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大阪労働学校アソシエ 2017 年度授業計画書一覧 

前期科目 

 

基礎ゼミナール「社会変革の古典を読む」  大賀正行 

     前期火曜日 13：30－15：00 

講義の主旨 

今年はマルクス資本論第１巻刊行１５０年にあたります。その５０年後の１９１７年に

起こったロシア革命（２月革命と１０月革命）から１００年でもあります。この記念すべき

年に暴言男のトランプ（米大統領）が登場してきました。いよいよ世界動乱の時代が

始まろうとしています。こうした時代を正しく受け止める理論や思想の普及が急務にな

っています。しかし１９９１年末のソ連邦崩壊によりマルクス主義や社会主義の権威は

失墜し、米主導のグロ－バリズムと新自由主義の蔓延をゆるすところとなりましたが、

その結果は格差の拡大、中間層の没落をもたらし、２００８年のリ－マンショック（恐

慌）は資本主義の矛盾をさらけ出しました。社会主義もダメ、資本主義もダメというな

かで、この先どんな社会をめざして進むべきかという大きな混迷が今、世界を網羅し

ています。このような時こそ「初心に帰れ」「温故知新」で、プロレタリアート（労働者階

級）解放の理論として登場したマルクス主義の再学習と検討こそ「労働学校アソシｴ」

の基礎科目と考えます。「今さら何をマルクスか」の異論に対し、「教条を知らずして教

条を批判するなかれ」の決意のもと、幸い大月書店から５冊本が出版されていること

もあり、「古典を読む」というテ－マをいただき、①『共産党宣言』、②『空想から科学

へ』、③『賃労働と資本』、④『賃金・価格・利潤』、⑤『フｵイエルバッハ論』、サブテキ

ストとして森信成の『唯物論哲学入門』（新泉社）を読みます。関連して岩波文庫のレ

―ニン『帝国主義』（岩波文庫）と『国家と革命』（講談社学術文庫）を読破しま

す。「論語読みの論語知らず」、「マルクス読みのマルクス知らず」にならないように心

掛けながら進みたいと思っています。  

  

講義テーマ 

４月、５月は①『共産党宣言』 

６月、７月は②『空想から科学へ』、 

以上２冊をメインとして③『賃労働と資本』、④『賃金・価格・利潤』は関連するところを

引用する形で読みます。（マルクス経済学の詳細は齋藤日出治講師『資本論』講義で） 
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基礎ゼミナール「マルクスのアソシエーション論」田畑稔 

前期火曜日 15：30ー17：00 

講義の主旨  

マルクスのアソシエーション論は、現在のマルクス研究の中心（少なくともその柱の一つ）

に据えられているといってよい。アソシエーション論を基軸に据え、マルクスの思想を現代

の諸運動や諸思想と生きた繋がりをもつものとして学んでいきたい（テクスト：田畑稔 増

補新版『マルクスとアソシエーション』2015 年、新泉社、2700 円）。 

また気分転換も兼ね、視野の拡大を期して何回か挿入的に「哲学塾」を行う。思想（世界

観、哲学）を持って人生を生きることの意義を議論したい。 

毎回の講義テーマ 

第 1 回 自己紹介と講義ガイダンス 

第２回 マルクスの生涯と著作 

第３回 哲学塾第 1 回 

「鳥の目」で見る：自然史 137 億年・人類史 70 万年・文明史 1 万年・近代史 500 年 

第４回「社会の 4 類型：自生的共同体・商品交換社会・権力・アソシエーション」  

第５回 J・J・ルソー『社会契約論』と「アソシアシオン契約」 

第６回 『ドイツ・イデオロギー』における「対抗的連合化」「エゴイストたちの連合」「幻

想的共同社会」 

第７回 哲学塾第 2 回「世界とは何か―世界の 3 層構造：生活世界、歴史世界、自然世界」 

第 8回 「ユニオン」「協同組合」「コミューン」とアソシエーション過程 

第 9 回 同上続き 

第 10 回「権力」過程および「物象化」過程への対抗過程としてのアソシエーション 

第 11 回 哲学塾第 3 回「生活過程の思想：物質的生活過程、社会的生活過程、政治的生活

過程、精神的生活過程」 

第 12 回 「必然の国」と「自由の国」・マルクスの三段階図式と未来社会構想 

第 13 回 同上続き 

第 14 回 まとめ 現代日本と「アソシエーション革命」 
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基礎ゼミナール「『資本論』で現代の資本主義を読む」  斉藤日出治 

     前期木曜日 13：30－15：00 

講義の主旨 

本を読む、古典を読む、ということはみずからが生きている現実を読むことと不可分です。

たんに現実を知るだけでなく、現実を批判的に読むこと、それは現実を変革する実践の重要

な営みです。この講義では、『資本論』を真理が書いてある経典のようにして読むわけでは

ありません。私たちが生きているこの世界を私たち自身が読むための手がかりとして『資本

論』を使いこなさなければならなりません。貧困格差社会、若者の失業、不安定就労、働き

過ぎと過労死、孤独死、原発災害、環境危機、高齢者の生活不安、地域の衰退、障かい者殺

人といった社会現象は、社会の破局を予兆させる動きを増幅しています。これらの社会現象

の根源にある資本主義というシステムがどのような仕組みで作動しているのか、このこと

について、カール・マルクスの『資本論』という書物を使って考えてきたい、というのが本

講義のテーマです。 

 

毎回の講義テーマ 

一 商品と私的所有批判―商品の物神崇拝 

二 商品世界と商品物神－日常生活の宗教 

三 貨幣が支配する世界―貨幣の物神崇拝 

四 資本はどのようにして剰余価値を生産するのか 

五 資本が持続的に運動するための諸条件 

六 2008 年の世界金融恐慌と資本の運動 

七 雇われて働くということ－人間労働と賃金労働 

八 技術革新は階級戦略とどうつながっているのか－相対的剰余価値の生産 

九 格差はなぜ生まれるのか－ピケティとマルクス 

一〇 マルクスから見たグローバリゼーション 

一一 市民社会の共進化－新自由主義はなぜ出現したのか 

一二 日本における新自由主義の危機と市民社会の共進化 

一三 関西生コンの闘いはいかなる地平を切り開いたのか 

        －連帯と協同の共進化 

一四 まとめと自由討論 
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基礎ゼミナール「歴史を読み直す」  

民衆の世界史概要  佐藤正人 

        前期木曜日１５：３０－１７：００ （４月６日－５月２５日）                                         

講義の主旨 

歴史を知り、歴史から学ぶことは、自己の生き方を確かめ、民衆解放の道を探求すること

である。 

1869年に日本は北方のアイヌの大地を領土とし、1872年に南方の琉球を領土とし、以後、

他地域他国侵略を続けてきた。日本政府・日本軍・日本企業は、侵略犯罪の歴史を終らせて

いない。 

日本民衆は、日本国家の他地域他国侵略に加担してきた。 

日本民衆は、日本の侵略犯罪の事実をできるだけ総体的に詳細に知り、その歴史的責任の

ありかを明らかにしなければ、日本が侵略した地域・国家の民衆と真に連帯することはでき

ないだろう。 

本講座では、世界史・民族史・国家史・地域史・個人史について全世界的規模で参加者と

ともに考え、すこしでも、真にインターナショナルな（国際的・地域際的・民族際的な）民

衆解放の道すじを明らかにしていきたい。 

毎回の講義テーマ 

１、歴史とは何か：地球史・人類史（「普遍史」……）・世界史 

世界史の成立と帝国主義。 

グローバルヒストリー。 

文明：オリエント文明（メソポタミア文明・エジプト文明）、黄河・四川・長江・

遼河文明、 

インダス文明、メソアメリカ文明、アンデス文明。 

歴史学・考古学（考現学）・地政学・地理学・言語学・民族学・民俗学・宗教学。 

歴史認識 ⇔ 歴史観・歴史思想 

    歴史記述の客観性（記述者、記述の目的、記述方法） 

    史料批判 

    実証：文書・記録・もの。ことば・文字・映像・音。 

史料：文献、遺構・遺物・遺跡、絵画、写真、証言、伝承（口伝、口承、伝説）・・・。 

２、国家とは何か：民族史・国家史・地域史 

    民族と国家：民族国家・国民国家 

    世界史における地域と国家 

      ■「西洋史」・「東洋史」・「日本史」 

      ■「東アジア史」・「東南アジア史」、「中央アジア史」・「西アジア史」、「北アフ

リカ史」・「南アフリカ史」・「北アメリカ史」・「中・南アメリカ史」・「ヨーロッ
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パ史」・「ロシア史」・「アラブ史」・「トルコ史」・「インド史」・「南太平洋史」、

「南極史」。 

３、ナショナリズム・インターナショナリズム 

  思想史：侵略の思想・解放の思想 

侵略戦争・反侵略戦争（解放戦争） 

世界は一つ：侵略イデオロギー。グローバリズム≒リージョナリズム。 

ジェノサイド・エスノサイド・住民虐殺。 

  現在の国境：侵略の結果。 

    世界近現代史：帝国主義諸国の他地域他国侵略・反侵略。 

    世界近現代史の起点：アヘン戦争・太平天国。 ゴードン（1833～1885年）。 

    加害・被害。 

日本人の戦争反対の意味。 

 

15世紀末のコロンブスの「アメリカ」到着以後、西ヨーロッパの白人は、南北「ア

メリカ」でインディヘナ虐殺、資源掠奪、破壊をくりかえした。西ヨーロッパ人に「発

見」された「アメリカ」の民衆の多くが、西ヨーロッパ人に殺害された。 

16 世紀から数世紀にわたって、アフリカ大陸から「アメリカ」に多くの民衆が奴

隷として強制連行された。 

18 世紀中期からアリューシャン・アラスカ地域に侵入したロシア人は、アレウト

人を虐殺し、その大地を奪った。「アメリカ」大陸各地の鉱山では、インディヘナが

強制労働させられ、多くの人が生命を失わされた。 

西ヨーロッパ白人とロシア人による侵略・虐殺の時代に続く、19世紀から 20世紀

前半までの国民国家の領土・植民地拡大の歴史は、他地域・他国侵略の歴史であった。 

アメリカ会州国の歴史は、先住の赤人民衆虐殺の歴史であった。北「アメリカ」に

侵入したイギリス系ヨーロッパ白人は、1776年に「13植民地（東部 13州）」を「独

立」させてアメリカ合州国を「建国」したあと、さらに西部のインディヘナの大地を

奪って領土を拡大し、大陸の西海岸まで国境線を広げた。 

フランスは、1894年 6月 22日にアフリカのダホメ王国（現、ペナン共和国）を植

民地とし、1896年 8月 6日に、マダガスカルを「併合」。1898年に、マダガスカルの

民衆は、フランス侵略者に対する新たな戦いを開始したが、1904年に敗北。 

コンゴ虐殺、タスマニア虐殺、ヘレロ虐殺、マジマジ虐殺……。 

    シオニスト：ドイツ人などがおこなったユダヤ人虐殺の歴史を継承しパレスチナ

やレバノン各地で民衆虐殺を続けている。 

日本政府・日本軍・日本民衆による地域住民虐殺現場： 

旅順、佳里・花蓮・埔里・枕頭山・｢霧社｣地域など台湾各地、江西・密陽・

孟山・陝川・定州・南原・堤岩里など朝鮮各地、インノケンチェフスカヤ・イ
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ワノフカなどシベリア各地、間島、日本関東、平頂山など中国東北部各地、陽

高などモンゴル各地、上海・南京など中国各地、海南島各地、マラヤ各地、シ

ンガポール、フィリピン各地…… 

４、国民国家日本の他地域他国侵略史・被侵略地域民衆の抗日反日闘争史 

    アイヌモシリ領土化。ウルマネシア領土化。台湾植民地化。朝鮮植民地化。「南洋」

植民地化。中国東北部・モンゴル東南部植民地化。中国本土侵略。海南島植民地化。

東南アジア・太平洋侵略。 

領土。植民地。 

侵略と開発。 

５、世界史研究の基礎：年表と歴史地図 

    世界史における時間。 

      干支紀年・キリスト紀年（「西暦」）・イスラム歴・「檀君」・「紀元 元号」・「主

体」。 

    世界史の画期。 

      12世紀：十字軍国家（1098～1291年）。 

13世紀：モンゴル帝国（1206～）。元（1271～1368年）。 

15世紀：オスマン帝国（1453年、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープ

ル占領）。 

西ヨーロッパ諸国の東方（アジア）侵略開始。 

西ヨーロッパ諸国の南方（アフリカ）侵略開始。 

資源略奪。「奴隷貿易」。 

西ヨーロッパ諸国の西方侵略開始（コロンブス艦隊の大西洋往復

～ ）。 

      19世紀：アヘン戦争（1840～42年。1856～60年）。 

           インド大反乱（1857～59年）。 

           1870年代から、イギリス、フランス、ポルトガル、ベルギー、ドイ

ツ、スペイン、イタリアがアフリカを「分割」して植民地化。 

    世界地図の歴史。 

６、社会史 

    生産様式。社会体制。 

    共産主義社会。資本主義社会。社会主義社会。 

    ロシア史：ツアーロシア帝国を継承している現在のロシア（1859年にロシア帝国、

チェチェン……植民地化〈コーカサス戦争〉。1783年にロシア帝国、クリ

ミア半島領土化。1853～56年にクリミア戦争。2014年にロシア、クリミ

ア半島再領土化）。 

    アメリカ合州国史：1846～48年、メキシコ侵略戦争(U.S. American Invasion of 
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Mexico)。 

1864 年 11 月 29 日、サンドクリークの大虐殺（Sand Creek 

Massacre）。 

1868年 11月 27日、ウォシタの大虐殺（Washita Massacre）。 

1890年 12月 29日：ウンデットニーの大虐殺（Wounded Knee 

Massacre）。 

1899年 2月～1902年～1913年、フィリピン・アメリカ合州国

戦争。 

    コンゴ自由国 (1885～1908年)→ベルギー領コンゴ (1908～60年)。 

    パレスティナ。壁。 

７、民衆史（とくに海南島民衆史について） 

海南島近現代史のなかの世界史・世界史における海南島近現代史 

    海南島の先住民。漢族の侵入。漢族の支配。日本人の侵入。海南島解放とは？ 

地域・社会・個人：犠牲者一人ひとりの個人史。 
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基礎ゼミナール「歴史を読み直す」 

 過去を知り、現在を生きる－東アジア史総論 朝鮮史をとおして考える   

金靜美（김정미 キﾑ チョンミ） 

前期木曜日１５：３０－１７：００ （６月１日－７月１３日）   

講義の主旨 

 1910 年 8 月に、朝鮮は日本の植民地にされた。当時、それに反対した日本人はほとんど

いなかった。 

 日本の朝鮮侵略は、ヒデヨシの軍隊の 16世紀末の朝鮮侵入を前史とし、1875年の「江華

島事件」によって開始され、1894年の日本・朝鮮・清戦争、1906～1910年の抗日義兵戦争

を経て、「併合」に至った。 

 1945年 8月に朝鮮は日本の植民地支配から解放されたが、分断され、朝鮮戦争に至った。 

 日本は朝鮮戦争に軍事的経済的に参戦し、日本経済は復興した。 

 本講座では、東アジア史総体のなかで、東アジア史成立以後の歴史を、とくに 19世紀後

半からの朝鮮の歴史に重点をおいて、解明していきたい。 

毎回の講義のテーマ 

１、故郷の世界史 解放のインターナショナリズムへ 

    「アメリカ」先住民の故郷 

    「アメリカ」黒人の故郷 

パレスティナ人の故郷 

    日本軍兵士・軍属・軍夫にされた朝鮮人の故郷 

    日本の戦争犯罪の戦犯として処刑された朝鮮人の故郷 

２、東アジア史の成立・世界史の成立 

    ◇秦漢帝国 

    ◇隋唐帝国 

◇13世紀：高麗（918～1392年）・元（1271～1368年）・日本（鎌倉時代：1185年

頃～1333年）。 

「元寇」（1274年、1281年） 

◇16世紀：朝鮮（1393年～）・明（1368～1644年）・日本 

壬辰倭乱(1592～1593年）・丁酉倭乱(1597～1598年)  

◇17世紀：朝鮮（1393年～）・清（1616年、後金建国→1662年、明滅亡）・日本 

    丁卯戦争（1627年）・丙子戦争（1636～1637年） 

東アジア近現代史 

    1840～1842年：アヘン戦争 

    1894～1895年：東学農民戦争、日本・朝鮮・清戦争、台湾植民地化 

    1904～1905年：日ロ戦争 
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    1910年：朝鮮植民地化 

    1919年：３・１独立運動、５・４運動 

    1931～1945年：国民国家日本の中国侵略 

    1945年：アジア太平洋民衆の抗日戦争勝利 

    1975年：ベトナム統一 

  日本国家のアジア太平洋侵略責任(植民地支配責任、戦争責任、戦後責任) 

３、世界戦争としての朝鮮戦争 

    根本原因：日本の植民地支配 

    参戦国：朝鮮人民軍、韓国軍、アメリカ合州国軍（「国連軍」）、ソ連軍、中国軍、

日本実質的に参戦 

朝鮮民衆を犠牲にして日本経済が復興 

    民衆虐殺：朝鮮全域でのＵＳＡ軍と韓国軍・警による民衆虐殺（老斤里虐殺……） 

北朝鮮軍の南朝鮮民衆殺害 

金日成政権の歴史の偽造 

４、分断国家・分断民族・分断地域 

    ◇朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国・大韓民国） 

    ◇モンゴル（モンゴル〈←モンゴル人民共和国〉・内モンゴル自治区〈←内モンゴ

ル自治政府〉・ブリヤート共和国・トゥバ共和国） 

    ◇アゼルバイジャン 

    ◇アルメニア 

    ◇クルディスタン 

    ◇キプロス島 

    ◇カリマンタン島（ボルネオ島） 

    ◇チモール島 

    ◇パプア島 

    ◇イスパニョラ島 

    ◇アイルランド島 

単一民族国家という虚偽 

５、移民・植民 

  先住民の大地への侵入・先住民殺戮 

    タスマニに侵入したイギリス人は先住民を「狩猟」した（1828～1832 年の「ブラ

ックウォー」でタスマニア人ほとんど絶滅し、生き残った人はフリンダーズ島へ強制

移住させられた。1878年、最後のタスマニア人トルガニーニ、死亡）。 

    移民国家・植民国家 

      ◇アメリカ合州国(「西部開拓」という最悪の侵略犯罪) 

      ◇カナダ 
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◇メキシコ、グアテマラ、ホンジュラス 

      ◇ペルー、ボリビア、チリ、ブラジル、アルゼンチン 

      ◇イスラエル 

    国名・地名が植民地であったこと、植民地であることを示している。 

      アメリカ、コロンビア、フィリピン 

奴隷貿易（強制移住）・強制連行 

６、差別・ジェノサイド 

    部落差別（日本の部落差別の根源：天皇制） 

民族差別・人種差別（民族差別・人種差別の根源：侵略・植民地支配） 

    侵略イデオロギー＝差別思想：なぜ、世界的規模でヘイトクライムが繰り返される

 のか。 

    衡平社・水平社：日本の朝鮮植民地化を前提にしていた水平社は、1937 年に日本

ナショナリスト集団になってアジア太平洋侵略戦争に積極的に加担した。 

    差別と侵略のイデオロギー装置：天皇制 

     ◇「天皇の軍隊に虐殺された久米島住民久米島在朝鮮人 痛恨之碑」 

(1974年 8月 20建立) 

     ◇「三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑」 

(1994年 11月 20日建立)      

        碑文：李基允氏と裵相度氏が、朝鮮の故郷で生活できずに、日本に働きに

こなければならなかったのも、異郷で殺されたのも、天皇（制）のも

とにすすめられた日本の植民地支配とそこからつくりだされた朝鮮

人差別が原因でした。 

７、東アジアにおける民衆解放闘争の歴史 

太平天国・東学党・活貧党・義和団・抗日義兵・台湾原住民村落集団（霧社……） 

◇太平天国：1851～1864年。 

対義和団運動８か国連合軍（イギリス軍、ＵＳＡ軍、ロシア軍、フランス軍、ドイ 

ツ軍、オーストリア＝ハンガリー軍、イタリア軍、日本軍）。 

◇抗日義兵戦争の歴史的意味：東アフリカ民衆ガマジマジ戦争を戦っているさ中、 

1906年に、朝鮮で反日義兵が中心となって独立戦争を開始。数年にわたる戦いの 

なかで、大量の武器と弾薬をもって襲撃してくる日本の軍警によって、日本側文書 

によっても 1万 7千人を越す朝鮮民衆が殺害された。 

◇台湾原住民の抗日反日武装闘争 

◇ベトナム民衆のゲティン烽起（1930～1931年） 
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基礎教養講座「読み書き話す」山本哲哉 

通年毎週月曜日18：30－20：00 隔週 

講義の主旨 

 言語の営みを考える際、その方向性（受信・発信）と時間性（同時的・通時的）と二つ

軸を設定して、便宜上四つの領域から捉えることができます。つまり、読（通時的受

信）・書（通時的発信）・聴（同時的受信）・話（同時的発信）です。この四つの能力は、

およそ人が協働するために欠かすことのできないものです。これをいわゆる知的な水準で

遂行できることが基礎教養科目の目標であり、そのための訓練の機会を提供することがそ

のねらいです。 

 この講義で皆さんに培っていただく能力は、批判的議論のための能力、議論の場を積極

的に作っていく能力です。こうした、読書会や勉強会をオーガナイズしてみんなで勉強す

るための能力は、自身の問題関心について考察を深め、研究し、発信してゆくために必要

不可欠なものです。学会、研究会、ゼミナールなどをイメージしていただければわかるよ

うに、研究とはソサイエティ形成と不可分です。みなさんにはそのための能力を伸ばす機

会をこの講義で提供します。 

 

授業計画 

 この講義は導入編、実践編の二部構成とします。 

 研究することの意義について、同時代と批判的に対峙する、という歴史的視点を紹介す

ることで導入編とします。哲学者思想家は一般的に同時代に対して批判的な視点を強く持

つ場合が多いのですが、そうした同時代と切り結ぶ思想家の書物として、フリードリヒ・

ニーチェの『反時代的考察』を挙げることができます。第一部では、ニーチェの「反時代

性」からみる生と教養との歴史的関係について紹介していきますが、そのことを通じて皆

さんには、研究という営みの同時代性、歴史性についてグループで、また全体で検討して

いただきます。 

 閑話休題を挟んで第二部は実践編ですが、ここではみなさんに、グループに分かれて読

書会を実際に行っていただきます。（もちろんそれぞれのグループの様子は適宜見させて

いただきますし、何か疑問があったら質問していただいてかまいません。）読書会の開催

は、問題関心を共有して読本を選び、みんなで検討していくのが基本ですが、いろいろな

やりかたがあり得ます。自分が読みたい本を選んで、それに共感する人を募り、集まって

読んでいく。気の合う人で集まって、何か一緒に勉強しよう、となって何か本を選ぶ。本

をみんなで話す材料として適当なものを選ぶ。本が先か問題関心が先か人が先か。様々で

す。この講義では便宜上、まずグループを作ってもらって、その中で読本を選ぶ、という

具合に進めていただくことになると思います――読書会の仕方は確かにさまざまですが、

そのいろんな仕方についても講義でお伝えしていきますので、実際に皆さん自身で読書会

をやっていく際にも役立つものになるはずです。 
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毎回の講義テーマ 

前期 

１．イントロダクション。「基礎教養という能力の意義」 

２．第一部導入編イントロダクション。「歴史と教養――時間と生」 

３．「歴史と教養――学問と生」 

４．「歴史と教養――歴史と生」 

５．「歴史と教養――学問、歴史、生」 

６．「歴史と教養――生のための古典的教養」 

７．閑話休題。「仲間 society を作って研究するということ。個人 individual で勉強するとい

うこと。」  

後期 

８．第二部実践編イントロダクション。「そもそも何の本を読むべきか？どの本を読むべ

きか？――文献調査の手引き」 

９．読書会実践その０「読本を選定する。」 

１０．読書会実践その１ 

１１．読書会実践その２ 

１２．読書会実践その３ 

１３．読書会実践その４ 

１４．読書会成果報告。全体討論。結び。「読書会からゼミナールへ」 以上後期 

 

参考文献としては、第一部が F.ニーチェ『反時代的考察』の特にその第二巻「生に対する

歴史の利害」を取り扱いますが、ほかにも適宜講義の際に紹介していきます。 
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基礎教養講座「社会運動をオーガナイズするための基礎教養講座」 富永京子 

 コミュニティ・オーガナイズの手法、オルグの手法の学習実践を学ぶ 

           毎週水曜日 18：30－20：00（隔週）前期 

           毎週月曜日 18：30－20：00（隔週）後期 

 

講義の主旨 

 この講義では、社会運動のオーガナイズ（オルグ）として、社会運動の組織論について学

びます。「社会運動を組織する技術」と言うと大がかりなように感じられるかもしれません

が、政治的な理念を反映するということ自体は、私たちが労働や消費といった行為の中でも

できることですし、友人や家族、パートナーとのコミュニケーションのあり方にもまた、そ

の人の社会との関わり方が現れると言えるでしょう。本講義では、私たちの日々の生活と乖

離しないような運動組織のあり方について考えていきます。 

 社会運動の組織は、もちろんデモやロビイング、ストライキといった行為を通じて政治へ

の抗議を示し、社会を革新していくことでもありますが、組織を持続させていくにあたって

は、私たちの普段の生活における実感や思索もまた重要な要素です。生活の中にあるひとつ

ひとつの営為を言語や行動といった形で結晶化し、それぞれの運動をつくっていきましょ

う。 

 

毎回の講義テーマ 

前期 

授業回数 

Lecture 

テーマ Theme 

キーワード Key Word 

第１回 

テーマ/Theme  

不安・不満を集合的なものにするには――自分の不満の所在を明らかにする 

キーワード/Key Word 

集合行動論、経験運動論、「作用」としての運動 

第２回 

テーマ/Theme 

運動を組織化する――多様な「オルグ」戦略① 

キーワード/Key Word 

資源動員論、合理的選択 

第３回 

テーマ/Theme 

運動を組織化する――多様な「オルグ」戦略② 

キーワード/Key Word 

フレーミング、感情 

第４回 
テーマ/Theme 

参入障壁を取り払う――フリーライダー、政治忌避、参加コスト 
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キーワード/Key Word 

集合行為論、政治的不信、フリーライダー論 

第５回 

テーマ/Theme 

組織を通じて何をする？――①示威行為の政治的価値 

キーワード/Key Word 

レパートリー論、デモンストレーション 

第６回 

テーマ/Theme 

組織を通じて何をする？――②提言行動における賛否 

キーワード/Key Word 

アドボカシー、ロビイング 

第７回 

テーマ/Theme 

組織を通じて何をする？――③文化的行動の重要性 

キーワード/Key Word 

学習会、上映会、ワークショップ  以上前期 

第８回 

以下後期  

テーマ/Theme 

前期のフィードバックと後期のロードマップ 

キーワード/Key Word 

（なし） 

第９回 

テーマ/Theme 

運動のトラブルを乗り越える 

キーワード/Key Word 

コンフリクト、サブカルチャー化 

第 10 回 

テーマ/Theme 

もう一つの世界は可能だ！――生活そのものを社会運動に 

キーワード/Key Word 

オキュパイ・ムーブメント、予示的政治 

第 11 回 

テーマ/Theme 

組織の意思決定――トップダウンとボトムアップ 

キーワード/Key Word 

平等性（ホリゾンタリティー）、合意形成 

第 12 回 

テーマ/Theme 

運動における差異と役割――どのように「平等な参加」を考える？ 

キーワード/Key Word 

文化資本、政治参加 
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第 13 回 

テーマ/Theme 

「燃え尽き」をいかにして乗り切るか 

キーワード/Key Word 

アクティヴィストバーンアウト、セイファースペース 

第 14 回 

テーマ/Theme 

本講義のまとめ 

キーワード/Key Word 

（なし）     以上後期 
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労働講座「闘う労働運動の再生を勝ち取ろう！」 山元一英 

        前期水曜日 18：30－20：00 

講義の主旨 

１９８０年代に入り、世界資本主義は構造的不況に陥り、独占資本、多国籍企業は「新

自由主義経済政策」を渇望し、米国・レーガン、英国・サッチャー、日本・中曽根は、

「小さな政府」「競争と効率」を合言葉に、行財政改革・規制緩和の構造改革を推し進

めてきた。一時期のバブル経済による疑似的経済繁栄があったが、その結果、強権的に

作られた自由市場は、無慈悲な競争至上主義、低価格競争、福祉の後退、非正規労働者

の増大、貧富の格差を拡大させ、労働者・勤労人民の無権利状態が、社会を覆いつくす

状況となった。しかしこの状況に対し、日本の労働運動は有効に対処できないで、今な

お呻吟している。大企業労組は、企業の管理機構の一部となってしまったのだろうか？ 

中小企業では、労働基準法は無きに等しい状況だ。今ほど、労働組合を必要としている

時代はないといえるのではないか？ 

 実践に役立つ理論を身に着けたい。政府や資本家たちの嘘や横暴に立ち向かう堅古な

思想を獲得したい。現在の政治・経済政策を客観的に分析する能力を得たい。労働運動

の指導者や幹部こそが、率先して理論と実践の統一を果たすことが求められている。労

働者開放の理論といわれるマルクス主義の「政治経済学」「国家論」、毛沢東の「実践論・

矛盾論」を基本文献として、労働基礎講座を開催いたします。(参加費 500 円) 

毎回の講義テーマ 

労働講座第 2 期(前期) 毎回の講義テーマ 

第 8 回 4 月 12 日(水)「実践論(毛沢東)パート①」 

弁証法的唯物論(認識論) 

第 9 回 4 月 26 日(水)「実践論(毛沢東)パート②」 

第 10 回 5 月 10 日(水)「矛盾論(毛沢東)パート①」 

第 11 回 5 月 24 日(水)「矛盾論(毛沢東)パート②」 

第 12 回 6 月 14 日(水)「矛盾論(毛沢東)パート③」 

第 13 回 6 月 28 日(水) 全 12 回を通しての総括と懇談会 
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後期科目 

 

基礎ゼミナール 

「 社 会 的 経 済 論 － 新 し い 文 明 を 求 め て 」                 

津田直則 

       後期火曜日 13：30－15：00 

講義の主旨 

 欧州を中心に世界に広がっている「社会的経済」について講義する。社会的経済の評価は

2 つに分かれており、資本主義経済と共に発展すると考える人と資本主義は崩壊しそれに代

わる経済体制として発展していくという人がいるが、この講義は後者である。多くの人は気

づいていないが、現代は文明の大転換期であり資本主義経済は崩壊の瀬戸際にある。社会的

経済という経済体制は新たな文明の幼少期でありひな形である。 

 講義では、世界各地で発展しつつある社会的経済とその中心である協同組合の実態、それ

とは逆に衰退・孤立の道をたどりつつある日本の実態、過渡期の経済体制と第 3 次産業革

命の流れ、社会的経済の革新と新たな文明の価値体系、それを実現する全国ネットワーク構

想などについて述べる。 

毎回の講義テーマ 

第 1 回 文明転換期としての現代－J.リフキンを中心に－ 

第 2 回 社会的経済とその中心の協同組合 

第 3 回 モンドラゴン協同組合その１ 

第 4 回 モンドラゴン協同組合その２（経済体制の視点） 

第 5 回 イタリア協同組合その１ 

第 6 回 イタリア協同組合その２（経済体制の視点） 

第 7 回 オーストラリア・協同組合コミュニティの町マレーニ 

第 8 回 資本主義経済の矛盾とパラダイム変革の方向 

第 9 回 日本の非営利組織と衰退孤立の流れ 

第 10 回 過渡期の経済体制 

第 11 回 社会的経済の革新と新たな文明 

第 12 回 第 3 次産業革命と水平的組織の時代 

第 13 回 全国ネットワーク構想その１ 

第 14 回 全国ネットワーク構想その２ 
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 実践講座「社会運動の経験から学ぶ」 津田道夫 

        後期火曜日 15：30－17：00(隔週) 

 講義の主旨 

 大阪府の北端、能勢町にある能勢農場と、近畿全域、約４万世帯の会員に食品の宅配事業

を展開している関西よつ葉連絡会は、設立から 40 年余り、協同して生産・流通・消費を結

ぶ活動を続けて来ました。さまざまな矛盾、困難に直面しながらも、より善き人間社会を自

分達の活動を通して多少なりとも実現したいという目標を今もかかげ続けています。 

 その 40年の実践から何を考え、何を学ぶことが出来たのか。お話しできればと思います。 

 毎回の講義テーマ 

第 1 回 能勢農場憲章とよつ葉憲章 

第 2 回 全職員同一賃金の困難性 

第 3 回 生産・流通・消費という分断 

第 4 回 異質な他者との協同の可能性 

第 5 回 職場と地域をどうむすぶのか 

第 6 回 生活の力と言葉の力 

第 7 回 場所をつくるという思想 

 

 実践講座「社会運動の経験から学ぶ」 杉村昌昭 

        後期火曜日 15：30－17：00(隔週) 

講義の主旨 

フェリックス・ガタリの思想と実践に学ぶ－エコロジー再考ーーフェリックス・ガタリの『三つのエコロ

ジー』をアクチュアルに読む 

新自由主義グローバリゼーションのもたらした災厄は今日ますます露になっている。早くも１９７

０年代からこれに警告を発してきたフランスの思想家・社会運動家のフェリックス・ガタリは晩年[１

９８０年代後半]エコロジー運動に踏み込みながら『三つのエコロジー』という名著を書いた。「自然

環境のエコロジー」「社会のエコロジー」「精神のエコロジー」の節合による新たな社会の構想であ

る。本講義ではこの本をテクストとして１９７０年代以降半世紀にわたる世界的社会変化を分析し

つつ、ややもすると分離されがちな「現代思想」と政治や社会問題との実践的関係を考えていきた

い）。 
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基礎ゼミナール「社会変革の古典を読む」 大賀正行 

     後期木曜日 13：30－15：00 

講義の主旨 

今年はマルクス資本論第１巻刊行１５０年にあたります。その５０年後の１９１７年に

起こったロシア革命（２月革命と１０月革命）から１００年でもあります。この記念すべき

年に暴言男のトランプ（米大統領）が登場してきました。いよいよ世界動乱の時代が

始まろうとしています。こうした時代を正しく受け止める理論や思想の普及が急務にな

っています。しかし１９９１年末のソ連邦崩壊によりマルクス主義や社会主義の権威は

失墜し、米主導のグロ－バリズムと新自由主義の蔓延をゆるすところとなりましたが、

その結果は格差の拡大、中間層の没落をもたらし、２００８年のリ－マンショック（恐

慌）は資本主義の矛盾をさらけ出しました。社会主義もダメ、資本主義もダメというな

かで、この先どんな社会をめざして進むべきかという大きな混迷が今、世界を網羅し

ています。このような時こそ「初心に帰れ」で、プロレタリアート（労働者階級）解放の

理論として登場したマルクス主義の再学習と検討こそ「労働学校アソシｴ」の基礎科目

と考えます。「今さら何をマルクスか」の異論に対し、「教条を知らずして教条を批判す

るなかれ」の決意のもと、幸い大月書店から５冊本が出版されていることもあり、「古

典を読む」というテ－マをいただき、①『共産党宣言』、②『空想から科学へ』、③『賃労

働と資本』、④『賃金・価格・利潤』、⑤『フｵイエルバッハ論』、サブテキストとして森信

成の『唯物論哲学入門』（新泉社）を読みます。関連して岩波文庫のレ―ニン『帝国主

義論』と『国家と革命』を読破します。「論語読みの論語知らず」、「マルクス読みのマ

ルクス知らず」にならないように心掛けながら進みたいと思っています。  

  

講義テーマ 

１０月、１１月は森信成著『唯物論哲学入門』（新泉社）をメインとして 

関連するところで⑤『フｵイエルバッハ論』を読みます。 

１２月、１月は『帝国主義論』と『国家と革命』を読みながら 

『空想から科学へ』たちもどり科学的社会主義論を総括します。 

 

なお適宜新聞スクラップ記事を挿入し、マルクス主義に基づく情勢分析を行い、 

理論と情勢の結合をはかります。 
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基礎ゼミナール「世界を動かしている力を探る」本山美彦 

後期木曜日 15：30－17：00 

 講義の主旨 

 多くの人が感じるようになっている、米国中心の世界システムは、もう戻ることのない衰

退過程に入ったのではないかと。当の米国の支配層を含め、いまや、あらゆる国の支配層が

新たな世界秩序形成を模索するようになった。 

 米国の支配者たちは、「人間の自由の獲得」という大義名分を掲げて、世界のあらゆる地

域で戦争を仕掛け、その地域の住民を地獄に突き落とすという戦禍を創り出してきた。その

戦禍は止むことなく、いまなお拡大し続けている。理念的には米国の単独支配システムは破

綻しているのに、より多角的な世界秩序の形成に米国は強く抵抗している。 

 その反抗のエネルギーが次の社会を用意する土台となるだろう。 

 以下、全 14 回の講義のテーマと概要を述べる。 

 

毎回の講義テーマ 

第 1、2 回 10 月 4 日、12 日（木）「労働の尊厳」 

 ESOP(Employee's Stock Ownership Plan＝従業員持株計画)について述べる。 

第 3、4 回  10 月 19、26（木）「生活の経済学」 

 非正規労働の激増とともに、過労死はますます増え続けている。過労死で労災認定を受け

ることができる基準は、月 100 時間以上の時間外労働である。年間 3,000 時間以上の労働時

間が「過労死ライン」と呼ばれている。日本の男性正社員の 4 人に 1 人がこの基準を超えて

いる。誰もが過労死の危機に瀕している。生活できる経済社会とは何なのか述べる。 

第 5、6 回 11 月 2、9 日（木）「組織の共有知」 

  従業員は、コストとして見なされるのではなく、資本として見なされるべきである。 

第 7、8 回 11 月 16，30 日（木）「利潤分配論」 

 イデオロギーに傾斜しがちであった旧来の社会主義論を、現実社会に無理なく適用させ

ようとしたのが利潤分配論である。利潤分配論は、19 世紀半ばのヨーロッパにおける経済

学の大きなテーマであった。日本では、ヨーロッパの経済学を導入する過程で、主として J. 

S. ミル（John Stuart Mill, 1806-73）を通じて、利潤分配論がすんなりと受け入れられた。日本

の利潤分配論者たちは、資本主義の完成形態である株式会社の社会的性格を揚棄して、その

社会的性格を変えさせるという社会主義者たちの思想を素直に認めていた。 

 第 9、10 回 12 月 7 日、14 日（木）「貧困と孤独」 

 1947～49 年に生まれた人が、団塊の世代と呼ばれている。この世代の人数は、前後の世

代よりも 270 万人も多い 800 万人から構成されている。この世代が日本社会の急激な変化

を経験し、天国と地獄の双方を生き抜いてきた。そして、いま、この世代の大量退職が始ま

っている。それとともに、日本は職を持たない高齢者の激増時代に突入する。2055 年、日

本の総人口は 1 億人を切り、65 歳以上の高齢者が人口の 40.5％を占める。 
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第 11、12 回、12 月 21，28 日（木）「災害社会」 

 2011 年 3 月 11 日に生じた悲惨な東日本大地震、大津波、福島原発炉の破壊は、災害社会

の到来を予防することがいかに難しいかを私たちに思い知らせた。 

 巨大にして一見堅固な津波防波堤が脆くも津波によって崩されたしまったことは、加速

度的に進行させられている大都市再開発という巨大建設事業がいかに災害防止の戦略から

大きく外れてしまっているかを指し示している。 

第 13、14 回、1 月 11，18 日（木）「モラル」 

 誰しも夢想する。この世の中から争いがなくなることを。しかし、多くの人たちは、それ

は単なる夢であって、現実にはあり得ないことであるとして、そうした夢想家を軽蔑してい

る。いわゆる保守主義者たちのほとんどはペシミストである。ペシミストは、現実的であろ

うとするかぎり、人間の心の中の憎悪の観念を前提としなければならないと考える人たち

である。憎悪に裏付けられた力の衝突が、この世の動きを決定するのであって、真・善・美

で平和な世が実現することはまずないと彼らは信じている。しかし、そうであろうか？人間

は無法な争いを止めるべく法的な関係を社会に導入してきたのではなかったのか？戦いで

被った惨状があまりにも大きかった反動で、人間は契約社会を生み出した。人間には利己的

な傾向がある。その事実は否めない。しかし、人間の利己的な傾向が互いに対抗して他を抑

制し合い、結果的に不和の発生を未然に防ぐことができるようになったのである。争いと平

和は常に繰り返されるが、人類の歴史は確実に平和を実現する方向に動いてきたし、今後も

そうだろう。人間が他を認め、他と共存する方向性を見出そうと努力することが、人間が本

質的に持っているモラルの観念なのである。人々が互いを尊敬し合うことによって生み出

されるのが「アソシエ」（共生社会）である。本講義は、アソシエを実現させる先人たちの崇

高な努力を追うことを課題としたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

基礎教養講座「読み・書き・話す」 山本哲哉 

   後期月曜日 18：30－20：00 隔週 

講義の趣旨 および講義題目は前期を参照 

 

基礎教養講座「社会運動をオーガナイズするための基礎教養講座」 富永京子 

   後期月曜日 18：30－20：00 隔週 

講義の趣旨 および講義題目は前期を参照 
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実践講座「労働運動の歴史に学ぶ」 木下武男 

 後期水曜日 18：30－20：00 不定期 10 回 

講義の主旨 

 本講義の目的は、労働運動の歴史のなかから労働組合の理論を学び、その理論にもとづい

て、この日本で、新しい「本当の労働組合」を創造するための手立てをつかみ取ることにあ

る。 

 労働組合は資本主義のもとで貧しい虐げられた者たちが身を守り、生きるために闘う武

器としてつくられた。しかし日本の労働組合は「本当の労働組合」（ユニオニズム）ではな

く、世界で見ることのない土着の花・「企業別労働組合」なのである。戦後労働運動の衰退

を切り返すためにも、貧困と過酷な労働、雇用不安が支配する労働者の状態を克服するため

にも、「本当の労働組合」を日本で創造することが急がれている。講義は、「労働組合の歴史

と理論」と「戦後労働運動の『敗北』」、「労働組合の未来」、この三つを柱にしておこなう。

労働組合論は理屈として学ぶべきものではなく、闘う武器を身につけるためである。 

毎回の講義テーマ 

第１回（１０月４日）：労働組合の遠祖・ギルド。労働組合の根源的機能は労働者間競争の

規制だが、その競争規制の原理は、階級は異なるがギルドに源流を見いだすことができる。

日本におけるギルドの不在は、今日のユニオニズム創造の上で負の伝統となっている。 

第２回（１０月２５日）：初期労働組合。労働者の相互扶助組織・友愛協会を土台にして労

働組合は誕生する。同時に産業革命期、労働者は暴動や機械打ち壊しの運動を進めた。労働

者の反抗と労働組合への結集をつうじて労働者の階級形成がなされる。 

第３回（１１月８日）：職業別労働組合。資本主義のもとで労働組合を不動のものにしたの

が職業別組合である。担い手は徒弟制のもとの熟練労働者だった。狭い労働市場のなかで労

働者同士の競争を規制しやすかったから確立することができた。 

第４回（１１月２２日）：労働組合の組織形態の転換。高い熟練をもたない一般の労働者が、

職業別組合の閉鎖性を克服し、一般労働組合（ジェネラル・ユニオン）をつくりあげた。そ

れを推進したのは自覚ある個人の活動家集団だった。 

第五回（１１月２９日）：アメリカの産業別組合。職業別組合と産業別組合との二つの潮流

の対抗があり、産業別労働組合主義者は不屈に闘った。経営者の企業内分断と職業別組合の

保守性を乗りこえて産業別労働組合を確立する。 

第６回（１２月６日）：「産業別組合の時代」における労働組合機能。今日の労働組合の組織

と機能のあり方、競争規制の三つの方法、企業別組合との対比について明らかにする。 

第７回（１２月１３日）：戦後日本の労働運動の歴史（前半）：ユニオニズムをついてに創造

できなかった歴史をふり返る。戦後直後、「本当の労働組合」を築くチャンスを逃した。そ

の後、日本的労使関係の形成を背景にして民間大企業争議は敗北する。 

第８回（１月１０日）：戦後労働運動の歴史（後半）：労働者の企業主義的統合を基盤にして

協調的労働組合が全国制覇をはたした。その要因を解明する。労働運動衰退の現地点を確認



24 

 

しておくことが重要である。 

第９回（１月２４日）：日本的雇用慣行の終焉と新しい運動基盤。労働者の悲惨な状態はこ

れまでの慣行ではない新たな代替システムを求めている。そのシステムの構築者こそユニ

オニズムである。 

第１０回（１月３１日）：業種別職種別ユニオンによる労働運動の再生。運動の基盤となる

非年功型労働者が登場し、その未組織労働者を組織化していく外部構築論を明確にする。関

西生コン支部の経験から学んだ業種別ユニオン運動は新しい地平を切り開きつつある。 

【テキスト】 

 木下武男『労働組合の歴史と理論』（仮、近刊）岩波書店 

【参考文献】 

 木下武男『日本人の賃金』1999 年、平凡社新書 

 木下武男『格差社会にいどむユニオン』2007 年、同時代社 

 木下武男『若者の逆襲─ワーキングプアからユニオンへ』2013 年、旬報社 
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基礎ゼミナール「労働運動の歴史に学ぶ」 熊沢誠 

   後期水曜日 18：30－20：00 不定期 4 回 

講義の主旨 

 「労働運動の歴史に学ぶ」この講座では、競争の労働市場にまずは個人として投げ出され

る労働者にとって、なぜ労働組合運動が不可欠な組織になるのかという「原論」からはじめ

ます。次いで、世界の労働者がそれぞれの条件の中でどのような営みを育ててきたかを語

り、この日本で、なぜ企業別組合が主流になってしまったのかを分析します。その上で、現

在の日本での労働運動の現状を批判的に論じ、私たちの明日にとって必要で可能な労働運

動の組織的な試みはなにかを提示することにしましょう。 

 できるだけエピソードの多い具体的な語りにするように努めます。私が担当する４講座

それぞれの内容は次のとおり。講座ごとにレジメ・資料を配付する予定ですが、できれば参

考書の拙著、『労働組合運動とはなにか－－絆のある働き方を求めて』（岩波書店刊）をぜ

ひご参照くださいますように。 

毎回の講義テーマ 

□10 月 18 日（水） 

１，労働者にとってなぜ労働組合が不可欠なのか／未組織労働者に強いられる生きざま 

２，労働組合の生成－－その基盤／その思想／その機能－－産業内行動と政治行動 

３，労働組合運動の軌跡（１） 

  ⅰ老舗の職業別組合（クラフトユニオン）－－イギリス機械工組合の物語 

   その担い手たち／その思想と機能／なぜ可能だったのか／その必然的な変遷 

  ⅱクラフトユニオン伝統（徹底した企業横断的性格）と再生 

□11 月 15 日（水） 

１，労働組合運動の軌跡（２） 

 ⅰ一般組合（ジェネラル・ユニオン）の台頭－－イーストエンドのドック労働者から 

 その拡大／その特徴／現代アメリカの国際サービス労働組合のこと 

 ⅱ職場全員祖組織の産業別組合－－アメリカ自動車産業労働組合の物語 

     その背景／不熟練労働者のニーズ／流血の闘争／具体的な要求・政策の展開 

□12 月 20 日（水） 

 ⅰ職場全員組織の日本的変成－－企業別組合への道 

戦前からの伝統 

戦後労使関係の展開 ad.時期区分 

  ⅱ諸領域の概観－－賃金闘争、職場の主導権、解雇問題への対応、組織上の選択 

□1 月 17 日（水） 

 ⅰ現代日本の労働組合運動はどこに問題があるか 

   企業別組合の唯一性を超えて－－有効なさまざまの組織的営みについて 

  ⅱ企業別組合の内部変革⇒産業別組合支部へ 
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  ⅲ産業別単一組織－－全港湾や全日本建設運輸連帯労組関西地区生コン支部の場合 

  ⅳ職業別団結・クラフトユニオンの可能性 

  ⅴコミュニティ・ユニオンの意義 

  ⅵむすびにかえて 

 


