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北米はいま「日本語ブーム」の真っ只中にある。

日本語学習者数が年々膨れ上がり、2003年の国際

交流基金の調査によると、北米の日本語学習者は

初等教育から大学教育を含め、14万人に達した1。

ACTFL(American Council on the Teaching of Foreign 
Languages)の基準では、以前は日本語は「あまり教え
られていない言語」というカテゴリーであったが、い

まは「よく教えられている言語」に格上げされてい

る。また日本語を外国語教育としてカリキュラムに入

れる高校も多くなった。最近の日本語熱を示すかのよ

うに、2006年度には高等教育において、日本語・日本

文化の科目でのAP(Advanced Placement )システムが導
入された。APシステムとは、大学の Intermediateレベ
ルの学力をつけることを目的とし、テストにパスする

ことにより、その言語能力が承認される。APの導入
により、これから益々大学において、日本語受講者が

増えるだけでなく、大学に入学する時点で語学レベル

の高い学生の割合が多くなってくることも意味してお

り、大学側の受け入れ態勢を早急に見直す必要が迫っ

ている2。

　「日本語ブーム」は、バブル経済期の80年代にも見

られた。ビジネスや雇用のため日本語を学習する、い

わば実学志向のものが多かった。しかし、現在の学習

者層は多様化している。もちろん専門の為に日本語を

学習する者も多くいるが、大多数が日本のアニメや漫

画に代表されるサブカルチャーへの純粋な興味から日

本語を学習しているようだ。日本の大衆文化の影響力

はもはや無視できないであろう。二十一世紀に入り、

新しい学習者層の増加により、今までの指導方法を問

い直す必要が出てきた。

　日本語教育における異文化理解の重要性はしばしは

議題にあがるが、文化の形が流動的な今、従来の日本

の文化教育の見直し、そして新世代学習者に向けた指

導においての新しさの導入といった点も考慮する必要

がある。本論では、日本文学に注目してみたい。文学

作品をどのように文化教育に活用できるかを考察し、

総合的日本語教育の一環としての文学教育の意味を検

討してみたい。
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１．異文化理解とは何か

　近年「異文化理解」という言葉がしばしば議論され

るようになった。言語は単なる道具でなく文化を映し

出すものと見なされ、完成された言語教育とは文化も

含め総体的に教授されるものだという見方である。角

田 (2001：9)は「日本語を勉強していても、どういう
場面でどのように用いるかがわからなければ役に立た

ない、あるいは日本語は日本文化の一部または文化を

反映しているものだから、日本語を学ぶためには学習

者は日本の文化を理解しなければならない」と主張す

る。金本（1988：14）も「日本文化の理解の裏付け

なしに学習された日本語はコミュニケーションの中

で機能することができない」と述べる。ACTFLが出
版した「21世紀における言語能力基準」(Standards for 
Japanese Language Learning in the 21st Century) (1999)に
おいても、文化理解は日本語学習における重要な柱の

一つとして定められている。

　しかし、「文化」とは曖昧な言葉である。文化とは

どのような基準によって定義されるのだろうか。海外

で日本文化を紹介するとき、茶道、華道、能楽、琴と

いった伝統文化でくくられることが多い。言い換えれ

ば、いかに日本が特殊な異文化であるか、西洋文化と

異なるかを強調することが文化教育と見なされがちで

ある。しかし、エリカ・タイ（Tai 2003）も論じてい
るように、このような異文化教育だと、教師自らが日

本を西洋に対する文化的他者（Oriental Other）と位置
づけることになり、そこに西洋という主体をもっての

み異文化としての日本文化が成立するいうパラドクシ

カルな構図が作り上げられてしまう。

21世紀に求められる新しい異文化教育は、一方的に

伝統的な「異文化」を教えるものでなく、教師と学生

との間での相互理解を念頭に置いた形が望ましい。セ

イコ・カタオカも「日本語教師は日本文化の伝道士に

なる必要はない。学生と共に思考し、ガイドラインを

与えればいい」と考察している3。さらに 森山 (2007：

111)は、日本語教師には「異文化を読み解く能力（文
化リテラシー）や姿勢を教えることも求められてい

る」と主張する。

　しかし、「異文化を読み解く能力」の開発は、語学

の授業と併用してではなかなか困難である。分析能
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力に重点を置くような独立した授業がなくてはならな

い。そこで、文学の授業が大きい役割を果たす。

２．文学教育の現状

　もともと北米において、日本語教育と日本文学教育

はワンセットで教えられてきた。文学は文化のバック

ボーンとして捉えられ、日本的習慣や言語の詩的表現

や言い回しも文学作品から学ぶものだとみなされてい

た。しかし、最近、言語と文学の分離が起こっている。

その原因として、学生の文学離れ (三浦 1986)４と、文
学の授業が一般に英語でなされるということから語学

教育のなかでの文学の立場が曖昧になってきているこ

とが挙げられる。

　英訳での文学はどの学科が教えるべきなのかといっ

た議論は、70年代あたりからヨーロッパ言語の分野で

もしばしば交わされてきた。外国語学科は語学に徹す

るべきであり、文学もその国の言語で読まれるべきだ

という主張もあった (Chisholm 1975)５。もちろん原文
で文学作品の分析を行い、外国語で意見交換できるよ

うな能力を開発することが理想であるが、週５時間の

授業時間数で、授業以外日本語を使うこともない環境

のなかではそこまでのレベルに到達させるのは困難な

のが現状である。

　また、最近のカルチュラルスタディーズの流行など

で、文学は学際的対象として比較文学プログラムや女

性学プログラムなどに取りこまれ、ますます日本語教

育における文学教育の意味が希薄になってきた。そし

て、語学と文化が社会科学と人間科学とに分断される

傾向も見られる。しかし、グローバル時代だからこそ

言語教育にも学際的視点が必要であり、文学教育の可

能性を問い直すことができるのではないだろうか６。

３．指導方法

ここで実際にどのような形で文化教育の一環として

文学作品を利用できるか、そして、文学教育に新しさ

を取り入れていけるか考えてみたい。まず、グロー

バル時代において提案したい点は、１）文学アンソロ

ジーに頼ることを避ける、２）文化的テーマを持った

構成にする、３）学際的アプローチで授業を進める、

といった点である。

　リベラルアーツカレッジでは文学を受講する学生の

専攻分野は様々である。文学という枠にとらわれず、

むしろ積極的に映画やアニメなどの他メディアを導入

し、学生の多様なバックグラウンドを生かし、イン

ターディシプリナリーに学生間のダイアローグを促す

ことを提案したい。

題材としてポピュラーカルチャーは効果的である。

ポピュラー文化は現代日本を代表する要素の一つであ

り、アメリカの若年層にも深く浸透している。国家

という概念が人工的なもので、コミュニティーは文

化（プリントメディアなど）の共有により構築される

というベネディクト・アンダーソン (Anderson 1983)

の論に従えば、漫画やアニメは、グローバルレベルで

の「想像の共同体」の構築に貢献していると言えよう。

日本のポピュラーカルチャーは、今や伝統文化と並ん

で日本を代表し、また興味深いことに、それは西洋と

の文化の混合といったハイブリッドな要素を含んでい

る。日本のポピュラーカルチャーはもっともグローバ

ル時代にふさわしいトピックだといえる。文学教育に

おいても、ポピュラーカルチャーの視点は積極的に導

入されるべきであり、教え方にも改革が必要だと思わ

れる。

　ヴァッサー大学の場合、一学期は13週ある。通常文

学授業は週二回で、一回の授業が75分となっている。

筆者は、30分を作品の文化や時代背景などの講義に費

やし、30分をディスカッションに、そして15分を作品

のまとめ、または学生のプレゼンテーションや発表に

当てている。しかし、文学の授業の場合、特に決めら

れた授業構成のモデルはなく、教師によって指導の仕

方は様々である７。

　ブラックボード（Blackboard）といったシステムも
有効活用できる。ブラックボードは、教育機関で広く

活用されているもので、このサイト上でコースのペー

ジを作り、シラバスやクラスアナウンスを掲載するこ

とができる。またテキストを載せることも出来、クラ

スに登録している学生は教材を自由にダウンロードす

ることが可能である。ハードカバーで、しかも入手困

難な作品を必要なページだけを課題として出せること

はありがたい限りである。また、ブラックボードの他

の活用例として、学生のレポートなどもここで発表さ

せ、ディスカッションボードという機能を使い、学生

同士が意見交換できるようにすることも可能である。

このように授業時間外でも、インターネット上で、コ

ミュニケーションを図ることができる。

　採点基準として、クラスでのディスカッションの参

加を20％、中間試験（または５－６枚程度のレポート）

を25％、期末のレポート（10－12枚程度）を35％、

レポート発表（またはディスカッションの進行）を

20％、という形を筆者は取っている。

４．新しい女性文学のコース案

　このように、日本文学の授業では情報を一方的に提
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供するというよりも、学生のコミュニケーション能力

や日本文化の分析能力を養うことが主となる。ここで

実際どのように現代女性文化をテーマに文学の授業を

構成することが出来るか示してみたい。

　北米において日本女性文学が注目されはじめたの

は、1980年に入ってからで、それはフェミニズム運

動と連動している。翻訳も80年代に集中して出版され

た。オーバー（Orbaugh 2001）の統計によると、有吉
佐和子、林芙美子、平林たい子が当時は頻繁に訳され

た作家であった。女性文学作品のアンソロジーも80年

代から90年前半にかけて何冊か出版されている８。河

野多恵子、津島祐子、高橋たか子、大庭みな子、金井

美恵子といった作家も授業や研究で頻繁に取り上げら

れている。

　最近は、文学賞受賞者のリストをみても分かるよう

に、若手作家の活躍がめざましい。にもかかわらず、

授業で扱われるものは80年代までに発表されたものが

中心でそれ以降進展が見られない。若手作家の作品は

出版から年月が浅いこともありなかなか授業では取り

上げられない。しかし、90年以降の作品には現代の日

本社会が如実に反映されているということから、女性

学、社会学、メディア学などからのマルチディシプリ

ナリーな読みが可能で、学生の興味も引くことができ

るのではないだろうか。

80年代以前の女性文学作品で論じられた点は主に、

妻や母としての経験であり、成熟した大人の女を扱っ

たものが多かった。しかし、90年以降に登場した女

性作家の作品には、若い独身女性が扱われたものが多

い。そして、読者もそのような層である。新しい文学

作品に共通することは、家父長的な家制度に縛られる

ことなく、自由に新しい家族の形態をつくりあげよう

とすることであろう。斉藤美奈子は、林真理子、江国

香織、吉本ばなな、山田詠美、柳美里などの現代女性

作家を広範に取り上げ、彼女たち作品に見られるジュ

ニア小説や少女漫画などの影響を指摘している。90年

以降の作品は現代日本文化、特に女性文化を考えるう

えで適切で、また大衆文化という視点で論じることも

出来る。文学は女性の表現の一手段にすぎず、山田詠

美や内田春菊などのように、もと少女漫画家だったと

いう作家も多く出現している。ハイカルチャー・ロー

カルチャーといった二項対立はいまや消去しつつあ

る。文学を色々なメディアとの照らし合わせの中で読

むと議論に広がりを持たせることが出来る９。

そもそも1990年頃は、純文学と大衆文学の境界が崩

壊した時期といってもいいだろう。村上春樹の『ノル

ウェーの森』が1987年に文学賞を受賞し、吉本ばなな

が1988年『キッチン』で登場して以来、大衆文学への

門戸は北米でも開かれた感がある。そのような中、近

年、大衆をターゲットにした翻訳プロジェクトや出版

物が出てきている。2002年に文化庁により発足され

た現代日本文学の翻訳・普及事業（Japanese Literature 
Publishing Project）では、明治以降の84作品が翻訳対
象に選ばれ、そのうちの多くが大衆文学作品となって

いる。女性の作品では山田詠美『ベッドタイムアイ

ズ』、『指の戯れ』『ジェシーの背骨』、横森理香の『ぼ

ぎちん』、江国香織の『神様のボート』、川上弘美の『真

鶴』、柳美里『ゴールドラッシュ』、増田みず子『シン

グル・セル』、松浦理英子『親指Pの修行時代』、水村
美苗『本格小説』、角田光代『対岸の彼女』、多和田葉

子『容疑者の夜行列車』、宮部みゆき『火車』などが

選ばれている10。

　レベッカ・コープランド (2006)が編集したWomen 
Critiquedという女性文学作品の批評を集めた著作は、
補助教材として最適である。例えば、斉藤美奈子の

『文壇アイドル論』、高原英理の『少女領域』、上野千

鶴子、小倉千賀子、富岡多恵子の共著『男流文学論』

などからのの抜粋も英訳されており、最近の文学批評

の傾向を掴むことができる。このように、新しい女性

文学を教えるにあたっての教材はすでに十分に出揃っ

ているのである。

　コースを “Japanese Popular Culture and Literature： 
Women s Writings of the New Generation” と名づけ、 ま
ずは、８週を見立てたプランを立ててみよう。基本的

に英語で授業を行うが、もし日本語レベルの高い学生

がいるようであれば、作品のいくつかのパッセージを

原文で読ませてもよい。

一週目：イントロダクション

　シラバスを読みながらコースの主旨を説明する。

1990年以降、サブカルチャーの勢いが顕著に見られ

るようになり、以前はHondaやSonyが代名詞だった
日本文化が、いまやアニメや漫画で代表されるように

なった。また吉本ばななや村上春樹の登場で文学とい

う概念への認識が変わっただけでなく、少女文化、お

たく文化というものがアカデミアにおいても研究対

象として取り上げられるようになった。このコースで

は、大衆文学を通して多様な女性の表現を調査し、そ

して女性文学作品から読み取れる現代の日本文化の深

層を、日本の伝統や西洋文化などとの比較的視点から

分析する。
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二週目：「家」の女（日本女性文学の成り立ち）

　女性文学というジャンルの成立と文化的背景を中心

に講義し、いかに女性作家たちが父権制度からの解放

と女性表現の自由を求めてきたかを論じる。女性文学

の歴史を説明するにあたり、The Woman s Hand(1996)

などの著書が大変参考になる。妻・母の経験、そして

父権社会で男性の「他者」としてしか書くことを許さ

れなかった作家たち、言い換えれば「家の女たち」の

苦悩や内に秘められた欲望は、どのように作品に表さ

れてきたかを論じる。

三週目：トレンディー作家とコマーシャリズム

 （バブル経済期の出版戦略）

　80年後半から90年前半のバブル期を代表する作家

を取り上げる。現代社会とは消費社会である。文学も

売り上げ中心主義になり、純文学と大衆文学の境界が

曖昧になってきた時代でもある。林真理子に代表され

るいわゆるトレンディー作家たちも登場した。また、

短歌の世界では俵万智が『サラダ記念日』で短歌の世

界に革新を起した。彼女たちの成功は出版社のコマー

シャル戦略なくしてはありえなかった。彼らの「売れ

る要素」は何なのかを議論したい。また、この時期、

結婚しない女性、仕事に生きる女性がメディアで取り

上げられるようになった。母でも妻でもない女性たち

の描く恋愛観や女性性を論じ、そしてそれに付随する

葛藤はいかなるものか考えたい。

四週目：「家の女」から「ホームの少女」へ

 （女性作家と少女性）

　吉本ばななの『キッチン』が少女漫画的だというこ

とはよく指摘される。実際、90年代にデビューした

多くの若手女性作家は、70年代後半から80年代にか

けて少女期を過ごした、いわゆる漫画世代であり、漫

画の影響は明らかにみられる。ここでは吉本ばばなの

『キッチン』や江国香織の『きらきらひかる』をとり

あげる。少女漫画と彼女たちの作品に共通する要素は

「少女っぽさ」である。言い換えれば非現実的な「ご

都合主義」である。これらの言葉は一般に否定的に捉

えられるが、彼女たちの少女文化に守られた、世間を

ものともしない創造性は武器にもなりうる。一昔前

は、女性は結婚という通過儀礼をへて一人前の「女」

とみなされ、結婚後は結婚前とは違うアイデンティ

ティーや社会的役割が義務付けられていた。つまり

ボーボワールの言う「第二の性」を担う運命にあった。

しかし、ここで扱う女性主人公たちは、女として生ま

れ代わることなく、少女期から地続きの自己に拘る。

彼女たちは「少女性」を武器に、家の束縛を逃れ、新

しい家族の形すらも提示している。

五週目：「異文化」としての母

 （少女漫画における女性の表現）

　ここでは前回の作家のなかの少女性というトピック

の延長として、漫画を扱いたい。ここでの焦点は「母

と娘の関係」である。少女にとって母親は、しばしば

脅威的な存在としてみなされる。なぜなら母親は社会

の求める彼女たちの将来の姿であるからだ。しかし、

少女にとって、母親は同一視することができない「他

者」なのである。60年以降の少女漫画家たちは、産む

性への嫌悪感や母との葛藤など描いてきた。少女漫画

ではしばしば母親像が倒錯された形で描かれる。例え

ば山岸亮子などは母親をフォークロリックなモチーフ

で描き、般若やきつねなどにばける母を登場させ、深

層心理に訴えるグレートマザーにも近い恐怖を表現

してきた。大島弓子の「七月七日に」11では形は違う

が、母親の倒錯が描かれる。育ててくれた母親が実は

まったく血の繋がらない人間で、しかも青年であった

という話なのだが、この作品は、吉本ばななや江国香

織の文学に見られる、主人公の孤児性やトランスジェ

ンダーに母性を求める点など共通する点が多い。少女

性を抱える作家たちは、忌嫌う母を自己世界から排除

し、自分たちに好都合な理想の母親像を作品の中で作

り上げる。菅 (2004：161)も論じているように、「異世
代の女性である〈母〉」は乗り越えるもので、そこから、

「娘たちは自己を発見する」。彼女たちの原動力である

少女性には、ファンタジー要素が多分にみられる。し

かしそれは裏を返せば社会規範への抵抗と捉えること

も出来るであろう。

六週目：女性文学とミステリー

　桐野夏生や宮部みゆきのミステリーは、最近頻繁に

英訳されているようだ。彼女たちの作品は都市社会を

忠実に映し出している。宮部の『火車』はカード社会

の危うさを、桐野の『Out』は普通の主婦たちの犯し
うる犯罪を淡々と描く。アマンダ・シーマンによると、

ミステリーは以前は男性のジャンルであった。作中で

女性は常に被害者であり、窃視のターゲットとして欠

かせない存在であった。女性ミステリー作家はミステ

リーの窃視という要素を逆手にとり、女性から見た社

会、被害者としての視点から見た社会をみごとに描き

出す（Seaman 2004）。女性ミステリーの画期性、そし
て女性作家たちの着眼する主婦やOLなどの女性文化
や都市社会はどのようなものかを論じる。
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七週目：老いと女性

　老女というのは悲観的なイメージで描かれてきた。

家族のために生き、自己を犠牲にし、老年に達してよ

うやく「産む女」「家の女」としての社会的役割から

開放される。映画『楢山節考』では姥捨ての因習が取

り上げられ、最も悲惨な老人の終焉が語られた。しか

し現代の高齢化社会を生きる老女たちはエネルギーに

満ち溢れている。田辺聖子や宇野千代などの作家は制

度から開放された後の老女の人生を、自由の獲得とし

て取らえ、奔放に生きる姿を文学作品やエッセイで描

いてきた。浜野佐知監督の『百合祭』（2001）は、画

期的で挑戦的な映画である。現代を生きるパワフルな

老女たちの様子が描かれているだけでなく、今までタ

ブー視されてきた老人のエロスというテーマが扱われ

る。高齢化社会の今、介護問題など現実的な課題もあ

る。しかし、作家や監督たちは作品を通じて、女性は

老いた自己を否定するのではなく、真っ向から向き合

い、そして受け入れる大切さを伝える。社会が押し付

けてきた「女」という文化的概念やそのジェンダーイ

メージがどのように脱構築されているかを論じる。

八週目：まとめ

　最後に「異文化理解」という点を念頭に、比較的視

点からあらためて日本の女性文化を再考する。女性の

作品を通して日本の現代社会や文化を見てきた。現代

文化は常に伝統と新しさのせめぎ合いのなかで形成さ

れる。大衆文学を通して見てきた日本文化は、確か

に「異文化」である。しかし、決して西洋の “Oriental 
Other”（価値観の全く異なる文化的他者）ではない。
違いはありながらも、共感できる点も多いからであ

る。現代日本文化と西洋文化との比較を通して浮上す

る「文化的差異」は何なのかを作品を振り返りながら

議論する。

５．結び

　新しいグローバル時代のなかでの日本語教育は、語

学と文化の総合的アプローチで教授されるべきであ

る。日本文化という「異文化」は、けっしてオリエン

タル なファンタジーの対象でなく、西洋文化と経済
的・文化的に密着したものとして把握しなければなら

ない。異文化学習で重要な点は「文化」を分析し、読

み解く眼を養うことである。

　外山 (2001: 172)は、日本文化を担うものを「インサ
イダー」と呼び、文化を外から学ぶものを「アウトサ

イダー」とし、両者間には見解において決定的な差異

があることを指摘している。文化教育にしろ文学教育

にしろ、インサイダーの見解は絶対視される傾向にあ

る。しかし、外山は「アウトサイダーはインサイダー

との解釈、評価を異にすることをはばかってはならな

い。真摯な研究の成果であれば、インサイダーの反発、

批判をおそれることなく、これを発表する必要があ

る。インサイダーは、狭量な排他主義にまどわされて、

アウトサイダーの異説を排除するようなことがあって

はならない…インサイダーはアウトサイダーの異本的

解釈を迎え、これと競い合うという友好的対立関係に

なることを喜ぶ雅量をもつのが、国際学問のあるべき

姿である」と述べている。

　日本文学の授業では、教師が一つの読みの解釈を与

えるのでははく、教師と生徒、生徒同士の見解のやり

とりや議論を通じ、相互に文化を学び取っていくこと

が大切である。また、最終的にこういったコミュニ

ケーションを通じ、言語能力をも高めることができれ

ば、それは最も理想的でかつ新しい外国語教育のあり

かただといえよう。これからの日本語教育においては

「総合性」12が期待される。グローバル時代の現代、日

本語教師はどのような新しい役割を果たすことができ

るか、今後検討すべき課題は大きい。

注

１　2003年、国際交流基金の調べ。（「2003年海外日本語
教育機関調査結果」http://www.jpf.go.jp/j/japan_j/oversea/
kunibetsu/2005/usa.html）

２　日本語教育の現状とその変化として、筆者が勤める

ニューヨーク州にあるヴァッサー大学(Vassar College)の
例を挙げたい。ヴァッサーは学生数2,700人ほどのリベ
ラルアーツカレッジである。以前は日本語プログラム

は、アジア研究プログラムの傘下にあり、日本語の専攻

はオファーしていなかった。しかし、日本語学習者の増

加により、2004年にDepartment of Chinese and Japaneseと
して学科が設立された。現在日本語を専攻する学生のほ

とんどがメディアスタディーズ、コンピューター、フィ

ルムなどと専攻を掛け持っている。

３　Tai　（2003: 22）においての引用。
４　三浦（1986: 12）は、最近は「文学にあまり興味のな
い学生が多い。以前は、川端、谷崎、三島などの小説を

英訳でほとんど読んでいた学生も結構いたが、今では、

そんな作家たちの名前をあげてもポカンとしていうこと

が多い。…このごろは文学的な教材が多くなりすぎない

ように控え、そのかわりに社会科学的な内容を持つ教材

とか、新聞・雑誌の記事などの導入に努めている」と述

べている。

５　金本(1988: 15)は、「日本文化は日本語を通して理解さ
れ初めて日本文化の文脈の中で機能することが可能」と

考える。しかし、深い文化理解、分析能力の開発を目指
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した場合、日本語のみで行うことには限界があるように

感じられる。

６　Claire and Olivier Kramsch (2000) は、語学教育のなか
で文学がどのような役割をはたし、位置づけられてきた

かを綿密に歴史的観点から説明している。最終的に21世
紀において、文学と語学は併合して教授されるべきだと

結論付けている。

７　Showalter のTeaching Literature (2003)は、文学の指導法
や授業の進め方など、役に立つメソッドを事細かに説明

している。

８　Japanese Women Writers (1991)、This Kind of Woman: 
Ten Stories by Japanese Women Writers, 1960-1976 (1982)、
Rabbits, Crabs, etc. Stories by Japanese Women (1982)等が頻
繁に教材として使用される。

９　斉藤（2002）も指摘しているように、最近の女性作家
の作品は比較的読みやすい文章で書かれている。そのた

め、語学の教材としても利用できる。

10　日本文学出版交流センター『現代日本文学の翻訳・普
及事業』(http://www.j-lit.or.jp/j/programs/translation.html)。
また、2006年に講談社インターナショナルから出版さ
れたアンソロジー、Inside and Other Short Fictionには、
2000年以降に発表された女性文学作品が収められてい
る。文学賞の受賞経歴を問わず、いかに文化を反映し、

なおかつ新しい女性性を問い直しているかが焦点となっ

ている。

11　初出『別冊少女コミック』1976年７月。

12　森山(2007: 111)。
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