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授業の目標（Course Objectives） 

2021 年度の演習では、宗教と社会の関係に光を当てるにあたって、宗教儀礼に注目した。その一部分として、近代、とりわけ消

費主義的な傾向が強まった社会において、儀礼がどのように変化したかを J・ボードリヤールや C・ベルの議論を参照しつつ、限

定的ではあったが考察した。それを通して、現代における宗教と社会の関係を論じるには、より包括的に消費主義の持つ影響を

明らかにする必要があるということがわかってきた。そこで本演習では、山中弘編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』（弘文

堂、2020 年）に含まれた論文や F・ゴティエの文献などを読み解き、パワースポットや聖地巡礼や祭を事例として扱うなかで、消

費主義と宗教の関係を明らかにしていきたい。また、消費主義が伝統的な宗教教団やその世界観に与えた影響、あるいはそれ

によって被った変容についても考えていく。 

 

In the 2021 seminar, we focused on religious rituals to shed light on the relationship between religion and society. As a part of 

this, we examined how rituals have changed in modern times, especially in societies with increasing consumerist tendencies, 

though still in a limited way, by reading the texts of J. Baudrillard and C. Bell. Through this, we have come to understand that in 

order to discuss the relationship between religion and society in the contemporary context, it is necessary to clarify the impact 

of consumerism in a more comprehensive manner. Therefore, in this seminar, I would like to clarify the relationship between 

consumerism and religion by reading the articles included in Hiroshi Yamanaka (ed.) _Contemporary Religion and the Spiritual 

Market_ (Kobundo, 2020) and the works of F. Gauthier. More concretely, we shall deal with the issues concerning power-spots, 

sacred pilgrimages, and festivals. In the end, we also would like to consider the impact of consumerism on traditional religious 

organisations and their world-views, and the transformations they have undergone. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、参加者が自身の関心に近い論文を選び、要旨を作成し、発表する。消費主義と宗教の関係についての考察を深め

ると同時に、文献の正確な読解力ならびに参加者自身のレポートや論文執筆に必要な調査能力を身につけることも目標とした

い。とりわけ、春学期は課題としてリフレクションペーパーを 2 回提出する。これは文献の理解を示すためであり、またそこから自

らの問題を設定していくためである。秋学期はそれぞれの関心のもと、消費主義社会における宗教の事例をひとつ選び、分析と

発表を行う予定である。 

 

In this seminar, participants will select papers close to their own research interests, prepare an abstract, and present it. The 

goal is to deepen the understanding of the relationship between consumerism and religion. At the same time, they will acquire 

the ability to read literature accurately and to conduct research necessary to write their own papers. In particular, students, in 

the spring semester, will submit two reflection papers as assignments in order to demonstrate their understanding of the 

literature and to formulate their own problems. In the fall semester, we will choose a case study of religion in a consumerist 

society based on our respective interests, and analyse and present it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』序論、山中弘「消費社会における現代宗教の変容」『宗教研究』91 巻２輯

（2017 年）、255–280 頁。 

3. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』論文 1 

4. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』論文 2 

5. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』論文 3 

6. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』論文 4 

7. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』論文 5、リフレクションペーパー1 

8. Reading Break 

9. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』論文 6 

10. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』論文 7 

11. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』論文 8 

12. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』論文 9 

13. 山中編『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』論文 10、リフレクションペーパー 



14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習参加者は、指定された文献を事前に読み、授業にのぞむ必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(複数回)(60%)/随時レポート(40%) 

課題の提出や本演習についての連絡は立教時間を通して行う 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山中弘、2020、『現代宗教とスピリチュアル・マーケット』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-16100-1) 

他の購読テキストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献 

D・ライアン『ジーザス・イン・ディズニーランド：ポストモダンの宗教、消費主義、テクノロジー』大畑凛他訳、新教出版社、2021 年。 

François Gauthier, “Consumer Culture and the Sensory Remodelling of Religion,” in Alexandria K. Grieser & Jay Johnston eds., 

Aesthetics of Religion (De Gruyter, 2019), pp. 447–456.  

François Gauthier, Religion, Modernity, Globalisation: Nation-State to Market (London: Routledge, 2020).  

山中弘「消費社会における現代宗教の変容」『宗教研究』91 巻２輯（2017 年）、255–280 頁。 

 

注意事項（Notice） 

 


