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マスコミ関係各位

2014 年 9 月 30 日

明治学院大学国際学部付属研究所

公開セミナー（横浜キャンパス）

「グローバル時代の女性のちから」（全 6 回）
10 月 28 日（火）よりスタート！

※参加無料・事前申し込み不要

明治学院大学国際学部付属研究所主催の公開セミナー（全 6 回）が 10 月 28 日（火）よりスタートします。
今年のテーマは「グローバル時代の女性のちから」。
1979 年に国際連合で「女性差別撤廃条約」が採択されてから、今年で 35 年を迎えます。いまだに女性に対する差
別がなくならないなか、平等な社会を求めてグローバルな視点で活躍・発信している女性の存在は見逃せません。こ
のセミナーでは、そのような女性たちの「ちから」について、聴衆のみなさんとご一緒に考えていきたいと思います。
たくさんの方たちにご参加いただければと思っております。ぜひ事前告知ならびに当日取材をご検討ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
■日時 ： 10 月 28 日〜12 月 2 日 （毎週火曜日） 16：45〜18：15 （開場 16：35）
■場所 ： 明治学院大学 横浜キャンパス 7 号館 2 階 720 教室
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 1518 ※お車でのご来場はご遠慮ください。
■申込 ： 不要／参加費無料
■司会者 ：森あおい （明治学院大学国際学部付属研究所 所長）
■内容：
第 1 回 10/28 「取材で出会ったアジアの子どもと女性たちと」
大久保 真紀（朝日新聞社編集委員）
第 2 回 11/4

「女性が輝く社会とは？」
谷口 真由美（大阪国際大学准教授／全日本おばちゃん党代表代行）

第 3 回 11/11 「プロレスができる身体が獲得したもの ―現役女子プロレスラーの語りから―」
上林 愛貴（世界プロレス協会・代表プロレスラー）／合場 敬子（明治学院大学国際学部教授）
第 4 回 11/18 「皇后とはなにか？」
原 武史（明治学院大学国際学部教授）
第 5 回 11/25 「世界のどこで、なぜ、子供たちは命を落としていくのか
―アフリカでの医療活動の経験から―」
赤羽 桂子（小児科医、元世界の医療団メンバー）
第 6 回 12/2

「弱さの思想と女性のちから」
高橋 源一郎（明治学院大学国際学部教授）／大岩 圭之助（明治学院大学国際学部教授）

取材のお問い合わせは

明治学院大学 総合企画室（広報担当）

〒108-8636 東京都港区白金台 1-2-37

担当：渡辺、宮城

Tel：03-5421-5165（直通） Fax：03-5421-5185

koho@mguad.meijigakuin.ac.jp

http://www.meijigakuin.ac.jp
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Empowering Women in the Age of Globalization

大久保 真紀

谷口 真由美

上林 愛貴

おおくぼ・まき 1963 年生まれ

たにぐち・まゆみ 1975 年生まれ

かんばやし・あき 1976 年生まれ

朝日新聞社編集委員

大阪国際大学准教授

主な関心領域
中国残留邦人、子ども虐待
子ども買春など

専門
人権の国際的保障、女性の権利
リプロダクティブ・ライツ
ジェンダー法、生命倫理、人口問題

プロレスラー
世界プロレス協会・代表プロレスラー

『買われる子どもたち―無垢の叫び』
（明石書店）

『虚罪―ドキュメント志布志事件』
共著（岩波書店）

『リプロダクティブ・ライツと
リプロダクティブ・ヘルス』（信山社）
『レクチャー ジェンダー法』共著

『児童養護施設の子どもたち』

（法律文化社）

（高文研）

『新・資料で考える憲法』共著

（家族性アミロイドポ
『献身―遺伝病ＦＡＰ
リニューロパシー）患者と志多田正子たち
のたたかい』（高文研）

（法律文化社）

合場 敬子

全日本おばちゃん党（AJOP）
http://osakanet.web.fc2.com/AJOP/

原 武史

1995 年にFMW 所属レスラーとしてデビュー。
1996 年よりミス・モンゴルのリングネーム
でヒール軍団の猛毒隊に加入。その後 FMW
を退団しフリーランスとなり海外遠征に出る。
プエルトリコで KAIENTAI-DOJO のコーチ
兼レスラーをするにあたり Aky に改名した。
その後、伊藤道場を経て、2011 年 REINA 女
子プロレス旗揚げに参加。REINA ではゼネ
ラルマネージャーも兼任。REINA 解散後は
2013 年に「世界プロレス協会」を旗揚げし、
代表プロレスラーとして活躍している。得意
技はブロンコバスターである。

赤羽 桂子

あいば・けいこ 1961 年生まれ

はら・たけし 1962 年生まれ

あかはね・けいこ 1976 年生まれ

社会学者・明治学院大学教授

政治学者・明治学院大学教授

医師・小児科専門医

専門

専門

ジェンダー論、ジェンダーと身体

日本政治思想史、近現代天皇制
戦後社会論

『女子プロレスラーの身体とジェンダー
（明石書店）
―規範的「女らしさ」を超えて』
日本スポーツとジェンダー学会学会賞

『大正天皇』（朝日選書）
毎日出版文化賞

『昭和天皇』（岩波新書）
「身体フェミニズム：女性の身体的エン
パワーメントのために」『スポーツと
ジェンダー研究』12:82-92.
「美の秩序への対抗：女子プロレスラー
の身体が示唆するもの」『女性学』
21:27-35.

高橋 源一郎

たかはし・げんいちろう 1951 年生まれ
作家・文芸評論家
明治学院大学教授

『優雅で感傷的な日本野球』
（河出書房新社）
三島由紀夫賞

司馬遼太郎賞
（講談社文庫）
『滝山コミューン一九七四』
講談社ノンフィクション賞

『知の訓練―日本にとって政治とは何か』
（新潮新書）

『皇后考』（講談社）
（2015 年 1 月刊行予定）

大岩 圭之助

おおいわ・けいのすけ 1952 年生まれ
別名：辻 信一（つじ・しんいち）
文化人類学者・環境運動家
明治学院大学教授
専門
文化人類学、エコロジーと文化

2002 年 医師免許取得
2007 年 小児科専門医取得。
2008 年

ＮＰＯ法人「世界の医療団」の
エチオピアミッションに参加。
村の診療所への巡回診療を行う。
2009 年 マラウィ大学附属病院小児科勤務。
小児入院病棟にて重症患者や栄養
失調児の治療を行う。
2011 年 ロンドン大学小児国際保健修士号
取得。
現在福岡県内の小児科クリニックにて
日本の子供達の健康向上に従事。

国際学部付属研究所
〒244-8539
横浜市戸塚区上倉田町 1518
TEL． 045-863-2267
FAX．045-863-2272
http://www.meijigakuin.ac.jp/˜iism/

＊アクセス＊

『スロー・イズ・ビューティフル』

戸塚駅東口バスターミナル 8 番乗り場より､

伊藤整文学賞

（平凡社）

（新潮社）
『さよなら、クリストファー・ロビン』

『ナマケモノ教授のぶらぶら人類学』

江ノ電バス「明治学院大学南門 (・平島 )」
行きに乗り、「明治学院大学南門」にて下車

『日本文学盛衰史』（講談社）

谷崎潤一郎賞

（SOKEI パブリッシング）

『101年目の孤独―希望の場所を求めて』

『「しないこと」リストのすすめ』

（岩波書店）

（ポプラ社）

『弱さの思想―たそがれを抱きしめる』

『弱さの思想―たそがれを抱きしめる』

高橋 源一郎・辻 信一共著（大月書店）

高橋 源一郎・辻 信一共著（大月書店）

（乗車約７分）

江ノ電バス戸塚駅時刻表
明治学院大学南門・平島行き
15 02 12 22 32 42 52
16 02 12 24 36 49 59

