
 
 

日本スポーツとジェンダー学会	 

第 10回記念大会実施要項 	 

 
 
 
 
日本スポーツとジェンダー学会は10周年を迎えました。記念すべき今大会では、テーマを「スポーツとジェンダー
研究の現状と展望」とし、スポーツとジェンダーに関わる国内外の研究動向や、スポーツ研究と実践を結ぶ方策、学会
発足 10 年の総括と今後の課題などを取り上げます。スポーツとジェンダー研究の先駆的な動向をとらえるとともに、
スポーツとジェンダー研究のアイデンティティはどこにあるのかなどについて考えます。 
研究者、教育関係者、行政担当者、報道関係者、スポーツ指導者・競技者・愛好者、スポーツを専攻する学生の皆様
など、幅広い方々にご参加いただくとともに、日頃の研究成果をご発表いただきたく、ご案内申し上げます。 

 
開催日時：2011年 7月 2日（土）13：00 ～ 7月 3日（日）16：00 
会 	 場：中京大学	 名古屋キャンパス	 0号館（センタービル）7階ほか 
	 	 	 	 	 	 	 名古屋市昭和区八事本町101-2	 http://www.chukyo-u.ac.jp/ 

交 通：名古屋駅から地下鉄東山線「伏見駅」乗り換え後、地下鉄鶴舞線「八事駅」下車 5番出口	 徒歩 0分 

	 	 	 	 	 	 	 参加者用の駐車場は用意できませんので、公共交通機関等をご利用ください。 

参 加 費：２日間参加 4,500円（学生 2,500円）、１日参加 3,000円（学生 2,000円） 

	 	 	 	 	 	 	 但し JSSGS会員は、5月31日（火）までの早期申込みにより4,000円 

後	  	 援：愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、益財団法人笹川スポーツ財団、財団法人日本体育協会 

財団法人東海ジェンダー研究所、財団法人愛知県体育協会、社団法人全国大学体育連合、 

NPO法人日本オリンピック・アカデミー、女性科学研究者の環境改善に関する懇談会、 

日本スポーツ体育健康科学学術連合、日本アダプテッド体育・スポーツ学会 

 

大会プログラム 大会テーマ「スポーツとジェンダー研究の現状と展望」 
＜7月2日（土）＞ 

 12:30 ～  受付 
 13:00 ～  開会挨拶 

 13:10 ～ 14:00 基調報告「日本スポーツとジェンダー学会―10年の総括と課題」 
    ■学会活動報告	  井谷惠子（京都教育大学） 
    ■会員アンケート結果から 水野英莉（岐阜医療科学大学）・木村華織（中京大学大学院） 

    ■SPORTDiscusの分析 高峰 修（明治大学）・田原淳子（国士舘大学）・來田享子（中京大学） 

 
 
 

14:10 
 
 

～ 
 
 

15:40 
 
 

基調講演「IOCの立場からみた女性とスポーツに関する国際情勢と施策」 
	 	 	 Gudrun Doll-Tepper（ベルリン自由大学教授、IOC女性とスポーツ委員会委員、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  ICSSPE前会長、2009年Paralympic Scientific Award受賞） 

 15:50 ～ 16:40 ポスター発表 
 16:50 ～ 18:00 総会 

 18:15 ～ 20:15 懇親会 

＜7月3日（日）＞ 
 
 
 
 

9:00 ～ 12:30 シンポジウム「ジェンダー研究のフロンティア―スポーツにおける性別二元論の行方」 
	 医療におけるインターセックスの理論と課題（仮題）	 	 	 	 	   難波	 聡（埼玉医科大学） 
	 ＜性の多様性＞をめぐるポリティクス	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  山口理恵子（城西大学） 
	 国内外のスポーツ心理学における“性差認識”と課題	 	 	 	 	 荒木香織（兵庫県立大学） 
	 	 コーディネーター	 	 井谷惠子（京都教育大学） 
	 	 ディスカッサント	 	 	 福富	 護（東京学芸大学名誉教授） 

13:30 ～ 15:30 ラウンドテーブル「スポーツ・ジェンダー研究と実践を結ぶ」 
Ⅰ. スポーツにおける性の多様性とその未来：学校教育とセクシュアル・マイノリティ 
	 報告1：当事者が語る、日本におけるトランスジェンダーの今	 	 杉山文野（フェンシング元日本代表） 
	 報告2：海外で先駆的に取り組まれたガイドラインの一例	 	 	 井谷聡子（トロント大学）	 
	 コーディネーター	 	 藤山	 新（東洋大学現代社会総合研究所）	 

Ⅱ. 組織におけるジェンダー平等：ポジティブ・アクション再考 
	 報告1：スポーツ組織における平等の達成とポジティブ・アクション 

―参加・パフォーマンス・政策の観点から	 	 	 	 	 	 建石真公子（法政大学） 
	 報告2：事例報告～多様な人材を活かす組織マネジメント	 	 木谷	 宏(麗澤大学)	 
	 コーディネーター	 	 飯田貴子（帝塚山学院大学）	 

 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 ～ 16:00 ラウンドテーブル報告会 



 
 

大会参加申込み：受付開始：4月4日（月）	 事前申込み締切：6月18日（土） 
※6月19日（日）以降に振り込まれた場合は振込確認書類をご持参ください。当日参加も可能です。 

・申込み方法：以下の２つの方法があります 
（方法①）ホームページ上からフォームに必要事項を記入して送信する	 http://www.jssgs.org/ 
（方法②）申込み用紙に必要事項を記入して、FAXまたは郵送する 
※いずれの場合も、参加費を郵便振替（銀行振込みも可）で入金することにより、申込みが完了します。 
※懇親会への参加についても同時にお申込みください。 

ポスター発表申込み（兼大会参加申込み）：受付開始：4月4日（月）・申込み締め切り：5月31日（火） 
・ スポーツとジェンダーに関わる研究で、研究として完結しており、未発表のものに限ります。 
・ ポスターを貼るスペースは、一演題につき縦180cm×横90cmを予定しています。 
・ 上部に、演題、演者、共同研究者、所属を明記してください。 
・ 座長制はとりません。発表者はポスター発表時間帯に各自のポスターの前に立ち、参加者と討論してください。 
・ ポスターは原則として、大会初日の13:00までに掲示してください。開始から終了までの2日間常時掲示としま
す。ポスターを持ち帰る場合は、最終プログラム終了後に各自ではがしてください。はがされず残された場合は、
実行委員会で処分します。 
・ 展示パネルの右上部に演題番号が表示してありますので、該当パネルにポスターを掲示してください。ポスター 

 展示の会場等の詳細は、当日までに大会ホームページで確認してください。 
・ ポスター発表を申し込まれる方は2日間参加でお申込みください。 

ポスター発表申込みの資格等 
・ 発表者および共同研究者のすべてが本学会の会員であること。 
・ 大会参加（2日間）・発表の申込み、参加費の入金を5月31日（火）までに完了していること。 
・ 所定の様式で抄録（1800字程度）を作成し、提出すること。締め切りは5月31日（火）必着（厳守）。 
・ 発表資料を配布する場合は、各自で用意してください（100部）。 

 
参加費入金用	 郵便振替口座 

口座番号：00890-2-182628	  
口座名称：JSSGS第10回記念大会実行委員会（ジェイエスエスジーエスダイジュッカイキネンタイカイシ） 
銀行からの振込み受け取り口座：店名	 〇八九	 店番089	 預金種目	 当座	 口座番号	 0182628 
	 ATM等で振込む場合、口座名称のヨミガナ入力に字数制限があれば可能なところまでをご入力ください。 

プログラムの配布等 
原則として事前送付はせず、当日に会場で配布します。参加申込みを完了していながら当日不参加の場合は、 
後日、プログラムのみを送付します。ただし、参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。 

懇親会について 
日時：7月2日（土）18：15 ～ 20：15	  
会場：中京大学	 2号館1F	 アレーナ	 会費：4,000円 

昼食について 
1日目のみ中京大学食堂を利用できます。2日目は近隣で昼食を取っていただくか、ご持参ください。 
 

申込みの種類 適用 必要な手続き 参加費 締切日	 

早期申込み JSSGS会員が5/31までに申し込みを行なう場合 4,000円 5月31日(火） 

一	 般 6/1以降に申し込んだ JSSGS会員、および非会員 4,500円 
２
日
参
加 

学	 生 学生・大学院生・研究生（JSSGS学生会員含む） 2,500円 

一	 般 JSSGS会員、および非会員 3,000円 

大
会
参
加	 

１
日
参
加 学	 生 学生・大学院生・研究生（JSSGS学生会員含む） 

・大会参加申込書をオンライン・FAX・

郵送のいずれかにより提出 

・ 参加費の入金 

 
※早期申込みは所定の期日までに参加

費が入金されていない場合、早期扱い

になりませんのでご注意ください 

2,000円 

6月18日(土） 

一	 般 ポスター発表にエントリーする JSSGS会員 
発
表	 

学	 生 ポスター発表にエントリーする JSSGS学生会員 

・ 上記の学会参加に必要な手続き
を行うこと（ただし、申込書は「発

表兼大会参加申込書を使用する」 
・ 抄録の提出	 

 5月31日(火) 

 

■日本スポーツとジェンダー学会へのご入会 
ホームページからいつでも入会登録ができます。また、大会当日も、受付で登録をすることができます。ご不明な

点は、学会事務局までお問い合わせください。	 E-mail: info@jssgs.org 

 
お問い合わせ先：日本スポーツとジェンダー学会	 第 10回記念大会実行委員会事務局  

〒501-3892 岐阜県関市市平賀字長峰795-1岐阜医療科学大学保健科学部 水野研究室内 事務局 水野英莉 

Tel 0575-22-9401 Fax 0575-23-0884	 E-mail：congressoffice@jssgs.org	 学会HP：http://www.jssgs.org/ 


