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大正期婦人雑誌読者にみる女性読書形態
一 『主婦之友』にみる読者像・一.

石 田 あゆう

0は じめに 問題の所在

「本が売れない」、とよく耳 にす る。それは当然 なが ら、マイナスのイメージで語 られ

る。 しか し、それは人が読書 しなくなったことを表 しているのだろ うか。

「読書」 といえば、ふつう思い浮かぶのは、本を読む、ということである。だが、活字

を読むこと、 と考えてみれば、女性雑誌、漫画雑誌、コミック、情報誌なども人は 「読む」

のであ り、書籍に比べればそれ らは圧倒的に売れているのである。 また、 「読 む」 という

ことに注 目すれば、テレビも読 まれるもの、 と考えることが今 日、可能であるω。テ レビ

の受け手 はメデ ィアが提供する娯楽、情報 を 「読む」一種の 「読者」なのであ り、一方的

に情報 を受け取る 「視聴者」ではないというわけで ある。 こうした議論では 「読む」 とい

う行為の能動性が注 目されているのであ り、受け手 である 「読者」の行為は常に荷 らかの

能動性を伴 うもの、 と考えられている。テ レビは一種の読み物であるがゆえに、それを 「読

む」能力、つ まりメディア ・リテラシーの向上が議論 されることになる。今 日のインター

ネッ トや電子 メールであれば、読むだけでな く、書 く能力 も要求されるであろう。

以上の ように、一概 に人は 「読書」 しなくなっている、 とはいえない状況がある。本以

外 の様 々なものが 「読 まれる」ようになっているのである。しかしなが ら、 「読書」習慣

は衰退 していると して、危機感 をもって論 じられるのが一般的なのである。こうした議論

は 「読書」の一側 面 を強調するあ まり、読者が持つ多様な能動性 をあまりに見落 としてい

るのではないだろうか。

こうした状況は現在 に限ったことではない。大正 期にもすでに同様のことが言われ てい

た。大正期には女 性の間に多様な婦人雑誌が普及 してお り、多 くの読者が存在 してい た。

そうした雑誌の一つに 「主婦之友」がある。 しかし、 「良妻賢母」であり、 「主婦」であっ

た戦前の一般女性 を読者 とした 「主婦之友」は、同 じ女性であ りなが ら、 「新 しい女」 と

①ジ ョ ン ・フ ィ ス ク
、 ジ ョ ン ・ハ ー ト レ ー(池 村 六 郎 訳)rテ レ ビ を 「読 む 」 」(未 来 社 、

iwi)
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呼ばれた女性 を中心 に読 まれていた婦人雑誌 『婦人公論』 と比べると、あま りに 「通俗的」

であった。 『婦人公論』は内容的には 「進歩的」で 、婦人解放 をは じめ とした社会問題 ど

女性が関わってい くきっかけ とな り、その読者 には教養が必要 とされた。そのため、大正

期 における婦人雑 誌研究では、大衆的婦人雑誌である 『主婦之友』のほうが多数の読者に

読 まれていたにもかかわ らず、 「新 しい女」が読 んでいた 『婦人公論』が注目され るのが

一般的なのである②。

そのため、読者研究では一般女性 と比べれば 「新 しい女」の読書のほうが、評価 される。

だが、今 日のオーデ ィエ ンス研究では、受け手のメディア受容 には多様 な能動性が存 在す

るのであ り、それを明らかにすることが求められている①。一般女性がいかに婦人雑誌 を

読んでいたかを考察することは、そうした多様 な能動性 を考える上で参考 となるであろう。

本稿の課題は、 「新 しい女」 とは異なる一般女性 の読書における能動性 を明らか にする

ことにある。大正 期において、一般女性 にもっとも支持 された婦人雑誌 『主婦之友』 を取

り上げ、その読者の読書形態 を検討する。なぜ なら、一般女性 と 「新 しい女」 とでは、 「読

書」 とい うことでは同 じでも、その読み方、つ まり婦人雑誌の受容の仕方が異 なっていた、

と考えるか らであ る。 「新 しい女」の読書の視点か らは否定で きない、 また違った読 書の

能動性がそこには存在 しているのである。

第一章では、大 正期の一般女性の読書の中心 となっていた大衆的婦人雑誌が考察が され

てこなかった状況 を明 らかにする。続いて第二章で は、大正期に一般女性の支持が高 かっ

た大衆的婦人雑誌 『主婦之友』を検討する。そ して第三章では 「新 しい女」 の読書 とは異

なる、 『主婦之友 』読者の読書形態を明 らかにした上で、大衆的婦人雑誌読者が有 してい

た能動性 を評価 したい。

1「 新 しい女」 と 「主婦の友」

1-1大 正期における大衆的婦人雑誌批判

(2近代 女 性文 化 史研 究会 編 「婦 人 雑誌 にみ る大正 期 一 「婦 人 公 論」 を中心 に 」(近 代 女 性

文 化史研 究会 、1995)、 お よび近代 女 性 文化 史研 究会 「大正 期 の女性 雑 誌」(大 空社 、1996)、 高

崎 隆治r「 一億 特 攻」 を煽 った雑誌 た ち 一文藝 春 秋 ・現代 ・婦人倶 楽部 ・主 婦之友 」(第 三文明社 、

1984)、 私 た ちの 歴 史 を綴 る会 「婦 人雑誌 か らみ た1930年 代 」(同 時代 社 、1987)な どを参 照 。

6L連 の マ ス ・コ ミュニ ケ ー シ ョ ン研 究 お よび オー デ ィエ ン ス研究 のパ ラ ダ イム の変 遷 に

つ い ては 、竹 内郁 郎 「戦 後 日本のマ ス ・コ ミュニ ケ ー ション理 論 の系譜 」、 お よび斎藤 慎 一 「メデ ィ

ア変 容 の時代 にお け る オー デ ィエ ンス研 究 」 共 に 「マ ス ・コ ミュニ ケー シ ョン研 究」53(1998)、

また、佐 藤 卓 己r現 代 メデ ィア史 」(岩 波 書 店、1998)の 第 一章 を参照 。
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戦前、知識人の 間では大衆的婦人雑誌の評判 は良 くなかった。知識人を読者 とした総合

雑誌である 「改造」の昭和2(1927)年3月 号 には 「婦人雑誌は何処へ行 く」 と題 して 、婦

人雑誌についての四つの小論が掲載 されている。野口米次郎の 「婦人雑誌 を○いて仕舞へ」

は婦人雑誌批判の典型であろう。 この タイ トルの伏 せ字になっている部分は、当然ながら

「焼いて」 となる。野口は、 「すべての婦人雑誌は三面記事的興味を中心に編集 されてい

る。 この編集態度位婦人の文化発達 を阻害す るもの はない。如何 となれば彼等の雑誌 は茶

の間の雑談以上で ない食後の漫談閑話以上でない山の神の井戸端会議以上でない」、 とそ

の文化的程度の低 さを指摘 し、理想的婦人雑誌を作 るには、 「すべて今 日の婦人雑誌 を焼

いて仕舞 ってからの相談 にしたいといふのが私の主張である」 と述べ ている④。

また、秋田雨雀 は 「日本の婦人雑誌はアメ リカの婦人娯楽雑誌の最 も悪い点だけを模倣

したや うな観があ る」、とその商業主義的傾 向を批判 してお り、婦人雑誌の大部分は 「へ

たなデパー トメン トス トーアを連想 させ られる」 と評されている(5)。

大正期 において、大衆的婦人雑誌は商業的に大 きな成功 を収めていた。そ うした婦 人雑

誌の誌面のほとん どは恋愛、結婚の話題を中心に、美容、料理、育児 などの身辺記事 で埋

められているのが 普通であった。その商業的成功 を考えれば、読者である女性への影響力

の大 きさは想像 されるところであ り、その後の婦人雑誌のあ り方が知識人によって検討 さ

れる必要があった。それが 『改造』の企画の意図で あったと考えられる。 しかし、それは

現状の ままの婦人雑誌では評価するに値 しなかったことも表 していた⑥。

大正期 に婦人解 放を目指す運動 を繰 り広げていた 「新 しい女」からも、大衆的婦人雑誌

は批判 されている。例 えば 「新 しい女」のひとりである山川菊栄は 「婦人の個人的利 害に

関する記事 に重点をお き、性欲奴隷 、家庭奴隷 としての現在の地位 に無批判 に満足せ しめ、

それを粉飾 して享楽させ ようとしている」 と婦人雑誌を論 じているσ)。

あ くまで も日常性 に固執する婦人雑誌は女性の 「内向 きの関心」のみ を押 し進める と考

えられ、ゆえに婦 人雑誌 は女性解放を目指す 「新 しい女」か らは否定されるべ き読み物で

あった。大衆的婦 人雑誌 は、身近 な狭い範囲の問題 にのみ女性読者の関心 をひきつけ、社

〔4野口米 次郎 「婦 人雑 誌 を○ い て仕舞 へ」r改 造 」3月 号(1927)66頁
。

〔51秋田雨 雀 「雑 誌記 者達 の 自覚 と協力 を望 む」
、同 上、70頁 。

〔6他に 「婦 人雑誌 と性欲 記 事」 「中央 公論 」6月 号(1928)
、 「婦 人雑 誌 の批 判 会」 「新 潮」

6月 号(1928)、 「婦 人雑誌 批 判」 「家の 光」10月 号(1928)な どで も同 様 に、女 性雑 誌 の 内容 の

低劣 さ、商 業主 義へ の批 判 が 述べ られ てい る。

σ17)山川 菊 栄 「現代 婦 人雑 誌 論 」1930年 「経 済 往来 」11月 号(1930)
、r山 川菊 栄 集」 第

5巻(岩 波 書店 、1982)298頁 よ り引 用 。
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会 を批判できるような読書能力 を育てるといった啓蒙的役割を果たさなかったからである。

以上のように、大衆的婦人雑誌 にもっぱら否定的 な評価が与えられたのは、 日本の近代

化が 「読書」によって支え られてきたことと無関係 ではないだろう。明治期以来、 日本社

会を担 った立身出世青年は近代的読書を通 じて生みだ された。近代的読書 とは 「黙読」 に

よる読書形態を指す。 「黙読」 による読書形態へ と注目し、 「読書」 と日本社会の近代化

とを関連づけた研究 として、前田愛の 「近代読者の成立」が よく知 られている(8)。

前田は、 日本の近代的読書は、立身出世青年が郷里 を離れて、はじめて広大 な活字の世

界 にたった一人で入 り込んでい く姿 に象徴 されることを指摘 した。明治維新以後の青年 は、

維新の変革によってこれまでの価値観が大 きく変化 した。そのため自信 を失 った親た ちと

は別の新 しい生き方、価値観を自分 自身で模索 しな ければならなかった。そうした明治青

年の人生の方向を決定 した ものが、 これ までのような両親か ら授けられる教訓ではな く、

一冊の書物だったのであ る(9)。青年達 は進学するにあ たって親 と離れ て、書物 は 「音読」

されな くな り、読 書は個人的に行 われるようになる。また、情報量の拡大 とともに読書の

速 さも求め られる ようにな り、 「黙読」が普及する。そ うした 「黙読」する青年達は 「文

化 を享受 を通 しての人格の完成」 を目指 し、大正期 には教養主義文化 を形成 した㈹。ここ

でいう文化 とは書物のことにほかならない。 日本の近代化は青年達 の 「黙読」が支えたと

もいえるであろう。

また、女性であ りなが ら、書物を通 じて近代的自我形成を行お うとしたのが、平塚 らい

てふ をはじめ とす る 「新 しい女」たちであった。 「新 しい女」 は明治44(1911)年 に創刊

された文芸誌 『青鞘』か ら生 まれたω)。 『青轄』は女性 だけの手によって編集されたはじ

めての雑誌であった。それゆえ、ジャーナリズムは彼女たちを 「新 しい女」 と呼び、好奇

の目を向けたのだ った(且2)。この 「新 しい女」 は女性であ りながら、高い教育 を受け、男性

並の教養 を形成 していた。

青鞘社の女性 たちは、その後、女性解放運動へ と関わってい くことになるが、r青 鞘』

の出発点は異なっていた。それは 『青鞘』の創刊号 にある平塚 の言葉 にみるごとがで きよ

う。

「元始、女性は実 に太陽であった。真正の人であ った。今、女性 は月である。他 に依 っ

〔8)前田愛 「音読 か ら黙 読へ 一近 代 読者 の成 立」r近 代 読 者 の成立 」(有 精 堂
、1973)

(9}前田愛 「明治 初 年の読 者 像」 前掲 書
、131頁 。

㈹筒 井清忠r日 本 型 「教 養」 の 運命 一歴 史社 会 学的 考察 」(岩 波書 店
、1995)

(11)r青鞘」 につ いて は
、 中 篤邦 監修 「 「日本 の婦 人雑 誌 」解 説編 」(大 空社 、1994)157-

159頁 を参照 。
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て生 き、他の光に依って輝 く、病人のやうに蒼白い顔の月である。私共は隠されて仕舞 っ

た我が太陽 を今や取 り戻 さねばな らぬ」。

ここでの 「隠 された太陽 を取 り戻す」 とは、女性 が 「良妻賢母」や 「主婦」 として生 き

ることを強いられていることを批判 してお り、 「女性」 としての自我 を確立することを主

張 している。それが女性解放の第一歩と考えられていたのである。 「新 しい女」は 「青鞘』

とい う文芸誌 に集 まった教養人であ り、青鞘社の 「新 しい女」たちの学歴は当時の一般女

性からみてずば抜 けて高かった。 日本女子大卒が最 も多 く、女子高等師範、女子英学 塾、

その他の女学校卒業生で占められている。以上のような高学歴の女性によって 「青轄」 は

生みだ されたので ある。彼女たちは読書 を通 じて、 「隠された太陽」である自分 自身 を取

り戻そ うとした。 「新 しい女」 を生んだ背景 には、 イプセ ンのr人 形の家」 という書物が

あったことなども、そのことを表 しているだろう。

すべて女性の手 による雑誌であったが、誌面は当時の大衆的婦人雑誌 とは大 きく異 なっ

ていたことに 「青鞘」の特徴がある。口絵類などは一切な く、時折詩や短歌の作品にカッ

トが使われているだけで、たまにイプセ ンの舞台や女優、社員たちの記念撮影の写真 が載

るだけの、そっけ ないとも、高踏的 ともいえる編集 であった。それゆえに 『青鞘」は婦人

雑誌 ではあったが、一般女性 にとって受け入れやすい雑誌ではなかった。

全 国の若い教養 ある女性 たちの胸を揺 さぶったr青 轄』ではあったが、世間からの反発

は大きかった。そのことは平塚 らをして女性の自我形成 を目指 した教養主義的活動で はな

く、 女性 解放 を目的 と した社 会運動 に取 り組 ませ る ようにな る。 「青鞘」 は大正5

(1916)年 第6巻 第2号 で廃刊す るが、その路線 は大 正2(1913)年7月 にr中 央公論」 にお

いて婦人問題を特集 し、好評 を博 した中央公論社へ と引 き継がれる。 「中央公論』は知識

人を読者 とした総合雑誌であ り、そのことからも 『青鞘』の教養の高 さが うかが えよう。

中央公論社は大正5(1916)年1月 に婦人雑誌 として 『婦人公論』 を創刊 し、 「青鞘」が

きりひらいた路線 を一層拡大 しようとした(B)。 『婦人公論』は当時の高学歴女性 を読者 と

して想定 し、発行部数はそれほ どではなかったが、 当時の知的水準では断然他の婦人雑誌

(12)「青鞘 」 とは ブル ー ス トッキ ン グの 訳語 で あ る
。18世 紀 イギ リスで あ る婦 人の サ ロ ンに

集 まって さか ん に芸術 や 科 学 を論 じた婦 人 たちが 、 いず れ もブ ルー の靴 下 をは い てい た こ とか ら、

何 か新 しい こと をす る婦 人 にたい して嘲 笑的 につ け られ た名称 だ った。 平 塚 ら も、 雑誌 をや りだせ

ば きっと何 か いわ れる に違 い ない と考 え、 それ に先 手 を打 って 自 ら 「青鞘 」 を名の った とい う。 「青

鞘 」 の女 性 た ちがサ ロ ン に集 ま って議 論す る女 性 をモデ ル と した こ とは 興 味 深 い。ハ ー バ ーマ ス に

よる と、議論 の場 と して の サ ロ ンは政 治的 公共 圏 に先 行す る文 芸 的公 共 圏 で あ った。 そ の後 、公 共

圏 は 「身分」 の権 威 が 及 ぶ サ ロ ンか ら 「財 産 と教養 」 さえあ れ ば誰 にで も開 か れた コー ヒー ハ ウス
』
へ と移 動 した。J .ハ ーバ ーマ ス 「公 共性 の構 造転 換」 第 二版(未 来 社、1994)

(13〕「婦 人公 論 の40年 」 「中央 公論 の70年 」(中 央公 論 社
、1955)
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を抜 いていた。 『婦人公論』は 『青鞘』か らの教養主義的流れ を引 き継いで、婦人雑 誌で

あ りながら、さまざまな問題 を議論する場 を提供 したのだった㈹。

「新 しい女」は、 日本で女性 としては じめての雑誌 『青革削 を出版するという文化 的活

動 を行い、その後 、 『婦人公論』において本格的に女性解放に取 り組 んだ画期的女性 たち

であ り、今 日も高 く評価 されている。そうした近代的で進歩的な 「新 しい女」 は、 『青鞘』

や 『婦人公論』 といった活字 メデ ィアとは切 り離せ ない。 「新 しい女」 も立身出世青 年 と

同 じように、活字 を通 じて、かつての女性 とは異なる 「新 しい女」 としての自覚 を形 成 し

たといえるであろう。ゆえに 「新 しい女」にとって、大正期の婦人雑誌は商業的に成功 し、

多数の女性読者 を獲得 していたが、それだけでは婦人雑誌の本当の 「成功」 とはいえなかっ

たのである。それ どころか、商業的に成功するため に読者を引 きつけようと、 より娯 楽的

で享楽的であろうとす る大衆的婦人雑誌は、先の山川菊江のような批判を招いたのであっ

た。

1-2『 婦人公論』 と 『主婦之友』の読者層

そ うした 「新 しい女」による批判は、当時の一般女性読者 と 「新 しい女」 との教育 程度

の差を考えれば、大衆である女性が商業主義的大衆 メデ ィアである婦人雑誌によって絡め

取 られてい く過程を明 らかにし、その危険性 を警告した ものといえる。だが、そうした 「新

しい女」の声はどれほど一般女性 に届いていたのだろうか。 「新 しい女」の ような読 者が

読 む婦 人雑誌 『婦人公論』は大正5(1916)年 に、一般女性読者に最 も支持 され るように

なる婦 人雑誌 『主婦 之友』は大正6(1917)年 にと、ほぼ同 じ時期に創刊 されて いるのだ

が、その読者層には大 きな断絶があった。

『婦人公論』はその内容の難解 さから、その読者 は高等女学校以上の教育を受 けている

と推定 され る。 また、大正期のその読者投稿欄は論説 を闘わせる討論の場 となってお り、

社会問題を論 じるだけの能力をもった教養の高い読者像が浮かぶ。初期の読者投稿欄 の投

稿者数男女ほぼ同数であ り、男性の議論への参加 も多 く、 「読者の三分の一以上が男子だっ

た」 ともいわれている(15)。以上のことか ら、 『婦人公論』の読者は男性 を少 なからず含ん

でお り・高学歴の女性が読んでい々と推定 され よう。

では 『主婦之友 』の読者はどうか。その 「読者参加記事」か ら推定 される読者 は、大正

働染谷 ひろ み 「「婦 人公 論 」の 思想 一形 成期 にお け る」近代 女 性 史研 究会 「女 た ちの近代 」

(柏書 房 、1978)

働半澤 成二
、1986「 大 正 の雑 誌記 者」(中 央 公論 社 、1986)6頁 。
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期、昭和期 ともに教師や会社員などの給料生活者世帯の主婦が最 も多かったと言われてい

る(16)。創刊時に想定されていた読者はサラリーマン家庭 の主婦 を中心 に、農家 ・商家の主

婦であって、中間層の中か ら下層部分 にかけての女性であった。

『婦人公論』は男性を含む高学歴の女性層 に、 「主婦之友』はそれよりも低い学歴 層の

サ ラリーマ ン及び農 ・商 ・工の中小自営業主などの 「主婦」 を中心に、広範囲にわた って

女性 を中心に読まれていた。だが、 「主婦之友」は次第に、r婦 人公論」の読者層へ もそ

の読者 を拡大 してい く。

東京市社会局が 大正13(1924)年 に行った 「職業婦人に関す る調査』によれば、 「職業

婦人」のなかで新 聞を購読 しているのは調査 した900人 の内800人 であ り、雑誌 を購読 して

いる者 は747人 を数える。雑誌の内訳 をみると、 「婦人公論』196人 、 『婦女界』181人 、

「主婦之友」144人 、r婦 人世界』86人 、 「女 学世界」49人 、r婦 人倶楽部」32人 、r女

性』32人 、 「婦人之友』20人 、 「女性改造』15人 となってお り、圧倒的に婦人雑誌で しめ

られている(1η。彼女たちは 「職業婦人」だけあって、進歩的であ り、啓蒙的な 『婦人公論」

も読 むが、 しか し一方で 「主婦之友」や 『婦女界」 といった大衆的婦人雑誌 も読む女性 た

ちであった。 「主婦之友」をは じめ とする大衆的婦 人雑誌読者は 「遅れた」主婦たちだけ

ではな く、 「進ん だ」 といわれる職業婦人たちにも支持 されているのである。職業婦 人は

ある程度の教育 を受けてお り、先の読書調査 を見て も、読書率はかな り高 く、知的関心の

度合いはけっして低い ものではない。このこ とは、大衆的婦人雑誌は、教養 ある読者 にも

受け入れられてい たことを示 してお り、 「新 しい女」が批判 したように、 「主婦之友」等

の婦人雑誌 を単 に教育程度の低 い女性の娯楽雑誌であるとして退けられない状況がある。

それにもかかわ らず、 『婦人公論」はその差をあ えて埋めようとはせず、むしろ大衆的

婦人雑誌 との差異化 をはかることで、従来の読者 をまもって、現状を維持 してい く㈹。そ

の一方で、 『主婦 之友』は読者層 を拡大 し、大衆的婦人雑誌 として発行部数 をのば してい

く。r婦 人公論』の発行部数は5万 部か らせいぜ い18万 部 にとどまっていたのに対 し、 『主

婦之友」は最盛時 には百数十万部に達す る。戦前の女性読者 について考察 した永嶺重敏 に

よると、・「大衆型婦人雑誌はその名の通 り階層 を問わず殆どあらゆる女性達 をその読者 と

して獲得するのに成功 した。そして、ただ、職業婦 人や女学生等の知的エリー ト階層 にお

⑩木村 涼 子 「婦 人雑誌 にみ る新 しい女 性像 の登 場 とその 変 容 一大 正 デモ クラシ ーか ら敗 戦

まで」 「教 育学研 究」56巻 第 四号(1989)、 寺 出浩 司r生 活文 化論 へ の招待 」(弘 文 堂、1994)

{17!東京市 社 会局 「職 業 婦 人 に関す る調 査 」(東 京市
、1924)3頁 。

㈹ しか し
、 昭和 に入 る と知 識 人指 向型 のr婦 人 公論 」 も不 振 を極 め、 そ の 「高級 」 路線 の

大幅 な修 正 を余 儀 な くされ、 大衆 的 要素 を取 り込 んで い くこ とに な る。
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いては、それに加 えて知識人型婦人雑誌が併読誌的 に読 まれていた」働 とい うのが大正期

の婦人雑誌の状況であった。

『主婦之友』の誌面 をみれば、 『婦人公論』 に比べれば娯楽的であ り、生活 に密着 した

雑誌であることがわかる。だが、 「新 しい女」たちの雑誌 『婦人公論』は一般女性 を読者

として引き込む ことはできなかったばか りか、 『青鞘』出身の女性からは批判 される よう

な婦人雑誌 『主婦 之友』が教養ある読者にすら支持 されるようになる。そうなると、 大正

期の代表的婦人雑誌である 『婦人公論』 と 『主婦之友』の違いは、読者の学歴や社会 への

関心の高 さの違いにのみ還元することはで きないだろう。

『婦人公論』は女性の自我形成 を促そうとし、そ して女性解放 を男性 と対等に論 じる場

を提供したのであり、そ うした読書 を求める女性達には魅力的な婦人雑誌であった。だが、

書店で毎月 『主婦之友』 を選択 し、購入 を決める女性たちも、 『婦人公論』 とは違った魅

力を 『主婦之友』 に見出 していたのである。 『主婦 之友』読者にとって、それを読 む こと

は どのような意味があったのであろうか。

2「 主婦之友」の読書形態

2-1大 衆的婦人雑誌 『主婦之友』の成功

まず 『主婦之友』が どのような雑誌であったかをみてお きたい。一般 に指摘 されるのが

『青鞘』の路線 を受け継いだ 『婦人公論』が 「教養 派」の雑誌であったのに対 し、 『主婦

之友』は一般の主婦の生活 に役立つ ことを目指 した 「実用派」の雑誌であった、 とい うこ

とであ る(20もその 「実用性」 が注 目される ことが多いが、 『主婦 之友』は大正6(1917)

年に一般庶民の 「主婦」が読者として想定され、創刊 されたことは重要である。

明治初期の婦人雑誌は基本的 に女学生経験者向けであった。 「学校出た後は婦人雑誌で

修養 を」 というように、女学生達が進学への道が途絶 えた後、その見聞 をひろめるの に婦

人雑誌を受容 していた。 この時期の婦人雑誌は 「良妻賢母」をかかげた雑誌ではあったが、

これ らが学校教育 にかわる女性の教養の基盤 となっていたのである。

その傾向に最初 の変化が表れるのが明治30年 前後 のことである。この時期、総合雑 誌の

誌面や創刊 された婦人雑誌名 には 「家庭」の語が頻 出するようになる。婦人雑誌では、明

(191永嶺 重敏 「雑誌 と読 者 の近 代」(日 本 エ デ ィ タース クー ル 出版部
、1997)189頁 。

(20)岡光 男r婦 人雑 誌 ジ ャー ナ リズ ム」(現 代 ジ ャーナ リズ ム 出版 会
、1981)
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治25(1892)年 に徳富蘇峰が主筆の 『家庭雑誌』 が創刊 されたのをは じめとして、明治末

年あた りまで、 「家庭」 を冠 した婦人雑誌が数多 く出版 された(2D。

この時期の 「家庭の団樂や家族員の心的交流に高い価値 を付与する新 しい家族のあ り方、

雑誌に表れる表現 をその まま使 えばく家庭(ホ ーム)〉 的な家族 を理想 とする記事が 多 く

現れること」につ いて牟田和恵 は、 「明治20年 代後半から30年 頃 を転換点 として家族 の取

り扱いが変 わったのであ り、これ以降、家庭や家族 は公論の対象から除外 され、 もっぱら

女性 を対象 として女性のみにかかわるものと して語 られてい くようになる。 これを誌面 に

おける家庭の 「私化」、 「女性化」 と呼ぶことが出来よう」(22)、と指摘する。つ まりそれ

までは 「家庭」は社会全般に通 じる問題で、男性の問題でもあったのに対 し、これ以後 「家

庭」 といえば女性 にだけむけられたメッセージとなっていったというわけである。 こうし

て婦人雑誌の読者は女性へ と特化 され始める。

だが、やは り婦 人雑誌はある程度のリテラシーを もった女性 を対象としていた。そ うし

た婦人雑誌の大衆化 はく実業之 日本社 による雑誌 『婦人世界』の返本無制限受け取 りを宣

言 した明治42(1909)年 に始 まった。これは、出版の大衆化のための流通制度 を生みだし、

女性読者拡大の口火 を切 った。一方で、明治44(191i)年 、雑誌 「青鞘』が出版 され、高

学歴女性の心をつ かんでいたことは先に述べた。そ して、大正期 にはr婦 人公論』が 「青

鞘』にかわって高学歴女性読者 を受け継 ぎ、また、 『主婦之友」は 「主婦」層を読者 とし

て開拓 し、広範囲にわたる女性 に婦人雑誌 を浸透 させてい くことになる。

『主婦之友」は創刊時、 「主婦」の語は教養が低 く 「ヌカミソくさいおかみさん」 を想

像 させる、また 「主婦」 を誌名に冠することは 「主婦」以外の女性読者を締め出している、

などの批判 を受けた。 しか し、創刊者の石川武美は 「読者 を選んで、編集の企画 を立てた

い」 と、自らの雑 誌の誌名 に 「主婦」 を冠することを決定 した。それは、石川が 「主婦に

は、勉強 してもらいたいこと、教 えてあげたいことが山のようにた くさんある。そして子

供で もうまれた ら、ぜ ひ知 っておいて もらわねばな らぬことが、数か ぎりな く多い」 と考

えていたか らである(23)。

r主婦之友』 は また、 「生活」 を重視 した婦人雑誌であった。石川が誌名に 「主婦 」の

鋤 この 「家庭 」 を冠 した雑誌 の 頻 出 と前 後 して
、新 聞 の家 庭 欄 が女 性読 者獲 得 を目 指 して

始 め られ、 それ は今 日 まで 続 い て い る。r大 阪 毎 日新 聞」 の場 合 に は明 治31(1898)年3月6日 か ら

「家庭 の 栞」 欄 力噺 設 され た。 そ して明治33(1900)年7月 に は 「家 庭欄 」 と改称 されて いる。r読

売 新 聞」 で も明治40(1907)年5月15日 か ら 「家 庭欄 」が 設 け られ 、女性 読者 を獲得 した 。新 聞 の

家庭欄 につ いて は、 川嶋 保 良 「婦 人 ・家庭 欄 こ と始 め 」(青 蛙 房 、1996)を 参照 。

〔221牟田和恵 「戦略 と しての 家族 一近 代 日本 の 国民 国家 形成 と女性 」(新 曜社 、1～り6)54頁 。

〔23)r主婦 の友 社 の五 十年 」(1967)40-41頁
。
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語 を取 り上げたの は、主婦 こそが 日常の 「生活」に最 も深い関わ りを持っていると考 えた

からであった。 「結婚 していない婦人には、 まだ生活 らしい ものがない。そんな人た ちに'

読 ませるような記 事を、この雑誌ではまった く意図 しない」のであ り、実際に 「家庭 生活

を営んでい る婦人」である 「中流家庭の主婦の生活」 に編集の焦点 をあてたのである(24)。

そのため、 『主婦 之友』 は 「主婦」だけではなく、 よ り幅広い読者の支持 を獲得する こと

になる。

「『主婦之友』 と名前 はございまして も私共未婚の者にもふ さはしい読物でござい ます

(ふみ)」(25)で あるとか、 「本誌十月号 をさる奥様 より見せて頂 き、これな らば男子の読

物 にも適当だと信 じ、直ちに注文 して以来熱心に愛読 してゐます。独身で小 さくも一家を

持 ってゐるものは、先づ主婦の務 より主人の事 まで一人で切 り回さなければならぬ と思っ

たの と、将来一家庭をな した時の考の一端 にもと思 ったのは些の誤 りもあ りませ んで した

(台湾 山本孤 舟生)」 ㈲ といった男子の投書な どからはそのことが うかがえよう。

創刊時には従業員は石川一人であ り、彼が記者、販売員、広告係、外交員、そ して経営

上の責任者 を一手 に引 き受け、 『主婦之友』は読者 を拡大 してい く。そ して、昭和にはい

り、 「到底、主婦の友(中 略)以 上の婦人雑誌をつ くることは不可能 だらうと思はれ ます。

(中略),あ れ以上 の成功 を収めることはむつか しか らうと思はれます」 と言われ、 「婦人

雑誌が、経済的に成功 をお さめるため には、主婦の友型でゆ くよ り外 に道のないことを示

してゐます」働 、と婦人雑誌の一つの形式 を確立 したのである。

2-2「 主婦之友』読者共同体の形成

『主婦之友』初期の内容は家庭経営 を第一 に、第二に身の上相談及び告白記事 に重 点を

置 き、前者では生活 に関する記事、家庭経済、衣食住、家族の健康、子供の養育か ら行 き

届いた指導を行 い、後者では、家庭生活が破綻 をきた した時の、内面的な女性の生 き方を

指導 した。こうした誌面は 「『主婦の友』は理屈 をいわない。議論 をしない。読者 といっ

しょに生活のちえ をみが き、読者 に新 しい生活の技術 と知識 を提供 し、読者に慰め と励 ま

しとたの しみを送 ることを目的としている」(28》ことを表 していた。つ まり 『主婦之友』 は

四前 掲書
、41頁 。

(25}「主婦 倶 楽部 」r主 婦 之 友」(1917)8月 号

(26)「誌上倶 楽部 」 「主婦 之 友」(1920)4月 号

〔27}平林初 之 輔 「婦 人雑誌 管 見」 「改 造 」(1927)3月 号
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主婦 にとっての社 会への窓であるよりも、彼女たちの生活の一部、 「家庭」の一部になろ

うとした婦人雑誌 だったのある。ゆえに誌上が社会問題の議論の場 になった り、啓蒙 的役

割 を担 うようにはならない。あ くまで も 「主婦之友』は読者 にとっての 「教師ではな く、

友だちであ りたい」のであ り、 「読者 に密着 して、肩 を並べ、手 をたず さえて、幸福 の道

を歩みたい」のであった(29)。

だか らこそ、 「主婦之友』はあ くまで、家庭生活 を基礎 として、小学校卒業程度の女性

で も楽 しめるようなわか りやすい書き方が される必要があった。読者 に向かって論 じるの

ではなく、話 しか けることが 目的 とされたからであ る。読者の顔みなが ら対面的コミュニ

ケーション行 うか のように文面は考えられていた。石川は 「読者の立場で、読者のために

雑誌 をつ くれ。 自分の好みで雑誌 をつ くってはならぬ」 と考えていた。

こうした 「主婦」である読者を、 「主婦」の まま、 日常生活の場である 「家庭」の延長

上で社会に連れ出 したのが 『主婦之友』が行 った読者参加型の企画の数 々である。そ れは

身の上相談 などの投稿欄 をはじめ として、新進手芸家である藤井達吉 らによる 「家庭手芸

品展覧会」や、読者公募 による手芸展などが開催 されるようになる。第一回 「家庭手芸品

展覧会」は大正13年4月20日 か ら一週間、上野松坂屋の池 の端別館で 開かれた。社史によ

れば 「『主婦の友』誌上で出品を募集すると、全国の熱心な読者から作品が続々と寄せ ら

れた。毛糸編物、 レース編、染色、各種人形 などで、中には専 門家が意外 とするようなす

ぐれた作品も多か った」㈹。 この展覧会は東 京を皮切 りに、静岡、北海道各地、京都、大

阪などで も開催 された。北海道と関西各地ではこれ と平行 して毛糸編物の講習会、講演、

音楽会なども開催 している。 また、大正14(1925)年 には浴衣地の図案募集 を行い、展覧

会を開いて、実際 に入選図案 を即売 したこともある。同年の夏には、愛読者の子弟を集め

て 「主婦の友夏季天幕村」 としてキャンプの企画な ども・行なっている。

これらの企画は あ くまでも家庭生活 とは切 り離 さない形で行 われていた。 『主婦之友』

読者たちはこうした企画に参加することで、展覧会の場で、 また子供を通 じた交流で、当

然 なが ら誌面で も身近 な女性か ら見知 らぬ女性 にまで、r主 婦之友』を共通の話題 とする

ことで、お互いの親近感を高めていた。その意味で、 「主婦之友』は 日常生活である 「家

庭」 と社会 とをつないでいたが、それよりもむ しろその区別を曖昧にする場 を形成 してい

たといえるだろう。その曖昧な空 間を満たす ものが 『主婦之友』を通 じた読者の告白であ

㈹ 「主 婦 の 友 社 の 五 十 年 」2頁
。

¢9伺上

(3。)前掲 書
、110-111頁 。
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り、投稿であ り、展覧会や後援会 を通 じた読者同志 の対面的コミュニケーションだったの

である。

3『 主婦之友』読者の能動性

3-1『 主婦之友』読者の読書形態

『主婦之友』は さまざまな企画を行 ったが、それ らはあ くまで も読者の積極的な参加に

支えられていた。 『主婦之友』読者がそ うした企画 をいかに魅力的に感 じていたか、 また

それを計画する 『主婦之友』 にいかに期待 していたかが 『主婦之友』の読者投稿欄か らは

うかがえる。それでは、実際の読者がそうした 『主婦之友』の企画の数々を、 どの ように

受容 していたかを考察 してい きたい。特 に創刊第2号 か ら基本的に継 続 して掲載 されてい

た読者投稿欄である 「主婦倶楽部」 を参考にする(31)。「主婦倶 楽部」 は大正8(1919)年3

月号のみ 「読者倶楽部」 とな り、同年5月 号か らは 「誌上倶楽部」 と名前は変わ ったが、

そこにはほぼ同 じように読者からの 「声」が掲載 されていた。それは特 にテーマが決 めら

れているわけではない読者投稿欄であ り、それだけ にさまざまな 『主婦之友』への 「声」

を聞 くことがで きる。こうした投書欄は同時期の 『婦人公論』 には見 られない ものである。

そこには読者からの 『主婦之友』への感想、身辺報告、告 白、相談、情報提供 など、多様

な 「話題」があ り、それのみか読者間での交流 も見受 けられ、読者がいかに 『主婦之友』

を読んでいたか を知ることがで きる。

まず、注 目され るのが、読者が 『主婦之友』 を他誌 と比較検討 した上で読んでいる こと

である。 「私は今 まであらゆる雑誌を手に入れ ましたが、 これほど適切な記事は見る こと

が出来ませんで した。どうか主婦の手本 となるべき記事 をどっさりお載せ くださいませ(神

戸 布引阪にて もよ子)」(32)や 、 「私は婦人世 界を十年 も拝見 して居 ましたが、二三年

前から何か他に家政の研究を材料 とした雑誌はないか と思ってお りま した ところが、 こん

ど 「主婦之友」が できましたので、私に取 りては理 想の好読物 で非常に助けとな りま した

のを喜んで居 ります(静 岡 八重子)」 働 といった類の投書 が多 く掲載 されている。そこ

⑳ しか し
、投 書 の採 否 に際 して は 編 集側 の一 定 の フ ィル タ ーが かか る た め 、採用 さ れ る投

書 に偏 りが あ り、史料 と して使 うこ との限界 が あ る こ とは否め ない。 そ う した問題 を補 う研 究 と し

て永嶺 重敏 「戦 前の 女性 読書 調査 」 前掲 書 、 を参照 。

(32)「主婦倶 楽 部」r主 婦 之友 」(1917)7月 号

〔33)「主婦倶 楽 部」r主 婦 之友 」(1917)9月 号
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には読者が多数ある婦人雑誌のなかから、 自らの意志で 『主婦之友』を選択する姿がある。

実際の読書形態としては、 『主婦之友』を実際に音読されているという状況がある。 「私

が(中 略)r主 婦之友」 を読みますと家内中が ぐる りへ集ま りまして、皆は仕事 をしなが

ら喜んで面 白く聞 いて呉れます。(岡 山県 ふ さ子)」(34)、 と 『主婦之友』 読者がそれを

家族 に読み聞かせていることがわかる。 また、 「私 はまだ県立高女の三年生でございます。

(中略)今 月はどうした ものか、他の人 に見せたくて見せたくてたまりません。それ で今

日の昼食後お友達 をた くさん呼んできて、受託設計 や素人にも出来 るモス リン友禅の染方

などを、一生懸命 に読み ました。(香 川 長谷川 しげの)」(35)、 との投書がある。 こうし

てみてみると、大正期の 『主婦之友』 は 「音読」 されることもあ り、それが家族や友人 と

のコミュニケー ションの一翼を担 っていたことがわかる。

そ して、 『主婦 之友』 を通 したコミュニケーションが身近な人間のみならず、 もっと広

い範囲で行 われて いたことは次の ような投書か らうかが えよう。 「この間は編物好 きの連

中が集 まりまして 、期 日をきめて編物展覧会 を開か うといって、みんな一生懸命 こしらへ

て持 ち寄 りました ら、まあ驚 くではござい ませんか。 どれ もこれも 『主婦之友』で教へて

頂いた ものばか り。同 じもの を二人も三人 も持へた りして大笑ひいたしました。そ してお

互が愛読者であることを知って、一層話が賑 ひ、い ろいろ、先生方のお噂までいた して愉

快でございました(茨 城の愛読者)」 働。

また、大阪婦人会が主婦之友社主催の講演音楽会 をきっかけとして誕生 したことを知 ら

せ る投書がある。 「大阪婦人会の会員達は(中 略)美 しく、立派な婦人の会合 として、真

をつ くして、成長 させてゆ きたいと願 ってをります。 どうぞ、至 らぬ私達 を、これか らも

よろ しくご指導 くださいますや うに、お願ひいた します」働。 ま・た、新潟中央処女会か ら

の投書では 「会員 中には 『主婦之友』の読者が多数 ござい ますので、近 く愛読者の会 も別

につ くっていた ・"きた く、準備 してをります」㈹ との、報告がなされている。これについ

て、記者が 「r主 婦之友」読者を中心 とした婦人会 は全国到 るところに創立 されつ ・あ り

ます」とコメントしていることか ら、読者会が特にめず らしい ものではなか ったことが う

かがえる。 またこの記者はつづけて 「皆様の方か ら、さうして御熱心に計画 してゐて くだ

(鋤 「誌 上倶 楽 部」 「主婦 之友 」(1919)12月 号

{35}「誌 上倶 楽部 」r主 婦 之友」(1924)1月 号

鉤 「誌 上倶 楽部 」 「主 婦之 友」(1926)12月 号

{37)「誌 上倶 楽部 」 「主 婦之 友」(1926)1月 号

〔38伺上
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さることを、私た ちは特 に嬉 しく存 じます」(39)、と書いているように、これ らの会は読者

の 自主性 によって生まれたものであったことがわかる。

主婦之友社は数 多 くの講習会、展覧会を催 して、読者の参加を募ったが、それはあ くま

で も読者の 自主的な参加 によるものであった。投書欄 には、読者がそうした催 しに積 極的

に参加 しようとす る姿が映 し出されている。 「記者様 、私はずっと以前か ら 『主婦之 友』

が大好 きで、愛読 してゐる者でござい ます。今度御 社は新社屋の方へお移 り遊ば し、その

お祝 いとして、種 々の催物があ り、中にも編物展覧会がある由で ございますが、私 も壮健

な体 ですと、早速編んで、ぜ ひとも出品 しますのに、誠に残念に存 じます。今子供が 着て

ゐるのをお送 りいたそ うか とも思ひましたが、何 しろ随分汚れてをりますので、それ もで

きません。(中 略)何 卒記者様二度目の展覧会をあそば して ください ませ。その時には、

必ず健康 な体 となって、お仲間 にいれて頂 きます。(京 都 とみ子)」 ㈹ とある。

他 にも、主婦之友社が設けていた、現在の通信販 売にあたるであろう代理部か ら商 品を

購入 した読者か ら、 「もう少 し主婦之友社 と接近 して、自由に相談ができたらと、今 では

願ふようにな りま した。近所 にも 『主婦之友』の愛読者がございます。御社代理部で 求め

ました品物の使用後の感想等 、よく語 り合ひまして家庭上の研究 をいたしてをります。(朝

鮮 上島律子)」 ㈹ とあ り、ただ主婦之友社によって選ばれた製品を使用するのではなく、

愛読者たちで吟味 していることは興味深い。 こう した 『主婦之友』愛読者たちは、積極

的に愛読者を増や そうとする。 「近頃は父母 まで も熱心 に読み、父などは私 より先きに拝

見す る有様です。(中 略)こ んな有益な雑誌 を宅ばか りで読んでは惜 しい と存 じ、友達や

近所の奥様 にお貸 し申してお りますが、皆様からも有益 な雑誌 とほめ られて、他の雑誌 を

とってゐた方 も 『主婦之友』 をとるや うにな りま した。(信 州 富田 しかよ)」 ㈹、であ

るとか 「裁縫所のお友達 にす ・めて全部 を 『主婦之友』の愛銃 者 にしてしまひました。(大

阪 鈴木輝江)」 ㈹、 といった投稿が 見られる。 また 「私の通ってゐる裁縫の方十五人が

十五人とも、今で は熱心な熱心 な愛読者 となられ ま して、嬉 しくて嬉 しくてなりませ ん。

(金沢 藤本 しげ)」 ㈹、 といった具合である。これは男性読者からの投書であるが、 「私

(39伺上

㈲伺 上

働 「誌 上倶 楽部 」 「主 婦之 友」(1916)2月 号

〔42)「誌上 倶 楽部」 「主婦 之 友」(1919)11月 号

{43)「新年 特 別号 を読 まれ た方の 手紙 」 「主 婦之 友」.(1922)2月1日 号

嗣伺 上
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共では農事の傍 ら妻が裁縫の教授 をいた してをりますので習 ひに来る人達には必ず御誌 を

見せ ることに定め てをりました。(中 略)八 百戸程 もある村ですが まだ雑誌の販売店 がご

ざいません。本年 の四月から私の友人が開店するこ とになってゐますから、その節は きっ

と尽力 して村の人達 に御誌の御 同情を普及いたす積 りです。(廣 島 深山生)」 ㈹。

以上のように、 「主婦之友」を読むことは、読者 同志 の結 びつきを強める働 きを持 って

いたことがその投 書欄からはうかがえよう。r主 婦 之友」がそうした機能をよ り高め るた

めに、口語のスタイルで、 まるで対面的コ ミュニケーションを行 うかのように誌面 を構成

していたことは明 らかである。つ まり 「主婦之友」 は 「音読」の機能を取 り込んでいた活

字 メディアであったのである。近代的読書である 「黙読」が普及す る以前 は、 「音読」に

よる読書習慣が一 般化 してお り、それが共同体の結 束を高める機能 を持っていた。それ と

同様 に、大正期 において も、大衆的婦人雑誌は 「音 読」の要素 を少 なか らず誌面に取 り入

れ ることで、読者の共同体 を形成 していたのである。

3-2「 音読」による読書形態

今 日、 「読書」 といえば個人的な行為であ り、黙読 を前提 としている。読者が黙って一

人で活字を追 うとい う状況が思い浮かぶ。だが、 「黙読」 による読書習慣が一般化 したの

はそれほ ど昔のこ とではない。 「黙読」が普及する以前は 「音読」が一般的で、読書 は個

人的な行為ではなかった。つま り、音読 による読書 形態は、一人で読むよりも家族や何 ら

かの集団で行われるのであ り、 日本でも明治期 には人に読 んで聞かせるという集団的読書

形態が一般的であったのである。

コミュニケーシ ョン史の観点か ら文化の発展 につ いて論 じた リースマ ンによれば、 「音

読」は伝統指向型社会の ものであ り、口頭 コミュニケーションのことを指 している。 そし

て社会が内部指向型へ と移行するとともに、コ ミュニケーションは印刷 された文字 に依存

す るようになる㈹。内部指向型社会 では学校制度 とい う教育 システムが用意 され、 また、

マス ・メディアの登場によ り人は活字 を通 じて教育 される。こうして、人は孤独 な状態で

本 を読むようにな り、家庭 をはじめ とした狭い共同体か らの解放がは じまる。つま り 「黙

読」するようにな り、そこから近代的な個人が誕生 することになる。 「書物を一人で読む

ということは、あ らたな道を一人で切 り開いてい くとい うことに外ならない」㈹のであっ

く45,「誌 上倶 楽 部」r主 婦倶 楽 部」(1920)2月 号

㈲D
.リ ー スマ ン(加 藤 秀俊 訳)「 孤 独 な群衆 」(み すず 書房 、1964)
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た。

一方で、 「音読」 は、神話、伝説、歌 なども含め て、かつては炉辺のメデ ィアとして、

家族のメンバー、ないし非常に親 しい人の間で交わされた コミュニケーションのことであっ

た。それは伝統指 向型社会において行われる社会化 のプロセスを表 してお り、年長者 から

若者へ と語 られ、伝えられる。そこでの 「物語」は単調であ り、 しか も教訓的にな りが ち

である。なぜ なら、口頭 で行 われるコミュニケーシ ョンは対面的であ り、印刷物によって

行 われる コミュニケーションよ りも 「雑音」が少な くなるか らである。口頭 コミ・ユニ ケー

シ ョンにおいては、発話者が、相手に理解 してもら うことを目的 とするため、相手が理解

できるようにその様子 を見なが ら話 を調節することがで きる。その結果、そこでのコ ミュ

ニケーションは 「物語」の共通理解を高める ものとなる。こうして 「音読」は伝統指向型

社会の共同体の協調性 を養っていた。当然なが ら書物は個人的に所有 されるものではな く、

家族共同の教養の糧、娯楽の対象であった。

「音読」は声にだ して活字 を読み上げる、 という読書形態であると同時 に、身近な人間

とのコミュニケーションを円滑 にする役割 を果たしていた。 「黙読」が普及 した現在 となっ

ては、書物が 「声 にだ して読 まれる」ことは少なくなり、 「音読」 はリテラシーが低 かっ

た前近代的な共同体 に特徴的な読書形式 ということになる。だが、 「音読」が持 っていた

コミュニケーションの意味を考えると、それは過去の読書習慣 とはいいがたい。なぜ なら、

活字 メディアを通 じて親密 な空間が生みだされたり、対面的 コミュニケーシ ョンが行 われ

た りすることは失われていないからである。そ う考えるならば 「音読」による読書形態は、

「黙読」普及以後 も残 っているということができよ う。 「音読」は 「声 にだして読 む」 こ

とだけでな く、読書が もつコミュニケーシ ョン機能のことでもある。活字は個人的なコミュ

ニケーション様式 として作用する一方、家族や仲 間など何 らかの集団を単位 とするコ ミュ

ニケーション様式 として作用する場合 も少なくないのである。そ うした 「音読」の機能 を

取 り入れた活字メデ ィアが、大正期における 『主婦之友』の ような大衆的婦人雑誌であっ

た。

日常生活に密着 した記事を中心 とする婦人雑誌 は、 「新 しい女」などの目からみれば程

度が低 く有害無益 な雑誌であった。大衆的婦人雑誌が成功 した理由の一つ に、読み物 とし

の 「告 白物」が読者の共感 を呼んだことも指摘で きる。 それら告 白、手記、体験談な どは

私的な形態ではあ った ものの、家庭の中に閉 じこめ られ、開かれたコミュニケーションの

場を持 たない主婦 に親 しみやすい形式で、社会的 な場を提供 したのであった(48㌔その意味

㈹ 前掲書
、86頁 。

Kyoto Journal of Sociology VI / December. 1998



石田 大正期婦人雑誌読者に見る女性読書形態 韮79

で、大衆的婦人雑誌の成功 を婦人解放の一部 と見なす こともで きよう。

『主婦之友』の読者はその誌上での コミュニケー ションに能動的に参加することで 、愛

読者 としての共感 を育んでいた㈹。そ うした共感が女性の相互扶助や生活情報の交換 、 日

常生活の会話を促 していたのである。この 『主婦之友』読者の能動性は 『婦人公論」読者

の能動性 とは異なるものであろう。

4お わりに

「婦人公論』 と 『主婦之友」は、それぞれ異 なった読書形態 を取 り入れた為 に、同時期

に出版された婦人雑誌でありなが ら、その読書の能動性 という点では大きく異 なっていた。

『婦人公論」は、大正教養主義の影響を受けた社会派の婦人雑誌であ り、その読書 は近

代的な自我を形成へつながる。一方で 『主婦之友』 は、あくまで も日常生活を誌面におい

て再現 した婦人雑誌であ り、読み物の記事ではニュースや報道 といったものはほ とん どみ

られない。その読書は家庭生活におけるコ ミュニケーションを支えるものである。

大正か ら昭和 にかけての 日本 では、産業化 と都市化 を基底 として大衆社会が出現 し、社

会の平準化がすす んでいたσo)。大量生産方式 に より、商品は規格化 、画一化 されて大量販

売され、雑誌 も商品の一つ となる。大量の読者を獲 得する婦人雑誌 もそんな商品のひ とつ

であった。

「読書」は大衆化 したものの、女性 の人格向上 を目指 し、 「読書」を通 じて教養 を獲得

することを主張 した 「新 しい女」 にとってそれは真の 「読書」 とは言い難いものであった。

ゆえに商業的に成功 してお り、多数の読者を獲得 していても、娯楽的 ・享楽的傾 向の婦人

雑誌は 「進歩的」 な 「新 しい女」か らは批判 されたのだった。

だが、一般女性 に受け入れられたのは 「主婦之友」である。その広範な普及 によ り、婦

人雑誌は読者 たち に日常生活において共通の話題を提供 し、女性の 「横の」つ なが りを支

㈹ 大衆 向 け婦人 雑誌 の 身の 上相 談 につ い ては
、 バ ーバ ラ ・ハ ミル ・佐藤 「女 性 一モ ダニズ

ム と権利 意 識」 南博 ・社会 心 理 研 究所r昭 和文 化1925-1945」(勤 草 書房 、1987)、 斉藤 美穂 「婦

人雑 誌 にお け る身 の上 相 談 一大 正期 を中心 に」 近 代女 性 文化 史研 究 会 「大 正期 の女性 雑誌 」(大 空

社 、1996>を 参 照 。

働 コ ミュ ニ ケー シ ョン の観 点か らで は な く
、主 婦役 割 の形 成 にお いて女 性 の能動 的 読 書 を

考察 した論 考 と して、木 村 涼子 「婦 人雑 誌 の情 報 空 間 と女 性大 衆 読者 層 の 成立 一近 代 日本 にお ける

主婦役 割 の形 成 との 関連 で」 「思想 」812号(1992)を 参 照。

{鋤筒井 清 忠 「戦 間期 日本 に おけ る平 準 化 の プ ロセ ス」1996「 昭和 期 日本 の構 造」(講 談社

学 術文 庫 、1gg6)
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えた。大衆 的婦人雑誌は 「文化の享受を通 しての人格の完成」を目指す黙読する 「新 しい

女」 を生 まなかったか もしれないが、雑誌 とい うメディアを通 してコ ミュニケーシ ョンを

行 う、音読す る 「主婦の友」を生んだのである。明治後期から大正期 にかけては、 「音読」

と 「黙読」 というそれぞれ異 なった読書の要素を取 り入れることで特徴的な二つの婦 人雑

誌が存在 していたのであ り、それぞれに能動的な 「読書」であったといえるであろう。

そ して、 「黙読」の普及は 「音読」の消滅 を意味 しなかった。実際 に声に出して読 まれ

る状況は少 な くなっていったが、大衆的婦人雑誌は共同体的 ・音読的な読書の要素 を取 り

こみ、 「音読」 による読書を受け継いでいったのである。

一般 には 「音読 から黙読へ」 と論 じられるように、近代的読書、つ まり 「黙読」が理性

や 自我を育んだ、 その文化的価値から見れば、 「音読」 は過去の読書習慣 として顧み られ

ることは少ない。だが、今日の電子的なコミュニケーシ ョンは、ラジオやテ レビによる 「二

次的な声の文化」を生みだすのであ り(51)、その前史としての最初の 「声の文化」である 「音

読」 による読書習慣 を再考す る必要があるとの主張 も今 日存在す る。

「はじめに」で みたように、今 日受け手の 「能動性」が注 目されつつある。 しか し大正

期 においてすでに、大衆的婦人雑誌 という活字メデ ィアを 「読む」 ことで、その受け手で

ある読者が能動的 にコミュニケーションを行 っていた。そこには送 り手のメッセージ をた

だ に受容するだけでなく、投書す ることで自ら情報 を発信 した り、愛読者の会を組織 した

り、他の愛読者や編集者 とコミュニケーションを行お うとする 「能動的」な女性読者があっ

たのである。

(い しだ あゆう ・博士後期課程)

`5DWJオ ン グ(桜 井 直文
、林 正 寛 、糟 谷 啓 介訳)r声 の 文化 と文 字 の文 化」(藤 原書 店 、

1991)2頁 。
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        The Forms of Women's Reading 

around Magazines for Women in the Taisho Era

Ayuu ISHIDA

     This paper aims to reconsider the activeness of women's reading in the Taisho era. 

Women readers have been said to be of two types: one type had an active way of reading, 

the other's was passive. The former were called "new women" and read magazines of 

liberal views, including "Fuzin Koron". In contrast, the latter type of reader read popular 

magazines for women with a large circulation, including "Shufu no Tomo". These magazines 

acted as an instructional apparatus to help women accept the norm that they had to become 

"good wives and wise mothers" for the preservation of the Japanese national system . 

     However, was the second type of readers so passive? In contemporary research, the 

activeness of audience in responding to media is pointed out. Audiences don't only "receive" 

information by mass media, but also "read" media actively. I would like to apply this 

discussion to female readers in the Taisho era, in order to prove that they were already 

active readers who could choose information and communicate one another.
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