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2016 年度ジェンダー研究センター（CGS）活動報告
■春学期

 月  日（火）・ 日（水）・ 日（木）

オープンセンター・Q(44 説明会開催

 月  日（金）〜春学期読書会開催

 現代思想』 年  月号、「特集 -(#5 日本と世界のリアル」
『
担当者：皆川勇太（*$6 学部生）
日

時： 月  日〜（隔週金曜日）

「慰安婦」・強制・性奴隷―あなたの疑問に答えます：2"』
『
編：日本軍「慰安婦」問題 XFC サイト制作委員会

担当者：羽生有希（東京大学大学院 $(4 研究所助手）
日

時： 月  日〜（毎週月曜日）

 月  日（土）

3$/&5 国際基督教大学ジェンダー研究センター共催 活動報告会

お空に虹をかけるまで：青森の地域におけるジェンダー・セクシュアリティ拠
点活動の  年間を振り返って

登壇者：岡田実穂（3$/&5 代表、0TPSBOJ/JKJXP,BLF.BTIJUB 共同経営者）

宇佐美翔子（3$/&5 理事、0TPSBOJ/JKJXP,BLF.BTIJUB 共同経営者）

司

会：加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員、$(4 事務局担当）

場

所：国際基督教大学

共

催：3$/&5 国際基督教大学ジェンダー研究センター

ダイアログハウス ' 国際会議室

 月  日（金）
第  回

場

ふわカフェ開催

所：ジェンダー研究センター

世話人：リンジー・モリソン（*$6 大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）



 月  日（月）
第  回

場

ふわカフェ開催

所：ジェンダー研究センター

世話人：リンジー・モリソン（*$6 大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、

羽生有希（東京大学大学院 $(4 研究所助手）

 月  日（木）

「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第  回会合
場

所：5"." 女性センター

 月  日（月）〜  月  日（土）
第  回 38FFLT イベント週間

 月  日（月）〜  月  日（土）

38FFL パネル展「ふわりんといっしょ」
場

所：国際基督教大学

本館  階ラウンジスペース

 月  日（月）

38FFLT オープニングイベント 特別講演会

国際法から考える同性婚  同性パートナーシップ制度
講
場

師：谷口洋幸（高岡法科大学准教授）
所：国際基督教大学

本館 

 月  日（水）

ミニワークショップ：いっしょにつくろう！「やれることリストBU6OJWFSTJUZ」
司

会：樋口優也（一橋大学大学院博士前期課程 $(4 研究所助手）、

場

所：国際基督教大学

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）
本館 
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 月  日（月）

第回
場

すみれカフェ

所：ジェンダー研究センター

すみれカフェ世話人：佐藤真依子（*$6 すみれネットワーク有志学生）、

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）

 月  日（火）

38FFLT 特別講演会：8&-$0.*/(065家族と友人にできること
講

師：小林りょう子（/10 法人「-(#5 の家族と友人をつなぐ会」東京理事）

司会・コーディネーター：

松田英亮（*$6 学部生）、

場

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）

所：国際基督教大学

本館 

 月  日（木）

第  回
場

ふわカフェ開催

所：ジェンダー研究センター

世話人：リンジー・モリソン（*$6 大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、

シュテファン・ヴューラー（東京大学大学院博士後期課程 $(4 研究
所助手）

 月  日（金）

38FFLT 研究成果発表会：問題なのは社会  制度的構造だ―日本における性

的マイノリティと収入の探索的分析
発

場

表：平森大規（ワシントン大学大学院博士前期課程 $(4 研究メンバー）
所：国際基督教大学

本館  号室

 月  日（金）

ふわっとジョブカフェ
主

催：ジェンダー研究センター



宣伝協力：就職相談グループ

世話人：加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）ほか
場

所：国際基督教大学

ジェンダー研究センター

 月  日（土）

$(4 主催同窓会：第  回 3BJOCPX3FVOJPO
場

所：国際基督教大学

アラムナイハウス ' ラウンジ

 月  日（日）

-(#5 職場環境アンケート報告会「データを職場環境改善のチカラにJO東京

」

共

催：特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ、武蔵野市男女共同参画週間

会

場：武蔵野プレイス ' フォーラム

事業実行委員会・武蔵野市、国際基督教大学ジェンダー研究センター

司会進行：村木真紀（特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ代表）

データ解説：平森大規（ワシントン大学大学院社会学研究科博士前期課程、
国際基督教大学ジェンダー研究センター研究メンバー）

トークゲスト：

石田仁（日工組社会安全研究財団研究員、成蹊大学非常勤講師）
永野靖（永野・山下法律事務所弁護士）

■秋学期

 月  日（火）
第  回

場

ふわカフェ開催

所：ジェンダー研究センター

世話人：リンジー・モリソン（*$6 大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、
加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）

 月  日（水）・ 日（木）

オープンセンター・Q(44 説明会開催
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 月  日（月）〜秋学期読書会開催

関連文献講読：『キャンパス・セクシュアル・ハラスメント対応ガイド―あな
たにできること、あなたがすべきこと』

著：沼崎一郎

担当者：羽生有希（東京大学大学院博士課程 $(4 研究所助手）
日

時： 月  日〜（毎週月曜日）

 月  日（月）

国際基督教大学ジェンダー研究センターオープンレクチャー

男は生産・技術、女は後始末？―原爆と原発のあいだ―
講


師：加納実紀代（女性史・ジェンダー史研究者）

場

所：国際基督教大学

司会・コーディネーター：加藤恵津子（$(4 副センター長）
本館  号室

 月  日（木）〜  月  日（木）

ランチライムレクチャー ：クィア理論入門―女の運動とフェミニズム理

論から

第  回  月  日（木）

クィア「前史」？：女の運動とクィアムーブメント（佐々木）
第  回  月  日（木）

)*7"*%4 と女のからだ：あやうさの（再）編成（佐々木）
第  回  月  日（木）

フェミニズム哲学とクィア理論― +バトラーの作り方（羽生）

第  回  月  日（木）

クィアの称揚の影で：見えない差異、見落とされる差異（佐々木）
第  回  月  日（木）

「男たちの間」にあるもの：家父長制批判としてのクィア読解（羽生）
第  回  月  日（木）

アンハッピー・クィア：「幸せ」の枠組みを問い直す（佐々木）
第  回  月  日（木）



ホモナショナリズム：危機と特権のボディ・ポリティック（羽生）

講

師：佐々木裕子（東京大学大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、

場

所：国際基督教大学

羽生有希（東京大学大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）
第一教育研究棟（&3#）

 月  日（木）

「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第  回会合
場

所：国際基督教大学

 月  日（土）

:P3"1（:PVOH3FTFBSDI"DUJPO1SPHSBN） シンポジウム
〈わたし〉の戦後責任を再考する――フェミニズム、植民地主義批判、哲学の
視座から

登壇者：菊地夏野（名古屋市立大学准教授）
岡野八代（同志社大学教授）
高橋哲哉（東京大学教授）

司会、コーディネーター：
場

羽生有希（東京大学大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）

所：国際基督教大学

本館  号室

 月  日（火）

ジェンダー研究センター オープンレクチャー

依存症からの回復は〈わたしたち〉が作る。̶ナルコティクスアノニマスの
実践

ゲストスピーカー：/" 広報委員会
場

所：国際基督教大学

本館  号室

 月  日（月）

第  回
場

ふわカフェ開催

所：ジェンダー研究センター
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世話人：リンジー・モリソン（*$6 大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、

羽生有希（東京大学大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）

 月  日（水）

第回
場

すみれカフェ

所：ジェンダー研究センター

すみれカフェ世話人：佐藤真依子（*$6 すみれネットワーク有志学生）、

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）

 月  日（木）

第  回
場

ふわカフェ

所：ジェンダー研究センター

世話人：リンジー・モリソン（*$6 大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、

シュテファン・ヴューラー（東京大学大学院博士後期課程 $(4 研究
所助手）

 月  日（土）

ジェンダー研究センター・キリスト教と文化研究所共同企画シンポジウム
文学・芸術における境界に生きるものたち

登壇者：榎本眞理子（恵泉女学園大学特任教授）
佐野好則（国際基督教大学教授）

クリストファー・サイモンズ（国際基督教大学上級准教授 $(4 所員）
生駒夏美（国際基督教大学教授 $(4 センター長）

加藤ダニエラ（京都工芸繊維大学准教授）
村井まや子（神奈川大学教授）

茂呂宗仁（国際基督教大学修士課程）

洪毓謙（東京大学大学院修士課程 $(4 研究員）
司
場

オリヴィエ・アムール  マヤール（助教）

会：生駒夏美

所：国際基督教大学

本館  号室



■冬学期

 月  日（火）〜 冬学期読書会開催
 9 ジェンダーって何？』
『

編：-BCFM9

担当者：皆川勇太（*$6 学部生）
日

時： 月  日〜（毎週火曜日）

The Twilight of Equality?
著：リサ・ドゥガン

 *$6 学部生）
担当者：佐藤清香（
日

時： 月  日〜（毎週水曜日）

 月  日（火）

第  回
場

ふわカフェ開催

所：ジェンダー研究センター

世話人：リンジー・モリソン（*$6 大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）

 月  日（水）
第  回

場

ふわカフェ開催

所：ジェンダー研究センター

世話人：リンジー・モリソン（*$6 大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）

 月  日（火）

トークセッション「みんなで語ろう！大学での妊娠・出産・子育て」
コーディネーター：生駒夏美（国際基督教大学教授 $(4 センター長）

場

所：国際基督教大学

 月  日（月）
第  回

ふわカフェ開催

&3# 会議室
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場

所：ジェンダー研究センター

世話人：リンジー・モリソン（*$6 大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）

 月  日（水）

すみれネットワーク

ワークショップ

デート %7 ―心のケアと回復

講

場

師：高山直子（/10 法人サポートハウスじょむ
所：国際基督教大学

本館  号室

カウンセラー）

 月  日（金）
第回
場

すみれカフェ

所：ジェンダー研究センター

すみれカフェ世話人：佐藤真依子（*$6 すみれネットワーク有志学生）、

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）

 月  日（火）

:P3"1（:PVOH3FTFBSDI"DUJPO1SPKFDU） $(4 卒業論文発表会
場

所：国際基督教大学

ジェンダー研究センター

 月  日（土）

:P3"1（:PVOH3FTFBSDI"DUJPO1SPKFDU） 公開討論会

喪とクィア―死の抽象化への反抗

登壇者：堀江有里（国際基督教大学、立命館大学ほか非常勤講師  信仰とセク
シュアリティを考えるキリスト者の会（&$2"）代表  日本基督教団

牧師）

清水晶子（東京大学大学院総合文化研究科准教授）

司会・コーディネーター：
場

井芹真紀子（東京大学大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）

所：国際基督教大学

第一教育研究棟（&3#） 階  号室



 月  日（土）
:P3"1（:PVOH3FTFBSDI"DUJPO1SPKFDU）
第回

みたかジェンダー・セクシュアリティ映画祭JO*$6

上映作品 ：『すべすべの秘法3』

監督：今泉浩一

原作：たかさきけいいち

トークゲスト：今泉浩一（監督）、たかさきけいいち（原作）
司会・コーディネーター：

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）

上映作品 ：『#MFTTFE―祝福―』

監督：崟利子

トークゲスト：崟利子（監督）

司会・コーディネーター：東志保（国際基督教大学非常勤教員）

クロストーク：今泉浩一、たかさきけいいち、崟利子
クロストーク司会：東志保、加藤悠二
場

所：国際基督教大学

*-$

 月  日（日）

:P3"1（:PVOH3FTFBSDI"DUJPO1SPKFDU） シンポジウム

映像と性の政治―映画とその上映の実践から

登壇者：斉藤綾子（明治学院大学教授）

中山良子（大阪大学文学研究科招聘研究員）

久保豊（京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程）

菅野優香（同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科准教
授）

福永玄弥（東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程）

于寧（東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程）

企画・司会：ヴューラー・シュテファン（東京大学大学院博士後期課程 $(4
場

研究所助手）

所：国際基督教大学

ダイアログハウス ' 国際会議室
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 月  日（火）
第  回

場

ふわカフェ開催

所：ジェンダー研究センター

世話人：リンジー・モリソン（*$6 大学院博士後期課程 $(4 研究所助手）、

加藤悠二（国際基督教大学嘱託職員 $(4 事務局担当）

 月 $(4 ニューズレター  号発刊


$(4 ジャーナル『ジェンダーセクシュアリティ』第  号発刊

注

$(4 公式ウェブサイト「$(40OMJOF」、ツイッター公式アカウント、'BDFCPPL
では随時、情報を更新しています。

$(4 ニューズレター、$(4 ジャーナル『ジェンダー  セクシュアリティ』は
「$(40OMJOF」でダウンロードできます。
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■ Spring Term

5VFTEBZ "QSJMUI 8FEOFTEBZ "QSJMUI 5IVSTEBZ "QSJMUI
0QFO$FOUFSBU$(4 Q(44#SJFöOH4FTTJPOT
4BUVSEBZ "QSJMUI
3$OFU$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT+PJOU3FQPSU
5JUMF6OUJM8F$BO1BJOUUIF3BJOCPX0OUP5IF4LZ-PPLJOH#BDLBU5XP:FBST
PG(FOEFSBOE4FYVBMJUZ3FMBUFE$PNNVOJUZ"DUJWJTNJO"PNPSJ
1SFTFOUFS
.JIP0,"%" &YFDVUJWF%JSFDUPS /(03BQF$SJTJT/FUXPSL$PPXOFS 
$PNNVOJUZDBGFCBS0TPSBOJ/JKJXP,BLF.BTIJUB
4ZPLP64".* "EWPDBUF$PVOTFMPS /(03BQF$SJTJT/FUXPSL$PPXOFS 
$PNNVOJUZDBGFCBS0TPSBOJ/JKJXP,BLF.BTIJUB
.PEFSBUPS:VKJ,"50 1BSUUJNFFNQMPZFF *$64FDSFUBSJBU $(4
$PIPTU3$OFU $(4
7FOVF*OUFSOBUJPOBM$POGFSFODF3PPN %JBMPHVF)PVTF' *OUFSOBUJPOBM
$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
'SPN'SJEBZ "QSJMUI 4QSJOH5FSN3FBEJOH(SPVQT
A5PLVTZV-(#5/JIPOUP4FLBJOP3JBSV Gendai Shisou 0DUPCFS
0SHBOJ[FS:VUB.*/"("8" 6OEFSHSBEVBUF *$6
%BUF&WFSZPUIFS'SJEBZ UI"QSJM
‘Ianfu’, Kyousei, Seidorei-Anata no Gimon ni kotaemasu: Q&A
/JIPOHVOA*BOGV.POEBJ8FCTJUF4FJTBLV*JOLBJ &E
0SHBOJ[FS:VLJ)"/:6 1I%TUVEFOU (SBEVBUF4DIPPMPG"SUTBOE4DJFODFT 
6OJWFSTJUZPG5PLZP3FTFBSDI*OTUJUVUF"TTJTUBOU $(4
%BUF.POEBZT GSPNUI"QSJM
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'SJEBZ "QSJMOE
'VXB$BGÏ
'BDJMJUBUPS-JOETBZ3.033*40/ %PDUPSBM$BOEJEBUF *$63FTFBSDI*OTUJUVUF
"TTJTUBOU $(4 :VKJ,"50 1BSUUJNFFNQMPZFF *$64FDSFUBSJBU $(4
7FOVF$(4
.POEBZ .BZUI
'VXB$BGÏ
'BDJMJUBUPS-JOETBZ3.033*40/ %PDUPSBM$BOEJEBUF *$63FTFBSDI*OTUJUVUF
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