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授業の目標（Course Objectives） 

本講義が目指すのは以下の３点である。 

・人類学の立場から広義の「開発」の事象を論じ、開発にまつわる理論的視座を獲得する。 

・世界各地のいわゆる低開発地域が、日本人一般の生活と少なからぬ関係を持つことを実感として捕捉する。 

・「開発＝支援」という構図に留まらない、様々な関係性のつくり方、介入のあり方を学ぶ。 

 

This lecture aims to achieve the three points below: 

1. To discuss in a broad sense, the phenomenon of ‘Development’ from a cultural anthropological perspective and understand 

the theoretical points of view surrounding development. 

2. To acquire a real sense of how the so called less-developed areas of the world actually have considerable relevance to the 

normal life of the Japanese public. 

3. To learn about building various relationships and concepts of intervention that do not stop with the compositional equation of 

Development being equal to Assistance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、文化人類学の立場から「開発」という事象を多角的に捉え、開発が単に先進諸国による低開発地域への「支援」の

枠に留まらない、幅広い実践と意味内容を含みうるものであることを論じる。より具体的には、開発を経済、観光、自然環境、感

情といったテーマから解題していくほか、ラテンアメリカ、アフリカ、東南アジア等における開発にまつわる具体的な事例を併せて

みていく。講義全体の後半部では、講師が深く関わってきたブラジル農村の日系コミュニティの事例を中心に、開発と農業という

観点から詳しく解説する。 

 

In this lecture we will look at the phenomenon of ‘Development’ from various angles and through the concept of cultural 

anthropology. We will discuss how development is not limited to the system of developed countries providing assistance to less-

developed areas, but instead includes a wide range of practices and meaningful associations. Specifically, we will cover 

Development via smaller subtopics, including economy, tourism, environment, emotion, and forms of intervention. Also, we will 

look at the situation using specific examples of development from Latin-America, Africa, Southeast Asia, etc. The second half 

of this lecture series will offer detailed explanation of issues relating to the rural Nikkei Community of Brazil from the 

perspectives of development and agriculture. This is an area that the course lecturer has been deeply involved in. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：フィールドから学ぶ・フィールドに貢献する 

2. 開発の思想 

3. 開発と贈与 

4. 開発と自然 

5. 開発と観光 

6. 小レポートの執筆・講評・ディスカッション 

7. グローバル支援と NGO 

8. 国際協力に関わる人々のコミュニケーション 

9. 国際協力とフィールドワーク 

10. 小レポートの執筆・講評・ディスカッション 

11. ブラジル農村の開発（１）：日系人による中小規模農業の展開 

12. ブラジル農村の開発（２）：農業技術支援における知識の共有 

13. フィールドにおけるリスクマネジメント 

14. 講義の総括 

 

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

毎回の授業で指示する。 

 



成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/出席および授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 前川啓治、2000、『開発の人類学』、新曜社 (ISBN:978-4788507203) 

2. リオール・ノラン、2007、『開発人類学』、古今書院 (ISBN:978-4772231121) 

3. 信田敏宏（他編著）、2017、『グローバル支援の人類学』、昭和堂 (ISBN:978-4812216095) 

4. 関根久雄（編著）、2015、『実践と感情』、春風社 (ISBN:978-4861104695) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


