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が東欧であった り,ホンコソ,マニラ,上海等,日本に

近い都市の位置が意外に不正確なことは驚 きであっ

た｡また,両グループ共,西イン ド諸島を南太平洋やイ

ンド洋に記入 した例が少な くなかったが,同諸島が現

在のアングロ,ラテン両ア リカの大 きな違いを生み出

したヨーロッパの新大陸侵略の原点であることを考え

れば,それはやは りカリブ寄 り大西洋以外ではあ りえ

ないのは常識で,単に地名の記憶の次元では片づけ ら

れぬ気がする｡

地理学の奥義をきわめるのも大事だが,世界の何処

で,どのような人々が,どのような生き方をしているの

か,に思いをはぜながら,世界地図を前に世界のしくみ

を考えることも有意義であろう｡

アメリカ南部旅行

今から25年ほど前のことになるが,私がまだ学部学

生の頃,アメl)カ人牧師のT.Z.ランキン氏が私の家を

訪ねてきた｡教会をたてたいので,私の家の裏手の高台

にある60坪足らずの土地を貸 してほ しいとい うのであ

る｡かつては自給用の野菜を作 っていたところである

が,戦後祖父が亡 くなってからは未利用地になっていた

ので,私の家ではその上地をランキン氏に貸す ことに

した｡ランキン氏の日本語は流暢 といえるものではな

かったが,牧師らしい誠実な態度に応対に出た母も好

感をもったようである｡以来 ランキン家 と私の家 とは

家族 ぐるみでおつき合いをするようになった｡教会 と

いっても固定 した建物ではな く,移動可能 な トレー

ラー ･-ウスだった｡ランキン氏はこの｢簡易宣教所｣

を使って5,6年間布教活動を行なった｡ランキン氏は

帰国後も教会の仕事でしば しば訪 日しているが,その

ときは私の家にも 1泊 していくのが慣例になっている｡

1983年 6月のある日,帰宅 してみて驚いた｡見知 らぬ

アメリカ人夫婦が食卓についているではないか｡ この

夫婦はG./(-クス夫妻 といい,ランキン氏の友人だっ

た｡ランキン氏が仕事で日本を経由して中国-行 くのに

便乗 して日本にやってきたのである｡バークス夫妻の

到着については事前に連絡がなか ったので私の家族 も

最初はとまどったようであるが,その 日はランキン氏

は別の知人宅に,バークス夫妻は私の家に泊 まること

になったO以来バークス家 ともクリスマスにはカー ド

を交換する間柄 となったO ランキン氏 とバークス氏は

ともにニューオーリンズの北東約100kmのところにある

ミシシッピー州のピキューン(Picayuneと綴る)とい う

人口8000の町に住んでいる｡両氏をお宅に,できれば家

族同伴で訪ねることは永年の夢であったが,1985年10

月から在外研究でアメリカに滞在することにな り,86年
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の 3月には家内が 2週間の予定で渡米することが可能

になったのでさっそ く両氏 と連絡をとり,お じゃまさ

せてもらうことになった｡こうして 5泊 6日(ランキン

氏宅に 2泊,バークス氏宅に 3泊)の南部旅行が実現 し

た｡

ランキン,バークス両氏の家はいずれ も林 と畑が交

錯するピキューンの町の郊外にあった｡両家 とも子供

さんたちはすでに独立して生計を営んでいるので老夫

婦だけの生活である｡私たちの訪問に対 しては両家 と

も誠意をもってもてなして くれただけでな く,自家用

車を駆って各地を案内して くれた｡おかげで私たちは

短期間のうちにルイジアナ,ミシシッピー,アラバマの

3州に足跡を残すことができた｡南部に来てまず感 じ

たことは南都の精神的風土 とで もい うべ きものだ っ

た｡ニューオー リンズ空港か らランキン氏のお宅-向

う途中で立寄ったみやげ物店には,南北戦争のときの

南軍の旗をあしらったさまざまな ワッペンが売 られて

いたし,バークス夫妻とともに行 ったアラバマ州モー

ビル市郊外にあるべ リングラス庭園 (コカ ･コーラ社

を創設 した故W.D.ベニングラス氏の豪邸とその庭園で

1956年以来一般に公開されている)では南軍の総司令

官 リー将軍の大 きな肖像画が部屋の壁 に掲げ られて

あった｡北部に破れたとはいえ南都の誇 りは脈々と受

けつがれているのであるO

南部は長 くアメリカの中の後進地域にとどまってい

た｡そのため人口の移動は少 く,地付きの人が多いとい

うことだった｡ ランキン夫妻に誘われて近 くの小 さな

教会の集会に出席 したところ,そ こでは牧師の説教は

15分ほどで終わ り,讃美歌の合唱 と悩みごとの告白が

時間をかけて行われていた｡教会 (新教バプテス ト派)

は地付きの人を中心とした地域住民の中に深 く根を下
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ろしているようだった｡バークス氏によると車の維持

費 と教会-の献金が住民の家計の重要な支出項 目に

なっているとのことである｡

戦後の南部の発展は著しく,西部 とともにサン ･ベ

ル トの一角を占めるようになっているO この発展の契

機となったのほ航空 ･宇宙産業の立地だった｡ ランキ

ン氏の案内で私たちにはほからず もNASAの宇宙技術

研究所を見学する機会を与えられたO ここは ロケット

エンジンのテス トを行なうところである｡構内には発

射台と同様の巨大な塔が 2基設置されていた｡テス ト

が行われるときほ30kmほど離れたランキン氏宅でも振

動を感 じるという｡

私たちはランキン,バークス両氏のほかに,バークス

氏の3人の子供さんとバークス夫人の妹さんの家庭を

訪問した｡これらの家庭を見たかぎりでは,南部の人た

ちは平均的アメリカ人の生活かそれ以上の生活を享受

しているように思われた｡｢貧 しい南部｣を見ることは

ついになかった｡短期間の滞在で地域の実態を知るの

ほどだい無理ではあるが,私たちが見たものは変貌 し

つつある南部の一面であることに間違いはない｡貴重

な時間をさいて私たちを案内して くれたランキン夫妻

とバークス夫妻には感謝の気拝で一杯である｡

女性研究者 と国立女子大学

本学と奈良女子大学は,入学者を女子のみに限定 し

ており,本来共学が立て前の国立大学にあって例外的

な存在になっている｡かつては男子のみに門戸を開い

ていた商船大学などでも,現在では女子の入学を認め

ている｡世間では,国立大学が女子だけに入学を制限す

るのは違法であるというような声をよく耳にする｡ま

た,学生の側にも,国公私立を問わず女子大離れといっ

た現象が出てきているとも言われる｡国立女子大学に

奉職する--員として,世間一般 とは多少異なった観点

から,とくに女性研究者との関連で国立女子大学の存

在意義について考えてみたい｡

わが国では,社会主義国は無論のこと,西欧自由主義

諸国に比較しても,あらゆる分野で女性の社会進出が

遅れている｡社会のしくみが男性中心にできてお り,女

性の側にもそれを特に不思議 とも感 じない風潮が存在

する｡男は外で働き,女は家事 ･育児に専念することが

当然視されている｡したがって,政党の党首や中央官庁

の管理職に女性が登用されるとマスコミで大きくとり

上げられた り,女性のタクシー運転手が珍 しがられた

りするのである｡

学問 ･研究の分野においても,日本の女性研究者の

占める地位 ･身分は諸外国に較べて著 しく低い｡現実

に,国公私立を問わず,大学や研究機関に所属する女性

の比率は低 く,その身分や地位 も決 して高いとは言え

ない｡数年前に訪れた中国では,国立大気物理研究所の

研究員の20%強が女性であった し,米国の学会などに

参加しても女性研究者の姿が多いのに驚かされたこと
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がある｡日本の国内の学会では,筆者の属する地理学会

･気象学会に限定 しても,女性研究者の数は異常に少

ないのが現状であり,多かれ少なかれ他の研究分野に

おいても同様のことが言えるのではなかろうか｡

ここで女性の学問 ･研究-の適性や出産 ･育児によ

る研究の中断といった特殊事情を論ずることは無意味

である｡むしろ,研究意欲が充分あるにもかかわらず,

それを継続 し発展させてゆ く場所 (具体的には,大学や

研究所)を与えられないことに問題の本質がある｡運よ

く大学教官に採用されても,多 くの場合,助手や講師と

いった不安定な身分に甘ん じなければならないO この

傾向は,特に国立の共学校において顕著に認められる｡

国立大学の頂点に立つ東大でも,助教授以上の女性教

官はほんの数えるほどしかいない｡昇進できないのほ,

能力の問題というよりは,む しろ男性中心の日本の社

会構造が大学という学問研究の場にも現れたからにす

ぎない｡

ところで,国立の女子大である本学の場合はどうだ

ろうか｡昭和61年 5月 1日現在の職員録をもとに講師

以上の専任教官の数を調べてみたところ,全学141名の

うち,女性教官は40名を占め,その比率は28%強であ

る｡学部別にみると,もっとも女性教官の比率が高いの

は家政学部で33%強,次いで理学部の29%弱,文教育学

部の26%となっている｡いずれにせよ,本学の教官 (助

手を除 く)の4人に 1人以上は女性ということになる｡

この数字は,他の共学国立大学に比較 しても相当高い

といえるだろう｡半数とまではいかなくても,その比率
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