身体の宇宙性 東洋と西洋 - ダウンロード , PDF オンラインで読む

ダウンロード

オンラインで読む

概要
多元的な価値を生きる現代人の心の深層にも、人類に共通する神話的思考が息づいている。そ
の思考に、身体におけるミクロコスモス

2015年9月17日 . 多くの人に身体と心のつながりの重要性を説き、東洋医学に基づく西洋医学の
代替医療を提供しています。 まずはディーパックチョプラ博士 .. 第１階層…深い眠り 第2階層…夢
を見ているとき 第３階層…起きているとき 第４階層…超越意識 第５階層…宇宙意識 第６階
層…神性意識 第７階層…統一意識. 第１、第２、第３階層は私.
Amazonで湯浅 泰雄の身体の宇宙性―東洋と西洋。アマゾンならポイント還元本が多数。湯浅
泰雄作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また身体の宇宙性―東洋と西洋もアマ

ゾン配送商品なら通常配送無料。
主著：『身体論――東洋的心身論と現代』（講談社学術文庫）、『気・修行・身体』（平河出版）
（以上２点はニューヨーク州立大学出版局より英訳刊行）、『ユングとキリスト教』（人文書院、のち
講談社学術文庫）、『ユングとヨーロッパ精神』『ユングと東洋』『共時性の宇宙観』（以上、人文書
院）、『身体の宇宙性』『宗教経験と身体』（以上、岩波書店）、『和辻.
2008年6月24日 . 今日は今月3回目の山登りと滝行を済ませます。これで月のノルマも達成。気持
よく7月が迎えられるというもの。そして今週末は楽しみがたくさん。金曜日は高校の同.
2015年6月30日 . 86 西洋の思考様式とくらべた東洋の思考様式の特性は、身体性を基礎にして
技術的観点から世界を見ているところにあるということができるであろう。易はそのような東洋的思考
の思想的原点を示している。 人間と宇宙の間には感応しあう関係が存在しているとしても、それ
は、日常ふつうの状態では見いだされるわけではない。
2016年9月29日 . 西洋医学と東洋医学。 どう考えても、うつやパニック障害など、 西洋医学に頼っ
ていると年々と患者数が増えています。 病院に行って薬漬けの日々。 自然と体の不調を訴えてい
けば、抗生物質 . 病気しない身体を作りたいときは、漢方が良いかと思います。 名医は病気しない
身体を作ることです。 2流の医者は病気を治すことだと.
2018年1月14日 . 西洋思想では個人はしばしば非常に小さな固体として扱われます。簡単に言え
ば原子のようなものですね。それに対し東洋思想では我々人間の単位は気だと考えられています。
空気というかガス . この2つの自己の性質を考えると西洋思想の考える人の単位と身体的自己ある
いは、自然科学的な見方思想と一致するわけです。
身体の宇宙性. 東洋と西洋. 文明の歴史的多様性を超えて現代人の心の深層に息づく神話的
思考を掘り起こし，人と自然の関係を問いなおす． 身体の宇宙性 . 文明の歴史的多様性を超え
て存在する思考に，身体におけるミクロコスモスとマクロコスモスとの対応という観点から挑み，宇宙に
おける人間の位置を探る．身体論・生命論・気・東洋医学を.
東洋文明では、 人は宇宙の一員であり「小宇宙」であると考えます。 人は自然の一員なのだから、
どのようにすれば自然にとけ込み自然と共に生きることができるか、その法則をきわめてきました . すべ
ての人に悪いのではなく漢方でいう｢水毒｣や｢冷え｣が｢身体の不調や病気｣の要因になっている場
合にはやはり果物は摂らないほうがよいのです。
(恋愛/基本恋愛運/西洋占星術)誰にも聞けない、二人の身体のこと。何も言わないけれど……、
あの人はあなたと身体を重ねる日のことを想像しているのでしょうか？ そして実際、そんな日は来る
のでしょうか？
2007年3月26日 . 身体症状に<宇宙の声>を聴く』は、一年ほど前に出た本だが、ちょっと集中して
研究してみようかと思っている。ワークが豊富で誰でもできるよう . ミンデルの展開する世界は東洋的
な世界だということもできるが、しかし、ここまで見事にそれを展開している人もほかにいないということ
も事実である。「世界を深く見る」とはどういうこと.
西洋医学では、ひとつの細胞がたくさん集まって人間の身体ができているといいます。これが西洋医
学 . こうした陰陽の考え方と、その上に成り立つ宇宙観・自然観・人間観を知ることが、東洋医学
の食物の見方を理解する前提になります。 . 陰陽の見方でいうと、「熱性」は極陽、「温性」は陽、
「涼性」は陰、「寒性」は極陰、「平性」は中庸になります。
2015年5月29日 . 東洋医学的にホリスティックに 心と体、両方の観点から徹底的に見つめ直し 全
体のバランスを調整していくことによって はじめて真の心と体の健康を手に入れることになるのです。 .
特殊相対性理論及び一般相対性理論、相対性宇宙論、ブラウン運動の起源を説明する揺動散
逸定理、光量子仮説による光の粒子と波動の二重性、.
2014年11月29日 . こういうタイトルであるが、原題は「The Geography of Thought How Asians
and Westerners Think Differently.and Why 」であり、西洋人と東洋人は違った考え方 .. 自分の
仕事にかかわるところに限っても、身体医学と精神医学、病気を診ると患者を診る、病因の局所論
と全身論、精神医学におけるＤＳＭ診断と精神分析・・・。
東洋医学による健康について. 漢方の概要. 1.我々の体には〔氣・血・栄・衛〕が巡っている。 ・氣
－流れている氣は皆、宇宙と同じ共通のものが流れているのだ（天人合一論） . 現代の西洋医学

では検査・検査で体の物質面のみの疾患をさがす。正常値、 異常値と計量できる。 漢方の陽の
概念が無い。計量できないからだ。東洋医学では陽が陰へ.
ユング研究書を多数著している著者による身体論。身体だけではなく、自然についての東洋と西洋
のうけとめ方の違いについて、詳しい考察がある。身体と世界の関係については、文化ごとに異なる
ところがあり、市川浩も東南アジアの例をとりながら、世界を生きる身体の文化的な差異を示してい
た。 本書では序章で神話的な思考を取り上げ、第一章.
身体の宇宙性―東洋と西洋の感想・レビュー一覧です。}
身体の宇宙性――東洋と西洋 (岩波人文書セレクション) （湯浅泰雄/岩波書店）の書評は本が
好き！でチェック！書評を書くと献本がもらえる！腕利きのレビュアーが集まる読書コミュニティ。
2013年2月5日 . 昔は、同じだったみたいですよ。 読み終えました。 『身体の宇宙性 東洋と西洋 』.
著：湯浅泰雄 岩波書店 2,730円. 繰り返し読んでいます。 読むほどにね。 いいダシが出てきます
(笑). 「身体」とありますが。 著者は哲学者です。 具体的な身体技法は述べらていません。 哲学者
なんですけどね。 他の著書を観てみると、. ・『「気」とは何.
文明の歴史的多様性を超えて存在する思考に、身体におけるミクロコスモスとマクロコスモスとの対
応という観点から挑み、宇宙における人間の位置を探る。身体論・気・東洋医学に独自の思想的
境位を拓く著者の最新作。
2016年4月10日 . 陰陽でみる「西洋的な身体観」と「東洋的な身体観」. この「モノ（物体）」の見
方は、もちろん「身体」の見方にも反映されます。 西洋的なモノの考え方は、陽である求心力が優
位に働きます。逆に東洋的なモノの考え方は、陰である遠心力が優位になります。 ですから西洋人
は、空間から身体を切り離し物質としての「身体」を対象に.
東洋医学の考え方. 東洋医学では、宇宙全体を調和（バランス）の世界ととらえます。この調和に
よって自然界が成り立ち、私たちの身体も小さな宇宙ととらえて、調和のとれた心身こそが健康な状
態だと考えます。つまり、身体の各臓器は . また西洋医学では、実験や検査データから証明された
自然科学思想を基礎としている医学です。この２つは.
た見方で、しばしば、西洋的心身二元論に対する東洋的心身一元論などと言われることが. ありま
す。そして、体育哲学や . 要するに、理論構成の意味が全く異なるのですから、西洋的身体論と東
洋的身体論が同. じ土俵の上で取っ . 道の修行と身体性」「仏教哲学と身体性」「唯識哲学と身
体性」「禅仏教における身体性」と. いったテーマが論じられ.
身体の宇宙性 東洋と西洋 湯浅泰雄：著 岩波書店. 数学入門辞典 岩波書店. 日本古代史科
学 東野治之：著 岩波書店. 日本留学精神史 近代中国知識人の軌跡 厳安生：著 岩波書店.
平戸ｵﾗﾝﾀﾞ商館の日記 全4冊揃 永積洋子：訳 岩波書店. 日本思想体系 全67冊揃 岩波書
店. 貧困削減戦略再考 生活向上ｱﾌﾟﾛｰﾁの可能性 山形辰史：編 岩波書店.
2005年4月24日 . 東洋におけるスポーツと西洋におけるスポーツには自然を対象としたときに、大き
な違いを見つけることができます。 . 西洋的スポーツにおいて選手には、より速く走り、より高く飛ぶこ
とを求められ、頂点（天）を極めることが重要な課題とされています。故に目標が . 挙句の果てには、
地球を捨てて宇宙に進出しようとさへしています。
文明の歴史的多様性を超えて存在する思考に、身体におけるミクロコスモスとマクロコスモスとの対
応という観点から挑み、宇宙における人間の位置を探る。身体論・気・東洋医学など、現代思想
のフロンティアを拓く著者の最新作。”（カバー袖紹介文）
古代の東洋、日本や太古の中国、インドなどの昔の叡智、文化に接することは、大きな助けとなり
ます。というのも、これらはるかな東洋の民族は、西洋が大いに必要としている精神性や、内面の落
ち着きを現在まで保持しているからです。 道教や仏教、神道、禅、あるいはインドのアドヴァイタ・
ヴェーダーンタといった哲学の学派などの偉大な教え。
身体の宇宙性 東洋と西洋 岩波人文書セレクション. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 2,600
円. 税込価格 2,808円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価
格は実際の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネット
WAONポイントは、お取扱いショップサイトでご確認ください。
身体の宇宙性 東洋と西洋／湯浅泰雄。古本買い取り、古書古本 夏目書房ホームページ。店

舗は神田神保町のボヘミアンズ・ギルドと池袋の夏目書房本店にて営業。
2015年12月10日 . さらにからだのなかに目を向けると、そこにも小自然（小宇宙）が存在する。人体
の組織や器官はそれぞれが異なった働きをしているが、同時に全体としてひとつのつながりを持った宇
宙のような統一体であると考える。代表的なのが臓腑間の関係だ。それぞれの臓腑はある関係性
をもってつながっている。これは西洋医学とは違う.
2017年1月7日 . 東洋でキリスト教はなぜあまり流行らなかったのか？ 東洋には命があるからだ。愛
と許しをテーマにする必要性がないほど、命と水に恵まれていた。 人と人が近づいてきても、 いちいち
「私は貴方を愛します」という必要性はなかった。 そこにあるのは生命の多様性。勝手に死んでし
まったとしても、 死んだところがから、芽が生えて、.
ヒポクラテス(Hippokrates 前 460 頃~前 375 頃)は病気を自然現象と位置付け. ・宇宙はプネウマ
の遠心的―求心的な流れの緊張・交替によって支配. 1. 中国の身体観 .. 玄白と東洋医学. ・随
筆『狂医之言』(1773) : 東洋医学に対する西洋医学の優位性を主張、特に後世派を非難. ・晩
年には西洋医学の限界を知り、漢方の得失もふまえ折衷派へ.
2010年2月10日 . 西洋思考と東洋思考の根本的違い・その影響、東洋的「無」・「空」とは何か。
どうも最近世界を眺めていると、西洋の大航海時代以来、世界を席捲・支配してきた、西洋的思
考・精神に、行き詰まり感・弊害が出てきたように思われる。例えば、人間中心主義・人口爆発・
環境破壊・温暖化・強者のごり押し・資本主義の弊害・経済格差.
整体学校を東京・仙台でお探しなら東洋整体術の東洋カイロプラクティック専門学院にお越し下さ
い。確かな技術と創立30年の . また、宇宙の法則・万物の法則を人間の身体に当てはめ、体系化
したのが東洋医学です。 そして、もう1つの . 東洋・西洋医学の骨格矯正テクニックを融合させた安
全で無理のない矯正技法です。 一般的な療法では.
気功の基礎知識として東洋医学の基礎、東洋医学と西洋医学の違い、陰陽五行、陰陽について
説明しています。 . １．陰陽とは. （１）陰陽は東洋哲学思想で、形はないが原理のみある抽象的
な概念である。 中国の古代の自然哲学であり宇宙観であり、東洋の伝統的な医薬養成学の基
本概念と なっている。
この易経によると「易」は天人合一の思想をあらわしたものであり、宇宙の森羅万象を符号の組み
合わせであらわそうとしたものであると解釈されている。 . しかし実際に身体を診たてる時、変化する
身体を西洋医学のように特定原因論として固定的観点で判断することは陰陽観に反しており、東
洋医学の理論体系に準拠していない。陰陽観を見失わ.
本章では、これら宇宙における文化・人文社会科学的利用に向けた JAXA での取り組みに. つい
て紹介する。 ２．人文社会科学的 .. いて、西洋の宇宙観、東洋の宇宙観をテーマとして調査、研
究を行った。 図３．ISS 軌道の球体モデル 図４． . 微小重力環境において生活する人間の身体
的リファレンス喪失感を補完すると考. えられる「抱きしめる」「.
東洋医学研究会. 病巣をメスや薬剤で取り除こうとする西洋医学と、体が持つ自然治癒力に働き
かけて病気の改善をめざす東洋医学。中でも漢方には、西洋医学では治療しにくい病や、治療法
が見つかっていない病にも適応できる可能性があると言われ、補完代替医療として認める医療人も
増えるなど、取り巻く環境も変わってきています。
総体的には、人体は大宇宙の縮図である小宇宙とする身体観が存在しています。 そして、人間の
体にメスを入れるというのは、私達東洋医学（中国医学）を学んだ者にとっては大変なことです。何
故なら、体に傷（瘢痕・ケロイド状）をつけることにより、大事な経絡（ツボの流れ）を阻害してしまうか
らです。一方、西洋医学はここ数百年位で発達してきた.
2009年7月23日 . からだの技法というと特別さを感じてしまうが、今回登場いただく武蔵野身体研
究所の矢田部英正さんは、誰もが日常でふつうに行っている「立つ・座る・歩く」といった基本的な所
作を研究している。その技法の研究成果は気持ちよく寛げる椅子や、無駄な力みなく使えるカテラ
リー（スプーン、フォーク、ナイフ類）の制作に反映されて.
東洋で、祟り神を祀るわけ. 2015.11.24 Tuesday . これをシンボル化したものがタイチーマーク（陰陽
太極図）であり、陰陽が渦を巻いているのが宇宙の構造であるということを示しています。DNAの二
重螺旋が発見されたのは20 . ところが、西洋と東洋とでは、「善と悪」というものに対する考え方に、

大きな違いがあるのです。 西洋では、「善と悪」は.
2012年3月31日 . は、インドや中国などの東洋の文化圏における哲学の特殊性を理解できないだ
けで. なく、影響力のある現代の .. と近代哲学の間を、また. 他方では東洋哲学と西洋哲学の間を
つなぐ橋となることができるのではないだろう .. 宇宙の力（the cosmic power）が私に身体を与え、私
に生の過程を背負わせる。 そして、私を老いさせる.
2010年9月17日 . けれど非常に狭くパラダイムを限定し、医学・薬学というもののみに適用すると、
西洋医学のパラダイムというのはイアトロケミストの出現、および第一の科学革命によってできたパラ
ダイムから今日まで変化していないだろうと考えることができるだろうと思われます。ここをざっと見てい
きましょう。 西洋での錬金術は宇宙と生命を扱う.
身体環境における口腔の役割、西洋医学と東洋医学との関係、肉体と精神との不可分性に対す
る視点がその代表的なものと言えます。その背景となるのは、東洋医学の整体観念(人体そのもの
. 東洋医学にある宇宙観、自然観、生命観、身体観はさまざまな触手を持ちいろいろな領域と関
係をもつ。それを良いことに、我田引水の東洋医学的療法も.
2016年5月17日 . 絶対者と人間との間に断絶のない汎神論的な世界観においては、「個」である
人間は、「全」である自然や宇宙に敢えて逆らわなければ、そこに吸いこまれるように一体化できてし
まう。（注： 遠藤はこうした日本的感覚を、西洋一神教的な神を必要としないものとして、「おぞむべ
き不気味な力」とも表現している。『沈黙』の中で、日本は.
身体の宇宙性 - 東洋と西洋 - 湯浅泰雄 - 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。
あるロジックの発見は――たとえば映画『２００１年宇宙の旅』のモノリスのように――快苦や強弱に
支配される動物的人類に外から訪れ、精神や身体の組成を組み換える。その力は . たとえば驚くべ
きことに、この七百頁を超える大著は、なぜ東洋が西洋に敗れたのかという問いに回答が与えられぬ
まま、〈まだ終わっていない〉という言葉で終わる。
2013年9月24日 . 彼らを束ねるのが、JAXAの総括医長である緒方克彦さんだ。 そもそも、宇宙飛
行士はISSでどんなストレスにさらされているのか。 「まず身体的ストレスについて言うと、代表的なも
のに微小重力、高い放射線環境の２つがあります。さらに騒音や振動、ISSが地球の周りを90分で
１周するため、約45分ごとにくるくる入れ替わる昼と夜.
西洋近代が分離してしまったこころとからだを、 東洋的身体 . 現代科学と東洋的心身論／討議
気・心身一如・二元論の超克／身体の宇宙性／東アジアの哲学と科学における気の身体観／
気の身体論／身体の宇宙性──東洋 2 宗教経験と . 東洋の哲学的伝統にみられる心身論の理
論的パラダイムは、西洋とは非常に異なっている。そこでは、「.
Title, 身体の宇宙性: 東洋と西洋. Author, 湯浅泰雄. Publisher, 岩波書店, 1994. Original

from, the University of California. Digitized, Jul 28, 2010. Length, 323 pages. Subjects, Human
body (Philosophy). Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
人文学の本質は、大宇宙と小宇宙をつなぐこと、もしくは両者をつなぐ様々な行為を解き. ほぐすこ
とにある。 大宇宙とは、空間的・時間的に一切合切、無限という性質を持つもののことである。小
宇. 宙とは、人間の精神的働きのことである。大宇宙を無限、小宇宙を有限と、あるいは表現可.
能かもしれない。両者をつなぐのに、つまりは無限を有限が.
2015年11月5日 . ジュネーブ大学病院のオラフ・ブランケ博士とそのチームが2014年に学術誌「カレ
ント・バイオロジー（現代生物学）」に掲載した論文は「体性感覚運動統合における非同期性」説
を支持している。何千年にもわたって人々は、近くに目に見えない人がいるのを生き生きと経験した
と報告してきた。研究者たちはそれを「feeling of.
身体の宇宙性 東洋と西洋/湯浅 泰雄（哲学・思想・宗教・心理） - 文明の歴史的多様性を超え
て存在する神話の思考に、身体におけるミクロコスモスとマクロコスモスとの対応という観点から挑み、
宇宙における人間の位置.紙の本の購入はhontoで。
一東洋と西洋の行的哲学体系代差があっても、その哲学思想を比較して、共通な認識方法が
見. 空海とへーゲルの両哲学を比較する . や東洋的世界観、宇宙観の共通な哲学体系として西
洋哲学を理解. している。--. -多哲學研究s鱷著、紀平 . ないで、自然物(身体も真言の印契の

諸事もすべて自然物であり. 専らこれにつながるのである)への.
Subjects, BSH:心身関係. BSH:東洋医学. NDLSH:人間学. NDLSH:世界観. NDLSH:宇宙論.

Classification, NDC8:114.2. ID, 2000072794. ISBN, 4000029363. NCID, BN10292677. Vol,
ISBN:4000029363 ; PRICE:3000円.
Amazonで湯浅 泰雄の身体の宇宙性――東洋と西洋 (岩波人文書セレクション)。アマゾンならポ
イント還元本が多数。湯浅 泰雄作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また身体の
宇宙性――東洋と西洋 (岩波人文書セレクション)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
東洋整体術・東洋カイロプラクティック療法は「東洋」と「術」にこだわりがあるのです。「東洋」は東洋
思想を基本に理論体系化していることを表しています。東洋思想とは、万物の法則・陰陽五行説
を基にした考えで、宇宙の法則・万物の法則を人間の身体に当てはめ体系化したのが東洋医学
です。また東洋整体術の創始者は女性です。力が無くても.
なお近代科学である西洋医学では、身体を通した「修行」という概念はなく、理性が中心となる
「研究」が行われます。 東洋思想の影響. 東洋医学の背景には東洋思想である道教・儒教・老
荘思想・仏教・禅・神道などの宗教的思想も大きく影響していると考えられます。自然の森羅万象
に神を感じ、自然の中のひとつである人間の中にも宇宙を見ます。
陰陽五行説. Theory of the Five Elements, the human body Meridian system, Yin-yang and
other systems. 自然界には「影と光《、つまり「陰と陽《がある。 自然界は、熱、液体、椊物、鉱物、
土壌からなり、これらはそれぞれ「火、水、木、金、土《の「五行《で表現され、すべてのものはそのい
ずれかに属す。
東洋の理想. 間の芸術とは何か. 日本芸術における不易と流行. すべての文化形態には、常にふ
たつの相反する性質がある。これを直蒸は「不易流行」という。極めて簡. 明な言葉 . 往年の日本
芸術のもろもろの可能性の、より高度の実現によって、上土つ、西洋の芸術創造における最も共.
感的な . 余韻余情とは、宇宙感情を誘い込むことといえる。
まず彼は東洋と西洋では心というものの理解の仕方が全くちが っ. ていると述べ ている。 西洋人は
心を世界認識のための前提であるかぎり. で問題にし丶 世界との 一 体性から切りはなし、 孤立さ
せてしまったのに. 対して、 東洋では心は宇宙との根源的な結びっきを保っており、 人間の. 静虻謡
は 「極票い霊魂」 と同じ本質をもっ 『朧朧] である。
湯浅 泰雄（ゆあさ やすお、1925年6月5日 - 2005年11月9日）は、日本の哲学者。 福岡県出身。
東京大学文学部倫理学科、同大学経済学部卒、同大学院修士課程修了。1973年「近代日
本の哲学と実存思想」で東大文学博士。山梨大学助教授、教授、1975年大阪大学に新設され
た日本学の教授、1981年筑波大学教授、89年定年退官、桜美林.
2017年7月7日 . Acupuncture & Massage Therapy東洋医学の身体観○人間は小さな宇宙だ西
洋医学と東洋医学を比較してよく言われることに，「西洋医学は病気を診るが，東洋医学は病人
を診る」という表現があります。そのことばどおり，東.
2016年7月2日 . ロゴスとラティオをベースにした西洋哲学にとってこれは当然の帰結といえるでしょ
う。 では、言語を介さずに直接に身体を(人間を、存在を)探求する方法はないのでしょうか。 いやあ
ります。東洋の行法がそれに当ります。 その中で最も高いレヴェルで完成されたものはおそらく仏教
行法でしょう。 この方法によって感じ取られ観えて.
2017年3月4日 . 人体の解剖学は、医学の基本ともいえる分野であるものの、その起源ははっきりと
していないとされている。ただ、少なくとも紀元前3500年ごろの古代エジプト時代には記述が残され
ており、おそらくそれ以前から死者の身体を切り開き、中がどうなっているかを知ろうとする行為は繰り
返されてきたと推測するのは、ごく自然…（1/3）
心というものについては、我々随分教えてもらっているわけなんですけど、明治以後西洋の云うことを
聞いて、東洋自身を忘れてしまっていますから、心というもののことは忘れてしまっているんです。終戦
後特にそれがはなはだしい。 仏教は特に詳しく心について云っているんですが、仏教は大宇宙の中
心は心であると云っています。大宇宙の中心は.
玉利は後述するように、霊気を「原始的神経の今日吾人の身体内に遺留し居るもの」（同書 122
頁）. と考えていた。 . 霊気も邪気も古今東西その存在は知られていたが、東洋の書物ではこの二

気の混同が多く、西洋の. 書物では混同される .. また明徳を備える「自我は宇宙の大我と相通ず
べき霊即ち本心又は真吾」なのだという（同書. 287 頁）。
2014年12月30日 . ブログの再構築を通して一環しているのは、日本文化の美しさや東洋思想の
素晴らしさを軸にした整理です。 見直しを始めて数か月余りということもあって、内容としてはまだま
だ概略の触りぐらいにしかなっていませんが、その対比を図る想定で、今後は少しずつ西洋思想に絡
んだ.
また自然を大宇宙、人体を小宇宙とみなし、自然との共生を重視する医学です。 東洋医学では、
心と体は一体であると考えます。この心身一如の生体観をもとに、健康状態や病気の状態を把握
し、 診断、治療につなげていくのです。 多くの疾病は生体の自然治癒力の低下から起こります。 東
洋医学の治療では、西洋医学のように直接病気の原因を.
西洋医学では身体を細かく分析し、細胞レベルでとらえますが、中医学では身体を大きく捉えて、
小宇宙であると考えます。地球は大 . 宇宙に存在するものにはすべて意味があり、無駄 なものはひ
とつもありません。 ... 大切なのは、あくまでも違う角度・視点・診立てで、病・症状を治してゆくという
ところに中医学（東洋医学）の意味合いがございます。
木を見る西洋人 森を見る東洋人 (The Geography of Thought) . 共通の認識を持たない状況で
は、冗談は冗談にならず会議や交渉はまったく機能しなくなってしまうからだ。 . 著者は認知・認識
のプロセスの違いを際立たせるために、ギリシャの文化・思想を源流とする西洋人 (アメリカ・カナダ)
と、中国の文化・思想を源流とする東洋人 (中国・.
また広義でいう東洋医学は、トルコより東側の地域で発達した医学、アーユルヴェーダ、イスラム医
学、チベット医学もこれに含まれます。 . 東洋医学と西洋医学の違い東洋医学と西洋医学は根本
的な概念が大きくこと. . 大きな統一体を宇宙全体と考えると、人間も自然も宇宙を構成する要素
であり、一つ一つ影響しあいながら成り立っています。
图书身体の宇宙性――東洋と西洋介绍、书评、论坛及推荐.
量子力学と東洋思想. 量子力学(量子論)の育ての親と言えばニールス・ボーア(以下写真)です。
ニールスボーア. 彼は量子力学の形成に指導的な役割を果たした人で、量子力学に反対をしてい
.. で、陰と陽が入り混じった状態がこの世の常である、ということをニュートン力学の時代に主張して
いた西洋人が、前の記事でご紹介したゲーテなんです。
宇宙観を持ち，それらが日常生活に関わり，循環していることを示したい。 1）｢陰陽 . いう文字から
古代人がどのように気を捉えていたかが伺える｡「気」の字は象形文字「□ 」. 大阪経大論集・第56
巻第６号・2006年３月. 黒 木 賢 一. 東洋における気の思想 .. 水という身体を構成する物質の一
つと考えており，緻密に身体の気のメカニズムとして捉.
日本語では,湯浅泰雄『身体一東洋的身心論の試み』(東京,創文社〈叢書身体の思想〉, 1977
年) ,湯浅泰雄『身体の宇宙性一東洋と西洋』(東京,岩波書店, 1994 年) .こうした考え方が,身体
活動に関わる芸術にだけ限られていたのでなかったことは確かだ.精緻な美学理論を発展させたの
は,実は和歌だった.連歌の分野では,心敬( ^ ( ^ - ?ら)が連歌道.
西洋近代が分離してしまったこころとからだを、東洋的身体論を通して新たな理論的統合の道を探
る。 目次 : １ （現代科学と東洋的心身論/ 身体の宇宙性/ 東アジアの哲学と科学における気の身
体観/ 気の身体論/ 身体の宇宙性―東洋と西洋）/ ２ （宗教経験と身体/ 身体と間身体関係/ 主
体的身体と客観的身体―哲学と科学の間/ 宗教経験と身体）.
西洋精神史（I）. ユングのグノーシス観／ヨブ記における神と悪魔／ユングと異教的なるもの／ユン
グにおける神話と宗教／ユングとキリスト教／性と結婚をめぐるキリスト教史 .. 現代科学と東洋的
心身論／東アジアの哲学における気の身体論／気の身体論／身体の宇宙性／精神の領域と身
体はいかに関係するか／身体と間身体関係／主体的身体.
世界は今、精神世界の黎明期、これからの時代を生き抜く力はRlung(ルン)にあります。 西洋シス
テムに限界を感じてきているのは、東洋思想とのバランスが取れていないからです。 Rlung(ルン)は東
洋的な精神性を飛躍的に高め、人と宇宙をつなぐ架け橋となり. 人々に真の豊かさをもたらしていき
ます。 今はまだ、お遊び程度の精神世界ブームです.
多元的な価値を生きる現代人の心の深層にも、人類に共通する神話的思考が息づいている。文

明の歴史的多様性を超えて存在する思考に、身体におけるミクロコスモスとマクロコスモスとの対応と
いう観点から挑み、宇宙における人間の位置を探る。身体論・生命論・気・東洋医学を論じて独
自の思想的境位を開いた碩学による知の考古学。
トップページ ＞ 東洋医学の知識. 東洋医学は、自然治癒力を引き出すことで、健康維持や病気
の改善を目指す伝承医学です。東洋医学では、人は大自然（大宇宙）のなかの一つと捉え、 自
然界の影響を受けていると考えます。そして人体（小宇宙）の生理・病理・疾病の発生なども同じ
原理・法則で説明できると考えています。西洋医学では組織、.
2017年5月19日 . 書道における「書」がもたらす宇宙性に近い。そこからルイーズは一種の「悟り」を
得ることができるのだが、どうやらそうした感覚の直感的把握は、西洋人の製作スタッフたちには難し
かったようだ。このあたりが強く原作を勧めたい理由でもある。書道を絵画同様、美として捉える文化
的伝統をもつ東洋人の感覚があればこそ直感的に.
近年、「なんとなくだるい」「体が重い」というような、西洋医学では病名のつけられない身体的な不
調を訴える患者さんが増加し、医師の間でも東洋医学に対する関心が高まっています。しかし、
「東洋医学 . 人体も含め、森羅万象、宇宙のあらゆるものを『陰（－）』と『陽（＋）』の相対的な2
つの性質に分けるものの見方、考え方です。 『陰』とは、非活動.
この研究に取柄があるとしたら, まず西洋地理学の思想もしくは地表. 認識の視角には, 東洋地理
学のそれと基本的に大きな相違があるのでは. ないかという こ と, われわれ日本人の地理思想が基
本的には東洋地理学. のもつ地表空間の高忍識, つま り ... いわばそれは宇宙を絶えず見渡す神
のあり方をまな. ぶもののように思われる。 し〝ゝう まで.
身体の宇宙性 - 東洋と西洋 - 湯浅泰雄 - 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。
身体症状に「宇宙の声」を聴く―癒しのプロセスワーク アーノルド ミンデル
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4531081536/b086b-22 ：私たちは複数の次元、 .
瞑想の精神医学―トランスパーソナル精神医学序説 安藤 治
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4393361172/b086b-22 ：東洋の瞑想に向ける西洋
の科学者たち.
Compra 身体の宇宙性_東洋と西洋. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.
から現代に至るまで遣された身体の彫像や図などの表現から身体観の推移、 東西世界の違いを
考察することが本講演の. 狙いである . 西洋の理想的な人物像が引き締まつた裸像で表現される
のに対して、 東洋ではふ っくらと描かれている。 .. ギリシャでは、 なかでもサモス島のピタゴラス (紀
元前五八〇ー四八九) はかなり早くから、 宇宙を支配.
会福祉思想と対比させることを通じて、 現代社会福祉における東洋思想の有用性の抽出を. 試
みる予定である~ 本稿 . 東洋の伝統的文化は、 西洋文明の欠点を描い、 西洋文明をモデルとす
る限界から脱皮し、. それを乗り越えた新しい .. ては人間世界と宇宙を誠実で正しく しょうという考
え方を形而上学化したものであるとい. える〝 それゆえに、.
. と修行の問題心身論と倫理学についての序説日本の伝統にみられるたくましい身体とたくましい心
武道と身体心と身体心身一元スポーツする精神 : 東洋の心、西洋の心心の種々の相 : 歴史と現
代 2: 現代科学と東洋的心身論身体の宇宙性東アジアの哲学と科学における気の身体観気の
身体論身体の宇宙性 : 東洋と西洋宗教経験と身体(1993)
東洋医学と西洋医学. 西洋医学では、内科、外科、耳鼻科など専門分野に分かれ、からだの状
態を数値化したり、画像化する検査で病気かどうか判断します。そしてその診断に . 東洋医学と鍼
灸治療. 鍼灸08 東洋医学では、からだは自然（大宇宙）の中の一つ（小宇宙）と考えます。 宇宙
では、自然界の全ての物が、「陰陽」、「五行」の法則に.
2016年1月10日 . 「気」というと、何か特別な発想のように感じる方も多いと思いますが、古くからあ
る東洋の「五行思想」と西洋の「四代元素」の考え方と同じです。 多くの現代人にとって特別に見
えますが、19世紀頃まで科学よりも世界各地で支持されて.
東洋医学. も当然のことながら，その世界的潮流と深く結びついて. いくものと思う． 世界の三大伝
統医学と言えば，「中国医学（中国伝統医. 学）」「アーユルヴェーダ（インド . 近年の医学の急速な

進歩を象徴するものに，『宇宙医 .. 口腔と言う発生学的根源臓器を通じて，近代西洋医学と東
洋的伝統医学を包括する，新しい生命観・身体観およ.
東洋と西洋の心の違い｜現代未解決問題取扱所 - この宇宙や人類に関する多くの未解決な事
柄に立ち向かい、何らかの方向性を見出すことを目的としています。 . 女は初潮とともに子供を産む
身体作りをしなければならないので、筋肉だけを発達させられないのだろう。また男は物事を論理で
判断する傾向があるが、女は好き嫌いで判断する傾向.
2016年8月25日 . 宇宙・太陽・地球そして生命体は、磁力で地続きに繋がり互いに作用し合う 人工物質が環境を破壊し、肉体をも破壊していく。原因は市場拡大。自然の摂理に . もっとも、こ
れは東洋医学だけの考え方ではなく、西洋医学でも人体にはホメオスタシス（恒常性）を維持する
機能があると考えられている。これは磁気と生体との関わり.
その背景は何なのかを考えると、その治療効果はもちろんだか、東洋医学にある統一整体観が自
然と人間とのしなやかな関係を形成して、人間が本来もっているバランス感覚を呼び覚ましてきたか
らだと思われる。技術が進めば進むほど厳格な管理を必要とするタイトな先端医療に対して、“揺ら
ぎ”をもつ東洋医学の宇宙観、生命観、自然観は補完的.
多元的な価値を生きる現代人の心の深層にも、人類に共通する神話的思考が息づいている。文
明の歴史的多様性を超えて存在する思考に、身体におけるミクロコスモスとマクロコスモスとの対応と
いう観点から挑み、宇宙における人間の位置を探る。身体論・生命論・気・東洋医学を論じて独
自の思想的境位を開いた碩学による知の考古学。
身体の宇宙性 東洋と西洋 - 湯浅泰雄／著 - 本の購入はオンライン書店e-honでどうぞ。書店受
取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別梱包で届くので安心
です。宅配もお選びいただけます。
2017年は、私たち日本人が西洋文化を拒絶し「オリジナル日本人」に戻ることができる始まりとなり
得るだろうか。それは東洋と日本の存亡に関する最後の砦のはずですが. 2016/12/25. ・reddit ... 黄
色人種は、精神が身体から離れていた時代、精神が人体の外に探究された時代を保っています。
そのため、白人がさまざまな地域の有色人類と.
2017年3月23日 . 最近、西洋占術と東洋占術について、その特色に違いがあったりして、それぞれ
の違いや関連性とかをみるのが興味深くて面白いです。 . 武道や拳法、宗教などもその範疇で、人
間の精神面から身体面までを、経典や思想などを通して極める、自己の完成を目指す術で、古
来、これらを極めた者のことは仙人と呼ばれ、その道の.

