
（公財）アジア女性交流・研究フォーラム
調査・研究ライン	2014年度活動報告

　（公財）アジア女性交流・研究フォーラム（KFAW）調査・研究ラインは、2014年度に次
の事業を実施しました。

1.　主任研究員研究
2.　客員研究員研究
3.　研究成果の発信
4.　KFAWアジア研究者ネットワークセミナー
5.　プログラム開発

１．主任研究員研究

アジア女性交流・研究フォーラム主任研究員　神﨑智子

（1）2014/2015年度研究
「地域社会における女性団体の活動と男女共同参画社会の推進に関する研究」
アジア及び日本の地域社会における女性団体の組織や活動について、これまでの
歴史、現在の活動の実態を調査し、男女共同参画社会形成における女性団体の役
割や課題、今後の展望などを分析するもの。

（2）学会発表
・第88回東アジア政治史コロキウム報告
日時：2014年8月2日（土）13:30～15:30
テーマ：インドネシアのRT/RWとPKK活動について　
場所：九州大学法学部

（3）北九州市及び近隣都市圏における地域貢献活動
・小倉南区食生活改善推進員研修講師
日時：2014年4月24日（木）14:00～15:00
テーマ：女性は今、街の主役―「私たちの健康は私たちの手で」への期待
場所：小倉南生涯学習センター

・小倉南区男女共同参画フォーラム事前学習会アドバイザー
日時：2014年5月22日（木）14:00～16:00
テーマ：ワーク・ライフ・バランス
場所：北九州市立男女共同参画センター「ムーブ」
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・小倉南区男女共同参画フォーラム　コーディネーター
日時：2014年6月23日（月）10:00～12:00
テーマ：仕事と生活に生きがいと喜びを―いま、ワーク・ライフ・バランス―
場所：小倉南区吉田市民センター

・八幡西区男女共同参画フォーラム事前学習会アドバイザー
日時：2014年7月3日（木）19:00～20:00
テーマ：男女共同参画社会
場所：八幡西区塔野市民センター

・八幡西区男女共同参画フォーラム　コーディネーター
日時：2014年7月12日（土）13:30～15:30
テーマ：男の本音　女のホンネ
場所：八幡西区塔野市民センター

・北九州市男女共同参画地域推進員の会研修会講師
日時：2014年11月14日（金）13:30～15:30
テーマ：地域社会の発展と女性の活躍
場所：北九州市立男女共同参画センター「ムーブ」

・高見幼稚園・小学校・中学校合同家庭教育学級講師
日時：2014年12月2日（火）10:00～11:30
テーマ：自分の生き方を考える―母として女性として輝く未来へ―
場所：八幡東区高見市民センター

・小倉みなみ市民塾　わがまち講演会講師
日時：2015年1月21日（水）10:00～12:00
テーマ：マッカーサーの贈り物？　いいえ。―日本女性の参政権獲得の歴史―
場所：小倉南生涯学習センター
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・築上町男女共同参画ネット　まあるく参画講演会講師
日時：2015年2月22日（日）10:00～12:00
テーマ：歌謡曲から見える男女の関係―家庭の中の男女共同参画
場所：築上町生涯学習センター「ソピア」

・福岡県男女共同参画推進連絡会議「みらいねっとフォーラム2015」　コーディネーター
日時：2015年3月14日（土）10:10～14:30
テーマ：輝く女性たち―女性の活躍で地方の創生を―
場所：福岡県男女共同参画センター「あすばる」

・福岡市女性職員派遣研修報告会講師
日時：2015年3月19日（木）14:00～16:00
テーマ：女性職員がイキイキとやりがいを持って働くために
　　　　―女性ロールモデルからそのヒントを学ぶ―
場所：福岡市職員研修センター

・築上町男女共同参画ネット連続学習会講師
・第1回　2014年7月14日（月）18:00～20:00
テーマ：男女共同参画社会
場所：築上町役場築城支所

・第2回　2014年9月29日（月）18:00～20:00
テーマ：男女共同参画計画の推進について―事例に学ぶ女性の力―
場所：築上町役場築城支所

・第3回　2014年11月17日（月）18:00～20:00
テーマ：築上町男女共同参画ネットの活動方針について
場所：築上町役場築城支所

・築上町男女共同参画ネット役員会定例学習会講師
・第1回　2014年5月12日（月）19:00～20:00
・第2回　2014年12月12日（金）18:00～20:00
・第3回　2015年1月19日（月）18:00～20:00
　（場所はいずれも築上町役場築城支所）

（4）北九州市大学大学生インターンシップ研修
テーマ：女性の地位向上のための国連及び日本の取り組みについて
・第1回　2014年10月16日（火）8:30～12:00
・第2回　2014年11月27日（木）13:00～16:00
（場所はいずれもアジア女性交流・研究フォーラム研究室）
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２．客員研究員研究

（1）2013/14年度KFAW客員研究員（2013年7月～2014年12月）と研究テーマ
ア　「夫婦間の性別役割分業はなぜ変わらないのか―既婚女性へのインタビュー調査か
ら探る」
武蔵野大学他非常勤講師　笹川あゆみ
（共同研究者）

東京女子大学大学院人間科学研究科博士後期課程　池松玲子
一般社団法人社会デザイン研究所特別研究員　小関孝子
大妻女子大学他兼任講師　北原零未　

イ　「グローバリゼーションに対する認識と英語力―日本人女性と韓国人女性との比較―」
東京経済大学現代法学部准教授　カレイラ松崎順子

（2）2014/15年度KFAW客員研究員（2014年7月～2015年12月）と研究テーマ
ア　「滞日ネパール人女性にとっての社会的包摂とは：セイフティネットの活用に関
する研究」
福岡県立大学人間社会学部准教授　佐野麻由子
（共同研究者）

上智大学総合グローバル学部准教授　田中雅子
ポウラキネパール（Pourakhi Nepal）代表　マンジュ・グルン

イ　「台湾・マレーシアにおける女性に対する暴力被害者支援の研究」
広島大学ハラスメント相談室准教授　北仲千里
（共同研究者）

神奈川大学法学部教授　井上匡子
室蘭工業大学大学院工学研究科准教授　清末愛砂
立命館大学法心理・司法臨床センター専任研究員　金成恩
関西福祉科学大学健康福祉学部講師　松村歌子
北海道大学大学院法学研究科助教　李妍淑

３．研究成果の発信

（1）研究誌の刊行

①『アジア女性研究』第24号（2015年3月発行）
②『KFAW調査研究報告書』Vol. 2014―1（2015年3月発行）
「夫婦間の性別役割分業はなぜ変わらないのか―既婚女性へのインタビュー調査か
ら探る」笹川あゆみ、池松玲子、小関孝子、北原零未
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③『KFAW調査研究報告書』Vol. 2014―2（2015年3月発行）
「グローバリゼーションに対する認識と英語力―日本人女性と韓国人女性との比較
―」カレイラ松崎順子

（2）第25回KFAW研究報告会
日時：2015年2月7日（土）13:30～15:30
場所：北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム
テーマ及び報告者：
ア　「夫婦間の性別役割分業はなぜ変わらないのか―既婚女性へのインタビュー調査
から探る」
2013/14年度KFAW客員研究員
笹川あゆみ（武蔵野大学他非常勤講師）
北原零未（大妻女子大学他兼任講師）

イ　「グローバリゼーションに対する認識と英語力―日本人女性と韓国人女性との
比較―」
2013/14年度KFAW客員研究員
カレイラ松崎順子（東京経済大学現代法学部准教授）

４．KFAWアジア研究者ネットワークセミナー

第1回「第58回国連女性の地位委員会（CSW58）帰国報告会」
日時：2014年4月11日（金）18:30～20:00
場所：北九州市男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム
報告者：北九州サスティナビリティ研究所研究員　織田由紀子
　　　　北九州市立大学法学部教授　二宮正人

第2回「ネパールの失われた女性たち」講演会
日時：2014年7月25日（金）18:30～20:00
場所：北九州市男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム
講師：福岡県立大学人間社会学部准教授　佐野麻由子
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５．プログラム開発

（1）大学生のためのキャリア形成プログラム開発
　「大学生のためのキャリア形成」をテーマとしたプログラムを作成し、市内大学5校に
おいて授業を実施しました。

第1回授業　2014年6月2日（月）14:40～16:10
KFAW特別研究員　湯淺墾道
＜西南女学院大学（参加者200人）＞

第2回授業　2014年6月6日（金）14:40～16:10
KFAW特別研究員　大島まな
＜西南女学院大学（参加者173人）＞

第3回授業　2014年6月23日（月）10:45～12:15
KFAW特別研究員　大島まな
＜九州共立大学（参加者171人）＞

第4回授業　2014年6月24日（火）14:50～16:20
KFAW特別研究員　大島まな
＜九州共立大学（参加者228人）＞

第5回授業　2014年7月3日（木）9:00～10:30
KFAW専務理事　西本祥子
＜西日本工業大学（参加者37人）＞

第6回授業　2014年9月22日（月）16:35～18:05
KFAW特別研究員　松本幸一
＜九州女子大学（参加者167人）＞

第7回授業　2014年12月12日（金）13:00～14:30
KFAW特別研究員　湯淺墾道
＜九州国際大学（参加者117人）＞
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第8回授業　2014年12月12日（金）14:40～16:10
KFAW特別研究員　湯淺墾道
＜九州国際大学（参加者140人）＞

（2）デートDV予防教育ファシリテーター・フォローアップ研修
　一般市民向けのDV防止講演会と、デートDV予防教育のファシリテーターおよびデー
トDV予防教育に参加する意思のある人を対象とした研修を実施しました。

日時：2014年8月10日（日）10:00～16:30
場所：北九州市男女共同参画センター・ムーブ　大セミナールーム

第一部　DV防止講演会「DV被害者支援の現場から―DV被害母子の現状―」
　　　　講師：ウィメンズカウンセリング京都（WCK）
　　　　　　　　　　フェミニストカウンセラー　竹之下雅代

第二部　ファシリテーター・フォローアップ講座
　　　　講師：DV防止ながさき代表　中田慶子
　　　　・DV防止北九州メープルリーフの会の活動報告
　　　　・講義「デートDV防止活動の課題」
　　　　・グループ討議
　　　　・まとめと講評
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KFAW出版物バックナンバー

アジア女性研究
第12号 持続可能な開発―ジェンダーの視点から （2003.3） 1000円
第 13号 ICTとジェンダー （2004.3） 1000円
第 14号 人間の安全保障とジェンダー （2005.3） 1000円
第 15号 グローバル化とジェンダー （2006.3） 1000円
第 16号 ジェンダーと政治（ポリティクス） （2007.3） 1000円
第 17号 福祉とジェンダー （2008.3） 1000円
第 18号 科学とジェンダー―主体として、対象としての現在 （2009.3） 1000円
第 19号   （2010.3） 配布
別冊  アジア女性学の動向 （2010.3） 配布
第20号   （2011.3） 配布
第21号   （2012.3） 配布
第22号   （2013.3） 配布
第23号   （2014.3） 配布

Journal of Asian Women’s Studies

Volume 11 Participation and Good Governance;   （2001.12） 1000円
  Environmental Issues; from a Gender Perspective
Volume 12 Cairo+10: Reviewing Reproductive Health and   （2003.12） 1000円
  Rights
Volume 13 ICT and Gender   （2004.12） 1000円
Volume 14   （2005.12） 1000円
Volume 15   （2006.12） 1000円
Volume 16   （2007.12） 1000円
Volume 17 Welfare and Gender     （2008.12） 1000円

※以降は、KFAWホームページにE-Journal として掲載しています。

KFAW調査研究報告書
Vol. 2013-1 「津波被災地の復興における女性の役割―インドネシアのアチェ州と東北地方

の比較を通して―」　（2014年 3月）
Vol. 2013-2 「現代台湾における子育てをめぐる言説の諸相とジェンダー」（2014年 3月）
Vol. 2014-1 「夫婦間の性別役割分業はなぜ変わらないのか―既婚女性へのインタビュー調

査から探る 」　（2015年 3月）
Vol. 2014-2 「グローバリゼーションに対する認識と英語力―韓国人女性と日本人女性との

比較―」　（2015年 3月）

その他刊行物については当財団ホームページ
http://www.kfaw.or.jp/publication/ をご覧ください。
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