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概要
中国１５０年の文明・近代・革命を、思想原典を通して問い直す。第７巻は、１９４５年８月の抗
日戦争の勝利から、５３年の社会主

2016年12月18日 . 国際派日本人養成講座のNo.982 歴史教科書読み比べ（29) ヨーロッパとの
出会いに関する詳細記事。（Powered by BIGLOBEウェブリブログ） キリスト教宣教師を尖兵として
世界を植民地化しようとする西洋諸国に、日本はいかに対峙したか。
7. 【教職】. 【司教】. 【司書】. 教職課程、司書教諭課程、. 司書課程登録（課程費納付）. 新規
登録希望者のみ. 証明書自動発行機で納付。教職課程のみ面接用紙および申請書 .. 界の近
代化とその後). 秋. 木3 熊谷 哲也. 経・法. 社会・地歴 歴史と文化１ （歴史学1）（東洋史）. 歴

史と文化１(中国史a). 春. 木4 張 士陽. 経・法. 社会・地歴 歴史と文化１.
2010年1月17日 . 『新編 原典中国近代思想史』全７巻，岩波書店，2010年2月刊行開始，隔
月配本。 . と民族自救──国民革命・国共分裂から一致抗日へ第６巻 救国と民主──抗日戦争
から第二次世界大戦へ第７巻 世界冷戦のなかの選択──内戦から社会主義建設へ（リーフレット
を研究室ポストに入れておきますので，自由にお持ち下さい。
最終巻となる第７巻では、一九四五年八月の抗日戦争の勝利から、五三年の「過渡期の総路
線」の提起、すなわち社会主義的改造の開始を宣言するまでの八年間に展開された思想的なダ
イナミズムを跡づける。中国を . 世界冷戦のなかの選択―内戦から社会主義建設へ. 個数： . 新
編原典中国近代思想史 〈第５巻〉 国家建設と民族自救. 和書.
新編原典中国近代思想史. まとめて買うには 全ての商品をチェックする 全商品にチェックします
チェックした商品をまとめてかごに入れる チェックされた全商品を買い物かごに投入します. ※在庫が
ない商品につきましてはお取り寄せとなり、出版社の在庫状況によりお取り寄せできない場合があり
ます。 7 件の商品がみつかりました. 全ての商品の.
東南アジア史②・イスラーム史（ウマイヤ朝まで）. イスラーム史（アッバース朝と分裂）. 1講. 2講. 3
講. 4講. 5講. 6講. 7講. 8講. 9講. 10講. 11講. 12講. 13講. 14講. 15講. 16講. 17講. 18講. オリエ
ントやヨーロッパ、インドや中国およびアメリカ合. 衆国、冷戦など世界史の通史をすべて把握するう
えで. の「幹」となる分野を扱います。この25講をしっかり.
中国史を題材としながら、 歴史学を学ぶとの意義や目的、及びその方法について講義を行う。 第
1 回. 歴史学と歴史文学の違い. 第 2 回. 歴史学の発展. 第 3 回. 中国人の歴史意識. 第 4 回.
史料の分析方法. 第 5 回. 時代区分 （1）. 第 6 回. 時代区分 （2）. 第 7 回. 中間試験. 第 8
回. 東アジア世界のとらえ方. 第 9 回. 専制国家と封建制. 第 10 回.
西洋文明は、世界の一体化と近代化によって、地球上のさまざまな諸文明、文化に圧倒的な影
響を及ぼしてきまし. た。他方、その .. 同プログラムについて、. 詳しくは以下のサイトをご参照くださ
い。 http://www.euij-kyushu.com/jp/home /index.html. 更新日付. 2017-03-21 11:11:45.761. 入
門-7 .. 脱冷戦期中国の朝鮮半島政策：趨勢と展望. 6.
46, 45, 125.6, 190749, 哲学, 紀伊國屋書店, 中国の近代と儒教：戊戌変法の思想, 高田淳,
9784314006736, 9784314800426, 1994, ¥2,325, 搭載済 .. 歴史-世界史, 岩波書店, 新編 原典
中国近代思想史 第7巻 世界冷戦のなかの選択 ―内戦から社会主義建設へ, 砂山幸雄 編,
9784000282277, 9784007100864, 2011, ¥16,280, 搭載済.
2017年4月10日 . 2011, 新編 原典中国近代思想史７ 世界冷戦のなかの選択 内戦から社会主
義建設へ, 共著. 岩波書店 ， A5 ， 418p. ， 2011/10/28. 概要（Abstract） 1976年から翌年にかけ
て刊行された「原典中国近代思想史」の続編として、中国近代における多様な認識や議論の厚
みを具体的素材によって示し、なおかつそこに世界の新たな.
暫定政府会合議事録』第４巻前半（1948年6月30日～7月4日）に見るベルナドット和平提案とイ
スラエル国家の「主権」をめぐる論議――, 森まり子. 近代オマーンにおけるインド人とイギリスの領事
裁判権 ――インド人の位置と役割の変遷――, 福田安志. 小部の成立を再考する ――説一切
有部との比較研究――, 馬場紀寿. 東方文化事業“上海.
教学の手引き. 文学部. 2012. 中国文学専攻. 東洋史学専攻. 現代東アジア言語・文化専攻.
東洋研究学域. Ritsumeikan University. College of Letters. 保存版 ... をはぐくんだ中国思想の
特色、またその思想史的展開などについて解説します。 【東洋史学専攻】 .. 新編 原典中国近代
思想史』第 1 ∼ 7 巻（岩波書店、2010 ∼ 2011）※８.
. 光田剛, 中村元哉編集協力 東京 : 岩波書店 , 2010.12. 6. 第6巻 救国と民主 : 抗日戦争から
第二次世界大戦へ / 野村浩一, 近藤邦康, 砂山幸雄責任編集 ; 深町英夫, 中村元哉編集協
力 東京 : 岩波書店 , 2011.3. 7. 第7巻 世界冷戦のなかの選択 : 内戦から社会主義建設へ / 砂
山幸雄責任編集 ; 中村元哉編集協力 東京 : 岩波書店 , 2011.10.
て再建する事例が多発している。これは、修復という名目の人為的破壊にほかならない。世界遺
産は. 「これまで人類が残してきた遺跡や文化的価値が高い建造物、貴重な自然環境など、世界
中の人々が. 共有し、次の世代に受け継いでいくべき“宝物”」であり、人類共通の貴重な財産であ

る。世界遺産. を守り継ぐため、中国はもとより、日本も万里の.
明治の国語科教育－国語科指導の原点に関して .. 川合康三『新編 中国名詩選（中）』（岩波
文庫、二〇一五年） (ISBN-10: 4003700023ISBN-13: 978-4003700020) .. １．導入. ２．啓蒙期
の思想と文学. ３．近代文学の基礎. ４．紅露時代. ５．明治20年代の文学. ６．樋口一葉. ７．
明治30年代の浪漫主義文学. ８．明治30年代の作品を読む.
哲学史. 2単位. 1・2年次. 兼任講師（営） 宇田川 尚 人. 授業の概要・到達目標. ≪授業の概
要≫. 現代社会において思想史を学ぶことは，多様化する情報と価値の海のただ中. で，自らの来
し方・行く先を指し示す〈羅針盤〉のひとつを手に入れることを. 意味する。テクノロジーのフラット化や
世界のグローバリズム志向，それらに. 対置され孤立化する.
(日本近代思想大系 / 加藤周一 [ほか] 編 ; 15). 220, 219, 宮城一般書, 122/Ki42, 近代中国の
思索者たち / 佐藤慎一編. -- 大修館書店, 1998. -- (あじあブックス ; 010). 221, 220, 宮城一般
書, 124.1/Mo81, 孟子 : その行動と思想 / 伊東倫厚∥著. -- 評論社. -- (東洋人の行動と思想 ;
6). 222, 221, 宮城一般書, 124.1/U25, 荀子 : 古代思想家の肖像.
前近代の東アジアに成立していた伝統的秩序は、19世紀に西洋起源の近代的世界秩序と. 対峙
し崩壊する過程で、 . の力関係が逆転しつつあるなかで、中国との関係について適切な立ち位置
を見出せないで. いることへの不安 .. がある（『〈新編. 原典中国近代思想史2〉万国公法の時代
―洋務・変法運動』、岩波書店、2010年、36―53ページ）。
40, 122.02, I56, 入門中国思想史, 井ﾉ口哲也著, 勁草書房, 広島, 3F(開架) .. 73, 209, I95, 1,
世界史へのｱﾌﾟﾛｰﾁ, 樺山紘一 [ほか] 執筆, 岩波書店, 岩波講座世界歴史 1, 広島, 3F(開架)
... 252, 336.98, Ta13, 簿記論過去問題集, 平成25年度版, TAC税理士簿記論研究会編, TAC
株式会社出版部, 税理士受験ｼﾘｰｽﾞ 5-7, 広島, 研究室.
救国と民主 : 抗日戦争から第二次世界大戦へ. フォーマット: 図書; 責任 . <DA14628016>. シ
リーズ名: 新編原典中国近代思想史 ; 第6巻 <BB01204062>; 書誌ID: BB0527503X; ISBN:
9784000282260 [4000282263] CiNii Books Webcat Plus Google Books . 2 図書 世界冷戦のな
かの選択 : 内戦から社会主義建設へ. 砂山, 幸雄, 中村.
関連本が無数にあるなか、著者は戦後アメリカ美術家のなかで、デュシャンの仕事に触発されて独
自の方法を捜したアーティストに標的をしぼり、異説でもつれ合った糸のように .. 新編 感覚・知覚
心理学ハンドブック〈Part2〉』 .. 科研費若手研究（B）「ベンサムの国際法論と国際秩序構想の政
治思想史的研究」研究代表: 小畑俊太郎氏（甲南大学）
2015年3月23日 . 7. 大きな物語としてのマルクス主義がソ連・東欧の崩壊とともに失墜した現代に
おいては、. さまざまな価値規範が乱立し、思想の大きな幹を失ったかにみえる。そうした .. 第 6 章
では、第二次大戦期の京都学派の言説、〈近代の超克〉論、〈世界史の哲学〉とそ . このように、
言説を発する立ち位置を変えていくなかで、廣松が実践.
28, 地域研究（日本）, 7, 戴くおふえい, 日本人との対話ー日本、中国台湾、アジアー, 社会思想
者, 1971, 136600153033 ... 151, 地域研究（日本）, 8, 大塚勝男, 経済発展と技術選択, 文眞
堂, 1990, 4830940212 ... 350, 地域研究（日本）, 9, 正村公宏, 世界史のなかの日本近現代史,
東洋経済新聞社, 1996, ４－４９２－０６０９０－１, 2200円.
2012年9月14日 . これら中国の海洋進出に関する先行研究や、ASB を巡る議論を踏まえ、その.
背景にある思想を、制限戦争に関するクラウゼヴィッツやコーベットの理論、大. 陸国家の海洋進出
に関し冷戦期ソ連の行動をマハン理論で解題した北村謙一、伊. 藤憲一らの先行研究7も含め分
析し、ASB の目指す姿及びヨシハラ、ホームズの.
昆虫が犯人探しに役立った最も古い例も、中国宋代の役人宗慈による『洗冤録』（一二五五年）
にある、村中の人に鎌を持参させ、ハエが群がった鎌の持ち主を犯人と特定したという事例である。
.. 中央教育審議会の案では、その上に日本史に関する探究科目と世界史に関する探究科目とい
う２つの選択科目を置くことになっています。その点では、.
近代中国・教科書と日本 · 青聲社 東京都文京区目白台. ￥8,000. 並木頼寿, 大里浩秋, 砂
山幸雄 編、研文、546, 2p、22cm、1冊. カバ シミ、スレ、天地・小口に経年のヨゴレ v. かごに入れ
る. 気になる本. クレジットカード使用可 銀行振込可 代引き不可 公費可 海外発送不可. 新編

原典中国近代思想史7 世界冷戦のなかの選択 · 花島書店
2011年10月, 砂山幸雄責任編集『世界冷戦のなかの選択』（『新編原典中国近代思想史』７
巻）, 翻訳, 岩波書店, 2011年, 10, 79-135 2010年12月, 野村浩一・近藤邦康・村田雄二郎責
任編集『国家建設と民族自救』（『新編原典中国近代思想史』５巻）, 翻訳, 岩波書店, 2010年,
12, 85-94, 150-152 2011年03月, 野村浩一・近藤邦康・砂山幸雄.
を埋め、その全体像を示そうとするこれらの「原典」が日本の思想界に果たした. 役割は大きい。新
たな全集が編まれる可能性が乏しい .. たが、次第に中国語を選択する学生が増え、白水社にお
いても教科書の売上げに. 中国語が占める割合は大となっていく。そのなか ... 甲虫の怪［近代世
界快著叢書 7］. マーシュ／芳野青泉訳 三六 並製 338p.
中国語Ⅱ. ○. ※2)情報機器の操作. 2. ビジネスコミュニケーション入門 I ○. ※1）English
ExpressionⅡ、韓国語Ⅱ、中国語Ⅱの3科目より1科目選択必修. ※2）2011年度入学生 ... 際化・
情報化時代に即応して、学生に高度な外国語能力と世界に通用する教養・最新の経営 .. [73]
『新編原典中国近代思想史』[全７巻]岩波書店（2010－ ）.
大きな反響を呼んだ『原典中国近代思想史』（以下，旧編と呼ぶ）は，こ. の書評の本文の後に付
した新旧対照表（ ... 中 11 篇）と高かったが，新編では 36％（33 篇中 12 篇）となり，バランス. がよ
くなった。康有為の著作が旧編では 5 篇で ... 第 7 巻 世界冷戦のなかの選択：内戦から社会主
義建設へ. （責任編集：砂山幸雄，編集協力：中村元哉）.
（１～３）日本近代演劇の模索（４～５）近代演劇の黎明（６～８）大正期の日本演劇（９～11）
関東大震災後の . 併せて資料の読解を通じて、悠久の歴史の中で行われた中国人の言語活動
や文化的営為についての基礎的な知. 識を身 .. 増田繁夫『冥き途 評伝和泉式部』（世界思想
社）1995円、唐木順三『無常』（ちくま学芸文庫）1050円、など。
1）本索引は、『書評の書誌2012 ―ブックレビュー索引 上巻 人文・社会・自然編』. 及び『書評の
書誌2012 ―ブックレビュー索引 下巻 文学・芸術・児童編』を対象にした書名索引である。 2）排
列は、五十音順と欧文を別だてにした。 【あ】 あ・うん ああ、懐かしの少女漫画 ああ、ヨーロッパ
アーカイブズが社会を変える アーカイヴの病（叢書・.
6830 プルーストの詩学. 6840 福沢諭吉の横顔. 6850 中国革命と第三党. 6890 フラット化組織の
管理と心理. 6910 三田演説会と慶應義塾系演説会. 6940 日常的世界の探究. 6950 教育・就
労・医療の最前線. 6960 資料 北朝鮮研究Ⅰ 政治・思想. 7000 モビリティ社会への展望. 7010 家
族法. 7020 人間性を育てる教育. 7050 未来を創るこころ.
264 蹇蹇録 の世界. 中塚 明. ﾅｶﾂｶ ｱｷﾗ. 東京. みすず書房. 199203. 19951206 JP. JPN (日本
語:Japanese) 291p. 20cm 4-622-03354-2. 265 近代中国と日本 論集 .. 主義 国の独立と思想.
竹内 好. ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾐ. 東京. 筑摩書房. 198012. 19951206 JP. JPN (日本語:Japanese) 448p.
20cm. 675. 竹内好全集 第 7巻 国民文学論 近代日本の.
一 =重要古語を確認し、言 を正しく身につける〝. 歌論 『無名抄」 2 ・漢文に慣れ、 句法に従っ
て読角軍でき る。 類書 「太平広記」 2. 史伝 「史記」 2. 思想 「韓非子」 2 ... 世界史B (世界史
実践). ' ー 普通科 3. 尼僧形態. 授・業形態 指導者名. 選択. 教科書 (発行所). 『詳説世界史
B』 (山剛出版社). 教科書以外の教材. (発行所). 『世界史用語集』.
林彪事件とは? 林彪事件（りんぴょうじけん）は、1971年9月13日に発生した、中華人民共和国の
林彪中国共産党中央委員会副主席による、毛沢東共産党主席暗殺未遂及びクーデター未遂
事件、及びその後の亡命未遂事件。「9・1.
の思想と生活を学びながら、民主主義の源流を考え、現代の世界でまだルソーの理想が実現され
て .. インターネットを始めいろいろな世界の中国語に関心をもってほしい。 .. 社会思想史とは何か.
・正義と秩序. 第一章 公共善と正義. ・古典時代の社会思想概観. ・プラトン『国家』（ポリテイ
ア）. 第二章 社会契約論と正義. ・近代の社会思想概観.
2017年4月13日 . 私たちは「近代化」した社会に生きています。その「近代」社会を支えている世界
観や価値観は、西欧のキリスト教に深く根ざし、. それを批判的に革新することで生まれてきたものと
見ることができます。こうした見方に立って近代西欧のキリスト教思想史をふり. 返ってみたいと思いま
す。それを通じて、現代世界でのキリスト教のあり方.

2009年4月15日 . 2011 年 12 月 3 日に成城大学グローカル研究センター主催で行われた講演会
「世界市民（グロ ... つつあるなかで、その空白に、産業革命や政治革命の思想的背景である啓
蒙主義と近代主義（モ. ダン）が登場してき .. に選択したものだと言うジョン・M・マッケンジー（『大英
帝国のオリエンタリズム―歴史・理論・諸芸術』平田雅博.
Series: 新編原典中国近代思想史 ; 第5巻 <BB01204062>; Catalog.Bib: BB04363007; ISBN: .
7 Book 現代中国の民族と経済. 佐々木, 信彰(1949-), 周, 星(1959-), 塚田, 誠之(1952-), 山
崎, 雅人, 鄭, 雅英, 長谷川, 清(1956-), &hellip;. 世界思想社. 2 Book 世界冷戦のなかの選択
: 内戦から社会主義建設へ. 砂山, 幸雄, 中村, 元哉(1973-).
資料名：高校歴史地理 号：717 ページ：36-41 発行年：2007年. もっと見る. 特許 (0件). 書籍
(10件). 新編原典 中国近代思想史 第7巻 世界冷戦の中の選択. 岩波書店 2011年. 新編原
典中国近代思想史 第6巻 救国と民主. 岩波書店 2011年. 近代中国・教科書と日本. 研文出
版 2010年. 新中国の60年. 創土社 2009年. 汪暉著 思想空間としての.
一般 6月9日（金）開始（Web・電話・窓口）. 夏講座 7 月開講. Vol.2 Summer. ハガキ：5 月 26
日（金）消印有効. Web：5 月 29 日（月）. 早稲田校. 八丁堀校. 中野校 ... 中野校. 夏. 外国
語. 索引. 文学の心. 日本の歴史と文化. 世界を知る. 芸術の世界. 人間の探求. くらしと健康. 現
代社会と科学. ビジネス・資格. 227. オープンカレッジのご案内. 3.
2007年9月19日 . 本シリーズは，以上のような視点から，「中華世界」と近代の邂逅，中国の直面
した「近代性」の構造，さらには「グローバル化」のなかでの中国の変化に注目し . 7.世界冷戦のな
かの選択――内戦から社会主義建設へ. 開国と社会変容新編」総序「旧編」総序凡例地図解
説（茂木敏夫，菊池秀明）. １ 清代後期の社会と思想状況I １.
出版情報: 東京 : 岩波書店, 2011.10. シリーズ名: 新編原典中国近代思想史 ; 第7巻. 子書誌
情報: loading… 所蔵情報: 貸出可, 本館開架(カウンター申し込み), 309.0222/Su74.
2016年8月1日 . 毛沢東（もうたくとう）は、現在の中華人民共和国の建国者であり、. 同時に一党
独裁体制の中国共産党の初期の創立メンバーの一人でもあります。 ２０世紀に、スターリン、ヒト
ラーに並ぶ独裁権力を手に大粛清を行い、. いまだ功罪定まらない毛沢東ですが、善悪を超えて２
０世紀中国の巨人である事は. 評論家も間違いないと断.
新編原典中国近代思想史 ４ 世界大戦と国民形成/野村 浩一/近藤 邦康/並木 頼寿/坂元 ひ
ろ子/砂山 幸雄/村田 雄二郎/吉川 次郎（社会・時事・政治・行政） - 中国１５０年の文明・近
代・革命を、思想原典を通して問い直す。第４巻は、王朝体制打倒後の中華民国の誕生から五
四新文化運動の展開期までの原典を扱.紙の本の購入はhontoで。
並木浩一／編 荒井章三／編. 世界思想社 2,484円. ISBN 978-4-7907-1556-6 2012年2月 人
文／宗教・キリスト教／キリスト教一般. お取り寄せ. カートに入れる · お気に入りに追加 · 新編原
典中国近代思想史 ７. 世界冷戦のなかの選択 内戦から社会主義建設へ. 野村浩一／編集委
員 近藤邦康／編集委員 並木頼寿／〔ほか〕編集委員.
cover. ＜図書＞. セカイ レイセン ノ ナカ ノ センタク : ナイセン カラ シャカイ シュギ ケンセツ エ. 世界
冷戦のなかの選択 : 内戦から社会主義建設へ / 砂山幸雄責任編集 ; 中村元哉編集協力. (新
編原典中国近代思想史;第7巻).
古事記』『日本書紀』によれば、古い時代には「豊葦原瑞穂国(とよあしはらみずほのくに)」あるいは
「葦原中国(あしはらのなかつくに)」などとよばれた。 . にほん」か「にっぽん」かという論議は、日本が
近代国家として世界に登場するようになってからしばしば繰り返されたが、今日でも決着はついてい
ない。1934年（昭和9）3月、文部省臨時国語審議会.
22, 028/1//ISHIMODA, 日本の名著 : 近代の思想 / 桑原武夫編. ... 143, 081/22/7/ISHIMODA,
アラビアのロレンス ; 世界史の十二の出来事 ; 権力の偉大と悲惨 / 中野好夫著. .. 中国思想 ; 1).
438, 120/1/3/ISHIMODA, 道家と道教 / 宇野精一[ほか]編. -- 東京大学出版会, 1967.4. -- (講
座東洋思想 / 宇野精一[ほか]編 ; 第3巻 . 中国思想 ; 2).
AA009 西洋哲学史ＢI. 西洋近代哲学史は、十七世紀に一応の成立をみた科学革命の衝撃を
受けて、デカルトとともに始まる。こ. の初期起動のゆくえを、デカルトの主著と見なされ . AA012 東
洋思想史. 中国の思想を儒教的な文脈で集大成した朱子学の思想的構成を考察し、さらに、朱

子学の解体過程に. 登場する陽明学の思想的特徴を分析し.
中国語結果構文の研究 動詞連続構造の観点から 上製. 石村広. 白帝社. 2011年10月. 5,966
円 . 清代中国琉球交渉史の研究 ／関西大学東西学術研究所研究叢刊 40. 松浦章. 関西大
学出版部. 2011年10月 .. 世界冷戦のなかの選択 内戦から社会主義建設へ ／新編 原典中国
近代思想史 7 上製. 砂山幸雄 責任編集. 岩波書店. 2011年10月.
世界思想史 ; 6-7). 470, 469, 長野一般書, 126/N37/23, 下, 近代思想 / 中村元著 ; 上, 下. -春秋社, 1977. -- (中村元選集 ; 第22-23巻 . 世界思想史 ; 6-7). 471, 470, 長野一般書,
126/N37/3, 3, 東洋人の思惟方法 / 中村元著 ; 1 - 4. -- 春秋社, 1961. -- (中村元選集 ; 第1-4
巻). 472, 471, 長野一般書, 126/N37/4, 4, 東洋人の思惟方法 / 中村元著.
救国会派知識人」の抗日国際統一戦線論に関する覚書, 広島大学東洋史研究室報告,
pp.12, 19901201; 現代中国における『愛国』と『民主』-章乃器の軌跡を中心として-, ... 2011年10
月, 砂山幸雄責任編集『世界冷戦のなかの選択』（『新編原典中国近代思想史』７巻）, 翻訳,
岩波書店, 2011年, 10, 79-135; 2010年12月, 野村浩一・近藤邦康・.
9784000282253. 新編原典中国近代思想史 第５. 巻. 国家建設と民族自救. 野村浩一. 岩波
書店. 2010年12月. 5,400. 歷史學. 9784000282260. 新編原典中国近代思想史 第６. 巻. 救国
と民主. 野村浩一. 岩波書店. 2011年3月. 5,700. 歷史學. 9784000282277. 新編原典中国近代
思想史 第７. 巻. 世界冷戦のなかの選択. 野村浩一 砂山. 幸雄.
世界冷戦のなかの選択 内戦から社会主義建設へ. 野村浩一／編集委員 近藤邦康／編集委
員 並木頼寿／〔ほか〕編集委員. 岩波書店 6,156円. ISBN 978-4-00-028227-7 2011年10月 人
文／世界史／中国史. 通常１～２日で出荷. カートに入れる · お気に入りに追加 · 新編原典中
国近代思想史 ６. 救国と民主 抗日戦争から第二次世界大戦へ.
cover. 国家建設と民族自救 : 国民革命・国共分裂から一致抗日へ / 野村浩一, 近藤邦康, 村
田雄二郎責任編集 ; 光田剛, 中村元哉編集協力. コッカ ケンセツ ト ミンゾク ジキュウ : コクミン カ
クメイ コッキョウ ブンレツ カラ イッチ コウニチ エ. (新編原典中国近代思想史;第5巻).
2011年10月1日 . 1963年に「原典でとらえる中国革命百年の思想史」の編集を意図して、13年に
亘る研究会を経て、「原典中国近代思想史」は刊行された。当時は日本にも中国にも類書はな
く、思想史の概説書も乏しく、資料も情報も制約が多かった。その中で、中国が旧体制を変革し
新中国を創建するまでの百年間を、原典を通して反帝反封建.
新編原典中国近代思想史 7巻セット（社会・時事・政治・行政）の最新情報・紙の本の購入は
hontoで。あらすじ、レビュー（感想）、書評、発売日情報など充実。書店で使えるhontoポイントも
貯まる。国内送料無料で、最速24時間以内出荷。
戸高一成（大和ミュージアム館長）戦後70年の今年、海に沈む戦艦武蔵が初めて発見され、世界
中の注目を集めた。また、今年5月、 .. 東大文学部倫理学科卒業、東北大大学院文学研究科
日本思想史専攻博士課程単位取得修了。専門は近代 ... 竹内好（中国文学者、１９１０～７
７）は、より端的に「民主主義か独裁か」の選択だとした。方向性を.
砂山幸雄 のおすすめ作品. BOOK · 『世界冷戦のなかの選択 新編・原典中国近代思想史7』.
世界冷戦のなかの選択 新編・原典中国近. BOOK · 『救国と民主 新編・原典中国近代思想史
6』砂山幸雄. 救国と民主 新編・原典中国近代思想史6 · BOOK · 『思想空間としての現代中
国』砂山幸雄. 思想空間としての現代中国.
2014年2月6日 . 石弘之・安田喜憲・湯浅赳男『環境と文明の世界史 人類史20万年の興亡を
環境史から学ぶ （新版）』（洋泉社歴史新書、2013年11月21日） . 【前近代】 ・小島毅監修、島
尾新編『東アジア海域に漕ぎだす4 東アジアのなかの五山文化』（東京大学出版会、2013年11
月） ・奈良本辰也『吉田松陰著作選 留魂録・幽囚録・回顧録』（.
東京 : 法政大学出版局 , 2009.7 (ディルタイ全集 / [ディルタイ著] ; 西村晧, 牧野英二編集代表
; 第7巻): 中央学3F 134.9/D/7 11677696. 哲学の根本問題 .. 朝鮮開化思想とナショナリズム : 近
代朝鮮の形成 / 月脚達彦著. -- 東京 : 東京大学出版 . 東京 : 講談社 , 2009.5 (興亡の世界
史 : what is human history? ; 11): 中央学3F 223/I 11679845.
新編原典中国近代思想史 第5巻）. 村田, 雄二郎. 岩波書店. 2010. ¥15,400. 1012550335. 救

国と民主 ―抗日戦争から第二次世界大戦へ―. （新編原典中国近代思想史 第6巻）. 野村,
浩一. 岩波書店. 2011. ¥15,400. 1012550336. 世界冷戦のなかの選択 ―内戦から社会主義建
設へ―. （新編原典中国近代思想史 第7巻）. 砂山, 幸雄.
2017年11月5日 . ネパールでカーストを生きぬく / 出版社 世界思想社 著者 中川加奈子. ２３李?
巻 [中国語繁体字] 中国書法全集 サーフィン Edition 和食,植民地期朝鮮の地域変容 日本の
大陸進出と咸鏡北道 西尾克三郎 (1-69巻 シュタイナーの黒板絵. コレラ、朝鮮を襲う 身体と医
学の朝鮮史 / 出版社 法政大学出版局 著者 申東源. 人と芸術/.
学修を促すために，中国史の時代区分に関する著名な文献の読解や内容整理を実習したり，授
業中に発言を求めたりす. ることもあります。 ◇準備学修 中国史の全体像を把握するための準備
学修として，『東洋史概説 0623』（通信教育教材）や高等学校で使. 用している教科書「世界史
B」の中国前近代史関連部分を熟読しておくと，授業の理解が.
レッスン刑事訴訟法［中］. 四六判 228 頁・価 1500 円. C-3032 0160-7. 刑事訴訟法とその制度に
ついて，これから専. 門的に勉強しようとする人，通常の社会人と. して関心をもつ人を対象に社会
.. して，近代裁判制度の原点ともいうべきフラ. ンス司法制度に焦点をあて， .. 威が，冷戦の終結
という世界史的激変を前に，. 「経済大国」日本が負う.
－7－. 専任教員の教育・研究業績. (表24). 所 属. 経済学部. 職 名. 名. 教 授. 氏 名. 名. 太
田 康信. 大学院における. 研究指導担当資. 格の有無. 有. Ⅰ 教育活動 .. 論文. 「東アジアのな
かの日本律令国家」『日本. 史講座2』. 単著. 2004 年. 東京大学出版会. 大町健. 論文. 「律令
制科下の国司支配と国例」『律令制. 国家と古代社会』. 単著. 2005 年.
西洋近代思想論特論. 角 忍. 人文社会科学専攻. 履修における注意点. 参考文献等. 授業の
なかで指示する。 教科書. 使用しない。 成績評価の基準と方法. リポートによる。 .. 西洋思想史.
授業の概要. ユーリアーヌス著『ヘーリオス頌』の重要な文脈に見当をつけ、この要所を押さえる。
授業計画. いきなり原典ギリシア語は登攀困難で学生なら誰.
野村浩一／編集委員 近藤邦康／編集委員 並木頼寿／〔ほか〕編集委員 砂山 幸雄１９５４
年生。東京大学大学院社会学研究科国際関係論専攻博士課程単位取得満期退学。愛知
大学現代中国学部教授. 巻の書名: 世界冷戦のなかの選択 内戦から社会主義建設へ. 巻の著
者名: 砂山幸雄／責任編集 中村元哉／編集協力. 出版社名. 岩波書店.
新編原典中国近代思想史 ６ 救国と民主/野村 浩一/近藤 邦康/砂山 幸雄/深町 英夫/中村
元哉/並木 頼寿/坂元 ひろ子/村田 雄二郎（社会・時事・政治・行政） - 中国１５０年の . 第６巻
は、「抗戦建国」の課題のもとに繰り広げられた、中国の「近代」経験と「文明」の解体・再生のあり
さまを描く。 .. 新編原典中国近代思想史 ７ 世界冷戦のなかの選択.
【TSUTAYA オンラインショッピング】世界冷戦のなかの選択 新編・原典中国近代思想史7/砂山
幸雄 Tポイントが使える・貯まるTSUTAYA/ツタヤの通販サイト！本・漫画やDVD・CD・ゲーム、ア
ニメまで人気の付録・特典やおすすめの新作・予約受付、ランキング・発売日情報まで盛りだくさ
ん！
1998年9月25日 . 新着図書(1998年７月受け入れ分). ２歴史. ０総記・全集. 関曠野「歴史の学
び方について―『近現代史論争』. の混迷を超える」◇紀平英作他「世界の歴. 小林康夫他編
「新・知の技法」◇W・イーザー「行. 為としての . 西順蔵編「原典中国近代思想史１∼６」◇溝口.
雄三他「中国という視座」◇安井三吉他「孫文・. 講演『大アジア.
関連文献： 7件中 1-7を表示. 1. 世界冷戦のなかの選択 : 内戦から社会主義建設へ. 砂山幸雄
責任編集 ; 中村元哉編集協力. 岩波書店 2011.10 新編原典中国近代思想史第7巻. 所蔵館
191館. 2. 救国と民主 : 抗日戦争から第二次世界大戦へ. 野村浩一, 近藤邦康, 砂山幸雄責任
編集 ; 深町英夫, 中村元哉編集協力. 岩波書店 2011.3 新編原典.
講義の中で紹介する。 近代思想史Ⅱ 2単位 （秋学期）. ドイツ近代社会思想における自由と共
同. 講師 針谷 寛. 授業科目の内容：. ヨーロッパ社会思想史における「市民社会」 .. 7. 数量化
理論. テキスト（教科書）：. Excel による統計入門(Office 2007対応)：縄田和満，朝倉書店. 参
考書：. 推計学のすすめ：佐藤信，講談社ブルーバックス. 基礎情報.
フィリピン政治研究からスタートし、同国の民主化や政軍関係、民主化過程の比較政治研究など

を手がけ、90年代半ばから国際政治に研究の重心を移していった。2001年に刊行した処女単著
『戦争を記憶する』が、折からの歴史認識論争のなかで注目された。同時多発テロ事件以後は総
合雑誌や新聞など論壇活動が増えていき、テレビ出演も.
9784764904057 近代科学社. MITの教科書として、世界中で最も著名な線形代数入門書。初
歩の一歩. から高みまで学ぶ事ができる。【目次】ベクトル入門／線形方程式の求解. ／ベクトル
空間と部分空間／直交性／行列式／固有値と固有ベクトル. ／線形変換／応用／数値線形
代数／複素ベクトルと複素行列／演習. 問題の解答／復習のため.
2014年1月26日 . なお、今月の同文庫の注目新刊として、エラスムス『痴愚神礼讃 ラテン語原典
訳』（沓掛良彦訳、本体857円、368頁、ISBN978-4-12-205876-7）があります。同作品の既訳に
は、同社の『世界の名著』からスイッチされた『痴愚神礼讃』（渡辺一夫／二宮敬訳、宮下志朗解
説、中公クラシックス、2006年9月）があるほか、古くは『愚神.
2017年3月30日 . 20 世紀中国政治. □ 資料集 □. 【新編 原典中国近代思想史】. 7 巻，野村
浩一，近藤邦康，並木頼寿，坂元ひろ子，砂山幸雄，村田雄二. 郎編，岩波書店，2010-2011
年。 . 国と民主），第 7 巻（世界冷戦のなかの選択）から構成されている。 【原典 . のは少ないが，
当該の文献が，いかなる国際的な環境のなかで書かれたのか.
中日姓名の比較・東アジアの中の日本・転位する日本画・韓国文化歴史と日本・アジアと日本諸
説・旧満州における日本町・中日農村の比較・日印関係と宮沢賢治の菜食主義・韓国における
日本研究・中国史のなかの日本像・漢学から東洋史へ・教科書問題・植民地朝鮮歴史学・中
国思想史・東アジア冊封体制・中世日本・日本辺境論・日中の時間.
砂山 幸雄編, 世界冷戦のなかの選択：内戦から社会主義建設へ (新編 原典中国近代思想史
第7巻), 岩波書店. 清明集研究会編, 『名公書判清明集』（官吏門）訳注稿＜下＞. ―附訳註
稿総合索引, 清明集研究会. 關尾 史郎, もうひとつの敦煌：鎮墓瓶と画像磚の世界, 高志書院.
仙石 知子, 明清小説における女性像の研究：族譜による分析を中心に.
2017年9月14日 . 家永 真幸. アジア研究 57(4) 75-78 2011年10月. 【翻訳・解題】潘光旦「アメリ
カの心理を診断する――アチソンの外交政策に関する三演説を論ず」、同「学と政と党」. 家永 真
幸. 砂山幸雄編『世界冷戦のなかの選択――内戦から社会主義建設へ（新編原典中国近代思
想史第7巻）』岩波書店 217-222, 295-301 2011年10月.
2014年4月14日 . 振り回されたといえば、中国、韓国、北朝鮮にも振り回されていますね。 気象も
変化しているから、というわけでもなかろうが、日本を取り巻く安全保障環境もかなり変化しています
よ。 140414-06demo.jpg かつて米ソ冷戦時代、日本の左翼勢力は「安保反対」「反戦平和」「核
兵器反対、核実験反対」を唱えていれば、平和主義者の.
戦後部落解放運動史 永続革命の行方 (河出ブックス 041)/友常勉/著(単行本・ムック). 1,404円
. 世界史 ／ パリ解放１９４４−４９／アントニー・ビーヴァー／アーテミス・クーパー／北代美和子.
4,536円 .. 【送料無料選択可】新編原典中国近代思想史 7/野村浩一/編集委員 近藤邦康/編
集委員 並木頼寿/〔ほか〕編集委員(単行本・ムック). 6,156円.
巻次, 第7巻. 別タイトル, 世界冷戦のなかの選択 : 内戦から社会主義建設へ. 部分タイトル, 世
界冷戦のなかの選択 : 内戦から社会主義建設へ / 砂山幸雄 責任編集. 部分タイトル, 解説 /
砂山幸雄 著. 部分タイトル, 「惨勝」と戦後中国への展望 抗日戦争勝利後の新情勢と新任務 /
毛沢東 著砂山幸雄 訳. 部分タイトル, 抗戦勝利を慶祝して全国同胞.
世界冷戦のなかの選択 · 砂山 幸雄 編. 救国と民主 · 野村 浩一 編 近藤 邦康 編 砂山 幸雄
編. 国家建設と民族自救 · 野村 浩一 編 近藤 邦康 編 村田 雄二郎 編. 世界大戦と国民形成
· 坂元 ひろ子 編. 民族と国家 · 村田 雄二郎 編. 万国公法の時代 · 村田 雄二郎 編. 開国と社
会変容 · 並木 頼寿 編. 1～7件 (全7件) | 1 |. ページトップへ戻る.
第５週 ＥＵの成り立ちと苦悩と今後. 第６週 外部講師（欧米のビジネスから学ぶ）. 第７週 中国の
現状と今後（大国としての責任と課題）. 第８週 外部講師（中国ビジネスに学ぶ）. 第９週 今なぜ
アジアが注目されるか？（アジアビジネス・. ＮＰＯ活動など）. 第10週 課題研究「2020東京オリン
ピック・パラリンピックで. どうつながる世界と日本（自分たちは何.
Amazonで砂山 幸雄の世界冷戦のなかの選択――内戦から社会主義建設へ (新編 原典中国

近代思想史 第7巻)。アマゾンならポイント還元本が多数。砂山 幸雄作品ほか、お急ぎ便対象商
品は当日お届けも可能。また世界冷戦のなかの選択――内戦から社会主義建設へ (新編 原典
中国近代思想史 第7巻)もアマゾン配送商品なら通常配送.
新編原典中国近代思想史 第7巻 世界冷戦のなかの選択. 欲しいものリストに入れる. 本体価格
5,700円. 税込価格 6,156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.
2008年1月1日 . 16年の事態対処法制関連 7 法成立および 3 条約の承. 認などを併せ考え . 中
国との大陸棚海底資源問題、歴史問題、中台 .. 2 CRF新編の背景. 現在、陸上自衛隊は、近
年の我が国周辺の不透明・不. 確実な安全保障環境、世界的な軍事力の役割が増大する. 傾
向を踏まえて策定された防衛計画大綱（平成16年12. 月）に示.
2012年9月19日 . 274 (新編原典中国近代思想史 . 第5巻) 国家建設と民族自救. 野村浩一.
275 (新編原典中国近代思想史 . 第6巻) 救国と民主. 野村浩一. 276 (新編原典中国近代思
想史 . 第7巻) 世界冷戦のなかの選択. 野村浩一. 277 数、方程式とユークリッド幾何 : ガロア理
論から折り紙の数学まで. 西田吾郎. 278 数学を活用し、思考力、.
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力; Language: Japanese . Series: 新編原典中国近代思想史 ; 第6巻; Catalog. . 4 eBook 世界
冷戦のなかの選択 : 内戦から社会主義建設へ.
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７・８. 副 題. 前年度・次年度との関係. 授業の内容. 今年度は日本近代史に関する方法的論
文と史料集を、史料読解に重点をおきながら、ゼミ. ナールを行う。 テキストには『日本近代思想体
系』（岩波書店）から適当なものを選択するが、ゼミ参加. 者の希望も聞いて最終的には決定した
い。 テ キ ス ト. 参 考 文 献. 関連科目履修条件. 成績評価方法.
50, 34116, 女が素敵な子どもの本, それからのノラたちの選択, 木村 民子 著, 近代文芸社, 1996,
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たち, 青山 吉信 編, 評論社, 1976, 209, ｾ, 07.
新編原典中国近代思想史（第7巻） - 野村浩一 - 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。
世界冷戦のなかの選択 : 内戦から社会主義. 建設へ (新編原典中国近代思想史:第7巻). 砂山
幸雄責任編. 集/中村元哉編. 集協力. 岩波書店. 122.08||Sh||7. 212003117. 7. プラトニズム講
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2011年10月31日 . 新編 原典中国近代思想史 第7巻 世界冷戦のなかの選択 内戦から社会主
義建設へ」 砂山幸雄編 岩波書店 5,985円 「図解これから伸びる中国企業地図 １時間でわか
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