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概要
哲学 第６８号（２０１７年４月） 哲学史研究の哲学的意義とはなにか？/日本哲学会（哲学・思
想・宗教・心理）の最新情報・紙

本講座では初級Iで学んだ内容（第一から第三変化名詞、第一・第二変化形容詞、動詞の時制
変化）をもとに、引き続き文法事項を学んで行きます。 .. 哲学. キャンセル待ち ヘーゲル『精神現象
学』を読む （一般：12,000円/8回 学生：6,000円/8回）※定員10名・月2回開講. 第2・第4金曜日
19：30〜21：00 (4/13, 4/27, 5/11, 5/25, 6/8, 22, 7/13,.
井上円了における西洋哲学と仏教の理解について――東京大学における『大乗起信論』の講義
等をふまえて, 竹村牧男, 『大乗起信論』と主体性：近代東アジア哲学の形勢そして論争, APF

Series 4, 43 - 63, 2017年03月; 近代日本仏教の一場面――井上円了の仏教復興活動につい
て, 竹村牧男, 宗教哲学研究, (34) 29 - 43, 2017年03月; 密教.
哲学 〈第６８号（２０１７年４月）〉 哲学史研究の哲学的意義とはなにか？ 日本哲学会; 価格
¥1,944（本体¥1,800）; 日本哲学会（2017/04発売）; ポイント 18pt. ウェブストア用在庫がございます
が僅少です （※複数冊ご注文はお取り寄せとなります）; 出荷予定日とご注意事項 ※上記を必ず
ご確認ください 【出荷予定日】 □ 通常ご注文日の翌々日～4.
研究テーマ履歴. 国民主義の思想史的研究. 研究テーマのキーワード：ナショナリズム、マキアヴェリ,
ルネサンス、ヘーゲル、ウェーバー. 個人研究. 法の基本概念（自由、 .. 実定法的原理」考. 笹倉
秀夫. 『自由と正義の法理念』p.381 - 4062003年07月-. 「法科大学院と基礎法学」. 笹倉秀夫.
東京大学出版会刊『ＵＰ』２００３年４月号2003年04月-.
2017年4月1日 . 第76回大会シンポジウム「哲学史研究の哲学的意義とはなにか？」 シンポジウム
趣旨（井頭昌彦・榊原哲也） 哲学史研究の哲学的意義――哲学史との間合いの取り方（松田
克進） 哲学史研究は哲学的かつ歴史的でありえるのか――過去の主張についての規範的探求と
いう観点からの提案（植村玄輝） 始まりを問う哲学史――.
マルクス リュッターマン. 専門分野, 日本中世社会史（古文書学、文化史学）・記号論・心性史・
言動史. 研究テーマ, 菅浦文書、契沖の知識論などを経て今や故実書・文学・筆跡の実例を中
心に、中近世の礼儀作法を、とりわけ日本語による書簡類を研究しております。言動及び心性の
傾向を解明したく、欧州とも比較考察しながら、認識論及び記号論と.
動物福祉』概念の哲学的再検討」 人と動物の倫理研究会第五回研究会発表、京都大学に
て、2017年10月28日; 「人と動物のあるべき関係とは---動物福祉の考え方を . にて、2017年4月22
日; 「シミュレーションの哲学の全体像」「コンピュータ・シミュレーションの科学論」研究会講演、国立
科学博物館筑波地区にて、2017年3月27日; 「科学的である.
おやさと研究所. 教授 金子昭（カネコアキラ） KANEKO Akira. 電子メール: akira-k. 天理大学学
術情報リポジトリ（学内論文・報告書など）. このページを印刷. 基本情報; 研究活動詳細; 教育 .
現在の専門分野, 倫理学、哲学的人間学、宗教社会福祉論 . 経歴, 文学修士（1986年3月）
慶応大学大学院、博士（哲学）（1993年6月）慶応大学大学院.
私の哲学」では、世界を知る各界でご活躍中のオピニオンリーダーの方々に、大切にしておられる哲
学や信条をご経験談とともに伺い、皆様に紹介して参ります。 未来を生きる .. 2017年3月、“光冷
暖システム”でジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）2017 最優秀レジリエンス賞（医療 もの
づくり）を受賞した、二枝たかはる氏。氏に、システム.
1798年の人間論にフーコーが着目した理由もそこだし、柄谷の文学論の意義もそこにある。） .
0013 考える名無しさん 2017/03/04 05:41:49. 2017年03月03日 柄谷行人「普遍宗教は甦る」 こ
れからアメリカに行く。 昨年１１月、 広州(「Ｄの研究」の研究)、 香港(柄谷行人国際 .. 私は十代
に哲学的な書物を読みはじめたころから、いつもそこに「こ
2017年8月27日 . 2017 年 8 月. 目次. 1. はじめに. 1. 2. 「文化」以上の何かをもたらす文学. 3. 3.
「教養科目」としての哲学、「グルント」としての哲学. 10. 4. 選びとられる歴史学. 15. 5 . 一橋法学
の七十五年」 『一橋論叢』 第 24 巻第 4 号、1950 年 10 月、497-527 頁。 . 教養論の歴史から
――」 『教育哲学研究』 第 87 号、2003 年 5 月、36 頁。
モラロジー研究発表会. モラロジー研究発表会. モラロジーの学問的研究と倫理道徳研究の推進
を目的に講演や研究発表を行っています。 ◇平成29年度 第45回モラロジー研究発表会 .. 2016
年4月20日（水）, 「廣池博士の東洋法制史研究の特色と学説史上の意義」 久禮 旦雄 .. 講演.
コミュニタリアニズムと公共哲学―その思想と運動 小林正弥.
学部後期ゼミナール [ ｜2017年度版案内(3年), 2017年度版案内(4年) ] . 1980年 4月 東京大
学大学院人文科学研究科宗教学・宗教史学専門修士課程入学 . 論文（94年以降）. ・「哲学
的宗教言語の帰趨」『哲学』 通巻68号, p.65-80, 日本哲学会, 2017.4 ・「美的モデルネ・民族主
義・スピリチュアリティ−−L・ファーレンクロークをめぐって」鎌田東.
20世紀前半を代表するドイツの哲学者マックス・シェーラーはその晩年人間学の研究. に専念し，そ
の成果を『哲学的人間学』と題する著作のうちに体系化しようと努力してい. た。しかし，この著作は

彼の突然の死によって完成することなく，大量の草稿が残された. ままとなった。この遺稿のなかで特
に注目されるのが，彼の死の前年に公表された.
平成仮面ライダーシリーズなどでおなじみ、脚本家・井上敏樹先生のエッセイ『男と×××』。仲良く
なった高級鮨屋の大将は、昔少年院を出ていて……？ 敏樹先生が聞いた、大将の若かりしころ
の「剛の者」たるエピソードの数々を披露します。 男 と 男 再び 井上敏樹去年、なかなか面白い男
に出会った。相手は鮨屋の大将である。Ｂ級グルメで有名な.
2015年4月27日 . 新潟大学大学院現代社会文化研究科共同研究プロジェクト「世界の視点を
めぐる思想史的研究」の一環として公刊された『知のトポス──世界の視点』第10号をご紹介しま
す。 □ 『知の . 共にあることの哲学と現実──家族・社会・文学・政治』岩野卓司編、書肆心水、
2017年：「家族への信──デリダと絆のアポリア」21-38頁。
具体的に考えるために，文学的文章教材と説明的文章教材の教材研究をおこない，習得させる
べき国語学力と授業像について考えます。 基本的には，講義の形態でおこないます。 河野 智文
（教育学部教授）, 福岡県宗像市, 6.0時間, 平成29年8月23日, 教諭, 小学校教諭（基礎的な
内容を望む者）, 6,000円, 60人, 平成29年4月17日～ 平成29年7.
2017年4月4日 . 4: 以下、＼(^o^)／でVIPがお送りします 2017/04/03(月) 18:47:25.753
ID:Za7X88WC0. 深く物事を考える事の訓練には . 実際儒教みたいなやつは基本的に染み付いて
るし学問としての哲学はどうしたって実用性がない. 19: 以下、＼(^o^)／でVIPが .. 歴史的哲学史
を知るのは大いに意味がある 現代哲学史は大学院でやれ.
2017年7月21日 . 平川秀幸．2017．「子ども・被災者支援法の『意義』を掘り起こす ― リスクガバ
ナンスのデュープロセスともう一つの権利侵害」，『科学』2017年3月号(Vol.87 .. 科学技術の公共
的問題にどう取り組むか ― 民主性と専門性の対立を超えて」（第14章），山岡龍一・齋藤純一
編著『改訂版・公共哲学』（放送大学大学院教材），放送大学.
INSTITUTE OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES，KANAZAWA UNIVERSITY. 金沢大
学. 金沢大学. 人間社会研究域研究業績集. ２０１７年３月. 金沢大学人間社会研究域 . （1）
人間社会研究域教員構成，教員所属，職名等は平成28年10月1日現在とした。 ... 論文：「｢自
律的自己｣の起源について」『哲学・人間学論叢』第4号，2013年。
2017年7月4日 . 授賞対象論文「学校教育で音楽をつくることの再認識—音楽は自己のイメージ
から生成しない—」. （『音楽教育学』第 46 巻第２号）. 選定理由 : 同論文は，日本の音楽づくり
や創作活動の意義を哲学的視点から丹念に考察した研究で. ある。「自己」および「イメージ」とは
何かを考える必要を導出し，創作の意義を問い直す論述に.
[研究発表]日本年號資料中的《尚書》(水上雅晴)[司会]A4組（水上雅晴）[国際《尚書》学会
第四回国際学術シンポジウム]. 日時 : 4/19(火)・20（水）; 場所 : 香港浸會大學逸夫校園郭鍾
寶芬女士康體文娯中心; 主催 : 香港バプティスト大学中国語言文学系・国際《尚書》学会. ○
大学院研究発表会ほか. 哲学専攻2017年春期の院生研究発表会が開催.
哲学 第６８号（２０１７年４月） 哲学史研究の哲学的意義とはなにか？ 著者 日本哲学会
（編）. 紙の本. 哲学 第６８号（２０１７年４月） 哲学史研究の哲学的意義とはなにか？ 1,944円
（税込）. ポイント :18pt. ほしい本に追加; My本棚に追加. 現在お取り扱いができません. 発送可能
日： 購入できません; 納期/配送の目安について. 店舗お受け取り・お.
1993年4月 京都大学文学部 入学; 1997年3月 同上 哲学科倫理学専攻 卒業; 1997年4月 京
都大学大学院 文学研究科 修士課程 (思想文化学専攻倫理学専修) 入学; 1999年3月 .. 赤
林朗・児玉聡編、『入門・医療倫理III』、勁草書房、2015年11月20日、 (第1章「公衆衛生倫理
学とは何か」(11頁から24頁)、 第6章「公衆衛生政策の政治哲学的.
2017年12月22日 . 日本の旗 日本・宮城県仙台市時代 20世紀の哲学、21世紀の哲学地域 日
本哲学学派 京都学派、梅原日本学研究分野 西洋哲学・哲学史、宗教哲学、宗教学、形而
上学、存在論、世界観、倫理学、日本仏教、神道・古神道、自然崇拝・アニミズム、歴史、文明
主な概念 人間中心主義（西洋哲学）への問題提起、人類哲学、草木.
政治・法律・経済・経営に関する理論及び実態を調査研究し、その学術文化の発展と人類の福
祉に貢献することを目的として平成20年４月に開設されました。研究会、講演会・シンポジウム等の

. 第４号（2011年10月31日発行） ... 文化研究所 ＞. 仏教文化研究所シンポジウム「私たちの親
鸞―東京大学印度哲学科で共に学んで、あれから40年」.
2016年9月30日 . 4月. 北樹出版. 論文. （単著）. 教員養成における開放制の原則をめぐる. 問
題. 平成23年. 3月. 立正大学. 心理学研究所. 立正大学心理学研. 究所紀要 第9号 pp.3-14
.. 現代と親鸞 第26号 pp.28-61. 論文. （単著）. 近き神と遠き神―ヤスパースの哲学的信. 仰の
二重性―. 平成22年. 3月. 早稲田大学哲. 学会. フィロソフィア 第97.
Archive. 哲学および美術史の研究のためのアーカイヴ. □ これまでの研究. □ 著書（単著） . イメージ
における自然と自然の「大分割」を超えて――イメージ論の問題圏（三）」、『現代思想』第45巻第
4号（2017年3月臨時増刊号「人類学の時代」総特集）、2017年2月、317-325頁. 「眼差しなき自
然の美学に向けて――イメージ論の問題圏（二）」、『.
2017年7月20日 . 本稿は、ポピュリズムを分析しようとも、アメ. リカ大統領選挙の全体像を描写しよ
うともしてい. ない。ここでの目的は、2016年4月から2017年3. 月まで在外研究の一年をボストン近
郊のタフツ大. 学で過ごす中で、感じ、考えたことを書き記して. おくことにある。感想が主となるから、
学問的に. 不正確なことも含まれるかもしれない。
2016年11月18日 . フレーゲもフッサールも「意味」ということに関して重大な見解の誤りがあり、それ
が後々の哲学の混迷に繋がっている、そしてそれが「心理主義」に関する誤解により引き起こされて
いる一面がある. と感じた。 たとえば、. ミック氏「心理主義批判――言葉の意味は心的イメージで
はない」分析 http://miya.aki.gs/mblog/?cat=68.
【お知らせ】『消費者法研究 第4号』の国民生活センター報告書につきまして - 2017.11.28. ・「消
費者被害の救済と抑止の手法の多様化－文部科学省科学研究費補助金平成28年度報告書
－」（2017年3月、独立行政法人国民生活センター比較消費者法研究会 編）は、2017年9月に
内容の一部を修正し .. 補遺）法と哲学 創刊第1号 - 2015.07.03.
2017年9月22日 . 市田良彦氏を班長に迎え、２０１１年から京都大学人文科学研究所で行われ
てきた共同研究の成果、『現代思想と政治ー資本主義・精神分析・哲学』（平凡社）である。 ..
第二の評者、森川輝一氏は、本書が示す現代政治哲学への批判に賛同しつつ、問題は政治哲
学が６８年的な「すべては政治である」に対抗して「政治」の限定を.
2017年10月20日 . 研究業績等に関する事項. 著書、学術論文等の名称. 単著・. 共著書別. 発
行又は. 発表の年月. 発行所、発表雑誌等. 又は学会等の名称. 概要. 1 著書. 1. 道徳教育.
共. 2017年10月3. 日. 協同出版. 「第１章 道徳の思想と道徳教育 第１節 欧米の. 思想を中心
に」（5-19頁）、「第４章 道徳教育を. めぐる今日的課題 第２節 情報消費.
研究面では，上述の論文において，近世ロシア軍事史研究のための基礎的な研究を行った。西.
洋史学会では，テーマを ... 科研の共同研究「表象媒体の哲学的研究―画像の像性と媒体性の
分析を中心に―」において充. 実した研究会を . 科研費「若手研究Ｂ」（2014年４月～2017年３
月）と研究成果公開促進費（学術図書）を獲得し，. 研究，教育.
2017年7月31日 . 高難度で哲学的な質問してくれ、答えていく「人間の感情は何のためにあるの
か」 : 不思議.net. . 31: まゆげ２２ ◇Mayuge22/wBF (ﾜｯﾁｮｲ 3183-1i8l [126.19.106.108])
2017/07/30(日) 16:00:26.620 ID:C9aiMtUG0. アスキーアートは .. 68: 以下、＼(^o^)／でVIPがお
送りします 2017/07/30(日) 16:41:44.160 ID:LB6W2UrJ0.
模倣と創造』 ―哲学と文学のあいだで―, 井戸田総一郎 著大石直記、合田正人 著, 6,900円
＋税, 思想文学. ISBN978-4-906917-65-5 C0090, A5判上製, 352頁, 2017/3発行. 近代における
文化の継承と変革の深層 ニーチェの詩作における文体への強いこだわりと孤独。タルド～カイヨワ～
デリダにおけるミメーシスの星座。 森鴎外における古伝承.
オの事例研究から浮き彫りとなった通り、単においしい食材や料理が存在するというだけでは、食を
通じた地. 域の活性化 . which contributed to rising Basque nationalism, (4) nueva cocina
vasca as a form of anti-authoritarianism, and (5) freely available recipes and ... BIZKAIAで
は、このような哲学を共有するレストランの. シェフと生産.
マルティン・ハイデッガー（Martin Heidegger、1889年9月26日 - 1976年5月26日）は、ドイツの哲学
者。ハイデガーとも表記される。フライブルク大学入学当初はキリスト教神学を研究し、フランツ・ブレ

ンターノや現象学のフッサールの他、ライプニッツ、カント、そしてヘーゲルなどのドイツ観念論やキェル
ケゴールやニーチェらの実存主義に強い影響を.
１９５０年 ７月２４日 倫理学会（１９２８年３月設立。事務局を東京帝国大学文学部倫理学研
究室におき、機関誌『倫理研究』を２９年４月の創刊号から３３年３月号まで隔月で２４冊刊行 .
第１日午後に公開講演を開き、４００名を超える聴衆を集める（和辻会長による「挨拶に代えて」
の後、金子武蔵常任評議員による「ヤスパースの歴史哲学について」）。
2017年5月1日 . 博士, 哲学博士（Doctorat en philosophie）, Un lieu de pensée de Henri
Lefebvre, パリ第8大学大学院（Université Paris 8）, 2014年09月 .. 発行年月（日） Date. 2016,
クロード・ルフォール『民主主義の発明』, 翻訳, 共訳. 勁草書房 ， 413p. ， 2017/02. 概要
（Abstract）. 備考（Remarks） 第4章「左派連合が考えないこと」（pp.
同時に、法の歴史的・. □ 比較法的研究から、法と文学と歴史学の総合を進めたい. 『医療裁判
から医療ADRへ』ぎようせい・平成23年4月. 『人の一生と医療紛争』青林 .. 研究の応用分野・発
展可能領域. ・法哲学 -. ・立法論. ・法社会学. ・相続法における遺留分減殺請求権. ・賃貸借
関係についての法社会学的分析. ・債権法改正における琢症担保.
2017 年 4 月 1 日現在. 著書・論文等. の区分. 著書・論文等の名称、発行所・発表雑誌・学会
等の名称、. 共著の場合の編者・著者名、該当頁数. 発行・発表. 年 月. 著 書（単） 『出家とは
なにか』、大蔵出版. 1999. 9. 著 書（単） 『インド仏教変移論 なぜ仏教は多様化したのか』、大蔵
出. 版. 2000.11. 著 書（単） 『犀の角たち』、大蔵出版、244 頁.
本書は、民事訴訟法学の泰斗で法務大臣も務めた三ケ月章先生の研究人生が述べられた非常
に興味深い本です。とくに留学生活での . はじめて考えるときのように：「わかる」ための哲学的道案
内; 野矢茂樹著; 104/N97/6 .. この著者の『一般経済史要論』第4章を、ドイツ語で読んだのは、
大学1年生の秋から大学2年生の夏にかけてであった。
2012年1月28日 . エルンスト・カッシーラー著、中埜肇訳, 自由と形式 : ドイツ精神史研究 ; : 新装
版, ミネルヴァ書房, 1998年, MINERVA哲学叢書、3. E.カッシーラー著、生松敬三 .. 柿本 昭人,
アクトとしてのシステム─カッシーラのシステム論 (特集 システム論─内部観測とオートポイエーシス),
現代思想, 27(4), 1999年4月. 喜屋武 盛也, <均衡>.
2016年12月5日 . 通巻第６８号. ＯＵＪ神奈川学習センター. あきだより. 横浜港シンボルタワー（次
号に関連記事掲載予定）. 目. 次. 哲学は面白い. 客員教授 杉田 正樹. ２～３. 平成２８年度１
学期学位記授与式. ４～５. 学生研修旅行「ノーベル医学・生理学賞受賞大村智博士の. 故郷
を訪ねる！」 ６～７. 入学者の集い. ７. 第３０回 神奈川学習センター.
1906 ～ 1998 年。アメリカの哲学者。美学、論理学、認識論、科学哲学にお. いて多大な影響を
及ぼした。画廊を経営するかたわら、ハーヴァード大学で博士. 号を取得。 . 第三章 芸術と真正
性. 1 完璧な贋作／ 2 答え／ 3 贋作不可能なもの／ 4 理由／ 5 課題. 第四章 記譜法の理論.
1 記譜法の主機能／ 2 統語論的要件／ 3 符号の合成／ 4.
香港YMCA訪問. 建内瑛貴. 社会学部4年. ・・・・・・・・・・63. 編集後記. 編集人. ・・・・・・・・・・
65. 海外研修報. 告. 一橋大学基督教青年会 会報第68号（2017年12月発行） . 4. ぶのではな
く、共同生活の場をとおして、議論だけ. ではなく、実際の生活の場においてこれを学ぶの. である。
キリスト教は哲学のように頭のなかだけの. 論理ではなく、生きた.
人文・自然・人間科学研究. 第 37号. 2017年 3月. 拓殖大学人文科学研究所. 論 文. 英学とプ
ラグマティズム. 19世紀後半の日米間に見る「実学」思想の重層的構造への視座 . 政治史的区
分は，さしあたり研究目標を定めるためにはむろん有益なものである。 . 視点よりもっと深い部分に
目を向けるとともに，儒学・国学・西洋哲学といった「思想的外.
久木田水生，神崎宣次，佐々木拓『ロボットからの倫理学入門』（名古屋大学出版会，2017年2
月24日，ISBN：978-4815808686）． .. 水生「数学的言明の意味--証明論的意味論の観点から」
（応用哲学会第2回年次大会，北海道大学，2010年4月24-25日）; 久木田水生「構造主義と圏
論」（科学基礎論学会，大阪市立大学，2009年6月13-14日）.
2017年12月17日 . 哲学史研究の哲学的意義－－哲学史との間合いの取り方. 松田 克進. 哲
学 (68) 9-27 2017年4月 [招待有り]. Spinoza's Redundancy and Schipenhauer's Concision. An

Attempt to Compare Their Metaphysical Systems Using Diagrams. 松田 克進. SchopenhauerJahrbuch (97) 117-131 2016年12月 [招待有り].
九州大学政治哲学リサーチコア代表・関口正司編, 『政治における「型」の研究』風行社、2009
年, 風行社, 第九章「日本の人権教育の効果的な形態の探求――文化的資源の活用という観
点 . 施 光恒, ビジネス論理で地方創生はできない――道州制議論の落とし穴, 『Voice』（PHP研
究所）, 469 （2017年1月号）, 126-134, 2017.01. 2. 松永 典子.
商品説明. 日本哲学会 日本哲学会 哲学史研究の哲学的意義とはなにか？ 関連商品.
Previous. 國會要覧 第18版. 本体価格 2,800円. 税込価格 3,024円 · タイヨウドロボウ. 本体価
格 1,100円. 税込価格 1,188円 · ママのおくすり. 本体価格 1,200円. 税込価格 1,296円 · 西村
朗/タンゴ MUSIC FOR PIANO. 本体価格 600円. 税込価格 648円.
思想/岩波書店2004年4月号（960号）,pp.52-702004年04月-. 1,早稲田大学における東洋哲学
研究の系譜、2,津田左右吉. 早稲田大学学術研究史/早稲田大学大学史資料センター編集/
早稲田大学pp.407-4122004年04月-. 朱子学的「公」之観念与現代. 儒家哲学/台湾哲学会
4,pp.1-172004年03月-. 公と私について—社会規範の確立（共通.
科学史研究 第56巻 No.281 2017年4月号（評者 林真理氏） 日本歴史 2017年3月号（評者 近
藤弘美氏 清和大学非常勤講師）. 倫理的反実在論 図書新聞 2017年9月9日（ ... 日本経済
新聞 2017年2月26日 「活字の海で」（評者 前田裕之氏 日本経済新聞編集委員）. 生物学の
哲学入門 日本生物地理学会会報 Vo.71 20 January 2017（評者 森.
【書評】後藤玲子『潜在能力アプローチ』岩波書店 『経済セミナー』2017年8-9月号、No.697、110
頁、所収. 【入試問題】拙著『学問の技法』の一部が、2017年度、北九州市立大学経済学部の
前期日程試験(英語)に採用される。 【書評】「生態的合理主義の地平 若松良樹『自由放任主
義の乗り越え方』勁草書房」 『法と哲学』第三号、2017年6.
植村和秀の研究業績. . 年報日本思想史』 [日本思想史研究会]第6号 PP.1－11 2007年3月.
１４ 西田幾多郎の哲学的挑戦――自己からの創造. 『産大法学』 .. ５ 望田幸男編 『近代日本
とドイツ――比較と関係の歴史学』ミネルヴァ書房 2007年4月 第二部第五章 「平泉澄・マイネッ
ケ・丸山眞男」 PP.215-249 ６ 芹沢一也・荻上チキ編 『日本思想.
2017年2月11日 . たとえば、68年以降、ガタリと比べて政治活動から距離を取った観のあるドゥルー
ズがその理由を尋ねられて、「コンセンサスとは世論操作を目的とした観念的な . スピノザの主著『エ
チカ』の主要概念を解説した第4章が哲学書としての本書のコアをなしていることは明らかであるもの
の、筆者にとって興味深いのはむしろ第1章「.
北海道大学理学院、法政大学大学院、神戸市看護大学大学院などでも哲学、西洋哲学史、
科学哲学、環境リスク論などの授業を担当した。 ... 思想』座談会Ⅰ「虚軸としてのスピノザ」平成26
年4月号(p.7-p.44)（松田毅、合田正人、鈴木泉、上野修）; 「アスベスト問題に関する人文学的
研究について」『倫理創成研究』7号平成26(2014)年(pp.59-68).
哲学の探求第 44 号 哲学若手研究者フォーラム 2017 年 8 月（193—207） ... このようにマクダウェ
ルは「第二の自然」を，自然史的過程の中に位置づけ， .. している，あるいは反応しているので. あ
る． 4. 自然主義とヘーゲル. 以上では，ブランダムのバージョンのプラグマティズムが人間とそれ以外
の. 存在者の間の分離主義を前提としている.
この度、2018年の日本スペイン外交関係樹立150周年、サラマンカ大学創立800周年を記念して、
スペイン思想・哲学研究の泰斗 佐々木孝 著の『情熱の哲学――ウナムーノ ... 2017.4.12. セルバ
ンテス文化センター東京にて「戸嶋靖昌の見たスペイン」展、戸嶋靖昌記念館にて「戸嶋靖昌―
日本の軌跡」展が開催されます。 この度、スペイン国営の.
『映像学』バックナンバー 第98号 2017年7月 ￥1200.-（冊子体） ○論文 福島可奈子／明治期に
おける「通俗教育」として混在するメディア―鶴淵幻燈舗の幻燈を中心に 正清健介／小津安二
郎『お茶漬の味』における画面外の声 玉田健太／マイナー言語がつくる共同体―『ジョニー・ベリン
ダ』（1948）における手話の役割 ○レヴュー 畠山宗明／木下.
日本漢文学プロジェクト：日本漢詩文における古典形成の研究ならびに研究環境のグローバル化
に対応した日本漢文学の通史の検討. 2017年12月1日金曜日. 揖斐高先生「『日本外史』の歴

史哲学―「勢」と「機」をめぐって―」（『国語と国文学』） · 揖斐高先生「『日本外史』の歴史哲学
―「勢」と「機」をめぐって―」（『国語と国文学』94巻第11号、2017.
書評『共にあることの哲学』岩野卓司編，檜垣立哉，フランス哲学・思想研究，22 321-324，2017
年09月，書評 . バロックの哲学 ５ ホワイトヘッドバロック，檜垣立哉，『思想』，2015年６月号 7594，2015年06月，学術論文 . バロックの哲学第四章 ベンヤミンアレゴリー論の拡がり，檜垣立哉，
『思想』，1091巻 117-134，2015年03月，学術論文.
出版社・発行年月：Peeters、2017年5月内容：キリスト教中世神秘思想を現代に研究することの
意味について、神学、哲学、文学研究等様々な視点から考察する十八篇から . 発行所・出版年
月：NCC宗教研究所・2016年4月内容：Deconstructing Maria Kannonなど5本の論文と１本の書
評を掲載購入は以下を参照（合併号ですので2000円になり.
2017 巻 (2017) 68 号 · シンポジウム「哲学史研究の哲学的意義とはなにか？ . 号のすべての記
事を見る. 月間アクセス数ランキング 2017年12月. 1 . 4. ヘ ーゲル論理学存在論における三つの無
限性. 2017/06/14 | 2017 巻 68 号 p. 139-153. 真田 美沙. 5. 第43回大会研究発表要旨.
2009/07/23 | 1984 巻 34 号 p. 87-106. このページを共有.
これまで50回以上の講演会をおこないましたが、2017年度も創立140年に向けてさまざまなテーマで
「知の発信」をおこないます。今年度から、一部の . 3）開催場所 専修大学 神田キャンパス 5号館
4階541教室 4）講 演 名 . 第68回, 7月18日（火）, 土田 亮（法学部教授）, 取締役の報酬とコー
ポレート・ガバナンス―会社法と税法の交錯. 第69回, 7.
岩波講座 教育・変革への展望（4）学びの専門家としての教師 共著 2016.8 岩波書店 197-226
頁（第8章担当）; 専門職としての校長の力量形成 共編著 2016.7 花書院 3-14 ... 教育哲学教
育史学会編 『教育思想』第41号 33－54頁; 「イエスの復活とカトリック教育」単著 2017.3 仙台白
百合女子大学編『仙台白百合女子大学紀要』第21号1-23頁.
2016年9月29日 . ポイエーシス叢書」第68弾。 11月刊行予定：『嘘の歴史 序説（仮）』西山雄二
訳、本体予価1,800円、四六判上製160頁、ISBN978-4-624-93270-1 版元紹介文より：パリ・国
際哲学コレージュでの講演（1997年）。嘘をめぐるさまざまな哲学的主題が網羅され、現代の政治
的な嘘の考察がアクチュアルな仕方で展開される。
刑事法ジャーナル 第54号 （Vol.54), 刑罰論の現代的意義／犯罪被害者保護の最新動向,
2017/11/20, 成文堂. 月刊福祉 第101 .. 罪と罰 第54巻 第4号 （通巻216号）, 論説： 刑事司法
と心理学, 2017/09/15, 日本刑事政策研究会 ... 論究ジュリスト 22号, 特集1：現代の法課題と法
哲学の接点／特集2：教育と個人情報保護, 2017/08/10, 有斐閣.
６月１８日(日）白樺教育館で２時より; 2017年 5月 4日; ○; 177. 『人権思想の淵源は宗教ではな
い』（武田 . 人権思想の淵源は、宗教（一神教）や哲学（理論体系の哲学及び人生哲学）ではな
く、幼子の存在です． 2017年 3月 4日; ○; 173. 『森友学園』 . 古代ギリシア史家、村川堅太郎の
現代的意義＋ · 「旧村川別荘」紅葉の写真集; 2014年12.
2017年12月29日 . 昭和62年3月 ドイツ連邦共和国ミュンヘン大学近代史研究所留学（平成元
年2月まで） 平成元年3月 京都大学大学院文学研究科西洋史学専攻博士課程単位取得満
期退学. 平成7年１月 京都大学博士（文学）の学位授与（論文博士第274号）. 専任職歴, 平
成元年4月 日本学術振興会特別奨励研究員（平成2年10月まで）
社会学評論』 [第68巻第3号、2017年] から （評者： 樋口直人 氏）. 移民受入 . 古結諒子著
『日清戦争における日本外交』 が、『日本歴史』 （第836号、2018年1月号、日本歴史学会） で
紹介されました。 .. 高島正憲著 『経済成長の日本史』 が、『週刊金融財政事情』 （第68巻第47
号、2017年12月18日号、金融財政事情研究会） で紹介されました。
東洋文化研究所では過去の統計情報も重要な資産と考え、情報破棄前にスクリーンショットによ
る保存を行いました。2017年10月1日までの統計情報は論文タイトル横の を . 東洋文化 第９５号
（２０１５年３月） 特集 魂の脱植民地化（４） 「異界」から立ち上がる秩序 編集責任 安冨 歩 ...
東洋文化 第６８号（１９８８年３月） 特集 東亜古代国制試探.
研究業績・論文. 論文. 史的唯物論と人格理論－マルクス『経済学批判要綱』と リュシアン・セー
ヴの所説を中心に－（1974年11月）唯物論（唯物論編集委員会編）第３ . 把握とその基本構造

（1980年4月）日本福祉大学研究紀要 第43号，pp.37-65; 能力・学力・人格をめぐって（1980年9
月）哲学と現代（名古屋哲学研究会）第5号，pp.59-74; 戦後.
「ルーマン・フォーラム」の案内。エスノメソドロジーの研究会、入門書や研究書の紹介ページなど.
2016年5月4日 . 現代代数学史の認識論研究、およびカヴァイエスやロトマンなどに関するフランス
数理哲学史研究で知られる著名な研究者。 著書に『カヴァ ... 第Ⅰ部 造反の時 第１章 ブリュエ=ア
ン=ナルトワの決戦 第２章 60年代のフランス 第３章 68年５月――リビドーの政治の勝利 第４章
マオイストとは誰のことだったのか 余談 アラン・.
研究所報 No.68. 4. 教如上人研究. 真宗大谷派・東本願寺開祖である. 教如上人に関わる史
料の調査と. 研究. 研究代表者・教授 草野 顕之. （日本仏教史・真宗史） ... ついての総合的研
究. ─哲学的・宗教学的・人類学的視点から─. 研究代表者・名誉教授 池上 哲司. （哲学・倫
理学）. 真宗総合研究所東京分室での最初の共同研究となる. 本研究.
2015年1月25日 . 『ビリギャル』から何を学ぶべきか（1/5）, ――京都弁証法認識論研究会のブログ
――弁証法・認識論は問題解決のための技術であり主体性確立のための基盤です。自立した .
日本出版販売株式会社が発表した２014年の年間ベストセラーにおいて、総合第４位、単行本ノ
ンフィクション部門では、第２位を獲得しました。累計発行.
2017/04 ～ 2020/03 関係の倫理学の再構築ー倫理学・倫理思想史と人文知の架橋をもとめて ·
2011/04 ～ 2014/03 哲学と日本思想史研究ー文献学・解釈学の方法的摂取を中心にー ·
2008/04 ～ 2011/03 前期「近世神話」論の形成と展開ー倫理思想史の視点から · 2005/01 ～
2008/03 日本思想史研究の成立とその近代的知の様態.
イギリスにおける地学教育成立過程に関する研究(Ⅰ）, 地学教育, 44巻, 4号, pp.175-pp.187,
19910701; イギリスの中等教育段階における地学教育(Ⅰ)-地学教育の転換 . 教育実習生の小学
校体育科指導の心配に関する事例研究, 日本教科教育学会誌, 25巻, 4号, pp.29-pp.38,
20030301; 野外学習の歴史的・哲学的研究－わが国の実践に.
直近の発表物. 関礼子2017, 「被害の社会的認知論ー自然の共同性と公害被害の全体性ー」
鳥越皓之・金子勇編『現場から創る社会学理論ー思考と方法ー』ミルネヴァ書房；49-58。 関礼
子2017, 「《はじめに》原告手記集に寄せて」『「ノーモア・ミナマタ第２次新潟全被害者救済訴訟」
原告手記集 続 みばわるいすけ を乗り越えて』新潟水俣病阿賀野.
2017年5月31日 . 2017 年 1 月. 1 / 170. 目次. 第 1 部. Ⅰ 「学会 10 周年記念フォーラム」（第 11
回研究大会）報告. 「学会創立 10 周年記念フォーラム」のための弁明. アポロギア . 68. 子どもの
健康を測るとはどういうことか？ 須藤 茉衣子. 79. 第 1 部あとがき. 下地 秀樹. 85. 第 2 部. Ⅲ 寄
稿論考 総合人間学の課題と方法. 現代社会とその人間.
四六判 320頁 予価：本体4000円＋税 4月20日刊行予定. 『デリダ 脱‐構築の想像力 メタポリアを
裁ち起こす』. 水声社 中田光雄 著. デリダ哲学の根幹を成す〈脱‐構築〉概念を〈創造力〉の哲学
として位置づけ、今日および今後の哲学思想や文化価値創造、さらには世界社会運営へのデリダ
哲学の積極的な貢献可能性の如何を問う。 カントや.
学習的革命』（『学びから逃走する子どもたち』『学力を見直す』『習熟度別指導の何が問題か』
『学校の挑戦』の台湾語訳）黄郁倫訳 天下出版 台湾 2012年4月 261p. . 佐藤学＋佐藤雅彰
＋田中毎実＋山脇直司＋金泰昌＋矢崎勝彦『二十一世紀の日本の教育課題』（公共哲学京
都フォーラム談論シリーズNO,1） 公共哲学共同研究所 2004年12月.
エマヌエーレ,ピエトロ著 泉典子訳：『この哲学者を見よ : 名言でたどる西洋哲学史』 中央公論新
社. 349p ... 高津美和：16 世紀イタリア宗教史の研究動向－デリオ・カンティモーリを転換点として
『西洋史論叢』. (早稲田大学西洋史 .. 青木孝義, 岸本一蔵, 迫田丈志 他：災害報告 2009 年
4 月 6 日イタリア・ラクイラ地震による建築物の. 被害調査.
北東アジア研究』第 28 号（2017 年 3 月）. 実証主義（実理上哲学）が一通り述べられる」３ と指
摘しているほか、近年では小坂国継. が「生性発薀」や「開題門」において西がコントの実証哲学を
評価する反面で、ヘーゲル. についてはそれほど高く評価していないこと４、および「兵賦論」において
表出された西. の歴史哲学的認識は、歴史の真の主役は.
生命」、訓覇曄雄他編、『倫理学とはなにか』、勁草書房、1990.2. . 新しい領域での規範の生成

におけるアナロジーの位置」、横山雅彦編『「自然法則と自然法」両概念の歴史的生成過程とそ
の思想的意義に関する研究』、文部省科学研究費 .. ティリッヒとエコロジーの神学」、現代キリスト
教思想研究会『ティリッヒ研究』第４号、2002年、pp.1-16。
ペディラヴィウム会事務局〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-3-4 . 大島 春子 [49-68] 《書評》
内田次信著『ヘラクレスは繰り返し現れる ― 夢と不安のギリシア神話』（大阪大学出版会、2014
年3月）を読む. . . . . . 水島 陽子 [69-82] 第68号（2013年12月20 . 歴史の継承と哲学的跳躍 ―
ヘロドトスを学ぶヘーゲルの「世界史哲学講義」エジプト論.
Copyright (C) 2017Kansai University. All Rights Researved. |個人情報の取り扱いについて|. こ
のサイトの著作権は関西大学が有しています。 このサイトの内容を無断で複写・複製して使用する
ことは著作権の侵害となります。使用する場合は必ず研究支援課の許可を取ってください。
野口順子(4 年). なぜ、哲学科にしたのか. 第 122 期卒業論文題目一覧. 哲学会賞受賞論文要
旨. 第 122 期卒業論文講評(小池寿子). 研究室から(金杉武司). 第４７号 2014（１０頁）. 西村
清和(教員). 『プラスチックの木でなにが悪いのか』. 小野和(119 期). ある学生の八年間. 小原亜
希子(120 期). 自分研究. 松本匡平(120 期). ヨーヨーの愉しみ.
法政大学法学部政治学科・ヨーロッパ政治思想史研究室（犬塚元） INUZUKA Hajime -

History of Political Thought. . riberaru to sōsharu no aida (Papers on Political Philosophy:
Between Liberal and Social), Social Science Japan Journal, Volume 20, Issue 2, August 2017,
Pages 287–290（宇野重規『政治哲学的考察』の英文書評）.
福岡工業大学 工学部電気工学科 非常勤講師 (担当科目「技術者倫理」) (2017年9月～
2018年3月); 久留米工業高等専門学校 一般科目(文科系) 准教授 (2017年4月～現在に至
る); 神戸 . 既存の科学論研究と事例研究を中心とした工学倫理的手法とを基盤に、工学という
知的・実践的営みが包含する哲学的特性を明らかにしたいと考えている。
近著は、『文学史家の夢』『佐幕派の文学史』『佐幕派の文学』『「明治文学史」研究明治篇』。
発刊日. 2017年4月11日. ISBN. 978-4-86265-611-7. 断片化する螺旋 ホーフマンスタールの文学
.. 彼の思想をまず自然哲学的分野と美学的分野に分けて考察を進め、次に二つの分野の複合
性を明らかにしてその融合をめざす。 長年の論考の画期的.
第6号 （2017年）. 田中さをり 「音象徴と図像性 ― 日本におけるヴントの手話学説曲解の歴史」
『現代生命哲学研究』 第6号 （2017年3月）: 1-19 [PDF][Repository]. 小松原織香 「DV加害
者臨床における「倫理的主体」の検討 ― アラン・ジェンキンスの修復的アプローチを手掛かりに」
『現代生命哲学研究』 第6号 （2017年3月）: 20-35
Comment. 最近の社会政治状況の変化にはめまぐるしいものがある。社会諸科学も、ある意味で
こうした動きに流されているように思う。学問の本質、また学問の役割とは何かを熟考しながら、地に
足のついた教育・研究に取り組んでいきたい。 担当科目, 公共政策 特殊講義ⅠⅡ及び演習ⅠⅡ（公
共政策） （約795KB） PDF 公共政策論. 講義日.
現代法哲学講義』【共著】, 2009年4月, 信山社 井上達夫他14名「7 社会保障法制度の再構
築―不法行為法との比較の観点から」(165-188頁). 『現代法律学を学ぶ人のために』【共著】,
2008年3月, 世界思想社 中川淳他20名、第20章「自然法論と法実証主義」(276-291頁). 『政
策学的思考とは何か』【共著】, 2005年4月, 勁草書房 足立幸男他7.
(4) 佐竹泰和・荒井良雄 2017，北海道東川町におけるブロードバンド整備事業の展開，季刊地
理学 68，pp. 284-301. ＜学位＞ 博士（学術）（東京大学）、修士（学術）（東京大学）、学士
（理学）（東北大学） ＜学歴＞ 2010年 東北大学理学部地圏環境科学科卒業 2012年 東京大
学大学院総合文化研究科広域科学専攻修士課程修了 2017年 東京.
2008年12月9日 . 「1974年度化学史研究会年総会プログラム」第3号（1975年): 56. 第4号(1975
年11月） [-巻頭言-]小竹無二雄「桜井先生と長井先生」第4号(1975年）: 1-4 . 第7号（1978年6
月) [特別講演]小寺熊三郎「我国における分子線による研究の発展」第7号(1978年): 1-8 [論
文]藤井清久「コントの実証哲学における化学」第7号(1978年):.
2017年2月16日 . 2017年度 理論言語学講座時間割. 前期 2017年5月8日～ 各講座 計10回.
19：00|20：40. 月曜日 生成文法Ⅱ 髙橋将一言語哲学 峯島宏次火曜日 認知言語学Ⅱa 池上

嘉彦日英語音韻論 窪薗晴夫水曜日 社会言語学 嶋田珠巳文と述語 尾上圭介木曜日 音声
学a 斎藤純男生成文法Ⅰa (入門) 今西典子金曜日 文法原論a 梶田.
2014年6月19日 . まえおき 哲学的意義の話をするとっかかりはいろいろとある。とりあえず、妥当性と
の違いから話をはじめよう。 哲学者はよく、哲学のアーギュメントが妥当かどうかということを気にす
る。ちゃんと結論をサポートする理由をあげることができているか。例は妥当か。推論は妥当か。 しか
し議論の仕方が妥当であったら良い哲学の論文な.

