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本号は、第十五回国際オリンピアード（IPO）トルコ大会の結果報

告を掲載いたします――編集者。 

 

第 15 回国際哲学オリンピック（IPO） 

の結果について 
  

2007 年 5 月 18 日から 21 日にかけて、トルコのアンタリア（Antalya, Turkey）で開催

された第 15 回国際哲学オリンピックに、IPO 日本委員会は予選で金賞を獲得した佐久間真

紀さん（女子学院高校）と栗岡奈子さん（同志社国際高校）の二人を選手として派遣しま

した。その結果、栗岡さんが佳作（Honorable Mention）に入賞しました。日本は 2001 年

以来 IPO に参加してきましたが、日本選手の佳作入賞は栗岡さんが初めてです。 
 
 今年はスピノザ、カント、ハイデッガー、アリストテレスから出題されました。ご参考

までにそれを付録として添付しておきます。こうした哲学書を読んでいなくても、これら

の文章を出発点として、自分の考えを論理的に展開していけばいいのです。ちなみに栗岡

さんはスピノザ、佐久間さんはカントを選びました。 
 
 第 16 回 IPO は 2008 年 5 月にルーマニアのブラゾフ（Brazov, Romania）で開催される

予定です。その日本国内予選は文部科学省が「学びンピック」として認定している「全国

高校哲学エッセイコンクール 2007」として、2007 年 12 月 1 日～2008 年 1 月 31 日を応

募期間とし、12 月のはじめに敬和学園大学のこのサイトに課題を公表します。応募資格は

中学 3 年生と高校 1,2 年生です。奮って応募してくださるよう期待いたします。（問合せは

E-mail で jitsuzon@mbox.kyoto-inet.or.jp まで。） 
 
                国際哲学オリンピック日本委員会 
                   委員長   北垣宗治 （同志社大学名誉教授） 
                   事務局長  延原時行 （敬和学園大学教授） 



                   委 員   林 貴啓 （立命館大学講師） 
 
 

APPENDIX 
第 15 回 IPO に出題された課題（1 題選択、4 時間で英語によるエッセイを書く）  
1.   It follows, plainly, from the explanation given above, of the foundation of state, 

that the ultimate aim of government is not to rule, or restrain, by fear, nor to exact 
obedience, but contrariwise, to free everyman from fear, that he may live in all 
possible security; in other words, to strengthen his natural right to exist and work, 
without injury to himself and others.  (Spinoza, Theological-Political Treatise)  

2. There are two things, that fill the mind with ever new and increasing admiration 
and awe . . .---the starry sky above me and the moral law within me.  (Kant, 
Critique of Practical Reason) 

3. Space is not in the subject, nor is the world in space.  (Heidegger, Being and 
Time) 

4. And for this reason justice is regarded as the highest of all virtue, . . . and, as 
proverb has it, “In justice every virtue is summed up.”  It is complete virtue and 
excellence in the fullest sense, because it is the practice of complete virtue.  It is 
complete because he who possesses it can make use of his virtue not only by 
himself but also in his relations with his fellow men.  (Aristotle, Nicomachean 
Ethics) 
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備考：第 15 回国際哲学オリンピアードに出場した同志社国際高校 2 年の栗岡奈

子さん（17）＝奈良県上牧町＝が、日本人初の入選となる佳作に選ばれたこと

は、『京都新聞』2007 年 6 月 12 日付、及び『朝日新聞』2007 年 9 月 22 日付に

掲載されました。 
（文責：延原）  


