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〔授業の概要 Outline〕

組織の法と会計／演習

本コースはフィールドの現場で出会う非営利・非政府の組

織（チャリティ／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、非営利・非政府組織についての理

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。

Anthropology of Policy on Charities System / Seminar
This course is designed to introduce you to the method of
〝anthropology of policy”  approaches to The nonprofit and

nongovernmental organizations (
Charities / Public Interest Corporations) policies in Japan and
other countries， and will help
you understand nonprofit and nongovernmental organizations.
Through a series of lectures ，
discussions and readings the instructor will introduce knowledge
of the anthropology of policy and the new trend of the third
sector.
〔到達目標 Learning objectives〕

本コースの目的は演習形式で政策人類学の知識を習得し、

チャリティの政策について文化的な影響を考えることがで

きるようにする。

This course aims to give you understanding knowledge
“anthropology of policy”， and being able to think the cultural
effect to Charities policy through seminal．

〔成績評価方法 Grading policy〕

ディスカッション（50％）、レポート（50％）

Discussion(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.
〔授業計画 Lecture plan〕

授業担当教員：出口正之

毎週火曜日10時半～12時
1．ガイダンス

2．教科書を中心にした文献購読

3．各国の非営利組織の法と会計

4．各国の非営利組織の法と会計

5．各国の非営利組織の法と会計

6．公益認定等委員会の公開議事録使用したテキスト分析。

7．公益認定等委員会の「勧告」を使用したテキスト分析。

8．公益認定等委員会の「不認定答申」のテキスト分析。

9．公益認定等委員会の「認定取消し答申」のテキスト分析。

10．英国チャリティ・コミッションの「法的要求」のテキ

スト分析。

11．英国チャリティ・コミッションの「法的要求」のテキ

スト分析。

10:30-12:00　Tuesday
1.Guidance.
2.Law and Accounting in your country
3.Law and Accounting in your country
4.Law and Accounting in your country
5.Law and Accounting in your country
6.Text Analysis of public minutes of Public Interest Corporate
Commission(PICC) in Japan.
7.Text Analysis of “Kankokus”by PICC
8.Text Analysis of 〝Hunintei” by PICC
9.Text Analysis of “Ninteitorikeshi”
10.Text Analysis of Statutory Reports by The Charity
Commission in England and Wales.
11.Text Analysis of Statutory Reports by The Charity
Commission in England and Wales.
〔実施場所 Location〕

国立民族学博物館4階4114号室

Room 4114， 4th floor， National Museum of Ethnology
〔使用言語 Language〕

日本語

〔教科書・参考図書 Textbooks and references〕

Cris Shore, Susan Wright and Davide Però (Eds.) (2011). Policy
Worlds: Anthropology and the Analysis of Contemporary Power.
Oxford and New York: BerghahnShore；
Cordery, C., & Deguchi, M. (2017). Charity registration and
reporting: a cross-jurisdictional and theoretical analysis of
regulatory impact. Public Management Review, 1-21.
出口正之2018『公益認定の基準と実務』全国公益法人協会

〔授業を担当する教員 Lecturers〕

出口正之

〔関連URL Related URL〕

URL:
〔上記URLの説明 Explanatory Note on above URL〕

〔備考・キーワード Others/Keyword〕

法律や会計の最低限の基礎的知識があることが必要。

Fundamental knowledge of law and accounting is required.


