
76 第１編　現代に生きる自己の課題

整理しよう

2　自分をみつめる

１．⑴～⑼の防衛機制とその具体的な例（ａ）～（ｉ）を線で結んでみよう。

⑴抑圧　　・　　　　　・ａ　弟妹の生まれた幼児が赤ちゃん返りする

⑵合理化　・　　　　　・ｂ　本当は嫌いな人にとくに優しく接する

⑶同一化　・　　　　　・ｃ　自分のケチな部分を相手がケチだと転嫁する

⑷投射　　・　　　　　・ｄ　映画を見て，映画の主人公になった心境になる

⑸反動形成・　　　　　・ｅ　スポーツが苦手な人が勉強に打ちこむ

⑹逃避　　・　　　　　・ｆ　とれなかったブドウは熟れていなかったと納得する

⑺退行　　・　　　　　・ｇ　失恋した作家が創作に没頭する

⑻代償　　・　　　　　・ｈ　不快な記憶を忘れようとする

⑼昇華　　・　　　　　・ｉ　現実から逃れる，空想にふけってしまう

２．次の表はユングのタイプ分類で使われる四つの心の機能である。説明と結べ。

⑴思考　　・　　　　　・ａ　好き・嫌いでものごとを判断する

⑵感情　　・　　　　　・ｂ　五感でものごとを把握し，快・不快で判断する

⑶感覚　　・　　　　　・ｃ　勘やフィーリングのような無意識で判断する

⑷直感　　・　　　　　・ｄ　客観的，合理的に物事を判断する

やってみよう

問１

⑴

⑵

⑶

問２

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

欲求と葛藤

①�青年期はさまざまな欲求がぶつかりあう時期である。複数の対立する欲求が

あって選択が困難になることを 1　　　　という。

②�欲求の充足が妨げられることを 2　　　　といい，それに対処して自己の欲

求と周囲の状況とを調整し，心を安定させることを適応という。

③�八つ当たりなど短絡的に欲求不満だけを解消することを 3　　　　という。

④�オーストリアの精神分析家フロイトは，人間の心には無意識のうちに欲求不満

をうめ合わせようとするはたらきがあるとし，これを 4　　　　とよんだ。

⑤ �4　　の代表的なものとして，望ましくない欲求を忘れてしまおうとする 5

　　　　やもっともらしい別の理由をつける 6　　　　などがある。

⑥�欲求が満たされない原因を客観的にとらえ，その原因を取り除くように行動し

て解消することを合理的解決という。

パーソナリティの形成

①�アメリカの心理学者 7　　　　は人間の欲求を五つの段階に分けて考えた。

②最も低階層の第一層は食欲・睡眠欲などの 8　　　　である。

③第一層が満たされると第二層の 9　　　　が生まれる。

④次に第三層の 10　　　　が生まれ，その次に第四層の 11　　　　が現れる。

⑤�最高の第五層は 12　　　　である。これは自らの可能性を最大限に引き出した

いという成長への欲求とされる。

⑥�個々の人間に特有のその人らしい行動のしかたや思考傾向の総体を，13　　　

　という。

⑦ �13　　は生まれつきの 14　　　　的要素と 15　　　　や状況とのかねあいの

なかで，形づくられていく。

⑧�スイスの精神科医ユングは，自己の内面に関心が向けられるタイプを 16　　　

　性，外部の客観的な対象に関心がかたむくタイプを 17　　　　性と分類した。

他者とのかかわりのなかで

①�アメリカの哲学者 18　　　　は，自分が自分を見るとき，見る主体（意識する

主体）としての自己（I）と，見られる（意識される）自己（me）という二つ

の側面があることを指摘した。

②�アメリカの社会学者のクーリーは，自己は 19　　　　という「鏡」に映った自

己となってはじめて認識できるとした。

③�アメリカの社会心理学者 20　　　　は，社会集団からみた自分（me）と，そ

れに対して新たに反応し，創造・変容の契機となる自分（I）の相互作用の過

程が自己であるととらえた。

問１　次の葛藤のパターンの具体的な例を，下のア～ウの選択肢から選べ。

　　⑴接近－接近　どちらも満たしたいという欲求どうしの葛藤

　　⑵回避－回避　どちらも避けたいという欲求どうしの葛藤

　　⑶接近－回避　満たしたいという欲求と避けたいという欲求がぶつかる葛藤

　　　　ア　フグを食べたいけれど，毒にあたりたくない。

　　　　イ　勉強はしたくないし，仕事もしたくない。

　　　　ウ　旅行にも行きたいし，ゲームもしたい。

問２　マズローの欲求階層の図中の（　）内に入る適語を語群から選んで答えよ。

高い

（　５　）の欲求 （　７　）の欲求

（　４　）の欲求

（　３　）の欲求
（　６　）の欲求

（　２　）の欲求

（　１　）欲求　

低い

　　　　語群：�欠乏　　安全　　自己実現　　生理的　　成長　　愛情と所属�

自尊　　接近

確 認 問 題

解 答 欄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

――臨床心理学
から学ぶ――

　アメリカの臨床心

理学者ロジャーズは

相談者（クライアン

ト）の問題探索・解

決能力を信頼し，寄

り添う来談者中心療

法を提唱した。

▶プラスα� ▶▶▶

自分をみつめる 教科書 pp.11 ～ 13

別冊解答 p.2 22
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整理しよう解 答 欄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

問１

⑴

⑵

⑶

⑷

問２

自然観の転換　天動説から地動説へ

① �16 ～ 17 世紀には，中世の天動説から 1　　　　に，アリストテレスの目的

論的自然観から 2　　　　へと，ヨーロッパ人の世界観が大きく変化した。

近代科学の誕生とヨーロッパ文化

①�ニュートンは 3　　　　を発見し，地上でも天上でも同じ法則のもとで万物

が運動していることを証明した。これは，宇宙の万物は自然法則に従い機械的

に運動するという 2　　の成立に寄
き

与
よ

した。

② �17 世紀の近代科学の成立という 1度きりの変化を，20世紀の科学史家バター

フィールドは 4　　　　とよび，クーンはそれを一般化して 5　　　　（思考

の枠組みの転換）ととらえた。

知は力　ベーコン

①�イギリスのベーコンは，その著『 6　　　　』（ノヴム -オルガヌム）�のなかで

知識は自然を支配する力であると考え，「 7　　　　」と主張した。また，学問

は目的ではなく，自然を支配し人間生活を豊かにするための手段であるとした。

イドラから経験へ　帰納法と経験論

①�ベーコンは，知識を得るためには，まず 8　　　　（偶像）とよばれる誤った

先入観や偏見を除去することが必要であるとした。

②�次に，観察・実験によって得られる個別的事例を集め，選択・整理し，普遍的

法則を発見することが大切である。このような方法は 9　　　　とよばれ，

観察・実験という経験を重視するこの立場は 10　　　　とよばれる。

われ思う，ゆえにわれあり　デカルト

①�フランスのデカルトは，その著『11　　　　』の冒頭で「12　　　　はこの世

で最も公平に分配されているものである」と宣言した。12　　とは理性のこと

であり，彼はすべての人間は理性的思考により真理に到達できると考えた。

②�確実な原理を見出すためにすべてのものを疑ってみることを 13　　　　とい

う。彼が 13　　の結果たどり着いた原理は「14　　　　」（コギト -エルゴ -ス

ム）であった。彼は，この原理にもとづき，15　　　　なものだけを真理とし

て認めた。

方法的懐疑から理性へ　演繹法と合理論

①�確実な真理から理性による推論を重ね，個別的事例を説明する方法を 16　　　

　とよび，理性的思考により真理に到達できるとする立場を 17　　　　とよぶ。

②�他のものに依
い

存
ぞん

することなくそれ自体で存在するものを実体とよび，考える 18

　　　　（理性）�と，広がり�（延長）�をもつ 19　　　　（身体）を実体と認めた。

このような考えを 20　　　　（心身二元論）とよぶ。

③�肉体から生じて精神や行動を束
そく

縛
ばく

する欲望・愛憎・悲しみなどの情念について

は，理性的で気高い 21　　　　で統制することが人間の徳であるとした。

問 1　次の表の（　１　）～（　４　）にふさわしい人物名を入れよ。

人名 国 学説・教会側の対応・著作など

（　１　） ポーラ
ンド 地動説を提唱　『天体の回転について』

ブルーノ 伊 地動説・無限宇宙論・汎
はん

神
しん

論的宇宙論を提唱→火刑に

（　２　） 独 惑星の運動の三法則（惑星の楕円軌道など）

（　３　） 伊 地動説・慣
かん

性
せい

の法則・落
らく

体
たい

の法則
『天文対話』→宗教裁判

（　４　） 英 万有引力の法則・無限宇宙論　『プリンキピア』

問 2　ベーコンの帰納法を表すことばを以下より記号で選べ。

　　　　ア�　「自然は服従することによってでなければ征服されないのであって，

考察において原因にあたるものは，制作においては規則である。」

　　　　イ�　「それらのもの（一般的原理）を……それぞれの適当な用
よう

途
と

にあて

ることができ，かくてわれわれ自身を，いわば自然の主人かつ所有者

たらしめることができるのだからである。」

確 認 問 題

１．四つのイドラの具体的な例を記号で選んでみよう。

　　　　　⑴種族のイドラ　　⑵洞窟のイドラ　　⑶市場のイドラ　　⑷劇場のイドラ

　　ア　みんなが「Ａは公園に行く」と言っているのを聞き，「Ａは誰の講演を聞きにいくのか」と思った。

　　イ　�私は化石は古代生物の遺
い

骸
がい

だと信じていたが，アリストテレスの説は異なるので，自分の考えがまちがっ

ていると思った。

　　ウ　昼間に空の真上にある太陽よりも，夕方の地平線上の太陽の方が大きいと思った。

　　エ　「くしゃみは悪いことの前
ぜん

兆
ちょう

」と信じているので，くしゃみをした今日は万事自
じ

重
ちょう

しようと思った。

２．次の表の（　１　）～（　５　）にふさわしい思想を記号で選んでみよう。

イギリス経験論 大陸合理論

ロック　 　『人間知性論』（　１　） スピノザ　 　『エチカ』（　４　）

バークリー『人知原理論』（　２　）　ライプニッツ
（　５　）

ヒューム 　『人間本性論』（　３　）　『モナドロジー』　

　　ア　心を「知覚の束」とみなして実体ではないとし，実在を否定した。

　　イ　「存在するとは知覚されること」とし，物体の実在性を否定した。

　　ウ　神を唯一の実体とし，「神即自然」「永遠の相のもとに」を唱えた。

　　エ　非物質的で分割不可能な単子（モナド）が実体であるとした。

　　オ　生得観念を否定し，生まれたときの心をタブラ - ラサ（白紙）とした。

やってみよう

――心身二元論――
　デカルトの残した課題。ス

ピノザは，精神と肉体をそれ

ぞれ唯
ゆい

一
いつ

の実体である神の属

性とし，相互に関与しなくて

も一致するとした。ライプ

ニッツは，精神も肉体も単子

（モナド）から構成され，神

の予定調和が保たれているた

め一致するとした。

▶プラスα� ▶▶▶

第２節　近代科学と人間

近代科学の成立・近代科学の方法 教科書 pp.122 ～ 127

別冊解答 p.16 �

第２編　人間の生き方と社会のあり方　／第３章　現代社会への道程

1 ∙ 2
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問４

問５

問１　次の文章は，言語をめぐるウィトゲンシュタインの思想を説明したものである。

　　�　ａ　～　ｃ　に入れる語句の組合せとして正しいものを，次の①～⑨のうちから一つ

選べ。� （2013 年度本試）

　　�　ウィトゲンシュタインは，最初，「語り得ぬものについては，沈黙せねばならない」

という立場を取っていた。それによれば，　ａ　においては命題が真か偽かを確定しう

るが，神や道徳などの問題に関する哲学や宗教の言語は，現実の事象との対応関係をもっ

ておらず，語り得ぬものを語ろうとすることになってしまう。そして，これまでの哲学

的問題の多くは，語り得ぬものを語ろうとしたために生じてきた，というのである。し

かし，後に彼は�　ｂ　における言語の使用や規則の習得について省察を深めていき，

新たに　ｃ　という概念を導入して，言語の問題をとらえ直していった。こうした後期

のウィトゲンシュタインの思想に従えば，　ａ　における言語の使用もまた，　ｂ　に

根ざした多様な�　ｃ　の一つである，ということになる。

①　ａ　日常生活　　ｂ　自然科学　　ｃ　パラダイム

②　ａ　日常生活　　ｂ　形而上学　　ｃ　パラダイム

③　ａ　日常生活　　ｂ　形而上学　　ｃ　言語ゲーム

④　ａ　自然科学　　ｂ　日常生活　　ｃ　パラダイム

⑤　ａ　自然科学　　ｂ　日常生活　　ｃ　言語ゲーム

⑥　ａ　自然科学　　ｂ　形而上学　　ｃ　言語ゲーム

⑦　ａ　形而上学　　ｂ　自然科学　　ｃ　パラダイム

⑧　ａ　形而上学　　ｂ　自然科学　　ｃ　言語ゲーム

⑨　ａ　形而上学　　ｂ　日常生活　　ｃ　パラダイム

問２　フッサールの思想の記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

� （2012 年度本試）

①　人間は自己のあり方を自由に選択するため，実存が本質に先立つ。

②　事物は知覚と独立には存在せず，存在するとは知覚されることである。

③　言語の限界を超える語り得ぬものについては，沈黙せねばならない。

④　自然的態度を変更し，判断中止を行うことが必要である。

問３�　理性的人間観を揺るがすことになった思想家の一人に精神分析学の創始者フロイトが

いる。フロイトの学説に関する記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。� （2004 年度本試）

①　自我は快感を求めるエス（イド）の要求を現実に適応させ，同時に良心としての超

自我の命令にも応じようとする。

②　ノイローゼ（神経症）の原因となるものは，心の深層としての無意識の中に昇華さ

れた性的欲求などの衝動である。

③　欲求不満から生じる不安や緊張から自我を守ろうとする防衛機制は，欲求不満の原

因となった当の問題を取り除く。

④　両親の愛情を独り占めにしようとして，弟妹を邪魔者と感じる兄姉の心理を，エディ

プス・コンプレックスと呼ぶ。

問４�　次のア～エは，他者と自己の関係について考えた人物であり，Ａ～Ｄはその考え方で

ある。これらの人物とその考え方の組合せとして正しいものを，次の①～⑧のうちから

一つ選べ。� （2012 年度追試）

ア　宮沢賢治　　イ　レヴィナス　　ウ　マザー・テレサ　　エ　　夏目漱石

Ａ　自己の理解を絶対的に超える他者が現れ，自己がその他者に無限の責任を負うこと

が，人間の倫理的なあり方である。

Ｂ　世界全体の幸福なくして個人の幸福はないので，宇宙万象とのつながりを自覚する

ことで，他者への共感を強めていくことが重要である。

Ｃ　他者に迎合するのではなく，他者への依存を捨てると同時に他者を尊重する自己本

位によって生きることが重要である。

Ｄ　誰からも見捨てられ，本当に困窮している他者に対して，愛と憐れみをもたずに無

関心でいることが最大の罪である。

①　ア－Ｄ　イ－Ａ　ウ－Ｃ　エ－Ｂ　　②　ア－Ｃ　イ－Ｄ　ウ－Ａ　エ－Ｂ

③　ア－Ｂ　イ－Ａ　ウ－Ｄ　エ－Ｃ　　④　ア－Ａ　イ－Ｄ　ウ－Ｃ　エ－Ｂ

⑤　ア－Ｃ　イ－Ａ　ウ－Ｄ　エ－Ｂ　　⑥　ア－Ｂ　イ－Ｄ　ウ－Ａ　エ－Ｃ

⑦　ア－Ｃ　イ－Ｂ　ウ－Ｄ　エ－Ａ　　⑧　ア－Ｂ　イ－Ｃ　ウ－Ｄ　エ－Ａ

問５�　未開社会の思考についてのレヴィ -ストロースの見解として最も適当なものを，次の

①～④のうちから一つ選べ。� （2000 年度追試）

①　未開社会の思考は象徴による思考であり，その神話的思考は文明人の思考よりも遅

れたものと見なされがちである。しかし，両者の優劣を論ずることはできず，それら

は規則性を備えた一定の構造をもつという点では同じである。

②　未開社会の思考は象徴についての思考であり，それが生みだした象形文字は，やが

て英語などの近代語で用いられる文字へと発展していった。したがって，文明社会の

思考様式も基本的には彼らのものと同じである。

③　未開社会の思考は象徴による思考であり，我々が比喩を使って出来事を表現するの

に似ている。象徴も比喩もあるものを別のもので表現するという点では同じであり，

彼らの思考様式は基本的に我々のものと同じである。

④　未開社会の思考は象徴による思考であり，脳の視覚野の発達を促した。他方，論理

的思考を中心とする我々の科学的思考は脳の視覚野の発達を促した。両者の違いは発

達部分の違いにすぎず，脳の機能は同じである。

解 答 欄

問１

問２

問３

教科書 pp.153 ～ 166
別冊解答 p.24　第５節　新しい時代への扉（1）

第２編／第３章　現代社会への道程実戦問題　共通テストにチャレンジ

ウィトゲンシュタイン

は，言語の意味は，あ

る集団のなかで日常生

活における言語の使用

が成り立つことによっ

て生じる，という立場

をとっている。真か偽

かを確定しうるのは，

この場合は客観的事実

を確認できることが必

要である。

レヴィナスは，自我に

同化できないものが

「他者」でありその象

徴として他者の「顔」

をとらえている。他者

の重みを知り，他者を

ありのままに受け入れ

ることから倫理が生ま

れるとしている。

フッサールは，世界が

自分の外側に客観的に

実在すると信じる「自

然的態度」を判断中止

（エポケー）し，意識

に現れる現象をありの

ままに記述する現象学

を始めた。


