回次 主題・講師
会期・参加状況
第1回 世界の中の日本(開館記念セミナー)
1965年7月5～7日
貝塚 茂樹（京都大学教授）
103名18校
東畑 精一（東京大学名誉教授）
山内 恭彦（東京大学名誉教授）
第2回 現代思潮と日本（落成記念セミナー）
1965年11月2～4日
大塚 久雄（東京大学教授）
80名14校
高島 善哉（一橋大学教授）
安藤 英治（成蹊大学教授）
内田 芳明（神奈川大学教授）
住谷 一彦（立教大学教授）
鈴木 秀勇（一橋大学教授）
富沢 賢治（一橋大学博士課程）
星野 彰男（一橋大学博士課程）
第3回 科学と宗教
1966年1月14～16日
山内 恭彦（東京大学名誉教授）
90名21校
中村 元（東京大学教授）
柳瀬 睦男（上智大学副学長）
鈴木 皇（上智大学教授）
山本 大二郎（明治大学教授）
勝見 允行（国際基督教大学助教授）
三枝 充悳（国学院大学助教授）
市倉 宏祐（専修大学教授）
今井 淳（日本大学助教授）
第4回 「新日本のビジョン」とその批判
1966年3月26～27日
62名18校
蝋山 政道（国際基督教大学客員教授）
武藤 光朗（中央大学教授）
原 豊（慶応義塾大学講師）
富永 健一（東京大学講師）
原 敬吾（学習院女子短期大学教授）
第5回 英国のキリスト教文学
1966年5月20～22日
斎藤 勇（東京大学名誉教授）
48名14校
小泉 一郎（学習院大学教授）
斎藤 和明（国際基督教大学講師）
児玉 久雄（共立女子短期大学助教授）
川西 進（東京大学助教授）
土居 光知（日本学士院会員）
第6回 大学の理念と現実(開館1周年記念セミナー)
1966年7月3～5日
永井 道雄（東京工業大学教授）
95名22校
前田 陽一（東京大学教授）
西村 秀夫（東京大学助教授）
都留 春夫（国際基督教大学教授）
小林 哲也（国際基督教大学教授）
鈴木 皇（上智大学教授）
玉虫 文一（東京女子大学教授）
斎藤 幸一郎（慶應義塾大学教授）
小林 文男（アジア経済研究所員）
馬場 四郎（東京教育大学教授）
第7回 実存思想と現代 (1)―現代に生きるために―
1967年1月13～15日
原 佑（東京大学教授）
132名33校
樫山 欽四郎（早稲田大学教授）
松浪 信三郎（早稲田大学教授）
佐古 純一郎（作家）
川原 栄峰（早稲田大学教授）
小川 圭治（東京女子大学助教授）
吉村 善夫（信州大学教授）
信太 正三（神奈川大学教授）
三雲 夏生（慶應義塾大学教授）
市倉 宏祐（専修大学教授）
飯島 宗享（東洋大学教授）
第8回 実存思想と現代 (2)―現代に生きるために―
1967年3月26～28日
樫山 欽四郎（早稲田大学教授）
127名29校
藤田 健治（お茶の水女子大学学長）
椎名 麟三（作家）
川原 栄峰（早稲田大学教授）
上妻 精（成蹊大学助教授）
小川 圭治（東京女子大学助教授）
岩永 達郎（明治大学講師）
佐古 純一郎（二松学舎大学教授）
信太 正三（神奈川大学教授）
市倉 宏祐（専修大学教授）
第9回 大学と人間 (新入生歓迎セミナー)
1967年5月3～5日
堀米 庸三（東京大学教授）
51名16校
江上 二夫（東京大学教授）
増田 四郎（一橋大学学長）
高村 象平（慶應義塾大学教授）
折原 浩（東京大学助教授）
鈴木 皇（上智大学教授）
西村 秀夫（東京大学助教授）
小塩 節（国際基督教大学助教授）
一番ヶ瀬 康子（日本女子大学助教授）
広野 良吉（成蹊大学助教授）
岩崎 力（東京外国語大学助教授）
藤永 保（東京女子大学助教授）
世界史的にみたヨーロッパと日本
第10回
1967年7月7～9日
(開館2周年、講堂、図書館落成記念セミナー)
増田 四郎（一橋大学学長）
103名27校
会田 雄次（京都大学教授）
中村 賢二郎（京都大学人文科学研究所助教授）
望田 幸男（同志社大学助教授）
野田 宣雄（京都大学助教授）
渡辺 金一（一橋大学教授）
栗原 福也（東京女子大学教授）
山田 欣吾（一橋大学助教授）
第11回 日本の思想―｢日本の思想｣をテキストとして―
1967年9月8～10日
丸山 真男（東京大学教授）
59名16校
R・P・ドーア（ロンドン大学教授）
岡 利郎（東京大学大学院学生）

第12回 文学を考える
1967年11月23～25日
手塚 富雄(立教大学教授)
65名21校
神品 芳夫(東京大学助教授)
石井 不二雄(早稲田大学講師)
第13回 現代人とキリスト教思想―出会いと決断―(1)
1967年12月18～20日
佐藤 敏夫(東京神学大学助教授)
108名29校
宮田 光雄(東北大学教授)
南原 繁(東京大学名誉教授)
長 清子(国際基督教大学教授)
北森 嘉蔵(東京神学大学教授)
荒井 献(青山学院大学助教授)
小川 圭治(東京女子大学助教授)
能沢 義宣(東京神学大学助教授)
茂泉 昭男(東北学院大学助教授)
中沢 洽樹(立教大学教授)
第14回 現代とキリスト教思想―出会いと決断―(2)
1968年3月7～9日
佐藤 敏夫(東京神学大学助教授)
54名21校
有賀 弘(東京大学社研講師)
北森 嘉蔵(東京神学大学教授)
小川 圭治(東京女子大学助教授)
能沢 義宣(東京神学大学助教授)
大学と社会を結ぶ最初の試み
第15回
1968年3月14～15日
―講演に視野を開く―(卒業記念セミナー)
岩佐 凱実(富士銀行頭取)
84名25校
隅谷 三喜男(東京大学教授)
ゴルドン・ボールス博士夫妻(日米交換教授(人類学))
第16回 音楽と社会―M・ウエーバー『音楽社会学』をテキストとして―(長期連続セミナー)
安藤 英治(成蹊大学教授)
<第1部>1968年6月7日、14日
池宮 英才(東京女子大学教授)
<第2部>1968年6月28日、7月5日
角倉 一朗(桐朋大学助教授)
<第3部>1968年12月16～17日
小泉 文夫(東京芸術大学助教授)
99名21校
服部 幸三(東京芸術大学助教授)
学問と人生―大学と現代人の課題にふれて
第17回
1968年6月28～30日
―(新入生歓迎セミナー)
坪井 忠二（東京大学名誉教授）
66名25校
板垣 與一（一橋大学教授）
坂西 志保（評論家）
川原 栄峰（早稲田大学教授）
鈴木 皇（上智大学教授）
芳賀 徹（東京大学助教授）
久保田 きぬ子（立教大学教授）
小堀 巖（東京大学助教授）
深沢 宏（一橋大学助教授）
児玉 久雄（学習院大学教授）
第18回 平和と人権(開館3周年記念セミナー)
1968年7月26～27日
坂本 義和（東京大学教授）
79名24校
久保田 きぬ子（立教大学教授）
川田 侃（東京大学教授）
宮崎 繁樹（明治大学教授）
石田 雄（東京大学教授）
第19回 ヨーロッパとは何か(1)
1968年10月19～20日
堀米 庸三（東京大学教授）
90名24校
渡辺 金一（一橋大学教授）
山田 欣吾（一橋大学助教授）
成瀬 治（東京大学助教授）
木村 尚三郎（東京大学助教授）
コンピューター時代の人間
第20回
1968年12月6～8日
―職業の変化と人間観の変化―
山内 恭彦（東京大学名誉教授）
128名27校
高橋 秀俊（東京大学教授）
林 雄二郎（東京工業大学教授）
吉田 夏彦（東京工業大学助教授）
木村 尚三郎（東京大学助教授）
宮川 公男（一橋大学助教授）
山田 圭一（東京工業大学助教授）
原 芳男（東京工業大学助教授）
渡辺 茂（東京大学教授）
南雲 仁一（東京大学教授）
デイタース（上智大学教授）
後藤 英一（東京大学助教授）
印東 太郎（慶應義塾大学教授）
山本 信（東京大学助教授）
坂本 百大（駒沢大学講師）
吉田 夏彦（東京工業大学助教授）
穐山 貞登（東京工業大学助教授）
高木 純一（早稲田大学教授）
大学と社会―現代を考える―(1)
第21回
1969年2月22～23日
(卒業セミナーを兼ねて)
樫山 欽四郎（早稲田大学教授）
129名30校
武藤 光朗（中央大学教授）
大学と社会―現代を考える―(2)
第22回
1969年4月19～21日
(学生問題懇談会を加えて)
川原 栄峰（早稲田大学教授）
126名34校
小川 圭治（東京女子大学教授）
小塩 節（国際基督教大学教授）
三枝 充悳（国学院大学教授）
深沢 宏（一橋大学助教授）
鈴木 皇（上智大学教授）
河合 秀和（学習院大学助教授）
森 恭三（朝日新聞論説顧問）
第23回 ヨーロッパとは何か(2)
1969年5月12～13日
堀米 庸三（東京大学教授）
28名15校
清水 広一郎（東京教育大学助教授）
成瀬 治（東京大学助教授）
遅塚 忠躬（東京都立大学助教授）

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回

第31回

第32回

大学と人間―現代を考える―
(新入生歓迎セミナー)
前田 護郎（東京大学教授）
田代 茂樹（東洋レーヨン会長）
松田 智雄（東京大学教授）
芳賀 徹（東京大学助教授）
古銭 良一郎（青山学院大学助教授）
清水 誠（東京都立大学教授）
都留 春夫（国際基督教大学教授）
早川 豊彦（東京工業大学助教授）
佐藤 誠三郎（東京大学助教授）
日本人とは何か(1)(開館4周年記念セミナー)
中村 元（東京大学教授）
宮城 音弥（東京工業大学名誉教授）
清水 多嘉示（彫刻家・日本芸術院会員）
今井 淳（専修大学教授）
三枝 充悳（国学院大学教授）
相良 亨（東京大学助教授）
祖父江 孝男（明治大学教授）
戸川 芳郎（お茶の水女子大学助教授）
芳賀 徹（東京大学教授）
源 了圓（日本女子大学教授）
日本人とは何か(2)
谷川 徹三（元法政大学総長）
中村 元（東京大学教授）
後藤 基夫（朝日新聞論説副主幹）
今井 淳（専修大学教授）
三枝 充悳（国学院大学教授）
佐藤 正英（東京大学助手）
祖父江 孝男（明治大学教授）
戸川 芳郎（お茶の水女子大学助教授）
芳賀 徹（東京大学教授）
原 敬吾（学習院女子短期大学教授）
1970年代の都市問題
―ニュータウン再開発の検討―
磯村 英一（東洋大学学長）
岡野 行秀（東京大学助教授）
藤竹 暁（NHK総合放送文化研究所員）
鈴木 武夫（国立公衆衛生院部長）
赤木 須留喜（東京都立大学教授）
現代文明の諸問題
―新しい世界観の視座を求めて－
(長期研修セミナー館落成記念セミナー)
山内 恭彦（東京大学名誉教授）
川原 栄峰（早稲田大学教授）
三枝 充悳（国学院大学教授）
鈴木 皇（上智大学教授）
芳賀 徹（東京大学助教授）
富永 健一（東京大学助教授）
金森 博雄（東京大学地震研究所助教授）
大学と人間―未来にかける「わたし」の発見―
(新入生歓迎セミナー)
福田 歓一（東京大学教授）
渡辺 格（慶應義塾大学教授）
安藤 英治（成蹊大学教授）
村田 喜代治（中央大学教授）
木原 弘二（慶應義塾大学助教授）
平川 祐弘（東京大学助教授）
星野 命（国際基督教大学助教授）
福井 文雅（早稲田大学助教授）
再検討・近代の日本文学(夏季長期セミナー)
島田 謹二（東洋大学教授）
ドナルド・キーン（コロンビア大学教授）
大岡 信（詩人・明治大学助教授）
前田 愛（成蹊大学助教授）
桶谷 秀昭（東洋大学助教授）
小堀 桂一郎(東京大学助教授)
芳賀 徹(東京大学助教授)
太田 雄三(国学院大学講師)
子安 美知子(早稲田大学助教授)
井村 君江(鶴見女子大学助教授)
藤富 保男(詩人)
鍵谷 幸信(慶應義塾大学助教授)
学問における創造とは何か
(開館5周年記念セミナー)
大塚 久雄(東京大学名誉教授)
正田 建次郎(武蔵大学学長)
内田 義彦(専修大学教授)
内田 芳明(神奈川大学教授)
土居 健郎(聖路加国際病院医長)
桜井 徳太郎(東京教育大学助教授)
子安 宣邦(横浜国立大学助教授)
村田 全(立教大学助教授)
広重 徹(日本大学助教授)
筑波 常三治(科学史家)
社会と交通
今野 源八郎（東京大学名誉教授）
八十島 義之助（東京大学教授）
岡田 清(成城大学教授)
藤井 弥太郎(慶應義塾大学教授)
井上 孝(東京大学教授)
中口 博(東京大学教授)
乾 崇夫(東京大学教授)
新谷 洋二(東京大学助教授)
岡野 行秀(東京大学助教授)

69年6月27～29日
66名25校

1969年11月1～3日
164名53校

1969年12月12～14日
123名30校

1970年2月24～26日
75名29校

1970年5月9～10日
86名32校

1970年6月27～29日
64名32校

1970年7月30～8月3日
115名52校

1970年10月22～25日
158名48校

1970年12月4～6日
75名31校

津崎 武司(日本航空調査開発室次長)
第33回 思想の主体性
1970年12月22～23日
松浪 信三郎（早稲田大学教授）
92名33校
杉山 好（東京大学助教授）
柏原 啓一（お茶の水女子大学助教授）
熊沢 義宣（東京神学大学教授）
小川 圭治（東京女子大学教授）
第34回 進化と適応
1971年1月14～17日
今西 錦司(岐阜大学長)
127名49校
八杉 竜一(東京工業大学教授)
木原 弘二(慶應義塾大学助教授)
日高 敏隆(東京農工大学教授)
香原 志勢(立教大学助教授)
藤岡 喜愛(京都大学人文科学研究所員)
中村 禎里(立正大学教授)
吉田 夏彦(東京工業大学教授)
内藤 正(東京工業大学教授)
第35回 社会化としての発達(白井常先生還暦セミナー) 1971年1月30～31日
岡 宏子(聖心女子大学教授)
76名26校
柏木 恵子(東京女子大学助教授)
新田 倫義(東京女子大学教授)
島田 一男(聖心女子大学教授)
高田 洋一郎(東京女子大学教授)
白井 常(東京女子大学教授)
第36回 専門職と国民の生活
1971年3月5～7日
隅谷 三喜男(東京大学教授)
59名28校
橋本 邦雄(建築設計研究所所長)
川喜田 愛郎(元千葉大学学長)
野村 実(医師)
森 恭三(朝日新聞社論説顧問)
森田 宗一(東京家裁判事)
柿内 賢信(東京大学教授)
野村 純三(成蹊小学校校長)
学問と人生―大学における出会いの意味―
第37回
71年5月22～23日
(新入生歓迎セミナー)
山下 肇(東京大学教養学部長)
52名26校
藤田 信勝(毎日新聞論説室顧問)
原 一雄(国際基督教大学助教授)
宇野 重昭(成蹊大学教授)
道家 達将(東京工業大学助教授)
自己とは何か
第38回 ―セーレン・キルケゴールの思想を手がかりとし 1971年5月29～31日
て―
西谷 啓治(大谷大学教授)
134名43校
桝田 啓三郎(東洋大学教授)
福島 保夫(埼玉大学)
柏原 啓一(お茶の水女子大学)
三浦 永光(高崎経済大学)
熊沢 義宣(東京神学大学)
大谷 愛人(慶應義塾大学)
小川 圭治(東京女子大学)
杉山 好(東京大学)
吉本 隆明(評論家)
第39回 人間と環境―公害の現状と展望―
71年6月25～27日
46名26校
和達 清夫(埼玉大学学長)
村田 喜代治(中央大学教授)
野村 好弘(東京都立大学助教授
木村 実(拓殖大学講師)
道家 達将(東京工業大学助教授)
木原 弘二(慶應義塾大学)
第40回 地域調査(夏季長期セミナー)
1971年7月22～26日
石田 竜次郎(一橋大学名誉教授)
81名37校
木村 礎(明治大学教授)
小堀 巖(東京大学助教授)
竹内 啓一(一橋大学助教授)
渡辺 忠胤(多摩史研究会会員)
椚 国男
渡辺 奨(多摩史研究会会員)
沼 謙吉
新井 勝紘
早川 和男(建設省建築経済研究室長)
益田 勝実(法政大学教授)
石井 素介(明治大学教授)
竹内 啓一(一橋大学助教授)
青柳 清孝(国際基督教大学助教授)
安原 茂(成蹊大学教授)
第41回 日本と中国
1971年10月23～24日
白石 凡（朝日新聞論説顧問）
66名33校
戴 国煇（アジア経済研究所主任調査研究員）
小島 麗逸（アジア経済研究所研究員）
藤村 俊郎（福島大学経済学部助教授）
第42回 文化交流の役割―比較文化と関連して―
1971年11月5～7日
三上 次男(青山学院大学教授)
72名35校
護 雅夫(東京大学教授)
芳賀 徹(東京大学助教授)
木村 尚三郎(東京大学助教授)
高階 秀爾(東京大学助教授)
第43回 人間解散―サイコパソロジカルアプローチ―
1971年12月18～19日
加藤 正明(国立精神衛生研究所)
113名41校
河合 隼雄(天理大学教授)
近藤 章久(近藤クリニック院長)
安田 一郎(横浜市交通局友愛病院神経科医師)
小見山 実(電気通信大学助教授)
小田 晋(東京医科歯科大学助教授(犯罪心理研究室))
第44回 現代社会と法
1972年1月14～16日
川島 武宜(東京大学名誉教授)
23名10校
石川 稔(成蹊大学助教授)
谷川 久(成蹊大学教授)

第45回

第46回

第47回

第48回

第49回

第50回

第51回

第52回

第53回

第54回

第55回

第56回

山本 草二(成蹊大学教授)
筒井 若水(東京大学助教授)
鵜飼 信成(元国際基督教大学長)
家を考える
1972年2月12～13日
吉武 泰水(東京大学教授)
68名25校
吉阪 隆正(早稲田大学教授)
石毛 直道(甲南大学講師)
広田 寿子(日本女子大学助教授)
村武 精一(東京都立大学助教授)
荻原 正三(工学院大学助教授)
自然界における対称性―自然探求へのアプローチ―
1972年3月10～12日
宮島 龍興(東京教育大学学長)
40名16校
亀淵 迪(東京教育大学教授)
松浦 悦之(東京教育大学助教授)
江沢 洋(学習院大学教授)
菅野 暁(東京大学物性研究所助教授)
高橋 博彰(早稲田大学助教授)
科学文明はどこへ行く
1972年5月27～28日
川喜田 愛郎(元千葉大学)
51名25校
時実 利彦(京都大学教授)
合田 周平(電気通信大学助教授)
木原 弘二(慶應義塾大学助教授)
木村 繁(朝日新聞科学部次長)
筑波 常治(科学評論家)
日本人の再発見
1972年6月23～25日
和歌森 太郎(東京教育大学教授)
120名38校
オーテス・ケーリ(同志社大学教授)
神島 二郎(立教大学教授)
松原 治郎(東京教育大学助教授)
土居 健郎(東京大学教授)
小堀 桂一郎(東京大学助教授)
金山 宣夫(日本総合研究所国際部長)
野口 武徳(成城大学助教授)
偶然を考える
1972年7月21～23日
増山 元三郎(東京理科大学教授)
52名24校
下村 寅太郎(学習院大学教授)
小野山 卓爾(津田塾大学教授)
戸田 盛和(東京教育大学教授)
高橋 晄正(東京大学講師)
竹内 啓(東京大学助教授)
神山 四郎(慶應義塾大学教授)
日本文学の新しい研究方法
1972年10月13～15日
―平家物語を中心として―
小西 甚一(東京教育大学教授)
34名19校
外山 滋比古(お茶の水女子大学教授)
出淵 博(東京工業大学助教授)
山下 宏明(名古屋大学助教授)
麻原 美子(日本女子大学助教授)
信太 周(大妻女子大学助教授)
犬井 善寿(東京教育大学博士課程)
アジア社会の比較研究
―アジアの国々との協調のあり方を求めて―(開 1972年11月17～19日
館7周年記念セミナー)
川田 侃（上智大学教授）
119名31校
高橋 彰(東京大学助教授)
深沢 宏(一橋大学助教授)
宇野 重昭(成蹊大学教授)
藤井 昇三(電気通信大学助教授)
三輪 公忠(上智大学教授)
林 武(アジア経済研究所主任研究員)
大河内 一男(東京大学名誉教授)
三笠宮 崇仁(日本オリエント学会会長)
中国思想と日本
1972年12月1～3日
村松 暎(慶應義塾大学教授)
51名26校
吉川 幸次郎(京都大学名誉教授)
安斎 和雄(早稲田大学教授)
池田 温(東京大学助教授)
高田 淳(東京大学教授)
戸川 芳郎(東京大学助教授)
福井 文雅(早稲田大学助教授)
藤家 礼之助(東海大学助教授)
夏目漱石と森鷗外
1973年1月19～21日
小島 信夫(明治大学教授)
108名37校
越智 治雄(東京大学助教授)
江藤 淳(東京工業大学助教授)
竹盛 天雄(早稲田大学助教授)
平川 祐弘(東京大学助教授)
小堀 桂一郎(東京大学助教授)
水と文明
1973年2月23～25日
高橋 裕(東京大学教授)
51名21校
小堀 巖(東京大学助教授)
安藝 皎一(拓殖大学教授)
中沢 弌仁(経済企画庁総合開発局水資源課長)
佐藤 俊朗(東京農業大学助教授)
玉井 賢二(NHK報道局社会部記者)
1973年3月9～11日
平和研究の新展開：討論とシミュレーション
武者小路 公秀(上智大学教授)
74名23校
細谷 千博 (一橋大学教授)
白鳥 令(独協大学助教授)
臼井 久和(独協大学講師)
平野 健一郎(東京大学助教授)
浮田 久子(日本平和研究懇談会)
1973年4月22～24日
1930年代を土俵として日本お外交を考える
緒方 貞子(国際基督教大学・聖心女子大学講師)60名7校
三輪 公忠(上智大学教授)
藤井 昇三(電気通信大学助教授)
細谷 千博(一橋大学教授)
馬場 伸也(津田塾大学助教授)

第57回

第58回

第59回

第60回

第61回

第62回

第63回

第64回

第65回

第66回

第67回

池井 優(慶應義塾大学教授)
大学・共同体・個人
―個人に社会を管理する力はあるのか―
1973年5月25～27日
(新入生歓迎セミナー)
飯島 宗享(東洋大学教授)
67名23校
半谷 高久(東京都立大学教授)
安齋 伸(上智大学教授)
井門 富二夫(津田塾大学教授)
大川 信明(東洋大学教授)
早川 和男(建設省建築研究所建設経済研究室長)
飯島 宗享(東洋大学教授)
本谷 勲(東京農工大学助教授)
半谷 高久(東京都立大学教授)
現代世界とナショナリズム
1973年6月22～24日
―新しい国際関係秩序を求めて―
板垣 與一(一橋大学名誉教授)
75名25校
高島 善哉(一橋大学名誉教授)
林 武(アジア経済研究所主任研究員)
宮崎 義一(横浜国立大学教授)
荒木 信義(武蔵大学講師)
富永 健一(東京大学助教授)
茅 陽一(東京大学助教授)
心のなかの現代―社会心理学の話題をめぐって―1973年7月6～8日
世良 正利(中央大学教授)
89名35校
竹内 太郎(朝日新聞社出版企画室)
星野 命(国際基督教大学教授)
岩男 寿美子(慶應義塾大学助教授)
世良 正利(中央大学教授)
佐藤 毅(法政大学教授)
西山 啓(広島大学助教授)
竹村 研一(聖心女子大学助教授)
穐山 貞登(東京工業大学助教授)
大沢 博(岩手大学助教授)
人間・都市・土地―人間にとって都市とは何か― 1973年8月9～12日
磯村 英一(東洋大学前学長)
61名26校
本吉 庸浩(読売新聞解説部)
熊田 禎宣(東京工業大学助教授)
倉沢 進(東京都立大学助教授)
高橋 勇悦(東京学芸大学助教授)
藤木 三千人(東洋大学教授)
伊藤 滋(東京大学助教授)
戸沼 幸市(早稲田大学助教授)
早川 和男(建設省建築研究所建設経済研究室長)
物理教育はいかにあるべきか
1973年9月21～23日
石黒 浩三(東京大学教授)
31名6校
犬丸 章門(赤城台高等学校教諭)
渡辺 寧(慶應義塾高等学校教諭)
岡崎 正(白鷗高校教諭)
山内 恭彦(東京大学名誉教授)
鈴木 皇(上智大学教授)
近藤 正夫(学習院大学教授)
戸川 孝夫(東京理科大学教授)
村上 陽一郎(東京大学助教授)
藤井 清(和光大学助教授)
渡辺 彰(慶應義塾大学専任講師)
笠 耐(上智大学専任講師)
小田切 理文(戸山高等学校教諭)
現代資本主義の諸問題
1973年11月30～12月2日
川口 弘(中央大学教授)
42名15校
宮崎 犀一(中央大学教授)
石崎 昭彦(神奈川大学教授)
磯村 隆文(大阪市立大学助教授)
一番ヶ瀬 康子(日本女子大学教授)
今宮 謙二(中央大学助教授)
岡山 隆(早稲田大学教授)
日本文学の新しい研究法―比較文学の視点から―
1973年12月14～16日
島田 謹二(東洋大学教授)
47名15校
川本 皓嗣(東京大学講師)
芳賀 徹(東京大学助教授)
前田 愛(立教大学助教授)
亀井 俊介(東京大学助教授)
小堀 桂一郎(東京大学助教授)
新時代を迎える国連
1974年1月11～13日
高野 雄一(東京大学教授)
62名20校
杉山 茂雄(法政大学教授)
小和田 恒(外務省国連局政治課長)
斎藤 恵彦(東京外国語大学助教授)
宮崎 繁樹(明治大学教授)
横田 洋三(国際基督教大学助教授)
人間と言語(1)
1974年2月15～17日
沢田 允茂(慶應義塾大学教授)
102名30校
池田 彌三郎(慶應義塾大学教授)
野元 菊雄(国立国語研究所第一研究部長)
由良 君美(東京大学助教授)
小笠原 林樹(早稲田大学講師)
鈴木 孝夫(慶應義塾大学教授)
現代を考える
1974年3月11～13日
板垣 與一(一橋大学名誉教授)
56名27校
星野 命(国際基督教大学教授)
阿久津 喜弘(国際基督教大学助教授)
戸沼 幸市(早稲田大学助教授)
寺門 征男(早稲田大学講師)
西村 閑也(法政大学教授)
高野 雄一(東京大学教授)
斎藤 恵彦(東京外国語大学助教授)
現代の日本と憲法―憲法記念日に因んで―
1974年5月2～3日
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第69回

第70回

第71回

第72回

第73回

第74回

第75回

第76回

第77回

伊藤 正己(東京大学教授)
38名21校
伊藤 正己(東京大学教授)
田島 裕(大阪市立大学助教授)
戦後日本の外交(8大学合同セミナー)
1974年5月31～6月2日
細谷 千博(一橋大学教授)
69名8校
三輪 公忠(上智大学教授)
宇野 重昭(成蹊大学教授)
南 義清(国際基督教大学博士課程)
百瀬 宏(津田塾大学教授)
野林 健(一橋大学助手)
渡辺 昭夫(明治大学教授)
緒方 貞子(国際基督教大学教授)
松井 靖夫(外務省事務官)
森山 昭郎(国際基督教大学社会科学研究所助手)
五味 俊樹(上智大学博士課程)
黒川 修司(一橋大学博士課程)
トインビーと現代(新入生歓迎セミナー)
1974年6月21～23日
鈴木 成高(早稲田大学教授)
83名29校
木村 尚三郎(東京大学助教授)
山本 新(神奈川大学教授)
木村 隆一(評論家)
堤 彪(共立薬科大学教授)
吉沢 五郎(聖心女子大学キリスト教文化研究所講師)
秀村 欣二(青山学院大学教授)
藝術のたのしみ
1974年7月18～21日
―演劇・美術・音楽における伝統と現代―
河竹 登志夫(早稲田大学教授)
98名36校
小山 弘志(東京大学教授)
細井 雄介(聖心女子大学助教授)
宮下 啓三(慶應義塾大学助教授)
丹羽 文夫(劇団民芸演出家)
西村 博子(早稲田大学講師)
佐々木 英也(国立西洋美術館主任研究官)
高辻 知義(東京大学助教授)
人類の未来と国連
1974年9月27～29日
坂本 義和(東京大学教授)
87名24校
小田 滋(東北大学教授)
高野 雄一(東京大学教授)
宮崎 繁樹(明治大学教授)
小寺 初世子(広島女子大学教授)
黒田 俊夫(厚生省人口問題研究所長)
岡崎 陽一(厚生省人口問題研究所人口移動科長)
西川 潤(早稲田大学助教授)
山岡 喜久男(早稲田大学教授)
東 寿太郎(津田塾大学教授)
人間と言語(2)
1974年10月11～13日
柴田 武(東京大学教授)
84名25校
野元 菊雄(国立国語研究所言語行動研究部長)
小笠原 林樹(早稲田大学講師)
光延 明洋(東京都立大学助教授)
鈴木 孝夫(慶応義塾大学教授)
西山 祐司(慶應義塾大学言語文化研究所助手)
東洋と日本(開館9周年記念セミナー)
1974年11月8～10日
山井 湧(東京大学教授)
77名28校
三枝 充悳(国学院大学教授)
湯浅 泰雄(大阪大学教授)
山本 達郎(国際基督教大学教授)
青木 和夫(お茶の水女子大学教授)
小倉 芳彦(学習院大学教授)
子安 宣邦(横浜国立大学助教授)
野崎 守英(東京理科大学助教授)
横山 紘一(東京大学助手)
日本の近代と文学(4大学合同セミナー)
1975年1月10～12日
三好 行雄(東京大学教授)
77名4校
前田 愛(立教大学教授)
佐藤 勝(東京女子大学教授)
吉田 凞生(東京女子大学教授)
神谷 忠孝(中央大学助教授)
鳥居 邦朗(武蔵大学教授)
宮川 透(東京外国語大学教授)
今井 淳(武蔵大学教授)
生命について
1975年2月13～15日
竹下 敬次(東京医科歯科大学教授)
45名25校
川喜田 愛郎(千葉大学名誉教授)
大倉 興司(東京医科歯科大学助教授)
木原 弘二(慶應義塾大学教授)
香原 志勢(立教大学教授)
坂岸 良克(埼玉医科大学教授)
鈴木 宗治(東京医科歯科大学教授)
道家 達将(東京工業大学教授)
吉田 夏彦(東京工業大学教授)
実存思想とは何か―生きることを求めて―
1975年5月24～26日
藤田 健治(お茶の水女子大学名誉教授)
136名43校
吉沢 伝三郎(東京都立大学教授)
泉 治典(東洋大学教授)
平木 幸二郎(東京大学助手)
林田 新二(電気通信大学教授)
上妻 精(成蹊大学教授)
池上 明哉(慶應義塾大学助教授)
片山 洋之介(茨城大学助教授)
久野 昭(東洋大学教授)
竹下 敬次(東京医科歯科大学教授)
1930年代をめぐる国際環境(8大学合同セミナー) 1975年6月20～22日
馬場 伸也(津田塾大学教授)
97名8校
池井 優(慶應義塾大学教授)
野林 健(同志社大学アメリカ研究所研究員)
宇野 重昭(成蹊大学教授)
三輪 公忠(上智大学教授)

第78回

第79回

第80回

第81回

第82回

第83回

第84回

第85回

村瀬 興雄(成蹊大学教授)
細谷 千博(一橋大学教授)
(特定のセクションに所属しないで指導)
緒方 貞子(一橋大学博士課程)
増田 弘(慶應義塾大学博士課程)
滝口 太郎(成蹊大学修士課程)
植田 隆子(津田塾大学修士課程)
細谷 正宏(上智大学修士課程)
井上 勇一(慶應義塾大学修士課程)
1975年7月11～13日
藝術のたのしみ(第2回)
本宮 昭五郎(舞台美術家・多摩芸術学園講師) 119名36校
西村 博子(早稲田大学講師)
宮下 啓三(慶應義塾大学助教授)
丹羽 文夫(劇団民芸演出家)
荒川 哲生(演出家(現代演劇協会)・早稲田大学講師)
演出家(現代演劇協会)
宮田 勝房
荒井 秀直(慶應義塾大学助教授)
徳丸 吉彦(お茶の水女子大学助教授)
角谷 栄次(劇団民芸団員)
長 慶子(劇団民芸団員)
生活と環境―日常生活の中の科学―
1975年9月12～14日
(新入生歓迎セミナー)
鈴木 成文(東京大学教授)
51名25校
田村 明(横浜市技監・企画調査局長)
持田 照夫(前橋市立工業短期大学教授)
長倉 康彦(東京都立大学教授)
中村 八朗(成蹊大学教授)
尾島 俊雄(早稲田大学教授)
小川 信子(日本女子大学助教授)
明日の世界を考える(開館10周年記念セミナー) 1975年10月31～11月2日
糸川 英夫(組織工学研究所所長)
97名31校
大塚 久雄(東京大学名誉教授)
板垣 與一(一橋大学名誉教授)
(司会)小林 昇(立教大学教授)
茅 陽一(東京大学助教授)
公文 俊平(東京大学助教授)
宇野 重昭(成蹊大学教授)
吉田 夏彦(東京工業大学教授)
木村 尚三郎(東京大学助教授)
今日の婦人問題―平等・発展・平和―
1975年11月21～23日
神田 道子(東洋大学助教授)
93名33校
上代 タノ(日本女子大学名誉教授)
深尾 凱子(読売新聞社婦人部記者)
影山 裕子(評論家)
高須 裕三(日本大学教授)
祖父江 孝男(国立民族学博物館教授)
湯沢 雍彦(お茶の水女子大学教授)
革新的伝統の追求
1976年1月16～18日
色川 大吉(東京経済大学教授)
114名27校
山田 慶児(京都大学助教授)
鶴見 和子(上智大学教授)
色川 大吉(東京経済大学教授)
櫻井 徳太郎(東京教育大学教授)
三輪 公忠(上智大学教授)
小島 麗逸(アジア経済研究所主任調査研究員)
宇野 重昭(成蹊大学教授)
菊池 昌典(東京大学助教授)
日本土着思想の原点(新入生歓迎セミナー)
1976年5月28～30日
野口 武徳(成城大学教授)
106名32校
吉田 禎吾(東京大学教授)
宮田 登(東京学芸大学助教授)
佐々木 宏幹(駒澤大学教授)
江守 五夫(明治大学教授)
谷川 健一(評論家)
神話・文学・聖書―西洋古典の人間理解―
1976年6月18～20日
久保 正彰(東京大学教授)
109名28校
川島 重成(国際基督教大学助教授)
中山 恒夫(順天堂大学教授)
後藤 光一郎(東京大学助教授)
荒井 献(東京大学教授)
佐竹 明(新約聖書学研究家)
(司会)秀村 欣二(青山学院大学教授)
「アメリカ」―現代文明の試練
19７6年10月8～10日
―独立200年の理想と現実―
斎藤 眞(東京大学教授)
104名27校
袖井 林二郎(法政大学教授)
斎藤 眞(東京大学教授)
宇沢 弘文(東京大学教授)
阿部 斉(成蹊大学教授)
青柳 清孝(国際基督教大学教授)
山本 満(法政大学教授)

古代東アジア史上の日本
(故大浜信泉先生追悼セミナー)
栗原 朋信(早稲田大学教授)
西嶋 定生(東京大学教授)
大谷 光男(二松学舎大学教授)
小林 宏(国学院大学教授)
塩入 良道(大正大学教授)
武田 幸男(東京大学助教授)
土居 淑子(成城大学助教授)
第87回 宇宙―現代宇宙像の諸問題―
寿岳 潤(東京大学助教授)
浜田 哲夫(茨城大学教授)
佐藤 文隆(京都大学教授)
海部 宣男(東京大学助手)
杉本 大一郎(東京大学助教授)
第86回

1976年10月22～24日
58名17校

1976年11月12～14日
90名34校

第88回

第89回

第90回

第91回

第92回

第93回

第94回

第95回

第96回

第97回

第98回

小沼 直樹(筑波大学助教授)
横尾 広光(杏林大学助手)
森本 雅樹(東京大学助教授)
西欧精神の源流(故堀米庸三先生追悼セミナー) 1976年12月3～5日
増田 四郎(東京経済大学教授)
107名32校
玉野井 芳郎(東京大学教授)
井上 泰男(北海道大学教授)
渡邊 昌美(高知大学教授)
新倉 俊一(立教大学教授)
堀越 孝一(学習院大学教授)
木村 尚三郎(東京大学教授)
人間はどこまで機械か―物質・生命・精神―
1977年1月14～16日
大森 荘蔵(科学哲学)(東京大学教授)
106名34校
野田 春彦(生物化学)(東京大学教授)
野澤 晨(心理学)(聖心女子大学教授)
東京大学助教授
今村 護郎(心理学)
後藤 英一(情報科学)(東京大学教授)
山岸 健(芸術社会学)(慶應義塾大学教授)
江沢 洋(理論物理学)(学習院大学教授)
聖心女子大学教授
岡 宏子(心理学)
大森 荘蔵(東京大学教授)
野田 春彦(東京大学教授)
野澤 晨(聖心女子大学教授)
今村 護郎(東京大学助教授)
日本列島―その自然と人間―
1977年5月13～15日
島津 康男(名古屋大学教授)
60名24校
指導教授全員
中村 和郎(東京都立大学助教授)
宝月 欣二(東京都立大学教授)
黒田 俊夫(日本大学教授)
高橋 潤二郎(慶應義塾大学教授)
西尾 勝(東京大学教授)
ロビンソン・クルーソーと現代
1977年5月27～29日
朱牟田 夏雄(東京大学名誉教授)
83名25校
小池 滋(東京都立大学助教授)
竹下 敬次(東京医科歯科大学教授)
松浦 保(慶應義塾大学教授)
鳥居 鉄也(第8次南極観測隊長・同越冬隊長・千葉工業大学教授)
近森 正(慶應義塾大学助教授)
1977年9月24～25日
大塚 久雄(東京大学名誉教授・国際基督教大学教授)
山岸 健(慶應義塾大学教授)
岡 宏子(聖心女子大学教授)
日本とって国連とは何か(高野雄一先生退官記念セミナー)
1977年6月24～26日
高野 雄一(前東京大学教授・上智大学教授)
113名27校
斎藤 鎮男(前国連大使)
内田 久司(東京大学教授)
高林 秀雄(龍谷大学教授)
大塚 博比古(元国際原子力機関法律部長)
斎藤 恵彦(東京外国語大学教授)
横田 洋三(国際基督教大学準教授)
文学における死―日本人の死生観にふれて― 1977年10月7～9日
村松 剛(筑波大学教授)
100名27校
西郷 信綱(評論家)
木村 正中(明治大学教授)
麻原 美子(日本女子大学助教授)
松田 修(国文学研究資料館教授)
青木 生子(日本女子大学教授)
自然科学とキリスト教
1977年11月11～13日
―西欧における二つの普遍と特殊―
山崎 正一(東京大学名誉教授・法政大学教授) 87名30校
吉利 和(東京大学名誉教授・浜松医科大学学長)
国際基督教大学教授
柿内 賢信
八木 誠一(東京工業大学教授)
村上 陽一郎(東京大学助教授)
荻野 恒一(東京都精神医学総合研究所参事研究員)
理性と想像力―現代哲学の基本課題―
1977年12月2～4日
中村 雄二郎(明治大学教授)
103名36校
森本 哲郎(評論家)
生松 敬三(中央大学教授)
坂部 恵(東京大学助教授)
新田 義弘(東洋大学教授)
足立 和浩(東京都立大学助教授)
荒川 幾男(東京経済大学教授)
現代の社会主義
1978年1月13～15日
大内 力(東京大学教授)
94名29校
佐藤 経明(横浜市立大学教授)
矢吹 晋(横浜市立大学助教授)
斎藤 稔(法政大学教授)
新田 俊三(東洋大学教授)
馬場 宏二(東京大学助教授)
人間はどこまで機械か(その二)
―物質・生命・精神―
1978年1月21～22日
(故今村護郎先生追悼記念シンポジウム)
岡 宏子(聖心女子大学教授)
74名21校
後藤 英一(東京大学教授)
野田 春彦(東京大学教授)
平野 俊二(京都大学助教授)
日常生活―そのルーツと展望
― 社会・文化・パーソナリティ
1978年5月26～28日
(交友館落成記念セミナー)
広中 平祐(京都大学数理解析研究所教授)
宮本 常一(日本観光文化研究所所長)
106名27校
芳賀 徹(東京大学教養学部教授)
山岸 健(慶應義塾大学文学部教授)

原 芳男(東京工業大学工学部助教授)
中鉢 正美(慶應義塾大学経済学部教授)
香原 志勢(立教大学一般教育部教授)
藝術のたのしみ(第3回)
第99回
1978年7月14～16日
―美術・音楽におけるヨーロッパ・ルネッサンス―
前川 誠郎(東京大学文学部教授)
104名35校
遠山 一行(音楽評論家)
戸口 幸策(成城大学文学部教授)
鹿島 亨(国立音楽大学音楽学部教授)
荒木 成子(清泉女子大学文学部助教授)
友部 直(共立女子大学文学文芸学部教授)
前川 誠郎(東京大学教授)
勝 国興(同志社大学助教授)
コンチェントゥス・ムジクス東京
大橋 敏成(上野学園大学音楽学部教授)
21世紀に向かって―学問と人間の問題―
第100回
1978年10月7～10日
(大学共同セミナー100回記念)
伏見 康治(日本学術会議会長)
120名39校
板垣 與一(一橋大学名誉教授・亜細亜大学経済学部教授)
佐伯 彰一(東京大学教養学部教授)
渡辺 格(慶應義塾大学医学部教授)
山田 圭一(筑波大学社会工学系教授)
坂本 賢三(神戸商船大学商船学部教授)
高瀬 浄(高崎経済大学経済学部教授)
由良 君美(東京大学教養学部教授)
野島 秀勝(お茶の水女子大学教育学部教授)
溝淵 潔(東京大学理学部助教授)
中村 桂子(三菱化成生命科学研究所・社会生命科学研究室長)
第101回映画表現と人間―チャップリンと20世紀文明― 1978年11月24～26日
淀川 長治(映画評論家)
77名32校
荒井 良雄(学習院大学文学部教授)
品田 雄吉(映画評論家)
白井 佳夫(映画評論家)
宮下 啓三(慶應義塾大学文学部教授)
学問の移植と創造―近代日本の場合―
第102回
1979年5月25～27日
(故正田健次郎先生追悼記念)
今道 友信(東京大学文学部教授)
26名17校
吉田 耕作(東京大学名誉教授)
村田 全(立教大学理学部教授)
中川 米造(大阪大学医学部助教授)
小泉 仰(慶應義塾大学文学部教授)
水谷 静夫(東京女子大学文理学部教授)
長 幸男(東京外国語大学外国語学部教授)
第103回空間と人間生活―自然・人間の適正規模―
1979年7月13～15日
吉田 光邦(京都大学人文科学研究所教授)
64名24校
香原 志勢(立教大学一般教育部教授)
小田 晋(筑波大学社会医学系教授)
中村 陽吉(東京女子大学文理学部教授)
戸沼 幸市(早稲田大学j理工学部教授)
谷口 汎邦(東京工業大学工学部助教授)
ルソーと共に現代を問う
第104回
1979年10月12～14日
―人間は自由なものとして生まれた―
原 好男(立教大学助教授)
46名20校
小林 善彦(東京大学教授)
海老沢 敏(国立音楽大学長)
林 道義(東京女子大学教授)
室 俊司(立教大学教授)
宮島 喬(お茶の水女子大学助教授)
原 好男(立教大学助教授)
小林 善彦(東京大学教授)
第105回日本人と<家>
1979年11月9～11日
小山 隆(東洋大学名誉教授)
67名25校
加賀 乙彦(作家)
正岡 寛司(早稲田大学教授)
相澤 韶男(武蔵野美術大学講師)
熊坂 敦子(日本女子大学教授)
鳥居 邦朗(武蔵大学教授)
第106回1980年代の世界経済(大内力先生退官記念)
1979年12月7～9日
大内 力(東京大学名誉教授)
72名25校
隅谷 三喜男(信州大学教授)
大内 力(東京大学名誉教授)
馬場 宏二(東京大学社研助教授)
佐藤 経明(横浜市立大学商学部教授)
森田 桐郎(東京大学経済学部教授)
大内 秀明(東北大学教養部教授)
第107回仏教と人生―仏教における真・善・美の探求― 1980年1月11～13日
山崎 正一(法政大学教授)
63名26校
西谷 啓治(京都大学名誉教授)
山内 恭彦(東京大学名誉教授)
(司会)三枝 充悳(筑波大学教授)
峰島 旭雄(早稲田大学教授)
吉田 宏晢(大正大学講師)
島田 外志夫(東京芸術大学講師)
横山 紘一(立教大学助教授)
第108回イスラムの世界―その文明の現代的意義―
1980年3月12～14日
三木 亘(東京外国語大学助教授)
104名29校
黒田 壽郎(前イラン王立哲学アカデミー教授)
池田 修(大阪外国語大学アラビア語科助教授)
中村 廣治郎(東京大学東洋文化研究所助教授)
片倉 もとこ(津田塾大学学芸学部教授)
佐藤 次高(お茶の水女子大学文教育学部助教授)
中岡 三益(アジア経済研究所調査研究部長)
板垣 雄三(東京大学教養学部助教授)
第109回エネルギー・システムと現代社会(開館15周年記念)1980年5月30～6月1日
太田 時男(横浜国立大学工学部教授)
81名26校
向坂 正男(日本エネルギー経済研究所会長)

岸田 純之助(朝日新聞論説委員)
深海 博明(慶應義塾大学経済学部教授)
西川 潤(早稲田大学政治経済学部教授)
佐藤 光雄(東芝エネルギー機器研究所主任研究員)
石谷 清幹(大阪大学工学部教授)
道家 達将(東京工業大学工学部教授)
藝術のたのしみ(第4回)劇的なるものを求めて
第110回
1980年7月11～13日
―演劇とドラマ、その歴史・観賞・実際―
岩淵 達治(学習院大学文学部教授)
77名34校
増見 利清(劇団俳優座演出家)
丹羽 文夫(早稲田大学文学部講師・劇団民芸演出家)
西村 博子(早稲田大学文学部講師)
寺崎 裕則(演出家・日本演出家協会理事)
白井 佳夫(映画評論家)
宮下 啓三(慶應義塾大学文学部教授)
転機に立つ平和と人権
第111回
1980年10月24～26日
(飯田さんの功労に感謝する開館15周年記念)
坂本 義和(東京大学法学部教授)
111名27校
田中 寿美子(参議院議員・日本社会党副委員長)
色川 大吉(東京経済大学経済学部教授)
ダグラス・ラミス(津田塾大学学芸学部教授)
高橋 進(東京大学法学部助教授)
坂本 義和(東京大学法学部教授)
馬場 伸也(津田塾大学学芸学部教授)
砂田 一郎(東海大学政治経済学部助教授)
北沢 洋子(国際問題評論家)
山本 満(法政大学法学部教授)
石田 雄(東京大学社会科学研究所教授)
色川 大吉(東京経済大学経済学部教授）
第112回生けるサルトル
1980年12月12～14日
竹内 芳郎(哲学者)
29名17校
三枝 和子(作家)
平井 啓之(立教大学文学部教授)
今村 仁司(東京経済大学経済学部助教授)
木田 元(中央大学文学部教授)
海老坂 武(一橋大学社会学部教授)
第113回個性と創造性―日本の未来のために―
1981年1月16～18日
渡辺 茂(東京都立工科短期大学長)
52名20校
山本 七平(山本書店主・評論家)
大森 荘蔵(東京大学教養学部教授)
村上 陽一郎(東京大学教養学部助教授)
江沢 洋(学習院大学理学部教授)
粟津 潔(グラフィック・デザイナー)
樺山 紘一(東京大学文学部助教授)
杉田 弘子(武蔵大学文学部教授)
芳賀 徹(東京大学教養学部教授)
中野 博司(慶應義塾大学文学部教授)
飯田 宗一郎(大学セミナー・ハウス名誉館長)
無意識からの人間理解
第114回
1981年6月19～21日
―ユング心理学を中心に―
林 道義(東京女子大学文理学部教授)
104名30校
トマス・インモース(上智大学東洋宗教研究所所長/日本ユング・グラブ会長)
三木 アヤ(大正大学カウンセリング研究所講師)
トマス・インモース(上智大学東洋宗教研究所所長/日本ユング・グラブ会長)
湯浅 泰雄(筑波大学哲学思想学系教授)
松代 洋一(早稲田大学文学部講師)
野田 倬(東京工業大学工学部教授)
林 道義(東京女子大学文理学部教授)
第115回現代人と「沈黙」
1981年11月13～15日
中村 元(東方学院長・東京大学名誉教授)
33名16校
輿 俊哲(臨済宗円覚寺派松嶺院住職)
中川 秀恭(国際基督教大学長・大学セミナーハウス館長)
芳野 赳夫(電気通信大学電気通信学部教授)
峰島 旭雄(早稲田大学商学部教授)
堀江 湛(慶應義塾大学工学部教授)
岡野 加穂留(明治大学政治経済学部教授)
第116回生活(くらし)とかたち(故吉阪隆正先生追悼記念) 1981年12月11～13日
菊竹 清訓(建築家)
55名17校
勝見 勝(評論家・日本デザイン学会会長)
佐々木 嘉彦(東北大学工学部名誉教授・八戸大学工学部教授)
石毛 直道(国立民族学博物館助教授)
田村 善次郎(武蔵野美術大学造形学部教授)
松崎 義徳(建築家)
樋口 裕康(象設計集団チーフ)
第117回都市と文学
1982年1月8～10日
小野 二郎(明治大学文学部教授)
53名23校
小池 滋(東京都立大学人文学部教授)
金関 寿夫(関西外国語大学外国語学部教授)
清水 徹(明治学院大学文学部教授)
前田 愛(立教大学文学部教授)
第118回コンピューターと人間
1982年3月19～21日
小林 宏治(日本電気会長)
64名26校
淵 一博(電子技術総合研究所パターン情報部長)
魚木 五夫(産業能率大学情報学部教授)
石井 威望(東京大学工学部教授)
石田 晴久(東京大学大型計算機センター助教授)
川畑 正太(映像情報システム開発協会理事)
第119回ヨーロッパ中世と現代―歴史家とともに―
1982年5月21～23日
二宮 宏之(東京外国語大学外国語学部教授)
46名19校
二宮 宏之(東京外国語大学外国語学部教授)
三好 洋子(聖心女子大学文学部教授)
佐々木 克己(成蹊大学経済学部教授)
山田 欣吾(一橋大学経済学部教授)
阿部 謹也(一橋大学社会学部教授)
第120回地球の過去・現在・未来―太陽と環境と生命― 1982年12月17～19日
芳野 赳夫(電気通信大学電気通信学部教授)
28名17校
野田 春彦(電気通信大学電気通信学部教授)

櫻井 邦朋(神奈川大学工学部教授)
福西 浩(国立極地研究所超高層物理部門助教授)
廣田 勇(京都大学理学部助教授)
大林 辰蔵(宇宙科学研究所教授)
第121回人間の攻撃性を考える―ヒトの性は善か悪か― 1983年1月7～9日
尾本 惠市(東京大学理学部教授)
39名22校
小浪 充(東京外国語大学外国語学部教授)
篠田 正浩(映画監督)
西田 利貞(東京大学理学部助教授)
畑中 幸子(金沢大学文学部教授)
佐藤 方哉(慶應義塾大学文学部教授)
小浪 充(東京外国語大学外国語学部)
第122回現代に生きるC．G．ユング
1983年3月18～20日
林 道義(東京女子大学文理学部教授)
108名32校
トマス・インモース(上智大学東洋宗教研究所所長)
湯浅 泰雄(筑波大学哲学・思想学系教授)
湯浅 泰雄(筑波大学哲学・思想学系教授)
小川 捷之(横浜国立大学教育学部助教授)
松代 洋一(早稲田大学教育学部講師)
久保田 圭吾(桜美林大学文学部助教授)
林 道義(東京女子大学文理学部教授)
平和・婦人・学問―現代人へのメッセージ―
第123回
1983年5月28～29日
(故上代たの先生追悼記念)
石田 雄(東京大学社会科学研究所教授)
70名24校
一番ヶ瀬 康子(日本女子大学文学部教授)
福田 陸太郎(日本女子大学文学部教授)
石田 雄(東京大学社会科学研究所教授)
一番ヶ瀬 康子(日本女子大学文学部教授)
熊坂 敦子(日本女子大学文学部教授)
福田 陸太郎(日本女子大学文学部教授)
井出 義光(筑波大学歴史・人類学系教授)
第124回藝術のたのしみ(第5回)―バロック概念の再検討―1983年11月25～27日
遠山 一行(東京文化会館館長)
36名18校
若桑 みどり(東京芸術大学音楽学部助教授)
辻 惟雄(東京大学文学部教授)
船山 信子(上野学園大学音楽学部助教授)
徳丸 吉彦(お茶の水女子大学文教育学部教授)
渡邊 順生(チェンバロ)
渡邊 慶子(バロック・ヴァイオリン)
平尾 雅子(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ミシェル・ワッセルマン(語り)
第三世界の文化状況
第125回
1983年12月16～18日
―人間の解放とアイデンティティの模索―
板垣 雄三(東京大学教養学部教授)
78名25校
李 恢成(作家)
海老坂 武(一橋大学社会学部教授)
楠原 彰(国学院大学文学部教授)
栗原 幸夫(日本アジア・アフリカ作家会議事務局長)
加藤 祐三(横浜市立大学文理学部教授)
クントン・インタラタイ(京都精華大学美術学部教授)
深海 博明(慶應義塾大学経済学部教授)
楠原 彰(国学院大学文学部教授)
加茂 雄三(青山学院大学文学部教授)
広河 ルティ(仏語教師)
板垣 雄三(東京大学教養学部教授)
針生 一郎(和光大学人文学部教授)
ハムザ・アッディーン（ウード演奏）
人間性の回復を求めて
第126回
1984年1月14～15日
―現代における救いの問題―
佐古 純一郎(二松学舎大学文学部教授)
45名25校
谷口 龍男(早稲田大学文学部教授)
小泉 仰(慶應義塾大学文学部教授)
峰島 旭雄(早稲田大学商学部教授)
藤井 正雄(大正大学文学部教授)
第127回現代指導者論―その人格と時代精神―
1984年3月16～18日
神島 二郎(立教大学法学部教授)
42名18校
平川 祐弘(東京大学教養学部教授)
山口 比呂志(『財界』主幹)
粕谷 一希(日本文化会議編集委員・『中央公論』元編集長)
内田 健三(法政大学法学部教授・元共同通信論説委員長)
岡野 加穂留(明治大学政治経済学部教授)
小田 晋(筑波大学社会医学系教授)
第128回言葉の身ぶりの記号学
1984年5月25～27日
山口 昌男(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授)
140名40校
前田 愛(立教大学文学部教授)
佐藤 信夫(国学院大学文学部教授)
池上 嘉彦(東京大学教養学部助教授)
中沢 新一(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助手)
浅田 彰(京都大学人文科学研究所助手)
第129回男と女―性差の本質とその文化的意味―
1984年11月23～25日
岩崎 寛和(筑波大学臨床医学系教授)
52名27校
藤井 正雄(大正大学文学部教授)
船山 信子(上野学園大学音楽学部助教授)
安岡 章太郎(作家)
綾部 恒雄(筑波大学歴史・人類学系教授)
片倉 もとこ(国立民族学博物館教授)
亀井 俊介(東京大学教養学部教授)
杉田 弘子(武蔵大学人文学部教授)
第130回科学ジャーナリズムの現実を問う
1984年12月15～16日
中山 茂(東京大学教養学部)
41名17校
牧野 賢治(毎日新聞編集局生活家庭部編集委員)
餌取 章男(「日経サイエンス」編集長)
米本 昌平(三菱化成生命科学研究所副主任研究員)
粒良 文洋(雑誌「科学」編集部)
三浦 賢一(雑誌「科学朝日」記者)
赤木 昭夫(NHK解説委員)

中山 茂(東京大学教養学部講師)
第131回管理社会のライフ・スタイルを考える
1985年3月15～17日
五木 寛之(作家)
89名37校
山本 哲士(信州大学教養学部教授)
竹内 敏晴(竹内演劇研究所・演劇トレーナー)
室田 武(一橋大学経済学部助教授)
田中 義久(法政大学社会学部教授)
第132回日本文化の深層―歴史学と民俗学の接点から― 1985年5月24～26日
藤田 省三(法政大学法学部教授)
61名24校
樺山 紘一(東京大学文学部助教授)
網野 善彦(神奈川大学短期大学部教授)
塚本 学(国立歴史民俗博物館歴史研究部教授)
坪井 洋文(国立歴史民俗博物館民俗研究部教授)
宮田 登(筑波大学歴史・人類学系教授)
第133回情報化と社会(開館20周年記念)
1985年10月25～27日
木村 武二(東京大学教養学部教授)
43名20校
鈴木 孝夫(慶應義塾大学言語文化研究所教授)
榊原 胖夫(同志社大学経済学部教授)
河村 雅隆(NHK報道局編集センターディレクター)
松本 忠夫(東京大学教養学部助教授)
長谷川 真理子(東京大学理学部助手)
清水 博(東京大学薬学部教授)
無藤 隆(聖心女子大学文学部助教授)
宮田 登(筑波大学歴史・人類学系教授)
今井 賢一(一橋大学商学部教授)
井関 利明(慶應義塾大学文学部教授)
竹内 啓(東京大学経済学部教授)
第134回エントロピーなしで生きられるか
1985年12月13～15日
杉浦 銀治(前農林水産省林業試験場木材炭化研究室)
54名18校
槌田 敦(理化学研究所研究員)
江沢 洋(学習院大学理学部教授)
中村 達也(千葉大学法経学部教授)
杉浦 銀治(前農林水産省林業試験場木材炭化研究室)
室田 武(一橋大学経済学部助教授)
田村 光三(明治大学政治経済学部教授)
ナショナリズムと国際性
第135回
1986年3月13～15日
―内村鑑三と新渡戸稲造を中心に―
武田 清子(国際基督教大学大学院教授)
43名15校
渋谷 浩(明治学院大学法学部教授)
泉 治典(東洋大学文学部教授)
佐藤 全弘(大阪市立大学文学部教授)
第136回文学と風土―日本文学の特殊性と国際性―
1986年5月23～25日
芳賀 徹(東京大学教養学部教授)
35名13校
大江 健三郎(作家)
野中 涼(早稲田大学文学部教授)
大久保 喬樹(東京女子大学文理学部助教授)
田代 慶一郎(筑波大学文芸・言語学系教授)
仙北谷 晃一(武蔵大学人文学部教授)
第137回生命理論を考える
1986年11月14～16日
合田 周平(電気通信大学電気通信学部教授)
37名13校
坂本 百大(青山学院大学経済学部教授)
古川 俊之(東京大学医学部医用電子研究施設教授)
村松 正実(東京大学医学部教授)
加藤 尚武(千葉大学文学部教授)
新美 育文(明治大学法学部助教授)
第138回平和と軍縮を求めて―人類が共に生きる条件― 1986年12月5～7日
豊田 利幸(明治学院国際平和研究所長)
84名25校
中島 正樹(三菱総合研究所取締役相談役)
高柳 先男(中央大学法学部教授)
大西 仁(東北大学法学部助教授)
下斗米 伸夫(成蹊大学法学部教授)
最上 敏樹(国際基督教大学教養学部助教授)
鴨 武彦(早稲田大学政経学部教授)
第139回巨大技術と人間
1987年8月13～15日
寺井 精英(電気通信大学電気通信学部教授)
42名18校
河宮 信郎(中京大学教養部助教授)
大沢 弘之(宇宙開発事業団理事長)
寺井 精英(電気通信大学電気通信学部教授)
横井 俊夫(新世代コンピューター技術開発機構研究担当次長)
河宮 信郎(中京大学教養部助教授)
槌田 敦(理化学研究所研究員)
宇沢 弘文(東京大学経済学部教授)
室田 武(一橋大学経済学部助教授)
現代社会と思想の地盤変え
第140回
1987年5月22～24日
―象徴的なものの社会科学―
丸山 圭三郎(中央大学文学部教授)
35名19校
福井 憲彦(東京経済大学経済学部助教授)
山本 哲士(信州大学教養部助教授)
西川 直子(東京都立大学人文学部助教授)
大橋 洋一(学習院大学文学部助教授)
言語・民族・国家
第141回
1987年11月13～15日
―多言語・多民族国家の諸問題を考える―
ジョン・D・レッグ(豪モナッシュ大学教授)
58名27校
飯島 茂(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授)
阿部 齊(放送大学教養学部教授)
小浪 充(東京外国語大学外国語学部教授)
田中 恭子(中部大学国際関係学部教授)
青木 一能(日本大学国際関係学部助教授)
第142回神秘主義―西洋思想のもうひとつの正統―
1987年12月4～6日
若桑 みどり(東京芸術大学音楽学部教授)
40名17校
南原 実(信州大学人文学部教授)
志村 正雄(東京外国語大学外国語学部教授)
伊藤 博明(北海道大学文学部助手)
松本 夏樹(神秘主義研究家)
第143回よくわかる家族のはなし
1988年3月11～13日
桜井 哲夫(東京経済大学経済学部助教授)
68名26校

別役 実(劇作家)
山崎 哲(劇作家)
山田 和夫(東京大学保健管理センター副所長)
山本 真鳥(法政大学経済学部助教授)
袖井 孝子(お茶の水女子大学家政学部助教授)
第144回人工知能は感性を持てるか？
1988年6月18～19日
戸田 正直(中京大学文学部教授)
54名22校
大村 皓一(大阪学院大学教授)
田中 穂積(東京工業大学工学部教授)
鈴木 良次(東京大学工学部教授)
向井 国昭((財)新世代コンピュータ技術開発機構主任研究員)
坂本 百大(青山学院大学経済学部教授)
戸田 正直(中京大学文学部教授)
徃住 彰文(聖心女子大学文学部助教授)
川野 洋(東京都立科学技術大学工学部教授)
白井 良明(大阪大学工学部教授)
東アジアにおける国際関係
第145回
1988年11月11～13日
―日韓・日朝の交流史から学ぶもの―
和田 春樹(東京大学社会学研究所教授)
28名11校
笹川 紀勝(国際基督教大学教養学部教授)
中塚 明(奈良女子大学文学部教授)
全 浩天(朝鮮画報社編集局副局長)
最上 敏樹(国際基督教大学教養学部準教授)
池 明観(東京女子大学現代文化学部教授)
鬼頭 清明(東洋大学文学部教授)
第146回ユングとフロイト
1988年12月9～11日
鑪 幹八郎(広島大学教育学部教授)
86名27校
安田 一郎(横浜市立大学文理学部教授)
鈴木 晶(駿河台大学法学部専任講師)
入江 良平(青森大学社会学部助教授)
村本 詔司(花園大学文学部助教授)
小川 捷之(横浜国立大学教育学部教授)
第147回管理社会と身体―感性を取り戻す場を考える― 1989年3月10～12日
多木 浩二(評論家)
74名27校
竹内 敏晴(南山短期大学人間関係科教授)
山本 哲士(信州大学教部助教授)
室田 武(一橋大学経済学部助教授)
戸田 三三冬(立教大学法学部講師)
栗原 彬(立教大学法学部教授)
資源の長期的展望
第148回
1989(平成元)年6月16～18日
―人類は21世紀を生きのびられるか―
深海 博明(慶應義塾大学経済学部教授)
49名18校
竹内 啓(東京大学先端科学技術研究センター教授)
原田 憲一(山形大学理学部助教授)
室田 泰弘(埼玉大学教養学部助教授)
室田 武(一橋大学経済学部教授)
第149回祭りと文化
1989年11月10～12日
松平 誠(立教大学社会学部教授)
46名17校
加太 こうじ(著述家・元紙芝居作画家)
陣内 秀信(法政大学工学部助教授)
蔵持 不三也(早稲田大学人間科学部助教授)
渋谷 利雄(和光大学人文学部助教授)
吉見 俊哉(東京大学新聞研究所助手)
陣内 秀信(立教大学社会学部教授)
第150回ユング心理学―心の深層をさぐる―
1989年12月15～17日
樋口 和彦(同志社大学神学部教授)
113名38校
小川 捷之(横浜国立大学教育学部教授)
三木 アヤ(山王教育研究所講師)
岸 良範(埼玉医科大学短期大学専任講師)
小川 捷之(横浜国立大学教育学部教授)
第151回現代中国の潮流
1990年3月10～11日
伴野 朗(朝日新聞前上海支局長・ミステリー作家) 96名28校
加々美 光行(アジア経済研究所研究主任)
矢吹 晋(横浜市立大学商学部教授)
宇野 重昭(成蹊大学法学部教授)
平松 茂雄(杏林大学社会学部教授)
第152回ソ連・東欧の変貌
1990年6月15～17日
木戸 嵡(神戸大学法学部教授)
102名25校
島田 雅彦(作家)
加藤 雅彦(国際地域研究センター所長)
下斗米 伸夫(法政大学法学部教授)
伊東 孝之(北海道大学スラブ研究センター教授)
秋野 豊(筑波大学国際関係学類助教授)
南塚 信吾(千葉大学文学部教授)
直野 敦(文化女子大学家政学部教授)
柴 宜弘(敬愛大学経済学部助教授)
第153回日本人は｢豊な社会｣を作れるか
1990年11月9～10日
竹内 啓(東京大学先端科学技術センター教授) 62名23校
井原 哲夫(慶應義塾大学商学部教授)
袖井 孝子(お茶の水女子大学家政学部助教授)
菅原 眞理子(総務庁統計局統計情報課長)
室田 武(一橋大学経済学部教授)
第154回心の深層をさぐる―ユング心理学とグループ・ワーク―
1990年11月30～12月2日
小川 捷之(上智大学文学部教授)
138名35校
弘中 正美(千葉大学教育学部助教授)
横山 剛(上智短期大学非常勤講師)
横山 恭子(上智大学非常勤助手)
岸 良範(埼玉医科大学短期大学専任講師)
辻 祥子(山王教育研究所講師)
藤見 幸雄(山王教育研究所スタッフ)
ホーナー・デニス(金沢大学法文学部講師)
国永 史子(バイオエネルギー研究センター講師)
小川 捷之(上智大学文学部教授)
現代科学は生命を解読できるか
第155回
1991年6月14～16日
―生命という形式―
柴谷 篤弘(京都精華大学人文学部教授)
49名22校

池田 清彦(山梨大学教育学部教授)
多田 富雄(東京大学医学部教授)
養老 孟司(東京大学医学部教授)
郡司 幸夫(神戸大学理学部助手)
横山 輝雄(南山大学文学部教授)
黒崎 政男(立教女学院短期大学助教授)
第156回世紀末、甦るアリス
1991年11月15～17日
浅田 彰(京都大学経済研究所助教授)
64名25校
谷川 渥(国学院大学文学部助教授)
高山 宏(東京都立大学人文学部教授)
富山 太佳夫(成城大学文芸学部助教授)
佐藤 良明(東京大学教養学部助教授)
西垣 通(明治大学法学部教授)
富島 美子(東京都立大学人文学部助教授)
巽 孝之(慶應義塾大学文学部助教授)
風間 賢二(文芸評論家)
第157回サムライ・ニッポン
1991年12月7～8日
樺山 紘一(東京大学文学部教授)
36名14校
冨士田 元彦(映画史家)
阿部 猛(帝京大学文学部教授)
小和田 哲男(静岡大学教育学部教授)
山本 博文(東京大学史料編纂所助手)
甲野 善紀(武術稽古研究会松聲館主宰)
第158回となりの異邦人―外国人労働者問題を考える― 1992年6月19～21日
岡澤 憲芙(早稲田大学社会科学部教授)
66名23校
江橋 崇(法政大学法学部教授)
駒井 洋(筑波大学社会科学系教授)
小畑 精武(労働組合江戸川ユニオン書記長)
宮島 喬(お茶の水女子大学文教育学部教授)
樋口 美雄(慶應義塾大学商学部教授)
江橋 崇(法政大学法学部教授)
阿久津 麻理子((財)神奈川県国際交流協会)
第159回数と論理のファンンタジア
1992年7月4～5日
野崎 昭弘(国際基督教大学教養学部教授)
57名24校
秋山 仁(東京理科大学理学部教授)
波多野 誼余夫(独協大学教養部教授)
何森 仁(「数学教室」編集局長)
藤原 正彦(お茶の水女子大学理学部教授)
第160回身体運用の妙を探る―日本的動法の世界―
1992年10月24～25日
中村 桂子(早稲田大学人間科学部教授)
92名10校
甲野 善紀(武術稽古研究会松聲館主宰)
野口 裕之((社)整体協会・整体研究所長)
秋岡 芳夫(工業デザイナー)
第161回<会社>とは何か
1993年7月2～4日
鎌田 慧(ルポライター)
51名20校
奥村 宏(龍谷大学経済学部教授)
間宮 陽介(京都大学大学院人間・環境研究科助教授)
佐藤 博樹(法政大学経営学部教授)
伊藤 正直(東京大学経済学部助教授)
木村 敦(本田技研工業㈱本社・参与)
(前アメリカンホンダモーターカンパニー取締役副社長)
斎藤 修(一橋大学経済研究所教授)
第162回ゆらぎの科学
1993年10月29～30日
武者 利光(東京理科大学工学部教授)
41名12校
米沢 富美子(慶應義塾大学理工学部教授)
山本 光璋(東北大学大学院情報科学研究科教授)
桜井 邦朋(神奈川大学工学部教授)
第163回現代人と宗教のゆくえ
94年3月11～13日
青木 保(大阪大学人間科学部教授)
68名32校
中林 伸浩(金沢大学教養部教授)
越智 貢(広島大学文学部教授)
大越 愛子(近畿大学文芸学部助教授)
対馬 路人(関西学院大学社会学部教授)
島薗 進(東京大学文学助教授)
宮永 國子(国際基督教大学教養学部準教授)
第164回ベイトソン再発見
1994年10月21～23日
星川 淳(翻訳家・エッセイスト)
31名15校
佐藤 良明(東京大学教養学部助教授)
宮坂 敬造(慶應義塾大学文学部助教授)
佐藤 敬三(埼玉大学教養学部教授)
今福 龍太(中部大学国際関係学部助教授)
長谷川 敏彦(厚生省九州地方医務局次長・東京大学大学院非常勤講師)
第165回フィールドワークの実際
1994年12月2～4日
佐伯 胖(東京大学教育学部教授)
87名22校
佐藤 郁哉(筑波大学人文学部教授)
茂呂 雄二(筑波大学心理学系助教授)
福岡 安則(埼玉大学教養学部教授)
山崎 敬一(埼玉大学教養部助教授)
第166回生命を考える―サイエンス・ヒストリー・エシックス―1995年3月11～12日
松原 謙一(大阪大学細胞生体工学センター長) 74名26校
中村 桂子(生命誌研究館副館長/早稲田大学人間科学研究科教授)
加藤 尚武(京都大学文学部教授)
第167回民主化の比較政治学
1995年10月27～29日
伊東 孝之(早稲田大学政治経済学部教授)
29名16校
鈴木 佑司(法政大学法学部教授)
吉川 洋子(京都産業大学外国語学部教授)
若松 隆(中央大学法学部教授)
遅野井 茂雄(富山国際大学人文学部助教授)
永綱 憲悟(亜細亜大学国際関係学部助教授)
川原 彰(杏林大学社会科学部助教授)
第168回電子メディアと21世紀のライフスタイル
1995年12月8～10日
土屋 俊(千葉大学文学部教授)
37名18校
野島 久雄(日本電信電話株式会社基礎研究所主任研究員)
檜山 正幸(テクニカルライター)
竹中 ナミ(プロップ・ステーション代表)
松本 恒雄(一橋大学法学部教授)
合庭 惇(静岡大学情報学部教授)
第169回文学の方法―漱石を仲立ちとして―
1996年3月8～10日

水村 美苗(作家)
29名18校
石原 千秋(成城大学文芸学部助教授)
落合 一泰(茨城大学人文学部教授)
小谷野 敦(大阪大学言語文化部講師)
小森 陽一(東京大学教養学部助教授)
第170回ハリウッド帝国の世界像―イメージ・ポリティクス― 1996年10月26～27日
桜井 哲夫(東京経済大学コミュニケーション学部教授)
59名24校
落合 一泰(茨城大学人文学部教授)
村上 由見子(ノンフィクション作家)
山中 速人(東京経済大学コミュニケーション学部教授)
吉見 俊哉(東京大学社会情報研究所助教授)
桜井 哲夫(東京経済大学コミュニケーション学部教授)
第171回絶滅論
1996年12月7～8日
松井 孝典(東京大学理学部助教授)
44名20校
河田 雅圭(静岡大学教育学部助教授)
内田 亮子(京都大学霊長類研究所助手)
坂田 俊文(東海大学情報技術センター所長)
第172回主題 考える楽しさ―あなたの頭をもっとやわらかくする―
1997年3月7～9日
野崎 昭弘(大妻女子大学社会情報学部教授)
56名27校
中村 義作(東海大学教育研究所教授)
野崎 昭弘(大妻女子大学社会情報学部教授)
秋山 仁(東海大学教育研究所教授)
中村 義作(東海大学教育研究所教授)
岡 宏子(大学セミナー・ハウス館長)
第173回新しい映画史を考える
1997年6月13～15日
四方田 犬彦(明治学院大学文学部教授)
50名18校
細川 周平(東京工業大学大学院社会理工学研究科助教授)
武田 潔(早稲田大学文学部助教授)
小松 弘(埼玉大学教養学部助教授)
第174回都市と視線―塔からバーチャルリアリティーまで― 1997年7月5～6日
奈良原 一高(写真家)
70名21校
山岸 健(慶應義塾大学文学部教授)
陣内 秀信(法政大学工学部教授)
田中 純(東京大学大学院総合文化研究所教授)
吉見 俊哉(東京大学社会情報研究所助教授)
地球市民になろう
第175回－環境破壊・戦争・貧困・民族紛争の解決の道を 1997年10月24～26日
探る
油井 大三郎(東京大学大学院総合文化研究科教授)
96名31校
ロニー・アレキサンダー(神戸大学大学院国際協力研究科教授)
伊東 孝之(早稲田大学政治経済学部教授)
石井 摩耶子(恵泉女学園大学人文学部教授)
大西 仁(東北大学法学部教授)
第176回バブル崩壊後の企業社会とジェンダー
1997年12月5～7日
伊藤 正直(東京大学大学院経済学研究科教授) 29名14校
遠藤 公嗣(明治大学経営学部教授)
木本 喜美子(一橋大学社会学部教授)
新村 保子(元経済企画庁調査局審議官・㈱住友生命総合研究所取締役生活部長)
桐原 保法(ソニー㈱レコーディングメディア&エナジーカンパニーシニアバイスプレジデント)
越堂 静子(ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク世話人・商社に働く女性の会世話人 )
第177回―地球市民になろうpart2―戦争と平和について考える
1998年10月9～11日
小島 清文(不戦兵士の会)
68名26校
ダグラス・ラミス(津田塾大学学芸学部教授)
佐伯 奈津子(インドネシア民主化支援ネットワーク/上智大学大学院博士後期課程)
大西 仁(東北大学法学部教授)
臼井 久和(フェリス女学院大学国際交流学部教授)
内海 愛子(恵泉女学園大学人文学部教授)
伊東 孝之(早稲田大学政治経済学部教授)
杉田 明宏(大東文化大学文学部講師)
第178回科学と社会、そして技術―環境・生命・物質―
1998年12月5～6日
市村 禎二郎(東京工業大学理学部教授)
37名15校
今堀 和友(東京大学名誉教授・三菱化学生命科学研究所顧問)
大橋 裕二(東京工業大学大学院理工学研究科教授)
中島 秀人(東京工業大学大学院社会理工学研究科助教授)
村上 陽一郎(国際基督教大学教養学部教授)
第179回社会学入門―みえざる社会問題についてどう迫るか―
1999年3月12～14日
宮島 喬(立教大学社会学部教授)
56名23校
長谷川 公一(東北大学文学部教授)
鹿又 伸夫(北海道大学文学部助教授)
牟田 和恵(甲南女子大学文学部助教授)
上林 千恵子(法政大学社会学部)
西原 和久(武蔵大学社会学部教授)
第180回現代社会と人間存在―変容する世界と人間―
1999年7月2～4日
見田 宗介（共立女子大学教授）
73名22校
竹内 敏晴（元南山大学教授）
鳥山 敏子（賢治の学校代表）
井上 信子（日本女子大学助教授）
平山 満紀（江戸川大学講師）
加藤 彰彦（横浜市立大学教授）
第181回フィールドワークの魔力―その愉しみと苦しみ― 1999年12月11～12日
園田 茂人（中央大学教授）
46名20校
山本 真鳥（法政大学教授）
山中 速人（東京経済大学教授）
佐藤 郁哉（一橋大学教授）
第182回地球市民になろうPart3―｢暴力の文化｣を「平和の文化」へ―
1999年12月17～19日
天川 恵美子（NHKディレクター）
24名13校
岩田 昌征（千葉大学教授）
古沢 希代子（恵泉女学園大学講師）
フェリス女学院大学教授
臼井 久和
首藤 もと子（駒澤大学教授）
杉田 明宏（大東文化大学文学部講師）
松本 孚（順天堂医療短期大学助教授）
第183回沖縄/アジア/日本―高岩 仁三部作
2000年6月16～18日
「教えられなかった戦争」を観る・考える・語り合う
高岩 仁（映像文化協会）
38名13校
藤岡 明義（不戦兵士の会）
林 博史（関東学院大学教授）

金 富子（VAWW‐NET japan）
池田 恵理子（NHKエンタープライズ21）
平和の文化の担い手になろう
第184回
2000年10月27～29日
―戦争と暴力の世紀を越えるために―
小林 正典（日本写真家協会）
34名20校
目加田 説子（JCBL(地雷廃絶キャンペーン)委員）
奥本 京子（大阪女学院短期大学講師）
都留 康子（東京学芸大学講師）
杉田 明宏（大東文化大学講師）
マスメディアの現場から
第185回
2001年6月23～24日
―これでもキミはマスコミに来るのか?!－
長薗 安浩（㈱メディアファクトリー出版局第三編集部部長）
98名29校
関口 和夫（日本経済新聞社情報技術本部システムマネージャー）
中野 潔（早稲田大学国際情報通信研究センター客員教授）
川人 博（弁護士）
萱島 治子（集英社・文芸編集部）
椿坂 妙子（ヤマハ・ミュージックメディア営業部海外営業課長）
内田 勝（㈱TBSエンタテイメント情報本部情報二部副部長）
国際社会学の可能性
第186回
2001年10月27～28日
―越境する文化、社会、人、をどう捉えるか
アンジェロ・イシ（社会学者・ジャーナリスト）
45名19校
小井土 彰宏（一橋大学大学院社会学研究科助教授）
稲葉 奈々子（茨城大学人文学部助教授）
宮島 喬（立教大学社会学部教授）
佐久間 孝正（東京女子大学文理学部教授）
第187回科学論は科学の敵なのか？―科学をめぐる言説のゆくえを見据える―
2002年1月19～20日
村上 陽一郎（国際基督教大学教養学部教授） 29名14校
長谷川 眞理子（早稲田大学政治経済学部教授）
三中 信宏（農業環境技術研究所主任研究官）
第188回キャリアと自己表現
2003年3月8～9日
坂上 達夫（NHK教育番組部チーフ・プロデューサー）
36名１5校
上野 格（弁護士）
椛島 裕之（弁護士）
小池 振一郎（弁護士）
仲築間 卓蔵（元日本テレビプロデューサー）
唐木 厚（講談社文芸図書第三出版部長）
金子 洋三（青年海外協力隊事務局長）
第189回食と人間
2003年11月8日
田坂 興亜（アジア学院校長・元国際基督教大学教授）
36名１5校
熊倉 功夫（国立民族学博物館民族文化研究部教授）
西澤 治彦（武蔵大学人文学部教授）
天笠 啓祐（市民バイオテクノロジー情報室代表）

