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概要
ことばを通して現実があらわれ、人間があらわれ、共同社会があらわれ、宗教があらわれ、芸術があ
らわれるという展望がなかったら

ことばへの道 - 言語意識の存在論 - 長谷川宏 - 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。
2017年6月30日 . 具体的には、『芸術の言語』で扱われている美学的なトピックのそれぞれについ
て、グッドマンがどう. いう立場をとって . 表象の一種としての描写の特徴は何か（言葉などの他の種
類の表象とどうちがうか）。 2. .. 1 注記しておくと、このような目的のもとでの研究であるとしても、イン
ガルデンの芸術の存在論の研究は説得力、範囲.
言葉の意味作用は「現実存在」を殲滅してしまうのである。 ところが、サルトルは . とである。われわ

れは、まず『嘔吐』が提示する言語以前的なものの内実を検証することから始め. よう。言語以前的
なものとは何なのか。 --- 31 ---. 「受肉」する「現実存在」 ... 自己超越であることは意識の存在論
的な構造そのものであって、自己超越でないような意.
1 精神的存在・人間だけが言葉を持っている 16-31: 渡部 昇一／著. 2 人間の理性は言語によっ
て時空間を飛翔する 32-73: 渡部 昇一／対談 松田 義幸／対談. 3 「純粋な精神存在」としての
天使の語らい 74-93: 稲垣 良典／著. 4 「知性としての精神」を高めるために 94-131: 稲垣 良典
／対談 須賀 由紀子／対談. 5 今なぜプラトンなのか 132-147.
2012年2月21日 . 武術ヲタとしての興味関心で「野口体操」で知られる野口三千三（のぐち・みちぞ
う）氏の著作を、約20年ぶりに読み返したら、まあ、驚くほど面白かったです。私などが不器用に武
術の稽古で模索している事が明確に言語化されており、神経科学のAntonio Damasioが述べてい
る意識・非意識の構造が直観的に見事に語られており、.
２）その多様性が多様な世界観（シンポジウムではしばしば「存在論」という言. い方がなされていた
が）、 . 適応実践は、他の人間たちとのつながりと相互行為」を通して展開する「言語・記号システ
ムを介. した想像的ではるかに . そもそも「信じる」という言葉をこうした命題的対象との関係でつい
考えてしまうこと自体が、一種の. 思弁的バイアスである.
佐藤信夫の言語論. — 39 —. のであって、いつでも消化不良のものわかれとなって、時間切. れと
なるからこそ終わるのだ。ただ、聞いているだけでも、い. ろいろと自分の言葉が湧いてくるのは確かな
ことで、参加した. 人々は各人がある同じ一つの作品への、自分の言葉を意識しつ ... ての《太陽》
は即自的存在物としての天体である、と当の.
言語学者、イスラーム学者、東洋思想研究者、神秘主義哲学者として知られる「井筒俊彦」の全
集に関する多角的な情報をお届けします。 . 長年の研究成果による独自の哲学を、日本語で著
述することを決意、『意識と本質』（1980-82年）、『意味の深みへ』（1985年）、『超越のことば』
（1991年）、絶筆となった『意識の .. クローデルの詩的存在論.
記号の思想 現代言語人類学の一軌跡 ［著者］マイケル・シルヴァスティン 近代言語イデオロギー
論 ［著者］小山亘 言語意識と社会 ［編著者］山下仁＋渡辺学＋高田博行 言語相互行為の
理論のために ［著者］丸井一郎 ことばとセクシュアリティ ［著者］デボラ・カメロン＋ドン・クーリック 初
期中国語文法学史研究資料.
8 Aug 2014 - 1 min - Uploaded by 国語の学童 よみかきのもり本に書き込む勇気 vol.041 ことば
への道 長谷川 宏 著 講談社学術文庫 国語の学童 よみかき .
2012年9月12日 . 今日の日記は、今私が読んでいる長谷川宏著『ことばへの道言語意識の存在
論』（２０１２年８月刊・講談社学術文庫版）で書かれている「旧約聖書」の「創世記」バベルの塔
の神話に言及した”ことばと人間との関係”に関する説得力ある論文のことです。添付した写真は、
その著書の表紙です。この著書は、ネット紹介文から引用.
ことばへの道―言語意識の存在論 新装版 （講談社学術文庫） [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。
2016年7月11日 . しかし、ことばの見方については20世紀、大きな言語観の変遷が起きている。こ
の出来事は言語学やその周辺での事件であって、日常生活で使われる個別言語それ自体が何か
急に大きな変化した訳ではない。そのため、日常生活への実際的影響が意識されることはないの
で、これまで専門家以外に言語観が問題にされることは.
と云う言葉になる。これは言語の壁でどうしようもないことだがこの様な複雑な説明をするために言語
はつくられておらず、やはり日常的用語を使って言語の壁を突破するのが不 . ハイデガーの述べると、
、おりに人間とはその瞬間、瞬間、刹那、刹那に生きているのであって時間論的にのみ考えればその
考えは通じるが存在論的時間論的見地から.
シンポジウム 「ことばのプロフェッショナル」 を2018年１月20日 （土） に言語系学会連合主催，国立
国語研究所共催で開催します。 どなたでも参加 （無料） できます。12月１日から下記の 「参加申
込」 で事前申込を受け付けます。定員 （300名） になり次第，受付を終了します。 【ポスター】. 日
時： 2018年１月20日 （土） 13:00～16:30 （開場 12:30）

以下に挙げる７つの引用例は、バフチンの異なった時期に書かれた３つの小説言語論からそ. れぞれ
引いてきた一節で ... 前節の最後に提示した問い、すなわち、言葉や言語を有機体のような〈生き
た存在〉として. 見立てる根拠は ... 界と生の世界の分裂」の問題と「現代における行為の危機」の
問題に対する先鋭なる意識が存. 在することを、把握し.
あいさつ言葉の変化. Transformation of Aisatsu Words. 倉持. くらもち. 益子. ま す こ. （早稲田
大学日本語教育研究センター）. キーワード あいさつことば 言語変化 定型化 ファティック化 場の
共有意識 . こには、送信者と受信者双方が気付きにくい「言語変化」が存在する。 . 言葉であり、
他者を意識して投げかけられたものであるならば、何らか.
それ、言（ことば）は吹に非ず。言は言うところのもの有りて、その言うところのものは特（ひと）りいまだ
定まらず。果たして言あるか、それ、いまだかつて言あらざるか」ということになる。 これこそ『荀子』正
名篇と対照する古代中国のもうひとつの言語哲学、すなわち狂言篇であった。 このような荘子の見
方は、事物・存在・世界について、いっさいの対象.
虚構世界の存在論』 (勁草書房, ー995年刊). ー 『哲学探究』 第ー部23節でゥ イ トゲンシュタイ
ンは, 「言語ゲ“ムの多様性」 に注. 意を促すために, 相異なるさまざまな言語ゲームを挙げている・
そのなかのひとつは'. 「物語を作ること, および, 物語を読むこ と」 であるー 考えてみれば、 物語や小
説を. 書いたり読んだりすることほど 、 際立って言語的.
ことばへの道～言語意識の存在論. 長谷川宏. ことばへの道～言語意識の存在論. Amazonで
check. ヘーゲルの翻訳で知られる哲学者による言語論。昭和５３年に勁草書房から刊行され、平
成９年に新装版として出たものの文庫化。言語の根拠を共同存在としての人間の言語場に置き、
ラングとして疎外される言語の規範的側面と主体的、自由な.
ことばを通して現実があらわれ、人間があらわれ、共同社会があらわれ、宗教があらわれ、芸術があ
らわれるという展望がなかったら、ことばを論ずる魅力はおそらく半減することだろう。―著者は「あとが
き」でそう断じる。人として存在すること、社会のなかに在ることと、否応なくむすびついた「ことば」とは
なにか。繊細でしなやかな哲学的洞察。
その後、2000年代後半には、哲学分野で思弁的実在論やオブジェクト指向存在論といった新しい
思潮が生まれ、ここ数年ほどのあいだにWeb上でも展開され、広く知られるようになりました。この思
弁的 ... 非ファルス」とは、その言葉を用いなければ現われない局面を一瞬でも現出させるための、
有効な言語論的試みだと感じました。 平野──私が.
過程を追跡し、次にそこから生み出された意識と言葉や芸術との連関を模索し、井筒独自の言語
論と芸術論を明らか. にしつつ、その限界を考えてみたい。 二、井筒の意識哲学 . 井筒のこのような
意識の分け方には、深層意識による存在︵本質︶こそ紛れのない真相だというメッセージが込めら.
れ. て. い. る。 つ. ま. り、. Ｍ. 層. に. 現. れ. る. も. の.
2011年3月9日 . 斉物論篇. 真の道は概念で把握できない。真の認識は言葉で表現できない。真
の愛には愛するという意識を伴わない。真の廉潔は廉潔であろうと努めない。 . 斉物論篇. 聖人と
は・・・、無言で語り、語っても無心で、世俗にいながら世俗を超えた存在だ。こうした聖人像は存在
し得ないあこがれの表現、即ち、孟浪の言だが、・・・。
この小論では、日本語と他のいくつかの言語を観察・比較し、それぞれの言語に隠されている. 文化
を読み取っていきたい。そして、ことばというものについて考え、ことばの違いは文化の違. いであるこ
と、日本語はどのような言語で私たちが生きている日本文化とはどのような文化であ. るのかを意識
的に考える機会にしたい。 1．ことばと思考.
つまりこの世界で存在することが論理的に可能な、ありとあらゆる猫の全ての集合が「猫」の意味だと
するものである。 大森は「机の上にカップがある」というような文を「物言語」と呼び、実際に机の上の
カップを見た時のような映像の知覚を「知覚像語」と呼ぶ。そして物言語とは知覚像の無限集合を
生成する言葉であると考える。つまりカップの知覚像.
インドへの道』論（1）. ――インドという意識――. 磯 山 甚 一. The Sense of India in A Passage
to India. ISOYAMA, Jinichi. 要旨：E. M. フォースター作『インドへの道』は作者が第一次世界 ...
能の語り手」に近い存在なのであって、ほとんどどの人物の内面をも見通 .. for Indians）」という言
葉を述べた事実は、明らかに政治的なニュアンスを.

ことばへの道 言語意識の存在論,長谷川宏,書籍,学術・語学,哲学・宗教・心理,講談社,ことばを
通して現実があらわれ、人間があらわれ、共同社会があらわれ、宗教があらわれ、芸術があらわれる
という展望がなかったら、ことばを論ずる魅力はおそらく半減することだろう。――著者は「あとがき」で
そう断じる。人として存在すること、社会のなかに在る.
2018年1月7日 . 関連シリーズ. 風と雲のことば辞典. 雨のことば辞典. 言語起源論の系譜. 記号
論. ソシュール超入門. ことばへの道 言語意識の存在論. ソシュールを読む. ことばと身体 「言語の
手前」の人類学. 敬語再入門. 世界の言語入門. 英語の冒険. ソシュールと言語学.
そこでまず彼の存在論の基盤にある言語観を批判し，その後に『存在と時間』の批判に移りたい。
第１節 存在と言葉 本章の冒頭に引用した「言語は存在の家である」という命題は，ハイデッガー哲
学の本質と限界をよく示している。この命題は『ヒューマニズムについて』（1947）に見いだされるが，そ
の意味は，「存在があって人間の言葉がある」という.
2014年1月25日 . 既に『真理と方法』において、地平の融合や影響史的意識といった鍵となる観念
は、アリストテレスの倫理学や「適用」という概念と共に構築されたものである。同著に続く諸論文に
おいてよりはっきりするのは、世界のあらゆる経験と存在のあらゆる生起との全面的な仲介の場とし
ての言語（「理解され得る存在は言語である」）が、純粋.
芦名定道. １ はじめに. 宗教としてのキリスト教にとって、言葉・言語はその核心に属している。後に
論じるよ. うに、実にキリスト教は言葉の宗教と言うべき内実を有している . ティリッヒにおける象徴概
念は、意味論的、存在論的、心理的、共同体的の４つの規定 . の意識あるいは無意識（集合
的）を介することを必要としており、「個人にとって何か或.
存在と時間 も, 実質的には高度な方法論的意. 識によって支えられた ｢現存在の解釈学｣ を駆
使. して言語の多元的な意味の可能性を掘り起こそう. としている(5)｡ 言葉と文法の不在について
の嘆き. は, じつのところ, 方法論的意識を差し控え, 規. 範性なるものの手前ないしは彼方で, 言
語がそれ. 自身において生成する場面, 他の何ものによって.
主体性と言語. ──失われし≪情況≫を求めて──. 北 博. 1. 悲劇の始まり. 人間存在にはどうして
も或る種の悲劇性がつきまとっているらしい。この悲劇性は，古. 代人が .. 意識である。彼等にとっ
て言語は事実そのものであり，同時にその実現は彼等の究極の課. 題であった。彼等は変転する
情況の只中に身を投げ入れ，その上飽くまで言葉に.
2017年3月1日 . 状況を中心に―」. 【発題２】下田正弘「言語、意識、存在―井筒俊彦が開顕
する仏教思想の深淵―」. 第四回研究 .. 回教神秘主義哲学者 イブヌ・ル・アラビーの存在論.
1944. 回教に於ける啓示と理性 ... この言葉は『意識と本質』の本文で、「東洋哲学全体を、その
諸伝統にまつわる複雑な歴史. 的聯関から引き離して、共時的.
ことばへの道 言語意識の存在論 (講談社学術文庫)の感想・レビュー一覧です。}
Notes, 原本は1978年に勁草書房より刊行。文庫化にあたっては新装版 (1997年刊)を底本とする.
Authors, 長谷川, 宏(1940-) <ハセガワ, ヒロシ>. Subjects, NDLSH:言語哲学. Classification,

NDC9:801.01. NDLC:KE13. ID, 4000162350. ISBN, 9784062921275. NCID, BB09926377.
2018年1月9日 . 関連シリーズ. 風と雲のことば辞典. 雨のことば辞典. 言語起源論の系譜. 記号
論. ソシュール超入門. ことばへの道 言語意識の存在論. ソシュールを読む. ことばと身体 「言語の
手前」の人類学. 敬語再入門. 世界の言語入門. 英語の冒険. ソシュールと言語学.
我々の実存意識の深層をトポスとして、そこに貯蔵された無量無数の言語的分節単位それぞれの
底に潜在する意味カルマ(＝長い歳月にわたる歴史的変遷を通じて次第に形成されてきた意味の
集積)の . とにかく、コトバの意味分節機能にはこのような存在論的作用がある、ということだ。
2018年1月1日 . 関連シリーズ. 風と雲のことば辞典. 雨のことば辞典. 言語起源論の系譜. 記号
論. ソシュール超入門. ことばへの道 言語意識の存在論. ソシュールを読む. ことばと身体 「言語の
手前」の人類学. 敬語再入門. 世界の言語入門. 英語の冒険. ソシュールと言語学.
語学が言語教育に貢献できる部分がたっぷりあることを示している。小論. では特に②的な言語学
として、認知言語学・意味論を主に取り上げながら、. 言語学の言語教育における役割に関して論
を . しかしわれわれは言葉の力を信じる」に示されているように、言語には、 ... のチョムスキーとの間
の論争は有名であるが、問題意識の違いもあって、.

哲学・思想論分野. - 2 -. む側面を持っていれば、多くの場合その研究は哲学に分類される。たとえ
ば、存在論がらみ、認識. 論がらみの言語研究は、「言語学」ではなく「言語哲学」の研究と呼ばれ
るわけだ . そして第二に、哲学の古典を研究してる人たちは、「先哲のありがたいお言葉を現代人に
お伝え ... デネット著／山口監訳『解明される意識』より.
2010年4月9日 . 取り上げるのは 『精神疾患とパーソナリティ』 『臨床医学の誕生』『狂気の歴史』
『知の考古学』 『言葉と物』などの代表作です。精神医学の研修医としてスタート .. 哲学の可能
性 二組の線分 存在論と動詞の理論 言語の起源と指示 アルファベットと派生の理論 近代のエピ
ステーメー 人間学の四辺形の成立 第五節 人間の有限性
困難がある一方、道徳世界の存在が道徳を遵守すべきだという当為論を可能にしている。また、
「言語ゲーム」. という境界は他者を意識させるため、他者性と関連した道徳教育の実践に接続し
うる。 . キーワード：道徳教育、特別の教科である道徳、言語ゲーム、他者の悪魔化、モラルジレン
マ. 1. .. ィヒ・ヴィトゲンシュタインの言葉を借りれば、道徳の.
疎外のない人間と社会の状態は，マルクスにおいてどのようにイメージされていたのか．初期論考か
ら引用の束を編み，著者自身による翻訳を通して，感覚論・死生観・生活感覚を掘り起こしてい
く．ポジティヴな全人的人間像は，社会の構造分析と変革の思想にいかに組み込まれたのか．解
放のヴィジョンの世界観的な土台を探って． 序章 マルクス.
「存在論的差異」とは - （独語：Ontologische Differenz、英語：ontological difference） マルティ
ン・ハイデガーによって定式化された、「存在（Sein）」と「存在者（das Seiende）」との差異のことであ
る。 彼に. . ことばへの道 言語意識の存在論 新装版/長谷川宏/勁草書房□ 即決. 価格 1,020円.
小林秀雄の最初の功績は評論の世界に言語論を導. 入したことである。 . 小林秀雄と言葉─. 坂
田 達 紀. （平成16年 9 月30日 提出）. 小林秀雄は、言葉への問題意識を終生持ち続けた批評
家であり、したがって、その批評・評論においては、. 言葉の問題が . たことに伴い、詩の言葉（詩的
言語）を志向するようになった、ということである。ついで、.
存在」の深淵や「存在」啓示の直前の状態としての言語脱落は、たしかにサ. ルトルの文章に「あら
ゆる語［ことば］は消え失せていた」とあることから過剰. 解釈とまでは言えないだろう。言語脱落という
言い方から、言語的画定、言語的. 本質把握としての原初的概念化が生じる前と後が問題となっ
ていることが分か. る。原初的本質把握もなしに意識が.
ゆえに第一批判は、たんに認識論であるのみならず、つねに同時に存在論であり言語論である。そ
して三批判書は、われわれ人間が住まう「経験の可能性」の大地に「あるもの」と「あるべきもの」を
めぐる、正しい語らいの道の探索である。それは経験的認識の真理を告げる定言命題と、道徳的
善の定言的命令法（インペラティーフ）、そして物の美や有.
2016年8月1日 . 自分がよく熱っぽくなる──少なくとも、本人はそう言っていた──のを意識してのこと
だろう。わたしはこんな質問をした。ほかに . 言語学者はデータの不正確さを認めているが、今世紀
の終わりまでに、世界の言語の実に50パーセントがせいぜい文書や録音でしか存在しなくなるかもし
れないとされている。ハワイ大学マノア校と東.
Amazonで長谷川 宏のことばへの道―言語意識の存在論。アマゾンならポイント還元本が多数。
長谷川 宏作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またことばへの道―言語意識の
存在論もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
Title, ことばへの道: 言語意識の存在論. Author, 長谷川宏. Publisher, 勁草書房, 1978.

Original from, the University of Michigan. Digitized, Aug 25, 2006. Length, 325 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
存在論1)」ontolo- gia という哲学の一部門を指す用語はトマスの時代にはなかったことを. 別にして
も，そもそもトマスは「存在論」と呼ぶことのできる体系的な. 哲学理論を構想 ... ことば. において神.
性と合一する，ということは，存在そのもの Ipsum Esse である神が自. らの存在. エ ツ セ. をおしみな
く被造物たる人間に伝え・共有する communicare.
道元思想のキーワード「身心脱落」。道元が宋で悟りを得るきっかけとなったこの言葉は何を意味す
るのか？ 一言で言えば「あらゆる自我意識を捨ててしまうこと」。自我意識を捨て、あらゆるこだわり
をなくして、真理の世界に溶け込んでいくことこそ「身心脱落」なのだ。それは、病や苦悩、死すらも

ありのままに受け容れる境地。「身心脱落」すれば、何.
関連シリーズ. 風と雲のことば辞典. 雨のことば辞典. 言語起源論の系譜. 記号論. ソシュール超入
門. ことばへの道 言語意識の存在論. ソシュールを読む. ことばと身体 「言語の手前」の人類学. 敬
語再入門. 世界の言語入門. 英語の冒険. ソシュールと言語学.
更に、彼はフッサールの次の言葉に注目する。「物理学的なより高次の超越でさえも、意識にとって
の、ないし認識主観として機能している各々の自我にとっての世界を超出することを意味しない。」
(III.100) 要するに、フッサールのここでの狙いは、意識主観を離れてまったく自体的に存在する世界
という虚構を暴くこと、すなわち、アグィーレを引用する.
2017年3月11日 . 心（精神・意識・魂）についての定説はない。 ・西洋思想上の心は、神の被造
物としての心、人は受動的存在. ・古来の心は、肉体と対立し永遠不滅（観念論）をめざしてき
た。 ・哲学的心は、観念論と唯物論・唯名論の認識論論争を招く。 ・哲学的認識論：真理の認
識の根拠は何か。言語論の忌避. ・無意識の発見：欲望と感情が.
. 文庫）、『格闘する理性─ヘーゲル・ニーチェ・キルケゴール』（洋泉社MC新書）、『ことばをめぐる哲
学の冒険』（毎日新聞社）、『生活を哲学する（双書 哲学塾）』（岩波書店）、『ちいさな哲学』（春
風社）、『経済学・哲学草稿』（光文社古典新訳文庫）、『初期マルクスを読む』（岩波書店）、『こ
とばへの道 言語意識の存在論』（講談社学術文庫）など多数。
Top Sellers. 平和通りと名付けられた街を歩いて 目取真俊初期短編集 · 彼岸と主体 · 神蔵器
の折々の秀句 · 風の詩音 · 詩集 夜の構図 (現代詩人叢書 2) · 詩集 花咲ける孤独 · 吉田健
一著作集 第3巻 東西文学論・近代詩について · 横光利一全集 第2巻 春は馬車に乗って 他 ·
人間滅亡の唄（新潮文庫）.
著者標目, 長谷川, 宏(1940-) <ハセガワ, ヒロシ>. 件 名, NDLSH:言語哲学. 分 類,
NDC7:801.01. 本文言語, 日本語. 書誌ID, BD00247042. 類似資料. 1 cover 真理と解釈 / ドナ
ルド・デイヴィドソン著 ; 野本和幸{ほか}訳; 2 cover 言語哲学の原理 / F.ワイスマン著 ; R.ハレ編 ;
フェリス・ロボ,楠瀬淳三訳; 3 cover 論理と言語; 4 cover 言語論の.
フランス語そのものの同一性が既に意識されていた→『国語』の誕生。 ＊In Japan, . 日本の言語
的近代には「日本語」という言語的統一体が本当に存在するのか。 ２『国語』 . ことばづかいによっ
て身分や社会的地位が特定できてしまう（社会的下位体系に分科）→「地理的階層的な言語変
異に全く汚染されていない言語規範」をつくる。 →「国語」.
ことばへの道―言語意識の存在論の感想・レビュー一覧です。
彼の思考の根底には常に「存在と言葉」についての問題意識があったのである。 . 前の引用のよう
に，彼自身は『存在と時間』の限界が，言語の論究不足にあったことを述べているが，それでは後の
言語論において十分に解明が行われているのかというと， . しかし，これに反し「始めに言葉ありき」と
いうのが，彼の不変の言語論の立場である。
ことばを通して現実があらわれ、人間があらわれ、共同社会があらわれ、宗教があらわれ、芸術があ
らわれるという展望がなかったら、ことばを論ずる魅力はおそらく半減することだろう。――著者は「あと
がき」でそう断じる。人として存在すること、社会のなかに在ることと、否応なくむすびついた「ことば」と
はなにか。繊細でしなやかな哲学的洞察。
2014年4月15日 . 無心』『有心』とはそれぞれ違う次元で成立するココロである」とあるように、「ココ
ロ」こそ、「意識が意識性を超えた」実在なのだが、それが本格的に論じられるのは、絶筆となった
『意識の形而上学──『大乗起信論』の哲学』における意識的超越者「心［しん］」の論究まで待た
なくてはならないのである。「存在はコトバである」と井筒が.
唯物史観と関係意識・自己意識・無意識 ― 唯物史観の幻想論的再構成に向けて ―. ― 279
―. れる。だが、このようなマートンによる批評は、 .. た存在論的な深度をもった歴史・社会哲学に
ほ. かならなかった。第3節以降でみていくように、 ... と一体化した存在であるとされる。 第四命題：
意識と言語は、はじめからひとつ. の社会的な産物であり、.
2017年11月24日 . A M B C 表層意識言語アラヤ識M領域（イマージュ） 無意識意識のゼロポイ
ント象徴化作用意識化深層意識領域意識と本質、岩波文庫、井筒俊彦、P.214; 33. . 言葉の
ない世界イブン・アラビーの存在論（アラビア哲学） イスラーム哲学の原像、岩波新書、井筒俊彦、

P.119 アーラム・アム・ミサール（根源的イマージュの世界）.
2015年9月8日 . 3-A. 環境美学（青田麻未）; 3-B. 芸術の定義（松永伸司）; 3-C. 音楽作品の
存在論（田邉健太郎）; 3-D. 言語と美学（高田敦史）; 3-E. 意図と解釈（河合大介）; 3-F. フィク
ション（高田敦史）. 3-G. 物語（高田敦史）; 3-H. 絵、写真、イメージ（高田敦史）; 3-I. ポピュラー
文化の美学（松永伸司）; 3-J. 芸術的価値と不道徳作品（森 功次）.
雲萍雑志. 自分の武器？ それはサッカーが. たまらなく好きなことです. 熊本県. 熊本県. 原研哉.
森絵都. 柳沢淇園. 小野伸二. NO. IMAGE. 船に乗れ！ 宇治拾遺物語. ことばへの道. 言語意
識の存在論. 家族シアター. より. 1992年の秋空. 弱者の戦略. 佩川詩鈔. より. 山行示同志. 2015
年度 公立高校入試 国語出典一覧. 長崎県. 大分県. 藤谷治.
[書籍]ことばへの道 言語意識の存在論 (講談社学術文庫)/長谷川宏/〔著〕/NEOBK-1332723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.
ヘーゲルの歴史意識」講談社学術文庫1998＜初版 紀国屋新書1974＞ 「ことばの探求」現代書
館1976 「ことばへの道－言語意識の存在論」講談社学術文庫2012＜初版 勁草書房1978＞
「赤門塾通信きのふ・けふ・あす－こどもたちとの知的共同体を求めて」現代書館1980 「黒田喜夫
－村と革命のゆくえ」未来社1984 「言語の現象学」世界書院.
Amazonで長谷川 宏のことばへの道 言語意識の存在論 (講談社学術文庫)。アマゾンならポイン
ト還元本が多数。長谷川 宏作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またことばへの
道 言語意識の存在論 (講談社学術文庫)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2012年10月13日 . 三者関係を為す、認識論・意味論・存在論の対立について。◇言語と現実の
問題は、もう少しちゃんと正面から扱いたいと思います。◇簡潔にしようと心がけましたが、かなり複
雑なものとなっていると思われます。読んでいる箇所の視点がどの立場であるのか、意識しながらで
あれば道に迷うことを最小限にできるかもしれません。
詳細情報. NII書誌ID(NCID): BN00455844. 出版国コード: ja. タイトル言語コード: jpn. 本文言
語コード: jpn. 出版地: 東京. ページ数/冊数: 325, 2p. 大きさ: 20cm. 分類. NDC8 : 801.01;
NDC6 : 801.01; NDLC : KE13. 件名. NDLSH : 言語哲学.
日本の近代化の特殊性のようなものがあるとすれば，言語政策にもそれは反映して .. 又近代言語
学がその自立した科学的志向のために，言語が人間のことばゆえにまとっ. ていたく夫雑物〉を意識
的に削ぎ落していったとしても，ことばは変化する。言語エ ... さて，日本の言語学・国語学の創始
者的存在である上田万年（1867～1937）は，強.
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 自我の用語解説 - 心理学的，倫理的意味では経験
的な個体性についての意識をいう。 . 存在論的意味では経験的自我を構成するところの同時的か
つ継続的偶有の基体としての恒久かつ不変の現実存在をいい，論理学的意味では，思考する主
体をいうが，この主体の統一性と同一性とは，直観に与えられ.
物質志向の存在論、生物地域主義、フェミニズム、社会システム理論、アクターネットワー. ク理
論、現象学など、様々 . ティシズム（Biosemiotic Ecocriticism：生命記号論的エコクリティシズム）
は、言語と非言語、. 人間と非人間、心と自然 . ティシズム論、アインシュタインの量子論、ダーウィ
ンの進化論といった思想が単なる言葉. の学問ではない.
存在論的言語論試論. マルティネとメルロ＝ポンティ. 神奈川工科大学研究報告，. Ａ人文社会
科学編. 1991. 吉谷 啓次. 言語・知覚・沈黙. メルロ＝ポンティの問題群. 哲学 . 知覚と言葉. メル
ロ＝ポンティ哲学の実存論的基盤. 琉球大学哲学論集. 1982. 砂原 陽一. メルロ＝ポンティの存
在論. 思索. 1980. 細見和志. メルロ＝ポンティにおける沈黙の.
Ⅰ. 問題意識. 現象学、解釈学、言語哲学、自己論、社会思. 想と多様な学問領域において業績
を残したポー. ル・リクールの思索の根底には、苦しみながら. も努力し行動する人間の姿を彼独自
の存在論を. 背景に描きだ . 知られる存在論的解釈学（Ⅵ）や、ガーダマー、. ハーバーマスの . 表
現にもたらされる以前の言葉の解釈を通じて. 人間の姿に.
ことばへの道 言語意識の存在論詳細ページ。著者は長谷川宏。DMMの本通販では、70万点以

上の豊富な書籍をネット販売！1000円以上で送料無料！
奄美ことばの言語景観. ダニエル・ ロング. 】 問題の所在. ソシ ュールの時代から、 方言学のみなら
ず、 言語学者 〝 般は話ことばを研究の主な対象としてきた。 〝方、 言語生 . 村 州 景) を見る
ことによって、 人は自分の環境を意識ずる。 まわりにある . 図 門などの建造物を見るときと同じよう
に、 言語的要素を意識することによって. 人は自分の.
長谷川 宏（はせがわ ひろし、1940年4月1日 - ）は、日本の在野の哲学者。妻は児童文学者の長
谷川摂子。 目次. [非表示]. 1 来歴; 2 著書; 3 共著; 4 翻訳. 4.1 ヘーゲル訳書. 来歴[編集]. 島
根県生まれ。1968年に、東京大学大学院哲学科博士課程修了。学園紛争を経験参加した事
で、（けじめをつけるため）一切大学には就職所属せず、自宅で.
2016年3月31日 . ン語に対する俗語の優越は、存在論的優越性であって、表現力の点で俗語が
ラテン語に優 ... 意識である（11）。その際には、ラテン語が蔵していた「ことばの富（copia
verborum）」（12）を. 俗語が引き継ぐことが要請される。こうなると、ラテン語と俗語は一種の並行 .
このことがどのような言語意識を生み出すかは、後に見るこ.
序 言語・行為・公共性. ハイデガーの『存在と時間』が「現象学」の古典的テクストの一つである. こ
とは誰もが認めるところである。しかし，この書で展開されている個々の . るにとどまるのに対して，
「人間に独自な言葉は，利と不利を，したがって. また正と不正を表示するため . 以来，「レス・コギタ
ンス，意識，体験連関」（49）などの概念が次々と開発.
東京外国語大学 TUFS の大学院総合国際学研究科、雑誌『言語・地域文化研究』のページで
す。 . 接触場面における日本語非母語話者の意識的配慮と言語運用について ～語りの分析か
ら見えること～, 嶋原 耕一. 寛政改革 .. 国家の存在論的不安定への取り組み：2001年マケドニア
憲法改正をめぐる紛糾を事例に, Ladislav Lesnikovski.
2017年5月12日 . 冒頭で、物指向人類学（artefact-oriented 1 anthropology）を、新しい下位分
野ではなく広く人類学の分析方法を再配置するための方法として構想すると述べているのだから
（Henare, Holbraad and Wastell: 2007: 1）、ヘナレ達がどのように言葉を尽くそうとも、存在論的転
回が普遍主義的な方向性も持っていることを否定すること.
2014年11月22日 . (1)論理形式の自己言及的－内在的崩壊（論理的脱構築＝否定神学）とそ
の結果導かれる(2)言語的－超越論的シニフィアンの特権化（存在論的脱構築＝固有名の哲
学）というパターンは20世紀後半の大陸系哲学の「紋切り型」である。 『言葉と物』ではルネサンス、
古典主義時代、近代の三つの時代におけるエピステーメーの変遷.
ユニバーサル・インテリジェンス (Universal Intelligence)は、直訳すれば、「宇宙的意識」。 「宇宙的
意識」ないし「 . (井筒俊彦「意識の形而上学」ー『大乗起信論 』の哲学 第二部 存在論から意
識論へ p60). 「カール・ユング(Carl . コトバの意味作用のこと「天使的側面」に焦点を絞りつつ、それ
を言語理論として、あるいは言語哲学として、. 展開させる.
Esse est percipi(存在することは知覚されることである)と言うと、感覚は必ずしも言葉に対応してい
ませんが、脳の頭頂葉・側頭葉・後頭葉の連合野で、視覚認知と言語は同じ野と交連線維を共
有しています。進化史 . つまり、われわれの意識そのものが、「対象を認知した結果の信号」を、言
葉によって概念化することによって構成されているのです。
現象学的還元とは認識過程における＜対象＞と＜現象＞の関係を、自然主義的に「原因」と
「結果」とせず、＜現象＞から＜対象＞の存在を認受する条件を検討する手続きだ。 . デリダの記
号論的言語論は「意味付与」＝「意識」と「表現」との関係に言語の本質をみる伝統的言語観を
逆転させ、記号がいかにして一定の意味を読み手に喚起する.
ことばへの道──言語意識の存在論』長谷川宏＝著／講談社学術文庫／2012年 □ 『読書につ
いて 他二篇』ショウペンハウエル＝著、斎藤忍随＝訳／岩波文庫／1983年改版□ 『読書の技法
──誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門』佐藤 優＝著／東洋経済新報社／
2012年□ 『書店の棚 本の気配』佐野 衛＝著／亜紀.
2018年1月2日 . 関連シリーズ. 風と雲のことば辞典. 雨のことば辞典. 言語起源論の系譜. 記号
論. ソシュール超入門. ことばへの道 言語意識の存在論. ソシュールを読む. ことばと身体 「言語の
手前」の人類学. 敬語再入門. 世界の言語入門. 英語の冒険. ソシュールと言語学.

これに対して宮田和保は、マルクス主義経済学の立場から三浦つとむを批判的・発展的に継承す
る「言語過程説」であると自らの立場を位置づけ、〈生活過程→意識→言語表現〉という過程的
意識構造における「生活過程およびそれに照応する社会的な個人の意識から生みだされる意識の
現実的表現」として言語を実践的・存在論的にとらえます。
人間存在論』は、そのような人間存在の根源的問題意識に従って、言語論を革新し、現代文明
の基盤をなしている西洋的思考様式を再検討し、新たなものの見方考え方を提唱して、人類の
直面 . 人類共存のための新しい知恵 ： 正しい言葉と知識にもとづく意志的感情が、人間の心を
強め、互助と共生の関係を促進し、生命と人間の尊厳を高める。
読書案内. 教員からのお薦め図書を紹介します。無印は新書・文庫・選書の類，†は単行本です。
国語教育学領域を担当する教員からのお薦め図書. 長谷川宏『ことばへの道─言語意識の存在
論─』（講談社学術文庫），2012年; J・モーティマー・アドラー，V・チャールズ・ドーレン（外山滋比
古・槇未知子 訳）『本を読む本』（講談社学術文庫），1997年.
ここにいう「思想」とは 人の意識の活動で種々の観念が、ある一点において関係を持ち、その点に
おいて結合されたものである。この統合作用を「統覚作用」と . ここに「あり」という存在詞が、主位
観念と賓位観念を統合する統覚作用の言語的表現―陳述を表すものとして、文の根底にあること
が根拠づけられるのである。 しかし、山田が「あり」の用法.
る“ ことにこだわる道元の独自の言語意識がはたらいてい. ると見なければならない。 もっとも、 この
意識は、 道元だ. けのものではなく、 中国の禅仏教の伝統のなかにその片鱗. を見ることができる。
その典拠として、 たとえば 『臨済録』」のなかに、 「道得也. 一二十棒、 道不得也三十棒」 というこ
とばで知られる徳山の. 垂示がある。 文字の通り、.
現象学・存在論・欲望論 Ⅲ」──哲学の現代的地平. 現代哲学の三つの大きな潮流がある。 第
一に、近代哲学の伝統的な問題意識、すなわち認識問題、倫理学を引き継ぐ現 . ③言語の謎
(言葉と真理). ⇒ゴルギアスの謎. (普遍認識の不可能性). 1)存在はありえない. 2)存在があって
も、認識できない。 3)認識できても、言語で表現できない.
ことばへの道新装版 - 言語意識の存在論 - 長谷川宏 - 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。
の言語が話されているといわれているが、隣の村に行ったら違う言葉を話. していることさえあり、国民
はみんな .. 大切は要因は発音にある、という。そし. て、全ての非英語母語話者の誰にでも教えら
れる中核的な音声特徴が存在 ... 自然界の法則が支配する物理的世界に対して、我々が帰属
意識を持つの. は社会的世界である。社会的世界は.

