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531ch：BS ラジオ……………… ラジオ授業チャンネル

放送番組表はホームページにてご覧になれます
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この図書目録は，放送大学が 2020 年度（2020 年 4 月～2021 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・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

2

学
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。

商品番号，書名，放送教材のメディア（テレビ・ラジオ等），版型，
本文頁数，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，2020 年度の新刊には
と表示してあります。
①ご注文の際は，
を明示してください。
②
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
（’
20））
③
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 2020 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「
」は，当該科目の DVD 教材が頒布されていること
を示しています。
につきましては，巻末（

（例）
2,500
のように表示してあります。

）をご覧ください。
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―教育を科学するとは―

幼児教育の指導法………………………18
現代社会の児童生徒指導………………19
子ども・青年の文化と教育……………19
地域コミュニティと教育
…………19

―「権利」と「公共性」の衝突―

現代の家庭教育…………………………19
乳幼児の保育・教育〔新訂〕……………20
肢体不自由児の教育〔新訂〕 …………20
知的障害教育総論〔改訂新版〕…………20
特別支援教育基礎論……………………20
特別支援教育総論………………………21
教育調査の基礎…………………………21

発達科学の先人たち……………………16
教育学入門
………………16
教育社会学概論…………………………16
教育の行政・政治・経営………………17
戦後日本教育史…………………………17
心理と教育へのいざない………………17
学校と法〔三訂版〕
………17
カリキュラムと学習過程………………18
道徳教育の方法…………………………18
現代日本の教師 ―仕事と役割― ……18

心理学概論………………………………22
教育・学校心理学………………………22
発達心理学概論〔新訂〕…………………22
人格心理学〔改訂新版〕…………………22
心理学研究法……………………………23
社会・集団・家族心理学………………23
産業・組織心理学………………………23
危機の心理学……………………………23
中高年の心理臨床〔新訂〕 ……………24
精神分析とユング心理学〔改訂版〕……24
生理心理学………………………………24
心理職の専門性
…………………24
―公認心理師の職責―

―地域づくりと学校づくり―

知覚・認知心理学………………………25
認知行動療法〔改訂版〕…………………25
―実践手続きを具体的に知ることができる―

臨床心理学概論…………………………25
心理臨床とイメージ〔改訂版〕…………25
心理的アセスメント……………………26
乳幼児・児童の心理臨床………………26
思春期・青年期の心理臨床〔新訂〕 …26
心理統計法〔新訂〕
……………26
―有意性検定からの脱却―

心理カウンセリング序説〔改訂版〕……27
心理臨床と身体の病……………………27
比較認知科学……………………………27
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交通心理学〔改訂版〕……………………27
司法・犯罪心理学
……………28
―司法臨床のアプローチ―

錯覚の科学〔改訂版〕……………………28
色と形を探究する………………………28

学
哲学・思想を今考える
―歴史の中で―

…………………29

西洋哲学の起源…………………………29
経験論から言語哲学へ…………………29

現代フランス哲学に学ぶ………………29
現代の危機と哲学………………………30
日本仏教を捉え直す……………………30

学
日本語アカデミックライティング……31
日本文学における古典と近代…………31
日本文学の名作を読む…………………31
『古事記』と『万葉集』…………………31
『方丈記』と『徒然草』…………………32
上田秋成の文学…………………………32
世界文学への招待………………………32
世界文学の古典を読む…………………32
ヨーロッパ文学の読み方―近代篇……33

文学批評への招待………………………33
漢文の読み方
……………………33
―原典読解の基礎―

日本語リテラシー………………………33
コミュニケーション学入門……………34
日本語学入門……………………………34
英語で描いた日本〈CD 付〉……………34
音を追究する……………………………34

博物館資料保存論〔新訂〕 ……………38
博物館展示論〔新訂〕……………………38
博物館経営論〔新訂〕 …………………38
博物館情報・メディア論………………38
―交差する人々と地域―
博物館教育論〔新訂〕……………………39
日本の近世………………………………36 「人新世」時代の文化人類学 …………39
韓国朝鮮の歴史…………………………36 西洋芸術の歴史と理論
………39
―芸術の深く豊かな意味と力―
アメリカの芸術と文化…………………36
中国と東部ユーラシアの歴史…………36 舞台芸術の魅力…………………………39
ヨーロッパの歴史Ⅱ
日本美術史の近代とその外部…………40
…37
―植物からみるヨーロッパの歴史―
新しい言語学
……40
―心理と社会から見る人間の学―
考古学〔新訂〕 …………………………37
東南アジアの歴史………………………37 総合人類学としてのヒト学……………40
博物館概論………………………………37 現代人文地理学…………………………40

歴史と人間〔新訂〕………………………35
日本の古代中世…………………………35
文学・芸術・武道にみる日本文化……35
日本の近現代
………………35
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健康と社会〔改訂版〕……………………41
生活経済学〔改訂新版〕…………………41
生活者のための不動産学への招待……41
コミュニティがつなぐ安全・安心……42
人口減少社会の構想……………………42
リスク社会の家族変動…………………42
ソーシャルシティ………………………42
家族問題と家族支援……………………43
生活環境と情報認知〔改訂版〕…………43
リスクコミュニケーションの現在
……43
―ポスト 3.11 のガバナンス―

レジリエンスの諸相

―人類史的視点からの挑戦―

…………43

運動と健康………………………………44
睡眠と健康〔改訂版〕……………………44
健康への力の探究………………………44
人体の構造と機能
……44
―人体の構造と機能及び疾病Ａ―

疾病の成立と回復促進

―人体の構造と機能及び疾病Ｂ―

……45

疾病の回復を促進する薬………………45
食と健康…………………………………45
精神疾患とその治療……………………45
公衆衛生〔改訂版〕………………………46
感染症と生体防御〔改訂版〕……………46
リハビリテーション……………………46
健康長寿のためのスポートロジー〔改訂版〕
…………………………………………46

法学入門…………………………………54
グローバル化時代の日本国憲法………54
民法〔新訂〕………………………………54
刑事法……………………………………54
行政法……………………………………55

今日のメンタルヘルス〔三訂版〕

…47

―健康・医療心理学の実践的展開―
社会福祉と法〔改訂版〕…………………47

少子社会の子ども家庭福祉……………47
障害を知り共生社会を生きる…………47
認知症と生きる…………………………48
地域福祉の現状と課題…………………48
社会福祉実践の理論と実際……………48
社会福祉への招待………………………48
社会保障の国際動向と日本の課題……49
ライフステージと社会保障……………49
高齢期の生活変動と社会的方策………49
看護学概説〔新訂〕………………………49
基礎看護学〔新訂〕………………………50
災害看護学・国際看護学〔新訂〕 ……50
在宅看護論………………………………50
看護管理と医療安全〔改訂版〕…………50
人間にとって貧困とは何か……………51
死生学のフィールド……………………51
◇看護師資格取得に資する科目
母性看護学………………………………52
―母性看護学の概要と最新の動向をわかりやすく解説―

小児看護学〔新訂〕………………………52
成人看護学………………………………52
精神看護学〔新訂〕 ……………………53
老年看護学〔改訂新版〕…………………53

著作権法〔改訂版〕………………………55
家族と高齢社会の法……………………55
雇用社会と法……………………………55
市民生活と裁判…………………………56
国際法〔改訂版〕…………………………56
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政治学へのいざない……………………57
現代の国際政治〔三訂版〕………………57
現代東アジアの政治と社会〔新訂〕 …57
ヨーロッパ政治史………………………57
中東の政治………………………………58

現代日本の政治〔改訂版〕………………58
日本政治思想史…………………………58
日本政治外交史…………………………58
行政学概説………………………………59
権力の館を考える………………………59

グローバル化と私たちの社会…………60
国際理解のために〔改訂版〕……………60
市民自治の知識と実践…………………60
社会学入門〔改訂版〕……………………60
社会調査の基礎…………………………61

金融と社会………………………………61
NPO マネジメント〔新訂〕 ……………61
世界の中の日本〔新訂〕
…61

経済社会を考える………………………62

財政と現代の経済社会〔改訂版〕………63
国際経営〔改訂新版〕……………………64
初級簿記〔改訂版〕………………………64
管理会計〔三訂版〕………………………64
マーケティング論………………………64
現代の内部監査…………………………65
大学マネジメント論〔新訂〕 …………65
経営情報学入門…………………………65

―消費・産業の様式（モード）とアンサンブル―

経営学概論………………………………62
現代の会計………………………………62
現代経済学………………………………62
都市と農山村からみる身近な経済……63
グローバル経済史………………………63
ファイナンス入門〔改訂版〕……………63

新しい時代の技術者倫理………………66
問題解決の進め方〔新訂〕 ……………66
技術経営の考え方〔新訂〕 ……………66
社会統計学入門〔改訂版〕………………66
都市と地域の社会学……………………67
〔改訂新版〕
グローバル化と日本のものづくり
…………………………………………67
物質・材料工学と社会…………………67
環境問題のとらえ方と解決方法………67
アジア産業論
………………68
―経済の高度化と統合―

フードシステムと日本農業……………68

―グローバル化と北欧からの視点―

環境の可視化
―地球環境から生活環境まで―

都市・建築の環境とエネルギー

………68
…68

―環境負荷の小さい快適な街づくり―

地域と都市の防災………………………69
地球温暖化と社会イノベーション……69
住まいの環境デザイン…………………69
災害社会学………………………………69
海からみた産業と日本…………………70
環境と社会〔新訂〕………………………70
エネルギーと社会〔改訂新版〕…………70
新時代の組織経営と働き方……………70
開発経済学：アジアの農村から………71
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情報学へのとびら………………………72
遠隔学習のためのパソコン活用〔改訂版〕
…………………………………………72
教育のための ICT 活用 ………………72
情報理論とデジタル表現………………72
日常生活のデジタルメディア〔改訂版〕… 73
情報・メディアと法……………………73
計算の科学と手引き……………………73
情報化社会と国際ボランティア………73
AI システムと人・社会との関係 ……74
データベース……………………………74
データ構造とプログラミング〔改訂版〕… 74
コンピュータの動作と管理〔改訂版〕…74
コンピュータとソフトウェア…………75
問題解決の数理〔改訂版〕………………75
データの分析と知識発見〔改訂版〕……75
記号論理学………………………………75
数値の処理と数値解析…………………76

デジタル情報の処理と認識……………76
映像コンテンツの制作技術〔改訂版〕…76
ＣＧと画像合成の基礎…………………76
自然言語処理〔改訂版〕…………………77
アルゴリズムとプログラミング〔改訂版〕
…………………………………………77
情報社会のユニバーサルデザイン〔改訂版〕
…………………………………………77
情報化社会におけるメディア教育……77
コンピュータと人間の接点〔改訂版〕…78
ユーザ調査法〔新訂〕 …………………78
身近なネットワークサービス〔改訂版〕…78
情報セキュリティと情報倫理…………78
コンピュータ通信概論…………………79
Web のしくみと応用〔改訂版〕 ………79
メディア論………………………………79
情報技術が拓く人間理解………………79

学
自然科学はじめの一歩…………………80
学
初歩からの数学〔改訂新版〕……………80
解析入門〔改訂新版〕……………………80
入門線型代数〔三訂版〕…………………81
入門微分積分……………………………81
微分方程式………………………………81
線型代数学〔新訂〕 ……………………81

身近な統計〈DVD―ROM 付〉 …………82
非ユークリッド幾何と時空……………82
統計学〔三訂版〕
………………82
―その基本的な考え方―

数学の歴史〔改訂版〕……………………82

学
初歩からの物理…………………………83
物理の世界………………………………83
力と運動の物理〔改訂新版〕……………83
量子と統計の物理………………………83

場と時間空間の物理〔新訂〕 …………84
エントロピーからはじめる熱力学〔改訂版〕
…………………………………………84
初歩からの化学…………………………84
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化学結合論―分子の構造と機能………84
化学反応論―分子の変化と機能………85

量子化学…………………………………85
現代を生きるための化学………………85

学
初歩からの生物学………………………86
生物環境の科学…………………………86
生命分子と細胞の科学〔改訂版〕………86
生物の進化と多様化の科学……………86

植物の科学〔改訂版〕……………………87
動物の科学〔新訂〕 ……………………87
暮らしに役立つバイオサイエンス……87

学
はじめての気象学………………………88
初歩からの宇宙の科学…………………88
ダイナミックな地球……………………88

太陽と太陽系の科学……………………88
宇宙の誕生と進化………………………89

英語事始め〈CD 付〉……………………90
耳から学ぶ英語〈CD 付〉………………90
英語で読む大統領演説…………………90

初歩のイタリア語（’
17） ………………92

中国語Ⅰ（’
18）

…………93

―張蕾的留学生活―〈CD 付〉

ドイツ語Ⅰ（’
19）〈CD 付〉 ……………91
ドイツ語Ⅱ（’
19）〈CD 付〉 ……………91

中国語Ⅱ（’
18）

フランス語Ⅰ（’
18） ……………………91
フランス語Ⅱ（’
18） ……………………91

韓国語Ⅰ（’
20）〈CD 付〉 ………………93
韓国語Ⅱ（’
20）〈CD 付〉 ………………93

………93

―北島「銭阿姨」他―〈CD 付〉

初歩のスペイン語（’
17）〈CD 付〉 ……92

学
学習指導と学校図書館〔改訂新版〕……94
情報メディアの活用〔三訂版〕…………94
学校図書館メディアの構成〔改訂新版〕…94

学校経営と学校図書館〔改訂新版〕……95
読書と豊かな人間性
……………………95
〈6 月刊行予定〉
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学
生活ガバナンス研究 …………………98
家族生活研究〔新訂〕
……………98
―家族の景色とその見方―

コミュニティヘルスケア研究…………98
食健康科学〔新訂〕 ……………………99
生活リスクマネジメント〔改訂版〕
…99
―安全・安心を実現する主体として―

生活変動と社会福祉
……………………99

ヘルスリサーチの方法論〔改訂版〕
……99
―研究実践のための基本ガイド―

スポーツ・健康医科学〔改訂版〕
―「フェア・プレイ」
はどこからきたか？―

100

健康・スポーツ科学研究 ……………100
福祉政策の課題〔改訂版〕
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1121

肢体不自由児の教育〔新訂〕

1122

学校と法〔三訂版〕

―「権利」と「公共性」の衝突―

1123

教育調査の基礎

1124

知的障害教育総論〔改訂新版〕

1125

特別支援教育基礎論

1627

教育・学校心理学

1628
1629
1630
1631
1632

心理学研究法
錯覚の科学〔改訂版〕
社会・集団・家族心理学
産業・組織心理学
認知行動療法〔改訂版〕

1633

臨床心理学概論

1634

中高年の心理臨床〔新訂〕

1635

心理職の専門性

1636

心理的アセスメント

1637

司法・犯罪心理学

2616

日本語学入門

2617

世界文学の古典を読む

3063

中国と東部ユーラシアの歴史

3064

日本の近世

3744

―実践手続きを具体的に知ることができる―

―公認心理師の職責―

―司法臨床のアプローチ―

「人新世」時代の文化人類学

4033

生活環境と情報認知〔改訂版〕

4034
4035
4036
4255
4486

コミュニティがつなぐ安全・安心
リスク社会の家族変動
家族問題と家族支援
生活経済学〔改訂新版〕
精神疾患とその治療

4487

災害看護学・国際看護学〔新訂〕

4488

母性看護学

―母性看護学の概要と最新の動向をわかりやすく解説―

著 者
川間健之介
長沼 俊夫

本体価格

掲載頁

2,400 円

20

坂田

仰

2,600 円

17

藤田 武志
西島
央
太田 俊己
佐藤 愼二
安藤 隆男
進藤 聡彦
谷口 明子
三浦 麻子
菊池
聡
森 津太子
山口 裕幸
下山 晴彦
神村 栄一
倉光
修
宇都宮 博
大川 一郎
吉川 眞理
平野 直己
森田美弥子
永田 雅子

3,000 円

21

2,500 円

20

2,600 円

20

2,500 円

22

2,500 円
3,100 円
2,600 円
2,700 円

23
28
23
23

2,500 円

25

2,500 円

25

2,500 円

24

2,600 円

24

2,200 円

26

廣井

亮一

2,600 円

28

滝浦 真人
村松真理子
横山安由美
佐川 英治
杉山 清彦
杉森 哲也
大村 敬一
湖中 真哉
川原 靖弘
片桐 祥雄
林
春男
田間 泰子
下夷 美幸
重川 純子
石丸 昌彦
神﨑 初美
西上あゆみ

2,800 円

34

3,500 円

32

3,400 円

36

2,800 円

36

3,300 円

39

2,900 円

43

3,100 円
2,700 円
2,700 円
3,200 円
2,700 円

42
42
43
41
45

2,700 円

50

齋藤いずみ

3,500 円

52

※定価は 本体価格＋税 となります。
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4660
4661
5170

本体価格
3,000 円
3,000 円
3,200 円

掲載頁
49
47
58

3,200 円

57

3,200 円
3,100 円
3,000 円
2,900 円
3,000 円

57
59
61
65
62

2,400 円

70

2,800 円
2,800 円

69
71

2,700 円

74

3,000 円
2,900 円

75
76

2,700 円

79

2,500 円

78

2,900 円

77

3,200 円
2,900 円
3,600 円

78
77
79

3,400 円

84

3,400 円

84

2,300 円

90

3,100 円

93

3,100 円

93

9937

著 者
丸谷 浩介
大曽根 寛
高橋 和夫
中山 洋平
ヨーロッパ政治史
水島 治郎
現代東アジアの政治と社会〔新訂〕
家近 亮子
行政学概説
金井 利之
金融と社会
野間 敏克
大学マネジメント論〔新訂〕
小方 直幸
現代の会計
齋藤 真哉
原田 順子
新時代の組織経営と働き方
若林 直樹
災害社会学
金菱
清
開発経済学：アジアの農村から
大野 昭彦
山口 高平
AI システムと人・社会との関係
中谷多哉子
データの分析と知識発見〔改訂版〕
秋光 淳生
映像コンテンツの制作技術〔改訂版〕
近藤 智嗣
仁科 エミ
情報技術が拓く人間理解
辰己 丈夫
ユーザ調査法〔新訂〕
高橋 秀明
苑
復傑
情報化社会におけるメディア教育
中川 一史
身近なネットワークサービス〔改訂版〕
葉田 善章
アルゴリズムとプログラミング〔改訂版〕
鈴木 一史
コンピュータ通信概論
葉田 善章
松井 哲男
場と時間空間の物理〔新訂〕
岸根順一郎
智一
エントロピーからはじめる熱力学〔改訂版〕 安池
秋山
良
英語で読む大統領演説
宮本陽一郎
永原
歩
韓国語Ⅰ（’
20）〈CD 付〉
生越 直樹
生越 直樹
韓国語Ⅱ（’
20）〈CD 付〉
永原
歩
米谷
茂則
読書と豊かな人間性
〈6 月刊行予定〉 岩崎 れい

2,600 円

95

s436

司法矯正・犯罪心理学特論

橋本

和明

3,000 円

107

s623

教育行政と学校経営〔新訂〕

3,200 円

102

s624

3,000 円

102

s721

道徳教育の理念と実践〔新訂〕
地域産業の発展と主体形成

勝野 正章
村上 祐介
西野真由美

―食と農、資源を活かす―

北川

太一

3,200 円

109

s722

社会的協力論〔改訂版〕

―いかに近代的協力の限界を超えるか―

坂井

素思

3,300 円

109

s816
s865
s866

朝鮮の歴史と社会－近世近代
知財制度論
マルチメディア情報処理

5171
5172
5173
5452
5781
5782
5783
6065
6360
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
7480
7481
9029
9639
9640

書
名
ライフステージと社会保障
社会福祉と法〔改訂版〕
中東の政治

―司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開―

須川
児玉
柳沼
※定価は

英徳
3,500 円
111
晴男
3,200 円
114
良知
2,300 円
115
本体価格＋税 となります。
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◇外国語………………………………………………90
◇学校図書館司書教諭資格取得に資する科目……94

学 部

学 部
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人 文 系

人

文

系

◇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

学

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

C1337

（放送大学副学長）
（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

学

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。
2,300
ラジオ・A5・240 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31536―7

学

C1337

（放送大学客員准教授）
（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

学

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。
2,600
・A5・272 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31921―1

C1337

（放送大学副学長）
人は生まれながらにして人間であるわけで
はない。親密な人間関係を通じて自我の基
礎を形成し、社会集団との接触を通してそ
の社会の文化と規範を内面化して身に付け
ることにより、一個の自律的な人間となる
のである。
本書は、人々が生まれ、育ち、学び、働き、

家庭を作り、さらに自らの子ども達を育て、
自己を実現していくというプロセスを縦糸
とし、人々がそのプロセスの各段階で関わ
っていくさまざまな教育の在りようを横糸
として、社会的な営みとしての教育の意味
と本質を理解することを目的としている。
2,700

17
C1337

（放送大学客員准教授・東北大学准教授）
（放送大学客員准教授・兵庫教育大学准教授）
近年は様々な教育改革が矢継ぎ早に実行に
移されている。その背景としては、政治主
導や新しい公共管理の進展など教育をめぐ
る統治（ガバナンス）の変化や、それを受
けた教育行政・学校経営の変容が指摘できる。
本書は教育に関する法制度やその運用の実

態を基本から学ぶことで、現代の教育政策や
教育改革への理解を深めるとともに、その
論点や今後の課題を考えていく。教育を社
会科学のレンズを用いて観察し、教育改革
リテラシーを身に付けることが目標である。
2,900
ラジオ・A5・276 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31845―0

C1337

（放送大学客員教授・武蔵野大学教授）
1945 年 8 月の敗戦を契機として、戦後の日
本社会ではさまざまな教育改革が試みられ
てきた。それは、戦後社会の政治的、経済
的な変化への対応であるとともに、近代教
育が抱えた本質的な教育課題への対応でも
あった。本書は、戦後日本教育史を大きく
「戦後教育改革」
「高度経済成長」
「臨時教育
審議会以降」の時期に区分し、それぞれの

時期の教育改革が達成した成果と教育課題
の特徴を分析・検討すると同時に、それら
の意義と役割を歴史的な観点から考察する。
戦後の教育改革によって達成された成果と
課題について整理できるとともに、教育改
革の内容と意味を歴史的な観点から理解で
きるようになることが目標である。
2,700
ラジオ・A5・236 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31846―7

（放送大学教授）
（放送大学准教授）
（放送大学准教授）
教育学・心理学・臨床心理学に興味を持つ
読者を対象に、これらの学問全体のガイダ
ンスと基礎知識を解説する。三領域の各特
徴を通して、導入的な思考方法と視点を身
につけること、そして、学びを積み上げる
ことで、読者自身の専門領域と分野を見つ

学

〔三訂版〕

C1337

けていくことを目的とする。各領域内での
対象分野ごとの問題・関心やその立場と視
点の独自性、アプローチの仕方、及び実践
活動を順を追って系統的に考察することを
目標とする。
2,200
ラジオ・A5・264 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32172―6

C1337

（放送大学客員教授・日本女子大学教授）
いじめ、体罰、学校事故等、学校を舞台と
した様々なトラブル、紛争がマスメディア
を賑わしている。本書では、いわゆる学校
教育紛争を法学と教育学の学際的観点から
分析する。可能な限り現実に生じた紛争を
例示するとともに、学校運営の実務に依拠

しつつ検討を行う。また、日本に先駆けて
教育訴訟が頻発するようになったアメリカ
合衆国の裁判例、学校運営において注目を
集めている「学校教育の法化現象」、「スク
ール ･ コンプライアンス」等にも言及する。
2,600

人 文 系

ラジオ・A5・288 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31922―8

学 部

学 部

18

人 文 系

学

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

C1337

（放送大学客員教授・立正大学特任教授）
（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。
2,700
ラジオ・A5・236 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31532―9

C1337

（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

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。
2,300
ラジオ・A5・252 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31590―9

C1337

（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

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。
2,700
ラジオ・A5・248 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31591―6

C1337

（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

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。
2,700

19
C1337

（放送大学客員教授・中央大学教授）
（放送大学客員教授・一橋大学大学院教授）
児童生徒指導の意義・目的、児童生徒理解
の方法、児童生徒集団の理解、教師の組織
的指導方法など指導実践の最新の課題を解
説するとともに、問題行動に対する具体的
な指導法、集団活動を通した社会性形成の
方法、さらに家庭や地域社会、NPO 等の

教育関連諸機関と連携した実践といった今
日的な諸課題についても取り上げる。全体
を通して、受講する教師、教育関係者等の
方々を意識しつつ、現代社会の中での指導
の意義を論じていく。
3,100
ラジオ・A5・272 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31701―9

C1337

（放送大学客員教授・武蔵野大学教授）
（放送大学客員教授・芝浦工業大学教授）
子どもや青年（若者）は、大人とは異なる
独自の「文化」を作り上げている。そして、
様々な社会的エージェント（組織・集団）
に影響を受け、社会化され、一人前の大人
に成長する。そこにはいかなる問題、特に
現代的問題が存在するのか、さらに、どの

学

ような支援が行われているのか。以上のよ
うな関心を軸に、教育学・社会学・心理学・
社会福祉学という学際的な視点から、子ど
も・青年の成長と教育について、社会的側
面を中心にしながら総合的に考察する。
2,600
テレビ・A5・256 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31847―4

C1337

（放送大学客員教授・北海道教育大学副学長）
（放送大学客員教授・國學院大學教授）
人間の成長・発達といった社会的な作用
（教育）を中心的に担う家庭と学校が、共
同生活の場としての「地域コミュニティ」
とどのように関連しているかを、「地域教
育」及び「コミュニティ教育」という視点
から明らかにする。地域コミュニティの教

育力が極端に弱体化した、というよりも、
地域社会そのものが成立しなくなる中で、
日常生活の場としての地域コミュニティが
「教育機能」を再生させることの必要性に
ついて考察する。
2,800
ラジオ・A5・256 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31848―1

C1337

（放送大学客員准教授・山口大学准教授）
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最も基
礎的かつ重要な集団である。子どもが家族
集団の中で習得した価値・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、一定の方向に向けていく

のである。本書は、家庭教育を家族集団の
中での子どもの発達に関わる事象としてと
らえ、現代社会の子どもの発達過程及びそ
の過程に関わる諸問題（親の問題、家族集
団の問題、社会の問題）を取り上げて、実
証的に考える。
2,500

人 文 系

テレビ・A5・320 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31700―2

学 部

学 部

20

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

C1337

（放送大学客員准教授）
（放送大学客員教授）
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。
2,300

〔新訂〕

テレビ・A5・252 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32171―9

C1337

（放送大学客員教授・筑波大学教授）
（放送大学客員教授・日本体育大学教授）
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
生徒一人一人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的・

基本的事項について、全 15 章にわたって
解説する。肢体不自由児の教育の実際を概
観しながら、肢体不自由児の生理・病理と
心理、教育課程、指導法等について学習し
ていく。
2,400

〔改訂新版〕

ラジオ・A5・236 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32174―0

C1337

（放送大学客員教授・関東学院大学教授）
（放送大学客員教授・植草学園短期大学教授）
本書は、特別支援学校教諭免許取得の関連
科目で、知的障害のある幼児児童生徒の教
育課程・指導法を主に、心理面も扱ってい
る。知的障害のある幼児児童生徒が通う特
別支援学校における教育課程や指導法をは
じめ、心理的側面、周辺の障害にも触れ、

併せて今日的な関連内容である授業改善の
あり方、知的障害特別支援学級の教育、キ
ャリア教育や高等部教育、さらに個別の諸
計画、インクルーシブ教育システムの話題
も含めた内容となっている。
2,500
ラジオ・A5・288 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32175―7

C1337

（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
するために、⑴特別支援教育の理念・歴史・
制度（総論）、⑵特別支援教育の現状と障
害の特性に応じた指導・支援（各論）から
内容を構成した。前者では、わが国におけ
る特別支援教育制度に至る歴史・制度等の
系譜を概観し、インクルーシブ教育システ

ム構築における特別支援教育の役割を整理
するほか、教育課程の編成と自立活動の展
開を講述する。後者では、特別支援教育の
各形態の現状と課題を概観した上で、特別
支援教育の対象となる各障害種に着目し、
各障害の理解と指導について詳述する。
2,600

21
C1337

（放送大学客員教授・東京学芸大学教授）
（放送大学客員教授・東京学芸大学教授）
平成 19 年度の「特別支援教育」制度化以降、
特別支援学校、特別支援学級への入学児童
生徒が急増している。それに加え、全国の
幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等に
おいても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

められるようになってきている。本書は、
わが国における現代の特別支援教育につい
て、その意義、対象となる障害の概要、そ
して教育内容・方法等の基本的事項につい
て解説する総論として位置づけられる。
2,300
テレビ静止画・A5・268 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32173―3

C1337

（放送大学客員教授・日本女子大学教授）
（放送大学客員教授・青山学院大学教授）
問題の設定から調査手法の選定、調査を進
める手順と分析方法など、教育調査の考え
方と技法について学ぶ。また、アンケート
による調査や事例調査の代表的な方法であ
る観察調査と聞き取り調査など、実際の分
析事例に数多く接することによって、教育

の現状について理解するとともに、問題の
立て方や分析方法について具体的に学習す
る。調査の倫理についても学習していくの
で、実際に教育調査を行ってみたい現職教
員などにも有益な内容である。
3,000

人 文 系

ラジオ・A5・248 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31923―5

学 部

学 部
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学

テレビ・A5・244 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31849―8

C1311

（放送大学教授）
（放送大学准教授）
心理学は「ひとの心」という捉えどころの
ないものを研究対象としており、それゆえ
に扱うトピックの幅も広い。そこで本書
は、心理学を学び始める者が、心理学がど
のような学問かを知り、今後、心理学のど
の領域の学習を中心に進めるとしても、そ

学

学

の基盤となるような知識を提供していく。
具体的には、心理学という学問の基本的な
考え方や研究方法、学問成立の背景などを
紹介するとともに、個別の心理学領域につ
いても概説していく。
2,300
テレビ静止画・A5・240 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32176―4

C1331

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・東洋大学教授）
本書は、学校教育との関わりで子どもたち
の発達の実態や教育の実際を心理学の視点
から概観していく。学校教育は大きく学習
指導の面と生徒指導の面に分けられるが、
前半では主に学習面での指導を解説。後半
では教育相談、特別支援教育など、児童生

学

〔新訂〕

徒の支援に関わる面を取り上げる。併せて
学校教育における心理学研究の知見を紹介
する。教育 ･ 学校心理学における基礎的事
項について説明でき、教育の諸問題につい
て改善案を提示できることを目指す。
2,500
ラジオ・A5・248 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31703―3

C1311

（放送大学准教授）
発達とは､ 人が生まれてから死ぬまでに経
験する様々な変化のことを指す。ピアジ
ェ、ヴィゴツキー、エリクソン、ブロンフ
ェンブレンナー、バルテスによる発達につ
いての理論を紹介し、発達研究の方法を探
究する。乳児期（知覚とコミュニケーシ
ョン）、幼児期（言葉と認知、自己と社会

学〔改訂新版〕

性）、児童期（自己概念と社会性）､ 青年期
（アイデンティティの形成）､ 成人初期（大
人への移行）､ 成人期（中年期危機とジェ
ネラティビティ）､ 老年期（喪失とサクセ
スフル・エイジング）の心理的発達につい
て概説し、発達と環境について考察する。
2,600
テレビ・A5・260 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31539―8

C1331

（放送大学教授）
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。

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。
2,500

23
テレビ・A5・240 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32177―1

C1331

（放送大学客員教授・大阪大学大学院教授）
本書は、まず誰もが共通理解をもっておく
べき重要事項について概観し、心理学の基
礎的な研究法（実験法、調査法、観察法、
面接法、検査法、介入研究法）について解
説する。また、記述統計と推測統計という
データを測定する 2 つの手法を学ぶ。読者
が自らテーマを設定して研究を計画し、収

集したデータを分析・考察するという一連
の科学的実証手続きを経てそれを遂行でき
るようになることを目指す。そして、心理
学の研究者・実践家としての心構えを含め
て、スキルとテクニックを習得できるよう
に解説する。
2,500

学

テレビ・A5・256 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32179―5

C1331

（放送大学教授）
人間は社会的動物であり、常に他者との関
係性のなかで生きている。本書は、社会的
動物である人間が、社会を構成する他者か
らどのように影響を受け、またそうした社
会をどのように認識しているのか。そして、
集団としての行動は、個人の行動とどのよ
うに異なるのかについて解説する。さらに、

もっとも身近な社会である家族の機能につ
いても考えていく。対人関係並びに集団に
おける人の意識及び行動についての心の過
程を、人の態度及び行動について理論を用
いて、集団、家族及び文化が個人に及ぼす
影響について説明できる能力を目指す。
2,600

学

ラジオ・A5・248 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32180―1

C1331

（放送大学客員教授・九州大学教授）
産業 ･ 組織心理学は､ ①組織に所属する
人々の行動の特性や心理､ 人々が組織とし
て行動するときの特性について研究する
「組織行動｣の領域､②人事評価や人事処遇、
あるいは人材育成について研究する ｢人的
資源管理｣ の領域､ ③働く人々の安全と心
身両面の健康を保全し、促進するための方

略について研究する ｢安全衛生｣ の領域､
④マーケティング戦略に生かすべく消費者
心理や宣伝 ･ 広告の効果を研究する ｢消費
者行動｣ の領域からなる｡ 本書は､ それら
を全体として統合しつつ､ 産業・組織心理
学の理論と知見を体系的に解説する。
2,700

学

テレビ・A5・232 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31702―6

C1311

（放送大学教授）
（放送大学客員准教授）
我々の周囲には、さまざまな危機があふれ
ている。そうした危機に我々は驚くほど無
頓着であったり、時には、必要以上に恐怖
を抱いていたりする。本書では、こうした
危機に対する認識のバイアスを前提とし
て、危機を呼び込んでしまう心理的機能や、

危機に直面したときの心理的反応など、具
体的な危機にまつわる問題を、心理学的な
側面から検討する。さらに危機に効果的に
対処し、回避し、克服する方法や、将来に
向けた教育の可能性についても考える。
2,200

人 文 系

学
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ラジオ・A5・252 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32183―2

C1331

（放送大学客員教授・立命館大学教授）
（放送大学客員教授・筑波大学教授）
本書は、中年期から老年期にかけて位置す
る人々の心理について、彼らを取り巻く社
会的、時代的状況や、社会問題となってい
るライフイベントなどに焦点を当て、心理
臨床的課題を明らかにするとともに実際の
支援のあり方について、関連の理論や質的、

量的な実証データなどを用いて解説する。
中・高年者の心理的特性や置かれている今
日的状況を発達的かつ多角的にとらえ、心
理臨床的支援をめぐる課題について理解を
深める。
2,500

学〔改訂版〕ISBN978―4―595―31708―8
ラジオ・A5・260 頁 ’
17

C1311

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
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

学

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持つ「人間に関
する知」の側面と「心理療法学」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。
2,600
テレビ・A5・224 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31850―4

C1311

（放送大学客員教授・上智大学教授）
行動や精神機能の生物学的基礎を研究する
領域である「生理心理学」について学ぶ。
生理心理学はさまざまな神経科学的手法を
駆使し、究極的には「脳と心」の関係を解
明することをめざしている。本書では、精
神機能をになう脳メカニズムについて理解
する。具体的には、①脳の活動時に細胞レ

ベル・分子レベルで起こっていることを具
体的に理解し、②さまざまな精神機能の生
物学的基礎に関するこれまでの知見を学び、
③それらの知見をうるために用いられた研
究法、及び今後重要になってくると思われ
る最新の研究法について理解する。
2,400
ラジオ・A5・284 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32184―9

C1331

（放送大学客員教授・学習院大学教授）
（放送大学客員教授・北海道教育大学教授）
心理専門職としての臨床心理士と公認心理
師を対比しつつ、心理職における専門性に
ついて理解を深め、保健医療、福祉、教育、
司法、産業・労働分野における心理専門職
の実際のはたらきについて知るとともに、

実践において求められる法制度の知識と、
心理専門職としての倫理と基本的姿勢（基
本的人権の尊重、守秘義務、安全保護義務、
多職種連携、チームにおけるはたらき等）
を学ぶ。
2,600

25
テレビ・A5・296 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31924―2

C1311

（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）
人間は「考える」能力を持っている。考え
る能力には、大切な事柄を記憶する、問題
を解く、どちらが良いか判断する、旅行の
計画を立てるなど、意識的に考える能力の
ほか、見る、聞く、驚くなど、無意識的に
考える能力がある。この「考えること」
が、広い意味での、認知機能である。知

覚・認知心理学は、このような、「考える
こと」の科学である。
本書では、認知の低次過程といえる感覚・
知覚等の無意識的な機能から、問題解決や
判断・意思決定などのより高次で意識的な
認知機能のしくみを解説する。
2,900
テレビ・A5・240 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32181―8

〔改訂版〕

C1331

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
（放送大学客員教授・新潟大学大学院教授）
認知行動療法の成立発展の歴史、理論、技
法、実践手続きを具体的に解説し、行動療
法、認知療法、そして、マインドフルネス
に代表される第３世代の技法群から構成さ
れる認知行動療法全体の概要を体系的に解

学

説。本書は、認知行動療法の理論背景を知
るだけでなく、事例を入れながら臨床現場
で行われる実践手続きを具体的に知ること
ができる。
2,500
テレビ静止画・A5・272 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32182―5

C1331

（放送大学教授）
本書では、臨床心理学という学問の成り立
ちやそこに含まれる代表的な理論と実践に
ついて解説する。まず、第１章で臨床心理
学の定義に触れ、種々の心理アセスメント
ならびに心理療法・心理カウンセリングの
成り立ちについて略述。以下の章ではそれ
らをより詳しく述べる。種々の心理アセス

メントについて、諸派の心理療法・カウン
セリングの理論とアプローチについて、さ
まざまな臨床現場でどのような要請と理論
に基づいてどのような実践が展開されてい
るかを述べる。最後に、全体を振り返っ
て、この学問の特徴について再度論じる。
2,500

〔改訂版〕

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

C1311

（放送大学特任教授）
（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

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。
2,500
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ラジオ・A5・212 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32185―6

C1331

（放送大学客員教授・中部大学教授）
（放送大学客員教授・名古屋大学教授）
心理的アセスメントとは何をすることなの
か？心理的支援実践においてアセスメント
は必須の行為である。クライエントがどう
いう人であるのか、どのような問題を抱え
ているのか、といったことを把握しないこ
とには支援の方針計画を立てようがない。

そこで、具体的な方法として、面接、心理
検査（投影法、質問紙法、発達検査、知能
検査、神経心理学的検査）、行動観察によ
るアセスメントについて見ていく。そして
それぞれ何に留意するとよいのか概説する。
2,200
テレビ・A5・296 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31707―1

C1311

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・日本女子大学教授）
子どもを取り巻く厳しい現状の中で、子ど
もを対象として援助活動している臨床心理
士は多く、その領域は拡大している。総論
では、子どもの心の発達及び心理療法の理
論・方法について概説し、各論では、保健・
保育、教育、医療、福祉の様々な領域にお

ける子どもと家族への心理的支援の実際を
紹介する。また、児童虐待、発達障害、離
婚・ひとり親家庭の子ども、震災後の心理
支援等のトピックスも取り上げ、臨床心理
士の果たす役割について論じる。
3,000
ラジオ・A5・252 頁 ’
19

〔新訂〕ISBN978―4―595―31925―9

C1311

（放送大学教授）
思春期・青年期は、子どもから大人に変容
する時期であり、この時期特有のさまざま
な心理的問題が出現することがある。
本書では、心理臨床の実践の視座からこの
時期をとらえ、この時期がはらむ問題につ
いて考究する。また、思春期・青年期の特
徴を学び、この時期に生じやすい心理的問

〔新訂〕

題と心理臨床の視座からの対応について学
ぶことを目標としている。
思春期 ･ 青年期は、大人であれば誰でも通
過してきたはずの時期である。その時期に
あった自分自身のことを思い出しながら学
習することが望まれる。
2,600
テレビ・A5・264 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31705―7

C1311

（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
心理学はデータに基づいて心のメカニズム
を研究する学問である。心理学の研究で利
用される代表的な統計手法として「データ
の記述」「正規分布」「独立した 2 群の差」
「相関係数」「対応ある 2 群の差」「実験計
画法」「比率・連関」「回帰分析」「因子分

析」を扱う。本書では、従来の初級の心理
統計法が前提としていた有意性検定を利用
せず、ベイズ流のアプローチで学習系列が
展開される。その点で本書はとてもユニー
クな内容となっている。
2,600

27
C1311

（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。
2,200
テレビ・A5・248 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31602―9

C1311

（放送大学教授）
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

学

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。
2,300
ラジオ・A5・288 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31704―0

C1311

（放送大学客員教授・京都大学名誉教授）
ヒト以外の動物の学習、認知、知性、感情
の働きについて、最新の知見を織り交ぜて
解説する。学習の一般的原理を解説した後、
一般原理では理解することの難しい学習の
諸現象を生物学的視点から意味づける。ま
た、多様な動物の種々の認知機能と感情機
能を、比較的単純な情報処理過程から他者

学〔改訂版〕

のこころの理解に至るまで紹介する。高度
な知性を示すチンパンジー、カラス、イヌ、
イルカのこころを順次取り上げ、意識や内
省といった動物自身の心的状態の認識に関
する最新の研究を紹介し、ヒトのこころの
特徴を動物のこころに照らして考える。
2,800
テレビ・A5・256 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31706―4

C1311

（放送大学客員教授・帝塚山大学教授）
（放送大学客員教授・中京大学教授）
交通心理学の主たる目標は車社会での事故
防止である。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ており、交通安
全には人的要因（ヒューマンファクター）
の解明が求められる。本書では、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などの概説を行
う。また、子ども、初心者や高齢ドライバ
ーなど対象別の行動特性と教育研究、ITS
技術など交通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。
2,600
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〔改訂版〕ISBN978―4―595―31538―1

学 部

学 部

28

人 文 系

学

ラジオ・A5・236 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32186―3

C1331

（放送大学客員教授・立命館大学教授）
公認心理師法における「司法・犯罪分野」
を踏まえ、少年事件、家庭紛争事件、刑事
事件の 3 部で構成。第 1 部は司法における
犯罪心理学、非行臨床をもとに少年事件を
取り上げる。第 2 部は児童虐待、高齢者虐
待、離婚と面会交流などの家庭紛争事件や

学〔改訂版〕

学校に関わる問題を解説。第 3 部はストー
カー犯罪、凶悪事件の精神鑑定例、犯罪被
害者への贖罪を取り上げる。最後に司法臨
床、治療的司法、加害者臨床をもとに、司
法・犯罪心理学の展望と課題を解説する。
2,600
テレビ・A5・264 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32178―8

C1331

（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
界の間にズレが生じること－それが「錯
覚」である。この錯覚の性質や特徴を知る
ことは、私たちがどのように世界を認識し
ているのかを知ることにつながる。心理学
の諸研究は、視覚や聴覚といった知覚研究
を中心に、記憶や思考など広汎な心的過程

で生じる錯覚のメカニズムを明らかにして
きた。錯覚が私たちの日常生活や社会、文
化、芸術に与える影響を検討し、人の認知
が持つ独特の仕組みについて理解を深めて
いき、心理学的なクリティカル・シンキン
グの基本を身につけていく。
3,100
テレビ・A5・260 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31709―5

C1311

（放送大学准教授）
（放送大学教授）
ヒトは“視覚的生き物”とも言われている。
色や形を通して様々な表現をし､ 色と形に
よって様々な影響を受けている。ヒトの言
葉には､ 感情や状態を表す色や形を用いた
言葉も少なくない。本書は､「色」と「形」
というものに､ 文化的・物理的・生物的・

精神的・芸術的・心理学・心理臨床的視点
など多角度からアプローチし､ 色と形の持
つ意味を解き明かしていく。最終的には､
我々が住み心地・生き心地をよくする色と
形の活用に結びつけていきたい。
3,100

学
ラジオ・A5・300 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31851―1

学 部

C1310

（放送大学教授）
「何ゆえに、われわれは、今、ここでこう
して生きているのか？」を根本の問いとし
て、主な「根源思想」を振り返った後、西
洋哲学を考える。近代文明を問い直すアメ
リカ先住民の思想、そして日本の思想を考
える。現代になると産業が科学技術と結び

学

ついて自然の大改変をする中で地球環境問
題が生じている。医療技術の進歩により人
間の生と死について人為的な操作も可能に
なった。こうした今、改めて哲学・思想を、
広い視野から根本的に考え直す必要がある。
3,200
ラジオ・A5・264 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31603―6

C1310

（放送大学客員教授・上智大学教授）
（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

学

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。
3,000
ラジオ・A5・288 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31604―3

C1310

（放送大学客員教授・日本大学教授）
（放送大学客員准教授・東京大学准教授）
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

学

学

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。
2,700
ラジオ・A5・240 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31710―1

C1310

（放送大学客員教授・東北大学教授）
（放送大学客員教授・東京電機大学教授）
フランスの現代哲学は、多様な展開を見せ
る。本書はその諸相を押さえるために､ ベ
ルクソン、サルトル、メルロ = ポンティ、
フーコー、リクールの 5 人に絞って取り上
げる。これらの哲学者は、様々な立場を代
表する人物であり、この哲学者たちが、現

実といかに格闘し､ いかに思索を紡いでい
ったか、これを学ぶことによって、読者自
らが哲学するときの道標ともなる。彼らの
哲学を学ぶことを通じて､ 自ら哲学するこ
とへ誘うことができれば､ と考えている。
2,800
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ラジオ・A5・276 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31852―8

C1310

（放送大学客員教授・東北大学大学院教授）
私たちは、現代世界が深刻な危機に瀕して
いることを肌で感じている。漠たる不安に
襲われ、何が真に問題なのかと問い、自分
で考えようとするとき、ひとはすでに哲学
し始めているのである。本書では、現代人
の思考にとっての手引きとなる巨星たちに
学び、今日的問題を独自に考えてゆく。ま
ず、現代の危機を予告した 19 世紀末の哲

学者ニーチェの言葉「神は死んだ」に着目
する。続いて、20 世紀という危機の時代
を生き抜いた二人の哲学者ハイデガーとア
ーレントに学びつつ、死と誕生、労働と行
為、大学と学問、科学技術といったテーマ
に取り組み，身の回りの問題を自分でじっ
くり考える力を養う。
3,300
ラジオ・A5・292 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31853―5

C1315

（放送大学客員教授・国際日本文化研究センター名誉教授）
（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
仏教研究は次第に新しい進展を見せ、従来
の常識は大きく書き換えられつつあるが、
それらの研究成果が広く共有されているわ
けではない。本書は、日本仏教に関する最
新の成果を披露し、常識的な理解を見直す
ことを目指す。①主要な日本の仏教者の思
想を取り上げ、現代の場からこれらの思想

の読み直しを迫る。②近年大きく進展した
近代仏教研究の成果を披露し、現代につな
がる問題を考える。③日本仏教の深層の発
想を捉え直して、それが今日どのような意
味を持つか考える。日本仏教の豊かな内容
が異なる視点から明らかにされる。
3,000

学

31
C1381

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
日本語で学術的な文章を書くためには何が
必要か、それはどのようなプロセスである
かを具体的に説く。アカデミックな文章と
は、単なる主張ではなく説得のプロセスで
あることを明確にし、プロセスの 1 つ 1 つ
を追いながら、論文などがどのように構成

学

されてゆくかを具体的に解説する。また、
個々の学問領域によって特に重要視される
点などにも目を向ける。レポートや論文、
卒業研究などの学術的な文章を書くための
スキルを身につけることができる。
2,400
ラジオ・A5・260 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31854―2

C1393

（放送大学教授）
本書は、「古典と近代」という巨視的な視
点を導入することで、日本文学の全体像を
提示していく。文学ジャンルや時代性、東
西文学との交流や相互影響などを、トータ
ルに把握することに力点を置いている。こ
のことによって、日本文学の生成と展開性
を同時に把握する視点を持つことが可能と

学

なる。日本文学の場合、いつの時代にも「古
典と近代」が融合して、文学の創造が継続
的に行われてきた。この点に着目すること
は、日本文学のみならず日本文化の本質へ
の洞察を養うことにもなる。日本文学を現
代性と普遍性の両面から理解する。
2,700
ラジオ・A5・248 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31711―8

C1393

（放送大学教授）
古典から近代までの日本文学における名作
を取り上げて､ 主要な散文作品のエッセン
スを提示することによって､ 文学作品への
理解を深めることを目指している。取り上
げる作品は､ 物語・随筆・評論など広く散
文作品全般にわたるので､ 時代による表現
の変化や文学概念の変遷にも具体的に触れ

ることができる。文学作品の原文購読に力
点を置き､ 文学作品そのものを読む楽しみ
を体験するとともに､ 作品の背景や影響力
にも言及することによって､ 散文で書かれ
た名作の文学史的な広がりも十分に理解で
きるよう構成している。
2,700
ラジオ・A5・268 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31542―8

C1392

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
『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

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。
2,700
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ラジオ・A5・252 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31712―5
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テレビ・A5・264 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31855―9

C1395

（放送大学教授）
『方丈記』と『徒然草』は、日本の古典文学
の中でもとりわけよく知られているだけで
なく、後世の文学や美術に及ぼした影響力
が大きかった作品である。明晰な論理性と
気韻に富む文体で、人間認識と社会認識な
どの多様な思索を展開しており、圧倒的な
写実力と説得力を特徴としている。また、

学

『方丈記』と『徒然草』が依拠した日本や中
国の古典との関わりを知ると同時に、後世
に影響を与え、現代文学としても機能して
いる事実を理解する。さらに、絵画化され
た美術作品にも触れ、文学と絵画の相互交
流性を認識する。
2,700
ラジオ・A5・232 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31605―0

C1391

（放送大学客員教授・二松学舎大学特別招聘教授）
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

学

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。
2,500
・A5・292 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31608―1

C1397

（放送大学名誉教授）
（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
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

学

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。
2,900
ラジオ・A5・320 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32188―7

C1397

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授・立教大学教授）
古代から中世にかけての世界中の名作に触
れ、旅・冒険・非日常という共通の観点か
ら読み解いてゆく。ギリシア・ローマ、中
世ヨーロッパ、あるいは中国などの「冒険
もの」の社会背景や構造を理解し、名場面
の一部を翻訳で味わう。人が異国や異界に

旅立つ原動力や、未知なるものとの遭遇、
成長や挫折などについて検討を行い、人間
の普遍的な営みとしての旅を考える。さら
に口承からテクストへと至る過程を精査
し、古典文学のもつ意味を考察する。
3,500

学
ラジオ・A5・268 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31928―0

C1398

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授）
世界文学の根幹部分を形作った、ヨーロッ
パ近代の文学作品について、それぞれの作
品の鍵となる部分を取り出して、「読み方」
を具体的に解説する。概説ではなく、具体
的なテクストにもとづいて、その作品を読
み解くための手がかりを与えることが目標

学

である。時代としては、16 世紀のセルバ
ンテスやシェイクスピアから、20 世紀は
じめ（第 2 次世界大戦前）までを扱う。ア
メリカ文学をも含む広義のヨーロッパ文学
について、横断的に読解していく。
2,400
ラジオ・A5・296 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31856―6

C1395

（放送大学客員教授・法政大学教授）
（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
文学批評を実践するための理念と方法論を
３つの観点から学ぶ。①文学作品を批評す
るとはどのような行為なのかを、たとえば
読書感想文が文学批評になっていくために
は何が必要か等を通して学習する。②文学
作品を解釈するときにどのような要素に注

目すべきなのかを、小説と詩、散文と韻文
とに分けて学習する。③現代の主要な批評
理論を選び、その理論の解説及び具体的な
作品解釈を通してそれぞれの批評理論の理
念と方法論とを学習する。
3,100
ラジオ・A5・280 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31926―6

C1398

（放送大学准教授）
（放送大学客員准教授・京都大学大学院准教授）
古典中国語は東アジアを中心とする広大な
地域で共有された古典語であり、近代に至
るまで諸民族の精神構造のあり方を強く規
定し続けたと同時に、その影響は現代にま
で及んでいる。本書は、我が国で伝統的に
用いられた訓読という手段を用いながら、

このような古典中国語の読解法を解説す
る。「古典中国語の基本的な構造を理解す
る」、「辞書等を用いながら、標準的な漢文
資料を読めるようになること」などが、学
習目標となっている。
2,600
・A5・260 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31606―7

C1381

（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

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。
2,500
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ラジオ・A5・284 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31927―3

C1380

（放送大学准教授）
（放送大学客員教授・明治大学教授）
コミュニケーション学の入門書として、コ
ミュニケーション学に関する基礎を扱うと
共に、最近の研究の動向なども踏まえなが
ら、コミュニケーションと文化の関係につ
いて様々な角度から概観する。
おもなテーマ（内容）は、コミュニケーシ

学

ョンの基礎概念、非言語コミュニケーショ
ンと言語コミュニケーション、異文化と価
値観、コミュニケーションと多文化共生、
外国人労働者、日本的経営・雇用、文化を
長期記憶と考える、などである。
2,800
テレビ・A5・264 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32187―0

C1381

（放送大学教授）
本書は、日本語の特質を学問的に解明する
「日本語学」を概観し、日本語という言語
を客観的に捉えるための枠組みと素材を提
供する。
文字・表記、書記史、音声・音韻、音韻
史、語彙・意味、文法（品詞論・形態論、
統語論、複文・授受表現）、文法史、文章・

CD

談話、敬語、方言、日本語史といった領域
全般にわたって、日本語学の基礎的な知見
を理解し、日本語という言語の性質の基本
を理解する。最後に、全体を振り返りなが
ら、学んだことを有機的に再構成し、日本
語の特徴的な点を確認する。
2,800
テレビ・A5・216 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31540―4

C1382

（放送大学准教授）
（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

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。
2,800
ラジオ・A5・268 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31610―4

C1380

（放送大学准教授）
（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。
2,900

35
・A5・288 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31474―2

C1320

（放送大学名誉教授）
（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、

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。
2,600
テレビ・A5・288 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31713―2

C1321

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
（放送大学教授）
日本の古代と中世の歴史を、基本となる史
料や史跡のあり方や国際的な交流との関わ
りから探る。国家が形成・整備され、やが
てその仕組みが衰退し、地域社会が表面化
する中、再び統一政権が登場する。列島の
古代中世史像は、発掘調査の成果や様々な

学

新史料の発見によって変貌しつつあり、活
発に越境した国際関係や各地域の歴史の実
像が掘り起こされて、多元的に見直されて
いる。こうした最新の動向をふまえて、日
本列島の新しい古代中世史をたどる。
2,800
テレビ・A5・328 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31929―7

C1376

（放送大学教授）
文学・芸術・武道を中心として、原始から
現代まで続く日本文化の独自性と今日的な
意味を考える。日本列島の自然の中で自然
に神的なものを見て崇拝し祖霊を尊重する
精神が培われ、それは稲作文化が伝わって
国家形成後も底流に流れている。古代に神
話や歌の古典が成立し、平安期に王朝文学

が開花、中世には貴族と武士の文化が融合
した。近世には武芸の道や俳諧、浄瑠璃、
歌舞伎、浮世絵なども生まれた。明治維新、
戦後と、伝統文化は 2 度否定されたが、再
編成され今日に至る。日本文化を見直し近
代文明を超える可能性を探る。
3,200
ラジオ・A5・248 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31548―0

C1321

（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。
2,700
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ラジオ・A5・264 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32190―0

C1321

（放送大学教授）
本書は、日本の歴史の中で、近世（16 世
紀半～ 19 世紀半）という時代を対象とし
て取り上げ、解説する。近世という時代に
ついて、主として社会と文化の関係に着目
し、具体的な素材に深く分け入りながら、
その特質について考える。各章では、名
所・出版・園芸・医療・芸能などのさまざ

まな文化、それらが展開した場としての三
都（江戸・京都・大坂）や長崎などの諸都市、
その他さまざまな事象について、取り上げ
る。日本の歴史の中で、近世という時代が
どのような時代であるのかについて、正確
に理解することを基本的な目標とする。
2,800
ラジオ・A5・284 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31545―9

C1322

（放送大学名誉教授）
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

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。
2,800
テレビ・A5・272 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31930―3

C1370

（放送大学教授）
（放送大学客員教授）
大衆を巻き込んでポピュラーな展開を見せ
た 20 世紀アメリカの文芸､ 美術､ 音楽､
映像の諸例に幅広くふれながら、現代とい
う時代がいかにして立ち上がり、どのよう
な方向性をもって進展してきたのかを考
察、解説していく。本書では、まず「①

部

20 世紀アメリカの歴史と文化の概要」を
知り、次に「②メディアの展開にも関心」
を向けつつ、さらに、「③アメリカを発信
源として世界に流布した文化作品の読み
方」を学ぶことを目標としている。
3,600
テレビ・A5・300 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32189―4

C1322

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）
古代から現代にいたる中国の歴史を東部ユ
ーラシア世界とのかかわりのなかでみてい
く。10 億人をこえる「漢民族」はどのよ
うにして生まれたのか、多民族国家である
中国は諸民族をどのようにして統合してき
たのか、中国はアジアにどのような影響を

与え、またアジアからどのような影響を被
ってきたのか。中国が大国としての道を歩
もうとしているいま、アジアのなかの中国
の歩みをふりかえり、中国とアジアの関係
を歴史的に把握する方法を示す。
3,400

37
C1322

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
（放送大学客員教授・津田塾大学教授）
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

学〔新訂〕

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。
2,500
テレビ・A5・304 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31857―3

C1320

（放送大学客員教授）
（放送大学客員教授・東京大学教授）
モノである考古資料は、そのままでは何も
語ってくれない。考古学は、モノから様々
な方法で情報を読み取り、過去の社会や文
化を復元し、歴史を構築していく学問であ
る。そこで、発掘調査や型式学・年代論・
機能論・分布論などの方法論、隣接科学の

考古学への応用、それをもとにした具体的
な歴史の復元など、考古学の基礎を体系的
に解説する。初めて学ぶ者から専門的な学
習を目指す者まで幅広い読者を対象として
いる。
3,200
ラジオ・A5・240 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31858―0

C1322

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授・日越大学学長）
東南アジアの歴史は、植民地時代には、外
部の文明の影響を受動的に受容してきた地
域として描かれていたが、各国が独立を達
成した時代には、国家の歴史の自律性が強
調され、外文明の影響は副次的に見られる
ようになった。本書は東南アジアを一つの
歴史世界としてとらえ、その歴史の展開

を、近現代史に力点をおきながら、古代か
ら現代までたどっていく。東南アジアは、
日本にとって重要な意味をもつ地域であ
り、その歴史の理解は、世界の中での日本、
アジアの中での日本という現代的課題を考
える上でも有用である。
2,900
テレビ・A5・320 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31931―0

C1330

（放送大学特任教授）
博物館学の基本、博物館の多様なジャンル
と運営の現状、学芸員の活動の基本を踏ま
え、世界の博物館、日本の博物館の歴史を
概観し、博物館の具体的な事例を通して、
学芸員の仕事、多様な博物館とその歴史、
博物館の展示、資料とその保存、情報とメ
ディア、博物館と教育、博物館の経営等に

ついて概説的、包括的に学ぶ。学芸員資格
取得の希望者を対象とするが、同時に、博
物館と関係する多様なジャンル（自然史、
生物、科学、考古・歴史、文化、美術など）
とその研究・実践、ディスプレイ等に関心
のある方にとっても興味深い内容である。
3,100
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テレビ・A5・296 頁 ’
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ISBN978―4―595―31932―7

C1330

（放送大学特任教授）
（放送大学客員教授・九州国立博物館名誉館員）
博物館資料である「もの」の保存について、
その考え方を理解し、知識を学び、技術に
触れる。「もの」の保存は、材質や製作技
法など資料の特徴を捉え、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

〔新訂〕

立つことを理解する。また、具体的事例を
参照し、その意義や方法について包括的に
学ぶ。さらに、防災、危機管理、伝統・環
境の保全など、地域との連携についても理
解し、今後の資料保存について考える。
3,100
・A5・320 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31613―5

C1330

（放送大学特任教授）
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。

〔新訂〕

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。
3,100
ラジオ・A5・292 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31933―4

C1330

（放送大学特任教授）
（放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）
博物館は、コレクションや建物、学芸員な
ど職員が存在するだけでは成り立たない。
来館者が展示などを体験し、満足して帰
り、その後リピートしたり、家族に来館を
勧めたりする行動につながることが大切で
ある。さらに、博物館に足を運ばない地域

住民に、その存在意義を知ってもらうこと
はもっと重要である。そのために、博物館
経営は必須の概念である。本書では、博物
館経営に欠かせない組織や人材、経営手法・
形態、連携などについて学ぶ。
3,000
・A5・280 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31863―4

C1330

（放送大学特任教授）
（放送大学教授）
博物館は、展示による情報の発信のために
様々なメディアを利用する。一方で、博物
館自体が、展示を通じて、さらに博物館全
体として、社会に情報を発信するメディア
そのものだとも言える。そうした「メディ
アとしての博物館（展示）」の観点から、
多様な博物館の具体的な事例を通して、博

物館の展示とは何か、情報とメディアとは
何かを考えるとともに、展示に関わる情報
とメディアの手法、技術、理論、利点、課
題などを包括的に学ぶ。情報やコミュニケ
ーションや文化に関心を抱き、幅広い教養
を楽しく学べる内容である。
3,100

39
C1330

（放送大学客員准教授）
（放送大学客員准教授／横浜美術館主任学芸員・主任エデュケーター）
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

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。
2,900

学

テレビ・A5・296 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32191―7

C1339

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・静岡県立大学教授）
人類がもつ文化に焦点をあてながら、文化
人類学の基本的知識を解説する。社会に閉
塞感や生きづらさが漂う今日の世界は様々
な限界に直面しており、様々な領域で根源
的な転換の構想が求められている。グロー
バル化とともに人類と地球をはじめとする

様々な二元論が地球規模で揺らぎつつある
時代を「人新世」時代として捉え、自然と
文化、自文化と他文化、心と身体、真実と
虚構等様々な二元論が融解しつつある現状
に応じたトピックを取り上げる。
3,300
テレビ・A5・300 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31612―8

C1370

（放送大学教授）
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、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。
3,100
テレビ・A5・272 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31715―6

C1374

（放送大学教授）
舞台芸術は、演出家・指揮者・歌手・ダン
サー・俳優・衣装係・照明係など多数の芸
術実践者が集団で作り上げる芸術であり、
オペラ・バレエ・ダンス・ミュージカル・
演劇等がある。本書は近年日本において大
いに成熟してきたオペラ・バレエに力点を
お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の魅力の根
源を探る。現代日本において代表的な演出
家だった方へ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ていく。
2,800
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C1371

（放送大学客員教授／国際日本文化研究センター教授／総合研究大学院大学教授）
本書は、おおよそ鎖国期以降の時代に限定
し、「日本美術」とその外部との関係を問
い直していく。従来、歴史といえば国民国
家の枠組みを自明視した各国史が支配的で
あるが、この枠組みを近代国民国家意識が
未成立だった時代にまで遡って無批判に当
て嵌めるのは不適切であるとの認識が広が

っている。また近代の国民文化論には、か
えって文化交流の実態を覆い隠すという欠
点も見逃せない。そこで、情報の流通や授
受からいかに造形が生まれ、いかに美術と
呼ばれる営みが活性化されていったかに注
目していく。
3,100

学

ラジオ・A5・248 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31860―3

学

C1380

（放送大学教授）
本書は、言語学の中でも比較的最近発展し
や社会という観点を通して人間にとって言
てきた領域と方法論を取り上げて解説する。 語がどのような位置にあるのかを明らかに
なかでも、言語に対して心理や社会の観点
してくれるだろう。最後に「心理と社会か
からアプローチする「認知言語学」、「言語
ら見る人間の学」として全体を振り返り、
習得論」、「語用論」、「談話分析」、「社会言
「新しい言語学」の成果を俯瞰し、理論や
語学」に着目し、さまざまなトピックを紹
トピックから見えてくるものを再確認する。
介しながら解説していく。それらは、心理
2,700

学

学

ラジオ・A5・260 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31861―0

C1339

（放送大学客員教授・東北大学教授）
文化的存在であると同時に生物的存在であ
る人類の特徴について基盤的理解を進める
ための書である。現在の地球のエネルギー
収支や環境生態系における人間社会の位置
づけに触れた上で、どのような過程を経て
現在にいたるのか、食料摂取を含む幅広い
意味での資源利用と、近代国家のような高

学

度化された政治体制を含む社会組織の多様
な特徴とそれらを支える普遍的な仕組みに
ついて解説する。自然人類学、文化人類学、
霊長類学、人類生態学、先史考古学などの
知見を総合化することで見えてくるヒトの
全体像を把握することを試みる。
2,700
テレビ・A5・256 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31862―7

C1325

（放送大学客員教授・大阪大学大学院教授）
（放送大学客員准教授・お茶の水女子大学准教授）
人文地理学の入門書として、激しく変化し、
複雑化する現代社会の問題に対するアプロ
ーチの視角を、今日の世界や日本の多彩な
問題を例に解説する。導入部分に続いて、
環境に関連するテーマを取り上げ、都市と
空間へのアプローチへと進む。その際、環

境問題や災害・防災、情報化、グローバル
化、ジェンダー、高齢化といった現代的課
題に言及する。また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。
3,400
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ISBN978―4―595―31720―0

C1347

（放送大学客員教授・国立がん研究センター主任研究員）
（放送大学客員教授・日本福祉大学特任教授）
私たちの健康や生活をとりまく様々な社会
状況について取り上げ、納得のいく医療を
受け、社会や環境を健康的により良く変え
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
ことをねらいとする。健康・病気と保健・

学〔改訂新版〕

医療の問題を、市民・住民の問題として社
会的にみること、あるいは社会的に対応す
ることの重要性の一端を理解することが目
標であり、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とする。
2,800
ラジオ・A5・296 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32196―2

C1377

（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
などさまざまな生活資源を利用しながら営
まれている。本書は、お金をめぐる生活の
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や自らのラ
イフプランを考えることができる力を身に

学

つけることを目的としている。読者自身が
経済社会の中で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
料を読み取れる、また、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。
3,200
テレビ・A5・292 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31867―2

C1352

（放送大学客員教授・横浜市立大学教授）
（放送大学客員教授・明海大学教授）
私たちの生活は、不動産を基盤に支えられ
ている。しかし、そのための知識を一般的
には身につけていない。十分な不動産に関
する知識がないことから、「住宅の売買に
失敗した」「賃貸住宅を借りた際にトラブ
ルになった」等、知らないうちに不動産を

めぐる被害者や加害者になっていることが
ある。安心して居住できる住まい・街、お
互いが快適に暮らすために、生活者の視点
から、生活に身近なテーマを取り上げて、
不動産学の基礎を学ぶ。
3,100
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◇生活・健康・福祉
◇法
律
◇政
治
◇社
会
◇経済・経営
◇産業・技術
◇情
報
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C1336

（放送大学客員教授・防災科学技術研究所理事長）

系

狩猟採集社会、農耕社会、工業社会、情報
社会と、社会は不可逆的な変化を遂げてい
る。そのなかにあって災害は多様化し、ま
たコミュニティや安全・安心のあり方も変
容してきている。今後も人と人の助け合い
は安全・安心の確保にとって不可欠であり、
本書はそのためのコミュニティのあり方を

総合的に検討するものである。コミュニテ
ィ・レジリエンスや災害レジリエンスの向
上について考察しながら、全体を通じて「人
と人が助け合わなければ災害を乗り越えら
れない」という命題の本質と実際とを重層
的に考えていく。
3,100
テレビ・A5・312 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31717―0

C1336

（放送大学名誉教授）
（放送大学客員教授・慶應義塾大学名誉教授）
ポスト工業化、経済のグローバル化、少
子・高齢化等の社会変動は、人々の暮らし、
地域社会、仕事の世界を秩序づけてきた構
造を大きく変えつつある。中でも人口増加
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、これまでとは異なるインパクト
を及ぼしている。その実態を、大都市圏と
地方圏､ 地域コミュニティ､ 家族・親密圏
から明らかにする。その上で、これからの
暮らしと社会の新しい地平を展望する。
3,100
ラジオ・A5・264 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32194―8

C1336

（放送大学客員教授・大阪府立大学教授）
家族は、様々な時代・社会において、リス
クを減じ人々の生存を助ける機能を果たし
てきた。しかし、現代の日本では家族のあ
り方が大きく変動し、新たにこの変動と将
来の予測をふまえて、人々は社会の諸課題
に立ち向かわなければならない。本書はま
ず現代社会とリスク、およびそれらと家族

との関係について基礎的知識と理論的視座
を講じる。そのうえで、家族の諸側面（労
働と社会保障、ジェンダー、結婚、単身世
帯化、子育て、高齢化、社会的排除など）
に関して、豊富なデータをもとに変動と諸
課題を論じる。
2,700
・A5・268 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31718―7

C1336

（放送大学准教授）
（放送大学客員教授・福岡大学教授）
人のコミュニケーションによるまちの活性
化を重視したまちづくりが注目されてい
る。本書は、まちの住民、来街者、運営者
それぞれの視点からみた、このようなまち
づくりの社会的意義について論じる。こう
したまちづくり及びその方法の変遷を概観

し、近年、事例が増加しつつある ICT（情
報通信技術）の利用について解説する。ま
た、消費者行動の把握、まち空間のソーシ
ャルグラフの生成、環境情報の利用などに
ついて事例を交えながら紹介する。
3,100

43
ラジオ・A5・272 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32195―5

学 部

C1336

（放送大学教授）
神障がいや終末期など医療に関わる問題に
焦点をあてて、問題の実態を重層的に捉え
て社会構造と関連づけて理解する。また、
問題への現実的な対処や求められる支援に
関する理論と方法を考察する力を探求す
る。
2,700

〔改訂版〕

テレビ・A5・256 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32192―4

C1336

（放送大学准教授）
（放送大学客員教授・東京大学特任研究員）
私たちは、生活の中でさまざまな情報を扱
い、生活に役立てている。生活環境の中
で、どのような情報を認知し、発する情報
は生活の中でどのように役立っているの
か、情報収集の手法や情報の流れ、処理の
方法を中心に説明する。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、消費者の視点から論ずる。また、
医療・福祉分野における最新の情報技術に
ついて解説し、日常生活における利用や応
用可能性について論ずる。
2,900
ラジオ・A5・324 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31864―1

C1336

（放送大学客員教授・大阪大学教授）
（放送大学教授）
東日本大震災ならびに福島第一原子力発電
ているか、安全・安心の実現にどう関わ
所事故以降、リスクコミュニケーションを
っているのか等について、具体的な事例
行うことの必要性がさらに大きく指摘され
（BSE 問題、遺伝子組換え食品、防災、放
ている。本書は、リスクコミュニケーショ
射性物質による健康被害、感染症など）を
ンとは何か、その手法はどのようである
取り上げながら解説する。
か、生活のどのような場面において行われ
2,900
テレビ・A5・344 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31865―8

（放送大学教授）
（放送大学特任教授）
レジリエンスとは、一般に、環境の急激な
変動や逆境の状況に対し、柔軟な対応・適
応によって安定性を維持、または取り戻す
能力とされている。近年では、災害からの
復興の力としての社会のレジリエンスに注
目が集まっている。本書は、レジリエンス

C1360

の概念を多角的・超領域的な視点で捉え直
すため、人類史的時間軸をたどり、また、
遺伝子レベルからヒト、社会、地球レベル
までを視野に入れたレジリエンスの諸相を
検討する。
3,400

系

現代の家族が抱える問題をどのように理解
し、問題解決に向けていかに支援するか。
このことは問題の当事者であり、支援の受
け手である個人や家族のみならず、現代を
生きる私たち共通の関心事である。本書で
は、不登校や非行、ＤＶや児童虐待、介護
殺人といった福祉・司法に関わる問題、精

学 部

44
・A5・272 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31868―9

C1375

（放送大学教授）

系

健康の維持・増進や生活習慣病予防の観点
から、運動やスポーツへの関心が高まって
いる。本書は、ヒトが運動やスポーツを行
ったときの身体の応答や適応について運動
生理学的視点から解説し、健康づくりのた
めの身体活動・運動の意義に対する理解を
深めていく。生体と恒常性、骨格筋・神経

〔改訂版〕

系・呼吸器系・循環器系の構造と働き、運
動と栄養、運動とエネルギー代謝、運動と
外的要因・内的要因、運動と発育・発達、
子どもの体力・運動能力、トレーニング概
論、生活習慣病と運動、運動処方などにつ
いて学ぶ。
2,500
ラジオ・A5・220 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31723―1

C1347

（放送大学客員教授・中部大学特任教授）
（放送大学客員教授・広島大学教授）
睡眠と覚醒によるリズムは生命現象の基盤
にあり、栄養や運動と並んで健康を支える
重要な要素である。睡眠は健康の維持増進
に関わるライフスタイルの改善に必須であ
るばかりでなく、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。
2,700
ラジオ・A5・296 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31934―1

C1347

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・聖路加国際大学教授）
健康になるためには、食事、運動をはじめ
とした生活習慣を整え、良いとされる生活
を送ることが重要と考えられてきた。しか
し、そもそも何が良いのかわからないこと、
同じような生活を送っていても健康の人も
いればそうでない人もいることがある。こ

うしたことを左右する根源の一つには、近
年少しずつ研究が広がってきている「健康
への力」がある。本書では、この「健康へ
の力」について様々な側面から整理し、わ
かりやすく解説をしていく。
2,800
テレビ・A5・260 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31869―6

C1347

（放送大学客員教授・順天堂大学特任教授）
（放送大学客員教授・順天堂大学特任教授）
私たちの健康は、正常な構造が正常に機能
筋運動をすると心拍が速くなることからも
して初めて可能となる。私たちの身体の正
わかるように、相互に密接に関連しながら
常な構造を知り、それがどのように機能し
機能している。このような機能の調節をも
ているかを理解しておくことは重要であ
含めて、トータルとしての人体の構造と機
る。身体の中のさまざまな器官・組織は、
能を理解することを目標とする。
互いに独立して働いているわけではなく、
2,600

45
・A5・312 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31721―7

C1347

部

C1347

（放送大学客員教授・順天堂大学大学院教授）
（放送大学客員教授・順天堂大学大学院教授）

病気は身体の機能が正常範囲をはずれて亢
進または低下した状態と言える。その治療
の一つとして使用される薬物は、いろいろ
なメカニズムで作用し、身体の機能を正常
に近づけるように働く。しかし、場合によ
っては身体に有害な作用をもたらすことも

ある。臨床で用いられている代表的な薬の
作用メカニズム、副作用（有害反応）、使
用上の注意点を学ぶとともに、各論におい
ては、臨床に携わる医師が薬物治療の経験
をもとに解説する。
2,800
・A5・288 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31866―5

C1377

（放送大学特任栄誉教授）
（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
食品はさまざまな化学物質の混合物であ
り、その栄養機能、生体調節機能を通して
私たちの生命維持に必須の役割を果たす一
方、偏った食生活からは種々の疾病を招い
ている。このような食品や食品成分による
生化学過程を、化学と生物学に基づき、食

品の栄養性ならびに生理機能性を基礎から
学習し、現代における食と健康をとりまく
重要な課題の理解を図る。また、食品の健
康維持、ならびに疾病との関連を学習し、
病気の予防についての理解を深める。
2,600
ラジオ・A5・284 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32197―9

C1347

（放送大学教授）
精神疾患にはどのようなものがあり、それ
ぞれどのような特徴をもっているか、疾患
をどのように診断し治療するのか、治療法
にはどのようなものがあるか。精神医学の
診断や治療の基本的な考え方を展望し、代
表的な精神疾患の症状・経過・治療などに
ついて解説するとともに関連法規や社会制

度の概略を紹介する。そして、精神疾患の
当事者をとりまく社会制度や援助のための
社会資源はどのような現状にあるかなど、
基本的な知識・理解の獲得を目的とする。
昨今の当事者活動の盛りあがりや、多職種
連携の必要性についても十分理解したい。
2,700

系

（放送大学客員教授・千葉大学大学院教授）
（放送大学客員教授・愛媛大学大学院教授）
疾病を持つ人に適切な看護を提供するに
の意義、疾病を引き起こす原因とそれによ
は、疾病の原因、基本的な病変の概念、様々
って細胞や組織に生じる変化、基本的な病
な疾病がもたらす身体内部の変化と生活へ
変の概念、疾病に対する医療について理解
の影響、疾病の回復過程とそれを促進する
し、生命活動や生活にどのような障害をも
要因についての理解が必要である。看護師
たらすのかという視点から解説する。
が疾病の成立と回復促進について学ぶこと
2,900
テレビ・A5・280 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31722―4

学 部

学 部
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ラジオ・A5・300 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31936―5

〔改訂版〕

C1347

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・国際医療福祉大学大学院教授・順天堂大学客員教授）

系

公衆衛生学は、人々が関わる社会状況、生
活環境、保健医療制度・事業、社会保障お
よび社会福祉など、医学・医療が社会とか
かわる領域の学問である。病気の人一人ひ
とりを対象とするのではなく、人々の集ま
りとして社会を見ていく。在宅医療、地域

保健などの現場で問題解決のために実際の
活動を行うのも特徴である。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
はかる科学であり技術である。
2,700

〔改訂版〕

ラジオ・A5・324 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31870―2

C1347

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・地域医療研究所シニアアドバイザー）
「感染症」では HIV、結核、SARS、新型
インフルエンザなど新興・再興感染症と医
療現場での感染症問題に焦点を当てる。ま
た、「生体防御」では、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解

説する。交通機関の発達、生活様式の変化、
医療行為等に伴う感染症の特徴を正しく理
解するとともに、これら感染症などに対処
するためにヒトが有している免疫システム
の特徴および多様性について理解を得る。
2,800
ラジオ・A5・348 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31938―9

C1347

（放送大学客員教授・藤田医科大学教授）
（放送大学客員准教授・藤田医科大学准教授）
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、社会福祉士など）

に向けてリハビリテーション医学の知識や
技術をわかりやすく解説する。リハビリテ
ーション医学の基礎知識を身に付け、リハ
ビリテーション概念、評価およびアプロー
チと、実施上の留意点を理解する。
3,400
テレビ・A5・272 頁 ’
19

〔改訂版〕ISBN978―4―595―31935―8

C1375

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・順天堂大学教授）
スポートロジーは、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とし
て創設された。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、
要介護につながる高齢者の転倒・骨折予防、
認知症やうつ病の予防などを行おうという

新しい学問である。医学とスポーツ健康科
学と連携して、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、一般市民の
健康増進のための対策を提案していく体系
だった学問の教育を目指す。
2,800

47
・A5・312 頁 ’
19

学

〔三訂版〕ISBN978―4―595―31937―2

学 部

C1347

（放送大学教授）

〔改訂版〕

において生じる問題の現状と対策を考えて
いく。ライフサイクルとメンタルヘルス、
ストレスの理論、ストレス・コーピングの
実践、精神疾患、災害時とメンタルヘルス、
自殺とその予防等のテーマを取り上げる。
2,700
ラジオ・A5・300 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32201―3

C1336

（放送大学教授）
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。そのために、
人権理念と社会福祉の関係を再検討すると
ともに、現代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
題にも応えようとする。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、社
会福祉の利用者や従事者のほか、看護職、
法律職などの関連職種にも役に立つ。
3,000
テレビ・A5・224 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31554―1

C1336

（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。
2,400
テレビ・A5・280 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31725―5

C1336

（放送大学客員教授・愛知県立大学教授）
障害の種類は多く､ それぞれの特徴は多様
である。本書は､ 障害の概念や障害をめぐ
る思想を理解するだけでなく､ 権利の尊
重、日常生活や社会生活の実態､ 国の障害
者施策や法律､ 生活支援や就労支援の実践
など､ 障害者への理解を促進させる内容を
多角的に解説する。障害者を特別視せず､

スポーツや芸術などの余暇活動も含めた障
害者の生活についての知識を得ることがで
きる。また､ 共生社会の実現に向けて､ 障
害者権利条約に現れている近時の人権思想
の動向や障害者虐待防止法・障害者差別解
消推進法の基本的な考え方をも学んでいく。
2,600

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。
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

学 部
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C1347

（放送大学教授）

系

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

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。
2,400
・A5・276 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31874―0

C1336

（放送大学客員教授・同志社大学教授）
（放送大学客員教授・大阪大学教授）
地域福祉の成り立ちや実践事例などから地
域福祉の考え方を学んだうえで、少子高齢
化、情報化、グローバル化の中、暮らしの
諸課題を解決し、個人の生活を守っていく
上で、住民と専門職、行政・NPO・地域
におけるさまざまな活動主体のつながりや

参加と協働が欠かせないことを理解する。
さらに、地域社会が変容する中で、地域福
祉計画づくり、福祉教育とボランティア学
習、社会的企業の可能性など、新たな地域
福祉の創造に向けた手法と具体策を学ぶ。
2,800
ラジオ・A5・264 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31873―3

C1336

（放送大学客員教授・札幌学院大学教授）
現代の激しい社会変動は、家族や地域生活
のあり方、労働場面等に大きな影響を与え
ている。また、少子高齢化社会の到来によ
り、夫婦や親子、地域社会のあり方などは
変容し、人々の生活基盤は脆弱になってい
る。そのような中、豊かで安定した生活を
支援するための社会福祉実践はますます重

要になっている。社会福祉実践は多岐にわ
たるが、本書では、社会福祉実践の理論的
な枠組みとしてソーシャルワークの理論を
学ぶとともに、具体的な実践事例について
も解説する。福祉関係の国家資格を目指す
人に基礎知識を提供することが可能である。
2,700
・A5・288 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31619―7

C1336

（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

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。
2,600
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C1336

（放送大学客員教授・同志社大学教授）
（放送大学客員教授・神戸国際大学教授）
的リスク」の出現に対する伝統的な社会保
障制度の枠組みの見直しなどについても検
討する。さらに、海外の社会保障制度改革
の動向を追いながら、日本が抱えている課
題とその解決の方向性を考えていきたい。
2,800
ラジオ・A5・288 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32200―6

C1336

（放送大学客員教授・九州大学大学院教授）
ライフステージとは人の一生を少年期、壮
年期、老年期などに分けたそれぞれの段階
のこと。私たちの生活に不可欠な社会保障
制度であるが国の財政面でも大きなウエイ
トを占めており、個人にとっても国にとっ
ても大変重要な制度になっている。ところ
が、私たちの暮らしに社会保障制度がどの

ようなかかわりを持っているかを、正確に
理解することは大変難しい。これは、制度
が複雑であることが大きな原因だが、複雑
なのはそれなりの理由がある。本書では、
社会保障制度がなぜあるのか、対象者ごと
に考えてみる。
3,000
ラジオ・A5・376 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31940―2

C1336

（放送大学教授）
我が国では少子高齢化がますます進行し、
人口も減少に転じた。多くの高齢者を社会
システムとしてどう支えるか、大きな課題
である。高齢期の安定した生活をどのよう
に構築するか多面的に考える。
前半では、高齢期の生活実態を経済、家族、
住宅などの側面からみる。さらに、高齢者

学

〔新訂〕

のための社会的方策がどのように展開して
きたのか、主に戦後の政策的展開について
みる。後半は、高齢者の人権保障や社会的
サービスの実際、地域における高齢者の生
活支援や高齢者自身の運動など、より実践
的なテーマを取り上げる。
3,400
ラジオ・A5・248 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31617―3

C1347

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・国立がん研究センター主任研究員）
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。
2,500

系

人が生まれ死ぬまでの間に遭遇するかもし
れない様々なリスクへの予防・救済として
「社会保障」の制度がある。子ども期から
青年期、壮年期、そして老年期に至るまで
のリスクと社会保障との関係について解説
するとともに、現代における「新しい社会

学 部
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テレビ・A5・244 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31618―0

C1347

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・大阪大学教授）

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

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。
2,500

学〔新訂〕ISBN978―4―595―32198―6
テレビ・A5・280 頁 ’
20

C1347

（放送大学客員教授・兵庫医療大学教授）
（放送大学客員教授・藍野大学教授）
災害看護を行うためには、災害に関する看
護独自の知識や技術を用いることや他の専
門分野と協力して活動していくことが必要
である。この活動を行うためにまず災害に
ついて理解し、さらに災害サイクルに応じ
た人への影響、災害時に特徴的な看護課題

や看護ニーズを学ぶ。国際看護活動として
は、世界の人々の健康や生活課題に対して
看護職によって行われている活動に関する
概要を学ぶとともに、国際協力を支える国
際機関について理解する。
2,700
・A5・284 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31724―8

C1347

（放送大学客員教授・大阪市立大学大学院看護学研究科在宅看護学領域教授）
（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
本書は､ 健康障害を持ちながら在宅で生活
する人々とその家族を理解し､ 対象者の生
活の質の向上を目指した看護を実践するた
めに必要となる基本的な考え方と基礎知識
を理解することを目的とする。在宅看護の
目的や役割､ 在宅管理の様々な対象や看護

の特徴､ 家族支援のあり方､ 在宅看護に関
連する制度やケアシステムなどを体系的に
理解し､ 対象者の特徴に応じた看護の提供
方法や看護技術､ 医療管理等について､ 多
くの事例を通して学んでいく。
2,600

〔改訂版〕

ラジオ・A5・320 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31871―9

C1347

（放送大学客員教授・豊橋創造大学教授）
（放送大学客員教授・順天堂大学教授）
「看護管理」では、患者や家族に看護ケア、
治療への助力、安楽を与えるために、マネ
ジメントサイクル、看護提供システム、キ
ャリア開発、労務管理、看護の質の評価と
管理、情報管理等について学ぶ。「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、入浴中の事故の防止
など、看護関連事故の具体的方法について
学ぶ。
3,200
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C1336

（放送大学客員教授・神戸大学大学院教授）

学

を踏まえつつ、貧困体験を社会的・制度的・
経済的・歴史的な要因と関連付けながら理
解していきたい。
本書では、貧しい人々の振る舞い、言葉、
考え、感情、そうしたものの背景をなす貧
困の意味について考える。
2,600
ラジオ・A5・280 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31872―6

C1347

（放送大学教授）
（放送大学客員准教授・信州大学准教授）
現代社会で死と向きあい、自らの生を生き
きる上で必須の教養である死生学をテーマ
とする。出産・生殖、老い、病い、看護・
介護、看取り、自死、戦争、死別悲嘆、弔
い、いのちの教育、死刑制度など、死生に
まつわるフィールドを幅広く取り上げて論

じる。さまざまな死生の現場で直面する問
題について知識を習得し、自らが直面する
生死の問題について避けることなく取り組
み、人生を切り開いていくための死生観や
問題対応能力を養う。
2,400

系

貧困に対して、社会学的にアプローチする。
貧困は、いつも、単なる低い生活水準以上
の意味をもって貧者に体験されている。彼
ら彼女らは、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。その
ことこそ、貧困体験の中核的要素とさえい
える。そうした認識のもと、今日的な状況

学 部
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C1347

（放送大学客員教授・神戸大学大学院教授）
女性の一生をウィメンズヘルスの視点から
とらえ、女性のライフステージの進行にそ
って各時期の特徴と必要とされる看護を学
ぶ。成熟期においては、周産期に焦点をあ
て妊娠・分娩・産褥期・新生児期の特徴と
看護を学ぶ。母性看護学、ウィメンズヘル

学〔新訂〕

スの考え方、時代による変遷等についても、
関連学問とも関連づけ多角的視野から学ぶ。
両性が各自の性を慈しみ豊かに生きること
ができ、それらの権利が守られるように、
人間の生と生殖に関する健康を支援する。
3,500
・A5・380 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31652―4

C1347

（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

学

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。
3,900
ラジオ・A5・340 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31910―5

C1347

（放送大学客員教授・聖路加国際大学大学院教授）
（放送大学客員教授・順天堂大学教授）
成人期にある人々を対象に、その人にとっ
て最適な健康を維持、増進するための看護
援助を学ぶ。まず最初に、成人期にある人
の心身の特徴と健康問題について概説す
る。次に、手術治療を受ける成人患者及び
慢性的な経過をたどる健康障害を抱える成

人患者への看護援助方法について概説す
る。さらに、成人期に起こる主要な健康障
害を取り上げる。最後に、死に直面した成
人期にある人とその家族への看護援助方法
について概説する。
3,400
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・A5・268 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31971―6
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C1347

（放送大学客員教授・横浜市立大学教授）
（放送大学客員准教授・横浜市立大学講師）

学〔改訂新版〕

においても、そうした観点から提供される
「こころの看護」が求められる。本書は、
精神科医療の歴史、法制度、今日的課題、
精神疾患の治療・看護、精神科リハビリテ
ーション及び地域の生活支援について学ぶ。
2,500
ラジオ・A5・296 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31972―3

C1347

（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って高齢者を捉え
ながら、老いを生きる人々への看護を考え
る。老年看護学が対象とする高齢者の生活
と健康を、高齢期に体験される「老い」と
いう視点から理解した上で、加齢に伴う心

身の変化の特徴を、全人的な多角的観点か
ら学習する。さらに、高齢者の権利擁護、
生活機能の管理、老年期特有の疾病・症候
と看護支援、認知症高齢者へのケア、要介
護高齢者をもつ家族への支援、高齢者の終
末期ケアについても学習する。
2,800

系

精神看護学は、精神科医療における看護の
みならず、患者の精神的ケア、一般生活者
の心の健康など、すべての人のメンタルヘ
ルスを含んでいる。人を生物学的存在とし
て、また心理社会学的存在として捉える全
人的観点は必須であり、いかなる臨床場面

学 部
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ラジオ・A5・224 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31875―7

C1332

（放送大学教授）

系

現在の国内社会及び国際社会においては、
国内法と国際法が相互に連関しながら妥当
している。そうした国内法も国際法も、そ
れぞれ歴史的変遷を経て現段階に至ってい
る。本書は、こうした時代や地域により異
なる法のあり方を踏まえた上で、グローバ
ル化が飛躍的に進んだ現時点での国内法の

概要のみならず、そうした国内法と国際法
の連関についての概要をも示すことを目的
としている。そうした理解の上に、日々発
生する身近な紛争をどのように解決できる
のか、解決するのが望ましいのかについて
考えることが大切である。
2,300
・A5・276 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31942―6

C1332

（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
本書では、憲法の基礎的な知識を学んだ上
で、グローバル化の進展とともに日本国憲
法がどのような変容を蒙り、現在どのよう
な課題に直面しているかを考察する。
本書の目的は、憲法および日本国憲法につ
いての基礎的な知識を身に付けることであ
る。それぞれの項目において、歴史的な考

〔新訂〕

察と比較法的な考察を重視し、憲法につい
て考える基礎的な力を養う。次に、日本国
憲法が直面している様々の現代的な問題を
理解し、それについてどのように向き合っ
ていけばいいのか、その手がかりをつかめ
るようにすることが目標である。
2,700
ラジオ・A5・300 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31726―2

C1332

（元放送大学客員教授）
（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
民法は、我々の日常生活に生じる様々な法
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。我々の生活にお
いて特に問題となる諸問題を取り上げてわ
かりやすく論じることにより、民法のあら
まし、概要の修得、及び問題解決の道筋を

つけられる法知識と法的素養の育成を目標
とする。占有権、所有権、売買に関する契
約や不法行為などの財産法上の問題、婚姻・
離婚、財産分与、相続などの家族法上の問
題を取り上げて論じていく。
2,900
ラジオ・A5・268 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31622―7

C1332

（放送大学客員教授・神奈川大学大学院教授）
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

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。
2,600

55
ラジオ・A5・240 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31877―1

学 部

C1332

（放送大学客員教授・大阪市立大学大学院教授）

〔改訂版〕

具体化する法である」といわれるように、
憲法との結びつきについても明確にするよ
うに意識して展開する。行政に対する法的
な統制の仕組みを把握し、それを通して、
行政活動を法的に統制することの意義や重
要性を理解することを目標とする。
2,700
ラジオ・A5・324 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31912―9

C1332

（放送大学客員教授）
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
論文、美術、音楽、アニメなどの著作物、
及びレコード、放送等を保護する著作権法

は、すべての人々にかかわる法律である。
本書では、著作権制度について基本事項と
実際的な課題を学ぶとともに、職業生活に
おいて著作物の創造及び利用を行う上で必
要となる法的素養を培う。2018 年著作権
法改正、TPP 協定にも対応している。
2,900
テレビ・A5・240 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31727―9

C1332

（放送大学客員教授・川島法律事務所弁護士）
（放送大学客員教授・横浜国立大学大学院教授）
法律学が身近に感じられるように工夫しな
がら、家族に関する基本的な法律の知識、
高齢社会における制度と法律の知識及び法
律の背後にある法の精神（Legal Mind）
を学ぶことを目標とする。人間らしく生き
ることが憲法の保障する権利であり、その

具体化が社会保障制度であること、人生の
最後まで自律した存在として自らの生き方
を追究することが社会保障制度の目的のひ
とつであることを理解することで､ 安心し
た高齢期生活を営むことが可能となる。
2,400
ラジオ・A5・244 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31728―6

C1332

（放送大学客員教授・北海道大学名誉教授）
雇用社会の変貌に伴い、労働法上の多様な
紛争が発生している。本書は、雇用社会の
変貌の態様や原因を解明するとともに、入
社から雇用終了までの紛争のパターンを、
具体的な裁判例を素材にして検討する。対
象となる具体的な論点は、労働契約の締結
と労働契約上の権利・義務、セクハラ、パ

ワハラ、さらにプライヴァシー法理等の労
働者人格権の展開、賃金・労働時間等の労
働条件規制、労災補償や安全配慮義務、退
職や解雇等の雇用終了の法理、等である。
具体的裁判においてどのような利益が対立
し、どう調整しているかを検討する。
2,600

系

行政法は、日常生活とさまざまな場面で深
く結びついているにもかかわらず、その結
びつきがあまり意識されないこともあり、
理解が難しいといわれている。そこで本書
では、行政法で展開されてきたさまざまな
法理を、できるだけ日常生活に結びつけな
がら説明すると同時に、「行政法は憲法を

学 部

56
テレビ・A5・276 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31876―4

C1332

（放送大学客員教授・川島法律事務所弁護士）
（放送大学客員教授・川島法律事務所弁護士）

系

一般市民を対象として、一般市民が広く遭
遇する可能性のある代表的な紛争を取り上
げて、紛争の発生からその解決に至るまで
のプロセスを具体的に説明し、裁判の機
能、裁判の基本構造、手続の特徴等につい
てわかりやすく解説する。また、本書を通

〔改訂版〕

じて、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
ついての理解を深めることを目標とする。
2,700
ラジオ・A5・232 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31943―3

C1332

（放送大学教授）
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、とくに第 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きている。

さらには、近代国際法概念そのものの歴史
的制約性もいろいろな形で指摘されてきて
いる。
本書は、こうした国際法の歴史的変遷を踏
まえたうえで、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ものである。
2,500

57

学

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

学 部

C1331

（放送大学客員教授）
（放送大学教授）
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。
2,800

〔三訂版〕

テレビ・A5・288 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31879―5

C1331

（放送大学名誉教授・国際政治学者）
現代の国際政治の風景を太いタッチで素描
する。太い線の一本は、まず国際政治に大
きな影響を与えるメディアである。いかに
政治がメディアを利用するのかを語る。第
二の線は国際政治を規定する超大国アメリ
カを描く。普通の国からスーパーパワーへ
の成長の軌跡をたどる。第三の太い線は、

この超大国と主要大国との関係を語る。そ
れは中国であり、ロシアであり、イランで
ある。そして第四の線は、アメリカとロシ
アやイランが覇を競う中東諸国の現状を描
く。そして最後に現代の戦争について考え
る。
3,100
ラジオ・A5・308 頁 ’
20

〔新訂〕 ISBN978―4―595―32204―4

C1331

（放送大学客員教授・敬愛大学教授）
東アジア（主に日本、中国、台湾、韓国）は、
所属する人口の多さと経済発展のため、国
際的な影響力が大きい地域である。本地域
は歴史的にも、現在性でもその相互関係が
密接であるといえるが、特に 19 世紀半ば
から国内的およ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
た社会の変容を理解するためには、歴史過
程をふまえた視角が必要となる。本書では、
本地域が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と社会
を作り上げてきたかを解明する。
3,200
ラジオ・A5・308 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32203―7

C1331

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授・千葉大学教授）
19 世紀以降の西ヨーロッパ諸国の政治発
展を比較政治の分析枠組を用いて概観す
る。他の地域と比較すれば、確かに西ヨー
ロッパ諸国の政治には共通の基本的な特徴
があるが、反面、細かく見ていけば、各国
毎に無視できない多様性が見られることに

気付く。本書では、西ヨーロッパ諸国の政
治がもつ、この共通性と多様性が、いかに
して生じ、発展してきたのかを、近世以降
の歴史的展開をマクロの視点からたどるこ
とで明らかにしていきたい。
3,200

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

学 部

58
テレビ・A5・316 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32202―0

C1331

（放送大学名誉教授・国際政治学者）

系

アメリカの一極覇権が終わり、中東地域は
新時代に入った。地域政治のプレーヤーと
してロシアが復活、新たに中国や北朝鮮が
参加、さらにイランやトルコなどの地域大
国が影響力を行使している。こうした域外
と地域の列強が重層的に影響力を競いあう
新しい風景を描き出す。まず、近世から現

代までの中東の歴史を考察し、この地域へ
の興味を引き起こし、次に信頼できる情報
分析のための枠組みを提供、確固たる知的
な枠組みと的確な事実認識に基づいて、中
東の政治の重層性を分析する能力を獲得す
る。
3,200

〔改訂版〕

テレビ・A5・280 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31946―4

C1331

（放送大学客員教授・政策研究大学院大学教授）
現代日本において、同時代の現象として展
開している政治のあり方を、その基本構造
にまで目を向けつつ解説する。
経済・社会あるいは国際環境の変化によっ
て生じつつある政治の変化にも十分な注意
を払い、歴史や国際比較の観点も一部に
盛り込んで、豊富な事例を用いて現代日本

の政治を具体的に解き明かすことを目指す。
また、政治学と現代日本に関わる基本知識
を身に付け、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
めることを目標としている。
2,900
ラジオ・A5・276 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31729―3

C1331

（放送大学教授）
主に幕末から戦後にかけての近現代の日本
の政治思想史を解説する。西洋とも、また
中国や朝鮮などの東洋とも異なる日本の政
治思想とは何かに注意を払いつつ、有名思
想家のテキストを読むだけでは見えてこな
い日本の政治思想の特徴を探っていく。日
本の政治思想史の特徴を総論で把握し、各

論では近世から現代にかけての政治思想の
流れを詳説する。個々の思想家だけにとら
われない政治思想をつかむことで、日本政
治に対する理解を深め、現在の日本政治の
背景にある歴史的、思想的前提を正しく理
解することが本書の目的である。
2,800
テレビ・A5・288 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31945―7

C1331

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
明治維新から 150 年が経過し、戦前史と戦
後史がおのおの半ばを占める。全体像を視
野に入れるのが難しい一方で、大胆な再構
成が許されるチャンスでもある。そこで、
戦前、戦後それぞれを形成期と展開期とに
明確に分け、４つの時代の個性に合わせた

大胆な構成を採用した。
近現代日本の政治、外交についての基礎的
な知識の習得、現代の政治や国際関係につ
いて歴史的に考える視点を身に付けること
が目標である。
2,600

59

学

ラジオ・A5・296 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32205―1

学 部

C1331

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
は被治者である一般の人々であることもあ
るし、被治者である人々もときには行政に
携わり、行政を使う立場になることもあ
る。また、被治者も、民主制のもとでは、
行政を究極的には統制する側の統治者でも
ある。
3,100
テレビ・A5・360 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31625―8

C1331

（放送大学客員教授）
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。
4,100

系

現代日本の行政を念頭に、行政が人々に見
せる様々な特性を、多角的に概説し、理解
することを目指す。読者として想定してい
るのは、行政によって支配を受ける被治者
である一般の人々である。行政に携わる為
政者でもなければ、行政を使う立場の為政
者でもない。こうした為政者も、ある面で

学 部

60
ラジオ・A5・276 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31569―5

C1360

（放送大学教授）
（放送大学教授）

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

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。
2,900

〔改訂版〕

ラジオ・A5・224 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31944―0

C1331

（放送大学名誉教授・国際政治学者）
本書は、二部構成になっており、第一部で
世界の宗教を、第二部では日本の領土問題
を論じる。
第一部、宗教では、ユダヤ教、キリスト教、
イスラム教、ゾロアスター教の連続性に焦
点を当てる。異なる宗教の信徒に敬意を持
って接するために、それぞれの宗教の世界

観や教義を学ぶ。
第二部、日本の領土問題では、意見を持つ
前に必要な基礎知識を提供する。冷静な議
論の知的な基盤を固めるために、第三者や
相手方の目には、どう問題が認識されてい
るかを理解する。
2,400
ラジオ・A5・276 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31565―7

C1336

（放送大学教授）
（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

学

〔改訂版〕

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。
2,800
・A5・248 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31631―9

C1336

（放送大学特任教授）
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。
2,500

61
・A5・220 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31952―5

学 部

C1336

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・東京学芸大学教授）
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
得することを目標とする。各種調査の留意
点（適切な調査方法、調査の限界）などに
ついても、できるだけ幅広く解説する。
2,400
テレビ・A5・264 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32206―8

C1333

（放送大学客員教授・同志社大学教授）
1980 年代後半のバブル経済から 1990 年代
にかけて、銀行を中心とした日本の金融シ
ステムは大混乱に陥った。不良債権問題、
銀行倒産、金融危機、そして情報技術の急
速な進歩により、金融の仕組みに大変革が
求められた。また、それらに対応するた
め、当局による規制監督にも大幅な見直し

が求められた。2008 年にはリーマンショ
ックが起き、サブプライムローン問題が、
経済社会全体の危機につながっていった。
本書では、重要性を増している金融の仕組
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。
3,000

〔新訂〕

ラジオ・A5・308 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31730―9

C1334

（放送大学特任教授）
（放送大学客員教授・聖心女子大学教授）
1998 年の NPO 法施行以降の関連法や制度
の改訂、新しい税制などを説明し、地域や
社会に関わる営利目的でない活動を始めよ
うとする際の基本的知識を提供する。国
際協力 NGO の事例も含めわが国の非営利
活動の歴史や、NPO 法人を中心とした非

〔新訂〕

営利活動団体の概略を述べ、活動事例を紹
介する。また、営利企業との比較における
NPO の組織と財務の特色、企業や行政が
解決し難い社会問題解決に果たす役割、社
会的企業論との関連などを考える。
3,100
テレビ・A5・300 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31559―6

C1331

（放送大学名誉教授・国際政治学者）
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。
3,400

系

本書では、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）を解説
する。卒業研究や修士課程での論文作成、
職務や市民活動などで社会調査を行おうと
する人達に対し、問題関心や目的に沿った

学 部

62
ラジオ・A5・292 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31947―1

C1333

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・立教大学名誉教授）

系

人間の経済社会には、生産者の社会と消費
者の社会の二面性が存在する。生産者の社
会では、ホモ・ファベル（作る人）が真面
目で勤勉さをみせ、労働に励み製品を作り
出している。他方消費者の社会では、余暇
や快楽をモットーとして、消費するホモ・

学

ルーデンス（遊ぶ人）を生み出している。
そして、生産者と消費者は相互に有機的に
結びつく社会を形成している。本書では、
これらの社会が近代から現代にかけて、ど
のような変化を見せるのかについて考える。
2,900
ラジオ・A5・280 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31882―5

C1334

（放送大学客員教授・上智大学教授）
経営戦略と経営組織を中心にして、経営学
の概念や理論に関する基本的な論点を解説
する。本書の目標は、経営学の基本的な論
点と専門用語を習得し、現実の経営現象を
考察する能力を身につけることにある。主
なテーマは、経営戦略の策定、全社戦略、
新事業開発の戦略、競争優位と事業システ

ム、事業システムの設計と構築、コーポレ
ートガバナンス、企業組織の形態、モチベ
ーションとリーダーシップ、雇用システム
と人材育成、組織文化、国際化のマネジメ
ント、アントレプレナーシップとベンチャ
ービジネスなどである。
2,700
テレビ・A5・300 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32208―2

C1334

（放送大学客員教授・横浜国立大学大学院教授）
様々な活動を行う個人や組織等（経済主体）
の経済活動を記録し、情報としてその利害
関係者に伝達する役割を会計は担ってい
る。そのため、経済主体の経済活動を写像
している会計情報を理解することにより、
その経済主体に関わる様々な意思決定を行
うことができる。そして会計情報を理解す

学

るには、会計学は不可欠な知識である。本
書では、「会計学」の基礎を幅広く解説す
る。企業、政府、非営利法人等といった様々
な経済主体の会計について、投資家や債権
者、消費者、住民、寄付者等の外部の会計
情報利用者の立場から体系的に検討する。
3,000
テレビ・A5・268 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31948―8

C1333

（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していく。
ノーベル経済学賞は、1968 年にスウェー
デン国立銀行が、ノーベル財団に働きか
け、設立され、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
るはずである。ノーベル経済学賞受賞者の
生い立ちと研究業績の現代社会的意義につ
いて、分かりやすく解説している。
2,800
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ラジオ・A5・300 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31880―1
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C1333

（放送大学客員教授・島根大学教授）
（放送大学客員教授・近畿大学教授）
（放送大学客員准教授・近畿大学准教授）
に関する諸課題についての基礎知識を理解
し、都市と農山村をめぐる問題について、
経済学的な視点から分析・考察することが
可能になることを最終的な目標とする。
3,200
テレビ・A5・236 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31881―8

C1333

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
（放送大学客員准教授・東京大学准教授）
20 世紀後半からの東アジアから東南アジ
ア、南アジアにまたがるアジア地域の急速
な経済成長は、経済発展の歴史的展開に関
する従来の議論に重大な疑問を突きつけ、
その結果として地域発展の特性やヨーロッ
パとアジアとの関係の見直しの動きが本格

的になってきている。このような状況を背
景に、近年盛んに行われているグローバル
経済史をめぐる議論の論点を紹介し、それ
らに関わる重要な題材を取り上げ、15 世
紀から現在に至る大きな経済の流れを学ぶ。
2,400

〔改訂版〕
部

・A5・224 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31733―0

C1334

（放送大学准教授）
（放送大学客員教授・高崎経済大学教授）

ファイナンスは、私たちが経済活動を行う
限り、直接的・間接的に私たちの生活に影
響を及ぼしている。しかし、お金儲けの道
具と誤解したり、「お金の話はちょっと…」
と敬遠したりする人が多い。本書は、ファ
イナンスに関する正しい知識を習得し、社

会におけるファイナンスの役割をより身近
に感じ、理解してもらうことを目的として
いる。①ファイナンスと市場、②ファイナ
ンスと企業、③ファイナンスの広がり、と
いう 3 つのテーマで構成されている。
2,500
・A5・292 頁 ’
19

〔改訂版〕ISBN978―4―595―31949―5

C1333

（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
本書は、初学者にも分かる形で、体系的に
経済学の観点から財政学の解説を行うこと
で、基礎知識を獲得していくことを目的と
する。その内容は、財政学の主要トピック
スをほぼ網羅するものとなっている。他方
で、「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を紹介す
る。また、財政システムは、実は私たちの
生活と密接にかかわっており、その分析・
理解能力を身に付けることが、すなわち、
現代社会を理解することに他ならないこと
を理解することが本書の目標である。
2,900

系

日本経済の都市と農山村の間で、つまり中
心と周辺をめぐる間でどのような問題が生
じているのかを追求し、その核心を明らか
にし、どのような解決方法があるのかを、
事例を紹介しつつ模索する。都市と農山村

学 部
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〔改訂新版〕

ラジオ・A5・240 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31950―1

C1334

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・法政大学教授）

系

企業活動のグローバル化は中国、インド、
ロシア、ブラジルの新興工業国の台頭を迎
え、ますます急速に地理的範囲を増大しつ
つある。本田宗一郎が喝破した「世界一に
ならなければ、日本一になれない」と言う
言葉が今日ほど実感される時代はかつてな

〔改訂版〕

かった。本書では、こうした状況に対応す
るために、日本企業がいかにグローバル戦
略と管理方法を策定し、実践していくべき
かを実務的かつ学問的視点から理解するこ
とを目的としている。
2,400
ラジオ・A5・236 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31629―6

C1333

（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、

〔三訂版〕

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。
2,400
ラジオ・A5・256 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31883―2

C1333

（放送大学准教授）
管理会計の目的は、企業で行われるさまざ
ま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。主なテ

ーマは、原価の諸概念と原価計算、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、
非財務情報の活用、意思決定会計の理論、
業績管理会計の理論などである。
2,800
テレビ・A5・248 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31732―3

C1334

（放送大学客員教授・青山学院大学教授）
（放送大学客員教授・東京国際大学教授）
企業の存続・成長に必要な売上や利益を、
製品やサービスの提供を通じて実現する活
動がマーケティングである。市場の成熟
化、ニーズの多様化や個性化、技術の成熟
化、競争のグローバル化が進む中、企業経
営におけるマーケティングの重要性はます

ます高まっている。こうしたマーケティン
グの全体像について、具体例を交えて解説
する。また、サービス・マーケティング、
ソーシャル・マーケティングなど近年注目
を集めている特殊領域についても触れる。
2,800
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テレビ・A5・212 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31731―6
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C1334

（放送大学准教授）
（放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）

学

する。すでに内部監査に携わっている方に
は、内部監査についての再整理と新たなる
知見を与えるものとなる。内部監査の意義
と役割を踏まえ、様々な組織における内部
監査のあり方について理解を深めていく。
2,500

〔新訂〕

ラジオ・A5・240 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32207―5

C1334

（放送大学客員教授・香川大学准教授）
政治・経済・社会が変容する過程で、大学
への期待や大学が果たす役割も日々変容を
遂げている。大学の役割は一般的に教育・
研究・社会サービスといわれるが、設置者
や個別大学の設置目的や歴史、立地等によ
り、その運営方法や機能の果たし方、経営
上の課題は一様でない。

学

本書では、大学の歴史や制度等の大枠を踏
まえた上で、設置者別の組織・人事・財務
などの基本事項をおさえ、その上で教育、
研究、社会サービスといった個別機能に応
じたマネジメントに関わる基本的概念や知
識の獲得を目指す。
2,900
テレビ・A5・264 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31951―8

C1334

（放送大学客員教授・東京工業大学名誉教授）
（放送大学客員教授・法政大学教授）
〈（一社）経営情報学会推薦〉
繋いだ経営情報の体系化が求められる。
情報技術は、知識社会におけるビジネスの
本書では、経営情報学の基礎となる理論や
基礎ではあるが、情報技術利活用の基礎と
なる人間の知性と分析的な能力があってこ
概念を学び、優れた経営情報システムの事
そ新たな価値を創出することができる。そ
例研究とともに、企業組織の有効な情報利
の意味で、情報技術の実際と可能性を踏ま
活用を理論的・実践的に解説する。
えた上で、人間系、機械系をシームレスに
2,900

系

営利・非営利を問わず、組織運営の成否を
決めるのは内部監査の成否といえる。本書
は、組織の外からは実感する機会がない内
部監査について､ その目的や原則を理解
し、実際の手続きを検討することによって、
内部監査の重要性を理解することを目的と

学 部

66
テレビ・A5・316 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31570―1

C1334

（放送大学客員教授・東京工業大学教授）

系

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」

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。
2,800

〔新訂〕

・A5・204 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31955―6

C1355

（放送大学准教授）
（放送大学客員准教授）
問題とは何か、どう発見し、どう解決する
か、そのために必要な情報をどのように収
集・整理し分析するかといった一連の過程
を通し、解決策を見いだす科学的技法を、
様々な分野からの問題発見と解決の具体的
な事例とともに紹介する。この考え方を応

用し生涯に渡り主体的に学ぶことを、そし
て多様な協働を通じて学び活用するスキル
を身につけることを目指す。仕事や生活に
活用できることを目標として、ものの見方、
考え方とともに実践的な知識を学習する。
2,200

〔新訂〕

ラジオ・A5・300 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31736―1

C1334

（放送大学客員教授・東京工業大学教授）
技術経営とは技術を重要な資産として捉
え、企業や機関が研究、開発、事業化、そ
して普及に関わるプロセスを効率よくマネ
ジメントし、イノベーションを創出するた
めの知識を習得する学問領域である。技術
や専門知識を活用して活躍している社会人
やイノベーション創出に興味がある読者を

学

対象として、効果的なイノベーション創出
に関わるマネジメントについてグローバル
な視点から知的滋養を養う。企業戦略と技
術戦略、アントレプレナーシップ、分野別
（セクター）の技術経営や今後の技術経営
の課題等について論究する。
3,100

〔改訂版〕

ラジオ・A5・244 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31884―9

C1336

（放送大学客員教授・奈良女子大学教授）
現代社会では、それぞれの社会の実態や
人々の行動・意識を明らかにすることを目
的とした社会調査が数多く行われ、それに
基づく分析結果がさまざまなメディアを通
して提示されている。本書は、社会調査に
基づく分析結果を読み取るために必要とな
る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読者に対する分
析の実践的側面も考慮した基本的・応用的
な分析手法を扱う。 具体的には、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、そして重回帰分析を中心
として多変量解析の一部について解説する。
2,900
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ラジオ・A5・232 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31885―6
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C1336

（放送大学特任教授）
（放送大学教授）
ーソナル・ネットワーク、都市類型と社会
構造等について、都市社会学に関する基本
的な概念と理論、考え方等を理解し、身近
な地域社会の諸現象等について的確に考察
できるようにする。
2,400
テレビ・A5・288 頁 ’
19

〔改訂新版〕 ISBN978―4―595―31953―2

C1360

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
（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なかで、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、研究・開発からはじま
り、「もの」が実際につくりこまれてゆく
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

学

営の実際を概観しながら「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
を明らかにし、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。
2,800
テレビ・A5・296 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31737―8

C1350

（放送大学客員教授・東京工業大学名誉教授）
（放送大学客員教授・東京工業大学名誉教授）
人間活動の基盤である科学・技術を支えて
いる材料はどのように使われているのかを
知るとともに、その素材である金属材料、
半導体材料、陶器やセメント、ガラスなど
の無機材料、プラスチックなどの有機材料
等がどのような機能を持つために利用され

ているかを学び、さらにその機能を発揮す
べく創出される本質を学ぶ。現代の産業社
会、施設、設備、製品等がどのような材料
により構成されているか、その機能は何か
などを概観することを目的とする。
3,500
ラジオ・A5・292 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31734―7

C1336

（放送大学副学長）
（放送大学客員教授・横浜国立大学客員教授）
環境問題の諸側面を様々な視点からとら
え、その解決方法に関して基礎的かつ広範
な視点を学習する。人の健康、人の利用、
生態系保全といった環境問題の諸側面、都
市、地域、国際、地球といった地域の広が
りを対象とした環境問題のとらえ方につい

て学び、原因の同定から解決のための技術
の概要について解説する。さらに、安全・
安心、循環型社会、自然共生社会、低炭素
社会という現代の環境問題のとらえ方につ
いても解説する。
3,200

系

都市社会学の基本的な概念と理論、その背
景にある研究上の問題構成等について論じ
る。併せて、都市・地域社会に関する具体
的なトピックを取り上げて社会学の研究成
果の紹介等を行う。都市・地域・コミュニ
ティ、都市化と家族・親族、都市居住とパ

学 部

68
ラジオ・A5・284 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31735―4

C1360

（放送大学特任教授）
（放送大学客員教授・日本大学教授）

系

中所得国のわなから脱するため産業構造の
高度化などを迫られているアジア。一方で、
日本も中期的な成長戦略を模索している。
こうした状況下、国民経済計算における産
業統計を利用し、アジア諸国の産業政策を
分析する。また、産業連関分析により、ア

ジアの自動車、電気電子、そして農・食品
産業のクラスターの現状を紹介する。わが
国の産業がアジア諸国の産業と深く結ば
れ、さらに連結されていく中、アジアにお
ける人材育成の必要性を確認する。
3,000
ラジオ・A5・284 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31887―0

C1361

（放送大学客員教授・立命館大学教授）
農業生産から始まり、食品製造、食品流通
（卸売、小売）
、外食、そして家庭での消費
に至るフードシステム全体の構造と、それ
を構成する産業主体間の価格や品質をめぐ
る調整関係を示すとともに、各産業の構造
と行動、消費者の意識や行動についててい
ねいに解説する。なかでも、食料の素材を

生産する農業段階については、手厚く解説
する。あわせて、将来世代のために関係主
体が共存でき、望ましいフードシステムが
存続できるように、フードシステムが抱え
る課題とその改善の方向を論じられるよう
に材料を提供する。
2,900
・A5・272 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31563―3

C1336

（放送大学客員教授・東京工業大学名誉教授）
（放送大学客員准教授・東京工業大学准教授）
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

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。
3,700
・A5・272 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31495―7

C1352

（放送大学客員教授・東京工業大学名誉教授）
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

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。
3,200

69
テレビ・A5・296 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31630―2

学 部

C1336

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授・東北大学教授）
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。
3,400
・A5・248 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31888―7

C1360

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授・国立環境研究所地球環境研究センター長）
地球環境問題（特に地球温暖化）を科学的
に正しく理解した上で、これまでの地球温
暖化防止に向けた国際社会、政府、企業、
市民の取り組みを俯瞰し、自治体や民間企
業で行われている先進的な試みについて理
解を深める。さらに、大幅な温室効果ガス

削減のための研究実証事例や期待できる成
果を理解する。最終的には、一人ひとりが
これらを自身の問題と捉え、問題解決に向
けてもっとも納得できる行動に結びつける
ことが目標である。
2,900
テレビ・A5・292 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31889―4

C1352

（放送大学客員教授・東京工業大学名誉教授）
（放送大学客員准教授・横浜国立大学准教授）
地球環境問題が顕在化した 1990 年代を境
に、住宅の省エネルギー化や低炭素化、自
然環境との共生が叫ばれるようになった。
住まいの環境は室内環境（ウチ）と屋外環
境（ソト）の両面から創造されるものであ
り、その住まい方によって大きな影響を受

学

ける。これらを鑑みて、ソトの気候の理解
と、微気候のつくり方、ウチの温熱環境や
光環境等の環境の調整のあり方を学ぶ。今
後の住まいの環境デザインに欠かせないデ
ザインメソッドを考究する。
3,300
テレビ・A5・268 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32210―5

C1336

（放送大学客員教授・東北学院大学教授）
災害社会学は、突発的な事象に対してどの
ように人々が対処できるのかを現場から探
る学問である。本書では、東日本大震災を
中心にした千年規模の大災害を社会学的視
角から学ぶ。都市文明が進めば進むほど複
雑さが増し、大規模な災害に対して復旧や
復興にも時間がかかる。災害と地域社会お

よび個体の脆弱性の克服という視点から
「現場」で取り組んでいる創造的仕掛けや
創意工夫について、人びとの生活の視点お
よび死生観に立って学ぶ災害社会学の視点
や知識の習得を通じて、災害と社会との関
係についてのより深い理解に到達する。
2,800

系

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

学 部
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ラジオ・A5・248 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31633―3

C1360

（放送大学副学長）
（放送大学教授）

系

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。
2,600
ラジオ・A5・268 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31564―0

〔新訂〕

C1336

（放送大学客員教授・京都大学名誉教授）
（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

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。
2,700

〔改訂新版〕

テレビ・A5・312 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31954―9

C1350

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・東京大学特任教授）
エネルギー問題・地球温暖化問題の解決を
図るには、エネルギー技術開発だけでなく、
エネルギーと社会について、その関連性を
本質的によく理解することが求められる。
本書では、エネルギーと社会・経済との関
係を様々な視点から考察し理解を深めると

ともに、エネルギー技術について、その基
礎から応用、社会的な側面も含めて俯瞰的、
系統的に解説する。また、低炭素社会・持
続可能な社会の実現に向けたエネルギー技
術開発と、展望と課題についてまとめる。
3,600
テレビ・A5・236 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32209―9

C1334

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
わが国の経営組織について理解を深めると
ともに、働く人々のキャリアと関連するト
ピックについても学習する。前半では株式
会社の形態、組織行動等について解説する
とともに、経営組織が有効性保持のために
行う環境適応について、主に労働市場の変

化から考える。後半ではキャリアという視
点を意識して、ライフコース論、女性、高
齢者等のテーマを紹介する。最後に、国際
化の経営管理への影響、経営学のフロンテ
ィアである非営利組織について説明する。
2,400

71

学

テレビ・A5・256 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32211―2

学 部

C1360

（放送大学客員教授・青山学院大学教授）
すべての地域に妥当する結論の提示はでき
ない。ひとつの地域でえられた知識を普遍
化することは、危険性をはらむものである
ので、いくつかの地域を比較した議論をする。
具体的事例から、開発課題の背後にある因
果関係を捉える方法の習得を目標とする。
2,800

系

本書は、アジアの農村を対象として、⑴人
口と農業、⑵むら共同体の機能、⑶市場を
形成する商人 ( 財市場 )、そして (4) 農村金
融市場の 4 つの柱で構成される。
「人口と
農業」以外では、冒頭で議論の枠組みを説
明して、そのあとで「開発の現場」を念頭
に置いた解説をする。アジアは多様であり、

学 部

72

学

・A5・276 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31634―0

C1355

（放送大学教授）
（放送大学教授）

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

学

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。
2,800

〔改訂版〕

テレビ・A5・272 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31738―5

C1355

（放送大学准教授）
（放送大学特任教授）
家や職場から学習する上で役立つパソコン
の活用方法を基礎から学ぶ。パソコンの基
本操作について学んだ後、パソコンソフト
を駆使して文献を検索、表計算ソフトを用
いて図表を作成、文書作成ソフトでレポー
トを作成、プレゼンテーションソフトを用

いてプレゼンテーションをできるように
し、遠隔学習者として必要な素養を身につ
けることを目指す。パソコンやインターネ
ットを利用してオンラインで学ぶための素
養を身につけさせる。
3,000
テレビ・A5・264 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31741―5

C1355

（放送大学教授）
（放送大学教授）
初等中等教育における ICT 機器の知識・
理解・技能、思考・表現に関する活用事例、
特別支援教育における ICT 活用の現状、
高等教育における ICT を活用した授業、
学習コンテンツの種類や特徴､ 教育におけ
るｅラーニングの活用など、ICT と学校教

育に関する基礎知識を具体的な事例に則し
て解説する。また、アメリカ、中国、日本
の大学における ICT 活用の事例も取り上
げ、オンライン教育の実態と特徴及びその
趨勢を考察する。
2,900
・A5・292 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31957―0

C1355

（放送大学教授）
（放送大学教授）
情報科学の基礎として、情報を数理的に取
り扱う理論とデジタル表現に変換する方法
を学ぶ。まず、情報を量的に取り扱うこと
のできるシャノンの情報理論に基づき、情
報量やエントロピーなど情報の数理的扱い
を学ぶ。次に、デジタル情報一般につい

て、圧縮したり、誤りを検出・訂正したり、
情報を暗号化したりする方法を学ぶ。そし
て、さまざまな形態の情報が、その特性に
応じてどのような方式でデジタル情報とし
て処理されているかを解説する。
3,200

73

〔改訂版〕

テレビ・A5・248 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31894―8

学 部

C1355

（放送大学教授）
（放送大学准教授）
る。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ている
のか、変わりつつあるのか、また、変えて
いかなければいけないのか、本書はデジタ
ルメディアの特性を理解しながら考える。
2,600
ラジオ・A5・232 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31896―2

C1355

（放送大学教授）
情報・メディアと法を、情報法、知的財産
法、著作権法の相互の関係から体系的に解
説する。情報法は高度情報通信ネットワー
ク社会形成基本法（IT 基本法）から、知
的財産法は知的財産基本法から、著作権法
は知的財産基本法をもとに説明する。ただ
し、著作権法の体系的な説明は、コンテン

学

ツ基本法と著作権法と著作権等管理事業法
の三つの法律の関係から理解する必要があ
る。なお、判例の蓄積によって権利化され
た肖像権・キャラクターなどについて説明
を加え、情報倫理との関係から情報・メデ
ィアのソフトローについて考える。
2,400
・A5・276 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31956―3

C1355

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・上智大学教授）
情報の処理の基本は、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
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、と
くに情報概念についての認識や計算手順の
自然言語表現などを詳しく学習する。
2,900
・A5・312 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31961―7

C1355

（放送大学教授）
情報化と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。
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。国際ボランティアは、東日本大震災
をはじめ、近年の巨大災害で社会の注目を
浴び、2020 年東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催や訪日外国人の増加により
広く社会的な関心を集めている。
3,000

系

コンピュータをはじめ、スマホ、タブレッ
ト、デジタルテレビ等の多機能化により、
デジタルメディアが進化している一方、ク
ラウドコンピューティングにより、インタ
ーネットに常時接続して情報が流通し、共
有される、といった集約化も行われてい

学 部

74
ラジオ・A5・260 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32212―9

C1355

（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
（放送大学教授）

系

まず、1956 年から開始された AI 研究とし
て、推論、探索、知識表現、機械学習など
の技術を学ぶ。次に、スポーツコーチ、自
動運転、ロボット飲食店、間接業務、社会
インフラ点検、授業支援ロボット、知的パ
ートナーの 7 分野における AI 技術の実践

例について学ぶ。最後に、AI システムと人・
社会の関係がより密接になる未来社会にお
いて、AI システムを活用・開発するとき
に考えるべきことを学び、世界レベルの競
争となっている現状について学ぶ。
2,700
テレビ・A5・280 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31742―2

C1355

（放送大学准教授）
（放送大学教授）
日常生活や仕事を進める上で重要なシステ
ムであるデータベースについて、その概
念、歴史、仕組みと応用を基本から解説す
る。データベースの意義や役割を明らかに
し、もっとも利用頻度の高いデータベース
であるリレーショナルデータベースの設

計・管理方法を解説する。さらに、データ
ベース技術の応用として、複雑な処理が必
要になるデータモデルや近年様々なシステ
ムで汎用的に使われているマークアップ言
語である XML なども併せて扱う。
2,900

〔改訂版〕

・A5・344 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31890―0

C1355

（放送大学教授）
計算機科学において重要な「データ構造」
と「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、双方向連結
リスト、環状連結リスト、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、デ

ータの基礎的な操作（探索、挿入、削除、
整列）等について学び、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。初歩的なプログラミン
グについて知っていることが望ましい。
3,500

〔改訂版〕

・A5・292 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31739―2

C1355

（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）

と呼ばれるソフトウェアが用いられること
が一般的である。本書は、パソコンや家電
に組み込まれるマイコン等を例にしなが
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
ータの利用について解説する。
3,100

75
・A5・240 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31891―7

学 部

C1355

（放送大学教授）
（放送大学教授）
トウェア工学、データベース、ユーザイン
タフェース、ネットワーク、コンピュータ
のハードウェアである。簡単な情報処理の
しくみであれば、自分で設計や制作をする
ことができることを最終の目標とする。
2,500

〔改訂版〕

・A5・288 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31740―8

C1355

（放送大学教授）
主に決定問題を、数理モデルを用いて解く
方法を解説する。問題の目的や制約条件を
数理モデルで定式化することにより、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。決定問題は、工学のみならず、
日常生活、経営、行政等のあらゆる場面に

現れる。実用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、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。具体的な問題を
数理モデルとして定式化できるようになる。
2,900
テレビ・A5・272 頁 ’
20

〔改訂版〕 ISBN978―4―595―32213―6

C1355

（放送大学准教授）
現在、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
出するためには大量のデータをどのように

学

処理し、どういった分析をすれば良いのか。
またそのことでどういった知識が抽出でき
るのか、といった事について具体的に解説
する。回帰分析、主成分分析、因子分析、
多次元尺度法、クラスター分析、アソシエ
ーション分析、決定木などの分析を学ぶ。
3,000
・A5・252 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31496―4

C1355

（放送大学教授）
（放送大学客員教授／大学改革支援・学位授与機構特任教授）
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、

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。
3,000

系

コンピュータのハードウェアと、その上で
動くソフトウェアが、どのようなしくみで
動作するのか、その基本的な考え方と、そ
の考え方に基づいた構築の実際について学
ぶ。具体的には、デジタルデータの取り扱
い、アルゴリズム、プログラミング、ソフ

学 部

76
ラジオ・A5・248 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31504―6

C1355

（放送大学客員教授・筑波大学教授）

系

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

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。
2,800
・A5・144 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31892―4

C1355

（放送大学教授）
コンピュータは計算する機械である一方
で、文字、音声、画像、映像といった多様
な情報も扱うことができる。しかし、これ
らの情報がどのように扱われているかは、
外からは見えにくいのが現状である。この
ため、本書では、文字、音声、画像、映像

といった情報の処理や認識がコンピュータ
上で実際にどのように行われているかにつ
いて概説する。コンピュータ上で、多様な
情報を扱うための仕組みを知るとともに、
それらの処理技術について習得する。
2,200
テレビ・A5・192 頁 ’
20

〔改訂版〕ISBN978―4―595―32214―3

C1355

（放送大学教授）
映像コンテンツの制作技術を体系的に学習
し、映像の表現技術の習得を目指す。映像
コンテンツの制作工程としては、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 つに大きく分けることがで
き、映像制作に必要な技能としては、技術
面と表現面がある。商用の映像制作では、

これらの各分野で細かく分業化されている
が、本書は各専門職を養成することが目的
ではないため、映像制作について体系的に
扱う。また、一般的な映像制作ではなく、
高等教育の学問分野として映像コンテンツ
の制作を位置づけている。
2,900
ラジオ・A5・272 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31637―1

C1355

（放送大学教授）
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

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。
3,500

77

〔改訂版〕

ラジオ・A5・204 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31958―7

学 部

C1355

（放送大学客員教授・京都大学教授）
ステム、機械翻訳などの応用システムが
我々の日常に浸透しはじめている。
本書では、その背後にある自然言語の性質、
自然言語をコンピュータで処理するアルゴ
リズムや仕組み、難しさ、今後の展開など
を解説する。
2,500
ラジオ・A5・256 頁 ’
20

〔改訂版〕ISBN978―4―595―32219―8

C1355

（放送大学教授）
本書では、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学習
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学ぶ。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
キューといったデータ構造の実装について
学習する。コンピュータプログラミングに
とって主要な資源であるメモリの利用のし
かたも学ぶ。なお、プログラミングの学習
にはＣ言語の例を用いる。
2,900
・A5・288 頁 ’
19

〔改訂版〕ISBN978―4―595―31959―4

C1355

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・同志社大学客員教授）
情報は、まちづくり、ものづくり、教育、
交通など、生活のあらゆる場で不可欠なも
のである。現代社会においては、多様なニ
ーズを持つ人々が、情報、教育、放送メデ
ィア、社会活動などに「アクセス」するこ
との重要性に対する認識が高まっている。

本書では、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
の在り方について考える。
3,000
ラジオ・A5・248 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32217―4

C1355

（放送大学教授）
（放送大学教授）
本書は、情報化社会におけるメディアと教
育のあり方に関して、「メディアで学ぶ」
「メディアを学ぶ」という 2 つの視点から、
教育の現状や課題に関する知識を習得す
る。第 1 章から第 9 章までは初等中等教育
および高等教育において、メディアがどの

ように活用されているかについて学ぶ。そ
して、第 10 章から第 15 章にかけては、さ
らに情報技術との関連を通して、メディア
を用いる教育の意味、メディア・リテラシ
ーの実際とその意味を学ぶ。
2,900

系

日本語や英語などの自然言語は人間の知的
活動の根幹をささ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。
近年のコンピュータおよびコンピュータネ
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

学 部

78

〔改訂版〕

テレビ・A5・312 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31893―1

C1355

（放送大学名誉教授）
（放送大学客員教授・東京大学教授）

系

コンピュータと人間の接点、つまりヒュー
マンインタフェースという領域について、
まずインタフェースという基本概念を、次
いで人間についてその多様性やその設計の
あり方、その社会的側面などを解説する。
さらに、ここ 30 年ほどの間に開発された

技術についても学ぶ。人間とコンピュータ
との関係がどうあるべきかを学ぶことによ
り、技術をどのように活かすべきかを考え、
具体的なインタフェースとして設計する考
え方を身につけることを目標とする。
3,500
テレビ・A5・220 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32216―7

〔新訂〕

C1355

（放送大学准教授）
コンピュータやインターネットが普及する
につれて、私たちはさまざまなハードウェ
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。
こうしたものを私たちにとって便利で使い
やすいものとするためには、まず、それら
を利用する情報機器利用者（ユーザ）につ

いて、その特性やニーズ、利用状況などの
的確な理解を得ることが大切であり、そう
した情報を得たうえ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扱い、情報学のための
研究方法の基礎として位置づける。
2,500

〔改訂版〕

テレビ・A5・300 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32218―1

C1355

（放送大学准教授）
現代の社会において、「モノ」とも呼ばれ
るコンピュータどうしを接続するネットワ
ークはさまざまな場所で用いられるように
なった。
本書では、ネットワークのとらえ方や通信
のしくみといった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、私たちの身近で実現され
るようになったネットワークを使ったサー
ビスについて解説する。ネットワークによ
るサービスを実現するために不可欠となっ
たネットワーク技術やコンピュータ技術に
ついても学ぶ。
3,200
テレビ・A5・264 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31897―9

C1355

（放送大学教授）
（放送大学教授）
情報セキュリティと情報倫理の問題を、シ
ステムの開発運用及び我々の利活用の 2 つ
の観点から解説し、その全体像を明らかに
する。主たる目標は、情報セキュリティの
システム的・運用的な課題を理解すること、
情報リテラシー（フルーエンシー）教育に

おける情報倫理の課題を理解すること、社
会における一利用者として必要な情報倫理
を身につけること、最新の動向を、継続的
に学習できるためのコンピテンシー（能力）
を身につけることである。
2,600

79
ラジオ・A5・336 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32220―4

学 部

C1355

（放送大学准教授）
海底ケーブルを例にしながら現代の通信に
ついて学ぶ。そして、モノのインターネッ
トとも呼ばれる IoT（Internet of Things）
に代表される高度化する将来のコンピュー
タ通信について概観する。最後に、コンピ
ュータ通信の今後についても概観する。
3,600

〔改訂版〕

・A5・288 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31960―0

C1355

（放送大学准教授）
（放送大学客員准教授・青山学院大学准教授）
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。Web の仕組み
や Web システムを実現するための技術を
学び、普段意識せずに使っている Web の
裏側を理解する。さらに、Web の関連技
術や Web を使った応用システムを学ぶ。

Web システムが動作する仕組みを理解し、
Web に関する規格、動的な Web サイトを
実現する仕組み、Web のセキュリティ、
Web システムの具体例や応用などを理解
することが目標である。
2,800
テレビ・A5・272 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31895―5

C1355

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
コミュニケーションの媒（なかだち）であ
るメディアを、歴史／空間という二つの軸
で位置づけ、テクノロジー、リテラシー、
モビリティ、観光、ワークショップなどに
関する学問領域との交流の中から、新しい
メディア論の相貌を描き出していく。メデ
ィア論の基礎的素養を学び、メディアと人

間、社会の関係を多元的に理解できるよう
になること、及び現代のメディアが抱える
さまざまな問題を構成的にとらえ、当事者
意識を持って取り組もうとするメディア・
リテラシー（メディアの読み書き能力）を
養うことを目標とする。
2,600
テレビ・A5・228 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32215―0

C1355

（放送大学教授）
（放送大学教授）
情報通信技術の進展は、私たちの社会生活
を大きく変貌させ、そのなかで生きる人々
の思考・行動にも大きな影響を及ぼしてい
る。IoT 環境、ライフログ技術、ビッグデ
ータ、人工知能など情報通信技術に関する
新しい技術とその可能性、社会的有用性、

そしてそれらが人間および社会に及ぼす影
響についての知識を深める。同時に、遺伝
子研究や脳における情報処理についての知
見を紹介し、人間と情報環境との関わりに
ついて考察する。
2,700

系

通信は現代のヒトとヒトのコミュニケーシ
ョンを支えるとともに、高度なコンピュー
タ社会を支える重要な基盤技術となった。
本書では、有線・無線を問わず、データを
信号で表現し、遠くまで伝送する通信の基
本的なしくみを学ぶとともに、無線 LAN
や携帯電話などの移動体通信、衛星通信や

学 部

学

80

自

然

学

系

◇自 然 科 学
◇数
学
◇物質・物理科学
◇生 物 科 学
◇宇 宙 地 球 科 学

学

テレビ・A5・292 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31584―8

C1340

系

（放送大学教授）
（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

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。
3,200

学〔改訂新版〕
部

・A5・312 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31899―3

C1341

（放送大学教授）

これから大学で数学の勉強をするにあたっ
て必要なことがらを解説する。内容は高等
学校までに学ぶ数学であるが、それをでき
るだけ体系立てて解説していく。基礎的な
計算技法はある程度必要であるが、それを
必要最小限に押さえたい。公式を単に記憶
し、数値をそれに当てはめるだけの学習で
はなく、その意味することを学び、数学の

〔改訂新版〕

基本概念をしっかりと理解することが目標
である。数学の各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
学的な見方、考え方、そして正確な議論の
進め方を学んでいく。数学は苦手だがもう
一度学習してみたいという人に配慮し、文
字通り初歩から数学を解説する。
3,000
ラジオ・A5・272 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31900―6

C1341

（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
1 変数の実関数の微分・積分を学んだ次の
ステップとして、多変数の実関数の微分・
積分及び複素関数について学習する。多変
数の実関数としては主として 2 変数関数を
扱い、その可視化、連続性、微分と計算、
多項式近似、極値問題、積分、面積・体積
の求め方などを解説する。次にその発展と

して複素関数の微分・積分を扱う。実変数
を複素変数に変えるだけだが、複素関数は
実関数にない多くの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もとづく実関数の定
積分の計算方法を紹介する。
3,000

学
〔三訂版〕
部

・A5・320 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31962―4

81
C1341

（放送大学教授）

平面や空間といった素朴な概念から始め、
数ベクトル空間を定義し、行列の概念を導
入する。このとき、連立方程式の解法とい
う親しみやすい事柄の復習を通して、行列
の演算、行列式、逆行列の求め方を解説す
る。また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
どういうものか解説する。さらに固有値、
固有ベクトルを定義し、基底の変換を解説
する。いわゆる数ベクトル空間について解
説し、抽象的、公理的な議論はなるべく避
けるようにしている。
3,200
・A5・296 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31641―8

C1341

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

系

（放送大学教授）
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。
3,000
テレビ・A5・300 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31743―9

C1341

（放送大学教授）
微分方程式は解析学の中心的役割を果た
し、理工科系研究の基礎学術領域には欠か
せない存在である。微分方程式は微分積分
学の理解を深めるために重要であるばかり
でなく、自然現象や社会現象を数理的に表
現し研究するための手段として、あるいは
工学研究に必要な道具としても存在してい

学〔新訂〕
部

学 部

る。本書は、微分方程式の解の意味の理解
を促し、問題解決型と知識伝達型を併用す
る形で解説する。基本的な線形微分方程式
を主な題材に、線形代数学、積分変換論な
ど様々な数学的角度から考察を加える。微
分積分学を学んでいることが望ましい。
3,100
ラジオ・A5・296 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31744―6

C1341

（放送大学教授）

平面や空間におけるベクトルの復習から始
め、ベクトル空間に内積を取り入れること
で長さや角度が表せることをみる。こうし
て得られる計量ベクトル空間において正規
直交基底が構成できる。また、空間におい
て形を変えない変換すなわち合同変換を解
説し、その行列表示として直交行列を学ぶ。

次に、ベクトルや行列の成分を複素数とす
ることで複素ベクトル空間を考える。対称
行列に基底の変換を施し、行列が対角化で
きるための条件や特徴付けを考える。最後
に、2 次曲面を行列を用いて表し、2 次曲
面を標準形と呼ばれる形に変形し分類する。
3,100

学 部

学
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・A5・300 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31898―6

C1333

（放送大学教授）
（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）
高度情報化社会が謳われる中で、私たちの
身の回りにはテレビや新聞・雑誌・インタ
ーネット等を通して多種多様な統計情報が
溢れている。本書は、統計の基本的な考え
方、データの統計的活用の理論と方法を解
説するとともに、具体的な理解を深めるた

め、身近なデータの表計算ソフトを使った
簡単な分析方法も説明する。諸種の統計グ
ラフや統計数字に関して具体的な意味を知
り、そこから正しく情報を読み取ることが
できることを目標とする。
3,800
テレビ・A5・176 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31576―3

C1341

系

（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

学〔三訂版〕

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。
2,200
ラジオ・A5・220 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31964―8

C1341

（放送大学客員教授・宮崎大学教授）
母集団と標本の関係をベースにして、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解説し、
回帰分析や因子分析などの多変量解析の手
法について、その特徴に焦点を当てて説明
する。さまざまな確率モデルの特徴を把握

学

〔改訂版〕

し、バラツキをもった現象に対して適切な
確率モデルを選択し、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とする。
2,500
テレビ・A5・296 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31963―1

C1341

（放送大学客員教授・神戸大学名誉教授）
数学の歴史を、西欧のみならずアラビア世
界や日本などの非西欧世界も視野に入れて
解説する。数学の中身はもちろん、発想の
源泉や理論を、受容した社会的・文化的背
景なども含めて解説している。文化におけ
る数学の歴史的具体相を見ることによっ
て、数学が孤立した学問ではなく、様々な

要因のもとで展開し、また多くの学問領域
に影響を与えたことを学び、私たちが抱く
数学のイメージを、歴史を通して根本的に
再検討していく。従来あまり取りあげるこ
とのなかったアラビアや西洋中世・ルネサ
ンスの数学なども解説している。
3,200

学
・A5・300 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31642―5
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学 部

C1342

（放送大学教授）
（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

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。
3,300
テレビ・A5・296 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31745―3

C1342

本書は「物理法則に基づいて自然現象を記
述する」見方、考え方を伝えることに重点
をおき、数学的な技法にもある程度立ち入
って解説する。物理学の対象領域の全体像
を示した上で、力学、熱力学、振動と波動、
電気と磁気、量子の世界、相対性理論入門

系

（放送大学教授）
（放送大学教授）
の学び方を提示する。19 世紀を代表する
ファラデーと、21 世紀の先端を走る欧州
原子核研究機構（CERN）を対比させ、そ
の間を繋ぐ形で物理学の世界を俯瞰するこ
とを柱とする。
3,400

〔改訂新版〕

テレビ・A5・276 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31965―5

C1342

（放送大学教授）
（放送大学教授）
本書は、物理学の基盤となる古典力学の内
容を体系的に解説している。ニュートン力
学の論理と方法に親しみ、解析力学の考え
方に習熟することを目標としている。力と
運動の関係は、ミクロな素粒子世界からマ
クロな物質世界、さらには宇宙のスケール

に至る自然界のあらゆる階層で生起する現
象を記述する際の基本でもある。理論体系
と具体的な実例、応用例を豊富に取り上げ、
現代社会における力学の役割についても解
説している。
3,100
テレビ・A5・300 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31578―7

C1342

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
（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。「量子物理学、熱統計力学」の
基礎と応用を扱う本書は、「力と運動の物
理」、「場と時間空間の物理」と併せて物理

学の 3 本柱となる。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。
3,200

学 部

学
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テレビ・A5・296 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32221―1

C1342

（放送大学教授）
（放送大学教授）
物理学の基盤となる古典電磁気学と重力理
論を体系的に解説。理論体系と具体的な実
例、応用例を豊富に取り上げ、現代におけ
る電磁気学の役割にも触れる。電磁気学は
古典物理学において力学と相補的な関係に
あり、その考え方を学ぶことは量子力学や

場の量子論を学ぶ上で必須である。本書で
は、電磁気学の場の理論による体系的理解
から始め、その応用と特殊相対論による基
礎づけを学ぶ。また、一般相対論による重
力の現代的な見方とその応用も解説する。
3,400

学〔改訂版〕 ISBN978―4―595―32222―8
ラジオ・A5・300 頁 ’
20

C1342

系

（放送大学教授）
（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。しかし、熱と
仕事は同じエネルギーの一形態であるが、
等価でない側面がある。膨大な実験を通じ
て、巨視的な量の間に成り立つそうした関
係を数学的体系にまとめあげたのが熱力学

学

である。本書では、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。ただ
し、熱力学の生物、物理、化学に関わる現
象への応用を考え、分子論との繋がりにつ
いても配慮する。
3,400
・A5・272 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31901―3

C1343

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・東京工業大学教授）
人類史上のエポックを画す火や青銅器・鉄
器の利用は、化学反応の利用にほかならな
い。人類が古くから用いてきた技術には、
物質変化に関連した化学技術と呼ぶのがふ
さわしいものが数多く存在する。一方で初
学者には、その多様性に起因して物質に関

学

する脈絡に欠けた雑多な知識の総体として
映ることもある。本書は、多様性に打ち克
って成立に至った現代化学の体系を学び、
統一的に物質を捉えるために必要な物の見
方の獲得を目指す。
3,100
テレビ・A5・264 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31746―0

C1343

（放送大学教授）
分子が示す様々な機能は、分子の構造と電
子状態によって決まる。これらは化学結合
論により関係づけられる。本書は、共有結
合・イオン結合・配位結合といった代表的
化学結合とそれらができる仕組み、分子の
立体構造、さらに分子間相互作用を、電子
の振る舞いにまで踏み込み、量子力学の観

点から整理する。その上で、機能性材料の
設計指針となる分子及び分子集合体の構造
形成・機能発現の原理、放射線による化学
結合の破壊と生体影響、生体分子の構造と
機能および医薬品の働きの学習を通して、
化学結合を総合的、俯瞰的に理解する。
3,100

学

学

テレビ・A5・272 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31747―7
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学 部

C1343

（放送大学教授）
膨大な種類の分子が知られているが、それ
らの分子に含まれる元素の種類は意外に少
ない。つまり、物質の多様性の起源が化学
結合の組み替えにあることを意味する。こ
の結合の組み替えが「化学反応」であり、
この理解を通じて我々は様々な物質を合成
し、生活を豊かにしている。本書では、化

学平衡、反応速度、触媒作用などの化学反
応論の一般的な側面を、熱・統計力学に基
づいて演繹的に導くとともに、化学者が経
験的に明らかにしてきた典型的な反応のパ
ターンについて整理し、基礎理論に基づい
た体系的な理解を目指していく。
3,100

学

・A5・296 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31966―2

C1343

原子、分子の性質や反応を司る原理、それ
を記述する理論を体系的に解説し、多様な
化学、物質科学の拠り所となる理論的基盤
を提供する。実験結果と分子機構を、理論
を通して結びつける力を涵養する。近年産
業界でも利用される量子化学計算を、意味

系

（放送大学教授）
（放送大学教授）
と適切な手続きを理解して活用する基礎を
提供する。分子の構造、反応性、光応答性
の背景にある分子の量子力学を理解し、周
期律、反応選択性、分子機構を電子構造と
結びつけて学んでいく。
3,300

学

ラジオ・A5・256 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31902―0

C1343

（放送大学教授）
社会的、経済的、倫理的な絡み合いが複雑
化する現代社会のいくつかの課題を、化学
的な視点を通して見つめる。課題の本質を
理解するのに必要な基礎知識を習得し、化
学原理の理解を深める。環境、生活、エネ
ルギー、生命・医療等にある具体的課題の
解決に活用される先端技術に触れる。主な

テーマは、オゾン層の役割とその保護、地
球温暖化と全地球的気候変動、水の化学、
酸性雨、放射線の化学、エネルギーと化学、
高分子の化学、いのちを紡ぐ物資、抗生物
質と NSAIDs（解熱鎮痛剤）、「デザイン」
された薬などである。
2,900

学 部
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・A5・284 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31903―7

C1345

（放送大学教授）
（放送大学教授）
地球上の多様な生物たちを個別に理解する
ことも必要であるが、多様に見えて基本的
な部分は共通する物質、構造、事象からな
っている。本書では、DNA、細胞、代謝
といった微視的な共通性から、個々の生物
を統一的に理解する。さらに、生物と地球

環境との関係や、異なる生物種の間にはた
らくさまざまな作用といった、一見複雑な
関係にも、共通の基盤があることを認識す
る。生物だけでなく、生物に関わる環境も
含めた統合的な視点を身につける。
2,700

学

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

C1345

系

（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

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。
3,000

学〔改訂版〕ISBN978―4―595―31967―9
・A5・272 頁 ’
19

C1345

（放送大学教授）
生物は、細胞を基本単位としている。細胞
は、自身の持つ遺伝情報を基に、自身で利
用するタンパク質を作り出す。そして、細
胞内では、それら作り出したタンパク質や、
タンパク質によって合成された生体高分子
が働いて、細胞は様々な機能を発現するこ
とができる。このようなしくみによって、

生物の生命活動は維持されている。
本書では、生命活動の基となる分子の働き
を見るとともに、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
られる現象を紹介し、遺伝情報や細胞を利
用した新たな技術についても解説する。
3,100

学

テレビ・A5・264 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31748―4

C1345

（放送大学教授）
地球上で誕生した生物は 40 億年近くかけ
て進化し､ 今日では大きな生物多様性が見
られる。この生物の変遷について､ 生物の
誕生から細胞の進化､ 様々な生物の繁栄と
絶滅､ 植物や動物の多様化､ そして人類に
至るまでを紹介する。また､ 生物の進化の
しくみについて､ ダーウィンが明らかにし

た自然選択説､ 木村資生による分子進化の
中立説といった基本的な理論について解説
し､ 最近の知見である形態やゲノムの進化
機構､ あるいは寄生や共生といった生物間
の関係の変遷についても紹介する。生物の
進化と多様化について総合的に考察する。
3,000

学

学〔改訂版〕

テレビ・A5・296 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31580―0
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C1345

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授・京都大学教授）
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

学〔新訂〕

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。
3,200
・A5・272 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31579―4

C1345

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

系

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・北海道大学名誉教授）
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。
3,000
テレビ・A5・184 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31581―7

C1345

（放送大学客員教授・岐阜大学教授）
（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、

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。
2,200

学 部
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ISBN978―4―595―31583―1

C1344

（放送大学客員教授・筑波大学教授）
（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

学

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。
2,800
テレビ・A5・300 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31749―1

C1344

系

（放送大学名誉教授）
本書は、理系・文系を問わず、現代の天文
学が得た宇宙の知見を理解してもらう入門
書である。人間と宇宙との古くからの関わ
りに始まり、太陽系の新しいイメージ、多
様な恒星の世界、恒星の集団形態や恒星の
進化、銀河とその集団、そして宇宙の膨張
に至る現代の宇宙の構造、及びそのような

構造をとるに至った宇宙の進化について解
説する。併せて、どのような理論と観測か
らこのような知見に至ったかもわかりやす
く解説する。宇宙について現代の市民が教
養として持つべき知識を把握・修得しても
らうことが目標である。
3,400
・A5・308 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31645―6

C1344

（放送大学准教授）
（放送大学客員教授・東京大学名誉教授・海洋研究開発機構特任上席研究員）
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

学

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。
3,500
テレビ・A5・312 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31904―4

C1344

（放送大学教授）
太陽については様々な太陽観測衛星による
研究で、太陽表面の多様な活動性がわかっ
てきた。また、太陽系全体についても、惑
星や小惑星の探査機が次々と新しい発見を
もたらし、今や冥王星の姿も明瞭に観測さ
れるようになってきた。本書は、これらの
新しい知見に基づき、太陽と太陽系の最新

の姿と太陽系の進化を体系的に解説してい
く。現代天文学が明らかにしてきた太陽と
太陽系に関する最新の知識を、教養学部の
レベルでわかりやすく伝えることを目標と
し、地球や人類の位置付けを広い視野から
考える能力を獲得できるようにする。
3,300

学
テレビ・A5・300 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31968―6
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C1344

（放送大学教授）
現代物理学と天文学が解き明かしつつある
宇宙の誕生と進化について解説する。宇宙
の観測は電磁波、重力波、および宇宙線と
多岐にわたっている。そこで、本書では、
まず宇宙の観測がどのように行われている
かを概観し、これらの情報を読み解く方法
について解説する。

宇宙の理解には物理学の助けが必須であ
る。基礎的な物理学の知識を学び、物理学
を使いながら、宇宙そのものと宇宙に存在
する様々な天体（銀河、星、惑星、星雲な
ど）の誕生と進化を理解する方法について
できるだけ平易に解説する。
3,500
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語

◇英
語
◇ド イ ツ 語
◇フランス語
◇スペイン語
◇イタリア語
◇中 国 語
◇韓 国 語
ラジオ・A5・240 頁 ’
17
ISBN978―4―595―31750―7
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C1382

（放送大学客員教授）
（放送大学准教授）
本書は、英語の初学者もしくは英語を学び
直したい学習者を対象に、基本的な内容を
扱っていく。基礎的な文法や発音につい
て、簡単なスキットを素材にして学ぶこと
により、ごく初歩的な英文法の知識を身に
つけ、個々の単語や文章を明瞭に発音し、

学

CD

簡単な文章ならば読解できるようになるこ
とを目標とする。また、英語の辞書の引き
方や世界中の英語圏の文化の諸相など、英
語学習を容易にする情報についても毎回少
しずつ学ぶようにする。
2,800
ラジオ・A5・224 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31905―1

C1382

（放送大学准教授）
（放送大学客員教授）
外国語の四技能といわれる「読」
「書」
「話」
「聞」のうち、「聞」に焦点を当てる。英語
を聞き取る力を上げることを意図するが、
その過程で必然的に語彙の強化にも取り組
む。また、まとまった談話を聞き取る場合
は、その構造を予測できるようなヒントも

提供したい。さらに、アメリカ英語とイギ
リス英語の違いや、同じ国の中の地域的・
社会的なアクセントの違いなどについても
触れる。さまざまなジャンルの英語の談話
が聞き取れるようになることが目標である。
2,600
テレビ・A5・176 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32223―5

C1382

（放送大学教授）
本書では、シオドア・ローズヴェルトから
バラク・オバマまでの 20 世紀から 21 世紀
の合衆国大統領の演説を、映像資料をもと
に切迫した臨場感を再現しつつ取り上げ、
そこで用いられている英語表現を、アメリ
カの歴史と文化に対する理解と結びつけつ
つ学んでいく。それぞれの演説に関して、

平明な英語で書かれた解説・論評を速読し、
パラグラフ・リーディングの訓練を行い、
さらに暗唱、エッセー執筆、ヴァキャブラ
リー・チェックなど多様な学習課題を用意
し、個々の読者のニーズに合わせた学習を
サポートする。
2,300
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テレビ・A5・364 頁 ’
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ISBN978―4―595―31969―3

C1384

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
初級文法を習得しながら、様々な表現と読
解の方法を解説する。ドイツ語のアルファ
ベットに親しみ、単語の綴りと発音を学ぶ。
さらに、動詞の現在人称変化、形容詞、人
称代名詞、定動詞、不定詞、名詞の性と数、
定冠詞、不定冠詞、形容詞、副詞、陳述文
と疑問文、否定冠詞、所有冠詞、不規則な

（’
19）

CD

現在人称変化、動詞の自他交替、3 格目的
語をとる前置詞、格交替の見られる前置詞、
前置詞と定冠詞の短縮形、分離動詞、非分
離動詞、再帰代名詞、再帰動詞、従属接続
詞、現在と未来、話法の助動詞と未来の助
動詞などを学ぶ。
4,000
ラジオ・A5・368 頁 ’
19
ISBN978―4―595―31970―9

C1384

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
ドイツ語の基本的な構造の理解をさらに深
めながら、それを応用する形で実際に使わ
れるドイツ語に慣れていくことを目標とす
る。時間表現の復習、比較と順序づけ（形
容詞の比較級と最上級）、関係節・関係文
の作り方と使い方、不定関係代名詞、不定
詞副文を用いた禁止と規定（動詞の zu 不

（’
18）

定詞と zu 不定詞句）、複文の中での時間
と因果の関連（様々な従属接続詞と従属接
続）、行為の担い手の言及の回避（受動態
の形式）、間接話法・要求話法、複雑な動
詞構成（複合動詞、機能動詞構文）などを
学習する。
4,000
テレビ・A5・268 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31906―8

C1385

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員准教授・東京大学准教授）
二人の人物を中心に話が進む短いスケッチ
をもとにフランス語の基礎を学ぶ。スケッ
チの解説、発音の練習、文法事項の説明、
練習問題を通じて、習得目標を無理なく
達成できるように工夫してある。「Paroles
de francophonie」のコーナーで、フラン

（’
18）

ス語がとるさまざまな姿に触れ、フランス
およびフランコフォニー（フランス語圏）
について理解を深めてゆき、「Rythmes et
voix de la langue française」のコーナーで
フランス語の音やリズムを身につける。
2,800
ラジオ・A5・268 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31907―5

C1385

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員准教授・東京大学准教授）
さまざまな場所をテーマに、読み物とイン
タビューを織り交ぜつつ、フランスおよび
フランス語圏における人々の暮らしの具体
的なありかた、またその向こうに透けて見
える歴史的・文化的な背景を紹介してゆ
く。内容についての解説はもちろん、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を通じて、フラ
ンス語の理解力を確実なものとすることを
目指す。リクリエーションとして、言葉遊
びや俳句、音楽なども用意している。
2,800
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C1387

（放送大学客員教授・清泉女子大学教授）
本書は､ スペイン語を学んだことが全くな
い方を対象にし､ アルファベットから始め
て､ 特に重要な文法と語彙を学んでいく。
初歩的な内容については､ 実際の運用力が
身につくように､ 発展的な内容について
は、正しい理解ができるようにする。①自
分の身の回りのことやスペイン語圏での旅

行会話など､ 初歩的な会話ができるように
なること､ ②簡単な文章を読んで大意がつ
かめるようになること､ ③より高度なスペ
イン語の学習が必要になったときに無理な
くそれが始められるような基礎力を身につ
けること､ を目標とする。
3,600

（’
17）
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ISBN978―4―595―31752―1

C1387

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員准教授）
イタリアの暮らしと文化（美術､ 映画､ 音
楽等）の豊かな多様性とその魅力につい
て、“食”を中心的テーマにすえて学び､
“食”を話題にしながら言葉の文法的な知
識を身につけていく。言葉の成り立ちを学
ぶことで､ 文化への理解や表現が深まって

いくはずである。本書は､ 正確な発音と語
彙の基本を身につけ､ 基本的な表現を学ぶ
ことで、イタリア語で日常的な会話を交わ
しながら自分の生活や気持ちを伝えられる
ことを目標とする。
2,300
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C1387

（放送大学准教授）
平易な会話文を題材としながら、現代中国
語の基礎を学習する。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
よう心がけるとともに、文法項目が単なる
項目の羅列に終わらないよう、折に触れて
復習を行い、体系的に把握できるように努
めたい。発音、動詞述語文、疑問文、語気

（’
18）

CD

助詞、名詞句、動詞句、能願動詞、現象描
写、連動構造、連用修飾構造、動補構造等
を取り上げ、現代中国語の発音の習得と、
平易な現代中国語文の正確な読解を目標と
する。本書をマスターし、中国語Ⅱに進ん
でもらいたい。
3,100
ラジオ・A5・288 頁 ’
18
ISBN978―4―595―31909―9

C1387

（放送大学准教授）
比較的平易なエッセイ等を題材としなが
ら、「中国語Ⅰ」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、読まねば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。結果補語、方向補語、使役構文、

（’
20）

CD

方位詞、語気助詞、二重主語文、属性詞、
比較の表現、受け身構文、様態補語、名詞
述語文等を取り上げ、現代中国語の発音の
定着と、現代中国語文の正確な読解を目標
とする。
3,400
テレビ・A5・196 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32224―2

C1387

（放送大学客員准教授・東京女子大学准教授）
（放送大学客員教授・東京大学教授）
韓国語の文字 ･ 発音を学習したのち、文末
の表現、助詞など基本的な表現を学んでい
く。さらに尊敬の表現や過去の表現などを
学習し、より複雑な表現もできるようにす
る。さらに、関連する単語をまとめて学習
することにより、使用可能な語彙数を増や

（’
20）

CD

していく。学んだ表現や語彙を使って、簡
単な会話の練習や作文の練習を行う。文字・
発音、基本的な表現・語彙を学習すること
により、韓国人と簡単なコミュニケーショ
ンができるようになることをめざす。
3,100
ラジオ・A5・236 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32225―9

C1387

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員准教授・東京女子大学准教授）
韓国語Ⅰの学習内容を確認した後、変則用
言、連体形、接続語尾など、韓国語の初
級、中級レベルで必要な表現を学習する。
また、関連する単語をまとめて学習するこ
とにより、使える語彙数を増やしていく。
学習した表現や語彙を使って簡単な会話を

練習するほか、少し複雑な文も作文できる
ように練習する。連体形や接続語尾を使っ
て、より複雑な会話ができ、手紙や SNS
で簡単な文章が書け、また簡単な文書を読
めるようになることをめざす。
3,100
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学校図書館司書教諭
資格取得に資する科目

C1300

学

学
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〔改訂新版〕 ISBN978―4―595―31650―0

C1300

（放送大学客員教授・青山学院女子短期大学教授）
（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。
2,800

〔三訂版〕

・A5・288 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31649―4

C1300

（放送大学客員教授・桃山学院大学教授）
（元放送大学客員准教授）
（放送大学客員准教授・大阪教育大学准教授）
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・

学

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。
2,800
ラジオ・A5・296 頁 ’
16
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C1300

（放送大学客員教授・大阪市立大学名誉教授）
（元放送大学客員教授）
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

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。
2,900

学

学

95

学

ラジオ・A5・320 頁 ’
17

〔改訂新版〕ISBN978―4―595―31753―8

C1300

（放送大学客員教授・専修大学教授）
（放送大学客員准教授・東京学芸大学准教授）
「学校図書館概論」ともいうべき内容で、
学校教育における学校図書館の理念と教育
的意義、学校図書館の発展過程、教育行政
と学校図書館、教育課程・方法と学校図書
館、学校図書館経営のあり方、学校図書館
の施設と設備、学校図書館メディアの選択

と提供、公共図書館との連携・協力やネッ
トワーク、学校図書館の評価と改善などの
基本的事項について概説する。また、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。
3,200
ラジオ・A5・248 頁 ’
20
ISBN978―4―595―32226―6

C1300

〈6 月刊行予定〉
（放送大学客員教授）
（放送大学客員教授・京都ノートルダム女子大学教授）
子どもの読書活動の推進は、現在では重要
な文教政策の一つとなっており、国、都道
府県、市町村、それぞれの段階で読書推進
計画が立案され、実施されている。小学校、
中学校、高等学校の学校図書館も整備が進
んでいる。そのことと児童生徒の読書活動

が結びつくように、読書活動推進の内容と
方法について具体的に解説していく。そし
て、学校図書館の整備、読書活動の推進に
ついての司書教諭の役割について解説して
いく。
2,600

学 部

96

97

大学院教材
◇生活健康科学プログラム…………………………98
◇人間発達科学プログラム ………………………101
◇臨床心理学プログラム …………………………104
◇社会経営科学プログラム ………………………108
◇人文学プログラム ………………………………111
◇情報学プログラム ………………………………114
◇自然環境科学プログラム ………………………116

学

学

98

学
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ラジオ・A5・296 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14045―7

C1377

（放送大学名誉教授）
（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

〔新訂〕

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。
3,200
ラジオ・A5・312 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14046―4

C1377

（放送大学客員教授・奈良女子大学名誉教授）
（放送大学名誉教授）
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

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。
3,100
ラジオ・A5・240 頁 ’
19
ISBN978―4―595―14116―4

C1347

（放送大学教授）
（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により、地域全体とし
て健康を保持増進する必要が生じている。
本書では、地域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

能力を身につけることが目標である。近代、
コミュニティにおける健康問題が多様化し
ているが、その問題点を明らかにし、コミ
ュニティヘルスケア研究の目指すべき方向
を考える力を習得することが目標である。
2,600

学

学〔新訂〕

・A5・300 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14047―1

99
C1347

（放送大学客員教授・奈良女子大学名誉教授・東都大学教授）
（放送大学客員教授・東京大学名誉教授・東京農業大学客員教授）
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

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。
3,200
ラジオ・A5・296 頁 ’
17

〔改訂版〕ISBN978―4―595―14082―2

C1377

（放送大学教授）
生活の質を高める上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
育成を行うことを目的とする。
3,100
ラジオ・A5・296 頁 ’
18
ISBN978―4―595―14099―0

C1330

（放送大学教授）
社会福祉の研究を志す人のための書。現代
社会は大きく変動していて、我々の生活は
不安定になる可能性を常にはらんでいる。
社会福祉の制度政策、実践は生活の安定の
ために欠くことのできないものになってお
り、その研究もまた重要になっている。社
会福祉の研究は歴史、国際比較、実態調査、

実践研究など多岐にわたる。また、分野も
子どもや女性、障がいのある人々、高齢期
にある人々、低所得や社会的に疎外されて
いる人々などバリエーションに富む。基本
的な研究視点と方法を紹介しながら、社会
福祉研究の今と明日を見つめたい。
3,000
ラジオ・A5・324 頁 ’
19

〔改訂版〕ISBN978―4―595―14114―0

C1347

（放送大学客員教授・国立がん研究センター主任研究員）
健康や保健医療に関する研究には、基盤と
なるアプローチとともに、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、またそれらを
組み合わせた方法論的トライアンギュレー
ションも存在する。また、量的研究では介

入的研究や質問紙による調査、ウェブ調査
などが存在する。
本書では、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
の基礎を概略紹介し、解説している。
3,400

学

学

100

学

学〔改訂版〕

ラジオ・A5・304 頁 ’
19
ISBN978―4―595―14115―7

C1347

（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。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解説する。内

容は自身の問題だけでなく、青少年、高齢者
を指導する際に有益な情報及び指針も与え
る。運動がからだに及ぼす影響についての
理解を深め、スポーツ・運動実践の意義に
ついて知識を深めることを目標としている。
3,200

学

ラジオ・A5・272 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14083―9

C1347

（放送大学教授）
我々が生活する現代社会には､ 様々な情報
が溢れ、運動・健康・スポーツに関する最
新の研究結果や実践法が数多く紹介されて
いる。本書は､ これらの情報を正しく理解
し、個人のライフスタイルに応じて運動・
スポーツを組み込むための基礎を築けるよ
う､ データの解説を通して健康・スポーツ

の科学的理解を深めることを目指す。運
動・スポーツに対する科学的アプローチ及
び生理学的基礎について概説した上で､ 筋
生理学、遺伝学、疫学研究、身体活動・運
動施策などについて、各分野におけるデー
タを示しながらオムニバス形式で解説する。
3,000

〔改訂版〕

ラジオ・A5・280 頁 ’
18
ISBN978―4―595―14100―3

C1330

（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転換を経験した。
本書は、20 世紀に形成された福祉政策の
歴史的な発展が、人権理念を背景に範囲と
内容を豊かにしてきたことを理解する。
また、21 世紀の福祉政策の特徴を明らか

にし、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
てくる政策課題を考察する。① 21 世紀の
社会福祉政策の理念と理論を展望する、②
政策理論の形成に資する、③今後の具体的
な政策展開を検討する、ことを目標とする。
3,000

学
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人間発達科学プログラム

学

ラジオ・A5・224 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14085―3

C1336

（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
現代社会においては、日常生活や行動を規
制してきたさまざまな制度が後退し、個人
の選択や判断が前面化するという社会の液
状化と個人化が進行している。その中で、
生き方のスタイルや価値を改めて問い直
し、探究しようとする文化現象も現れてい
る。本書では、文化社会学・歴史社会学の

学

視点から、家族、地域、学校、職場、メデ
ィア空間等の中で維持・共有されてきた教
育文化を対象として、その形成と変容／崩
壊の過程をたどり直して、現代日本におけ
る新たな教育文化の創造と可能性について
考えていきたい。
2,600
ラジオ・A5・300 頁 ’
19
ISBN978―4―595―14117―1

C1311

（放送大学教授）
成人期の学習（成人学習）は、個人の問題
意識に基づき、生活や経験に根ざして自発
的に行われる。このような成人学習の特徴、
学習プロセスに影響を与える要因、成人学
習理論について、学際的に着目し、その研
究動向を紹介する。
本書のおもなテーマは、社会変動と成人学

学

習、加齢（エイジング）、心理的発達、記
憶と学習方法、学習資源としての経験、ア
ンドラゴジー、自己決定学習、変容的学習、
ナラティヴ学習、身体化された学習、人の
つながりと社会関係資本、キャリア理論、
成人が学習する意義などである。
3,100
ラジオ・A5・252 頁 ’
18
ISBN978―4―595―14101―0

C1337

（放送大学客員教授・神戸学院大学教授）
世界の生涯学習は 21 世紀に入って大きく
発展している。本書はその新たな理論と実
践の動向を整理・検討し、問題点や克服す
べき課題など新たなテーマを体系的に論じ
る。生涯学習の基礎理念あるいは基礎概念
の理解を前提としながら、目指される生涯
学習社会に対して、実際に世界で生じてい
る多様な現実的課題を提起し、その課題解

決を行うにはどのような学習が必要とされ
ているか、国際社会で新たに提起されてい
る生涯学習の目標と課題などの発展的内容
を理解することを目標とする。生涯学習支
援に携わる教育関係者、行政担当者、学習
コーディネーターや生涯学習に関する大学
院レベルの学生等を対象とする。
2,800

学

学
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学
ラジオ・A5・304 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14051―8

C1337

（放送大学客員教授・玉川大学教授）
（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

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。
3,000

〔改訂版〕
学

学

ラジオ・A5・368 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14084―6

C1337

（放送大学客員教授・早稲田大学教職大学院教授）
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、カリキュラム統合、編成法
の類型、基盤におく学力観、学年発達等の
視点について検討する。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あ
て、カリキュラム編成の方法について、実

学

践事例を紹介しながら解説する。具体的に
は、習得・活用・探究の関連、言語活動の
充実、総合的な学習の時間、教科横断的な
カリキュラム編成、学級経営等の視点から
考察する。カリキュラム・マネジメントの
最新動向についても実践的な解説を加える。
3,600

〔新訂〕

ラジオ・A5・288 頁 ’
20
ISBN978―4―595―14132―4

C1337

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員准教授・東京大学准教授）
教育行財政制度のしくみと課題を理解して
おくことは、今日の教育の在り方を考える
うえで極めて重要である。本書は教育行政
と学校経営を主な対象とすることで、現代
の教育を分析する視点を得ることを目的と
する。既存の教育行財政制度の改編が進ん

でいる中で、国と地方の教育政策や教育行
政の実情と課題、教育の中核的担い手であ
る教職員の問題、学校を巡る新たな環境と
学校経営の課題など、教育行政と学校経営
が直面する現代の問題と政策課題を学ぶ。
3,200

〔新訂〕

ラジオ・A5・284 頁 ’
20
ISBN978―4―595―14133―1

C1337

（放送大学客員教授・国立教育政策研究所総括研究官）
学校における道徳教育は、学習指導要領で
「『特別の教科である道徳』を要として学校
の教育活動全体を通じて行う」とされてい
る。道徳教育の理念と実践について検討す
るには、教育課程全体を道徳教育の視点で
捉えるカリキュラム論と「特別の教科であ
る道徳（道徳科）」の授業理論という二つ

のアプローチが求められる。本書では、道
徳教育のカリキュラム開発と道徳科の学習
指導をめぐる様々な議論や論争に注目しな
がら、哲学的・心理学的・歴史的・比較文
化的な視点で学校における道徳教育の在り
方を考える。
3,000

学

学
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ラジオ・A5・244 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14086―0

C1311

（放送大学客員准教授）
人は生涯変化を続け、また成長、発達の可
能性を持ち続けているということを前提と
しつつ、人の様々な側面における生涯変化
について考える。考える視点としては、人
の様々な側面ごとに、人生の後半である中
年期及び老年期に中心を置き、乳児期から
青年期までを振り返ることで、どのような

学

道筋を辿って、そのような状態に至ったの
かを考えてみたい。同一人物を生涯に亘っ
て追跡した縦断研究や、サクセスフル・エ
イジングのモデルを紹介し、主観的幸福感
の持つ意味、職業的生産性、創造性と年齢
との関係などについても考察する。
2,700
ラジオ・A5・304 頁 ’
18
ISBN978―4―595―14102―7

〔新訂〕

C1311

（放送大学客員教授）
（放送大学客員教授・東京大学教授）
教育心理学の中心的な課題は、人がいかに
学ぶのか、その仕組みを解明し、優れた教
育の実現に資することである。本書では学
習を人の活動の一環として成立する、でき
ることの範囲を広げる過程、として捉え、
その仕組みを明らかにし、人の学習が効果
的に成立するための環境について論じてい

く。特に、人の活動を広く文化、社会環境
の中で相互作用として捉え、それを成立さ
せる意識的、無意識的な認知過程の解明を
基軸にして学習の仕組みを明らかにし、そ
こからよりよい教育環境の構築をどう実現
していくのかを論じる。
2,900

〔新訂〕

ラジオ・A5・252 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14043―3

C1311

（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。
2,800

学

学
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学
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学

ラジオ・A5・576 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14080―8

C1311

（放送大学客員教授・筑波大学名誉教授）
（放送大学教授）
心理臨床活動の基礎となる様々な理論､ 心
理臨床において必要な基本的知識や技法な
どを概説する。心理臨床活動の分野は､ 教
育臨床､ 病院臨床､ 矯正や産業などの臨床
分野と幅広くかつ多様である。総論とし
て、臨床心理学の定義、歴史、基本理論

を、そして各論として､ 臨床心理士の営為
である心理査定､ 心理面接（心理療法）､
地域援助（コンサルテーション）について
解説する。各分野における心理臨床活動の
実施についても解説する。
4,800
ラジオ・A5・248 頁 ’
19
ISBN978―4―595―14111―9

C1311

（放送大学教授）
（放送大学教授）
心理療法とはどのようなものであるのだろ
うか。様々の問題を抱えたクライアントの
語りに「耳を傾け」「受けとめ」ることが
できるために、セラピストはどのようなこ
とに留意しなければならないのだろうか。

心理療法が営まれるための「器」の設定、
「耳
を傾ける」際のセラピストの心理的な姿勢、
クライアントの語りなどの、心理療法のも
っとも基本的なテーマを解説している。
2,700
ラジオ・A5・248 頁 ’
19
ISBN978―4―595―14112―6

C1311

（放送大学教授）
（放送大学准教授）
心理療法について、次のような様々の視点
から学びを深めてゆく。①多岐にわたる心
理臨床現場での心理療法の実際、②「心理
査定・心理療法とイメージ」、「箱庭療法」、
「心理療法と夢」といったより専門的なア

プローチ、③発達障害（障碍・障がい）と
心理療法、若者たちと心理療法という今日
的テーマ、④「スーパービジョン」・「心理
療法の研修」等について解説している。
2,700

学

学

学
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・A5・288 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14044―0

C1311

（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。
2,800

学

ラジオ・A5・276 頁 ’
18
ISBN978―4―595―14098―3

C1311

（放送大学客員教授・筑波大学名誉教授）
（放送大学客員教授・法政大学教授）
臨床心理学領域の研究を行う上での方法
論、さまざまな研究法について解説する。
具体的には心理学の全分野に通じる観察法
や実験法、調査法等、そして主として臨床
心理学分野に特化した面接法や事例研究
法、神経科学的方法等についてである。ま
た、心理療法（心理面接）、アセスメント、

発達心理臨床、病院心理臨床、産業心理臨
床などの臨床心理学の各領域に特徴的な研
究法について解説する。なお、クライアン
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常に念頭におくことが
重要である。
2,700

学

テレビ・A5・300 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14041―9

C1311

（放送大学客員教授・上智大学名誉教授）
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

学

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。
2,900

〔改訂版〕

ラジオ・A5・248 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14042―6

C1311

（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

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。
2,800

学

学
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学

学

ラジオ・A5・264 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14040―2

C1311

（放送大学客員教授・筑波大学名誉教授）
（放送大学客員教授・岐阜大学教授）
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。
2,800
ラジオ・A5・276 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14081―5

C1311

（放送大学客員教授・日本大学教授）
（放送大学客員教授・帝京大学教授）
心理臨床を行う上で知っておくべき法律と
倫理について概説し､ 実際の臨床で直面す
る諸場面において法律と倫理の考え方がど
のように心理支援に役立つかを解説する。
目標は､ ①心理臨床家として基本的に知っ
ておく必要のある法律や倫理についての理

学

〔新訂〕

解､ ②対象者の年代に応じた心理支援を行
う際に知っておく必要のある法律や倫理の
知識の修得､ ③医療・保健､ 教育､ 産業､
司法・矯正・保護など各領域・分野によっ
て特徴ある法律や倫理の知識の修得である。
2,700
ラジオ・A5・320 頁 ’
16
ISBN978―4―595―14065―5

C1347

（放送大学教授）
（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

学

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。
3,000
ラジオ・A5・268 頁 ’
19

〔改訂新版〕ISBN978―4―595―14113―3

C1311

（放送大学客員教授／NPO 法人 LD・Dyslexia センター顧問）
（放送大学客員准教授・筑波大学准教授）
障害のある人に臨床心理学的援助を提供す
るにあたって必要な基本的知識を解説す
る。まず概論として、臨床心理士の役割、
障害や発達のとらえ方について説明する。
次に、検査や観察、面接によるアセスメン

トの考え方について解説する。さらに、発
達障害、高次脳機能障害、認知症などを中
心として、その概念や支援方法についても
解説している。
2,800

学

学
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ラジオ・A5・268 頁 ’
20
ISBN978―4―595―14131―7

C1311

（放送大学客員教授・花園大学教授）
少年法などの法的な知識を習得し、警察署、
検察庁、家庭裁判所、地方裁判所、少年鑑
別所、少年院、刑務所、保護観察所、児童
自立支援施設等の機能と役割、犯罪、非行、
犯罪被害についての基本的事項、また離婚
や親権者、面会交流などの家庭紛争につい

ての問題解決方法、支援のあり方などの基
本的事項を概説する。さらに、司法・犯罪
分野における問題に必要な心理に関する支
援について説明。司法矯正・犯罪領域にお
ける臨床心理学的アプローチを概説する。
3,000

学

学
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学
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ラジオ・A5・288 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14087―7

C1310

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
現代社会における「公共性」の諸問題を新
たに問い直し、新たな解決法を考えていく
方法を検討する。「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し、具体的
な問題に関する公共哲学的なアプローチを

解説する。既存の「公共」に関する考え方
を批判的に反省し、自らの知の新たな可能
性を開くことができる。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、全体が公共哲学の展開の事例となる。
2,700
ラジオ・A5・280 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14088―4

C1333

（放送大学教授）
経済学では、経済政策はもっぱら市場では
行いえないことがらを補完するとされてい
る。また経済政策を設計する際の目標は、
合理的な個人が効率的に幸福を追求するこ
ととされている。つまり市場も政策も、と
もに個人の幸福追求の道具とみなされてい
るのである。しかし自然環境や人間関係、

文化伝統といった市場が前提とせざるをえ
ないことがらは、いずれも道具や設計の対
象にはなりえない。それらをも考察の視野
に納めるならば、経済政策はどのようなも
のになるだろうか。さまざまな視点から考
察してみたい。
2,800
ラジオ・A5・288 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14089―1

C1331

（放送大学客員教授）
公共政策は、理論と実際とが激しくぶつか
りあって初めて意味のある議論になる。ま
ず、国土総合開発をクロノロジカルに分析
し、開発官僚下河辺淳を浮き彫りにする。
また、阪神淡路大震災の復興委員会と東日
本大震災の復興構想会議を比較考察し、あ
るべき危機管理コミッティの像を探る。元

鳥取県知事片山義博、元岩手県知事増田寛
也が、知事、総務大臣時代の体験を通して、
あるべき公共政策の姿を提示する。さらに
２名の学者が、地方創生、地方政府の民主
主義や地方分権論と広域行政論等を論じ、
これからの公共政策のあり方を考察する。
2,800

学
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ラジオ・A5・288 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14090―7

C1332

（放送大学客員教授・成城大学教授）
ソロモン王の時代から裁判をめぐる逸話が
残されているように、裁判制度は古くから
存在するが、現代社会では新しい形の法的
紛争や紛争解決の方式が生まれて、その重
要性がますます大きくなっている。日本の
裁判制度が現在抱えている諸問題につい
て、民事裁判を中心としながら、刑事裁判

や行政裁判にも言及して、問題の核心を具
体的に解説する。訴訟制度の基本的な知識
を修得するとともに、現代社会に生起する
問題に伝統的な制度がどう対処し、またど
う変わっていくのか、その際に重要な理念
は何かを修得することを目標とする。
3,300
ラジオ・A5・260 頁 ’
20
ISBN978―4―595―14134―8

C1336

（放送大学客員教授・福井県立大学教授）
本書では、「地域産業」を農業、食料産業、
6 次産業や農商工連携も含めた食農に関わ
る関連産業（アグリビジネス）を中心に想
定し、地域のさまざまなステークホルダー
（自治体行政、地元企業、協同組合や NPO
などの非営利協同組織、起業・活動グルー

〔改訂版〕

プ、地域住民や交流者など）による主体形
成と地域経営（地域マネジメント）のあり
方について、理論（基本となる概念、考え
方）と実践（ケース）の両面からアプロー
チする。
3,200
ラジオ・A5・300 頁 ’
20
ISBN978―4―595―14135―5

C1336

（放送大学教授）
本書は、社会における人びとの「社会的協
力」とは何かについての原理的考え、近代
的協力の限界という現実を認識し、近代的
協力を乗り超える方法を考察する。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。市場モデルや政府モデル

などの近代的協力がなぜ大規模に生成し、
そして限界を見せるようになったのか、そ
していかに近代的協力の限界を乗り超える
のかについて、具体的な事例を見ながら理
解を深めていく。
3,300
ラジオ・A5・228 頁 ’
18
ISBN978―4―595―14103―4

C1336

（放送大学特任教授）
（放送大学教授）
都市社会学の基本的な概念と理論、その背
景にある研究上の問題構成等について論じ
るとともに、都市・地域社会に関する具体
的なトピックを取り上げ、社会学の研究成
果の紹介などを行う。都市化に伴う家族と
親族の変容、都市化とパーソナル・ネット
ワーク、都市社会の多様性、日本の都市社

会形成の経緯、日本社会における地域集団
の特質、都市と社会的不平等・貧困、グロ
ーバル化と都市などを主なテーマにし、都
市社会学に関する基本的な概念と理論、考
え方等を理解し、身近な地域社会の諸現象
等について的確に考察できるようにする。
2,500

学

学
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ラジオ・A5・288 頁 ’
18
ISBN978―4―595―14104―1

C1334

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・大阪商業大学教授）
人的資源管理とは、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た概
念である。市場において営利を目的として
事業を営む企業の経営においては、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。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。「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
となっており、基礎から応用まで段階的に
人的資源管理の全体像を理解することを目
標とする。
2,900

学
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テレビ・A5・288 頁 ’
16
ISBN978―4―595―14071―6

C1339

（放送大学名誉教授・一橋大学名誉教授）
（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

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。
2,800
ラジオ・A5・292 頁 ’
16
ISBN978―4―595―14069―3

C1310

（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

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。
3,100
ラジオ・A5・360 頁 ’
20
ISBN978―4―595―14136―2

C1322

（放送大学教授）
本書は、韓国・朝鮮の歴史と社会について
重要な基礎的事項について理解を深める。
また、社会と文化について、日本をはじめ
とする近隣諸地域との共通点と相違点につ
いて理解する。概説的・網羅的に扱うので
はなく、現在の研究水準を分かりやすく紹
介するとともに、論点となっているさまざ

まな事柄について、それがなぜ議論になっ
ているのかを明らかにする。また、取り上
げる主題についても、それを理解すること
が朝鮮についてだけでなく、日本を含めた
東アジアの歴史と社会に対する理解を深め
ることをめざす。
3,500

学

学

学
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ラジオ・A5・300 頁 ’
19
ISBN978―4―595―14118―8

C1370

（放送大学教授）
美学は、美とは何か、を考える学であり、
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
深く豊かに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
半においては、全体に亘る体系的な考察を
行い、後半においては、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ゆき
たい。
3,600
ラジオ・A5・280 頁 ’
13
ISBN978―4―595―14003―7

C1322

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
（放送大学客員教授・関西大学名誉教授）
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

学

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。
2,800
ラジオ・A5・260 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14054―9

C1391

（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」

「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。
2,700
ラジオ・A5・288 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14055―6

C1321

（放送大学名誉教授）
（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。
3,000

学
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ラジオ・A5・280 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14092―1

C1380

（放送大学教授）
（放送大学客員教授）
言語と文化に関わる営みは、しばしば異言
語の存在を意識したり異言語の介在するも
のとなる。学問研究においても、異言語を
通じてもたらされる“他なるもの”が促進
剤となることはしばしばであり、異言語と
の相互参照を手法としたり時に対象そのも

学

のとなる。本書では、そうした異言語との
出会いを、対照言語論，言語学習・習得論、
翻訳論、言語接触論、文法論の諸領域に見
ながら、学問的な事象の捉え方の一断面を
浮かび上がらせたい。
2,900
ラジオ・A5・324 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14026―6

C1397

（放送大学名誉教授）
（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。
3,600

学

学
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ラジオ・A5・300 頁 ’
20
ISBN978―4―595―14137―9

C1355

（放送大学教授）
本書は、知的創造サイクル（知的財産の創
造、保護、活用）に関する法制度を取り上
げる。知的創造活動が知財制度で保護され
る前後を含め、知財制度の三つの法体系で
ある著作権制度と産業財産権制度および農
水知財制度とを、適宜に不正競争防止法等
と比較対照しながら、知的創造サイクルの

中における権利（人格権と財産権）のライ
フサイクルの関係から解説する。本書は、
知的財産権法を総合的に理解するために、
個別法を逐条解説する手法をとらずに、広
義の知的創造サイクルの法システムを鳥瞰
する。
3,200

〔改訂版〕

ラジオ・A5・240 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14093―8

C1355

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・国際科学振興財団上級研究員）
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

学

脳科学を応用して、音楽に対する情報学な
らではのアプローチの成果を取り上げる。
同時に、科学とりわけ脳科学に関して氾濫
する情報を、適切に読み解く力を身につけ
ることを目的とする。
2,700
ラジオ・A5・296 頁 ’
19
ISBN978―4―595―14119―5

C1355

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・国立情報学研究所教授）
ソフトウェア開発を工学的に行うためのプ
ロセス、手法、品質、生産性、管理と制御、
進化に関する技術を解説する。本書は、ソ
フトウェア開発に関わる様々な課題を技術
によって解決することに着目して項目構成
をしている。

ソフトウェア開発において生ずる様々な問
題を理解し、それらの問題を解決するため
の技術を開発プロセスに沿って整理し、社
会が求めるソフトウェアの特徴と今後の課
題について説明できることが目標である。
3,200

学

学
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ラジオ・A5・256 頁 ’
18
ISBN978―4―595―14105―8

C1355

（放送大学教授）
（放送大学教授）
コンピュータ上で稼働する情報システム
は、我々の生活を支え、様々な利便性を提
供してくれている。このような情報システ
ムを作るためには、様々な分析技術と設計
技術が必要となる。本書では、高度なネッ
トワーク環境上でコンピュータを活用する

ための情報技術、人と人の相互理解に使わ
れる情報技術、情報システムを開発する技
術といった多様な技術を学びながら、それ
らが我々の社会生活を支えるために果たし
ている役割を理解する。
2,900
ラジオ・A5・268 頁 ’
19
ISBN978―4―595―14120―1

C1355

（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
基本的な部分は計算（コンピューティング）
という概念で把握することができる。
本書では、計算を定式化し記述するための
計算モデルに関して、数理的な性質等の基
礎的な部分から計算機械（コンピュータ）

による実現までを扱っている。
また、今後のコンピューティングの中核と
なる人工知能技術について概観し、その実
現において重要となる計算モデルについて
も紹介する。
3,000
ラジオ・A5・148 頁 ’
20
ISBN978―4―595―14138―6

C1355

（放送大学教授）
今日、テキスト・音声・画像・映像といっ
た多様な形態の情報が、インターネット等
のネットワークを通じて広く流通し、利用
されている。本書は、こうしたマルチメデ
ィア情報を効率的・効果的に活用するため
に必要となる知識と処理技術について概説
する。

また、大学院等での研究においても、多様
な情報の処理技術を活用することは不可欠
な時代になりつつあるが、マルチメディア
情報処理技術を実際の研究でどのように活
用できるかを、さまざまな実例を交えなが
ら紹介する。
2,300

学

学

学
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ラジオ・A5・304 頁 ’
19
ISBN978―4―595―14121―8

C1342

（放送大学教授）
（放送大学教授）
20 世紀前半に確立した量子力学と相対性
理論は、古典物理学に基づく自然観を根本
から変革した。本書は、素粒子世界から宇
宙の広がりに至る様々な階層で起きる物理
現象が基本的な物理法則によって普遍的に
記述される様子を解説する。現代物理学は

学

また、量子力学と統計力学の結びつきを経
て新しい物質観を生み出し、その成果は産
業技術と直結し、今日の電子技術、エネル
ギー技術の基盤となった。こうした点を包
括的に、各分野の第一人者が執筆している。
3,400
ラジオ・A5・232 頁 ’
15
ISBN978―4―595―14058―7

C1341

（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

〔改訂版〕
部

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。
2,600
ラジオ・A5・264 頁 ’
16
ISBN978―4―595―14074―7

C1341

（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。
2,900
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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〕
A5・156 頁 ’
93
ISBN978―4―595―21344―1

学 部

C1339

（東洋大学教授・筑波大学名誉教授）
1,602

〔改訂版〕

A5・192 頁 ’
95
ISBN978―4―595―52624―4

学 部

C1337

（聖徳大学教授・筑波大学名誉教授）
1,699

学

〔新訂〕

A5・248 頁 ’
06
ISBN978―4―595―30614―3

学 部

C1337

（放送大学客員教授・大阪教育大学教授）
（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）
2,500

学〔新版〕

A5・252 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30701―0

学 部

C1337

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
2,600

学

A5・256 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30704―1

学 部

C1337

（放送大学客員教授・立命館大学教授）
（放送大学客員教授・大阪総合保育大学学長）
2,500

学

A5・216 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30802―4

（放送大学特任教授）
（放送大学客員教授・広島大学大学院教授）
（放送大学客員教授・東北大学教授）

2,200

学 部

C1337
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A5・196 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30900―7

〔新訂〕

学 部

C1337

（放送大学客員教授・上越教育大学大学院教授）
2,200
A5・216 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31180―2

学 部

C1337

（放送大学教授）
2,200

学

A5・268 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31181―9

学 部

C1337

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）
2,700
A5・224 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31334―9

学 部

C1337

（放送大学客員教授・福山市立大学教授）
（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
2,400

〔改訂版〕

A5・212 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31460―5

学 部

C1337

（放送大学客員教授・筑波大学教授）
（放送大学客員教授）
2,000

〔新訂〕

A5・240 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31535―0

学 部

C1337

（放送大学客員教授・関東学院大学教授）
（放送大学客員教授・創価大学教授）
2,400

学

A5・268 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31537―4

学 部

C1337

（放送大学客員教授・大阪大学大学院教授）
（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
2,700

学

A5・192 頁 ’
97
ISBN978―4―595―21310―6

（放送大学客員教授・国立教育政策研究所名誉所員）
1,600

学 部

C1311

119

学

A5・164 頁 ’
98
ISBN978―4―595―58347―6

学 部

C1311

（放送大学客員教授・白梅学園大学教授）
2,000

学

A5・234 頁 ’
02
ISBN978―4―595―11357―4

学 部

C1311

（放送大学客員教授・京都学園大学教授）
（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
2,200

学

〔改訂版〕

A5・184 頁 ’
03
ISBN978―4―595―23621―1

学 部

C1311

（放送大学客員教授・山梨英和大学大学院教授）
1,900
A5・180 頁 ’
05
ISBN978―4―595―30513―9

〔改訂版〕

学 部

C1311

（放送大学客員教授・中部大学教授）
（放送大学客員教授・新潟青陵大学大学院教授）
2,200

学

A5・284 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31336―3

学 部

C1311

（放送大学客員教授・上智大学教授）
（放送大学客員教授・上智大学教授）
3,300

学

A5・384 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31401―8

学 部

C1311

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
3,700
A5・228 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31402―5

〔改訂版〕

学 部

C1311

（放送大学准教授）
（放送大学客員教授・西九州大学大学院教授）
2,400

学

〔改訂新版〕

A5・224 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31462―9

（放送大学客員教授・仁愛大学教授）
（放送大学客員教授・愛知淑徳大学教授）
2,300

学 部

C1311
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学

A5・264 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31463―6

学 部

C1311

（放送大学教授）
2,500

学

〔新訂〕

A5・252 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31464―3

学 部

C1311

（放送大学客員教授）
（元東京大学教授）
2,100

〔改訂版〕

A5・228 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31467―4

学 部

C1311

（放送大学教授）
2,100

学

学

学

A5・232 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31459―9

学 部

C1311

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
2,000

学〔改訂版〕

A5・256 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31599―2

学 部

C1311

（放送大学客員教授・中央大学教授）
（放送大学客員教授・日本女子大学教授）
2,800
A5・196 頁 ’
05
ISBN978―4―595―30535―1

学 部

C1312

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
（放送大学客員教授・神奈川大学教授）
2,300

学

A5・224 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30813―0

学 部

C1310

（放送大学客員教授・東京工業大学大学院教授）
2,300

〔新訂〕

A5・224 頁 ’
05
ISBN978―4―595―30547―4

（放送大学客員教授・青山学院大学教授）
（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
（放送大学教授）

2,400

学 部

C1381

121
A5・304 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30906―9

学 部

C1380

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
（放送大学准教授）
3,200

〔改訂版〕

A5・196 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31251―9

学 部

C1397

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
2,500

The Adventure of English

CD

A5・212 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31408―7

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

学 部

C1382

2,700

A5・244 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31541―1

学 部

C1381

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
2,600
A5・248 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31543―5

学 部

C1381

（放送大学教授）
（放送大学准教授）
2,400
A5・240 頁 ’
96
ISBN978―4―595―57052―0

学 部

C1321

（放送大学客員教授・中央大学教授）
2,000

学

A5・264 頁 ’
04
ISBN978―4―595―23768―3

学 部

C1321

（放送大学客員教授・奈良大学教授）
2,700
A5・212 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30715―7

（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）
2,600

学 部

C1322

122
A5・280 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30820―8

学 部

C1322

（放送大学客員教授・東京大学教授）
2,800
A5・224 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30911―3

学 部

C1321

（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）
2,300

学

A5・314 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30913―7

（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

3,100

A5・216 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30915―1

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・首都大学東京教授）

学 部

C1320

学 部

C1322

2,300

A5・256 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31409―4

学 部

C1322

（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）
3,100
A5・288 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31410―0

学 部

C1321

（放送大学教授）
2,600
A5・260 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31473―5

学 部

C1322

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員准教授・東京大学准教授）
3,100
A5・268 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31546―6

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

2,800

学 部

C1322

123

学

A5・236 頁 ’
00
ISBN978―4―595―87544―1

学 部

C1370

（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）
3,000
A5・236 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30716―4

学 部

C1373

（元放送大学教授）
（放送大学客員教授・お茶の水女子大学名誉教授）
2,600
A5・220 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30823―9

（放送大学客員教授・元大阪芸術大学教授）
（放送大学客員教授・大阪教育大学教授）
（放送大学客員教授・宮城教育大学教授）

学 部

C1373

2,300

A5・200 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31411―7

学 部

C1373

（放送大学客員教授・京都大学教授）
2,200

学

A5・450 頁 ’
00
ISBN978―4―595―87567―0

学 部

C1339

（放送大学教授）
4,000
学

A5・228 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30717―1

C1340

A5・260 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30826―0

C1330

学 ISBN978―4―595―31343―1

C1325

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・お茶の水女子大学大学院教授）
（放送大学客員教授・東京外国語大学教授）
2,200

〔新訂〕

学 部

学 部

（放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）
（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）
（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）
2,600
A5・264 頁 ’
12

（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）
（放送大学客員准教授・お茶の水女子大学大学院准教授）
3,400

学 部

124

〔改訂新版〕

A5・256 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31345―5

学 部

C1330

（放送大学客員教授・北海道大学特任教授）
（放送大学客員教授・奈良国立博物館長）
2,700
A5・212 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31346―2

学 部

C1330

（放送大学客員教授・九州国立博物館名誉館員）
（元九州国立博物館副館長）
2,400

学〔改訂新版〕

A5・232 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31476―6

学 部

C1339

（放送大学名誉教授・一橋大学名誉教授）
（放送大学客員教授・立教大学教授）
2,400
A5・312 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31261―8

学 部

C1336

（放送大学副学長）
3,000
A5・240 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31616―6

学 部

C1377

（放送大学准教授）
（放送大学客員准教授・東京大学准教授）
3,200

学

A5・272 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31483―4

学 部

C1347

（放送大学教授）
2,300
A5・252 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31555―8

学 部

C1330

（放送大学客員教授・同志社大学教授）
2,700
A5・284 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31556―5

（放送大学教授）
2,700

学 部

C1336

125
A5・268 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30838―3

学 部

C1332

（放送大学客員教授・専修大学教授）
2,500

学

A5・248 頁 ’
13 学 部
ISBN978―4―595―31425―4 C1332

（放送大学客員教授・北海学園大学大学院教授）
2,500

学
部

〔改訂新版〕

A5・220 頁 ’
03
ISBN978―4―595―23633―4

（放送大学名誉教授）
（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
（放送大学准教授）

学〔改訂版〕

学 部

C1331

2,300

A5・278 頁 ’
04
ISBN978―4―595―23732―4

学 部

C1331

（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
2,500
A5・288 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31203―8

学 部

C1331

（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）
（放送大学客員教授・慶應義塾大学名誉教授）
2,700

〔改訂新版〕

A5・292 頁 ’
10
ISBN978―4―595―31204―5

学 部

C1331

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授・学習院大学教授）
2,900

〔改訂新版〕

A5・208 頁 ’
11
ISBN978―4―595―31273―1

学 部

C1331

（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
2,200

学

A5・320 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31361―5

（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）
3,000

学 部

C1331

126
A5・228 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31558―9

学 部

C1331

（放送大学客員教授・慶應義塾大学名誉教授）
2,500
A5・276 頁 ’
16
ISBN978―4―595―31623―4

学 部

C1331

（放送大学客員教授・国際基督教大学教授）
2,700

学

〔改訂版〕

A5・148 頁 ’
01
ISBN978―4―595―83411―0

学 部

C1333

（放送大学客員教授・東洋英和女学院大学教授）
1,600

〔改訂版〕

A5・200 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31362―2

学 部

C1333

（放送大学客員教授・大阪大学教授）
2,400

〔改訂新版〕

A5・288 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31363―9

学 部

C1333

（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）
2,700

学

〔改訂新版〕

A5・256 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31430―8

学 部

C1333

（放送大学客員教授）
2,500

〔新訂〕

A5・272 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31366―0

学 部

C1334

（放送大学准教授）
（放送大学客員教授・駒澤大学教授）
2,600
A5・220 頁 ’
13
ISBN978―4―595―31431―5

（放送大学客員准教授・専修大学准教授）
（放送大学客員教授・関西学院大学教授）
2,300

学 部

C1334

127

学

A5・248 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31492―6

学 部

C1334

（放送大学客員教授・桜美林大学大学院教授）
（放送大学客員教授・桜美林大学大学院教授）
2,900

〔改訂版〕

A5・288 頁 ’
01
ISBN978―4―595―12687―1

C1330

A5・200 頁 ’
01
ISBN978―4―595―83428―8

C1336

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・大学評価・学位授与機構教授）
（放送大学客員教授・東洋大学教授）
2,800

〔改訂版〕

学 部

学 部

（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授・東京大学教授）
2,200

学〔新訂〕

A5・224 頁 ’
08
ISBN978―4―595―30851―2

学 部

C1336

（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）
2,300

〔改訂版〕

A5・252 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30930―4

学 部

C1330

（放送大学特任教授・東北大学名誉教授）
（放送大学客員教授・明治学院大学教授）
2,600

学

学

A5・240 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31369―1

学 部

C1336

（放送大学教授）
2,500

〔新訂〕

A5・216 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31566―4

学 部

C1336

（放送大学准教授）
（放送大学客員准教授・日本大学准教授）
2,300

〔改訂版〕

A5・332 頁 ’
00
ISBN978―4―595―84238―2

（放送大学客員教授・東京工業大学教授）
2,800

学 部

C1334

128

〔改訂版〕

A5・248 頁 ’
09
ISBN978―4―595―30931―1

学 部

C1334

（放送大学客員教授・金沢工業大学教授）
2,400
A5・264 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31494―0

学 部

C1360

（放送大学名誉教授・東京大学名誉教授）
（放送大学教授）
2,600
A5・204 頁 ’
14
ISBN978―4―595―31506―0

学 部

C1355

（放送大学准教授）
2,400

〔改訂版〕

A5・220 頁 ’
15
ISBN978―4―595―31574―9

学 部

C1355

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）
2,600

〔改訂版〕 DVD―ROM

A5・296 頁 ’
12
ISBN978―4―595―31379―0

学 部

C1333

（放送大学名誉教授）
（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）
3,800

学

A5・128 頁 ’
97
ISBN978―4―595―23432―3

学 部

C1345

（放送大学客員教授・南山大学教授）
1,600

学〔改訂版〕

A5・268 頁 ’
07
ISBN978―4―595―30756―0

C1345

〔改訂版〕

A5・174 頁 ’
93
ISBN978―4―595―12084―8

C1336

（放送大学客員教授・崇城大学教授）
（放送大学客員教授・京都大学教授）
（放送大学客員教授・奈良先端科学技術大学院大学教授）
3,100

学

（放送大学客員教授・京都大学教授）
（放送大学客員教授・大阪大学教授）
1,699

学 部

学 部

129
A5・266 頁 ’
07
ISBN978―4―595―13504―0

学

C1331

（放送大学客員教授・東京大学教授）
2,200
A5・224 頁 ’
07
ISBN978―4―595―13509―5

学

C1332

（放送大学客員教授・専修大学教授）
2,200

学

学

〔改訂版〕

A5・162 頁 ’
06
ISBN978―4―595―12618―5

学

C1337

（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
2,100
A5・324 頁 ’
06
ISBN978―4―595―12624―6

〔新訂〕

学

C1336

（放送大学客員教授・関西学院大学教授）
3,300

〔改訂版〕

A5・276 頁 ’
11
ISBN978―4―595―13965―9

学

C1311

（放送大学客員教授・立教大学教授）
2,600

学

〔三訂版〕

A5・256 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14020―4

学

C1311

（放送大学客員教授・国際医療福祉大学大学院教授）
2,800
A5・304 頁 ’
17
ISBN978―4―595―14091―4

学

C1322

（放送大学名誉教授）
3,200

〔改訂版〕

A5・298 頁 ’
14
ISBN978―4―595―14027―3

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
3,300

学

C1355
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▶2021 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 2020 年 3 月現在〕

教養学部科目
（放送大学副学長）
（放送大学教授）
（放送大学客員教授・武蔵野大学教授）
（放送大学客員教授・上越教育大学教授）
（放送大学客員准教授・東京家政大学准教授）

学

（放送大学客員准教授・東京学芸大学准教授）
（放送大学客員教授・青山学院女子短期大学教授）

学

（放送大学客員教授・関西学院大学教授）

学

（放送大学客員准教授・九州大学大学院准教授）

学

（放送大学教授）

学

（放送大学客員教授・首都大学東京教授）
（放送大学客員教授・名古屋市立大学教授）
（放送大学客員教授・日本大学教授）
（放送大学客員教授・帝京大学教授）

学

学

（放送大学客員教授・大分大学教授）

学

（放送大学准教授）
（放送大学教授）

2021
学

部
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（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授・創価大学教授）
（放送大学教授）
（放送大学客員准教授・東京大学准教授）
（放送大学教授）
（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授・成城大学教授）
（放送大学客員准教授・成城大学准教授）
（放送大学特任栄誉教授）
（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
（放送大学客員教授・千葉大学教授）
（放送大学客員教授・愛媛大学教授）

部

（放送大学客員教授・順天堂大学大学院教授）
（放送大学客員教授・順天堂大学大学院教授）
（放送大学客員教授・中部大学特任教授）
（放送大学客員教授・広島大学教授）
（放送大学教授）
（放送大学客員准教授・大阪大学准教授）
（放送大学客員教授・関西大学教授）
（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）
（放送大学客員教授・小樽商科大学教授）
（放送大学教授）
（放送大学准教授）
（放送大学名誉教授・国際政治学者）

学

132

2021
（放送大学客員教授・成蹊大学教授）
（放送大学客員准教授・日本大学准教授）
（放送大学教授）

部

（放送大学客員教授・聖心女子大学教授）
（放送大学客員准教授・早稲田大学講師）
（放送大学准教授）
（放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）
（放送大学教授）
（放送大学客員教授・九州大学教授）

学

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
（放送大学教授）
（放送大学教授）
（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

学

（放送大学准教授）
（放送大学特任教授）
（放送大学教授）
（放送大学客員教授・名古屋芸術大学教授）
（放送大学教授）

学
学

（放送大学客員教授・東京都市大学教授）
（放送大学教授）
（放送大学教授）
（放送大学客員教授・東京大学教授）
（放送大学客員教授・京都大学教授）

2021
（放送大学客員教授・岐阜大学教授）
（放送大学客員教授・新潟薬科大学教授）
（放送大学准教授）

学

学

（放送大学教授）

学

（放送大学客員教授・筑波大学教授）
（放送大学客員准教授・東京大学准教授）
（放送大学客員教授）
（放送大学准教授）
（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）
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2021

大学院科目

学

学

（放送大学教授）
（放送大学客員准教授・お茶の水女子大学准教授）
（放送大学客員教授・広島国際大学教授）

学

（放送大学客員教授・上智大学名誉教授）
（放送大学教授）
（放送大学客員准教授・大阪大学准教授）
（放送大学客員准教授・北海道大学准教授）

学

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・玉川大学教授）
（放送大学客員教授・筑波大学教授）

学

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・筑波大学教授）

学

（放送大学教授）
（放送大学教授）
（放送大学教授）
（放送大学教授）

学

（放送大学教授）

学

（放送大学教授）
（放送大学客員教授・早稲田大学教授）
（放送大学教授）
（放送大学客員教授・高知大学教授）

学 DVD

135

放送大学 DVD 教材
◇放送大学 DVD 教材
授業科目………………………………………136

◇メディア教材
新メディア教材………………………………141
教師教育教材…………………………………142
高等専門学校共通教材等……………………146

＊放送大学 DVD・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

特別講義………………………………………139

学 DVD

136

放送大学の授業を，いつでも，どこでも！

学 DVD
◎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

ＤＶＤ

D

量子化学 ’
19

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D

新刊

D

コンピュータの動作と管理

新刊

D

問題解決の数理

新刊

D

新刊

D

新刊

D

D

19
’
財政と現代の経済社会 ’
19
社会調査の基礎 ’
19
問題解決の進め方 ’
19
今日のメンタルヘルス ’
19
教育社会学概論 ’
19
Web のしくみと応用 ’
19
情報化社会と国際ボランティア ’
19
情報社会のユニバーサルデザイン ’
19
情報理論とデジタル表現 ’
19
初歩からの化学 ’
18
初歩からの数学 ’
18
初歩からの生物学 ’
18
身近な統計 ’
18

18
’
コンピュータとソフトウェア ’
18
データ構造とプログラミング ’
18
デジタル情報の処理と認識 ’
18
中国語Ⅰ ’
18
ファイナンス入門 ’
17
在宅看護論 ’
17
疾病の成立と回復促進 ’
17
ソーシャルシティ ’
17

D

地域温暖化と社会イノベーション ’
18

D

計算の科学と手引き ’
19

新刊

D

D

生命分子と細胞の科学 ’
19

新刊

D

D

入門線型代数 ’
19

新刊

D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

グローバル化時代の日本国憲法

18
’
18
’

D

運動と健康

D

食と健康

D

地域福祉の現状と課題

18
’

博物館情報・メディア論

17
’

D

17
’
初歩のイタリア語 ’
17
初歩からの物理 ’
16
ダイナミックな地球 ’
16
入門微分積分 ’
16
現代会計 ’
16
社会学入門 ’
16
社会福祉への招待 ’
16

D

生活における地理空間情報の活用

D

世界文学への招待

16
’

D

日本語リテラシー

16
’

D

博物館展示論

D
D
D

16
’

16
’

学 DVD
D

13
’
D メディアと学校教育 ’
13
D 自然を理解するために ’
12
D 発音をめぐる冒険 ’
12

16
’

データの分析と知識発見

D

ユーザ調査法 ’
16

D

情報学へのとびら

D

身近なネットワークサービス ’
16

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

16
’
15
’

15
’
15
’

15
’

D

多様なキャリアを考える ’
15

D

社会福祉の国際比較

15
’

15
’
D ドイツ語Ⅰ ’
15
D

教育の社会学

D

日常生活のデジタルメディア

137

14
’

入門線型代数 ’
14
場と時間空間の物理

D

記号論理学

D

コンピュータのしくみ

D

情報社会のユニバーサルデザイン ’
14

D

情報のセキュリティと倫理

D

ソフトウェアのしくみ

D

都市・建築の環境とエネルギー ’
14

14
’

14
’
14
’
14
’

14
’

疾病の回復を促進する薬

D

グローバル化時代の人文地理学 ’
12

12
’
D 人体の構造と機能 ’
12
D 韓国語入門Ⅰ ’
12
D

社会のなかの会計

D

地域社会の教育的再編

D

認知神経科学

D

乳幼児心理学

D

労働経済

D

市民生活と裁判

D

博物館資料論

D

情報機器利用者の調査法

D

日本語からたどる文化

D

物理の世界

D

格差社会と新自由主義

12
’

12
’
12
’

12
’
12
’
12
’
12
’
11
’

11
’
11
’

11
’
D 消費者と証券投資 ’
11
D

進化する情報社会

D

人口減少社会のライフスタイル ’
11

D

循環器病の健康科学

11
’

11
’

D

途上国を考える ’
14

D

在宅看護論

D

安全・安心と地域マネジメント ’
14

D

欧米の社会福祉の歴史と展望

D

国際ボランティアの世紀 ’
14

D

児童・生徒指導の理論と実践

D

災害看護学・国際看護学

14
’

D

日本古代中世史

D

グローバリゼーションの人類学 ’
11

D

進化する宇宙

D

微分方程式への誘い

14
’
D 歴史と人間 ’
14
D

食安全性学

14
’

D

和歌文学の世界

D

肢体不自由児の教育

14
’

14
’
13
’
D 数学の歴史 ’
13
D

認知行動療法

D

現代化学

D

現代環境法の諸相

D

事例から学ぶ日本国憲法

D

マーケティング

13
’
13
’

13
’

11
’
11
’

11
’
11
’
11
’

10
’
D 身近な気象学 ’
10
D 微分と積分 ’
10
D 基礎看護学 ’
10
D

情報の世界

D

スクールカウンセリング

D

現代都市とコミュニティ

D

社会と銀行

10
’

10
’
10
’

ＤＶＤ

D
D

D

学 DVD
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和歌の心と情景 ’
10

D

力と運動の物理

10
’
09
’
D 宇宙を読み解く ’
09

D

09
’

09
’
09
’

D

太陽系の科学

D

量子物理

D

技術者倫理

D

量子化学

D

空間とベクトル

D

大学と社会

D

文献学

D

社会福祉入門

D

問題発見と解決の技法

D

解析入門

D

技術革新を支える物質の科学

D

失敗予防の住まい学

D

障がいと共に暮らす

D

現代経済学

09
’
09
’

09
’

09
’
D 組織運営と内部監査 ’
09
D

官民の人的資源論

バイオテクノロジーと社会

D

考古学

D

ヨーロッパの歴史と文化

D

分子生物学

D

植物の科学

09
’

D

09
’
09
’
09
’

ＤＶＤ

D

学習指導と学校図書館 ’
16

D

情報メディアの活用

16
’

08
’

08
’
08
’
08
’

08
’

現代物理

19
’
16
’
D 母性看護学 ’
10
D

精神看護学

D

小児看護学

新刊

大学院用
D

学校臨床心理学・地域援助特論 ’
15

D

発達心理学特論

D

食健康科学 ’
15

D

コミュニティ教育論

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 ’
14

D

家族心理学特論

D

環境工学

14
’

D
14
’

14
’

13
’

12
’
D ｅラーニングの理論と実践 ’
12
D

データベースと情報管理

08
’

08
’
D 熱と温度 ’
08
D 英語の基本 ’
08
D

09
’

09
’

D
D
D
D
D
D

11
’

10
’
東アジアの歴史と社会 ’
10
生命環境科学Ⅰ ’
10
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
生命環境科学Ⅱ ’
08

DVD
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興味深いテーマで，各界の権威が講義！

学

◎各 1 巻
◎ 1 巻当たりの定価

特別講義

DVD

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）

D イギリスの科学教育に学ぶ 〈2016〉

放送大学渋谷学習センター客員教授・東京工業大学名誉教授
放送大学渋谷学習センター所長

D 森鷗外と明治の青春
〈2016〉
―『青年』を中心に―

島内
山崎

裕子
一穎

同志社大学教授
放送大学教授

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～

ＤＶＤ

放送大学教授
森鷗外記念会会長・跡見学園理事長

D アクティブシニアの ICT 活用生活 〈2015〉
D 公共人類学
〈2014〉
―人類学の社会貢献

市村禎二郎
酒井 善則

140

DVD

D 近代小説の誕生
〈2011〉放送大学大阪学習センター所長 柏木 隆雄
―バルザック ｢人間喜劇｣ をめぐって
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
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
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

入門編

江戸時代のからくり文化

D ドストエフスキーと現代〈2010〉

ＤＶＤ

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

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〉
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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
CALL

2,858

DVD ROM

2,858

DVD ROM

2,858

DVD ROM

2,858

CD ROM

2,000

CD ROM

2,000

ＤＶＤ

DVD ROM

142

教師教育教材

学

学
学

学
部
学

ＤＶＤ

OHP

学
学

（全１巻）
（全１巻）
（全１巻）

13,334
13,334
13,334

（全１巻）

18,096

（全１巻）
（全１巻）
（全１巻）
（全１巻）

18,096
18,096
18,096
18,096

（全１巻）

18,096

（全１巻）
（全１巻）
（全１巻）

18,096
18,096
18,096

（全１巻）

18,096

（全１巻）

18,096

（全１巻）
（全１巻）
（全１巻）
（全１巻）

18,096
18,096
18,096
18,096

（全１巻）

18,096

（全１巻）
（全１巻）
（全１巻）

18,096
18,096
18,096

143
18,096
18,096
18,096

（全１巻）
（全１巻）

19,048
19,048

（全１巻）

18,096

（全１巻）

18,096

学

（全１巻）

18,096

学

（全１巻）

18,096

（全１巻）

13,334

（全１巻）

13,334

（全１巻）

13,334

（全１巻）
部
（全１巻）

13,334
13,334

（全１巻）

13,334

（全１巻）
（全１巻）
（全１巻）
（全１巻）

13,334
13,334
13,334
13,334

学

学

学

学

学

学

学

学

学

学

学

学

学

学

学
学
学
学

部

学

学
学
学
学

学

学

ＤＶＤ

（全１巻）
（全１巻）
（全１巻）

144
学
学
学

学

学

（全１巻）
B（全１巻）

13,334
13,334

（全１巻）
（全１巻）

13,334
13,334

（全１巻）

13,334

（全１巻）

13,334

（全１巻）

13,334

（全１巻）

13,334

（全１巻）

13,334

学
（全１巻）

13,334

（全１巻）

13,334

（全１巻）

13,334

学
学
学

学

学

学

学
学

学

学

ＤＶＤ

学
学

学

学

学

学
学
学

学

学

学

学

B

145
学
学

学

学

学

学
学

学

学

学

学

13,334

（全１巻）

13,334

（全１巻）

13,334

（全１巻）

13,334

DVD
DVD
DVD
学
学

学

DVD
DVD
DVD

DVD
DVD

40,000

40,000

13,334
13,334

ＤＶＤ

学

（全１巻）
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学部教育教材
学

―有形民俗資料―

全3巻
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

57,143
1,600
57,143
1,400
57,143
1,900
57,143
1,800

メディア活用シリーズ
CD ROM

2,858

CD ROM

2,858

ＤＶＤ
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CALL教材シリーズ
学

Tell me all about it!

Medical Interview Training
CD ROM
2,858

CALL副教材シリーズ
Vol.2

CD ROM

2,858

CD ROM

2,858

CD ROM

2,858

医学教育教材
学

ＤＶＤ
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この「書名さくいん」は，2020 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。

映像コンテンツの制作技術〔改訂版〕…76
NPO マネジメント〔新訂〕 ……………61
アジア産業論
―経済の高度化と統合― ………………68

＊アジアと漢字文化 ……………………121
新しい言語学

エネルギーと社会〔改訂新版〕…………70
遠隔学習のためのパソコン活用〔改訂版〕
…………………………………………72
エントロピーからはじめる熱力学〔改訂版〕

―心理と社会から見る人間の学― ……40

…………………………………………84

新しい時代の技術者倫理………………66

＊応用音楽学 ……………………………123
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ファイナンス入門〔改訂版〕……………63

日本文学の名作を読む…………………31

フードシステムと日本農業……………68

入門線型代数〔三訂版〕…………………81

福祉政策の課題〔改訂版〕

入門微分積分……………………………81

―人権保障への道― …………………100

乳幼児・児童の心理臨床………………26

舞台芸術の魅力…………………………39

＊乳幼児心理学〔改訂版〕 ………………120

物質・材料工学と社会…………………67

乳幼児の保育・教育〔新訂〕 …………20

物理の世界………………………………83

人間にとって貧困とは何か……………51

フランス語Ⅰ（’
18） ……………………91

認知行動療法〔改訂版〕

フランス語Ⅱ（’
18） ……………………91

―実践手続きを具体的に知ることができる―

文学・芸術・武道にみる日本文化……35

………………………………………25

文学批評への招待………………………33

認知症と生きる…………………………48

＊文化人類学 ……………………………123

＊認知神経科学 …………………………119

＊文化人類学〔改訂新版〕 ………………124

＊認知心理学 ……………………………119

ヘルスリサーチの方法論〔改訂版〕
―研究実践のための基本ガイド― ……99

法学入門…………………………………54
博物館概論………………………………37
博物館教育論〔新訂〕 …………………39
＊博物館経営・情報論〔新訂〕…………123
博物館経営論〔新訂〕 …………………38

＊法システムⅡ

比較法社会論

―日本とドイツを中心に―

…………129

『方丈記』と『徒然草』…………………32
母性看護学

博物館情報・メディア論………………38

―母性看護学の概要と最新の動向をわかりやすく解説―

＊博物館資料保存論 ……………………124

………………………………………52

博物館資料保存論〔新訂〕 ……………38
＊博物館資料論〔改訂新版〕 ……………124
博物館展示論〔新訂〕 …………………38

＊マーケティング ………………………126

はじめての気象学………………………88

マーケティング論………………………64

発達科学の先人たち……………………16

マルチメディア情報処理 ……………115

発達心理学概論〔新訂〕 ………………22

身近な統計〈DVD―ROM 付〉……………82
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＊身近な統計〔改訂版〕〈DVD―ROM 付〉 128
身近なネットワークサービス〔改訂版〕 78
道を極める―日本人の心の歴史 ……111

ライフステージと社会保障……………49

耳から学ぶ英語〈CD 付〉………………90

リスクコミュニケーションの現在

民法〔新訂〕 ……………………………54

―ポスト 3.11 のガバナンス― …………43

メディア論………………………………79

リスク社会の家族変動…………………42

＊メディア論〔改訂版〕 …………………127

リハビリテーション……………………46

問題解決の数理〔改訂版〕………………75

量子化学…………………………………85

問題解決の進め方〔新訂〕 ……………66

量子と統計の物理………………………83
＊臨床心理学概説〔改訂版〕 ……………119
臨床心理学概論…………………………25

ユーザ調査法〔新訂〕 …………………78

臨床心理学研究法特論 ………………105

幼児教育の指導法………………………18

臨床心理学特論 ………………………104

ヨーロッパ政治史………………………57

＊臨床心理地域援助特論〔改訂版〕 ……129

＊ヨーロッパ政治史〔改訂新版〕 ………125
＊ヨーロッパの歴史Ⅰ
―ヨーロッパ史の視点と方法― ………122

ヨーロッパの歴史Ⅱ
―植物からみるヨーロッパの歴史― …37

＊ヨーロッパの歴史と文化
―中世から近代― ……………………122

ヨーロッパ文学の読み方―近代篇……33

臨床心理面接特論Ⅰ
―心理支援に関する理論と実践― ……104

臨床心理面接特論Ⅱ
―心理療法の世界― …………………104

＊歴史からみる中国 ……………………122
歴史と人間〔新訂〕 ……………………35
レジリエンスの諸相
―人類史的視点からの挑戦― …………43

＊労働経済〔改訂版〕 ……………………126
老年看護学〔改訂新版〕…………………53
＊ロシアの政治と外交 …………………126
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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。

札幌市

011―223―1911

MARUZEN &

宇都宮市
〃

028―614―5222
028―627―8588

〃
〃

011―231―2131
011―817―4000

〃

011―769―4000

前橋市
〃

027―235―8111
027―280―3322

小樽市
旭川市
帯広市

0134―31―7077
0166―26―1120
0155―66―7799

〃
〃
〃

027―223―9011
027―220―1830
027―210―0886

弘前市

0172―34―3131

高崎市
〃

027―363―5110
027―370―6166

青森市

017―718―7839

太田市
〃

0276―47―8723
0276―40―1900

秋田市
〃
大仙市
大館市
由利本庄市

018―825―5515
018―884―1370
0187―66―0787
0186―44―4577
0184―28―1177

桐生市
〃

0277―45―1101
0277―45―3270

盛岡市
奥州市

019―601―6161
0197―23―2532

仙台市

山形市
東田川郡

郡山市

TR

022―265―5656

023―682―3111
0235―68―0015

つくば市
学
ACADEMIA
〃
水戸市
ひたちなか市

千葉市
〃
習志野市
〃
〃

学

学 CIT

部 029―858―0409
029―868―7407
029―301―1811
029―265―2300

043―245―8331
043―254―1825
047―470―8311
047―475―8311
047―454―9768

船橋市
流山市

047―424―7331
04―7156―6111

印西市

0476―40―6325

024―927―0440
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さいたま市
〃

048―822―5321
048―871―2760

〃

048―600―0830

豊島区
〃
〃
練馬区
〃

〃
〃

048―859―4946
048―640―3111

武蔵野市
〃

久喜市
ACADEMIA
東松山市
熊谷市
飯能市
学

0480―87―1781
0493―23―1111
048―599―3232
042―972―1152

武蔵村山市

042―567―6911

調布市
国立市
小金井市

042―481―6421
042―572―0262
042―385―2351

〃
川越市

042―973―1653
049―224―2573

立川市
〃

042―522―1231
042―512―9910

千代田区

03―3502―2600

〃
〃

03―3233―3312
03―5282―3480

〃
〃
〃
中央区
〃
港区
文京区
墨田区
大田区
渋谷区

学

03―3291―5181
03―5288―8881
学 03―3238―3092
03―6214―2001
03―3281―8366
03―3437―5540
部 03―3811―5481
03―5610―3034
03―3737―5351

学

〃
AGU book café
〃
学
目黒区
〃
学
世田谷区
〃
新宿区
〃
〃
学
〃
中野区
杉並区

03―5456―2111

MARUZEN &

学

03―3409―4401
03―5466―0166
03―3712―4049
部 03―3469―7145
03―5797―5168
03―3414―1941
03―3354―5701
03―5339―7611
03―3202―3236

部

03―3203―4806
03―3319―5161
03―5382―6114

学
学
学

八王子市
〃
学
町田市
〃
MARUZEN
多摩市
〃
稲城市

03―5956―6111
03―6864―8900
03―3986―0311
03―5933―0216
03―5947―3955
0422―28―5333
0422―55―5837

部

部

042―625―1201
042―674―3032
042―725―1330
042―734―2021
042―355―3220
042―337―2531
042―350―2800

川崎市
横浜市

044―812―0063
045―640―3081

〃
〃
〃
ACADEMIA
〃
相模原市 ACADEMIA

045―846―1836
045―311―6265
045―914―3320
045―989―1781
042―700―7020

横須賀市
藤沢市
平塚市

MORE’
S

055―231―0606

甲府市

長野市
松本市

046―822―2655
0466―52―1211
0463―23―2751

MARUZEN

026―224―4550
0263―31―8171
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長岡市
〃

学

新潟市
〃
三条市
新発田市

富山市
〃
〃
高岡市

金沢市
〃
〃

BOOKS

京都市
〃

025―374―4411
025―257―1911
0256―36―7171
0254―20―1011

〃

076―492―1197
076―433―8150
076―491―7031
0766―27―7800

KaBoS

福井市

沼津市
静岡市
〃
〃

学

0258―22―5911
0258―46―6437

076―267―7007
076―226―1170
076―239―4400

0776―24―0428

相楽郡

075―253―1599
075―692―3331
学

KYOTO

ACADEMIA

奈良市
橿原市
大和郡山市

大阪市
〃

075―251―4427
0774―98―4053

0742―36―0801
0744―20―3151
0743―55―2200

MARUZEN ＆

06―4799―1090
06―6292―7383

〃
〃
〃
〃

06―6372―5821
06―6920―3730
06―4396―4771
06―6626―2151

〃
高槻市

06―6634―8606
072―686―5300

和歌山市
〃
〃
TSUTAYA WAY

073―422―0441
073―402―1472
073―480―5900

078―392―1001
078―252―0777
0797―31―7440
0798―68―6300

MARUZEN ＆

055―963―0350
054―205―6111
054―361―3511
054―275―2777

豊橋市
名古屋市 MARUZEN
〃
〃
〃
学

0532―54―2345
052―238―0320
052―589―6321
052―212―5360
052―831―1911

神戸市
〃
芦屋市
西宮市

四日市市

059―359―5910

米子市

058―262―5661
058―297―7008

松江市

0852―20―8811

岡山市
〃
〃
倉敷市

086―242―2188
086―233―4640
086―256―4100
086―430―5450

岐阜市
〃

彦根市
草津市
〃

EX

HYPER BOOKS

0749―30―5151
077―516―1118
077―569―5553

学

0859―31―5000

学
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広島市
〃
〃
〃

MEGA

MARUZEN

082―225―3232
082―830―0601

北九州市
〃

082―568―3000
082―504―6210

福岡市
〃
〃
〃

下関市

083―228―0401

高松市
〃

087―851―3733
087―832―0170

徳島市

088―602―1611

松山市

089―915―0075

093―514―1400
093―522―3924

MARUZEN
学

092―434―3100
092―413―5401
092―871―1611
092―805―7700

大分市

097―573―3400

鹿児島市
〃

099―216―8838
099―812―7000

那覇市

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。
学
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
：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

放送番組について

BS デジタル放送 ……… テレビ 231・232 チャンネル
ラジオ 531 チャンネル
231ch：BS キャンパス ex …… 生涯学習を支援する番組
232ch：BS キャンパス on…… テレビ授業チャンネル
531ch：BS ラジオ……………… ラジオ授業チャンネル

放送番組表はホームページにてご覧になれます
放送大学学園

http://www.ouj.ac.jp

放送大学教育振興会

http://www.ua-book.or.jp

放送大学
教材
▲

教養学部用

DVD

▲

▲

大学院用

2020
&

東京虎ノ門
グローバル
スクェア

虎ノ門ヒルズビジネスタワー
︵バスターミナル︶

東京メトロ
虎ノ門ヒルズ駅
︵出口Ｂ１︶

東京メトロ：虎ノ門駅徒歩3分 霞ヶ関駅徒歩8分
虎ノ門ヒルズ駅徒歩3分
ＪＲ：新橋駅徒歩13分

2
0
2
0

300科目以上を
BS231ch 232ch
531chで放送中！

DVD

