
授業科目名(英文名)
／Course Title

ワークショップで学ぶ「ボランティアと市民活動」／Workshop-based Learning about "Civic and
Volunteer Activities"

湯本　浩之(留学生・国際交流センター)担当教員(所属)／Instructor

授業種別／Type of Class G845926時間割コード／Registration
Code

開講学期曜日時限／Period 2016年度／Academic Year　
後期／Second semester　水
/Wed　5,　水/Wed　6

単位数／Credits 2単位

受入可科目等履修生の受入／Acceptance
of Credited Auditors

湯本　浩之(研究室：峰キャンパス５号館Ｃ棟１階　TEL&FAX: 028-649-
5236（直通）　
E-mail: yumoto@cc.utsunomiya-u.ac.jp)

連絡先（研究室、電話番号、電子メールなど）／Contact

湯本　浩之(毎週火曜：12:10～13:00　※来室する際には事前に連絡してく
ださい。オフィスアワー以外でも可能な範囲で対応します。)

オフィスアワー（自由質問時間）／Office Hours

現代社会が直面する様々な社会問題の解決に向けては、政府や自治体をはじめ、NGOやNPOな
どの市民組織が「ボランタリー」な活動を展開しています。
この授業では「ボランタリー」や「ボランティア」の意味をはじめ、国内外で展開されてい
きた多様な社会運動や市民活動の歴史や現状について検討します。また、「市民による海外
援助」をテーマとしたワークショップを通じて、“援助する”ことや“寄付すること”の意
義や課題、そして、日本の市民組織が抱えてきた組織運営上の現状や問題点などについても
検討していきます。

授業の内容／Course Description

授業の達成目標／Course Goals 市民活動の組織や運営の実際に学びながら、次のような点について理解を深めることを目標
とします。
①「ボランタリー」や「ボランティア」の原意やボランティア活動の原点を理解すること。
②欧米や日本における市民活動の歴史的展開や今日的状況を理解すること。
③海外援助における「援助」や「寄付」の意義や課題について理解すること。
④日本のNPO/NGOのおかれた現状や課題、今後の役割などについて理解すること。

基盤教育の総合系科目では「変化が激しい現代社会への視野を広げながら、持続可能な社会
を創造するために必要な科学的根拠を備えた提案や行動に繋げられる課題解決力」の養成が
目指されています。この授業では、アクティブ・ラーニングや参加型学習が持つ知見や経験
を活用しながら、本学が掲げる学習・教育目標にアプローチしていきます。

学習・教育目標との関連
／Educational Goals

前提とする知識は必要ありませんが、国内外に見られる社会問題（貧困や格差、環境や人権
、平和や文化、福祉や災害など）やそれらに取り組む市民組織（NPO/NGO）への関心が望ま
れます。
関連性の高い科目や分野としては、国際関係論や市民社会論、文化交流や国際協力に関連す
る科目のほか、地域デザインやまちづくり　ボランティア論や市民組織論　教育方法論やグ
ローバル教育論などがあげられます。

前提とする知識／Prerequisites

基盤教育（総合系科目）：
　「ワークショップで学ぶ“変わりゆく現代社会と私たち”」（前期）
国際学部専門教育科目：
　「グローバル教育論」

関連科目／Related Courses

この授業では、講義のほかに、ゲスト講師による活動紹介や「ワークショップ（ディスカッ
ションやグループワーク）など」を積極的取り入れていきます。
いずれにせよ、この授業の“要”は、教員からの知識や情報の教授にあるのではなく、履修
者相互の学びあいにありますので、履修者の積極的かつ主体的な授業参加を強く期待します
。
ただし、履修者の人数やワークショップの進捗状況によって、授業計画の内容や順序を変更
する場合があります。

授業の具体的な進め方
／Course Methodologies

第１週　オリエンテーション＆ワークショップ（ＷＳ）１「私のボランティア体験」
第２週　ＷＳ２「される側から見たボランティア」
第３週　ゲスト講師による事例紹介１
第４週　講義１「宗教に見るボランティアの原意と原点」
第５週　講義２「NPOとは何か？NGOとは何か？市民活動の組織と運営」
第６週　ゲスト講師による事例紹介２
第７週　ＷＳ３「“援助”する前に考えよう！：１枚の看板」
第８週　ＷＳ４「“援助”する前に考えよう！：村の三役会議で」
第９週　ＷＳ５＆講義３「“援助”の功罪と“寄付”の是非」
第10週　ＷＳ６「あるＮＧＯの取り組み」
第11週　ゲスト講師による事例紹介３
第12週　ＷＳ７「ある日、宇都宮に中華街構想が!!」
第13週　講義４「欧米のボランティア活動・ＮＧＯ活動」
第14週　ゲスト講師による事例紹介４
第15週　講義５「日本のボランティア活動・ＮＧＯ活動」

※ゲスト講師としては、栃木県内で活動している地域ボランティア団体、国際ＮＧＯ、青年
海外協力隊などの関係者を予定します。

授業計画（授業の形式、スケジュール等）
／Class Schedule
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