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マンガにおける「異世界」というジャンルの隆盛と青年の心理 
 

家島 明彦（大阪大学） 

 

本稿では，マンガにおける「異世界」というジャンルの隆盛と現代青年の心理の関連

について考察を試みる。調査データに基づく分析結果ではないので科学的根拠（エビデ

ンス）が乏しいかもしれないが，ニューズレター原稿ということで好き勝手自由に語ら

せていただくことにする。予めご了承いただきたい。 

＜特集＞青年と「異世界」 

近年，10 代から 30 代を中心に「異世界」(現実の世界と大きく異なる現象や

文化，制度等を有する世界)をキーワードとするポップカルチャーの隆盛がみら

れ，現代の青年文化を理解する上で重要な概念であると考えられます。また， 「異

世界」とはポップカルチャーに限らず，現実世界における非日常的な体験やライ

フイベントによる環境変化，発達上の移行など，様々な要素を含むものとして解

釈され，今年発刊された『精神療法（第 48巻第１号）』における特集「『異界』

の意識と精神療法」で数多くの論考が発表されました。 

今号は，「青年と『異世界』」のテーマでご執筆いただき，現代の青年を中心と

した人々をとりまく多様な「異世界」に焦点が当てられ，非常に洞察に富んだ内

容となっております。ご執筆いただいた先生方，ありがとうございました。 

（担当：広報・ニューズレター編集委員 西田若葉・大谷宗啓） 
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「異世界」とは，文字通り通常の現実世界とは何
・

か
・

し
・

ら
・

の
・

点
・

が異なる世界のことであ

る。そうした世界を舞台にした物語作品（群）は，マンガやアニメやライトノベルなど

において「異世界」と呼ばれるジャンルに分類されることが多い。物語の登場人物（大

抵は主人公）が，あることを契機に，それまでとは異なる時間（時代）や空間（世界）

に飛ばされる話は古今東西よくある話で，現代の特徴とは言い難い。例えば，有名な『不

思議の国のアリス』（1865）や『ナルニア国物語』（1950-1956）なんかも，ある意味で

「異世界」モノである。児童小説や児童文学と言われる子ども向けの物語は，多分に架

空（フィクション）の要素を含んでいるし，ファンタジーや SF（サイエンス・フィク

ション）も同様である。童話や神話の深層心理学的研究，おとぎ話や昔話がなぜ人を魅

了するのかについての心理学的な考察は枚挙に暇がない。例えば，『おとぎ話の心理学』

（1979）によれば，おとぎ話の効用とは，大人が現実世界で生きていくために切り捨て

た「子どもっぽさ」と再会したり，現実世界で感じている鬱屈した心の影の部分に触れ

たりすることで，癒されることであるとされている。また，『昔話の魔力』（1978）によ

れば，人間が子どもから大人になる時に必ず遭遇するところの人間問題，自己を確立し

ようとする時に起こってくる問題，など青年が直面する課題を物語という芸術形式で取

り上げて人間的な成長を促しているのが昔話であるとされている。子どもと大人の境界

人とされる青年が「異世界」を好むのは必然と言えるかもしれない。 

ここでは現代日本におけるマンガに焦点を絞り，近年流行っている「異世界」マンガ

の中から従来の昔話とは異なる特徴的な点を抽出して紹介してみたい。ここで注目した

いのは「異世界」の派生ジャンルとも言われる「異世界転生」（一度死亡し，前世の記

憶を持ち越したまま別の人物・生物として転生，つまり，異世界で別の人生をやり直す

パターン）作品である。特徴としては，①死ぬ前の舞台は現代の日本（読者＝青年にと

っての現実世界），②転生する主人公は勉強や仕事ができないなど現実世界では満たさ

れていない，あるいは，ごく普通の平凡な人間（読者＝青年にとっての自分自身），③

転生先の舞台は二次元の世界，つまり，自分が好きなマンガやゲームの世界（読者＝青

年にとっての空想世界）が挙げられる。平たく言えば「人生リセット＋ここではないど

こかへ」作品である。勿論，現実の人生はゲームのように簡単にリセット（やり直し）

できないし，辛い現実や退屈な人生を嘆いて「ここではないどこかへ」を希求したとし

ても肉体が簡単に時間と空間を超えられることはない。肉体が無理なら精神だけ残して

他の設定を妄想的に変えてしまおう！という現代青年のノリが反映されているのが最

近流行りの「異世界転生」作品の特徴であるように思われる。「無理ゲー」や「親ガチ

ャ」といった若者言葉は，困難を「立ち向かうべきもの」ではなく「不当な設定」とし

て捉えているようにも感じられ，心理学者としては現代青年の「統制の所在 (locus of 

control）」が気になるかもしれないが，正直そんなに深刻な話ではない。幼少期に見て

過ごしたものが星座だった時代は神話，紙製の本だった時代は童話，電子媒体だった時

代はゲーム，というだけの話だろう。 

最後に，現代的で斬新な「異世界転生」マンガ作品をいくつか紹介したい。①『今日

から CITY HUNTER』は，40代女性が高校生に若返って好きなマンガ（実際に存在する有

名マンガ『CITY HUNTER』）の世界に転生して推しキャラ（冴羽獠）たちと絡む，という

物語である。もし好きなマンガの世界に自分がキャラクターとして登場したら・・・と

いうオタクの妄想を実際にマンガにした作品であり，さらに，転生先の異世界が実在す

る人気マンガの世界というパターンである。②『騎士団長 島耕作』は，実際に存在す

る有名マンガ『島耕作』シリーズの主人公サラリーマンである島耕作が異世界に騎士団

長として転生するという物語である。転生するのが実在する人気マンガのキャラクター

というパターンである。③『転生したらスライムだった件』は，人間から魔物（人外生

物）に転生する物語，④『転生したら剣でした』は，人間から武器（無機物）に転生す

る物語で，現実世界から異世界に転生する際に人間以外のモノに転生するパターンであ

り，これらはアニメ化されるほど人気である。 

このように，青年がクロノトポス（時空間）を超えた「異世界」に憧れる現象は，現

代においても健在である。一方で，「異世界転生」のパターンや意味は時代に合わせて

変化してきているように思われる。さらなる「青年×異世界」研究が待たれる。 
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『転生したらスライムだった件』 

『転生したら剣でした』 

 

 

 

青年と「異世界転生もの」 

 

村澤 和多里（札幌学院大学） 

 

かつてヨーロッパには「グランドツアー」と呼ばれるイベントがあったと聞くが，こ

れなどは青年が長い「異世界」（海外旅行）を体験するなかで大人として成長を遂げる

ためのイニシエーションであったといえる。今でも海外へ自分試しの旅に出るものは少

なくないと思う。かくいう私も，学生の時分はアジアの僻地へと旅をしたものである。 

しかし，最近の若者たちにとっての「異世界」はコンピュータ上のバーチャルな世界

の事のようである。この 10 年ほどラノベやアニメの世界では「異世界転生もの」が大

流行している。代表的なものとして『ソード・アート・オン・ライン』（川原礫），「転

生したらスライムだった件」（伏瀬），『Re：ゼロから始める異世界生活』（長月達平）な

どが挙げられるが，筆者も「青年文化の研究」などと称して随分と見たものである。 

研究（？）の結果わかったことは，まず，これらが基本的にコンピュータ RPGの文化

の上に成立している作品群であり，その骨格は古典的な英雄譚とビルドゥングス・ロマ

ン（教養小説）をなぞっているということである。しかしそれだけでは爆発的な流行に

はなりようがない。そのほかの特徴として，主人公は「チートスキル」と呼ばれる特殊

能力を持っておりそれによって状況を有利に動かすことができるというところもある。

このあたりも古典的な英雄譚に通じるものがあるが，仲間が力強い女性たちで，主人公

がなぜか彼女たちにモテている点は異色であるように思われる。 

「異世界転生もの」の前には，私がいうところの「ゾンビ系」，つまりゾンビや吸血

鬼，巨人といった正体不明の敵が一斉に襲ってくるタイプの作品が流行していたように

思う。その時は，青年たちにとってのセーフティネットが失われていくリアリティを感

じていたのであるが，「異世界転生もの」の流行には「とうとう居場所がこの世界には

なくなったのか」などと悲観的な気分になった。しかし，それらの作品のなかでの青年

は実直に苦難に立ち向かおうとしており，したたかさと力強さを感じないわけでもない。 

ただ，まだ謎が解けないうちに，この流行も下火になっていると思われる。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%80%9D%E8%AD%B0%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%9B%BD%E7%89%A9%E8%AA%9E
https://mangahot.jp/site/works/z_R0111
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
https://zerosumonline.com/zerosum/comic/shima
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%B2%E9%95%B7%E5%B3%B6%E8%80%95%E4%BD%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%A2%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%BB%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%A2%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E5%89%A3%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F
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青年の個性化と異界 
 

山本 誠一（立正大学） 
 

「異界」という言葉は，睡眠時の夢見，白昼夢，思春期一過性妄想，サンタクロース

等の表象世界，Imaginary friend，インターネット通信等のゲーム世界，遊戯療法等の

心理療法の展開世界，文学作品（『思い出のマーニー』（河合（2014）の思春期の論考）

等の，現実とは異なる世界全般を包含するものと考えられる。岩宮（2009a）によれば，

「子どもは，大人の常識的な世界とまったく異なる世界をもっている。･･･ロールシャ

ッハテスト････でも，大人であれば間違いなく,「異常」と判断してしまう反応も，子

どもの反応であればそうは考えない。子どもは，大人とは違った世界が見えている･･･。

昔，子どもは･･･,「あの世」に近い存在と考えられていた。しかしそれは昔だけのこと

ではない。今も子どもは大人の常識的な世界とは違う世界―これを「異界」と呼ぶこと

にする―に近いところに生きている。この世の常識とは違う世界での体験を踏まえて子

どもは大人になっていく。言い換えると，大人になるということは，異界と距離をとっ

ていくということ･･･。異界とちゃんとした距離がとれるようになるためには，まずし

っかりとその世界に浸ることが大切である。それがなされないと，子どもとして生きら

れなかったことになってしまう。」のである。これは異界体験の人格発達上の重要な役

割を端的に記述したものとして示唆的である。 

青年にとってこの異界体験を考えたとき，思春期の性を含む身体全体の課題や，現実

社会と自身が関与する自我同一性課題などに直面する青年（病理性の高い場合は除く）

にとって，現実社会と同時に異界を生きることは，極めて危険で，その体験の光より影

の面が前景化し，危機的様相を呈することも多いだろう。異界体験を契機にそこから抜

け出せず，一時的に，いや時には長期的に，不適応状態に陥ってしまうことも想像に難

くない。しかし，おそらく，その期間や，その危機の深刻さや自覚の程度は異なるもの

の，個性化過程の自分らしい人格が形成される青年期には誰もがこの危機的な異界を，

様々な形で経験し，ポジティブにせよネガティブにせよ，どこかで自分のカラーや自分

らしさのもととなっているのではないだろうか。人はよりその人らしくなっていくとき

（自己実現・個性化の過程が進展する節目，第一反抗期，第二反抗期等も，それまでと

世界が違って見えるという点で一種の異界体験と捉えられる）に，そのことの意識的自

覚程度や,現実認識の逸脱度,不適応程度等の様相は異なるものの，その人なりの意味を

持つ異界を生きている,と思われるのである。ただし異界体験の危険性については,その

場が（青年にとって）自由で守られているか，異界体験をある程度どこか俯瞰できる心

の余地が残されているか，その青年の心の基礎（自我発達）の頑健さや現実の生活環境，

偶然等の諸要因によって異なるであろう。また異界の危険性や不思議さを実感するのも

この時期が過ぎた後,覚めた後というのも異界体験の特徴だろう。ただ覚めた後の現実

が，どこまで完全に異界と無縁かは難しい問題で，もしかしたらいわゆる我々が「現実」

としている世界も，実は異界と豊かに交差し，混交，融合している世界かもしれない。 

以上のような異界を生きる青年への今後の対応を考えるとき，岩宮（2009b）は心理

臨床体験から，扱うべき心の内面があるのかわからないような思春期の新たなタイプの

存在に言及しているが，今後その増加が推察される，従来の自我発達上の定型（定型発

達）ではない非定型発達 （その一代表が発達障害）の人や，複数自己・キャラを生き

る青年等の，異界体験の特徴や，その人格発達・個性化過程との関係の検討が今後の課

題と思われる。 

 

引用文献 

岩宮恵子 (2009a). 生きにくい子どもたち―カウンセリング日誌から 岩波書店 

岩宮恵子 (2009b). フツーの子の思春期 岩波書店 

河合隼雄 (1983). 大人になることのむずかしさ 岩波書店 

ロビンソン,J.G.（1967). 松野正子（訳）（1980)．思い出のマーニー（上下）岩波書店 

 



 5 

 

青年期とケア 
 

渡邉 照美（佛教大学） 

 

筆者は大学院生時代から，身近な他者を介護して看取った経験のある方を対象に，死

別という喪失経験後の人生について検討してきました。キーワードとしては，喪失，ケ

ア，生涯発達，死生心理学といったところです。そして，大学で働くようになり，講義

初回の自己紹介として，受講生に上記のような研究をしていることを伝えるようになり

ました。そうすると，講義後，毎回数名の学生が筆者のところにやってきて，「実は父

を亡くしたんですけど，そんな話題，誰にも話せなくて。今度話を聴いてください」「そ

んな研究領域があるんですね。死とか生とか興味あるけど，普段の生活では話題に出し

づらいんです。話してもいいって初めて知りました」といったことを話してくれます。

「死」は異世界のことで，語ることを躊躇してしまうのだろうと思います。 

また，ケアや介護も筆者の研究のキーワードであることから，「弟に障害があるので，

小さい頃から世話をするのがあたりまえの日常です」「おじが病気で，時間の融通がつ

きやすい私が病院に付き添うので，講義を数回は休むと思います」といったことも聞か

れます。こうした学生とのやりとりから，死や介護，ケアの問題は成人期以降の課題で

あって，青年期にとっては，まさに今回のテーマの通り「異世界」だと考えてしまって

いた自分に気づきハッとしました。とはいえ，やはり「青年期とケア」（特に大人に対

してのケア）は，多くの青年にとっては「異世界」だろうと思います。だからこそ，渦

中にある青年の心理を研究することは見逃せないテーマだと考えています。 

ここ 1・２年で，「ヤングケアラー」が急速に認知されてきましたが，ケアラーとラ

ベリングすることで，ケアラー当事者にとっては，これまでと何が変わるのだろうかと

思う一方，当事者以外にとっては異世界だったものが，身近に存在する現実になるのか

もしれないと思ったりもします。ダブルケアも増加するであろう今後の日本で，青年期

にある若者が，終わりのみえないケアをし続け，時に喪失を伴う経験をすることは，人

生にどのような影響を及ぼすのか，今後も検討していきたいと思います。 

 

 

 

超越的アイデンティティと魂理論 

 

大野 久（立教大学名誉教授） 

 

１．アイデンティティ研究における一つの疑問 

 長年，アイデンティティについて研究を進めてきた。その複雑な概念の説明のなかで

1つの疑問がある。人は人生の中で，社会における様々な役割を演じて生きている，そ

のそれぞれにアイデンティティが存在するが，それを束ねるより上位のアイデンティテ

ィとは何かである。エリクソンは，自我アイデンティティとパーソナル・アイデンティ

ティという用語を用いて，説明しようとしているが，実にあいまいである（Erikson，

1968 中島（訳）2017 『アイデンティティ―青年と危機―』 新曜社 p.49）。さらに，

beyond identity（超越的アイデンティティ）(Erikson,1974 五十嵐（訳）1979『歴史

の中のアイデンティティ』みすず書房 p.51），創発的アイデンティティ (鈴木・西平，

2014 『生涯発達とライフサイクル』東京大学出版会 p.262）という概念もある。どう

いう構造なのか。 

２．魂理論への関心の高まり 

 ここで，実証科学の心理学の枠を越えて，宗教的，哲学的な内容まで踏み込んで考察

を行いたい。仮に，人の意識は，肉体に依存するものではなく，魂にその主体があり，

魂は肉体を離れることが可能（存命中では幽体離脱）で，死後は死後の世界に戻り，輪

廻を繰り返すという思想を魂理論と呼んでおく（死後，現世にとどまると幽霊現象，人

の体に入ると憑依現象などと呼ばれる）。この魂理論に関して，西欧において 1995年に
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発表された心理学者キューブラー・ロスの『「死ぬ瞬間」と臨死体験』（1997,読売新聞

社），1988年に発表された精神科医ブライアン・ワイスのクライエントの過去世の記憶

を報告した『前世療法』（1996，PHP文庫），2012年に発表された脳神経外科医エベン・

アレキサンダーの自らの脳死中の体験報告である『プルーフ・オブ・ヘブン』（2013，

早川書房）によって，死後にも人間の意識が存在し，肉体を離れた魂の存在，いわゆる

死後の世界の実在，輪廻転生の実在に関する実証可能性の高い証拠が提示され始めたこ

とを紹介しよう。 

 これまで，オカルトと呼ばれ，非科学的とされてきた分野ではあるが，一方で，シュ

タイナー，ユンク，ケン・ウィルバーなどの研究者によって，魂理論が様々な分野で真

剣に議論されてきた歴史もある（西平，1997 『魂のライフサイクル』 東大出版）。ま

た，宗教では，古来，我が国においても，般若心経や歎異抄などの経典や仏教書も当然，

こうした考えに基づいている。また，現在でもお盆や葬儀において魂の不滅を前提とし

た儀礼が日常生活に浸透している。ちなみに，魂理論を我が国に紹介する著作の冒頭に，

これまで日本を含め，西欧以外の全世界で信じられてきた魂の存在について，恥ずかし

ながらやっと西欧の文化もそれに気づきはじめたのですという記述があったことが印

象的である。さらに，特にブライアン・ワイスの著作の出版の時期 1980年代を境に，

西欧でも魂の不滅に関する考え方が広く受け入れられるようになった。その証左として，

西欧の映画界で，『フィールド・オブ・ドリームス』(1990)，『ゴースト』(1990),

『シックス・センス』（1999）など，恐怖映画ではなく，魂理論を元にして魂に人格を

認め，リスペクトする作品が制作されるようになった。 

３．キューブラー・ロス，ブライアン・ワイス，エベン・アレキサンダーの業績 

 まず，キューブラー・ロスは，はじめは看護学として患者の死にゆく心理学的プロセ

スとその看護の対応について，一連の「死の瞬間」シリーズの著作を発表したが，やが

て臨死体験を多く観察することにより，死後の意識の存続について確信を持つようにな

った。この研究の中で死後の意識の存続を仮定しない限り，説明できない現象が多数発

見されている。ロスは，臨死体験について数千件の事例を集めたが，内容がほぼ同じな

ので，実在を疑う余地もないでしょうという意味の記述を残している。 

次に，ブライアン・ワイスは，催眠療法中に過去世の記憶をよみがえらせたクライエ

ントに直面し，100％オカルトを信じていなかったワイスは大混乱する。医学部教授と

いう職を失ってよい覚悟で，その経験を『前世療法』で発表する。大変興味深いことは，

クライエントのトラウマが現世では発見できないが過去世ではトラウマが発見でき，そ

れをクライエントが意識化できると，症状が消えるという精神分析理論がそのまま適応

できる点にある。唯一，過去世の記憶という点が科学的ではないと疑念を持たれた。し

かし，クライエントの過去世の記憶は極めて正確で，歴史学者による検証でも一般人が

知りえない歴史的事実と合致することが多数存在した（この検証は，心理臨床家と歴史

学者，文化人類学者などにより，その後も多数行われている）。この現象の最も合理的

な理解は過去世の記憶が事実に基づくものと認めることであるという判断に至ってい

る。ちなみに出版後，全米の臨床家から，同様の現象に遭遇し，大変困っていたが，良

く出版してくれたという内容を支持する手紙が多数あったというエピソードが残って

いる。 

ここまでロスは観察，ワイスは心理療法中の出来事で，信頼に足る本人の体験報告は

なかった。しかし，エベン・アレキサンダーの『プルーフ・オブ・ヘブン』が出版され

た。この著作は，第 1級の脳神経外科医エベン・アレキサンダーが自ら脳の急性疾患で

脳死状態になり，奇跡的に意識を取り戻した後，その間の記憶があるという驚きの体験

報告である。医師であるワイスは，あらゆる臨床的データが脳死を示しており，意識や

記憶があるはずがないことを医師グループと事後確認している。しかし，実際には記憶

がある。この矛盾に大変悩みながら，ワイスと同様，アカデミックなキャリアを捨てる

覚悟で，この著作を出版する。この経験を執筆する段階で，今まで全く興味を持たなか

ったこの分野の文献にあたってから執筆しようと考えたが，ご子息からのそれをすると

先入観が入るので，今の記憶のまま書いた方が良いというアドバイスにしたがって，記

憶のとおり記述された。このため，いわゆる宗教的，哲学的な用語を全く使わずに記述

している。そのため，表現がわかりにくい印象を持つが，実際の体験はこうしたものだ
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ろうと思われる。しかし，内容はこれまでの魂理論と全く符号する。また，この著作の

中で，これまで臨死体験などについて非科学的であるという主張の根拠を，一つ一つ丁

寧に脳神経外科医の立場から反証している。これまで多くの信じるに足る証拠のない魂

理論に関する著作が多かった中で，特に，この 3人の研究者の著作は検討に値するであ

ろう。ちなみに，この 3人の著作は数多くあり紹介しきれないが，検索すると多くの関

連図書を発見できる。 

これ以外にも，キャロル・ボーマン『子どもはみな前世を語る』（2002，PHP研究所），

サトワント・パスリチャ『生まれ変わりの研究―前世を記憶するインドの人々』（1994,

日本教文社），イアン・カリー『あなたは死なない』（1998,PHP研究所），金菱清『呼び

覚まされる霊性の震災学』（2016,新曜社）など文化人類学や社会学の分野でも，魂理論

に基づく，信じるに足るフィールドワークによる研究が発表されている。 

４．超越的アイデンティティを魂理論から理解する 

 ここで，様々な役割アイデンティティを束ねる上位のアイデンティティについて考え

よう。超越的アイデンティティには，自分の所属する社会集団との関係において，思い

入れが強すぎる場合，擬似種化が起こり，所属集団への帰属意識の高まりと同時に，他

の集団に対する排他的な偏見や攻撃意識が高まる。これを乗り越えるためには，アドラ

ーのいう共同体感覚によって，より上位の帰属意識をもつことが解決の方向であるとい

うアイデンティティの感覚をいわば横方向に拡げることが必要という考え方がある。特

定のアイデンティティに固執することなく，より上位のアイデンティティの感覚を持つ

ことが重要と考えられている。 

 これに対して，時間軸にそったいわば縦の方向で，自分のアイデンティティがどのよ

うに保持されるかについてである。ここで仮に魂理論を導入して考えよう。すると，存

命中は当然のこと，出生以前も死後も人格の主体である自己のアイデンティティは変わ

ることなく存続する。つまり，転生後も同じ自分である。仏教では，繰り返し現世にお

いて修行を積み，人格を高めることで解脱し，悟りの境地に至ることを目指すとした。

一連の考察をつなげると一貫性のある構造が見えてくる。時代を超えた自己が存在し，

かなり長い歴史を生きている。出生のたびに表面的な記憶は消去されるが，深層心理や

人格特性には残っており，より高い本質的な自我（アイデンティティ）は保持される。

科学的検証に耐えうる証拠が示されるようになった現状で，こうした内容の科学性が立

証される時代も遠くないのかもしれない。 

５．魂理論の効用 

最後に魂理論の効用について触れよう。この内容を立教セカンドステージ大学（いわ

ゆる社会人講座）と東京都の看護師の研修会で話している。その反応は，a.「死んだら

すべて消滅するのではなく，続きがあると思うと，シニアになってからの学びに意味が

見出だせます。来世で生かせますからね。」b.「死後の世界があり，死んだ知人，親類

が皆待っていてくれると思うと，死は怖いものではなく，むしろ楽しみです。」c.「最

後は最も心配してくれる人があの世からお迎えに来てくれるというお話は，患者さんに

安心感を与え，ターミナル・ケアにとても役立つ考えだと思います。」などの意見をい

ただいている。青年にとっても自分の一生を考える場合，何のために今回生まれてきた

のかを考えるきっかけになるかもしれない。魂理論が科学的に立証されるにはまだ時間

がかかりそうだが，現状では，思想として，宗教的情操としてだけでも社会への貢献度

は高いであろう。 
 

 

 

＜書評：私のおすすめ，この一冊＞ 
 

『発達とは？自己と他者／時間と空間から問う生涯発達心理学 

（問いから始まる心理学 第 1巻）』 

都筑学（監修）／半澤礼之・坂井敬子・照井裕子（編著）福村出版（2022年刊） 
                                     

白井 利明（大阪教育大学名誉教授） 

https://www.fukumura.co.jp/book/b606974.html
https://www.fukumura.co.jp/book/b606974.html
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本書は『問いからはじまる心理学』全３巻の第１巻である。全体を監修した都筑学氏

は今年 3月に定年退職したが，都筑氏に育てられた研究者たちが執筆した。 

本書のテーマは生涯発達である。普通は出生から死ぬまでを順に書いていくだろうが，

本書は身体・対人・役割・地域・移行・偶然という現象ごとに捉える。編者の半澤礼之

氏は，研究者が現象と出会い，そこで素朴な問いをもち，ある視点をもって現象を捉え

る。そのことで，これまでとは違った角度から本質が見えてくる。それを見せたのだ，

という。たとえば，坂井敬子氏の執筆した「中年期」は，親という役割ではなく，「身

体」で捉える。それにより「結婚しない」「子どもをもたない」といった現代を切り取

った，という。 

これにははっとした。私は放送大学で青年心理学と生涯発達心理学を講義しているが，

受講生から「昔の発達ではなく，今の発達を知りたい。結婚しない，子どもをもたない

発達を知りたい」と言われ，途方に暮れていた。坂井氏の章を読んだ。中年期の老いの

研究紹介は私の講義と大差なかった。しかし，結論は違っていた。現代では健康の自己

責任化が進み，健康は権利ではなく義務になった，というのである。それが死の義務化

を生み出すという。今まで考えたことのなかった結論だった。実は，放送大学で別の受

講生が休憩時間にやってきては映画『PLAN 75』（倍賞千恵子主演，75 歳から“自らの

生死を選択できる制度”その是非を描く）を見るようにと私に声をかけていた。私の講

義とどうつながるかわからなかったが，今ならわかる。私は老いを現代という文脈のな

かで見ていなかったのである。半澤氏は，研究者の素朴な問いが研究へと展開していく

様子を読者が追体験することで，発達をさまざまな視点から理解する，とした。私は追

体験をしたのである。 

私たちが普通に見ている発達研究の風景が本書をとおして違うものに見えてくる。こ

れは各章の切り口が確かだからである。このようなすごい世界を見せてくれる，すごい

研究者を育てた都筑氏はすごいと思う。 

 

 
 

＜広報＞ 
 

日本青年心理学会第 30回大会へのお誘い 
 

大会準備委員長 藤井 恭子 

 

 第 30回大会が，来る 12月 10日，11日に開催されます。世の中が少しずつ新型コロ

ナウイルスとの共生を進めている中ではありますが，確実な開催を期して今大会もオン

ライン開催とさせていただくことになりました。オンキャンパスで学会員の皆様と対面

にてお会いできないのは甚だ残念ではありますが，オンラインならではの工夫をお感じ

いただけるように，準備を進めております。 

 第 3 号通信が 11 月上旬には発行されますので，ぜひご覧ください。多くの方々のご

参加をお待ちしております。 

 

 

 

広報・ニューズレター編集委員会からのお知らせ 

 
● 会員から募集するのは，以下の５つです。 

① 特集テーマに取り上げて欲しいトピックス 「特集テーマ提案」 

随時募集。過去の NL記事を振り返りつつ，編集委員会で検討し決定します。 

② 書評に取り上げて欲しい書籍 「書評推薦図書」 

随時募集。原則として最新号発行 1ヶ月前に集約し掲載します。 

③ 書評執筆の希望 「書評執筆希望」 
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掲載書籍への書評執筆の希望者を，原則として最新号発行後 1ヶ月間募集しま

す。該当書籍をお持ちでない場合には献本いたします。 

④ 次号の特集テーマに関する投稿の申し込み 「特集テーマ投稿希望」 

特集テーマへの投稿希望者は，原則として最新号発行後 1ヶ月間募集します。 

⑤ 会員からの情報や意見の自由投稿 「投稿：会員から」 

随時募集。投稿内容が本学会の NLの記事に相応しいかを編集委員会で検討し，

掲載の可否を決めます。不掲載の場合は，投稿者に理由を開示します。 

 

● 投稿･寄稿時には，必ず件名を「」内の通りとし，本文の最初にお名前・ご所属・連

絡先メールアドレスをお書きください。 

 

● 書評および特集テーマへの執筆候補者は基本的に以下のように決定します。なるべ

く執筆希望者を優先しますが，編集委員会において会員の先生方の専門や経歴のほ

か，最近の寄稿状況を把握し検討したうえで執筆候補者を絞り込み，改めて執筆を

依頼します。 

 

● すべての投稿先は，jsyap-nec@googlegroups.com （日本青年心理学会 広報・ニュ

ーズレター編集委員会）です。 

 

● 原稿の字数は 800 字程度を原則としますが，電子版なので柔軟に対応いたします。 

 
 

 

事務局からのお知らせ 

 
Ⅰ．学会メーリングリストをご活用ください 

現在，電子版ニューズレターや大会・研究会などの案内を，学会メーリングリストに

よって配信しています。会員であれば，青年心理学に関する研究会や講演会・シンポジ

ウムなどの案内を，このメーリングリストを用いておこなうことができます。セキュリ

ティの関係上，事務局からの発信のみとなりますが，どうぞご活用ください。 

 

日本青年心理学会事務局 

Japan Society of Youth and Adolescent Psychology 

E-mail：seinenshinri@gmail.com 

新 Website：https://www.jsyap.org 

振替口座：00940-6-273417 

口座名称：日本青年心理学会 

 

お問合せはできるだけ E-mailでお願いいたします。 

mailto:jsyap-nec@googlegroups.com
mailto:seinenshinri@gmail.com
https://www.jsyap.org/

