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言語 
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日本語 
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備考 

（Notes） 

当科目は本学の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための活動制限指針が制

限レベル 2 もしくは 3 であっても学外授業は対面のみの開講となり、ミックス型対応はし

ないので注意すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・国際協力の課題を当事者の立場に接近して理解する姿勢を身に付ける。 

・国際協力の課題を、海外の他者の課題として考えるのではなく、日本の課題と海外の課題のつながりとして理解する。 

・上記の理解にもとづき、国際協力の課題を一方的な支援として解決するのではなく、双方向に協力して解決する視座と実践力

を身に付ける。 

 

・To understand the perspectives of the stakeholders involved in issues of international cooperation. 

・To understand the domestic issues in Japan in relationship with the issues of international cooperation abroad. 

・To nurture perspectives and practical skills in solving the issues in Japan and abroad by mutual international cooperation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化の進展に伴い、国際協力 NGO による日本国内での移民支援事業の展開や、国内 NPO による外国にルーツのあ

る子どもたちの支援など、国際協力と国内支援の垣根が取り払われつつある。 また、途上国で起きている問題の原因が先進国

の側にあったり、日本が抱えている課題と共通の課題が途上国にあったりと、社会課題を解決するには問題を国際/国内で区切

らず、総合的・俯瞰的に分析する能力を養う必要がある。 

 

これらのことから、本科目においては、途上国にフィールドをもつ国際協力 NGO や子ども食堂などを運営する NPO の活動を現

場から学び、体験することにより、知識の活用力(リテラシー)や対人関係力、課題解決能力を高めることを目的とする。同時に、グ

ローバル化の荒波のなかで厳しい環境に置かれている人びとが直面する課題に直に触れることで、グローバル化社会の負の側

面を自分事として捉え、共感力を涵養していくことも目指す。 

 

 

With the progress of globalization, borders between domestic and international support are becoming unclear. While international 

NGOs support immigrants in Japan, NPOs support foreign children living in Japan. The underlying causes of problems in 

developing countries are closely related to developed countries. To solve these social issues, we need to improve 

comprehensive analytical ability without any distinction between domestic and international.  

 

In this course, to develop global literacy and problem-solving skills, students will learn from experiences including discussion 

with international NGO staff helping developing countries and NPO staff working in “Kodomo Shokudo(children’s cafeteria)”. 

Through understanding various issues of those who are facing difficulties in this global society, students are encouraged to 

understand other’s feelings and to think of negative aspects of globalization as issues that affect you. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 事前学習：導入、課題の提示 

3. 国内フィールドスタディ：国際協力 NGO の事務所訪問 

4. 国内フィールドスタディ：国際協力 NGO の事務所訪問 

5. 参加型授業：国際環境 NGO の職員の方を招いて 

6. 振り返りと準備 

7. 参加型授業：国際 NGO の職員のかたを招いて 

8. 国内フィールドスタディ：国際 NGO の事務所訪問 

9. 国内フィールドスタディ：子ども食堂訪問 

10. 講義と振り返り 

11. 国内フィールドスタディ：子ども食堂訪問 

12. 参加型授業：難民支援 NPO の職員の方を招いて 

13. 参加型授業：ロヒンギャ難民について 

14. 発表と振り返り 



 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書を読むこと。 

また参考文献についても目を通すなど、訪問先に失礼のないよう、事前学習をきちんと行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前学習への参加(25%)/国内フィールドスタディへの参加態度(50%)/振り返り、事後学習への参加(15%)/学習内容の報告（レポ

ート）(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日下部尚徳、2018、『わたし 8 歳、職業、家事使用人。 : 世界の児童労働者 1 億 5200 万人の 1 人』、合同出版 

(ISBN:978-4772613620) 

 

参考文献（Readings） 

1. 織田朝日、2019、『となりの難民：日本が認めない 99%の人たちの SOS』、旬報社 (ISBN:978-4845116133) 

2. 下村恭民他、2016、『国際協力：その新しい潮流 第３版』、有斐閣 (ISBN:978-4641281387) 

3. 湯浅誠編、2020、『むすびえのこども食堂白書：地域インフラとしての定着をめざして』、本の種出版 (ISBN:978-4907582258) 

4. 鶴見良行、1982、『バナナと日本人: フィリピン農園と食卓のあいだ 』、岩波書店 (ISBN:978-4004201991) 

5. 石井正子編著、2020、『甘いバナナの苦い現実』、コモンズ (ISBN:978-4861871672) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【履修と選考】 

・定員 8 名。履修にあたっては事前に選考があります。 

・募集スケジュールの詳細は 3月 22 日(火)に R Guide に公開する募集要項を確認してください。 

・説明会は 4月 2 日(土)、募集受付は 4 月上旬を予定しています。募集要項をご確認ください。 

 

【費用】 

・国内フィールドスタディの参加費は自己負担となります。プログラムの費用については募集要項を確認してください。 

 

 

【その他】 

・本科目を履修する場合、春学期水曜日 4,5 限、および土曜日に行われる他の科目を履修することはできません。 

・現地活動日程はあくまで予定であり、都合により変更となる場合があります。 

・最低催行可能人数に達しない場合には、プログラム実施を取りやめる場合があります。その場合、履修登録は行われません。 

・感染症流行および自然災害等やむを得ない事由によりプログラムを中止せざるを得ない場合があります。その場合は、履修中

止申請が可能です。 

 

注意事項（Notice） 

 


