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*English follows Japanese 

 

「ジェンダーと政治」ワークショップ	  

報告者募集のお知らせ  

 

■ 目的 

ジェンダー研究、ラテンアメリカ研究等で著名な、米ダートマス大学リサ・バ

ルデス政治学部教授をお招きしての研究ワークショップを開催します。バルデ

ス教授による「ジェンダーと政治」研究に関する基調報告に加え、日本を研究

拠点とする研究者・院生にご報告いただき、研究交流の場とすることを目的と

しています。報告する論文は、「ジェンダーと政治」をテーマとした、将来英

文のジャーナルに投稿予定のものを想定しています。報告はせずに参加のみを

希望する研究者・大学院生も歓迎です。参加方法に関しては報告者確定後に企

画者ホームページ等にてご案内します。 

 

■ 日時：	 2015年 3月 21日（土）午後 1時より 

■ 場所：	 慶應義塾大学三田キャンパス	  

■ 使用言語：英語 

■スケジュール 

午後 1時 – 基調報告	 リサ・バルデス教授 

午後 2時 – 午後 5時 30分 

 研究報告	 4人程度 

	 １人の報告者に 50分を割りあて、報告・質疑応答を自由におこなっていただ 

	 きます  

午後 6時 – 

	 懇親会	 	  

 

■ 応募方法 

(1) 報告の応募 

氏名（漢字とふりがな）、所属、電子メールアドレス、英文の題名とアブスト
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ラクト(150-400 words)、を書いた文書（テキスト形式またはMS-WORD形式）

を以下の要領でメール添付にてお送りください。すでに論文がある場合は、論

文もあわせてご提出ください。応募メール送信後 24時間以内に拝受確認の返信

が届かない場合は再送をお願いします。 

 

応募〆切：2015年 1月 31日（土） 

件名：「ジェンダーと政治」ワークショップ報告希望 

メール宛先：衛藤幹子(eto@hosei.ac.jp)  

 

採択可否は 2015年 2月 15日(日)までにメールにてお知らせします。採択された

場合、報告論文（英語）は 3月 14日(土)までにご提出いただきます。 

 

■ 企画 

衛藤幹子（法政大学） 

粕谷祐子（慶應義塾大学法学部） 

堀内勇作（ダートマス大学政治学部） 

 

■ 問い合わせ先 

研究上の問い合わせは衛藤幹子(eto@hosei.ac.jp)へ、会場等の問い合わせは粕谷

祐子(ykasuya@a7.keio.jp)へお願いします。 

 

■ リサ・バルデス教授略歴 

ダートマス大学政治学部教授、ラテンアメリカ・カリブ

研究学部長。カリフォルニア大学サンディエゴ校にて博

士号取得後、ロチェスター大学、ワシントン大学を経て

現職。Politics & Gender誌の創刊時共同編集長。ジェンダ

ーと政治、ラテンアメリカ政治を中心に著書多数。近著

に、Defying Convention: The US, the UN, and the Treaty on 

Women’s Rights (Cambridge University Press, 2014)	 がある。 

 

<本企画は文部科学省「スーパーグローバル大学」より支援を得ています>  
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Call for Papers 

Gender and Politics Workshop with Lisa Baldez 

 

Under the auspices of the Top Global University Project of Ministry of Education, 

Gender and Politics Workshop will be held inviting Professor Lisa Baldez of Dartmouth 

University as the keynote speaker. In addition to Professor Baldez’s presentation, we 

invite 3 to 4 paper givers on the theme of gender and politics. The aim of this workshop 

is to provide Japan-based scholars with an opportunity to present their research and get 

feedbacks from the audience, including Professor Baldez. The workshop is also 

intended to serve as a venue for networking among scholars and students doing research 

on gender and politics.  

 

When:  March 21, 2015(Saturday)  

Where: Mita Campus, Keio University  

Timetable:  

1 pm – 2pm     Keynote by Professor Lisa Baldez   

2 pm – 5:30 pm  Presentation of four selected presenters 

Each person will be allotted one hour for presentation and discussion of his/her 

paper. 	  

6 pm – Reception   

 

How to Apply: 

Submit your abstract (150-400 words) to Mikiko Eto (eto@hosei.ac.jp) by January 31, 

2015. If you already have a paper, please submit it together with your abstract. 

Decisions will be announced by February 15, 2015. If accepted, full paper should be 

submitted by March 14, 2015.   

 

Organizers:  

Mikiko Eto (Hosei University) 

Yuko Kasuya (Keio University) 

Yusaku Horiuchi (Dartmouth College) 
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Inquires: 

Mikiko Eto (eto@hosei.ac.jp) for academic matters  

Yuko Kasuya (ykasuya@a7.keio.jp) for logistics 

 

 


