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授業の目標（Course Objectives） 

授業を通じて単に知識・理論を学ぶだけでなく、参加者一人ひとりが思考の「主役」となり、「論理的思考力」「聞く力（理解力）」「自

己表現力」を身に付け、各人が関心のある様々な文化的事象に自ら問いを立て、解決するための基礎体力を養う。 

 

By not only acquiring knowledge and theory through classes but also the ability to think logically, to listen (understand) , and to 

express,  the course will cultivate the basic capability in individuals to pose and solve questions in response to cultural events 

of personal interest.   

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は、私たちが日常の中で感じている疑問や関心を参加者の間で自由に対話し、多様な価値観を知り合うことで、自分の理

解を深めることを目的とします。「哲学」とは、哲学者が部屋にこもって一人で思考を深める営みでしょうか。必ずしも、そうではあ

りません。ここでは、各トピックに沿って、自分の意見を自由に発言し、また他者の意見をしっかり聞き、「対話」のなかで「哲学す

ること」の実践を目指します。毎回の授業では、参加人数に合わせ、少人数のグループを作り、対話を行ってもらいます。また各

グループにファシリテーター（討論の進行役）を一人設定し、最終的にグループの代表者に議論の中身を発表してもらいます。具

体的な「哲学対話」のやり方・段取りについては、初回授業で説明します。受講にあたって、哲学の「知識」は、必ずしも必要では

ありません。はじめて哲学に触れる方から、これまで哲学の授業を受けてきた方まで、様々な学生の参加を期待します。 

 

The purpose of this course is to deepen our understanding by freely discussing the questions and concerns we feel in our daily 

lives and by learning about various values. Is "philosophy" an activity in which philosophers stay in a room and deepen their 

thoughts alone? No, not necessarily. In this course, we aim to practice "philosophizing" through "dialogue" by freely expressing 

our own opinions and listening to the opinions of others in line with each topic. In each class, we will form small groups 

according to the number of participants and have them engage in dialogue. One facilitator will be assigned to each group, and 

the group representatives will be asked to present the contents of their discussions at the end of the class. Specific 

procedures and arrangements for the "philosophical dialogue" will be explained in the first class. This course does not 

necessarily require any "knowledge" of philosophy and expect a variety of students to participate, from those who are new to 

philosophy to those who have taken philosophy classes in the past. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

――哲学対話とは？哲学対話のやり方と実践―― 

2. 「学問」とはなにか 

――学問はどんな営みであるか・「大学」とはどんな場所か・なにを追究するのか etc. 

3. 「善悪」とはなにか 

――「善」とはなんであるか・「悪」とはなんであるか・境界線はどこにあるか etc. 

4. 「自分」とはなにか 

――自分を知るとはどういうことか・「他者」を知るとはどういうことか・「人づきあい」とはなにか etc. 

5. 人を好きになるとはどういうことか 

――「愛」とは（「憎しみ」とは）・「推し」とは・友人とは・境界線はどこか etc. 

6. 「美しい」とはどういうことか 

――「なにを」美しいと思うか・「なぜ」美しいと思うか・「いつ」美しいと思うか etc. 

7. 「趣味」とは何であるか 

――趣味の「良し悪し」とは・人に言える趣味・言えない趣味とは・「センス」とは etc. 

8. 「流行」とは何であるか 

――流行とは「いつ」生じるのか・「どうやって」・「誰が」生むのか・「どのように」関わるのか 

9. プライバシーとはなにか 

――個人と社会の境界線とはどこか・「個人」の自由と「社会」の自由をどう考えるか etc. 

10. 「労働」とはなにか 

――よい「人生」とは・「お金」とは・自分の「将来」をどう考えるか etc. 



11. 「ジェンダー」とはなにか 

――「差別」や「格差」はどうして生じるのか・どう考えるか etc. 

12. 「書き言葉」と「話し言葉」はどう違うのか 

――対話・手紙・メール・SNSによる言語の役割についてどう考えるか etc. 

13. 動物の「生きる権利」とは 

――ペット等の生死について・私たちの「食べる」営みについて・環境破壊をどう考えるか etc. 

14. 「死」とはなんであるか 

――人を殺してはいけないのはなぜか・自殺についてどう考えるか・延命治療の是非について etc. 

 

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

毎回、あらかじめ指定されているテーマに沿って、自分の意見をまとめて発表できるように考え授業に参加すること。毎回終了時

にリアクションペーパーにその日の自分なりの振り返りの概要を書いて提出してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加度(30%)/リアクションペーパー(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の内容に直接関連する一次文献は、その都度授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 梶谷真司、2018、『考えるとはどういうことか ０歳から１００歳までの哲学入門』、幻冬舎新書 (ISBN:9784344985148) 

2. 永井均 内田かずひろ、2009、『子どものための哲学対話』、講談社文庫 (ISBN:9784062764483) 

3. 永井玲衣、2021、『水中の哲学者たち』、晶文社 (ISBN:9784794972743) 

4. 村井則夫、2016、『人文学の可能性――言語・歴史・形象』、知泉書館 (ISBN:9784862852328) 

その他の文献については、その都度授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、みなさん一人ひとりが授業の「主役」です。自由に考え、話し、ときに人の意見を聞き、自分を見つめ直し、様々な事象

について理解を深めることが大切です。対話が終わった際に、自分の考えが変わってしまっても良いです（もちろん、変わらなくて

もよい）。多様な考えを持つ周りの存在によって様々な「気づき」を得られるよう、主体的に授業に参加することを期待します。 

 

注意事項（Notice） 

 


