
放送大学　平成３０年第１学期　地域に関係する面接授業科目一覧

科目名 担当講師 科目区分 学習センター

北海道の人類史考古学 小杉　　康 総合科目 北海道学習センター
北海道の生物多様性を読み解く 今村　彰生 専門科目：自然と環境 旭川サテライトスペース

白神学－白神の動物と植物
石川　幸男
中村　剛之
山岸　洋貴

専門科目：自然と環境 青森学習センター

地域福祉の基礎 小柳　達也 専門科目：生活と福祉
環境と生物－種差海岸で考える－ 田中　義幸 専門科目：自然と環境
北東北諸藩の森林・環境史 脇野　博 専門科目：人間と文化
まちづくりと震災復興 南　正昭 総合科目
市民生活と保険法　 李　鳴 専門科目：社会と産業
ＯＤＡの概要と地域開発の事例 石野  莞司 専門科目：社会と産業
北日本の城郭考古学 金森  安孝 専門科目：人間と文化
東北地方の弥生文化論 根岸　洋 専門科目：人間と文化 秋田学習センター
地域創生の交通・観光政策 吉田　樹 専門科目：社会と産業
バイオマスを利用する地域と技術 迫田　章義 専門科目：社会と産業
”地域”を捉える視点を考える 長谷川　安代 導入科目：社会と産業
江戸時代の三大改革と茨城 小野寺　淳 専門科目：人間と文化
臨湖実習：霞ヶ浦の生物と環境 中里　亮治 専門科目：自然と環境
地域をとりまく環境の保全 大澤　和敏 専門科目：自然と環境
奥日光の野生動物 小金澤　正昭 専門科目：自然と環境
健康寿命延伸と地域リハビリ 山上　徹也 専門科目：生活と福祉
郷土史料を読むＦ 落合　延高 専門科目：人間と文化
富岡製糸場と絹遺産群の軌跡 田中　修 総合科目

地域金融機関の現状と課題

吉永　國光
江原　洋
櫻井　裕之
伏嶋　登志子
飯野　敦
石関　達也
鈴木　信一郎

総合科目

戦争に到る時代の埼玉の諸相 一條　三子 導入科目：社会と産業
埼玉県北部の祭り 飯塚　好 導入科目：人間と文化
秩父の祭り 柳　正博 導入科目：人間と文化

秩父の甲源一刀流

髙橋　稔
逸見　義清
加藤　喜一
坂本　浩文

導入科目：人間と文化

埼玉の民俗－川と暮らし
柳　正博
板垣　時夫

導入科目：人間と文化

埼玉ゆかりの偉人２
渋谷　克美
宮本　直樹

導入科目：人間と文化

和光市に見る地域包括ケアの実務
松本　武洋
東内　京一
阿部　剛

専門科目：生活と福祉

魅力あるまちづくり 戸所　隆 専門科目：社会と産業
観光と地域 呉羽　正昭 総合科目

公共劇場の役割と地域社会
竹内　文則
渡辺　弘
山海　隆弘

総合科目

秩父から学ぶ郷土学ー自然と風土 吉田　健一 総合科目

群馬学習センター

埼玉学習センター

栃木学習センター

八戸サテライトスペース

岩手学習センター

宮城学習センター

福島学習センター

茨城学習センター



フィールドワークの実践：幕張篇 金井　紋子 基盤科目
千葉県の地域社会の変容 三宅　明正 導入科目：社会と産業

人口減少時代の千葉の地方創生
鈴木　雅之
田島　翔太

導入科目：人間と文化

歩いて学ぶ房総半島の自然史
萩谷　宏
斎藤　昌幸
宮田 真也

導入科目：自然と環境

都市のみどりと鳥類 加藤　和弘 専門科目：自然と環境 東京渋谷学習センター
日本列島地名と風土 谷川　彰英 導入科目：人間と文化
江戸の音楽と出版文化 黒川　真理恵 導入科目：人間と文化
食の民俗学 渡部　鮎美 専門科目：人間と文化
千住を往来した人と歴史 金田　栄一 専門科目：人間と文化 東京足立学習センター

武蔵野台地の自然史－多摩
萩谷　宏
新田　梢
中濵　直之

導入科目：自然と環境

日本列島地質旅行（ジオツアー） 藤岡　換太郎 導入科目：自然と環境
多摩の近世古文書を読む 馬場　治子 専門科目：人間と文化
日本民俗学の位相‐基層文化論 坂内　德明 専門科目：人間と文化
都心の森を学ぶ 福嶋　司 専門科目：自然と環境

景観と民俗からみる武蔵野台地
吉村　風
鈴木　洋平

総合科目

里山の植物的自然と人 中村　幸人 導入科目：自然と環境
神奈川の生物保護と環境破壊 西　栄二郎 導入科目：自然と環境
横浜港の諸相：文学から見た港 志澤　政勝 専門科目：人間と文化
都市景観計画と歴史まちづくり 岡崎　篤行 専門科目：社会と産業 新潟学習センター
福島原発事故と新電源論 椚座　圭太郎 総合科目 富山学習センター
北陸方言の歴史と今 加藤　和夫 専門科目：人間と文化
金沢城復元画制作ドキュメント 末松　智 専門科目：人間と文化

クリスタル科学
熊田　伸弘
田中　功

専門科目：社会と産業 山梨学習センター

方言の分布と人の暮らし 大西　拓一郎 専門科目：人間と文化 長野学習センター
災害と生活支援－事例演習－ 大曽根　寛 専門科目：生活と福祉

岐阜の歴史－信長＆鵜飼－

中島　雄彦
望月　良親
大塚　清史
高橋　方紀
西尾　明泰

専門科目：人間と文化

岐阜から森林と環境を考える
小見山　章
大塚　俊之
加藤　正吾

専門科目：自然と環境

地域医療計画を考える 田城　孝雄 専門科目：生活と福祉
茶を極める－茶の栽培製造実習－ 浅井　辰夫 専門科目：自然と環境
野外民族博物館で学ぶ文化人類学 稲村　哲也 導入科目：人間と文化
大規模災害と地域防災 阪本　真由美 専門科目：社会と産業
考古学より見た伊勢湾岸の歴史 岡田　　登 専門科目：人間と文化 三重学習センター
近江商人の社会貢献をたどる 宇佐美　英機 専門科目：社会と産業 滋賀学習センター
戦国武将の心と千利休の茶の湯 生形　貴重 専門科目：人間と文化 京都学習センター
住吉大社御田植神事 川村　 邦光 専門科目：人間と文化 大阪学習センター
地域の多様性と未来づくり 河本　大地 導入科目：人間と文化 奈良学習センター

高野山学入門
櫻木　潤
佐藤　隆彦
松長　恵史

基盤科目

高野山学－韻文文学を鑑賞する－ 下西　忠 専門科目：人間と文化
和歌山城と城下町の歴史 藤本　清二郎 専門科目：人間と文化
和歌山の生き物たち 高須　英樹 専門科目：自然と環境

日本一の梅の里で始める梅学実践

野畑　昭弘
田中　一朗
平　喜之
岩本　恵子

総合科目

鳥取県の大地の歴史 徳田　悠希 専門科目：自然と環境
梨学入門～起源から未来まで～ 田村　文男 専門科目：自然と環境
島根の地に刻まれた日本海の履歴 酒井　哲弥 専門科目：自然と環境 島根学習センター
瀬戸内の開発と地域・環境問題２ 磯部　作 専門科目：社会と産業 岡山学習センター

鳥取学習センター

千葉学習センター

東京文京学習センター

東京多摩学習センター

神奈川学習センター

石川学習センター

岐阜学習センター

静岡学習センター

愛知学習センター

和歌山学習センター



瀬戸内の歴史遺産と文化資源 八幡　浩二 基盤科目

広島県向島地区海洋生物実習
田川　訓史
植木　龍也

専門科目：自然と環境

先端物理学基礎
中島　伸夫
本間　謙輔

専門科目：自然と環境

南海トラフ地震発生帯を掘る 坂口　有人 専門科目：自然と環境 山口学習センター
徳島における弥生時代の石斧生産 中村　豊 専門科目：人間と文化
徳島の名碑－その内容と書表現－ 太田　剛 専門科目：人間と文化
南海トラフの地震と津波 馬場　俊孝 専門科目：自然と環境
四国遍路 片桐　孝浩 専門科目：人間と文化
大地の成り立ちから地域を考える 長谷川　修一 総合科目
原発事故と損害賠償責任 伊藤　浩 専門科目：社会と産業 愛媛学習センター
高知ゆかりの文学・文化を味わう 青木　亮人 導入科目：人間と文化
なぜ、四国には活火山がないのか 川畑　博 専門科目：自然と環境
高知県食材と健康との関わり 受田　浩之 総合科目
日本の各地の魅力を英語で読む 鈴木　右文 基盤科目：外国語 北九州サテライトスペース
戦国時代における佐賀地域 宮島　敦子 専門科目：人間と文化 佐賀学習センター
長崎くんちの凡て 本馬　貞夫 導入科目：人間と文化
バイオマスを利用する地域と技術 迫田　章義 専門科目：社会と産業
江戸時代の「鎖国」って？ 松尾　晋一 専門科目：人間と文化
対馬暖流域における海洋物理現象 滝川　哲太郎 専門科目：自然と環境

五島灘洋上実習
森井　康宏
山脇　信博
八木　光晴

専門科目：自然と環境

まちづくり入門 本間　里見 専門科目：社会と産業 熊本学習センター
国際関係の進展と地域協力 山神　進 専門科目：社会と産業 大分学習センター
日向の国から中世日本を考える 近藤　成一 専門科目：人間と文化
地域観光戦略 墨　昌芳 総合科目

島津斉彬の集成館事業

安川　周作
松尾　千歳
山内　勇輝
小平田　史穂

導入科目：人間と文化

先史・原史時代の奄美・沖縄諸島 高宮　広土 導入科目：人間と文化
赤潮・アオコの科学 前田　広人 導入科目：自然と環境

鹿児島湾洋上実習
内山　正樹
東　隆文

導入科目：自然と環境

離島農業で発生する害虫問題 坂巻　祥孝 専門科目：社会と産業
南島考古学 上原　靜 専門科目：人間と文化
「おもろさうし」を読む 照屋　理 専門科目：人間と文化
沖縄における津波災害とその対応 仲座　栄三 総合科目

鹿児島学習センター

沖縄学習センター

広島学習センター

徳島学習センター

香川学習センター

高知学習センター

長崎学習センター

宮崎学習センター


