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2009 年 1 月 23 日現在 

日本の展望委員会 人文・社会科学作業分科会に関連する意思の表出（第 17 期～15 期） 
 
 
 
各意思の表出のリンク先： 
 答申 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-5.html  
 回答 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-8.html  
 勧告 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-3.html  
 要望 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-1.html  
 声明 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-2.html  
 提言 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-15.html  
 報告 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-16.html  
 対外報告 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-4.html  
 
 
 
 
人文・社会科学系の委員会・分科会・研究連絡会などからの意思の表出 
17 期 
表出の日 種類 タイトル 表出元 
2000-06-26 対外報告 新たなる研究体制の確立に向けて 第３常置委員会 

2000-06-26 対外報告 地域学の推進の必要性についての提言 太平洋学術研究連絡委員会地域学研究専門

委員会 

2000-05-29 対外報告 社会サービスに関する研究・教育の推進について 社会福祉・社会保障研究連絡委員会 

2000-05-29 対外報告 国際関係法学の教育研究環境の現状 国際関係法学研究連絡委員会 

2000-04-24 対外報告 商学教育の現状と方向～商学系大学のカリキュラムの調査結果～ 第４部 

2000-04-24 対外報告 諸外国における法学研究者養成制度 比較法学研究連絡委員会 
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2000-03-27 対外報告 新しい価値観の確立と古典学研究所の設置について 語学・文学研究連絡委員会東洋学研究連絡

委員会西洋古典学研究連絡委員会 

2000-03-27 対外報告 環境問題についての地理学からの提言 地理学研究連絡委員会 

2000-03-27 対外報告 経営工学からみたエンジニア資格制度と教育認定制度 人工物設計・生産研究連絡委員会経営管理

工学専門委員会経営工学研究連絡委員会 

2000-03-27 対外報告 新しい価値観の確立と古典学研究所の設置について 語学・文学研究連絡委員会東洋学研究連絡

委員会西洋古典学研究連絡委員会 

2000-03-27 対外報告 環境問題についての地理学からの提言 地理学研究連絡委員会 

2000-01-17 対外報告 大学における「環境法学」・「環境政策学」教育の現状と課題-大学および研究

者対象アンケートの整理と評価- 

環境法学・環境政策学研究連絡委員会 

1999-12-13 対外報告 金融ビッグバンの根底にあるもの 経済制度研究連絡委員会 

1999-11-29 対外報告 グローバルネットワークの構築と企業行動の変貌  企業行動研究連絡委員会 

1999-07-29 対外報告 国立博物館（芸術系）・美術館の今後の在り方について-独立行政号人家に際し

ての調査研究機能の重視、評価の適正化など- 

芸術学研究連絡委員会 

 
16 期 
1997-07-15 対外報告 21 世紀に向けた法学教育及び民事法学の教育の動向（アンケート調査結果 の報

告） 

民事法学研究連絡委員会 

1997-07-15 対外報告 商学教育・研究の社会への対応と要請ー現在と将来 商学研究連絡委員会 

1997-06-20 対外報告 国立アジア共同研究機構の設立推進についての提言（報告） 第１部，第２部，第３部 

1997-06-20 対外報告 漢文資料総合学術センターの設置について（報告） 第１部 

1997-06-20 対外報告 大学院における国際関係法に関する研究教育の現状と課題 国際関係法学研究連絡委員会 

1997-06-20 対外報告 9 大学経済学部のカリキュラム改革① 経済研究地域体制研究連絡委員会 

1997-06-20 対外報告 経営学系大学院の現状と新動向 経営学研究連絡委員会 

1997-06-20 対外報告 日本の企業会計制度の再検討ー新しい地平への展望① 会計学研究連絡委員会 
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1997-06-20 対外報告 現在の技術革新・移転をめぐる諸問題ー経済学・経営学的視点から 技術革新・技術移転問題研究連絡委員会 

1997-06-20 対外報告 古人骨研究体制の整備について 人類学・民族学研究連絡委員会 

1997-06-20 対外報告 グローバリゼーションと経営工学の役割 経営工学研究連絡委員会 

1997-06-20 対外報告 現代における家族の問題と家族に関する教育ー研究と施策の重要性及び緊急性

について 

家政学研究連絡委員会 

1997-03-31 対外報告 外国人による比較法および外国法科目の担当状況 比較法学研究連絡委員会 

1997-03-31 対外報告 社会福祉に関する研究・教育体制の拡充・強化について 社会福祉・社会保障研究連絡委員会 

1996-11-25 対外報告 アジア歴史資料センターの設立事業の推進について 第１部 

1996-11-25 対外報告 新情報技術と経営 経営情報研究連絡委員会 

 
15 期 
1994-07-15 対外報告 日本再生のための技術革新の新たな展開 技術革新問題研究連絡委員会 

1994-04-26 対外報告 歴史資料の収集・保存と情報化についてー国立歴史情報資源センター(仮称)の

構想ー 

第１部 

1994-04-26 対外報告 平和に関する研究の促進についてー平和学の歴史、現状及び課題一 平和問題研究連絡委員会 

1994-03-25 対外報告 大学院商学研究科博士後期課程の充実についての提言 商学研究連絡委員会 

1994-02-25 対外報告 ソフト系科学技術の推進に向けて一経営工学の立場から一 経営工学研究連絡委員会 

1994-01-16 対外報告 国際関係法の開講状況 国際関係法学研究連絡委員会 

1993-12-14 対外報告 大学院における会計学教育 会計学研究連絡委員会 

1993-11-26 対外報告 比較法および外国法科目の開講または設置状況 比較法学研究連絡委員会 

 
 
人文・社会科学に関連する機能別・課題別・常置委員会などからの意思の表出 
17 期 
表出の日 種類 タイトル 表出元 
2000-05-29 対外報告 少子社会の現状と将来を考える 少子社会の多面 的検討特別委員会 

1999-09-20 対外報告 科学技術の発展と新たな平和問題  科学技術の発展と新たな平和問題特別 委員会 
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16 期 
1997-07-15 対外報告 アジア・太平洋地域における平和と共生特別 委員会報告 アジア・太平洋地域における平和と共生特

別委員会 

1995-10-26 対外報告 「脳の科学とこころの問題」－脳科学の視点から－ 脳の科学とこころの問題特別 委員会 

 
15 期 
1994-06-27 対外報告 土地利用・被覆研究の国際的推進について 国際対応委員会 IGBP 専門委員会 

1994-06-27 対外報告 巨大技術システムと人間一安全性確保と人間性尊重の立場からの提言一 巨大システムと人間特別委員会 

1994-05-26 対外報告 尊厳死について 死と医療特別委員会 

 
 
人文・社会科学に関連する日本学術会議からの意思の表出 
15 期 
1993-07-26 要望 民事判決原本の保存について 日本学術会議 

 
 
 
全作業分科会（人文・社会科学、生命科学、理学・工学）に関連する機能別・課題別・常置委員会などからの意思の表出 
17 期 
表出の日 種類 タイトル 表出元 
2000-06-26 対外報告 新たなる研究体制の確立に向けて 第３常置委員会 

2000-06-26 対外報告 国際的環境条件の変化と国際学術交流の課題 第６常置委員会 

1999-07-29 対外報告 我が国の大学等における研究環境の改善について（最終報告） 第４常置委員会 

1999-04-12 対外報告 新たなる研究理念を求めて 第３常置委員会 

1999-03-31 対外報告 我が国の大学等における研究環境の勧善について（中間まとめ） 第４常置委員会 
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16 期 
1997-07-15 対外報告 国際学術協力事業推進の実態と問題点についてー今後の日本学術会議並びに我

が国の諸機関の対応への提言を中心に－ 

国際学術協力事業研究連絡委員会 

1997-06-20 対外報告 学術の動向とパラダイムの転換 第３常置委員会 

1997-04-25 対外報告 阪神・淡路大震災調査特別 委員会報告 阪神・淡路大震災調査特別 委員会 

1997-03-31 対外報告 大学改革の現状と問題点－「大学改革と若手研究者」に関するアンケート調査

をめぐって 

第２常置委員会 

1997-02-28 対外報告 阪神・淡路大震災調査特別 委員会第二次報告－土地・住宅問題についての提言

－ 

阪神・淡路大震災調査特別 委員会 

1996-12-16 対外報告 国際学術交流・協力の充実と発展に向けて 第６常置委員会 

1996-11-25 対外報告 研究情報ネットワークを利用した学術研究の促進のために 第５常置委員会 

1996-11-25 対外報告 「研究者の養成・確保と教育」に関する提言 研究者の養成・確保と教育特別 委員会 

 
15 期 
1994-05-26 対外報告 国際学術交流・協力基盤の育成方策について 第６常置委員会 

1994-05-26 対外報告 学術国際貢献のための新たなシステムについて 学術国際貢献特別委員会 

1994-04-26 対外報告 東京一極集中問題について 人口・食料・土地利用特別委員会、都市地

域計画研究連絡委員会 

1994-03-25 対外報告 日本の学術研究教育の課題一国際化・学際化・開かれた大学一 第３常置委員会 

1994-02-25 対外報告 学術文献情報の集積とその利用体制の充実について一特に収集資料の保全及び

その利用方式の研究開発の必要性について一 

学術文献情報研究連絡委員会 

1994-01-16 対外報告 調査報告一我が国における学術団体の現状一 第４常置委員会 

1993-11-26 対外報告 大学の自己点検・評価に関する現況調査(中間報告)一集計結果の概要一 第２常置委員会 
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全作業分科会（人文・社会科学、生命科学、理学・工学）に関連する日本学術会議からの意思の表出 
17 期 
表出の日 種類 タイトル 表出元 
1999-10-27 勧告 我が国の大学等における研究環境の改善について 

 

日本学術会議 

2000-06-08 要望 女性科学者の環境改善の具体的措置について  女性科学者の環境改善の具体

的措置について 

日本学術会議 

 
16 期 
1996-04-19 要望 学術団体の支援について 日本学術会議 

1995-10-25 要望 高度研究体制の早期確立について 日本学術会議 

 
15 期 
1994-05-26 勧告 新しい方式の国際研究所の設立について 日本学術会議 

1994-05-26 要望 公的機関の保有する情報の学術的利用について 日本学術会議 

1994-05-26 声明 女性科学研究者の環境改善の緊急性についての提言 日本学術会議 

1993-04-22 声明 学術分野における国際貢献についての基本的提言 日本学術会議 

 
 
 
 


