労働社会学会関西部会特別ワークショップ｢アメリカ労働運動の実践に学ぶ｣プログラム

Sample Outline – subject to change!
プログラム（案）
会場

大阪経済大学
（阪急京都線上新庄駅より徒歩 15 分。大阪市営地下鉄今里筋線瑞光四丁目駅より徒
歩 3 分）
C 館 65 教室

開場１３時
Saturday Afternoon Session 1 – 13:30 – 15:30
土曜日午後

セッション１（１３時半〜１５時半）

1. Introductory Activity 15-20 minutes
2. Plenary Session 30 minutes

オープニング

全体会

１５〜２０分

３０分

3. Workshop – Beating Apathy 90 minutes (with interp) ワークショップ—無関心と闘う
９０分（通訳あり）
a) Icebreaker アイスブレーカー 自己紹介
b) Aim for the Bullseye 的を狙おう
c) How do we currently solve problems? 現在、私たちはどうやって問題を解決して
いる？
d) How does the Boss keep us disorganized? 上司はどうやって私たちを分断してい
るの？
e) How to identify organizing issues? 組織化においての問題を見極めるには？
f) Examples from Japan 日本の事例
=BREAK= 休憩
Saturday Afternoon Session 2 – 16:00-17:00
土曜日午後 セッション２（１６〜１７時）
1. Warm-up 5 minutes

肩慣らし

５分

2. Workshop – Beating Apathy (continued)
（続き）

1h 15 minutes

ワークショップ—無関心と闘う

１時間１５分

a) How to have an organizing conversation 組織化目的の会話の仕方
• How to be a good listener 話をよく聞く人になるには
• A.H.U.Y. A.H.U.Y.
• Practicing asking questions 質問をする練習
• Types of questions 質問の種類
• Inspiring Hope and Calling the Questions 希望を持たせ、質問を集う
• Example Roleplay ロールプレーで事例を見る
• Debrief Roleplay ロールプレーでまとめる
• Answering tough questions 難しい質問の答え方
b) Review 復習
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3. Workshop – Assembling your Dream Team 50 minutes
ムを結成する

a)
b)
c)
d)

ワークショップ – ドリームチー

５０分

Icebreaker アイスブレーカー
What are the qualities of a leader? リーダーの素質とは？
Leadership scenario (Case study) リーダーシップにまつわる話（事例）
Examples from Japan 日本の事例

4. Reflections, Written Feedback and Conclusion for the day 15 minutes
復習、感想やまとめを書く １５分

労働社会学会関西部会特別ワークショップ｢アメリカ労働運動の実践に学ぶ｣プログラム

DAY TWO２日目
Sunday Morning Session 1 – 9:30-12:00
日曜日午前 セッション１ （９時半〜１２時）
1. Review of what we learned Saturday (creative, song, skit, drawing, rakugo, etc.) 10
minutes
土曜日に学んだことの復習（クリエイティブ、歌、寸劇、絵、落語など） １０分
2. Plenary Session 30 minutes
全体会 ３０分
3. Workshop – Mapping the Workplace 1h 45minutes ワークショップ – 職場のマッピ
ング １時間４５分
• How to map the workplace 職場マップの描き方
• introduction はじめに
• An Example Map マップの事例
• Draw your own workplace map 自分の職場をマッピングしてみよう
• Volunteer shares their map それぞれ職場マップを共有してみよう
• Discussion ディスカッション
• Do we need leaders to organize? 組織化にはリーダーが必要か？
• Big Picture 全体像を見る
LUNCH [on site? Lunch boxes by a workers collective?] 昼食［その場？またはワーコレ
から注文する？］
Sunday Afternoon Session 2 – 13:00-15:30
日曜日午後 セッション２ （１３時〜１５時半）
1. Workshop – Turning an Issue into a Campaign 90 minutes ワークショップ – 問題を
社会運動にしていく ９０分
• Warm-up ウォームアップ
• Why do we need campaigns? 運動／キャンペーンが必要なのはなぜ？
• Review: identifying issues 復習：問題を見極めること
• Making a game plan 戦略を立てる
• Turn up the heat だんだん熱くする
• Examples from Japan 日本の事例
=BREAK= 休憩
Sunday Afternoon Session 3 – 16:00-18:30
日曜日午後 セッション３ （１６時〜１８時半）
1. Workshop – Turning an Issue into a Campaign (continued) 90 minutes
問題を蘊奥

•
•
•

Campaign mountain 運動の山
Plan your campaign キャンペーン（運動）を企画する
Community mapping コミュニティマッピング

ワークショップ—
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•
•

Examples from Japan
Wrap Up まとめ

2. Plenary Session 45 minutes

日本の事例

全体会

3. Closing and Next Steps 15 minutes

４５分
閉会、次のステップ

１５分

