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授業科目名[英文名] / 

Course Title
国際社会とボランティア［International Society and Volunteer］  

担当教員名[ローマ字表記] / 

Instructor
岡田　彩 [OKADA, Aya]

科目ナンバー / 

Numbering Code
 

時間割番号 / 

Course Number
74E00.234 

科目区分 / 

Category
 

講義形態 / 

Lecture Form
講義 

対象学生 / 

Assigned Year
1年生限定  

適正人数 / 

Class Size
60  

開講学期 / 

Semester

前期後半
Quarter2  

曜日・時限 / 

Day ・Period

水曜・4限
Wednesday・4th Period
 

単位数 / 

Credit
1 

キーワード / 

Keywords

国際社会、ボランティア、NGO、国際協力、グローバル化

International Society, Volunteers/Volunteering, NGOs, International Development/Cooperation,
Globalization  

●「共通教育科目」の時間割番号は、平成17年度以前入学者は頭の数字を「7」ではなく「9」として履修登録してください。

授業の主題 / Topic
貧困や紛争、災害など、国際社会が直面する様々なグローバル・イシューの解決に向けて、ボランティアの精神を基盤として活動す
る非政府組織（NGO: Non-Governmental Organization）の社会的役割を知ると同時に、その独自性や課題に対する理解を深める。

With its foundation on volunteer spirit, non-governmental organizations (NGOs) play wide range of roles in dealing with global issues
such as poverty, conflicts, and disasters. This course will explore these different roles of NGOs, analyze their uniqueness, and
examine the challenges they face.

授業の目標 / Objective
1. グローバル・イシューの解決に取り組む国際協力NGOの多岐に渡る活動内容を知る。 
2. 各国政府や国際機関など、国際社会の諸アクターと比較した場合に浮かび上がる、NGOの独自性を理解する。 
3. NGOが、その独自性ゆえに抱える様々な課題を知る。

1. Learn the broad range of roles that NGOs play in dealing with global issues.
2. Understand the uniqueness of NGOs in comparison to other actors in the international society including national governments
and international organizations.
3. Comprehend the challenges that NGOs face for their uniqueness.

学生の学習目標 / Prerequisites
1. NGOが果たしている社会的役割を、自分の言葉で他者へ説明できるようになる。 
2. NGOが抱える課題を、その独自性との関係性において、考察できるようになる。 
3. グローバル・イシューの解決に向けて、私たちがNGOを通じてできることをイメージできるようになる。

1. Be able to explain in one's own words different roles of NGOs.
2. Be able to analyze challenges that NGOs face in relation to their uniqueness.
3. Be able to imagine what one can do through NGOs to contribute to solving global issues.

授業の概要 / Outline
第1回　国際ボランティア活動としてのNGO
第2回　NGOの役割①　地域開発
第3回　NGOの役割②　緊急・人道支援
第4回　NGOの役割③　アドボカシー
第5回　中間グループプロジェクト成果報告会（ポスター・セッション）
第6回　NGOの課題①　支援者の獲得

http://www.kanazawa-u.ac.jp/education/educational/sab/course_numbering_systems
https://sab.adm.kanazawa-u.ac.jp/search/detail/detail_print.asp?key_number=1600102397&kensaku_type1=kyoutsu


第7回　NGOの課題②　パートナーシップとアカウンタビリティ
第8回　まとめ・学期末試験

Session 1: NGOs as International Volunteer Activities
Session 2: Community Development (Role #1)
Session 3: Emergency Relief and Humanitarian Assistance (Role #2)
Session 4: Advocacy (Role #3)
Session 5: Poster Session for Mid-term Group Project
Session 6: Mobilizing Supporters (Challenge #1)
Session 7: Partnerships and Accountability (Challenge #2)
Session 8: Wrap-up and Final Exam

評価の方法 / Grading Method

※成績評価
　Performance rating：

次項の項目及び割合で総合評価し、次のとおり判定する。

 
「Ｓ（達成度90％～100％）」、「Ａ（同80％～90％未満）」、
「Ｂ（同70％～80％未満）」、「Ｃ（同60％～70％未満）」を合格とし、
「不可（同60％未満）」を不合格とする。（標準評価方法）

  Grade will be decided holistically as below, based on the following terms/rates.

 
「Ｓ（Academic achievement 90％～100％）」,「Ａ（over80%, less than90%）」, 
「Ｂ（over 70％, less than80％）」, and「Ｃ（over60％, less than70％）」 are indicators of passing, 
「不可（less than 60％）」is an indicator of failure.（Standard rating method）

 

評価の割合 / Grading Rate
学期末試験/Final exam 40 %  
出席状況/Attendance rate 30 %  
中間グループプロジェクト／Mid-term Group Project 30 %  
 

テキスト・教材・参考書等 / Teaching Materials

●図書館検索ページへのリンク / The search page on the website of Kanazawa Univ. Library

Lewis, D. (2014). Non-Governmental Organizations, Management and Development Third Edition. London: Routledge. 
＊購入の必要なし。重要な章については、日本語の概要を配布する。
＊その他の資料や参考文献のリストは、授業内で配布する。

Lewis, D. (2014). Non-Governmental Organizations, Management and Development Third Edition. London: Routledge. 
* No need to purchase the book. Summaries of key chapters (in Japanese) will be distributed in class.
* Other materials and a list of suggested readings will be distributed in class. 

その他履修上の注意事項や学習上の助言 / Others
中間グループプロジェクト、学期末試験の両方を提出した者のみ、単位認定の対象とする。

Submission of both mid-term group project and final exam are required for students to be eligible for credits.

オフィスアワー等（学生からの質問への対応方法等） / Consultation Time
木曜日 10:00-12:00（予約不要）
研究室（総合教育棟1号館・715号室）

Thursdays 10:00-12:00 (Walk-ins Welcome)
Office (General Education Hall 1 #715)

受講者数調整の方法 / Method for adjusting class size
抽選/Drawing lots

開放科目 / Subject of open

特記事項 / Special note
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