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Ｃ．おもな研究ノート、書評論文、解説、時評、対談等 

 

「上村忠男著『クリオの手鏡――二十世紀イタリアの思想家たち』をめぐって」（『地域研究ブックレビュー』１９９０年、第

７号、東京外国語大学海外事情研究所、３－３７頁） 

 

「自問する歴史意識」（『週刊読書人』１７８１号*、『クリオの手鏡――二十世紀イタリアの思想家たち』上村忠男著、平

凡社の書評） 

 

「概念の再検証」（『週刊読書人』１７８５号*、『ヘーゲル政治哲学研究』南原一博著、未来社の書評） 

 

「卓越したヘーゲル論集」（『週刊読書人』１９９１年２月１１日号、Ｈ．Ｇ．ガダマー『ヘーゲルと弁証法』高山守、山口

誠一訳、未来社の書評） 

 

「論争の息づかいから学ぶもの」（『週刊読書人』１９９１年、９月１６日号、『社会科学の論理によせて』J.ハーバーマス

著、木前利秋他訳、国文社の書評） 

 

「華やぐモザイク状の近代論」 

（『週刊読書人』１９９２年９月２８日号『トランスモダンの作法』今村仁司責任編集、篠原資明、中岡成文、野家啓一、鷲田

清一著、１９９２年、リブロポートについての書評論文） 

 

「Ａ・メルッチの『現代のノマド』あるいは『変容する自由』について」 

（『ｉｍａｇｏ』１９９２年１１月号、青土社、２６０－２６１頁） 

 

「臨場感ある現場からの報告」（『週刊読書人』１９５８号、『モダンとポストモダーン』小野紀明、川崎修、斎藤純一他著、

木鐸社、1992年の書評） 

 

事典項目『ヘーゲル事典』 

（弘文堂、１９９２年、「新ヘーゲル学派」など八項目） 

 

「１９９２年上半期の収穫から」 

（『週刊読書人』１９９２年７月２７日号） 

 

「うその力」 

（『言語』「特集＝ことばの力」１９９３年３月号、大修館書店、４６－５３頁） 

 

「佐藤卓己著『大衆宣伝の神話』」 

（『思想』、１９９３年５月号、岩波書店、５２－５７頁、佐藤卓己『大衆宣伝の神話』に対する書評論文） 

 

「対談：動態的ヘーゲル」 

（『現代思想』「総特集＝ヘーゲルの思想」１９９３年７月臨時増刊号所収、青土社、加藤尚武氏との対談） 

 

「三つの潮流を批評」（『週刊読書人』１９９３年４月１２日号、Ｊ．Ｂ．トンプソン『批判的解釈学――リクールとハーバ

ーマスの思想』山本啓他訳、法政大学出版局、１９９３年の書評） 

 

「研究手帳：エゥローペーの名前」 

（『現代思想』「特集＝オートポイエーシス」１９９３年９月号所収、青土社、２９４頁）  

 

「インタヴュー１」 

（『第一五回国際学生シンポジウム 人類の行方、自由とは何か』１９９３年） 

 

「国境（境界）」 

（『マイクロ・エシックス－－小銭で払う倫理学』鷲田清一他編、昭和堂、１９９３年、５０－５３頁） 

 

論壇時評「論潮・１月」* 

（『週刊読書人』１９９４年１月７日新年特大号） 

 

論壇時評「『政治的なるもの』の問い直し」 

（『週刊読書人』１９９４年２月４日号） 

 

論壇時評「表象の可能性の条件をめぐって」 

（『週刊読書人』１９９４年３月１１日号） 

 

論壇時評「鍵としての三〇年代」 

（『週刊読書人』１９９４年４月８日号） 

 

論壇時評「《忘却と想起の技法》をめぐって」 

（『週刊読書人』１９９４年５月１３日号） 

 



論壇時評「差別とアイデンティティ」 

（『週刊読書人』１９９４年６月３日号） 

 

論壇時評「《記憶》の政治学」 

（『週刊読書人』１９９４年７月８日号） 

 

「１９９３年上半期の収穫から」 

（『週刊読書人』１９９４年８月９日号） 

 

論壇時評「時代の転換に応じる回路を閉ざして」 

（『週刊読書人』１９９４年８月１２日号） 

 

論壇時評「ドイツを旅して」 

（『週刊読書人』１９９４年９月９日号） 

 

論壇時評「政治的意思の生い育つ条件」 

（『週刊読書人』１９９４年１０月７日号） 

 

論壇時評「空間への問いをめぐって」 

（『週刊読書人』１９９４年１１月４日号） 

 

論壇時評「論潮・１２月」 

（『週刊読書人』１９９４年１２月３日号） 

 

「この一年の論潮」（『週刊読書人』１９９５年１月１日号） 

 

「永久平和のためのフラグメント」 

（上野俊哉との共同執筆『文藝』１９９５年夏季号、「特集＝永久平和・２００年目の戦場」河出書房新社、１９９５年） 

 

「在独クルド人と《五月八日》」 

（『インパクション』９２号、インパクト出版会、１９９５年） 

 

「ボスニアの戦闘と《戦争》プロパガンダ」 

（『インパクション』９３号、インパクト出版会、１９９５年） 

 

座談会「徹底討議／『ショアー』の衝撃」 

（鵜飼哲氏、高橋哲哉氏との座談会『「ショアー」の衝撃』未来社、１９９５年所収、８－１１８頁） 

 

「ジュリー・ルソー：Ｊ・バトラー『問題／質としての身体』講評」 

（『地域研究ブックレビュー』１９９５年、第１２号、東京外国語大学海外事情研究所、３－１３頁） 

 

「五歳のドイツ？」 

（『インパクション』９４号、インパクト出版会、１９９５年） 

 

「《過去の克服》についての雑感」 

（『インパクション』９５号、インパクト出版会、１９９５年） 

 

「ハーフェン・シュトラーセ２６番地」 

（『インパクション』９６号、インパクト出版会、１９９６年） 

 

「ペーター・ハントケ『冬の旅』とセルビア人の正義」 

（『インパクション』９７号、インパクト出版会、１９９６年） 

 

「多文化主義・承認・ヘーゲル」 

（チャールズ・テイラー氏への辻内鏡人氏との共同インタヴュー及びその翻訳、『思想』１９９６年７月号所収） 

 

「１９４０．５．１．ここからひとりのシンティが…」 

（『インパクション』９８号、インパクト出版会、１９９６年） 

 

「悲しむということの文法」 

（『インパクション』９９号、インパクト出版会、１９９６年） 

 

「『反動のレトリック』解説」 

（アルバート・ハーシュマン『反動のレトリック』法政大学出版局、１９９６年、２１３－２２２頁） 

 

「丸山政治学の遺産」 

（『未来』３６２号、未来社、１９９６年） 

 

「一回性を普遍化する」 

（『未来』３６３号、未来社、１９９６年） 

 



「石を転がす男」 

（『インパクション』１００号、インパクト出版会、１９９６年） 

 

「ドイツ語圏のヤパノロギーの新展開」（『週刊読書人』１９９７年２月７日号、Deutsche Zeitschrift fuer Philosophie日

本学特集の書評） 

 

「行為と記憶の循環」 

（『未来』３６４号、未来社、１９９７年） 

 

「『介入？ 人間の権利と国家の論理』を読む」（『週刊読書人』１９９７年、『介入？ 人間の権利と国家の論理』エリー・

ヴィーゼル、川田順造編、廣瀬浩司、林修訳、藤原書店、１９９７年の書評） 

 

「ゴルドハーゲンの衝撃」 

（『インパクション』１０１号、インパクト出版会、１９９７年） 

 

事典項目『哲学・思想事典』 

（「ポスト・モダン」「ブタペスト学派」ほか数項目、岩波書店、１９９８年） 

 

「実践が含み持つ多義性を探る試み」（『インパクション』１９９８年、１０８号、１５９－１６２頁、インパクト出版会、ア

ジアに対する日本の戦争責任を問う民衆法廷準備会編『戦争責任 過去から未来へ』の書評） 

 

対談「物語の廃墟から」 

（『現代思想』「特集＝ハンナ・アーレント」青土社、１９９７年６月号、１２８－１５６頁、高橋哲哉氏との対談） 

 

「１９９７年の収穫」（『週刊読書人』１９９７年１２月１９日号） 

 

「ユーゴ内戦とは何だったのか」 

（『現代思想』「総特集＝ユーゴスラヴィア解体」１９９７年１２月臨時増刊号、青土社、柴宜弘、小澤弘明氏との座談会） 

 

「《メディア都市の地政学》をめぐって」 

（『１０＋１』１９９８年春季号所収、メディアデザイン研究所、田中純氏との対談） 

 

「公開シンポジウム：歴史はいかに語られるか」（『立命館言語文化研究』第９巻第４号、１９９８年、３３８－３６１頁） 

 

「ユダヤ人絶滅政策の全貌」 

（ラウル・ヒルグルーバー著『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅』柏書房、１９９７年に対する書評論文、『図書新聞』１９９８年

４月１１日号） 

 

「１９９８年上半期の収穫から」（『週刊読書人』１９９８年、７月２４日号） 

 

「書評『カフェ・ヨーロッパ』」（『東京新聞』１９９８年９月２７日号、『カフェ・ヨーロッパ』スラヴァンカ・ドラクリ

ッチ著、長場真砂子訳、恒文社、１９９８年の書評） 

 

「概念の砂漠を行く」*（『週間読書人』１９９８年７月２４日号、『歴史とは何か』田崎英明、細見和之、崎山政毅著、河出

書房新社、１９９８年の書評） 

 

「アムネーシアの不安」 

（『月刊言語』１９９８年９月号、６－７頁、大修館書店） 

 

「『批評空間』の奇妙な位置どり」（『週刊読書人』１９９８年１月１６日号、浅田彰、柄谷行人編『シンポジウムⅡ』太田出

版、１９９７年の書評） 

 

「グローバル化と国民国家への問い」 

（『世界』別冊「この本を読もう！書評の森９７－９８」、岩波書店、１９９８年、１３２－１３５頁） 

 

「９９８年年末回顧座談会：国民国家と記憶の語りをめぐって」（『週刊読書人』１９９８年１２月２５日号、田崎英明、本橋

哲也氏との座談会） 

 

「「六月声明」と「国民投票」」 

（『インパクション』１９９９年、１１５号、インパクト出版会、５４－５７頁） 

 

「リテレールが選ぶことしのいち押し人文書ガイド１４４」 

（リテレール編集部編『ことし読む本 いち押しガイド９９』１９９９年、１０項目） 

 

「１９９９年上半期の収穫から」（『週刊読書人』１９９９年７月３０日） 

 

「大学の独立行政法人化は『知』を死に追いやる蛮行だ」 

（『週刊エコノミスト』１９９９年１１月３０日号、毎日新聞社、７６－７７頁） 

 

「国立大学の法人化は疑問 知の普遍の意味を問う」 

（『朝日新聞』１９９９年１２月２０日付） 



 

「書評：ティナ・ローゼンバーグ『過去と闘う国々』 

（『東京新聞』１９９９年４月１１日付） 

 

「討議：空間、戦争、資本主義」 

（『現代思想』「特集＝変容する空間」１９９９年１２月号、３０－６０頁、山之内靖、米谷匡史氏との座談会） 

 

「１９９９年年末回顧座談会：新たな《統治》に直面して」 

（『週刊読書人』、１９９９年１２月２４日号、酒井隆史、本橋哲也氏との座談会） 

 

「二千年のベストセラーを読む『アンネの日記』」 

（『ＴＲＩＰＰＥＲ』１９９９冬季号、朝日新聞社、４６－４７頁） 

 

「水平的広がりを持つ傑出した通史」 

（『東京新聞』２０００年、１月１６日、ジョゼフ・ロスチャイルド『現代東欧史――多様性への回帰』の書評） 

 

「ユーゴ空爆とコソヴォ紛争の事実認識とは何か」 

（『ＩｎｔｅｒＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ』３０号、１９９９年、２４－２５頁） 

 

「시장 전체주의와 대학 개혁: ‘자살’에의 강요」 

(『당대비평』여름호 11호, 2000년, 113-132쪽) 

 

「今週の『異議あり！』国立大学法人化」 

（『毎日新聞』２０００年７月２７日付） 

 

「『暴力批判論』」 

（『インパクション』１２２号、２０００年、１０９－１１０頁、インパクト出版会） 

 

「討議：共通の言葉はあるか」 

（長原豊氏との対談、『現代思想』「総特集＝現代思想のキーワード」２０００年２月、臨時増刊号、２００－２２３頁） 

 

「２０００年上半期の収穫から」（『週刊読書人』２０００年７月２８日号） 

 

「東アジア戦後史の書き換え」（『けーし風』第２５号） 

 

「記憶」 

（『現代思想』「総特集＝現代思想のキーワード」２０００年２月、臨時増刊号、１４－１７頁） 

 

「わたしの選んだ三冊」 

（『本の花束』２０００年１０月号、生活クラブ生協） 

 

「討議：新自由主義下の大学改革」 

（『現代思想』２０００年６月号、青土社、３２－４６頁） 

 

「ジェノサイド」 

（『別冊世界』「現代を読み解くための古典ガイド」６７５号、２０００年） 

 

「鮮やかな見取り図を描く」 

（『週刊読書人』２０００年１１月２４日号、ビル・レディングス『廃墟のなかの大学』法政大学出版局、２０００年の書評） 

 

「２０００年年末回顧座談会：記憶の掘り起こしと歴史の書き換え」 

（『週刊読書人』２０００年１２月２２日号、守中高明、本橋哲也氏との座談会） 

 

「討議：戦後思想を読む」 

（上野千鶴子氏、成田龍一氏との対談、『現代思想』「総特集＝現代思想を読む２３０冊」２００１年１１月臨時増刊号、１９

２－２５３頁） 

 

「座談会：グローバル化のなかのナショナリズム」 

（三宅芳夫氏、小倉利丸氏との座談会『インパクション』２００１年、１２７号、インパクト出版会、１７４－１９３頁） 

 

「座談会：９．１１から未来社会へ――《失われた１０年》と日本社会」 

（『神大評論』「特集＝未来社会へのマニフェスト」２００１年、吉見俊哉、永野善子氏との座談会） 

 

「ドイツ歴史家論争をふりかえって－－現在も論争は継続している」 

（『季刊運動〈経験〉』２００１年秋号、軌跡社、１００－１１４頁） 

  

「解説：レムコ・ラーベン「オランダ社会に潜む植民地の暴力」」 

（『世界』２００１年６月号、岩波書店、２７７頁） 

 

「東京外大と《独法化》問題」 

（『大阪外大組合新聞』第６８号、２００１年） 



 

「歴史をどう記憶するか」（『赤旗』２００１年３月１６日付） 

 

「２００１年年末回顧座談会：絶望の中でいかに希望を語るか」 

（『週刊読書人』２００１年１２月２８日号） 

 

「ポストコロニアルにおける記憶と暴力について」 

（姜尚中編『ポストコロニアリズム』２００１年、作品社、１３９－１４１頁） 

 

「コンフォーミズムの頽廃のなかで」 

（『辻内鏡人追悼文集 言葉』辻内鏡人追悼文集編集会議編、２００１年、１３７頁） 

 

「映画『ムルデカ１７８０５』の意図」 

（『赤旗』２００１年５月２６日付） 

 

Gedächtnis und Erinnern, Robert Schindel im Gespräch,  

in: Trans, Nr. 7 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaft), Mai 2001. 

 

「知識人」 

（吉見俊哉、成田龍一編『二十世紀日本の思想』２００２年、作品社、３２－４３頁 

 

「異文化を知り、世界に向き合うために」 

（『英語教育』Ｖｏｌ．５１．Ｎｏ．２、２００２年） 

 

書評「『テロとの戦争』とは何か」 

（『総合文化研究』第６号、２００２年、東京外国語大学総合文化研究所） 

 

「報復戦争ではなく何ができるのか」 

（『東京新聞』２００２年、８月１１日、大澤真幸『文明の内なる衝突――テロ後の世界を考える』の書評） 

 

「『歴史主体』論争とその後――『倫理主義』でないとしたら、いかに」 

（高橋哲哉編『「歴史認識」論争』２００２年、作品社） 

 

「討議：戦争とメディア」 

（『現代思想』「特集＝戦争とメディア」２００２年７月号、青土社、４６－４９頁） 

 

「特設部会『戦争の記憶』のコメント」 

（『歴史学研究』７６８号、２００２年１０月号、歴史学研究会） 

 

「２００２年上半期の収穫から」 

（『週刊読書人』２００２年、７月２６日号） 

 

「２００２年年末回顧座談会：歴史の再認識を迫る」 

（『週刊読書人』２００２年１２月２７日号、金富子、本橋哲也氏との座談会） 

 

「書評：『エリック・ホーファー自伝』」 

（『高知新聞』２００２年６月３０日付、共同通信系各紙掲載） 

 

「２００３年上半期の収穫から」 

（『週刊読書人』２００３年７月２５日号） 

 

「『記憶の場』の問いはどこまで届いているのか」 

（『《記憶の場》の問いから：報告要旨集』２００３年、１７－１９頁） 

 

「座談会：空間・戦争・資本主義」 

（伊豫谷登士翁・成田龍一編『再魔術化する世界』御茶ノ水書房、２００３年、山之内靖、米谷匡史氏との座談会） 

 

「批判的社会理論の承認論的転回」 

（『批判的社会理論の現在』晃洋書房、２００３年、１７７－２２１頁、アクセル・ホネット氏との対話） 

 

「２００３年年末回顧座談会：占領と戦後をどう考えるか」 

（『週刊読書人』２００３年１２月２６日号、道場親信、本橋哲也氏との座談会） 

 

「討議：教育改革」 

（『現代思想』「特集＝教育改革」小沢弘明、大内裕和氏との座談会、２００３年４月号） 

 

「討議：ホッブズを超えて」 

（『現代思想』２００３年５月号、上野修氏との対談、２４－４１頁） 

 

「討論：《日常的ファシズム》論のさらなる一歩のために はじめに」 

（『クァドランテ［四分儀］』Ｎｏ，５, ２００３年、東京外国語大学海外事情研究所、１３７－１３８頁） 



 

「２００４年年末回顧座談会：抗いの準拠点を求めて」 

（『週刊読書人』２００４年１２月２４日号、戸邊秀明、本橋哲也氏との座談会） 

 

「たくさんの屍を滋養に繁茂する小さな花」 

（『反天皇制運動じゃーなる』、２００４年、Ⅳ／３３号、４－５頁） 

 

「『物語』の廃墟から」 

（『《物語》の廃墟から――高橋哲哉対話・時評集１９９５－２００５年』、影書房、２００４年、高橋哲哉氏との対談） 

 

「展覧会とティーチ・イン」（『けーし風』新沖縄フォーラム刊行会議、２００４年、４６頁） 

 

「『文化』概念の脱構築／孫歌報告へのコメント」 

（『史資料ハブ』第３号、２００４年、東京外国語大学大学院２１世紀ＣＯＥプログラム、８２－８５頁） 

 

「書評『チョムスキー入門』」 

（『月刊言語』Ｖｏｌ．３３、２００４年、１１９頁） 

 

「三木清『パスカルにおける人間の研究』」 

（『現代思想』「総特集＝ブックガイド日本の思想『古事記』から丸山真男まで」２００５年、１３６－１３９頁） 

 

「完成したホロコースト記念碑と『想起の文化』」 

（『未来』４６７号、２００５年、１－５頁、未来社） 

 

「はじめに：大衆独裁と合意形成」 

（『クァドランテ［四分儀］』Ｎｏ，７, 東京外国語大学海外事情研究所、１４５－１４７頁） 

 

「コレオグラーフ、ウヴェ・ショルツの死」 

（『未来』４６８号、２００５年、１２－１５頁） 

 

「ネオナチのデモとブロックデモ」 

（『未来』４７２号、２００６年、１－７頁、未来社） 

 

「あとがき」 

（メディアの危機を訴える市民ネットワーク編『番組はなぜ改ざんされたか』一葉社、２００６年、３９０－３９３頁） 

 

「『白バラの祈り』に寄せて」 

（『中日新聞』、２００６年３月１６日号） 

 

「近代理解の新しい視座」 

（『週刊読書人』２００６年７月１９日号） 

 

「インタヴュー：植民地主義の現在を問う」 

（『週刊読書人』２００６年９月２２日、西川長夫氏に聞く） 

 

「歴史叙述をめぐる透徹した思索」 

（『週刊読書人』２００６年９月２９日号、鹿島徹『可能性としての歴史』岩波書店、２００６年の書評） 

 

「２００６年年末回顧座談会：「ネオリベ」との対峙の中で」 

（『週刊読書人』２００６年１２月２２日、白石嘉治、本橋哲也氏との座談会） 

 

「座談会 記憶が語りはじめる」（米山リサ、冨山一郎とともに。キャロル・グラック、ひろたまさき監修、冨山一郎編『歴史

の描き方 第三巻 記憶が語りはじめる』東京大学出版会、２００６年）* 

 

 


