
放送大学　２０１９年１学期　地域に関係する面接授業一覧

科目名 講師名 科目区分 学習センター

北海道酪農の昔・今・未来
近藤　誠司
三谷　朋弘

導入科目：自然と環境 北海道学習センター

青森りんごの歴史と経済 成田　拓未 専門科目：社会と産業
発掘が語る縄文文化 小笠原　雅行 専門科目：人間と文化
青森の美術－棟方志功と縄文 蝦名　敦子 専門科目：人間と文化

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

自然災害科学 佐々木　幹夫 専門科目：自然と環境
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
縄文文化論 熊谷　常正 専門科目：人間と文化
岩手の染織とホームスパン 菊池　直子 専門科目：人間と文化
岩手の彫刻 藁谷　収 専門科目：人間と文化
歩いて見直す東北の歴史と文化 佐藤　弘夫 専門科目：人間と文化
仙台藩と城下町の商人たちの歴史 斎藤　善之 専門科目：人間と文化
仙台城を通して学ぶ城郭考古学 金森　安孝 専門科目：人間と文化
地球環境のセンサーとしての樹氷 柳澤　文孝 専門科目：自然と環境 山形学習センター
東日本の古墳とその時代 菊地　芳朗 専門科目：人間と文化 福島学習センター
茨城の農業・農村地域の特色 小野寺　淳 導入科目：人間と文化 茨城学習センター
参加と連携のまちづくり 三橋　伸夫 専門科目：社会と産業
考古学からみた古代の東国 眞保　昌弘 専門科目：人間と文化
ミヤコタナゴと環境保全 上田　高嘉 専門科目：自然と環境
日光戦場ヶ原と周辺の植生動態 大久保　達弘 専門科目：自然と環境

国有林野の生物多様性復元事業
河合　明宣
長浜　陽介

専門科目：社会と産業

富岡製糸場と絹遺産群の軌跡 田中　修 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
秩父の祭り 柳　正博 導入科目：人間と文化
埼玉県北部の祭り 飯塚　好 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
宮本　直樹
池尻　篤

導入科目：人間と文化

映画と地域づくり－映画の可能性
木全　義男
竹石　研二
舟橋　一浩

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：　

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：　

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 長谷川　亮一 導入科目：社会と産業
土木の観光 八馬　智 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

潮だまりの海藻（藻類学基礎編） 宮田　昌彦 導入科目：自然と環境
風土記をひもとく 兼岡　理恵 専門科目：人間と文化

美と知性の宝庫－足立
鶴岡　明美
多田　文夫

導入科目：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

武蔵野台地の自然史－多摩
新田　梢
小田島　庸浩
安井　万奈

導入科目：自然と環境 東京多摩学習センター

埼玉学習センター

八戸サテライトスペース

青森学習センター

岩手学習センター

宮城学習センター

栃木学習センター

群馬学習センター

千葉学習センター

東京足立学習センター
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科目名 講師名 科目区分 学習センター

「武蔵国」の民俗とくらし
鈴木　洋平
中里　亮平
前野　清太朗

総合科目：　 東京多摩学習センター

里山の植物と植生 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
日本の近代化と横浜の人びと 西川　武臣 専門科目：人間と文化
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
多様な植物群落とその生育環境 持田　幸良 専門科目：自然と環境
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

「富山のくすり」と和漢薬
紺野　勝弘
加藤　敦

専門科目：生活と福祉

歴史と経済―近代富山を振り返る 根岸　秀行 専門科目：社会と産業
建築・町並・景観の意味・歴史性 松政　貞治 専門科目：人間と文化
北陸方言の語彙分布の諸相 加藤　和夫 専門科目：人間と文化
金沢城と古代聖域の復元画制作 末松　智 専門科目：人間と文化
はじめての地震学－石川県で学ぶ 平松　良浩 専門科目：自然と環境
ズワイガニの経済学 東村　玲子 専門科目：社会と産業 福井学習センター
ワインの基礎知識 柳田　藤寿 専門科目：社会と産業 山梨学習センター
植物の性と繁殖システム 菅原　敬 専門科目：自然と環境 長野学習センター

岐阜の歴史－信長＆鵜飼－

中島　雄彦
高橋　方紀
西尾　明泰
望月　良親
大塚　清史

専門科目：人間と文化

高木貞治と現代の数学 室　政和 専門科目：自然と環境
健康長寿と食品 衛藤　英男 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 愛知学習センター
伊勢湾岸の古代遺跡 岡田　　登 専門科目：人間と文化
探究手法入門：古生物学を題材に 大野　照文 専門科目：自然と環境
町歩きで学ぶ歴史地理（京都）２ 安藤　哲郎 専門科目：人間と文化
近江の古民家 石川　慎治 専門科目：人間と文化
みどりの町づくり 森本　幸裕 専門科目：社会と産業
日本茶道史概説 生形　貴重 専門科目：人間と文化
森林生態系と生態系サービス 徳地　直子 専門科目：自然と環境
考古学の基礎 長友　朋子 専門科目：人間と文化
住吉大社御田植神事 北村　毅 専門科目：人間と文化
能を読み解く 天野　文雄 専門科目：人間と文化
日本の植物と私たちの暮らし 片山　雅男 専門科目：自然と環境
上方講談と大坂の陣 高橋　圭一 総合科目：　
聖武天皇を中心とした奈良時代史 寺崎保広 導入科目：人間と文化
「奈良のシカ」の社会学 渡邉　伸一 専門科目：社会と産業
奈良県の万葉歌を読む 坂本　信幸 専門科目：人間と文化
奈良県の万葉歌を読む 坂本　信幸 専門科目：人間と文化

高野山学入門
櫻木　潤
佐藤　隆彦
松長　恵史

基盤科目

和歌の浦・玉津島社の歴史的考察 藤本　清二郎 専門科目：人間と文化

日本一の梅の里で始める梅学実践

野畑　昭弘
田中　一朗
長瀬　一也
岩本　恵子

総合科目：　

植物の進化と多様性 須貝　杏子 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
福山藩と地域社会 八幡　浩二 専門科目：人間と文化 福山サテライトスペース
モラエスの徳島 宮崎　隆義 導入科目：人間と文化
先史時代の地域史－徳島－ 中村　豊 専門科目：人間と文化

四国遍路、その歴史と魅力
北山　健一郎
松岡　明子

専門科目：人間と文化 香川学習センター

室戸ジオパークで学ぶ地球科学 吉倉　紳一 専門科目：自然と環境 高知学習センター

神奈川学習センター

富山学習センター

石川学習センター

岐阜学習センター

静岡学習センター

三重学習センター

滋賀学習センター

京都学習センター

大阪学習センター

奈良学習センター

和歌山学習センター

徳島学習センター
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科目名 講師名 科目区分 学習センター
佐賀市地域資源の再評価 山下　宗利 総合科目：　 佐賀学習センター
幕末の長崎を英語で読み解く 小笠原　真司 基盤科目：外国語
明治期長崎が求めた「手書き力」 鈴木　慶子 専門科目：人間と文化

五島灘洋上実習
森井　康宏
山脇　信博

専門科目：自然と環境

伝統文化にみる南・北九州の比較 中村　周作		 専門科目：人間と文化 宮崎学習センター

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

鹿児島湾洋上実習
東　隆文
三橋　廷央
山中　有一

導入科目：自然と環境

黒田清輝と日本近代洋画の展開 山西　健夫 専門科目：人間と文化
琉球語概説－しまくとぅばを識る 下地　賀代子 基盤科目
憲法と沖縄 高良　鉄美 導入科目：社会と産業
沖縄から海と地球を考える 松本　剛 導入科目：自然と環境
沖縄の民俗文化 萩原　左人 専門科目：人間と文化
琉球の人とサンゴ礁 渡久地　健 専門科目：人間と文化

沖縄学習センター

長崎学習センター

鹿児島学習センター
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