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概要
ミシェル＝フーコーの生涯と時代背景、数々の知的交流を紹介するとともに、「知／言説的実践」
から「装置／権力的実践」「倫理／

2017年3月22日 . 他者とテクスト上で関係する際の、その関係の仕方の複雑さこそがデリダの読み
づらさの主たる原因なのです。 また、「コギトと狂気の歴史」におけるミシェル・フーコーへの批判は、
フーコーの怒りを買ってその後論争に発展していくわけですが、そこでもデリダの書き方（文体）の奇妙

な屈折や韜晦が、書かれた批判の内容以上にフーコーを苛立たせたであろうことが十分に推測され
ます。むろん内容においても、フーコーが立てた「古典主義 .. 科学哲学的内容を含んだデリダの処
女作. 幾何学の起源 新装版.
2016年7月1日 . デリダの脱構築やフーコーの言説と権力など、数多くの現代思想にインスピレーショ
ンを与えているのがニーチェの思想。 一人の人間の中にも、ひとつの意志の中にも、 . 哲学、社会
学、文学など人文学分野に、巨大なインパクトを残したミシェル・フーコー。彼の書いたノートは、何
トンにも及ぶという。 .. 生きているか。ほんとうの自分を貫いているか。「才能なんて勝手にしやがれ
だ」「ダメ人間なら、そのマイナスに賭けてみろ」 今も鋭く問いかける、生涯芸術家岡本太郎からの
メッセージ。93年刊の新装版。
2015年6月5日 . マニアックな話で申し訳ないが、ちょっと読書メモ。フーコーの『性の歴史』が挫折し
た「空白の8年」には謎が多く、挫折の原因もよくわからなかったが、その間の講義がフランスで刊行さ
れ、日本でも10年以上かかって訳されている。本書はその最新刊だが、きわめて難解（という.
Ｍ・フーコー 『知の考古学』、中村雄二郎訳、河出書房新社、一九九五年（改訂版新装） Ｍ・
フーコー、『言葉ともの──人文科学の考古学』、渡辺一民・佐々木明訳、新潮社、一九七四年
（大部） 桜井哲夫、『フーコー──知と権力』、（現代思想の冒険者たち２６）、講談社、一九九六
年 ○ハイデガー Ｍ・ハイデガー、『存在と時間』、（世界の名著）、原・渡辺訳、中央公論社、一九
七一年Ｍ・ハイデガー、『「ヒューマニズム」について』、（ちくま学芸文庫）、渡邊二郎訳、一九九七
年 ※ ハイデガー、『言葉への途上』、（ハイデッガー.
家事労働に賃金を！」のスローガンを掲げ、フェミニズム運動の中心的活動家のひとりであるシル
ヴィア・フェデリーチは膨大な歴史資料・民族誌の読解を通じて、マルクスの本源的蓄積、フーコー
の身体論を批判的に検討。彼らが描ききれなかった魔女狩りから植民地 .. ながら、異世界性に触
れようとする思考の冒険！ ミシェル・フーコーの『言葉と物』を凌ぐ近代社会を巡る言説分析！ ..
期の哲学研究における不朽の名著の完訳です。 ※新装版の刊行に当り、神崎繁「ギリシア哲学
の旅立ちへの初々しい道案内」を 付す。
2010年1月15日 . したがって、実定性の一つのシステムが、通時的過程の一総体を括弧のなかに
入れることによってのみ知覚されうる一つの共時的な形象であるなどとは信じない。考古学は、継起
に無関心であるどころか、〈派生の時間的ヴェクトル〉を見定める。 『知の考古学』（中村雄二郎
訳、河出書房新社、1995、改訳新装版）p.255より. じつに難解な文章であるが、ここでフーコーが
いっていることはそう難しいことではない。フーコーは同書のなかで、「考古学」の分析対象を「アル
シーヴ（収蔵体）」、つまり英語でいえば「.
それ. は言い換えれば，フーコー読解の可能性と. してのディドロ読解があるということでも. ある。もち
ろん，ここでフーコーとディド. ロを取り上げるのは，狭い意味でのフラン. ス思想の影響関係を考えた
いからではない。 『ラモーの甥』や「汚辱に塗れた人々の生」 ... 左右社，2011 年（新装版）. 論考
や批評，詩や小説といったものが可. 能になるのも，わたしたちは何かを読む存. 在であり，わたした
ちが分かっていなかっ. た何かを読むに値するものへと変換できる，. という信仰にも似た素朴な思い
があるから. に違いない。
透明な白は存在するか？―プラトン『ソクラテスの弁明』からフーコー『言葉と物』まで、古今の哲学
書を百一冊に限定して、ブックガイド形式で紹介。個々の哲学者の思想の概要はもとより、その真
の魅力までを余すところなく読み解いていく。これまでまったく解読不能だった哲学書の理解を助ける
だけでなく、遠大な哲学史の全体像をも把握できる本。 Page Top. TOP · 会社案内 · プライバ
シーポリシー · このサイトについて · 採用情報 · お問い合わせ · サイトマップ.
2012年3月31日 . 会場は新装された大阪駅の上のビルの28階。式場に入ると，正面と左側が全面
ガラス。天井が高くて，とてもすがすがしくて，新しい生活を始めようとするさわやかな二人にふさわし
い場所だと思いました。 新婦が父親に . 2003年だったか，アトリウムにフーコーの振り子を設置しよう
としていたとき，4期生から「抗議文」を受けとりました。 「学校が生徒のためにいろいろと考えてくだ
さっているのは承知しています。しかし，アトリウムはぼくたちの場所です。そこに半永久的に何かをつ
くろうとするのに，なぜ事前.
現代思想の冒険者たち 全31巻（現代思想の冒険者たち Select（新装版）全11巻）. 編集／今村

仁司・三島憲一・野家啓一・鷲田清一 講談社 . バタイユ; ガダマー; ラカン; ポパー; アドルノ; レヴィ
ナス; アレント; メルロ＝ポンティ; クワイン; レヴィ＝ストロース. バルト; アルチュセール; ロールズ; クーン;
ドゥルーズ; フーコー; ハーバーマス; デリダ; エーコ; クリステヴァ. （下記に年表あり） ... Michel Foucault
(ミシェル・フーコー) 1926/10/15～1984/06/25. 日常のすみずみまで浸透し、我々を拘束する権力の
起源. 2011/07/20 読了.
ミシェル・フーコー フーコーの晩年 晩年のフーコーは、どの著作においても、西洋社会で「生の権力」
という新しい権力、つまり、伝統的な権威の概念では理解することも批判することも想像することも
できないような管理システムが発展しつ. . 統制し、福祉国家という形態をとって出現する。フーコー
は、個人の倫理を発展させることによって、この「生の権力」の具体的な現れである福祉国家に抵
抗するよう呼びかけた。 . 言語表現の秩序』中村雄二郎訳、河出書房新社、新装版1995年、

ISBN 4309706126. 1973 Ceci n'est.
清水書院の人と思想シリーズの内容・特色をご案内しています。
フーコー 新装版/今村仁司/栗原仁」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お茶、
ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスクル個人向け
通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無料です。
2016年11月29日 . 日本語版序文 序章 ロゴスか機械か 第１章 生産と主観性の生産 社会的服
従と機械状隷属とのあいだ 第２章 主観性の生産といわゆる生産におけるシニフィアンの記号学と
非シニフィアンの記号論 第３章 複合的記号論 第４章 対立と記号体系 第５章 「社会のクズ」発
言と行為遂行的なものにたいする批判 第６章 主観性の生産における言説的なものと実在的なも
の 第７章 言表行為と政治学 民主主義をパラレルに読む――フーコーとランシエール 原注 シニフィ
アンの専制とつっかえつっかえ話す権利 解説.
SHIBUYA TSUTAYA. 他の店舗で探す. セル フーコー<新装版> 人と思想158 書籍. 在庫状況：
[ ― ] 更新日時 7月13日 23時59分. 申し訳ありません。この商品は現在検索が出来ません。 ※
在庫状況は現時点のものではありません。必ずお店に在庫状況をご確認ください。
１．社会構築主義の展開と実在をめぐるつまずき. 社会学において、最初に構築（構成
construction）というタームを掲げて広く注目を集. めたのは、バーガーとルックマンの『現実の社会的
構成』（Berger and Luckman 1966=2003）. だった。シュッツ直系の現象学的社会学の試みにマル
クス、ミード、デュルケムの所説を. 接木し、当時米国の社会学理論の世界で優勢だった構造機能
主義に対抗する「社会」の説. 明のパラダイムを提示しようとしたかれらの試みは、1960 年代後半の
いわゆる対抗文化の. 流れの中で、とりわけ.
1953『経験論と主体性 ヒュームにおける人間的自然 Empirisme et subjectivité』木田元・財津理
訳、河出書房新社、2000年（新装版）。 「ヒュームの . 1956「ベルクソンにおける差異の概念」（『差
異について』平井啓之訳、青土社、2000（新装版）. 「差異の .. 戦後の映画を論じた第二巻。この
巻ではベルクソンのイマージュ概念の全射程と言えるものが論じられ、ニーチェと接合することでなんと
ハイデガーの真理概念の克服さえはかられる。後期ドゥルーズにおける哲学的な発展として見逃せ
ないものがある。 『フーコー』.
2017年9月3日 . ヴァルター・ベンヤミン （改訂版新装） アドルノ，テオドール・Ｗ．〈Ａｄｏｒｎｏ，Ｔｈｅｏ
ｄｏｒＷ．〉 大久保健治【訳】. 新しい科学的精神 ガストン・バシュラール 関根克彦. 空間の詩学
バシュラール，ガストン〈Ｂａｃｈｅｌａｒｄ，Ｇａｓｔｏｎ〉 岩村行雄【訳】. 夢みる権利 バシュラール，ガスト
ン〈Ｂａｃｈｅｌａｒｄ，Ｇａｓｔｏｎ〉 渋沢孝輔【訳】. ミシェル・フーコー―構造主義と解釈学を越えて ドレ
イファス，ヒューバート・Ｌ．〈Ｄｒｅｙｆｕｓ，ＨｕｂｅｒｔＬ．〉 ラビノウ，ポール〈Ｒａｂｉｎｏｗ，Ｐａｕｌ〉 井上克人
北尻祥晃 高田珠樹 山形頼洋 山田徹.
2012年9月2日 . 河出文庫でのフーコーの訳書は2年前の『ピエール・リヴィエール』に続いて2冊目で
す。42年ぶりの新訳。初訳であった中村雄二郎訳はまず1970年に単行本で刊行、その後、1981年
にシリーズ「現代思想選」第10巻として「改訳新版」、1995年にシリーズ「河出・現代の名著」で「改
訳版新装」、さらに再度単行本で2006年に「新装新版」が刊行されました。この最新の新装新版
でも再度訳文に手が入っていますから、中村さんとしても長年に渡って本書と向き合ってきたわけで
す。この単行本版は今なお入手.

2008年4月11日 . 2008年6月に『新装版・アリス狩り』『アリスに驚け』（青土社）刊行予定。翻訳は
S．シャーマ『レンブラントの .. 主体」なるものを少しも疑うことのない美術史が、構造主義のインパク
ト下、「主体」は世界との相互作用の中でしか生まれないという立場をとると絵がどう見えてくるか、と
いう哲学的実験が綴られるようになり（バルト、フーコー）、それが今、飽くまで社会の諸関係の中で
しか絵の意味は捉えられないという厳密な意味でのニュー・アート・ヒストリーの段階に入りつつある。
しかし、二元論的モデル（男対.
2015年2月28日 . 膨大な草稿に光をあてたベンサム・プロジェクト――その貴重な成果が、フー
コー、ロールズをはじめ様々な論者から、読まれざる思想家ベンサムを解き放ち、功利の原理に基
づいた、ラディカルな思考の可能性を拓く。 「『ジェレミー・ベンサムの挑戦』は何を目指したか」（pdf）
· 各章の . ヴィクトリア時代の思潮とJ. S. ミル―文芸・宗教・倫理・経済』（編著, 三和書籍，2013
年），『新装版 労働と正義― その経済学史的検討』（創風社，1994年）他。 執筆担当：第5章
翻訳・第8章. Frederick Rosen（フレデリック.
フーコー 新装版 （Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｂｏｏｋｓ 人と思想）/今村 仁司/栗原 仁（エッセイ・自伝・ノンフィクショ
ン） - ミシェル＝フーコーの生涯と時代背景、数々の知的交流を紹介するとともに、「知／言説的実
践」から「装置／権力的実践」「倫理／道徳的自己実践」まで.紙の本の購入はhontoで。
2011年3月6日 . 初期の『臨床医学の誕生』や『狂気の歴史』では、フーコーは近代的な合理性が
非合理な「狂気」を排除することによって形成された過程をたどり、『言葉と物』では＜人間＞という
概念が18世紀以降の啓蒙思想によって作られたフィクションであることを明らかにする。「不可侵の
人権」や「国民主権」は近代国家を支えるフィクションであり、労働の生産物をその生産者が「所
有」する権利は市場経済を支えるフィクションである。 『監獄の誕生』では、こうした人間＝主体が
いかに形成されたかを明らかにする。
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 1,200円. 税込価格 1,296円. 取り扱いショップを見る.
リンダ・ウィリアムズが2000年に発表した「規律訓練と楽しみ――『サイコ』とポストモダン映画
（“Discipline and Fun: Psycho and Postmodern Cinema”）」は、ミシェル・フーコーによる「規律訓
練（discipline）」の概念を援用しながら『サイコ』（Psycho, 1960）における観客の身体反応の意義
を考察した画期的な論考であり、同作品の研究に新たな一石を投じた。ウィリアムズに . 4 (注2) ス
ティーヴン・レべロ『ヒッチコック＆メイキング・オブ・サイコ改訂新装版』岡山徹訳、白夜書房、2013
年、202、261-62頁。 5 (注4) Linda.
精神疾患と心理学 【新装版】の感想・レビュー一覧です。
ちなみに、A.O(1972)に続いて『フーコー』(1986)にもダイアグラムと関連してマルコフ連鎖について言
及がある。 . 地層 ４．襞（主体化の帯域）. フーコーのダイアグラム 出典＝Gilles Deleuze,
Foucault, Minuit, 1986. 文庫版228頁. （──凹部生成のダイアグラム）.
http://db.10plus1.jp/backnumber/article/articleid/1021/. ドゥルーズが主に言及するのは『言葉と
物』及び『性の歴史』（『知への意志』1976年、『快楽の活用(用法)』1984 、『自己 . →20060221
中村 雄二郎 訳 『知の考古学』，新装版，河出書房新社，372p.
書籍: フーコー 新装版 [Century Books 人と思想 158],アニメ、ゲーム、アイドル関連商品のオンラ
インストア。フィギュアやグッズなど当店限定の商品や特典いっぱい! 無料会員登録で会員価格や
会員限定セールに参加！ 送料無料キャンペーンやブックカバーサービスを実施中！
〈知〉を構成する〈言表〉と〈可視性〉、〈権力〉〈主体化〉など、フーコー思想の鍵となる概念を全著
作から抽出し、自らの思想と重ね合わせて描いた二重の思想地図!注目のフーコー論。（初版） □
内容（「BOOK」データベースより） 「ダイアグラム」「外」「主体化」そして「襞」。未来にむけてひらか
れたフーコーの思考、「生」の論理の全貌。（新装版） □ 内容（「MARC」データベースより） フーコー
の思想の地勢図を全業績に渡って抽出し、それに著者自らの思想の地勢図を焼き付け二重の思
想地図を描き出した、未来に向けてひらかれ.

ミシェル・フーコー(著), 中村雄二郎(翻訳) 知の考古学(新装版)のことをもっと知りたければ、世界
中の「欲しい」が集まるSumallyへ！
ミシェル・フーコー著、中村雄二郎訳『言説表現の秩序』(72年河出書房新社). 同著、同訳『言
説表現の秩序』(改訂版新装) (95年河出書房新社). 同著、同訳『知の考古学』(改訂版新装)
(95年河出書房新社). 資料. (1)「言説（ディスクール）としてのオリエンタリズムを検討しないかぎり、
啓蒙主義時代以降のヨーロッパ文化が、政治的・社会的・軍事的・イデオロギー的・科学的に、ま
た想像力によって、オリエントを管理したり、むしろオリエントを生産することさえした場合の、その巨大
な組織的規律＝訓練というものを理解すること.
みすず書房 , 2001.0620［新装版、初版：1992.0714］ →→『Le rêve et l'existence』. ミシェル・フー
コー思考集成 〈7〉 知・身体 筑摩書房 , 2000.1125 →→『Dits et écrits』. ミシェル・フーコー思考
集成 〈6〉 セクシュアリテ・真理 筑摩書房 , 2000.0825 →→『Dits et écrits』. ミシェル・フーコー思考
集成 (5) 権力・処罰 1974-1975 筑摩書房 , 2000.0325 →→『Dits et écrits』. ミシェル・フーコー思
考集成 (4) 規範・社会 1971-1973 筑摩書房 , 1999.1125 →→『Dits et écrits』. 自己のテクノロ
ジ- ~フ-コ-・セミナ-の記録 岩波書店.
16）丸山圭三郎，『文化記号学の可能性』（増補完全版），夏目書房，1993年，236頁。 ミシェ
ル・フーコー（中村雄二郎訳），『知の考古学』〔改訳版新装〕，河出書房新社，1995年，74∼75
頁。 17）児玉徳美，『言語理論と言語論』，くろしお出版，1998年，256∼257頁。 18）ミシェル・フー
コー（中村雄二郎訳），『言語表現の秩序』，河出書房新社，1981年，55頁。 19）浅見昇吾，
「訳者あとがき」，ポール・ストラザーン（浅見昇吾），『90分でわかるフーコー』所収，青山出. 版
社，2002年，123∼124頁。 20）児玉徳美，『ヒト・.
2016年7月31日 . 文芸理論上の不朽の古典として高く評価されているワイリー・サイファーの新装版
『文学とテクノロジー』を読解したのでその記録を残す。本書には「ミメーシス」、「メセクシス」、「アル
ス」、「テクネー」などの .. 彼は『性の歴史』で意図的に性的な身体について語ってはいない。このよ
うに、小林氏はフーコー思想のひとつの断片である「ラス・メニーナス」論を、彼の思想全体を読み解
く上での羅針盤として高く評価しつつ、そこから新たな読みを提示することで、この哲学者への敬意
を表明していると考えられる。
〈グローバル・フェミニズム〉と途上国女性の運動―ＷＩＤと女性のエンパワーメントをめぐって」. 坂本
義和編『世界政治の構造変動』岩波書店． (16) 桑田禮彰ほか編,1997『ミシェル・フーコー 1926
－1984（新装版）』新評論． (17)

Butler,J.1990,GenderTrouble:FeminismandtheSubversionofIdentity,NYandLondon:Routledge.
（竹村和子訳1999『ジェンダー・トラブル』青土社，pp.167－208．） (18) Butler,J.前掲訳書，p.72．
(19) Crossley,N.（2005）西原和久監訳2008『社会学キーコンセプト―「批判的社会理論」の基
礎.
2017年11月7日 . 〇自分で自分を管理できる子供に ・無駄のない時間に組み入れられていく思
春期（charlie） →効率を理想とする受験専用手帳（c） →一億総charlie化(速水) →回り道をした
らそこに合わせて予定変更（c） →勉強時間の管理じゃなくて時間管理力の管理（c） →フーコーの
言う規律の権力（塚越） →否定しようもなく有益なロジック（塚越）. ・子供が小学校受験（海猫
沢） →日本は階級社会、そこから外れたらどうなるかが分かる（海猫沢） →自分の人生を否定して
るような（海猫沢）. ・レールはあるのかない.
精神疾患と心理学新装版 - ミシェル・フーコー - 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。
The latest Tweets from 法政大学出版局 (@hosei_up). 1948年設立の学術出版社・法政大学
出版局の公式アカウント。新刊、重版、書評、フェア・イベント情報などを中心にお届けいたします。
情報発信専用のため、お問い合わせは専用フォームをご利用ください。http://t.co/FUMQ9BuCid.
東京都千代田区.
. 上端を固定し、下におもりをつけた振り子をつくり、これを振らせると振動面が地球の自転の影響を
受けて回転する。これを利用して、地球の自転の影響を調べることができる。こうした振り子をフー
コーの振り子という。 Frank-Hertz experiment フランク・ヘ丿レ. F。urier 轟 na ー ySiS フ一'丿エ解

析 F。urier transf。rm フーリエ変換 F。urier tramf。rmati。n フーリエ変換一 Fast F。uner
Transf。rmati。n frame 。f refere=ce 座標系一 C。。rdinate system h 。ー。 graphy 髑ー aSCr.
ZZ フ ブプ“畑 8 ひゾ蕨縄ブ夢沈鬱” 68.
【試し読み無料】難解なテーマを初心者にもわかりやすく紹介。ニーチェからフーコーまで代表的な11
人の哲学者・思想家をとりあげ、現代思想のはじまりからその後の展開まで、難解なテーマを初心
者にもわかりやすく紹介する。※本書は1995年7月、芸文社より刊行された『はじめて読む現代思
想』1・2を文庫化にあたり一冊にまとめ改題したものです。
データ種別, 図書. 出版者, 東京 : 河出書房新社. 出版年, 1999.5. 本文言語, 日本語. 大きさ,
228p ; 20cm. 別書名, 原タイトル:Foucault. 著者標目, Deleuze, Gilles, 1925-1995 · 宇野, 邦一
(1948-) <ウノ, クニイチ>. ▽所蔵情報を非表示. 教育学部(21614) 135.57. 配架場所, 教育学部
(21614). 巻 次, : 新装版. 請求記号, 135.57. 登録番号, 2001018819. 状 態. コメント. ISBN,
4309242189. 刷 年. 利用注記. ▽書誌詳細を非表示. 件 名, BSH:Foucault,Michel. 分 類,
NDC8:135.5. NDC9:135.57. NDLC:HD135. 書誌.
本書では確率の出現をパスカル等確率論史で知られた幾人かの天才達の功績とするのではなく、
フーコーの考古学のスタイルを用い、1660年前後の10年間に、証拠などの関連概念の変化に伴っ
て起こった歴史的必然として、医学などとの関わりの深いその前史から鮮やかに描き出す。 ▽, 確
率のもつ二 .. 本書は分析哲学の本であり、フランスの哲学者ミシェル・フーコーによる知の考古学の
手法を実践した本でもある。つまり、確率の . 人間知性研究（新装版）, デイヴィッド・ヒューム,
2011, 法政大学出版局. ライプニッツ.
ニヤリともさせる。2010年に新装版として出版された『ラ・ロシュフコオ 箴言と考察」（内藤濯訳、グラ
フ社）の帯には、「世界一、辛辣で刺激的な古典」とある。 ラ・ロシュフコーの生涯は、武人と文人
の二つの時期に分けられる。剣の貴族出身で、将来の武将としての教育を受けた彼 .. ラ・ロシュフ
コーに興味を持つ人は、堀田善衛の『ラ・ロシュフーコー公爵傳説』（集英社、1998年）を手に取って
みるとよい。動乱の１７世紀の歴史を丹念に描きつつ、ラ・ロシュフコーの生涯を先祖とのつながりの
なかで浮き彫りにした力作である。
『夢と実存【新装版】』の書誌情報：〈フーコーの（序論〉は、その時代の彼の知的方向づけを伝える
最良の鏡である。だがもっと根本的にはそれは、彼自身の関心事を、彼が現に自分に課し今後も
課すようになる数々の問題を把握するための、また彼の仕事の形成過程をその起点において把握
できるかもしれぬ本質 .
2013年12月15日。 ミシェル・フーコー 『わたしは花火師です フーコーは語る』 中山元 訳 ちくま学芸
文庫 フ-12-9 筑摩書房 2008年9月10日第1刷発行 222p 文庫判 並装 カバー 定価1,000円＋税
装幀： 安野光雅カバーデザイン： 神田昇和 「本書は「ちくま学芸文庫」のためにあらたに編集・訳
出された。」 本書「訳者あとがき」より： 「本書は、四冊組みのガリマール版著作集（Michel
Foucault, Dits et Ecrits, Gallimard, 邦訳は『ミシェル・フーコー思考集成』、筑摩書房、全一〇
巻）に収録されていない文章を中心に、一九七四.
神谷美恵子訳『臨床医学の誕生』（1969／新編集版・2011・みすず書房） ▽中村雄二郎訳『知
の考古学』（1970／新装新版・2006・河出書房新社／河出文庫） ▽中村雄二郎訳『言語表現
の秩序』（1972／改訂新装版・1995・河出書房新社） ▽渡辺一民他訳『言葉と物』（1974・新潮
社／ちくま学芸文庫） ▽田村俶訳『狂気の歴史』（1975・新潮社／ちくま学芸文庫） ▽田村俶
訳『監獄の誕生』（1977・新潮社） ▽田村俶他訳『性の歴史』全3巻（1986、1987・新潮社／ちく
ま学芸文庫） ▽ミシェル・フーコー著、豊崎光一他訳『.
2017年11月1日 . 聖者として知られるフーコー神父は、1916年第一次世界大戦にともなう混乱で
暴徒に殺害されたが、私はパリ自. 然史博物館 .. 出して平易に書き改められ、『村上茂の生涯』と
タイトルを変えて文庫版としても出版されている。 カトリック大学 .. 五野井隆史. キリシタンの文化.
吉川弘文館, 2012, 296p.,（日本歴史叢書 新装版, 67）. ・外海町文化企画課企画・編集・制
作. 外海: キリシタンの里. 外海町役場, 1983, 44, 33p. ・田北耕也. 昭和時代の潜伏キリシタン. 3
版, 図書刊行会, 1978, 538p. ・中園成生.
新装版 ルカーチ著作集をお売り頂きました(全13巻揃 白水社 月報揃/哲学思想の本買い取り) ·

『マルクス=エンゲルス全集』を買取（大月書店版／全54 2017.12.12 『マルクス=エンゲルス全集』を
買取（大月書店版／全54巻揃） · 貴重な『森信三全集』全25巻揃／古本買取で 2017.10.27
貴重な『森信三全集』全25巻揃／古本買取で入荷中です . ポスト構造主義, リオタール、フー
コー、ドゥールズ、ガタリ、ナンシー、ラクー＝ラバルト、デリダ、ルジャンドルなど。 文芸批評, バタイユ、
ジュネ、ブランショ、サイード、イーグルトン.
第三空間 新装版. 定価本体4200円＋税. 発売日2017年5月19日. ISBN978-4-7917-6988-9.
購入する. すべての現代社会批判の理論的出発点 地理学、フェミニズム、ポストコロニアル批評な
どの諸分野における「空間論的転回」の動向、そして新しい文化研究の潮流を、ルフェーブル、フー
コーらを効果的に引用しつつソジャ一流の手つきで軽快にまとめあげた、批判的社会理論の記念
碑的名著。現代地理学の開拓者・ソジャの代表作、待望の復刊。 line2.gif. 【目次】. 序章／旅
程／提案. 第一部 第三空間を発見する
2005年9月16日 . フーコーの『言葉と物』は、ハイデガーが西洋哲学史の大きな切れ目と考えていた
デカルトとカントに照準を合わせ、１７～１８世紀にかけての古典主義時代（＝デカルト以降）の学
問や思想と１９世紀（＝カント以降）の学問や思想のあいだになにが生じたのか、具体的に分析し
ていく。 すなわち『言葉と物』の構想は、『存在と時間』第二部の第一編・第二編と対応し、ハイデ
ガーが果たさなかった『存在と時間』の問題意識を批判的に継承しているのであり、西洋哲学史に
対するフーコーの見通しとハイデガーの.
I・アフマド/D・ハーサミアン『帝国との対決-イクバール・アフマド発言集』太田出版ミシェル・フーコー
『知への意志――性の歴史Ⅰ』渡辺守章訳、新潮社米本昇平/松原洋子/ぬで島次郎/市野川容
孝『優生学と人間社会』講談社現代新書イマヌエル・カント『永遠平和の . E・バリバール/I・ウォー
ラーステイン『人種・国民・階級〔新装版〕』大村書店アントニ・グラムシ『グラムシ・セレクション』片
桐薫編、平凡社ライブラリーカール・マルクス『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』太田書店カー
ル・マルクス『一八五七-五八年の経済学.
社会的な規範や制度や出来事は、人々から独立に客観的に存在しているわけではない。それは
言語に媒介され、構築されていると考えるのが構築主義である。理論的な背景はフーコーやウィト
ゲンシュタインなど。本書は社会学に端を発し人文諸科学を席巻しつつあるこの新しい方法につい
ての初めての入門・解説書である。執筆者には中堅・若手の気鋭を動員し構築主義の可能性を
広く探っている。 このページのトップへ.
戦後まもない新制「教養学部」の発足と同時に，新しい知のコミュニティの中心たれと創刊された
「教養学部報」．廣松 渉氏，松浦寿輝氏，柴田元幸氏ほか綺羅星のような執筆者の知られざる
小論考やエッセイから教室の素顔まで，自由で楽しい「知」の現場の舞台裏をいきいきと伝える．
主要目次. はじめに――言の葉の舞う散歩道（石井洋二郎／2014年度教養学部長） 協奏を支
える「通奏低音」として――「教養学部報」の来歴にふれて（川中子義勝／編集委員長） 「教養
学部報」編集余話（鈴木基美／元編集員） I 「娘には.
2017年11月26日 . フーコーが新しい方法で、また新しいものさしで、歴史を解読する以上、従来の
通念に従うものさしや概念の使用をやめ、分析を開始するのだから、翻訳した中村雄二郎はそれ以
上に試行錯誤・難問だらけ・艱難辛苦・暗中模索の訳業だったはずだ。 ・. ・. １９７０年10月 ミシェ
ル・フーコー 中村雄二郎 訳 『知の考古学』 初版発行. １９８１年２月 中村雄二郎 改訳新版 初
版発行. １９９５年８月 中村雄二郎 改訳版新装 発行. ２００６年２月 中村雄二郎 新装新版
発行. ・. ・. １９９５年８月の改訳版新装の訳本を入手.
d222, パイディア 7号, モーリス・ブランショ フーコー/他 少シミ有, 1970, 竹内書店, 1,800-. d223, パイ
ディア 8号, ジョルジュ・バタイユ レリス/他 背傷, 1970, 竹内書店, 1,800-. d224, 書物の現在, 安原
顯編 吉本隆明/蓮實重彦/他, 1989, 風の薔薇, 1,500-. d225, 読むための理論, 文学/思想/批評,
1994/6, 世織書房, 2,000-. d226, 不死のワンダーランド （増補新版）, 西谷 修 432頁, 帯, 2002,
青土社, 1,800-. d227, プルースト/バタイユ/ ブランショ, 山本光久訳, 帯, 1999, 水声社, 2,500-.
d228, フーコー知と権力 （新装版）.
福祉の体系における「欲望」のフーコー的様相とボランティアの偶然性. ―ヘーゲル法哲学における
「欲求の体系」の偶然性と文化経済学の考古学―. The Contingency of Desire . の偶然性の多

面的な諸相を考察しながら、M.フーコーのいう「人間」の誕生の考古学を既に予示. したことを確認
し、「欲求の体系」における流行現象や「奢侈」やボランティア活動の必然的な .. 保信他訳、お茶
の水書房、新装版、1989 年、所収、137 頁)。 また、たとえば今日の事例でいえば「加齢臭」という
新語は、2001 年4 月に"Journal of.
品川、新橋、銀座、日本橋、上野、浅草……獅子文六が東京を路面電車でめぐりながら綴る、
愛しの風景、子ども時代の記憶、美味案内。ゆったりと古きよき時代がよみがえる名エッセイ、新装
版。
2018年1月12日 . 記号と機械 - 反資本主義新論 （新装版）ラッツァラート，マウリツィオ 共和国
（2016/12）. ○けものになること 坂口 恭平 河出書房新社（2017/02）□. □ ドゥルーズの哲学 : 生命・
自然・未来のために / 小泉義之[著] . - 東京 : 講談社 , 2015.10講談社学術文庫 ; [2325] . 誤
読」の哲学 : ドゥルーズ、フーコーから中世哲学へ / 山内志朗著 . - 東京 : 青土社 , 2013.12□. □
動きすぎてはいけない : ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学 / 千葉雅也著 . - 東京 : 河出書房新
社 , 2013.10□. □ ドゥルーズの哲学原理 / 國.
ハイデガー、マルチンパスカル、ブレーズ樋口和彦日高敏隆ビューラー、シャーロッテヒルマン、ジェーム
ズフーコー、ミシェルブランショ、モーリスフロイト、アンナフロイト、ジグムントベケット、サミュエルヘーゲ
ル、フリードリヒボルノー、オットー. F .ノ。一。二で仁工前田愛マルクス、カール三木清棟方志功村
上陽一郎森闘外ヤ行山口昌男山中康裕ユング、カール. G .横尾忠則ーノ。一。フ 4 丁ルロワ=
グーラン、アンドレレイノー、ジャン=ピエールローエンフェルト、マルグリット 編集協力者(明石箱庭療
法研究会)石井和子宇都宮.
精神疾患と心理学 新装版/ミッシェル・フーコー/神谷美恵子」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミ
ネラルウォーター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家
電まで、アスクル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配
送料無料です。
ヨーロッパでは全集をぺらぺらのペーパーバックで出すことがあるのですが（たとえばフィッシャー版のフロ
イト全集は全部で三万円しない）、日本でもああいったことはできないでしょうか？ もうすこし安い版
.. これはドゥルーズがフーコーの権力論から読み取ったテーゼでもありま したし（ドゥルーズ、『フー
コー』、河出文庫、p.56-57）、スピノザの『神学政治論』の序文で示された認識でもありました。 ドゥ
ルーズ／ ... シャルル・フーリエ『愛の新世界』作品社シャルル・フーリエ『四運動の理論』（上・下巻）
現代思潮新社（新装版）
あらゆる経験的な価値を自明なものとせず、その自明性を歴史的な生成過程のうちに置き直す
フーコー。「権力」「狂気」「性」の系譜を洗い出しながら、その意味を鍛え直し、変容させ、新たな
概念を立ち上げ、分析の領域を拓き、哲学的思考の新たな様態を導入する。主体、統治、真
理、歴史、考古学から系譜学へ。フーコーの思考の変動を動態的に描き出し、その《哲学》とともに
新たなフーコーを誕生させる。
Amazonでミシェル・フーコー, 斎藤 環 〔解説〕, 神谷 美恵子の臨床医学の誕生 (始まりの本)。ア
マゾンならポイント還元本が多数。ミシェル・フーコー, 斎藤 環 〔解説〕, 神谷 美恵子作品ほか、お
急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また臨床医学の誕生 (始まりの本)もアマゾン配送商品な
ら通常配送無料。
哲学本・人生論・人文・思想・自己啓発・スピリチュアル・心理学・宗教学本買取 [su_note

note_color=
. フーコー『文学/言語/エピステモロジー 1964-1967』(ミシェル・フーコー思考集成 2 小林康夫,、石
田英敬、松浦寿輝編集) 小林康夫[ほか]訳 筑摩書房 1999年3月 山大図 ミシェル・フーコー『狂
気/精神分析/精神医学 1954-1963』(ミシェル・フーコー思考集成 1 小林康夫,、石田英敬、松浦
寿輝編集) 石田英敬[ほか]訳 筑摩書房 1998年11月 山大図 ミシェル・フーコー『知の考古学』
(河出・現代の名著 改訳版新装) 中村雄二郎訳 河出書房新社 1995年8月 研究室 ミシェル・
フーコー、北山晴一、山本哲士『フーコーの「全体的.
2006年4月23日 . 知の考古学（新装版） M・フーコー 中村雄一郎 河出書房新社 2006-02-21 by
G-Tools . フーコーの企て… フーコーは、歴史学の中の一要素にすぎなかった＜考古学＞という語

に意味作用を与え、そのうちで言説の出現の規則、その累合と連鎖の諸形態、その変換の諸規
則、それを断ちきる非連続性などを分析することを企てた。また、言説の人間学的隷属を断ち、その
隷属の形成がなされる仕方を示すことを企てた。ただし、この著作は構造に関する議論は扱ってい
ない。構造が批判してきた問題（.
2006年9月18日 . 古代ギリシャにおいては男性同性愛は禁止されていたどころか、むしろ推奨され
ていた。 つまり肉体的性愛ではなく、精神的な天上世界における恋愛をここにおいて目指そうとして
いたというのであり、これこそが真の愛というわけだ。 このテーマをクライマックスにもってくるあたり、やっ
ぱりフーコーだ。 章立てが流れるように繋がっているので、フーコーの著作のなかでも飛び抜けてわか
りやすい。逆に言うと、後書きにも書かれているように、フーコー味が薄いと言えるのかもしれないが。
前作の「知への意志」.
書名, フーコーの美学. 副書名, 生と芸術のあいだで. 概要, フーコー思想の全体を「生と美学」の観
点から、内在的に一貫したものとして読み解く. ジャンル, 哲学 · 思想 · 思想 > 海外思想 · 美術・
芸術. 著者, 武田 宙也 著. ISBN, 9784409030820. 出版年月日, 2014/03/20. 本体価格, 本体
3,800円＋税. このページのトップへ. 新装版 老い 上. 書名, 新装版 老い 上. 概要, 老いとはなに
か。人生の究極的意味とは。哲学者として、女性として、忍び寄る「老い」について考える。待望の
復刊。 ジャンル, 思想 > 海外思想
ミシェル・フーコー 1926-1984 権力・知・歴史 新装版 [単行本]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10月26日 . ブランショの著作 ○来るべき書物 / モーリス・ブランショ [著] ; 粟津則雄訳東京 :
筑摩書房 , 1989.5 ○ミシェル・フーコー : 想いに映るまま / モーリス・ブランショ[著] ; 豊崎光一訳東
京 : 哲学書房 , 1986.12 ○白日の狂気 / モーリス・ブランショ著 ; 田中淳一, 若森栄樹訳東京 : 朝
日出版社 , 1985.7. - (ポストモダン叢書 ; 10) ○踏みはずし / モーリス・ブランショ著 ; 神戸仁彦訳 :
新装版. - 東京 : 村松書館 , 1982.12 ○ベケット ; ブランショ / ベケット, ブランショ [著] ; 安藤元雄
[ほか] 訳東京 : 筑摩書房 , 1982.7.
フーコー 知>を構成する言表>と可能性>､権力>主体化>など､フーコー思想の鍵となる概念を全
著作の中から抽出し、自らの思想と重ね合わせて描いたフーコー＝ドゥルーズの思想地図。 . 単行
本. フーコー. 新装版. フーコー. ジル・ドゥルーズ 著. 宇野 邦一 訳. 単行本 46 ○ 230ページ.
ISBN：978-4-309-24218-7 ○ Cコード：0010 発売日：1999.05.25. 定価2,808円（本体2,600円）. ×
品切・重版未定.
フーコーの振り子／上」 （1980年） （文藝春秋）. この「薔薇の名前」は、中世イタリアを舞台に元異
端審問官のウィリアム修道士が修道院で起きた連続殺人事件の謎を解く歴史本格ミステリーで、
作者の哲学的知識もふんだんに散りばめられた重厚な作りに加え . 青土社（新装版）（'02） 青土
社（新版）（'97） 青土社（'90） 青土社（'84）. 4, Diario minimo (英 Misreadings) ウンベルト・エー
コの文体練習, 1963, 新潮文庫（'00） 新潮社（'92）, パスティーシュ集. 5, Apocalittici e integrati
(英 Apocalypse Postponed), 1964, -.
2009年12月7日 . 著者は明らかにフーコーの「生政治」をイメージしているが、ここではユートピア／
ディストピアの二重性という論点に注目したい。語源とされるトマス・モアの『ユートピア』自体が、この
ユートピア／ディストピアの二重性を有し、そこに作品の面白さがあることは、多くの人が指摘してき
た（現代風に言えば、理想郷とは「ガチ」なのか「ネタ」なのか、という二重性）。この二重性は、その
後のベラミーの『顧みれば』やモリス『ユートピア便り』などのいささかな退屈な未来社会論で失われて
しまうが、20世紀において.
2016年9月6日 . ほとんど記憶のない女 / 岸本 佐知子/リディア デイヴィス/Davis Lydia などの紹介
コラム。 最初に読んだのは、今は別の男と暮らす女が過去の失敗に終わった恋愛を回想するという
小説を執筆中の作家が交互に主人公を務める、『話の終わり』だった。リディア・デイヴィスは、プルー
スト『失われた時を求めて』第一巻『スワン家の方へ』の英訳で受賞経験を持つ翻訳家でもある。
フーコー、ブランショ、サルトルなどを訳しているというから、その実力のほどが知れる。全部で五十一
篇を収めた短篇集『ほとんど.

知覚の現象学 / メルロ＝ポンティ，モーリス ; 中島 盛夫訳--新装版. 法政大学出版.2009.--(叢
書・ウニベルシタス). 135.5||C||13. 131. 西洋古典(思想). 物語の構造分析 / ロラン・バルト [著] ;
花輪光訳. みすず書房. 1979. 954||M||5. 132. 西洋古典(思想). 狂気の歴史 : 古典主義時代に
おける / ミシェル・フーコー著 ; 田村俶訳. 新潮社. 1975. 493.7||K||6. 133. 西洋古典(思想). 言葉
と物 : 人文科学の考古学 / ミシェル・フーコー 著 ; 渡辺一民, 佐々木明訳. 新潮社. 1989.
204||K||3. 134. 西洋古典(思想). 知の考古学 / ミシェル・.
版は長江文語訳の復刻である。 3 『 知の考古学 』. ミシェル・フーコー. 慎改. しんかい. 康之. やす
ゆき. 訳 河出文庫. “フーコーの登場によって、サルトルが過去の人となった”. と言われたのは、すでに
半世紀も前のことだ。21 世紀から振. り返れば、後世に最も影響を ... 後年都立大学の職を捨て
て、ヨーロッパを放浪。スペイ. ンのセビリアで私塾を開き、一時はヒッピーの教祖のよ. うな存在だった
という。本物の自由人・永川玲二による言. 語論エッセイが本書。 40 『 新装版 寺山修司幻想劇
集 』. 寺山修司. 平凡社ライブラリー.
知の考古学 新装版／M・フーコー 中村雄二郎訳。古本買い取り、古書古本 夏目書房ホーム
ページ。店舗は神田神保町のボヘミアンズ・ギルドと池袋の夏目書房本店にて営業。
2017年10月25日 . ディディエ エリボン『ミシェル・フーコー伝』への橋爪大三郎の書評。フランスの生
んだ超一流の哲学者ミシェル・フーコーの、待望久しい伝記の翻訳である。死後七年あまり、神秘
のベールに隠されてきた彼の素顔が、この一冊で明らかになった。著者は腕ききのジャーナリスト。
フーコーの膨大な原稿類を読破し.
【権力・知・歴史】“権力”についてのあくなき追及の途、急逝したフーコーの追悼！ 未邦訳論文・イ
ンタビュー、フーコー論、書評、年譜、文献などでその全貌を明らかにする。 好評既刊書. 非戦・対
話・ＮＧＯ 国境を越え、世代を受け継ぐ私たちの歩み · 増補版「読む力」はこうしてつける · 地域
産業の「現場」を行く 第10集 誇りと希望と勇気の30話 新たなステージに向かう · 「学びの責任」は
誰にあるのか 「責任の移行モデル」で授業が変わる · PR誌「新評論」No.279（2017.12） · 映画
『写真甲子園 0.5秒の夏』上映記念／『小説.
2015年11月17日 . [4]坂部恵：仮面の解釈学[新装版], 東京大学出版会 (1976-2009). 5 これを
「キャラクター型権力」と名付けたい。 6 北田暁大(2005)の議論は、このような文化的側面を対象と
して研究したものである。北田は、70年代や80年代の時代の文化(感性、態度)が、ネット上の言
説に引き継がれているとしている。 [5]フーコー, ミシェル(著) 田村俶(訳)：監獄の誕生―監視と処
罰―, 新潮社 (1977). [6]ドゥルーズ, ジル(著) 宮林寬(訳)：記号と事件 1972-1990年の対話, 河
出書房新社 (2007). [7]ポスター, マーク(著).
マウリツィオ・ラッツァラート 新装版 記号と機械. 反資本主義新論杉村 . 前著『〈借金人間〉製造
工場』によって日本でも話題になった社会学者／思想家が、ガタリ、ドゥルーズ、フーコー、バフチンら
を援用しながら試みた、《反─ 資本主義》の哲学的実践！ .. 近現代女性史の空白を埋める貴重
な成果。 -- ISBN978-4-907986-06-3 菊変判上製／276頁／定価3200円＋税初版限定：格子
窓アキ＋ダブルカバー2015年3月10日ごろ発売装幀＝宗利淳一＊ 初版特装版は絶版です。新
装版をお求めください。 楽器. 秋の池.
2015年9月16日 . その２「大学卒業後の紆余曲折」 (2/5). 竜馬がゆく (新装版) 文庫 全8巻 完
結セット (文春文庫. 『竜馬がゆく (新装版) 文庫 全8巻 完結セット (文春文庫)』: 司馬 遼太郎:
文藝春秋. 商品を購入する: Amazon · 新装版 青年は荒野をめざす (文春文庫). 『新装版 青年
は荒野をめざす (文春文庫)』: 五木 寛之: 文藝春秋: 761円(税込) .. ミシェル・フーコーも訳文が
分からなくて何度も手に取っては挫折していました。現象学のフッサールも読みました。なんというか、
自分の居場所を正当化したかったというか。
フーコーやファルジュにとってのアーカイヴとは、おもに18世紀フランスの司法アーカイヴであり、それは裁
判や尋問、判例、判決文などの文書からなる、まさに極めつきのアーカイヴ的暴力の場にほかなら
ない。 .. 東京大学出版会、2007）、『政治の美学──権力と表象』（東京大学出版会、2008）、
『イメージの自然史──天使から貝殻まで』（羽鳥書店、2010）、『建築のエロティシズム──世紀転
換期ヴィーンにおける装飾の運命』（平凡社、2011）、『アビ・ヴァールブルク──記憶の迷宮』（新装
版、青土社、2011）ほか。

2006年7月10日 . ミシェル・フーコー. フーコー，ミシェル. 1926年フランス・ポワティエ生まれ。高等師
範学校で哲学を専攻、ヨーロッパ各国の病院・研究所で精神医学を研究する。1969年よりコレー
ジュ・ド・フランス教授。1984年没。主著に『精神疾患とパーソナリティ』、『狂気の歴史』、『臨床医
学の誕生』、『言葉と物』、『知の考古学』、『監視と処罰』、『性の歴史』がある。
新装 四六判上製 504頁 4500円. ISBN978-4-7877-0809-0 . フーコーをどう読むか ヨハンナ・オクサ
ラ／著 関 修／訳 主要著作のエッセンスをほぼ年代順に読み、フーコーの思想の全体像を理解す
る、フーコー入門書の決定版。 「フーコーにとって、哲学とは蓄積していく知識体ではない。現代社
会における独断的信念や耐えがたい行いを、容赦なく問題化する批判的実践にほかならないので
ある。そして、私たちが彼を読まなければならないのは、世界を変えること . 新装版 四六判 352頁
2500円. ISBN4-7877-9108-7.
AmazonでM・フーコー, 中村 雄二郎の知の考古学(新装版)。アマゾンならポイント還元本が多
数。M・フーコー, 中村 雄二郎作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また知の考古
学(新装版)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2008年11月16日 . わたしはいわば花火師（アルティフィシエ）です。わたしが作りだしているものは、結
局のところ占領と、戦争と、破壊に役立つものです。わたしは破壊することが好ましいとは考えていま
せん。それでもわたしは通り抜けること、前に進めること、壁を倒せることは好ましいと思っています。
(P.008-P.009). 規律とは、個人をつねに絶え間なく監視しつづける権力の技術です。ときどき観察し
たり、人々が規則にしたがっているかどうかを調べたりするのでは不十分なのです。活動が行われるよ
うに人々をたえず監視し.
本/雑誌. フーコー 知と権力 新装版 (現代思想の冒険者たちSelect). 桜井哲夫. 1620円. ポイン
ト, 1% (16p). 発売日, 2003/06/28 発売. 出荷目安, 販売終了 ※出荷目安について. 販売終了
のため、現在ご購入出来ません。 レビューを書く. ゆうメール 送料無料; あと5000円以上で200円分
のボーナスポイント. ブックマークする. メール登録. 仕様. 商品番号, NEOBK-241901. JAN/ISBN,
9784062743532. メディア, 本/雑誌. 販売, 講談社. ページ数, 341. 著者・出版社・関連アーティス
ト. 桜井哲夫. 関連記事. カスタマー.
2010年1月24日 . 蓮実重彦「ゴダール マネ フーコー 思考と感性をめぐる断片的な考察」. 図書館
にたまに行くと読みたい本がいっぱい出て来てついたくさん借りてしまい、すべてをしっかりと読み切れず
に返してしまうことがままあります。今回はいくつか借りた中で、蓮実重彦「ゴダール マネ フーコー 思
考と感性をめぐる断片的な考察」を読み切る事ができました。
Amazonでミシェル・フーコー, 神谷 美恵子の精神疾患と心理学 【新装版】。アマゾンならポイント
還元本が多数。ミシェル・フーコー, 神谷 美恵子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可
能。また精神疾患と心理学 【新装版】もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
ミシェル・フーコー（フコ）（Michel Foucault 発音例、1926年10月15日 - 1984年6月25日）は、フラン
スの哲学者。『言葉と物』（1966）は当初「構造主義の考古学」の副題がついていたことから、当時
流行していた構造主義の書として読まれ、構造主義の旗手とされた。フーコー自身は自分が構造
主義者であると思っていたことはなく、むしろ構造主義を厳しく批判したため、のちにポスト構造主義
者に分類されるようになる。代表作はその他、『狂気の歴史』『監獄の誕生』『性の歴史』など。
高橋勇夫『新装版 仏典百話』東方出版 ・宮澤佳廣『靖国神社が消える日』小学館 ・佐藤博
信『日蓮宗寺院の歴史と伝承』山喜房 . そんな中、今年に入って新刊・復刊で一遍（１２３９～
89）に関する書籍の版が相次ぎ話題を提供している。何もかも捨て去り、ただ南無阿弥陀仏の名
号に生き抜いた遊行上人一遍に憧れる人が . 著者はフーコーなどフランス現代思想を専門とする
社会学者だが、栃木県足利市の時宗真教寺住職でもある。一遍思想が他の浄土教と比してど
のくらい革新的だったかを解き明かす。 前半は浄土教.
Notes, フーコー関連年譜: p187-205 文献案内: p206-213. Authors, 今村, 仁司(1942-2007) <イ
マムラ, ヒトシ> 栗原, 仁(1965-) <クリハラ, ヒトシ>. Subjects, BSH:Foucault,Michel.

Classification, NDC8:135.5. NDC9:135.57. Language, Japanese. ID, BT00398777. NCID,
GW35241975. Vol, : 新装版 ; ISBN:9784389421588 ; PRICE:1200円+税. Similar Items. 1
cover フーコー / 今村仁司, 栗原仁著; 2 cover フーコー / ガリー・ガッティング [著] ; 井原健一郎訳;

3 cover ミシェル・フーコー、経験としての哲学.
新装版 ミシェル・フーコー 1926-1984 権力・知・歴史. 本書は、1984年の＜死＞の現時点において
フーコーに捧げられた、日本からのもっともラディカルな＜追悼＞のメッセージである。（はしがきより）
ミシェル・フーコーに捧げられた追悼の１冊です。 編集＝桑田禮彰, 福井憲彦, 山本哲士状態[B]
新評論 1997年 新装版1刷 カバー 菊判 300ページ 少ヤケ経年良好です。 新装版 ミシェル・フー
コー 1926-1984 権力・知・歴史.
フーコー 新装版 - 今村仁司／著 栗原仁／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。
すべての現代社会批判の理論的出発点地理学、フェミニズム、ポストコロニアル批評などの諸分野
における「空間論的転回」の動向、そして新しい文化研究の潮流を、ルフェーブル、フーコーらを効
果的に引用しつつソジャ一流の手つきで軽快にまとめあげた、批判的社会理論の記念碑的名著。
現代地理学の開拓者・ソジャの代表作、待望の復刊。 □ 目次・序論/旅程/提案・第一章 アンリ・
ルフェーブル、驚異の旅・第二章 空間性の三元弁証法・第三章 差異がつくる空間の探求 周縁に
関するノート・第四章 「第三空間」の開放.
2005年11月30日 . 哲学者のミシェル・フーコーが二度目に来日した１９７８年に、フーコーと共に作っ
た『哲学に舞台』（朝日出版社）も、新装版として再販される。他に、岩波文庫のラシーヌ悲劇
『フェードル アンドロマック』に続くものとして、ラシーヌのローマ物悲劇の傑作二篇『ブリタニキュス ベレ
ニス』の刊行も検討中。夏までにこれらがうまく刊行の運びに至れば、今年の夏は、いよいよ筑摩書
房版『マラルメ全集1』つまり『全詩集』に『イジチュール』『賽の一振り』などを収めた最終配本に取り
掛かるはず。『半獣神の午後』の.

2016年4月8日 . 精神疾患と心理学【新装版】』の書誌情報：本書はジャン・ラクロワ監修の哲学
入門のシリーズの一冊として刊行されたフーコーの処女作である。「精神の病理と身体の病理とは
本質的に異なった次元のものではないか?」という根本的な問いが最初に投げかけられ、現代の心
理学・精神医学の業績を精細にたどりつつ、鋭 .
2007年9月8日 . 2008年6月に『新装版・アリス狩り』『アリスに驚け』（青土社）刊行予定。翻訳は
S．シャーマ『レンブラントの目』（河出書房新社）、B・M・スタ .. 八ヶ国共同出版、日本語版は翌
年、岩波書店から邦訳。研究としても第一級の水準だが、大型豪華本に溢れる図版が珍しく（多
くは .. の設立、デフォーの誕生 ヨーロッパ文学・文化の転換点、近代の始まり. 1966年―フーコー
『言葉と物』とフランセス・イエイツ『記憶術』が 同じ瞬間に世に出たことが20世紀後半の人文科学
の 展開の鍵。1660年代を捉える視座.

