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調査入門

ブラック企業 WATCH!

─ 調べて、モノ申し、現実を変えよう
人を人とも思わず使い捨てる企業、金儲けのためなら資源収奪も環境破壊も問題なしといわんばか
りの企業、権力と癒着し、世の中を支配しようと企む企業…。現代の闇・ブラック企業は、私たち
の日常のあちこちに存在しているにもかかわらず、その実態は十分に知られていません。このクラ
スでは、ジャーナリストや専門家とともに現代のブラック企業の実態を検証したうえで、何らかの
アクションを起こすことができるよう、具体的なスキルやノウハウ、発信の方法を学びます。また、
最終回では調査報告会も開催します。初めての方でもやる気があれば大丈夫！ ブラック企業の闇
に、今こそ深く切り込んで、一緒にアクションを起こしていきましょう！
● 2011 年６月〜 2012 年１月
● 全 14 回 / 定員 30 名

● 基本的に隔週火曜日 19:00 〜 21:00

● 受講料 36,000 円
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オリエンテーション

ブラック企業と現代の労働の風景

鎌田 慧 （ジャーナリスト）
労働者が無権利状態になったひとつの原因は、労働者が労働
者としての教育や文化活動を奪われたことにある。労働者の
自立と権利獲得のために理論武装が必要だ。
●主著：
『自動車絶望工場─ある季節工の日記』講談社文庫 1983/『日本の解
放区を旅する』七つ森書館 2010

佐 久 間 智 子 （PARC 理事）
食料価格高騰の背景には、富裕層による独占的な
資源消費があります。持続不可能かつ不公正な資
源消費を促進しているグローバル経済の実態を
知り、オルタナティブを考えます。
●主著：
『穀物をめぐる大きな矛盾』筑波書房 2010/『肥満と飢餓─世界フード・
『FOOD,INC.』Public
ビジネスの不幸のシステム』作品社 2010 ●参考文献：
Aﬀairs 2009/『Rising Global Interest in Farmland:Can It Yield Sustainable and
Equitable Beneﬁts?』The World Bank 2010

市民参加の「パームオイル・リサーチ・ユニット」
の経験から

24 時間ノンストップの絶望工場
─コンビニエンス・ストアの実態

古川琢 也 （ルポライター）
もはや現代人の生活に不可欠なコンビニ。しかし
加盟店のオーナーたちは、対本部の関係で極めて
不利な契約を結ばされています。本部による、巧
妙かつ悪質な手口を解説します。
●主著 ：
『セブン - イレブンの正体』
（共著）金曜日 2008 ●参考文献：古川
琢也・金曜日取材班『セブン - イレブンの正体』金曜日 2008/ 渡辺仁『セブン
- イレブンの罠─鈴木敏文の驕りとビジネスモデル大崩壊 裁かれた日本一の小
売業』金曜日 2009

6/4（⼟）15：00 〜 17：00

貧困ビジネスの実態
─クレサラ・多重債務問題

宇都宮 健 児 （弁護士）
クレジット、サラ金（消費者金融）を利用して返済困難に陥っ
た多重債務者を食い物にする悪徳業者・悪徳弁護士・悪徳司
法書士などによる、貧困ビジネスの実態を暴く。
●主著：
『弁護士、闘う─宇都宮健児の事件帖』岩波書店 2009/『弁護士冥利
─だから私は闘い続ける』東海教育研究所 2009 ●参考文献：宇都宮健児『消
費者金融─実態と救済』岩波新書 2002/ 宇都宮健児『多重債務の正しい解決
法─解決できない借金問題はない』花伝社 2007
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─メディア・アクティビズムの可能性

白 石 草 （OurPlanet-TV 代表）

─レアリゼの経験から

三 沢 健 直 （レアリゼ代表）
レアリゼという市民メディアで行っているグループリサーチ
の実験について、ご紹介します。正直言って、まだこれから
の試みなのですが、僅かなりとも参考になれば幸いです。
● 参 考 文 献：
「 レ ア リ ゼ 」http://www.realiser.org/unit/communication/
article/index.php?id=1

デジタル技術の進歩によって、個人による調査や
記録が大きな役割を果たす時代になっています。メディア・
アクティビズムについて理解を深め、仲間入りしてください！
●主著：
『ビデオカメラでいこう─ゼロから始めるドキュメンタリー制作』七つ
森書館 2008/『コミュニティメディアの未来─新しい声を伝える経路』
（共著）
（仮）
』
晃洋書房 2010 ●参考文献：白石草『メディアをつくる─小さな声を伝える
岩波書店 2011（近刊）
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海外に原発輸出？
─日本政府と大企業の知られざるアジア進出戦略

西 尾 漠 （原子力資料情報室共同代表）
原発輸出は最悪の公害輸出。ナゼか熱心な菅政権。
原子力産業側も「悲願の日の丸原発輸出」と言うが、
果たして本音は？ 安全性は？ 核不拡散は？ 社会
的リスクは？
●主著：
『原発は地球にやさしいか─［温暖化防止に役立つというウソ］
』緑風
出版 2008/『新版 原発を考える 50 話』岩波ジュニア新書 2006 ●参考文献：
原子力資料情報室編『原子力市民年鑑 2010』七つ森書館 2010
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サイバーアクティビズムの可能性

9/27

人を使い捨てる企業と闘う労働組合
須 田 光 照 （全国一般東京東部労働組合書記長）
不当解雇、賃金不払い、パワハラなどの理不尽に
職場で直面した時、泣き寝入りする必要はありま
せん。憲法の「団結権」を使って、
労働組合でブラッ
ク企業と闘う道があります。
●参考 HP：全国一般東京東部労働組合
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メディアを武器に

http://www.toburoso.org/
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─自動車絶望工場から、現代のヤミ労働の
現場まで

世界を駆け巡るマネーと
貧困層から資源を奪うグローバルビジネス

10/25

印 鑰 智 哉 （メディアアクティビスト）
インターネットを使って大きな参加型キャン
ペーンが可能になる。中南米でもアフリカでも
大きな力を生み出している。ブラック企業と闘
う時にこれを使わない手はない。
●サイバーアクティビズム参考 HP：
http://www.slideshare.net/tomonada/presentations
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企業へのアクション！

ブラック企業の取材現場から

このクラスでは、受講生の関心・問題意識にそって、講義と
は別にテーマを設定し個人・グループで調査を進めていきま
す。その成果や途中経過を持ち寄り、企業に対して何らかの
アクションを起こしてみましょう。質問状や申し入れ、ウェ
ブを使ったアンケートやコメント募集など具体的な計画を立
てます。

─ジャーナリストに学ぶ潜入調査、データ収集などの
調査方法
ブラック企業や、現代の労働・貧困の現場を調査・取材し、
社会に発信することには大きな意義があります。ブラック企
業の隠された実態や、それを見えにくくする社会構造につい
て、テレビ局でドキュメンタリー制作に携わる第一線のジャー
ナリストからお話を聞きます。
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ブラック企業の裏にある
政官財トライアングルの人脈図
有 森 隆 （ジャーナリスト）
2011 年は政治、経済、社会のいずれも混沌。価値の転換期
にこそ暴力装置を持ったチカラが正義となる。そのメカニズ
ムを語り尽くす。
●主著：
『日銀エリートの「挫折と転落」─木村剛「天、我に味方せず」』講談
社 2010/『強欲起業家─「勝ち組」がなぜコケたか』静山社文庫 2010 ●参考
文献：有森隆『強欲起業家─「勝ち組」がなぜコケたか』静山社文庫 2010/
有森隆『銀行消滅─あなたのメインバンクの危機を見極める（上・下）
』講談
社＋α文庫 2010
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ブラック企業の告発
─ジャーナリズムの在り方と役割

加 治 康 男 （ジャーナリスト / 共同通信元記者）
14 年ぶりに帰国して以来、掃除夫、学習塾講師、日雇作業員
などに従事、日本社会を裏から直接観察してきた。ブラック
企業についての既成観念を打ち破る講義をしたい。
●主著：日刊マニラ新聞編『フィリピンで働く』
（共著）めこん 2001/『米世界
戦略と米軍のフィリピン回帰（仮）
』つげ書房新社 2011（近刊）●参考 HP：
「加
治康男の報道記録」http://mediacritique.dip.jp/（ 特に労働関係記事などを
参照）
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調査報告会
企業に対するアクションの結果や、各自で調べた成果（わかっ
たこと・わからなかったこと）を発表するミニイベントです。
完璧なレポートでなくても大丈夫。ここから先が調査のはじ
まりです。参加者との質疑や議論からさらに調査・アクショ
ンを発展させていきましょう！
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