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概要
人びとに時間と空間を超えた「共通の感覚」をもたらし、個と普遍とを結びつける「文学」は、この危
機の時代にこそ希求される営み

2014年6月1日 . ころから読もう。「コヘレトの言葉」がお勧め。 新島襄教育宗教論集. 同志社 編
岩波文庫 840円. 新島襄は、キリスト教をベースとする教. 育そして教会という2つの要素 .. 古都.
川端康成 新潮文庫 490円. 近代京都を描いた傑作小説。作者は日本. 最初のノーベル賞文学
賞受賞作家。祇園. 祭をはじめとする京都の四季の風物の描.
1, 文学の弁明 : フランスと日本における思索の現場から / 二宮正之著 東京 : 岩波書店 , 2015.3.
2, アンドレ・ジッド集成 / アンドレ・ジッド [著] ; 二宮正之訳 1 - 4. - 東京 : 筑摩書房 , 2014.5-. 3,

私の中のシャルトル / 二宮正之著 東京 : 筑摩書房 , 2000.7. 4, 小林秀雄のこと / 二宮正之著
東京 : 岩波書店 , 2000.2. 5, 森有正エッセー集成 / 森有正著.
「何の役に立つのか」と問われるたびに、文学は、いつでもささやかな弁明をくりかえし… Pontaポイン
ト使えます！ | 文学の弁明 フランスと日本における思索の現場から | 二宮正之 | 発売国:日本 |
書籍 | 9784000610292 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！
「何の役に立つのか」と問われるたびに、文学は、いつでもささやかな弁明をくりかえしてきた。時間と
空間を超えた「共通の感覚」をもたらし、個と普遍とを結びつける文学こそ、この危機の時代におい
て真に希求される営みではないだろうか。長年にわたって日本とフランスを往還しつつ思索を深めてき
た碩学が贈る希望に満ちた文学論。
2015年5月22日 . そもそも宣長の神国思想自体からして、朱子学の普遍主義なしには成立し得
なかったのではないか？ ◎二宮正之『文学の弁明 フランスと日本における思索の現場から』（岩波
書店）・・・エリート臭が鼻につくものの、そういう点も含めて現今珍重すべき本、かもしれない。 ◎中
井英夫『ハネギウス一世の生活と意見』（幻戯書房）・・・.
逆風の中の「移民」 ―フランスにおける排除と敵対の言説― / 増田一夫 ロシアから持ち去られた
青 . 文化史から見た「天地」「幸福」「愛」 ―日本における在り方と近現代― / 黒住真 共有の
ユートピア ―性・所有・ . 専攻教員の活動（2014年1月～12月） ギリシャ人画家と中国人画家の
腕比べ ―アラブ・ペルシア文学のなかの佛教説話― / 杉田英明.
2016年11月29日 . 【アマゾン】【フランス文学】 文学の弁明――フランスと日本における思索の現場
から岩波書店 · 【アマゾン】【フランス文学】 ルーフォック・オルメスの冒険 (創元推理. 2016/06/06.
Amazonで二宮 正之の文学の弁明――フランスと日本における思索の現場から。アマゾンならポイ
ント還元本が多数。二宮 正之作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また文学の
弁明――フランスと日本における思索の現場からもアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2006年2月7日 . 2000年から2004年まで南フランスに住んでいた時の思い出を、音楽、芝居、文学
などの芸術の話題を中心にお届けします。 . 多くのビルが男女共用のトイレしか備え付けていないこ
とを嘆き、男性と同じ便器で用を足すことの不快感を説き、日本がこういったインフラの上でも女性に
優しくない社会だと断じていたのである。気持ちは.
2016年5月1日 . 利岡正人『詩集 危うい夢』、佐藤榮市『詩集 フラミンゴ キイ』、手塚敦史
『1981』は著者（または版元）から献本を受けました。記して .. 信じようと信じまいと9人の金子光晴､
アメリカに行くための地図、伊藤整の「日本文壇史」、｢ハッピイ・エンド｣など、文学史上初の豪華8
大付録つきで贈る、ポップでキュートなポストモダン新物語。》.
2014年11月30日 . 現代に戻るために、柴田元幸、高橋源一郎著「小説の読み方、書き方、訳し
方」(河出文庫、2013年;原著: 河出書房新社、2009年)を取り上げよう。これは対談なので読みや
すいから、既に完読。読んで初めて知ったのは、現代日本文学は現代アメリカ文学に大きく影響を
受けているということ。村上春樹が大量の翻訳をしていること.
2015年3月3日 . ３月13日、二宮正之著「文学の弁明－フランスと日本における思索の現場から
－」（岩波書店、3700円＋税）が刊行されるようだ。惹句には“文学は「人間」にと.
2016年10月3日 . ＳＡＧＥグループ（＝キリスト教を黒幕にしない紐付き陰謀論者集団） の母体が
大日本皇道立教会。 創価学会の . ＳＡＧＥグループ系陰謀論者の創価叩きは大日本皇道立教
会を無視した茶番。 紐付き陰謀 . そもそも陰謀論は「論」なので信じるではなく疑って検証するも
のなので、はじめから検証の道が閉ざされているならアウト。
文学の弁明 フランスと日本における思索の現場から/二宮 正之（小説・文学） - 人びとに時間と空
間を超えた「共通の感覚」をもたらし、個と普遍とを結びつける「文学」は、この危機の時代にこそ希
求される営みである。長年、日本と.紙の本の購入はhontoで。
文学の弁明. フランスと日本における思索の現場から. 長年にわたって日本とフランスを往還しつつ
文学についての思索を深めてきた著者が贈る渾身の文学論． 文学の弁明. 立ち読みPDF.
2016年9月9日 . 【アマゾン】【フランス文学】 文学の弁明――フランスと日本における思索の現場か
ら岩波書店 · 【アマゾン】【フランス文学】 ルーフォック・オルメスの冒険 (創元推理. 2016/06/06.
2016年2月24日 . ここまで、ティーザーに引用された映画に潜む《黙示録》や《神話》を探ってきまし

たが、今回は、マイケルが遺したものから・・・ ... イエスが十字架に架けられた後、復活したという奇
跡の物語は、世界各国の未開部族における生贄の儀式（祭祀）や神話と同じであり、人々は、常
に、神（王）を殺すことで、その地を再生してきた。
2012年7月19日 . それにしても、あれだけ日本の報道界がエネルギーを注入したり、一億二千万人
の日本人が注意を払って追求したのだから、リクルート事件の教訓が一種の歴史的 .. ある事柄を
前にして思索と懐疑を行い、自分なりの評価から決断を生みだすという点で、この指摘は知識人の
思索体系のモデルだし、その生きざまを方向づける.
3 日前 . 富永健一『近代化の理論 近代化における西洋と東洋』講談社学術文庫、
1996．pp.330-333. フランス大革命が、人類史において画期的な出来事であったのは、いまさら言う
を俟たない。しかし、その影響をどう現代に意味づけるかは、それぞれの地域・民族・文化によってな
かなか難しい応用問題になる。日本という極東の島国.
2016年5月27日 . 初めて日本に来たのは十年程前のことでした。学生時代にはフランス文学を専
攻してい. ました。日本語についてはカナダで二年間勉強しましたが、来日時にはまだあまり上手く.
話せませんでした。それどころか日本社会については右も左も分からぬ新参者でした。そ. の後、三
重から京都、京都から静岡、そして今年の四月に東京.
哲学史を読むⅠ. Ⅰ背景のイメージをつかむ 1.人間の科学に向. かって 2.18世紀フランス哲学・思想
3.19世紀フランス哲 ... C3010〔2002〕Ａ５. ジョルダーノ・ブルーノにおける文学と哲学. N.オルディネ
著・加藤守通訳. 288. 3600 .. きらめく 4 砂漠の中から抽象芸術が生まれる 5 日本の. 砂漠に愛の
思想は生まれるか 附論 砂漠の思想とヒューマ.
出版社）などにおいて、梁啓超『欧遊心影録』からの影響を主軸、もしくは「東西文化論争」. 「科
学と玄学の論争」 . 文化運動を背景とした言説生産の現場、特にそこで生成される言説の変化に
注目しながら、「新. 儒家」誕生の過程を再構成 . は、英国におけるジョン・スチュアート・ミル（功利
主義）、フランスにおけるオーギュスト・. コント（実証哲学）、.
2015年10月8日 . 文学の弁明 : フランスと日本における思索の現場から 二宮正之著 文学的弁
明 : フランスと日本における思索的现场から 二宫正之著 ISBN：9784000610292 重力との対話 :
記憶の海辺から山海塾の舞踏へ 天児牛大著 重力と的对话 : 记忆的海边から山海塾的舞踏へ
天儿牛大著 ISBN：9784000610308 いま、松下竜一を.
2015年12月10日 . そして、この「アポロン（神）」から、人間に対しての「お告げ（神託）」を伝えるため
に存在する巫女が「シビュラ」と言われています。 人間に「お告げ」をする . 人間不平等起源論』・・・
1755年にフランスで発表された、哲学者ジャック・ルソーによる政治哲学の古典的著作であり、人間
の不平等についての論文である。 この本の概要・・・.
日本画での画面. 構成は，絵巻物にせよ，六曲一双の屏風に. せよ，とかく右から左へと水平に流
れてゆ. く。その流れに拮抗するには，構図を基本. からやり直さねばならなかった。 . 弁明する。実は
この直前に博士論文に基. づいた『セザンヌ・その人生，その作品，. そのゾラへの友情』(1939）を公
刊してい. たジョン・リヴォルド（1912-1994）が「セ.
生産様式と批評 あるいは批評的レトリックとしての「作者」 亀井秀雄／日本の散文はどこにあるか
佐藤深・・・. 判型（24.0×18.1㎝） ほぼ美本 元値 1,200円. 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 代引き可 公費可 海外発送不可. 文学の弁明 フランスと日本におけ
る思索の現場から · 文学の弁明 フランスと日本における思索.
人文学不要論に寄せて──セミナーの現場から 関根清三. 10 . オバマからトランプへ. 編集部 ここ
数年、世界は大きく揺れ動いていますが、き. ょうは、駐米大使など外交の現場で活躍された藤崎
一郎さ. んと、アスペン・セミナーのモデレーターであり政治学が. ご専門の押村高 ... フランスは独自
の外交、アメリカは戦略的な外交、中国は. ３千年の.
特に、日本人にとっては、キリスト教は世界宗教の一つにすぎませんが、ヨーロッパ文明にとってキリス
ト教は、文明のバックボーンであり、キリスト教を否定することは . ですから、こうしたことからニーチェは
キリスト教を「奴隷道徳」と批判し、そうした弱者に代表される、没落し衰退し滅んでいくべき存在に
同情や憐れみを持つことは、.
アダプテーションとは何か : 文学/映画批評の理論と実践. 岩田和男, 武田美保子, 武田悠一編.

出版情報: 横浜 : 世織書房, 2017.3. 子書誌情報: loading… 所蔵情報: 貸出可, 新館B1階新
着図書, 904/I97. 2. 図書. 図書. 2. 働く文学 : 仕事に悩んだ時、読んでほしい29の物語. 奥憲太
著 . 文学の弁明 : フランスと日本における思索の現場から.
本部図書館の不用候補図書の受入について（通知） 別添のとおり，本部図書館から不用候補図
書のリストが届きました。 .. UBASIC86 : 多倍長計算用BASIC : NEC PC-9801とその互換機用第
8.7版ユーザーズマニュアル / 木田祐司著. -- 日本評論社, 1994. 計算機の論理設計 / 中川圭介
著. .. 創造 : 現場から/現場へ / 小林康夫, 松浦寿輝編.
弁明は弁護士事務所を通していただきますので、私の机においてある名刺を持っていくように。」で
解散。 ... なんでこの手のデマを信じる人間は「よきサマリア人の法が日本にはない」まで知ってて 緊
急避難行為 .. その上で裁判なんか吹っかけたら女が医療・救急・AED会社その他あらゆる物を敵
に回す事になるから そこまでｷﾁっ.
しかし、チャールズ・ディケンズもポーに先立ち、同年1月から連載を開始した半推理・半犯罪小説
の『バーナビー・ラッジ』(1841年)を書いているほか、100年ほど前に書かれたヴォルテールの『ザディグ』
（1747年）の一編『王妃の犬と国王の馬』も推理に重きが置かれている。さらには『カンタベリー物
語』、『デカメロン』、聖書外典『ダニエル書補遺』の『.
2005年6月30日 . エピソードＩＩＩ』の映画評をめぐっては町山智浩さんのブログでたいへんな騒ぎがあ
り、今日からブログが閉鎖されている。 町山さんは小田嶋隆先生とともに私が「現代日本を代表す
る批評的知性」として深い尊敬の念を抱いている方である。 これほどに冴えた知性と厚みのある人
間性を備えたこの二人の批評家をどうして日本のマス.
文学の弁明 フランスと日本における思索の現場から. 二宮正之／著本詳しい納期他、ご注文時
はご利用案内・返品のページをご確認ください出版社名岩波書店出版年月2015年03月サイズ
345P 20cmISBNコード9784000610292文芸 ≫ 文芸評論 [ 文芸評論（海外） ]文学の弁明 フ.
3,996円. アンドレ・ジッド集成（第1巻） [ アンドレ・ジード ].
究も、三木清が日本の敗戦から一ヶ月以上経過した九月二六日豊多摩刑務所内で獄死した. と
いう事実の衝撃に影響 .. 木の活動と思索を日本軍によるフィリピン統治の実態二と関わらせながら
考察することを. 試みた。 一．日本の . 二本稿における日本のフィリピン統治の実態に関する記述
は、中野聡教授（一橋大学社会. 学研究科）の研究（中野.
結局一度は恋愛からの結婚できた人だから悪い点迷惑な点はあっても、正真正銘の毒とは方向
性やベクトル、要はタイプが異なる .. 人生において、一度でも結婚できたかできなかったかは大きな
違いだと思うし、「生涯未婚率」の算定方法から言っても別物だと思われ。 ここで二者が .. たとえこ
ちらに真実があっても弁明禁止
ところが、日本語になってはいるの ですが、 . なぜデモクリトスやヘラクレイトスでなかったのかは神の
存在証明において都合が悪いから 神が存在 . 162 ：文学の良心？ ◇abXfJskHU2 ：
2013/02/14(木) 00:20:08.50 0: そりゃあもう、岩波の『原典・ソクラテスの弁明』しかないだろう。 新
品どころか、古本でしか買えないし、しかも安い。 註も豊富.
文学の弁明――フランスと日本における思索の現場からの感想・レビュー一覧です。}
る日本におけるキリスト教のあり方について概観します。 7／25、8／22、9／26. 火 13:00～15:00. 3
回. 会員 9,072. 一般 11,016. 「関ケ原の戦い」の虚と実. 新設. 歴史・文芸評論家. 高橋千劔破.
豊臣秀吉の生前から徳川家康の討滅を考えていた石田三成の. 動きを視点に、史上最大の戦い
の全貌に迫ります。決戦に至. るまでの情報戦略を.
そのために、日本から国際電話が沢山かかり、週刊誌や新聞記者と情報を交換し合ったが、多くの
ジャーナリストやルポライターが注目し、中曽根、江副、鬘という奇妙な . それに、中曽根が行った弁
明記者会見によると、中曽根が江副と公式に会う時には、いつも奇妙に演出家の浅利慶太の同
席があるが、演劇は鬘のコレクションの宝庫だとすれ.
2009年8月11日 . 日本人として恥ずかしい。 □ 西欧近代をモデルに構築した大日本帝国海軍もま
た・・・ 明治維新政府は、西洋近代文明の構成要素の一つである近代軍隊制度を導入するにあ
たって、薩摩が中心となった海軍は海洋帝国であった大英帝国のロイヤル・ネイビーをモデルに、一
方、長州を中心とする陸軍は当初はフランス共和国から、.

2017年5月27日 . 彼女は「現在の北朝鮮の指導者崇拝」は「戦争中における日本の天皇崇拝」と
同じではないかと感想を述べていた。21世紀になっても北朝鮮では困窮がさらに深刻 .. のアヤにつ
いては，私はそういう文学方面はあまり研究していないので，よくわかりませんから，そういう問題につ
いてはお答えできかねます」と応えるほかなかった。
砂漠論 : ヨーロッパ文明の彼方へ / 工藤庸子著. 6, amazon · 文学が脅かされている / ツヴェタン・
トドロフ [著] ; 小野潮訳. 7, amazon, 批評の創造性 / 高橋康也編. 8, amazon · 声と身体の場所
/ 高橋康也編. 9, amazon, 詩の力 : 「東アジア」近代史の中で / 徐京植著. 10, amazon · 文学の
弁明 : フランスと日本における思索の現場から / 二宮正之著.
フランス文学の多. くの作品が直接フランス語から日本語に翻訳されるようになりました。 日本で最
も親しまれまた最も評価されている作家の名前を挙げることが. できますが，就中， ... スにおける日
本文学・思想研究上，いわゆる専門性から見ればいろいろと不. 備や誤 .. に現場を見ていた日本
人の意見にはあまり注意が払われていないような気が.
HOME. 読書案内：おすすめ図書リスト. 「学問の技法」受講者のために、とりあえず暫定的にリスト
を作ってみました。全学教育向けです。 橋本努. 2004.6.version. □ 講義「学問の技法」の追加課
題. １．古本屋めぐり（5店以上）をして、文庫10冊を購入してください。（文庫といってもいろいろある
ので、さし当たって、岩波文庫・新潮文庫・ちくま学芸.
二宮正之『文学の弁明 フランスと日本における思索の現場から』岩波3月「人びとに時間と空間を
超えた「共通の感覚」をもたらし、個と普遍とを結びつける文学は、この危機の時代においてこそ希
求される営み…日本とフランスを往還しつつ、長年にわたって思索を深めてきた著者が送る渾身の
文学論。」 6:25 AM - 16 Feb 2015. 4 Retweets; 4 Likes.
文学の弁明__フランスと日本における思索の現場から on Amazon.com. *FREE* shipping on

qualifying offers.
文学の弁明 - フランスと日本における思索の現場から - 二宮正之 - 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。
12月11日（木）から関西では初めての山口晃さんの展覧会が、京都、アサヒビール大山崎山荘美
術館にて開催されています。 .. 日本におけるイタリア2009・秋」主軸イベント .. 東京国立博物館で
開催中の特別展「対決－巨匠たちの日本美術」の関連企画“現代の絵師”山口晃氏によるギャラ
リートーク「山口晃が巨匠を斬る」に参加して来ました。
2002年4月28日 . ラエリアン・ムーブメントは、フランス人ジャーナリスト・ラエル氏が１９７３年に設立
し、全世界８４カ国に５５０００人の会員がいる、世界最大のＵＦＯ関連非営利団体で、ラエル氏
が異星人に遭遇して地球に大使館を建設するよう要求されたという。日本人会員は約６０００人で
最も多い。クローン人間つくりは遭遇した異星人からの天啓.
愛知淑徳大学論集ー交流文化学部篇-第 6号 2016.3 1ー 32. 法と文学. 一文学作品を介した
法的想像(上). LawandLiterature. -a lawfulimageinliterature( 1 )一. 大巌浩 . のなかの法》の観
点からする読書の体験が、<過去に>その体験が豊富であればあるほど .. るJ (二宮正之『文学の
弁明一フランスと日本における思索の現場から一』岩波.
Noté 0.0/5. Retrouvez 文学の弁明__フランスと日本における思索の現場から et des millions de

livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
2017年9月10日 . こんな正当なことを書くと、第一次安倍政権のさいに、こんな男は一年ももたな
いだろうと予測した文章を発表したら、そんなことを書くおまえこそ日本から出て行け、 .. 第一次大
戦の経験にふんぞりかえるフランス軍上層部の古い頭では第二次大戦時における軍事技術の進
歩、それに対応する戦略においてヒットラー・ドイツに.
2014年6月13日 . 人から年齢を重ねた人まで日々続く人生そのものともいえます。 授業ではフラン
ス文学やギリシア・ローマ古典文学をとおして、「人間とは何か、. 社会とは何か」そして「自分とは何
か」を考えてほしいと語ってきました。文学は. 「ことば」を表現手段とするものですから、フランス語教
育も広い意味ではそこに. つながります。異なる言語.
1997年9月30日 . 病気・医療・からだ（村上陽一郎）／文化の中の身体（米山俊直）／病気の背

景にある文化を探る（波平恵美子）／医療経済からみた現代医療（西村周三） ／戦争と闘争心
. プロローグ 医学は自然科学か１ 「ありがとう」といわない理由―日本の医者のルーツ２ 手本として
のドイツ医学３ 医者志望４ 人体を解剖する５ 専門教育に.
自由主義的ナロードニキの立場から、同時代文学の社会学的観点からの分析・批判を行った。ド
ストエフスキーの作家としての力を評価しながら、彼の文学に目的不明の残酷さを読み取り、苦悩
の中に救済の道を示唆するようなその文学が、結局はロシア社会の権力構造の擁護につながって
いると論じた。評価は別にして、ドストエフスキーの心理.
文学の弁明 フランスと日本における思索の現場から. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 3,700
円. 税込価格 3,996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。
日本近代文学館. -- (名著複刻漱石小説文学館 / 夏目漱石著 ; 名著複刻全集編集委員会
編). 2. 2015/04/29. 表紙 . 日本と韓国 : 互いに敬遠しあう関係 = Japanese and Korean politics :
alone and apart from each other. 猪口孝編. -- 原書房, 2015.3. ... 文学の弁明 : フランスと日本
における思索の現場から. 二宮正之著. -- 岩波書店, 2015.3.
1, 文学の弁明 : フランスと日本における思索の現場から / 二宮正之著東京 : 岩波書店 , 2015.3.
2, 森有正全集 / [森有正著]1 - 補巻. - 東京 : 筑摩書房 , 1978-1982. 3, 背徳の人 / アンドレ・
ジッド著 ; 二宮正之訳東京 : 筑摩書房 , 2008.4. 4, 森有正エッセー集成 / 森有正著 ; 二宮正之
編1 - 5. - 東京 : 筑摩書房 , 1999. 5, アンドレ・ジッド集成.
8/7から愛知県美術館で「芸術植物園」展がはじまります。古代の植物文様から、江戸時代の花
鳥画、東西の本草学図譜、近代の植物写真、そして現代美術における植物表現まで、“芸術植
物”たちを展示。その中にレオ・レオーニ『平行植物』の原本が展示されます。地下2Fのアートショッ
プ、ナディッフ愛知では工作舎刊『平行植物』をはじめ植物本を.
これからの文学研究と思想の地平. 著者名, 松澤 和宏／編著. 著者名ヨミ, マツザワ カズヒロ. 出
版者, 右文書院. 出版年月, 2007.7. 内容紹介, 80年代以降、混迷の度を深める文学研究・文
学教育研究界。日本近代文学研究者とフランス文学研究者が、原理的地平からの文学再生・
再建を提言する。
文学・小説(本・コミック)のネット通販ならセブンネットショッピング。セブン‐イレブン 店頭受取りなら送
料無料＆24時間受け取れる。宅配でも1500円以上の注文で全国宅配送料無料。nanacoポイン
トも貯まって使える便利でお得なショッピングサイトです。(17ページ目)
SAHRA. nitem-00H4T5T3 (0100525403). 二宮正之 文学の弁明 フランスと日本における思索の
現場から · お知らせ. 売り切れ. 1,944円 (税込). 中野店. kb-00H3QF73 (0101226398). 在庫確
認します. 新品） 倉田精二 「都市の造景（表紙c）」 （表紙3種、各250部限定） · あとで見る. カー
ト. 3,780円 (税込). 中野店. kb-00H3QEYF (0101226397).
タイトル, 文学の弁明 : フランスと日本における思索の現場から. 著者, 二宮正之 著. 著者標目,
二宮, 正之, 1938-. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 岩波書店. 出版年, 2015.
大きさ、容量等, 345p ; 20cm. 注記, 表紙のタイトル: APOLOGIE DE LA LITTÉRATURE.
ISBN, 9784000610292. 価格, 3700円. JP番号, 22571353.
ブルゴーニュの旅に出でなむ弥生空；アルルなる闘牛場には春しぐれ；岩山を辿りドーデの風車小
屋；シャブリの村かわいい役場日脚のぶ；はるばると来つるものかな葡萄畑；シャトー・ヌフの.⇒もっと
詳しく · 文学の弁明 フランスと日本における思索の現場から. 二宮正之／著. 岩波書店 3,996円.
ISBN 978-4-00-061029-2 2015年3月 文芸／文芸.
2015年10月24日 . 北海道から沖縄まで、海外からも御参加いただける魅力は、この現場性にある
と踏んでいる。 . とハッピーになれる本や、「幸せ」がテーマの思索、文字通りハッピーエンドの物語や、
人生を前向きにする啓発書、なんでもないような幸せから、キュアハッピーまで、さまざまな「HAPPY」
を眺める。 . 日本一のアップルパイ（マミーズ）.
日本での紹介は遅れているが、海外では思想的にホットなテーマとなり、著作が続々とあらわれてい
る。 ... これまで知の中心だった哲学教育を削減し、実用的教育を推し進めるフランス政府の大学

改革案に、デリダは実戦と理論の両面から反対した。 ... 本書は44人の作家をとりあげ、ドゥルーズ
の思索に潜む文学との深い関わりの秘密に迫る。

