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授業の目標（Course Objectives） 

ナショナリズムの構造を検討し、それの歴史的変遷を辿る。また、グローバル化が進む現代社会におけるナショナリズムの問題

をいくつかの事例を通して考えたい。その際、ナショナリズムが生まれる「場」を日常世界の中に発見し、その本質を探りたい。 

 

The purpose of this course is to consider the structure, and track the historical changes, of nationalism. Also, using several 

examples, we will think about issues involving nationalism in this modern society of expanding globalization. During this process, 

we will discover places in the ordinary world that give rise to nationalism and investigate the essential qualities of these places. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションが進むなか、国家と国民の解体、そしてそれを支えるナショナリズムの消滅を予言されたが、現実にはそれ

とは逆に、国家や国民は強化され、ナショナリズムは世界中でますます活性化している。例えば、ＥＵ、ＡＳＥＡＮなどの地域統合

にしても、危機的状況になれば必ずナショナリズムが発動する。現代社会において、ナショナリズムは、その意味が再確認される

と同時に、新たな展開が見られる。講義では、まず、ナショナリズムとは何かという問いを様々な角度から検討したい。ナショナリ

ズムが活性化した背景およびその新たな方向性を探る。さらに暴力と平和論を学び、ナショナリズムによる暴力と平和の構築に

ついて考察する。ゲストスピーカによる特別講義を予定しているので、講義計画は変更される場合もある。毎回授業の最後にグ

ループディスカッションの時間を設け、テーマについて議論しあい、リスポンスシートに記入する。 

 

With expanding globalization, the demise of nationalism that supports the disassembling of nations or states and their citizens 

was predicted. However, in reality the opposite was true, and nations and their citizens became stronger, meaning nationalism is 

becoming increasingly revitalized throughout the world. For example, even in regional integration bodies such as the EU and 

ASEAN, critical situations always result in nationalism. In modern society, we are seeing new developments in nationalism, and 

the meaning of the term is being reassessed. In lectures, we will firstly consider the question of what nationalism is from various 

angles. Then we will investigate the background surrounding the revival of nationalism and the new direction it is taking. As we 

have special lectures from guest speakers planned, there may be changes to the scheduled lectures. We will make time for 

group discussion at the end of each lesson, debate the current topic, and fill in a response sheet. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ナショナリズムの理論的考察:ダーバン＋20 と反レイシズム 

3. ナショナリズムの理論的考察 1 

4. ナショナリズムの理論的考察 2 

5. ナショナリズムとエスニスティによる暴力の考察１ 

6. 木瀬貴吉（出版社「ころから」代表）による特別講義：日本の出版業界と「ヘイト」本 

7. 横山正樹（フェリス女学院大学名誉教授）による特別講義：平和とナショナリズム 

8. 横山正樹（フェリス女学院大学名誉教授）による特別講義：暴力とナショナリズム 

9. 事例研究:ハンセン病とナショナリズム 

10. 事例研究:「在外国民」「００系人」とナショナリズム 

11. 事例研究：ナショナリズムと難民 

12. 事例研究:ナショナリズムとジェンダー 

13. 個人テーマと討論 

14. 総括：個人テーマに関する総合発表と討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習として、授業の前に配る資料を必ず読んでくること。 

各テーマと関連新聞記事などを日々把握しておくこと。 

復習として、事例研究のため授業で学んだ理論の内容は整理しておいて、次回のグループデスカッションで討論できるようにする

こと。 

 



成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および参加度(30%)/毎回のコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業内で１回のレポート提出を行う。 レポート は、 講義に関連して提示されたテーマについて論じる力を見る。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用せず、授業内で適宜紹介。参考文献を授業のなかで配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大澤真幸編、2002、『ナショナリズム論の名著５０』、平凡社 

2. 田中宏、2013、『在日外国人 第三版－法の壁，心の溝』、岩波新書 

3. 中野敏男、2012、『詩歌と戦争ー白秋と民衆、総力戦への「道」』、NHK ブックス 

4. 萱野稔人他、2014、『ナショナリズムの現在ー＜ネトウヨ＞化する日本と東アジアの未来』、朝日新書 

5. 北村 英哉／編、2018、『偏見や差別はなぜ起こる? 心理メカニズムの解明と現象の分析』、ちとせプレス 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義予定はゲストスピーカーの都合などによって変わる場合がある。 

 

注意事項（Notice） 

 


