
エラスムス・ムンドゥス修士課程〈ユーロフィロソフィ〉法政プログラム2016 

 

2016年 プログラム概要 

▶実施期間―2016年5月16日（月）～7月29日（金） 
▶開講科目―形而上学/ 現象学/ 科学哲学 
▶実施場所―法政大学・市ヶ谷キャンパス・大学院棟/ 〒162-0843 新宿区市谷田町2-15-2 
/ TEL：03-5228-0551 /http://www.hosei.ac.jp/campus/ichigaya/index.html 
▶授業教室―大学院棟702教室 
▶法政プログラム・EU側実施責任者―チエリー・オケ（フランス・リヨン第3大学） 
▶法政プログラム・日本側実施責任者―安孫子信（法政大学） abiko@hosei.ac.jp 
 

2016年プログラム教員・科目担当者 

▶過年度と同じ〈形而上学〉、〈現象学〉、〈科学哲学〉の3科目が開講されます。それぞれの科目は連続15回の講義か

ら構成されています。1回の講義は120分（授業90分、残り30分は質疑応答）で行われます。講義はフランス語で

行われます. 
▶以下，担当教員と担当回数です． 
〈形而上学〉 
•藤田尚志（九州産業大学）6回 
•マリー＝フレデリック・ペルグラン（フランス・リヨン第3大学）3回  
•原和之（東京大学）3回 
•チエリー・ゴンティエ（フランス・リヨン第3大学）3回 
〈現象学〉 
・合田正人（明治大学）6回 

・村上靖彦（大阪大学）3回 
•ジャン＝フィリップ・ピエロン（フランス・リヨン第3大学）3回 
•澤田直（立教大学）3回 
〈科学哲学〉 
•ピエール・ファズラ（フランス・パリ第1大学）3回 
•河野哲也（立教大学）3回 
•チエリー・オケ（フランス・リヨン第3大学）6回 
•安孫子信（法政大学）3回  
 

形而上学(2016) 

▶担当教員―藤田尚志、マリー＝フレデリック・ペルグラン、原和之、チエリー・ゴンティエ 

▶授業内容―※シラバス詳細は、〈ユーロフィロソフィ〉法政プログラム HP の仏文要綱をご覧ください。

http://erasmus.ws.hosei.ac.jp/en/ 
▶授業教室―大学院棟702教室 
▶講義タイトルと授業日程 
■藤田尚志（6講義）:  
「結婚の形而上学とその脱構築」 
1.6/6（月）[10:00-12:00] 
2.6/6（月）[13:00-15:00] 
3.6/6（月）[15:30-17:30] 
4.7/23（土）[10:00-12:00] 
5.7/23（土）[13:00-15:00] 
6.7/23（土）[15:30-17:30] 
■マリー＝フレデリック・ペルグラン（3講義）:  
「省察としての形而上学、対話としての形而上学―デカルトとマルブランシュ」 
1.6/7（火） [10:00-12:00]  
2.6/8（水） [10:00-12:00] 



3.6/8（水）[13:00-15:00]  
■原和之（3講義）:  
「ラカンを読むバデュー―もうひとつの形而上学のために」 
1.6/17（金） [15:30-17:30] 
2.6/24（金） [15:30-17:30] 
3.7/1（金） [15:30-17:30] 
■チエリー・ゴンティエ（3講義）： 
「中世ノエシス論入門」 
1.7/6（水）[10:00-12:00] 
1.7/7（木） [10:00-12:00] 
2.7/8（金） [10:00-12:00]  
 

現象学（2016） 

▶担当教員―合田正人、村上靖彦、ジャン＝フィリップ・ピエロン、澤田直 
▶授業内容―※ シラバス詳細は、〈ユーロフィロソフィ〉法政プログラム HP の仏文要綱をご覧ください。

http://erasmus.ws.hosei.ac.jp/en/ 
▶授業教室―大学院棟702教室 
▶講義タイトルと授業日程 
■合田正人（6講義）:  
「日本的現象学の展開」 
1.5/18（水） [13:00-15:00] 
2.5/25（水）[13:00-15:00] 
3.6/1（水）[13:00-15:00]  
4.6/22（水）[13:00-15:00] 
5.6/29（水）[13:00-15:00] 
6.7/6（水）[13:00-15:00]  
■村上靖彦（3講義）: 
「医療現場の現象学的質的研究―訪問看護を例に」  
1.5/20（金） [10:00-12:00] 
2.5/20（金）[13:00-15:00] 
3.5/20（金）[15:30-17:30] 
■ジャン＝フィリップ・ピエロン（3講義）:  
「ポール・リクールの解釈学的現象学」 
1.6/13（月）[10:00-12:00] 
2.6/14（火） [10:00-12:00] 
3.6/15（水）[10:00-12:00] 
■澤田直（3講義）:  
「哲学における性の問題―サルトルとセクシュアリティ」 
1.6/30（木）[13:00-15:00]  
2.7/7（木）[13:00-15:00]  
3.7/14（木）[13:00-15:00] 
 

科学哲学（2016） 

▶担当教員―ピエール・ファズラ、河野哲也、チエリー・オケ、安孫子信 
▶授業内容―※ シラバス詳細は、〈ユーロフィロソフィ〉法政プログラム HP の仏文要綱をご覧ください。

http://erasmus.ws.hosei.ac.jp/en/ 
▶授業教室―大学院棟702教室 
▶講義タイトルと授業日程 
■ピエール・ファズラ（3講義）:  
「ヴィトゲンシュタインの科学哲学」 
1.5/25（水） [15:30-17:30] 
2.5/26（木）[10:00-12:00] 



3.5/27（金）[10:00-12:00] 
■河野哲也（3講義）:  
「環境についての現象学的哲学」 
1.5/30（金）[10:00-12:00] 
2.5/30（金）[13:00-15:00] 
3.5/30（金）[15:30-17:30] 
■チエリー・オケ（6講義）:  
「科学史の意味」 
1.5/31（火） [10:00-12:00] 
2.5/31（火） [13:00-15:00]  
3.6/1（水）[10:00-12:00] 
4.6/2（木）[10:00-12:00] 
5.6/2（木）[13:00-15:00] 
6.6/3（金）[10:00-12:00] 
■安孫子信（3講義）： 
「オーギュスト・コントの科学哲学」 
1.7/1（金）[13:00-15:00] 
2.7/8（金）[13:00-15:00] 
3.7/15（金）[13:00-15:00] 
 
※その他の催し 
■非学術的 
a.オリエンテーション5/16（月） 
b.反省会7/29（金） 
c.リヨン第3大学哲学部長ジャン＝フィリップ・ピエロン教授の法政大学副学長表敬訪問 6/14（火）  
■学術的 
d.学生達による東京大学ワークショップ（6/4（土）東京大学教養学部（駒場）） 
e.学生達による大阪大学ワークショップ（7/10（日）大阪大学人間科学部（吹田）） 
f. 〈哲学の夕べ〉「客体・物・身体」（5/28（土）15 :00-23 :30、アンスティチュ・フランセ東京（市ヶ谷））

http://www.institutfrancais.jp/tokyo/events-manager/nuitphilo/ 
g. シンポジウム「哲学と性―普遍的主体とジェンダー」（6/6（月）18:00-22:00、法政大学（市ヶ谷）ボアソナード

タワー25階第５会議室） 
h.ピエロン講演会「エコロジーの新展開－一人称エコロジーと自然の詩学」（6/13（月）18 :30-21 :00、法政大学（市

ヶ谷）ボアソナードタワー25階B会議室） 
i.ピエロン講演会「現代における家族の変容とその哲学的諸問題」（6/14（火）18 :45-20 :30、東京大学（駒場）コラ

ボレーションルーム3） 
j.ゴンチエ講演会「未定」（7/8（金）18 :00-20 :00、慶応義塾大学（三田）南館４F会議室） 

カレンダー 

★5月 
5/16（月）オリエンテーション 
5/17（火）合田(13 :00-15 :00) 
5/18（水） 
5/19（木） 
5/20（金）村上(10 :00-12 :00, 13 :00-15 :00, 15 :30-17 :30) 
5/21（土） 
・・・・・ 
5/24（火） 
5/25（水）合田(13 :00-15 :00), ファズラ(15 :30-17 :30) 
5/26（木）ファズラ(10 :00-12 :00) 
5/27（金）ファズラ(10 :00-12 :00) 
5/28（土）〈哲学の夕べ〉「客体・物・身体」（15 :00-23 :30、アンスティチュ・フランセ東京（市ヶ谷））  
5/29（日） 
5/30（月）河野(10 :00-12 :00, 13 :00-15 :00, 15 :30-17 :30) 



5/31（火）オケ(10 :00-12 :00, 13 :00-15 :00) 
★6月 
6/1（水）オケ(10 :00-12 :00), 合田(13 :00-15 :00) 
6/2（木）オケ(10 :00-12 :00, 13 :00-15 :00) 
6/3（金）オケ(10 :00-12 :00) 
6/4（土）学生たちによる東京大学ワークショップ 
6/5（日） 
6/6（月）藤田(10 :00-12 :00, 13 :00-15 :00, 15 :30-17 :30)、シンポジウム「哲学と性―普遍的主体とジェンダー」 
（18:30-21:00、法政大学（市ヶ谷）ボアソナードタワー25階第５会議室） 
6/7（火）ペルグラン(10 :00-12 :00) 
6/8（水）ペルグラン(10 :00-12 :00, 13 :00-15 :00) 
6/9（木） 
・・・・・ 
6/12（日） 
6/13（月）ピエロン(10 :00-12:00)、ピエロン講演会（18:30-21 :00、法政大学（市ヶ谷）ボアソナードタワー25階B
会議室） 
6/14（火）ピエロン(10:00-12:00)、ピエロン講演会（18:45-20 :30、東京大学（駒場）コラボレーションルーム3） 
6/15（水）ピエロン(10 :00-12 :00) 
6/16（木） 
・・・・・ 
6/21（火） 
6/22（水）合田(13 :00-15 :00) 
6/23（木） 
6/24（金）原(15 :30-17 :30) 
6/25（土） 
・・・・・ 
6/28（火） 
6/29（水）合田(13 :00-15 :00) 
6/30（木）澤田(13 :00-15 :00) 
★7月 
7/1（金）安孫子(13 :00-15 :00), 原(15 :30-17 :30) 
7/2（土） 
・・・・・ 
7/5（火） 
7/6（水）ゴンティエ(10:00-12:00), 合田(13 :00-15 :00) 
7/7（木）ゴンティエ(10:00-12:00), 澤田(13:00-15:00) 
7/8（金）ゴンティエ(10:00-12:00), 安孫子(13:00-15:00)、ゴンチエ講演会（18 :00-20 :00、慶応義塾大学三田キャン

パス南館４F会議室） 
7/9（土） 
7/10（日）学生たちによる大阪大学ワークショップ 
7/12（火） 
7/13（水） 
7/14（木）澤田(13:00-15:00) 
7/15（金）安孫子(13:00-15:00) 
7/16（土） 
・・・・・ 
7/22（金） 
7/ 23（土）藤田(10:00-12:00, 13:00-15:00, 15:30-17:30) 
7/24（日） 
・・・・・ 
7/28（木） 
7/29（金）反省会 


