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編集後記
　　今年度はこのような社会情勢の中、逆にネットの重要性が再認識された年ではなかった
だろうか？我々教職員・学生もネットの新しい可能性に気づいたと思う。コロナ禍が収まっ
たときに完全に元の対面・アナログ生活に戻るのではなく、この１年で培った新しいコミュ
ニケーション手法・学習方法とのハイブリッドな社会を作っていってはいかがだろうか。

（柳沢昌義）

小さな主語のうた

　日本のメディアで特筆していいのは、短詩型文学の浸透だ。一見地味な存在にも思える短詩型
文学は、短歌、俳句、川柳、漢詩やそれらに類した1 ～数行の表現の世界。コロナ禍の下で巣ご
もりの日々、FM放送局の番組を聴いていたら、ベテランDJ小林克也さんが「川柳コーナー」
で聴取者の投稿句を楽しそうに紹介していた。新聞雑誌だけでなく、テレビやラジオそしてネッ
トに俳壇、歌壇が広がり、川柳の人気は幅広い年齢層にわたっている。
　短歌投稿欄のある一首から、言葉について考えるヒントをもらった。

　柿の実がやたらしずかに割れている
　ミカコもユミも嫁にゆきたり　　　　　（塩川ひろか）

　真っ赤な鮮やかな情景と個人の寂しそうな想いが交錯する作品だ。下二句の「ミカコ」「ユミ」
という主語の採用が決め手になっている。友人あるいは娘などという普通の名詞ではない。個々
の名前を挙げているから、具象化された物語の予感を伝えきれている。
　さらに、三好達治の2行だけの詩「雪」も連想してみよう。

　太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。
　次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。

　短歌に近い形式を用いて、作者は「太郎」「次郎」を主題に登場させ、雪降る夜の一家族を謳
いあげた。ここで息子や子どもと言うと、受け手の共鳴度は鈍ってしまう。極言すれば、うた 

（詩）にならない。
　両方の作品に共通するのは、二人の「小さな主語」だ。最近、「大きな主語」（たとえば「政 

府」「復興」）への違和感から、一人ひとりの声に基づく「小さな主語」（目的語・格になってい
る主題の言葉も含め）が話題にされやすい。その見事な文例・用例は、短詩型文学の投稿欄に満
ちている。共感の一句一首があるはずだ。

（記・町田幸彦）

どうかの調査である。先行研究ではリアル空間でのいじめの40％が中学生、特に中学１年が多
いが、ネットでもほぼ同様の結果であった。ネットでは被害者と加害者が入れ変わる傾向があり、
またネットマナー意識・ルール遵守や家庭内ルール遵守の程度が低いと加害経験の頻度が高くな
る傾向にあった。
　「ネット上の出会い」については、過去１年間に小６でも27％、中１で40%、高１では49%が
ネットで知り合った友達と出会ったことがある。それらは同性の比率の方が多く、また同じ学校
の高校生と出会っているなどのケースがある。出会いのツールは、小学生の１番はネットゲーム
であるという。中学生はLINE、高校生になると Instagramが増えてくる。我々はLINEが一番
の出会いのきっかけだと思っているが、それは５年ぐらい前までの傾向であるという。
　「情報モラル教育」については、SNS利用で自分の顔を公開している児童生徒は平均で２割、
小学校4年生で22%、高校３年生でも37%いるというデータが得られ、公開によって誘い出し
の頻度も上がる。今回の調査で情報モラル教育がある程度の予防効果はあるということが分かっ
た。ネット上のトラブルの相談相手も徐々に保護者の比率が下がり、友人および誰にも相談しな
い比率が増えてくる。データからは子供が大人を信用していないということが読み取れた。
◦ネット利用に起因した非行・被害児童等の、スマートフォンとネットの安全な利用および
　問題防止のための利用実態把握
　２番目の報告は、神奈川県が補導した主として高校生100名 (有効回答数98名 )からのアンケー
トデータ分析であった。非行生徒の特徴は、ネット通信ではなく、通話が長いこと、また、自分
の住んでいる町を公開していることが挙げられる。その他のデータとして興味深いのは、スマー
トフォンを持ち始める時期と犯罪の関係はなく、フィルタリングソフトの効果はあるということ
であった。また、援助交際の理由は、お金が一番であった。貧困が援助交際や売春といった行為
になにかしらの関係はあると思われる。
◦終わりに
　今回の勉強会では、調査データの膨大な結果を発表していただいた。筆者が感じたのは、思っ
た以上に小中高生の情報モラルの低さ、ネット生活の危なさであった。この実体・児童生徒の行
動をすぐに否定することは何の解決策にもならないと先生はおっしゃっていた。ネットやSNS

は諸刃の剣である。使用を禁止・制限しても解決できない。大人がこの実体をきちっとまず知り、
少なくとも犯罪や不本意な被害に巻き込まれないように対策を取るべきであろう。早く有効な教
育手段が広まり、児童・生徒の安全が守れる・守られる環境・社会の構築を期待したい。

文責：柳沢昌義



2020年度講演会（2020年10月5日）

「つくる─ハンセン病回復者が暮らす離島を『人権の島』に─」
講師　国立療養所大島青松園社会交流会館　池永禎子氏

　池永氏は2016年度、2017年度に本学で教員をされていた、かつての同僚である。同氏がライ
フワークと考えるハンセン病問題を、広く社会に発信するため、国立療養所大島青松園へと向か
われたのは2018年度である。
　その翌年、2019年4月に常設の博物館機能を備えた「社会交流会館」を、ほぼひとりで開館さ
せる。そのグランドオープンまでのメイキングが、ご本人の語りによって生々しく報告された。
ステークホルダーとの人間関係、資料の燻蒸、展示パネル等の製作、ミッション＆ポリシーの策
定、etc.　通常の博物館であれば、複数の館員であたったり、業者に委託したりする業務を、一
手に引き受け、奮闘する姿は驚嘆に値する。まさに「つくる」を体現した講演会であった。
　ハンセン病患者の強制隔離政策は、1996年に「らい病予防法」が廃止されるまで、約90年に
わたって続いた。患者の取り締まりには警察まで関与している。ハンセン病は感染力が弱いにも
かかわらず、当時は犯罪者かのような扱いを受けたのである。それが人々の誤解を生む原因になっ
たのではないかと池永氏はいう。
　ハンセン病患者を療養所へ搬送する列車は、車両に「らい病患者移送中」と貼られ、患者の出
た家は真っ白になるほど消毒された。また「無らい県運動」（県内の患者をゼロにしようと各都
道府県が競う）により、密告、投書などが横行し、患者が通報され、療養所に収容された。近隣
住民には、恐ろしい伝染病の患者を出した家というレッテルが貼られ、一家が村八分にされた 

り、一家心中したりする悲劇まで生まれたという。そして患者のみならず、職員に対する偏見や
差別もあり、一般の人々の無理解、無関心に苦しんだ。
　日本におけるハンセン病の歴史は、現在我々が直面している新型コロナウィルス感染症の問題
を考える上で、非常に示唆的である。ハンセン病に対する偏見や差別に加担したのは、地域の人
であり、一般の人々なのである。メディアもそれを助長している。
　ハンセン病問題がこれだけ大きな人権問題になったにもかかわらず、今回のコロナ禍、その反
省と教訓が生かされなかったことは、ハンセン病回復者にとっても辛かったであろうと池永氏は
いう。偏見・差別をするのは、いつの時代も人である。
　池永氏が展示に込めたメッセージは、「無知・無関心であることもだれかを傷つける」「命の尊
さ、支え合って生きていく人々の優しさ・美しさ」である。ハンセン病問題から人権について考
える場として、社会交流会館は機能すべきだと同氏は考えている。

記：町田小織

勉強会報告

テーマ　「神奈川県の児童生徒におけるSNS利用の実態調査の結果について」
講　師　田代光輝先生

多摩大学情報社会学研究所　教授
慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科特任教授

　講師の田代光輝教授は、LINE社の研究で酒井講師と一緒に共同研究行っており、数年行った
研究がまとまったので今回その結果を発表していただくことになった。

◦青少年のネット利用実態把握を目的とした調査
　本調査は、2019年に行った神奈川県の小中高生 7,025名（有効回答6,636名）の結果である。

「ネット上の暴力的表現等」については、「暴力的表現等」を過去１年間に加害・被害にあったか

図書紹介：『メディアとしてのミュージアム』

　2021年3月、『メディアとしてのミュージアム』（東洋英和女学院大学社会科学研究叢書9）を
刊行する。
　第Ⅰ部は基本的に本研究所主催の連続講演会「メディアとしてのミュージアム」講演録であ 

る。第Ⅱ部は「ミュージアムと国際社会」というテーマで、国際社会学部教員3名が執筆してい 

る。このような2部構成で、ミュージアムの光と影ともいうべき二面性を描いている。
　第Ⅰ部では、日本博物館協会専務理事、印刷博物館館長、東京都美術館学芸員、大島青松園社
会交流会館学芸員と、国、東京都、企業の、大小さまざまな博物館関係者に語って頂いた。通常、
博物館に関する書籍は美術館、科学館といった館種で分けられることが多く、それにより執筆者
も美術史、理系の研究者といった具合に、専門分野別になりがちである。本書では「つむぐ」「つ
くる」「つなぐ」「つどう」「つかう」というコンセプトで、それぞれお話し頂いたので、他に類
を見ない多様なテーマが揃ったと自負している。
　第Ⅱ部では、町田幸彦が展示とイデオロギーについて。コウオジェイ マグダレナは、植民地
時代の京城（ソウル）に大日本帝国初の近代美術館が誕生した史実を採り上げる。町田小織は、
旧ユーゴスラヴィアの各国で開館した1990年代の内戦に関するミュージアムを例にとり、展示
やミュージアムがいかに政治的存在であるかを指摘する。
　読者として、本学の学生を主とする若者を想定しているため、第Ⅰ部はミュージアムに行って
みたくなるような話題にし、第Ⅱ部は国際社会学部の授業教材にもなるような、国際関係とミュー
ジアムをテーマにしている。本書を通じてミュージアムだけでなく、朝鮮半島、バルカン半島と
いった地域に興味をもって頂ければ幸甚である。

書誌情報　東洋英和女学院大学社会科学研究叢書9『メディアとしてのミュージアム』
町田小織（編）／春風社／ 2021年3月刊行
執筆者：池永禎子、稲庭彩和子、樺山紘一、コウオジェイ マグダレナ、半田昌之、

町田小織、町田幸彦（五十音順／敬称略）

記：町田小織
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だろうか？我々教職員・学生もネットの新しい可能性に気づいたと思う。コロナ禍が収まっ
たときに完全に元の対面・アナログ生活に戻るのではなく、この１年で培った新しいコミュ
ニケーション手法・学習方法とのハイブリッドな社会を作っていってはいかがだろうか。

（柳沢昌義）

小さな主語のうた

　日本のメディアで特筆していいのは、短詩型文学の浸透だ。一見地味な存在にも思える短詩型
文学は、短歌、俳句、川柳、漢詩やそれらに類した1 ～数行の表現の世界。コロナ禍の下で巣ご
もりの日々、FM放送局の番組を聴いていたら、ベテランDJ小林克也さんが「川柳コーナー」
で聴取者の投稿句を楽しそうに紹介していた。新聞雑誌だけでなく、テレビやラジオそしてネッ
トに俳壇、歌壇が広がり、川柳の人気は幅広い年齢層にわたっている。
　短歌投稿欄のある一首から、言葉について考えるヒントをもらった。

　柿の実がやたらしずかに割れている
　ミカコもユミも嫁にゆきたり　　　　　（塩川ひろか）

　真っ赤な鮮やかな情景と個人の寂しそうな想いが交錯する作品だ。下二句の「ミカコ」「ユミ」
という主語の採用が決め手になっている。友人あるいは娘などという普通の名詞ではない。個々
の名前を挙げているから、具象化された物語の予感を伝えきれている。
　さらに、三好達治の2行だけの詩「雪」も連想してみよう。

　太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。
　次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。

　短歌に近い形式を用いて、作者は「太郎」「次郎」を主題に登場させ、雪降る夜の一家族を謳
いあげた。ここで息子や子どもと言うと、受け手の共鳴度は鈍ってしまう。極言すれば、うた 

（詩）にならない。
　両方の作品に共通するのは、二人の「小さな主語」だ。最近、「大きな主語」（たとえば「政 

府」「復興」）への違和感から、一人ひとりの声に基づく「小さな主語」（目的語・格になってい
る主題の言葉も含め）が話題にされやすい。その見事な文例・用例は、短詩型文学の投稿欄に満
ちている。共感の一句一首があるはずだ。

（記・町田幸彦）

どうかの調査である。先行研究ではリアル空間でのいじめの40％が中学生、特に中学１年が多
いが、ネットでもほぼ同様の結果であった。ネットでは被害者と加害者が入れ変わる傾向があり、
またネットマナー意識・ルール遵守や家庭内ルール遵守の程度が低いと加害経験の頻度が高くな
る傾向にあった。
　「ネット上の出会い」については、過去１年間に小６でも27％、中１で40%、高１では49%が
ネットで知り合った友達と出会ったことがある。それらは同性の比率の方が多く、また同じ学校
の高校生と出会っているなどのケースがある。出会いのツールは、小学生の１番はネットゲーム
であるという。中学生はLINE、高校生になると Instagramが増えてくる。我々はLINEが一番
の出会いのきっかけだと思っているが、それは５年ぐらい前までの傾向であるという。
　「情報モラル教育」については、SNS利用で自分の顔を公開している児童生徒は平均で２割、
小学校4年生で22%、高校３年生でも37%いるというデータが得られ、公開によって誘い出し
の頻度も上がる。今回の調査で情報モラル教育がある程度の予防効果はあるということが分かっ
た。ネット上のトラブルの相談相手も徐々に保護者の比率が下がり、友人および誰にも相談しな
い比率が増えてくる。データからは子供が大人を信用していないということが読み取れた。
◦ネット利用に起因した非行・被害児童等の、スマートフォンとネットの安全な利用および
　問題防止のための利用実態把握
　２番目の報告は、神奈川県が補導した主として高校生100名 (有効回答数98名 )からのアンケー
トデータ分析であった。非行生徒の特徴は、ネット通信ではなく、通話が長いこと、また、自分
の住んでいる町を公開していることが挙げられる。その他のデータとして興味深いのは、スマー
トフォンを持ち始める時期と犯罪の関係はなく、フィルタリングソフトの効果はあるということ
であった。また、援助交際の理由は、お金が一番であった。貧困が援助交際や売春といった行為
になにかしらの関係はあると思われる。
◦終わりに
　今回の勉強会では、調査データの膨大な結果を発表していただいた。筆者が感じたのは、思っ
た以上に小中高生の情報モラルの低さ、ネット生活の危なさであった。この実体・児童生徒の行
動をすぐに否定することは何の解決策にもならないと先生はおっしゃっていた。ネットやSNS

は諸刃の剣である。使用を禁止・制限しても解決できない。大人がこの実体をきちっとまず知り、
少なくとも犯罪や不本意な被害に巻き込まれないように対策を取るべきであろう。早く有効な教
育手段が広まり、児童・生徒の安全が守れる・守られる環境・社会の構築を期待したい。

文責：柳沢昌義


