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  哲学は教育にどう役立つのか                                                

島崎 隆 

 教育の根本目的を《人格・人間の形成》とみなした場合、そこで道徳・倫理や人間論が

不可欠である以上、是非とも深い哲学的考察が必要である。だが日本では、受験勉強体制

が日常化しているため、哲学的な教育や見方が阻害される。では、欧米先進国の状況はど

うか。サンデルの政治哲学講義やオーストリアの教育を参照しつつ、まずは日本の教育の

病弊とディレンマにじっくりと向き合うことが必要であろう。 

       

 How is Philosophy useful in the Field of Education?   

キーワード  人格・人間の形成、教育基本法、哲学教育、政治哲学、受験勉強体制 

   

プロフィール 

  1946年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修了。社会学博士。所属: 一橋大学社会学

研究科。専門: 哲学。著書『現代を読むための哲学----宗教・文化・環境・生命・教育』

（創風社、2004）ほか。 
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はじめに 

 教育の根本目的は何か。それは新・旧の教育基本法で指摘される「人格の完成」または

人間形成であろう。もしそうであるとすれば、「人格」とは何かを中心に、このテーマは

まさに哲学、とくに倫理学や人間論という分野で専門的に扱われるといっていい。つまり

教育の本質認識には、哲学が深く関わっている。人格論を中心的に展開するカント倫理学

は、ある意味でその基本に据えられる。以下では、《人格・人間の形成》の問題を扱うた

めに、教育問題の現状に触れながら（第一節）、哲学的教育効果の立場から、昨今のサン

デル・ブームの意義を述べたい（第二節）。さらにそこから、日本の教育の根深い病弊や

ディレンマを指摘し（第三節）、現状を打開する方向性を哲学的に展望したい（第四節）。 

 

１ 教育問題の現状に関連して 

 従来の教育問題を振り返ると、中教審による教育基本法の「改正」（実は「改悪」と考

えられる）----2006年より実施----の大問題を中心に、PISAテスト（OECDが実施する国際

学力テスト）における日本の学力の低下、それと関連して、ゆとり教育から受験勉強体制

への再転換、「こころのノート」などによる道徳のソフトな管理、歴史教科書の編集・出

版（太平洋戦争を正当化するような歪んだ歴史観や不正確な記述が批判された）、教育権

力による君が代・日の丸の強制、などの問題が挙げられるだろう。そして、これらの問題

は現在進行中の国民的大問題である。これらの問題があるかぎり、《人格・人間の形成》

は大きく阻害されると見られる。 

  だが、たとえ以上の問題がすべて解決したとしても、高校、大学などを入試の難易度で

ランクづけし、それに合わせて、受験者の成績を偏差値で輪切りにするために競争させ、

序列化する受験勉強体制が日常的に存続するかぎり、《人格・人間の形成》はけっして可

能とはならないだろう。だが、この受験体制こそ、日本人にもっとも馴染み深く、逃れら

れがたいものなのだ。 

 さて、とくに教育の根本に関わる教育基本法の「改正」は、教育関係者など、民主主義

的な批判勢力の反対を押し切って、新自由主義の立場および保守勢力によって遂行された。

旧教育基本法の第1 条に見られた、「人格の完成」をめざすという箇所は、新教育基本法

においても残っている。いずれにせよ、「人格の完成」とはあまりにも抽象的であるので、

より具体化され、あらゆる分野で応用されなければ、金科玉条視されるだけに終わるだろ

う。果していままで、これを擁護する側からも、教育基本法が深く理解され、使いこなさ
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れてきたのだろうか。 

  ある教育者は、「人格の完成」という箇所を「端的に、人間的諸能力の" 全面的発達・

多面的完成" ということができる」と解釈している*⑴ 。《人格・人間の形成》＝「人間

的諸能力の全面的発達」と大雑把に等置した場合、その人格の形成・発達は単に一個人の

内部のそれとみなされるのではなくて、社会や共同の文化のなかで相互的に形成されると

いう側面をつねに含んでいるといえよう（この点で、社会性を捨象したカント倫理学のみ

では不十分である）。新教育基本法にも、依然として「平和で民主的な国家及び社会の形

成者」（第1 条）を教育が目標とするとあり、それを担える社会的・民主的な「人格」が

求められる。 

   いま受験勉強体制について批判的に指摘したが、もちろんある種の受験勉強や資格試験

のための勉強は必要であり、また算数の九九を暗記しなければ計算ができないし、社会や

歴史の基礎知識の暗記はある程度必要である。だが、それが教育の基本となるならば、生

徒の人格は形成されるどころか、無力化し、破壊されるだろう。なぜ受験勉強的思考法が

《人格・人間の形成》を阻害するかについては、①試験のための知識だから試験が終わる

とすぐ忘れる（学力の剥落の問題）、②暗記を主とするので表面的理解に終わり理解の過

程をとばす、③断片的知識の集積に終わり深いレベルの体系的知識にならない、④ヤマが

当たったはずれたという非生産的な思考法をつくる、⑤「正解」のない根本問題には回答

不能、⑥若者の人生上の悩みに答えられない、⑦全体として「体制」（出題者）に従う受

動的人間をつくる、⑧他人を点取り競争の相手とみなしがちであるなど、具体的に列挙す

ることができる。また私は、教育をテーマにした講義で、当事者であった学生諸君に受験

勉強の経験について繰り返し聞いてきた。一部の者は受験勉強に意味がある、必要（悪）

であるなどと答えたが、大部分はその無意味さ、虚しさについて反省している*⑵ 。 

  さて問題は、国家や学校がうえから人格を形成するのではなくて、自発的に、一定の自

由が許容されるなかで、学習者自身が自己形成することが必要だということであろう。そ

れが可能であるのは、まず生徒・学生が、教師とのあいだで、さらにまた相互にも自由に

質疑応答し、批判的にも共感的にもコミュニケーションし、長期にわたり自分の理解力を

練り上げることによってであり、そうした「ゆとり」こそが要求される。従来型の受験勉

強体制がそれとまったく異質であるのは明らかであるが、日本では、教育とは「これが必

要だ」とばかり、上から教え込むという考えがあまりにも強い。そしてそのためには、教

育者がつねに「正解」を保持していなければならない。だが実は、受験勉強的優等生に不
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満を感じた企業が求める能力こそ、①コミュニケーション能力、②協調性、③主体性…で

あるという。ともかく、受験勉強では、上記①はおろか、②も③もまた身につかないだろ

う*⑶ 。 

   いまや、多くの若者が受験勉強する意欲すらも喪失しているわけだが、それもまた、受

験勉強体制ゆえなのである。では、突破口はどこにあるのか。ここに哲学の出番がある。 

 

２ サンデル「ハーバード白熱教室」の哲学的教育効果 

  上記の問題を、NHK 教育テレビでも放映されて注目された、ハーバード大学のマイケル・

サンデル教授の教育実践にそって考えてみよう。サンデルの哲学教育が日本人に魅力的に

思えたことの本質には、もちろん彼自身の講義の手際のよさ、人間的魅力などもあるが、

受験勉強体制を基盤とする日本的教育の根深い病弊ないしディレンマからの脱出口がそこ

にかいま見られたからであろう。実は、そもそも欧米では、受験勉強体制は非人間的とし

て基本的に否定されており、これが存在するのは、東アジアの日本、中国都市部、北朝鮮、

韓国、台湾、マレーシア、シンガポールであるという*⑷。サンデルの講義法も、こうした

欧米的教育法のなかでの産物であることに注意すべきである。 

    ところで、サンデルの哲学的正義論のブームの原因は、第一に、抽象的で現実離れし

ているように見える哲学（史）の言語表現が、個人をめぐる政治や倫理の現実問題に密接

につながっていることを示した点、第二に、ディベート形式で、教員と学生が生き生きと

議論ないしコミュニケーションするかたちで哲学講義をやった点、にあるだろう*⑸ 。 

   上記の二つの点について、それぞれ詳しく述べよう。 

  第一点に関しては、正義、（共通）善、さらに個人の自由、功利主義、共同体などの哲

学上の原理的テーマについて、それが試験に出る重要項目だから表面的に理解し、暗記せ

よというのではなくて、それらの抽象的な言語表現の実体が、実はそれと自覚していなく

ても、社会と人々のあいだに広まっていることが豊富な事例で明らかにされたのである。

だからここで、抽象的な哲学概念と多様な現実との関係が粘り強く追求される。知識はい

わば、受験勉強的なできあがった知識になるのではなくて、現実のなかで影響力をもつ、

生きた知識として回復されることとなる。ことばで表現される知識と現実との生き生きし

た関係こそ、教育目標として必要なものである。 

  たとえば、サンデルは、大金持ちであるビル・ゲイツの所得に大幅に課税し、それによ

って貧困者を救済するのは正しいのかどうか、という問題を挙げて学生たちに議論させる。
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功利主義では、有用性・福利や損得の量が重視されるので、できるだけ多くの人が救済さ

れるならば、ゲイツの生活が困らない範囲での課税が正義にかなっているとされる（最大

多数の最大幸福）。この考えに賛成する人も多いだろう。だが、現在流行のリバタリアン

（自由原理主義者）であるならば、自己所有権（自分を所有するのは自分である) をまず

主張し、したがって自分の能力で稼いだ所得はまったく自分のものであり、貧者に配分す

ることは不当な「強制」であり、「盗み」であるとすらみなす。ホリエモンならば、この

立場に立つかもしれない。経済的格差は正しいとされる。ここには容易に解決されない価

値観の衝突がある。自分の体の一部である臓器を売ることが無条件に正しいという態度も、

このリバタリアン的発想である。そこでは、個人の選択の自由が最大限尊重される。逆に

共同体のなかでの習慣や合意が重要だと考えると、コミュニタリアン（共同体主義的）と

なる。そこでは、個人の自由も、広く共同体のなかで歴史的に形成されたものとみなされ

る*⑹ 。 

  このように、原理的認識と多様な現実との関係を骨太に把握するというのが哲学の大き

な役割であり、この観点は、《人格・人間の形成》に積極的に寄与するものであろう。 

  ディベート的議論法という第二点に移る。以上でもすでに明らかなように、われわれが

衝突したり議論せざるをえないのは、現実の社会生活そのものに矛盾・対立があるからで

ある。まさにそこに議論が発生し、各自なぜ自分の立場が正しいのかを主張する。ディベ

ートは広くいって、論理学の応用領域にはいるものであり、そこでは、《主張/ 論拠》の

図式が前提される。それによれば、ある主張の正当性が一定の論拠によって支えられるの

で、相手の主張それ自身を、「そもそもそれは非常識だ」と頭から否定することは意味が

ない（かつて非常識な主張や習慣はたくさんあったが、いまではそれが常識的になってい

る）。相手の「論拠」を問題にし、批判できれば、おのずとそれに支えられる「主張」は

倒れる。「金持ちへの大幅な課税は不当である」という主張は、「自分を所有するのは自

分である」という論拠が否定されれば、同時に倒れることになる。果してこの論拠が妥当

かどうか、議論にかけられるだろう。こうした知的なコミュニケーションが、最終的に、

各自の意見の有効性と一面性を自覚させる。この点で、こうした論理学的・ディベート的

な能力は、多様な問題に応用が利き、やはり《人格・人間の形成》の大きなひとつの要素

とみなせる。ここで役に立つ論理学こそ、哲学の一部門であり、さらにコミュニケーショ

ン論は、現代哲学の大きなテーマである。 

  実は、高校の『現代社会』では、「ディベートをやろう」というようなテーマで、それ



6/11 

が推奨されてはいる。だが、できる限り多くの知識を詰め込もうとする受験勉強体制があ

れば、こうした試みはおざなりなものにしかならない。私が大学の講義で受講者に聞いた

ところでは、高校までで、ディベートのような知的議論をするところは少ない。同時に、

論理学を理解していないと、教員のほうが指導できないであろう。 

  以上の2 点によって、政治哲学者サンデルは、受験勉強体制と「ゆとり」しか選択肢の

ない日本の教育のあり方に、いわば実例によって《第三の道》を示したのである。 

 

３ 日本的教育の病弊とディレンマ 

 その有効性がいまや疑問視されていながら、依然として強固な受験勉強体制の前に、サ

ンデル現象も一時の流行に終わるかもしれない。というのも、日本の後進国型の教育体制

は、あまりにもテツブン（哲学的成分）が不足しており、まさにそれゆえに、この病弊に

しっかり向き合うことができないように見えるからである。ここには、受験勉強で求めら

れる「正解」はなく、そして根本的で大きな問題ほど、価値観や人間の生きかたが問われ

るので、そもそも正解はない…。 

  ところで、文化的にいって、すぐれた意味の「宗教教育」が日本で存在しないというこ

とも、ここに関わるかもしれない。ここで私が知るオーストリアのギムナジウム（中高一

貫の学校）の例を出そう。そこでは、宗教教育は小学1 年から高校3 年まで毎週おこなわ

れ、宗教上の教義のみではなく、信頼、愛、希望など広く人生の意味、倫理的問題や心の

悩みについて深く考えさせる。私の印象では、宗教活動のイメージは、日本（仏教、神道

など）とオーストリア（キリスト教のカトリックが中心）ではまったく異なる。ヨーロッ

パでは、キリスト教的社会主義もあり、カトリック左派もありで、地上における神の国の

建設という趣旨であろうか、鋭い現実認識を果敢に展開する。 

  実はまた、オーストリアのギムナジウムでは、高校 2年で「心理学」が、高校3 年で「哲

学」が必修である*⑺。日本の高校でも「倫理」が教えられるが、あれはエセ倫理学であっ

て、結局、それは受験勉強的知識に堕して、知識の表面的羅列に終わっている。第一、博

士課程修了程度の実力がなければ、この科目は十分に教えられない。私が知り合ったギム

ナジウムの4人の哲学教師は、すべて博士号取得者であった。そして宗教教育、心理学教育、

哲学教育の三者には、人間はこの世界でどのように生きたらいいのか、世界観と心理や倫

理を柔軟に深く考えるという意味で、骨太の共通項がある。宗教教育だからといって、独

断的な教義を教えこむわけではけっしてない。無宗教の私でも、宗教教育の教科書の内容
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は人間学的真実に富み、深くて参考になるものである*⑻ 。さらに成績評価についても、

単にペーパーテストの点が高いというだけでは不十分で、質疑応答、プレゼンテーション、

個人報告などがすぐれていなければ、総合評価は低くなると教師自身が注意する。もちろ

ん彼らは、資本主義体制のなかで大きな問題を別の意味で抱えており、また教育が万能で

あるわけでもない（とはいえ、私はヨーロッパ文化の賛美者ではない）*⑼。 

  

４ 打開の方向を哲学する 

  ところで私は、サンデルの立場でもあるコミュニタリアニズムの存在や多様性をもつ現

代市民社会のあり方からすると、新教育基本法で「愛国心」「伝統の尊重」などが掲げら

れることには、一定の根拠があると考えている。現在の非民主的で権威的な支配層の考え

を批判しつつ、愛国心、郷土愛、民族性、伝統、宗教などの問題を、異文化・多文化の観

点から哲学することは可能であるどころか、是非とも必要なことであろう。 

  ところで、実は日本の新教育基本法でも、「宗教的教養」は第14条で、「政治的教養」

は第13条で、それぞれ必要であるとされている。おそらく、受験勉強的な体制や思考法で

は対応できず、教育官僚たちもどうしたらいいのかわからないので、放置しているのであ

ろう。オーストリアでは、もちろん宗教教育で宗教的教養は十分に付くし、政治的教養も

哲学教育や歴史教育----その科目名はまさに「歴史と政治」である----で対応できている。

大学においてではあるが、サンデルによる政治哲学講義は、ある意味で政治的教養を担う

ものであろう。私たちが思考の狭隘性を自覚し、哲学的大転換を遂げないかぎり、いまま

で述べてきた教育問題についても彌縫策にとどまるだけであろう。 

  したがって、何か安直に打開策を提起するよりも、まずは欧米先進国とこの国とを、教

育の各分野で、できるかぎり深いレベルで比較・検討することが必要であろう*⑽ 。そし

てそこに見られる根本的差異の意味を熟考するべきである。たとえば、フランスを例にと

ると、映画『小さな哲学者たち』によれば、4 、5 歳の幼稚園児に哲学教育がおこなわれ

ている。バカロレアという高校卒業資格試験＝大学入学資格試験では、理工系の生徒も含

め、大学入学志望者の全員が第一時限に哲学を、しかも４時間も、持ち込みなしで受験す

るという。またユジノールという大手鉄鋼会社は、とくに経営の能力があるわけでもない

のに、哲学者を重役に迎えたのである。これら一連の事実は何を意味するのか。もちろん

ここで、モノマネがなされるべきではない。しかし、フランスはフランス、日本は日本、

別に真似する必要はない、と捨ておいていいのだろうか…。 
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  この高度情報社会で、われわれはテレビやネットから来る新情報にあまりにも慣れきっ

ていて、感動もなければ深く考えることもあまりない。知識の情報化は知識の表層化であ

る。物質文明、とくに科学技術と効率と物質的豊かさのみが肥大化するなかで、哲学を喪

失しつづけたこの国がどういう状況になっているのか、なぜそうなってしまったのかをま

ず一度、じっくりと考えることが先決問題であろう。 

 

*⑴ 浪本勝年・中谷彪編著『教育基本法を考える』( 北樹出版、2000年) p.24以下参照。

なおこの著作や、教育科学研究会編『教育基本法の「改正」を許さない』（国土社、2006

年）では、新・旧（「新」はまだ案の段階）教育基本法の逐条解釈がなされ、参考とな  

 *⑵ この点で、受験勉強体制の非人間性を批判しつつ、道徳教育を人権教育と統一して

とらえ返す、哲学者の碓井敏正氏の「道徳教育の可能性」（同氏編『教育基本法「改正」

批判』文理閣、2003) は参考となる。 

*⑶ 中村昭典『親子就活』（アスキー新書、2009）p.132 を参照。 

＊⑷佐藤学『「学び」から逃走する子どもたち』( 岩波ブックレット、2001) の第4 章

「『勉強』の時代の終わり＝東アジア型教育の終焉」参照。 

＊⑸詳細は、拙論「サンデル教授の哲学講義はなぜ人気があるのか」( 『季論21』第11

号、2011) を参照。サンデルの正義論そのものの是非に関しては、牧野広義「サンデル教

授の正義論をめぐって」( 『経済』2011年5 月号) が説得的である。 

  *⑹ 以上、サンデル『これからの「正義」の話をしよう』( 鬼澤忍訳、早川書房、2010) 

を参照。 

  ＊⑺心理学、とくに哲学教育の詳細については、拙著『ウィーン発の哲学』( 未來社、2

000年) 第4 章「徹底してフィロゾフィーレンせよ! 」などを参照。 

  *⑻ 宗教教育については、前掲拙著の第3 章「ウィーンにおける私の『宗教体験』」を

参照。 

  *⑼ 異文化・多文化の問題やヨーロッパ中心主義批判については、拙著『現代を読むた

めの哲学』( 創風社、2004年) の第 2章、第3 章を参照。 

  *⑽ さらなる具体的展望については、前掲『現代を読むための哲学』p.239 以下の《市

民社会の人間学》などの構想を参照。 
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―――――――――― 

企  画  書 ２０１１年３月３０日 

                       島 崎   隆 

  

 「哲学はなんの役に立つのか」（仮題）というテーマで、特集企画を考えておりますの

で、ご検討下さるようにお願いします。以前、『日本の科学者』に「科学リテラシー」に

ついて特集がありましたが、あの特集の哲学版と考えられるようなものをイメージしてい

ます。科学リテラシーのなかの基本的な部分は、そこにおける科学哲学、認識論、論理学、

価値論など、実は哲学の領域でもあります。そこで個別諸科学の基礎となるべき哲学につ

いて、そこに焦点を絞って議論することも、有意義ではないかと考えられます。 

 ところでいわずもがなのことでもありますが、そもそも哲学とはどういういう領域をも

っているのか、その特質は何かなどについてあえてここで述べさせていただきます。 

 哲学は自然、社会、人文の全領域にまたがる総合知を目指すものであり、その意味の総

合的世界観の構築を対象とします。その他の知識は、物理学、歴史学、数学など、基本的

に専門化された個別諸科学の対象となるわけです。哲学はこうした専門科学ではなく、あ

くまでも総合的な知を目指しますが、もちろん、そうした総合的な知である哲学が十分な

意味で成立するかといえば、それはあくまで目標にすぎず、したがって現実には、多くの

哲学が並び立っているわけです。さらにまた哲学は、いかにして正しい知を獲得し、誤っ

た知を批判するかといった意味での方法論（認識論、論理学、弁証法など）という分野も

もち、さらにまた、道徳、倫理や価値、規範という分野も対象とします。したがって哲学

は、イデオロギー、価値観も包括するので、ここでも多くの哲学的流派が並び立ちます。

いずれにせよ、哲学は、現実に生きる人間のありかた、人間と社会、自然との関係、人間

相互の関係なども幅広く扱います。哲学の中心課題は、人間とは何か、ということでしょ

う。 

ところで、哲学も徒手空拳で知識を生み出すわけではなく、生活上の常識や個別諸科学
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の成果に学んでこそ、それなりの説得性をもつことになるでしょう。現実の知識を包括で

きない知としての哲学は、現実認識にとって無用の長物となることでしょう。こうして個

別諸科学と哲学とは、ある意味で循環の関係、相互依存の関係にあるといえます。ところ

で専門に閉じこもってしまう知のありかたは、個別の科学・技術が人間の幸せにどういう

意味をもつのかなどの課題にはけっして対応できず、もしそうした課題を考えるとすれば、

すでにその人は哲学的に考えていることになるでしょう。とくに、不透明な時代、不確実

な時代といわれる現代にあって、過去の知的遺産を総括している総合知としての哲学が意

味をもつものと考えます。 

かつて１９９５年ころ、ヨースタイン・ゴルデルの『ソフィーの世界』が日本でも１８

０万部ほどの売り上げを記録し、映画化もなされましたが、それ以後たえて哲学ブームは

ありませんでした。しかし現在、マイケル・サンデルの政治哲学講義がハーバード大学白

熱教室と題されておこなわれており、日本でも、テレビでその実況中継がシリーズで放映

されたり、彼の『これからの「正義」の話をしよう』がベストセラーになったりしていま

すし、ちょっとした哲学ブームとなっております。さらに、「資本主義の限界」が指摘さ

れるなか、マルクス関係の著作が実にたくさん出版されています。そして、生命倫理、環

境倫理、企業倫理、技術倫理など、応用倫理といわれる分野は、現実の新しい問題を前に

して一定の注目を浴びていますが、これもまた哲学の大きな分野となっています。こうし

てふたたび、哲学など、ものごとを根本的に考えようということにたいする志向が強まっ

てきているといえます。  

 もとより、こうした流行に便乗しようというのは、ものごとを原理的・根本的に把握し

ようという哲学とは馴染まないものですが、知的関心をもつ人びとが、哲学に求めるもの

がここに見られることは事実でしょう。哲学研究者のなかでも、現実の問題と接点をもち、

その解決に役立つようなことを長年やってきた人たちも多数いますが、彼らも、「哲学は

なんの役に立つのか」という問題を突きつけられて、考えを新たにすることは少ないと思

います。こうした発問に向き合うことは、私を含め、当の哲学研究者にとっても、また非
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哲学の読者にとっても、「なるほど哲学にはそういう意味や役割があるのか」と考える、

いい機会になると思われます。 

 哲学の役割について関心をあらためて喚起するという問題については、また日本の特殊

な事情があります。それは日本では小学校から高校まで、正解を求める知識の暗記を中心

とする受験勉強体制が根強く定着しており、それと対立的な、正解が与えられていないよ

うな困難な問題にたいして粘り強く考えていくという教育が一般になされていないという

ことがあります。大学で考える能力を身につけさせるといっても、それはなかなか困難で

す。したがって、エリートといわれる人びとも哲学的教養は一般に教えられていません。

ところで、同じ先進資本主義諸国では北米でもヨーロッパでも、一般に哲学、歴史などの

教養教育が重視されており、サンデルほどではないにしても、質疑応答や発表などが教育

における人間形成に不可欠と考えられ、実践されています。たとえば、オーストリアのギ

ムナジウムなどでは、高校３年で哲学教育が全員必修であり、宗教教育などとあいまって

国民の知的形成に大きく関与しています。日本では、ものごとを根本的に考えようという

哲学的・倫理的な教育が欠如しているため、政治・経済と倫理の関係の問題、若者と教育・

就職の問題、高齢化や福祉の問題、さらに食料問題、地球温暖化問題、原発などの資源・

エネルギー問題など、なにが人間にとって幸せなのか、そのためにどういう原理や方法で

いま考えるべきかというスタンスがまことに希薄です。アンケートによれば、世界のなか

で日本人は将来への展望を見失っている国民のひとつにはいるようですが、こういう時代

でこそ、もう一度足下を見つめて、哲学的・原理的に反省する手だてを考えるべきかと思

います。 

 以上によって、「哲学はなんの役に立つのか」（仮題）というようなテーマによって、

特集を組むことが有意義ではないかと思います。 

 

 


