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概要
日米安保、東アジア、「外国人」問題、終わらない「戦後」など、多彩な視点から憲法を問い直す。
２００６年に早稲田大学で開催さ

自民党―「一強」の実像. 中央公論新社 （2017/4/20 出版） 328p / 18cm / 新書判. ISBN：
9784121024282. <内容> 自民党は結党以来38年間にわたり政権を担い、２度「下野」したが、２
０１２年に政権に復帰。一強状態にある。その間、自民党は大きな変貌を遂げた。本書は、関係
者へのインタビューや数量的なデータなどを駆使し、派閥、総裁.
Title, 戦争と平和の同時代史. Editor, 同時代史学会. Publisher, 日本経済評論社, 2003.

Original from, the University of Michigan. Digitized, Oct 24, 2007. Length, 214 pages.

Subjects. History. › Asia. › Japan · History / Asia / Japan · Japan. Export Citation, BiBTeX
EndNote RefMan.
6 日前 . 第2回（3月4日）「帝国憲法への挑戦者たち」. 帝国憲法の制定後の政治・社会で、憲
法問題に向き合った人物たち／戦前の「改憲」論争／制憲プロセスに関わる記録の同時代的な
公開状況.
本研究は、日本国憲法第25条第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む
権利を有する」における「文化」概念について、文化政策における文化権との . 第25条成立の議論
において、生存権を具体化する文言として「文化」という文言が用いられたが、その意味するところに
ついては、原始的の反対の意味の、国や時代の状況に応じ.
2012年7月5日 . の放送ライブラリーで，昭和史に関わる番組を. 検索していくと，鈴木の名前に何
度もぶつかる. のだ。代表作のひとつである『日本国憲法を生. んだ密室の9日間』（1993）を見た
時，“ああ民. 制作者研究 〈テレビ・ドキュメンタリーを創った人々〉. 【第 5 回】鈴木昭典（朝日放
送）. ～同時代史を検証し記録する～. メディア研究部 東野 真.
Title, 「教育」の同時代史. Publisher, 平凡社, 1984. Original from, the University of Michigan.

Digitized, Mar 5, 2009. Length, 324 pages. Subjects. Political Science. › Public Policy. › Social
Policy · Education · Education and state · Political Science / Public Policy / Social Policy.
Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
日本国憲法の同時代史 - 同時代史学会／編 中北浩爾／〔ほか著〕 - 本の購入はオンライン書
店e-honでどうぞ。書店受取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、
個別梱包で届くので安心です。宅配もお選びいただけます。
2017年8月2日 . だれが日本国憲法を起草したのか。それはGHQのアメリカ人だ。だからこそ日本国
憲法は、アメリカの主導する国際法の秩序と調和している。し…
2011年9月5日 . まえおき 高校生の皆さん。岐阜大学地域科学部教授の近藤真です。個人的な
話ですが、私は、高校時代の親友たちとは、還暦の近づいた今でも、毎年会います。全国に散ら
ばっても、30年もたってみんなそれなりに偉くなっても、不思議と、オレ、オマエの関係で何でも言いた
いことが言えるのです。高校時代に培った仲間は、損得.
日本国憲法の同時代史 （「戦後日米関係と日本国憲法」担当）, 同時代史学会編, 日本経済
評論社, 3-31, 11/2007. 10, Book, 基地をめぐる法と政治 （「戦後沖縄の『保守』に関する基礎的
考察」担当）, 沖縄国際大学公開講座委員会編, 東洋企画, 83-108, 07/2006. 11, Book, 戦争
と平和の同時代史 （「『同時代史』と沖縄」担当）, 同時代史学会編
2017年9月14日 . 公務員試験重要科目の一つ、「日本国憲法」について解説します。第２回は、
第２章は「 . 集団的自衛権」とは、同盟国などが他の国や団体から攻撃を受けた時には、自国が
攻撃された場合と同じように反撃できる権利をいいます。 . 公務員試験の歴史分野で頻出問題と
なる江戸時代の幕府政策３大改革解説シリーズ。今回は、.
2007年5月9日 . 著書に『ラディカルな日本国憲法』『憲法と戦争』『なぜアメリカはこんなに戦争をす
るのか』（晶文社）、『経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか』（平凡 . 少女時代
を東京で過ごす。15歳で単身渡米しミルズカレッジを卒業。1945年12月、日本に残っていた両親に
会うためにGHQ民政局に職を得て再来日、憲法草案.
2017年5月25日 . バンクーバーでは「日本国憲法のルーツ」をテーマに、ピースフィロソフィセンター主
催の勉強会が３回シリーズで開催されている。 講師は青山学院 .. 資料には、幣原が自身のひら
めきにより戦争放棄を盛り込むことを提案、それが天皇制存続を可能にすることを伝え、マッカーサー
が同じ意見だとして了承したことが記載されている。
2013年5月10日 . 前安倍内閣期と重なる2006年12月、同時代史学会は「同時代史としての憲
法」をテーマとして大会を開催しました。
http://www.geocities.jp/doujidaisigakkai/annual_meetings/2006.html このとき前半の司会として
参加したときの感想を記した文章です（同時代史学会編『日本国憲法の同時代史』日本経済評
論社、2007.
憲法愛国主義. ３．むすびにかえて：憲法を生きる／生きられた憲法. はじめに. 本稿の目的はハン

ナ・アーレントの共和主義的憲法論（革命論）とドルフ・シュテルン. ベルガー . 以上のような本稿の
主張を日本国憲法の条文に求めれば、第12条の「不断の努力」を求 .. そもそも、アメリカ革命を
「革命」と捉えることは同時代の認識からは考慮外であっ.
日本国憲法制定 における. 日本国民」と「外国人」. 米国の人権政策と日本政府との狭間で. 後
藤 光 男. １ はじめに. ２ 米国の人権政策. ３ 植民地出身者の参政権の停止. ４ GHQの ... 子ど
もたちに対する民族教育も否定され，戦前と同じ日本人化＝同化教. 育が強制 . GHQは，外国
人というのは200万人の「外地人」であり，旧憲法時代. に人権が.
2016年7月19日 . 改憲の話題がらみで、日本国憲法の成り立ちについて、最近読んでいる昭和史
の本から引.
2013年10月28日 . 日本国憲法の誕生について考えてみます. ・日本国憲法の誕生について. ・１９
４５年１０月に、幣原喜重郎内閣はＧＨＱに憲法の改正を命令された. →そこで幣原喜重郎内閣
は、松本烝治という人をトップに置いた、. 憲法問題調査委員会という組織を作った. ・憲法問題調
査委員会が、一応だが憲法の改正案を作った. ※しかし、改正.
日本国憲法（にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう）は、1947年（昭和22年）5月3日に施行され
た、日本の現行憲法である。昭和憲法（しょうわけんぽう）、あるいは単に現行憲法（げんこうけんぽ
う）とも呼ばれる。 1945年（昭和20年）8月15日に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した
日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件.
2017年2月3日 . ミゾユウ」の麻生太郎が「ワイマール憲法がいつのまにか、ナチス憲法に変わってい
た……。あの手口を学んだらどうかね」と発言したとき、怒りをおぼえ、関心を持った人は多かったはず
である。しかし、その出来事は実際にはどんな風であったか、つぶさに調べた人は少なかったのではな
いか。この本は、そうした疑問に答えてくれる.
先ず, 第一期の特徴を見ると) 敗戦直後から日本国憲法の公布にかけて. は' 旧憲法の改正作業
が行なわれ, .. 2) 戦後の憲法史, 憲法学史を分析する場合の時代区分については, 長谷川正安.
教授によれば, 戦後20年間に, . 7) 農ー召未ロ3ー年公法学会は, 黒田覚, 長谷川正安両教授に
よ る同じテーマ 「憲法学. の方法』 で報告がなされたが'.
日本国憲法、私はこう考える. ６８年前のきょう、日本国憲法が施行された。先の大戦で敗戦した
日本が新たな時代へ歩み出した記念すべき日でもある。そしていま、現行憲法の在り方をめぐり活
発な議論が繰り広げられている。時代遅れの「代物」なのか、それとも普遍の価値を称えるのか。日
本国憲法について考えたい。 憲法 · 戦後７０年.
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 大日本帝国憲法の用語解説 - 1889年2月 11日に公
布された憲法で，略して「帝国憲法」，あるいは「明治憲法」といわれる。現在の日本国憲法施行
までの最高法規であり，有効時に改正されたことがない。ドイツ・プロシアの立憲君主制を範としたも
ので，その制定は 81年の政変.
新憲法の誕生 (中公文庫)の感想・レビュー一覧です。 . 戦後史を同時代史とする人が大勢いる。
だから事実が錯綜するという事は分かる。その中で古関さんは、時系列の中で、史料という事実を .
本書は吉野作造賞受賞。著書読破は２冊目。◇日本国憲法の成立過程を多様な文献、特に
米国史料(議事録など)を積極的に渉猟しつつ、解明していく。
2003年5月26日 . 専門は憲法学、憲法史、比較憲法、平和学。日本公法学会(理事)、全国憲
法研究会、日本平和学会、日独法学会、憲法理論研究会、同時代史学会、憲法再生フォーラ
ム会員。著書に『日本国憲法の基本原理』（学陽書房）、共著に『戦争と平和』（岩波書店）、
『恒久世界平和のために 日本国憲法からの提言』（勁草書房）、『日米新.
2017年10月25日 . と早くもツッコミが聞こえてきましたが、実は彼女、「日本国憲法草案の一部を
作った女性」として知られてありまして。 その他にもいろいろと有名な .. 明治あたりから「同じ極東だ
けど、実際来てみると日本と中国と朝鮮って違うね」といった旅行記を書いている人は多々いたの
で、ベアテも同じように感じたのでしょう。 両親はわざわざ.
住民自治制度史. １ 大日本帝国憲法下の住民自治. 大日本帝国憲法下の地方自治制度は、
基本的に国家的色彩の濃厚な制度であった。江戸. 時代から村落共同体に .. 前掲「自治体憲
法」. 頁. 52. ２ 日本国憲法及び地方自治法. （1）住民自治を憲法で保障（地方自治の本旨）

[※4]. 日本国憲法には、第８章に４条からなる「地方自治」の章が設け.
冠位十二階 604 十七条の憲法. 607. 第 2 回遣隋使. 「日出づる処の . 日本」という国号が定ま
る. 法隆寺. 釈迦三尊像. 百済観音像. 701. 大宝律令がつくられる. 708. 和同開珎が鋳造される.
時代. 旧石器時代. 縄文時代. 弥生時代. 古墳時代. 飛鳥時代. 旧石器文化 .. 1946 公職追
放 東京裁判（〜 48） 日本国憲法公布. 1950 GHQ の指令で警察.
創造への軌跡 学術図書出版社 大空社の公式ホームページ.
［Ａ］占領初期の社会と政治・日本国憲法. 戦後史②［対日占領政策の .. 以降＝単一為替レー
ト(全ての商品の為替相場が同じ). →全ての輸出入品の ... ⑤その後もアメリカの財政悪化は変わ
らず→変動為替相場制へ(1973). 「日米新時代」方針. 1960 年 日米相互協力及び安全保障
条約. ①アメリカの日本防衛義務を明記. ②条約期限は 10 年（.
査会とは，「日本国憲法に検討を加え，関係諸問題を調査審議し，その結果を内閣及び内. 閣を
通じて国会に報告する」 . 憲法調査会が戦後憲法史において果たした役割を検討することは，憲
法制定史だけでなく. 現在の改憲問題をより .. 憲法調査会についてはその設立事情から，同時代
的に多くの論稿が発表された。それら. は，憲法調査会を，.
米国の連邦憲法裁判. 所を方向付け、今日に向けての礎を築いた偉大な人物で. あったことは疑
う余地がない。本稿では、彼の代表的な. 判例であるマーベリ対マディスン事件. ︵. Marbury v.
Madison . 判決を. 、. それを理解する. のに必要な同時代史を紹介した上で、詳細にしたい。 .. 国
憲法三条三項は次の様に定めていた 。︵傍線部が. 、こ.
関心領域：戦後改革と左翼メディア、日本国憲法の制定と新興紙、日本におけるリベラル派ジャー
ナリストの生成 . 共編著、全10巻）日本経済評論社、2000～01年; 『証言 産別会議の運動』（編
集・解題）御茶の水書房、2000年; 『大原社会問題研究所雑誌』（復刻版の編集・解題、全12
巻）日本経済 . 日本政治学会、社会政策学会、同時代史学会.
2016年7月27日 . 実は２０年ほど前、訪問研究員として最初は籍を置いたヴァージニア・ロースクー
ルで、数年にわたり日本国憲法制定へのアメリカの影響について教えた。日本の憲法そのものについ
て専門的な知識はないが、このテーマならアメリカ憲法史とからめてなんとかやれるかもしれないと思
い、引き受けた。慶應の学部生時代、日本国憲法.
1.1 氷河期; 1.2 旧石器時代; 1.3 縄文時代; 1.4 弥生時代. 1.4.1 『漢書』地理誌. 1.5 日本統一
へ. 1.5.1 邪馬台国. 2 古墳時代. 2.1 大和朝廷. 3 飛鳥時代. 3.1 飛鳥文化; 3.2 聖徳太子の死
後 .. 20.1 戦後の改革と日本国憲法; 20.2 戦後の学校; 20.3 戦後の生活 . 同じくらいの時期か、
しばらくあとに、人間もやってきたと考えられています。それが.
日本国憲法の歴史的意義は何か。 日米安保、東アジア、「外国人」問題、終わらない「戦後」、
社会政策論、「家族」など、 多彩な視点から憲法を問い直す。 同時代史学会〔編〕 日本経済評
論社 2007年11月20日発行 定価：2800円（税別） ISBN: 978-4-8188-1961-0 第5回研究大会の
報告書.
新崎盛暉『沖縄同時代史 別巻 1962～1972 未完の沖縄闘争』（凱風社、2005年）をもって完結
した、同著『沖縄同時代史シリーズ』（全10巻＋別巻）に集成された、同会員 .. 沖縄を除外して
成立した『日本国』憲法は、沖縄における平和主義の否定、民主主義の否定、人権無視のうえ
に、平和主義、民主主義、人権擁護といった理念を強調するという.
天皇は）日本国民統合の象徴」→《国民がまとまっているという象徴》、「大臣を罷免」→《大臣をク
ビにできる》、「文民」→《軍人ではない人》、「国権の発動たる戦争……これを放棄」→《正義が守
られ、混乱しない国際社会を……誠実に強く求め、あらゆる戦争を放棄》など、池上版「超訳」で
読み解くと、こんなに憲法はわかりやすくおもしろい！
2015年10月2日 . 弁護士時代には、治安維持法（1925年）に違反したとして、時の権力によって苦
境に立たされた多くの人々（宇野弘蔵・河上肇など）に対し、自ら進んで救いの手を差し伸べようと
していました。また、政治家時代には、終戦直後の新憲法の制定にあたって、一政治家として、これ
までの日本の状況や自らの経験などから、国民主権、.
同時代史学会会員など）. [業 績]. 【著書】 . 現代日本の法思想』（明治憲法制定をめぐる法思
想） 共著・有斐閣. 1976年月. 『憲法学. 』（自衛隊の実態） 共著・有斐閣 1976年10月. 『憲法

の歩み』（立憲政治への道） 共著・有斐閣 1977年12月. 『憲法判例の . 憲法史の論点─日本国
憲法成立史を中心に ジュリスト 731号 1981年. 月. 防衛庁─情報.
2016年7月13日 . 現行の「フランス第五共和国憲法」の制定は1958年ですから、成立からすでに58
年。これだけ見れば「日本国憲法とさして変わらないではないか」と思われるかも知れませんが、これ
とて制定以来「一言一句同じ」ではなく、この58年の間に、時代や社会に合わせて「24回もの改
正」が行われています。このペースは、ほぼ2年に1回.
2017年5月25日 . ４、憲法第９条改正の限界についての検討. 第２章 憲法改正論議の時代的
変遷. 第１節 日本国憲法制定後の改憲論議. １、前史. ２、第１次改憲動向（1950年代）. ３、
第２次改憲動向（1960－70 .. 次にＢ説は、Ａ説を踏まえた上で、憲法改正の規定も国民主権に
関する憲法の規定と同じように根. 本規範に直接基づくものである.
日本国憲法とは?Wiktionary日本語版（日本語カテゴリ）。 大日本帝国憲法に代わり，1946年
（昭和21）11月3日に公布，47年5月3日から施行された日本の現行憲法。国民主権・基本的人
権の尊重・平和主義を基本原則とし，象徴天皇制・議院内閣制・違憲立法審査権・.
安倍首相が意欲を示す「憲法改正」の特徴はどこにあるか．これまで何度なく繰り返されてきた改
憲論と比べていかに評価されるべきか．明治，大正，昭和時代を通じて積み重ねられてきた憲法論
議の成果や戦後社会に日本国憲法が果たしてきた役割などをふり返りながら解読する．現在主張
されている改憲論はこの社会をどのような方向に連れて.
壊してはいけない日本国憲法 ー 今こそ凝視、この国の行方 ー. 72年間、戦争でただの1人も殺さ
. されようとしている日本国憲法。 その憲法を、もう一度見つめ直し、これからの日本の平和、民主
主義、基本的人権の行方について、 . 平塚らいてう、川端康成など、時代を代表する学者、文化
人が参加の下、核兵器禁止、 紛争の非軍事的解決等を.
タイトル, 著作者等, 出版元, 刊行年月. 日本国憲法の同時代史, 同時代史学会 編, 日本経済
評論社, 2007.11. 日中韓ナショナリズムの同時代史, 同時代史学会 編, 日本経済評論社,
2006.12. 朝鮮半島と日本の同時代史 : 東アジア地域共生を展望して, 同時代史学会 編, 日本
経済評論社, 2005.12. 占領とデモクラシーの同時代史, 同時代史学会.
江戸時代が終わり西洋との接点が増えた明治時代に、近代日本において初めての憲法である大
日本国憲法が制定されました。当時のドイツ憲法をもとに、明治政府が作成したものです。そして
現在の日本の憲法である日本国憲法は、太平洋戦争が終わったあとにGHQ指導のもと作られまし
た。 ここでは大日本帝国憲法と日本国憲法の異なる点、.
3 日前 . 時代の塗り替え”と正統性の動揺 2018年になった。この2018年には「明治維新150年」と
最後のフルバージョンの平成、すなわち「平成30年」が重なる。しかも、日本国憲法施行.
日本国憲法」各条項の精神を生活意識・肉体感覚. として「とりもどす」方途は，どこに存在するの
か。 「自衛権」や「安全保障」問題の推移を，サンフラ. ンシスコ講和前後からの複雑な政治経済
過程と憲法. 論議の経緯を視野にいれて歴史的・思想史的に考え. てみたい（渡辺 1987，渡辺
2004，同時代史学会編. 2007，広川・山田 2006 など分厚い.
2010年7月21日 . 地理的な場所は同じでも、国家の統治体制が異なったら、それはまぎれもなく
「別な国」といえます。 . 同時に、この時代、昭和二一(1946)年１１月３日に、日本国憲法が公布
されました。 この日本国憲法の . 第１条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であっ
て、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
項目名, 内容. 教員名, 岩隈 道洋. 教員名フリガナ, イワクマ ミチヒロ. 職位, 教授. 役職・委員（大
学）, 学園総合情報センター長. 所属, 総合政策学部. 研究テーマ・分野, (1)日本国憲法第21条
後段の「通信の秘密」概念の変容（特に米独との比較） (2)サイバー犯罪条約批准の際問題とな
る傍受規定創設義務と憲法の関係 (3)テロ対策立法（特に.
33. その他, 運輸産業における規制緩和と労働組合 －－社会政策学会誌 19－－, 2008/03. 34.
学術論文, 社会政策論と憲法原理─社会保障と生存権をめぐる問題状況を中心に─ －－同時
代史学会編『日本国憲法の同時代史』日本経済評論社 －－, 2007/11. 35. その他, 「規制緩
和」のなかの労働組合 －－社会政策学会誌 18－－, 2007/09.
わが国の日本国憲法が、「現実を見ない」「理想主義的な」憲法である. と揶揄 . か、第三、日本

国憲法の制定の法的意味は、如何なるものであったのか、. 第四、講和独立 ... 以下の引用も、
同じ。 注19 佐々木惣一『日本国憲法要論』1932年、金刺芳流堂、320頁。 注20 美濃部達吉
『憲法撮要＜改訂第5版＞』有斐閣、1932年、211頁、上杉慎吉.
2013年7月29日 . その意味で今回の参院選は、単に日本が「憲法改正に向かうか否か」だけでは
なく、「どの党が」主導権を握る憲法改正の流れになるか、をも決定づけるものであったと言えよう。
高い内閣支持率の下で自民党は大勝したが、同党が昨年４月に発表した「日本国憲法改正草
案」に関しては、さほど国民の支持が厚いわけではない。
2013, 上智大学, 日本国憲法を活かし直すには（小熊英二氏・ゲスト）／いま憲法は―過去と未
来のはざまで（高見勝利） . 2003, 一橋記念講堂, 21世紀の子どもたちと教育基本法（西原博
史）／難民受入れに向けて－在日アフガン難民事件から見えてくるもの（土井香苗・ゲスト）／憲
法の「調査」と「改正」－同時代にどう発言するか（小林武）.
日本国憲法の歴史的意義は何か。日米安保、東アジア、「外国人」問題、終わらない「戦後」、
社会政策論、「家族」など、多彩な視点から憲法を問い直す。
第二段階 マッカーサー草案提示後～日本国憲法の制定まで ·················· 5. 第三段階 日本
.. 衆議院で貴族院回付案を同意. １１月３日. 日本国憲法公布. 昭和２２年５月３日. 日本国
憲法施行. ２月８日、総司令部に提出. ２月１３日、日本側に交付. ３月４日、総司令部に提出.
第. 一. 段 ... 極東委員会もまた、この同じ期間内に憲法の再. 審査を行う。
日本国憲法の歴史的意義は何か。日米安保、東アジア、「外国人」問題、終わらない「戦後」、
社会政策論、「家族」など、多彩な視点から憲法を問い直す。
同時代史学会 編. 『朝鮮半島と日本の 同時代史. 一束ア ジァ地域共生を展望 して. 一』. は じ
め に. 「政治経済学. ・. 経済史学会」か ら同書 の 書評を依頼さ. れた際，い ささ .. 中に 「平和
憲法体制とい. うの. は，韓国をは じめ. とす る周 辺 国の. 反共独 裁 に支え られて い た」 （123
頁），. あ るい は 「もし韓国で徴兵制が な くて，. 結果 的に 日本を.
戦国時代頃に成立したとされる軍記物語で、南北朝の内乱を記した軍記物語である「太平記(た
いへいき)」の欠を補うという意味から、「太平後記(たいへいこうき)」という別称もあります。上中下の
３巻構成で、康暦元年（１３７９）から文明１１年（１４７９）まで、鎌倉公方足利氏の動向を中心
に、関東の政治情勢が記されています。同時代の資料が.
日本国憲法の同時代史/同時代史学会/中北 浩爾（法学・法律） - 日米安保、東アジア、「外国
人」問題、終わらない「戦後」など、多彩な視点から憲法を問い直す。２００６年に早稲田大学で
開催された同時代史学会の研.紙の本の購入はhontoで。
井上ひさしの著作「二つの憲法――大日本帝国憲法と日本国憲法 (岩波ブックレット)」の紹介
ページです。
受験勉強に活用してください。 １。日本史 編. 年 号 . 唐の長安のまね. 坊主が泣くよ平安京.
794. 平安京（=京都。平安時代始まる）. 桓武天皇の律令政治建て直し→→失敗. 平家の
人々、ごくろうさん . 1947. 5/3 日本国憲法 施行. 憲法記念日. ソ連さんは、納得いく合意じゃない
のよ、サンフランシスコ平和条約. 1951. サンフランシスコ平和条約.
抵抗の同時代史詳細をご覧いただけます。 . １ 「犠牲者」の思想／２ 戦後日本のダブル・スタン
ダードと靖国問題／３ 「被害者」の思想／４ Not in our names! ――「わたしたちの名前を . Ⅳ
憲法と反戦平和――「戦後六〇年」の再審「普通の国」史観と戦後――自由主義史観について
／「普通の国」への抵抗／「護憲」か「改憲」か？／「郷土」なき.
昨年は「戦後」ということばが注目された一年でしたが、戦後がどのような時代だったのかという認識
は、あまり深まらなかったようです。戦争や植民地支配の負の遺産に、戦後日本はきちんと向き合っ
たと言えるのでしょうか。冷戦は戦後日本に何をもたらしたのでしょうか。私たちのライフスタイルが大
きく変わったことは何を意味するのでしょうか。
2012年4月1日 . １）日本外交史. ２０１０年度. ２０１１年度前期、２－４年次、講義、専門科.
目、４単位、３０回、５０名。日米安保や在沖. 米軍基地問題に対する理解を深める点に留意. し
ている。講義中、学生と対話を行い、学生が. 講義に主体的に参加するよう試みている。歴史. 的
文書や映像資料も活用している. ２）専門演習Ⅰ・Ⅱ. ２０１０年度.

2016年5月8日 . その野坂が戦争放棄の日本国憲法（この時点では改正案）９条否定であり、首
相だった吉田茂が９条肯定だった。猪木正道もまた９条否定という点では一致し、吉田の国会答
弁を「勇み足」と批判している。 猪木は１９１４年京都市生まれで、３７年東大経済学部卒。三菱
研究所、成蹊高を経て４９年京大教授となった。丸山真男と.
タイトル : 「戦前日本外務省の人事と組織―キャリアパス分析の方法を手がかりに」. 担当区分 :
単著. 誌名 : 『名城法学』. [巻]([号]):[ . 誌名 : 『同時代史研究』. 出版社 : 日本経済評論社.
[巻]([号]):[開始 . タイトル : 「日本国憲法第9条と集団安全保障―憲法改正前後における芦田
均の議論を手がかりに」. 担当区分 : 単著. 会議名 : 第28回比較憲法.
2017年10月9日 . 日本国憲法, Constitution of Japan . 冨永 望, 『京大と満洲国―満蒙研究
会・満蒙調査会の活動を中心に―』, 京都大学大学文書館研究紀要,15,33-52, 2017/03, 有,
日本語. 冨永 望, 『大東亜史概説』, 京都 . 冨永 望, 書評 豊下楢彦『昭和天皇・マッカーサー会
見』, 同時代史研究,2,98-102, 2009/12, 有, 日本語. 冨永 望, 書評.
これは、戦後、明治憲法の改正によって成立した日本国憲法を高く持ち上げ. 1 家永三郎ほか編
『新編 明治 . 治憲法下でのいくつかの重大な事実を引きながら、日本憲法史の特質を考えてみた
い。 3 歓呼の声のなかの憲法発布 ... が次のように述べて、この日本の国体（彼は「国柄」という言
葉を用いる）を同時代史. 的な視座のうえで相対化して.
2015年12月6日 . 出来事のうち一番影響が大きかったものを選んだ結果は2位と3位が逆になってお
り、また、4位は東京オリンピックではなく、日本国憲法発布であった。 １つだけ . 私などには日本史
における歴史的意義や国民の生活を一変させた影響度の大きさからいってバブル経済はとても高
度経済成長には及ばないと思われるからである。
第１章 公文書管理制度の近現代史 １ 大日本帝国憲法下の公文書管理制度 ２ 日本国憲法
下の公文書管理制度 １――公文書館法制定まで ３ 日本国憲法下の公文書管理 . 中心とし
て」（「日本史研究」2010年5月号）、「昭和天皇「戦後巡幸」における天皇報道の論理――地方
新聞の報道を手がかりとして」（「同時代史研究」第３号、2010年）など。
タイトル, 日本国憲法の同時代史. 著者, 同時代史学会 編. 著者標目, 同時代史学会. 出版地
（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 日本経済評論社. 出版年, 2007. 大きさ、容量等,
248p ; 20cm. 注記, 文献あり. 注記, 年表あり. ISBN, 9784818819610. 価格, 2800円. JP番号,
21347694. 部分タイトル, 国際的文脈のなかの日本国憲法.戦後日米.
2016年9月5日 . 「新憲法・いまぞ国民と共にあり」。１９４６年１１月４日の毎日新聞朝刊（東京本
社版）は１面を貫く大横見出しで、前日の日本国憲法公布を報じた。「萬世（ばんせい）に太平を
開く」の縦見出しが躍り、昭和天皇が臨席した国会での式典を詳報した。
近年の日本史研究の高度化にはめざましいものがありますが、私たちは演習での厳密な資史料の
読解や論文の検討を通して、精緻な実証力や独創的な構想力の養成に努め .. の展開――私
擬憲法案「大日本国憲法」の成立と沢辺正修――」（『史林』第92巻第2号、2009年）；「国会期
成同盟第二回大会と憲法問題」（『大阪大学大学院文学研究科.
2017年6月18日 . 古本屋で、岩波現代文庫から出ている大岡昇平と埴谷雄高の対談『二つの同
時代史』という本を買い、分厚い本なので少しずつ読んでいる（まだ３・１５共産党大弾圧 . 埴谷は
この地で、植民地である台湾の人たちに対する日本人の差別の酷さを痛感し、すっかり「日本人嫌
い」になったと語っている（後年になってから、どの帝国主義.
朝鮮半島と日本の同時代史 - 東アジア地域共生を展望して - 同時代史学会 - 本の購入は楽
天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレ
ビュー・感想も満載。
集会名被ばくの歴史・平和学市民研究交流集会 in 広島集会公式ウェブサイト
http://peacestudies.jp · フライヤーダウンロード. メインテーマ「核・戦争・基地の被害の《隠蔽》と学
問・報道・言論の自由の《危機》」 サブテーマ「軍学共同に抗し、非戦の歴史に学び、《広島》発の
平和研究を問いなおす」. 主催被ばくの歴史・平和学市民コンソーシアム
日本国憲法成立の過程について、国内外の膨大な文献にあたり研究を続けてきた、 法学者の古
関彰一さんに伺いました。 こせき・しょういち１９４３年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業後、

和光大学教授などを経て、１９９１年から獨協大学法学部教授。専門は憲法史。著書に吉野作
造賞を受賞した『新憲法の誕生』（中公文庫）、『「平和国家」日本.
Amazon配送商品なら日本国憲法の同時代史が通常配送無料。更にAmazonならポイント還元
本が多数。同時代史学会作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。
担当科目 日本現代史、歴史学へのいざない、歴史学基礎演習、日本の文化と社会、日本. 政
治史、日米関係史、卒業研究（現代史）. 所属学会 歴史学研究会、日本史研究会、同時代
史学会、東京歴史科学研究会、占領・戦. 後史研究会. 【１】研究活動. １．象徴天皇制研究.
日本国憲法第 1 条によって定められた「象徴」天皇の解釈をめぐる宮内庁と.
書名, 「ナチス憲法」一問一答. 副書名, ワイマール憲法の崩壊と日本国憲法のゆくえ. 概要, 麻
生妄言から、「ナチスの手口」を現代日本の問題ととらえ、一問一答方式で、わかりやすく検証す
る。 ジャンル, 政治・経済・教育 > 政治入門 · 社会. 著者, 礫川 全次 著. ISBN,
9784886838100. 出版年月日, 2017/01/10. 定価, 本体1,800円＋税.
これを主張した人々は、天皇への崇拝の念を高め、昭和の時代の表面だけを懐かしみ、天皇の戦
争責任はないとしています。それは、人間一人 .. 同時代史学会・第37回研究会のお知らせ 共通
テーマ： . その社会科（歴史・公民）教科書は、かつての侵略戦争を正当化し、日本国憲法を軽
視し、国民主権を始めとする様々な権利も軽視しています。
2017年12月31日 . 川口 悠子. 同時代史学会News Letter (8) 11-14 2006年. 国立国会図書館
憲政資料室所蔵 GHQ/SCAP資料所収日本国憲法関係資料書誌. 高見勝利、豊田真穂、川
口 悠子, 大島康作、境野由美子. 参考書誌研究 (63) 59-179 2005年. 研究セミナー参加記 政
治思想としての経済学――占領下における「もう一つの」日米協力.
本年度は、『南北朝時代史』『室町時代史』などで知られる日本史家・田中義成と、その歴史学
が同時代の政治的革新風潮と相俟って官学アカデミズム史学に新風を吹き込んだ点に焦点を当
てて論ずる。 目的・目標. Objectives and Goals, 前半：大日本帝国憲法の議論枠組と日本国憲
法の其れとの連続ないし断絶を認識することを通じて、日本国.
同時代史学会編. 日本国憲法の同時代史. 著者：同時代史学会編; 定価：本体2800円＋税;
ISBN：978-4-8188-1961-0; 判型：四六判; 頁：248頁; 刊行：2007年11月; ジャンル：社会・政治
（人文・社会）; アマゾンで購入. 内容紹介. 日本国憲法の歴史的意義は何か。日米安保、東ア
ジア、「外国人」問題、終わらない「戦後」、社会政策論、「家族」.
軍国主義時代の影響であろう｡ 今のアメリカは戦. 前の日本のように軍隊に頼る勢力になっている｡
同じ BBC の国際世論調査の結果のなかで､. ｢米国が世界にプラスの影響を与えている｣ との. 回
答は29％にとどまった｡ ２年まえの40％､ １年. ― 15 ―. 特集：世界の中の憲法９条. 日本国憲法
９条とは：外交の隠れ資産と世界史的意義について.
2015年4月27日 . 1945年12月10日公判を待つために東京の巣鴨拘置所に拘留中の、前駐伊大
使で同時に「A級戦犯」であった白鳥敏夫は、吉田茂外相（当時）あての長文の手紙を書き終え
た。手紙は英語で書かれていた。拘置所の検閲を難なくすり抜けられるようにするためか、それとも手
紙が占領軍本部の目に留まるようにするためなのか。
所属学会, 歴史学研究会、日本史研究会、歴史科学協議会、同時代史学会、社会政策学会
.. 沼津市明治史料館歴史講座，会場：沼津明治史料館講堂，2014年1月25日; 『歴史文化講
座「日本の現代」』敬文舎主催，東京堂ホール，全8回のうち; 第4回「安保と日本国憲法」2013
年10月16日; 第7回「ヴェトナム戦争と住民運動」2013年11月6日.
2016年9月3日 . 明治憲法体制下で、天皇が権力を恣意的に乱用したわけではないと考えられて
います。同時代. の君主として、権力を恣意的に行使したと言われるプロイセン国王に比べても、明
治憲法下での. 天皇は、明治・ . おいてなされた、新たに制定すべき日本国憲法の戦争放棄に関
する議論を再編集したものです。 この序文は当時の首相.
2012年4月12日 . して」（「同時代史研究」第３号、2010 年）など。「源清流清――瀬畑源ブロ
グ」http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/. ○目次. はじめに. 第１章 公文書管理制度の近現代史. １
大日本帝国憲法下の公文書管理制度. ２ 日本国憲法下の公文書管理制度 １――公文書館
法制定まで. ３ 日本国憲法下の公文書管理制度 ２――公文書管理.

2016年4月22日 . あるいはまた、先ほどは「学界の『権威』として君臨している」と書いたけれども、
学部生や法科大学院生のような若い方々にとって、教科書（『日本国憲法概説〔全訂 . 戦中派」
を語る上で逸することのできない軍隊生活について、佐藤は、「この三年間はおよそ学問の世界か
ら、あるいは書物というものから絶縁をさせられた時代で.
鎌倉時代に成立した貞永式目（御成敗式目）はその例であって、武士社会の慣習法や先例を成
文化したものである。 日本国の憲法の成文法源は第一に憲法典（日本国憲法という文書）であ
る。しかし、実質的な意味の憲法の箇所で述べたとおり、憲法法源は憲法典に尽きるわけではな
い。皇室典範、皇室経済法、国事行為の臨時代行に関する.
日本国憲法が制定されて、６０年がたちました。人間で ... 身分」が否定されてこそ、初めて「同じ
国家の国民」という意識が生まれ、現代の私達がイメージする「近代国家」が形成されたのです。 ..
神話の時代から続く生命体としての「日本国」、そしてそれを構成する細胞としての「日本国民」の
イメージを、「日本民族」という言葉で表現していたのです。
2014年5月3日 . 現行の世界の憲法で、日本国憲法は最古のもの. 出典
marimari00.blog105.fc2.com. 殆どの国は、憲法成立後も時代に合わせて改正を重ねています。
1947年の施行以降、一度も憲法が改正されていない日本はかなり特殊な状況にあるといえそうで
す。 お気に入り詳細を見る. 大日本帝国憲法は1947年の日本国憲法の施行.
日本国憲法の同時代史. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 2,800円. 税込価格 3,024円. 在
庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は実際の販売価格と異な
る場合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAONポイントは、お取扱い
ショップサイトでご確認ください。 在庫数、商品詳細、ご購入、.
著書に『ラディカルな日本国憲法』『憲法と戦争』『なぜアメリカはこんなに戦争をするのか』（晶文
社）、『経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか』（平凡社）など . 少女時代を東
京・乃木坂で過ごす。15歳で単身渡米しミルズカレッジを卒業。1945年12月、日本に残っていた両
親に会うためにGHQ民政局に職を得て再来日、憲法草案.
cover. ＜図書＞. ケンポウ ダイキュウジョウ ト ショウワ テンノウ : センゴ ロクジュウネン イマ トワレル ニ
ホンコク ケンポウ. 憲法第九条と昭和天皇 : 戦後60年、いま問われる日本国憲法. (別冊歴史読
本;37 ; vol.31, no.11).
2014年6月13日 . 新井章「体験的憲法裁判史」（岩波同時代ライブラリー）を読みなおす . これが
戦後史にエポックを画した砂川基地反対闘争である。 . 並びに日本国における合衆国軍隊の地
位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」違反で起訴された事件について、第一審、東京地方
裁判所は、安保条約は憲法９条に違反するとして全員無罪の.
シンポジウム「ヤマト政権=前方後円墳時代の国制とジェンダー――考古学との協同による比較
封. 建制論の試み」 . を決定した日本国憲法の「改正」問題がかなりの現実味を帯びて浮上し、
「改正」をめぐる論議にお. いて、この国の国 .. 中国・朝鮮は、しかし、以上の同時代的パースペク
ティブとは異なる、歴史的パースペクティブに. おいても問題に.

