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本発表の目的 
 
 
・瀬川清子理解を深めること 
 
・それを通して大学の多様性の大切さを語ること 
 

・多様性推進のためにどうすればいいかを述べるこ
と 



• 第1章 瀬川清子・概略 

 

• 第2章 瀬川清子の足跡 

 

• 第3章 瀬川清子の人生から見る多様性の意義 

 

• 第4章 現在の課題と、未来に向けてできること 

章立て 



第1章  「瀬川清子・概略」 

瀬川清子（旧姓岩船、本名キヨ） 

明治28（1895）年生まれ 

 

柳田國男の最初の女性弟子。 

「女性の民俗学」を確立。 

大正11年に、「女でも大学に入れる」という広告

を見て東洋大学（専門部倫理学東洋文学科）へ
入学。 



1895年 秋田県鹿角郡毛馬内町（現鹿角市）の岩船家に生ま
れる 

1910年 15歳で小学校教員となり、27歳（1922年）まで鹿角の
数々の小学校で勤務。 

1917年 鹿角郡大湯出身の教員、瀬川三郎と結婚 

1921年 三郎、上京し東洋大学に入学 

1922年 清子、姑と共に上京、東洋大学に入学。 

 

1924年 東洋大学卒業。（補足資料1参照）私立川村女学院に就職 

1926年 第一東京私立中学校（以降、一中）に職場を移す 

1931年 夏季休暇中に夫婦で小笠原諸島を旅行。紀行文を一
中の校友雑誌に掲載。 

第1章「瀬川清子・概略」 



1933年 夏季休暇中、三郎はギリシャへ。清子、寂しさを紛らわ

すため、雑誌で見た能登半島舳倉島へ一人旅。    
そこで出会った海女の見聞記「舳倉の海女」が柳田國
男の目に留まり、研究会に招待される。 

 →以後、全国山村調査、海村調査にも参加。           

民俗学者として、特に女性の風俗・生活史研究の第一線で
活躍。（→補足資料2参照） 

1937年 日本民俗学講座夫人座談会をまとめる 

1943年～ 大妻女子大学講師に着任 

 

 戦前・戦中・戦後を問わず、生涯で300か所近くという、同時代

の研究者のなかでは群を抜いて多いフィールドワークを軸とし
て、多くの著作、民俗学的業績を残した。 

 

第1章「瀬川清子・概略」 



代表作 

『海女記』、『女のはたらき 衣生活の歴史』 

 ＝労働生活における女性の役割の大きさ 

『沖縄の婚姻』、『アイヌの婚姻』 

『若者と娘をめぐる民俗』 

 ＝婚姻、若者組制度について 

『女の民俗誌―そのけがれと神秘』 

 ＝「ケガレ」に関する研究。第20回柳田国男賞受賞 

 

 

第1章「瀬川清子・概略」 



特筆すべき点 

 

研究関心  

 当時言説として権力を持っていた「良妻賢母」に疑問
を持ち、「そのような価値観とは別にあると考えられる、
実際の「生活の事実」の中の多様な女性の姿を描き出
したい」という欲求を持って調査に臨む。 

第1章「瀬川清子・概略」 



・戦時下にも実地調査を行う剛毅さ 

・舳倉島に始まり、アイヌの生活圏から沖縄まで    
駆け回って旅をする行動力 
・生活について聞き取る力 
・向学心 
・女性に関する視点の先見性 

目的 これらの性格を形成した要因を探りながら、 
    民俗学者・瀬川清子以前の、 
    幼少期から上京までの清子の足跡をたどる 

参考：岡田照子『瀬川清子 －女性民俗学者の軌跡－』   
鹿角市先人顕彰館館長、小田嶋隆一氏からの聞き取り 
鹿角市先人顕彰館所蔵資料 

第2章 瀬川清子の足跡 



生家：岩船家 

 

   家系図 

 

第2章「瀬川清子の足跡」 



 

内藤家 

岩船家 

毛馬内小学校 
（現：鹿角市役所十和田支所） 

第2章「瀬川清子の足跡」 



雑誌出版社で 

上司と部下の間柄 

第2章「瀬川清子の足跡」 

上司 

部下 

第3代学長（1914-1918） 大内青巒 
専門学校令による大学に、日本教育 
史上初めて女子の入学を許可した。 



小学校入学当初は「元気で成績もよい」と評判、 

優等をもらう清子。 

一方で岩船家には暗雲が迫っていた。 

 

下級武士の家系だけに、 

時代の宿命として衰え行く岩船家。 

 

さすがに日々の食事に困るようなことはないものの、
徐々に生活が暗くなってゆく。 

 

第2章「瀬川清子の足跡」 



なかなか働くことに身が入らない祖父喜七、 

小坂の鉱山で働き始めても続かない父源太郎。 

 

祖母ヒサ、伯母、清子の三人は、 

針仕事、餅売りなどを 

続けるも、生活の維持が 

ままならなくなり、ついに 

岩船家は屋敷を手放す 

ことに…… 

第2章「瀬川清子の足跡」 

小坂鉱山 



祖母「ただ、かまどを仕立てることさえして   
いればいいのだ。 

かまどをどうかせない者は人でなしだ」 

と、喜七、源太郎をなじる。 

第2章「瀬川清子の足跡」 

「かまど」については補足資料3参照 

喜七と源太郎は、事業をしに北海道へ…… 

 

祖母、伯母さん、そして清子の三人は、 

毛馬内で厳しい生活を続けることとなる。 



• 清子、尋常小学校を卒業。 

• 15歳で小学校教員となる。（最初の勤務地は母校毛
馬内小学校） 

 

 働き始め、月八円の給与を得るようになっても、 

 清子の苦労は続く…… 

 

第2章「瀬川清子の足跡」 



• 教員時代の清子 

第2章「瀬川清子の足跡」 



• 苦労の元 

 

 相変わらずかまどについて口うるさい祖母 

 教会で神を求めても、牧師とは噛みあわず 

 

 年頃になれば結婚するよう圧力もかかる… 

第2章「瀬川清子の足跡」 



「結婚」の問題 

 

 自由な交際＝「関係」として後ろ指さされる 

 愛を知らないうちに結婚することになんの意
味があるのか、というのが、清子や友人たちの
間での共通の悩みだった。 

第2章「瀬川清子の足跡」 



苦しさから、19歳で家出をして東京へ 

 

 

 

叔父さんに連れ戻され復職 

 

 

二十歳のとき、ひとつの悟りを得る。     

第2章「瀬川清子の足跡」 



「私に結婚を申し込んだ四、五人の家では皆、
おとなしくって、質素で、はででなくって、苦労し
た丈ものがわかって、意思がつよくって、親切で
仕事を嫌はないでよいからという申込だそうだ。 

 重い荷を負わせるには適当な人間であったか
も知れない。私もある時期までは貞操つくす為
の夫、姑によく仕へるための結婚と思って居た。 

 貞女や賢母たちは性欲をかくして、しか爪らし
く道徳道徳といったのだもの。」 

清子「二十歳の自伝」 

第2章「瀬川清子の足跡」 



「私はやうやう世間の人や家の人の思はくがわ
かった。人生に大事なものは『かまど』と性欲で
ある。私を『かまど』を支へる為に欲しい欲しい
といった親たちの願は無理もない。 

 

 『かまど』と性欲を、たて、よこの糸として人生
の彩織物は出来上がるのだ、しっかりした足ど
りでこの地の上に、私の生の機を織り度い、一
等美しく。」 

 
清子「二十歳の自伝」 

第2章「瀬川清子の足跡」 



 こうして、清子は「労働と性欲（個人的な愛）」を、信条として抱
く。 

 一年前の家出を思い返せば 

「近頃開通した毛馬内発の夜汽車の汽笛が聞える。 

私の神経は雪原を走った夜汽車を想ふて苦しむ。 

夜汽車がひたと止る都は、思想の教会は、 

目まぐるほしい処だったもの。」 

 

この後、1917年、22歳の清子は瀬川三郎と結婚。 

上京。（「思想の教会」への帰依） 

第2章「瀬川清子の足跡」 

（三郎については、補足資料4を参照） 



• 三郎の協力もあり、上京、大学入学、卒業を
果たした清子 

 

1933年、学問に目覚めた目で、能登半島舳倉島で生
き生きと働く海女の人びとを眺めた清子は…… 

 

「今はもう、風土の異色を鑑賞したり、脅威したりして
歩いているのではありません。この国の過去の生活ぶ
りを認識する為の旅をつづけているのであります。」 

⇒ただの旅行者のまなざしから民俗学者のまなざしへ 

第2章「瀬川清子の足跡」 



• 「そしてその、遠い昔の声々を、自分の生命の中に
聞き分け、人びとの一挙手一投足にまつわっている
千年の伝統の力に触れるのが私の旅の喜びになり
ました。」 

• 「この人たちの間にいますと、女を弱い者、甲斐ない
もの、と思いがちであった心のやり場に困りました。
健康な婦人の姿は、決してかよわいものでも、甲斐
ない者でもありませんでした。彼の女たちは何とも説
明はしませんでしたけれども、舳倉島の婦人達は、
輝くようにすばらしく頼もしい母の力を持って居りまし
た。こうした一隅の生活の中に、私共を蘇らせてくれ
る力のあった事を、私は舳倉島の人達から教わった
のであります。」 

 

第2章「瀬川清子の足跡」 



• 民俗学者のまなざしで人びとの暮らしを見る
ことで、その声が自分の生命の中にもあると
知り、さらにそれが自分を蘇らせてくれると、
清子は感じた 



 

・これほどの知的巨人も、もし東洋大学への入
学が果たされていなければ、世に出なかった
かもしれない。 

 学問の発展を考えるならば、多様性は大切。 

学問 個人 多様性 

学問の発展に貢献する偉人を学問に結びつける橋渡しをしている多様性の図 

第3章 瀬川清子の人生から見る多様性の意義 



 

 

では、多様性は学問の発展のためだけにあるのか？ 
 
学問の発展に貢献しない人を受け入れる必要はないのか？ 
 
否、多様性は学問のためだけでなく、もう片面の意義がある。 

第3章 瀬川清子の人生から見る多様性の意義 



清子は、 

学問に多大な貢献をしたと同時に、 

学問によって自らの解放を体験した。 

 

 清子が学問と出会うまでにぶつかってきた様々な抑圧。 

――性格ゆえの人との衝突、 

  生家での苦労、 

  「かまど」を持たねばならないという強迫、 

  結婚したら尽くさねばならないという価値観…… 

 

しかし学問の目を通して、人びとの生活の歴史を見た時、清子
は自分を抑圧してきたものから解放された。 

 

第3章 瀬川清子の人生から見る多様性の意義 



貢献 

解放 

多様性が双方の橋渡しをし、 
どちらも発展してゆく図 
 

学問 

結論 

 個人が学問に貢献できるだけ
でなく、学問もまた、それを志す
人に解放を与えてくれる。 

 そして、学問と個人の間をつ
なぎ、学問の向上・個人の解放
の裾野をどんどん広げていく。
それが「大学の多様性」の意義
である。 

第3章 瀬川清子の人生から見る多様性の意義 

個人 



第4章 現在の課題と、未来に向けてできること 

・瀬川清子：女性であり、職業人でもあった  

       （学校教員→家庭教師をしながら通学） 

 

・東洋大学の伝統 

 井上円了の理念「余資なく優暇なき者のため」 

 ＝様々なバックボーンを持った人を受け入れる土壌 

 

 →（実践としての）夜間学部および社会人大学院 



・一方で、大学教育一般の問題として、偏差値で輪切
りにされた、“均質な大学生”が常態化している。 

第4章 現在の課題と、 
未来に向けてできること 



第4章 現在の課題と、 
未来に向けてできること 

・一方で、大学教育一般の問題として、偏差値で輪切りに
された、“均質な大学生”が常態化している。 

 

課題：東洋大学の夜間学部や社会人大学院は多様性の
受け皿である一方で、そうした学部・研究科の人間
と、昼間に通学している人間の交流が十分とは言い
難い。 

 

改善策：ここの交流を盛んにすることが、喫緊のダイバー
シティ推進策となる。 

 

Ex)学生同士の研究交流会 

  もちろんこの催し自体も… 

 



総括 

• 瀬川清子は複雑な背景を持ちながら、学問と
出会うことでそれを逆転させて優れた研究者
になった。 

• 個人が学問に貢献できるだけでなく、学問も
また、それを志す人に解放を与えてくれる。多
様性はその両方を橋渡しし、裾野を広げる。 

• 東洋大学は多様性の受け皿としての伝統が
あるので、学内での交流を盛んにすることで、
ますますの発展につながる 
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ご清聴 

ありがとうございました。 


