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概要
道化の民俗学 （岩波現代文庫 学術）/山口 昌男（文庫：岩波現代文庫）の最新情報・紙の本
の購入はhontoで。あらすじ、

2013年2月20日 . 序 第一章 総説・世界遺産時代と日韓の民俗学 ──ユネスコ２条約の受容を
めぐって（岩本通弥） はじめに──本書の目的と概要 一 日韓の文化財保護法──乖離と近接化
二 無形遺産条約の形成プロセスとその問題点 三 文化的景観の受容をめぐる日韓の相違と近接
化 おわりに 第Ⅰ部 日韓の文化財保護法 第二章 日本.
2015年11月15日 . 勝手気儘な読書感想文です。『道化の民族学』自体はかなり学術的な視点
からで書かれているので、読み進めるのは少し時間がかかるかもしれません。また、本書にも高田純
次氏に関する記述も一切出てきません。予めご承知おきください。思春期を過ぎたあたりから.

026【風土・習慣(民俗学)】南九州の仮面文化を訪ねる｜旅の概要 . 九州は各地の神楽で使わ
れる面や神社に奉納された面など、数多くの「民俗仮面」が伝承されてきた。 . て渡来した人々(天
孫族)と争った先住の民(隼人族）の面影は、猿田彦面や弥五郎面となって縄文の古層を窺わせ、
権力を風刺する精神はヒョットコなどの道化面を生んでいく。
山口昌男 『道化の民俗学』 28.湯川秀樹 『物理講義』 ・文学 1.エーリッヒ・アウエルバッハ 『ミメー
シス ―ヨーロッパ文学における現実描写』 2.フレデリック・ジェイムソン 『言語の牢獄』 3.ヴィクトル・
シクロフスキー他 『ロシア・フォルマリズム論集』 4.スーザン・ソンタグ 『反解釈』 5.ブルーノ・タウト 『日
本文化私観』 6.ウラジーミル・ナボコフ 『ヨーロッパ.
2012年1月17日 . カードによっては道化が書かれているものもある。こうなると、愚者のカードの意味
や象徴を深く知ろうとすると、どうしても道化そのものやサーカスの歴史などについても関心を持たざる
をえなくなる。書店にいけば、山口昌男氏の『道化の民俗学』やユング派のウィルフォードの『道化と
錫杖』などといった本が目に飛び込んでくる。
人生に関する断章＊１８ 「平家物語」について（その四） ／ 中村稔. □ 詩 駅前広場・未来風景
／ 中村稔 黒塚 ／ 大江麻衣. □ 耳目抄＊３１０ 「やさしい古典案内」のこと ／ 竹西寛子. □ 新
連載♪屋根裏の私の小さな部屋 おるすばんと嵐 ／ 大庭賢哉. 特集＊山口昌男 道化・王権・敗
者. 【“知”を言祝ぐ】 軽業としての学問 ヘルメス・トリスメギストスと.
2017年9月3日 . 文化人類学の視角 山口昌男. 人類学的思考 山口昌男. 道化の宇宙 山口昌
男. 道化的世界 山口昌男. 仕掛けとしての文化 山口昌男. 知の祝祭―文化における中心と周
縁 山口昌男. 笑いと逸脱 山口昌男. 道化の民俗学 山口昌男. 道化の民俗学 (岩波現代文
庫) 山口昌男. 天皇制の文化人類学 山口昌男. 文化と両義性 山口昌男.
エロスと笑い、風刺と滑稽に満ちた祝祭空間で演じられる“道化”の意味は何か―コンメ… Pontaポ
イント使えます！ | 道化の民俗学 岩波現代文庫 | 山口昌男 | 発売国:日本 | 書籍 |
9784006001759 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利で
す！
著書は「アフリカの神話的世界」「人類学的思考」(1971)、「歴史・祝祭・神話」(1974)、「道化の
民俗学」「文化と両義性」(1975)、「知の遠近法」(1978)、「文化人類学への招待」「知の祝祭」
(1982)、「文化の詩学」(1983)、「笑いと逸脱」(1984)、「文化人類学の視角」(1986)、「天皇制の
文化人類学」(1989)、「気配の時代」(1990)などきわめて多く、「『.
創造的知性は道化である」を標語. に道化論を華々しく展開した山口になにを見い出したのかを
探っ. てみょうそれは『人類学的思考』1971、『道化の民俗学』1975、. 『道化的世界』1975などの
一連の著作でなされたディスクールの. 意味を考察することでもある。一つには、秩序としての文化、
そ. の表象たる権力や権威の虚構性を暴く闘入者としての.
修験道研究の回顧と展望. 代表者： 鈴木 正崇. 和歌森太郎の修験道研究とその発展・展望―
宗教史の立場から―. 関口真規子 （埼玉県立文書館）. 岸本英夫・堀一郎の修行論―宗教学
の立場から―. 長谷部八朗 （駒大）. 五来重の山岳信仰・修験道論―宗教民俗学の立場から
―. 鈴木 昭英. 修験道は民族宗教か？―宗教人類学の立場から―.
あるべき知の具現者としての道化を博引旁証によって描き出し、創造的混沌の世界への回帰を訴
える山口道化学の記念碑的著作。 道化の民俗学. シリーズ:ちくま学芸文庫; 定価：本体1,262円
+税; Cコード:0174; 整理番号:ヤ-3-1; 刊行日: 1993/03/05 ※発売日は地域・書店によって前後す
る場合があります; 判型:文庫判; ISBN:4-480-08047-3.
2003年12月10日 . アフリカの帰りにノルマンディの海岸町に滞在していた山口昌男は、ミラノ小劇場
がパリで久々に公演していると新聞で知ると、すぐにパリに飛んでコンメーディア・デラルテのアルレッ
キーノを見て、一挙に思索の翼をはばたかせた。『道化の民俗学』（1975）はこの中世以来の道化
的で異装的な人格アルレッキーノの解析から始まって.
2017年12月3日 . 前半はイタリア喜劇の道化役アルレッキーノの民俗的・神話的起源を中世・ルネ
サンス期に探り、後半ではアフリカ・インド・北米の諸部族の文化における道化的なものの事例を比
較・考察。『文化と両義性』とこれが一応代表作か。

https://www.amazon.co.jp/dp/4006001754/ref=cm_sw_r_tw_awdo_c_x_WekjAbG1EE23C …

東海大学紀要政治経済学部 第43号（2011）. 161. ブリコラージュと製品開発. 三 宅 秀 道.
“Bricolage” and Product Development. Hidemichi MIYAKE. Abstract. Levi-Strauss, a . にそれ
を経営学やその一分野としての製品開発論に応用可能であり，またそうしようと思. って本書を著 ..
山口昌男（2007）「道化の民俗学」岩波書店. クロード・.
2013年3月11日 . それでたとえば「道化」について知見をひろめてゆくことで、ヨーロッパ全体にわたる
民俗学を手中にしたひとが多かったのではないか。山口さんには『道化の民俗学』『道化的世界』が
あり、その関連本として晶文社から出ていたウェルズフォード『道化』やウィルフォード『道化と笏杖』な
どをみんな読んだのではないかとおもう。
2011年12月19日 . いま、一番気になることを書いています。浮かんでは消える好奇心のデータベー
スを目指して。
エロスと笑い、風刺と滑稽に満ちた祝祭空間で演じられる“道化”の意味は何か―コンメーディア・デ
ラルテの主人公アルレッキーノや狂言の太郎冠者、中世劇の悪魔と道化、ギリシャ神話のヘルメス、
アフリカのトリックスター神話、古代インドの黒き英雄神クリシュナ、アメリカ・インディアンの道化集団な
ど世界の民俗に分け入って、博引旁証、縦横無尽.
2017年1月10日 . 道化師は滑稽な格好、面白い行動、言動などにより人々を楽しませる者のこと
を指します。 古代エジプトに起源があるとされており、中世では歌手、ダンサー、曲芸師、手品師、
劇俳優、吟遊詩人、宮廷道化師などがひっくるめられて道化の役割を担っていました。また、奇形
者.
【その他の代表作]『アフリカの神話的世界』(岩波書店・昭仔)『道化の民俗学』(新潮社・昭%)
『文化と両義性』(岩波書店・昭%)『知の遠近法』(岩波書店・昭%)『「挫折」の昭和史』『敗者の
精神史』(岩波書店・平7)平田清明ひらた・きよあき大口・8・H~平7・3・1(1922~1995)東京神田
生まれ。麻生中をへて昭『年東京商科大(現一橋大)予科入学。昭%年.
４０ 柳田民俗学における境界＝道祖神（賽の神）・古陵墓（塚）（←「社会的に永久 の空閑とし
て存在するべきもの」・荒無地と耕地の中間として，「文化」の中に とり残された「自然」・中間的で
両義的な空間）・シュクの者・盲僧・被差別民 （「村ノ地域中最モ不用ナル空閑ヲ占ム。例ヘバ村
境ノ原ノ中，山林ノ外レ，湿 地川原ノ如キ多クハ耕地ニ不利ナル.
MI 0012, 神・共同体・豊穣ー沖縄民俗論ー, 村武精一, 未来社, 1975, 1,900, 少ヤケ、本文良
好, 売切れ. MI 0013, ふるさと幻想, 森崎和江, 大和書房, 1977, 1,700, 天少シミ、本文良好. MI
0014, 道化の民俗学, 山口昌男, 新潮社, 1975, 1,200, 函少ヤケ、本体良好. MI 0015, 民俗学
について（第二柳田國男対談集）, 柳田國男, 筑摩書房（叢書）.
2013年5月29日 . 山口先生の主な著作としては、『本の神話学』（1971）、『歴史・祝祭・神話』
（1974）、『道化の民俗学』（1975）、『アフリカの神話的世界』（1971）、『文化と両義性』（1975）、
『「敗者」の精神史』（1995）、『「挫折」の昭和史』（1995）、『内田魯庵山脈』（2001）などがありま
す。もっとも初期に書かれた『本の神話学』には、厳格に構築され.
2017年8月24日 . ツイッターで散発的につぶやいた読書感想文をブログにまとめなおしておきました。
夏の終わりの読書の参考にどうぞ。 21世紀の民俗学 畑中章宏さんの『21世紀の民俗学』を読む。
セルフィーとざしきわらし、事故物件と闇インターネットサイト、宇宙葬と野尻抱影のロマン主義と時
代を超えた事象が「民族の感情」という紐で結ばれ.
2009年2月25日 . 元々、クラウン（道化。日本ではピエロともいうが、諸外国ではイギリス語源のクラ
ウンという呼び方が定着しつつあるそうだ）は、死と密接なかかわりを持っている。そのあたりのことは山
口昌男『道化の民俗学』（新潮社）に詳しいが、例えばそこでは道化と冥界の死者ヘルメスとの係
わり合いも言及されている。また、同じ作者の『道化.
[小説]『道化の民俗学』山口昌男のレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあらすじ（ネタバレ含）、
ランキングや評価・感想など、おすすめ情報が充実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも購入もできま
す。出版社：岩波書店.
@・@・@・@⑤ ・-@G・・- ・・m 42 ・ ・ プルチ、ネッラの倦怠 プ ルチネ ッ ラの倦怠 高塩 田 中 1l
増殖 する 道 化たちの歴史性 0 2 ナポ の下町スパツカナポリには、 ... 道化の民俗学』所収参照)0
、 ての実体をもったプロレタリア ート や単なる都市下層民ではな もちろん、プルチネッラとペニスや

卵、あるいは鳥といった象く、塵芥の塊のように無定形.
2013年10月2日 . そういう人物は、民俗学やユング心理学の元型論ではトリックスターと呼ばれま
す。トリックスター . 神話を生きられなくなった時代には、「道化」がトリックスターの代わりを担うように
なったといえます。 . 物語では、周りの目なんて気にしないで我が道を貫く登場人物は周りから煙た
がれる反面、読者からは愛される場合が多いです。
山口 昌男（やまぐち まさお、1931年8月20日 - 2013年3月10日）は、日本の文化人類学者。勲等
は瑞宝中綬章。東京外国語大学名誉教授、文化功労者。 東京外国語大学アジア・アフリカ言
語文化研究所所長、静岡県立大学国際関係学部教授、札幌大学学長などを歴任した。
Title, 道化の民俗学. Author, 山口昌男. Publisher, 筑摩書房, 1993. Original from, the

University of California. Digitized, Oct 3, 2008. Length, 421 pages. Subjects. Performing Arts.
› Circus · Clowns · Clowns in literature · Fools and jesters · Harlequin (Fictitious character) ·
Performing Arts / Circus. Export Citation, BiBTeX.
ある26。 山口昌男は『道化の民俗学』において、イタリ. ア喜劇に登場するアルレッキーノ（フランス
語の. 「アルルカン」という呼称の方がよく知られてい. るかもしれない）をはじめとして、広範な文化圏.
における道化（あるいは道化の姿をしたトリック. スター）の性格を考察している。著者の該博な知.
識が駆使され、論点は多岐にわたるため、簡単に.
2013年3月16日 . 60年代からナイジェリアや、インドネシアで人類学的調査を実施。そのフィールド
ワークを基に「中心と周縁理論」や道化の役割を考察した「トリックスター論」など独自の文化理論
を構築した。雑誌「現代思想」などで構造主義や記号論を紹介。75年には記念碑的作品「道化
の民俗学」「文化と両義性」を発表した。自ら「トリックスター」.
道化的世界 / 山口昌男著. 2, bookplus, 演戯する都市 / 渡辺守章,如月小春著. 3, bookplus,
現代演劇論 / マーティン・エスリン著 ; 小田島雄志訳. 4, bookplus, ミシマの影 : 演劇の相の下に /
中村雄二郎著. 5, bookplus, 佐々木愛 幕あい対談 / 佐々木愛著. 6, bookplus, 山田肇演劇
論集 / 山田肇著 ; 山田肇演劇論集刊行委員会編. 7, bookplus.
2015年9月14日 . 道化の民俗学』 山口昌男著 1975年 毎年秋にイラストレイターでありカラクリ作
家でもある塩浦信太郎さんと「ネイティブの風」というイベントを開催しているのですが、5回目となる
今年は10/24に行います。 夏に塩浦さんと最初の打ち合わせをした際に「今度はトリックスターを取り
上げたい」という提案と共に、本書を紹介されました。
執筆者等, タイトル. 大藤 時彦, 〈第1回公開講演会〉柳田國男先生と比較民俗学. 木内 信蔵,
風土の概念とその解釈. 田中 克巳, 「中国の草木と人間」草論(3) －詩経に見える草木(2)－. 築
島 謙三, 間接的言語表現. 池辺 弥, 古代のクニ. 新城 常三, 近世の西国巡礼. 田中 日佐夫,
「おこない」と古仏像 －湖北の民俗行事と観音像の伝承－. 田中 宣一.
道化の民俗学 （岩波現代文庫 学術）/山口 昌男（文庫：岩波現代文庫）の最新情報・紙の本
の購入はhontoで。あらすじ、レビュー（感想）、書評、発売日情報など充実。書店で使えるhonto
ポイントも貯まる。国内送料無料で、最速24時間以内出荷。
道化の民俗学 / 山口昌男著. 3, bookweb, 現代演劇論 / マーティン・エスリン著 ; 小田島雄志訳.
4, bookweb, 芝居 : 見る・作る / 飯沢匡著. 5, bookweb, 舞台のポリフォニア : 円環するイマーゴの
戯れ / 田之倉稔著. 6, bookweb, ドラマが見える時 / 宮岸泰治著. 7, bookweb, 芝居ごよみ / 水
上勉著. 8, bookweb · ベケットと「いじめ」 : ドラマツルギー.
物部の民俗といざなぎ流』吉川弘文館，2011年6月，250頁; 『儀礼から芸能へ 狂騒・憑依・道
化』角川学芸出版，2011年9月，237頁 . めぐる神楽と鎮魂─いざなぎ流と比婆荒神神楽─」（国
立歴史民俗博物館・松尾恒一編『東アジアの宗教文化』岩田書院，pp.117-145，2014年3月）
（査読無）; 中国語「日本民俗学田野调查（フィールドワーク）方法.
書籍「21世紀の民俗学」畑中 章宏のあらすじ、最新情報をKADOKAWA公式サイトより。自撮り
棒、事故物件、宇宙葬、ホメオパシー、アニメ聖地巡礼――。現代日本の怪しげで曖昧なリアルの
正体に、異色の民俗学者が切り込む。ネットで話題の「ＷＩＲＥＤ．ｊｐ」の好評連載がついに単行本
化。
エロスと笑い，風刺と滑稽に満ちた祝祭空間で演じられる《道化》の意味は何か……コメディア・デ

ラルテの主人公アルレッキーノやギリシャ神話のヘルメス，アフリカのトリックスター神話，狂言の太郎
冠者などを例に，縦横無尽に論を展開する．文化英雄としての道化の本質を明らかにし，知の閉
塞状況を打破した記念碑的著作．（解説＝田之倉稔）
民俗学（Vernacular Studies）とは何か. 島村 恭則. （関西学院大学社会学部）. 本稿は、日本に
おける民俗学（Vernacular Studies）の展開とそれをふまえて構想. される民俗学の将来像につい
て、概観することを目的とする。 １．オルタナティブ・ディシプリンとしての民俗学. 民俗学とは、「17 世
紀イタリアのヴィーコ（Giambattista Vico, 1668－1744）.
また、〈逆さま〉の行為を成り立たせている前提として、対比される事象を提示することが推察される
ため、道化が対比される状況や物事をどのように表現するか検討を行う。道化の行為について、山
口昌男は『道化の民俗学』（1985）で、「道化の演技につきものの要素の一つが「さかしま」の振舞
いである・・・」（p.318）と述べる。また「「さかしま」は言葉.
書店刊)、「挫折の昭和史』(二の精神史」(一九九五年、 I 九一年、筑摩書房刊)、『敗者著害
に"道化の民俗学』〔一九究所所長。現礼幌大学学長。アジア.アフリカ言語文化研生まれ)。元東
京外国語大学文化人類学者〔一九三一年山ロ昌男(やまぐちまさお) ネ者に注目した研究者もい
ます。(道化者)といった敗者や挫折者、そしてスす。山ロ昌男#のよう.
2016年1月16日 . 通過儀礼』という言葉は、今日の文化人類学、民俗学、社会学あるいは政治
学や社会史などの分野において頻繁に用いられており、多少とも知的な人々のサークル . それを表
題に含まれたキー・ワードによって、例えば文化あるいは人類学の群、祝祭の群、知の群、神話の
群、道化の群といったいくつかのクラスターに分けることも.
日本文学>> 道化の民俗学 / 山口昌男の通販なら通販ショップの駿河屋で！ゲーム・古本・
DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！最新から懐かしのレトロ
ゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
どうけに関連した本. 道化の民俗学 (岩波現代文庫) 山口 昌男 岩波書店; “文学少女”と死にた
がりの道化 (ファミ通文庫) 野村 美月 エンターブレイン; 道化師の蝶 (講談社文庫) 円城 塔 講談
社. >> 「どうけ」を解説文に含む用語の一覧. >> 「どうけ」を含む用語の索引. どうけのページへのリ
ンク.
2014年2月15日 . 村上春樹『アフターダーク』 遠藤周作『スキャンダル』 山口昌男『道化の民俗
学』 吉本ばなな『ハゴロモ』 ハンス・ペーター・リヒター『あのころはフリードリヒがいた』 ポール・ギャリコ
『七つの人形の恋物語』 ルーマー・ゴッデン『ねずみ女房』 夏目漱石『それから』 シェイクスピア『ロミ
オとジュリエット』 桑原博史『とりかへばや物語全訳注』
2017年1月17日 . 山口昌男著『道化の民俗学』（岩波現代文庫）、第二章「アルレッキーノとヘル
メス」より。同書は、著書がヨーロッパ滞在の折に足を運んだ即興劇「コンメーディア・デラルテ」に登
場する道化＝アルレッキーノの紹介を皮切りに、道化という概念について論じたもの。知識量が膨大
で消化不良だが、面白かったところをまとめておく。
書籍: 道化の民俗学 [岩波現代文庫 学術 175],アニメ、ゲーム、アイドル関連商品のオンラインス
トア。フィギュアやグッズなど当店限定の商品や特典いっぱい! 無料会員登録で会員価格や会員限
定セールに参加！ 送料無料キャンペーンやブックカバーサービスを実施中！
ミラノ・ピッコロ・テアトロの舞台に触発されて、アルルカンに秘められた民衆精神の根源を探り当てよ
うとしたのが、山口昌男の『道化の民俗学』（1975年）である。その原型をギリシャ神話のヘルメスに
求め、さらには文化人類学的考察を経て未開社会におけるトリックスター（いたずら者）と位置づけ
る論考は、今なお刺激的である。その後続々と現れる.
2015年5月7日 . 歴史学と民俗学について。 ある事典のために書いた歴史学という項目。 歴史学
は過去を過去として考察する学問である。過去の人間社会を考察するために歴史学は過去から
伝わる「物・記憶」のすべてを研究手段（史料）として扱う。それは文字史料・絵画史料・物史料・
民俗儀礼・伝承記憶などのすべての形態をとり、それらを史料.
ヤフオク!は、日本NO.1の利用者数と常時約5000万点以上の商品数を誇る、誰でもかんたんに道
化の民俗学などの売り買いが楽しめるサービスです。圧倒的人気のオークションに加え、フリマ出品
ですぐ売れる、買える商品もたくさん！

主な著書に『道化の民俗学』、『「敗者」の精神史』など。 シンポジウム「空間の劇性について」 利
賀山房 （利賀山房第5回公演） シンポジウム「文化と演劇」 利賀山房 （利賀山房6回公演） 手
づくりの劇場 ニューヨークでは可能で、東京では不可能なことが、東京を離れて不可能ではないとい
うことを示したのが鈴木忠志氏の主宰する富山県東砺波郡の.
仏教民俗学の先駆者」「修』--』一縄]道・霊場研究」の研究者などの見出しで報じられ、 「-仏.
教民俗学に新機軸」という追悼文も出た。 即七、 その研究業績はインドから中国を. 経てわが国
に伝播し定着した、 仏教の日本的変容とその庶民信仰化を民俗学の方. 法論を授用して明らかにしたことであった縄 日本の仏教はインド仏教とは似ても似つ.
2016年11月10日 . 有識者のなかには、ピエロを恐れる最近の傾向、いわゆる“道化恐怖症”の発
端を連続殺人鬼、ジョン・ウェイン・ゲイシーとする者もいる。ゲイシーは1978年に逮捕される以前、
子供のパーティ . 歴史的、民俗学的観点から言えば、ピエロは昔から得体の知れない、ペテン師的
存在だ。ピエロの原型の一つは宮廷の道化師でもある。
力 九州民俗仮面美術館、村所神楽保存会（宮崎県西米良村）. LIXIL ギャラリー（ http://
www1.lixil.co.jp/gallery/ ） . を記したことで日本民俗学. 発祥の地として知られるようになりました。
椎葉神楽に . 南の国の王」「土地の神々」「古代史の英雄たち」「道化神」「女面」「祖先神」の 6
つのグルー. プに分けて展示します。プリミティブなものから能面の.
葬儀の民俗学を葬祭研究所がまとめています。お葬式前夜の儀礼・お通夜の変遷、御香典と米、
死出の旅立ち・永遠の眠り、死者を送りだす葬列、喪服の変遷と時代の流れ、四華花についてや
お盆のことなどが満載です。奥深い民族学の触り部分をご覧ください。
Scopri 道化の民俗学 (ちくま学芸文庫) di : spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a

partire da 29€ spediti da Amazon.
Notes, 底本: 「山口昌男著作集第3巻:道化」収録版解説(田之倉稔著): p379-384. Authors,
山口, 昌男(1931-2013) <ヤマグチ, マサオ>. Subjects, BSH:道化. NDLSH:民俗学.
Classification, NDC8:770.4. NDC9:770.4. ID, 1000095794. ISBN, 9784006001759. NCID,
BA81579193 WCLINK.
2013年1月26日 . 驚くべきことに、山口昌男が「道化の民俗学」の冒頭で掲げたコメディの道化アル
レッキーノが、ギターを弾いている版画が「」図説ギターの歴史」に掲載されていた。１８世紀のものら
しい。それに関連する文章と図版2枚を掲載する。いささかも解釈を加えていない。そのままである点
が驚きである。 「図版ギターの歴史」ｐ１１４～１１５.
主な者書に『アフリカの神話的世界』『道化の民俗学』『文化と両義性』『文化の詩学』I・II. 0564.gif. 木下直之(きのしたなおゆき). 一九五四年浜松生まれ。東京芸大卒。兵庫県立近代美術
館学芸員を経て現在、東京大学総合研究博物館助教授、近代美術氏史。著書に『美術という
見世物』. 056-5.gif. 坂入尚文(さかいりひさふみ). 一九四七年東京.
2013年3月24日 . 道化の民俗学』もまた、イタリアの仮面劇におけるアルレッキーノやアフリカ部族社
会の神話における道化神などの詳細な分析を通じて、社会における「知識人」なるものの創造的
なあり方について考察した渾身（こんしん）の力作である。ここで縦横に論じられた「道化」とは、きま
じめな社会にたいしておどけた振る舞いを仕掛けるだけ.
本書の特色は、民俗学や民俗芸能研究において多くのばあい退屈な起源論に終始してしまいが
ちであった「儀礼から芸能へ、芸能から儀礼へ」という関心を脱―中心化していることである。こうし
た試みは儀礼と芸能の . Ⅳ 笑いの儀礼と芸能荒蒔の秋祭 ―奈良県天理市荒蒔｢もどき｣の視
線 ―道化からみた神代神楽. Ⅴ 演技の民俗誌芸能と野性.
猥雑と哄笑の中に浮かれ騒ぐ中世以来のカーニバルやデラルテ劇の世界……。その主役たちを起
点に、古代ギリシャ、北米、インド、アフリカなど世界の民俗に深く分け入り、阿呆、狂人、娼婦、詐
欺師、偽王らが復権する非日常的な祝祭・演劇空間と道化の原型を融け合せ、その文化英雄的
な意義を卓抜な論拠と博引傍証によって解明した待望の.
2016年9月21日 . そしてしばらくたってから気づいてあわてて後を追う。（山口昌男『道化の民俗
学』p.337）. 器用にステップを踏んで生きること。時流に乗り遅れず行動すること。すばやく、アップ
デート、すばやく、アップデート、すばやく、アップデート。この加速しつづける時代に、ぽつんと取り残さ

れ、ひとり外れたステップを踏む道化は、どこにいる。 1.
日本民俗学の目的と方法 一 郷土人の意識 二 文字なき社会 三 還境と習俗 四 土地と村 五
村と伝承 六 文字と民俗 七 上層文化と下層文化の交流 八 民具と生活 九 民俗資料の分類
一〇 研究方法(一) 一一 研究方法(二) 一二 民衆社会文化の意義 一三 文化の融和性 日本
民俗学の歴史 一 国学者と民俗調査 二 人類学会の業績 三 「郷土研究」.
関係者の処罰など、地元の仲裁で解決. できるとは限らず、警察の規制や条例. が制定された経
緯を示した。その一方、. 山車をぶつけ合う祭礼には、ルールを. 作って危険を回避するという「競技
化」. するものがあった。 そこで今回は、祭礼の競技化をテー. マ. に. 調. 査. 研. 究. を. 行. う。 メ.
ン. バ. ー. に. は、. 研究代表者・阿南のほか、連携研究者.
地域文化をフィールドワークする。 徳島大学総合科学部で文化人類学・民俗学を担当している
高橋晋一のホームページです。 最近の仕事. 科研費により、西日本各地の「船の祭り」の展開に
関する調査を進めています。 「阿波木偶箱まわし」をはじめとする門付け芸の調査研究を進めてい
ます。 観光化にともなう阿波踊り企業連の変容、阿波踊りの「.
2014年8月3日 . 山口昌男 『道化の民俗学』 ちくま学芸文庫 ヤ-3-1 筑摩書房 1993年3月5日
第1刷発行 421p＋1p 関連語彙一覧1p 索引xii 文庫判 並装 カバー 定価1,300円（本体1,262
円） 装幀： 安野光雅カバー装画： ジャック・カロー 「本書は一九六九年一月号から八月号まで雑
誌「文学」に「道化の民俗学」の題で連載されたものを第一章～.
その調査をもとに『アフリカの神話的世界』（1971），『道化の民俗学』（1975），『文化と両義性』
（1975）などの著作活動を精力的に展開し，硬直化した日本のアカデミズムに風穴を開け，1980年
代に流行した浅田彰や中沢新一らのニューアカデミズムのさきがけとなった。1970～71年パリ大学客
員教授を務め，1973年東京外国語大学教授，1994年.
所属］神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 特任教授［専門分野］民俗学・船舶史［研
究業績］. ｢北日本における伝統的木造漁船の船体構造の変遷過程｣『国際常民文化研究叢
書５ —環太平洋海域における伝統的造船技術の比較研究—』神奈川大学国際常民文化研
究機構 2014年; 「艪・櫂の操作と絵画表現」『国際シンポジウム報告書Ⅱ』.
そういう中に、山口昌男の『道化の民俗学』なんかも入ってくるし。レヴィ＝ストロースとかも……高
校生がちょっと翻訳本を読んでるぐらいだから、まともに理解はしてないけど。 高校3年の6月に、陸
上の関東大会で四継（4×100mリレー）のアンカーで肉離れを起こして、衝撃的な引退をせざるをえ
なくなってね。その前日に、マイル（4×400mリレー）の.
2015年11月20日 . 道化の民俗学第１章から第5章まで。 第１章から第2章までは、アルレッキーノ
の周辺からアルレッキーノトヘルメスまで。第二章では、起源、民族、中世劇の悪魔と道化、祝祭
空間。アルレッキーノトヘルメスまで。第三章はアフリカ文化と道化。第4章は、黒き英雄クリシュナ。
クリシュナ、ヘーラクレース、ヘルメス。クリシュナと良性.
シャンソン・フュネライユを歌う道化役者。 スペインのピカレスク(乞食)哲学を表現する道化
(Clochard クローシャル) 破れたボロボロのタキシードを着込み、 乞食のような格好で、人生の皮肉
を表現する しかし、彼の作品の歌の詩のほとんどが、様々なスペインの民俗学を基調とした魔女の
抒情詩になっている のが「シャンソン・フュネライユ」の最大の.
山口 昌男 道化の民俗学のことをもっと知りたければ、世界中の「欲しい」が集まるSumallyへ！山
口 昌男のアイテムが他にも4点以上登録されています。
2013年1月5日 . ちくま文庫 ; [や-1-1]); 道化の宇宙 / 山口昌男著. -- 白水社, 1980; 道化の民俗
学 / 山口昌男著. -- 筑摩書房, 1985. -- (筑摩叢書 ; 295); 道化の民俗学 / 山口昌男著. -- 新
潮社, 1975; 道化の民俗学 / 山口昌男著. -- 筑摩書房, 1993. -- (ちくま学芸文庫); 二十世紀の
知的冒険 / 山口昌男編著. -- 岩波書店, 1980; 日本肖像大事典.
Amazonで山口 昌男の道化の民俗学 (ちくま学芸文庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。山
口 昌男作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また道化の民俗学 (ちくま学芸文
庫)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
エロスと笑い、風刺と滑稽に満ちた祝祭空間で演じられる“道化”の意味は何か―コンメーディア・デ
ラルテの主人公アルレッキーノや狂言の太郎冠者、中世劇の悪魔と道化、ギリシャ神話のヘルメス、

アフリカのトリックスター神話、古代インドの黒き英雄神クリシュナ、アメリカ・インディアンの道化集団な
ど世界の民俗に分け入って、博引旁証、縦横無尽.
この発表の趣旨は、柳田國男の民俗学を、レヴィ＝ストロースとの類似性によって理解することを試
みるということにある。柳田國男とレヴィ＝ストロースの類似性として、とりあえず二つの視点を取り上
げる。ひとつは、人類学のフィールドワークの営みから作り上げられた「真正性の水準」という視点、そ
してもう一つは、「反歴史主義」という視点である。
また、共通科目のうち、「社会学」「地理学概論」などもおすすめです。２年次、３年次には、「比較
文化史」「比較文明論」、「比較社会文化論」「文化人類学」「日本民俗学」「 . 観とジェンダー、
月経用品の文化誌、「男はつらいよ」の研究、ストリートカルチャーから見える世界、漫画にみる家
族とジェンダー、外国人力士論、チャップリンにみる＜道化＞の.
2011年9月22日 . たとえば『人類学的思考』（せりか書房、1971）や『本の神話学』（中央公論社、
1971）、そして『道化の民俗学』（新潮社、1975）などです。これらはどれもこれまでみたことも聞いた
こともない知識を駆使した稀有な書物でした。 わたしは、山口先生が主宰する読書会に参加しな
がらこれらの著作を読んでいきました。山口先生を媒介に.
2005年8月4日 . そういった道化の普遍性とは何なのか？それが民俗学とは名ばかりの、いわば「道
化の文化史」である本書が問いかけるテーマである。 道化を、単純な二項対立では語り得ない
我々を語りうる装置として、民衆の中から立ち上がってきた普遍的なキャラクタだとすると、ここらへん
バフチンのカーニヴァル論が深く関わってくるはずだ。
タイトル, 道化の民俗学-5-アフリカ文化と道化-上-. 著者, 山口 昌男. 出版年, 1969-05. 対象利
用者, 一般. 資料の種別, 記事・論文. 掲載誌情報（ISSN形式）, 03894029. 掲載誌情報
（ISSNL形式）, 03894029. 掲載誌情報（URI形式）, http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002I000000021070-00. 掲載誌名, 文学 / 岩波書店 [編]. 掲載巻, 37.
化」と祭り上げられるような現状には、違和感を抱かざるを得ない。道化とはいったい. 何者である
か、また、彼には何が期待されているのか。 山口は、『道化の民俗学』（1975）の中で、コンメーディ
ア・デラルテのアルレッキ. ーノの分析から始めて、道化論の基盤を整備した。彼によれば、. 「道化＝
からみ役」は日常世界の規範としての禁制から解放.
Ⅰ アカデミズムのなかの民俗学（民俗学の再出発／民俗学と博物館・資料館、文化財行政／自
治体史編纂と民俗）／Ⅱ 批判と反省の民俗学（柳田国男論の形成と展開／民俗学の反省と新
たな動向／学校教育と民俗学）／Ⅲ 新しい民俗学研究の形成（民俗学の変化／民俗の地域
差と地域民俗学／沖縄の「本土」復帰と沖縄研究／比較民俗学／.
趣味・雑学>> 道化の民俗学 / 山口昌男の通販なら通販ショップの駿河屋で！ゲーム・古本・
DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！最新から懐かしのレトロ
ゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
2013年4月1日 . アルレッキーノは、まさにそのトリックスター的性格を濃厚にもった道化である。 『道
化の民俗学』は、1975年（昭和50年）に新潮社から単行本として出版されている。岩波書店のウェ
ブサイトに、山口昌男の仕事がひじょうにわかりやすく整理されているので、それを見ておこう。わかり
やすくするために引用者＝わたしが改行してある。
2017年3月8日 . 道路の民俗学」はおそらく、“人間以前”の道から歩き出し、人間が造り、歩き、走
り、乗り物に乗って移動してきたさまざまな道をたどってくことになるだろう。そうして最後に、自動運転
によって導かれた自動車が、どんな道路を、どのように走ることになるかまで辿っていきたいと思う。な
お「道路の民俗学」は人類学者山口昌男『道化の.
2016年1月18日 . 〈道化〉とは何者か、その元型と機能を探る. 中世の愚者文学、シェイクスピア劇
から20世紀の映画まで、秩序と混沌の間に立つ〈道化〉の正体を解き明かす。 山口昌男「道化と
幻想絵画」他（単行本初収録）を併録。 〈異貌の人文学〉第２シリーズ開幕。 道化論の決定版、
待望の復刊. 〈道化〉とは何か。秩序と混沌、賢と愚、正気と狂気.
道化の民俗学 - 山口 昌男 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スー
パーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2014年2月13日 . 主な著作に、『アフリカの神話的世界』『人類学的思考』『本の神話学』『歴史・

祝祭・神話』『文化と両義性』『道化の民俗学』『文化の詩学』『「挫折」の昭和史』『「敗者」の精
神史』（大佛次郎賞受賞）等がある。フランスの文学文化ならびに教育功労オフィシエ勲章、瑞宝
中綬章受章。2011年文化功労者。2013年東京三鷹にて永眠。
1120；松尾恒一『儀礼から芸能へ 狂騒・憑依・道化』角川. 学芸出版, 2011年, pp. 1819。 3)
「TONTO 盗人」(2009年12月, 山本能楽堂)；狂言「鎌腹」をもとにした「はらきれず」および. 「蚊相
撲」をもとにした「異人相撲発気揚々」(2011年２月, 大阪能楽堂)。いずれも作・構成・演出. は小
笠原匡, アンジェロ・クロッティ, 多木陽介。 4) 協演は日本国内や.
2016年7月11日 . 都市は変化を続ける。その速度は速くなっていく一方で、建て替えの前に何が
あったのか明確な記憶をもつことは難しい。そう、まるで認知症のように、景観にまつわる記憶がおぼ
つかないのだ。都市生活者でもある民俗学者・畑中章宏が、絶え間なき更新のなかでア.
Amazonで山口 昌男の道化の民俗学 (岩波現代文庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。山
口 昌男作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また道化の民俗学 (岩波現代文
庫)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
勉誠出版 東アジア世界の民俗 - 変容し続ける現代社会を、民俗学・文化人類学はどのように捉
えることができるのか。 . 主な著書・論文に『物部の民俗といざなぎ流』（吉川弘文館、2011年）、
『儀礼から芸能へ 狂騒・憑依・道化』（角川学芸出版、2011年）、『琉球弧―海洋をめぐるモノ・
人、文化』（編著、岩田書院、2012年）、「清代、南シナ海の海.
蘆原英了さんのこと(尾崎宏次)/蘆原英了氏のサーカス・コレクション(宮坂逸郎)/蘆原先生とサーカ
ス渡来(阿久根厳)/蘆原さんとサーカス道化の研究(山口昌男)/ヨーロッパ民俗芸術のチチェローネ
(田之倉稔). 別刷図版－サーカス錦絵ほか(蘆原英了コレクションより). [帯より]. 懐かしや曲馬
団！愉しやサーカス！ サーカス愛好家、日本有数のサーカス.
道化の民俗学 (岩波現代文庫)の感想・レビュー一覧です。
2013年3月10日 . 著書は「歴史・祝祭・神話」「道化の民俗学」「文化と両義性」「『敗者』の精神
史」（大仏次郎賞）など多数。 親交のあった建築家の磯崎新さんの話 同世代のさまざまな分野の
思想や考え方に影響を与えたリーダーだった。私自身も芸術や社会に関して学ぶことが多く、一緒
に文化を議論してきた同僚のような印象がある。もう話を聞け.
山口昌男『道化の民俗学』筑摩書房，1985． 伊藤幹治『宴と日本文化』中公新書，1984． 蔵
持不二也『祝祭の構図』ありな書房，1984． 森田三郎『祭りの文化人類学』世界思想
社，1990． 松平斉光『祭』朝日新聞社，1977 (1946)． 坂部 恵『仮面の解釈学』東京大学出版
会，1976． 西村清和『遊びの現象学』勁草書房，1989． ホイジンガ『ホモ・.
地域社会や環境への適応をする中で、よりふさわしい行動を取っていくプロセスについて、民俗学で
は人生儀礼をはじめとして研究を積み重ねてきた。一方で、ときに非日常とされる状況にあっても、
人々は何らかの形での適応を必要とする。特に、戦うこと、勝利を通じて生き残ることが必要とされ
る状況下においては、あるべき振る舞いを身に着ける.

