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2010 年度日本女性学会大会
日時：６月 19日（土）・20日（日）
会場：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

〒 540-0008　大阪市中央区大手前 1丁目 3番 49号
Tel：06-6910-8500
アクセス：京阪・地下鉄「天満橋」より徒歩５分／ JR…東西線「大阪城北詰」より徒歩 10…分（詳
しくは 10頁をご覧ください）

後援：財団法人　大阪府男女共同参画推進財団
参加費：会員 500円／常勤の非会員 1000 円／常勤以外の非会員 500円

プログラム
第１日　６月 19日（土）
	 12：30 〜	 受け付け開始
	 13：30 〜 17：30	 大会シンポジウム「社会を動かす女性学」（1階パフォーマンススペース）
	 18：00 〜 19：00	 総会（懇親会に出席される非会員の方向けには、別室でビデオを上映します。）
	 19：00 〜 21：00	 懇親会（ドーンセンター内レストランゆいまーる／参加費：常勤 4000 円／常勤以外 2000 円）

第２日　６月 20日（日）
	 9：20	 受け付け開始
	 9：40 〜 12：40	 個人研究発表（第 1〜第 4分科会）
	 13：30 〜 15：30	 パネル報告／ワークショップ（①〜④）
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趣旨説明
木村涼子（コーディネーター）

　1960 年代末に日本において「ウーマン・リブ」が芽吹き、70 年代には性差別を告発し、社会を変革する志をもっ

た運動がさまざまな領域へと広がっていった。アカデミズムの世界に対しても、従来の「学問」は、女性に対す

る差別を隠蔽するばかりか、差別を正当化さえする働きをしてきたのではないかとの鋭い批判が投げかけられた。

その批判の中から誕生したのが、女性学（women’s studies）である。女性学は、学問であると同時に、社会を動

かす運動の一部でもあった。日本女性学会は、女性学を掲げての設立から 30 年の節目を迎えている。20 世紀か

ら 21 世紀へと世紀をまたいだ、この 30 年の間に、女性学は、女性差別と闘う学問としてどのような成果を生

み出し、性差別的な社会をどこまで変えることができたのだろうか。

　近年女性学に対し、アカデミズムや行政の分野で「制度化」されることによって変質している、あるいはある

種の「権威主義化」が生じている、女性学（者）には「女」を一枚岩に見る狭隘な視点や女性差別以外の差別に

対する無関心、「マイノリティ」に対する差別意識が内在しているなどの、種々の批判が投げかけられている。

また、まったく異なる立場から、女性学こそが家族の崩壊や性の乱れを生み出しているという、フェミニズムへ

のバックラッシュ現象も起こっている。

　フェミニズムの内外からの批判は、女性学が社会を動かす力をもってきたために生じているのか、あるいは動

かし得ていない、あるいは事態を後退させているがために生じているのか。国や自治体の進める男女共同参画政

策はフェミニズム・女性学のめざす方向とどうつながるのか。容易に解ける問いではないだろうが、シンポジウ

ムでは、女性学誕生の志にたちもどり、社会を動かすという視点から、女性学のこれまでをあらためて問い直し

たい。

発題者から

女性学の歩みと社会―新左翼運動から金融危機まで

江原由美子

　本報告においては、女性学の誕生から今日までを、社

会の動きと関連づけながら考察し、グローバル化する今

日の世界において女性学（あるいはその後継者としての

ジェンダー研究）がよりよい社会をつくるための影響力

を行使するために何が必要かを考える上での材料を提供

することを目的とする。そのために本報告は、基本的視

点を「社会の中の女性学」におく。それは、私が「ウー

マン・リブ→女性学→女性学の制度化」という、本シン
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ポジウムの前提を成り立たせている基本的認識に、やや

違和感を覚えるからからである。つまりこのような置き

方をしてしまうと、あたかも女性学の影響力の時期によ

る相違は、ウーマン・リブや女性学の「質」だけによっ

て生まれているかのような問題設定に陥りがちになるの

ではなかろうか。そうではない。女性学は、それぞれの

時期、その時期の社会状況の中で、他の社会的事象や勢

力の影響を受けつつ、影響力を行使できた（あるいはで

きなかった）のである。今日高く評価されているウーマ

ン・リブの影響力も、当時の新左翼運動の台頭という社

会状況によって、はじめて可能であったと見ることもで

きる。そうであるならば、今我々の時代の女性学はどの

ようにありうるのか、またあるべきなのか。まさにそこ

にこそ、議論の焦点は置かれるベきではなかろうか。

高等教育の女性学／ジェンダー研究と行政―女性・男女

共同参画センターとの関わりを中心に

内藤和美

　まず、教育体制、開講科目、学位、大学の研究機関の

四面から高等教育の女性学 / ジェンダー研究（WS/GS）

の現状を概括し、いくつかの課題を指摘したい。それ

は、①学部の教育体制整備がプログラム化・副専攻化を

中心に進んでいることの強みを伸ばし、体系的な WS/

GS の知の形成深化、高等教育における WS/GS の主流

化、WS/GS の担い手の育成等、学部学科の設置に比べ

て不利になり得る面をカバーするにはどのような工夫・

展開があり得るか、②キーワード「ジェンダー」「フェ

ミニズム」を含む学位論文の事例分析に依拠し、どのよ

うな目的を達するためにどのような分析装置が構築採用

され、とのような知見を生んだのか、等々に係る課題で

ある。

　次に、高等教育の WS/GS の女性・男女共同参画セン

ターとのこれまでの関わりを確認した上で、「女性・男

女共同参画センター職員の養成と高等教育の WS/GS」

を中心に課題を論じる。すなわち、女性・男女共同参画

センターは、ミッションをもつ機関でありながら、それ

を追求・達成するための職務とそれを担う職員の養成・

任用等に基準や制度的裏付けがない。それは、事業の

質の確保の面でも、社会的可視化の面でも、“ 女性セン

ターの女性労働問題 ” との関係の面でも、マイナス要因

となっていると思われる。一方、養成・雇用・任用・研

修等職員に関する制度整備を進めることにもリスクの面

があると思われ、両面を論じたい。

　

当事者運動との連携により、社会を動かす研究と行
動を！

赤羽佳世子　

　Women’s Studies を紹介した新聞記事には興味を持っ

たが、家事・子育てと仕事に追われて遠い世界だった「女

性学」に、様々な偶然（必然？）が重なりたどり着くこ

とができた。そこで「個人的なことは政治的なこと」だ

と知り、そして、「女性の解放、自律にとって、経済の

自立は必要条件（十分条件ではないけれど）」と考えた

ことが、働く女性、特に非正規と呼ばれる女性労働者の

均等待遇をめざす活動につながっていった。

　私にとって、「女性学」、フェミニズムが魅力的だった

のは、講座や書籍で出会った女性たち自身のパワーであ

り、社会に働きかける実学だと定義されていたこと、そ

して何よりも、生きづらさの原因が解き明かされ、生き

方そのものを変えることができ、私を縛る「社会の規範」

から解放されたからだった。

　それでは、今はどうなのか、個々の研究者との連携は

あっても「女性学」とは距離感があり、全体の印象とし

ては、アカデミズム化してきているのではないだろうか

と感じている。

　「権威ある学問」であるだけではなく（社会的発言力

のためにはそれも必要だろう）、まだまだ弱い立場にお

かれ苦しんでいる女性たちに学び、寄り添い、当事者活

動家との協働で、社会を変えていくための調査・研究、

理論の構築と検証を行うと同時に、社会への働きかけ、

発言を、「女性学」がしていくことを期待したい。

関係性の問題としての「女性学」「フェミニズム」
を考える

荒木菜穂

　最近、女性学系のメディアで、「つながる」という

キーワードをしばしば目にする。女性による「フェミニ

ズムばなれ」（江原 2000）「フェミニズム嫌い」（伊田 

2005）が言われて久しい昨今、「女性を考察の対象とし

た、女性のための、女性による学問」（井上 1980）で

ある女性学は、女性同士の「つながり」にとってどのよ

うな意味を持つのか。

　女性というカテゴリーの想定には問題もつきまとう。

しかしながら、「女性」同士が「つながりにくい」状況

がより深刻になっているとするならば、それは、人と人

とが尊重し合う関係性が築きにくいとされる不安定な社

会の、ジェンダー的な一側面でもある。そこでは、「女性」

というカテゴリーの枠内での他者との比較、強者と見な

される側におけるポジショナリティの無自覚さへの批判
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がなされていると考えられる。

　このような、女性同士が「つながれない」問題の一つ

として「フェミニズム嫌い」を見る場合、自己と他者の

関係性に多くの議論を費やしてきた女性学の主張と、そ

の普及の過程にてしばしば一面的にイメージされてきた

「フェミニズム」とは、必ずしも一致しない。本報告では、

女性学、イメージされる「フェミニズム」、「女性」といっ

た三者の関係性について、現代社会との関連で考えてい

きたい。

参考文献
江原由美子 2000『フェミニズムのパラドックス』勁草書
房
伊田広行 2005「フェミ嫌いの論理あるいは気分・無意識
に対する私の語り方」『季報唯物論研究』93
井上輝子 1980『女性学とその周辺』勁草書房

個人研究発表・ワークショップ

６月 20日（日）　９：40〜 12：40

　【第１分科会】（大会議室１）	 司会：船橋邦子

被害者支援に貢献するＤＶ加害者更生プログラムの役割

草柳和之

　発表者は、1997 年に日本で初めて加害者更生プログ

ラムの実践と研究に着手して以来、米国のような裁判所

命令による受講義務がない現状の中で、方法論を整備し、

実際のケースを有効に機能させる工夫を重ねてきた。「加

害者は変わらないから、更生プログラムは無意味」との

反対論は依然根強い。しかし、実際に更生プログラムを

活用する中で構築してきたのは、被害者支援を基盤にお

き、単純に「暴力がなくなるかどうか」だけでない巧み

なプログラム運用法であった。本発表では、実際のケー

ス例パターンを報告し、誤解に満ちた更生プログラムに

対する認識に、新たな可能性を提示したい。

日本の民間シェルターのドメスティック・バイオレンス

被害者保護制度における位置づけ―民間シェルターへの

調査を通して

小川真理子

　日本の DV 対応は、2001 年のＤＶ法の成立により行

政中心の「DV 被害者保護制度」に変化した。本報告で

は、2009 年に行った全国の民間シェルターへの調査を

基に、DV 被害「当事者」の視点から支援する民間シェ

ルターの活動の意義や DV 法がその活動に与えてきた影

響について報告する。DV 法制定前後の民間シェルター

の支援内容や活動範囲、行政との連携における変化、「DV

被害者保護制度」の枠組みの中での民間シェルターの社

会的な位置づけについて考察する。

支援者が子どものときに受けた性暴力被害体験からエン

パワメントされたきっかけ

伊藤良子

　性暴力被害者を支援する立場にある支援者を対象とし

てアンケート調査を実施した（n ＝ 252）。

　子どものときに性暴力被害を受けた支援者が、現在に

至るまでにエンパワメントされたきっかけとして「悪い

のは加害者であると認識できた」と答えた人が最も多く、

他に「ジェンダーやフェミニズムの学習をした」など性

暴力に関する知識を性暴力に関する知識を得たこと、「逃

げることができた」などの回避行動がとれたこと、「身

近な人に話を聞いてもらった」など安心できる環境に身

を置き、受け止めてもらえたことなどが挙げられた。

分断される被害者―日本人「慰安婦」にまつわる国民国

家イデオロギーをめぐって

木下直子

　1990 年代初頭の〈「慰安婦」問題〉の出現により、元「慰

安婦」は日本の戦争犯罪の被害者とみなされるように

なった。しかし、戦後補償をめぐる政治・外交問題とし

て朝鮮人被害者の被害が強調され、日本人被害者は支援

運動の対象とならなかった。性暴力被害を深刻なものと

考える支援運動やフェミニズムの勢力が当時日本人被害

者を積極的に支援しなかったことの省察はまだ途上にあ

るため、国民国家イデオロギーをキーワードにその様相

について考察する。

カンボジアDV法の実施状況と今後の課題

清末愛砂／福嶋由里子

　カンボジアでは、2005 年９月に「ドメスティック・

バイオレンス防止と被害者保護に関する法律」が制定

（2006 年施行）された。同法により、DV 被害者を保護

するための関係機関による介入が可能となったほか、被

害者が保護申請できるようになった。しかし、発表者が

カンボジアの女性団体や人権団体で行った聞き取り調査

の結果、施行から約４年が経過した現在においても、同

法が被害者保護のために十分活用されていないことが明

らかとなった。本発表では、カンボジア DV 法の内容と

同法の実施状況から見えてくる問題を分析しながら、今

後の課題を提示する。
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	 【第２分科会】（大会議室２）	 司会：諸橋泰樹	 

ネパール、ネワール族の農民カースト社会における

ケガレ観と女性の地位	 

竹内愛	 

	 ネパールのカトマンズ盆地に居住するネワール社会に

は「父系出自制」「長幼の序」「ケガレ観」等が絡み合った

ジェンダー構造が存在する。ネワール族は基本的にカース

ト内婚をし、父系出自制をとっている。女性は結婚すると

夫の父系出自集団内で生活し、親族に対して献身的である

べきだとされ、親族内で自己の地位に見合った振る舞いと

「バギャティ」といわれる敬礼を日々行う。本発表では、

ネワール族の農民カーストの女性の生き方と「バギャティ」

の習慣について分析し、ジェンダー構造について考察する。 

	 

団塊の世代女性のライフコース―女縁つなぎ人生の未来	 

内藤節子	 

	 2009年の平均寿命は男 79.29歳、女 86.05歳。団塊の

世代の女性たちにとっては、母親役割も終了し、夫も退職

し、自分自身のライフコースが描ける時が来た。女性就労

に対する社会政策から対象外だった団塊の世代。女縁つな

ぎ人生を送ってきた兼業主婦で 50代後半から市民活動に

参加しはじめた事例を報告し、これからの未知の人生の可

能性を問うてみる。 

 

主婦たちのバックラッシュにみるケアの選好と主婦

アイデンティティ	 

鈴木彩加	 

	 男女共同参画へのバックラッシュは従来、保守主義やナ

ショナリズムなどの観点から分析されてきた。しかし、そ

れらとは大きく異なり、バックラッシュ派の活動を担って

いる主婦たちは、ケアの価値を重視し、強固な主婦アイデ

ンティティを有していると言える。 

	 本報告では「健全な男女共同参画社会をめざす会」とし

て反男女共同参画の立場から活動を続けている主婦たち

を事例とし、彼女たちがなぜ自らの経験をバックラッシュ

の文脈に位置付けているのかを明らかにする。 

 

「家事労働再考~メンタルな家事を中心に」	 

藤田嘉代子	 

従来の家事分担研究においては、料理・洗濯・掃除といっ

た作業が、家事内容の代表として扱われ、それがどのくら

い女性や男性においてなされているか、時間や頻度で計測

される量的把握が中心となってきた。しかし、多くの妻／

母親がしている家事労働はそれだけではない。本報告では

2007年~2008年に行った育児中の母親・父親インタビュ

ー調査に基づいて、子育て中の親たちが家事育児について

何を分担し何を分担していないのか、報告する。特に、メ

ンタルな家事をキー概念として、従来の家事の量的計測で

は把握されてこなかった女性／母親の負担を明らかにす

る。 

 

雑誌における父親像	 

巽真理子	 

	 近代社会の公私区分の中で、育児は私領域のものであり、

母親（女）のものであった。しかし近年では、父親（男）

の育児への関わりの重要性が叫ばれている。本論では、育

児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』、ファッション雑

誌『OCEANS』『VERY』、教育雑誌『プレジデント・フ

ァミリー』『日経キッズ＋』の 6誌の分析から、これらに

おける父親像を示し、性別役割分業との関係を考察する。 

 

	 【第３分科会】（セミナー室１）	 司会：秋山洋子	 

生殖テクノロジー時代における不妊の文化批評―

〈不妊の経験〉の当事者による語りを通して	 

松島紀子	 

	 第二波フェミニズムが明らかにしたように、生殖はきわ

めてプライベートな領域であるにもかかわらず、女性の生

殖は政治的に巻き込まれてきた。日本における少子化、そ

して生殖補助技術の発展、少子化社会対策基本法における

不妊治療の経済援助が行われるといった背景のなかで、不

妊治療を受けた当事者を対象にフェミニストリサーチの

調査理念のもとに質的な調査を行った。不妊の経験という

トラウマを含む語りから文化的社会的背景を明らかにす

ることが本研究の目的である。 

 

女子教育改革に向けて―共学・別学における女子教

育力の試行的比較調査から	 

三宅えり子	 

	 社会をゆるがすほどの大きなフェミニズム運動を経て

きたアメリカの教育界において、共学・別学の女子教育力

の比較研究の中で、別学の教育効果が実証されてきた。ま

た全体の 4%に満たない女子大卒業生が、政界、実業界、

学術研究分野の指導的地位をしめる女性の 20～35%をし

め、女性の社会的地位を引き上げる結果となっている。日

本の女子教育において今後キャリア教育とリーダーシッ

プ育成が重要性を増すと思われるが、この試行的調査を基
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に女子教育の目指すべき方向をさぐる。 

 

女子中学生の生活世界における非伝統的言語実践と

意味構築のプロセス	 

宮崎あゆみ	 

	 近年の言語研究は、日本内外で広く注目を集めてきた

「女性語」のイデオロギー性（Inoue 2006）を暴き、様々

な階層地域年齢の女性の多様な言語実践を明らかにして

きた（Okamoto and Smith編 2004等）。本発表では、公

立中学校における長期のエスノグラフィーを基に、女子生

徒の「男性語」を含む非伝統的言語実践と多様な意味構築

を通じた、教育現場におけるジェンダー言語規範のずらし

（Butler 1997等）を分析し、言語とアイデンティティの

複雑な形成過程を明らかにする。 

 

性を明示する語の使用―日本語コーパスからの調査	 

石川有香	 

	 本研究は、日本語書き言葉において、性を明示する語の

使用が男性と女性でどのように異なるかをコーパスを用

いて調査し、言語使用によって作り出される性のイメージ

を明らかにすることを目的とする。Ishikawa(2008)では、

BCCWJを用いて職種名称の使用変化を調査しており、そ

の結果、「看護師」「保育士」など性差のない職種名称が広

く使用されているさまを明らかにした。ここでは、「妻」

「母」など家族役割を示す語を中心に分析を行う。 

 

	 【第４分科会】（セミナー室２）	 司会：柚木理子	 

成人女性に対する高等教育供給プログラムの検討―

英国の「高等教育へのアクセス」からの示唆	 

西尾亜希子	 

	 英国は、ブレア政権以降、「高等教育へのアクセス」コ

ースを拡大して、高等教育進学率の上昇を図っている。経

済的に困窮していたり、幼い子を持つひとり親をはじめ、

就学者に対する支援も手厚い。その一方で様々な問題も指

摘されている。本報告では、わが国における成人女性に対

する高等教育供給プログラムの合理性を広義の人的資本

論を用いて明らかにした上で、そのあり方について英国の

「高等教育へのアクセス」コースから示唆を得る。 

 

疎外される日本の派遣社員女性	 

速水（旧姓遠藤）裕子	 

	 この研究では、派遣労働者の労働状況についての考えや

実際の状況について、派遣社員女性 13名、派遣社員男性

1名、元派遣会社職員 1名へのインタビューにより調査し

た。派遣社員女性の労働の利点、不利点を明らかにし、不

利点についてマルクスの疎外の枠組をもとに分析した。こ

の研究は、派遣社員女性の労働、他者、自身からの疎外状

況が、派遣労働システムやジェンダー、階級、年齢、ルッ

クス差別によって一層悪くなることを示唆している。 

 

女性関連施設の指定管理者を担う NPO で働く女性の

エンパワーメント	 

伊藤静香	 

	 指定管理者制度導入は、女性関連施設においても広がり、

民間組織の参入による職員の専門性や質の低下、コスト削

減による弊害が危惧されている。そのような課題に対して、

さまざまな立場で女性関連施設に関わってきた女性たち

が NPO法人を設立し、指定管理という新たな社会資源を

活用して、これまでにない層の女性を活動 に取り込み、

エンパワーメントを図っている。女性関連施設を担う

NPO 法人で働く女性のエンパワーメントについて発表す

る。 

 

男女共同参画センターへの指定管理者制度の導入状

況調査の報告	 

米田禮子	 

	 私の所属している「特活」グループみこしでは、2006

年に引き続き、2009 年に男女共同参画センターへの指定

管理者制度の導入状況について全国調査を実施しました。

男女共同参画社会の形成に資するというミッションの担

保について、自治体には選定基準や選定委員会の構成など

を、指定管理者には選定時にアピールした点などを調査し

ました。また、今回は緒に就いたばかりの評価を新たに設

問に加えました。評価の在り方についてもご一緒に考えて

いただければと願っています。 

 

６月 20 日（日）	 13：30~15：30	 

【パネル報告１】（セミナー室２）	 

子供から見た家族革命―親子関係の変遷の中で	 

和泉広恵／林裕子／杉山直子	 

	 婚姻関係にある両親とその実子、という核家族の形体が、

近代特有のものであり唯一のスタンダードでも理想形で

もないという指摘がなされて久しい。しかし現代社会でそ

れに代わる家族、特に親子関係は、しばしば内面化された

規範とのずれから、様々な困難や問題を抱える可能性が高

い。親が自らの選択の結果、規範からはずれた親子関係を
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持つことを選びとった場合、子供の視点からそのことがど

のように見えるのか。本研究は、従来親の立場から語られ

ることの多かった非・規範内核家族的な親子関係を子供の

立場から見ることに焦点を当てて、いくつかの切り口から

考えていこうとするものである。 

	 （なお、本研究は、昨年日本女性学会の助成を受けて行

われた研究会『生殖革命と人間の未来』から生まれたいく

つかのプロジェクトの一つである。） 

 

里親・養親家族の子供たち	 

和泉広恵	 

	 血縁家族の場合は切り離せないと考えられている養育

と出生が切り離されている「非血縁家族」である里親・養

親家族で育つ子供について、養育と出生という二つの観点

から親との関係について考察する。婚外子差別裁判と落合

恵子の自伝的小説林裕子	 婚外子差別裁判において、落合

恵子の自伝的小説『あなたの庭では遊ばない』が資料とし

て重要視された経緯をもとに、婚外子の立場からの自伝的

小説が法的係争の場や世論に与えた影響について考察す

る。 

 

「パッシング」する子供たち	 

杉山直子	 

	 多民族国家を標榜するアメリカ合衆国において、異人種

間結婚の結果生まれた子供たちの「パッシング」（異人種

になりすますこと）語りをもとに、人種アイデンティティ

の問題を子供の立場から考察する。 

 

【ワークショップ１】（大会議室１）	 

ポルノ被害に対する法的アプローチを考える―『性

暴力禁止法をつくろう』の声に応えて	 

二瓶由美子／山本有紀乃	 

	 昨今、日本におけるアダルトビデオやアダルトゲームの

暴力性が国内のみならず国際的にも問題になっているが、

それに対する法的アプローチは 「表現の自由」問題との

関係で、十分に議論されていない。一方、2年前から「性

暴力禁止法をつくろう」ネットワークによる具体的な法案

作りが始まった。私たちは、ポルノ被害の問題に長年取り

組んできた立場から、「性暴力禁止法をつくろう」の呼び

かけに応え、ポルノ被害に対する法的アプローチについて

具体的な提案を行ない、参加者と検討したい。 

 

 

【ワークショップ２】（大会議室２）	 

フェミニズム運動や研究組織における非正規・無償

労働問題を問い直す	 

斉藤正美／清水晶子／マサキチトセ／	 

ミヤマアキラ／山口智美	 

	 非正規労働や無償労働、低賃金など、労働の問題は女性

学・女性運動やフェミニズムにとって重要なテーマの一つ

である。その一方、しばしば無償労働や非正規労働に支え

られて事業・組織運営を行っているこれらの運動や研究の

内部にある構造的問題の解決は、いまだ見いだされていな

い。この問題への取り組みはフェミニズムや女性学・運動

の将来にかかわる課題である。現状の多様な問題の整理と、

変革の可能性の模索とを試みる。 

 

【ワークショップ３】（セミナー室１）	 

女性たちの大学院―学問知と実践知は融合するか？	 

堀内真由美／須藤八千代／内藤節子	 

	 平成 21年度『学校基本調査』によると、大学院生のう

ち、社会人の割合は修士課程で女性 1 万人・男性 1 万人

（12.2％）、博士課程では女性 8 千人・男性 1 万 5 千人

（33.8％）であり、女性が社会人として大学院の門をくぐ

る割合が高くなってきている。こうした状況の下、社会人

として大学院に在籍する（していた）女性たちがどのよう

に大学院をとらえているのか。そして、大学院で学んだこ

とをどう活かしていきたいのかについて検討する。 

 

【ワークショップ４】（大会議室３）	 

「日本女性学会会員の研究環境と生活に関する実態

調査」結果と論点	 

日本女性学会幹事会 31st プロジェクト	 

（内藤和美／渋谷典子／清末愛砂／青山薫）	 

	 幹事会が学会 30周年を機に、今後会員のニーズにどう

対応するべきかを考える端緒として実施した「日本女性学

会会員の研究環境と生活に関する実態調査」。このワーク

ショップでその集計結果を報告する。回答率は低かったも

のの、常勤職と不安定雇用の渦中にある会員との二極化な

ど重要な焦点も浮かび上がった。不安定雇用会員の支援、

常勤研究職にない会員の研究活動の支援がどのように可

能か、学会の取組を充実させることをめざして参加者と議

論したい。 
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　2010 年 6 月開催の大会シンポ『社会を動かす女性学』

のプレ研究会を、3 月 19 日 11 時～ 13 時に、ピープルズ・

プラン研究所にて開催。シンポジストの江原由美子さん、

内藤和美さん、赤羽佳代子さん、荒木菜穂さんの 4 名

より報告があり、報告者以外に 15 名が参加しました。

　江原報告は、70 年代以降の女性学・ジェンダー研究

のあゆみを振り返り、現在のバックラッシュへの抵抗可

能性を提起。日々の生活に不安を感じる人たちにフェミ

ニズムはいかなる貢献ができるかと問題提起があり、ま

た、女性学、フェミニズム、ジェンダー研究等、言葉の

不統一の問題も指摘されました。

　内藤報告は、高等教育での女性学・ジェンダー研究の

実態分析、体系的知の形成や高等教育における主流化に

向けての課題を報告。また、研究者と政策・行政とのか

かわり、女性／共同参画センターの制度整備への女性学

の貢献可能性が、問題提起されました。

　赤羽報告は、労働運動にかかわってきたご自身がいか

に女性学と接点を持ったのか、女性学の魅力と女性学の

現状への批判を述べ、社会を変える際のアカデミズムの

言語の有効性と分かりにくさにも言及しました。

　荒木報告は、多様な女性が存在するにもかかわらず「女

性」カテゴリーを設定する意味や、これまで女性学がど

のような自他の関係性を目指してきたかを検討。他者へ

の応答責任や相互承認にもとづく、社会変革に有用な関

係性を模索する重要性を指摘しました。

（研究会担当幹事）

・ 細谷実・加藤千香子編『ジェンダー史叢書５　暴力と

戦争』明石書店、2009 年 10 月、5,040 円（秋山洋子「中

国における女性兵士」、細谷実「日本における徴兵制

導入と男性性」、山下英愛「日本人『慰安婦』をめぐ

る記憶と言説」所収）

・ 栗原涼子『アメリカの第一波フェミニズム運動史』ド

メス出版、2009 年 11 月、4,200 円

・ 井上俊・伊藤公雄編著『近代家族とジェンダー』世界

思想社、2010 年１月、2,100 円（会員執筆者多数）

・ 石井クンツ昌子『社会科学系のための英語研究論文の

書き方』ミネルヴァ書房、2010 年２月、3,360 円

・ 田中由布子『新しい経済学―家内奴隷・生産労働者・

性労働者の視点から』柘植書房新社、2010 年２月、

2,415 円

・ 山口佐和子『アメリカ発　ＤＶ再発防止・予防プログ

ラム』ミネルヴァ書房、2010 年３月、3,150 円

研究会報告

会員の著作紹介

　日本女性学会は会員主催の研究会に対し以下の応募
要件にしたがって補助金助成をおこなっています。
〈応募要件〉
・  研究会の趣旨が女性学会の趣旨に適っていること
・  少なくとも会員に対して、公開の研究会であること
・  研究会のタイトル、趣旨、企画者（会員個人・会員

を含むグループ）、開催場所、開催日時、研究会の
プログラム、全体の経費予算と補助希望額（2 万円
以内）が決定していること（未決定部分は少ないほ
ど良いが、場所・プログラム・経費については予定
＝未決定の部分を含んでいても可）

・  学会のニュースレター・ホームページに載せる「研
究会のお知らせ」の原稿（25 字× 20 行前後）があ

ること（研究会の問い合わせ先を明記する）
・  研究会終了後、実施報告文を学会のニューズレター

とホームページに寄せること（補助費はこの原稿提
出後に出金する）

・  学会総会での会計報告に必要なため、支出金リスト
と総額での企画者による領収書を提出すること

・  申し込みは研究会担当幹事まで、広報期間確保のた
め原則として開催の 3 ヵ月前までにすること

・ 

会員主催研究会の募集

栗原涼子さんの著書、『アメリカの第一波フェミニズ
ム運動史』について、ニューズレター前号で掲載し
ましたが、タイトルから『～運動史』が落ちていま
した。申し訳ありませんでした。お詫びのうえ訂正
させていただきます。また、今号の著作紹介に再掲
いたしました。 （ニューズレター担当幹事）

お知らせ
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大会会場アクセス

電車でお越しの方へ
・京阪「天満橋」駅下車。東口方面の改札から地下通路を通って１番出口より東へ約 350m
・地下鉄谷町線「天満橋」駅下車。１番出口より東へ約 350m
・JR 東西線「大阪城北詰」駅下車。２番出口より土佐堀通り沿いに西へ約 550m
車でお越しの方へ
・ドーンセンター立体駐車場：１時間 400 円（普通車専用・収容台数 92 台）※制限：車高 1.55m・車幅 1.80m
・阪神高速道路大阪線「法円坂」出口を出てすぐの交差点を左折。上町筋を北へ約５分

ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
〒 540-0008　大阪市中央区大手前 1丁目 3番 49 号　電話：	06-6910-8500

大阪城

法円坂

ドーンセンター

京阪東口

JR東西線

京阪電車
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