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このガイドラインは、2021年から2024年までのIOCのジェンダー平等とインクルージョン

の目標に沿って、オリンピック・ムーブメントのステークホルダーのために作成された

「ポートレーヤル（表象）ガイドライン」の第2版です。この目標は、IOC、オリンピック

大会、そしてオリンピック・ムーブメント全体において、「あらゆる形態のコミュニケー

ションにおけるジェンダー平等で公正な表象」を実施することを求めており、オリンピッ

ク・ムーブメントのメンバーは、文化的背景に応じてこのガイドラインを採用し、適応す

ることが奨励されています。この版は、IOCジェンダー平等再検討プロジェクトの提言の一

つとして、2018年の「ポートレーヤル（表象）ガイドライン」を更新したものです。 
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はじめに 
 

スポーツは、ジェンダー平等を推進し、女性や少女のエンパワーメント

を図るための最も強力なプラットフォームの一つであり、スポーツ報道

は、ジェンダー規範やステレオタイプ（固定観念）の形成に大きな影響力

を持っています。 

 

国際オリンピック委員会(IOC)では、オリンピック大会がとてつもなく大

きな注目を集める場であると考えています。オリンピック大会は、世界中

の人々にスポーツの普遍性や多様性をアピールする、比類なき力強いプラ

ットフォームです。特に、女性やマイノリティのコミュニティの人々にと

っては、日常的に、主流のスポーツ文化やスポーツメディアに自分たちを

代表していると感じられる人々が映し出されることがないため、スポーツ

が自分たちの居場所ではないように感じ、スポーツに参加することを躊躇

しがちです。 

オリンピック大会が開催される２週間は、国籍、人種、宗教、性的指向

や経済社会的な地位に関係なく、女性スポーツや女性アスリートが見出し

を飾る貴重な時期です。それ以外の期間では、女性スポーツの報道量や質

は安定しておらず、男性に比べて限られているのが現実です。 

 

スポーツには、女性やマイノリティがどのように見られ、どのように自

分たちを見るかを変えられる力があります。スポーツ界のリーダー、コミ

ュニケーター、コンテンツ・クリエーター、報道に携わる当事者として、

私たちはあらゆる形態のメディアやコミュニケーションにおいて、アスリ

ートがどのように写され、描かれ、語られ、表現されるか、つまり表象全

体に関する標準、いわば世界標準をつくることになります。 

 

  以下のガイドラインは、スポーツにおけるあらゆる表象において、何が

ジェンダーバイアスを構成するのか、そのコンテンツやコミュニケーショ

ンがよりインクルーシブ（排除される人がいない状態）で、バランスが取

れた、私たちが生きる世界の実像に近いものになるために、どのようにこ

れらを克服できるのかについて、認識を深めることを目的としています。 
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「表象」の定義 
 

  IOCでは「表象」を以下のように定義づけます。 

コミュニケーションやメディアにおいて、個人やグ

ループを描く時に使用される言語（言葉や表現）、画

像、映像や音声、報道の量や質、そして何に重要性を

置いた構成になっているか。 
 

表象では、「誰」を見せ、書き、語るかと同じくらい、

その人物を「どのように」見せ、書き、語るかが重要で

す。表象とは、言葉であり、語り口であり、トーン（調

子）です。映像、画像、声も表象です。文脈も構成も表象

に含まれます。 
 

ジェンダー（の垣根）を超えて 
女性は、男性と同様に、同質的なグループではなく、ジェンダーのアイ

デンティティーだけで定義されるわけでもありません。すべての人は、多

様で、いくつもの交錯するアイデンティティーを持っています。人種、宗

教、国籍、文化、性的指向など、社会的な違いを示すものが、その人のア

イデンティティーを作り上げていきます。バランスの取れた表象を行うた

めには、様々なグループの中での多様性やその交差性を考慮し、反映させ

る必要があります。つまり、すべてのアスリートが同じ姿や声を持ってい

るわけではないように、「女性」「男性」や「アスリート」としてのみの

人生を送っているわけでもないのです。 



 

 

Contents 

１ 背景 
 
 
ステレオタイプの認識と決まり文句の変更 
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ジェンダー規範に基づいた先入観、固定観念、社会

的規範は、これまで男女間の扱いの違いにつながっ

てきており、今後もその傾向は続くと考えられま

す。この分野で難しい課題の一つは、用語の意味を

知り、その概念を理解することです。この表象ガイ

ドライン第２版では、あなたの表現の指針となるよ

う、いくつかの背景や定義を示していきます。 

 
 
 
 
 

 

「固定観念、差別的な社会的規範や代

表性の欠如*は、いまだに世界に最もは

びこる障壁のうちの一つです。この障

壁がジェンダー平等の達成を阻んでい

るのです。」 

プムズィレ・ムランボ＝ヌクカ UN Women事務総長 

＊世界に生きる人々をありのままに表現せず、特定の人々 

に偏ってしか表現していないこと 
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基本用語 
 
 

性（SEX）：生まれた時に割り当てられるもので、ヒトを女性、男性、インターセッ

クスとして定義する生物学的特徴のこと（世界保健機関より）  

ジェンダー: 社会的に作られる役割、行動、活動や属性のことで、ある社会において

男性・女性にそれぞれ相応しいと考えられていること（ UN Women） 

アンコンシャス・バイアス：コントロールや意識の及ばないところで形成された、人

や社会的集団に関する関連づけや態度（Catalyst 2019） 

ジェンダー・ステレオタイプ：女性と男性のそれぞれに対して伝統的に割り当てられ

た役割、属性、特性に関して、ある人が女性／男性のどちらであるかに応じて、先入

観を持つこと。例えば、女性の役割は一般的に家庭や家族の領域に限定されていた

（OHCHR 2014）。ネガティブな固定観念や差別的な態度は、結果的にジェンダーの

不平等を永続させ、変化を妨げる（UN Women 2020）。 

ジェンダー・ニュートラル（中立）な言語：使用されている言語が固有のジェンダー

に特化していない状態（EIGE 2018）。特定の性別や社会的性別に言及せず、人々一

般を考慮していることを意味する。 ジェンダーニュートラル又はジェンダーインク

ルーシブな言語を使用することで、偏見、差別的、又は性差別的と解釈される可能性

のある言葉や表現を避け、代わりに女性と男性を対等に位置づけ、ジェンダー・ステ

レオタイプを軽減させることに役立つ（UN Women 2017）。 

コミュニケーションにおけるジェンダーバランス：組織の戦略や主導権、文化、シス

テム、運用、意思疎通のあらゆる面で、ジェンダーの視点やジェンダーレンズを反映

させるプロセス。 ジェンダーレンズの適用とは、ある意思決定が男女それぞれに対

しどのように異なる影響を与えるかを考慮に入れることを意味する。  

ジェンダーバイアス：認識された性別に基づいて、個人又はグループに影響を与える

ような偏見に満ちた行動又は考え。正当で／無意識的、又は明示的／意識的いずれの

場合も、ジェンダーバイアスのかかった言葉は、一方の性別を他方よりも優遇し、不

平等及び不公平な扱いをもたらす。 これはジェンダー差別の一形態である（EIGE 

2018）。  
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スポーツにおける表象：現状の課題 
 
 

スポーツ界では、男女の扱いにいくつかの根本的な差があることが、これま

での研究と体験談で繰り返し指摘されてきました。 ここでは、なぜスポーツに

おける表象が重要なのか、その背景となる、繰り返し発生してきたジェンダー

の偏見と課題を紹介します。 要約すると、女性のスポーツとスポーツウーマン

に固有の3つの包括的な課題があります。 

 

１． スポーツにおける女性の代表権の不足 
オリンピック大会やその他の主要な国際大会に

はわずかな例外はあるものの（女性スポーツ財団

2020）、女性のスポーツとスポーツウーマンの報

道は世界的にみて少なく、その資源と露出の大部分

は男性のスポーツに光を当てたものです。 

 
女らしさ／男らしさに当てはまると見なされる

競技の方が、より多く報道される傾向にありま

す。例えば世界では、ボクシングの男女や体操競

技の男女での報道の違いなどが見られます。 

 
また、あらゆるレベルのリーダー的地位やスポーツ

メディアの分野において女性が少ないという課題もあ

ります。 
 

２．認識の欠如 
スポーツ報道では、スポーツウーマンの「競技

場外」の特徴（容姿、ユニフォームや私生活）に

過剰な焦点が当てられ、彼女たちの競技精神、ス

ポーツパフォーマンスや能力よりも容姿が重視さ

れる場合が多々あります。 

 
女性のスポーツには通常、「女子サッカー」など

の修飾がつけられますが、男性のスポーツにはそれ

がありません。男子サッカーには「男子」はつか

ず、単に「サッカー」と表されますが。 女性のスポ

ーツに特有の「ジェンダーのマーキング」は、スポ

ーツの標準が男性であることを暗に示しているとさ

れます（ケンブリッジ大学出版2016）。 

３．ジェンダー・フォーカス・ファースト 
スポーツウーマンは、多くの場合、まず性

別又はジェンダーの役割（妻、母親、女性ら

しさ）によって定義され、次にアスリートと

して定義されますが、スポーツマン（男性ア

スリート）に関してはそうではありません

（ケンブリッジ大学出版2016）。男性アスリ

ートは、男女間の恋愛モデル（異性愛者）の

「英雄的な男らしさの理想像」に基づいて映

し出され、その中では力強さ、持久力、勇気

が重んじられます（ハンソン2012）。ジェン

ダーやセクシュアリティに関係なく、また外

見にも関係なく、アスリートのスキルと実績

に主眼が置かれるべきです。 

 
 
 
 

 
 

世界で最も稼いでいるアスリー

ト100人のうち、女性はたった

の２名である 
（Forbes 2020） 

 
 

 

オリンピック競技大会の

公認コーチのうち、女性

は平均１０％(IOC 2020) 

 
 
 
 
 
 

オリンピック競技大会の公

認メディアスタッフのう

ち、女性は平均２０％ 

(IOC 2020) 
 

 

 

 
「例えばタイトなトランクスを着用

するときなど、男性も体格について

のコメントから免れられませんが、

女性はより多くのコメントを受けま

す。不平等の歴史が続いてきたこと

を考えると、それは特に重要な問題

です。」 

アナ・ワトキンス 英国のボート競技の2012年ロン

ドンオリンピックメダリスト 
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常識を再考しましょう ジェンダーバイアスを取り除き… 

 
 

「男のように走る」、「女のように投げる」

と言われることや、ある性別にはあるスポー

ツは向いていないとされることや、男らしい

とか女の子っぽい体型だと言われること

を・・・ このような中傷的なコメントや女ら

しさ／男らしさのステレオタイプや理想に当

てはめようとする圧力は、スポーツに参加し

ている人、参加したい人にとって有害です。

それは結果的に、女の子と男の子がスポーツを

完全に諦めることにつながる可能性がありま

す。 

その一方で、スポーツは、平等とインクルー

ジョンを推進する大きな原動力となり、オリ

ンピックの舞台や最高レベルのスポーツで成

功するような、人生のあらゆる分野で優れた

アスリートの姿を見せつけてくれます。 

今こそ、徹底して脚本を反転させ、バランス

をとるべきです。 
 
 
  
  
 
 
 

  
 

…よりインクルーシブな表現を取り入れよう 
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平等とインクルージョンのためのツール
としてのスポーツ：共同責任と理解 

 
オリンピック大会での女性アスリートの参加人

数の増加と、主要な競技大会で女性アスリートが

注目を集め、認知度が上がることは、スポーツ組

織やスポーツ界のリーダーにとって、よりバラン

スのとれた公正なジェンダー表象を呼びかけ、前

進する絶好の機会となります。  

 
スポーツは、以下のような、比類ない立場にあります。 

 

話題の変化を促し、ネガティブな固定観念やジ

ェンダーの規範に逆らうことができる 

強く、ポジティブで多様な新しいロールモデル

を生み出せる 

ジェンダー、人種、宗教、性的指向や社会経

済にかかわらず、多様な背景を持つアスリー

トの、バランスの取れた公平な表象を提示で

きる 

 

アスリート、コーチ、競技役員、及びスポーツ

の場を作り上げるすべての人々を、多様に、力強

く描くことは、スポーツやコーチングへの参加、

リーダーシップ育成にとって良い影響を及ぼしま

す。また、新しい視聴者、とりわけこれまで以上

にスポーツを（ジェンダー規範のない）ありのま

まのスポーツとして見なす若い世代の視聴者を開

拓し、より多くの関心と関わりを生み出す機会と

なります。 

 
表象におけるジェンダーバランスを確保することは、ジ

ェンダー平等達成への小さな、しかし確かな一歩であ

り、人々の言動に影響を与え、詰まるところ、スポーツ

はその内と外とを問わず、平等で、多様性とインクルー

ジョンを尊重する文化の模範となることができるので

す。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「今までに冬季オリンピックに出場したガンビア

人はいませんでした。アマドゥ・クルバリー選手

は、私が2018年の冬季オリンピックでガーナ代表

として出場したのを見て感化され、私に連絡をと

ってきて、ガンビアの冬季オリンピック連盟を立

ち上げました。アフリカ人の仲間が障壁を打ち破

り、現状を打破しようとするのを見て、とても誇

りに思います。」 

  
アクワシ・フリンポン ガーナ初のスケルトン代表（2018年平昌オリンピック） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

「雑誌の表紙の女性がスポーツをしてい

て、その表情に焦点が当てられている。

彼女はすべてを兼ね備えた存在でした。

その身体、凄まじい決意。その時、私は

オリンピックに行きたいと思ったんで

す。あとはただ、自分が取り組む競技を

探すだけでした。」 
 

ジェニファー・ヘイル カナダのモーグルの2006年トリノオリンピック 

金メダリスト 

アメリカの十種競技代表ジャッキー・ジョイナー・カーシーが1992年夏に表

紙を飾ったスポーツ・イラストレーティッドを見て。

 
 

８４％のスポーツファン（うち半分は

男性）は、女性のスポーツに興味を持

っています。 

オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、

ニュージーランド、スペイン、イギリス、アメリカ

で実施されたニールソン研究所の調査（2018）によ

る。 

また、女性のスポーツは“革新的”で“家族

的”、“クリーン”、“感動的”だとも受け止めら

れています。 
 

 

 

 



 

 

1 
Contents 

The Practice 

 

 

２ 実践 
 

公平公正でバランスの取れた表象を用いる 

 

このセクションでは、スポーツにおける表象の様々な側

面に浸透しているバイアス（偏見）をなくし、あらゆる形

態のメディアとコンテンツを制作する際に、ジェンダー平

等で公平公正な表象を用いるための、提案とヒントを紹

介します。 
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「2018年に発表したガイドライン第

１版がオリンピックの報道をする

メディア関係者にどのように受け

止められたかを知り、私たちはと

ても勇気づけられました。この第

２版が、公平公正でジェンダーバ

ランスの取れた報道のために、メ

ディア関係者にとって役に立つも

のであると信じています。」 

ヤニス・エクサーホス オリンピック放送サービス代表、

オリンピック・チャンネル代表取締役 
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コンテンツと編集 
 

 

明確でバランスの取れた編集方針

とコンテンツの傾向 

 
大胆で説得力のあるストーリー作り  

一貫性が重要 

ハイライト、ドキュメンタリー、人物紹

介や特別企画などで工夫し、創造的にコン

テンツを充実させましょう。 注目すべき

アスリートも、あまり知られていないパイ

オニアも、その人たちが逆境を乗り越えた

り、怪我や病気を克服して復活したりする

中で得た教訓、ヒントやパフォーマンス分

析、キャリアの歩みなどは、語られるのを

待っている、信じられないほどのヒューマ

ン・ストーリーの金塊です。 つまり、主

人公が誰であろうと、良い物語は良い物語

なのです。 

ウェブサイトやSNSアカウントなどのデジタル

プラットフォームの編集データや画像データ

をチェックし、掲載された記事、プロフィー

ル、画像の多様性とジェンダーバランスの状

態をチェックしてみてください。 

当然のことながら、ニュースや時事問題における報道

の性別比を予測することは不可能です。起きてもいない

ことを伝えることはできません。すべてのコンテンツ

は、「編集上の価値」のもと、考慮されなければなりま

せん。 

ただし、女性のスポーツとスポーツウーマンに関す

るストーリー作りを強化し、知名度を高めたり、報道

に一貫性を持たせたり、新しい声を紹介し、それを支

持する人を増やすことはできます。また、コンテンツ

の編集と見せ方次第で、ジェンダーに配慮することも可

能かつ必要なことです。 編集コンテンツを作るとき

は、ジェンダーの表象に慎重に注意を払いながら、コン

テンツの傾向、スタイル、言葉、フレーミング、画像を

考慮する必要があります。 

 
 
 
 
 
 

「女性は単に女性という性別に

属するだけの存在ではなく、男

性もまた単にアスリートである

というだけの存在ではありませ

ん。彼ら、彼女らは皆、充実し

た人生と多様な興味を持った

人々です。」 

 

ヒント：データベースを作りましょう 

女性アスリート、コーチ、スポーツ科学

者、指導者、専門家の連絡先を集めた「スポ

ーツにおける女性」データベースを作り、情

報源として参照しましょう。 

 
ヒント：メディアのプラットフォーム 

の再検証  

 

• あなたが制作する番組、メディア

プラットフォーム（ウェブサイト

やSNSなど）上で女性のスポーツの

最新情報やコンテンツは簡単に見

つかりますか。 

• 女性のスポーツに関するコンテン

ツは、男性スポーツと同じよう

に、ホームページから簡単にアク

セスできますか。 

• 女性のスポーツに関するコンテン

ツは最新のもので、男性のコンテ

ンツと同等の質の高さですか。 

 
自社の番組やメディアのプラットフォー

ム（ウェブサイトやSNS）を見直し、女

性のスポーツに関するコンテンツを見つ

けるためにユーザーが何回クリックした

り、画面をどれだけ下までスクロールし

たりしなければならないかを確認してみ

てください。 
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画像・映像 
 

ストーリーは、静止画か動画かにかかわらず、その画像を通し

て語られます。 画像は、スポーツ、アスリート、ファンの多様

性を反映しているべきであり、質と量の両方で平等とバランスを

考慮に入れる必要があります。 

以下のビジュアルのガイドラインを常に意識してください。 

 
 

 

 
百聞は一見にしかず

 

     

アクティブで、本物で、そ

してリスペクトされるアス

リートのビジュアルイメー

ジを。 

スポーツの場面の中にいるア

スリートを描きましょう。 

 

受動的で、セクシーなイ

メージを避ける。 

それらの表現は、ジェンダー

のステレオタイプを再生産さ

せます。 

 
もしアスリートのユニフォーム

がアクシデントや不良で破れるな

どして、体の一部分が必要以上に

露出されてしまっても、アスリー

トの品位を尊重するために、その

瞬間の映像や画像の構成を変更す

るか、その映像や画像を破棄して

ください。 

   競技精神とスポーツの力

強さ。 
それらに焦点を合わせた画像

にするべきです。 

 

 

不必要に容姿に注目しない。 
容姿（メイク、髪、ネイル）、

ユニフォームや身体の一部（股

間のショット、胸の谷間、お

尻）などアスリートのパフォー

マンスに特に関係がないものに

画像の焦点を当てないようにし

ましょう。 

 
映像では、頭から爪先まで無駄に露出さ

せるようなショットは避けましょう。「性

的魅力ではなく、スポーツの魅力」を描い

てください。 

平等に光を当てる。 

チームスポーツではできる限

りすべてのアスリートに光を

当てるようにしましょう。 

 

 

同じアスリートだけを、又

は過剰に光を当てない。 
チームスポーツにおいて、

競技やパフォーマンスとは

無関係に、同じアスリート

に焦点を当てすぎないよう

にしましょう。 

多様性をとらえる。 

ジェンダーのほか、競技、人

種、年齢などのアスリートの

多様性を伝えましょう。 

 

 

他方の性別や他の属性の

集団に比べて、一方の性

別や特定の属性の集団だ

けの映像や画像に偏らな

いように配慮しましょ

う。 

 

アスリートの画像や映像に

おいて、強さ、パワー、ス

ピードと優雅さ、敏捷性、

優雅さのバランスを取りま

しょう。 
 

女らしさや男らしさのステレ

オタイプを強調したり、「ジ

ェンダーに適した」スポーツ

のみに焦点を当てたりするこ

とは避けましょう。 

 

 

ゲッティイメージズは、英国の女性スポーツ・トラストと提携して「ベスト・オ

ブ・ウィメンズ・スポーツ」の編集及びクリエイティブ・コレクションを集め、世界

のトップスポーツウーマンを紹介しています。詳細については、

www.gettyimages.co.uk/resources/sportingwomen をご覧ください。 

http://www.gettyimages.co.uk/resources/sportingwomen
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言葉遣いと用語 

 

 

 

 

印刷物やデジタル情報の実況・解説や見出し、記事の中での

言語（表現や伝達）や用語（ボキャブラリー）の使い方には特

に注意が必要です。 

 

ジェンダーバイアスのない言葉を使い、ステレ

オタイプや、女性と男性を比較するような表現、

言葉や、どちらか一方の性別が優れているとして

しまうような表現を避けましょう。 

 
例えば: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
If the gender identity of the person is known, then it is  
legitimate to refer to that individual’s gender (e. g.  
she/he, him/her). However, substitute gender- 
specific terminology for gender-neutral  
descriptions when a person’s gender is not known 
 or in a mixed gender group. 
 
For example: 
 
 
 

 

 

 

 

（日本語では当てはまらないので訳して

いません） 

 

（日本語では、女性アスリートを「ちゃん」付

けで呼んだり、愛称で呼んだりする場合に、ア

スリートの価値を矮小化・過小評価することが

ないよう、ジェンダー平等の確保に注意しまし

ょう。） 

 
  

 
 

これはキャットファイト（猫の喧

嘩、女性の喧嘩の意味）になるで

しょう。 

 

 their 

 them 

彼女はレースに勝つために、まるで 

男性/野獣のように泳ぎました。 

 

彼女は次のマイケル・フェルプス

です。 
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言葉遣いと用語 

 

 

 

 

以下は、いくつかの一般的な原則のリストですが、

すべてを網羅しているわけではありません。 

 

人物に言及する場合 
18歳以上のアスリートを扱う際

は、常に「少女・少年」ではな

く、「男性・女性」を使いまし

ょう。 

代名詞 
Do not assume a person’s gender 

identity. Always ask them directly, 

and unless the gender of the 

person is known, avoid using 

gender-specific pronouns (she/ 

he, him/her). Rather, in such 

cases, the plural (they/them/their) 

is acceptable. For example:  

（日本語では当てはまらないので訳し

ていません） 

用語 
可能な限り、以下のように、ジェンダーに中立な用語を使いましょう。 
 
例えば： 

形容詞 
個人の容姿を評価するようなコメントは避

けましょう。アスリートのパフォーマンス

を表現するときは、女性、男性、どちらに

も使える形容詞を使いましょう。 
 
例えば： 

 

 

 

OR 
 

 

 

 

Similarly, when referring to a 

mixed-gender group, the neutral 

plural should be used. （日本語

では当てはまらないので訳していま

せん） 

 

 
 
 
  
 

The use of “ladies” is 

inappropriate when “men” 

 

the term “girls” when 

“men” is being used. 

 

Ladies is appropriate 

when used with the 

 

Gentlemen”; or when it is an  

official title, e. g. “Sir John  

and Lady Smith” 

 

 

. 

美しい、パワフル、強い、

優雅な、果敢に 

 

 

 

スポーツマン 

 

/アスリート 
（個人を指す時は

スポーツマン・ス

ポーツウーマン) 

Anchorman 

Anchor 

スポークスマン 

 

カメラマン（単
数）/カメラマン

（複数） 

カメラオペレー

ター・フォトグ

ラファー/カメラ

クルー 

チェアマン 

チェア、チェア

パーソン 

Mankind 

 

彼氏、彼女、

夫、妻 

 

パートナ

ー、配偶者 
 

 

accreditation on them. 

always 

have his accreditation on 

him.

  

 

 

All athletes are required to 

always 

 

（日本語では当てはまらな

いので訳していません） 

（日本語では当てはまらな

いので訳していません） 
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報道と報道時間 

 

 

 

IOCは、女性と男性の競技がどちらも同じように重要であり、そのことが両

者の扱いにも反映されるべきであると信じています。４年に一度のオリンピッ

ク期間だけでなく、年間を通じて、性別、人種、性的指向に関係なく、同じ情

熱、敬意、一貫性をもって、スポーツのプロセスと成果を示され、祝福される

ことが重要です。 

 
放送において、大会、インタ

ビュー、アスリートの紹介、

コメントなどを報じる際に、

女性と男性の競技が同等に扱

われるように配慮すべきで

す。報道時間の長さとスケジ

ュールのバランスをとること

を目指してください。 

 
印刷物、デジタルメディア

を問わず、記事や出版物を

作成する際には、可能な限

り女性と男性が同じように

目に映るようにし、異なる

性別間でのバランスのとれ

た報道となるようにしま

す。一方の性別だけに過度

に焦点を当てることは避け

ましょう。 

 
女性と男性のスポーツ報道

の質（制作）とアスリート

の見せ方は平等であるべき

です。どちらの性別も優遇

されるべきではありませ

ん。 

 
競技大会の報道権について

交渉する際には、女性の競

技や女性アスリート（又は

特定の競技において過小評

価されている性別）の報道

に結びつけるなど、あなた

やあなたの報道機関の交渉

力を活用して、よりバラン

スのとれた報道をめざしま

しょう。 

 
 

競技大会のスケジュールを調整

し、女性と男性の競技を同一時

間帯に開催したり、女性のチー

ムや女性アスリートが「前座」

あるいは深夜時間などの「オフ

タイム」に放送されたりするこ

とがないよう時間帯を変更する

ようにしましょう。 

 

 
 

権利を保有している放送機関（RHBS）と緊密

に連携し、あなたが担当する競技において、

強力なストーリーを作り上げ、主要な大会に

向けてアスリートを紹介していきましょう。 

競技スケジュールは、報道の格差において決定的な役割を果たします。最後の週末、特に

オリンピックの最終日曜日は、放送のゴールデンタイムです。 平昌2018大会で、IOCは競

技スケジュールを調整し、メダル種目と最終競技時間の両方に関しジェンダー平等を確保

し、男女両方の種目が同等の注目度と露出になるようにしました。 リオ2016大会と東京

2020大会の期間にも、オリンピック大会の競技スケジュールのジェンダー平等を図り、将

来のオリンピック大会の方向性を示すための実質的な進展がありました。 
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インタビュー、解説 

 

 

 
 
 

アスリートやアントラージュ（コーチ・トレーナー・家

族などの身近な関係者）へのインタビュー、競技場での解

説をする際には、ジェンダーに特化した（そのアスリート

の性別を意識した）質問や発言は避けましょう。 

 

 
例えば、競技場にいる女性アスリートへの

インタビューの際に、彼女が自ら進んで情報

提供をしない限り、夫・パートナー・子ども

に関する質問をするのは避けましょう。男性

アスリートに対し、妻・パートナー・子ども

に関する同様の質問が行われることは、ほと

んどありません。 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
「私はテニスコートで母親としての

自分を意識していません。自分はテ

ニスプレーヤーだと思っています。

準々決勝に勝ち残ったのは、親だか

らではありません。テニスプレーヤ

ーだったから、そこにたどりついた

のです。」 

 
ビクトリア・アザレンカ ベラルーシのテニスプ

レーヤー、2012年ロンドンオリンピック金メダリ

スト 

 
 

 
「子どもの頃、同性愛者であることを

カミングアウトしてスポーツで成功を

収めている人、自分が共感でき、尊敬

できる人はいないんだと思っていまし

た。」 

ガス・ケンワーシー アメリカのスキー・フリース

タイルとスロープスタイルの2014年ソチオリンピッ

ク銀メダリスト 

 
ヒント：声を多様化させましょう 
スクリーンやマイクの向こう側だけでな

く、あらゆるレベルのスタッフに関して多

様性が求められています。コメンテーター

又はインタビュアーが様々な性別や経歴の

人物で構成されているか、検討してみてく

ださい。 

 
ヒント：アスリートのための 

メディアトレーニング 

 
DON’T （行ってはいけないこと）– 女

性アスリートの活躍の要因を「◯◯コー

チなしにこの結果は得られなかった」

等、過度にコーチや身近な関係者（トレ

ーナーや家族、教師など）のおかげであ

るとすることは避けましょう。男性アス

リートに比べ、女性アスリートに関して

は、こうした傾向が一般的に強いとされ

ています。 

 

DO （良い事例）– その選手の活躍がチ

ーム一丸となっての努力だったことを

意識しましょう。 

 
ヒント：内容の雰囲気や傾向に 

配慮しましょう 
調査研究によれば「男性のスポーツに関しては、

刺激的で強調されたストーリーが報じられ、女性

のスポーツに関しては、活き活きとした感じに欠

ける、淡々としたストーリーが報じられることが

多い」という対照的な結果が示されています。競

技についてコメントしたり、アスリートにインタ

ビューしたりするときは、性別に関係なく、同じ

熱意、関心、職業意識を持つようにしましょう。 

http://olympics.com/athlete365/personalbrand/
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３ 行動しよう 
行動を始めるためのチェックリスト 
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スポーツは、オリンピックの舞台や最高レベルのス

ポーツで活躍する、あらゆる階層のアスリートやス

ポーツ選手を映し出すことで、平等とインクルージ

ョンを推進する大きな原動力となります。スポーツ

界のリーダー、報道関係者、コンテンツ・クリエー

ターである私たちは、音頭をとり、話題を変え、ネ

ガティブな固定観念を払拭する手助けをする、特別

な立場にあります。強く、前向きで、今までとは違

うロールモデルを新たに生み出しましょう。量と質

のいずれにおいてもバランスのとれた報道、アスリ

ートたちの多様な背景のすべてに関し、公平公正で

排除のない報道を推進しましょう。 

 
 
 
 

 

 

「男性も女性も、同じしぐさ、同じ

メダル、同じ感情。勝ちたいという

同じ願望、同じように誇りをもち、

観ているすべての人を鼓舞する同じ

力がある。『女性スポーツ』ではな

く、『スポーツ』なんです。」
 

トニー・エスタンゲ パリ2024オリンピック競技大会組織委員会会長 
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スポーツの表象チェックリスト 

 
IOCは、女性と男性の競技がどちらも同じように重要であり、そのこ

とが両者の扱いにも反映されるべきであると信じています。4年に一

度のオリンピック期間だけでなく、年間を通じて、性別、人種、性

的指向に関係なく、同じ情熱、敬意、一貫性をもって、スポーツの

プロセスと成果が示され、祝福されることが重要です。 

 

心に留めておきましょう： 

「誰」を見せ、書き、語るかと同じくらい、

その人物を「どのように」見せ、書き、語る

かが重要です。 

 

 

 

 
 

アスリートに聞いてみましょう 

 

 
 

自分自身に問いかけてください。 

ある性別の人々に対するストーリー

やプロフィールが別の性別よりもか

なり多いかどうか。 

 
質問やストーリーをどのように組み

立てているか。それらがジェンダー

中心で展開されているか、それとも

スポーツ中心で展開されているか、

チェックする。 

 
報じようとするコンテンツを一つの

パッケージにして、男性と女性の競

技を同じ熱意と品質で表現しようと

していますか。 

 

使用されている映像・画像全体で男女の

バランスは取れているか。 

 
女性たちはアクティブで人々を力づける

立場、平等に注目を集め、卓越している

姿で描かれているか。 

 
画像や映像の焦点は美的であることで

はなく、パフォーマンスやスポーツに

当てられているか。 

 

 

 

 

誰にでも当てはまるような説明の言葉

や表現をしようしているか。 

 
性別によって比較したり、ある性別が

もう一方の性別よりも優れているかの

ように暗に示したりしていないか。 

 

 

 
自分自身に問いかけてください。 

 

 
女性やマイノリティの声は代弁されている

か。 

 
異なる性別や社会的背景を反映したス

トーリーを作ることができているか。 
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スポーツ団体がいかにジェンダー 

平等なメディア報道を促進できるか 

 

スポーツ団体がジェンダー平等な報道を促すためにできることはいくつかありま

す。ここではその例を示します。 
 

女性と男性の競技が平等にバランス良く扱われるよう、競技スケジュール

を組む。 
例えば： 

・ 男女の決勝を最終競技と最終から二番目の競技の間に配置する。 

・ テレビの放映時間が限られていたり、なかったりする時間帯に、一方の性別の競技が実施さ

れることになってしまわないよう、競技の均等なスケジュールに配慮する。 

・ 女性の競技がその後のメインイベント（多くの場合、男性の競技）の前座のような形で扱わ

れないよう、男女の競技が平等な配置になるようにする。 

 

 

放送権契約では、女性と男性の競技が平等に報道され、平等な放送番組が

保証されるよう交渉する。 

例えば： 

・ 男性の試合が2時間の完全ライブ中継で放映するにもかかわらず、女性の試合は30分の

ハイライト編集で流す、というような報じ方はできないとする条項を放送権取得者との

契約に盛り込む。 

 

 

競技大会開催契約書に、ホスト放送局の男女の競技の報道は同じ量と質で

なければならないことを明記する。 
例えば、同じ時間配分、同数のカメラや専用機器を使用する。 

 

 

 

あなたの組織がホスト放送局と直接契約する場合は、上記のポイント3に記

載されている条項を含める。また、入札提案書には、重要な役割（プロデ

ューサー、ディレクター、カメラオペレーター、オンエアタレント）に女

性を割り当てる人員配置計画を要望し、その計画を最終契約に含める。 

 

 

 

男女の競技を同じ場所、同じ時間帯で開催する。 

注）これによりメディアが報道を割り当てる際の費用対効果が高まりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性アスリートや女性コーチがインタビューの対象になるようにする。  

 

 

 

 

 

 

女性スタッフを配置することに対するインセンティブをメディア各社に提供する。  

例えば： 

・ プロデューサー、ディレクター、カメラオペレーター、編集者、写真家などの重要な役職に追加の 

アクレディテーション（参加資格）を提供しましょう。 

 

 

 

ジェンダー平等が確保された表象が優先事項であることを強調するために、メディア 

を招待して、競技報道のコンテンツ分析を共同で実施しましょう。メディア分野の 

大学などの研究機関に分析を依頼した後、分析結果について報道機関のスタッフと 

協議しましょう。 
 

 

あなたの組織の表象ガイドラインを認定メディアに配布し、その内容についての 

フィードバックを求めるとともに、全スタッフへの配布を依頼しましょう。 
 

 

 

女性のスポーツが劣っている、あるいは二流であるというような神話を助長しない 

ように、あなたの組織の方針やルールにジェンダーによる偏見がないことを確認し 

ましょう。 
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報道の観察分析 何を測るか 

 
スポーツのコミュニケーションと報道でバラン

スの取れた描写を確保する場合、だれがロール

モデルとして使われているのか、（ウェブサイ

トやSNSなどの）プラットフォーム上で何が話

され、公開されているのかを知ることが重要で

す。事実に基づくデータがあれば、態度、行

動、パフォーマンスを変えることができます。 

 
報道内容とスタッフについて「ジェンダー監

査」を行うことは、評価基準を設定し、報道チ

ームとチームによる報道がどの程度バランスが

取れているか、あるいは偏っているのかについ

ての認識を深めるのに役立ちます。報じられた

内容を振り返ることで、進捗状況をモニタリン

グし、報道チームや組織内で必要な変化を促す

ために具体的に何をすべきか、検討することに

も役立ちます。 

 
 
 
 
 
 
 
このセクションでは、データを収集する際に

何を対象とするか、内容のモニタリングをど

のように体系的に開始するかについてのヒン

トをいくつか紹介します。 

 
誰が描かれているか：報道するコンテンツの

中で誰が登場するかを測定します。 

例えば： 

様々な報道において描かれたストーリーのジ

ェンダー平等の度合いを測ります。女性と男

性、あるいは両者を主題あるいは情報源とし

て取り上げたストーリーが何件ずつあるでし

ょうか。 

 
様々な報道において描かれたストーリーのジ

ェンダー平等の度合いを測ります。女性と男

性、あるいは両者を主題あるいは情報源とし

て取り上げたストーリーが何件ずつあるでし

ょうか。 

 
あなたの番組に投稿されている画像や映像の

ジェンダーバランスを測定します。画像・映

像は女性、男性、又はその他（会場、街、群

衆、設備など）のどれに焦点があたっている

か、人物の性別が明確にわかるかどうか、だ

けを数えます。 

 
ソーシャルメディア（SNS）のライブストリー

ムでのアスリートとのジェンダーバランスを

測定します。女性アスリート、男性アスリー

ト、又はその両方一緒のライブストリームを

いくつ行っているか、比較しましょう。 

 
コンテンツ内で「専門家」と「リーダー」

として紹介されている人を数え、男女の声

を比較します。 

 
注：同じコンテンツ内で人物が2回紹介されてい

る場合は、1回だけカウントしてください。 コン

テンツ全体の傾向に影響を与え、組織の価値観を

反映することになるリポスト（再投稿）を含め、

あなたが制作、管理しているすべてのオリジナル

コンテンツについてカウントします。 

 
物語性：委託制作又は公開したコンテンツ

で、どのような報道がなされ、個人がどの

ように描かれているかを測定します。 

コンテンツの種類を主題、性別、ストーリー

内容で分類しましょう。例えば、パフォーマ

ンス（結果、競技中）/ プライド（国宝、英

雄）/ 成功 / 失敗 / 個人（旅、ライフバラ

ンス）又はライフスタイル / 人生の歩み/ニ

ュース/ パフォーマンス、など。 

 
さらに一歩進んで、ストーリーがコンテンツ

内の人物をどのように描写しているかを評価

してみましょう。リーダーとして、参加者と

して、専門家として、情報源として、又はロ

ールモデルとして、そしてその人物があなた

のチャンネルでどれほど目立つように表現さ

れているか、など。例えば ウェブサイトの

トップページ、バナー、マーケティング資

料、SNSフィード、テーマ別セクションな

ど。 

 
画像・映像の「エモーショナル（感情的）な

部分の構成」を評価してみましょう。動き

（競技、トレーニングなど）の映像・画像が

主に使われているか、感情が中心なのか（高

揚や落胆の表情など）、成功が中心なのか

（表彰台で、メダルと一緒に描かれている、

など）、あるいは客観化されているのか（ア

スリートが主導しているのか、意図的でない

のか）。 

 
使われている言葉を評価してみましょう。ア

スリートを指したり、表現したりするため

に、ジェンダー的な言葉や差別的な言葉が使

用されていませんか？ 

 
注：各コンテンツを同じ基準で評価するためのコーディ

ング・スキームを開発しましょう。 

 
代表的な声の伝達：スポーツ/組織の代表と

して誰を取り上げたかをモニターしましょ

う。 

専門家、スポークスパーソン、広報担当のジ

ェンダーバランスを測定しましょう。 リス

トを作成し、性別バランスに大きなギャップ

がある場合は、ネットワークを駆使して、リ

ストのジェンダーバランスを整えるために追

加できる人物を調べます。 

 

制作者：委託制作又は公開した番組のコン

テンツは誰が作っているかをモニターしま

しょう。 

コンテンツ制作チームのジェンダーバランス

をモニターし、コンテンツの制作を委託した

代理店にも、制作チームのジェンダーバラン

スを一覧できるよう依頼しましょう。性別バ

ランスのギャップが大きい場合、新しい意見

が取り入れられるよう改善し、様々な視点か

ら制作者の多様性を高めるようにしましょ

う。 

目標 
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モニタリングの方法 
 

 

例 

 
報道におけるジェンダー平等に関し、着眼点を設けて追跡

するシステムを作りましょう。コンテンツの管理アプリケ

ーションやエクセルのスプレッドシートを使って行うこと

ができます。 

測定のための着眼点を設け、数を数え、追跡するためのス

プレッドシートやコンテンツ管理ツールに数字を記録しま

す。この作業は、コンテンツを作成して公開するとき、あ

るいは公開後すぐに行います。 

毎週又は毎月の編集会議やスタッフ会議でデータを共有

し、進捗状況の確認、成功の共有をします。また、必要に

応じ、報道の性別格差を埋めるために計画を調整します。

取り組みやすい定期的なモニタリングのサイクルを確立し

てください。 

 

このデータを収集する目的は、コンテンツ内のアスリートの表現の量

と質の両方を増やしてバランスを取り、私たちが住む現実世界の多様

性を反映することです。また、前向きなロールモデルがオリンピック

大会期間中だけでなく、日常的に目に映るようにするためです。 
 

「今、必要とされているのは、誓約ではなく行動で

す。実際に行動し、実現しなければなりません。ジ

ェンダー平等の表象に真剣に取り組み、業務のあら

ゆる面で表現を考慮するようにしなければなりませ

ん。そしてもちろん、偏見をなくすための継続的な

戦いを続けなければなりません。」 

バーバラ・スレーター BBCスポーツ局長、IOC女性とスポーツ委員会、IOC広報委員会メンバー 

 
50:50イコーリティ・プロジェクト 

 

 

 

 
この挑戦の一環として、BBC Sportは2019年

に「#ChangetheGame」というキャンペーンを

開始し、女性のスポーツに対する認識を変

え、BBCのチャンネル全体でスポーツウーマ

ンを紹介しました。2019年には、BBCの組織

全体が結集しこのキャンペーンをバックアッ

プし、BBCのすべてのプラットフォームで

4,500万人以上が女性のスポーツのコンテン

ツに触れました。 

 
このキャンペーンの方法論や結果について詳

しく知りたい方、参加したい方は、

www.bbc.com/5050にアクセスしてください。 

 
ニュージーランドオリンピック
委員会とISENTIA社：ニュージー
ランドのメディア報道のジェン
ダー分析 

 

 

 
この報告書に続き、Sport NZとIsentia社は、

オリンピック以外のジェンダー平等に関する

大規模な調査を行っています。最初の調査で

は、2019年7月から2年間、年間4万件のメディ

ア記事を分析しました。 

詳細については、以下をご覧ください。 

https://sportnz.org.nz/mediaanalysis/about/ 

 
 

http://www.bbc.com/5050
http://www.isentia.com/latest-reads/nzoc-rio-2016/
http://www.isentia.com/latest-reads/nzoc-rio-2016/
https://sportnz.org.nz/mediaanalysis/about/
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追加資料 
 
 
 
 
 
 

スポーツ 

IOCジェンダー平等とインクルージョン

目標 2021-2024 

 

IOCジェンダー平等レビュープロジェク

ト（2018） 

 

欧州評議会  みんなが参加：スポーツ

におけるジェンダーバランス 

ツールキット：スポーツにおけるジェン

ダー平等のインパクト 

 

カナダの女性とスポーツ： 

決定プロセスにどのようにジェンダー

レンズを取り入れるか 

ジェンダー 

 UN Women ジェンダー平等用語集 

 

ジェンダー平等のためのスポーツの枠組

み 

スポーツのエコシステムの力を通して北京ア

クション・プラットフォームの実施を促進さ

せる 

 

ヨーロッパ・ジェンダー平等研究所「ジ

ェンダーに配慮したコミュニケーショ

ン」 

スポーツメディア 

ジェンダーバランスの取れたメディア

表象への道のりの再考（2021） 

ユーロビジョン・スポーツのハンドブック 

放映スクリーン上の女性アスリートの表象

の欠如 

 

「スポーツウーマンのメディア報道の改

善」（2021） 

ニュージーランド女性スポーツ・リーダーシッ

プ・アカデミー報告書 

 

 
ユネスコ「メディアのためのジ

ェンダー・センシティブ指標」 

メディア・オペレーションとコンテ

ンツでジェンダー・センシティビテ

ィを図るための指標 

 

ジェンダー平等とスポーツメディア 

「彼女のヘッドライン：スポーツメディアで

性差別的な言葉を強調するChrome拡張機能」

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/03/IOC-Gender-Equality-Report-March-2018.pdf#_ga%3D2.176036834.1316924322.1530536825-1584169185.1502791100%20
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/03/IOC-Gender-Equality-Report-March-2018.pdf#_ga%3D2.176036834.1316924322.1530536825-1584169185.1502791100%20
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/all-in/
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/all-in/
https://womenandsport.ca/wp-content/uploads/2020/05/LENS-Worksheet-Infographic-R1-003.pdf
https://womenandsport.ca/wp-content/uploads/2020/05/LENS-Worksheet-Infographic-R1-003.pdf
https://womenandsport.ca/wp-content/uploads/2020/05/LENS-Worksheet-Infographic-R1-003.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-communication/overview
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-communication/overview
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-communication/overview
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/strategic/open/Reimagining_Sport.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/strategic/open/Reimagining_Sport.pdf
http://www.olympic.org.nz/assets/Uploads/WSLA-Visibility-Report-2018.pdf
http://www.olympic.org.nz/assets/Uploads/WSLA-Visibility-Report-2018.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002178/217831e.pdf%20%20http:/www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/gender-sensitive-indicators-for-media-framework-of-indicators-to-gauge-gender-sensitivity-in-media-operations-and-content/
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002178/217831e.pdf%20%20http:/www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/gender-sensitive-indicators-for-media-framework-of-indicators-to-gauge-gender-sensitivity-in-media-operations-and-content/
http://herheadline.com/
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パート２： 

実践 公平公正でバランスの取

れた表象を用いる 

 

「男たちの時間だ！テレビニュースやハイライトで女

性のスポーツを除外する四半世紀」  

 
欧州評議会（2019）ツールキット: スポーツにおける

ジェンダー平等 

https://rm.coe.int/ 

all-in-toolkit-how-to-make-an-impact-on- 

gender-equality-in-sport-all-y/1680989ab2  

 
ユーロビジョン・スポーツ（2021）ジェンダーバランスの

取れたメディア表象への道のりの再考（2021） 

https://www.ebu.ch/files/live/ 

sites/ebu/files/Publications/strategic/open/ 

Reimagining_Sport.pdf  

 
スプリンガー（2019）女性スポーツの報道を改善させ

る７つの方法 

https://niemanre-ports.org/articles/covering-

womens-sports/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ユネスコ（2012）「メディアのためのジェンダー・セン

シティブ指標」メディア・オペレーションとコンテンツ

でジェンダー・センシティビティを図るための指標 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00002

17831 

 
UN Women (2017) ジェンダー・インクルーシブな言葉

のガイドライン 

https://www.unwomen.org/-/media/head- 

quarters/attachments/sections/library/ 

gender-inclusive%20language/guide-lines-

on-gender-inclusive-language-

en.pdf?la=en&vs=2129 

 
女性スポーツ・トラスト（2021）ゲッティイメージ

ス・パートナーと女性スポーツ・トラスト 

広告やストーリー編集における女性アスリートのイメ

ージを再定義する 

www.womenssporttrust.com/getty-im-ages-

partners-with-womens-sport-trust-to-re-define-

imagery-of-female-athletes-in-commer-cial-and-

editorial-storytelling/  

 
女性スポーツ・トラスト（2020） 野望プロジェクト 

3 
 
パート３： 

行動しよう 
 

 

 
BBC (2020) 50:50 平等プロジェクト 

https://www.bbc.co.uk/5050/methodology  

 
欧州評議会 (2019) みんなが参加：スポーツにおけ

るジェンダーバランス ツールキット：スポーツにお

けるジェンダー平等のインパクト 

https://rm.coe.int/ 

all-in-toolkit-how-to-make-an-impact-on- 

gender-equality-in-sport-all-y/1680989ab2  

 
ニュージーランドオリンピック委員会 & INSENTIA 

(2021) メディアとジェンダー：ニュージーランドの

スポーツメディア報道のジェンダーバランス（2019年

7月〜2020年12月） 

https://sportnz.org.nz/media/3883/ gender-and-

media-april-2021.pdf  

 
ニュージーランドオリンピック委員会 (2016) 女性ア

スリートとリオオリンピック2016  ニュージーランド

のメディア報道のジェンダー分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「彼女を見て」(2020) スポーツのベスト・プラクテ

ィス #彼女を見て 

 
国連 (2018) コンテンツ・クリエーターのため

のジェンダーチェックリスト 

 https://www.un.org/ 

gender/sites/www.un.org.gender/files/dpi_ 

gender_checklist_for_content_creation_2018. 

pdf 

 
女性スポーツ・リーダーシップ・アカデミー 

https://rm.coe.int/all-in-toolkit-how-to-make-an-impact-on-gender-equality-in-sport-all-y/1680989ab2
https://rm.coe.int/all-in-toolkit-how-to-make-an-impact-on-gender-equality-in-sport-all-y/1680989ab2
https://rm.coe.int/all-in-toolkit-how-to-make-an-impact-on-gender-equality-in-sport-all-y/1680989ab2
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/strategic/open/Reimagining_Sport.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/strategic/open/Reimagining_Sport.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/strategic/open/Reimagining_Sport.pdf
https://niemanreports.org/articles/covering-womens-sports/
https://niemanreports.org/articles/covering-womens-sports/
https://niemanreports.org/articles/covering-womens-sports/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217831
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217831
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/gender-inclusive%20language/guidelines-on-gender-inclusive-language-en.pdf?la=en&vs=2129
http://www.womenssporttrust.com/getty-images-partners-with-womens-sport-trust-to-redefine-imagery-of-female-athletes-in-commercial-and-editorial-storytelling/
http://www.womenssporttrust.com/getty-images-partners-with-womens-sport-trust-to-redefine-imagery-of-female-athletes-in-commercial-and-editorial-storytelling/
http://www.womenssporttrust.com/getty-images-partners-with-womens-sport-trust-to-redefine-imagery-of-female-athletes-in-commercial-and-editorial-storytelling/
http://www.womenssporttrust.com/getty-images-partners-with-womens-sport-trust-to-redefine-imagery-of-female-athletes-in-commercial-and-editorial-storytelling/
http://www.womenssporttrust.com/getty-images-partners-with-womens-sport-trust-to-redefine-imagery-of-female-athletes-in-commercial-and-editorial-storytelling/
http://www.womenssporttrust.com/getty-images-partners-with-womens-sport-trust-to-redefine-imagery-of-female-athletes-in-commercial-and-editorial-storytelling/
http://www.womenssporttrust.com/getty-images-partners-with-womens-sport-trust-to-redefine-imagery-of-female-athletes-in-commercial-and-editorial-storytelling/
https://www.bbc.co.uk/5050/methodology
https://www.bbc.co.uk/5050/methodology
https://rm.coe.int/all-in-toolkit-how-to-make-an-impact-on-gender-equality-in-sport-all-y/1680989ab2
https://rm.coe.int/all-in-toolkit-how-to-make-an-impact-on-gender-equality-in-sport-all-y/1680989ab2
https://rm.coe.int/all-in-toolkit-how-to-make-an-impact-on-gender-equality-in-sport-all-y/1680989ab2
https://sportnz.org.nz/media/3883/gender-and-media-april-2021.pdf
https://sportnz.org.nz/media/3883/gender-and-media-april-2021.pdf
https://sportnz.org.nz/media/3883/gender-and-media-april-2021.pdf
https://www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/dpi_gender_checklist_for_content_creation_2018.pdf
https://www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/dpi_gender_checklist_for_content_creation_2018.pdf
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