
 

 

 
Fostering Friendships:  

Case Studies of Myanmar Refugee Children     in Two Learning Centres in Malaysia 
 

Shook Yee Leong  
 

This research focuses on the educational experiences of Myanmar refugee children in 
Malaysia. It examines the expectations of parents and NGOs of Learning Centres for refugee 
children in Malaysia and investigates whether the education space provides a positive environment 
for the positive effects of intergroup contact.  The conceptual framework for the study is based on 
intergroup contact theory. This argues that interaction between individuals belonging to different 
groups will reduce ethnic prejudice and intergroup tension. As refugee children studying in the 
education space make friends with students from different ethnic and religious groups intergroup 
friendship can be explored regarding the reduction of intergroup prejudice.   Although literature 
does provide for research conducted on intergroup attitudes in childhood and adolescents, the 
situation of refugee children in Malaysia is not widely explored. This is especially true in relation to 
the education of refugee children in Malaysia. This research intends to fill the gap in literature by 
providing in depth studies on the educational experiences of urban refugee children and explore the 
expectations of parents and key NGO of education projects. It will also examine if education for 
urban refugee children in Malaysia fulfills these expectations and contributes to reduced ethnic 
prejudice and intergroup tension. 
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シューキーシューキーシューキーシューキー    リオンリオンリオンリオン    

 

本論は、マレーシアにおけるミャンマー難民の子ども達の教育体験を取り上げる。マレ

ーシアにおける難民の子どものための教育センターで、親や NGO の期待を分析し、教育の

場が、集団間接触による良い効果を生み出すポジティブな環境を提供できるかを検討する。

概念的な枠組みとしては集団間接触理論に基づき、民族・集団間の偏見や差別はそれぞれ

の個人が接触を増やせば緩和されることを示す。教育の場で学ぶ難民の子どもは、異なる

民族や宗教の子どもたちと友達になるため、この交流が集団間の偏見の緩和につながるか

分析することを狙いとしている。幼児期や青年期の他民族への態度やグループ間のつきあ

いに関する先行研究は存在するが、 マレーシアの難民の子どもに関する研究はあまり存

在していない。特に難民の子どもの教育分野の研究は皆無である。本研究は都市部の難民

の子どもの教育体験に焦点を合わせ、親の期待と教育プロジェクトを担当する主要 NGO

について考察する。またマレーシア都市部の難民の子どもの教育がこれらの期待に沿うも

のになっているか、また人種偏見とグループ間の緊張緩和に貢献しているかを分析する。 

 



 

 

 
Peace, Sport and Relational Space: 

Lederach’s Web in the Analysis of ‘Chinlone’ in Contemporary Myanmar 
 

Jack Harrison 
 

My thesis examines the contribution made to peacebuilding in Myanmar by the national 
sport of chinlone, a traditional ball game characterized by cooperation and non-competitiveness. 

Sport has been promoted as an effective intervention strategy to address a number of peace 
and development objectives. Today, a wide range of actors including the United Nations, 
international development agencies and non-governmental agencies (NGOs) endorse sport as a 
social catalyst. However, the adversarial and frequently violent nature of sport are sometimes at 
odds with the wider ambitions of peace initiatives. 

Using John Paul Lederach's "web" theory of peacebuilding, whereby social networks 
create a sustainable web of relationships involving participation from the grassroots to the highest 
levels of power, my thesis analyses what cooperative, non-competitive sports such as chinlone have 
to contribute to the fertile ground of sport for development and peace.  
 
 
 
 

平和、スポーツ、関係の空間：平和、スポーツ、関係の空間：平和、スポーツ、関係の空間：平和、スポーツ、関係の空間：    

ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・PPPP・ラデラック理論からみる現代ミャンマーにおける・ラデラック理論からみる現代ミャンマーにおける・ラデラック理論からみる現代ミャンマーにおける・ラデラック理論からみる現代ミャンマーにおける““““チンロンチンロンチンロンチンロン””””    

 
ジャックジャックジャックジャック    ハリソンハリソンハリソンハリソン 

 
本論は、協力と非競争を特徴とするミャンマー国技である伝統球技チンロンが平和作り

に果たす役割を検討する。 

スポーツは平和と開発目標達成の効果的な介入手段として奨励されてきた。今日、国連

や国際開発機構、NGO を含む幅広いアクターが、スポーツを社会的な触媒として認めてい

る。しかし、スポーツの敵対性や、時にその暴力性が平和イニシアティブと相容れないこ

ともある。 

ソーシャル・ネットワークが草の根団体から政府の最高機関に至る持続的な関係を作り

上げるとするジョン・P・レデラックの「ウェブ」平和構築理論を枠組みとして、本論は

チンロンのような協力と非競争を旨とするスポーツが開発・平和に貢献する姿を分析する。



 

 

Learning global issues in a global language: 

a case study of content and language    integrated learning in a Japanese university 
 

Sarah Sanderson 
 

In our world where the recent and serious threats of global security, ethnic conflict, social 
inequality and environmental destruction have only grown more critical, educators are increasingly 
looking for ways to prepare students with the awareness, knowledge, and skills needed to tackle 
such issues. Recently, foreign language instructors have accepted this challenge and have begun 
incorporating themes of global problems in their curriculum using an approach to language teaching 
called content and language integrated learning (CLIL). A CLIL classroom is one in which students 
not only develop communication skills in another language but also learn new information about a 
different subject at the same time. Language educators who subscribe to the CLIL approach to teach 
about global issues use themes such as peace, human rights, development, and the environment 
among others as a basis for instruction and practice as well as for relevant and important topics that 
encourage thoughtful discussion and critical thinking in the target language. 

 
This research project investigates the use of global issues in the language classroom by 

means of a case study of two required English for academic research writing courses at a Japanese 
university. Through classroom observation, student and instructor interviews, and analysis of 
student questionnaires and reflection journals, the conditions for a successful CLIL classroom were 
explored along with the benefits and challenges of studying content and language together and how 
such an approach can contribute to peace. Results showed that using the common theme of global 
issues helped to unify and create community between the twenty first and second-year Japanese 
students in the language courses. However, students perceived the combination of simultaneous 
language and content learning to be successful only if the two were given equal attention in class 
and on assignments. Learners’ overall impression of the course was that it consistently encouraged 
them to think about people other than themselves and of universal problems occurring both inside 
and outside of Japan. Students commented that such a course helped them to be more comfortable 
talking about global issues in English and that it influenced their conversations outside of class 
along with future class selection and choice of major. This research will be shared with other 
language educators interested in incorporating global issues into their classroom and will be used as 
a basis for the researcher’s English courses in the future as well. 
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サラサラサラサラ    サンダーソンサンダーソンサンダーソンサンダーソン    

 

今日の世界ではグローバルな安全保障が深刻な脅威にさらされており、民族紛争、社会

的不平等、環境破壊はひどくなる一方である。教育者は、教え子にそのような問題を認識

し、また解決方法のための知識と技術を与えて、問題と向き合う準備の指導をしている。

最近外国語の教育者がこの難題に対応すべく、内容言語統合型学習（CLIL）アプローチ

を通じてグローバル問題をカリキュラムに組み込んでいる。 CLIL の授業では学生が外国



 

 

語のコミュニケーション・スキルを身に付けるだけでなく、異なる教科の内容についても

同時に学ぶ。CLIL に賛同する語学教育者は平和、人権、開発や環境などのグローバル問

題を教材として使い、教える言語でのディスカッションやクリティカル・シンキングのた

めの重要なトピックとして扱う。 
 

この研究は、日本の大学で開講されている、英語での学術研究論文執筆に関する２つの

必修科目をケーススタディとして用いて、言語教育の授業におけるグローバル問題の扱い

を検討する。教室での観察、学生と教員のインタビュー、学生のアンケート、リフレクシ

ョン・ジャーナルなどにより、言語とコンテンツを同時に学ぶ長所と短所を分析し、授業

における CLIL の活用が成功するための条件を探って、このアプローチが平和に貢献する

かを検討した。結果は、グローバル問題を教材として利用することで、語学科目を履修す

る１年生と２年生の 20 人の日本人学生の間に団結力が生まれることがわかった。学生は、

言語とコンテンツが組み合わされる場合は、講義と課題でそれぞれに同等の重きを置くべ

きと認識していた。授業について学生が抱いた印象は、このような教材が常に自分と違う

人達のことを考えることを奨励し、また国内外の普遍的な問題について意識を喚起すると

のことだった。英語でグローバルな問題を語りやすくし、友人との普段の会話や、ひいて

は将来的なメジャー選択にも影響するという学生からの意見があった。この研究は、グロ

ーバル問題を教材として使うことに意欲を示す言語教育者と共有し、また執筆者の英語教

育教材の基礎とする予定である。 

 

  



 

 

 
Calming the storm before contact: 

A case study of the Safarni project in Egypt 
 

Madeleine Logan 

  
Public political discourse in 2016 focused on walls, both figurative and literal. Rising 

populism based on ‘us’ and ‘them’ rhetoric challenges peace builders to find effective ways to foster 
tolerance. Many education projects bring together people from different identity groups to have 
dialogue or work towards common goals (eg. Catholics and Protestants in Northern Ireland and 
Arabs and Jews in Israel). It is assumed that these projects are successful. Very few people have 
asked: Does this actually reduce prejudice? Rigorous research on real-world Peace Education 
programs is essential to understanding how exposure to different cultures influences attitudes. My 
thesis reports on a four-month study of an Egypt-based intercultural education initiative called 
Safarni (meaning ‘Let’s Travel’ in Arabic). 

Safarni creates eight-day, imaginary trips across the world where children aged 8-12 meet 
face-to-face with people from different countries. Egypt is a homogenous nation (99% Egyptian, 
90% Muslim). It is a place where there is a lot of suspicion of outsiders. Government propaganda 
warns against foreign spies and racism is institutionalized. Safarni programs are the first 
opportunity for many of these children to meet non-Egyptians.  Ninety-nine Safarni participants 
took part in the study between August and December 2016. Volunteers collected data from 
questionnaires, children’s drawings, one-on-one interviews and picture-based prejudice tests. The 
research project provided evidence that Safarni increased children’s knowledge about other people 
and places. The program also increased their tolerance of ethnic and religious diversity. However, 
children’s prejudice did not reduce. Longer-term programs involving the wider community are 
needed to address deep-seated prejudice. Dismantling the walls that separate people is a long 
process. Programs like Safarni remove the first bricks.  
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マデリンマデリンマデリンマデリン    ローガンローガンローガンローガン 

 
2016 年の公共政策に関わる場面での発言や記事などでは、文字通りの意味でも比喩的

な意味でも「壁」が目立った。「我々」対「彼ら」の対立構造に基づいたポピュリズムの

台頭は、平和構築者が寛容さを育む効果的方法を模索することを阻んできた。多くの教育

プロジェクトが、異なるアイデンティティーを持つ人々をまとめ、対話したり共通の目標

へと行動するよう導いてきた（例えば北アイルランドのカトリック系住民とプロテスタン

ト系住民、イスラエルのアラブ人とユダヤ人など）。これらのプロジェクトは成功したと

みなされており、本当に偏見は減少したのか？と疑問を投げかける者はあまりいない。実

社会での平和教育プログラムに関する研究は、異文化に触れることがその人の態度に影響

を及ぼすか理解する上で不可欠である。本論は、4カ月にわたるエジプトでの「サファー



 

 

ニ」（アラビア語で「旅をしよう」）異文化間交流教育プロジェクトの報告である。  
サファーニでは、8歳から 12歳の子どもが 8日間の想像上の世界旅行をすることで様々

な国の人と出会う。エジプトは単一民族国家（エジプト人 99%、イスラム教徒 90%）で

あり、外国人に対し懐疑的である。政府は外国人スパイの存在を警告するプロパガンダを

流し、人種差別は根深いものがある。サファーニ・プログラムは参加する子ども達の多く

にとって、初めて外国人と会う機会となる。2016 年 8月から 12月にかけて、サファーニ

に 99 人が参加した。ボランティアが、アンケートや子どもたちが描いた絵、１対１のイ

ンタビュー、絵を使った偏見テストからデータを収集した。研究プロジェクトから、サフ

ァーニへの参加によって子どもの他の民族や外国に関する知識が増え、また他民族・他宗

教への寛容が育まれることが判明した。しかし子どもの偏見は減少しなかった。根強い偏

見に立ち向かうためには、より広範なコミュニティーを巻き込んだ長期的なプログラムが

必要である。人と人とを隔てる壁を解体するには長いプロセスが必要であり、サファーニ

のようなプロジェクトがそうした壁の煉瓦を一つずつ崩す糸口となりうると考える。 
 



 

 

 
German Model of Refugee Integration:  

Deconstructing the Symbolic Boundaries of Fortress Europe 
 
 

Abdullah Al Yusuf 
 

Mass displacement of people due to war and conflicts is not a new phenomenon. 
Nonetheless, the recent influx of refugees into Europe is unprecedented on three accounts: firstly, a 
large part of the refugees is arriving from a conflict zone where a regular army of terrorists is 
claiming an Islamic State and fighting a conventional war against coalition forces.  

The consequent fear and suspicion surrounding the predominantly Muslim refugees 
coupled with securitization of the issue is complicating the integration process. Secondly, unlike the 
previous instances of moving into a neighbouring country, the refugees arriving in Europe are 
crossing multiple borders creating severe challenges for the existing legal instruments to 
accommodate them.  Thirdly, such movement is taking place not just across the geographical 
boundaries but, most significantly, across the symbolic boundaries defined by distinctive religious 
markers: refugees from predominantly Muslim countries moving into a predominantly Christian 
Europe. Despite all these complexities, Germany has accepted an unusually large number of 
refugees. 

My research sought to explore how Germany is dealing with all the aforesaid challenges. 
The findings are: unwavering directives from the highest level of government, a well articulated 
integration policy, respect for liberal democratic ideals, a vibrant civil society, deeply motivated 
cadres of young volunteers and an effective system of decentralized governance allowing enormous 
flexibility to the local authorities to pursue context-specific policies have enabled Germany to 
overcome the integration challenges. This model of refugee integration is unmatched by any of the 
existing theories and thus offers a foundation for new theories to build upon.  
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アブドゥラアブドゥラアブドゥラアブドゥラ    アルアルアルアル    ユスフユスフユスフユスフ    

 
大勢の人が戦争や紛争で移住を余儀なくされることはそう新しい事ではない。しかし近

年のヨーロッパへの大量難民流入は三つの点で前例がない。まず難民の大半が、テロリス

トからなる軍がイスラム国を名乗り連合軍との通常戦を繰り広げている紛争地域からや

ってきていることである。結果として、ほぼイスラム教徒が占める難民をめぐる不安と疑

いは、安全保障実現の問題とあいまって統合へのプロセスを複雑化している。 
第二に、以前みられた隣国へ移動する場合と違って、ヨーロッパに到着する難民は複数

の国境を越えてきており、既存の法体制では十分に対応できない場合が多い。 
第三に、そのような移動は、地理的な国境ばかりでなく象徴的な壁である宗教の違いを

も超えてきている ― ほぼイスラム教徒が占める国から、キリスト教徒が大半を占めるヨ

ーロッパへの移動である。この複雑な状況にも拘わらず、ドイツは前例のない人数の難民



 

 

を受け入れてきた。 
本論は、このような問題とどう向き合うかを検討する。結果として、政府の最高レベル

でのゆるぎない方針の提示、明瞭に表現された統合政策、リベラルな民主的理想の尊重、

活発な市民社会、意欲的な若いボランティアの貢献、分権化したガバナンス、こうした要

素が自治体の柔軟な対応を可能にし、個別の状況に沿った政策遂行を可能にし、統合をめ

ぐる問題を克服していることを明らかにした。この難民統合モデルは先行理論にも前例が

なく、新たな理論形成への端緒を開く。 
 

 



 

 

 

Making the young Jihadist：：：： 
Extreme Identity and the Construction of Religious Change and  

Radicalization in Migrant Youth through Social Media 
 

Ida Suraya Klint 
 
 

This thesis will analyze the way youth in Europe are radicalized and mobilized to become 
part of violent Islamist extremism. The role of mainstream and social media in this process can also 
be a catalyst for the construction of religious change which leads to radicalization. This can be due 
to the media portrayal of Islam as being a ‘one’. This means that different Islamic beliefs present in 
the migrant population in Europe are not presented accurately in the European media. The Muslim 
is shown as either an extremist or as secular and non-practising. During my research I interviewed 
the police in the Aarhus counter radicalization program as well as a prison imam. They explained 
the process of radicalization in immigrant gang communities and in prisons. They emphasised how 
important it is that radicalized youth meet someone with religious counter arguments to extremist 
ideology. This thesis explores the search for identity and the power of social media in the process of 
radicalization of migrant youth.   
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イーダイーダイーダイーダ    スラヤスラヤスラヤスラヤ    クリントクリントクリントクリント 

 
本論はヨーロッパの若者がどのように過激化し、暴力的なイスラム過激主義に動員され

ているかを分析する。この過程での主要メディアとソーシャルメディアの役割は、過激化

へと向かう宗教的変化の誘因ともなりうる。メディアは、イスラム教を画一的なものとし

て捉え、移民の中でも異なるイスラム教の信条があることは、欧州メディアでもあまり正

確に報道されていない。イスラム教徒は、過激派か、またはあまり熱心でない世俗主義か

という両極端な描き方をされている。本研究では、オーフスの反過激化プログラムに携わ

る警察と、監獄のイマーム（指導者）へのインタビューを行った。彼らは移民のギャング・

コミュニティーや監獄で行われている過激化のプロセスについて証言した。彼らはまた、

過激化した若者が、極端なイデオロギーに対抗する宗教的な持論を持つ誰かと出会うこと

がいかに重要かを強調した。修士論文は、アイデンティティーの模索と移民の若者の過激

化プロセスにおけるソーシャルメディアの役割を取り上げる。 
 



 

 

 

People's War: Where Have All the Women Gone? 
A Case Study of Nepal's Maoist Movement 

 
Rashmi Rekha Borah 

 
Traditionally war is considered as the job of men. Men are the primary decision-makers, 

warriors,  martyrs, peace negotiators and the protectors of women and children. Women are the 
‘sorrowful mothers’, ‘weeping widows’, victims of men’s violence or ‘beautiful souls’. However, 
women have a more complicated relationship with war than this. Men and women experience war 
differently. Women become empowered by joining war or by becoming head of the family in the 
absence of men. They also become vulnerable to violence by state army and militant groups. 
However they can achieve agency to fight for peace but at the same time are marginalised when men 
negotiate peace. Considering women’s overwhelming participation in Nepal’s People’s War the 
research focusses on  two key issues: first, the motivating factors for women to join the movement 
and second, to what extent has the war redefined gender roles and changed the socio-political 
situation of women. 

The People’s War began in 1996 against the oppressive state machinery under the 
leadership of the Communist Party of Nepal (Maoist). The ten-year long war brought some 
constructive changes to the socio-political scenario of the country as well as redefined gender and 
caste hierarchies. My thesis is based on two months field work in Nepal. The findings state that it is 
possible to build a ‘new Nepal’ by the abolition of the discriminatory socio-political system. 
Although the war initially strengthened the movement for gender equality and class-struggle gender 
issues remain marginalised. In spite of having tremendous leadership qualities, the women were 
pushed back. The patriarchal social structure remains unchanged. The party became a part of the 
system and the radical changes in gender roles during the war ended with a reconstruction of 
patriarchy in the post-conflict situation. 
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伝統的に戦争は男性の領分とされてきた。男性が主要な意思決定者、戦闘員、殉職者、

平和交渉人、女・子どもの保護者とされてきた。女性は悲しむ母、涙する未亡人、男性の

暴力の犠牲者、美しい魂、と形容されてきたが、実際はもっと複雑な関わり方をしている。

男性と女性は戦争で異なる経験をする。女性は戦闘に参加し、または不在となる男性に代

わって一家の主になることでエンパワーされるが、国の軍隊や戦闘グループの暴力の標的

になりやすい。平和の為に積極的に闘うことは可能だが、男性が平和交渉に当たる時、女

性の存在は軽視される。本論は、ネパール内戦への女性の圧倒的参加について考察するこ

とで、2 つの主要な問題を分析する。何が女性を戦争へと駆り立てたのか。そして戦争が

どの程度男女のジェンダーの役割を再定義し、女性の政治社会的地位を変化させたのか、

である。 



 

 

ネパール内戦はネパール共産党（マオイスト）の指導の下、政府の圧政に抵抗して 1996
年に勃発した。10 年の戦争は政治・社会に建設的な変化をもたらし、ジェンダーとカー

スト階層制度に風穴を開けた。本論は、ネパールでの 2カ月に及ぶフィールドワークに基

づく。差別的な社会政治システムを解体することで、新しいネパールを築くことができる

と提唱する。当初戦争は男女平等と階層格差是正運動に勢いを与えたが、男女格差は改善

されていない。リーダーシップの素質を大いに備える女性が背後に追いやられているし、

家父長制的な社会構造は残っている。党はシステムの一部となり、戦争中にみられた男女

の役割の急進的変化は、戦闘後に家父長制の再興で終わりをつげた。 
 

    

    



 

 

Volunteering for Peace: 
Changing Attitudes through Intergroup Contact in the Context of  

International Volunteering Service 
 

Joshua Michael Campbell 
 

When I hear the word “Morocco,” I do not conjure up an image from a movie or some 
orientalist stereotype. Instead, I see the faces of the friends I made as a Peace Corps Volunteer in 
Morocco. The ability for attitudes to change through the experience of cooperation across borders 
stands out as one of the great opportunities provided by international voluntary service. 

This idea is embedded in the mission of the Peace Corps, JICA, and many other 
international volunteer cooperation organizations. Even so, there has been little research on whether 
and how encounters between international volunteers and local community members influence 
attitudes towards each other’s nations. Intergroup Contact Theory, developed by the field of social 
psychology, has demonstrated that under favorable conditions encounters between groups can 
reduce prejudice and cultivate favorable attitudes towards an out-group, lending credibility to this 
potential. 
  To address this question, I conducted a two and a half month ethnographic field study in 
Morocco, interviewing Peace Corps Volunteers, JICA Volunteers, and their Moroccan Counterparts 
in order to investigate the influence that intergroup contact had upon their attitudes. In addition to 
assessing attitudinal change, my investigation was designed to map out mechanisms through which 
this changed occurred and the conditions that facilitated or impeded it. What I found not only 
clarified the realities of intergroup contact in international volunteering, but suggested new avenues 
for research and policy development.  
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「モロッコ」で私が連想するのは、映画やオリエント世界のステレオタイプではなく、

モロッコの平和部隊にボランティアとして参加した時の友人の顔である。国境を超えた協

力を経験することによって態度が変化することは、国際ボランティアの最大の効用である。 
この考え方は平和部隊や JICAを含む多くの国際ボランティア団体のミッションに組み

込まれている。それでも国際ボランティアと現地コミュニティー構成員の出会いが、相手

国に対する態度に影響するかどうかについての研究は少ない。社会心理学の集団間接触理

論は、良好な条件の下での出会いはお互いの偏見を少なくし、外部者への好意的な態度を

育み、その潜在能力への信頼を確立するとしている。 
この点を検証するため、モロッコで 2 か月半の民族誌学的なフィールドスタディ

ーを行った。平和部隊と JICA のボランティアと、彼らがモロッコで接した人々のインタ

ビューを実施し、集団間接触が態度にもたらす影響を調査した。態度の変化の仕組みを分

析し、変化を容易にする条件と、それを阻む条件を明らかにした。国際ボランティアでの

集団間接触の現状を明らかにし、新たな研究・政策課題について提案している。



 

 

 
Bringing Women Together: 

Examining Women’s Networks, Groups and Initiatives 
 across Offline & Online Spaces 

 
Hilary Jo Caldis 

 
The year is now 2017. The state of the world for women is far from desirable. While much 

progress has been made over the decades, we continue to see women at odds with the societal 
structures they inhabit in even the most socially progressive nations. Many approaches have been 
taken to resolve the issue of gender inequality in light of distant prospects of its achievement in the 
near future.  

Today, while the concept of gender inequality has reached the mainstream, there remains 
a considerable quandary over what makes a difference, what creates more noise than change, and 
what might actually be causing reverse effects of good intentions. In view of the activity taking 
place, three key themes emerge in tackling gender inequality today—Women’s Empowerment, the 
use of Technology as an Accelerator for Progress and the Involvement of Men in the issue.  

In my thesis I examine these three contemporary approaches to tackling gender inequality 
through the lenses of women working to bring women together. Examining a diverse sampling of 
women’s networks, groups and initiatives around the world, I observe the motivations behind 
bringing women together to inform existing theory on women’s empowerment. Observing 
communication designs, I analyze the strengths and limitations of offline and online methods for 
furthering missions. Participating in network, group and initiative gatherings (offline and online), I 
examine the impact of gathering spaces to uncover how relational power can be realized through 
both offline and online means.  

Finally, I look at the approach taken to engage men in initiatives themselves to better 
understand the entry points of engagement for men in spaces designed by and for women to realize 
progress. Research aims to provide pragmatic support for networks, groups and initiatives working 
to support and empower females through both digital and non-digital means. 
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今は 2017 年である。女性の立場は理想とは程遠い。数十年かけた進歩がみられてはい

るが、社会的に進んだ国でも、未だに女性が社会構造の末端に追いやられている。男女不

平等の問題を解決する様々なアプローチがとられてきたが、達成は未だ遠い。  
今日男女格差は大きな問題として取り上げられてはいるが、変化をもたらすもの、変化

よりもただ騒ぎをもたらすだけのもの、善意の逆効果を生んでしまうものをめぐって議論

がある。現在の活動状況をみると、男女不平等是正をめぐって三つの主要なトピックが浮

かび上がる ― 女性のエンパワーメント、進歩を促すためのテクノロジーの活用、そして

男性の参加である。  



 

 

本論は、この三つのアプローチを、女性による同性をつなげる運動を通じて検討する。

世界の様々な女性ネットワーク・グループやイニシアティブを検討し、既存の女性エンパ

ワーメント理論の背後にある女性をつなげる動機を検討する。コミュケーション・デザイ

ンを分析し、オフライン・オンラインでミッションを発展させることの長所と短所を検討

した。ネットワーク、グループ、イニシアティブの集まり（オフライン・オンライン）に

参加して、そういった場がもたらす影響を分析し、相対的な力がオフライン・オンライン

双方で確立できることを明らかにした。  
最後に、女性による女性のためにデザインされた場に男性が関わるようになるポイント

はどこなのか、よりよく理解するため、男性をイニシアティブへ参加させるためにとられ

たアプローチについて検討した。本研究は、女性をエンパワーし、支援するネットワーク、

グループに対するデジタル・非デジタル手段を通じた実際的なサポートを検討する。 

    


