
   理解力　Power up !

   基礎力　 Level up !

12 13ノート編：第 2編　人間としての自覚と生き方 第 1章　人生における哲学

ネクストα！知�識
ポリスは，アクロポリ
ス（城砦）を中心に集
住（シュノイキスモス）
し，共同生活を始めた
ことから始まる。紀元
前 8世紀頃から，徐々
に政治的に独立した都
市国家として形成さ
れ，文化的な個性も備
えるようになった。

ネクストα！知�識
『イリアス』は，トロ
イエー伝説を基にして
つくられた叙事詩。ト
ロイの王子パリスに連
れ去られたスパルタ王
妃ヘレネを奪回すべく
起こったのがトロイ戦
争である。『オデュッ
セイア』は，トロイ滅
亡後，オデュッセイア
による漂流と冒険が語
られている。

思考をサポート
ロゴスは，理性とも訳
されるが，言葉，論理，
理法などの意味もふく
む多義的なことばであ
る。「事柄そのもの」
や「万物を支配する法
則」などの意味をあら
わすこともある。

思考をサポート
「アキレスと亀の理論」
エレアのゼノンの主張
は「足の遅い者であっ
ても，決して追いつか
れることはない」とい
うもの。後から追いつ
こうとする者は，まず

❶　ポリスと市民

・1　　　　　（都市国家）…市民の生活の基盤

　　　　　　　　　　　　　自由と調和を理想とする独立した共同体

・ポリス市民の世界観…2　　　　　（コスモス）は美しい調和をつくっている

・市民の理想的な生き方と幸福…3　　　　　　　　　　（カロカガテイア）にある

❷　哲学への道

・神話の成立…�ギリシャ人が「世界がどのように成立したのか」「人間はどのように

生きるべきか」などについて描いたもの

　《ギリシャ神話：感情豊かな神々，明朗な人間的性格を備える》

　○ 4　　　　　　　…『イリアス』『オデュッセイア』

　　　　　　　　　　�：神の定めた運命にしたがいながらも，義務を意志的に果たそ

うとする人間の姿を描く

　○ 5　　　　　　　…『神統記』：宇宙の生成を神話的表現で描く

　　　　＊�神話は，詩人 6　　　　　　　　らによってギリシャ悲劇の題材とされた

ほか，広くギリシャ人の教養の基礎とされた

　《神話からの脱却 学問的精神の向上》

　・7　　　　（ロゴス）にもとづいて真理を見いだそうとする

　・8　　　　　　　（観想）：静観的な態度

　　：事物を超えて存在する普遍的な原理をとらえようとする態度のこと

　　：自由に真理を求め愛する，9　　　　（フィロソフィア）の精神につながる

❸　自然哲学の成立

・10　　　　　　：�自然のさまざまな現象（雨，雷，火山活動など）を生み出す根源

（11　　　　　）を探究する学問 学問的精神のはじまり

○ミレトス学派

　　12　　　　　…「万物の根源は水である」

　　13　　　　　　　　　　…「万物の根源は無限なものである」

　　14　　　　　　　　　…「万物の根源は空気である」

○ 15　　　　　　　　…「万物は，16　　　の比例関係により秩序づけられている」

○ 17　　　　　　　　　　…「万物は流転する」「万物の根源は火である」

○エレア学派

　　18　　　　　　　　…「在るものは在り，在らぬものは在らぬ」

第 1章　人生における哲学
第2編　人間としての自覚と生き方

神話から哲学へ／自然哲学の誕生とソフィスト4 教科書 pp.22 ～ 26

別冊解答 p.2

○ 19　　　　　　　　　…「万物は，土 ･水 ･火 ･空気によって構成される」

○ 20　　　　　　　　　…「万物は，原子（アトム）を構成要素とする」

❹　ソフィストの登場

《21　　　　　　　の登場：普遍的な真理の否定》

○ 22　　　　　　　　　…「人間は万物の尺度である」 23　　　　　の考え方

○ 24　　　　　　　　　…�「何者も存在しない。存在したとしても知り得ない。知

り得たとしても他人に伝えることができない」

　＊後期 21　　　　　　　：弁論での勝利を重視

　　　　 �自分に都合のよい理屈を相手に押しつける方法（＝ 25　　　　　）

問 1　ギリシャ人が形成したポリスの説明として適当でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

①　市民生活の基盤であり，自由と調和を理想とする独立した共同体である。

②　民会や宗教的な行事に参加し，戦争の際は自らの命を懸けて戦う責任がある共同体である。

③　預言者や聖典にもとづいて法を体系化し，宗教と法律と道徳を一体化させた共同体である。

④　政治的，文化的，軍事的，宗教的に幾重にも結びついた緊密な共同体である。

（　　　　　）

問 2　ギリシャ人の世界観の説明として，最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

①　秩序がないのは宇宙も人間も同様で，困難とされる調和的人間を生み出す努力が必要である。

②　人間が健全といえる状態は，宇宙よりも自身の「善」や「美」について認識することにある。

③　理想的な生き方は，自分の能力を開花させ，無秩序な宇宙の存在を認識することといえる。

④　宇宙の美しい調和のように，人間は健全で調和的に才能を開花させることで「善」「美」にいたる。

（　　　　　）

問 3　ギリシャ人の知的探求心の説明として，最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

①　人間は，宇宙（コスモス）と調和することによってのみ，「美」や「善」を達成することができる。

②　人間の理性（ロゴス）は，人間の感情をはたらかせ，神話的世界から真理を見出すために重要である。

③　愛知（フィロソフィア）は，幸福であり才能豊かになるための学力をつけることを目的とすることである。

④　テオーリア（観想）は，個々の事物を超えて存在する普遍で客観的な原理をとらえようとする態度のこ

とである。

（　　　　　）

問 4　次の文の［　Ａ　］と［　Ｂ　］に当てはまる語として，最も適当な組合せを一つ選べ。

� （1998 年センター本試改）

　古代ギリシャでは，万物の根源を意味する［　Ａ　］が議論の対象となり，それは自然哲学という形で展

開した。たとえば［　Ｂ　］はそれを水と言い，アナクシマンドロスはそれを無限なものと言った。

①　Ａ　アレテー　　Ｂ　セネカ　　　　　　　　②　Ａ　アルケー　Ｂ　タレス　

③　Ａ　プシュケー　Ｂ　ヒポクラテス　　　　　④　Ａ　ドクサ　　Ｂ　エピクロス

（　　　　　）

先行する者がいた場所
に到達しなければなら
ない。その時，先行す
る者は，それよりも少
し前に進んでいるた
め，追いつけない，と
いうもの。
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プラスα！用�語
モーセの十戒　「モー
セの十戒」は，神の唯
一絶対性を示す宗教的
規定四戒と，人間本来
のあり方を示す道徳的
規定六戒からなる。

思考をサポート
隣人愛について　神か
ら人間に向けられる愛
は，さながら太陽の光
のように，万人に平等
に降り注がれる。この
神の愛にならって，自
分の敵も含めて他者を
等しく愛するのが隣人
愛である。

❶　神と人との契約《古代イスラエル人の信仰：1　　　　　　》

一神教 人格神 2　　　　　　は，全知全能の創造神で唯一神

律法 3　　　　　　　　は 4　　　　を通じて神から授けられた律法

5　　　　　　　 神はイスラエル民族を選び（神とイスラエル人との契約），永
遠の救いに導くことを約束

6　　　　　　　 律法にそむく罪人 , 他の神を信じる者はきびしく罰する

❷　メシア思想

《イスラエル人の歴史：聖典 7『　　　　　　』 キリスト教の側からの呼び名》

前13世紀…4　　　　に率いられたエジプト脱出，カナンの地（パレスチナ）をめざす

前 6世紀…8　　　　　　捕囚（イスラエル人がバビロンに連れ去られる）

・神の声を伝える 9　　　　　のエレミヤ

　：神は 8　　　　　　捕囚というかたちで律法を守らなかった人々へ罰をあたえた

　：神はイスラエル人の不義をゆるし，10　　　　　（救世主）をこの世におくる

　　 これまでの生き方を悔い改め，神の意志を行おうという意欲が高まる

　　 故郷の地エルサレムに神殿を再建，戒律のきびしい教団を創設，律法の遵守

　　　　　律法の絶対化（11　　　　　　の律法学者や，サドカイ派の祭司ら）

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　12　　　　　の登場…神の意志は，形式的な律法の遵守ではない

❸　イエスの教え

・12　　　　　の思想：13『　　　　　　』の福音書にしるされている

　 「時は満ちた，14　　　　　は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ」

・律法の 15　　　　　：大切なのは，律法を守ろうとするときの心の状態

・人間が守るべき二つの戒め

　　　16　　　　　　：�「心をつくし，精神をつくし，思いをつくし，力をつくして，

主なるあなたの神を愛せよ」

　　　17　　　　　　：「自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ」

・キリスト教道徳の最高の教え：18　　　　　　

　　　：�「何ごとでも人々からしてほしいと望むことは，人々にもそのとおりにせよ」

❹　神の愛　アガペー／イエスの磔刑と贖罪　キリスト教の誕生

・完全な神が不完全な人間に対して恵む，我欲を離れた絶対愛：19　　　　　

第 2章　人生における宗教
第2編　人間としての自覚と生き方

ユダヤ教／イエスの思想9 教科書 pp.38 ～ 44

別冊解答 pp.3 ～ 4

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　告発

ローマに対する反逆者として，十字架刑に処せられる

・12　　　　　の弟子による信仰が生まれる…刑死の三日後に復活して昇天した

　　　　　　　　　　　　

　12　　　　　こそ神の子 10　　　　　（ギリシャ語で 20　　　　　）

　 21　　　　を中心に 12　　　　の教えを説く集団の形成 キリスト教の誕生

・キリスト教の異邦人への伝道�…11　　　　　　の律法学者だった 22　　　　　は，

宗教的体験を得て，神中心の生き方へと 23　　　　

・22　　　　　の思想

　：�原罪（人間が生まれながらに担っている根源的な罪）にけがされた人類を救うた

め，十字架の 12　　　　が生けにえとなって人類の罪を贖う（＝ 24　　　　）

　：�信仰によってのみ，人は義とされる（＝ 25　　　　　　） 「いつまでも存続す

るものは信仰と希望と愛であり，このうちでもっとも大いなるものは，愛である」

　12　　　　　

○人間はみな平等　

○貧者や弱者こそ救われる

　12　　　　　の主張　
○神を冒瀆し，社会の秩序を乱す

○ローマに対する反逆者

 ユダヤ教の律法主義者や祭司 

問 1　『旧約聖書』に登場する宗教的指導者モーセについて述べたものとして最も適当なものを，次の①～④

のうちから一つ選べ。� （2006 年センター本試）

①　王の宮殿で育てられたが，荒野で啓示を受け，奴隷となっていた同胞を約束の地へと向かわせ，神から

授けられた掟を人々に示した。

②　異民族による支配は，多神教の影響による宗教的な堕落や貧者を虐げる社会的不正に対する神の罰だと

して，神の裁きと救済を説いた。

③　山の洞窟で神から啓示を受け，預言者として，礼拝や喜捨などの宗教的義務を果たし敬虔な信仰生活を

送るべきことを説いた。

④　王子として生まれ育ったが，死や病気に直面する人間の苦しみについて思い悩み，王家を出て真理に達

し，人々にそれを示した。

（　　　　　）

問 2　罪についてのイエスの考え方の説明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 年センター本試）

①　イエスは，神の意志に反する行為を実際に行ってしまう人間の傾向を罪とみなし，その罪からの救済が

誰に起こるかは，人間を超えた神の意志によって予定されていると主張した。

②　イエスは，たとえそれを実行せずとも，人間が心のなかで悪しき思いを抱くことそれ自体を罪とみなし，

自らが罪
つみ

人
びと

であることを自覚し，その罪を赦
ゆる

す神の愛を信じるよう説いた。

③　イエスは，原初の人間が自由意志を悪用して神に背いたことに由来する人間のあり方を罪と考え，自由

意志を正しく用いて自己自身を高めることで，その罪から脱却できると説いた。

④　イエスは，人間が神なしでも自力で生きていけると考えている傲
ごう

慢
まん

を根源的な罪であると考え，その罪

は，律法を厳格に遵守することでのみ，神から義とされて赦されると主張した。� （　　　　　）

プラスα！用�語
最後の晩餐　イエスと
12 人の弟子たち　イ
エスは捕らえられる
前，12 人の弟子とと
もに食事をした。
　そこでイエスは，弟
子のひとりであるユダ
が裏切ることを予言す
る。また，食している
パンを自分の体，葡萄
酒を自分が流す血とし
て，語った。イエスの
体及び血の象徴として
のパンと葡萄酒は，キ
リスト教のミサ（聖餐
式）の際，もっとも重
要なものとなってい
る。
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■　日本の風土と伝統

❶　日本における神々への信仰の説明として最も適当なものを，次の①～④のうちか

ら一つ選べ。� （2015 年追試 3-1）

①  　奈良時代には，共同体の上位者や神々への忠誠心が正
せい

直
ちょく

として，朝廷を中心に重

視された。

② 　平安時代には，神仏習合が進み，神は権現であり，仏はその現れと考える本地垂

迹説が現れた。

③ 　鎌倉時代には，神道は，清浄や慈悲などを強調したかたちで，親鸞の浄土信仰と

結び付いた。

④ 　江戸時代には，神道を，仏教ではなく，朱子学の教えと結び付けた垂加神道が提

唱された。

❷　次の文章は，仏教伝来後に生じた，神の捉え方の変化についての記述である。ａ・

ｂに入れる語句の組合せとして正しいものを，下の①～④のうちから一つ選べ。

 （2014 年本試 3-1）

　神に対する信仰は，仏に対する信仰と融合し，神の前で〔　ａ　〕が行われるよう

になった。その理由は，神も人間と同じように苦しんでおり，神自身が，苦しみから

脱することを願っているからである，と説明されている。さらに，平安時代になると，

神は仏の仮の姿であるとする〔　ｂ　〕が生まれている。

① 　ａ　祓い（祓え）　　ｂ　権現思想　　　② 　ａ　祓い（祓え）　　ｂ　御霊信仰

③ 　ａ　読経　　　　　 ｂ　権現思想　　　④ 　ａ　読経　　　　　 ｂ　御霊信仰

❸　日本の神についての和辻哲郎の考えとして最も適当なものを，次の①～④のうち

から一つ選べ。� （2016 年本試 3-2）

①  　天皇は神聖にして侵すことのできない神であるから，忠孝一本という道徳に基づ

いて天皇に奉仕するのが日本人の責務である。

② 　人は死後に遠い彼方の世界に行くのではなく，身近な山などに留
とど

まって子孫を見

守る神となり，定期的に子孫のもとを訪れ，豊
ほう

穣
じょう

をもたらす。

③ 　神とは，共同体の外部から来訪し人々の饗
きょう

応
おう

を受けて去る存在であり，その様を

模倣することで各種の芸能が成立した。

④ 　日本神話には唯一絶対の究極神は存在せず，最も尊貴な神として祀られるアマテ

ラスであっても，みずから他の神を祀っている。

❹　次の文章は，和辻哲郎が，「風土」として捉えた自然について述べたものである。

その内容の説明として最も適当なものを，和辻哲郎の思想を踏まえて，次の①～④の

1　日本の風土と外来思想の受容
国際社会に生きる日本人の自覚第4編

教科書 pp.142 ～ 189
　　　　　　 別冊解答 pp.25 ～ 33

主な思想家たち
和辻哲郎

柳田国男
折口信夫

うちから一つ選べ。� （2014 年本試 3-8）

　このような自己了解（風土における自己了解）は，寒さ暑さを感ずる「主観」とし

ての「我れ」を理解することではない。……寒さを感ずる時には我々は体を引きしめ

る，着物を着る，火鉢のそばによる。否，それよりもさらに強い関心をもって子供に

着物を着せ，老人を火のそばへ押しやる。あるいは着物や炭を買い得るために労働す

る。炭屋は山で炭をやき，織布工場は反物を製造する。すなわち寒さとの「かかわり」

においては，我々は寒さをふせぐさまざまの手段に個人的・社会的に入り込んで行く

のである。……同様なことは炎暑についても，あるいは暴風・洪水のごとき災害につ

いても言えるであろう。我々はこれらのいわゆる「自然の暴威」とのかかわりにおい

てまず迅速にそれを防ぐ共同の手段に入り込んで行く。風土における自己了解はまさ

しくかかる手段の発見としてあらわれるのであって，「主観」を理解することはでき

ない。� （『風土』より）

① 　私たちは，寒さを感じるときには孤立感を，自然の暴威に立ち向かうときには他

者との一体感を感じる。私たちは，風土において，自らの身を犠牲にして間柄的存

在として振舞うことを学ぶのである。

② 　私たちは，寒さ暑さや暴風・洪水をもたらす自然に対して，対抗する手段をもっ

ていない。私たちは，他者とともに風土と関わることを通じて，我々が，忍従的か

つ受容的な存在であることを了解するのである。

③ 　私たちは，寒さ暑さや暴風・洪水をもたらす自然に対して，主観的な立場から対

抗策を考えることはできない。私たちは，他者とともに風土と関わることを通じて，

自然を客観的に捉えることを学ぶのである。

④ 　私たちは，寒さを感じるときに，個人的に対策を講じるだけではなく，他者と一

緒に寒さを防いでいく。私たちは，風土において，自らが，個人であるとともに共

同して生きる存在であることを了解するのである。

❺　古代日本における神への信仰の説明として最も適当なものを，次の①～④のうち

から一つ選べ。� （2016 年追試 3-1）

①  　神への祈りによって，穢
けが

れに満ちたこの世から，神の世界である高天原に生まれ

変わるものと信じられた。

②　定まった形をもたず，目には見えない神が，ときに具体的な姿で現れ，不可思議

な力を示すと考えられた。

③　嘘
うそ

偽りのない心をもつことが，神と人々との間で取りかわされる契約として重ん

じられた。

④　宇宙万物を創造する絶対的な究極の神が信じられ，多神教的な外来の信仰は異質

なものとして退けられた。

❻　アマテラスが天
あめ

の石
いわ

屋
や

戸
ど

に籠もったのは，スサノヲの犯した罪を目の当たりにし

たためであった。スサノヲの行為として描かれた，古代日本における罪およびその償

❹

❺

❶

❷

❸

日本の風土と伝統
言霊
風土
沙（砂）漠型
牧場型
モンスーン型
村落共同体
他界
芸能
まれびと
アニミズム
祭祀
祟り
古事記
日本書紀
八百万神
清き明き心
祀られる神
祀る神
日本文化の重層性
祓い・禊

主要事項


