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1 ．はじめに

　1965年秋、『サタデー・レヴュー』誌に掲載された「子どもの本の世界は白人ばかり」と題し

たナンシー・ラリックの記事は、当時のアメリカ児童文学界に一石を投じ大きな波紋を広げた。

3年にわたる綿密な調査に基づくラリックの報告は、当時出版されていた児童書のうち、アフリ

カ系アメリカ人が登場する児童書は全体の数％に過ぎないこと、また彼らが児童書に登場する場

合にも奴隷や小作農として描かれるのが常であることを明らかにしていた1）。この論評の中でラ

リックは「白人」に対する民族的マイノリティ・グループとしてアフリカ系アメリカ人のみを調

査の対象としているが、それは当時のアメリカ社会を反映したものと言えよう。1960年代半ば

は、アフリカ系アメリカ人に平等な市民権を求める動きが大きな盛り上がりを見せた時代であっ

た。1963年の人種差別撤廃ワシントン大行進を受けて、翌 1964年には市民権法が成立するもの

の実質的平等の実現にはいたらず、1965年には各地で暴動が頻発していた。このような時期に

発表されたラリックの論評がアフリカ系アメリカ人に注目しているのも当然のことと思われる。

しかし、アメリカ社会における民族的マイノリティ・グループはもちろんアフリカ系アメリカ人

ばかりではない。ラリックの記事が発表されて以来約半世紀、アメリカ児童文学界はその作品の

テーマや登場人物において、またその書き手において、民族的多様性を追求してきたと言えるで

あろう。

　ここで、アメリカで最も権威ある児童文学賞とみなされているニューベリー賞2） の受賞作品を

例にとり、近年のアメリカ児童文学作品の民族的多様性の広がりを見てみたい。2010年、2011

年、2012年の 3年間にニューベリー賞を受賞した児童文学作品は大賞 3作品、優秀賞 10作品、

合わせて 13作品である。これら 13作品の中に主人公がアメリカの「白人」でないものは 6作品

あり、内訳はアジア系主人公 3作品、アフリカ系主人公 2作品、ロシア系主人公 1作品となって

いる。アジア系の主人公の中にはジョン万次郎もみられるが、この作品はいち早く翻訳され日本

でも話題となった3）。2010年代の受賞作 13作品中の 6作品、つまりほぼ半数は「白人」ではな

い主人公を描いていることになる。これを見る限りでは、ラリックが「子どもの本の世界は白人

ばかり」と嘆いた約半世紀前に比べて、児童文学における民族的多様化は大きく進んだと言えよ

う。

　では、ここに見たような変化はいかなる過程を経て起こったのであろうか。20世紀後半から
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21世紀にかけてのアメリカ児童文学界のこの変化を考える時、その背景に民族的多様性に関す

るアメリカ社会の意識の変容を見逃すことはできないであろう。ことに 1980年代末から 1990年

代に盛んに論じられた多文化主義をめぐる議論は、児童文学の世界にも大きな影響を与えたと考

えられる。児童文学の作家たちはそれらの議論にいかに対応し、その結果をどのように彼らの作

品に反映させていったのであろうか。

　さて、ここにアメリカ児童文学の民族的広がりを考える際に忘れてはならない一人の児童文学

作家がいる。「黒人」児童文学作家の先駆けと呼ばれるヴァージニア・ハミルトンがその人であ

る。1967年に作家活動を始めて 2002年に没するまで 20世紀後半のアメリカ児童文学界を牽引

し続けたハミルトンは、アメリカ児童文学と多文化主義の関わりについて論ずるにあたり、最も

ふさわしい作家の一人であると思われる。本稿では、まずハミルトンの足跡をたどりつつ、アメ

リカ児童文学が民族的多様性を獲得してゆく過程を検証する。そして多文化主義をめぐる議論を

概観した後、彼女の晩年の作品『ブルーイッシュ4）』を読み解くことを通して、その議論に対し

て児童文学から提示された一つの応えを示そうとするものである。

2 ．ヴァージニア・ハミルトンについて

　ここではヴァージニア・ハミルトンの人物像とその作品について検証してみたい。そして、作

品とその背景となったアメリカ社会との関係を考察しつつ、ハミルトンがその作品において民族

的多様性を広げていった過程を明らかにしたいと思う。

2.1　生い立ちとその創作姿勢

　ハミルトンは 1936年に母の一族が暮らすオハイオ州のイエロー・スプリングスに生まれた。

母方の祖母は先祖にアメリカ原住民の血統も持つ自由奴隷の家系であった。一方、母方の祖父は

ヴァージニア州からの逃亡奴隷であり、ハミルトンの名はそのヴァージニア州にちなんでつけら

れたという。祖父は彼女にその名前ばかりでなく強い印象も残したようである。彼は、若い頃の

職場の火事による火傷で片手が握った形のまま固まってしまっていたが、ハミルトンはこのこと

について「たぶん祖父は、炎が奴隷時代の烙印を消し去ってくれると思って、火の中に手を入れ

たのだろう」と推測している。ハミルトンはある講演で次のように語っている。

  How eccentric an image is that fiery hand and the closed fist! How easily it becomes 

symbolic, even for me. How eccentric is the total history of blacks in America, imbued as it is 

with the spiritual isolation of the fugitive alone and running, with weird tales which are true 

tales handed down from one generation to the next5）.

　火傷で握ったままになっている拳はなんと変わった形でしょう！　それは、私にさえ、な

んと容易に象徴的なものにみえることでしょう。アメリカの黒人の歴史全体はなんと変わっ
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ているのでしょう。それはそのまま、独りで駆ける逃亡奴隷の魂の孤独や、一つの世代から

次の世代へと手渡される真実の物語に満ちています。

ハミルトンはこのような祖父から強い影響を受けつつ、一族の人々が語るアフリカ系アメリカ人

の伝承に親しみながら利発な少女に成長してゆく。高校卒業後はオハイオ州立大学に進学するが、

彼女はこの頃からすでに短編などを書き始めていた。22歳で大学を卒業するとニューヨークに

出て小説の創作について学び始める。ハミルトンはここで出会ったユダヤ系アメリカ人の詩人

アーノルド・エイドフ（Arnold Adoff）と 1960年に結婚し、長女と長男をもうけた。そして

1967年には処女作『わたしは女王を見たのか』を Zeely6） の原題で出版し作家活動を開始するの

だが、この時期のニューヨークでの暮らしをハミルトンは次のように記している。

  I remember the time I stood uncertain on the backward edge of the Beat Generation 

wondering what forward motion I should attempt. Having lived ten and more years in New 

York, I discovered that my mind had never left Ohio7）.

　私は、どうやって前へ行ったらよいかわからず、ビート世代の後ろの端に不安な気持ちで

立っていたのを思い出します。ニューヨークに 10年以上暮らして、私の心は決してオハイ

オを離れられないことが分りました。

この記述からは、1960年代に押し寄せた社会変革の波にハミルトンが戸惑いを感じている様子

が伺われる。オハイオの自然の中でのびやかな少女時代を過ごしたハミルトンにとって、ニュー

ヨークでの暮らしは快適なものではなかったようだ。1969年、ハミルトンは一家で故郷のイエ

ロー・スプリングスに移り、彼女は生涯そこで暮らすこととなる。都会の喧騒から離れて作家生

活を送ったことは、ハミルトンに激動するアメリカ社会を冷静に見つめる眼差しを与え、その文

学活動に大いに影響を与えたと思われる。

　ここで、ハミルトンの処女作品とその創作姿勢について見てみたい。先に述べた彼女の処女作

『わたしは女王を見たのか』は、アフリカ系アメリカ人の少女の成長物語である。自分自身が何

ものであるかを見いだせないでいる主人公は、ある美しいアフリカ系アメリカ人の女性との交流

を通してアフリカ系アメリカ人としての自己を確かなものとしていく。アメリカ児童文学では

1960年代に入って初めて思春期の揺れ動くアイデンティティをテーマとする作品が登場するの

だが、アイデンティティ確立の根拠をエスニシティに求めたという点で『わたしは女王を見たの

か』は画期的であった。この作品の背景には民族のアイデンティティを求める 1960年代後半の

アメリカ社会の動きが見て取れる。そして、毅然とした美しいアフリカ系アメリカ人女性の造形

は「ブラック イズ ビューティフル」というスローガンを具現化したものと言えるであろう。こ

のように『わたしは女王を見たのか』は民族の尊厳を回復しようとする当時の運動を色濃く反映

しているのだが、ハミルトンは作品の中でそれをけっして声高に主張しようとはしなかった。こ
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の作品は読者にアフリカ系アメリカ人としての誇りを強く訴えかけるものであった。しかし、緑

豊かな田舎の暮らしを舞台にひと夏の少女の成長を描き出すハミルトンの筆致は、詩情にあふれ

穏やかである。

　この作品に対する評価は高く、ニューヨークタイムズはハミルトンの追悼記事の中で、『わた

しは女王を見たのか』を彼女の代表作として取り上げ、次のように評している。

  Ms. Hamilton’s first book, “Zeely”, appeared in 1967. At the time the few children’s books 

about black people were mainly “problem” novels, which threw into sharp relief issues like 

segregation and poverty. “Zeely” was a radical departure. It was not that race was absent, but 

that it was so completely, unremarkably present8）.

　ハミルトンの最初の本 “Zeely”は、1967年に世に出た。当時、黒人についての数少ない子

どもの本は主に「問題」小説で、それらは人種差別や貧困のような問題の迅速な救いとなる

ようなものだった。“Zeely”は根本的にそれらとはかけ離れていた。それは人種の問題を

扱っていないのではなく、とても完全な形で、でも目立たないように扱っていたのだ。

ここに見られるように、ハミルトンはその処女作『わたしは女王を見たのか』においてすでに成

功を収め、アフリカ系アメリカ人児童文学者としての不動の地位を得ていたといえるであろう。

では、この後ハミルトンはどのような作家生活を送ったのであろうか。次にそれを見てゆきたい。

2.2　民族的多様性を求めて

　『わたしは女王を見たのか』の成功の後、ハミルトンは次々と作品を発表してゆく。そして、

1974年に出版された『偉大なるM.C.9）』ではアフリカ系アメリカ人として初めてのニューベ

リー賞（大賞）を受賞するに至った。この作品でも誇り高いアフリカ系アメリカ人少年の成長と

自立が広大な自然を背景に語られているのだが、少年と家族や近隣住人との関係、またそれをめ

ぐる少年の煩悶がより深く細やかに描き出されている。しかし、物語世界に表れる民族の多様性

を広げたという点では、1976年に出版された『わたしはアリラ10）』が挙げられるであろう。こ

の作品においてハミルトンは、2つの民族にルーツを持つ少女として主人公のアリラを設定して

いる。アリラの母はアフリカ系アメリカ人であり、父はアメリカ原住民の血をひく白人である。

それぞれの民族的価値観を娘に伝えようとする両親の間で悩むアリラだが、やがて自分自身の力

でいずれのエスニシティにも拠らないアイデンティティを見出してゆく。先に見た『わたしは女

王を見たのか』と対照した時、アリラの場合にはそのアイデンティティ確立の問題はより深化し

ていると言える。しかし、ここで注目すべきはハミルトンがアフリカ系アメリカ人と並べてアメ

リカ原住民を作品の中に描きだしたことであろう。このようにハミルトンの作品世界がその主人

公の造形において民族的な広がりを見せるようになる背景には、やはり当時のアメリカ社会の動

きがあったと考えられる。1960年代の公民権運動とそれに続くブラック・パワーの興隆が『わ
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たしは女王を見たのか』を著す原動力であったとするならば、1970年代のレッド・パワーと呼

ばれるアメリカ原住民の民族回復運動が『わたしはアリラ』の背景にあることは想像に難くな 

い11）。

　続く 1980年代もハミルトンはますます旺盛に創作活動を続けたが、物語を著す一方で国内外

において民話や伝承の蒐集活動も精力的に行った。そのようにして集めたアフリカ系アメリカ人

に語り継がれた民話を 1985年に『人間だって空を飛べる―アメリカ黒人民話集12）』としてまと

めた後、1988年には世界各地の創世神話を集めた著作を著している13）。この時期、ハミルトン

の関心はアフリカ系アメリカ人から様々な民族的ルーツを持つアメリカ人へ、さらに地球規模で

の民族へと広がっていったものと思われる。児童文学作家ハミルトンの民話研究家としてのもう

一つの顔が、彼女の作品に民族的視野の広がりと深さを与えたと言えるであろう。

　1992年、ハミルトンは 25年にわたる創作活動を評価されて、児童文学界のノーベル賞とも言

われるハンス・クリスチャン・アンデルセン賞をアフリカ系アメリカ人として初めて受賞するこ

ととなった。この結果ハミルトンはその活動の舞台をさらに世界に広げ、1990年代には日本を

初め各国を訪問する機会を持つことになる14）。ここに見てきたような 1980年代から 1990年代に

かけての経験、すなわち世界の民話や神話に触れたこと、そして実際に世界各地を歴訪したこと

が、1999年にハミルトンに後に見る『ブルーイッシュ』という多民族、多文化に着目した物語

を書かせた一つの要因であろう。しかし、そこにはもう一つのさらに大きな要因があると考えら

れる。それは当時のアメリカで繰り広げられた多文化主義論争の影響である。『ブルーイッ

シュ』はそのような多文化主義をめぐる議論に対するハミルトンからの一つの応えとして創作さ

れた作品と言えるのではないだろうか。次では、1990年代の多文化主義論争について見た後、

ハミルトン最晩年の作品『ブルーイッシュ』について詳しく検証してみたい。

3 ．多文化主義とヴァージニア・ハミルトン

　1980年代末以来、アメリカでは多文化主義について盛んに議論されてきた。しかし、その論

点は多岐にわたり、議論の全貌を見渡すことが困難であるばかりでなく、多文化主義の概念それ

自体を一義的に定義することさえ難しいと言えるだろう。こでは多文化主義の思潮を現代史の中

にたどり、アーサー・シュレジンガー・ジュニアの論を例にとって多文化主義めぐる議論にふれ

ることを試みたい。そして、それらを踏まえた上で、『ブルーイッシュ』に込められたハミルト

ンの多文化主義への思いを読み解きたいと思う。

3.1　多文化主義をめぐる議論

　アメリカの歴史を見る時、複数の民族からなるアメリカ社会を表現する言葉は、メルティング

ポット、サラダボウルあるいはパッチワークなどと時代や見方によってさまざまに変化してきた。

建国の経緯から考えてもアメリカ社会に複数の文化が混在することは当然のことと思われるが、
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その文化の多様性をどのような言葉で形容し規定するかというところに時代の特質を見ることが

できるとも言えるであろう。1960年代の公民権運動の時代には、民族的マイノリティ・グルー

プが公的な権利を獲得していくとともに、私的な領域でも文化の多元性が社会に容認されるよう

になった。「文化多元主義」と呼ばれる思潮がこれに当り、それは国民に共通な文化の存在を前

提とした上で個々のグループの文化を承認するという立場である。つまり、この文化多元主義の

考え方においては、アメリカ文化は各民族的マイノリティ・グループによって等しく担われるわ

けではなく、複数のマイノリティ・グループの上位に国民共通の文化としてWASP（White 

Anglo-Saxon Protestant）の文化が想定されている。それゆえ文化多元主義は従来からのアメリ

カの統合理念に抵触することなく、容易に社会に受け容れられたと言えよう。一方「多文化主

義」は、民族的マイノリティ・グループの独自性や自律性を主張し、その文化をWASPの文化

と同等に並び立つものとした。そこに多くの議論を呼ぶ理由があったと思われる。

　このような多文化主義の思潮は 20世紀後半のアメリカ社会をめぐる内外の変化に伴って生ま

れてきたと言えよう。1960年代のマイノリティの権利回復を求める運動も、1970年代後半には

保守回帰の風潮の中で足踏みを余儀なくされていた。この閉塞状態を破ったのは、1980年代後

半のアフリカ系アメリカ人の動きである。アフリカ中心主義と呼ばれる彼らの運動は、ヨーロッ

パ中心的な価値観によってアフリカ系アメリカ人やその文化を評価する見方を、アフリカ中心の

価値観による見方に変えようとするものであった。このような意識改革は、差別される側に対す

る配慮を求めるポリティカル・コレクトネスの風潮と相まって、1980年代末から 1990年代初め

にかけて、多文化主義と呼ばれる思想を形作ることとなった。この時期にこのような思潮が生じ

た原因を考える時、その一因を 1989年の「冷戦の終結」と関連づけることもできるであろう。

冷戦構造の崩壊とともに、アメリカでは東側世界に対抗して国民が一致団結するという求心的な

イデオロギーが失われて、国民的一体感は弱まったと考えられる。その結果、WASP文化を核と

する一つの「アメリカ文化」の下にさまざまな民族の文化が併存する文化多元主義のモデルは安

定性を失い、すべての文化が等しく並び立つ多文化主義のモデルに向かう傾向が見られるように

なったとも考えられるであろう。また、移民法の改正などにより、アジアやラテンアメリカから

の移民が急増したことも多文化主義を後押しした一因とみなされている。さらに、1990年代初

めには、コロンブス 500周年（1992年）や国際先住民年（1993年）など民族的記憶を刺激する

ような行事が続き、多文化主義への傾倒に拍車をかけたとものと思われる。

　このように見てくると、多文化主義は、その発生の過程からアメリカ国民の一体感を揺るがし

かねない要素を有しており、また、ヨーロッパの価値観に基づくアメリカの諸制度や慣習を批判

する側面を潜在的に持っていると言えるであろう。そのため多文化主義はさまざまな議論を呼ぶ

ことになったと考えられる。多文化主義に対する反論者は、多文化主義はアメリカの国家として

の統一を危うくし国家を分断するものとして批判した。その先鋒の一人であるシュレジンガーは、

1991年に著した著書 The Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Societyの中で次の

ように記している。
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  Recently multiculturalism has emerged not alone as a word but as an ideology and 

mystique. In its mild form, it calls, attention to neglected groups, themes, and viewpoints and 

redresses a shameful imbalance in the treatment of minorities both in the actualities of life and 

in the judgment of history. It does this within a conception of a shared culture. However, 

multiculturalism also assumed a militant form in which it opposes the idea of a common 

culture, rejects the goals of assimilation and integration, and celebrates the immutability of 

diverse and separate ethnic and racial communities. Extreme separationists, while often 

flourishing the multicultural flag, in fact rush beyond true multiculturalism into ethnocentrism, 

the belief in the superior virtue of their own ethnic group15）.

　近頃、多文化主義は言葉としてだけではなくイデオロギーや神話として現れてきている。

それが穏やかな形で現れた場合、それは生活の実際と歴史の判断の両方におけるマイノリ

ティの扱いについて、無視されてきた集団やテーマや観点、そして恥ずべき不均衡の是正に

注意を喚起する。しかしながら、多文化主義はまた、共通の文化という概念に反対し同化や

統合の目的を拒否し、そして多様で分離している民族や人種の共同体が変化し得ないことを

良いとするような戦闘的な形をとることも考えられる。極端な分離主義者は、しばしば多文

化主義の旗を振り回しながら、実は真の多文化主義をこえて、自分たちの属する民族集団の

優越性を信じるような自民族中心主義に走ってしまう。

ここでシュレジンガーは、多文化主義の二つの側面を対照的に論じている。初めに挙げているよ

うな穏やかな形での多文化主義は社会の不均衡を是正するものとして肯定的にとらえられている

が、続いて挙げられた極端に走った多文化主義は過激なものとして否定されている。シュレジン

ガーは、このような行き過ぎた多文化主義を批判し、統一国家としてのアメリカの一体感を損な

う危険性があると危惧したのである。シュレジンガーのこの問題提起から 20年が過ぎた今も、

この議論に対して未だ確かな結論は出されていないと言ってよいであろう。

　さて、このような議論の中で、1999年にハミルトンは多民族・多文化を描く作品『ブルー

イッシュ』を発表したのであるが、ハミルトンはこの問題提起にいかに応え、物語にどのような

メッセージを込めたのであろうか。次にそれを見てみたい。

3.2　『ブルーイッシュ』―「パラレルな文化」を求めて

　ここで、まず初めに『ブルーイッシュ』のストーリーを紹介しておきたい。

 ［ブルーイッシュのあらすじ］

　ニューヨークの学校に転校してきた 5年生のドリーニーは、アフリカ系アメリカ人を両親

に持つ少女である。彼女の新しい学校は自由な教育方針の公立校で、さまざまな民族グルー

プに属する子どもたちが通っている。社交的なドリーニーがさっそく親しくなったのは、ヒ
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スパニック系アメリカ人のテュリだった。ドリーニーの住まいが玄関にガードマンのいる中

流層向きアパートであるのに対して、テュリは夜間警備の仕事をする祖母と二人で治安の悪

い地区に暮らしている。孤独なテュリは、愛情豊かで経済的にも安定したドリーニーの家庭

が羨ましい。しかし、テュリはいつも明るくおどけてみせる。ドリーニーは生活環境の異な

るテュリに時には戸惑いを覚えることもあったが、たがいの家を行き来するうちに友情が芽

生える。こうして友人もできて楽しく学校生活を送る中で、何事にもリーダー格のドリー

ニーの気にかかるのは、クラスでひとり淋しそうな様子を見せる車椅子の少女だった。彼女

の本名はナタリーだが、病気のために青白い顔をしていることから皆にブルーイッシュ

（Bluish）と呼ばれていた。ドリーニーは自分だけの秘密のノートに彼女の様子を記しなが

ら、なんとかブルーイッシュとも友だちになろうとする。血管の浮く青白い顔色をして脱毛

した頭にはいつもすっぽり毛糸の帽子をかぶっているブルーイッシュは、クラスの中でなに

かにつけて特別扱いされている。そんな誰とも馴染めないブルーイッシュもドリーニーには

少しずつ心を開き、いつしか自分が白血病であることを打ち明けて病気の辛さも話すように

なっていった。そして社会科の共同研究を契機に、褐色の肌のドリーニー、蜂蜜色のテュリ、

青白いブルーイッシュ、と外見の異なる 3人はしだいに友情を深めていく。こうしてブルー

イッシュとは親しくなれたものの、ドリーニーはブルーイッシュの母の冷たい態度がどうし

ても苦手だった。ブルーイッシュはユダヤ系アメリカ人（ジューイッシュ）を母にアフリカ

系アメリカ人（ブラック）を父に持つのだが、実は、彼女の母は、娘のブルーイッシュとい

う呼び名を Blewish（ジューイッシュとブラックの混血を表す蔑称）であると思い込んでい

た。そして娘がクラスでいじめられていると勘違いして、ドリーニーたちが娘に近づくこと

を警戒していたのだった。ドリーニーの説明でブルーイッシュの母の誤解もようやく解け、

3人はそれぞれの家族を交えて年末の行事を催すことになった。アフリカ系アメリカ人の風

習であるカンザ、ユダヤ系アメリカ人の行事ハヌカ、そしてヒスパニックの伝統的なクリス

マスを同時に祝うパーティーは盛り上がり、それぞれの家庭に伝わる料理や飾りつけを持ち

寄って、皆で楽しむ一夜になった。今ではブルーイッシュの病状も徐々に回復に向かい、短

時間であれば車椅子から立ち上がって歩くこともできるようになっている。ドリーニーは、

ブルーイッシュのことを書き記してきたノートを、彼女に贈ろうと心に決めたのだった。

　以上のあらすじから分かるように、この作品は、異質なグループに属する人々の相互理解と共

存をテーマとしているのだが、『ブルーイッシュ』には 2つの位相において異質なグループが描

き出されている。1つは「病気」と「健康」という身体状況に差異のあるグループである。深刻

な病気を抱える少女に初めて出会った時の健康な主人公ドリーニーの戸惑いをハミルトンは次の

ような会話で表している。

“Daddy? Do. . . do kids get sick. . . and die, I mean, real easily?”
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“No, not at all. Kids are tougher than anybody! Dreen, She is in school with you.” And quickly, 

before she could tell him how scary it all was, he changed the subject16）.

「おとうさん、子どもって病気になると、それで死んじゃうの？　そんなに簡単に？」

「いや、ぜんぜんそんなことないよ。子どもはなにより丈夫なものさ、ドリーニー。その子

はちゃんと学校にも来てるんだしね」お父さんはそう言うと、ドリーニーがどんなに怖くて

不安な思いをしているかを聞いてもらう前に、話を変えてしまいました。

同じクラスの生徒が病気と聞いただけですぐ死に結びつけて怯えるドリーニーは、父に話して何

とか気持ちを落ち着けようとするが、うまくいかない。健康な少女にとって、常に病気と向き合

う生活は想像や理解を超えてただ恐ろしいものに感じられた。そしてこの出会いの後、日常的な

触れ合いを重ねる中で「病気」と「健康」という身体的に異なる状況にある者がたがいに理解し

てゆく過程をハミルトンは丁寧な筆致で描き出してゆく。この作品において、異質なものどうし

の「相互理解と共存」というハミルトンの関心は民族的差異ばかりではなく身体的な差異へも広

がりを見せていることがわかる。

　しかし、『ブルーイッシュ』におけるハミルトンの最大の関心は民族的・文化的に異なるグ

ループに属する人々の「相互理解と共存」であろう。ここに登場する人物は、アフリカ系アメリ

カ人、ユダヤ系アメリカ人、ヒスパニック系アメリカ人と民族的多様性に富んでいるのだが、彼

らはそれぞれの民族伝来の文化をたいせつに守りつつ、他の民族的グループの文化にも敬意を

払っている。その様子をハミルトンは、登場人物が一堂に会するクリスマスの場面として「私た

ちみんな（All Us）」と題された最終章で次のように描いている。

  They went to the living room. The table was set, and they would have food later. Next, 

Dreenie’s mom explained to everyone that Kwanza was a new celebration for them. One that 

was fun and interesting. “We always celebrate Christmas. This is something new and 

informative. We light seven candles.” “We light candles for the Hanukkah holidays,” Bluish 

said. “It’s my mom’s tradition. We have Christmas, too.” . . . Dreenie’s mom said, “This 

represents Umoja, the first principle of Kwanza. It means unity and helps us work together in 

our family, in our country, in our nation.17）”

　みんなは居間に入って行きました。そこには食卓の用意がもうできていましたが、食べる

のは後にしました。お母さんはロウソクの横で、ドリーニーの家では最近になってカンザの

行事を始めたことをお客さんたちに話しました。それはとてもおもしろくて楽しい行事なの

です。「いつもこうして、みんなでクリスマスをお祝いするんです。なんだか新しい感じで

勉強にもなるでしょ。7本のロウソクに火をつけるんですよ」それを聞いてブルーイッシュ

が、「うちでもハヌカのお祝いにロウソクをつけるのよ。ハヌカはお母さんの家に伝わる行

事なの。うちでは、クリスマスもお祝いするのよ」と言いました。［中略］ドリーニーのお
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母さんは「このロウソクはウモジャを表しているの。ウモジャっていうのはカンザの行事で

いちばん大切なこと。ウモジャはみんなが一つになることなのよ。そしてそれはね、みんな

が家族のため、国のため、民族のために一緒に働けるように守ってくれるのよ」

この場面からは、ドリーニーの家では、最近になってクリスマスと同時にアフリカ系アメリカ人

の行事カンザを祝うようになったこと、ブルーイッシュの家でもキリスト教の伝統であるクリス

マスとユダヤ教の伝統ハヌカの両方を祝っていることがわかる。そして、なにより注目すべきは、

ロウソクに火を灯しながらドリーニーの母がその意味を語る言葉であろう。彼女は、7本のロウ

ソクの内の 1本は統一（unity）を象徴し、またそれは等しく国家（country）と民族（nation）

に関わっていることを集まった皆に話す。

　ここでハミルトンは、それぞれの民族の文化的伝統を持ち寄って互いを知ることの重要性を示

し、それが相互理解の第一歩であることを示唆している。さらに、ドリーニーの母の言葉を借り

て、民族に奉仕することは国家に奉仕することと抵触せず、それは「統一」につながるものであ

ることを読者の子どもにも理解できる言葉で示してみせた。ここに示される多民族共生のあり方

は、先にみたシュレジンガーの、「多文化主義の旗を振り回しながら、実は真の多文化主義をこ

えて、自分たちの属する民族集団の優越性を信じるような自民族中心主義に走ってしまう」とい

う危惧の対極にあるあり方であろう。ハミルトンは「わたしは多文化主義者です18）」と述べてい

るが、彼女の言う「多文化主義者」とは、先にシュレジンガーが肯定的に記述した「穏やかな

形」での多文化主義者を意味していると考えられる。

　しかし、ハミルトンの多民族共生への思いは既にある多文化主義モデルにはとどまらなかった。

彼女は文化多元主義的モデルとも多文化主義的モデルとも異なる新しいモデルを提示してみせた

のだ。『ブルーイッシュ』が出版された 1999年に、ハミルトンは UCLAにおいて次のような講

演を行っている。

  I write about people of color, and my milieu is black America. I write my take on parallel 

American cultural experiences of African American. There are other parallel cultural 

experiences being written about that are also American — Asian, Hispanic, Indian, 

European — here in America. When we speak about cultural diversity, we are talking about 

parallel culture communities. As member of one ethnic group, it’s my artistic prerogative to 

give expression about that group19）.

　わたしは濃い肌の色をもつ人々について書きます。そして私の置かれた立場は肌の黒いア

メリカ人です。私は、私が引き受けるアフリカ系アメリカ人のパラレルなアメリカ文化の経

験を書きます。ここアメリカには、また別のアメリカ人である人々の、つまり、アジア系の、

ヒスパニック系の、インド系の、ヨーロッパ系の人々のパラレルな文化もあり、それらもま

た書かれるべきです。私たちが文化の多様性について話す時、私たちはパラレルな文化を持
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つコミュニティについて話しているのです。一つの民族集団に属する者として、その集団に

ついて表現することは私の芸術家としての特権です。

ここに見られる「パラレルな文化」（parallel culture）という言葉は、ハミルトン独自の用語であ

る。彼女はこの言葉を 1990年代になって初めて使い始めているようだが、これこそ多文化主義

論争に対するハミルトンの応えと言えるのではないだろうか。では、パラレルな文化とはどのよ

うな概念であろうか。ハミルトン自身の言葉に耳を傾けたい。

  To understand America’s parallel culture imperatives is to know that each culture is a 

significant part of the fabric of this country. The fabric’s warp and weft is the texture of 

multiculuturalism. Parallel cultures, rather than the terms minority, majority, is a worldview and 

best reflects or describes ofttimes integrated but often deliberately separated communities of 

present-day America20）.

　アメリカはパラレルな文化をもつという不可避な事実を理解することは、それぞれの文化

がこの国を形作る織物の重要な一部分であるということを知ることです。その織物の縦糸と

横糸に当るのが「多文化主義」という素材です。「パラレルな文化」という言葉は、「マイノ

リティ」「マジョリティ」という言葉より、広い世界観を持ち、今日のアメリカにおいてし

ばしば統合されたり意図的に分離されたりする共同体を最もよく反映し描写しています。

ここに示されているように、ハミルトンは「パラレルな文化」を、多文化主義という糸を使って

織り上げた 1枚の織物に例えてみせる。縦糸と横糸はそれぞれが一本ずつ平行に並んでいるのだ

が、織物全体として見たとき、それらは互いにしっかり組み合わさり容易にもとの一本の糸に分

かつことはできない。そこにハミルトンの描く「統合」のイメージを見ることができる。縦糸と

横糸に例えられる個々の民族文化はそれぞれ独立して平等に存在するが、それらは相互に関係を

持ちながら全体として一枚の織物のように国家としての統一を保っている。「多文化主義」とい

う概念が、複数の民族文化が平等に並び立つイメージを想起させるのに対し、「パラレルな文

化」という言葉は多文化主義の持つ独立的な並行性を内包しつつ、それをさらに発展させた重層

的なイメージを喚起する。ここにハミルトンの提起した新たな多民族共生のモデルを見ることが

できると言ってよいであろう。

　さらに、「パラレルな文化」という言葉が持つこの重層的なイメージは、個々人の置かれた文

化的状況をも映し出すだろう。『ブルーイッシュ』に描かれた登場人物たちのように、現代の社

会において多くの個人は複数の文化に関わりながら存在している。自らがアフリカ系アメリカ人

とアフリカ原住民の二つの文化の中で育ち、さらに複雑な文化的背景を持つ 2人の子どもの母親

であったハミルトンであるからこそ、個々人がその内に持つ文化的多層性を強く意識していたに

違いない。このように見てくると、ハミルトンが示した「パラレルな文化」という概念は、社会
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という公共的領域と個人という私的領域の両者において文化の重層的なあり方を示す概念である

といえるであろう。

おわりに

　多文化主義をめぐる議論に対してのハミルトンの応え、すなわち、新しい多文化共生モデルと

しての「パラレルな文化」の概念は、アメリカ児童文学界で高く評価されているようである。ハ

ミルトンの伝記を著したニーナ・ミケルセンは次のように記している。

  Hamilton’s introduction of the term “parallel culture” into the current literary vernacular 

has been a strong influence for opening the doors of children’s literature of various ethnic 

groups. The Horn Book Magazine has now instituted a column entitled “Books of Parallel 

Cultures,” edited by Rudine Sins Bishop — evidence of the growing trend in the field to give 

stronger visibility and critical attention to books about many ethnicities, especially those books 

of both high artistic merit and strong cultural authenticity. And the concept of parallel cultures 

promises to displace dichotomous thinking about “mainstream” and “nonmainstream” children 

in the future21）.

　ハミルトンが「パラレルな文化」という言葉を現代の文学用語に導入したことは、さまざ

まなエスニックグループの児童文学の扉を開くことに強い影響を与えてきた。ホーンブック

マガジンは今ではルディン・シンズ・ビショップ編集の「パラレルカルチャーの本」という

コラムを設けているが、これは多くのエスニシティに関する本、特に高い芸術的真価と強い

文化的正統性の両方を備えた本に、より明解な批評上の注目を与える分野で大きな潮流が存

在することの証拠である。そして「パラレルな文化」の概念は将来「主流」と「非主流」と

いうように子どもを二分する考え方をなくすことを約束するものである。

この記述の中で、アメリカを代表する児童文学雑誌『ホーンブック誌』のコラムに「パラレルな

文化の本」というタイトルが付されているという報告は注目に値する。振り返れば「多文化主

義」という言葉がアメリカで初めて一般的に使われ出したのは教育界においてであった。

1980年代の教育現場では子どもに「多文化的な本」を与えることが盛んに議論されたものであ

る。「パラレルな文化」という言葉や概念もまた、子どもの本棚を飛び出して広い世界を歩き出

すかもしれないのだ。早すぎる退場が今なお惜しまれるヴァージニア・ハミルトンであるが、彼

女はアメリカ児童文学界のみならず、多民族の共生を求める世界中の人々に大きな遺産を残した

と言っても過言ではあるまい。
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