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Estimation of wage loss from career disruption 

English research paper 2012

Teories about and strategies against 

hegemonic social sciences 

Summary of the status of the application of 

the divorce-by-agreement system and its improvement methods 

Public survey on the 

practices of gender equality and the barrier factors: focusing on academic, 

interpersonal and extracurricular activities in campus life

Economic growth strategy and job creation for 

women in the service sector

The current status of flexible work arrangement 

implementation and measures to facilitate the flexible working 

arrangements (2011)

2011 KLoWF and 3rd wave descriptive analysis reports

An analysis of the Korean txation system 

using a gender perspective : individual income tax and earned income tax 

credit

Émilie du Châtelet et 

Marie-Anne Lavoisier: science et genre au XVIIIe siècle

Leni Riefenstahl : a memoir

Le dictionnaire universel des créatrices / sous la direction de 

Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber ; lettrines 

dessinées par Sonia Rykiel t. 1 Le dictionnaire universel des 

créatrices / sous la direction de Béatrice Didier, Antoinette Fouque, 

Mireille Calle-Gruber ; lettrines dessinées par Sonia Rykiel  t. 3

 : 

= Current situation and challenges faced by Asian women 

workers : connecting and being connected now and future Le 

dictionnaire universel des créatrices / sous la direction de Béatrice Didier, 

Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber ; lettrines dessinées par Sonia 

Rykiel t.2 Gender, sexuality, and reproductive 

health in Northern Thailand

The third sex: kathoey, 

Thailand's ladyboys Visions 

of a nation: public monuments in twentieth-century Thailand

Sex slaves: the trafficking of women in Asia

Travels in the skin trade: 

tourism and the sex industry 

No money, no honey!

Women, gender relations and development in Thai society

Women, 

gender relations and development in Thai society v. 2 

Thai girl: the new 

novel Women and violence, 

human rights and armed conflict: Women in development discussion paper 

series 7
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ジェンダー研究センター彙報＜平成26年度＞
（平成26年 4 月 1 日～平成27年 3 月31日）

職名は発令時による

平成26（2014）年度研究プロジェクト概要



ジェンダー研究センター彙報＜平成 26 年度＞  ジェンダー研究 第 18 号 2015 

＜平成 26 年度＞彙報 2 ページ目 

１．人事関係 

１） 運営委員会名簿（括弧内は在任期間）  

２） スタッフ名簿（括弧内は在任期間） 

センター長（併） 足立 眞理子  （平成 19 年 4 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

 申 琪榮    （平成 20 年 4 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

客員研究員 戒能 民江（お茶の水女子大学名誉教授） 
（平成 23 年 4 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

 伊藤 るり（一橋大学大学院教授） 
（平成 20 年 4 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

 菅野 琴（元駐ネパールユネスコ代表・ 
元ユネスコ本部職員・ 
国立女性教育会館客員研究員） 

（平成 20 年 4 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

 舘 かおる（お茶の水女子大学名誉教授） 
（平成 26 年 4 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

研究協力員 ジソ・ユン（カンザス大学政治学部専任講師） 
（平成 26 年 4 月 1 日～ 

7 月 31 日） 

 大木 直子（お茶の水女子大学ほか非常勤講師） 
（平成 26 年 4 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

 太田 麻希子（明治学院大学ほか非常勤講師） 
（平成 26 年 4 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

研究機関研究員 平野 恵子      （平成 25 年 4 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

研究支援推進員 板井 広明 （平成 22年 12月1日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

アカデミック・ア

シスタント 
吉原 公美 （平成 22 年 5 月 1 日～ 

平成 27 年 3 月 31 日） 

アカデミック・ア

シスタント 
梅田 由紀子    （平成 26 年 4 月 1 日～

平成 27 年 3 月 31 日） 

研究員（科学研

究費） 
滝 美香 

 
（平成 23 年 5 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

                    

 

２．会議関係 

＜運営委員会の開催＞ 

平成 26 年 4 月 18 日・平成 27 年 2 月 24 日 

 

ジェンダー研究センタ

ー長・人間文化創成

科学研究科教授 

足立 眞理子 （平成 19 年 4 月 1 日～ 
平成 27 年 3 月 31 日） 

ジェンダー研究センタ

ー員・人間文化創成

科学研究科准教授 

申 琪榮 （平成20年 4月 1日～） 
平成 27 年 3 月 31 日） 

ジェンダー研究センタ

ー員・人間文化創成

科学研究科教授 

石井クンツ昌子 （平成20年 4月 1日～） 
平成 27 年 3 月 31 日） 

ジェンダー研究センタ

ー員・人間文化創成

科学研究科教授 

棚橋 訓 （平成20年 4月 1日～） 
平成 27 年 3 月 31 日） 

人間文化創成科学研

究科教授 
米田 俊彦 （平成16年 4月 1日～） 

平成 27 年 3 月 31 日） 
 

人間文化創成科学研

究科教授 
真島 秀行 （平成16年 4月 1日～） 

平成 27 年 3 月 31 日） 
 

人間文化創成科学研

究科教授 
宮尾 正樹 （平成19年 4月 1日～） 

平成 27 年 3 月 31 日） 

人間文化創成科学研

究科教授 
小玉 亮子 （平成23年 4月 1日～） 

平成 27 年 3 月 31 日） 

人間文化創成科学研

究科准教授 
斉藤 悦子 （平成24年 4月 1日～） 

平成 27 年 3 月 31 日） 
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 REMI

Gender and Power: 

Toward Equality and Democratic Governance
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Twentieth-century women scientists

Policies for supporting the settlements and social activities of women 

turning to farming and rural areas 

Ways to 

connect part-time work at public sectors with utilization of replacements for 

officials on parental leave

Gender budgeting in 

Korea: the effects of operating national gender budget system and 

measures for the efficient management of local gender budget system

The future of the family and foresight for women 

and family policies in Korea2

 Promoting a safe environment for girls 

and women 4 Summary of the status of 

the gender-sensitive analysis of court decisions related to women and 
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families, and future legislation 1: women’s labour issues

Economic 

growth strategy and jobs for women 3

Accomplishments of the 

30-year efforts for women's integration in social development and an 

outlook for the future 2

KLoWF:

Korean longitudinal survey of women & families

Strengthening gender equality policy infrastructure in the 

Asia-Pacific region Research on gender 

equality practices by the general public and obstacles

Research on the effective establishment of the gender 

mainstreaming system

Analysis of the status of adolescent 

immigrants from North Korea by gender and support policies for female 

adolescent among them

Structure and characteristics of 

women's unemployment based on the extended unemployment rate : project 

title, Study on the recent changes in the structure of women's unemployment

Ten years of the national basic 

livelihood security system and working poor women

Adolescent health from gender perspectives and 

policy issues Measures to promote 

representation through the analysis of nomination process of women in the 

legislative elections A 

study on divorce law reform

Research on the blind spot of multicultural family support 

policy The profile of 

family caregiving as provided by female older adults in South Korea

Empowering parental capacity of the North Korean 

female defectors

Panel analysis of 2010-2012 gender budget statements

study on the distribution of social welfare 

finances by gender

A Study on improving the child-rearing subsidy program for 

low-income single-parent families

 : : 

: 

:  

: 

: 

: = Sexual ethic 

without morality : essays on sexual ethics and sex critique

= The zoophilia webpage incident

Crossing borders II: migration and 

development from a gender perspective

Global care chains : toward a rights-based global care regime?

Women's participation in the market : 

women retail traders in Phnom Penh, Cambodia

Thai women construction workers

Violence against women: 

Perspectives and strategies in India

Gender concerns in aquaculture in Southeast Asia

" ", 

: " "

“ ",  : " "

Texts of war: the religio-military nexus in Pakistan and 

India Women, 

nationalism and state : towards an international feminist perspective

In search of women's 

standpoint: towards an epistemology of experiential knowledge

Gender relations and housing design: 

a study in Kathmandu Valley, Nepal

Women in Laos: weaving tommorrow

The last of the Nuba 

Annotated bibliography on women in development in Asia 

and the Pacific II SOM Conference on 

Globalisation, Innovation and Human Resource Development for 

Competitive Advantage Women in Asia and 

the Pacific: high-level Intergovernmental meeting to review regional 

implementation of the Beijing platform for action 26-29 October 1999: 

proceedings 

Sinistra europea 1987 : sindacati e partiti : elezioni programmi 
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congressi La questione internazionale

  La proposta di alternativa per il cambiamento: 

il documento preparatorio del XVI Congresso approvato dal CC e dalla 

CCC nella sessione del 23/25 novembre 1982

XIII [i.e. Tredicesimo] Congresso del Partito comunista italiano: atti e 

risoluzioni Il PCI e la sinistra europea

Annual report : 1981-1982  compiled and edited 

by Victorya Monkman, Juliette Laplante-L'Hérault= Repport annuel: 

1981-1982

Programme : Colloque international 

sur la recherche et l'enseignement relatifs aux femmes, Montréal, 26 

juillet-4 août, 1982 = [Program] : International Conference on Research 

and Teaching Related to Women, Montreal, July 26-August 4, 1982 = 

Programa : Co Papers to be presented during the International 

Conference on Research and Teaching Related to Women: Montréal July 

26 - August 4, 1982
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