
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

International Institute for Media and Women’s Studies 
 
一般社団法人 国際メディア・女性文化研究所  

 
March	 11,	 2018	 Vol.1,	 No.3	 

国際メディア・	 

女性文化研究所	 研究所機関誌『比較メディ

ア・女性文化研究』Vol.1,	 No.1	 が 1 月 30 日に刊

行されました。論文、講演、研究発表と多様な研

究所の活動報告でもある創刊号です。	 

The inaugural issue of the Journal of 
Comparative Media andomen 	 Women’s 
Studies, Vol.1, No.1 was published on January 
30th, 2018.  It presents our multiple activities 
through a variety of articles, lectures, 
interviews, dialogues, and research 
presentations. 

お知らせ！！	 

研究所設立記念シンポジウム	 

◆	 2018 年 4 月 14 日（土曜日）午後 1 時～5

時	 

◆	 日本女子大新泉山館	 大会議室	 

シンポジウムタイトル「21 世紀の人

文科学と大学教育：大学改革と人間

形成」	 

	 

開催者挨拶	 水田宗子所長・代表理事	 

	 

パネリスト	 巽孝之・荒木勝・上野千鶴子・	 

中沢けい・芦辺拓・阿木津英	 

	 

＊登壇者肩書き	 

	 巽孝之	 慶應大学教授・アメリカ学会会長・	 

三田文学会長・ポオ学会長	 

荒木勝	 岡山大学名誉教授・前副学長	 

上野千鶴子	 元東京大学教授・NPO	 WAN 理

事長	 

中沢けい	 作家・法政大学教授	 

芦辺拓	 作家・本格ミステリ作家クラブ/日

本推理作家協会/日本 SF 作家クラ

ブ/歴史時代作家クラブ	 

阿木津英	 歌人・短歌結社「八雁」編集発

行人	 

悦子プライスプログラム 

	 	 	 	 	 設立される！ 
日本美術史の研究と伊藤若冲のコレクターで世

界的に有名なジョー・プライスさんと悦子プライ

スさんが、本研究所のために「悦子プライス・プ

ログラム」を御寄贈下さり、本研究所としては初

めての研究奨励プログラム制度を設立すること

にしました。悦子プライスさんについては、『比

較メディア・女性文化研究』創刊号に、水田宗子

所長との対談インタビューが掲載されておりま

す。（3 ページに掲載しました、その記事の書評
を参照して下さい）このプログラムにより、数多

くの研究者による講演会などを企画しておりま

す。乞うご期待！ 

Etsuko Price Program  

Established!! 
Joe and Etsuko Price, the 
couple  widely known in the world 
for their contribution to the 
Japanese Art History Studies and 
for their extensive art collections, 
especially of the art work of Itoh 
Jyakuchu, gracefully have given 
funds to our institute, and with our 
thanks the IIMWS institute has 
established the Etsuko Price 
Program in honor of her 
contribution to our institute. 
The program will encourage many 
scholars and researchers to 
present their works in a lecture 
series, exhibitions, performances, 
and other programs. 
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追悼	 石牟礼道子さん  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

岩淵	 宏子 
 
水俣の語り部として著名な石牟礼道子さんが、

２月１０日に逝去された。９０歳だった。 
『朝日新聞』には、亡くなられてから三日間、石

牟礼さんの報道が続き、今更ながらこれほど注目

を集めていた作家だったことを認識した。 
	 『苦海浄土	 わが水俣病』（講談社、1969年）
が刊行されたとき、文学の社会性を強く実感し、

感動したことを懐かしく思い出す。戦前のプロレ

タリア文学は国家権力に弾圧されて、社会を揺る

がす力にはなりえなかったが、『苦海浄土』は、水

俣病の本質を世に知らしめるのに如何に大きな役

割を果たしたか計り知れないからである。私も同

書によって水俣病について知り、チッソへの抗議

のための一株株主になった。 
	 石牟礼文学の基底には、「世の下々にいる人間の

汗で、この世は成立っとる」（「桜の盛りに」）とい

う父親の信念の継承がみられる。さらに、この世

は下部の人間によって成り立っているという水俣

出身の詩人谷川雁による現実認識（「原点が存在す

る」）と、「母胎である女たちだけが、今この時代

に残された、究極の自然」（「女という原初」）とい

う同郷の女性史研究家高群逸枝の思想から、女で

あり底辺の自分が疎外された者たちに成り代わっ

て自己表出すればよいという啓示を受け、水俣病

患者をはじめとする名もなき民衆の心を表現する

散文作家としての道を貫徹する生涯を終えられ

た。 
	 石牟礼さんは、「水俣病というのは単に水俣の病

変ではなく、日本近代国家の病気なのである。だ

からどこに起こっても不思議はない、その一つの

象徴なのだ。」（『石牟礼道子対談集―魂の言葉を紡

ぐ』河出書房新社、2000年）と述べている。今日
なお社会的政治的問題となっている水俣病公害事

件とは、人の命より企業の利益を優先させる近代

産業社会の病根の表象であり、それを告発した『苦

海浄土』は、反公害運動を推進させる大きな力と

なりえた歴史的作品であった。 
	 しかし、石牟礼さんを「水俣のジャンヌ・ダル

ク」とみるべきではないという渡辺京二氏の指摘

の通り、単なる運動家ではなく、文学的にも優れ

た芸術的達成を示した作家であったことを忘れて

ク」とみるべきではないという渡辺京二氏の

指摘の通り、単なる運動家ではなく、文学的

にも優れた芸術的達成を示した作家であっ

たことを忘れてはなるまい。それは、『苦海

浄土』第一部の水俣病患者の描き方一つ取っ

ても明らかである。同書では、水俣病患者に、

海はすでに汚染されているにも拘わらず、海

と一体化して生きる喜びを「栄華」として語

らせている。これを、きれいごとだという批

判もあるが、渡辺氏は、「この世の苦悩と分

裂の深さは、彼らに幻視者の眼をあたえる。

苦海が浄土となる逆説はそこに成立する」と

解し、「独特な方法でわが国の下層民を見舞

う意識の内的崩壊」の描破である、という鋭

い読みを提示されている（講談社文庫版『苦

海浄土』解説、1972年）。現実から拒まれた
彼らが苦海を浄土と幻視するように、彼ら自

身の存在も受難の深さゆえに、いっそう純化

し聖化された存在として位置づけられてい

る。こうした患者の描き方が、告発をはるか

に越えて、いかに人間存在への深い洞察に基

づいているかは言を俟たないであろうし、方

法的にも、きわめて意図的に選び取られた独

自の絶妙な語りの手法により齎されたもの

であった。 
	 この近代産業文明を撃つ足場は、自伝的小

説『椿の海の記』（朝日新聞社、1976年）に
あると言われている。この小説は、近代によ

って損なわれる以前の水俣の農村を、猿や

狸、狐などはもとより山童や土俗神、魑魅魍

魎たちが人間と共生する『遠野物語』的世界

として、詩情豊かに描き出されている。例え

ば、ハンセン病患者も地域共同体から追い払

われたりはしないのだが、後に水俣病を生み

出す日本窒素肥料株式会社の黒煙が不知火

海の青い空の上に立ちのぼるようになると、

この村のおおらかな調和的世界もやがて変

貌し崩壊せざるをえないことを、癩者一家に

対する強制収容が暗示している。同書は、近

代化への抗いがたい潮流の中で、失われてい

った豊かな自然やおおどかな人間性及び人

間関係、抹殺された精霊たちへの鎮魂の抒情

詩といえよう。 
 
	 石牟礼文学は、近代がもつ本質的な貧しさ

への警鐘と、失われたものたちへの鎮魂を、



のち、カリフォルニアに移り、そこのカウンティ・ミュージアムに日本美術部門を打ち立

てる 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

石牟礼文学は、近代がもつ本質的な貧しさへ

の警鐘と、失われたものたちへの鎮魂を、最後

の原初であると位置づける女の感性と言葉に

よって詠いあげ、現在および未来の闇を照らし

出した、まさに核時代の最先端に位置する文学

であった。 
	 水俣の人々の魂に寄り添い、現実変革の大き

な力となり続けた石牟礼道子さんの偉業を讃

え、ご冥福を心からお祈りしたい。 
Orbitualy 
By Hiroko Iwabuchi 
Ishimure Michiko, a Japanese woman 
writer, known for books on the victimized 
people of Minamata through extensive ocean 
and land mercury pollution and poisoning, 
died on Feb. 10th, 2018. Her untimely demise 
is a grave loss not only to her friends and to 
the Japanese women literature, but also to 
those Minamata people, and the global 
community of people who are fighting 
against environmental disasters.  
 

 

悦子プライスさんの

こと	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

小林富久子 
 

	 本研究所のジャーナル創刊号には、「日本人

として、日系アメリカ人として、女性として生

きること」と題して悦子プライスさんへの水田

所長によるインタヴューが掲載されている。た

またま私が当日司会を務めることになったの

だが、改めて活字化されたものを読むと、感銘

を受ける部分が多々あったので、そ 
れについて一言述べさせて頂く。 
元々京都生まれの悦子さんは、関西の大学に

入ったが、身体が弱かったため主に家庭教師か

ら古典や英語などをみっちり学ぶこととなり、

そ 
 

れが後に通訳として働く中で出会いを果たし

結婚することになったアメリカ人実業家ジョ

ー・プライス氏との生活にも大変役立ったと

いう。 
日本美術の愛好家で膨大な若冲の収集家と

しても知られるプライス氏は、オクラホマ出

身であった関係で、お二人はそこで長く過ご

したのち、カリフォルニアに移り、そこのカ

ウンティ・ミュージアムに日本美術部門を打

ち立てるなど、米国での日本美術の広がりに

大きく貢献することとなった。 
また、３・１１後には福島にも出向き、大

規模な若冲展覧会を開くことで被災者たちか

ら大変感謝されたという。そうしたことの裏

には当然、自らも日本文化に深い造詣をもた

れる悦子さんの存在が大きかったはずであ

る。 
だが、私がインタヴューで特に惹かれたの

は、日系アメリカ人としての経験を語られた

部分である。裕福な階級に属していたとはい

え、日系人として「ジャップ」、「ジャップ」

と呼ばれることもあった彼女が、それでもひ

るむことなく、逆に友人関係を打ち立てるた

めのきっかけにしたなどのエピソードが興味

深く紹介されている。 
実際には、誰も知る人のいなかったオクラ

ホマで、戦後、侮蔑の対象とされていた日系

人、そして女性として、生きることがいかに

大変だったかが偲ばれるが、それをユーモア

をもってさりげなく語っておられる点に稀有

な勇気や逞しさが感じられた。 
現在、日本の若者は海外生活を忌避する傾

向があるとされるが、「一番大事なのは自分が

変わること」と主張される悦子さんに倣い、

時には痛みを覚えつつも、様々な人種や文化、

考え方に触れ、自分、そして、相手をも変え

ようとする勇気をもつ人々が増えれば、誰も

が望む世界平和に一歩でも近づけるはずとい

うことを強く感じたという次第である。 
 

 
	 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

詩との出会い	 

詩人との出会い	 

	 

水田宗子  
	 Face book で偶然 Danno Yoko という名前を見
つけて驚いた。１９６０年代の始めイエール大学の

大学院生であったころ、偶然に図書館でその名前の

詩人の詩を読んだのだった。 アメリカ人の友人が、
私が詩を書いていることを知って、これがお前の作

品ではないのか、と言ってきたのがきっかけであっ

た。私の作品がどこを探してもないので、きっとペ

ンネームで書いているのだろうと思ったらしいの

だ。その友人はロゼッティについて論文を書いてい

て、ポオについて書いていた私とはお互い近い領域

をうろうろしていた。神学部出身のクリスチャンの

彼が耽美的でグロテスクな美に関心が強いことに、

私は興味を抱いてもいたのだった。論文を終えて、

彼はオバリン大学の助教授に赴任していったし、私

は同じ時にロンドンへ家族で移ったので、それ以来

彼と会ったことはない。しかし、彼が見つけた

Danno Yokoの詩のために、彼も私の記憶に刻まれ
たままでいる。 
	 その時に読んだ詩は最近出版された Danno Yoko
の初期詩集にも載っていない、本当に初期の作品だ

ったことがわかった。それが『Prizm（プリズム）』
という雑誌に載っていたことも、Dannoさん自身も
忘れていて、探し出して送っていただいた。１９６

０年代、Yale には若い詩人に与える詩賞があって、
かなり多くの詩人たちが集まっていたのだった。

W.H. オーデン、ロバート・ペン・ウオーレンも講
義をしていたし、私は T.S. エリオットの講演を聞
く幸運にも恵まれたのだった。 
	 

Dannoさんの詩は全て英語で書かれている。澄ん
だ風や水が感じられる清澄な感性が覆う詩的空間

で、不安や恐れに敏感な内的な世界が重なり合って、

季節の移り変わりのように自然な時の流れのよう

に、何も言われない、空白のような、詩の時間が移

ろっていく。日本的な空白のメタフォア、表層に意

味が浮かび上がらない沈黙の静かさが心を捉える。 
	 この印象はこれまでの５０年間私の心にずっと住

み着いていた。だから偶然スクリーンを通して詩人

Yoko Danno に出会ったことは、私にとっては忘れ
られない二度目の遭遇であった。と言って私はまだ

ご本人にお会いしていないのである。一編の詩には

詩人のすべてが詰まっている。ところが、詩作品と

詩人は別の存在に思える時も多くある。詩はいつも

自分の秘密の空間なのだから、日常生活では他人に

は決して見せないのだ。詩人は二重性格者なのだ。 
	 Danno Yoko との出会いは一編の詩のもつ他者の
心を貫く力との出会いだったが、詩人との出会いも

楽しみである。 最近の Danno Yokoの作品はその底
流には同じものが流れていて、５０年の月日を私は

感じないままである。しかしお互いに５０歳年をと

ったのだから、現実の詩人との出会いへの期待は増

すばかりだ。 
2018/3/3 
 
 
	 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

て、相手をも変えようとする勇気をもつ人々

が増えれば、誰もが望む世界平和に一歩でも

近づけるはずということを強く感じたとい 
	 

	 

Essay	 

詩との出会い、詩人との出会い  

 

水田宗子  

 
	 Face bookで偶然 Danno Yoko という名前
を見つけて驚いた。１９６０年代の始めイエ

ール大学の大学院生であったころ、偶然に図

書館でその名前の詩人の詩を読んだのだっ

た。 アメリカ人の友人が、私が詩を書いてい
ることを知って、これがお前の作品ではない

のか、と言ってきたのがきっかけであった。

私の作品がどこを探してもないので、きっと

ペンネームで書いているのだろうと思ったら

しいのだ。その友人はロゼッティについて論

文を書いていて、ポオについて書いていた私

とはお互い近い領域をうろうろしていた。神

学部出身のクリスチャンの彼が耽美的でグロ

テスクな美に関心が強いことに、私は興味を

抱いてもいたのだった。論文を終えて、彼は

オバリン大学の助教授に赴任していったし、

私は同じ時にロンドンへ家族で移ったので、

それ以来彼と会ったことはない。しかし、彼

が見つけた Danno Yokoの詩のために、彼も
私の記憶に刻まれたままでいる。 
	 その時に読んだ詩は最近出版された Danno 
Yokoの初期詩集にも載っていない、本当に初
期の作品だったことがわかった。それが

『Prizm（プリズム）』という雑誌に載ってい
たことも、Danno さん自身も忘れていて、探
し出して送っていただいた。１９６０年代、

Yale には若い詩人に与える詩賞があって、か
なり多くの詩人たちが集まっていたのだっ

た。W.H. オーデン、ロバート・ペン・ウオ
ーレンも講義をしていたし、私は T.S. エリオ
ッ 
。 
	 この印象はこれまでの５０年間私の心にず

っと住み着いていた。だから偶然スクリーン

を通して詩人 Yoko Danno に出会ったこと

るライオンでさえ、どれほど困るかを見せつけよ

うとするまでに思い上がり、その【傲慢な性質を

深く秘め】て、【表面だけは愛想よく】振る舞って

いたのである。」その例の一つとして、笑いどこ

ろの「マグ・カップ」を挙げている。 
2)「市長の執務室にもマグ・カップが小道具とし
て使われていて、市民たちが感謝の言葉「市長さ

ん、サンキュー」と書き入れてあるのを、秘書の

ドーンは「市長さん」を「市長の秘書さん」と

書き直し、あたかも市民から自分への感謝の表現

であるかのような【マグ・カップ】にして、コー

ヒーを飲んでいるのが、【笑える】。 
筆者は、この「笑いどころ」に、秘書の「深刻

な秘書病」があると指摘する。この「秘書病」こ

そが、「ユートピア社会」そのものを破壊していく

のだと結論づけて、秘書のドーンについて、下記

のように喝破した。 
3)「自分はただのアシスタントではなく、自分な
しでは市長もお手上げなのだから、市民たちは市

長よりも自分を頼りにすれば、必ず特典があるこ

とを匂わせて人心をキャッチしていた」「感謝され

るべきは自分であるという傲慢な病に罹っていた

のである。」 
今後の課題＜展望＞	 

	 秘書の羊「ドーン・ベルウェザー」の裏切りは、

彼女の狙っていた市長の座だけでなく、「ズートピ

ア全体の社会的理想である、草食動物と肉食動物

が種族の違いを超えて共存し友情の絆で結ばれて

いた社会そのものの生命力あふれる絆を分断し、

相互に猜疑心と恐怖心と憎悪感を募らせて、つい

には友情も信頼も愛情もすべてを貶め、社会その

ものを破壊してしまう事で、絶対的な支配力を得

るという邪で陰惨で冷酷な裏切り行為をするので

ある。その動機が「秘書病」の病の「病原」とな

っている」と。 
読み応えのある映画評を、夏目漱石論とあわせ

て読んでほしいと思っている。この和智綏子氏の

映画評と、水田宗子氏のエッセイを熟読してほし

いと思う。教育者としての両者に見る「信頼」と

「友情」が手に取るように伝わる作品である。 
参考文献 

水田宗子エッセイ「夏江漱石論序論――裏切り」『カリヨン通り』

17号 pp.34-45 

和智綏子映画評「ズートピアと秘書病」『カリヨン通り』17 号

pp.58-61 

	 

	 

書評『カリヨン通り 17 号	 薔薇特集』

の映画評について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 堀内キミ子か	 

『カリヨン通り』17 号には和智綏子氏による映画

評「ズートピアと秘書病」が載っている。 
筆者（和智）は、「田舎町で育ったウサギの少女

ジュディ・ホッブス」が警察学校の難関を主席で卒

業し、見事ウサギとして初めての警察官になる「出

世物語」と簡潔に粗筋を紹介する。肉食動物のキツ

ネ、ニック・ワイルドという裏の情報に強い詐欺師

まがいのはぐれ者が相方である。「ニックは幼少の

頃、キツネは信用できないというステレオタイプの

いじめに遭い、自分の夢を捨てて（略）詐欺師まが

いの生き方をしていた。ジュディとの友情は、ニッ

クにトラウマを克服させ、警察官になる夢を見させ

ることに成功したかに見えたが、記者会見でのジュ

ディの発言が、（略）肉食動物差別という無意識を 
暴露し、失望したニックはジュディと別れる。（略）

全ての肉食動物は職を失う事態になる。しかしニッ

クの協力を得てジュディはある植物の毒性が動物

を狂暴化する事実に迫る。そしてついに二人は悪の

犯罪の主犯である羊のドーンの正体を暴き、事件解

決により、ズートピアの平和的共存社会を取り戻

す。」 
	 筆者は市長とアシスタントの秘書の関係に注目

する。 
「誰でも何にでもなれる」という希望と夢のスロ

ーガンを掲げて当選した「ズートピア市長のレオド

ア・ライオンハート」の秘書である草食動物【羊の

ドーン・ベルウェザー】に注目したのである。 
秘書としての彼女は、「おとなしく、人をそらさ

ないという見かけでいながら、華々しい市長の活躍

を陰で支えつつ、市長を訪問してくる陳情客に対し

て、愛想よく気を利かせつつ、実はちゃっかり相手

に自分の恩を売っているというキャラクターであ

る。」と次のように筆者の持論を展開している。（以

下引用） 
1)「どんな権力者でも、全てを自分だけでするので
はなく、組織に支えられながらその能力をさらに発

揮させて大きな仕事を成し遂げていくのである」

「この秘書は、自分の働きが無ければ、図体ばか 
り大きくて偉そうにリーダーシップを発揮してい 
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