　上

心を示した。では、啓蒙思想の主要な特徴とは何であり、ど
　　　　　　　　覧一ﾌような点で近代思想の先駆けと見なせるのであろうか。
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執筆担当 放送担当
回． テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

鼻

／

（所属・職名） （所属・職名）

人口増加の開始か 18世紀から北西ヨーロッパを先頭に、人口の継続的な増加の

ら「移動の世紀」へ 動きが始まる。人口学上の旧体制は終わりを告げる。それは

農業生産の向上とも一致した展開であった。20世紀にかけて

5
の人口動態の趨勢をおさえて、19世紀のヨーロッパがそれま
ﾅにはない＼「移動の世紀」となり、アメリカ合衆国をはじめ

福井　憲彦 福井　憲彦

世界各地への移民がおこった状況を捉えてみよう。．

革命に揺れる大西 18世紀末近くになると、大西洋の両岸では、アメリカ独立と

、洋世界 フランス革命を代表格として、さまざまな革命運動や独立運

動が生じた。その運動の波は、19世紀はじめにはうテンアメ

6 リカ諸国の独立として現実化していった。それらの運動の動 同　上 同　上
向と特徴とを、そしてまたそこに賭けられていた課題とを、

’

時代のなかで理解してみよう。　　　　　　　　，

ド鮒、

ウィーン体制と48 フランス革命とナポレオン戦争による混乱からの収拾を実現

、年三革命 したウィーン体制は、反動的な側面と勢力均衡の維持による

平和維持という側面とを併せもつている。同時代において政

7 治的自由と進歩を追求した人々は、この体制にどのように向 同　上 同　上・

・きあつたのか。48年にヨー・ロッパ各地で同時多発的に生じた

諸革命までの変革運動を理解するとともに、ヨーロッパがこ

の時期抱えていた問題を明確にしてみよう。

’工業化と社会の変 ヨーロッパ資本主義の発展は、18世紀後半からのイギリス産

容 業革命の開始とともに語られることが多かった。しかし近年、

産業革命という捉え方に対する疑義も出されている。では、

8
ヨーロッパにおける工業化のプロセスは、どのように理解で 同　上 同　上
きるのであろうか。それにともなう社会の変容は、19世紀を

通じてどのようなものだったのであろうか。

農村のヨーロッパ 一掴にヨーロッパといっても、地域による差は大きい。東と

と都市のヨーロッ 西、南と北というだけでなく、一国内においてもまたそうで

パ ある。工業化と都市化が、19世紀には明確な動力になって社

9 会経済と隼活文化の変化を促していくが、各地の農村はその 同　上 同　上

動きのなかに組み込まれて、しかしまた独自の文化を維持し

ていたところが多い。こうした地域間の相違、農村と都市と

の相違について、要点を概観してみよう。

科学技術の実用化 17世紀のいわゆる科学革命以降、ヨーロッパでは科学的な実

と産業文明の成立 験や発見・発明が積み重ねられていたが、19世紀、とくにそ

の後半には、科学技術の進歩は実験室を出て現実の社会や経

10 済に大きく実用化され、産業文明の成立を促した。どのよう 同　上 同　上

な側面でそれらが見られたのであろうか。それは、人々の生

活や意識をどのように褒化させていったのであろうか。

国民国家とナショ フランス革命で明示された国民国家の原則は、19世紀ヨーロ

ナリズム ッパにおいて重要な政治的位置を占めた。では、現実の政治

過程においては、どのように機能したのであろうか。また、

11 21世紀になるまで多くの人がその呪縛のなかにあるナショナ 同　上 同　上

リズムとは、もともとどのような脈絡のなかで、どのような

性格を帯びたものとして形成されたのであろうか。

一7　1’　5一



執筆i担当 放逼担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講’師　名

（所属・職名） （所属・職名）

植民地帝国という いわゆる大航海時代からすでに見られたヨーロッパによる植
野望の衝突 民地獲得の動きは、さらに19世紀に入って工業化が進展する

と、原料の供給拡大や商品販売市場の拡大が求められ、いっ

12 そう激烈な様相を呈するようになった。19世紀後半にもなる 福井　憲彦 福井　憲彦
之、国民国家の体裁を整えた列強は、いずれも同時に国外で

は植民地帝国の形成を求めて衝突しだす。その展開と、それ

が世界にもたらし左ものとを明確に・しよう。

’

さまざまな帝国主 帝国主義の定義はなかなか難iしいが、ここでは19世紀後半か
義 ら20世紀はじめにいたる時代における様相を、地政学的・軍

事的な側面、経済的な側面、そして社会的、・文化的な側面か

13 ら、いくつかの事例を踏まえて考えてみる。同時にまた、同 同　上 同．上
時代においてこうした帝国主義の諸側面に対する反対の動き

がゼのようにあったのか、それも考えてみよう。

第一次世界大戦と 20世紀はじめのヨーロッパは、科学技術の進歩や経済の発展
いう激震 をうけて物質的な豊かさを手にし、識字率の向上や教育の普

及に示されるような社会的な制度の整備も確実に進みつつあ

14 つた。だが、ヨーロッパが文明の先端にあるという確信を、 同　上 同　上
大戦は長期にわたる総力戦の悲惨な現実でもって打ち旧い・

た。工業化以後の最初の本格的全面戦争であった大戦がもた

らした結果を整理してみる。

歴史文化の継承と 国や社会によって時差はあるが、、ヨーロッパの多くのところ

芸術的創造 で19世紀からすでに、それぞれの歴史文化を学問的に解明
妖歴史的遺産を保存し継承していこうとする動きが創られ

15
ていく。多面にわたるそのあり方を捉えてみよう。また他方、

｢くつかの都市を中心にして各地で、豊かな芸術的創造の動 同　上 同　上

きが更新されていった。その主要な特徴を整理して捉え、ヨ
＼

一ロッパの近代がきわめて複合的な性格をもって展開した点
を理解したい。
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　　　　　　　　　　　　＝　アメリカの歴史（‘04）＝＝・（TV）

　　　　　　　　　　　　〔主任講師：油井大三郎（東京女子大学教授）〕　，　　　　　」

全体のねらい

植民地時代から現在までの南北アメリカの歴史をほぼ時代順に概観し、ヨーロッパやアジアの歴史とは異なる、三三・移

民起源の多人種：・多民族社会の独自性に注目する。

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
南北アメリカ史へ

ﾌ誘い

　南北アメリカは西欧の植民によって開発された多人種・

ｽ民族社会という特徴を共有しながら、その後の発展の
ｹはかなり異なってきた。その原因を探りながら、日本に
ﾆって南北アメリカの歴史を学ぶ意義を考えてみたい。

油井　大三郎
i東京女子大

w教授）

油井　大三郎
i東京女子大

w教授）

2．
植民地時代の中南
ﾄ地域

　17世紀までの中南米の歴史を扱う。高文明を築いたア

Xテカ人やインカ人はスペインに征服され、広大なスペ
Cン領植民地が成立する。他方、ブラジルとカリブ地域
ﾉはやや遅れて、黒人奴隷労働力を用いる砂糖植民地が
嚼ﾝされる。

高橋　　　均

i東京大学大
w院教授）

高橋　　　均
i東京大学大

w院教授）

3
植民地時代の北ア

＜潟J

　17世紀以降、北米大陸にもヨーロッパからの植民者が
氈Xと渡ってくるようになった。先住インディアンとそ
黷轤ﾌ植民者、さらにアフリカから奴隷として連れてこ
轤黷ｽアフリカ人の三者が出会いと衝突を繰り返しなが
轣A植民地社会を築いていく、その具体的な姿を追って
ﾝよう。

遠藤　泰生
i東京大学大

w院教授）

@　　、

遠藤　泰生
i東京大学大

w院教授）

4
アメリカ合衆国の

ﾆ立から大陸国家
ﾌ成熟まで

　英国から独立したアメリカ合衆国は、ヨーロッパからの

Vたな移民を迎えつつ、領土を西方に拡大し、広大な大
､国家へと成長していく。ただし、建国以来の懸案であ
ﾁた奴隷的の解消のためには南北戦争を戦わねばならな
ｩった。

同　　上 同　　上

5 中南米諸国の独立

　スペイン領植民地とブラジルは19世紀初頭に独立をと　　　　　　　　　　　　、

ｰ、政情不安と経済不振に苦しみながらも国家形成を進
ﾟ、世紀転換期には一次産品や鉱産物などの輸出経済の
ﾉ栄に支えられて相対的安定期を迎える。

高橋　　均 高橋　　均

6
もうひとつの北米

痩ﾆ一カナダの歴
j的展開一

　カナダはアメリカ合衆国の背後に隠れ、日本ではあまり

揄�ｳれていないもうひとつの北米国家である。この講
`では、カナダの歴史を理解する基本的なポイントを紹
薰ｵ、ついでアメリカ合衆国やイギリスとの関連で歴史
Iな枠組みが形成されるユニークなプロセスをまとめて
ﾝたい。

加藤　三章
i大東文化大

w教授）

加藤　三章
i大東文化大

w教授）

7
アメリカ「帝国」へ

ﾌ道

　19世紀末のアメリカ合衆国は、西部開拓を終え、都市
ｻと飛躍的な工業発展の時代に突入した。新たな市場確
ﾛのために、海外へと目を向ける合衆国は米西戦争を戦
｢、　「帝国」として立ち現れることになる。その過程を、

蒼烽ﾌ論争などを踏まえながら振り返ってみたい。

西崎　文子
i成嘆大学教

�j

西崎　文子
i成膜大学教

�j
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執筆担当 放送担当
回． テ　一　マ 内　　　　　　　　容一 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

20世紀初頭のアメリカ合衆国は、二つの大問題に直面
することになった。産業革命に伴うさまざまな社会・経

8
革：新主義と第一次

｢界大戦
済的矛盾の増大と、ヨーロッパでの大戦の勃発とである。

｢界大国となったアメリカがいかにこれらの問題に取り

　
西
崎
文
子
、 西崎文子

組んだかを検討していきたい。

アメリカ合衆国の1920年代は、新しい中流層の台頭、

消費文化と多様性 不景気、禁酒法などを背景に、　「変化」を求める力と「安
樋口・映美 樋口　映美

9 4）萌芽一1920 定」一を求める力が拮抗する時代である。そのエネルギー （専修大学教 （専修大学教

年代の合衆国一 を感じながら、人々の生きざまに注目し、社会の明暗を 授） 授）

明らかにしていこう。

1930年代のアメリカ合衆国は、1929年の株式暴落後の大恐

慌期にあり、ローズヴェルト大統領によるニューディール政

10
恐慌下のアメリカ

ｯ主主義
策で知られるが、この講義では1930年代に高i難した労働運動

竅A1920年代から1930年代に発展した映画など大衆文化につ
同　　上 同　　上

いても考えてみよう。

第二次世界大戦を通じてアメリカ合衆国は飛躍的な経済
発展を遂げ、世界大の貿易自由化を主導する国家に変化

11
第二次世界大戦と

ﾄソ対立
していった。　しかし、戦後には米ソ対立が激化した結
ﾊ、合衆国はアジアなどの局地紛争に巻き込まれてゆく。

油井　大三郎 油井大三郎

この過程を概観してみたい。

1950年代から60年代のアメリカ合衆国ではオートメ

「豊かな社会」化と 一ションの進行などによってホワイト・カラー層が増

12 人種平等社会め模 大し、　「豊かな社会」．が訪れたが、同時にアフリカ系 同　　上 同　　上
索 を中心とした公民権運動によって人種平等社会の模索

が始まった。この過程を概観する。

20世紀の中南米諸国は民族主義の高揚期を迎え、国
家主導の工業化をめざす。しかし、この政策はやがて

13
キューバ革命と中
?ﾄ諸国の変容

行き詰まり、中南米諸国はキューバ革命の指し示す社
?蜍`への道か、軍部の長期独裁かの岐路に立たされ

高橋　　均 高橋　　均

る。

20世紀のカナダはイギリスの影響から離れ、自立し
た近代国家の道を歩みはじめた。他方では、隣国のア

14
近代国家としての
Jナダ

メリカ合衆国との関係の深まりも見られた。こうした
?ﾅケベック問題や多文化主義、憲法改軍など多くの 加藤三章 加藤普章

課題も出現してきた。このような実験の意義に注目す ノ

る。

冷戦終結後の世界ではアメリカ合衆国への一極集中傾

向が目立っとともに、北米自由貿易協定を中南米にも

15
21世紀の南北ア
＜潟Jの展望

拡大する地域主義の傾向も強まっている。　果たして
Q1世紀の南北アメリカはどうなってゆくのであろう

油井大三郎 油井大三郎

か。その趨勢を検討する。
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＝芸術の理論と歴史（‘06）＝（TV）

〔主任講＝師（現職名）：青山昌文（放送大学教授）〕

全体のねらい

　芸術は、人類の文明の深い意味での美的な結晶の一つですが、それは、一見すると天才的な芸術家が

一人で生み出したように見えるものであっても、実は長大な文化的伝統と重層的な社会的諸関係のただ

なかで受胎し産み落とされたものにほかなりません。この講義では、芸術のこのような文化的・社会的

な生成の構造に焦点を当てて、各時代の美学芸術理論を振り返り、各時代の芸術作品がいかにその時代

の文化と社会に深く根ざしていたかを美学的・芸術学的に考察するものです。

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）

芸術の見方 1　全体への序論 青山昌文 青、山昌文
2　芸術の豊かな意味の世界一ルネサンス美術やバ （放送大学 （放送大学

1
戸ック美術などを例にして 教授） 教授）

3　原始美術・エジプト美術・ミュケナイ美術・ギ
リシアクラシック美術

4　建築芸術の政治的表象性

プラトンとギリ 1　ヨーロッパ美学の源流としてのプラトン美学 同上 同上

シア文芸 2　プラトンにおける美と芸術

2 3　ギリシア文芸とりわけホメロスの叙事詩の政治
的・社会的役割

4　文学芸術の政治的表象性とプラトン美学

アリストテレス 1　ヨーロッパ芸術理論の源流としてのアリストテ 同上 同上

とギリシア演劇 レス芸術学

2　アリストテレスにおける美と芸術

3 3　ギリシア演劇とりわけ悲劇の構造と上演の政治
的・社会的機能

4　演劇芸術の政治的表象性とアリストテレス芸術
学

修道院の神学者 1　クレルヴォーのベルナールの美学 同上 同上

とロマネスク美 2　ロマネスク建築芸術のプラトン的超越性
4 術 3　モワサックのサン・ピエール教会

4　建築芸術の宗教性と社会性

死と再生の連続 1　民衆的世界観と異形なるもの 同上 同上

的世界観とロマ 2　ショーヴィニーのサン・ピエール教会
5 ネスク美術 3　サン・サヴァン教会

4　建築芸術の宗教性と社会性
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　　　　δ
ｷ筆担当 放送担当

回 テ　一　マ 唱内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名
（所属・職名） （所属・職名）

サン・ドニのシ 1　サン・ドニのシュジェールの美学と哲学 青山昌文 青山昌文
ユジェールとゴ 2　ゴシック建築芸術のアリストテレス的内在性 （放送大学 （放送大学

6 シック美術 3　アミアン大聖堂 教授） 教授：）

4　建築芸術の宗教性と社会性

ルネサンスの哲 1　ノセネサンスの新プラトン主義哲学 同上 同上
学とイタリア・ 2　フィチーノの美学

7 ルネサンス美術 3　ボッティチェリとミケランジェロ

4　絵画・彫刻芸術の哲学性と社会性．

ルネサンスの政 1　フィレンツェの共和制とメディチ家 同上 同上
’治とイタリア・ 2　ドナテッロとミケランジェロ

8 ルネサンス美 3　ミケランジェロの『ダヴィデ』の意味
術 4　絵画・彫刻芸術の政治性と社会性

宗教改革と北方 1　聖像破壊思想と宗教芸術 同上 同上

ルネサンス美術 2　ルターの宗教思想と芸術思想

9 3　デューラーとクラーナハ
溜

4　絵画芸術の宗教性と社会性

対抗宗教改革と 1　トレント宗教会議の宗教思想と芸術思想 同上 同上

バロック美術 2　カトリックにおける芸術の意義
10 3　ベルニー二　●

4　絵画・彫刻・建築芸術の宗教性と社会性

ディドロとロコ ノ1、ディドロの美学と芸術理論 ．同上 同上
コ美術 2　美術批評の祖としてのディドロ

11 3　グルーズとシャルダン

4　絵画芸術の世俗性と社会性

革命の時代と19 1　産業革命と芸術の変貌 同上 同上
世紀美術 2　芸術家と社会

12 3　クールベとマネ
4　絵画芸術の政治性と社会性

’

戦争の世紀と20 1　芸術の理論化と時代批判 同上 同上

13
世紀美術 2　ピカソとシャガール

3　現代芸術の理論性と批判性

死の影と現代芸 1　現代社会批判としての現代芸術 青山昌文 青山昌文
術 2　ウォーホル （放送大学 （放送大学

14 3　キーファー 教授） 教授）
1

4現代芸術の現代性
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　、容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

環境芸術と現代 1　環境破壊問題と芸術 同上 同上

社会 2　スミッソン・タレル・ロング
15 3　クリスト
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ご　芸術・文化・社会（‘06）：＝（TV）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

徳丸　吉彦（放送大学教授）〕

青山　昌文（放送大学教授）〕

全体のねらい

芸術を文化・社会的脈絡において考察する。また、芸術の範囲を拡大し、現代の社会に焦点を合わせて

論じる。個別的な芸術を扱う場合も、身体性、伝承、異文化との接触、グローバリゼーションといった
大きな枠組みの中で考察する。

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）

文化・社会的脈 芸術を文化・社会から切り離すことなく考察する理 徳丸吉彦 徳丸吉彦
絡における芸術 由を提示し、さらに新しい課題として、身体性、伝 （放送大学 （放送大学

承・伝播の過程、感覚間の関係、異文化との接触等 教授） 教授）
1

を重視する必要を論じる。 青山昌文 青山昌文
（放送大学 （放送大学

教授） 教授）

イメージと表面 身体と文化、身体と芸術の関係を中心に考察する 鷲田清一 鷲田清一
ために、化粧文化を中心に、身体の表面に現れる （大阪大学 （大阪大学

2 イメージを手がかりとして論じる。 大学院教 大学院教
授） 授：）

モード化される 身体と文化、身体と芸術の関係を、服飾におけるモ 同上 同上

身体 一ドを手がかりに論じる。ここでも、服飾を孤立し
3

た作品としてではなく、文化・社会的脈絡に置き、

その中にいる人間との関係で論じる。

音楽がつくる身 身体と文化、身体と芸術の関係を中心に考察する。 ト田隆嗣 ト田隆嗣
体とテクノロジ 具体的にはマレーシアの少数民族のブナンの人々に （大阪教育 （大阪教育

4 一の音楽 とって、排泄行為も歌をうたうことも、ともに身体 大学助教 大学助教
から出すという行為であることを説明して、そこか 授） 授）

ら現代の芸術行為の根源的な問題に進む。

諸感覚の憎憎と 芸術の創造と享受における、複数の感覚の門門性・ 青山昌文 青山昌文
イ三三グリフ 同時性・重層性について考察する。具体的には、デ （放送大学 （放送大学

5 イドロの「目で見るためのクラヴサン」についての 教授） 教授）

美学論とイ三三グリフ論を詳しく見てゆく。

芸術としての料 複数の感覚の貸下性の典型的な例として、料理芸術 同上 同上、

理 を採り上げる。そもそも、料理を芸術として捉える

6 ことの妥当性を論じることから始めて、味覚・嗅覚
の復権を論じる。また1日本料理とフランス料理の、

芸術としての特質を対比的た明らかにする。
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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）

道具と芸術経験 芸術としての料理を享受する道具である、器・箸・ 青山昌文 青山昌文
ナイフ・フォーク・ワイングラス等の意味について （放送大学 （放送大学

7
考察する。道具の違いが、芸術享受経験：にどのよう 教授） 教授）

な違いをもたらすのかを、具体的に考察する。

伝承のしかけ 芸術が文化・社会の中に置かれるための重要な契機 徳丸吉彦 徳丸吉彦
として、伝承を考え、それが、どのように行われる （放送大学 （放送大学

8 かを論じる。記すことによる伝承とともに、口頭伝 教授） 教授）’

承を扱う。

伝播のしかけ 芸術を伝播の観点から考察する。その中で、特定の 同上 同上

芸術を重視する正典化の役割とともに、具体的なし

かけとしての録音・楽譜印刷・放送を扱い、アマチ
9

ユアの役割を考察する。

伝統音楽におけ 音楽を例にして、伝統における変化と固定、内発的 同上 同上

る変化 変化と異文化接触による文化触変を扱い、それらを

10 近世邦楽を例にして説明する。

「境界」の音楽 明治から第二次大戦までの二本音楽のうち、伝統音 寺内直子 寺内直子
一近代日本にお 楽とも西洋音楽ともいえない「境界的」な音楽の試 （神戸大学 （神戸大学

11 ける「日本音楽」 みを、東儀鐵笛と近衛直麿を中心に考察する。 教授） 教授）

一

越境する文学 ある文化圏で生み出された文学作品が、別の文化圏 青山昌文 青山昌文
に受容される際に生じる、様々な変容の芸術哲学 （放送大学 （放送大学

12
的・比較文化論的諸問題を考察する。 教授） 教授）．

映画にみるグロ 映画芸術をグローバリゼーションと地域性の観点か 加藤厚子 加藤厚子
一バリゼーショ ら考察する。グローバリゼーションという強い流れ （映画専門 （映画専門

13 ンと地域性 の中で、地域性がいかに発現しているかを考える。 大学院大学 大学院大学
助教授） 助教授）

音楽にみるグロ グ同轍バリゼーションは音楽においても目立っ傾向 福岡正太 福岡正太
一バリゼーショ であり、そこから新しい音楽様式も生まれている。 （国立民族 （国立民族

14
ンと地域性 インドネシアのスンダを例にして、インドネシア全

ﾌと地方の関係、伝統音楽とポピュラー音楽の交流

学博物館助
ｳ授）

学博物館助
ｳ授）

を具体的に扱う。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ ’内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

芸術概念の拡大 多様な感覚と身体性の重視を出発点にして、芸術概 徳丸吉彦 徳丸吉彦
念を拡大する必要を論じ、また、芸術の受け手の創 （放送大学 （放送大学

15
造的な役割を論じ、本講義全体の総括を行う。・ 教授） 教授）

青山昌文
（放送大学

教授）
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＝： ?｢日本の物語と絵画（‘04）＝（TV）

〔主任講師：　佐野　みどり（学習院大学教授）〕
〔主任講師：並木　誠士（京都工芸繊維大学教授）〕

全体のねらい

古来より物語はさまざまな形式、技法で造形化されてきた。物語はヴィジュアルなイメージとともにあ

ることで、いっそう親しみをましたのである。そのような物語の造形を味わい、その表現の工夫や享受

のあり方、制作の社会的意図などを、具体的に作品に則して考察していきたい。そもそも物語文学が美

術という視覚テクストとして表わされる背景には、視覚テクストのく物語る力〉への期待がおおいに作

用していたに違いない。本講義では、とくに中世の絵巻を中心に、様式変遷を辿りつつ、主題の選択意

志や物語る仕組み、その社会的機能なども取り上げ、視覚によるく物語る力〉を再考し、物語享受の諸

相を眺めていきたい。

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）

物語と絵画 古代～中世に置いて、日本では物語がどのように享受されたの

か、中でも物語を可視化する物語絵画に焦点をあて、物語絵画 佐野みどり 佐野みどり
1 の様相（形態や主題yと享受の有り様を概括し、さらに平安時 （学習院大 （学習院大

代の物語環境の具体的な様相を言説から探る。 学教授） 学教授）

絵巻の主題と形式 物語絵画の中心的メディアといえる絵巻物の形式を作品に則
して分類考察し、絵巻がどのような構造特性をもっているのか
を考える。

2 華厳縁起絵巻や伴大納言絵巻、信貴山縁起絵巻などを主たる例 同　　上 同　　上

として、絵巻の時間表現の工夫を分析する。

絵巻の時間と空間 信貴山縁起絵巻と伴大納言絵巻、それぞれの表現特性を解析

～信貴山縁起絵巻 し、物語の時間と空間をどのように可視化するかという画家の

3 と伴大納言絵巻～ 工夫を考える。 同　　上 同　　上

風俗表現の意味と 絵巻がいかに豊かに人間生活を活写しているかを作品に即し
機能 て実感し、これら風俗表現がく物語〉への共感のコードである

4 こと、そして慣用句とでもいうべき特定モチーフの用法が見ら 同　　上 同　　上
れることを眺め、風俗表現に込められた時代のメッセージと絵

画伝統を考える。
、

源氏物語絵巻と美 源氏物語絵巻の表現特性を解析し、これが平家納経や西本願寺

麗の造形 本三十六人集など、所謂く美麗の造形〉と同様に、物合的な制

5 作背景を持つことを取り上げ、院政期の文化戦略の一端として 同　　上 同　　上
の絵巻制作を検証する。〆

和歌と絵画 絵画に描かれた情景を見て和歌を詠んだり、和歌を題材として

絵画制作をすることは平安時代から広くおこなわれていた。和 並木　誠士 並木　誠士
歌を題材とした絵画は、扇絵、絵巻、屏風絵などさまざまな形 （京都工芸 （京都工芸

6 式をとり、江戸時代にいたるまで制作されている。このような 繊維大学教 繊維大学教
和歌と絵画の関係について、さまざまな作例を紹介しながら考 授） 授）

えてゆきたい。
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執筆担当 一放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

祖師の伝記 鎌倉時代に入ると、仏教の各宗派が祖師の伝記や高僧の生涯を
描いた絵巻を制作するようになる。それらは、祖師の行状を顕

彰し、また、それを広く宗派の人びとに知らせる目的で制作さ
7 れたと考えられる。このような祖師伝絵巻を紹介しながら、そ 並木　誠士 並木　誠士

ノ

の役割や機能、用い方について考えてみたい。

往生要集と地獄の 『往生聯帯』や『地蔵十王経』などのテクストや山中他界信仰

絵画 における宗教的景観との関連を念頭に置きつつ、長岳寺本六道 鷹巣純（愛 鷹巣純（愛
8 十王図を中心に、古代かち近世初頭に至る地獄絵・六道絵の系 知教育大学 知教育大学

譜をたどる。 助教授） 助教授）

絵解きと物語絵画 物語絵画がどのように教戒テクストとして機能したか、また口

承文芸と物語絵画がどのように接点を有しているのかを、現在
9・ ・なお行われている絵解きの紹介とともに再考する。 同　　上 同　　上

戦記文学と絵巻 鎌倉時代には、武士や合戦を題材とした絵巻が数多く制作され

た。元寵を扱った蒙古襲来絵詞のような記録性の強い絵巻もあ

10
るが、平治物語絵巻のように、合戦が一旦文学作品として成立

ｵた後に絵巻化される例もある。ここでは、武士を描く絵画が
並木　誠士 並木誠士

好まれた時代という背景を視野に入れて、戦記文学と絵巻の関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

係について考えてみたい。

室町時代の絵巻 室町時代にはいると、土佐派や狩野派という画家の流派が生ま
／

れ、絵巻制作に携わるようになる。彼らは伝統的な技法を基礎

としながらも、新しい受容者のために新しい表現を試みていっ

11『 た。土佐光信、狩野元信といった画家を中心に、室町時代の絵 同　　上’ 同　　上

巻制作を概観してみたい。また、室町時代から制作されるよう

になるお伽草子のような庶民的な絵巻についても触れてゆき
たい。

信仰と美術 聖徳太子絵伝や善光寺如来絵伝といった大谷面掛幅の物語絵
画作例やくより庶民的な傾向を持つ参詣曼茶羅を検討し、その

12 表現構造を捉えると同時に、その視覚イメージの成立について 鷹巣純 鷹巣＼純
タ 考察し、中世社会の信仰と美術・物語の交差を把握する。

絵巻と風俗 絵巻では、詞書に書かれていない内容や情景が絵の中に盛り込

まれることが多く、それらは主題に対して添景として絵巻に彩
りを添えている。そのような添景のなかに画家はみずからと同

13 、時代の風俗を取り込んでゆくことがある。しかも、室町時代に 並木誠士 並木誠士
はいると、その風俗表現が次第に画面のなかでおおきな位置を

占めるようになり、やがて近世初期の風俗画へと展開してゆ
く。そのような展開の道筋をたどってみたい。

＼

小画面から大画面 平安時代から鎌倉時代にかけて、文学作品を題材とする絵画

へ は、扇面や絵巻といった比較的小さい画面が中心であったが、
室町時代ゐ後半になると、屏風のような大きな画面にも文学主

14
題の絵画が描かれるようになる。その場合には、大きな画面を

ｪ節化して小画面を複数組み合わせる例もあるが、小画面をさ
同　　上 同　　上

まざまなかたちで変容させて大画面化する場合もある。文学作

品を題材にした絵画の表現方法の違いやその展開について考
えてみたい。
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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）

詩画軸の世界～漢 室町時代、禅宗社会を中心に漢詩を作り鑑賞することが流行し

詩と絵画～ たが、その漢詩もまた和歌と同様に絵画と相互に密接な関係を

15

＼

持っていた。漢詩と組み合わされたのは、やはり禅宗社会を中

Sに定着していた水墨画であった。ここでは、漢詩と水墨画を
並木　誠士 並木　誠士

組み合わせた詩画軸と呼ばれる形式のさまざまな作例を紹介

しながら、そのあり方について考えてみたい。

／

一一@727一



・＝@西洋音楽の諸問題（‘05）＝（TV）

〔主任講師：笠原潔（放送大学助教授）〕

全体のねらい

西洋音楽史を彩る様々な作品を取り上げながら、現在の西洋音楽研究では何が起こっているのか、どの
ようなことが問題になっているのかを・視覚メディアを駆使レつつ、紹介し、西洋音楽研究の最先端の

状況を紹介する。

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）

西洋音楽の時代区 全15回の講義の総論として、西洋音楽の時代区分と時代様 笠原　　潔 笠原　潔
分 式の変遷を示し、第2回以降の講義で扱うテーマがどの時代 （放送大学助 （放送大学助

1
に該当するものであるかを明らかにする。 教授） 教授）

エロイカ エロイカ

《英雄》はなぜ壮大 ベートーヴェンの交響曲第3番《英雄》を題材に取り上げ、

2
か？ 当時の時代様式を駆使してベートーヴェンがどのように壮大

ﾈ「英雄」像を音楽的に描き出すのに成功したか、楽曲の構
’同　上 同　上

造と楽曲の印象はどのように結びつくか、また、その場合の

「英雄」像とはどのようなものか、を明らかにする。

マーラーの「表現」 表題音楽と絶対音楽、純粋器楽音楽と声楽音楽、厳密な楽曲
世界 構成と下意識的衝動の爆発との間を揺れ動き、20世紀音楽

3
一

への道を開いたマーラーの「表現」世界を取り上げ、彼はど

ﾌように自らのうちなる「自然」を表現したか、その場合の
同　上 同　上

「自然」とはどのようなものか、を明らかにする。

真のセヨパン演奏 ショパンのピアノ作品を題材に、自筆楽譜の問題、演奏様式
を求めて の問題、演奏技法の問題、楽器の変遷、音楽に表現された民

4 族性の問題と記譜法の問題など、西洋音楽の諸作品における 同’上 同　上

様々な問題点を紹介する。

＼

楽器の変遷 モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルトらが用いたピ
アノは現在のピアノと大きく異なる。彼らは、どのような楽

5 器を念頭に置いて作曲したかを、当時の楽器を紹介しながら、’ 同　上 同　上
明らかにする9併せて、ペリー来航時に日本に持ち込まれた
軍楽器を、それを描いた日本側絵図を通じて紹介する。

自筆楽譜をめぐる 自筆楽譜の研究は、資料研究の基礎となる作業である。そう 笠原　　潔 笠原　潔
諸問題 した自筆楽譜の研究は、どのような成果をもたらすかを、日

し

本でのメンデルスゾ」ンの自筆楽譜研究の第一人者である星 星野宏美 星野宏美
6 野宏美とともに紹介する。 （立教大学助 （立教大学助

教授） 教授）

、

記譜法の問題 楽譜は、作品の形をそのまま表したものではなく、各時代の

記譜習慣に基づいて書かれている。従って、時には、楽譜を

7
読みかえるべき個所があるが、そうした読みかえは時に演奏 笠原　　潔 笠原　　潔
解釈に大きな相違をもたらす。記譜法をめぐるそうした問題

をバッハやシューベルトの作品を例に紹介する。
F
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

オペラの演技 オペラの舞台という虚構空間にリアルな作品世界を作り出す 笠原　　潔 笠原　　潔

ために、どのような表現が必要かを明らかにする。後半では、

ヘンデル時代のオペラの表現様式の復原に取り組んでいる声 原　　雅巳 原　　雅巳
8 楽家の原雅巳とともに、バロック時代のオペラの表現様式に （声楽家） （声楽家）

ついて学ぶ。

今生きるバッハの バッハの世俗音楽は教会音楽と対立するものではなく、むし 礒山　　雅 礒山　　雅

メッセージー世俗 ろ同じ精神を共有していることが、最近の研究を通じて、ま （国立音楽大

（
国
立
音
楽
大
戸

を超えるまなざし すます明らかになってきている。バッハのやわらかな宗教的 学教授） 学教授）

感性は、世俗音楽にも、豊かに吹き込まれているのである。
9

講義では、最近再評価されつつある世俗カンタータや器楽曲
を例にとりながら、その中に蔵された世俗を超えるまなざし

を探り、世俗曲の教会曲への転用（パロディ）の意味につい

ても考えたいと思う。

／

今生きるバッハの バッハの音楽は、時代と国境を越えた真の宗教的メッセージ

メッ臨監ジーやわ を、今日に送り続けている。そのメッセージが一宗派の中か

らかな宗教的感性 ら即せられながらもそれを超えた力を備えているのは、バッ

10
ハがやわらかな宗教的感性の持ち主で、その教会音楽を、宗

ｳ的事柄を新たにとらえなおす場としていたからである。講
同　上 同　上

義では、バッハが教会カンタータや受難曲を書き、演奏した

プロセスをたどりながら、ドグマに偏らない、宗教的感性の

やわらかさを発見したい。

キリシタン時代の 日本が初めて西洋音楽に接したのはキリシタン時代であった

音楽 が、その実相はどのようなものであったか、当時の文献に基

11
ついて紹介する。併せて、この時代に日本に紹介されたルネ

Tンス時代後期の聖歌がかくれキリシタンたちの間で伝承さ

笠原　　潔 笠原　　潔

れている様子を紹介する。

江戸の洋楽史 江戸時代になると、新たな西洋音楽の波が日本に流入してき

た。その音楽とはどのようなものであったか、それに関する

12
史料にはどのようなものがあるか、また、そうした史料は西
m音楽の実相を明らかにする上でどるような価値を持ってい

同　上 同　上

るか、を紹介する。

漂流民が伝えた西 江戸時代の日本に伝えられた西洋音楽・西洋音楽情報は、長

洋音楽情報 崎・出島を通じてだけのものではない。．漂流して、ロシアな

どに流れ着いた漂流民たちも、貴重な情報を持ち帰った。そ

13 の中には、大黒屋光太夫が持ち帰ったロシア歌曲や、当時の 同　上 同　上
ピアノに関する貴重な証言もある。ここでは、漂流民たちが

持ち帰ったそうした情報について紹介する。

幕末洋楽史 幕末になると、西洋各国の軍楽隊が旧本を訪れるようになつ

た。そこでは、どのような音楽が演奏されたのか、それに関

14 する史料にはどのようなものがあるかを、現地を訪れながら、 同　上 同　上
紹介する。

音楽図像学 過去の音楽状況を探る上で、図像の研究は大きな効力を発揮

する。しかし、そこには注意しなければならない問題もある。

15 音楽図像学をめぐるそうした問題を、幕末の日本で描かれた 同　上 同　上

西洋音楽関係の図を材料に検討する。
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＝＝@応用音楽学と民族音楽学（‘04）＝（・R）

〔主任講師 山口　修（大阪大学名誉教授）　〕

全体のねらい

　「社会から学び社会へ貢献する」未来指向の応用音楽学、そして三民：族の相互に異なる価値観から生ま

れた音楽から普遍性を探る民族音楽学、という二つの次元で音楽知を駆使する方法を探る。あわせて世

界の音楽を知る。

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）

応用音楽学と民族 音楽と社会の関連を研究する応用音楽学、そして、諸民族の

1

音楽学 音楽文化に接近するための準拠枠としての民族音楽学を定義

ｵ、ミクロネシアの事例を用いて二つの領域の関連を考察す
驕B応用音楽学と民族音楽学の枠組を提示する。

山口　修
i大阪大学名
_教授）

山q　　修
i大阪大学名
_教授）

歴史を映す音楽 人間の歴史における音楽を上記二領域の観点から再構成す 山口　　修

る。とくに異文化接触の意義を強調し、主たる事例は多民族
の多様な音楽様式がからみあっ準台湾に求め、植民地政策と ゲスト

2
音楽の関係を西洋音楽をも含めて振り返る。

同　　上
王業券

〔
W
A
N
G
一

Yingfbn〕

（塞源壷湾大
學準教授）

現在を映す音楽 日常的に使用されている南北アメリカの音楽および西洋芸術
山口　　修

音楽の延長線上にある「現代音楽」を事例として、音楽にお

3
けるローカルなものとグローバルなものの蘭係を考察する。

同　　上
ゲスト

纐?@正章
／ （大阪大学大

学院助手）

未来を映す音楽 未来の特徴の一つを「多民族が共生する社会」と捉え、その 山口　　修
特徴をすでに強く具現しているアフリカやマレーシアの諸文
化を事例として扱う。 ゲスト

CHAN
4 同　　上 Cheong　Jan

〔陳重仁〕

（マレーシ
、ア・プトラ大

学講師）

声の力と音楽 音としての音楽を基礎づける媒体としての声についての比較

文化論。　「つぶやき」から「叫び」、話し声から歌声を出発 山口　　修

5

点とし、多様な表現と機能を考察する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘔

同　　上
ゲスト

i原　恵三
（お茶の水女
子大学教授）
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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）

楽器と音楽 音としての音楽を豊かにする楽器の比較文化論。具体的には 山口　　修
楽器の特性、社会的機能などを考察する。西洋音楽を導入し

た初期の日本を主たる事例とする。 山口　　修 ゲスト
・6

奥中康人
（名古屋芸術
大学講師）

無踊・演劇と音楽 音としての音楽が聴覚以外の諸感覚と協同する様子を探る。

麹㈹|術の一環をなす音楽、衣食住生活の一環をなす音楽を
山口　　修

東南アジアや西洋のオペラを事例として考察する。
ゲスト

7 同　　上
岡田　暁生

（京都大学助
教授）

個人と家庭の音楽 すべての音楽体験が個人に端を発し、その個人の身近な周辺

ｩら遠い環境へと音楽知が広がってゆくことを、ジェンダー
山口　　修　1

8’

の視点をも取り入れながら、インドネシアやパプアニューギ

jアの事例で考察する。 同　　上
ゲスト

R田　陽一
（京都市立芸
術大学教授）

地域社会と学校の

ｹ楽

地域社会と学校を例にしてぐ音楽の伝承過程での問題点を考

@する。具体的には、沖縄県人とその県外・海外移住集団を
山口　　修

主たる事例として扱う。
ゲスト

9 同　　上
井口　淳子

（大阪音楽大
学助教授）

国際社会の音楽 現在における音楽実践は、国際化と産業化の影響ぬきには語

黷ﾈい。その具体的事例を東アジアにおける多様な文化交差
山口　　修

に求めて考察する。
ゲスト

10 同　　上
仲万美子
（同志社女子
大学教授）

理論としての音楽 さまざまな音楽がもっている理論を抽出することにより、人

ﾔが音楽を理解する過程や、社会的現象として音楽が正典化
山口　　修

11

することを考察する。主たる事例は、ポピュラー音楽の多様

ﾈかたちに求める。 同　　上
ゲスト

g田　隆嗣

（大阪教育大
学助教授）

現場の音楽 音楽の現場を支える演奏行為の分析、およびその行為者と民

ｰ音楽学者・応用音楽学者とのあいだの相互作用を扱う。こ
山口　　修r

12

れを三回線音楽、ベトナムの雅楽（ニャーニャック）、少数

ｯ族の音楽に即して考察する。 同　　上
ゲスト

ｬ塩　さとみ
（宮城教育大
学助教授）
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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）

変形される音楽 鳴り響く音楽は、、文字・楽譜r・身体動作・電子的情報などに

変形され、保存・伝承に役立てられる。これらの変形行為あ 山口　　修

機能と問題点を三楽やフィリピン少数民族の音楽を事例にし

13 て考察する。 山口　　修 ゲスト

藤田　隆則

（大阪国際大
’ザ

学助教授）

変貌しつづける・音 歴史と現在における音楽を変化という相（アスペクト）にお
楽 いて捉えなおし、東西ヨーロッパの音楽と近世邦楽を例にし 山口　　修

て、その変化の多様なすがたを明らかにする。

14 同　　上
ゲスト

ﾉ東信宏
㌫

（大阪大学大

学院助教授）

、民族音楽学と応用 人間と音楽の関係を諸民族の事例に基づいて探究するときに
音楽学 倫理的な問題意識が必要となる。また、研究を未来の社会に 山口　　修

役立てようとするとき、文化価値の領域に立ち入ることにな

15
、

る。
同　　上

ゲスト

搏c　　聡、
（大回女子短
期大学講師）

／

／
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＝　演劇入門（‘06）＝＝（TV）
　　　一古典劇と現代劇一

〔主任講師（現職名） 渡辺保（演劇評論家）〕

全体のねらい

日本の四つの古典劇　　　能、狂言、人形浄瑠璃、歌舞伎を新しい視点から見るにはどうしたらいいか。

そのためには第一にこの四つの古典劇を一つのものとして見ること。第二に他の現代演劇と比較しなが

ら見ること。この二つの視点　　　つまり、デジタルとアナログの視点からみることが大切である。そ

うすれば容易に伝統演劇を理解できるだろう。そのために今回の番組はできるだけ、作品中心、俳優中

心、一番組読みきりを原則とした。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容： 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

現代演劇の展望 新しい演劇の見方を提案する。提案の骨子は二点。 渡辺　　保 渡辺　　保
第一に、能、狂言、文楽、歌舞伎の四つの古典劇を （演劇評論 （演劇評論

一つの流れとして捉え、これを現代劇と対比して日 家） 家）

1 本演劇の全体像を捉えること。第二にこれらの日本

演劇の流れを世界の演劇と対比すること。以上の二

点によって現代演劇の生きた姿の全体を分析する。

能「自然居士」 能の「自然居士」の演劇的な構造を分析する。この 同上 同上

作品は、これまで言われてきたような単なる芸尽く

しのドラマではない。一人の青年宗教家が人買いに

2
買われる少女を救うことによって、真の宗教家とし
て目覚め成長していく過程を描ぐドラマである。と

の構造を捉えることが、能を現代に生きる演劇とし

て捉えることであることを立証する。梅若六郎主演。

能「松風」 能は「自然居士」のように一つのドラマであると同 同上 同上．

時に一方ではきわめて舞踊的な、音楽的な要素の強

い曲もある。その代表的な「松風」の分析。松風は

3 なぜ行平の遺品の衣裳を着て男装して舞を舞うの
か。その演劇的な構造、変身の意味を分析すること

によって能のドラマを考える。故後藤得三主演。

狂言「二二」 ある山里で起きた事件。猟師に狐狩りをやめさせよ 同上 同上

・うと、猟師の伯父伯蔵主に化けた老狐が猟師の家を

訪れる。狐の物語は実は人間の物語なのだ。この物

語の陰に隠されている世代交替、自然と対立して自

4 然を破壊していく人間の世界観を分析する。狂言は

おおらかな喜劇であると同時に、人間に対する風刺

劇でもある。その演劇的な意味を分析する。野村万
作主演。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

人形浄瑠璃（文 文楽の代表的な作品「菅原伝授手習鑑」の二段目河 渡辺　　保 渡辺　保
楽）　「道明寺」 内の国の郡領屋敷で起きる奇蹟劇を通して、文楽が （演劇評論 （演劇評論

人形劇として獲得した高い演劇的表現の意味を分析 家） 家）

5 する。人形劇だからこそ表現される奇蹟、そして菅

原道真が生きながら神に変身する神話の構造を問
う。吉田玉男主演。

文楽と歌舞伎 文楽から歌舞伎に輸入された名作の一つ「義経千本 同上 同上
「すし屋」 桜」三段目「すし屋」を題材に、歌舞伎に輸入され

ることによってどういう演出上の工夫が施された

6
か。それによって歌舞伎の様式的な演技術の基礎が

どのように作られたかを探る。いわゆる歌舞伎の
「型」というものの面白さの研究である。中村富十

郎主演。

歌舞伎「助六」 歌舞伎十八番の一つ「助六由縁江戸桜」を分析。「助 同上 同上

六」は歌舞伎の歴史のなかでももっとも古い演目の

ひとつであり、それだけに多くの歌舞伎の本質を示
7 している作品。たとえば江戸時代の二大「悪所場」

であった芝居町と遊廓との関係もその一つである。

市川団十郎主演。

歌舞伎「髪結新 河竹黙阿弥の代表作「梅雨小袖昔八丈（髪結新三）」 同上 同上
三」 を題材に歌舞伎の世話狂言の面白さ、その近代的な

自然主義リアリズムに接近した世話物の芸の面白さ

8
を分析する。黙阿弥とチェーホフは年齢的に親子ほ

ど違うが実は同時代人である。黙阿弥はチェーホフ

・とどう違うのか。そこに歌舞伎の芸の秘密があり、

限界もある。中村勘三郎主演。

歌舞伎舞踊「道 歌舞伎全体の演目のなかでも舞踊は大きな比重を占 同上 同上

成寺」と「鏡獅 、める。そればかりではなく歌舞伎の芸あるいは歌舞
子」 伎役者の身体には舞踊の要素が強い。能の身体の伝

9
統を含めて歌舞伎の身体とは何かを問う。歌舞伎舞

踊の二大名曲「京鹿子娘道成寺」と「春陽鏡獅子」

を題材に、歌舞伎舞踊とは何かを分析する。故中村
歌右衛門主演。

芸の構造一・一一 能、狂言、文楽、歌舞伎の四つの古典劇に共通して 同上 同上

武原はんと井上 いる芸の構造の背景には「素」という特別な思想が
八千代 ある。能の仕舞、文楽の素浄瑠璃、舞踏の素踊り。

10
これらは演者が素顔で行うものであり、全ての芸の

ｪ底にはこの「素」の思想がある。素踊りに近い座
醗

敷舞の名人二人を題材にその思想の意味を問う。故

武原はん、故四代目井上八千代主演。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 ・講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

リアリズム演劇 近代劇は自然主義リアリズムをその出発点としてい 渡辺　　保 渡辺　　保
る。その代表的な作品の一つである三好十郎作の画 （演劇評論 （演劇評論 司「炎の人一一一

Sツボ小伝」 ／家ゴッホの伝記劇を扱う。この作品において名優滝 家） 家）

沢修がそのリアリズム演技の頂点に立ったからであ

11 る。その名演技を題材に近代劇の原点、それから発

展した現代劇の一つリアリズム演劇の世界観、人間

の捉え方、表現の仕方が古典劇とは方法論的に違う

ことを分析する。故滝沢修主演。

現代劇「別冊 現代劇の代表作の一つとして鈴木忠志構成演出の 同上 同上

谷崎潤一郎」 「別冊谷崎潤一郎」を取り上げ、世界的な演出家

の一人鈴木忠志独特の方法と思想、そして演劇的に

極めてレベルの高いこの舞台の構造を分析する。そ
12 のことによって今日の演劇の持つ意味、対社会的な

役割　　　いかに演劇が現代社会を写し出している

かを検証する。

現代喜劇「笑い 三谷幸喜の傑作であり、かつ現代喜劇の代表作でも 同上 同上

の大学」、 ある「笑いの大学」を題材に、演劇の基本構造、そ

して喜劇がどのようにして作られるかを分析する。

13 さら1ここの問題は人間にとって果たして笑いとは何

か、笑いは人間が生きていく上に必要なものかにま

で進展する。西村雅彦、近藤芳正主演。

ミュージカル 「マイ・フェア・レディ」は日本ではじめて上演さ 同上 同上

「マイ・フェ れた翻訳ミュージカル。イギリスの劇作家バーナー

ア・レディ」 ド・ショウが大正元年に書いた近代劇「ピグマリオ

ン」を原作としている。近代劇がミュージカルにな
14 ることによってなにを得、なにを失ったかを分析す

ることによって、ミュージカルの特性を研究すると

同時に日本の古典劇との違いを明らかにする。

21世紀の演劇 古典劇と現代劇との比較を通して、演劇の本質を分 同上 同上

湿する。近代劇を超えるために東洋の古典劇に注目

した三人　　　アルトー、ブレヒト、ヤン・コット

の三人の業績を考えながら、彼等が東洋　　　とり
15 わけ日本の古典劇に発見した演劇の構造こそが将来

のを1世紀の演劇の指針になるのではないか。その

可能性を探る。
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＝　文化人類学（‘04）＝（TV）

〔主任講師：江渕　一公（元放送大学教授）　〕
〔主任講師：松園万亀雄（国立民族学博物館館長）　〕

全体のねらい

文化人類学は、しばしば「未開社会」’と呼ばれた非西洋社会の伝統文化を研究することを通して西洋的な知

の体系に対する懐疑と批判を提示レてきた。その意味では、既成の西洋科学に対する「批判知」の先駆けと

して一定の役割を果たしてきたといえる。しかし今日、この学問が関わる社会文化的環境は劇的に変化しつ

つあり・新しい知の体系としての再構築が文化人類学には求められている。その1つの方向は、文化人類学

を単に「批判知」の体系としてだけでなく、生活環境の変化の中で人間と社会が直面している課題を実践的

に解決しようとする、人類共有の「実践知」の体系として再編することであろう。この授業では、そうした

問題意識と視座から、人生の生き方、医療と生命倫理、開発と環境、越境と民族紛争、観光産業と文化の商

品化の問題など、・21世紀の現代的な諸問題を文化人類学がどのように把握し、またそれらの解決にどのよう

に貢献できるのか、フィール、ドワークの現場からの報告を中心に検討する。

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

　　　　　　　〆

ｶ化人類学はどζ
ｩらきたのか～プ
鴻香[グ～

　19世紀の進化主義、伝播主義理論に始まり、構造・機能主

`人類学を経て、構造主義人類学、象徴主義人類学など、新

ｵいパラダイムの展開を経て、今日のポストモダン人類学に

鰍髟ｶ化人類学の発展の歴史を振り返りながら、文化人類学

ﾌねらいと学問的特質、研究の視角と方法、応用人類学の諸

ｪ野、人類学と隣接科学の関係について概説するとともに、

ﾆくに今期の授業がめざす「実践知」の体系としての文化人

ﾞ学の課題について述べる。

　江渕　一公

i元放送大学

ｳ授）

　江渕　一公

i元放送大学

ｳ授）

2
家族計画の普及と

n域文化

　ほとんどの発展途上国で、人口増加が大きな社会問題にな

ﾁている。海外からの経済、医療援助を受けながら多くの国
ｪ家族計画の普及に取り組んでいる。けれども国内には多様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧な民族と文化炉存在していて、避妊に対する態度も一様では

ﾈい。この章では、ケニアのひとつの農耕民族を事例にして

A多産願望の文化的背景や、避妊の普及を妨げている地域特

Lの人間関係のありかたを明らかにし、現在の家族計画推進

^動に対する改善策を考えたい。

松園　万亀雄

i国立民族学

歯ｨ館館長）

松園　万亀雄

i国立民族学

歯ｨ館館長）

3
人生儀礼の人類学

@～人間の一生と
ｶ化～

　人生には妬心期の反抗、老齢化、死という大きな危機があ

驕B人生をいくつかの明確な段階に分け、各段階に劇的に移

sする通過儀礼によって人生の危機に対処する集合的な知恵

�ｽくの共同体は備えていた。ケニアのキプシギスでは、若

ﾒの反抗は成年式の成り代わりの理論を媒介に社会建設の
ﾍに昇華される。また老人は、祖畢に近い存在として、体力

ﾌ衰えに逆比例して霊的な力を増す。工業化社会では個々人

ｪ人生の危機に向き合っている。

小馬　　　徹

i神奈川大学
ｳ：授）

小馬　　　徹

i神奈川大学

ｳ授）

4
加齢と老人の人類

w　～自立した老
繧�ｶきる～

　高齢者というと、疾病の治療や介護に係る社会的・経済的負

Sの問題が注目されがちだが、本章では、アメリカや日本の

F事：例に基づいて、高齢者自らが生きがいを求めて、積極的に

ｶきる姿と、そこに見られる文化的多様性を検討する。また

A情報技術の発達、生涯教育の促進、「健康日本21」政策に見

轤黷驍謔､な、健康を増進し、疾病の発病を予防し、健康寿

ｽの延伸する試みが、老後の生活にどのような変化をもたら

ｵているのかを検討する。

藤田　真理子

i広島大学教

�j

藤田　真理子

i広島大学教
�j

@　　趾
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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）

、

5

熱いの人類学　～

竄ﾜい・治療・身
ﾌ観～

　古来、痛みや不調への対応は、身体の諸部分の治療に留ま

轤ｸ、環境や周囲の人々との関係性、心身の連関を調整する

獅ﾝに満ちており、病の構造や身体観を表出する文化を構成

ｵてきた。本章では、タイ王国の民俗療法などを事例として

Aそれがいかなる悩みに応えようとしているのかを検討する

B社会関係、ライフサイクルの新たな問題に挑戦する民俗療

@者の試みから、激動する時代の生活の質－（quality　of　li

??j’に関しても考察したい。

鈴木　七美

i京都文教大

w大学院教授
j　　’

鈴木　七美

i京都文教大

w大学院教授
j

6

開発と環境の人類

w　～共生と持続
ｫをめぐって～

　開発により環境が大きく影響を受けるのは、日本では高度

o済成長期以降であり、発展途上国では開発独裁体制下のこ

ﾆである。屋久島では世界遺：産指定を契機に開発礼賛は影を

�ﾟたが、新手の開発論が人々の言明に見られる。また、ア

uラヤシ栽培の拡大を熱帯林伐採と先進国での自然志向との

ﾖ連で捉え、インドネシアのスハルト政権時代の開発移民政

�A土地問題、煙害の問題点の関連性を検討し、自然との共

ｶ、持続的経済の可能性を考える。

中島　成久

i法政大学教

�j

中島　成久

i法政大学教

�j

7

国家と民族　　～
ｽ文化のなかの自・己認識～1

国家も民族（nation）も西欧が生み出した近代市民社会の理念

ﾅある。だが、今や欧州はそれらをこえて統合されつつある

B一禔Bアフリカ諸国はまだ国民（nation）統合を果たせずに

黷ｵんでいる。従来アフリカでは、人は罹る人間集団に属す

ﾆ共に他の何者かでもあるという多重な自己意識を持って

｢た。植民地化がもたらした国家と民族の理念が、アフリカ

ﾌ人々の自己意識と自他関係に与えた複雑な亀裂とその影

ｿを西ケニアを例に考える。

小馬　　徹 小馬　　徹

8

現代の民族紛争～

Vたなる戦争のか
ｽち～

　20世紀の末から21世紀初頭にかけての現代世界では、各地

ﾅ犀族紛争、宗教紛争、地域紛争、内戦などと呼ばれる武力

ｴ争が頻発している。これらは、正規の軍隊同士が戦う国家

ﾎ国家の戦争とは異なる「新たなる戦争」である。こうした

岺?�揄�ｷるには、冷戦の終結、グローバル化、国民国家

ﾌゆらぎといった大状況を踏まえつつ、地域の特殊事情に注

ﾚし、民族や宗教を基盤にした紛争の主体が生成してくる過

��l察する作業が不可欠である。この作業は、文化人類学

Iな課題として「新たなる戦争」を考える試みである。

ノ栗本　　英世

i大阪大学大

w院教授）

栗本　　英世

i大阪大学大

w院教授）

9
越境の人類学　～

?ｯの生活世界～

　世界各地における武力紛争は、約5000万人という大量の難

ｯを生み出している。その悲惨な姿はマスメディアで報道さ

黶A難民の保護は国際社会の課題となっている。しかし、難

ｯキャンプとはいかなる空間なのか、そこで個々の難民がい

ｩに生きているのかといった問題に関する私たちの理解は

ｫわめて限られたものである。本章では、移民やディアスポ

奄ﾈどの現象と対比させつつ、コミュニティの再構築、文化

ﾌ継承と断絶、援助機関との関係といった諸問題に注目して

?ｯの生活世界を考察する。

同　　上 同　　上

10

先住民運動の人類

w　～エスニシテ
Bと近代国家～

　コロニアリズム崩壊後、多くの新興独立国家が誕生したが

A近代国家への編入と統合に困難を見出す先住民諸民族が少

ﾈくない。ここでは、カナダ、アメリカ、オーストラリアな

ﾇの多民族国家における近年の先住民運動展開の事例に基づ
｢て、伝統：文化の維持基盤としての自然・土地に対する権利

ﾌ保障・回復を求める政治運動と独自等化を追求する文化運

ｮの関係に焦点を合わせ、新段階を迎えた先住民族と国家の

ﾖ係について考察する。

江渕　一公 江＝渕　一一公
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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

癒しの人類学

`こころ3からだ・

ｩ然～

　最近「癒し」という言葉が氾濫しているが、「癒し」の希

≠ﾍ自らの生に関する欠乏感や欲望（want）の表現でもあり、「

?ｵ」文化は、生活様式（the　way　of　life）の模索と選択に

[く関連しているといえよう。本章では、多様な癒しの試み

�ﾆりあげ、「癒し」の文化的拡がり、社会的歴史的規定性

ﾆその変動に関し検討する。新医療技術に関する議論も参照

ｵっっ、新たな選択肢が提示される時代の欲望の行方と問題

_、およびその可能性について考察する。

鈴木　七美 鈴木七美

12

表出的文化の人類
w僧芸術・祝祭・ス

|ーツ～

　用具的文化と対立する意味での表出的文化の諸側面（身体

撫?笏?p工芸などの視覚的芸術、神話・伝説・民話の語り

A音楽・舞踊・演劇、祭礼、スポーツなどの上演芸術・競技

|術など）を文化人類学的視点から検討し、社会の諸制度と

ｶ化的諸価値の維持・強化・挑戦の表象装置としての表出的

ｶ化の構造的・機能的特質について考察するとともに、表出

I文化が「民族の伝統」として伝達継承されるメカニズム及

ﾑ伝統的文化から革薪的文化が生成されるメカニズムを民俗

E歴史・伝統・革新の4つのキーワードを用いて明らかにす
驕B

江渕　一公 江渕　一公

13

地域開発と観光開
ｭの人類学～もう一つのツーリズム

`

　北米（アメリカ・カナダ）やオーストラリアの先住民社会

ﾌ事例から出発し、主に日本の都市・農村め事例に基づいて

A地域の景観や森林の保全、伝統産業、祭礼やふるさと民俗

Aフォーク・アートやエスニック・アートなどの「地域文化

ﾌ掘り起こし」と観光開発との関係を、とくに「もう一つの

cーリズム」に焦点を当てて検討し、観光資源開発を通レて

ﾌ地域活性化及び「文化の商品化」現象をめぐる諸問題を中

Sに、開発人類学・環境人類学・観光人類学の交接領域にお

ｯる現代文化人類学の課題について考察する。

同　　上 同　　上

14

民族誌展示の現在
@～「実践知」とし

ﾄの博物館人類学
ﾌ可能性～

　今、民族誌展示に従事する博物館にあらためて熱い視線が

高ｪれている。これまで展示の対象となってきた非西洋の諸
ｯ：族による、自己の文化や歴史の再評価の動きのなかで、博

ｨ館の存在が、西洋と非西洋との関係上の証として、また文

ｻ的アイデンティティーの形成の装置として、注目されてき

ｽからである。そうした流れをうけて、博物館のあいだでは

A現在、さまざまな試みが展開されつつある。本章では、民

ｰ誌展示をめぐる近年の取り組みを検討し、博物館の新たな

ﾂ能性を探る。

吉田　憲司
i国立民族学

歯ｨ館教授〉

吉田　憲司
i国立民族学

歯ｨ館教授）

15

文化人類学はどこ

ﾖ行くのか
`エピローグ～

　文化人類学の主要な方法とはなにか。文化人類学者の多く

ｪ、まちがいなく「フィールドワークだ」と答えるだろう。

ｵかし、「フィールドワーク」のやりかたはこの数十年間で

助ｪと変わってきた。グローバリゼーションのために異文化

ﾆの距離が大幅に短縮化され、女性研究者が激増し、現地の

ﾐ会が予想を上回るスピードで激変している。文化人類学が

u実践知」の体系として再出発するにはどうすればよのか。

tィールドワークをキーワードにして、文化人類学の将来像

�`いてみたい。

　’

ｼ園　万亀雄 松園．万亀雄
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事務局

記載欄
湿
度

開
年 平成19年度 目

分
科
三

三門科目 目
ド

科
距 1857207

修
限

履
三

無
戦
数 2

科目名（メディア）＝ 資源人i類学（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）：内堀
，〔主任講師（現職名）：菅原

〔主任講師（現職名）：印東

基光（放送大学教授）　　　　〕

和孝（京都大学大学院教授）　〕

道子（国立民族学博物館教授）〕．

講義概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　”
　「資源」という語は日常的に使われているが、学問的概念としてはなかなか定義の難しい概念である。

この科目では、人類学の視点から資源と人間社会、文化との関わりについてアプローチする。資源そのも

のよりも、「人間にとって」という観点に重点が置かれる。天然資源とならんで、通常では資源とは考え

られていない知識や身体なども、これに含まれる。包括的な理論とともに、資源と人間の関わりの全地球

的な多様性を、具体的な生活舞台にそくしながら探求することにしたい。

授業の目標

　この科目は、学問的に新しい分野であるので、講義を通じて新しい見方の発見、知的なおどろきを経験
できるものとしたい。受講生にも、既成の体系を求めるのではなく、人間と生態系、人間の文化について、

新たな疑問をもち、みずから考えてゆくという三度を期待する。したがって、受講に関してとくに前提と

なる特殊な知識はない。資源を軸にして見ることにより、現代の人間のおかれた状況を相対化して考え、

そこから喫緊の人類的課題に迫ろうとする態度を酒養することが目標となる。

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）

「資源人類学」 「資源人類学」の可能性と基本的な視点を講義する。 内堀基光 内堀基光
の導入 資源という語のさまざまな用語法。資源をめぐる諸 （放送大学 （放送大学

学問、とくに経済学的視点との異同。人類学全体に 教授） 教授）
ノ1 とっての意義。講義の構成についての紹介。

一

資源の問題群の 象徴資源と生態資源の組み合わせで人間社会が成り 内堀　基光 内堀　基光

構成 立っていること、共有される資源と分配される資源

の相違について論じる。また天然資源の分類と現代
2 的グローバルな課題が生じてきた経緯、解決の可能

性、およびサブシステンス経済について触れる。

生態資源と象徴 生態的資源が象徴資源として認識された過程を、歴 印東道子 印東道子
資源 史資料を用いて検討する。象徴資源の存在が社会構 （国立民族 （国立民族

造の存立にいかに重要な役割を果たしたか、異なる 学博物館教 学博物館教
’3

環境条件にある社会を例にとって論じる。 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）

文化資源の考え 文化が資源でありうるとはどういうことか。文化が 森山　　工 森山　　工
方 資源化されるとき、社会はそれをどう活用するか。 （東京大学 （東京大学

4
～

社会間および社会内の文化資源の分布をどう見る 大学院助教 大学院助教
か。ブルデューのいう文化資本とはどう異なるか。 授） 授）

観光資源と知的 観光資源・知的資源に代表される文化資源の生成と 森山　　工 森山　　工
資源 消費、また現代国家におけるその蓄積などについて、

主としてマダガスカルおよび、その対称軸としての
5

フランスを例に取り、具体的に分析する。

＼

地域再生運動と 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼坙{における地域再生運動の例を静岡県の一商店街 湖中真哉 湖中真哉
「資源」 に取る。そこでは運動のための活用資源の一つとし （静岡県立 （静岡県立

て地域通貨を導入しているが、この講義ではその効 大学助手） 大学助手）
6 果を計りつつ、地域限定的な資源利用、　「通貨」の

意味などを考える。

再生資源の活用 廃棄されたもののさまざまなかたちでの再利用のあ 湖中　真哉 湖中　真哉
り方を、東アフリカの牧畜民サンプルを主要例にと

ノ

って見る。廃棄物の再資源化をめぐる現在的な在地
7 の知恵をとおして、資源の再利用という課題に迫る。

資源の循環過程 資源の循環過程とは、あるものが資源として生成す 内堀　基光 内堀　基光

ることからはじまり、資源として利用されつつ維持
されることを経て、資源であることを終えるという

8 過程である。これまでの講義を、この観点から中間

的にまとめることで、人間社会と資源の関わりの全
体像を見通す。

身体資源の考え 人間が身体的存在であることを資源（リソース）の 菅原和孝 菅原和孝
方 観点から論じる。人間が身体を用いて、他の人間と （京都大学 （京都大学

交渉し、また世界と関わるということは、この交渉 大学院教 大学院教9 のための資源として身体を見ることができるという 授：） 授）

ことである6このことを日常生活の基礎論として位
置づける。

資源としての身 身体の具体的な振る舞い方、扱い方をとおして、身 菅原和孝 菅原和孝
体のふるまい 体がコミュニケーションと表現のための資源となつ

10
ているかを探る。具体例は舞踏における身体、およ

ﾑ民俗的な医療における身体の扱いにとる。

一一@740一



執筆担当 　　／
ｸ送担当

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（〉

（所属・職名） （所属・職名）

人体の部品化 臓器移植や新生殖技術によってゆらぐ人格アイデン 出口　顯 出口　　顯
ティティの問題を中心として、商品化を含み資源と （島根大学 （島根大学

しての利用が進む人体部品と現代の人間観、、生命観 教授） 教授）

11 のあり方を考える。

生態資源の広が 遊牧の民にとっての資源の意味を、モンゴルの牧草 小長谷有紀 小長谷有紀
り 地とその利用の現状をもとに探る。季節的移牧のあ （国立民族 （国立民族

り方、過放牧と呼ばれる事象の原因、現代モンゴル 学博物館教 学博物館教
12 人の生活資源の領域拡大などを取りあげる。 授） 授）

資源のマネージ 熱帯林の商業伐採や換金作物農地への転換によっ 阿部健一 阿部健一
メント　、 て、かつては更新可能だった資源の利用法が、更新 、（国立民族 （国立民族

不可能な資源に転じつつある。これによって共有と 学博物館助 学博物館助
13 分配のあり方も変化する。ここでは適切な資源マネ 教授） 教授）

一ジメントについて、政治生態学の手法を導入しつ
つ論じる。

資源と環境 環境問題と資源問題は密接に関係している。この関 阿部　健一 阿部　健一
係の多重なありようを、グローバルな全体像のなか 内堀　基光 内堀　基光

でとらえる。歴史的には植民地の問題、現在的には
14 南北問題が中心的な議論の対象となる。

資源の人間的意 複数講師によるディスカッション形式により、象徴 内堀　基光 内堀　基光
味 資源と生態資源の関係と比較、相互転i換の論理など 菅原　和孝

をまとめ、同時に新たな資源の可能性について考え 印東道子
15 る。
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＝　博物館資料論（‘04）＝（TV）

〔主任講師：石森秀三（北海道大学教授）〕

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、博物館資料の収集、’整理・保管、展

示、調査・研究などに関する理論や方法を多面的に紹介することにある。

回 テ　一　マ 内　　　セ　　　　容
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
博物館資料の意義

博物館は、資料を収集・保管し、展示して教育的配慮のもと

ﾉ市民の利用に供し、あわせて資料に関する調査・研究を行

､機関である。そのような博物館の根幹をなす「資料」の意

`について概説を行う。

石森秀三
i北海道大学

ｳ授）

石森秀三
i北海道大学

ｳ授）

2
自然系資料の事例

各種：の博物館資料のうち、天地万物に関する自然系資料につ

｢て、世界と日本の自然と生態の博物館における具体的な事
痰ﾉもとづいて紹介する。 同　　上 同　　上

3 理工系資料の事例

各種の博物館資料のうち、科学と技術に関する資料や産業遺

Yについて、世界と日本の理工系博物館における具体的事例
ﾉもとづいて紹介する。 同　　上 同　　上

4
人文系資料の事例

各種の博物館資料のうち、考古、歴史ぐ民俗、芸術などの諸

送ｿについて、世界各地の美術館や歴史博物館などにおける

?ﾌ的事例にもとづいて紹介する。 同　　上 同　　上

5 民族資料の事例

各種の博物館資料のうち、世界の諸民族に関する資料につい

ﾄ、世界と日本の民族博物館における具体的な事例にもとづ
｢て紹介する。・ 同　　上 同　　上

6 マルチメディア資
ｿの事例

各種の博物館資料のうち、マルチメディアに関する資料につ

｢て、世界と日本の博物館や美術館などにおける具体的事例
ﾉもとづいて紹介する。 同　　上 同　　上

7 博物館資料の整理
ﾆ保管

f
覧
亀

博物館は、展示による普及・教育、文化財の保存・保護、学

p研究などのために資料の収集を行う。収集された資料は、

ｪ類・整理されてから保管される。資料収集の方法や資料保
ﾇの方法などについて概説する。

宇野文男
i福井大学教

�j

宇野文男
i福井大学教

�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
博物館資料の情報

ｻ

博物館は、各種の資料を収集・保管するとともに、それらの

送ｿを有効に活用するために情報化を行っている。具体的事

痰ﾌ紹介をとおして、博物館資料の情報化に関連する諸問題

ﾉついて概説する。

鈴村　　明

i国立民族学

歯ｨ館情報管
搦{設課長補
ｲ）

鈴村　　明

i国立民族学

歯ｨ館情報管
摯柏ﾝ課長補
ｲ）

9

　’

歯ｨ館資料の保存

博物館資料にはさまざまな種類のものがあるために、資料の

ｫ質により保存の方法が異なる。博物館資料損壊の原因とそ
ﾝ対応のあり方、資料保存の実際などについて、具体的事例

ﾉもとづいて紹介する。

園田　直子

i国立民族学

歯ｨ館助教
�j

　　　　　〉?c直子
i国立民族学

歯ｨ館助教
�j

10
博物館資料の修復

博物館資料は古い時代から伝わるものが多いために～修復を

K要としている。資料の修復の目的や方法などについて、具

ﾌ的事例にもとづいて紹介する。 同　　上 同　　上

11
博物館における調
ｸ・研究

博物館は、資料の収集、整蓮・保管、展示などとともに、資

ｿの調査・研究という機能を有している。具体的事例の紹介

�ﾆおして、博物館における調査・研究活動の重要性を概説

ｷる。
石森秀三 石森秀三

12
博物館における展
ｦの形態と種類

博物館の多様化が進むなかで、博物館における展示の重要性

ｪ以前にも増して、問われるようになっている。博物館にお
ｯる展示の形態と種類について、具体的事例にもとづいて概

烽�sう。

宇治谷　恵

i国立民族学

歯ｨ館情報管
搦{設課長補
ｲ）

宇治谷　恵

i国立民族学

歯ｨ館情報管
搦{設課長補
ｲ）

13
博物館における展

ｦ計画

博物館における展示の実施にあたっては、周到な計画を必要

ﾆしている。展示基本構想の策定から基本計画の策定、実施

ﾝ計にいたるまでのプロセスについて、具体的事例にもとづ

｢て概説する。 同　　上 同　　上

14
博物館における展

ｦ技術

博物館における展示の実施にあたっては、各種の展示技術を

K要としている。展示の配置計画、動線計画、空間構成、展

ｦのデザイン、展示備品など、博物館における展示技術の諸

鰍�?ﾌ的事例にもとづいて紹介する。 同　　上 同　　上

15

博物館資料の未来．

博物館の多様化が地球的な規模で進展するなかで、博物館資

ｿについても、その収集、保管、展示、調査・研究のあり方

ｪ大きく問われる時代になっている。博物館資料の未来につ

｢て多面的に検討を行う。 石森秀三 石森秀三
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：：＝@博物館経営・情報論（‘04）・＝（R）

〔主任講師：石森、秀三（北海道大学教授）〕

全体のねらい

この講義のねらいは・世界と日本の博物館における具体的な事例にもとづいて、博物館経営、博物館に

おける教育普及活動・博物館における情報の意義とその利用方法などについて概説することにある。

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）

博物館の多様化が進展するなかで、博物館の財：政制度、組織、

1

ミュージアム・マネ

Wメント入門

人材配置、施設管理などについて、博物館経営の改革が求め

轤黷ﾄいる。博物館利用者に満足や感動を与えるための経営
阮@であるミュージアム・マネジメントにつレ｝て概説を行う。

石森秀三
i北海道大学

ｳ授）

石森秀三
i北海道大学

ｳ授）

博物館は単なる建物を指す施設ではなく、組織としての主体

性をもって活動する機関である。博物館における諸活動を円
博物館の組織と職 滑に進めるための組織のあり方、学芸員の役割などについて

2 員 概説を行う。
＼ 同　　　上 同　　　上

博物館は、館長を中心にして学芸員や事務系職員などからな
るが、さらにミュージアム・プ白デューサーやミュージアム・

博物館人材の養成 エデュケーターなどを必要としている。博物館における人材

3 養成について多両的に概説を行う。
同一　　上 同　　　上、

博物館経営で最も重要なのは、博物館に関わる行財政制度で
　

ある。博物館に関わる行政の役割、博物館の財政・予算、各
博物館の行財政制 種の事業資金などについて、具体的な事例にもとづいて概説

4
度 を行う。

同　　　上 同　　　上
／

近年、生涯学習への関心が急速に高まっている。学校教育や

社会教育などとの関連にもとづいて、博物館における生涯学 宇治谷　恵 宇治谷　恵
生涯学習と博物館 習のあり方や薄物館教育の意義について、具体的事例にもと （国立民族学 （国立民族学

5
、教育 ついて概説を行う。 博物館情報管 博物館情報管

、理施設課長補、 理施設課長補
佐） 佐）’
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内’@　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

レ （所属・職名） （所属・職名）

博物館は、生涯学習や学校教育の面で重要な役割を果たして

いる。博物館が実施している各種の教育プログラムを具体的
博物館における教 事例にもとづいて紹介するとともに、博物館ボランティアの

6 育プログラム 役割についても概説を行う。 宇治谷恵 宇治谷恵

＼ノ

博物館は、資料の収集、整理保管、展示、調査研究を行う機

関であるが、それらに関して各種サービスを利用者に提供し
博物館におけるサ ている。博物館サービスの諸相について、具体的事例にもと 石森秀三

7 一ビス ついて紹介する。 石森秀三
宇治谷恵

〆

博物館は従来、公的性格が強かったためにマーケティングを

行うことがほとんどなかった。近年、博物館においても運営
ミュージアム・マー の効率化が求められており、．マーケティング手法の導入が図

8 ケティング られている。具体的事例にもとづいて、ミュ．一ジァム・マー

ケティングを紹介する。 石森秀三 同　　　上

■

近年、日本では、環境評価や行政評価などが重要になるとと

もに、博物館においても各種の評価が重要な役割を果たすよ
博物館における評 うになっている。具体的事例にもとづいて、博物館評価のあ

9 価 り方について概説する。
同　　　上 同　　　上

博物館は、展示場だけではなく、収蔵庫、研究室、図書室、

ミュージアムショップ、ホールなど、さまざまな施設から成
博物館施設の運営 っている。危機管理の問題も含めて、博物館諸施設の運営・．

10
と管理 管理について、概説を行う。 宇野　文男 宇野文男

（福井大学教 （福井大学教
授） 授）

8
博物館は、市民の知性を刺激し、人間精神を挑発することに

よって、未来創造に向かわしめるための「刺激と挑発の装置」 鈴村　　　明 鈴村　　　明
博物館における情 である。博物館における情報の意義について、具体的な事例 （国立民族学 （国立民族学

11 報の意義 にもとづいて概説を行う。 博物館情報管 博物館情報管

サ
理施設課長補 理施設課長補
佐） 佐）

博物館にはさまざまな情報が存在する。各種の博物館情報は

コンピュータに入力されてシステム管理される。博物館にお
博物館活動の情報 ける各種の情報化のシステムについて、具体的事例にもとづ

12 化 いて紹介を行う。
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）

13

情報の展示と情報

Tービス

博物館は・各種の情報を有している。それらの博物館情報｝：ま

Vステム化されて管理され、展示やサービスに供される。博

ｨ館における情報の展示や各種の情報サービスのあり方につ
｢て、具体的事：例にもとづいて紹介を行う。 鈴村　明 鈴村　明

14

博物館の連携と国
ﾛ協力

国際化の進展に伴って、博物餌においても各種の国際協力や

A携を図ることが求められている。国立民族学博物館におけ

驪?ﾌ的事例にもとづいて博物館の国際協力・連携について
T説を行う。 石森秀三 ：石森秀三

15

ミュ．一ジアム・マネ　　　　　　　’

Wメントの未来

社会のニーズの多様化に伴って、博物館はさまざまな革新を

sう必要に迫られている。博物館経営論および博物館情報論
ﾌ成果をふまえっつ、今後のミュージアム・マネジメントの
]ましいあり方を概説する。

同　　　上 同　　　上
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＝＝@20世紀の中国文学（‘05）＝＝（R）

〔主任講師：藤井省三（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい．

中国文学は中国における近代的国民国家建設と歩を同じくして誕生した。上海・北京の南北二都を手が、

かりに近代中国および20世紀中国文学を読み解いてみよう。その際、キ1・・一・…ワードはメディア＝知の媒

体と都市の社会学である。中国本土だけではなく、広く中国語圏を視野に入れて、香港・台湾でのアイ

デンティティ形成と文学との関わりや、明治・大正・昭和の日本や現代東アジアにとっての中国文学に

ついても考えてみたい。

執筆i担当 送担当
回 テ　一・マ 内　　　　　　　　容 講　　師．名 講　　師　　名

（所属・職名 （所属・職名）

現代中国文学を学 3500年の歴史を持つ中国の文学を、温泉饅頭に喩えて 井　省三 井　　省三

ぶ、ということ みよう。饅頭のあんこに当たるのは詩文、つまり唐詩や （東京大学大 （東京大学大

『史記』など文語文の古典で、その外側の小麦粉の皮が 学院教授） 学院教授）

古典俗文学、主に宋代12世紀以後の講談や演劇の台本と

して発展した。そしていちばん外側のっるつとした薄皮

1
が現代文学なのである。近代史は約1世紀にすぎないが、
「国民〔ルビ：ネーション〕」としての「中国」、それを人々

に想像させる「文学」という2つの概念を焼き付けた薄
皮が本体を覆ってこそはじめて、美味しい温泉まんじゅ

う、すなわち国民文学としての中国文学が成立するので
ある。

界都市上海の誕・ 上海・北京を手がかりに近代中国およびその文学を読

生とジャーナリズ み解いていく際、キーワードはメディア＝知の媒体と都

ムの出現 市の社会学である。すなわち新聞・雑誌などのマスメデ

2 イア、学校・留学などの教育制度と、このメディアを構 同　上 同　上

するとともに作家や編集者、評論家そしてほかならぬ
読者を培養した都市の諸制度に注目したい。

上海の変法運動力 上海ジャーナリズムは1890年代には清朝改革派のメ

ら東京の革命運動ディアに成長した。戊戌政変（1898）後に維新派のリー

一一O二超の『 ダ一碧非望は東京に亡命して明治日本の影響を受け、一
」・説』と魯迅・二二国の民を新たにするには一国の小説を新たにすべし、と

3
　のロマン主義文

w
論じた。それまでは暇つぶしのための読み物と見なされ

ﾄきた小説が、世紀の転換期に改革・革命のための社会
同　上 同　上

的・政治的効用という視点から再評価されたのだ。やが

て魯迅の欧州ロマン派詩論などを経て、内面と自我が発

見されていく。

“文化城”北京と文 辛亥〔ルビ：しんがい〕革命（1911）後に成立した中華民

学革命 国は混迷を続ける。かつて皇帝の都として全国に君臨し

た北京は、“文化城”に変身して全土の青年の前に姿を

4

　わし、この文化城の頂点に立ったのが北京大学であっ　　　’

ｽ。アメリカ留学中に恋愛と文学とを身を以て体験して
同　上 同　上

きた回忌がこの北京大学に教授として着任し、中国の文

学革命が始まるのである。
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筆担当 送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容： 講　　師　名講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名

5・4時期の新興知 1917年の文学革：命から20年代後半の国民革命までを、

識階級 日田軍閥の国民的政治運動である5・4運動（1919）に
ちなんで5・4時期と称す。・新文化運動の中心的役割を

5
たした『新青年』雑誌おぶびブルジョワ派の新月社、魯’ら辛亥革：命世代の語綜派、民国初期の日本留学生によ

藤井省三 藤井〆省三

る創造社という3大サロンを通じて、5・4文学における
恋愛と革命というテーマを考えてみたい。

国民革命と狂熱の 中華民国では辛亥革命後も哀世凱の帝政復活、軍閥害1

0年代上海 拠などの混乱が続いていたが、20年代半ばには国民革：命

の上げ潮に乗って国民党が北伐戦争（1926～28）により

中国統一に成功する。同党指導者の蒋介石は南京に遷都

し、一党独裁体制下で経済建設を押し進めたため、新聞

6 誌の発行量が激増し、文芸を愛好する知識層・市民層 同　上 同　上
が増大、：職業作家、職業批評家が続々と登場して、上海

が北京を遥かに凌ぐ出版文化の中心となった。映画もま

たサイレントからトーキーへと変身して上海映画の黄金
時代を迎えている。

0年代文学の三門 30年前文学を考えるとき、政治経済から強い影響を受

一一梍h、新感覚ける上海文化界と異なり、5・4時期以来の“文化城”の
氏、東北等ミグラン 云統を持つ北京の文壇も忘れてはならない。また雲南や

7 ト文学から中国の 北地方（旧満州）など、辺境を舞台にしたローカル・ 同　上 同　上

『風と共に去りぬ』 カラー文学が上海文壇に登場したのも特徴的である。

まで

共和国の興亡と文 中国ナショナリズム勃興による既得権益喪失を恐れた

子成熟期の40年代 日本は、満州事変（1931）を経て37年半はついに中国
文学 の全面侵略を開始する。これにより30年代中華民国の一

幽の夢は打ち砕かれ、中国は国民党支配の“大後方”（だ

8
いこうほう）、共産党支配の“解放区”そして日本占領
ｺの‘‘論義区”　（りんかんく）の3つに分かれ、戦時

同　上 同　上．

ながらも大後方と論陥区では30年代の繁栄を受けて文無

が成熟していく。その倫陥区上海に彗星のように現れた
性作家が張環玲であった。

毛沢東時代と文化 日本の敗戦（1945）、国共内戦を経て1949年に共産党
大革命　　　　’ が大陸を統一し中華人民共和国を建国、暗黒め30年が口

＿　fノ

まる。独裁党である共産党のそのまた独裁者であった毛
9 沢東は、反右派闘争（1957）から文化大革命（1966～76） 同　上 同　上

まで次々と政治キャンペーンを発動し、文学・芸術には
毛沢東賛美を任務として与えたのである。

小平時代の文芸 文革が終息し80年代の郵小平体制下で改革・開放政策
興 が本格化するにつれ、文学・芸術は再生し、世界的レ6

レを回復していく。最初に登場したのが北島ら『今天（チ

10
ンティエン）』派の若き詩人たちであり、80年代半ばに

ﾍ文革世代の若い作家たちが一斉に「ルーツ探求の文学」
同　上 同　上

を唱え始め、二言のような中国の魔術的リアリズムが出
している。
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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）

・4「血の日曜日」 1989年にはあの悲惨な「血の日曜日」事件が勃発、鄭

件からオルター ら大量の作家が海外に亡命し、世界各地で中国エミグ
ナティヴ作家まで ラント文学が出現している。そのいっぽうで、郵小平の

大号令で90年代に再び改革：・開放政策が推進され高度

11 済成長が実現されると、旧来の共産党統制下の“単位” 藤井省三 藤井省三
±会は崩壊し始め「新富（ニューリッチ）」階級が台頭

し、インターネットを駆使する三三らオルターナティヴ
作家が続々と登場している。

香港文学史概説 アヘン戦争以来イギリスの植民地であった香港では、

中国返還（1997）が現実化し始める80年代から、香港ア

イデンティティが急速に形成され、中奥華の恋愛歴史小

12 説、砂書のポスト・ユロニアルな詩と小説などを中核と 同　上 同　上

して香港文学が形成されている。香港映画との関わりも
重視すべきであろう。

台湾文学史概説 台湾は日本統治期（1895～1945）と国民党統治期（1945

～90頃）という2つの外来政権の支配を体験したため、

戦前は日本語、戦後は北京語という2っの「国語」を、

』治者に対し抵抗しっっ主体的に受容してきた。，北京語

13
文学のばあい、美麗島事件（1979）を契機に“台湾意識’

�S面に押し出した作品が多くなったが、その中でも政
同　上 同　上

台とエスニシティとセックスとをテーマに描き続けてい

る李昂ら女性作家の活躍は、日本や欧米でも注目を集め
ている。

日本人はいかにし 中国・香港・台湾という中国語圏の文学を、日本人は

て現代中国を読ん どのように受容してきたのだろうか。5・4新文学から4

できたのか一一2 年代文学までを同時代文学として紹介した東京外語グル

14
　紀の中国文学読

綜j
一プと中国文学研究会、あるいは日本占領下の上海で張
E・ 謔�|訳していた室伏クララ、同時期に東京・仙台で

同　上 同　上

迅の伝記を書いていた太宰治らにスポットを当ててみ
たい。

村上春樹と中国語 20世紀東アジアの3大作家といえば、魯迅（1881～
圏一一自照文学が 1936）・張愛玲（1920～95）・村上春樹（1949～）を“

国境を越える時 げられよう。台湾では『ノルウェイの森』　（1987）が

肇回して「村上春樹現象」が生じ、やがて「村上現象」

15
は90年代初頭の香港、90年三冠の上海・北京へと回
ｵた。上海の抑奪、台湾の絵本作家幾米（ジミー）らは

同　上 同　上

中国の「村上チルドレン」といえよう。都市と農村とい

う視点からこの3大作家を考察し、中国語圏文学におけ
る村上春樹の受容のされかたを考えてみたい。

一749　一一



＝　複素数と関数（‘04）＝（R）

〔主任講師 熊原　啓作（放送大学教授）〕

全体のねらい
　実数に虚数を付け加ネて複素数とすることによって数の体系はある意味では完結する。数の体系の代数的位相的構造から

始めて、複素数の幾何への応用、複素変数関数論を解説する。中心は正則関数と有理型関数である。回数計算による定積分

の計算、写像としての複素関数として1次分数変換および等角写像、単位円におけるディリクレ問題とそれに関連したフー

リエ級数、さらにフーリエ変換とラプラス変換の簡単な性質についても論ずる。

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）

自然数から複素数へ、3次方程式の解法、環と体、体の拡
大、代数的丁丁、四元数：

熊原　：啓作 熊原　啓作
1 数の体系 （放送大学教 （放送大学

／

授：） 教授）

実数の順序と連続性、複素数の導入、複素数平面、実子、

虚軸、偏角、絶対値、共役複素数、極分解、極限、収束、コ

2 複素数と複素平面 一シーの収束判定条件、ド・モアブルの定理 同　　上 同　　上

リーマン球面、立体射影、無限遠点、コンパクト化、平行

移動と回転、合同変換、直線と円、平面幾何と複素数、正多

3 複素数と平面幾何 角形
同　上 尉　　上

@　　ノ

領域、境界、近傍、開集合、極限値、連続、級数、絶対収

束、一様収束、整級数、収束半径、収束円、コーシー・アダ

4
複素関数、複素級 マールの定理 同　　上 同　　上

微分可能、導関数：、正則関数、コーシー・リーマンの方程

式、整級数展開、解析関数

5 複素微分 同　　上 同　　上

指数関数、対数関数、三角関数、双曲線関数、主値、リ㌣

マン面、オイラーの公式

6 初等関数 同　　上 同　　上

1次分数変換、円円対応、非調和比、鏡像の原理、1次分
数変換群、等質空間、ケーリー変換

7 1次分数変換 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）

線積分、ジョルダン曲線、曲線の向き、原始関数、不定積

分、グリーンの公式

8 複素積分 熊原　　啓作 熊原　啓作

コーシー・の積分定理、積分路の変形原理、コーシーの積分

公式、代数学の基本定理、回転数、　　　　　　　　　ノ
一

9
コーシーの積分定

同　　上 同　　上
理

テイラー級数展開、一致の定理、最大値の原理、シュヴァ

ルツの補題、正則関数列、門別微分

10 正則関数 同　　上 同　　上

曲線のなす角、等角写像、臨界点、単葉関数、ジューコフ

スキー変換

11 等角写像 同　　上 同　　上

@　　　｛

ローラン展開、主要部、孤立特異点、極、リーマンの定理、

真性特異点、ワイエルシュトラスの定理、有理型関数、有理

12 有理型関数 三関数列 同　　上 同　　上
／

垣戸定理、偏角の原理、定積分の計算、フレネル積分

13 回数定理 同　　上 同　　上

フーリエ級数、フーリエ係数、調和関数、ポアソン積分、

ディリクレ問題

14
フーリエ級数と調

a関数
同　　上 同　　上

フーリエ変換、フーリエ逆変換、留数定理を利用してフー

リエ変換の計算、ラプラス変換、常微分方程式への応用

15
フーリエ変換とラ

vラス変換
同　　上 同　　上
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＝i ?^代数学（‘04）＝（TV）

｛主任講師：長岡亮介（放送大学教授）〕

全体のねらい

線型代数は数理諸科学はもちろん、いまや経済金融や統計の理論的な記述をはじめ、ほとんどすべてのシミ

ュレーションの分野で不可欠の道具となっている。そしてますます開拓されて行く広範な応用を支えるの
は・結果の利用ではなく・理論の確実な理解である。本科目は、線型代数（行列と行列式）の入門的部分につ

いての知識を前提として、その知識の背後に潜む数学的諸原理を、その応用を視野において講ずるものであ

る。多様な関心をもって本科目にアプローチしてくる学生諸君がそれぞれの分野での自在な応用ができるよ

うに・思想として広く・技法として確実な線型代数の理解を目標とする。また、国際化時代の学習環境を意

識して放送講義では、一部に英語を取り入れる。数学は蓄積的な学問であるので、共通科目、「線型代数入門」

　「初等微分積分学」を先に履修するのが好ましい。

回 テ㍉一　マ 内　　　　　　　　容
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
抽象代数系の諸
T念（1）

現代数学においてもっとも重要な枠組みの二つである‘構造’

istructure）の理解に向かい、もっとも基本的な‘代数構造’

ﾆして‘群’（group）を取り上げ、その基礎構造、とりわけ、

阯]類、歯群のような初心者に馴染みにくい概念の確実な理
��ﾚ指す。　‘構造’を語る上で本質的な‘同型性’の概念を歴史的な概念を引用して確実な理解を目指す。

長岡　亮介
i放送大学

ｳ授：）

長岡　亮介
i放送大学

ｳ授）

2
抽象代数系の諸
T念（2）

前章で論じた抽象的な論述を肉付けするため、具体的な群の

¥造を紹介する。

L限群の基本である巡回群をはじめ、変換群や2面体群など、

ｮ的な映像を通じてでないと理解しにくい諸概念を紹介す
驕B

同　　上 同　　上

3、

　　　　　ρ
鰹ﾛ代数系の諸
T念（3）

群：より複雑な代数構造として、環と体について学ぶ。抽象的

ﾈ構造だけでなく、いわゆる数体（実数体、複素数体，円分体）

ﾉついて、特に、その基礎にある複素数体について、その数
w的合理化を含め、やや詳しく紹介する。 同　　上 同　　上

4

＼抽象線型空間
群、環、P体の概念の入り交じる総合的な代数構造として線型

�ﾔを導入する。

u方向と長さをもった量」といった素朴なベクトルの概念の

ﾀ界が克服されることがわかるはずである。同時に、「方向」

竅u大きさ」を論ずるために基礎的枠組みとして「計量」の

矧w的定義に進む。

同　　上 同　　上

5
線型写像め基本

T念

抽象的な線型空間から抽象的な線型空間への抽象的な線型写

怐i線型変換）の概念を定義し、それが行列という具体的な表

ｻをもつことを示す。その際、線型空間の基底の選び方がそ
ﾌ表現に本質的に関わって来ることを理解する。 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
線型写像の表現
ﾌ単純化

前章での理解を踏まえ、基底の選び方を変更すると、それが

?^写像の表現にどのように関わってくるかのメカニズムを

攪_的に理解する。「基底の取り替え行列」と呼ばれる簡単

ｻうで意外に難しい概念の確実な理解を目指す。 長岡　亮介 長岡　亮介

7

　　／

s変部分空間か
迪ﾅ有ベクトル

ﾖ

線型代数においてもっとも重要な三角化の話題に入るための

烽ﾁとも重要な理論的な準備を行なう。すなわち、線型変換

ﾍ、、それに関して’‘不変’な部分空間をもつときには、形の

ﾇい行列で表現できる、という定理の紹介である。 同　　上 同　　上

8

固有値と固有ベ

Nトルと行列の
ﾎ角化

前章の最後に論じる「不変部分空間の直和への分解」の究極

ﾌ形として、固有空間（固有ベクトル）、固有値の概念が自然

ﾉ登場することを示す。

ｳらに、具体的な変換について、固有値、固有ベクトルの計
Z方法を示す。

同　　上 ’同　　上

9 複素行列の世界

「想像上の数」を成分にもつ行列（複素行列）の世界でこそ、

ﾎ角化についての議論が美しく単純に叙述できることを示
ｷ。エルミート行列、ユニタリ行列と呼ばれる有名な行列の

d要性が納得できよう。’
同　　上 同　　上

10
線型代数の応用
i1）一一2次形式

前章で達成した「実対称行列は直交行列を用いて対角化でき

驕vという定理を踏まえ、いわゆる2次形式の分類を紹介す
驕Bこれにより、一般的な2次曲線、2次曲面が、係数で作ら

黷骰s列の計算だけで判定できることが実感されることにな
?､。

同　　上 同　　上

11
線型代数の応用
i2）一一微分方程

ｮ

同じく、応用として線型常微分方程式（ODE）の三法を取り上げ

驕B線型常微分方程式は、17世紀にその開拓が始まった数理

ﾈ学の華ともいうべき強力な問題解決の方法である。これを

揶齠Iに論ずる方法は線型代数の応用として取り上げられ
驕B

同　　上 同　　上

12
ジョルダンの標
?`（1）

すべての行列に「対角化」を望むことは理想的すぎる。「三

p化」で甘んじることは消極的すぎる。両者の中間にあるの

ｪ、ジョルダンの標準形である。しかし、ここにたどり着く

ｽめの「理論の山道」が険しすぎるため、最近では講義から

�ｯられてしまうことも少なくない。

{講義では、険しい道を迂回する方法で、ジョルダンの標準

`に向かう。

＼同　　上

同　　上

13
ジョルダンの標
?`（2）

前回を受けて、ジョルダンの標準形の計算方法を具体的

ﾉ講ずる。
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）

ジョルダンの標準形を利用することによって、解くことので

線型代数の応用 きる線型常微分方程式の世界が拡大することを学ぶ。

14
（3）一一ジョルダ

唐ﾌ標準形と微分
長岡　亮介 長岡　亮介

方程式

　　　　　〔?^代数：の方法で世界を解析することの方法を総体的な視点

ギ から反省し、また、近年話題とされることの多い非線型の世

15
線型の世界，一�?

^の世界

界にはこの方法からの類推が通用しないことを様々な視点か

迯l察する。さらに線型代数の新しい潮流にも触れる。 同　　上 同　　上
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＝　数：学基礎論（‘03）二（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。目標はデーテルの不完全性定理の解説である。予備知識は特に要求しない。

「自然の理解専攻以外め学生向けでもある。数学的論理学の基礎ならびに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）

この本を読むに当たって必要な予備知識について述べる。匪

隈部　正博 隈部　正博

1 準　　　　　備 （放送大学助 （放逼大学助

教授） 教授：）

命題論理とは何かについて述べる。そして論理式の定義を

し、その真偽値について考える。

2 命題論理 同　　　上 同　　　上

ノ

’

論理式の真偽値についてさらに考察し、命題論理における

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 論理記号について 同　　　上 同　　　上

命題論理のコンパクト性定理の証明をする。

5 コンパクト性定理 同　　　上 同　　　上

’

述語論理の定義をする。そして対象式と論理式を定義する。

6 述語論理 同　　上 同　　上
届

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。

τ 構　　　　　造 同　　　上 同　　　上

一755　一一



執筆担当 放送担当
回 テ　ナー　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について述べる。その

8
ロジカルな満足性
ﾆ演繹計算

後、演繹計算とはどういうものか簡単に述べる。あわせてゲr一デルの不完全性定理の持つ意味について述べる。

隈部　正博 隈部正博

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。

10
演繹計算について

ﾟいくつかの定理 同　　　上 同　　　上

自然数論について述べる。

11 自　然数：論 同　　　上 同　　　上

@　　　　ズ

関数：や関係の自然数論における表現可能性と計算可能性に

ついて述べる。

12
表現可能性と計算

ﾂ能性
同　　　上 同　　　上

ゲーデル数とはどういうものかについて述べ、それを使っ

13
ゲーデル数と証明
ﾌ算：三三

て証明の算術化について考える。

同　　上 同　　上

ゲーデルの第」不完全性定理の証明をする。

14
　不完全性定理

ｻの1
同　　　上 同　　　上

第一不完全性定理を再考し、さらに第二不完全性定理につ
いて証明を考える。

15
　不完全性定理

ｻの2
同　　　上 同　　　上

o
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＝　幾何入門（　04）＝（R）

〔主任三二師 砂田　利一　（明治大学教授）〕

全体のねらい
　古代ギリシャに源を持づ幾何学は、2500年におよぶ数学の歴史の中で常1こ中心的位置を占めてきた。一方では、平面や空

間の中の図形が持つ「調和的性質」を発見する学問として、他方では、我々を取り巻く「空間」そのものを探求する科学と

して発展してきたのである。本講義では、このような幾何学の歴史に目を向けつつ㍉比較的新しい分野である位相幾何学に

・ついて、平面上の閉曲線の理論を例としながら詳しく解説する。

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 証明とは何か

　本講義では、15回にわたって幾何学の理念とその歴史につ

｢て、平面図形、特に曲線の微分幾何学的および位相幾何学
I性質の探求に促しながら解説する。このためぐまず講義全

ﾌに渡る概観を説明し、目標を設定する。さらに、数学にお

ｯる「証明」の役割について初等的な例を挙げながら説明す
驕B

砂田　利一
i明治大学教

�j

砂．田　利一
i明治大学教

�j

2

幾何学の歴史（古代

Mリシャからアラ
rァベ）

　ターレス、プラトン、アリストテレス、ユークリッドたち、

�ｽ学の発祥の地である古代ギリシャの数学者と哲学者たち

ｪ、何を考え何を創造したかを解説する。そして、どのよう

ﾉしてルネサンスのヨーロッパに古代の数学が伝えられたか
ﾉついて述べる。

同　　上 同　　上

3 数学的論理

　証明の中で重要な方法である背理法と帰納法について、そ

ﾌ歴史とともに具体的な例を用いながら解説し、さらに帰納

@、一般化、類似追及などの数学的真理の発見方法について
qべる。

同　　上 同　　上

4
オイラーの一筆書
ｫ定理

　位置の幾何学（位相幾何学）の発祥であるオイラーの定理

ﾉついて、その歴史的背景とグラフを使った証明について解

烽ｷる。証明の中で、背理法や帰納法が活用される様を見る
ｱとになる。

同　　上 同　　上

5 地図の彩色問題

　地図の塗り分けに関する問題、特に2色塗り分け可能な地
}の特徴付けについて、オイラーの定理との関係の下で解説
ｷる。さらに有名な4色問題についての歴史を述べ、すべて

ﾌ地図が5色塗り分け可能であることを証明する。
同　　上 同　　上

6 閉曲線の巻数

　直観的方法により、与えられた点の周りを閉じた曲線が回

驩�狽ﾅある「巻数」の概念を導入し、その性質について述、

ﾗる。さらに巻数の計算方法と性質を解説し、2色塗り分け問

閧ﾉ対する三三を与える。ホモトピーやホモロジーの概念へ

ﾌ入門でもある。

同　　上 同　　上

7 巻数の解析的定義

　閉曲線の巻数の直観的定義から厳密な定義への移行を行

､。その過程で、「数学をする」とはどういうことなのか見
驍ｱとになる。巻数の厳密な定義を与えるために、解析幾何

wと三角関数についての解説を行う。一般角の概念が重要と

ﾈる。

同　　上 同　　上
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執筆担一当 放送担当
回 テ　一　マ ．内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

閉曲線の巻数の性質を使って、代数学の基本定理、不動点

定理などへの応用を解説する。このため、複素数の概念にっ

8 　、ｪ数の応用1 いて詳しく述べる。
砂田、利一 砂田　利一

代数学の基本定理の応用として、フェルマーの定理の有理
関数体類似を証明する。

9 巻数の応用II 同　　．上　　〉 同　　上

古代ギリシャのユードクソ3を祖とし、ニュートン、ライ
プニッツにより発展させられた無限小解析についての歴史を

10
微分積分学（無限小

�ﾍ）の歴史
述べる。特に、　「無限小、’無限大」とは何かについて、数学

ﾒがどのように考えてきたかを解説する。
同　　上 同　　上

微分積分学の基本定理の応用として、閉曲線の巻数の性質

の別証明を与える。

11
巻数の性質の解析
I証明

同　　上 同　　上

｝

滑らかな閉じた曲線の「回転数」を定義し、その微分幾何

学的表示を与える。このため、曲線の曲率の概念を導入する。
、

12
曲線の微分幾何学
ﾆ回転数：

同　　上 同　　上

＼

条件を、回転数を用いて与える。

13
回転数と閉曲線の
ｳ則ホモトピー

その類似として、「球面の裏返し」について解説する。 同　　上 同　　上

曲面の位相的性質、特にその分類理論について解説する6
特に、’「裏表」のない曲面について、その不思議な性質を述

14 曲面の位相幾何学 べる。 同　　上 伺　　上

曲面上の地図が2色塗り分け可能であるための条件につい
て考察する。

15 曲面上の地図 同　　上 同　　上
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科目名（メディア）：＝ 自然と社会を貫く数学（‘07）＝（R）

〔主任講師（現職名）　岡本和夫（東京大学教授）〕

講義概要

　数学がどのように発展し、現在のような形を作ってきたのかを概観した上で、自然と社会を貫く数学に

ついて具体的な事例に沿って紹介する。題材としては簡単な数学史、微分方程式、暗号と符号の理論を扱
う。対談形式なども導入して数学の新しい形の授業を組み立てていくが、予備知識として、共通科目から、

数学の歴史、微分積分学、線型代数：などを履修していることが望ましい。

授業の目標

　微分方程式は自然を記述するために不可欠な数学的道具であるが、ここでは微分方程式そのものについ

て学ぶのではなく、これがどのように使われているか、その意味は何か、ということを理解してほレい。

また、暗号と符号の理論はコンピュータ・ネットワV・…一bクの安全性を保証する数学である。いずれもこの授

業を契機として、さらに深く数学を学ぶ意欲と関心を持っていただくことを目標として選ばれた題材であ
る。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講二　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

生活と数学 数学が誕生したきっかけを、「測ること」と「記録 岡本和夫 岡本和夫
すること」をテーマに考えてみる。土地の面積の測 （東京大学 （東京大学

定や暦の策定は古代の既達の義務であり、権力の象 教授） 教授）
1

徴であった。

数学の形 数学には三つの形がある。　「言葉としての数学」、 岡本和夫 岡本和夫
「道具としての数学」、「対象としての数学」がそ （東京大学 （東京大学

れである。具体的な事例を交えて数学の働きを見な 教：授：） 教授）

2 がら数学がどのような学問であるのか考えてみた
い。

自然の表現 微分方程式の意味をニュートンの運動法則や万有引 岡本和夫 岡本和夫
力の法則を題材として学ぶ。微分積分学はむしろ微 （東京大学 （東京大学

分方程式の理解から生まれてきたとも言える。微分 教授） 教授）

3 積分学について一応の学習が済んでいることを期待

する5
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執筆i担当 放送担当
回 テ　一　マ ・内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

振動の方程式 簡単な微分方程式として、調和振動の方程式を扱う．。 岡本和夫 岡本和夫
これは2階の線型常微分方程式で表される現象で、 （東京大学 （東京大学

解はsin　x、　COS　X、等の三角関数：で表される。簡単な 教授） 教授）
4 行列と行列式の知識があれば十分である。

自然と数学 現在の数学がどのような形で発展してきたのか考え 岡本和夫 岡本和夫
る。主任講師と、分担協力講師の薩摩順吉教授（青 （東京大学 （東京大学

山学院大学）の対談で、これから授業で扱う課題の 教授） 教授）
5 意味を整理して紹介する。　「連続と離散」というこ　　　　　　　　　　　　　　　、

とも一つのテーマとしたい。・

現象の数理 自然を数学で表現するためには偏微分方程式が必要 薩摩順吉 薩摩順吉
である。自然現象に沿って、偏微分方程式の意味を （青山学院 （青山学院

考えてみよう。ここから4回の授業は分担協力講師 大学教授） 大学教授）
6 の薩摩順吉教授（青山学院大学）が担当する。

拡散方程式と調 熱は熱い部分から冷たい部分に流れる。決して逆の 薩摩順吉 薩摩順吉
和方程式 向きには伝わらない。これを記述するのが熱方程式 （青山学院 （青山学院

である。これを題材にして簡単な偏微分方程式を数 大学教授） 大学教授）
7 学的に扱ってみよう

波動方程式 波はあらゆる方向に均等に伝わっていく。波動方程 薩摩順吉 薩摩順吉
式は線型偏微分方程式であり、数学的にきれいな構 （青山学院 （青山学院

造を持っている。一方海流や気象は非線型の波であ 大学教授） 大学教授）
8 る。

非線型現象 私達の身近にあるのは非線型微分方程式で記述され 薩摩順吉 薩摩順吉
・る自然現象である。例えば大きな被害をもたらす津 （青山学院 （青山学院

波は海のソリトンと呼ばれる非線型の波である。こ 大学教授） 大学教授）

9 のような話題を紹介したい。

社会と数学 これまでの授業は自然を対象としてきたが、後半で 岡本和夫 岡本和夫
は社会の中にどのように数学が活かされているかを （東京大学 （東京大学

扱う。その初めとして、次回から4回の授業を担当 教授） 教授）

10 する分担協力講師の桂利行教授（東京大学）と主任
講師がいろいろな問題を対談形式で考える。
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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）

数：の世界 以下必要となる数学は整数、つまり1、2、3、… 桂　　利行 桂　　利行
の世界である。大切な数学であるのになじみが少な （東京大学 （東京大学

いと思われるので、基本的な事柄をまとめることか 教授）一 教授）
11

ら始める。さらに一般に、数学の基礎である「数」

にまつわる興味ある事柄を紹介する。

有限の世界 デジタルの世界の基礎となる有限を扱う数学につい 桂　　利行 桂　　利行
“

てお話しする。19世紀にガロアによって発見された （東京大学 （東京大学

「有限体」が中心的な役割を果たす。 教授：） 教授）

12

セキュリティー 暗号の歴史は古い。特定の二者がお互いに秘密の鍵 桂　　利行 桂　　利行
と数学 を持って通信する手段としてギリシア時代から使わ （東京大学 （東京大学

れてきた。現在の暗号は不特定多数の間で、プライ 教授） 教授）

13 バシーの保護と通信の安全性の確保に使われてい
る。公開鍵暗号をテーマに、私達の生活の中に活か
されている数学を考える。

デジタルと数学 現在はデジタル機器の時代である。通信を初め、コ 桂　　利行 桂　　利行
ンピュータ、CD、カメラ、　DVD、テレビなど様i々 （東京大学 （東京大学

なところでデジタルが用いられている。そこで重要 教授） 教授：）

14 な役割を果たすのが「誤り訂正符号」である。ここ

ではその数学的原理をお話しする。

文化と数学． 全体のまとめとして、授業のテーマである「自然と 岡本和夫 岡本和夫
社会を貫く数学」について、主任講師と、分担協力 （東京大学 （東京大学

講師の薩摩順吉教授：（青山学院大学）、桂利行教授 教授） 教授）

15 （東京大学）の3者で話し合う。さらにこの先を学
ぶための入門を目指す。
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＝　数：理モデルとカオス（‘05）：＝（TV）

〔主任講師：丹羽敏雄（津田塾大学教授）〕
〔主任講師：長岡亮介（放送大学教授）〕

全体のねらい

自然や社会などに見られる多様な現象を数理的概念や方法を用いて‘理想化’して得られるモデルを数

理モデルという。数理モデルは、数学のことばを使って現象を精密に叙述するための必須の前提となる

ものでありながら、数理科学の専門家以外にはその意味が必ずしも十分に理解きれていない。本講座は、

古代の天文学から近年注目を浴びているカオスまでの数学史的な展開も考慮しつつ、様々な数理モデル

とその解析を、伝統的な数学的方法やコンピュータを使った新しい方法を通して講じ、この手法の有用

性や意義、そしてまたその限界を理解することを目的とするものである。

技術的な詳細までの理解を欲する学生諸君のために、印刷教材では、やや詳しい数学的展開まで扱うが、・

放送講義では、，直感的な理解を目指した構成をとる。数学やコンピュータの応用に関心をも？学生諸君

の参加を期待する。

執筆揮当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

数理モデルとは 数理モデルは、主として自然界の対象の数理的な側面を 丹羽　敏雄 丹羽　敏雄
何か 数学その他の数理的言語によってその本質を捉えモデ （津田塾大 （津田塾大

ル化する。ここでは、歴史的にも最も古く完成された数 学教授） 学教授）

1 理モデルであるプトレマイオス・モデルを例に取り、数

理モデルとは何かを考える。 長岡　亮介
（放送大学

教授）

プトレマイオス 数理モデルの典型でもあるプトレマイオスの惑星運行 丹羽　敏雄
の天体運行モデ モデルは、離心円や周忌円とその上の一様な回転という
ノレ 幾何学的な装置によって、複雑な惑星の運行をモデル化 長岡　亮介

2 する。その基礎には三角関数の理論がある。ここでは、 同　上 （放送大学

それらを簡単に紹介する。 教授）

運動の力学モデ 近代の数理モデルの主力は微分積分を用いる解析学的 長岡亮介
ノレ なモデルである。ここでは、こうしたモデルの出発点に

もなった、ガリレイの落体運動のモデルと、ニュートン
3 力学を基礎にする振動現象を取り上げる。 伺　上

万有引力の法則 ニュートンによる万有引力の法則と運動方程式の発見

と2体問題 と、それによる惑星の運動に対するケプラーの法則の証

明は、近代の機械的な自然観の確立に大きく寄与した。
4 ここでは、力学的モデルの例として2体問題を取り上 同　上 同　上

げ、そのエッセンスを紹介する。
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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）

多体問題とカオ ニュートン力学の範囲内においても、惑星の運動を完全 丹羽　敏雄

ス に調べようとすると大きな困難にぶつかる。3体問題が

その典型である。ボアンカレに始まる現代の惑星運行理 長岡　亮介
5 論はそこにカオスが内在することを発見した。ここで 同　上

は、そのあらましを紹介する。

数理モデルと力 現代の数理モデルの中で最も強力な方法の1っは力学 丹羽　敏雄 丹羽　敏雄

学系 系の方法である。ここでは、その基本的な概念と、その

解析に最も有効な不動点の概念とその周りの線形化に 長岡亮介 長岡　亮介

6 ついて紹介する。

分岐現象 モデルの力学系に、そのモデルの「環境」を表すパラメ

一郭が存在するとき、そのパラメータの変化に伴って、

分岐現象という極めて興味深い現象が現れる。ここで
7 は、この分岐現象の最も基礎的な事柄について解説す 同　上 同　上

る。

ローレンツモデ 現代の数理モデルにとってコンピュータは欠くことの

ルとカオス できない道具である。ローレンツは気象現象をモデル化

したローレンツモデルを、コンピュータを用いて研究す

8 る中で、一種の「予測不能性」を意味するカオスに遭遇 同　上 同　上

した。ここでは、そのエッセンスを紹介する。これは分

岐現象の1つでもある。

エルゴード問題 原子論をもとにマクロ世界の現象を調べようとするも 長岡　亮介

と確率論的モデ のに、統計物理学がある。
ノレ その数学的な基礎付けは今に至るも未解決の問題を含

9 1

んでいる。その典型がエルゴード仮説の「証明」である。

ｻれに対する数学の努力の最高峰の1つがシナイのビ
同　上

リヤードモデルである。ここでは、そのモデルと、関連

するパイコネ変換を中心に紹介する。

ランダムウォー、 様々な現象に対する確率論的なモデルの基礎になるの

クと拡散モデル がランダムウォークの概念である。ここでは、その概念

と、それに関わる確率論の中心的な定理でもある中心極

10 限定理と、拡散について説明する。 ．同　上 同　上

人口動態モデル 人口動態を初めてモデル化したのはマルサスである。こ 丹羽　敏雄

こでは、そのモデルの改良であるロジスティックモデル

と害虫の大発生をモデル化したものを中心に、生態学に 長岡　亮介

11 おける基礎的なモデルを説明する。 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）

ヴォルテラとメ 数理生態学の出発点にもな6た、ヴォルテラの捕食者一

イの数理生態学 被捕食者モデルと競争モデル、および、離散的なモデル

　一cAノレ であるメイのモデルを中心に紹介する。後者はカオス理
12 論の隆盛のきっかけとなった理論である。 同　上 同　上

チューリングモ ・「生命」は機械的プロセスとして理解可能かを問うたの 丹羽　敏雄 丹羽呪敏雄
デル がチューリングである。ここでは、そのチューリングモ

デルと、そζから発展した反応拡散モデルを中心に紹介 長岡　亮介 長岡　亮介
13 する。後者は生物の体表模様など、より複雑な現象を数

ノ

理化しようとする際の基礎となっている。

生命の形態と射 巻貝の数学的な構造はよく知られているが、それを含

影幾何学 み、卵の形も非常に厳密に、射影幾何学を通して理解す

ることが可能であることをローレンス・エドワードは明
14、

らかにした。ここでは、こうした非常にユニークな幾何 同　上 同　上

学的アプローチを紹介する。

ノ

数理モデルとコ ，ここでは、最後のまとめとして、数理モデルの性格につ
ンヒ。ユータ いて考察を加えると共に、その解析に不可欠なコンピュ

一二使用にまつわる問題について考える。また、セル・
15 オートマトンなど、これまで触れられなかった概念につ 同　上 同　上

いても調べる。
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＝： 矧wとコンピュータ（‘06）＝（TV）

〔主任講師（現職名）：岡本久　（京都大学教授）〕

〔主任講師（現職名）：長岡亮介（放送大学教授）〕

全体のねらい

　PC（パーソナル・コンピュータ）の能力は、つい一昔前の大型計算機の能力を超えるほど発展し、他

方、価格の低下は限度を知らぬ勢いで進行し、それによって人々の間に爆発的に普及してきている。し

かしこのようなPCの‘電子文房具’化や‘情報家電’化の進行とは逆に、“電子計算機の高速計算能

力”が、十分に利用されなくなるという逆説も生まれている。

　　本講義は、身近になったPCの高速計算性能を活用することで拡がる数学の世界を入門的かっ包括
的に講義するものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

微積分と線型代数に関する基本的な知識を仮定して講義するが、その知識があやふやである諸君も本

講義を通じて確実な理解へとつなげてもらえれば、と希っている。

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）

講義の概要と学 本講義の趣旨と学習目標を、全体の講義を傭平する 長岡亮介 長岡亮介
生諸君の準備 形で詳しく紹介し、あわせて講義の中で利用される （放送大学 （放送大学

コンピュータソフトウエアについて、その入手方法 教授） 教授）

1 や設定方法などについて簡単に紹介する。

平尾淳一
（大東文化
大学教授）

ビジュアリゼー グラフを描くことは数学的な理解の基本的手法の一 平尾淳一 長岡　亮介
ション（1） つである。フリーのグラフ作成ツールGnup　lotを利

可視化で見える 用して「正確なグラフ」を描くことで見えてくる様々 平尾　淳一
2 こと な話題（重ね合わせ、極限値、曲線、軌跡、2変数の

関数：の性質）や、3Dのグラフの基本概念（等高線、濃

淡グラフなど）について取り上げる。

ビジュアリゼー フィッティング（丘tting）をはじめ、データの整理、 平尾淳一 平尾　淳一
ション（2） 統計分析において必須の可視化技法について、背景

データの科学的 となる数学的な理論と実践的な利用法、限界につい
3 処理 て論ずる。’

ビジュアリゼー Ray　Tracingやアニメーションを数学の立場から考 平尾淳一 長岡　亮介
ション（3） える。

3Dグラフィク 平尾淳一
4 スとア三三ーシ

ヨン
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執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ ・内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

戸

（所属・職名） （所属・職名）

グラフィクスと 数学における文書作成の実際上の世界標準である 奥村晴彦 奥村晴彦
数式の出版TEX TEXあるいはLATEXについて、その基礎概念と基本 （三重大学 （三重大学

5
（1） 的な利用法を紹介する。 教授） 教授）

長岡　亮介

グラフィクスと LATEXを利用する上で必須のLATEXのマクロ機能の 奥村晴彦 奥村晴彦
数式の出版TEX 概念を実践的に理解し、さらにLATEXでの表、図版

6
（2）　　　　． の利用その他について述べる。

コンピュータ代 高機能な「コンピュータ代数システム」MuPADを 長岡　亮介 長岡　亮介
数（1） 利用して煩雑な計算処理を要する数学の問題（微積分

や線型代数の話題（級数展開、線型微分方程式行列の
7 ・さまざまな計算）が簡単に処理できることを示す。

コンピュータ代 CASの提供する高級言語を利用することで、プログ 長岡　亮介 長岡　亮介
数（2） ラミングの効率があげられることを学ぶ。インター

ネット時代にますますその重要性を増している公開
8 鍵式暗号への応用を視野におき、平方剰余など、初

等整数論のやや進んだ話題を取り上げる。

プログラミング 数学の複雑な計算を行うとき、プログラミングはし 長岡　亮介 長岡亮介
の基本概念 ばしば不可欠である。BASIC，　C，C＋＋，　Perl，などい

くっかのコンピュータ言語によるプログラミングの ゲスト：

9 簡単で実際的な例を紹介する。図さえプログラム言 渡辺　　浩

語で表されることをPostscript言語を例にとって学 （日本医科

ぶ。 大学助教
授）

プログラミング Javaという近年話題のプログラミング言語を利用し 奥村晴彦 奥村晴彦
の実際（1）， て、数学的な概念のインタラクティブな理解へのア

ブローチを試みる。 長岡　亮介
10

プログラミング 前回を踏まえてJavaのより進んだ利用法を講ずる。 奥村晴彦 奥村晴彦
の実際（2）

長岡　亮介
11
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

数値計算のサブ 科学や工学において実際に必要とされる周題を数値 岡本r v 岡本　久
ルーチン（1） 的に解くときには様々な小さい問題に分解し、それ （京都大学 （京都大学

それを解いて最後にまとめ上げることをおこなう。 教授） 教授）

ここで重要なのがサブルーティーン化の考え方であ

12 る。たくさん存在する数値計算のサブルーティーン 長岡　亮介

の中で、もっとも典型的な例として数値積分を取り

上げる。具体的な言語を離れ、理論的な問題一た
とえば安直なアルゴリズムで計算をするとどれほど

ひどい失敗になるか一例を使って説明する。

数値計算のサブ 前回に引き続き数値積分の具体例を考察する。特に 岡本　久 岡本　久
ルーチン（2） 精度を上げるためのさまざまな工夫について少し突

っ込んだ議論を紹介する。そして、燈日本人によって 長岡　亮介

13 発見され、rIMT公式」やrDE公式」の名で親し
まれている高精度の数値積分アルゴリズムの数学的

な原理のポイントとその実際をわかりやすく紹介す
る。

差分近似の数理 差分近似と呼ばれる微分方程式の数値解法はコンビ 岡本　久 岡本　久
ユータ・シュミレーションでもっとも重要な分野で

あるが、「正しい近似解」を求めるのは意外に難し 長岡　亮介

い。差分近似の方法とその問題について理解しても

14 らうために、コンピュータの父と呼ばれているフォ

ン・ノイマンが発見した“安定性”という概念を中

心に、その重要性を具体例を使って示す。有限のコ

ンピュータ資源のもとで、精度や安定性を向上させ

るための数学的な工夫についても紹介する。

数学研究にとつ 数学の研究においてコンピュータがどのように活用 岡本　久 岡本　久

てのコンビュー・ されているか、具体的な例を示す。

タ 長岡　亮介

15 平尾淳一

その他ゲス

g
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＝　統計学とその応用（‘05）＝t（R）

　　　　　　　　　〔主任講師：　田栗正章（千葉大学名誉教授）〕

全俸のねらい

　統計学における重要な理論・手法や、それらの現実問題への種々の応用例を学ぶことにより、統計的

なものの考え方・推論方法を習得することをねらいとする。さらに実際の場においてデータが与えられ

たとき・知りたい情報を抽出するための統計的データ解析が行えるようにな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）

統計学を学ぶにあたって、まずその歴史を概観す

1
統計学の概要

る。次に統計学の体系における標本抽出法、記述統
v学ζ確率論、確率分布論、標本分布論、推測統計

田栗正章
i千葉大学

田栗正章
i千葉大学

学等の位置付けについて、具体例に基づいて説明す 名誉教授） 名誉教授）！

る。また統計の効用と限界等についても触れる。

まず、データの種類について説明する。次にデー

タから有効な情報を抽出するために用いられる、デ
標本データと 一槍要約の方法である数値的記述法（標本平均，標 同　上 同　上

2 その記述 本分散等）、および図的記述法（度数分布等）にっ

いて解説する。さらに分類されたデータの具体的解
析を行う。・

2次元データの解析例として、相関分析および単

データ解析の
回帰分析について解説する。また、種々のデータ解

ﾍ問題の例を与え、問題に応じた適：切な統計モデル
田栗正章

同　上
3 考え方 の設定、データの変換、はずれ値の除去等が必要で 注　　金芳

あることを説明する。最後にデータ解析の手順をま、 （千葉大学

とめる。 助教授）

確率論について、確率の公理、加法定理、条件付

き確率等について簡潔に説明した後、ベイズの定理
確率と確率分布 とその応用例についての計算を行う。次に、離散型・

4 連続型確率分布の一般論（確率密度関数、分布関数、 田栗正章 同　上

期待値、積率母関数等）について解説する。

代表的な確率分布の例として、2項分布、ボアソ

ン分布、超幾何分布、正規分布等を取り上げ、その
主な確率分布と 性質と適用例（視聴率調査、抜き取り検査、偏差値 同　上 同　上

5 その応用 の計算等）について解説する。また2項分布の正規

近似や、中心極限定理を用いた正規乱数の生成法等

についても説明を行う。
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執筆担当 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、統計量の例やその標本分布の概念について
解説する。次に正規母集団からの標本抽出を考え、 田栗　正章 田栗　正章

母集団からの 代表的な統計量である標本平均や標本分散の分布、
6 標本抽出 2つの標本分散の比の分布として、カイ2乗分布、

’分布、F分布が導出されることを説明する。

まず三三定量の構成方法を考え、モーメント法と

最尤法について説明する。次に三三定量の良さにつ
点推定論 いて考え、平均2乗誤差、不偏性、有効性、一致性、 同上 同　上

7 十分性等について解説を行う。’フィッシャー情報量

や種々の重要な定理についても触れる。

まず、ピボッタル量とその分布から区間推定を行

う一般的方法について説明する。次に具体的な信頼
区間推定論 区間の構成法の例として、母分散が既知／未知の場 同　上 同　上

8 合の母平均の推定、母集団割合の推定、母分散の推

定、平均と分散の同時推定、相関係数の推定につい
て解説する。

仮説検定の考え方と用語の定義を与えた後、最強

力検定や尤度比検定等の一般的方法について解説す
仮説検定論 る。次に具体的な検定の例として、母分散が既知／ q同　上 同　上

9 未知の場合の母平均の検定、母分散の検定、・2つの

平均の差の検定、2つの分散の比の検定等について
説明を行う。

分布形に依存しない検定の例として、分割表に関

連する適合度検定、独立性の検定について説明する。
ノンパラメト また、位置の検定や散らばりの検定、2つの分布関 同　上 同　上

10 リック検定法 数：の同等性の検定についても解説を行い、分布のあ

てはめ問題への適用例を与える。

生存時間（寿命）データの解析の問題を取り上げ、

／生存関数の確率モデル、ハザード関数、生存関数の 田栗正章
生存時間解析 推定法等について、種々の実際例を用いて説明を行 同　上

11 う。また、コックスの比例ハザードモデル等につい 江　　金芳

ても解説する。

各種の多変量解析に際して必要となる、多次元デ

一碧を把握する1つの方法として、主成分分析を取
主成分分析 り上げる。主成分の推定方法、主成分や寄与率の意 田栗正章 同　上

12 味等について、実際例を用いて説明を行う。またそ

れらの幾何学的解釈についても解説する。
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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）

最もよく使われるデータ解析の手法である重回帰

分析を取り上げ、そのモデルや仮定について解説す

13
重回帰分析 る。次に回帰係数の推定や検：定、回帰0有意性の検

闢凾ﾌ方法について、実際例を用いて説明を行う。 同　上 田栗正章

またそれらの幾何学的解釈についても解説する。

与えられたデータから、いくつかの群を判別する

手法である判別分析を取り上げ、そのモデルや仮定
判別分析 　　、

ﾉついて解説する。次に線形判別関数や2次の判別 ご同　上 同　上
14 関数、判別関数の推定や検定の方法、誤判別率の推

定等について、実際例を用いて説明を行う。

代表的な計算機指向型手法として、ブートストラ

ップ法を取り上げる。ブートストラップ法による分 田栗　正章
計算統計学 散や偏りの推定、各種の信頼区間の構成や検定等の 同　上

15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kAルゴリズムについて、実際例を用いて説明を行う。 江　　金芳

またそれらの理論的裏付けについても簡単に解説す
榊

る。
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＝　運動とカ（‘05）＝（TV）

〔主任三二師：兵頭俊夫（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい
物体の運動と力の関係をニュートンの3法則に従って解析する方法を学び，それを身近な力学現象の理

解に応用する。

執筆担当 送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　名 講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名）

・力とベクトル

・2力のつりあい 兵頭俊夫 兵頭　俊夫
・3力のつりあい （東京大学大学 （東京大学大学

1 力のつりあい ・ベクトルのスカラー積 院教授：） 院教授）
・座標

・地表付近の重力と万有引力

・ニュートンの3法則
・微分

・速度と加速度

・近似式

・積分

2 運動の法則 ・定積分と不定積分 同　　上 同　　上

・ニュートンの第1法則，第2法則と慣性系

・慣性質量

・等速度運動

・等加速度運動

・重力質量と慣性質量

・地表付近での物体の運動

3 放物運動
・重力とつりあう力を加えたときの運動

E物理量の次元
同　　上 同　　上

・物理量の単位

・弾性力
一 ・束縛力（張力・抗力）

・摩擦力
ジ

4 種々の力と運動 ・流体中を運動する物体が受ける力 同　　上 同　　上

・単振動

・作用と反作用

・運動量’

・力積

・仕事

5
運動量と力積，運動 ・合力がする仕事と一部の力がする仕事 同　　上 同　　上
エネルギーと仕事 ・運動エネルギー

・運動ニネルギーと運動量
∂

・重力場

・保存力、

・ポテンシャル・エネルギー（位置エネルギー）

6
保存力とポテンシ
ャ求Eエネルギー

・保存力の例

E力学的エネルギー保存の法則

E保存力以外の力がある場合

同　　上 同　　上

・保存力とポテンシャル・エネルギーの微分関係

・万有引力のポテンシャル・エネルギー

ノ
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執筆担当 送担当回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　名講　　師　名
（所属・職名〆 （所属・職名）

・角の単位ラジアン

極座標による運動 ・2次元極座標

7 の記述 ・等速円運動　　　　　　　　　　　　　　　　　覧
兵頭　俊夫 兵頭俊夫

・2次元ベクトルの極座標成分
・単振り子

・ベクトルの外積（ベクトル積）

・角運動量

8 角運動量
・中心力と面積速度一定の法則・カのモーメントのつりあい

同　　上 同　　上

・てこの原理

・座標系とその相対運動

・慣性系に対して等速直線運動をしている座標系
剛 ・運動の軌跡

・慣性系に対して加速度運動をする座標系

・慣性力

9 座標系の相対運動
・重力の不思議

E角速度を表すベクトルとベクトルの回転

　
同
　
　
上
＼ 同　　上

・慣性系に対して回転している座標系

・遠心力

・コリオリカ

・日常語の遠心力

・内力相互作用

・全質量と質量中心

・換算質量と相対位置ベクトル ご

10 2体の相互作用
・バネで互いにつながれたおもりの運動・衝突

同　　上 同　　上

・実験室系と重心系

・2個のコインの衝突

・2個のニインの衝突の解析

・質点系に対する運動方程式

・質量中心

11
質点系の運動

・質点系の全運動量・質点系の全角運動量

同　　上 同　　上
・質量中心のまわりの角運動量の和

・質量中心のまわりの重力のモーメント
・質点系の全運動エネルギー

・剛体の密度と質量
㍉

・連続体剛体の扱い方
＼

・剛体の運動の自由度と運動方程式

12 剛体の運動 ・剛体のつりあい 同　　上 同　　上
・偶力のモーメント

・固定軸を持つ剛体の運動

・密度と質量

13
剛体の慣性モーメ

塔g

・慣性モーメントに関する定理・対称軸のまわりの慣性モーメントの例

同　　上 同　　上
・対称軸に平行な軸のまわりの慣性モーメントの例

・実体振り子
〆

・メトロノーム
14 物体の運動の例 ・打撃中心 同　　上 同　　上

・斜面を転がる円柱（円筒）の運動
〆

・’ 軏{となる方程式
・静止している物体

15 さまざまな運動
・バットを振る

E重力だけを受けるときの運動 同　　上 同　　上、

・回転体の運動

・身体の運動
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：＝ @光と電磁場（‘05）＝（TV）

〔主任講師：中山正敏（九州大学名誉教授）〕
〔主任講師：櫻井捷海（東京大学名誉教授）〕

全体のねらい

　現代文明は、光、電波、電流、磁気などによって支えられている。光は実は電気と磁気の波、すなわ

ち電磁波の一種である。本講義では、光や電磁気現象を電場と磁場という2種類の場と、その基本法則

によって理解することを目指す。身近な例から出発して電磁場のイメージを作り、さまざまな現象や応

用例を体系的に説明する。

執筆担当 送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 一　　師　名 講　　師　名

、

（所属・職名 （所属・職名）

現代の豊かな高度情報化社会は、電磁気学と物性物理

学の成果である電機技術・電子技術・コンピューター技
現代社会と電磁気術の上に成り立っている、と言っても過言ではないであ 櫻井捷海 櫻井捷海

1 学 ろう。動力・輸送機関と情報・通信の発達史の視点から （東京大学名 （東京大学名
踵一 ･気学の歴史をひも解いてみよう。この章では、電磁誉教授） 誉教授）

力、電気エネルギーぐ電波、光がわれわれの生活を支え
ていることを学ぶ。

光や電波などを波として捉える準備として、一波の一般

的な性質を学ぶ。水面波を例として、波と振動の関係、
波の性質 立相、正弦波を説明する。波の重ね合わせの原理、干渉、 中山　正敏 中山　正敏

2
回折格子について述べる。波の伝播についてのホイヘン （九州大学名 （九州大学名

スの原理を紹介する。 誉教授） 誉教授）

CDが色づいて見えることから、光が波であることを
解する。回折格子により、光の色と波長の関係を知る。

3
’の波 光の伝播について、光線の意味を知り、光線の直進、反 同　上 同　上

、、 、屈折の諸法則をホイヘンスの原理によって説明する。

レンズの原理と簡単な応用について述べる。

はじめに電気振動を持続的に発生させる発振器につい

て考える。アンテナを流れる振動電流からどのように電

4
電波と光 が放射されるかについて定性的に説明する。原子のエ

ルギー準位ついて簡単に説明した後、原子からの発光 櫻井捷海 櫻井捷海
レーザーについても初歩的な説明を行う。

静電気現象の基本概念を説明する。電荷間のクーロン

と、それを媒介する電場について述べる。電場を電気

5
荷と電場 線で表わし、それがガウスの法則にしたがうことを示 中山　正敏 波田野　彰

。ガウスの法則から、対称性のよい場合の電場を計算 （神奈川大学

る。 授）
ノ

静電気現象を、エネルギーの観点から考える。電気力
＼

のなす仕事は、電位を用いて表わされる。電位と電場の

6
位と電気エネノ 関係を説明する。応用として、導体の静電誘導、コンデ

ギー ンサーに？いて述べる。静電気エネルギーが、電場によ 同　上 同　上

って担われていることを示す。
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執筆担当 送担当
回 テ　一　マ ．内　　　　　　　　容 講　　師　名 講　　師　名

（所属・職名 （所属・職名）

木導体である誘電体と電気現象の関係を述べる。微視

的な電気双極子の集まりによる巨視的な電場が、分極電

7
一畳体と電場 μを用いて表わされることを説明する。電気分極の場、 中山　正敏 波田野　彰

電束密度の場を導入し、それを用いて誘電体がある場合
のガウスの法則を表わす。

電流は電荷粒子の流れであることを説明する。オーム

の法則について述尽る。ジューノ予熱、電池の起電力を、
電流 エネルギーの転換過程として説明する。空間に分布して 同　上 同　上

8 いる電流を、電流密度の場で表わす。電荷の保存則から、

電流密度の場の形が決まる場合があることを示す。

図工による静磁気現象について述べる。磁石は単独の
／

瓢荷に分けられず、磁気双極子が要素となる。磁気のク
払石と磁場 一三ンの法則、ガウスの法則が成立ち、誘電体の場合と 同　上 同　上

9 平行した記述ができる。磁束線は源を持たず、閉曲線と
してのみ存在することを示す。

ヒ

運動している荷電粒子は磁場から力（ローレンツの磁気

力）を受けることから電流に働く力を導く。磁気力を用

10 電流と磁場
いた機械・器機について説明する。一電流と磁場とを結ぶ

uビオ・サバールの法則」、　「アンペールの法則」を導
く櫻井捷海

櫻井捷海～
く。

コイルを貫く磁束が時間的に変化すると、電磁誘導によ

りコイルに起電力が生ずる。このフナラデーの電磁誘導

の法則を数学的に表現する。電磁誘導を用いた器機・機
11 電磁誘導 について説明する。コイルの自己インダクタンズ、コ 同　上 同　上

イル流れる電流が蓄えるエネルギーや磁場のエネルギー
についても鯉れる。

はじめにベクトル解析について説明する。これまでに電

場の法則を積分形式で説明してきた。同じ法則を濁点
“クトル解析と＼ での場の微分量の関係として記述できると、接近作用の

12 日電磁場の法則の

@分形
立場からより理解が深まる。手始めとして、静電磁場の
@合を考える。

同　上 同　上

「

ポアソン方程式を解く。また、ベクトルポテンシャルを
マクスウェル方程導入し、それについて考えてみる。変位電流の導入によ

13 式の導出 り拡張されたアンペールの法則の微分形式を説明し、こ 同’上 同　上
まで述べてきた電磁場の法則をマクスウェル方程式と

してまとめる。
評

が伝わる檬を記述した波動方程式について調べたあと

で、マクスウェル方程式から電磁波の波動方程式を導く。

14 マクスウェル方程
@と電磁場

導かれた波動方程式を解くとき必要な境界条件や電磁波

ﾌ反射、屈折などにも触れる。
同　上 同　上
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執筆担当 送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　　師　名講　師　名

（所属・職名 （所属・職名）

電磁場のエネルギーの流れを表すポインティングベクト
卿

レを導入する。時間変化のある電流や電荷が波源となつ

て電磁場が発生・伝搬することをマクスウェル方程式か
15 電磁波の発生と ら三三のある波動方程式とその遅延ポテンシャルの解を 櫻井捷海 櫻井捷海

検出 導き出すことによって示す。電磁波の伝搬やケーブル中

の電気信号の伝搬についても考える。

一7　7　5　一一一



＝＝ 椛ﾎ論（‘04）
　　　　　ニ
＝＝ iR）

〔主任講師：岡村浩　（工学院大学教授）〕

全体のねらい

相対性理論（特殊相対論、一般相対論）を餌直する。物理学の他の分野とのかかわりも示す。

平易を旨とする。日本でめ研究の紹介、将来の展望なども心がけたい。

回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師一名

放送担当
u　飾名

（所属・職名） （所属・職名）

1．相対論の魅力

2．お話を始める前に

1

はじめに：相対論っ

ﾄ何ですか

@　　　　　ノ

3，．ガリレイの相対性原理（1）

S．座標系
T．ガリレイの相対性原理（2）

U．ニュートン力学の基礎’

岡村　　、浩

i工学院大学

ｳ授）

岡村　　浩
i工学院大学

ｳ授）

7．アインシュタイン小伝

1．少年アインシュタイン

2．7回半まわる　　　　　　　　　　　　　　　　一

3．ダイズ
4．光の速さが定義されている理由

光の速さと時間 5．同時刻とは？
2

6．『 椛ﾎ論の鍵を受け取っていただくための二つのお願い
同　　上 同　　上

7．光とは何か

8．干一テル、マイケルソン・モーリーの実験
9．神は老狛にして…

10．奇跡の年1905年

1．二つのお願い

　　　　　　　　〉香[レンツ変換の
2．相対論の鍵

R．同じことをもうi回
3 やさしい導き方 ：アインシュタインの「やさしい」証明 同　　上 同　　上

4．標準的証明
、

5．標準的証明（続）

1．ローレンツ収縮
2．見かけの寿命の伸び

3．光の速さを超えられない！

4 伸びたり縮んだり 4．第4の次元：ミンコフスキー空間　　． 同　　上 同　　上
5．ローレンツ変換を図で表すこと

6．ローレンツ変換の合成
7．、ドップラー効果

1．はじめに
2．ウラシマ効果
3．特殊相対論だけの説明

5
ウラシマ効果 4．赤方偏移による説明 同　　上 同　　上

5．ドップラー効果による説明
6．補足：ローレンツ短縮を図で表すこと
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回 テ　一　マ・

@　　〆

内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
i所属・職名）

　　　〆
咜嵐S当・
u　師　名
i所属・職名）

6
相対論と力学：E＝

高モQ

1．E＝＝mc2
Q．原子爆弾
R．E＝mc2ム！「1－v2！c2
S．核分裂・核融合
T．ニュートン力学での運動エネルギー’

U．相対論的力学

V．エネルギーと運動量の関係

W．具体的な運動方程式

X．変分原理

P0．星の光

．岡村浩・、 岡村浩

7
相対論と電磁気学

1．はじめに
Q・今日の問題：電荷を持った粒子が受ける力と座標系

R．今日の問題の答：電場と磁場のローレンツ変換
S．電磁場とローレンツ変換一

T．一様な磁場と一様な電場がある時の荷電粒子の

@　運動　　　　’
U．直線電流による磁場

V．特殊相対論ができるまで

同　　上 同　　．上

8
相対論と量子力学

1．ボーアの水素原子模型：相対論の効果は小さい。

Q．微細構造
R．コンプトン効果
S．ド・プロイの電子波と相対論

T．操作的な考え方　アインシュタインとハイゼンベルグ

@　の会話
U．シュレーディンガー

V．ディラックの電子論スピン反粒子
W．ボーアとアインシュタインの論争と一般相対論

X．原子核、核力、中間子の力の範囲と中間子の質量の関係

P0．場の量子論：量子電磁力学と繰り込み理論

P1．加速器と相対論

P2．コンプトン効果の計算

同　　上 同　　上

9

第2部一般相対論

齡ﾊ相対論とは何
ﾅしょう

1．一般相対論のできるまで

Q．一般相対論と特殊相対論

R．一般相対論の特徴
S．重力の理論であること

T．等価原理
U．二，ユートンの重力理論

V．空間が曲がっていること

W．測地線の方程

X．重力場の方程式のアルゴリズム

P0．計量テンソル

P1．重力場の方程式までの道筋

同　　上 同　　上

10
曲がった空間の
瘁F球面

1．球面は曲がっている

Q．計量テンソル

R．クリストッフェルの記号。

S．曲率テンソル

T．リッチ・テンソル
U．平行移動
V．平行移動と測地線の方程式

W．曲率テンソルの性質：平行移動の順序変更による違い

X．ビアンキの恒等式

?O．アインシュタイン・テンソル

P1．リーマン・クリストッフェル・テンソルの性質

P2．曲率テンソルの一つの表現

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．突然有名になったアインシュタイン

2．光の屈折

11 4つのテスト

3．水星の近日点の移動

S．三方偏移 岡村浩 岡村浩

5．ハーフイール・キーティングの実験，

6．　GPS
7。重力＝場のニュートン近似

1．はじめに

2．重力波
3．初期の実験研究

12 重力波
4。重力波の間接的証拠：連星パルサー

T．重力波の観測
同　　上 同　　上

6．　LIGσ
7．宇宙での重力波観測：中村先生の夢

8．重力波の理論

1．ラプラスの議論　一　ブラックホールと重力

2．シュバルツシルトの解
3．シュバルツシルトの解の求め方

13
ブラックホール 4．特異点定理　カーの解　一意性定理 同　　上 同　　上

5．ブラックホールの証拠　白鳥座X－1
6．銀河系の中心のブラックホール

1．宇宙と重力
2．一般相対論とフリードマンの解

14
宇宙論 3．ハブルの法則　　　　　　　　　　　　　　　　　・

S．膨張宇宙の痕跡
同　　上 同　　上

5．宇宙の進化

6．WMA　P

1．ニュートリノ物理学と等価原理

2．量子論と一般相対論

15
むすび：相対論と現

纒ｨ理

3．20世紀の物理学
S．一般相対論とマッハ原理

T．まとめ

同　　上 同　　上
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＝＝ ﾊ子力学（‘05）＝（TV）

〔主任講師：市村宗武（法政大学教授）〕
〔主任講師：大西直毅（東京国際大学教授）〕

全体のねらい

　量子力学は自然現象や物質の性質・機能め理解，ナノテクノロジーの開発などに必須のものになった。

量子力学はミクロの世界を司る法則で現代原子論の解明と相侯って確立された。光や電子が波動性と粒
子性を兼ね備えた二重性をもつことが明らかどなり，それを統一・一・L的に記述する量子力学が完成された。’

完成に到る歴吏を辿りながら，古典物理学にない量子力学の考え方を学んでいく。また，量子力学の数
学的な枠組みの理解を基本的な問題を解きながら深あていぐ。さらに，原子より下の階層の原子核や素

粒子についても学び現代物質観に迫る。なお、この講義を学ぶにあたっては、大学初年度級程度の物理

学（古典力学、電磁気学など）と数学く微分、積分、線型代数など）を学んでいることが望ましい。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

t

（所属・職名） （所属・職名）

ホイヘンスの光の波動説に対しニュートンは粒子 大西直毅 大西直毅
説を唱えたが，19世紀初頭波動説が復活した。電気 （東京国際 （東京国際

量子論は光から と磁気が統一的に理解され，光の電磁波説が提唱さ 大学教授） 大学教授）
1 れ，実験的にも確認された。光と波動の基本的な性

質を学ぶとともに，平面波をもとに，電磁気学の基
本方程式や波動方程式の解の性質を理解する。

輝線が暗線に反転する現象から熱放射に関する定 大西直毅 大西直毅
理が示され，キルヒホッフの宿題がだされた。それ

量子の登場 にプランクが答え，作用量子の概念を提案したこと
2 によって量子論が生まれた。光電効果が光量子の概

念で説明され，光は粒子性の片鱗を覗かせた。固体

の比熱に量子効果が重要であることを学ぶ。

皿

既知の元素の数が増え周期表が提唱された。陰極 大西直毅 大西直毅
線の電荷と質量の比が測定され電子の存在と性質が

原子の構造がわ 明らかになった。輝線は原子からのメッセージで，
3 かった 電子がその主役を演じている6アルファ線の散乱実

験：から原子の中心に原子核が発見された。多くの研
究結菓をもとに原子の構造が明らかとなった。

2

ボーアは定常状態と振動数条件を導入し水素原子 大西直毅 大西直毅
のスペクトルを説明した。古典的量子化条件が定式

量子力学への端 化されたが，多くの実験と齪酷をきたした。遷移確
4 緒 率の考察と対応原理が橋渡しとなり，ハイゼンベル

グは新しい力学を提案し，行列力学が定式化された。

そこでは物理量の掛け算に交換則が成立たない。
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ ・内　　　　　　　　容 講一師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

コンプトンの実験で光の粒子性は確実なものにな 大西直毅 大西直毅
り，光が二重性をもつように電子もまた波動性を痔

光が粒子・電子 つことが提唱された。この考えを基に電子の波動方
5 も波動 程式（シュレーディンガー方程式）が導かれた。光

や電子の二重性は因果律に反する確率解釈をもたら
し，学会を賛否両論で二分した。

量子状態をベクトルとし座標や運動量などの物理 F大西直毅 大西直毅
量がベクトルを変える演算子と考え，行列力学と波

量子力学へ到達 動力学を統一的に記述する数学的な枠組みを学ぶ。
6 直交性定理，可換性と同時対角化可能定理など，量

子力学の基本を紹介する。シュレーディンガーの描
像とハイゼンベルグの肖像の関係を紹介する。

基本的な調和振動の問題を交換関係を使って代数 大西直毅 大西直毅
的に状態を求め，その後波動関数を求める。井戸型

粒子の不思議な’ ポテンシャルの問題を波動方程式を解いて束縛状態
7 振舞い を求める。散乱状態の取扱いからトンネル効果を考

え，アルファ線崩壊による放射性元素の寿命とエネ

ルギーについて理解する。　　　　　　　・

電子など通常は粒子ととらえているものを、量子力 市村宗武 市村宗武
学では確率の波で表現する。この古典的粒子像が波 （法政大学 （法政大学

粒子の波動像と 動における波束の概念で理解されることを説明す 情報科学部 情報科学部
8

不確定性原理 る。この見方から不確定性原理を理解するとともに、 教授：） 教授：）

演算子の交換関係に基づく量子力学の理論の枠組み

からも不確定性関係を一般的に導く。

現実の問題の多くは3次元の問題であり、クーロン 市村宗武 市村宗武
力のように力が球対称な場合（中心力）が特に重要で

9，
3次元問題と

p運動量

ある。このとき角運動量が保存し、極座標を用いる

ﾆ波動関数が半径部分と角度部分に分離できて解法

ｪ容易となる。角度部分の波動関数を求めることか
∂

ら“空間の量子化”の意味を理解する。、こうした中

心力の問題の解法の一般論を学ぶ。

ボーア模型は水素原子の示す諸性質を見事に説明し ・市村宗武 市村，宗武

たが、ここでシュレーディンガー方程式から出発し

10 水素原子
て第9章の方法を用いて水素原子の問題を解く。土
lルギ』準位と波動関数を求め、ボーア模型の成功

の背景と問題点を明らかにするとともに、量子力学
の立場から水素原子の構造を理解する。

／

静止した電子でもスピンという自転に擬せられる半 市村宗武 市村宗武
整数の角運動量を持ち、磁石になっている。このよ

うな古典力学には現れない自由度の概念を学ぶ。っ

11
スピンおよび多 いで、複数の同じ種類の粒子は互いに区別できず、

粒子系 相互の置き換えに対して波動関数が符号を変えるか

変えないかという“統計性”を持つことを学ぶ。こ

れは排他原理を導き周期表の説明などに重要な役割
を果たす。
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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）

幾つか（多数）の粒子のなす系の取扱いの基本例とし 市村宗武 市村宗武
て、まず2電子を持つヘリウム原子を考察する。次

12
原子と分子の構

｢
に周期表の理解を中心に、球対称な平均場近似を用

｢て原子の構造を定性的に考察する。終りに分子を一

形成する機構の1つとして水素分子イオンを考察す
る。取扱う方法として変分法という近似法を学ぶ。

考える系が完全に解ける本質的部分と小さな補正部 市村宗武 市村宗武
分に分けられる場合に、補正を取り入れる摂動論と

いう近似法を学ぶ。この手法をまず定常状態に応用

13
摂動三一補正と

J移過程の取扱

し、補正によるエネルギーの変化などを求める。次

ﾉ小さな補正が系への外的刺激であるとき、系が時
閥どともに変化していく様子（遷移過程）を摂動論で

取扱い、現象の理解にも、実用にも極めて有用な黄

金律と呼ばれる公式を導く。

原子核も陽子・中性子という、より基本的な粒子で 市村宗武 市村宗武
できていることを：、その発見の歴史を踏みながら説

14 原子核の世界
明する。あわせて原子核の世界の基本的性質を学び、

ﾜた、陽子と中性子を結びつけ原子核を作り上げる
新たな力である核力の起源を学ぶ。

ニュートリノやクォークの発見の道をたどり、物質 市村宗武 市村宗武
を構成する基本粒子はクォークとレプトンであると

15
基本粒子と統一

攪_を求めて

いう現在の描像を説明する。また、それらの基本粒

q間にはゲージ粒子と呼ばれる粒子が交換されて相

ﾝに作用しあっているという現代の理論の展開を述
べ、その先に期待される素粒子世界の統一理論など

現代物理学の最先端を垣間見る。
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＝　物性物理学入門（‘04）＝：（TV）

〔主任講師 藤原　毅夫　（東京大学大学院教授）〕

全体のねらい　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　多様な物質のミクロな構造やマクロな諸性質を物理学の立場から理解し、物理的な物の見方を身に付けるとともにそれら

を支配する物理法則を理解する。現代の日常生活のすみずみにまでいき渡っている物性物理学の、技術としての一端も理解、

されるように努める。

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 物性物理とは

　物性物理学は力学、電磁気学とは違い開いた体系である。

ｱのような側面を説明し、さちに物性物理学が自然科学の最
謦[および最先端技術をリードしている様子を概観する。

　藤原　毅夫

i東京大学大

w院教授）

　藤原　毅夫

i東京大学大
w院教授）

2 物質の構造・結合

’固体のミクロな構造が原子の周期的な配列であることを知

閨A原子配列と固体結合のメカニズムとの関係を琿解する。

ｳらに結晶構造を記述するいくつかの概念を説明する。 同　上 同　上

3 物質の構造とX
?E粒子線構造学

　物質の構造やその乱れを観察する手段であるX線・粒子線

¥造学について述べる。物質の構造の乱れの概念を把握し実
ﾛに観察する。 同　上 同　上

4 固体の弾塑性

　物質の力学的性質について学ぶ。弾性、塑性、破断という
ﾟ程を理解し、’フックの法則を考える。固体の変形、歪み、

棊ﾍの概念を理解し、結晶の対称性と歪みテンソルの関係を
wぶ。

同　上 同　上、

5
固体の動力学と格

q振動

　物質の動力学的性質を原子論的立場から理解する。特に原

q間相互作用を調和振動として取り扱い、音波の伝搬につい
ﾄ理解し、また熱膨張と原子間相互作用の非調和性との関連、

i子比熱とフォノンについても学ぶ。
同　上 同　上

6
結晶中の電子の振
髟曹｢1．量子力学

　固体中の電子性質を理解するための準備として、量子力学

ﾌ復習を行う。シュレディンガー方程式、球対称ポテンシャ
汲ﾌ場合の解（s，P，d，£＿）、スピン、電子とフェルミ統計、交

ｷ相互作用、パウリの原理、電子相関など。
同・上

　一

ｯ　上

7
結晶中の電子の振
髟曹｢2．電子の
Gネルギーバンド

　固体中の電子の性質を周期ポテンシャルとの関連で理解す

驕Bブリルアンゾーンと結合・反結合軌道について知り、電
qのエネルギーバンドめ概念を理解する。バンドギャップに

ﾂいて学び、金属と絶縁体の区別を明確にする。
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）

光物性の基本について学ぶ。物質の色（金属、絶縁体、宝
ノ 石の色）がどのように現れるかの問題意識を実際の物質に即 藤原　毅夫 藤源　毅夫

8 固体の光学的性質 して理解し、ローレンツモデル、ドルーデモデルおよびエキ

Vトンについて学ぶ。

（東京大学大

w院教授）　．

（東京大学大

w院教授）

金属の物性について電子論の立場から学ぶ。特に弾塑性と

金属結合、バンド構造、フェルミ面の概念を理解する。フェ
（

9 傘属と電子輸送’ ルミ、ディラック分布から電子比熱を理解する。さらにドル

[デモデル、電気伝導、熱伝導、金属の帯磁率にも触れる。
同　上 同　上

だ 半導体の物性について電子論の立場から学ぶ。特に構造と

共有結合、バンド構造、電子とホール（キキリア）および真

10 半導体
性半導体と不純物半導体、キャリアドーピングの概念を理解　　　蟻

ｷる。半導体伝導、簡単なp－n接合、トランジスタについても
同　上 同　上

述べる。

物質の磁気的性質についてミクロな立場から学ぶ。反磁性
覧 と常磁性の区別、スピン、スピン間相互作用を電子的な立場

’

11 磁性 から説明する。協力現象（強磁性、反強磁性）の概念と磁化、 同　上 同’

磁化率について学ぶ。

強磁性を例に相転移の現象論を学ぶ。物質の相、自由エネ
ルギー、平均場近似の取り扱い、ゴ次転移と2次転移、オーダ

12 相転移 一パラメター、ランダウの相転移理論について述べる。 同　上 同　上

超伝導とは何か、現象の理解とその熱力学を説明し電子間
相互作用とフェルミ面の不安定性について学ぶ。電子波動関

13 超伝導
数の位相の重要性とジョセフソニィ効果についても触れる。 同　上 同　上

新しい材料として注目されているソフトマターについ℃
構造の階層性、高次構造、共重合とマクロ相分離、体積排除

14
ソフトマ三一の構

｢
効果を学び、その多様性を理解する。 同　上 同　上

ソフトマターの物性の基礎である分子鎖の形態、ゴム弾性、

ゲルを学び、粘弾性（レオロジー）などの物性を概観する。

15
ソフトマ三三の物

ｫ
同　上 同　上
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＝　、物質の科学・反応と物性く‘04）／＝＝（TV）

〔主任講二師i岩　村　　　秀（日本大学大学院教授）t〕

〔主任講師：梶本興亜（京都大学大学院教授）〕

全体のねらい

この講義では、物質の示す様々な状態・性質と花学変化を、熱力学と反応速度論という2っの方法論に

よって探求する◎方法論の原則を実験的事実を通して理解しやすく解説するとともに、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めかを解説する。

執筆担当 放逼担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　慶 講　師　名 講　師　名

（所属g職名） （所属・職名）

本講義の目標と背景、概要を説明する。物質の科学は、

物質の持つ様々な性質を原子・分子のレベルで理解し、 梶本　興亜 梶本　興亜
序論：物質探求の 応用への基礎を固める学問である。この講義では、主と ’（京都大学 （京都大学

1 方法論 して熱力学と反応速度論に基づいて物質の物性と反応 大学院教授） 大学院教授）

を解き明かすが、この章では、気体を用》・て、その方法

を簡単に例示する。 岩村　秀 岩村　　秀

物質はそれを構成する原子分子の運動による固有のエ
ネル二三を持っている。午ネルギーの大きさを規定して 梶本興亜 梶本　興亜

物質の持つエネ いるのは温度であり、また、エネルギーの変化は熱や仕 （京都大学 （京都大学
2 ルギー 事として認識される。この章では、物質のエネルギーの 大学院教授） 大学院教授）

根源とその変化について学ぶ。

一

物質の化学変化に伴ってエネルギーの吸収や放出があ
る。これは化学変化が原子間の結合の組み替えを伴うた

熱化学 めである。この章では、物質の標準状態エネルギーを定 同　　　上 同　　　上
3 義することによって、結合エネルギーを含めたエネルギ

一変化を系統的に取り扱えることを示す。
ぐ

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の物理量を必要とする。この章で

物質のエントロ は、エントロピーの物理的な意味と、それが何故物質の 同　　　上 同　　　上
4 ピー 状態や変化を支配するかを説明するd

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。平衡状態は、エンタルピーとエントロピーを用いて

化学平衡 定義されるギブスの自由エネルギーが最小になる状態 同　　　上 同　　　上
5 である。本章では、ギブスの自由エネルギーの中身を理

解し、化学平衡や状態変化への応用を考える。

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）

物質は主として気体・液体・固体の三つの存在形態（相）

をとる。ある温度・圧力において物質がどのような形態 梶本　興亜 ●梶本　興亜

相平衡・ をとるかは、　「ギブスの自由エネルギーが最小になる」 （京都大学 （京都語学

6 という条件で決まるbこの章では、純物質め存在形態を 大学院教授） 大学院教授）

ギブスの自由エネルギーから考える。

この章では、二回分が共存する物質系の相平衡を考え
る。二成分が溶液や固溶体めような均一な状態になる

溶液 か、あるいは二相に分離して存在するかは、相平衡の条 同　　　上 同　　　上

7 件によってきまる。分留、凝固点降下、浸透圧などの現

象は二成分系における相平衡の応用問題である。

物質の気体、液体、固体の3っの状態間の相の変化の他

にで結晶や液体状態で様々な相変化（相転移）をする物 祖練道夫 祖忌　道夫

相転移 質が数多く存在する。相転移がなぜ起こるのかを、エネ （大阪大学 （大阪大学

8 ルギーとエントロピーの立場から、いくつかの例で解説 名誉教授） 名誉教授）

する。

高分子物質は通常の低分子量物質の分子に相当する構
成単位が鎖状に連結した分子で出来ている。分子が細長

・いこと、分子の形がいろいろ変わりうることから、結晶 尾崎　邦宏 尾崎　邦宏

9 ，高分子の物性 化や溶解性は特異であり、ゴム弾性や粘弾性のような低 （京都大学 （京都大学

分子では見られない現象が生じる。高分子のこのような 名誉教授） 名誉教授）

性質を、分子間相互作用、エントロピー、熱運動などの

基本的な考え方に基づいて理解することを試みる。

生命体の神秘を解き明かすために、生体物質の働きを
「化学」から捉える試みが盛んになっている。本講義で

は、化学反応における熱力学の基本的な概念を説明し、 杉本　直己 杉本　直己

10 生体物質系への 核酸構造やタンパク質構造に関する熱力学の知見がバ （甲南大学 （甲南大学

熱力学の応用 イオテクノロジーに利用されていることを学ぶ。 教授） 教授）

物質の化学変化、つまり、反応の速度をどう表現するの

か、その速度を支配している因子は何かなど、反応速度 梶本興亜 梶本興亜
化学反応の仕組 の基本を学ぶ。本章では、原子分子の衝突を基本として （京都大学 （京都大学

11 み一基礎 起こる素反応をとりあげて、反応の仕組みを考える。 大学院教授） 大学院教授）

一般の化学反応は、素反応が組み合わされて起こる複合

反応であることが多い。燃焼や酵素反応を例にとって、 梶本　興亜 梶本　興亜
化学反応の仕組 反応が組合わさって変化が推進される機構を考え．る。溶 （京都大学 （京都大学

12 み一応用 液反応を支配する要因についても概観する。 大学院教授） 大学院教授）
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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）

この章では、光のエネルギーで反応が進む「光化学反応」

についてそのあらましを述べ、太陽光エネルギーが降り 梶本興亜 梶本興亜
光反応と大気の 注ぐ地球の大気の中で起こる光化学反応が、オゾン層の （京都木学 （京都大学

13 化学 生成や光化学スモッグを引き起こす機構について考え 大学院教授） 大学院教授）
る。

エネルギーは光、電気、熱、力学エネルギーなどの様々

な形で存在する。それを利用する際には、貯蔵や輸送に

便利で利用しやすい形に変換される。中でも、電気エネ 小久見善八 小久見善八

14 エネルギー変換 ルギーは利用しやすいので、これに一度変換して使われ （京都大学 （京都大学

の化学 ることが多い。この章では、化学的なエネルギーの変換 教授） 教授）

の方法とその原理について学ぶ。

われわれの生活は、さまざまな有用な合成物質に支えら

れている。それらの大部分は、触媒という特定の化学反 御園生誠 御園生誠
触媒の化学 応を媒介する機能物質によって合成される。この章で （東京大学 （東京大学

15 は、触媒のもつ反応メカニズムを学び、その多様な可能 名誉教授） 名誉教授）

性を探る。
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＝＝@物質の科学・有機i化学（‘06）＝＝（TV）

〔主任講師（現職名）：太田博道（慶磨義塾大学教授）〕

全体のねらい

　私達の身の回りにある物質は多くが有機化合物であり，我々生き物の構成成分も水以外はほとんどが
有機化合物である．私達は太陽のエネルギー一・・…がなければ生きていくことはできないが，そのエネルギー

は二酸化炭素の還元に使われ，有機化合物が蓄積される．本講義では，これら有機化合物の基礎的性質

を理解するとともに，どのような物質がどんな働きをしているか理解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

有機化学の歴史

　有機化学は無機化学と対をなす言葉で，「生物が

ﾂくる化合物の化学」として始まった．やがて尿素
ｪ無機化合物から合成されて，この定義が意味を失
｢，以後「炭素化合物の化学」として発展して来た．

ｻ在では私達の生活を支えると共に再び生命科学と

ｧ接に関係していることを概観したい．

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

　
　
　
＼
2

有機化合物はな

ｺ多いか

　有機化合物（炭素を含む化合物）の数は他の元素

�怺iに含む化合物に比べて極端に多い．分子の成

阯ｧち，結合エネルギー，結合の極性，反応による

Gネルギーの出入り，反応が進む条件等について学

ﾑ，有機化合物が膨大な数存在し得ることを理解す
驕D

太田博道
i慶慮義塾

蜉w教授）

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

3
有機化合物のか

ｽち

　有機化合物は結合の仕方によって様々な形をと
驕Dそしてその形の違い故に同じ構造でも性質がま
驍ﾅ違うことがある．何故いろいろな形になるのか，

ﾇんな種類があるのか，．性質としてどんな違いがあ

驍ﾌか，化合物の右手型と左手型とはどういうもの
ﾈのかについて学ぶ．　　　　　　　　　　　　　　　　φ

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

4
有機化合物の反

桙ﾌ種類と駆動

ﾍ

　そもそも「化学反応」とは何か，有機化学反応と

ｳ機イオンの反応はどこが違うのか，何故反応が起

ｱるのか，反応の方向を決めるものは何か，等々に
ﾂいて学ぶ．また，反応溶媒という観点から見ると，

?Bが日常的に接している水が極めて変わった性質

�Lする物質であることも理解したい．

太田博道
C（慶磨義塾

蜉w教授）

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

5
石油からエチレ

刀Cそして化学
H業へ

　我々の生活を支えている物質の多くは元をたどる

ﾆ石油と石炭からできている．中でも石油への依存

ﾍ高いが，石油化学の基幹物質は原油から製造され
驛Gチレン，プロピレン等の二重結合を有する化合

ｨである．この章ではこのような不飽和結合への付

ﾁ反応，付加重合について学ぶ．

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

太田博道・（慶磨義塾

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
飽和化合物の反
梭齟u換反応と
E離反応

　5章の付加反応と並んで重要なのは，飽和炭化水素上で官能基が入れ替わる置換反応である．アルコールとハロゲン化物の相互変換，エポキシドの開環反応，反応に伴う形の変化等について学ぶ．

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

@　、

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

7
食物の代謝と酸
ｻ還元反応　　　　＼

　我々も含めて動物は炭水化物や油脂を酸化してエ

lルギーや生体成分をつくっている．その意味で酸

ｻ反応とその逆反応である還元反応は極めて重要な
ｽ応である。また，月動車を走らせる等のエネルギーも酸化反応によって得られる．反応に伴うエネル

Mーの出入りについてもこの章で理解したい．

－太田博道

i慶磨義塾

蜉w教授）

太田博道
@（慶磨義塾
蜉w教授）

8
諸刃の剣一酸素

ﾆ有機化合物そ
ｵて生き物・

　7章で述べたように我々は酸素がなければ生きていけない．では，酸素濃度が高い程良いかと言うと

?ｵてそんなことはない．酸素は反応性が高いので，
l々な有機化合物に対して「有害」でもある．酸素が原因である老化，物質の劣化，そして大気圏で重

vなオゾン層の破壊とは何かについて学ぶ．

太田博道
i慶磨義i塾

蜉w教授）

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

9
カルボン酸とア

~ン

　カルボン酸は代表的酸であり，アミンは填基性である．これらに関連する化合物は極めて多い．我々の体をつくるタンパク質，絹・ナイロン・ポリエステル等の繊維，界面活性剤，食品添加物等挙げればきりがない．これらについて学ぶと同時に，酸や塩基とは何かについても学ぶこととしたい。

太田博道
i慶慮義塾

蜉w教授）

太田博道
i慶磨義i塾

蜉w教授）

10
石炭から染料の

≒ｬ一芳香族化
√ｨの化学

　染料を天然の花の色素に頼っていた時代には，赤や紫の服は貴族や富裕階級だけのものであった。こ

黷�齟ﾙさせたのが石炭を原料とする染料の合成で

?驕D他にも石炭の乾留でとれるベンゼン，トルエ

刀Cキシレンを原料とする工業製品は日常生活に欠
ｩせない．どのようにつくられるか概観する．

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

太田博道
i慶磨義塾

蜉w教授）

11

光・電子機能材

ｿ一エレクトロ
jクスを支える
L機機能材料

　20世紀特に後半に入ってからは、実に多彩な新物質、特に機能材料がつくられ、それらが人類生活と社会文化の向上に果した役割は誠に目覚しい。今や人工物質を除いては人間の暮らしそのものが成立たなくなって来ている。最新の有機機能材料に焦点を

iり、分子設計と機能について学ぶ。

山元公寿
i慶慮義塾

蜉w教授）

山元公寿
i慶慮義塾

蜉w教授）

12
キラリティと医

　分子の形には，結合軸のまわりの回転で変化する

烽ﾌと変化しないものがあることは既に学んだ．，タ

塔pク質は光学活性体であるため，これと相互作用
ｷる医薬品や農薬では形は決定的に重要である．ど

ﾌような例があるか見てみたい．また一方の形の化
√ｨだけつくるにはどうするか考えてみよう．

西山　繁
i慶慮義塾

蜉w教授）

西山　繁
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　師一名

（所属・職名） （所属・職名）

天然に得られる有機化合物は、それぞれを産生す

る動植物あるいは他の生体に対して特徴的な働きを 西山　　繁 西山　　繁
天然有機化合物 示す。それらは、多岐にわたる化学構造をもち、微 （慶磨義塾 （慶磨義塾

13 と生理活性 量でも大変強い活性を持つことが知られている。性 大学教授） 大学教授）

ホルモンとして知られるステロイド類などをはじめ

様々な天然有機化合物を学んでいく。

植物は二酸化炭素から炭水化物を合成し1動物は

生体内の有機化 逆である。ここでは多くの炭素一炭素結合生成反応と 太田博道 太田博道
学反応一神様の 三三反応が活用されている。これらを中心に解糖系， （慶磨義塾 （慶磨義塾

’14
仕掛けを有機化 TCAサイクル，脂肪酸の生合成と代謝，メバロン 大学教授） 大学教授）

学で種明かし 酸経路等生合成や代謝に重要な役割を果たしている
反応を有機化学的観点から概観する．

これまでに光学活性体の重要性，生体内の反応の

生体の機能を利 機構について学んだ．生体反応を触媒するものは酵 太田博：道 太田博道
用する有機化学 素であるが，今日ではこの酵素が物質変換に利用さ （慶磨義塾 ’（慶磨義塾

15 れ，生体触媒と呼ばれている．洗剤にも入っている 大学教授） 大学教授）

し，酵素は決して細胞内だけで作用するものではな

いのである．この点を具体的に学びたい．

一789一



＝　物質の科学・有機構1造解析（‘03）・＝（TV）
　　　　一有機化合物の構造とその解析法一

〔主任講師
〔主任講師

岩村　秀（日本大学大学院教授）〕
山口健太郎（徳島文理大学教授）〕

全体のねらい
　　有機化合物は，生体を構成し生物が作る重要な物質であるばかりでなく，21世紀の材料科学でも重要な位置を占めて

1いる♂この講義では，そのような有機化合物を構成する分子構造の特徴を理解し，その構造を原子・分子レベルで解明する

ための大型分析；機器を使った解析法について，’質量分析，NMR（核磁気共鳴），X線解析を中心に体系的に学ぶ．

筆担当放送担当
回ノ

テ　一　マ 内　　　　　　　容 講　、師　名講　師　名
／ （所属・職名） （所属・職名）

分子の形を探る化学の発展と，有機化合物の代表的な構造に 岩村『　秀 岩村　　秀
ついて述べる。有機構造解析法1こおける分析化学や分子構造解 （日本大学大 （日本大学大

1 化学と物質の構造
　の役割と歴史を概観し，古典的分析手法から先端エレクトロ　　　　　　～｝ニクスに支えられる物理機器分析へと発展する道筋をたどる．

学院教授）

R口　健太郎

学院教授）

R口　健太郎
（徳島文理大 （徳島文理大

出教授） 学教授〉

機器分析手法を分類し，対象や目的別に整理して構造解析の

要を把握する．本講義で詳細に解説する三つの主要物理分

2’
さまざまな構造解

ﾍの手法
、手法以外の大型分析機器について触れ，さらに分子立体構造解

@を目的とした計算化学的手法との連i携による構造解明につい
同　上 同　上

て概説する．

代表的な天然有機化合物の抽出，単離，精製の一連の操作に

3
天然閑中の有効成

ついて解説し，有用な生物活性物質の獲得について理解を深め

驕D有機分子の基本的性質を理解し，これに基づいて分離・目
石川　　勉
i千葉大学教

石川　　勉
i千葉大学教：

分 唾を重ねる過程を通し，精密分子構造決定に供する試料の調嘘 授：） 授：）

法について学ぶ．

燃焼法による元素分析では，燃焼により生成した二酸化炭素，

などを定量することにより，成分元素とその量を決める．

4
元素分析と質量分 空の装置の中で原子・分子のイオンを作り，質量の差を利用し 岩村　　秀 岩村　　秀
析 て分離し，それぞれの量：を決める質量分析法の誕生と原理につ

いて解説する。

有機質量分析に於いて重要なイオン生成についての理解を

める．種々のイオン化手法を紹介し，現在までに解明されてい
質量分析（1） るこれらのイオン化機構について考察することにより物質《

5　一 イオン化と質量分 化合物）の性質の理解に質量分析がどのように関わってきた 山口　健太郎 山口　健太郎

析 かを解説する．

実際の質量分析装置を見ながら具体的操作法の概要を学ぶ．

6
質量分析（2）
ｿ量分析の実際　　　ノ

’置の調整や試料の導入法，さらに測定条件の設定や調整，及

@測定データの出力法を中心に分析手順を理解する．同時に’

uの原理，動作や問題点について実際の装置を見ながら解説
驕D

同　上 同　上

精密質量測定による組成決定や微量定量法，さらに生体分子

を含む難揮発性高分子の分析等の応用について述べる．また

7
質量分析（3）

ｿ量分析の応用
属錯体など比較的不安定な試料のマイルドなイオン化法のいく

ﾂかを紹介する．特に溶融試料に用いられるスプレーの応用に
同　上 同　上

いて詳述する．

NMR分光法について概説し，原理および特性を理解すること

8 NMR（1）
mMRとは何か

により有機化合物の構造解析への適用につて考察する．装置開

@の経緯をはじめ，有機化合物の構造に関してどのような情
ｪ得られるかを中心に，基礎的な事項を解説する．

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）

パルスFT－NMR分光法について概説し，原理および特性を

午することにより有機化合物の構造解析への適用につて考察

9 NMR（2）
黷mMR装置

る．特にパル～くやFID（自由減衰振動），そしてフーリエ変 三口　健太郎 山口　健太郎

などの関係について説明する．さらに実際のFT－NMR装置を用

いた測定を見ることにより理解を深める．

多次元㎜をはじめとするパル獅㎜の応用｝こりいて
牛回する．パルス系列やこれによる新しい測定法について学ぶ．

10 NMRの応用 性の評価からイメージング技術を基にした医療分野への応用 同　上 同　上

などNMRの幅広い適用性について論ずる。

粉末X線回折や蛍光X線分析そして単結晶X線解析法を概
る．レントゲンによるX線の発見からラウエ像の撮影，さら

11
X線解析（1）

w線解析入門
にブラッグ則の導入を通してX線解析が発展してきた歴史的三

Oにつにて解説し，化学構造と結晶構造のX線による解析の
同　上 同　上

質を学ぶ．
一

X線の発生法や装置，そしてX線の性質から始まりブラッグ
唖を中心とする回折理論および測定法について解説し，さらに

12
X線解析（2）

�ﾜと結晶化学 vな結晶の対称性や対称i操作，そしてこれらに基づく分類法に
同　上 同　上

関し言及する．

実際のX線回折装置を見ながら構造解析の流れを理解する．

単結晶の選び方やマウント，センタリングから測定パラメータ

13
X線解析（3）

居ｻ解析の実際
の設定に続き回折測定を観察し，さらにデータ処理および解

闖№�wぶ．実際の低分子有機結晶を例に解析過程を理解する．
同　上 同　上

X線解析による結晶構造および分子構造の解析結果の整理
これらの評価について解説する．X線解析の特性を生かした

14
X線解析（4）

�ﾍ結果の応用
　事例を紹介し，さらにNMRや質量分析等，他の手法との連携

ﾉよる有機構造解析の重要性を理解することにより，機器分
同　上 同　上

の融合に基づく多角的な構造解析法の概念を学ぶ．

ポストゲノム科学，ナノテクノロジーなど最先端の領域では，

15
構造解析の最先端
ﾆ未来

　量分析，㎜，X線解析及び関連機器分析を駆使して研究が進

ﾟられている．これら先端構造解析研究を紹介し，さらに大払
@理分析装置の開発の現状や将来への展望について述べる．

岩村　　秀

R口　健太郎

岩村　　秀

R口　健太郎
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＝　生命と金属の世界（‘05）＝（R）

〔主任講師：原口三三（名古屋大学大学院教授）〕 ノ

全体のねらい

　私たち人間の身体も、また動物、植物、微生物などすべての生物も元素から構成された化学物質でできてい

る。生物の特徴は、生体を構成するアミノ酸、タンパク質、核酸、脂質、糖類などの生体有機物を含む約100

兆個の細胞が、生命機能塗維持するために生体物質の合成と分解を繰り返し、代謝を行っていることである。

このような生体物質の構成成分としては有機物質がほとんどであるが、生命活動の維持には従来「ミネラル」

と呼ばれた無機物質も欠かすことができない。最近の微量分析法の進歩によって、ミネラル成分0多くは金属

元素であり、生体中には微量であるがほとんどの金属元素が含まれていることが明らかになってきた。そして、

その多くはタンパク質と結合した金属酵素として、生体物質の合成と代謝に関与していることも分ってきた。

本講義では、生命活動に関与する金属の役割について解説するとともに、私たちの健康と病気、食生活、さら

には環境問題との関連について考えてみたい。

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

　　　　　｝

?_一人間と金
ｮのかかわり

　人間は生活の中で様々な金属を利用してきた。石器文

ｾの後に鉄器文明、青銅器文明と呼ばれる金：属を利用す

髟ｶ明が誕生し、武器や農耕器具、生活用品に利用した。

ﾜた、金、銀、銅は装飾品に古くから用いられた。現代

ﾐ会でも、多くの種類の金属が使われ、私達の生活を支

ｦている。奉章では、このような人間生活と金属のかか

墲閧ﾉ加えて、私達の身体の中に存在する元素の種類と

Z度について考える。また、地球上のすべての物質、す

ﾗての生物．（人間を含む）にはすべての元素が存在する

ﾆ考える「拡張元素普存説」について説明する。

原口　紘熊

@（名古屋大

w大学院教
�j

A

原口　紘熊

i名古屋大

w大学院教
�j

2 生体中の金属一

K須性と有害性

　私達の身体も化学的に見れば元素で構成されていて、

ｳ素からつくられる化合物から成り立っている。多くの

ｶ物と同様に、人体も基本的には水と有機物から構成さ

黷ﾄいるが、人体中には微量だが金属元素も含まれてい

驕B従来は「ミネラル」と総称されていた微量の金属元

fが、人体中で重要な役割を果たしていることが分かっ

ﾄきた。本章では、人体中の微量金属の種類と、元素の

K須性と有害性について説明する。

同　上 同　上

3
元素の化学的特

ｫ

　現在は110種類を越える元素が知られている。本章
ﾅは、元素の発見史とともに、元素（原子）の構造と化

w的性質の関係について概説する。化学では物質の基本

¥成要素として元素（element）を定義するが、これは

ｨ理における原子（atom）と同じである。元素の化学
I性質は原子核周囲の電子の種類と数によって周期的
ﾉ変化することから、元素の周期表としてまとめられて

｢る。ここでは、元素の化学的性質の周期性とともに、

熨ｮ元素の特徴について説明する。

同　上 同　上

一792ノー



回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

4
地球における元
fの分布

　地球は半径約6400kmの太陽系惑星の一つで、表面
ﾉ豊富な海水が貯えられているので「水の惑星」とも呼

ﾎれる。ここでは、地球の構造と元素の組成（分布）に

ﾂいて学ぶ。地球：の表層部分は「地殻」と呼ばれ、地殻

ﾌ元素分布は「クラーク数」として有名である。地球全

ﾌ及び地殻の元素分布と「元素の地球化学的分類」から、

ｳ素の化学的性質と地球の構造の関係について考察す
驕B

原口　紘無 原口　紘黒

5
海洋における元
fの循環

　地球の表層約70％は海洋で、その平均＝深さは約4000

高ﾉもなる。この海洋で約38億年前に原子生命が誕生
ｵ、進化してきた。また、現在でも海洋には多種多様な

ｶ物が生息し、人間にとっても食糧となる海洋生物資源

ﾆして重要である。さらに、海洋の存在とその変化は、

n球環境の保全にも大きな影響を与える。海洋における

ｳ素の分布とその循環が、生物の存在を可能にしている

ｱとを、　「元素の海洋化学的分類」から考えてみる。

同　上

_

同　上

6
生体物質の種類

ﾆ役割

　人体の約70％は水であるが、そのほかにアミノ酸、

^ンパク質、核酸、脂質などの様々な生体物質が存在し、

≒ｬと代謝（排泄）を繰り返して生命を維持している。

ｱこでは、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸、

ｶ体機能を支えるタンパク質、タンパク質合成の遺伝情

��烽ﾂ核酸、細胞膜を構成する脂質の種類と構造、お

謔ﾑ生体における役割について解説する。

同　上 同　上

7

金属と生体物質
ﾌ結合一金属錯
ﾌの生成

　金属は生体物質であるアミノ酸やタンパク質と結合
ｵて、血液や細胞中に存在している。このように、金属

ｪアミノ酸やタンパク質と結合した化合物は「金属錯
ﾌ」と呼ばれ、様々な生体機能の発現に重要な役割を果

ｷ。ここでは、金属錯体を生成する錯形成平衡の概念と

ﾆもに、金属錯体の基本構造について考察する。また、

�≒ｬを行うクロロフィル、造血作用に関与するビタミ
唐a12など、タンパク質以外の生体物質における金属

牛№ﾉついても言及する。

同　上 同　上

8
金属とタンパク

ｿ

　前節で述べたように、様々な金属イオンはタンパク質

ﾆ結合して生体中に存在している。このような金属イオ

唐ﾆ結合したタンパク質は「金属タンパク質」と呼ばれ

驕Bその代表的なものが鉄を含むタンパク質であるヘモ

Oロビンである。ここでは、様々な金属イオンが関与す

驪熨ｮタンパク質の種類と構造、またそれらの生理機能

ｭ現について学ぶ。その中でとくに、鉄タンパク質であ

驛tェリチンによる鉄の貯蔵、トランスフェリンによる

Sの運搬、カタラーゼによる抗酸化作用について解説す

驕B

同　上 同　上

一一@79　3一



回 テ　一　マ

／　　　、＼　r

@　・内　　　　　　　　容
執筆担当
u　師　名
i所属・職名）

放送担当
u　師　名
i所属・職名）

9 金属酵素の働き

　金属タンパク質の中で酵素（enzyme）として機能を
烽ﾂものは「金属酵素」と呼ばれる。金属酵素は、タシ

pク質合成、遺伝子合成、生体物質の代謝などの重要な

�р�ﾊし、生命維持に欠かせないものである。ここで
ﾙ、生体触媒である金属酵素の種類と働きについて解説

ｷる。その中でとくに、亜鉛を含む亜鉛酵素は、生体機

¥の維持に重要な数多くの生体物質の合成と代謝、機能

ﾛ持に関与しているので、詳しく説明する。さらに、セ

激刀A銅、マンガン、ニッケルなどを含む金属酵素の働

ｫについても、生理機能との関連で考察する。

原口・三三

　　　　、

ｴ口　紘熊

10 核酸と金属

　核酸であるDNA、　RNAは生体の遺伝情報が塩基配
�ﾆして保持され、遺伝情報の伝達、タンパク質の合成

�sう生体物質である。核酸と金属の相互作用について

ﾍ、未解明なことが多いが、マグネシウムイオンが核酸

ﾌ3次元構造の保持に必要なこと、金属イオンと核酸
¥成成分である塩基、ヌクレオシド、ヌクレオチドとの

牛№ﾉついては詳しく研究されている。ここでは、この

謔､な核酸及び核酸構成成分と金属イオンの相互作用
ﾉついて説明する。さらに、核酸と結合する制がん剤で

?驛Vスプラチン（白金化合物）の制がん機構について

煢�烽ｷる。、

同　上 同　上

11
生体中の微量金
ｮを測る

　生体中の微量金属を測る（定量）には、金属イオン濃

xが1ppt（1×10・1291m1）～1ppb（1×10－991m1）の検

oができる分析装置が必要である。このような超微量レ

xルの金属を測定する分析法として利用されている
hCP・AES（誘導結合プラズマ発光分析法）、ICP・MS
i誘導結合プラズマ質量分析法）の測定の原理について

燒ｾするとともに～ヒト血液、毛髪、尿、植物、海洋生

ｨ中の微量金属のデータについても示す。分析法の進歩

ﾍ、生体中のほとんどすべての元素の測定を可能にし、

u生命と金属の世界」の進歩に大きな貢献をしている。

同　上 同　上．

12 n環境問題と金属

　わが国はメチル水銀による水俣病、カドミウムによる

Cタイイタイ病を悲惨な公害問題として経験してきた。
ｱのほかにも、鉛中毒やヒ素中毒、有機スズ化合物の海

m汚染、6価クロムによる土壌汚染など、重金属が関与

ｷる環境問題がある。その結果、現在では人体および環

ｫに被害を及ぼす恐れのある物質については、環境基準

lや排水基準値等が決められ、生命および自然環境の保

?ｪ行われている。ここでは、金属が係わる環境問題に．

ﾂいて、実例を交えて解説する。

同　上 同　上支

13 食物と金属

　食品中の金属成分は従来「ミネラル」として表示され、

~ネラルの摂取も大事であると言われてきた。ミネラル

ﾆは、食品を燃やした後の灰分のことである。ミネラル

ﾆしては、血液成分である鉄、骨の成分であるカルシウ

?ﾌ重要性が強調されてきたが、分析技術の進歩により

H物中のほとんどの元素の測定が可能になり、多くの元

fが生理作用や生命の維持に必要なことが分ってきた。

ｻこで、植物性食品を中心に、元素とその健康維持・増

iへの効果について考えてみる。

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）

私達は「健康でありたい、病気になりたくない」と常

に考えている。このような健康状態や病気の診断や治療

を行うために、「多元素相関病態診断法」が少しずつ進

回しつつある。病気になるのは、元素の立場からすると、

14 健康と病気 過剰症または欠乏症の問題である。最近では、亜鉛欠乏 原口　紘熊 原口　紘黒

症による味覚障害、アルミニウムの脳蓄積によるアルツ

ハイマー病などがマスコミでも取り上げられている。血

液（血清）の多元素分析によ．る病態解析の現状を中心に・

健康と病気について考えてみる。

これまで説明してきた「生命と金属の世界」を著者は

「メ三三ミクス（Metallomics）」として新学問領域の

構築を提唱している。三三ロミクスでは、金属含有生体

物質のことは「メタローム（Me七allome）」と呼ぶ。ヒ

トの全遺伝子塩基配列解読がほぼ終ったとされている
が、この遺伝子の世界はデノミクス（Ge：nomice）、遺

15 三三ロミクスの

伝子群は「ゲノム（GenOlne）」と呼ばれる。ゲノムは

^ンパク質のアミノ酸配列を決定することから、ポスト
同　上 同　上

世界 ゲノムとして「プロテオミクス（Prot60mics）」、タ

ンパク質群である「プロテオーム（Proteome）」の研
究の重要性が注目されている。しかし、これまで述べて

きたように、遺伝子もタンパク質も金属イオンの関与な
、

しでは合成されない。ここでは、講義のまとめとして、

「金属支援機能化学」とレてのメタロミクスの現状と将

来の発展について考えてみる。

一一@7　9　5r
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科目名（メディア）＝＝ 分析によって知る世界（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）：中村洋（東京理科大学教授〉〕

・講義概要

　　分析科学は、新しい分析・解析法を創造する学問分野である。その成果は、他の実験科学のブレイクスル

　・…一・・に不可欠の強力なツールを提供すると共に、豊かで円滑な人間社会を維持する要素として随所に活用され

　ている・本講義では、分析科学で培われた知識と技術が、実社会でどのように活かされているかを紹介する。

授業の目標

　　毎回、冒頭に社会で話題となった事柄を取り挙げ、そこで中心的な役割を果たした分析法の原理と分析技
　術のポイントを平易に解説する。その際、可能な限り原理の異なる分析法を盛り込めるように内容を構成し、

　分析法の特徴を通じてその有効な活用法について考察する。

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）

分析で知るロマ 古代人が何を食べ、どんな植物を栽培していたか、 中村洋 中村洋
ン① など古代人の生活の一端を明らかにする分析法につ （東京理科 （東京理科

いて解説する。例えば、三内丸山遺跡の「クリの実」 N大学教授） 大学教授）

1
～化石は語る～ 化石のDNAを分析することで、クリが栽培されてい

た可能性が分った。また、動物の体内脂肪酸は動物

種によって異なるので、糞石中の脂肪酸を分析する
ことにより肉食した動物種がある程度推定できる。

（遺伝子解析法、GC＜MS、分析化学の進イヒ）

分析で知るロマ 考古分析科学は考古学的な試料を研究する分析科学 中村洋 中村洋
ン② であり、各種の機器分析法を駆使して試料の年代定、 （東京理科 （東京理科

目に見えない図形・文字情報の解明、材料の産地特 大学教授） 大学教授）
2 ～金属は語る～ 定などが可能となる。稲荷山古墳から出土した鉄剣、

銅鐸中の鉛分析などにつき解説する。（X線撮影法、

鉛同位体比測定法）

分析で知るロマ 古代人の絵に使われた絵の具は何か、有名な絵画が 中村洋 中村洋
ン③ 完成するまでに試行錯誤はあったのか、発掘品は本 （東京理科 （東京理科

物か、などの疑問も分析手段の進歩で解明できる時 大学教授） 大学教授）
3 ～美術品の鑑定 代が来ている。高松塚古墳壁画の顔料分析、有名絵

～ 画の下絵などを例にとり考察する。　（蛍光X線分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼@、赤外線反射法）

分析で知るロマ 人類はアフリカで生まれ、世界各地に広がって色々 中村洋 中村洋
ン④ な人種ができたとする説があり、日本人のルーツに （東京理科 （東京理科

＼

ついても研究が進んでいる。アルプスで発見された 大学教授） 大学教授）

4 ～人類のルーツ アイスマンの子孫探し、母系遺伝を示すミトコンド

～ リアDNAの分析結果に基づく、ブライアン・サイク
ス教授（英国〉の報告などを解説する。　（放射性炭
素年代測定法、加速器質量分析法、DNA配列解析法）　　　　、

一一一@7　9　6　一一一



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）

分析で知る健 米国が中心になって進めたヒトゲノム計画の遂行に 中村洋 中村洋
康・病気① 伴い、ヒトゲノムのDNA解析技術の進歩は各方面に （東京理科 （東京理科

劇的な進展をもたらし、医学にも大きく貢献してい 大学教授） 大学教授）
5 ～DNA診断と る。遺伝子検査、特定疾患のDNA配列による診断、

遺伝子治療～ 遺伝子治療を行うストラテジーを学習する。　（遺伝

子解析法、ゲル電気泳動法）

分析で知る健 医薬品は健康の維持と疾病の治療に欠かせないが、 中村洋 中村洋
康・病気② 悪用すると重篤な薬理作用を惹き起こし、社会問題 （東京理科 （東京理科

となる。生体試料（毛髪、血液、尿など）の覚醒剤、 大学教授） 大学教授）
6 ～乱用薬物の分 麻薬、：LSD、脱法ドラッグ、シンナーなどの乱用薬

析～ 物を正確に検出・定量する方法について学ぶ。　（固

相抽出、GCIMS）

分析で知る健 疾病の早期診断法として、疾病の前兆または初期に 中村洋 中村洋
康・病気③ 生体が発する情報（バイオマーカー）をいち早く検 （東京理科 （東京理科

出する研究の一端を紹介する。この目的には、様々 大学教授） 大学教授）

7 ～バイオマーカ な物質からなる生体試料中に出現する疾病に特有の
㌔一隔～ 微量物質を高感度で選択的に検出できる方法が求め

られる。　（二次元電気泳動法、等電点電気泳動法、

SDS・PAGE、二次元HPLC）

分析で知る健 医薬品は患者の症状に合わせて適正に使われること 中村洋 中村洋
康・病気④ が重要である。用法・用量を誤ったり、予測できな （東京理科 （東京理科

い副作用が現れた場合には、使用者は重篤な状態に 大学教授） 大学教授）
8 ～薬害事故～ 陥る。前者の例として薬害キノホルム、後者の例と

してサリドマイド被害を取り挙げ、その分析例を紹

介する。（薄層クロマトグラフィー、キラル分離法）

分析で知る食の 地球：人口の増加に伴って、食料増産は世界的な課題 中村洋 中村’洋

安全① となっているが、その半面では食品中に含まれる残 （東京理科 （東京理科

留農薬、食品添加物、動物用医薬品、成長ホルモン、 大学教授） 大学教授）

9 ～残留農薬、遺 抗生物質、養殖うなぎ中の残留水銀、あるいは遺伝
伝子組み換え食 子壷換え食品の流通などが社会的な問題となってい
品～ る。その実情と対象物質の分析法を紹介する。

（GC！MS、　L，CIMS、イムノアツセイ、原子吸光法）

分析で知る食の 産業革命以降、人類は莫大な数の化学物質を合成し 中村洋 中村洋
安全② 生活に役立ててきた半面、その一部が生態系を破壊 （東京理科 （東京理科

している弊害が明らかになってきた。ここでは、所 大学教授） 大学教授）
10 ～環境ホルモン 謂環境ホルモンとダイオキシンを中心に、それらが

～ どのようにして分析されているかを学ぶ。（GC∠MS、
：LC1MS）

分析で知る食の 家畜や人間の脳神経系が侵される病気として、スク 中村洋 中村洋
安全③ レイピー（ヒツジ）、’BSE（牛海綿状脳症）（ウシ）、 （東京理科 〈東京理科

クロイツフェルト・ヤコブ病（ヒト）などが知られ 大学教授） 大学教授）

11 ～BSE（牛海綿 ている。このうち、BSEの検査には異常プリオンタ
状脳症）～ ンパク質の検出が行われており、本講義でその概要

を解説する。　（ウエスタンプロッティング法、イム

ノアツセイ）
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執筆担当 放送担当
回 テ　一・　マ ・内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

分析で知る食の 食中毒は腐敗した料理や食品を摂取することで起き 中村洋 中村洋
安全④ る。多くの場合は、病原性細菌（大腸菌、サルモネ （東京理科 （東京理科

ラ菌、ボツリヌス菌、など）が消化管内で産生した 大学教授） 大学教授）

12 ～食中毒～ 毒素（0157ではべロ毒素）が原因となるが、生牡蠣

などの二枚鼻による食中毒ではノロウイルスが原因

と考えられている。原因微生物・毒素の検出法を解
回する。　（微生物検査法、毒素検出法）

分析で知る犯罪 鑑識科学では現場に残された繊維、塗料、着衣に付 中村洋 中村洋
捜査① 着した口紅、花粉など様々な物品が検査対象となる （東京理科 （東京理科

が、中心は体内の化学物質である。ここでは、地下 大学教授） 大学教授：）

13 ～鑑識科学～ 鉄サリン事件、和歌叫毒入りカレ｝事件などを取り

挙げ、鑑識化学の基本を考える。（SPring－8での蛍

光X線分析法、イオンクロマトグラフィー）

分析で知る犯罪 従来の化学操作は血液型、指紋などを大きな拠り所 中村洋 中村洋
捜査② にしていたが、DNA解析による個人情報を採り入れ （東京理科 （東京理科

たことにより、最近の犯罪捜査は著しく信頼性を増 大学教授） 　　　　　［蜉w教授）

14 ～DNA鑑定～ した。DNA鑑定は犯人の特定のみならず、親子鑑定、

兄弟鑑定などにも有効である。現在、日本の警察で

採用さ伽ている方法、研究段階にある方法などの原
理と精度を解説する。　（DNAによる個人識別法）

・分析の現状と将 分析化学は、物質の分離と検出に関わる学問であり、 中村洋 中村洋
来 それぞれ高選択性化と高感度化を目標に掲げ発展し， （東京理科 （東京理科

てきた。その過程で、成果としての新規原理や方法 大学教授） 大学教授）

～課題と可能性 論は他の分野に待望されるツールとなり、その発展

15 ～ を促進してきた。最終講では、分析科学・分析技術
の最新動向を紹介すると共に、将来の課題を考える。

（レーザー励起蛍光検出キャピラリー電気泳動法、
ノ

マイクロチップ法、個人認証法、非分離多成分定量
法）

一一@7　9　8　一一



＝＝ A物の生理（‘04）＝（TV）

〔主任講師　庄野邦彦（東京大学名誉教授）〕
〔主任講師　菊山　宗弘（新潟大学教授）〕

全体のねらい

　生き物の世界を構成する主役の一つが植物である。植物なくしては人類のみならず全動物の生存はあり得ない。この科目では

植物の生存・生活の機構を解説することにより、植物に対する理解を深めることを目指す。

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容

@　　　〆

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 植物の特徴

全ての生物に共通する姿の上に植物の特徴が上乗せされてい

驕Bその共通の姿とは何か、植物の特徴とは何か、それらの研究

闥iにはどのようなものがあるか。これらのことを概説し、さらにこ

ﾌ授業の目標などを紹介する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

庄野　　邦彦

@（東京大学名
D誉教授：）

e山　宗弘
i新潟大学教
�j

庄野　　邦彦
i東京大学名

_教授）

e山　宗弘
i新潟大学教
�j

，2 植物の細胞と体制

植物の体制を個体レベル、細胞レベルなどで説明すると共に、植

ｨの特徴を指摘する。構成要素である細胞に注目し、細胞の機能

�ｻの構造との関係から概説する。

西村　いくこ

i京都大学教
�j

西村　恥くこ

i京都大学教
�j

3
植物のいとなみ（1）

ｨ理・化学的な基礎

生命現象とは物理的反応や化学的反応の複雑な組み合わせの
級ﾊである。そこで、酵素反応の機構を簡単に解説する。また、次

ﾌ章の物質輸送の基礎として、物理化学の法則と物質移動の原

揩�T説する。
菊山　宗弘 菊山　宗弘

4
植物のいとなみ（2）

A物質輸送

細胞レベルでの物質輸送機構を解説する。膜輸送（受動輸送、能

ｮ輸送）、膨圧の発生、膜電位の発生、および細胞内での能動的

ﾈ物質輸送としての原形質流動を取り上げる。 同　　上 同　　上

5
植物のいとなみ（3）

�≒ｬ

植物の特徴の最たるものの一つが「独立栄養」を営むことである。

ﾆ立栄養の実体である光合成は、光化学反応およびその関連反

桙ﾆ、それに続く生化学反応とからなる。

ｱの章では、光化学反応とその関連反応について解説する。

中村　保典
i秋田県立大
w教授）

中村　保典
i秋田県立大
w教授）

6
植物のいとなみ（4）

�≒ｬと関連代謝

光合成の生化学反応過程であるカルビン・ベンソン回路を解説す

驕B植物の代謝全体における光合成の意義をまとめる。その中で

ﾍ特に糖および脂質代謝にっぴて解説する。また、遺伝子とはど

､いうものかの説明と、光合成関連遺伝子とその機能を解説する。

同　上 同　上

7

植物みいとなみ（5）

Aミノ酸合成と二次

緕ﾓ系

タンパク質は20種類のアミノ酸から出来ている。独立栄養を営

ﾞ植物はこのアミノ酸をすべて合成する。しかしヒトを含む動物は

Aミノ酸のいくつかは体内で合成できないため，植物が合成したア

~ノ酸を捕食により取り入れている。そこで，この植物におけるアミ

m酸合成系について解説するとともに，そのアミノ酸などから植物

ﾌ薬用成分や色素を合成する植物特有の二次代謝系について
T説する。

菊山　宗弘

菊山　宗弘

Qスト

ｬ関　良宏
i東京農工大
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）

植物の生活環は発芽、栄養成長、生殖成長、老化の各期から

8

植物の生育（1）

ｶ活環とホルモン調

ﾟ

構成される。また、その進行は数種の植物ホルモンによって制御

ｳれている。植物ホルモンの種類、構造、代謝、機能、並びに作

p機構を、生活環の制御と関係づけて解説する。

保尊　隆享
i大阪市立大
w教授）

保尊　隆享
i大阪市立大
w教授）

植物の生活環は、光、重力、温度などの環境要因によって調節さ

れる。生活環を構成する発芽、栄養成長、生殖成長、老化の各回

9
植物の生育（2）

ｶ活環と環境要因

が、これらの環境要因によってどのようなしくみで調節されるかを

T説する。 　同　　上

m　　　　　　／一㌔

同　　上

沸

細胞の成長の機構を解説する。その必然の帰着として、細胞・組

10
植物の形作り（1）

ﾗ胞形成】

織・器間の形態形成がどのようにして起こるのかを解説する。細胞

ﾌ分化とそれにおよぼす環境要因についても簡単に説明する。
柴岡　弘郎
i大阪大学名

・柴岡　弘郎
i大阪大学名

誉教授：） 誉教授）

形や機能の分化には、遺伝情報が書き込まれていることと、その

11
植物の形作り（2）

孖ｯ形成

書き込まれている情報がしかるべきときにしかるべく発現すること

ｪ必要である。遺伝子とはどのようなものであり、どのように発現が

ｲ整され、どのように器官の機能・形態が決まるかを解説する。

岡田　清孝
i京都大学教
�j

岡田　清孝
i京都大学教
�F）

体のどの部分も同じ遺伝情報を持っているので、植物はどの部分

12

植物の形作り（3）

ﾂ体形成・分化全能

ｫ

からも体全体を再構成できる（分化全能性）。言い換えれば個体

ﾌ形成過程とは、全遺伝子のうち特定のものが発現することによっ

ﾄ各組織、器官へと分化することである。個体の形成過程を遺伝

q発現の視点から解説する。

同　上 同　上

独立栄養を営みはするが、植物は「独立」に生活するのではなく、

多数の「環境要因」との相互作用のものに生活をしている。この章
生態系の中の植物 では微生物との相互作用に注目レ病原性とその対応、共生関係 庄野　邦彦 庄野　邦彦

13 （1）

について解説する。併せて、微生物との関係が遺伝子操作にもつ （東京大学名 （東京大学名
植物の防御と共生 ながることを紹介する。 誉教授） 誉教授）

植物の環境への適：応について概説する。また，光，水，窒素栄養

生態系の中の植物 などの環境要因がどのように植物の生活に関わるのかを，細胞か 寺島　一郎 寺島　一郎
14 （2） ら生態系のレベルにまでスケールアップしながら考察する。 （大阪大三教 （大阪大学教

植物と環境の関わり 授） 授〉

植物生理学の発展の過程を、特に研究方法の発展と、その著レ

い成果を取り上げっっ、簡単に振り返る。これをふまえ、植物生理

15 植物生理学の展望
学の将来の展望を述べる。また、昨今の生命工学等の発達とその

ｬ果に接するに当たっての植物生理学学習の意義について考 菊山　宗弘 菊山　宗弘
える。

a
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＝＝ ｪ子生物学（‘05）＝＝（TV）

〔主任講師：藤原晴彦（東京大学大学院教授）〕
〔主任講師：二河成男（放送大学助教授）　〕

全体のねらい：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e
　分子生物学みおもな目的は，さまざまな生物たちが共通に示す現象を，核酸とタンパク質という分子の挙

動を通じて理解することである．本講義では，分子生物学のエキスパートがそれぞれの分野の基礎をわかり
やすく説明する．

回 テ　一・マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　　師　名
i所属・職名

　送担当
u　　師　名
i所属・職名）

1
分子生物学とは

ｽか

　分子生物学の起源と歴史，生物科学全体に及ぼす

ｪ子生物学の影響，分子生物学の変貌，分子生物学

ﾍ発展的に解消しつつあるという見解等々をテーマ’

ﾉ，分子生物学全体を概観する

石川　統

ｳ授）

_

　　　　　　石川　統
i元放送大一一（元放送大学

@　　　　教授）

② 核酸とタンパク

ｿの構造

生命現象は、さまざまな分子の働きによって営まれ

ﾄいるが，分子生物学の対象として最も重要なの
ﾍ，遺伝情報を担う核酸と，遺伝情報が翻訳された　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾ

@能的分子のタンパク質である．核酸とタンパク質

ﾌ構造と機能の全体像を概説する

藤原晴彦
i東京大学

蜉w院教授）

　藤原晴彦
i東京大学大

w院教授）

3 遺伝と遺伝情報

メンデルの遺伝の法則を説明し，それらの法則性の

賰bとなっている分子生物学について説明する．さ

轤ﾉ，その説明を通じて，遺伝情報とは何であるか

�l察する

石川　統 石川　統

4 遺伝子と染色体

遺伝子はDNAでできているが．すべてのDNAが
笂`子ではないこと，遺伝子の座である染色体の構

｢，染色体を通じて遺伝子が子孫に伝えられるしく

ﾝなどを説明する

石川　統“ 石川　統

5 DNAの複製

生物が親から子に，種としての遺伝情報をつたえる

ｪ子機構を概観する．原核生物での理解をもとに真

j生物での遺伝子複製もみる．複製反応とならび、

Z正反応についてものべる

渡辺雄一郎

i東京大学

蜉w院助教
�j

渡辺雄一郎

i東京大学

蜉w院助教
�j

6
遺伝情報の発現

P．転写

遺伝情報ボ生体で利用されるためには，核内でDNA

ｪいったんRNAにコピーされる必要がある．之の過
�ﾍ転写と呼ばれ，遺伝情報の発現量や発現時期を

ｲ節する重要なステップである．転写機構，転写にﾖ
わ
る
酵
素
，
転
写
を
調
節
す
る
因
子
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
る

藩原晴彦 藤原晴彦
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寧 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
u　　師　名
i所属・職名

　送担当
u　師　名
i所属・職名

7

遺伝情報の発現

Q．プロセシン

O

　真核細胞では，転写されたRNAがそのまま働くこと
ﾍ少なく，核の中で様々な修飾・加工（プロセシング）

��ｯる．スプライシングやキャッピングなどの真核

ﾗ胞のmRNAに特有なプロセシング，さらにrRNAやt
qNAのプロセシングのしくみについて解説する

藤原晴彦 藤原晴彦

8

遺伝情報の発現

R．翻訳と翻訳

繽C飾

　遺伝情報がタンパク質に変換される最後の過程が

|訳である。誤NAを鋳型にして正しくタンパク質がf

轤黷驍ｵくみを学ぶ．またその後，翻訳されたタンパ

N質が機能を持つように修飾される機構や，翻訳を阻

Qすることによって働く抗生物質の働きも付け加える

石浦章一
黶i東京大学

蜉w院教授）

石浦章一
i東京大学

蜉w院教授）

9
ゲノムとプロテ

Iーム

多くの生物の遺伝子情報があきらかとなってきた．

Qノムどはなにか．そこから何がわかるか．プロテ楽

yムとはなにか。そこから何がわかるかについて解説

ｷる

渡辺雄一郎

i東京大学

蜉w院助教
�j

渡辺雄一郎

i東京大学

蜉w院助教
�F）

（
U
　
　
　
一
1

タンパク質の機

¥1．酵素と膜タ

塔pク質

　生体内触媒である酵素反応のしくみを学ぶ．また，

y素阻害のメカニズムを調べ，阻害反応の実際の応用

痰ﾆしての薬剤の働きを検討する．さらに，生体膜に
рﾟ込まれたタンパク質の特殊な機能（受容体，チャ

lル等）についてもまとめる

石浦章一 石浦章一

11

　　　　　　　文

^ンパク質の機
¥2．免疫のしく

ﾝ

　哺乳類で高度に発達している，自己と非自己を識別

ｷるしくみについて説明し，そのしくみの基礎にある

R体の多様性を生みだす機構を考察する．また，液性
ﾆ疫と細胞性免疫の間の役割分担についてのべる．

石川　統 石川　統

12
突然変異と分子

i化

　個々の個体に生じた突然変異が集団全体に広まるこ

ﾆ，これが進化である．・分子生物学の発展により，分

qレベルで進化を理解できるようになった．ここでは，

ｪ子レベルの進化のしくみとその特徴について解説す
驤

二河成男
i放送大学

赴ｳ授）

二河成男
i放送大学

赴ｳ授）

13
RNAの多様な機

¥

　RNAは，単に遺伝情報の仲介物質と思われがちであ

驕Dしかし，現在では，触媒や制御因子といった多様

ﾈ活性をもつ機能性高分子であることが明らかになっ

ﾄきた。これらの機能性RNAの構造と反応のしくみ
ﾉついて解説する

二河成男 二河成男

14 遺伝子操作

　遺伝子操作とはどのような技術か．可能になった実

瘁C将来の可能性を紹介し，研究を行うための法律的
ﾈ基準についても紹介する．

渡辺雄一郎 渡辺雄一郎
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回

15

回忌一　マ

今後の社会と分

子生物学

内 容

　21世紀は生命科学の時代であり，分子生物学はその

基礎として重要性を増すにいたっている．ここでは，

ゲノムから明らかになった生命のしくみ，病気の治療

法の開発，遺伝子改変食品，など私たちのまわりの問

　と，それにまつわる生命倫理について講義する

執筆担当
講　　師　　名

（所属・職名

石浦　章一

放送担当
講　　師　　名

（所属・職名）

石浦　章一・
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＝　生物界の変遷i（‘06）・＝（TV）

　
　
　
　
　

旧
名
名

四
職
質

現
寸
現

（
　
（
　
（

而
一
巾
一
巾

三
口
直
口
色
調
ロ

講
講
判

任
任
任

主
主
主

〔
〔
　

〔

本
田
河

松
西
二

忠夫（放送大学教授）　〕

治文（中央大学教授）　〕

成男（放送大学助教授）〕

全体のねらい

生命体は様々な地球環境のもとで、40億年近くかけて進化してきたが、その結果として、今日の

大きな生物多様性が見られる。そもそも生命はどのようにして誕生したのであろうか。そして、い

かにして進化し変遷していったのであろうか。また、生物体の姿はゲノムの中の遺伝惰報が、・発生

過程を経て表現型として現れたものであるが、その仕組みは進化とどのように関係しているであろ

うか・さらに、分子レベルの進化はどのようであろうか。本講義では、多様な生物界の変遷を、総
合的にみることにする。

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）

「生物界の変 地球上に生命体が誕生して約40億年、その間に実 松本　忠夫 松本　忠夫
遷」のねらい に様々な生物が進化し、今日に至っている。 （放送大学 （放送大学

この回ではそれらの様相を概観し、本講義全体のね 教授） 教授）

らいを解説する。また、生物の進化はどのようにし
1 て調べられてきたのかの方法、さらに、生物が進化、

するに至った原動力などを説明する理論を紹介す
る。さらに、生物界の分類の方法についても考察す
る。

＼

生命の誕生、そ 今から約40億年前に、地球：上で生命は誕生した。現 山岸　明彦 山岸　明彦
のメカニズム 在の最も複雑な細胞であっても非常に複雑である。 （東京薬科 （東京薬科

どのように生命は準備され、誕生したのであろうか。 大学教授） 大学教授）

2
まず生体を構成する物質が無生物的に合成され、地
球上に蓄積した。それが集合しで、やがて最初の細

胞が誕生した。それが誕生するまでの過程塗概観す
る。

単細胞生物の進 地球上の生物は、細胞構造に着目すると原核生物と 伊藤　元三 伊藤　元三
化 真核生物に分けることができる。細胞内に細胞小器 （東京大学 （東京大学

3 官を持たない単純な構造の原核生物から、どのよう 大学院教 大学院教
に真核生物が誕生してきたかについて解説する。 授：） 授）

藻類と菌類の進 真核生物の誕生後、水中では単細胞の生物群一いわ 伊藤　元詰 伊藤　元口
化 ゆる原生生物の爆発的な多様化が起きた。その結果、 （東京大学 （東京大学

光合成を行う藻類、おもに捕食をして生活する原生 大学院教 大学院教
4 動物、有機物を分解して生活する菌類などが生まれ 授） 授）

てきた。ここでは原生生物界での多様化を、真核生
物間の細胞内共生に関連させて解説する。
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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）

多細胞生物の進 真核生物の誕生後、水中では多細胞生物が現れ、先 西田　治文 西田　治文
化 カンプリア紀末からカンプリア紀初期には動物の爆 （中央大学 （中央大学

発的な多様化がみられた。地球環境にもその間に 教授） 教授）
5 様々な変動があった。動物の多様化を中心に、この

ような時代の生物界を概観する。

植物の上陸と多 最初に陸上に進出した生物は何か、現在の陸上生態 西田　治文 西田　治文
様化・ 系を支える生産者である植物はいつどのようにして （中央大学 （中央大学

上陸したのか、祖先は何か、上陸によって地球：はど 教授） 教授）

6 のように変化したのかなどについて解説する。

動物の上陸と多 植物による陸上での物質生産が始まり、動物が成育 西田　治文 西田　治文
様化 する空間も地上に拡大した。動物はどのようにして （中央大学 （中央大学

陸上に進出したのか、初期の多様化はどのようであ 教授） 教授）

7 つたかについて解説する。

昆虫類の適応放 昆虫類は現在の地球の陸上においてもっとも種類数 松本　忠夫 松本　忠夫
散 が多く、特に熱帯域において種数、現存量ともに大 （放送大学 （放送大学

繁栄している。その昆虫類の起源は古生代にさかの 教授） 教授）

8
ぼるが、現生の昆虫類は被子植物の進化と共に適応

放散した系統が大勢を占めている。この回では、昆
虫類の特徴を見ると共に、その適応放散の様相を解

説する。

脊椎動物の適応 現在の陸上における脊椎動物は、生活型の歩行型と 松本　忠夫 松本　忠夫
放散 して哺乳類が、飛翔型として鳥類が、そして海洋な （放送大学 （放送大学

どの水界においては、遊泳型の硬骨魚類が大勢を占 教授） 教授）

めている。しかし、哺乳類にも飛翔型のコウモリ類

9 そして遊泳型のクジラ類がいるし、鳥類には歩行型

のダチョウ類、遊泳型のペンギン類などがいるよう

に脊椎動物は多様である。この回ではその適応放散
の様相を解説する。

分子ヒベルの進 分子生物学の進展により、生命現象をDNAやタンパ 二河　成男 二河　成男
化 ク質といった分子から説明できるようになった。こ （放送大学 （放送大学

の結果、生命の進化における形や性質の変化や多様 助教授） 助教授）

、10 化を分子レベルで説明する試みが注目を集めてい
る。この回ではDNAやタンパク質の進化と多様化の
しくみについて解説する。
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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）

分子で探る生物 約40億年前に地球上に現れた祖先生物が種分化を 二河　成男 二河　成男
の系統関係 繰り返してきた結果、多種多様な生物種が進化して （放送大学 （放送大学

きた。この生物進化の歴史は系統樹として表現され 助教授） 助教授）
11 る。系統樹とは何か、分子データから系統樹をどの

ように推定するかについて説明する。

ゲノムの進化 多数の生物種においてそのゲノム情報が解読された 二河　成男 二河　成男

ことにより、生物進化に伴いゲノム自身も大きく変 （放送大学 （放送大学

化してきたことが明らかになってきた。様々なゲノ 助教授） 助教授）
12 ム進化の様式について説明する。

発生と進化（植 生物め多様な形はどのように進化したのだろうか。 長谷部光泰 長谷部光泰
物） 形は多くの遺伝子によって制御される発生過程の結 （基礎生物 （基礎生物

果できあがる。’ ]って、発生過程に関わる遺伝子の 学研究所教 学研究所教

13
進化が生物の多様な形を生み出す原因である。植物

ﾌ生殖器官である「花」の進化を題材に、生物の形

授） 授）

の多様性がどんな遺伝子の変化によって引き起こさ

れるのかを探求する。

発生と進化（動 動物が植物と異なる点は、なんと言っても「行動 三浦　　徹 三浦　　徹
物） を行えることであろう。その行動を可能にするため （北海道大 （北海道大

には、筋肉や神経などを用いて機能的な運動を可能 学大学院助 学大学院助
一

14
とするためのボディプランの構築が必須である。そ

ﾌような精巧なボディプランがどのような三四ニズ

教授） 教授）

ムの上に成り立ち、そしてそれがいかにして進化し
てきたかについて概説する。

生物界の変遷と 人類は約5百万年前に誕生し、つい数万年前から地 松本　忠夫 松本　忠夫
人類 球：上に大きく拡散した。そして、現在では地球上に （放送大学 （放送大学

おいて極めて大きな影響力を持づに至った。類人猿 教授：） 教授）

15 の祖先から人類が誕生した道筋、そして他の生物に

与える影響の大きさを様々な側面から説明する。
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＝： ｮ物の行動と生態（‘04）＝（TV）

〔主任講師”長谷川眞理子（総合研究大学院大学教授）〕

全体のねらい’

　本講義では、動物が見せるさまざまな行動が、その動物の暮らす生態環境との関係においてどのようにして進化して

きたかを探る、行動生態学、動物行動学のおもな研究成果を紹介し、動物の行動の機能とその進化について考察する。

動物の生理学的、生化学的な仕組みの細部ではなく、個体としての動物が環境との関係を通してどのように行動するか、

マクロな生物学のおもしろさを伝えたい5

回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
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
動物の行動と生
ﾔ：研究の目的と歴

j

　動物は、三食、捕食の回避、配偶、子育てなど、さまざま

ﾈ行動を行なって生きている。動物がある行動をとるのは「な

ｺ」なのだろうか？　この疑問には、4つの答え方、アプロ
pチの仕方が存在する。初回は、その4つの・「なぜ」の問い

福�燒ｾするとともに、動物行動研究の歴史をたどる。

長谷川眞理子
i総合研究大

w院大学教
�j

　　／ｷ谷川眞理子
i総合研究大

w院大学教
�j

’2
自然淘汰と適応：理

_的枠組み

　行動の研究で中心となる概念は適応である。生物がその生

ﾔ環境との関係において、生存と繁殖に役立っ形質を備えて

｢ることを適応と呼ぶ。適応が生じるプロセスを説明するの

ｪ自然淘汰の理論である。動物行動の進化を分析する重要な

攪_的枠組みである自然淘汰について、実例をあげて説明す
驕B

〆　同　　上

同　　上

3 行動と進化

　行動は、生物のなんらかの欲求を満たすという点で利益を

烽ｽらすとともに、なんらかのコストも伴うものである。行
ｮ生態学では、そのような行動のコストと利益を多角的に分
ﾍする。ある一つの行動パターンが最適な解をもたらす場合、

s動は自然淘汰によって最適化される。その過程を、おもに
ﾌ食行動を例にあげて説明する。

同　　上 同　　上

4
社会行動とゲーム

攪_

　前回は、最適化について説明したが、行動によっては、最

Kな行動が一つに決まらない場合も生じる。とくに、互いに

且閧ﾌ出方によってこちらが何をしたらよいかが変化するよ

､な社会行動においてはそうであることが多く、そのような

鼾№ﾉどのような行動が進化するかは、ゲーム理論を用いて
ｪ析されている。その過程を、主に闘争行動を例にあげて説

ｾする。、

同　　上 同　　上

5
血縁淘汰と包括適

椏x

　第2回目の講義で、自然淘汰は個体の最適度を最大化する

謔､に働くと述べた。それでは、いわゆる利己的行動のみが

i化し、利他的行動は進化しえないのだろうか？そんなこと
ﾍない。その一つの過程が、血縁淘汰と呼ばれるものである。

ｻれは、自分と同じ遺伝子を共有する個体に対しては、その

潔藷xに応じて利他的な行動が進化することを説明する理論

ﾅある。

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）

前回は、血縁者間に生じる利他行動の進化を扱った。では、

非血縁者間では、利他行動は進化するのだろうか？それには1
　
6
一
／

互恵的利他行動と

褐ﾝ扶助

互恵的利他行動と相互扶助の2つのシナリオが考えられる。

ｻれぞれの例を紹介するとともに、非血縁期間の利他行動の 長谷川眞理子 長谷川眞理子

親による子の世話ゐ形態は、まったく世話をしないもの、

両親そろって世話するもの、雌親だけが世話するもの、雄親

だけが世話するもの、両親以外の個体も参加して世話するも

7 親による子の世話h のと、実にさまざまである。昆虫から哺乳類まで、さまざま 同　　上 同　　上
な親の世話の形態を紹介するとともに、なぜこのぶうな変異

が存在するのか、理論的な分析を試みる。

雄と雌はとは、さまざまな形質において異なるととが多い。

このような性差が存在する理由は、自然淘汰の理論では十分

8
性淘汰と配偶の機
?�ﾟぐる競争

に説明できない。それは、たとえ同じ種に属していても、雄

ﾆ雌では、繁殖の機会をめぐる競争のあり方が異なるために

ｶじる。それを説明するのが性淘汰の理論である。さまざま
同　　上 同　　上

な動物における性差と配偶をめぐる競争の関係を紹介する。

ノ

多くの場合、配偶者の獲得をめぐる同性間の競争は、雌ど

うしよりも雄どうしにおいて強いため、雌は配偶者選択をす

ることができる。その結果、雄の美しい飾り羽根やさえずり

9 配偶者選択 声などが進化したと考えられる。では、雌は、なにを目安に 同　　上 同　　上
して配偶者選択をしているのだろうか？さまざまな動物にお

ける配偶者選択の実例を紹介するとともに、配偶者の進化を

分析する理論を説明する。

性淘汰はこれまで、配偶者の獲得をめぐる同性間の競争と、

配偶者選択をめぐる異性間のやりとりどの2本柱で論じられ

10
配偶者防衛と雌雄

ﾌ対立

てきた。しかし、雄にとって有利な行動と雌にとって有利な

s動とが一致するとは限らず、雌雄の対立がさまざまな場面

ﾅ見られる。雄が、自分の配偶相手として獲得した雌を他の

■　同・上
同　　上

雄にとられないように雌の行動を制限する配偶者防衛も、そ

のような現れの州っである。
■

美しい鳥のさえずりは、配偶者選択の結果として進化して 長谷川眞理子
きた。今回は、ジュウシマツのさえずりをめぐって、さえず

11
鳥のさえずりの進

ｻをめぐって・

のの生成をつかさどっている脳の働きやさえずりの学習のメ

Jニズム、さえずりと配偶者選択、さえずりの系統進化と、
ｳえずりにっぴて「4つのなぜ」のすべての面を取り上げて

同　　上
岡ノ谷一夫
i理化学研究

株]科学総合
みたい。 研究センタ』

＼

篁

研究員）

一夫一妻、一夫多妻など、配偶システムを表す呼び名はた

くさんある。しかし、動物の配偶システムは、その種に固有

のものとして備わっているのではなく、雄の配偶戦略と雌の

12 配偶システム 配偶戦略の妥協点として生じると考える方が真実に近い。ど 同　　上 長谷川眞理子
んなときにどのような配偶システムが生じるのか、いくつか

の動物群について解説するとともに、配偶システムが、生態
環境の変化に応じてどのように変化するかも検討する。
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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）

〔

前回は、配偶システムの進化について述べたが、哺乳類と

鳥類とでは、生理学的な特徴の違いから、配偶システムに関 長谷川眞理子
鳥類と哺乳類の配 して、いくつかの大きな違いが見られる。それが何であるか、

13 偶システムをめぐ 鳥類に固有の条件、哺乳類に固有の条件について、そして両 長谷川眞理子 上田　恵介
って 者に共通する点について、論じてみたい。 （立教大学教

授）

動物は、四種の動物や植物とさまざまな関係を持ちながら

暮らしている。他の種は、捕食者であったり、餌であったり、

競争者であったりする。それらに対して、ある種が行動を進

14
共進化と進化的軍

g競争
化させると、相手の種は、それに応じて自らの適応度を上げ

驍謔､に、自分たちも行動や形態を変化させる。こうして、
同　　上 長谷川眞理子

密接な関係を持っている種どうしは、互いに影響を及ぼしあ

いながら共進化していく。その様子を解説する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セｱれまで、動物の行動と生態の関係を、さまざまな点から

概観してきた。しかし、近年、地球環境の破壊によって、多

15
保全生態学に向け

くの生物が絶滅の危機に瀕しており、それらの保全のための

ﾙ急策が講じられている。行動生態学は、生物の保全の問題 同　　上 同　　上
て

にどのように貢献できるのだろうか？これまでの成果とこれ

からの展望を考えてみよう。
／
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事務局
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民
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科
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制
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科目名（メディア）＝ 細胞生物学（‘07）＝（TV）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

〔主任講師（現職名）

　
田
野

森
永
河

正敬（三三大学教授　〕

和宏（京都大学教授）〕

憲二（奈良先端科学技術大学院大学教授）〕

講義概要

　　生命の基本単位である細胞は、それ自体ひとつのミクロコスモスである。おどろくべき巧妙な仕組み

　で、生命維持に必要なすべての装置を備えている。細胞の内部のさまざまの装置と、それらがいかに連
　回しながら細胞の働きを支え、細胞社会を形成し、一個の個体を作っているか。また、細胞は分裂し、

移動し、分化し、さらにがん化したり、細胞死さえプログラムされている。そのようなダイナミックで
　美しい細胞の世界をかたちや分子のレベルで覗いてみよう。　　　　　　　　　　　　　’

授業の目標

　　真核細胞の生命活動を細胞レベルで理解するために、細胞内部の構築、生体分子、タンパク質の合成

　と翻訳後修飾、生体膜、エネルギー変換、細胞の増殖・分化・死の制御などに関する基本的知識を習得
　する。

執筆担当 放送担当
回 テーマ 内　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

細胞には大きくわけて、原核細胞、真核細胞の区

別がある。我々人間には、200種類以上の細胞がそ

1 細胞とは何か

れそれの組織や器官を形作っている。植物にはまた

A物特有の細胞が存在する。それらの細胞の起源は

D何だったのか、どのように進化してきたのか、また

ﾇのようにして遺伝というメカニズムを獲得してき

永田和宏
i京都大学

ｳ授）

永田和宏
i京都大学

ｳ授：）

たのか。主として、細胞の種類と構造、そして進化
について学ぶ。

真核細胞の内部には細胞膜と同じような膜が種々

の構造をつくり、動物の器官のようにいろいろな働

2 細胞内部の構築
きをしている。これらは細胞小器官またはオルガネ

奄ﾆよばれ、お互い助け合いながら細胞の見事な生

森　正敬
i崇城大学

森　正敬
i三冠大学

命活動が営まれている。これらの細胞小器官の構造
教授） 教授）

と働きについて学ぶ。

細胞の中には多くの分子が存在し、細胞の働きは

もとをただせばこれらの分子の働きによる。主要な

3
細胞で働く分子
黷ｽち

生体高分子であるタンパク質や核酸（DNAとRNA）、

ｽ糖類や低分子物質（グルコースやアミノ酸、’脂肪 同　上 同　上

酸、リン脂質、Arp、無機イオンなど）の構造と働き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　へﾉついて学ぶ。

一810　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）

生命活動の基本はタンパク質である。・一個の細胞

内には数万種類のタンパク質が全部で百万個程度存

在して、それぞれの働きをしている。遺伝子に組み

込まれたタンパク質の情報が、いかに読み出されて

4
タンパク質の合

ｬ
タンパク質という分子が作られるのか。DNAに書き

桙ﾜれた情報はRNAに変換されて読み出され、それ
永田和宏 永田和宏

は最終的にアミノ酸の鎖であるポリペプチド（タン

バク質の前駆体）に翻訳される。これらのタンパク

質誕生までの過程を、細胞という場の中でリアルに

体験してみよう。

タンパク質は、遺伝情報に従って、ポリペプチド

に翻訳されただけでは機能を持つことができない。

5

タンパク質の構

｢・機能と品質

ﾇ理

ポリペプチドは、正しく折り畳まれて正しい構造を

ﾆる。そして正しい場に運ばれて初めて、本来の機

¥を発揮する。細胞は、もしタンパク質が正しい構

｢をとりえなかった場合に、それらを処分したり、

同　上 同　上

再生したりするような品質管理の機構を備えている

ことが明らかになってきた。

細胞は細胞膜に囲まれることによって』個の生命
’

を維持している。細胞内部においてもさまざまな細

’6
膜の＝構造と膜透

ﾟ
胞小器官が膜によって区画されている。細胞が生き

ｱけるためには膜を通して種々の物質を出し入れせ
森　　正敬 森　正敬

ねばならない。これらの生体膜の構造と、膜を通し

て分子の透過のしくみについて学ぶ。

タンパク質は合成されたのち、・機能する場へと輸

送される。個々のタンパク質にはタグ（荷札）が付 河野憲二 河野憲二

7
タンパク質の細

E内輸送と局在

けられており、輸送先は指定され、細胞内の各戸ル

Kネラや細胞膜へと輸送される。また細胞はこれら

ﾌタンパク質輸送を担う配達システムも持ってい

（奈良先端

ﾈ学技術大
w院大学教

（奈良先端

ﾈ学技術大
w院大学教

る。このようなタンパク質の輸送と輸送に関わる細 授：） ・授：）

、

胞側の装置について学ぶ。

生物が生命活動を営むためにはエネルギーが必要

である。細胞は外部から栄養物質を取り入れ、これ

エネルギー変換 を酸化して生体の“エネルギー通貨”であるアデノ

8 とミトコンドリ シン三リン酸（ATのを合成するが、その主要な部分 森　正敬 森　正敬
ア はミトコンドリアで行われる。このエネルギー変換

のしくみをミトコンドリアの構造と関連させつつ学

ぶ。またミトコンドリアDNAについても学ぶ。

細胞内には複雑な繊維状骨格のネットワークが張

／
りめぐらされている。これらを細胞骨格と呼ぶ。細

胞には3種類の太さの異なる繊維があり微細繊維、

9
細胞骨格と細胞

^動

中間径繊維、微小管と呼ばれている。ヒれらは細胞

ﾌ形を維持するだけでなく、細胞同士の接着や、細 永田和宏 永田和宏

胞の移動や貧食など、さまざまの機能を分担してい

る。また、筋肉細胞においては筋収縮などを行って

いる。これらのしくみを学んでみよう。
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回 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）

10
細胞のシグナル

`達

　細胞は、増殖、分化、がん化、細胞死など様々なシグナルを受け取り、それに応答する。シグナルは何段階ものカスケードを経て、最終的には遺伝子の

ｭ現を制御する。これらのシグナル伝達には、GTP
牛㏍^ンパク質やタンパク質のリン酸化が大きな役

р�ﾊたしている。このシグナル伝達のプロセスに
ﾂいて学ぶ。

河野憲二 河野憲二

11 細胞周期

　生体中の細胞には、盛んに分裂している細胞と休
~している細胞がある。分裂細胞では、DNA合成と

ﾗ胞分裂が繰り返され、その周期は厳密に調節され

ﾄいる。細胞周期は、それに関わるタンパク質のリ

梼_化や分解により極めて巧妙に制御されているこ
ﾆがわかってきた。その調節機構について学ぶ。

同　上 同　上

12

　　　　　）

ﾗ胞分裂’

　細胞分裂は、細胞増殖時におこる体細胞分裂と、

Q倍体の生殖細胞から1倍体の配偶子を生ずる減数：

ｪ裂がある。これらの違いを学ぶと共に、分裂時の

�F体の分配機構や細胞質分裂の分子機構について
wぶ。

同　上 同　上

13
細胞間のコミュ

jケーション

　我々の体内では、多くの細胞が集まって組織や器

ｯを作り生理機能が発揮される。細胞は隣接する細

Eとさまざまなコミュニケーションを交わしてい
驕Bここでは主に、細胞間接着因子や細胞一基質接着

�qなどを中心に、それらの分子の機能について学
ﾔ。

高橋淑子
i奈良先端

ﾈ学技術大
w院大学教
�j

高橋淑子
i奈良先端

ﾈ学技術大
w院大学教
�j

14 発生と分化

　受精卵からさまざまな形が作られる際、細胞は実
ﾉさまざまなふるまいをみせる。ここでは主に脊椎

ｮ物の発生現象のあらましについて学び、かたちづ
ｭりにおける細胞の挙動の基礎を理解する。 高橋淑子 高橋淑子

15 がんと細胞死

　細胞の増殖・分化の制御機構に乱れが生じ、細胞

ｪ異常な分裂を示すようになったものががんであ
驕B一方、細胞はその役割を終えた時、またある種

ﾌ刺激が加わったとき、自らを殺すアポトーシスと

謔ﾎれるしくみを持っている。あるいは、発生の途
?ﾅ不要になった細胞は死ぬようにあらかじめプロ

Oラムされている。がんと細胞死という細胞の生死
ﾉ関わるふたつの側面について学ぶ。・

森　正敬 森　正敬

一一@8　1　2　一一



＝＝@進化する宇宙（‘05）＝＝（TV）

〔主任講師：杉本大一郎（放送大学教授）〕
〔主任講師：吉岡　一一T・”男（放送大学助教授）〕

全体のねらい
　宇宙とその進化について｛最新の知見に重点をおきながら論じる専門科目。宇宙がどのようにして始まり、進化して現在

の多様性に富む宇宙になったかについて、その概要は共通科目の「宇宙とその歴史（to4）」で述べられている。そこでは、そ

のような事柄を研究し解明することの意味と意義に重点がおかれているのに対し、この専門科目では宇宙の進化過程に現わ

れるいろいろな天文現象についてその本性を解明すること、そこで起こっている物理過程を考慮しながら進化のドラマを構

成するζとに重点をおく。そのため、全体の構成を星、銀河、宇宙の3つの階層に分け、それぞれの最先端における研究者

が分担して講義する。天文現象を観測してそこから情報を読み取ることについては、これと並行して開設される「宇宙から
の情報（’05）」で詳しく議論される。

回 テ　一　マ 　　　内　　　　　　　　容

f

執筆担当
@講師名
i所属・職名）

放送担当
@講師名
i所属・職名）

1 進化する宇宙

　宇宙がどのように始まり、進化してきたかを時間経過に沿
ﾁて考える。それは宇宙に夫体の階層構造が形成されてくる

ﾟ程である。それをとおして、宇宙の構成について笹下をつ

ｭり、それぞれの過程において何が問題になるかを述べ、こ
ﾌ講義全体のための導入とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　一

杉本大一郎
i放送大学

ｳ授）

杉本大一郎
i放送大学

ｳ授）

2
宇宙の進化を論ず
驍ｽめの基礎法則

宇宙の進化を論ずるための基礎的な法則のうち、放射とミ

Nロの世界に関する法則、運動に関わる法則等を解説する。

ﾜた観測結果の整理によく使われる図表についても解説す
驕B

吉岡一男
i放送大学

赴ｳ授）

吉岡　一男
i放送大学

赴ｳ授）

3 星の誕生と主系列星

　恒星はどのようにして誕生するのか。また、太陽系のよう

ﾈ惑星系や2つの星からなる連星系がどのようにして生まれ
驍ﾌかを解説し、恒星の光り輝く原因が水素の核融合反応に

謔驍ｱとを示す。見えない恒星の内部をどのようにして理解
ｷることができるかについても触れる。

蜂巣　　泉
i東京大学

赴ｳ授）

蜂巣　　泉
i東京大学

赴ｳ授）

4 恒星の進化と終末

　恒星は時間が経つにつれてどのように進化するのか、その

賰bを解説する。とくに、質量の比較的小さい中小質量星が

ﾔ色巨星へと進化し、ガスの一部を放出し、最終的に白色わ

｢星になることが、散開星団や球状星団などの観測によって

沛ﾘされることを示す。赤色巨星や白色わい星がどのような
¥造を持つかについても解説する。

　、

ｯ上 同上

5
超新星爆発と元素
ﾌ進化

　質量の大きい大質量星の進化とその最終段階としての超新

ｯ爆発について解説する。恒星の進化の過程をとおして恒星

熾狽ﾅ合成された重元素が、超新星爆発をとおして宇宙空間

ﾉ供給される。それが新しい星に取り込まれて現在の地球な

ﾇで見られる元素組成になった。このような元素の化学進化
ﾉついて解説する。

同上 同上

6 連星の進化と終末

@　　　　　　／

　連星系は、その進化の途中で相手の星ヘガスを供給したり、

ﾜた、相手の星からガスを受け取ったりすることで、単独星

ﾆは異なる進化の道を歩む。連星系における質量の交換を説

ｾし、それが連星系の進化にどのような影響を及ぼすかを解

烽ｷる。その結果、活動的な天体の多くが、ガスをやりとり

ｷる連星系であるとして説明可能なことを示す。

同上 同上
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回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容
執筆担当
@講師名
i所属・職名）

放送担当
@講師名
i所属・職名）

7 われわれの銀河系

　私たちの住んでいる天の川銀河がどのような天体なのかを

ﾜず理解する。天の川銀河に存在する星やガス星雲、星団な
ﾇの性質を合わせて理解する。銀河系の中心部に何があるか

ﾉついても考える。近傍の銀河と比較して、天の川銀河の理
��[める。銀河までの距離測定の方法を理解する。

谷口　義明
i愛媛大学

蜉w院教
�j

谷口　義明
i愛媛大学

蜉w院教
�j

8 一般　の銀河

　いろいろな形を持つ銀河の世界を探訪し、宇宙に存在する
ｽ様な銀河を琿解する。銀河の力学的性質を理解し、銀河の

¥造の多様性について理解する。銀河の年齢について考え、

竕ﾍの進化について理解する。

同上 同上

’9 活　動　　銀　　河

　銀河の中で起こる高エネルギー現象の現場を調べる。大質

ﾊ星がバースト的に生まれている銀河を調べ、それが銀河の
i化に与える影響について考える。銀河中心核に何があるか

�lえ、超大質量ブラックホールの存在を理解する。超大質
ﾊブラックホールを起源とするさまざまな高エネルギー現象
�T観する。

同上 同上

10 銀　　　河　　　団

　銀河が集団になって存在している様子を調べる。連銀河（バ

Cナリ銀河）、銀河群、銀河団などを例にとり、銀河の集団
ﾆしての特性について理解する。また、銀河の性質がどのよ

､な影響を受けるかについて考える。さらに、宇宙における
竕ﾍの空間分布の様子を一般的に調べ、宇宙における構造形　　　　　　　　　　　　　　　／

ｬについて考える。

同，上 同上

11 膨　張　宇　宙

　1915年の一般相対性理論の誕生によって、宇宙全体の進化

�博ｮによって記述することが初めて可能になった。一般相
ﾎ性理論に基づくフリードマン宇宙モデルについて解説し、

ｻの進化が宇宙の物質の量などによって、どのように異なる

ｱとになるかを見る。併せて、膨張宇宙の特徴である赤方偏

ﾚやハッブルの法則などについても述べ、宇宙膨張の観測的
ﾘ拠についても紹介する。

杉山　　直
i名古屋大

w大学院教
�F）

杉山　　直
i名古屋大

w大学院教
�j

12 ビ　ツ　グバ　ン

　膨張宇宙を逆に辿っていくと、非常に高密度な初期宇宙で

?ﾁたことが想像される。ガモフによって考え出された高温、

vｧ度であった宇宙初期の状態こそビッグバンである。ビッ
Oバンとその観測的証拠である宇宙マイクロ波背景放射につ
｢て解説し、宇宙の辿ってきた熱雲を紹介する。

’　　同上

同上

13 宇宙の階層構造

　現在の宇宙は、惑星、星、銀河、銀河群、銀河団、そして

F宙の大規模構造と、非常に多様かつ階層的な構造を示して

｢る。ここでは、銀河より大きいスケ轡ルの構造がいっ、ど
ﾌように膨張宇宙の中で形成されてきたかについて、・数値シ

~ュレーションの結果も交えて解説する。それらを、最新の
ﾏ測成果と比較する。

同上 同上

14 ・宇宙の進化と運命

　膨張宇宙の進化を決定づける物質密度、空界曲率、宇宙項

ﾈどがどのように決められてきたかを解説する。とくに、宇
?}イクロ波背景放射の温度揺らぎや、遠方の超新星の探査

ﾈどについて述べる。その結果、私たちの宇宙が今後どのよ
､な運命をたどるのかについて、見ていく。

同上 同上

15 宇宙はなぜ進化する

　これまでの講義では、宇宙がどのように進化し、現在の宇

?ﾉどのような階層構造と多様性が実現されているかを見て

ｫた。いっぽう物理学の一般的な理論によると、閉じたシス

eムのエントロピーは増大し、構造や多様性は消失する、す

ﾈわち物事は「進化」とは逆の方向に進むことになる。それ

ﾉも関わらず宇宙が進化してきたのは何故であろうか、そこ

ﾅどういうメカニズムが役割を果たしているのであろうか。

ｱのことに関する反省をとおして、非線形・非平衡の世界観

ﾉ至る。

杉本大一郎 杉本大一郎
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＝： F宙からの情報（‘05）＝・（TV）

〔主任講師：吉岡　一男（放送大学助教授）〕
〔主任講師：杉本大一郎（放送大学教授）〕

全体のねらい
　宇宙に関する科学は実証科学であるから、現実世界としての宇宙を対象とする。そのためには、宇宙と天体から微弱なシ

グナルとしてもたらされる情報を、観測をとおして読み取らなければならない。それには広く物理系分野にわたる高度な技

術と科学が用いられる。情報を担ってくる電磁波や粒子は、最近ではあらゆる波長帯や特性にわたって観測され、それぞれ

に固有な側面に対応して、広くかつ深く情報が取得される。この講義ではそれらに関する最新の手段と方法、それによって

得られた知見について、それぞれの最先端における研究者に論じてもらう。ここで取り上げられる天体現象が宇宙の進化と

いう文脈に部いて持つ位置と意味については、これと並行して開設される「進化する宇宙（’05）」の講義を参照されたい。

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 宇宙の観測

　宇宙を観測する際に、どのように広い物理パラメターの範

ﾍと広いアスペクトから情報を得ようとしているか、また得

轤黷ﾄいるかについて概観する。またそれらの特質について
ﾀ験室科学の方法とも対比しながら論じ、この講義全体への

ｱ入とする。

杉本大一郎
i放送大学

ｳ授）

杉本大一郎
i放送大学

ｳ授：）

’
　
　
　
　
2

観測のエネルギー

oンド

　宇宙からの情報を得るために、可視光だけではなく、電波

ｩらX線・ガンマ線に至る広範囲の電磁波が観測される。そ
黷ﾍ異なる波長が異なるエネルギーの光子に対応し、宇宙の

ﾙなる側面を示しているからである。ここでは、それぞれの

g長の観測が宇宙のどのような側面について情報をもたらす
ｩを、黒体放射の場合について解説する。

’吉岡一男

i放送大学
赴ｳ授）

吉岡一男
i放送大学

赴ｳ授）

3 観測の分解能

　宇宙の観測は、空間・時間・波長等のいろいろな分解能の

烽ﾆで行なわれる。本章では、それぞれの分解能がどのよう

ﾈ意味をもち、また、観測装置のどのような性能によって決

閧ｳれるかを解説する。さらに、分解能とSN比等との関係

ﾉついても述べる。
同上 同上

4
光と赤外線で宇宙

�ｩる

　可視光から赤外線で宇宙からの情報を得るのに必要な基本

Iな概念として、望遠鏡の集光力や分解能、赤道儀や経緯儀、

Vーイングなど説明する。光の検出等について、眼視から写

^へ、さらに2次元半導体検出器への発展を振り返り、現在

ﾌ大型光学望遠鏡で使用されている最先端技術について、す

ﾎる望遠鏡の例をふんだんに取り入れて解説する。

林　　正彦
i自然科学

､究機構
送ｧ天文台
ｳ授）

林　　正彦
i自然科学

､究機構
送ｧ天文台
ｳ授）

5 天体物理学の発展

　星の色とスペクトル線など分光学的性質を述べ、スペクト

虚ｪ類、HR図などを解説する。続いて銀河の説明に入り、
nッブルによる銀河の「発見」、銀河の分類、活動する銀河

ﾉついて解説する。具体的な観測例をもとに、銀河の色、渦

ｪと星の形成など、基本的事項を解説し、そこで新しい観測

Z術が果たす役割を強調する。
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）

星の物理的性質がその質量によって決まることから始め
て、星の質量分布、最大質量、最小質量、褐色図星について

説明し、観測の視点から重要となるパラメータについて検討

6 星　と　惑　星　系

@　　　　　　　ぐ

する。星と惑星系の形成に関するさまざまな現象とその観測について紹介して解説し、最後に太陽系外惑星の探査に触れ

驕B

林　　正彦 林　　正彦

ハーシェルの銀河系宇宙モデルから、銀河が遠方の星の集

団だと認識され、宇宙の大規模構造の発見に至るまでの、人

類の宇宙認識の発展について、すばる望遠鏡の成果を交えて

解説する。その際、それぞれの段階で新しい観測と観測技術
7㌧ 宇宙の構造 がもたらした役割を強調する。ハッブルによる宇宙膨張の発 同上 同上

見と、ビッグバン宇宙論への発展について解説し、最近の新

しい技術による超遠方銀河の探索から分かってきた成果を紹
介する。

電波による宇宙の観測が始まってから70年が経過した。こ

の間の電波の観測によって数多くの発見がなされ、宇宙の新 川辺　良平 川辺　良平
たな描像が明らかになり、認識が格段に深まった。この歴史 （自然科学 （自然科学

8 電波を見る宇宙 を振り返りながら、電波による観測の特長や、観測の原理に

ﾂいて解説する。
研究機構国

ｧ天文台教
研究機構国

ｧ天文台教
授） 授：）

電波の観測により、宇宙におけるさまざまな爆発現象、浩

動的な現象が明らかにされ、ダイナミックな宇宙の姿が解明

9
電波で探る宇宙の
囈ｭ・活動現象

されてきた。ビッグバン宇宙の証拠となる宇宙背景放射や、

髄蜒uッラックホールの電波観測や、電波銀河、超新星残骸、

ｳらには、太陽活動などについて解説する。
同上 同上

星間物質の中でも低温ガス雲の構造や進化について概観す

る。とくに、星や惑星の材料となる、塵や分子ガスからなる

10、 電波で探る星間物質
低温の分子雲やその化学的な性質、分子雲の銀河系内部での

ｪ布などについて得られている知見を述べる。このような知 同上 同上
見は高分解能による電波スペクトルの観測をとおして得られ

たものであるζとを強調する。

最近の電波観測により、星・惑星系の形成領域の観測や原

始銀河の観測が飛躍的に発展してきた。ここでは、電波観測

11
電波で探る天体の

`成史

によって得られた天体形成の彫像について解説する。このよ

､に比較的密度の高いガス雲の内部までの観測は同位元素を
ﾜむ分子の電波スペクトル観測によって可能になった。

－　同上㌦ 同上

可視光の千分野1以下の波長のX線は、高いエネルギーを
持った粒子や1千万度を超える高温の領域から放射される。

X線は地球大気に遮られるため、こうした高エネルギー天体

12 X線で宇宙を見る

からのX線放射が発見されてから、まだ40年間である。その
ﾔのX線観測の歴史を観測技術の進歩とともた辿る。

國枝　秀世
i名古屋大

國枝秀世
i名古屋大

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　師一名

r （所属6職名） （所属・職名）

X線で見た太陽は可視光では想像もできなレ〉もので、高温

のコロナが激しく吹き出すものである。一般の恒星でも超新
星爆発でできた高温ガスや、中性子星／ブラックホールに落

13
X線で輝く激動す
驩F宙1

ちていくガスがX線で光り輝くことが知られてきた。、われわ’

黷ﾌ近傍にある天体で、X線というバンドからの観測によっ 國枝秀世 國枝秀世
て初めて見えてきた激しい現象と、それを可能にした技術に

ついて解説する。

銀河や銀河団などという大きいスケールの天体を考える。

個々の銀河ではその中心核にある巨大なブラックホールか
ら、また銀河の集団では銀河間空間を埋める高温のガスから、

14
X線で輝く激動す
驩F宙皿

強烈なX線が放射されている。その観測ではX線による画像

�ｾることが重要である。X線よりもエネルギーの高いガン
}線についても、きわめてエネルギーの大きい爆発現象が知

同上 同上

られており、これらについても言及する。

宇宙を知る手がかりは電磁波だけとは限らない。宇宙のど

こかで加速された高エネルギーの粒子が地上にも降り注いで

いる。また、物質とほとんど相互作用しないニュートリノを

直接に観測することも可能になってきた。ブラックホールが

生まれる時などに現れる、強い重力場の変化に伴う重力波に

ユ5
光（電磁波）以外の

F宙からの情報
ついても、その観測を目ざした計画も紹介する。 同上 同上

一一
@8）1　7　一一一



＝　学校経営と学校図書館（‘04）∫＝（R）

〔主任講師：渡辺信一（元同志社大学教授）〕
』〔主任講師：天道’佐津子（（社）全国学校図書館協議会理事）〕

全体のねらい

　学校図書館にかかわる基本的な事柄について理解をはかる。司書教諭の資格取得に資する科目、5科

目のうちで最初に履修すべき、入門的で幅広い内容をめざす。すなわち、学校図書館のもつ理念を明ら

かにし、その沿革の流れの中で学校図書館法の制定と改正の意義を取り上げ、さらに教育行政と学校図

書館、管理と運営、図書館活動、学校図書館メディアとその選択・提供、施設・設備と備品、そして学

校図書館経営の責任者としての司書教諭の任務と役割s養成と研修などについて概観し、全般的な理解

を深める。また、倫理丸瓦や知的自由、学校司書、公共図書館との連携協力やネットワーク、学校図書

館とコンピュータ、評価と改善などにも言及する。同時に今日的な課題にも触れ、将来への展望から発
展へと導きたい。

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）

学校図書館の理 学校教育における学校図書館の果たす役割を明ら 渡辺　信一 渡辺　信一
念と教育的意義 かにし、学校図書館の教育的意義と理念など、学校 （元同志社 （元同志社

1
図書館に関する基本的な理解を深める。 大学教授） 大学教授）

わが国の学校図 わが国の学校図書館について、その沿革と歴史的

書館：その歴史 経緯について述べる。特に戦後における学校図書館
的経緯 法について、その成立と改正に言及する。’

2 同　上 同　上

教育行政と学校 学校教育法と学校図書館法、社会教育法・図書館 大場　　滋 大場　　滋
図書館 法と学校図書館、教育サービスとしての学校図書館 （日本体育 （日本体育

施策（国・地方自治体）など、学校経営と学校図書 大学講師） 大学講師）
3 館を取り巻く行政上、法制上のかかわりや仕組みに

ついて、またその基本的な理念や法解釈、そして現
実の課題もとりあげて論じる。

学校図書館の経 校内組織の中の学校図書館の位置づけ、学校図書 天道佐津子 天道佐津子
営 館経営のための組織及び方針、経営計画の立案と実 （（社）全 （（社）全

施、学校図書館担当の教職員、予算、施設と設備、 国学校図書 国学校図書
4 メディアサービス、学校図書館環境の設備、情報ネ 館協議会理 館協議会理

ットワークの中の学校図書館経営などについて論じ 事） 事）

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）

学校図書館の施 施設、設備、備品の重要性について述べる。児童・ 岩崎　れい 岩崎　れい

設、設備および 生徒にとって学校図書館が快適に学べる環境である （京都ノ」 （京都ノー

備品 よう、基本的理念の裏打ちと利用する立場からの視 トルダム女 トルダム女
5 点を重視して、楽しく読書し、心地よく効果的な学 子大学助教 子大学助教

習スペースを取り上げる。 授） 授：）

学校図書館メデ 学校図書館におけるメディアとは何か、をまず取 天道佐津：子 天道佐津子

イアの選択と管 り上げ、学校図書館メディアの教育的意義、学校図

理、提供（1） 書館メディアの内容と構成、学校図書館メディアの
6 選択と収集、学校図書館メディアの管理と提供など、

学校図書館の経営的視点からも論じる。一なお、ここ

では印刷メディアを中心に論じる。

学校図書館メデ 上記（1）に加えて、ここでは非印刷メディアを 天道佐津子 天道佐津子

イアの選択と管 中心に論じる。

理、提供（2） 戸田久美子 戸田久美子

7 （同志社国 （同志社国

際中学・高 際中学・高

等学校司書 等学校司書

’

教諭） 教諭）

司書教諭の任務 司書教諭は、メディアの専門家、学校図書館活動 天道佐津：子 天道佐津子

と役割 の推進者、学校図書館経営の中核としての活動が求

められる。そのための司書教諭の任務と役割につい
8 て、広い視野から論じる。

司書教諭の養成 学校図書館においては、とりわけ人とその栄養が 渡辺信一 渡辺信一
と研修 大切な基盤となる。そのような観点で養成と研修、

その現状と課題、そして学校図書館事務職員の使命
9’

とその倫理について論じる。

学校図書館の活 学校図書館活動は教職員、児童・生徒を主な対象 天道佐津子 天道佐津：子

動 とする。ここでは教育計画と学校図書館、学校図書

館活動の内容と方法、学校図書館活動の拡大などを
10 論じる。併せて学校図書館の地域開放や著作権問題

にも触れる。

司書教諭／図書 学校図書館スタッフの構成と分担、学習指導的な活 天道佐津子 天道佐津子

館担当職員の活 動、’読書指導的な活動、図書館が学校全体に働きか

動（小学校） ける活動、読書指導的な活動、図書館が学校全体に 林　　容子 林　　容子
11 働きかける活動、調べ学習、ストーリーテリング・ （浜松市立 （浜松市立

絵本の読み聞かせ・ブックトークなどのほか、小学 上島小学校 上島小学校

校特有の活動や課題について論じる。 司書教諭） 司書教諭）
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執筆担当 放送担当
回 、テ　一　マ ’内　　　　　　　　容． 講　師　名 、講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

司書教諭／図書 学校図書館の授業に対する支援を中心に中学・高 渡辺信一 渡辺信一
館担当職員の活 等学校における学校図書館活動を紹介する。問題解

動（中学校・高 決学習の導入により学校図書館が重要性を増す課程 家城　清美 家城　清美
12 等学校） をたどり、司書教諭の役割や司書教諭によって行わ （同志社女 （同志社女

れる活動内容の変容を中心に論じる。 子中学・高 子中学・高
等学校司書 等学校司書
教諭） 教諭）

図書館協力とネ 高度情報通信社会においては、情報ネットワーク 柴田　正美 柴田　正美
ットワーク を組んだ図書館間の相互協力による資料や情報の提 （帝塚山大 （帝塚山大

供が重視される。図書館相互協力／ネットワークの 学教授） 学教授）
13 理念と学校図書館；情報ネットワークの形成とリソ

一スシェアリングの重要性、そして学校図書館と公
共図書館との連携・協力について論じる。

学校図書館の評 学校図書館の評価の意義とその方法、経営・活動・ 天道佐津子 天道佐津：子

価と改善 管理・調査・統計などの評価の実際、および改善計

画など、学校図書館経営全般の評価と改善について
14 論じる。

研究および課題 学校図書館の研究の領域や方法、そして、専門職 渡辺　信一 渡辺信一
と展望 として社会的評価につながるという観点からも不断

の研修や研究の必要性、そして課題と展望、研究に
15 必要な基本的文献についても言及する。
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＝＝ w校図書館メディアの構成（‘05）＝（R）

弓
師
師

講
講
二

三
旧
任

主
三
主

〔
〔
〔

高鷲　忠美（八洲学園大学教授）〕
志保田　務（桃山学院大学大学教授）〕

北　　克一（大阪市立大学教授）〕

全体のねらい

学校図書館の「読書センター」機能、　「学習情報センター」機能を十分野発揮するためには、図書を初

めとする印刷メディア、CD，ビデオなどの視聴覚メディア、電子メディアなどが十分に備えられ＼検索

可能な状況であることが不可欠である。このために、世の中に存在するメディアの中から学校図書館活

動にとって必要なものを選択、収集し、これらを有効・適切に利用者（児童生徒、教職員）に利用して

もらうための資料・メディア組織の活動を行う。本科目では、この活動をなるべく具体的に述べる。

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）

学校図書館メデ 学校図書館の活動が十分に行われるためには、十分 高鷲　忠美 高鷲　忠美

イアの構成：資 な数の質の良いメディアの存在が不可欠である。構 （八洲学園 （八洲学園

料の選択・収 築のための様々な作業や、メディアを生かすメディ 大学教授） 大学教授）

1
集・組織化 ア組織化の業務を図書館活動全体の視点から概説す

る。 志保田　務 志保田　務
’ （桃山学院 （桃山学院

大学教授 大学教授）

学校図書館メデ 学校図書館メディアの種類と、それぞれの特性およ 平井　三士 平井　下士

イアの種類と特 びそれらを学習にどう生かすかを述べる。 （兵庫大学 （兵庫大学

性 情報科学セ 情報科学セ

2 ンター専任 ンター専任
講師） 講師）

志保田　務 志保田　務

学校図書館メデ 学校図書館メディアの選択と選択のための情報源の 志保田　務 志保田　務

イアの選択と収 種別とその活用について述べる。続けて、学校図書

集 館におけるその収集方針と選択方針について述べ 平井尊士 平井尊士
3 る。

メディアの配列 学校図書館でのサイン計画や所在記号や別置記号の 志保田　務 志保田’務

1：書架（配架） 役割と実際を取り上げる。図書館入り口には館内各

への案内 コーナーへの案内が掲示される。また、書架ごとに、

4 配架されているメディアの分野などが表示される。

各メディアには保管されている書架などを示す記号

（所在記号，別置記号）をラベルなどを添付して表

示する。
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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）

メディアの配列 通常の図書に対して採用の主題別三冠、分類別配架 志保田　務 志保田　務

2：主題別配 の意義を考え、図書分類表の各種について概観する。

架：分類三三 その上で現在日本の分類作業で標準的に使用されて
5 いる『日本十進分類法』　（NDC新訂9版、1995）

．について詳しく説明する。

メディアの配列 NDC新訂9版における第一次区分（類）、第二次区 志保田　務 志保田　務

3：日本十進分 分（綱）の全部と第三次区分（目）の一部を示し、

類法 簡略な分類作業の演習を行う。学校図書館での分類
6 の精粗についても検討する。

メディアの配列 分類記号、図書記号などから構成される所在記号の 志保田　務 志保田　務

4：所在記号の 決定と資料・メディアおよび目録記入への表示の実

表示から配旧作 際を説明し、利用しやすい配架作業の実際を検討す
7 業へ る。

目録の意義・種 学校図書館活動において「目録」がどのような意義 高鷲忠美 高鷲忠美
類と機能 を有しているのか、また物理的形態、アクセス・ポ

イントからみた目録の種類を説明する。さらに、現
8 在図書館の多くは、目録作業に使用するデータを図

書館外の機関に依存しているが、その実態について
概説する。

〆

目録規則と記 目録作業の基礎となる目録規則の歴史などを簡略に 高鷲忠美 高鷲忠美
述、アクセス・’ 説明し、日本の代表的な目録規則である『日本目録
ポイントの実際 規則1987年忌改訂2版』（NCR　1987R2）による記述

9 の作成、アクセス・ポイント（標目）の運択につい

て説明する。また、目録の配列の原則を簡単に説明
する。

コンピュータ目 コンピュータ目録における書誌レコード（目録記入） 志保田務 志保田　務

録1：書誌レコ の内容とその実際を取り上げる。併せて、書誌レコ

一ドの作成 一画面ら用意される検索用索引について取り上げ 北　　克一 北　　克一
10 る。 （大阪市立大 （大阪市立

学教授） 大学教授）

コンピュータ目 コンピュータ目録検索法を解説する。一般にコンビ 志保田　務 志保田　務
録2：コンヒ。ユー ユータ目録が提供する「簡易検索」と「詳細検索」

タ目録の検索 について述べる。併せて、検索結果の表示方法や結 北　　克一 北売一
11 果の加工などの機能についても述べる。
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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）

主題からの目録 主題からメディアを検索することの意義を説明し、 北　　克一 北　　克一

検索1：分類目 分類記号からの検索の特徴と限界を述べる。

録
12

主題からの目録 主題を言葉から検索する手段としての件名目録の意 北　　克一 北　　克一

検索2：件名目 義、特性を「調べ学習」などと関連づけて概説する。

録作成作業 件名作業には『基本件名標目表』（BS且第4版、1999）

13 を用いるので、この表の適用法について述べる。

コンピュータ目 公共図書館と学校図書館の連i携による地域総合目録 北　　克一 北　　克一一

録と地域の図書 の＝構築や資料の物流体制も整ってきた。現状と将来

館の連携 のあり方を展望する。
14

学校図書館の機 現代の学校図書館メディアおよびメディア組織化に 高鷲忠美 高鷲　忠美

能を支えるメデ ついて総合的に考察する。以上によって、学校教育

イア組織化の役 に活用される図書館メディアの選択・収集・組織化 志保田　務 志保田　務

15 割 についてまとめる。
北　　克一 北　克一
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＝学習指導と学校図書館（‘05）：＝（TV）

’〔主任講師

〔主任講師
〔主任講師

高橋・元夫　　（慶雲義塾大学非常勤講師）〕
堀川・照代　　（島根県立島根女子短期六学教授）〕

平久江　　　　祐司（筑　波　大　学参・教　授）〕

全体のねらい
　教育課程の展開に寄与し・児童生徒が学ぶ力を育むことが学校図書館の重要な目的であることを認識し、そのために学校』

図書館が実施しなければならないことを具体的に把握する。

本科目では・まず・一曲と学校図誰のカ・かわりを縦覧し、図書館活用鞘のあるべき姿を検証する．次に、図書館

と図書館メディア活用能力育成の意義を知り、指導内容、指導方法を学習する。

　さらに、総合的な学習、および、特別支援教育における学校図書館メディアの活用や、教授1学習活動を支i冠する情報サ
’”L” rスについて、多くの事例を通して理解を深める。

回 一7・一マ 内　　　　　　　容
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
教育課程と学校図

相ﾙ

高鷲．忠美
i八回学園大

w非常勤講
t）

、高鷲　忠美

i八洲学園大

w非常勤講
t）

2
’図書館活用教育と

w校図書館

　主体的な学習者を育てるためには、図書館活用教育が必要である。では、図書館活用教育はどのように実施されるのか。そのありようを検証し、学校図書館の果たす役割を把握する。

@　　　　　　　　　　　、

同　上 同　上

3
学校図書館メディ
A活用能力の育成

　　廼

平久江　祐司

i筑波大学助
ｳ授）

平久江　祐司

i筑波大学助
ｳ授）

4
学校図書館メディ＼

A活用能力の育成
v画

同　上 同　上

5
学校図書館メディ

A活用能力育成計
謔ﾌ実施

　できあがった計画案は、どのように実施されるか。ここでは実施の機会、時間のとり方、指導方法や手段、などについて学習する。また実施にあたっては、多くの人々の協力が必要である。その協働のようすも見てもらう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜ

高橋　元夫
i慶磨義塾大

w非常勤講
t）

高橋　元夫
i慶磨義塾大

w非常勤講
t）

6
図書館および図書
ﾙメディアの使い
福ﾆその指導

　児童生徒には図書館になれてもらうとともに、図書館のし、くみや使い方を指導することになる。そこで、図書館や図書館メディアを上手に使ってもらうために指導すべきこととその方法を学習する。　　　　　　　　　　　＼

同　上 同　上

7
情報メディアの探
�ﾆ収集

　情報・資料を効率よく探索するためには、テーマの絞込みやキーワードの設定の仕方を学ぶことが必要である。ここでは、それらの指導方法に触れ、情報・資料を探すためのいろいろな道具（書誌や索引）について学ぶ。

堀川　照代
i島根県立島

ｪ女子短期大
w教授）

堀川　照代
i島根県立島

ｪ女子短期大
w教授）
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回 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
情報メディアの利
p、

　入手した情報・資料のなかから、必要な情報を取り出す方
@（要約、抜き書き、引用）の指導について考え、辞書、事　　　　　　　　　　　　　　　　

T、図鑑、年鑑などの参考図書の使い方、インタビューの仕

福窿Cンタ憎ネットの利用法について学ぶ。
堀川　照代 堀川　照代

9
情報のまとめ方お
謔ﾑ伝達と評価

　隠り出した情報を整理「分析して組み合わせ、自分の考え

�ﾁえて新たな情報として発信するという、情報活用の最終

i階について考える。さらに、情報活用のプロセスとその成
ﾊを評価することを学ぶ。

同　上 同　上

10
学習指導における
w校図書館の活用

　実際の学習指導の中での学校図書館の活用法を学習する。

ﾜず、．図書館メディアと学習指導のかかわりを検証する。そ

ﾌみとで、学習指導における支援活動を紹介する。
　　　」

ｽ久江祐司 平久江祐司

小学校における総
∮Iな学習と情報
＜fィア

　小学校における総合的な学習と学校図書館のかかわりを検
ﾘする。学校図書館は総合的な学習の展開に欠くことのでき

ﾈいサービス機関である。一方学校図書館メディア活用能力

逅ｬ指導の立場からしても、学校図書館は重要な役割を果た
ｷ場となる。低学年の場合は、生活科として取り上げる。

高橋　元夫 高橋　元夫

12

中学・高等学校にお

ｯる総合的な学習
ﾆ情報メディア

　中学校と高等学校における総合的な学習と学校図書館のか

ｩわりを検証する。

同　上 同　上

3
1
　
　
頃

特別支援教育と学
署}書館

　特別な支援を必要とする児童生徒への学習支援も学校図書

ﾙの重要な役割である。ここでは、特別支援教育における学

Z図書館の役割、意義を把握する。そして、優れた実践例を
沛ﾘし、その全体像を理解できるようにする。

＼野口　武悟

@（川村学園女

q大学非常勤
u師）

ｽ久江祐司

平久江祐司

14

教授・学習活動を支

№ｷる情報サービ

X

　学校図書館は、児童生徒の学習活動に対しても、教職員の

ｳ育活動に対しても、必要な情報を提供している。レファレ
塔Xサービスをはじめ、どのような情報サービスが行なわれ

ﾄいるかを検証し、児童生徒に対する情報提供で留意すべき

_について考える。

堀川　照代 堀川　照代

15
図書館活用教育の

ﾛ題と展望

　印刷教材では、14回の講義を振り返り、学習指導と学校図

相ﾙにかかわる課題をとり出してみることにする。

@放送教材では、本講義にかかわった4人の教員でそれらの
ﾛ題について映像資料を見ながら話し合うことにする。 高橋元夫

高橋元夫
x川　照代

ｽ久江祐司
xh忠美
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＝＝ ﾇ書と豊かな人間性（‘04）＝＝（TV）

　
奈

田
比
朗

朗
回
米

而
Ψ
｝
三
一
巾

三
三
H
直
H
露

講
講
油

田
旧
任

主
主
主

〔
〔
　
〔

信一（京都女子大学教生）〕
大作（横浜市立大学教授）〕

茂則（明治大学非常勤講師）〕

全体のねらい

　学校図書館法の改正に伴い、司書教諭の配置が制度化されたのに対応して、司書教諭の職務内容につ

いて解説し指導して、司書教諭の資格を与えるために設定された五つの科目の一つ。

執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

読書活動の意義 読書活動が豊かな人間性を形成する上で重要な意 朝比奈大作 朝比奈大作
と目的 義を持つということを前提に、読書指導ゐ本質を考 （横浜市立 （横浜市立

察する。教科教育と読書指導との違いを意識しなが 大学教授） 大学教授）
1

ら、適書に出会う機会を作ること、良好な読書環境

を作ることなど、具体的な読書指導を行うために必

要な学校図書館のあり方を解説する。

読書能力の発達 読書能力とは言葉（書かれた言葉）から具体的な

イメージを喚起する想像力のことで、一定の段階を

追って発達していくと考えられる。膨大な統計調査
2 から得られたデータを元に、具体的な読書能力の発 同　上 同　上

達段階について解説し、その発達を刺激しうる指導
のあり方を考察する。

読書興味の発達 読書能力の発達ど相関しながら、読書興味もまた

段階を追っτ発達していく。子どもの読書興味はあ

る年齢までは共通性が高い1ことも知られている。読
3 書指導の中心が、子どもの読書興味の発達に応じて、 同　上 同　上’

読書への動機付けをすることにあるというζとを前

提に、この読書興味の発達段階について解説する。 訟

読書の導入的な 健全な読書活動を始めさせるために、学校図書館 米谷　茂則 米谷　茂則
指導 を中心とした読書環境を整え、読書活動の効果的な （明治大学 （明治大学

指導法を考えて、読書することを楽しめるように指 非常勤講 非常勤講
4 回していく具体策を解説する。 師） 師）

読書の展開的な 各教科や総合的な学習での調べ学習は、学校図書
指導’ 館における学習の中心的な活動である。児童生徒の

自主的な活動を支援するための指導技術の具体的な
5 方法を解説する。 同　上 同　上

A
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執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　’師　名

（所属・職名） （所属・職名）

読書の発展的な 主体的な読書活動を展開するためには、児童生徒

指導 自身の読書目標や読書計画が育っていくことが必要

6
になる。読書によって考える習慣を養う具体的な方

@について解説する。
、米谷茂則 米谷茂則

読書の治療的な 読書主体である個人に対する適切な指導はどうあ 増田　信一 増田　信一

指導一個人読書 ればよいのだろうか。特に、不読者や不適応な態度 （京都女子 （京都女子

を中心に を示す者に対して、それぞれの問題点がどこにある 大学教授） 大学教授）

7 のか明らかにし、望ましい読書活動を営ませるには

どのようにすればよいのか考察する位

集団読書と個人 集団読書の方法を身につけ、集団で読書し、集団

別読書 で思考力を高めていくことによって、各個人が読書

8
することに興味を増し、自分から進んで読書しよう

ﾆする態度を養い、目的をもって読書に励んでいこ
増田　信一 増田　信一

うとする習慣を身につける。

読書資料の多様 読書活動の本質は想像力を駆使して感動を求める

化と活用 というところにあるのだが、現代においてはさまざ

9
まなメディアが発達し、子どもたちが感動を求める

閧ｾてもさまざまに多様化している。日本人の読書
朝比奈大作 朝比奈大作

観を再検討し、新しい時代における読書文化の形成

について考察する。

図書資料の選択 司書教諭の重要な職務の一つは、読書資料の選択

収集である。出版界の実情や問題点を十分に把握し、

10
地域の実態や児童生徒の要望をも踏まえた選択・収

Wについて解説する。 米谷茂則 米谷茂則

読書体験：の表現 読書して感動したことや考えたことをそのままに

しておかないで、「自分自身の読み聞かせ」、「読

11

書感想画作り」　「ブックディベート」「読書発表会」

ﾈどをすることによって、読書意欲を高めることに
増田　信一 増田　信一

よって、読書に対する積極性が高まっていく。

読書体験の交流 読書活動を活発にするためには、各種の読書体験

の交流の機会を多くして、お互いの発表を認め合う

12

ことが大切である。「読書週間」「読書集会」「読書

Nラブ」「調べ学習の発表」などの発表の機会を、全

　　　　●
ｯ　上 同　上

校的な視野に立って計画的に実施する。
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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）

家庭読書との連 児童生徒の読書活動を発展させ、豊かな人間形成
携 を図っていくためには、家庭や地域との連携が欠か

13
せない。日頃から積極的・継続的な協力関係を築い
Dていく具体的な方法について解説する。 米谷茂則 米谷茂則

公共図書館など 子どもの読書活動を学校の中だけで豊かにするこ
、

の活用 とはできない。学校外の社会教育施設である公共図

14〆
書館との連携を図り、卒業後も豊かな読書活動を継

ｱさせていく、いわゆる生涯学習活動をも視野に入 朝比奈大作 朝比奈大作
れて、学校図書館における諒書指導のあり方を社会教育との統合とレ》う視点で考察する。

環境としての司 教師主導型の学校教育を、学習者の学習意欲を最
書教諭 優先する教育に変えていくためには、環境としての

15
司書教諭の役割が重要である。物的・人的両面の読

相ﾂ境面の整備に努め、読書指導や読書相談に取り 増田　信一． 増田　信一

組まなくてはならない。
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＝＝ 﨣�＜fィアの活用（‘05）＝＝（TV）

本
山
田

山
村
岸

市
一
巾
｝
叩

⊥
E
H
直
口
直
H

講
講
講

心
任
任

主
舌
感

〔
　
〔
　
〔

順一（筑波大学教授）　〕
　功（静岡大学教授）　・〕

和明（慶磨義塾大学教授）〕

全体のねらい

　学校図書館は、主体的に学習する児童生徒に対して、伝統的な紙媒体資料からデジタル・コンテンツ

にいたるまで、多種多様な情報メディアに関して、その歴史を踏まえたうえで、それぞれのメディアの

特性を認識し、’一定の自律的ルールに則り、効果的に利用する技法を身につけさせなければならない。

本講義のねらいは、まさにそのような知識と技術の基礎を与えようとするところにある。

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）

現代生活と情報 わたしたちは、デジカメ機能まで付加されたケー 山本順一 山本　順一
メディア タイ（携帯電話）がなければ一日として生きていけ （筑波大学 （筑波大学

ないかのような錯覚を持たされている。ケータイが 教授） 教授：）

1
開く情報環境はサイバー・スペースにつながり、生

活構造全体が従来とはまったく異なるものに変貌し

つつあるとの強迫観念にとりつかれている。

情報メディアの 人類社会は言葉と文字を作り出し、様々なコミュ 山本　順・一 山本順一
歴史 　　　■jケーション手段を編み出し、科学技術の進展を通

じ多様な記録媒体を活用し、情報知識の伝達、共有
2 の仕組みを整備してきた。古代から21世紀の現代に

いたるまでの情報メディアの歴史を振り返り、また

デジタル情報が飛び交う近未来を展望したい。
〆

伝統的情報メデ 伝統的情報メディアである書籍は、利便性の向上 村山　功 村山　功

イアとデジタル のために、目次・索引・脚注など、様々な仕組みを （静岡大学 （静岡大学

メディア 作り上げてきた。しかし、デジタルメディアは、そ 教授） 教授）

3 れらの工夫を越える利便性を持っている。情報の利

用という観点から、伝統的情報メディアとデジタル
メディアについて考える。

学習メディアと これまでの学校教育では、教科書とわずかな資料 村山　功 村山　功

しての利点と選 を除いて、メディアはあまり利用されてこなかった。

択 しかし、様々なメディアを適切に利用することで、
4 よりよい学習を実現するととができる。学習メディ

アを選択するために必要な、メディアの特性とその

利用方法、指導方法について考える。

インターネット 1990年代に急速に普及したインターネットは、情 岸田　和明 岸田　和明

のしくみと活用 報資源の検索・利用に欠かせない存在となっている。 （慶慮義塾 （慶慮義塾

学校図書館においても、インターネットを活用した、 大学教授） 大学教授）
5 情報の収集・提供が重要である。このようなインタ

一ネットの発達の歴史や基本的なしくみ、図書館に

おける活用法について学ぶ。
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F 執筆担当 放送担当
回 テ　一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講．師　名

（所属・職名） （所属・職名）

デいタベースの 現在、さまざまなデータベースが開発・作成され 岸田　和明 岸田　和明

検索と利用 ており、そこから有用な情報を検索・入手すること

ができる。データベースの種類とそれぞれの特徴に
6 ついて整理する。また、データベースを検索するた

めの基本的な原理としくみ、および、検索のプPセ
スや評価方法を学ぶ。

ソフトウェアと コンピュータ上でプログラムやソフトウェアが動 岸田　和明 岸田　和明

その利用 書するしくみについて学ぶ。また、学校図書館の場

面でよく活用される、ワープロ、表計算、データベ
7 一ス管理、プレゼンテーションのための各ソフトウ

エアについて、基本的な特徴・使い方を、具体例を
交えて説明する。

個別学習のため 学習情報センターとしての学校図書館は、児童・ 村山　功 村山・功

の教育用ソフト ／生徒一人一人の学習進度に応じた個別学習の場でも

ウェア ある。個別学習のための教育用ソフトウェアとして、
8 ドリル、チュートリアル、インタラクティブな学習

環境を取り上げ、それがどのような学習を支援する
かを示し、その効果的な利用方法を論じる。

問題解決学習の いわゆる「調べ学習」のような、児童・生徒が自 岸田　和明 岸田　和明

ための情報探索 ら課題を設定・解決していくタイプの学習において

は、学校図書館やインターネット等を駆使して、必
9 要な情報を探索することが重要である。そのための

方法や1児童・生徒の情報探索行動の性質について

の理解を深める。

学びの共同体と 個人がメディアから知識を獲得するのは、学習の 村山　功 村山　功

協調学習支援環 一つの側面にすぎない。人は仲間との情報交換や討
境 論を繰り返しつつ、自分たちの理解を作り上げてい

10 く。このような学習共同体を作り、よりよい学習を

支援していくための、協調学習支援環境について紹
介する。

校内における学 学習者を取り巻くメディア環境と比較して、学校 村山功 村山功
校図書館メディ 図書館にはデジタル・メディアが十分に整備されて

アの選択と構成 いるとは言えない。これまでの講義で紹介されてき
11 た学習とメディアの関係を踏まえて、これからの社

会を生きる児童・生徒にふさわしい学校図書館メデ
イアの選択と構成について考える。

学校図書館と情 情報化社会の進展に伴って、コンピュータおよび 岸田　和明 岸田　和明
報技術 そのネットワークを経由して入手可能な情報の種類

と量はますます増加することが予想される。このよ
12 うな状況において、学校図書館が情報技術をいかに

取り込んで、高度化していくべきかを、情報技術の
発展動向を踏まえて考えてみる。
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執筆担当回送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

知的財産権と著 モノの生産が中進国、発展途上国にシフトし、先 山本順一 山本順一
作権制度の概要 進諸国は付加価値の源泉である知的財産権に依存す

る産業構造の高度化に向かう。学校教育においても、
13 知的財産権ルールに対する意識を啓発することが期

待され、情報資料とのかかわりでとくに著作権制度

の基本的構造について理解する必要がある。

デジタル・ネッ 高度情報通信社会は、デジタル・コンテンツのコ 山本順一 山本　順一ボ

トワ三ク社会の ピーが地球規模で拡散増殖する社会にほかならな

陥穽 い。匿名性を備えた非接触型のサイバー・コミュニ
14 ティには様々な反社会的行為が蔓回し、しかも拡大

の様相を呈している。児童生徒はサイバー・スペー
スにおける人権の意義を認識しなければならない。

学校図書館と情 伝統的メディア、デジタルメディアと拡散する多 渡部満彦 渡部満彦
報メデイアーこ 種：多様な情報メディアを一定の自律的なルールに則 （大妻女子 （大回女子

れまで、そして り、効果的に利用する技法を小学校低学年・中学年・ 大学短期大 大学短期大
15 これから 高学年、中学校、高等学校の学習の場でどのように 学部教授） 学部教授）

身につけ活用し生かしていくか、その指導体系を考

察し、情報の的確な取り扱い方について検討する。
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＝　成人看護学（‘05）・＝（R）

　　　　　　　　　　　〔主任講師：　佐藤　禮子（放送大学教授）〕

全体のねらい

青年期以降およそ5・年間に泌成人期にある人々の、特徴的な鹸轄や突発的な危機をもた

獣豊徽灘鰍灘蒙巳穂斑）県議的方法ならびに人生途上の死噸

執筆担当 放送担当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

成人期の特徴と 人の生涯発達過程における成人期は、思春期から 佐藤禮子 佐藤禮子
生じやすい健康 向町期に至る、特徴的な二期から成る。個々に営 （放送大学 （放送大学

1
問題 む生活は、成人期に特有の健康問題と密接に関係 教授：） 教授）

している。これらを充分踏まえた上で、成人個別

の援助を行うことが重要であり、成人看護の役
割・機能や目的にわたって説明する。

手術を受ける患 手術療法を受ける患者は、その選択までの意思決 井上智子 井上智子
者の治療過程と 定、術前の心身の準備や術後の侵襲からの回復、 （東京医科 （東京医科
生活過程での援 さらには家庭や社会への復帰、術後の自己管理や 歯科大学教 歯科大学教

2 助 定期受診など、治療や生活の過程で多くの課題に 授） 授）

直面する。それぞれの時期や患者の状態に応じた

援助の内容と方法は多岐にわたるが、これらにつ
いて説明する。

慢性的な経過を 成人期に発症する病気や受傷による健康障害は、 野並葉子 野並葉子
たどる健康障害 多くの場合慢性に経過する。慢性疾患や障害を受 （兵庫県立 （兵庫県立

とセルフケア けた患者は、自分で生命の危機を予防したり、療 大学教授） 大学教授：）

3
養法を身につけたり、社会資源を求めたり、生活

上の調整をしながら病気に対処している。そこで、

障害受容：、社会復帰、自己管理などのセルフケア

について説明する。

呼吸機能障害に 呼吸機能障害を引き起こす要因および日常生活に 林　　優子 林　　優子
伴う成人への援 及ぼす影響について説明する。また、呼吸機能の （京都大学 （京都大学
助 検査や呼吸機能障害の治療に伴う看護援助および 教授） 教授）

4 機能障害によって生じる症状と援助について説明

する。さらに、呼吸機能障害が現れる疾患をもつ
患者の看護問題と、セルフケアについて説明する。
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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）

循環機能障害に 循環機能障害は、生命の危機的状態から日常生活に 野澤　明子 野澤　明子
伴う成人への援 おける生活調整の必要性といった様々な健康問題に （浜松医科 （浜松医科

助 影響を及ぼす。そこで、循環機能障害に伴う症状や 大学教授） 大学教授）
5 検査・治療に関連する健康問題と合併症の予防のた

めの生活調整に向けた援助について説明する∴

栄養摂取障害に 消化器疾患に伴う栄養摂取障害は、身体の諸機能や 眞嶋朋子 眞嶋朋子
伴う成人への援 心理的側面に影響をもたらし、また「食べる」とい （千葉大学 （千葉大学

助 う生活の営みにも大きな影響を与える。そこで、栄 教授） 　　、ｳ授）

養摂取障害によって生じる症状、必要とされる検査
6

について説明し、さらに消化器外科治療を受ける成

人に特有の看護問題とアセスメント方法および患者
の取り組みを支援する方法を説明する。

生体防御機能障 生体防御機能は、免疫応答に関わる機能と感染・ 稲吉　光子 稲吉光子
害に伴う成人へ ’炎症に関わる機能の2つに分かれる。この機能障害 （北里大学 （北里大学

の援助 として、免疫機能低下と感染症に伴う成人への援助 教授） 教授）

を説明する。免疫機能低下に伴う成人への援助では、

7 造血幹細胞移植術時の看護とその倫理的配慮、膠原

病などの生活指導を述べる。また、感染症に伴う成

人への援助では、疾患と治療の特性を踏まえた感染
防御を説明する。．

感覚機能障害に 感覚機能の障害は、人間の身体面、心理面に大きな 佐藤まゆみ 佐藤まゆみ

伴う成人への援 影響をもたらす。また、感覚機能の障害は一見して （千葉大学 （千葉大学

助 、他者からはわかりにくく、このため様々な心理社会 助教授） 助教授）

的問題を引き起こす。感覚機能障害がもたらす様々 （

8 な影響を概説し、機能障害を抱える人々に対するア

セスメント方法を説明する。さらに、治療に取り組

む人々を援助する方法、および、機能障害と共存す
る人々を支援する方法を説明する。

糖・脂質代謝障 糖・脂質代謝障害は、生活習慣に起因する疾患の 野並葉子 野並葉子
害に伴う成人へ 発症や糖尿病や心疾患などの増悪・合併症の出現 （兵庫県立 （兵庫県立

の療養支援 に大きく関連している。そこで、食生活、喫煙、 大学教授） 大学教授）
9

飲酒、運動、休息といった生活習慣の変容を支援

するための生活指導やインスリン自己注射や血糖

測定法など療養支援技術について説明する。 一

内部環境調節障 水・電解質の調整やホルモンの分泌調節など内部 林　　優子 林　　優子

害に伴う成人へ 環境調節障害を引き起こす要因および日常生活に （京都大学 （京都大学

の援助 及ぼす影響について説明する。また、水・電解質 教授） 教授：）

10 の調整や調節障害の治療に伴う援助および調節障

害によって生じる症状と援助について説明する。

さらに内部環境調節障害が現れる疾患を持つ患者

の看護問題とセルフケアについて説明する。
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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）

認知機能・コミ 認知機能やコミュニケーション障害は、日常生活上 野澤　明子 野澤　明子
ユニケーション の困難牲や、意欲の低下ならびに社会生活における （浜松医科 （浜松医科

11
障害に伴う成人

ﾖの援助
不安や孤立とヤ、つた影響をもたらす。そこで、機能

瘧Qの原因、機能や能力の評価方法、心理社会的特．
大学教授） 大学教授）

徴、ならびに患者の能力を最大限に生かす援助につ
いて説明する。

運動機能障害に 運動機能障害は、骨折や先天性異常など様々な原因 三三朋子 三三朋子
伴う成人への援 から発症し、人の「活動と休息」に影響を与える。 （千葉大学 （千葉大学
助 人の活動性が低下すると心肺機能の低下をはじめ、 教授：） 教授）

12
身体の諸機能に悪影響をもたらす、そこで運動機能

瘧Qを抱える人の検査、治療、日常生活上の問題に

ついて述べ、これらの人々への援助方法について説
明する。

排便機能障害に 日常生活行動どしての排便に焦点を当て、消化器 稲吉　光子 稲吉　光子
伴う成人への援 疾患、脳卒中、脊髄損傷による排便機能障害に伴う （北里大学 （北里大学

助 成人への援助について説明する。大腸ファイバース 教授：） 教授）

コープによる検査・治療時の援助、人工肛門造設術

13 後の合併症予防と生活指導、および脳卒中や脊髄損

傷による排便機能への対応について述べる。また、

機能障害の原因となるイレウスの予防と改善につい
ても説明する。

生殖器痺患と性 前立腺や精巣、子宮・卵巣などの生殖器の疾患を 井上智子 井上智子
機能障害に伴う 持つ人々は、その治療過程のみならず治療終了後 （東京医科 （東京医科

成人への援助 にも様々な心身の苦痛や生活上の困難に遭遇す 歯科大学教 歯科大学教

14 る。特に生殖器は性行動・性機能を司る重要な機 授：） 授）

能を有し、その障害はセクシュアリティの障害と

して広く人々の生活や人生に影響を及ぼす。そこ

でこれらの人々への援助について説明する。

がん罹患及び人 がんに罹患した人は、発生部位や種類などによっ 佐藤禮子 佐藤禮子
生の終末期を生 て異なるが、概ね病名と予後の告知、がん治療、 （放送大学 （放送大学

15
きる人への援助 癌と共に生きるといった問題を抱え、援助を必要

ﾆする。また、人生途上で死に直面し、終末段階

教授） 教授）

を生きる人には、家族を含んで特別な援助を行う

必要がある。以上について説明する。
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＝　老年看護学　　（‘04）＝（R）

〔主任講師：正木治恵（千葉大学教授）〕

全体のねらい

　人は老年期までの長い人生を生き抜くものであること、老化により体力、気力が衰えてなお、人間的

に豊かに暮らすことができること、看護はそれにいかに応えることができるか、という視点に立ち、高

齢者の生命と健康生活を支える看護を実践していくための基本的知識・技術を習得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）

老年期を生きる 社会の変化の中で高齢者を捉え、看護する立場か 正木治恵 正木治恵

人々の特徴と老 ら、老年期を生きる人々とその生活を理解する方法 （千葉大学 （千葉大学

1 年看護の目標 について解説する。また、老年看護における対象の 教授） 教授）

特性、ならびに老年看護の目：標と基本姿勢について

述べる。

高齢者保健施策 高齢者ケアを方向付ける法規として老人福祉法、 勝野とわ子 勝野とわ子

と高齢者ケア施 老人保健法、ゴールドプランを概説する。高齢者ケ （東京都立 （東京都立

設 アを支える諸施設および職種とその役割について述 保健科学大 保健科学大
2 べる。またぐ高齢者をとりまく社会の変化とそれに 学教授） 学教授）

対応した看護師の役割を考察する。

加齢に伴う諸機 高齢者の身体的機能、精神的機能、社会的機能に

能の変化と健康 ついて、加齢に伴う変化の特徴を概説する。高齢者

生活への支援 看護の目標とそれを達成するためのヘルスアセスメ 同　上 同　上

3 ント方法の原則とポイントを述べる。また、高齢者

への効果的なコミュニケーション技術と感覚器（聴

覚、視覚など）のアセスメントの重要性について解
説する。

健康生活維持の ・高齢者の健康生活を維持するために必要な事項と

ためのマネジメ して、活動と休息のバランス、運動の取り入れ方、

ント 高齢者の睡眠の特徴と支援などについて述べる。さ 同　上 同　上

4 らに引きこもりの誘引と弊害、転居の高齢者に及ぼ

す影響、また、事故を予防する生活環境の調整につ

いて説明する。高齢者が安全に生きがいをもって日

常生活を営むための支援について説明する。

生命維持のため 高齢者の呼吸機能はどのように低下していくの 正木治恵 正木治恵

のマネジメント か、その影響要因は何かについて解説し、呼吸機能 （千葉大学 （千葉大学

1一呼吸・感染 のアセスメント方法について述べる。また、高齢者 教授） 教授）

5 管理 に起こりやすい呼吸障害や感染症、ならびに予防の

ための方法について述べる。

一一@8　3　5　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）

生命維持のため 高齢者の食事摂取がどのように障害されていく 清水安子 清水安子
のマネジメント か、その影響要因は何かについて解説し、栄養状態、 （千葉大学 （千葉大学

6
2一摂食・栄養 摂食のアセスメント方法について述べる。嚥下障害 講師） 講師）

管理 等障害に応じた栄養摂取と食にまつわる心理・社会
的側面を考慮した援助方法について述べる。

生命維持のため 高齢者の排泄（排便・排尿）能力がどのように障
のマネジメント 害されていくか、その影響要因は何かについて解説

3一排潅・皮膚 し、アセスメント方法と薬物管理を含めた援助方法 同　上 同　上
7 管理 について述べる。また、高齢者ゐ皮膚とその特徴に

ついて解説し、スキンケアの方法について述べる。

老年期の疾病？ 老年期に生じがちな身体運動機能の障害について 酒井郁子 酒井郁子
治療とリハビリ 説明する。またその影響として現れる行動範囲の縮 （千葉大学 （千葉大学

8
テーション1㌣ 小および、活動性の低下、廃用性変化、転倒・骨折 大学院助教 大学院助教
身体運動機能 の危険性等に関するアセスメントと看護、および予 授） 授：）

防について説明する。

老年期の疾病・ 老年期におけるADLと生活意欲の捉え方につい
治療とリハビリ て述べる。次にいきいきとリハビリテーション取り

9 テーション2一 組むために必要な看護の方法について説明する。 同　上 同　上
AD：L（日常生活

o

動作）
、
、

老年期の疾病・ 手術を受ける高齢者に特有の、痛みや睡眠障害、

治療とリハビリ せん妄状態などの身体的、精神的課題、ならびにア

10
テーション3一
?闖p期

セスメント方法を説明する。また手術に伴う苦痛を

y減し周手術期を高齢者が乗り越えるための看護の

同　上 同　上

方法について述べる。

痴呆性高齢者の 痴呆性高齢者のケアの変遷を説明し、痴呆性高齢 永田久美子 永田久美子
理解とケアの変 者が急増する時代の中で看護師が果たす役割とある （高齢者痴 （高齢者痴
遷 べきケアの方向性を確認する。痴呆性高齢者の全人 呆介護研究 呆介護研究

11 的ケアを展開していくための基礎として、、当事者体 研修東京セ 研修東京セ
験をベースにしながら複合的な障害と潜在ヵの理 ンター主任 ンター主任
解、それらを活かした先進的なケアの実例を紹介す 研究主幹） 研究主幹）
る。

痴呆性高齢者の 痴呆性高齢者のケアの基盤となる環境作りとコミ

ケア実践とチー 昇ニケーション、月常生活支援に関する考え方と技

12
ムアプローチ 術を説明しながら、現場で遭遇する痴呆性高齢者の

ﾛ題への取り組み方を示す。あわせて痴呆性高齢者

同、上 同　上

のケアで不可欠なチームアプローチを説明し看護師
の活躍例を紹介する。
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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）

要介護高齢者と 要介護高齢者と家族の生活や心情について概説す 上野まり 上野まり
家族め生活支援 る。そして高齢者と家族を理解することの難しさと （神奈川県 （神奈川県

重要性を知り、他機関、他職種と協働しながら支援 立保健福祉 立保健福祉
13 していく援助方法について述べる。 大学講師） 大学講師）

終末期を迎える 人生の最終段階を生きる高齢者と看とる家族のQ

高齢者と家族へ Oしや、個々の高齢者やその家族が人生をより豊か
の支援 に終えることを支援する方法について述べる。、また、 同　上 同　上

14 事例を通して、「老いて死ぬこと」を身近に感じる

ごとの意味についても考察する。

老年看護学の課 保健医療制度の変革の中にある高齢者ケアについ 正木治恵 正木治恵

題 て、看護師の果たす役割の変化をとらえ、倫理的課 （千葉大学 （千葉大学

題を含む老年看護学の今後の展望について考察す 教授） 教授：）

15 る。
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＝： ｬ児看護学（‘05）＝（TV）

〔主任講師：筒井真優美（日本赤十字看護大学教授）〕

全体のねらい

　近年の子どもと家族を取り巻く社会環境の変化は子どもの心身の健康状態に影響を及ぼし、また医療

技術の進歩は多くの子どもの命を救うこととなったが、一方で入院している子ども達の病気は重症化し
ている。

　こケした状況の中で、21世紀をになう子ども達が最善の利益を守られ、健やかに成長発達すること

ができるようにそれぞれの健康レベルに応じた援助について学び、さらに、子どもと家族に対する今後

の課題や私達の役割について考える。

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）

小児看護の動向 子どもと家族が置かれている状況を、社会環境と医 筒井真優美 筒井真優美
と看護の役割 療環境から考える。子どもと家族の最善の利益を守 （日本赤十 （日本赤十

るための、小児看護における看護の役割を説明する。 字看護大学 字看護大学
1 講師） 講師）

乳児と家族 乳児は生理的適応過程にあり、身体機能が著しく成 江本リナ 江本リナ
長発達しながら栄養・睡眠・排泄リズムや言語を獲 （日本赤十 （日本赤十

得し、基本的信頼関係を築く過程でもある。この成 字看護大学 字看護大学
2 長発達を育む家族の役割、子どもと家族への支援に 講師） 講師）

ついて説明する。

幼児と家族 幼児期は心身の発達が著しく、基本的生活習慣を習

得していくプロセスでもある。運動機能の発達によ

り行動範囲が広がり、認知や言語の発達によりコミ
3 ユニケーション能力が向上する。この発達プロセス 筒井真優美 筒井真優美

と子どもを育むための家族の役割、子どもと家族へ
の支援について説明する。

学童期・思春期 学童期は学校生活を中心として友達との関わりめ中 飯村直子 飯村直子
の子どもと家族 で達成感や有能感を獲得していく時期である。また、 （日本赤十 （日本赤十

思春期は身体の劇的な成長や性的な変化を体験し、 字看護大学 字看護大学
4 精神的な動揺の大きい時期であるが、その中で自我 助教授） 助教授）

同一性を模索し、獲得していくごこうした子どもの

成長発達の特徴と家族関係の変化について述べる。

病気や入院が子 病気や入院が子どもと家族に与える影響は大きく、

どもと家族に与 様々な因子によって変化する。子どもの発達段階別、

える影響とその 入院形態別などによる援助＼および面会や付き添い
5 看護 について説明する。 筒井真優美 筒井真優美
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執筆担当 放送撞当
回 テ　・一　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

（所属・職名） （所属・職名）

急性期にある子 急性期疾患を抱える子どもの場合、症状の悪化を防

どもと家族 ぎ、安定レた状態になることを目指す。そこで、発

その① 熱・脱水・呼吸困難・けいれんなど急性期の主な症

6 状とその病態、観察ポイント、癌状緩和に対する援 江本　リナ 江本　リナ

助、家族への支援について説明する。また、乳幼児

に多くみられる乳幼児突然死症候群についても触れ
る。

急性期にある子 小児期に発症する主な感染症の特徴、観察ポイント、

どもと家族 発症と伝播を防ぐ予防接種について説明し、感染症

7
その② の子どもと家族への援助について述べる。また、緊

}度の把握、受診時の子どもと家族の緊張と不安の
江本　リナ 江本　リナ

軽減に対する援助についても説明する。

慢性期にある子 現在、小児特定慢性疾患治療研究事業の対象となつ

どもと家族／外 ている疾患群は11疾患群である。慢性疾患を抱えな

来における看護 がら学校や幼稚園・保育園に通い、地域で生活して

8 いる子どもと家族に対して必要とされる継続的な援 飯村直子 飯村直子
助について説明する。さらに、外来の3つの役割（日

常的な疾患への対応、継続的なケアを必要とする子
どもへの援助、健康増進活動）について述べる。

子どもへの説明 子どもが医療を受ける際、説明を受けることで自ら

取り組むことが出来るようになる。そのためには、
子ども自身が納得して同意すること（インフォームド・アセン 筒井真優美 筒井真優美

9 ト）が重要である。インフォームド・アセントに必要な子どもの

能力、アセントの要素、家族や医療者の役割について、

説明する。

先天性の疾患を 子どもの先天性の疾患は、その発生機序にしたがっ

持つ子どもと家 て遺伝子病、染色体異常、胎芽病、胎児病に分けら

ら10
族 れる。それぞれの代表的な疾患を挙げ、その治療、

¥後、また、子どもと家族への援助について述べる。 飯村直子 飯村直子

手術を受ける子 子どもの手術の特徴と手術を受ける子どもと家族へ

どもと家族の看 の援助について述べる。また、近年増加している日

11
護 帰り手術について説明する。

飯村直子 飯村直子

子どもの事故と 不慮の事故は常に乳幼児死亡の原因の上位を占めて

救急 いる。発達段階別に子どもの事故の特徴を概観し、

12
その予防策について述べる。また、気管内異物、誤

�A潮水、熱傷などの際の救急法について説明する。 飯村直子 飯村直子
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執筆担当 放送担当
回 テ　一」　マ 内　　　　　　　　容 講　師　名 講　師　名

／

ず

（所属・職名） （所属・職名）

障害を持つ子ど 障害児のなかでも特に、医療的ケアを必要とする長

もと家族／在宅 期入院児とその家族が置かれている状況を考え、生 鈴木真知子 鈴木真知子

13
ケア 活場所の意思決定、在宅に移行するための準備など、

ﾞ院に向けた支援について説明する。さらに、子ど
（日本赤十

嚶L島看護

（日本赤十

嚶L島看護
もが成長発達に応じた通常の生活をするために、在 大学教授） 大学教授）
宅ケアにおける看護師の役割を説明する。．

隔離・活動制限 子ども自身や周囲の人を感染から防ぐために隔離が

／痛み 必要な場合や、治療・検査のために一時的に体動が

制限される場合の子どもへの影響と、子どもと家族
14 への支援について説明する。また、子どもが体験す 江本　リナ 江本　リナ

る痛み、影響する要因、痛みの客観的評価、痛みの
緩和への援助について説明する。

子どもの死と家 死にゆく子どもとその子どもを看取る家族にどのよ

族への看護 うな援助が必要かを考える。死に対する子どもの反 r

応や、他人の死を子どもにどのように伝えるかなど、
15 死をめぐる課題を説明する。また、災害（自然災害 筒井真優美 筒井真優美

及び人為的災害）時の子どもと家族への援助につい
　　　　　　　　　　　レﾄ考える。
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＝　母性看護学（‘05）＝：（TV）

〔主任講師：小松美穂子（茨城県立医療大学副学長）〕
　　　　　　　　M

全体のねらい

　女性の健康について思春期から老年期までの身体的、心理・社会的変化プロセスからとり上げ、それ
らの変化にスムーズに適応するための支援について理解を深める。さらに焦点を子どもを生みく育てる

時期にある女性と男性・家族に置き、かれらが安全で満足する生活をおくるための健康支援について学
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）

母性看護学の概要 母性看護学を支える主なる概念として母性（女性）の健康観、1 小松　美穂子 小松　美穂子
関連する諸理論を説明し、母性看護の役割とこれからの方向 （茨城県立医 （茨城県立医

性について考える。具体的にはリプロダクテイブ・ヘルス／ラ 療大学副学 療大学副学
1 イツ、セクシュアリティ、セルフケア、家族発達などが主要 長） 長）

概念となる。また女性ライフサイクルからみた健康問題や母

子の健康上のニーズについて統計指標から説明し、現状の課

題について考える。

女性の健康と保健 ウィメンズヘルスという概念がどのような経緯で生まれてき 吉沢　豊予子 吉沢　豊予子
医療システム たのか、さらにジェンダー概念の導入で、性差医療がクロー （東北大学教 （東北大学教

ズアップされようしているが、その中で女性の健康をどのよ 授） 授）

2 うに考えていくべきかを学習する。さらに現在の保健医療シ

ステムが女性の健康をカバーするものになっているかを検証

しながら、今後の女性特有の保健医療システムあり方を考察
する。

女性の健康に関す インフォームドコンセント等の普及で様々な健康にかかわる 吉沢　豊：予子 吉沢　豊予子
る意思決定 場面で、女性たちは意思決定が迫られている。

最初に女性たちの意思決定の特徴について解説する。次に女

3
性たちはどのような場面で意思決定をするのかについて、例

えば、’子どもを産む、産まないの選択、どのような避妊方法

を用いるのかの選択、治療の選択など多々ある。これらを取

り上げ女性の意思決定の方法とそれを看護者はどのように支

えるか、さらに自ら意思決定する重要性について説明する。

性と生殖のメカニ 「性とは何か？」と問われれば、返答に苦慮するほどの意味 佐藤喜根子 佐藤　喜根子
ズム が含まれているだろう。今回はその「性」に含まれる意味や、 （東北大学教 （東北大学教

ヒトの発生、さらには妊娠成立の前提となる卵子と精子の成 授） 授）

4 ’ 熟（いわゆる性周期とホルモン動態）、並びに受胎のメ三三
ズムについて説明する。

妊娠期の看護　1 妊娠は、生理的かつ健康的な現象であるが、妊娠により生じ 坂間　伊津美 坂間　伊津美
妊婦と家族のア る様々な変化への適応がうまくいかない場合には心身の異常 （茨城キリス （茨城キリス

セスメント や生活障害、あるいは家族の危機を引き起こす可能性がある。 ト教大学助教 ト教大学助教

いわば「半健康状態」と捉えられる。妊娠経過は順調か、快 授） 授）

5 適な日常生活を過ごせているか、新たに子どもを迎える家族

としての準備は進んでいるか等、妊婦とその家族を理解する 小松美穂子 小松美穂子
上で必要な身体的・社会的アセスメントの視点と具体的方法

について説明する。
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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）
）

妊娠期の看護　H 妊娠期には、妊婦の多くが家庭で生活している。したがって、 坂間伊津美 坂間伊津美
妊婦ど家族のケ 外来での健康診査や健康教育は、看護職が妊婦や家族に出会

ア える重要な機会であり、そこでなされる看護は妊婦の健康を 小松美穂子 小松美穂子
6 方向付けるという意味合いをもつ。「セルフケア」「主体性」

をキーワードとしながら、母子と家族が、安全に快適に妊娠

期を過ごし、分娩・育児に向けての準備を行えるための看護

ケアについて説明する。

分娩期の看護 現在の出産を取り巻く環境は、非常に多岐にわたり、それゆ 堀上　富美 壇上　富美
産婦と家族のア えに出産する産婦のみならず家族の出産に対するニーズも多 （東北大学大 （東北大学大

セスメントとケア 様化している。出産場所も病院のみならず助産所や自宅へと 学院助教授） 学院助教授）

7
拡大している。また、高度医富強に伴う分娩管理も行われて

いる。今回は、このような日本の出産事情について広く理解
を深めながら、産婦と家族が自分の分娩に満足しながら新し　　　　　　　　　、

い家族を迎えていくための分娩期の看護について説明する。

産褥期の看護　1 産褥i早期の褥婦は》妊娠・出産の経過からの回復過程にある 成田　　伸 成田　　伸
産褥早期（入院 と同時に、新生児に慣れ授乳など育児の芳法を獲得するなど （自治医科大 （自治医科大

中）の褥婦と家族の 多くの項目を学習する過程にある。初産・経産の別や妊娠・ 学教授） 学教授）

アセスメントどそ 出産の経過などの相違から産褥期の褥婦の状況は個々に大き
8

のケア く異なっており、産褥早期の褥婦のケアにあたってはこのよ
∠

うな個人差を踏まえた丁寧なアセスメントが必要である。本

章では、このような産褥早期の褥婦のアセスメントとケアに
ついて説明する。

産褥期の看護　皿 出産で入院していた施設から退院した子どもと共に退院した 成田　　伸 成田　　伸

家庭での褥婦と 褥婦は、家族め協力を得ながら、子どもの育児を自力で行う

家族のアセスメン までに自立していく。家庭での褥婦と家族のアセスメントに
トとそのケア あたっては、褥婦と家族のセルフケア能力を十分アセスメン

9 トし、必要なケア計画を立てていく勝要がある。また家族の

欄係性をアセスメントし、母子が家族に十分サポートされて

いるかどうか判断することが必要となる。本章では、このよ

うな家庭での褥婦と家族のアセスメントとケアについて説明
する。

新生児期の看護1 新生児は、出生直後から子宮外生活への適応に向けた複雑な〆 近藤　好枝 近藤　好枝
新生児のアセス 過程を開始する。新生児のアセメメントは、看護の重要な機 （白虹義塾大 （白血義塾大

メント 能である。アセスメントの目的は、①健康状態に関する出生 学教授：） 学教授）

前の影響を明らかにし、リスク状態を確認すること、②新生

児の基本情報を提供すること、③異常や現在の健康問題また
10 は潜在的健康問題を明らかにすること、④新生児への適切な

看護ケアを立案し、両親の教育ニーズを明確にすることであ

る。また、アセスメントには、母親の既往歴や妊娠・分娩歴、

身体的・行動学的評価が含まれる。ここでは、アセスメント

の視点について説明する。

新生児期の看護皿 正常新生児のケアの目標は、①子宮内生活から子宮外生活へ 近藤好枝’ 近藤好枝
新生児のケア の生理学的適応を支援する、②感染を避けることによって安

全な環境を提供する、③両親とのアタッチメントを促進する

11 ための機会を提供する、④両親が知識や技術を修得し、新生

児のケアに自信がもてるように支援することなどである。こ

こではそれに加えて、新生児の健康を維持促進するための介

入および低出生体重児のケアについても概説する。
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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）

健康障害のある妊 かつては：母体管理を第一に考え、如何に無事に妊産褥期を過 佐藤喜根子 佐藤喜根子
産婦へのケア ごさせるかが優先された。しかし最近の医療現場は、超音波

診断技術等の進歩により、母体の安全を確保しつつ、胎児に

生存のチャンスと可能な限りのQuality　of　Lifbを与えようと

日々努力している。
12 今回は妊娠期に健康障害として多い切迫流早産を中心に・

その他の合併疾患も交えつつ、妊娠初期・中期・末期それぞ

れに健康障害としてチ手ックすべき観察ポイントを挙げなが

ら、いかに看護ケアを実施していけばよいかを、具体的に症

例を示しながら展開していく。

不妊と看護 「不妊」は、リプロダクティブヘルスの問題であり、、女性だ 森　　恵美 森　　　恵美

けの問題ではない。しかし、女性は不妊であることや不妊治 （千葉大学教 （千葉大学教

療に伴い、身体的・心理社会的に多くのストレスを受けてい 授） 授）

13
るとされる。不妊症の原因、・不妊治療の種類を概観し、不妊

治療を受ける夫婦の心理および看穫の役割について、生殖を

めぐる倫理も含め説明する。

女性のライフサイ 14回、15回では一生涯を通じた女性の健康について、各ライ 吉沢　豊：予子 吉沢　豊：予子

クルと健康　1 フステージにある女性たちの身体的、心理社会的、そレて文

一思春期・成熟期の 化的背景を考慮した健康のあり方を考える。論法期は初経か

健康一 ら始まり、月経に関する健康問題、栄養に関する健康問題、

14 性に関する健康問題、メンタルな健康問題について、成熟期

では月経にまつわるPMS、女性特有の生殖器系の健康問題、
ズ 性感染症、DVに関する問題、さらに健康問題に女性たちはど

’ のように取り組み、セルフケアカをつけていくのか、看護職

はそれをどのように援助するかについて説明する。

女性のライフサイ 更年期にある女性は身体的に閉経，という体験をする。一これに 吉沢　豊予子 吉沢　豊予子

クルと健康　H 伴い今後どのような身体的健康問題を抱えるようになるの

一更年期・老年期の か、心理社会的にどのような変佑が出てくるのかを学習する。

健康一 また、それに対し女性たちはどのように対処すべきであるの

15 か、看護職はどのように援助するかについても学習する。次

に老年期にある女性の特徴を身体的、心理社会的な側面から

学習する。さらに中高年女性の特徴的な健康問題どして、骨

十握症、尿失禁、生殖系の健康問題、乳がん、メンタルな健
／ 康問題についても説明する。
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＝　精神看護学（‘04）＝・（R）

〔主任講師：羽山由美子’i大阪府立大学教授）〕

全体のねらい

精神看護学とは、対人関係旧記を用いて精神を病善人への看護を提供し、また、人々の精神健康の保持

増進にかかわる実践分野の学問である。

人々の生活炉複雑になるにつれ、精神の病み方も多様な現われをするが、各疾患に共通した看護のあり

方を主に理解する。また、精神科医療・保健・福祉の分野は、歴史的な変遷と社会のありように大きく

左右される分野であり、最近の動向を踏まえて看護のあり方を探求し、実践能力の向上をはかる。

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）

精神看護の実践に際して、患者の回復・成長発達にとって人
精神看護学の と人との関係性が持つ意味を理解する。 羽山　由美子 羽山　由美子
基本概念 対人関係技術としての観察、コミュニケーショ，ン、治療的自 （大阪府立大 （大阪府立大

、1 己活用、自己概念、防衛／適応機制にについて理解する。 学教授） 学教授）

精神科医療・保健・福祉の現状を理解するにあたり、’その歴
精神科医療の歴史 史的変遷を踏まえて、現在の特徴を知る。
と現在の状況 看護は、そうした社会状況の中にあって実践されており、患

2 者（障害者）が直面する偏見・スティグマ・苦難への共感と 同　　上 同　　上
ともに、それらの改善を目指す必要性を理解する。

精神科医療・保健・福祉の実践は精神保健福祉法に基づいて
精神保健福祉法と いるごとを理解する。法の理念と、それによって医療・看護 大西　香代子 大西香代子
患者人権擁護 の提供がどのようになされるのかを学ぶ。とくに、患者の人 （弘前大学講 （弘前大学則

3 権保障の精神について理解を深め、看護がはたす人権擁護の 師）・ 師）

役割を学ぶ。

♂

統合失調症の病理と治療について概観し、逐いの経過に応じ
統合失調症を病む た各時期の看護ケアについて学ぶ。入院時の看護ケアの特徴 羽山　由美子 羽山　由美子
患者の看護 を理解するとともに、インフォ・一ムド・コンセントのあり方も

4 含む。
〆

統合失調症を中心に、精神症状が活発な時期の看護ケアにつL
精神科急性期状態 いて、ケアプランの各過程の特徴と関わり方、および服薬心
にある患者の看護 理教育と薬物治療の意味について学ぶ。

5 の特徴 また、人格障害・神経症性障害についても学ぶ。 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／ t　名

（所属・職名） （所属・職名）

長期入院者（6・7割が統合失調症）の退院・社会復帰にむけ
慢性期精神障害者 ての看護支援のあり方について、社会参加、自己決定やノーマ 上野恭子 上野恭子
のりハビリテーシ ライゼーションの概念を手がかりに、病院から地域へのケア （筑波大学講 （筑波画学講i

6 ヨン看護の特徴 を考える。SSTをはじめ、リハビリテーション看護を含む。 師） 師）

喪失体験やストレスが重なり、職場や学校でうつ状態が続く

気分障害を病む患 人への支援について、また、状態が悪化しうつ病を発症して

者の看護 入院した患者への看護について、とくに薬物治療を支えるう

7 つ病の看護について学ぶ。また、躁うつ病についても含む。 同　　上 同　　上

、
事例検討をとおして病棟での看護を振り返り・、患者とのどの

事例検討による看 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼謔､な関わりが、患者の成長につながるか、また、どのよう 伊藤レひろ子 伊藤　ひろ子

護ケアの振り返り な医療チームの組み方が有効かを考える。　（看護職の支えあ （宮城大学教 （宮城大学教

8 い方についてを含む。） 授） 授）

入院患者と看護者との日々の実践におけるかかわりを、エス

エスノグラフィー ノグラフィーによる記述をとおして描出し、それによって得 松澤　和正 松澤　和正

を通してみた看護 られた精神看護の特徴を理解する。 （国際医療福 （国際医療福

9 の実践 祉大学助教 祉大学助教
授） 授）

羽山由美子 羽山由美子

精神障害者の社会復帰と地域ケアにおいて、当事者活動を理
精神障害者当事者 解することは支援のまずは第一歩である。1960年代より家族 羽山　由美子 羽山　由美子

活動と看護のかか 会をはじめとする家族当事者活動、そして80年代後半以降の
わり方 障害者自身による当事者活動が発展してきた経緯を学び、看

ゲスト：

10
護者は当事者とどのようにかかわることが求められているか 小金沢正治
を学ぶ。 （東京都精神

障害者連合
?j

地域の社会復帰施設で，看護者はどのような役割を担ってい

地域ケアの場にお るか、とくに当事者との向き合い方の実践例をとおして、看 伊藤ひろ子 伊藤ひろ子
ける看護者と当事 護が担う地域ケアの特徴を理解する。

11 者の向き合い方 生活支援センター、クラブハウスなどでの看護の役割につい
てを含む。

保健所からの訪問、退院後アフターケアとしての病院からの 羽山　由美子
地域ケアのあり方 訪問看護、また看護職・介護職が提供する訪問活動など、さ 羽山由美子

と精神科訪問看護 まざまな精神科訪問看護のあり方を理解し、その実践例につ ゲスト：

12
いて学ぶ。馬 千葉信子

（訪問介護ステ
9

一ションたんぽぽ

所長）
＼　．
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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）

精神看護の知識・技術を応用して、総合病院に入院する患者

精神看護の新たな のさまざまな心理的問題を扱うリエゾン精神看護の役割にb 羽山　由美子 羽山　由美子
る分野：リエゾン精 いて学ぶ。また、がんなどの慢性疾患およびターミナル期の

13 神看護 患者へのケアについても含む。

2003年度に法案が成立し＼いよいよわが国でも本格的に司法
精神看護の新たな 精神医療が実践の緒に就く。専門病棟の看護管理と看護ケア、
る分野：司法精神看 退院にむけての準備や退院後のフォローアップなど，欧米で

14 護 の知見を活用しながら日本での実践のあり方について学ぶ。 同　　上 同　　上

■

英米を中心に、北欧やその他アジアの国々の精神科医療と看
諸外国の精神看護 護を概観し、日本における今後の課題について考える。精神
事情と最近の研究 看護学の理論・研究動向について含む。

15 動向 同　　上 同　　上

硬

一一@846一



　この冊子に掲載した平成19年度新規開設科目の講義内容は、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。

なお、放送大学ホ…一・・…ムペ・・・・・・・・…ジに掲載されている講義内容については、

最新の内容にリアルタイムで更新しております。
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