
第 17 回国際哲学オリンピック（IPO） 
の結果について 

 
 2009 年 5 月 22 日から 26 日にかけて、フィンランドのヘルシンキで開催された第 17 回国際

哲学オリンピックに、IPO 日本組織委員会は国内予選で金賞を獲得した中山雅一君（創価高校）

と津村真衣さん（神戸女学院高等部）の二人を選手として派遣しました。22 か国、52 人の高

校生が外国語で哲学のエッセイを競いましたが、残念ながら日本選手によるメダル獲得はでき

ませんでした。津村さんは 11 位の好成績でした。入賞者は次の通りです。 
 
金メダル  S. Fironen フィンランド 
銀メダル  E. Tymianska  ポーランド    P. Penev ブルガリア  
銅メダル  K. Kashfullina ロシア       L. Pasca  ルーマニア 
佳作    H-K. Kim  韓国          A. D. Izek  トルコ 
      P. Kupiainen  フィンランド    P. Mujunen  フィンランド 
 
 今年はアリストテレスとカントからの引用文、あとは芸術と神をめぐる問題が出ました。中

山君と津村さんはカントを選んだそうです。ちなみに出題は次のようなものでした。 
 
I  ”If, then, there is some end of the things we do, which we desire for its own sake 
(everything else being desired for the sake of this), and if we do not choose everything for 
the sake of something else (for at that rate the process would go on to infinity, so that our 
desire would be empty and vain), clearly this must be the good and the chief good.” 
 
Aristotle: Nicomachean Ethics I, 1, 1094a 18-22 (translation by William David Ross, 
revised translation by J.L. Ackrill and J.=O. Urmson; Oxford University Press, 1998) 
 
II  “In accordance with reason there is only one way that states in relation with one 
another can leave the lawless condition, which involves nothing but war; it is that, like 
individual human beings, they give up their savage (lawless) freedom, accommodate 
themselves to public coercive laws, and so form an (always growing) state of nations (civitas 
gentium) that would finally encompass all the nations of the earth.” 
 
Immanuel Kant: Toward Perpetual Peace, VIII, 357 (translation by Mary J. Gregor) 
 
III  Must a work of art be beautiful in order to be a work of art, or may a work of art be 
ugly as well? If the latter is possible, why should we take interest in it? 
 
IV  It’s not just the existence of God, but rather the very coherence of the idea of God, 
that is problematic.  
 

 第 18 回 IPO は 2010 年 5 月にイスラエルで開催される予定です。その日本国内予選は、

2009 年 11 月 1 日～2010 年 1 月 31 日を応募期間とし、11 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。）  
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