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この図書目録は，放送大学が平成 28 年度（平成 28 年 4 月～ 29 年 3 月）
に学部・大学院で開設している約 340 科目の印刷教材を始め，放送大学
の講義は終了したものの引き続き好評をいただいている印刷教材（アン
コールブックス），及び放送大学の DVD/ビデオ・メディア教材などをご
紹介するものです。
放送大学は，テレビ，ラジオ，インターネットを通じて，誰でも学べ
る大学です。そのカリキュラムは，既存の学問分野にとらわれない構成
となっており，学際的な科目も豊富に用意されています。
また，印刷教材の執筆者は，放送大学の専任教員のほか，全国の国公
私立大学等から各専門分野の適任者が選ばれており，どの教材もレベル
の高い内容を幅広く盛り込みながら，わかりやすいものとなっています。
このため，放送大学以外の多くの大学や短期大学などでも，講義のテ
キストとして採用されています。また，学生の副読本，一般の教養書，
あるいは図書館の蔵書としても広く利用されています。
皆様の生涯学習のパートナーとして，放送大学の教材をぜひご活用く
ださい。

一般財団法人

放送大学教育振興会

〒 105―0001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 14 番 1 号 郵政福祉琴平ビル 3F
TEL.03（3502）2750（代） FAX.03（3592）2482 振替＝00110―5―405816
http://www.ua-book.or.jp
E-mail : spua@ua-book.or.jp
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〈ご案内〉
⑴

放送大学印刷教材は，原則「15 章」構成（各章 14～16 頁程度）
他大学におけるテキスト（教科書）に相当するもので，各科目の
重要ポイントが章ごとにコンパクトにまとめられ，効果的な学習が
できるよう構成されています。

⑵

凡 例
商品番号，書名，放送教材のメディア（テレビ・ラジオ），版型，
頁数，初版発行年，ISBN コード，著者名（役職），内容紹介，定
価の順に記載されています。また，2016 年度の新刊には 新 刊 と表
示してあります。
①ご注文の際は，商品番号を明示してください。
②〔改訂版〕などの表示について
放送大学の講義は通常４年間開講されますが，閉講後，引き続
き同じ科目名で開講する場合に，教材内容の一部を改変して使用
することがあります。その場合には，書名の後に次のような表示
を付けて区別しています。
●同一書名・同一著者の場合…「改訂版」→「三訂版」→「新版」
●同一書名・著者変更の場合…「新訂」や「改訂新版」
●外国語科目の場合…開設年度を表示（例：韓国語Ⅰ（’
16））
③著者名は，主任講師のみを掲載しています。
著者の役職は，最新刷版の発行日現在，または 2016 年 3 月現
在で記載しています。また，放送大学印刷教材は，主任講師のほ
か，科目によっては分担執筆者が加わっていますが，紙幅の都合
で割愛させていただきました。
④太字「テレビ」は，当該科目の DVD/ビデオ教材が頒布されてい
ることを示しています。

⑶

購入方法につきましては，巻末（p.160）をご覧ください。

☆定価表示について
（例）〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉
のように表示してあります。
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学校臨床心理学・地域援助特論 ……102
臨床心理学研究法特論〔新訂〕………103
発達心理学特論 ………………………103

現代社会心理学特論〔改訂版〕 ………103
投影査定心理学特論 …………………103
家族心理学特論〔三訂版〕 ……………104
精神医学特論〔新訂〕 …………………104
障害児 ･ 障害者心理学特論〔新訂〕…104

社会経営科学プログラム
公共哲学 ………………………………105
行政裁量論 ……………………………105
日本の技術・政策・経営 ……………105
地域の発展と産業〔改訂版〕 …………106
社会的協力論 ―協力はいかに生成され、
どこに限界があるか― ……………106

20 世紀中国政治史研究 ………………106
パーソナル・ネットワーク論 ………106
自治体ガバナンス ……………………107
環境工学〔新訂〕………………………107
人的資源管理 …………………………107

10

目次

人文学プログラム
人類文化の現在：人類学研究 ………108
道を極める
………………108
―日本人の心の歴史―

東アジアの歴史と社会 ………………108
美学・芸術学研究 ……………………109
アフリカ世界の歴史と文化
………109

国文学研究法 …………………………109
日本史史料論 …………………………109
ことばとメディア
…………………110
―情報伝達の系譜―

中世・ルネサンス文学 ………………110

―ヨーロッパ世界との関わり―

情報学プログラム
21 世紀メディア論〔改訂版〕…………111
知的創造サイクルの法システム ……111
音楽・情報・脳 ………………………111
ソフトウェア工学 ……………………112
情報学の新展開 ………………………112

コンピューティング
―原理とその展開―

…………………112

データベースと情報管理〔改訂版〕 …112
研究のための ICT 活用 ………………113

自然環境科学プログラム
現代生物科学
―生物多様性の理解―

………………114

地球史を読み解く ……………………114
宇宙・自然システムと人類 …………114
現代物理科学の論理と方法 …………115

物質環境科学〔新訂〕…………………115
数理科学
………………………115
―離散モデル―

計算論〔改訂版〕 ………………………115

目次
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社会調査法 ……………………………116
言葉と教育〔改訂版〕 …………………116
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生涯学習と自己実現〔新訂〕…………116
発達障害児の心と行動〔改訂版〕 ……116
生徒指導〔新訂〕………………………117
教育社会学〔新版〕……………………117
基礎教育学 ……………………………117
大学と社会 ……………………………117
道徳教育論〔新訂〕……………………117
現代の教育改革と教育行政 …………117
授業研究と学習過程 …………………117
教育と社会 ……………………………117
特別支援教育基礎論〔新訂〕…………118
特別支援教育総論〔新訂〕……………118
臨床心理学 ……………………………118
教育心理学 ……………………………118
児童心理学 ……………………………118
生涯発達心理学 ………………………118
臨床心理学概説〔改訂版〕 ……………118
カウンセリング概説〔改訂版〕 ………118
精神分析入門 …………………………119
社会心理学の基礎と応用 ……………119
教育心理学概論 ………………………119
スクールカウンセリング〔改訂版〕 …119
生命と人生の倫理 ……………………119
社会の中の科学 ………………………119
功利主義と分析哲学
…………………119
―経験論哲学入門―
日本語の歴史〔新訂〕…………………119

コミュニケーション論序説 …………120
アジアと漢字文化 ……………………120
日本語からたどる文化 ………………120
世界の名作を読む〔改訂版〕
…………120
＜MP3CD 付＞

日本の近代 ……………………………120
考古学と歴史 …………………………120

ヨーロッパの歴史〔新訂〕……………120
日本の中世 ……………………………120
中国社会の歴史的展開 ………………121
アメリカの歴史と文化 ………………121
日本近現代史 …………………………121
地中海世界の歴史
…………………121
―古代から近世―
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……………121
―中世から近代―

応用音楽学 ……………………………121
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文化人類学 ……………………………122
人類の歴史・地球の現在
………122
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現代の生活問題〔改訂版〕 ……………122
ファッションと生活 …………………122
食品の安全性を考える〔改訂版〕 ……122
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現代の行政〔改訂版〕 …………………123
政治学入門〔改訂新版〕 ………………123
比較政治学〔改訂版〕 …………………124
政治学入門〔新訂〕……………………124
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124
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2016 年度

新刊一覧
※商品番号 s は大学院科目

商品番号

書

1109

発達科学の先人たち

1110

学校と法〔改訂版〕

名

―「権利」と「公共性」の衝突―

1111

カリキュラムと学習過程

1613

心理臨床とイメージ〔改訂版〕

1612

乳幼児心理学〔改訂版〕

1614

心理臨床と身体の病

2051

西洋哲学の起源

2052

経験論から言語哲学へ

2601

上田秋成の文学

2604

世界文学への招待

2602
2607

日本語リテラシー
Walking with Writers

2605

ラテン語の世界

2606

音を追究する

3735

博物館展示論〔新訂〕

著 者
岩永 雅也
星
薫

定価（税込） 掲載頁
2,484 円

16

仰

2,484 円

17

浅沼
茂
奈須 正裕
小野けい子
佐藤 仁美
山口 真美
金沢
創
小林真理子
荻野 弘之
桑原 直己
勢力 尚雅
古田 徹也
長島 弘明
宮下 志朗
小野 正嗣
滝浦 真人
井口
篤

2,916 円

17

2,700 円

25

3,024 円

25

2,484 円

27

3,240 円

29

2,916 円

29

2,700 円

32

3,132 円

32

2,700 円

33

3,132 円

34

3,024 円

35

3,132 円

35

3,348 円

39

3,132 円

40

坂田

―A Literary Journey around England―〈CD 付〉ステュウット・ヴァーナムーアットキン
ヘルマン・ゴチェフスキ

大橋
佐藤
稲村
大髙
端山

理枝
仁美
哲也
幸
聡子

3736

博物館教育論〔新訂〕

3428

西洋芸術の歴史と理論

青山

昌文

3,348 円

41

4251

生活経済学〔新訂〕

42

生活における地理空間情報の活用

3,456 円

42

4651
4653
4652

社会福祉への招待
社会福祉と法
社会保険のしくみと改革課題

2,808 円
3,132 円
2,700 円

48
48
50

4469

看護学概説〔新訂〕

2,700 円

50

4470

基礎看護学〔新訂〕

4860

刑事法

5161

政治学へのいざない

5163

東アジアの政治社会と国際関係

5164
5160

パレスチナ問題
現代の行政と公共政策

重川 純子
川原 靖弘
関本 義秀
岩田 正美
大曽根 寛
田中耕太郎
井出
訓
井上 洋士
戸ヶ里泰典
井上 智子
白取 祐司
御厨
貴
山岡 龍一
家近 亮子
川島
真
高橋 和夫
西尾
隆

3,132 円

4252

―芸術の深く豊かな意味と力―

2,700 円

51

2,808 円

54

3,024 円

56

3,132 円

56

3,024 円
2,916 円

57
58
※税は 8％
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2016 年度

新刊一覧
※商品番号 s は大学院科目

商品番号
5162
6059
6060
5771
5772
6058
6354
6730
6732
6734
6733
6731
6735
6736
7068
7471
7472
7857
8240
9637
9638
9934
9933
9935
9979

書
権力の館を考える
社会学入門〔改訂版〕

名

著 者
御厨
貴
森岡 淸志
北川由紀彦
移動と定住の社会学
丹野 清人
現代会計
齋藤 真哉
初級簿記〔改訂版〕
齋藤 正章
目黒 公郎
地域と都市の防災
村尾
修
池田 龍彦
海からみた産業と日本
原田 順子
加藤
浩
情報学へのとびら
大西
仁
データの分析と知識発見
秋光 淳生
映像コンテンツの制作技術
近藤 智嗣
CG と画像合成の基礎
浅井紀久夫
アルゴリズムとプログラミング
鈴木 一史
黒須 正明
ユーザ調査法
高橋 秀明
身近なネットワークサービス
葉田 善章
入門微分積分
石崎 克也
岸根順一郎
初歩からの物理
米谷 民明
安池 智一
エントロピーからはじめる熱力学
秋山
良
生物環境の科学
加藤 和弘
大森 聡一
ダイナミックな地球
鳥海 光弘
韓国語Ⅰ（’
16）
〈CD 付〉
浜之上 幸
韓国語Ⅱ（’
16）
〈CD 付〉
内山 政春
学習指導と学校図書館〔改訂新版〕
堀川 照代
〔6 月刊行予定〕 塩谷 京子
情報メディアの活用〔三訂版〕
山本 順一
〔6 月刊行予定〕 気谷 陽子
学校図書館メディアの構成〔改訂新版〕
北
克一
〔6 月刊行予定〕 平井 尊士
小児看護学〔新訂〕〔6 月刊行予定〕
江本 リナ

s615

教育行政と学校経営〔改訂版〕

s616

道徳教育の理念と実践

s515

精神医学特論〔新訂〕

s812

人類文化の現在：人類学研究

s811

道を極める―日本人の心の歴史

s860

データベースと情報管理〔改訂版〕

s911
s910

地球史を読み解く
計算論〔改訂版〕

小川 正人
勝野 正章
押谷 由夫
石丸 昌彦
広瀬 宏之
内堀 基光
山本 真鳥
魚住 孝至
柳沼 良知
三輪眞木子
丸山 茂徳
隈部 正博

定価（税込） 掲載頁
4,428 円
58
2,700 円
59
2,700 円

61

3,024 円
2,592 円

62
64

3,672 円

68

2,808 円

68

3,024 円

70

3,132 円
3,024 円
3,780 円
3,132 円

72
73
74
74

3,024 円

76

3,348 円
3,240 円

76
79

3,564 円

81

3,672 円

82

3,240 円

84

3,780 円

86

3,240 円
3,240 円

89
89

3,024 円

90

3,024 円

90

3,132 円

90

4,212 円

92

3,240 円

100

3,132 円

100

3,240 円

104

3,024 円

108

3,348 円

108

2,484 円

112

3,456 円
3,132 円

114
115
※税は 8％

15

教養学部教材
◇人文系………………………………………………16
◇社会系………………………………………………42
◇自然系………………………………………………78
◇外国語………………………………………………87
◇学校図書館司書教諭資格取得に資する科目……90
◇看護師資格取得に資する科目……………………92

学 部

学 部
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人文系――教育

人 文 系

人

商品番号

1109

文

系

発達科学の先人たち
岩永
星

1105

教育学入門

―教育を科学するとは―

岡崎
永井

1095

教育史入門
森川
小玉

やダーウィン、ヴント、貝原益軒、デュル
ケム、シュタイナー、ピアジェ等の“先人
たち”を取り上げ、その代表作を精読し、
学史上の意義とそれぞれの学問への貢献、
さらには今日的意味等を理解していく。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉
ラジオ・A5・240 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31536―7

C1337

友典（放送大学准教授）
聖二（放送大学客員教授・東京成徳大学教授）

教育は、人間の成長・発達が、社会の多様
な領域、特に社会構造と文化に規定されつ
つも、より望ましい形に方向づける。教育
学は、教育現象を学問的に探求し、理論・
体系化する。本書は、教育の歴史、教育思
商品番号

ラジオ・A5・240 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31596―1 C1337

雅也（放送大学教授）
薫（放送大学客員准教授）

ともに発達科学に属する心理学と教育学に
は共通する部分が極めて多い。そうした学
習の土台となる考え方や知識のエッセンス
は、その多くがそれぞれの学の歴史に一時
代を画す " 巨人たち " の業績の中に凝集さ
れている。アリストテレスの心理学的側面
商品番号

◇教
育
◇心理・発達
◇哲学・思想・宗教
◇文学・日本語・言語文化
◇歴史・地理・文化・芸術

想・哲学、心理学、社会学など人文・社会・
自然の諸科学が蓄積してきた教育の理論を
概説し、教育現象を科学的に捉える基本的
な知識と技術（方法）について講じる。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
ラジオ・A5・224 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31334―9

C1337

輝紀（放送大学客員教授・福山市立大学教授）
重夫（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

教育という営為は、広義に捉えれば、人類
の歴史とともに古いとも言うことができ
る。その教育の歴史を、西洋と日本という
二つの視点から、それぞれ概観する。教育
学や教育史についての深く専門的な知見を
学ぶ前提として必要な、教育に関する歴史

的考え方の基礎を身に付ける。第 1 章から
第 6 章までは西洋教育史を中心に、第 7 章
から第 14 章までは日本教育史を中心に扱
う。第 15 章は今日の世界と日本の教育を
扱うとともに、全体のまとめを行う。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

人文系――教育
1106

教育の社会学
近藤
岩井

1099

1110

ラジオ・A5・236 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31597―8 C1337

―「権利」と「公共性」の衝突―

仰（放送大学客員教授・日本女子大学教授）

価値観の多様化を受けて、学校教育の在り
方、教員の言動等に対する法的視点からの
異議の申立てが増加する傾向にある。教育
紛争を司法の場で解決しようとする傾向も
勢いを増している。その一方で、「学校運
営に法は不要である」とする旧態依然とし
た考え方が存在していることも事実であ
1111

る。本書では、法的視点から学校教育の現
在を分析することに主眼をおき、学校事故
等、現実の裁判例を取り上げ、学校（教員）、
保護者、地域住民という教育主体間の関係
について、法というプリズムを通して分析
を進めていく。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

カリキュラムと学習過程
浅沼
奈須

C1337

育の統治のあり方を見直すために、学校教
育制度、教育行政手法等も大きく改革しよ
うとする特徴をもつ。本書では、国レベル
の教育政策の変化と主要な領域の教育改革
を概説し、その取り組みの課題を考えていく。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

学校と法〔改訂版〕
坂田

商品番号

ラジオ・A5・256 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31530―5

正人（放送大学教授）
雅也（放送大学教授）

2000 年前後からの大きな社会経済・政治の
変動の下で教育政策が変化し、多様な教育
改革が試みられている。今次の教育改革は、
教育の構造改革と称され、学力観の転換や教
育課程の見直しとともに、教育活動とその
成果を誰がどのように管理するかという教
商品番号

解読できるかを、身近なテーマを設定して
解説する。20 世紀後半に構築してきた教育
社会学の代表的な概念や問題設定がどの程
度有効であるかを確かめ、新しい時代の動
きの中で何が求められているかを考察する。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

日本の教育改革
小川
岩永

C1337

博之（放送大学客員教授・大阪大学大学院教授）
八郎（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

教育社会学は、教育事象の社会的側面を扱
う学問分野として、20 世紀後半の世界的
な教育拡大とともに学際的な発展を遂げて
きた。本書では、マクロな社会変化を背景
に教育社会学のアプローチの特色を説明し、
その観点から現代の教育事象がどのように
商品番号

テレビ・A5・268 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31537―4

学 部

ラジオ・A5・256 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31598―5 C1337

茂（放送大学客員教授・東京学芸大学教授）
正裕（放送大学客員教授・上智大学教授）

優れた学習の成立には、優れたカリキュラ
ムが必要不可欠である。カリキュラムは、
部分的知識の集合ではなく、個々人の学習
過程の根幹をなす哲学であり、有機的な組
織体の生きた学習経験である。カリキュラ
ムは、子どもの主観性の中に生じる変化を

探ることによって明らかになる。優れた学
習は、生きた人間の感情とその感情を取り
巻く知識や技能の道具立てによって決ま
る。優れた教師の優れた実践の理想は、一
人ひとりの学びの中において実現する。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

人 文 系

商品番号

17

学 部

18

人 文 系

商品番号

1101

人文系――教育

道徳教育の方法
堺

1107

C1337

正之（放送大学客員教授・福岡教育大学教授）

そもそも道徳とは何か、道徳を学校で教育
することの意味、日本における道徳とその
教育の歴史、そして現在、道徳はどのよう
に教育され、これからどのように教育され
るべきか、といった観点から、道徳教育の
基本的な考え方や概念を学ぶ。①道徳教育
の基礎となる概念、理論、歴史についての
商品番号

ラジオ・A5・236 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31532―9

知識、②小中学校の教育課程における道徳
の位置づけと道徳教育の目標・内容の理
解、③道徳教育の計画の意義、道徳の時間
の指導過程や指導方法に関する基本的事項
の理解、を目標とし、これらを達成する中で、
自分自身の道徳観・道徳教育観を深めていく。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

現代日本の教師―仕事と役割― ISBN978―4―595―31590―9
ラジオ・A5・252 頁 ’
15

C1337

油布佐和子（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
一般に「教師」について学ぶときは、義務
教育段階の教員を念頭におくことが多い
が、本書は、幼稚園教諭、高校教師も含め
たそれぞれの学校種で、教師がどのような
状況の下でどのような課題に取り組んでい
るかを解説していく。社会の変化や教育改
革により、学校や教師を取り巻く環境は大
商品番号

1108

幼児教育の指導法
師岡

1086

ラジオ・A5・248 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31591―6

指導法を考察する。また、幼児期の教育に
活用すべき情報機器とその取り扱い方法を
検討する。さらに、幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続を図るための方法を考察
し、まとめとして、保育方法の改善に資す
る教師の協力体制のあり方を考える。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

児童・生徒指導の理論と実践
住田
岡崎

C1337

章（放送大学客員教授・白梅学園大学教授）

保育内容の指導法、及び幼児期の発達特性
を踏まえた教育の方法に関し、情報機器の
活用を含めて解説する。まず、幼稚園教育
要領および幼児期の発達特性を踏まえた教
育のあり方とその方法の基本について検討
する。次に、幼児期の教育を担う保育現場
の現状と課題を整理し、主たる保育内容の
商品番号

きく変化しており、これを踏まえて、現代
社会での教育の役割（教師の役割）を考察
し、教師という職業への理解と、動機づけ
に寄与することを目的とする。教師に課せ
られた期待と課題について整理・検討し、
求められる教師像について考える。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

テレビ・A5・248 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31237―3

C1337

正樹（放送大学名誉教授）
友典（放送大学准教授）

児童 ･ 生徒指導は学習指導とともに学校教
育の重要な機能であり、児童 ･ 生徒（幼児
を含む）の人間性の発達を目的とする教育
活動である。本書では、学校教育活動の基
本的単位である学級集団に焦点を合わせ、
学級集団において教師が児童 ･ 生徒を指導

し、支援していくための諸方法について考
察する。とくに児童 ･ 生徒の理解の方法、
学級集団活動、児童 ･ 生徒の問題行動、学
校の指導体制といった実践的な問題を中心
に考察していく。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

人文系――教育
1092

現代の生涯学習
岩永

1091

1094

る。特に家庭と学校が地域住民の諸組織や
機関との連携協力により、地域社会を教育
の視点から再生・創造させる条件について、
全国の具体的な事例をとおし、現代日本の
教育課題として解説する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
ラジオ・A5・244 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31333―2

ていくのである。家庭教育を家族集団のな
かでの子どもの発達に関わる事象として広
義に捉え、子どもの発達過程およびその発
達過程に関わる諸問題、また親の問題、家
族の問題をも取り上げて実証的に考察して
いく。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

乳幼児の保育・教育〔新訂〕
―乳幼児を育てるということ―

岡崎
梅澤

C1337

正樹（放送大学名誉教授）

家族は子どもが生まれると同時に所属する
集団であり、子どもの発達にとっても最も
基礎的、かつ重要な集団である。子どもが
家族集団のなかで習得した価値・規範や思
考・行動様式は、その後の子どもの発達を
大きく規定し、方向づけていく。家族は子
どものベースを形成し、一定の方向に向け
1100

C1337

友典（放送大学准教授）
英房（放送大学客員教授・國學院大學教授）

家庭教育論
住田

商品番号

テレビ・A5・272 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31330―1

―地域教育社会学―

家庭崩壊や学校崩壊などのセンセーショナ
ルな教育問題は、家庭や学校単独で起きる
現象ではない。人間の成長・発達といった
社会的な教育を担う家庭・学校と人間の共
同生活の場面としての地域社会との関係
を、生涯学習・教育の視点から明らかにす
商品番号

勢、および知識を理解していく。日本の生
涯学習を考える上で、他の諸国の生涯学習
の現状も紹介していく。そして、現在どの
ような技術が生涯学習に利用されている
か、近い将来どのような技術の利用が可能
なのか多角的に検討していく。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

地域社会の教育的再編
岡崎
夏秋

C1337

雅也（放送大学教授）

広く人口に膾炙し、さまざまな場面で標語
の一部とされることの多い生涯学習を基本
概念から問い直し、人の生涯にわたる発達
と生涯学習との関わりについて理解し、そ
れによって自らの知的生活をより高めるこ
とを可能にしていく。また、社会教育行政
に携わるにあたっての基本的な考え方と姿
商品番号

ラジオ・A5・260 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31331―8

ラジオ・A5・224 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31531―2

C1337

友典（放送大学准教授）
実（放送大学客員教授・埼玉学園大学教授）

本書では、まず乳幼児を育てることの意味
を問い直し、家庭や保育所、幼稚園の存在
意義を確認し、保育・教育の基本概念を整
理する。さらに乳幼児の発達的特徴、その
歴史的展開と現状を把握し、具体的場面で

の援助のあり方を考察する。環境や遊びを
通しての保育・教育、言葉の発達、表現活
動、また児童文学、多文化共生等の側面か
ら、習得すべき知識・技術について学ぶ。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

19

学 部

20

人 文 系

商品番号

1088

人文系――教育

子ども・若者の文化と教育
武内
岩田

1098

C1337

清（放送大学客員教授・敬愛大学教授）
弘三（放送大学客員教授・武蔵野大学教授）

現代の子どもや若者（青年）は、どのよう
に成長して一人前の大人になっていくの
か。そこにどのような人やエージェント
（機関）が関わり、社会化や教育が行われ
るのか。また、子ども・青年は独自の文化
をつくり、自ら社会化する側面もある。本
商品番号

ラジオ・A5・232 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31239―7

書は、子どもや若者が成長し、教育される
具体的な場面や集団（家族、友人、学校、大
学等）を取り上げ、学びの内容（学力や価
値形成）にも言及しながら、子ども・若者
の成長と教育の社会的側面を明らかにする。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

肢体不自由児の教育〔改訂版〕

テレビ・A5・212 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31460―5

C1337

川間健之介（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）
西川 公司（放送大学客員教授）
近年、肢体不自由特別支援学校等において
は、在学者の障害の重度・重複化、多様化
の傾向が顕著になってきており、幼児児童
生徒一人ひとりの実態に即した指導上の創
意工夫が、より一層求められている。本書
では、肢体不自由児の教育に必要な基礎
商品番号

1104

知的障害教育総論〔新訂〕
太田
藤原

1102

ラジオ・A5・240 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31535―0

得を目指す方々や、知的障害教育を学び始
めた方々を主な対象に、知的障害とその周
辺領域にいる幼児児童生徒の教育とその実
際について、今日的で、かつ基本的な内容
を学ぶことができる。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

特別支援教育基礎論〔改訂新版〕 ISBN978―4―595―31533―6
ラジオ・A5・280 頁 ’
15

安藤

C1337

俊己（放送大学客員教授・関東学院大学教授）
義博（放送大学客員教授・創価大学教授）

本書は、近年、入学する児童生徒が急増し
ている「知的障害特別支援学校」等におけ
る教育について、その教育課程・指導法に
関する内容に加え、知的障害等の心理的側
面の内容についても学修できる知的障害教
育の総論である。特別支援学校教諭免許取
商品番号

的・基本的事項について、教育の実際を概
観しながら、その生理・病理と心理、教育
課程、指導法等について理解し、障害の状
態等の多様な肢体不自由児に対する教育の
基礎的・基本的な知識を身につける。
〈本体 2,000 円＋税 8％：定価 2,160 円〉

C1337

隆男（放送大学客員教授・筑波大学教授）

本書は、特別支援教育の理念と本質を理解
してもらうために、①わが国の特殊教育の
理念、制度及び展開、②特別支援教育の理
念、制度、③特別支援教育の各形態等（特
別支援学校、特別支援学級、通級による指
導、地域支援）における教育の現状と課題、
④インクルーシブ教育システム構築と特別

支援教育、についてそれぞれ詳しく解説す
る。さらに、個の教育的ニーズに応じた教
育が展開できるようにするため、特別支援
教育に係る理念、本質について、社会的、
制度的、経営的な事項に関わる基礎的な内
容について理解を深める。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

人文系――教育
1103

特別支援教育総論〔改訂新版〕
柘植
木舩

ラジオ・A5・240 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31534―3

C1337

雅義（放送大学客員教授・筑波大学教授）
憲幸（放送大学客員教授・大谷大学教授）

特別支援教育では、特別支援学校や幼稚園、
小学校、中学校及び高等学校等において、
様々な障害のある幼児児童生徒一人ひとり
のニーズに応じた適切な指導と支援が求め
られている。本書では、特別支援教育の理
念・制度等、及び特別支援教育の対象であ

るそれぞれの障害の理解と指導内容・方法
等の基本的事項について解説する。これに
より、特別支援教育の意義や概要を理解し、
一人ひとりのニーズに応じた教育が展開で
きるようにする。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

21

学 部

22

人 文 系

商品番号

1096

人文系――心理・発達

心理と教育を学ぶために

ラジオ・A5・240 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31335―6

C1337

小川 正人（放送大学教授）
森 津太子（放送大学教授）
山口 義枝（放送大学客員准教授・日本大学准教授）
教育学、心理学、臨床心理学は、人間の発
達とそれを通して社会の有様を考える点で
は共通した学問的基盤を有する。三領域そ
れぞれの研究意義、研究方法、研究対象が
どのようなものかを解説し、三領域に共通
商品番号

1597

心理学概論
星
森

1605

テレビ・A5・216 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31338―7

C1311

薫（放送大学客員准教授）
津太子（放送大学教授）

心理学は、非常に間口の広い学問であり、
概論とはいえ、全ての心理学分野を漏れな
く紹介するのは難しい。そこで、日本の家
族、まなみさん一家が毎日の生活の中で遭
遇する具体的な心理学的問題を通し、心理
学が問題をどのように捉え、どのような方
商品番号

する考え方、重なる部分を知ることで教育
と心理について複合的な思考方法や視点を
身につける。「心理と教育」を学習する今
日的意義を考える。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

法で研究しているのか、それぞれの分野の
専門家に話を伺い、実験例などを紹介して
いく。取り上げる場面は 3 種（教育、犯罪、
産業）だが、その背景にこれらの研究の基
礎となる諸研究も紹介していきたい。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

教育心理学概論〔新訂〕

ラジオ・A5・252 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31464―3

C1311

三宅 芳雄（放送大学教授）
三宅なほみ（元放送大学客員教授）
人は生まれ落ちたときから、身の回りを探
索しながら世の中の成り立ちを理解してい
く。やがて、自分一人で学んだことを、親
や兄弟、回りの人などとの関わりの中で
徐々に拡げて、今まで遭遇したことがない
状況にも対応できるようになる。このよう
商品番号

1589

発達心理学概論
氏家
陳

な、人が賢くなる根本的な原理を見直して、
そこから人の学びを引き出す仕組みとその
効果について考える。誰に対してどういう
学びの場をデザインしたいか、あなたなり
の「教育心理学」を作り上げてほしい。
〈本体 2,100 円＋税 8％：定価 2,268 円〉
ラジオ・A5・224 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31242―7

C1311

達夫（放送大学客員教授・名古屋大学大学院教授）
省仁（放送大学客員教授・北海道大学名誉教授）

我が国の発達心理学は、欧米で生まれた理
論や方法を取り入れることから始まった
が、さまざまな分野における発達心理学の
貢献の可能性を考えるとき、日本の発達心
理学を構築していく必要がある。そのため
に、文化や歴史的背景を常に考慮しながら、

主要な理論や方法論、研究領域の研究成果
を概説する。発達心理学の主要な基礎理論
や方法論、主要な知見や応用例についての
知識を習得し、人間発達についての理解を
深めていく。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

人文系――心理・発達
1611

人格心理学〔改訂新版〕
大山

1603

C1331

泰宏（放送大学客員准教授・京都大学大学院准教授）

人格（personality）は、臨床心理学のほか、
発達心理学、社会心理学など、心理学の諸
分野に深く関わる概念である。本書では、
「人格」という概念が、心理学でどのよう
に措定され、どのように探求されているの
か、また、その変容と生成に対してどのよ
うに関わっているのかを、総括的に論じる。
商品番号

テレビ・A5・260 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31539―8

さらには、人格の生成と変容に関する社会・
文化的な背景に関しても探究をおこなう。
このように人格の諸理論に関して探求する
ことを通して、心理学的な人間理解の発想
や方法ということに関しても、深い理解を
醸成していくことをめざしている。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

心理学研究法〔改訂新版〕

ラジオ・A5・224 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31462―9

C1311

大野木裕明（放送大学客員教授・仁愛大学教授）
渡辺 直登（放送大学客員教授・慶應義塾大学大学院教授）
心理学の面白さは、その成果を知ることに
あるが、それだけではない。それは、自ら
が心理学研究を実施したり、研究の考え方
や手順を追体験したり、結果を考察するこ
と等である。この醍醐味に触れるために、
①心と行動を実証的に研究する論理はどう
商品番号

1609

学力と学習支援の心理学
市川

1604

社会心理学
森

テレビ・A5・232 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31459―9

C1311

伸一（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

近年の学力低下論争と、学習指導要領の改
訂を背景とした学力と学習支援について、
基本的な理論と実践を解説する。学習に関
する基本的な考え方には、行動主義、認知
主義、状況主義があるが、現在の教科指導
に対しては、情報処理アプローチに立った
認知主義を中心に考えることが有効。認知
商品番号

なっているか、②研究法はどのように変遷
してきたか、③方法や技法はどう工夫され
てきたか、を解説する。身近な例から基礎
的抽象的な例まで、それぞれの研究事例に
は研究法としてそれぞれの意味がある。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

理論の基礎、動機づけ、学習方略、記憶・
学習のメカニズム、文章の理解と生成、素
朴概念の克服、数学的問題解決、協同学習
などのテーマを解説する。また、評価シス
テム、学級運営、地域との交流など、学習
者をとりまく環境づくりも視野に入れる。
〈本体 2,000 円＋税 8％：定価 2,160 円〉
ラジオ・A5・264 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31463―6

C1311

津太子（放送大学教授）

人間は「社会的動物である」と言われるよ
うに、有史以来、他者との関係性の中で生
活をしてきたし、また他者の存在は常に人
間の関心事だった。本書では、著名な社会
心理学の書籍とその中に記されている研究
を、古典から最新のものまで幅広く紹介し
ながら、社会的動物である人間の行動や認

知、他者と共に生活することの意味やその
影響について考えていく。これにより、社
会心理学の主要な知見を知識として習得す
るとともに、それを日常生活に応用し、日々
の問題解決に社会心理学を利用できるスキ
ルを身につけることを目標とする。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

23

学 部

24

人 文 系

商品番号

1607

人文系――心理・発達

中高年の心理臨床
齋藤
高橋

1593

C1311

高雅（放送大学名誉教授・帝京大学教授）
正雄（放送大学客員教授・筑波大学教授）

少子高齢化の進む現在、中高年の心理臨床
においては、様々な問題が社会問題として
取り上げられている。本書では、若者から
中年への移行期における心理と諸課題、人
生半ばの過渡期（40～45 歳）における発
達課題、中年期のストレス病と危機（クラ
商品番号

ラジオ・A5・232 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31466―7

イシス）、更年期障害、うつ病、自殺等、
高齢期の精神保健、高齢者の心理臨床、パ
リアティブケア（緩和ケア）等について解
説する。また、老いをどのように生きるか、
老いの心性と特徴などについて概観する。
〈本体 2,100 円＋税 8％：定価 2,268 円〉

精神分析とユング心理学

ラジオ・A5・256 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31246―5

C1311

大場
登（放送大学教授）
森 さち子（放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）
フロイトに始まる精神分析とユングに始ま
るユング心理学は、一方では、臨床心理学
の領域を越えて、広く人文科学の基本的教
養となっていると表現できる。他方、精神
分析とユング心理学は、臨床心理学、とり
わけ心理療法の世界において、ひとつの根
商品番号

1595

認知神経科学
道又
岡田

1599

テレビ・A5・284 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31336―3

C1311

爾（放送大学客員教授・上智大学教授）
隆（放送大学客員教授・上智大学教授）

かつては人間の脳機能測定法に大きな制約
があったため、認知心理学において脳はど
うしてもブラックボックス視されがちだっ
た。しかし、認知課題を遂行中の人間の脳
活動を非侵襲的に測定する技法が開発され
て以来、認知心理学においても精神機能を
商品番号

幹となる学派を形成している。本書では、
精神分析とユング心理学がもつ「人間に関
する知」の側面と「臨床の知」の側面の両
者を視野に入れながら、その基本を理解す
ることを試みてみたい。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

認知心理学

脳のはたらきと結びつけて研究しようとす
る機運が高まり、認知神経科学という学問
分野に結実した。記憶や言語など、人間の
持つ高度な認知機能の基礎にある脳メカニ
ズムを追究した諸研究を紹介する。
〈本体 3,300 円＋税 8％：定価 3,564 円〉
テレビ・A5・384 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31401―8

C1311

高野陽太郎（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
認知心理学は、人間の心の働きを情報処理
プロセスとして理解しようとする心理学で
ある。人間は、目や耳などの感覚器官から
環境についての情報を入力し、それを様々
に処理して、環境に適応するための行動と
いう形で出力する。本書は、そうした情報
処理のプロセスについて、認知心理学では

どのようなことが明らかになってきたのか
を調べる。つまり人間の情報処理の特色に
なっている高次認知（記憶・言語・思考な
ど）の考察を中心に、心の働きの研究方法
や、認知心理学がこの研究がどのように役
立つのかということについても考える。
〈本体 3,700 円＋税 8％：定価 3,996 円〉

人文系――心理・発達
1606

認知行動療法
下山
神村

1608

C1311

晴彦（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
栄一（放送大学客員教授・新潟大学教授）

認知行動療法とは、クライエントの不適応
状態に関連する行動的、情緒的、認知的な
問題を標的とし、学習理論をはじめとする
行動科学の諸理論や行動変容の諸技法を用
いて、不適応な反応を軽減するとともに、
適応的な反応を学習させていく治療法であ
商品番号

テレビ・A5・248 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31465―0

る。近年、エビデンス・ベイストの考え方
に基づき、うつ病や恐怖症などに適応され、
広く推奨されるようになっている。本書は、
認知行動療法の基本的な考え方と、様々な
実際例を学ぶものである。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

心理臨床の基礎〔改訂版〕

ラジオ・A5・228 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31467―4

C1311

小野けい子（放送大学教授）
善意や情熱のみに基づく援助とは異なる、
人の心の理解に基づく心理臨床について、
その歴史や基礎となる理論を学ぶ。心理臨
床の基礎理論であるライフサイクル論、新
しい精神の科学と精神医学、学習理論・認
知理論、深層心理学理論について解説する
とともに、臨床心理アセスメント、力動的
商品番号

1613

心理療法、ユング派心理療法、パーソン・
センタード・アプローチ、認知行動療法、
遊戯療法、そしてコミュニティ心理学を基
盤とするコミュニティ援助の理念について
解説する。臨床心理学を学ぶ上で身につけ
るべき心理臨床の基礎を概説する一冊。
〈本体 2,100 円＋税 8％：定価 2,268 円〉

心理臨床とイメージ〔改訂版〕

テレビ・A5・200 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31601―2 C1311

小野けい子（放送大学教授）
佐藤 仁美（放送大学准教授）
心理臨床の現場においては、クライエント
自身の心的現実が重要である。夢、描画、
造形作品といったイメージ表現は、客観的
現実よりも、その人の心的現実を、その人
自身を雄弁に語っている。心理療法という
と言葉によるものを想像されることが多い
商品番号

1612

乳幼児心理学〔改訂版〕
山口
金沢

が、心理療法の方法として言葉のみならず、
夢、描画、造形、即興劇、詩歌といったイ
メージも用いられる。こうしたイメージを
用いた心理療法について紹介し、心理臨床
の中でのイメージの役割について論じる。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉
テレビ・A5・256 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31599―2 C1311

真美（放送大学客員教授・中央大学教授）
創（放送大学客員教授・日本女子大学教授）

視覚と聴覚という基礎的なメカニズムの発
達から、社会性の萌芽や言語の発現へと続
く乳幼児の心理の発達段階について、最新
の知識を踏まえながら解説する。乳幼児に
おける心理メカニズムの発達、乳幼児を対
象とした心理学の方法を学ぶ。実際の実験

場面を検討しながら、子どもたちの持つ意
外な潜在能力について理解を深めつつ、発
達には何が必要なのかを理解し、これらの
心理学の知識を生かした、現場での実践に
ついて学習する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

25

学 部

26

人 文 系

商品番号

1594

人文系――心理・発達

乳幼児・児童の心理臨床〔新訂〕ISBN978―4―595―31247―2
テレビ・A5・200 頁 ’
11

山口

子どものための援助の気持ちを、実際の心
理臨床場面ではどのように実現しているの
かを、「対象である乳幼児期、児童期の子
どもは何を感じ、どのように世界を体験し
ているのか」「援助者である大人が、子ど
ものこころを理解し、共感的な関わりを行
うためにはどのような努力が必要なのか」
商品番号

1600

ラジオ・A5・228 頁 ’
13

1591

心理統計法
大澤
神宮

1610

する、心と体の様々な問題を指摘しながら、
樹木が上に伸びると同時に下への根が張ら
れるように成長を上下から眺め、この時期
をどう生き抜いていくのか、それを取り巻
く親や先生の役割なども考察する。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉
テレビ・A5・272 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31244―1

うに説明する。これにより、統計法の基本
的な考え方と方法を理解でき、具体的な問
題に対して、その目的に沿って問題を分析
し、その数量的な把握と統計的な検討から
適切な解決を導く力が身につく。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

心理カウンセリング序説〔改訂版〕ISBN978―4―595―31538―1
ラジオ・A5・212 頁 ’
15

大場

C1311

光（放送大学客員教授）
英夫（放送大学客員教授・金沢工業大学教授）

心理学とその関連領域の対象を数量的に把
握し、そのデータを統計分析して、目的と
する意味ある情報を得るための統計法の基
本的な考え方と方法を、数式、例題、図な
どを駆使して解説する。また、Excel など
の分析ツールを利用して、実際に使えるよ
商品番号

C1311

仁美（放送大学准教授）
喜文（放送大学客員教授・西九州大学大学院教授）

思春期・青年期について、発達的側面・医
学（病理）的側面から捉え、その対応につ
いて家庭・学校・社会のなかでの若者の姿
を多角度からアプローチし、思春期・青年
期の特徴を内面と外面から理解する。思春
期・青年期を経て大人に移行する間に発生
商品番号

を学んでいく。乳幼児期・児童期の発達を
知ること、遊戯療法の理論と実際、箱庭療
法の理論と実際、子どもとのさまざまな関
わりの実際を知ること、さらに教育現場の
カウンセリングの実例も示しながら、子ど
もの心理臨床についての考えを深めていく。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

思春期・青年期の心理臨床〔改訂版〕ISBN978―4―595―31402―5
佐藤
西村

C1311

義枝（放送大学客員准教授・日本大学准教授）

C1331

登（放送大学教授）

現在の日本において「カウンセリング」と
いう言葉は、「受容的に話を聞くこと」程
度の意味で使われることも稀ではない。本
書は、臨床心理学的な問題や症状を抱えた
方々（クライアント）がセラピスト（＝カ
ウンセラー）の許を訪ね、自らの問題や課
題と取り組んでいく専門的な「心理療法（サ

イコセラピー）」という意味での「心理カ
ウンセリング」について系統的に解説する。
あらかじめ『心理臨床の基礎』をお読みい
ただき、さらに『精神分析とユング心理学』
へ進んでいただくと理解が一層深まるはず
である。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

人文系――心理・発達
1614

心理臨床と身体の病

テレビ・A5・248 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31602―9 C1311

小林真理子（放送大学准教授）
めまぐるしい医療技術の進歩の中で、患者
中心の医療が提唱されるようになり、患者
はその恩恵を受けると同時に、治療の選択
や意思決定が求められ、病とどう向き合っ
ていくかという課題にも直面している。そ
のような医療現場において、心理士の果た
す役割は増えていると同時に、心理士への
商品番号

1592

比較行動学
―ヒト観の再構築―

藤田

1598

交通心理学
蓮花
向井

1602

錯覚の科学
菊池

C1311

を前にして、我々はヒトという存在を動物
界の中にいかに位置づけるのかを考え直さ
なければならない。本書では、最新の研究
成果に基づいて、ヒトとは何かを考え、地
球化時代の新たなヒト観を提示する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
テレビ・A5・264 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31339―4

C1311

一己（放送大学客員教授・帝塚山大学教授）
希宏（放送大学客員教授・中京大学教授）

事故リスクの高低には交通参加者の行動と
意識が影響し、交通安全には人的要因の解
明が求められる。交通心理学の歴史と研究
成果を踏まえ、事故に関わる行動としてハ
ザード知覚やリスクテイキング行動の概
説、交通参加者の行動を分析するためのア
商品番号

ラジオ・A5・260 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31245―8

和生（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

道具をつくる・使う、言葉を話す、文化を
もつ、などはいずれもある時代のヒトの「定
義」だった。しかし、動物の研究が進むに
つれて、これらはいずれも動物にも存在す
ることが実証され、ヒトの定義はそのたび
につくり替えられてきた。こうした諸事実
商品番号

ニーズも多様になっている。本書では、医
療における心理臨床について、がん、HIV/
エイズ、周産期、生殖医療、遺伝医療、糖
尿病、脳血管障害、更年期障害といったさ
まざまな領域における患者・家族への支援
の実際について学ぶ。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

イカメラなどの研究を紹介する。子どもや
初心運転者、高齢運転者など対象別の行動
特性と教育研究を紹介する。ITS 技術など
交通問題解決のための工学的アプローチと
交通心理学との連携についても触れる。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
テレビ・A5・260 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31461―2

C1311

聡（放送大学客員教授・信州大学教授）

私たちの脳が認識する世界と、客観的な世
界にズレの生じる現象が「錯覚」である。
客観的には誤った認知であるが、必ずしも
人の認知の欠陥や能力不足のために起こる
ものではない。心理学の諸研究は、視覚や
聴覚等の知覚を中心に記憶や思考など様々
な心的過程で生じる錯覚の特徴やメカニズ

ムを解明してきた。本書はこれらの研究成
果を、心理学だけではなく多様な分野から
紹介し、錯覚が日常生活や社会、文化、芸
術に与える影響を学際的に検討する。これ
らを通して、人が世界を認識する独特の仕
組みについて理解を深めていく。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

27

学 部

人 文 系
学

28
商品番号

1601

人文系――心理・発達

色を探究する
佐藤

部

6706

問題解決の数理
怨大西

社
会
系

C1311

仁美（放送大学准教授）

ヒトは、視覚的生き物とも言われている。
また、色を通して、様々な表現をし、色彩
によって多種多様な影響を受けている。ヒ
トの言葉には、色を用いた感情や状態を表
す言葉も少なくない。たとえば、「腹黒い」
「赤っ恥」「黄色い声」「気持ちがブルー」
72
社会系――情報
など、数多くの言語表現が存在する。本書
商品番号

テレビ・A5・248 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31403―2

では、
「色」というものに、自然科学的視点・
社会文化的視点・生活環境的視点・心理的
視点など多角度からアプローチし、色の持
つ意味を解き明かしていき、最終的に我々
が住み心地・生き心地をよくする色の活用
に結びつけていきたい。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ13 新 刊
ISBN978-4-595-31434-6 C1355

仁 （放送大学准教授）

レベルの問題は計算機で解く必要があり、
身の回りを含め、社会に遍在する問題を、
そのためのソフトウエアも普及しているこ
その目的や制約条件を数理モデルで定式化
することで、計算機に問題を解かせること
とから、本書では解法の数学的詳細より、
が可能になり、手計算では解けない複雑な
具体的な問題を簡単な数式により定式化す
問題でも解けるようになる。このような方
ることに重点をおく。理解を助けるために
法は工学のあらゆる場面だけでなく、経営
多様な分野の応用例を交え解説する。
や行政の場面でも広く使われている。実用 〈定価 2,730 円(税込％)・本体 2,600 円〉

人文系――哲学・思想・宗教
2050

哲学への誘い〔改訂版〕
佐藤

2051

西洋哲学の起源
荻野
桑原

2047

近代哲学の人間像
佐藤

2052

経験論から言語哲学へ
勢力
古田

ラジオ・A5・264 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31603―6 C1310

接な関係を有する中世哲学も、西洋文化全
体の理解のために欠かせない重要な意味を
持っている。哲学の背景となる古代の自然
宗教や一神教の伝統（ユダヤ教、キリスト
教、イスラム教）との関係も視野に入れる。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉
ラジオ・A5・252 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31340―0

C1310

康邦（放送大学客員教授）

ルネッサンス以降の近代哲学について学
ぶ。まず、ルネッサンス人文主義の哲学に
おいて近代的人間がどのように捉えられた
かを見る。次にデカルトを中心に、近代科
学と、近代的人間観の関係を見、さらにイ
ギリスの哲学の経験論を代表する哲学者、
ロックとヒュームを取り上げ、ドイツ観念
商品番号

れる題材も取り上げ、そこに哲学的な見方
を導入するという方針を取る。それは、個
人の人生の問題から社会の問題、芸術の問
題に至るまで多岐にわたる。これまで哲学
に触れることがなかった人にも、哲学に触
れるきっかけを与えられる一冊である。
〈本体 3,400 円＋税 8％：定価 3,672 円〉

弘之（放送大学客員教授・上智大学教授）
直己（放送大学客員教授・筑波大学教授）

哲学を学ぶ上で、西洋哲学の源流となった
古代ギリシア思想（特にプラトン、アリス
トテレス）の理解は必須である。そこで展
開される様々な問題設定、諸概念、発想な
どは今なお哲学的思考の源泉である。また
キリスト教をはじめとする宗教思想との密
商品番号

C1310

康邦（放送大学客員教授）

哲学が敬遠される理由の一つに、その用語
や思考法が哲学専門のもので、一般の人々
の理解を拒んでいるかのように見える、と
いうことがあげられる。しかし、哲学的な
考え方に対する関心は、多くの人々の心の
中にあるはずである。そこで本書では、普
通は哲学という学問には属さないと考えら
商品番号

ラジオ・A5・320 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31469―8

論の哲学を検討し、近代哲学の古典を検討
する。そのことを踏まえた上、かつて哲学
が占めていた知的世界の多くの分野が、今
日では実証主義的科学によって奪われてい
るように見える。このような時代での哲学
の自己主張のありかたについて考える。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
ラジオ・A5・288 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31604―3 C1310

尚雅（放送大学客員教授・日本大学教授）
徹也（放送大学客員准教授・新潟大学准教授）

英語圏（英米系）の哲学としてまとめられ
る領域は、しばしば「経験論」と「言語哲学」
とに大別される。では、両者はそれぞれど
のような思考のことを指し、そして、どの
ような点で互いに接続するのだろうか。前
半では、経験論とは何かという問題を、イ

ギリス経験論の主要な論者の思考（おもに
言語・認識・社会をめぐる観察と考察）を
辿りながら検討していく。後半では、言語
哲学とは何かという問題を、経験論との関
係を主軸に置いて検討する。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

29

学 部

30

人 文 系

商品番号

2048

人文系――哲学・思想・宗教

仏教と儒教
―日本人の心を形成してきたもの―

竹村
高島

2049

ドイツ哲学の系譜
佐藤
湯浅

2046

現代哲学への挑戦
船木

本においてどのような変遷をたどったの
か、それぞれの時代の思想を辿りつつ解説
する。さらに、日本古来の思想と見なされ
る国学や神道思想についても検討を加える。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
ラジオ・A5・248 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31468―1

C1310

康邦（放送大学客員教授）
弘（放送大学客員教授・川村学園女子大学教授）

近代哲学の中心であるドイツ哲学を、それ
ぞれの分野の専門家が解説する。まずドイ
ツ哲学の源流を探り、次にカントの純粋理
性批判、実践理性批判、判断力批判、続い
てフィヒテ、シェリング、ヘーゲルのドイ
ツ観念論の哲学の古典、さらにショーペン
商品番号

C1314

牧男（放送大学客員教授・東洋大学教授）
元洋（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）

日本の思想、哲学、日本人のものの見方・
考え方には、仏教と儒教が大きな役割を果
たしていることは周知のことである。本書
では、まず仏教と儒教の源流がどのような
ものであるのかを明らかにし、それらが日
商品番号

ラジオ・A5・276 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31404―9

ハウアー、ニーチェの生哲学、フッサール、
ハイデッガーを通じて 20 世紀のドイツ哲
学を学ぶ。その内容がどのようなものであ
ったのかを学ぶとともに、その現代的意義、
さらに日本人にとっての意義を探求する。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉
ラジオ・A5・272 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31248―9

C1310

亨（放送大学客員教授・専修大学教授）

「現代哲学への挑戦」とは、20 世紀の哲学
と非哲学の関係を総括し、これからの哲学
の確かな道筋を発見しようとする試みであ
る。現代哲学を学ぶとき、現在の文化的社
会的状況についての確かな認識と、それを
超え、その中で生きる指針となるようなも
のを求めているのではないだろうか。そう

した問題意識のもとに、現代を駆け抜けて
未来へと向かう思考の方向性の提示をして
みたい。「問と思索をどのように進めて問
題の在りかを発見していくか」という哲学
的な姿勢を学び、自分なりに「いま」を見
つめるのに役立ててもらいたい。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

人文系――文学・日本語・言語文化
2590

日本文学概論
島内

2598

『古事記』と『万葉集』
多田

2591

日本の物語文学
島内

2594

和歌文学の世界
島内
渡部

ラジオ・A5・268 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31542―8

C1392

集』においても、その成立の背景を明らか
にすることで、宮廷歌謡集としてのあり方
を浮かび上がらせる。同時に、この二つの
作が、自国の文化伝統への深い自覚と省察
とにもとづいて生み出されていることを、
具体的な事例を通じて解き明かしていく。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
ラジオ・A5・212 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31405―6

C1393

裕子（放送大学教授）

『竹取物語』を最初の物語文学として、そ
の後、『伊勢物語』が生まれ、さらに「日
本文学の至宝」とまで呼ばれている『源氏
物語』が出現した。この『源氏物語』を大
きな源流として、後世、数々の物語文学が
書き継がれ、豊かな日本文学の潮流を形成
したことを本書では詳しく解き明かす。さ
商品番号

果たした役割を再認識でき、21 世紀の日
本文化を考える契機となる。本書では、刻々
と新たに生まれ出る文学作品が、誰により
どのように集約され、再生され、現代まで
読み継がれてきたかという視点に立ち、日
本文学とは何かという文学概論を展開する。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

一臣（放送大学客員教授・二松学舎大学特別招聘教授）

『古事記』と『万葉集』は、日本の古代文
学を代表する二大古典であるが、実は相互
に深い関係で結ばれている。本書は、最初
に『古事記』がどのような歴史意識によっ
て支えられているかを明らかにし、同時に
巻ごとの固有性を、その説話内容の具体的
な分析を通じて探っていく。さらに『万葉
商品番号

C1391

裕子（放送大学教授）

1300 年以上にわたる長い射程を持つ日本
文学を把握し、日本文学生成のダイナミズ
ムを実感するための明確な視点を提供す
る。文学者と作品を絞り込んで、何が日本
文学を力強く推進し、変容させる原動力と
なったかを見極める。これにより、日本文
化における文学の広汎な影響力と、文学の
商品番号

ラジオ・A5・224 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31342―4

らに日本の物語文学の全体像を学び、『源
氏物語』などの個々の物語の魅力に触れる。
また、
『源氏物語』という偉大な達成の後に、
どのような新展開があり、どのようにして
現代文学につながったのかを、江戸時代以
降の物語の状況によって見届ける。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉
テレビ・A5・244 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31470―4

C1392

裕子（放送大学教授）
泰明（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

日本文学の根幹ともいえる和歌について総
合的に学び、理解を深める一冊。和歌文学
を学ぶことによって、長い伝統を持つ日本
文学を貫いて存在する本質を洞察する。古
代から現代まで 1300 年以上にわたる長い
和歌の歴史の中で、和歌の表現や和歌に託

された人々の心はどのように変遷し、どの
ように深まってきたのかを、様々な角度か
ら、わかりやすく、かつ具体的に解説する。
ぜひとも身につけておきたい日本文学の教
養基盤を、和歌を通して提示する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

31

学 部

32

人 文 系

商品番号

2601

人文系――文学・日本語・言語文化

上田秋成の文学
長島

弘明（放送大学客員教授・東京大学教授）

江戸時代を代表する文学者の一人上田秋成
の作品を取り上げ、その文学の意義につい
て考察する。秋成は江戸時代中期（18 世
紀頃）に多く現れた多芸多能を特色とする
いわゆる「文人」の典型であり，活動は俳
諧・小説・和歌・狂歌・国学・煎茶等々の
多領域にわたる。秋成の文学を検討するこ
商品番号

2604

文学のエコロジー
宮下

ラジオ・A5・332 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31471―1

C1398

志朗（放送大学教授）
篤（放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）

ヨーロッパ文学の名作を対象に、その作品
の本質に迫る個所を取り上げ、具体的に解
説や評釈を行う。ギリシア・ローマのホメ
ロス『イリアス』、ヘロドトス『歴史』、ソ
ポクレス『アンティゴネ』、ウェルギリウ
ス『アエネーイス』、オウィディウス『変
2592

になっている。本書では、「越境・移動」、
「翻訳」、「多言語・多文化」、「戦争」、「植
民地主義」、「政治と文学」といった観点か
ら、世界の様々な地域の文学を読解し、
「世
界文学」と呼び得るような文学作品及び文
学的実践の総体の諸特性を明らかにする。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

ヨーロッパ文学の読み方―古典篇
宮下
井口

商品番号

テレビ・A5・292 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31608―1 C1397

志朗（放送大学教授）
正嗣（放送大学客員准教授・立教大学准教授）

私たちがいま生きているこの世界の現実に
対して、文学作品はどのように応答してい
るだろうか？ 人、モノ、カネが国境を越
えて移動するグローバル化の時代にあって
は、文学作品を従来のような英・米・独・
仏・露・西といった国別（いわゆる国民文
学）の枠組みで論じることがますます困難
2595

とは，江戸時代の文学の全ジャンルを検討
することと同じだといえよう。本書では，
秋成の文人としての全体像をみていくが，
とりわけ文学史上で高く評価されている
『雨月物語』
，『春雨物語』の表現や構想の
独創性については詳しく解説していく。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

世界文学への招待
宮下
小野

商品番号

ラジオ・A5・232 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31605―0 C1391

身物語』や、中世・ルネサンスの『神曲』
『デカメロン』『カンタベリ物語』『ティル・
オイレンシュピゲル』などのテクストを選
択。様々な時代の様々な作品との出会い、
古典を読む喜びを味わってほしい。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉
ラジオ・A5・288 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31407―0

C1398

志朗（放送大学教授）

本書は、通常の文学論やテクスト読解とは
異なり、「文学」を取り囲み支えてきた秩
序や制度について、その歴史を視野に収め
ながら考察する。たとえば「口承文学」、
「写
本」と「活字本」、
「著作権」、
「識字率」、
「電
子本時代の出版」といったトピックを通じ、
文学の「生態学（エコロジー）」について、

さまざまな角度から考える。「文学」につ
いて、いわば搦め手から攻めることで、あ
らためてこの言語芸術作品に興味をいだい
てもらうと同時に、「文学」がさまざまな
領域と密接に関連した存在であることを実
感してもらう。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

人文系――文学・日本語・言語文化
2597

日本語概説
月本

2602

2588

ラジオ・A5・296 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31252―6

の気持ちを表す言葉」の 3 つの視点から、
英語の発想が日本語とどのように違うかを
明らかにし、言葉によって世界の見方がど
れほど違ってくるかを考える。言葉にはそ
れぞれ表現のシステムがあり、言葉が違え
ば世界が違うことを気づく契機となる。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

日本語とコミュニケーション
滝浦
大橋

C1381

笏康（放送大学客員教授・聖徳大学教授）

言葉の使い方をまとめたのが「文法」であ
るが、不思議なことに、国文法はネイティ
ヴである我々によくわからず、英文法は必
ずしも我々が英語を学習する助けになって
いない。言葉を理解するとはどういうこと
だろうか。本書では、「ものごとを指し示
す言葉」「動作や状態を表す言葉」「話し手
2599

し組み立てるスキル（①論理トレーニング，
②言えることと言えないこと，③考えを導
く方法）、目的に応じた文章を書くスキル
（①説明文を書く，②文体と論理），レポー
トを書くスキル（①論点の整理，②調べ
る・考察する）等を取り上げ、解説する。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

言葉と発想
伊藤

商品番号

テレビ・A5・260 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31606―7 C1381

真人（放送大学教授）

日本語の文章を読むこと、書くことの基本
的実践能力を養うことを目標とする。日本
語の表記・語彙・構文法等を踏まえた基本
的な構え（①文字と表記，②和語と漢語と
外来語，③「は」と「が」の語り）、文章
を読み取って理解するスキル（①まとまり
を読む，②つながりを読む）、考えを整理
商品番号

語彙、文体など主要分野を網羅することと
し、併せて近年急速に関心を集めている方
言とそれをめぐる言語事象にも留意する。
全体として、高等学校までの学習内容を基
盤としながらも、日本語の最新の見方に接
近できるように企図するものである。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

日本語リテラシー
滝浦

C1381

雅幸（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

日本語に関するさまざまな意見は世に行わ
れているが、案外に日本語に関する正確な
知識は社会一般に共有されていない。この
ような現状に基づき、本書では現代日本語
を中心としながらも、それと対照する形で
古典語にも言及し、幅広い日本語の重要事
項を概説する。文法、音韻、文字・表記、
商品番号

テレビ・A5・244 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31541―1

テレビ・A5・248 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31543―5

C1381

真人（放送大学教授）
理枝（放送大学准教授）

普段あまり意識せずに行っている日本語を
使ったコミュニケーションに対して、コミ
ュニケーション学及び言語学の角度からア
プローチし、私たちが使っている日本語や
それを使って行うコミュニケーションを客
観的に見る視点を提供する。さまざまなコ

ミュニケーションを概観したうえで、言語
の変化ということを考えながら、日本語の
コミュニケーションの“いま”を捉え、こ
れからの日本語のコミュニケーションがど
ういう方向に進んでゆくかを考えていく。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

33

学 部

34

人 文 系

商品番号

2596

人文系――文学・日本語・言語文化

英語で描いた日本〈CD 付〉

テレビ・A5・216 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31540―4

C1382

大橋 理枝（放送大学准教授）
ジョン・ブロウカリング（元放送大学客員教授）
日本の社会や文化事象を表現した英語を学
ぶことを通して、日本について英語で説明
できるようになることが第一の目標であ
り、外部者が日本について述べた内容を理
解することを通して、日本に対する客観的
な視点を得ることが第二の目標である。さ
商品番号

2593

英語の軌跡をたどる旅〈CD 付〉
―The Adventure of English を読む―

井口
寺澤

2600

2607

ラジオ・A5・208 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31544―2

C1382

篤（放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）
理枝（放送大学准教授）

辞書を引きながら英語の文章を読むことが
できる読者を対象とし、ある程度まとまっ
た量の英文を読み進めていくことを通じ
て、英語の読解力の向上を目指すとともに、
科学的な内容を論じる英語に馴染むことを
目標とする。さらに、英文で論じられてい
商品番号

C1382

を目的とする。英語が過去 1500 年余りの
間にどのような歴史的変遷を経てきたかを
知ることで、英語に対する興味と知識の向
上につなげる。
〈本体 2,700 円＋税 8％：価格 2,916 円〉

英語で読む科学〈CD 付〉
井口
大橋

ラジオ・A5・212 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31408―7

篤（放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）
盾（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

英語の歴史について書かれた文献（Melvyn
Bragg「The Adventure of English」 か ら の
抜粋を使用）をテクストにして、中級程度
の英文の読解の練習をする。併せて英語の
歴史的変遷に関する知識を身につけること
商品番号

らに、アメリカ人が日本の文化を体験する
ことを通して感じた疑問や納得した点を知
ることにより、外国語の学習を通して新し
い観方を拓くという外国語教育の本来の目
的に最も近い学びをも実現させる。
〈本体 2,800 円＋税 8％：価格 3,024 円〉

る内容を理解することにより、特に理系を
専門としない人も、基本的な科学語彙を得
られるようにしていく。一般向けに書かれ
た自然科学分野の様々な著作からの抜粋に
基づいた内容となっている。
〈本体 3,000 円＋税 8％：価格 3,240 円〉

Walking with Writers〈CD 付〉
―A Literary Journey around England―

テレビ・A5・272 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31611―1 C1382

井口
篤（放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）
ステュウット・ヴァーナム―アットキン（放送大学客員教授／ナレーター・役者・作家）
本書は、イギリス文学に関連の深い場所を
訪ね、これらの場所で活躍した作家たちの
作品や彼らの生涯について英語で学ぶ「文
学散歩」である。イングランドを舞台とし
て執筆活動をした作家たちが、どのような

歴史的文脈において、そしてどのような風
景の中で作品を書いたのかについて理解を
深めるために、これらの作家たちと関連の
深い風景や建物を紹介する。
〈本体 2,900 円＋税 8％：価格 3,132 円〉

人文系――歴史・地理・文化・芸術
2605

ラテン語の世界

ラジオ・A5・280 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31609―8 C1387

ヘルマン・ゴチェフスキ（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
本書はラテン語「を」勉強する、つまり狭
義の言語学習というより、ラテン語「につ
いて」幅広く知識と理解を深めることを目
的とし，「文字」「発音」「文法」「言語史・
文化史」の 4 つの領域に分けて学習してい
く。ラテン語の文字は親しみがある「ロー
マ字」であるが、その成立から現代のラテ
商品番号

2606

音を追究する
大橋
佐藤

ン語の記述まで応用された字体にも言葉の
綴りにも様々な変化がある。ラテン語の発
音も、言語学の研究によって復元された「古
典の発音」を基礎とするが、歴史的に ( 例
えば教会音楽を歌う時に ) 使われた様々な
発音の問題も広く扱っていく。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉
ラジオ・A5・268 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31610―4 C1380

理枝（放送大学准教授）
仁美（放送大学准教授）

ヒトは日常生活の中で多様な音を聞き、認
識・処理している。また、音を通してさま
ざまな表現を行い、音によってさまざまな
影響を受けている。さらに、音声言語を基
本としていろいろな事柄を表現している。
本書では、物理的・生物的・精神的・文化

的・芸術的視点など多角度から音にアプロ
ーチし、音の持つ意味を解き明かしつつ、
最終的に我々が住み心地・生き心地を良く
する音の活用に結び付けていきたい。音に
対する総合的な知見を得る。
〈本体 2,900 円＋税 8％：価格 3,132 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

35

学 部

36

人 文 系

商品番号

3055

人文系――歴史・地理・文化・芸術

歴史と人間〔新訂〕
吉田
杉森

3050

日本古代中世史
五味
佐藤

3053

日本近世史
杉森

3059

日本の近現代
―交差する人々と地域―

季武

テレビ・A5・276 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31254―0

C1321

うした動向をふまえ、史跡や史料に焦点を
当てながら、日本列島の新しい古代中世史
をたどりたい。歴史の流れをつかみ、史跡
や史料を調べる中で歴史的事実をどう捉え
ていくのかを理解する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
ラジオ・A5・288 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31410―0

C1321

哲也（放送大学教授）

日本の歴史は古代・中世・近世・近代とい
う 4 つの時代に区分して捉えるのが一般的
であり、本書はこのうち近世（16 世紀後
期〜19 世紀中期）という時代について正
確に理解することを目標とする。近世は、
日本が近代化する直前の時代であり、現代
に生きる私たちが良きにつけ悪しきにつけ
商品番号

メアリ・ウルストンクラフト、ラスキンと
モリス、津田梅子、孫文などの人物を取り
上げ、その活動を追うとともに、それを調
べ探るための史料や方法、その人物の生き
た社会や時代像について解説する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

文彦（放送大学教授）
信（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

日本の古代と中世の歴史を、史跡や史料の
あり方や現代との関わりから探る。日本列
島の古代中世史像は、発掘調査の成果やさ
まざまな新資料の発見によって変わりつつ
ある。各地域の歴史の実像が掘り起こされ、
古代中世史が多元的に見直されている。こ
商品番号

C1320

光男（放送大学教授）
哲也（放送大学教授）

歴史を考える上で最も親しみやすいのが人
間の活動であることから、具体的な人物像
を通して、人間の諸活動が歴史にどう関わ
っていたのかを考察する。天武天皇と持統
天皇、西行と定家、北条泰時、李退渓、ル
イス・フロイス、豊臣秀吉、モンテーニュ、
商品番号

テレビ・A5・288 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31474―2

伝統的であると感じることの多くが形作ら
れた時代である。本書では、政治史主体の
通史という形式はとらず、都市や村落など
の地域社会に視点をすえ、史料の丁寧な読
解を通して近世という時代の特質を探ると
いう形式で理解を深めていく。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
ラジオ・A5・248 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31548―0

C1321

嘉也（放送大学客員教授・創価大学教授）

明治維新から現代に至るまで、日本の近・
現代史の基本的な流れを、国家と地域社会
の関係から概観する。私たちが生活する現
代の日本について正しく理解するためには、
現状分析とともに歴史的な考察が必要不可
欠である。特に、明治維新以降の近代史と、

それに続く現代史は重要であろう。本書で
は、中央集権化が指摘されることの多い日
本において、国家と地域社会がいかなる関
係にあったのか、特に地域社会の実態とそ
こからの視点を重視して考えてみたい。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

人文系――歴史・地理・文化・芸術
3056

韓国朝鮮の歴史
吉田

3052

C1322

光男（放送大学教授）

古代から近現代に至る韓国朝鮮の歴史につ
いて、政治と社会に焦点を当て、最新の研
究成果をもとにして、通史的な観点から論
じていく。韓国朝鮮という地域がどのよう
な経緯で形成され、現在に至っているのか、
今日の国民や民族などの存在を無批判に所
与のものとすることなく、社会の内実や同
商品番号

ラジオ・A5・284 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31545―9

歴史からみる中国

時代における人々の意識にまで入り込んで
考察を加える。日本や中国との共通性と相
違性を把握し、東アジアの中で韓国朝鮮が
もっていた社会的・歴史的特質を考える基
礎を造成していく。『歴史からみる中国』
を併読すると、理解が一層深まる。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉
テレビ・A5・256 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31409―4

C1322

吉澤誠一郎（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）
本書では最初に、今日では自明とみなされ
がちな中国史という考え方が、近代ナショ
ナリズム史観のものであることを指摘した
うえで、それでも中国史について考える意
味は何かについて論じる。続いて、古代か
ら現代に至る中国史について、今日の日本
人が知っておくべき事柄を時代順に紹介
商品番号

3054

南北アメリカの歴史
網野
橋川

3057

ヨーロッパの歴史Ⅰ
―ヨーロッパ史の視点と方法―

草光
甚野

テレビ・A5・260 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31473―5

C1322

徹哉（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
健竜（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）

先住民社会の征服、植民地化の過程で、南
北両地域ともに先住民とヨーロッパ・アフ
リカ出身者が接触し、空間的・社会的な線
引きや混淆を繰り返しつつ、独特な世界が
形成されていった南北アメリカの歴史を、
先史時代から現代まで概観する。また、20
商品番号

し、中国の歴史について全体像を把握する
ことを目指す。その際には、中国社会の地
域的・民族的な多様性が歴史にどのような
影響を与えたかという視点を重視して、今
日のナショナリズムに基づく歴史観から離
れた柔軟な見方をもてるようにしたい。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉

世紀に擡頭したアメリカ合衆国が世界に及
ぼした政治・経済 ･ 文化的影響力と、それ
に反発を含めた応答の諸相についても取り
上げる。米国・ラテンアメリカ諸国間で浮
上しつつある共通の問題も検討する。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉
テレビ・A5・268 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31546―6

C1322

俊雄（放送大学教授）
尚志（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

ヨーロッパ史（古代から近代まで）のそれ
ぞれの時代をめぐり、歴史家の間で議論さ
れてきた論争などを中心に整理しながら、
歴史認識の変遷とその方法を概観し、歴史
像がいかにして形成されてきたかを考え

る。歴史学の発展とともに歴史学がおかれ
ていた時代の中で歴史についての見方がど
のように変わってきたのか理解し、現代の
課題は何かを学ぶ。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

37

学 部

38

人 文 系

商品番号

3058

人文系――歴史・地理・文化・芸術

ヨーロッパの歴史Ⅱ

―植物からみるヨーロッパの歴史―

草光
菅

3051

3726

テレビ・A5・264 頁 ’
12

「ひと学」への招待
―人類の文化と自然―

内堀

C1325

茂（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）
仁（放送大学客員准教授・お茶の水女子大学大学院准教授）

グローバル化が進む今日、多様な人間社会
は複雑に変動し、どう認識するか課題とな
る。グローバル化の変動と対するアプロー
チの視角を、世界や日本の問題を例に解説
する。導入部分につづき、環境や景観に関
連のテーマをあげ、都市と空間へのアプロ
3727

C1322

をテーマに横断する。対象地域は中東（ア
ラブ、トルコ、イラン）を主とするが、他の
地域との交流や比較を重視し、イスラーム
世界を学ぶことから、歴史と現代を読み解
くことを目標とする。人物・地域・歴史資
料など具体的な題材を取り上げて詳説する。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

グローバル化時代の人文地理学 ISBN978―4―595―31343―1
小林
宮澤

商品番号

テレビ・A5・248 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31255―7

徹（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）

イスラーム世界は、アジア・アフリカのみ
ならず地球規模に広がり、イスラームとい
う統合性と地域や時代による多様性とを併
せ持ち、他の文化圏との交流を通じて、ダ
イナミックな歴史を展開している。第一部
では歴史的な発展を軸にイスラーム世界を
縦に通観し、第二部では社会文化のしくみ
商品番号

グ趣味を超え、帝国経済を念頭においた国
家にとっての重要な政策課題になってい
く。植物への関心が人々の生活に結びつい
て大きく変化してきた近代の姿を概観する。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

イスラーム世界の歴史的展開
三浦

C1322

俊雄（放送大学教授）
靖子（放送大学客員准教授・津田塾大学准教授）

イギリスで庭園作りが盛んになったのは
16・17 世紀からで、18 世紀に英国式庭園
が誕生し、19 世紀には庶民の間にガーデ
ニング趣味が広がった。大英帝国の版図の
広がりとともに、植物は単なるガーデニン
商品番号

テレビ・A5・244 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31547―3

ーチへ進む。その際、環境問題や情報化、
福祉、ジェンダーという現代的課題にも言
及する。近年急速に発展してきた GIS（地
理情報システム）の考え方や応用例を紹介
し、現代社会における可能性を示す。
〈本体 3,400 円＋税 8％：定価 3,672 円〉
ラジオ・A5・200 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31344―8

C1339

基光（放送大学教授）

人間とはどのような存在か。人文科学、社
会科学はすべて、自然科学もその一部は、
それぞれの視点から問いに答えようとして
いる。本書では人間がほかの生物と比べ
て、どんな特徴があるかに焦点を当てる。
我々にいちばん近い動物である霊長類を視

野に入れ、人間社会の特質、人間文化の特
異性を示し、多様性について語る。自然に
基づく人間の文化が、基本的な視点であ
り、これを抽象的な思考にとどめず、でき
るだけ具体的・実証的に語る。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

人文系――歴史・地理・文化・芸術
3723

博物館概論〔改訂新版〕
吉田

3728

C1330

憲司（放送大学客員教授・国立民族学博物館教授）

博物館は、単なる過去の遺物の貯蔵庫では
なく、学術研究の成果を広く社会と共有し、
新たな社会を築きあげていく上で、その最
前線に位置する装置である。社会と文化を
構築する装置としての博物館の成り立ちと
その問題点を検証し、広く国内外に目を向
けて現代における博物館の多様な活動のあ
商品番号

テレビ・A5・304 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31257―1

り方を実践に即した形で把握し、さらにそ
の将来に向けた可能性を展望する。博物館
活動の大要を把握するとともに、博物館の
諸活動に従事するのに不可欠な基礎的知識
を、理論、倫理、実践の各分野にわたり総
合的に習得できる。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

博物館資料論〔改訂新版〕

テレビ・A5・256 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31345―5

C1330

佐々木利和（放送大学客員教授・北海道大学特任教授）
湯山 賢一（放送大学客員教授・奈良国立博物館長）
博物館は、博物館法により資料を保管し、
後世に伝えることを決めらている。基本は
収蔵している資料にあるといっていい。そ
れは博物館が拠って立つ所以ともなる重要
な存在である。資料は「モノ」ともいい、
「文化財」でもある。「モノ」を見失った博
商品番号

3729

博物館資料保存論
本田
森田

3735

博物館展示論〔新訂〕
稲村

テレビ・A5・212 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31346―2

C1330

光子（放送大学客員教授・九州国立博物館博物館特任研究員）
稔（放送大学客員教授・九州国立博物館名誉館員）

博物館資料「もの」の「保存」について、
考え方を理解し、知識を学び、技術に触れ
る。「もの」の保存は、材料や製作技法を
捉え、伝えてきた人や時代の判断を知り、
「もの」に適した環境を整え、必要に応じ
て繕うことにより成り立つことを確認す
商品番号

物館は単なる人寄せの場でしかない。こう
した観点にたち、博物館について考えてい
く。「モノ」から離反したアームチェア・
ムゼオロジーではなく、実態に即した資料
のあり方について考える。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

る。最新の科学技術による調査や環境整備
ならびに日本の風土で育まれた「もの」を
守り伝える考え方と手法を組み合わせ総合
的な博物館資料の保存をめざす九州国立博
物館の取り組みを中心として展開する。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉
テレビ・A5・320 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31613―5 C1330

哲也（放送大学教授）

人類の遺産、歴史、文化、自然や科学が、
いかにして博物館の展示として表現される
のかを理解するとともに、展示のもつメッ
セージ性について解説する。博物館の種
類、展示の種類、展示の構造などの概要を
学んだ後、日本と世界の博物館の事例を通
して、博物館展示の多様な特徴を理解する。

さらに、博物館の設立や特別展、リニュー
アルなどの過程やその背景を知り、展示の
コンセプトやメッセージがどのように表現
されるのかを理解する。また、博物館展示
と社会との相互作用や、展示にこめられた
メッセージ性、政治性についても考える。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

39

学 部

40

人 文 系

商品番号

3733

人文系――歴史・地理・文化・芸術

博物館経営論
佐々木
亀井

3732

3736

博物館教育論〔新訂〕
大髙
端山

3734

文化人類学〔改訂新版〕
内堀
奥野

C1330

用が行われている。本書では文化、技術、
経営等の視点から博物館における情報やメ
ディア・コンテンツの活用を考察する。具
体的な事例紹介を交えることで、理論や知
識の獲得に加え、実践力の向上を目指す。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉
ラジオ・A5・292 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31614―2 C1330

幸（放送大学客員准教授・慶應義塾大学非常勤講師）
聡子（放送大学客員准教授・横浜美術館主任学芸員）

20 世紀における博物館は主に資料（モノ）
のためにあったが、21 世紀の博物館は利
用者（ヒト）のためにあると言われている。
今日、博物館は資料の収集、保管、調査研究、
展示を含む教育、広報を含む運営など、博
物館機能のすべてにおいて、教育的役割を
商品番号

テレビ・A5・284 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31412―4

貞一（放送大学客員教授・筑波大学教授）
謙一（放送大学客員教授・国立科学博物館人類研究部長）

コンピュータ、ネットワークの発達により
デジタル技術は自動化や省力化のための道
具としてだけではなく、コミュニケーショ
ンのためのメディアとして利用されてい
る。博物館においても研究、展示、教育を
中心にメディアとしてのデジタル技術の利
商品番号

組織、施設と人材の在り方、経営手法とし
てのマーケティングと評価、市民や地域社
会との連携など、博物館経営に欠かせない
事柄について学ぶ。博物館学芸員資格の取
得を目指す方には必須の書である。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

博物館情報・メディア論
西岡
篠田

C1330

亨（放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）
修（放送大学客員教授・国立科学博物館産業技術史資料情報センター参事）

博物館は、建物や資料、学芸員などの職員
が存在するだけでは成り立たない。お客様
に展示や教育プログラムを体験していただ
き、満足してお帰りいただくことが大切で
ある。それが、また家族や友人を伴った来
館につながっていく。本書では、博物館の
商品番号

ラジオ・A5・288 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31413―1

重視する必要に迫られている。本書は、博
物館利用の教育的意義と今日の課題を解説
し、教育的役割を中心に据えた利用者のた
めの博物館のあり方について考察する。博
物館を有効活用する能力を育成していく。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉
テレビ・A5・232 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31476―6

C1339

基光（放送大学教授）
克巳（放送大学客員教授・立教大学教授）

文化人類学の諸概念と用語を解説し、基本
的知識を提供する。各章ごとにテーマ（「人
類の社会性と文化」「文化的他者とは誰か」
「文化と身体」「争いと平和」「人類文化の
未来について」等）に沿って学史から現代
の課題まで扱う。とりわけ人類が直面する

現代的課題に対して、文化人類学的に考察
することの意味を解き明かす。世界の諸地
域に暮らす人々の生活の多様性を知り、地
球大的な諸問題と地域的な諸問題の関わり
を人類的視野で見る素養を養う。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

人文系――歴史・地理・文化・芸術
3428

西洋芸術の歴史と理論
―芸術の深く豊かな意味と力―

青山

昌文（放送大学教授）

芸術は、単に好き嫌いで話が済むような趣
味の世界のものではない。
芸術は、
世界の様々
な素晴らしいものが沢山詰まったものであ
り、世界の奥深いものが凝集しているもの
である。本書は、芸術のこのような本質を、
古代ギリシアから現代までの多くの傑作を
現地に訪ねて現場でわかりやすく語ってい
商品番号

3426

西洋音楽史
岡田

3425

舞台芸術への招待
青山

く。文学や演劇についても言及するが、主
軸は建築を含む美術とし、芸術のもってい
る深い意味を明らかにしていく。芸術が、
好き嫌いのレベルを超え、感覚的な趣味の
レベルを超えた、奥深いものであるという
ことがわかるようになることが目標である。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉
ラジオ・A5・200 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31411―7

C1373

暁生（放送大学客員教授・京都大学教授）

本書ではヨーロッパ芸術音楽の中世から現
代に至る歴史を辿っていく。私たちが「ク
ラシック」と呼んでいる音楽は、およそ
18〜19 世紀のヨーロッパ芸術音楽である
が、ここではクラシック音楽の歴史を、そ
の前史では中世へと遡り、後史においては
近代を経て、現代までの流れを紹介する。
商品番号

テレビ・A5・300 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31612―8 C1370

西洋音楽がもつアクチュアリティーおよび
本質を、様々な音楽に触れつつ理解し、音
楽を単に感覚的な印象や好き嫌いで論じる
のではなく、その仕組みを客観的に理解し
たうえで、背景となる精神構造や社会など
を読み取る。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉
テレビ・A5・284 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31256―4

C1374

昌文（放送大学教授）

舞台芸術にはオペラ・バレエ・ダンス・ミ
ュージカル・演劇などがあるが、近年日本
において成熟してきたオペラ・バレエに力
点を置いて、その魅力の根源を探り、さら
にオペラ・バレエと深い関わりをもつダン
ス・ミュージカルについて考察する。また、
日本や諸外国の古典演劇や現代演劇につい

ても、その魅力の根源を探っていく。さら
に、各分野で活躍している演出家・指揮者・
ダンサー・役者等の方々へのインタヴュー
も行い、芸術創造の奥義の一端を明らかに
し、総合的かつ一期一会的な舞台芸術の醍
醐味の魅力の根源に迫っていく。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

学 部

人 文 系

商品番号

41

学 部

42

社会系――生活・健康・福祉

社

会

系

社 会 系
商品番号

4451

健康と社会

◇生活・健康・福祉
◇法
律
◇政
治
◇社
会
◇経済・経営
◇産業・技術
◇情
報
ラジオ・A5・284 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31263―2

C1347

井上 洋士（放送大学教授）
山崎喜比古（放送大学客員教授・日本福祉大学特任教授）
健康や病気と社会との関わりについての理
解を深め、一社会人として健康や病気へ積
極的に対峙する力を育む内容。私たちの健
康や生活をとりまくさまざまな社会状況に
ついて取り上げながら、納得のいく医療を
受け、社会や環境を健康的によりよく変え
商品番号

4251

生活経済学〔新訂〕
重川

4252

ラジオ・A5・280 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31615―9 C1377

純子（放送大学客員教授・埼玉大学教授）

日々の生活は、お金や時間、ネットワーク
など様々な生活資源を利用しながら営まれ
ている。お金をめぐる生活・家計の実態
を、お金以外の生活資源との関係や、経済
社会の状況との関係から検討し、生活に関
わる制度やしくみのあり方、自らの経済生
活を考えることができる力を身につけるこ
商品番号

ていくための視点、考え方、行動、スキル
について、自分自身の問題として習得する。
健康・病気と保健・医療の問題を、市民・
住民の問題として社会的にみることの重要
性の一端を理解する。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

とを目指す。具体的なライフプランを考え
られるように、経済社会の中での個人や家
族の位置づけ、家計のしくみを理解し、家
計に関する統計資料を読み取ることがで
き、現状を踏まえ社会的な課題と個人とし
ての課題を考えられることを目標とする。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

生活における地理空間情報の活用 ISBN978―4―595―31616―6
テレビ・A5・240 頁 ’
16

川原
関本

新 刊

C1377

靖弘（放送大学准教授）
義秀（放送大学客員准教授・東京大学准教授）

誰もが自由に地理空間情報を利用できる時
代になり、生活者にとって有益な地理空間
情報サービスシステムが至る所に存在する
ようになった。本書では、生活者の安心・
安全、利便性を目的としたサービスや先端
の技術を使った地理空間情報システムの紹

介を通して、生活における地理空間情報の
ニーズ、システム構築に必要な技術、地理
空間情報の表現・分析方法について解説し、
現代における地理空間情報システムの存在
意義について考える。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

社会系――生活・健康・福祉
商品番号

4249

生活者のための不動産学入門
齊藤
中城

4024

テレビ・A5・312 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31414―8

C1352

和彦（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

現代における都市住宅のあり方を、サステ
イナブル・デザインの視点から総合的に理
解し住み手の立場から考える。近来、生活
レベルの向上で、住宅におけるエネルギー
消費は増大の一途を辿っている。このた
め、住宅における消費エネルギーが、地球
環境に与える影響が問題視されるようにな
商品番号

る住まい・まちの実現には一人一人が不動
産学を身につけることが必要である。本書
では生活者の視点から、生活に身近なテー
マを、住まいを中心に取り上げて、不動産
学の基礎について解説する。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

新しい住宅の世界
難波

C1352

り、サスティナブルな住宅のあり方につい
ても、広く議論されるようになった。こう
した問題を解きほぐしこれからの住宅のあ
り方を考察する。さらに、3.11 の大震災が
サステイナブル・デザインの考え方にどの
ような影響を与えたかについても考える。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉

人口減少社会のライフスタイル ISBN978―4―595―31261―8
テレビ・A5・312 頁 ’
11

C1336

宮本みち子（放送大学副学長）
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、人々のくらし、
地域社会、仕事の世界を秩序づけてきた世
の中の構造を大きく変えつつある。なかで
も人口増加社会から人口減少社会への転
換、成長型社会からゼロ成長またはマイナ
ス成長社会への転換は、これまでとは異な
商品番号

4245

るインパクトを社会の諸相におよぼしてい
る。その実態を世代・家族・地域という切
り口から明らかにし、暮らしと社会の新し
い地平を展望する。少子高齢化の背景要因
と取り組み、人口減少社会の社会保障・社
会政策などを取り上げる。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

ものとして、心としての衣服

ラジオ・A5・248 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31262―5

C1377

牛腸ヒロミ（放送大学客員教授・実践女子大学教授）
まず着心地に関わる被服材料の基礎知識に
ついて学び、その物性値と官能評価値との
関係を明らかにする。次に、衣服と人体生
理との関係や色やファッションが人間の心
に及ぼす影響について論じる。また、伝統
的な衣生活の中から、藍染め、継ぎ、刺し
子、パッチワークなどを取り上げ、その技

術と心を解説する。さらに、衣服やファッ
ションが表現する意味についてヨーロッパ
社会を中心に解説する。被服材料学、染色
加工学、被服衛生学、被服心理学、服飾史
など自然科学、社会科学、人文科学と幅広
い分野に及んでいる。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

社 会 系

4248

学 部

広子（放送大学客員教授・横浜市立大学教授）
康彦（放送大学客員教授・明海大学教授）

わたしたちの生活は、不動産を基盤に支え
られている。しかし、十分な不動産知識を
もっていないがゆえに、例えば「住宅売買
で失敗する」、
「敷地分割して住宅を建てる」
など、不動産を巡る被害者になるとともに、
加害者にもなっている。安心して居住でき
商品番号

テレビ・A5・232 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31415―5

43

学 部

44
商品番号

4025

社会系――生活・健康・福祉

リスク社会のライフデザイン
—変わりゆく家族をみすえて—

ラジオ・A5・284 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31477―3

C1336

宮本みち子（放送大学副学長）
岩上 真珠（放送大学客員教授・聖心女子大学教授）

社 会 系

仕事や結婚、親になることが自明ではなく
なり、そこで生じる出来事に伴うリスクは
増加している。特に、社会と暮らしを支え
てきた家族的秩序やジェンダー関係が大き
く変化しているため、そこに生じる課題を
解決し、変動のゆくえを展望することは重
商品番号

4027

臨床家族社会学
清水

4028

生活環境と情報認知
川原
片桐

4026

C1336

の背景としての現代の社会状況にも目配り
しながら、単に実態の把握にとどまらず、
問題の解決に向けた支援をも視野に入れ、
必要とされる社会的取り組みについて、臨
床家族社会学の視点から整理検討を加え、
現実に即した家族問題の理解を深める。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
テレビ・A5・240 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31549―7

C1336

靖弘（放送大学准教授）
祥雅（放送大学客員教授・情報通信研究機構研究マネージャー）

生活環境の中で私たちはどのような情報を
認知しているか、私たちの発する情報がど
のように役立っているかを、情報収集の手
法や情報の流れ、処理の方法を中心に解説
する。また、近年急速に普及したモバイル
機器やユビキタス機器の運用について、消
商品番号

ラジオ・A5・292 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31479―7

新二（放送大学客員教授・奈良女子大学名誉教授）

精神疾患や高齢者介護問題、児童虐待や
DV などの家族暴力、犯罪被害者家族や災
害被災者家族、自死遺族、犯罪者の家族、い
じめや引きこもりの子を抱えた家族等々、
各種の家族生活問題の解決に関心が寄せら
れている。本書は、家族のストレスやメン
タルヘルスに焦点をあわせるとともに、そ
商品番号

要なテーマである。本書は、家族への科学
的アプローチ、家族の歴史的動態を理解し、
現代家族と暮らしの諸相の意味するところ
を知り、そこに生起する諸課題に取り組む
ための基礎知識を学ぶことを目指す。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

費者の視点から論ずる。さらに、高齢化社
会において、生活の大きな部分を占める医
療・福祉分野における最新の情報技術につ
いても解説し、日常生活における利用や応
用可能性について論ずる。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

安全・安心と地域マネジメント ISBN978―4―595―31478―0
テレビ・A5・240 頁 ’
14

—東日本大震災の教訓と課題—

C1336

堀井 秀之（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
奈良由美子（放送大学教授）
安全・安心を阻害する要因として自然災害
に焦点をあて、地域においてこれに対応す
ることの意義、具体的手法、具体的事例、
課題を扱う。前半では、東日本大震災の実
態、解釈、そして教訓を検討、後半では、

我が国の地域防災の向上のために今後何を
なすべきかについて、その課題と可能性を
考える。地域の災害対応マネジメントシス
テムを構築することがテーマである。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

社会系――生活・健康・福祉
商品番号

4458

市民のための健康情報学入門

ラジオ・A5・244 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31417―9

45

学 部

C1375

戸ヶ里泰典（放送大学准教授）
中山 和弘（放送大学客員教授・聖路加国際大学教授）

商品番号

4457

運動と健康〔改訂版〕
臼井

4461

テレビ・A5・192 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31416―2

C1375

永男（放送大学名誉教授）

近年、少子高齢化社会を迎え、生活習慣病
の予防や体力の保持増進を目的とした、ス
ポーツの普及にはめざましいものがある。
一方で、生活の質の向上、あるいは心の豊
かさを求めてスポーツに携わる例も増えて
おり、身体的、精神的に果たすスポーツの
役割はいっそう高まるものと思われる。本
商品番号

を浴びているヘルスリテラシーを身につけ
るべく、換言すれば「健康を決める力」を
つけるべく、健康にかかわる意思決定に役
立つ知識やものの見方・考え方、そしてス
キルを習得することをねらいとする。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

書では、からだを動かすことの重要性につ
いて述べるとともに、スポーツを安全に、
楽しく、効果的に実施するために知ってお
きたい、からだの構造や機能について、運
動生理学的ならびに身体運動学的な基礎知
識と課題を提示する。
〈本体 2,000 円＋税 8％：定価 2,160 円〉

睡眠と健康

ラジオ・A5・208 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31420―9

C1347

宮崎総一郎（放送大学客員教授・滋賀医科大学特任教授）
佐藤 尚武（放送大学客員教授・滋賀短期大学学長）
睡眠と覚醒によるリズムは生命現象の基盤
にあり、睡眠は栄養や運動と並んで、健康
を支える重要な要素である。したがって、
睡眠は健康の維持増進に関わるライフスタ
イルの改善だけでなく、労働環境の改善、
疾病予防や事故防止にとっても重要であ
商品番号

4456

る。本書は、健康に関わる睡眠について、
眠りのメカニズム等に関わる科学的アプロ
ーチ、睡眠に関連した疾病等の医学的アプ
ローチ、睡眠障害の社会に及ぼす課題等の
社会学的アプローチにより構成されている。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

人体の構造と機能〔新訂〕

テレビ・A5・312 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31351―6

C1347

大和谷 厚（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）
佐伯 由香（放送大学客員教授・愛媛大学大学院教授）
私たちの体は遺伝情報を受け継ぎ 1 個の受
精卵が分裂を繰り返し増殖し約 60 兆個の
細胞から成り立つ。それぞれ細胞は分化し
集団を形成して組織となり、組み合せて構
成される器官（臓器）が連関して特定の機
能をもった器官系を形成する。各器官系の

構造と機能を学び、人体の内部環境の恒常
性を維持する営み、生体を防御するしくみ、
生命を次代に繋ぐ生殖、そして個体の老化
を学び、看護の対象である人間の身体で繰
り広げられている生命活動を理解する。
〈本体 3,300 円＋税 8％：定価 3,564 円〉

社 会 系

私達が健康的な生活を送るためには、かつ
てのように医師などの専門家の判断に任せ
るのでなく、インターネットなどで情報収
集し、賢いサービスユーザー、良識ある社
会人として主体的に意思決定し、行動する
ことが求められている。本書は、近年脚光

学 部

46
商品番号

4452

社会系――生活・健康・福祉

疾病の成立と回復促進〔改訂新版〕 ISBN978―4―595―31264―9
テレビ・A5・352 頁 ’
11

C1347

松尾ミヨ子（放送大学客員教授・聖マリア学院大学教授）
大和谷 厚（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

社 会 系

環境要因、遺伝要因、生活習慣などの疾病
の原因、健康から疾病に至るまでの変化の
プロセス、疾病がもたらす身体内部の変化
と生活過程の変化、疾病の生存・生活機能
別の特性、そして疾病からの回復を促進さ
せる過程について、現象的、分析的な理解
商品番号

4460

疾病の回復を促進する薬〔新訂〕
福永
渡邊

4246

食と健康〔改訂版〕
小城
清水

4250

食安全性学
小城
一色

C1347

果を発現する仕組みを理解することに加え
て、薬が医療の中でどのような役割を担っ
ているか、また薬が有効にかつ安全に使わ
れるために、医師・看護師・薬剤師などが
どのように協力しているかを理解する。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉
テレビ・A5・280 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31349―3

C1377

勝相（放送大学教授）
誠（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

我々は食品の機能で生命を維持する。食品
を栄養素に分解するのが消化で、吸収して
代謝するが、そのすべての過程は化学反応
である。調節された膨大な化学反応の集積
体として生命の成り立ちを理解した上で、
食品の栄養機能、嗜好性に関わる機能、生
商品番号

テレビ・A5・292 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31419―3

浩司（放送大学客員教授・東北大学大学院教授）
泰男（放送大学客員教授・昭和薬科大学教授）

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、治療の一つとして薬が使
われる。薬はいろいろな作用機序によって
薬効を発現し、疾病の回復を促進する。そ
の一方、副作用として逆に身体に有害作用
をもたらすこともある。本書では、薬が効
商品番号

を深める。また、人間を生活者として全人
的にみつめ、疾病をもつ人々、健康問題を
抱える人々の生活を調整するための個別な
看護を展開するために必要となる専門的な
基礎知識を学ぶ。
〈本体 3,300 円＋税 8％：定価 3,564 円〉

体調節機能について基礎から学び、アレル
ギー等との関係で免疫、動脈硬化、ガン、
糖尿病等の生活習慣病、社会問題となって
いる食の安全性等、現代における食と健康
をとりまく重要な問題について解説する。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
テレビ・A5・248 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31480―3

C1377

勝相（放送大学教授）
賢司（放送大学客員教授・北海道大学名誉教授）

今日、食の安全性への関心が高まっている。
農薬、環境汚染物質、食品添加物等の化学
的病因による健康障害、牛海綿状脳症、食
中毒、抗生物質耐性菌の発生等の生物学的
病因、さらに各種健康食品や遺伝子組換え
食品等が持つ安全性の問題、温暖化や紛争

による食糧自給率の問題等があげられる。
これらのリスクを評価し、法律として政策
を定める手続きや国際的なルールの確立
等、社会的にも様々な問題がある。食に関
する安全性の問題を系統的に解説する。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

社会系――生活・健康・福祉
商品番号

4468

公衆衛生
田城
横山

4459

ラジオ・A5・432 頁 ’
13

ど）に向けて、リハビリテーション医学の
知識や技術を分かりやすく解説することで
基礎知識を身につけ、リハビリテーション
の概念、評価およびアプローチと、実施上
の留意点を理解することを学習の目的とす
る。
〈本体 3,800 円＋税 8％：定価 4,104 円〉

健康長寿のためのスポートロジー
田城
内藤

C1347

嘉清（放送大学客員教授・藤田保健衛生大学教授）

疾病構造の変化や高齢化社会をもたらした
現代において、医療・福祉・健康の広い領
域でリハビリテーション医療の必要性が高
まっている。本書では、医師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士にとどまらず、リ
ハビリテーションチームとして関わる専門
職種（看護師や義肢装具士、社会福祉士な
4467

C1347

防御」については、免疫システムの多様性
と多型性、自然免疫と獲得免疫、自己免疫
と免疫が関与する疾患などを中心に、免疫
学の最近の動向について、疾患との関係も
踏まえながらわかりやすく解説する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

リハビリテーション〔改訂新版〕 ISBN978―4―595―31418―6
金田

商品番号

ラジオ・A5・304 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31482―7

孝雄（放送大学教授）
聖（放送大学客員教授・東京大学教授）

人間の健康について広範に論ずる健康科学
は人間生活に密接に関わる学問であること
から、「感染症」関係では昨今の話題であ
る HIV、結核、SARS、新型インフルエン
ザなどの新興・再興感染症と医療現場での
感染症問題に焦点を当てた。また、「生体
商品番号

と関わる領域の学問である。在宅医療、地
域保健、途上国などの現揚で問題解決のた
めに実際の活動を行うのも特徴である。本
書は、公衆衛生学について理解することを
目標とする。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

感染症と生体防御〔改訂新版〕
田城
北村

C1347

テレビ・A5・272 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31552―7

C1375

孝雄（放送大学教授）
久士（放送大学客員教授・順天堂大学大学院教授）

スポートロジーとは、スポーツと健康の関
わりを科学的に解明する新しい学問分野で
ある。科学的根拠に基づく習慣的な運動に
よって、生活習慣病の予防や治療、高齢者
の転倒・骨折予防、認知症やうつ病の予防
などを行うことを目的としている。本書は、

医学とスポーツ健康科学を連携して、個人
個人の体質に応じた肥満予防のためのスポ
ーツ療法など、健康増進のためのさまざま
な対策を打ち出していく体系立った学問の
理解を目指していく。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

社 会 系

4463

学 部

孝雄（放送大学教授）
和仁（放送大学客員教授・順天堂大学教授）

公衆衛生学は、組織された地域社会の努力
を通して、疾病を予防し、生命を延長し、
身体的、精神的機能の増進を図る科学であ
り技術である。人々が関わる社会状況、生
活環境、保健医療制度ならびに事業、社会
保障及び社会福祉など、医学・医療が社会
商品番号

ラジオ・A5・276 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31553―4
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学 部

48
商品番号

4465

社会系――生活・健康・福祉

今日のメンタルヘルス〔改訂版〕 ISBN978―4―595―31550―3
テレビ・A5・264 頁 ’
15

石丸

社 会 系

メンタルヘルス（＝人の心の健康）を支え
る力は、ライフサイクルの中で養われ、人
と人とのネットワークの中で維持されるも
のである。本書は、そのような健康な力を
育むメカニズムを学ぶとともに、破綻の結
果として生じる精神疾患のあらましを知
り、生活の場において生じるさまざまな問
商品番号

4651

ラジオ・A5・292 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31621―0 C1336

寛（放送大学教授）

本書は社会福祉と法の関係を主題とする。
社会福祉の領域において市民としての人権
がどのように尊重されるかという観点から
だけでなく、社会福祉にかかわる事業者、
行政機関、立法機関、国際機関の役割と責
任という観点からも論ずる。人権理念と社
会福祉の関係を再検討するとともに、現代
4648

福祉の多様な価値について共に考えていき
たい。それは少子高齢化という人口構成の
変動、家族や労働のあり方の変貌、格差の
拡大といった現代社会のあり方を考える素
材でもあり、社会福祉や保健医療の専門家
だけでなく一般市民が共に学ぶ必要がある。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

社会福祉と法
大曽根

商品番号

テレビ・A5・288 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31619―7 C1336

正美（放送大学客員教授・日本女子大学名誉教授）

社会福祉とは何か、それはどうあるべきか
を明らかにすることは容易ではない。だが、
社会福祉は既に今日の私たちの生活に深く
関連し、そのあり方は社会の方向性を指し
示している。そうした事実としての社会福
祉の姿をいくつかの側面から具体的に示
し、またそれらの事実を規定している社会
4653

題の現状と対策を考えていく。メンタルヘ
ルスの危機が叫ばれている今日、喫緊のテ
ーマを扱うものである。メンタルヘルスの
領域における基礎知識を身につけ、さまざ
まな問題に取り組むための基本的な能力を
養うことを目的とする。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

社会福祉への招待
岩田

商品番号

的な権利と義務の問題に関する基本的な視
点をおさえ、かつ実践的な課題にも応えて
いく。今後の制度改革と国家・自治体の政
策責任、市民と事業者の関係についても検
討する。本書は、看護職、法律職などの関
連職種、一般市民にも役に立つ内容である。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

少子社会の子ども家庭福祉
山縣

C1347

昌彦（放送大学教授）

テレビ・A5・224 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31554―1

C1336

文治（放送大学客員教授・関西大学教授）

子どもは、育つ存在であると同時に、育て
られる存在でもある。今日、子どもがおか
れている環境を見ると、育つという側面か
らも、育てられるという側面からも、非常
に厳しいものがある。社会福祉は、すべて
の人が生きていく上で必ず利用する制度や
サービスである。本書は、子どもの“育ち”

を社会的に支える仕組みや制度について、
できるだけ身近なものを紹介しつつ解説し
ていく。新聞、テレビ、雑誌などで子ども
に関わる出来事があれば、そこにどのよう
な制度やサービスが関わっているのかを考
えてみてほしい。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

社会系――生活・健康・福祉
商品番号

4644

障がいのある生活を支援する
吉川
朝日

4645

テレビ・A5・208 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31484―1

C1336

隆之（放送大学客員教授・日本福祉大学教授）
正樹（放送大学客員教授・日本福祉大学教授）

2000 年の社会福祉法（第４条「地域福祉
の推進」の導入）以降の地域福祉の動向、
地域福祉の推進主体別の取り組み方、今日
的な地域福祉の課題（震災復興も含む）に
対応している実践のもつ先駆性の解釈につ
いて解説する。地域福祉を推進する主体に
4646

C1347

かりでなく、一般市民にも関心が高い。本
書は、認知症に関する基礎的な医学知識か
ら、認知症に対する具体的な取り組みまで
幅広く網羅し、治療やケアに関する新たな
情報を盛り込むことで、認知症ケアの実践
にも資する内容とする。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

地域福祉の展開〔改訂版〕
平野
原田

商品番号

テレビ・A5・280 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31551―0

訓（放送大学教授）

近年の高齢者の増加に伴い、疾病や障害を
持ちながら生活する高齢者の数も増加して
いる。特に、認知症高齢者の数は 2020 年
には 410 万人になると予測されている。認
知症とは何か、認知症の予防とは、また認
知症を患った場合にどこでどのように暮ら
すのか等の問題は、医療・福祉の専門職ば
商品番号

がい者への支援内容などを学ぶことで、健
常者が障がい者を、障がいがあるひとりの
人間として理解し特別視しない意識をも
ち、健常者がもつ誤解や偏見をなくすこと
を目標とする。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

認知症と生きる
井出

C1336

応じて構成し、市町村、都道府県、専門職、
当事者・住民という順に、具体的で先駆的
な事例を取り入れながら解説している。ま
た、地域福祉による対応を年代別に整理し、
今後の地域福祉の展開方向を示す。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

アジアの社会福祉と国際協力

ラジオ・A5・240 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31485―8

C1330

桂 良太郎（放送大学客員教授・立命館大学教授）
西郷 泰之（放送大学客員教授・大正大学教授）
大きな経済変化を遂げているアジア諸国に
は、貧困人口の増加、失業問題、スラム地
域の拡大、保健衛生問題、児童労働やスト
リートチルドレン、障害者、ジェンダー問
題など様々な社会福祉問題がある。本書は、
アジアの社会福祉の現状と課題を主要分野

（貧困、不平等、子ども、女性、障害、難
民など）ごとに取り上げる。中国、ベトナ
ムのような経済発展国の他、タイ、シンガ
ポール、マレーシア等も取り上げる。さら
に国際 NGO 活動と国際協力の状況も示す。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

社 会 系

4466

学 部

雅博（放送大学客員教授・愛知県立大学教授）
雅也（放送大学客員教授・埼玉県立大学教授）

障がいの意味づけは、本人の機能障害、活
動制限、参加制約の程度だけでなく、本人
自身の障がい者観、さらに世間の人々の障
がい者観も影響する。本書では、障がいの
定義、障がい特性、障がい者観に影響を与
える思想、障がいに関する法律や制度、障
商品番号

テレビ・A5・284 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31421―6
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学 部
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商品番号

4649

社会系――生活・健康・福祉

社会福祉の国際比較
埋橋

社 会 系

4652

C1330

孝文（放送大学客員教授・同志社大学教授）

20 世紀に福祉国家を標榜した欧米の諸国、
それに続く日本をはじめとする東アジアの
一部の国だけでなく、現在では世界中の多
くの国々において人々の生活問題の予防・
緩和・解決のための社会福祉が導入され、
多くの改革にも着手されている。グローバ
リゼーションと各国固有の経済的・社会的
商品番号

テレビ・A5・252 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31555―8

背景の中で、それぞれの国と地域の社会保
障や社会福祉はどのような対応を迫られて
いるのだろうか。本書は、福祉政策・制度・
実践の国際比較の理論と方法によって、社
会保障・社会福祉への理解を深め、各国お
よび日本の今後の課題を浮き彫りにする。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

社会保険のしくみと改革課題

ラジオ・A5・244 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31620―3 C1336

田中耕太郎（放送大学客員教授）
医療、年金、介護、雇用、労災という 5 つ
の領域からなる社会保険制度について、社
会保険の母国ドイツとの比較を交えなが
ら、その基本的な概念や枠組み、歴史的な
展開、特徴を解説する。その上で、それぞ
れの制度について、誰を対象とするか、誰
が運営するか、費用負担のルールや給付の
商品番号

4650

高齢期の生活と福祉
山田

4469

看護学概説〔新訂〕
井出
井上

ラジオ・A5・284 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31556―5

C1336

知子（放送大学教授）

平均寿命の伸びにより人生の 3 分の 1 が高
齢期となり、人生の最終ステージである高
齢期の生活を考えることは重要な生活課題
となっている。経済、家族、住宅、地域社
会との関係、疾病・障がいによる介護の問
題等は、避けられない課題である。本書で
は、日本の人口構造の変化、少子高齢社会
商品番号

範囲・内容・水準などの基本的なしくみを
解説する。その学習成果をもとに、少子高
齢化や財政問題など、社会保険共通で受け
ているチャレンジと、もっともその影響を
受ける医療、介護、年金の具体的な改革課
題について考えていく。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

の現状、高齢期の生活実態について、家族、
所得、労働等の視点から考察する。また、
高齢期を支える社会制度についても概観す
る。それらを踏まえ、社会全体が高齢期の
生活問題をどう捉え、解決のためのあるべ
き社会システムについて考える。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
ラジオ・A5・248 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31617―3 C1347

訓（放送大学教授）
洋士（放送大学教授）

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
看護学に対する理解を深めることを意図し
ている。本書は、①看護学の基本となる概
念について理解、②看護学における対象論
を理解、③看護学領域における倫理上の諸

問題を理解、④看護実践の基礎理論と展開
方法の概論を習得、することを目標に構成
されている。看護概説の範囲は広いので、
関連する参考書や副読本なども参考にして
学習を進めていくことが必要である。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

社会系――生活・健康・福祉
商品番号

4470

基礎看護学〔新訂〕

51

学 部

テレビ・A5・244 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31618―0 C1347

戸ヶ里泰典（放送大学准教授）
井上 智子（放送大学客員教授・大阪大学教授）

商品番号

4462

的根拠に基づく看護実践）を目指した理論
および技術に関する項目を取り上げる。最
新の知見も取り入れつつも、看護師が活躍
する保健・医療の現場における看護実践に
資する知見も織り交ぜる形で解説する。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

災害看護学・国際看護学
—基本知識と現場の情報—

テレビ・A5・308 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31481―0

C1347

小原真理子（放送大学客員教授・日本赤十字看護大学教授）
災害看護では、過去の大規模災害における
看護活動の経験知を基盤に、災害が地域や
人々の健康と生活に多大な影響を及ぼすこ
とを理解し、災害サイクルや活動現場に応
じた被災者の健康や生活のニーズに対する
看護の果たす役割を学ぶ。国際看護では、
途上国の多くの人々が満足な保健医療サー
商品番号

4453

ビスを受けられずにいる現実を改善するた
めの対策を世界的規模で実施するととも
に、人口問題にも取り組まなければならな
い実状を学ぶ。このような状況下の世界の
保健医療の現状、国際保健医療協力の体制
及び方法論等について学んでいく。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

在宅看護論〔新訂〕

テレビ・A5・282 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31265―6

C1347

福島 道子（放送大学客員教授・徳島文理大学教授）
河野あゆみ（放送大学客員教授・大阪市立大学教授）
疾病や障害、虚弱のために看護ニーズをも
つ居宅生活者と家族を理解し、そのクオリ
ティ・オブ・ライフを向上させるために、
問題や課題に合った方策を立て、在宅看護
ケア提供に必要な知識と技術を習得する。
居宅生活の療養者や障害をもつ人、また虚
商品番号

4647

弱な人を対象とする在宅看護の目的・理念
を理解するとともに、その社会背景、保健
医療福祉制度・政策、看護提供システムを
理解し、その特性をふまえた在宅看護の方
法・技術を習得する。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

国際ボランティアの世紀
山田

テレビ・A5・288 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31486―5

C1330

恒夫（放送大学教授）

国際ボランティア活動は、グローバル化し
た 21 世紀の市民社会の形成に大きな役割
を果たすものと考えられている。本書は、
国際ボランティア研究のトピックとその実
践における多様な側面を紹介することで、
国際ボランティア活動に対する理解を深め
ると同時に、国際ボランティアを自らのキ

ャリアとの関わりの中で考えられるように
する。国際ボランティア活動とその体系化
には我が国が大きな貢献を果たしており、
その実践活動と学問内容を知ることには大
きな意味がある。企業や中高年層が大きな
関心を持っている分野でもある。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

社 会 系

基礎看護学は看護学の学問的基盤であり、
看護専門職者として身につけておくべき知
識を体系化した広範な学問領域である。本
書は，看護専門職者として必要かつ看護ケ
アの質の向上を計る上で特に重要視されて
いる evidence-based nursing（EBN：科学

学 部

52
商品番号

4464

社会系――生活・健康・福祉

死生学入門
石丸

ラジオ・A5・272 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31483―4

C1347

昌彦（放送大学教授）

社 会 系

超高齢社会を迎え、人生の終わりを見つめ、
これに向かって歩んでいく時間は著しく長
くなった。巨大な災害が一瞬にして数多く
の人命を奪うありさまに直面したこともあ
って、「死」と隣り合わせの「生」につい
ての人々の関心は、これまでになく高まっ
ている。本書では、不可避の宿命である「死」

を人間がどのように受け止め、それをどの
ように「生」のあり方に反映しているかに
注目し、様々な角度からこのテーマについ
て考える。執筆者一同の専門とする医療・
看護領域を中心としつつ、幅広い文化領域
を展望することを目ざしている。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

社会系――法律
商品番号

4857

事例から学ぶ日本国憲法
岡田

市民社会と法〔新訂〕
道幸
加藤

4851

市民生活と裁判
來生
川島

4855

民法
円谷

ラジオ・A5・256 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31357―8

C1332

的なケースや問題を通じて法的なものの考
え方を伝える。市民生活において発生する
身近な紛争をどうやって解決するか、紛争
の背景にある利害状況はどうなっているの
か、また解決の基準はなにかを考える。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉
テレビ・A5・260 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31355―4

C1332

新（放送大学副学長）
清嘉（放送大学客員教授・川島法律事務所弁護士）

一般市民が広く遭遇する可能性のある代表
的な紛争について、その予防や解決のため
に必要とされる基本的な法律知識を修得し
て、実際に何らかの紛争に遭遇した場合、
その紛争を法的枠組みによる解決の土俵に
乗せることができる能力を身につけること
商品番号

あるが、都道府県を統併合して道州にする
ことに憲法上問題はないか」といった設問
を立て、これに対する解答を導き出すため
に必要な知識や議論を検討する形で考察す
る。遠い存在と思われがちな日本国憲法を
身近なところで理解することを試みる。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

哲也（放送大学教授）
智章（放送大学客員教授・北海道大学教授）

法的な世界の成り立ちと基本的な性格をま
とめ、法的な世界の基本的な有り様を考え
る。市民社会にて発生する日常的な法律問
題を、法哲学、刑事法、民事法、労働法、
社会保障法の観点から検討する。主要な目
的は、①法学の基礎知識を教える。②具体
商品番号

C1332

を目標とする。また、紛争とは何か、法律
とは何か、法律による紛争解決とは何か、
裁判とは何か、実体的正義と手続的正義の
区別、法的なものの考え方、日本社会の法
的な特徴などに、理解を深めてほしい。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
ラジオ・A5・292 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31423―0

C1332

峻（放送大学客員教授・明治大学法科大学院教授）

民法は、我々の日常生活に生じるさまざま
な法的問題を規律する法律であり、財産法
と家族法に大きく分けられる。本書は、我々
の生活における財産法を中心に論ずるが、
家族法に関する諸問題も取り上げる。それ
は、結婚・離婚、相続は、契約や不法行為
などの財産法上の問題と同様に我々のもと

で生じ得る問題であり、民法を学ぶ上で欠
かすことができない問題だからである。民
法の範囲はとても広く民法全体を詳しく説
明することはできないので、ここでは民法
のあらまし、概要を理解することを第一の
目標とする。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

社 会 系

4853

学 部

信弘（放送大学客員教授・北海道大学大学院特任教授）

我が国の最高法規である日本国憲法の基本
構造、全体像および具体像について、理論
的な観点だけでなく、具体的な事例や設問
にそくして検討する。たとえば、日本国憲
法が第 8 章で定める「地方自治」について
は、「地方分権の一環として、広域行政に
対応すべく『道州制』が主張されることが
商品番号

テレビ・A5・248 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31425―4
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商品番号

4860

社会系――法律

刑事法
白取

ラジオ・A5・268 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31622―7 C1332

祐司（放送大学客員教授・神奈川大学大学院教授）

社 会 系

犯罪と刑罰に関する基本法である刑法、刑
事訴訟法について、その基本的枠組みの概
観、法の運用とその背景にある考え方を講
述する。一応、刑法と刑事訴訟法は別個に
扱うが、両者の関係についても適宜触れる
とともに、法の運用を支える刑事政策の動
向についても言及する。犯罪と刑罰に関す
商品番号

4852

行政法〔新訂〕
磯部

4859

ラジオ・A5・320 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31488―9

ムなどの著作物等を保護する著作権法は、
特定の職業に携わる方のみならず、すべて
の人々に関わる法律であり、本書では著作
権制度の基本的な事項及び実際的な課題に
ついて総合的に学習を進めていく。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

企業・消費者・政府と法
―消費生活と法―

來生
山本

C1332

文雄（放送大学客員教授・弘前大学副学長）
大輔（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

情報社会あるいは知識基盤社会と呼ばれる
今日において、知的財産の創造を促進し、
その有効かつ適切な活用を図る上で、知的
財産権に関する法制度が重要な役割を果た
す。知的財産権制度の中にあって、小説や
音楽、レコード、映画、アニメ、プログラ
4850

C1332

として、行政立法、行政処分、行政強制、
行政指導などの行政作用類型を体系的に概
観するとともに、それら行政活動の適正手
続的な統制、ならびに行政活動を対象とす
る行政事件訴訟や国家賠償訴訟など、裁判
的統制のしくみを解説します。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

著作権法概論〔三訂版〕
作花
吉田

商品番号

ラジオ・A5・244 頁 ’
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ISBN978―4―595―31356―1

力（放送大学客員教授・東京都立大学名誉教授）

行政法は、六法科目と異なり中心となる法
典が無いこともあって、その全体像をイメ
ージしにくいといわれることがあるが、本
書では、警察、公害環境、福祉、公共事業
など多種多様な現代行政作用の法制度を個
別に説明するのではなく、それら諸制度に
横断的に共通する一般的な行政法のしくみ
商品番号

る法と政策のトータルな把握を目指すとと
もに、犯罪への法規制及び刑事司法の在り
方について、多角的な視座から考察できる
考え方を身につけさせる。手元に最新の六
法を用意し、常に条文を確認しながら学ん
でほしい。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

ラジオ・A5・252 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31271―7

C1332

新（放送大学副学長）
裕子（放送大学客員教授・大東文化大学教授）

日常生活で経験するさまざまな消費体験を
法律学の視点から整理し、平易な解説を通
じて、「企業」「消費者」「政府」という現
代の消費生活の主要なステイク・ホルダー
が、どのような性格のもので、その相互関

係がいかなるもので、今後どのようにその
関係を築いていくべきかを法律学の立場か
ら考える。経済法、商法、行政法の領域に
関わる諸現象を総合的に取り扱う。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

社会系――法律／政治
商品番号

4856

現代環境法の諸相〔改訂版〕
北村

国際法
柳原

C1332

PRTR 法制、環境影響評価法制）、行政的
な義務付けとエンフォース（行政手続法制、
行政強制法制）
、司法的な義務付けとエン
フォース（民事訴訟・執行法制、行政訴訟
法制）を中心に、ケースを挙げて解説を加
え、今後の議論の方向を展望する。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉
ラジオ・A5・216 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31487―2

C1332

正治（放送大学客員教授・九州大学教授）

主権国家間を規律する法としての国際法
は、近代ヨーロッパに生まれた。その規律
内容は、特に第２次世界大戦以降急激に変
化している。また、国家が国際法の主体の
中心であることには変化はないとしても、
非国家主体（国際組織、個人など）が果た
す役割は飛躍的に増大している。さらには、

近代国際法概念そのものの歴史的制約性も
様々な形で指摘されている。こうした国際
法の歴史的変遷を踏まえた上で、現段階に
おける国際法についての基礎的な知識を提
供する。さらに、これからの国際法の形に
ついても構想できるようにしたい。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

社 会 系

4858

学 部

喜宣（放送大学客員教授・上智大学教授）

廃棄物問題を始めとする日本国内の身近な
トピックを複数取り上げて、汚染者、近隣
住民、政府、裁判所などが「果たすべき役
割」という観点から、現代環境法の姿を複
眼的に浮かび上がらせる。具体的には、廃
棄物処理法等個別の環境実体法のほか、環
境リスクの探知と管理（環境計画法制、
商品番号

テレビ・A5・248 頁 ’
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ISBN978―4―595―31424―7
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学 部

56
商品番号

5161

社会系――政治

政治学へのいざない
御厨
山岡

貴（放送大学教授）
龍一（放送大学教授）

社 会 系

専門の異なる政治学者が、政治の世界につ
いて独自の角度からアプローチする。それ
ぞれの専門領域の裏側に担保されている政
治学の要素を構成し直し、新たに展開す
る。入門書の体裁をとりながら、広くかつ
深く政治学を味わうことができる。政治学
商品番号

5154

ラジオ・A5・304 頁 ’
16

西洋政治理論の伝統
山岡

新 刊

C1331

亮子（放送大学客員教授・敬愛大学教授）
真（放送大学客員教授・東京大学教授）

東アジア諸国と地域（中国、台湾、香港、
マカオ、韓国、北朝鮮、及びその関係性の
中での日本）は、19 世紀半ばから国内的
及び国際的に大きな政治変動を経験しつつ
現在に至っている。この東アジアの政治世
界とその政治が作りかえてきた社会の変容
5143

C1331

験を踏まえ、戦争の新しい形を紹介する。
さらに全体を通じて 21 世紀の国際政治の
新しい風景を描きだす。本書によって国際
政治の興味を引き起こし、ニュースが誰に
よって、どういう目的で、いかにして制作
されたかを客観的に考える習慣を養う。
〈本体 3,300 円＋税 8％：定価 3,564 円〉

東アジアの政治社会と国際関係 ISBN978―4―595―31626―5
家近
川島

商品番号

テレビ・A5・292 頁 ’
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和夫（放送大学教授）

本書の二つのキーワードは、アメリカとイ
スラムである。アメリカという視点からイ
スラム世界を、イスラムという視点からア
メリカを語る。両者の視点の交わった点に
浮かび上がってくるのは、アメリカの一極
覇権の衰退である。その要因はイラクとア
フガニスタンの戦争の負担である。この経
5163

という学問が本来持っている楽しさを理解
してもらいたい。思わぬことがらが政治学
になりうるという事に発見の喜びを感じて
欲しい。「政治学とは」と固く考えず、政治
学と一緒に遊ぶ精神の柔軟性が必要である。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

現代の国際政治〔改訂版〕
高橋

商品番号

ラジオ・A5・284 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31624―1 C1331

を理解するには、歴史過程を踏まえた国際
関係論的視角が必要となる。どのような政
治変動を経て、また如何なる国際環境の中
で現在の政治社会を作り上げてきたかを解
明し、今後を展望する。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉
ラジオ・A5・300 頁 ’
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ISBN978―4―595―30923―6

C1331

龍一（放送大学教授）

本書では、「政治とは何か？」、「より善き
政治を構想し、実現するためにはどうすれ
ばよいか？」といった問いが基本的な関心
として設定されており、西洋の政治理論と
いう営みの歴史を、「一つの伝統」として
とらえつつ、主要な思想家たちの理論を、
いくつかの典型的な議論の原型ないしは範

例として議論が展開されている。古代ギリ
シアから現代アメリカに至る政治理論の中
から歴史的な影響と現代的な意義のある議
論を取り上げ、それらの歴史的、哲学的理
解を通して、政治理論の学習そのものを政
治理論の伝統への参与として理解する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

社会系――政治
商品番号

5158

ロシアの政治と外交
横手

慎二（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

5164

高橋

5157

テレビ・A5・252 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31557―2

識を修得し、現代日本で有権者として生活
するための高度なリテラシーを身につける
ことを目指している。現代日本の政治にお
いて、特に焦点となる事項を掘り下げて考
察することにより、社会科学一般について
の能力を高めることも期待している。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

日本政治外交史〔改訂版〕
御厨
牧原

C1331

潤（放送大学客員教授・政策研究大学院大学教授）

日本で展開している政治のあり方を、その
背景にある経済・社会あるいは国際環境の
変化に注意を払い、歴史や国際比較の観点
も盛り込んで、その基本構造にまで目を向
けて解説するのが本書の目的である。政治
学の基本的な概念と方法を学ぶことによっ
て、政治学と現代日本に関わる基本的な知
5155

を解説し、この問題の展開を跡付ける。そ
して、その将来を展望する。パレスチナ地
域の情勢の記述を縦糸に、周辺諸国や地域
外の大国の動きを横糸にして、陰影の深い
パレスチナ問題のタペストリーを編み上げ、
この問題の基本的な構図を把握していく。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

現代日本の政治
飯尾

商品番号

テレビ・A5・256 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31627―2 C1331

和夫（放送大学教授）

パレスチナ問題はイスラムとユダヤの 2000
年の対立として語られる例が多いが、それ
は事実に反している。なぜならば、イスラ
ムには 1400 年ほどの歴史しかないからだ。
またパレスチナ人にはキリスト教徒も多い。
こうした基礎的な事実を踏まえながら、パ
レスチナ問題の起源から説き起こし、現状
商品番号

C1331

が遺した諸般の事情、1990 年代初頭の政
治的経済的改革が生み出した諸条件、そし
て政治的アクター（大統領、政党など）が
取った行動の 3 点に注目して、ロシアの政
治と外交の現状を検討し、民主主義体制を
支える諸条件について考察する。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

パレスチナ問題

テレビ・A5・232 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31428―5

C1331

貴（放送大学教授）
出（放送大学客員教授・東京大学教授）

明治以降の日本「列島」を中心とした地域
で生起した政治、外交についての諸問題を
歴史的に考察する。特に、太平洋戦争前は、
戦争と民主主義の関係に焦点を置き、太平
洋戦争後は世界経済の中の日本政治の変容
に関心を振り向ける。領土、地域、都市、

学 部

資源といった政治を形作る社会条件にも目
配りしつつ、この時期の政治を立体的に把
握する。こうして日本の政治史を見渡すこ
とで、21 世紀の政治を考える知的滋養を
養っていく。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

社 会 系

ロシアの政治は、70 年余り続いた社会主
義体制を改め、1991 年から欧米諸国の政
治体制を模倣する形で行われてきた。しか
し、過去 20 年余りの試行錯誤の過程は、
改めて欧米諸国の政治体制が、他の多くの
社会的経済的条件と結びついて機能するこ
とを示唆している。本書は、社会主義体制
商品番号

ラジオ・A5・228 頁 ’
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ISBN978―4―595―31558―9
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学 部

58
商品番号

5160

社会系――政治

現代の行政と公共政策
西尾

隆（放送大学客員教授・国際基督教大学教授）

社 会 系

日常生活の中に織り込まれてその存在に気
づきにくい行政活動と公共政策の実態を可
視化し、その役割と構造、課題と改善策を
多角的に考える。政府と市場、市民社会と
政治行政、国と地方、公務員と政治家、内
閣と官僚制、制度とマネジメントといった
対比の中で、現代日本の行政システムを立
商品番号

5162

権力の館を考える
御厨

ラジオ・A5・276 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31623―4 C1331

体的に把握した後、公共政策のサイクルと
その諸段階を具体的な文脈で説明し、あわ
せて政策型思考の意義について考える。責
任ある市民、賢いユーザーとして公共課題
にどうかかわるべきかを問いつつ、教養と
しての行政学・政策学を展望したい。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
テレビ・A5・360 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31625―8 C1331

貴（放送大学教授）

本書は、建築（空間）と政治についての考
察を深めることを目標とし、共通の題材と
して「権力の館」をとりあげる。日本の大
小の権力機構や権力者の館と政治との相関
関係を考える。また、東アジアやイラン・
イスラムの同様の館にも目配りをする。建
築（空間）と政治との相互規定性や、建築

家と政治家との緊張関係、建物の動線のあ
り方などを立体的、三次元的把握を可能と
する構成とし、建築（空間）と政治権力の
館についての一通りの理解を得られるよう
にする。自らが権力の館を発見し、それを
考察するといった積極性が望まれる。
〈本体 4,100 円＋税 8％：定価 4,428 円〉

社会系――社会
商品番号

6351

グローバル化と私たちの社会

ラジオ・A5・276 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31569―5
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学 部

C1360

原田 順子（放送大学教授）
北川由紀彦（放送大学准教授）

商品番号

5153

国際理解のために
高橋

6055

市民自治の知識と実践
山岡
岡㟢

6059

社会学入門〔改訂版〕
森岡

C1331

領土問題とは何なのか、なぜ発生するの
か、その背景を理解し、日本の抱える領土
問題について論じる。対立する議論の優劣
ではなく、どのような主張があるのかを紹
介し、異なる視点を、それぞれの立場から
理解する姿勢を学ぶ。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉
ラジオ・A5・276 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31565―7

C1336

龍一（放送大学教授）
晴輝（放送大学客員教授・九州大学大学院教授）

現代の市民社会において、自律的に生きる
こと、活動的に生きることの意義を伝え、
そのために必要となる基礎的な知識や技術
を紹介する。現実社会における実践と、大
学での学びとの関係性を示すことで、社会
科学一般を学ぶことへの動機づけを与えて
商品番号

ラジオ・A5・224 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31426―1

和夫（放送大学教授）

本書は二部構成で一部は世界の宗教でユダ
ヤ教、キリスト教、イスラム教、ゾロアス
ター教を紹介する。こうした宗教のつなが
りや、それぞれの宗教がどのような世界観
を教え、どのような生活規範を求めている
かを論じる。
二部では東アジアの国際情勢を紹介する。
商品番号

る。グローバリゼーションに対してどのよ
うに対処すべきかを考えなければならない
時が来ている。グローバリゼーションとい
う現象を、広い視野に立って、さまざまな
観点から考察していく。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

いき、そのうえで、社会科学の実践的な活
用の展望をも示したい。『市民自治』をキ
ーワードに、学問的な思考法、社会組織の
運動の技法、知識の具体的な収集法や活用
法の事例などを紹介していく。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉
テレビ・A5・248 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31631―9 C1336

淸志（放送大学教授）

社会学の基本的考え方と基礎概念を説明し
た上で、家族、ジェンダー、社会階層、都
市、ネットワーク、ライフコース、少子高
齢化、情報化などのテーマを幅広く取り上
げる。各テーマにアプローチする中で、社
会学が獲得してきた成果を説明し、現代社
会に対する理解を深めていく。まずは、社

会学の基本的考え方と基礎概念を正確に理
解することが目標である。次いで、基礎概
念から派生した、より専門的な概念や用語
を習得しながら、大きく変動する現代社会
の動向と諸現象に対する関心を深め、それ
らを深く広く考察できるようにする。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

社 会 系

ヒト、モノ、カネ、情報が容易に国境を越
えて移動するグローバリゼーション（グロ
ーバル化）という現象は、日本だけでなく
世界全体に大きな影響を及ぼし始めてい
る。日本一国だけグローバリゼーションに
規制を課すことは不可能な状況となってい

学 部

60
商品番号

6056

社会系――社会

社会調査の基礎〔新訂〕

テレビ・A5・216 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31566―4

C1336

北川由紀彦（放送大学准教授）
山北 輝裕（放送大学客員准教授・日本大学准教授）

社 会 系

本書は、社会調査に関する基本的事項（社
会調査の目的、歴史、方法論、各種調査方法
とその長所・短所、調査倫理など）を学習
することをねらいとしている。社会調査の
基本的な考え方や、各種調査方法の長所・
短所、留意点（どのような場合にどのよう
商品番号

6052

社会統計学入門
林

6057

貧困と社会
西澤

6051

都市社会の社会学
―都市社会学の基礎概念と応用―

森岡

C1333

本的・応用的な分析手法を扱う。具体的に、
データの基礎集計、標本に基づく推測統計、
2 変数間の関連分析、重回帰分析を中心に
多変量解析の一部について解説する。実際
のデータや分析例を紹介し、必要に応じて
統計量の計算手順も紹介する。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉
ラジオ・A5・216 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31567―1

C1336

晃彦（放送大学客員教授・神戸大学大学院教授）

本書は、貧困という現象に対して、社会学
的にアプローチする。貧困は、いつも、低
い生活水準以上の意味をもって貧者に体験
されている。貧困によって、関係とアイデ
ンティティを不確かなものにしているが、
そのことこそ、貧困体験の中核的要素とさ
えいえる。貧困は、社会という拡がりがど
商品番号

ラジオ・A5・240 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31370―7

拓也（放送大学客員准教授・奈良女子大学准教授）

現代社会において、社会の実態や人々の行
動・意識を明らかにする社会調査が数多く
行われ、それに基づく分析結果がメディア
を通して提示されている。それらの分析結
果を読みとるのに必要な統計学の基礎的な
知識とともに、自分で分析を行おうと考え
ている方に分析の実践的側面も考慮した基
商品番号

な方法で調査を行うのが適切で、どのよう
な限界があるのか）などについて、できる
だけ幅広く解説する。的確な方法で適切に
調査を実施し、分析し、結果をまとめるた
めの基本的な考え方を習得してもらう。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

う想像されるのか―社会が誰を排除し誰を
迎え入れるのか―によって、解決されるべ
き問題とみなされたり、放置されたり、時
には貧者が敵視されたりする。貧困と社会
との関係あるいは社会の中の貧者につい
て、できるだけ具体的に論じていきたい。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉
ラジオ・A5・240 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31369―1

C1336

淸志（放送大学教授）

都市社会に関する社会学の基礎的概念を解
説し、その上で、戦後日本の大都市におけ
る都市化とそれに伴う地域社会の変動を、
都市化、郊外化、再都市化の過程に即して
説明する。また、東京圏における都市空間
の変容過程、地域社会内部の構造変動、人

びとのつながりの変化、格差の拡大、社会
的孤立の深化、エスニシティといった諸側
面について具体的に論じる。現代都市社会
の諸問題を幅広く捉える視点を養うととも
に、
問題の相互連関についての理解を深める。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

社会系――社会
商品番号

6060

移動と定住の社会学
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学 部

テレビ・A5・232 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31632―6 C1336

北川由紀彦（放送大学准教授）
丹野 清人（放送大学客員教授・首都大学東京教授）

商品番号

5444

社会と銀行〔改訂版〕
吉野

5759

世界の中の日本〔新訂〕
―グローバル化と北欧からの視点―

高橋

ラジオ・A5・244 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31275―5

C1334

明宣（放送大学教授）
正章（放送大学准教授）

団塊の世代が退職し、身につけた知識や技
能を持ってボランティア活動に参加する事
例が広範に見られる。また、企業の社会的
責任に対する関心が高まり、企業が NPO
と連携する機会が増えてきている。他方、
グローバル化した金融市場により、国内で
5159

C1333

で、消費者にとっての銀行、企業にとって
の銀行、決済ネットワークのノードとして
の銀行、資産運用市場における銀行、グロ
ーバル競争下の銀行、ギリシャ国債などの
保有、財政危機と銀行行動など、銀行の役
割と社会の中での機能について考える。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

NPO マネジメント〔改訂版〕
河合
齋藤

商品番号

テレビ・A5・308 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31490―2

直行（放送大学客員教授・慶應義塾大学名誉教授）

1980 年代後半のバブル経済から 90 年代に
かけて、日本の金融機関は混乱から大変革
の時代を経験した。変化は不良債権処理、
金融再編、情報化という技術進歩、金融規
制の局面において顕著であった。さらにア
メリカのサブプライムローン問題、最近の
ユーロ危機が加わった。そうした変化の中
商品番号

背景やとりまく諸問題について、社会学の
研究成果等を参照しながら論じていく。国
際移動・国内移動に関する理論や実証的な
研究動向の理解を通じて、現代社会につい
て深い洞察力を獲得することを目標とする。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

の雇用機会の減少と所得格差の拡大がもた
らされ、貧困や教育などの社会問題や環境
問題への関心が高まっている。NPO の活
動例をたどるとともに、新たな潮流や制度
にも注目する。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
テレビ・A5・300 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31559―6

C1331

和夫（放送大学教授）

幕末以来、日本人が手本としてきた外国は
欧米の大国であった。しかし、それが本当
に国民に幸福をもたらしたのだろうか。所
得ばかりでなく、教育、医療、女性の社会
進出、治安、環境の保全などの指標で測っ
た際に世界最高の生活水準とされるのは、

大国ではなく北欧諸国である。北欧諸国の
経験を踏まえながら、外交、人口減少、外
国人労働者、移民、メディアなどの面での
日本の課題に光を当て、世界の中の日本を
北欧という鏡に映し出しながら解説する。
〈本体 3,400 円＋税 8％：定価 3,672 円〉

社 会 系

近代社会の特徴の一つは「人の移動」であ
る。人の移動と定住という観点から社会学
的に解読していく。具体的には、海外から
の移住労働者、国内における都市移住・出
稼ぎ者、ホームレス等の住居喪失者に注目
し、そうした人々が生み出される構造的な

学 部

62
商品番号

5443

社会系――経済・経営

経済学入門〔改訂新版〕
西村

社 会 系

5764

経営学入門〔新訂〕
小倉
齊藤

5771

現代会計
齋藤

5442

現代経済学〔改訂新版〕
依田

ラジオ・A5・264 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31367―7

C1334

徴が浮かび上がる。現代社会と企業に関す
る自分なりの把握の一助にする。持続可能
性という観点から新しい経営学のあるべき
方向性を探る。自治体経営や非営利組織の
経営の問題についても検討する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
テレビ・A5・288 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31628―9 C1334

真哉（放送大学客員教授・横浜国立大学大学院教授）

なんらかの経済活動を行う主体（個人や組
織等）が行う経済活動を把握するために不
可欠な知識と言える会計学について、広く
一般に習得することが望まれる「教養とし
ての会計学」を考察する。会計は、経済活
動を一定のルールにしたがって記録し、集
計し、整理して会計情報を提供する過程で
商品番号

どのような解決策があるのか、また、政府
の役割はなにかについて説明する。そして、
新たに浮かび上がってきた環境問題や企業
の社会的責任、さらには、「ゆたかな社会」
を実現するために求められる要素について
言及する。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

行雄（放送大学客員教授）
毅憲（放送大学客員教授・横浜市立大学名誉教授）

経営学の基本的な概念をわかりやすく具体
的に説明し、経営学の全体像をつかむこと
で企業活動の理解度を増す。経営学を大き
く 4 つの側面からとらえ、今日的な企業活
動に関する一貫性ある説明をする。経営学
史を振り返り、経済学との比較により、特
商品番号

C1333

理（放送大学客員教授・同志社大学教授）

経済の基本は「分業」と「交換」である。
分業は生産性を高めてくれるが、生活の糧
を得るためにいろいろな財・サービスと交
換する必要がある。この交換する場が「市
場」である。ところが、市場が常に有効な
働きをするとは限らない。これを市場の失
敗と呼ぶが、このような状況に陥ったとき、
商品番号

ラジオ・A5・256 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31430―8

ある。営利目的の企業や政府、非営利法人
等といったさまざまな経済主体について、
投資家や債権者、住民、寄付者等といった
さまざまな会計情報利用者、特に外部の情
報利用者の立場を踏まえながら、会計学を
体系的に検討する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉
テレビ・A5・240 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31429―2

C1333

高典（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

現代の経済学の内容と歴史をアルフレッ
ド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立
銀行賞（いわゆるノーベル経済学賞）の歴
史を振り返る形で概観する。ノーベル経済
学賞は、1968 年にスウェーデン国立銀行
が設立 300 周年祝賀の一環として、ノーベ
ル財団に働きかけ、設立された賞である。

スウェーデン王立科学アカデミーにより選
考され、ノーベル財団によって認定される。
ノーベル経済学賞を振り返れば、現代の経
済学の色々な顔が見えてくるはず。受賞者
の生い立ちと受賞理由、研究業績の現代社
会的意義について、分かりやすく解説。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

社会系――経済・経営
商品番号

5440

労働経済〔改訂版〕
松繁

日本経済史〔改訂新版〕
宮本

5761

ファイナンス入門
齋藤
阿部

5445

財政と現代の経済社会
諸富

ラジオ・A5・288 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31363―9

C1333

ついて解説するが、その際、マクロ経済の
動きや産業組織、経済諸制度や経済政策の
動向とともに、企業や企業組織、企業家の
活動、家計と消費、技術と労働などの側面
に言及する。具体的な資料や事例を紹介し
ながら進めていく。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
テレビ・A5・224 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31364―6

C1334

正章（放送大学准教授）
圭司（放送大学客員教授・高崎経済大学教授）

好むと好まざるに関わらず、ファイナンス
は私たちの暮らしと密接な関係を持ってい
る。たとえ会社勤めをしていなくても、で
ある。その一方で、「お金の話はちょっと
…」と敬遠する人が多いのも事実である。
より多くの人にファイナンスを身近に感
商品番号

具体的な例を取り上げて問題を認識しやす
くする。その上で、それらの問題が理論的
にどのように分析できるかを議論するとと
もに、政府やエコノミストが唱える政策が
どのような理論・実証的背景を持っている
かを理解していく。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

又郎（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

江戸時代から今日までの約 400 年におい
て、日本の経済がどのような足跡を辿って
きたのか、どのような節目があったのか、
今日我々はどのような到達点に立っている
のか理解していく。基本的な経済諸量の動
きから、長期の経済発展の過程を概観す
る。各時代の重要な経済史的トピックスに
商品番号

C1333

じ、理解してもらいたい。そのために、①
ファイナンスと市場、②ファイナンスと企
業、③ファイナンスと情報という 3 つのテ
ーマで講義を構成し、内容の充実と理解の
促進を図っていく。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉
テレビ・A5・288 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31560―2

C1333

徹（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

我々の生活と密接に関わっている財政シス
テムを分析・理解する能力を身につけるこ
とが、すなわち現代社会を理解することに
他ならない。本書は、財政と経済、そして
社会との相互関係を理解しやすいように解
説する。初学者にもわかる形で体系的に経
済学の観点から財政学の解説を行うことを

目的とし、基礎知識を獲得してもらうため
の財政学の主要トピックスをほぼ網羅して
いる。また、『グローバル化』をキーワー
ドとして、日本財政が直面する最先端の課
題と、それを解決していくための最新の知
見も紹介していく。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

社 会 系

5441

学 部

寿和（放送大学客員教授・大阪大学教授）

労働経済学の基礎理論を学び、労働問題に
接近するための経済学的考え方を身につけ
る。労働市場の動きを労働供給と労働需要
に分け、それぞれがどのように決まるか解
説する。その後、現実に起きている問題、
例えば、若年労働、仕事と家庭との両立、
少子高齢化などを紹介するが、できるだけ
商品番号

テレビ・A5・200 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31362―2

63

学 部
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商品番号

5766

社会系――経済・経営

国際経営〔新訂〕
原田
洞口

社 会 系

5772

5767

管理会計〔改訂版〕
齋藤

テレビ・A5・224 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31433―9

C1334

正章（放送大学准教授）
章（放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）

内部監査は組織運営が順調な時には改めて
意識されないが、一旦、不祥事等問題が生
じるとクローズアップされる。しかし組織
運営の成否を決めるのは内部監査の成否に
あると言っても過言でないくらい重要なテ
ーマである。本書では、内部監査について、
5768

専門用語や簿記ならではの考え方があるの
で、それに慣れるのも重要である。また、
簿記は技術なので、実際に手を動かし、電
卓をたたき、体で覚えて初めて使いこなせ
るようになる。例題や練習問題を自分で解
くなど積極的な姿勢が望まれる。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

組織運営と内部監査〔改訂版〕
齋藤
蟹江

商品番号

ラジオ・A5・236 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31629―6 C1333

正章（放送大学准教授）

簿記はビジネスの言語ともいわれ、今日の
企業社会において欠かせないものである。
企業の営業活動がどのように進められるか
を理解し、この営業活動を記録するために
「仕訳→転記→検証→決算」という簿記の
手順を把握する。簿記の記帳ルールは単純
明快で、その習得はさほど難しくはないが、
商品番号

策定、実践すべきか」を念頭におきながら、
国際経営を理解するための基本知識（主要
な経営学説、知識・技術・イノヴェーショ
ン、会計財務、人的資源、行政と国際化な
ど）について学習する。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

初級簿記〔改訂版〕
齋藤

C1334

順子（放送大学教授）
治夫（放送大学客員教授・法政大学教授）

経済のグローバル化は、新興工業国の台頭
を迎え、ますます地理的範囲を増大しつつ
ある。そうした経済のダイナミズムは、日
本の企業に大きな影響を及ぼしている。本
書では「この状況に対応するために、日本
企業はグローバル戦略と管理方法をいかに
商品番号

ラジオ・A5・228 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31432―2

その目的や手続きの実際について多面的に
検討することによって、内部監査の重要性
を理解する。また、すでに組織運営に携わ
っている人には、内部監査の再整理と新た
なる知見を与えるものとなる。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉
ラジオ・A5・256 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31491―9

C1333

正章（放送大学准教授）

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。本書では、管理会
計の役割を、意思決定を支援する役割と業
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。主な内容

は、原価の諸概念と原価計算の基礎、原価
の測定と原価情報の活用、予算管理システ
ム、資本予算、業績指標の選択、株主価値
を高める事業戦略、部門別業績管理、振替
価格、非財務諸表の活用、意志決定会計の
理論、業績管理会計の理論などである。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

社会系――経済・経営
商品番号

5765

マーケティング

テレビ・A5・220 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31431―5
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学 部

C1334

橋田洋一郎（放送大学客員准教授・専修大学准教授）
須永
努（放送大学客員教授・関西学院大学教授）

商品番号

5769

大学マネジメント論
山本
田中

5446

ラジオ・A5・248 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31492―6

ントに関する多くの課題を抱えている。本
書はこのような状況を踏まえ、大学という
システムの特質を捉えるとともに、大学マ
ネジメントの知識や考え方を、幅広い関係
者に身につけさせることを目的とする。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

証券市場と私たちの経済
野間

C1334

眞一（放送大学客員教授・桜美林大学大学院教授）
義郎（放送大学客員教授・桜美林大学大学院教授）

近年、経済・社会・文化の変化の中で、大
学問題に対する社会的関心が高まりつつあ
る。一方、大学関係者は、大学経営危機に
いかに対処すべきか、知識基盤社会の中の
大学はいかにあるべきか、大学運営に教職
員はどう関わるべきかなど、大学マネジメ
商品番号

る。本書はこのようなマーケティングの広
がりを分かりやすい事例で解説。さらに近
年関心の高いブランド戦略、ソーシャル・
マーケティング、リレーションシップ・マ
ーケティングの在り方についても触れる。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

ラジオ・A5・220 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31561―9

C1333

敏克（放送大学客員教授・同志社大学教授）

2008 年のリーマンショックは金融システ
ム危機につながり、世界同時不況をもたら
した。昨今の証券市場は、情報通信技術の
発達や金融技術革新によって様変わりして
おり、社会的役割や経済に与える影響も変
化している。日本では国民の大部分が預貯
金だけを貯蓄手段とし、証券市場との直接

的関係は薄いが、企業や政府は証券市場に
大きく依存しており、間接的には証券市場
と国民生活との関係は密接になっている。
本書は、重要性を増している証券市揚の仕
組みを学び、それが私たちの経済社会に与
える影響を幅広い観点から考える。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

社 会 系

マーケティングと一口に言っても、その範
囲は多岐にわたる。製品、価格、流通、プ
ロモーションというマーケティング・ミッ
クスの問題だけでなく、戦略的マーケティ
ング、リサーチ、消費者行動、サービス・
マーケティングなどのトピックも含まれ

学 部

66
商品番号

6352

社会系――産業・技術

新しい時代の技術者倫理
札野

社 会 系

6347

6344

産業とデザイン
仙田
若山

ラジオ・A5・228 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31278―6

C1334

千秋（放送大学名誉教授）
盛生（放送大学客員准教授）

新しい技術の急速な展開で、技術を取り込
む経営への関心が高まっている。ビジネス
系の MBA では、人的資源管理など経営実
務に必要な専門知識とビジネスリーダー
として活躍できる論理的思考力に力点を置
き、最近の潮流である技術系の MOT は、
6346

C1334

って他人に伝え、理解してもらうための基
本的な技術を習得する。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、さまざまな分野から問題発見と解決の
具体的な事例を集めて紹介する。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

技術経営の考え方
東
柴山

商品番号

テレビ・A5・208 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31372―1

盛生（放送大学客員准教授）
紘司（放送大学客員教授）

問題とは何かを考え、問題の発見、解決の
手順、解決に必要な情報をどのように収集・
整理し分析するのか、解決に必要な考え方
とは何かなど一連の過程を通して解決策を
見いだしていく科学的技法を提供する。ま
た、その過程で思考や発想などを目的に沿
商品番号

について考察する。技術者が直面する可能
性のある種々の倫理的問題を、具体的事例
を通して紹介し、それらの問題を分析して
倫理的に推論する方法について学び、21
世紀の技術者に求められる倫理的な資質・
能力について考察する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

問題解決の進め方
柴山
遠山

C1334

順（放送大学客員教授・金沢工業大学教授）

科学技術は新しい価値を生み、社会と環境
に大きな影響を与えるが、2011 年 3 月の
東日本大震災は、科学技術がもつ正負両面
の力を再認識させる契機となった。技術を
実践する技術者は、社会に対して特別の責
任を負っているのである。本書は、技術者
が職務を遂行する上で必要な新しい「倫理」
商品番号

テレビ・A5・316 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31570―1

最先端の技術をどのように経営に活かすか
を実践的に考えることに力を入れている。
これらに共有の技術イノベーションを取り
込む上で不可欠な知識をまとめ、より高い
経営能力を身につけることを目指す。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉
テレビ・A5・276 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31371―4

C1360

満（放送大学客員教授・東京工業大学名誉教授）
滋（放送大学客員教授・名古屋工業大学名誉教授）

産業における技術とデザインは車の両輪の
ようなものである。製品も、地域も、環境
もデザインによりその経済的な波及効果は
異なる。町づくりや企業経営に参画し、関
心を持つ人々に、町づくりと産業における
デザインの重要性を認識してもらう。資源

のない日本は、デザイン、技術、素材は、
世界競争の時代における機動力の両輪であ
る。日本の強みは精緻さと遊びという要素
にあることを明らかにし、将来におけるデ
ザインの課題と展望について論ずる。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

社会系――産業・技術
商品番号

6050

社会技術概論〔改訂版〕
小林

C1336

ためのそれとは異なる「社会の中の科学技
術、社会のための科学技術」の考え方を学
び、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
技術と倫理などを理解する。これらの基盤
となる理論側面についても理解を促す。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

グローバル化と日本のものづくり〔新訂〕

テレビ・A5・264 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31568―8

C1360

藤本 隆宏（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
新宅純二郎（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
国際的な市場競争の激化の中で日本の「も
のづくり」が岐路に立っている、といわれ
ている。しかし構想、研究・開発からはじ
まり、「もの」が実際につくられていくプ
ロセスは意外と知られていない。本書では、
中小企業から大企業までの技術や経営の実
商品番号

6540

物質・材料工学と社会〔新訂〕
秋鹿
東

6348

テレビ・A5・288 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31282―3

C1355

研一（放送大学客員教授）
千秋（放送大学名誉教授）

人間活動の基盤である科学・技術を支えて
いる材料が、社会のシステムを構成する製
品の中にどのように使われているのかを考
察するとともに、その素材である金属材料、
半導体材料、無機材料、有機材料、さらに
生命を対象とする生体材料などの幅広い材
商品番号

際を概観しながら、「ものづくり」の全体
像をスケッチしつつ、日本（企業）の強さと
弱さや国際的な競争と協調の内実を明らか
にする。世界の諸国とともに歩む日本の優
位性や課題を浮き彫りにすることにもなる。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

料が、どのように創出されるのかを学ぶ。
現代の産業社会、個人生活に有用な施設、
設備、製品などがどのような材料により構
成されているか、その機能は何か、それを
支える原子分子との関連を概観する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

アグリビジネスと日本農業

ラジオ・A5・288 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31493―3

C1360

河合 明宣（放送大学教授）
堀内久太郎（放送大学客員教授）
今日、社会的分業が高度に進み、食料供給
に関わる産業の種類、分野が著しく拡大し
ている。農業生産の過程も細分化され、分
業・協業や専門化が進んだ。産業全体でも、
多数の産業間の相互関連性を重視するアグ
リビジネス（農業関連産業）が形成される

ようになってきた。一方、農林水産業は、
自然生態系の中で動・植物と共存し、その
生態系の維持・存続に努力することが求め
られる。農業や農村の根幹的な役割を積極
的に維持し、高揚することも重要である。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

社 会 系

6350

学 部

信一（放送大学客員教授）

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。真理探究のための科学技術や産業の
商品番号

テレビ・A5・232 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31368―4
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学 部

68
商品番号

6053

社会系――産業・技術

環境の可視化

テレビ・A5・272 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31563―3

―地球環境から生活環境まで―

C1336

梅干野 晁（放送大学教授）
中村 恭志（放送大学客員准教授・東京工業大学准教授）

社 会 系

本書は、地球環境から日常の生活環境まで
を対象として、①表面温度を可視化して熱
環境を読む、②水の流れを可視化して水環
境を読む、③地盤探査により地盤環境を読
む、そして、④今日注目されている環境の
商品番号

6542

都市・建築の環境とエネルギー
—環境負荷の小さい快適な街づくり—

梅干野

6058

地域と都市の防災
目黒
村尾

6354

海からみた産業と日本
池田
原田

C1352

のような視点に立って、まず都市・建築と
気候・風土との関係を概観し、都市環境問
題、特にヒートアイランド現象と熱環境の
実態を明らかにし、環境共生社会の実現の
ために、街づくりに焦点を当てて、環境、
特に熱環境とエネルギーについて考える。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉
テレビ・A5・296 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31630―2 C1336

公郎（放送大学客員教授・東京大学教授）
修（放送大学客員教授・東北大学教授）

地域および都市を災害から守るための考え
方について、実例を踏まえつつ解説する。
包括的に地域と都市の防災体系を修得する
ための「地域と都市の防災体系」、災害発
生のメカニズムとその対策について学ぶ
「災害発生のメカニズムとその対応」、被害
商品番号

テレビ・A5・272 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31495―7

晁（放送大学教授）

これからの地球環境時代、環境負荷の小さ
い安全で快適かつ健康的な環境共生社会を
実現しなければならない。それには、これ
までの機能性、利便性優先の都市生活に対
するパラダイムシフトと、バナキュラー建
築を原点とした環境と共生した都市・建築
のあり方が求められてくる。本書では、こ
商品番号

リモートセンシング技術に焦点を当てて解
説する。多くのカラーの可視化画像を掲載
しているので、楽しみながら、環境の理解
が深まることを期待する。
〈本体 3,700 円＋税 8％：定価 3,996 円〉

を抑止することの意義と耐震化について学
ぶ「被害を最小化する取り組み」、そして
事前準備や復興の意義などについて学び、
今後の防災について考える「災害対応に必
要な各要素」から構成される。
〈本体 3,400 円＋税 8％：定価 3,672 円〉
ラジオ・A5・248 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31633―3 C1360

龍彦（放送大学神奈川学習センター所長）
順子（放送大学教授）

島国である我が国において海運は輸送生命
線であり、国内外の安定した海上物流は経
済の安定と繁栄の基盤である。近年では、
日本企業のグローバル展開に伴い、グロー
バルなサプライチェーンマネジメントが発
達してきた。その中で大量の荷物の結節点

である港湾は重要で、経済規模に見合った
戦略的整備の必要性は極めて高い。以上の
事柄に包括的な影響を与えるのが国内外の
海事管理である。海事管理の枠組み、海事
人材、海事クラスター等も取り上げる。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

社会系――産業・技術
商品番号

6054

環境と社会〔新訂〕
植田
大塚

6349

6353

テレビ・A5・264 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31494―0

に考えてみることの重要性を明らかにした
い。前半は途上国が直面する問題を中心に、
後半は先進国や国際機関、あるいは、国際
NGO や大企業が「途上国のため」と判断
して実行する「援助」について考える。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

多様なキャリアを考える
道幸
原田

C1360

保興（放送大学名誉教授）
明宣（放送大学教授）

これまで当たり前と思われていた途上国開
発に関する分析や提言を考え直してみる
と、異なった考え方もでき、別の提言も可
能になることを示していく。それによっ
て、学者の意見や国際機関から発せられる
提言について、一人ひとりが鵜呑みにせず
商品番号

C1350

解した議論は必ずしも十分とは言えない。
持続可能な社会の構築に向けて、再生可能
エネルギーや地産地消型のエネルギーなど
を理解するとともに、エネルギー問題を俯
瞰的、系統的に解説する。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

途上国を考える
髙木
河合

テレビ・A5・272 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31572―5

章義（放送大学客員教授・東京大学教授）
敦司（放送大学客員教授・東京大学特任教授）

原子力発電所の事故を契機に、原発稼働の
是非、地球温暖化対策の在り方など、エネ
ルギー問題は大きな関心事となっている。
しかしながら、再生可能エネルギーの利用
可能性、さらなる省エネルギーの可能性な
ど、エネルギー問題を定量的、科学的に理
商品番号

か、そして法はどのような使命を有してい
るのかを考える。我が国は、そして世界は、
どのような努力をしているのかを概観し、
持続可能な社会の実現に向けた課題と現在
の取り組みについて解説する。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

エネルギーと社会〔新訂〕
迫田
堤

C1336

テレビ・A5・248 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31571―8

C1336

哲也（放送大学教授）
順子（放送大学教授）

職業キャリアについて，なぜその発展が必
要なのかを，いくつかの観点から解説する。
次に，職業キャリアの形成がどのように行
われるかの現状を学習する。また，労働者
の権利に関して法律論を展開する。さらに，
ライフコースの概念を紹介し，職業キャリ

ア以外にも「キャリア」があることを理解
する。専業の学生，子育て，介護，定年退
職などの時期を実り豊かに生きることは，
本人にとって重要であり，それらの時期の
社会への影響について議論する。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

社 会 系

6543

学 部

和弘（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
直（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

環境問題の歴史的な流れを概観し、その変
遷の中でどのような解決の努力が払われて
きたかを解説する。環境問題を解決すると
いうのはどういうことか、環境というもの
の価値をどのように評価するのか、そこに
おいて経済学はどのような役割を果たすの
商品番号

ラジオ・A5・268 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31564―0

69

学 部

70
商品番号

6730

社会系――情報

情報学へのとびら
加藤
大西

浩（放送大学教授）
仁（放送大学准教授）

社 会 系

多様な側面を持つ情報に関して、情報の認
識、加工、発信の主体である人間および社
会と情報の関わり、情報社会を支えるコン
ピュータや情報・通信システムの理論的、
技術的背景について解説し、それぞれの場
面における情報の効果や処理のされ方に関
商品番号

6712

テレビ・A5・276 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31634―0 C1355

する基本的な理解を図る。情報に関わる問
題がどのような学問とつながっているかに
ついても触れて、情報の概念（ないしは情
報学）の体系の一端を示す。最も基本的部
分とそれらの関係の理解を目標とする。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

遠隔学習のためのパソコン活用 ISBN978―4―595―31440―7
テレビ・A5・272 頁 ’
13

C1355

三輪眞木子（放送大学教授）
秋光 淳生（放送大学准教授）
学習活動をおこなっていくうえで役立つパ
ソコンやインターネットの活用法を基礎か
ら学ぶ。具体的にはインターネット上での
情報収集、パソコンソフトを駆使して図表
の作成、文書作成、プレゼンテーションの
技法などを学ぶ。その結果、レポートや発
商品番号

6711

デジタル情報と符号の理論
加藤

6720

テレビ・A5・272 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31439―1

C1355

浩（放送大学教授）

まずアナログ情報とデジタル情報との違い
を明らかにし、デジタル情報処理の利点を
知る。次に情報科学の基礎知識として、確
率論に基づいて情報を数量的にとらえた
り、分析する手法を学ぶ。さらに、デジタ
ル情報に関する本質的な理解を深めるとと
もに、デジタル情報の処理モデルを学ぶ。
商品番号

表の質向上が期待できる。さらに、基本的
なパソコン操作とソフトウェア活用技法、
情報検索技法を習得することで、学習活動
だけでなく日常生活でも幅広くパソコンを
活用できるようになる。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉

また、文字・音声・画像・動画などの様々
なマルチメディア情報がどのようにデジタ
ル情報に変換されているかを解説し、その
変換方法によってデータ量を圧縮したり、
伝送時の誤りを検出できたり訂正できたり
することを理解する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

日常生活のデジタルメディア

テレビ・A5・232 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31502―2

C1355

青木久美子（放送大学教授）
高橋 秀明（放送大学准教授）
デジタルメディアが多様化している一方、
インターネットに接続して情報が交換され
る、という集約化も行われている。デジタ
ル化された情報は、どのような形で表現さ
れるものであろうとも、インターネットや
コンピュータネットワーク上で流通可能で

ある。このようなデジタルメディアの普及
により、我々の日常生活がどのように変わ
ってきたか、変わりつつあるか、変えてい
かなければいけないかを、デジタルメディ
アの特性を理解しながら考えていく。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

社会系――情報
商品番号

6724

情報ネットワーク
芝﨑

6713

テレビ・A5・312 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31441―4

との対応などを学んだあと、様々な種類の
計算について、その表し方や計算方法につ
いて調べる。とくに、情報概念についての
人間の発達段階に応じた認識の様子や、計
算手順の自然言語表現などについては詳し
く学習する。
〈本体 3,400 円＋税 8％：定価 3,672 円〉

データ構造とプログラミング
鈴木

C1355

慧（放送大学名誉教授）

情報処理の基本は、抽象的な概念である情
報の表現と、その表現に対する系統立った
変換のやり方及びその性質の把握である。
本書では「計算」というキーワードでこれ
ら全体をカバーする統一的な視点を学ぶこ
とを目的とする。具体的な内容としては、
数の概念、性質、扱い方、それに現実世界
6709

C1355

本書は、コンテンツと密接に関係する著作
権をはじめとする知的財産権や個人情報の
保護等について解説し、情報社会の一員と
して持つべき法と倫理についての基本的な
理解と認識を身につけさせる。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

計算事始め
川合

商品番号

ラジオ・A5・232 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31507―7

史郎（放送大学客員教授）
晴男（放送大学教授）

インターネットの普及した今日の情報社会
では、画像、音声等の様々なコンテンツを
はじめとする大量の情報を、誰でも容易に
発信できる。一部の専門家ではなく、誰で
も大量の情報発信が可能になると、不適切
な情報発信も数多く見られるようになる。
商品番号

にインターネットに関連するサービスの概
要について解説する。ネットワークの基本
技術を理解できること、インターネットの
仕組みを理解できること、ネットワークを
利用した情報サービスについて理解できる
ことが、本書の目標である。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

情報社会の法と倫理
尾﨑
児玉

C1355

テレビ・A5・232 頁 ’
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C1355

一史（放送大学准教授）

本書では計算機科学において重要な“デー
タ構造”の基礎および応用、プログラミン
グ”について学習する。基本的なデータ構
造の例として、配列、スタック、キュー、
連結リスト、ツリー、バイナリサーチツリ
ー、平衡木、ハッシュテーブル、ヒープ、
グラフ等について解説する。また，これら

のデータ構造を利用したデータの基礎的な
操作（探索、挿入、削除、整列）等につい
て学習し、各データ構造の特性や計算量の
関係を知ることによって、ソフトウェアの
設計やプログラミングに応用できるように
する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

社 会 系

6725

学 部

順司（放送大学准教授）

今日の情報通信技術のめざましい進展によ
ってコンピュータのネットワーク化が飛躍
的に進み、携帯電話の普及やインターネッ
ト利用の高まりにより情報文化の面でも大
きなインパクトを与えつつある。本書は、
情報通信ネットワークの基本技術について
解説するとともに、情報通信システム、特
商品番号

ラジオ・A5・204 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31506―0

71

学 部

72
商品番号

6710

社会系――情報

コンピュータの動作と管理
葉田

社 会 系

6717

6706

テレビ・A5・240 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31434―6

レベルの問題は計算機で解く必要があり、
そのためのソフトウエアも普及しているこ
とから、本書では解法の数学的詳細より、
具体的な問題を簡単な数式により定式化す
ることに重点をおく。理解を助けるために
多様な分野の応用例を交え解説する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

データの分析と知識発見
秋光

C1355

仁（放送大学准教授）

身の回りを含め、社会に遍在する問題を、
その目的や制約条件を数理モデルで定式化
することで、計算機に問題を解かせること
が可能になり、手計算では解けない複雑な
問題でも解けるようになる。このような方
法は工学のあらゆる場面だけでなく、経営
や行政の場面でも広く使われている。実用
6732

C1355

メディアの情報をどう扱うか、また、印刷
機とのやりとり、電子ブックなどのしくみ
についても言及する。さらに、代表的な応
用ソフトウェア（ワープロ、表計算ソフト
ウェア等）の動作原理を理解するとともに、
大規模ソフトウェアの開発法を知る。
〈本体 2,000 円＋税 8％：定価 2,160 円〉

問題解決の数理
大西

商品番号

テレビ・A5・200 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31499―5

洋一（放送大学長）

ソフトウェアはどのような原理でコンピュ
ータを動かすのか、本書はそのしかけにつ
いて解説する。プログラムの概念を理解し、
C 言語、Java 等の高水準プログラム言語
の構造や、機械語との関係を把握するとと
もに、コンパイラ、インタプリタの存在を
知る。音声、静止画、動画といったマルチ
商品番号

と呼ばれるソフトウェアが用いられること
が多い。本書では、パソコンや家電に組み
込まれるマイコンなどを例にしながら、コ
ンピュータの基本的な動作、オペレーティ
ングシステムが持つ機能、コンピュータの
利用などを習得する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

ソフトウェアのしくみ
岡部

C1355

善章（放送大学准教授）

コンピュータはハードウェアとソフトウェ
アが組み合わさって初めて動作が実現され
る装置である。コンピュータの利用やソフ
トウェアの開発では、ハードウェアを管理
し、アプリケーションソフトウェアの動作
に必要となる機能を提供するオペレーティ
ングシステム（OS、基本ソフトウェア）
商品番号

テレビ・A5・240 頁 ’
13
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テレビ・A5・268 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31636―4 C1355

淳生（放送大学准教授）

ICT の進歩に伴い、大量のデータが収集、
蓄積され、それを元に大量の計算がなされ、
多くの情報・知識を得ることができるよう
になった。現在氾濫するデータや情報にど
う接し、それとどう付き合っていくべきな
のか、また、そういった情報を抽出するた
めにはどういう処理をすれば良いのか、と

いったことについて、具体的に演習を通し
て身につけることを目指す。データ分析の
手法を説明するとともに、R を用いて実際
の分析の手順についても説明する。大学初
年次程度の数学の知識や基本的なパソコン
操作が行えることを前提として解説する。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

社会系――情報
商品番号

6714

記号論理学
加藤
土屋

6704

C1355

うに行われているかについて概説する。ま
た、これらの認識の例として、発話の認識
を行う音声認識や、図形や写真の認識を行
う画像認識等がどのように行われるかにつ
いて、具体例を交えながら述べる。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

映像コンテンツの制作技術
近藤

テレビ・A5・208 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31376―9

良知（放送大学教授）
一史（放送大学准教授）

コンピュータは、計算する機械である一方
で、文字、画像、音声、映像といった情報
も扱える。しかし、これらがどのように扱
われているかは、外からは見えにくい。よ
って、文字、画像、音声、映像といった情
報の処理がコンピュータ上で実際にどのよ
6734

C1355

書は、コンピュータを用いた数値計算に必
要となる数値の表現や処理、各種の問題に
応じた計算方法について基本的な手法を解
説する。計算方法を記述するためのアルゴ
リズムやそれをコンピュータに指示するプ
ログラムについても概説する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

デジタル情報の処理と認識
柳沼
鈴木

商品番号

ラジオ・A5・248 頁 ’
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ISBN978―4―595―31504―6

鉄也（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）

数学や物理で現れる方程式は、複雑になる
と簡単には答えが得られない場合も多い。
このようなとき、コンピュータを用いて数
値計算で解を求めるのが数値解析であり、
自然現象のシミュレーションやデータの分
析、製品の設計や開発、信号処理や画像解
析など、幅広い分野で利用されている。本
商品番号

計算機科学などの基礎となるほか、論文執
筆や議論やプレゼンテーションなどの基礎
として重要となる。命題論理、一階述語論
理などの意味を理解して自然言語と対応付
け、さらに論理式の計算方法を学ぶ。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

数値の処理と数値解析
櫻井

C1355

テレビ・A5・196 頁 ’
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ISBN978―4―595―31638―8 C1355

智嗣（放送大学教授）

本書は、映像コンテンツの制作技術を体系
的に学ぶことを目的とする。映像コンテン
ツの制作工程は、プリプロダクション、プ
ロダクション、ポストプロダクションの 3
つに大別でき、映像制作に必要な技能には
表現面（企画・構成、シナリオ、カメラワ
ーク、照明、編集等）と技術面（カメラの

仕組み、音声収録、色調整等）がある。映
像のクリエイターを養成することが目的で
はなく、映像コンテンツの制作技術を学ぶ
ことを通してマルチメディアの基礎的技術
を理解し、映像の表現技法を習得すること
を主眼とする。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

社 会 系

6722

学 部

浩（放送大学教授）
俊（放送大学客員教授／大学評価・学位授与機構教授）

記号論理学とは、論理を論理式という数式
のような記号で表し、厳密なやり方で処理
する方法の体系である。ある事態が成り立
っている（真である）とき、そこから別の事
態を導き出したり、その推論の正しさを証
明したりする。記号論理学は、数学、哲学、
商品番号
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73

学 部

74
商品番号

6733

社会系――情報

CG と画像合成の基礎

ラジオ・A5・272 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31637―1 C1355

浅井紀久夫（放送大学准教授）

社 会 系

CG（コンピュータグラフィックス）と画
像合成について解説する。映画や CM、商
品カタログなど、身の回りの映像、画像に
は、CG や画像合成が広く使われている。
CG 描画と画像合成の仕組みに重点を置き、
その技術の基本原理を、描画例や応用例を
示しながら平易に示していく。まず、CG
商品番号

6727

自然言語処理
黒橋

6731

ラジオ・A5・264 頁 ’
16

C1355

ーといったデータ構造の実装についても学
ぶ。なお、プログラミングの学習にはＣ言
語の例を用いる。オペレーティングシステ
ムやコンパイラのインストールができるコ
ンピュータ知識や、初歩的な C 言語のプ
ログラミング経験があることが望ましい。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

コンピュータと人間の接点
黒須
暦本

新 刊

一史（放送大学准教授）

計算機科学における基礎的なアルゴリズム
やプログラミングについて解説する。デー
タ型、変数、条件文、分岐、繰り返し、関
数、配列、構造体、ファイル、メモリ等の
基本的な知識について理解を深め、データ
の探索やソーティングなどを例としてアル
ゴリズムの効率や計算量について考える。
また、リスト構造を用いたスタックやキュ
6707

C1355

機械翻訳などの応用システムが我々の日常
に浸透し始めている。その背後にある自然
言語処理の仕組み、難しさ、今後の展開な
どを解説し、これによって、ウェブサーチ
や機械翻訳等の自然言語処理の応用システ
ムを健全に利活用する能力を身につける。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

アルゴリズムとプログラミング ISBN978―4―595―31635―7
鈴木

商品番号

ラジオ・A5・200 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31573―2

禎夫（放送大学客員教授・京都大学教授）

日本語や英語などの自然言語は、人間の知
的活動の根幹を支えるメディアである。自
然言語のコンピュータ処理に関する研究・
技術分野を自然言語処理と呼ぶが、近年の
コンピュータ及びコンピュータネットワー
クの進展とともに、自然言語処理技術は劇
的に進展し、ウェブサーチ、対話システム、
商品番号

の描画手順、座標変換、3 次元形状の生成、
画像の生成、質感表現など、CG の原理及
び描画の基本的な手法を扱う。そして、リ
アリティを追求したイメージベースの手法
を導入し、パノラマ画像や写真合成といっ
た画像合成へとつなげていく。
〈本体 3,500 円＋税 8％：定価 3,780 円〉

テレビ・A5・268 頁 ’
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ISBN978―4―595―31435―3

C1355

正明（放送大学教授）
純一（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

情報科学を中心にして比較的最近発達した
インタフェースという領域、まずその基本
概念を、次いで人間についてその多様性や
社会的側面などについて解説する。さらに、
インタフェース設計のための人間中心設計
という考え方を、またここ 30 年ほどの間

に開発されてきた様々な技術についても紹
介する。人間とコンピュータとの関係につ
いて学ぶことで、技術をどのように活かす
べきかを考え、それを具体的なインタフェ
ースとして設計する考え方を身につける。
〈本体 3,800 円＋税 8％：定価 4,104 円〉

社会系――情報
商品番号

6708

メディアと学校教育
中川
苑

テレビ・A5・252 頁 ’
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6723

情報化社会と教育
苑
中川

6718

握し、企業や社会活動の多様なニーズを考
慮した情報発信やユーザー支援が行えるよ
うにしたり、グローバルな観点から、人間
の多様性と今後の情報社会の在り方につい
て自分の意見を持てるようにする。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉
ラジオ・A5・280 頁 ’
14
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ア教育の内容と実態、メディア・リテラシ
ーの実際とその意味を論じる。情報化社会
における教育の現状や課題に関する知識を
習得し、情報技術との関連を通して教育及
び学習の意味を考え直す機会とする。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

コンピュータのしくみ〔改訂版〕 ISBN978―4―595―31500―8
テレビ・A5・200 頁 ’
14

岡部

C1355

復傑（放送大学教授）
一史（放送大学教授）

情報化社会における教育のあり方と問題点
を多角的な視点から解説。まず、情報と教
育との関係、情報化社会のもつ意味と問題
点とを考える。さらに、初等・中等教育の
情報化社会への対応、授業での取り組み、
情報化社会における各学校段階でのメディ
商品番号

C1355

洋子（放送大学教授）
千佳（放送大学客員教授・同志社大学教授）

情報や教育のアクセシビリティを中心に、
国内外の状況、支援技術やユニバーサルデ
ザインの状況を理解し、高齢化、情報化の
進む 21 世紀における人間と情報の在り方
について解説。ユニバーサルデザインやア
クセシビリティの概念と世界的な流れを把
商品番号

係る著作権の問題、メディアを活用した障
害者のための教育、e ラーニング教育にお
ける学習コンテンツの制作や配信など、メ
ディアと学校教育に関する基礎知識を幅広
く解説する。
〈本体 3,300 円＋税 8％：定価 3,564 円〉

情報社会のユニバーサルデザイン ISBN978―4―595―31497―1
広瀬
関根

C1355

C1355

洋一（放送大学長）

コンピュータは、各種電算機処理のみなら
ず、インターネット上のサーバー、一般家
庭のパソコン、家電製品のマイコンといっ
た形でオールマイティの情報処理を行う頭
脳の役割をしているが、その内容について
はあまり理解されていない。本書はコンピ
ュータの構造、動作原理といったしくみに

ついて解説する。最も簡単な回路である論
理回路、さらに過去の履歴に依存してその
動作を変えていくシークエンス回路を基礎
として、これらを組み合わせた電卓の構造
と動作原理を示し、さらに何でも処理でき
るコンピュータについて解説する。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

社 会 系

6715

学 部

一史（放送大学教授）
復傑（放送大学教授）

初等中等教育における ICT 機器活用のさ
まざまな事例や、情報モラル教育の概要に
ついて解説する。また、高等教育における
ICT を活用した授業についても海外の事
例などを取り上げながら、日本の教育の特
質と課題について述べる。さらに、教育に
商品番号

テレビ・A5・300 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31436―0

75

学 部

76
商品番号

6735

社会系――情報

ユーザ調査法
黒須
高橋

正明（放送大学教授）
秀明（放送大学准教授）

社 会 系

コンピュータやインターネットが普及する
につれて、様々なハードウェアやソフトウ
ェア、サービス、そしてシステムに取り巻
かれて生活するようになった。こうしたも
のを便利で使いやすいものとするために
は、それらの情報機器を利用するユーザに
商品番号

6736

6721

テレビ・A5・288 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31498―8

C1355

恒夫（放送大学教授）

情報化は社会の様々な側面で進行し、多く
の利便性を提供する一方、コンピュータや
インターネットを使った犯罪が増加するな
ど「影」の部分への対応も必要になってい
る。また、情報化が広範に、そして基幹的
な部分に拡大するほど、それが機能しなく
なった場合のリスク管理も不可欠となる。
商品番号

する。また，ネットワークによるサービス
を実現するために必要なコンピュータ技術
についても学ぶ。ネットワーク技術やコン
ピュータ技術に関する理解を深め、ネット
ワークにより提供されるサービスの概略に
ついて見識を広めることが目標である。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉

情報のセキュリティと倫理
山田

テレビ・A5・292 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31640―1 C1355

善章（放送大学准教授）

現代の社会において、コンピュータどうし
を接続するネットワークは様々な場所で用
いられるようになっている。本書は、ネッ
トワークのとらえ方や通信のしくみ等を理
解する上で基礎となる知識、ネットワーク
を中心としたコンピュータの利用形態、ネ
ットワークを使ったサービスについて解説
6716

ついての的確な理解を得ることが大切であ
り、そうした情報を得た上でシステムの設
計を行うことが必要である。本書は、その
ための調査法を多面的に取り扱い、情報学
のための研究方法の基礎として位置づける。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

身近なネットワークサービス
葉田

商品番号

テレビ・A5・248 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31639―5 C1355

通信概論

一方、情報技術と情報リテラシーの高度化
に伴い、一人ひとりが被害者にも、そして
意図せず加害者になる可能性も増してい
る。本書は、情報セキュリティの問題を、
システム開発運用及びユーザ教育の観点か
ら解説し、その全体像を明らかにする。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
ラジオ・A5・312 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31503―9

C1355

近藤喜美夫（放送大学教授）
通信は現代のネットワーク社会の発展を支
える重要な基盤である。通信の具体的な方
法には物理学、数学などの様々な発見、発
想から導かれた多くの工夫や検討結果が用
いられている。本書では、信号の性質、通
信路と伝達関数、情報伝達と情報量、変調
の方法、アンテナの特性、通信の高速化、

光の利用、音・動画の符号化、衛星通信や
デジタルテレビ放送、インターネット通信
など、基本的で興味深い考え方、工夫の基
礎を学ぶことを通して通信全体を概観す
る。また、情報漏洩などを防ぐ安全な通信
についても、その工夫と考え方を学ぶ。
〈本体 3,300 円＋税 8％：定価 3,564 円〉

社会系――情報
商品番号

6729

Web のしくみと応用
森本

容介（放送大学准教授）

6726

ラジオ・A5・252 頁 ’
14

児玉

6728

との関連で提供する。人的資源マネジメン
ト、情報マネジメント、社会環境マネジメ
ント等に関する法システムの個別な内容の
解説とともに、それらを横断した観点から
の説明も加える。「労働法」、
「情報法」、
「環
境法」に分けて解説する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

進化する情報社会〔改訂版〕
児玉
小牧

C1355

晴男（放送大学教授）

産業、看護、情報などの学問分野の多くが、
法規との関連の内容を含む。それらが対象
とする法規を一つにまとめて知識として提
供することは、関連する法規を重点的に理
解する上からも効率的である。本書は、技
術分野で関与する人間、情報、環境に関連
する法システムの知識を技術マネジメント
商品番号

C1355

る。Web に関する規格、動的な Web サイ
トを実現する仕組み、データベース技術、
Web のセキュリティ、Web システムの具
体例や応用などを学ぶことができる。ある
程度のコンピュータやインターネットにつ
いての知識があることを前提とする。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

技術マネジメントの法システム ISBN978―4―595―31508―4

テレビ・A5・220 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31574―9

C1355

晴男（放送大学教授）
省三（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

情報通信技術（ICT）の進歩が社会、経済、
産業、科学研究、医療、政治、地方自治、
生活、コミュニケーション、国際関係など
にもたらしている変化を確認し、情報社会
の将来を展望するとともに、人間の幸福に
資する技術発展のあり方について考察す

学 部

る。科学技術的な知識の習得を主な目的と
するのではなく、社会科学的な視野から、
総合的に ICT と社会とがどのようにダイ
ナミックな相互作用のもとに進化している
かを理解することを目標とする。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

社 会 系

日常生活や仕事を進める上で、Web は重
要な役割を果たしている。本書は、Web
に関する規格や Web システムを実現する
ための技術を解説し、Web の仕組みを理
解させる。Web の応用事例についても概
観する。これにより、Web システムが動
作する仕組みを理解することが目標であ
商品番号

テレビ・A5・232 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31575―6

77

学 部

78

自然系――自然科学／数学

自

自 然 系

商品番号

8605

然

系

自然科学はじめの一歩

◇自 然 科 学
◇数
学
◇物質・物理科学
◇生 物 科 学
◇宇 宙 地 球 科 学
テレビ・A5・292 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31584―8

C1340

岸根順一郎（放送大学教授）
大森 聡一（放送大学准教授）
自然科学に対する専門的な知識を持たない
読者を対象に、物質・エネルギー、生命・
生態、宇宙・地球などの自然科学の諸課題
における科学的な考え方と、数理・情報学
の方法を解説する。これによって自然科学
の諸分野への興味関心を高め、より具体的
商品番号

8603

科学的探究の方法
濱田

7061

初歩からの数学〔新訂〕
隈部

テレビ・A5・244 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31290―8

C1340

嘉昭（放送大学名誉教授）

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複雑な現象の中から一
定の規則を見出し、基本的な法則を見出そ
うとする。本書は、自然科学を中心として、
科学の考え方、観察や実験を行う際の重要
項目について考えるとともに、情報を収集
し、論文にまとめ、発表する方法について
商品番号

な学習への動機付けとなることを期待す
る。まず、現代の自然観の概要を述べた後、
各領域における学問的なアプローチの仕方
を紹介し、それらの諸科学と社会との関わ
りを展望したい。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

も考える。また、実験や観察は自然・社会
現象を探究する重要な方法であり、理論的
考察と合わせて科学の両輪になっているこ
とから、これらの基本的な理解をはかる。
それにより、得られる結果に対する正しい
評価ができるようになる。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
テレビ・A5・308 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31378―3

C1341

正博（放送大学教授）

高等学校までに学ぶ数学の内容をできるだ
け体系立てて解説し一から学び直す。数学
の分野におけるさまざまな基本概念を理解
することに重点をおき、数学的な考え方を
学ぶ。初学者にとって難しい分野を丁寧に
解説。数の概念、式と計算、有理数、実数、
方程式と不等式について解説し、図形の基

本性質を解説する。関数の概念は分かった
ようで分からないと思われる分野で、まず
関係について説明し、その後関数とはどう
いうものか解説する。また、数学的帰納法、
等差数列、等比数列、階差数列の代表的な
数列、微分積分学の基本定理を解説する。
〈本体 3,400 円＋税 8％：定価 3,672 円〉

自然系――数学
商品番号

7062

身近な統計〔改訂版〕
〈DVD―ROM 付〉ISBN978―4―595―31379―0
テレビ・A5・296 頁 ’
12

79

学 部

C1333

熊原 啓作（放送大学名誉教授）
渡辺美智子（放送大学客員教授・慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授）
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て多種多様な統計
情報があふれている。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
説するとともに、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
7065

解析入門〔新訂〕
河添

7066

入門線型代数〔改訂版〕
隈部

7068

入門微分積分
石崎

い不思議な性質をもっている。それらの性
質を調べるとともに、応用として留数の原
理に基づく定積分の計算を紹介する。全体
を通して、1 変数の実関数の微積分を復習
し、実際の応用例、計算方法、歴史的背景
などを交えてわかりやすく解説する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉
テレビ・A5・296 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31510―7

C1341

正博（放送大学教授）

本書は、線型代数を初めて学ぶ人のための
入門書である。平面や空間といった素朴な
概念から解説を始め、数ベクトル空間を定
義する。その後、行列の概念を導入してい
く。このとき、連立方程式の解法といった
親しみやすいことがらの復習を通して、行
列の演算を解説する。そして、行列式、逆
商品番号

C1341

健（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

1 変数の実関数の微積分を学んだことを前
提に、多変数の実関数の微積分及び複素関
数について解説する。主として 2 変数関数
を扱い、その可視化、微分、多項式近似、
極値問題、積分、面積・体積の求め方など
を考える。さらにその発展として、複素関
数の微積分を扱う。複素関数は実関数にな
商品番号

ラジオ・A5・256 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31509―1

行列の求め方を学ぶとともに、空間から空
間への線型写像、部分空間の種々の性質を
みる。これらを通して、行列の階数、ある
いは空間の基底、次元がどういうものかを
解説する。さらに、固有値や固有ベクトル
を定義し、基底の変換を行う。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉
テレビ・A5・296 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31641―8 C1341

克也（放送大学教授）

微分積分学は、自然科学・工学の発展にお
いて中心的な役割を果たしている。ある量
の変化に伴って他の量の値も変化する関数
の関係は、どの分野においても重要である。
二つの変量の間に関数の関係があれば、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。一般に導関数を求めるこ

とを微分するといい、その逆演算として積
分がある。積分法を理解するということは、
面積・体積などへの応用手段を獲得すると
いうだけでなく、関数方程式を取り扱う領
域への入場券を手にすることなる。本書は
実一変数関数の微分積分に限っている。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

自 然 系

商品番号

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。また、更に具体的な
理解を深め運用方法を身につけるため、身
近なデータの表計算ソフトを使った簡単な
分析方法も説明する。
〈本体 3,800 円＋税 8％：価格 4,104 円〉

学 部

80
商品番号

7060

自然系――数学

微分方程式への誘い
熊原
室

自 然 系

7067

7063

統計学〔改訂版〕
―その基本的な考え方―

藤井

7064

数学の歴史
三浦

C1341

となる。本書は、平面と球面の幾何を概観
した後、非ユークリッド幾何と双曲三角法
を取り扱う。そして非ユークリッド幾何の
モデルの一つである二葉双曲面を媒介とし
て、特殊相対論の舞台でもあるミンコフス
キー空間の幾何へと考察を進めていく。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉
ラジオ・A5・192 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31442―1

C1341

良宜（放送大学客員教授・宮崎大学教授）

統計データに含まれるばらつきをもった現
象に対し、適切な確率モデルを選び統計的
推測を行うことや、複雑な現象に対して統
計モデルを活用して表現し、その特徴を見
出すことができるようになることを目標
に、統計解析の基本的な概念を深く理解す
る。内容としては、母集団と標本の関係を
商品番号

テレビ・A5・176 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31576―3

義武（放送大学客員教授・東京都市大学教授）

ユークリッド幾何学は天文学と並ぶ古代の
叡智の結晶であり、西洋の学問の模範であ
ったが、平行線の公理の独立性の問題と三
大作図問題というアポリアを抱えていた。
19 世紀、それら難問は非ユークリッド幾
何、ガロア理論によって乗り越えられる。
こうして現れたビジョンが現代数学の源流
商品番号

もどのような場合に解が求まるか。解の性
質がわかるのはどのようなときかなどを理
解することは重要である。2 階までの微分
方程式を通して微分方程式の基礎を理解す
ることが目標となる。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

非ユークリッド幾何と時空
橋本

C1341

啓作（放送大学名誉教授）
政和（放送大学客員教授・岐阜大学教授）

自然現象や社会現象を数理的に表現し研究
する大きな道具として、あるいは工学研究
に必要な道具として微分方程式がある。本
書で微分方程式の簡単な解法を解説する
が、求積法で解が求まる方程式はごく限ら
れたものであることも強調したい。それで
商品番号

テレビ・A5・264 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31284―7

ベースにして、信頼区間による推定方法や
統計的検定などの統計的推測の基本的な概
念について詳しく解説するとともに、回帰
分析や因子分析などの多変量解析の手法の
基本的な考えについて、その手法の特徴に
焦点を当てて解説する。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉
テレビ・A5・288 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31443―8

C1341

伸夫（放送大学客員教授・神戸大学大学院教授）

数学の歴史を、西欧のみならずアラビア世
界や日本など非西欧世界をも視野において
論ずる。その際、数学の中身にはもちろん
触れるが発想の源泉や理論の受容の社会
的・文化的背景をも常に視座に置いて解説
する。数学の文化・社会への依存性や、文
化における数学の歴史的具体相をみること

で、数学が孤立した学問ではなく、さまざ
まな要因のもとで展開し、多くの学問領域
に影響を与えたことを学ぶ。数学の成立の
背景を知り、数学が本来持つ多様性を再発
見するとともに、今日私たちが抱く数学や
科学のイメージを根本的に再検討する。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉

自然系――物質・物理科学
商品番号

7471

初歩からの物理

81

学 部

テレビ・A5・300 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31642―5 C1342

岸根順一郎（放送大学教授）
米谷 民明（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
自然科学に関心を持つ読者を対象に、物理
法則に基づいて自然現象を記述する見方、
考え方を伝授する。物理的自然観を概観し、
物理学の基盤である力学の論理と方法、環
境問題を含む熱学的自然観、波動現象と場
の考え方、電気と磁気、電磁波、そして相
7462

物理の世界〔改訂新版〕

テレビ・A5・320 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31286―1

C1342

生井澤 寛（元放送大学客員教授）
米谷 民明（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
物理の世界の精神は、物理を、自然をとら
える「物語」と考えることにある。自然の
物語は壮大で、物理はそのひとつの章に過
ぎないが、その内容は豊富である。今でも、
未知の世界を拓く努力が続けられているか
らである。本書では、物理の根幹を成す「力
商品番号

7465

力と運動の物理〔新訂〕

と運動」「熱の物理」「音や光などの振動・
波動と場」「電気・磁気」「相対論」「量子
の世界」の論理を紹介する。そして、これ
までにわかってきたこの世界の基本的あり
方について触れていく。
〈本体 3,400 円＋税 8％：定価 3,672 円〉
テレビ・A5・300 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31444―5

C1342

米谷 民明（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
岸根順一郎（放送大学教授）
力学から始まり 19 世紀まで発展しつづけ
た古典物理学は、20 世紀に入って相対論
と量子論を柱とする「現代物理学」の土台
となって、現在の物質と宇宙の理解へとつ
ながっていく。依然として、我々が日常親
しんでいる物理現象の理解には古典力学が
商品番号

7470

量子と統計の物理

欠かせない。本書では、運動と力の捉え方
から始めて、運動方程式の意味、取り扱い
方、典型的運動の解析、さらに解析力学と
呼ばれる力と運動のより一般的な見方と数
学的方法を学んでいく。
〈本体 3,300 円＋税 8％：定価 3,564 円〉
テレビ・A5・300 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31578―7

C1342

米谷 民明（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
岸根順一郎（放送大学教授）
「量子と統計」の物理学における位置づけ、
熱統計の基礎的な考え方を整理した上で、
熱放射の問題に応用し、量子論への手がか
りへ進む。本書は、「古典力学」、「古典電
磁気学、相対性理論」と併せて物理学の 3
本柱となる「量子物理学、熱統計力学」の

基礎と応用を扱う。量子論による原子、分
子、凝縮系、原子核、素粒子の取り扱いへ
の入門書と位置づける。古典物理学の専門
的知識と合わせて、数学（特に線型代数、微
分方程式）の知識を持つ読者を対象とする。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

自 然 系

商品番号

対性理論の初歩を扱う。さらに、物質の原
子・分子からの成り立ちや量子の世界の法
則を垣間見る。物理法則に基づいて自然現
象を把握するための発想法と方法論に親し
むことを目標とする。
〈本体 3,300 円＋税 8％：定価 3,564 円〉

学 部

82
商品番号

7472

自然系――物質・物理科学

エントロピーからはじめる熱力学
安池
秋山

智一（放送大学准教授）
良（放送大学客員准教授・九州大学准教授）

私たちは、熱と仕事を相互に変換する装置
（熱機関）を利用している。熱と仕事の変
換が可能なのは、両者が同じエネルギーの
一形態だからである。一方で同じエネルギ
ーでありながら熱と仕事には等価でない側
面がある。巨視的な量の間に成り立つそう

自 然 系

商品番号

7467

ラジオ・A5・304 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31643―2 C1342

場と時間空間の物理
—電気、磁気、重力と相対性理論—

した関係を極めてシンプルな数学的体系に
まとめあげたのが熱力学である。本書は、
体系の全貌が比較的つかみやすいよう、エ
ントロピーを出発点として熱力学を演繹的
に導いていくスタイルを採用している。
〈本体 3,400 円＋税 8％：定価 3,672 円〉
テレビ・A5・292 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31511―4

C1342

米谷 民明（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
岸根順一郎（放送大学教授）
自然界の基本的な力と物質の性質を正確に
記述し、数学的に調べるための出発点であ
る「古典場」の考え方を取り扱う。電磁場
と荷電粒子の相互作用、物質中の電磁場、
特殊相対性理論、一般相対性理論と重力場
の理論、及びその応用に向けた基礎的な考
商品番号

7463

初歩からの化学〔新訂〕
髙栁

7461

基礎化学〔新訂〕
濱田
齋藤

テレビ・A5・264 頁 ’
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C1343

正夫（放送大学客員教授・東京農工大学教授）

物理化学、無機化学、有機化学、分析化学、
高分子化学など化学のさまざまな分野につ
いて、基礎的・基本的な事項を解説する。
身近な物品に使われている化学製品や化学
反応を紹介する。また、身の回りで起きて
いる化学的な現象を紹介し、簡単な実験を
見せたりすることにより、化学が我々の生
商品番号

え方と数学的方法論について、具体例を多
く扱い、論理の筋道を明確にした上で、物
理的意味を重視した解説を行っていく。古
典的な電気、磁気、場の理論、相対性理論
などの考え方と応用を、より深く追究する。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

活に密着した分野であることを実感しても
らう。物質を混合物と純物質に分類し、成
り立ちを考える。我々の生活の安心・安全
を守るために分析化学の役割を考え、身近
で行われている分析を題材として、機器分
析による定量分析の原理を理解する。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉
テレビ・A5・280 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31285―4

C1343

嘉昭（放送大学教授）
清機（放送大学客員教授・岡山大学名誉教授）

地球上のすべての物質が原子で構成されて
いることに鑑み、原子の理解と原子からで
きる分子の世界について系統的に学ぶこと
は、極めて重要である。エネルギーの取り
出し方から物質文明の隅々に至るまで、そ
の中身を把握し、価値を認識し、人類の福

祉のために何をなすべきかを考える作業
は、化学の理解がなくては遂行できない。
化学があらゆる分野の基礎となっている現
状を理解しながら、その学問的体系をでき
るだけ簡潔に解説する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

自然系――物質・物理科学／生物科学
商品番号

7466

現代化学
濱田
菅原

7468

ラジオ・A5・284 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31512―1

から考察するのがよい。本書では、化学の
立場から、日常生活にある物質の性質を理
解し、正しい扱い方を知る手がかりを解説
する。そして、化学研究の未来についても
考えを膨らませていく。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

初歩からの生物学〔改訂新版〕
松本
二河

C1347

嘉昭（放送大学教授）
文雄（放送大学客員教授・学習院大学教授）

私たちの日常生活は様々な物質に囲まれて
おり、私たちはそれらを利用して生活して
いる。物質にはそれぞれ異なる性質がある
ため、使用法によっては益にもなるし害に
もなるが、この物質の性質を理解するには、
物質を構成する原子や分子のミクロの観点
7853

C1343

特に分子を観測する分光法について学ぶ。
分子を見るための分光手法の適用領域は、
生命機能を含む物質科学全般に拡がってい
る。それらの応用事例についても学び、最
先端の物質科学研究を概観する。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

生活と化学
濱田
花岡

商品番号

テレビ・A5・296 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31577―0

嘉昭（放送大学教授）
智一（放送大学准教授）

量子力学に基づいた分子の構造と性質、光
と分子の相互作用を解説する。目的に応じ
て、エネルギー・時間・空間の観点で高度
化した光を用いることにより、自然の本性
に迫ることが可能となる。光学・電磁気学・
量子力学・量子化学の知識を整理しながら、
商品番号

体系を確立しているが、現代もなお活発か
つ柔軟に新領域を開拓し続けている。現代
化学は何を解明しようとしているのか？そ
の息吹を平易に解説すると共に、環境・生
活との関わりについても考察する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

分子分光学
濱田
安池

C1343

テレビ・A5・232 頁 ’
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ISBN978―4―595―31513―8

C1345

忠夫（放送大学客員教授）
成男（放送大学教授）

生物学とはいかなる学問かという課題につ
いて、大学レベルにおける基礎から始めて、
日常生活を行っていく上で関係する生物学
上の知識である生物の特性、生物の誕生と
歴史、多様な生物の世界、生体内の化学反
応、個体の統合と恒常性、個体の再生産、

遺伝、個体内の情報伝達、生物群集の成り
立ちなどについて詳しく解説する。生物を
学ぶ機会の少なかった人たちにも、生物の
世界の成り立ちと、生命活動を支える精妙
なしくみについて理解できる一冊。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

自 然 系

7469

学 部

嘉昭（放送大学教授）
正（放送大学客員教授・神奈川大学教授）

自然の環境や生命活動を解明するには、
様々な視点が求められる。その作動機構を
原子・分子といったミクロな階層から理解
し、さらにエネルギー材料や新機能をもつ
物質の生産技術開発に活かすという能動的
な学問が化学である。化学はすでに堅牢な
商品番号

テレビ・A5・296 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31445―2

83

学 部

84
商品番号

7857

自然系――生物科学

生物環境の科学
加藤

和弘（放送大学教授）

生物のそれぞれの個体を取り巻く環境は、
生物の生息のありようを大きく左右する。
環境の構成要素として非生物的な条件がも
っぱら認識されるが、周囲にいる他の生物
も環境の構成要素である。というのは、生
物はほとんどの場合単独では生きておらず、
同種あるいは他種の生物と密接な関係を保

自 然 系

商品番号

7852

生命分子と細胞の科学
二河

7855

植物の科学〔改訂版〕
塚谷
荒木

7854

動物の科学〔新訂〕
二河
東

テレビ・A5・244 頁 ’
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C1345

協調的に働くことによって生み出される
様々な機能について、遺伝情報の発現、細
胞分裂、情報伝達、分化等の細胞に特徴的
に見られる現象を中心に紹介する。これら
の理解を基に発展してきた、遺伝情報や細
胞を利用する新技術についても解説する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉
テレビ・A5・296 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31580―0

C1345

裕一（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
崇（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

21 世紀に生きる我々は、いわゆる地球温
暖化問題や生物多様性の喪失、大幅な人口
増加とそれに伴う食糧不足や環境悪化な
ど、即効性のある答が簡単には見いだせな
い問題に直面している。こうした問題に取
り組むための方策を模索する上で、我々に
商品番号

ちながら生きているからである。本書では、
生物の生息に影響を及ぼす環境条件につい
て、生物的条件や景観に関わる条件なども
含めて解説する。さらに、長期的な視点に
立った場合に、環境が進化や種分化にどの
ように関わり得るのかの概要も紹介する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

成男（放送大学教授）

生物は、細胞を基本単位としている。そし
て、細胞は自身の持つ遺伝情報を基に、自
らの活動に必要な生体高分子を作り出す。
これらの生体高分子の働きで、細胞が様々
な機能を発現し、生物の生命活動は維持さ
れる。本書では、生命活動の基となる個々
の分子の働きを見ると共に、多数の分子が
商品番号

テレビ・A5・264 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31644―9 C1345

科学的な基盤を与えてくれる自然科学の重
要な分野が、植物の成り立ちやはたらき、
環境や他の生物との関わりを研究する『植
物科学』である。植物に対して広い関心と
理解、そして愛着を育むことができる一冊。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉
テレビ・A5・272 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31579―4

C1345

成男（放送大学教授）
正剛（放送大学客員教授・北海道大学名誉教授）

動物とは、他の生物が作った有機物を摂食
して生きている多細胞生物の総称である。
最も祖先的なカイメン、多様な昆虫、運動
性にすぐれた脊椎動物など、多彩な種類が
存在する。本書では、私たち人間を含めて、
動物がこの地球上でどのように生きている

のか。そして、その基盤となる生殖、発生、
感覚受容、行動といった生理的な機構がど
のようなものかを解説し、動物の姿を科学
的に理解することは、私たち人間自身を理
解する上で極めて有用であることを示す。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

自然系――生物科学／宇宙地球科学
商品番号

7850

生物界の変遷〔改訂版〕
―進化生物学入門―

松本
二河

8239

8236

テレビ・A5・252 頁 ’
15
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ーン循環などの大気大循環について解説
し、その循環を駆動する気圧と風の関係や
地球の自転の効果を学ぶ。地球温暖化の問
題や気候変動、成層圏のオゾンホールの問
題など、地球環境問題に対しても解説する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

宇宙を読み解く〔改訂版〕
吉岡
海部

C1344

博（放送大学客員教授・筑波大学教授）
啓太（放送大学客員准教授・東京大学准教授）

天気の科学としての気象学、気象の統計的
平均としての気候学は、大気全般の基礎科
学として大気科学と呼ばれる。大気現象を
支配している太陽放射、地球から宇宙に向
けて生じる地球放射、南北の温度差で生じ
る偏西風とジェット気流、貿易風やモンス
商品番号

C1345

病原性大腸菌等による疾患、汚染物質の分
解等など、さまざまな分野で我々の暮らし
と深く関わっている。本書は、微生物の定
義、姿、環境に占める位置を学び、微生物
をどのように利用しているかを解説する。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

はじめての気象学
田中
伊賀

テレビ・A5・184 頁 ’
15
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均（放送大学客員教授・岐阜大学教授）
亨（放送大学客員教授・新潟薬科大学教授）

バイオサイエンスは、人類がより豊かな暮
らしを求めたときに始まった科学と考えら
れる。重要な位置を占めるのが微生物学で、
人類は約 6000 年前から微生物を利用して
きたと言われている。微生物は、醸造食品、
抗生物質、化成原料などの有用物質生産、
商品番号

的な概念としての生物の進化とはどのよう
なことか、そして、生物の進化は遺伝情報
の変化でもあるが、それらはいかにして成
立したかについて学んでいく。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

暮らしに役立つバイオサイエンス
岩橋
重松

C1345

テレビ・A5・332 頁 ’
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C1344

一男（放送大学教授）
宣男（放送大学客員教授・国立天文台名誉教授）

宇宙とは、私たちが住む世界そのものであ
り、人間存在の根源である。本書は、人間
と宇宙との古くからの関わりから、太陽系
への新しい展開、天体物理学の基礎、宇宙
という巨大なスケールの把握、現代の宇宙
観測と明らかにされた多彩な天体の世界、

謎のダークマターやダークエネルギー、宇
宙の膨張と宇宙のはてなどについて考え
る。人間は奥深い宇宙にどこまで分け入っ
たのか、また現代科学は宇宙をどのように
読み解いているかを、分かり易く解説する。
〈本体 3,800 円＋税 8％：定価 4,104 円〉

自 然 系

7856

学 部

忠夫（放送大学客員教授）
成男（放送大学教授）

生命はどのようにして誕生し、いかにして
進化し変遷していったのであろうか。本書
は、進化生物学の入門として、多様な生物
界の変遷および分子レベルでの進化を総合
的にみていき、生命科学における最も基礎
商品番号

テレビ・A5・204 頁 ’
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85

学 部

86
商品番号

8240

自然系――宇宙地球科学

ダイナミックな地球
大森
鳥海

聡一（放送大学准教授）
光弘（放送大学客員教授・海洋研究開発機構分野長）

地球内部から宇宙との関係まで、様々な時
間・空間スケールへ視点を移動させながら、
進化しダイナミックに変動する地球につい
て解説する。気候変動、海洋の循環、大気
の循環や地震と火山のダイナミックス、日
本列島の形成史などを概観する地球科学へ

自 然 系

商品番号

8237

太陽系の科学〔改訂版〕
吉岡
海部

8238

宇宙とその進化
吉岡

の入門書である。地球の様々な活動は、
「地
球は生きている」とたとえられるが、その
本質は何だろうか？ 生命惑星地球の成り
立ちと現在の地球で起きている現象の学習
を通して自然現象を探求していく。
〈本体 3,500 円＋税 8％：定価 3,780 円〉
テレビ・A5・292 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31514―5

C1344

一男（放送大学教授）
宣男（放送大学客員教授・国立天文台名誉教授）

多くの無人探査機によって惑星や衛星の詳
しい様子がわかってきた。地上からの観測
で太陽系外縁天体が多数発見され、惑星軌
道の外側に広大に拡がる太陽系の外縁部が
見えてきた。こうした新しい知見をもとに、
地球を他の惑星との比較でとらえる比較惑
商品番号

テレビ・A5・308 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31645―6 C1344

星学が確立してきた。さらに、恒星を回る
太陽系外の惑星が続々と発見され、その特
徴や位置づけを研究する比較惑星系論も生
まれつつある。本書は太陽系と惑星につい
て斬新な見方と理解を提供する。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉
テレビ・A5・296 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31582―4

C1344

一男（放送大学教授）

宇宙は超高温・超高密度の状態からビッグ
バンで始まり、現在の状態に至ったと考え
られている。本書は、この宇宙の進化に対
する現代の宇宙科学の知見を解説する。ま
ず、宇宙の進化に対する古代ギリシャ時代
から現代までの科学の考え方をたどる。ま
た、現代の知見を得るための情報を与える

現代の宇宙の観測を概観する。そして、恒
星の進化、銀河の進化、宇宙全体の進化の
3 つの側面から、宇宙の進化を理論的にた
どる。結論のみを示すのではなく、そのよ
うな知見がどのような物理法則から、どの
ような根拠で得られてきたかを解説する。
〈本体 3,500 円＋税 8％：定価 3,780 円〉

外国語――英語・ドイツ語

外

商品番号

9026

国

語

9217

C1384

女子学生がドイツで語学研修をするという
設定のストーリーを中心に、楽しくドイツ
語を身につけていく。まったくの初学者を
対象にしているので、特にドイツ語の知識
は必要ないが、新しい語学を身につけるた
め、日々の学習を欠かさないでほしい。
〈本体 2,800 円＋税 8％：価格 3,024 円〉

ドイツ語Ⅱ（’
15）〈CD 付〉
清野

テレビ・A5・208 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31585―5

智昭（放送大学客員准教授・千葉大学准教授）

ドイツ語の発音、綴りの読み方から始め、
動詞の人称変化、名詞の格変化などの基本
的な文法事項を勉強していく。最終的に
は、助動詞を使って意思や必要性などの表
現まで学習する。ドイツ語の基本的な文の
構造を理解し、日常生活の簡単な表現がで
きるようになることが目標である。日本人
商品番号

較級の表現、関係代名詞、
「動詞＋ -ing」、
「to
不定詞」の様々な用法など、まさに英文法
の A から Z まで基本であるが重要な文法
事項を導入し、練習問題を解きながら理解
を深める。英文法の基礎について一通りの
知識を習得することを目的とする。
〈本体 3,100 円＋税 8％：価格 3,348 円〉

ドイツ語Ⅰ（’
15）〈CD 付〉
清野

C1382

ラジオ・A5・224 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31586―2

C1384

智昭（放送大学客員准教授・千葉大学准教授）

『ドイツ語Ⅰ』に引き続き、過去形、現在
完了形、受動態、形容詞の格変化、比較級
と最上級、関係代名詞、接続法、話法詞と
心態詞など、初級文法の主立った項目をす
べて扱っていく。また、文法の学習と並行
して、読解力と表現力を養う練習を多くこ
なすことで、総合的なドイツ語の運用力を

高める。日常的な表現を使いこなし、学術
的な内容でも辞書を使って理解できること
を目標とする。これにより、今後の学習の
基礎となる運用力が身につくようにする。
『ドイツ語Ⅰ』を学習、またはそれと同等
のドイツ語の知識があることを前提とする。
〈本体 2,800 円＋税 8％：価格 3,024 円〉

外 国 語

9216

ラジオ・A5・228 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31449―0

篤（放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）

中学校・高等学校の「英語学習」に力を入
れなかった人、
「英語」を学ぶ機会のなかっ
た人などを対象としている。本書は全体が
15 章で構成され、現在形・現在進行形・過
去形・過去完了形・未来形などの様々な時
制から、受動態の文章の作り方、助動詞の
使い方、仮定法過去・仮定法過去完了、比
商品番号

学 部

◇英
語
◇ド イ ツ 語
◇フランス語
◇スペイン語
◇アラビア語
◇中 国 語
◇韓 国 語

英文法 A to Z〈CD 付〉
井口

87

学 部

88
商品番号

9313

外国語――フランス語・スペイン語・アラビア語

フランス語入門Ⅰ（’
12）〈CD 付〉 ISBN978―4―595―31386―8
テレビ・A5・240 頁 ’
12

原
山上

簡単な会話からなる 2〜3 分のスケッチを
題材に、フランス語の基礎を解説する。ス
ケッチの解説、発音の反復練習、文法事項
の説明、練習問題、ディクテ（フランス
語書き取り）などを通じて、習得目標を
無理なく達成できるよう工夫している。
商品番号

9314

ラジオ・A5・240 頁 ’
12

外 国 語

9609

ラジオ・A5・292 頁 ’
13

9672

文法の初歩を解説する。次に練習問題を解
いたり、実際の場面で使える会話文を学習
しながら、文法知識の定着・応用をはかっ
ていく。さらに、スペインやラテンアメリ
カの文化に親しむコーナーも設ける。
〈本体 3,500 円＋税 8％：価格 3,780 円〉

初歩のアラビア語（’
11）〈CD 付〉 ISBN978―4―595―31293―9
テレビ・A5・248 頁 ’
11

鷲見

C1387

文彦（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）
幸子（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

本書は、①スペイン語文法の初歩を習得す
ること ②やさしいスペイン語の文章が理
解できて、簡単な日常のやり取りを交わせ
るようになること ③スペインとラテンア
メリカの多彩な文化に親しむことを目標
に、重要な文法事項にポイントを絞って、
商品番号

れた文法のポイントは、解説するだけでな
く、音から学ぶ反復練習、理解を助ける基
礎練習、応用力を養う表現練習など、数多
くのエクササイズを通じてしっかり定着さ
せていく。
〈本体 3,300 円＋税 8％：価格 3,564 円〉

初歩のスペイン語（’
13）〈CD 付〉 ISBN978―4―595―31450―6
竹村
坂田

C1385

志朗（放送大学教授）
珠子（放送大学客員教授・白百合女子大学教授）

フランスのさまざまな地方、カナダ、タヒ
チなど世界各地のフランス語使用地域を訪
ね、現地の人々のインタビュー（Dialogue）
や読み物（Lecture）を通じて、その土地
独特の暮らし、職業、文化、伝統などを紹
介 す る。Dialogue と Lecture に 盛 り 込 ま
商品番号

「Le français en musique 歌のフランス語」
「Regard français フランスの眼差し」のコ
ーナーで、さまざまな姿に触れると共に、
フランスの生活や文化についての理解を深
めていく。
〈本体 3,300 円＋税 8％：価格 3,564 円〉

フランス語入門Ⅱ（’
12）〈CD 付〉 ISBN978―4―595―31387―5
宮下
中井

C1385

和之（放送大学客員准教授・東京大学准教授）
浩嗣（放送大学客員教授・大阪大学教授）

C1387

朗子（放送大学客員教授・京都ノートルダム女子大学教授）

アラビア語は中東・北アフリカを中心に
20 以上の国と地域で話され、国連の公用
語にもなっている主要言語のひとつであ
り、世界人口の約 5 分の 1 が信徒であるイ
スラームの言語でもある。まず、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、同時に、簡単な会話表現も学習

する。次に、スキットに登場する基本フレ
ーズを理解しながら、アラビア語の単語、
表現、文法を学習する。「サカーファ」（ア
ラビア語で「文化」）のコーナーでは、ア
ラブの人々の生活、宗教、歴史、芸術に関
わる文化のさまざまな側面を紹介する。
〈本体 3,300 円＋税 8％：価格 3,564 円〉

外国語――中国語・韓国語
商品番号

9416

中国語Ⅰ（’
14）〈CD 付〉
—北京のふたり—

木村
宮本

9417

中国語Ⅱ（’
14）〈CD 付〉
—汪曾祺「我的母親」他—

木村
宮本

韓国語Ⅰ（’
16）〈CD 付〉
浜之上

9638

韓国語Ⅱ（’
16）〈CD 付〉
内山

ラジオ・A5・216 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31516―9

C1387

折に触れて「中国語Ⅰ（’
14）」の復習を行い、
現代中国語文法を体系的に把握できるよう
に工夫している。現代中国語の発音の定着
と、現代中国語文の正確な読解力の向上が
目標である。
〈本体 3,000 円＋税 8％：価格 3,240 円〉
テレビ・A5・192 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31647―0 C1387

幸（放送大学客員教授・神田外語大学教授）

初級文法として、基本母音字、一部の子音、
平音、激音、濃音、終声、合成母音字や、
音の変化（終声の初声化、濃音化、鼻音化、
流音化、激音化、2 文字の終声字の発音な
ど）を学ぶ。そして文法の基礎（疑問形、
否定形、語基という概念、尊敬の接尾辞、
子音語幹の第Ⅲ語基と過去形、母音語幹の
商品番号

工夫している。スキットは日本人学生が現
地の友人の案内で北京を旅行するという内
容になっており、現代中国を理解する一助
ともなる。付属の CD を活用し、中国語の
音声を意識しながら学習してほしい。
〈本体 2,700 円＋税 8％：価格 2,916 円〉

第Ⅲ語基と過去形、等）を学び、韓国語の
正確な発音と、表現の基本となる基礎的な
語彙を習得する。韓国語と朝鮮半島の文化
に親しむとともに、韓国の人々と最低限度
のコミュニケーションがはかれるよう、日
常的な会話文等を学習する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：価格 3,240 円〉
テレビ・A5・196 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31648―7 C1387

政春（放送大学客員教授・法政大学教授）

やや難易度の高いスキットを通じて文法と
語彙の習得をはかる。ていねい語のほか、
親しい間柄で用いる形や文章語に用いられ
る形を扱っていく。変格用言、各種接続形
語尾とその組み合わせからなる様々な表
現、半言と下称形、間接話法（引用形）、
話し言葉における短縮形などを習得する。

読めるだけでなく書けるようになること、
さらに聞き取れて話せるようになることが
目標。本書の練習問題を解くこと、スキッ
トの音読を繰り返す（できれば暗記する）
ことに努めていただきたい。南北朝鮮のこ
とばの違いに関してもその一端に触れる。
〈本体 3,000 円＋税 8％：価格 3,240 円〉

外 国 語

9637

C1387

英樹（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
徹（放送大学准教授）

比較的平易なエッセイ等を題材とし、「中
国語Ⅰ（’
14）
」に引き続いて現代中国語の
基礎を学習する。なぜそのように読めるの
か、読まなければならならないのか、とい
うことを常に念頭に置きつつ、現代中国語
文の精読を試みる。
「学習のポイント」では、
商品番号

学 部

英樹（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
徹（放送大学准教授）

平易な会話文を題材とし、現代中国語の基
礎を修得するため、発音・基礎的語彙・基
本的文法事項をバランスよく学習できるよ
う構成されている。また、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
商品番号

テレビ・A5・240 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31515―2

89

学 部

90

学校図書館司書教諭資格取得に資する科目

学校図書館司書教諭
資格取得に資する科目

学習指導と学校図書館〔改訂新版〕 ISBN978―4―595―31650―0
テレビ・A5・308 頁 ’
16

照代（放送大学客員教授・青山学院女子短期大学教授）
京子（放送大学客員准教授・関西大学非常勤講師）

本書は、学校図書館の「読書センター」と「学
習・情報センター」という 2 つの機能のう
ち、後者の機能を対象として解説する。学
習・情報センターとして必要な情報や資料
を利用者に提供し、児童生徒の学びを幅広
く豊かにし、児童生徒が主体的に情報や資

司書教諭

商品番号

9933

9935

テレビ・A5・288 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31649―4 C1300

順一（放送大学客員教授・桃山学院大学教授）
陽子（放送大学客員准教授・獨協大学非常勤講師）

学習情報センター及び読書活動センターと
しての機能が期待されている日本の学校図
書館制度の中で、前者の機能発揮のため
に、同僚教員と協働しつつ児童生徒に向き
合う司書教諭に求められる、高度情報通信
社会に対する時代感覚と、インターネット・
商品番号

料を活用できる力、つまり情報リテラシー
を身につけ、情報活用のプロセスを会得で
きるように指導・支援する。こうした学校
図書館の機能について、その歴史・理論・
実践の面から解説する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

情報メディアの活用〔三訂版〕
山本
気谷

〔

〔6 月刊行
予定

情報通信機器とアナログを含むコンテンツ
の学校教育における活用能力にかかわる知
識の伝達とスキルの修得を支援する内容を
展開する。情報通信環境のもとで求められ
る知識とスキル、方向感覚の修得が目標。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

学校図書館メディアの構成〔改訂新版〕ISBN978―4―595―31651―7
ラジオ・A5・296 頁 ’
16

北
平井

克一（放送大学客員教授・相愛大学特任教授）
尊士（放送大学客員准教授・武庫川女子大学准教授）

知識情報社会に伴う学習環境の変化を学び、
メディアの教育的意義と役割、各種学校図
書館メディアの種類と特性を解説する。学
校図書館メディアの構築のために適切な資
料・情報の選択と収集・提供を目的に、多
様なメディアの評価を行う能力を養う。さ

C1300

6 月刊行
予定

〔

新 刊

C1300

6 月刊行
予定

〔

堀川
塩谷

新 刊

〔

9934

〔

商品番号

らに、メディアの組織化についてその目的・
意義と業務プロセスを理解した上で、学校
図書館の当分野における現在の展開と今後
の方向性を学習し、学校図書館メディアの
構成についての総合的な理解を得る。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

学校図書館司書教諭資格取得に資する科目
商品番号

9931

学校経営と学校図書館〔新訂〕
野口
前田

9932

学 部

C1300

武悟（放送大学客員教授・専修大学教授）
稔（放送大学客員准教授・東京学芸大学准教授）

学校教育における学校図書館の理念と教育
的意義、発展過程、教育行政と学校図書館、
経営のあり方、メディアの選択と管理・提
供、経営の中核を担う司書教諭の任務と役
割、養成と研修など、学校図書館全般の基
本的事項について概説する。さらに今日そ
商品番号

ラジオ・A5・336 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31451―3

91

の重要性を増している学校司書、公共図書
館との連携・協力やネットワークなどにも
言及する。同時に、学校図書館の今日的な
課題、研究動向にも触れ、これからの学校
図書館を展望する。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

読書と豊かな人間性〔新版〕

ラジオ・A5・224 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31587―9

C1300

朝比奈大作（放送大学客員教授）
米谷 茂則（放送大学客員教授・東京成徳大学特任教授）
子どもの読書活動の推進はもっとも重要な
文教政策のひとつとなっており，都道府県・
市町村それぞれのレベルで，多くの読書推
進計画が立案されている。しかし，肝心の
学校図書館が貧弱なままでは，それらも画
餅に帰すであろう。「本を読むことは面白

い」と子どもたちに感じてもらえるように，
有効な読書推進活動を行うための学校図書
館のあり方を考え，司書教諭の果たす役割
を理解するとともに，実際の読書指導の内
容と方法について具体的に考察する。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

司書教諭

学 部
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看護師資格取得に資する科目

看 護 師 資 格 取 得
に 資 す る 科 目

商品番号

9976

母性看護学〔改訂新版〕
—役立ち楽しめる構成と内容に挑戦—

テレビ・A5・332 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31517―6

C1347

齋藤いずみ（放送大学客員教授・神戸大学大学院教授）

商品番号

9979

小児看護学〔新訂〕
江本

看 護 師

9977

成人看護学〔改訂新版〕
井上

テレビ・A5・380 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―31652―4 C1347

リナ（放送大学客員教授・日本赤十字看護大学教授）

近年の子どもと家族を取り巻く社会は、子
どもの貧困、児童虐待、いじめや自殺、災
害による子どもの生活変化などの厳しい局
面にさらされている。また、小児医療にお
いては、高度医療に伴い子どもの疾病は複
雑で重症化し、医療依存度の高い子どもや
成人期に持ち越される慢性疾患をわずらう
商品番号

のパートナー（子供、家族）を対象とする。
それらの人々に、社会・国内外の動向をた
えず考慮しながら、科学的根拠に基づき、
適切な看護を提供可能とするための知識を
解説する。母性看護学及び関連分野の研究
成果を充分に反映した内容とする。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

〔6 月刊行
予定

〔

母性看護学は、妊産褥婦及び新生児に関す
る基礎的知識と看護について学ぶマタニテ
ィサイクルと、女性の生涯にわたる性と生
殖に関する健康支援に関わるライフサイク
ルを主とした学習に大別される。周産期
（妊娠・分娩・産褥・新生児期）を中心に、
思春期から更年期・老年期までの女性とそ

子どもが増加するなどの課題も多い。本書
は、このような状況にある子どもが、最善
の利益が守られ健やかに成長・発達できる
よう、個々の発達段階と健康レベルに応じ
た援助を学び、子どもと家族に対する看護
の役割を考える。
〈本体 3,900 円＋税 8％：定価 4,212 円〉
ラジオ・A5・336 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31518―3

C1347

洋士（放送大学教授）

成人期は期間が長く、人口も多いため、成
人看護学は看護学の中で重要な位置を占め
るが、その幅はきわめて広い。本書は、成
人期にある人々を対象に、その人にとって
最適な健康を促進、維持、増進するための
看護援助を解説する。青年期から中年期に
至る成人期にある人々の、特徴的な健康障

害や慢性的な障害、突発的な危機をもたら
す状況についての理解を深め、成人の健康
回復 ･ 維持のための具体的な看護援助方法
ならびに人生途上の死に直面して人生の終
末段階を生きる人々への看護支援につい
て、その概要を知ることが目標である。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

看護師資格取得に資する科目
商品番号

9975

老年看護学〔新訂〕
井出

9978

精神看護学
松下

9974

C1347

から解説する。さらに、高齢者の権利擁護、
老年期における生活機能の管理、老年期に
特有の疾病・症候と看護支援、認知症高齢
者へのケア、要介護高齢者と家族への支援、
最後に高齢者の終末期ケアについても解説
する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉
テレビ・A5・284 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31588―6

C1347

年子（放送大学客員教授・横浜市立大学教授）

精神看護学は、精神科医療を想定した精神
科看護のみならず、急性疾患や慢性疾患、
また生活習慣病など身体疾患を抱えた患者
のメンタルヘルス、一般生活者の精神健康
増進を主眼としたメンタルヘルスをも包含
する。看護学領域において、人を生物学的
存在、心理社会学的存在として捉える全人
商品番号

学 部

訓（放送大学教授）

老年期を生きることの意味と価値との理解
を深め、生物学的な老化から高齢者施策を
含む社会的な視点に立ちつつ高齢者を捉え
ながら、老いを生きる人々への看護を考察
する。高齢者の生活と健康を、「老い」と
いう視点から理解したうえで、加齢に伴う
心身の変化の特徴を、全人的な多角的観点
商品番号

ラジオ・A5・312 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31452―0

93

看護管理と医療安全

的観点は必須であり、「こころの看護」が
求められている。個人対個人の関係だけで
はなく、集団、組織、社会という枠組みと、
それらの力動を理解し、個人や集団の安寧
と QOL、倫理や公平を配慮しつつ介入す
る能力の獲得を目指す。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
ラジオ・A5・320 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31391―2

C1347

大島 弓子（放送大学客員教授・豊橋創造大学教授）
飯島佐知子（放送大学客員教授・順天堂大学教授）
解説する。医療安全では、医療事故の定義、
看護業務における医療事故の分類、看護事
故防止の考え方、注射、輸液、内服、経管
栄養、チューブ管理、転倒・転落など看護
関連事故の具体的方法を説明する。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

看 護 師

臨床での看護管理とは、看護ケア、治療へ
の助力、安楽を与えるために看護職員が行
う仕事である。マネジメントサイクル、組
織構造、看護提供システム、目標管理、キ
ャリア開発、リーダーシップ理論、労務管
理、看護の質の評価と管理、情報管理等を

94

放送大学印刷教材（市販用）

◀教養学部用

大学院用▶
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◇人文学プログラム ………………………………108
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大学院

大学院

96

生活健康科学プログラム

大 学 院

生活健康科学プログラム

商品番号

s510

生活ガバナンス研究

ラジオ・A5・296 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14045―7

C1377

宮本みち子（放送大学副学長）
奈良由美子（放送大学教授）
現代社会においては、従来の方法では対応
することができない生活課題が急増してい
る。特に社会的ニーズが増大しているため、
さまざまな公共的領域への生活者の主体的
参加によるガバナンスが、生活の質を高め
るために欠くことのできない条件となって
商品番号

s511

家族生活研究〔新訂〕
―家族の景色とその見方―

いる。本書は、生活に対する深い配慮をも
った生活者の価値を、個人や家族を超えた、
より社会的次元に浸透を図りながら、新た
な公共性をつくるにはどうしたらよいかを
考える。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉
ラジオ・A5・312 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14046―4

C1377

清水 新二（放送大学客員教授・奈良女子大学名誉教授）
宮本みち子（放送大学副学長）
現代の家族変動は大きく、21 世紀のゆく
えは家族のあり方を抜きにしては論じられ
ない。本書は、家族社会学の立場を基本と
して、現代家族の実態と変化を社会の急速
な変動を視野におきながら整理し、理解さ
商品番号

s513

健康科学
田城
星

せる。また、現代家族の実態とともに、理
論的アプローチの方法についても詳述す
る。各章は家族理論と家族の実態を、研究
の具体例を紹介しながら整理していく。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉
ラジオ・A5・220 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14048―8

C1347

孝雄（放送大学教授）
旦二（放送大学客員教授・首都大学東京名誉教授）

近年の社会の多様性は、健康を支える基盤
を、医学だけでは対応できない時代として
しまった。そこで、新しい科学として「健
康科学」を構築する必要が生じてきた。本
書は、人々の多様な健康状態を支えるとい
う観点からどのような方向を目指すべきか、

何を重要視すべきかを考える。人々の健康
維持増進を支援する各フィールド活動を対
象として、科学の視点を導入し、具体的な
調査研究方法を学習し、より科学的なエビ
デンスを明確にする能力を身につける。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

生活健康科学プログラム
s512

食健康科学〔新訂〕
小城
清水

s505

C1347

勝相（放送大学教授）
誠（放送大学客員教授・東京農業大学教授）

食生活は人間の生命と活動、健康を支える
最も基本的で重要な生活行為である。本書
は健康の基盤となる重要な食品成分を解説
し、生活の質“QOL”の向上に寄与する食
の科学を論ずる。食品の栄養機能、嗜好機
能、生体調節機能を概説し、その成分につ
商品番号

テレビ・A5・300 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14047―1

いて解説する。いわゆる生活習慣病やアレ
ルギー／感染症の予防、食習慣の改善、機
能性を発揮する特定保健用食品や機能性食
品などに論究するとともに、食品の安全性
に関する問題と食環境の重要性をも論ずる。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

生活リスクマネジメント

ラジオ・A5・256 頁 ’
11
ISBN978―4―595―13956―7

C1377

奈良由美子（放送大学教授）
生活の質を高めるうえで、生活リスクを理
解し低減することは不可欠である。このこ
とは、生活者自身はもちろん、地域、企業、
行政といったリスク管理主体を含めた社会
全体の課題といえる。本書は、リスクの様
相の局面、リスクの認識の局面、そしてリ
スクへの対処の局面から、生活リスクマネ
商品番号

s509

生活支援の社会福祉
松村
山田

s507

ラジオ・A5・260 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14022―8

成になっている。特に、経済・社会・家族
環境の変化の下で進行している福祉改革の
問題点を明らかにし、人々の生活改善と生
活の質の向上に資する社会福祉の方向とそ
のための研究の課題と方法を示す。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

へルスリサーチの方法論
井上

C1330

祥子（放送大学名誉教授）
知子（放送大学教授）

本書は、社会福祉の本質と現代的意義が浮
き彫りになるように、「近年の生活変化と
社会福祉」、「社会福祉の特色（他の領域と
の違い等）」、「社会福祉の対象分析」、「社
会福祉研究の課題」、「生活支援の社会福祉
を展開するために」と題した内容の 5 部構
商品番号

ジメントの理論と実践について解説する。
リスクの増大化・複雑化する現代において、
生活上のリスクを把握し管理することが社
会的にも求められている。生活リスクマネ
ジメントについて、知識の提供と実践能力
の育成を目的とする。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

ラジオ・A5・316 頁 ’
13
ISBN978―4―595―13997―0

C1347

洋士（放送大学教授）

健康や保健医療に関する研究には、基盤と
なるアプローチがあると同時に、多様な研
究方法が存在する。調査研究について大別
すれば、量的研究や質的研究があり、それ
らを組み合わせた方法論的トライアンギュ
レーションもある。また、量的研究におい
ても、介入的研究や質問紙調査、WEB 調

査などもある。本書は、研究遂行のための
ガイドとなるべく、健康や保健医療の研究
のアプローチの基礎について概説、一部に
ついては具体的に言及する。保健・医療・
看護の分野だけでなく、福祉、心理、教育、
などをめざす方にも十分役立つ書である。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

大学院

大 学 院

商品番号

97

大学院

98

大 学 院

商品番号

s504

生活健康科学プログラム

発達運動論
臼井
岡田

s514

スポーツ・健康医科学
河合

s508

それ以降の加齢期において、科学的根拠に
裏付けられた運動を実施することが求めら
れる。ここでは、それらの運動をどのよう
に実施すべきか、その考え方と科学的な知
識を解説する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉
ラジオ・A5・292 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14049―5

C1347

祥雄（放送大学客員教授・順天堂大学名誉教授）

日常生活にスポーツを取り入れることによ
って、豊かな生活、健康な人生を送ること
ができる。本書はその実践のきっかけとな
るための基礎的理論を理解し、安全を担保
し、確実な医学的事実に基づく有益・有用
な実践に結びつけるための手立てを提示す
る。さまざまな環境における運動が、小児
商品番号

C1375

永男（放送大学名誉教授）
修一（放送大学客員教授・神戸大学教授）

誕生から生涯にわたって変化する運動機能
の特徴を概説するとともに、各年齢期にお
ける運動実施の重要性について論じる。生
涯を通じて健康でアクティブな生活を送る
には、発達の各段階において運動実施の重
要な適時が存在する。20 歳までの成長期、
商品番号

ラジオ・A5・288 頁 ’
11
ISBN978―4―595―13955―0

福祉政策の課題
―人権保障への道―

大曽根

から高齢者、女性のからだに及ぼす影響に
ついての理解を深め、その具体的な適応例
としてのスポーツ・運動実践の意義につい
て知識を深める。自身の問題であるだけで
なく、青少年、高齢者を指導する際に有益
な情報・有用な指針をも与える。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉
ラジオ・A5・268 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14021―1

C1330

寛（放送大学教授）

社会福祉の政策は、近代社会とともに展開
し、定着してきたといえるが、実は 21 世
紀に入る頃から大きな曲がり角にあった。
本書は、20 世紀に形成された近代的な福
祉政策の歴史的な発展過程を追いつつ、人
権理念を背景に政策の範囲と内容を豊かに
してきたことを学習する。また、21 世紀

の福祉政策の特徴を明らかにするととも
に、今後の制度のあり方を立案するための
人権論的な基礎と、歴史的背景から見えて
くる政策課題も考察する。少子高齢化、国
際化の進展の中で、今後の福祉政策も大き
な変革が求められてくるからである。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

人間発達科学プログラム

99

商品番号

s606

教育文化論特論
鈴木

s614

人間発達論特論
住田
田中

s612

新時代の社会教育
鈴木

化人類学、歴史学、詩学など教育学の隣接
諸科学に基づく思考様式を用いて分析や解
明を進めていくための基礎を学ぶ。場がつ
くる教育文化、メディアとしての教育文化、
伝承の中の教育文化について、さまざまな
事例を通して論究する。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉
ラジオ・A5・312 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14052―5

C1337

正樹（放送大学名誉教授）
理絵（放送大学客員准教授・山口大学准教授）

人間の生涯にわたる発達の過程を、社会
的・文化的文脈との関連において考察して
いくのが発達社会学である。人間の生涯に
わたる発達過程は、発達社会学の視点から
社会的役割の移行過程として捉えることが
できる。そしてその移行過程は社会的役割
商品番号

C1337

晶子（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

人は経験なしに教育について語ることはで
きない。と同時に、経験だけで教育を語る
こともできない。人と人との邂逅と対峙を
通して、人は生成や変容を遂げる。そうし
た人間の生成変容を支えている文化（教育
文化）の働きは広く、そして深い。本書で
は、教育文化について、哲学的人間学、文
商品番号

テレビ・A5・240 頁 ’
11
ISBN978―4―595―13961―1

の学習過程、社会的役割の遂行過程、社会
的役割の縮小過程の 3 つの段階に区分する
ことができる。本書は、人間の生涯を一連
の発達過程と捉え、社会的役割の移行過程
という側面から考察していく。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉
ラジオ・A5・252 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14050―1

C1337

眞理（放送大学客員教授・青山学院大学教授）

生涯学習社会への到達が文教行政の政策課
題とされて、関連の施策が展開されてい
る。その中で、行政が担う社会教育は、と
もすれば学校教育の存在の陰に隠れて、そ
の役割の重要性が軽視されてきている。本
書は、行政が担う社会教育にとどまらず、
広く民間の社会教育活動にも視野を広げ、

その現在のしくみを理解することを前提と
しながら、今日の社会に適合的なしくみと
して社会教育の意味を模索することを試み
る。生涯学習社会における社会教育の社会
的・政策的背景とその応用課題・問題点と
展望などの発展的内容を理解する。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

大 学 院

人間発達科学プログラム

大学院

大学院

100

大 学 院

商品番号

s613

人間発達科学プログラム

海外の教育改革
坂野
藤田

s611

―子どもの総合学力を育てる学校づくり―

s615

s616

道徳教育の理念と実践
押谷

ラジオ・A5・296 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―14066―2 C1337

正人（放送大学教授）
正章（放送大学客員教授・東京大学教授）

『教育の構造改革』と呼ばれる教育改革が
進行している。従来と異なるのは、既存の
教育行財政制度のしくみを大きく改編し、
従来の政策決定と行政運営の諸権限を基礎
単位に移譲することを指向しつつ、国から
学校までのあらゆるレベルの改革が同時進
商品番号

C1337

あて、実践事例を紹介しながら解説する。
具体的には、習得・活用・探究の連携、言
語活動の充実、総合的な学習の時間、教科
横断的なカリキュラムの編成・マネジメン
ト等の視点から考察する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

教育行政と学校経営〔改訂版〕
小川
勝野

ラジオ・A5・320 頁 ’
13
ISBN978―4―595―13998―7

博之（放送大学客員教授・早稲田大学教職大学院教授）

本書は、学校におけるカリキュラム編成の
理論と方法について解説する。理論面では、
歴史的考察をふまえながら、カリキュラム
統合、編成法の類型、基盤におく学力観等
の視点について解説する。方法面では、学
校を基盤としたカリキュラム開発に焦点を
商品番号

援を要する子どもたちへの教育に力を入れ
ることが、全体的な学力向上のために不可
欠な施策となっている。学力保証と人材確
保という戦略が明確になってきている諸外
国の教育改革について解説する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

カリキュラム編成論
田中

C1337

慎二（放送大学客員教授・玉川大学教授）
晃之（放送大学客員教授・筑波大学教授）

学力評価の導入や、教員養成・教師教育の
充実等は多くの国に共通している。しか
し、アジア諸国のような競争型学校教育と
北欧諸国の全員参画型教育のように、その
方向性は必ずしも一様ではない。また、欧
米諸国では、多文化による多様な教育、支
商品番号

ラジオ・A5・304 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14051―8

行的に取り組まれていることである。本書
は、そうした今日の教育改革とその下での
教育・学校の問題を考える。大きく変動し
ている国、自治体、学校の教育システムの
実情と問題、政策課題の理解を目標とする。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉
ラジオ・A5・300 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―14067―9 C1337

由夫（放送大学客員教授・昭和女子大学大学院教授）

道徳教育は教育の根幹である。「自分にと
っての道徳教育」、「社会にとっての道徳教
育」という視点から考察し、そして理論的
押さえをしながら、心の発達という側面か
ら具体的な道徳教育の在り方や取り組みに
ついて探っていく。さらに、諸外国の道徳
教育について、全体的動向、及びアメリカ、

イギリス、アジアの具体的動向を見ていく
とともに、我が国の道徳教育の動向と特徴
を押さえ、「特別な教科：道徳」を中心と
してどのような道徳教育が進められようと
しているのかを論究し、これからの道徳教
育の課題と方向性について考える。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

人間発達科学プログラム
s604

生涯発達心理学研究
星

s610

s428

ラジオ・A5・260 頁 ’
12
ISBN978―4―595―13983―3

C1311

芳雄（放送大学教授）

教育心理学研究の中心的課題は学習の心理
過程を解明し、よりよい教育の実現に資す
ることである。学習過程の深い理解に基づ
き、教授学習の研究の実力を養う。特に学
習を広く文化、社会の中で捉え、意識的、
無意識的な認知過程が引き起こすさまざま
な相互作用の解明を基軸にし、教育心理学
商品番号

子ども時代から老年期まで追跡したいくつ
かの研究の成果を軸に、発達における個人
間の共通性、個人差、個人内変化について
見ていく。人が幸福な老年期（サクセスフ
ル・エイジング）を迎えるための研究成果
から探ってみたい。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

教育心理学特論
三宅

C1311

薫（放送大学客員准教授）

生涯発達心理学は、人の受精から老年期ま
での個人的発達について研究する学問であ
る。発達が青年期に完了してしまうもので
はなく、全生涯を通じて続く適応過程であ
り、そこには心理学的構造や機能の獲得、
保持、変容、そして衰退が含まれている。
アメリカで行われた、複数の個人を、その
商品番号

ラジオ・A5・232 頁 ’
11
ISBN978―4―595―13959―8

の研究が現実社会の中で起きる学習に関わ
る諸問題の解決にどのように寄与するのか
取り上げる。例えば、学習の困難が協調的
な学習活動でどのように乗り越えられるか
など、実際の問題解決にどのように学習研
究の知見が生かされるのかを理解する。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

心理・教育統計法特論〔新訂〕

ラジオ・A5・252 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14043―3

C1311

小野寺孝義（放送大学客員教授・広島国際大学教授）
臨床心理学の代表的な研究法は事例研究法
であるが、しかしながら、実験法や観察法、
調査法などの一般心理学の研究法も臨床心
理学の研究法としては無視できない。とり
わけ、事例研究法の補完的方法として、ま
た臨床例のモデルとしてのアナログ研究で
は、調査法が多く採用されている。本書は、

教育や心理臨床の場でユーザーとして知っ
ておくべき心理統計法の基本とともに、統
計処理の実際について概説する。また、新
たな心理統計学の考え方や手法についても
紹介する。基礎的な心理統計概念の理解と、
統計処理を行うことができるようにする。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

大学院

大 学 院

商品番号

101

大学院

102

臨床心理学プログラム

大 学 院

臨 床 心 理 学 プ ロ グ ラ ム

商品番号

s419

臨床心理学特論〔改訂新版〕
齋藤

s422

C1311

高雅（放送大学名誉教授・帝京大学教授）

心理臨床活動の基礎となる考え方や心理臨
床において必要な基本的な知識や技法を詳
述する。心理臨床には多様な領域（教育臨
床や病院臨床、職域臨床、司法臨床など）
があるが、それぞれの対象領域による相違
はあるものの基本的な共通する視点が存在
する。このような観点から、臨床心理学的
商品番号

ラジオ・A5・496 頁 ’
11
ISBN978―4―595―13964―2

知識や技法が心理臨床活動にどのように生
かされるのか、心理臨床行為の特異性は何
か、また倫理の重要性について論ずる。心
理臨床活動の基礎となる考え方や心理臨床
において必要な基本的知識の習得を目標と
する。
〈本体 4,500 円＋税 8％：定価 4,860 円〉

臨床心理面接特論〔三訂版〕
―心理療法の世界―

ラジオ・A5・432 頁 ’
13
ISBN978―4―595―13995―6

C1311

大場
登（放送大学教授）
小野けい子（放送大学教授）
心理療法の基本は、「クライアントの心身
が訴える声に耳を傾けること」、「セラピス
トの心身で受けとめること」である。本書
では、
「一人の生きた人間（セラピスト）が、
長期間にわたって耳を傾けつづけ、受けと
商品番号

s429

めつづけること」によって、クライアント
の心身がゆっくりとではあるが、確実に「変
容」の歩みを始めるものであることを、詳
細に論じていく。
〈本体 4,100 円＋税 8％：定価 4,428 円〉

学校臨床心理学・地域援助特論
倉光

テレビ・A5・288 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14044―0

C1311

修（放送大学教授）

臨床心理学の知識と技能を持ったカウンセ
ラーが学校に配置され、心理的問題に苦し
む子どもやその保護者、子どもに関わる教
職員、地域の人々に対して、さまざまな地
域援助活動を行っている。この事業は、
1995 年に文部省（当時）が公立中学校に
臨床心理士の資格を持つスクールカウンセ

ラーを派遣してから飛躍的に発展し、現在
では幼稚園から大学まで一貫したシステム
として広がっている。臨床心理士は、スク
ールカウンセリング以外にもさまざまな地
域援助を行っている。本書はこうした心理
臨床活動の現状と課題について解説する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

臨床心理学プログラム
s421

臨床心理学研究法特論〔新訂〕
齋藤
元永

s426

C1311

高雅（放送大学名誉教授・帝京大学教授）
拓郎（放送大学客員教授・帝京大学大学院教授）

臨床心理学領域の研究を行う上でのさまざ
まな方法論、量的研究と質的研究を解説す
る。具体的に、質的研究法、調査法、面接
法・観察法、投映法、実験法、事例研究法、
効果研究について説明し、さらに臨床心理
学領域として、心理療法、アセスメント、
商品番号

ラジオ・A5・276 頁 ’
12
ISBN978―4―595―13980―2

家族研究、高齢者研究、コミュニティ・ア
プローチについて解説する。臨床心理学研
究において、クライエントの利益を優先す
ること、プライバシーを含む倫理的な問題
を念頭におくことが重要である。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

発達心理学特論

テレビ・A5・300 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14041―9

C1311

荻野美佐子（放送大学客員教授・上智大学教授）
社会が複雑化すると、さまざまな心理的支
援を必要とする人がいる。こうした専門職
として臨床心理士が求められている。これ
ら専門職としてだけでなく、私たち自身が
自らの生をどのように捉え、意味づけてい
くのか、そこにどのような社会・文化の影
響を受けているのかを捉える理解の枠組み
商品番号

s427

現代社会心理学特論〔改訂版〕
森

s425

ラジオ・A5・248 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14042―6

C1311

津太子（放送大学教授）

社会心理学領域の知見について、2 つの現
代的な視点から解説。第一に、現代の社会
心理学の特徴や動向を紹介する。社会的影
響、社会的認知、自己といった社会心理学
の重要なトピックに加え、感情、自動性な
どのトピックも取り上げる。第二に、現代
的な研究アプローチを紹介する。中心とな
商品番号

を持つ必要がある。誕生から死に至る生涯
発達の過程で、人はどのように変化するの
かを、時間軸と、自己と他者の関係性の軸
を、縦糸と横糸として考察する。発達のと
らえ方、重要領域での生涯発達、各時期の
発達の特徴と支援について概説する。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

投影査定心理学特論
小川
伊藤

るのは、社会心理学において主要な社会的
認知アプローチである。それに加え、経済
学との融合や、人間の社会的行動を環境へ
の適応の産物と捉える進化論的な考え方、
人間の社会的行動の生物学的基盤を探る脳
神経生理学的な研究なども紹介する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉
ラジオ・A5・264 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14040―2

C1311

俊樹（放送大学教授）
宗親（放送大学客員准教授・岐阜大学准教授）

心理査定と心理面接は、心理臨床活動の両
輪といえる。心理査定は臨床心理士の主要
な業務とみなされている。心理査定にはい
くつかの形式があるが、日本の心理臨床の
場では、投影法形式の人格検査がもっとも
よく採用されている。投影法とは心理検査

の一形式であるが、本書では、投影法心理
査定について、総論として投影法に関する
理論を概説し、各論として各種投影法検査
を紹介するとともに、心理臨床の現場でど
のように用いられているかを紹介する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

大学院

大 学 院

商品番号

103

大学院

104

大 学 院

商品番号

s424

臨床心理学プログラム

家族心理学特論〔三訂版〕
亀口

s515

精神医学特論〔新訂〕
石丸
広瀬

s423

合に生じうる諸問題についても取り上げ
る。そして、これらの問題に対する家族療
法や予防的心理教育プログラムなどの援助
法の理論と技法を解説する。また、震災後
の被災家族への心理的援助について、地域
支援の具体例を通して紹介する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉
ラジオ・A5・320 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―14065―5 C1347

昌彦（放送大学教授）
宏之（放送大学客員准教授・横須賀市療育相談センター所長）

精神医学は、頭や心の働きの変調や障害に
関する知識の集大成であり、精神疾患の診
断や治療のあり方を検討する、深くて広い
学問である。本書では、今日見られる代表
的な疾患を広くとりあげ、事例を示しなが
ら解説し、診断ばかりでなく治療の基本的
商品番号

な流れを理解することを目指す。また、医
学・医療や心理臨床において精神医学が担
っている役割を理解し、今日の社会におけ
るメンタルヘルスの課題や将来展望を自ら
考える姿勢を身につける。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

障害児・障害者心理学特論〔新訂〕 ISBN978―4―595―13996―3
ラジオ・A5・284 頁 ’
13

田中
古賀

C1311

憲治（放送大学客員教授・国際医療福祉大学大学院教授）

世界最速で進行中の我が国の少子高齢化に
加え、東日本大震災による甚大な被害を受
けた家族が抱える課題の解決には、欧米直
輸入の手法のみならず、独自の解決策も加
える必要がある。本書は、家族が抱える心
理的課題を家族システム論の視点から整理
する。また、この課題が果たせなかった場
商品番号

テレビ・A5・256 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14020―4

C1311

新正（放送大学客員教授・大分大学教授）
精治（放送大学客員教授・大分大学教授）

本書は、乳児期における障害、視聴覚障
害、知的障害、肢体不自由、発達障害など、
さまざまな障害のある人に臨床心理学的援
助を提供するに当たって必要な基本的知識
を解説する。各障害について理解するため
に、先ず、障害の概念（状態像）やアセス

メントの方法について説明する。さらに、
発達的視点からみた障害のもつ意味、社会
的視点からみた障害のもつ意味について説
明し、障害のある人への心理学的援助のあ
り方について理解を深めていく。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

社会経営科学プログラム

105

商品番号

s700

公共哲学
山岡
齋藤

s704

s709

ラジオ・A5・194 頁 ’
11
ISBN978―4―595―13967―3

ルは、行政的規制に直面しその問題性を追
及する者にとって現実の関心事である。本
書はそのような具体的関心と結びつけて行
政法学の基礎理論を提供し、国内外の最新
の話題に分析を加える。
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

日本の技術・政策・経営
東
柴山

C1332

良成（放送大学客員准教授・熊本大学准教授）
圭一（放送大学客員准教授・上智大学准教授）

行政裁量論が関係する社会問題の裾野は広
く、原子力発電や鉄道事業の認可等の大規
模なものから、外国人在留特別許可、産業
廃棄物処分場の立地に関する住民運動等、
行政的規制の妥当性が問題とされるあらゆ
る場面に及ぶ。行政裁量の法的コントロー
商品番号

法を考えていく方法を検討する。狭義の「哲
学」ではなく、社会科学的な知のあり方の
刷新の方法を批判的に紹介することで、他
の学問や実践的課題との連関を理解・創造
できるような知の提供を目指す。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

行政裁量論
原島
筑紫

C1310

龍一（放送大学教授）
純一（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

「公共哲学」という、近年再定義・再考察
が試みられている視角・考え方を、理論的
なレベルで紹介・解説する。いくつかの具
体的な問題に関する公共哲学的なアプロー
チを紹介し、現代社会における「公共性」
の諸問題を新たに問い直して、新たな解決
商品番号

ラジオ・A5・252 頁 ’
10
ISBN978―4―595―13938―3

ラジオ・A5・248 頁 ’
13
ISBN978―4―595―13999―4

C1334

千秋（放送大学名誉教授）
盛生（放送大学客員准教授）

日本は、国の経営方針として、科学・技術
により経済や産業を振興し、国民生活の向
上を図ろうとしている。本書は、日本の産
業技術の歴史と現状から、これからの技術
革新、科学・技術のための政策と、それを
実現するための経営について研究する上で

の手がかりを提供するものである。具体的
には、各国の科学・技術政策の動向、日本
の産業の重点分野の動向と研究開発支援体
制を紹介するなど、政策から推進体制さら
にその成果までを総括的に扱う。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

大 学 院

社会経営科学プログラム

大学院

大学院

106

大 学 院

商品番号

s714

社会経営科学プログラム

地域の発展と産業〔改訂版〕
河合

s713

―協力はいかに生成され、どこに限界があるか―

s705

s707

ラジオ・A5・328 頁 ’
11
ISBN978―4―595―13968―0

の政治的変容の諸条件を解明する。日本
が、中国という政治的存在をどのように認
識してきたのかを含め、100 年中国の政治
史を一望のもとに俯瞰しうる論理を提起し
たい。政治学、国際関係論、世界の地域研
究に関連する内容とする。
〈本体 3,400 円＋税 8％：定価 3,672 円〉

パーソナル・ネットワーク論
森岡

C1331

成雄（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

21 世紀に入り、内外ともに政治経済的存
在感を高めている中国について、20 世紀
史的な歴史的視点と現状認識的視点を基軸
とし、政治的正統性の磨滅流出過程と新た
な正統性構築過程の交錯する局面を分析す
る。その制度的基盤との関係性の中で、政
治的正統性の中国的特質を再定義し、今後
商品番号

C1336

るからであり、同時にこれらの社会的な協
力の在り方が、近代になって限界を見せる
ようになりつつあるからである。なぜ今日
の社会的協力が大規模に生成し、そして限
界を見せるようになったのか、具体的な事
例を見ながら理解を深めていく。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

20 世紀中国政治史研究
西村

ラジオ・A5・276 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14025―9

素思（放送大学教授）

本書は、社会経営における人々の社会的協
力の在り方についての原理と、現実におけ
る有効性について考察する。近代になって、
社会的協力の在り方が大転換したといわれ
ているが、それは市場モデルや政府モデル
等の近代的な協力の在り方について広範囲
にわたり、かつ深く浸透した理由が存在す
商品番号

方法に基づいた地域の理解を具体的に解説
する。内発的発展、発展途上国における参
加型農村開発等に関する論点整理を通し
て、地域の発展に関わるアクター（担い手）
を捉え、持続可能な発展（開発）が求めら
れる 21 世紀の地域像を考えていく。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

社会的協力論
坂井

C1336

明宣（放送大学教授）

私たちの生活や生産活動にとって地域の役
割は重要度を増しているが、グローバル化
の中で大きな影響を被った個々の生活及び
生産活動の見直し、立て直しを図ることが
主要な背景となっている。本書は、地域と
は何かを考えるために、蓄積されてきた地
域研究を振り返り、そしていくつかの研究
商品番号

ラジオ・A5・290 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14053―2

ラジオ・A5・240 頁 ’
12
ISBN978―4―595―13984―0

C1331

淸志（放送大学教授）

諸個人の意識や行動を理解するため、長い
間社会学は集団の中の個人の地位と役割に
焦点をあててきた。1960 年代以降、人々
は集団への帰属を薄め、他者とのつながり
の中で生活の営みを増大させた。このよう
な事態に対応して、パーソナル・ネットワ
ークに注目し、その構成や規模、接触頻度

や密度などの構造が、諸個人の態度や行動
を規定する側面と、社会構造的特性がネッ
トワークを規定する側面との両面を対象と
して実証的研究を展開させる。また、特有
の視点とアプローチ、研究成果を紹介し、
今後の発展の可能性について論じる。
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

社会経営科学プログラム
s711

自治体ガバナンス
稲継

s710

環境工学〔新訂〕
岡田

s712

人的資源管理
原田
奥林

するかは、自治体の政策当局のガバナンス
の課題である。本書では政治学・行政学の
研究成果を活かしつつ、先進的自治体で試
みられている様々な実験的取り組みを紹介
する。さらに多くの研究者へのインタビュ
ーなども試みながら、この主題に取り組む。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
テレビ・A5・304 頁 ’
13
ISBN978―4―595―14000―6

C1350

光正（放送大学教授）

環境工学は環境問題の解決手法開発の学問
である。環境問題は過去半世紀の間に大き
く変化し、それに伴い、問題解決の考え方
も変化した。それは従来の工学という枠に
とどまらず、理学、農学、医学のような理
系学問から、社会学、経済学、法学のよう
な人文系の学問も含めた総合的な解決策が
商品番号

C1331

裕昭（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

分権改革後の自治体は、自治体運営（ガバ
ナンス）の主体としての責任がますます大
きくなりつつある。他方で、財政悪化とい
う条件の下で自治体の取り得る政策選択肢
も無制限ではない。こうした状況にあっ
て、自治体がいかなる住民サービスをどの
程度提供するか、その政策システムを構築
商品番号

テレビ・A5・260 頁 ’
13
ISBN978―4―595―14001―3

求められている。
本書では、環境問題の認識方法から始ま
り、現在重要と思われているいくつかの分
野における最先端の研究がどのように行わ
れているか解説し、総合的な見方を身につ
ける助けとしたい。
〈本体 3,600 円＋税 8％：定価 3,888 円〉
テレビ・A5・276 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14024―2

C1334

順子（放送大学教授）
康司（放送大学客員教授・大阪国際大学教授）

継続的事業体において、人を対象とした管
理の仕組みを総称して人的資源管理とい
う。営利を目的に事業を営む企業の経営で
は、この人的資源管理がいち早く発達し、
経営学の中でも多くの知識が蓄積されてき
た。本書は人的資源管理の変遷、役割等に

ついて、企業経営の基本的概念とともに解
説する。また、関連する現代的トピックも
採りあげて多面的な理解を図る。人的資源
管理の基礎知識、人的資源管理の制度と機
能、多様な労働者たちの 3 部構成である。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

大学院

大 学 院

商品番号

107

大学院

108

人文学プログラム

大 学 院

人 文 学 プ ロ グ ラ ム

商品番号

s812

人類文化の現在：人類学研究
内堀
山本

基光（放送大学教授）
真鳥（放送大学客員教授・法政大学教授）

「人類文化の現在」を分析するものとして、
グローバル化を前にしたいわゆる伝統社会
の文化的変容（抵抗も含む）、科学者コミ
ュニティの文化、先進国・新興国・途上国
にわたる技術文化の普遍性と個性的表出、
産業の諸現場における人々が形成する文
商品番号

s811

ラジオ・A5・292 頁 ’
16

東アジアの歴史と社会
吉田

新 刊

C1310

孝至（放送大学教授）

歌道、茶道、武道など、「道」がつくもの
が数多くある。芸術や武術の専門技芸だが、
その修練の仕方も含んでおり、絶えず深め
るべきものとされるので、単なる「術」で
はなく「道」と称するのである。成立の仕
方も修練の内容も様々であるが、いずれも
長年にわたって身心を鍛練した果てに行き
s802

化、新たな宗教のうねりとその生活上にお
ける衝撃力、民族的（民俗的）芸術・芸能
の表出の新展開などを扱う。これらの諸現
象をまとめるものとして、文化変容及び文
化進化に関わる先端理論の可能性を探る。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

道を極める―日本人の心の歴史 ISBN978―4―595―14069―3
魚住

商品番号

テレビ・A5・288 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―14071―6 C1339

着く芸や無心の技が究極のものとされる。
本書では、代表的な道の創始者や中興者を
取り上げ、彼らが時代と社会の中でどのよ
うに深めたのか、実際の修練の過程を窺い、
それを通じて深まる生き方、極めていく中
で達した思想について考えていく。
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉
テレビ・A5・268 頁 ’
10
ISBN978―4―595―13943―7

C1322

光男（放送大学教授）

中国と朝鮮を舞台にして、オムニバス形式
で「中国文明の多様性と多元性」「古代中
華帝国の成立」「隋唐帝国」「東ユーラシア
の中の中国」「鄭和」「王直」「鄭成功」「陳
弘謀」「ウィリアム＝ジャーディン」「元帝
国と高麗」「通信使と燕行使」「人口から見
た近世朝鮮という歴史的個性」「植民地期

の朝鮮」「アジア NIES としての韓国」と
いった研究テーマについて考察する。定説
や通説を無批判に自明の理とすることな
く、社会学・経済学・人類学・文学などを
含めた新たな理論や方法論を用いて、その
豊かな歴史像を描き出す。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

人文学プログラム
s805

美学・芸術学研究
青山

s806

―ヨーロッパ世界との関わり―

s809

国文学研究法
島内

s810

日本史史料論
五味
杉森

C1322

ーロッパがアフリカをどう見ていたか、ま
たアフリカがヨーロッパに対してどう関わ
ってきたかを歴史学、文学、人類学などさ
まざまな分野の学問を動員して考察する。
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉
ラジオ・A5・260 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14054―9

C1391

裕子（放送大学教授）

国文学の修士論文の書き方について、具体
的にさまざまな角度から論じ、実際に論文
を執筆するための理念と方法論を提供す
る。本書の主旨は、国文学のさまざまな研
究方法を学ぶことであるが、それにとどま
るものではない。より広い意味で、「学問
研究とは何か」「論文執筆の要諦とは何か」
商品番号

ラジオ・A5・280 頁 ’
13
ISBN978―4―595―14003―7

俊雄（放送大学教授）
勝彦（放送大学客員教授・関西大学教授）

地中海を挟んでヨーロッパとアフリカは古
来、密接な関係を築いてきた。しかし、近
代にはその関係が一方的な支配・被支配、
奴隷制の展開、植民地化といった不幸な関
係に変質していった。それぞれの時代にヨ
商品番号

半では、全体に亘る体系的な考察を行い、
後半では、世界史上初の本格的美術批評家
であったディドロの美学・芸術学の深く豊
かな意義を明らかにして、美学が芸術鑑賞
のためだけでなく、芸術創造にも寄与する
実践の学問であることを理解していく。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

アフリカ世界の歴史と文化
草光
北川

C1370

昌文（放送大学教授）

美学は、美とは何か、を考える学問であり、
芸術学は、芸術とは何か、を考える学であ
る。美は、芸術に限らず、自然にも存在し
ている。本書は、自然美にも言及するが、
考察の主体を芸術美におき、芸術が文化の
総体と深く関わっていることを、具体的芸
術作品に即しながら、詳しく考察する。前
商品番号

テレビ・A5・288 頁 ’
13
ISBN978―4―595―14002―0

「新たな研究領域の開拓は可能か」など、
いずれの学問分野にも通底する問題意識に
よって、科目を構築している点に特徴があ
る。それゆえ、学問分野を国文学に限るこ
となく、読者が現実に直面する切実な学問
上の疑問にも、十分に答えうる内容である。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
ラジオ・A5・288 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14055―6

C1321

文彦（放送大学教授）
哲也（放送大学教授）

大学院における日本史の学習・研究は、単
に学説を理解するだけでは不十分であり、
自ら史料を読解し、理解することが求めら
れる。本書は、日本史研究の素材である史
料とは何かという基本的な知識を解説する
とともに、史料を正確に読解し、理解する

ための方法の基礎を習得してもらうことを
目指す。古代から近現代に至る日本の歴史
を学習する上で最も基本的な史料を取り上
げ、その特質と読解の基礎についてわかり
やすく解説する。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

大学院

大 学 院

商品番号

109

大学院

110

大 学 院

商品番号

s807

人文学プログラム

ことばとメディア
―情報伝達の系譜―

宮本
大橋

s808

中世・ルネサンス文学
宮下
井口

C1380

徹（放送大学准教授）
理枝（放送大学准教授）

本書では、過去の時代のメディアの特質を
理解し、そして現在用いている様々なメデ
ィアの実際例を取り上げ、その本質を理解
する。それを、ことばによるやり取りとい
う観点から分析・解説し、メディアとこと
商品番号

ラジオ・A5・248 頁 ’
13
ISBN978―4―595―14004―4

ばの関係を示すことによって、ヒトとヒト
との間の伝達の様々な容体の本質を考え、
ことばによって支えられてきた、社会や文
化の一端を考える手がかりを提供する。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
ラジオ・A5・324 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14026―6

C1397

志朗（放送大学教授）
篤（放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）

ヨーロッパの中世及びルネサンスの文学作
品は、歴史的・文化的・社会的に様々な条
件の網の目の中で書かれている。本書では、
中世・ルネサンスの多種多様な文学作品を
読み、これらの作品が提起する問題につい
て批判的に考察していく。時代順に文学作

品を紹介するのではなく、いくつかの重要
なテーマ（「恋愛・ジェンダー」、「言語・
翻訳」、「信仰」）を設け、それらのテーマ
との関連の中で作品を紹介するので、丁寧
に読解・分析する姿勢も学べる。
〈本体 3,600 円＋税 8％：定価 3,888 円〉

情報学プログラム

111

商品番号

s857

21 世紀メディア論〔改訂版〕
水越

s858

ラジオ・A5・274 頁 ’
14

s854

音楽・情報・脳
仁科
河合

C1355

晴男（放送大学教授）

本書は、知的財産の創造、保護、活用に関
する法システムを取り上げる。知的創造活
動が知的財産権法制で保護される前後を含
め、知的財産権法の二つの法体系「著作権
法」と「産業財産権法」に、適宜「不正競
争防止法」等を比較対照しながら、知的創
造サイクルの中における権利（人格的権利
商品番号

ィア論的想像力を養うことが本書の目的で
ある。まず 19 世紀以降のメディアの歴史
を跡づけ、次に理論や思想を押さえる。さ
らに、現代的なメディア社会の諸問題を浮
き彫りにし、それらを克服するための実践
的活動のあり方を具体的に検討していく。
〈本体 3,300 円＋税 8％：定価 3,564 円〉

知的創造サイクルの法システム ISBN978―4―595―14028―0
児玉

C1355

伸（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

私たちは現在、20 世紀的なメディア様式
を部分的に引き継ぎつつ、21 世紀のメデ
ィア社会を生きている。国家や共同体、文
化やリテラシーのあり方が大きく変貌する
社会の中で、メディアに焦点をあて、過去
を振り返りつつ、未来を目指すための批判
的で実践的な知を育むこと、すなわちメデ
商品番号

テレビ・A5・298 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14027―3

と経済的権利）のライフサイクルの関係か
ら解説する。知的財産権法の個別法を逐条
解説するのではなく、知的財産権法制を広
義に捉えた知的創造サイクルの法システム
を鳥瞰し、広義の知的財産権法制を包括的
な観点から理解することが目標。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉
テレビ・A5・248 頁 ’
13
ISBN978―4―595―14005―1

C1355

エミ（放送大学教授）
徳枝（放送大学客員教授・国際科学振興財団研究主幹）

情報学の進展は、音楽をはじめとする文化
的事象を、科学的な研究の対象とすること
を可能にした。とくに脳科学と連携したそ
の成果は大きく、「音楽とは何か」といっ
た本質的な問題を考察する新しい材料が多
出している。本書では、最先端の情報学と

脳科学を応用して、芸術とりわけ音楽に対
する情報学的アプローチの有効性と射程距
離について基礎的な知識を身につける。そ
れに基づき、具体的な対象についてこの新
しい研究の方法論とその効果を学ぶ。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

大 学 院

情 報 学 プ ロ グ ラ ム

大学院

大学院

112

大 学 院

商品番号

s855

情報学プログラム

ソフトウェア工学

ラジオ・A5・280 頁 ’
13
ISBN978―4―595―14006―8

C1355

玉井 哲雄（放送大学客員教授・法政大学教授）
中谷多哉子（放送大学教授）
今や情報システムは、電気・ガス・水道か
ら交通・通信システム、経済活動まで、あ
らゆるものの支えとなっているが、その本
質は、コンピュータの中で稼動しているソ
フトウェアが担っている。本書では、ソフ
トウェアをどのように作ればよいかという
商品番号

s853

情報学の新展開
川合

s859

コンピューティング
―原理とその展開―

川合
萩谷

s860

C1355

いる。現実的には、これらを基礎とした多
種多様な情報環境が構築されてきており、
私達の生活や社会を変えつつある。偏りの
ない教養を身につけるために、種々の事例
を基本原理とともに解説し、広義かつ高度
な情報リテラシーを理解していく。
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
ラジオ・A5・256 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14056―3

C1355

慧（放送大学名誉教授）
昌己（放送大学客員教授・東京大学教授）

情報に関する学問は極めて幅広いが、その
基本は計算という概念で把握できる。この
計算について、その原理的な定義、表現の
方法、数理的な性質等を、基礎から実際の
計算機械及び実用的な計算システムまでを
商品番号

ラジオ・A5・272 頁 ’
12
ISBN978―4―595―13988―8

慧（放送大学名誉教授）

情報社会と呼ばれる現代社会は、情報科
学、情報工学という基盤の上に、情報シス
テム学、情報社会学、情報経済学という人
間社会を扱う学問体系と、認知科学、生理
学、人間科学など人間の行動と特性を扱う
学問、さらに国際社会や法体系、芸術分野
の学問まで、幅広い知識体系に支えられて
商品番号

問題と対峙している「ソフトウェア工学」
について学ぶ。最初にソフトウェアの作成
が「工学」を必要とする程に難しいタスク
であることを学んだ後、ソフトウェア工学
の概要をその発展を含めて理解する。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

解説する。計算のためのモデルとしていく
つかを取り上げ、その基本的な理解のみな
らず相互的な比較を理論面と実用面から行
い、計算について全体的に理解させる。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

データベースと情報管理〔改訂版〕ISBN978―4―595―14072―3
ラジオ・A5・192 頁 ’
16

新 刊

C1355

柳沼 良知（放送大学教授）
三輪眞木子（放送大学教授）
テキスト・画像・音声・映像を含む多様な
形態の電子情報が、インターネット等のネ
ットワークを通じて広く流通しており、こ
うしたマルチメディアの電子情報を効率よ
く蓄積・検索できるデータベースの構築と
活用が重要である。本書は、多様な形態の

電子情報を効果的・効率的に活用するため
に必要な知識と技術の習得、テキスト・画
像・音声・映像を含むマルチメディア・ド
キュメントの電子化・蓄積・組織化・検索
を含むデータベース技術の習得を目指す。
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

情報学プログラム
s856

研究のための ICT 活用
高橋
柳沼

ラジオ・A5・232 頁 ’
13
ISBN978―4―595―14007―5

C1355

秀明（放送大学准教授）
良知（放送大学教授）

大学（院）を始め、さまざまな研究におい
て、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 情 報 通 信 技 術
（ICT：Information and Communication
Technology）を活用することは必須の時
代になっている。本書では、情報学分野を
中心に、研究の方法論を論ずるなかで、研

究のプロセスのさまざまな場面で役立つ情
報通信技術を紹介する。研究とは何か？
研究方法論とは何か？ということを絶えず
意識しながら、各種の技術やツールの意味
について考察を加える。
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

大学院

大 学 院

商品番号

113

大学院

114

自然環境科学プログラム

大 学 院

自然環境科学プログラム

商品番号

s905

現代生物科学
―生物多様性の理解―

松本
二河

s911

s907

テレビ・A5・264 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―14075―4 C1344

茂徳（放送大学客員教授・東京工業大学特命教授）

生命惑星地球の歴史をたどりながら、地球
と生命の歴史を研究する方法と最先端の現
状を紹介する。「なぜ地球が生命の惑星に
なったのか？」という問いに対して、科学
者がどのように観察からモデルを作成し、
それを検証しているのか、地球科学の重要
な概念を示しながら紹介し、これまでに明
商品番号

多様性」のキーワードのもとに、生命分子、
細胞、器官、個体、個体群、環境適応、群
集、共生関係、生態系といった「生物界の
諸階層」の様相を解説する。また、生物多
様性と人類の存続についても触れる。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

地球史を読み解く
丸山

C1345

忠夫（放送大学客員教授）
成男（放送大学教授）

現代の生物学の進展はめざましいものがあ
り、その全貌をつかむのは容易ではない。
生物が持つ特性の中で、他の物質系にない
ものとして、遺伝情報の伝達、エネルギー
代謝、物質収支の動的平衡、そして自然選
択による進化などがある。本書は、「生物
商品番号

テレビ・A5・284 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14029―7

らかになった地球環境の変遷を、システム
変動という観点から解説する。システムを
拡げることにより、明らかになってきた宇
宙と地球の関わりを紹介する。いまだ未解
明な点、これから行われるべき研究、未来
の地球と人間の関わりについてまとめる。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

宇宙・自然システムと人類

テレビ・A5・292 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14031―0

C1344

海部 宣男（放送大学客員教授・国立天文台名誉教授）
杉山
直（放送大学客員教授・名古屋大学大学院教授）
佐々木 晶（放送大学客員教授・大阪大学大学院教授）
地球、生命、及び人類とその文明は、膨張
する宇宙での自然の営みから生まれた。こ
れら宇宙・自然システムの創生をもたらし
その存続を支えている、物質やエネルギー
の源泉は何か？ また、その転化・変遷・

循環のしくみは、どのようなものなのか？
本書は、地球生命と人類文明を支える環境
の基盤とその現代的課題を、科学的及び自
然史的視点からグローバルに考察する。
〈本体 3,500 円＋税 8％：定価 3,780 円〉

自然環境科学プログラム
s904

現代物理科学の論理と方法
米谷

s906

物質環境科学〔新訂〕
濱田
花岡

s909

数理科学
—離散モデル—

石崎

s910

計算論〔改訂版〕
隈部

テレビ・A5・252 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14030―3

C1343

学ぶ。その上で、地球上の生物の環境の状
況を生態学の立場から考え、生物と物質と
の関わりを考察する。環境問題の扱う範囲
は広く複雑であるが、それらを全体として
考える基礎を学ぶことを目的とする。
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉
ラジオ・A5・232 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14058―7

C1341

克也（放送大学教授）

数理科学現象を理解するために、数学的手
法を拠り所として構造や生成過程をモデル
化することは、近年盛んに行われてきた。
本書は、離散方程式に注目し、数理モデル
の中で数学的発想がどのように生かされて
いるかを考察する。数学的理論の理解のた
商品番号

有効性を持つ物理科学の基礎的な考え方・
方法論とその具体的応用に焦点を当て、物
理科学の基礎としての現代物理学の神髄に
ついて、最先端の成果や将来の展望も含め
て、初学者が入門しやすいようにわかりや
すい解説となっている。
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

嘉昭（放送大学名誉教授）
文雄（放送大学客員教授・学習院大学教授）

自然あるいは自然環境問題を考える際、構
成している物質の種類・量・性質及びそれ
らの間の相互作用の考察は必須である。本
書では、地球環境を規定している地球科学
的な基礎知識を確認した上で、環境パラメ
ータを測定する方法とデータ考察の仕方を
商品番号

C1342

民明（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

物理学は、物質と時空を研究対象として、
普遍的な法則性の理解を深めてきた。その
過程で、特定の研究対象だけに限らず、対
象の空間・時間スケールを超えて異なるス
ケールで有効な様々な物の見方（論理）や
方法論が発展した。本書では、従来の科目
の一般的分類にとらわれずに、広い範囲で
商品番号

ラジオ・A5・296 頁 ’
13
ISBN978―4―595―14008―2

めに、応用例を取り入れ、定理の可視化に
数式処理ソフト Mathematica などを利用
したグラフィックスを組み込み、それぞれ
の数理モデルや数学的理論を解説する。微
分方程式と比較しながら議論を進める。
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉
ラジオ・A5・264 頁 ’
16 新 刊
ISBN978―4―595―14074―7 C1341

正博（放送大学教授）

計算とは何か？ コンピュータの動作はも
ちろん計算といえる。また人間の話す言語
やその文法も計算の１つの形である。この
ように計算という概念を幅広く捉え、様々
な種類に分けて解説する。そして最終的に
は、計算機の数学的モデルといわれるチュ
ーリング機械がどのような構造を持ってい

るかを理解する。また文法によって生成さ
れる（形式）言語がどのようなものか理解
し、様々な文法と言語との関わりを理解す
る。その際、文法によって生成される言語
と、オートマトンによって計算される言語
の関連性を理解することが目標となる。
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

大学院

大 学 院

商品番号

115

116

アンコールブックス

ア ン コ ー ル ブ ッ ク ス
アンコールブックス

アンコールブックスとは、放送大学での放送授業は終了となりましたが、
読者の皆様に引き続きご好評をいただいている教材です。学習の理解を深
めるために、ぜひご活用ください。
〔肩書は原則として放送終了時〕
商品番号

011

インドの思想
川崎

A5・156 頁 ’
93
ISBN978―4―595―21344―1

学 部

C1339

信定（東洋大学教授・筑波大学名誉教授）
〈本体 1,602 円＋税 8％：定価 1,730 円〉

商品番号

318

商品番号

1007

社会調査法
盛山
近藤
岩永

A5・214 頁 ’
92
ISBN978―4―595―53746―2

和夫（放送大学客員教授・東京大学教授）
博之（放送大学客員教授・大阪大学教授）
雅也（放送大学教授）

〈本体 2,000 円＋税 8％：定価 2,160 円〉

言葉と教育〔改訂版〕
福沢

学 部

C1336

A5・192 頁 ’
95
ISBN978―4―595―52624―4

学 部

C1337

周亮（聖徳大学教授・筑波大学名誉教授）
〈本体 1,699 円＋税 8％：定価 1,834 円〉

商品番号

1022

商品番号

1054

教育社会学〔改訂版〕
天野
藤田
苅谷

A5・212 頁 ’
98
ISBN978―4―595―58749―8

郁夫（放送大学客員教授・国立学校財務センター教授）
英典（放送大学客員教授・東京大学教授）
剛彦（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

生涯学習と自己実現〔新訂〕
堀
三輪

学 部

C1337

A5・248 頁 ’
06
ISBN978―4―595―30614―3

学 部

C1337

薫夫（放送大学客員教授・大阪教育大学教授）
建二（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

商品番号

1056

発達障害児の心と行動〔改訂版〕ISBN978―4―595―30616―7
A5・248 頁 ’
06

太田

学 部

C1337

昌孝（放送大学客員教授・心の発達研究所理事長）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

アンコールブックス
商品番号

1059

1060

住田
新井
岡崎

A5・210 頁 ’
06
ISBN978―4―595―30657―0

正樹（放送大学教授）
郁男（放送大学客員教授・上越教育大学名誉教授）
友典（放送大学准教授）

〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

教育社会学〔新版〕
岩永
稲垣

学 部

C1337

A5・252 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30701―0

学 部

C1337

雅也（放送大学教授）
恭子（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

商品番号

1064

基礎教育学
江原
山﨑

A5・256 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30704―1

学 部

C1337

武一（放送大学客員教授・立命館大学教授）
高哉（放送大学客員教授・大阪総合保育大学学長）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

商品番号

1068

商品番号

1072

大学と社会
安原
大塚
羽田

A5・216 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30802―4

義仁（放送大学特任教授）
豊（放送大学客員教授・広島大学大学院教授）
貴史（放送大学客員教授・東北大学教授）

〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

道徳教育論〔新訂〕
林

学 部

C1337

A5・196 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30900―7

学 部

C1337

泰成（放送大学客員教授・上越教育大学大学院教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

商品番号

1079

現代の教育改革と教育行政
小川

A5・216 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31180―2

学 部

C1337

正人（放送大学教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

商品番号

1080

授業研究と学習過程

A5・268 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31181―9

学 部

C1337

秋田喜代美（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
藤江 康彦（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
商品番号

1085

教育と社会
岩永

A5・276 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31236―6

学 部

C1337

雅也（放送大学教授）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

アンコールブックス

商品番号

生徒指導〔新訂〕

117

118
商品番号

1089

アンコールブックス

特別支援教育基礎論〔新訂〕
吉田
鳥居

A5・260 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31240―3

学 部

C1337

昌義（放送大学客員教授・聖学院大学教授）
深雪（放送大学客員教授・神戸大学大学院教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

アンコールブックス

商品番号

1090

特別支援教育総論〔新訂〕
宮﨑
山本

A5・224 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31241―0

学 部

C1337

英憲（放送大学客員教授・前東洋大学教授）
昌邦（放送大学客員教授・横浜国立大学名誉教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

商品番号

1509

臨床心理学

A5・160 頁 ’
95
ISBN978―4―595―52090―7

―その発展と課題の広がり―

田畑

学 部

C1311

治（放送大学客員教授・愛知学院大学教授）
〈本体 1,699 円＋税 8％：定価 1,834 円〉

商品番号

1519

教育心理学

A5・192 頁 ’
97
ISBN978―4―595―21310―6

―思想と研究―

永野

学 部

C1311

重史（放送大学客員教授・国立教育政策研究所名誉所員）
〈本体 1,600 円＋税 8％：定価 1,728 円〉

商品番号

1526

児童心理学
無藤

A5・164 頁 ’
98
ISBN978―4―595―58347―6

学 部

C1311

隆（放送大学客員教授・白梅学園大学教授）
〈本体 2,000 円＋税 8％：定価 2,160 円〉

商品番号

1544

生涯発達心理学

A5・234 頁 ’
02
ISBN978―4―595―11357―4

学 部

C1311

小嶋 秀夫（放送大学客員教授・京都学園大学教授）
やまだようこ（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉
商品番号

1548

臨床心理学概説〔改訂版〕
馬場

A5・184 頁 ’
03
ISBN978―4―595―23621―1

学 部

C1311

禮子（放送大学客員教授・山梨英和大学大学院教授）
〈本体 1,900 円＋税 8％：定価 2,052 円〉

商品番号

1561

カウンセリング概説〔改訂版〕
馬場
橘

A5・180 頁 ’
05
ISBN978―4―595―30513―9

学 部

C1311

謙一（放送大学客員教授・中部大学教授）
玲子（放送大学客員教授・新潟青陵大学大学院教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

アンコールブックス
商品番号

1572

精神分析入門
牛島

119

A5・228 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30708―9

学 部

C1347

定信（放送大学客員教授・三田精神療法研究所所長）
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

1576

商品番号

1581

社会心理学の基礎と応用
村田
坂元
小口

光二（放送大学客員教授・一橋大学教授）
章（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）
孝司（放送大学客員教授・立教大学教授）

学 部

C1311

〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

教育心理学概論
太田

A5・224 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30808―6

A5・220 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30901―4

学 部

C1311

信夫（放送大学客員教授・東京福祉大学教授）
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

商品番号

1587

スクールカウンセリング〔改訂版〕ISBN978―4―595―31187―1
A5・196 頁 ’
10

滝口

学 部

C1311

俊子（放送大学名誉教授）
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

商品番号

2034

生命と人生の倫理
清水
伊坂

A5・196 頁 ’
05
ISBN978―4―595―30535―1

学 部

C1312

哲郎（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
青司（放送大学客員教授・神奈川大学教授）
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

商品番号

2039

社会の中の科学
中島

A5・224 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30813―0

学 部

C1310

秀人（放送大学客員教授・東京工業大学大学院教授）
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

商品番号

2045

功利主義と分析哲学
―経験論哲学入門―

A5・280 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31191―8

学 部

C1310

一ノ瀬正樹（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
商品番号

2566

日本語の歴史〔新訂〕
近藤
月本
杉浦

A5・224 頁 ’
05
ISBN978―4―595―30547―4

泰弘（放送大学客員教授・青山学院大学教授）
雅幸（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
克己（放送大学教授）

学 部

C1381

〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

アンコールブックス

商品番号

120
商品番号

2571

アンコールブックス

コミュニケーション論序説
大橋
根橋

A5・256 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30710―2

学 部

C1380

理枝（放送大学准教授）
玲子（放送大学客員准教授・明治大学准教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

アンコールブックス

商品番号

2578

アジアと漢字文化
大西
宮本

A5・304 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30906―9

学 部

C1380

克也（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
徹（放送大学准教授）
〈本体 3,200 円＋税 8％：定価 3,456 円〉

商品番号

2585

日本語からたどる文化

A5・240 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31250―2

学 部

C1381

大橋 理枝（放送大学准教授）
ダニエル・ロング（放送大学客員教授・首都大学東京教授）
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉
商品番号

2587

世界の名作を読む〔改訂版〕
〈MP3CD 付（朗読 7 時間）〉

工藤

A5・196 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31251―9

学 部

C1397

庸子（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：価格 2,700 円〉

商品番号

3005

日本の近代

A5・240 頁 ’
96
ISBN978―4―595―57052―0

―国民国家の形成・発展と挫折―

鳥海

学 部

C1321

靖（放送大学客員教授・中央大学教授）
〈本体 2,000 円＋税 8％：定価 2,160 円〉

商品番号

3035

考古学と歴史

A5・264 頁 ’
04
ISBN978―4―595―23768―3

学 部

C1321

白石太一郎（放送大学客員教授・奈良大学教授）
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
商品番号

3038

ヨーロッパの歴史〔新訂〕
江川

A5・180 頁 ’
05
ISBN978―4―595―30552―8

学 部

C1322

溫（放送大学客員教授・大阪大学大学院教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

商品番号

3040

日本の中世
五味
本郷
中島

A5・232 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30713―3

文彦（放送大学教授）
和人（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）
圭一（放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）

学 部

C1321

〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

アンコールブックス
商品番号

3042

中国社会の歴史的展開
岸本

121

A5・212 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30715―7

学 部

C1322

美緒（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

3043

アメリカの歴史と文化
遠藤

A5・280 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30820―8

学 部

C1322

泰生（放送大学客員教授・東京大学教授）
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

商品番号

3045

日本近現代史
小風

A5・224 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30911―3

学 部

C1321

秀雅（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

商品番号

3046

商品番号

3047

商品番号

3049

商品番号

3409

地中海世界の歴史

A5・232 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30912―0

C1322

考古学

A5・314 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30913―7

C1320

ヨーロッパの歴史と文化

A5・216 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30915―1

C1322

応用音楽学

A5・236 頁 ’
00
ISBN978―4―595―87544―1

C1370

学 部

―古代から近世―
本村 凌二（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
高山
博（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉
学 部

―その方法と現状―
泉
拓良（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
上原 真人（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉
学 部

―中世から近代―
草光 俊雄（放送大学教授）
河原
温（放送大学客員教授・首都大学東京教授）
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

山口

学 部

修（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

商品番号

3420

音楽理論の基礎
笠原
徳丸

A5・236 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30716―4

学 部

C1373

潔（元放送大学教授）
吉彦（放送大学客員教授・お茶の水女子大学名誉教授）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

アンコールブックス

商品番号

122
商品番号

3422

アンコールブックス

現代日本社会における音楽

A5・220 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30823―9

月溪 恒子（放送大学客員教授・元大阪芸術大学教授）
北川 純子（放送大学客員教授・大阪教育大学教授）
小塩さとみ（放送大学客員教授・宮城教育大学教授）

学 部

C1373

〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

アンコールブックス

商品番号

3710

文化人類学
江渕

A5・450 頁 ’
00
ISBN978―4―595―87567―0

学 部

C1339

一公（放送大学教授）
〈本体 4,000 円＋税 8％：定価 4,320 円〉

商品番号

3717

商品番号

3721

人類の歴史・地球の現在―文化人類学へのいざない― ISBN978―4―595―30717―1
A5・228 頁 ’
07

本多
棚橋
三尾

俊和（スチュアート ヘンリ）（放送大学教授）
訓（放送大学客員教授・お茶の水女子大学大学院教授）
裕子（放送大学客員教授・東京外国語大学教授）

学 部

C1340

〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

博物館経営・情報論〔新訂〕

A5・260 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30826―0

学 部

C1330

佐々木 亨（放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）
亀井
修（放送大学客員教授・国立科学博物館産業技術史資料情報センター参事）
竹内 有理（放送大学客員准教授・長崎歴史文化博物館教育・研究グループリーダー）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

商品番号

3730

博物館展示論

A5・292 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31347―9

佐々木利和（放送大学客員教授・北海道大学特任教授）
松原
茂（放送大学客員教授・根津美術館学芸部長）
原田 一敏（放送大学客員教授・東京芸術大学教授）

学 部

C1330

〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

商品番号

4023

現代の生活問題〔改訂版〕
中川

A5・280 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31260―1

学 部

C1377

清（放送大学客員教授・同志社大学教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

商品番号

4209

商品番号

4239

ファッションと生活

A5・184 頁 ’
96
ISBN978―4―595―51316―9

C1377

食品の安全性を考える〔改訂版〕ISBN978―4―595―30828―4

C1377

学 部

―現代衣生活論―
酒井 豊子（放送大学教授）
藤原 康晴（放送大学客員教授・鳴門教育大学教授）
〈本体 2,097 円＋税 8％：定価 2,264 円〉
A5・256 頁 ’
08

嘉田

学 部

良平（放送大学客員教授・大学共同利用機関法人人間文化研究機構

総合地球環境学研究所教授）

〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

アンコールブックス
商品番号

4241

現代世界の結婚と家族

123

A5・246 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30830―7

学 部

C1336

宮本みち子（放送大学教授）
善積 京子（放送大学客員教授・追手門学院大学教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉
4247

生活経済学
大薮

A5・268 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31350―9

学 部

C1377

千穂（放送大学客員教授・岐阜大学教授）
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

商品番号

4639

欧米の社会福祉の歴史と展望
松村

A5・256 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31269―4

学 部

C1330

祥子（放送大学教授）
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

商品番号

4642

社会福祉入門〔改訂新版〕
大橋

A5・248 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31353―0

学 部

C1336

謙策（放送大学客員教授・日本社会事業大学名誉教授）
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

商品番号

4843

裁判の法と手続〔改訂版〕
酒巻
山本

A5・252 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30837―6

学 部

C1332

匡（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
和彦（放送大学客員教授・一橋大学大学院教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

商品番号

4844

市民社会と法
廣渡

A5・268 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30838―3

学 部

C1332

清吾（放送大学客員教授・専修大学教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

商品番号

5120

現代の行政〔改訂版〕
森田

A5・184 頁 ’
00
ISBN978―4―595―83084―6

学 部

C1331

朗（放送大学客員教授・東京大学教授）
〈本体 2,000 円＋税 8％：定価 2,160 円〉

商品番号

5126

政治学入門〔改訂新版〕
阿部
久保
山岡

A5・220 頁 ’
03
ISBN978―4―595―23633―4

齊（放送大学名誉教授）
文明（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
龍一（放送大学准教授）

学 部

C1331

〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

アンコールブックス

商品番号

124
商品番号

5130

アンコールブックス

比較政治学〔改訂版〕
眞柄
井戸

A5・278 頁 ’
04
ISBN978―4―595―23732―4

学 部

C1331

秀子（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
正伸（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

アンコールブックス

商品番号

5138

商品番号

5145

政治学入門〔新訂〕
小林
河野
山岡

A5・176 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30734―8

良彰（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
武司（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
龍一（放送大学教授）

学 部

C1331

〈本体 2,100 円＋税 8％：定価 2,268 円〉

現代東アジアの政治と社会

A5・288 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31203―8

学 部

C1331

西村 成雄（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）
小此木政夫（放送大学客員教授・慶應義塾大学名誉教授）
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉
商品番号

5146

ヨーロッパ政治史〔改訂新版〕
平島
飯田

A5・292 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31204―5

学 部

C1331

健司（放送大学客員教授・東京大学教授）
芳弘（放送大学客員教授・学習院大学教授）
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

商品番号

5148

現代日本の政治〔改訂新版〕
久米
河野

A5・208 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31273―1

学 部

C1331

郁男（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
勝（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

商品番号

5149

現代南アジアの政治
堀本
三輪

A5・276 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31358―5

学 部

C1331

武功（放送大学客員教授・京都大学大学院特任教授）
博樹（放送大学客員准教授）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

商品番号

5151

現代行政学
西尾

A5・260 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31360―8

学 部

C1331

隆（放送大学客員教授・国際基督教大学教授）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

商品番号

5152

政治学入門

―公的決定の構造・アクター・状況―

辻中

A5・320 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31361―5

学 部

C1331

豊（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）
〈本体 3,000 円＋税 8％：定価 3,240 円〉

アンコールブックス
商品番号

5418

経済学史入門〔改訂版〕
根岸

125

A5・148 頁 ’
01
ISBN978―4―595―83411―0

学 部

C1333

隆（放送大学客員教授・東洋英和女学院大学教授）
〈本体 1,600 円＋税 8％：定価 1,728 円〉

5436

財政学
佐藤

A5・260 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31205―2

学 部

C1333

主光（放送大学客員教授・一橋大学教授）
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

商品番号

5751

マーケティング論〔改訂版〕
恩藏

A5・212 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30848―2

学 部

C1334

直人（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

商品番号

5763

社会のなかの会計〔新訂〕
齋藤
石川

A5・272 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31366―0

学 部

C1334

正章（放送大学准教授）
純治（放送大学客員教授・駒澤大学教授）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

商品番号

6020

商品番号

6021

社会調査の基礎〔改訂版〕
岩永
大塚
高橋

雅也（放送大学教授）
雄作（放送大学客員教授・大学評価・学位授与機構教授）
一男（放送大学客員教授・東洋大学教授）

学 部

C1330

〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

メディア論〔改訂版〕
吉見
水越

A5・288 頁 ’
01
ISBN978―4―595―12687―1

A5・200 頁 ’
01
ISBN978―4―595―83428―8

学 部

C1336

俊哉（放送大学客員教授・東京大学教授）
伸（放送大学客員教授・東京大学教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

商品番号

6023

コミュニティ論〔改訂版〕
倉沢

A5・192 頁 ’
02
ISBN978―4―595―11364―2

学 部

C1336

進（放送大学客員教授・東京都立大学名誉教授）
〈本体 2,000 円＋税 8％：定価 2,160 円〉

商品番号

6034

21 世紀の女性と仕事

A5・240 頁 ’
06
ISBN978―4―595―30626―6

学 部

C1334

大沢真知子（放送大学客員教授・日本女子大学教授）
原田 順子（放送大学准教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

アンコールブックス

商品番号

126
商品番号

6042

アンコールブックス

ジェンダーの社会学〔新訂〕
伊藤

A5・224 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30851―2

学 部

C1336

公雄（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

アンコールブックス

商品番号

6043

都市と防災
目黒
村尾

A5・276 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30852―9

学 部

C1336

公郎（放送大学客員教授・東京大学教授）
修（放送大学客員准教授・筑波大学大学院准教授）
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

商品番号

6044

商品番号

6045

社会階層と不平等
原
佐藤
大渕

A5・250 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30853―6

純輔（放送大学特任教授）
嘉倫（放送大学客員教授・東北大学大学院教授）
憲一（放送大学客員教授・東北大学大学院教授）

〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

社会調査〔改訂版〕
原
浅川

学 部

C1336

A5・252 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30930―4

学 部

C1330

純輔（放送大学特任教授・東北大学名誉教授）
達人（放送大学客員教授・明治学院大学教授）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

商品番号

6049

格差社会と新自由主義
坂井
岩永

A5・272 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31277―9

学 部

C1336

素思（放送大学教授）
雅也（放送大学教授）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

商品番号

6313

環境アセスメント〔改訂版〕
原科

A5・332 頁 ’
00
ISBN978―4―595―84238―2

学 部

C1334

幸彦（放送大学客員教授・東京工業大学教授）
〈本体 2,800 円＋税 8％：定価 3,024 円〉

商品番号

6340

商品番号

6341

問題発見と解決の技法
柴山
遠山
東

盛生（放送大学客員准教授・国立情報学研究所准教授）
紘司（放送大学客員教授・神奈川工科大学教授）
千秋（放送大学教授）

学 部

C1334

〈本体 2,300 円＋税 8％：定価 2,484 円〉

技術者倫理〔改訂版〕
札野

A5・200 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30858―1

A5・248 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30931―1

学 部

C1334

順（放送大学客員教授・金沢工業大学教授）
〈本体 2,400 円＋税 8％：定価 2,592 円〉

アンコールブックス
商品番号

6342

多様化時代の労働
原田

127

A5・244 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31212―0

学 部

C1360

順子（放送大学教授）
〈本体 2,700 円＋税 8％：定価 2,916 円〉

7812

生物学の歴史

A5・128 頁 ’
97
ISBN978―4―595―23432―3

―進化論の形成と展開―

横山

学 部

C1345

輝雄（放送大学客員教授・南山大学教授）
〈本体 1,600 円＋税 8％：定価 1,728 円〉

商品番号

7842

商品番号

8233

細胞生物学〔改訂版〕
森
永田
河野

A5・268 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30756―0

正敬（放送大学客員教授・崇城大学教授）
和宏（放送大学客員教授・京都大学教授）
憲二（放送大学客員教授・奈良先端科学技術大学院大学教授）

〈本体 3,100 円＋税 8％：定価 3,348 円〉

身近な気象学
木村
新野

学 部

C1345

A5・236 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31221―2

学 部

C1344

龍治（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
宏（放送大学客員教授・東京大学大気海洋研究所教授）
〈本体 2,900 円＋税 8％：定価 3,132 円〉

商品番号

9805

現代生活論
松村

A5・192 頁 ’
00
ISBN978―4―595―27039―9

学 部

C1330

祥子（放送大学教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

商品番号

133A

音楽史と音楽論〔改訂版〕
柴田

A5・184 頁 ’
04
ISBN978―4―595―55242―7

学 部

C1373

南雄（元放送大学教授・作曲家）
〈本体 1,602 円＋税 8％：定価 1,730 円〉

商品番号

181A

民族音楽学
徳丸

A5・166 頁 ’
91
ISBN978―4―595―55716―3

学 部

C1373

吉彦（放送大学客員教授・お茶の水女子大学名誉教授）
〈本体 1,699 円＋税 8％：定価 1,834 円〉

商品番号

203B

社会学入門〔改訂版〕
井上
大村

A5・174 頁 ’
93
ISBN978―4―595―12084―8

学 部

C1336

俊（放送大学客員教授・京都大学教授）
英昭（放送大学客員教授・大阪大学教授）
〈本体 1,699 円＋税 8％：定価 1,834 円〉

アンコールブックス

商品番号

128
商品番号

s153

アンコールブックス

商品番号

s155

アンコールブックス

地域文化研究Ⅲ〔改訂版〕
―ヨーロッパの歴史と文化―
草光 俊雄（放送大学教授）
宮下 志朗（放送大学教授）

〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

国際政治
藤原

A5・212 頁 ’
07 大学院
ISBN978―4―595―13502―6 C1322

A5・266 頁 ’
07 大学院
ISBN978―4―595―13504―0 C1331

帰一（放送大学客員教授・東京大学教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

商品番号

s234

法システムⅡ

比較法社会論

―日本とドイツを中心に―

廣渡

A5・224 頁 ’
07 大学院
ISBN978―4―595―13509―5 C1332

清吾（放送大学客員教授・専修大学教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

商品番号

s317

教育課程編成論〔改訂版〕
―学校は何を学ぶところか―

安彦

A5・162 頁 ’
06 大学院
ISBN978―4―595―12618―5 C1337

忠彦（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
〈本体 2,100 円＋税 8％：定価 2,268 円〉

商品番号

s323

逸脱行動論〔新訂〕
鮎川

A5・324 頁 ’
06 大学院
ISBN978―4―595―12624―6 C1336

潤（放送大学客員教授・関西学院大学教授）
〈本体 3,300 円＋税 8％：定価 3,564 円〉

商品番号

s415

心理・教育統計法特論
福田
卯月

A5・208 頁 ’
09 大学院
ISBN978―4―595―13916―1 C1311

周（放送大学客員教授・東洋英和女学院大学教授）
研次（放送大学客員教授・大正大学教授）
〈本体 2,200 円＋税 8％：定価 2,376 円〉

商品番号

s420

臨床心理地域援助特論〔改訂版〕ISBN978―4―595―13965―9
A5・276 頁 ’
11

箕口

大学院

C1311

雅博（放送大学客員教授・立教大学教授）
〈本体 2,600 円＋税 8％：定価 2,808 円〉

商品番号

s607

現代教育改革論

A5・244 頁 ’
11 大学院
ISBN978―4―595―13962―8 C1337

―世界の動向と日本のゆくえ―
江原 武一（放送大学客員教授・立命館大学教授）
南部 広孝（放送大学客員准教授・京都大学大学院准教授）
〈本体 2,500 円＋税 8％：定価 2,700 円〉

2017 年（平成 29 年）刊行予定図書
2017 年
（平成 29 年）

129

刊 行 予 定 図 書
▶いずれも 2017 年（平成 29 年）3 月下旬刊行予定
▶書名のあとの☆印の図書は，同一書名・同一著者による改訂版
〔肩書は原則として 2016 年 3 月現在〕

教養学部科目

現代社会の児童・生徒指導
子ども・青年の文化と教育

発 達 心 理 学 概 論
比 較 認 知 科 学
心 理 統 計 法
交 通 心 理 学☆
乳幼児・児童の心理臨床
精神分析とユング心理学☆
色と形を探究する
現代フランス哲学に学ぶ
日本文学の名作を読む
日本語アカデミックライティング
日 本 の 古 代 中 世
考

古

学

舞 台 芸 術 の 魅 力

向田久美子 （放送大学准教授）
藤田

和生 （放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

豊田

秀樹 （放送大学客員教授・早稲田大学教授）

蓮花 一己 （放送大学客員教授・帝塚山大学教授）
向井 希宏 （放送大学客員教授・中京大学教授）
小林真理子 （放送大学准教授）
塩崎 尚美 （放送大学客員准教授・日本女子大学准教授）
大場
登 （放送大学教授）
森 さち子 （放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）
佐藤 仁美 （放送大学准教授）
二河 成男 （放送大学教授）
戸島貴代志 （放送大学客員教授・東北大学教授）
本郷
均 （放送大学客員教授・東京電機大学教授）
島内

裕子 （放送大学教授）

滝浦 真人 （放送大学教授）
草光 俊雄 （放送大学教授）
佐藤
信 （放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
近藤 成一 （放送大学客員教授・東京大学教授）
早乙女雅博 （放送大学客員教授・東京大学教授）
設楽 博己 （放送大学客員教授・東京大学教授）
青山

昌文 （放送大学教授）

刊行予定図書

危 機 の 心 理 学

古賀 正義 （放送大学客員教授・中央大学教授）
山田 哲也 （放送大学客員准教授・一橋大学大学院准教授）
岩田 弘三 （放送大学客員教授・武蔵野大学教授）
谷田川ルミ （放送大学客員准教授・芝浦工業大学准教授）
森 津太子 （放送大学教授）
星
薫 （放送大学客員准教授）
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人口減少社会の構想
ソーシャルシティ
健 康 と 社 会☆
疾病の成立と回復促進
疾病の回復を促進する薬

刊行予定図書

睡

眠

と

健

康

在

宅

看

護

論

障害を知り共生社会を生きる
民
法
家族と高齢社会の法
雇 用 社 会 と 法
日 本 政 治 思 想 史
NPO マ ネ ジ メ ン ト
現 代 の 内 部 監 査
マーケティング論
ファイナンス入門☆
環境問題のとらえ方と解決方法
ア ジ ア 産 業 論
―経済の高度化と統合―

技術経営の考え方
物質・材料工学と社会
遠隔学習のためのパソコン活用☆

宮本みち子 （放送大学副学長）
大江 守之 （放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
川原 靖弘 （放送大学准教授）
斎藤 参郎 （放送大学客員教授・福岡大学教授）
井上 洋士 （放送大学教授）
山崎喜比古 （放送大学客員教授・日本福祉大学特任教授）
岡田
忍 （放送大学客員教授・千葉大学教授）
佐伯 由香 （放送大学客員教授・愛媛大学教授）
櫻井
隆 （放送大学客員教授・順天堂大学大学院教授）
服部 信孝 （放送大学客員教授・順天堂大学大学院教授）
宮﨑総一郎 （放送大学客員教授・滋賀医科大学特任教授）
林
光緒 （放送大学客員教授・広島大学教授）
河野あゆみ （放送大学客員教授・大阪市立大学大学院教授）
永田 智子 （放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）
吉川

雅博 （放送大学客員教授・愛知県立大学教授）

円谷
峻 （放送大学客員教授・横浜国立大学名誉教授）
武川 幸嗣 （放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
川島 志保 （放送大学客員教授・川島法律事務所弁護士）
関 ふ佐子 （放送大学客員教授・横浜国立大学大学院教授）
道幸

哲也 （放送大学教授）

原

武史 （放送大学客員教授・明治学院大学教授）

河合 明宣 （放送大学教授）
大橋 正明 （放送大学客員教授・聖心女子大学教授）
齋藤 正章 （放送大学准教授）
蟹江
章 （放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）
芳賀 康浩 （放送大学客員教授・青山学院大学教授）
平木いくみ （放送大学客員教授・東京国際大学准教授）
齋藤 正章 （放送大学准教授）
阿部 圭司 （放送大学客員教授・高崎経済大学教授）
岡田 光正 （放送大学教授）
藤江 幸一 （放送大学客員教授・横浜国立大学大学院教授）
河合
朽木

明宣 （放送大学教授）
昭文 （放送大学客員教授・日本大学教授）

宮﨑久美子 （放送大学客員教授・東京工業大学教授）
谷岡 明彦 （放送大学客員教授・東京工業大学教授）
里
達雄 （放送大学客員教授・東京工業大学教授）
三輪眞木子 （放送大学教授）
秋光 淳生 （放送大学准教授）
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コンピュータの動作と管理☆
問 題 解 決 の 数 理☆
教育のための ICT 活用
デ ー タ ベ ー ス
分
型
理

方
代
の

程
数
世

式
学
界

化

学

結

合

論

化

学

反

応

論

―分子の構造と機能―
―分子の変化と機能―

生物の進化と多様化の科学
初歩からの宇宙科学
英 語 事 始 め

善章 （放送大学准教授）

大西

仁 （放送大学准教授）

中川
苑
辻
芝﨑

一史 （放送大学教授）
復傑 （放送大学教授）
靖彦 （放送大学准教授）
順司 （放送大学准教授）

石崎

克也 （放送大学教授）

隈部

正博 （放送大学教授）

岸根順一郎 （放送大学教授）
松井 哲男 （放送大学教授）
橋本

健朗 （放送大学教授）

安池

智一 （放送大学准教授）

二河

成男 （放送大学教授）

吉岡

一男 （放送大学教授）

大橋
佐藤

理枝 （放送大学准教授）
良明 （放送大学教授）

初歩のスペイン語（’
17） 木村 琢也 （放送大学客員教授・清泉女子大学教授）
初歩のイタリア語（’
17） 村松真理子 （放送大学客員教授・東京大学教授）
ルドヴィーコ・チフェッリ （放送大学客員准教授・

マリオ・ボエッラ高等研究所主任研究員）

学校経営と学校図書館☆

野口
前田

武悟 （放送大学客員教授・専修大学教授）

稔 （放送大学客員准教授・東京学芸大学准教授）

刊行予定図書

微
線
物

葉田
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132

2017 年（平成 29 年）刊行予定図書

大学院科目

臨 床 心 理 学 特 論
心理臨床における法と倫理

刊行予定図書

生活リスクマネジメント☆
健康・スポーツ科学研究
カリキュラム編成論☆
教育文化の社会学
成 人 発 達 心 理 学
公
共
哲
学☆
経
済
政
策
公
共
政
策
現 代 訴 訟 法
東アジア近世近代史研究
異言語との出会い

小川
倉光
津川
元永

俊樹 （放送大学教授）
修 （放送大学教授）
律子 （放送大学客員教授・日本大学教授）
拓郎 （放送大学客員教授・帝京大学教授）

奈良由美子 （放送大学教授）
関根

紀子 （放送大学准教授）

田中

博之 （放送大学客員教授・早稲田大学教職大学院教授）

稲垣

恭子 （放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

星
山岡
齋藤

薫 （放送大学客員准教授）
龍一 （放送大学教授）
純一 （放送大学客員教授・早稲田大学教授）

松原隆一郎 （放送大学客員教授・東京大学教授）
御厨

貴 （放送大学教授）

町村

泰貴 （放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）

吉田

光男 （放送大学教授）

佐藤

良明 （放送大学教授）

仁科
河合

エミ （放送大学教授）
徳枝 （放送大学客員教授・国際科学振興財団研究主幹）

―言語を通して自他を知る― 滝浦 真人 （放送大学教授）

音 楽 ・ 情 報 ・ 脳☆
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DVD/ビデオ教材
◇放送大学 DVD／ビデオ教材
授業科目………………………………………134

◇メディア教材
新メディア教材………………………………139
教師教育教材…………………………………140
高等専門学校共通教材等……………………144

＊放送大学 DVD/ビデオ・メディア教材に関する総合カタ
ログが別途ございますので，詳細についてお知りになり
たい方は
放送大学教育振興会 業務課（TEL03―3502―2528）
までお問い合わせください。

ＤＶＤ／ビデオ教材

特別講義………………………………………137
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放送大学 DVD/ビデオ教材

放送大学の授業を，いつでも，どこでも！

放送大学 DVD/ビデオ教材
◎各科目とも，１科目 15 巻です。
◎定価 2012 年度以前の科目＝本体 285,715 円＋税
2013 年度以降の科目＝本体 285,000 円＋税
◎凡例：D＝DVD

学

部

用
15
’

ＤＶＤ／ビデオ教材

D

はじめての気象学

D

動物の科学

D

エネルギーと社会

D

グローバル化と日本のものづくり ’
15

D

環境の可視化

D

財政と現代の経済社会

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

15
’
15
’

15
’

15
’
多様なキャリアを考える ’
15
社会福祉の国際比較 ’
15
教育の社会学 ’
15
ドイツ語Ⅰ ’
15
初歩からの生物学 ’
14
日常生活のデジタルメディア ’
14
入門線型代数 ’
14
場と時間空間の物理 ’
14
記号論理学 ’
14
コンピュータのしくみ ’
14
情報社会のユニバーサルデザイン ’
14
情報のセキュリティと倫理 ’
14
ソフトウェアのしくみ ’
14
都市・建築の環境とエネルギー ’
14
途上国を考える ’
14
安全・安心と地域マネジメント ’
14

D

14
’
災害看護学・国際看護学 ’
14
食安全性学 ’
14
歴史と人間 ’
14
和歌文学の世界 ’
14
肢体不自由児の教育 ’
14
認知行動療法 ’
14
中国語Ⅰ ’
14
現代化学 ’
13
数学の歴史 ’
13
生命分子と細胞の科学 ’
13
現代環境法の諸相 ’
13
事例から学ぶ日本国憲法 ’
13
マーケティング ’
13
問題解決の数理 ’
13
運動と健康 ’
13
疾病の回復を促進する薬 ’
13
メディアと学校教育 ’
13
問題解決の進め方 ’
12
自然を理解するために ’
12
初歩からの物理学 ’
12

D

初歩からの化学

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

国際ボランティアの世紀

12
’
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D

社会のなかの会計 ’
12

D

D

人体の構造と機能

12
’

D

10
’
身近な気象学 ’
10
社会学入門 ’
10
微分と積分 ’
10
中国語入門Ⅰ ’
10
基礎看護学 ’
10

D

韓国語入門Ⅰ

D

スクールカウンセリング

D

食と健康

D

地域社会の教育的再編 ’
12

D

認知神経科学

D

乳幼児心理学

D

労働経済

12
’

D

初歩からの数学

D

D

身近な統計

D

発音をめぐる冒険 ’
12

D

グローバル化時代の人文地理学

12
’

D
D
12
’

12
’

12
’

D

D
12
’
12
’

D
D
D

12
’

D

12
’
12
’
D 博物館資料論 ’
12
D 博物館展示論 ’
12
D

市民生活と裁判

D

D

ファイナンス入門

D
D
D

ネットワークとサービス ’
12

D

D

データからの知識発見

情報機器利用者の調査法

D

D

12
’
12
’
デジタル情報の処理と認識 ’
12
日本語からたどる文化 ’
11
疾病の成立と回復促進 ’
11
物理の世界 ’
11
格差社会と新自由主義 ’
11
進化する情報社会 ’
11
消費者と証券投資 ’
11

D

D

D

人口減少社会のライフスタイル ’
11

D

D

循環器病の健康科学

D

在宅看護論

D

欧米の社会福祉の歴史と展望 ’
11

D

D

D

D

11
’
グローバル化と日本のものづくり ’
11
日本古代中世史 ’
11
グローバリゼーションの人類学 ’
11
進化する宇宙 ’
11

D

微分方程式への誘い ’
11

D

D
D
D
D
D
D

D
D
D

11
’

11
’

児童・生徒指導の理論と実践

D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D

10
’
現代都市とコミュニティ ’
10
社会と銀行 ’
10
和歌の心と情景 ’
10
太陽系の科学 ’
10
地球のダイナミックス ’
10
社会調査 ’
09
技術者倫理 ’
09
入門線型代数 ’
09
宇宙を読み解く ’
09
失敗予防の住まい学 ’
09
障がいと共に暮らす ’
09
現代経済学 ’
09
現代環境法の諸相 ’
09
官民の人的資源論 ’
09
組織運営と内部監査 ’
09
バイオテクノロジーと社会 ’
09
考古学 ’
09
ヨーロッパの歴史と文化 ’
09
分子生物学 ’
09
植物の科学 ’
09
力と運動の物理 ’
09
量子物理 ’
09
量子化学 ’
09
空間とベクトル ’
09
大学と社会 ’
08
文献学 ’
08
社会福祉入門 ’
08
現代の会計 ’
08
コンピュータのしくみ ’
08

ＤＶＤ／ビデオ教材

D

情報の世界
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08
’

D

問題発見と解決の技法

D

解析入門

D

初歩からの数学

D

技術革新を支える物質の科学

D

現代物理

D

08
’
08
’
08
’

08
’

司書教諭資格取得に資する科目

08
’

熱と温度

08
’
08
’
D 初歩からの生物学 ’
08
D 英語の基本 ’
08
D

初歩からの化学

D

初歩からの物理学

看護師資格取得に資する科目

10
’
10
’

10
’
10
’

D

学習指導と学校図書館

D

小児看護学

D

情報メディアの活用

D

母性看護学

新刊

D

新刊

D

10
’
東アジアの歴史と社会 ’
10
生命環境科学Ⅰ ’
10
食健康科学 ’
09
社会心理学特論 ’
09
経済政策 ’
09
自治体と政策 ’
09
物質環境科学 ’
09
物質環境科学Ⅱ ’
08
生命環境科学Ⅱ ’
08

大学院用

ＤＶＤ／ビデオ教材

D

学校臨床心理学・地域援助特論 ’
15

D

食健康科学

D

人的資源管理

D

宇宙・自然システムと人類

D

現代生物科学

D

家族心理学特論

D

環境工学

15
’
14
’

D
14
’

14
’
14
’

13
’

12
’
D ｅラーニングの理論と実践 ’
12
D 発達心理学特論 ’
11
D

データベースと情報管理

D
D
D
D
D
D
D

コミュニティ教育論

「特別講義」DVD/ビデオ教材 137
興味深いテーマで，各界の権威が講義！

放送大学

◎各 1 巻
◎ 1 巻当たりの定価

特別講義

DVD／ビデオ教材

2012 年度以前の科目＝本体 19,048 円＋税
2013 年度以降の科目＝本体 19,000 円＋税

（肩書は原則として放送収録時）

科

目

名〈発行年〉

講

関根
広瀬

千佳
洋子

東京大学名誉教授・帝京平成大学教授

山下

晋司

D ウナギ

日本大学教授

塚本

勝巳

パデュー大学特別教授

根岸

英一

大阪大学名誉教授

小林

茂

東京工業大学名誉教授

和田

章

群馬大学教授

片田

敏孝

日本福祉大学教授

平野

隆之

大回遊の謎を追う 〈2014〉

D 遷移金属触媒の魔法の力
〈2014〉
―サステイナブルな 21 世紀への鍵―
D 外邦図
〈2013〉
―軍事情報から近代資料へ―
D 災害に安全なまちとすまい 〈2013〉
D 自然災害では死なせない
〈2013〉
～ある災害社会工学者の格闘～
D 東日本大震災復興支援と地域福祉 〈2013〉

株式会社社会技術システム安全研究所長 田辺 文也
D 未来への教訓
～検証・福島第一原発事故～〈2013〉

D ネアンデルタール人はなぜ滅びたのか 〈2013〉

高知工科大学教授

赤澤

威

D 謎の石塔“薩摩塔”〈2012〉

慶應義塾大学教授

中島

圭一

和紙彫塑家

内海

清美

放送大学千葉学習センター所長

宮崎

清

放送大学教授
四日市大学教授
四日市大学教授

熊原
小川
上野

啓作
束
健爾

東京大学大学院教授

樋口

広芳

日本病院薬剤師会会長
群馬大学医学部名誉教授

堀内

龍也

D 和紙彫塑の美を究める〈2011〉
D 藁の文化
～欠かせない日本の意匠～〈2011〉
江戸に咲いた和算の夢〈2011〉
D ～数学者・関孝和物語～
D 渡り鳥の旅を追う〈2011〉
D 薬物治療に貢献する
〈2011〉
～病院薬剤師の役割～

近代小説の誕生
D ―バルザック ｢人間喜劇｣ をめぐって〈2011〉放送大学大阪学習センター所長 柏木 隆雄
D 広がる工芸の世界〈2011〉

放送大学高知学習センター所長

石川

充宏

D 生命起源の謎に迫る GADV 仮説〈2011〉放送大学奈良学習センター所長 池原 健二

ＤＶＤ／ビデオ教材

同志社大学教授
放送大学教授

新刊 〈2015〉

D アクティブシニアの ICT 活用生活
D 公共人類学
〈2014〉
―人類学の社会貢献

師
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科

目

名〈発行年〉

講

師

D ミャンマーインレー湖周辺の水環境〈2011〉

放送大学東京足立学習センター所長

D 日本海の生い立ちを探る
〈2011〉
～山陰海岸ジオパーク～

典子

西田 良平
三田村宗樹

法政大学教授

小林千恵子

D 生涯現役の社会へ〈2011〉
～高齢者雇用の今～

放送大学教授
学習院大学教授
お茶の水女子大学教授

山田
川嶋
内海

恒夫
辰彦
成治

龍谷大学教授
広島大学名誉教授

岸田

裕之

放送大学長崎学習センター客員教授

若木

太一

江戸からくり復元師
入門編 江戸時代のからくり文化
京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター教授
～座敷からくりに見る
日本のエンジニアの源流～〈2010〉フリーライター，オートマタ・からくり研究家

峰崎
後藤
村上

十五
静夫
和夫

亀山

郁夫

D 国際ボランティア学への招待〈2011〉
神仏習合の島〈2011〉
D 地域学シリーズ
～世界文化遺産・厳島～
D 近世長崎の翻訳システム〈2010〉
D

冨永

放送大学鳥取学習センター所長
大阪市立大学教授

D ドストエフスキーと現代〈2010〉
D 欧文絵本ちりめん本の魅力〈2009〉

東京外国語大学学長
梅花女子大学名誉教授
株式会社雄松堂古書部長

石澤小枝子
新田
勇

ＤＶＤ／ビデオ教材

D 屏風絵から見える近世の日本
〈2009〉
～泰西王侯騎馬図屏風～

放送大学准教授

杉森

哲也

D 眠りの文化論〈2009〉

京都大学准教授

重田

眞義

D 情報セキュリティ
〈2009〉奈良先端科学技術大学院大学教授 山口
～デジタル社会を守る技術と制度～

英

D ポアンカレ予想とトポロジーの 100 年〈2009〉

東京工業大学教授

小島

定吉

D 磁気の不思議と医学応用〈2008〉

九州大学特任教授

上野

照剛

放送大学教授

中谷

延二

メディア教育開発センター助教授

廣瀬

洋子

うま味発見 100 年 〈2008〉
D ～その先端科学を探る
D 高等教育のユニバーサルデザイン〈2004〉

メディア教材
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新任教師のために！ 教育者をめざす学生のために！
授業やライブラリーに是非ご活用を！

メディア教材
新メディア教材
ビジュアル版総合教材―木造住宅の一生―
（DVD―ROM）本体 2,858 円＋税
CALL 教材ドイツ語

（DVD―ROM）本体 2,858 円＋税

教師の力量アップを目指して「臨床編」 （DVD―ROM）本体 2,858 円＋税
教師の力量アップを目指して「実践編」 （DVD―ROM）本体 2,858 円＋税
リメディアルフィジックス Disc ①力と運動
リメディアルフィジックス Disc ②熱とエネルギー電子・原子
（DVD―ROM）本体 2,858 円＋税
リメディアルフィジックス Disc ③波

（DVD―ROM）本体 2,858 円＋税

リメディアルフィジックス Disc ④電磁気
（DVD―ROM）本体 2,858 円＋税
ウェブ・アクセシビリティの理論と実践

（CD―ROM）本体 2,000 円＋税

情報社会と情報倫理

（CD―ROM）本体 2,000 円＋税

ケースメソッドによる公衆衛生教育

（CD―ROM）本体 2,000 円＋税

ＤＶＤ／ビデオ教材

（DVD―ROM）本体 2,858 円＋税
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教師教育教材
体育―水泳
体育―水泳
体育―水泳

水遊び・浮く・泳ぐ
クロール
平泳ぎ

（全１巻）本体 13,334 円＋税
（全１巻）本体 13,334 円＋税
（全１巻）本体 13,334 円＋税

特別活動・生徒会活動―３年生を送る会
（全１巻）本体 18,096 円＋税
特別活動・学年活動―学級委員会と 2 年まとめの会
（全１巻）本体 18,096 円＋税
特別活動・課外クラブ活動―2 中野球部の場合（全１巻）本体 18,096 円＋税
特別活動・学級活動―2 年 4 組誕生
（全１巻）本体 18,096 円＋税
特別活動・学級活動―学級開き
（全１巻）本体 18,096 円＋税

ＤＶＤ／ビデオ教材

教育の方法及び技術―新しい教育の創造
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―授業の仕組みとはたらき
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―授業を創る
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―教育メディア
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―黒板，カード，OHP の活用
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―コンピュータ技術と教育
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―教師を助けるコンピュータ
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―映像教材の制作
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―授業の記録と分析
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―授業のスキル
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―授業におけるメディアの活用
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―学習を助けるコンピュータ
（全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―学校とコンピュータ （全１巻）本体 18,096 円＋税
教育の方法及び技術―情報機器の種類と機能 （全１巻）本体 18,096 円＋税

メディア教材
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生活科―授業の準備と心がまえ
（全１巻）本体 18,096 円＋税
生活科―授業をふりかえる
（全１巻）本体 18,096 円＋税
生活科―地域の協力のある授業例と年間計画 （全１巻）本体 18,096 円＋税
「情報基礎」入門―これがパソコンだ
「情報基礎」入門―学習指導要領と実践例

学校・学級の経営―楽しい学級を目ざして
⑴係をきめる
学校・学級の経営―楽しい学級を目ざして
⑵誕生日パーティー
学校・学級の経営―新学期へのスタート
～東金市立鴇嶺小学校～
学校・学級の経営―わが校の国際理解教育
～東金市立鴇嶺小学校～

（全１巻）本体 19,048 円＋税
（全１巻）本体 19,048 円＋税

（全１巻）本体 18,096 円＋税
（全１巻）本体 18,096 円＋税
（全１巻）本体 18,096 円＋税
（全１巻）本体 18,096 円＋税

新教育課程の授業―中学校・数学―
新教育課程の授業―中学校・理科―
新教育課程の授業―中学校・英語―
新教育課程の授業―中学校・環境教育―

（全１巻）本体 13,334 円＋税
（全１巻）本体 13,334 円＋税
（全１巻）本体 13,334 円＋税
（全１巻）本体 13,334 円＋税

ＤＶＤ／ビデオ教材

新教育課程の授業―小学校・国語― 低学年の作文指導
（全１巻）本体 13,334 円＋税
新教育課程の授業―小学校・社会― 宅配便のひみつを調べよう
（全１巻）本体 13,334 円＋税
新教育課程の授業―小学校・算数― 4 年 およその数の使い方
（全１巻）本体 13,334 円＋税
新教育課程の授業―小学校・算数― 6 年 四角錐の体積
（全１巻）本体 13,334 円＋税
新教育課程の授業―小学校・理科― 第 1 部 5 年・第 2 部 6 年
（全１巻）本体 13,334 円＋税
新教育課程の授業―小学校・環境教育― 小学校社会科・家庭科
（全１巻）本体 13,334 円＋税
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新教育課程の授業―高等学校・数学―数学Ⅰ （全１巻）本体 13,334 円＋税
新教育課程の授業―高等学校・理科―物理ⅠB（全１巻）本体 13,334 円＋税
新教育課程の授業―高等学校・英語― オーラルコミュニケーション B
（全１巻）本体 13,334 円＋税
新教育課程の授業―高等学校・環境教育― （全１巻）本体 13,334 円＋税
授業を学ぶ・教育実習生の授業
授業を学ぶ～教育実習・中学校篇～ 社会科地理を例に
（全１巻）本体 13,334 円＋税
授業を学ぶ・教育実習生の授業
教育実習生の授業～その変容を見る～ 中学校・社会科地理の例
（全１巻）本体 13,334 円＋税
授業を学ぶ・教育実習生の授業
授業を学ぶ～教育実習・高等学校篇～ 公民科現代社会を例に
（全１巻）本体 13,334 円＋税

ＤＶＤ／ビデオ教材

授業を学ぶ・教育実習生の授業
教育実習生の授業～その変容を見る～ 高等学校・公民科現代社会の例
（全１巻）本体 13,334 円＋税
授業を学ぶ・教育実習生の授業
授業を学ぶ～中学校・数学

（全１巻）本体 13,334 円＋税

授業を学ぶ・教育実習生の授業
教育実習生の授業～その変容を見る～中学校・数学
（全１巻）本体 13,334 円＋税
授業を学ぶ・教育実習生の授業
授業を学ぶ～中学校・英語

（全１巻）本体 13,334 円＋税

授業を学ぶ・教育実習生の授業
教育実習生の授業～その変容を見る～中学校・英語
（全１巻）本体 13,334 円＋税

メディア教材
授業を学ぶ・教育実習生の授業
授業を学ぶ～中学校・国語
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（全１巻）本体 13,334 円＋税

授業を学ぶ・教育実習生の授業
教育実習生の授業～その変容を見る～中学校・国語
（全１巻）本体 13,334 円＋税
授業を学ぶ・教育実習生の授業
授業を学ぶ～高等学校・物理

（全１巻）本体 13,334 円＋税

授業を学ぶ・教育実習生の授業
教育実習生の授業～その変容を見る～高等学校・物理
（全１巻）本体 13,334 円＋税
学校教育とカウンセリング 全 3 巻セット
本体 40,000 円＋税
第 1 巻 担任教師による実践事例
（DVD）
第 2 巻 スクールカウンセラーによる実践事例 （DVD）
第 3 巻 専門教育機関相談員による実践事例
（DVD）

教育実習・幼稚園
保育を学ぶ
実習生の保育

（DVD） 本体 13,334 円＋税
（DVD） 本体 13,334 円＋税

ＤＶＤ／ビデオ教材

学校教育とカウンセリング（続編） 全３巻セット
本体 40,000 円＋税
第 4 巻 学習指導での実践事例
（DVD）
第 5 巻 学級集団づくりでの実践事例
（DVD）
第 6 巻 進路指導での実践事例
（DVD）
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高等専門学校共通教材
環境科学

全3巻

本体 57,143 円＋税

全3巻

本体 57,143 円＋税
本体 1,600 円＋税

学部教育教材
博物館学芸員の仕事
―有形民俗資料―

印刷教材

―無形民俗文化財―

全3巻
印刷教材

―考古学編―

全3巻
印刷教材

―考古学・続編―

全3巻
印刷教材

本体 57,143 円＋税
本体 1,400 円＋税
本体 57,143 円＋税
本体 1,900 円＋税
本体 57,143 円＋税
本体 1,800 円＋税

ＤＶＤ／ビデオ教材

工学系基礎教材
電磁気学 CD―ROM 版
電磁気学Ⅰ・電磁気学Ⅱ

2 点セット

本体 5,715 円＋税

ポリマーサイエンス CD―ROM 版
高分子構造・高分子物性

2 点セット

本体 5,715 円＋税

メディア活用シリーズ
書誌データベース入門

（CD―ROM）

本体 2,858 円＋税

博物館・美術館におけるメディア活用法（CD―ROM）

本体 2,858 円＋税

メディア教材
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CALL教材シリーズ
中国語中級「大家好！

我是刘庆国

こんにちは！ 劉慶国です」
（CD―ROM） 本体 2,858 円＋税

医学英語「Tell me all about it!」Medical Interview Training
（CD―ROM） 本体 2,858 円＋税

CALL副教材シリーズ
日本語韻律 Vol.2 アクセントの聞き取り練習と外来語のアクセント
（CD―ROM） 本体 2,858 円＋税
日本語韻律 Vol.3「アクセント練習用音声ファイル集」
（CD―ROM）

本体 2,858 円＋税

日本語「声の曼荼羅」

（CD―ROM）

本体 2,858 円＋税

医学教育教材「臨床入門テュートリアル」
（CD―ROM）

本体 2,858 円＋税

医学教育教材

☆

ＤＶＤ／ビデオ教材

☆
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この「書名さくいん」は，平成 28 年度の放送大学印刷教材約 340 科目（一般市販用）とアンコ
ールブックス約 100 点を 50 音順に配列したものです。
＊印はアンコールブックスを表しています。

▶あ
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映像コンテンツの制作技術……………73
英文法 A to Z〈CD 付〉…………………87

アグリビジネスと日本農業……………67

NPO マネジメント〔改訂版〕 …………61

＊アジアと漢字文化 ……………………120

エネルギーと社会〔新訂〕………………69

アジアの社会福祉と国際協力…………49

遠隔学習のためのパソコン活用………70

新しい時代の技術者倫理………………66

エントロピーからはじめる熱力学……82

新しい住宅の世界………………………43

＊欧米の社会福祉の歴史と展望 ………123

アフリカ世界の歴史と文化

＊応用音楽学 ……………………………121

―ヨーロッパ世界との関わり― ………109

音を追究する……………………………35

＊アメリカの歴史と文化 ………………121

＊音楽史と音楽論〔改訂版〕 ……………127

アルゴリズムとプログラミング………74

音楽・情報・脳 ………………………111

安全・安心と地域マネジメント………44

＊音楽理論の基礎 ………………………121

イスラーム世界の歴史的展開…………38
＊逸脱行動論〔新訂〕……………………128

▶か

行

移動と定住の社会学……………………61

海外の教育改革 ………………………100

色を探究する……………………………28

解析入門〔新訂〕…………………………79

＊インドの思想 …………………………116

＊カウンセリング概説〔改訂版〕 ………118

上田秋成の文学…………………………32

科学的探究の方法………………………78

Web のしくみと応用 …………………77

＊格差社会と新自由主義 ………………126

Walking with Writers
―A Literary Journey around England―

………………………………………34
宇宙・自然システムと人類 …………114

学習指導と学校図書館〔改訂新版〕……90
学力と学習支援の心理学………………23
家族心理学特論〔三訂版〕 ……………104
家族生活研究〔新訂〕

宇宙とその進化…………………………86

―家族の景色とその見方― ……………96

宇宙を読み解く〔改訂版〕………………85

学校経営と学校図書館〔新訂〕 ………91

海からみた産業と日本…………………68

学校図書館メディアの構成〔改訂新版〕

運動と健康〔改訂版〕……………………45

…………………………………………90

英語で描いた日本………………………34

学校臨床心理学・地域援助特論 ……102

英語で読む科学〈CD 付〉………………34

家庭教育論………………………………19

英語の軌跡をたどる旅〈CD 付〉………34

学校と法〔改訂版〕
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―「権利」と「公共性」の衝突― ………17

＊教育と社会 ……………………………117

カリキュラムと学習過程………………17

教育の社会学……………………………17

カリキュラム編成論

教育文化論特論…………………………99

―子どもの総合学力を育てる学校づくり―

行政裁量論 ……………………………105

………………………………………100

行政法〔新訂〕 …………………………54

＊環境アセスメント〔改訂版〕 …………126

近代哲学の人間像………………………29

環境工学〔新訂〕………………………107

暮らしに役立つバイオサイエンス……85

環境と社会〔新訂〕………………………69

グローバル化時代の人文地理学………38

環境の可視化

グローバル化と日本のものづくり〔新訂〕

―地球環境から生活環境まで― ………68

…………………………………………67

看護学概説〔新訂〕………………………50

グローバル化と私たちの社会…………59

看護管理と医療安全……………………93

経営学入門〔新訂〕 ……………………62

韓国語Ⅰ（’
16）〈CD 付〉…………………89

経験論から言語哲学へ…………………29

韓国語Ⅱ（’
16）〈CD 付〉…………………89

＊経済学史入門〔改訂版〕 ………………125

韓国朝鮮の歴史…………………………37

経済学入門〔改訂新版〕…………………62

感染症と生体防御〔改訂新版〕…………47

計算事始め………………………………71

管理会計〔改訂版〕………………………64

計算論〔改訂版〕 ………………………115

企業・消費者・政府と法

刑事法……………………………………54

……………………54

研究のための ICT 活用 ………………113

記号論理学………………………………73

健康科学…………………………………96

技術経営の考え方………………………66

健康長寿のためのスポートロジー……47

＊技術者倫理〔改訂版〕 …………………126

健康と社会………………………………42

技術マネジメントの法システム………77

現代会計…………………………………62

基礎化学〔新訂〕…………………………82

現代化学…………………………………83

―消費生活と法―

基礎看護学〔新訂〕………………………51
＊基礎教育学 ……………………………117

現代環境法の諸相………………………55
＊現代教育改革論

教育学入門………………………………16

―世界の動向と日本のゆくえ― ………128

＊教育課程編成論〔改訂版〕 ……………128

＊現代行政学 ……………………………124

教育行政と学校経営〔改訂版〕 ………100

現代経済学〔改訂新版〕…………………62

教育史入門………………………………16

現代社会心理学特論〔改訂版〕 ………103

＊教育社会学〔改訂版〕 …………………116

＊現代生活論 ……………………………127

＊教育社会学〔新版〕……………………117

現代生物科学

＊教育心理学 ……………………………118

―生物多様性の理解― ………………114

教育心理学概論〔新訂〕…………………22

＊現代世界の結婚と家族 ………………123

＊教育心理学概論 ………………………119

現代哲学への挑戦………………………30

教育心理学特論 ………………………101

＊現代日本社会における音楽 …………122
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現代日本の教師

＊コミュニティ論〔改訂版〕 ……………125

―仕事と役割― ………………………18

今日のメンタルヘルス〔改訂版〕………48

現代日本の政治…………………………57

コンピュータと人間の接点……………74

＊現代日本の政治〔改訂新版〕 …………124

コンピュータのしくみ〔改訂版〕………75

＊現代の教育改革と教育行政 …………117

コンピュータの動作と管理……………72

＊現代の行政〔改訂版〕 …………………123

コンピューティング

現代の行政と公共政策…………………58
現代の国際政治〔改訂版〕………………56
現代の生涯学習…………………………19

―原理とその展開― …………………112

▶さ

行

＊現代の生活問題〔改訂版〕 ……………122

災害看護学・国際看護学………………51

＊現代東アジアの政治と社会 …………124

＊財政学 …………………………………125

現代物理科学の論理と方法 …………115

財政と現代の経済社会…………………63

＊現代南アジアの政治 …………………124

在宅看護論〔新訂〕 ……………………51

権力の館を考える………………………58

＊裁判の法と手続〔改訂版〕 ……………123

公共哲学 ………………………………105

＊細胞生物学〔改訂版〕 …………………127

＊考古学

錯覚の科学………………………………27

―その方法と現状― …………………121

産業とデザイン…………………………66

＊考古学と歴史 …………………………120

CG と画像合成の基礎 …………………74

公衆衛生…………………………………47

＊ジェンダーの社会学〔新訂〕…………126

交通心理学………………………………27
＊功利主義と分析哲学

思春期・青年期の心理臨床〔改訂版〕…26
死生学入門………………………………52

―経験論哲学入門― …………………119

自然科学はじめの一歩…………………78

高齢期の生活と福祉……………………50

自然言語処理……………………………74

国際経営〔新訂〕 ………………………64

肢体不自由児の教育〔改訂版〕…………20

＊国際政治 ………………………………128

自治体ガバナンス ……………………107

国際法……………………………………55

疾病の回復を促進する薬〔新訂〕 ……46

国際ボランティアの世紀………………51

疾病の成立と回復促進〔改訂新版〕……46

国際理解のために………………………59

＊児童心理学 ……………………………118

国文学研究法 …………………………109

児童・生徒指導の理論と実践…………18

『古事記』と『万葉集』
…………………31

市民自治の知識と実践…………………59

＊言葉と教育〔改訂版〕 …………………116

市民社会と法〔新訂〕 …………………53

言葉と発想………………………………33

＊市民社会と法 …………………………123

ことばとメディア

市民生活と裁判…………………………53

―情報伝達の系譜― …………………110

市民のための健康情報学入門…………45

子ども・若者の文化と教育……………20

＊社会階層と不平等 ……………………126

＊コミュニケーション論序説 …………120

社会学入門〔改訂版〕……………………59
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＊社会学入門〔改訂版〕 …………………127

情報メディアの活用〔三訂版〕…………90

社会技術概論〔改訂版〕…………………67

初級簿記〔改訂版〕………………………64

社会心理学………………………………23

食安全性学………………………………46

＊社会心理学の基礎と応用 ……………119

食健康科学〔新訂〕………………………97

＊社会調査〔改訂版〕 ……………………126

食と健康〔改訂版〕………………………46

社会調査の基礎〔新訂〕…………………60

＊食品の安全性を考える〔改訂版〕 ……122

＊社会調査の基礎〔改訂版〕 ……………125

植物の科学〔改訂版〕……………………84

＊社会調査法 ……………………………116
社会的協力論

初歩からの化学〔新訂〕 ………………82
初歩からの数学〔新訂〕 ………………78
初歩からの生物学〔改訂新版〕…………83

―協力はいかに生成され、

………106

初歩からの物理…………………………81

社会統計学入門…………………………60

初歩のアラビア語（’
11）〈CD 付〉………88

社会と銀行〔改訂版〕……………………61

初歩のスペイン語（’
13）〈CD 付〉………88

＊社会のなかの会計〔新訂〕……………125

事例から学ぶ日本国憲法………………53

＊社会の中の科学 ………………………119

人格心理学〔改訂新版〕…………………23

どこに限界があるか―

社会福祉と法……………………………48

進化する情報社会〔改訂版〕……………77

＊社会福祉入門〔改訂新版〕 ……………123

人口減少社会のライフスタイル………43

社会福祉の国際比較……………………50

新時代の社会教育………………………99

社会福祉への招待………………………48

人体の構造と機能〔新訂〕 ……………45

社会保険のしくみと改革課題…………50

人的資源管理 …………………………107

＊授業研究と学習過程 …………………117

心理カウンセリング序説〔改訂版〕……26

＊生涯学習と自己実現〔新訂〕…………116

心理学概論………………………………22

障害児 ･ 障害者心理学特論 …………104

心理学研究法〔改訂新版〕………………23

障がいのある生活を支援する…………49

心理・教育統計法特論〔新訂〕 ………101

＊生涯発達心理学 ………………………118

＊心理・教育統計法特論 ………………128

生涯発達心理学研究 …………………101

心理統計法………………………………26

証券市場と私たちの経済………………65

心理と教育を学ぶために………………22

少子社会の子ども家庭福祉……………48

心理臨床とイメージ〔改訂版〕…………25

小児看護学〔新訂〕………………………92

心理臨床と身体の病……………………27

情報学の新展開 ………………………112

心理臨床の基礎〔改訂版〕………………25

情報学へのとびら………………………70

＊人類の歴史・地球の現在

情報化社会と教育………………………75

―文化人類学へのいざない― …………122

情報社会の法と倫理……………………71

人類文化の現在：人類学研究 ………108

情報社会のユニバーサルデザイン……75

睡眠と健康………………………………45

情報ネットワーク………………………71

数学の歴史………………………………80

情報のセキュリティと倫理……………76

数値の処理と数値解析…………………73
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数理科学

西洋政治理論の伝統……………………56

―離散モデル― ………………………115

西洋哲学の起源…………………………29

＊スクールカウンセリング〔改訂版〕 …119

＊世界の名作を読む〔改訂版〕〈MP3CD 付〉

スポーツ・健康医科学…………………98

………………………………………120

生活ガバナンス研究……………………96

世界文学への招待………………………32

生活環境と情報認知……………………44

組織運営と内部監査〔改訂版〕…………64

生活経済学〔新訂〕………………………42

ソフトウェア工学 ……………………112

＊生活経済学 ……………………………123

ソフトウェアのしくみ…………………72

生活支援の社会福祉……………………97
生活者のための不動産学入門…………43
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生活と化学………………………………83

＊大学と社会 ……………………………117

生活における地理空間情報の活用……42

大学マネジメント論……………………65

生活リスクマネジメント………………97

ダイナミックな地球……………………86

世界の中の日本〔新訂〕…………………61

太陽系の科学〔改訂版〕…………………86

＊政治学入門〔改訂新版〕 ………………123

＊多様化時代の労働 ……………………127

＊政治学入門〔新訂〕……………………124

多様なキャリアを考える………………69

＊政治学入門

地域社会の教育的再編…………………19

―公的決定の構造・アクター・状況―

………………………………………124

地域と都市の防災………………………68
地域の発展と産業〔改訂版〕 …………106

政治学へのいざない……………………56

地域福祉の展開〔改訂版〕………………49

精神医学特論〔新訂〕 …………………104

＊地域文化研究Ⅲ〔改訂版〕 ……………128

精神看護学………………………………93

力と運動の物理〔新訂〕 ………………81

成人看護学〔改訂新版〕…………………92
精神分析とユング心理学………………24

地球史を読み解く ……………………114
＊地中海世界の歴史

＊精神分析入門 …………………………119

―古代から近世― ……………………121

＊生徒指導〔新訂〕………………………117

知的障害教育総論〔新訂〕………………20

生物界の変遷〔改訂版〕
―進化生物学入門― ……………………85

＊生物学の歴史

知的創造サイクルの法システム ……111
中高年の心理臨床………………………24
中国語Ⅰ（’
14）〈CD 付〉…………………89

―進化論の形成と展開― ……………127

中国語Ⅱ（’
14）〈CD 付〉…………………89

生物環境の科学…………………………84

＊中国社会の歴史的展開 ………………121

＊生命と人生の倫理 ……………………119

中世・ルネサンス文学 ………………110

生命分子と細胞の科学…………………84

著作権法概論〔三訂版〕…………………54

西洋音楽史………………………………41

通信概論…………………………………76

西洋芸術の歴史と理論

データ構造とプログラミング…………71

―術の深く豊かな意味と力― …………41

データの分析と知識発見………………72
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データベースと情報管理〔改訂版〕 …112

日本語とコミュニケーション…………33

デジタル情報と符号の理論……………70

＊日本語の歴史〔新訂〕…………………119

デジタル情報の処理と認識……………73

日本語リテラシー………………………33

哲学への誘い〔改訂版〕…………………29

日本史史料論 …………………………109

ドイツ哲学の系譜………………………30

日本政治外交史〔改訂版〕………………57

投影査定心理学特論 …………………103

日本の技術・政策・経営 ……………105

統計学〔改訂版〕

日本の教育改革…………………………17

―その基本的な考え方― ………………80

日本の近現代

ドイツ語Ⅰ（’
11）〈CD 付〉………………87

―交差する人々と地域― ………………36

ドイツ語Ⅱ（’
11）〈CD 付〉………………87

＊日本近現代史 …………………………121

道徳教育の方法…………………………18

＊日本の近代 ……………………………120

道徳教育の理念と実践 ………………100

日本の物語文学…………………………31

＊道徳教育論〔新訂〕……………………117

日本文学概論……………………………31

動物の科学〔新訂〕………………………84

入門線型代数〔改訂版〕…………………79

読書と豊かな人間性〔新版〕……………91

入門微分積分……………………………79

特別支援教育基礎論〔改訂新版〕………20

乳幼児・児童の心理臨床〔新訂〕 ……26

＊特別支援教育基礎論〔新訂〕…………118

乳幼児心理学〔改訂版〕…………………25

特別支援教育総論〔改訂新版〕…………21

乳幼児の保育・教育〔新訂〕……………19

＊特別支援教育総論〔新訂〕……………118

人間発達論特論…………………………99

都市・建築の環境とエネルギー………68

認知行動療法……………………………25

都市社会の社会学………………………60

認知症と生きる…………………………49

＊都市と防災 ……………………………126

認知神経科学……………………………24

途上国を考える…………………………69

認知心理学………………………………24
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南北アメリカの歴史……………………37

パーソナル・ネットワーク論 ………106

＊21 世紀の女性と仕事 …………………125

博物館概論〔改訂新版〕…………………39

21 世紀メディア論〔改訂版〕…………111

博物館教育論〔新訂〕……………………40

20 世紀中国政治史研究 ………………106

＊博物館経営・情報論〔新訂〕…………122

日常生活のデジタルメディア…………70

博物館経営論……………………………40

＊日本の中世 ……………………………120

博物館情報・メディア論………………40

日本近世史………………………………36

博物館資料保存論………………………39

日本経済史〔改訂新版〕…………………63

博物館資料論〔改訂新版〕………………39

日本語概説………………………………33

博物館展示論〔新訂〕……………………39

＊日本語からたどる文化 ………………120

＊博物館展示論 …………………………122

日本古代中世史…………………………36

はじめての気象学………………………85
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発達運動論………………………………98
発達科学の先人たち……………………16
＊発達障害児の心と行動〔改訂版〕 ……116
発達心理学概論…………………………22
発達心理学特論 ………………………103
場と時間空間の物理

＊法システムⅡ

比較法社会論

―日本とドイツを中心に―

…………128

母性看護学〔改訂新版〕…………………92
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マーケティング…………………………65

―電気、磁気、重力と相対性理論― …82

＊マーケティング論〔改訂版〕 …………125

パレスチナ問題…………………………57

＊身近な気象学 …………………………127

美学・芸術学研究 ……………………109

〈DVD―ROM 付〉…79
身近な統計〔改訂版〕

比較行動学

身近なネットワークサービス…………76

―ヒト観の再構築― ……………………27

道を極める

＊比較政治学〔改訂版〕 …………………124

―日本人の心の歴史― ………………108

東アジアの政治社会と国際関係………56

＊民族音楽学 ……………………………127

東アジアの歴史と社会 ………………108

民法………………………………………53

「ひと学」への招待

メディアと学校教育……………………75

―人類の文化と自然― ………………38

＊メディア論〔改訂版〕 …………………125

微分方程式への誘い……………………80

ものとして、心としての衣服…………43

非ユークリッド幾何と時空……………80

問題解決の数理…………………………72

貧困と社会………………………………60

問題解決の進め方………………………66

ファイナンス入門………………………63

＊問題発見と解決の技法 ………………126

＊ファッションと生活 …………………122
福祉政策の課題
―人権保障への道― ……………………98

舞台芸術への招待………………………41
仏教と儒教
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ユーザ調査法……………………………76
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＊ヨーロッパの歴史〔新訂〕……………120
ヨーロッパの歴史Ⅰ
―ヨーロッパ史の視点と方法― ………37

物理の世界〔改訂新版〕…………………81
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―植物からみるヨーロッパの歴史― …38
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＊文化人類学 ……………………………122
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臨床心理面接特論〔三訂版〕 …………102

―変わりゆく家族をみすえて― ………44

歴史からみる中国………………………37

リハビリテーション〔改訂新版〕………47

歴史と人間〔新訂〕………………………36

量子と統計の物理………………………81
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臨床家族社会学…………………………44
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＊臨床心理学 ……………………………118

ロシアの政治と外交……………………57
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販売協力書店一覧

放送大学印刷教材

販売協力書店一覧
※図書目録に掲載の「放送大学印刷教材」は下記書店に常備してあります。
※店頭に在庫がない場合は，書店にご注文くださればお取り寄せできます。
北海道
札幌市
〃
〃
〃
函館市
〃
小樽市
旭川市
帯広市
青森県
弘前市
〃
青森市
秋田県
秋田市
〃
大館市
岩手県
盛岡市
奥州市
宮城県
仙台市
〃
〃
〃
山形県
山形市
東田川郡
福島県
郡山市
栃木県
宇都宮市
〃

MARUZEN & ジュンク堂書店
札幌店
紀伊國屋書店 札幌本店
コーチャンフォー
ミュンヘン 大橋店
コーチャンフォー
新川通り店
文教堂書店 函館テーオー店
文教堂書店 函館昭和店
喜久屋書店 小樽店
ジュンク堂書店 旭川店
帯広喜久屋書店
ザ・本屋さん

011―223―1911

ジュンク堂書店
弘前中三店
紀伊國屋書店 弘前店
戸田書店 青森店

0172―34―3131

ジュンク堂書店 秋田店
宮脇書店 秋田本店
ブックスモア 大館店

018―884―1370
018―825―5515
0186―44―4577

ジュンク堂書店 盛岡店
松田書店 本店

019―601―6161
0197―23―2532

ジュンク堂書店 仙台 TR 店
仙台政府刊行物
サービス・センター
丸善 仙台アエル店
紀伊國屋書店 仙台店

022―265―5656
022―261―8320

戸田書店 山形店
戸田書店 三川店

023―682―3111
0235―68―0015

ジュンク堂書店 郡山店

024―927―0440

011―231―2131
011―817―4000
011―769―4000
0138―35―5181
0138―44―7800
0134―31―7077
0166―26―1120
0155―21―7782

0172―36―4511
017―762―1815

022―264―0151
022―308―9211

喜久屋書店 宇都宮店
028―614―5222
八重洲ブックセンター パセオ店 028―627―8588

群馬県
前橋市
〃
〃
〃
〃
高崎市
〃
太田市
〃

煥乎堂 前橋本店
ブックマンズアカデミー
前橋店
戸田書店 前橋本店
紀伊國屋書店 前橋店
蔦屋書店
前橋みなみモール店
戸田書店 高崎店
ブックマンズアカデミー
高崎店
喜久屋書店 太田店
ブックマンズアカデミー
太田店
シロキヤ書店
近江屋書店

027―235―8111
027―280―3322
027―223―9011
027―220―1830
027―210―0886
027―363―5110
027―370―6166
0276―47―8723
0276―40―1900

桐生市
0277―45―1101
〃
0277―45―3270
茨城県
つくば市 友朋堂書店 桜店
029―857―8633
〃
友朋堂書店 梅園店
029―851―1161
〃
友朋堂書店 吾妻店
029―852―3665
〃
丸善 筑波大学会館書籍部 029―858―0409
〃
ACADEMIA イーアつくば店 029―868―7407
水戸市
川又書店 県庁店
029―301―1811
〃
文教堂書店 水戸店
029―302―8073
ひたちなか市蔦屋書店 ひたちなか店 029―265―2300
千葉県
千葉市
三省堂書店 そごう千葉店 043―245―8331
〃
千葉県官報販売所
043―222―7635
〃
千葉大学生協ブックセンター 043―254―1825
習志野市 丸善 津田沼店
047―470―8311
〃
くまざわ書店 津田沼店 047―475―8311
〃
千葉工業大学 CIT
047―454―9768
サービス購買芝園店
柏市
新星堂 カルチェ 5 柏書店 04―7164―8551
〃
浅野書店
04―7164―2040
松戸市
ジュンク堂書店
047―308―5111
松戸伊勢丹店
〃
丸善 流通経済大学
047―374―6601
新松戸ブックセンター
佐倉市 文教堂書店 ユーカリが丘店 043―460―5181

販売協力書店一覧
流山市

紀伊國屋書店
流山おおたかの森店
宮脇書店 印西牧の原店

04―7156―6111

印西市
0476―40―6325
埼玉県
さいたま市 須原屋本店
048―822―5321
〃
紀伊國屋書店
048―871―2760
浦和パルコ店
〃
紀伊國屋書店
048―600―0830
さいたま新都心店
〃
ブックデポ書楽
048―859―4946
〃
ジュンク堂書店
048―640―3111
大宮髙島屋店
久喜市
ACADEMIA 菖蒲店
0480―87―1781
川越市
紀伊國屋書店 川越店
049―224―2573
048―599―3232
熊谷市
戸田書店 熊谷店
飯能市
駿河台大学
042―972―1152
ショッピングセンター
東京都
千代田区 ジュンク堂書店
03―3502―2600
プレスセンター店
〃
三省堂書店 神田本店
03―3233―3312
〃
三省堂書店
03―5282―3480
明治大学駿河台店
〃
書泉グランデ
03―3295―0011
〃
東京堂書店 神田本店
03―3291―5181
〃
丸善 丸の内本店
03―5288―8881
〃
紀伊國屋書店 上智大学店 03―3238―3092
中央区
丸善 日本橋店
03―6214―2001
〃
八重洲ブックセンター本店 03―3281―8366
港区
文教堂書店 浜松町店
03―3437―5540
文京区
東京大学生協 本郷書籍部 03―3811―5481
〃
お茶の水女子大学生協 書籍部 03―3947―9449
〃
中央大学生協 理工店
03―3814―5928
墨田区
くまざわ書店 錦糸町店 03―5610―3034
大田区
くまざわ書店
03―3737―5351
グランデュオ蒲田店
MARUZEN & ジュンク堂書店 03―5456―2111
渋谷区
渋谷店
〃
國學院大学生協 書籍部 03―5466―0166
〃
紀伊國屋書店 新宿南店 03―5361―3313
目黒区
恭文堂書店
03―3712―4049
〃
東京大学生協 駒場書籍部 03―3469―7145
〃
東京工業大学生協 大岡山店 03―3727―7357
世田谷区 文教堂書店 二子玉川店 03―5797―5168
〃
成文堂 国士館店
03―3414―1941
〃
冨山房日大 世田谷店
03―5374―8376
新宿区
紀伊國屋書店 新宿本店 03―3354―0131
〃
ブックファ―スト 新宿店 03―5339―7611
〃
芳林堂書店 高田馬場店 03―3208―0241
〃
早稲田大学生協
03―3202―3236
コープブラザブックセンター
〃
成文堂 本店
03―3203―4806

中野区
杉並区
〃
〃
豊島区
〃
〃
練馬区
〃
武蔵野市
〃
武蔵村山市
調布市
府中市
国分寺市
国立市
立川市
〃
八王子市
〃
町田市
あきる野市
多摩市
〃
稲城市
神奈川県
川崎市
〃
〃
横浜市
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あおい書店 中野本店
03―3319―5161
書原 阿佐ヶ谷店
03―3313―4778
ブックセラ―ズ 西荻店 03―3395―6566
東京女子大学購買センター 03―5382―6114
ジュンク堂書店 池袋本店 03―5956―6111
三省堂書店 池袋本店
03―6864―8900
旭屋書店 池袋店
03―3986―0311
くまざわ書店 大泉学園店 03―5933―0216
ジュンク堂書店
03―5947―3955
大泉学園店
ジュンク堂書店 吉祥寺店 0422―28―5333
亜細亜大学購買部
0422―55―5837
ブックセンター
オリオン書房 イオンモール 042―567―6911
むさし村山店
書原 つつじケ丘店
0424―81―6421
啓文堂書店 府中店
042―366―3151
紀伊國屋書店 国分寺店 042―325―3991
増田書店
042―572―0262
オリオン書房 ノルテ店 042―522―1231
ジュンク堂書店
H28年2月 開店
立川髙島屋店
くまざわ書店 八王子店 042―625―1201
中央大学生協書籍部
042―674―3032
久美堂 本店
042―725―1330
文教堂書店
042―532―7470
あきる野とうきゅう店
MARUZEN 多摩センター店 042―355―3220
ACADEMIA 桜ヶ丘店
042―337―2531
コーチャンフォー
042―350―2800
若葉台店

あおい書店 川崎駅前店 044―233―6518
有隣堂 アトレ川崎店
044―200―6831
文教堂書店 溝ノ口本店 044―812―0063
紀伊國屋書店
045―640―3081
横浜みなとみらい店
〃
あおい書店 横浜店
045―349―8377
〃
あおい書店 上大岡店
045―846―1836
〃
有隣堂 横浜駅西口店
045―311―6265
〃
ACADEMIA 港北店
045―914―3320
〃
文教堂書店
045―905―5351
すすき野とうきゅう店
ブックファ―スト 青葉台店 045―989―1781
〃
〃
八重洲ブックセンター
045―848―7383
京急上大岡店
相模原市 ACADEMIA くまざわ書店 橋本店 042―700―7020
厚木市
くまざわ書店 本厚木店 046―230―7077
横須賀市 平坂書房 モア―ズ店
046―822―2655
藤沢市
ジュンク堂書店 藤沢店 0466―52―1211
〃
有隣堂 藤沢店
0466―26―1411
平塚市
サクラ書店 平塚ラスカ店 0463―23―2751
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平塚市
山梨県
甲府市
長野県
長野市
松本市
新潟県
長岡市
〃
上越市
新潟市
〃
〃
三条市
富山県
富山市
〃
高岡市
石川県
金沢市
〃
〃
福井県
福井市
岐阜県
岐阜市
〃
各務原市
静岡県
沼津市
静岡市
〃
〃
藤枝市
浜松市
愛知県
豊橋市
岡崎市
名古屋市
〃
〃
〃
〃
〃

販売協力書店一覧
紀伊國屋書店
0463―50―1250
東海大学ブックセンター
ジュンク堂書店 岡島甲府店 055―231―0606
平安堂 長野店
MARUZEN 松本店

026―224―4550
0263―31―8171

戸田書店 長岡店
文信堂書店
長岡科学技術大学店
戸田書店 上越店
ジュンク堂書店 新潟店
戸田書店 新潟南店
本の店英進堂
知遊堂 三条店

0258―22―5911
0258―46―6437

BOOKS なかだ本店
紀伊國屋書店 富山店
文苑堂書店 福田本店

076―492―1197
076―491―7031
0766―27―7800

025―527―3311
025―374―4411
025―257―1911
0250―24―1187
0256―36―7171

文苑堂書店 金沢示野本店 076―267―7007
勝木書店 KaBoS 大桑店 076―226―1170
金沢ビーンズ明文堂書店 076―239―4400
勝木書店

0776―24―0428

自由書房 EX 高島屋店
丸善 岐阜店
カルコス 各務原店

058―262―5661
058―297―7008
058―389―7500

マルサン書店 仲見世店
戸田書店 静岡本店
戸田書店 江尻台店
MARUZEN ＆ジュンク堂書店
新静岡店
宮脇書店 藤枝店
谷島屋 浜松本店

055―963―0350
054―205―6111
054―361―3511
054―275―2777

精文館書店 本店
岡崎書房本店
星野書店 近鉄パッセ店
MARUZEN 名古屋本店
ジュンク堂書店 名古屋店
ジュンク堂書店 名古屋栄店
ジュンク堂書店
ロフト名古屋店
中京大学生協
プラザリーブル
ちくさ正文館 名城大学ブックショップ

0532―54―2345
0564―21―3111
052―581―4796
052―238―0320
052―589―6321
052―212―5360
052―249―5592

〃
三重県
四日市市 宮脇書店 四日市本店

054―641―2275
053―457―4165

052―831―1911
052―833―8215
059―359―5910

津市
滋賀県
大津市
彦根市
草津市
京都府
京都市
〃
〃
〃

別所書店 修成店

059―246―8822

紀伊國屋書店 大津店
077―527―7191
サンミュージック 彦根店 0749―30―5151
喜久屋書店 草津店
077―516―1118

アバンティ・ブックセンター 075―671―8987
ジュンク堂書店 京都店 075―252―0101
丸善 京都本店
075―253―1599
大垣書店
075―692―3331
イオンモール KYOTO 店
075―251―4427
〃
同志社大学生協
良心館ブック＆ショップ
福知山市 TSUTAYA AVIX 福知山店 0773―24―4566
相楽郡 ACADEMIA けいはんな店 0774―98―4053
奈良県
奈良市
くまざわ書店 奈良店
0742―36―7415
橿原市
喜久屋書店 橿原店
0744―20―3151
大和郡山市 喜久屋書店 大和郡山店 0743―55―2200
大阪府
ジュンク堂書店 大阪本店 06―4799―1090
大阪市
〃
MARUZEN ＆ジュンク堂書店 06―6292―7383
梅田店
〃
紀伊國屋書店 梅田本店 06―6372―5821
〃
ジュンク堂書店 天満橋店 06―6920―3730
〃
ジュンク堂書店 千日前店 06―6635―5330
〃
ジュンク堂書店 難波店 06―4396―4771
〃
ジュンク堂書店
06―6626―2151
近鉄あべのハルカス店
〃
喜久屋書店 阿倍野店
06―6634―8606
高槻市
ジュンク堂書店 高槻店 072―686―5300
和歌山県
和歌山市 帯伊書店
073―422―0441
〃
宮脇書店 ロイネット和歌山店 073―402―1472
〃
TSUTAYA WAY
073―480―5900
ガーデンパーク 和歌山店
兵庫県
神戸市
ジュンク堂書店 三宮店 078―392―1001
〃
ジュンク堂書店 三宮駅前店 078―252―0777
芦屋市
ジュンク堂書店 芦屋店 0797―31―7440
西宮市
ジュンク堂書店 西宮店 0798―68―6300
鳥取県
本の学校今井ブックセンタ― 0859―31―5000
米子市
島根県
今井書店グループセンター店 0852―20―8811
松江市
岡山県
岡山市
宮脇書店 岡山本店
086―242―2188
〃
丸善 岡山シンフォニ―ビル店 086―233―4640
〃
岡山大学生協
086―256―4100
倉敷市
喜久屋書店 倉敷店
086―430―5450
広島県
広島市
紀伊國屋書店 広島店
082―225―3232

販売協力書店一覧
広島市
〃
〃
山口県
下関市
香川県
高松市
〃
徳島県
徳島市
高知県
高知市
愛媛県
松山市
福岡県
北九州市
〃
〃

フタバ図書 MEGA
082―830―0567
祇園中筋店
ジュンク堂書店 広島駅前店 082―568―3000
MARUZEN 広島店
082―504―6210
くまざわ書店 下関店

083―228―0401

宮脇書店 本店
ジュンク堂書店 高松店

087―851―3733
087―832―0170

紀伊國屋書店 徳島店

088―602―1611

金高堂 朝倉ブックセンター 088―840―1363
ジュンク堂書店 松山店

089―915―0075

喜久屋書店 小倉店
093―514―1400
ブックセンタークエスト 093―522―3924
小倉本店
ブックセンタークエスト 093―643―5520
黒崎井筒屋店

福岡市
〃
〃
〃
〃
〃
大分県
大分市
〃
宮崎県
宮崎市
〃
鹿児島県
鹿児島市
〃
〃
沖縄県
那覇市
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ジュンク堂書店 福岡店 092―738―3322
紀伊國屋書店 福岡本店 092―434―3100
MARUZEN 博多店
092―413―5401
福岡金文堂 福岡大店
092―871―1611
九州大学生協
092―651―1529
文系購買書籍店
九州大学生協 伊都皎皎舎店 092―805―7700
明林堂書店 大分本店
ジュンク堂書店 大分店

097―573―3400
097―536―8181

蔦屋書店 宮崎高千穂通り店 0985―61―6711
宮崎県官報販売所
0985―24―0386
ジュンク堂書店 鹿児島店 099―216―8838
紀伊國屋書店 鹿児島店 099―812―7000
鹿児島官報販売所
099―285―0015
ジュンク堂書店 那覇店

098―860―7175
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放送大学印刷教材の購入方法
□

書店で購入する場合
図書目録 p.156 ～ 159 に掲載されている書店でお求めください。
店頭に在庫がない場合は，書店にご注文ください。

□

放送大学教育振興会から直接購入する場合
①インターネットで注文
放送大学教育振興会ホームページからご注文いただけます。
詳しくは，http://www.ua-book.or.jp/ をご覧ください。
②代金引換（着払制）
書名，冊数，送付先の郵便番号，ご住所，お名前，電話番号を明記の上，
FAX, E-mail 等でご送信ください。代金引換にてお送りいたします。
放送大学教育振興会 販売部 TEL：03―3502―2750
FAX：03―3592―2482
E-mail:shop-spouj@ua-book.or.jp

③現金書留・郵便振替で注文（前払制）
代金（＝本体価格＋消費税）を，現金書留もしくは郵便振替（郵便振替口
座：00110―5―405816）でご送金いただく際は，必ず，テキスト名を通信
欄にご記入ください。
※公費等でご購入の場合は，放送大学教育振興会 販売部まで ご連絡ください。
一般
財団
法人

105―0001

東京都港区虎ノ門１丁目14番１号
郵政福祉琴平ビル 3F

TE L. 03―3502―2750（代） FAX. 03―3592―2482
http://www. ua-book. or. jp
E-mail：spua@ua-book. or. jp

