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概要
ロングセラー『「聴く」ことの力』で哲学の新たな地平を拓いた著者が、純粋・所有・国家・宗教など
をテーマに思想史の次元に切り

時代のきしみ 〈わたし〉と国家のあいだ/鷲田 清一（哲学・思想・宗教・心理） - 「「聴く」ことの力」で
哲学の新たな地平を拓いた著者が、純粋・所有・国家・宗教等をテーマに思想史の次元に切り込
む。「「聴く」ことの力」「まなざ.紙の本の購入はhontoで。
2017年6月15日 . 横枝管が塩ビライニング鋼管や配管用炭素鋼管などが使用されていた時代に
は、配管が熱伸縮によって管端とパイプストッパとの干渉音（金属どうしのきしみ音）を防止するため
に、横枝管受口内部のパイプストッパにポリエチレンフォーム製のスペーサを装着していました。 近年

は、硬質塩ビ管または耐火二層管が主流となっており、金属どうしのきしみ音は回避されます。横
枝管の挿入寸法は58mmとしていただければ、熱伸縮のクリアランス7mmを確保できますので、ス
ペーサは不要となります。 横枝管.
2017年1月24日 . 米国第一を繰り返す大統領の登場で、「米国の時代」は終わりを告げた。欧州
の極右にも通じるこのポピュリスト大統領は米国を分裂状態にしたほか、世界中を不安に陥れる。
米欧同盟はきしみ、中東危機は深まり、中ロの台頭を許すことになる。
2016年12月13日 . 社会的関心を集めるニュースが多方面で相次いだ今年はテレビの影響力の大
きさが改めて浮き彫りになった。一方で、放送法や受信料制度をめぐる議論も活発化。メディア環
境の変化を受け、「電波メディア」をめぐる法律や制度のきしみが鮮明になった一年でもあった。（三
品貴志）. ◇. ◇高市氏発言で紛糾. 年初に議論を呼んだのは高市早苗総務相の２月の国会答
弁。政治的公平性を欠く放送を繰り返した放送局に対し、放送法に基づき、「電波停止」を命じる
可能性について言及した。民主党政権時代を.
ロングセラー『「聴く」ことの力』で哲学の新たな地平を拓いた著者が、純粋・所有・国家・宗教など
をテーマに思想史の次元に切り込む。
2006年2月13日 . １ 現代文 鷲田清一「時代のきしみ」からの出題。鷲田の文章は昨年東大の過
去問でさわった。「普通を誰も教えてくれない」っていうタイトルの身体論。覚えてないよな。現代文で
はちょー頻出の作者だ。哲学者で「モードの迷宮」という著作からの出題も多い。「時代のきしみ」は
わりと最近の出版物（２００２）なので、他にも出題されることはあるに違いない。上智は昨年も法学
部で中村雄二郎だったし、哲学系のちょー頻出はやはり一読しておくことをオススメする。あ、このコメ
ントは高２以下の人達むけ。
書評 鷲田清一『時代のきしみ:<わたし>と国家のあいだ』. 奥田 太郎. この論文をさがす. NDLOPAC · CiNii Books. 著者. 奥田 太郎. 収録刊行物. 倫理学研究. 倫理学研究 (35), 125-129,
2005. 関西倫理学会. Tweet. 各種コード. NII論文ID(NAID): 40006884058. NII書誌
ID(NCID): AN00254163. 本文言語コード: JPN. 資料種別: 書評. 雑誌種別: 大学紀要. ISSN:
03877485. NDL 記事登録ID: 7458204. NDL 雑誌分類: ZH2(哲学・宗教--哲学). NDL 請求記
号: Z9-533. データ提供元: NDL. 書き出し. RefWorksに.
時代のきしみ 〈わたし〉と国家のあいだ: 鷲田清一 著. 書籍：¥1,900(税別); 電子書籍：¥1,520(税
別); 四六判・上製／248ページ; ISBN978-4-484-02205-5; 2002/05発行. 哲学・心理学・科学. ロ
ングセラー『「聴く」ことの力』で哲学の新たな地平を拓いた著者が、純粋・所有・国家・宗教などを
テーマに思想史の次元に切り込む。
は、若干こうした生活習慣にも時代変化の軋みが見られるように. なってきている。そこで、日本の風
呂文化の源泉源流をたどり、時. 代を駆け上って現代のお風呂とお湯の意味を深め、展望してみよ
う. と考える。 風呂のある生活を遡る. 成長著しい中国の集合住宅団地を視察した時、シャワー設
備が付. けられた洗面所（浴室であるが浴槽がない）を見た。小型の電気貯湯. 式給湯器が壁面
に設置され、シャワーで身体を洗うことができると. の説明であった。以前は厳冬であっても水で身体
を拭いたり洗った. りすることが一般的.
2015年5月2日 . 岸見一郎（きしみ・いちろう） 哲学者。1956年京都生まれ。京都在住。高校生の
頃から哲学を志し、大学進学後は先生の自宅にたびたび押しかけては議論をふっかける。京都大
学大学院文学研究科博士課程満期退学。専門の哲学（西洋古代哲学、特にプラトン哲学）と
並行して、1989年からアドラー心理学を研究。精力的にアドラー心理学や古代哲学の執筆・講演
活動、そして精神科医院などで多くの“青年”のカウンセリングを行う。日本アドラー心理学会認定カ
ウンセラー・顧問。訳書にアルフレッド・.
2017年1月13日 . 蒸気機関車（ＳＬ）が活躍した時代から残るレトロな鉄道施設が人気を集めてい
る。転車台や扇形車庫などの「鉄道遺産」で、間近で見学できる駅や博物館はにぎわっており、
地…
2010年11月8日 . 時代はきしむ 言葉はその羽根を伸ばしてゆく. ジャーナリストたちに背を向ける音
楽家もいる でもどうだろう？ そこに対話（ダイアローグ）という余地は残されていないだろうか会話とい
う行為から何かを実らせていくことは出来ないだろうか 佐野元春の場合を振り返ってみる彼は辛抱

強く ジャーナリストたちと言葉を交わしてきた取材に関する積極的な態度は別にプロモーションのため
だけではない佐野はむしろ切迫した気持ちで自分の音楽を解って欲しかったんだな と思う ずっと初
期から彼は自分のLP.
時代がどれだけ変わっても、人が持つ力や可能性は決して変わることがないということ。 「原点は人
である」という、強い信念です。 「ヒューマン」という言葉を私たちの社名としたのも、すべての希望や
可能性は人から始まるという確信があったからです。 「為世為人」 世のため、人のために。 一見、使
い古された言葉かもしれません。 しかし、人はお互いに自分以外の人のため、社会のために自らの
力を使ってこそ、自己実現できるのではないでしょうか。 時代は今、大きな軋み音をたてながら、変
わりつつあります。 終身雇用、.
縄文時代の沖の原貝塚の出土品、江戸時代の漁具・生活用品などが展示されている。また、縄
文時代の土器による製塩を再現した製塩装置なども展示されている。 五和歴史民俗資料館の
立つ通詞島の周辺には、縄文時代の遺跡があり、また周囲の海域では、イルカが泳ぎまわってい
る。 Share · Tweet · Share · Hatena. 名前, 五和歴史民俗資料館 ( いつわれきしみんぞくしりょうか
ん ). 連絡先, Tel: 0969-33-1645. 所在地, 【天草市五和エリア】 天草市五和町二江384. 営業時
間, ・開館時間 ８：30～17：00（最終入館.
（まとめ） ビビリ音低減モール ダッシュボード用 2676 【×5セット】, カー用品(車用品) 静かな車内空
間づくり きしみ音対策.
このスカートだけが存在するという感覚は、オスカルの意識を追う使命をもたざるをえない読者に異常
な効果をもたらした。 ダンツィヒという町を舞台にしたのも成功した。この物語はナチス台頭の1930年
代の、グラスの言葉によれば「涙のない世紀」におかれているのだが、その、燻っていて、矛盾に満ち
た時代のきしみがダンツィヒの町の細部の意匠によって全面的にうけとめられている。 客観的に町の
描写をしている箇所はない。不具者オスカルが目にした町のごく一部分だけが露出する。それがダン
ツィヒを時代の影にする。
たとえば鷲田清一さんは絶対に政治のことを書かない人だったのに、国家論を書いてほしいと私がお
願いしたら、書いてくれました。56号（2001年11月）の特集「国家と倫理」に載った「全体という擬制
―〈国家〉の存在をめぐって」（のち『時代のきしみ―私と〈国家〉のあいだ』に再録）。私が編集者と
しての意欲を大いに発揮する時代に、また戻ったわけです。 苅部そして『Correspondence』が終刊
すると、『アステイオン』も61号（2004年11月）からリニューアルして、「アステイオン編集委員会」が編
者という、ほぼ現在まで続いて.
近代化の推し進む明治という時代のきしみの中で、正義を貫いて生きることの困難さが、社会主義
思想家やキリスト教信者らとの議論を交えて描かれる。天皇制下、青年農民との軋轢、権力側の
切り崩し、男女の機微も絡み、運動内部の矛盾も映し出される。 台本にこんなト書きが何箇所か
ある。「あれがきこえてくる」。意味深で不明である。高瀬さんは「君が代」と断定。 既存の演奏には
適するものがなく、録音するということになった。馴染みの音楽家を通じてトランペット奏者の渡辺隆
雄さんを紹介してもらう。 『明治の柩』.
30 Dec 2015 - 43 min動画説明. 戦後体制の歪みから様々な軋みが生じている今、何をどうすべき
なのか、 模索し続ける心ある草 .
2015年4月8日 . でも触れましたが、昭和時代の「三高至上主義」が尾を引いているのでしょう。女
性とは、身長・学歴・給料が高い男性を好むものだと……。 また、一億総中流とされていた昭和は
終わり、平成は所得格差が著しい時代です。バリバリ稼いで、タワーマンションの高層階に住み、高
級外車を乗り回す富裕層がそれなりの数存在する一方、フルタイムで労働しているにも関わらず、
貯蓄だなんて夢のまた夢で、日々暮らしていくのがやっとの、ワーキングプア層の数も、決して少なくな
いのが現状です。要するに、二極.
未完成」という言葉の響きには果てしなく飛翔し続ける理想の高さと、思いがけない時のきしみが感
じられる。そして「完成」には稀（まれ）なおとずれの瞬間と別離の悲しみ . だが大聖堂と美術館に入
るのに合わせて4時間近くも待たされるとは、時代の変化を痛感する。 やっとシスティーナ礼拝堂にた
どりつく。天井の『創世記』を . 同時代の『創世記』の天空とも共鳴しつつ、ルネサンス（復活）したレ
オナルドとミケランジェロが、鑑賞と想像の新たな旅発ちを祝福する。まるで鑑賞の喜びに終わりはな

いと、いたずらっぽくささやい.
2017年4月1日 . 無添加時代のシャンプーできしみと 抜け毛が増えたという口コミも！ 全成分解析
と評価を完全公開！ リアルから発売されている無添加時代シャンプー＆ヘアトリートメント。無添加
時代！ということで、中身も良さそうな雰囲気満点ですよね。 確かに無添加シャンプーの割にコスパ
はいいですが、避けたい成分もチラホラ配合されてしまっています。また、口コミにはきしみ・抜け毛が
気になるという方も多いようですね。 まずは無添加時代ヘアシャンプーの成分を見てみましょう！ 無
添加時代ヘアシャンプーの.
ロングセラー『「聴く」ことの力』で哲学の新たな地平を拓いた著者が、純粋・所有・国家・宗教など
をテーマに思想史の次元に切り込む。
以前のプリウス30系時代には特に冬場の車体のアチコチの軋み音が気になったりもありましたが、新
プリウス50系では車体のしっかり感が大幅に向上し、そのような軋み音の問題は「全く」なくなっていま
す。自分のものだけでなく、親戚や知人が購入した50系は例外なく全て同じです。まぁ、省燃費タイ
ヤにつき物の悪路面でのロードノイズだけは若干ありますけれど。 スレ主さんの50プリウスでそのような
音の問題がある、というのは、はっきり言って「にわかには信用できない妙な話」にも聞こえますね(.
農村社会を規定する「多様性」の政治─「地域活性化」をめぐる議論を念頭に置いて─」（平野敏
政編『家族・都市・村落生活の近現代』pp.191-124，慶應義塾大学出版会，224頁，2009年4
月）; 20世紀における鉄道不在地域の観光地化過程─長野県戸隠をめぐって『国立歴史民俗博
物館研究報告』第155集，pp.413-431，2010年3月（査読有）; 「消費者運動イメージの時代性：
1970年前後の「きしみ」から考える」（『国民生活研究』51（4），pp.30-45，2012年3月（査読有）;
「消費者運動から考える大学生協」（名和又介・.
2017年9月10日 . 騎紫嶺 紅雨[きしみね クレイン] · @melody_jester. アニメ&漫画大好きです｡ア
ニメは最新作品とかよりは､過去作品が好きです｡趣味でたまに切り絵制作してます｡モンスト無課金
で頑張ってます。プロフィール作ってみた(後々追記予定)→ http://twpf.jp/melody_jester. Joined

May 2013.
時代のきしみ. 著者：鷲田 清一; 出版社：CCCメディアハウス; 装丁：Kindle版（262ページ）; 発売
日：2002-05-15; ASIN: B00I5IRUTI. Amazon. ALL REVIEWS経由で書籍を購入いただきます
と、書評家に書籍購入価格の0.7～5.6%が還元されます。 RANKING. ランキング · 町田康「読書
日記」週刊エコノミスト2016年11月15日号｜. 1. 町田康「読書日記」週刊エコノミスト2016年11月
15日号｜「追い詰めた言葉が詩や歌になる時」『近現代詩歌』『詩、ってなに？』 町田康 · 美の襲
撃―評論集 (1961年) / 三島 由紀夫. 2.
時代のきしみ_ わたし と国家のあいだ on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
日本の国土、なかんずく地方地域は、成長をつづける経済活動に人材と資源を精一杯供出してき
ました。もはや高度化する経済活動の要求に応えられず、至るところできしみを生じているようです。
それは単に経済的格差だけではなく、国土と資源の荒廃と枯渇となってあらわれています。 時代を
みすえた、正しい知恵と技術で、国土と生活に秩序を与えていくことが、今の時代ほど求められてい
るときはありません。 限られた美しい日本の国土の秩序ある発展こそが、誇りをもって次の時代に継
承されうるものだからです。
2010年4月2日 . 特集記事は、つい最近まで官僚は与党と一体となって国を率いてきたが、鳩山政
権は、そんな時代の幕を引こうとしているとの現状認識の下、「政」と「官」の関係がきしみ、乱暴過
ぎて官僚のやる気が落ちるようなことがあれば国民が困りかねないと懸念を示しつつ、本来、国民全
体に奉仕する存在である公務員について、政治は使い方を、そして公務員は仕え方を再定義する
よう迫られているとの問題意識に基づく記事である。元官僚として、そして現在政治の道を目指して
いる私も、この特集記事の問題.
時代のきしみ 〈わたし〉と国家のあいだ. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 1,900円. 税込価格
2,052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、配送方法はお取扱い
ショップサイトでご確認ください。 商品により、購入可能な最小・最大個数が設定されている場合が

あります。 ショップ: 未来屋書店. 本体価格.
住宅設計において現代の、ことに戦後日本の建築家たちは、時代のきしみを精神科医よろしく聴き
取りながら、都市に対して半ば閉じつつも半ば開くすべを、それぞれの流儀で、さまざまに試みてき
た。住居の概念を限界にまで押し広げ、分解はもちろん、ときに崩壊させ、あわよくば異界を開き出
そうとしたもくろみすらある。そのひとつひとつの達成をポジティブに掬い上げること。それこそ「都市住宅
という言葉のもつある輝き」に魅入られつつ、植田実が一貫してみずからに課してきた姿勢であり仕
事といえるのではないか。
2017年12月20日 . いやー、ズバッと指摘しておられました。厳しい言葉でしたが、確かにこれまで、現
場で考えて上司がそれを追認するシステムがずっとあった気がしますが、トップこそが大事なんだ、とい
う指摘が響きました。 そうですね。付加価値を高めることは、冷酷に仕事を選択していくこと。これは
経営者にしかできない仕事ですね。 不祥事が相次いでいることは、たまたまのように見えるかもしれ
ませんが、私には、日本型経営モデルが、猛烈なスピードで変化する時代に、きしみ始めているサイ
ンではないかと映ります。
そのなかには時代のきしみのような「不協和音」もありま. す。どうして20世紀は二つの世界大戦を経
験せねばならなかったのか、われわれが生きるいまの世界はこれ. からどのように変化するのか。われわ
れはその音を聴きながら、過去および未来への問いを自らに向かって. 発するようになります。そして
彼らと同じようにものを書くようになります。作品とは何か、文学は何をめ. ざすのかについて考えられ
るようになってください。そして当時のフランスの雰囲気をノスタルジーとして. ではなく、現代につながる
歴史としてつかまえ.
EF時代から、シビックのリヤサスの軋みの最大の原因は、トレーディングアームブッシュですねぇ。 EF
用には、ブッシュの隙間埋め用の対策パーツもあったんですが。 簡単なやり方だと、ブッシュの隙間に
コーキング材を注入とかありますが。 あと、ハッチバックだと、Cピラーバーも効果高いです。 ただ、剛性
強化はボディへの負担も大きく、ウチはジムカーナもやってたこともあり、溶接のスポットから異音が始
まりました。 イイネ！ コメント. [6] mixiユーザー 02月19日 04:36. ウチのＥＧ９は キシミ音はまだして
ませんけど・・・
歌：ORIGINAL LOVE. 作詞：田島貴男. 作曲：田島貴男. 薄明るい空 タクシーを拾う246で酔っ
た客がつけたドライバーの顔のアザ濡れたガラス拭って まがったビルを見る空に寂しい街のエンジンが
燃えてる 新しく出会ったあなたを想って帰る家のない街のなか眠そうに走り出した夜明け最新ニュー
スが無力なぼくに突きつける無数の問いかけから逃げていられない生活 ぼくを覆い尽くした悪い冗
談や孤独と争う毎日変わる時代きしむ街になお強く あなたを追いかけている 月に偉大な一歩標し
て笑っていたアポロの時代に描い.
2017年11月10日 . あらすじ: 御船祭は1000数百年以上続く伝統神事で熊野速玉大社の例大祭
の一つです。 熊野の神々が速玉の地に来臨した様子を再現した古儀は、神代の時代絵巻を今に
伝えるもので、紀南地方随一の船祭として広く知られています。 ご神体を乗せた神幸船（しんこうせ
ん）を水先案内する船９隻に氏子区の若者がそれぞれ11人乗り込み、約1.6キロ上流の「御船島」
を３周して速さを競い合います。 上半身裸姿の若者たちの威勢のよい掛け声に合わせて櫂を漕ぐと
「ギシッ、ギシッ」という木がきしむ音と「.
2016年2月7日 . 昔と違って女性も薄毛が心配になる時代。 ノンシリコンのシャンプーが良いと聞い
て 使ってみたら髪がすごくきしむんだけど・・・ 本当は髪に悪いの？と心配になっていませんか？ ノン
シリコンで髪がきしむ理由や 髪がバサバサになってしまった後の、 改善方法などをお伝えします。
ヤフオク!は、日本NO.1の利用者数と常時約5000万点以上の商品数を誇る、誰でもかんたんにき
しみなどの売り買いが楽しめるサービスです。圧倒的人気のオークションに加え、フリマ出品ですぐ売
れる、買える商品もたくさん！
時代の軋み、はぐれ者たちの危険なロマン、そして「生きる」「生き抜く」飽く なき執着。闘うことを失っ
たかのような現代ニッポンの社会に、巨匠・今村昌平がこだわり続けた、人間の「生」と「性」と「死」
を、ダイナミックに 放電するものです。 【物語】 慶応2年、薩長同盟が成立し、将軍家茂が急死し
た年のことである――水呑み百姓・源次は6年ぶりに日本の土地を踏んだ。一坪の土地すら持たな
い源次は漁船の飯炊きに雇われ ていたのだが、神奈川沖で難破。漂流中のアメリカの捕鯨船に救

われ、数年間アメリカで暮らし、そして.
時代にはいって石けんが普及するようになり,洗 髪の中心 は石け. んで行われていた。 しかし,現 在
では,た だ単に 「清潔で健康に. 保つ事」だけがその使用目的ではな くなり,「髪の毛の色や形を. 変
え,楽 しむ」時代になった。そのため,様 ざまな頭髪化粧品が. 使用されるようになってきた。一般に,
前 者の目的に使用する製. 品を 「ヘアケア製品」,後 者を .. をすすぐ時の髪のきしみの原因であり,
そ のまま乾燥 した場合 は. 髪の表面にスカムが付着 し,つ やを損なう事が知 られている。そ. の他
に用いられている界面活性剤 は.
2017年5月19日 . TBSブリタニカ２００２ 鷲田清一氏が種々の冊子に掲載した哲学的論考を一冊
にまとめたもの。 現代哲学の本ということになると思いますが、その解説という本ではなくて、著者自
身がテーマを設けて哲学した内容を記述したものと言えますが、言えるのはここまでで、何がなんやら
サッパリ分かりませんでした。 数頁進むと寐てしまい、更に悪いことには、間に他の本を入れたもの
で、今全体を記そうとしても見当が付きません。 例えば次のような『Ⅱ 全体という擬制』からの一文、
一回読んでスッと頭に入る方.
鷲田清一. 時代のきしみくわたし〉と国家のあいだ鷲田清一著阪急コミュニケーションズ 時代のきし
み(わたし)と国家のあいだ.
時代のきしみ 〈わたし〉と国家のあいだ』 鷲田清一著 ＴＢＳブリタニカ １９００円. 「きしみ」とは、モノ
とモノとが擦れあってたてる、 音のことだ。確かに私が、今の私自身の内部に耳を傾けたとき、聞こえ
てくる「きしみ」がある。 その音色は、「わたしと国家」とが、すんなりと馴染まずに軋轢を起こすことで
発している、摩擦音に違いない。 いったい、なにが原因でその音は発生しているのだろうか。 二十
世紀から二十一世紀へ。その移行の、ほんの数年間をまたいで、いろいろな事件や出来事が起こっ
た。ヨーロッパでは「ユーロ」が.
Amazonで鷲田 清一の{ProductTitle}。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた
電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみいた
だけます。
2015年12月18日 . 我が国の放送業界は、これまで、公共の福祉に多大な貢献をしてきた. ○民放
キー局を中心とした番組制作・編成・伝送の垂直統合モデル. ○ＣＭによる無料放送の充実、これ
を支える“世帯視聴率”システム. ○全国系列局ネットワーク及びケーブルテレビ事業者の再送信に
よる、“広く、あまねく”の情報伝達. ○受信料制度に支えられたNHKによる質の高い放送番組. ▫ し
かし、いよいよこの“エコシステム”に軋みが生じている. ○固定ブロードバンドの普及によるネット動画
視聴サービスの拡大、その大半が.
2017年6月16日 . 事件を機に登場人物の本性が見え隠れし、人間関係がきしみ出す。そしてイラ
ン社会のきしみが浮かび上がる。 エマッドは、インテリで自由な思想の持ち主のように見える。学校
での態度もラナへの接し方も、大らかで思慮深い。事件の後も . 映画の下敷きになっている「セール
スマンの死」は、米の劇作家アーサー・ミラーによる戯曲で、１９４９年に初演された。華やかな過去
にすがりつく年老いたセールスマンが、息子や妻との断絶を突きつけられ、時代に取り残されたことを
知って自殺する。 経済や社会が.
ロングセラー『「聴く」ことの力』で哲学の新たな地平を拓いた著者が純粋・所有・国家・宗教などを
テーマに思想史の次元に切り込む。
家のほうにむかってせり出したソメイヨシノの法師蝉がひとしきり鳴いた（まるで今年の鳴きおさめのよう
に） ツクシオーシ ツクシオーシ ツクシコイシ ツクシコイシイイイ（「筑紫恋し」）. 「近藤洋太君の詩に
は、近代の人為に絶望した青春の、心ならずも共食いを強いられた野生のけもののような、哀切な
飢渇が吐露されている」（眞鍋呉夫）。決定版となる〈定本 水縄譚〉をはじめ、『果無』までの７詩
集を凝縮し、詩の原郷への軌跡を辿る。時代への懐疑を胸に、生きた証と声を刻んだ詩と批評のド
キュメント。 解説＝粟津則雄、佐藤.
2014年3月29日 . 白河市歴史民俗資料館（しらかわしれきしみんぞくしりょうかん）. 白河市歴史民
俗資料館は、城下町・白河周辺で発見された様々な歴史資料が展示された興味深い施設で
す。館内の常設展示室は時代別9つにわかれており、縄文時代・平安時代の遺跡出土品や、戦
国時代の古文書、江戸時代の白河城下絵図をはじめとした藩政資料などが展示されています。

江戸時代に作られた｢四季花束文様紋繍打掛｣という美しい着物をはじめ、多数の古美術品も所
蔵されています。また、常設展のほか様々なテーマ.
2015年7月17日 . 癒しを求める社会、穢れなきもの求める風潮(このあたりは国語の教科書や試験
に出てそう)から、自己の所有とは、国家に対して均一物へと還元されていく個人、他者との出会い
の切迫が与える尊厳、宗教における必然と偶然、モダンとポストモダンの関係と時間というもの、など
が絡み合い、現代社会の諸問題と古典期からの哲学の間で急上昇と急降下を繰り返しながら、
問題の生じる根源──すなわち思考するわたしたちの根源を探る。私にはところどころ難解で難渋す
る部分もあったけれど、常に切れ味.
データ種別, 図書. 出版者, 東京 : TBSブリタニカ. 出版年, 2002.5. 本文言語, 日本語. 目次. 大
きさ, 245p ; 20cm. Tweet. ▽所蔵情報を非表示. 4階 B : 通常書架 104/0/205B. 巻 次. 配架場
所, 4階 B : 通常書架. 請求記号, 104/0/205B. 登録番号, 1005235112. 状 態. コメント. ISBN,
4484022052. 刷 年. 整理中 104/0/205. 巻 次. 配架場所, 整理中. 請求記号, 104/0/205. 登録
番号, 1005198898. 状 態, 貸出中[2011.03.01返却期限]. コメント. ISBN, 4484022052. 刷 年.
▽書誌詳細を非表示. 著者標目, 鷲田, 清.
10大テーマで読む戦後史入門（2）. ジャパンバッシングの時代（1969～1988年）. 日本は1960年代
後半、日韓基本条約の批准やアジア開発銀行の設立など、米国の期待以上に東アジアでの日本
の役割を拡大していく。だが、米国のベトナム戦争の挫折をきっかけに、70～80年代に入ると日米
関係は政治、経済の両面できしみが生じ始める。 共産主義のドミノ化を恐れた米国がベトナム戦
争に本格介入したのは65年。だが、戦況はますます泥沼化。69年に就任したニクソン米大統領は、
ベトナムからの段階的な撤兵と.
けれど心の中に残りつづける別れの記憶とのギャップに時に心がきしむのです。 そして、そのきしみを
忘れたくないと感じている私もいます。光ふりそそぐ春の陽の中で（5月4日鴨川で作曲） 今があした
と出逢う時誕生と旅立ち、生涯の中で一番大切なふたつの奇跡。これから生まれて来る人に、そし
てこれかた結婚していく人に贈りたい曲です。 自由に生きるってどんなことだろう少し疲れぎみの男た
ちへプレッシャーの強い時代を、是非是非元気よく乗り越えてほしいから、いっしょにうたってほしいと
思っています。 加藤登紀子.
第32話 軋みゆく. そして告知の準備が整ったその日。西のステージを使って、集会が開かれた。 チー
ム鎧武を中心に、チームバロンからザックとペコ、リトルスターマインは咲、ヘキサ、ナッツ、チューやん
で。さらにインヴィット、蒼天、レイドワイルドが集会に協力を申し出てくれた。 スタンドマイクを通した
舞の声が、他の者たちのメガホンからの声が、道行く人々に呼びかける。 宣言開始予定時刻前に
は、それなりの群衆がステージの前に出来上がっていた。 「咲～」 ステージ左寄りにいた咲を、反対
側の舞台袖からナッツと.
2011年8月22日 . 格下げ後の米国債と株式市場の値動きが、世界経済のリスクの所在をはっきり
示している」。16日にニューヨークで会った調査機関コンファレンス・ボードのエコノミスト、ケン・ゴール
ドスタイン氏はこう言って、
2011年6月21日 . ２０１０／２０１１シーズン最後を飾る「おどくみ」の公演が、間もなく開幕いたしま
す。 時代が昭和から平成へと変わろうとする、１９８０年代末…。お惣菜屋を営むある家庭の中に
も、古い時代から引きずり、幾重にも積み重なってきた「家」のしがらみと、新しい時代の生き方を模
索しようとする世代との、ズレときしみが、不協和音を立てていきます。 新しい時代への不安に揺れ
ながらも、もしかすると、それでもまだ今現在よりは、夢らしい夢を見ていた「あの頃」…。 平成も、間
もなく四半世紀を迎えんとする今、.
2017年9月2日 . 大根仁監督、観客視点へのこだわり「軋みが出ている既存フォーマットを壊した
い」. 現在放送中の連続ドラマ『ハロー張りネズミ』のほか、映画『奥田民生に .. 今の時代、ゴール
デンの時間帯にドラマを観ている人の感覚って、イメージしづらいから。 ――では、『ハロー張りネズ
ミ』はどんな部分を意識して臨まれました？ . 若い世代ではテレビを持ってない人もいるし、テレビと
いうフォーマットに多少の軋みが出てきていることは否めない。そこを崩したいという気持ちがありまし
た。 TBS系連続ドラマ『ハロー.
きしみか@m_kishimika · 140 · 2 · #ぶりっ子してみた #オイオイぶりっ子してる場. きしみか

@m_kishimika · 51 · 1 · #去年のハロウィン 去年？のハロウィン なーん. きしみか@m_kishimika ·
56 · 0 · #今日のコーデ をUPしてはみるけど、とくにオ. きしみか@m_kishimika · 83 · 2 · #1年前の
わたし はショートカットでした。 タ. きしみか@m_kishimika · 82 · 2. 早弁して #クラシル 見ながら
作ってきた #参. きしみか@m_kishimika · 88 · 4 · #加工しすぎた #盛れた記念日 #時代の進化 ·
きしみか@m_kishimika · 101 · 6.
2015年4月3日 . 後半以降の筆者が抱いてきた問題意識は、戦後一貫したトレンドとは異なる新
たな時代の到来で、「こんな . また、市場の時代の. なかで、誰もが市場変動を受け入れざるをえな
い状況にあることをわかっていただきたかった。 □ 図表：70年代以降に進んだ市場化・グローバル化の
プロセス. （資料）『これだけは知っておきたい国際金融』より. ここで1970年代の転換とは、ニクソン・
ショックと戦後の国際金融システムの変化だ . また、1970年代に生じた先述の国際協調の枠組み
にも軋みが生じ始めている。
きしみだしている」ことから、逆接と考える。 問三・Ⅱ やや易 【空欄補充・接続語】直後が「具体例」
である。 問三・Ⅲ やや易 【空欄補充・接続語】具体例の「添加」である。 問四・Ｂ 標準. 【空欄
補充】「マイホーム」は「夢」という抽象的な事柄の具体的表現である。「象徴」とい. う重要単語の
意味を正確に知っていたか。 問四・Ｃ 標準. 【空欄補充】空欄Ｄの直後にある「否定」と対比の関
係にある。 問四・Ｄ 標準. 【空欄補充】「他なるもの」を「わがものとする」ことを意味する語は？ 問
五. 標準. 【傍線部説明】傍線部aの「時代が要請し.
こうした遺伝的状況や体質が変わらないまま飽食の時代迎えきしみが起きているという。 塩分は、
昔は貴重で、給料代わりに塩を貰っていた時代があったくらいで、因みに、給料を「サラリー」というの
は、その名残で、ラテン語の塩を意「サルト」からきている。 したがって、人間の体は貴重な塩分をほ
とんど摂らなくても生きていけるようになっている。それが今、過剰な塩分に晒されて、高血圧、腎臓
病の要因になっている。 糖尿病についても、体の中で、飢えに備えて、血糖値を上げるホルモンは
多いが、下げるものはほとんど.
2017年3月15日 . 堅固な統治体制であった「徳川幕藩体制」の後半期はその体制維持への努力
でしたが、体制の「きしみ」は時代と共に顕在化。「内憂外患」は日々に増して次第に国家的危機
となりました。幕政復権へ苦悶する体制に「西欧の東アジア進出」は更なる難題を突き付け、徳川
幕府にとって「海防問題と財政再建」は切迫した問題となりました。開国を迫る西欧への対応には
新たな「国家体制」の創出が必要とされ、市民大学「明治維新への道」では日本が近代国家への
道を模索する苦難の時代を学びます。
2017年1月14日 . 石けんシャンプーを断念する大きな理由のひとつにきしみ感があげられます。この
記事ではきしみの原因とその解消方法についてお伝えします。
2014年1月15日 . ところが19世紀に入るとまもなく、その二極的な構造に徐々にきしみが生じはじ
め、社会全体に不穏な空気がみなぎってきます（1825年のデカブリスト事件、さらには、1848年のペ
トラシェフスキー事件もそうです）。 1861年、急速に近代化を進めようとする時の皇帝アレクサンドル2
世によって、「農奴解放」が行われました。しかし残念なことに、この改革はかえって、社会にさらなる
混乱を生みだす結果となりました。ナロードニキの思想家ゲルツェンは、この改革を「飢えと放浪への
解放」と呼びましたが、現実.
2017年2月21日 . 江戸時代に幕府が設けた渡し場のひとつ。都内で唯一現存している貴重な渡
し場であり、「残したい“日本の音風景100選”」に選定されている。三遊亭円朝の落語、伊藤左千
夫『野菊の墓』、細川たかし「矢切の渡し」など数々の作品に描かれている。 その他の札. 前の札へ
戻る · 次の札へ進む · 札の一覧に戻る. このページに関するお問い合わせ. 教育委員会事務局生
涯学習課区民大学担当係〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 430番窓口電話：
03-5654-8475 ファクス：03-5698-1541
そういう時代の文脈の中で、この本を必要としている人たちはたくさんいると思います。どんな人に読
んでもらいたいですか? 岸見： 若い人に読んで . 岸見一郎（きしみ・いちろう） 哲学者。1956年京
都生まれ、京都在住。高校生の頃から哲学を志し、大学進学後は先生の自宅にたびたび押しか
けては議論をふっかける。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。専門の哲学（西洋
古代哲学、特にプラトン哲学）と並行して、1989年からアドラー心理学を研究。精力的にアドラー心

理学や古代哲学の執筆・講演活動、そして.
2014年1月15日 . 名古屋外国語大学学長の亀山郁夫（かめやま・いくお）氏に作品の時代背景
について詳しく解説していただいた。 ＊ ＊ ＊. 西欧にくらべて近代化の遅れた19世紀前半のロシア
は、いまだに農奴制が存続し、 . ところが19世紀に入るとまもなく、その二極的な構造に徐々にきし
みが生じはじめ、社会全体に不穏な空気がみなぎってきます（1825年のデカブリスト事件、さらには、
1848年のペトラシェフスキー事件もそうです）。 1861年、急速に近代化を進めようとする時の皇帝ア
レクサンドル2世によって、「農奴.
特別史跡「三内丸山遺跡」のこども向けホームページです。
2015年7月24日 . きしみ割れの判定基準. 頭頂面傷のひとつであるきしみ割れの判定は、旧国鉄
時代において判定基準が設けられていたが、現在では、鉄道事業者によって、独自の判定基準を
設けていることが多い。 参考として旧国鉄時代における判定基準は以下の通りである。
全９回中、最新傾向に即して評論・小説とも3題ずつ新作にしました。その他流用課も、設問単位
で刷新をはかりました。 新作・評論…第3回「時代のきしみ」（社会論）鷲田清一、第7回「ミュージ
アムの思想」（芸術論）松宮秀治、第9回「塔と橋」（文化論）竹内敏雄。 ・小説…第1回「夏の魔
法」本岡類、第5回「吹雪」宮本輝、第8回「侍」遠藤周作。 た。 評論・小説とも長めの文章が出
題される傾向にあるので、第1回小説（新）、第2回小説、第7回評論（新）、第8回小説（新）、第9
回評論（新）、第9回小説は、比較的長めの文章を.
天神山にある魚津の歴史や民族について知ることができる博物館です。石器時代からの歴史資料
の保存と活用を目的に設立されました。江戸時代からの民俗資料を展示する「歴史民俗資料館」
を中心に、旧石器時代から弥生時代にかけての人々の生活や出土品を紹介する「吉田記念郷土
館」、江戸時代の民家を移築した「旧沢崎家住宅」の3館で構成されています。江戸時代の魚津
城周辺の復元模型など他では見られない魚津の歴史をたくさん知ることができるでしょう。
ロングセラー『「聴く」ことの力』で哲学の新たな地平を拓いた著者が、純粋･所有・国家・宗教など
をテーマに思想史の次元に切り込む。
Amazonで鷲田 清一の時代のきしみ―“わたし"と国家のあいだ。アマゾンならポイント還元本が多
数。鷲田 清一作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また時代のきしみ―“わたし"と
国家のあいだもアマゾン配送商品なら通常配送無料。
今の時代だからきちんと考えたい、本物の家具とメンテナンスのこと。～椅子のグラつきからウォーター
ベッドのメンテナンスまで、 . 例えば日々使う椅子のキシミ。座るたびに不快な音を立て、グラついて
座り心地も悪い。そのまま何のメンテナンスもせずに使い続ければ壊れにつながります。 それに座るた
びに不快であれば、どんなに良い家具もどんなにお気に入りの家具もだんだん敬遠するようになり、
部屋の隅へと追いやられ、結局邪魔な存在になってしまいます。 椅子のグラつきについては、その状
態にもよりますが、住.
時代がどれだけ変わっても、人が持つ力や可能性は決して変わることがないということ。「原点は人で
ある」という、強い信念です。「ヒューマン」という言葉を私たちの社名としたのも、すべての希望や可能
性は人から始まるという確信があったからです。 「為世為人」 世のため、人のために。 一見、使い古
された言葉かもしれません。しかし、人はお互いに自分以外の人のため、社会のために自らの力を
使ってこそ、自己実現できるのではないでしょうか。 時代は今、大きな軋み音をたてながら、変わりつ
つあります。終身雇用、.
戦争、公害、学生運動、そして原発。カメラを片手に時代の軋みを追いかけ続けてきた福島菊次
郎さん。１０年に渡って被爆者の生活を追い続けた「ピカドン ある原爆被災者の記録」をはじめ福
島さんがフィルムに焼き付けてきたのは「ニッポンの嘘」。笑顔の奥で９４歳の眼光が鋭く光ります。
福島菊次郎さん.JPG. 福島さんの熱い語りは２時間以上におよびました。というより勝手に長居して
聞き込んでしまいました、申し訳ありません。 なお、文化放送は放送時間が来週から土曜日の朝５
時〜５時１０分に変更となります。
「きしみ」に関連した英語例文の一覧. . 騎士道時代 《ヨーロッパの 10‐14 世紀》.例文帳に追加.
the Age of Chivalry - 研究社 新英和中辞典. 騎士道精神を発揮して.例文帳に追加. in a spirit
of chivalry - 研究社 新英和中辞典. 穏やかで慎しみ深いこと例文帳に追加. the condition of

being . 電力系統解析シミュレータ例文帳に追加. POWER SYSTEM ANALYZING
SIMULATOR - 特許庁. 建物のきしみ音探索方法及び建物のきしみ音探索装置及びコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体及びプログラム例文帳に追加.
2002年10月25日 . これまで読んだエッセイ集にちりばめられていた思考のエッセンスが深く掘り下げら
れている。所有、幸福、国家、宗教、モード、家族、など。それだけ難しさも深まり、読むのに苦労し
た。読了はしたが、消化はまったくできていない。 国家について論じるなかで、鷲田は国民国家とい
う擬制に吸収されていく個を、公共性をもちながら、とりもどすことはできるのか模索している。その問
題意識は、岡野八代『法の政治学』や、時代は異なるが高橋和巳「孤立無援の思想」にも共通
する意気込みを感じる。
この本の内容. 国交回復を経て80年代の日中関係は蜜月の時代をむかえた．だが歴史認識をめぐ
る軋轢が生じ，天安門事件で関係は暗転した．世界が多極化し中国が大国化するなかで作家た
ちは未来に何を託してきたのか．司馬遼太郎，山崎豊子，余華，辺見庸，閻連科，張承志らの
作品をとおして，相互理解をもとめ境界を往還する互いのまなざしを見る．
京都大学文学部卒業、同大学院文学研究科博士課程修了。大阪大学大学院文学研究科
教授。2004年より大阪大学理事・副学長。専攻は哲学、倫理学。著書に『〈弱さ〉のちから―ホス
ピタブルな光景』（講談社）、『時代のきしみ―〈わたし〉と国家のあいだ』（TBS ブリタニカ）、『「聴く」
ことの力―臨床哲学試論』（阪急コミュニケーションズ）、『死なないでいる理由』（小学館）など多
数。また、『現代と親鸞』第７号に「いま、生きる力を問う」、『アンジャリ』第５号に「ケアの専門家？」
（共に親鸞仏教センター）を執筆いただいている。
時代のきしみ - 〈わたし〉と国家のあいだ - 鷲田清一 - 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。
世界第二位の経済規模を誇り，経済超大国に向かって急速に台頭する中国．経済成長は持続
するのか．国内にどのような軋みを抱え，海外にいかなるインパクトを及ぼしているのか．不確実性と
ダイナミズムに満ちた中国経済の実像に迫り，そのゆくえを展望する． 主要目次. 序 章 経済超大
国への道第一節 そもそも中国は超大国になるのだろうか／第二節 「中国経済崩壊論」に根拠は
あるのか／第三節 成長速度はどの程度鈍化するのか／第四節 生産年齢人口の増減よりも重
要な労働移動／第五節 これからの経済.
ロングセラー『「聴く」ことの力』で哲学の新たな地平を拓いた著者が純粋・所有・国家・宗教などを
テーマに思想史の次元に切り込む。
こうして、右で述べた、ケアという関係におけるケアする者とケアされる者の反転という事実をもふくめ
て、ケアの専門性と非専門性の境というものが揺らいでくる。そのうえで、である。ケアという名の、ひと
とひととの関係のなかで起こっている出来事にどういう意味があるのかを問いただすのは。そのとき、
「ケアのエクスパート」たちは「どうしたらケアラーとしての専門性を向上できるのか」といった硬直した問
いから放たれているであろう。 （わしだ きよかず・大阪大学大学院文学研究科教授） 著書に『時代
のきしみ －〈わたし〉と.
母さんが死んだ――しあわせ幻想の時代に. 水島宏明／著四六上製・416頁・定価（本体1800円
＋税） ISBN978-4-89464-204-1. ＜目次＞ プロローグ 母さんが死んだ 第Ⅰ部 ある母親の人生 １
章 誠実なる熱心 春の嵐／母子家庭としての再出発 ２章 ほころび 生活保護の打ち切り／生き
がい／狂い出した歯車 ３章 赤信号 登校拒否／歯車のきしみ／夢／借金苦 ４章 最後の望み
拒まれた生活保護／衰弱／餓死／遺児の話 ５章 波紋 殺到する告白／行政は責任を否定 第
Ⅱ部 巨大なカラクリ １章 生活保護の実状 起こる.
日本の美術館・博物館INDEX - 福井県立若狭歴史民俗資料館の用語解説 - 福井県小浜市
にある資料館。昭和57年(1982)創立。地域の考古・歴史・民俗・美術工芸資料を収集・保存し
展示する。縄文時代の遺跡鳥浜貝塚からの出土品などを展示。平成25年(2013)より同26年
(2014)夏までリニューアル工事のため休館中。URL：ht.
時代のきしみ 〈わたし〉と国家のあいだ/鷲田清一」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォー
ター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスク
ル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無料で

す。

29 Dec 2015 - 43 min動画説明. 戦後体制の歪みから様々な軋みが生じている今、何をどうすべき
なのか、 模索し続ける心ある草 .
高校生時代から哲学に対する関心を強め京都大学大学院で哲学を専攻する。文学研究科博
士課程を満期退学。専門の哲学では特にプラトン哲学の研究と同時に1989年からはアドラー心理
学の研究にも積極的に取り組む。執筆活動や講演活動のほか精神科医院等で青年のカウンセリ
ングも行う。日本アドラー心理学会認定カウンセラ.
いうAIの研究が盛んになった。しかしながら、このエキスパー. トシステムも根本的にはルールベースで
あったため、融通の. 利かないシステムとして使われなくなってしまい、AI研究は. 2度目の冬の時代
に突入した。その後、インターネットの発達. やコンピュータの ... ことができるということになる。 3.3 最
適化・判断型AI. 3.1節で述べたように当社には多くの検査データが蓄えられ. ている。その中で一
番多いのが数値やランクで表現される. 濃淡画像（2次元）. 線路の歪みチャート. モニタリング装置.
入力. 機械学習. きしみ割れ.
11 Dec 2016 - 3 min - Uploaded by マットレスまくら専門店 スリープキューブ和多屋枕とマットレス専
門店 スリープキューブ和多屋 TEL : 092-715-1905 HP : http://www .
2016年12月20日 . 晴れ、曇り、雨は許す。雪はだめだ。 朝方、マフラーで顔半分を隠した買い出し
人の分厚いジャンパーに、けしの実ほどの白いものが散っている。雪が降りだしたらしい。「やだね、積
もらなきゃいいけど」 東京の雪.
鷲田 清一（わしだ きよかず、1949年9月2日 - ）は、日本の哲学者（臨床哲学・倫理学）。京都市
立芸術大学理事長・学長、せんだいメディアテーク館長。関西大学文学部教授、大阪大学総長
などを歴任した。 目次. [非表示]. 1 来歴; 2 活動. 2.1 主張; 2.2 受賞. 3 人物; 4 年譜; 5 著書.
5.1 単著; 5.2 編著; 5.3 共著; 5.4 翻訳. 6 注釈・出典; 7 関連項目; 8 外部リンク. 来歴[編集].
1949年、京都府京都市にて生まれた。京都大学大学院に進み、文学研究科の博士課程を単位
取得退学した。関西大学にて教鞭を執り、教授などを.
30 Dec 2015 - 45 min動画説明. 戦後体制の歪みから様々な軋みが生じている今、何をどうすべき
なのか、 模索し続ける心ある草 .
こんにちは。 御覧頂きありがとうございます。 二年前に購入した木製ベッドの軋みに悩んでおります。
ベッドに寝ようと乗るとき・寝返り・起き上がるとき・ギシギシ大きな音をたて軋み、隣のベビーベッドで
寝ている生後四ヶ月の息子が起きるほどです。起こしてはいけないと、気軽に寝返りも打てません。
ねじを全て締めなおし寝る向きを替えてもダメでした。見た目は割れなどはありません。 二万円弱の
安物だから仕方ないのでしょうか…。 ちなみにベッドはシングルで、同時に購入した夫の同じ商品は
軋み.
文化財名称, きしみのいしぶろ １件 岸見の石風呂, 指定, 国指定. 市町, 山口市, 区分, 重要民
俗文化財, 時代, 平安時代. 一般向け説明, 岸見の石風呂は、地元の花崗岩石を積み上げた
幅4.4ｍ、奥行3.6ｍ、高さ1.8ｍの石室からなり、土間には石が敷きつめられており、石室は木造茅
葺きの覆屋により保護されている。石室の中で小枝を燃やして石を焼き、火をかき出した後、ぬれた
むしろを敷いて熱気浴をするサウナであり、同様の形式は佐波川流域に多く分布している。 この石
風呂について記述した「石風呂の記」によれ.
2015年12月1日 . ハイブリッド車、電気自動車時代に入った自動車分野では、樹脂製品も車室内
での快適性を直接担う役割を求められるようになってきている。その結果、布で埃を拭き取る際に樹
脂部分に傷が付いたり、走行中にきしみ音が聞こえたりするなどの、自動車で過ごす時間の快適さ
を損ねる要因が注目され始めている。UMG ABS社は樹脂設計技術を駆使してAES樹脂と特殊
なポリマーをアロイ化することで、傷が目立ちにくく、不快なきしみ音を防ぐという性能を有する無塗装
高外観材料としてダイヤラック®HAT.
根本敬『ビルマ独立への道―バモオ博士とアウンサン将軍』 彩流社、2012年; 根本敬『抵抗と協力
のはざま―近代ビルマ史のなかのイギリスと日本』 岩波書店 2010年; 根本敬『物語ビルマの歴史
―王朝時代から現代まで』中央公論新社 2014年; Kei, ... からの問い』（平凡社、2011年）; 「アフ
リカにおける「市民社会」と「市民」をめぐる視覚」――概念と現実のあいだに生じる軋みと齟齬を中

心に」山本信人編『多文化世界における市民意識の比較研究――市民社会をめぐる言説と動
態』（慶應義塾大学出版会、2005年）.
【試し読み無料】ロングセラー『「聴く」ことの力』で哲学の新たな地平を拓いた著者が、純粋･所有・
国家・宗教などをテーマに思想史の次元に切り込む。

