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ご 挨 拶 

 

 この度、第 20 回大会を設立の場となった越谷で再びお引き受けさせていただくことにな

りました。設立総会、第１回、第２回、第３回、第８回大会に次いで 12 年ぶり５回目の大

会の開催となります。 

 心的イメージは心理学のすべての領域と関連するだけでなく様々な学問領域からも注目

されている現象でもあり、他領域とのコラボレーションにより現象やメカニズムについて

の理解が飛躍的に深められてきました。イメージを対象とした、脳機能イメージングを用い

た脳内メカニズムの研究はその一例と言えるでしょう。 

本大会ではイメージ心理学の持つ学際性の高さをさらに生かすべく文学との接点を探る

ことを目的とし、「イメージをめぐる心理学と文学」というテーマを設定し、2 つの企画を

行うことといたしました。 

企画の一つは小山内秀和氏による教育講演「物語世界への没入体験は読者に何をもたら

すか」です。小山内氏はそれまでは理解のプロセスに焦点が当てられていた物語文の読解過

程の研究に没入体験に着目する新しい視点から認知心理学的研究を行って学位を取得され、

現在は物語読書の実態や社会的能力と読書の関連へと研究の幅を広げて精力的に活動され

ておられます。今回はその研究成果の一端をイメージをキーワードに講演していただく予

定です。 

二つ目はシンポジウム「宮沢賢治の持つイメージの世界をどう読み解くか― 現実を超え

る fantasy の効用と限界に着目して―」です。以前より宮沢賢治のイメージ能力に関して私

たちの間で話題となっていたこと、文教大学に著名な宮沢賢治研究者がおられ、個人的にも

面識があったことから両者のコラボレーションを思い立ち、お願いしたところ皆様からご

快諾をいただきました。「イメージ」、「空想(fantasy)」,「解離」をキーワードに宮沢賢治の

文学を文学研究者と心理学研究者が議論する企画です。異分野間での討論には研究方法や

慣習に違いがあり両者をすり合わせる難しさがありますが、新たな地平を開く可能性への

期待が高まります。 

会員の皆様はもとよりイメージ研究に関心のある心理学研究者に加えて文学研究者にと

っても有益となる情報を発信し、互いの情報交換の場をご提供できればと思います。何か

と不行き届きな点が多々あるかと存じますが、多数の御参会をお願い申し上げます。 
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会 場 案 内 

  

 

会場 文教大学越谷校舎 12号館

12104 教室 

所在地  

越谷市南荻島３３３７  

℡048-974-8811（代表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会会場 12 号館 1 階 12104 教室 

運営委員会 12 号館 5 階 12501 教室 

会場までの交通案内 

 

北越谷駅からの地図 

 

キャンパスマップ 

 

懇親会場 学食２階 



 

 

 

大会参加者へのご案内 

１．大会会期中は、参加証を胸につけていただきます。参加証の該当欄に、 

  氏名・所属をご記入ください。 

２．会期中の受付時間は７日は 11 時から、８日は９時からです。 

当日の参加も受け付けます。大会会場は 12 号館 12104 教室、運営委員会 

会場は 12 号館５階 12501 教室です。 

３．2 日目のシンポジウムに限って会員以外にも公開いたします。 

４．大会期間中、パソコンが利用できます（事前に申し出下さい）。 

５．会場でのお呼び出しは原則としてできません。 

６．会場には駐車場はありません。大会会場への車でのお越しはご遠慮ください。 

７．喫煙は指定された場所のみでお願いいたします。 

８．キャンパス内のコンビニエンスストア・食堂は土曜日のお昼過ぎまでしか利用できませ

ん。出津橋（大学の前の橋）のたもとにコンビニエンスストアが、北越谷駅近辺には食堂が

いろいろあります。 

９．宿泊先につきましては東武伊勢崎線新越谷駅と JR 武蔵野線南越谷駅に程近いホテルサ

ンオーク(0120-14-3009)が便利です。新越谷駅より普通電車２駅で本学最寄の北越谷とな

ります。各自でお問い合わせください。 

10.諸費用については以下のとおりです。 

１）参加資格：一般会員（6,000 円）・学生会員（2,000 円） 

臨時会員（6,000 円） 

２）論文集追加購入：１冊 3,000 円 

３）懇親会費：5,000 円（会場は学内食堂の 2 階） 

 

◎お振り込みの控えを以て領収書に代えさせて頂きます。別に領収書が必要な方は準備委

員会事務局までご連絡ください。 

 

大会行事のご案内 

 

１．本大会では「研究発表」、「教育講演」「シンポジウム」が行われます。 

  また、学会行事として大会初日に「運営委員会」、「総会」が開かれます。 

２．研究発表は「口頭発表」の形式で行います。 

３．「教育講演」は 7 日 14 時 10 分より 15 時 10 分まで、「シンポジウム」は８日 9 時 20 分

より１2 時 30 分まで行います。 

４．懇親会は 12 月 7 日（土）１８時００分より開きます。会場は学内学生食堂 2 階になり

ます。当日ご案内いたします。 

  懇親会費は５０００円です。多数の方々の参加をお待ち申しております。 

 



 

 

大 会 日 程 

 

 

研究発表者へのご案内 

 

１．研究発表者は必ず「発表受付」までお越しください。 

 

２．発表は１発表３０分とし、座長の進行により行います。 

液晶プロジェクター（パワーポイント等）、ノートパソコン、ビデオ機器を使用できます。 

 

３．討論での発言者は、必ず最初に所属と氏名を明らかにしてください。 

 

４．口頭発表者が欠席した場合は、「発表取り消し」とします。 

  連名発表の場合、大会準備委員長の承認があれば、連名者を口頭発表者に変更 

  することができます。ただし、研究発表者になるのは、大会期間中１回に限り 

  ます。口頭発表者の欠席などの連絡は、大会本部にお願いいたします。 

 

５．ハンドアウト資料を配付される方は、会場の発表受付にお渡しください。 

  資料は４０部程度ご用意下さい。 

 

６．座長は各発表につき１名の方にお願いしてあります。座長はその発表に対する 

  コメンテーター、進行や質疑応答、討論などの司会を担当していただきます。 

 

第 1 日目 12 月 7 日（土）  第 2 日目 12 月 8 日（日） 

受付 11:00－  受付  9:00－ 

昼食・運営委員会  11:40－13:00  公開シンポジウム 9:20－12:30 

研究発表Ⅰ 13:00－14:00    

教育講演 14:10－15:10    

研究発表Ⅱ 15:20－17:20    

総会 17:20－17:50    

懇親会 18:00－20:00    

     

     

※懇親会の会場は、学内食堂 2 階です 



 

 

教 育 講 演 

12月 7日（土） 14：10－15：10 

「物語世界への没入体験は読者に何をもたらすか」 

 

講師 小山内秀和（浜松学院大学現代コミュニケーション学部講師） 

 

趣旨 

 物語は人間にとって最も身近な文化的産物の一つであり，書店，図書館，さまざまなメディア，

あるいは教育課程などを通して，日常的に物語に触れる機会は多いと思われます。従来，物語を

読むという行動については，文章理解の観点から認知心理学的に検討されることが多かったので

すが，近年，物語読解時の読者に生ずる主観的体験が，社会心理学，メディア心理学，コミュニ

ケーション学，文学理論などさまざまな領域において実証的に検討されるようになってきました。

さらに，物語を読むことによって，読者の態度や信念が変化することや，楽しみ，満足感のよう

に読者の感情がポジティブに変化すること，あるいは，読者の社会的能力が向上することなど，

物語を読むことの効果が数多く指摘され，実証的検討も行われるようになっています。 

 本講演では，物語読解時に読者に生ずる体験として「物語世界へ没入する現象」に注目し，関

連する構成概念について整理します。没入体験は，物語内容の表象を基盤として，鮮明な知覚的

イメージを生起することや，登場人物への共感，感情移入など，多様な現象から成り立っている

と考えられます。さらに，物語を読むことの効果として，社会的能力，とりわけ他者の心的状態

を理解する能力である「マインドリーディング」に注目し，これと没入体験との関連を検討した

実験研究を紹介します。以上のような研究を通して，物語を読むこととそれによって生ずる没入

体験が，人間にとってどのような効果と意義とを有しているか展望します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

公開シンポジウム 

12月 8日（日）9：20－12：30 

「宮沢賢治の持つイメージの世界をどう読み解くか 

― 現実を超える fantasyの効用と限界に着目して―」 

 

企画者   鈴木健司（文教大学文学部教授） 

      大島丈志（文教大学教育学部教授） 

      岡田 斉（文教大学人間科学部教授） 

話題提供者 大島丈志（文教大学教育学部教授） 

      浜垣誠司（髙木神経科医院院長） 

栗原 敦（実践女子大学名誉教授） 

指定討論者 田辺 肇（静岡大学人文学部教授） 

      畠山孝男（山形大学名誉教授） 

      松岡和生（岩手大学人文社会科学部教授） 

      石原次郎（東洋大学総合情報学部教授） 

 

趣旨 

 宮沢賢治は汲んでも汲み尽くせない豊かなイメージの世界を文学において展開し、世代・国境

を越えて愛される一方で、私生活では独特の苦悩や常人からは理解しづらい奇行もあったことが

知られています。その想像力の源泉には、直観像や共感覚の能力と同時に統合失調症的もしくは

解離性障害的な心理的特徴を併せ持っていた可能性が病跡学的な観点から指摘されています。こ

れらの心理的なメカニズムについては主として精神科医により論じられており病理的な観点が強

いように見受けられます。しかし、賢治は多少変わったところはあったものの精神的には健全に

生涯を過ごしたことを考えると病理的ではない観点からの考察も必要と考えられます。今回のシ

ンポジウムでは高いイメージ能力の背景に空想傾性 (fantasy proneness) と解離を想定すること

により認知心理学的な観点からのアプローチを試み、賢治の持つ多彩なエピソードを包括的に捉

える可能性を探りたいと考えております。 

 宮沢賢治イーハトーブ学会から宮沢賢治研究で著名な 4 人の研究者をお招きします。鈴木健司

先生の司会のもと、大島丈志先生から『宮沢賢治の「舞い」と、異空間からの「帰還」』、浜垣誠司

先生から『宮沢賢治作品の幻想性の由来 ──その方法論と体験特性』、栗原敦先生からは『ファ

ンタジーの効用』という題で文学研究者の立場から話題提供をいただきます。 

イメージ心理学会からは、イメージ能力全般に関して畠山孝男先生、直観像・共感覚に関して

は松岡和生先生、解離に関しては田辺肇先生、文学とイメージ研究の橋渡し役として石原次郎先

生に空想傾性を軸に指定討論を行い、その後話題提供者と指定討論者の間で議論を行う予定です。 



 

 

賢治は精神分析など心理学に関心を持っていたこと、賢治の文学の持つ映像化を刺激する魅力

の基盤にあるイメージ能力と高い表現力、現象学の先駆けともいえる「心象スケッチ」等に関し

ても議論の素材としたいと考えております。 

 学際的なアプローチを取ることで、イメージ研究の可能性がさらに広がることを期待しており

ます。 

話題提供の要旨 

１．宮沢賢治の「舞い」と、異空間からの「帰還」――「空想傾向」を背景として 

話題提供：大島丈志 

宮沢賢治作品に関して、作家宮沢賢治の「空想傾向」を背景にしながら、以下の二点から読み

解きたい。①作品中の「舞い」の位置づけ。②作品中の異空間の描写と「匂い」の位相。 

①宮沢賢治が歩行中、踊り出したことなどはしばしば語られている。それが作品でどのように描

かれるのか、その内容に関して再度考察してみたい。 

②賢治作品では、しばしば現実世界から異空間に入り、そして現実世界に帰還する。その様相は

様々だが、異空間からの離脱の際に、特徴的な「匂い」の出現がある。賢治作品では、月のあかり

を「匂い」で表現するなど、「共感覚」とみられる表現が多く描かれるが、異空間からの離脱の際

に起こる「匂い」に着目し、現実世界への帰還の機序について考察したい。 

大島丈志先生のプロフィール 

1973 年、東京都に生まれる。千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。現

在、文教大学教育学部教授。専攻、日本近代文学。著書に『宮沢賢治の農業と文学』（蒼丘書林、

2013 年 7 月、宮沢賢治賞奨励賞受賞）、『絵本で読みとく宮沢賢治』（水声社、2013 年 10 月）、『絵

本ものがたりＦＩＮＤ 見つける つむぐ 変化させる』（朝倉書店、2016 年 5 月）など。 

 

２．宮沢賢治作品の幻想性の由来 ──その方法論と体験特性 

話題提供：浜垣 誠司 

宮沢賢治は自らの詩や童話を「心象スケッチ」と呼んだが、この「心象」は、ʻimageʼに対する

当時の訳語に由来すると考えられる。すなわち「心象スケッチ」とは、彼自身の「イメージ描写」

なのである。ただ彼の言う「心象」は、心理学で言うところの記憶や構成に基づいたイメージだ

けでなく、外界の直接的知覚や不随意的に現れる表象・幻覚など、自らの心に映ずる像を全て包

含するものであった。彼は仏教の唯識思想に基づいて、外的実在を含めたこれら全てを、⼰の一

心の現象と見なしていたのである。そして「心象スケッチ」創作の方法論とは、このような世界

観のもと、しばしば夜を徹して野山を歩きながら、体験した外的知覚と内的表象を混淆させつつ

手帳に記録するという作業であった。結果的にこれは賢治にとって、空想と現実の境界を撹乱す

る効果をもたらしたであろう。一方、賢治の体験特性は、自我境界の薄さと柔らかさによって特

徴づけられる。これが、彼の共感性の高さや自他の一体化傾向、また解離的な意識変容や幻覚体

験の⺟胎となっていたと考えられる。賢治の作品の幻想性は、このような生来の体験特性と、そ

れとともに育まれた独自の世界観および創作の方法論によって、生み出されたのである。 

浜垣 誠司先生のプロフィール 

1960 年、京都市に生まれる。京都大学医学部卒業。現在、医療法人高木神経科医院理事長。専攻



 

 

は、臨床精神医学、とりわけ摂食障害、PTSD、解離性障害。ウェブサイト「宮沢賢治の詩の世界」

の作成により、2008 年宮沢賢治賞奨励賞受賞。宮沢賢治関係の論文として、「宮沢賢治のグリー

フ・ワーク―トシの死と心の遍歴―」（「宮沢賢治研究 Annual」Vol.26, 2016 年 9 月）、「「青森挽

歌」における二重の葛藤―トシの行方と、一人への祈り」（「言語文化」第 34 号, 2017 年 3 月）、

「宮沢賢治の作品に現れる超常体験の精神医学的検討―「解離」という視点」（「宮沢賢治研究

Annual」Vol.29, 2019 年 9 月）。 

 

３．ファンタジーの効用 

話題提供：栗原 敦 

 佐藤さとる『ファンタジーの世界』（講談社現代新書 517、昭和 53・8）によれば、「比喩的」に

は、「ファンタジーとは、伝承説話を⺟として、リアリズムを父として生まれてきた」もので、ル

イス・キャロル『不思議の国のアリス』を始発とし、また、グリム（伝承説話・メルヘンの蒐集

者）を参照しつつ、アンデルセンにはファンタジーの萌芽があると述べている。宮沢賢治は、英

訳のルイス・キャロル著作を所持していたし、グリムもアンデルセンも承知していた。「ファンタ

ジー」の使用例は長篇詩「真空溶媒」の副題「（Eine Phantasie im Morgen）」（「im」は誤記または

誤植）に見られるが、この Phantasie 概念は、他の詩篇中に部分的に出現する際には「幻想」とし

て表される。宮沢は幻想・ファンタジーの概念を明らかに認識し、その働きの意味を認めて、表

現し、かつ行動したのである。 

栗原敦先生のプロフィール 

1946 年、群馬県に生まれる。東京教育大学大学院修士課程修了。文教大学、金沢大学、実践女子

大学教員を経て実践女子大学名誉教授。専攻、日本近代文学。著書『宮沢賢治 透明な軌道の上

から』（新宿書房。第一回やまなし文学賞受賞）、『詩が生まれるところ』（蒼丘書林）。編纂書等に

『新校本宮沢賢治全集』・『宮沢賢治コレクション』・『図説 宮沢賢治』（筑摩書房）、『別冊太陽 宮

沢賢治』（平凡社）他がある。 

 

司会者 

鈴木健司先生のプロフィール 

1953 年、埼玉県に生まれる。早稲田大学教育学研究科（修士課程）修了。博士(学術)。現在、文

教大学文学部教授。専攻、日本近代文学。著書に『宮沢賢治 幻想空間の構造』（蒼丘書林、1994、

第６回宮沢賢治賞奨励賞受賞）、『宮沢賢治という現象－読みと受容への試論－』（蒼丘書林、2003）、

『宮沢賢治文学における地学的想像力ー〈心象〉と〈現実〉の谷をわたるー』（蒼丘書林、2011）

など。 

 

 

 

 

 

 



 

 

研 究 発 表 

１２月７日（土）  

１３：００～１３：３０ 

１．児童のイメージテストに対する反応（２） －大学生との得点分布の比較―  

発表者： 山形大学     畠山 孝男 

座 長： 北海道大学大学院文学研究院     森本 琢 

  

１３：３０～１４：００ 

2．イメージ内容変化を伴わない感情刺激作成の試み  

発表者： 茨城大学人文学部          〇本山 宏希 

北海道教育大学旭川校    宮崎 拓弥 

北海道大学      菱谷 晋介 

座 長： 岩手大学人文社会科学部    松岡 和生 

 

１５：２０～１５：５０ 

3. 心理療法場面におけるイメージ体験を喚起・促進するセラピストのアプローチ手法の検討  

発表者： お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 

永田奈津季 

座 長： 山形大学     畠山 孝男 

 

１５：５５～１６：２５ 

４．立体形成イメージに関わる空間操作能力の役割 

  

発表者： 北星学園大学短期大学    藤木 晶子 

座 長： 北海道教育大学旭川校    宮崎 拓弥 

 

１６：３０～１７：００ 

５．視覚的イメージ容量，手指運動，空間操作能力間の関係性 

 

発表者： 北海道大学大学院文学研究院     森本 琢 

座 長： 茨城大学人文学部        本山 宏希 

 

１７:０５～１７：２０ 

全体討論 

 

 

 


