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会誌「光と陰」第 8号 発行によせて

2010年 に東京で “つどい"を開催する、という通知を受け、私たちはつどいに向
けての研究課題を検討 しました。その結果、会誌 「光と陰」7号の中から新潟独特の
「季節女中」を選び、新たに視点を立て直して全員で取 り組みました。新潟女性史資
料 (新聞切抜きカー ド)を繰 り直すとともに、あらためて統計資料などにもあたりま
した。また、上越地方の人たちの協力を得て、当時実際に働いた人から聞き取 りをす
ることもでき、研究論文―戦後における 「季節女中」をみる一をまとめました。

この研究論文は 9月 4日 、5日 に開催 した 「第 H回全国女性史研究交流のつ どい
in東京」の 「移動」分科会で発表 しました。全ての分科会に分担 して参加 した私た
ちは報告をし合 うなかで得た内容を、新潟の女性たちと共有 し一緒に考えたいと思い

ました。

そこで、アルザフォーラム 2010ワ ークショップに参加することを決め、「女たち
の未来を切 り拓 くために」のテーマで女性史学習会を開催 しました。参加 した女性た
ちはそれぞれの視点から問題提起をし、話 し合いはさまざまな示唆に富むものでした。
今号は研究論文、ワークショップ開催 とい う、“つどい"を 中心にした一連の研究

活動の内容を載せました。

“つ どい"と ワークショップから得たものを、新潟の女性史研究にどのように活か
していくかが今後の課題です。

2010有ヨ12月 13日

新潟女性史クラブ
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戦後における『季節女中Jをみる

新潟女性史クラブ

1.背 景

1950年代における女性の職業でもつとも多いのは農業従事者で、新潟県では農林

漁業に従事する女性たちが全国平均をはるかに上回つている。雇用労働でみると販売

員、女中、紡織工、事務員が多く、この頃の女性の 4大職業といわれる。

家事女中の就業者数は 1950年 には 23万 3639人 となり、1955年 には 30万 3710

人とピークをむかえ、この後女中不足が進んでいる。賃金労働者であるにもかかわら

ず労働基準法の適用外に位置付けられていた。そんな中、収穫期を終えた 11月 頃か

ら翌年の農作業が始まる 4月 頃までの間を、「季節女中」として県外で働いた新潟の

女性たちがいる。その多くは高田地方の出身である。

北陸に近い高田地方は耕作面積が狭い山間地が多い うえに豪雪地であり、この地方

で秋冬季の出稼ぎが多い。女性は静岡のミカンもぎや群馬での農耕に、男性は杜氏な

ど酒造業が大半を占めた。

1952年は、「通産省綿棒4割操短勧告」の影響から、多くの女性たちが解雇または

一時帰郷 となり村に戻つた。家計の一部を支えていた女性たちの帰村は農家にとって

大きな経済的打撃となった。

さらに、1953年は低温多湿続きで冷害となり、特に山間地の被害が大きかった。

収穫の頃、追い打ちをかけるように台風が襲い、河り||が氾濫 して大凶作となる。被害

が深亥lだったある村では田の 2割が収穫皆無、6割が減収となり、夏の終わりには、

はやばやと都会に出稼ぎに行かねばならない若い女性の姿が出始める。村の窮状につ

けいるように、特飲店女給募集のビラが貼 られた り、悪質な周旋人が出入 りするよう

になつた。それ らの取 り締 りとともに出稼ぎ先の開拓 と待遇改善が求められた。

高田公共職業安定所(以後 職安所)は秋冬季の職場開拓に乗 り出し県外へ職員を派

遣し、名古屋を中心に中京方面から「季節女中」の求人を取 り付ける。農閑期だけで

も来てほしいと、都市部が切実に女中を求めている現状があつた。
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2.「季節女中」のはじまり

高田地方で職業紹介所の斡旋により、秋冬季に限 り女中として出稼ぎをするのは

1932年が最初であると思われる。

この年は不景気のどん底で、特に農村は米価や農作物の下落と前年の凶作で疲弊 し

た うえ失業者の帰農が増えていた。当時、農家の娘たちは結婚までの間、女中や女工

などの出稼ぎをして家計を助けていたが、女性の出稼ぎ総数の約 4割を占める女工

も製糸工場の休廃業や賃金未払い問題があり帰郷する。また、大正初期から続いてい

た夏だけの木曽御嶽山の旅館女中などは縁故によるため対象は限られていた。村に戻

つた娘たちの働 く場は見通 しが立たないままであった。 さらに、県議会は公娼制度廃

止を決議 した(1929年)が実施期限はなく、出稼ぎと称 して毎年約 5000人が芸娼妓や

酌婦として売られていた。7月 に入ると困窮 した農山村からの身売 りが増えはじめる。

深刻な農村不況対策 として、国は土木などの匡救事業や職業紹介所の充実に取 り組

み、県も7月 24日 現在、39か所の職業紹介所を増設 して出稼ぎ女工の紹介などにあ

たった。また、連 日の農村窮乏の報道によリー般家庭も匡救事業に関心を向ける。女

中不足の関西では農村からの女中を求める件数が増え、8～ 9月 にかけて高田職業紹

介所には例年になく連 日求人がくる。同じ頃、西頚城郡の能生町外五ヶ村職業紹介所

は関西の女中不足を知 り、女中斡旋が男子就職のきっかけになるのではないかと考え

た。通年ではなく秋冬季のみとい う条件で、初めて 「季節女中」2人を送 りだす。職

業紹介所が斡旋 した最初の「季節女中」は女工出稼ぎ後結婚までの間、家の手伝いを

していた娘たちである。この 2人の住込み先が好評だつたことで、1932年から 4年

間で 300～ 400人が 「季節女中」として西官地方で働いた。一般家庭を対象に職業

紹介所が緊密に連携 しての取 り組みは、女中就職者台帳を備えて求人者の把握をして

の対応であつた。

1932年 、 リツ(仮名 13歳 )は東京で女中として働き始め、18歳 からは秋冬季だけ

女中に行つた。子守と庭の草取 りや家事の手伝いが仕事で、給料は直接親に送るので

手にしたことはない。24歳で結婚のため帰郷すると、籍はもう夫のほうに入つてい

た。(2008年 3月 上越市での間き取 りから)

その後 1934年は天候不順に大雪、冷害、水害が重なり大凶作となる。特に岩船 。

頚城・魚沼郡の山村に被害が大きく、8月 から岩船・南魚沼郡での娘の身売 りが新聞

に載る。同じく大凶作の東北 6県が職業紹介所長会議で 「売られゆく娘」の防止策

を協議 し、全国に募金や子女救済運動が起きている中で、「季節女中」の斡旋は引き

続き勧められ、9月 には南魚沼郡も兵庫方面への斡旋を始めた。

1938年、職業紹介所は国営となり、県内 12か所に整理統合される。その後、職

業行政も戦時動員行政に転換 し、「季節女中」は軍需工場へと姿を消す。
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3.戦後の状況

1953年、高田職安所は恒例の秋冬季出稼ぎ斡旋にあた り、凶作による農耕求人の

減少 と出稼ぎ希望者の増大を予測 して、土工と炭鉱、女中に重点をおく方針を立てた。

特に、冬の間だけの女中出稼ぎを斡旋するのは初めてであった。名古屋方面からはす

でに 500人程の求人があるが、今まで縁故を頼つて関東や関西へ 「季節女中」とし

て出かけていた女性や親は、職安所を通 しての就職に関心は薄かった。そのため 「赴

任する皆さんへ」と呼びかけ、労働時間や月給最低 3000円 などの条件を明らかにし、

婦人会に働きかけるなど縁故就職の低劣な労働条件への注意を促 した。

11月 4日 、最初の 300人が高田、直江津駅前でそれぞれ壮行会に臨み夜行列車で

名古屋に向かった。翌朝到着 した駅前でも歓迎会があり、商店、会社員、公務員など

の家庭で来春 3月 末まで働 くことになる。11月 10日 に 57人 、16日 にも出発 し、11

月末までに 400人程の 「季節女中」が中京方面へ職安所経由で働きに行った。

1954年 は、作柄の良いこともあり全体に出稼ぎ求職者の出足は鈍かった。1万 2000

枚の職安特報を全農家に配布 したり、出張所に 「冬の閑な季節を 自分の家を豊にす

るため 皆んな出稼ぎしましょう」と看板を立て、村の出稼ぎをためらう風潮に対応

したり出張相談の開設もした。

9月 になると高田職安所には、昨年の「季節女中」は働き者が多く好評であったと、

愛知県から 800人近い求人がきた。 さらに、集団出稼ぎ女中の評判に刺激 された東

京や西宮方面からも求人がある。しかし、女性たちには女中を嫌 う傾向があった。「女

中」とい う言葉を嫌 うだけでなく、雇用条件や農業出稼ぎより安い賃金への不満も大

きな原因である。職安所は、公民館や青年・婦人会の協力を得て、農耕など他分野の

求人減を力説 した。また月給は昨年の 500円 アップ、往復の運賃や諸手当の交渉に

も応 じるなど働 く条件の改善も示 した。

10月 27日 の出発に続いて 30日 と 11月 10日 には 105人、17日 に最後の 30人が

名古屋に向かつた。高田職安所斡旋で 「季節女中」として約 650人の女性が名古屋

方面へ行き、さらに、東京方面にも 250人程が出発 している。また、中越地方の十

日町職安所にも東京の職安所を通 じて 「季節女中」200人 の斡旋依頼があり、求人数

の多さと冬の間だけとい うのはこの地でも初めてであった。会社員や会社重役宅が多

く、気に入ったら引き続き働いてほしいという求人も少なくなかった。1954年の季

節出稼ぎ者は、高田職安所管内でも総体に減っているものの 「季節女中」だけは増え

ている。

1955年 2月 、愛知県労働部 と名古屋職安所などが共催で 「季節女中」の慰安会を

開き、500人 が集まった。高田職安所からも激励のあいさつがあり、映画鑑賞などが

あつた。3月 、高田職安所がまとめた季節出稼者の就労実態調査によると、女中の場

合就労先が 20%は定着するが、年ごとに変わる割合も 25%以上となっている。勤

めることになった家庭の環境、待遇などによって決まるものと思われる。また 7月
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発表の実態調査で求人側の職種別を見ると、小売業が半分を占め、勤め人は 10%に

満たないなか、実際の就職先のほとんどは勤め人の家庭となり、小売業はわずかとい

う結果 となった。比較的働きやすい環境と思 う方を選ぶことが示されている。

1956年、高田職安所管内への 「季節女中」の求人は全体で 1300人を超えたが応

募者の減少が進み始める。中学卒業生の集団就職が高田職安所でも増え、また前年「季

節女中」として働いていた女性たちが紡績工を希望するケースが激増 している。原因

として工場の働 く条件が向上したこともあるが、女中とい う職種を嫌 う傾向がより強

くなってきたことが上げられる。8月 、県労働部が秋冬季出稼ぎ労務者の受け入れ側

との会合で、女中の名称を「家事使用人」に改めるよう要望 した。また、農業出稼ぎ

から帰つてさらに働きたい女性たちのために、「季節女中」の受け入れ期 日を 12月

初旬まで延ばすことを提案 している。

1957年 9月 、早くも愛知県労働部から求人が来る。月給は最低 3000円 以上、月 2

回以上の休 日、赴任 と帰郷の旅費が求人側負担、人格を軽視する家庭には斡旋 しない

など条件が向上している。また、県条例で 1957年から適用の季節女中福祉規定を設

けた。雇用主が 1シーズンにつき 300円 の保険料をかけ、病気や負傷 した場合は最

高1万円を支給する。高田職安所では愛知県の待遇改善に応えようと、昨年の斡旋数

を超えるよう市町村に手配する。 しかし、豊作続きのこの年も 1000人 を超えた求人

数には遠 く及ばなかった。

1958年 8月 13日 、例年より半月も早く、名古屋職安所が直接 1000人以上の求人

を持ってきた。旅費は前払い、給料は 4000円 など、1人 でも多くと必死だが、条件

がいくらよくなっても求職者は減少 していく状況であつた。1959年には、前年の比

較でも半減 し、一方で紡績工は 2倍に増加する結果となり、この傾向が続いていく。

4.簡易家事サービス職業補導所

1956年、高田市 (現上越市)に全国で初の簡易家事サービス職業補導所が開設 さ

れた。農村の中学卒業生を対象に家事使用人を「補導訓練」し都会へ送 り出す 目的で

労働省婦人少年局が企画 したものであり、翌年秋田、山形、長野、鹿児島の各県に開

設 した。高田職安所所長 (補導所所長兼務)は、労基法規制の枠外の 「季節女中」の

紹介には「異常な努力を要する」「幾多取 り上げられる トラブルの数々が集積されて、

当地出身者に対する不評 となつて爆発 しないだろうか」と考えていたが、全国にさき

がけて訓練の機会となる設置を歓迎 した。

第 1回 日は高田女子実業高校 (現関根学院高等学校)を会場に、7月 23日 から 8

月 4日 まで開設 した。応募者が少なかったが熱心に募つた結果、定員超過の 38人の

受講 となつた。受講内容は、家事使用人としての心構え、礼儀作法をはじめ調理と実

習、生活管理、保育と家庭看護、住生活と掃除、食生活と食事作法などからなる。年

齢は 16～ 24歳、女中経験者も 13人いた。受講後のアンケー トでは、電話のかけ方

やお茶の出し方、電気洗濯機の使用方法など好評だつたが、期間の延長、実習器具の
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完備などの要望の他、和洋裁や家計簿の記入、恋愛 と結婚についての講義などという

要望もあった。女中を希望 しない女性が、修了後一定の期間なら行きたいと考えが変

わつたケースもある。

2回 目は、県立直江津高校人幡分校 (現県立直江津高等学校)を会場に 8月 1日 か

ら開設。必ず しも女中にならなくてよいとしたため、定員 40人のところ 55人が応

募 し、49人が修了した。保育、食事作法、電気洗濯機の使用方法などの受講の後、

最終 日には市内の家庭で実習があった。県から修了証書を受けるが、就職率は 25%
と低かった。

1957年は高田市、直江津市以外に中頚城郡吉川町、板倉町、東頚城郡安塚町 (い

ずれも現上越市)と 小千谷市でも開設 した。県立小千谷高等学校が会場で 16～ 25

歳の 36人が受講 し、就職希望者は 10人のみだつた。この年は、高校卒の女性たち

も受講 し、多くは、女中の職業は結婚前の主婦見習いの勉強にはよいと考えている。20

歳の女中希望者は、若い間辛抱するのは修養になり、事務員などと同じく立派な職業

だとしている。22歳の女中を志望 しない元店員は、職業としては封建的なところが

多く、女中を見下すのはよくないし、働 く側の専門的な家政の知識を身につける必要

性をあげた。1958年には国の補助が打ち切 られ、開設は高田市のみとなり翌年は高

田市と吉り|1町 となった。

開設から 4年間、11か所で修了生は 464人で、「季節女中」を目的とした事業だ

つたが、ほとんど就労には結びつかなかった。

表 1 簡易家事サービス職業補導所(1956～ 1959年)の実施状況と修了生

年 開設地 実施月 日 修了生(メ0 句 修甦∞

1956年 高  田  市 7.23-8.4

8.17-28

８

　

３

３

　

３ 120

直 江 津 市 8.1～ 12 49

1957年 中頚城郡吉川町 7.23-8.2 *30

182

中頚城郡板倉町 8.1-12 *30

東頚城郡安塚町 8.2～ 11 35

直 江 津 市 8.16-27 *30

高  田  市 8.17-29 40

小 千 谷 市 7.29- 8.10 36

1958年 高  田  市 7.28-8.9 52 52

1959年 高  田  市 7.27-8.8 40
110

中頚城郡吉川町 8.21-23 70

1956年～ 959年の合 計      464

(*印 は募集人数  『光と陰』第 7号 「季節女中出稼ぎ」より)
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5.「季節女中」として働いて

1953年 「季節女中」として名古屋方面へ行つた女性たちから、ひと月をすぎて高

田職安所へ数十通の手紙が届 く。心細かつたのは数 日だけで、家族同様の扱いで約束

通 りの月給が出たと喜びの言葉がある一方で、子 どもが多くて苦労する、主婦が辛く

あたる、商店では早朝から夜遅 くまで働 く時間が長いなどと訴えたものが約 1割 あ

る。

翌 1954年 4月 1、 2日 には土産でふくらんだカバンを提げた 200余人が帰郷 し、

中頚城郡津有村(現上越市)の 19歳 は 「優遇 してくれたので帰 りたくなかつた」 と言

い、蒲鉾店と金物店で働いた大漬村(現上越市)の姉妹 22歳 と 18歳は 「食事は家族 と

同じ。仕事は田んぼで働 くより楽だ」などと話す。

女性たちは、職安所が開いた座談会で実情を報告 した。親切な家庭 もあつたが、勤

め先が病人のいる多人数の家庭に変わつていた、子ども 2人のはずが 6人いた、呉

服商のはずが露天商だったなど、求人票と実際が違っていたケースがある。給料は 1

か月 3000～ 4000円 が多く、3000円 の約束で手取 り 2000円 とい う場合や、休みは

月 1～ 2回が多いなかでまったく無いところもある。なかには自動車工場の工員 20

人の食事作 りに追われ、月 2回の休みが 1回 も取れなかった女性もいる。夜 10時に

寝て深夜 3時起床や 12時に寝て 5時半起床など、睡眠不足をあげた女性が多い。食

事はうどんがほとんどで、パン混食もあつた。帰郷時には、大半が 1万円を持ち帰る

が 5000円 や 2万円もあり、勤め先からの上産はエプロンやスカー ト、昔ながらに下

駄や反物などだつた。

また、家族の女中への態度に問題があつても、働 く側からは声を上げにくい。同僚

の告げ口や夫婦喧嘩、休 日に勤め先の子どもへ土産を買つて帰 らないと機嫌が悪いな

ど、問題のある家庭で働いた女性たちは、今後は斡旋 しないよう職安所に強く要望し

た。

1955年、高田職安所が現地職安所 と合同で行つた 「季節女中」の調査から、期間

中に勤め先を変わつた女性が約 90人いると分かつた。7割強は自分の意志で、他の

家へ住み替えている。もつとも多い理由は主婦が辛くあたることと、休 日がないこと

である。他には封建的で行儀作法がきびしい、年寄が口うるさい、家族の板鋏みにな

る、女中部屋が無い、台所の設備が悪いなどである。一方で、家事いっさいを任 され

て精神的負担が大きいという声もあつた。働 く条件は勤め先によって大きく異な り、

女性たちが職安所の懇談会などで要望 した点はまだ改善されていない。

なお、この調査で雇い主側の解雇理由に 「男との交渉があって無断外泊する」があ

る。女中と性の問題は、表面化することはほとんどなく、実態を明らかにすることは

容易ではない。戦前の新間には、雇い主の虐、子の子どもを出産 し認知訴訟 した女性や、

妊娠 して村に戻つてきた女性などいくつかの記事があつた。

1956年 8月 、出稼ぎを前に県職安課 と高田職安所で開いた座談会で、女中経験者
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たちは勤務の実態や改善希望を述べる。雇 う側に理解が無いため決まった休みのある

ところが少なく、勤務 と休みの区別がない。特に商店の長い勤務時間が問題 となった。

勤め先の主婦には、際限なく使わないでほしい、同年代の娘の女中蔑視には職業とし

ての女中を理解 させ、もつと温かい気持ちで接 してほしいと訴えた。

11月 19日 付けの朝 日新聞名古屋版には、勤め先の名前と写真 とともに「季節女中」

の 6人の感想が載る。着いた夜は寂しかったが 「名古屋の人はみなさん親切にしてく

ださる」 し、早朝から日暮れまで働きづめの農作業に比べると「女中の仕事なんかて

んで楽」だと思った。また都会生活は「水道もあれば電気洗濯機やガスもあり仕事が

楽でつらいことは少 しも」ない、暖かいところで冬を過ごせるのは幸せなど、名古屋

での暮 らしや勤め先にとけ込もうとする気持や、受け入れ側に精一杯配慮 した言葉が

並ぶ。

「季節女中」として働いたお二人から話を聞いた。

山田 トミ子 (仮名 )

1937年  中頚城郡板倉村 (現上越市)生まれ

1952年に村立板倉中学校 (当 時)を卒業すると、周囲の多くは静岡のミカンもぎ

や名古屋の紡績工として 「冬稼ぎ」 していたので、「旅」に出たくて仕方なかった。

生家は 1町歩を越す田や山林もあったが、親戚が寄留するなど 13人の大家族だつた。

父は村の世話役 として家を空けることが多く、馬を使った農作業や杉の植林などの山

仕事にと、 トミ子は欠かせない働き手だつた。祖母の世話も必要で、それを押 し切つ

てまで「旅」には出られず 6人 きょうだいの長女 として、高校進学をあきらめて数年

間、農業 と家事に専念 した。その代わ り 3年間、村の補習科で冬の間だけ和裁を習

つた。その後東京の叔父の家でひと冬、家事手伝いをしながら夜には叔母から洋裁を

習 うことができた。スーツの上着が出来上がる直前に春になり、雪が消えて忙 しくな

るからと家に呼び戻された。

1958年 11月 から 3月 まで、名古屋市でパーマ屋を営む同郷女性の紹介で、材木

屋で女中として働いた。掃除や炊事、お客の取次ぎなどの他作業場も掃除 した。「今

度は何をしますか。でっかい木は担がんないけど、小さい木なら担ぎますよ」と周囲

を笑わせ、小柄な身体で仕事を追いかけるようにして働いた。住込みの作業員もいて、

家中の食事がすんだ後に 1人、台所で食事をした。他に女中はいなかつた。夜にな

るとすることはなく、部屋でラジオを聞いて過ごした。決まった休みはないが、紹介

者のパーマ屋へ時々遊びに行き、板倉出身のお弟子さんたちと話をして楽 しかった。

給料はなるべく使わないで持ち帰って親に渡 した。

1959年 11月 には、職安所の斡旋で名古屋市の水道局勤務の家庭で働 く。当時繊

維関係の求人が多く、その方が友達とも一緒で気楽でよいと思つたし、妹も紡績工場

で働いていた。 しか し、「お屋敷なら修行になる」とい う親の助言に従つて決めたの
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だつた。集団で列車に乗 り、名古屋駅で雇主の妻に迎えられた。たくさんの家作や工

場もあり、その管理で多忙な女性だつた。ちょっと怖いような感 じが した。仕事は 85

歳くらいの雇主の母親のいわば 「子守」役で、8畳 2間の離れで寝起きをともにし、

一緒に庭を散歩する程度だつた。10時にはお茶を出し、用意された材料で 2人分の

昼食を作 り、夕食は作つてもらったものを離れで一緒にとつた。母屋の簡単な掃除、

洗い物、草取 りなどの仕事もして、時には抹茶を点ててもらい、飲み方が分からない

のでたずねると、普段通 りで良いとい う。「トミさん、あの世に行くまでいてくれよ」

と雇主の母親に信頼された。

決まった休みは無かったが、弟妹が全員名古屋市で働いていたので、皆でこの家

に集まった り、市内見物をするなどできた。また、3人の子 どもとは互いに名前で呼

びあい、編み機を借 りて、日曜 日を除くほぼ毎晩自転車で習いに通つた。基礎から勉

強でき、板倉で結婚した後も教室に通 うほど編み物が好きになった。このまま一人前

にしてもらい名古屋で結婚 したかつた。板倉に帰つて、田んぼ仕事をするのは嫌だっ

た。 しかし、縁談があるからと翌年 3月 に呼び戻され、11月 に村内の兼業農家の会

社員と結婚 した。あと 1か月で 24歳になろうとしていた。

伊藤 ミツ子(仮名)

1940年、高田市高志村 (現上越市)生まれ

1959年 11月 、19歳の時 「季節女中」として名古屋へ集団で行つた。5人きょう

だいの長女で、高校を卒業し家業の豆腐屋 と農業を手伝っていた。農家は冬の間する

ことがなく、近所の人はみんな 「旅」に出たので行きたかつた。父の許可が出て 「女

中奉公」した母が勧めるので、8月 か 9月 頃職安でたくさんの求人票から探 し、給料

がほかより 500円 高い 4500円 の勤め先を選んだ。3月 以降も雇 うなら引き続き残つ

て働 こうと思つていた。2人 日の出産が間近の会社員の家庭で、住込みの家政婦から 1

週間ほど買物の仕方などを教わつて交代 した。

朝 5時半か 6時頃玄関掃除から始め、夕食の片付けが終わる 8時半過ぎには自分

の部屋で本を読んだリラジオを聞いたり、寝る時間も自由だった。何より、初めて見

た洋式の水洗 トイレは使い方が分からないで一番困つたし、渋味のある人丁味噌も食

べ慣れず最初は抵抗感があつた。「その家その家でや り方があるから、何をするにし

てもこれでいいですかと聞くように」と母から教わつたように勤めた。仕事は楽で、

ハンバーグや魚のさばき方も教わ り、勉強になつた。食事は家族と一緒のテーブルを

囲み、朝はパン食だが 「みつちやんはご飯がいいだろ、ご飯炊いていいよ」と、やさ

しくてとても幸せだつた。食パンも好きなだけ食べていいと 1本置いてあり、遠慮

しながら食べたがおいしくて珍 しかつた。

月 2回休みのうち 1回は、大きなダンスホールで 1日 遊んだ。入場料 100円 とお

昼のきしめん 20円 に電車賃だけでお金をかけず過ごし、次の休みは母親が以前働い

た家に遊びに行つた。給料から 500円 だけ小遣いにした。職安の慰安会で久 し振 り
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に友達 と話 して懐かしかったし、4年位上級の人たちにも「おまん (あ なた)も来て

たの」と声をかけられてうれ しかった。5か月働いて帰つたが、今でも親戚のような

つきあいがある。翌年春から母の縁故で 4年間女中として再び名古屋で働き、その

後静岡のミカンもぎに行つた。「他人の飯を食べていればどこでもつ とまる」と言わ

れていたし、女中は自分のためになりとてもよかつたと思 う。

「季節女中」として働いた女性たちは、秋冬季の出稼ぎがなかば習慣 となっていた

地域性もあるが、なによりも家計を助けるために県外へ出た。
「女中」の仕事は労働基準法適用外で、働 く女性でありながら法的な保護はなかっ

た。それでも職業安定所が斡旋 したのは、男性の職場確保を期待 してのことである。

また、女はいずれ結婚 して家事を担 うという意識が根底にあり、雇用主にも「奉公

人」とい う見方があった。 しかし働 くなかから、約束以下の賃金やあいまいな労働時

間、差別的な人間関係などに改善を求めるようになっていく。

求人があるにもかかわらず「季節女中」が減 り続けていく背景には、農業の機械化の

進展や農業従事者が減少 したこと、高度経済成長による繊維関係工業などの発展があ

る。一方では、女性たちの働き方への意識の変化が要因のひとつになったといえよう。

その後、家庭電化製品の普及により家事の省力化が進むと女性の働き方も大きく変

わつてくる。
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主な参考資料

1新潟女性史年表資料

2 「新潟県統言十書」   1925(S元 )-1939(S14)年

3 「新潟県統言十年鑑」1940(S15)-1960(S35)年

4 「労働市場年報」  1952(S27)-1965(S38)年

5 「国勢調査」      1930(S5)- 1965(S40)年

7 「職業安定年報」  1955(S25)-1956(S26)年

6「職業安定行政年報」1950(S25)年

8「新潟県における職安行政の歩み」 1990年
9『新潟県史』 現代 通史編 9     1988年
lo『上越市史』資料編 6        2002年
11『上越市史』通史編 5        2004年
12『高田市史』第 2巻         1958年
13『能生町史』下巻         1986年
14「婦人と年少者」第 4巻 9号     1956年

新潟女性史クラブ

新潟県

新潟県

新潟県商工労働部

総理府統計局

新潟県商工労働部

新潟県商工労働部

新潟県職友会

新潟県

上越市

上越市

高田市

能生町

上越市

資料検索・収集には、多 くのご協力を頂きま した。

「聞き取 り」にあたつても、たくさんの方々のお力添えがあ りました。

心より感謝申し上げます。

研 究 ・ 執 筆

植木 知枝

加藤久美子

倉元 正子

小林 睦子

近藤 尚代

塩沢 啓子

鈴木由美子

谷本 純子
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第 11回 全国女性史研究交流のつどい ln東京

参 力1記 録

テーマ  新たな女性史 の未来 をどう切 り拓くか

開催日  2010年 9月 4日 (土)05日 (日 )

会 場  国立オリンピック記念青少年総合センター

主 催  第11回全国女性史研究交流のつどい実行委員会

分 科 会

記 念 講 演

交 流

全 体 会

“つどい"に参加して



全 国女性 史研 究 交流 のつ どいは、

各地 で女性 史 の研 究・ 学習 に取 り組 んで い る人 た ち と

交流 し、ネ ッ トワー タの構 築 と ともに、地域 にお け る

女性 史研 究 の推進 を図 る ものです 。

1977年 名 古 屋 市 で の 開催 以 来 、 各 地 の研 究 会 が 実 行

委員会 を組織 して北海 道 、東京 &神 奈川 、愛媛 、沖縄 、

山形 、神 奈川・ 岐阜 で開催 。

2003年 に は 、新 潟 女 性 史 ク ラブ が 県 内 の女 性 た ち の

協 力 を得 て 、「平和 と平等への思いをこめて、今 女 性 史

に何 を学 び 、 ど う伝 え るか」 をテ ーマ に行 い ま した。

そ の後 、 2005年 の奈 良 に続 き、 11回 の東 京 開催 とつ

ないで きま した。

学 会 や 全 国 的 な連 絡 会 を持 た な い 地 域 女 性 史研 究 で

は、 この “つ どい"が 唯一 の研 究情報 を確 認 す る場 と

も言 えます。

今 回 も北海 道 か ら沖縄 まで 500人 の参カロ者 が、熱 い思

い を持 ち寄 りま した。



分 科 会 報 告

分科会 1 地域女性史 (2)資料保存・公開・活用など

ロフォ トムービー「写真でたどる小金井の女性たちJ

武田陽子 (元 ガヽ金井女性史を作る会)

2002年 に会を組織 し2冊の間き書き集を出版(市後援)。 女性史の普及を目的に聞き

書き集をもとにバスツアーを実施。市の依頼で写真集2冊を作成 し、写真 とシナ リオ

の放映の方式で歴史講座を開く。2009年 、歴史講座に代わるフォ トムービー (70分 )

を作成、上映。聞き書き集作成時の資料は公開条件を決め整理保存作業中だが、安全

に預かる地域の公的機関がない。フォ トムービーは家庭のテレビでも見られる形を模

索中である。
口国立女性教育女性アーカイブセンターの役割 市村櫻子 (国 立女性会館 )

女性関係資史料の収集・整理・保存とともに女性デジタルアーカイブシステムの構築、

展示、研究、学習プログラムの開発などを行つている。地域の資料収集対象は「全国的に

影響を持った事例に関わる資料」としている。

・「聞き書き (地域女性史 史・資料)についての調査J(実行委員会実施)報告

矢次素子 (「 つどい」実行委員)

調査対象グループ 350の うち、回答があったのは自主グループ 16、 自治体と関わ

つたことのあるグループ 14の計 30グループである。聞き取 リテープは、899人か

ら聞き取ったテープが 1553本 ある。保管場所は個人保管と自治体保管がどちらも 9

グループずつとなっている。聞き取 りの同意書を作成 したのは1グループのみである。
・地域女性史資料保存問題―神奈川県での実践を中心に 江刺昭子 (史 の会)

自治体が関わつた神奈川県、千代田区、中央区の女性史編纂に使用 した資料の保存

と公開の困難 と問題を報告。イギリスの場合、聞き書きテープは契約内容の書類を作

り契約を結ぶ例や、東京のある地域のオーラル ヒス トリー作業のとき、承諾書を作成

しサインをもらうなどの例を話す。聞き取 リテープはプライバシーに関わる部分もあ

り公開に馴染むのか、聞き書きの方法の検討も必要と報告。

女性史資料の保存は日々痛切に感 じていることなので強い関心を持って臨んだが、

話 し合いがなかったのは非常に残念だった。助言者 (藤林泰)か ら新潟大学を含む大

学間の歴史資料の共同運用を提案 していると報告がある。アーカイブセンターは地域

の資料収集対象の枠を広げられないものかと思つた。聞き取 りにあたり同意書の作成

と契約を結ぶ事例は参考になったし、著作権の問題もあることがわかった。栃木県の

女性史編纂のとき入手した出産人名簿H万人分は県に預けているとい う会場発言に大

切に保存されることを祈った。
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分科会 2 地域女性史 (3)オーラル・ ヒス トリー

・仲間ととりくむ「聞き書き」 戸川 トモ子 (千代田区女性史サークル )

2000年 7月 に16(現在6)人でサークル結成。聞き書きなどをまとめた研究誌『時代 (と

き)を駆ける』を1～ 4号発刊。聞き書きの方法、視点と条件設定などを発表。原稿確

認の段階で本人や家族からの大幅な書き直 しの依頼があることなどの問題点はある

が、これからもオーラル・ ヒス トリーとして地域で聞き書きをまとめ、資料に活用 し

たい。聞き書きを客観的にとらえることが課題。

・厚木・愛甲の自由民権運動と女性たち 中村碩子 (さ がみ女性史研究会「さねさし」)

1999年 に結成 した自主グループで、聞き書き集『 あつぎの女性20人』 (2004年)作

成時に民権家の子孫に出会 う。その後調査を元に家系図を作 り『続 。あつぎの女性‐

民権家子孫の間き書きと女性史年表‐』 (2009年 )を 出版 した。聞き手が地域に根づい

て暮らし、聞き取 り回数を重ねることで、自由民権運動を支えた妻や妹たちの子孫で

ある話者たちとの信頼関係が深ま り、新 しい資料も得た。

・イギリスに渡つた日本人女性のライフストーリー 語りの文化的テンプレートとジエンダー

酒井順子 (オーラル・ ヒス トリー総合研究会 )

1990年代から2000年代にイギリスに渡つた女性たち約30人の録音インタビューから

の報告。女性たちは何を求め経験 し、どのようなアイデンティティを形成 したか。そ

こには国家や政策による教育や統制だけでなく、移動によつて生 じるものがあるので

はないか。在英 日本人コミュニティとの交流から課題を深めている。

収穫の多い分科会だつた。千代田区の 「逐一起こし」とい う雰囲気までも伝えるテ

ープ起こしの方法、さがみ女性史の、民権家子孫からの聞き書きと系図作成による発

見などは、これからの間き書きの可能性を拡げたのではないかと思 う。 自由民権百年

大会で運動が認められたことにより子孫が話すようになったとの報告を聞き、あらた

めて話せる状況を作つていくことの重要さを確認する。また、聞き書きを客観的にと

らえることについて助言者 (清水透)は、その人がそ う思つて生きてきたその語 りは事

実であると指摘 し、加えてメキシコでは文献が事実とは限らないことや、聞き書きで

しか見えてこないもつと豊かな事実があるという具体例を挙げるが、それは新鮮でわ

くわくした。 しかし、その間き書きも話者 との信頼関係があればこそ成 り立つもので

あり、何のために聞き書きをするのか、自身の視点、生き方が問われることでもある

と痛感する。 (加藤久美子 )

聞き書きとオーラル・ ヒス トリー、この違いは私にはどうもはつきりわからない。

聞き書きやオーラル・ ヒス トリーは、資料 として活用することで文献史学では解から

ない重層的な歴史が見え、言語化されていないマイノリティを表に出すことが出来る

とい う。問いと誰に聞くか…問いを立てなくても意味があり、1人 の歴史、 1つの家

族の歴史でも十分に語るものがある、それをベースに日本の歴史を立てようではない
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かとも助言があった。話者 と接触 していくうちに変化 していく豊かさがあるとい うが、

話者が十分に語るには、人間関係を深めるとともに、聞き手としての技法をマスター

しなければならないと痛感 した。

千代田区女性史サークルの発表では、地域 とのつなが りの中で自主規制 して しま
いありのままを出し切れないもどかしさ、まとめた結果を地域資料 として活用 したい

とい う強い思いを感 じた。一方さがみ女性史研究会は聞き手も話者も地域に暮 らして
いるつなが りの中で聞き取 り、系図を作成することで民権家の妻や妹たちとい う新た

な視点から歴史資料が生まれた。双方とも地域の中で悩み、発見 し、有機的につなげ

ていく活動の深さを思った。イギリスに渡つた女性たちへの間き取 りでは、聞き手と

話 し手の思いが、アイデンティティの獲得 とい うところで重な り合い共鳴 しているよ

うに感 じた。聞き取 りやオーラル・ ヒス トリーを叙述することで、書き手の思いも表

出するのではないか。また聞き取 りとい う貴重な機会を生かすためには、自分にとっ

て容易でないが「歴史の理解の曖味さをなくすこと」は重要だと思つた (小林 睦子)

千代田区女性史サークルは、聞き書き 。聞取 りの視点がしばりにくくなつているよ

うに思えた。歴史の証言者 として女性の声を残す意義は伝わる。

さねさしの報告は丁寧な調査発表と感 じた。民権家同士の婚姻が多く、親族の間き

取 りとなったことは、この研究を決 して狭義にすることにはなっていないと思 う。民

権運動の中で女性たちが見えてくるのは男性を支える側にあってのこと。講演会、演

説会に女性の名前は無い。系図の作成の成果を見た。

酒井さんは女性史研究ということよリジェンダー視点による歴史研究とい う報告だ

つた。文言から私には明確に分からないことが幾つもあったが、その難 しさを助言者
がフォローしてくれた。酒井さんはそのフォローに異論を唱えつつ、問題の核心に触

れたと思 う。

移動によるグローバ リゼーションと、それがもたらす自己のアイデンティティの問

題は、今後のジェンダー研究の一課題 となると思った。これに女性史がアプローチす

るものがあるか、どのようにあるのか。

一つの事実に複合的な真実がある。それを見いだしたとき、聞き取 りの大切 さ、真

実の発掘に欠 くことのできない方法論を確認できた。切 り日の異なる報告内容であっ

たが、聞き取 りを行 う源動力、日々の学習や研究、話者と向き合 う力、いずれもそ う

した努力に裏打ちされた成果を感ずる。報告者、助言者、そしてまとめた司会者の真

摯 さを見ることができたように思った。 (笹川 幸子 )
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分科会 3 戦争 と平和

・旧北部軍管区司令部防空作戦室と女子通信隊の記録一女性の兵士化をめ ぐって一

西田秀子 (本L幌女性史研究会 )

1943年以降航空情報隊 7か所に、男性兵士に代わつて約 2000人が軍属として配

置された。任務は軍・民間監視哺からの情報やレーダーを受信 し報告すること。その

情報をもとに敵機の動向を追い、警戒警報・空襲警報発令が日本放送協会に送られラ

ジオ放送となる。新聞の募集や学校斡旋等によつて、17歳～ 25歳の独身女性が 24

時間 3交替勤務の軍隊式生活を送 り、兵士と同等の任務を担つた。

日広島湾軍事三角地帯一広島・岩国・呉 広島・高雄きくえ(ひろしま女性学研究所 )

岩国・藤 目ゆき(ア ジア現代女性史研究会) 呉 。平井和子(総合女性史研究会 )

岩国米軍基地隊員 4人によるレイプ事件直後に開催 した 「日本女性会議 2007ひろ

しま」で、被害者に非があるかのような知事発言が大きく問題視された。だが、同報

告書には一連の “事件"記載がない。女性史・女たちは何を記憶 し共有 していけばい

いのか、平和を希求する 「ヒロシマの心」とは何か。広島湾を地理的・政治的に捉え

る視点からの 3人による報告である。岩国の戦後は、基地売買春街が登場 し、歓楽

街の繁栄が続いている。基地と売買春、売春女性の被害、レイプ事件等岩国の基地問

題は沖縄の問題につながる。呉の場合は、占領軍進駐先に「特殊慰安所」を設置せよ

との内務省通牒を受けた県警察が特殊慰安協会を結成させ、1945年 11月 末には慰

安所を開設 した(県 内登録女性 725人、9か所設置)。 建前は売春禁止でも勝者の当然

の権利のごとく「安全な買春」が全国の進駐先で展開された。このような事実があっ

ても占領の 「成功モデル」といわれるのを許 していいのか。

第二次世界大戦下の日本では、家族制度の破壊につながるとして女性の兵士化は見

送られ、あくまでも銃後を守る役割 と位置づけていた。だが兵士を鼓舞 し、軍事後援

には積極的な役割を担つていた女性たちの姿は、新聞検索でも数多くあった。看護婦

に加え防空通信隊の女性は、軍隊内で積極的な役割をもつたことを意味する。助言者

(加納実紀代)は軍隊の中に統合型 として組みこまれていた (統合型 と分離型がある)

女性の事例であり、女性史に新 しい視点をひらいた発表であると指摘 した。

3人による広島湾軍事三角地帯の発表は、視点を変えて現実や歴史をみることの可

能性が拓け、内容の重さにも関わらず私自身は弾むような心地よさと面白さを感 じた。

今までの “つどい"にはない発表形態ではあるが、2003年の 「つどい inにいがた」

では、共同研究の在 り方を模索し呼びかけてもいる。特に、平井発表では新潟を含め

全国各地の慰安所設置に触れ、つどい新潟―奈良―東京 とつながつた研究であり、つ

どいの強みである。地域で調べた事を挙げて欲 しい、それを全体化 したいと問いかけ

があった。私は、新潟女性史が顕かにしたこともそれで完結でよいのか、と日頃痛感

していたので、地域女性史研究の成果を日本女性史へつなげ、まとめていく研究が必

要であると発言 した。
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分科会 4 市民運動 口政治参画

・始まりはひとりから一練馬の母親運動 小沼稜子 (練馬女性史を拓く会)

1954年の第五福竜丸事件をきっかけに、全国で母親運動が始まった。練馬では58年

に「第3回 日本母親大会練馬報告会」を開催 し、準備の中心となった女性たちによる

「練馬母親連絡会」が生まれた。単一団体ではなくネットワークでつながる会の地域

性による後援会的PTAの 改善など現在までの運動を追った。
口杉並母親運動のビラ・チラシからみる平和へのたたかい

金澤七友実 柴田未穂 吉松幸子 (戦後女性史研究 和の会)

2002年 に見つかつた杉並母親運動の20年間の膨大な史料 (故小沢清子収集)を整理

し、「女性 と地域活動」にまとめ2007年 に発行 した。母親大会開催のための細かいメ

モ、保育者や医師の名前もある担当者一覧表。各種運動の請願書、要請書の下書きや

声明書、報告書。集会のデモ、平和行進、バザーなどのパンフレット、ビラなど、周

到な準備 と手堅く実行 してきたことが分かる。

・鎌倉の歴史遺産と環境を守る運動 郡司春乃 (かまくら女性史編さん部会)

鎌倉は戦後京浜地区のベ ッドタウンとして、「昭和の鎌倉攻め」と呼ばれる大規模

宅地造成が進んだ。古都の破壊を阻止するための様々な市民運動に女性たちも参加 し

担った。1958年、女性たちも含む市民の請願を受け、日本初の平和都市宣言をした。
日市川房枝の志と市川房枝記念会女性と政治センター 久保公子 ((財 )同 センター)

市川房枝の功績 と、意思を受け継ぎ女性の政治参画を支援する、女性の政治教育事

業、情報事業、国際交流事業など、センターの働き。

会誌 「光と陰」7号の 「母 と女教師の会」で、1954年の女性たちによる原水爆禁止

署名運動に触れていた。それが世界の母親運動につながり、日本の母親大会がいかに

日本中をゆるがしたかを知 り心躍 らせていた。その発祥の地といわれる杉並の発表は、

その頃のガリ切 りの史料や、生き生きとした女性たちの写真をスクリーンに鮮明に浮

かび上がらせるものだった。普通の女性たちの力の結集の大きさは、私たちも80年代

の女性行動計画や女性センター設立など多くの運動で体験 している。 しかし母親運動

は、子どもの幸せのために平和をとい う母の愛をエネルギーに続いたといわれている。

果たしてそ うだつただろうか。私は、母の名は、主婦として家にいた女性たちが外

に向けて能力を発揮するための大義名分にもなったのではと考える。ちなみに、発祥

の地と呼ばれるゆえんのひとつ 「杉並アピール」には、母親の文字はない。

練馬の報告で、すべての活動を終始運動と呼んでいたこと、現在の状況を、女性た

ちが全 日制住民でなくなっていく時代と表現していることが興味深かった。

それぞれが男女平等の社会をめざし、平和への戦いを続けていきたいと結んでいる。

この 2つの運動のために女性史をどのように切 り拓いていけばいいのだろうか。助言

者 (伊藤康子)の言葉にも、現在も平和を危くしている責任が、私たちにはあるとあ

った。
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分科会 5 複合差別

・奈良の部落解放運動と女性 村松 徳子 (奈 良女性史研究会 )

聞き取 りやアンケー ト調査で部落差別、女性差別、貧困と重層的差別の存在を実証

した。一般論では差別を否定しても個人のレベルでは差別意識を払 しょくできないと

いう矛盾も見えた。部落解放運動では女性たちは運動に出ていく男性を「支える」側

に回ることや住宅改善、保育所づくりなど生活的実践闘争は担っても理論闘争は男性

が担 うことが多いなどの性別役割分担がある。歴史認識を深めることで差別意識を克

服 していきたい。

・実態調査から見えた在日コリアン女性の問題

李月順 (関西大学非常勤講師)・ 李栄汝 (文筆家 )

女性差別撤廃条約の実現に向けて、在 日コリアン女性の問題を数値化すべくアンケ

ー ト調査をした。民族名の使用がもたらす不利益、劣悪な労働条件、儒教的家父長制

に基づく祭祀の 「チェーサ」に民族アイデンティティを求めざるを得ない矛盾など、

厳 しい複合差別の実態を『在 日朝鮮女性実態調査報告書』 として 2009年 7月 、国連

の女性差別撤廃委員会に提出。委員会は日本政府への勧告を行つた。民族差別 と女性

差別の解消がなければ、在 日コリアン女性への差別は解消されない。 日本社会の差別

構造の変革、植民地主義の克服、男性優位の価値観を棄てることが求められている。

・ハンセン病と在日朝鮮人女性一国立療養所邑久光明園の事例を中心に一

金貴粉 (国立ハンセン病資料館 )

植民地支配で生活 レベルを押 し下げられていた在 日朝鮮人の療養所入所者の割合が

高い。1946年に GHQは瀬患者の朝鮮半島への帰国を禁 じたが、51年の出入国管理

令では国外強制退去ができるとする矛盾 した政策に翻弄されてきた。岡山県の邑久光

明 (お くこうみよう)園での在 日朝鮮人女性への間き取 りでは母も発病 し、そのため

教育機会が少なくて日本語が十分に話せず、療養所でも「朝鮮人」である自分を押さ

える場面が多いなどハンセン病、在 日朝鮮人、女性 という複合差別の現状が明らかに

なつた。

いずれも重い内容で、運動 と直接結びついている。助言者 (鈴木裕子)か ら被差別

部落女性の歴史は資料が殆 どない困難さが語 られ、発表からも部落差別の根深さが伝

わってきた。資料を見る上での注意点が幾つか出された。実態調査では文字を書ける

階層などに偏 りがちになり、最も深刻な差別や貧困に直面する層の実情把握には努力

が必要だとい うこと。統計数字を見る時、例えば一戸建て入居の在 日コリアンが多い

のは、経済的ゆとりではなく国籍条項で公営住宅に入居できなかつたからというよう

に、数字の背景も見ていく必要があるなどである。女性差別と見られる民族文化のあ

り方をも一刀両断にするのではなく、それを棄てきれずに浚巡する女性たちと丁寧に

向き合わなければいけないという意見も納得できた。

助言者は 「日韓併合から 100年になるが民族、貧困、女性の複合的な差別は解消
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されていない。過去の植民地支配の歴史を清算することが、日本人自身の差別からの

解放にもつながる。複合差別の視点を抜いて新たな女性史はありえない」とした。戦

前、戦中、戦後 と大陸への 「玄関」であった新潟で、重層化された差別がどのように

展開しているのか。新聞記事では在 日コリアン女性の存在は時折 日に入つていたし、

新潟女性史年表作成の中で 「被害者でありながら加害者であった」戦時中の女性たち

の姿を確認 してきた。差別の実態調査自体は女性史ではなく「女性学」かもしれない

が、提示される問題を視点として取 り込んでいくことで「郷土史への補足」ではない

地域女性史の可能性が開けると思 う。複合差別の視点を明確にすることで、新潟の女

性史をもさらに深めることができるだろう。
「差別は日常的に存在する」とい う発表者の言葉が強く心に残る。何より、当事者

の在 日コリアン女性 自身による発表には説得力がある。語 りたくない部分、隠してお

きたい部分にこそ歴史の真実があり、複合差別はそこに通 じている。 しかし、それを

地域女性史でやるのはかなりしんどいのも確か。問われているのは私自身であること

を痛感 している。 (塩沢 啓子 )

分科会助言者は 「韓国強制併合」と表現 したいと言い、アジア女性資料センター発

行の『女たちの 21世紀 No.62』 では 「特集・朝鮮強制併合 100年」、など認識の違

いがある日韓併合 100年の今年、「複合差別」のテーマで、「実態調査から見えた在

日コリアン女性の問題」の発表の意義は大きかったと思 う。
「実態調査から見えた在 日コリアン女性の問題」は、当事者でもある二人の発表者

とそのグループのアンケー トから、日本社会の中で複合差別 されている実態がよく分

かつた。その現状を変えるため女性差別撤廃委員会に報告するという行動も、運動体

としてなら当然のこととして理解できる。参加者から、「このことを女性史にどう落

としていくのか」とい う質問があったが、女性史を学んでいない私にもそれは同感だ

った。助言者からも最後に、複合差別の問題を女性史の中に、新たな女性史としてど

う取 り入れるか、今後の課題ではないかと発言された。

在 日コリアンの抱えている問題、ハンセン病患者への差別、被差別部落への差別、

さらに 「女性である」とい う共通の差別、いずれも歴史を見つめ直す重いテーマであ

った。 (藤田美恵子)
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分科会 6 労働 口福祉

・王子製紙争議の中の女性たち 主婦連と女性労働者

岸伸子(王子製紙争議を語 りつぐ女性たちの会)

王子製紙労働組合員の妻 (主婦連・主婦連絡協議会)や女性組合員は、争議を「支

えた存在」として記されてきた。 しかし、彼女たちは争議のなかでうたごえや文化、

女性運動、平和運動、学習活動に学び、争議後にはその力を地域活動 (教育・生協・

医療など)に生かしていく。諸運動を通 して得た連帯と自己形成を「私の原点」 と語

る女性たちの歩みを、社会運動史、女性運動史として位置づけたい。

。竹中恵美子の女性労働研究と女性運動 伍賀偕子(関 西女の労働問題研究会)

女性労働研究者竹中恵美子と女性労働者の交流は、運動の実践者 と常に併走し多く

の示唆があつた。1960年代から男女の賃金格差、「保護」と「平等」など、女性が結

婚・出産後も働 く権利獲得の運動であつた。竹中は女性の既得権を守るのではなく、

女性の人権 と両性の保護を訴え、働 く女性 2万人の労働 白書は現場からの反証 とな

つた。現在でも、理論 と運動の次世代継承を目指 して学習会を開講 し、年間 70人が

学んでいる。

・貧困の女性化 関千枝子(元『女性ニューズ』編集長)

経済のグローバル化が拡大する中で、貧困層に占める女性の比率が高くなつている。

日本の女性は以前から低賃金にあえぎ、非正規の 7割が女性である。女性の多い職

種は低賃金化 しやすいという事実にカロえ、非正規化 しやすい現象も加わっている。こ

うしたひずみを直接に受ける母子家庭では貧困率が高く、子どもへの連鎖も問題視さ

れている。また現役時代に貧 しい女性は年金も少なく、女性高齢者の貧困を生み出す。

同一価値労働同一賃金の実施は必須であり、年金・社会保障などの福祉の充実も合わ

せて計 らなければ、貧困の女性化は脱出できない。現代の女性の貧困は、グローバル

経済、新自由主義経済のもとでおこつていることをしつかり認識する必要がある。

王子製紙争議の主婦連の運動は、労働の対価である賃金が家族賃金になつているこ

とを物語つている。イギリスでも同様の運動があつたようであるが、日本独特のもの

であるとい う。争議を通 して主婦たちは「家にジッとしていられず外へ」と社会に目

を向けた。現在でも小さな子どもをもつ女性が社会から孤立し、児童虐待を生むなど

の課題がある。家庭だけでなく、社会との関わりも人間にとつては必要な時間だと痛

感 した。竹中恵美子は研究者として、女性労働者の声を聞きながら、女性たちは現場

の声を研究に届け、絶妙な連携を図つてきた。

男女賃金格差からディーセン ト・ ワークヘと、労働の課題は変わりつつあるが、今

も働 く女性たちを後押 している。現在の世界的な経済不況を背景とした貧困、とくに

貧困の女性化の根底には男女賃金格差の問題がある。常に労働の問題を考えるときに

は個人の意識変革 ◆働き方だけでなく、福祉を含めた社会や経済のあり方をも視野に

入れなければならないことを改めて考える機会であった。
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記念講演がずれ込み、それぞれの発表時間が短縮 されてしまい残念。「王子製紙争

議の中の女性たち」は会場に争議を闘つた女性2人が参加 されていたが、時間切れで

自己紹介のみで終わってしまった。後でお2人を見つけ、話 しかけ「あれは私たちの青

春でした。今も公民館や地域の中で活動 している」、「第1組合で最後までがんばって

よかつた」など、生きた言葉を聴 くことができた。王子製紙争議 と同時期に家族 ぐる

みで闘つた三井三池闘争は、報道を通 して鮮烈に記憶 している。それらと重ね合わせ

ながら、家族を組織する意義、その家族が自らの運動 として成長 していく過程が興味

深かつた。「竹中恵美子の女性労働研究と女性運動」 と「貧困の女性化」はあたかも

女性学の講義のようで、資料集にそって解説を聞く。政治や経済など社会システムの

大きな力関係の中で、女性の人権を確立しながら働 くこと、貧困からの脱出は福祉の

充実が重要など、何 とかしたい、何とかしなければの思いがひしひしと迫つてきた。

今回のつどいでは、労働だけでなく、労働・福祉分科会とした意図は十分伝わった。

「本や論文を読むこと以上に、肉声での発表を聞くことは意義が大きい」との助言者

(米 田佐代子)の言葉に、この場に参加できた喜びをかみしめた。  (近 藤 尚代 )
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分科会 7 地域女性史 (1)聞き書き集 口通史・年表など

・新宿地域における女性史の課題について   小田倉正子 (新宿女性史研究会 )

1997年に区女性史編さん員で会結成。最初に取 り組んだ商家の女性の間き書きは、

一つのテーマにまとめることが難 しく断念。 さらに区編さん過程の資料も活かす方向

で聞き取 りをし、2005年『新宿 歴史に生きた女性 100人』を上梓 した。戦後史は

女性の生活や活動が見えにくいため、年表を作成すれば見えてくると期待 しているが、

ビッグ・シティの中で展望が開けない現状である。外国人居住の長い歴史を有する地

域だからこそ、区民女性 と在住外国人女性の活動が絡み合った年表を作 りたい。

・鎌倉の公募市民が取 り組む行政と協働の編さん

横松佐智子 (か まくら女性史編さん部会 )

鎌倉市男女共同参画プランに女性史編 さんが盛 り込まれ、2002年から 10年計画

で講座開催後に公募市民による編 さんを開始 した。聞き書き 。年表・通史の 3部 4

冊の『かまくらの女性史』を出版。行政は事務局、市民は自主自立の精神で編さんし、

互いの 「協働 とは何か」を問い続けてきた。10年間の活動記録と、毎回 1人ずつ語

つた 「30分 トーク」を生かして、編さん員たちの女性史を編む予定である。

・『東京タワー、伝統と先端の街 聞き書き みなと女性史』をつくつて

青柳清子 (み なと女性史をつくる会 )

港区の 7回講座終了後に結成 し聞き書きを始めた。語 り手を公募 しなかつた為の

偏 り、聞き手の技術的な差、テープ起こしは業者委託ですべて標準語に直つている等

の問題が出た。また、区予算による出版のために急がぎるを得ず、予定した年表が間

に合わずに話者の顔写真などを組み込んだ簡略化 した絵図年表となった。

・野上弥生子における東京の近代的単婚家庭と生家の家父長的家族 (要 旨)

―弥生子の大正期作品 口日記を通 して一 佐藤智美 (大分女性史研究会 )

弥生子の自伝資料と小説を家父長制に焦点を当て詳細に分析 した。

聞き書き集・通史 。年表など作成の具体的方法 と作業過程で抱えた課題を共に考え

るとい うねらいの分科会。4つの研究会は行政との関わ りの深いことが共通 している。

資金面のサポー トはあつても、予算執行上の制約のデメリット。なによりも内容や手

法面で市民の主体性を保つことが重要である。聞き書きは私たちの会にとつても課題

であるが、方法の取 り決めをきちんとし、地域の仮年表作成で聞き漏 らしを防ぎ、自

分たちでテープ起こしをして原稿は声に出して読み合わせる等参考点が多かった。何

よりも話者 との信頼関係を大切にすることであろう。特に、戦争体験の聞き取 りは、

「記憶」として語られなかつた課題にも留意が必要であることを再確認 した。

助言者 (海保洋子)は、詳 しいペーパーを基に課題分析 した後に、出版後は市民ヘ

知ってもらう機会を設ける、自治体史へ女性史関係資料の収集 。記述を働きかける、

従来の歴史書や 日本史の書き換えを迫ること。『 日本女性史関係資料集』の編 さんの

ためにも、地域女性史の質 。量を高めていく必要性の強調に納得 した。(倉元 正子 )
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分科会 8 教育 とジェンダー

ロ北海道の教育における女性教員 1975-2005年 の教研を軸に

林恒子休L幌女性史研究会)

国際婦人年を機 とする運動と政策によって、日本の男女平等は新たに進展 したとい

える。学校教育が「ジェンダーの巣」からいかに脱 してきたか、女性教員の地位 と男女

平等教育はいかに進展 したか、教員組合運動、特に教育研究活動を通 してその実態と

課題を追究する。また、北海道における家庭科の男女共修への取 り組みや管理職比率
全国最下位 とされる北海道の女性教員についての現状を検証する。
・都立高校での性教育の取 り組み 佐藤忍(東京都立府中東高等学校)

ジェンダーバ ッシングが続いている都立高校で、教職員組合女性部が行つた「性教

育アンケー ト」の結果を報告する。性教育の実施状況を全都的にみると、各教科(保健
・家庭 。公民)では、意識のある教員は実施 しているが、学校独 自で取 り組んでいる

ところは多くないことが分かった。また、不登校等さまざまな過去の経験を持つ生徒
が全校の 80%を 占める高校で、保健指導を軸に、生徒の実態に即 して、学校のほと
んどの職員が関わって行っている性教育の取 り組みの成果 と課題を考える。
・「女性の学習の歩みJ実践・研究 レポー ト事業から

一「書 くJこ とによる女性の主体形成―

福家なおみ 。新井浩子(財団法人 日本女性学習財団)

1992年 より、女性の生き方や活動をジェンダーの視点でふ り返 り、社会・地域・

家庭の中で葛藤や障壁を乗 り越えてきた過程を検証することを目的に、「女性の学習
の歩み」実践 。研究レポー トを募集 している。19年間にわたる応募 レポー トや受賞
レポー トを紹介 し、成人女性による「書く」活動の意味とその主体形成について検討
し、これまでの成果 と今後の課題を確認する。

それぞれ知 らない状況や報告を知ることはできたが、率直に「これ女性史 ?」 と疑

間に思 う発表もあった。「北海道の教育における女性教員」は組合活動のなかで先輩
たちが努力 してきたものを語 り継いでいきたい、残 していきたいとい う叫びが聞こえ

てくるようだった。主張が先にあるのではなく、調査資料をまとめ見えてきたものを

たんたんと伝えていくことの方が説得力をもつのでは、と思 う。家庭科共修も知らな
い若い人たちもいると聞く。男女平等教育の歴史的な歩みをきちっと掘 り下げ伝える
ことは、女性史の大切な役割だとあらためて考えさせ られた。次の 「都立高校での性

教育の取 り組み」は実践報告であり、現場の教員のみなさんに聞いてほしい内容であ
った。教育とジェンダー分科会 としては、「性教育」をどうとらえ、どのように位置
づけたらいいのか。「女性の学習の歩み」は創立70周年を迎える財団事業の歴史が資

料集のページをびっしり埋めていた。発表者は財団の方二人。受賞レポー トのところ

には 「女性センターを考える会の活動」とか 「市民活動での学びから自立の道へ」等
のタイ トルが並び、女性学だったらぴった りだと思いながら聞いた。 (近藤 尚代 )
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分科会 9 移動

・逗子に送られた戦時下の女たち一学徒勤労動員高女生を中心に一

染谷ひろみ 植田朱美 (逗子の女性の歴史を記録する会 )

逗子市は避暑地 。別荘地として発展する一方、軍港横須賀 と隣接 して海軍住宅や工

廠地域 として発達 し、戦時中の人口推移をデータで表す。

宮城県石巻高等女学校生の学徒動員の日記を紹介。戦争に絡みながら現在まで続 く

池子の政治的な課題を、移動を切 り口に浮き彫 りにした。

・「中国残留婦人」問題 加藤文子 (NPO法 人 中国帰国者の会 )

日本の国策により「満蒙開拓団」として多くの日本人が中国大陸へ渡つた。敗戦に

よる混乱の中で中国に置き去 りにされた人たちが 「中国残留邦人」であり、13歳以上

は女性が圧倒的であるため 「中国残留婦人」と呼ばれている。残留婦人は「自己の意

志で残留」 したとされ、日本にいる親族の協力がなければ帰国できなかつた。 1993

年、女性たちの強制帰国が契機になり、1994年に 「中国残留邦人支援法」成立。帰国

と帰国後の援護は国の責務 と明記 されたが、生活 。老後の保障が不十分である。「中

国残留邦人問題」は人権問題であり、今もまだ解決されていない。

ヨ戦後における「季節女中」をみる

1頁参照

植木知枝 (新潟女性史クラブ)

「季節女中」は 「働 く場の都合ではなく、こちらの都合」で移動 したと、報告が

あった。この時代 「こちらの都合」で働き方や場所を選ぶことが可能だったのだろう

か。疑間が残つた。1950年代は朝鮮戦争の特需により、1955年 ごろには日本経済が

戦前の水準に復興し、更なる高度成長が始まったといわれる時代である。女中の受け

入れ先である名古屋方面でも軽工業から重工業へと発展 し、女中を雇 う側にも経済的

な余裕があつたのだろう。 さらに、農家の次男三男が 「金の卵」と言われ臨時列車で

都市部の工場へ集団就職 した同時期である。「金の卵」たちは経済成長を支える労働

力になつたが、女中たちは自分の働きをどう見ていたのだろうか。その後、家電製品

の普及は女性の社会進出を促す一方で女中たちの仕事を奪つた。あちらの都合 と背景

にある経済の大いなる影響は否定できない。

わざわざ移動 し、調整弁的に使われる女性。 どうしても負の部分を女性が負つて

いると言いがちである。記念講演で澤地さんが言われたように、何歳まで生き、どん

な教育を受け、どんな仕事をしたのかを聞くことで、一絡げにできないそれぞれの姿

が浮かびあがつてくる。「旅」に行ったとい う母の話をさつそく聞いてみよう。母の

姿はどのように今の私へとつながるのだろうか。 (小熊 洋子 )

逗子と「残留婦人」は戦争が、「季節女中」は貧困が要因となった移動である。 ど

ちらも未角牢決であり現在も続いている問題である。国内に限らずアジアからの移動な

どを考えるとさらに拡大し、複合化 しているといえる。分科会で発表されたこれ らの
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女性たちを地域女性史のなかできっちりと定着させることの必要性と、そのような状

況の中でも経験 した女性たちが得たものを引き継ぎ伝えることが大切と思 う。また、

会場からはセクシュアリティについてなかったことが残念 とい う声があったが、隠 し

ておきたいと思 う人の声を聞くことの難 しさと重要さを再認識する。何よりも、何の

ために聞くのか、それによって何を解決 しようとするのか、という強い意思が問われ

るのだ と思った。 (加藤 久美子)

移動を女性史のテーマにすることの斬新さを強く感 じた。三報告の主題は異なりな

がら、地域の運動、支援活動、聞き取 りなど、当事者 と接することで、報告者それぞ

れに引きつけられていることが伝わってきた。

新潟女性史クラブの報告は、分かりやすく丁寧な発表だった。「季節女中」の調査

対象の年代に限定があることはレポー トに記載があるが、女性の出稼ぎは『女工哀史』

などのイメージが強く、会場で再確認する場面があつた。

「季節女中」 とセクシュアルハラスメン ト、移動の中におけるセクシュアリティの

問題について言及がされ、それらの報告が不十分ではないかという会場発言があつた

が、これ らはさらなる研究を待つところだと思 う。会場からの質問や発言で、問題点

を浮き彫 りに出来たことは良かったと思った。

この 3報告にキーワー ドをあえて求めるならば、戦争だつたのではないかと思 う。

新潟女性史クラブの 「季節女中」に関する報告は前者 2報告ほど直接的ではないとし

ても、朝鮮戦争特需景気 と関わつている。

なぜ人は移動するのか。貧困・格差社会 。国策・戦争、そ ういったことが移動の要

因になっていると思 うが、これは現代においても同様で、移動の範囲も規模も大きく

なっているといえる。そして、自らの意思と関係なく、戦争や難民といった移動があ

り、移民排斥などの問題を多く含んでいる。

移動 したことが女性たちに何をもたらし、どんな影響があり、それが文化や生活を

どのように変えたか、女性の生き方を社会構造の中で見ていく。庶民の暮 らしを探 り

考察 し、問題化 していくことの大切さを学んだ。         (笹 川 幸子)

戦前、戦後の 「女性たちがしてきたさまざまな移動」は、自分たちの意志で動いた

のではないことをあらためて思った。特に「中国残留婦人」は、「孤児」ではなく「婦

人」とみなされた子どもたちだった。帰国が阻まれただけでなく、その後の政策でも

男性 との条件の差が甚だしかった。中国帰国者の会を立ち上げた人が 「私たちは侵略

者の一人だつたんですね」 と言われたとい う。会誌 「光 と陰」6号の 「大陸の花嫁」

の間き取 りでも同じことをお聞きして、何 とも応えられなかったことを思いだし胸が

痛んだ。

今回設けられた 「移動」は、自国中心主義をの りこえるために、をねらいとして加

えられた分科会だったが、戦争と貧困、セクシュアリティが浮かび上がった。

新たな女性史を切 り拓 く切 り口となるだろうか。
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発表者として

新潟女性史クラブでは、“つどい"の発表課題を、“戦後における「季節女中」を

みる"と 決め、共同研究をした。

発表者 となつた私は、参加者の顔を見て落ち着いて話すことができるかが一番不安

だつた。無事報告が終わつたときには、これまでみんなで取 り組んできた内容を伝え

ることができたように思い、ほつと胸をなでおろした。

もつとも痛感 したのは、会場発言の中で、セクシュアリティの問題を取 り上げてい

ないと指摘があつたことだつた。研究段階では気にはなつていたが、手を尽 くして資

料を探すことや、さまざまな角度から考えてみる作業をしなかったことが問題である

と気づかされた。

助言者 (奥 田暁子)か ら、移動 した女性たちはその後の人生にどんな影響を与えた

か、文化とか習慣の伝播があったのかとい う問いかけがあつた。この点は新聞記事な

どからは見つけることができず聞き取 りが重要になってくる。また会場から、奈良の

方が祖母が夫の死後に石川県に出稼ぎしたが人生で一番楽しかつたと話 していた、大

阪の方は、新潟出身だが母が若い時女中をしたとい うことだけ聞いているがと聞き取

りの問題点についての質問があつた。

会場からの質問や意見は、この研究で深められなかったところを、あらためて考え

させ られることになり、発表 したことによる得がたい体験であり、これからの女性史

研究の力になったと感 じている。 (植木 知枝 )

発表する植木 さん
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分科会10 家族と性

・戦間期大阪における乳児死亡について 樋上恵美子 (大阪女性史研究会)

1914年から 1938年までの大阪市内の出生率と乳児死亡率を見ると、労働者や雑

業層の多い地域で乳児死亡率が高い。女子結核死亡率は際立って高く、大阪府の女工

数は東京府の倍以上でその 8割は紡績・織物業に従事 し母乳不足、人工栄養の知識

不足による低栄養 と劣悪な生活環境が重なった。健康保険の施行で工場法適用工場の

女工に分娩費、出産費手当金が支給となり、低額診療や育児相談所の設置などの乳児

保護で死亡率が低下した。
口「母子健康手帳」の歴史 山田裕美 (き しわだ女性史の会)

1942年、妊産婦手帳規定で交付が始まった妊産婦手帳は、1947年公布の児童福祉

法に基づ く母子手帳、1965年公布の母子保健法に基づく母子健康手帳と続 く。配給
に優先権を認めるなどの普及策が取られている。妊娠や育児の心得で「良い赤ちゃん」
「良いお母さん」モデルを示 したが、1992年の改訂まで 「父親」の記載はなく、母

性イデオロギーの構築における宣伝媒体とも言える。実物の 「母子手帳」を示 しなが

ら報告する。

・反DV運動萌芽期について一中野ツヤのシェルター開設計画と衆参婦人議員懇談会の
「酔つ払い防止法」― 佐藤ゆかり (二重の女性史研究会)

1958年、東京都民政局婦人部初代部長中野ツヤらによるシェルター開設計画 と、

市川房枝 ら超党派婦人議員による議員立法制定という日本の反 DV運動が、酒乱の父

殺 し事件を契機に始まった。中野のシェルター設立計画は予算請求が却下されて行き

詰まった。1961年、提出の趣旨からは大きく後退 した内容で酔っ払い防止法が成立。

論点となった 「民事不介入の原則」は現在の DV防止法でも引き続きネックとなって

いる。

新潟からも多数の紡績女工が関西方面にも出てお り、就業先で結婚 した女性たちの

その後の暮らしを見た思いがする。健康保険や乳児保護策で産前 0産後が改善できた

ことにホッとしたが、果たして 「産まない選択」はできたのだろうかと、彼女たちと

産児制限とのつなが りも知 りたいと思った。

数値やグラフなど日で見る資料は分かりやす く、発表者自身の母子手帳は特に興味

をひかれた。実際の史料に押されたのか、母子手帳が 「母性イデオロギー」の構築に

果たした役割が見えにくかったのは残念。戦前から戦中、戦後とつながる性をめぐる

政治に母子手帳を位置付けて考えたい。母子手帳を初めて受け取つた時の喜びが甦つ

たとい う参加者の発言には、ともすると母性讃美に帰結 してしまいそ うな危 うさを感

じたのは私だけではないと思 う。

私たちの新聞検索でも通 り魔殺人や酒乱の父殺 しの事件記事があったが、それらは

女性への暴力や反 DVの視点での重要な資料であると再確認 した。「小さな」出来事

も丁寧に見ていきたい。                     (塩 沢 啓子 )
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分科会11 江戸に生きる

・江戸の女性文化 小沢詠美子 (近世女性史研究会 )

江戸文化は、いわば「女性文化」ともいわれ歌舞伎、遊芸、おしやれ (粋の文化 )

など、文化の創造、需要に欠かせない存在であり、影響を与え、与えられたのも女性

であった。また、俳人、浮世絵師など女性芸術家も多く、日々の生活が制約される中

で、女性の能力が発揮できた時代でもあつた。

・女学校設立の動き 菅野則子 (総合女性史研究会 )

幕末から近代への移行期、町入社会の変化 (夫 と妻、武士と商人など逆転現象)に

より、贅沢な生活、遊芸にはじる女性など、女性たちの変化も大きく、いわば崩れ行

く枠組みの中で、支配者は社会の風俗矯正を図る。その一つが 「女学校の設立」であ

った。

・維新期の江戸―「お粥騒動」を手がかりに 片倉比佐子 (総合女性史研究会 )

1866年将軍や幕府要職の不在、第二次長州戦争に加え米価高騰があり、救済不十分

のために起きて9月 10日 頃から20日 頃までお粥騒動は江戸市中全域に広がった。「何

々町の窮民」と記した峨旗を立てた住民たちは、列を組んで名主や商人宅に押 し掛け

て米を出させ、寺社の境内や辻々で大釜に粥を炊き、分け合って飢えを凌いだ。打ち

壊 しのない平和的な集団行動で、処罰はなかつた。文献では不明だつたが、絵図から

長屋の女房 と思われる女性たちも参加 していることが判明した。生存権につながるも

のは女性が参加 しやすく、女性たちの社会参加 として重要な意味を持つ。

「江戸の女性文化」は、映像を使用 しての発表で、とても分かりやすかつた。歌舞

伎役者に熱を上げる女性たちの姿は、現代でも「イケメンの俳優や歌手」に殺到する

女性たちと共通するのではないかと思つた。演 目や座席により木戸銭は違 うそ うだが、

このように芝居見物できる女性たちはかなりの富裕層だつたのではないか。 日常生活

の中では「お粥騒動」が起きている。江戸の女性にとつて 「遊芸は生きるための必須

の文化教養でもあつたのである。」一方、「女学校設立の動き」では、「遊芸にはじる

女性」とされ、「社会の風俗矯正・好ましい女性のあり方を教育によつて」ととらえ、

女学校設立へ向けて、に繋がっている。

特に、「女学校設立の動き」の中で、「女学校発起之趣意書」に、「好ましくない状

況」が綾々述べられ、次に「どうあるべきか」、そして 「どうすべきか」、その結果、

「あるべき姿」のための学校教育へと繋がっている。「良妻賢母」への 「はしり」で

はないかと私は思つた。

「お粥騒動」の発表者は、「町方支配体制が機能 しなくなったもとで、長屋の女房た

ちの参力日によつて政治性が高まった」と結んでいる。私も、社会的・法的地位が限定

的な女性たちが、生存権にかかわることは比較的社会参加 しやすかつたとは言え、「あ

るべき女の姿」に反抗 し行動を起こした意義は大きかつたのではないかと思 う。江戸

の町民の暮 らしぶ りを知るよい機会 となった。
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「歴史の時間軸を広げ、江戸の町で暮 らした女性たちに視点を当てる」初めての企

画であり、明治以前の女性たちがどうであつたのか、近代との継続性からも興味深く

思つていて、わくわくしてこの分科会に参力日した。

「入 り口」である古文書を読むことに困難さを感 じており、研究者の取 り組み方や

方法にも関心があった。「江戸の女性文化」は役者絵版画の映像などをスクリーンに

映 し出し、「お粥騒動」は絵巻などの利用で、生き生きとした女性たちの姿を参加者

に提示 して分析 し、視覚に訴える強さを感 じた。新潟女性史クラブで出版 した『写真

記録 にいがたの女性史』資料収集で、明治期の古い写真を見たときの驚きを思い出

した。「女学校設立の動き」では、新潟県の新発田藩資料も使用 してあり多くの文献

を使い、あるべき女性 としての教育目的であるが学校組織を目指 した開明さも伝える

報告であった。発表者に聞いたところ、読解の技術は古文書講座や通信教育などで繰

り返 し勉強するといいと助言を受けた。今回の読み下し文も漢語調であり理解が難 し

く、改めて明治期以後かな文字や漢字、文章の書き方などが平易になり現代の私たち

も共有するようになったことを再認識 した。

江戸 と違つて文化が集積 していない地方都市では絵図などの存在 も不明であ り、

古文書などから、女性像や女性に向けて書かれたものを探すところから始めることが

必要だと思った。『写真記録 …』の折、明治期の女児向け小学校教本に触れることが

あつたので、それも一つの 「入 り口」になるのではないかと思 う。江戸時代の女性た

ちの社会的地位や暮 らしなどを知 り、現代の女性史研究の視点で読み取るのだと改め

て思った。助言 (長 島淳子)であったように、各地域での発掘、研究で、女性像を蓄

積することが課題であると思 う。 (小林 睦子 )
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記 念 講 演

「一人か らは じまる」                  作家 澤地 久枝

。私のこれまでの作品は、女性中心に書いてきた訳ではない。「人」の歴史があるの

ではないか。「男=悪者」ではない。時代の権力につぶされた男も女もいる、と考

えていたから。

・昭和初期、日本共産党の女性が大弾圧で検挙された。活動を隠したまま10歳年下の

男性 と結婚 していた。新聞社勤務の夫は驚いたが、妻を信 じて10年近 く待ち、刑が

終わるのを迎えた。その後夫は南方への転勤途中、輸送船が撃沈され三度と帰 らな

かった。 この男性の話は女性史のどこに入るのか。

・女性史研究は平塚らいてうのような人の研究が主で、読み書きも出来なかった人た

ちの、「生活」の歴史はどうなるのか、とい う疑間を持つていた。

・生きていることさえ消えていく人たち。消えてしまわないうちに生活を書き留めて

いくこと。全国ですることが必要である。

・生活を守ってきた家族がいて自分がいる。歴史のあみ 目から落ちて沈んでしまう人

たち、身の回 りの女性たちの歴史、自分に連なる母や祖母の間き取 りをする。

。一人ひとりが自分の家族から聞くことをはじめる。辿つてたどつていくと、ファミ

リー・ツリーが出来る。授業で大学生たちに、あなた方の父母や祖父母はどう生き

て亡くなったのか、記録 してみてくださいと言つた。

・戦争被害者の話だけでは力にならない。戦争はいや、というだけでなく、なぜそれ

が起きたのか、被害と加害の両方を見る目を持つ必要がある。侵略 した中国で、日

本はどうい うことをしてきたのか。

・ どつしり構えて、どうい う歴史があつたのか、どうい う人たちがそこにいたのか、

今 どちらに向いて生きようとしているか。

・一人からはじまり、その一人ひとりが結びつき、ネットワークを作 り、全体、大き

な力になるのではないか。女性史を、勉強するだけでなく、変えていく力にする。

講演を聴いて

・ていねいに、自分のできることからはじめなければと思つた。

・ リテラシーを持って聴 く、自分の生き方に照らし合わせて大事なことを拾 うという

姿勢で聞くのもいいと思 う。

・女性史に偏見を持っていたと言 う講師が投 じた言葉は、第H回のテーマである新た

な女性史の未来を切 り拓 くための糧 として、女性史研究が真摯に向き合い、学ぶベ

きものがあるのではないか。これからの女性史研究において、心に留め置かなけれ

ばならないことと感 じた。

・講師の到着待ちは “つどい"へのメッセージ朗読 とい う対応があつた。講演開始

は1時間遅れとなり、その後の分科会運営に影響 した。
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交   流

女性史のつどいは、「交流」が重要な要素となっている。各地域女性史の研究発表

による情報交流だけでなく、さまざまな形で研究や人との交流が行われる。参カロする

意味がここにもあり、参加の仕方が問われることにもなる。

書籍交流

・“つ どい"や女性史研究に必要な書籍・資料 。文献等の情報や交換の場があった。
・各地の研究会の出版物コーナーは、賑やかで活気があふれていた。“つどい"をめ

ざして研究成果をまとめて持ち寄る。シゲキ的な場 となっていた。

・流通に乗る出版だけでなく、会誌や機関誌のような手作 りのものはこの場でなけれ

ば手に入 らない。毎回貴重な交流の場である。
。楽 しかった。本を勧める人も、受ける人も “つどい"の参加者。なごやかな交流が

できた。

・販売書籍一覧表 (実行委員会作成)は、参考になりよかった。

・「地域女性史文献 目録」は、地道な作業のたまものであり感謝。次回も出して欲 し

い 。

パネル展示 コーナー

。「写真で見る一女性の政治参画への歩み」のパネル展示があった。

(財)市川房枝記念会の協力を得て、視覚に訴えるインパク トの強いものとなった。
・市川房枝の足跡はよく分かつたが、他の地域でも同じように活動 した女性を併せる

ことで、地域女性史のつどいとしての展示コーナーになつたのでは ?
。自由民権運動の中の女性パネルは、楠瀬喜多、岸田俊子、景山秀子の 3人だけだ

った。新潟女性史クラブの研究で顕かになった吉田はま、西巻開耶などの写真はな

い。地域女性史を日本女性史に集積 していく課題をここでも感 じた。

・女性史研究者 (参加できない人)か らのメッセージの展示方法はおしゃれでした。

交流懇親会

・夕食を兼ねて、大ホールの 2階 レス トランで開かれた懇親会。大先輩からニュー

フェースまで、定員いっぱい 200人 余 りの女性史の仲間が、飲んで、語 り合って、

楽 しいひとときを共有 した。みんなで参力日できてよかった !

。少人数になった研究会が多いなかで、新 しい研究会の元気なこともうれ しい。
・肩を寄せ合い、ひしめき合い、再会を喜び、あちこちで話 し込んでいるグループを

見かけた。その輪に入れたことを嬉 しく思 う。
。“つ どい"の リレーのようなあいさつが続いた。「つながっているんだなぁ―」 と

感 じられ、あったかい気持になり、元気もでた。
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・懇親会の参加者名簿 (名 前のみ)が出て、なつかしい人たちとの交流ができた。個

人情報を何 とかクリアーして、全体参加者の名前、県や所属などを記載 した名簿が

欲 しかつた。

・会場が狭く、自由に動き回れず、同じテーブルになつた他のグループの方とは話せ

たが、お互いグループ内で固まってしまい、交流できなかつた。残念。

伊藤康子 さん と愛知女性史研究会 との交流

・交流・懇親会後に、伊藤康子さんの宿舎 (オ リンピック記念青少年総合センター宿

泊棟)の小さい部屋に、私たち女性史クラブの 10人 と愛知女性史研究会の 3人が

寄 り合い話 し合った。これから愛知女性史年表を基に、人物辞典作成に取 り組むと

のこと。年齢に関係なく元気な伊藤 さんに敬服 しきりであつた。

新潟 メンバーの交流

。新潟メンバーとしての参加は 10人。1日 目の夜は私たちだけの交流会が恒例にな

つている。狭い部屋のベッドの上にも座つて、枝豆と十全なす漬 とビールで乾杯。

・分科会感想、例会メンバーでない人の近況報告は新鮮で心地よい。みんながんばっ

ているなあ～。話は尽きず、夜は更けていく…。

鈴木裕子さんと新潟メンバー
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全 体 会

ミニ・ コンサー トと分科会報告があり、今後に向けた 8点の 「まとめ」が示され
た。最後に女性史資料の保存と公開等に関するアピールを採択。関係機関へ送付する
ことを決定して、“つどい"の全 日程を終わった。

ミニ・ コンサー ト  「佐藤真子  女性史をうたう」
。「原始女性は太陽であった」「一本の鉛筆」他のピアノの弾き語 りがある。
。さまざまな女性史の表現の一つ、“つどい"での新 しい試みと受け止めた。

分科会報告・ まとめ

。11分科会の発表 と討議の概略について個別報告の後、全体をまとめての報告がある。
。「まとめ」としては、地域女性史を 3つに分け独立した 3分科会とし、「移動」を

新 しく設定した。女性労働は福祉政策とコミットさせ、セクシュアリティは家族の

問題 として組み込んだ。「複合差別」では当事者である在 日コリアンからの報告を

受けたことや近世から近代への視点を入れたことは大きかった。

全体で 37本 の研究発表があり、特徴を次の通 りまとめる。

1.戦後史にかかわるテーマが多数になった。

2.近世と近代をつなげる地域女性史の可能性が見られた。

3.地域から全国、日本からアジア・世界と広がる視点を抜いて今後の地域女性史

は成 り立たない。

4.可視化されていない人々の歴史を表面に出し、叙述することが重要である。

5.性・セクシュアリティヘの取 り組みが今後の地域女性史の課題 として浮上した。

6.体験者本人だけではなく、次の世代への伝わり方の確認 とい う聞き取 りの新た

な可能性がある。

7.戦時下動員 された女性を兵士としてとらえるなど、移動の視点は豊かな可能性

がある。

8.貧困の女性化の指摘がある。生きていくことが困難になっている政策の愚かさ

を、聞き取 りによって生の声でつかむことができる。

“つどい"のテーマに沿つたさまざまな可能性が示された。歴史の中で生きた一人

ひとりの命の時間をどう聞き取 り、叙述 していくかが今後の課題である。

・「分科会報告」からは分科会で話された論点が十分に伝わってこなかった。

・参加できるのは 2分科会なので、他の 9分科会の報告はあっても良いと思 う。
・「分科会報告」という方法の難 しさを改めて実感 した。
・「まとめ」はきちんと迫力あるもので感動的だった。その後会場を含めての話 し合

いがあつた方が良かった。

・“つどい"のテーマに踏み込んだ意見交換が欲 しかった。
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女性史資料の保存・公開等に関するア ピール

・参カロ者全員で下記のアピールを採択 し、全国の女性センター・男女共同参画センタ

ーヘ送付することを確認する。

・新潟女性史クラブでは、新潟市男女共同参画課・アルザにいがた (男 女共同参画推

進センター)宛て文書で伝えた。

女性 史資 料 の保 存・ 公 開等 に 関す るア ピー ル

■998年 の r第 7回全国女性史研究交流のつ どい in かながわJで、最初

の「女性史資料の保存 。公開に関するアピール」を出して以来、第 8回 (岐阜)、

第 9回 (新潟 )、 第 10回 (奈良)と続いてアピールを採択 し、その必要性を訴

え続けてきました。

その要望を反映 したかたちで、 2008年 6月 国立女性教育会館にアーカイ

プセンターが開設 されましたことは、私たちにとつてよろこばしい出来事で し

た。 しかし、このアーカイプセンターは全国規模の資料のみ収集 。保存 と限定

され、地域女性史の資料は対象に含まれてお りません.た しかに地域資料はそ

の利用・活用の便を考慮すると、地域の施設に保存することが望ま しいと考え

られます。 こうした事情もあり国立女性教育会館アーカイプセンターは、女性

資料に関するナショナルセンター的役割を果たすためにネ ッ トワークを整備す

る予定と聞いてお ります。

そこで「第 1■ 回全国女性史研究交流のつどい in 東京Jにつどつた私たち

は、貴重な文化遺産である地域女性史資料の保存 。公開に関して、以下のこと

を要望いた します。

1 都道府県市区町村の男女共同参画センターは、国立女性教育会館に連携す

るかたちで、センター内にアーカイプ機能を設置 し、地域女性史の資料を

収納・整理・保存・ 公開すること。

2 各地域の公文書館、博物館、資料館、図書館などは、自治体及び民間の

グループ 。個人が収集 した貴重な女性史資料の散逸をふせ ぐために率先

して受け入れ、保存・公開し、利用の便をはかること。

3 自治体史を編纂する自治体は、男女平等社会実現のために女性史の視点を

必ず入れ、資料収集 。記述に努めるとともに、その資料 も同様に保存・公

開すること。

2010年 9月 5日

第 11回 全国女性 史研 究交流 のつ どい in 東 京  参加者 一 同
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“つどい"に参加 して

さまざまな期待を持って臨んだ “つ どい"は、自分に何をもたらしたか、思いはか

なえられたか、それぞれが振 り返 り綴った。

・地域の女性史研究をしているグループが全国か ら集まり、H分科会37の発表を持ち

寄った。そこに私が参加できたことで元気をもらつた。つ どいのもつ力はす ごい。
・闘病 中の家族がお り、事前学習の例会参加 も不定期で予定が立たなかったが、幸い

行 くことができた。女性史クラブメンバー との旅、参加者の 日頃の研究への情熱な

どを強 く感 じて “力"を もらった自分がいた。

・“つ どい"の場に参加す ることの意味の重要性 を実感 した。前回参加できなかった

私にとって喜びは大きかった。やは り聞 くよりは見ること、その場に身をお くこと

は大きな意味がある。

・第9回のつ どいinに いがたで呼びかけた共同研究一占領軍慰安施設の各地の調査一

は平井和子 さんの研究に生かされていて、 うれ しい限 りであった。また、女性労働
への 「移動」の視点は、今回独立 した移動分科会の設置へ と成長 していた。めざし

た方向性を再確認できた “つ どい"であった。
。今回は特に 「勉強 しよう」 と意識 して参力日した。何かが残った。
・基調講演もシンポジウムもなく、応募のみの分科会だけでテーマを導き出せるのか

と不安だったが、少 しずつ見えてきた気がする。

・政治的に作 り出されてきた重層的な差別社会の中で、私 自身はどの位置にいるのか

検証 しなければと気づかせたつ どいであった。

・戦前・戦中・戦後 と連続 してみる視点が明確にな り、改めて女性史のなすべきこと、

できることを考えたいと思った。

・行政の政策 としての地域女性史が抱える問題点が見えてこない。プラス、マイナス

両方での整理が必要ではないか。

・他 グループの人たちとの交流も目ざした参加だったが、また名刺交換をしそびれて、

心残 りだった。

。東京オ リンピック開催の旧選手村跡地 とい う今回の研修施設を経験できてよかっ

た。建物内で迷子になるのではと思つていたが、移動 もしやす く分か りやすかった。

部屋の使用時間制限が厳 しく扉が閉められるとい う不自由さはあったが、む しろそ

の制約で、運営に協力 しているとい う当事者意識をもつことができた。
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ワー ク シ ョ ップ の ね らい

私 た ちの身近 に は未 だ解 消 されず 、乗 り越 えな けれ ば

な らない女性 へ の差別 が依 然 と して残 つて い る。 さ ら

に、新 しい形 の見 えに くい差別 が作 り出 され て い る よ

うに思 われ る。 また 、一 見平穏 に見 え る く ら しも戦争

につ なが つてい る。

いま新 潟 で暮 らす 私 た ちが、 こ うした現状 の なか で平

和 と平等 で あ る女性 た ちの未 来 を切 り拓 くた め に、何

が必 要で どん な手 だ てが あ るのだ ろ うか。

「第 H回 全 国女性 史研 究交流 のつ どい in東 京 」 では各

地 で 取 り組 ん だ研 究 の発 表 が あ つた。 “つ どい "の 報

告 をふ ま えて 、「女 た ちの未 来 を切 り拓 くた め に」 を

テーマ に話 し合 い たい。



1.第 11回 全国女性史研究交流のつどいin東京 報告 一一一― 加藤久美子

「全国女性史研究交流のつどい」は各地で女性史の研究 。学習に取 り組む人たちが
一堂に会 し、日頃の研究を確認 しあい、地域における女性史研究の推進をめざしてい

る。 1977年名古屋市から始まり、北海道、愛媛、沖縄、山形などに次いで 2003年
には新潟で開き、今年の 9月 4日 、5日 に第 11回 を東京で開催 した。学会や全国的
な連絡会を持たない地域女性史研究では、各地の研究会が実行委員会を組織 して開催
する 「つどい」が唯一の研究情報を確認する場である。つどいを待ち受けた参加者は
500人 にのぼり、新潟からも 10人が参加 した。

記念講演は、作家 0澤地久枝さんの 「一人からはじまる」であった。戦争で被害を

受けたとい う話だけでは力にならない。なぜ起きたのか、中国ではどうい うことがあ
つたのか。被害と加害の両方の目を持つ必要がある。 どうい う歴史があり、どのよう

な人たちがいたか、今 どちらに向いて生きようとしているのかを一人ひとりが考え、
ネットワークをつくり、社会を変えていく力になるようにとの示唆があった。

“つどい"の大きな柱は分科会であるが、11分科会 37本の発表すべてが応募によ

るものだった。ほとんどが地域で女性史研究をする研究会からで、内容も広範にわた
つている。全体を通 しての一番大きな特徴は「地域女性史」が 3分科会もあったこ

とである。ここでは、聞き書きの手法や新 しい取 り組み等各地からさまざまな発表が

あり、研究方法や表現方法を学び刺激を受けるとともに方向性を確認する場となった。

戦後史にかかわるテーマが多かった中で、「江戸」が入つたことで近世 と近代をつ

なぐ試みが可能 となった。私たちは 「移動」の分科会で「季節女中」の研究発表をし

たが、この 「移動」分科会も初めての設定であった。また、地域から全国、アジア、

世界へ と広がる視点を持つことや、「複合差別」では重層的な差別を深 く掘 り下げて

見ていく必要性の提示があり、今後の課題 として性・セクシュアリティヘの取 り組み
が強調 された。改めて女性史研究の奥深さや難 しさと、新たな視点を持つことにより

女性史の可能性が広がることを実感 した。私たちは分担 してすべての分科会に参加 し

たが、得たことを今後の研究にどのように生かしていくかが課題 となっている。
“つ どい"の重要な要素に「交流」がある。女性史研究に関する書籍・資料・文献

の情報だけでなく、各地の研究会が研究成果を持ち寄る。会誌など手作 りのものはこ

こでなければ手に入 らず、貴重な情報交流の場であるとともに、人と人との交流の場
になっていた。パネル展示として 「写真で見る一女性の政治参画への歩み」の題で、

市川房枝や自由民権運動で活躍 した女性のパネルがあった。また、200人以上の女性

史の仲間が夕食を囲んだ交流懇親会では、第 1回開催の愛知や新潟、奈良などから

リレーのようなあいさつが続き、「つどい」をつないできた人たちが確かにいたこと

を再認識 した。“つ どい"だからこそ会える人たちと、日頃の女性史研究の悩みや情

報などを忌憚なく語 り合い、参加できた喜びをかみ しめた懇親交流会であった。

私にとって 2日 間の “つどい"は、「つどい」のもつ意味、与える力の大きさを理

解する場 となった。新潟で女性史研究をすすめるうえでの “糧"と なっている。

-39-



2.新潟女性史クラブの研究発表 一一一―植木知枝

戦後における「季節女中」をみる (1～ 10頁参照)

3.話 し合いの前に 一課題提起 ―

(1)戦争の被害と加害 ―一一一¨近藤尚代

・第H回の “つどい"が開かれた今年は、「大逆事件」「日韓併合」の1910年から100

年、安保改定の1960年から50年 目にあたる歴史的節 目の年にあたる。

・平和のために、女性史の立場からも歴史を検証することがいつそ う求められる。

。今回の “つどい"の記念講演では、澤地久枝さんが 「戦争で被害を受けたとい うレ

ベルでは、力にならない。一人ひとりがもう少 し勉強する必要がある。戦争ではひ

どい目にあつたが、なぜそれが起きたのか。侵略した中国ではどうい うことがあつ

たのか。被害と加害の両方を、鳥の日と虫の日の両方の目を持ち、しつかりと見つ

め、学びとる必要がある」と述べている。

・戦争 と平和分科会では、軍隊の中に女性がいたとみる報告があつた。また、新たな

軍事化の現状と女性への性暴力の実態も報告された。

・平和を希求する女性史・女たちは何を記憶 し共有 していけばいいのか。

・女性たちには総力戦体制を支え、担った苦い歴史がある。 日常の場から戦争協力を

した事実。「母性」や 「女性の役割」を身近な所から問い直す。

・戦争の被害と加害の両方を見る目を持ち、どういう歴史が過去にあつたか、どうい

う人たちがそこにいたか、今 どちらに向いて生きようとしているかを考えることが

大切。

(2)差 別 ―一一 塩沢啓子

・“つ どい"では歴史を女性の視点から見直すことで、ジェンダー平等への可能性を

探つてきた。

・世界規模の女性たちの運動を経て、女性の地位向上はある程度図られてきたように

見え、性差別が非常に分かりにくい状況になつている。

・「イクメン」力`取 り上げられる反面、女性には子どもを産むことがより強く望まれ、

不妊治療で負担が増 し、子どもを産まない生き方が困難 さを増 している。

・非正規雇用の常態化で女性の貧困は若年層においても深刻。女性の平均賃金は男性

の 6割、母子家庭の貧困度は増 している。高齢女性の貧困を結果する。

・単身家庭の増加など「家族」や 「家庭」の形が変わつてきている中で、女性差別も

形を少 しずつ変えながら続いている。

・性差別に加えて被差別部落、民族、人種、心身障害、貧困と幾重にも入 り組んだ「複

合差別」が問われている。今回の “つどい"でも分科会を設けて取組んだ。

‐40-



ジェンダー不平等を改善する試みは、バックラッシュ以降後退していると言わざる
を得ない。差別は日常的であり、見ようとしなければ見えてこない。「足を踏んで
いる者」には踏まれる痛みは分からない。差別を受け、足を踏まれている女性の側
からひとつずつ丹念に洗い出し、声を上げる勇気につなげたい。

4.話 し合い 一――― ガ、林睦子 (司 会 )

司会 質問を含めて、自由に話 してい

ただきたいと思います。

朝鮮半島と私たち

A 昨日、韓国で問題が起きましたけ

ど最近のテレビの政治番組や討論番組

を見ていると、全体に戦争の方へ引っ

張る発言が出ていると思います。 日本

はもう少 し核武装 した方がいいとか、

自衛隊を強化 した方がいいとか堂々と

言 う。政界が混乱 して、皆がどっちの

方向を向いたらいいのか分からないよ

うな状況があるものだから、戦争の方

へ走ろ うとする力があるような気が し

て恐怖を感 じます。評論家でそ うい う

ことを堂々と言 う人たちが増えてきて

いる。

日本が加害者になってはいけないん

だけど、そっちの方向へ向くようなこ

とを、この間まで小さい声だったのが

ずいぶん大きい声で言つているので、

私たちも気をつけてみていかないとと

思いました。

B 「韓国併合」100年であ り、 日米

安保条約 50年 とい う節 目の年ですね。

沖縄県知事選がある時にこうい う問題

が起きてくるのが、何かにお うものが

あるん じゃないかなと思った り、急に

飛び込んできたニュースに私もびっく

りしています。民主党という政権に対

して一種の期待みたいなものを持って

いた。にもかかわらず核は安全保障の

ために持つとか、核は持つ必要がある

とかそ ういうことを平気で閣僚が言 う

ことに対 して、信頼が裏切 られたとい

う感 じがします。

戦争 と平和 とい うことで言 うなら

ば、戦時中性暴力、いわゆる「従軍慰

安婦」の問題です。韓国で水曜 日にな

ると韓国の被害者 と支援する皆さんが

日本大使館の前で集会を開いていま

す。被害者が高齢化 している中で、村

山談話や河野談話もあるんですけど、

日本の政府がきちんと謝罪をしていな

いし補償もしていないんですね。やは

り立法化す る必要があるとい うこと

で、韓国の議員 と韓国と日本の市民団

体が閣僚に訴える活動をします。

戦後はもう終わったとい うけど、戦

時中から引つ張つてきているジェンダ

ー差別 と、私たちが被害に対 してきち

んと向き合わない事実と、新たに起こ

つてきているものが一体となってつな

がつているものではないかなと私は感

じました。

司会  昨 日のニュースは突然で、ど

こからが正確な情報なのか分からない

というのが非常に大きいのですが、震

撼 とする思いです。

加納  「韓国併合 100年」について
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ちょっと補足を。マスコミは 「日韓併

合 100年」といいますが、歴史家の間

では 「韓国併合 100年」です。それは

「日韓」 とい うことであたかも対等で

あるかのごとく、 日本の加害性をばか

す働きをするからです。 当時の条約 も

「韓国併合に関する云々」 となってい

ます。歴史を直視 し平和を考える人た

ちは 「韓国併合」 と使 うべきだと思い

ます。

今年は安保 50年ともう 1つ重要な

ことがあります。朝鮮戦争 60年です

ね。今回のヨンピョン島事件はまさに

その再現にな りかねない危険をはらん

でいます。

「季節女中」の報告はこれ 自体は非常

に貴重ですけど、全体的な時代状況の

中に位置づける必要があると思います。

つまり、その背景には朝鮮戦争があ り

ます。 日本はかつて朝鮮に大きな被害

を与えました。そ して敗戦による 「解

放」5年後の 1950年 6月 25日 に朝鮮

戦争が勃発する。 日本はつい先 日中国

に抜かれるまで世界第 2の経済大国で

したが、そのきっかけは朝鮮戦争です。

朝鮮戦争では 300万以上の人たちが亡

くな りましたが、日本は朝鮮特需によ

り戦争被害を払 しょくし、高度経済成

長への契機をつかむわけです。朝鮮半

島の人々の血で肥え太っていつた とい

う、まさに加害性の中で獲得 した経済

発展です。その中で電化製品が普及 し、

女中とい う職業も不要になっていきま

した。

朝鮮戦争が 53年 7月 28日 に休戦

になると、それまで軍需生産をしてい

た企業が、今まで投資 した生産設備を

家電製品生産に振 り向けるわけです。

だから 1953年 は電化元年 と言われて

いるのです。テ レビ放送が始まつたの

が 53年です し電気洗濯機、冷蔵庫、

テ レビが三種の神器が発売され、その

結果主婦の家事労働が軽減 されて女中

は要 らなくなってくるとい うつなが り

があ ります。そ うした中で 55年 には、

主婦は不要か とい う主婦論争 も起きて

います。そ うい う大きな流れを見ると、

新潟県の高田における「季節女中」の

問題 と世界の動きはつながつているわ

けですよね。そ うい う中で被害、加害

をみる必要があります。

C 韓国併合」 とい う言葉一つひ と

つに意味があるので、不用意に使つて

はいけない とい うことですね。 自分 自

身では、そ うい う世界を理解 している

つもりだつたんです。メディアは 「日

韓併合」 と使 うけど、その中で真実 と

い うか、見なくてはならないものを見

ていくことが、今はとても大事なんだ

と思います。

私が侵略 とい う言葉を知ったのも中

学、高校 と全然そ うい う視点が無かつ

たので、大人になつてか らです。「侵

略」の映画を見て、こうい う事実があ

ったのかと加害の事実を 目の当た りに

した経験があるので、言葉ひ とつでも
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きちつと見ていかなくちゃいけないと

思いました。

D 私も澤地久枝 さんのお話を聞きた

いと思って “つどい"に参加 して、「複

合差別」 と「江戸に生きる」の分科会

に参加 しま した。「複合差別」で鈴木

裕子 さんが、韓国併合について言葉を

選ぶ必要があるとおっしゃって、その

時に言葉の大切 さとい うことを思った

のですね。

アジア女性資料センターの 「女たち

の 21世紀」でも「日韓」ではなくて

「韓国併合 100年」と特集を組んでい

ました。日本人である私たちが「日韓」

とい う形で言っているなと感 じて。差

別の問題 もそ うですね。「踏んでいる

者は、踏まれている者の痛みはわから

ない」とい う言葉は私も好きな言葉で、

何かの時には使っているのですが、言

葉は大切にしたいといつも思っていま

す。

E 韓国で開かれた挺身隊問題対策協

議会の創立 20周年記念シンポジウム

に行ってきました。いろいろ刺激を受

けてきてまだ整理ができていないので

すが、「従軍慰安婦」問題で 日本政府

のきちんとした対応が未だになされて

いません。挺対協が 20周年になった

とい うのになかなか進展 しない。 こう

い う運動がいろんな変化をもた らすに

は本当に大変なことだと、20年の重さ

をあらためて感 じました。

韓国か らワシン トンに移住 して挺対

協の活動をしている方が、退職金の一

部を注ぎ込んで運動を広げた経過を、

シンポジウムで語つてくれたんですね。

アメリカの議会が 「慰安婦」の問題を

日本はきちんとしなさいとい う決議を

しましたが、議会を動かす ところまで

行った。

何かを進めようとした時にエネルギ

ーとい うか、情熱をかけることの大事

さですね。それがあって広がっていく

のだなということと、効果のある働き

かけですね。議員のどこにプッシュし

ていくか、ワシン トンの中心地で 「慰

安婦」の展示会をやるとメディアでも

きちんと流 されるとか、新聞の 4分
の 1面を使 うとか。議会を動かすだ

けの活動が彼女 1人から広がったと

い う、そこを私は非常に印象深 く聞き

ました。

彼女が日本に来た時、日本の政府は

内圧には強いが外圧に弱い、特にアメ

リカの外圧には弱いからぜひ頑張って

下さいと土井たか子さんに言われた。

事実そ うなので、ちょっと情けなくも

ありだったんですけど、そ う言われて

がんばりました頑張 りましたと彼女は

語つていました。

加納  逆に言えば 日本の運動が期待

できないということですよね。アメリ

カに一生懸命働きかけて、アメリカか

らやってもらお うとい う情けないこと

で。

E そ うい うふ うに動かすエネルギ

ー とい うか運動の仕方ですね。 日本の

運動が どうしてそこまで辿 りつけない

のか。それ と対比 させながら聞きまし

た。

加納  日本でも議会で議決を上げて

いる所はいくつか出てきていますね。

A 挺身隊 と「慰安婦」はイコール

ですか、それ とも被害者が挺身隊の中

にいるとい うことですか。

加納  1944年 8月 22日 に女子挺身
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協力令が出て、戦争のために女性を強

制的に働かせました。それは軍需工場

などに 1年間動員するとい うことで、

性的な意味合いは全 くなかつたのです

が、当時 日本の植民地だった朝鮮半島

では 「挺身」 とい う言葉からの類推や

それ以前から「慰安婦」 として性的奉

仕をさせ られるていたことから「挺身

隊=慰安婦」と受け止められたんです。

朝鮮の場合も、例えば富山の不二越

など軍需産業で挺身隊として働いた女

性たちもいます。そ うい う人も挺身隊

というといつしよくたにして「慰安婦」

だ と。「
7看 れた女」だ とい う見方をさ

れるものですか ら、「私は軍需工場で

す」「あの人たちとは違います」みた

いに女性の中に分断ができるんですね。

最初にヂ貞玉(ユ ンジヨンオク)さ んな

どが 「慰安婦」問題を問題化 した時、

その辺が曖味だつたので挺身隊問題対

策協議会 とい う形で発足 しました。い

まだに挺対協とい うのは問題ですね。

A 日本国内でも挺身隊と言いました

が、それとは韓国の場合は違いますね。

日本の場合は「慰安婦」的じゃなくて、

家庭にいる女子全部引つ張 り出された。

挺身隊に取 られると悪いからと、つて

を頼ってどこかの会社に入つたとか。

加納  韓国史の研究者が調べた結果、

実際は女子挺身協力令に基づいて朝鮮

女性が 「慰安婦」にされた事実はあり

ません。実態 とは合わないですが、そ

れまでの 日本のや りかたから「挺身隊

=慰安婦」 とい うイメージができて し

まって、挺身隊として労働に参加 した

韓国の女性たちが、自分たちは性的な

ことは していませんと言わなければな

らないのは悲 しいことですね。

複合差別と向き合う

F 私は新潟水俣病の第 3次訴訟の

支援活動をしています。新潟水俣病に

も差別問題が大きな柱 としてあ りま

す。健康被害とい う具体的な体の苦し

み と差別、人間関係の亀裂 とい う 3

本柱にまとめられる大きな問題を抱え

ながら裁判をしています。差別の問題

は 日々の活動の中にも表れていて、3

次訴訟の人たちは皆顔を出していませ

ん。記者会見でも非常にナーバスにな

ります し、テレビとかが入つてくれば、

私の日から見たら申し訳ないけど隠れ

るような態度になる。発言の内容も自

分が喋れば一目瞭然で近辺にはわかる

から、自分の発言は記事にしないでと、

みな隠れるんです。決 して 「私は」と

い うふ うに表に出ようとはしない。

出ることによつて差別が直接 自分に

降りかかつてくることをとても恐れる。

過去にそ うい う体験をしているからと

い うのもあります し、体験はないけど

人か ら話を聞いて恐れおののいてい

る。差別 とい うのは人間を縮まらせる。

隠れるし縮む し、活動的になれないと

い う感情になるのを目の当た りにして

います。

水俣病でも家族関係に問題が起きて

きて、女性の問題 ももちろんあります。

水銀に汚染した女性の家は、その当座
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は受胎調節や中絶 もした。産むことを

止めて養子をとるとい う、女性差別の

問題 もそこに含まれてくるんですね。
「日本軍性奴隷」 と言われるけど、

多分それ と違わない構造がそこにもこ

こにも、あそこにもあるん じゃないか

なと思います。私は差別の構造を歴史

か ら学びたいなと思ったけど、自分も

人を差別 している、差別 もされている

自分が差別 しているとい うことを明確

に自覚 しなくてはいけない。差別 され

ているとい うことに関しても明確に自

覚 して、それは違 うと発言 していこう

と思っているんです。

差別を受けて被害を受けているにも

かかわらず引込んでいる人たちを見る

と、私はやは りそ うい う立場をとりた

くないなと思 う。澤地 さんが言われた

「一人から」 とい うことでは、虫の 日

か らだけ見ると四方人方からしか見 ら

れない。鳥の 日はもうちょっと大きな

流れを見ることができる、虫と鳥がつ

ながらないと、と思っています。空 と

地をつなぐ何かがないとダメなんだけ

ど、それが多分、世界を眺め、 日本を

眺めそれをつないでいく女性史を学ぶ

活動 とい うことなのかなと思います。

(拍 手 )

加納  複合差別とは複数の差別が絡み

合っているとい うことですね。私は広

島の被爆者ですが、被爆者 とい う被害

者であ りなが らカ ミングアウ トすると

結婚に差 し支える、子 どもの将来にか

かわるとい うことで口を封 じられてき

た長い歴史があ ります。それは熊本の

水俣病についてもそ うですね。

地域社会の問題性はきちんと考えな

くちゃいけないと思 うんですけど、同

じ被害でもジェンダーがある。明らか

に男性 と女性の間には差異があ りま

す。原爆被爆者の場合もまさにその通

りで、子どもを産む 。産まないという

ところで、男性の悩まないことを女性

は悩まなければいけないし、そもそも

結婚できないということもあります。

水俣病の症状も多様だと思 うんですけ

ど、被爆者でいえばケロイ ドを顔に受

けた場合、男性 と女性では明らかに違

います。手がケロイ ドで曲がってしま

った女性にお話を聞きましたが、包丁

も握れない、筆 も持てない。それが

「嫁」の立場にとってどれほど大変な

ことか。被爆 とい う被害に女性差別が

重なって、よりきびしい複合的な被害

になります。

水俣病の場合も外からは見えないけ

ど疲れやすいとか。「嫁」が怠けると

いうので、明らかに男性 と女性では違

うわけですよ。

F 一番には味覚障害があるんです

よ。料理すると、家族から味がおかし

いと言われても、自分にはそれが分か

らない。味覚障害は外から見ても分か

らないですよ。元気なのにって。

加納  それはまさに一人ひとりの被

害に寄 り添 う「虫の目」からしか見え

ないことですが、しかしそれは大きな

「鳥の目」でないと見えないような構

造の中で生み出されています。そ うぃ

う構造を明 らかに して解体 しなけれ

ば、虫の目の被害は繰 り返されます。

そのためにはどうすればいいのか。わ

たしは 「いま 。ここ」の虫の日の問題

を時間と空間のクロスする地点におい

てみることだと思っています。つまり、

空間軸でいえば、民族や階級などによ
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る差別や他の国々の差別に視野を広げ

て比較検討 してみる。時間軸では過去

の歴史的変化をたどつてみる。女性史

はまさにそのための作業ですね。それ

によつて虫の 日の問題を位置付けると

い う二重の作業が必要だと思 うんです。

司会  細かなところに閉じこもつてし

ま うのではなく、外に広げてみないと

つながつていかないとい うことですね。

F 私は被害を受けている人たちが

変わるにはどうしたらいいのかなと思

います。 どうして被害者がそんなに隠

れなくちゃいけないのか、カロ害者は堂

々としているのに…。

加納  例えば韓国の 「慰安婦」ですけ

ど、最初に名乗 り出た金学順(キ ムハク

スン)さ んがそれまでの 50年、自分の

身を恥 じて、被害者なのに自分は 「汚

れた女」だとい うので黙つていたわけ

で しょ。なぜそれを突破 して顔を出し

て発言 したのか。 もちろん家族の問題

もありますが、基本的には、「慰安婦」

であったことはあなたの恥ではないん

だ、歴史の中で生み出された被害者な

んだとい うメッセージを伝える。それ

と同時にあなたは決して核れていない、

同じ女性の仲間なんだと支えてくれる

仲間がいることを彼女が実感 したか ら

こそ、カムアウ トできたのですよね。

G  “つどい"の地域女性史の分科会

で 「厚木・愛甲の自由民権運動 と女性

たち」とい う発表がありました。

自由民権運動の活動家の家族たちは、

そのことを口に出してはいけませんよ

と言われてきたそ うです。 自由民権運

動が見直されて、やつと言えるように

なつたとい うことでした。それは周 り

の私たちがいかに語れる状況を作 り出

していけるのかということにつながつ

ているのではないかと感 じました。

加納  自由民権運動 とい うのは、近

代的な歴史学の中では非常に評価 され

ています。

1889年にかつての大 日本帝国憲法

ができ、天皇制国家から見ると一種の

反逆者 とい うことで、異端とい うとこ

ろに押 し込められていたから家族は喋

られなかつたわけです。戦後の民主的

な歴史学の転換、価値観の転換ですよ

ね。その中で輝かしいものだと位置づ

けられたことによつて声を上げられる

ようになつた。歴史とい うのはその時

の政府によつて、どこに焦点を当てる

かでいくらでもひつくり返されるわけ

で、危 ういことでもあるんですよね。

ジェンダー平等と女性の分断

H 挺対協のような形で 「従軍慰安

婦」としてカミングアウ トできた人と

できなかつた人がいて、した人だつて

ものすごい葛藤があったわけですね。

水俣病の被害も「慰安婦」の被害も受

けていない私のような人間の当事者 と

の関わ り方ですよね。「慰安婦」の体

験を恥だとい う感覚は、「慰安婦」経

験のない女性は持っていますよね。

正直なことを言 うと、私は「従軍慰

安婦」を最初に知った時はものすごく

ショックで、何年もそのことに触れ ら

れなかったです。やはり汚いとか不純

だとか、人として耳心ずかしいとい うも

のが私自身の中にあつた。女性史やい

ろいろな勉強をする中で、「従軍慰安

婦」を歴史の中で、構造の中でとらえ

ていくことで受け入れてきた面もある

んです。でも、そ うい うものをまだま
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だ私は持っていると思います。

その確認からやっていかないと、「慰

安婦」だった方の話を聞いても、そこ

に支援 します とか分か ります とか、す

つといけない。 自分の非当事者性 とい

うところに当たって しま うんですね。

加害者、被害者 と言つた時、鳥の 日と

虫の 目を結ぶ といった時に、私はどこ

にいるのかとい うことです。

加納  『女性史・ジェンダー史』(『新

編 日本のフェ ミニズム・ lo』 岩波書

店)に 、山西省の性暴力問題に関して

石田米子 さんが書かれた文章が入って

います。 日本軍の性暴力を受けた女性

たちの所に何度も何度も通っています。

年を取つた方たちが口を開いていく

時に、かわいそ うだとぃ ぅ見方の中か

らは何 も出てこないとい う、非常に貴

重な一言があ ります。私たち自身 も同

情 して何 とか してあげましょうみたい

な気持ちになってしまいますが、そこ

に黎まれ る差別性 とい うのは自分では

なかなか気がつかないです。

日本の近代国家の中で男性は性的に

自由です よね。公娼制度があって、国

家が売春を容認 し、ここで女を買 う限

りは一切何 も問題がないわけです。女

性に対 しては姦通罪とい う形で結婚以

外の性はあってはならない、と。公娼

制の中で男性の相手をする女性たちは

どうなるのか。女中と女郎と女工はつ

ながっていると思います。例えば戦時

中 1930年代の不況の中で製糸工場を

首になった女性たちが、結局性産業に

いくとい う例がありました。性産業に

いつてしま うと、私たちとは違 うのね

と、女性自身がそこに線を引いてしま

つて、差別的な眼差しで見た り、慈愛

の対象にしてしまいます。

何のために女性を分断 したのか、何

のために性のダブル・スタンダー ドを

国家が設定したのかとい うと、男を国

家のための先兵 として、兵士として働

かせるためですよね。だから家には貞

節な妻・母を置き、快楽は外で自由に

売春婦を買 うとい う二重構造にして、

女を分断する。たまたま良妻賢母の側

に位置づいているけども、首になった

らいつ性産業に売られるか分からない

とい うのが今だつてあると思いますよ

オ(1。

I 差別の話の中で、子 どもを産む

プレッシャーとか子どもを産まない選

択が難 しくなった話が出てきまして、

本当に「子育て支援」とい うことが取

り上げられている中で、逆に「大変ね」
「かわいそ うね」と、徐々に徐々に家

庭の中に押 し込められていくような感

じがします。

今回も保育があるか らとい うこと

で、初めは預けるつもりで申し込んだ

のですけれども、子どもとセットでな

いと動けない状況とい うのは、 昔から

問題にされてきていると思 うんです

が、現在も変わらない状況です。
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「イクメン・カジダン」という写真

コンテス トで、「イクメン」はあるけ

ど「カジダン」がない。家事はしない

とい うよりはできない男性に育てられ

てきたん じゃないかなとい う部分も身

近に感 じています。

神戸にいた時代に、野宿をしていた

人、いわゆるホームレスと言われる方

々の訪問活動をしていたことがあるん

ですけれ ど、ほとんど男性で、家事を

知らないしできないので、単身になつ

た時に生きにくい。ジェンダー平等の

可能性を考えるというところでい うと、

男性の方は一体 どうなんだろうとい う

ところが気になつています。

司会  以前住んでおられた神戸ではホ

ームレスの方々を支援 してこられたの

ですね。

I 支援 というか訪ねて行つた、押 し

かけて行つた形ですね。別に訪ねてく

れ とも、支援 してくれ とも言われない

んですが、こちらがただ訪問すること

で、実はその人が野宿 していると、ホ

ームレスだとこちらが言つてしま う。

相手もそ うい うふ うに思われていると

思 う。先ほど当事者の話が出てきまし

たけど、同じ問題があるんですね。た

だそれを踏まえないといけないとい う

構造があつて、その辺はすごく難 しい

です。

」 今回の北朝鮮の事件で、宇都宮徳

馬(元参議院議員)さ んが雑誌に、「軍備

では平和は守れない」と書いてお られ

た言葉を思い出しました。 これでまた

ナショナ リズムが大変なことにならな

ければいいが、と思いました。

少女の兵士が赤ちゃんと一緒の写真

があ りました。男の子は兵士だけです

が、女の子は大人の兵士の性的な相手

をさせ られる。子どもが子どもを産ん

でいる。チャイル ド・マザーと書いて

あったと思 うんですけど、きようだい

と思われるような写真を見て涙が出た

んですが、そのことを思いながらお話

を聞いていました。

格差社会と戦争

K 今まで私の中では憲法 9条が戦

争抑止力になつていると思つていたん

です。でもそれは日本の国内ではそ う

かもしれない。だけど本当にもし、突

然に北朝鮮がああい う形で日本に爆弾

を放 り込んできた時に、憲法 9条で

日本を守れるのか、本当にそれは抑止

力と言えるのかどうかということが非

常に気になっています。

L 女性史クラブの資料や本は、い

つも参考にさせてもらつてとても助か

っています。新聞の中でどこにあるの

か分からない記事を探す という大変な

作業を私もやつていますけども、一 日

お弁当を持つてきてやつても1か月分

ができるかどうかというくらいなんで

す。その資料を利用する人が少ないの

はとても悲 しいなと思いつつ、私も利

用させてもらつています。普段は農村

をテーマに文章を書いていまして、東

京にある小さな「昭和の暮らし博物館」

のメンバーで 10年間通いました。今

私は女中と性を調べていますが、聞き

書きもできていない状況です。

戦前から見ています と女中がその家

の主に犯されるというのは、男にとつ

ては何の罪もなく、男の妻にとつても

何の罪もない。でも、新間を見てみる

と訴える人もいたんですね 「あっばれ
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女中が訴えた」 とい う感覚ですね。女

中部屋をずっと歴史的に見てみます と

全然鍵 もなく、開けっ放 し。だから自

由に出入 りでき、男の家族 も容認 して

いた。 どうい う人たちが女中を雇つて

いたかとい うと金持ち、大学教授、医

者 もですけど、一部屋、二部屋 しかな

い貧乏一家でもいるんですね。何でそ

こまで女中がいたのかとい うのが疑問

です。行く方がご飯を食べさせてもら

えばいいとい うので行っていたこと。

給料はもらわなくてもいいからと行っ

ていたとい うこと。女中の仕事、家事

育児を全部やったほかに性の対象にも

なったのに、それでもそこに行かざる

を得なかった送 り出す側の事情 とい う

のがある。

新聞を見ます と「女中王国」と言わ

れるほど、新潟は女中を送 りだしてい

たその背景には新潟の貧 しさ、農村の

貧 しさがあったとい うことが少 しずつ

分かつてきています。今 日の 「季節女

中とい うのも聞き書きではなかなか難

しいですね。新潟県を舞台に女中を送

り出す側の事情を調べている途中です。

M 「移動」の分科会で底通するテー

マはやは り戦争ではないかと思いまし

た。女性史の学習の中に何時もつなが

つて出てくるのは戦争 と平和、そして

平等であったと思っています。だけど、

戦争 とい うことを私たちが言 う時に、

何か漠 としたものを戦争 と言つていて

いいのかなとちょっと思いました。

どの戦争を言 うのか、過去に起こった

ことだけを考えていていいのかな、と

思います。戦争への道を選んではいけ

ないとい うその意味の戦争を考えるベ

きなのか。

社会不安が強くて、日本どうなっち

ゃうのだろう、戦争になっちゃうのか

とい うのがあるんです。

貧困があつて、格差社会になってし

まっていることを感 じるのですが、そ

んな時には戦争はどこかからやってく

るだけではなくて、私たちの中から出

てきてしまうのではないかと。それは

このような学習の場に出て、ある程度

意識を持って活動 している人たちがそ

うなるよりももつと怖い。外から来る

だけの脅威ではなくて、私もですが、

普通に暮 らしている市井の人の中から

ある日戦争への道を取つてしまうこと

もあるのではないかと感 じています。

先が見えない閉そく感 とか格差とい

うものから、ある日突然 「戦争もあり

なん じゃないの」と言い出してしまう

のが怖い。

そ うならないためにはどうしたら良

いのか。そこに女性史を位置づけてい

くことがすごく大事なんじゃないかと

思いました。つながりたいと思つて来

ている人だけでなく、そ ういう考えに

いかない中で暮 らしている人たちと、

どうやつたらつながり、届けられるん

だろうと思つています。
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5.話 し合 いを振 り返 つて     加納実紀代さん

最後のお話は、現在を考える上で非常に重要だと思います。現在、たしかに社会不

安が渦巻いている。格差社会でうつ屈がたまってきている状況です。最初に右傾化が

進んでいるのではないかと、評論家がそれをメディアであおつているのではないかと

い う発言がありましたが、それを受け入れる素地が現状の中で蓄積 されてきている気

がします。かつて日本が戦争体制に入つていつた 1930年代は、世界恐慌による社会

不安がたかまり、 ドイツではナチスが政権を取つてやがて世界戦争に発展 していきま

す。戦争は国家にとつて、社会不安を解消する一手段 ともいえます。社会不安のなか

で、国民が政府に批判の矛先を向けるのは非常に困る。それを避けるために内部矛盾

の外部転嫁、外に敵をつくると国民の怒 りはそつちに向かつてガス抜きされていくと

い う、これは歴史の法則 と言つていいでしょう。現在 日本では、格差社会の不安の中

で尖閣問題で中国けしからん、北朝鮮恐ろしい、軍備増強だ、核武装だとい う声が出

てきています。

皆さんは 「在特会 (在 日特権を許 さない市民の会)」 とい うのをご存知ですか。新

潟でも広がっているようです。在 日外国人は日本社会の中で差別されています。それ

にもかかわらず在特会の彼 らは在 日であることで特権を持つていると言 う。朝鮮高校

の無償化などでも彼らが先頭に立って、朝鮮高校を排除せよと言つたわけです。中国

けしからん、北朝鮮けしからんと同時に、国内にいるマイノリティに対 して、日本人

の自分たちがこんなに苦 しいのに彼 らは福祉の恩恵を受けているとい う形で出てきて

いる。東京では 70年安保以来見たことがないぐらいの大規模なデモがあり、女性を

含めた若い人たちが日の丸を振つて楽 しげにしていたと聞きました。今平和の集会を

やつて 1000人 を集めるつて大変ですよね。 ところがそのデモはどう見ても 1万人は

いたとい うことです。

今新潟でも中国総領事館問題が出てきていますね。排外主義的な動きが、一般の人

たちの うつ屈を吸収 している状況があります。それにあおられないようにすると同時

に、若い人たちが抱える問題をどう私たちが共有 していくかとい うことですね。 3年

前に 「31歳フリーター 希望は戦争」とい う朝 日新聞社で出していた雑誌『論座』

の論文が大問題になったことがあります。つまり、大学を出てもフリーターでしか生

きられない。そんな不安定な状況では将来に何の展望も持てない。それに対 して中高

年は既得権の中でぬくぬくしている。いつそ戦争でも起こつて世の中がひつくり返れ

ば平等になるのではないか、とい うことです。今年の大卒の就職内定率は最低の 57

%です。そんな将来の展望が見えない中で、戦争でも起こつてくれないかとい う空気

が強まって行くことにどうやつて歯止めをかけるかですね。確かに戦争 となれば軍需

物資を国家が買い上げますから産業は活性化 します。満州事変が起きて満州に侵略 し

た後、特に 1933年は軍需景気で失業者が減少 しています。戦争は大きな被害を出す

けれ ど、さしあたり食えるようになるという二重性を持っています。

日本の戦後を考えますと、「戦後」 とい う言葉 自体が問題だと思います。わたし自
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身『戦後史とジェンダー』(2005 インパク ト出版社)と い う本を出したのですが、今
になって自己批判 しています。「戦後史」ではなく「現代史」 とか、「同時代史」 と
い う言い方が出てきていますが、「戦後史」とい う言い方は日本にしか通用 しません。
日本は 1945年以来、直接は戦争 しなかったけれども、世界中には戦争があって、現

在 もアフガンでイラクで沢山の人が死んでいます。その中で日本は 「平和だ」「戦後
だ」 と恩恵を受けて来ているのですね。「構造的暴力」の加害者 として加担 している

歴史があり、直接的な加害者にならないまでも、すでに見えない形で加害性をはらん

だ うえで私たちの現在がある。そのことを見直すことから今の状況をもう少 し対象化
して、若い人たちにも日先の辛さでうっぶん晴らしをすることがどんな大きなマイナ
スを生み出すのか、ということをなんとか伝えたいと思 うんですね。

現在の問題 として「イクメンはあるがカジメンはない」とおっしゃってぃた関連で、
なぜ今政府はイクメンと言いだしているか。言 うまでもなく少子化対策です。少子化

は 1991年に合計特殊出生率の 1.57シ ョックが起こって、右翼に言わせるとこのま

まいくと日本民族はあと何年で滅亡だと、一方で高齢社会を支える若い労働力がない

とやつていけないことは目に見えています。少子化対策をとい うことで以後ずっとエ

ンジェルプランだ、新エンジェルプランだとやってきた。小泉政権の時から強く言わ

れだしたのは男性の育児参加です。男女共同参画社会基本法も少子化対策としての面
があります。それは女性の リプロダクティブライツ(性 と生殖の自己決定権)を犯 し、
「産めよ、殖やせよ」につなが りかねない危ないものを含んでいます。確かにイクメ
ンは当然で、性別役割で育児は女の役割 とい うのは良くない。だけどそれを何で今こ

んなふ うに言いだしてきたのか。ノルウェーなどのいろんな経験を見ると、男が育児

参加するようにした国では合計特殊出生率が上がっているんですよね。それを日本に

何 とかや らせようとして旗を振 り始めたとい うことです。カジメンも一緒にやらない

とダメですね。

それに関連 して。11月 3日 に「山川菊栄生誕 120年記念シンポジウム」で竹中

恵美子 さんとか水田珠枝 さんなどがお話をされました。今 日の 「女中」の話と関連 し

て、なぜ中流家庭にまで女中がいたのかというお話がありましたが、押 し出す側から
い うと食えない状況がある。受け入れ側の要因としては、人件費が安いという要因の

ほかに家事労働が非常に厳 しかったわけです。ご飯を炊くにしても七輪に火を起こす

なり籠で薪を燃やす。水汲みもたいへんです。 しかも子どもが 4人、5人 といるとい

うことになるととても主婦一人ではまかなえず、補助者が必要でした。家事労働は主

婦がやろうが女中を補助者にしようが女性の役割 となっていましたが、家事は消費生

活のための労働 と見なされますが、本来は再生産労働です。労働力の再生産ですね。

企業は女性が無償で家の中でやる再生産労働を利用 して企業活動をやっている。女性

が家事労働はしません、とス トライキをやってしまったら企業活動に差 し支えます。

夫の労働力の再生産は日々の短期的再生産で、育児は長期的再生産労働です。次の労

働力も育てておかなければいけないのですが、現在の少子化はそこで女性たちがス ト

ライキを始めているともいえます。女性が担 う不払い労働がいかに世界の経済活動に
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寄与しているか。寄与しているにもかかわらずただ働きだと、そこが女性差別の大き

な要因だというのが、1995年の第 4回北京世界女性会議の認識です。

竹中さんは 11月 の山川記念シンポの中で家事労働も育児労働も生産労働も、人間

性を回復するための余暇も人間の 24時間を 4分割にするとい う提案をしています。

そのうえでそれをジェンダー平等に配当するということです。イクメンだけでなくカ

ジメンもカイゴメンもという方向性はすごいと思います。

差別がなぜ見えにくくなつているかとい う問題についても、間接差別 として問題に

されています。現在は雇用機会均等法があるので女だからといつて採用の段階で排除

することはできないのですが、たとえば募集条件に深夜労働があるとか、身長170セ

ンチ以上といえば結果的に女性は排除されます。また女性が結果的には圧倒的に非正

規雇用にあるということで賃金差別が拡大している現状があります。その問題をどう

クリアするかということで、「同一価値労働、同一賃金」について研究が進められて

います。

これから女性史は、ただ漫然とテーマを選ぶのではなく、こうした現在女性が抱え

る問題を直視 し、その解決の方向性 としてフェミニズムが切 り開いてきたものに連動

する形で研究を進める必要があると思います。
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6.参加者の声     アンケー トから

。新潟に来てこんな場があつて、とても刺激になった。 (普段育児に追われているの

で)今後もできる限り参加 したい。 (30歳代 。女性 )

・ もはや 「戦争」を漠然としたものとして話 してはいけないと思います。

過去の戦争なのか、今ある戦争なのか、これからおこりうる戦争なのか…

今 日は参加できて、話をたくさん聞けて うれ しかった。きちんと学習や活動を続け

ている方々がここにいる、ここにいて信念を持って暮らしている。そ ういうことに

希望を感 じます。あとはどう “ひろげ"“つなげていくか"。 これがず～っと課題

であり、今後もそ うだと思います。

今、社会不安、人々の不満がおそろしいです。また、私もくらしの中で戦争はNO!
と言え、言 うだけでなく動き、伝え、学べるようでありたいと思います。

(50歳代・女性 )

・差別について、さまざまな例を通して論議が深められて、学びになったし、身近な

ところから深めつつ、それが全体の中でどう位置づくのか、考える視点をもちたい

と思った。                        (60歳 代・女性 )

0広 く事柄を知 り、構造的にみること、日常のくらしの中にあることを社会や歴史を

重ねてみること、今抱えている課題の突破 口を知ることができ、よかった。

(60歳代・女性 )

・戦争への道に進まないよう「私は何ができるか、何をなすべきか」「どんな行動を

したらよいのか」。思考しながら、参加者の皆さんのお話を聞いていました。

(60歳代・女性 )

・加納先生のお話が分かりやすく、根つこの所を学ばせていただきました。お話を聞

いて、不安がいっそ う大きくなりましたが、周 りにも伝えたいと思いました。

(60歳代・女性)

0女性の差別は、たくさんあり、気づくことの学びが大切 と思つた。ぜひ、くり返 し、

こんな学びの場を提供 していただきたい。          (70歳 代・女性 )

・戦争を許さない、平和を守るために、女性 として活動するために、歴史を学ぶ重要

さを実感 しました。

“不況が戦争につながりやすい"経済学の角度から女性の立場で学んでいるが、女性

史とつなげてみたい。                       (女 性 )

一 参加者 20名 ―

…53-



あとがき

開催年も開催地も名乗 り出ることで決まる “全国のつどい"が 5年ぶ りに決まっ

たときには、学習会が大いに沸きました。“つ どい"が私たちにとつて、新たな活力

を生む存在だつたことをあらためて感 じました。

年齢を重ねることで、それぞれの身の上にも思いがけないことが次々に起き始めて

いるこのごろ、研究の節 目ごとに発表の場や交流の機会を持つことは、本当に張 り合

いとな ります。                             .
今回は感動覚めやらぬ うちにと、早々に報告特集 としました。

なお “つどい"には、藤田美恵子さんと旧会員の小熊洋子さん、笹川幸子さんが同

道し、報告の執筆にも加わって下さいました。お礼申し上げます。
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