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※土曜日 14 時以降と日曜日終日、正門と東門は閉鎖します。その間は西門をご利用下さい。 

【会場案内】 

東京女子体育大学 

■交通アクセス 

※参加者用駐車場は用意できません。公共交通機関をご利用ください。 

 
                

■JR 南武線 西国立駅下車徒歩８分、矢川駅下車徒歩８分 

■JR 中央線 国立駅（南口） 

立川バス 立川駅南口行き（国 15-2）、郵政循環（国 20-2） 

富士見台４丁目下車徒歩３分 

※ 上記のマップとは上下が逆になります。 

西門 

正門 

６号館 学生食堂 

東門 

矢川駅方面 

西国立駅方面 

４号館 学会大会 

メイン会場 
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■メイン会場 ４号館 

受付：ホール 

会員業績 PR コーナー・情報コーナー：ホール 

発表会場：４４０１講義室、４３０１講義室、メディアホール 

休憩・昼食：４４０２講義室、４４０３講義室、７階屋上、中庭等 

 

■情報交換会会場 ６号館 学生食堂２階 

 

■４号館 4 階 フロアマップ 

４４０３講義室 

  休憩・昼食会場 

※土足禁止 

 
非常勤講師室 

大会本部 

 

 

 

４４０１講義室 

  1 日目 

公開シンポジウム 

   総会 

  2 日目 

   一般発表 

   会員企画セッション 

   シンポジウム 

ホール 

受付・休憩 

会員業績 PR コーナー 

情報コーナー 

４４０２講義室 

  休憩・昼食会場 

エレベータ－ 
 

洗面所（女性） 階段 

■４号館 ３階 フロアマップ 

  

４３０１講義室 

  2 日目 一般発表 

   

 
エレベーター 

 

洗面所（男・ 

女・多目的） 
階段 

■４号館 ２階 フロアマップ 

   

   

 
エレベーター 

 
 メディアホール 

  2 日目 一般発表 洗面所（女性） 階段 

※洗面所は、男性用が１・３・５・６階、女性用が各階、多目的用が３・５階にあります 

※喫煙所は、５階の、４４０１講義室上方の位置にあります 
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 参加者のみなさまへ（諸連絡）                            
 
○ネームタッグは大会期間中、常時ご着用ください。大会終了後またはお帰りの際に、回

収箱にご返却ください。 

○会場内は全館禁煙です。喫煙をされる方は、５階奥（ゼミ室と武道場更衣室間の廊下を

進み右折）にあります喫煙室をご利用ください。 

○キャンセルによる大会参加費および情報交換会参加費の返金には応じかねますので、

ご了承ください。 

○情報交換会は1日目18:15より東京女子体育大学学生食堂２階にて行います。事前に

申し込まれた方は開始時間までに直接会場にお集まりください。情報交換会への当日

の参加申込みは受付にて承っております。係員までお申し出ください。 

○大会の模様を記録するため写真を撮影いたします。参加者のみなさんのプライバシ

ーには十分配慮し、会場後方からの撮影を行います。あらかじめご了解くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○大きなお手荷物をお持ちの方は、クロークでお預かりいたします。受付でお申し出くださ

い。 

 

アンケートご協力のお願い                        
 

より充実した大会を開催するため、参加者のみなさんにアンケートへのご協力をお願

いしております。受付時に配布されたアンケート用紙にご記入の上、会場内に設置された

アンケート回収ボックスにご提出ください。皆様のご意見をお待ちしております。 

 

 日本スポーツとジェンダー学会における個人情報の取り扱いについて         
 

「個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）」の施行（2005年4月1日）を受け、

日本スポーツとジェンダー学会（以下本学会という）主催の学会大会における会員以外の

参加者の個人情報の取り扱いを、下記のとおり定めております。 

 

本学会は、研究機関として個人情報を取り扱う場合に、目的のために必要な情報のみを

本人の同意に基づいて取得し、目的の終了後には速やかに削除することを基本方針として

います。組織運営および研究事業においてもこの基本方針を遵守し、また今後とも継続的

に改善することにしています。 

 

１．大会参加のための手続書類で取得した個人情報の利用目的について（会員外） 

本学会は、会員外の参加者のみなさんから参加手続で取得した氏名、住所など個人情

報を、以下の目的のみに利用します。 

１）当該大会の円滑で安全な運営のため 

２）今後の本学会の研究活動の参考資料とするために、個人を識別できない形式によ

る参加者の統計作成 

２．お問い合わせ先 

個人情報に関するお問い合わせは、本学会事務局（e-mail：info＠jssgs.org）

までお寄せください。 
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運営組織                                   

JSSGS 第 15 回記念大会 実行委員会 

大会委員長：掛水通子  実行委員長：掛水通子  事務局長・受付：宮本乙女 

研究：建石真公子，飯田貴子，田原淳子，大勝志津穂，木村華織，來田享子，井谷聡子 

会場：阿江美恵子，笹生心太  記録広報：藤山新，鈴木楓太，熊安貴美江，岩佐直樹 

接遇：新井喜代加  財務：松宮智生  総務：高峰修，工藤保子，水野英莉 

 

大会日程                                              

 

１日目 ： ７月２日（土）          ２日目 ： ７月３日（日） 

 

 

 

 

 

14:30

18:00

20:15

開会挨拶

総会
（4401講義室）

情報交換会
（6号館　学生食堂2階）

12:10

13:00

13:10

公開　シンポジウム

「メディアにおけるスポーツ身体の表象－
何が問題なのか－」

（4401講義室）

16:45
17:00

18:15

14:15

公開　基調講演
「メディアの中のスポーツウーマン

－オリンピック報道と日常的報道の国際
的動向についての分析」

（4401講義室）

受付
（ホール）

10:30

12:00

昼食

13:00

16:00

シンポジウム

「メディアにおけるセクシュアリティの対象
としてのスポーツ身体－性差別的表現の

是正とメディア・リテラシー」

（4401講義室）

会員企画分科会

「ジェンダーの視点からみた私立女子体
育指導者養成学校の展開」

（4401講義室）

9:00

10:15

一般発表

（4401講義室･4301講義室･メディアホール）
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 大会プログラム                                   
 

大会テーマ「メディアにおけるスポーツ身体の表象」 

 

 

＜ ７月２日（土） ＞ 

 

12:10～    受付 【4階 ホール】 

 

13:00〜    開会挨拶 

 

13:10～14:15 公開基調講演 【4階 4401 講義室】 

       Sportswomen in the Media  
– An Analysis of International Trends in Olympic and Everyday Coverage 
メディアの中のスポーツウーマン 

－オリンピック報道と日常的報道の国際的動向についての分析 

 
Toni Bruce（the University of Auckland） 
トニー・ブルース（オークランド大学） 

 
 

14:30〜16:45 公開シンポジウム 【4階 4401 講義室】 

「メディアにおけるスポーツ身体の表象ー何が問題なのかー」 

 

座長：田中洋美（明治大学） 

 

報告１「『日テレ動画問題』JSSGS 検証ワーキンググループ中間報告 

－動画の何が問題なのかを考える–」       

來田享子（中京大学） 

報告２「競技者のジェンダー化：テクスト・オーディエンス・生産/制作」 

飯田貴子（帝塚山学院大学名誉教授） 

報告３「放送メディアと表現の自由」 

山田健太（専修大学） 

 

17:00～18:00 総会 【4階 4401 講義室】 

 

18:15～20:15 情報交換会 【6号館 学生食堂 2階】 
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＜ ７月３日（日） ＞ 

 

9:00～ 10:15 一般発表 

【2階 メディアホール】座長：小石原美保（国士舘大学） 

   ①9:00～9:25 日本女子選手のメディア言説構築とインターセクショナリティ 

          井谷聡子（関西大学） 

   ②9:25～9:50 身心一体科学を基盤とするスポーツ・ジェンダー学へ 

          跡見順子（東京農工大学），清水美穂（東京農工大学），藤田恵理（東京農

工大学） 

 

【3 階 4301 講義室】座長：松宮智生（国士舘大学アジア・日本研究センター） 

   ③9:00～9:25 女性アスリートのメディア表象の再生産性の検討 

          山本夏生（一橋大学大学院） 

   ④9:25～9:50 新聞報道における男女の競技者の表象 

          波多野圭吾（国士舘大学体育学部附属体育研究所）,田原淳子（国士舘大学） 

   ⑤9:50～10:15 六〇年代から七〇年代のスポーツ少女マンガにみるヒロイン像 

          押山美知子（専修大学） 

 

【4 階 4401 講義室】座長：井谷惠子（京都教育大学） 

   ⑥9:00～9:25 多様化社会において個性に応じた保健体育授業を可能とする政策立案に向

けた基礎的研究 

          佐野信子（立教大学），井谷聡子（関西大学），藤山新（首都大学東京） 

   ⑦9:25～9:50 華族女学校の体育奨励と運動会の開催 

          荒井啓子（学習院女子大学） 

 

10:30～12:00 会員企画分科会 【4階 4401講義室】 

 

「ジェンダーの視点からみた私立女子体育指導者養成学校の展開」       

登壇者：掛水通子（東京女子体育大学），阿江美恵子（東京女子体育大学）， 

芹澤康子（至学館大学），宮本乙女（日本女子体育大学） 

 

13:00～16:00 シンポジウム 【4階 4401講義室】 

 

「メディアにおけるセクシュアリティの対象としてのスポーツ身体 

－性差別的表現の是正とメディア・リテラシー」 

企画趣旨 建石真公子 (法政大学) 

基調報告 「スポーツする身体へのまなざしとジェンダー」 

   阿部潔（関西学院大学） 

報告１「スポーツ基本法における性差別の禁止 

－メディアの性差別的表現との関係で－」 

白井久明（弁護士 京橋弁護士事務所） 

報告２「放送メディアにおける性差別表現に対する内部的市民的監視」 

                          永田浩三（武蔵大学） 

コーディネーター：登丸あすか（文京学院大学）                        


