第28回社研シンポジウム（国際シンポジウム）

知識経済を
ジェンダー化していく
Keep Gendering
the Knowledge Economy

知識基盤経済の進展は、仕事の場をどのように変えるのか、そもそも知識とはなにか。知識は

どのように経済の基盤となり、社会のありかたに影響するのか。知識経済では社会階層やとりわ
けジェンダーによる格差は、いかに変容するのか。逆に、ジェンダー関係はいかに知識経済・社
会のありかたに影響するのか。
このほど、S・ウォルビー、H・ゴットフリート、K・ゴットシャル、大沢真理共編『知識経済
をジェンダー化する』が出版された（原書は2007年に出版）。知識経済の推進と知識社会の構
築は、グローバルにますます重大な課題となっている。本シンポジウムでは、日本語版の出版を
機に、上記の問題を突き詰めようとする。気鋭の研究者からのコメントにたいして、共編者・著
者が、原書出版後の研究の進展を紹介しつつ応答し、会場全体として議論を深めたい。

2016

11/13(日)
13:00-17:00
(会場12:30）

会場：東京大学福武ラーニングシアター
使用言語：日本語・英語（同時通訳）
▶プログラム
司会・開催趣旨 大沢真理（東京大学）
第Ⅰ部

『知識基盤経済をジェンダー化する』をどう読むか

コメント

(13:10-14:00)

萩原久美子（下関市立大学）
松川誠一（東京学芸大学）
第Ⅱ部

編著者はどう考えるか

パネリスト

(14:15〜15:45)

シルヴィア・ウォルビー（ランカスター大学）

ハイディ・ゴットフリート（ウェイン州立大学）
カリン・ゴットシャル（ブレーメン大学）
大沢真理（東京大学）

カレン・シャイア（デュースブルグ＝エッセン大学、お茶の水女子大学）
イルゼ・レンツ（ボッフム大学）

グレンダ・ロバーツ（早稲田大学）
西川真規子（法政大学）

田中かず子（国際基督教大学）
第Ⅲ部

総合討論と総括

(16:00〜17:00)

後援：平成28-30年度科学研究費補助金基盤（A）「災害・危機へのレジリエンスをジェンダー化する―日独の対比に焦点を当てて」
（研究代表者：大沢真理）/ 日本フェミニスト経済学会 / 女性労働問題研究会 / 社会政策学会ジェンダー部会 /

日本学術会議社会学委員会ジェンダー研究分科会 / 認定特定非営利活動法人ウイメンズアクションネットワーク（WAN）

The 28th ISS Symposium (International Symposium)

Keep Gendering
the Knowledge Economy
How will the development of the knowledge economy change the workplace, and what is
knowledge in the ﬁrst place? How can knowledge serve as the basis of an economy, and
how does knowledge aﬀect the nature of society? How will disparities between social
strata, and especially gender-based inequalities, change in a knowledge economy?
Conversely, how do gender relations aﬀect the nature of a knowledge economy and
society?
A Japanese version of Gendering the Knowledge Economy, edited by S. Walby, H.
Gottfried, K. Gottschall, and M. Osawa, was recently published (the original English version
was published in 2007).
The promotion of knowledge economies and the creation of knowledge societies have
become increasingly important challenges around the world. This symposium takes the
publication of the Japanese version as an opportunity to thoroughly investigate the issues
described above. We hope that all symposium members will join in and deepen our
discussion of the issues as the editors and authors of the book respond to comments and
questions from leading researchers while discussing advances in their research since the
publication of the original book.

2016

11/13(Sun)
13:00-17:00

Doors open at 12:30

Venue： FUKUTAKE Learning Theater, The University of Tokyo
Language：Japanese, English (simultaneous interpretation)
▶Program
Chair: Mari Osawa (University of Tokyo)
Part Ⅰ

Reading “Gendering the Knowledge Economy (Japanese version)”

Comment

(13:10-14:00)

Kumiko Hagiwara (Shimonoseki City University)
Seiichi Matsukawa (Tokyo Gakugei University)
PartⅡ

Panelist

How the authorsʼ responses?

(14:15〜15:45)

Sylvia Walby（Lancaster University）

Heidi Gottfried（Wayne State University）
Karin Gottschall（University of Bremen）
Mari Osawa（University of Tokyo）

Karen Shire（University of Duisburg-Essen, Ochanomizu University）
Ilse Lenz (University of Bochum)

Glenda S. Roberts（Waseda University）
Makiko Nishikawa（Hosei University）

Kazuko Tanaka （International Christian University）
PartⅢ

General discussion and Summary

(16:00〜17:00)

Supporters:
20162018 Grants-in-aid for scientiﬁc research, Basic research program（A）“Gendering the resilience to disasters and
crises̶Focus on the comparison of Japan and Germany”（PI：Mari Osawa）/ Japan Association for Feminist Economics /
Society for Study of Working Women / Gender Subcommittee of Japan Association for Social Policy Studies /
Gender Studies Subcommittee of Sociology Committee, Science Council of Japan / Womenʼs Action Network : WAN

