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Writers in Multicultural Age

問題

• 多文化主義がアメリカに根付いたのはどのような
過程を経たからでしょうか？また、 Amy TanのJoy
Luck Clubがベストセラーになった理由を多文化
主義的風土と関係づけて説明して下さい。

• 次の様に書き始めて下さい。多文化主義が根付
いたのは、アメリカ社会が～～を経験したからだ。
また、Joy Luck Clubがベストセラーになったのは、
＊＊が理由だ。

• このあと授業中の情報を使い、上の点を論証し
て下さい。

Woman’s Movementsの第二の波

• Betty Friedan(1921- )のFeminine Mystique 
『新しい女性の創造』1963が、火をつけた。

Betty Friedan(1921- )

• NOW(全米女性機構)会長として、家庭の中で

の男女平等や、母親の職業教育、再就職の
機会を求める運動を始めた。

• 女性解放運動Women’s Liberation Movement
を組織し、妊娠中絶権をふくむ、女性差別撤
廃を訴えた。

• 男性優位、男性本位の社会構造を批判する

Feminism運動の種類

• Liberal Feminism

• Cultural Feminism

• Radical Feminism

• Materialist Feminism
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Liberal Feminism

• 既成の社会システムのなかで、公の場での
男女平等を実現する

Cultural Feminism

• Margaret Fullerの説いた、超絶主義的思想、
直感、感情に重きを置く。社会から離れ、一
人直感により、自然の中に真理の光をみつけ
ることが、愛にあふれた女性の生き方を可能
にする。

• 家庭、結婚、宗教という私的な分野で、女性
の優位性を示し、反戦、非暴力などの平和主
義に基づく、社会の育成を理想とする。

Radical Feminism

• 女性だけの文化が望ましい、生物学的相違
に基づいた特有の女性の美学をうち立てよう
とする。男性と切り離した、女性のシステムを
個別に作ろうとした。レズビアにズムとつなが
る運動。

Materialist Feminism

• 物質的な条件や社会的な関係によって抑圧
されている階級問題に焦点を当てる。

• 人種、階級、性のありかたに答えようとする姿
勢は、今後の活躍が期待される。

１９８０年代から９０年代
Post Feminismの時代

• 男女の平等だけを目指したフェミニズムに対
する反動

• それまでの運動は、中産階級白人（アングロ・
アメリカン）の女性たちだけの運動だったこと
を認識

• 下層階級の有色人種の文化を反映させる方
向に変わる。

東洋系女性運動家の登場

• インド系,Gayatri 
Chakravorty 
Spivak(1942-)

• ベトナム系,Trinh T. 
Minh-ha(1953-)
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６０年代からの人種問題

• ６０年代、公民権法(Civil Rights Movement)以降、過
去の見直し作業

• アファーマティヴ・アクション
黒人など少数民族集団や女性への積極的差別

是正策.雇用や教育の機会均等を保障しようという
もので、たとえば企業などへ優先枠をもうけて雇用
するよう義務づけた。
社会正義の実現と過去の過ちを償う、民族的出自
や特徴を自覚し、記憶を子孫に積極的に語り伝える

Identity politics

• 本来の伝統文化を強調し、それに自己同一
化しようとする

• 民族衣装、伝統芸能、伝統的習慣、合衆国で
の経験を積極的に発掘し回想する

political correctness

• 弱者を差別しないだけでなく、その存在を理解する
ことが道徳的に求められる。

• 人種差別、性差別、民族差別、年齢差別、身体障害
的差別を許さない。

• Chair man ->chair person, 

• fireman =>fire-fighter,

• indian =>Native American,

• disabled =>physically challenged 

８０年代、９０年代の人種問題

• ８０年代末９０代初期にかけて移民の急増、

• ９０年に５０年後、将来白人は少数派に転じる
との予測

• ９２年ロサンジェルス暴動

• ９３年国際先住民年＝＞人種間格差と対立、
少数民族、人種抑圧という歴史的事実を明る
みにした。

90sの人種問題

• multiculturalism（多文化主義）への移行

• ヨーロッパ的原理にアジア的アフリカ的要素
をどの程度受け入れるのか

Anglo Conformity to Melting Pot 

• 18世紀まで

• イギリス人（Anglo-
Saxon)＝（ＷＡＳＰ）が主
流

• インディアン

• アフリカ系

• １９世紀より

• イタリア系、

• アイルランド系

• 中国系

• ロシア・東欧系
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Immigrants Rush

• 1840s – Old Immigrants from northern and 
western Europe
– Germans, Scottish, Welsh, Irish, Scandinavians, 

French-Canadians

• 1890s – New Immigrants from southern and 
eastern Europe
– Italians, Slavs, Greeks, Jews

Immigrants

Ellis Island
Forming Segregated Ghettos 

in Cities
• During the 1890s

• Italians in New York City

• Blacks in Philadelphia and Chicago

• Mexican-Americans in Los Angeles 

• Chinese in San Francisco

Immigrants in city ghetto Anglo Conformity

• アメリカへ来た移民は、アングロサクソン住民
達が形成した主流社会の風俗習慣に沿った
生き方を求める

• Melting Pot
• 19世紀の移民急増以来、多民族国家となる

• 別の同化モデルの必要性が生まれた

• 文化的宗教的に異なるものが、アメリカで融
合する
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Amy Tan

• それまでアジア系作家の作品が成功を収め
たことがなかった

• 中国系二世作家のエイミー・タンの１９８９年
の処女作『ジョイラック・クラブ』がベストセラー
になる。

• その後も活躍を続け、彼女の成功物語は、文
学界のシンデレラ・ストーリー

•

多文化主義、multiculturalism

• アメリカでは１９６０年代に、それまで声なき声として抑圧され
てきた人々やものが、社会に認められるための活動を始め
ました。

• 黒人、女性、ゲイ、レズビアン、アジア系、メキシコ系、ネイ
ティヴ・アメリカンなど様々な人種、民族、それに自然

• アングロサクソン系白人男性ワスプWASPの価値観に同化す
ることを求める従来のアメリカ的考え方に揺らぎ

• 異なるもの、多様なものを認め合うことが求められ始めたの
は１９９０年代のことでした。

• 多文化主義、multiculturalismと呼ばれ、現在では大きな流
れの一つとなっています。

Joy Luck Club 1989

• この物語は中国生まれで、日中戦争（１９３７
年から４５年）の時期、苦難の果てにアメリカ
へやってきた４人の母親と、中国語もままなら
ないアメリカ育ちのそれぞれの４人の娘の物
語

4組の母娘 • 封建的な中国社会では、女性は社会的地位が低かった

• アメリカでは女性もそれなりの地位を築け、裕福に暮らせ
る。

• その夢を母親たちは娘たちに託す。

• 娘たちは皆、中国系アメリカ人として、アメリカ文化に染
まって成長し、完璧なアメリカ英語を話す。

• それは母たちの望みであったはず。

• しかし、中国とアメリカの価値観の違いが、２つの世代の
相互理解を妨げてしまう。

• 結局、二つの世代を橋渡しするのは、中国的なアイデン
ティティ。

• 多くの移民で構成される国で幸せになるには、このことを
明確に意識することが必要なのだと、作品は訴える。
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• このセリフは映画でも原作でも冒頭に置かれ、
娘の一人、ジンメイ・ウー（またはジューン）の
ナレーションに含まれています。このナレー
ションでは、物語全体を、中国からアメリカへ
とアヒルから姿を変えた白鳥とともに、アメリ
カへ渡ってきた中国女性の寓話により象徴的
に語ります。

• この作品では、中国から夢の国アメリカに
移民してきた母と、アメリカ育ちの娘たちの
それぞれの人生が、二つの国の文化や社
会を背景にユーモアある語り口で、中華料
理のフルコースのような彩りの豊かさで描
かれています。このように移民からなるア
メリカ社会と、移民の普遍的な経験につな
がる原作は、多文化主義が注目を集める
社会を背景として、様々な人種からなる多
くの読者を獲得したのです。

Joy Luck Club

• The old woman remembered a swan she had bought many 
years ago in Shanghai for a foolish sum. "This bird", boasted 
the market vendor, "was once a duck that stretched its neck in 
hopes of becoming a goose. And now look, it is too beautiful 
to eat!" Then the woman and the swan sailed across an ocean 
many thousands of lei wide, stretching their necks toward 
America. On her journey, she cooed to the swan, "In America, 
I will have a daughter just like me. But over there, nobody will 
say her worth is measured by the loudness of her husbands 
belch. Over there, nobody will look down on her because I will 
make her speak only perfect American English. 

• And over there, she will always be too full to swallow any 
sorrow. She will know my meaning because I will give her this 
swan, a creature that became more than what was hoped 
for." But when she arrived in the new country the immigration 
officials pulled the swan away from her, leaving the woman 
fluttering her arms and with only one swan feather for a 
memory. For a long time now, the women had wanted to give 
her daughter the single swan feather and tell her; "This 
feather may look worthless, but it comes from afar and carries 
with it all my good intentions." 

少数民族集団の「おらが文学」の特徴

• 少数民族の歴史や社会の紹介

• 彼らが現在直面する問題を提示

• 白人作家が描く主流社会以外の世界を文学
作品に読める選択肢を得た

• アメリカ社会に住むマイノリティとしての疎外
感を癒すことができた

少数民族集団に属す作家の作品の特徴

• 白人主流社会と少数民族社会の境界を描く

• 少数民族同士の社会の境界は滅多に描かれ
ない

• 作家達が属す少数民族集団の歴史と社会に
しか興味を示さない

• アメリカ社会の分裂した状況や

• 分断化された少数民族集団のアメリカ社会で
の生き方を描く



2011/1/21

7

若い世代の少数民族集団に属す作家の作品に
見る題材の変化

• Jen Gish • 『約束の地のモナ』’９７
• 中国系二世高校生モナ・チャ

ンがユダヤ教に改宗する＝＞
人種民族的な出自、宗教、文
化が自己のアイデンティティと
して、服のように着替えられる
＝＞様々な文化という服を自
由にまとうハイブリッド性を獲
得する＝＞マイノリティ集団の
枠を越え、他の集団の文化的
遺産を共有する

Heinz Insu Fenkle

• 『亡霊となった兄妹の
想い出』アメリカ白人男
性と韓国人女性の結婚
で生まれたAmerasian
のハインツの物語。

• 混血に対するアメリカ
社会での偏見が描か
れる。

混血化の進むアメリカ社会

• ２０００年の国勢調査

• 混血（racial mixture)であることを示すことがで
きるようになった

• ６８０万人（全人口の２．４％）が複数人種の
混血だと答えた

• １８才未満（４．２％）が複数人種の混血と答
えた

Anglo Conformity to Melting Pot 

• 18世紀まで

• イギリス人（Anglo-
Saxon)＝（ＷＡＳＰ）が主
流

• インディアン

• アフリカ系

• １９世紀より

• イタリア系、

• アイルランド系

• 中国系

• ロシア・東欧系

Immigrants Rush

• 1840s – Old Immigrants from northern and 
western Europe
– Germans, Scottish, Welsh, Irish, Scandinavians, 

French-Canadians

• 1890s – New Immigrants from southern and 
eastern Europe
– Italians, Slavs, Greeks, Jews

Immigrants
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Ellis Island
Forming Segregated Ghettos 

in Cities
• During the 1890s

• Italians in New York City

• Blacks in Philadelphia and Chicago

• Mexican-Americans in Los Angeles 

• Chinese in San Francisco

Immigrants in city ghetto Anglo Conformity

• アメリカへ来た移民は、アングロサクソン住民
達が形成した主流社会の風俗習慣に沿った
生き方を求める

• Melting Pot
• 19世紀の移民急増以来、多民族国家となる

• 別の同化モデルの必要性が生まれた

• 文化的宗教的に異なるものが、アメリカで融
合する

ヒスパニック、 Hispanics

• メキシコやプエルトリコ、キューバなど中南米
のスペイン語圏諸国からアメリカ合衆国に
渡ってきた移民とその子孫をいう。

アメリカ第二の人口構成比率

• 2003年現在で4000万人

• アメリカの人口の13.4% 

• ２０００年に黒人人口を上回った

• 現在も増加中

• ２０５０年（予測）

• メキシコの人口（９，７３７万人を上回る）
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ヒスパニックの人口構成

• メキシコ ６６．１％

• 中南米 １４．５％

• プエルトリコ ９．０％

• キューバ ４％

• そのほか ６．４％

• ２０００年、米政府調査による

代表的住居地域

• カリフォルニア州 ２７０万人

• テキサス州 ７０万人

• ニューヨーク市 ５４万人

低賃金労働分野への就労

• 農業労働者 外国人が合法・非合法含め

• ８１％ １９９８年時

• 外国人労働者 メキシコ人 ７７％

２０１０年間購買市場予測

• ６３８０億ドル

• 理由

• アメリカ育ちヒスパニックの高学歴化

• １９９９年の学歴による年収比較

• 外国育ち ３万５１７０ドル

• アメリカ育ち ４万３３０３ドル

• 多様なヒスパニック

• From left to right, top to 
bottom:
Cameron Díaz, Alfonso 
Ribeiro, Jennifer López, Eva 
Longoria, Carlos Ponce, 
Justina Machado, Selena 
Quintanilla, Jay Hernández, 
Christina Milian, Judy Reyes, 
George López, and Christina 
Aguilera
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近のロス、ＮＹでの大規模デモ

• 移民規制法案をめぐって

• 不法移民の雇用者に対しても罰則規定不
法移民の流入ルートであるメキシコ国境の３
分の１にフェンスを設置

ロスでの５０万人デモ06/03/26
• 上院では推定１１００万
人の不法移民に市民
権獲得の機会を与える
別の法案が審議中

文化多元主義(Cultural Pluralism)

• E Pluribus Unum (one out of many)

多からなる一へ

人類のオーケストラ

多様な楽器がそれぞれの音色を調和させる
ハーモニーのある社会

問題点：アフリカ系、先住民、アジア系はこの
中に入っていなかった

映画に見る多文化主義
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混血＝ハイブリッド化するアメリカ社会

• Immigrants are shaping 
the world’s first 
multicultural society


