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退職記念講演 

 

日本文化における身心変容のワザ  
前置き 

 

鎌田東二 

（こころの未来研究センター・教授） 

 

 

本日の退職記念講演会でどのような形式で話をしようかとあれこれあれこれ考えた末に、

何も持たないで話をしよう、素のままで、裸で（実際に裸になると捕まりますからご遠慮

させていただきますが）話をしようという結論に達し、パワーポイントスライドも使わず、

また紙資料やレジュメも一切使わず、この身一つで、等身大の姿で、みなさまの前で、体

一つでお話させていただきたいと思います。お許しください。 

	 というのも、わたしは神道や日本文化を中心に研究をしてまいりましたが、それは、「犬

も歩けば棒に当たる」というか、実に気まぐれで、ご都合主義で、よく言えば、お任せの

「神ながら」でした。 

が、それは、わたしの生き方そのものであり、カッコよく美しく言えば、「道」でした。

そのわたしの生き方や道に辿り着いたのは、言葉と出会ったからでした。 

17歳になったばかりの高校三年生の春、わたしは「身心変容のワザ」としての言葉「詩」

に出会ったのでした。以来、半世紀 50年、わたしは「詩」を探究して来たと思っています。

そして、いつも、真に「詩人」でありたいと思い続けてきました。 

そのようなことから、今日は映像も紙も文字も使わず、ただただ語りの言葉だけを頼り

に、言葉論や詩の問題を中心に話を進めてまいりたく思います。 

 

	 「日本文化における身心変容のワザ」とは何か、その核心は「歌」である、とわたしは

思います。その歌とは、端的に言って、短歌です。そして、その 31文字の短歌をさらに短

くして、わずか 5・7・5の 17文字に約めた俳句です。世界でこれ以上の短詩形式はないと

思います。 

わたしは時々、短歌も俳句も作りますが、「短歌は心の雛型」、「俳句は宇宙の雛型」、だ

と思っています。「短歌とは心を入れる最小の入れ物」です。そして、「俳句は宇宙を入れ

る最小の入れ物」です。 

 

荒海や佐渡に横たふ天の川 
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目の前には荒々しくも広大な海が広がっている。その向こうには佐渡ヶ島がある。その

上を覆い、流れていくのが天の川である。天上の海のような帯の川。そして、この地上世

界の佐渡ヶ島とそれを飲み尽くそうとしているかのような日本海の荒海。 

 

暑き日を海に入れたり最上川 

閑かさや岩にしみ入る蝉の声 

 

この短詩型の元（原型）が、スサノヲノミコトの歌「八雲立つ出雲八重垣妻ゴミに八重

垣作るその八重垣を」でした。このスサノヲの歌は、最短の詩句に最大最深の情・感情を

入れ込んでいます。この歌こそ、わが国最初の身心変容技法と言えるものだったと考えま

す。そのあたりから、「草木言語」や「草木国土悉皆成仏」思想や「和歌即陀羅尼」説や『古

今和歌集』や『新古今和歌集』や『平家物語』や能楽や宮沢賢治や鶴見和子や石牟礼道子

などなど、思いの及び流れるままに、「日本文化における身心変容のワザ」としての詩論を

説き起こして参りたく思います。 
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鎌田東二教授 退職記念シンポジウム 

発表要旨 

 

道の思想と日本宗教史  
 

島薗進 

（上智大学 グリーフケア研究所 所長） 

 

 「道」が宗教や学問において尊ばれることを、東アジアの宗教伝統と関わらせつつ、日本

宗教史の特徴として理解したい。東アジアの文化の特徴の一つに、「俗なるものを聖なるも

のとして尊ぶ」という特徴がある。たとえば国家や家族がそのまま聖なる存在となる。こ

れは儒教の特徴であるとともに神道の特徴でもあるが、そのあり様は両者で少し異なって

いる。たとえば、儒教の「礼」は俗なる関係を秩序づけるものであるが、そこに深い倫理

的な意味が込められていて、それは天の命（永遠の秩序の厳正に由来する聖なる意志）に

通じるものと見なされている。神道の儀礼は自然の神秘に関わる要素がより大きいが、共

同体の儀礼の側面では儒教の礼と相通じる。これを宗教の特徴として見れば、現世主義的

な宗教ということになる。儒教の「道」はそのような特徴を含みもっている。 

	 仏教が流入して以後も、こうした聖性の捉え方は継続する。個人が個人として精神性を

高めるという観念が浸透してくる。道が個人の事柄としての側面を強めながら、なお現世

的な営みのなかに聖性を見るという特徴が引き継がれる。そこに個人が現世的な技芸を通

して「道」を体得していくという考え方が広まっていく。日本では技芸の道という考え方

が広く受けいれられるようになるが、その背景には儒教・神道と仏教の独特の関わり方が

あると見ることができる。 

	 歌道、すなわち歌の道はさまざまな技芸が道と見なされるようになる端緒のものだろう。

これを仏教・仏道との関わりという点から見ると、仏道の現世主義的な展開と見ることも

できる。日本仏教の特徴は「聖（ひじり）」が大きな役割を果たした点にあるが、僧院を離

れて侘び住まいをする聖の特徴は、技芸をもって勧進をすることであり、それなりに世俗

社会との関わりを尊ぶことだった。高野聖であった西行は聖として歌の道を究めた人とし

て、芭蕉のような後世の道人の仰ぎ見る先駆者ともなった。 

	 無常を観じて世を捨てるが、そこでこそ技芸の道を究めるという形で現世に親しむ生き

方が、さらに現世になじんでくると「うき世」という語が尊ばれることになる。すでに西

行においてよく用いられる語だが、江戸時代になると日常語として頻用されるようになる。

「色」と「金」にとらわれた人間をそのまま肯定する姿勢が強まるが、無常を自覚した上

でのうき世の生である限りにおいて、そこに現世的なものの限界を知り、それを超えたも

のを仰ぎ見る意識は含まれている。 
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	 うき世において道を歩むという生き方が日本において伝統的に形成されてきたとすると、

これは現代の脱宗教的なスピリチュアリティと親和性がある。多くの人びとがそれぞれの

場においてスピリチュアリティを身につけようとするのが世界の現代文化の一つの動向で

あるが、それはさまざまな技芸を通して道に親しんでいこうとする動向と相通じるものが

ある。実際、武道や芸道、ヨーガや気功、ダンスやゴスペル等の人気は高い。さらに、医

療や介護や心理療法などにおいてもスピリチュアリティが必要とされるようになってきた

が、そうなると自ずからそこに道を求める姿勢が広がることになる。 

	 だが、このようにこの世の営みに広く道という概念が伴うようになると、それぞれの道

の確かさも危ういものになってくる。道は永遠の模範に従うはずのものだったが、超越的

なものが意識されにくい現代の道は、現世的な価値に追随するという弱さを伴う。宗教的

な伝統との関わりを問うことがその隘路を克服する一つの方途となるだろう。 
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心理療法とこころのワザ学  

 

河合俊雄 

（こころの未来研究センター・教授） 

 

 

	 心理療法をこころのワザ学として見ていくと、それにはクライエントに接するときのワ

ザと、セラピストを訓練していくときのワザの両方があることがわかる。そして心理療法

におけるこころのワザ学の特徴は、宗教や芸術におけるこころのワザ学との共通性と差異

を見ていくことによって明らかになるように思われる。	

心理療法は、悩みや症状を持つ人の相談に応じることである。そのような人は、追い込

まれ、ある種の極限状況にある。人が宗教に頼るのも多くの場合は行き詰まった限界状況

であるし、また多くの宗教の開祖は、世の中の激動、病気、肉親の死別などの不幸をきっ

かけとして自分の宗教を見出している。そのような極限状況においてはじめて、こころを

支えてくれるものは何かがわかるし、こころは何か新しいものを見出していく。宗教にお

ける修行というワザは、まさに自分を人工的に追い込むためのものであろうし、芸術活動

においても、自分を追い込むことは必要であろう。	

	 しかし宗教とは異なって、心理療法はセラピストのワザだけで完結するものではなくて、

相手、つまりクライエントがあってはじめて成立する。心理療法はクライエントの主体性

を重視する。いくらセラピストが努力しても、また優秀であっても、クライエントがよく

ならないことがあるし、逆にセラピストのワザが今一つでも、クライエントの力でよくな

ることがある。	

	 芸術との比較においては、芸術においては、生み出された芸術作品やそれを作り出すた

めの技術がワザとして重要であるのに対して、心理療法においては生み出している主体の

方に主に焦点が当たる。またそれを生み出す方法は、はっきりと決まってはいない。たと

えば箱庭療法において、その作品のすばらしさではなくて、作品を生み出した主体の変容

が大切であり、また美しい箱庭作品を生み出すための技術が問題になるのではない。	

	 従って心理療法はアンチワザ学という側面を強く持っている。宗教において、一定の儀

式やお祈りが存在したり、瞑想などの修行のワザが決まっていたりして、また芸術におい

ても技術や技法が決まっているのに対して、心理療法には特定のワザがない。心理療法の

基本は、クライエントが主体的に考えていくための場を提供することであって、そのため

に敢えて積極的に何もしないことが大切なのである。	

	 このように非常にアンチワザ学的でありながら、心理療法にもいくつかのワザの局面が

認められる。	

	 まず基本的なワザとしての枠の設定が挙げられる。心理療法は、時間・場所・料金を定
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める。これの役割は、まさに場を提供することにあるが、それが崩れたときに重要性が明

らかになることが多い。多くの心理療法の設定において、週に 1 度という設定がみられ、

これは切羽詰まっている人に対して非常に酷なように思われる。しかし極限状況とゆとり

という両極こそワザの真髄なのである。	

	 枠を設定することは、時間や空間などを閉じることになる。しかしこの閉じられたこと

は逆説的に開いていないといけない。心理療法は狭くしていく必要があるが、狭くなり過

ぎると、自分の単なる想像や言葉だけに過ぎなくなる。これは治療関係についても言える

ことである。それゆえに治療関係は二者関係でありながら、イメージや出来事などとして

生じてくる第三者や場に対して開いていないといけない。	

	 また、心理療法において没入していながら理解しているというのも重要なワザの局面で

ある。	

心理療法のワザには、文化的な影響が大きい。それは心理療法家の訓練においても見ら

れる。日本における心理療法のワザにとっての歴史・文化の意味を、中世のおける錬金術

を重視したユングとの比較で最後に検討したい。	
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身心変容とアート教育  
—フランスサーカス学校の現場から  

 

奥井遼 

（日本学術振興会・海外特別研究員／パリ第五大学） 
 

	 身を投じた修練を重ねることで自己・こころ・生を変化させることを身心変容と呼ぶ

ならば、身心変容のプロセスは様々な実践において見出すことができるだろう。例えば

修験者が山を足早に歩くとき、陶芸家が竃に器を並べる中で、あるいは巡業の芸人が掘

建小屋を解体し終えたときに。それは、「悟り」のような彼岸の知として訪れるかもし

れないし、生活実感の「深まり」として暗黙裡にやってくるかもしれない。 

	 それら臨場感に満ちた変容のプロセスを記述することは、様々な学問分野が交錯する

挑戦的な問いである。以下では、身心変容技法という着眼点の射程と可能性を広げる試

金石として、フランスにおける芸術教育の事例を取り上げる。 

	 近年フランスでは、「現代サーカス」が芸術分野に刺激を与えている。現代サーカス

とは、フランスの伝統的なサーカス団が相次いで解散したことに危機を覚え、1970 年

代、先駆的なリーダーたちが既存の世襲制に風穴を開け、すべての人に門戸を開いたと

ころから始まる。その後、演劇、ダンス、音楽などの諸分野と交流しつつ、宙を舞う技、

空中ブランコや綱渡り、アクロバット、ジャグリングなどのダイナミックな要素を引き

継ぎ、現代芸術の一分野として認められるに至った。 

	 国立サーカス学校は、現代サーカスの普及を加速させ、フランスだけでなくヨーロッ

パ全体にその新ジャンルを波及させた発信拠点である。生徒たちの訓練・創作の場であ

るのみならず、様々なカンパニーが交流する情報センターでもある。 

	 厳しい選抜試験をくぐり抜けて入学した生徒たちは、日々、アスリートのように肉体

の限界に挑みつつ、作品を生み出そうと練習に励む。彼らはしばしば現代サーカスを、

「技術（technique）ではなくアート（arts）」であると述べる。つまり難度の高い技を完

成させるというよりは、むしろ一つの芸術作品として魅力的・刺激的な舞台を創作する

ことの方が重要であるというのである。こうした方向は、舞台の創作、教師との濃密な

コミュニケーション、守られ恵まれた環境、自発的な遊びなど、日々の取り組みの端々

から窺い知ることができる。そこは、アーティストとして生き抜くための知恵を身につ

けることのできる、優れた身心変容の現場であるといえよう。 

	 これらアーティスト養成の企ては、これまでの「教育」とも、また日本の「稽古」と

も異なった視点から、身心変容技法を通じた人間形成を構想するためのヒントとなる。

そのことは、文化の継承と発展、あるいは芸術と教育の新たな関係を考察するきっかけ

ともなるだろう。  
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鎌田東二教授	 ご経歴・ご業績一覧  
 

 

ご略歴  

鎌田東二（かまた	 とうじ） 

1951 年徳島県生まれ。國學院大學文学部哲学科卒、同大学院神道学専攻博士課程単位取得

満期退学。 

岡山大学大学院医歯学総合研究科社会環境生命科学専攻単位取得退学。錦城高等学校教員、

國學院大學・早稲田大学非常勤講師、國學院大學幼児教育専門学校教員、武蔵丘短期大学

助教授、国際日本文化研究センター客員助教授、京都造形芸術大学位教授を経て、2008 年

より京都大学こころの未来研究センター教授。 

神道宗教学会理事、日本宗教学会理事、比較文明学会理事、人体科学会常任理事、地球シ

ステム・倫理学会常任理事。NPO 法人東京自由大学理事長。天河護摩壇野焼き講講元。総

務省・地域創造/地域伝統芸能まつり実行委員会委員。京都伝統文化の森推進協議会会長。

公益財団法人京都古文化保存協会評議員。 

博士（文学/筑波大学）。主専攻：宗教哲学・民俗学、副専攻：日本思想史・比較文明学・

人体科学。石笛・横笛・法螺貝奏者。神道ソングライター。フリーランス神主（神仏習合

諸宗共働）。 

 

 

研究分野・研究領域  

①宗教的場所論（聖地研究） 

②宗教的言語論（言霊思想研究） 

③宗教的人間論（翁童論） 

④宗教的文化変容論（神仏習合論） 

⑤宗教的物体論（モノ学・感覚価値論） 

⑥宗教的身心変容技法論（こころのワザ学研究） 

 

① 宗教的場所論（聖地研究）～『聖トポロジー』『異界のフォノロジー』『場所の記憶』 

『聖地への旅』『ケルトと日本』『聖地感覚』『京都「癒しの道」案内』『日本の聖地文化』

『究極	 日本の聖地』など。 
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② 宗教的言語論（言霊思想研究）～『神界のフィールドワーク』『記号と言霊』『元始音霊	

縄文の響き』『霊性の文学誌』『霊性の文学	 言霊の力』『超訳古事記』『遠野物語と源氏

物語』『古事記ワンダーランド』など。 

③ 宗教的人間論（翁童論）～『翁童論』『老いと死のフォークロア』『人体科学事始め』 

『身体の宇宙誌』『翁童信仰』『翁童のコスモロジー』『エッジの思想』『霊的人間』 

『霊性の文学	 霊的人間』『思想の身体〈霊〉の巻』など。 

④ 宗教的文化変容論（神仏習合論）～『宗教と霊性』『神道用語の基礎知識』『霊性のネッ

トワーク』『神と仏の精神史』『神道とは何か』『ウズメとサルタヒコの神話学』 

『霊性の時代』『平田篤胤の神界フィールドワーク』『神道のスピリチュアリティ』 

『呪殺・魔境論』『神と仏の出会う国』『世直しの思想』など。 

⑤ 宗教的物体論（モノ学・感覚価値論）～『モノ学の冒険』『モノ学・感覚価値論』など。 

⑥ 宗教的身心変容技法論（こころのワザ学研究）～『神界のフィールドワーク』『平田篤

胤の神界フィールドワーク』『宗教と霊性』『呪殺・魔境論』『世阿弥』など。 

 

 

ご業績  

○主要著書（単著・共著・編著）一覧  
 

【単著】  

『水神傳説』（筆名：水神祥）泰流社、1984年1月 

『りしゅのえろす』（筆名：きふねみづほ）メタモルフォーゼ社、1984年7月 

『神界のフィールドワーク―霊学と民俗学の生成』創林社（初版は創林社）、1985年7月 

『翁童論』四部作（1988-2000年）新曜社 

『翁童論—子どもと老人の精神誌』新曜社、1988年5月 

『老いと死のフォークロア―翁童論Ⅱ』新曜社、1990年3月 

『エッジの思想 イニシエーションなき時代を生きぬくために―翁童論Ⅲ』新曜社、 

2000年7月 

『翁童のコスモロジー―翁童論Ⅳ』新曜社、2000年10月 

『聖トポロジー―地霊の変容（意識と場所Ⅰ）』河出書房新社、1990年3月 

『異界のフォノロジー―純粋国学理性批判序説（意識と場所Ⅱ）』河出書房新社、 

1990年4月 

『記号と言霊』青弓社、1990年4月 

『場所の記憶—日本という身体』岩波書店、1990年7月 

『人体科学事始め―気を科学する』読売新聞社、1993年8月 

『身体の宇宙誌』講談社、1994年6月 
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『宗教と霊性』角川選書、角川書店、1995年10月 

『聖なる場所の記憶―日本という身体』講談社学術文庫、講談社、1996年2月 

『神界のフィールドワーク―霊学と民俗学の生成』筑摩書房、1999年7月 

『隠された神サルタヒコ』大和書房、1999年8月 

『聖地への旅—精神地理学事始』青弓社 1999年12月 

『神と仏の精神史—神神習合論序説』春秋社、2000年3月 

『神道とは何か―自然の霊性を感じて生きる』PHP新書、PHP研究所、2000年3月 

『ウズメとサルタヒコの神話学』大和書房、2000年7月 

『元始音霊—縄文の響き』（CDブック）春秋社、2001年3月 

『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」精読』岩波現代文庫、岩波書店、2001年12月 

『平山省斎と明治の神道』春秋社、2002年5月 

『平田篤胤の神界フィールドワーク』作品社、2002年7月 

『神道のスピリチュアリティ』（付録CD付き）作品社、2003年12月 

『呪殺・魔境論』集英社、2004年9月 

『霊性の文学誌』作品社、2005年3月 

『神と仏の精神史再考』相国寺教化活動委員会刊、2005年 

『神様たちと暮らす本』PHP研究所、2005年11月 

『霊的人間―魂のアルケオロジー』作品社、2006年4月 

『聖地感覚』角川学芸出版、2008年9月 

『神と仏の出逢う国』角川選書、角川学芸出版、2009年9月 

『超訳 古事記』ミシマ社、2009年10月 

『霊性の文学―言霊の力』角川ソフィア文庫、角川学芸出版、2010年5月 

『霊性の文学―霊的人間』角川ソフィア文庫、角川学芸出版、2010年9月 

『現代神道論—霊性と生態智の探究』春秋社、2011年11月 

『古事記ワンダーランド』角川学芸出版、2012年10月 

『「呪い」を解く』文春文庫、文藝春秋、2013年 5月 

『聖地感覚』（解説：内田樹氏）角川ソフィア文庫、KADOKAWA、2013年 10月 

『歌と宗教―歌うこと、そして祈ること。』ポプラ新書、ポプラ社、2014年 1月 

『世直しの思想』春秋社、2016年 2月 

『世阿弥―身心変容技法の思想』青土社、2016年 3月刊予定 

 

【共著】  

『阿吽結氷』（石川力男氏と共著、筆名：水神祥）夜桃社、1984年 

『魂のネットワーキング―日本精神史の深域』（松澤正博氏と共著）泰流社、1986年1月 

『オカルト・ジャパン』（山折哲雄氏と共著）平凡社、1987年1月 

『他者の言葉—折口信夫』（村井紀氏と共著）五月社、1990年2月 
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『憑霊の人間学—根源的な宗教体験としてのシャーマニズム』（佐々木宏幹氏と共著） 

青弓社、1991年5月 

『言霊の天地―宇宙・神話・魂を語る』（中上健次氏と共著）主婦の友社、1993年6月 

『霊性のネットワーク』（喜納昌吉氏と対談）青弓社 1999年9月 

『日本異界絵巻』（宮田登氏、小松和彦氏と共著）筑摩書房、1999年1月 

『霊性の時代—これからの精神のかたち』（加藤清氏と共著）春秋社、2001年3月 

『心の中の「星」を探す旅—わたしって本当は何だろう』（鏡リュウジ氏と共著） 

PHP研究所、2002年9月 

『霊の発見』（五木寛之氏と共著）平凡社、2006年9月 

『思想の身体	 ＜霊＞の巻』（田中貴子氏他と共著）春秋社、2007年2月 

『日本の精神性と宗教』（河合隼雄氏他と共著）創元社、2006年4月 

『神楽感覚—環太平洋モンゴロイドユニットの音楽世界』（細野晴臣氏と共著） 

作品社 、2008年10月 

『京都「癒しの道」案内』（河合俊雄氏と共著）朝日新聞出版、2008年11月 

『火・水（KAMI）―新しい死生学への挑戦』（近藤高弘氏と共著）晃洋書房、2010年10月 

『満月交感―ムーンサルトレター(上)(下)』（一条真也氏と共著）水曜社、2011年 1月 

『原子力と宗教―日本人への問い』（玄侑宗久氏と共著）角川学芸出版、2012年 3月 

『仏教は世界を救うか―“仏・法・僧”の過去/現在/未来を問う』（井上ウィマラ氏他と共著）

地湧社、2012年 12月 

『震災復興と宗教』（叢書 宗教とソーシャル・キャピタル 第 4巻）明石書店、2013年 5月 

『霊の発見』（五木寛之氏と共著、よしもとばなな氏解説）学研、2013年 6月 

『乳房の文化論』淡交社, 2014年 11月 

『満月交遊―ムーンサルトレター(上)(下)』（一条真也氏と共著）水曜社、2015年 7月 

『宗教の壁を乗り越える―多文化共生社会への思想的基盤』（末木文美士氏他と共著） 

	 ノンブル社、2016年 1月 

『火山と日本の神話─亡命ロシア人ワノフスキーの古事記論』（ワノフスキー氏他と共著）

桃山堂、2016年 2月 

 

【編著・監修】  

『神秘学カタログ』（荒俣宏氏と共編）河出書房新社、1987年9月 

『翁童信仰』（編著）雄山閣出版、1993年5月 

『天河曼陀羅—超宗教への水路』（津村喬氏と共編）春秋社、1994年7月 

『謎のサルタヒコ』（編著）創元社、1997年10月 

『旅のトポロジー 俳句世界8』（夏石番矢氏、復本一郎氏と共編）雄山閣出版、1998年4月 

『神道用語の基礎知識』（編著）角川選書、1999年1月 

『ケルトと日本』（鶴岡真弓氏と共編著）角川選書、2000年11月 
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『サルタヒコの旅』（編著）創元社、2001年10月 

『すぐわかる日本の神々―聖地、神像、祭り、神話で読み解く』（監修）東京美術、 

2005年12月 

『面白いほどよくわかる―日本の神社』（監修）日本文芸社、2007年5月 

『神様に出会える聖地めぐりガイド』（監修）朝日新聞出版、2009年3月 

『モノ学の冒険』（編著）創元社、2009年12月 

『平安京のコスモロジー』（編著）創元社、2010年5月 

『モノ学・感覚価値論』（編著）晃洋書房、2010年11月 

『遠野物語と源氏物語―物語の発生する場所とこころ』（編著）創元社、2011年 12月 

『日本の聖地文化―寒川神社と相模国の古社』（編著）創元社、2012年 3月 

『文明の未来』（阿部珠理氏他と共編著）東海大学出版会、2014年 5月 

『講座スピリチュアル学第 1巻	 スピリチュアル・ケア』（企画・編集）BNP、 

2014年 9月 

『講座スピリチュアル学第 2巻	 スピリチュアリティと医療・健康』（企画・編集）BNP、

2014年 12月 

『講座スピリチュアル学第 3巻	 スピリチュアリティと平和』（企画・編集）BNP、 

2015年 4月 

『日本の神々と修験道』（監修）青春出版社、2015年 5月 

『講座スピリチュアル学第 4巻	 スピリチュアリティと環境』（企画・編集）BNP、 

2015年 7月 

『身体の知―湯浅哲学の継承と展開』（黒木幹夫氏他と共編著）BNP,2015年 11月 

『講座スピリチュアル学第 5巻	 スピリチュアリティと教育』（企画・編集）BNP、 

2015年 12月 

『講座スピリチュアル学第 6巻	 スピリチュアリティと芸術・芸能』（企画・編集）BNP、

2016年 3月（刊行予定） 

 

 

○主要論文一覧（単著・共著）  

【単著】  

“Comparative Study of Shinto and Celtic Religions” 	 in "Shinto and Japanese Culture", 

International Shinto Foundation,1995 

”The disfiguring of nativism:Hirata Atsutane and Orikuchi Shinobu,in "Shinto in History－Ways of 

Kami" editied by Jhon Breen and Mark Teeuwen,Curzon,2000. 

「モノ学の構築」(モノ学・感覚価値研究会年報『モノ学・感覚価値研究第 1 号』京都大学

こころの未来研究センター,2007年 3月) 
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「神話的時間と超越体験」（『心理療法と超越性』横山博・甲南大学人間科学研究所編, 

人文書院,2008年 3月） 

「トランスする身体の探究――宗教における行と身体」（『宗教研究第 355号』日本宗教 

学会,2008年 3月） 

「モノと気配と聖地と奥 」(モノ学・感覚価値研究会年報『モノ学・感覚価値研究第 2 号』

京都大学こころの未来研究センター,2008年 3月) 

「言葉とモノとこころとワザ 」(モノ学・感覚価値研究会年報『モノ学・感覚価値研究 

第 3号』京都大学こころの未来研究センター,2009年 3月) 

「日本神話における琴と言霊とシャーマニズム」(モノ学・感覚価値研究会年報『モノ学・

感覚価値研究第 4号』京都大学こころの未来研究センター,2010年 3月) 

「書評 島田裕巳著『日本宗教美術史』」（『週刊 読書人』読書人,2010年 4月 9日号） 

「霊性の京都学 8―京都の生態智を求めて」（『月刊京都 5月号』白川書院,2010年 4月） 

「神と仏の日本文化史」（『蓮華第 79号』妙法院門跡,2010年 9月） 

「滝をめぐる身体技法と精神療法」（『地球人第 15号』BNP,2010年 9月） 

「京都の森の今」（『月刊京都 10月号』白川書院,2010年 10月、連載「霊性の京都学」 

2009年から 2016年 2月まで毎月 6年半 78回に及ぶ） 

「『こころの練り方』探究事始めその一」(モノ学・感覚価値研究会年報『モノ学・感覚価値

研究第 5号』京都大学こころの未来研究センター,2011年 3月) 

「身心変容技法生成の場としての洞窟 」（『身心変容技法研究第 1号』京都大学こころの 

未来研究センター,2012年 3月） 

「『こころの練り方』探究事始めその二―「信心」と「身心」の中世から「性命」と「もの

のあはれ」の近世へ 」 (モノ学・感覚価値研究会年報『モノ学・感覚価値研究第 6号』 

京都大学こころの未来研究センター,2012年 3月) 

「宇宙体験と宗教体験、そして、宇宙研究と宗教研究の間」（『宇宙航空研究開発機構研究

開発報告: 宇宙時代の人間・社会・文化: 新たな宇宙時代に向けた人文科学および社会科学

からのアプローチ』JAXA、2012年 3月） 

「身心変容技法の起源とその展開に関する試論 」（『身心変容技法研究第 2号』京都大学 

こころの未来研究センター,2013年 3月） 

「『こころの練り方』探究事始めその三―南方熊楠の「心理学」を中心に 」 (モノ学・感覚

価値研究会年報『モノ学・感覚価値研究第 7 号』京都大学こころの未来研究センター,2013

年 3月) 

「天河と元雅」（『能を読む③ 元雅と禅竹 夢と死とエロス』梅原猛・観世清和監修、角川

学芸出版、2013年 5月） 

「身体と修行」（『岩波講座 日本の思想 第五巻 身と心―人間像の転変』岩波書店、2013年

9月） 
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「神話と歌にみる言霊思想」（『地球システム・倫理学会会報』第 8号、地球システム・ 

倫理学会、2013年 10月） 

「宗教と宇宙 (特集 宇宙)」（『こころの未来 第 13 号』京都大学こころの未来研究センタ

ー,2014年） 

「詩と宗教と哲学の間 言語と身心変容技法」（安藤礼二・若松英輔責任編集『井筒俊彦  

言語の根源と哲学の発生』河出書房新社, 2014年 6月） 

「神道の生死観―いのち、来るときと去るとき」（『日独文化研究所シンポジウム―生と死』

公益財団法人日独文化研究所, こぶし書房, 2014年 7月） 

「芸術・芸能とシャーマニズム―柳宗悦の「神秘主義」論と岡本太郎の「シャーマニズム」

論を中心に」（『身心変容技法研究第 3号』京都大学こころの未来研究センター,2014年 3月） 

「『こころの練り方』探究事始めその四―井上円了と元良勇次郎から福来友吉までの「心理

学」探究を中心に 」(モノ学・感覚価値研究会年報『モノ学・感覚価値研究第 8号』京都大

学こころの未来研究センター,2014年 3月) 

「日本の風土と宗教心」（『大阪保険医雑誌』No.579、大阪府保険医協会、2014年 12月号） 

「身心変容技法研究が問いかけるもの(宗教研究として「身心変容技法」研究が問いかける

もの,パネル,<特集>第 73回学術大会紀要)」（『宗教研究 別冊 88』,日本宗教学会,2015年） 

「『身心変容技法』としての歌と剣———身心変容技法研究試論」（『身心変容技法研究 

第 4号』京都大学こころの未来研究センター,2015年 3月） 

「『こころの練り方』探究事始めその五―安部公房と三島由紀夫を中心に」(科研：モノ学・

感覚価値研究会年報『モノ学・感覚価値研究第 9 号』京都大学こころの未来研究センタ

ー,2015年 3月) 

「『ほんとうのさいわひ』をさがして―宮沢賢治と『銀河鉄道の夜』を中心に」『点から線

へ』第 64号、西田幾多郎記念哲学館、2015年 3月） 

「神道から見た仏教」（『龍谷大学アジア仏教文化研究センター2014 全体研究会プロシーデ

ィングス』、龍谷大学 2015年 3月） 

「戸隠の山と水のコスモロジー」（『戸隠信仰の諸相』、戸隠神社、2015年 5月） 

「分子の脱自―宮沢賢治のトーテミズム、その堕落と飛行」（『宮沢賢治の切り拓いた世界

は何か』佐藤泰正編、笠間書院、2015年 5月） 

「『古事記』（712年編纂）出雲神話における須佐之男命と大国主神の治癒と平和を生み出す

生命思想と霊性」（韓中日国際学術大会『生命と平和、治癒と霊性から見た退渓学』論文集、

嶺南退渓学研究院・陶山ソンビ文化修練院、2015年 12月） 

「身心変容技法と霊的暴力——宗教経験における負の感情の浄化のワザに関する総合的研

究」（『身心変容技法研究第 5号』京都大学こころの未来研究センター,2016年 3月） 

「『こころの練り方』探究事始めその六―遠藤周作と石牟礼道子の『汎神論』」(科研：モノ

学・感覚価値研究会年報『モノ学・感覚価値研究第 10号』（最終号）京都大学こころの 

未来研究センター,2016年 3月) 
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"Shintō Research and the Humanities in Japan";”Zygon: Journal of Religion and Science”51(1), 

March 2016. 

“Shinto Religion and Japanese Civilization”;“Japanese Civilization in the 21st Century”,	

International Society for the Comparative Study of Civilizations,Marrch,2016. 

 

【共著】  

月本昭男（立教大学教授・宗教学）×鎌田東二「神と人間、神話と宗教」 

（『図書』9月号,岩波書店,2010年 8月） 

町田宗鳳（広島大学教授・宗教学）×鎌田東二「本物のスピリチュアリティを求めて」 

（『現代宗教 2010』国際宗教研究所編,秋山書店,2010年 8月） 

 

【記録映画製作】  

大重潤一郎監督『久高オデッセイ第一部	 結章』監修・鎌田東二、2006年 7月 

大重潤一郎監督『久高オデッセイ第二部	 生章』製作・鎌田東二、2009年 6月 

大重潤一郎監督『久高オデッセイ第三部	 風章』製作・鎌田東二、2015年 7月 

 

 

○科学研究費補助金  

「モノ学の構築――“もののあはれ” および “もののけ” から “ものづくり” までを貫流す

る日本文明のモノ的創造力と感覚価値を検証する」（2006年度－2009年度、基盤研究 B、研

究代表者） 

「身心変容技法の比較宗教学－心と体とモノをつなぐワザの総合的研究」（2011年度－2014

年度、基盤研究 A、研究代表者） 

「身心変容技法と霊的暴力－宗教経験における負の感情の浄化のワザに関する総合的研究」

（2015年度－2018年度、基盤研究 A、研究代表者） 
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本日のプログラム 

 
 
・第一部(13:00～14:20)	 鎌田東二教授退職記念講演  

	 13:00～13:05	 センター長挨拶	  
	 	 	 	 	 	 	    吉川左紀子（こころの未来研究センター・教授／センター長） 

	 13:05～13:10	 講演者紹介 

	 13:10～14:10	 講演「日本文化における身心変容のワザ」 
	 	 	 	 	 	 	  	 鎌田東二（こころの未来研究センター・教授） 

	 14:00～14:20	 パフォーマンス（石笛・横笛・法螺貝他） 
 
・休憩(14:20～14:30) 
 
・第二部(14:30～17:00)	 シンポジウム「日本文化とこころのワザ学」  

	 14:30～14:35	 イントロダクション 

	 14:35～15:00	 「道の思想と日本宗教史」 
島薗進（上智大学グリーフケア研究所・所長） 

	 15:00～15:25	 「心理療法とこころのワザ学」 
河合俊雄（こころの未来研究センター・教授） 

	 15:25～15:50	 「身心変容とアート教育―フランスサーカス学校の現場から」 
奥井遼（日本学術振興会・海外特別研究員／パリ大学） 

	 15:50～16:00	 休憩 

	 16:00～16:50	 総合討論 
ディスカッサント：鎌田東二、島薗進、河合俊雄、奥井遼 
コメンテーター：広井良典（千葉大学法政経学部・教授） 

	 16:50～17:00	 閉会 
 

総合司会：熊谷誠慈（こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門・特定准教授） 

 


