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授業の目標（Course Objectives） 

新たな社会デザインを模索する立場から，現代の社会運動論として NPO／NGO 等サードセクター組織やソーシャルビジネスの

現状と課題を明らかにする。 

 

The objective of this course is to clarify the present state and issues concerning NPO/NGO and other third sector 

organizations and social businesses as contemporary social movements from the perspective of exploring new types of societal 

design. 

 

授業の内容（Course Contents） 

政府行政でも営利企業でもない第３の部門が社会経済システムにおいて積極的位置づけを持ち始める第一歩として，NPO／

NGO 等（ソーシャルビジネスを含む）への期待は大きい。その背景には，金融，税制，年金，雇用など既存システムの疲弊や将

来不安，格差と貧困の拡大といった現代の課題がある。しかし，NPO／NGO 等サードセクターの理解，現状の解明は，時代と社

会の急速な要請にいまだ対応できていない。 

本講義では，21 世紀の社会経済システムのなかで不可欠な存在として注目を集め，世界最大の「成長産業」ともいわれるサード

セクターの位置と役割を，数多くの事例（映像資料も多用）を交えて明らかにしていく。環境・福祉・まちづくり・国際協力・人権など

多様なテーマと多層の人びとによって進む生活の場からの「地殻変動」を通して自律的なネットワーク型社会を展望し，社会的・

経済的主体のネットワークを社会運営の主体として含み込む社会デザインへのパラダイム転換とソーシャル・イノベーションを探

究することが目標である。ゲストスピーカーも何度か招聘する。 

 

The expectations toward NPO/NGO organizations (including social businesses) are high as a first step in holding an active 

position within the socioeconomic system in a third category which is not government administration or a commercial 

corporation. The background factors include contemporary issues such as the expansion of disparity and poverty, anxiety about 

the future, and the impoverishment of existing systems including finance, taxation, pensions, and employment. However, the 

understanding and current investigation of NPO's/NGO's and other third sector organizations is not yet able to cope with the 

rapid demands of the times and society. 

The lectures will clarify the position and role of the third sector, which is also called the world's greatest "growth industry", and 

incorporate many case studies (extensive use of video materials) to illustrate why it is attracting attention as an essential part 

of the 21st-century socioeconomic system. The objectives are to survey autonomous networked societies 

through “tectonic movements” in everyday life which advance due to many layers of people and diverse topics such as the 

environment, welfare, urban development, international cooperation, and human rights and to investigate social innovation and 

the paradigm shift toward social design which includes socially and economically driven networks as socially operated entities. 

Guest speakers will be invited on several occasions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ社会デザインとしての社会運動なのか？―映像『みんなのための資本論』を観つつ 

2. 社会デザインとしての社会運動とは？ 

3. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（１）三井三池闘争と労働運動 

4. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（２）60 年安保闘争と憲法 

5. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（３)市民運動としてのベ平連 

6. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（４）背景としてのアメリカ公民権運動以降の流れーベビーブーマーとカウンターカ

ルチャー 

7. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（５）生活の場からの「地殻変動」―生活クラブ 

8. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（６）「市民活動」の登場と展開―ネットワーキング～NPO/NGO 

9. 社会デザインとしての社会運動（１）関係性と場の追究―ソーシャルキャピタル・サードプレイス 

10. 社会デザインとしての社会運動（２）市民社会形成へのロードマップを考えるーサードセクターによる変革、公共政策の転

換、ソーシャルビジネスと社会起業家、グッドマネーの循環など 

11. 社会デザインとしての社会運動（３）新しい空間デザインと社会デザインービルディングタイプ学入門 

12. 社会デザインとしての社会運動（４）グローバルな課題としての貧困・格差 



13. 社会デザインとしての社会運動（５）この先の未来を考えるためにーSDGs ターゲット 

14. 社会デザインとしての社会運動（小括）―ゲストとともに考える 

15. 後半へ向けてのイントロダクション 

16. 貧困の戦後史と社会運動（１） 

17. 貧困の戦後史と社会運動 (２) 

18. 現代日本の貧困と NPO（１) ホームレス支援 

19. 現代日本の貧困と NPO（２）ホームレス襲撃事件と子どもたち 

20. 現代日本の貧困と NPO（３）子どもの貧困 

21. 現代日本の貧困と NPO（４）若年妊婦の支援 ゲストスピーカーとともに 

22. 現代日本の貧困と NPO（５）セクシャルマイノリティの生活困窮者支援 

23. 現代日本の貧困とソーシャルビジネス 

24. 外国人政策の戦後史と社会運動（１） 

25. 外国人政策の戦後史と社会運動（２） 

26. 現代日本における外国人の人権と NPO（１） 

27. 現代日本における外国人の人権と NPO（２）ゲストスピーカーとともに 

28. まとめ 

 

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

準備学習の指示は授業内で行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションコメント(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村陽一他編著、2020、『新しい空間と社会のデザインがわかる ビルディングタイプ学入門』、誠文堂新光社 

(ISBN:9784416520048) 

2. 紫牟田伸子他編、2012、『クリエイティブ・コミュニティ・デザイン』、フィルムアート社 (ISBN:9784845912902) 

3. 杉田敦編、2016、『ひとびとの精神史 第 6 巻：日本列島改造』、岩波書店 (ISBN:9784000288064) 

4. 稲葉剛、2020、『閉ざされた扉をこじ開ける』、朝日新書 (ISBN:9784022950598) 

5. 栗原彬編、2016、『ひとびとの精神史 第 9 巻：震災前後』、岩波書店 (ISBN:9784000288095) 

6. 中西正司、上野千鶴子、2003、『当事者主権』、岩波新書 (ISBN:9784004308607) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

単位とは関係なく希望者の自主参加による「自主ゼミ」等で、多様な社会人対応の本学大学院 21 世紀社会デザイン研究科院生

との交流や情報交換も可能。NPO／NGO、ソーシャルビジネス、社会デザインの現場との関わりを希望する受講者の希望があれ

ば，極力応える。 

なお、本年度も 1～14 回を中村が、15～28 回を稲葉が担当する。 

稲葉の HP も参照することが望ましい。URL：http://inabatsuyoshi.net/ 

ゲストの都合により、ゲストに来ていただく回が変更になる可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 

 


