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国際メディア・	

女性文化研究所所員、研究員たちの活動報告	

5 月 17 日（木）～20 日（日）まで、水田宗子研

究所長と和智綏子副所長は、中国四川省の成都の

市政府より招待を受けて、成都市主催する「2018

年成都グローバルイノベーション、ビジネス、教

育人材育成会議」に出席しました。	

May	17th,	2018	through	May	20t,	2018.	Dr.	Noriko	

Mizuta,	 President	 and	 Chancellor	 of	 the	

Institute	of	International	Media	and	women’s	

Studies,	 together	 with	 Vice	 President	 Dr.	

Yasuko	 Wachi,	 attended	 “the	 2018	 Chengdu	

Global	Innovation	and	Enterpreneurship	Fair:	

2018	 Sino-Foreign	 Innovation	 and	

entrepreneurship	Education	Summit”	organized	

by	the	Chengdu	Education	Bureau.	The	Chengdu	

Municipal	Goverfnment.	

会場となった成都国際会議場天府会議室におい

て、全世界 34 か国から 300 名以上の参加者が集

まった中で、水田宗子所長は、2014 年のノーべル

物理学賞受賞者中村修二博士らと共に招かれて、

5 月 18 日に英語でスピーチをされ、世界各国から

の代表と討論しました。	

The	conference	venue	was	the	Tienfu	Room	of	the	

Chendu	 International	 Convention	 and	

Exhibision	 Center.	 Among	 more	 than	 300	

delegates	from	34	countries	all	over	the	world,	

along	with	Dr.	Shuji	Nakamura,	the	2014	Nobel	

Prize	Laureate	in	Physics,	and	Professor	of	

Physics	at	the	University	of	California,	Santa	

Barbara,	 our	 President	 and	 Chancellor,	 Dr.	

Noriko	 Mizuta	 presented	 a	 speech	 and	

discussionh.＊(next	page)	

	

GOOD NEWS!! 
素晴らしい良き知らせ 
 
The Order of the Polar Star from the King 
of Sweden will be conferred to Dr. Noriko 
Mizuta! 
国際メディア・女性文化研究所水田宗子所

長に、スウェーデン国王より、ザ・オーダ

ー・オブ・ザ・ポーラースター（北極星）

勲章が贈られることになりました。多くの

人びとに祝福され、喜びと励ましと慰めを

与えるこの素晴らしいニュースを、出来る

だけ多くの人に伝え、スウェーデンの人び

とに感謝を伝えましょう！！ 
 

 
 
 
 
 
＊なお、成都滞在中に、水田宗子研究所所

長は、李白や杜甫などの中国の詩人たちの

メッカとも呼ばれる成都市在住の高名な詩

人 10名との会合に参加されました。水田宗
子所長は詩人として中国で高名であり、こ

 
 
 
 



＊なお、成都滞在中に、水田宗子研究所所長は、李

白や杜甫など中国の詩人たちのメッカとも呼ばれる

成都市在住の高名な詩人バイホア、何春をはじめと

する十名との会合に参加しました。水田宗子所長は

詩人として中国で高名であり、この会合では、水田

宗子作「深い眠りがあったら」の中国語訳をサブリ

ナ・ウェン氏が朗読し、次いでバイ・ツォ氏が水田

所長に敬意を表してダンスを披露された。これから

も研究所による現代詩のイベントへの交流が約束さ

れた。 
  Dr. Mizuta attended one of their poetry reading 
meetings.  There the ten top poets, Bai Hwa, He 
Chun and others, gathered.  Ms Sabrina Wen 
recited one of Dr. Mizuta’s poems, “If You Happen 
into a Deep Sleep.” And Ms Bai Tsuo performed a 
dance to show respect to Dr. Mizuta.  They 
promised to participate in our institute’s autumn 
poetry and dance event, and the fellowship and 
exchange of art works were promised further into 
the near future. 
 

中沢けい x水田宗子対談 
2018年 6月 11日(月)午後 3時～5時 
於：文京区向丘地域活動センター3階洋室 A 
 

「フェイクニュースとフィクション」 

 
奮ってご参加下さい！ 
 
編集後記 
ニュースレターも 8 号を迎え素晴らしい活動の報告
と、所長受勲のニュースにも、一同喜びに満ちてい

ます。これまでのニュースレターは研究所ホームペ

ージでバックナンバーが御覧になれます。 
 
http://www.iimws.wordpres.com 

 
書評 
水田宗子著『奪われた学園』が問いかける

もの  

長谷川	 啓  

フェミニズム批評の先導者であった水田宗

子は学校法人城西大学の理事長を突然解任さ

れた。本書には２０１６年１１月３０日に本大

学で起きた官製クーデターの真相が水田自身

によって明らかにされている。当日の騙し討ち

のような理事会の様子が会議の録音記述によ

って生々しく再現され、読者の胸を怒りで抉

る。理事長をのぞく理事は男性ばかりだが、つ

まり理事会の男社会によって女性オーナーが

排除されたことになる。数年前から巧妙に仕掛

けられた、女性理事長だからこそ起こりえた女

性バッシングであるといえよう。理事長に続い

て、理事会で反対意見を述べた理事や水田に関

わりのある教職員が退職を迫られ、水田の博論

指導を受けていた学生は受けられなくなると

いう犠牲者まで出た。まさに包括的パワハラで

あった。 
しかもクーデターの最先兵は、今その退廃ぶ

りを露呈している文科省の元文部次官と元大

臣官房審議官を務めた者たちであり、何やらき

なくさい。少子化問題を理由に日本の大学を格

差づける文科省の方針を先取りした典型であ

り、国家による大学教育統制化の一環である。

もはや一私大の問題ではなく、それは、日中戦

争前夜の大学統制化を想起させさえする。戦争

ができる国へと変貌していく国のありようと、

どこかで繋がっているのではなかろうか。 
それにしても、補助金を得るために各大学は



クリックしてニュースレターを開いて下さい。 
ているのだろう。賄賂めいたことまで発生しかねな

いほどだ。水田宗子は私立大学の特色を本書で語っ

ている。国立大学とは違う個性豊かな大学の在り方

を説き、人文科学と自然科学の両輪の必要を指摘し、

今の国策が、人文科学を減少させる傾向にあること

に異議申し立てをしているのである。自ら諸外国を

まわり姉妹校を作って国際教育・交流に情熱を注い

だ。アメリカで学んだフェミニズム/ジェンダー批評
を最初に大学教育に取り入れた。建学の精神に基づ

いた大学教育への夢は大きく、本書はクーデターの

本質を暴くばかりでなく、大学とはどうあるべきか

を問う一書である。 
	 水田宗子あってのジェンダー・女性学研究所の灯

が、いま城西国際大学から消えようとしている。国

際交流の豊かさも、人文科学の灯も。そうした動向

に抗して、水田らは国際メディア・女性文化研究所

を立ち上げ、4月 14日に設立記念シンポジウム「21
世紀に求められる	 人文科学と大学教育―大学改革

と人間形成」を開催。盛会であった。 
Work in Progress 論文執筆中 
堀内キミ子 
『成尋阿闍梨母の嘆き：母として、女とし

て』 
平安時代後期（1073年頃）に成立した、老
母の日記『成尋阿闍梨母集』の表現には、近

代女性文学の「自己語り」＜女性を作家にな

らしめる意識＞の根源と、相通じる意識や感

情がある。それらがどのように相違があるの

かという課題を、大学卒業時から今まで胸の

奥に秘めていた。今回この課題を「比較文化

ジェンダー論」の視点で分析することを決め

た。 
	 私は城西国際大学大学院女性学専攻に入学

し、修士号を取得の後、後期博士課程を 56歳
で終了した。 
	 「女性学専攻科」の修士論文『冥王まさ子

の語りー女の魂の行方―』は、現代女性作家

「冥王まさ子」の文学について研究した。「冥

王まさ子」は、今まで生きてきた自分の人生

を振り返り、新しく生き直すために、＜新し

い自分を主役にして生きる＞ために、自己語

りを選んだ現代女性作家である。彼女の作品

『ある女のグリンプス』は、「昭和 54 年度文
藝賞」を受賞して、処女作品から、注目され

る作家となった。受賞作品『ある女のグリン

プス』は、著者である「冥王まさ子」自身の

生活体験が「素材」となった「私小説」であ

る。彼女は、 
① 	 性別役割に支配された恋愛や結婚に対
する＜幻想＞への懐疑 

② 	 性的役割の根幹である＜母性幻想＞の
破壊 

③ ＜女性性＞への懐疑や否定 
の意識（①～③）を、人一倍強く、作品の中

に、組み入れた、最初の現代女性作家であっ

た。冥王まさ子は、自らが属する「女性文化

と公的な社会」からの二重の疎外に対する強

い＜違和感＞を抱き、この＜違和感＞が作家

[ 冥王まさ子誕生] の原動力となった。 
	 冥王まさ子が感じた＜違和感＞ は、彼女自
身の「生い立ち」や「家庭環境」、さらに結婚

生活などが強い影響を受ける要因になったこ

とは否めない。 
	 私は「女性学専攻科」に社会人入学し、56
歳で「後期博士課程」を修了してから現在に

至る間の稀有な体験を通し、この時代の異な

る二人が抱いていた女性としての＜違和感＞

をジェンダーの視点で「分析」してみたいと

いう、強い気持ちを抱くようになった。 
	 分析の基盤は、 
「人間には、生きる時代に隔たりがあっても、

[人間としての心の叫び] には[時代を超越し
た普遍的な心（感情）がある] 」 
ことに置き、 
分析の視点(1) 



	 『成尋阿闍梨母集』に底流する、作者[成尋
母の表現の根源] には、従来の研究者が指摘
する評価だけではないということ。 
分析の視点(2) 
 上層貴族という出自の作者[成尋母] が、80
歳を超えて味わう[愛息との愛別離苦の悲嘆
の根源] は、高学歴な現代女性作家[冥王まさ
子の表現の根源] と相通じるものがある。 
	 この＜違和感＞をはずさず、＜重なりあう

心の存在＞を、明確に分析したいと思ってい

る。 

成都の大仏、詩人、若者たち  
水田宗子  
 
四川州成都市での「イノヴェーションと教育」会

議に招待を受けて成都市へ行った。初めての訪問地

なので、会議のあくる日、四川大震災１０周年に当

たる、この李白や杜甫、王維など文人の足跡で有名

な古都の現状を見たいと思った。会議の用意してい

たのはパンダ飼育場の視察で、それも大変魅力的だ

ったが、結局は、まず、世界で最も古く、二番目に

大きい大仏石像を見に行くことにした。揚子江の支

流を船で行くのにも惹かれた。案内してくれたのは、

今年の秋からアメリカの大学に留学するという高校

生で、知り合いの詩人の息子さんだ。ハーバード大

学のサマースクールに行ったというだけあって、英

語は大変達者で、アメリカについての知識も相当に

身につけている。アメリカで博士課程まで行くのが

ずっと夢で、そのための勉強をしてきたというだけ

あって、有名難関大学に見事に合格している。 
しかし、私が驚いたのは、彼が秀才の風貌を持っ

ていないこと、そして哲学を専門分野として学びた

いということだった。長身で、ファッションも身の

こなしも当世若者風で、言ってみれば、豊かになっ

た中国の新人類、富裕層の若者の新しいタイプと言

っていいのだろう。カジュアルで、気取っても、大

げさでもない。成功志向を丸出しにしてもいない。

そして志望が ITでも、エンジニアでも経営学でもな
い、哲学なのである。 
仏像は美男におわしますよりは、大きく、包容力

があり、頼り甲斐のある男性のイメージだった。仏

様というよりは武人という趣である。案内しながら、

１８歳の若者は仏教について、そして、道教につい

て、一生懸命英語で話している。その夜成都在住の

詩人たちが、美味しく、とびっきり辛い四川料理に

招いてくれたが、中国のめまぐるしい変容を生きて

きた詩人たちとの話は、私には忘れられない経験と

なった。日本語を話せる人がいないだけではなく、

日本を訪れたことがない人の方が多い詩人たち、北

京ではない、地方都市で仕事をしながら、作品が英

訳やフランス語訳されていること、そして、 大量虐
殺事件以後の成都が、詩人たちのおじいさんも含め

て外から移住してきた人たちが多いことで、 詩人た
ちの誰もが、自分たちは成都の「コスモポリタン」

な文化を体現していると感じていること、など私に

は新しい中国体験となった。 
東京へ帰るとすぐに若者とその友人たちが六人、

日本旅行でやって来た。皆アメリカの大学へ秋から

留学する１８歳の若者たちで、志望分野もそれぞれ

違う。文学専攻希望者は一人もいないが、誰もが皆、

ヘミングウエイ、フィッツジェラルド、フォークナ

ーの作品を読んでいることに、また驚いた。皆留学

試験に合格したのだから英語は達者だった。日本文

化を尊敬していると言っていて、東京、大阪、京都

と廻って帰るときには、さらに日本びいきになった

と言う。しかし、日本語は全くできない。 
私が初めて中国を訪れたのは１９８２年で、まだ

北京空港から市内へのハイウエイもないときだった。

それ以来、私は毎年中国へ行き、多くの友人も得た。

日本への留学を通して若者とも接し、中国の変容の

歴史に、同時代的に関わって来たように思っていた

のである。日本と中国がそれぞれの近代化を共有し

た歴史は、最近中国の研究者によって検証されるよ

うになっているが、２０世紀の後半から、日本と中

国は何を共有してきたのか、互いの歴史を同時代的



に生きて来た世代の一人である私は、何かすっかり

歴史からの除け者だったような気がしたのである。 
だからこそ今回成都で経験した、詩の持つ言語を

超えた同時代性が特別深い印象を残したのだと思う。 


