大阪大学グローバルＣＯＥプログラム「コンフリクトの人文学国際研究教育拠点」第54回コンフリクトの人文学セミナー
「排外的ナショナリズムと暴力に関するジェンダーパースペクティブによる研究―コンフリクトの回避と解決のために」プロジェクトチーム主催

講演会

TABOOS FOR WOMEN
The South Asian Phenomenon of Morality
講師：Fouzia Saeed
日時：2010 年10月20日（水） 18:00 ～ 19:30
会場：大阪大学大学院人間科学研究科（吹田キャンパス）
東館 2 階 207 教室 （参加無料） ※通訳あり
パキスタンの売春街で生きる女性の生活を描いた『TABOO!』の著者である Fouzia Saeed さん
をお招きして、著書についてお話していただく予定です。

男女の性道徳にはどのような差が設けられているのか？売春を生活の糧とした女性はいか
にそのスティグマに苦しむのか？それらは、私たちの社会とその規範が反映されたものであ
るだろう。
『TABOO!』は、
こうした問題へわけいっていく異文化にまたがる旅である。
『TABOO!』
では、ラホーンという町におけるパキスタン人の生活をエスノグラフィの手法で描いている。
売買春をめぐるテーマは、「悪い女」が純粋な男性へ恐ろしい影響を与えるという神話に包
まれているが、本書ではそうした神話を打ち破り、すべての女性の生活にネガティブな影響
を与えている社会の偏見とタブーを明らかにする。過去における芸者の生活と、現在でも多
くの社会で男女に求められる貞操の基準に格差が存在し続けていることが、パラレルな関係
にあることに気付かされるであろう。

Fouzia Saeedさんプロフィール
Fouzia Saeed さんは、アメリカ合衆国のミネソタ大学で博士号を取得した社会科学者。また、パ
キスタンの社会運動の活動家としても有名で、Mehergarh という人権組織を牽引している。

お問い合わせ先：genderconflict@gmail.com
（大阪大学 GCOE コンフリクトの人文学研究拠点 ジェンダーとコンフリクトＰＴ）

Osaka University Global COE Program
A Research Base for Conflict Studies in the Humanities
Gender and Conflicts PT

Talk by Dr Fouzia Saeed from Pakistan
TABOOS FOR WOMEN: The South Asian Phenomenon of Morality

Date: 20th October, 2010-10-20
Time: 18:00-19:30
Venue: East Wing Room 207, Graduate School of Human Sciences, Osaka University
Dr Fouzia Saeed will talk about her book TABOO: The Hidden Culture of a Red light Area, and consequences of
dividing women into good and bad categories.

TABOO! is an intercultural journey into morality of women and men and the lives of those who resort to
prostitution and suffer the stigma as a result. It is also a reflection upon our society and its norms. TABOO, is an
ethnographical account of the lives of prostitutes in the city of Lahore. The subject is cloaked in myths about the
terrible influence ‘bad women’ can wield over innocent men. The book destroys these myths and, in the process,
unveils the society’s biases and taboos that negatively affect the lives of all women. An astute reader will be able
to draw parallels with the lives of Geisha in the past and the continued disparities between the standards of
chastity required of men and women in the current times in many societies. Originally published by Oxford
University Press, it has now been translated into Japanese as『タブー～パキスタンの買春街で生きる女性
たち～』and published by Commons.

About the speaker:
Dr. Fouzia Saeed is a social scientist and earned her Ph.D. from the University of Minnesota, USA. She is well
known in the activist circles of Pakistan’s social movement and is currently heading a Human Rights
Organization called Mehergarh.

Contact Information: genderconflict@gmail.com
(A Research Base for Conflict Studies in the Humanities, Gender and Conflicts PT)

