
社外での社員の発言まで注視され、炎上する今
「社内の当たり前は社外の非常識」は大きなリスクに

個人の努力では気付けない、無意識の思い込みを認識し、
人の心に届く、社会に受け入れられるコミュニケーションを学ぶ

ジェンダー論基礎講座
企業のための

【オンデマンド配信】 申込後７日間 終日視聴可能

画像提供:123RF

「母の日」や「バレンタイン」などの
キャンペーンの切り口でも、何が
指摘を受けるか分からず、結局
ありきたりな表現になってしまう…

数年前に掲載していた広告の
キャプチャから炎上した事例も
あるが、過去の情報にはどの
ように対応すればいいのか…

２、３の炎上事例をもとに幹部
を中心に社内への注意喚起を
促したが、聞き流されている。
まずどうすればいいのか…他社の幹部の発言が炎上したが、

自社の社内会議での発言の方が
よほど前時代的な発言をしている…

競合ではジェンダーフリー、
ジェンダーレスな広告や商品
まで展開しているが、

どこまで追随すべきか分からない…

下記の担当者にオススメ
●マーケター
●クリエイター
●広報担当者
●SNS運用担当者



個人の自己判断、各部署の判断、幹部の良識に委ねて
目に見えるリスクを放置していませんか

生活者の心に刺さる広告を作りたいが、
炎上を恐れて何も言えなくなってしまう
昨今、企業の広告・広報活動におけるジェンダー炎上が後を
絶ちません。企業側に差別の意図が全く無くても、情報の受
け手である生活者は自分自身の思ったように感じ、その怒り
や悲しみの感情をSNS上で発信します。「働くママを応援しよ
う」と企画をスタートし、ターゲット層への入念なリサーチも行っ
たはずが、実際の広告は意図に反して炎上してしまうケースさ
えあります。また、当初は好意的だった広告が、その後、集中
的な批判にさらされてしまうなど、急激な時代の変化や価値
観の多様化により、広告の評価が分かれてしまうケースもあり
ます。しかしながら、ジェンダー炎上に気を使いすぎると、今度
は逆に何も言えなくなってしまい、商品やサービスの魅力を世
の中に広めていくことはできません。では、いったいどのように
考え、何に気を付けて広告制作や情報発信をすればよいの
でしょうか。今、企業は社会が抱える偏見や無意識の思い込
みに気付き、生活者の真のインサイトを捉えなおす時期に来
ています。

社会が抱える偏見や無意識の思い込みに
気付き、ブランドと社会の関係性を見直す
フェミニズムという言葉が当たり前に使われるようになり、さらに
企業のLGBTQ支援・配慮なども進んでいます。急速に成熟し
ていく市場において、選ばれ続けるブランドになるには、生活者
はもちろん、株主や従業員、就職・転職市場、取引先など、あら
ゆるステークホルダーへの配慮が欠かせません。そのような社
会環境下で一度対応を誤ってしまうと、メディアやSNSなどで
徹底的に企業姿勢や責任を追及され、炎上してしまうリスクも
高まっています。一方、社会環境に即した適切なコミュニケー
ションを取れる企業やブランドはますます価値を高めていきま
す。そこで宣伝会議では、ジェンダーへの理解を深め、新しい時
代に適した企業コミュニケーションを学ぶ、「企業のためのジェ
ンダー論基礎講座」を開催します。

講座の
ポイント

ジェンダー炎上の事例から、社会や価値観の変化を読み解き、
社会に受け入れられる企業コミュニケーションを再定義する。

このような課題お持ちではないですか？

炎上した事例の何が
いけなかったのか、
根本原因を知りたい。

話題性を狙った広告
は社内でも賛否両論
あり、どう判断するべ
きか…

社内にジェンダー理解
の標準やレギュレー
ションがないので判断
は感覚に頼りがち…

LGBTQへの配慮を公
表すると逆にいろいろ
と指摘を受けそうだし、
社員が一人でも対応
を間違えるとリスクが
高い…

POINT 1

ジェンダー炎上の事例から
対策と注意ポイントを学ぶ

POINT 2

海外の先端事例に見る
共感される広告・PR

最先端の海外事例から、多様化する社会
で共感される広告・PR に共通する考え方
を学ぶ。

なぜ広告が炎上してしまうのか。万が一炎
上してしまったらどう対応するか。事例をも
とに炎上を防ぐためのポイントを学ぶ。



講座で学ぶこと

ジェンダー炎上は企業に悪意が無くても起こりうるということが、その他の炎上と大きく異なる点です。「自分は大丈夫だろう」と
いう考えにリスクが潜んでいます。対策としては下図にある通り、炎上につながる要因のセルフチェックなど、無意識の思い込み
に気が付くことが必要です。炎上してしまった企業広告の事例についても、「なぜ」炎上してしまったのか言語化することが非常
に重要です。そこから、多様な人々の価値観や生い立ちを深く理解することで、本当の意味で心に届く情報発信の方法が見え
てきます。講義では情報発信者が無意識に陥りがちなステレオタイプのパターンを理解し、自社がそこに陥っていないかを
チェックすることで炎上を未然に防ぐノウハウと、万が一炎上してしまった場合の対処法について学びます。

ジェンダー炎上が起こる原因と
対策のポイントを学ぶ

STEP
1

世界の広告クリエイティブにも成功例、失敗例がともに見られます。その中から成功事例に共通するポイントは「共感」＋「少し
先の未来」です。非現実的な理想論を掲げても生活者はウソの言葉に冷めてしまいます。かといって現実の問題にばかり
フォーカスしても明るい未来は描けません。この絶妙な表現のバランス感覚が今、企業コミュニケーションの担当者に求められ
ています。講義では様々な調査データから見えてくるジェンダー理解の現実と生活者インサイト、そして広告クリエイティブに落と
し込む際の注意点とポイントについて学びます。

世界の広告クリエイティブから企業と
ジェンダーの関係性を学ぶ

STEP
2

炎上につながる3つの要因チェックシート 成功のポイント

1.アンコンシャスバイアス

□男性から育児や介護休暇の申請があると「奥さんは？」と思う。

□「男泣き」「男気あふれる」という表現をよく使う。

□子育て中の女性に転勤を伴う仕事の打診はしない方がいいと思う。

ASAの定義「ジェンダーステレオタイプ」 ASAの基準において、
規制されているものはどれでしょう？

１. 役割 ： 特定の性別から連想される職業やポジション
２. 性格 ： 特定の性別から連想される特徴や行動
３. からかい ： ステレオタイプに合致しない人の
　　　　　　　　  ふるまいや見た目をからかう

４. 性的対象 ： 性的な対象として人を描き出す
５. “モノ”化 ： 体や体の一部にフォーカスして描く
６. ボディイメージ ： 不健康な体形で描く

（大橋 久美子氏、Ju Yoo氏の講義資料よりジェンダーステレオタイプに関する
広告ガイドライン（2018.12）に基づき作成）

2.性別役割分業の固定化

□男性は家事を「手伝う」ほうが良いと思う。

□女性に「家庭と仕事の両立は大変かどうか」聞いたことがある。

気づき 意識

共有 変革

※ASA…イギリスの広告基準評議会

©大橋久美子

家族のメンバーが家を散らかして、女性だけが片
付けている。

A.

男性は冒険心があり、女性は繊細なものとして描
かれる。

B.

おむつ交換が下手な男性、駐車が苦手な女性。C.

メイクをしていて女性が遅刻する。D.

体形が変わったら、恋愛や仕事の成功が得られる。E.
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TEL：03-3475-3030  E-mail：info-educ@sendenkaigi.com   www.sendenkaigi.com/class/
株式会社宣伝会議　〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
■お問合せ

 　  　　　 年　　   月　　  日　

  　 　　　 年　　   月　　  日　

※受講は受講者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。尚、同一の講座を別々の方に受講いただくことは禁止としております。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。※万一、受講前に受講予定
の方の参加ができなくなってしまった場合は、事務局までお問合せください。同一講座の受講中において、参加者の途中変更はできません。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、いかなる理由で
あっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止となる場合がございます。その際、交通・宿泊
費等の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明した場合には、直ちに無条件で本契約
を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、お申し込みをお断りする場合がございます。また、お申し込みから審査まで
の間に、ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの方法
で出版物や講座、イベントのご案内等をお送りするために利用します。プライバシーポリシー（https://www.sendenkaigi.com/privacy/）をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。
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※講師・カリキュラム・日程は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ジェンダー炎上の
原因と対策

第1部
約120分

稲澤 裕子氏

大橋 久美子氏
Ju Yoo氏

第2部
約80分

テーマ時間 講義内容 講師

広告表現、ステレオタイプの
向こう側へ

●視聴期間：申込後７日間 終日視聴可能　　　●視聴方法：宣伝会議オンライン上での視聴
●受講料金：54,000円（税込 59,400円）※申込金5000円（税込 5,500円）を含みます。　
●受講対象：企業のマーケティング部、広報部の方や広告会社、制作会社のクリエイター、プランナーの方。

講座
概要

カリキュラム

各方面からリードする講師陣

稲澤 裕子氏
昭和女子大学
特命教授広報担当参事

早稲田大学政治経済学部、社会情報大学院大学（現・
社会構想大学院大学）卒。広報・情報学修士（専門職）。
読売新聞東京本社編集局社会部、生活部、経済部記
者、メディア局パソコン誌編集長、女性向けサイト
「大手小町」編集長、調査研究本部主任研究員を経て、
2018年から昭和女子大学全学共通教育センター特
命教授広報担当参事。実務家教員としてメディア論
とキャリア基礎科目を担当。13年、公益財団法人日本
ラグビーフットボール協会初の女性理事に就任。21
年から同協会評議員、一般社団法人ジャパンラグ
ビーリーグワン理事。共著に『昭和時代』（中央公論新
社）、『企業力を高める―女性の活躍推進と働き方改
革』（経団連出版）など。

Ju Yoo（ユ ジュ）氏
Droga5 Tokyo シニアストラテジスト

2016年J. Walter Thompsonで戦略プランナーと
してキャリアスタート。数々の日系企業・外資系
企業の企画戦略とブランディングに携わる。19年
には、ビジネス成長を促すマーケティング・キャ
ンペーン戦略に与えられる「Tangrams Strategy 
& Effectiveness」でブランズを2つ受賞。21年よ
りDroga5 Tokyoに参画 。 JWT時代には、大橋・
Yooで、ELLEオンラインで、ダイバーシティの観
点からのブランドの活動について取り上げた記
事を共同執筆。

大橋 久美子氏
ブランドストラテジスト
Office Story Branding
（ストーリーブランディング）代表

博報堂、J.Walter Thompson（JWT）、LIFULLを経
て、ブランド戦略立案を行うブランドストラテジ
ストとして独立。 その間、日本企業のグローバル
ブランディングや外資系企業の日本でのブラン
ド・マーケティングの経験多数。JWT時代には外
資系企業のブランディングウェイを日本企業に
導入するためのブランディングモデル“Brand 
Nurturing”を開発、多くの日本企業のブランド戦
略構築に導入。現在は、ブラッシュアップした
“Brand Light House”モデルにより、消費者イン
サイトと未来創造をつなぎ企業価値を上げるた
めのブランディングモデルを開発・実践を行って
いる。女性エンパワーへの活動により、2019年
campaign Asia誌 Women leading change 
Vision leader部門のシルバーを獲得。文教大学非
常勤講師（ブランド論）。

「ジェンダー」って何?／ジェンダーバイアスをチェック／男性像、女性
像の変化／ジェンダー炎上の歴史／炎上の原因を探る／炎上事例に学ぶ
／失敗しないためのジェンダー表現／それでも炎上してしまったら／成
功のポイント

最近の炎上の傾向／日本で炎上が起きる背景／ASA基準／世界の潮流：
Lookism, Ageism, Empowermentに至る流れ／共感・サポーターの重要性
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お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください ０３－3475－3033


