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放送番組について

放送大学
テキスト

放送大学は、平成 23 年 10 月１日より BS デジタル放送を開
始しました。

番組視聴に関してのお問い合わせは、放送大学本部企画管理課へ

▲

教養学部用

▲

大学院用

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

電　話　043 298 4317
メール　h-kikan@ouj.ac.jp

BS デジタル放送………テレビ 231・232・233 チャンネル
 ラジオ 531 チャンネル

地上デジタル放送………テレビ 12 チャンネル（関東地域のみ）

ラジオ（FM）放送………77.1MHz（東京局）　78.8MHz（前橋局）



は じ め に

この目録は，放送大学が平成 25 年度（平成 25 年�月〜26 年�月）に学

部・大学院で開設している約 330 科目の印刷教材の一般市販用を中心に，

一部科目の関連参考図書ならびにDVD/ビデオ教材などを加えて，ご紹介

するものです。

放送大学は，文科系から理科系まで，15 歳から 80 歳以上の方まで，幅の

広い学生を対象にしているという特色があります。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。多種多様な科目の教材が刊行されていることを，この

目録でご覧ください。

印刷教材の執筆陣には，放送大学の専任教員のほか，国公私立大学等の

ご協力を得て各専門分野の権威が選ばれています。その成果として，どの

教材も幅広くレベルの高い内容を盛り込みながら，しかもコンパクトにわ

かりやすく説明することに成功しました｡放送大学以外の多くの大学や短

期大学などで，講義のテキストとして採用されているほか，学生の副読本，

一般の教養書として，あるいは図書館の蔵書としても，年々利用度が高まっ

ています。

あなたも，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�丁目 14 番�号 郵政福祉琴平ビル� F

TEL.03(3502)2750 FAX.03(3592)2482 振替=00110-5-405816

http://www.ua-book.or.jp

E-mail: spua@ua-book.or.jp



〈ご案内〉
⑴ 放送大学印刷教材は，原則「15 章」構成（各章 14〜16 頁程度）

他大学におけるテキスト（教科書）に相当するもので，各科目の

重要ポイントが章ごとにコンパクトにまとめられ，効果的な学習が

しやすいよう構成されています。

⑵ 凡 例

商品番号，書名，放送教材のメディア（テレビ・ラジオ），版型，

頁数，初版発行年，ISBNコード，著者名（役職），内容紹介，定価

の順に記載されています。また，2013 年度の新刊には 新 刊 と表示

してあります。

①ご注文の際は，商品番号を明示してください。

②〔改訂版〕などの表示について

放送大学の講義は通常�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めて使用す

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」亜「三訂版」亜「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：ドイツ語入門Ⅰ（ʼ11））

③著者名は，主任講師のみを掲載しています。

著者の役職は，最新刷版の発行日現在，または 2013 年�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多数おりますが，紙幅の都合で割愛

させていただきました。

④太字「テレビ」は，当該科目のDVD/ビデオ教材が頒布されている

ことを示しています。

⑶ 購入方法につきましては，巻末（p.160）をご覧ください。
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社会階層と不平等㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀127
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環境アセスメント〔改訂版〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀128

都市と生活空間の工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀128
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533,465円高橋 和夫現代の国際政治〔改訂版〕5154

542,310円御厨 貴
牧原 出日本政治外交史〔改訂版〕5155

掲載頁定価(税込)著 者書 名商品番号

4855

522,625円北村 喜宣現代環境法の諸相〔改訂版〕4856

502,625円岡田 信弘事例から学ぶ日本国憲法4857

592,415円高橋 和夫国際理解のために5153

疾病の回復を促進する薬〔新訂〕4460

432,520円宮崎総一郎
佐藤 尚武睡眠と健康4461

462,625円吉川 雅博
朝日 雅也障がいのある生活を支援する4644

502,940円円谷 峻民法

臼井 永男運動と健康〔改訂版〕4457

432,625円戸ヶ里泰典
中山 和弘市民のための健康情報学入門4458

453,990円金田 嘉清リハビリテーション〔改訂新版〕4459

443,045円福永 浩司
渡邊 泰男

2,730円佐々木 亨
亀井 修博物館経営論3733

413,255円難波 和彦新しい住宅の世界4248

412,520円齊藤 広子
中城 康彦生活者のための不動産学入門4249

432,100円

332,730円杉森 哲也日本近世史3053

382,310円岡田 暁生西洋音楽史3426

373,255円西岡 貞一
篠田 謙一博物館情報・メディア論3732

37

2591

322,730円宮下 志朗文学のエコロジー2592

312,835円井口 篤
寺澤 盾英語の軌跡をたどる旅〈CD付〉2593

343,255円吉澤誠一郎歴史からみる中国3052

思春期・青年期の心理臨床〔改訂版〕1600

273,150円佐藤 仁美色を探究する1601

292,730円竹村 牧男
高島 元洋仏教と儒教2048

322,415円島内 裕子日本の物語文学

※商品番号 sは大学院科目

243,885円高野陽太郎認知心理学1599

252,520円佐藤 仁美
西村 喜文

2,520円原田 順子
洞口 治夫国際経営〔新訂〕5766

602,310円依田 高典現代経済学〔改訂新版〕5442

602,625円西村 理経済学入門〔改訂新版〕5443

632,415円橋田洋一郎
須永 努マーケティング5765

61
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1052,730円稲継 裕昭自治体ガバナンスs711

1083,360円青山 昌文美学・芸術学研究s805

掲載頁定価(税込)著 者書 名商品番号

s507

972,940円田中 博之カリキュラム編成論s611

1032,730円東 千秋
柴山 盛生日本の技術・政策・経営s709

1063,780円岡田 光正環境工学〔新訂〕s710

老年看護学〔新訂〕 《�月刊行》9975

1004,305円大場 登
小野けい子臨床心理面接特論〔三訂版〕s422

1022,625円田中 新正
古賀 精治障害児・障害者心理学特論〔新訂〕s423

932,940円井上 洋士へルスリサーチの方法論

井口 篤英文法 A to Z〈CD付〉9026

853,675円竹村 文彦
坂田 幸子初歩のスペイン語(ʼ13)〈CD付〉9609

873,360円野口 武悟
前田 稔学校経営と学校図書館〔新訂〕《�月刊行》9931

892,940円井出 訓

3,150円二河 成男生命分子と細胞の科学7852

813,780円
松本 良
浦辺 徹郎
田近 英一

惑星地球の進化〔改訂版〕8235

823,990円吉岡 一男
海部 宣男宇宙を読み解く〔改訂版〕8236

833,255円

733,255円三浦 伸夫数学の歴史7064

763,465円米谷 民明
岸根順一郎力と運動の物理〔新訂〕7465

783,150円濱田 嘉昭
菅原 正現代化学7466

79

6711

703,255円三輪眞木子
秋光 淳生遠隔学習のためのパソコン活用6712

713,570円川合 <計算事始め6713

752,310円藤井 良宜統計学〔改訂版〕7063

メディアと学校教育6708

683,150円鈴木 一史データ構造とプログラミング6709

682,730円葉田 善章コンピュータの動作と管理6710

683,150円加藤 浩デジタル情報と符号の理論

組織運営と内部監査〔改訂版〕5767

※商品番号 sは大学院科目

713,990円黒須 正明
暦本 純一コンピュータと人間の接点6707

703,465円中川 一史
苑 復傑

3,045円玉井 哲雄
中谷多哉子ソフトウェア工学s855

1112,625円高橋 秀明
柳沼 良知研究のための ICT活用s856

1143,360円米谷 民明現代物理科学の論理と方法s904

2,415円齋藤 正章
蟹江 章

1082,940円草光 俊雄
北川 勝彦アフリカ世界の歴史と文化s806

1092,730円宮本 徹
大橋 理枝ことばとメディアs807

1102,835円仁科 エミ
河合 徳枝音楽・情報・脳s854

110

722,730円大西 仁問題解決の数理6706

62
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商品番号

1081 教育と心理の巨人たち
ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31182-6 C1337

怨岩永 雅也

怨星 薫

（放送大学教授）

（放送大学准教授）

ともに発達科学に属する教育学と心理学に

は、必要となる基礎的知識に関して共通す

る部分が極めて多い。そうしたいわば学習

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s学tの歴史に

一時代を画すs巨人たちtの業績の中に凝

集されている。それらは現代でもなお輝き

を失わず、我々に多くの重要な示唆を与え

てくれる。本書では、ジェームズやフロイ

ト、ルソーやペスタロッチなどといった教

育学と心理学の先達を取り上げる。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

1084 教育入門
―文献で読み解く教育の社会的基盤―

ラジオ･ A5 ･ 256 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31235-9 C1337

怨岩木 秀夫

怨大淀 昇一

（放送大学客員教授・日本女子大学教授）

（放送大学客員教授・元東洋大学教授）

教育基本法に定める教育とは、人間一人一

人の知・情・意が一定のまとまり（人格）

を為すように働きかける国家の統治作用で

ある。このまとまりの望ましいあり方は歴

史的・社会的に異なるが、教育基本法が目

指すものは「心身ともに健康な国民」であ

る。本書では、手がかりとなる文献を通し

て、学校教育の支えとなるインフラストラ

クチャー（社会的基盤）について考える。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

1095 教育史入門
ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31334-9 C1337

怨森川 輝紀

怨小玉 重夫

（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）

教育という営為は、広義に捉えれば、人類

の歴史とともに古いとも言うことができ

る。その教育の歴史を、西洋と日本という

二つの視点から、それぞれ概観する。教育

学や教育史についての深く専門的な知見を

学ぶ前提として必要な、教育に関する歴史

的考え方の基礎を身に付ける。第 1回から

第 6回までは西洋教育史を中心に、第 7回

から第 14 回までは日本教育史を中心に扱

う。第 15 回は今日の世界と日本の教育を

扱うとともに、全体のまとめを行う。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

16 人文系――教育

人

文

系

学 部

◇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

人 文 系



商品番号

1093 学校と法
ラジオ･ A5 ･ 220 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31332-5 C1337

怨坂田 仰（放送大学客員教授・日本女子大学教授）

日本社会の価値観の多様化を受け、学校教

育の在り方、教員の言動等に対する法的視

点からの異議申立てが増加している。保護

者や地域住民にとって教育紛争を司法にお

いて解決しようとする傾向が増している。

一方、教育現場を中心に、「学校運営に法は

不要である」とする旧態依然とした考え方

が依然として存在する。法的視点から学校

教育の現在の分析に主眼を置き、学校事故

等、現実の裁判例を取り上げ、学校（教員）、

保護者、地域住民という教育主体間の関係

について、法というプリズムを通して分析

を進めていく。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1070 学校教育論
ラジオ･ A5 ･ 232 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30804-8 C1337

怨田中 統治

怨庄司 一子

怨浜田 博文

（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）

（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）

（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）

かつてなかったほど学校教育に注目が集ま

り、特に、これまで看過されてきた学校内

部の問題、例えば、カリキュラム（学習内

容）、学校・学級での生活や人間関係、学校

改革の可能性などへの関心が高まってい

る。学校社会学、学校心理学および学校経

営学を専門とする立場から、学校教育を基

礎から理解し、問題の本質と背景、発生の

メカニズムを把握し、今後を展望する。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1085 教育と社会
テレビ ･ A5 ･ 276 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31236-6 C1337

怨岩永 雅也（放送大学教授）

人は、家族という基礎的な小集団の中に生

まれ、親密な人間関係を通じて自我の基礎

を形成し、やがて社会集団との接触を通し

て文化と規範を身につけることにより、一

個の自律的な人間となる。人々が生まれ、

育ち、学び、働き、家庭をつくり、自らの

子どもを育て、自己を実現していくプロセ

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。また、最近の

教育状況とそれを巡る環境の変化、今後の

課題や展望についても検討する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

1080 授業研究と学習過程
ラジオ･ A5 ･ 268 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31181-9 C1337

怨秋田喜代美

怨藤江 康彦

（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）

授業は児童期・青年期における教育と学習

の場の中心である。本書は、人はどのよう

に学ぶのかを行動主義、情報処理アプロー

チ、社会文化的アプローチなどの心理学的

理論から説明するとともに、①授業が複雑

な知的営みであることを理解し、②教室で

のやり取りや児童生徒の学習過程、教材等

を分析的に見るための知識の習得をはか

り、③授業を行う教師のデザイン、実施、

評価の過程での認知過程と専門家としての

力量などについての理解を深める。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉
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商品番号

1079 現代の教育改革と教育行政
ラジオ･ A5 ･ 216 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31180-2 C1337

怨小川 正人（放送大学教授）

教育行政とは、国や自治体の公権力による

教育経営であり、教育行政学はそうした公

権力の機能を踏まえて、教育経営に関係す

る様々な主体間の権利義務関係や役割を明

らかにしながら、政策目標を実現していく

政策立案と検証、法制度・組織づくりやそ

の管理・経営を研究する学問である。本書

では、現在進行している教育改革を主に教

育行政の法制度やその運営の観点から捉

え、国、自治体の教育行政制度と機能、学

校の組織・運営と管理、教員の職能開発と

人事管理政策、日本の教育行政の実際と今

後の課題などについて考える。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1072 道徳教育論〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 196 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30900-7 C1337

怨林 泰成（放送大学客員教授・上越教育大学大学院教授）

道徳教育とは、主として学齢期にある青少

年に道徳性を身に付けさせることを目標と

する種々の教育の総称である。道徳性の意

味については、社会的、時代的背景により

さまざまに議論されてきたが、現在では、

非常に幅広い概念としてとらえられてお

り、特定の価値観や理念に基づくものとは

考えられていない。本書では、道徳教育の

歴史や法的な規制、学校教育における道徳

授業の方法にかぎらず、家庭や地域社会と

のかかわり、カウンセリングや人権教育と

のかかわりなど、さまざまな話題を取り上

げ、検討している。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1086 児童・生徒指導の理論と実践
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31237-3 C1337

怨住田 正樹

怨岡崎 友典

（放送大学教授）

（放送大学准教授）

児童･生徒指導は学習指導とともに学校教

育の重要な機能であり、児童･生徒（幼児を

含む）の人間性の発達を目的とする教育活

動である。本書では、学校教育活動の基本

的単位である学級集団に焦点を合わせ、学

級集団において教師が児童･生徒を指導し、

支援していくための諸方法について考察す

る。とくに児童･生徒の理解の方法、学級

集団活動、児童･生徒の問題行動、学校の指

導体制といった実践的な問題を中心に考察

していく。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

1092 現代の生涯学習
ラジオ･ A5 ･ 260 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31331-8 C1337

怨岩永 雅也（放送大学教授）

広く人口に膾炙し、さまざまな場面で標語

の一部とされることの多い生涯学習を基本

概念から問い直し、人の生涯にわたる発達

と生涯学習との関わりについて理解し、そ

れによって自らの知的生活をより高めるこ

とを可能にしていく。また、社会教育行政

に携わるにあたっての基本的な考え方と姿

勢、および知識を理解していく。日本の生

涯学習を考える上で、他の諸国の生涯学習

の現状も紹介していく。そして、現在どの

ような技術が生涯学習に利用されている

か、近い将来どのような技術の利用が可能

なのか多角的に検討していく。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉
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商品番号

1091 地域社会の教育的再編
―地域教育社会学―

テレビ ･ A5 ･ 272 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31330-1 C1337

怨岡崎 友典

怨夏秋 英房

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・國學院大學教授）

子育てや学校教育で様々な問題があり家庭

崩壊や学校崩壊などの教育問題は、家庭や

学校単独で起きる現象ではない。人間の成

長・発達といった社会的な教育を担う家

庭・学校と人間の共同生活の場面として地

域社会との関係を、生涯学習・教育の視点

から明らかにする。特に家庭と学校が地域

住民の諸組織や機関との連携協力により、

地域社会を教育の視点から再生・創造させ

る条件について、全国の具体的な事例をと

おし、現代日本の教育課題として解説する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

1094 家庭教育論
ラジオ･ A5 ･ 244 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31333-2 C1337

怨住田 正樹（放送大学教授）

家族は子どもが生まれると同時に所属する

集団であり、子どもの発達にとっても最も

基礎的、かつ重要な集団である。子どもが

家族集団のなかで習得した価値・規範や思

考・行動様式は、その後の子どもの発達を

大きく規定し、方向づけていく。家族は子

どものベースを形成し、一定の方向に向け

ていくのである。家庭教育を家族集団のな

かでの子どもの発達に関わる事象として広

義に捉え、子どもの発達過程およびその発

達過程に関わる諸問題、また親の問題、家

族の問題をも取り上げて実証的に考察して

いく。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

1087 乳幼児の保育と教育
―子どもの最善の利益を求めて―

ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31238-0 C1337

怨岡崎 友典

怨林 信二郎

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・埼玉大学名誉教授）

乳幼児の保育が「子どもの最善の利益」を

もたらすものとなるための基本的視点とし

て、保育者にとって必要と考えられる知識

や理解、実践事例などを取り上げる。また、

保護者や身近な地域住民などが、乳幼児期

の保育と教育の基本原理を学び、それを実

践につなげる方途を考える。さらに、日本

の今日的な課題を、育児支援や多文化保育

の視点から考察する。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1088 子ども・若者の文化と教育
ラジオ･ A5 ･ 232 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31239-7 C1337

怨武内 清

怨岩田 弘三

（放送大学客員教授・敬愛大学教授）

（放送大学客員教授・武蔵野大学教授）

現代の子どもや若者（青年）は、どのよう

に成長して一人前の大人になっていくの

か。そこにどのような人やエージェント

（機関）が関わり、社会化や教育が行われる

のか。また、子ども・青年は独自の文化を

つくり、自ら社会化する側面もある。本書

は、子どもや若者が成長し、教育される具

体的な場面や集団（家族、友人、学校、大

学等）を取り上げ、学びの内容（学力や価

値形成）にも言及しながら、子ども・若者

の成長と教育の社会的側面を明らかにする。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉
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商品番号

1083 肢体不自由児の教育
テレビ ･ A5 ･ 192 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31184-0 C1337

怨西川 公司

怨川間健之介

（放送大学客員教授）

（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）

近年、肢体不自由特別支援学校等において

は、在籍者の障害の重度・重複化、多様化

の傾向が顕著になってきており、幼児児童

生徒一人ひとりの実態に即した指導上の創

意工夫が、より一層求められている。本書

では、肢体不自由児の教育に必要な基礎的･

基本的事項について、教育の実際を概観し

ながら、その生理・病理と心理、教育課程、

指導法等について理解し、障害の多様な幼

児児童生徒に対する教育の基本的な知識を

身につけることを目的としている。

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉

商品番号

1082 知的障害教育総論
テレビ ･ A5 ･ 244 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31183-3 C1337

怨太田 俊己

怨宮﨑 英憲

（放送大学客員教授・植草学園大学教授）

（放送大学客員教授・東洋大学教授）

近年、特別支援学校等への入学者が急増し

ているが、本書では、知的障害教育につい

て、今日的で、かつ基礎的な内容について、

初歩の学習者にもわかりやすく解説する。

特別支援学校、特別支援学級の児童生徒の

教育について、在学する知的障害のある児

童生徒の心理や生理的な特徴・特性、特別

支援学校、特別支援学級の教育課程、そし

て指導法や個別の指導計画などについて、

具体的な実践場面を例に理解を深めること

ができる。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

1089 特別支援教育基礎論〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 260 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31240-3 C1337

怨吉田 昌義

怨鳥居 深雪

（放送大学客員教授・帝京大学教授）

（放送大学客員教授・神戸大学教授）

特別支援教育は、これまでの特殊教育の対

象であった障害に加え、LD・ADHD・高機

能自閉症等を対象とすることとなった。そ

こで本書では、特別支援教育の現状、視覚・

聴覚障害児、知的障害児、肢体不自由児、

病弱児、重複障害児の理解や、LD 児、

ADHD 児、自閉症児等の理解を学習する

とともに、特別支援教育・指導の実際を考

察する。特別支援教育の意義、対象となる

障害に関する基礎的な知識、理解、教育の

現状を学ぶ。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

1090 特別支援教育総論〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31241-0 C1337

怨宮﨑 英憲

怨山本 昌邦

（放送大学客員教授・東洋大学教授）

（放送大学客員教授・横浜国立大学名誉教授）

平成 19年度から「特別支援教育」が制度化

され、全国の特別支援学校はもとより、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

一人のニーズに応じた適切な指導と支援が

求められている。本書では、特別支援教育

の意義、対象となるそれぞれの障害の概要

や教育内容・方法等の基本的事項について

解説する。特別支援教育の意義や概要を理

解し、一人一人のニーズに応じた教育が展

開できるようにする。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉
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商品番号

1096 心理と教育を学ぶために
ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31335-6 C1337

怨小川 正人

怨森 津太子

怨山口 義枝

（放送大学教授）

（放送大学准教授）

（放送大学客員准教授・日本大学准教授）

教育学、心理学、臨床心理学は、人間の発

達とそれを通して社会の有様を考える点で

は共通した学問的基盤を有するが、三領域

それぞれの研究意義、研究方法、研究対象

がどのようなものかを解説し、三領域に共

通する考え方、重なる部分を知ることで教

育と心理について複合的な思考方法や視点

を身につける。「心理と教育」を学習する

今日的意義を考える。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

1597 心理学概論
テレビ ･ A5 ･ 216 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31338-7 C1311

怨星 薫

怨森 津太子

（放送大学准教授）

（放送大学准教授）

心理学は、非常に間口の広い学問であり、

概論とはいえ、全ての心理学分野を漏れな

く紹介するのは難しい。そこで、日本の家

族、まなみさん一家が毎日の生活の中で遭

遇する具体的な心理学的問題を通し、心理

学が問題をどのように捉え、どのような方

法で研究しているのか、それぞれの分野の

専門家に話を伺い、実験例などを紹介して

いく。取り上げる場面は 3種（教育、犯罪、

産業）だが、その背景にこれらの研究の基

礎となる諸研究も紹介していきたい。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1575 心理学研究法〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 202 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30807-9 C1311

怨海保 博之

怨大野木裕明

怨岡市 廣成

（放送大学客員教授・東京成徳大学教授）

（放送大学客員教授・仁愛大学教授）

（放送大学客員教授・同志社大学名誉教授）

①人の心と行動を実証的に研究する論理は

どうなっているのか、②一世紀余にわたる

心理学の研究の歴史のなかで、その論理は

どのような変遷を経て現在どのようになっ

てきたのか、③今、心理学は研究方法論の

百花繚乱期を迎えているが、実験法から質

的研究法まで、どのような方法論と技法が

何を明らかにするためにどのように使われ

ているか、を紹介した書。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

1585 心理学史〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 264 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31185-7 C1311

怨西川 泰夫

怨高砂 美樹

（放送大学客員教授・上智大学名誉教授）

（放送大学客員教授・東京国際大学教授）

現代の心理学は、自然科学の興隆に伴い、

従来の哲学的・倫理学的・道徳学的心理学

から新心理学、科学的（実験）心理学とし

て自立した。一方、我が国では幕末から明

治初期にかけて世界の心理学と出会い、そ

の移入と定着・拡大を図り、今日をつくっ

てきた。本書では、こうした歴史的背景を

踏まえ、心理学の対象である生き物全般に

加えて、人工物（ことに機械類）の心や知

性、行動を的確に理解するための基本概念、

考え方の起源を解説する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

1581 教育心理学概論
ラジオ･ A5 ･ 220 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30901-4 C1311

怨太田 信夫（放送大学客員教授・東京福祉大学教授）

教育心理学は、「発達」、「学習」、「集団・適

応」、「評価」の 4つの領域より成り立って

いる。本書では、教育を狭い意味の学校教

育だけにとどまらず、家庭教育も成人・高

齢者に対する教育も考慮の範囲に収め、す

べての領域を満遍なく取り上げ、いろいろ

な角度から、いろいろな問題に言及してい

く。また、心理学の用語や理論などの知識

を習得し、心理学的な考え方を身につける

と同時に、現代の教育におけるさまざまな

問題も視野に入れ、現代に生きる子どもか

ら大人までの教育に関して、広い視野を通

して考察を進める。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

1589 発達心理学概論
ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31242-7 C1311

怨氏家 達夫

怨陳 省仁

（放送大学客員教授・名古屋大学大学院教授）

（放送大学客員教授・北海道大学名誉教授）

我が国の発達心理学は、欧米で生まれた理

論や方法を取り入れることから始まった

が、さまざまな分野における発達心理学の

貢献の可能性を考えるとき、日本の発達心

理学を構築していく必要がある。そのため

に、文化や歴史的背景を常に考慮しながら、

主要な理論や方法論、研究領域の研究成果

を概説する。発達心理学の主要な基礎理論

や方法論、主要な知見や応用例についての

知識を習得し、人間発達についての理解を

深めていく。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

1576 社会心理学の基礎と応用
ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30808-6 C1311

怨村田 光二

怨坂元 章

怨小口 孝司

（放送大学客員教授・一橋大学教授）

（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）

（放送大学客員教授・立教大学教授）

現代の社会心理学は、①多くの領域で社会

認知的視点を採用していること、②他の研

究分野との連携を推進していること、③経

済行動や政治行動など幅広い分野に応用が

広がっていること、に特徴がある。社会心

理学の全体像を簡潔にまとめ、基本的な考

え方と研究事例を分かりやすく紹介してい

る。前半では社会的認知を中心に、後半で

は代表的な応用研究を紹介している。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

1582 人格心理学〔新版〕
ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30902-1 C1311

怨大山 泰宏（放送大学客員准教授・京都大学大学院准教授）

人格（personality）は、臨床心理学の他、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

格という概念に関する基本的な知識の習得

と、この概念を生み出すに至った心理学の

発想法を理解する。心理学において「人格」

という概念が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。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。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉
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商品番号

1573 記憶の心理学
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30805-5 C1311

怨太田 信夫（放送大学客員教授・東京福祉大学教授）

人間の記憶に関する研究において、今日ま

でに解明されてきた知見のうちの基本的事

項を分かりやすく解説する。ここでいう記

憶とは、経験や出来事、あるいは知識やイ

メージなど、常識的な意味での記憶のみな

らず、私たちが生まれてからこのかた、経

験により獲得してきたすべての知識や技能

を指す。すなわち話したり、歩いたり、服

を着たりする日常的行動は、学習したこと

を記憶しているからできることなのであ

る。また、記憶のメカニズムやその理論、

現代社会の諸問題に直結する応用的研究に

ついてもデータを示しながら解説する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

1593 精神分析とユング心理学
ラジオ･ A5 ･ 256 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31246-5 C1311

怨大場 登

怨森 さち子

（放送大学教授）

（放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）

フロイトに始まる精神分析とユングに始ま

るユング心理学は、一方では、臨床心理学

の領域を越えて、広く人文科学の基本的教

養となっていると表現できる。他方、精神

分析とユング心理学は、臨床心理学、とり

わけ心理療法の世界において、ひとつの根

幹となる学派を形成している。本書では、

精神分析とユング心理学がもつ「人間に関

する知」の側面と「臨床の知」の側面の両

者を視野に入れながら、その基本を理解す

ることを試みてみたい。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

1574 認知科学の展開
テレビ ･ A5 ･ 320 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30806-2 C1311

怨西川 泰夫

怨阿部 純一

怨仲 真紀子

（放送大学客員教授・上智大学名誉教授）

（放送大学客員教授・北海道大学名誉教授）

（放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）

私たちの「心」をめぐる議論は、新たな局

面を迎えているが、その取り組みを包括し

て認知科学と呼んでいる。19 世紀の生理

学や物理学の興隆とともに現在の科学的・

実験心理学が立ち上げられ、20 世紀中ごろ

からの情報理論、コンピュータの実現、脳

神経科学の進展とともに、現在の認知科学

がある。基本的なパラダイムの紹介とその

広がりを、心理事象を基に紹介する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

1595 認知神経科学
テレビ ･ A5 ･ 284 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31336-3 C1311

怨道又 爾

怨岡田 隆

（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）

かつては人間の脳機能測定法に大きな制約

があったため、認知心理学において脳はど

うしてもブラックボックス視されがちだっ

た。しかし、認知課題を遂行中の人間の脳

活動を非侵襲的に測定する技法が開発され

て以来、認知心理学においても精神機能を

脳のはたらきと結びつけて研究しようとす

る機運が高まり、認知神経科学という学問

分野に結実した。記憶や言語など、人間の

持つ高度な認知機能の基礎にある脳メカニ

ズムを追究した諸研究を紹介する。

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉
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商品番号

1599 認知心理学
テレビ ･ A5 ･ 396 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31401-8 C1311

怨高野陽太郎（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

認知心理学は、人間の心の働きを情報処理

プロセスとして理解しようとする心理学で

ある。人間は、目や耳などの感覚器官から

環境についての情報を入力し、それを様々

に処理して、環境に適応するための行動と

いう形で出力する。本書は、そうした情報

処理のプロセスについて、認知心理学では

どのようなことが明らかになってきたのか

を調べる。つまり人間の情報処理の特色に

なっている高次認知（記憶・言語・思考な

ど）の考察を中心に、心の働きの研究方法

や、認知心理学がこの研究がどのように役

立つのかということについても考える。

〈定価 3,885円(税込�％)・本体 3,700円〉

商品番号

1579 心理臨床の基礎
ラジオ･ A5 ･ 200 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30811-6 C1311

怨小野けい子（放送大学教授）

心理臨床の基礎として、臨床心理学の 4領

域である、臨床心理アセスメント・臨床心

理的援助・コミュニティ援助・研究法の基

礎について解説。臨床心理アセスメントで

は面接法、心理検査法、投影法について概

説している。心理臨床家による子育て支援

が求められている今、その意義と援助の具

体的方法について、コミュニティ援助の視

点から述べる。臨床心理学は、心理的援助の

実践活動を通して研究を行うことが基本だ

が、研究の方法と社会的意義、倫理問題を

解説するとともに卒業論文などの学術論文

を執筆する具体的方法にも言及している。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

1588 心理臨床とイメージ
テレビ ･ A5 ･ 204 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31188-8 C1311

怨小野けい子

怨佐藤 仁美

（放送大学教授）

（放送大学准教授）

深層心理学では、意識の領域と無意識の領

域を仮定しているが、意識領域に関しては

言語化が比較的容易であるのに対し、無意

識領域に関しては言語化が難しく、イメー

ジを通して表現されることが多い。した

がって、イメージで表現されたものから、

無意識を含めた人の心を見つめていくこと

が可能である。本書では、描画、造形、身

体表現といったイメージ表現や、夢、昔話、

神話のイメージを取り上げ、イメージを通

して心理臨床の世界に言及する。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

1594 乳幼児・児童の心理臨床〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 200 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31247-2 C1311

怨山口 義枝（放送大学客員准教授・日本大学准教授）

子どものための援助の気持ちを、実際の心

理臨床場面ではどのように実現しているの

かを、「対象である乳幼児期、児童期の子ど

もは何を感じ、どのように世界を体験して

いるのか」「援助者である大人が、子どもの

こころを理解し、共感的な関わりを行うた

めにはどのような努力が必要なのか」を学

んでいく。乳幼児期・児童期の発達を知る

こと、遊戯療法の理論と実際、箱庭療法の

理論と実際、子どもとのさまざまな関わり

の実際を知ること、さらに教育現場のカウ

ンセリングの実例も示しながら、子どもの

心理臨床についての考えを深めていく。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉
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商品番号

1596 乳幼児心理学
テレビ ･ A5 ･ 272 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31337-0 C1311

怨山口 真美

怨金沢 創

（放送大学客員教授・中央大学教授）

（放送大学客員准教授・日本女子大学准教授）

乳幼児は言葉を駆使して意思を表現できな

いため、言語を使用せず実験する方法が考

えられてきた。視聴と聴覚という基礎的な

メカニズムの発達から、社会性の萌芽や言

語の発現へと続く、乳幼児の心理の発達段

階について理解する。実際の実験場面を検

討しながら、子ども達の持つ意外な潜在能

力について理解を深めつつ、発達にはなに

が必要なのかを理解する。最後に、実験室

で得られた結果を展開する発達健診などを

参考に乳幼児心理学の展望を解説する。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

1600 思春期・青年期の心理臨床〔改訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 228 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31402-5 C1311

怨佐藤 仁美

怨西村 喜文

（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）

思春期・青年期について、発達的側面・医

学（病理）的側面から捉え、その対応につ

いて家庭・学校・社会のなかでの若者の姿

を多角度からアプローチし、思春期・青年

期の特徴を内面と外面から理解する。思春

期・青年期を経て大人に移行する間に発生

する、心と体の様々な問題を指摘しながら、

樹木が上に伸びると同時に下への根が張ら

れるように成長を上下から眺め、この時期

をどう生き抜いていくのか、それを取り巻

く親や先生の役割なども考察する。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

1578 心の健康と病理〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 220 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30810-9 C1311

怨齋藤 高雅（放送大学教授）

心の健康と病理について、その基本的な概

念と成り立ちに関する基礎知識と考え方に

ついて解説する。成長・発達につれて、社

会生活上さまざまな問題や障害が生じる。

これらの問題解決には、心の健康とは何か

を知り、それが損なわれた状態、つまり心

の病について知ることが大切である。本書

では、乳幼児期・児童期、思春期・青年期、

高齢期、女性の心の健康と病理、学校にお

けるメンタルヘルスなどのテーマで健康問

題を考え、その対策を述べる。さらに、社

会病理の時代的変遷、心の病の時代的変遷

についても考えていく。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1591 心理統計法
テレビ ･ A5 ･ 272 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31244-1 C1311

怨大澤 光

怨神宮 英夫

（放送大学客員教授・京都橘大学教授）

（放送大学客員教授・金沢工業大学教授）

心理学とその関連領域の対象を数量的に把

握し、そのデータを統計分析して、目的と

する意味ある情報を得るための統計法の基

本的な考え方と方法を、数式、例題、図な

どを駆使して解説する。また、Excelなど

の分析ツールを利用して、実際に使えるよ

うに説明する。これにより、統計法の基本

的な考え方と方法を理解でき、具体的な問

題に対して、その目的に沿って問題を分析

し、その数量的な把握と統計的な検討から

適切な解決を導く力が身につく。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉
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商品番号

1584 心理カウンセリング序説
ラジオ･ A5 ･ 192 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30904-5 C1311

怨大場 登 （放送大学教授）

臨床心理学における「カウンセリング」に

ついて、もっとも基本的なことを論じてい

る。現在の日本においては、カウンセリン

グという言葉は、「受容的に話を聞くこと」

とか、ほとんど「ガイダンス」とか、「オリ

エンテーション」といった意味で使われる

ことも稀ではない。本書では、臨床心理学

的な問題や症状を抱えた方々、すなわち、

クライアントが自らの問題や課題と取り組

むためにセラピスト（＝カウンセラー）の

もとを訪ねて開始される心理療法という意

味での「心理カウンセリング」について系

統的に理解できるように構成されている。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1577 保育カウンセリング
ラジオ･ A5 ･ 220 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30809-3 C1311

怨滝口 俊子

怨山口 義枝

（放送大学名誉教授）

（放送大学客員准教授・日本大学准教授）

幼児の心身の問題には、親も保育者も戸惑

うことが多く、保育場面へのカウンセラー

の配置が求められている。大阪府私立幼稚

園のキンダーカウンセラー、東京都日野市

の保育カウンセラーなどの活動実際を紹介

しつつ、保育カウンセラーの必要性や、保

育カウンセリング活動の実際を考察する。

乳幼児の発達・身体疾患に関する基本知識、

幼児を理解するための試み、保護者との関

わり、外部機関との連携など、保育カウン

セリングに必要な情報を提供する。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1587 スクールカウンセリング〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 196 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31187-1 C1311

怨滝口 俊子（放送大学名誉教授）

人間の行動は、生理−心理−社会的要因に

よって決定されると見ることができるが、

スクールカウンセラーの中心的業務は心理

的側面の理解にある。スクールカウンセ

ラーは、児童生徒のこころの健康と保護者

の支援、先生方との連携をめざして活動し

ているが、本書では、「いじめ」「高機能自

閉症（アスペルガー障害）」「ADHD（注意

欠陥多動性障害）」「LD（学習障害）」「不登

校」「非行」「PTSD」など、児童生徒のス

クールカウンセリングに必要な理解や実際

を紹介するとともに、幼児および大学生へ

のカウンセリングについても取り上げる。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

1592 比較行動学
―ヒト観の再構築―

ラジオ･ A5 ･ 260 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31245-8 C1311

怨藤田 和生（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

道具をつくる・使う、言葉を話す、文化を

もつ、などはいずれもある時代のヒトの「定

義」だった。しかし、動物の研究が進むに

つれて、これらはいずれも動物にも存在す

ることが実証され、ヒトの定義はそのたび

につくり替えられてきた。こうした諸事実

を前にして、我々はヒトという存在を動物

界の中にいかに位置づけるのかを考え直さ

なければならない。本書では、最新の研究

成果に基づいて、ヒトとは何かを考え、地

球化時代の新たなヒト観を提示する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

1598 交通心理学
テレビ ･ A5 ･ 264 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31339-4 C1311

怨蓮花 一己

怨向井 希宏

（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）

事故リスクの高低には交通参加者の行動と

意識が影響し、交通安全には人的要因の解

明が求められる。交通心理学の歴史と研究

成果を踏まえ、事故に関わる行動としてハ

ザード知覚やリスクテイキング行動の概

説、交通参加者の行動を分析するためのア

イカメラなどの研究を紹介する。子どもや

初心運転者、高齢運転者など対象別の行動

特性と教育研究を紹介する。ITS技術など

交通問題解決のための工学的アプローチと

交通心理学との連携についても触れる。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

1601 色を探究する
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31403-2 C1311

怨佐藤 仁美（放送大学准教授）

ヒトは、視覚的生き物とも言われている。

また、色を通して、様々な表現をし、色彩

によって多種多様な影響を受けている。ヒ

トの言葉には、色を用いた感情や状態を表

す言葉も少なくない。たとえば、「腹黒い」

「赤っ恥」「黄色い声」「気持ちがブルー」な

ど、数多くの言語表現が存在する。本書で

は、「色」というものに、自然科学的視点・

社会文化的視点・生活環境的視点・心理的

視点など多角度からアプローチし、色の持

つ意味を解き明かしていき、最終的に我々

が住み心地・生き心地をよくする色の活用

に結びつけていきたい。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉
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商品番号

2041 哲学への誘い
ラジオ･ A5 ･ 272 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30815-4 C1310

怨佐藤 康邦（放送大学教授）

哲学的なものに対する関心は多くの人が

もっているものの、哲学を学ぶことは敬遠

されがちである。そこで本書では、哲学以

外のところに題材を求めながら、そこに哲

学の問題を探るという方法をとっている。

まず哲学の源流である古代ギリシャの文化

的背景全体について展望し、ギリシャ哲学

がいかにして生まれたかを見る。次に近代

社会に生きる私たちの現実の問題が哲学と

いう場面でどうとらえられるのかを考察

し、最後に文学や芸術との関連で哲学の問

題を検討する。哲学に触れたことがない人

にも読みやすいよう工夫されている。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

2043 西洋哲学の誕生
ラジオ･ A5 ･ 228 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31189-5 C1310

怨佐藤 康邦

怨三嶋 輝夫

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・青山学院大学教授）

西洋哲学の源流はヘレニズムとヘブライズ

ムであり、近世以降の西洋哲学の源流がい

かなるものであったのかを、古代ギリシア

の哲学、古代ユダヤの信仰、キリスト教の

教義、中世の神学を通して学ぶ。まずヘレ

ニズムについてソクラテス以前の哲学から

アリストテレスまでたどり、次にヘブライ

ズム、即ち旧約聖書およびキリスト教を検

討する。さらに、キリスト教の教義が確立

する際に、ギリシア哲学との融合が行われ

たことに言及する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

2047 近代哲学の人間像
ラジオ･ A5 ･ 252 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31340-0 C1310

怨佐藤 康邦（放送大学教授）

ルネッサンス以降の近代哲学について学

ぶ。まず、ルネッサンス人文主義の哲学に

おいて近代的人間がどのように捉えられた

かを見る。次にデカルトを中心に、近代科

学と、近代的人間観の関係を見、さらにイ

ギリスの哲学の経験論を代表する哲学者、

ロックとヒュームを取り上げ、ドイツ観念

論の哲学を検討し、近代哲学の古典を検討

する。そのことを踏まえた上、かつて哲学

が占めていた知的世界の多くの分野が、今

日では実証主義的科学によって奪われてい

るように見える。このような時代での哲学

の自己主張のありかたについて考える。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

2044 生命と環境の倫理
テレビ ･ A5 ･ 260 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31190-1 C1310

怨清水 哲郎（放送大学客員教授・東京大学大学院特任教授）

本書では、個々人の生命を基盤とする人

生・生活から、人々の生活を支える地球と

いう環境までを視野において、生命−環境

という枠組みで問題を捉え、そこにおける

倫理の諸問題を考える。医療は、相対的に

ミクロな生命−環境世界に注目するが、相

対的にマクロな生命−環境世界をも視野に

入れる必要がある。環境保全は、マクロな

生命−環境に注目するが、ミクロな世界を

も視野に入れる必要がある。二つの問題領

域を個々に検討しつつ、全体的な視野に

立って、意思決定ないし合意形成のプロセ

スの問題を中心に倫理を考える。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

2046 現代哲学への挑戦
ラジオ･ A5 ･ 272 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31248-9 C1310

怨船木 亨（放送大学客員教授・専修大学教授）

「現代哲学への挑戦」とは、20 世紀の哲学

と非哲学の関係を総括し、これからの哲学

の確かな道筋を発見しようとする試みであ

る。現代哲学を学ぶとき、現在の文化的社

会的状況についての確かな認識と、それを

超え、その中で生きる指針となるようなも

のを求めているのではないだろうか。そう

した問題意識のもとに、現代を駆け抜けて

未来へと向かう思考の方向性の提示をして

みたい。「問と思索をどのように進めて問

題の在りかを発見していくか」という哲学

的な姿勢を学び、自分なりに「いま」を見

つめるのに役立ててもらいたい。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

2042 実存と現象学の哲学
ラジオ･ A5 ･ 208 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30905-2 C1310

怨山口 一郎（放送大学客員教授・東洋大学教授）

人が生きることは、さまざまな問いと共に

生きることであり、なかでも家族や学校や

職場などでの人間関係は、もっとも重要な

問題として、喜びや苦しみの根源となって

いる。実存主義、現象学という哲学は、こ

の問題を考える上で、もっとも豊かな内容

を私たちに与えてくれており、本書では、

人と人との応対の仕方に重点を置き、他の

人といかに喜びや悲しみを共にしながら生

きていくのか、その現実と理想を考察し、

「他者の痛みに触れることができるのか」、

「人と人との真の出会いは可能か」といっ

た問題の本質を解き明かしている。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

2048 仏教と儒教
―日本人の心を形成してきたもの―

ラジオ･ A5 ･ 276 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31404-9 C1314

怨竹村 牧男

怨高島 元洋

（放送大学客員教授・東洋大学教授）

（放送大学客員教授・お茶の水女子大学大学院教授）

日本の思想、哲学、日本人のものの見方・

考え方には、仏教と儒教が大きな役割を果

たしていることは周知のことである。本書

では、まず仏教と儒教の源流がどのような

ものであるのかを明らかにし、それらが日

本においてどのような変遷をたどったのか、

それぞれの時代の思想をBりつつ解説す

る。さらに、日本古来の思想と見なされる

国学や神道思想についても検討を加える。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

2045 功利主義と分析哲学
―経験論哲学入門―

ラジオ･ A5 ･ 280 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31191-8 C1310

怨一ノ瀬正樹（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

功利主義と分析哲学という二つの思潮を整

理基軸に、近世から現代に至る主な哲学・

思想の歴史的展開とその意義を、経験主義、

特に「計量化への志向性」という側面に集

約して論じる。ベーコン、ホッブズ、ロッ

ク、ヒューム等の古典的な哲学者の考え方

を理解し、社会契約論の基本を押さえた上

で、ベンサムや J.S.ミルに発する功利主

義の歴史的・現代的意義を捉える。さらに、

ウィトゲンシュタイン、クワイン、グッド

マンから「ベイズ主義」に言及する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉
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商品番号

2587 世界の名作を読む〔改訂版〕
〈MP3CD付（朗読 7時間）〉

ラジオ･ A5 ･ 196 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31251-9 C1397

怨工藤 庸子（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

タイトルは知っているけれど、いきなり読

むのは荷が重いという超大作から、含蓄の

ある珠玉の短篇小説まで、それぞれの著者

が、自分自身の読書経験に照らして、作家

と作品の魅力を語っている。「ドン・キホー

テ」「グリム童話」「ボヴァリー夫人」など、

昔話や少年文学などの親しみやすい作品を

収録。学校教育の感想文とは異なる文学の

読み方・語り方の具体例を提案していく。

良質の翻訳文学に親しみ、日本語の力を身

につけましょう。

〈価格 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

2585 日本語からたどる文化
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31250-2 C1381

怨大橋 理枝

怨ダニエル・ロング

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・首都大学東京教授）

現代の日本のさまざまな側面に焦点を当

て、言語的・文化的側面からそれらを捉え、

理論的な考察を加え、これまでに意識しな

かったさまざまな点を意識化することに

よって、「日本」に対する「外からの視点」

を提供する。日本語を切り口にして、もの

の見方・考え方、社会、行動等のさまざま

な局面を取り上げ、社会言語学とコミュニ

ケーション論の視点から「日本語」や「日

本文化」、自らの言語・コミュニケーショ

ン・文化を見つめ直す視点を得る。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

2578 アジアと漢字文化
テレビ ･ A5 ･ 304 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30906-9 C1380

怨大西 克也

怨宮本 徹

（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）

（放送大学准教授）

東アジアから東南アジアにかけての広い地

域に対して、中国文明は過去から現在に亘

り深甚なる影響を与え続けてきた。その文

明の優位性を保証していたのが書記体系と

しての漢字である。本書では、中国におけ

る漢字の成立と歴史的展開を軸としつつ、

あわせて周縁地域に対する漢字の諸方面に

おける影響を俯瞰することを通じ、我々が

生きるアジアにおいて漢字文化が果たして

きた役割とその将来について、いま一度考

え直す視点を提供している。

〈定価 3,360円(税込�％)・本体 3,200円〉

商品番号

2589 英語圏の言語と文化〈CD付〉
ラジオ･ A5 ･ 200 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31253-3 C1382

怨井口 篤

怨大橋 理枝

（放送大学准教授）

（放送大学准教授）

英語文学とは「アメリカ文学」や「イギリ

ス文学」だけではなく、世界中の母語話者

と非母語話者が、日々それぞれの伝統とm

藤し、また対話しながら産み出し、変容さ

せているダイナミックで複雑な現象であ

る、という認識を深めることが本書の目標

である。いろいろな地域出身の作家による

英文を読むことによって、英語文化の「多

重奏」を深く理解するために、世界各国で

書かれた文学テクストやインタビューによ

る作品の解説などに触れていく。

〈価格 3,675円(税込�％)・本体 3,500円〉
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商品番号

2593 英語の軌跡をたどる旅〈CD付〉

―The Adventure of English を読む―

ラジオ･ A5 ･ 212 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31408-7 C1382

怨井口 篤

怨寺澤 盾

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

英語の歴史について書かれた文献（Melvyn

Bragg「TheAdventure of English」からの

抜粋を使用)をテクストにして、中級程度

の英文の読解の練習をする。併せて英語の

歴史的変遷に関する知識を身につけること

を目的とする。英語が過去 1500年余りの

間にどのような歴史的変遷を経てきたかを

知ることで、英語に対する興味と知識の向

上につなげる。

〈価格 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

2588 言葉と発想
ラジオ･ A5 ･ 296 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31252-6 C1381

怨伊藤 笏康（放送大学客員教授・聖徳大学教授）

言葉の使い方をまとめたのが「文法」であ

るが、不思議なことに、国文法はネイティ

ヴである我々によくわからず、英文法は必

ずしも我々が英語を学習する助けになって

いない。言葉を理解するとはどういうこと

だろうか。本書では、「ものごとを指し示

す言葉」「動作や状態を表す言葉」「話し手

の気持ちを表す言葉」の 3 つの視点から、

英語の発想が日本語とどのように違うかを

明らかにし、言葉によって世界の見方がど

れほど違ってくるかを考える。言葉にはそ

れぞれ表現のシステムがあり、言葉が違え

ば世界が違うことを気づかせる。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

2590 日本文学概論
ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31342-4 C1391

怨島内 裕子（放送大学教授）

1300年以上にわたる長い射程を持つ日本

文学を把握し、日本文学生成のダイナミズ

ムを実感するための明確な視点を提供す

る。文学者と作品を絞り込んで、何が日本

文学を力強く推進し、変容させる原動力と

なったかを見極める。これにより、日本文

化における文学の広汎な影響力と、文学の

果たした役割を再認識でき、21 世紀の日本

文化を考える契機となる。本書では、刻々

と新たに生まれ出る文学作品が、誰により

どのように集約され、再生され、現代まで

読み継がれてきたか、具体的な視点に立ち、

日本文学という文学概論を展開する。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

2582 日本文学の読み方
ラジオ･ A5 ･ 208 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30910-6 C1391

怨島内 裕子（放送大学教授）

本書は、次の 2 点に重点を置いた構成に

なっていて、日本文学を総合的かつ深く読

み込むことができる内容になっている。す

なわち、1 つはほぼ年代順に作品を配列す

ることによって、コンパクトな日本文学史

としての側面を持つことであり、もう 1つ

は、原文や歌句の選択に意を用いて、名文

選・名歌選・名句選としてのアンソロジー

的な側面を持つことである。さらに、以上

の 2点に加え、個々の作品をいかに読み解

き、研究するか、その方法論や研究史にも

触れて、日本文学を総合的に、かつ深く読

み込むことを目指す内容になっている。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉
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商品番号

2591 日本の物語文学
ラジオ･ A5 ･ 212 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31405-6 C1393

怨島内 裕子（放送大学教授）

『竹取物語』を最初の物語文学として、その

後、『伊勢物語』が生まれ、さらに「日本文

学の至宝」とまで呼ばれている『源氏物語』

が出現した。この『源氏物語』を大きな源

流として、後世、数々の物語文学が書き継

がれ、豊かな日本文学の潮流を形成したこ

とを本書では詳しく解き明かす。さらに日

本の物語文学の全体像を学び、『源氏物語』

などの個々の物語の魅力に触れる。また、

『源氏物語』という偉大な達成の後に、どの

ような新展開があり、どのようにして現代

文学につながったのかを、江戸時代以降の

物語の状況によって見届ける。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

2584 和歌の心と情景
テレビ ･ A5 ･ 236 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31193-2 C1392

怨島内 裕子

怨渡部 泰明

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・東京大学教授）

日本の歴史を貫いて詠み継がれてきた和歌

の魅力と意義について解説する。『万葉集』

から近代短歌まで幅広く取り上げ、それぞ

れの時代を代表する歌人・歌集・和歌につ

いて考察し、大きな和歌史の流れを理解で

きるようにする。また、和歌だけを孤立的

に捉えるのではなく、和歌が生きていた世

界が具体的にわかるよう、物語や随筆など

散文との関係、あるいは古筆や美術・造園

との関わりや古典学との関連へと視野を広

げ日本文化の精髄を明らかにする。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

2579 日本の近代文学
ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30907-6 C1391

怨島内 裕子

怨安藤 宏

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

本書は、明治から第二次大戦後までの日本

の近代文学の流れを論じている。ただし必

ずしも文学史の概説を目ざすのではなく、

個別のテーマを設定し、具体的な文学表現

を読み解きながら、表現と時代との相互関

係を考察する。近代文学に関する主要な作

家・作品の解説が適宜織り込まれているが、

単にジャンルを別々のものとしてとらえる

のではなく、社会状況、美術などとの関わ

りを視野に入れながら、総合的に「近代」

という時代の特色を明らかにしている。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

2592 文学のエコロジー
ラジオ･ A5 ･ 288 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31407-0 C1398

怨宮下 志朗（放送大学教授）

本書は、通常の文学論やテクスト読解とは

異なり、「文学」を取り囲み支えてきた秩序

や制度について、その歴史を視野に収めな

がら考察する。たとえば「口承文学」、「写

本」と「活字本」、「著作権」、「識字率」、「電

子本時代の出版」といったトピックを通じ、

文学の「生態学（エコロジー）」について、

さまざまな角度から考える。「文学」につ

いて、いわば搦め手から攻めることで、あ

らためてこの言語芸術作品に興味をいだい

てもらうと同時に、「文学」がさまざまな領

域と密接に関連した存在であることを実感

してもらう。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

3044 歴史と人間
テレビ ･ A5 ･ 224 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30821-5 C1322

怨草光 俊雄

怨五味 文彦

怨杉森 哲也

（放送大学教授）

（放送大学教授）

（放送大学教授）

歴史を考えるうえ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

像を通じて、人間の諸活動が歴史にどうか

かわっていたのかを考察する。世界史・日

本史上で顕著な活動を残した人物（司馬遷、

福沢諭吉、マハトマ・ガンディーなど）を

取り上げ、その活動を追うとともに、それ

を調べ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。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

3050 日本古代中世史
テレビ ･ A5 ･ 276 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31254-0 C1321

怨五味 文彦

怨佐藤 信

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

日本の古代と中世の歴史を、史跡や史料の

あり方や現代との関わりから探る。日本列

島の古代中世史像は、発掘調査の成果やさ

まざまな新資料の発見によって変わりつつ

ある。各地域の歴史の実像が掘り起こさ

れ、古代中世史が多元的に見直されている。

こうした動向をふまえ、史跡や史料に焦点

を当てながら、日本列島の新しい古代中世

史をたどりたい。歴史の流れをつかみ、史

跡や史料を調べる中で歴史的事実をどう捉

えていくのかを理解する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

3053 日本近世史
ラジオ･ A5 ･ 288 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31410-0 C1321

怨杉森 哲也（放送大学教授）

日本の歴史は古代・中世・近世・近代とい

う�つの時代に区分して捉えるのが一般的

であり、本書はこのうち近世（16 世紀後期

〜19 世紀中期）という時代について正確に

理解することを目標とする。近世は、日本

が近代化する直前の時代であり、現代に生

きる私たちが良きにつけ悪しきにつけ伝統

的であると感じることの多くが形作られた

時代である。本書では、政治史主体の通史

という形式はとらず、都市や村落などの地

域社会に視点をすえ、史料の丁寧な読解を

通して近世という時代の特質を探るという

形式で理解を深めていく。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

3045 日本近現代史
ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30911-3 C1321

怨小風 秀雅（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）

本書は、幕末開港から第二次大戦後の高度

成長まで、日本の近現代史の基本的な流れ

を、政治・経済・国際社会の視点から概観

する。単に歴史事実を並べるのではなく、

歴史の変化の基本線を追いながら、日本の

社会がどのように変化したのかを構造的に

理解できるように構成されている。近現代

史の各時期の特徴を概括的に把握した上

で、基本的な変化を理解しつつ、歴史がど

のように推移して現在にいたっているのか

を理解することができる。各章ごとに話題

が独立しているように見えるが、密接に関

係しつつ構成している。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

人文系――歴史・地理・文化・芸術 33

人

文

系

学 部



商品番号

3048 北東アジアの歴史と朝鮮半島
ラジオ･ A5 ･ 228 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30914-4 C1322

怨吉田 光男（放送大学副学長）

本書は、日本にとってもっとも密接な関係

をもってきた北東アジア地域について、こ

の地域がどのように展開して 2000年にお

よぶ長い時代を現代にまで至っているか、

また、諸国家・諸民族の興亡や相互の関係

はどうだったかなど、地域史理解の基礎的

知識を朝鮮半島の歴史を中心として通史的

に解説している。とりわけ政治の動きに注

目し、諸国家・諸民族との相互の関係を中

心として、この地域の歴史を読み解いてい

く。また、日本史や中国史と組み合わせる

ことにより、この地域のみならず、東アジ

ア史を全体的に理解することができる。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

3052 歴史からみる中国
テレビ ･ A5 ･ 256 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31409-4 C1322

怨吉澤誠一郎（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）

本書では最初に、今日では自明とみなされ

がちな中国史という考え方が、近代ナショ

ナリズム史観のものであることを指摘した

うえで、それでも中国史について考える意

味は何かについて論じる。続いて、古代か

ら現代に至る中国史について、今日の日本

人が知っておくべき事柄を時代順に紹介

し、中国の歴史について全体像を把握する

ことを目指す。その際には、中国社会の地

域的・民族的な多様性が歴史にどのような

影響を与えたかという視点を重視して、今

日のナショナリズムに基づく歴史観から離

れた柔軟な見方をもてるようにしたい。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

3046 地中海世界の歴史
―古代から近世―

テレビ ･ A5 ･ 232 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30912-0 C1322

怨本村 凌二

怨高山 博

（放送大学客員教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

地中海世界は、古代から現代まで、ヨーロッ

パのみならず西アジア・北アフリカを取り

込み、独自の風土と文化、歴史を築いてき

た。ギリシア、ローマ、エジプトやマケド

ニアなどの古代文明は、世界の歩みの中で

も特色ある文明を支えてきたし、イスラム

の成立以降はヨーロッパの歴史にも複合的

な性格を与えてきた。本書は、地中海の多

面的な歴史を古代から近世まで概観する。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

3043 アメリカの歴史と文化
テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30820-8 C1322

怨遠藤 泰生（放送大学客員教授・東京大学教授）

アメリカの歴史と文化を理解するうえで最

低限必要な基本的知識を解説する。世界に

類を見ないその多元的文化の生成と変容を

さまざまな角度から紹介し、アメリカ礼賛、

アメリカ批判のどちらにも傾かない均衡の

とれた理解を目指す。ヨーロッパ植民者と

北米先住民の文化の接触と対立、日米間の

戦争が一般市民に与えた影響、ベトナム戦

争はアメリカに何をもたらし、どのような

価値観の変化があったのか、20 世紀後半ア

メリカの女性たちは何を求め、社会をどう

変えてきたのか、そして、9.11以後のアメ

リカはどこへ行くのか、など考察する。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉
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商品番号

3049 ヨーロッパの歴史と文化
―中世から近代―

テレビ ･ A5 ･ 216 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30915-1 C1322

怨草光 俊雄

怨河原 温

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・首都大学東京教授）

ヨーロッパの歴史を中世から現代まで概観

し、「城」、「都市」、「キリスト教」、「帝国」な

どをテーマに、今日のヨーロッパを築いて

きた道のりを理解する。ヨーロッパの歴史

を中世から現代まで通して理解することに

より、現代に生きる私たちがどのような過

程を経て今ある姿になったのか、また日本

が近代に大きな影響を受けたヨーロッパが

どのような歩みをたどってきたのかを知る。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

3051 イスラーム世界の歴史的展開
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31255-7 C1322

怨三浦 徹 （放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）

イスラーム世界は、アジア・アフリカのみ

ならず地球規模に広がり、イスラームとい

う統合性と地域や時代による多様性とを併

せ持ち、他の文化圏との交流を通じて、ダ

イナミックな歴史を展開している。第一部

では歴史的な発展を軸にイスラーム世界を

縦に通観し、第二部では社会文化のしくみ

をテーマに横断する。対象地域は中東（ア

ラブ、トルコ、イラン）を主とするが、他の

地域との交流や比較を重視し、イスラーム世

界を学ぶことから、歴史と現代を読み解く

ことを目標とする。人物・地域・歴史資料

など具体的な題材を取り上げて詳説する。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

3724 グローバリゼーションの人類学
―争いと和解の諸相―

テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31258-8 C1339

怨本多 俊和

怨大村 敬一

（スチュアート ヘンリ）（放送大学客員教授）

（放送大学客員准教授・大阪大学准教授）

さまざまな種類と規模の「争いと和解」の

具体例を検討することで、人類が生成して

維持しているさまざまな社会集団の現状を

知り、その未来を考える。生成され維持さ

れる人類の社会集団に、どのような可能性

が秘められているのかを、人類学的な現地

調査を踏まえた理論的な考察を中心に検討

し、人類が生成して維持する社会集団の特

質を追究する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

3726 グローバル化時代の人文地理学
テレビ ･ A5 ･ 264 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31343-1 C1325

怨小林 茂

怨宮澤 仁

（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）

グローバル化が進む今日、多様な人間社会

は複雑に変動し、どう認識するか課題とな

る。グローバル化の変動と対するアプロー

チの視角を、世界や日本の問題を例に解説

する。導入部分につづき、環境や景観に関

連のテーマをあげ、都市と空間へのアプ

ローチへ進む。その際、環境問題や情報化、

福祉、ジェンダーという現代的課題にも言

及する。近年急速に発展してきた GIS（地

理情報システム）の考え方や応用例を紹介

し、現代社会における可能性を示す。

〈定価 3,570円(税込�％)・本体 3,400円〉
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商品番号

3727「ひと学」への招待
―人類の文化と自然―

ラジオ･ A5 ･ 200 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31344-8 C1339

怨内堀 基光（放送大学教授）

人間とはどのような存在か。人文科学、社

会科学はすべて、自然科学もその一部は、

それぞれの視点から問いに答えようとして

る。人間がほかの生物と比べて、どんな特

徴があるか焦点を当てる。我々にいちばん

近い動物である霊長類を視野に入れ、人間

社会の特質、人間文化と呼ばれるものの特

異性を示し、多様性について語る。自然に

基づく人間の文化が、基本的な視点であり、

これを抽象的な思考にとどめることなく、

できるだけ具体的・実証的に語る。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

3723 博物館概論〔改訂新版〕
テレビ ･ A5 ･ 304 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31257-1 C1330

怨𠮷田 憲司（放送大学客員教授・国立民族学博物館教授）

博物館は、単なる過去の遺物の貯蔵庫では

なく、学術研究の成果を広く社会と共有し、

新たな社会を築きあげていく上で、その最

前線に位置する装置である。社会と文化を

構築する装置としての博物館の成り立ちと

その問題点を検証し、広く国内外に目を向

けて現代における博物館の多様な活動のあ

り方を実践に即した形で把握し、さらにそ

の将来に向けた可能性を展望する。博物館

活動の大要を把握するとともに、博物館の

諸活動に従事するのに不可欠な基礎的知識

を、理論、倫理、実践の各分野にわたり総

合的に習得できる。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

3728 博物館資料論〔改訂新版〕
テレビ ･ A5 ･ 256 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31345-5 C1330

怨佐々木利和

怨湯山 賢一

（放送大学客員教授・北海道大学教授）

（放送大学客員教授・奈良国立博物館長）

博物館は、博物館法により資料を保管し、

後世に伝えることを決めらている。基本は

収蔵している資料にあるといっていい。そ

れは博物館が拠って立つ所以ともなる重要

な存在である。資料は「モノ」ともいい、

「文化財」でもある。「モノ」を見失った博

物館は単なる人寄せの場でしかない。こう

した観点にたち、博物館について考えてい

く。「モノ」から離反したアームチェア・ム

ゼオロジーではなく、実態に即した資料の

あり方について考える。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

3729 博物館資料保存論
テレビ ･ A5 ･ 212 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31346-2 C1330

怨本田 光子

怨森田 稔

（放送大学客員教授・九州国立博物館博物館科学課長）

（放送大学客員教授・九州国立博物館副館長）

博物館資料「もの」の「保存」について、

考え方を理解し、知識を学び、技術に触れ

る。「もの」の保存は、材料や製作技法を捉

え、伝えてきた人や時代の判断を知り、「も

の」に適した環境を整え、必要に応じて繕

うことにより成り立つことを確認する。最

新の科学技術による調査や環境整備ならび

に日本の風土で育まれた「もの」を守り伝

える考え方と手法を組み合わせ総合的な博

物館資料の保存をめざす九州国立博物館の

取り組みを中心として展開する。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉
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商品番号

3730 博物館展示論
テレビ ･ A5 ･ 292 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31347-9 C1330

怨佐々木利和

怨松原 茂

怨原田 一敏

（放送大学客員教授・北海道大学教授）

（放送大学客員教授・根津美術館学芸部長）

（放送大学客員教授・東京芸術大学教授）

博物館が拠って立つ所以は「モノ」にある。

「モノ」は「資料」、「文化財」、「展示品」な

どといわれる。「モノ」を如何に有効に生

かすかが展示の基本となり、「モノ」を見

失ったら単なる人寄せの場でしかない。こ

うした観点で博物館の展示を考える。実際

に博物館において、資料取り扱いを中心に

展示の業務について解説し、博物館の現実

的なあり方を考える。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

3733 博物館経営論
ラジオ･ A5 ･ 288 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31413-1 C1330

怨佐々木 亨

怨亀井 修

（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）

博物館は、建物や資料、学芸員などの職員

が存在するだけでは成り立たない。お客様

に展示や教育プログラムを体験していただ

き、満足してお帰りいただくことが大切で

ある。それが、また家族や友人を伴った来

館につながっていく。本書では、博物館の

組織、施設と人材の在り方、経営手法とし

てのマーケティングと評価、市民や地域社

会との連携など、博物館経営に欠かせない

事柄について学ぶ。博物館学芸員資格の取

得を目指す方には必須の書である。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

3732 博物館情報・メディア論
テレビ ･ A5 ･ 284 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31412-4 C1330

怨西岡 貞一

怨篠田 謙一

（放送大学客員教授・筑波大学教授）

（放送大学客員教授・国立科学博物館人類史研究グループ長）

コンピュータ、ネットワークの発達により

デジタル技術は自動化や省力化のための道

具としてだけではなく、コミュニケーショ

ンのためのメディアとして利用されてい

る。博物館においても研究、展示、教育を

中心にメディアとしてのデジタル技術の利

用が行われている。本書では文化、技術、

経営等の視点から博物館における情報やメ

ディア・コンテンツの活用を考察する。具

体的な事例紹介を交えることで、理論や知

識の獲得に加え、実践力の向上を目指す。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

3731 博物館教育論
ラジオ･ A5 ･ 280 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31348-6 C1330

怨寺島 洋子

怨大髙 幸

（放送大学客員准教授・国立西洋美術館主任研究員）

（放送大学客員准教授・慶應義塾大学非常勤講師）

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、

機能すべてに、教育的役割を重視する必要

に迫られてる。博物館利用の教育的意義と

今日の課題を学び、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および

一層の充実化を図る上での課題を考察する

能力、有効活用する能力を育成する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉
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商品番号

3719 文化人類学〔新版〕
テレビ ･ A5 ･ 218 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30824-6 C1339

怨内堀 基光

怨本多 俊和

（放送大学教授）

（スチュアート ヘンリ）（放送大学客員教授）

文化人類学の諸概念と用語を解説し、基本

的知識を提供する。各章ごとにテーマ（「人

種、そして民族」「人間の見方」「平和と戦

争」など）に沿って学史から現代の課題ま

でを扱う。とりわけ人類が直面する現代的

課題に対して、文化人類学的に考察するこ

とがどのような意味をもつのかを解き明か

す。世界の諸地域に暮らす民族集団の多様

性を理解するとともに、地球大的な諸問題

と地域的な諸問題のかかわりを人類学的視

野で考える。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

3422 現代日本社会における音楽
ラジオ･ A5 ･ 220 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30823-9 C1373

怨月溪 恒子

怨北川 純子

怨小塩さとみ

（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）

今日の日本で実践されている多彩な音楽の

姿を紹介する。伝承と創造、声と楽器、地

域や教育や産業、音楽を提供する側と実践

する側といった複眼的な視座で、さまざま

な伝統音楽、オーケストラや吹奏楽、各種

のポピュラー音楽、世界の多様な音楽など

の、日本でのあり方を、史的経緯もふまえ

て解説する。音楽を考える手がかりとなる

論理的な問題にも触れる。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

3426 西洋音楽史
ラジオ･ A5 ･ 200 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31411-7 C1373

怨岡田 暁生（放送大学客員准教授・京都大学准教授）

本書ではヨーロッパ芸術音楽の中世から現

代に至る歴史をBっていく。私たちが「ク

ラシック」と呼んでいる音楽は、およそ

18〜19 世紀のヨーロッパ芸術音楽である

が、ここではクラシック音楽の歴史を、そ

の前史では中世へと�り、後史においては

近代を経て、現代までの流れを紹介する。

西洋音楽がもつアクチュアリティーおよび

本質を、様々な音楽に触れつつ理解し、音

楽を単に感覚的な印象や好き嫌いで論じる

のではなく、その仕組みを客観的に理解し

たうえで、背景となる精神構造や社会など

を読み取る。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

3421 日本美術史
テレビ ･ A5 ･ 324 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30822-2 C1371

怨佐藤 康宏（放送大学客員教授・東京大学教授）

人間の作る物の形、イメージは時代ととも

に変わり、地域によっても違う。どのよう

に変わり、なぜ違うのかを、日本の美術史

において考える。原始から現代、縄文土器

から戦争画まで、造形と関連する歴史事象

をたどる。造形の形や色に着目し、歴史的

に考えていく面白さを説く。「絵巻は語る

―平安時代後期」では『源氏物語絵巻』な

ど優れた絵巻表現の特色を分析、「早過ぎ

た近代―江戸時代中期・後期」では、浮世

絵の歌麿、冩樂、廣重らの画業を一覧、「現

代の視覚文化―大正・昭和期」で戦時下の

美術を概観する。

〈定価 3,885円(税込�％)・本体 3,700円〉
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商品番号

3423 芸術史と芸術理論
―芸術の深く豊かな意味―

テレビ ･ A5 ･ 300 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31194-9 C1370

怨青山 昌文（放送大学教授）

芸術は、単に感じ取ればいいだけの趣味の

世界のものではなく、世界の様々な素晴ら

しいものがたくさん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。芸術のこのような本質を、プラトンや

アリストテレスの美学・芸術理論のあらま

しから起こし、古代から現代までの各時代

の芸術が、いかに同時代の哲学・思想と根

本的に結びついていたか、そしてそれらが

人類の至宝というべき素晴らしい傑作であ

るかということを明らかにしていく。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

3425 舞台芸術への招待
テレビ ･ A5 ･ 284 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31256-4 C1374

怨青山 昌文（放送大学教授）

舞台芸術にはオペラ・バレエ・ダンス・

ミュージカル・演劇などがあるが、近年日

本において成熟してきたオペラ・バレエに

力点を置いて、その魅力の根源を探り、さ

らにオペラ・バレエと深い関わりをもつダ

ンス・ミュージカルについて考察する。ま

た、日本や諸外国の古典演劇や現代演劇に

ついても、その魅力の根源を探っていく。

さらに、各分野で活躍している演出家・指

揮者・ダンサー・役者等の方々へのインタ

ヴューも行い、芸術創造の奥義の一端を明

らかにし、総合的かつ一期一会的な舞台芸

術の醍醐味の魅力の根源に迫っていく。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

3424 社会の中の芸術
―料理・食・芸術文化を中心として―

テレビ ･ A5 ･ 256 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31195-6 C1370

怨青山 昌文

怨坂井 素思

（放送大学教授）

（放送大学教授）

本書は、芸術のもつ様々な深い社会的意味

を明らかにするもので、従来の芸術概念を

超えて、料理をも芸術の一つとして捉え、

それぞれの料理の違いが、それぞれの社会

の違いを表していることについても言及す

る。そのため、単に芸術社会学の一分野と

してではなく、より広く、芸術学・経済学・

歴史学等の交差する地平において、様々な

深い社会的在り方が明かされている。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

3725 観光の新しい潮流と地域
テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31259-5 C1326

怨原田 順子

怨十代田 朗

（放送大学准教授）

（放送大学客員准教授・東京工業大学大学院准教授）

2003年の『観光立国宣言』から、2008年に

は「観光庁」が設立され、いまや観光は我

が国の基本政策となった感がある。こうし

た国の政策的動きの一方で、近年、地域主

導のまちづくりや活性化策として観光振興

が注目され、全国各地で盛んに取り組まれ

ている。本書は、持続可能な地域づくりの

ために、都市と農山村といった土地利用、

自然や歴史といった地域資源の特性と観光

との関係はどうあるべきかを中心に、各地

の事例を交えて論じていく。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉
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商品番号

4451 健康と社会
ラジオ･ A5 ･ 284 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31263-2 C1347

怨井上 洋士

怨山崎喜比古

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・日本福祉大学客員教授）

健康や病気と社会との関わりについての理

解を深め、一社会人として健康や病気へ積

極的に対峙する力を育む内容。私たちの健

康や生活をとりまくさまざまな社会状況に

ついて取り上げながら、納得のいく医療を

受け、社会や環境を健康的によりよく変え

ていくための視点、考え方、行動、スキル

について、自分自身の問題として習得する。

健康・病気と保健・医療の問題を、市民・

住民の問題として社会的にみることの重要

性の一端を理解する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

4023 現代の生活問題〔改訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 280 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31260-1 C1377

怨中川 清（放送大学客員教授・同志社大学教授）

現在、我々が直面している生活問題は、21

世紀に入って突然引き起こされたわけでは

ない。これまでの日本の経験を振り返るこ

とによって、現代の生活問題を次の 3つの

視点から考えていく。①伝統的な貧困問題

の系譜と現状である。貧困の捉え方や貧困

をめぐる社会構図の変化に注目する。②近

代以降の激しい生活変動にともなう生活問

題である。20 世紀の生活モデルが成り立

たなくなる事情を明らかにする。③生活モ

デルの喪失に伴う新たな生活課題である。

誕生から死にいたる生涯のいくつかの局面

を手掛かりに検討する。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4242 生活知と科学知
テレビ ･ A5 ･ 228 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30916-8 C1377

怨奈良由美子

怨伊勢田哲治

（放送大学教授）

（放送大学客員准教授・京都大学大学院准教授）

「科学知」（科学的手法によって獲得される

客観的な知）と「生活知」（生活の中に埋め

込まれてきた経験的な知）とは別々に扱わ

れることが多く、むしろ、これらを切り離

して論じることは、立場の分離がより明確

になることで発展した社会になじむもので

あった。しかし今日、様々な問題の解決に

は、異なる立場間の価値観・意見そして知

のコミュニケーションが求められるように

なった。本書では、生活知と科学知の観点

から、生活と生活者の課題を論じる。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉
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商品番号

4248 新しい住宅の世界
テレビ ･ A5 ･ 312 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31414-8 C1352

怨難波 和彦（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

現代における都市住宅のあり方を、サステ

イナブル・デザインの視点から総合的に理

解し住み手の立場から考える。近来、生活

レベルの向上で、住宅におけるエネルギー

消費は増大の一途をBっている。このた

め、住宅における消費エネルギーが、地球

環境に与える影響が問題視されるようにな

り、サスティナブルな住宅のあり方につい

ても、広く議論されるようになった。こう

した問題を解きほぐしこれからの住宅のあ

り方を考察する。さらに、3.11 の大震災が

サステイナブル・デザインの考え方にどの

ような影響を与えたかについても考える。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

4024 人口減少社会のライフスタイル
テレビ ･ A5 ･ 312 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31261-8 C1336

怨宮本みち子（放送大学教授）

ポスト工業化、経済のグローバル化、少子・

高齢化などの社会変動は、人々のくらし、

地域社会、仕事の世界を秩序づけてきた世

の中の構造を大きく変えつつある。なかで

も人口増加社会から人口減少社会への転

換、成長型社会からゼロ成長またはマイナ

ス成長社会への転換は、これまでとは異な

るインパクトを社会の諸相におよぼしてい

る。その実態を世代・家族・地域という切

り口から明らかにし、暮らしと社会の新し

い地平を展望する。少子高齢化の背景要因

と取り組み、人口減少社会の社会保障・社

会政策などを取り上げる。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

4244 住まい論
テレビ ･ A5 ･ 264 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31196-3 C1352

怨本間 博文

怨畑 聰一

（放送大学客員教授）

（放送大学客員教授・芝浦工業大学名誉教授）

住まいは、市民生活における安全、快適、

利便性、そして健康に大きな関わりをもつ

空間である。住まいのありようは単に工学

的な側面にとどまらず、文化や伝統、ある

いは家族や社会の紐帯といった社会科学、

人文科学など広範な側面において市民生活

を規定している。その上、社会の進化・発

展によってより多面的で、かつ複雑になっ

てきている。本書では住まいについて、伝

統、文化、集住、家族・地域社会、共生の

5つの軸を設定して考察を行っている。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

4249 生活者のための不動産学入門
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31415-5 C1352

怨齊藤 広子

怨中城 康彦

（放送大学客員教授・明海大学教授）

（放送大学客員教授・明海大学教授）

わたしたちの生活は、不動産を基盤に支え

られている。しかし、十分な不動産知識を

もっていないがゆえに、例えば「住宅売買

で失敗する」、「敷地分割して住宅を建てる」

など、不動産を巡る被害者になるとともに、

加害者にもなっている。安心して居住でき

る住まい・まちの実現には一人一人が不動

産学を身につけることが必要である。本書

では生活者の視点から、生活に身近なテー

マを、住まいを中心に取り上げて、不動産

学の基礎について解説する。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉
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商品番号

4247 生活経済学
ラジオ･ A5 ･ 268 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31350-9 C1377

怨大薮 千穂（放送大学客員教授・岐阜大学教授）

生活していくには、生まれてから死ぬまで、

また死んでからもある程度お金がかかる。

国全体の経済学を学ぶことが多いが、個人

の生活の経済については、個人的なものと

して、あまり学ぶことがなかった。しかし、

人生にかかるお金と生活について学ぶの

は、各人が生活をおくっていくのに極めて

重要である。生活経済の歴史、家計収支論、

各世帯の家計、持続可能な社会のための生

活のあり方を学び、人間が生活するのにラ

イフステージでどれほど費用がかかり、ど

のような計画をたてることが必要か自ら考

え実践できる知識を提供する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

4245 ものとして、心としての衣服
ラジオ･ A5 ･ 248 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31262-5 C1377

怨牛腸ヒロミ（放送大学客員教授・実践女子大学教授）

まず着心地に関わる被服材料の基礎知識に

ついて学び、その物性値と官能評価値との

関係を明らかにする。次に、衣服と人体生

理との関係や色やファッションが人間の心

に及ぼす影響について論じる。また、伝統

的な衣生活の中から、藍染め、継ぎ、刺し

子、パッチワークなどを取り上げ、その技

術と心を解説する。さらに、衣服やファッ

ションが表現する意味についてヨーロッパ

社会を中心に解説する。被服材料学、染色

加工学、被服衛生学、被服心理学、服飾史

など自然科学、社会科学、人文科学と幅広

い分野に及んでいる。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

4241 現代世界の結婚と家族
テレビ ･ A5 ･ 246 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30830-7 C1336

怨宮本みち子

怨善積 京子

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・追手門学院大学教授）

先進国では、社会システムとしての結婚と

家族の大きな変動が、人々の生活や人生の

様相を変えつつある。晩婚化・同棲の一般

化、婚外出産の増加、高い離婚率、出生率

の低下、家族の脱制度化と個人化が進行し、

いまや標準的な家族モデルは消失しつつあ

る。一方、経済発展の続くアジアの国々で

も、結婚と家族の変容は顕著で、変化のス

ピードは欧米諸国の経験より早い。現代の

結婚と家族の動向を比較文化の視点から、

共通する傾向と、独自の特徴を考察する。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4448 公衆衛生〔改訂新版〕
―その歴史と現状―

ラジオ･ A5 ･ 288 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30919-9 C1347

怨多田羅浩三

怨瀧澤 利行

（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

（放送大学客員教授・茨城大学教授）

公衆衛生制度は、不衛生と疾病、貧困の悪

循環という状況に対し、人間の健康を守る

という観点から求められた、社会の関与の

方式として生まれたものである。公衆衛生

制度の発展の系譜、わが国の公衆衛生のあ

ゆみ、公衆衛生の各領域の仕組み、現状、

課題について解説し、「健康日本 21」、特定

健診・保健指導などが実施されることに

なった意義などについて学ぶ。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉
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商品番号

4458 市民のための健康情報学入門
ラジオ･ A5 ･ 244 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31417-9 C1375

怨戸ヶ里泰典

怨中山 和弘

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・聖路加看護大学教授）

私達が健康的な生活を送るためには、かつ

てのように医師などの専門家の判断に任せ

るのでなく、インターネットなどで情報収

集し、賢いサービスユーザー、良識ある社

会人として主体的に意思決定し、行動する

ことが求められている。本書は、近年脚光

を浴びているヘルスリテラシーを身につけ

るべく、換言すれば「健康を決める力」を

つけるべく、健康にかかわる意思決定に役

立つ知識やものの見方・考え方、そしてス

キルを習得することをねらいとする。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4457 運動と健康〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 192 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31416-2 C1375

怨臼井 永男（放送大学教授）

近年、少子高齢化社会を迎え、生活習慣病

の予防や体力の保持増進を目的とした、ス

ポーツの普及にはめざましいものがある。

一方で、生活の質の向上、あるいは心の豊

かさを求めてスポーツに携わる例も増えて

おり、身体的、精神的に果たすスポーツの

役割はいっそう高まるものと思われる。本

書では、からだを動かすことの重要性につ

いて述べるとともに、スポーツを安全に、

楽しく、効果的に実施するために知ってお

きたい、からだの構造や機能について、運

動生理学的ならびに身体運動学的な基礎知

識と課題を提示する。

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉

商品番号

4461 睡眠と健康
ラジオ･ A5 ･ 208 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31420-9 C1347

怨宮崎総一郎

怨佐藤 尚武

（放送大学客員教授・滋賀医科大学特任教授）

（放送大学客員教授・滋賀短期大学学長）

睡眠と覚醒によるリズムは生命現象の基盤

にあり、睡眠は栄養や運動と並んで、健康

を支える重要な要素である。したがって、

睡眠は健康の維持増進に関わるライフスタ

イルの改善だけでなく、労働環境の改善、

疾病予防や事故防止にとっても重要であ

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。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

4246 食と健康〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31349-3 C1377

怨小城 勝相

怨清水 誠

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

我々は食品の機能で生命を維持する。食品

を栄養素に分解するのが消化で、吸収して

代謝するが、そのすべての過程は化学反応

である。調節された膨大な化学反応の集積

体として生命の成り立ちを理解した上で、

食品の栄養機能、嗜好性に関わる機能、生

体調節機能について基礎から学び、アレル

ギー等との関係で免疫、動脈硬化、ガン、

糖尿病等の生活習慣病、社会問題となって

いる食の安全性等、現代における食と健康

をとりまく重要な問題について解説する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉
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商品番号

4239 食品の安全性を考える〔改訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 256 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30828-4 C1377

怨嘉田 良平（放送大学客員教授・大学共同利用機関法人人間文化研究機構

総合地球環境学研究所教授）

食品の安全・安心は私たちの暮らしのなか

で最も重要な価値の一つであるが、食生活

の変化や輸入の増加とともに大きく揺らい

でいる。2001 年 9 月に起きた BSE 問題

や、食品偽装事件を契機として安全性に対

する国民的関心・要求が高まった。食の安

全とは何であり、食料輸入大国日本に求め

られる安全システムはいかにあるべきかを

考える。欧米先進国での状況をふまえつ

つ、食品リスクの現状と課題を論じ、農業や

環境問題との関係性についても考察する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

4446 感染症と生体防御〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 252 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30833-8 C1347

怨河原 和夫

怨岸本 忠三

怨岩本 愛吉

（放送大学客員教授・東京医科歯科大学大学院教授）

（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

（放送大学客員教授・東京大学教授）

人間の健康について広範に論ずる「健康科

学」の一つとして取り扱う。感染症関係で

は昨今の話題である HIV、結核、SARS、

新型インフルエンザなどの新興・再興感染

症と医療現場での感染症問題に焦点を当て

る。生体防御に関しては、免疫システムの

多様性と多型性、自然免疫と獲得免疫、自

己免疫と免疫が関与する疾患を中心に、免

疫学の最近の動向について解説する。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

4456 人体の構造と機能〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 312 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31351-6 C1347

怨大和谷 厚

怨佐伯 由香

（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・愛媛大学大学院教授）

私たちの体は遺伝情報を受け継ぎ 1個の受

精卵が分裂を繰り返し増殖し約 60兆個の

細胞から成り立つ。それぞれ細胞は分化し

集団を形成して組織となり、組み合せて構

成される器官（臓器）が連関して特定の機

能をもった器官系を形成する。各器官系の

構造と機能を学び、人体の内部環境の恒常

性を維持する営み、生体を防御するしくみ、

生命を次代に繋ぐ生殖、そして個体の老化

を学び、看護の対象である人間の身体で繰

り広げられている生命活動を理解する。

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

商品番号

4460 疾病の回復を促進する薬〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 290 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31419-3 C1347

怨福永 浩司

怨渡邊 泰男

（放送大学客員教授・東北大学大学院教授）

（放送大学客員教授・昭和薬科大学教授）

病気によって身体の正常な機能が障害され

てしまった場合、治療の一つとして薬が使

われる。薬はいろいろな作用機序によって

薬効を発現し、疾病の回復を促進する。そ

の一方、副作用として逆に身体に有害作用

をもたらすこともある。本書では、薬が効

果を発現する仕組みを理解することに加え

て、薬が医療の中でどのような役割を担っ

ているか、また薬が有効にかつ安全に使わ

れるために、医師・看護師・薬剤師などが

どのように協力しているかを理解する。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉
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商品番号

4455 循環器病の健康科学
テレビ ･ A5 ･ 276 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31267-0 C1347

怨多田羅浩三

怨吉川 純一

（放送大学名誉教授・大阪大学名誉教授）

（放送大学客員教授・西宮渡辺・心臓血管センター病院長）

循環器病学の進歩はめざましく、心臓病や

血管病による死亡は急速に減少してきた。

一方、循環器病学ないし循環科学の進歩に

伴い、医療側と患者側のより良好なコミュ

ニケーションが求められている。本書で

は、おのおのの循環器疾患の概念や診断

法・治療法を解説し、とくに最近の進歩に

も力点を置き、循環器疾患を共有する素材

を提供する。種々の循環器疾患の概念、診

断、治療を学習し、医学界における最前線

の知識の獲得に努める。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

4452 疾病の成立と回復促進〔改訂新版〕
テレビ ･ A5 ･ 352 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31264-9 C1347

怨松尾ミヨ子

怨大和谷 厚

（放送大学客員教授・聖マリア学院大学教授）

（放送大学客員教授・大阪大学大学院教授）

環境要因、遺伝要因、生活習慣などの疾病

の原因、健康から疾病に至るまでの変化の

プロセス、疾病がもたらす身体内部の変化

と生活過程の変化、疾病の生存・生活機能

別の特性、そして疾病からの回復を促進さ

せる過程について、現象的、分析的な理解

を深める。また、人間を生活者として全人

的にみつめ、疾病をもつ人々、健康問題を

抱える人々の生活を調整するための個別な

看護を展開するために必要となる専門的な

基礎知識を学ぶ。

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

商品番号

4459 リハビリテーション〔改訂新版〕
ラジオ･ A5 ･ 434 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31418-6 C1347

怨金田 嘉清（放送大学客員教授・藤田保健衛生大学教授）

疾病構造の変化や高齢化社会をもたらした

現代において、医療・福祉・健康の広い領

域でリハビリテーション医療の必要性が高

まっている。本書では、医師、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士にとどまらず、リ

ハビリテーションチームとして関わる専門

職種（看護師や義肢装具士、社会福祉士な

ど）に向けて、リハビリテーション医学の

知識や技術を分かりやすく解説することで

基礎知識を身につけ、リハビリテーション

の概念、評価およびアプローチと、実施上

の留意点を理解することを学習の目的とす

る。

〈定価 3,990円(税込�％)・本体 3,800円〉

商品番号

4454 今日のメンタルヘルス
ラジオ･ A5 ･ 256 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31266-3 C1347

怨石丸 昌彦（放送大学教授）

メンタルヘルス（＝人の心の健康）の基礎

知識を身につけ、さまざまな問題に取り組

むための基本的な能力を養うことを目的と

する。メンタルヘルスを支える力はライフ

サイクルの中で養われ、人と人とのネット

ワークの中で維持されるものである。その

ような健康な力を育むメカニズムを学ぶと

ともに、破綻の結果として生じる精神疾患

のあらましを知り、生活の場において生じ

るさまざまな問題の現状と対策を考える。

メンタルヘルスの危機が叫ばれている今

日、「ライフサイクルとメンタルヘルス」「精

神疾患」「ストレス」等のテーマを扱う。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

4644 障がいのある生活を支援する
テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31421-6 C1336

怨吉川 雅博

怨朝日 雅也

（放送大学客員准教授・愛知県立大学准教授）

（放送大学客員教授・埼玉県立大学教授）

障がいの意味づけは、本人の機能障害、活

動制限、参加制約の程度だけでなく、本人

自身の障がい者観、さらに世間の人々の障

がい者観も影響する。本書では、障がいの

定義、障がい特性、障がい者観に影響を与

える思想、障がいに関する法律や制度、障

がい者への支援内容などを学ぶことで、健

常者が障がい者を、障がいがあるひとりの

人間として理解し特別視しない意識をも

ち、健常者がもつ誤解や偏見をなくすこと

を目標とする。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4636 地域福祉の展開
テレビ ･ A5 ･ 208 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31199-4 C1336

怨平野 隆之

怨原田 正樹

（放送大学客員教授・日本福祉大学教授）

（放送大学客員准教授・日本福祉大学准教授）

本書では、① 2000年の社会福祉法導入以

降の地域福祉の展開、②地域福祉の推進主

体別の取り組みの方法の比較、③実践の積

み上げの上に形成されている地域福祉の研

究成果について詳しく解説している。これ

までの地域福祉論と比較して、より実践的、

より政策的な内容になっており、地域福祉

を推進する主体に応じて、市町村、都道府

県、専門職、当事者・住民、研究者の順に、

地域福祉の展開に必要な援助方法や政策に

ついて、具体的な事例を紹介する。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

4637 アジアの社会福祉〔改訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 212 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31200-7 C1330

怨萩原 康生（放送大学客員教授）

社会福祉の究極的な目的は人権保障であ

り、その課題は差別や偏見とのたたかいで

あるといえる。近年のグローバリゼーショ

ンの影響によって、以前は各国で対応され

ていた社会福祉の課題が、地球規模あるい

はアジア規模で対応されなければならなく

なっている。本書では、社会福祉問題生成

の背景となっているグローバリゼーション

の問題から始め、様々な社会福祉課題を個

別に捉えてその実態を明らかにするととも

に、いくつかの国を取り上げて問題の具体

的分析とそれらへの対応の実際を、アジア

諸国の文化を背景として学ぶ。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

4641 社会保険の現代的課題
ラジオ･ A5 ･ 228 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31352-3 C1336

怨田中耕太郎（放送大学客員教授・山口県立大学教授）

医療保険、介護保険、年金保険、雇用保険、

労災保険という、5 つの領域の社会保険に

ついて、社会保険の母国といわれるドイツ

との比較も交えながら、それぞれの仕組み

の歴史的経緯、基本的な構造、特徴、働き

を学ぶとともに、各制度の抱える課題や今

後の改革の選択肢について一緒に考える。

民間保険との共通性と相違点についても述

べる。あわせて、各制度の違いを超えた、

社会保険という基本枠組みの特徴とその理

論的な背景を学ぶとともに、この仕組みが

現在直面している構造的な課題とその将来

展望について考察する。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉
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商品番号

4642 社会福祉入門〔改訂新版〕
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31353-0 C1336

怨大橋 謙策（放送大学客員教授・日本社会事業大学大学院特任教授）

経済的貧困の救済を課題として発展した社

会福祉は、21 世紀に入り、それと異なる社

会生活上何らかの援助を必要とする人々の

地域で自立生活の支援を目的に、新たな理

念、思想と社会福祉援助活動とが求められ

る。人々の社会生活を安寧にするための方

策として、教育や住宅、雇用の保障に関わ

る社会サービス、医療保険や年金等の社会

保険もあるが、社会福祉はそれらの制度と

密接な関わりをもちつつ、相対的に独立し

た自立生活を送る上で困難を抱えている

人々への対人援助を基軸とする援助活動で

あり、システムである社会福祉を理解する。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

4643 社会福祉と権利擁護
ラジオ･ A5 ･ 288 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31354-7 C1336

怨大曽根 寛（放送大学教授）

社会福祉の領域と法の世界の接点におい

て、どのようなことが問題となるのか、い

かなる解決策が考えられるのかを、具体的

な活動や事例を取りあげながら、制度・事

業を活用する当事者、家族、あるいは専門

家や市民の立場を多面的に取りあげ探って

いこうとする社会福祉の「総合科目」であ

る。社会福祉が大きな改革の時代を迎えて

いる今日、社会福祉がかかわる領域におい

て、人権や権利の概念を想起すべきことが

らが多くなっている。そこで、基本的人権

を踏まえながら、社会福祉の権利を再構成

していく。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

4444 家族のストレスとサポート〔改訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 300 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30831-4 C1330

怨石原 邦雄（放送大学客員教授・成城大学教授）

家族が大きく変化している今日、家族の問

題をストレスという観点からとらえなお

し、家族の抱える困難や、直面する危機状

況への対処の過程を検討する。それととも

に困難の克服あるいは危機の予防にはたら

く各種のサポートのあり方を考える。自然

災害の被災者家族、家族の一人が回復困難

な病気や障害をもつことになった家族、経

済的危機の家族、結婚によるディストレス、

女性の仕事と家庭のm藤、再婚家族の抱え

るストレス、親子関係のストレスなどを

テーマに、ストレス論による家族分析をふ

まえ、これからの家族像を多面的に描く。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

4449 看護学概説〔三訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 228 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31197-0 C1347

怨髙﨑 絹子

怨佐藤 �子

（放送大学客員教授）

（放送大学客員教授・兵庫医療大学副学長）

看護は、人が幸せにして健康な生活を営む

ことを目指す「生物−心理−社会的存在」

としての人間の健康生活に焦点を当てたは

たらきをなす実践の科学である。このよう

な科学的看護の本質について理解を深める

ために、本書では看護の key概念について

と看護実践とその基盤について詳述し、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て、実践の科学である

看護に対する理解を深めることを目的とし

ている。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉
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商品番号

4450 基礎看護学〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 232 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31198-7 C1347

怨佐藤 �子

怨三上 れつ

（放送大学客員教授・兵庫医療大学副学長）

（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

看護が自律した専門職として人々の健康や

幸福に貢献するには、看護サービス利用者

や他職種者と協働して、ケア技術や保健医

療福祉におけるケアシステムを変革してい

くことが必要である。本書は、看護実践に

必要な主要な知識・技術についての理解を

深めることを目的とし、看護が専門職とし

て発展するために必要な提供する看護の

質、組織全体のマネジメントの見直し、さ

らに看護管理として必須のリスクマネジメ

ントのあり方などについて概説する。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4453 在宅看護論〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 282 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31265-6 C1347

怨福島 道子

怨河野あゆみ

（放送大学客員教授・国際医療福祉大学教授）

（放送大学客員教授・大阪市立大学教授）

疾病や障害、虚弱のために看護ニーズをも

つ居宅生活者と家族を理解し、そのクオリ

ティ・オブ・ライフを向上させるために、

問題や課題に合った方策を立て、在宅看護

ケア提供に必要な知識と技術を習得する。

居宅生活の療養者や障害をもつ人、また虚

弱な人を対象とする在宅看護の目的・理念

を理解するとともに、その社会背景、保健

医療福祉制度・政策、看護提供システムを

理解し、その特性をふまえた在宅看護の方

法・技術を習得する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

4640 子どもの生活と児童福祉
ラジオ･ A5 ･ 256 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31270-0 C1336

怨田澤あけみ（放送大学客員教授・立正大学教授）

経済・産業構造が変化し、グローバリゼー

ションが加速する中にあって、子どもの生

活拠点である家庭、地域、学校も大きく変

化し、子どもを取り巻く問題や現象はさら

に多様化・複雑化している。こうした中で、

子どもがより健やかに成長し、良い人生の

機会を得るには、これからの児童福祉はど

うあればよいのか、大人との対比において

子どもとはどのような存在なのかについ

て、人生の基礎づくりとしての子どもの生

活環境整備を総合的に検討する。これから

の社会における児童福祉の新たな考えや役

割を理解する素材も提供する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

4638 高齢者の生活保障
テレビ ･ A5 ･ 224 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31268-7 C1336

怨金子 勇（放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）

「少子化する高齢社会」が進行する中で、高

齢社会に生きる高齢者の生活構造を多様な

観点から理解する。自らの力量での一人暮

らしから、他者の支援を受けての施設の中

での暮らしまで、その分野は幅広い。ここ

では、基本的福祉構造を自助・互助・共助・

公助・商助の中に組み替えて、それぞれの

事例をもとにした生活支援の問題を考え

る。個人と社会の間に福祉や介護や医療を

位置づけ、さまざまな生活保障のあり方を

描き出すことを目的にする。社会学と人口

論に関する知識の習得は、本書の深い理解

に寄与している。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉
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商品番号

4639 欧米の社会福祉の歴史と展望
テレビ ･ A5 ･ 256 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31269-4 C1330

怨松村 祥子（放送大学教授）

欧米の社会福祉は、人口構造・家族構造の

変化に加えて経済停滞下の財政難に直面

し、20 世紀に発達した社会福祉の転換が迫

られている。現在、政策・制度の現状と課

題だけでなく、歴史の中での制度形成も含

めた検討が必要である。福祉国家体制を越

えた社会福祉システムの構築がどのように

実施されているのか、日本とは異なる歴史

的過程の中から生み出される数々の試行を

検証し、欧米の社会福祉の今後を展望す

る。各国の社会福祉の歴史と現状につい

て、制度の動向だけでなくその背景も詳説

する。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

4445 国際共生に向けた健康への挑戦
テレビ ･ A5 ･ 268 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30832-1 C1347

怨多田羅浩三

怨河原 和夫

怨篠崎 英夫

（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

（放送大学客員教授・東京医科歯科大学大学院教授）

（放送大学客員教授・国立保健医療科学院名誉院長）

今日、人々の生活は地球規模で展開する経

済環境のなかで営まれている。まさに世界

中の人間が国境という枠を超えて「共生」

しているといえる。そのような中で健康の

維持・増進および感染症予防は、共通の重

要な課題である。アジア各国を対象とした

ヘルスケア・システムのなかでの生活、ア

メリカにおける健康づくりの現状、WHO

での挑戦などの現状を報告する。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉
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商品番号

4857 事例から学ぶ日本国憲法
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31425-4 C1332

怨岡田 信弘（放送大学客員教授・北海道大学大学院教授）

我が国の最高法規である日本国憲法の基本

構造、全体像および具体像について、理論

的な観点だけでなく、具体的な事例や設問

にそくして検討する。たとえば、日本国憲

法が第 8章で定める「地方自治」について

は、「地方分権の一環として、広域行政に対

応すべく『道州制』が主張されることがあ

るが、都道府県を統併合して道州にするこ

とに憲法上問題はないか」といった設問を

立て、これに対する解答を導き出すために

必要な知識や議論を検討する形で考察す

る。遠い存在と思われがちな日本国憲法を

身近なところで理解することを試みる。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4855 民法
ラジオ･ A5 ･ 292 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31423-0 C1332

怨円谷 峻（放送大学客員教授・明治大学大学院教授）

民法は、我々の日常生活に生じるさまざま

な法的問題を規律する法律であり、財産法

と家族法に大きく分けられる。本書は、

我々の生活における財産法を中心に論ずる

が、家族法に関する諸問題も取り上げる。

それは、結婚・離婚、相続は、契約や不法

行為などの財産法上の問題と同様に我々の

もとで生じ得る問題であり、民法を学ぶ上

で欠かすことができない問題だからであ

る。民法の範囲はとても広く民法全体を詳

しく説明することはできないので、ここで

は民法のあらまし、概要を理解することを

第一の目標とする。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

4851 市民生活と裁判
テレビ ･ A5 ･ 260 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31355-4 C1332

怨來生 新

怨川島 清嘉

（放送大学副学長）

（放送大学客員教授・川島法律事務所弁護士）

一般市民が広く遭遇する可能性のある代表

的な紛争について、その予防や解決のため

に必要とされる基本的な法律知識を修得さ

せて、実際に何らかの紛争に遭遇した場合、

その紛争を法的枠組みによる解決の土俵に

乗せることができる能力を身につけること

を目標とする。また、紛争とは何か、法律

とは何か、法律による紛争解決とは何か、

裁判とは何か、実体的正義と手続的正義の

区別、法的なものの考え方、日本社会の法

的な特徴などに、理解を深めてほしい。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

4853 市民社会と法〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 256 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31357-8 C1332

怨道幸 哲也

怨加藤 智章

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・北海道大学教授）

法的な世界の成り立ちと基本的な性格をま

とめ、法的な世界の基本的な有り様を考え

る。市民社会にて発生する日常的な法律問

題を、法哲学、刑事法、民事法、労働法、

社会保障法の観点から検討する。主要な目

的は、①法学の基礎知識を教える。②具体

的なケースや問題を通じて法的なものの考

え方を伝える。市民生活において発生する

身近な紛争をどうやって解決するか、紛争

の背景にある利害状況はどういなっている

のか、また解決の基準はなにかを考える。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉
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商品番号

4852 行政法〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 244 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31356-1 C1332

怨磯部 力（放送大学客員教授・國學院大學法科大学院教授）

行政法は、六法科目と異なり中心となる法

典が無いこともあって、その全体像をイ

メージしにくいといわれることがあるが、

本書では、警察、公害環境、福祉、公共事

業など多種多様な現代行政作用の法制度を

個別に説明するのではなく、それら諸制度

に横断的に共通する一般的な行政法のしく

みとして、行政立法、行政処分、行政強制、

行政指導などの行政作用類型を体系的に概

観するとともに、それら行政活動の適正手

続的な統制、ならびに行政活動を対象とす

る行政事件訴訟や国家賠償訴訟など、裁判

的統制のしくみを解説します。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

4848 著作権法概論〔改訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 272 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31201-4 C1332

怨作花 文雄

怨吉田 大輔

（放送大学客員教授・文化庁長官官房審議官）

（放送大学客員教授・文部科学省研究振興局長）

情報社会あるいは知識基盤社会と呼ばれる

今日において、知的財産の創造を促進し、

その有効かつ適切な活用を図る上で、知的

財産権に関する法制度が重要な役割を果た

す。知的財産権制度の中にあって、小説や

音楽、レコード、映画、アニメ、プログラ

ムなどの著作物等を保護する著作権法は、

特定の職業に携わる方々のみならず、すべ

ての人々に関わる法律であり、本書では、

著作権制度の基本的な事項および実際的な

課題について総合的に解説している。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

4850 企業・消費者・政府と法
―消費生活と法―

ラジオ･ A5 ･ 252 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31271-7 C1332

怨來生 新

怨山本 裕子

（放送大学副学長）

（放送大学客員教授・大東文化大学教授）

日常生活で経験するさまざまな消費体験を

法律学の視点から整理し、平易な解説を通

じて、「企業」「消費者」「政府」という現代

の消費生活の主要なステイク・ホルダーが、

どのような性格のもので、その相互関係が

いかなるもので、今後どのようにその関係

を築いていくべきかを法律学の立場から考

える。経済法、商法、行政法の領域に関わ

る諸現象を総合的に取り扱う。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4846 現代の犯罪と刑罰
ラジオ･ A5 ･ 264 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30921-2 C1332

怨大越 義久（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

本書は、犯罪と刑罰の現実の姿を、《犯罪亜

捜査亜起訴亜裁判亜判決亜刑務所亜出所》

という一連のプロセスの下で明らかにした

上で、我が国の刑事司法が抱える問題点を

指摘し、検討を加えようとするものである。

多くの国民が、平成 21年 5月までに導入

される裁判員制度に不安を抱いているが、

我が国の刑事司法システムがどのようなも

のであり、どのように運用されているのか

を理解することによって、さまざまな問題

点が理解できるようになる。我が国の刑事

司法の問題点を批判的に検討できるように

なることを最終の目標とする。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

4856 現代環境法の諸相〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31424-7 C1332

怨北村 喜宣（放送大学客員教授・上智大学教授）

廃棄物問題を始めとする日本国内の身近な

トピックを複数取り上げて、汚染者、近隣

住民、政府、裁判所などが「果たすべき役

割」という観点から、現代環境法の姿を複

眼的に浮かび上がらせる。具体的には、廃

棄物処理法等個別の環境実体法のほか、

環境リスクの探知と管理（環境計画法制、

ＰＲＴＲ法制、環境影響評価法制）、行政的

な義務付けとエンフォース（行政手続法制、

行政強制法制）、司法的な義務付けとエン

フォース（民事訴訟・執行法制、行政訴訟

法制）を中心に、ケースを挙げて解説を加

え、今後の議論の方向を展望する。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4849 地球的課題と法
ラジオ･ A5 ･ 204 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31202-1 C1332

怨村瀬 信也（放送大学客員教授・上智大学教授）

現代においては、主権国家の並存関係を基

礎にした伝統的な国際法では捉えられない

様々な地球的課題が山積してきている。国

際法教育の重要性についてはことさらくり

返すまでもないが、本書は、単に通常の国

際法学の体系論を展開しようとするもので

はなく、気候変動（温暖化）、経済のグロー

バル化、国際テロ活動の抑圧、国際刑事裁

判、人権問題の普遍化などの具体的な問題

を取り上げて、国際法の観点から現代にお

ける地球的課題を浮き彫りにし、そこから

新たな国際法がどのような方向に進みつつ

あるかを展望する。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉
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商品番号

5152 政治学入門
―公的決定の構造・アクター・状況―

ラジオ･ A5 ･ 320 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31361-5 C1331

怨辻中 豊（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）

現代の政治の役割、実態を自分の問題とし

て考え、市民と比較の視点から政治学の基

礎を解説する。各国の比較や講師の経験を

交え、現代の人間の公的決定として政治を

理解する。地球レベルから自治体や組織レ

ベルの政治まで多様に存在し、それぞれ仕

組みや動態は異なるが、公的な決定として

共通の機能をもつ。民主主義をいかに各レ

ベルで生かすかの問題意識をもち、国のレ

ベルを中心に政治の構造や機能、決定の主

体について、様々な概念を理解する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

5154 現代の国際政治〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 320 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31427-8 C1331

怨高橋 和夫（放送大学教授）

本書の二つのキーワードは、アメリカとイ

スラムである。アメリカという視点からイ

スラム世界を、イスラムという視点からア

メリカを語る。両者の視点の交わった点に

浮かび上がってくるのは、アメリカの一極

覇権の衰退である。その要因はイラクとア

フガニスタンの戦争の負担である。この経

験を踏まえ、戦争の新しい形を紹介する。

さらに全体を通じて 21 世紀の国際政治の

新しい風景を描きだす。本書によって国際

政治の興味を引き起こし、ニュースが誰に

よって、どういう目的で、いかにして制作

されたかを客観的に考える習慣を養う。

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

商品番号

5148 現代日本の政治〔改訂新版〕
テレビ ･ A5 ･ 208 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31273-1 C1331

怨久米 郁男

怨河野 勝

（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）

現代日本の政治を、政治学の理論を用いて

解説していく。選挙制度や政党、議会、官

僚制など日本の政治制度と政治アクターに

ついて説明を行った上で、それらが具体的

な政策過程においてどのような働きをし、

どのような形で日本政治の特徴をつくって

きたのかを説明する。主な内容は、「民意

とは何か」「政党と政治」「選挙制度と政党

システム」「議会の役割」「日本の執政府」

「官僚制と政治」「福祉国家と政治」「公共事

業と政治」「外交と内政」などである。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

5151 現代行政学
ラジオ･ A5 ･ 260 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31360-8 C1331

怨西尾 隆（放送大学客員教授・国際基督教大学教授）

行政の活動は、あらゆる領域に浸透し市民

生活を支える。他方、正常に機能するのが

当然視され、機能不全が現れて初めて存在

や課題に気づくことも少なくない。日常に

作動するメカニズム、基礎の考えを多面的

に理解する。環境変化で行政の役割は刻々

と変質し、その改革や社会の関係の組換え

が世界共通の潮流となる。不正、ムダ、非

効率などの是正を含め、市民が行政の舵取

りをするかは避けられない課題である。行

政学・政策学の基礎的知識を提供し、市民

教育の視点から責任ある市民に必要な教養

とは何かを考え、共生のアートを学ぶ。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

5145 現代東アジアの政治と社会
ラジオ･ A5 ･ 288 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31203-8 C1331

怨西村 成雄

怨小此木政夫

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・九州大学特任教授）

21 世紀東アジア世界（中国、台湾、香港、

韓国、北朝鮮を取り上げる）の政治共同体

は、大きな変容と変動を経験しつつある。

この東アジア世界を理解するには、20 世紀

全体を眺望する奥行きのある歴史認識と、

政治が社会をどのようにつくりかえてきた

のかという政治体制論的分析視角が必要と

なろう。本書では、それぞれの政治と社会

の相互依存関係のダイナミズムと政治体

制、さらに国際的諸条件から各政治共同体

の特徴について解説する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

5149 現代南アジアの政治
テレビ ･ A5 ･ 276 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31358-5 C1331

怨堀本 武功

怨三輪 博樹

（放送大学客員教授・京都大学大学院特任教授）

（放送大学客員准教授・中央大学兼任講師）

インド亜大陸と周辺の南アジア諸国の過

去・現在・将来を政治的な側面から明らか

にする。第二次世界大戦後から 1980年代

までと 1990年代以降では大きく様変わり

している。特に 1990年代以降は、世界的

なグローバル化は切っても切れない関係に

ある。その傾向を顕著に示すのが、インド

である。インド政治を中心に、現代南アジ

アの実態解明を重点に置く。最後に、日本

は南アジアとどのような関係をもっている

か、今後の展望がどうなるか解説する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

5143 西洋政治理論の伝統
ラジオ･ A5 ･ 300 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30923-6 C1331

怨山岡 龍一（放送大学教授）

本書では、「政治とは何か？」、「より善き政

治を構想し、実現するためにはどうすれば

よいか？」といった問いが基本的な関心と

して設定されており、西洋の政治理論とい

う営みの歴史を、「一つの伝統」としてとら

えつつ、主要な思想家たちの理論を、いく

つかの典型的な議論の原型ないしは範例と

して議論が展開されている。古代ギリシア

から現代アメリカに至る政治理論の中から

歴史的な影響と現代的な意義を取り上げ、

それらの歴史的、哲学的理解を通して、政

治理論の学習そのものを政治理論の伝統へ

の参与として理解することができる。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

5155 日本政治外交史〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31428-5 C1331

怨御厨 貴

怨牧原 出

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・東北大学教授）

明治以降の日本「列島」を中心とした地域

で生起した政治、外交についての諸問題を

歴史的に考察する。特に、太平洋戦争前は、

戦争と民主主義の関係に焦点を置き、太平

洋戦争後は世界経済の中の日本政治の変容

に関心を振り向ける。領土、地域、都市、

資源といった政治を形作る社会条件にも目

配りしつつ、この時期の政治を立体的に把

握する。こうして日本の政治史を見渡すこ

とで、21 世紀の政治を考える知的滋養を

養っていく。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉
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商品番号

5146 ヨーロッパ政治史〔改訂新版〕
ラジオ･ A5 ･ 292 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31204-5 C1331

怨平島 健司

怨飯田 芳弘

（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）

西欧における国家は、民主政治を実現する

上での枠組みであると同時に、経済的繁栄

と社会的公正を確立するための装置として

建設されてきた。しかし、第二次世界大戦

後に開始され、冷戦の終焉後に加速された

国家統合は、それを推進した国家自体を逆

説的に相対化しつつある。本書では、現代

西欧における国家のありようを、主として

近代以降の発展史の観点から考え、西欧諸

国家がグローバル化と欧州統合の中で変容

を重ねるその実像を解説する。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉
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商品番号

2577 市民と社会を知るために
―名著に触れよう―

ラジオ･ A5 ･ 252 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30819-2 C1397

怨林 敏彦

怨山岡 龍一

怨原島 良成

（放送大学客員教授・同志社大学教授）

（放送大学教授）

（放送大学客員准教授・熊本大学准教授）

社会科学に接近するための「素材」を提供

する一冊。素材は、読者の興味を引きやす

い（物語・エッセイ亜各分野の古典素材純

理論的素材）。『ハジババの冒険』、『ロビン

ソン・クルーソー』から『組織の盛衰』、『君

主論』など多様なジャンルを取り上げ、社

会科学の学問との架橋を図る。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

5434 市民と社会を生きるために
―実践のすすめ―

ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30925-0 C1333

怨高橋 和夫

怨坂井 素思

（放送大学教授）

（放送大学教授）

私たちが現代社会の中で生きるためには、

社会の実践に関わらなければならず、混沌

とした現実の中で、生き方を模索しなけれ

ばならない。また、グローバリゼーション

の進む社会の中でもローカルな発想が必要

で、国境を越えた思考が重要となる。だか

らこそ、社会を生き抜くには、社会的視点

をもつ戦略が必要である。本書では、実践

的な人物や社会的な生き方を提示しなが

ら、「社会の中での表現技術」や「社会生活

の実践」について論じている。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

6048 市民と社会を考えるために〔改訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 216 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31276-2 C1336

怨天川 晃

怨髙木 保興

（放送大学客員教授・横浜国立大学名誉教授）

（放送大学教授）

社会科学の勉学に対する関心と意欲を引き

出し、政治学・法学・経済学・社会学の各

専門科目への橋渡しを目的とする。「社会

的な関心・興味を養う講義」では、具体的

な社会現象を取り上げ、その社会現象を理

解するために必要な専門用語やアプローチ

の方法、理解を深めるための必要文献や研

究方法などを概説する。「社会科学の各分

野によって異なる基本テーマを取り上げる

講義」では、各分野・領域における基本的

なテーマを取り上げる。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

6046 社会学入門
―基礎概念とその展開―

テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31210-6 C1336

怨森岡 淸志（放送大学教授）

人間の意識や行動は、その人自身のそれま

での社会とのつながりと、現在の社会的地

位に伴うつながりによって大きく影響を受

け、その成長に伴って、自己の属する集団

を徐々に拡大させていく。本書は、社会学

の基礎的な概念と社会の基礎となる集団の

特質についての理解を深め、具体的に捉え

られることを目標とする。さらに、現代社

会が直面する変動の諸相についての正確な

知識と理解について学び、社会学の中で重

要な社会調査についてもふれる。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉
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商品番号

6043 都市と防災
テレビ ･ A5 ･ 276 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30852-9 C1336

怨目黒 公郎

怨村尾 修

（放送大学客員教授・東京大学教授）

（放送大学客員准教授・筑波大学大学院准教授）

都市を災害から守るための取り組み方とそ

の変遷について解説。まず都市の歴史を振

り返り、都市災害の特徴や災害に関する法

制度の変遷、防災体制の基本を概観する。

次に、気象災害、地震災害、火山災害など

「都市災害の事例」を基に災害発生のメカ

ニズムとその対策について考察。その後、

都市防災について、「都市の被害抑止対策」、

「被害軽減のための事前準備」、「都市の復

旧と復興」、「情報とコミュニケーション」、

「これからの都市防災」を検討する。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

6051 都市社会の社会学
―都市社会学の基礎概念と応用―

ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31369-1 C1336

怨森岡 淸志（放送大学教授）

都市社会に関する社会学の基礎的概念を分

かりやすく説明し、その上で、戦後日本の

大都市における都市化とそれに伴う地域社

会の変動を、都市化、郊外化、再都市化の

過程に即して説明する。また、東京圏にお

ける都市空間の変容過程、地域社会内部の

構造変動、人びとのつながりの変化、格差

の拡大、社会的孤立の深化、エスニシティ

といった諸側面について具体的に論じる。

現代都市社会の諸問題を幅広く捉える視点

を養うとともに、問題の相互連関について

の理解を深めることができるようにしてい

く。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

6047 現代都市とコミュニティ
テレビ ･ A5 ･ 200 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31211-3 C1336

怨浅川 達人

怨玉野 和志

（放送大学客員教授・明治学院大学教授）

（放送大学客員教授・首都大学東京教授）

交通機関および情報化の著しい進展によっ

て、人びとは離れた場所で暮らす他者と容

易に社会関係を形成・維持することができ

るようになったが、それに伴って、自らが

居住しているコミュニティへの関与は縮小

することとなった。本書では、まずコミュ

ニティ概念を概説し、次いでコミュニティ

に変容をもたらす社会・空間構造の変化に

ついて検討する。さらに、それらの理論的

な検討を踏まえた上で、コミュニティ帰属

への今日的意味について考察する。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

5437 社会と銀行
テレビ ･ A5 ･ 308 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31206-9 C1333

怨吉野 直行（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

1980年代後半のバブル経済から 1990年代

にかけて、日本の金融機関は混乱から大変

革の時代を経験した。変化は不良債権処

理、金融再編、金融規制の局面などで著し

かった。2008 年からはそれにアメリカの

サブプライムローン問題に端を発する世界

的金融危機が加わった。本書では、こうし

た変化の中で、「消費者にとっての銀行」「企

業にとっての銀行」「決済ネットワークの

ノードとしての銀行」「資産運用市場にお

ける銀行」「グローバル競争下の銀行」など、

銀行というビジネスモデルの収益性と社会

的責任について考える。

〈定価 3,360円(税込�％)・本体 3,200円〉
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商品番号

6045 社会調査〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 252 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30930-4 C1330

怨原 純輔

怨浅川 達人

（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）

現代社会を特徴づける人間活動の一つであ

る社会調査について、その進め方（調査内

容の決定、調査対象の決定、調査の実施方

法、調査結果の分析方法とまとめ方）を知

るとともに、その歴史と成果について論じ

ている。個人が身の回りからさまざまな情

報を得る場合と社会調査との違いに着目し

ながら、細かい技法よりも、基本的な考え

方の修得ができるように構成されている。

これにより、社会調査の基本的な考え方を

身につけることができる。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

6052 社会統計学入門
ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31370-7 C1333

怨林 拓也（放送大学客員准教授・奈良女子大学准教授）

現代社会において、社会の実態や人々の行

動・意識を明らかにする社会調査が数多く

行われ、それに基づく分析結果がメディア

を通して提示されている。それらの分析結

果を読みとるのに必要な統計学の基礎的な

知識とともに、自分で分析を行おうと考え

ている方に分析の実践的側面も考慮した基

本的・応用的な分析手法を扱う。 具体的

に、データの基礎集計、標本に基づく推測

統計、2変数間の関連分析、重回帰分析を

中心に多変量解析の一部について解説す

る。実際のデータや分析例を紹介し、必要

に応じて統計量の計算手順も紹介する。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

5759 NPOマネジメント〔改訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 244 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31275-5 C1334

怨河合 明宣

怨齋藤 正章

（放送大学教授）

（放送大学准教授）

団塊の世代が退職し、身につけた知識や技

能を持ってボランティア活動に参加する事

例が広範に見られる。また、企業の社会的

責任に対する関心が高まり、企業が NPO

と連携する機会が増えてきている。他方、

グローバル化した金融市場により、国内で

の雇用機会の減少と所得格差の拡大がもた

らされ、貧困や教育などの社会問題や環境

問題への関心が高まっている。NPOの活

動例をたどるとともに、新たな潮流や制度

にも注目する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

6049 格差社会と新自由主義
テレビ ･ A5 ･ 272 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31277-9 C1336

怨坂井 素思

怨岩永 雅也

（放送大学教授）

（放送大学教授）

格差は、今日の日本社会において最大の関

心事の一つである。現在の格差の有り様

は、形態的、表面的には多岐にわたってい

るが、実はすべてそのおおもとのところで

「新自由主義」という共通の要因と関わり

を持っている。新自由主義自体は既に見直

しの時期に入っているが、そうした時期で

あるからこそ、前世紀末から今世紀初頭に

かけて世界を席巻した新自由主義とその結

果としての格差社会を、冷静に検証してい

くことが重要なのである。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

6534 環境と社会
ラジオ･ A5 ･ 256 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30932-8 C1334

怨鈴木 基之

怨植田 和弘

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

（放送大学客員教授・京都大学教授）

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。わが国は、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現在の取り

組みについて解説する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

2039 社会の中の科学
ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30813-0 C1310

怨中島 秀人（放送大学客員教授・東京工業大学大学院教授）

科学・技術がどのように発展したか、現代

における科学・技術とは何か、それは社会

にどのような道筋で強い影響を与えるよう

になったのかを検討する。古代世界の技術

の特徴を考察した「技術の初め」、17 世紀

に起きた科学の大発展について解説した

「科学革命」、ヨーロッパ社会を興隆させ、

学術の進歩を可能にした「中世の産業革

命」、1960年代の公害問題、70年代以降激

化した地球環境問題を紹介した「科学技術

に関する問題の噴出」など興味深いテーマ

を扱い、21 世紀の科学・技術が進むべき方

向を考える。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

5153 国際理解のために
ラジオ･ A5 ･ 208 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31426-1 C1331

怨高橋 和夫（放送大学教授）

本書は二部構成で一部は世界の宗教でユダ

ヤ教、キリスト教、イスラム教、ゾロアス

ター教を紹介する。こうした宗教のつなが

りや、それぞれの宗教がどのような世界観

を教え、どのような生活規範を求めている

かを論じる。二部では東アジアの国際情勢

を紹介する。

領土問題とは何なのか、なぜ発生するのか、

その背景を理解し、日本の抱える領土問題

について論じる。対立する議論の優劣では

なく、どのような主張があるのかを紹介し、

異なる視点を、それぞれの立場から理解す

る姿勢を学ぶ。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

5144 世界の中の日本
テレビ ･ A5 ･ 232 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30924-3 C1331

怨林 敏彦

怨高橋 和夫

（放送大学客員教授・同志社大学教授）

（放送大学教授）

情報通信技術と交通手段の発達で世界は小

さくなった。本書では、グローバル時代に

生きる私たちの基礎知識として、経済、法

文化、民主主義、外交、化学、教育、科学

技術、スポーツ、メディアなどの視点から

「世界の中の日本」の位置を見定め、次いで、

人口、日本国内のイスラム教徒、外国人労

働者などの視点から「日本の中の世界」を

考える。オーバーシーズ・ジャパニーズの

実態とその背景についても考察し、将来の

姿についても論じている。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

社会系――社会 59

社

会

系

学 部



商品番号

5443 経済学入門〔改訂新版〕
ラジオ･ A5 ･ 256 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31430-8 C1333

怨西村 理（放送大学客員教授・同志社大学教授）

経済の基本は「分業」と「交換」である。

分業は生産性を高めてくれるが、生活の糧

を得るためにいろいろな財・サービスと交

換する必要がある。この交換する場が「市

場」である。ところが、市場が常に有効な

働きをするとは限らない。これを市場の失

敗と呼ぶが、このような状況に陥ったとき、

どのような解決策があるのか、また、政府

の役割はなにかについて説明する。そし

て、新たに浮かび上がってきた環境問題や

企業の社会的責任、さらには、「ゆたかな社

会」を実現するために求められる要素につ

いて言及する。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

5442 現代経済学〔改訂新版〕
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31429-2 C1333

怨依田 高典（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

現代の経済学の内容と歴史をアルフレッ

ド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立

銀行賞（いわゆるノーベル経済学賞）の歴

史を振り返る形で概観する。ノーベル経済

学賞は、1968年にスウェーデン国立銀行が

設立 300周年祝賀の一環として、ノーベル

財団に働きかけ、設立された賞である。ス

ウェーデン王立科学アカデミーにより選考

され、ノーベル財団によって認定される。

ノーベル経済学を振り返れば、現代の経済

学の色々な顔が見えてくるはずである。受

賞者の生い立ちと受賞理由、研究業績の現

代社会的意義について、分かりやすく解説。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

5440 労働経済〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 200 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31362-2 C1333

怨松繁 寿和（放送大学客員教授・大阪大学教授）

労働経済学の基礎理論を学び、労働問題に

接近するための経済学的考え方を身につけ

る。労働市場の動きを労働供給と労働需要

に分け、それぞれがどのように決まるか解

説する。その後、現実に起きている問題、

例えば、若年労働、仕事と家庭との両立、

少子高齢化などを紹介するが、できるだけ

具体的な例を取り上げて問題を認識しやす

くする。その上で、それらの問題が理論的

にどのように分析できるかを議論するとと

もに、政府やエコノミストが唱える政策が

どのような理論・実証的背景を持っている

かを理解していく。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

5441 日本経済史〔改訂新版〕
ラジオ･ A5 ･ 288 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31363-9 C1333

怨宮本 又郎（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

江戸時代から今日までの約 400 年におい

て、日本の経済がどのような足跡を辿って

きたのか、どのような節目があったのか、

今日我々はどのような到達点に立っている

のか理解していく。基本的な経済諸量の動

きから、長期の経済発展の過程を概観する。

各時代の重要な経済史的トピックスについ

て解説しますが、その際、マクロ経済の動

きや産業組織、経済諸制度や経済政策の動

向とともに、企業や企業組織、企業家の活

動、家計と消費、技術と労働などの側面に

言及する。具体的な資料や事例を紹介しな

がら進めていく。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉
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商品番号

5761 ファイナンス入門
テレビ ･ A5 ･ 224 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31364-6 C1334

怨齋藤 正章

怨阿部 圭司

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・高崎経済大学教授）

好むと好まざるに関わらず、ファイナンス

は私たちの暮らしと密接な関係を持ってい

る。たとえ会社勤めをしていなくても、で

ある。その一方で、「お金の話はちょっと

…」と敬遠する人が多いのも事実である。

より多くの人にファイナンスを身近に感

じ、理解してもらいたい。そのために、①

ファイナンスと市場、②ファイナンスと企

業、③ファイナンスと情報という 3 つの

テーマで講義を構成し、内容の充実と理解

の促進を図っていく。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

5764 経営学入門〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 264 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31367-7 C1334

怨小倉 行雄

怨齊藤 毅憲

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・関東学院大学教授）

経営学の基本的な概念をわかりやすく具体

的に説明し、経営学の全体像をつかむこと

で企業活動の理解度を増す。経営学を大き

く 4つの側面からとらえ、今日的な企業活

動に関する一貫性ある説明をする。経営学

史を振り返り、経済学との比較により、特

徴が浮かび上がる。現代社会と企業に関す

る自分なりの把握の一助にする。持続可能

性という観点から新しい経営学のあるべき

方向性を探る。自治体経営や非営利組織の

経営の問題についても検討する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

5762 ケースで学ぶ現代経営学
テレビ ･ A5 ･ 300 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31365-3 C1334

怨小倉 行雄

怨佐藤 善信

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・関西学院大学大学院教授）

今日の企業経営について把握できるよう

に、経営戦略やマーケティングの枠組み、

あるいは財務計数情報はいかに用いるかな

ど、企業が抱える実践的課題に即して解説

する。また、特定企業に焦点をあてた本格

的なケースから課題を解くためのミニ・

ケースなど、多様なケースも織り交ぜて解

説していく。公開情報を基本に企業実態を

知り、いい会社をつかむ方法を検討する。

また、『会社四季報』を例に、その情報につ

いて経営的観点から読みとっていく。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

5766 国際経営〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 232 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31432-2 C1334

怨原田 順子

怨洞口 治夫

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・法政大学教授）

経済のグローバル化は、新興工業国の台頭

を迎え、ますます地理的範囲を増大しつつ

ある。そうした経済のダイナミズムは、日

本の企業に大きな影響を及ぼしている。本

書では「この状況に対応するために、日本

企業はグローバル戦略と管理方法をいかに

策定、実践すべきか」を念頭におきながら、

国際経営を理解するための基本知識（主要

な経営学説、知識・技術・イノヴェーショ

ン、会計財務、人的資源、行政と国際化な

ど）について学習する。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉
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商品番号

5436 財政学
テレビ ･ A5 ･ 260 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31205-2 C1333

怨佐藤 主光（放送大学客員教授・一橋大学教授）

国・地方を合わせた借金の残高が 770兆円

（GDPの 1.5倍）あまりに上るなど、財政

再建が急務の課題になっている。一方、高

齢化に伴い、今後社会保障給付費（年金、

医療、介護等）の増加が懸念されている。

また、地域経済の低迷により財政難に陥っ

た地方自治体も数多く、我が国の財政

（国・地方）は、将来に渡って困難な課題が

山積している。財政はすべての国民にとっ

て身近な問題である。本書では、経済学の

視点から財政（公共部門）に関わる諸問題

（税制改革、社会保障等）について考察す

る。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

5758 初級簿記
ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31209-0 C1333

怨齋藤 正章（放送大学准教授）

簿記はおよそ 500年前から存在し、「ビジ

ネスの言語」ともいわれ、今日の企業社会

においても欠かせないものとなっている。

そのルールはきわめて単純明快で、習得は

さほど難しいものではないが、簿記は技術

であるので、ただ単に教科書を読んでいる

だけではダメである。実際に手を動かして

体で覚えて初めて使いこなせるようにな

る。本書は、商業簿記に関する知識・技術

の網羅的な習得を目標としており、まず、

営業活動を理解し、続いてこれを「仕訳亜

転記亜検証亜決算」の順にしたがって正し

く記録する方法が習得できる。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

5767 組織運営と内部監査〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 224 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31433-9 C1334

怨齋藤 正章

怨蟹江 章

（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）

内部監査は組織運営が順調な時には改めて

意識されないが、一旦、不祥事等問題が生

じるとクローズアップされる。しかし組織

運営の成否を決めるのは内部監査の成否に

あると言っても過言でないくらい重要な

テーマである。本書では、内部監査につい

て、その目的や手続きの実際について多面

的に検討することによって、内部監査の重

要性を理解する。また、すでに組織運営に

携わっている人には、内部監査の再整理と

新たなる知見を与えるものとなる。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

5763 社会のなかの会計〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 272 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31366-0 C1334

怨齋藤 正章

怨石川 純治

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・駒澤大学教授）

会計が今日ほど社会の注目を受けるのはか

つてなく、会計のグローバル化が社会経済

にインパクトを与えている。大きく変容す

る現代の会計を解くため、歴史、理論、社

会の 3つの視軸をとおして進める。個々の

新しい会計基準を知ることより、変容する

現代の会計をトータルに理解するのが大切

である。変容の今日的なあり方はいかなる

ものか、変容は何処からくるか、会計の基

本的な考えは大きく変わったか、変容する

現実社会で会計がどう機能するか考える。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

5757 管理会計
ラジオ･ A5 ･ 256 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31208-3 C1333

怨齋藤 正章（放送大学准教授）

管理会計の目的は、企業で行われる様々な

経営意思決定と業績管理に有効な会計情報

を提供することにある。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

ぞれの理論を解説しており、管理会計の意

義と目的、貸借対照表、損益計算書、キャッ

シュ･フロー計算書、機会原価と埋没原価

などの財務諸表と財務業績の測定、資本予

算、株主価値と経営計画、原価の測定と原

価情報の活用、予算管理システム、業績管

理会計などについて習得できる。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

5765 マーケティング
テレビ ･ A5 ･ 220 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31431-5 C1334

怨橋田洋一郎

怨須永 努

（放送大学客員准教授・専修大学准教授）

（放送大学客員准教授・関西学院大学准教授）

マーケティングと一口に言っても、その範

囲は多岐にわたる。製品、価格、流通、プ

ロモーションというマーケティング・ミッ

クスの問題だけでなく、戦略的マーケティ

ング、リサーチ、消費者行動、サービス・

マーケティングなどのトピックも含まれ

る。本書はこのようなマーケティングの広

がりを分かりやすい事例で解説。さらに近

年関心の高いブランド戦略、ソーシャル・

マーケティング、リレーションシップ・マー

ケティングの在り方についても触れる。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

5755 官民の人的資源論
テレビ ･ A5 ･ 200 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30928-1 C1334

怨原田 順子

怨奥林 康司

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・大阪国際大学教授）

日本の経済は、民間部門と公的部門に大き

く分類され、それぞれの部門で働く人々の

雇用管理がどのようになされているかは大

きな関心事であると考えられる。しかしな

がら、一般的な人的資源管理論は民間部門

を対象に解説されてきた。本書には、公的

部門の人的資源管理が付け加えられてお

り、また日本の人材育成に関する行政の役

割にも言及しているので、自らが所属する

組織の人的資源管理や、政策を評価する視

点を養うことができる。

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉

商品番号

5439 消費者と証券投資〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 164 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31274-8 C1333

怨林 敏彦

怨佐賀 卓雄

（放送大学客員教授・同志社大学教授）

（放送大学客員教授・公益財団法人日本証券経済研究所理事）

日本の金融システムは 1990年代以降、グ

ローバル化と度重なる制度変更によって直

接金融の比重が高まり、金融商品と自由な

金融市場が発達し、情報通信技術の導入が

進むなど大きな変化を遂げてきた。他方、

家計部門は安定的な経済成長の中で高貯蓄

率を維持しながら、金融資産の蓄積を進め

てきた。少子高齢社会を迎え、社会保障制

度も改革が迫られている中、消費者はどの

ような資産運用を心がければよいのかを、

生活設計の視点から考える。

〈定価 2,205円(税込�％)・本体 2,100円〉
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商品番号

5438 Political Economy of Japan
―Growth,Challenges and Prospects for a Well-Being Nation―

テレビ ･ A5 ･ 312 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31207-6 C1333

怨Toshihiko Hayashi


Visiting Professor,TheOpenUniversity of Japan
Professor,DoshishaUniversity 

高度経済成長期から現在に至るまでの日本

経済の歩みと現状を振り返り、明らかにし

ていく。高度経済成長と家計の動向、バブ

ル経済の破綻とその余波、財政再建と構造

改革問題、終身雇用制度の終焉、高齢化社

会と格差問題、情報化社会と経済、環境・

資源エネルギー問題、対米・対中関係と日

本の果たすべき国際的役割など、住みよい

社会を実現し、持続可能な経済成長を実現

するための諸課題を考える。

（本書はすべて英文で記載されている）

〈定価 3,990円(税込�％)・本体 3,800円〉
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商品番号

6347 問題解決の進め方
テレビ ･ A5 ･ 208 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31372-1 C1334

怨柴山 盛生

怨遠山 紘司

（放送大学客員准教授・国立情報学研究所准教授）

（放送大学客員教授）

問題とは何かを考え、問題の発見、解決の

手順、解決に必要な情報をどのように収

集・整理し分析するのか、解決に必要な考

え方とは何かなど一連の過程を通して解決

策を見いだしていく科学的技法を提供す

る。また、その過程で思考や発想などを目

的に沿って他人に伝え、理解してもらうた

めの基本的な技術を習得する。そして、こ

こでの学習が実際に応用できることをねら

いとして、さまざまな分野から問題発見と

解決の具体的な事例を集めて紹介する。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

6342 多様化時代の労働
ラジオ･ A5 ･ 244 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31212-0 C1360

怨原田 順子（放送大学准教授）

現代において、労働の多様化がいくつかの

面から進んでいるといわれている。雇用形

態を例にとれば、パート、派遣など、雇用

形態の多様化が進展している。また、雇用

者の属性をみれば、女性、高齢者、外国人

など、従来よりも多様な人々が職場に進出

してきている。 そして評価に関していえ

ば、人の多様化に適応するように、個人の

成果の反映が広まった。本書の目的は、現

代の労働についての理論的知識と具体的な

事例を提供することにあり、労働について、

雇用形態、属性、評価などの面で多様化が

進んでいることを理解することができる。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

6341 技術者倫理〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30931-1 C1334

怨札野 順（放送大学客員教授・金沢工業大学教授）

科学技術は、新しい「価値」を生み、社会

と環境に大きな影響を与える。それゆえ、

技術を実践する「行為者」である技術者は

社会に対して特別の責任を負っている。本

書では、技術者がその職務を遂行する上で

必要な新しい「倫理」について考察してい

る。また、技術者が直面する可能性のある

種々の倫理的問題を、スペースシャトル・

チャレンジャー号事故などの具体的な事例

を通して紹介し、それらの問題を分析・推

論する方法について論じている。特に、技

術者が重視すべき「価値」（安全など）を、

学協会の倫理綱領を通して検討する。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

6346 産業とデザイン
テレビ ･ A5 ･ 276 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31371-4 C1360

怨仙田 満

怨若山 滋

（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・名古屋工業大学名誉教授）

産業における技術とデザインは車の両輪の

ようなものである。製品も、地域も、環境

もデザインによりその経済的な波及効果は

異なる。町づくりや企業経営に参画し、関

心を持つ人々に、町づくりと産業における

デザインの重要性を認識してもらう。資源

のない日本は、デザイン、技術、素材は、

世界競争の時代における機動力の両輪であ

る。日本の強みは精緻さと遊びという要素

にあることを明らかにし、将来におけるデ

ザインの課題と展望について論ずる。

〈定価 3,360円(税込�％)・本体 3,200円〉
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商品番号

6050 社会技術概論〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 232 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31368-4 C1336

怨小林 信一（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）

科学技術は、真理の探究や新技術の開発な

ど、社会とはあまり関係のない活動のよう

に思われがちである。だが、今日の高度に

発展した科学技術は社会に多大な影響を及

ぼしている。今後は、科学技術と人間生活

が調和しつつ、ともに発展していく必要が

ある。真理探究のための科学技術や産業の

ためのそれとは異なる「社会の中の科学技

術、社会のための科学技術」の考え方を学

び、科学技術コミュニケーション、科学技

術リテラシー、科学技術と市民参加、科学

技術と倫理などを理解する。これらの基盤

となる倫理側面についても理解を促す。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

6344 技術経営の考え方
ラジオ･ A5 ･ 228 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31278-6 C1334

怨東 千秋

怨柴山 盛生

（放送大学教授）

（放送大学客員准教授・国立情報学研究所准教授）

新しい技術の急速な展開で、技術を取り込

む経営への関心が高まっている。ビジネス

系のMBAでは、人的資源管理など経営実

務に必要な専門知識とビジネスリーダーと

して活躍できる論理的思考力に力点を置

き、最近の潮流である技術系の MOTは、

最先端の技術をどのように経営に活かすか

を実践的に考えることに力を入れている。

これらに共有の技術イノベーションを取り

込む上で不可欠な知識をまとめ、より高い

経営能力を身につけることを目指す。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

6535 バイオテクノロジーと社会〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 216 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30933-5 C1340

怨武田 穣（放送大学客員教授・名古屋大学教授）

基礎生物学の急速な進展に伴って生命現象

の理解が進み、その研究成果を人類社会の

ために活用する試み、特に、長寿社会に向

けた医療・健康産業、環境に配慮した産業

構造への変革等に対する期待はきわめて大

きい。その一方で、先端科学技術に対する

不安が社会に広まっていて、一般消費者と

しても、科学的根拠に基づく、自己責任に

よる判断が必要とされる時代になっている

といえる。本書では、遺伝子組換え作物と

遺伝子診断についての基本的な技術やその

技術のもたらすメリット・デメリットを理

解し、自分の判断を下せるようにする。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

6345 グローバル化と日本のものづくり
テレビ ･ A5 ･ 256 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31279-3 C1360

怨藤本 隆宏

怨中沢 孝夫

（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・福井県立大学特任教授）

国際的な市場競争の激化の中で、日本の「も

のづくり」が岐路に立っている、といわれ

ている。本書では、中小企業から大企業ま

での技術や経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、日本（企

業）の強さと弱さや、国際的な競争と協調

の内実を明らかにする。大切なことは事実

を知ることである。製造業に関する毀誉褒

貶を排し、日本経済を支える「ものづくり」

の過去と現在を、グローバル化を軸に点検

し、社会の「今」を等身大で理解する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

6540 物質・材料工学と社会〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 288 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31282-3 C1355

怨秋鹿 研一

怨東 千秋

（放送大学客員教授）

（放送大学教授）

人間活動の基盤である科学・技術を支えて

いる材料が、社会のシステムを構成する製

品の中にどのように使われているのかを考

察するとともに、その素材である金属材料、

半導体材料、無機材料、有機材料、さらに

生命を対象とする生体材料などの幅広い材

料が、どのように創出されるのかを学ぶ。

現代の産業社会、個人生活に有用な施設、

設備、製品などがどのような材料により構

成されているか、その機能は何か、それを

支える原子分子との関連を概観する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

6343 アグリビジネスの新たな展開
―豊かな食生活への貢献―

ラジオ･ A5 ･ 276 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31213-7 C1360

怨河合 明宣

怨稲本 志良

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・京都大学名誉教授）

アグリビジネス（農業および食品関連産業）

への関心が持たれて久しいが、近年様々な

局面において大きな変化がみられる。本書

では、①アグリビジネスをめぐる国内的･

国際的環境の変化、②アグリビジネスと連

関する産業の範囲の拡大・多様化、③消費

者の食生活や、食料および関連サービスの

購買行動の実態の変化などについて、多様

な観点から理解を深めることができる。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

6541 エネルギーと社会
テレビ ･ A5 ･ 208 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31283-0 C1350

怨鈴木 基之

怨柏木 孝夫

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

（放送大学客員教授・東京工業大学大学院教授）

エネルギーに関する国内外の情況を把握す

るとともに、将来ますます深刻化していく

地球環境の変化とエネルギーについて、多

角度からその関連性を解説する。化石燃料

から非化石燃料へ、さらには化石燃料の高

度利用やクリーン化技術など、エネルギー

を取り巻く社会的背景や国際動向並びに技

術の現状や将来展望まで含め、真に持続可

能な社会を実現するための基本的な考え方

を身につけ、国際的にも対応できる種々の

知識を修得させる。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

6536 環境デザイン論
テレビ ･ A5 ･ 328 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30934-2 C1350

怨仙田 満（放送大学客員教授・東京工業大学名誉教授）

本書は、環境デザインの視点から、建築、

造園、都市設計にまたがる新たな分析手法、

デザイン手法を解説し、応用例を示しなが

ら、「環境デザインの座標」、「歴史から学ぶ

環境デザインの伝統」、「人間行動の環境デ

ザイン論」、「地域からの文脈をとらえた現

代的な課題であるサスティナブルな環境デ

ザイン」について論じる。新たな分析能力

と総合調整力を育てると同時に、高度技術

化した複合的プロジェクトの価値を見出

し、批評性を養い、21 世紀のサスティナブ

ルな環境建築と環境デザインへの興味を高

め、基礎学力をつけることができる。

〈定価 3,780円(税込�％)・本体 3,600円〉
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商品番号

6538 情報の世界
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31215-1 C1355

怨川合 �（放送大学教授）

情報社会では、コンピュータとネットワー

クの両者の超高速化によって、これまで

我々が持っていた基本的な概念や常識が通

用しなくなるほどの変化が進行している。

これらの変化は社会自体の変容ともなって

表れてきているが、一般的には「便利になっ

た」程度の認識しか持たれていないことが

多い。本書では、情報の記号表現、記号化

された情報の処理の様子、情報システムの

実際、そして情報系と法律との関係などを

学び、情報社会の一員として持つべき情報

の実態についての基本的な理解と認識とを

身につけることができる。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

6710 コンピュータの動作と管理
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31438-4 C1355

怨葉田 善章（放送大学准教授）

コンピュータはハードウェアとソフトウェ

アが組み合わさって初めて動作が実現され

る装置である。コンピュータの利用やソフ

トウェアの開発では、ハードウェアを管理

し、アプリケーションソフトウェアの動作

に必要となる機能を提供するオペレーティ

ングシステム（OS、基本ソフトウェア）と

呼ばれるソフトウェアが用いられることが

多い。本書では、パソコンや家電に組み込

まれるマイコンなどを例にしながら、コン

ピュータの基本的な動作、オペレーティン

グシステムが持つ機能、コンピュータの利

用などを習得する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

6711 デジタル情報と符号の理論
テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31439-1 C1355

怨加藤 浩（放送大学教授）

まずアナログ情報とデジタル情報との違い

を明らかにし、デジタル情報処理の利点を

知る。次に情報科学の基礎知識として、確

率論に基づいて情報を数量的にとらえた

り、分析する手法を学ぶ。さらに、デジタ

ル情報に関する本質的な理解を深めるとと

もに、デジタル情報の処理モデルを学ぶ。

また、文字・音声・画像・動画などの様々

なマルチメディア情報がどのようにデジタ

ル情報に変換されているかを解説し、その

変換方法によってデータ量を圧縮したり、

伝送時の誤りを検出できたり訂正できたり

することを理解する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

6709 データ構造とプログラミング
テレビ ･ A5 ･ 232 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31437-7 C1355

怨鈴木 一史（放送大学准教授）

本書では計算機科学において重要なsデー

タ構造tの基礎および応用、プログラミン

グtについて学習する。基本的なデータ構

造の例として、配列、スタック、キュー、

連結リスト、ツリー、バイナリサーチツ

リー、平衡木、ハッシュテーブル、ヒープ、

グラフ等について解説する。また，これら

のデータ構造を利用したデータの基礎的な

操作（探索、挿入、削除、整列）等につい

て学習し、各データ構造の特性や計算量の

関係を知ることによって、ソフトウェアの

設計やプログラミングに応用できるように

する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉
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商品番号

6537 情報ネットワークとセキュリティ
ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31214-4 C1355

怨秋光 淳生

怨川合 �

（放送大学准教授）

（放送大学教授）

本書は、「情報ネットワークの役割と種類」

「インターネットを構成する要素と仕組み」

「www.と電子メールの仕組みを適切に利

用する観点」「情報ネットワークのセキュ

リティと安全な利用の考え方」など、IT技

術を支える情報通信技術に関する基本的な

ことがらを理解することが目的である。さ

らに、こうした技術を安心して利用するた

めの情報ネットワークに関するセキュリ

ティ技術や情報リテラシーについて、総合

的に学ぶことができる。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

6701 データからの知識発見
テレビ ･ A5 ･ 292 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31373-8 C1355

怨秋光 淳生（放送大学准教授）

近年では、多くのデータが以前より容易に

集めることができるようになってきた。そ

うした氾濫するデータの中から目的にあっ

た知識をいかに抽出するのかが非常に重要

になってきている。データマイニングの代

表的な手法について理解することによっ

て、近年増大するデータを処理活用する技

術についての理解を深めるとともに、そう

したデータを扱う上で必要となる素養を身

につける。実際に計算機で演習を行う方法

についても説明する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

6702 情報機器利用者の調査法
テレビ ･ A5 ･ 232 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31374-5 C1355

怨黒須 正明

怨高橋 秀明

（放送大学教授）

（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、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している。こうした

ものを便利で使いやすいものとするため、

利用する情報機器利用者（ユーザ）につい

ての的確な理解を得ることが大切であり、

そうした情報を得たうえでシステムの設計

を行うことが必要である。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。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

6703 映像メディアとCGの基礎
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31375-2 C1355

怨近藤 智嗣

怨浅井紀久夫

（放送大学准教授）

（放送大学准教授）

マルチメディア領域の基礎知識を概説す

る。映像メディアとしては、撮影技法、映

像理論、編集技法などについて扱い、CG

としては、図形表示の幾何学や投影方法、

三次元（3D）形状の作成および描画手法、

写実的な表現、アニメーション手法など

CGの基礎を扱い、CAD（コンピュータ支

援設計）や 3Dアニメ作成に必要な基礎知

識を得る。その他の応用として、バーチャ

ルリアリティ、ミクストリアリティについ

ても解説する。

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉
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商品番号

6704 デジタル情報の処理と認識
テレビ ･ A5 ･ 208 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31376-9 C1355

怨柳沼 良知

怨鈴木 一史

（放送大学准教授）

（放送大学准教授）

コンピュータは、計算する機械である一方

で、文字、画像、音声、映像といった情報

も扱える。しかし、これらがどのように扱

われているかは、外からは見えにくい。

よって、文字、画像、音声、映像といった

情報の処理がコンピュータ上で実際にどの

ように行われているかについて概説する。

また、これらの認識の例として、発話の認

識を行う音声認識や、図形や写真の認識を

行う画像認識等がどのように行われるかに

ついて、具体例を交えながら述べる。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

6705 ネットワークとサービス
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31377-6 C1355

怨近藤喜美夫

怨葉田 善章

（放送大学教授）

（放送大学准教授）

ネットワークとネットワークを介したコン

ピュータの利用について基本的な概念と考

え方、活用の実際を解説。ネットワークコ

ンピューティングの基礎知識を習得する。

本書では、情報の符号化、通信プロトコル、

無線・有線通信、またネットワーク構成な

どネットワークの基礎を解説した後、ネッ

トワーク構築の実際、PC やモバイル端末

などの様々な機器に応用されている組み込

み機器のしくみを述べ、ネットワークとコ

ンピュータの利用について述べる。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

6708 メディアと学校教育
テレビ ･ A5 ･ 300 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31436-0 C1355

怨中川 一史

怨苑 復傑

（放送大学教授）

（放送大学教授）

初等中等教育における ICT機器活用のさ

まざまな事例や、情報モラル教育の概要に

ついて解説する。また、高等教育における

ICT を活用した授業についても海外の事

例などを取り上げながら、日本の教育の特

質と課題について述べる。さらに、教育に

係る著作権の問題、メディアを活用した障

害者のための教育、eラーニング教育にお

ける学習コンテンツの制作や配信など、メ

ディアと学校教育に関する基礎知識を幅広

く解説する。

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

商品番号

6712 遠隔学習のためのパソコン活用
テレビ ･ A5 ･ 272 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31440-7 C1355

怨三輪眞木子

怨秋光 淳生

（放送大学教授）

（放送大学准教授）

学習活動をおこなっていくうえで役立つパ

ソコンやインターネットの活用法を基礎か

ら学ぶ。具体的にはインターネット上での

情報収集、パソコンソフトを駆使して図表

の作成、文書作成、プレゼンテーションの

技法などを学ぶ。その結果、レポートや発

表の質向上が期待できる。さらに、基本的

なパソコン操作とソフトウェア活用技法、

情報検索技法を習得することで、学習活動

だけでなく日常生活でも幅広くパソコンを

活用できるようになる。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉
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商品番号

6539 進化する情報社会
テレビ ･ A5 ･ 212 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31281-6 C1355

怨児玉 晴男

怨小牧 省三

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

情報通信技術（ICT）の進歩が社会、経済、

産業、科学研究、医療、政治、地方自治、

生活、コミュニケーション、国際関係など

にもたらしている変化を確認し、情報社会

の将来を展望するとともに、人間の幸福に

資する技術発展のあり方について考える。

科学技術的な知識の習得を主な目的とする

のではなく、社会科学的な視野から、総合

的に、情報通信技術（ICT）と社会とがど

のようにダイナミックな相互作用のもとに

進化しているかを理解する。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

6339 コンピュータのしくみ
テレビ ･ A5 ･ 180 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30857-4 C1334

怨岡部 洋一（放送大学長）

現在、コンピュータは各種電算機処理のみ

ならず、インターネット上のサーバーや、

一般家庭のパソコン、家電製品のマイコン

という形で、オールマイティの情報処理を

行う頭脳の役割を果たしている。しかし、

その内容についてはあまり理解されていな

い。本書では、コンピュータの構造、動作

原理といったしくみについて解説する。最

も簡単な回路である論理回路、さらに過去

の履歴に依存してその動作を変えていく

シークエンス回路を基礎として、これらを

組み合わせた電卓の構造と動作原理を示す。

将来のコンピュータについても概説する。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

6707 コンピュータと人間の接点
テレビ ･ A5 ･ 324 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31435-3 C1355

怨黒須 正明

怨暦本 純一

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

情報科学を中心にして比較的最近発達した

インタフェースという領域、まずその基本

概念を、次いで人間についてその多様性や

社会的側面などについて解説する。さらに、

インタフェース設計のための人間中心設計

という考え方を、またここ 30年ほどの間に

開発されてきた様々な技術についても紹介

する。人間とコンピュータとの関係につい

て学ぶことで、技術をどのように活かすべ

きかを考え、それを具体的なインタフェー

スとして設計する考え方を身につける。

〈定価 3,990円(税込�％)・本体 3,800円〉

商品番号

6713 計算事始め
テレビ ･ A5 ･ 312 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31441-4 C1355

怨川合 �（放送大学教授）

情報処理の基本は、抽象的な概念である情

報の表現と、その表現に対する系統立った

変換のやり方及びその性質の把握である。

本書では「計算」というキーワードでこれ

ら全体をカバーする統一的な視点を学ぶこ

とを目的とする。具体的な内容としては、

数の概念、性質、扱い方、それに現実世界

との対応などを学んだあと、様々な種類の

計算について、その表し方や計算方法につ

いて調べる。とくに、情報概念についての

人間の発達段階に応じた認識の様子や、計

算手順の自然言語表現などについては詳し

く学習する。

〈定価 3,570円(税込�％)・本体 3,400円〉
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商品番号

6706 問題解決の数理
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31434-6 C1355

怨大西 仁（放送大学准教授）

身の回りを含め、社会に偏在する問題を、

その目的や制約条件を数理モデルで定式化

することで、計算機に問題を解かせること

が可能になり、手計算では解けない複雑な

問題でも解けるようになる。このような方

法は工学のあらゆる場面だけでなく、経営

や行政の場面でも広く使われている。実用

レベルの問題は計算機で解く必要があり、

そのためのソフトウエアも普及しているこ

とから、本書では解法の数学的詳細より、

具体的な問題を簡単な数式により定式化す

ることに重点をおく。理解を助けるために

多様な分野の応用例を交え解説する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

7064 数学の歴史
テレビ ･ A5 ･ 276 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31443-8 C1341

怨三浦 伸夫（放送大学客員教授・神戸大学大学院教授）

数学の歴史を、西欧のみならずアラビア世

界や日本など非西欧世界をも視野において

論ずる。その際、数学の中身にはもちろん

触れるが発想の源泉や理論の受容の社会

的・文化的背景をも常に視座に置いて解説

する。数学の文化・社会への依存性や、文

化における数学の歴史的具体相をみること

で、数学が孤立した学問ではなく、さまざ

まな要因のもとで展開し、多くの学問領域

に影響を与えたことを学ぶ。数学の成立の

背景を知り、数学が本来持つ多様性を再発

見するとともに、今日私たちが抱く数学や

科学のイメージを根本的に再検討する。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

7061 初歩からの数学〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 308 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31378-3 C1341

怨隈部 正博（放送大学教授）

高等学校までに学ぶ数学の内容をできるだ

け体系立てて解説し一から学び直す。数学

の分野におけるさまざまな基本概念を理解

することに重点をおき、数学的な考え方を

学ぶ。初学者にとって難しい分野を丁寧に

解説。数の概念、式と計算、有理数、実数、

方程式と不等式について解説し、図形の基

本性質を解説する。関数の概念は分かった

ようで分からないと思われる分野で、まず

関係について説明し、その後関数とはどう

いうものか解説する。また、数学的帰納法、

等差数列、等比数列、階差数列の代表的な

数列、微分積分学の基本定理を解説する。

〈定価 3,570円(税込�％)・本体 3,400円〉

商品番号

7059 代数の考え方
ラジオ･ A5 ･ 224 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31217-5 C1341

怨梅田 亨（放送大学客員准教授・京都大学大学院准教授）

「代数」という言葉は中学校以来なじみの

あるものだが、それが現代数学において意

味する内容は、遙かに広い。本書では、ご

く初歩の中学・高校の内容から始めて、そ

れを見方としてはより高度な視点から捉え

直し、現代につながる内容へと導いていく。

考え方の一つの柱は「幾何」との関係で、

その代数化が「環」という代数構造と関わ

るさまを説明する。もう一つの柱は「代数

方程式」から発した「群」という概念で、

対称性の記述の道具としての位置づけをも

つ。最後にそれらが融合され、物理などで

応用されることを説明する。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉
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商品番号

7055 入門線型代数
テレビ ･ A5 ･ 296 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30935-9 C1341

怨隈部 正博（放送大学教授）

本書は、線型代数を初めて学ぶ人向けの入

門書である。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、そ

の後行列の概念を導入する。このとき、連

立方程式の解法といった親しみやすい事柄

の復習を通して、行列の演算を解説し、行

列式、逆行列の求め方について論じている。

また、空間から空間への線型写像、部分空

間の種々の性質を見、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

ういうものか解説している。さらに固有

値、固有ベクトルを定義し、基底の変換に

ついて論が展開されている。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

7053 解析入門
テレビ ･ A5 ･ 216 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30861-1 C1341

怨熊原 啓作

怨河添 健

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

偏微分と重積分は応用上重要であるにもか

かわらず、1変数関数の微積分を仮定して

説明されるため、取りつきにくい。本書で

は、常に 1変数との対比をしながらできる

だけ平易に解説する。主として 2変数関数

を扱い、図などにより視覚化して、偏微分

と重積分の理解を深める。また、複素数や

複素関数の簡単な性質についても解説す

る。扱う内容は理工系の自然科学だけでは

なく、経済学・経営学などの社会科学でも

重要な道具であることを明らかにする。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

7058 微分と積分
テレビ ･ A5 ･ 208 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31216-8 C1341

怨熊原 啓作

怨押川 元重

（放送大学教授）

（放送大学客員教授）

世の中を理解するにあたり、時間、長さ、

広さ、重さ、物の量、価格などの変量を認

識することは不可欠であり、一つの変量の

値が決まれば、関数関係としての認識も避

けることはできない。二つの変量の間に関

数関係があるとき、それらの変化量の割合

を記述するものとして導関数を考える。微

分するとは与えられた関数の導関数を求め

る演算のことであり、その逆演算が積分で

ある。本書は、微分積分学の基本事項を平

易に説明することを目標としている。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

7060 微分方程式への誘い
テレビ ･ A5 ･ 264 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31284-7 C1341

怨熊原 啓作

怨室 政和

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・岐阜大学教授）

自然現象や社会現象を数理的に表現し研究

する大きな道具として、あるいは工学研究

に必要な道具として微分方程式がある。本

書で微分方程式の簡単な解法を解説する

が、求積法で解が求まる方程式はごく限ら

れたものであることも強調したい。それで

もどのような場合に解が求まるか。解の性

質がわかるのはどのようなときかなどを理

解することは重要である。2階までの微分

方程式を通して微分方程式の基礎を理解す

ることが目標となる。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉
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商品番号

7056 空間とベクトル
テレビ ･ A5 ･ 300 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30936-6 C1341

怨松本 幸夫

怨川﨑 徹郎

（放送大学客員教授・学習院大学教授）

（放送大学客員教授・学習院大学教授）

幾何で扱う長さや角度はベクトルの内積を

用いて記述することができ、内積を変えな

い変換として合同変換がとらえられる。こ

のように、ベクトルの内積は幾何学におい

て重要な役割を演じている。本書では、内

積を基本的なキーワードとして、合同変換

の分類、曲線論、曲面論を展開し、いわゆ

る「ベクトル解析」から、通常の内積と異

なる「擬内積」を伴ったミンコフスキー空

間を考えることにより、非ユークリッド幾

何と相対性理論の入口まで誘う。

〈定価 3,570円(税込�％)・本体 3,400円〉

商品番号

7062 身近な統計〈DVD-ROM付〉〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 296 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31379-0 C1333

怨熊原 啓作

怨渡辺美智子

（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）

私たちの身の回りにはテレビや新聞・雑

誌・インターネット等を通して多種多様な

統計情報があふれている。統計の基本的な

考え方、データの統計的活用の理論と方法

を解説するとともに、諸種の統計情報が企

業や行政の意思決定および社会・経済・自

然現象の解明に具体的に活用されている事

例を（VTR映像で）紹介。また、更に具体

的な理解を深め運用方法を身につけるた

め、身近なデータの表計算ソフトを使った

簡単な分析方法も説明する。

〈価格 3,990円(税込�％)・本体 3,800円〉

商品番号

7063 統計学〔改訂版〕
−その基本的な考え方−

ラジオ･ A5 ･ 192 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31442-1 C1341

怨藤井 良宜（放送大学客員教授・宮崎大学教授）

統計データに含まれるばらつきをもった現

象に対し、適切な確率モデルを選び統計的

推測を行うことや、複雑な現象に対して統

計モデルを活用して表現し、その特徴を見

出すことができるようになることを目標

に、統計解析の基本的な概念を深く理解す

る。内容としては、母集団と標本の関係を

ベースにして、信頼区間による推定方法や

統計的検定などの統計的推測の基本的な概

念について詳しく解説するとともに、回帰

分析や因子分析などの多変量解析の手法の

基本的な考えについて、その手法の特徴に

焦点を当てて解説する。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

7051 数理ファイナンス
ラジオ･ A5 ･ 304 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30859-8 C1341

怨津野 義道（放送大学客員教授・上智大学名誉教授）

数理ファイナンスの分野から 2つの話題を

取り上げて解説する。ひとつは「効率的な

株式投資の手法」で、多くの証券への分散

投資をすることにより、投資に伴う「リス

ク」を小さくする方法である。リスクの大

小を感覚ではなく、数値で評価し投資の効

率性を判定する。もうひとつは「証券市場

の構造」である。証券価格が多くの投資家

による均衡価格で決定されるならば、株式

投資で「ただ儲け（自己資金なしで、ある

収益を得ること）」の機会は存在しない。

このことを基礎にして、各種の金融派生商

品（デリバティブ）の価格評価を考える。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉
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商品番号

8603 科学的探究の方法
テレビ ･ A5 ･ 244 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31290-8 C1340

怨濱田 嘉昭（放送大学教授）

科学は人間の行う知的活動の一つであり、

現実に生起している複雑な現象の中から一

定の規則を見出し、基本的な法則を見出そ

うとする。本書は、自然科学を中心として、

科学の考え方、観察や実験を行う際の重要

項目について考えるとともに、情報を収集

し、論文にまとめ、発表する方法について

も考える。また、実験や観察は自然・社会

現象を探究する重要な方法であり、理論的

考察と合わせて科学の両輪になっているこ

とから、これらの基本的な理解をはかる。

それにより、得られる結果に対する正しい

評価ができるようになる。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

7464 初歩からの物理学〔新訂〕
―物理へようこそ―

テレビ ･ A5 ･ 304 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31381-3 C1342

怨米谷 民明

怨生井澤 寛

（放送大学教授）

（放送大学客員教授）

物理により、原子・分子やもっと小さな世

界から宇宙のような世界まで理解できる。

携帯電話の仕掛け、飛行機が飛ぶ理由、脳

の働きや遺伝・発生など生命現象も判るよ

うになった。謎を出し、どう解かれていく

か見ながら物理へ誘う。また、物理の基礎

的概念を何故必要としたか、どう発展した

かを理解していく。安全のかかわりに物理

がいかに大切な働きをするか見ていく。

〈定価 3,360円(税込�％)・本体 3,200円〉

商品番号

7462 物理の世界〔改訂新版〕
テレビ ･ A5 ･ 320 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31286-1 C1342

怨生井澤 寛

怨米谷 民明

（放送大学客員教授）

（放送大学教授）

物理の世界の精神は、物理を、自然をとら

える「物語」と考えることにある。自然の

物語は壮大で、物理はそのひとつの章に過

ぎないが、その内容は豊富である。今でも、

未知の世界を拓く努力が続けられているか

らである。本書では、物理の根幹を成す「力

と運動」「熱の物理」「音や光などの振動・

波動と場」「電気・磁気」「相対論」「量子の

世界」の論理を紹介する。そして、これま

でにわかってきたこの世界の基本的あり方

について触れていく。

〈定価 3,570円(税込�％)・本体 3,400円〉

商品番号

7465 力と運動の物理〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 304 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31444-5 C1342

怨米谷 民明

怨岸根順一郎

（放送大学教授）

（放送大学教授）

力学から始まり 19 世紀まで発展しつづけ

た古典物理学は、20 世紀に入って相対論と

量子論を柱とする「現代物理学」の土台と

なって、現在の物質と宇宙の理解へとつな

がっていく。依然として、我々が日常親し

んでいる物理現象の理解には古典力学が欠

かせない。本書では、運動と力の捉え方か

ら始めて、運動方程式の意味、取り扱い方、

典型的運動の解析、さらに解析力学と呼ば

れる力と運動のより一般的な見方と数学的

方法を学んでいく。

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

76 自然系――物質・物理科学

自

然

系

学 部



商品番号

7453 現代物理
テレビ ･ A5 ･ 296 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30864-2 C1342

怨生井澤 寛

怨吉岡大二郎

（放送大学客員教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

現代物理は、物理に限らず生命や脳の働き、

宇宙の進化など広い範囲で豊かな自然観を

もたらすだけではなく、技術・産業開発の

基礎を成している。まず、力学、電磁気学、

熱統計力学などの古典物理学を、現代物理

の理解につながるように復習する。そし

て、現代物理の柱のひとつである相対性理

論に進み、さらに、もうひとつの柱である量

子力学を、量子の論理に焦点を当てて基礎

的理解を深めさせる。この理解のもと、多

様な物質の構造や振る舞いを解きほぐす。

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

商品番号

7458 量子物理
テレビ ･ A5 ･ 272 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30939-7 C1342

怨生井澤 寛

怨小形 正男

（放送大学客員教授）

（放送大学客員教授・東京大学教授）

古典的な世界で成り立った物理法則が、ミ

クロの世界では成り立たない。その鍵は、

エネルギーが飛び飛びになることにあっ

た。波と考えられた光に粒子性が現れ、粒

子とみなされた電子に波動性が発見され

た。これらは、ミクロの世界の論理である

量子力学によって解かれる。さらにミクロ

の世界を探ると、基本粒子のクォークとレ

プトンおよび力の媒介粒子からこの世界が

成り立つという、自然観に到達する。これ

は、宇宙の初期の世界とも密接に結びつく。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

7463 初歩からの化学〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 264 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31380-6 C1343

怨髙� 正夫（放送大学客員教授・東京農工大学教授）

物理化学、無機化学、有機化学、分析化学、

高分子化学など化学のさまざまな分野につ

いて、基礎的・基本的な事項を解説する。

身近な物品に使われている化学製品や化学

反応を紹介する。また、身の回りで起きて

いる化学的な現象を紹介し、簡単な実験を

見せたりすることにより、化学が我々の生

活に密着した分野であることを実感しても

らう。物質を混合物と純物質に分類し、成

り立ちを考える。我々の生活の安心・安全

を守るために分析化学の役割を考え、身近

で行われている分析を題材として、機器分

析による定量分析の原理を理解する。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

7461 基礎化学〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31285-4 C1343

怨濱田 嘉昭

怨齋藤 清機

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・岡山大学名誉教授）

地球上のすべての物質が原子で構成されて

いることに鑑み、原子の理解と原子からで

きる分子の世界について系統的に学ぶこと

は、極めて重要である。エネルギーの取り

出し方から物質文明の隅々に至るまで、そ

の中身を把握し、価値を認識し、人類の福

祉のために何をなすべきかを考える作業

は、化学の理解がなくては遂行できない。

化学があらゆる分野の基礎となっている現

状を理解しながら、その学問的体系をでき

るだけ簡潔に解説する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉
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商品番号

7466 現代化学
テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31445-2 C1343

怨濱田 嘉昭

怨菅原 正

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・神奈川大学特任教授）

自然の環境や生命活動を解明するには、

様々な視点が求められる。その作動機構を

原子・分子といったミクロな階層から理解

し、さらにエネルギー材料や新機能をもつ

物質の生産技術開発に活かすという能動的

な学問が化学である。化学はすでに堅牢な

体系を確立しているが、現代もなお活発か

つ柔軟に新領域を開拓し続けている。現代

化学は何を解明しようとしているのか？そ

の息吹を平易に解説すると共に、環境・生

活との関わりについても考察する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

7459 量子化学
テレビ ･ A5 ･ 288 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30940-3 C1343

怨濱田 嘉昭

怨大野 公一

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・東北大学大学院教授）

自然現象は物質の示す性質と変化の現れで

ある。したがって、物質のミクロの単位で

ある分子の性質と運動を理解することは、

自然現象の基本法則を理解することにも通

じる。本書では、分子がさまざまな原子か

らどのようにして作られるのか、その結果、

どのような性質を発現することになるのか

について、量子論に基づいて論じている。

また、そのような分子の運動や性質をどの

ようにして観測するのかについてもわかり

やすく解説している。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

7460 分子の科学〈DVD-ROM付〉
ラジオ･ A5 ･ 296 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31218-2 C1340

怨齋藤 清機

怨時田 澄男

（放送大学客員教授・岡山大学名誉教授）

（放送大学客員教授・埼玉大学名誉教授）

分子は身のまわりのいたるところで見いだ

され、物質の科学は分子の科学そのもので

あるという考え方もある。小さい分子から

大きい分子という視点も大切である。本書

は、分子の概念が確立されてきた経緯を理

解するとともに、現代の分子像の概念をつ

かむことを目的としている。さらに、分子

のはたらきが、その形や電子状態とどのよ

うに関わるかをミクロのレベルで知るとと

もに、人間生活へどのように活用されてい

るかについて言及する。

〈価格 3,990円(税込�％)・本体 3,800円〉

商品番号

7452 技術革新を支える物質の科学
テレビ ･ A5 ･ 320 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30863-5 C1342

怨東 千秋

怨飯田 汎

怨雀部 博之

（放送大学教授）

（放送大学客員教授）

（放送大学客員教授・千歳科学技術大学名誉教授）

科学技術の飛躍的な進歩による技術革新

は、新たな物質と材料の出現によってもた

らされる。この技術革新をもたらす先端材

料は、その元となる物質の科学から生まれ

る。そのような視点で、物質の科学がどの

ように技術革新を支えているのか、多分野

の科学技術の課題を、新しい時代を形成す

る知識社会、環境調和社会、生活文化社会

という 3つの社会的側面から解説する。

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

78 自然系――物質・物理科学

自

然

系

学 部



商品番号

7846 初歩からの生物学
テレビ ･ A5 ･ 256 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30869-7 C1340

怨星 元紀

怨松本 忠夫

怨二河 成男

（放送大学客員教授）

（放送大学教授）

（放送大学准教授）

今日、生物学の基本的な知識なしには、日々

直面する食料・医療・育児・環境などをめ

ぐる問題に対処することができない。生命

誕生以来現在まで絶えることなく続く生物

の世界の成り立ちと、生命活動を支える精

妙なしくみについて、基本的な事柄を中心

に解説。これまで生物を学ぶ機会の少な

かった人たちや医療分野における専門技術

者を目指す人たちに読んで欲しい一冊。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

8604 自然を理解するために
―現代の自然科学概論―

テレビ ･ A5 ･ 272 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31384-4 C1340

怨海部 宣男

怨星 元紀

（放送大学客員教授・国立天文台名誉教授）

（放送大学客員教授）

歴史的理解から現代社会における自然科学

の考え方、全体的な構造と方法までを概観

する。また、自然科学の各分野それぞれの

成り立ちや体系、解明をめざす問題、学問

としての特徴、自然科学全体や社会とのか

かわりなど、それぞれ専門の立場から述べ

る。自然科学が社会にもたらすものは何か

を包括的に見直し、現代の自然科学のある

べき姿や未来への展望を考えていく。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

7851 生物圏の科学
―生物集団と地球環境―

テレビ ･ A5 ･ 264 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31382-0 C1345

怨松本 忠夫（放送大学教授）

地球環境における生物集団の影響の強さ、

現在の地球では生物集団の中でとりわけヒ

トの影響が甚大であることを知ってもら

う。自然界における生物の存在様式は、家

族、群れ、群体、群落、個体群、群集など

といったさまざまなレベルでとらえること

ができる。そのような生物集団は、環境と

さまざまな関係をもって存在している。そ

のような生物集団の形成および地球環境と

の関連について解説するとともに、それら

に対する人間活動の影響も解説する。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

7852 生命分子と細胞の科学
テレビ ･ A5 ･ 252 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31446-9 C1345

怨二河 成男（放送大学准教授）

生物は、細胞を基本単位としている。そし

て、細胞は自身の持つ遺伝情報を基に、自

らの活動に必要な生体高分子を作り出す。

これらの生体高分子の働きで、細胞が様々

な機能を発現し、生物の生命活動は維持さ

れる。本書では、生命活動の基となる個々

の分子の働きを見ると共に、多数の分子が

協調的に働くことによって生み出される

様々な機能について、遺伝情報の発現、細

胞分裂、情報伝達、分化等の細胞に特徴的

に見られる現象を中心に紹介する。これら

の理解を基に発展してきた、遺伝情報や細

胞を利用する新技術についても解説する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

自然系――生物科学 79
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商品番号

7848 植物の科学
テレビ ･ A5 ･ 276 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30942-7 C1345

怨塚谷 裕一

怨荒木 崇

（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）

本書は、生物界の基礎生産を行い、酸素の

供給源ともなっている植物に関して、その

多様性、生理、発生、生化学、生殖、成長、

動物や微生物など他の生物との相互作用や

植物どうしの相互作用についてわかりやす

く論じている。さらに合わせて、医薬、食

料や環境修復、園芸など、人間の暮らしと

の関わりに関しても言及しており、応用植

物科学の側面にも焦点が当てられている。

『動物の科学』と併読することによって、生

物界全体に対する理解が深まる。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

7849 動物の科学
テレビ ･ A5 ･ 252 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30943-4 C1345

怨松本 忠夫

怨星 元紀

（放送大学教授）

（放送大学客員教授）

動物とは、他の生物が作った有機物を摂食

して生きている多細胞生物の総称である。

生物界を構成している 6 界の生物の中で、

もっとも後に進化したものたちで、極めて

多様な生活様式が見られる。本書では、私

たち人間を含めての動物たちの基本的な生

活様式を見るとともに、「生殖」、「発生」、

「運動」、「行動」、「内分泌」、「生体防御」、

「感覚」などのメカニズムを紹介し、動物の

姿を科学することは、人間自身の理解の上

で極めて有用であることを論じている。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

7850 生物界の変遷〔改訂版〕
―進化生物学入門―

テレビ ･ A5 ･ 204 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31287-8 C1345

怨松本 忠夫

怨二河 成男

（放送大学教授）

（放送大学准教授）

生命はどのようにして誕生し、いかにして

進化し変遷していったのであろうか。本書

は、進化生物学の入門として、多様な生物

界の変遷および分子レベルでの進化を総合

的にみていき、生命科学における最も基礎

的な概念としての生物の進化とはどのよう

なことか、そして、生物の進化は遺伝情報

の変化でもあるが、それらはいかにして成

立したかについて学んでいく。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

7845 バイオサイエンスで豊かな暮らし
テレビ ･ A5 ･ 304 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30868-0 C1340

怨冨田 房男

怨塚越 規弘

（放送大学客員教授・北海道大学名誉教授）

（放送大学客員教授・名古屋大学名誉教授）

有史以前より人類はいわゆる「バイオサイ

エンス」を利用して生活を豊かにしてきた。

20 世紀後半にその本質が分かって意図的

に利用し始め、21 世紀はバイオサイエンス

の時代といわれるようになった。バイオサ

イエンスの主役を演じてきた微生物とその

優れた潜在能力の開発・利用について、暮

らしの観点から解説する。バイオサイエン

スを基礎・応用の両面から考え、その可能

性に触れ、21 世紀のバイオサイエンスを展

望する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

80 自然系――生物科学
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商品番号

8233 身近な気象学
テレビ ･ A5 ･ 236 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31221-2 C1344

怨木村 龍治

怨新野 宏

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

（放送大学客員教授・東京大学大気海洋研究所教授）

気象のしくみを知ることは、様々な気象災

害から身を守る上でも、また日々快適な環

境で生活していく上でも重要である。しか

しながら、大気はあまりにも身近なために、

日々身のまわりで起きている気象がどのよ

うなしくみで、なぜ起きているかについて

注意を払うことは意外と少ないように思わ

れる。本書では、身近なところで起きてい

る日々の気象をきっかけとして、地域ス

ケールから全球スケールをカバーする様々

な気象のしくみを学んでいく。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

8231 地球のダイナミックス
テレビ ･ A5 ･ 192 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31219-9 C1344

怨鳥海 光弘（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

地球科学の基本は、地球の表層に見られる

様々な物質のすがたや性質を知り、その起

源を探ることである。さらに、それらをも

とにして、地球の内部や表層で起こってい

るプロセスを理解し、社会の基盤となる地

殻や海洋、そして大気の状況の的確な理解

を通して、その応用を図ることにある。本

書では、その基礎である、地球表層にある

自然物質の理解と、その起源について探求

し、そして起源を異にする物質が近接する

理由と、それらから読み取られる地球のダ

イナミックスについてわかりやすく解説す

る。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

8232 太陽系の科学
テレビ ･ A5 ･ 276 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31220-5 C1344

怨海部 宣男

怨吉岡 一男

（放送大学客員教授・国立天文台名誉教授）

（放送大学教授）

探査機等の新たな観測手段によって惑星や

衛星の詳しい様子がわかってきたことに加

え、冥王星の仲間である太陽系外縁天体が

多数発見され、惑星の外側に広がる太陽系

の外縁部が見えてくるなど、近年、太陽系

の理解は急速に進んでいる。本書はそれら

の新しい情報をもとに、太陽系について現

代科学が獲得した斬新な概観を与える。本

書を通して、我々の地球、環境、そして人

間の存在そのものをも広い視点で観ること

ができるようになる。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

8235 惑星地球の進化〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 300 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31447-6 C1344

怨松本 良

怨浦辺 徹郎

怨田近 英一

（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

地球は豊かな水の存在と生命活動で、太陽

系の他の惑星との違いを際立たせている。

長い時間軸で見ると、地球環境はいつも穏

やかだった訳ではなく、進化と変動を繰り

返してきた。特に生命の出現と生物圏の発

達は惑星地球の進化をさらにダイナミック

なものにした。本書では、ダイナミックな

地球を理解する上で重要な項目について詳

しく解説し、地球の進化をたどっていく。

〈定価 3,780円(税込�％)・本体 3,600円〉
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商品番号

8236 宇宙を読み解く〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 328 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31448-3 C1344

怨吉岡 一男

怨海部 宣男

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・国立天文台名誉教授）

宇宙とは、私たちが住む世界そのものであ

り、人間存在の根源である。本書は、人間

と宇宙との古くからの関わりから、太陽系

への新しい展開、天体物理学の基礎、宇宙

という巨大なスケールの把握、現代の宇宙

観測と明らかにされた多彩な天体の世界、

謎のダークマターやダークエネルギー、宇

宙の膨張と宇宙のはてなどについて考え

る。人間は奥深い宇宙にどこまで分け入っ

たのか、また現代科学は宇宙をどのように

読み解いているかを、分かり易く解説する。

〈定価 3,990円(税込�％)・本体 3,800円〉

商品番号

8228 宇宙観の歴史と科学
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ08
ISBN978-4-595-30870-3 C1344

怨中村 士（放送大学客員教授・帝京平成大学教授）

宇宙に対する見方を体系化した学問である

天文学・宇宙論は、人類文明の発祥ととも

に生まれ発展した、最も古い学問の一つで

あり、その歴史には、現代科学の方法や思

考の基礎になっているさまざまなアイデア

がちりばめられている。今では当たり前の

ように思われている天文学・宇宙論の基礎

概念、たとえば、地動説、太陽の熱源、天

の川銀河、膨張宇宙論、ブラックホールな

どの考え方がどのようにして誕生したかな

ど、時代を追って説明する。また、現代の

天文学・宇宙観にどう連なっているかを見

ていく。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

8234 進化する宇宙〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 268 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31288-5 C1344

怨海部 宣男

怨吉岡 一男

（放送大学客員教授・国立天文台名誉教授）

（放送大学教授）

人間を生み出した宇宙の活動と進化につい

て、最新の知見に重点を置きながら、統一

性・一貫性を重視して系統的に解説するこ

とにより、現代の教養ある社会人にふさわ

しい統一的宇宙観を得ることを目標とす

る。太陽系を超える広大な宇宙に現れる天

文現象についてその本性を解明し、そこで

起こっている物理過程を考慮しながら進化

のドラマを構成することに重点を置く。そ

のため、全体の構成を星、銀河、宇宙の 3

つの階層に分けて詳説していく。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

82 自然系――宇宙地球科学
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商品番号

9026 英文法A to Z〈CD付〉
ラジオ･ A5 ･ 228 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31449-0 C1382

怨井口 篤（放送大学准教授）

中学校・高等学校の「英語学習」に力を入

れなかった人、「英語」を学ぶ機会のなかっ

た人などを対象としている。本書は全体が

15章で構成され、現在形・現在進行形・過

去形・過去完了形・未来形などの様々な時

制から、受動態の文章の作り方、助動詞の

使い方、仮定法過去・仮定法過去完了、比

較級の表現、関係代名詞、「動詞＋− ing」、

「to不定詞」の様々な用法など、まさに英

文法の Aから Zまで基本であるが重要な

文法事項を導入し、練習問題を解きながら

理解を深める。英文法の基礎について一通

りの知識を習得することを目的とする。

〈価格 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

9025 発音をめぐる冒険〈CD付〉

―A WILD PRONUNCIATION CHASE―

テレビ ･ A5 ･ 268 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31385-1 C1382

怨井口 篤

怨ステュウット･ヴァーナム-アットキン

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授･作家･俳優･翻訳家）

初心者または英語を上達させたいと思って

はいるが発音や聞き取りに自信がない方を

対象。英語の非母語話者が区別しにくい発

音項目をテーマに据え、異なった音素・単

語が実際の会話の中でどのように聞こえる

か、そしてそれらを発音する際にどのよう

なことに注意すればよいかなどに関して説

明していく。さらに、聞き取り練習、書き

取り練習などを取り入れる。また、「標準

的な」英語のみならず、世界各国のなまり

のある英語も紹介する。

〈価格 3,675円(税込�％)・本体 3,500円〉

商品番号

9024 実践英語（ʼ10）
―映画とドラマで学ぶ−

テレビ ･ A5 ･ 228 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31222-9 C1382

怨大石 和欣（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）

本書は、海外のテレビドラマや映像資料を

用いて、発音やコミュニケーションのマ

ナーといった基本的な問題を考えると同時

に、これまで学んできた英語を実際にどの

ように運用していくのか、その応用能力を

映画のシーンや演習を通じて養うことを目

的としている。また、英語の裏にある歴史

的、文化的背景についても学ぶことで、グ

ローバル化が進む現代社会における異文化

理解を促進し、多文化共生の可能性につい

ても理解することができる。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

外国語――英語 83

外

国

語

学 部

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

外 国 語



商品番号

9214 ドイツ語入門Ⅰ（ʼ11）〈CD付〉
テレビ ･ A5 ･ 176 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31291-5 C1384

怨清野 智昭（放送大学客員准教授・千葉大学准教授）

ドイツ語の発音、つづりの読み方から始め、

各章で動詞の人称変化、名詞の格変化など

の基本的な文法事項を学習し、最終的には、

助動詞を使って意思や必要性などの表現ま

でできるようにする。日本人女子学生がド

イツに留学するという設定のストーリーを

中心に、いろいろな場面を想定して楽しく

ドイツ語を身につけていく。まったくの初

学者を対象にしているので、特にドイツ語

の知識は必要ないが、新しい語学を身につ

けるには、日々の学習が欠かせないので、

毎日 20 分くらいはドイツ語の学習に時間

を割くことが望ましい。

〈価格 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

9215 ドイツ語入門Ⅱ（ʼ11）〈CD付〉
ラジオ･ A5 ･ 216 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31292-2 C1384

怨清野 智昭（放送大学客員准教授・千葉大学准教授）

過去形・現在完了形から接続法まで、初級

文法の主立った項目をすべて扱う。また、

文法の学習と並行して、読解力と表現力を

養う練習を多くこなすことで、総合的なド

イツ語の運用力を高めていく。日常的な表

現を使いこなし、学術的な内容でも辞書を

使って理解できることを目標とし、今後の

学習の基礎となる運用力が身につくように

していく。ドイツ語入門Ⅰをしっかり身に

つけた上で、ドイツ語入門Ⅱを学習するこ

とが望ましい。語学の学力向上のために

は、定期的な学習の時間を確保するように

心がけてほしい。

〈価格 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

商品番号

9313 フランス語入門Ⅰ（ʼ12）〈CD付〉
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31386-8 C1385

怨原 和之

怨山上 浩嗣

（放送大学客員准教授・東京大学准教授）

（放送大学客員准教授・大阪大学准教授）

簡単な会話からなる 2〜3 分のスケッチを

題材に、フランス語の基礎を解説する。ス

ケッチの解説、発音の反復練習、文法事項

の説明、練習問題、ディクテ（フランス語

書き取り）などを通じて、習得目標を無理

なく達成できるよう工夫している。

「Le français en musique 歌のフランス

語」「Regard français フランスの眼差し」

のコーナーで、さまざまな姿に触れると共

に、生活や文化についての理解を深めてい

く。

〈価格 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

商品番号

9314 フランス語入門Ⅱ（ʼ12）〈CD付〉
ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31387-5 C1385

怨宮下 志朗

怨中井 珠子

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・白百合女子大学教授）

フランスのさまざまな地方、カナダ、タヒ

チなど世界各地のフランス語使用地域を訪

ね、現地の人々のインタビュー（Dialogue）

や読み物（Lecture）を通じて、その土地独

特の暮らし、職業、文化、伝統などを紹介

する。Dialogue と Lecture に盛り込まれ

た文法のポイントは解説だけでなく、音か

ら学ぶ反復練習、理解を助ける基礎練習、

応用力を養う表現練習など、数多くのエク

ササイズを通じてしっかり定着させてい

く。

〈価格 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

84 外国語――ドイツ語・フランス語

外

国
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学 部



商品番号

9609 初歩のスペイン語（ʼ13）〈CD付〉
ラジオ･ A5 ･ 284 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31450-6 C1387

怨竹村 文彦

怨坂田 幸子

（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）

（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

本書は、①スペイン語文法の初歩を習得す

ること ②やさしいスペイン語の文章が理

解できて、簡単な日常のやり取りを交わせ

るようになること ③スペインとラテンア

メリカの多彩な文化に親しむことを目標

に、重要な文法事項にポイントを絞って、

文法の初歩を解説する。次に練習問題を解

いたり、実際の場面で使える会話文を学習

しながら、文法知識の定着・応用をはかっ

ていく。さらに、スペインやラテンアメリ

カの文化に親しむコーナーも設ける。

〈価格 3,675円(税込�％)・本体 3,500円〉

商品番号

9672 初歩のアラビア語（ʼ11）〈CD付〉
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ11
ISBN978-4-595-31293-9 C1387

怨鷲見 朗子（放送大学客員教授・京都ノートルダム女子大学教授）

アラビア語は中東・北アフリカを中心に 20

以上の国と地域で話され、国連の公用語に

もなっている主要言語のひとつであり、世

界人口の約 5 分の 1が信徒であるイスラー

ムの言語でもある。まず、28 文字からなる

アラビア語のアルファベットをマスター

し、同時に、簡単な会話表現も学習する。

次に、スキットに登場する基本フレーズを

理解しながら、アラビア語の単語、表現、

文法を学習する。「サカーファ」（アラビア

語で「文化」）のコーナーでは、アラブの人々

の生活、宗教、歴史、芸術に関わる文化の

さまざまな側面を紹介する。

〈価格 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

外国語――スペイン語・アラビア語 85

外
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商品番号

9414 中国語入門Ⅰ（ʼ10）〔改訂版〕〈CD付〉
テレビ ･ A5 ･ 256 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31223-6 C1387

怨木村 英樹

怨宮本 徹

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

（放送大学准教授）

本書は、平易な会話文を読みながら、「発音」

「姓と名の表現」「疑問詞疑問文「能願動詞」

「数量の表現」「了」「結果補語」「存現文」

「時量の表現」「使役構文」など、中国語の

発音と最も基本的な文法項目を学ぶことを

目的とし、演習を通して、文法が単なる項

目の羅列ではなく、体系的に把握できる。

なお、『入門Ⅰ』では、初修中国語で身につ

けるべき内容のおおよそ半分を学習したこ

とになるので、ぜひとも「中国語入門Ⅱ」

を学習してほしい。

〈価格 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

9415 中国語入門Ⅱ（ʼ10）〔改訂版〕〈CD付〉
ラジオ･ A5 ･ 180 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31224-3 C1387

怨木村 英樹

怨宮本 徹

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

（放送大学准教授）

本書は、『中国語入門Ⅰ』に引き続いて、「比

較の表現」「前置詞を用いた表現」「持続相」

「可能を表す動詞句構造」「方向補語」「能願

動詞を用いた種々の表現」「受け身文」「二

重目的語構文」「形容詞の表現」「方向補語

の派生用法」「疑問詞連鎖」「副詞の表現」

「仮定表現」「譲歩表現」「複文」など、文法

項目や語彙・表現について更なる理解と技

術を習得することができる。基本的な文法

項目の学習は『中国語入門Ⅱ』によって一

通り終了する。

〈価格 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

9635 韓国語入門Ⅰ（ʼ12）〈CD付〉
テレビ ･ A5 ･ 192 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31388-2 C1387

怨浜之上 幸（放送大学客員教授・神田外語大学教授）

韓国語の概念、文字と発音を学習し、簡単

な会話によって、韓国人とのコミュニケー

ションができていく。基本母音字・子音・

終声・合成母音字などのハングル、終声の

初声化、濃音化、激音化など音の変化、文

法の基礎などを解説する。固有語の数詞と

漢字語の数詞の 2つの体系を学び数詞に付

く名数詞について、話し言葉でよく用いら

れる親しさの上称形を理解していく。韓国

語は独特の文字ハングルと日本話者にとっ

ては難しい発音が、初級レベルにおいて最

大の難所であるので、予習、復習を欠かさ

ずに履修していただきたい。

〈価格 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

9636 韓国語入門Ⅱ（ʼ12）〈CD付〉
ラジオ･ A5 ･ 192 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31389-9 C1387

怨平 香織（放送大学客員准教授・神田外語大学准教授）

「韓国語入門Ⅰ」に引き続き、韓国語の正確

な発音と基礎的な語彙の習得を図り、書き

ことばと話しことばの違いを理解する。具

体的には、(1)変格活用、連体形の習得、(2)

終止形語尾、接続形語尾をはじめとする

様々な文法形式を使った表現の理解、(3)

半言を使用した会話、下称を使用した書き

ことば・話しことばに触れ、半言・下称の

形態を使用できるようになることを目指

す。なお、韓国語の発音は日本語母語話者

にとって習得し難い項目の一つであるた

め、常に発音に注意を払いながら進めてい

く。朝鮮半島の文化に対する理解も深める。

〈価格 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

86 外国語――中国語・韓国語
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商品番号

9930 学校図書館メディアの構成〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 264 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31390-5 C1300

怨北 克一

怨平井 尊士

（放送大学客員教授・大阪市立大学大学院教授）

（放送大学客員准教授・武庫川女子大学准教授）

学校図書館メディア専門である司書教諭の

基礎知識として、高度情報社会に伴う学習

環境の変化でメディアの教育的意義と役割

を取り上げ、種類と特性を理解する。そし

て、構築のため適切な資料・情報の選択と

収集・提供を目的に、多様なメディアの評

価を行う能力を得る。さらに、維持と展開

に責任を負うものとして、メディアの選

択・収集・更新・廃棄を企画、実行を理解

する。学校図書館の現在の展開と今後の方

向性を学び、構成の総合的な理解を進める。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

9931 学校経営と学校図書館〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 336 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31451-3 C1300

怨野口 武悟

怨前田 稔

（放送大学客員准教授・専修大学准教授）



�月刊行
予定 （放送大学客員准教授・東京学芸大学准教授）

学校教育における学校図書館の理念と教育

的意義、発展過程、教育行政と学校図書館、

経営のあり方、メディアの選択と管理・提

供、経営の中核を担う司書教諭の任務と役

割、養成と研修など、学校図書館全般の基

本的事項について概説する。さらに今日そ

の重要性を増している学校司書、公共図書

館との連携・協力やネットワークなどにも

言及する。同時に、学校図書館の今日的な

課題、研究動向にも触れ、これからの学校

図書館を展望する。

〈定価 3,360円(税込�％)・本体 3,200円〉

商品番号

9927 読書と豊かな人間性〔三訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 216 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30948-9 C1300

怨朝比奈大作

怨米谷 茂則

（放送大学客員教授）

（放送大学客員准教授・明治大学非常勤講師）

子どもの読書活動の推進はもっとも重要な

文教政策のひとつであり、都道府県・市町

村それぞれのレベルで、多くの読書推進計

画が立案されている。しかし、肝心の学校

図書館が貧弱なままでは、それらも画餅に

帰してしまう。本書では、子どもたちに「本

を読むことは面白い」と思ってもらえるこ

とを前提に、有効な読書推進活動を行うた

めの学校図書館のあり方を考え、司書教諭

の果たす役割を理解するとともに、実際の

読書指導の内容と方法について考察する。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

学校図書館司書教諭資格取得に資する科目 87

司
書
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諭
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学校図書館司書教諭

資格取得に資する科目



商品番号

9928 学習指導と学校図書館〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 288 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31225-0 C1300

怨堀川 照代（放送大学客員教授・青山学院女子短期大学教授）

学校図書館は「読書センター」と「学習情

報センター」という二つの機能をもつ。本

書は、このうちの「学習情報センター」の

機能について解説する。高度通信情報社

会・生涯学習時代といわれる現代において、

生涯にわたって必要な情報活用能力を、

小・中・高校において実際にどのように育

成していったらよいのかを理解し、司書教

諭として、この情報活用能力の育成の重要

性を学校全体の教職員に認識させ、学校全

体の情報活用能力カリキュラムの実施の

リーダーシップをとることのできる力を身

につけることを目標とする。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

9929 情報メディアの活用〔改訂新版〕
テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31226-7 C1300

怨山本 順一

怨気谷 陽子

（放送大学客員教授・桃山学院大学教授）

（放送大学客員准教授・聖学院大学講師）

本書は、デジタル・ネットワーク社会の現

代が学校教育に求めている情報メディアに

関わる具体的な知識とスキルについて論

じ、その歴史的背景や社会規範として遵守

しなければならない情報倫理などについて

解説する。司書教諭に求められる高度情報

通信社会の構造とその特質、およびそこで

要請される情報倫理に対する理解、ならび

に各種の情報メディアに関する知識とそれ

ら情報メディアを利活用する場合に必要と

されるスキルの修得を目的とする。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

88 学校図書館司書教諭資格取得に資する科目
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商品番号

9975 老年看護学〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 312 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-31452-0 C1347

怨井出 訓（放送大学教授）


�月刊行
予定 

老年期を生きることの意味と価値との理解

を深め、生物学的な老化から高齢者施策を

含む社会的な視点に立ちつつ高齢者を捉え

ながら、老いを生きる人々への看護を考察

する。高齢者の生活と健康を、「老い」とい

う視点から理解したうえで、加齢に伴う心

身の変化の特徴を、全人的な多角的観点か

ら解説する。さらに、高齢者の権利擁護、

老年期における生活機能の管理、老年期に

特有の疾病・症候と看護支援、認知症高齢

者へのケア、要介護高齢者と家族への支援、

最後に高齢者の終末期ケアについても解説

する。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

9970 精神看護学〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 220 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30950-2 C1347

怨出口 禎子（放送大学客員教授・北里大学教授）

精神看護の対象は、精神疾患を持った人に

限られず、年齢も発達段階も多様である。

精神看護学は、広く人間を理解するための

精神保健と、精神疾患を持った人へのケア

の方法を学習する精神看護学の 2領域で構

成されている。本書では、「ライフサイク

ルに伴うストレスやその対処法」、「家族内

の人間関係」「精神看護の歴史・法律と人権

擁護」などについての基礎知識を解説した

上で、主な精神疾患の理解とケアの方法に

ついて論じる。日本の精神医療における課

題となっているリハビリテーションの現状

や触法医療についても言及する。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

9971 成人看護学〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 324 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31227-4 C1347

怨井上 洋士

怨佐藤 �子

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・兵庫医療大学副学長）

本書は、成人期にある人々を対象に、その

人にとって最適な健康を促進、維持、増進

するための看護援助を学ぶことを目的とし

ている。成人期は期間が長く、人口も多い

ため、成人看護学は重要な位置を占めるが、

その幅は広い。成人期にある人々の特徴的

な健康障害や、突発的な危機をもたらす状

況についての理解を深め、健康回復･維持

の具体的方法ならびに人生途上の死に直面

して人生の終末段階を生きる人々への看護

についてその概要を知ることができる。

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉
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商品番号

9972 小児看護学〔改訂版〕
テレビ ･ A5 ･ 376 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31228-1 C1347

怨筒井真優美（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環境の

変化は子どもの心身の健康状態に影響を及

ぼしている。また医療技術の進歩は多くの

命を救うこととなったが、一方で入院して

いる子どもたちの病気は重症化している。

こうした状況の中で、21 世紀を担う子ども

たちが最善の利益を守られ、健やかに成長

発達できるようにそれぞれの健康レベルに

応じた援助について学ぶ。さらに、子ども

と家族に対する今後の課題や私たちの役割

について検討し、変化する社会環境におけ

る子どもの最善の利益を守るための看護の

役割とは何かについて考える。

〈定価 4,095円(税込�％)・本体 3,900円〉

商品番号

9973 母性看護学〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 284 頁ʼ10
ISBN978-4-595-31229-8 C1347

怨小松美穂子

怨坂間伊津美

（放送大学客員教授・茨城キリスト教大学学長）

（放送大学客員教授・茨城キリスト教大学教授）

母性看護学は、妊産婦と新生児およびその

家族への看護を主軸として、女性の一生に

おける性と生殖に関する健康支援を目的と

した実践科学である。本書では、少子化、

女性の生涯にわたる健康支援政策の推進な

ど現在の社会的課題を踏まえ、母性看護の

対象と役割、母性看護に関する基本的概念、

母子保健システム、周産期（妊娠・分娩・

産褥・新生児期）にある母子と家族への看

護、ライフサイクルの変化からみた女性の

健康問題について解説する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

9974 看護管理と医療安全
ラジオ･ A5 ･ 320 頁ʼ12
ISBN978-4-595-31391-2 C1347

怨大島 弓子

怨飯島佐知子

（放送大学客員教授・京都橘大学教授）

（放送大学客員教授・順天堂大学教授）

臨床での看護管理とは、看護ケア、治療へ

の助力、安楽を与えるために看護職員が行

う仕事である。マネジメントサイクル、組

織構造、看護提供システム、目標管理、キャ

リア開発、リーダーシップ理論、労務管理、

看護の質の評価と管理、情報管理等を解説

する。医療安全では、医療事故の定義、看

護業務における医療事故の分類、看護事故

防止の考え方、注射、輸液、内服、経管栄

養、チューブ管理、転倒・転落など看護関

連事故の具体的方法を説明する。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉
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商品番号

s161 生活健康研究
ラジオ･ A5 ･ 272 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13902-4 C1347

怨藤原 康晴

怨本間 博文

（放送大学客員教授）

（放送大学客員教授）

物質的かつ精神的に豊かな生活が真に豊か

な生活であり、質の高い生活といえる。本

書では、生活者の家族や地域の人々等の「人

的環境」、住居や生活用製品等の「物的環

境」、「保健医療環境」、「社会福祉環境」、「生

活者個人の状態」を対象に、生活の質にか

かわる「主体性」、「創造性」、「関係性」、「相

互扶助性」、「快適性」、「安心･安全性」、「持

続可能性」等の観点からアプローチするこ

とによって、自己と他者の生活の質の向上

につなげる方策や課題を考察する。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

s159 家族生活研究
―家族の景色とその見方―

ラジオ･ A5 ･ 272 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13900-0 C1330

怨宮本みち子

怨清水 新二

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・奈良女子大学名誉教授）

現代の家族変動は激しく、21 世紀のゆくえ

は家族のあり方を抜きにしては語れない。

生活者として、また地域・行政・企業で家

族や人間生活にかかわる仕事をしている筆

者が、変動する家族の実態を多角的視点か

ら認識し、制度・集団・家族生活としての

家族の実態と理論的アプローチの方法を論

じる。個人・地域・公共の場で必要とされ

る家族をめぐる問題についても言及する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s160 食健康科学
テレビ ･ A5 ･ 284 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13901-7 C1377

怨中谷 延二

怨小城 勝相

（放送大学客員教授）

（放送大学教授）

高齢化した日本の社会において、s健康tは

もっとも関心の高い課題のひとつであり、

食生活は人間の生命と活動、健康を支える

もっとも基本的で重要な生活行為である。

本書では、ヒトの健康の基盤となる重要な

食品成分を解説し、生活の質sQOLtの向

上に寄与することを目指した食の科学を論

じている。「食品の機能（栄養、嗜好、生体

調節）」、「食品素材に含まれる成分」、「生活

習慣病の予防と食習慣の改善」、「特定保健

用食品、機能性食品」について知る好書。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉
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商品番号

s505 生活リスクマネジメント
ラジオ･ A5 ･ 256 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13956-7 C1377

怨奈良由美子（放送大学教授）

生活の質を高めるうえで、生活リスクを理

解し低減することは不可欠である。このこ

とは、生活者自身はもちろん、地域、企業、

行政といったリスク管理主体を含めた社会

全体の課題といえる。本書は、リスクの様

相の局面、リスクの認識の局面、そしてリ

スクへの対処の局面から、生活リスクマネ

ジメントの理論と実践について解説する。

リスクの増大化・複雑化する現代において、

生活上のリスクを把握し管理することが社

会的にも求められている。生活リスクマネ

ジメントについて、知識の提供と実践能力

の育成を目的とする。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s507 へルスリサーチの方法論
ラジオ･ A5 ･ 320 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-13997-0 C1347

怨井上 洋士（放送大学教授）

健康や保健医療に関する研究には、基盤と

なるアプローチがあると同時に、多様な研

究方法が存在する。調査研究について大別

すれば、量的研究や質的研究があり、それ

らを組み合わせた方法論的トライアンギュ

レーションもある。また、量的研究におい

ても、介入的研究や質問紙調査、WEB調

査などもある。本書は、研究遂行のための

ガイドとなるべく、健康や保健医療の研究

のアプローチの基礎について概説、一部に

ついては具体的に言及する。保健・医療・

看護の分野だけでなく、福祉、心理、教育、

などをめざす方にも十分役立つ書である。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

s500 健康科学の史的展開
テレビ ･ A5 ･ 292 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13931-4 C1347

怨多田羅浩三

怨高鳥毛敏雄

（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

（放送大学客員教授・関西大学教授）

平均寿命世界一の社会は、世界一多様な健

康状態の人たちが生活する社会であり、そ

のような社会が求めている新しい科学の役

割こそ、「健康科学」が担わなければならな

い課題である。そうした課題に対し、本書

では、歴史的な視点に立って、ヒポクラテ

ス以来の人類の医学の歩み、人々の健康を

支える制度の構築に先駆的な取り組みを進

めてきたイギリスのプライマリケアの現状

などについて解説し、21 世紀の「健康科学」

の諸問題について考える。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

s414 看護ケアの倫理学
ラジオ･ A5 ･ 260 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13915-4 C1347

怨髙﨑 絹子

怨山本 則子

（放送大学客員教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

近年、医学や科学技術が進歩する中で、医

療における倫理的課題への関心は、先端的

医療や医療事故等の問題に止まらず、また、

医療従事者や医療を受ける患者や病弱者だ

けでなく、一般の人々の間にも高まってい

る。本書では、医療倫理の原則や看護倫理

の課題を理解し、一人一人がどのように判

断し、看護ケアを提供することが必要かに

ついて論じている。また、現実的な健康課

題や医療的ニーズを満たすために生ずる倫

理的課題に言及している。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉
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商品番号

s504 発達運動論
ラジオ･ A5 ･ 288 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13955-0 C1375

怨臼井 永男

怨岡田 修一

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・神戸大学教授）

誕生から生涯にわたって変化する運動機能

の特徴を概説するとともに、各年齢期にお

ける運動実施の重要性について論じる。生

涯を通じて健康でアクティブな生活を送る

には、発達の各段階において運動実施の重

要な適時が存在する。20歳までの成長期、

それ以降の加齢期において、科学的根拠に

裏付けられた運動を実施することが求めら

れる。ここでは、それらの運動をどのよう

に実施すべきか、その考え方と科学的な知

識を解説する。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

s162 スポーツ・健康科学
ラジオ･ A5 ･ 272 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13903-1 C1347

怨樋口 満

怨福永 哲夫

（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

（放送大学客員教授・鹿屋体育大学学長）

本書は、スポーツを日常生活の中に積極的

に取り入れることの意義を歴史的視点から

明らかにし、運動・スポーツの生理学的基

礎、および健康の保持・増進という視点か

ら運動・スポーツの理論を論じている。運

動・スポーツが、子どもや女性の健康の保

持増進、中高年者の生活習慣病の予防に及

ぼす効果などにも言及している。また、生

活習慣病の運動療法、老化防止・介護予防

に及ぼす運動･スポーツの有効性について、

社会経済的視点とも関連させて解説する。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

s502 社会福祉研究
ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13933-8 C1330

怨松村 祥子（放送大学教授）

転換期にある社会福祉の現状と課題を明ら

かにし、生活者にとって効果的なものにす

るための研究方法を示すことを目的として

いる。「現在の社会福祉研究の背景と課題」

「人々の生活の質の向上と生活改善という

尺度でみた場合の社会福祉研究の評価・問

題点」「社会福祉が目標とする『利用者主体

の社会福祉』を実現するために不可欠な『生

活者モデル』の構築と展開」「社会福祉の方

法・技術の展開の課題」などについて、社

会福祉の専門家だけでなく、医療・保険お

よび生活分野の専門職にとってもわかりや

すく解説している。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

s503 現代の福祉政策
―担い手の役割と責任―

ラジオ･ A5 ･ 268 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13934-5 C1330

怨大曽根 寛（放送大学教授）

社会福祉は、政策や制度を立案する者、公

私の諸機関で実施に関わる者、市民の福祉

へのニーズを制度につなげる者、多様な

サービス供給に携わる者、ボランティアな

ど、多様な種類と多数の担い手によって運

営されている。また、社会福祉制度も大き

な構造的変革を遂げつつある時代にあっ

て、その担い手は多分野にわたるように

なっている。本書では、その役割と責任を

明らかにし、担い手が政策を形成し変革し

続ける主体となることを目指す。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉
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愛称 ふせんちゃん
本名 波沙美　 とし・ち　 い・りぼ
性別 男・女・女
住んでいるところ 本の中
性格 かしましい
家族 姉（しおりん）
特技 くっつくこと
趣味 反転・かくれんぼ・お化粧
得意分野 語学系（英語・韓国語・フランス語）
チャームポイント 太い眉・知性的なメガネ・かわいいリボン
好きな色 スカイブルー・レモンイエロー・サーモンピンク
口癖 見つけ！

商品番号

s506 居住環境整備論
テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ12
ISBN978-4-595-13981-9 C1352

怨藤本 信義

怨小林 秀樹

（放送大学客員教授・宇都宮大学名誉教授）

（放送大学客員教授・千葉大学大学院教授）

居住環境整備は、21 世紀の日本社会が取り

組むべき重要な社会課題の一つである。新

規開発から既存の居住環境やコミュニティ

の再生に重点がシフトする中で、従来のよ

うに行政や民間ディベロッパーなどの供給

側に依存した整備手法は様々な限界を示し

ており、そこに暮らす人々を主体とした居

住者参加型の活動やプロジェクトが増えつ

つある。住民主体の意義を考察するととも

に、活動推進に必要な知識や様々な手法を

提示することを狙いとしている。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉
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商品番号

s606 教育文化論特論
テレビ ･ A5 ･ 240 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13961-1 C1337

怨鈴木 晶子（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

人は経験なしに教育について語ることはで

きない。と同時に、経験だけで教育を語る

こともできない。人と人との邂逅と対峙を

通して、人は生成や変容を遂げる。そうし

た人間の生成変容を支えている文化（教育

文化）の働きは広く、そして深い。本書で

は、教育文化について、哲学的人間学、文

化人類学、歴史学、詩学など教育学の隣接

諸科学に基づく思考様式を用いて分析や解

明を進めていくための基礎を学ぶ。場がつ

くる教育文化、メディアとしての教育文化、

伝承の中の教育文化について、さまざまな

事例を通して論究する。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

s607 現代教育改革論
―世界の動向と日本のゆくえ―

ラジオ･ A5 ･ 244 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13962-8 C1337

怨江原 武一

怨南部 広孝

（放送大学客員教授・立命館大学教授）

（放送大学客員准教授・京都大学大学院准教授）

日本の教育改革には、国際機関から示され

る提案や国際的な改革動向を参考にして進

められる側面と、これまでの歴史的経緯や

日本社会の現状をふまえて進められる側面

とがある。本書は前者に注目して、世界的

な改革動向や各国の対応を理解し、幼児教

育から生涯学習（生涯教育）までを対象と

して日本の教育改革のあり方を考える手が

かりを得ることを目的とする。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

s330 人間発達論
ラジオ･ A5 ･ 264 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13914-7 C1337

怨住田 正樹

怨田中 理絵

（放送大学教授）

（放送大学客員准教授・山口大学准教授）

本書では、発達を人間の生涯にわたる変化

の過程としてとらえ、その生涯過程を発達

社会学の視点から考察する。発達社会学の

視点から人間の生涯過程を見ると、社会的

役割の移行過程としてとらえることがで

き、その移行過程は、社会的役割の学習過

程、社会的役割の遂行過程、社会的役割を

喪失する喪失過程の 3つの段階に区分でき

る。社会的役割の中でも特に主要な役割は

職業的役割と家庭的役割であり、この 2つ

の社会的役割を中心に論じている。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

s600 才能と教育
―個性と才能の新たな地平へ―

テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13935-2 C1337

怨岩永 雅也

怨松村 暢隆

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・関西大学教授）

才能教育は、世界各国で公教育体系の中の

特殊教育の一環として実施されているが、

その背景には、すべての子どもには才能を

発現し開花させる権利と可能性があり、ま

た、才能は社会の共有財産であるという信

念がある。本書では、教育への要請が多様

化し、個性を生かす教育が求められている

現在、才能とその発見、社会的意味、そし

て才能を伸ばす指導について考える。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s611 カリキュラム編成論
―子どもの総合学力を育てる学校づくり―

ラジオ･ A5 ･ 320 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-13998-7 C1337

怨田中 博之（放送大学客員教授・早稲田大学大学院教授）

本書は、学校におけるカリキュラム編成の

理論と方法について解説する。理論面で

は、歴史的考察をふまえながら、カリキュ

ラム統合、編成法の類型、基盤におく学力

観等の視点について解説する。方法面で

は、学校を基盤としたカリキュラム開発に

焦点をあて、実践事例を紹介しながら解説

する。具体的には、習得・活用・探究の連

携、言語活動の充実、総合的な学習の時間、

教科横断的なカリキュラムの編成・マネジ

メント等の視点から考察する。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

s609 教育行政と学校経営
ラジオ･ A5 ･ 280 頁ʼ12
ISBN978-4-595-13982-6 C1337

怨小川 正人

怨勝野 正章

（放送大学教授）

（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）

今日、教育改革が進行している既存の教育

行財政制度の改編の中、従来の政策決定と

行政運営の諸権限を基礎単位に移譲してい

きつつ、国から学校までのあらゆるレベル

の改革を同時に取り組む。そうした教育改

革と教育・学校の問題を考える。教育行政

制度の改編が進む中、国と地方の教育政策

や教育行政の実情と課題、中核的担い手の

教職員問題、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

面する問題と政策課題を学ぶ。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s601 コミュニティ教育論
テレビ ･ A5 ･ 250 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13936-9 C1337

怨岡崎 友典

怨玉井 康之

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・北海道教育大学教授）

地域社会が急激に変動する中で、様々な「教

育問題」が多発している。学校や家庭だけ

では解決できない多様かつ深刻な問題の解

決を図るために、今、学校・家庭・地域の

連携・協力・融合といった「地域の教育力」

が今日的な課題になっている。本書では、

教育学、教育社会学の理論を学ぶとともに、

学校教育、社会教育、家庭教育が地域社会

でどのような形で実践されているかについ

て、「コミュニティ教育」という新たな概念

を用いて考察する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

s608 道徳性形成・徳育論
ラジオ･ A5 ･ 280 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13963-5 C1337

怨押谷 由夫（放送大学客員教授・昭和女子大学大学院教授）

道徳教育は、「人間としていかに生きるべ

きか」を正面から取り上げ、「人間としてど

う生きるか」を主体的に考え、具体的に追

い求めていけることを主とするために、き

わめて広い視野と、深い人間的洞察力が必

要になる。本書は、道徳性の形成と徳育と

いう視点から、我が国の道徳教育が大きな

影響を受けている中国の道徳思想（徳育

論）、江戸時代及び明治期から戦前にかけ

ての我が国の道徳思想（徳育論）を詳説し、

今日の道徳教育（徳育）の在り方を、欧米

や中国、韓国の動向、そして戦後の我が国

の道徳教育の動向をもとに探っていく。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

s602 生涯学習の理論と実践
テレビ ･ A5 ･ 276 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13937-6 C1337

怨三輪 建二（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）

生涯教育や生涯学習が主張されるように

なって 40年もの年月が経過している。施

策化や制度化が国、都道府県、市町村レベ

ルで進みつつある反面、知識基盤社会を迎

えている今日、生涯学習の果たすべき役割

はいっそう増している。本書では、以上の

ような今日的状況を踏まえ、一方では社会

全体が生涯学習に求める諸課題について、

地域、学校教育、大学からのアプローチを

踏まえて解説する。他方で、海外の生涯学

習政策との比較、および学び手である学習

者あるいは成人教育者にとっての生涯学習

の意義と課題についても言及する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s604 生涯発達心理学研究
ラジオ･ A5 ･ 232 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13959-8 C1311

怨星 薫（放送大学准教授）

生涯発達心理学は、人の受精から老年期ま

での個人的発達について研究する学問であ

る。発達が青年期に完了してしまうもので

はなく、全生涯を通じて続く適応過程であ

り、そこには心理学的構造や機能の獲得、

保持、変容、そして衰退が含まれている。

アメリカで行われた、複数の個人を、その

子ども時代から老年期まで追跡したいくつ

かの研究の成果を軸に、発達における個人

間の共通性、個人差、個人内変化について

見ていく。人が幸福な老年期（サクセスフ

ル・エイジング）を迎えるための研究成果

から探ってみたい。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

s610 教育心理学特論
ラジオ･ A5 ･ 260 頁ʼ12
ISBN978-4-595-13983-3 C1311

怨三宅 芳雄（放送大学教授）

教育心理学研究の中心的課題は学習の心理

過程を解明し、よりよい教育の実現に資す

ることである。学習過程の深い理解に基づ

き、教授学習の研究の実力を養う。特に学

習を広く文化、社会の中で捉え、意識的、

無意識的な認知過程が引き起こすさまざま

な相互作用の解明を基軸にし、教育心理学

の研究が現実社会の中で起きる学習に関わ

る諸問題の解決にどのように寄与するのか

取り上げる。例えば、学習の困難が協調的

な学習活動でどのように乗り越えられるか

など、実際の問題解決にどのように学習研

究の知見が生かされるのかを理解する。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉
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愛称 ふとしくん
本名 波沙美　 とし
性別 男
住んでいるところ 本の中
性格 かしましい
家族 姉（しおりん）
特技 くっつくこと
趣味 反転
得意分野 語学系（英語）
チャームポイント 太い眉
好きな色 スカイブルー
口癖 見つけ！

三ッ子の

商品番号

s415 心理・教育統計法特論
ラジオ･ A5 ･ 208 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13916-1 C1311

怨福田 周

怨卯月 研次

（放送大学客員教授・東洋英和女学院大学教授）

（放送大学客員教授・大正大学教授）

臨床心理学研究や発達・教育研究の研究法

は、「数量的」研究と「質的」研究の 2つの

枠組みでとらえられることが多い。特に臨

床心理学では、事例研究を中心とした質的

研究が主たる研究法として取り上げられる

ことが多いが、数量的研究法もまた臨床心

理学研究になじまない方法では決してな

い。本書では、実際的な研究事例を用いな

がら、調査研究で多く用いられる多変量解

析法、実験を用いた仮説検証型の臨床研究

などを取り上げて考察していく。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉
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商品番号

s419 臨床心理学特論〔改訂新版〕
ラジオ･ A5 ･ 496 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13964-2 C1311

怨齋藤 高雅（放送大学教授）

心理臨床活動の基礎となる考え方や心理臨

床において必要な基本的な知識や技法を詳

述する。心理臨床には多様な領域（教育臨

床や病院臨床、職域臨床、司法臨床など）

があるが、それぞれの対象領域による相違

はあるものの基本的な共通する視点が存在

する。このような観点から、臨床心理学的

知識や技法が心理臨床活動にどのように生

かされるのか、心理臨床行為の特異性は何

か、また倫理の重要性について論ずる。心

理臨床活動の基礎となる考え方や心理臨床

において必要な基本的知識の習得を目標と

する。

〈定価 4,725円(税込�％)・本体 4,500円〉

商品番号

s422 臨床心理面接特論〔三訂版〕
―心理療法の世界―

ラジオ･ A5 ･ 432 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-13995-6 C1311

怨大場 登

怨小野けい子

（放送大学教授）

（放送大学教授）

心理療法の基本は、「クライアントの心身

が訴える声に耳を傾けること」、「セラピス

トの心身で受けとめること」である。本書

では、「一人の生きた人間（セラピスト）が、

長期間にわたって耳を傾けつづけ、受けと

めつづけること」によって、クライアント

の心身がゆっくりとではあるが、確実に「変

容」の歩みを始めるものであることを、詳

細に論じていく。

〈定価 4,305円(税込�％)・本体 4,100円〉

商品番号

s420 臨床心理地域援助特論〔改訂版〕
ラジオ･ A5 ･ 276 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13965-9 C1311

怨箕口 雅博（放送大学客員教授・立教大学教授）

「臨床心理アセスメント」「臨床心理面接」

に次いで、心理臨床実践の第三の柱と位置

づけられる「臨床心理地域援助（コミュニ

ティ援助）」の考え方と方法を、コミュニ

ティ心理学の視座から追求する。臨床心理

地域援助の定義、歴史、理論的背景、基本

的発想、介入・援助の方法などについての

概論的な解説、予防的介入、危機介入、コ

ンサルテーション、社会的支援とネットワ

−クづくり、他職種との協働などに焦点を

当て、臨床心理地域援助の実際について、

さまざまな領域の実践例を通して体験的理

解を得ることを課題とする。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

s421 臨床心理学研究法特論〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 276 頁ʼ12
ISBN978-4-595-13980-2 C1311

怨齋藤 高雅

怨元永 拓郎

（放送大学教授）

（放送大学客員准教授・帝京大学大学院准教授）

臨床心理学領域の研究を行う上でのさまざ

まな方法論、量的研究と質的研究を解説す

る。具体的に、質的研究法、調査法、面接

法・観察法、投映法、実験法、事例研究法、

効果研究について説明し、さらに臨床心理

学領域として、心理療法、アセスメント、

家族研究、高齢者研究、コミュニティ・ア

プローチについて解説する。臨床心理学研

究において、クライエントの利益を優先す

ること、プライバシーを含む倫理的な問題

を念頭におくことが重要である。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

s603 発達心理学特論〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 288 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13958-1 C1311

怨子安 増生（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

生物的存在でありかつ社会的存在である人

間の発達について、生涯発達の視点から包

括的に考える。最初に、発達心理学の基礎

的課題について、心の進化、愛着、自己理

解、学校環境、多重知能、メディア等をキー

ワードとして解きほぐし、その後、周産期、

乳児期、幼児期、児童期、青年期、成人期、

老年期のそれぞれの心の発達の課題と発達

支援の在り方について検討する。人間の発

達の可塑性の大きさを実感するとともに、

自己の生き方を省察し、生きることの意味

を再考する契機となることが本書の目標で

ある。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s605 現代社会心理学特論
ラジオ･ A5 ･ 260 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13960-4 C1311

怨森 津太子（放送大学准教授）

社会心理学領域を二つのs現代的な視点t

から解説する。一つ目はs現代的な研究ア

プローチtの紹介である。認知革命以来、

情報処理モデルをベースとした社会的認知

アプローチが発展したが、最近では、さら

に進化論や脳神経生理学などの知見を踏ま

えた新たなアプローチが導入されている。

社会心理学の新しい潮流を探っていく。二

つ目はs現代的視点tとして、経済、政治、

司法といったs現代的なトピックtにも着

目する。これらの領域に関わる問題を取り

あげることにより、現代の社会心理学の知

見を幅広く見ていきたい。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

s418 家族心理学特論〔改訂新版〕
ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13930-7 C1311

怨亀口 憲治（放送大学客員教授・国際医療福祉大学大学院教授）

近年の少子高齢社会、高度情報化社会の中

で、私たちを取り巻く社会環境は大きな変

貌を遂げようとしている。こうした時代背

景の中で、現代の家族には、これまでにな

い新たな課題が生じている。その一方で、

いかなる時代、文化においても普遍的な課

題を有してもいる。本書では、まず今日の

家族が抱える様々な課題について検討し、

次に、この課題が果たせなかった場合に生

じうる諸問題について取り上げる。そし

て、このような諸問題に対する家族療法を

始めとする最新の援助法の理論的背景と具

体的な技法について概説する。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉
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商品番号

s501 精神医学特論
ラジオ･ A5 ･ 288 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13932-1 C1347

怨石丸 昌彦

怨仙波 純一

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・さいたま市立病院精神科部長）

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。本書は、主な精神疾患について、

症状・経過・診断・治療など基本的なこと

がらを正しく理解習得することを目的と

し、精神障害をもつ人々がどんな困難を抱

えているかを知るとともに、適切な援助を

行うにはどうすればよいか具体的に工夫で

きる力を養う。医学的な専門知識がなくて

も理解できるよう工夫されている。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

s423 障害児・障害者心理学特論〔新訂〕
ラジオ･ A5 ･ 280 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-13996-3 C1311

怨田中 新正

怨古賀 精治

（放送大学客員教授・大分大学教授）

（放送大学客員教授・大分大学教授）

本書は、乳児期における障害、視聴覚障害、

知的障害、肢体不自由、発達障害など、さ

まざまな障害のある人に臨床心理学的援助

を提供するに当たって必要な基本的知識を

解説する。各障害について理解するため

に、先ず、障害の概念（状態像）やアセス

メントの方法について説明する。さらに、

発達的視点からみた障害のもつ意味、社会

的視点からみた障害のもつ意味について説

明し、障害のある人への心理学的援助のあ

り方について理解を深めていく。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

s417 学校臨床心理学特論
テレビ ･ A5 ･ 252 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13918-5 C1311

怨滝口 俊子

怨高石 浩一

（放送大学名誉教授）

（放送大学客員教授・京都文教大学教授）

我が国における学校臨床心理学の発展は、

1995年の公立中学校に対するスクールカ

ウンセラーの試験的配置に始まり、現在小

中高校など約 10、000 校にスクールカウン

セラーが配置されていることによって示さ

れている。またその活動内容についても、

特別支援教育や適応指導教室、緊急支援な

どにまで多岐にわたり、ますますその幅を

広げつつある。本書では、学校臨床心理学

の成果を概観すると同時に、今後のあり方

を諸外国の例や識者の意見をもとに探る。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

s700 公共哲学
ラジオ･ A5 ･ 252 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13938-3 C1310

怨山岡 龍一

怨齋藤 純一

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

「公共哲学」という、近年再定義・再考察が

試みられている視角・考え方を、理論的な

レベルで紹介・解説する。いくつかの具体

的な問題に関する公共哲学的なアプローチ

を紹介し、現代社会における「公共性」の

諸問題を新たに問い直して、新たな解決法

を考えていく方法を検討する。狭義の「哲

学」ではなく、社会科学的な知のあり方の

刷新の方法を批判的に紹介することで、他

の学問や実践的課題との連関を理解・創造

できるような知の提供を目指す。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

s704 行政裁量論
ラジオ･ A5 ･ 194 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13967-3 C1332

怨原島 良成

怨筑紫 圭一

（放送大学客員准教授・熊本大学准教授）

（放送大学客員准教授・上智大学准教授）

行政裁量論が関係する社会問題の裾野は広

く、原子力発電や鉄道事業の認可等の大規

模なものから、外国人在留特別許可、産業

廃棄物処分場の立地に関する住民運動等、

行政的規制の妥当性が問題とされるあらゆ

る場面に及ぶ。行政裁量の法的コントロー

ルは、行政的規制に直面しその問題性を追

及する者にとって現実の関心事である。本

書はそのような具体的関心と結びつけて行

政法学の基礎理論を提供し、国内外の最新

の話題に分析を加える。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

s709 日本の技術・政策・経営
ラジオ･ A5 ･ 244 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-13999-4 C1334

怨東 千秋

怨柴山 盛生

（放送大学教授）

（放送大学客員准教授・前国立情報学研究所准教授）

日本は、国の経営方針として、科学・技術

により経済や産業を振興し、国民生活の向

上を図ろうとしている。本書は、日本の産

業技術の歴史と現状から、これからの技術

革新、科学・技術のための政策と、それを

実現するための経営について研究する上で

の手がかりを提供するものである。具体的

には、各国の科学・技術政策の動向、日本

の産業の重点分野の動向と研究開発支援体

制を紹介するなど、政策から推進体制さら

にその成果までを総括的に扱う。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

s703 地域の発展と産業
ラジオ･ A5 ･ 264 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13966-6 C1360

怨河合 明宣（放送大学教授）

私たちの生活や生産活動にとっての地域の

役割が、重要度を増してきている。これは、

グローバル化の中で大きな影響を被った

個々の生活および生産活動の見直し、建て

直しを図ることが主要な背景の一つとなっ

ているからである。地域経営、地域産業、

内発的発展、発展途上国における参加型農

村開発等に関する先行研究の論点の整理を

通して、地域の形成に関わるアクター（担

い手）に注目し、持続可能な開発が求めら

れる 21 世紀における地域像を考察する。

地域にどのように関わるかについても学ぶ

ことができる。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s701 社会経済組織論
―社会的協力はいかに可能か―

ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13939-0 C1333

怨坂井 素思（放送大学教授）

社会経営科学の広い領域を学ぶ上で、社会

全体の中で活動する社会組織体がどのよう

に組織化され、社会構造全体が成り立って

いるかを知ることが重要である。家族、企

業、政府などの伝統的な社会組織体に関し

て、組織論の見地からだけでなく、近年急

速に発達した「社会ネットワーク論」「組織

社会学」「組織デザイン論」「中間組織論」

などの知見を盛り込み、課題を展望する。

欧州で発達した「サードセクター論」など

も視野に入れている。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

s708 産業立地と地域経済
テレビ ･ A5 ･ 288 頁ʼ12
ISBN978-4-595-13985-7 C1360

怨松原 宏（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

産業立地と地域経済に関する基礎理論を解

説し、現代の産業立地と地域経済の特徴を

整理し、新たな検討課題を考える。農業、

工業、商業・サービス業の順で産業立地論

の基礎理論と現代的な立地の応用、地域経

済や地域経済循環の捉え方を検討する。欧

米の経済地理学は、雇用・労働に焦点を当

てた研究潮流が生まれており、その骨子を

解説し、戦後日本の労働市場を分析する。

グローバリゼーションとローカリゼーショ

ンの局面に分け、産業立地や産業集積の特

徴、地域経済への影響を論じ、立地政策と

地域政策の理論・歴史・課題を検討する。

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

s705 20世紀中国政治史研究
ラジオ･ A5 ･ 328 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13968-0 C1331

怨西村 成雄（放送大学教授）

21 世紀に入り、内外ともに政治経済的存在

感を高めている中国について、20 世紀史的

な歴史的視点と現状認識的視点を基軸と

し、政治的正統性の磨滅流出過程と新たな

正統性構築過程の交錯する局面を分析す

る。その制度的基盤との関係性の中で、政

治的正統性の中国的特質を再定義し、今後

の政治的変容の諸条件を解明する。日本

が、中国という政治的存在をどのように認

識してきたのかを含め、100年中国の政治

史を一望のもとに俯瞰しうる論理を提起し

たい。政治学、国際関係論、世界の地域研

究に関連する内容とする。

〈定価 3,570円(税込�％)・本体 3,400円〉
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商品番号

s707 パーソナル・ネットワーク論
ラジオ･ A5 ･ 240 頁ʼ12
ISBN978-4-595-13984-0 C1331

怨森岡 淸志（放送大学教授）

諸個人の意識や行動を理解するため、長い

間社会学は集団の中の個人の地位と役割に

焦点をあててきた。1960年代以降、集団へ

の帰属を薄め、集団から離れ、他者とのつ

ながりで生活の営みを増大させた。このよ

うな事態に対応して、パーソナル・ネット

ワークに注目し、構成や規模、接触頻度や

密度などの構造が、諸個人の態度や行動を

規定する側面と、社会構造的特性がネット

ワークを規定する側面との両面を対象とし

て実証的研究を展開させる。また、特有の

視点とアプローチ、研究成果を紹介し、今

後の発展の可能性について論じる。

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

s711 自治体ガバナンス
テレビ ･ A5 ･ 260 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-14001-3 C1331

怨稲継 裕昭（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

分権改革後の自治体は、自治体運営（ガバ

ナンス）の主体としての責任がますます大

きくなりつつある。他方で、財政悪化とい

う条件の下で自治体の取り得る政策選択肢

も無制限ではない。こうした状況にあって、

自治体がいかなる住民サービスをどの程度

提供するか、その政策システムを構築する

かは、自治体の政策当局のガバナンスの課

題である。本書では政治学・行政学の研究

成果を活かしつつ、先進的自治体で試みら

れている様々な実験的取り組みを紹介す

る。さらに多くの研究者へのインタビュー

なども試みながら、この主題に取り組む。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s702 都市環境デザイン論
テレビ ･ A5 ･ 288 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13940-6 C1336

怨仙田 満

怨佐藤 滋

（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・早稲田大学教授）

地球環境時代において、持続可能性のある

都市計画、都市デザイン、都市開発が求め

られている。「環境デザイン」の役割は、多

くの現代都市の物理的問題を抽出し、それ

らの望ましい関係を明らかにすることであ

る。歴史的な遺産と現代都市の機能、自動

車交通と人間らしい生活、都市的環境と自

然的環境、生産的環境と景観的環境等々、

多くの問題に再構成が求められている。本

書では、新たな都市デザイン事例を紹介し

ながら都市環境デザイン論を展開する。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

s236 大学のマネジメント
ラジオ･ A5 ･ 208 頁ʼ08
ISBN978-4-595-13804-1 C1334

怨山本 眞一

怨田中 義郎

（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）

18歳人口の減少や、国公立大学の法人化後

の大学運営など、大学をめぐる諸環境は大

きく変化した。これらの変化に対応するた

めには、従来の大学事務処理を遥かに超え

るマネジメントの革新が必要である。本書

では、大学マネジメントに関する知識を提

供するとともに、現実に直面している大学

マネジメントの諸課題を解決するための問

題設定、採用すべき解決案の決定など、大

学事務職員をはじめとする関係者が幅広い

実践力をつけることを目的としている。

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉
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愛称 ちせいちゃん
本名 波沙美ち　 い
性別 女
住んでいるところ 本の中
性格 かしましい
家族 姉（しおりん）
特技 くっつくこと
趣味 かくれんぼ
得意分野 語学系（韓国語）
チャームポイント 知性的なメガネ
好きな色 レモンイエロー
口癖 見つけ！

三ッ子の

商品番号

s710 環境工学〔新訂〕
テレビ ･ A5 ･ 304 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-14000-6 C1350

怨岡田 光正（放送大学教授）

環境工学は環境問題の解決手法開発の学問

である。環境問題は過去半世紀の間に大き

く変化し、それに伴い、問題解決の考え方

も変化した。それは従来の工学という枠に

とどまらず、理学、農学、医学のような理

系学問から、社会学、経済学、法学のよう

な人文系の学問も含めた総合的な解決策が

求められている。

本書では、環境問題の認識方法から始まり、

現在重要と思われているいくつかの分野に

おける最先端の研究がどのように行われて

いるか解説し、総合的な見方を身につける

助けとしたい。

〈定価 3,780円(税込�％)・本体 3,600円〉
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商品番号

s800 人類学研究
―環境問題の文化人類学―

テレビ ･ A5 ･ 244 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13941-3 C1339

怨内堀 基光

怨本多 俊和（スチュアート ヘンリ）

（放送大学教授）

（放送大学客員教授）

世界の多様な環境の中で暮らす人々の伝統

的生活様態とその価値観が当該環境の保全

に寄与してきたことはよく指摘されている

が、外的要因によって環境変化が起きた場

合、こうした文化はどのような変容をこう

むるか。あるいは文化そのものに環境変化

に対処する可能性が秘められているか。こ

れらのことを生態環境の多様性、問題の性

質を示しながら文化の問題に言及する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s801 哲学史における生命概念
ラジオ･ A5 ･ 264 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13942-0 C1310

怨佐藤 康邦（放送大学教授）

今日、学問の世界に限っても、様々な領域

で生命、生、命という言葉が問題とされて

いる。分子生物学を初めとした生命科学の

新たな展開、臓器移植技術の開発、また、

多くの生命を脅かす環境問題の深刻化等の

現象が、そのきっかけとなっているとも考

えられる。しかし、それとは別に、古代以

来、生命の問題は哲学の重要な領域であっ

た。とりわけ、近代においては、哲学的生

の概念が、近代科学に対する何らかの反発

の文脈で主張されてきたということもあ

る。本書は、これらのことを踏まえ、生の

概念を軸として「哲学」を捉え直してみる。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s802 東アジアの歴史と社会
テレビ ･ A5 ･ 268 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13943-7 C1322

怨吉田 光男（放送大学副学長）

中国と朝鮮を舞台にして、オムニバス形式

で「中国文明の多様性と多元性」「古代中華

帝国の成立」「隋唐帝国」「東ユーラシアの

中の中国」「鄭和」「王直」「鄭成功」「陳弘

謀」「ウィリアム＝ジャーディン」「元帝国

と高麗」「通信使と燕行使」「人口から見た

近世朝鮮という歴史的個性」「植民地期の

朝鮮」「アジア NIES としての韓国」といっ

た研究テーマについて考察する。定説や通

説を無批判に自明の理とすることなく、社

会学・経済学・人類学・文学などを含めた

新たな理論や方法論を用いて、その豊かな

歴史像を描き出す。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

s805 美学・芸術学研究
テレビ ･ A5 ･ 296 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-14002-0 C1370

怨青山 昌文（放送大学教授）

美学は、美とは何か、を考える学問であり、

芸術学は、芸術とは何か、を考える学であ

る。美は、芸術に限らず、自然にも存在し

ている。本書は、自然美にも言及するが、

考察の主体を芸術美におき、芸術が文化の

総体と深く関わっていることを、具体的芸

術作品に即しながら、詳しく考察する。前

半では、全体に亘る体系的な考察を行い、

後半では、世界史上初の本格的美術批評家

であったディドロの美学・芸術学の深く豊

かな意義を明らかにして、美学が芸術鑑賞

のためだけでなく、芸術創造にも寄与する

実践の学問であることを理解していく。

〈定価 3,360円(税込�％)・本体 3,200円〉

商品番号

s163 日本の歴史と社会
ラジオ･ A5 ･ 268 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13904-8 C1321

怨五味 文彦

怨杉森 哲也

（放送大学教授）

（放送大学教授）

本書は、日本の歴史と社会をs都市tとい

う切り口から探ってみるものである。都市

は政治・文化・社会の結節点にあることか

ら、始めに「日本において都市はどのよう

に形成されてきたのか」について論じ、次

いで「都市は歴史的社会のありかたをいか

に映し出しているのか」、「都市に凝縮され

た様々な社会関係はどうあったのか」、「日

本の都市はどのような特色を帯びているの

か」、「今後、都市はいかなる方向をめざし

ているのか」などの課題に言及する。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

s806 アフリカ世界の歴史と文化
―ヨーロッパ世界との関わり―

ラジオ･ A5 ･ 280 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-14003-7 C1322

怨草光 俊雄

怨北川 勝彦

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・関西大学教授）

地中海を挟んでヨーロッパとアフリカは古

来、密接な関係を築いてきた。しかし、近代

にはその関係が一方的な支配・被支配、奴隷

制の展開、植民地化といった不幸な関係に

変質していった。それぞれの時代にヨー

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。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

s164 異文化の交流と共存
ラジオ･ A5 ･ 248 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13905-5 C1320

怨工藤 庸子（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）

国際政治、歴史、文学、言語など、多角的

な視点から、異文化の交流と共存について

考察し、現代世界の諸問題を解析すること

が、本書の目標である。大航海時代から現

代までを対象の時代とする。欧米とイスラ

ム世界、そしてアジアを視野に入れること

になるが、「宗教と文明」、「人種と民族と

ジェンダー」、「言語と文化」という大枠を

設けて、具体的なトピックを設定してわか

りやすく解説している。単に知識を習得す

るだけでなく、人文社会科学の方法論を学

び、これをふまえて、論述を展開する手法

を身につけることができる。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

s804 国語国文学研究の成立
ラジオ･ A5 ･ 272 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13971-0 C1391

怨長島 弘明（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

江戸時代の国学は、日本古来の精神のあり

方を考究する学問であり、古語や古典文学

を文献を通じて明らかにする学問であっ

た。本書では、幕末・明治という変動の時

代の中で、その国学的な語学研究・文学研

究が西欧文化をはじめとするさまざまな影

響のもとに変容を重ね、近代的な国語学研

究・国文学研究として成立していった過程

を明らかにする。ことば（国語）や文学（国

文学）自体が幕末・明治期にどのような変

化を遂げているかを考察し、その変容がそ

れを研究する方法の変容や革新と密接に関

わっていることを詳説する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s807 ことばとメディア
―情報伝達の系譜―

ラジオ･ A5 ･ 248 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-14004-4 C1380

怨宮本 徹

怨大橋 理枝

（放送大学准教授）

（放送大学准教授）

本書では、過去の時代のメディアの特質を

理解し、そして現在用いている様々なメ

ディアの実際例を取り上げ、その本質を理

解する。それを、ことばによるやり取りと

いう観点から分析・解説し、メディアとこと

ばの関係を示すことによって、ヒトとヒト

との間の伝達の様々な容体の本質を考え、

ことばによって支えられてきた、社会や文

化の一端を考える手がかりを提供する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

s803 21世紀メディア論
テレビ ･ A5 ･ 288 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13970-3 C1355

怨水越 伸（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

インターネットやケータイに象徴される新

たな様式をはらんだデジタル・メディアが

環境化した 21 世紀のメディア社会におい

て、国家や共同体、文化やリテラシーのあ

り方が大きく変貌している。この社会の中

で、メディアに焦点を当て、過去を振り返

りつつ、未来を目指すための批判的で実践

的な知を育むこと、メディア論的想像力を

養うことがねらいである。まずメディアの

歴史や理論を踏まえ、次に現在進行形で展

開する 21 世紀メディア社会の相貌をとら

えた後、後半でその可能性と課題に対して

いかに取り組むかを具体的に検討する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s854 音楽・情報・脳
テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-14005-1 C1355

怨仁科 エミ

怨河合 徳枝

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・国際科学振興財団主任研究員）

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、最先端の情報学と脳

科学を応用して、芸術とりわけ音楽に対す

る情報学的アプローチの有効性と射程距離

について基礎的な知識を身につける。それ

に基づき、具体的な対象についてこの新し

い研究の方法論とその効果を学ぶ。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

s855 ソフトウェア工学
ラジオ･ A5 ･ 280 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-14006-8 C1355

怨玉井 哲雄

怨中谷多哉子

（放送大学客員教授・法政大学教授）

（放送大学客員准教授・筑波大学大学院准教授）

今や情報システムは、電気・ガス・水道か

ら交通・通信システム、経済活動まで、あ

らゆるものの支えとなっているが、その本

質は、コンピュータの中で稼動しているソ

フトウェアが担っている。本書では、ソフ

トウェアをどのように作ればよいかという

問題と対峙している「ソフトウェア工学」

について学ぶ。最初にソフトウェアの作成

が「工学」を必要とする程に難しいタスク

であることを学んだ後、ソフトウェア工学

の概要をその発展を含めて理解する。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉
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商品番号

s853 情報学の新展開
ラジオ･ A5 ･ 272 頁ʼ12
ISBN978-4-595-13988-8 C1355

怨川合 �（放送大学教授）

情報社会と呼ばれる現代社会は、情報科学、

情報工学という基盤の上に、情報システム

学、情報社会学、情報経済学という人間社

会を扱う学問体系と、認知科学、生理学、

人間科学など人間の行動と特性を扱う学

問、さらに国際社会や法体系、芸術分野の

学問まで、幅広い知識体系に支えられてい

る。現実的には、これらを基礎とした多種

多様な情報環境が構築されてきており、私

達の生活や社会を変えつつある。偏りのな

い教養を身につけるために、種々の事例を

基本原理とともに解説し、広義かつ高度な

情報リテラシーを理解していく。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

s852 データベースと情報管理
テレビ ･ A5 ･ 196 頁ʼ12
ISBN978-4-595-13987-1 C1355

怨三輪眞木子

怨柳沼 良知

（放送大学教授）

（放送大学准教授）

テキスト・画像・音声・映像を含む多様な

形態の電子情報が、インターネットなどの

ネットワークを通じて広く流通しており、

このマルチメディアの電子情報を効率よく

蓄積・検索できるデータベースの構築と活

用が重要になってきている。多様な形態の

電子情報を効果的・効率的に活用するため

に必要な知識と技術の習得、テキスト・画

像・音声・映像を含むマルチメディア・ド

キュメントの電子化・蓄積・組織化・検索

を含むデータベース構築技術を習得する。

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

s851 eラーニングの理論と実践
テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ12
ISBN978-4-595-13986-4 C1355

怨青木久美子（放送大学教授）

インターネットなどの情報通信技術を活用

した教育方法として現在普及しつつある e

ラーニング。歴史的背景や国内外ではどの

ように行われているか組織的・技術的など

様々な観点から概説し、設計・実施・受講

する際に前提となる学習理論、基礎となる

技術ではネットワークやインターネットの

技術及び学習管理システムの説明、

ADDIE（分析・設計・開発・実施・評価）

モデルに沿った設計プロセス、運営方法、

評価、高等教育を重点において質保証など

について説明し、現在の eラーニングの状

況と将来の方向性を展望する。

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

s856 研究のための ICT活用
ラジオ･ A5 ･ 232 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-14007-5 C1355

怨高橋 秀明

怨柳沼 良知

（放送大学准教授）

（放送大学准教授）

大学（院）を始め、さまざまな研究におい

て、インターネット等の情報通信技術（ICT:

Information Communication Technology）

を活用することは必須の時代になってい

る。本書では、情報学分野を中心に、研究

の方法論を論ずるなかで、研究のプロセス

のさまざまな場面で役立つ情報通信技術を

紹介する。研究とは何か？ 研究方法論と

は何か？ということを絶えず意識しなが

ら、各種の技術やツールの意味について考

察を加える。

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉
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愛称 りぼんちゃん
本名 波沙美りぼ
性別 女
住んでいるところ 本の中
性格 かしましい
家族 姉（しおりん）
特技 くっつくこと
趣味 お化粧
得意分野 語学系（フランス語）
チャームポイント かわいいリボン
好きな色 サーモンピンク
口癖 見つけ！

三ッ子の

商品番号

s168 基礎情報科学
ラジオ･ A5 ･ 300 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13909-3 C1304

怨川合 �

怨萩谷 昌己

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・東京大学教授）

情報に関する学問は、記号論、計算機科学、

計算機工学といった比較的に基礎分野か

ら、情報学、さらには人間社会と密接に絡

み合うメディア関連の諸学問まで極めて幅

広いものとなっている。本書では、このよ

うに広い情報分野の中で、基礎学問として

の計算機科学の核となる「計算」に焦点を

あて、その数理的な概念と性質、計算のモ

デル化と計算量、計算可能性、さまざまな

タイプの計算システム、そしてその物理現

象としての実装を総合的に論じている。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉
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商品番号

s902 生命環境科学Ⅰ〔改訂版〕
―生物多様性の成立ちと保全―

テレビ ･ A5 ･ 280 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13947-5 C1345

怨松本 忠夫（放送大学教授）

生命体は様々な地球環境のもとで 40億年

近くかけて進化し、その結果として今日の

生物の多様性が見られるが、その多様な姿

は、ゲノムの中の遺伝情報が表現型として

表れたものである。本書では、遺伝情報が

どのようにして進化史の中で改変し、また

現実にどのように発現されて多様化してい

るのかを環境との対比で考察する。さらに、

野外における生物多様性の調査法を解説す

るとともに、人間活動が生物多様性の減少

に影響している現代の様相に言及する。

〈定価 3,360円(税込�％)・本体 3,200円〉

商品番号

s158 生命環境科学Ⅱ〔新版〕
―環境と生物進化―

テレビ ･ A5 ･ 232 頁ʼ08
ISBN978-4-595-13802-7 C1340

怨星 元紀

怨二河 成男

（放送大学客員教授）

（放送大学准教授）

生物と地球環境は、互いに作用し合いなが

ら、進化の過程を通じて現在のような姿に

なっている。生物の個体にとり、自分自身

を除くすべては環境である。環境と生物の

相互作用を軸として、生物の進化を総合的

に考える。「生物にとって環境とは何か」

「細胞の出現」「生物の大進化と地球環境」

「環境とゲノム」「生物種間の相互作用と進

化」などのテーマで、解説する。

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

s903 現代地球科学
テレビ ･ A5 ･ 304 頁ʼ11
ISBN978-4-595-13972-7 C1344

怨川上 紳一

怨藤井 直之

（放送大学客員教授・岐阜大学教授）

（放送大学客員教授・名古屋大学名誉教授）

惑星探査、地球史解読、リモートセンシン

グ技術などの進歩によって、新しい地球観

が生み出されている。本書では、地球科学

のトピックスを取り上げ、新しい地球観の

探究を進める研究現場をレポートし、最新

の研究成果を詳説する。高温高圧実験技術

の進歩による地球内部構造の解明、天体衝

突と地球環境や生物進化、気候変動のしく

み、宇宙からの地球観測による地球変動な

どに関する研究をもとに、最新の地球観を

解説する。

〈定価 3,675円(税込�％)・本体 3,500円〉
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商品番号

s904 現代物理科学の論理と方法
ラジオ･ A5 ･ 296 頁ʼ13 新 刊

ISBN978-4-595-14008-2 C1342

怨米谷 民明（放送大学教授）

物理学は、物質と時空を研究対象として、

普遍的な法則性の理解を深めてきた。その

過程で、特定の研究対象だけに限らず、対

象の空間・時間スケールを超えて異なるス

ケールで有効な様々な物の見方（論理）や

方法論が発展した。本書では、従来の科目

の一般的分類にとらわれずに、広い範囲で

有効性を持つ物理科学の基礎的な考え方・

方法論とその具体的応用に焦点を当て、物

理科学の基礎としての現代物理学の神髄に

ついて、最先端の成果や将来の展望も含め

て、初学者が入門しやすいようにわかりや

すい解説となっている。

〈定価 3,360円(税込�％)・本体 3,200円〉

商品番号

s157 物質環境科学Ⅱ〔新訂〕
―宇宙・自然システムと人類―

テレビ ･ A5 ･ 248 頁ʼ08
ISBN978-4-595-13801-0 C1344

怨海部 宣男

怨杉山 直

怨佐々木 晶

（放送大学客員教授・国立天文台名誉教授）

（放送大学客員教授・名古屋大学大学院教授）

（放送大学客員教授・国立天文台教授）

地球上の生命、人類とその文明の創生をも

たらし、その存続を支える物質・エネルギー

の源泉とその転化・変遷・循環の仕組。人

類の存続基盤である環境はどのようにして

生まれ、成り立っているのか。人類文明の

基盤とその現在とを物理学的・歴史的視点

からグローバルに考察する。

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

s166 数理科学の方法
ラジオ･ A5 ･ 272 頁ʼ09
ISBN978-4-595-13907-9 C1341

怨熊原 啓作（放送大学教授）

コンピュータの発達とともに計量的手法が

あらゆる分野に浸透し、様々な場面で数理

科学的手法が必要とされ、有効に活用され

ている。本書では、数理科学の個別科学へ

の応用例を提示し、数理科学やその考え方

がいかに活用されているかを解説する。ま

た、数理物理学から生まれ、情報科学、通

信工学など広い応用を持つフーリエ解析

学、生命現象を数学的に解明しようとする

数理生物学、一見数学と無縁に思われる文

化的方面にもデータ解析を活用する文化情

報学、そして日々の経済動向の裏にある数

理経済学について論じている。

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

s901 計算論
ラジオ･ A5 ･ 216 頁ʼ10
ISBN978-4-595-13946-8 C1341

怨隈部 正博（放送大学教授）

計算という概念を様々な種類に分けて解説

し、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

をもっているかを理解することを目的とし

ている。まず、言語、文法とは何かを定義

し、チョムスキーの定義した様々な形の文

法を学ぶ。次に計算という概念について初

歩から解説し、言語を構成するための機械

であるオートマトンの定義から始めて、

様々な種類のオートマトンの形を学ぶ。さ

らに、多くの計算がチューリング機械の形

で書くことができることを理解し、最後に

アルゴリズムとは何かを考える。

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉
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商品番号

1054 生涯学習と自己実現〔新訂〕
A5 ･ 248 頁ʼ06 学 部

ISBN978-4-595-30614-3 C1337

怨堀 薫夫
怨三輪 建二

（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）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

1007 言葉と教育〔改訂版〕
A5 ･ 192 頁ʼ95 学 部

ISBN978-4-595-52624-4 C1337

怨福沢 周亮（聖徳大学教授・筑波大学名誉教授）

〈定価 1,783円(税込�％)・本体 1,699円〉

商品番号

1064 基礎教育学
A5 ･ 256 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30704-1 C1337

怨江原 武一
怨山﨑 高哉

（放送大学客員教授・立命館大学教授）

（放送大学客員教授・大阪総合保育大学長）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

1032 教育の歴史〔新訂〕
A5 ･ 196 頁ʼ00 学 部

ISBN978-4-595-52096-9 C1337

怨佐藤 秀夫（放送大学客員教授・日本大学教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1022 教育社会学〔改訂版〕
A5 ･ 212 頁ʼ98 学 部

ISBN978-4-595-58749-8 C1337

怨天野 郁夫
怨藤田 英典
怨苅谷 剛彦

（放送大学客員教授・国立学校財務センター教授）

（放送大学客員教授・東京大学教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1060 教育社会学〔新版〕
A5 ･ 252 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30701-0 C1337

怨岩永 雅也
怨稲垣 恭子

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

1043 国際化と教育〔改訂新版〕
−異文化間教育学の視点から−

A5 ･ 260 頁ʼ03 学 部

ISBN978-4-595-23617-4 C1337

怨佐藤 郡衛（放送大学客員教授・東京学芸大学教授）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

1059 生徒指導〔新訂〕
A5 ･ 210 頁ʼ06 学 部

ISBN978-4-595-30657-0 C1337

怨住田 正樹
怨新井 郁男
怨岡崎 友典

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・上越教育大学名誉教授）

（放送大学准教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

s317 教育課程編成論〔改訂版〕
−学校は何を学ぶところか−

A5 ･ 162 頁ʼ06 大学院

ISBN978-4-595-12618-5 C1337

怨安彦 忠彦（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

〈定価 2,205円(税込�％)・本体 2,100円〉

商品番号

1068 大学と社会
A5 ･ 216 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30802-4 C1337

怨安原 義仁
怨大塚 豊
怨羽田 貴史

（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）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1069 地域教育の創造と展開 −地域教育社会学−
A5 ･ 308 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30803-1 C1337

怨岡崎 友典
怨高島 秀樹
怨夏秋 英房

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・明星大学教授）

（放送大学客員教授・國學院大学教授）

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

1062 転換期の教師
A5 ･ 248 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30702-7 C1337

怨油布佐和子（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

1509 臨床心理学
−その発展と課題の広がり−

A5 ･ 160 頁ʼ95 学 部

ISBN978-4-595-52090-7 C1311

怨田畑 治（放送大学客員教授・愛知学院大学教授）

〈定価 1,783円(税込�％)・本体 1,699円〉

商品番号

1519 教育心理学
−思想と研究−

A5 ･ 192 頁ʼ97 学 部

ISBN978-4-595-21310-6 C1311

怨永野 重史（放送大学客員教授・国立教育政策研究所名誉所員）

〈定価 1,680円(税込�％)・本体 1,600円〉
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商品番号

1526 児童心理学
A5 ･ 164 頁ʼ98 学 部

ISBN978-4-595-58347-6 C1311

怨無藤 隆（放送大学客員教授・白梅学園大学教授）

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉

商品番号

1544 生涯発達心理学
A5 ･ 234 頁ʼ02 学 部

ISBN978-4-595-11357-4 C1311

怨小嶋 秀夫
怨やまだようこ

（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）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1564 認知心理学概論
A5 ･ 176 頁ʼ06 学 部

ISBN978-4-595-30610-5 C1311

怨高野陽太郎
怨波多野誼余夫

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

（元放送大学教授）

〈定価 1,995円(税込�％)・本体 1,900円〉

商品番号

1548 臨床心理学概説〔改訂版〕
A5 ･ 184 頁ʼ03 学 部

ISBN978-4-595-23621-1 C1311

怨馬場 禮子（放送大学客員教授・山梨英和大学大学院教授）

〈定価 1,995円(税込�％)・本体 1,900円〉

商品番号

s406 臨床心理学特論〔新訂〕
A5 ･ 392 頁ʼ05 大学院

ISBN978-4-595-13418-0 C1311

怨橘 玲子
怨齋藤 高雅

（放送大学客員教授・新潟青陵大学大学院教授）

（放送大学教授）

〈定価 4,095円(税込�％)・本体 3,900円〉

商品番号

1561 カウンセリング概説〔改訂版〕
A5 ･ 180 頁ʼ05 学 部

ISBN978-4-595-30513-9 C1311

怨馬場 謙一
怨橘 玲子

（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）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

2571 コミュニケーション論序説
A5 ･ 256 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30710-2 C1380

怨大橋 理枝
怨根橋 玲子

（放送大学准教授）

（放送大学客員准教授・明治大学准教授）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

1563 心理学入門
A5 ･ 220 頁ʼ06 学 部

ISBN978-4-595-30609-9 C1311

怨星 薫
怨山口 勧
怨青木紀久代

（放送大学准教授）

（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

（放送大学客員准教授・お茶の水女子大学大学院准教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉
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商品番号

1551 心理学研究法
A5 ･ 208 頁ʼ03 学 部

ISBN978-4-595-23624-2 C1311

怨市川 伸一
怨南風原朝和
怨下山 晴彦

（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）

（放送大学客員教授・東京大学教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1572 精神分析入門
A5 ･ 228 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30708-9 C1347

怨牛島 定信（放送大学客員教授・三田精神療法研究所所長）

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

1556 人格心理学〔新訂〕
A5 ･ 230 頁ʼ04 学 部

ISBN978-4-595-23720-1 C1311

怨榎本 博明
怨桑原 知子

（放送大学客員教授・名城大学教授）

（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

1557 フィールド社会心理学
A5 ･ 266 頁ʼ04 学 部

ISBN978-4-595-23729-4 C1311

怨大橋 英寿（放送大学教授）

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

1056 発達障害児の心と行動〔改訂版〕
A5 ･ 248 頁ʼ06 学 部

ISBN978-4-595-30616-7 C1337

怨太田 昌孝（放送大学客員教授・心の発達研究所理事長）

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

1580 幸福の社会理論
A5 ･ 192 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30812-3 C1311

怨髙坂 健次（放送大学客員教授・関西学院大学教授）

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉

商品番号

s323 逸脱行動論〔新訂〕
A5 ･ 324 頁ʼ06 大学院

ISBN978-4-595-12624-6 C1336

怨鮎川 潤（放送大学客員教授・関西学院大学教授）

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉

商品番号

2040 日本の思想
A5 ･ 264 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30814-7 C1310

怨清水 正之（放送大学客員教授・聖学院大学教授）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉
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商品番号

011 インドの思想
A5 ･ 156 頁ʼ93 学 部

ISBN978-4-595-21344-1 C1339

怨川崎 信定（東洋大学教授・筑波大学名誉教授）

〈定価 1,682円(税込�％)・本体 1,602円〉

商品番号

2034 生命と人生の倫理
A5 ･ 196 頁ʼ05 学 部

ISBN978-4-595-30535-1 C1312

怨清水 哲郎
怨伊坂 青司

（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）

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

2543 国語学概論〔改訂版〕
A5 ･ 208 頁ʼ02 学 部

ISBN978-4-595-11369-7 C1381

怨白藤 禮幸
怨杉浦 克己

（放送大学客員教授・二松学舎大学教授）

（放送大学教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

2566 日本語の歴史〔新訂〕
A5 ･ 224 頁ʼ05 学 部

ISBN978-4-595-30547-4 C1381

怨近藤 泰弘
怨月本 雅幸
怨杉浦 克己

（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）

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

2572 日本語表現法
A5 ･ 248 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30711-9 C1381

怨杉浦 克己（元放送大学教授）

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉

商品番号

2581 日本の古典―古代編〔改訂新版〕
A5 ･ 300 頁ʼ09 学 部

ISBN978-4-595-30909-0 C1391

怨多田 一臣
怨藤原 克己

（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）

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

3040 日本の中世
A5 ･ 232 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30713-3 C1321

怨五味 文彦
怨本郷 和人
怨中島 圭一

（放送大学教授）

（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）

（放送大学客員准教授・慶應義塾大学准教授）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

3005 日本の近代
−国民国家の形成・発展と挫折−

A5 ･ 240 頁ʼ96 学 部

ISBN978-4-595-57052-0 C1321

怨鳥海 靖（放送大学客員教授・中央大学教授）

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉
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商品番号

3029 東アジアの中の中国史
A5 ･ 200 頁ʼ03 学 部

ISBN978-4-595-23662-4 C1322

怨浜口 允子
怨岸本 美緒

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・東京大学教授）

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

3042 中国社会の歴史的展開
A5 ･ 212 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30715-7 C1322

怨岸本 美緒（放送大学客員教授・お茶の水女子大学教授）

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

3047 考古学
―その方法と現状―

A5 ･ 314 頁ʼ09
ISBN978-4-595-30913-7 C1320

怨泉 拓良
怨上原 真人

（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）
〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

3035 考古学と歴史
A5 ･ 264 頁ʼ04 学 部

ISBN978-4-595-23768-3 C1321

怨白石太一郎（放送大学客員教授・奈良大学教授）

〈定価 2,835円(税込�％)・本体 2,700円〉

商品番号

3038 ヨーロッパの歴史〔新訂〕
A5 ･ 180 頁ʼ05 学 部

ISBN978-4-595-30552-8 C1322

怨江川 溫（放送大学客員教授・大阪大学大学院教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

s153 地域文化研究Ⅲ〔改訂版〕
―ヨーロッパの歴史と文化−

A5 ･ 212 頁ʼ07 大学院

ISBN978-4-595-13502-6 C1322

怨草光 俊雄
怨宮下 志朗

（放送大学教授）

（放送大学教授）
〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

133A 音楽史と音楽論〔改訂版〕
A5 ･ 184 頁ʼ04 学 部

ISBN978-4-595-55242-7 C1373

怨柴田 南雄（元放送大学教授・作曲家）

〈定価 1,682円(税込�％)・本体 1,602円〉

商品番号

3420 音楽理論の基礎
A5 ･ 236 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30716-4 C1373

怨笠原 潔
怨徳丸 吉彦

（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）

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

181A 民族音楽学
A5 ･ 166 頁ʼ91 学 部

ISBN978-4-595-55716-3 C1373

怨徳丸 吉彦（放送大学客員教授・お茶の水女子大学名誉教授）

〈定価 1,783円(税込�％)・本体 1,699円〉

商品番号

3402 民族音楽学理論
A5 ･ 184 頁ʼ96 学 部

ISBN978-4-595-57106-0 C1370

怨徳丸 吉彦（放送大学客員教授・お茶の水女子大学名誉教授）

〈定価 1,885円(税込�％)・本体 1,796円〉

商品番号

3409 応用音楽学
A5 ･ 236 頁ʼ00 学 部

ISBN978-4-595-87544-1 C1370

怨山口 修（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

3415 応用音楽学と民族音楽学
A5 ･ 304 頁ʼ04 学 部

ISBN978-4-595-23764-5 C1370

怨山口 修（放送大学客員教授・大阪大学名誉教授）

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

3710 文化人類学
A5 ･ 450 頁ʼ00 学 部

ISBN978-4-595-87567-0 C1339

怨江渕 一公（放送大学教授）

〈定価 4,200円(税込�％)・本体 4,000円〉

商品番号

3717 人類の歴史・地球の現在−文化人類学へのいざない− A5 ･ 228 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30717-1 C1340

怨本多 俊和（スチュアート ヘンリ）
怨棚橋 訓
怨三尾 裕子

（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）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

3722 人文地理学〔改訂版〕
A5 ･ 320 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30827-7 C1325

怨小林 茂
怨杉浦 芳夫

（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・首都大学東京教授）

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

3721 博物館経営・情報論〔新訂〕
A5 ･ 260 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30826-0 C1330

怨佐々木 亨
怨亀井 修
怨竹内 有理

（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）

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

4021 人口減少社会の生活像
A5 ･ 234 頁ʼ06 学 部

ISBN978-4-595-30601-3 C1336

怨宮本みち子（放送大学教授）

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

4209 ファッションと生活
−現代衣生活論−

A5 ･ 184 頁ʼ96 学 部

ISBN978-4-595-51316-9 C1377

怨酒井 豊子
怨藤原 康晴

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・鳴門教育大学教授）
〈定価 2,201円(税込�％)・本体 2,097円〉

商品番号

9805 現代生活論
A5 ･ 192 頁ʼ00 学 部

ISBN978-4-595-27039-9 C1330

怨松村 祥子（放送大学教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

6034 21世紀の女性と仕事
A5 ･ 240 頁ʼ06 学 部

ISBN978-4-595-30626-6 C1334

怨大沢真知子
怨原田 順子

（放送大学客員教授・日本女子大学教授）

（放送大学准教授）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4441 かしこくなる患者学
A5 ･ 208 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30723-2 C1347

怨高柳 和江
怨仙波 純一

（放送大学客員教授・文京学院大学大学院客員教授）

（放送大学客員教授・さいたま市立病院精神科部長）

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

4443 疾病の回復を促進する薬
A5 ･ 308 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30725-6 C1347

怨川原 礼子
怨片野 由美
怨仙波 純一

（放送大学客員教授・東北大学教授）

（放送大学客員教授・山形大学名誉教授）

（放送大学客員教授・さいたま市立病院精神科部長）

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

225B 西欧政治史〔改訂版〕
A5 ･ 170 頁ʼ93 学 部

ISBN978-4-595-53500-0 C1331

怨犬童 一男（放送大学客員教授・神戸大学教授）

〈定価 1,682円(税込�％)・本体 1,602円〉

商品番号

5123 日本政治思想史〔改訂版〕
−近世を中心に−

A5 ･ 186 頁ʼ01 学 部

ISBN978-4-595-53842-1 C1331

怨平石 直昭（放送大学客員教授・東京大学教授）

〈定価 1,890円(税込�％)・本体 1,800円〉
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商品番号

5126 政治学入門〔改訂新版〕
A5 ･ 220 頁ʼ03 学 部

ISBN978-4-595-23633-4 C1331

怨阿部 齊
怨久保 文明
怨山岡 龍一

（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）

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

5138 政治学入門〔新訂〕
A5 ･ 176 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30734-8 C1331

怨小林 良彰
怨河野 武司
怨山岡 龍一

（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

（放送大学教授）

〈定価 2,205円(税込�％)・本体 2,100円〉

商品番号

5130 比較政治学〔改訂版〕
A5 ･ 278 頁ʼ04 学 部

ISBN978-4-595-23732-4 C1331

怨眞柄 秀子
怨井戸 正伸

（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）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

5140 比較政治−中南米
A5 ･ 208 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30841-3 C1331

怨恒川 惠市（放送大学客員教授・JICA研究所長）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

s155 国際政治
A5 ･ 266 頁ʼ07 大学院

ISBN978-4-595-13504-0 C1331

怨藤原 帰一（放送大学客員教授・東京大学教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

s239 自治体と政策
―その実態と分析―

A5 ･ 224 頁ʼ09 大学院

ISBN978-4-595-13911-6 C1331

怨天川 晃
怨稲継 裕昭

（放送大学客員教授）

（放送大学客員教授・早稲田大学大学院教授）
〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

4835 日本国憲法
A5 ･ 296 頁ʼ05 学 部

ISBN978-4-595-30515-3 C1332

怨大石 眞（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

4844 市民社会と法
A5 ･ 268 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30838-3 C1332

怨廣渡 清吾（放送大学客員教授・専修大学教授）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉
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商品番号

4843 裁判の法と手続〔改訂版〕
A5 ･ 252 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30837-6 C1332

怨酒巻 匡
怨山本 和彦

（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・一橋大学大学院教授）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4838 行政法と市民
A5 ･ 286 頁ʼ06 学 部

ISBN978-4-595-30621-1 C1332

怨稲葉 馨（放送大学客員教授・東北大学大学院教授）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

5120 現代の行政〔改訂版〕
A5 ･ 184 頁ʼ00 学 部

ISBN978-4-595-83084-6 C1331

怨森田 朗（放送大学客員教授・東京大学教授）

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉

商品番号

5745 企業の組織・取引と法
A5 ･ 256 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30736-2 C1332

怨布井 千博
怨福原 紀彦

（放送大学客員教授・一橋大学大学院教授）

（放送大学客員教授・中央大学大学院教授）

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

s234 法システムⅡ
―比較法社会論-日本とドイツを中心に−

A5 ･ 224 頁ʼ07 大学院

ISBN978-4-595-13509-5 C1332

怨廣渡 清吾（放送大学客員教授・専修大学教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

5432 経済学入門〔改訂版〕
A5 ･ 314 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30846-8 C1333

怨林 敏彦（放送大学客員教授・同志社大学教授）

〈定価 3,045円(税込�％)・本体 2,900円〉

商品番号

5418 経済学史入門〔改訂版〕
A5 ･ 148 頁ʼ01 学 部

ISBN978-4-595-83411-0 C1333

怨根岸 隆（放送大学客員教授・東洋英和女学院大学教授）

〈定価 1,680円(税込�％)・本体 1,600円〉

商品番号

5423 欧米経済史〔改訂新版〕
−資本主義と世界経済の発展−

A5 ･ 318 頁ʼ04 学 部

ISBN978-4-595-23726-3 C1333

怨藤瀬 浩司（放送大学客員教授・愛知淑徳大学教授）

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉
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商品番号

5739 国際経営論
A5 ･ 256 頁ʼ05 学 部

ISBN978-4-595-30534-4 C1334

怨吉原 英樹（放送大学客員教授・南山大学教授）

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉

商品番号

5746 企業統治と企業倫理
A5 ･ 224 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30737-9 C1334

怨吉森 賢（放送大学客員教授・横浜国立大学名誉教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

5752 企業戦略と企業文化
A5 ･ 250 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30849-9 C1334

怨吉森 賢（放送大学客員教授・横浜国立大学名誉教授）

〈定価 2,625円(税込�％)・本体 2,500円〉

商品番号

4845 社会と知的財産
A5 ･ 272 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30839-0 C1332

怨妹尾堅一郎
怨生越 由美

（放送大学客員教授・東京大学特任教授）

（放送大学客員教授・東京理科大学教授）

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

6021 メディア論〔改訂版〕
A5 ･ 200 頁ʼ01 学 部

ISBN978-4-595-83428-8 C1336

怨吉見 俊哉
怨水越 伸

（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）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

6040 日本のマスメディア
A5 ･ 176 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30743-0 C1336

怨柏倉 康夫
怨佐藤 卓己
怨小室広佐子

（放送大学名誉教授）

（放送大学客員准教授・京都大学大学院准教授）

（放送大学客員教授・東京国際大学教授）

〈定価 1,995円(税込�％)・本体 1,900円〉

商品番号

7038 統計学入門
A5 ･ 320 頁ʼ04 学 部

ISBN978-4-595-23769-0 C1341

怨盛山 和夫（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

〈定価 3,150円(税込�％)・本体 3,000円〉

商品番号

6037 社会統計学
A5 ･ 308 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30741-6 C1333

怨片瀬 一男（放送大学客員教授・東北学院大学教授）

〈定価 3,360円(税込�％)・本体 3,200円〉

126 参考図書

参
考
図
書



商品番号

6020 社会調査の基礎〔改訂版〕
A5 ･ 288 頁ʼ01 学 部

ISBN978-4-595-12687-1 C1330

怨岩永 雅也
怨大塚 雄作
怨高橋 一男

（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）

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

318 社会調査法
A5 ･ 214 頁ʼ92 学 部

ISBN978-4-595-53746-2 C1336

怨盛山 和夫
怨近藤 博之
怨岩永 雅也

（放送大学客員教授・東京大学教授）

（放送大学客員教授・大阪大学教授）

（放送大学教授）

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉

商品番号

5751 マーケティング論〔改訂版〕
A5 ･ 212 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30848-2 C1334

怨恩藏 直人（放送大学客員教授・早稲田大学教授）

〈定価 2,520円(税込�％)・本体 2,400円〉

商品番号

203B 社会学入門〔改訂版〕
A5 ･ 174 頁ʼ93 学 部

ISBN978-4-595-12084-8 C1336

怨井上 俊
怨大村 英昭

（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）

〈定価 1,783円(税込�％)・本体 1,699円〉

商品番号

6019 社会学入門〔新訂〕
A5 ･ 238 頁ʼ01 学 部

ISBN978-4-595-12664-2 C1336

怨倉沢 進
怨秋元 律郎
怨岩永 雅也

（放送大学教授）

（放送大学客員教授・早稲田大学名誉教授）

（放送大学教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

6032 自我の社会学
A5 ･ 164 頁ʼ05 学 部

ISBN978-4-595-30526-9 C1336

怨船津 衛（放送大学教授）

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉

商品番号

6042 ジェンダーの社会学〔新訂〕
A5 ･ 224 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30851-2 C1336

怨伊藤 公雄（放送大学客員教授・京都大学大学院教授）

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

6044 社会階層と不平等
A5 ･ 250 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30853-6 C1336

怨原 純輔
怨佐藤 嘉倫
怨大渕 憲一

（放送大学特任教授）

（放送大学客員教授・東北大学大学院教授）

（放送大学客員教授・東北大学大学院教授）

〈定価 2,730円(税込�％)・本体 2,600円〉
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商品番号

6023 コミュニティ論〔改訂版〕
A5 ･ 192 頁ʼ02 学 部

ISBN978-4-595-11364-2 C1336

怨倉沢 進（放送大学客員教授・東京都立大学名誉教授）

〈定価 2,100円(税込�％)・本体 2,000円〉

商品番号

6027 環境社会学〔新訂〕
A5 ･ 304 頁ʼ03 学 部

ISBN978-4-595-23634-1 C1336

怨舩橋 晴俊
怨宮内 泰介

（放送大学客員教授・法政大学教授）

（放送大学客員准教授・北海道大学大学院准教授）

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

6313 環境アセスメント〔改訂版〕
A5 ･ 332 頁ʼ00 学 部

ISBN978-4-595-84238-2 C1334

怨原科 幸彦（放送大学客員教授・東京工業大学教授）

〈定価 2,940円(税込�％)・本体 2,800円〉

商品番号

6516 都市と生活空間の工学
A5 ･ 208 頁ʼ00 学 部

ISBN978-4-595-84818-6 C1350

怨阪本 一郎（放送大学客員教授・明海大学教授）

〈定価 2,310円(税込�％)・本体 2,200円〉

商品番号

6340 問題発見と解決の技法
A5 ･ 200 頁ʼ08 学 部

ISBN978-4-595-30858-1 C1334

怨柴山 盛生
怨遠山 紘司
怨東 千秋

（放送大学客員准教授・国立情報学研究所准教授）

（放送大学客員教授・神奈川工科大学教授）

（放送大学教授）

〈定価 2,415円(税込�％)・本体 2,300円〉

商品番号

7812 生物学の歴史
−進化論の形成と展開−

A5 ･ 128 頁ʼ97 学 部

ISBN978-4-595-23432-3 C1345

怨横山 輝雄（放送大学客員教授・南山大学教授）

〈定価 1,680円(税込�％)・本体 1,600円〉

商品番号

7842 細胞生物学〔改訂版〕
A5 ･ 268 頁ʼ07 学 部

ISBN978-4-595-30756-0 C1345

怨森 正敬
怨永田 和宏
怨河野 憲二

（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）

〈定価 3,255円(税込�％)・本体 3,100円〉

商品番号

9926 学校経営と学校図書館〔三訂版〕
A5 ･ 332 頁ʼ09 学 部

ISBN978-4-595-30947-2 C1300

怨天道佐津子
怨柴田 正美

（放送大学客員教授・(社)全国学校図書館協議会参与）

（放送大学客員教授・三重大学名誉教授）

〈定価 3,465円(税込�％)・本体 3,300円〉
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教養学部科目

学力と学習支援の心理学 市川 伸一（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

肢体不自由児の教育☆ 川間健之介（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）

西川 公司（放送大学客員教授）

錯 覚 の 科 学 菊池 聡（放送大学客員准教授・信州大学准教授）

心 理 学 研 究 法 大野木裕明（放送大学客員教授・仁愛大学教授）

渡辺 直登（放送大学客員教授・慶應義塾大学大学院教授）

社 会 心 理 学 森 津太子（放送大学准教授）

教 育 心 理 学 概 論 三宅 芳雄（放送大学教授）

三宅なほみ（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

認 知 行 動 療 法 下山 晴彦（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

神村 栄一（放送大学客員准教授・新潟大学准教授）

中高年の心理臨床 齋藤 高雅（放送大学教授）

高橋 正雄（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）

心 理 臨 床 の 基 礎☆ 小野けい子（放送大学教授）

ドイツ哲学の系譜 佐藤 康邦（放送大学教授）

湯浅 弘（放送大学客員教授・川村学園女子大学教授）

哲 学 へ の 誘 い☆ 佐藤 康邦（放送大学教授）

和 歌 文 学 の 世 界 島内 裕子（放送大学教授）

渡部 泰明（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

ヨーロッパ文学の読み方 宮下 志朗（放送大学教授）

−古典篇 井口 篤（放送大学准教授）

アメリカ英語で描いた日本 大橋 理枝（放送大学准教授）

ジョン・ブロウカリング（放送大学客員教授・法政大学教授）

南北アメリカの歴史 網野 徹哉（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）

橋川 健竜（放送大学客員准教授・東京大学大学院准教授）

2014年(平成 26年)刊行予定図書 129

刊
行
予
定
図
書

▶いずれも 2014 年（平成 26 年）�月下旬刊行予定

〔肩書は原則として 2013 年�月現在〕

▶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

2014年
(平成 26年) 刊 行 予 定 図 書



歴 史 と 人 間 吉田 光男（放送大学副学長）

杉森 哲也（放送大学教授）

日 本 美 術 史☆ 佐藤 康宏（放送大学客員教授・東京大学教授）

文 化 人 類 学☆ 内堀 基光（放送大学教授）

奥野 克巳（放送大学客員教授・桜美林大学教授）

リスク社会とライフデザイン 宮本みち子（放送大学教授）

岩上 真珠（放送大学客員教授・聖心女子大学教授）

安全・安心と地域マネジメント 奈良由美子（放送大学教授）

堀井 秀之（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

臨 床 家 族 社 会 学 清水 新二（放送大学客員教授・奈良女子大学名誉教授）

食 安 全 性 学 小城 勝相（放送大学教授）

一色 賢司（放送大学教授・北海道大学大学院教授）

災害看護学・国際看護学 小原真理子（放送大学客員教授・日本赤十字看護大学教授）

感染症と生体防御 田城 孝雄（放送大学教授）

北村 聖（放送大学客員教授・東京大学教授）

死 生 学 入 門 石丸 昌彦（放送大学教授）

地 域 福 祉 の 展 開☆ 平野 隆之（放送大学客員教授・日本福祉大学教授）

原田 正樹（放送大学客員准教授・日本福祉大学准教授）

アジアの社会福祉と国際協力 桂 良太郎（放送大学教授・立命館大学教授）

西郷 泰之（放送大学客員教授・大正大学教授）

国際ボランティアの世紀 山田 恒夫（放送大学教授）

国 際 法 柳原 正治（放送大学客員教授・九州大学教授）

著 作 権 法 概 論☆ 作花 文雄（放送大学客員教授・文化庁長官官房審議官）

吉田 大輔（放送大学客員教授・文部科学省研究振興局長）

刑 法 田中 利幸（放送大学客員教授・法政大学教授）

社 会 と 銀 行 吉野 直行（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

管 理 会 計☆ 齋藤 正章（放送大学准教授）

大学マネジメント論 山本 眞一（放送大学客員教授・桜美林大学大学院教授）

田中 義郎（放送大学客員教授・桜美林大学大学院教授）

アグリビジネスと日本農業 河合 明宣（放送大学教授）

堀内久太郎（放送大学客員教授・東京農業大学教授）

途 上 国 を 考 え る 髙木 保興（放送大学教授）

河合 明宣（放送大学教授）

都市・建築の環境とエネルギー 梅干野 晁（放送大学教授）
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記 号 論 理 学 加藤 浩（放送大学教授）

土屋 俊（放送大学客員教授・大学評価・学位授与機構教授）

情報社会のユニバーサルデザイン 広瀬 洋子（放送大学教授）

関根 千佳（放送大学客員教授・同志社大学教授）

情報のセキュリティと倫理 山田 恒夫（放送大学教授）

ソフトウェアのしくみ 岡部 洋一（放送大学長）

コンピュータのしくみ☆ 岡部 洋一（放送大学長）

データベースと Web システム 森本 容介（放送大学准教授）

� 靖彦（放送大学准教授）

日常生活のデジタルメディア 青木久美子（放送大学教授）

高橋 秀明（放送大学准教授）

通 信 概 論 近藤喜美夫（放送大学教授）

数値の処理と数値解析 櫻井 鉄也（放送大学客員教授・筑波大学大学院教授）

情報化社会と教育 苑 復傑（放送大学教授）

中川 一史（放送大学教授）

情報ネットワーク 芝崎 順司（放送大学准教授）

情報社会の法と倫理 尾崎 史郎（放送大学教授）

児玉 晴男（放送大学教授）

技術マネジメントの法システム 児玉 晴男（放送大学教授）

解 析 入 門 河添 健（放送大学客員教授・慶應義塾大学教授）

入 門 線 型 代 数☆ 隈部 正博（放送大学教授）

場と時間空間の物理 米谷 民明（放送大学教授）

岸根順一郎（放送大学教授）

生 活 と 化 学 濱田 嘉昭（放送大学教授）

花岡 文雄（放送大学客員教授・学習院大学教授）

初歩からの生物学 松本 忠夫（放送大学教授）

二河 成男（放送大学准教授）

太 陽 系 の 科 学☆ 吉岡 一男（放送大学教授）

海部 宣男（放送大学客員教授・国立天文台名誉教授）

中 国 語 Ⅰ (ʼ14)☆ 木村 英樹（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

宮本 徹（放送大学准教授）

中 国 語 Ⅱ (ʼ14)☆ 木村 英樹（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

宮本 徹（放送大学准教授）

母 性 看 護 学 齋藤いずみ（放送大学客員教授・神戸大学大学院教授）

成 人 看 護 学 井上 洋士（放送大学教授）
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大学院科目

家 族 心 理 学 特 論☆ 亀口 憲治（放送大学客員教授・国際医療福祉大学大学院教授）

福 祉 政 策 の 課 題 大曽根 寛（放送大学教授）

生活支援の社会福祉 松村 祥子（放送大学教授）

新時代の社会教育 鈴木 眞理（放送大学客員教授・青山学院大学教授）

人 的 資 源 管 理 原田 順子（放送大学准教授）

奥林 康司（放送大学客員教授・大阪国際大学教授）

社 会 的 協 力 論 坂井 素思（放送大学教授）

−協力はいかに生成され、どこに限界があるか−

中世・ルネサンス文学 宮下 志朗（放送大学教授）

井口 篤（放送大学准教授）

21 世紀メディア論☆ 水越 伸（放送大学客員教授・東京大学大学院教授）

知的創造サイクルの法システム 児玉 晴男（放送大学教授）

現 代 生 物 科 学 松本 忠夫（放送大学教授）

− 生 物 多 様 性 の 理 解 − 二河 成男（放送大学准教授）

物 質 環 境 科 学 濱田 嘉昭（放送大学教授）

花岡 文雄（放送大学客員教授・学習院大学教授）

宇宙・自然システムと人類 海部 宣男（放送大学客員教授・国立天文台名誉教授）

杉山 直（放送大学客員教授・名古屋大学大学院教授）

佐々木 晶（放送大学客員教授・国立天文台教授）

☆ ☆
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＊放送大学 DVD/ビデオ・メディア教材に関する総合カタ
ログが別途ございますので、詳細についてお知りになり
たい方は

㈶放送大学教育振興会 業務部（TEL03-3502-2528）
までお問い合わせください。

◇放送大学DVD/ビデオ教材

授業科目㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀134

特別講義㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀137

◇メディア教材

新メディア教材㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀140

教師教育教材㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀141

高等専門学校共通教材等㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀145

DVD/ビデオ教材



学 部 用 �＝DVD �＝VHSビデオ

� 問題解決の進め方 ʼ12 新刊

� 自然を理解するために ʼ12 新刊

� 初歩からの物理学 ʼ12 新刊

� 初歩からの化学 ʼ12 新刊

� 初歩からの数学 ʼ12 新刊

� 身近な統計 ʼ12 新刊

� 発音をめぐる冒険 ʼ12 新刊

� グローバル化時代の人文地理学 ʼ12 新刊

� 社会のなかの会計 ʼ12 新刊

� 人体の構造と機能 ʼ12 新刊

� 韓国語入門Ⅰ ʼ12 新刊

� 食と健康 ʼ12 新刊

� 地域社会の教育的再編 ʼ12 新刊

� 認知神経科学 ʼ12 新刊

� 乳幼児心理学 ʼ12 新刊

� 労働経済 ʼ12 新刊

� 市民生活と裁判 ʼ12 新刊

� ファイナンス入門 ʼ12 新刊

� ケースで学ぶ現代経営学 ʼ12 新刊

� 博物館資料論 ʼ12 新刊

� 博物館展示論 ʼ12 新刊

� ネットワークとサービス ʼ12 新刊

� データからの知識発見 ʼ12 新刊

� 情報機器利用者の調査法 ʼ12 新刊

� デジタル情報の処理と認識 ʼ12 新刊

� 日本語からたどる文化 ʼ11

� 疾病の成立と回復促進 ʼ11

� 物理の世界 ʼ11

� 格差社会と新自由主義 ʼ11

� 進化する情報社会 ʼ11

� 消費者と証券投資 ʼ11

� 人口減少社会のライフスタイル ʼ11

� 循環器病の健康科学 ʼ11

� 在宅看護論 ʼ11

� 欧米の社会福祉の歴史と展望 ʼ11

� 児童・生徒指導の理論と実践 ʼ11

� グローバル化と日本のものづくり ʼ11

� 日本古代中世史 ʼ11

� グローバリゼーションの人類学 ʼ11

� 進化する宇宙 ʼ11

� 微分方程式への誘い ʼ11

� 情報の世界 ʼ10

� 身近な気象学 ʼ10

� 社会学入門 ʼ10

� 微分と積分 ʼ10

� 中国語入門Ⅰ ʼ10

� 基礎看護学 ʼ10

� スクールカウンセリング ʼ10

� 現代都市とコミュニティ ʼ10

� 社会と銀行 ʼ10

� 和歌の心と情景 ʼ10

� 太陽系の科学 ʼ10
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放送大学の授業を、いつでも、どこでも！



� 地球のダイナミックス ʼ10

� 運動と健康 ʼ09

� 社会調査 ʼ09

� 技術者倫理 ʼ09

� 入門線型代数 ʼ09

� 宇宙を読み解く ʼ09

� 失敗予防の住まい学 ʼ09

� 障がいと共に暮らす ʼ09

� 現代経済学 ʼ09

� 現代環境法の諸相 ʼ09

� 官民の人的資源論 ʼ09

� 組織運営と内部監査 ʼ09

� バイオテクノロジーと社会 ʼ09

� 考古学 ʼ09

� ヨーロッパの歴史と文化 ʼ09

� 分子生物学 ʼ09

� 植物の科学 ʼ09

� 力と運動の物理 ʼ09

� 量子物理 ʼ09

� 量子化学 ʼ09

� 空間とベクトル ʼ09

� 大学と社会 ʼ08

� 文 献 学 ʼ08

� 社会福祉入門 ʼ08

� 労 働 経 済 ʼ08

� 現代の会計 ʼ08

� コンピュータのしくみ ʼ08

� 問題発見と解決の技法 ʼ08

� 解 析 入 門 ʼ08

� 初歩からの数学 ʼ08

� 技術革新を支える物質の科学 ʼ08

� 現 代 物 理 ʼ08

� 熱 と 温 度 ʼ08

� 初歩からの化学 ʼ08

� 初歩からの物理学 ʼ08

� 初歩からの生物学 ʼ08

� 英語の基本 ʼ08

� 欧米の社会福祉 ʼ07

� イノベーション経営 ʼ05

司書教諭資格取得に資する科目

� 学習指導と学校図書館 ʼ10

� 情報メディアの活用 ʼ10

看護師資格取得に資する科目

� 小児看護学 ʼ10

� 母性看護学 ʼ10
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大 学 院 用

� データベースと情報管理 ʼ12 新刊

� ｅラーニングの理論と実践 ʼ12 新刊

� 発達心理学特論 ʼ11

� コミュニティ教育論 ʼ10

� 東アジアの歴史と社会 ʼ10

� 生命環境科学Ⅰ ʼ10

� 食健康科学 ʼ09

� 社会心理学特論 ʼ09

� 経 済 政 策 ʼ09

� 自治体と政策 ʼ09

� 物質環境科学 ʼ09

� 物質環境科学Ⅱ ʼ08

� 生命環境科学Ⅱ ʼ08
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科 目 名 講 師

� 謎の石塔Ä薩摩塔Ç 新刊 慶應義塾大学教授 中島 圭一

� 和紙彫塑の美を究める 和紙彫塑家 内海 清美

�
藁の文化
〜欠かせない日本の意匠〜

放送大学千葉学習センター所長 宮崎 清

�
江戸に咲いた和算の夢
〜数学者・関孝和物語〜

放送大学教授 熊原 啓作
四日市大学教授 小川 束
四日市大学教授 上野 健爾

� 渡り鳥の旅を追う 東京大学大学院教授 ë口 広芳

�
薬物治療に貢献する
〜病院薬剤師の役割〜

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

�
近代小説の誕生
―バルザック｢人間喜劇｣をめぐって

放送大学大阪学習センター所長 柏木 隆雄

� 広がる工芸の世界 放送大学高知学習センター所長 石川 充宏

� 生命起源のに迫る GADV仮説 放送大学奈良学習センター所長 池原 健二

� ミャンマーインレー湖周辺の水環境 放送大学東京足立学習センター所長 冨永 典子

�
日本海の生い立ちを探る
〜山陰海岸ジオパーク〜

放送大学鳥取学習センター所長 西田 良平
大阪市立大学教授 三田村宗樹

�
生涯現役の社会へ
〜高齢者雇用の今〜

法政大学教授 小林千恵子

� 国際ボランティア学への招待
放送大学教授 山田 恒夫
学習院大学教授 川嶋 辰彦

お茶の水女子大学教授 内海 成治

�
地域学シリーズ 神仏習合の島
〜世界文化遺産・厳島〜

龍谷大学教授
広島大学名誉教授 岸田 裕之

� 近世長崎の翻訳システム 放送大学長崎学習センター客員教授 若木 太一

�
入門編 江戸時代のからくり文化
〜座敷からくりに見る日本のエン
ジニアの源流〜

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
フリーライター、オートマタ・からくり研究家

峰崎 十五
後藤 静夫
村上 和夫

� ドストエフスキーと現代 東京外国語大学学長 亀山 郁夫

� 欧文絵本ちりめん本の魅力
梅花女子大学名誉教授 石澤小枝子

株式会社雄松堂古書部長 新田 勇

�
屏風絵から見える近世の日本
〜泰西王侯騎馬図屏風〜

放送大学准教授 杉森 哲也

� 眠りの文化論 京都大学准教授 重田 眞義
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放送大学 特別講義 DVD/ビデオ教材
◎ 各 1巻定価 20,000円（税込 5％）・本体 19,048円です。
◎ ＊印の科目は 2巻セットで定価 40,000円（税込 5％）・本体 38,096円です。
◎ 「インターネットを支える技術」は�巻セットで定価 60,000円（税込 5％）・本体 57,143円です。

（肩書は原則として放送収録時）

興味深いテーマで、各界の権威が講義！



科 目 名 講 師

�
情報セキュリティ
〜デジタル社会を守る技術と制度〜

奈良先端科学技術大学院大学教授 山口 英

� ポアンカレ予想とトポロジーの 100 年 東京工業大学教授 小島 定吉

� 磁気の不思議と医学応用 九州大学特任教授 上野 照剛

� うま味発見 100 年〜その先端科学を探る 放送大学教授 中谷 延二

� 文章の数量分析 同志社大学教授 村上 征勝

� ウェーブレットと錯視 東京大学大学院教授 新井 仁之

� 大気のゆらぎを打ち消す高解像天体観測 国立天文台教授 家 正則

� 孤高の学者〜南方 熊楠〜 作家 神坂 次郎

�
「アルツハイマー病」に挑む
〜分子生物学からのアプローチ〜

東京大学大学院教授 石浦 章一

� 眠りの科学 国立精神・神経センター精神保健研究所 部長 内山 真

� 文学の幻惑 〜ヨーロッパ現代文学と文字〜
放送大学名誉教授･演出家 渡邊 守章

東京大学大学院教授 石田 英敬
放送大学副学長 柏倉 康夫

�
野生イネ
〜危機に瀕する貴重な遺伝子資源〜

国立遺伝学研究所名誉教授 森島 啓子

� 中国・福州琉球館 琉球大学教授 西里 喜行

� 高等教育のユニバーサルデザイン メディア教育開発センター助教授 廣瀬 洋子

� くらげの生態学 〜浮遊する生命の不思議〜 独立行政法人水産大学校教授 上野俊士郎

� 南太平洋の人々 東京都立大学名誉教授 石川 栄吉

� ＊民族学への旅 国立民族学博物館名誉教授 創価大学教授 加藤 九祚

� ＊江戸時代の日朝交流 慶應義塾大学教授 田代 和生

� 琉球芸能の世界 琉球大学教授 池宮 正治

� 現代建築の構造デザイン ―建築構造のメカニズムと造形 法政大学教授 川口 衛

� 日本の近代建築 東京大学助教授 藤森 照信

� 鬼来迎 〜農村信仰と鬼舞〜 実践女子大学教授 三隅 治雄

� 植物園の進化 〜変容する自然史理解メディア〜
環境デザイナー 辻本 智子

姫路工業大学教授 中瀬 勲

� ジャポニスム 国際日本文化研究センター教授 芳賀 徹

� 持続可能な開発を目指して 〜国際連合地域開発センターの活動〜 国連地域開発センター所長 梶 秀樹

�
HUMAN 〜人間・その起源を探る〜

「チンパンジーの社会」―タンザニア
京都大学名誉教授 伊谷純一郎
京都大学理学部教授 西田 利貞

� HUMAN 〜人間・その起源を探る〜
「狩猟採集民の社会と文化」―カメルーン

京都大学名誉教授 伊谷純一郎
浜松医科大学助教授 佐藤 弘明
神戸学院大学教授 寺嶋 秀明
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科 目 名 講 師

�
HUMAN 〜人間・その起源を探る〜

「家族・結婚」―ケニア
京都大学名誉教授 伊谷純一郎
京都大学助教授 太田 至

�
HUMAN 〜人間・その起源を探る〜

「ゴリラの社会」―ルワンダ
京都大学名誉教授 伊谷純一郎
京都大学助教授 山極 寿一

�「心の理論」の起源
ペンシルバニア大学名誉教授 デイビッド･プレマック

京都大学教授 松沢 哲郎

� 薬分子の作用を見る 〜医薬品開発の最前線〜 三菱化学㈱横浜総合研究所松崎研究室長 松崎 尹雄

� インターネットを支える技術 ⑴〜⑶
多摩美術大学教授 石田 晴久
㈱電通国際情報サービス 熊谷 誠治

� 黒船が運んだ音楽 放送大学助教授 笠原 潔

� 変化アサガオ 〜花の形態形成研究の新しい材料〜 新潟大学教授 和田 清俊

（肩書は原則として放送収録時）
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新メディア教材

ビジュアル版 総合教材―木造住宅の一生―

（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

CALL教材 ドイツ語 （DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

CALL教材 フランス語―クリック･ル･フランセ―

（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

ソフトウェア開発におけるプロジェクト管理とプレゼンテーション

（CD-ROM）定価： 2,100円(税込)

教師の力量アップを目指して「臨床編」（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

教師の力量アップを目指して「実践編」（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

教師の力量アップを目指して「ICT編」（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

小児歯科臨床実践マニュアル （DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

リメディアル フィジックス Disc①力と運動

（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

リメディアル フィジックス Disc② 熱とエネルギー 電子・原子

（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

リメディアル フィジックス Disc③ 波 （DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

リメディアル フィジックス Disc④ 電磁気

（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

�次元可視化とWeb配信を用いた�次元科学教材 Vol① 電磁気学

（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

�次元可視化とWeb配信を用いた�次元科学教材 Vol② 流体力学

（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

�次元可視化とWeb配信を用いた�次元科学教材 Vol③ 物性物理学

（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

歯学臨床教育マルチメディア教材―歯科診療シュミレーション―

（DVD-ROM）定価： 3,000円(税込)

園芸学実習 （CD-ROM）定価： 2,100円(税込)

ウェブ・アクセシビリティの理論と実践 （CD-ROM）定価： 2,100円(税込)

140 メディア教材

／
ビ
デ
オ
教
材

D
V
D

メディア教材

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！



計算機シミュレータ ED21 （CD-ROM）定価： 2,100円(税込)

情報社会と情報倫理 （CD-ROM）定価： 2,100円(税込)

CGによるアニメーションと映像の基礎 （CD-ROM）定価： 2,100円(税込)

ケースメソッドによる公衆衛生教育 （CD-ROM）定価： 2,100円(税込)

教師教育教材

体育―水泳 水遊び・浮く・泳ぐ （全�巻） 定価：14,000円(税込)

体育―水泳 クロール （全�巻） 定価：14,000円(税込)

体育―水泳 平泳ぎ （全�巻） 定価：14,000円(税込)
〇 〇 〇

特別活動・生徒会活動―�年生を送る会 （全�巻） 定価：19,000円(税込)

特別活動・学年活動―学級委員会と�年まとめの会

（全�巻） 定価：19,000円(税込)

特別活動・課外クラブ活動―�中野球部の場合

（全�巻） 定価：19,000円(税込)

特別活動・学級活動―�年�組誕生 （全�巻） 定価：19,000円(税込)

特別活動・学級活動―学級開き （全�巻） 定価：19,000円(税込)
〇 〇 〇

教育の方法及び技術―新しい教育の創造 （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―授業の仕組みとはたらき （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―授業を創る （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―教育メディア （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―黒板、カード、OHPの活用

（全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―コンピュータ技術と教育 （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―教師を助けるコンピュータ （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―映像教材の制作 （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―授業の記録と分析 （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―授業のスキル （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―授業におけるメディアの活用

（全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―学習を助けるコンピュータ （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―学校とコンピュータ （全�巻） 定価：19,000円(税込)

教育の方法及び技術―情報機器の種類と機能 （全�巻） 定価：19,000円(税込)
〇 〇 〇

生活科―授業の準備と心がまえ （全�巻） 定価：19,000円(税込)

生活科―授業をふりかえる （全�巻） 定価：19,000円(税込)
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生活科―地域の協力のある授業例と年間計画（全�巻） 定価：19,000円(税込)
〇 〇 〇

「情報基礎」入門―これがパソコンだ （全�巻） 定価：20,000円(税込)

「情報基礎」入門―学習指導要領と実践例 （全�巻） 定価：20,000円(税込)
〇 〇 〇

学校・学級の経営―楽しい学級を目ざして

⑴係をきめる （全�巻） 定価：19,000円(税込)

学校・学級の経営―楽しい学級を目ざして

⑵誕生日パーティー （全�巻） 定価：19,000円(税込)

学校・学級の経営―新学期へのスタート

〜東金市立鴇嶺小学校〜 （全�巻） 定価：19,000円(税込)

学校・学級の経営―わが校の国際理解教育

〜東金市立鴇嶺小学校〜 （全�巻） 定価：19,000円(税込)
〇 〇 〇

新教育課程の授業 ―小学校・国語― 低学年の作文指導

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―小学校・社会― 宅配便のひみつを調べよう

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―小学校・算数― �年 およその数の使い方

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―小学校・算数― 	年 四角錐の体積

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―小学校・理科― 第
部�年・第�部	年

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―小学校・環境教育― 小学校社会科・家庭科

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―中学校・数学― （全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―中学校・理科― （全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―中学校・英語― （全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―中学校・環境教育― （全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―高等学校・数学― 数学Ⅰ

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―高等学校・理科― 物理ⅠB

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

新教育課程の授業 ―高等学校・英語―オーラルコミュニケーション B

（全�巻） 定価：14,000円(税込)
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新教育課程の授業 ―高等学校・環境教育―（全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

授業を学ぶ〜教育実習・中学校篇〜社会科地理を例に

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

教育実習生の授業〜その変容を見る〜中学校・社会科地理の例

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

授業を学ぶ〜教育実習・高等学校篇〜公民科現代社会を例に

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

教育実習生の授業〜その変容を見る〜高等学校・公民科現代社会の例

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

授業を学ぶ〜中学校・数学 （全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

教育実習生の授業〜その変容を見る〜中学校・数学

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

授業を学ぶ〜中学校・英語 （全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

教育実習生の授業〜その変容を見る〜中学校・英語

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

授業を学ぶ〜中学校・国語 （全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

教育実習生の授業〜その変容を見る〜中学校・国語

（全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

授業を学ぶ〜高等学校・物理 （全�巻） 定価：14,000円(税込)

授業を学ぶ・教育実習生の授業

教育実習生の授業〜その変容を見る〜高等学校・物理

（全�巻） 定価：14,000円(税込)
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〇 〇 〇

学校教育とカウンセリング 全�巻 セット 定価：42,000円(税込)

第
巻 担任教師による実践事例 （DVD）

第�巻 スクールカウンセラーによる実践事例 （DVD）

第�巻 専門教育機関相談員による実践事例 （DVD）

学校教育とカウンセリング（続編） 全�巻 セット 定価：42,000円(税込)

第�巻 学習指導での実践事例 （DVD）

第�巻 学級集団づくりでの実践事例 （DVD）

第	巻 進路指導での実践事例 （DVD）
〇 〇 〇

教育実習・幼稚園

保育を学ぶ （DVD）定価：14,000円(税込)

実習生の保育 （DVD）定価：14,000円(税込)
〇 〇 〇

総合的な学習の時間 �点セット 定価：34,000円(税込)

授業記録編 ⑴ （DVD）

資料編 ⑴ （CD-ROM）

事例紹介 小学校編〜
 中学校編〜
 （�巻）

総合的な学習の時間（ʼ01） �点セット 定価：34,000円(税込)

総合的な学習の時間と情報教育 （�巻）

情報教育実践への一歩 （�巻）

情報教育のカリキュラム開発と支援教材 （CD-ROM）

教員養成大学における情報教育関連の演習 （CD-ROM）

総合的な学習の時間（ʼ02） �点セット 定価： 6,000円(税込)

小学校英語「理論編」 （DVD）

小学校英語「授業実践編」（DVD）

総合的な学習の時間（ʼ03） �点セット 定価： 9,000円(税込)

教師スキル編 （DVD）

国際交流編 （CD-ROM）

総括編 （DVD）
〇 〇 〇

高等学校「情報」教員養成教材 �点セット 定価：34,000円(税込)

普通科『情報』の目指すもの （�巻）

情報ネットワーク社会〜その光と影〜 （�巻）
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課題演習 ビジュアルプレゼンテーション入門 （CD-ROM）

課題演習 インターネットと情報検索 （CD-ROM）

高等学校「情報」教員養成教材（ʼ01） �点セット 定価：34,000円(税込)

情報科教育法 担当者向け解説教材 授業設計と教材開発の指導

〜情報 Bを中心に〜（解説編） （�巻）

情報 Cにおける学習とその指導 （�巻）

情報のディジタル化 （CD-ROM）

情報科教育法 担当者向け解説教材 授業設計と教材開発の指導

〜情報 Bを中心に〜（素材編） （CD-ROM）

高等学校「情報」教員養成教材（ʼ02） �点セット 定価：34,000円(税込)

体験から考える「情報モラル」 （�巻）

「情報の表現とデザイン」 （�巻）

情報 B 演習素材「モデル化とシミュレーション」（CD-ROM）

情報科教育法 「授業設計と教材開発の指導

〜情報 Bを中心に〜（実践編）」 （CD-ROM）

高等専門学校共通教材

新 素 材 Ⅰ ―金属材料編― 全�巻 定価：140,000円(税込)

新 素 材 Ⅱ ―無機材料編― 全�巻 定価：80,000円(税込)

新 素 材 Ⅲ ―有機材料編― 全�巻 定価：80,000円(税込)

新 素 材 Ⅳ ―複合材料編― 全�巻 定価：80,000円(税込)

新 素 材 Ⅴ ―半導体材料編― 全�巻 定価：60,000円(税込)

メカトロニクス・ロボティクス 全�巻 定価：80,000円(税込)

環 境 科 学 全�巻 定価：60,000円(税込)

学部教育教材

博物館学芸員の仕事

―有形民俗資料― 全�巻 定価：60,000円(税込)
印刷教材 定価： 1,680円(税込)

―無形民俗文化財― 全�巻 定価：60,000円(税込)
印刷教材 定価： 1,470円(税込)

―考古学編― 全�巻 定価：60,000円(税込)
印刷教材 定価： 1,995円(税込)

―考古学・続編― 全�巻 定価：60,000円(税込)
印刷教材 定価： 1,890円(税込)
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工学系基礎教材

景観工学 全�巻 定価：54,000円(税込)

電磁気学 CD-ROM版 点セット 定価： 6,000円(税込)

電磁気学Ⅰ・電磁気学Ⅱ

ポリマーサイエンス CD-ROM版 点セット 定価： 6,000円(税込)

高分子合成⑴・高分子合成⑵

ポリマーサイエンス CD-ROM版 点セット 定価： 6,000円(税込)

高分子構造・高分子物性

ポリマーサイエンス CD-ROM版 �点 定価： 3,000円(税込)

高分子素材

メディア活用シリーズ

書誌データベース入門 （CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

博物館・美術館におけるメディア活用法 （CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

ビデオ編集・撮影の手引き （CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

CALL 教材シリーズ

英語上級 Vol.1 Listen to Me! College Lectures

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

英語上級 Vol.2 Listen to Me! People Talk

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

英語上級 Vol.4-1 Listen to Me! Movie Time 1

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

英語上級 Vol.4-2 Listen to Me! Movie Time 2

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

英語中上級 Vol.1 Listen to Me! Medical English }Headache~

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

中国語中級 ！ こんにちは！ 劉慶国です

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

中国語中級 Vol.2 「上海万花筒 上海万華鏡」

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

医学英語「Tell me all about it!」Medical Interview Training

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

英語中級 理工系英語 （CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

英語中上級 理工系英語 （CD-ROM）定価： 3,000円(税込)
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CALL 副教材シリーズ

日本語韻律 Vol.1 「東京語のアクセントとイントネーション」について

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

日本語韻律 Vol.2 アクセントの聞き取り練習と外来語のアクセント

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

日本語韻律 Vol.3 「アクセント練習用音声ファイル集」

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

日本語韻律Ⅱ 「アクセントの多様性と変遷」

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

日本語韻律Ⅱ 「方言アクセント音声データベース」

（CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

日本語 「声の曼荼羅」 （CD-ROM）定価： 3,000円(税込)

高等教育のバリアフリーを目指して

高等教育のバリアフリーを目指して 高等教育に学ぶ障害者への配慮と学習支援

（DVD）定価：14,000円(税込)

高等教育のバリアフリーを目指して USA発 高等教育のバリアフリー

（DVD）定価：14,000円(税込)

医学教育教材

医学教育教材「臨床入門テュートリアル」

（CD-ROM）定価：3,000円(税込)

物理学教材

物理学教材「X線天文学で学ぶ物理の世界」

（CD-ROM）定価：3,000円(税込)

☆ ☆
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▶あ 行

アグリビジネスの新たな展開

−豊かな食生活への貢献−
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀67

アジアと漢字文化㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀30

アジアの社会福祉

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀46

新しい住宅の世界㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀41

アフリカ世界の歴史と文化

−ヨーロッパ世界との関わり−
㌀㌀108

アメリカの歴史と文化㌀㌀㌀34

eラーニングの理論と実践

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀111

イスラーム世界の

歴史的展開㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀35

＊逸脱行動論〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀119

異文化の交流と共存㌀㌀㌀㌀108

色を探究する㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀27

＊インドの思想㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀120

宇宙観の歴史と科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀82

宇宙を読み解く〔改訂版〕㌀㌀82

運動と健康〔改訂版〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀43

英語圏の言語と文化

〈CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀30

英語の軌跡をたどる旅

〈CD付〉− The Adventure

of Englishを読む−
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀31

映像メディアと

CGの基礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀69

英文法 A to Z〈CD付〉㌀㌀㌀㌀㌀83

NPOマネジメント

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀58

エネルギーと社会㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀67

遠隔学習のための

パソコン活用㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀70

＊欧米経済史〔改訂新版〕 125

欧米の社会福祉の

歴史と展望㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀49

＊応用音楽学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122

＊応用音楽学と民族音楽学

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122

音楽・情報・脳㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀110

＊音楽史と音楽論

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121

＊音楽理論の基礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121

▶か 行

解析入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀74

＊カウンセリング概説

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀118

科学的探究の方法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀76

格差社会と新自由主義㌀㌀㌀58

学習指導と学校図書館

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀88

＊かしこくなる患者学㌀123

家族心理学特論

〔改訂新版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀101

家族生活研究

−家族の景色とその見方−92

家族のストレスとサポート

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀47

学校教育論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀17

学校経営と学校図書館

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87

＊学校経営と学校図書館

〔三訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀128

学校図書館メディアの構成

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87

学校と法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀17

学校臨床心理学特論㌀㌀㌀㌀102

家庭教育論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀19

カリキュラム編成論

−子どもの総合学力を育て

る学校づくり−
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀97

＊環境アセスメント

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀128

環境工学〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀106

＊環境社会学〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀128

環境デザイン論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀67

環境と社会㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀59

観光の新しい潮流と地域㌀㌀39

看護学概説〔三訂版〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀47

看護管理と医療安全㌀㌀㌀㌀㌀㌀90

韓国語入門Ⅰ(ʼ12)〈CD付〉

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀86
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社会のなかの会計

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62

社会の中の科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀59

社会の中の芸術

−料理・食・芸術文化を中心として−

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀39

社会福祉研究㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀94

社会福祉と権利擁護㌀㌀㌀㌀㌀㌀47

社会福祉入門〔改訂新版〕㌀㌀47

社会保険の現代的課題㌀㌀㌀46

授業研究と学習過程㌀㌀㌀㌀㌀㌀17

循環器病の健康科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀45

＊生涯学習と自己実現

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀116

生涯学習の理論と実践㌀㌀㌀98

障害児・障害者心理学特論

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀102

障がいのある生活を

支援する㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀46

＊生涯発達心理学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀118

生涯発達心理学研究㌀㌀㌀㌀㌀㌀98

小児看護学〔改訂版〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀90
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消費者と証券投資

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀63

情報学の新展開㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀111

情報機器利用者の調査法

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀69

情報ネットワークと

セキュリティ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀69

情報の世界㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀68

情報メディアの活用

〔改訂新版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀88

初級簿記㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62

食健康科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀92

食と健康〔改訂版〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀43

食品の安全性を考える

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀44

植物の科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀80

初歩からの化学〔新訂〕㌀㌀㌀㌀77

初歩からの数学〔新訂〕㌀㌀㌀㌀73

初歩からの生物学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀79

初歩からの物理学〔新訂〕

−物理へようこそ−
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀76

初歩のアラビア語(ʼ11)

〈CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀85

初歩のスペイン語(ʼ13)

〈CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀85

事例から学ぶ日本国憲法

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀50

人格心理学〔新版〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀22

＊人格心理学〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀119

進化する宇宙〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀82

進化する情報社会㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀71

＊人口減少社会の生活像

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀123

人口減少社会の

ライフスタイル㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀41

人体の構造と機能〔新訂〕㌀44

＊人文地理学〔改訂版〕㌀㌀㌀122

心理・教育統計法特論㌀㌀㌀99

心理カウンセリング序説

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀26

心理学概論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀21

＊心理学研究法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀119

心理学研究法〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀21

心理学史〔改訂版〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀21

＊心理学入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀118

心理統計法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀25

心理と教育を学ぶために

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀21

心理臨床とイメージ㌀㌀㌀㌀㌀㌀24

心理臨床の基礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀24

人類学研究

−環境問題の文化人類学−
㌀㌀㌀㌀107

＊人類の歴史・地球の現在

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122

睡眠と健康㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀43

数学の歴史㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀73

数理科学の方法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀114

数理ファイナンス㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀75

スクールカウンセリング

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀26

スポーツ・健康科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀94

住まい論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀41

＊西欧政治史〔改訂版〕㌀㌀㌀123

生活経済学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀42

生活健康研究㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀92

生活者のための

不動産学入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀41

生活知と科学知㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀40

生活リスクマネジメント

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀93

政治学入門

−公的決定の構造・アクター・状況−

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀53

＊政治学入門〔改訂新版〕㌀㌀124

＊政治学入門〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀124

精神医学特論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀102

精神看護学〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀89

成人看護学〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀89

精神分析とユング心理学

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀23

＊精神分析入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀119

＊生徒指導〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀117

生物界の変遷〔改訂版〕㌀㌀㌀㌀㌀80

＊生物学の歴史㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀128

生物圏の科学

−生物集団と地球環境−
㌀㌀79

生命環境科学Ⅰ〔改訂版〕

−生物多様性の成立ちと保全−
㌀㌀113

生命環境科学Ⅱ〔新版〕

−環境と生物進化−
㌀㌀㌀㌀㌀113

生命と環境の倫理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀28

＊生命と人生の倫理㌀㌀㌀㌀120

生命分子と細胞の科学㌀㌀㌀79

西洋音楽史㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀38

西洋政治理論の伝統㌀㌀㌀㌀㌀㌀54

西洋哲学の誕生㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀28

世界の中の日本㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀59

世界の名作を読む〔改訂版〕

〈朗読 CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀30

組織運営と内部監査

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62

ソフトウェア工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀110

▶た 行

＊大学と社会㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀117

大学のマネジメント㌀㌀㌀㌀105

代数の考え方㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀73

太陽系の科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀81
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多様化時代の労働㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀65

＊地域教育の創造と展開

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀117

地域社会の教育的再編㌀㌀㌀19

地域の発展と産業㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀104

地域福祉の展開㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀46

＊地域文化研究Ⅲ

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121

力と運動の物理〔新訂〕㌀㌀㌀㌀76

地球的課題と法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀52

地球のダイナミックス㌀㌀㌀81

地中海世界の歴史

−古代から近世−
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀34

知的障害教育総論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀20

中国語入門Ⅰ(ʼ10)〔改訂版〕

〈CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀86

中国語入門Ⅱ(ʼ10)〔改訂版〕

〈CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀86

＊中国社会の歴史的展開

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121

著作権法概論〔改訂版〕㌀㌀㌀㌀㌀51

データからの知識発見

−データマイニングの基礎−
㌀㌀㌀69

データ構造と

プログラミング㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀68

データベースと情報管理

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀111

デジタル情報と符号の理論

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀68

デジタル情報の処理と認識

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀70

哲学史における生命概念

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀107

哲学への誘い㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀28

＊転換期の教師㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀117

ドイツ語入門Ⅰ(ʼ11)

〈CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84

ドイツ語入門Ⅱ(ʼ11)

〈CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84

統計学〔改訂版〕

−その基本的な考え方−
㌀㌀75

＊統計学入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀126

道徳教育論〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀18

道徳性形成・徳育論㌀㌀㌀㌀㌀㌀98

動物の科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀80

読書と豊かな人間性

〔三訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87

特別支援教育基礎論

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀20

特別支援教育総論

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀20

都市環境デザイン論㌀㌀㌀㌀105

都市社会の社会学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀57

＊都市と生活空間の工学

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀128

都市と防災㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀57

▶な 行

＊ 21世紀の女性と仕事

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀123

21世紀メディア論㌀㌀㌀㌀㌀㌀110

20世紀中国政治史研究

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀104

日本近現代史㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀33

日本近世史㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀33

日本経済史〔改訂新版〕㌀㌀㌀㌀㌀60

日本語からたどる文化㌀㌀㌀30

＊日本国憲法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀124

日本古代中世史㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀33

＊日本語の歴史

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀120

＊日本語表現法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀120

日本政治外交史〔改訂版〕㌀㌀54

＊日本政治思想史

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀123

日本の技術・政策・経営

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀103

＊日本の近代㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀120

日本の近代文学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀32

＊日本の古典

−古代編〔改訂新版〕
㌀㌀㌀㌀㌀120

＊日本の思想㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀119

＊日本の中世㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀120

＊日本のマスメディア㌀126

日本の物語文学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀32

日本の歴史と社会㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀108

日本美術史㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀38

日本文学概論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀31

日本文学の読み方㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀31

入門線型代数㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀74

乳幼児・児童の

心理臨床〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀24

乳幼児心理学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀25

乳幼児の保育と教育

−子どもの最善の利益を求めて−
㌀㌀19

人間発達論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀96

認知科学の展開㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀23

認知神経科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀23

認知心理学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀24

＊認知心理学概論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀118

ネットワークとサービス

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀70

▶は 行

パーソナル・ネットワーク

論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀105

バイオサイエンスで

豊かな暮らし㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀80
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バイオテクノロジーと

社会〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀66

博物館概論〔改訂新版〕㌀㌀㌀㌀㌀36

博物館教育論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀37

＊博物館経営・情報論

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122

博物館経営論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀37

博物館情報・メディア論

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀37

博物館資料保存論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀36

博物館資料論〔改訂新版〕㌀㌀36

博物館展示論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀37

発音をめぐる冒険

〈CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀83

発達運動論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀94

＊発達障害児の心と行動

〔改〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀119

発達心理学概論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀22

発達心理学特論〔新訂〕㌀㌀101

美学・芸術学研究㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀108

比較行動学

−ヒト観の再構築−
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀26

＊比較政治学〔改訂版〕㌀㌀㌀124

＊比較政治

−中南米
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀124

＊東アジアの中の中国史

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121

東アジアの歴史と

社会㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀107

「ひと学」への招待

−人類の文化と自然−
㌀㌀㌀㌀㌀36

微分と積分㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀74

微分方程式への誘い㌀㌀㌀㌀㌀㌀74

ファイナンス入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀61

＊ファッションと生

活㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀123

＊フィールド社会心理学

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀119

舞台芸術への招待㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀39

仏教と儒教

−日本人の心を形成してきたもの−
㌀㌀29

物質・材料工学と社会

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀67

物質環境科学Ⅱ〔新訂〕

−宇宙・自然システムと人類−
㌀㌀114

物理の世界〔改訂新版〕㌀㌀㌀㌀㌀76

フランス語入門Ⅰ(ʼ12)

〈CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84

フランス語入門Ⅱ(ʼ12)

〈CD付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84

文学のエコロジー㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀32

＊文化人類学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122

文化人類学〔新版〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀38

分子の科学

〈DVD-ROM付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀78

ヘルスリサーチの方法論

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀93

保育カウンセリング㌀㌀㌀㌀㌀㌀26

＊法システムⅡ

−比較法社会論
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀125

北東アジアの歴史と

朝鮮半島㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀34

母性看護学〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀90

Political Economy of Japan

− Growth,Challenges and Prospects

for a Well-BeingNation−
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀64

▶ま 行

マーケティング㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀63

＊マーケティング論

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀127

身近な気象学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀81

身近な統計〔改訂版〕

〈DVD-ROM付〉
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀75

＊民族音楽学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122

＊民族音楽学理論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122

民法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀50

メディアと学校教育㌀㌀㌀㌀㌀㌀70

＊メディア論〔改訂版〕㌀㌀㌀126

ものとして、心として

の衣服㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀42

問題解決の数理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀72

問題解決の進め方㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀65

＊問題発見と解決の技法

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀128

▶や 行

ヨーロッパ政治史

〔改訂新版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀55

＊ヨーロッパの歴史

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121

ヨーロッパの歴史と文化

−中世から近代−
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀35

▶ら 行

リハビリテーション

〔改訂新版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀45

量子化学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀78

量子物理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀77

＊臨床心理学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀117

＊臨床心理学概説

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀118

臨床心理学研究法特論

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀101

臨床心理学特論

〔改訂新版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀100

＊臨床心理学特論

〔新訂〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀118

154 書名さくいん



臨床心理地域援助特論

〔改訂版〕
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀100

臨床心理面接特論

〔三訂版〕

−心理療法の世界−
㌀㌀㌀㌀㌀100

歴史からみる中国㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀34

歴史と人間㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀33

労働経済〔改訂版〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀60

老年看護学〔新訂〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀89

▶わ 行

和歌の心と情景㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀32

惑星地球の進化〔改訂版〕㌀㌀81
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北海道

札幌市 MARUZEN&ジュンク堂書店

札幌店

(011)223-1911

〃 紀伊國屋書店 札幌本店 (011)231-2131

〃 コーチャンフォー

ミュンヘン 大橋店

(011)817-4000

〃 コーチャンフォー

新川通り店

(011)769-4000

函館市 文教堂書店 函館テーオー店 (0138)35-5181

〃 文教堂書店 函館昭和店 (0138)44-7800

小樽市 喜久屋書店 小樽店 (0134)31-7077

旭川市 コーチャンフォー 旭川店 (0166)76-4000

〃 ジュンク堂書店 旭川店 (0166)26-1120

帯広市 帯広喜久屋書店

ザ・本屋さん

(0155)21-7782

青森県

弘前市 ジュンク堂書店

弘前中三店

(0172)34-3131

〃 紀伊國屋書店 弘前店 (0172)36-4511

青森市 戸田書店 青森店 (017)762-1815

秋田県

秋田市 ジュンク堂書店 秋田店 (018)884-1370

〃 文教堂書店 八橋店 (018)883-5095

〃 宮脇書店 秋田本店 (018)825-5515

岩手県

盛岡市 ジュンク堂書店 盛岡店 (019)601-6161

〃 東山堂 本店 (019)623-7121

奥州市 松田書店 本店 (0197)23-2532

宮城県

仙台市 ジュンク堂書店 仙台本店 (022)716-4511

〃 ジュンク堂書店 仙台 TR店 (022)265-5656

〃 仙台政府刊行物

サービス・センター

(022)261-8320

〃 丸善 仙台アエル店 (022)264-0151

〃 金港堂 本店 (022)225-6521

〃 くまざわ書店 市名坂店 (022)771-0361

〃 紀伊國屋書店 仙台店 (022)308-9211

山形県

山形市 戸田書店 山形店 (023)682-3111

〃 こまつ書店 寿町本店 (023)641-0641

福島県

郡山市 ジュンク堂書店 郡山店 (024)927-0440

栃木県

宇都宮市 喜久屋書店 宇都宮店 (028)614-5222

〃 落合書店 宝木店 (028)650-2211

〃 八重洲ブックセンター

パセオ店

(028)627-8588

群馬県

前橋市 煥乎堂 前橋本店 (027)235-8111

〃 ブックマンズアカデミー

前橋店

(027)280-3322

〃 戸田書店 前橋本店 (027)223-9011

〃 紀伊國屋書店 前橋店 (027)220-1830

〃 蔦屋書店

前橋みなみモール店

(027)210-0886

高崎市 戸田書店 高崎店 (027)363-5110

〃 ジュンク堂書店 高崎店 (027)330-6611

〃 ブックマンズアカデミー

高崎店

(027)370-6166

〃 煥乎堂 群馬町店 (027)360-6330

太田市 喜久屋書店 太田店 (0276)47-8723

〃 ブックマンズアカデミー

太田店

(0276)40-1900

桐生市 シロキヤ書店 (0277)45-1101

〃 近江屋書店 (0277)45-3270

茨城県

つくば市 友朋堂書店 桜店 (029)857-8633

〃 友朋堂書店 梅園店 (029)851-1161

〃 友朋堂書店 吾妻店 (029)852-3665

〃 丸善 筑波大学会館書籍部 (029)858-0409

〃 くまざわ書店 つくば店 (029)860-5197

〃 ACADEMIAイーアつくば店 (029)868-7407

水戸市 川又書店 エクセル店 (029)231-1073

〃 川又書店 県庁店 (029)301-1811

〃 文教堂書店 水戸店 (029)302-8073

千葉県

千葉市 三省堂書店 そごう千葉店 (043)245-8331

〃 千葉県官報販売所 (043)222-7635

〃 千葉大学生協ブックセンター (043)254-1825

習志野市 丸善 津田沼店 (047)470-8311

〃 くまざわ書店 津田沼店 (047)475-8311
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習志野市 千葉工業大学 CIT

サービス購買芝園店

(047)454-9768

船橋市 旭屋書店 船橋店 (047)424-7331

〃 芳林堂書店 津田沼店 (047)478-3737

柏市 新星堂 カルチェ�柏書店 (04)7164-8551

〃 浅野書店 (04)7164-2040

松戸市 堀江良文堂書店 松戸店 (047)365-5121

〃 丸善 流通経済大学

新松戸ブックセンター

(047)374-6601

八千代市 八重洲ブックセンター

イトーヨーカドー八千代店

(047)489-3318

佐倉市 文教堂書店 ユーカリが丘店 (043)460-5181

流山市 紀伊國屋書店

流山おおたかの森店

(04)7156-6111

印西市 宮脇書店 印西牧の原店 (0476)40-6325

埼玉県

さいたま市 須原屋本店 (048)822-5321

〃 須原屋 コルソ店 (048)824-5321

〃 紀伊國屋書店

浦和パルコ店

(048)871-2760

〃 紀伊國屋書店

さいたま新都心店

(048)600-0830

〃 ブックデポ書楽 (048)852-6581

〃 ジュンク堂書店

大宮ロフト店

(048)640-3111

久喜市 ACADEMIA菖蒲店 (0480)87-1781

川越市 紀伊國屋書店 川越店 (049)224-2573

熊谷市 戸田書店 熊谷店 (048)599-3232

飯能市 駿河台大学

ショッピングセンター

(042)972-1152

東京都

千代田区 書原 霞ヶ関店 (03)3595-8045

〃 ジュンク堂書店

プレスセンター店

(03)3502-2600

〃 三省堂書店 神田本店 (03)3233-3312

〃 三省堂書店

明治大学駿河台店

(03)5282-3480

〃 書泉グランデ (03)3295-0011

〃 東京堂書店 神田本店 (03)3291-5181

〃 丸善 丸の内本店 (03)5288-8881

〃 丸善 上智大学店 (03)3238-3013

中央区 丸善 日本橋店 (03)6214-2001

〃 八重洲ブックセンター本店 (03)3281-8366

〃 書原 リバーシティ 21 (03)3536-9052

〃 書原 晴海店 (03)5144-8236

港区 文教堂書店 浜松町店 (03)3437-5540

〃 あおい書店 六本木店 (03)3403-0327

〃 慶応義塾大学生協

三田書籍部

(03)3455-6631

文京区 東京大学生協 本郷書籍部 (03)3811-5017

〃 お茶の水女子大学生協 書籍部 (03)3947-9449

〃 中央大学生協 理工店 (03)3814-5928

足立区 ブックファースト

ルミネ北千住店

(03)5284-2311

墨田区 くまざわ書店 錦糸町店 (03)5610-3034

江東区 紀伊國屋書店

ららぽーと豊洲店

(03)3533-4361

大田区 くまざわ書店

グランデュオ蒲田店

(03)3737-5351

渋谷区 MARUZEN&ジュンク堂書店

渋谷店

(03)5456-2111

〃 紀伊國屋書店 渋谷店 (03)3463-3241

〃 國學院大学生協 書籍部 (03)5466-0166

〃 紀伊國屋書店 新宿南店 (03)5361-3313

目黒区 恭文堂書店 (03)3712-4049

〃 東京大学生協 駒場書籍部 (03)3469-7145

〃 東京工業大学生協 大岡山店 (03)3727-7357

世田谷区 文教堂書店 二子玉川店 (03)5797-5168

〃 成文堂 国士館店 (03)3414-1941

〃 冨山房日大 世田谷店 (03)5374-8376

新宿区 紀伊國屋書店 新宿本店 (03)3354-0131

〃 ブックファースト 新宿店 (03)5339-7611

〃 芳林堂書店 高田馬場店 (03)3208-0241

〃 早稲田大学生協

コーププラザブックセンター

(03)3202-3236

〃 成文堂 本店 (03)3203-4806

中野区 あおい書店 中野本店 (03)3319-5161

杉並区 書原 阿佐ヶ谷店 (03)3313-4778

〃 ブックセンター 荻窪店 (03)3393-5571

〃 ブックセラーズ 西荻店 (03)3395-6566

〃 東京女子大学購買センター (03)5382-6114

〃 三省堂書店 明治大学和泉店 (03)5301-2560

豊島区 ジュンク堂書店 池袋本店 (03)5956-6111

〃 リブロ 池袋本店 (03)5949-2925

〃 旭屋書店 池袋店 (03)3986-0311

練馬区 くまざわ書店 大泉学園店 (03)5933-0216

武蔵野市 ジュンク堂書店 吉祥寺店 (0422)28-5333

〃 啓文堂書店 吉祥寺店 (0422)79-5070

〃 亜細亜大学購買部

ブックセンター

(0422)55-5837

武蔵村山市 オリオン書房 イオンモール

むさし村山店

(042)567-6911

調布市 書原 つつじケ丘店 (0424)81-6421

府中市 啓文堂書店 府中店 (042)366-3151

国分寺市 紀伊國屋書店 国分寺店 (042)325-3991

国立市 増田書店 (042)572-0262

〃 東西書店 (042)575-5061

立川市 オリオン書房 ノルテ店 (042)522-1231

八王子市 くまざわ書店 八王子店 (042)625-1201

〃 中央大学生協書籍部 (042)674-3032

町田市 久美堂 本店 (042)725-1330

〃 久美堂 小田急店 (042)723-7088

〃 あおい書店 町田店 (042)812-2773

〃 リブロ 町田店 (042)726-0570
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あきる野市 文教堂書店

あきる野とうきゅう店

(042)532-7470

多摩市 MARUZEN多摩センター店 (042)355-3220

〃 あおい書店 聖蹟桜ヶ丘店 (042)355-0455

〃 ACADEMIA桜ヶ丘店 (042)337-2531

神奈川県

川崎市 あおい書店 川崎駅前店 (044)233-6518

〃 有隣堂 アトレ川崎店 (044)200-6831

〃 文教堂書店 新城駅店 (044)798-5011

〃 文教堂書店 溝ノ口本店 (044)812-0063

〃 丸善ブックセンター

明治大学生田店

(044)920-6253

〃 紀伊國屋書店

専修大学ブックセンター

(044)933-0836

横浜市 紀伊國屋書店 横浜店 (045)450-5901

〃 紀伊國屋書店

横浜みなとみらい店

(045)640-3081

〃 あおい書店 横浜店 (045)349-8377

〃 あおい書店 上大岡店 (045)846-1836

〃 有隣堂 本店 (045)261-1231

〃 有隣堂 横浜駅西口店 (045)311-6265

〃 くまざわ書店

ランドマークプラザ店

(045)683-1021

〃 ACADEMIA港北店 (045)914-3320

〃 文教堂書店 すすき野とうきゅう店 (045)905-5351

〃 ブックファースト 青葉台店 (045)989-1781

〃 八重洲ブックセンター

京急上大岡店

(045)848-7383

相模原市 ACADEMIAくまざわ書店 橋本店 (042)700-7020

厚木市 くまざわ書店 本厚木店 (046)230-7077

横須賀市 平坂書房 モアーズ店 (046)822-2655

藤沢市 ジュンク堂書店 藤沢店 (0466)52-1211

〃 有隣堂 藤沢店 (0466)26-1411

茅ヶ崎市 川上書店 ラスカ店 (0467)87-3827

平塚市 サクラ書店 平塚ラスカ店 (0463)23-2751

〃 紀伊國屋書店

東海大学ブックセンター

(0463)50-1250

山梨県

甲府市 朗月堂本店 (055)228-7356

〃 ジュンク堂書店 岡島甲府店 (055)231-0606

長野県

長野市 平安堂 長野店 (026)224-4550

松本市 MARUZEN松本店 (0263)31-8171

新潟県

長岡市 戸田書店 長岡店 (0258)22-5911

〃 文信堂書店

長岡科学技術大学店

(0258)46-6437

上越市 戸田書店 上越店 (025)527-3311

新潟市 知遊堂 赤道店 (025)270-2255

〃 ジュンク堂書店 新潟店 (025)374-4411

〃 戸田書店 新潟南店 (025)257-1911

〃 本の店英進堂 (0250)24-1187

新潟市 コメリ書房 新潟 NEXT21店 (025)226-7311

三条市 知遊堂 三条店 (0256)36-7171

富山県

富山市 BOOKSなかだ本店 (076)492-1197

〃 紀伊國屋書店 富山店 (076)491-7031

高岡市 文苑堂書店 福田本店 (0766)27-7800

石川県

金沢市 文苑堂書店 金沢示野本店 (076)267-7007

〃 勝木書店 KaBoS大桑店 (076)226-1170

〃 金沢ビーンズ明文堂書店 (076)239-4400

福井県

福井市 勝木書店 (0776)24-0428

岐阜県

岐阜市 自由書房 EX高島屋店 (058)262-5661

各務原市 カルコス 各務原店 (058)389-7500

静岡県

沼津市 マルサン書店 仲見世店 (055)963-0350

静岡市 戸田書店 静岡本店 (054)205-6111

〃 戸田書店 江尻台店 (054)361-3511

〃 MARUZEN＆ジュンク堂書店

新静岡店

(054)275-2777

藤枝市 宮脇書店 藤枝店 (054)641-2275

浜松市 谷島屋 浜松本店 (053)457-4165

〃 谷島屋 連尺店 (053)453-9121

愛知県

豊橋市 精文館書店 本店 (0532)54-2345

岡崎市 岡崎書房本店 (0564)21-3111

名古屋市 星野書店 近鉄パッセ店 (052)581-4796

〃 ジュンク堂書店 名古屋店 (052)589-6321

〃 ジュンク堂書店

ロフト名古屋店

(052)249-5592

〃 MARUZEN名古屋栄店 (052)261-2251

〃 中京大学生協

プラザリーブル

(052)831-1911

〃 ちくさ正文館

名城大学ブックショップ

(052)833-8215

西春日井郡 紀伊國屋書店

名古屋空港店

(0568)39-3851

三重県

四日市市 宮脇書店 四日市本店 (0593)59-5910

津市 別所書店 修成店 (059)246-8822

滋賀県

大津市 紀伊國屋書店 大津店 (077)527-7191

彦根市 サンミュージック 彦根店 (0749)30-5151

草津市 喜久屋書店 草津店 (077)516-1118

京都府

京都市 アバンティ・ブックセンター (075)671-8987

〃 ジュンク堂書店 京都店 (075)252-0101

〃 大垣書店

イオンモール KYOTO店

(075)692-3331

〃 同志社大学生協 今出川店 (075)251-4427

福知山市 TSUTAYA AVIX福知山店 (0773)24-4566
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奈良県

奈良市 くまざわ書店 奈良店 (0742)36-7415

橿原市 喜久屋書店 橿原店 (0744)20-3151

大和郡山市 喜久屋書店 大和郡山店 (0743)55-2200

大阪府

大阪市 ジュンク堂書店 大阪本店 (06)4799-1090

〃 MARUZEN&ジュンク堂書店

梅田店

(06)6292-7383

〃 紀伊國屋書店 梅田本店 (06)6372-5821

〃 ブックファースト梅田店 (06)4796-7188

〃 ジュンク堂書店 天満橋店 (06)6920-3730

〃 ジュンク堂書店 千日前店 (06)6635-5330

〃 ジュンク堂書店 難波店 (06)4396-4771

〃 旭屋書店 天王寺MIO店 (06)6773-0107

〃 ユーゴー書店 (06)6623-2341

〃 喜久屋書店 阿倍野店 (06)6634-8606

豊中市 大阪大学生協 書籍豊中店 (06)6841-4949

茨木市 ナカニシヤ書店

追手門学院大学店

(072)641-6139

東大阪市 栗林書房 (06)6724-1200

和歌山県

和歌山市 帯伊書店 (073)422-0441

〃 宮脇書店 ロイネット和歌山店 (073)402-1472

〃 TSUTAYA WAY

ガーデンパーク 和歌山店

(073)480-5900

岩出市 TSUTAYA WAY岩出店 (0736)61-3050

兵庫県

神戸市 ジュンク堂書店 三宮店 (078)392-1001

〃 ジュンク堂書店 三宮駅前店 (078)252-0777

芦屋市 ジュンク堂書店 芦屋店 (0797)31-7440

西宮市 ジュンク堂書店 西宮店 (0798)68-6300

伊丹市 大手前大学生協伊丹店 (072)770-8166

姫路市 楽学書館 Begin (079)233-8888

鳥取県

米子市 本の学校今井ブックセンター (0859)31-5000

島根県

松江市 今井書店グループセンター店 (0852)20-8811

岡山県

岡山市 宮脇書店 岡山本店 (086)242-2188

〃 ジュンク堂書店 岡山店 (086)236-1877

〃 丸善 岡山シンフォニービル店 (086)233-4640

〃 岡山大学生協 (086)256-4100

倉敷市 喜久屋書店 倉敷店 (086)430-5450

広島県

広島市 紀伊國屋書店 広島店 (082)225-3232

〃 フタバ図書MEGA

祇園中筋店

(082)830-0567

〃 ジュンク堂書店 広島駅前店 (082)568-3000

〃 MARUZEN広島店 (082)504-8540

山口県

下関市 くまざわ書店 下関店 (083)228-0401

山口市 文榮堂 山口大学前店 (083)923-2319

宇部市 宮脇書店 宇部店 (0836)37-0011

香川県

高松市 宮脇書店 本店 (087)851-3733

徳島県

徳島市 宮脇書店 徳島本店 (088)663-6621

〃 紀伊國屋書店 徳島店 (088)602-1611

板野郡 附家書店 松茂店 (088)683-4721

高知県

高知市 金高堂 朝倉ブックセンター (088)840-1363

愛媛県

松山市 ジュンク堂書店 松山店 (089)915-0075

福岡県

北九州市 喜久屋書店 小倉店 (093)514-1400

〃 ブックセンタークエスト

小倉本店

(093)522-3924

〃 ブックセンタークエスト

黒崎店

(093)643-5520

福岡市 ジュンク堂書店 福岡店 (092)738-3322

〃 紀伊國屋書店 福岡本店 (092)434-3100

〃 丸善 博多店 (092)413-5401

〃 福岡金文堂 福岡大店 (092)871-1611

〃 九州大学生協 文系書籍店 (092)651-1529

〃 九州大学生協 伊都 BO書店 (092)805-7700

長崎県

長崎市 紀伊國屋書店 長崎店 (095)811-4919

熊本県

熊本市 熊本大学生協 学生会館書籍部 (096)343-6321

大分県

大分市 明林堂書店 大分本店 (097)573-3400

〃 ジュンク堂書店 大分店 (097)536-8181

宮崎県

宮崎市 蔦屋書店 宮崎高千穂通り店 (0985)61-6711

〃 宮崎県官報販売所 (0985)24-0386

鹿児島県

鹿児島市 ジュンク堂書店 鹿児島店 (099)216-8838

〃 紀伊國屋書店 鹿児島店 (099)812-7000

〃 旭屋カルチャースクエア

イオン鹿児島店

(099)263-1644

沖縄県

那覇市 ジュンク堂書店 那覇店 (098)860-7175
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※公費等でご購入の場合は、(財)放送大学教育振興会 販売部までご連絡ください。

□ (財)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

(財)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。

(財)放送大学教育振興会 販売部 TEL：03-3502-2750

FAX：03-3592-2482

E-mail : shop-spouj@ua-book.or.jp

③現金書留・郵便振替で注文（前払制）

代金(＝本体価格+消費税)を、現金書留もしくは郵便振替(郵便振替口

座：00110-5-405816)でご送金いただく際は、必ず、テキスト名を通信欄

にご記入ください。

□ 書店で購入する場合

図書目録 p.156〜p.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。

放送大学印刷教材の購入方法

〒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 FAX. 03-3592-2482

http://www.ua-book.or.jp

E-mail : spua@ua-book.or.jp

発行
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法人放送大学教育振興会
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〒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㈹  FAX （03）3592-2482  振替＝00110-5-405816
http://www.ua-book.or.jp    e-mail: spua@ua-book.or.jp

㈶ 放送大学教育振興会　案内図

東京メトロ霞ヶ関駅

東京メトロ：虎ノ門駅徒歩3分　霞ヶ関駅徒歩８分
J　　　R：新橋駅徒歩13分

財務省●

文部科学省
● ●TOTOビル

●三菱東京
　UFJ銀行

●
虎ノ門
郵便局

郵政福祉
琴平ビル

●
み
ず
ほ
銀
行

金
刀
比
羅

神
社

●
三
菱
東
京
U
F
J
銀
行

東
京
メ
ト
ロ
虎
ノ
門
駅（
出
口
１
）

●
彩翠ビル
（PRONTO）

至溜
池

至新橋

Foundation
for the Promotion of
The Open University of Japan

放
送
大
学
テ
キ
ス
ト

図
書
目
録

放
送
大
学
教
育
振
興
会

２
０
１
３

一般財団法人  放送大学教育振興会

一
般
財
団
法
人

●C　●M　●Y　●K


	表1.pdf
	表2
	図書目録2013[001-014]
	図書目録2013[015-128]
	図書目録2013[129-160]
	表3
	表4


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 6.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 6.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 6.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


