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20 世紀後半以降欧米を中心に発展してきた「哲学対話」は、今日、学校教育ばかりでなく、

一般企業や医療福祉の現場でもその実践が取り入れられ、人材育成やケアに応用されています。 

 今回、この「哲学対話」に長年、研究者・実践者として携わってきた方々を国内外から講

師としてお招きし、我が国での取り組みだけではなく、ベルギー、フランス、スイス等、各

国での取り組みについて紹介するとともに、外国語学習のための哲学対話の実践や、医療現

場における実践についても御講演いただきます。また、本シンポジウムでは、「哲学対話教

育」を実際に体験していただくワークショップを行います。  

 つきましては、取材・報道についてよろしくお取り計らい願います。 

 
記 

日時：2019 年 3 月 17 日（日）10:00－17:30（シンポジウムとワークショップ）、 

18 日（月）10:00－12:00（ワークショップ） 

会場：富山大学 五福キャンパス 黒田講堂 

主催：富山大学教養教育院 

共催：富山大学国際機構 

協賛：富山大学男女共同参画推進室, Wallonie-Bruxelles International (ベルギー) 

後援：富山県教育委員会、富山市教育委員会 

招聘講師（講演・ワークショップ）：中岡成文（一般社団法人 哲学相談おんころ代表理事、

元大阪大学教授）、Nathalie Frieden（スイス、元フリブール大学教授）、Denis Pieret （ベルギ

ー、リエージュ大学講師、PhiloCité asbl コーディネーター） 

 

ウェブサイト：http://www.las.u-toyama.ac.jp/event/pd2019/ 

哲学対話がひらく可能性 

――教育・医療・福祉―― 

『哲学対話教育』実践と応用のための公開シンポジウム 



Symposium program
 

Sunday, March 17th
10:00 ~ 10:20 Opening ceremony

10:20 ~ 12:10 Plenary talks 1 & 2
 1. Denis Pieret: Looking back—Ten years of experimentation of philosophy in  
	 					society.	Influences,	goals,	and	outcomes
 2. Nakaoka Narifumi: Possibilities	of	Philosophical	Dialog—In	medical	settings	and	 
     societal co-creation

12:10 ~ 13:20 Lunch & poster presentations

13:20 ~ 14:10 Plenary talk 3
 3. Nathalie Frieden: How	Philosophical	Dialog	changed	the	way	of	teaching—	 
	 				An	example:	The	didactics	of	language	teaching

14:20 ~ 15:00 General discussion

15:10 ~ 16:30 Workshop: Practice of Philosophical Dialog 1
 Facilitators:	Denis	Pieret,	Nathalie	Frieden,	Nakaoka	Narifumi,	&	Matsumura	Kohei

16:45 ~ 17:20 General discussion
17:20 ~ 17:30 Closing remarks
 Ichida Fukiko (Advisor to the president, Chair of the Gender	Equality	Promotion 
	 				Office, University of Toyama)

Monday, March 18th
10:00 ~ 11:30 Workshop: Practice of Philosophical Dialog 2
 Facilitators:	Denis	Pieret,	Nathalie	Frieden,	Nakaoka	Narifumi,	&	Matsumura	Kohei

11:30 ~ 12:00 General discussion

シンポジウムプログラム
3月17日 （日）
10:00 ~ 10:20 開会式

10:20 ~ 12:10 講演1・ 2
	 1. ドゥニ・ピエレ「社会の中で哲学を実験した10	年をふり返って―影響、目標、成果」

	 2. 中岡成文「哲学対話にできること―医療と社会共創を中心に」

12:10 ~ 13:20 ランチ・ ポスター発表

13:20 ~ 14:10 講演 3
	 3. ナタリー・フリーデン「哲学対話は教育法をどのように変えたか―言語教育の教授法を例として」

14:20 ~ 15:00 質疑応答

15:10 ~ 16:30 ワークショップ ： 「哲学対話」実践と応用の可能性 1
 ファシリテーター：ドゥニ・ピエレ、中岡成文、ナタリー・フリーデン、松村康平

16:45 ~ 17:20 全体会議

17:20 ~ 17:30 閉会挨拶
	 閉会挨拶	市田蕗子	(富山大学	学⾧補佐・男女共同参画推進室⾧)

3月1８日 （月）
10:00 ~ 11:30 ワークショップ ：「哲学対話」実践と応用の可能性 2
	 ファシリテーター：ドゥニ・ピエレ、中岡成文、ナタリー・フリーデン、松村康平

11:30 ~ 12:00 全体会議

哲学対話がひらく可能性
❖教育・医療・福祉❖

「哲学対話教育」 実践と応用のための公開シンポジウム
Widen your perspectives With philosophical dialog

A symposium for the practice & application of Philosophical Dialog

３月17日 （日）・18日 （月） 10時から
場所　富山大学五福キャンパス・黒田講堂

March 17th  — 18th, 2019  University of Toyama, Gofuku Campus

中岡成文
一般社団法人哲学相談おんころ代表理事。元大阪大学
教授。1990年代後半からは鷲田清一氏らとともに臨床
哲学を始動。教育現場の他、医療、看護、介護、その他社
会の様々な場において哲学対話を実践。著書に『試練と
成熟―自己変容の哲学』『ハーバーマス：コミュニケーシ
ョン行為』『私と出会うための西田幾多郎』他。

ドゥニ・ピエレ
公共の場に哲学を広める活動を行う特定非営利活動法
人PhiloCitéオーガナイザー。リエージュ大学（ベルギー）
講師。専門とする政治哲学に関する著作（Les frontières 
de	la	mondialisation.	Gestion	des	flux	migra-
toires en régime néolibéral）の他、哲学対話に関する
多くの研究論文を発表している。

ナタリー・フリーデン
元フリーブル大学（スイス）教授。本国スイスの他、アメリ
カ、メキシコ、ネパール、モザンビークなど世界各国で哲
学教授法を指導。授業における口頭表現の発達や教授
法について研究してきた。ユネスコが毎年パリで開催す
る世界哲学デーのイベントでは、哲学の実践に関するシ
ンポジウムを共催し、ワークショップを指導している。

Nakaoka Narifumi
Formerly a professor at Osaka University, he is now the 
Representative Director of Philosophical Counseling Oncolo. 
He has practiced philosophical dialog in fields such as 
education, medicine, and nursing. His books (in Japanese) 
include Trial and Maturity: Philosophy of Self-modification 
and Habermas: Communicative Action. 

Denis Pieret
A trainer and coordinator at PhiloCité, an association 
working to spread philosophy in public spaces. He is 
also a Lecturer in philosophic practice at the University of 
Liege. He has published widely in the field, including Les 
frontières de la mondialisation: Gestion des flux migratoires 
en régime neoliberal, a book on political philosophy.

Nathalie Frieden
Formerly a professor at the University of Fibroug, she has 
taught the didactics of philosophy in Nepal, Mozambique, 
and the USA. Currently a member of the UNESCO Chair on 
the practice of philosophy with children. Also co-organizes 
UNESCO’s New Philosophical Practices, an annual public 
meeting that promotes philosophy.

入場無料・通訳有
Admission is free

English & Japanese interpretation available
www.las.u-toyama.ac.jp/event/pd2019

富山大学教養教育院主催・富山大学国際機構共催
富山大学男女共同参画推進室・Wallonie-Bruxelles International 協賛
富山県教育委員会・富山市教育委員会　後援
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