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科　　目　　名 コース ﾒﾃﾞｨｱ 棚番 印刷教材

イ 色と形を探究する（’17） 心理と教育/社会と産業 テレビ 1

Ｗｅｂのしくみと応用（’１９） 人間と文化 テレビ 2

運動と健康（’１８） 社会と産業 テレビ 3

英語で「道」を語る（’２１） 基盤科目（外国語） テレビ 4

英語で読む大統領演説（’２０） 基盤科目（外国語） テレビ 5

エネルギーと社会（’１９） 社会と産業 テレビ 6

遠隔学習のためのパソコン活用（’２１） 基盤科目 テレビ 7

学習・言語心理学（’２１） 心理と教育/人間と文化 テレビ 8

学習指導と学校図書館（’１６） 司書科目 テレビ 9

家族と高齢社会の法（’１７） 生活と福祉/社会と産業 テレビ 10

家族問題と家族支援（’２０） 生活と福祉/心理と教育 ラジオ 11

学校経営と学校図書館（’１７） 司書科目 ラジオ 12

学校図書館メディアの構成（’１６） 司書科目 ラジオ 13

カリキュラムと学習過程（’１６） 心理と教育 ラジオ 14

環境問題のとらえ方と解析方法（’１７） 社会と産業 ラジオ 15

看護学概説（’１６） 生活と福祉 ラジオ 16

看護管理と医療安全（’１８） 生活と福祉 ラジオ 17

感染症と生体防御（’１８） 生活と福祉/自然と環境 ラジオ 18

危機の心理学（’１７） 心理と教育 テレビ 19

基礎看護学（’16） 生活と福祉 テレビ 20

教育社会学概論（’１９） 心理と教育/社会と産業 テレビ 21

教育の行政・政治・経営（’１９） 心理と教育/社会と産業 ラジオ 22

教育のためのＩＣＴ活用（’１７） 心理と教育/情報 テレビ 23

暮らしに役立つバイオサイエンス（’２１） 自然と環境 テレビ 24

グローバル化と日本のものづくり（’１９） 社会と産業 テレビ 25

グローバル経済史（’１８） 社会と産業 テレビ 26

経営情報学入門（’１９） 社会と産業/情報 テレビ 27

経済社会を考える（’１９） 社会と産業 ラジオ 28

健康長寿のためのスポートロジー（’１９） 生活と福祉 テレビ 29

現代教育入門（’２１）※ 心理と教育 ラジオ 30

現代経済学（’１９） 社会と産業 テレビ 31

現代社会心理学特論('１５） 大学院科目 ラジオ 32

現代社会の児童生徒指導（’１７） 心理と教育 テレビ 33

現代日本の政治（’１９） 社会と産業 テレビ 34

現代の危機と哲学（’１８） 人間と文化 ラジオ 35

現代の国際政治（’１８） 社会と産業/人間と文化 テレビ 36

公衆衛生（’１９） 生活と福祉 ラジオ 37

国際経営（’１９） 社会と産業 ラジオ 38

子ども・青年の文化と教育（’１７） 心理と教育 ラジオ 39
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科　　目　　名 コース ﾒﾃﾞｨｱ 棚番 印刷教材

雇用社会と法（’２１） 社会と産業 テレビ 1-9 40

今日のメンタルヘルス（’１９） 生活と福祉/心理と教育 テレビ 41

コンピュータとソフトウェア（’１８） 情報 テレビ 42

コンピューティング（’１９） 大学院科目 ラジオ 43

財政と現代の経済社会（’１９） 社会と産業 テレビ 44

在宅看護論（’１７） 生活と福祉 テレビ 45

錯覚の科学（’２０） 心理と教育/自然と環境 テレビ 46

産業・組織心理学（’２０） 心理と教育/社会と産業 ラジオ 47

死生学のフィールド（’１８） 生活と福祉/心理と教育 ラジオ 48

肢体不自由児の教育（’２０） 心理と教育 テレビ 49

疾病の回復を促進する薬（’２１） 生活と福祉 テレビ 50

疾病の成立と回復促進（’２１） 生活と福祉/心理と教育 テレビ 51

社会学概論（’２１） 心理と教育/社会と産業 テレビ 52

社会・集団・家族心理学（’２０） 心理と教育/社会と産業 テレビ 53

社会調査の基礎（’１９） 社会と産業/生活と福祉 テレビ 54

社会統計学入門（’１８） 社会と産業/生活と福祉 ラジオ 55

社会と産業の倫理（’２１）※ 基盤科目 ラジオ 56

社会福祉と法（’２０） 生活と福祉/社会と産業 ラジオ 57

小児看護学（’１６） 看護師科目 テレビ 58

情報セキュリティと情報倫理（’１８） 情報 テレビ 59

情報・メディアと法（’１８） 社会と産業/情報 ラジオ 60

情報メディアの活用（’１６） 司書科目 テレビ 61

食と健康（’１８） 生活と福祉 テレビ 62

植物の科学（’２１） 自然と環境 テレビ 63

初歩からの数学（’１８） 基盤科目 テレビ 64

人体の構造と機能（’１８） 生活と福祉 テレビ 65

心理学概論（’１８） 心理と教育 テレビ 66

心理学統計法（’２１） 心理と教育 テレビ 67

心理的アセスメント（’２０） 心理と教育 ラジオ 68

心理臨床とイメージ（’１６） 心理と教育 テレビ 69

心理臨床と身体の病（’16） 心理と教育 テレビ 70

ス 住まいの環境デザイン（’１８） 社会と産業 テレビ 71

生活経済学（’２０） 生活と福祉/社会と産業 ラジオ 72

精神医学特論（’１６） 大学院科目 ラジオ 73

成人看護学（’１８） 看護師科目 ラジオ 74

精神看護学（’１９） 看護師科目 テレビ 75

生理心理学（’１８） 心理と教育 テレビ 76

タ ダイナミックな地球（’２１） 自然と環境 テレビ 77

地域コミュニティと教育（’１８） 社会と産業/心理と教育 テレビ 78

地域福祉の現状と課題（’１８） 生活と福祉/社会と産業 テレビ 79

力と運動の物理（’１９） 自然と環境 テレビ 80
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科　　目　　名 コース ﾒﾃﾞｨｱ 棚番 印刷教材

チ 中国語Ⅰ（’１８） 基盤科目（外国語） テレビ 81

データ構造とプログラミング（’１８） 情報 テレビ 82

デジタル情報の処理と認識（’１８） 情報 テレビ 83

ドイツ語Ⅰ（’１９） 基盤科目（外国語） テレビ 84

読書と豊かな人間性（’２０） 司書科目 ラジオ 85

特別支援教育総論（’１９） 心理と教育 ラジオ 86

都市と農山村からみる身近な経済（’１８） 社会と産業/人間と文化 ラジオ 87

日常生活のデジタルメディア（’１８） 情報 テレビ 88

日本近現代史（’２１） 社会と産業/人間と文化 ラジオ 89

日本語学入門（’２０） 人間と文化 テレビ 90

日本語リテラシー（’２１） 基盤科目 テレビ 91

日本政治外交史（’１９） 社会と産業/人間と文化 テレビ 92

日本美術史の近代とその外部（’１８） 人間と文化 テレビ 93

日本文学と和歌（’２１）※ 人間と文化 ラジオ 94

乳幼児・児童の心理臨床（’１７） 心理と教育 テレビ 95

人間にとって貧困とは何か（’１９） 生活と福祉/社会と産業 ラジオ 96

認知行動療法（’２０） 心理と教育 テレビ 97

認知症と生きる（’２１） 生活と福祉/心理と教育 テレビ 98

博物館概論（’１９） 人間と文化/心理と教育 テレビ 99

博物館経営論（’１９） 人間と文化 ラジオ 100

博物館情報・メディア論（’１８） 心理と教育/人間と文化 テレビ 101

博物館資料保存論（’１９） 人間と文化 テレビ 102

博物館展示論（’１６） 人間と文化 テレビ 103

はじめての気象学（’２１） 自然と環境 テレビ 104

発達心理学概論（’１７） 心理と教育 ラジオ 105

ヒ ビートルズde英文法（’２１）※ 基盤科目（外国語） ラジオ 106

ファイナンス入門（’１７） 社会と産業 テレビ 107

福祉心理学（’２１　）※ 心理と教育 ラジオ 108

物質・材料工学と社会（’１７） 社会と産業/自然と環境 テレビ 109

『方丈記』と『徒然草』（’１８） 人間と文化 テレビ 110

母性看護学（’２０） 看護師科目 テレビ 111

身近な統計（’１８） 基盤科目 テレビ 112

耳から学ぶ英語（’１８） 基盤科目（外国語） ラジオ 113

メ メディア論（’１８） 社会と産業/情報 テレビ 114

モ 問題解決の進め方（’１９） 基盤科目 テレビ 115

リスク社会の家族変動（’２０） 生活と福祉/社会と産業 ラジオ 116

量子化学（’１９） 自然と環境 テレビ 117

臨床心理学概論（’２０） 心理と教育 テレビ 118

レ 歴史と人間（’１４） 人間と文化 テレビ 119

ロ 老年看護学（’１９） 看護師科目 ラジオ 120
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