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This course is designed to expand theoretical knowledge of graduate-students on
community-based participatory approach to develop and apply skills needed toward
over-all community development. The graduate-students will learn from the pioneering
success story of participatory approach in Japan introduced by Saku Cetral Haospital
(Saku Sougou Byoin) and how the approach was replicated in other parts of the country.
Then they will review selected JICA supported projects in African and Asian countries as
well as few projects that were undertaken by NGOs in other countries in collaboration
with Japanese NGO.
This course will engage the graduate-students to identify their own strengths and
weakness in community based activities and will provide them with the opportunity to
learn from a variety of different activities for community engagement including
developing sustainable relationships with relevant organizations.
The course will be flexible in supporting individual graduate-student, depending on the
needs either for the one who never had a chance to work as a JOCV or the one who is/are
currently serving as JOCV as well as the one who is/are already served as a JOCV in
enhancing their learning attitude.
本 コースは 、大学院 生が コミュニ ティーベ ー ス の参加型 開発に 関 する 理論的知 識を深め て
村 落の総合 的な開発 に必 要 なスキ ルを身に つ け ることを 狙いと す る。 学生は先 ず佐久総 合病
院 によって 導入され た参 加 型アプ ローチの 日 本 における 先駆的 成 功例 と同アプ ローチが 日本
の 他の地域 にどのよ うに 広 がって いったか を 学 ぶ。つぎ に、ア ジ ア・ アフリカ 諸国で JI CA
が 支援した いくつか のプ ロ ジェク トと、他 の 国 において 日本の NG O が 協力して 行った 若 干の
NG O プロジェクトに つい てレヴュ ー する。
本コース は、学生 にコ ミ ュニテ ィーベー ス の 活動にお ける自 己 の長 所と短所 を気づか せ、
関 連機関と の持続的 な関 係 を築く ことを含 む 、 コミュニ ティー に かか わる様々 な異なる 活動
か ら学ぶ機 会を提供 する 。
本コース は、青年 海外 協 力隊に 従事した こ と のない者 、また は 現在 隊員とし て活動中 の
者 、あるい は隊員経 験者 の それぞ れのニー ズ に 応えて 、より深く学べるよう学生を柔 軟に サポ
ー トする。
【到達目標】Expected goals

At the end of the course:
1) Each student will learn the theoretical aspects of participatory approach;
2) Review lessons learned from experiences of her/ his own country’s undertaking as well as from
the projects in other countries with Japan’s international collaboration;
3) Identify and understand the cultural diversity as well as challenges in working with diverse
populations.
4) Each student will be aware of her/his own strengths and weaknesses and identify own
potentialities in participating activities related to Japan’s international collaboration;
1. 参加型アプローチの理論を理解し身につける
2. 派遣国での学生の経験もしくは日本が協力を行なっている他の国のプロジェクトから教訓を汲み
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取る
3.多様な人々と共に働く際に直面する文化的な多様性および課題を認識し理解できるようになる
4. 日本の国際協力関連活動に参加するに際しての自分の長所と弱点、および潜在力を知ることがで
きるようになる
【授業計画】
1. Orientation and introduction to Participatory Approach Towards Development
オリエンテーション＆イントロダクション
2. Overview of issues related to rural development
農村開発問題の概要
3. Inter-relationship between participatory approach and rural development
参加型アプローチと農村開発の相互関係
4. Community-based data collection and data analysis through participatory approach
参加型アプローチによるコミュニティーベースのデータ収集と分析
5. Rural Health and developmental issues in Japan—review Saku Central Hospital approach
日本における農村保健と農村開発の問題―佐久総合病院のやり方
6. Review of Japan’s international collaboration focusing on participatory approach
参加型アプローチに焦点を当てた日本の国際協力のレヴュー
7. Review of selected developmental projects in Asia & Africa supported by JICA
JICA によるアジア・アフリカにおける具体的開発プロジェクトのレヴュー
8. Review of selected projects focusing on general health improvement supported by JICA
JICA による総合健康改善に焦点を当てた具体的プロジェクトのレヴュー
9. Review of participatory rural development projects focusing on empowering rural poor
困窮者の能力強化に焦点を当てた参加型農村開発プロジェクトのレヴュー
10.Selected SDGs among countries in Asia & Africa through Japan’s collaboration
アジア・アフリカ諸国における日本の SDGs 協力例
【評価方法】
評価は、スクーリング評価（２５％）、レポート評価（２５％）、「科目修得試験」（５０％）の
割合で行います。
【教科書】Textbooks
1. 若月俊一『信州の風の色-地域農民とともに 50 年』（2010）,旬報社

ISBN4845111845

2.“Primary Health Care: What does it mean?” ※履修者に配布
3.JICA “Effective Approaches for Rural Development”
https://www.jica.go.jp/jica-ri/IFIC_and_JBICIStudies/english/publications/reports/study/topical/spd/pdf/chapter4.pdf
【参考図書】Reference books
1. 若月俊一『村で病気とたたかう』（1971）、岩波新書 ISBN4004150132
2. 佐久総合病院 HP：http://www.sakuhp.or.jp/ja/index.html
3. 和田信明、中田豊一『途上国の人々との話し方』（2010）、みずのわ出版
または、その英訳本“Reaching Out to the Field Reality”(2015), ムラのミライ
4. 外務省 HP：https://www.mofa.go.jp
5. JICA HP：https://www.jica.go.jp
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