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科目名称：日本語 

 比較社会研究特論Ⅰ  

科目名称：英語 

  Proseminar Ⅰ (Social/Cultural Anthropology) 

科目の概要：日本語 

  公益法人制度における政策の人類学 

科目の概要：英語 

  Anthropology of Policy on Japan’s Charity System 

科目の目的：日本語 

本コースは日本の公益法人政策に関する政策人類学的アプローチ手法を提供し、日本の非営利

法人についての理解を深める。また、講義、議論、文献購読により、政策の人類学の知識を提供

することで世界のサードセクターの新傾向を紹介する。 

科目の目的：英語 

This course is designed to introduce you to the method of〝anthropology of policy" approaches to 

Japan’s Public Interest Corporations’policy and will help you understand Japan’s Nonprofit organizations. 

Through a series of lectures, discussions and readings the instructor will introduce knowledge of the 

anthropology of policy and new trend of the third sector. 

学習成果・習得する技能や知識：日本語 

本コースを修了することで、以下のような学習効果が得られる。 

政策人類学の最先端を習得する。 

日本の公益法人を習得する。 

情報の収集、評価についての技能を上達させる。 

NGO-graphy を上達させる。 

学習成果・習得する技能や知識：英語 

Upon completing this class, you should be able to:   

• Understand the cutting-edge knowledge of anthropology of policy. 

• Understand the Public Interest Corporations in Japan. 

• Develop skills in accessing and evaluating sources of information. 

• Promote NGO-graphy. 

成績評価方法・基準：日本語 

授業への参加貢献度（50％）、レポート（50％） 

成績評価方法・基準：英語 

Class contribution (50%), Report assignments (50%) You are asked to submit a report, and do a class 



presentation. Grading will be based on your performance and report. 

授業内容：日本語 

 授業を三つにわけ、第一期は教科書を中心にした文献購読、第二期は公益認定等委員会の公開

議事録を使用したテキスト分析、第三期は公益認定等委員会の「勧告」の事例研究、英国チャリ

ティ・コミッションの「法的要求」の事例研究。その都度、ゼミの中で議論を実施する。 

授業内容：英語 

 The term of course is divided into three. The first term is mainly reading texts. The second term is 

analysis of minutes of Public Interest Corporate Commission in Japan. The last term is to research 

“Kankokus”by PICC and statutory reports by The Charity Commission in England and Wales. During all 

terms discussion must be planned. 

日程：日本語 

水曜 5 限、第１回は 4 月 27 日 

日程：英語 

5th. Wednesday. The first course will be held on 27th April． 

実施場所：日本語 

国立民族学博物館４階第１演習室 

実施場所：英語 

The first lecture room,4th floor, National Museum of Ethnology 

使用言語：日本語 

その他使用言語： English 

準備学習：日本語 

毎回の授業準備に 3 時間程度あてること（購読及び提出書作成） 

準備学習：英語 

Students can expect approximately 3 hours of preparation (reading and preparing written assignments,etc.) 

per week. 

関連科目・履修条件：日本語 

会計学または法学の知識があることが望ましい。 

関連科目・履修条件：英語 

Knowledge of accounting or law is preferable.  

教科書・必読書：  

Shore, Cris, Wright, Susan, & Però, Davide (Eds.) (2011). Policy Worlds: Anthropology and the Analysis 

of Contemporary Power. Oxford and New York: Berghahn 

参考書・その他の教材： 

Strathern, M.(ed.) (2000). Audit cultures: anthropological studies in accountability, ethics, and the 

academy. Psychology Press. 

備考：  

地域文化学・比較文化学の 2専攻の学生のみ申請可 

 


