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京都大学シンポジウムシリーズ『大震災後を考える』―安全・安心な輝ける国作りを目指して-Ⅳ

『大震災後の「心のケア」を考える』 

「災害と宗教と「こころのケア」～東日本大震災 現場からの報告と討議」開催に当た

って 

 

１、「災害と宗教と『心のケア』」シンポジウム開催趣旨・概要 

 こころの未来研究センターでは、東日本大震災後、研究プロジェクトとして「こころの

再生に向けて」と題する震災関連プロジェクトを立ち上げ、主に、宗教学・民俗学・社会

心理学・文化心理学のアプローチから「こころの再生」に向けての取り組みを行っていま

す。その研究活動の一環として、本シンポジウムでは、「震災後の宗教の動向と『心のケ

ア』」をテーマとして、それぞれの現場で活動されている本プロジェクトの連携研究員の

報告と問題提起を踏まえて討議していきます。 

 具体的には、連携研究員の鈴木岩弓東北大学教授が事務局長を務める「心の相談室」、

島薗進東京大学教授が代表の「宗教者災害支援連絡会」、禅僧で作家の玄侑宗久氏が委員

を務める「復興構想会議」、稲場圭信大阪大学准教授が共同代表の「宗教者災害救援ネッ

トワーク」、金子昭天理大学教授が関係する新宗教や事務局長を務める「支縁のまちネッ

トネットワーク」の被災地支援活動などの報告と問題提起を、こころの未来研究センター

の河合俊雄教授と内田由紀子准教授が臨床心理学と文化心理学の観点からコメントしつつ、

宗教や民俗や文化と「心のケア」の諸問題について考えていきます。 

 

２、シンポジウム・プログラムおよびタイムスケジュール 

京都大学シンポジウムシリーズ『大震災後を考える』―安全・安心な輝ける国作りを目指

して-Ⅳ『大震災後の「心のケア」を考える』 

「災害と宗教と「こころのケア」～東日本大震災 現場からの報告と討議」 

日時：7月 20日 （水）13時～17時 

開催場所：京都大学稲盛財団記念館 3階大会議室（京都市左京区吉田下阿達町 46 ） 

第一部：13：00～15：00 

企画趣旨説明：鎌田東二（京都大学こころの未来研究センター教授・宗教哲学）10分 

基調報告：島薗進（東京大学大学院人文社会系研究科教授・宗教学）「『宗教者災害支援

連絡会・情報交換会』の活動と課題」30分 

玄侑宗久（福島県三春町福聚寺住職・作家）「福島県での被災状況と被災地支援の現状お

よび復興構想会議の報告」30分 

事例報告：稲場圭信（大阪大学准教授・社会学）「『宗教者災害救援ネットワーク』 の活

動と課題」20分 

金子昭（天理大学教授・倫理学）「新宗教の災害支援活動の事例と課題」20分 

休憩 15分 
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第二部：15：15～17：00 

討議 

指定討論者：河合俊雄（京都大学こころの未来研究センター教授・臨床心理学）10分 

内田由紀子（京都大学こころの未来研究センター准教授・文化心理学）10分 

主催：京都大学こころの未来研究センター「東日本大震災関連プロジェクト～こころ 

の再生に向けて～」 

 

３、こころの未来研究センターの研究プロジェクト『東日本大震災関連プロジェクト～こころの再生

に向けて～』 

この研究プロジェクトは、2011年 4月から 2年間を目安に、鎌田と内田由紀子准教授が

中心となって推進していきます。 

参考までに、こころの未来研究センターの HPに掲載してある「研究目的と研究計画」な

どを以下に貼り付けておきます。 

（HP：http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/eqmirai/2011/06/post_5.html） 

 

『東日本大震災関連プロジェクト～こころの再生に向けて～』京都大学こころの未来研究

センター担当：鎌田東二・内田由紀子 

研究期間 平成 23年 4月 1日～平成 25年 3月 31日 

 

研究目的 

 平成 23年 3月 11日、東日本大震災という、未曾有の事態が発生した。地震・津波・原

子力発電所の事故という３つの要素による複合的かつ甚大な影響をもたらす災害を経験し

たことで、日本における幸福感のあり方、社会関係のあり方は被災地ではもちろんのこと、

その他の地域においても変化したと考えられる。 

 本研究プロジェクトでは、東日本大震災関連プロジェクトとして、宗教学・民俗学・社

会心理学・文化心理学のアプローチから、こころの再生に向けての取り組みを行う。 

 宗教学・民俗学的アプローチとしては、「震災後の宗教の動向と世直しの思想と実践の

研究」を研究題目とし、東北大学の鈴木岩弓氏が事務局の「心の相談室」、島薗進氏が代

表の「宗教者災害支援連絡会」、稲場圭信氏が共同代表の「宗教者災害救援ネットワーク」

などとの連携を保ちながら、①伝統文化の心と体のワザ（瞑想・武道・気功など）を活用

したメンタルヘルスケア、②伝統文化および民俗芸能・芸術、聖地文化・癒し空間を活用

した復興と再生、③脱原発社会の社会デザイン・世直しのありようを模索していく。その

際、宗教的「世直し」思想と実践事例の解明とともに、21世紀文明のありかた、その中で

の日本文明の位置とありかた、そこにおける伝統文化（祭り、芸能、芸道、宗教など）の

継承と活かし方、自然と人間と文明との関係の中での「生態智」の再発見・再評価と再構

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/eqmirai/2011/06/post_5.html
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築、聖地などの安らぎや浄化をもたらす「癒し空間」の活かし方、などについて焦点を当

てつつ考察していく。 

 社会心理学・文化心理学的アプローチとしてはこれまで取り組んできた若者の適応感・

不適応感の研究、社会的ネットワーク形成過程についての研究をベースに発展させ、日本

文化における災害下の心理状態、対人関係、動機付けの状況やそれらに影響を与えるよう

な報道内容を調査し、長期的・俯瞰的な視点での災害時の心理行動についての知見を呈示

する。基本的には被災地以外での調査から始め、今後の災害時の教訓となるような知見を

示す。 

 

研究計画 

a.「心の相談室」「宗教者災害支援連絡会」「宗教者災害支援ネットワーク」などの活動

の追跡と連携 

 東日本大震災後の宗教者の災害支援活動について追跡調査し、整理する。 

b.伝統文化の心と体のワザ（瞑想・武道・気功など）を活用したメンタルヘルスケア 

 伝統文化の精神・身体技法の活用法を調査・整理し、必要に応じてネットワーク化する。 

c.伝統文化および民俗芸能・芸術、聖地文化・癒し空間を活用した復興と再生 

 聖地文化を含む伝統文化や民俗芸能・芸術が被災地の復興にどのように関与するかを調

査すると同時に、支援のあり方を実践的に探る。 

d.世直し思想と実践の解明 

 宗教的世直し思想と実践の歴史的事例の検証と、その現在形を探る。 

e. メンタルヘルスとサポートの効果の検証 

 これまでの文化心理学研究により、日本においてはアメリカよりもソーシャルサポート

の知覚が主観的幸福感に関わっていることが示されている。一方でアメリカの 9.11におい

てもソーシャルネットワークが果たした役割は大きいとされている。このように災害下に

おいてサポートは大きな効果をもたらしていると考えられるが、たとえばどのようなサポ

ートが実際的な心理的な変化を短期的・長期的にもたらすのかについて検討する。 

f. メディア報道の影響 

災害時の報道のインパクトを検討する。 

今回の地震の後、様々なデマ情報や風評被害が広がったとされている。たとえば放射線被

害の正確な情報についても、公に呈示される情報への不安感、不信感がベースとなり、そ

の上で外国人の避難情報、インターネットの情報などに不必要にあおられた。情報が不足

する中で、メディアの影響は、人の行動に影響を与えると考えられる。不安をあおる内容

も、安全を強調する内容にも人々は不安を覚えるであろう。また、他国のメディア情報が

容易に入手できる昨今、日本のメディアのみならず海外メディアの報道の持つインパクト

もある。特に今回の場合のように、日本のメディアと海外メディアの報道内容のギャップ

は不安を増幅させた可能性がある。そこで日本やニュージーランド、スマトラなど、様々
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な災害に対するアメリカ、ヨーロッパ、日本などいくつかの国のメディア報道を分析する。

そして、どのようなメディア報道に接した人がどのような信念を持ったり行動を起こした

のかを検討する。それぞれの文化における報道の特徴を精査することは、情報媒体者への

フィードバックとしても重要であると考えられる。 

 

連携研究員 

金川智恵追手門学院大学経営学部教授 社会心理学・博士 

竹西亜古兵庫教育大学教授 社会心理学・博士 

大川清丈甲子園大学心理学部准教授 社会学・修士 

原田章追手門学院大学准教授 統計学・修士 

島薗進東京大学人文社会系研究科教授 宗教学・文学修士 

鈴木岩弓東北大学文学研究科教授 宗教民俗学・文学修士 

玄侑宗久臨済宗僧侶・作家 

金子昭天理大学おやさと研究所教授 倫理学・博士（文学） 

稲場圭信大阪大学人間科学研究科准教授 社会学・宗教学（PhD,ロンドン大学） 

共同研究員 

薮ノ弘美追手門学院大学大学院 経営学研究科  博士後期課程２年 

 

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/index.html 

 

４、 宗教者の支援活動とこころの未来研究センターの取り組みの一端 

 

① 阪神淡路大震災（1995年 1月 17日）時との違い～宗教界が活発に支援活動に向けて

動いている。（宗教的活動：祈り・祭祀・修法・儀礼、傾聴ボランティアなど、物質

的救援活動：物資輸送、泥出し、「まるごとのケア」など） 

② 宗教者と宗教研究者と医療従事者との協力により、宮城県仙台市で「心の相談室」の

活動が始まったこと（鈴木岩弓東北大学大学院文学研究科教授・宗教民俗学が事務局

長）。宗教者と宗教研究者と医療関係者との三者間協力の仙台モデルの始まり。 

③ 「宗教者災害支援連絡会」（島薗進氏が代表）が立ち上がったこと（島薗氏より報告） 

④ 政府の「復興構想会議」に宗教者であり被災者であり作家である玄侑宗久氏が委員と

して関与していること（玄侑氏より報告）。 

⑤ 「宗教者災害救援ネットワーク」（稲場圭信氏と黒崎浩行氏が共同代表）が立ち上が

り、インターネット上での情報の整理・統合・提供が行なわれていること（稲場氏よ

り報告）。 

⑥ 伝統宗教ばかりでなく、新宗教諸団体の災害支援活動も活発に行われており、関西を

中心にして震災前に立ち上がった宗教関係者間のボランティア活動組織「支縁のまち
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ネットワーク」（金子昭氏が事務局長）が「支縁」活動を行っていること（金子氏よ

り報告） 

 

 こころの未来研究センターでは、日本箱庭療法学会・日本ユング心理学会震災対策合同

ワーキンググループ委員長の河合俊雄教授が臨床心理学の立場から宮城県仙台市と石巻市

を中心に現地視察し、「ケアする人のケア」や重点校へのカウンセラーの派遣などを進め

ている。また、内田由紀子准教授がソーシャルサポートやメディア報道の文化間比較など

を行なっている。 

 

５、鎌田の「東日本大震災の被災地（宮城県・岩手県・青森県・福島県 4 見）の視察と 100 日慰霊

祭（福島県相馬市）参加から 

 

A:伝統宗教：神社 

① 浪分神社（宮城県仙台市若林区） 

② 鼻節神社（宮城県七ヶ浜町） 

③ 塩竈神社・志波彦神社（宮城県塩釜市） 

④ 葉山神社・石神社（宮城県石巻市雄勝町） 

⑤ 釣石神社（宮城県石巻市北上町） 

⑥ 紫神社（宮城県気仙沼市） 

⑦ 愛宕神社（岩手県野田村） 

 

・浪分神社の創建は、貞観地震と津波被害に由来するという。平安時代の貞観１１年（８

６９年）に、大地震と大津波にみまわれた。その貞観津波の後に浪分神社が建てられたと

いう。「仙台市若林区にあるわが家の近くに浪分神社という小さなお宮がある。数え切れ

ないほど前を通っているのにここが発する警告を真摯に受け止めてこなかった。痛恨の思

いでいる▼８６９（貞観１１）年に東北を襲った巨大地震「貞観地震」の際、ここまで大

津波が押し寄せたと伝わる。これより海側は津波の危険地帯―子孫にそう伝えようと、先

人が神社を建てたに違いない」（河北新報）。 

慶長年間（江戸時代初期）の地震と津波の後ここに稲荷神社が移築されて、名前を浪分

神社と変更したという伝承もある。白馬にまたがった海神が大津波を南北に分けて鎮めた

という伝説も伝わっている。地震・津波の警戒信号であり、「防災ランドマーク」になっ

ている。先人たちの経験知が込められた「場所の記憶」と記念碑となっている。ツナミ・

メモリアル。その経験知・伝承知を活かしきれなかった。浪分神社は、海岸線よりおよそ

５キロほど西の内陸にある。そこから真っ直ぐ東に向かうと、堤防のような高さのある東

沿岸道路にぶつかる。その道路の手前にも津波の痕が残っていたが、道路を潜るトンネル

を抜けた途端、その光景に唖然とした。見渡すかぎりの平地に瓦礫の山が続いていた。 
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・鼻節神社：「鼻節」とは、「端」「切れ目」「境」、“the edge of the world”という

意味。実際に、岬の突端に鼻節神社はある。縁起によれば、鼻節神社という名称は猿田彦

大神の鼻が高くて節があったことにちなんでつけられたというが、「突端」という地形に

よるネーミングであると思われる。神社とは、「場所の記憶」にして記念碑やランドマー

クとしての性格があるので、神社の立地条件は祭神や神社名に反映している。例：分水点

に立地する「水分（みくまり）神社」など。 

・葉山神社・石神社：雄勝法印神楽は、古くは「大乗神楽」とか「山伏神楽」と称されて、

修験者たちが一子相伝で伝えていた。雄勝町大浜の延喜式内社の石神社（いそのじんじゃ）

と葉山神社の千葉宮司家に伝わる『御神楽之大事』（元文 4 年・1739 年）によって知られ

る。修験道は山形県の出羽三山信仰の拠点である羽黒修験道の系統。現在伝承されている

演目は、初矢、両天、三天、四天、岩戸開、魔王退治、道祖、日本武尊、蛭児、橋引、鬼

門、荒神舞、宇賀玉、国譲、獅子など２８番。多くは『古事記』や『日本書紀』の神話伝

承を題材にしたもの。石神社の磐座（いわくら）は、日本の神社信仰の原型的風景。祭神：

「多岐津比売命（たぎつひめのみこと）」。タギツヒメ（湍津姫）とは、宗像大社の三柱

の女神（たぎりひめ、たぎつひめ、いちきしまひめ）の中の一神で、宗像市大島の中津宮

に祀られている女神であり、とりわけ海運漁業者の信仰が篤い。宗像の神の一神がこの磐

座に降臨したとされる。昔、湖の巨岩が湾内を行く船の中から望見でき、ランドマークに

なっていたこともあるのかもしれない。それが道しるべともなり、精神的安定剤ともなり、

海の神に護られているという思いを胸に漁労に従事していたのかもしれない。そして、大

漁の際には真っ先にこの延喜式内社の由緒ある社に収穫物の魚を奉献した。そしてそこで、

優美・勇壮なる雄勝法印神楽を舞った……。 

・釣石神社：今回の地震と津波に際し、釣石神社の上まで駆け上がって命が助かった人が

いた。この釣石は、１９７８年の宮城県沖地震にも耐えたことから「落ちない石」として

知られるようになり、この正月には受験生ら約１万人の参拝客を集めた。人々の素朴な願

望や安心を得るための身近な回路となる神社の民間信仰。それだけでなく、ランドマーク

になったり、災害時の緊急避難所となるなど、具体的で実用的な機能も果たしている。 

・愛宕神社：東の海側は津波の壊滅的な被害を受けているが、西側の内陸寄りの平地の神

社の鳥居の一角から西は、まったく被害がない。仙台市若林区の「浪分神社」のように、

この「愛宕神社」が「浪分け」の機能を果たしている。本殿の鎮座している高台は無事で

あり、そこに逃げ込んだ人たちはみな助かっただろう。京都造形芸術大学教授の地球科学

者の原田憲一氏は、九州の災害多発地域の地質研究をして、災害多発地域にあっても神社

が災害を免れていることが多いということを実証的に示している。神社には巨岩や巨木が

あることが多く、石神社や釣石神社の御神体がそうであるように、地震などでも崩れるこ

とのなく、長期的に安定した「杜」を維持してきているところが多い。経験的に安定した

地盤であり、その「鎮守の森」は生物多様性が保持されてきた生態学的センターであるた
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めに、いざという時の避難所にもなる。「災害」に対する伝統文化の拠点としての神社が

持つメッセージ性とランドマーク性と警告はもっと注意されていい点である。 

・廃屋の屋根の上の松と木々：岩手県久慈市の山間部の誰も住んではいないのだろう廃屋

のような民家の茅葺の屋根が苔生していて、そこから大きい松が１本すっくと伸びている。

その近くには数本の小さな松やそれ以外の植物も顔を出していた。土が無くても茅葺の屋

根を土壌代わりにして生きている。生命というものは、生きるということは、このような

もの・ことなのだろうか。どこにあっても、どんな状況でも、どんな境遇でも、その状況

や境遇を受け容れつつそこで生きる。今ここを生きる。ただ、それだけがある。それだけ

でよい。そんな、なんでもありかよ～、とでもいうような、尐し拍子抜けするような、こ

わばりや緊張がほどけるような、けなげというのか、しぶといというのか、したたか・し

なやかというのか、何といっていいかわからない「想定外」の開放がここにはあった。そ

して、強く思ったのだった。まだまだ探り当てていない「生態智」の血脈や鉱脈がある。

あるに違いない。絶対に、在る。そんな、根拠のない確信とともに、わたしたちは東北自

動車道をすっ飛ばして出発地点の仙台に向かっていた。 

 

B:伝統宗教：寺院 

① 宝鏡寺（宮城県気仙沼市、曹洞宗） 

② 慈恩寺（岩手県陸前高田市、曹洞宗） 

 

C:新宗教の教会 

① 立正佼成会石巻教会（宮城県石巻市） 

② 金光教気仙沼教会（宮城県気仙沼市） 

（上記 B・Cについては、こころの未来研究センターの HP： 

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/eqmirai/2011-5-20_TKamata.pdfを参照ください。） 

 

＊1998年 8月 8日と 10月 10日に「神戸からの祈り」（淡路島および神戸メリケンパーク）

「東京おひらきまつり」（鎌倉の大仏：高徳院）という復興祈願の祭りとアートフェステ

ィバルを神戸と鎌倉で喜納昌吉氏（音楽家）、大重潤一郎氏（映画監督、当時神戸市在住）、

池田雅之（早稲田大学社会科学部教授）たちとともに行った。 

その際、催しのオープニングに、岩手県釜石市の民俗芸能「虎舞」を釜石市の若者に舞って

もらった。民俗芸能の力や絆を感じる機会となった。 

 

「東日本大復興祈願並びに犠牲者慰霊大採燈祭」 (2011 年 6 月 18 日 福島県相馬市中村神

社・長友公園にて開催) 

導師・大先達：星野文紘。羽黒山伏 26名。口上・鎮魂の調べ：鎌田東二、岡野弘幹。 
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鎌田訪問先 

施設名 県 住所 状態 

浪分神社 宮城県 仙台市若林区霞目 2-15 無事 

鼻節神社 宮城県 宮城郡七ヶ浜町花渕浜

誰道 1 

ほぼ無事 

志波彦神社・鹽竈

神社 

宮城県 塩竈市一森山 1-1 灯籠八基が倒壊、一基が半壊、十基が損傷、社務

所壁が三カ所落下、石鳥居が傾斜、玉垣七十五カ

所が倒壊、鉄製灯籠二基が倒壊、六カ所で石壁が

突出、石段九カ所がずれ、石仏四カ所が傾斜、社

務所内階段が傾斜。 

立正佼成会 石巻

教会 

宮城県 宮城県石巻市駅前北通

り 3-10-30 

インフラの状況：水道、電気、ガス、テレビ、固定電

話・FAXなどがストップ。次第に復旧。 

葉山神社 宮城県 石巻市雄勝町大浜字大浜

9 

社殿全壊、末社・社務所・釣鐘堂流失、鳥居二基・灯籠・

石碑倒壊。 

石神社 宮城県 石巻市雄勝町大浜字石峯

大久保山 1 

津波により流出。 

釣石神社 宮城県 石巻市北上町十三浜字追

波 305 

社務所流出全壊 

宝鏡寺 宮城県 気仙沼市川原崎３１ 無事 

金光教 気仙沼教会 宮城県 宮城県気仙沼市南町１丁

目２−１５ 

無事・救済拠点・避難所 

紫神社 宮城県 気仙沼市浜見山 1-1 避難所 200人 

慈恩寺 岩手県 陸前高田市広田町字泊 53 避難者数 500人(2011/4/22)、536 人(2011/5/10) 

愛宕神社 岩手県 九戸郡野田村２６－３５ 無事 

相馬中村神社 福島県 相馬市中村字北町 140･

141 

社務所の授与所内が散乱、石灯籠倒壊。／神社隣の長

友公園で 6月 18日、「東日本大復興祈願並び犠牲者慰

霊大採燈祭」が行われた。 

 

６、関連プロジェクト「宮城県･七ヶ宿－命のウツワ－プロジェクト」趣意書 無限の会代表 陶芸･

美術家 近藤高弘氏（2008～2010年度こころの未来研究センター「こころとモノをつなぐワ

ザの研究プロジェクト」共同研究員） 

 

日本人は、古来より自然の中に神を見出し、畏敬の念を持って生きてきました。 
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自然は我々に豊かな恵みをもたらす一方、時として大きな災害をももたらします。この度

の、東北の大震災や津波は予想を遥かに超えた規模となってしまいました。しかし、我々

は、これからも自然と共に生きていかなければなりません。 

東北の山や森の美しさ、雄大さには、いつも感動を与えられます。福島県、山形県、宮

城県の 3 県の山々にまたがる七ケ宿町は、まさに自然に育まれた場所です。私は、1998 年

から七ケ宿町の西山学院高校内に登り窯「無限窯」をプロデュースし、13 年間、毎年夏に

地元で取れる土を使い、自生する松や間伐材で窯を焚くワークショップを行ってまいりま

した。現在は会員も増え、「無限の会」として活動しています。今回幸いにも、登り窯や

１５０年続いてきた茅葺の工房は大きな被害もなく無事でした。 

そこで、この七ケ宿の土を使い、登り窯でウツワを焼き、土、木、水、風の息吹を吹き

込んだ「命のウツワ」を、被災された方々に届けるプロジェクトを、下記のような組織で

スタートさせたいと考えております。もちろん、私にできることには限界があります。今

後、主旨に賛同を得られる国内外の作家に協力を得ることができれば、多くの被災者の方々

へ、祈りの器、文化としての器、そして、そこに繫がる命のウツワをお届けできるのでは

と思っています。何卒、皆々様のご賛同、ご協力をお願い申し上げます。 

プロジェクト推進組織 

主催：無限の会 

共催：宮城県七ヶ宿町、西山学院高等学校 

後援：宮城県白石市、河北新聞社 

協力：モノ学感覚価値研究会及びアート分科会、東京画廊、杜間道、情報工房、NPO法人「水

守の郷･七ヶ宿」、宮城県七ヶ宿町滑津地区住民、京都大学ワザ学および震災

関連研究プロジェクト 

地元顧問： 安藤俊威（七ヶ宿安藤家１９代当主）、鈴木文雄（無限の会監事） 

アート顧問：鎌田東二（宗教哲学者・モノ学感覚価値研究会代表・京都大学こころの未来

研究センター教授）、みわみちこ（杜間道代表）、山本豊津（東京画廊代表・

アートプロデューサー） 

推進事務局：事務局長 氏家博昭（無限の会事務局長）,事務局：西山学院高等学校内 高

橋悦子（宮城県刈田郡七ヶ宿町矢立平）,アート関係事務局東京画廊:（東京都中央区銀座） 

 

＊台風が日本列島を直撃する最中に本シンポジウムを開催することとなりました。これも

また時の運びと存じます。 

＊最後に、本日のシンポジウムが「こころの未来」を構想し、きりひらいていく一つの歩

みとなることを心から願っています。今後ともなにとぞよろしくお願い申し上げます。 

                          2011年 7月 20日 鎌田東二 
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