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テーマ
日本人の知恵さまざま
人類の進化と未来をさぐる
青い眼で見た日本のビジネスマン
道元禅師の思想と現代
日本の国際戦略
金印と志賀島
胃袋談義
成熟社会へ移行する道
日本語と日本人
周恩来の死と中国
宇宙時代の開幕
メッカ巡礼とサウジアラビア
中国仏教圏の形成
日本人への提言
シベリア開発と中ソの権力闘争
原子力とエネルギー
隋唐帝国への道
資源ナショナリズムの行方
天正の少年使節団
日米関係30年の流れ
放牧漁業
人工臓器と寿命
ドイツの復興と日本
外人の見た日本の近代化
毛沢東の詩と生涯
ゴミを考える
酒と肝臓
インド人とヒンドゥー教
知られざる日朝関係
国際情勢をどう見る
古伊万里とヨーロッパ
交通と人間の生活空間
新風土論
キリスト教の本質と歴史
安全保証と日本の立場
貝輪と弥生人
地震と建築
歌と民族
古代朝鮮語と日本語
石油戦略とエネルギーの未来
タイ仏教と僧院生活
社会生活とコンピュータ
実学と虚学
日本の教育
国際航空と日本の立場
日本人と外国語
胃がんの早期発見
潤滑の世界
日本は部族社会か
最近のヨーロッパ事情
密教とラマ教
蛋白質と生命
アダム・スミスと現代
文官社会とサムライ社会
日本列島と地域開発
日本の古代貴族
数学者の社会観
海水とエネルギー
殉教の二十六聖人
軍事力から見た国際情勢
ロシア女帝と大黒屋光太夫
心臓と成人病
アメリカ人の生死観
日本の方言地理学
人口と食糧問題
ユーカラと北方文化
生物時計と老化
情報と像
シェイクスピアと英国人
日本産業の新イメージ
中国人の考え方
日常生活と高分子
能と狂言
茶の歴史と効用
瀬戸内の漁業問題
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W・A・グロータース（上智大学講師）
唯是 康彦（農林水産省農業総合研究所貿易研究室長）
藤本 英夫（北海道教育庁文化課参事）
早石 修（京都大学教授）
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第16集 宇宙の神秘
S54.6.25 唯識三年倶舎八年

第17集
S54.8.15

第18集
S54.9.25

第19集
S54.12.10

第20集
S55.2.10

第21集
S55.5.10

第22集
S55.9.20

第23集
S55.11.25

第24集
S56.3.31

第25集
S56.8.31

第26集
S56.11.30

第27集
S57.3.31

第28集
S57.7.20

第29集
S57.12.10

第30集
S58.4.15

第31集
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生きものの毒
宣教師の見た十七世紀の日本人
イラン情勢と中東和平
世界の電力
仏像あれこれ
植物と環境情報
中国の導引術と太極拳
海洋空間の利用
温泉と地熱
医学伝来と長崎
法華経と鳩摩羅什
外人が見た日本の洋画家たち
宇宙開発と材料革命
眼と全身病
文献情報の将来
山岳信仰と修験道
自然と科学を考える
ヨーロッパ文明とインド
一集団遺伝学者の世界観
飛鳥文化とイラン人
半導体レーザーと光通信
不思議な日本語
地層にみる気候変化
古代日本人の世界観
宇宙線の神秘
牛乳と日本人
能 その神秘の空間
ソビエトの外交戦略とデタントの行方
巨石文化のロマン
動物の行動と人間の行動
酒の効用と医療
明治維新の熊本洋学校
アメリカ大統領選挙
一遍の往生思想
都市計画の現状と将来
染織のこころと歴史
イスラームの世界
日本の海底油田
痛みと麻酔
宇佐・国東・臼杆の遺跡
石鹸と合成洗剤
隠された日仏外交史
安保と核と日本の立場
レム睡眠とノンレム睡眠
維新政府の廃仏毀釈
古生物と環境変動
民芸と地域社会
エネルギーシステムの今後
がんと丸山ワクチン
明恵上人の夢と幻想
江戸の言葉と階層
日本とフランスの滑稽文学
靖国問題を考える
生物を改造する試み
薬の歴史と今後
暦と時計
日本人の集団と個
日本の防衛問題を考える
脳神経外科の歴史と現状
儒教と道教
昆虫の生きる倫理と人間
日本の「国際人」と多元文化
法歯学と犯罪捜査
万物を測る
管理社会の精神医学
鉱毒をたべる細菌
現代人の精神文化の危機
薬害裁判を考える
がん制圧への道
アメリカの核家族
おもちゃの力学
日本の文化にみる怨霊
ポーランド情勢と侵略問題
免疫学の二世紀
異文化接触と民族音楽

小田 稔（東京大学教授）
横山 紘一（立教大学助教授）
田宮 信雄（東北大学教授）
ホセ・デルガード・ガルシヤ（今治カトリック教会主任司祭）
笹川 正博（朝日新聞編集委員）
依田 直（東京電力企画室長）
西村 公朝（東京芸術大学教授）
古谷 雅樹（東京大学教授）
楊 名 時（大東文化大学教授）
松石 秀之（大林組海洋開発部長）
吉川 恭三（京都大学教授）
中西 啓（国立長崎病院呼吸器科医長）
三枝 充悳（筑波大学教授）
D・F・マッカラム（カルフォルニア大学助教授）
斎藤 進六（東京工業大学学長）
中島 章（順天堂大学教授）
藤野 幸雄（図書館短期大学教授）
宮家 準（慶応義塾大学教授）
ビセンテ・アリバス（聖ジョセフ修道院院長）
津田 元一郎（名古屋大学医療技術短期大学部教授）
木村 資生（国立遺伝学研究所集団遺伝部長）
井本 英一（大阪外国語大学教授）
林 巌雄（日本電気中央研究所フェロー）
ノーア・S・ブラネン（国際基督教大学教授）
藤 則雄（金沢大学教授）
大林 太良（東京大学教授）
三宅 三郎（東京大学教授）
今村 経明（広島大学教授）
トーマス・インモース（上智大学教授）
寺谷 弘壬（青山学院大学助教授）
森 浩一（同志社大学教授）
日高 敏隆（京都大学教授）
村田 忠良（聖母会天使病院精神神経科医長）
F・G・ノートヘルファー（カリフォルニア大学教授）
本間 長世（東京大学教授）
広神 清（筑波大学助教授）
石原 舜介（東京工業大学教授）
中島 孝（染織研究家）
アブデル・B・エルセパイ（日本イスラミックセンター理事）
石和田 靖章（石油公団理事）
岩井 誠三（神戸大学教授）
賀川 光夫（別府大学教授）
根来 健二（広島大学教授）
クリスチャン・P・ポラック（日仏会館研究員）
齋藤 明（毎日新聞政治部副部長）
古閑 永之助（東京学芸大学教授）
圭室 文雄（明治大学教授）
高柳 洋吉（東北大学教授）
B・モーラン（ロンドン大学講師）
茅 陽一（東京大学教授）
藤田 敬四郎（日本医科大学講師）
奥田 勲（宇都宮大学教授）
小松 寿雄（埼玉大学教授）
ペギー・ポラック（明治大学講師）
大濱 徹也（筑波大学助教授）
岡田 節人（京都大学教授）
斎能 正則（国立名古屋病院薬剤科部長）
志茂 主税（千葉大学教授）
アルベルト・デワルト（南山大学助教授）
海原 治（軍事問題評論家）
田中 隆一（新潟大学教授）
合山 究（九州大学助教授）
奥井 一満（北里大学教授）
アン・村瀬（上智大学助教授）
鈴木 和男（東京歯科大学教授）
高田 誠二（北海道大学教授）
若林 愼一郎（名古屋大学助教授）
今井 和民（岡山大学教授）
ヨハネス・ヒルシュマイヤー（南山大学学長）
増原 啓司（中京大学教授）
佐藤 春郎（東北大学教授）
田中 真砂子（名城大学助教授）
坂井 高男（東北大学教授）
ヘルベルト・ブルチョウ（カリフォルニア大学教授）
佐藤 和男（青山学院大学教授）
山村 雄一（大阪大学総長）
草野 妙子（桐朋学園大学講師）
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第32集
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第33集
S59.4.20

第34集
S59.9.20

第35集
S59.11.30

第36集
S60.5.10

第37集
S60.8.5

第38集
S60.12.1

第39集
S61.5.10

第40集
S61.9.15

第41集
S61.12.5

第42集
S62.4.25

第43集
S62.9.20

第44集
S62.11.30

第45集
S63.5.20

第46集
S63.10.20

浮世絵の話
インドの心
反核運動の正体
脳死について
幕末維新の人物群像
世界の百科事典
男性文学と女性文学
地震とその予知
呼吸が止まる過眠症
頼山陽の今日的価値
芸術家光太郎の夢と苦悩
ことわざ西東
嫌煙権と喫煙権
歯の医療はここまできた
沖縄戦の学徒兵を想う
砂丘とその利用
近代日本人の中国史観
日ソ間の最大の課題"領土問題"
"老い"を考える
一葉、女の生きざま
古代キリシアに学ぶ
封建社会からの脱皮
明治の教育と近代化
中高年の精神的危機
企業女性の未来学
大地を蝕む土壌浸食の脅威
バハイ教の話
高度成長期と若年労働者
麻酔と麻薬と覚醒剤
沖縄の文化
朝鮮国をめぐる日清関係
日本人の米国移民
若者たちの精神衛生
がんで死なないために
方言と古典語
女性労働の歴史的意味
異人私観"ペルシャと日本"
洋務運動と中国の近代化
わが国における監察医制度
ビールとバイオテクノロジー
北海道は寒い処か
アメリカ人から見た日米貿易摩擦
道路整備の方向と課題
健康と長寿
生活環境と"みどり"
細川家"永青文庫"について
能 国際芸術への道
国際会議の舞台裏
わが国の献血事情
明日に挑む日本経済
黄檗宋の出現とその影響
連帯社会と競争社会
資産活用による高齢者対策
親子鑑定の話
黒船到来と開国
木を伐らないで年輪を見る
廣重の『名所江戸百景』
米ソ関係と日本の防衛
人間 その細胞社会の仕組
国際的視野から見た日本の教科書
素粒子の世界と宇宙の生いたち
仏教者でもキリスト教者でもなく
米の輸入自由化問題
アルコール依存症について
『ガリバー旅行記』と大航海時代
カミナリを追い求めて
医学と倫理の社会に対する責任
犯罪心理学
医学と医療の今日的課題
江戸の火消し
ゼン・アート 宇宙と我の一体芸術
墓碑銘にみる長崎の国際交流
所得税の歩み
ある国際協力と野口英世
食の文化について
日本仏教土着の構造
哲学と国際理解

佐藤 光信（リッカー美術館副館長）
L・D・マーラヴィヤ（大阪外語大学客員教授）
澤 英武（サンケイ新聞編集委員）
松岡 成明（産業医科大学教授）
山口 宗之（九州大学教授）
永畑 恭典（平凡舎東洋文庫編集長）
宋子・水田・リビット（南カルフォルニア大学教授）
笠原 慶一（東京大学教授）
中澤 洋一（久留米大学助教授）
安藤 英男（歴史家）
広瀬 朝光（岩手大学教授）
H・O・ロータムンド（フランス国立高等研究院教授）
（県立愛知がんセンター疫学部長）
重松 知寛（東京歯科大学教授）
金城 和彦（国士舘大学助教授）
松田 昭美（鳥取大学教授）
金 基 赫（カリフォルニア大学教授）
堂垣内 尚弘（北海学園大学教授）
浦澤 喜一（慈啓会病院院長）
木村 真佐幸（札幌大学教授）
免取 慎一郎（山梨大学教授）
M・ウィリアム・スティール（国際基督教大学教授）
北村 正直（北海道大学教授）
伊藤 克彦（愛知県総合保健センター副所長）
中田 照子（名古屋市立女子短期大学助教授）
藤原 輝男（山口大学教授）
モグベル・ザファル（桃山学院大学助教授）
細江 達郎（岩手大学助教授）
松木 明知（弘前大学助教授）
小島 瓔禮（琉球大学教授）
檜山 幸夫（中京大学助教授）
スミ・平本・グラック（アメリカハウス副館長）
加藤 雄一（名古屋大学教授）
庄司 忠実（宮城県立成人病センター院長）
加藤 正信（東北大学教授）
安川 悦子（名古屋市立女子短期大学教授）
ジェイ・グラック（ペルシャハウス館長）
伊原 沢周（追手門学院大学教授）
柳田 純一（慶応義塾大学教授）
鎌田 耕造（サッポロビール中央研究所長）
羽田野 正隆（北海道大学助教授）
ハーバート・F・ハイディ（在日米国商工会議所会頭）
三谷 浩（建設省道路局企画課長）
後藤 由夫（東北大学教授）
近藤 公夫（奈良女子大学教授）
細川 護貞（永青文庫顧問）
リチャード・ジョン・エマート（武蔵野女子大学専任講師）
村松 増美（サイマル・アカデミー校長）
田中 明（日本赤十字社血液事業部長）
青木 久（北海道新聞企画局企画委員）
中尾 文雄（日本印度佛教学会会員）
ヤード・ラーソン（スェーデン経済新聞東京特派員）
真野 章（厚生省社会局老人福祉課長）
支倉 逸人（信州大学教授）
（横浜市立大学教授）
尾上 守夫（リコー専務 中央研究所長）
ヘンリー・スミス（カリフォルニア大学教授）
竹田 五郎（軍事問題評論家）
片岡 勝子（広島大学教授）
名越二荒之助（高千穂商科大学教授）
高橋 嘉右（文部省高エネルギー物理学研究所教授）
トーマス・ライト（京都曹洞禅センター所員）
日出 英輔（食料庁企画課長）
河野 裕明（国立療養所久里浜病院長）
和田 敏英（山口大学教授）
川俣 修一郎（宇都宮大学教授）
スチュアート・D・B・ピッケン（国際基督教大学準教授）
中田 修（東京医科歯科大学教授）
中尾 喜久（自治医科大学学長）
白井 和雄（消防史研究家）
竹本 忠雄（筑波大学教授）
ブライアン・パークガフニ（長崎市史研究家）
吉牟田 勲（日本大学教授）
林 峻一郎（北里大学教授）
越中 哲也（純心女子短期大学教授）
奈良 康明（駒沢大学教授）
フランシス・渡部元・ダウアー（カリフォルニア大学教授）
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税制改革に期待する
第47集 ガン診断治療の最近の進歩
1989.2.20 超電導リニアモーターシステムの展望
1990年代の世界と国土政策
戦後の教育改革
国際化時代の余暇を考える
第48集 漢方を通して医療を見る
1989.7.20 禅と日本人の生活文化
これからの日米関係を考える
茶の湯と日本文化
イラン・イラク停戦後の中東を読む
第49集 心の病気その世界
1990.2.20 茶は本来延命の仙薬
『正法眼蔵』を読む
EC市場統合（1992）と日本
いま地球が危ない
第50集 ソ連ペレストロイカの行方
1990.8.20 眼に愛情を
神社神道と日本人のこころ
外国から見た日本 日本から見た外国
ファジィ理論ってなんだ
第51集 外科医療の最先端技術
1991.2.28 都市ガスの話
大嘗祭の起源と変遷
ヨーロッパ人の宗教観と日本人の宗教観
世界の森林資源の保全と持続的利用について
第52集 日本医師史の概略
1991.7.15 日本人と魚
日本の祭礼と社会
生と死について考える
プライバシー・個人情報の保護
第53集 咬み合わせと健康
1991.12.15 魅惑する源氏物語
気象と経済活動
近代朝鮮の社会と文化
アラブ社会・その歴史と宗教
第54集 フリードリヒ二世・五ヶ条の法令と現代医薬分業を考える
1992.7.20 日本文化と米の功罪
期待される企業倫理と行動規範
チベット文化とダライ・ラマ法王
日本経済と世界のかかわり
第55集 「いびき」-ひそかな悩みとその解決策1992.12.20 和紙の文化
防衛環境の変化と自衛隊
空の旅と安全
文化講演会200回記念三愛精神-その人間的経営第56集 知っておきたいエイズの知識
1993.6.25 狂言・笑いと国際交流
地蔵信仰の仏教と民俗
ハンガリー文化と日本
宇宙開発の現状・将来の展望
第57集 今、なぜ糖尿病なのか
1993.11.15 文学と人間-ヘミングウェイを中心として神と仏のあいだ-日本人と宗教国家と民族-ユーゴスラビア婦人自衛官から見たカンボジアの平和維持活動
第58集 「生命の時代」に
1994.6.20 日本人の職業倫理
夢の島 トンガ王国-国情と珠算外国人から見た歌舞伎
原子力利用の話-現状と将来第59集 最近の熱帯病
1994.11.20 年金改正のねらい
キザキザ画像工学
新しい日韓関係について
日本らしいゆとり社会とは
第60集 ヒト・ゲノム計画の光と影
1995.6.20 関心を持つことの楽しさ
俳句を愛し 楽しむ法
自信を持っているアメリカ
地球環境の歴史とその未来
第61集 ガンにかかる前に考えておくこと
1995.12.1 ドイツ統一後の現状と将来
シェイクスピアの人間学
日本人とアメリカ人の共通点
二十一世紀福祉ビジョン
第62集 遺伝子治療の現状と将来

丸山 高満（福岡大学教授）
市川 平三郎（国立がんセンター病院長）
尾関 雅則（鉄道総合技術研究所理事長）
春田 尚憄（経済企画庁国際経済第二課長）
ハロルド・ジョセフ・レイ（筑波大学外国人教師）
北畑 隆生（通産省サービス産業室長）
丁 宗鐡（北里研究所付属東洋医学総合研究所部長）
東 隆眞（駒沢女子短期大学学監・教授）
黒田 眞（日本長期信用銀行顧問）
熊倉 功夫（筑波大学教授）
五十嵐 一（筑波大学助教授）
小田 晋（筑波大学教授）
小川 八重子（常茶友の会主宰）
中野 東禅（曹洞宗教化研修所講師）
マルガレーテ・澤田（八千代国際大学教授）
石 弘之（朝日新聞編集委員）
鈴木 肇（産経新聞論説委員）
難波 克彦（帝京大学助教授）
片山 文彦（花園神社宮司）
ホセ・ヨンパルト（上智大学教授）
向殿 政男（明治大学教授）
立川 勲（杏林大学教授）
倉光 弘己（大阪ガスエネルギー文化研究所長）
岡田 芳郎（女子美術大学教授）
ジャン・ピエール・ベルトン（パリ大学教授）
加藤 久和（環境庁企画調整局計画調査室長）
奥富 敬之（日本医科大学教授）
多紀 保彦（東京水産大学教授）
真野 俊和（上越教育大学助教授）
アルフォンス・デーケン（上智大学教授）
稲葉 清毅（行政管理庁参事官）
石川 達也（東京歯科大学千葉病院長）
山口 仲美（実践女子大学教授）
島川 甲子三（気象解説家）
姜 徳相（一橋大学教授）
酒井 啓子（アジア経済研究所員）
佐谷 圭一（日本薬剤師会常務理事）
筑波 常治（早稲田大学教授）
高石 義一（日本アイ・ビー・エム常務取締役）
ペマ・ギャルポ（チベット文化研究所長）
松井 義雄（読売新聞社社長室次長）
高安 劭次（国立立川病院耳鼻咽喉科医長）
久米 康生（和紙文化研究会代表）
源川 幸夫（日立製作所顧問）
前根 明（全日本空輸株式会社総合安全推進委員会事務局機長）
三善 信一（リコー三愛グループ三愛会会長）
橋本 信也（東京慈恵会医科大学教授）
野村 万作（和泉流狂言師）
鷲見 定信（大正大学講師）
スティーブン・ドマ・ミコー（ディーアートセンター社長）
沖村 憲樹（科学技術庁官房審議官原子力局担当）
松葉 育郎（松葉医院院長）
岡田 春馬（帝京大学教授）
宮田 登（筑波大学教授）
ビハリ・ゾルタン（上智大学教授）
畔柳 晋子（防衛庁長官官房広報課二等陸佐）
奥田 拓道（愛媛大学教授）
島田 燁子（文京女子大学学長）
中野 敏雄（大東文化大学教授）
アンネグレト・ベルクマン（日本文化研究家）
木阪 宗司（科学技術庁原子力局動力炉開発課課長）
竹内 勤（慶応大学教授）
中村 秀一（厚生省年金局年金課長）
村山 登（株式会社リコー研究開発本部技師長）
柳 錘 玄（駐日本横浜大韓民国総領事官領事）
菅原 眞理子（総理府婦人問題担当室長）
牧野 賢治（東京理科大学教授）
内藤 國夫（フリージャーナリスト）
成瀬 櫻桃子（俳人協会常務理事）
ヘンリー・スコット・ストークス（ニューヨーク・タイムス・アジア代表）
桜井 邦朋（神奈川大学教授）
笹子 三津留（国立ガンセンター外科医長）
藁谷 友紀（早稲田大学専任講師）
小田島 雄志（東京大学名誉教授）
ゲイリー・W・キャンター（文京女子大学助教授）
小林 和弘（大臣官房政策課調査室長）
川合 真一（聖マリアンナ医科大学助教授）
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1996.11.1

第63集
1997.11.20

第64集
1998.11.10

第65集
1999.10.12

第66集
2000.12.1

第67集
2001.12.1

第68集
2002.12.1

第69集
2003.12.1

第70集
2004.12.1

第71集
2005.12.1

第72集
2006.12.1

第73集
2007.12.1

第74集
2008.12.1

第75集
2009.12.1

第76集
2010.12.1

おもしろ動物行動学
秦の始皇帝-その事跡と評価中国の教育事情
インターネット時代の文章読本
健康 --- 内と外から
自分史の勧め
笑いの発見
面白くなる男女関係
ラテンアメリカの民族問題
生物の飛行
外国人との付き合い方
住居空間の象徴性
医者がみた福澤諭吉
変わりゆくベトナム
宇宙から地球を見る
魔女と魔女狩り
世界の食文化を訪ねて
芭蕉の文芸
私の見た中東
万象学から見た二十一世紀の道しるべ
生命と地球の歴史
考古学の楽しみかた
日本語は南インドから来た
父性の復権
美しく不思議な国ウェールズの魅力
日本神話のこころ
文化人類学入門
ワシタカ類と自然環境
二足のわらじをはく楽しみ
大昔と私たち
仏像の話
俳句って楽しい
定年後の楽しみ方
二十世紀日本の回想
生きかたは変えられる
ボディーランゲージが伝えるもの
通訳の目から見た国際化の光と影
ホスピスの課題と展望
四字熟語の魅力
哲学へのやさしい手引き
安心して使える交通システムに向けて
遺伝子の中に神を見た
日比関係 その歴史と友好への課題
あなたの食卓、見直してみませんか？
日本人の国際性と国際化
健康でボケずに百歳まで生きる法
考古学から見た江戸の都市構造
中東問題入門
文化鳥類学入門
お墓を考える
近代日本の形成とキリスト教
日本人の起源と形成
心豊かに生きる 暮らしの中で現代美術を楽しむ
素人にも分かる最先端技術の話
歴史と礼儀作法
食料・農業問題と食品安全
戒名の値段 仏教よもやま話
地底の海に生命の起源を探る
働く人のメンタルヘルス
動物の行動から人間をみる
女たちの江戸城 知られざる大奥のなぞ
非常識な酒 エチオピア・コンソ社会と海南島リー族社会を中心に
モーツァルト 天才の秘密
生命の時間から現代社会を考える
太陽系外惑星に生命を探す
心の化粧
類人猿の観察から見る性の進化、ヒトの進化
期待される新エネルギー 地球温暖化における役割
ブタとコメ 中国、韓国、そして日本
科学における神の役割
パプアニューギニアの自然に生きる人々
生きている忠臣蔵
万葉集はおもしろい
私たちにできる温暖化対策
多様化する高齢者の住まいの選び方
振動の人体への影響
古代食は現代の長寿食

稲熊 興助（名古屋市農政緑地局管理部農政課長）
稲畑 耕一郎（早稲田大学教授）
（大連軽工業学院教授）
藤本 一男（メモレックス・テレックス（株）企画課長）
高島 巌（札幌皮膚科クリニック院長）
田上 貞一郎（茨木女子短期大学助教授）
神津 友好（演芸作家）
モンセ・ワトキンス（フリーランス記者）
太田 昌国（ラテンアメリカ研究家）
河内 啓二（東京大学教授）
川島 冽（早稲田大学講師）
リチャード・ズグスタ（大阪外語大学助教授）
土屋 雅春（慶応義塾大学名誉教授）
宋 浚（ベトナム経済研究所所長）
須藤 昇（東海大学情報技術センター研究員）
浜林 正夫（一橋大学名誉教授）
大島 政文（料亭川柳 オーナーシェフ）
上野 信好（三愛石油顧問）
田中 瑛也（田中テル也構造計画研究所会長）
菊池 桂子（万象学研究家）
磯﨑 行雄（東京大学教授）
田中 琢（元奈良国立文化財研究所所長）
大野 晋（学習院大学名誉教授）
林 道義（東京女子大学教授）
田辺 雅文（旅行家）
吉田 敦彦（学習院大学教授）
祖父江 孝男（国立民族学博物館名誉教授）
中島 欣也（日本ワシタカ研究センター常務理事）
鈴木 隆（ライフワーク研究家）
佐原 真（国立歴史民俗博物館館長）
津島 敬一（仏像研究家）
辻 桃子（俳人）
鈴木 啓三（ライフプランカウンセラー）
木村 時夫（早稲田大学名誉教授）
日野原 重明（聖路加国際病院理事長）
野村 雅一（国立民族学博物館教授）
水野 真木子（日本司法通訳人協会副会長）
小澤 竹俊（横浜甦生病院ホスピス病棟長）
島森 哲男（宮城教育大学教授）
小山 宙丸（早稲田大学前総長 名誉教授）
曽根 悟（工学院大学 教授）
村上 和雄（筑波大学 名誉教授）
リディア・N・ユー・ホセ（アテネオ デ マニラ大学 教授）
日野 英子（生活協同組合 コープ事業連合 産業医）
石川 英夫（城西大学女子短期大学部 教授）
白澤 卓二（（財）東京都老人総合研究所 チームリーダー）
小林 克（東京都江戸東京博物館 主任学芸員）
加瀬 英明（外交評論家）
柴田 敏隆（（財）日本自然保護協会 理事）
井上 治代（エンディングセンター代表 ノンフィクション作家）
深町 正信（青山学院 院長）
松浦 秀治（お茶の水女子大学 教授）
須藤 一郎（すどう美術館 館長）
岩木 正哉（理化学研究所 工学博士）
丹波 元（作家）
宮本 晶二（商品取引受託債務補償基金協会 副理事長）
志茂田 誠諦（浄土真宗僧侶 作家）
長沼 毅（広島大学大学院 生物圏科学研究科 准教授）
山本 晴義（横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター長）
小原 秀雄（女子栄養大学 名誉教授）
卜部 典子（作家）
篠原 徹（国立歴史民俗博物館 民俗研究部 教授）
中野 雄（音楽プロデューサー）
本川 達雄（東京工業大学教授）
観山 正見（国立天文台台長）
岩下 宣子（ＮＰＯ・マナー教育サポート協会）
古市 剛史（京都大学霊長類研究所教授）
山地 憲治（東京大学教授）
西谷 大（国立歴史民族博物館研究部考古学系準教授）
池内 了（総合研究大学院大学先導科学研究科教授）
梅崎 昌裕（東京大学大学院医学系研究科凖教授）
津川 安男（元ＮＨＫプロデューサー）
上野 誠（奈良大学文学部教授）
高木 宏明（国連大学高等研究所上席研究員）
中村 寿美子（有料老人ホーム・シニア住宅情報館館長）
前田 節雄（労働安全衛生総合研究所研究企画調整部長）
永山 久夫（総合長寿食研究所所長）
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第77集
2011.12.1

第78集
2012.12.1

第79集
2013.12.1

第80集
2014.12.1

第81集
2015.12.1

高齢者パワーが国と地域を変える
保科正之-会津藩主にして江戸の街づくりを指導した名君札幌パークホテル物語-思い出のホテル三愛知らぜらる深海生物の世界
漢字を楽しむ
お殿様たちの出世
成年後見制度と遺言のポイント
仏像ガールの「楽しい仏像生活」
冥途の旅はなぜ四十九日になったのか
福沢諭吉と横浜・神奈川
陰暦で暮らそう
世界の水・長寿の水
江戸文学と遊里・色道の成立
二宮尊徳の経済倫理
外来生物による在来生物種の危機
宗家として能を生きる
ﾊﾞｲｵｳｴｻﾞｰ・病気と天気の不思議な関係
47都道府県の成り立ち
細胞、原始から未来への鍵
動物園の楽しみ方 人止め柵の彼岸と此岸
遠くて遠い？アラブの世界
歴史散策のツボ
知って楽しむ世界遺産
ディズニーで学ぶ経済学
死体に尋ねる進化史
地名の魅力を語る
つながっている生命 宇宙・自然・人類

塩田 幸雄（独立行政法人福祉医療機構理事）
中村 彰彦（作家・日本文藝家協会会員）
吉田 壽昭（元札幌パークホテル総支配人）
三輪 哲也（海洋研究開発機構）
阿辻 哲次（京都大学大学院人間・環境学研究科教授）
山本 博文（東京大学史料編纂所教授）
松石 献治（弁護士・社会福祉士）
仏像ナビゲーター・仏像ガール
柳谷 晃（早稲田大学高等学院数学科教諭）
中村 實（元東北文化学園総合政策学部長）
千葉 望（ノンフィクション・ライター）
藤田 紘一郎（東京医科歯科大学名誉教授）
渡辺 憲司（立教大学名誉教授）
新井 恵美子（ノンフィクション作家）
松井 正文（京都大学大学院人間・環境学研究科教授）
宝生 和英（シテ方宝生流第二十世宗家）
福岡 義隆（立正大学地球環境科学部教授）
八幡 和郎（評論家・徳島文理大学教授）
黒岩 常祥（文化功労者・立教大学特任教授）
森 由民（動物園ライター）
吉田 昌平（横浜国立大学教授）
小林 祐一（歴史紀行家）
真船 千秋（世界遺産アカデミー認定講師）
山澤 成康（跡見学園女子大学教授）
遠藤 秀紀（東京大学総合研究博物館教授）
谷川 彰英（筑波大学名誉教授）
縣 秀彦（国立天文台准教授）
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