
■EX631 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX631／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アダム・スミスの『道徳感情論』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アダム・スミスの『道徳感情論』を輪読し、人間がもつ感情の相互作用と社会秩序の関係、道徳や正義といった観念の形成過程

について議論する。また、個人研究を通じて自分なりの問題意識と見解をもち、読解力・調査力・分析力を鍛える。 

 

The objective of this seminar is to read Adam Smith's The Theory of Moral Sentiments, and to discuss the relationship between 

human sentiments and social order as well as the process in which morality and justice are formed. In addition, students develop 

their awareness of issues and opinions through individual research in order to improve their investigative and analytical abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スミスは 18 世紀のスコットランド啓蒙を代表する思想家であり、新たな時代を切り開く重要な著作を残した人物である。一般には

「経済学の父」として知られるスミスであるが、実際にはグラスゴー大学の「道徳哲学」教授であった。本演習では、道徳哲学者ス

ミスが人間のもつ感情の相互作用と社会秩序の関係をどのように捉えていたか、さらには道徳や正義といった観念の形成をどの

ように考えていたかを読み解く。 

単に文献を輪読するだけでなく、個人研究に基づくプレゼンテーションもおこなってもらう。また、他大学との合同ゼミやインカレの

プレゼン大会（12 月中旬）への出場も予定している。 

 

Adam Smith is one of Sottish Enlightenment philosophers in the 18th century, and a prominent figure writing important literary 

works leading to a new age. Today, Smith is known as mainly 'Father of Economics', but in fact he was professor of 'Moral 

Philosophy' in the University of Glasgow. In this class, students deepen their understanding on how Adam Smith conceived the 

relationship between human sentiments and social order as well as the process in which morality and justice are formed. 

Besides reading the literature, students  also give presentations based on individual research. In addition, students are 

scheduled to participate in a joint seminar with other universities and compete in an intercollegiate presentation contest (middle 

of December). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキスト輪読（１） 

3. テキスト輪読（２） 

4. テキスト輪読（３） 

5. テキスト輪読（４） 

6. テキスト輪読（５） 

7. テキスト輪読（６） 

8. テキスト輪読（７） 

9. テキスト輪読（８） 

10. テキスト輪読（９） 

11. テキスト輪読（10） 

12. テキスト輪読（11） 

13. テキスト輪読（12） 

14. テキスト輪読（13） 

15. テキスト輪読（14） 

16. テキスト輪読（15） 

17. 他大学との合同ゼミ 

18. テキスト輪読（16） 

19. テキスト輪読（17） 

20. テキスト輪読（18） 

21. 個人研究の構想発表（１） 

22. 個人研究の構想発表（２） 

23. テキスト輪読（19） 



24. テキスト輪読（20） 

25. テキスト輪読（21） 

26. テキスト輪読（22） 

27. 個人研究プレゼンテーション（１） 

28. 個人研究プレゼンテーション（２） 

 

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

１）課題テキストに対する感想や疑問点をコメントペーパーの形で毎回提出してもらう。 

２）個人研究については各自で設定したテーマを掘り下げるための文献収集や論点整理をおこなってもらう。 

３）個人研究発表にあたってパワーポイントスライドを作成してもらう（分からない場合は個別指導する）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度・議論への参加および貢献度(40%)/コメントペーパー(30%)/個人研究発表(30%) 

自分から積極的に発言し、熱意をもって毎回の演習に取り組む学生を歓迎する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アダム・スミス（水田洋訳）、2003 年、『道徳感情論』（上）、岩波文庫 (ISBN:4003410564) 

2. アダム・スミス（水田洋訳）、2003 年、『道徳感情論』（下）、岩波文庫 (ISBN:4003410572) 

 

参考文献（Readings） 

1. 水田洋、1997 年、『アダム・スミス』、講談社学術文庫 

2. 堂目卓生、2008 年、『アダム・スミス』、中公新書 

3. ニコラス・フィリップソン（永井大輔訳）、2014 年、『アダム・スミスとその時代』、白水社 

4. Christopher J. Berry. 2019 年. Adam Smith: Very Short Introduction. Oxford University Press 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： １５名程度 

配当年次： ２～４年次 

選考方法： レポート 

①題目： この演習を志望する理由（アダム・スミスについて知っていること・調べたことを含む） 

②字数： 1,500 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 


