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概要
戦争の歴史を通して浮かび上がる日本の「いま」。第１巻では、戦後の戦争研究の変遷を辿りなが
ら論点を整理するとともに、戦前・

-1-. 2016 年度 唯物論研究協会 第 39 回研究大会 第 1 分科会「戦後沖縄の思想」
2016.10.23 ＠立教大学. 沖縄現代史研究の同時代史. －今日における対抗的歴史叙述の可
能性－ . 日本社会の一員として自己の想像的役割を定義することであり、アジア太平洋地域の中
でどのよう ... 岩波講座アジア・太平洋戦争 戦後篇』、岩波書店.
岩波講座 アジア・太平洋戦争〈1〉なぜ、いまアジア・太平洋戦争か,岩波書店, ,Whenbuy.jp is
an ordering service for Japanese shopping sites using AI prediction, price tracker, price history

charts, price watches, and price drop alerts.
2005年12月13日 . 岩波講座アジア・太平洋戦争 １ なぜ、いまアジア・太平洋戦争か/倉沢 愛子
（社会・時事・政治・行政） - 戦争の歴史を通して浮かび上がる日本の「いま」。第１巻では、戦後
の戦争研究の変遷を辿りながら論点を整理するとともに、戦前・戦中・戦後をトータル.紙の本の購
入はhontoで。
Publisher, 東京 : 岩波書店. Year, 2005.11. Language, Japanese. Size, xix, 392p : 挿図, 地図 ;
22cm. Other titles, variant access title:なぜいまアジア太平洋戦争か . 1 cover アジア・太平洋戦
争 / 吉田裕, 森茂樹著; 2 cover 満州事変 : 1905-1932 / 今井清一[ほか]著 ; 歴史学研究会編;
3 cover 日中戦争 / 日本国際政治学会太平洋戦争.
なぜ、いまアジア・太平洋戦争か 岩波講座アジア・太平洋戦争１ · 文生書院 東京都文京区本
郷. ￥2,160. 倉沢 愛子／他 編、岩波書店、平17. A5 392p ISBN:9784000105033. 登録書籍は
店頭にはございません。倉庫で在庫管理しています。ご来店される場合は事前にご連絡ください。
店頭でのお引き渡しは原則毎週木曜日以降になります。
安倍首相の「戦後七〇年談話」、「慰安婦」問題、沖縄の辺野古基地移転問題―日本の戦争
責任・歴史認識があらためて焦点となる今、日本が戦争をどのように記憶・認識してきたのかが問
われている。『岩波講座アジア・太平洋戦争』（全八巻）刊行後の研究の深化・進展を踏まえ、政
治・社会・国際関係など様々な切り口から考察する。 目次 : １.
劉傑. 中国研究月報61(2)p.41 - 432007年07月-. 日中国交正常化から中国の改革開放へ. 劉
傑・川島真. 川島真・服部龍二編『東アジア国際政治史』 名古屋大学出版会p.293 - 3222007
年06月-. 国境を越える歴史認識への試み（上） 日中対話の第一歩. 劉傑. UP35(9)p.18 232006年09月-. 汪兆銘政権論. 劉傑. 岩波講座『アジア太平洋戦争７.
全 62 商品 / 10 商品ずつ表示 (7 ページ中 1 ページ目), | 前の10商品 | 次の10商品→ | . 朝日
新聞出版[朝日新聞社「写真が語る戦争」取材班(著)/B5判/224頁/帯あり/〒350], 販売価格
1,944円 消費税込 / 送料別. 朝日新聞の秘蔵写真が語る戦争 . 消費税込 / 送料別. なぜ、いま
アジア・太平洋戦争か (岩波講座 アジア・太平洋戦争 1). 残り 1.
大きさ, xx, 384p : 挿図, 地図 ; 22cm. 別書名, 異なりアクセスタイトル:動員抵抗翼賛. 件 名,
BSH:太平洋戦争(1941-1945). 一般注記, その他の執筆者: 坪井秀人, 河田明久, 佐藤卓己,
金井景子, 高岡裕之, 荻野美穂, T.フジタニ, ハンク・ネルソン, マーク・ガリキオ, 鶴見太郎, 戸邉秀
明, 趙寛子, 孫歌月報あり参考・参照文献: 章末. 分 類, NDC8:.
なぜ、いまアジア・太平洋戦争か （岩波講座 アジア・太平洋戦争１）. 倉沢愛子、杉原達、成田
龍一、テッサ・モーリス・スズキ、油井大三郎、吉田裕 編集. 2005年11月刊 A５判 396頁 岩波書
店 （5%）税込：\3570 （本体：\3400）. 戦後歴史学における「戦争研究」の蓄積を継承しつつ、政
治・植民地・帝国・ジェンダー・文化など戦争にまつわるさまざまな.
No. 資料の種類, タイトル, 著者名, 出版社, 出版年, 予約, 区内在庫. 1, 図書, アーカイブズの科
学 上, 国文学研究資料館史料館編, 柏書房, 2003. あり. 2, 図書, 「アジア的価値」とは何か, 青
木保編著 佐伯啓思編著, ＴＢＳブリタニカ, 1998. あり. 3, 図書, 岩波講座アジア・太平洋戦争 １
なぜ、いまアジア・太平洋戦争か, 倉沢愛子〔ほか〕編集委員.
. 地であったアジア・太平洋のさまざまな場所から投げかけられる問いかけ，1945年で区切ることなく
戦前・戦中・戦後をトータルに把握する視点ーーこれらのことを強く意識しながら，先の戦争を「アジ
ア・太平洋戦争」として把握し直す本講座が，多くの読者に支持されることを願います． 岩波書店
第1巻 なぜ，いまアジア・太平洋戦争か第2巻 戦争の.
１億人の昭和史 ３. 毎日新聞社. 210 ｲ. 岩波講座アジア・太平洋戦争 １～８. 倉沢 愛子∥〔ほ
か〕編集委員. 岩波書店. 210 ｲ. 真珠湾までの五十年. 奥宮 正武∥著. ＰＨＰ研究所 . いま戦
争と平和を語る. 半藤 一利∥著. 日本経済新聞出版社. 210 ﾊ. 母と子でみる ひめゆりの乙女た
ち. 朝日新聞企画部∥編. 草土文化. 210 ﾊ. 年表太平洋戦争全史.
相互的な想起の文化のために－あるいは禁じえなかったある類推」. （『現代思想』「特集＝《反
日》と向き合う」２００５年６月号、６９－７３頁）. 「歴史修正主義――１９９０年代以降の位相」.
(成田龍一、吉田裕ほか編『岩波講座 アジア・太平洋戦争第一巻 なぜ、いまアジア・太平洋戦

争か』シュテフィ・リヒター. との共著、岩波書店、２００５年、３５７－３９２.
2016年10月24日 . いま求められるのは、光と影を統一させる方法論だと感じます。著名な歴史学
者である吉田裕氏も、次のように指摘しています（「戦争責任論の現在」岩波講座『アジア・太平
洋戦争』第一巻所収）。 「戦後歴史学は、戦争責任問題の解明という点では確かに大きな研究
成果をあげた。しかし、国際的契機に触発される形で研究テーマ.
なぜ、いまアジア・太平洋戦争か』を読んで. 山元研二. この本は岩波書店が2005年11月より刊行
を始めた岩波講座『アジア・太平洋戦争』全８巻の中の第１巻にあたるもので目次と著者は次のよ
うになっている。 Ⅰ 問題の視座戦争像の系譜 成田龍一（日本女子大教授） 帝国という経験 杉
原 達（大阪大学教授） 戦争責任論の現在 吉田 裕（一橋.
（１）「戦争のフォークロア」倉沢愛子他編『岩波講座 アジア・太平洋戦争６ 日常生活の中の総
力. 戦』岩波書店、平成 18 年（2006）、p.279。 （２）大江志乃夫「“徴兵よけ”の神から千人針ま
で」『季刊科学と思想』第 39 号、新日本出版社、昭和 56. 年（1981）。 （３）川村邦光「戦争と民
俗学―柳田国男と中山太郎の実践をめぐって―」『比較日本文化.
荒井信一『戦争責任論−現代史からの問い−』岩波書店、1995 年、163 ∼ 175 頁。又、全く別の
視点か. ら、「東京裁判史観」を日米合作と見なす考えもある。保阪正康「だから『 .. したがって、
太平洋. 戦争は、日本のアジアへの加害と、それに対する中国をはじめとするアジア人民の勝利とし
て. 理解され、そのことに対する認識・反省の欠如が、日米.
アジア太平洋研究センター年報 2016-2017. ─ 2 ─. １、「敵の大将 . わった日本で、何故わざわざ
伊藤博文をお札に. 持ち出すの。 . 3 ─. 日本人の戦争観・アジア観についての私的断想. 藤の登
場を批判しない。一億人が何を考えてい. るのか、薄気味が悪い」といわれたのである。 「真珠湾で
始まり原爆で終わる」歴史の中にい. た私にとって、.
岩波講座アジア・太平洋戦争 〈１〉 なぜ、いまアジア・太平洋戦争か. 倉沢愛子 · 岩波書店
（2005/11発売）. ただいまウェブストアではご注文を受け付けておりません。 サイズ A5判／ページ数
392p／高さ 21cm; 商品コード 9784000105033; NDC分類 210.75; Cコード C0321.
1. 本館. ◇一條彰子. 論文 「教育普及 コレクションと鑑賞教育」／『現代の眼』613号. 論文
「ミュージアム・マネジメントの実践研究─美術館／美術工芸博物. 館の教育活動」（ミュージアム・
マネージメント学事典（日本 .. 発表 「南相馬にいまアートは必要なんでしょうか。必要だと . 論文
共著 「コメモレイションの行方」／『岩波講座アジア・太平洋戦争.
图书岩波講座アジア・太平洋戦争第1巻介绍、书评、论坛及推荐. . 出版社: 岩波書店 副标
题: なぜ，いまアジア・太平洋戦争か 出版年: 2005-11-8 . かつて「慰安婦」とされた人々が長い沈
黙を破って重い口を開く一方で，歴史修正主義的な戦争観が台頭するいま，戦争研究に何が求
められているのだろうか．戦後の戦争研究の変遷を辿りながら.
Size, xx, 384p : 挿図, 地図 ; 22cm. Other titles, variant access title:動員抵抗翼賛. Subjects,
BSH:太平洋戦争(1941-1945). Notes, その他の執筆者: 坪井秀人, 河田明久, 佐藤卓己, 金井
景子, 高岡裕之, 荻野美穂, T.フジタニ, ハンク・ネルソン, マーク・ガリキオ, 鶴見太郎, 戸邉秀明,
趙寛子, 孫歌月報あり参考・参照文献: 章末. Classification.
朝倉日本語講座 1.世界の中の日本語、 朝倉日本語講座 2.文学・書紀、 朝倉日本語講座 3.
音声・音韻、 朝倉日本語講座 4.語彙・意味、 朝倉日本語講座 5.文法1、 朝倉日本 ... 日本
の貧困研究、 資本主義の多様性、 人類の議会 上、 人類の議会 下、 国際理論、 アメリカの黒
人と公民権法の歴史、 多文化主義社会の到来、 アジア太平洋戦争 7.
2008年1月20日 . 半藤一利著 図解・連合艦隊 図説秘話でよむ太平洋戦争 機動部隊 伊藤正
徳著 証言ミッドウェー海戦 回想の潜水艦戦 海軍兵学校72期の海のサムライ .. 海を渡った日本
人たち」―20世紀初頭、アジアへ、アメリカへ／朝鮮半島「開国の舞台」―辛未洋擾、江華島・黒
船の船影再び／霧社事件―なぜタイヤル族は蜂起したのか／.
2015年10月27日 . 鈴木一人編『シリーズ日本の安全保障 7 技術・環境・エネルギーの連動リス
ク』（岩波書店、2015年7月）; リチャード・タック著、萩原能久監訳『戦争と平和の権利―政治思
想と国際秩序：グロティウスからカントまで』（ . 細谷雄一『戦後史の解放 １ 歴史認識とは何か―
日露戦争からアジア太平洋戦争まで』（新潮選書、2015年7月）.

なぜ、いまアジア・太平洋戦争か; 岩波書店 2005.11; 倉沢 愛子∥ほか編集委員. 蔵書数: 1冊,
貸出数: 0冊. 貸出可能数: 1冊, 予約件数: 0件. 予約かごへ入れる. 所蔵; 詳細; 他サイト. 資料
の状況. 本館 <120962337> 貸出可 / ２Ｆ / 一般書 / / /217/イ/1 /. 詳細情報. ＩＳＢＮ, 4-00010503-5. 分類記号, 210.75. 価格, ¥3400. 大きさ, 22cm. ﾍﾟｰｼﾞ数.
Title, 岩波講座アジア・太平洋戦争 1 なぜ、いまアジア・太平洋戦争か. Volume 1 of 岩波講座
アジア・太平洋戦争, 倉沢愛子. Editors, 倉沢愛子, 成田龍一. Edition, 4. Publisher, 岩波書
店, 2005. Original from, the University of California. Digitized, Nov 17, 2008. ISBN,

4000105035, 9784000105033. Length, 392 pages. Export Citation.
史叢書 2』森話社、2004 年、255～267 頁）、伊藤暢直「映画に描かれた前線と銃後」（山室. 建
徳編『日本の時代史 25』吉川弘文館、2004 年、140～179 頁）、川村湊「「鬼畜米英」論」. （倉
沢愛子ほか編『岩波講座アジア・太平洋戦争 6』岩波書店、2006 年、297～324 頁）、. ジョン・
W・ダワー著、猿谷要監修、斎藤元一訳『容赦なき戦争』（平凡.
210.75||I95||1, なぜ、いまアジア・太平洋戦争か (岩波講座アジア・太平洋戦争:1), 岩波書店.
210.75||I95||2, 戦争の政治学 (岩波講座アジア・太平洋戦争:2), 岩波書店. 210.75||I95||3, 動
員・抵抗・翼賛 (岩波講座アジア・太平洋戦争:3), 岩波書店. 210.75||I95||4, 帝国の戦争経験
(岩波講座アジア・太平洋戦争:4), 岩波書店. 210.75||I95||5, 戦場.
2016年3月11日 . 岩波書店. アジア・太平洋戦争で「南方占領」にかかわった多くの「日本人」の経
験は日本に何をもたらしたのか――占領にともなう「他者」との出会いとそこで露わに .. 日本占領の
歴史的衝撃とフィリピン－奪われた選択肢」後藤乾一編『岩波講座東南アジア史第８巻 国民国
家形成の時代』（岩波書店、2002年2月27日）：57-82頁。
岩波講座アジア・太平洋戦争 8 20世紀の中のアジア・太平洋戦争 . 教科書に書かれなかった戦
争 PART59 少女たちへのプロパガンダ 『少女倶楽部』とアジア太平洋戦争 . 1. なぜ、いまアジア・
太平洋戦争か. [成田龍一ほか執筆]. 岩波書店. 2005. 4000105035. 3. アジア・太平洋戦争史 同時代人はどう見ていたか-. 山中恒著. 岩波書店. 2005.
岩波講座 アジア・太平洋戦争」の編集を担当して. 第5回学習会 2006年10月31日報告者 吉田
浩一 . 岩波書店では、最初は宣伝部や辞典部にいました。編集部に異動してまだ7年ほどです .
そういう中で、自分の中で一貫して関心を持ってきて、これからも考え続けていきたいテーマの一つが
「近現代史」です。今回の講座もそうですが、最近では.
第二次世界大戦とは、一般には、1939年9月の英独戦争に始まり、1941年6月の独ソ戦争、同年
12月の太平洋戦争を経て、1945年5月ドイツの、同年8月日本の降伏で終わる戦争を .. 大戦のい
ま一つの中心、東アジアおよび太平洋における「日中戦争」「太平洋戦争」については、とくに別項
で解説される関係上、ここでは必要な範囲にとどめた。
2016年6月14日 . 題名の前に、全てのジャンルにまたがる通し番号を（1）、（2）、… . Ⅰ．アジア太平
洋戦争中の日本の子どもの替え唄（後編）. B．唱歌・童謡 1）. （1）「一月一日」（1893 年、詞：
千家尊福）. 年の始めの例とて／終わりなき世のめでたさ . 京の五条の橋の下／大の男のルンペン
は／長いふんどしぶらさげて／ちり箱めがけてとびかか.
Amazonで倉沢 愛子, 成田 龍一, 油井 大三郎, 杉原 達, テッサ・モーリス・スズキ, 吉田 裕の岩
波講座 アジア・太平洋戦争〈7〉支配と暴力。アマゾンなら . 【学生限定】Prime Student会員なら、
この商品は10％Amazonポイント還元。6か月無料体験登録をして、お得に本を買おう。 . 岩波講
座 アジア・太平洋戦争〈1〉なぜ、いまアジア・太平洋戦争か.
述べられたような研究史の流れの中で、私も﹁アジア太平洋戦争﹂と. いう言葉を余り抵抗感なく
使うようになりまして、近年では本日の演. 題も含め﹁アジア太平洋戦争﹂という呼称を用いている
のが現状であ. ります。 もう一つ、学術出版の世界で見てみますと、二〇〇五年に岩波書店. から.
﹃岩波講座. アジア. ・. 太平洋戦争﹄全八巻が刊行.
外交 / ヘンリー・A・キッシンジャー著 ; 岡崎久彦監訳 ; 上, 下. -- 日本経済新聞社,. 156
40138539. 20世紀の中のアジア・太平洋戦争 / [油井大三郎ほか執筆]. -- 岩波書店, 2006. --.
(岩波講座アジア・太平洋戦争 / 倉沢愛子 [ほか] 編集委員 ; 8). 157 40138540. ディスタンクシオ
ン : 社会的判断力批判 / ピエール・ブルデュー[著] 石井洋二郎訳 ; 1,.

2013年5月19日 . 日本軍は日清戦争よりはるかに長い期間、攻撃手段に一切の規制のないゲリ
ラ的鎮圧作戦を経験しつづけていたのである。」 （荒川章二「日本近代史における戦争と植民地」
『岩波講座アジア・太平洋戦争１ なぜ、いまアジア・太平洋戦争か』岩波書店、2005年、185頁）.
この台湾「内戦」の歴史的意味は、今日まであまり認識され.
岩波講座 アジア・太平洋戦争〈8〉20世紀の中のアジア・ · 岩波講座 アジア・太平洋戦争〈8〉20
世紀の. 倉沢愛子, 杉原達, 成田龍一, テッサ・モーリス・スズキ, 油井大三郎, 吉田裕; 3ブログ; ￥
8,162. 岩波講座 アジア・太平洋戦争〈1〉なぜ、いまアジア・太平洋戦争 · 岩波講座 アジア・太平
洋戦争〈1〉なぜ、い. 倉沢愛子, 杉原達, 成田龍一, テッサ・.
1 -. 目 次. 「私の鳥取県教育史研究と. 北東アジア文化研究」. 幼児教育保育学科. 白石 崇人.
「韓国のコンビニ」. 国際文化交流学科. 板倉 一枝. 受贈図書. 北東アジア文化の研究とは何か。
本学. 北東アジア文化総合研究所規程によると、. 「環日本海文化を中心として、広く北東. アジ
アの文化および自然に関する研究」. だという。このように定義すれ.
2015年6月24日 . 請求記号. 1 敗者の日本史. 関 幸彦／企画編集委員. 吉川弘文館. 2012.12
0106228125 210.1/ﾊｲ/20. 2 アジア・太平洋戦争史. 山中 恒／著. 岩波書店. 2005.7 . 岩波書
店. 2005.11 0105081061 210.75/ｲﾜ/1. 8 岩波講座アジア・太平洋戦争 2. 倉沢 愛子／[ほか]編
集委員. 岩波書店. 2005.12 0105102636 210.75/ｲﾜ/2.
なぜ、いまアジア・太平洋戦争か / 成田龍一 [ほか] 執筆. ナゼ イマ アジア タイヘイヨウ センソウ カ.
(岩波講座アジア・太平洋戦争 / 倉沢愛子 [ほか] 編集委員;1) . 1, bookplus, 兵士であること :
動員と従軍の精神史 / 鹿野政直著. 2, bookplus, 日中戦争 / 今井清一著者代表 ; 歴史学研
究会編. 3, bookplus, 満州事変 : 1905-1932 / 今井清一著者.
[商品番号] His2-15YWA-021a 岩波書店[倉沢愛子, 杉原 達, 成田龍一, テッサ・モーリス-スズ
キ, 油井大三郎, 吉田 裕(編)/A5判/396頁/帯あり/〒350]【美本無し】 なぜ、いまアジア・太平洋
戦争か (岩波講座 アジア・太平洋戦争 1), 販売価格 3,672円 消費税込 / 送料別.
1 －. No.47. 日本教育会館 附設 教育図書館通信. 復刊第 47 号（通巻第 63 号）. 2015 年７
月 17 日発行. 〒101－0003 東京都千代田区一ツ橋２－６－２. 日本教育会館５Ｆ .. アジア・太
平洋戦争』. (岩波書店2015年７月30日刊行). ― 岩波講座アジア・太平洋戦争 戦後篇 ―. に
寄せて. 今 野 日出晴. 2005年に、『岩波講座 アジア・太平洋戦争』.
2010年8月30日 . アジア・太平洋戦争終戦から６５年が経ち、戦争体験者亡き後の平和をわれわ
れ若い世代がどう構築していくか本格的に取り組まなければならない時代が近づいている。そのよう
な中、 . 昭和天皇の戦争責任についても言及がなされているが、これについては吉田裕『昭和天
皇の終戦史』（岩波新書、1992）が詳しい。第１章全体.
bookweb. ＜図書＞. ナゼ イマ アジア タイヘイヨウ センソウ カ. なぜ、いまアジア・太平洋戦争か /
[成田龍一ほか執筆]. (岩波講座アジア・太平洋戦争 / 倉沢愛子 [ほか] 編集委員;1).
敗戦から70年、日本では戦争中の個別的事件や問題. だけでなくそれが侵略戦争か否かという戦
争の基本的性質をめぐってもいまなお議論が続. いている。ここでは、日中戦争研究の基礎的問題
にかかわる次の3点、特に「十五年戦争」. と「アジア太平洋戦争」の呼称の創出とその展開につい
て私見を述べ、ご批判を仰ぎたい。 (1) 日中戦争の基本.
2015年2月9日 . なぜ、今「第2次世界大戦」を振り返るのか; 大戦の引き金となった世界恐慌; 満
州事変が起こった; 第2次世界大戦、開戦. について、お伝え . 総力戦：軍事作戦による戦闘だけ
でなく、経済力・工業力・労働力などの持ちうる国力の全てを戦争に投入することを重視する考え
方 .. 岩波講座『アジア・太平洋戦争』1(岩波書店、2005年).
2017年8月14日 . 72回目の「終戦記念日」を迎えます．長きにわたり多くの犠牲を払った太平洋戦
争．その後，日本は世界にも稀な「戦争放棄」の理念を持つ憲法の下に，国際社会にその地位を
築いてきました．厳しい状況になると，ともすれば排外的愛国主義や軍備増強に流れやすいのが人
の常．いま一度，戦争とは何か，平和はなぜ尊いのか，.
岩波講座アジア太平洋戦争1 なぜいまアジア太平洋戦争か，岩波講座アジア．太平洋戦争1: な
ぜ、いまアジア．太平洋戦争か，歷史，
第一次世界大戦研究が進む今日、戦争とジェンダーをめぐる議論は、女性の軍事登用や軍事化

と. その配置に新たな知見と論点をもたらしてきた。新たな議論をふまえつつも本稿は、第一次世界
大. 戦という総力戦体制の経験不十分な日本社会を対象に、性差という枠をふまえたアジア太平
洋戦争. 下、戦時下でのさらなる線引きの政治として事態を.
岩波講座アジア・太平洋戦争 2 戦争の政治学. 著者名, 倉沢 愛子／[ほか]編集委員. 著者名
ヨミ, クラサワ アイコ. 出版者, 岩波書店. 出版年月, 2005.12. 内容紹介. 戦争の歴史を通して浮
かび上がる日本の「いま」。 . いますぐ予約する を押すと 認証後この資料をすぐに予約します。 . 1,
柿木, 0316249663, 図書一般, 217.5ｲ//, 一般開架, 在庫, ○.
なぜ、いまアジア・太平洋戦争か （岩波講座 アジア・太平洋戦争１） 」 倉沢愛子、杉原達、成田
龍一、テッサ・モーリス・スズキ、油井大三郎、吉田裕 編集 2005年11月刊 A５判 396頁 岩波書
店 （5%）税込：\3570 （本体：\3400） 戦後歴史学における「戦争研究」の蓄積を継承しつつ、政
治・植民地・帝国・ジェンダー・文化など戦争にまつわるさまざまな.
Title, 岩波講座アジア・太平洋戦争: なぜいまアジア・太平洋戦争か. Volume 1 of Iwanami kōza
ajia taiheiyō sensō, 倉沢愛子. Author, 倉沢愛子. Editors, 倉沢愛子, 成田龍一. Edition, 4.
Publisher, 岩波書店, 2005. Original from, the University of Michigan. Digitized, Aug 17,

2007. Length, 392 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote.
(1955年以後1) 10. 問われる歴史と主体. (1955年以後2). 『岩波講座アジア・太平洋戦争』 1. な
ぜ，いまアジア・太平洋戦争か 2. 戦争の政治学 3. 動員・抵抗・翼賛 4. 帝国の戦争経験 5. 戦
場の諸相 6. 日常生活の中の総力戦 7. 支配と暴力 8. 20世紀の中のアジア・太平洋戦争 『岩波
講座「帝国」日本の学知』 1. 酒井哲哉编. 『「帝国」編成の系譜』
岩波講座アジア・太平洋戦争（１∼８） 倉沢愛子ほか編2005 （戦争の歴史を通して現代の日本を
も問う研究書シリーズ）. 40代. 日本の空襲（全１０巻）復刻版. 松浦総三ほか編 2003 日本各地
の空襲体験記録。学校教育で接しない本。出身地大阪が焼け野原になったとは知らなかった。 60
代. （戦争をテーマとした法文系専門書のシリーズ）.
日本軍兵士―アジア・太平洋戦争の現実 (中公新書)』(吉田裕) のみんなのレビュー・感想ページ
です(2レビュー)。作品紹介・あらすじ：310万人に及ぶ犠牲者を出した先の大戦。実はその9割が
1944年以降と推算される。本書は「兵士の目線・立ち位置」から、特に敗色濃厚になった時期以
降のアジア・太平洋戦争の実態を追う。異常に高率の.
2017年12月29日 . 佐藤卓己編『青年と雑誌の黄金時代―若者はなぜそれを読んでいたのか』岩
波書店、2015年11月、352頁。 佐藤卓己編『岩波講座 現代』第9巻・ . テッサ・モーリス-スズキ他
編『岩波講座アジア・太平洋戦争 第3巻』岩波書店 2006年1月、「連続する情報戦争―「15年
戦争」を超える視点」61-88頁。 川島真・孫安石・貴志俊彦編『.
アジア・太平洋戦争（アジア・たいへいようせんそう）は、1941年12月8日から1945年8月15日にかけて
大日本帝国が遂行した戦争の呼称。 . この項目では「アジア・太平洋戦争」（アジア太平洋戦争）
という呼称に関する議論について記述する。 . この呼称は岩波書店の出版する図書のタイトルや、
一部の歴史教科書などにおいて使用されている。
成田龍一，２００５年，「戦争像の系譜」『岩波講座アジア・太平洋戦争ｌなぜ，いまアジア・太平
洋戦争か」岩波書店. 野上元，１９９７年，「言説としての「近現代史｣」『東京大学社会情報研
究所紀要」No.５４. ，２００２年，「1930年代と『戦争の記憶』−−集合的記憶のメディア論的検討」
吉見俊哉編著「一九三○年代. のメディアと身体」青弓社.
１．矢内原忠雄の神論と天皇観. ２．「平和国家」の礎. ３．国体論. 結論. 序文. 本稿は、アジ
ア・太平洋戦争下において戦争批判を貫いたキリスト者である矢内原忠雄の .. 戦という「神の審き
を受けなければならなかつたことの根本的理由」１１の一つである、天 .. 成田龍一・吉田裕「まえが
き」『岩波講座 アジア・太平洋戦争１ なぜ、いまアジア・太.
Responsibility: [shippitsusha Narita Ryūichi . [et al.]]. なぜ, いま, アジア・太平洋戦争か / [執筆
者成田龍一 . [et al.]]. Imprint: Tōkyō : Iwanami Shoten, 2005. 東京 : 岩波書店, 2005.

Physical description: xix, 392 p. : ill., map ; 22 cm. Series: Iwanami kōza. Ajia, Taiheiyō Sensō
; 1. 岩波講座. アジア・太平洋戦争 ; 1.
2006, 油井大三郎・倉沢愛子・杉原達・成田龍一・テッサ・モーリス=スズキ・吉田裕 （編）『岩波

講座アジア・太平洋戦争（全8巻）』 岩波書店, 2005年-2006年 2006, 油井大 . 1999, 「いま，なぜ
多文化主義論争なのか」油井大三郎・遠藤泰王編『多文化主義のアメリカ――揺らぐナショナル・
アイデンティティ』東京大学出版会，1-20． 1999, 「悲劇の.
1 図書 なぜ、いまアジア・太平洋戦争か. 成田, 龍一(1951-), 倉沢, 愛子(1946-). 岩波書店. 7
図書 アジア太平洋戦争と「大東亜共栄圏」 : 1935-1945年. 和田, 春樹(1938-). 岩波書店. 2 図
書 岩波講座アジア・太平洋戦争. 倉沢, 愛子(1946-), 杉原, 達(1953-), 成田, 龍一(1951-),
Morris-Suzuki, Tessa, 1951-, 油井, 大三郎(1945-), 吉田, 裕(1954.
アジア・太平洋戦争（アジア・たいへいようせんそう）は、1941年12月8日から1945年8月15日にかけて
大日本帝国が遂行した戦争の呼称。「太平洋戦争」や「大東亜戦争」に代わる呼称として提唱さ
れた。この項目では「アジア・太平洋戦争」（アジア太平洋戦争）という呼称に関する議論について
記述する。戦争の経過や使用兵器・人物などに関して.
米山リサ「戦争の語り直しとポスト冷戦のマスキュリニティ」『岩波講座アジア・太平洋戦争１ ま、な
ぜアジア・太平洋戦争か』（岩波書店、2005年） ９．６／１３ 長谷川裕子「中近世移行期研究の
視座―暴力・「平和」と「生存」の観点から―」『歴史を学ぶ2017』 渡辺尚志「近世地域社会研
究の可能性—地域の視座から全体史へ—」『歴史を学ぶ2017』
該当 34件です。 1 件目から 10 件目を表示しています。 NEW は新着資料、 BEST は予約が多
い資料です。 岩波講座アジア・太平洋戦争 1 なぜ、いまアジア・太平洋戦争か 詳しく見る. 岩波
講座アジア・太平洋戦争 1 なぜ、いまアジア・太平洋戦争か. 倉沢 愛子／[ほか]編集委員 岩波
書店 2005/11 巻次：1. 分類:210.75. 貸出可否： ○. 岩波講座.
岩波書店 2006.3 岩波講座アジア・太平洋戦争 / 倉沢愛子 [ほか] 編集委員5. 所蔵館360館.
8. なぜ、いまアジア・太平洋戦争か. 成田龍一 [ほか] 執筆. 岩波書店 2005.11 岩波講座アジア・
太平洋戦争 / 倉沢愛子 [ほか] 編集委員1. 所蔵館398館. 9. 戦争の政治学. 吉田裕 [ほか] 執
筆. 岩波書店 2005.12 岩波講座アジア・太平洋戦争 / 倉沢愛子.
その他＞1.歴史（通史・太平洋戦争他）. 折りたたむ · このページの先頭へ · リサーチ・ナビについて;
リサーチ・ナビの使い方; 国立国会図書館に行く; 図書館にきく. 国立国会図書館; NDL-OPAC 国
立国会図書館蔵書検索・申込システム; 国立国会図書館サーチ; 国立国会図書館デジタル化
資料; ひなぎく; レファレンス協同データベース; 本の万華鏡.
1 冨田哲｢市成乙重―日本統治初期の台湾語通訳者、教育者、著述家―｣(和田博文・黄翠
娥編 <異郷>としての. 大連・上海・台北 .. に、アジア・太平洋戦争開戦後の1942年8月の 台湾
警察時報 で、 台日新辞書 (台湾警. 察協会、1931年) . 先輩中村嘉壽氏主宰する所の月刊雑
誌 海外之日本 誌上を借りて福建語講座の一欄を設. け、熱心なる.
別書名, 異なりアクセスタイトル:20世紀の中のアジア太平洋戦争. 巻次, ISBN:4000105108 ;
PRICE:3400円+税. 大きさ, xviii, 412p : 挿図, 地図 ; 22cm. 本文言語, 日本語. 一般注記, その
他の執筆者: 木畑洋一, 加藤哲郎, 豊下楢彦, 半澤朝彦, 芝健介, 石田勇治, 矢野久, 朴根好,
生井英考, 米谷ジュリア, 藤原修, 阿部浩己, 酒井直樹奥付に「最終.
アジア・太平洋戦争期に軍部の関心を集めた戦争神経症。恐怖を言語化することが憚られた社会
で患者はどのような処遇を受けたのか。また、この病の問題はなぜ戦後長らく忘却されてきたのか。
さまざまな医療アーカイブズや医師への聞き取りから忘却されたトラウマを浮かび上がらせ、自衛隊の
メンタルヘルスなど現代的課題の視座も示す注目.
2015年10月4日 . 倉橋愛子/杉原達他編 岩波講座アジア·太平洋戦争 第１巻 なぜ、いまアジア·
太平洋戦争か 岩波書店 倉橋愛子/杉原達他編 岩波講座アジア·太平洋戦争 第２巻 帝国の
政治学 岩波書店 倉橋愛子/杉原達他編 岩波講座アジア·太平洋戦争 第３巻 動員·抵抗·翼
賛 岩波書店 倉橋愛子/杉原達他編 岩波講座アジア·太平洋戦争 第４巻.
Amazonで倉沢 愛子, 杉原 達, 成田 龍一, テッサ・モーリス・スズキ, 油井 大三郎, 吉田 裕の岩
波講座 アジア・太平洋戦争〈1〉なぜ、いまアジア・太平洋戦争か。アマゾンならポイント還元本が多
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2018年1月4日 . 歴史修正主義」の関連用語. 1. ライダーヒロシマ · 百科事典. 36% |||||. 2. リヴィ
ジョニズム · 百科事典. 36% |||||. 3. ニツコー・プロジェクト · 百科事典. 32% |||||. 4. 能川元一 · 百
科事典. 32% |||||. 5. ケン・マクヴェイ · 百科事典. 32% |||||. 6. ジェフリー・キングストン · 百科事典.
18% |||||. 7. 自由主義史観 · 百科事典. 18% |||||. 8.

25 Nov 2015 . 1) From the birth of Manchukuo to the Second Sino-Japanese war (1931-37).
On 1 March 1932, the .. 2005, なぜ、いまアジア・太平洋戦争か Naze, ima ajia-taiheiyô sensô ka
[Why the Asia-Pacific War now?], 岩波講座アジア・太平洋戦争 1 Iwanami kôza ajia-taiheiyô
sensô vol. 1 [Iwanami Study Group for the.
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学部教授、PRIME所長）, 第9回 11/24 原爆投下をアメリカはどう記憶してき . 第2回 9/29 原子雲
の下で何が起きていたのか：被爆者のことばを聞く/児玉三智子（日本被団協、広島で被爆 ）, 第
10回 12/1 アジア・太平洋戦争概観：原爆をアジアの人々は.
また、近代史の内容に関しては、論争が起こりやすいアジア・太平洋戦争前後の時代に限定するこ
とにし. た。考察する期間としては、戦後歴史学の人々が戦後から基礎概念としていたマルクス主
義歴史学が、1991. 年のソヴィエト連邦解体によって崩壊あるいは変質するまでと規定した（注 1）。
日本の近代史研究の変遷. ─「戦後歴史学」が描こうと.
第7巻・第1号. 2007年10月. 目. 次. 戦争史研究と医学・医療問題―軍事史と医学史の接点を
探る― ・・・・・・吉田 裕. 1. 劉連仁を中心に 北海道の中国人強制連行問題 .. キーワード
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military .. 波講座 アジア・太平洋戦争』全 8 巻（岩波書店、.
ために編成された性格が強く、アジア太平洋戦争に備えて南方軍が編成されるにともない（1941.
年 11 月）その前に解 . 防衛庁防衛研修所戦史室編纂の戦史叢書に『北支の治安戦(1)』４（朝
雲新聞社、1968 年）と. 『同(2)』（同 1971 . 任務とする北支那方面軍が、同じく北支の共産化を
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