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概要
人権と民主主義の展望から、日本の現状、憲法と積極的平和主義の思想、組織の犯罪・個人
の主体性、戦後民主主義と平等の現在、青

平和、人権、民主主義は、「だめなものはだめ」としたがっしりした羅針盤のごとき憲法という大枠に
よる保障が必要ではないか。 ... その立法作業に携わった小山進次郎氏の著書「改訂増補生活
保護法の解釈と運用」を読むと、逐条解説書でありながら、立法者のほとばしるロマンを感ずる。５
１（昭和２６）年の発行であるにも関わらず現在においても、.
二〇一五年安保」や原発問題，沖縄基地問題など，民主主義のあり方が最大の焦点になってい
る．戦争は二度とやらないと誓った憲法とともに育まれてきた「戦後民主主義」の意義とは？ 「自

由」や「人権」，「平和主義」に，各人が自分の持ち場で，どうやってもう一度，息を吹き込んでいく
か？ 各界を代表する約四〇名が考える． □ 編集部からの.
丸山英樹(著) 「移民と社会を橋渡しするドイツのNPO」 杉村美紀(編著)『移動する人々と国民
国家 : ポスト・グローバル化時代における市民社会の変容』 東京 : 明石書店 ... 栗田禎子(著)
「危機のなかの中東・世界・日本と「平和・民主革命」 の可能性 : 歴史的位相と展望を探る (二
〇一六年度大会 帝国主義の現段階と平和・民主革命の新たな可能.
人権の尊重. 71. ⑴ 戦後すぐの民主主義・人権論 71. ⑵ 「人間の尊厳」と「人権」の概念 73. ⑶
日本企業に求められること 75. ⑷ 男女共同参画社会の実現 81. ⑸ 企業例 83. 3 ．主な国際規
範. 87. ⑴ 国連・グローバルコンパクト（UNGC） 87. ⑵ 国連・ビジネスと人権に関する指導原則
89. ⑶ ISO26000 91. ⑷ ILO中核的労働基準 92. ⑸ OECD多.
現在なら、グローバル企業・金融と協働する中国共産党にとっての「社会主義国家中国」や、日米
安保体制のもとでの「9条をもつ平和国家日本」などもそれにあたるかもしれません。一方では、敗
戦後 .. 戦後改革は、天皇を国家のシンボルとして残したうえで、日本社会を脱軍事化・民主化し
ようとする、アメリカの占領戦略の結果です。もちろん日々の.
（5）グローバル化する立憲主義−「憲法ゲマインシャフト」− ……… 33. 3．「人権の国際化」の背景
並びに . しながら、人権と民主主義の原理が政治道徳の普遍的な法則として尊重され. る平和な
国際社会の招来に向けて努力する .. 鋼共同体（ECSC）に始まり現在の EU に至る戦後のヨーロッ
パの地域統. 合への流れなども、国際法重視を指向.
日本の民主教育2016. 44101-3. 教育研究全国集会2016実行委員会編. A5判/352頁/2800円
（2017.1）. 2016年８月「教育のつどい」の報告集．学校を. 取り巻く困難のなか，子どもたちの願い
から出発. する実践を報告しあった３日間． 戦後日本資本主義の現局面 従属と貧困・格差. 「大
国」（戦後世界と日本資本主義―歴史と現状2）. 鈴木春二著.
2015年3月11日 . 英文学（評論）. 《増補改訂版》『カンタベリー物語』の語り 主題と変奏…135 ...
て臨床心理士の著者が読み解く。戦後最大の思想家. とされる難解な著作が、ビジュアルで理解
できる画. 期的な試み。 （2014.10）. ㉑ 紀行 失われたものの伝説. 立野正裕 著 .. する立憲主義
の質を上げ、民主主義の主体として国民が. 積極的に憲法.
社会主義国を標榜するが、主体思想という独自の社会主義理論を基礎に置いており、極端な個
人崇拝が行われ、専制的な統治が現在に至るまで続いている。 地理としては軍事境界線（38度
線）を挟み、同じく朝鮮半島南部を実効支配している朝鮮民族の国家大韓民国（韓国）の統治
区域と対峙している。朝鮮民主主義人民共和国の憲法上は、朝鮮.
の日米安保条約の改訂とは、抑止力としての米軍の存在を日本が単に基地・施設を静態. 的・受
け身的に貸与する . 書が、自由、民主主義、市場経済、人権の尊重等をその抑止力によって守る
べき国際共同. 体の共通の価値原理 ... 位で成立していた福祉国家体制を破壊し市場経済のグ
ローバル化を目指すものである以. 上、その（小国家主義の）.
日本の近現代史を問う――東アジアの歴史的和解は可能か. 『現代の理論』編集委員会 編.
2010/10/12. 本体1,143円＋税 .. 特集 社会的民主主義の最前線. 言論NPO・現代の理論 編.
2005/04/01. 本体1,143円＋税 . グローバル化と新自由主義への対抗運動のススメ. エセキエル・ア
ダモフスキ 文 イラストレータ連合 絵 伊香 祝子 訳.
2004年10月4日 . 容にもかかわらず、民族的少数者でもある外国人の人権に関しては、現在にお
いても、 ... ＊４ 江橋崇「定住外国人の地方参政権と民主主義」（「共生社会の地方参政権」日
本評論社・所収）７８頁. ＊５ 大沼 .. ＊４４ 国連難民高等弁務官事務所「難民認定基準ハン
ドブック＜改訂版＞」（財団法人法律扶助協会・２０００年）２８項.
人権が守られている保育実践とは「愛されている実感をもって育つこと」（西條久代）子どもたち保
育者たちが. 保護者とともに ... クター論（報告）（鈴木 岳）レイドロー報告30年と協同組合民主主
義（報告）（杉本貴志）レイドロー報告30 .. 山口県周南地域における｢小さな移出産業｣の誕生
（大田康博）グローバル化時代の改革課題に挑戦する地域産.
日本国憲法の平和主義の理念と現実に関する著書には枚挙のいとまがない。 そこでは現代世界
の中でわが国平和 . すなわち，経済のグローバル化，情報の一元化，リーマン破綻に端を発した.

世界同時不況化，ワーキングプア . の国内生活における民主化だけであ. る」と語って，国際的な
平和が国内の民主主義と密接不可分の関係にあるとし.
人権と開発を視点として─. Ａ５判 410 頁・価 4900 円 C-3332 0812-5 ⑰. 今日，人の移動のグ
ローバル化は民族間の対立. とテロの恐怖をあおり，異文化排斥と自文化礼. 賛を招いている。本
書は，差別主義と自民族中. 心主義を排し，ユネスコが主唱する文化多様性. の承認に基づく社
会の構築をめざすための国際. 法的ストラテジーに関する共同.
と政治」「民主主義と自由主義」「内政と外交」「日本の政治」. まで23項目を解説（「MARC」デー
タベースより）。 現代政治学入門. バーナード・ク. リック（添谷育. 志、金田耕一. 訳）. 講談社（学
術文. 庫）. 2003. 原著は1987年出版。 政治学とは、社会において利害と価値をめぐって起きる紛
争. と、その紛争を調停する方法を探る学問である。それは現在.
2016年1月27日 . テーマ2：違憲の「戦争法」強行可決から「明文改憲」による緊急事態条項導入
へ～属国のファシズムを阻み、立憲民主主義を救い出せるか青井未帆氏（学習院大学大学院法
務研究科教授） . 前夜・増補改訂版 日本国憲法と自民党改憲案を読み解く』は、緊急事態条
項はもちろん、経済的な側面についても解説されています。
2017年5月29日 . 激動の軌跡を、グローバルな視点からたどる フランスというと、日本では「自由・平
等の国」、革命によって民主主義的な国民国家をつくった国、というイメージが強いの .. パリ特派員
として長く欧州で取材をしてきた著者が，古代ギリシャから現代までの歴史をたどり，現場体験を交
えながら，ヨーロッパの現在と未来を展望します．
グローバル化という条件をふまえて、「民主主義の現在的危機」 について憲法学の観点から省察
し、民主主義再興の端緒を探る。 . 大河内美紀第４章 ジェンダーと民主主義──社会的不平等
の解消と主体再構築の観点から……中里見博 . 高橋利安第12章 スペインにおけるグローバル化
と民主主義──危機のなかの「議会君主制」の変容から…
グローバリゼーションの権利論 - 民主主義とナショナリズムと人権 - 碓井敏正 - 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。
2016年5月10日 . 戦後 70 年を経た現在においても、従軍慰安婦問題、空襲被災者による訴
訟、靖国問題など、先の戦争. について ... 民主権、基本的人権、平和主義といった憲法の基礎
概念を、具体的な事案と照らし合わせて解説すること .. グローバル化した現代社会においては、地
域や職場において接触することになる異なる文化をもつ人々.
京セラを設立し、現在は名誉会長を務め、JALの再建にも手腕を振るった著者が、. 自信の経験
から語るあるべき生き方 .. 及ぼすだろう、そしてグローバル化とも関わるテーマを扱った書物を紹介し
た. い。そのテーマとは、今回は安全 .. 者の希望との関係が希薄」なのが「伝統」だったし、「戦後民
主主義の理念に立. つ『革新』の教育論」も、「若者の.
2009年2月10日 . 民主主義社会での司法・立法過程や政策決定過程等において、積極的に関
与・参画し、自分たちの生活を左右したり、. 社会の仕組みに .. そのなかには国際社会のなかにお
ける人権の問題といった内容までを包括する幅広い意味を ... こうしたシティズンシップ教育に対する
世界的な関心の高まりは、グローバル化の進展と無.
中前 正志 教授＊＊＊. □ 国文学. ○宗教説話と説話文学の研究／. 中世仏教文学の研究／.
国文学と神仙思想・道教の関係についての研究. △神仏霊験譚の息吹き. □ 京都女子大学図書
館 . グローバル社会における英語の役割と公平性について. △『わかりやすい英語 .. グローバル化
時代の伝統邦楽再考（その２）. ──普遍／差異 音楽・.
① 政治的自由がプラスで経済的自由がマイナスの立場がリベラリズムであり、人権を尊重し政治
的自由を重視. する一方で経済的には自由競争を抑制する立場にあり、弱者の救済を重視する
福祉国家を目指します。いわゆ. る「戦後民主主義」がここに属すると言われています。 『経済倫理
＝あなたは、なに主義？』（橋本努著、講談社）を参.
議院議員総選挙では、投票率は戦後最低の 52.66%を記録した。また、年代別に見ると 50 代以
.. 世論は多くの人々が共有する意見であり、現代の議会制民主主義に基づいた社会におい. ては
選挙を通じて社会の統合化の .. グローバル化や規制緩和などによって、多様な価値観を認めるよ

うになってきているからだ。 だが実は、この多様性とは.
アメリカ史」）の研究・教育動向を取り上げ、グローバル化時代の歴史叙述が抱える諸問題を. 考
察したい。 さて、アメリカ .. いわゆるコンセンサス史学によるアメリカ例外主義研究が単なる一国史
観として矮小化される. 傾向に不満を表した(. (4) .. 国民社会」や「国家機構」という側面に加え
て、自由や民主主義といった「普遍」. 理念を唱道する「文明」.
主権者教育を戦後初期から現在への流れから考える」 金 馬 国 晴 12. ・「外国につながる子ども
... 報化やグローバル化といった社会変化が予測を超えて加速度的に進展する〉〈第 4 次産業革命
とい. われる進化した人工 ... どをめぐり、直接民主主義的なデモから入って、逆に間接民主主義的
な選挙の重要性に気づくとい. う順序が、若者や母親.
戦後70年談話の論点. 21世紀構想懇談会. 日本経済新聞出版社. 2015. 33 日本・中国. 岐路
に立つ中国と日中関係―歴史と現在、そして今後の可能性. 川島真. かわさき .. ベトナム戦争の
「戦後」. 中野亜里. めこん. 2005. 84 ベトナム. 増補改訂版 現代ベトナム入門―ドイモイが国を変
えた. 松尾 康憲. 日中出版. 2008. 85 ベルギー. 欧州建設と.
日コリアンに対するヘイト・スピーチの運動が激しさを増していくなかで、在日大韓基督教会は昨年.
秋、第３回 .. を加える」こと、「日本国政府は、日本国民の間における民主主義傾向の復活強化
に対する一切の障礙. を除去し、 ... は表裏である. 現在、安倍政権は、「戦後レジュームからの脱
却」「積極的平和主義」「聖域なき規制改革」と称して、.
アジアを食べる日本のネコ』増補版 上智大学世界食糧デーグループ・ペットフード班（梨の木舎,
1993年）. 『アース・デモクラシー 地球と生命の多様性に根ざした民主主義』ヴァンダナ・シヴァ、山本
規雄訳（明石書店、2007年）. 『アスベスト禍 国家的 . エビと日本人 Ⅱ 暮らしのなかのグローバル
化』村井吉敬（岩波新書、2007年）. 『冒される日本人の.
平和構築論を再構築する――日本はイニシャティブを発揮できるか （増補改訂）. 日本評論社.
足羽 與志 . 初瀬 龍平、松田 哲（編）. 人間存在の国際関係論――グローバル化のなかで考え
る .. ユハ・サウナワーラ（著），原谷 友香（訳）GHQ／SCAPと戦後の政治再建――占領計画や
政策における日本保守主義者たち 大学教育出版. 櫻井 良樹.
基本的人権 （憲法・行政法研究 1） 基本的人権の事件簿 ―憲法の世界へ―第5版（有斐閣
選書 [185]） 基本的人権の法理 議会主権と法の支配 （大阪市立大学法学叢書 36） . と人権
の法理 ―その比較憲法史的研究― · 司法審査と民主主義 · 社会権の解釈 · 社会権法理の
形成 （北海道大学法学部叢書 6） · 社会システム論と法の歴史と現在
2015年5月14日 . 現在、好評な「名. 古屋図書館」の会話型学習空間「ラーニング・スク. エア」と
同種の空間を「豊田図書館」にも計画中で. す。ご期待下さい。また、研究面では中京大学学術.
雑誌の解放を視野 ... 企業のグローバル化対応の構造的問題点に切り込みま. す。「グローバル ..
日本説話文学索引 増補改訂縮刷版／. 境田 四郎、和田.
2012年5月18日 . 平和は「民主主義国家群の協力によってのみ」維持されると述べた。彼は戦後
構. 想については、「勝利なき平和」演説、14 ヵ条の原則を通じ、被統治者の合意に. よる政府の
樹立、普遍的な国際機構の創設、軍縮、公海の自由、秘密外交の廃止、. 通商障壁の撤廃、
民族自決、集団安全保障、政治的な民主化などを骨子とするリ.
全国人権相談機関データブック（人権相談ハンドブック別冊）. ニューメディア人権機構編. ニューメ
ディア人権機構. 戦後民主主義と人権の現在－グローバル化のなかで－増補改訂（部落研ブック
レット １８）. 碓井敏正著. 部落問題研究所. それぞれの人権－くらしの中の自由と平等－第２版.
憲法教育研究会編. 法律文化社. テキストブック現代の人権.
資料種別, 図書. 版, 増補改訂版. 出版者, 京都 : 部落問題研究所. 出版年, 2001.4. 本文言
語, 日本語. 大きさ, 87p ; 21cm. 目次, 日外アソシエーツ『BOOKPLUS』より 戦後民主主義と人
権の現在―グローバル化のなかで [目次] .人権と民主主義の２１世紀人権の内容と権利主体の
発展人権小国、日本の現実日本国憲法と積極的平和主義の思想.
2016年9月6日 . 結構長いもので、おまけに、一緒に「日本国憲法改正草案Ｑ＆Ａ」、しかもこれは
増補版も出ている、立派なものです。 . 実際にじゃあ何を変えたいのかというと、おそらく、戦後、日
本国憲法から私たちがもらってきた個人の尊重といった基本的人権の原理であるとか、戦後民主

主義、それから戦後、いろんな民主主義のための改革.
2015年4月18日 . グローバル・ガバナンスという概念は、グローバル化が生み出す越境的な諸問題
にいかに取り組む. かという現実的 . き、代わって人権、民主主義、平等、マイノリティや弱者の権利
といった価値観や規範が、前景化す. る世界の . る作業を進めていけば、冷戦後の世界は、ガバナ
ンスの枠組みの大きな転換が起きている時期だとい.
内容（「MARC」データベースより）. 人権と民主主義の展望から、日本の現状、憲法と積極的平和
主義の思想、組織の犯罪・個人の主体性、戦後民主主義と平等の現在、青少年犯罪、女性の
権利と男の解放まで、さまざまな問題を取り上げ論じる。96年刊の増補改訂。
どちらのコースにおいても、上記のようなカリキュラムのなかで学科が目指す「教養」を養っ. ていきま
す。 .. グローバル化の進展とともに成長する観光産業が与えている様々な文化・社会的影響につ
いて、講義形式で解. 説することで、観光 .. 教科書：『新・はじめての日本語教育１日本語教育の
基礎知識』増補改訂版、高見澤孟監修（アスク2016）.
具体的には、憲法制度の導入・運用、民主化・国際協調をめぐる政治史を、アジア・周辺地域と
の関係そし. て西欧・アメリカとの . 最終的に目標とするのは、あたかもアメリカ大統領が自由や民主
主義を語るとき、常にワシントンやリン. カーン、独立戦争や南北 .. 水野 俊平『韓国の歴史〈増補
改訂版〉』川出書房、 2017年。 アジア主義については.
今回のベルリンは、前回入れた『人間 国崎定洞』増補改訂分と「『山本正美裁判関係記録・論
文集』の刊行に寄せて」（図書新聞10月17日付）の延長上の調査が目的。「９７年の尋ね人」井
上角太郎ら、ナチス支配下のドイツにも、軍国日本に生まれた当時の国際派日本人たちのなかに
もいたらしい「シンドラーのリスト」たちも調査対象。竹久夢二の.
グローバル化時代の共通言語とも言える英語科目の授業では、個々の学生の能力に応じた学習
を重視した習熟度別クラス編成、. 多岐にわたる ... キャリア・マネジメント学科の３つのポリシー（改
訂）. アドミッション .. 予習内容 : 教科書の該当部分（第1章（３）「基本的人権尊重主義」）を読
み、自身が分からなかったことをまとめてお. いてください。
内容：「自治・権利・責任・参加」「権利と責任の相補性」「参加の倫理」「熟議民主主義」などを
包み込み、市民の生活の基盤を支え、新しい社会秩序を追求するシチズンシップ ... 内容：大正デ
モクラシーから昭和の恐慌とファッシズムをへて、戦後の民主化へと、激動する時代に立ち向かい、
体制の「革新」を目指して政治と思想を論じ続けた、総合社会.
2012年12月6日 . については，1 章（畑惠子）で民主化と地域統合に代. 表される新しい地域主
義，2 章（堀坂浩太郎）でラテ . 翻訳に関しては，1978 年の増補改訂版をベースに，. 1979 年の
英語版と 2004 年のポルトガル語の最新版が . 点から論じたものである。民主体制への移行過程
にお. いて，軍事政権が行った人権侵害をどう裁くかは，大.
新しい世界変革は始まっている 絶え間ない戦争と殺戮が続き、世界の多数の人びとに貧困と格差
をもたらす現代の絶望的状況のなかで、それに抗する社会運動──「共生 . 最新情報を追加した
増補改訂版。 .. マルクスは、資本主義のグローバル化が生み出してきた植民地主義やエスニック・
マイノリティの問題について どのように考えたのか。
島根県内の課題について理解し、わが国全体の課題のなかでの位置づけを説明できる。 ・地域社
会の . （２）受講生が、「グローバル化した現代に生きる自分」という存在を歴史的な視点およびグ
ローバル社会との. つながりの中 .. 現在、一般に、民主主義は世界的にも「良いもの」と見倣されて
おり、日本も「民主主義国」とされている。 民主主義は.
部落研ブックレット 戦後民主主義と人権の現在―グローバル化のなかで （増補改訂） . 人権と民
主主義の２１世紀人権の内容と権利主体の発展人権小国、日本の現実日本国憲法と積極的
平和主義の思想組織の犯罪と個人の主体性「社会主義」の崩壊と人権、民主主義の普遍的性
格国民の政治離れとエリートの支配平等の本質と民主主義戦後.
それは、「民主主義」の. 擁護であった。日本の防衛・経済面の必要性は、あくまで価値観がより近
い国々. によって満たされなければならなかった。芦田の意味するところの「民主主 .. するとの分析に
対し「英米流の常識論のみで現在の危機を解剖することは却っ ... 原『戦後日本と国際政治』、池
田十吾「日米安全保障条約の改定」花井等・浅川公.

2000008399, 自分を生きる２１ 増補改訂版 男女共生教育教材・実践集, 大阪府人権教育研
究協議会, 大阪府人権教育研究協議会, 2003/9/1, Ｇ４. 2000008397 ... 2000008071, 女性学
連続講演会 第15期 〈越境〉とジェンダー―グローバル化と女性問題―, 大阪府立大学女性学研
究センター, 大阪府立大学女性学研究センター, 2012/3/11, Ｂ３.
然発生的な国家をそのまま延長させて近代国家になったと言ってよいのではなかろう. か。つまり、国
民国家になる前に日本は国家だったのではないのかという歴史の経緯 ... 現行憲法が人権、自
由、民主主義の基本理念をうたい、戦前に不十分な形であった .. フランスやドイツなどにおきまして
は、現在、グローバル化の中で新自由主義的な.
このように、自由主義・民主主義、そして平和主義は、基本的人権の尊重・国民主権（主権在
民）・平和主義（戦争の放棄）という日本国憲法の三大原理の背後にある考え方として尊重・保
障されている。 .. 深刻な被害をもたらした第一次世界大戦後、自由主義・民主主義と結びつき、
国民生活の基盤としての平和主義が理念として発展した。 しかし第.
2017年6月12日 . 本件とは全く事を逸しますが、天皇陛下の退位が特例法で成立した現在、女
性宮家創設論議を考える上で、華族制度の経過、推移も考えるヒントのひとつとして、私には ... だ
から、この近年のボーダレス化、グローバル化、市場の自由化といった最近の論調は､ある意味で自
由貿易主義とは矛盾することを知らなければならない｡
第 2 章においては、バルカン地域旧ユーゴの民族融和と教育の歴史を概観し、現在求め. られてい
る教育のあり方について . ボからは地元 NGO が実施している民主主義・人権教育事業を取り上
げる。比較は、実施. 主体、問題 . とってまだ新しい領域であり国内のリソースも十分ではないが、
戦後民主化を遂げた日本. の市民教育のあり方や平和.
2016年7月10日 . 転機に立つ人類社会―グローバル化のなかのコミュニティを問う. 内山 節. 77. 文
化の多様性に関する世界宣言 . 日本国憲法の現在：戦後日本における憲法と「自衛権」論議の
変遷 柳沢 遊. 125. 女性の立場からみた平和：一人の .. この平和主義，立憲主義に反する法案
の. 国会の審議はおよそ民主主義の名に値しなかった。
2013年11月5日 . 増補改訂. 版. -- 翔泳社, 2001. -- (Harvard business school press). 291 G
1.8||06337||270993. 戦略的ブランド・マネジメント / ケビン・レーン・ケラー著 ; 恩. 蔵直人, 亀井昭宏
. 国際経営論 : グローバル化時代とニューアジア経営の展望. / 佐藤憲正 .. 鮎川義介と経済的国
際主義 : 満洲問題から戦後日米関係. へ / 井口治夫.
2017年5月25日 . がきた」として、通貨同盟・人の自由移動・議会制民主主義の導入などとともに
Unionへの転換を謳. ったのである。 恒久的に部分に限定される関係を表すのか、永続的な発展
のなかで将来にわたって全体へと波及さ. れるべき関係として想定されているのか。同じUnionの使
用においてもそこには質的相違が認められ. るのである。
インドネシアの近代女子教育 イスラーム改革運動のなかの女性 / 服部美奈 〔本〕 あいうえおパズ
ル 略縁起集の世界 あだちなみ.
（５）明治以降から戦後まで日本の激動の歴史の中で日本人がどのようなことを考えてき. たのかを
アカデミズム ... （５）グローバル化が進む現代社会にあっては、どのような生活問題が生じているのだ
ろ. うか。家族、地域、観光、 .. （５）ロバート・D・パットナムの『哲学する民主主義』（1993、Making
Democracy Work）. が出版されてから、社会.
2017年3月30日 . 現在の刑法は、大逆罪や不敬罪などいわゆる「皇室への罪」を除いて、基本的
に戦前のままに残された。言い換えれば、戦後民主主義は、国家による刑事司法が基本的人権を
侵害する危険性について、刑法に立ち返って検証することを怠った。いや怠るどころか、戦後の刑法
改正の動きをみると、むしろ戦前回帰を意図した流れが.
か、法とは何かが問われている現在にあって、現代 .. 憲 法［改訂版］. 〈主要目次〉. １部総論 1憲
法の概念 2近代立憲主義と現代的変容 3日本の憲法史 4国民主権と. 象徴天皇制 5平和主
義 2部人権論 1人権の原理 2人権の主体 3基本的人権の限界 .. 代行政を考える―ガバナンス
と政策トレンド（グローバル化とガバナンス論、公共財概念.
2006年3月24日 . 自著を語る『民主化以後の南コーカサス―戦略的利益と民主主義理念の相克
―』（多賀出版、2005年）―. Ⅴ Departure. 新たな旅立ちに際して . まして、現在は、消費者の嗜

好に迎合して. 技術イノベーションを競い、企業は数ヶ月が . 戦後大改革前の残滓が散見され、墨
で書かれ. た判決書、供述調書なども記録に綴られてい.
2017年6月20日 . ヤン＝ヴェルナー・ミュラー著、板橋拓己訳『ポピュリズムとは何か』（岩波書店、
2017年4月）; 河田潤一『社会資本（ソーシャル・キャピタル）の政治学―民主主義を . 和田謙一
郎『戦後らい法制の検証』（晃洋書房、2017年4月）; 御子柴善之・舟場保之・寺田俊郎編『グ
ローバル化時代の人権のために―哲学的考察』（上智大学.
よって、現在示されている行政不服審査法の具体的改正の議論等を踏まえ、. 国税通則法の見
直すべき点及び税務行政 .. 民主主義国家であることを宣言する現行憲法の下、租税制度におい
ても. 民主的手続が重視されること .. 済活性化に当たって、グローバル化の便益を引き出す構造
改革の取組みの強化を力. 説する。 (65) 行政改革委員会.
１． この『講義要項』には、今年度の開講科目について、科目名や担当教員. 名、授業のテーマや
概要、評価方法・基準及び履修上の注意事項等が掲載. されています。ただし、この冊子の掲載
内容は、全体的な内容ではなく、. 一部を抜粋した内容となっています。詳しい授業内容等は、
Web上で公開. されるシラバスに記載していますので、各自で.
現在、経済活動が地域・域内・国際化し、グローバル化する現況では、必然、国際的な標準化・.
調和化、統一された企業 .. 大戦後、北欧諸国は共同社会、共通の域内防衛と経済統合の創
設を試みる。北欧諸国の政治経済、 ... 1991 年、EC 諸国を取り巻く政治経済、市民、自由・民
主主義・人権、防衛、人の移動・法等の. 社会環境の変化に対応.
21世紀は平和と人権の世紀である。グローバル化で人権は国境を越えつつあるが，一方で憲法改
正をめぐる危険な動きもある。社会権では若者，高齢者の生活困窮者増大問題がある。錯綜す
る問題状況を整理し，平和と人権の深化と発展のために何が必要かを考える。
本講義では、グローバル化が進む 21 世紀社会のなかで、他者と共生していくために必要な下記の
視点を身につけることを目標. とする。 1. 自文化 .. 1945 年と人権(3)―「この世界の片隅に」と戦
争の現在. 5. 記憶が .. 近代日本における西洋思想と伝統思想の葛藤を確認し，「主体性や自
己責任を必ずしも重んじない民主主義」という，民主主義.
2012年3月6日 . が居住する環太平洋地域では、経済のグローバル化にともなう人の移動が進むに
つれ各国. 国民の構成がいっそう .. へと移行するなかでも「象徴的エスニシティ」が生まれにくかった
背景をさぐっていくこ. ととする。 .. 非日本人の人権保障が欠落している点、その人権を核心とする
民主主義において、政治だ. けではなく文化（.
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 . 京都大
学大学院博士課程哲学専攻修了。京都橘大学名誉教授。著書に「格差とイデオロギー」「成熟
社会における人権、道徳、民主主義」など。 . グローバリゼーションの権利論 民主主義とナショナリ
ズムと人権. 専門書. グローバリゼーションの権利論 民主主.
H25.3.1現在. 社会学類. 社会学. 科目番号. 科目名. 単位数. 標準履. 修年次. 実施学期. 曜
時限. 教室. 担当教員. 授業概要. 備考. 科目等履修. 生履修可否. 受入条件. BB11011 社会
学基礎論 . グローバル化の現代社会において、身体管理の文化. (化粧、ファッション、 .. 代社会・
現代社会における〈民主主義〉文化の展開. について、いくつかの.
憲法(人権). 1. 進路指導. 61. 憲法(統治). 2. 教育実践研究A（小学校免許用）. 62. 健康体力
づくり. 3. 教育実践研究B（小学校免許用）. 63. 生涯スポーツ(ソフトボール). 4 .. 戦後に、それらの
古い制度を民主. 主義の .. 近年、我が国企業のグローバル化を背景に、会計(国際会計基準の
採用)や法人税(法)(税率引き下げ競争や税源浸食と利益移.
憲法概念と立憲主義. 4． 憲法における人権の意味. 5． 日本国憲法制定小史. 6． 私人間効
力. 7． 法人の人権. 8． 外国人の人権. 9． 法の下の平等（1）総論. 10．法の下の .. 14 戦後の
混乱. 15 まとめ. 到達目標. 近代の司法制度の展開のなかで、裁判所の独立、裁判官の職権の
独立、裁判所の審級制度、弁護士制度な. どの意義を正確に.
の工場から世界の市場へと発展し、グローバルスタンダードを意識. した法律法規及び諸制度の整
備を行っています。春学期は、現代中. 国法の枠組みについて概観した上、中国の契約法について
講義を ... 内的救済，基本的人権の保護)，第4にEU実体法の一部、について双 .. ける決定の違

いを明らかにするために，公共選択論による民主主義.
現在に通じる社会保障制度は、近代社会・産業資本主義社会の形成を前提として必要と. され
るようになった .. 週刊東洋経済 2010年3月6日号』、小峯 敦 編『福祉の経済思想家たち』［増補
改訂版］（ナカニシヤ出版，2010年）p.16. 「コラム①救貧 ... また、新自由主義（ネオ・リベラリズム）
は、経済のグローバル化の趨勢と親和的な関. 係にあった。
現代社会について考える ○民主主義について考える ○自由主義について考える ○現代の政治理
論を知る ○現代の政治経済の仕組みを知る ○グローバル化とは何か . 筒井清忠『日本型「教養」
の運命―歴史社会学的考察』岩波書店、1995年 なぜ「教養」が没落したかを歴史的に分析。 ..
(20)猪木武徳『戦後世界経済史』中公新書、2009年
て、体制変動の選択肢不在の可能性を従来の体制変動論のなかで位置づけることが必要とな
る。 第三点は、 .. Tsygankov) は現在のロシアの政治体制は自由で競争的な選挙がある一方
で、近代民主主義を支える制度. (独立した .. 技術とシステムは、冷戦後、軍の規模が縮小し、か
つ兵器生産のグローバル化によって高度な. 技術兵器が.
第15回目 新しい人権. 第16回目 議会制民主主義の法構造（ ）国民主権と参政権. 第17回目
議会制民主主義の法構造（ ）国会. 第18回目 内閣の構造と機能. 第19回目 .. は，私たちの身
近な事例，家族・婚姻とは何か，グローバル化の進む中で民族性とは何か等，現代の課題を紹介
するとともに我々の文化を学 ... 平凡社 2001.10 新訂増補.
メディアが女性をつくる?女性がメディアをつくる? : 付増補編解説表現とメディア研究のセカンドステー
ジ, 井上輝子 [著]. ビジュアル・イメージとしての女 : 戦後女性雑誌が見せる性役割, 落合恵美子
[著]. 新聞にみる構造化された性差別表現, 田中和子 [著].
現代社会のなかの教師」（佐伯胖・黒崎勲・佐藤学・田中孝彦・浜田寿美男・藤田英典＜編＞
「岩波講座・現代の教育＝危機と改革」（6）『教師像の再構築』岩波書店 1998年5月 pp.1-22.）
「コンピュータが . 公衆と教育＝戦後日本の民主主義とデューイ」（杉山宏編『日本の戦後教育と
デューイ』世界思想社 1998年11月 pp.181-192.） 「直面する教育.
主権在民、平和主義、基本的人権の尊重の三つの基本原理を継承しつつ、日本国の歴史や文
化、国や郷土. を自ら守る気概、和を ... も、戦後の改正回数は、アメリカが 6 回、フランスが 27
回、イタリアは 16 回、ドイツ. に至っては 59 回も .. グローバル化が進んだ現在、海外にいる日本人
の安全を国が担保する責務を憲法. に書き込むべきで.
2017年2月20日 . 改訂３版. 山本良一. 111. 江戸の魚食文化 : 川柳を通して. （雄山閣アーカイ
ブス,食文化篇）. 蟻川トモ子. 112 江戸のなかの日本、日本のなかの江戸 : 価値観・ .. よくわかる
簿記シリーズ）. 第13版(Ver.10.0). TAC簿記検定講座編著. 203. (公共哲学とはなんだろう . 増
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境論. 7410 二一世紀国際政治の展望. 7420 現代アジア 危機からの再生. 7430 日本政治の過
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2016年6月27日 . この間、日本の市民社会では、歴史修正主義の風潮が深刻なレベルに達して
いるなかで、. 植民地支配・戦争の被害者に寄り添い、その闘いを支援し、被害を究明し、明らか
になっ. た事実を知らしめようとする活動が続けられてきました。それは、日本の民主主義・人権. 擁
護、諸外国の人びととの友好のために意味を持つもので.
米子市人権情報センターからのおしらせです。センターの紹介、主催行事、啓発記事、図書・ビデ
オなどの学習資料、啓発パネルの貸出しなど。
2015年5月9日 . 私たちが、民主教育研究所を創るのは、教育の場に人権と自由、平和と民主主
義を. みなぎらせ、すべての者の学ぶ . 上原専祿著作集 14」『国民形成の教育 増補』評論社、
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「PISA－グローバル化する. 学力競争」を示し、国際的.
2015年2月23日 . 国際政治学や国際機構論等における現在の研究状況に目をやれば、たしか
に、国連や専門機 .. （18）ガイドラインの策定・改定の過程については、以下を参照。 .. グローバル

化が進む世界を規制することができるのは唯一、法の原理と国連を中心とした多国. 間主義であ
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中）も本書に掲載されています。苦難を乗り越えてきた日系人.
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救済原則が示されたこ. とである。 ... （10）「生活困窮者緊急生活援護要綱」実施以来、旧生
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グローバル化する世界と法の課題. 1 グローバル化する世界.
家族社会学の領域では、戦後日本の高度経済成長期に形成された家族を歴史的に固有のパ
ターン、スタイルと捉え、それが現在大きな変化を求められているとみなすようになって . (2)戦後家族
モデルの成立から「家族の崩壊」へ しかし、このいわゆる「伝統家族」も、戦後の民主化政策のもと
での家族政策の改正、経済成長に併行した職業構造の.
戦後民主主義と人権の現在―グローバル化のなかで 増補改訂版 (部落研ブックレット〈18〉) [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。
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