発表者募集
2018 年 第 4 回女性学国際会議
女性学：持続可能な惑星のためになるジェンダー研究、
アクティビズムとストーリーテリング
いま世界では二つの相反するトレンドが同時に起こっている。ひとつは、10 年以
上も続いていたいわゆる「ポスト・フェミニズム期」を経た上でのフェミニズムのリ
バイバルや強化であり、もうひとつは世界的に見られる反動的な政治運動と原理主義
的な宗教運動である。女性たちが長い権利運動によって獲得してきたものは、はたし
てこれらの脅威の中でも維持し拡大することができるほど、しっかりしたものであろ
うか？
女性学の研究者や教師、アクティビストとして、後進的な動きに抗い、未来に向け
た道すじを描くことは私たちの使命である。本年度の会議は女性学の未来にテーマを
据える。ここでは学問と実践のギャップを埋めること、意義のある継続可能な変化に
役立つよう理論を翻訳すること、そして女性への暴力のようにいまなお続く課題に関
して新しい理解を探すことの重要性に焦点を当てる。さらに未来に向けた道を描くに
あたって私たちは絶えず、女性や多様なジェンダーといった主題に関する研究を行っ
たり、他の女性たちの物語を共有したりすることの倫理を考え、また自分自身のポジ
ショナリティを熟慮する必要がある。

私たちは、他者が置かれている状況のみならず、自分自身の状況――すなわち、女
性、ジェンダー、性の平等の研究者やアクティビストとして、自分はなぜその研究方
法をとるのか――ということについてもしっかり考えなければならない。人文学的な
傾向を持った個人の物語から科学的研究報告まで、女性学はさまざまな研究やストー
リーテリングの形をとっており、それらはフェミニストの視点を通した課題や解決法
を描き出している。私たちの研究が体現する教育的な価値とはどのようなものか？
私たちの研究は、社会的、政治的、経済的、文化的、そしてその他様々な形の変化や、
あるいは変化への抵抗についてどのような洞察を得ているのか？
ジェンダー的不平等はどのように関係しているのか？
み、勇気、成功とはどのようなものか？

文化的不平等と

私たちの物語が伝える苦し

他者の苦悩や社会運動を研究し、描くこと

において自身や他者に貢献するという特権を持つ私たちが直面せざるをえない、ある
いは克服しなければならない課題とは何か？

私たちが研究対象とする社会運動は、

自身が参加している社会運動とどのようにつながるだろうか？

加えて、人類が 6 度

目の大絶滅をなんとか生き延びようとしているいま、この惑星の生命が真に脅威にさ
らされている状況の中で、私たちはとりわけ自身の研究を地球の持続可能性を推し進
めるための考察につなげようとする参加者たちを求めている。17 の「持続可能な開
発目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）は次のリンクから見ることができる
（http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/）。2017 年の
WSWC（国際女性学会議）での議論から発展して、2018 年 WS 会議のトピックは私
たちに自分たちの研究を批判的に検証することを求めている。それは、女性学やフェ
ミニズムの未来を描こうとする中で私たちのゴールを最大化し私たちのヴィジョン
を広げるためである。女性学の研究は現在の社会問題や環境に関するものから、文学、
歴史、芸術の分析に力を注ぐものまでさまざまだが、いずれの研究においても、どう
すれば私たちは女性学の重要性を明らかに示すことができるだろうか？
取り上げるべきトピック領域を探すにあたっては、上記のさまざまなテーマのなか
でご自身の研究にもっともつながりが深いテーマを織り込むようにしていただきた
い。

会議でのトピックス
 ジェンダーとセクシュアリティの多様性
 女性学のカリキュラム
 女性学研究者が直面する困難
 アクティビズムとの関係におけるフェミニスト研究方法論
 研究やアクティビズムにおけるポジショナリティの役割
 女性と教育の機会、その変容
 女性と農業と気候変動
 女性と公衆衛生と水へのアクセス
 女性と貧困
 女性と家族計画
 女性と組織における表象
 女性学とマスキュリニティの研究
 歴史の教訓
 文学と芸術における女性
 女性の物語を語る
 シスターフッドの特質
 思想とイデオロギーの混合・調和

The 4th World Conference on Women’s Studies
(WCWS 2018)
” Women’s Studies: Gendered scholarship, activism, and storytelling for a
sustainable planet “
Around the world two opposing trends are simultaneously emerging: 1) a revival
and strengthening of feminisms, following more than a decade of assertions of a
so-called post-feminist era, and 2) the rise of reactionary political and
fundamentalist religious movements, globally. Are women’s gains through
historical and contemporary women’s rights movements robust enough to be
sustained and to grow while under threats from these forces?As Women’s Studies
scholars, teachers, and activists, it is our mission to resist backward movements
and chart pathways forward
This year’s conference theme addresses the future of Women’s Studies, by
highlighting the importance of bridging gaps between academia and practice,
translating theory into meaningful and sustainable change, and exploring new
understandings of persisting grievances, such as violence against women.
Moreover, as we consider how to chart pathways forward, we are challenged to
consider the ethics of conducting research on women and gender-diverse subjects,
sharing other women’s stories, and reflecting on our own positionality throughout
this process.
We must interrogate not only the conditions of others but ourselves as well: why
do we as scholars and activists of women’s, gender, and sexual equality pursue
our particular lines of research? From personal narratives with a humanities
slant, to scientific research reports, Women’s Studies engages multiple forms of
scholarship and storytelling that portray problems and potential solutions through
feminist lenses. What pedagogical and didactic values does our work embody?
What insights into social, political, economic, cultural, and other forms of change,
or resistance to change, does our work encapsulate? What is the relationship
between culture and gender inequality? What suffering, courage, and successes
do our stories tell? What are the necessary discomforts we face and strive to
overcome, for those of us privileged to advocate for ourselves and others, in
researching and portraying the struggles and social movements of others? How
are the social movements we research, linked to those we join? Additionally,
given the very real threat to the maintenance of life on the planet as we live
through a sixth extinction, we are particularly interested for participants to seek
connections between their work and the pressing concerns of sustainability. The
17 U.N. Sustainable Development Goals (SDGs) found here:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Building off of the discussions in WCWS 2017, the topic of this year’s 2018
WCWS conference asks us to examine critically the work we do in order to
maximize our goals and expand our vision as we chart pathways to the future
for Women’s Studies and feminism. Whether we work on contemporary
problems of society or, environment, devote ourselves to the analysis of
literature, history or the arts, how do we manifest the significance of WS in our
efforts?
As you explore the potential topic areas, please ensure that you weave in those
themes above that are most relevant to your work.
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Gender and sexual diversity
Women’s Studies Curricula
Challenges in pursuing Women’s Studies scholarship
Feminist research methodologies in relation to activism
The role of positionality in research and activism
Women and educational—access and transformation
Women, farming, and climate change
Women, sanitation, and access to water
Women and poverty
Women and access to family planning
Women and institutional representation
Women’s Studies and the interrogation of masculinity
Lessons from History
Women in literature and the arts
Telling women’s stories
The nature of sisterhood
Mixing and matching of ideas and ideologies

Submit your research paper to abstract@womenstudies.co
If you wish to be a presenter at WCWS 2018, Register for the conference and
Reserve your slot now!

