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概要
人々はなぜナショナリズムにこだわるのか？ 日本と中国、ドイツ、ユーゴスラヴィアなどのヨーロッパ世
界、南北アメリカなど、世

2016年10月6日 . ナショナリズムほどやっかいなものはありません。植村さんによると日本語に翻訳す
るのもかなりやっかいなもののようです。 ──おおまかに言って、国家主義、国民主権、民族主義、
国粋主義などと訳せるように思います。しかし何か一つの日本語で、これらのイメージをすべてを代
表させることはできません。そのように便利な日本語は、まだ発明されていない、ということです。作ると
便利になりますが（略）。── 「争いのイメージ」がつきまといやすい“ナショナリズム”を決して「便利」
（＝安易）でない方法で、.
向き合う力, 池上季実子, 2271. 認知症を知る, 飯島裕一, 2269. 生命のからくり, 中屋敷 均,

2268. 「失敗」の経済政策史, 川北隆雄, 2267. 第一次世界大戦と日本, 井上寿一, 2266. 愛と
暴力の戦後とその後, 赤坂真理, 2246. ＳＦを実現する――３Ｄプリンタの想像力, 田中浩也,
2265. 孤独死のリアル, 結城康博, 2264. ナショナリズム入門, 植村和秀, 2263. 変わった世界 変わ
らない日本, 野口悠紀雄, 2261. 和解という知恵, 廣田尚久, 2260. デジタル・ワビサビのすすめ
――「大人の文化」を取り戻せ, たくき よしみつ, 2259.
2014年9月10日 . 京都大学法学部卒業。専門は政治思想史、ナショナリズム論。著書に『昭和の
思想』『日本のソフトパワー』『ナショナリズム入門』など。 ネイションは、まずまとまった土地を確保し、
そこに歴史を積み重ね、認知を獲得していくことで現われてきます。ネイションとはネイションと認めら
れたもの、「できてしまったもの」です。歴史の中身を詰めるのに好適なのは、文化か国家、あるいは
その両方です。 ナショナリズムの存在をネガティブに捉え、「なくすためにはどうすればよいか」と考える
人が多いですが、私はそう.
ナショナリズム入門（植村和秀,新書,講談社,電子書籍）- 人々はなぜナショナリズムにこだわるの
か？ 日本と中国、ドイツ、ユーゴスラヴィアなどのヨーロッパ世界、南北アメリカなど、世界の様々な
地域の多様なナショナリズムの構造を分析し、２１世紀世界の最…
2016年12月15日 . おすすめはコレ→ナショナリズム入門 (講談社現代新書) / ナショナリズム ――
名著でたどる日本思想入門 (ちくま新書) / 超国家主義の論理と心理 他八篇 (岩波文庫) / トル
コ入門: 世俗化したイスラム国家と ナショナリズム / ぼくらの祖国 (扶桑社ＢＯＯＫＳ)
はじめに ナショナリズムを見た日第１章 ネイションの作り方第２章 ネイションの自明性―日本の形
第３章 ネイションの多義性―ドイツの変形第４章 人間集団単位のネイション形成（一）―ドイツと
東欧第５章 人間集団単位のネイション形成（二）―ユーゴスラヴィアの滅亡第６章 地域単位のネ
イション形成（一）―アメリカ大陸の状況第７章 地域単位のネイション形成（二）―ヨーロッパの西と
南第８章 ネイション形成のせめぎ合い―重複と複雑化第９章 ナショナリズムのせめぎ合い―東アジ
アの未来第１０章 政治的仕組みと.
社会科学（とりわけ政治学）を自習するうえで、有益だと思われる本をご紹介します。 Ⅰ 入門編. ○
学問をはじめるために ○社会科学を学ぶための50冊 ○政治学をはじめるために. Ⅱ 中級編. ○学問
の方法 ○現代社会について考える ○民主主義について考える ○自由主義について考える ○現代
の政治理論を知る ○現代の政治経済の仕組みを知る ○グローバル化とは何か ○ナショナリズムとは
何か ○社会運動の理論 ○日本政治を分析する ○ヨーロッパの政治を分析する ○ヨーロッパの政治
思想史を学ぶ
2014年11月30日 . る，ナショナリズムの高まりを背景に登場した. と言えるので，その勢いの大きさに
懸念をもつ. からである。 ところで，「教育の政治的中立性」問題は，. かつての日本の場合，第二
次世界大戦終了まで. は「ナショナリズム（国家主義）」，そして大戦. 終了後は「共産主義・社会
主義」との関係で，. 鋭く問われたものである。後者の立場に立つ人. は，自由民主主義国の唱え
る「教育の中立性」. は「まやかし」である，と正面から批判してき. た。そして，旧ソ連等の社会主義
国では，法的. に「教育の中立性」は否定.
7, ナショナリズムとグローバリズム, 新曜社, 大澤真幸, 2700. 8, 戦後史のなかの福島原発, 大月書
店, 中嶋久人, 2700. 9, 英語化するアジア, 名古屋大学出版会, 吉野耕作, 5184. 10, ヒロシマ戦
後史, 岩波書店, 宇吹暁, 3024. 10, ローマ皇帝群像 ４, 京都大学学術出版会, アエリウス・スパ
ルティアヌス, 3996. 10, 東アジア近現代通史 上, 岩波書店, 和田春樹, 2484. 10, 「知の技法」入
門, 河出書房新社, 小林康夫, 1620. 10, 岩波講座日本歴史 第８巻（中世 ３）, 岩波書店, 大
津透, 3456. 10, 日本の血友病者の歴史, 生活.
大きさ, 283p : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm. 件 名, BSH:ナショナリズム. 一般注記, 引用文献一覧:
各章末参考: p20-21. 分 類, NDC8:311.3. NDC9:311.3. 書誌ID, BB10114402. 本文言語, 日本
語. 巻冊次, ISBN:9784062882637 ; PRICE:840円+税. NCID, BB15498212.
2017年11月19日 . ナショナリズム論・入門. 有斐閣 2009年8月 . の文化遺産」 2010年7月. 「不
安」のナショナリズムナショナリズムの「不安」 ―ナショナリズムからみる「リスク社会」と「個人化」の一
様相. 2008年5月. 『ネイションとの再会』再読. 第184回政治思想読書会 2007年7月. ナショナリズ
ムの再定義. 第5回比較ナショナリズム研究会 2004年10月. 土地への帰属・記憶への帰属 －

Hannah Arendtのネイション論と現代ナショナリズム研究におけるネイション論の比較考察から－. 第
11回政治思想学会 2004年5月.
１）原百年「ナショナリズムとエスニシティ」山梨学院大学政治行政研究会編『入門 政治行政』公
人の友社、243－51頁、2008年10月。 ２）原百年「日露戦争と沖縄―沖縄人のヤマト化に与えた
影響」山梨学院大学ポーツマス講和100周年記念プロジェクト編『日露戦争とポーツマス講和』山
梨学院大学、122－49頁、2006年10月。 １）原百年「ナショナリズム論―エスノシンボリズムの再
考」山梨学院大学『法学論集』62号、25－60頁、2009年2月。 ２）原百年「ナショナリズム論―エ
スニック／シビックの二分法の再考」山梨.
湧水町くりの図書館 <710707167> 貸出可 / １６ 政治・経済 / / /311.3/ｳ/ / 帯出可. 詳細情報. Ｉ
ＳＢＮ, 4-06-288263-7. 13桁ISBN, 978-4-06-288263-7. 書名ﾖﾐ, ﾅｼｮﾅﾘｽﾞﾑ ﾆｭｳﾓﾝ. 著者ﾖﾐ,
ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ. 叢書名ﾖﾐ, ｺｳﾀﾞﾝｼｬ ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾝｼｮ. 分類記号, 311.3. 価格, ¥840. 出版者ﾖﾐ,
ｺｳﾀﾞﾝｼｬ. 大きさ, 18cm. ﾍﾟｰｼﾞ数, 283p. 一般件名, ナショナリズム. 抄録, クリミア、尖閣、竹
島…。衝突はなぜ起こるのか? 世界の様々な地域の多様なナショナリズムの構造を分析し、21世
紀世界の最大の問題であるナショナリズムの基礎的な知識.
2015年3月31日 . 資本主義」「ナショナリズム」「宗教」の3つの視点から、現在の世界を読み解くう
えで必須の歴史的事象を厳選、明快に解説! 激動の2015年を見通すための世界史のレッスン。
『世界史の極意』というタイトルですが、いわゆる受験世界史的な知識を増やすための本でもなけれ
ば、世界史を概観するための本でもありません。 佐藤優さん流の「世界史の見方、考え方」につい
て紹介した本なんですよねこれ。 ですから、「世界史にまったく興味がない人」（マルクスとかレーニンっ
て、誰？というような人）が入門書.
植村 和秀（うえむら かずひで、1966年 - ）は、日本の政治学者。専門は、政治思想史、ナショナリ
ズム論。京都産業大学法学部教授。 目次. [非表示]. 1 略歴; 2 出演テレビ; 3 著作. 3.1 単著;
3.2 共編著; 3.3 共著; 3.4 共訳. 4 参考文献・出典; 5 外部リンク. 略歴[編集]. 京都府京都市生
まれ。東大寺学園高校を経て1988年京都大学法学部卒業。 1988年京都大学法学部助手、
1992年京都産業大学法学部講師、1997年同助教授を経て、2004年から教授。 合同会社植村
文庫業務執行社員。 出演テレビ[編集]. 日本人は何.
ナショナリズム入門 （講談社現代新書）/植村 和秀（新書・選書・ブックレット：講談社現代新書） クリミア、尖閣、竹島…。衝突はなぜ起こるのか？ 世界の様々な地域の多様なナショナリズムの構
造を分析し、２１世紀世界の最大の問題であるナショナリ.紙の本の購入はhontoで。
2016年4月11日 . それは、ワシントンで行われる政治は一般の米国民の利益や気持ちを無視して
行われているという不満を代弁し、不法移民の流入など難問については壁を築き、その費用はメキ
シコなど不法移民を生み出している国に負担させるなどと米国民のナショナリズムをあおってみせた。
さらに企業家として“成功”してきた経験をもって米国経済を立て直すことができると夢を抱かせたから
だった（同氏は何回も事業に失敗しており、成功したと断言できるか疑問の余地があるが、米国人
の間にはトランプを練達の経済.
大月書店は1946年創業の出版社です。社会科学の古典・理論書に始まり、歴史・教育・社会か
らYA・児童書まで幅広い分野の書籍を出版しています。
2014年12月19日 . 【書評】植村和秀『ナショナリズム入門』（講談社現代新書、2014年）. 評者：
五百旗頭 薫（東京大学大学院法学政治学研究科教授） 本書は世界の各地域を巡歴しなが
ら、ナショナリズムの要素と、その要素の配合いかんによってひきおこされてきた功罪を概観したもので
ある。目次は下記の通りである。
ナショナリズム入門 - 植村和秀／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。
2011年3月30日 . 8 E.J.ホブズボームの提示するプロト・ナショナリズムはこれに近いと考えられる。
E.J.ホブズ. ボーム（浜林正夫・嶋田耕也・庄司信訳）『ナショナリズムの歴史と現在』。原文は、E.J.

Hobsbawm,. Nations and Nationalism since 1780, Cambridge, Cambridge University Press,
1992. 9 大澤真幸・姜尚中（編）『ナショナリズム論・入門』有斐閣、2009、1-35 頁。 10 同上、31

頁。 とも言えるが、ではそれはどのような背景をもち、その実態は何なのか。大澤に. 出自や血統神
話、歴史の共有、独自の文.
2015年2月15日 . イスラム国は宗教の絶対性が終焉したその地点から出発した「ナショナリズム」を
基盤としている。彼らが言う「イスラム」とは、マルクスがルイ・ボナパルトブリュメール１８日で述べた
「過去の衣装を着て現れる」だ。ナショナリズムは宗教が死に意味を与えたその位置に座るの.
2007年7月19日 . という程度のことは、ナショナリズムについて少し考えた人なら、だれでも思いつくだ
ろうが、この877ページもある大冊に書かれているのは、この程度の既存の学説のおさらいにすぎな
い。ナショナリズムの入門書としても冗漫で繰り返しが多く、読みにくい。世界各地で大きく異なる問
題を無理やり「ナショナリズム」一般の問題として観念的に論じているので、アンダーソンやゲルナーな
どの引用が何度も出てくるばかりで、論旨が展開しない。しいていえば文献サーベイとしては意味が
あるかもしれないが、索引.
2017年5月10日 . ナショナリズム入門』 植村和秀 著 2014年刊 講談社現代新書. ナショナリズムの
用語、概念の解説から日本をはじめとする世界の地域ごとのネイションの作られ方の違い、 その歴
史、問題点、現状を追って最期にネイションと政治の関係を考えるというとても真っ当な入門書。 国
家と国民と民族が一致するのが当たり前のことだと理解する日本の特殊性とそれが一致しないことで
起きている膨大で甚大な悲劇。 それを知らないと、知ろうとしないと＜日本は平和でよかったね。世
界は日本を見習えばいい＞
2016年8月1日 . . はチャイナウォッチャーでもある吉岡委員のチェックが必須になります（笑） で、大
使の日記でとりあげた書評を並べてみます。 ・海をわたる機関車・南シナ海・越境者の政治史 ・ペ
ルシア王は「天ぷら」がお好き？ ・武器ビジネス マネーと戦争の「最前線」（上・下） ・遠すぎた家路
戦後ヨーロッパの難民たち・対華二十一カ条要求とは何だったのか・プーチンはアジアをめざす・重層
的地域としてのアジア・出使日記の時代・敗戦とハリウッド・満蒙―日露中の「最前線」 ・死者たち
の七日間・ナショナリズム入門
ぐるぐる王国2号館 ヤフー店のナショナリズム入門:9784062882637ならYahoo!ショッピング！ランキン
グや口コミも豊富なネット通販。更にお得なＴポイントも！スマホアプリも充実で毎日どこからでも気
になる商品をその場でお求めいただけます。
人々はなぜナショナリズムにこだわるのか？ 日本と中国、ドイツ、ユーゴスラヴィアなどのヨーロッパ世
界、南北アメリカなど、世界の様々な地域の多様なナショナリズムの構造を分析し、２１世紀世界
の最大の問題であるナショナリズムへの基礎的な知識を与える。（講談社現代新書）
2015年9月1日 . 植村和秀「ナショナリズム入門」 · 本 · ナショナリズム入門 (講談社現代新書) 斜
め読み。 帯にあったようなことって、どこにあったかね。 そもそも帯が消えた。 Permalink | コメント(0) |
トラックバック(0) | 03:19 植村和秀「ナショナリズム入門」を含むブックマーク. コメントを書く. スパム対
策のためのダミーです。もし見えても何も入力しないでください ゲスト. 画像認証. トラックバック http://d.hatena.ne.jp/vinotinto/20150901/1441045168. <[本]浅田次郎「一路」 | [本]東山彰良
「流」>. カレンダー. << · 2015/.
1, はじめに ナショナリズムを見た日. 2, 第1章 ネイションの作り方. 3, 第2章 ネイションの自明性―日
本の形. 4, 第3章 ネイションの多義性―ドイツの変形. 5, 第4章 人間集団単位のネイション形成
(一)―ドイツと東欧. 6, 第5章 人間集団単位のネイション形成(二)―ユーゴスラヴィアの滅亡. 7,
第6章 地域単位のネイション形成(一)―アメリカ大陸の状況. 8, 第7章 地域単位のネイション形成
(二)―ヨーロッパの西と南. 9, 第8章 ネイション形成のせめぎ合い―重複と複雑化. 10, 第9章 ナショ
ナリズムのせめぎ合い―東アジアの.
2014年12月6日 . 恐らく著者は、「書物」への愛着をもっている。と同時に、眼前の「現実」への激し
い興味を抱き続けている。 ドイツやユーゴスラビアで起きている事態は、何なのか。留学中、私の眼
の前で起きたコソボとセルビアをめぐる独立運動を、どう理解すればよいのか－本当に深刻な衝撃を
うけた人間は、必ずいったん立ち止まる。書物を手に取り、冷静に事態を位置づけ、把握しようとす
るのだ。現実に流されないように。 著者は「ナショナリズム」を、まずは「ネイション主義」だと定義す
る。ではネイションとは何か。
2015年8月11日 . 最近読んだ本：『ナショナリズム―名著でたどる日本思想入門』（浅羽通明 2004

ちくま新書473）. 最近付箋を入れながら読む本が多かったので、今回は付箋を入れないで、細部よ
り全体の流れをつかんで読もう、なんて思って読みました。おかげで本の上辺がきれいです（左写
真）。 本書のカバー表に次のような内容紹介が書かれています。 「10のテキストを通じて理解される
であろう日本のナショナリズムとは、この百数十年間、日本が置かれた国際的な権力状況の写し絵
そのものである。現在、小林.
サッカー・ワールドカップなどで"愛国心"を謳歌する日本の若者、戦闘的な反ムスリム運動の国・イ
ンド、いきすぎる韓国人ナショナリズムなどを通して、国家とは何か、民族とは何か、故郷とは何かを
探る。 関連書籍を探す. 新書リスト | 背表紙から. 成長なき時代のナショナリズム. 萱野稔人著 -KADOKAWA,2015.10, 254p. -- (角川新書 ; K-51). ナショナリズム入門. 植村和秀著 -- 講談社
, 2014.05 , 283p. -- (講談社現代新書 ; 2263). ナショナリズムの復権. 先崎彰容著 -- 筑摩書房 ,
2013.6, 233p. -- (ちくま新書 ; 1017).
Amazonで植村 和秀のナショナリズム入門 (講談社現代新書)。アマゾンならポイント還元本が多
数。植村 和秀作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またナショナリズム入門 (講談
社現代新書)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2014年12月7日 . ナショナリズム入門って本のレポート（論文）書かないといけないのですが、何か良
い論点はありますか？ 個人的にはネイション形成を二つ（地域単位と人間集団単位）に分類する
のではなく、新たにヨーロッパ連合のような国家.』書籍,読書,文系分野の質問。
2016年1月8日 . 大学時代に、海外の専門書を1年かけて和訳するという講義があったが、その時
題材となった洋書が非常に難しかった記憶がある。その本はなぜか捨てられずに、ずっと私の本棚に
しまってあった。ところで、最近国際政治学の本を読んで、アーネスト・ゲルナーという人がナショナリズ
ム研究で有名であると知った。その後、思い出したように本棚にあったその洋書を引っ張り出してみた
ら、ゲルナーの"Nations and Nationalism"であることに気づいた。学生の頃はゲルナーのことなど全く
理解しようともせずに.
2011年6月3日 . 福沢の確認できる最初の肉筆は1855年3月に適塾に入門した際に入門帳に記
した姓名が最初で、それ以前のいかなる肉筆も残されていない。これは不自然なことである。という
のは、父百助や兄三之助の文書は残存している（中津の福沢家は火災にあったことがない）のに、
諭吉のもののみないことになるからである。また、長崎に旅立って以降、諭吉が母順に送ったはずの
手紙もないというのは、自慢の息子の手紙を廃棄するはずはないので、後年諭吉本人が捨てたと
考えるのが適当である。なぜ捨てた.
WBCに見る日本人のナショナリズム. vol.139 27 March 2006. JICA客員国際協力専門員 杉下
恒夫. 最近はテレビでスポーツ中継を見ることがめっきり減ったが、「ワールド・ベースボール・クラシック
（WBC）」の準決勝、決勝の日はテレビの前に釘付けになった。決勝の日などは試合が終わってから
もテレビの前を離れがたく、同じ映像が何度も繰り返し流されているにも関わらず、その都度、喜びを
新たにして余韻を楽しませてもらった。本当に久しぶりに心から喜べるニュースだ。王監督、イチロー
選手らに感謝。 開催前の.
ナショナリズム入門 (講談社現代新書)の感想・レビュー一覧です。
一般注記, 引用文献一覧:各章末参考: p20-21. 著者標目, 植村, 和秀(1966-) <ウエムラ, カズヒ
デ>. 件 名, BSH:ナショナリズム. 分 類, NDC8:311.3. NDC9:311.3. 書誌ID, 4000190617. ISBN,
9784062882637. NCID, BB15498212. 類似資料. 1 cover ナショナリズムは悪なのか : 新・現代思
想講義 / 萱野稔人著; 2 cover ベネディクト・アンダーソングローバリゼーションを語る / [ベネディクト・
アンダーソン述] ; 梅森直之編著; 3 cover 国民とその敵 / ミヒャエル・ヤイスマン著 ; 木村靖二編 ;
[辻英史, 西山暁義訳]; 4 cover.
そしてこれがあったからこそ、十九世紀中期に、強烈なナショナリズムと植民地拡大主義を持っ白人
たちの帝国が、世界中の有色人種の国々を植民地化しょうとした時にあたり、日本のみが瞰講とし
て欧米なみの近代的ナショナリズムを形成することに成功したのである。もし日本にこのようなナショ
ナリズムの核となる自尊心が確立していなかったならば、今日もなお、アフリカやアジアの諸国が、日
本をも含めて白人の植民地になっていたであろうことは、容易に推定できることである。歴史上のこと
を、今の価値観で播州に.

世界に住む一人ひとりの多様さを知ろう。国際政治学ではなく、国際経済学でもなく、国… Ponta
ポイント使えます！ | 現代人の国際社会学・入門 トランスナショナリズムという視点 有斐閣コンパク
ト | 西原和久 | 発売国:日本 | 書籍 | 9784641174214 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配
送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！
2014年11月30日 . あらすじ 著：植村 和秀 人々はなぜナショナリズムにこだわるのか？ 日本と中
国、ドイツ、ユーゴスラヴィアなどのヨーロッパ世界、南北アメリカなど、世界の様々な地域の多様な
ナショナリズムの構造を分析し、２１世紀世界の最大の問題であるナショナリズムへの基礎的な知識
を与える。
植村和秀「ナショナリズム入門」、講談社現代新書、2014年。 佐藤卓己・渡辺靖・柴内康文編
「ソフト・パワーのメディア文化政策―国際発信力を求めて」、新曜社、2012年。（共著）; 植村和
秀「日本のソフトパワー―本物の〈復興〉が世界を動かす」、創元社、2012年。 木村雅昭・中谷真
憲編「覇権以後の世界秩序―海図なき時代と日本の明日」、ミネルヴァ書房、2012年。（共著）;
野上元・福間良明編「戦争社会学ブックガイド―現代世界を読み解く132冊」、創元社、2012年。
（項目担当）; 富沢克編「「リベラル・ナショナリズム」.
1958年生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程修了。著書に『虚構の時代の果て』
（ちくま新書）、『恋愛の不可能性について』（春秋社）、『電子メディア論―身体のメディア的変容』
（新曜社）、『戦後の思想空間』（ちくま新書）、『<不気味なもの>の政治学』（新書館）、『ナショナ
リズム論の名著50』（平凡社）、『文明の内なる衝撃』（ＮＨＫブックス）、『自由を考える』（共著・Ｎ
ＨＫブックス）、『ナショナリズムの由来』（講談社）、『逆説の民主主義』（角川書店）、『不可能性の
時代』（岩波書店）、『<自由>の条件』（講談社）など.
まず、ナショナリズムと愛国主義は多少異なることを、便宜的に区分して考えてみよう。 ナショナリズ
ム（nationalism）. 人々のあつまりの基本的な単位を国家とし、それの構成員たる国民＝ネイション
（nation）を維持・発展させていこうとする政治信条のこと。世界の多くの国家形態は、国民
（nation）の主権の存在を認めているので、国家が国民からなりたっているという意味で国民国家
（nation state）と読んでいる。 我が国（＝日本国）では、国民の単位を長いあいだ（1920年代以降
今日まで）「大和民族」 「日本民族」と言い.
2015年3月1日 . 読書ノート No.81. 植村和秀『ナショナリズム入門』. 根本 利通（ねもととしみち）.
植村和秀『ナショナリズム入門』（講談社現代新書、2014年5月刊）。 『ナショナリズム入門』 本書
の目次は次のようになっている。 はじめに-ナショナリズムを見た日 第1章 ネイションの作り方 第2章
ネイションの自明性―日本の形 第3章 ネイションの多義性―ドイツの変形 第4章 人間集団単位
のネイション形成（1）―ドイツと東欧 第5章 人間集団単位のネイション形成（2）―ユーゴスラヴィア
の滅亡 第6章 地域単位のネイション.
今回のコモディティ高騰の背景には、資源ナショナリズムの高まりがあると言われます。ここでいう資源
ナショナリズムとは、平たく言えば、資源国にょる自国資源の囲い込みです。 0 資源ナショナリズムの
位相自国の天然資源を自国で開発ー管理するという理念は、資源国に認められた権利です。資
源国は、自国の資源を最大限に利用し、国家の発展と福祉の充実を図る権利を有しています。ー
962 年、国連はこれを確認する「天然の富と資源に対する恒久主権」を決議しました。第二次世
界大戦後に独立を果たした新興国.
タイトル. 民族とナショナリズム. 著者名, アーネスト・ゲルナー／著. 著者名ヨミ, アーネスト ゲルナー.
出版者, 岩波書店. 出版年月, 2000.12. 内容紹介, ナショナリズムの本質は何か。この難問に、英
国哲学界の巨人ゲルナーが、政治社会学、社会人類学などの該博な知識を駆使して解明を試
みる。「第一級のナショナリズム研究書」として高く評価されてきた名著の翻訳。 この資料に対する
操作. カートに入れる を押すと この資料を 予約する候補として予約カートに追加します。 いますぐ
予約する を押すと 認証後この資料をすぐ.
2017年2月8日 . 中国の若者は言われるほどナショナリズムには傾いておらず、むしろ好ましい方向に
変化している＞. 中国指導部は国民のナショナリズムが自らに向くのを防ぐため、強硬な対外姿勢
を取る傾向がある。南シナ海で領有権を主張したり、日本の歴史問題を執拗に追及したりするのも
そのせいだというのが、欧米メディアの通説になっている。 実際、高齢化する「毛沢東主義者」もい

れば「怒れる若者」（中国語で「憤青」）もいる。中国政府の「防火長城（グレート・ファイヤーウォー
ル）」をすり抜けて、フェイスブック.
ドイツや朝鮮半島の分割に加えて、1949年のソ連による原爆実験の成功や中華人民共和国の成
立(共産化)によって、アメリカのナショナリズムは反共主義と熱烈に結びついたといえよう。そのことは
「封じこめ政策」が、共和党のドワイト・アイゼンハワー(Dwight Eisenhower, 18901969、大統領在
任 1953-61)から民主党のジョン・F・ケネディ(John F. Kennedy, 1917-63、大統領在任 1961-63)、
さらにはリンドン・B・ジョンソン(Lyndon B.Johnson, 1908-73、大統領在位 1963-69)へと大統領が
代わっても、冷戦期アメリカ.
2013年8月16日 . バランスのとれた「日本ナショナリズム」入門である。「入門書」として最初から最後
まで通読すれば、著者の「思想」がまたきわめて健全であることを納得するであろう。 賛同するにせよ
反対するにせよ、「ナショナリズム」に無縁で生きることのできる人間など、「近代」を通過した日本人
にはまったく存在しない。これが著者の立場である。 ネトウヨ（＝ネット右翼）やヘイト・スピーチという
「偏狭なナショナリズム」には嫌悪感や難色を示す人も、「健全なナショナリズム」に忌避感を示す人
は少ないだろう。たとえ「.
2008年5月23日 . 黒宮一太氏のプロフィール） 京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期
課程修了。博士(人間・環境学)。現在、京都文教大学勤務。専攻は政治思想、政治哲学。理
論研究、思想的考察を中心に、ナショナリズム及び国家の考察を行う。 著書に『ネイションとの再会
－記憶への帰属』（NTT出版、2007年）、『思想地図』（日本放送出版協会、2008年)、『ナショナ
リズム論入門』(有斐閣、近刊)など。他に『発言者』、『表現者』の各紙で社会評論、書評を発
表。
2009年4月1日 . 規範理論の観点からナショナリズムを分析、その価値評価を試みる。日本と世界
の関係性 を真摯に考える時、避けられないテーマに挑んだ画期的な一冊にして、これから研究を
志 す人々にとって最適の入門書。 【著者紹介】 施 光恒（せ・てるひさ） 慶應義塾大学大学院法
学研究科博士課程修了。博士（法学）。現代政治理論・政治哲学・人権論専攻。九州大学准
教授。 黒宮一太（くろみや・かずもと） 京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博
士（人間・環境学）。政治思想・政治理論専攻。
Facebookでシェア; Twitterでシェア; はてなブックマークに追加; LINEでシェア; Google+でシェア. ナ
ショナリズムと想像力. 定価本体1600＋税. 発売日2011年4月. ISBN978-4-7917-6602-4. 購入す
る. 「私にとっての最初の記憶、女たちの歌声と街角の喧騒」ポストコロニアリズムとフェミニズムの交
差点から、国際社会の文化政治学へ理論的に介入し続けるスピヴァク。母国インドの解放・独立
に沸く幼年時の高揚した記憶をもとに、難解とされるサバルタン理論構築の源泉と現場をやさしく語
る。最良のサバルタン理論入門.
人々はなぜナショナリズムにこだわるのか？ 日本と中国、ドイツ、ユーゴスラヴィアなどのヨーロッパ世
界、南北アメリカなど、世界の様々な地域の多様なナショナリズムの構造を分析し、２１世紀世界
の最大の問題であるナショナリズムへの基礎的な知識を与える。（講談社現代新書）
[小説]『ナショナリズム入門』植村和秀のレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあらすじ（ネタバレ
含）、ランキングや評価・感想など、おすすめ情報が充実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも購入も
できます。出版社：講談社.
姜尚中の政治学入門』 姜尚中. アジアを見据える大きな眼差し超大国の暴走と心中するのか、
隣人たちとの共生を選ぶのか。7つのキーワードが示唆する、日本の最良の選択肢とは―。 湾岸戦
争以後、時代の重大局面に際し、さまざまなメディアで精力的に発言してきた「行動する政治学
者」が、その揺るぎない思考を支える歴史観と、政治理論の . 著書に『マックス・ウェーバーと近代』
『オリエンタリズムの彼方へ』『ナショナリズム』『東北アジア共同の家をめざして』『日朝関係の克服』
『反ナショナリズム』『在日』ほか。共著に『.
2014年8月15日 . ナショナリズム入門』の著者、植村和秀さんによると、ナショナリズム
（Nationalism）、あるいは、ネイション（Nation）を日本語に訳そうとしても、多義的になってしまい「一
言では表せない」としています。というのも、ネイションは「国家」「国民」「民族」と複数の意味を持
ち、それにイズム（ism、主義）をつけると「国家主義」「国民主義」「民族主義」と、それぞれ異なる

意義の言葉ができあがってしまうからです。 そこで、植村さんは本書の中で、あえて日本語に訳さ
ず、ナショナリズムの定義を「ネイションへの肯定的.
8 Feb 2015 - 8 min - Uploaded by 西田光弘あなたの友達・親戚に経営の情報が必要な時に教
えたいと思う良い経営の情報がお ありですか？ ✓ ある .
ナショナリズム研究といえばこの本というくらいの古典になってしまった本だが、微細なエピソードや増
補も読ませる。 第１１回 従属理論と世界システム論. ウォーラーステイン「史的システムとしての資
本主義」（岩波書店）. ウォーラーステイン入門書であると同時に、ナショナリズム理解に役立つ本。
余力のある人は、ウォーラーステイン「近代世界システム」（岩波現代選書）を読めば、ゼミ前半の
ヨーロッパ史の理解とつながる。 第１２回 ポストコロニアル論. サイード「オリエンタリズム」（平凡社）.
これもこの分野の古典中の古典.
はじめに ナショナリズムを見た日；第１章 ネイションの作り方；第２章 ネイションの自明性―日本の
形；第３章 ネイションの多義性―ドイツの変形；第４章 人間集団単位のネイション形成（一）―ド
イツと東欧；第５章 人間集団単位のネイション形成（二）―ユーゴスラヴィアの滅亡；第６章 地域
単位のネイション形成（一）―アメリカ大陸の状況；第７章 地域単位のネイション形成（二）―ヨー
ロッパの西と南；第８章 ネイション形成のせめぎ合い―重複と複雑化；第９章 ナショナリズムのせめぎ
合い―東アジアの未来；第１０章 政治的.
2007年5月20日 . 著者は本書で、欧米におけるナショナリズム研究の歴史を概観する。代表的論
点が手際よく紹介され、ナショナリズムの負の側面のみが強調されがちな日本では見えにくい全体像
がつかめる。その意味でナショナリズム入門としても読める書だが、それだけには終わっていない。 著
者の独創は、何より、全編を通じて行われるハンナ・アレントの思想の再評価にある。 ナチスの台頭
で亡命したドイツ系ユダヤ人のアレントは、一般にはナショナリズムに批判的な政治思想家として認
識されている。だが、著者は.
ヨーロッパ史からの入門書。本文が100ページちょっとと、長さも手ごろ。ナショナリズムが高潮期を迎
える1890年から1940年のヨーロッパに議論を限定しているところが、本書の利点であり、また物足りな
さでもある。しかし、論述を単なる歴史叙述ではなく、分析的なテーマ中心型にしているところがよ
い。ナショナリズムの大衆化、、エスニック化（マイノリティ問題の高揚）、ナショナリズムとファシズムな
ど、ヨーロッパ史にとどまらないナショナリズムの重要なテーマが論じられている。また、第1章では「近
代主義」対「近代主義.
アサーション入門――自分も相手も大切にする自己表現法. 648円 → 453円. アメリカを動かす思
想 プラグマティズム入門. 648円 → 453円. 哲学入門一歩前 モノからコトヘ. 648円 → 453円. はじ
めての構造主義. 648円 → 453円. まんが 哲学入門 生きるって何だろう? 702円 → 491円. 新しい
左翼入門 相克の運動史は超えられるか. 702円 → 491円. 新編 はじめてのニーチェ. 702円 →
491円. ナショナリズム入門. 756円 → 529円. ハイデガー哲学入門 『存在と時間』を読む. 756円 →
529円. アフォーダンス入門 知性.
グローバル化が深化する一方で，ナショナリズムが世界を席巻している。この矛盾した状況は何を意
味しているのか。ナショナリズムとは何を指すのか，なぜ今ナショナリズムなのか──当代一流の論者
が，理論的，歴史的.
2014年8月23日 . 植村和秀『ナショナリズム入門』（講談社現代新書、２０１４年）. ＊. 国家主
義、国民主義、民族主義、国粋主義、ネイション、ナショナル、国民国家、民族国家、国家形成、
国民統合、国民形成、国民化、国民意識、民族紛争、少数民族、ナショナリティ、国民性、国
籍、移民、レイシズム、人種、人種主義、パトリオティズム、愛国心、愛国主義、エスニシティ、エス
ニック、多文化主義、帝国、帝国主義、シティズンシップ、市民権。 ナショナリズムと関わるこれらの
キーワードをめぐる諸研究を新書や選書を中心.
[書籍]/ナショナリズム入門 (講談社現代新書)/植村和秀/著/NEOBK-1665591のお買いものなら
KDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネットショッピング・通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！
になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ
♪送料無料商品やセール商品も多数掲載中！ポイントやクーポンを使ったお買い物もOK！あなた
の欲しい物がきっと見つかる.

神学は人生を変える。究極の入門書！ 宗教はなぜナショナリズムと結びつくのか？ナショナリズムの
歪みから生じた現下21世紀の様々な困難に、どう対峙するか？ キリスト教神学の基本を明快に解
説し、宗教の変貌とともに生じた人間の自己絶対化の果てに、戦争の世紀が訪れたことを鋭く読み
解く。危機の時代を生き抜くための知的体力が身につく実践的宗教論！ 言わずと知れた元外務
省主任分析官の佐藤優さん。彼は実はキリスト教徒でもあります。大学院で神学を修めた佐藤さ
んにとって、宗教とくにキリスト教は、.
ナショナリズム入門,植村和秀,書籍,社会・政治,社会学,講談社,人々はなぜナショナリズムにこだわ
るのか? 日本と中国、ドイツ、ユーゴスラヴィアなどのヨーロッパ世界、南北アメリカなど、世界の様々
な地域の多様なナショナリズムの構造を分析し、21世紀世界の最大の問題であるナショナリズムへ
の基礎的な知識を与える。(講談社現代新書)
2014年5月18日 . 本書は、ナショナリズムについて、ネイションそのものの分析に集中して論じていま
す。丁寧に論じられていて、ナショナリズムやネイションについて知るための良書だと思います。大筋は
賛成できるのですが、いくつか疑問に思った点について述べておきます。 ＜p.14~15＞ ネイションとい
うのは透明な空っぽの袋のようなものです。ここにさまざまなものが詰め込まれて、初めてネイションに
は独自の色が出てきます。 ＜p.261＞ ネイションの強みは、それが透明で空っぽの袋のようなものを
提供してくれる.
2016年5月26日 . 国家論、民族研究、現代ナショナリズム論、国家と民族紛争. 研究活動等. 1.
1980, 現代世界におけるエスノポリティックス 個人研究 （キーワード：エスニシティ、エスニック紛争、エ
スニック・グループ、政治、民族浄化）. 2. 1983～, エスニシティとナショナリズム 個人研究 （キーワー
ド：エスニシティ、ナショナリズム、国民国家、排除と包摂、人種差別）. 著書・論文等. 1. 著書, ナ
ショナリズム論・入門 （共著） 2009/08. 2. 著書, エスノポリティックス復興の政治的文脈 岩波講座
『社会科学の方法』第Ⅶ巻 『政治.
2017年4月27日 . 政治思想, 政治哲学, 社会思想, 現代政治理論 （キーワード：ナショナリズム、
グローバリズム、故郷喪失、ニヒリズム） . 著書, ナショナリズム論・入門 （共著） 2009/08. 4. 著書,
現代社会論のキーワード――冷戦後の世界を読み解く （共著） 2009/06. 5. 著書, ナショナリズム
の政治学 --規範 .. の再定義（第5回比較ナショナリズム研究会）. 3. 2004/05, 土地への帰属・記
憶への帰属 －Hannah Arendtのネイション論と現代ナショナリズム研究におけるネイション論の比較
考察から－（第11回政治思想学会）.
ナショナリズム入門（講談社現代新書） [電子書籍]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバ
シ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国
へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
2014年7月28日 . ナショナリズム入門 (講談社現代新書) [a] 植村 和秀 / 講談社 / 2014-05-16
世界のナショナリズムを俯瞰しようとするあまり、話が広範に渡ってしまい、ちょっとついて行けなくなって
しまった。すいません。マイネッケって面白そうだ、というのが収穫。 Bookcover メディア社会―現代を
読み解く視点 (岩波新書) [a] 佐藤 卓己 / 岩波書店 / 2006-06-20 本棚にあった本。2004年頃の
新聞での時評連載を基にした本で、出てくる話は小泉劇場とかライブドア事件とか. このころはまだ
震災がなかったんだよなあ、.
2014年8月3日 . 数学の図形問題。「複雑怪奇！絶対解けない！」とあきらめていても、補助線を
一本引くだけで、解けてしまうことがある。 今回、紹介する『ナショナリズム入門』では、21世紀の最
大の難問「ナショナリズム」を扱っている。「ナショナリズム」を「『ネイション』への肯定的なこだわり」と定
義し、ネイションとは何か、を考察する。ここで「ネイション」と表記することが、ナショナリズムを解き明
かす補助線になっている。 ネイションとは、国家や国民、民族と日本語で翻訳される。しかし、日本
は国家と民族とが一致して.
第13回 2016年 10月18日（火曜日）午後7時. 『初めての宗教論 左巻 ナショナリズムと神学』第5
章 宗教は｢戦争の世紀｣にどう対峙したのか? を読んで、語り合い、分かち合いました。 第12回
2016年 9月14日（水曜日）午後7時. 『初めての宗教論 左巻 ナショナリズムと神学』第４章 キリスト
教神学入門(２) 近代の内在的論理を読みとく を読んで、語り合い、分かち合いました。 第10回
2016年 6月27日（月曜日）午後7時. 『初めての宗教論 左巻 ナショナリズムと神学』第３章 キリスト

教神学入門(1) 知の全体像をつかむため.
クリミア・尖閣・竹島.衝突は、なぜ起こるのか?21世紀最大の難問。
近代というリアル国家というロマン. 新近代国家日本は、いつ何のために、創られたのか。日本ナショ
ナリズムの起源と諸相を十冊のテキストを手がかりとして網羅する。 【解説： 斎藤哲也 】. ナショナリ
ズム ─名著でたどる日本思想入門. シリーズ:ちくま文庫; 定価：本体900円+税; Cコード:0112; 整
理番号:あ-45-1; 刊行日: 2013/05/08 ※発売日は地域・書店によって前後する場合があります; 判
型:文庫判; ページ数:416; ISBN:978-4-480-43051-9; JANコード:9784480430519. 購入. 著者につ
いて.
ナショナリズム入門 講談社現代新書. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 840円. 税込価格 907
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 840.
1 Book 倫理としてのナショナリズム : グローバリズムの虚無を超えて. 佐伯, 啓思(1949-). 中央公論
新社. 7 Book ナショナリズム入門. 植村, 和秀(1966-). 講談社. 2 Book 奇妙なナショナリズムの時
代 : 排外主義に抗して. 山崎, 望(1974-), 伊藤, 昌亮(1961-), 清原, 悠(1982-), 富永, 京子
(1986-), 古賀, 光生(1978-), 塩原, 良和(1973-), 明戸, 隆(1976-), 五野井, 郁夫(1979-). 岩波
書店. 8 Book 日本ナショナリズム論 : 愛国心にたいする羞恥を. 津田, 道夫(1929-). 盛田書店. 3
Book ナショナリズムの由来. 大沢, 真幸(1958.
2014年7月13日 . どううまれ、歴史に作用したか 「愛国無罪」を叫ぶ反日デモを中国で幾度か取
材し、政治が重用するナショナリズムを目の当た.
2014年7月1日 . 要点・ネイションとはなにか・日本というネイションの異質性・ナショナリズムへの正し
い理解が日本に求められる国際政治 尖閣諸島問題を巡る中国との軋轢などによって、「ナショナリ
ズム」という言葉を目にすることが多くなってきました。では、「ナショナリズム」とはいったい何なのでしょ
うか? 本書は、ネイションという、何でも入れられる「透明で空っぽな袋」に、なぜ人々はこだわるのか?
という問題意識の元、世界の様々な地域における多様なナショナリズムの構造を分析し、21世紀の
世界における最も.
【世界】. 西山隆行『移民大国アメリカ』（ちくま新書、2016 年）. トッド『シャルリとは誰か？――人
種差別と没落する西欧』（文春新書、2016 年）. 梶谷懐『日本と中国経済──相互交流と衝突の
100 年』（ちくま新書、2016 年）. 大西裕『先進国・韓国の憂鬱――少子高齢化、経済格差、グ
ローバル化』（中公新書、2014 年）. 末廣昭『タイ――中進国の模索』（岩波新書、2009 年）. 大
泉啓一郎『老いてゆくアジア──繁栄の構図が変わるとき』（中公新書、2007 年）. 植村和秀『ナ
ショナリズム入門』（講談社現代新書、2014 年）
主要目次. 1 日本国憲法体制と政治の枠組 2 「国権の最高機関」としての国会の機能 3 日本の
立法過程 4 日本の官僚制 5 政策と政策の形成・実施 6 予算と政治・行政 7 行政改革 8 選挙
制度 9 マス・メディアの政治機能 10 地方自治の歴史と制度 11 地方政治の変遷 12 地方議会と
地方選挙 13 地方分権改革 14 日本の民主主義 15 日本の自由主義 16 保守主義の政治 17
平等化と平等主義 18 日本のナショナリズム 19 日本の政治課題.
2016年5月16日 . 五十嵐太郎さんによる『日本の建築入門』の紹介をPR誌「ちくま」より公開しま
す。
2014年6月4日 . 評価 出たばかりの新書。著者は1966年生まれ、京大法卒で京都産業大学教
授。本書は、ナショナリズムの基本にあるネイションというものについて、具体的に、ということはつまり
世界の各地域のネイションのあり方を見ながら考察したものである。 日本は四方を海に囲.
人々はなぜナショナリズムにこだわるのか? 日本と中国、ドイツ、ユーゴスラヴィアなどのヨーロッパ世
界、南北アメリカなど、世界の様々な地域の多様なナショナリズムの構造を分析し、21世紀世界の
最大の問題であるナショナリズムへの基礎的な知識を与える。(講談社現代新書)au公式の電子
書籍ストア「ブックパス」です。月額562円(税抜)の読み放題プランに入会すれば雑誌やマンガ、写真

集など豊富なジャンルの本が読み放題でお楽しみいただけます！
2014年9月5日 . 今後の国の形 『ナショナリズム入門』植村和秀 講談社現代新書 2014年 840円
283頁 もう少しするとスコットランドが今後どうなるのかも判明する頃だが、本書を読むと国の成り立
ちが比較的最近というところが結構ある。当然土地自体に変化はないが、境界線などの変化が凄
まじい。日本には廃藩置県くらいのものはあっても、日本自体が独立とか分離という話はないので、
ナショナリズムも他国との関係で考えるくらいだった。そんなぼんやりとしたのどかな頭脳に刺激を入れ
てくれたのが本書だ。
この本の内容. イデオロギーか，政治運動か．近代的な構築物か，近代以前にも存在したのか．ネ
イションとナショナリズムとの関係は？──議論百出のナショナリズム研究を的確に整理し，さらに，シ
オニズムやファシズムにも着目しながら，ヨーロッパ各地の特徴的な事例を分析する．近現代史最
大のアポリアを解明するために必須の入門書．
国家の盛衰 3000年に学ぶ・ナショナリズム入門. 『国家の盛衰 3000年に学ぶ・ナショナリズム入門』
は、43回の取引実績を持つおとさんから出品されました。ノンフィクション/教養/エンタメ・ホビーの商
品で、東京都から2~3日で発送されます。 国家の盛衰 3000年に学ぶ・ナショナリズム入門. prev.

next.
2014年9月14日 . 日本人は、日本人であることを自明に思っていることが多いと思います。 自分も
例外にもれず、特に疑問に思ったことはないです。 日本人の両親から、日本で生まれたから、日本
人。 でも、 「日本人って、なに？」 「日本って、なに？」 と聞かれたら、多くの人は正確に定義でき
ないか、または、逆に「日本は日本はだろ、日本人は日本人だろ、ばーか！」で終わってしまうような
気がします。 植村和秀「ナショナリズム入門」では、国と民族というものが、世界的にみて、けっこうあ
やふなだということが、これでも.
植村和秀 2014. 『ナショナリズム入門』講談社，283p.，907円． 非常勤で「エスニシティ・地域・境
界」というテーマを持った社会学の講義を担当しているが、最後の事例でヨーロッパの話をする予定
である。国民国家という政治システムは近代期にヨーロッパで誕生した、みたいないい加減な話をし
ているが、じゃあ、実際にヨーロッパ内部で国境の変動がどのようなものであったのかという知識を私
はあまりもっていない。 それこそ、最近は授業の補足資料として高校の世界史の教科書を使ってい
るが、そこにそれぞれの時代の.
人々はなぜナショナリズムにこだわるのか？ 日本と中国、ドイツ、ユーゴスラヴィアなどのヨーロッパ世
界、南北アメリカなど、世界の様々な地域の多様なナショナリズムの構造を分析し、２１世紀世界
の最大の問題であるナショナリズムへの基礎的な知識を与える。（講談社現代新書）. 内容
（「BOOK」データベースより）. クリミア・尖閣・竹島…衝突は、なぜ起こるのか?21世紀最大の難
問。 商品の説明をすべて表示する. 登録情報. フォーマット： Kindle版; ファイルサイズ： 4491 KB;
紙の本の長さ： 205 ページ; 出版社: 講談社.
文・外国語, ダンゴムシに心はあるのか : 新しい心の科学, 森山徹著, 東京 : PHP研究所, 2011.4,
481.78 ﾓﾘ 新書. 政治・経済・経営・商系統. 政経・商, 14歳からの靖国問題, 小菅信子著, 東
京 : 筑摩書房, 2010.7, 175.1 ｺｽ 新書. 政経・商, 政治のキホン100, 吉田文和著, 東京 : 岩波
書店, 2014.9, 310 ﾖｼ 新書. 政経・商, 政治のしくみがわかる本, 山口二郎著, 東京 : 岩波書店,
2009.7, 312.1 ﾔﾏ 新書. 政経・商, 政治の精神, 佐々木毅著, 東京 : 岩波書店, 2009.6, 310.4
ｻｻ 新書. 政経・商, ナショナリズム入門, 植村和秀著.
タイトル, ナショナリズム入門. 著者, 植村和秀 著. 著者標目, 植村, 和秀, 1966-. シリーズ名, 講
談社現代新書 ; 2263. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 講談社. 出版年, 2014.
大きさ、容量等, 283p ; 18cm. ISBN, 9784062882637. 価格, 840円. JP番号, 22418499. トーハン
MARC番号, 33094401. 出版年月日等, 2014.5. 件名（キーワード）, ナショナリズム. Ajax-loader
関連キーワードを取得中.. NDLC, A38. NDC（9版）, 311.3 : 政治学．政治思想. 対象利用者,
一般. 資料の種別, 図書. 言語（ISO639-2.
2017年9月5日 . 真の「愛国者」になるための必読書！ 反日に沸き立つ中韓。日本で炎上するヘ
イトスピーチ。その根源にあるものは何か？ 昭和史を知り尽した両者が歴史を糧に語り尽くす。
本稿では，大まかに 2000 年代後半以後の，ナショナリズムの社会学的研究に関. する新しい動向

を概観することを目的としている．近年の研究動向の「新しさ」は，. 1990 年代半ばから 2000 年代
前半において，ナショナリズムへの関心がインフレ気. 味に増大した時期との対比から導き出されるだ
ろう．そこで本稿では，前半部でこ. うした「前史」について整理を行い，後半部で近年の動向そのも
のを取り上げるこ. ととしたい． 1990 年代は，日本に限らず，ナショナリズム研究の転換点だった．第
1 に，東. 欧の社会主義政権.
Other titles, variant access title:ナショナリズム論入門 colophon title:On nationalism : theory,
history, and area study. Vol, ISBN:9784641123359 ; PRICE:2200円+税. Size, xxii, 405p : 挿
図, 肖像 ; 19cm. Language, Japanese. Notes, 読書案内: 各章末引用・参照文献一覧: p377390. Subjects, BSH:ナショナリズム. Classification, NDC8:311.3. NDC9:311.3. ID, 1000192648.

ISBN, 9784641123359. NCID, BA91176513.
109-117 〈第二章第一節部分〉 中国語書評 廖欽彬 《「日本」への問いをめぐる鬪争：京都學派
と原理日本社》 『中國文哲研究集刊』(台湾中央研究院中國文哲研究所)第三十六期 2010
年３月 PP.194-205 ３ 『昭和の思想』 講談社選書メチエ 2010年11月 全174頁。 （共著6は主に
第一章、論文17は第七章として、加筆の上で本書に収録されている） ４ 『日本のソフトパワー――
本物の〈復興〉が世界を動かす』 創元社 2012年8月 全216頁。 （書き下ろし） ５ 『ナショナリズム
入門』 講談社現代新書 2014年5月 全283頁。
2014年11月30日 . ナショナリズム入門』. 国家への愛着は多様なはず. 恐らく著者は、「書物」への
愛着をもっている。と同時に、眼前の「現実」への激しい興味を抱き続けている。 ドイツやユーゴスラ
ビアで起きている事態は、何なのか。留学中、私の眼の前で起きたコソボとセルビアをめぐる独立運
動を、どう理解すればよいのか－本当に深刻な衝撃をうけた人間は、必ずいったん立ち止まる。書
物を手に取り、冷静に事態を位置づけ、把握しようとするのだ。現実に流されないように。 著者は
「ナショナリズム」を、まずは「.

