
現代社会と青年
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第１節　①現代社会と青年の生き方

１

(1) 地球規模で、人やモノ、カネ、サービス、情報などが相互に移動したり、関係し
あったりして世界の一体化が進むこと。

グローバル化

(2) 高齢化率が７%をこえた社会。 高齢化社会

(3) 高齢化率が14%をこえた社会。 高齢社会

(4) 高齢化率が21%をこえた社会。 超高齢社会

(5) 高齢化と少子化が同時に進行する社会。 少子高齢社会

(6) 一人の女性が生涯に産む子どもの平均出生数。 合計特殊出生率

(7) 夫婦のみ、または親と未婚の子どもからなる家族のこと。 核家族

(8) 死亡者数が出生者数を上回る社会。 人口減少社会

第２章　青年期と自己形成の課題



青年期の発達課題
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第１節　①現代社会と青年の生き方

２

(1) 新生児がこの世にあらわれてから、成長していく過程。 発達

(2) 高校生前後の時期は、発達上何と呼ばれるか。 青年期（思春期）

(3) 身体的発達とともに、心理的発達や社会的発達がめざましいこと。 第二次性徴

(4) 子どもから大人、独身から家族をもち、生者から死者など、ある社会集団から別
の社会集団に移行するときに行われる儀礼。

通過儀礼

(5) 青年が心理的・社会的発達を完了するまでの長い猶予期間。 心理・社会的 
モラトリアム

(6) 学生が企業などで短期間業務を体験すること。 インターンシップ

(7) 若者による独自の文化。 若者文化

(8) 過去から現在を通じて未来にいたる、さまざまな立場における自分自身のあり方
について、「これが他ならぬ自分なのだ」というまとまりをもった確信のこと。 

アイデンティティ 
（自我同一性）

(9) 無気力をカタカナで。 アパシー

(10) アイデンティティを見失うこと。 アイデンティティ拡散

第２章　青年期と自己形成の課題



自己形成と発達課題
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第１節　①現代社会と青年の生き方

３

(1) 何か行動するとき、その行動を引き起こすもの。 欲求

(2) 食欲や性欲などの欲求。 生理的欲求

(3) 青年期にアイデンティティを確立しようとすると、社会の中で受け入れられ、一
定の役割を果たしたいという欲求。

社会的欲求

(4) 環境に合わせたり、環境に働きかけたりして、快適に生きやすくすること。 適応

(5) やりたいこと、またやりたくないことがいくつかあるのに、それをどれかを選ば
なければならないこと。

葛藤（コンフリクト）

(6) 工夫や努力によって、合理的で社会的にも受け入れられる方法で問題を乗り越え
る行動。

適応行動

(7) フロイトによって提唱された、精神的安定を保つための無意識的な自我の働き。 防衛機制

(8) 我慢できること。
欲求不満耐性（フラストレ
ーション・トランス）

(9) その人が生まれつきもっている素質的な要素から、社会的つながりに対応して使
い分けられるふるまい方までを含む総称。

パーソナリティ 
（人格）

第２章　青年期と自己形成の課題



進路と生きがいの創造
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第１節　①現代社会と青年の生き方

４

(1)
個人がさまざまなできごとを経験しながら年齢を重ねていく生涯にわたる過程の
こと。 ライフコース

(2)
誕生・入学・就職・結婚・定年など生涯をいくつかの節目で区分した「人生周
期」。

ライフサイクル

(3) 社会文化的につくられた性差。 ジェンダー

(4) 生涯にわたる学習行為。 生涯学習

(5) 仕事と家庭の両立、それらのバランス。 ワーク・ライフ・バランス

第２章　青年期と自己形成の課題



１ 哲学と人間
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第２節　②よりよく生きることを求めて

(1) 「人間は考える葦である」という言葉をのこしたフランスの哲学者。 パスカル

(2) 人がものの考え方を問い始めたところまでさかのぼって、考えることの歴史をた
どりながら、現代的諸問題を解くための道筋を見出す思想。

源流思想

(3) ソクラテスが人間は人間として最も肝心なことは知らないのだという自覚から始
まる「知への愛」ことが必要だと説いた。この自覚。

無知の知

(4) ソクラテスの弟子。 プラトン

(5) (4)がよんだ、この移り変わる現実世界をこえて、理想的で永遠なるもの。 イデア

(6) (5)にあこがれる知的な愛。 エロス

(7) (4)が唱えた、理想の政治は愛知者（哲人）によるべきという政治。 哲人政治

(8) (4)の弟子で、「万学の祖」といわれるギリシャの哲学者。 アリストテレス

(9) (8)は人間は国家・社会を離れて生きることのできない何的動物と考えたか。 国家的（社会的）動物

(10) 中国古代においてさまざまな思想家たちのこと。 諸子百家

(11) 孔子の求めた、現実社会の理想を、人と人との間に自然に備わっている親しみあ
う心。

仁

(12) (11)の具体的な実践形式。 礼

(13) 儒家の考え方に対して、より自然のままの自由な生き方を主張した人物。 老子や荘子

第２章　青年期と自己形成の課題



宗教と人間２
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第２節　②よりよく生きることを求めて

(1) 自然界の諸事物に霊魂・精霊などの存在を認めるという世界観。 アニミズム

(2) 特定の民族の伝統や週間と深く結びついている宗教。 民族宗教

(3) 三代宗教。
仏教・キリスト教・ 
イスラム教

(4) 仏教は誰が開いた悟りをもとにして生まれた宗教か。
ゴーダマ・シッダッダ 
（ゴーダマ・ブッダ）

(5) この世はあらゆる物事は互いに依存しあって成立しているという基本真理。 縁起の法

(6) この世の全てのものは絶えず移り変わること。 諸行無常

(7) 基本的な苦しみのあり方を示している、生・老・病・死のこと。 四苦

(8)
感情的な愛や憎しみをこえて、苦しみの中にある人に楽を与えようとする慈しみ
と、その人の苦しみを取り除くあわれみのこと。 慈悲

(9) みずからの悟りを修行を通して求める仏教。 上座部仏教

(10) 衆生の救済を重視する仏教。 大乗仏教

(11) ユダヤ教で神の与えた掟。 律法

(12) 神の福音を宣教した人。 イエス

(13) (12)が説いた隣人を自分のように愛すこと。 隣人愛

(14) (13)の原型にもなった神の人間に対する無償の愛。 アガペー

(15) アラビアにあらわれた預言者であり、イスラム教を開いた人物。 ムハンマド

(16) イスラム教の唯一の神。 アッラー

(17) (16)によって示された啓示。
クルアーン 
（コーラン）

(18)
アッラー・天使・啓典・預言者・来世・天命を信仰することと信仰告白・礼拝・
喜捨・断食・巡礼を果たすこと。 六信五行

(19) イスラームの共同体。 ウンマ

第２章　青年期と自己形成の課題



近代科学の考え方３
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第２章　②よりよく生きることを求めて

(1) 人間が理性をもっており，理性を正しく用いれば，正しい知識を得て，正しく生
きられるという考え方

人間中心主義

(2) 観察，実験，推理を方法とする近代科学の考え方 合理主義

(3) 14世紀ごろから古典の研究を通じて人間の本性や能力をとらえ直そうとするのを
何というか。

ルネサンス

(4) (4)のように，古典研究をとおしたこの運動を何というか。 人文主義

(5) 教会の権力に従うのではなく，聖書を通じて本来の信仰を取りもどうそうとする
改革を何というか。

宗教改革

(6) (5)が起こったときに，育っていった考え方 人間の尊厳

(7) 観察や実験によって自然の姿をとらえ直そうという近代科学の考え方をもった人
たちで次に当てはまる人物名を書きなさい。

① ポーランドの天文学者で，従来のキリスト教的な天動説に対して，地動説をとな
えた人物。

コペルニクス

② イタリアの数学者・物理学者で，物体運動の法則を発見した人物。 ガリレオ・ガリレイ

③ ドイツの天文学者で，ケプラーの法則で知られている人物。 ケプラー

(8) 人間の本性を観察し，理性の限界を主張した人たちで次に当てはまる人物名を書
きなさい。

① フランスの思想家で，「エセー」の主著者でもある人物。 モンテーニュ

②
人間の尊厳は「考える」ことにあるが，それは理性が挫折することによってひらかれる
「心情」で感じる領域を含むものであり，理性だけではなく信仰と愛に生きる生き方を説
いた人物。

パスカル

(9) ベーコンが，実生活に役立たない抽象的な知識ではなく，自然を支配し，人類の
生活を改善するような知識を追求すべきであると考えたことを何というか。

知は力なり

(10) ベーコンが指摘した人間がおちいりがちな偏見もことを何というか。 イドラ

(11) デカルトは，ベーコンとは反対にすべての感覚や経験を疑うことから始めた。こ
のことを何というか。

方法的懐疑

(12)
デカルトは，疑う者として「わたし」(われ)の存在は疑えないとして，それをど
のように表現したか。

われ思う，ゆえにわれ
あり

(13) デカルトが説いた方法で，理性を正しく使用する方法を何というか。 演繹法

(14) デカルトがとった方法で，研究対象をできるだけ部分・要素に分割して，その総
和全体を解析する方法を何というか。

要素還元主義

(15) 自然現象も機械のように，分割して数量的に把握し，部分の間の因果関係を解明
すれば，全体をとらえることができるという考え方を何というか。

機械論的自然観

(16) イギリスの数学者・物理学者で，万有引力の法則を発見した人物は誰か。 ニュートン



人間の尊厳４
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第２章　②よりよく生きることを求めて

JS

(1) 欲望や衝動にうながされて「～が欲しいなら…せよ」という命令のことを何とい
うか。

仮言命法

(2) したいかしたくないかにかかわらず，「それが義務だから…せよ」という条件な
しの命令のことを何というか。

定言命法

(3) 自律として自由を発揮して，幸福に値する人格としておたがいに尊重しあうこと
によって結びつく社会を，カントは何とよんだか。

目的の国

(4) ドイツの哲学者で，人間の自由を個人の内面における自律の問題とした人物は誰
か。

カント

(5) (4)に対して，自律が独善におちいる危険性を批判した人物は誰か。 ヘーゲル

(6) 人と人との間の道徳的秩序のことを何というか。 人倫

(7) ヘーゲルは人倫のとらえ方を三つの段階にわけた。その三つの段階を答えなさ
い。

家族，市民社会，国家

(8) 18世紀後半，イギリスで資本主義経済が盛んになったころ個人が( ① )を追求す
る自由と，社会にとっての( ② )をいかに調和させるかが問題になった。

① 幸福　② 正義

(9) アダム・スミスは，共感にもとづく感情が個人の何を規制することによって社会
主義がある程度保たれていると考えたか。

利己心

(10) イギリスの哲学者で，人々の共感や反感にまかせるのではなく，人間の本性は快
楽(幸福)を求め，苦痛(不幸)を避けることにあると考えた人物は誰か。 
を

ベンサム

(11) ベンサムが行なった快楽を数量化して計算する方法を何というか。 快楽計算

(12) できるだけ多くの人々にできるだけ多くの快楽をということを何というか。 最大多数の最大幸福

(13)
正しさや善悪の基準を幸福や快楽を生みだすのに役立つかどうかという功利性を求める考
え方を何というか。 功利主義

(14) 功利主義はベンサムの後に，誰に引き継がれたのか。 J.S.ミル

(15) (14)が重視した，量的な計算に適さない献身する喜びなどを何というか。 精神的快楽

(16) 功利主義に対して，修正を求めて批判したアメリカの思想家は誰か。 ロールズ

(17) ロールズが批判した考え方で，最も恵まれない人々に配慮した財の公正な分配と
いう考え方を何というか。

公正としての正義

(18) 分配する価値は一つの基準では測れないとして功利主義を批判したインドの系座
学者は誰か。

セン

(19) (18)の人物は，福祉とは何の開発を確保するような財の配分としたか。 潜在能力



人間性の回復を求めて５
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第２章　②よりよく生きることを求めて

(1) ドイツの経済学者，哲学者であり，「資本論」や「共産党宣言論」を書いた人物
は誰か。

マルクス

(2) 人間の社会的活動の産物が，反対にそれをつくりだした人間を支配するよそよそ
しいものとしてあらわれること。

疎外

(3) 生産手段と所有関係にもとづく人々の社会的関係を何というか。 生産関係

(4) 経済活動のような物質的なものが人々の精神を規定し，歴史を動かすというこの
ような歴史観を何というか。

唯物史観

(5) デンマークの哲学者で，神の前に単独者として立つ宗教的実存の段階において、
人は本来の自己を取り戻し、主体的真理を見いだすことができる。

キルケゴール

(6) (5)によれば，生きる道を自分で切り開く、今ここにあるひとりの人間の現実存
在を何というか。

実存

(7) 価値や道徳の基準であった「神」は死んだ。無意味・無目的に繰り返す永劫回帰の世界の
中で，力への意思を発揮し新しい価値をつくり出す超人を目指すべきだと主張した人物。

ニーチェ

(8) 信じ続けることのできる価値体系(真理)がないことを何というか。 ニヒリズム

(9) 限界状況で挫折を知るとき，超越者(包括者)の存在を感じ，実存に目覚める。また，本当
の実存を確立するためには他者との実存的交わりも必要と主張した人物。

ヤスパース

(10) 死への不安が実存から目をそむけさせ，ただの「ひと(ダス・マン)」にさせる。
死への存在としての宿命を直視して実存を追究すべきであると主張した人物。

ハイデッガー

(11) 人間は自由に自己をつくり上げていける自由な存在だが，その決断は社会全体に責任を負
う。自由に伴う責任を自覚して行動するところに真の実存が確立されると主張した人物。

サルトル

(12) 一人ひとりが自分本来のあり方へとめざめていくことを強調する思想のこと。 実存主義

(13) わたしたちの思想や行動は，決して人間が自由に生みだしているのではなく，無意識的な
「構造」によって規定されているという考え方。

構造主義

(14) アマゾンなどの未開社会を分析し，人々が野蛮ではなく，彼らの「野生の思考」
は西洋近代の化学的思考法に劣るわけではにと証明した人物。

レヴィ・ストロース

(15) 近代社会の生み出した知性には，人間を支配する規律の権力が潜んでいると主張
し，近代批判を行った人物。

フーコー

(16) ナチスの残虐行為などを目のあたりにして，理性が道具のように使われていると
分析した人物。

ホルクハイマー

(17) (16)のことを何というか。 道徳的理性

(18) 現代人の性質を，強者と権威に迎合する権威主義的パーソナリティと位置づけた
人物。

アドルノ

(19) (16)，(18)を中心とした学派。 フランクフルト学派

(20) ドイツの哲学者，社会学者で，(19)の第二世代の代表的存在。また，「公共性の
構造転換」，「コミュニケーション的行為の理論」を著した人物。

ハーバマス

(21) コミュニケーション行為を通じて合意を形成する理性的能力のこと。 対話的理性



日本伝統思考の考え方６
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第２章　②よりよく生きることを求めて

(1) 古代日本人が尊重した，他人をあざむき偽ることのない直き心を何というか。 清き明き心

(2) 中世の日本で，私利私欲のない心のことを何というか。 正直

(3) 近世以降では，人をあざむかずに偽らない心を何というか。 誠

(4) 仏教にはじめて深い理解を示した聖徳太子が説いた仏教にもとづいた精神のこ
と。

和

(5) 最澄が強調した，生きとし生けるものは仏となる可能性のこと。 仏性

(6) 空海が一体化となるべきだと説いた，宇宙の根底に働いている大きな働きのこ
と。

大日如来

(7) 法然が説いた，念仏するもの。 南無阿弥陀仏



外来思想の受容と日本人の自覚７
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第２章　②よりよく生きることを求めて

(1)
仏教とともに大陸から伝えられ，日本人の生き方の基本の一つになっている宗
教。 儒教

(2)
中国の朱子学の思想を取り入れ，幕藩体制を支える礼秩序の学問として(1)の基礎
を固めた人物。

林羅山

(3)
心を尽くして忠実に行うという忠信の徳を主とする誠という考え方を強調した人
物。 伊藤仁斎

(4) 古代の先王が天下を治めるために作為・制作したということを何というか。 礼楽刑政

(5) (4)の道に従って生きるべきだと説いた人物。 荻生徂徠

(6)
儒教や仏教の考え方に対して，日本の古典を研究し，そこに真の人間の生き方を
見いだそうとしたの学問のこと。 国学

(7)
(6)の中心人物で，人間にある生まれつきの真心や「もののあはれ」を知る心を大
切にすべきと主張した人物。 本居宣長

(8)
明治初期に，学問の精神と独立の精神が日本に欠けていると説き，西洋の文明思
想の紹介に努めた人物。 福沢諭吉

(9) 「東洋道徳，西洋芸術」という言い方をした幕末の人物。 佐久間象山

(10)
たとえ数世紀かかろうとも，キリスト教精神を武士道に「接ぎ木」すべきことを
説いた人物。 内村鑑三

(11)
西洋思想を学びつつも，伝統をうちから新しく開化させるという「内発的開化」
の必要を説いた人物。 夏目漱石

(12)
新しい近代思想をいたずらにふりまわすのではなく，現実と折りあう「かのよう
に」の哲学を論じた人物。 森鴎外

(13) 個人としの自己とは，それが先にあって経験するのではなく，経験の場をとおしてはじめ
て出てくるのだと，「純粋経験」という考え方を展開した人物。

西田幾多郎

(14)
人間はつねに人と人との関係においてのみ人間たりうる「間柄的存在」であっ
て，決して孤立した個人的な存在ではないという独自の倫理学をまとめた人物。 和辻哲郎

(15) 民俗学の創始者であり，「遠野物語」を著した人物。 柳田国男

(16) 民俗学者であり，「古代研究」を著した人物。 折口信夫


