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たのしいアクティヴィズム①
反撃の作法篇
イルコモンズ / 小田マサノリ
（元・現代美術家 /文化人類学者 /アクティヴィスト/東京外国語大学アジア・
アフリカ言語文化研究所特任研究員 /中央大学文学部兼任講師）

20 世紀の終わりの世界に混乱と不幸をもたらしたグローバリ
ズムに対する人びとの反撃は路上からはじまりました。その
反撃はいまも多様な戦術やスタイルを次々に生み出しながら
続いています。この講義では「シアトル以後」から「エジプ
ト以後」の現在までの世界の多様なムーヴメントをお手本と
しながら、私たちにもできる「反撃の作法」を学びます。
●参考 HP：「イルコモンズのふた。」http://illcomm.exblog.jp/

いまここから始まる抵抗
毛利嘉孝（東京芸術大学准教授）

「抵抗」というと大袈裟な響きがありますが、実は
ふだんの日常生活の中にさまざまな「抵抗」の契
機が潜んでいます。最近の国内外の文化政治運動
を手がかりに、日常生活の「抵抗」の実践を考え
たいと思います。
●主著：『ストリートの思想─転換期としての1990 年代』NHK ブックス 2009/

『はじめてのDiY─何でもお金で買えると思うなよ！』ブルース・インターアクショ
ンズ 2008 ●参考文献：毛利嘉孝『ストリートの思想─転換期としての1990
年代』NHK ブックス 2009/ 毛利嘉孝『はじめての DiY ─何でもお金で買える
と思うなよ！』ブルース・インターアクションズ 2008

ことばとビートで紡ぐ占領への抵抗
─アラブ・ヒップホップとパレスチナの若者たち 
田浪亜央江
（大学非常勤講師 /ミーダーン〈パレスチナ・対話のための広場〉運営委員）

陰惨な死と恐怖だけがパレスチナではない。占領
や差別に抵抗する者たちの文化は、支配者たちの
文化より圧倒的にカッコよく、力強い。これがお
伝えしたいことです。
●主著：『〈不在者〉たちのイスラエル─占領文化とパレスチナ』インパクト出
版会 2008 ●参考文献：山本薫「我々を隔てることはできない─映画『スリン
グショット・ヒップホップ』が見せたパレスチナラップの可能性」『インパクション』
175 号 インパクト出版会 2010

（08「アラブ大変動」クラスと合同）

映画を観る

セクシュアルマイノリティとして
生きること、語ること
◆上映作品：『しみじみと歩いてる』
（監督：島田暁 /日本 /77 分 /2010）

島田 暁（映像作家 /ブログ「フツーに生きてるGAYの日常」主宰）

ゲイである自分のことを、ブログを書きながら徐々に受け入
れ、映像を YouTube に載せながら性的マイノリティの多様さ
を知り、映画を作るに至るまでの体験を語ります。
●参考 HP：「フツーに生きてる GAYの日常」http://akaboshi07.blog44.fc2.com/

韓国における抵抗の文化と「場」
─民主化闘争から現在まで
金
キ ム

 友
ウ

子
ヂ ャ

（立命館大学国際言語文化研究所研究員）

抵抗の運動や文化の創出において「場」はどのよ
うな意味をもっていたのか。「場」に注目して、韓
国の民主化闘争を振り返りつつ、2000 年代に出
現した新しい動きを紹介する。 
●主著：『歩きながら問う─研究空間〈スユ＋ノモ〉の実践』（編訳）インパク
ト出版会 2008/『ディアスポラから世界を読む─離散を架橋するために』（共
著）明石書店 2009 ●参考文献：金友子（編訳）『歩きながら問う─研究空間〈ス
ユ＋ノモ〉の実践』インパクト出版会 2008

貧乏人の反乱！
─街にのさばるマヌケ大作戦
松本 哉（素人の乱）

くだらない金持ち中心社会などには目もくれず、
すでに大バカな奴らが続々と謎の社会を切り拓い
ている！ さあ、キミも明日からとんでもないこと
をしでかしてみないか !?
●主著：『貧乏人の逆襲！─タダで生きる方法』筑摩書房 2008/『素人の乱』（共
編）河出書房新社 2008

アビジャンのストリート音楽
─文化の模倣と創造
鈴木裕之（国士舘大学文化人類学教授）

新しい文化が生まれるとはどういうことか？ アビジャンのス
トリート音楽を通して、現代アフリカの若者によるアクティ
ヴィズムを紹介します。
●主著：『ストリートの歌─現代アフリカの若者文化』世界思想社 2000/「アフ
リカ文化論─音楽から見たアフリカ社会  伝統から現代まで」舩田クラーセン
さやか（編）『アフリカ学入門─ポップカルチャーから政治経済まで』（共著）
明石書店 2010 ●参考文献：マビヌオリ・カヨデ・イドウ『フェラ・クティ―戦
うアフロ・ビートの伝説』（鈴木ひろゆき訳）晶文社 1998/ エレン・リー『ルー
ツ・オヴ・レゲエ―最初のラスタ  レナード・ハウエルの生涯』（鈴木ひろゆき訳）
音楽之友社 2003

映画を観る

アーティストが問う戦後日本
─映画『ANPO』が紡ぐ抵抗の表現
アライ＝ヒロユキ（美術・文化社会批評）

◆上映作品：『ANPO』
　（監督：リンダ・ホーグランド/アメリカ・日本 /89 分 /2010/ 配給・宣伝：アップリンク）

映画『ANPO』は戦後の欺瞞を暴くアーティストのドキュメ
ントです。1950 年代の反基地闘争から近年の沖縄問題まで、
社会批評をも担ってきた美術の系譜を紹介します。
●主著：『宇宙戦艦ヤマトと70 年代ニッポン』社会評論社 2010 ●参考文献：
池田龍雄『夢・現・記 ─画家の時代への証言』現代企画室 1990/ 桂川寛『廃
虚の前衛─回想の戦後美術』一葉社 2004

● 2011 年５月～ 11 月　● 基本的に隔週木曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全 12 回 / 定員 30 名　● 受講料 32,000 円 

5/21（⼟）14:00 〜 16:00

6/30

7/14

7/30（⼟）午後	360分

6/4（⼟）14:00 〜 16：30

6/16

働く者たちの魂のことば
─経済の高度成長で消えた労働者の歌と文学
鎌田 慧（ジャーナリスト）　
労働者の文化は、労働運動とともにあった。労働運動が消えて、
労働者の文化が消えた。労働者よ、歌え！
●主著：『自動車絶望工場─ある季節工の日記』講談社文庫 1983/『空港 25
時間』講談社文庫 2010 ●参考文献：小林多喜二『蟹工船 一九二八・三・
一五』岩波文庫 2003/ 葉山嘉樹『セメント樽の中の手紙』角川文庫 2008

いつの時代にも、抑圧や差別、国家、戦争、占領、貧困、搾取などに対する人びとの抵抗があります。権力
に対する直接的な対峙という形をとることもあれば、映像、文学、音楽、アート、歌などのシーンを形成し
ながら時代のうねりをつくり出すこともあります。それらの作品の影響は大きく、実は私たちの想像をはる
かに超える豊かな手法やスタイルに満ちています。人びとは、なぜ、何に、どのようにして立ち向かってい
るのか。その社会的背景や構造について学ぶと同時に、「抵抗」という文化を生み出してきた人びとの原動
力に迫ります。生きにくい社会を変えていきたいと思うあなた、「抵抗」のためのアクティビズムを学び、
今この場から動き出してみませんか？

抵抗の文化
─ 近未来のためのアクティヴィズム

社会を知る
学校

チェ・ゲバラ―未完の革命
太田昌国（現代企画室）

今なお語り継がれることが多い革命家チェ・ゲバ
ラが遺した理論と生き方を、現在の課題に即してふりかえり
ます。特に資本主義批判と民族問題の観点を重視します。
●主著：『「拉致」異論─日朝関係をどう考えるか』河出文庫 2008/『新たな
グローバリゼーションの時代を生きて』河合文化教育研究所 2011●参考文献：
太田昌国『チェ・ゲバラ プレイバック』現代企画室 2009/ チェ・ゲバラ『マル
クス=エンゲルス素描』（訳書）現代企画室 2010

たのしいアクティヴィズム②
未来の政治篇
イルコモンズ / 小田マサノリ
（元・現代美術家 /文化人類学者 /アクティヴィスト/東京外国語大学アジア・
アフリカ言語文化研究所特任研究員 /中央大学文学部兼任講師）

20 世紀の終わりの世界に混乱と不幸をもたらしたグローバリ
ズムに対する人びとの反撃は路上からはじまりました。その
反撃はいまも多様な戦術やスタイルを次々に生み出しながら
続いています。この講義では「シアトル以後」から「エジプ
ト以後」の現在までの世界の多様なムーヴメントを回顧しな
がら、「未来のアクティヴィズム」を展望します。
●参考 HP：「イルコモンズのふた。」http://illcomm.exblog.jp/
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9/22 19:00 〜 21:30
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10/20

11/10

11/24

中国─生きることと働くことを結ぶための
労働者の表現活動
胡
コ

 冬
ト ウ

竹
チ ク

（法政大学沖縄文化研究所奨励研究員）

歴史と現実との矛盾の「はざま」で、幾度の屈折
を経ながらも、表現することで自らを解放し、他
者と連帯しようとしてきた中国の労働者。彼・彼
女らはいま再び、芝居や音楽、踊り等の「主体的
な表現」を武器にして、自らの「尊厳」を守ろうとしている。
●主著：新崎盛暉『沖縄現代史』（中国語版・翻訳）北京三聯書店 2010/『ア
ジアのなかで沖縄現代史を問い直す』（共著）沖縄大学地域研究所 2010 ●
参考文献：ジャ・ジャンクー『ジャ・ジャンクー「映画」「時代」「中国」を語る』

（訳書）以文社 2009/ 丸川哲史『ポスト〈改革開放〉の中国─新たな段階に突
入した中国社会・経済』作品社 2010
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映画『しみじみと歩いてる』より


