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緒言
本報告書は 2019 年春期と夏期に実施された短期留学スペシャルプログラム（計６プ
ログラム）について、参加学生が記述した授業内容の概要（和文）と学習成果（英文）
を関係資料（参加者名簿、授業日程表、写真）とともに纏めたものです。本書では、短
期留学の期間に、彼ら、彼女らが何を学び、何を感じとり、将来に向けてどのような考
えを持ったかが良く表現されており、今後の短期留学スペシャルプログラムに挑戦する
学生の事前学習に大いに資するものと思われます。
短期留学スペシャルプログラム（以下、略称

短期 SP）とは、北海道大学の正規学

生（学部２年生以上、大学院生も含む）を対象とした、協定大学等において、北大生の
ために特別に設計された複数のプログラムからなる「専門横断科目：海外留学（２単位）」
です。各プログラムは海外における１科目相当（15 コマ、45 時間以上）の学習内容を
もち、北大における事前授業と最終報告会を含む事後授業と合わせて構成されています。

表１．短期留学スペシャルプログラム
時期

大学

国・都市

春期

オックスフォード大学

英国

ウースター校

オックスフォード

アラスカ大学

米国

フェアバンクス校

フェアバンクス

夏期

協定大学とテーマ
テーマ
History of human ecology
in north
Alaska natural resources
sustainability field
seminar

夏期

ワシントン大学

米国
フライデーハーバー

夏期

ジュネーブ大学

スイス
ジュネーブ

Humans and marine
environment
Arts, science and
humanity in a globalized
world—following in the
footsteps of Nitobe Inazo
and work of the United
Nations in Geneva

夏期
夏期

オウル大学

フィンランド

Scandinavian studies,

オウル

summer programme

ブリティッシュ・

カナダ

Sustainability of

コロンビア大学

バンクーバー

Environment, Society and
Economy: Global and local
issues in Canada
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それぞれのプログラム（表１）は、独自のテーマと授業の目標等に基づき、協定校等
における数週間にわたる学習活動（講義、野外講義、セミナー、フィールド・ワーク、
グループ・ディスカッション、プレゼンテーション等）を行います。そして、これらの
学びを通して、いずれの学部に属する学生であっても、グローバル社会において活躍す
るための基礎的専門知識を得られるよう設計されています。併せて、渡航地の自然、文
化、歴史、産業、民族等を理解するため、協定校の学生、現地市民との交流をはかりま
す。本短期 SP は、将来における交換留学プログラムや大学院・研究留学プログラムへ
の動機づけ（モチベーション）も目的のひとつとします。
文部科学省のグローバル人材育成事業・スーパーグローバル大学創成支援事業（詳細
は https://www.jsps.go.jp/j-sgu/index.html）の支援をうける北大の特別教育プログラム
「新渡戸カレッジ」
（詳細は URL 参照

https://nitobe-college.academic.ac.jp/u/）の修

了要件となる「海外留学」の単位取得対象科目の一部として、短期 SP は 2014 年度よ
り開講しました。当初の数年度は試行的に、欧米のみならず、複数のアジア諸国への留
学を含む 10～13 プログラムで開始しました。その後、教育内容の見直し、予算、人員、
大学間協定の終了等の諸事情により、最近では英語圏を中心とした６－９プログラムの
実施で推移しています（表２）。2014〜2018 年度の間、この科目履修を通じて、374 名
が海外経験を積み、うち 219 名（履修者の約 60％）が新渡戸カレッジ修了のための「海
外留学」の単位を得ました（表２）
。

表２. 短期 SP 実施プログラム数と参加学生（新渡戸生）数の推移
2014

2015

2016

2017

2018

夏期プログラム数

３

８

６

５

５

春期プログラム数

７

５

５

４

１

参加学生数

62

102

85

63

62

（うち新渡戸生数）

（38）

（52）

（47）

（43）

（39）

本論に入る前に、2019 年春期と夏期に実施した短期 SP の各プログラムの企画と引
率を務められた、玉城英彦名誉教授（新渡戸カレッジ・フェロー）、加藤博文教授（ア
イヌ先住民研究センター）、上野洋路准教授（水産科学研究院）に厚く感謝いたします。
また、本プログラムの実行と支援にあたった国際交流課、新渡戸カレッジ事務局のスタ
ッフにお礼申しあげます。本プログラムにご協力いただいた、海外協定大学等の先生方
に厚く感謝いたします。
特任助教

肖蘭（北海道大学高等教育推進機構）

特任教授

荒井克俊（北海道大学高等教育推進機構）

2020 年２月
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INTRODUCTION

This volume reported outlines of classes (lectures, field works, etc) written in
Japanese as well as results of studies and/or personal impressions through the program
described in English in the Short-term Overseas Study Special Program held in spring and
summer 2019. This volume may contribute to preparatory studies on outbound study
abroad programs for students who have strong intentions to challenge StSP programs in
the near future.
The Short-term Overseas Study Special Program (StSP) is a subject of “Study
Abroad,” and categorized as Inter-Faculty Classes; enrolled students receive two
academic credits after the completion of the class. A second, third, and fourth-year
student in any undergraduate and graduate school of Hokkaido University can enroll in
StSP class except for the final semester before his or her graduation.
Table 1 Short-term Overseas Study Special Programs and Partner Universities
Season

University

Country/city

Program theme

Spring

Oxford University,

United Kingdom/

History of human ecology in

Worcester College

Oxford

University of Alaska,

US/ Fairbanks

Summer

Fairbanks
Summer

University of Washington,
University of Geneva

Alaska natural resources
sustainability field seminar

US/ Friday Harbor

Friday Harbor Laboratories
Summer

north

Humans and marine
environment

Switzerland/
Geneva

Arts, science and humanity
in a globalized world—
following in the footsteps of
Nitobe Inazo and work of the
United Nations in Geneva

Summer

University of Oulu

Finland/ Oulu

Scandinavian studies,
summer programme

Summer

University of British

Canada/

Columbia

Vancouver

Sustainability of
Environment, Society and
Economy: Global and local
issues in Canada
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The StSp includes several independent programs which are designed according
to course objectives and goals specific to each program. About two- or three-weeks long
course schedule of each program (45 hours experiences equivalent to 15 units classes)
is well organized in collaboration with our partner universities. However, the programs
are highly diversified, as shown in Table 1, depending on the academic specialization,
the course goal, backgrounds of visiting localities, and other conditions of our partner
schools. Each program puts the students in a different environment outside Japan and
facilitates contact with students of partner universities and local citizens. The programs
(almost two to three weeks) will be offered in summer (August and September) and
spring (February and March). Preliminary lectures on each program will be provided a
few times before departure. A final presentation will be held after the completion of
outbound programs in summer and spring term.
According to the syllabus of this class, the goal for students is to facilitate the
learning of theoretical and practical aspects on the fundamental specialized/ technical
knowledge and historical/ cultural / ethnological backgrounds of each collaborative
university and country through lectures, field works, intensive group discussions in order
to engage in develop innovative ideas and practical experiences, and to use as the
motivation for the long-term studying-abroad.
“Nitobe College”, a specially designed inter-faculty program (https://nitobecollege.academic.ac.jp/u/en), was established by Project for Promotion of Global Human
Resource Development (later re-named as Top Global University Project) from MEXT. As
one of the compulsory subjects required for the graduation of Nitobe College is “Study
Abroad”, StSp began to be enrolled as a class of “Study Abroad” since 2014
fiscal/academic year. First two years, 10 to 13 independent StSP programs including the
outbound study in some Asian countries were implemented. After revisions on
educational contents, budget, human resources, MOU for exchanges and other factors,
recently six to eight programs ran as StSp organized mainly English-speaking countries
(Table 2). In the period from 2014 to 2018 fiscal years, 374 students including Nitobe
College students studied abroad through attendance to StSP programs.
Table 2 Number of StSP programs and enrolled students (2014-2018)
2014

2015

2016

2017

2018

Summer

3

8

6

5

5

Spring

7

5

5

4

1

Total number of students

62

102

85

63

62

(Number of Nitobe College students)

(38)

(52)

(47)

(43)

(39)
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Before going further, we are greatly appreciative to Emeritus Professor Hiko
Tamashiro (Nitobe College Fellow), Prof. Hirofumi Kato (Center for Ainu and Indigenous
Studies), Dr. Hiromichi Ueno (Faculty of Fisheries Sciences) for their big contribution to
the planning and the implementation of StSP programs as supervisors. We also thank
staff in the office for international affairs, and all the contributors from our partner
universities and other associated institutions as experts in each specified lecture,
seminar, field work and other.
Dr. Lan XIAO
Prof. Katsutoshi ARAI
Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University
February 2020
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Special Program 2019 (Spring)
History of Human Ecology in North

University of Oxford
11-24th March 2019
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List of Student Participants

Name

Faculty

Grade

WATANABE HARUKI

School of Humanities and Human Sciences

2

MOCHIZUKI DAIGO

School of Engineering

2

SUGIMOTO SHIORI

School of Humanities and Human Sciences

2

MITSUI ERIKA

School of Law

2

KUNITOMO RYOSUKE

School of Humanities and Human Sciences

2

NISHIMOTO SHOKI

School of Humanities and Human Sciences

2

SHIOZAKI MIYU

School of Humanities and Human Sciences

2

SHIMIZU RYOSUKE

School of Engineering

2

TORIYAMA KAZUKI

School of Education

2

NOHARA TAISEI

School of Engineering

2

JINDAI RYO

School of Humanities and Human Sciences

2

TAKAHASHI MIMO

School of Law

2

SAGA SAMUEL KINARI

School of Engineering

2
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Date
11th March

12th March
13th March
14th March
15th March
16th March
17th March
18th March
19th March
20th March
21st March
22nd March
23rd March
24th March

Day
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Morning
Sapporo-Tokyo-London
Guidance
Lecture1
Lecture 2 & 3
Lecture 4 & 5
Lecture 6
Excursion
London
Lecture 7 & 8
Lecture 9 & 10
Lecture 11 & 12
Presenation and Discussion
Day off
London to Tokyo
Tokyo-Sapporo
Day off

Oxford tour
Bodleian Library
Ashmolean Museum
Pitt-Rivers Museum
Startford upon Avon
Day off
British Museum
Natural History Museum
Self study

Afternoon

History of Human Ecology in North (University of Oxford)

Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
London
London
London/Oxford
Oxford
Oxford
Oxford

Location
Oxford

History of Human Ecology in North
北方圏における人間生態学の歴史
講義内容要約レポート

Lecture 1
British Archaology（イギリス考古学）
Lecturer: Prof. Chris Gosden

日本とイギリスは島国であり、大陸にも近いという点で共通性があります。しかし、
両国の歴史の流れは大きく違います。日本が連続的に不変であるのに対し、イギリスは
その時々で大陸からの他民族の流入で変化しました。そしてそのような過去は工事によ
って明らかになる場合があります。Worcester college の近くにある Westgate Oxford
というショッピングセンターを建設する際にも数多くのものが発掘されました。そして
現在ではイングランドの多くの場所で様々な場所で、教授やナショナルトラストによっ
て発掘が行われています。
ストーンヘンジは紀元前 2000 年ごろにつくられたものです。夏至の日には Heel
stone と Altar stone (祭壇石)とを結ぶ直線上に太陽が昇り、その当時の人々が天文学
の高度な知識を持っていたことがわかります。なお、一直線上に並べられた小さな山や
丘はイギリスの他の場所でもみられます。またストーンヘンジの石は 100km 先から運
ばれるなど運搬の技術を有していたことも分かっています。なお、現在でも冬至や夏至
にはイベントが開かれています。
私たちが利用したヒースロー空港 T5 の地下には定住の跡や trackway (踏み固めてで
きた土の道)の跡があることには驚きました。あれほど近代的に整備された場所からは
考えられない事実でした。また、鏡は未来を映し出すものものとされ、今のようにただ
単に自分の姿を映すだけのものではなかったという話がありましたが、鏡にはなにか不
思議な感覚を抱く人が現在もいることから、その古代の考えが形を変えながらも今にも
残っているのではないかと思いました。
Claydon Pike には二つの町があったが、その二つの町は異なる特徴を持っていまし
た。一つの町は丸い形の家と小道があるのに対して、もう一つの町は長方形の家と直線
的な道路で構成されるというものです。前者がこの地方元々の文化によるものであり、
後者がローマ帝国の文化の影響を受けたものです。これらのことはローマ帝国の勢力が
そこまで及んでおらず、ローマ文化を受け入れるか、今まで通り自分たちの文化に従っ
て生活するかを選択可能だったことを示しています。
Gosden 先生の講義は考古学を専攻としていない人のために、専門用語をなるべく使
わないなどの配慮がなされたものであり、理解しやすいものでした。英語を母語としな
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い学生向けの講義に長けているオックスフォード大学の先生方の技量の高さを感じま
した。

（文責：西本翔貴）

Lecture 2
Migration and Cultural Integration（移民と文化の統合）
Lecturer: Prof. Hirohumi Kato

この講義では、現代の移民問題と過去における人の移住の関連性について扱っていま
した。人類の歴史における移住によって、文化同士の接触が起こり、結果として新しい
文化が生まれて多様性が増しました。
人類の起源は、200,000から250,000年前のアフリカにさかのぼります。そして、
100,000前頃には西南アジア、40,000年前には、ヨーロッパ、シベリア、12,000年前に
は、チリというように移住していきます。
民俗学者の岡正雄は、シベリアに日本文化の基層を求め、考古学者の江上波夫は、シ
ベリアの旧石器文化や新石器文化が、朝鮮半島や日本の文化に影響を与えたと主張して
います。そのシベリアに関して現在考えられている問題は、解剖学的な私達の祖先の移
住、陶器を制作する技術、移住が活発になった時期と、中世の温暖化との関係です。
私達の祖先の移住に関して、移住の際には、携帯性が高い道具が必要でした。その需
要から、従来の骨や角でできた軸に石の刃をつけた斧から、木の軸に、取り外し可能で
小さな石の軸をつけてつくる斧が発明されました。この新しい斧は、持ち運びが容易で、
壊れても容易に修理できるという点で移住に適していました。
祖先の移住は、1回限りで行われたわけではなく、繰り返しのトライアンドエラーで
行われていました。その繰り返しは、狩猟の際の季節性によるものです。すなわち、獲
物が季節によって移動するのにあわせて、人間も移動していました。そのような季節の
周期性を私達の祖先が理解していたということには、考古学的な証拠があります。例え
ば、マンモスの牙で作られた渡り鳥や、蛇の彫刻です。渡り鳥は、季節に応じて同じと
ころに戻ってくるという点で季節性の象徴であり、蛇は、脱皮するという点で、物事の
繰り返しの象徴です。それら象徴が彫刻にされているということから、私達の祖先が季
節や循環の概念を持っていたと推測することができます。
中世の温暖な時期においてのバイキングや海上の狩猟採集民族の移動は、様々な社会
的、経済的な接触を伴い、新しい文化の形成に関与しています。このような例から、人
間の歴史における移住は、文化的多様性の源だと言えます。

12

（文責：佐賀旗生）

Lecture 3
Northern Eurasia in prehistory BEYOND CIVILIZATION
(先史時代の北部ユーラシア文明を超えて)
Lecturer: Dr. Peter Hommel

まずはじめに、なぜユーラシアの考古学について研究するのが重要なのか説明を受け
ました。ユーラシア大陸は大きく、今ではたくさんの国が存在します。国や地域ごとに
異なる考え方や知識、技術を持っています。つまり、ユーラシアについて調べることは、
さまざまな生き方についての一般的な認識を模索し、挑戦する機会となるのです。また、
北ユーラシアは世界の歴史的発展において重要な役割を果たしています。しかし、この
事実は見落とされがちです。ユーラシアの歴史を文脈によって解釈することを可能にし
ます。
大きなユーラシア大陸を風景とライフスタイルで３つに分けることができます。南部
の地域は、ほとんどの住民が農業に従事していました。また、肥沃な盆地、温帯が混在
する風景でした。つまり、農業に適した環境だと言えます。対して、北側は、ほとんど
の住民がハンターや採集者、トナカイの遊牧民として暮らしていました。また、タイガ
とツンドラが広がっていました。最後に、その間の地域について説明を受けました。遊
牧民や牧畜家として生活している人が多かったです。ユーラシア大草原と砂漠が広がっ
ていました。このように見てみると、地域ごとに環境に合わせた生活様式をしているこ
とがわかります。
次に、ユーラシアで暮らしていた人間は違う地域の人間と、どのように交流していた
のでしょうか。授業では 4000 から 3000 紀元前に存在した Botai・Tersek の馬や紀元
前 2900 から 2800 年に存在したアルスランテペの墓に注目しました。西側の複数の地
点で似たようなものが発見されています。他に、車輪は世界中で見つかっています。ど
こで発見されたか、それがいつ使われていたのかを明らかにすることで、交流の歴史を
知ることができます。しかし、どこが起源なのか見つけるのは非常に難しいです。なぜ
なら、考古学においてはあくまで、発見されていたものから推測することしかできませ
ん。つまり、見つかっていないものはあるともないとも断言できないからです。また、
どのように使われていたということも明らかにするのが難しいです。
考古学の長所や短所についても知ることができました。また、改めて考古学は１つの
国や地域に着目するだけでなく、大きな視点を持つこと、世界がともに協力することが
重要であると感じました。

（文責：清水亮輔）
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Lecture 4
Silk Roads Dusty Tracks across Eurasia
（シルクロード

ユーラシア大陸を横断する汚れた道）

Lecturer: Dr. Peter Hommel

講義では、シルクロードや海の道などの東西交易によって文化も影響を受けたという
話がされていました。その影響は非常に大きく、ユーラシア大陸の主要な文明も変わる
ほどでした。シルクロードについて学習する理由として先生は四つのものを挙げていま
した。1）ヨーロッパ中心的や中国中心的な考えに戻った方法に注目するため 2）規模
に関係なく過去の継続中の関係を暴くため 3）宗教や共有された慣行が持つ経済的・政
治的役割を強調するため 4）過去の変遷の誘因を調べるため、以上の四つでした。
さらになぜ「シルク」という言葉が使われたのかについても触れられていました。絹
は中央アジアで当時兵士への給料としての支払いにも使われていたほどの貴重な商品
でした。中国人は西洋の馬に魅了されていたため、絹を含む多くの商品がその交易の代
償として使われることになりました。
中国の唐朝とシルクロードの関係性についても触れられており、当時のアジアの中心
地として大きな影響を及ぼしていたことや、逆に他地域の影響も受けていたことなどが
唐三彩などからわかりました。その頃になるとシルクロードという陸路よりも海路の方
が交易に使われるように変わっていきました。
この海路については講義の終盤で扱われていました。この海路を利用して中国南部や
東南アジアから香辛料がヨーロッパへと輸送されました。インド洋の南西にはモンスー
ンが吹いているため、そこを避けるような航路が組まれました。海路でユーラシア大陸
とヨーロッパを繋ごうとすると、アフリカを経由するような形になりますが、アフリカ
とアジアの間では雑穀に相関性が見られました。お互いに影響を受けていたのです。
いずれにせよ、シルクロードなどを用い東西交易は新たな文化の流入を促し、影響を
及ぼしたことを話されておりました。ここに書ききれなかった内容もたくさんあります
が、写真や地図も効果的に使用されていたので理解しやすかったです。先生の話すスピ
ードが速い場面、専門用語を多く用いる場面がたまにあり、私の拙い英語力では対応で
きない部分もありましたが、一地域にとどまらないダイナミックさは感じられました。
講義後の質疑応答では、その頃の東西交易の影響を受けたものが今でもあると教えてく
ださいました。この場をお借りして感謝申し上げます。
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（文責：神代凌）

Lecture 5
The Last Hunter-Gatherers and First Farmers of Europe（狩猟採集民から農耕民へ）
Lecturer: Dr. Rick Schulting

昔の人々は中石器時代には主に狩猟採集で生活していましたが、新石器時代になると
主に農耕や牧畜によって生活するようになりました。このふたつの時代は連続しており、
どこかで何かしらの理由のために農耕や牧畜が始まったと考えられています。
完新世の初め頃、ヨーロッパの北西の海岸沿いはとても良い漁場になっており、狩猟
採集に向いていたと考えられています。しかし、完新世でも気候変動は大きく、紀元前
8200 年頃から比較的暖かい温度に落ち着いたとされています。中石器時代の道具とし
ては小結石が有名ですが、ほかにも骨を削って作った道具や木の枝に尖らせた石を埋め
込んで作った道具などもあります。現在まで残っている壁画によると、当時の狩りは、
鹿など中型動物を複数人で前後を挟み、先述の道具を投げつけることによって行われた
と示しています。中石器時代後期には陶器が登場します。当時の人々の土地の使い方は、
貝塚のようなものをつくり、ゴミ捨て場にするといったものでした。また、魚を釣るた
めにボートのようなものを作るようになってきます。
さて、この中石器時代から新石器時代へかけての人や文化、事物の移動について、出
土した土器によってふたつのルートが考えられるといいます。第一にレバンドのあたり
で発生したカルディウム土器は、海沿いを辿って現在のスペインやフランスのあたりま
で拡がったとされています。第二に、(西南アジアで発生した)土器製作は、ギリシアあ
たりでドナウ川流域に伝わり、その土地に適応しながら Linear Band Keramik と呼ば
れる土器として川沿いに広がって行き、やがてカルディウム土器も辿り着いた現在のフ
ランスのあたりまで拡がったとされています。新石器時代では土器に加えて石で作った
軸が出現しますが、その石の供給源である国ではその軸はあまり発見されず、離れたと
ころで多く見つかったことから物々交換などに用いられていたと推測されています。
ここまでの推論はどれも確定したものではなく、出土した場所及び使われていた時代
などは確定していますが、実際の物に付されたストーリーは推論に過ぎず、どのような
説明モデルを最適とするかが議論されています。

（文責:高橋美百）

Lecture 6
Hunting & Fishing Traditions Today: Continuing Subsistence Ways of Life in
Interior Alaska（今日の狩猟と漁業の伝統：アラスカの生活の中で生き続ける方法）
Lecturer: Assist. Prof. Shiaki Kondo

講義内容の概要としては大きく 4 つに分けられます。「文化人類学の方法と理論」、
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「アラスカ先住民に関する背景情報」
、
「Dene の狩猟と食文化」
、
「サーモンの減少問題」
の４つです。
まずは、
「文化人類学の方法と理論」に関してです。
文化人類学を考えるときに、法律や経済、地域、社会性など、多面的な側面と結び付
けて、多様的に捉えることが重要です。特に、狩猟に関する研究では、過去と現在の生
活様式や狩猟・集会の方法、考古学的な人間の生態学や、クマに対する儀式的な態度（例：
アイヌの人々のクマ祭り）など、多くの分野と絡めつつ、研究をしていることを学びま
した。
次に、
「アラスカ先住民に関する背景情報」です。
そもそもアラスカ先住民は「イヌイット」ではありません。アラスカ先住民は主に 4
つのグループに分かれています。Eskimo、Aleut、Dene、Northwest Coast cultures の
４つです。アラスカ州アンカレッジという市は、米国における先住民族の割合が最も大
きい市です。そこにアラスカ先住民も住んでおり、市内で人々は車を運転したり、スマ
ートフォンを使用したり、時には他の北アメリカ人と同じようにハンバーガーを食べた
りしますが、市内の一部の Dene 家族は、育った村からムース肉いっぱいの箱を受け取
ります。
続いて、
「Dene の狩猟と食文化」に関してです。
Dene 民族は、ムース狩りをします。講義では、実際にムース狩りをしている写真や、
狩ったムースをさばいて食べている写真などを見せてもらいました。
また Dene 民族は、
槍で狩りをします。トウヒの極に取り付けられた天然の銅ナイフがあり、猟師が槍を熊
に向けて、彼らが来るのを待つと、攻撃しようとした熊は自分自身を死に至らしめます。
最後に、
「サーモンの減少問題」に関してです。
サーモンの減少は非常に問題で、新聞などでも大きく取り上げられているそうです。
特に、サケが産卵する河川におけるクマの狩猟が問題の原因です。毛皮の取引シーズン
中に、狩猟により熊が絶滅しますが、その後、ビーバーの数が増加します。すると、ビ
ーバーダムと呼ばれるビーバーが作るダムが増加します。このビーバーダムの増加と、
河川の水位の低下によって、サケは危機に瀕していると考えられています。
（文責：望月大瑚）

Lecture 7
Field Research in Human Ecology（人類生態学における現地調査）
Lecturer: Prof. Taro YAMAUCHI

発展途上国におけるフィールドワークを通じて、現地の人々の健康問題の現状を理解
し問題を明確にすることについての講義でした。
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講義の前半では、フィールドワークの方法について学びました。山内先生が取り組ん
できたフィールドワークは、一つの地域に絞って現地の集落に暮らす中で聞き取り調査
を行うという、通常人類学者が行うようなフィールドワークではなく、パプアニューギ
ニアやソロモン諸島、ザンビアなど世界の様々な地域で行うものでした。フィールドワ
ークでは、身体の大きさや子供の成長具合を数値化する人体測定や、食べ物の調査、身
体運動の調査、GPS を使った行動調査、家系図やコンピュータ・シュミレーションを用
いた人口統計学等を行いますが、これらの調査を行う上で最も重要なのは、地域の人々
と良好な関係を築くことであると、山内先生は述べていました。例えば、カレンダーの
ない地域において子供たちの年齢や誕生日を知るためには、まず子供たちを集め、季節
や歴史的な出来事を手掛かりに聞き取り調査をしなければならないため、現地の人々と
の関係は非常に重要です。
講義の後半は、実際にフィールドワークを行った四つの地域（カメルーン・ザンビア・
インドネシア・ソロモン諸島）の具体的な様子についてのレポートでした。アフリカの
南東に位置するカメルーンは、人々は狩猟・採集を行い自然の中で暮らしていて、身体
運動も食べ物も豊富でした。自然の中での暮らしは、ストレスの少ない社会であると言
えます。カメルーンよりもさらに南に位置するザンビアでも、栄養状態は良かったそう
です。ソロモン諸島では、熱帯の伝染病であるマラリアが減少した一方で、生活習慣に
よる病気が増加しているという課題がありました。インドネシアでは、急激な都市化と
肥満が顕著でした。原因として、自動車の使用が多く身体運動が少ないこと、また過食
が挙げられます。
そして、講義の最後にこのような発展途上国における健康問題に対し、我々がどのよ
うに取り組んでいくかということについて考えました。山内先生の“Be a Player not a
Spectator”（傍観者ではなく、参加者になりなさい）という言葉が非常に印象的でした。
（文責：渡部春妃）
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Title: My best experience in 14 days

Second, I went to a lot of museums in U.K.

Name: Ryo Jindai

and learned about their difference. When I

Grade: 2

went to Pitt-Rivers Museum, I was surprised

Faculty: Humanities and Human Sciences

to watch the display, because works were

Department: Regional Science

displayed by function. I had never been to that
museums before. The way to display such as

I learned a lot of things in 14 days. By

Pitt-Rivers Museum has the merit and

taking part in this program, my values were

demerit. For the merit, it was much easier to

changed. I felt happy to participate in this

think about the cultural differences of the

program.

works. On the other hand, for the demerit, it

First, I could experience to listen to the

was difficult to find what is about the same

class at Oxford University. In the class, I

region and people. I looked for the works

learned about the archaeology. I want to get

made by Ainu People. It was easy to compare

the license to be the teacher who teaches

with other works, but difficult to search for all

geography and history. So, I have attended the

works of Ainu people.

archaeology class before. The class was

Also, I went to the British Museum. I

focused on Hokkaido. I think it was natural to

could watch the famous historical material,

learn about Hokkaido, because we learned in

such as The Rosetta Stone, The Sculptures of

Hokkaido. In Oxford University, I learned

the Parthenon, and so on. I don’t know the art

English

classes.

well, but there were a lot of works which I

Furthermore, I was able to learn and imagine

know, so I enjoyed watching them. In

what it was. For example, terminal No.5 in the

Japanese Gallery, I learned about the image

Heathrow airport, which I used to come to

foreign people have for Japan. I watched the

London, was settlement long time ago.

work by Kaizawa, who is the artist of Ainu

archaeology

in

some

Also, I thought about the problem which

sculpture. I hope that the all people who

should be solved now, such as migration and

watched the work by Kaizawa think about

sanitation. I have read the article which says

Ainu culture and it is paid attention to them.

that It is important for us to watch present

Thus, I studied a lot through listening to

from the perspective of the past. It was very

the lecture and visiting museums. However, I

surprising for me to think the problem with

think I learned from everything during stay in

migration by using archaeology. Prof Taro

England. It was interesting for me to spend

YAMAUCHI taught us the way to do fieldwork.

where I didn’t know. I wrote about the food

He said, “good relationship/friendship with

for the example. I’ve heard the saying, “The

the people is the most important thing for us”.

food is not delicious in England.”, so I worried

I must do fieldwork from April for my research,

about what I can’t eat the food well. I brought

so I want to put this word in my heart.

the food from Japan. On the contrary, I ate
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everything that was served. Some dishes
were so delicious. In my opinion, the saying
was wrong. I was able to notice that.
Also, I went on an excursion to Cotswolds,
Stratford upon Avon. Cotswolds was beautiful
village. I went to The Model Village and
footpath. Please watch the picture. It shows
footpath. I wanted to lie with sheep. I enjoyed
walking for a while. In Stratford upon Avon, I
watched the home Shakespeare grew. By
learning about Shakespeare, I thought I
wanted to read the works written by him.
I could experience what cannot do in Japan,
which was very interesting. I think there are
many things which I don’t know. I want to
know this more. English will become the tool
to learn more. By learning other culture, we
can understand Japanese culture more. So, I
want to continue studying English. Then, I
want to study actively not only for English but
also for everything.
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Title: My first experience in foreign country

English had a lot of fun.

Name: Ryosuke Kunitomo

When we went excursion to London, I

Grade: 2

lost my iPhone in Queens theatre. At first I was

Faculty: Humanities and Human Sciences

very upset because I did not know my iPhone

Department: Regional science

was stolen or merely forgotten, but I could be
calm and asked to the theatre by telephone.

I like to study English, but there was no

Finally I was able to receive my iPhone and

chance to use it until I graduate from high

this event gave me great confidence.

school. Everyone surrounds me speaks

University of Oxford has a lot of famous

Japanese and I have never been to foreign

professor, and I was glad because some of

countries, so I have never been in a situation

they came and taught to us. They taught

where I have to speak English seriously.

mainly about silk roads, and I learned that the

After I entered university of Hokkaido, I

studies of silk roads are valuable in

joined Nitobe College which teaches students

researching how big and small societies

about leadership and studying abroad. Then I

related. And there are a lot of museums and

started studying English and gathering

libraries in the city of Oxford. I saw a lot of

information about studying abroad, but I did

exhibits such as books, weapons, tools of

not know how to study English to

hunting or farming from all over the world.

communicate with the students and teachers

There are exhibits also from Japan such as

in my destination of studying abroad. This

Teppo. I was interested in how people in the

made my anxiety for studying abroad

UK think about Japanese culture.

increased, and I even thought of giving up

After returning to Japan, Anthropology

studying abroad. But I wanted to speak

and archaeology are similar to geography in

English well and go to foreign country while

terms of thinking the reason of human habits

being a university student, so I decided to take

and cultures. The former studies use

part in this program even though I have

excavated items or heritages as hints to solve

anxiety in English. This program is two weeks

the question. On the other hand, the latter

long, so it was easier for me than the

thinks in relation to land. I learned the events

exchange program.

studied by these studies have an big effect on

I decided that my target is to speak a lot.

our daily lives the same as geography. I could

My biggest anxiety for studying abroad was

reconfirmed that the humanities science that

whether I can communicate well in English, so

is regarded as worthless by the general public

I tried to ask my question to teachers of

is a very important study.

lecture and talk to people in Oxford in the free

And I thought I want to study English

time. I noticed that communicating in English

more and be able to speak better. It was very

is easier than I had thought in Japan. Talking in

worthwhile to study anthropology and
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archaeology in English, and life in the UK had

and take part in the other program.

a lot of fun. I will continue studying English

Picture1 Arriving at Worcester College

Picture2 Pitt Rivers Museum
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Title: My experience in Oxford

Then I’d like to mention our school

Name: Erika Mitsui

life in Oxford. We stayed in Wooster college

Grade: 3

and took breakfasts and dinners there almost

Faculty: Law

every day. Its taste was very good and the life
in this college was very comfortable. Oxford is

I decided to take part in this program

very beautiful town because there are many

because I wanted to know what I would think

traditional buildings and above all there is a

about when I study in the university of Oxford.

high-quality of environment of study. It was

I’m very familiar to UK because I was born in

very fun to walk in this town. We had free

London and lived there for 4 years. Also, my

time almost every day, so I could do

father graduated from the University of

everything I wanted to do. I visited Christ

Oxford and he always says his experience in

Church college (It is a filming location

Oxford is the most important days in his life,

of ”Harry Potter”!) and went up Carfax Tower

so I have been so interested in this university.

and saw the whole town and so on. Of course,

We

studied

mainly

about

we enjoyed shopping and also Professor Kato

anthropology and archaeology, and we also

took us to some pubs. We could enjoy not

visited various kinds of museums. In Hokkaido

only sightseeing, but also a school life as if we

University I usually learn about law and

were students of the University of Oxford!

politics, so it was a first time to learn about

We had a chance visited other

these fields. Classes taught in English were

towns. On the 6th day, we visited Stratford

much more difficult than I had expected, but

upon Avon, the birth place of Shakespeare.

professors had enthusiasm to study about

The atmosphere of this town was so different

their fields and they responded our questions

from Oxford, so it was very interesting. In this

seriously. I struggled to understand their talk

place, my thought went to Shakespeare

and I think it was a very good chance to listen

spontaneously. The last day of this program

to English of native speakers.

was a free day, so I visited Stonehenge with

After classes, we visited museums

my friend. There was a class about

and libraries in Oxford in the afternoons. I was

Stonehenge, so I could deepen my knowledge

most impressed that they exhibited historical

I learned.
Also, we stayed in London for three

materials in different ways. For example,
them

days. We visited British Museum and curators

according to age or area. On the other hand,

explained about Japanese gallery. I was

Pitt-Rivers Museum classified them according

impressed by there was an Ainu art. We had

to use. I considered their merits and demerits

much free time, so I enjoy sightseeing,

and it was the most interesting activity in

musicals, shopping and so on.

Ashmolean

Museum

classified

After this program, my enthusiasm

studies in Oxford.
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for English became bigger and now I’d like to

future. I’m grateful to all the people I met in

study in English-speaking countries much

Oxford!!

longer time. It was a good chance to consider
my purpose of going to the university and my

↑Carfax Tower

↑Wooster college
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Title: What I have learned at England

many shops, restaurants, book stores and

Name: Daigo MOCHIZUKI

sightseeing spots such as Christchurch which

Grade: 3

is famous for the movie of Harry Potter.

Faculty: Engineering

Third, communication was easier than I

Department: Informatic Engineering

had expected. Even if I could not speak English
perfectly, by using body languages such as

I had a good experience through Oxford

expression and gesture, I could communicate

University at England. I write about what I

with foreign people. Of course, we could get

learned at Oxford.

along with each Japanese member. For the

First, classes were difficult for me.

first time, we could not talk each other a lot,

Archaeology is not my specialty and I felt my

however, gradually, we could know each other.

effortless of my English learning. One day, I

In England, a pub, which is called ‘Public

asked a question in the class and I got the

House’ was born and it is famous. A pub is

answer. My professor talked about many

tavern in Japan but there are differences in

things to answer my question. However, I

pub and tavern. Pub has only drinks and

couldn’t understand what he said perfectly. At

customer use pub only short time. Tavern

that time, I felt the difficulty of studying

serves not only dinks but also foods, and guest

specialized subject in English. I would like to

use tavern a long time. We went to pub many

sightsee rather than study abroad. It is

times and I could talk with a lot of people. At

because I can concentrate on my specialty in

that time, I noticed the most important thing

Japanese and I like traveling abroad.

to live with people. It is that to smile is so

Secondly, the most impressive thing was

important regardless with Japanese or with

to see ‘Les Misérables’ at London. I was happy

foreign people. Smiling makes people happier

to see it since it had been performed from

and it makes convenient for us to

London. I realized that London is the centre of

communicate with each other. In Japan there

the world. At London, I did a lot of things. For

is a famous proverb, ‘good fortune and

example, we visited the British Museum.
There were so many works in there, so I could

happiness will come to the home of those
who smile ；Laugh and get fat’. I felt the

not watch all of them. We met a Japanese

importance of this word and I appreciate this

person who works at the British Museum. She

word forever.

can speak English very well and I felt it is good

Finally, I thought that the world is wide.

thing to work at abroad. And, I visited the

We can do a lot of things not only in Japan but

Museum of Sherlock Holmes. It was so

also in all over the world. I will experience a lot

exciting as I am Sherlockian. Both London and

of good things and many pains. Of course, I

Oxford were attractive city. Oxford is the city

would like to do enjoyable things, however,

which suits for student, however, there are

even if with pain, I do not want to be nervous.
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And I will do my best to believe that it will be
the key for my own future.
Many thanks to my family, friends and
teachers who supported this experience.
Thank you so much.
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Title: My great experience in the U.K.

human society as it creates new culture. I was

Name: Shoki Nishimoto

surprised that Stonehenge is built with

Grade:3

astronomical knowledge. I had wondered

Faculty: Humanities and Human Sciences

that what do the stones arranged in a circle
mean.

This program isn’t my first experience in

We visited 3 museums, Pitt-Rivers

abroad. As far as I think, my English skills are

museum,

better than then, I decided to participate this

museum. However, Pitt-Rivers museum and

program with thought that whether I can

the others are different from its how to exhibit.

make myself understood in English. And, it

In Pitt-Rivers museum, exhibits are displayed

was interested in studying in University of

together if they have a same function. I was a

Oxford which is the best university in the

little confused as I had got used to way of

world.

exhibiting sorted by country, area, era and so

University of Oxford consists of 38

Ashmolean

museum,

British

on.

colleges, so it is said that Oxford is “town in the

I think the former is convenient for

university”. We can’t find such a town in Japan.

research, and the latter is popular. In British

University of Oxford has different systems

museum, there is a problem with ownership

compared with these of Japanese university.

of exhibits. It is difficult to decide immediately,

Especially, Tutorial system is unique for me.

which is proper, exhibiting in this museum or

Students must do huge quantity of homework

returning to its origin area. Both side’s

every week. It is no wonder that doing part

opinions are understandable.

time job is not common, and the university

If you focus on real life in foreign country,

doesn’t allow to undergraduate students to

we can divide English skills into 3 kinds,

do so. In this system, there should be a lot of

reading, speaking, listening. English you can

professor, but it is clear that this system is very

read has the widest range, and this is same to

effective for student’s study.

many people. And, for me, listening is more

In the lectures, lecturers used plain

difficult than speaking, though it may be

English and didn’t use a lot of terms. This

different from person to person. From my

helped me to understand easily though my

experience, listening and speaking skills are

major isn’t archaeology. Through the lectures,

very important for life in foreign country.

“Migration” was one of the keywords.

However, studying these skills by myself is not

Migration is influenced by climate, landform,

so easy in terms of keeping motivation. So,

movement of game and so on. Scale of

being under the pressure of the necessity of

migration is very large, we can see some

using English is the best way to improve these

evidence of their wisdom which made travel

skills.

easier. Such a migration is important for

We visited some offices which has
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something to do with Japan. It was a good
opportunity to know works in foreign
countries as we don’t have a lot of
information about them in Japan. I was able
to broaden my horizons for my future.
Though period was only 2 weeks, it was
a great experience for me.
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Title: My discoveries in 14 days

British food is very good rather than bad, as

Name: Taisei Nohara

Japanese people say. In excursion, I ate fish

Grade: 3

and chips for the first time and it was very

Faculty: Engineering

delicious. Other dishes also tasted good. As

Department: Information science

the proverb says, “Seeing is better than
hearing.” Other thing I found about British

I have experienced very valuable

food is that the quantity was very much.

time and found many new things through this

When we eat meal in British restaurant it cost

seminar. We learned about archaeology in

higher than compared to Japan, because

lectures and museums. In the lectures,

consumption tax rate is twenty percent in the

professors taught us archaeology from

UK, and the quantity of food is also much than

various points of view, such as migration, tools,

Japan. In supermarket, I found that there was

trades, and cultures. I found that there was

only one employee in a store. I felt it strange

much migration in the old era and so human

at first, and then I knew the reason. Almost all

beings spread around the world with their

the cashier in the store is self-cashier, contrary

technology and culture. In discussion, we

to

asked professor questions which we wanted

supermarket should introduce self-cashier

to know about and professor explained

much more to reduce labor cost.

Japan.

I

thought

that

Japanese

his/her opinion to us in detail, politely. In

In my studying abroad, I sometimes

contrast to classes in Hokkaido University and

felt internationalism of the UK. The time when

almost all Japanese Universities, discussion

I felt it first is at the market. I found other

among several people is regarded as

country’s traditional food were sold, such as

important. I feel that positive discussion

Ethiopian, Chinese, and Japanese food. When

improves students’ thinking skill.

we went to London, there were many people

In excursion, we visited British town,

from around the world, so many kinds of

which is smaller town compared to Oxford,

language were used. I thought that London is

and watched many spots. I went to

one type of model international city

Shakespeare’s birthplace and his family’s

Through the seminar, I realized that I

grave. The grave locates in a church and I felt

had the possibility to study or work outside of

sacred atmosphere in the church. I felt it

Japan. I’m still searching what I should do in

interesting that Shakespeare’s home matched

the future, but I want to be careful not to cling

with the townscape. I thought British old

to Japan too much. I’m major in information

townscape had remained since hundreds of

science and I think I will have to cooperate

years ago.

with people who have different background,

In the UK, I found many new things I

because information field become more and

had never experienced. First, I found that

more important around the world, especially
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in developed countries. I have learned the
importance of English and communication
with foreign people, and I realized that I had
to improve my English skill to communicate
with foreign people more fluently and exactly.
I want to study about my field and English
much more to be able to work internationally.
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Title: What I have learned through the

large university, so there are many research

Oxford Study Abroad Program

institutes and academic facilities around the

Name: Kinari Saga

city, and almost all building has been surviving

Grade: 2

from the 18th century. These features make

Faculty: Engineering

the atmosphere of Oxford suitable for

Department: Socio-Environmental

studying, that is to say, the city has

Engineering

magnificent buildings and less advertisement
in the landscape.

1.Staying in Oxford and the UK
The experience of staying at

2. What has been changed by this experience

Worcester College in Oxford was life-changing

in my future

for me because I had never known there was

Experienced Oxford tour, I have

such an excellent environment to study in the

decided to challenge study abroad as an

World. I think Worcester College and Oxford

exchange student in my undergraduate.

are an excellent place to study and spend

There are three reasons I have chosen

because of two reasons.

studying abroad as an exchange student.

The first reason is Oxford's college

Firstly, I will have more chance to

system. The college system can offer students

have a life-changing encounter than when I

attentive

functional

study abroad in a language school, and this

connection between alumni. For example,

makes me motivated for my study and

colleges in Oxford offers students tutorial

learning English. I found in this experience

systems rather than Lectures. In the tutorial

that learning only English is not for me, and it

system, a tutor teaches one or two students

is necessary for me to learn English while

and assign them reports each week so that

discussing and gaining new knowledge.

students can learn not only by reading or

have visited Oxford on the purpose of learning

listening but also by interacting with the tutor.

archeology, so I have met many interesting

Also, surprisingly, tutors are professionals in

people who are specializing in each academic

each research area so that students may be

area.

educations

and

I

stimulated by prestigious professionals.

Secondly, going study-abroad during

Another example is the fact that alumni

my undergraduate give me a choice to go to

introduce them to another telling their college

graduate school or company overseas

name. This fact shows that there are strong

because tasks and necessity for skills equip

connections between alumni who graduated

me many skills to do that.

from the same college.

Finally, I can broaden my view as an

The second reason is the Oxford as a

expert when I study abroad as an exchange

city is calm and historical. Oxford itself is a

student. I have noticed connections between
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cultural anthropology and environmental

this has broadened my view. Going as an

study in this tour. Developing sanitary facilities

exchange student enable me to know more

in developing countries needs a close look at

about relations between my academic area

and study on society, so the technique of field-

and other areas and affect my future. Thus, it

work in anthropology is useful. I had thought

broadens my view.

environmental study especially about water is

These three reasons make studying

an in-laboratory matter, so the connection

abroad as an exchange student essential for

between anthropology and developing

me.

sanitary facilities is an entirely new idea, and
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Title: IKIGAI

me whenever I was in contact with Japanese

Name: Ryosuke SHIMIZU

cultures there, but even so I find that there are

Grade:3

a lot of Japan in various aspects in the UK.

Faculty: Engineering

Moreover, I thought that the most

Department: Mechanical and Intelligent

impressive thing out of these is the Modern

System Engineering

Art Museum. I went into the museum to
experience the contemporary art like Picasso,

While I was in the UK, I found that

Mondrian, and so on, and also bought

there are various things there that I can relate

souvenirs at the gift shop. At the gift shop,

with my home country, Japan. For example, I

there was a corner of Japanese culture books

met a lot of Japanese people while going

(refer photo) and there I found a book entitled

around London. Elementary school students

"IKIGAI". At first, I had no idea what the book

who seem to be on school trips from Japan at

was about. As I rack my brain, I realized that

London's subway, Japanese parents and

the tittle meant ‘Ikigai’, as in the ‘reason to live’.

children at the Kings Cross Station, which is

Here, I realized that there are a lot of Japanese

famous for the Harry Potter series. I also

original concepts that does not exist

found my home country’s culture, such as the

anywhere else. By looking at Japan from the

Japanese exhibitions at the British Museum

outside, I could apprehend the things that are

and Ashmolean Museum. Though I am

not usually noticeable when I am in Japan.

familiar with Japanese hand-overs such as

Therefore, I would like to expand my

swords, armor, and ukiyo-e ,there are also

perspective further from now on.

things that I am not familiar with, such as

In the lecture I learned about

Suzurie and Imari-yaki grenades. I also felt the

archeology and anthropology. Globalization is

boom of Japanese food there. Many Japanese

not something that has just started, it has

restaurants, such as the ‘Wagamama’ and

been happening for thousands of years.

‘Wasabi’ restaurants, were also found in

Through interaction with people from

Oxford and London. In London, I found a shop

different regions, I found myself thinking.

called ‘Ippudo’, which is quite famous in Japan,

What kind of things do people at the time had

by accident and I entered it. At the time I

thoughts about?

haven’t been eating Japanese food for a week,

Since I was planning on joining an

so when I ordered the tonkotsu ramen, which

internship program at a Hong Kong securities

I rarely ate when I’m in Japan, it tasted really

company this summer, I would like to learn

good. Furthermore, there were also many

more about Japan by utilizing what I learned

opportunities to find Japan in UK through

in this short-term study abroad program.

fashion outlets such as MUJI and UNIQLO. Of

Finally, I would like to express my gratitude for

course since I am Japanese, it was obvious to

the support of many people especially
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Professor Kato, who is the leader of this
program. It was a very fulfilling experience.
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Title: What I have to do for my dream through

each other. That often makes solving

learning in this study abroad

problems difficult.

Name: Miyu Shiozaki

At last I admire the Japanese woman

Grade: 2

working at Daiwa foundation. She has

Faculty: Humanities and Human Sciences

graduated from graduate school and worked

Department: Psychology and Culture

in foreign countries after graduated university
and worked in Japan. I want to work in foreign

In this study abroad program in

countries in the future. However, I have not

Oxford university for two weeks, I have

decided which occupation I want to be. I have

learned a lot of things which I had not notice

to widen my viewpoints and understand

in Japan.

various people, in order to prepare for
First, Oxford university has different

systems

from

universities

in

working outside of Japan. As one of the

Japan,

methods, I am going to join the international

remarkably a tutorial system. It is small group

internship, which Hokkaido university has. I

of 2 or 3 people, and students can discuss with

have heard that UK emphasizes internship

tutor. That promote students to have more

more than Japan. Many countries seem to

positiveness and curiosity about their major

have importance on internship as UK.

and be taught by tutors more deeply. These

Moreover, I also should have more

attitude for learning are worthy. Also college

knowledge about Japan, and propagate Japan

system is very efficient for students. They have

to other countries. When I was a high school

enough environment for study because they

student, I went and saw kyougen and nou,

belong to university and college at the same

which are Japanese classical amusement. I

time.

have heard that young people should have
Second all studies relate to my major.

enough knowledge and tell past Japan to next

I major in psychology and culture. I learned

generation and foreign people. I recalled that

archeology in this program. It is almost about

when I was taught by Dr Nicole at Japanese

things, people and their lifestyle in the past.

gallery in the British museum. She has more

However, we are able to compare these in the

knowledge about Japan than me, although I

past and those in the present. Archeology has

was born and raised in Japan. I have to know

a connection between past and present, so

about classical and present Japan. It is more

we find psychology and culture. We are able

important to know own country than other

to connect archeology with not only my major

countries. I am going to research about

but also other subjects somehow. When I

difference between Japanese culture and

think so, humanities and sciences have no

American culture, so I have to learn more.

borders. Various study subjects are supported

That was also recalled by an Ainu work made

from a lot of subjects, and all subjects link with

by Kaizawa. The picture below show what.
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Ainu is a classical culture in Hokkaido, where I
have lived, however I do not have knowledge
about Ainu. I was taught it only to the
minimum in history class when I was in high
school. Kaizawa seemed that the tendency
was bad, Ainu should be kept to protect. His
hope made the work, whose name is “Spirit
Reborn”
I have joined classes of famous
professors and been to some famous
museums, places and town in this program. I
have not been museums frequently in Japan I
have had grate experiences and it is a good
opportunity for thinking again of my study
and future. I have a feeling of gratitude to
parents, who support me pleasantly,
professors and teammates who have to do
with me in this program.
Picture: Ainu work made by Kaizawa at the
British Museum
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Title: What I learned through the Study

wood. I understood that the beautiful

Abroad Program in Oxford

environment contributed him to produce

Name: Shiori Sugimoto

great works.

Grade: 2
Faculty: Humanities and Human Sciences

The life during the program:

Department: Sociology

We stayed at Worcester College which is
one of the colleges composing the Oxford

The lecture of Archeology:
All

lectures

were

University. This college has really beautiful
interesting

and

gardens and river and many kinds of birds like

suggestive. The contents of the lectures

duck and swan could be seen at a short

included the change of landscape in three

distance. The students of the Worcester

different periods in Britain, basic concept of

Collage made use of many facilities installed in

archeology, the part immigration plays and a

the college. For example, gym, tennis court

lot of pottery and ornaments to explain the

and library. Some students studied at the

movement and relationship between ancient

riverside listening to the sound of water. I was

people. I liked the discussion after the lecture.

envious of them. The meals served in the

We discussed about the mental map,

college was good. The breakfast was almost

objectivity of archeology and the method of

the same everyday and included tomato,

fieldwork with professors. They gave us many

fruits, beans, pancakes and so on. We had a

explains and advise toward one question so it

relatively big dinner in the evening. The menu

was really satisfying time. I found that the

changed everyday and the staffs served us. I

archaeology is the basic of all subject and tell

really liked talking with member and

me a lot of hints for my major. Therefore, I

professors with deserts and coffee after the

should continue to study archaeology with

dinner.

the knowledge I acquired through this
program.

What I learned about Oxford and London:
I could acquire a lot of knowledge about

Excursion:

Oxford and London through use of public

We visited Stratford upon Avon where

transportation, conversation with local people

William Shakespeare was born and died. I had

and professor Kato, walking around the city

a look around the church which had his grave.

and visit to museums. Firstly, the public

There were a lot of beautiful nature there like

transportation was good in both cities. We

beautiful river, flower, air and buildings. The

could go anywhere by bus or train from

style of buildings is said as Tudor style which is

Oxford and there were many subways in

known for the wall made from stucco and

London. Secondly, local people were really

bricks and the beams and pillar made from

kind. They showed me the way and which

36

subway I should take on when I asked and

are main features of the university of Oxford).

even if I didn’t ask them anything, they said

I am looking forward to directly experiencing

‘Are you Okay?’ to me. I really appreciate it.

those system. In addition, Hong Kong used to

Professor Kato told us many things about

be the colony of Britain, so it will be interesting

Britain. Especially, the fact that the way of

to compare the culture and buildings with

speaking English depends on the social class

British one.

was shocking. Actually, the college president
who are the aristocracy spoke easy English to
understand in really beautiful pronunciation.
On the other hand, it was relatively difficult to
listen to people without high position like
shop staff. I walked around both cities every
day and I found that most people who can be
seen in this time of the year at Oxford were
tourist because all the buildings were owned
by university. However, the city was always
lively. I think Oxford is interesting in terms of
the tourism. London was really exciting city
too. There were many people from different
countries and different social class, therefore I
could hear many kinds of languages and
English. Finally, the famous museums in
Britain has high quality of exhibit items and
free admission, so not only tourists but also a
number of local people and children visit
them. I think this leads to the public’s
understandings of arts, which attract many
donation to maintain the museum.
The impact on my future:
This program told me the significance of
studying in foreign country and motivated me
to learn more toward my study abroad. My
destination of exchange study program is the
Chinese University of Hong Kong which also
has college system and tutorial (these systems
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Title: What I Learned in Oxford

only at their house, they think hat next village

Name: Mimo Takahashi

is distant. These differences come from their

Grade: 2

lifestyle.

Faculty: Law

I visited Stratford-upon-Avon where
William Shakespeare was born in for our

I took 8 lectures and I visited 4 museums.

excursion. I visited many places related to

First, I learned about college system,

William Shakespeare. I think Stratford-upon-

especially about tutorial system. This system

Avon made him to write such wonderful tales.

provides each student to one teacher, so

There are stone-made houses and a lot of

students can learn how to write very well. In

green.

Japan, especially my faculty, there are over

During my stay at Worcester Collage, I

100 students and 1 teacher in many classes. I

ate breakfasts and dinner at the college’s hall

often think if the class were smaller, we

where high and long room. I saw big yard in

students could learn more deeply. So the

front of entrance in the college where

college system is very worthful for students.

students who stay at the college see every day.

And, college is not faculty so each college

There are a lot of green which makes students

should improve themselves to catch more

relaxed the way to entrance from our rooms.

clever students. In Japan, most universities

University of Oxford’s teachers restrict

don’t look themselves, they look other

students not to do part-time job. This means

universities. I think japan should respect this

students can do only studying but if they don’t

thought.

have much money they should borrow from

I

was

interested

in

the

lecture

nation.

“Archaeology in Northern Eurasia” given by Dr.

I studied law at Hokkaido University but in

Peter Hommel. In the middle of lecture, he

my faculty there are no need to choose our

told that Similar structure represent moving

major so I don’t have major. When I entered

or contacting, archaeologists think. First, I

this university, I decided to have the aim of

wondered how to know the roots of such

becoming a lawyer but now, after returning

tools or structures but listening to the lecture

from England, I want to work all over the

I understood it. Then I wonder how to know

world, I don’t want to work only in Japan.

which is older… I also interested in why the

Then I become to interested in International

map was drawn. According to him, he human

law like Space Law. In fact, I’ve been interested

started drawing map to show where good

in Space Law since last year but I hesitated to

hunting place is or how to get other villages.

study such a minor law. However, people who

For example, men who hunt animals at

I met in England said I am interesting to study

mountains would think that next village is

Space law and I should study it because I am

close to their village. But for women who live

interested in and not so old law and not so
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many people are studying. Now, I decided to
study it and I also study other major law to
become lawyer.
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Title: As sun hurts my eyes too much

teachers who have been abroad before. They

Name: Kazuki TORIYAMA

talked to me about their own experience in

Grade: 3

the oversea school. Especially a professor,

Faculty: Education

who have graduated from school in London,
spoke many about his life in there, how bad

Throughout this short trip, of course

English weather is, buses which were

I gained lots of treasures. I could take great

frequently delayed, a button on the vending

opportunity to receive archeology lectures

machine which says “this button is not in use”,

from professors and doctors in university of

a faucet which serves only extremely hot

Oxford. In the museum, staffs who have

water or extremely cold water, and how

worked there for years explained about each.

special the UK is. Nevertheless, the UK in my

I fostered my understanding in spite of that I

mind was still not the UK. For me, it was

had almost no knowledge in advance. But

almost impossible to conceive the central

more than that, most fruitful thing for me in

island I have never been since I had never

this program is that I finally could feel foreign

gone out of my island until I moved to this city

country which I have heard from several

for my study. I still felt like foreign country was

people many times but never come alive in

about the wonderland in the somewhere not

my imagination. I don’t know whether that is

here at that time.

good for me or not yet, however.

I took part in this program to make

When I was a kid, I couldn’t imagine

my imagination, all of what I have heard and

even my traveling to another island, let alone

read, clear. Going through 12-hours tiring

going abroad. I life never allowed. My friend,

flight, getting on the couch to Oxford, seeing

who was older by 1 than me, lived next to my

scenery from the window, I was finally able to

house. His father worked in a well-known

link my imagination with reality. Everything

convertible retailer. His family seemed to

started to get vivid. There is ideal environment

afford enough to flying abroad in every annual

for everyone absorbed in academics.

vacation. New semester coming, I was always

For example, museums, of course

given something as souvenirs by him, such as

these are superior to any museum in japan in

chocolates containing macadamia nuts or

terms of their amount and quality. But as I was

keychains. Foreign country which I saw

astonished, these are still formed for the

through the glass of souvenir keychains looks

academic purpose. In other word, these are

further than its actual distance.

designed to inspire visitors.

Then,

couple

of

accidents

For another example, yard which is

approached me, making me what I am now.

quite important thing for me to study. I like to

I entered the college somehow,

walk around when my concentration runs out.

becoming acquainted with students and

Reading books in the library, I often come up
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with something while walking on my way
home. The college where I stayed had highly
ideal yard for such an aim. During the short
break, walking around to my heart content, I
was ashamed of myself as I am not a formal
student in this college.
Spending no less than 20 years, I
could change my imagination into the real
feeling in the end. Yet it is still uncertain if that
is good for me because now I am dying for this
place in spite of that I don’t know even how
much effort I need to get it. If it is not given no
matter how hard I try, perhaps I should not
have watch it from the start. I might be
confused. Anyway, I guess I need more time to
calm down and reflect on all things which
happened. Whether I can apply the
experience in this program or not is purely up
to my action to come.
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Title: What I have learned in the University of

different from most of the other museums

Oxford

which a lot of sculptures or pictures are

Name: Haruki Watanabe

classified by areas and eras. In this museum,

Grade: 2

countless materials are gathered at every

Faculty: Humanities and Human Sciences

function, such as leatherwork and Harpoons.

Department: European History

So we can understand cultural similarities and
differences in the world and feel globalization

This was my second trip for studying abroad,

before modern eras from the exhibition

but before then, I have never listened to

though such way of exhibition was confusing

lectures at a foreign university. So, living at the

because of mass information.

University of Oxford was exciting. And, I have
two main points that I have learned through

Second, this program had a big influence on

this short-term study abroad program.

the way of thinking of my future. Before
participation in this program, I had only one

First, in the lectures of this program, I learned

choice that I have to start working after

that I need wider-ranging viewpoints for my

graduation. However, I came to think that I

major studying. A lot of famous researchers in

would like to study history deeper and deeper

Oxford and Hokkaido University gave me

at a foreign graduate school because I could

lectures. In lectures, I mainly learned about

notice that studying abroad is helpful for my

Archaeology, especially, I was interested in

major and provide another viewpoint even in

Eurasian prehistory. Through analysis and

the same studying. In addition, the

interpretation of materials excavated in

conversations with our professors were also

Eurasia, researchers are able to understand

impressive for me. In the program, I could

cultural expansion and the connection of

have a lot of the opportunities to

world because similar materials were found in

communicate with them and I was fascinated

different area in Eurasia. Due to learning

by studying deeper. And, my life in Oxford and

about Eurasia in terms of Archaeology, I could

London was so fun that I could continue to live

see the world more globally. Until then, I

for a long time abroad. This is why I could have

tended to focus on limited area in modern era

other choices of my future life, not only

because my major is one country history.

working. I can both work and study abroad in

However, I learned that I have to have more

my whole life. After this program, I noticed

global viewpoints. Not only from lectures, but

this point. Food and languages are things that

also from visiting museums, I learned this

I have to pay an attention. I felt that I need to

point. As an excursion, I visited the Pitt-Rivers

prepare for cooking by myself in order to keep

Museum, one of the characteristic museums

my health if I start to live abroad because food

in Oxford. The Pitt-Rivers Museum was

in UK was not suitable for me and I gradually
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started to feel I would like to go back to Japan.
Also, I learned that I have to improve my

In conclusion, I was strongly influenced by

language skill because lectures in Oxford were

taking part in this program in terms of my

contained many technical terms and a little

major studying and my future. I have to take

difficult for me to understand. To understand

advantage of this wonderful experience in

lecture completely, I need to enrich my

only two years’ university life.

vocabulary.

Radcliffe Camera, one of the university’s libraries,

Pitt-Rivers Museum, one of the university’s museums,

the University of Oxford (2019/3/13)

the University of Oxford (2019/3/13)
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Special Program 2019
Alaska Natural Resources Sustainability
Field Seminar

University of Alaska Fairbanks
11-24 August 2019
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Objects
This seminar prepares future global leaders as academic researchers, agency
professionals and analysts of nongovernmental organizations and communities in
the world for studying fundamental sustainability science on natural resources and
environment. Examines principles of sustained yield, carrying capacity, supply and
demand

as

applied

to

agriculture,

range,

forest,

wildlife,

fisheries,

recreation, minerals and energy management. A wide range of perspectives is
presented to help students develop a personal philosophy toward natural
resources.

Contents
1. What is the natural resources?
2. Sustainability of natural ecosystem in Alaska
3. History and culture in Alaska
4. Group meeting and discussion: students of UAF and HU
5. Educational excursion for the Denali National Park

47

Day
11th

2019 Alaska Natural Resources Sustainability Field Seminar

Time
Subject
16:40
Pick up
9:00-13:00 Pay at Residence Life/gocery shopping/lunch

12th 13:00-16:00
9:00-9:20
9:20-9:45
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-15:00
15:00-15:30
15:30-17:00
13th 17:00-17:30
9:00-9:45
9:45-10:30
10:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14th 15:00-17:00
8:00-10:00
10:30-12:00
12:00-12:45
12:45-13:15
13:15-13:30
13:30-14:00
14:00-16:00
15th 16:00-16:30
9:00-10:30
11:00-12:30
12:30-13:30
16th 13:30-17:00
10:00-11:00
11:00-13:00
13:00-14:00
17th 14:00-17:00
6:00-8:00
8:30-16:30
18th 17:00-19:00
9:00-9:30
9:30-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
19th 14:00-16:00
9:00-10:30
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
20th 14:00-15:00
9:00-10:00
10:00-10:30
10:30-11:30
12:00-13:00
21st
PM
AM
13:00-15:00
18:00-20:00
22nd
20:30
23rd
1:30

Orientation and Introduction
UAF -> Pipeline
Field lecture 1: Pipeline
Field lecture 2: Permafrost Tunnel
Lunch
Field lecture 3: Gold Panning
Gold Daughter -> Kenji's reindeer farm
Field lecture 4: Sustainable living
Kenji's reindeer farm -> UAF
Filed lecture 5: Melting permafrost (thermokarst)
Filed lecture 6: Changing boreal forest
Field lecture 7: Birch plantation
Lunch
Field lecture 8: Alaska livestock
Lecture 1: Birch syrup
Field lecture 9: Forest measurement with drone
Lecture 2: Aurora
UAF -> Gold Dredge
Lunch
Field lecture 10: Gold mining
Gold dredge -> Poker Flats
Field lecture 11: Aurora science, wildland fire
Poker Flats -> UAF
Field lecture 12: Agriculture/Peony
Lecture 3: Sustainability
Lunch
Lecture 4: Lab/Analysis
UAF -> Angel Rock
Angel Rock hike
Angel Rock -> Miho's house
BBQ
AHRB parking lot -> Denali
Shuttle bus to Eielson Visitor Center
Denali -> UAF
UAF -> Bonanza Creek Experimental Forest
Field lecture 13: Boreal forest
Lunch
Bonanza Creek Experimental Forest -> UAF
Lecture 5: Analysis
Lecture 6: Wildlife Management
Field lecture 14: Timber use
Lunch
Lecture 7: Native corporation
Morris Thompson Visitor center
Lecture 8: Indigenous Culture
UAF -> AKDOF
Lecture 9: Forest management
Lunch
Museum
Preparation for presentation/check out
Presentation
Closing ceremony
UAF -> FIA
Fairbanks
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Leader
Dr. Miho Morimoto

Dr. David Valentine, Dr. Miho
Morimoto & International office
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Kenji Yoshikawa
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Kenji Yoshikawa
Dr. Miho Morimoto
Dr. Jan Dawe & Sayako Kanie
Dr. Miho Morimoto
Sarah Barcalow
Dr. Jan Dawe & Sayako Kanie
Dr. Miho Morimoto & Matt
Dr. Akasofu
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Public tour
Dr. Miho Morimoto
Dr. Minchu Zhang
Dr. David Valentine
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Glenn Juday & Dr. Miho
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Tom Paragi
Allen Menaker
Dr. Miho Morimoto
Sarah Obed
Dr. Miho Morimoto
Dr. Sean Asiqłuq Topkok
Dr. Miho Morimoto
Chris Maisch & Doug Hanson
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Arai & Dr. Xiao
Dr. Miho Morimoto
Dr. Miho Morimoto
Dr. Arai & Dr. Xiao

Location
FAI

UAF ONL305
Pipeline
Permafrost Tunnel
Pedro
Gold Daughters
Kenji's reindeer farm
Lola Tilly Kitchen

LARS
T-field
UAF trails
IARC
Gold Dredge
Gold Dredge
Poker Flats Rocket
GBG
UAF ONL305
WRRB computer lab
Angel Rock
Miho's house
Denali National Park
Field site
Bluff
ADF&G
Northland Wood
Tanana Lake
Doyon
Visitor center
UAF ONL305
DNR
GBG
UAF Museum
UAF ONL305
UAF GBG
FIA

Main Lecturers

Dr. David Valentine is a professor of forest soils. His broad research interest is in ecosystem
ecology, biogeochemistry, and element cycling in northern ecosystems. His past research focused
on the role of soils in forests, grasslands, and wetlands in generating or consuming trace gasses,
especially carbon dioxide and methane, that influence Earth’s climate. His recent research has
focused on the effects of wildfire and moisture stress on soil respiration and carbon balance.
Dr. Miho Morimoto is a postdoctoral fellow of forest resources management. She was graduated
from Hokkaido University for her BD and MD, and once studied as an exchange student at the
University of Alaska Fairbanks during her master and doctor courses. Her research interests are
forestry, Landscape ecology, climate change, forest regeneration and disturbance.
Dr. Glenn Juday is a professor of forest ecology at the University of Alaska Fairbanks. His research
interests are tree-ring studies, climate change assessment, biodiversity under forest management
systems, climate change and forest growth, sustainable boreal forest production, forest
disturbance from insect outbreaks, forest regeneration under management, long-term
environmental monitoring, old-growth forest ecology, natural controls of biodiversity, wildrness
and natural area management, forest development and ecosystem life history.
Dr. Syun-Ichi Akasofu is a professor of physics and founding director emeritus. He is known as an
expert in the aurora sciences. He has a wide interest in all aspects of the solar-terrestrial
relationship, including climate change; He served as founding director of the International Arctic
Research Center (IARC) until his retirement in 2007. He was the recipient of the University of
Alaska Edith R. Bullock Prize in 1977 and the Alaskan of the Year Denali Award in 1999. Upon his
retirement in 2007, the University of Alaska Board of Regents officially named the building in
which IARC is housed the “Syun-Ichi Akasofu Building”.
Dr. Kenji Yoshikawa is a professor of water resources, at the Water and Environmental Research
Center, Institute of Northern Engineering in the University of Alaska Fairbanks. He is actively
engaged in geophysical, geothermal, hydrologic and permafrost research throughout Alaska. He
got the PhD from Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University.
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Mr. Allen Menaker is President of Northland Wood, which has been Alaska’s local lumber industry
for over 50 years.
Dr. Jan Dawe is an assistant research professor of the School of Natural Resources and Extension
Directory. Her research interests are birch trees and birch sap.
Dr. Milan Shipka is Associate Director of the Agricultural and Forestry Experiment Station, and
Agriculture and Horticulture Department Chair. His research interests are reproductive physiology
and behavior of traditional and alternative ruminant species in the Alaska livestock industry, such
as reindeer, muskoxen, and cattle. His current research programs are reproductive biology of
reindeer and muskox and management of reproduction in theses species in farmed settings.
Dr. Mingchu Zhang is a professor of Agronomy/Soil Sciences. His research interests are the
nutrient management, the soil organic matter, peony, forage and field crop production in subarctic
area, waste management/composting and land reclamation.
Dr. Sean Asiqluq Topkok is an associate professor in School of Education. His interests include
multicultural and Indigenous education, decolonization and Indigenist methods anadn
methodologies, working with communities to help them document their cultural heritages, and
community well-being.
Dr. Lan Xiao is an assistant professor at the Institute for the Advancement of Higher Education,
Hokkaido University. Her research interests are social education and community education for
socially disadvantaged people, such as unemployed, immigrants and the challenged.
Dr. Katsutoshi Arai is a specially appointed professor at the Institute for the Advancement of
Higher Education, Hokkaido University. He specializes in genetics and developmental biology of
fishes.
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List of Student Participants

Name

Faculty

Grade

Yu KOKUBO

School of Law

2

Tatsuhiko MISAWA

School of Humanities and Human Sciences

2

Hisato MATSUYA

School of Engineering

2

Hana GOTO

School of Science

3

Shoko CATHRINE FURUKAWA

School of Engineering

2

Sae SAKAI

School of Fisheries Sciences

2

Midori HASEGAWA

School of Agriculture

2

51

Alaska Natural Resources Sustainability Field Seminar
アラスカ天然資源の持続可能性についてのフィールド・セミナー
講義内容要約レポート

Field Lecture １
Title: Pipeline (パイプライン)
Lecturer: Dr. Miho Morimoto, Prof. Kenji Yoshikawa

第一回目のフィールドワークでは、パイプラインを見学した。パイプラインとは、
市民の生活に必要な石油を運ぶシステムである。パイプラインは世界に３つあり、ア
ラスカの他にシベリアとカナダにもある。
パイプは直径1メートル以上あり、鉄製で
ある。今回見学したアラスカのパイプライン
の全長は800マイルで、アラスカ州を縦断して
いる。
石油は温度を上げるほど粘性が落ちて流
れやすいので、パイプを流れる石油は温かく
なっている。そのパイプを永久凍土のある地
下に埋めると熱で永久凍土が解けてしまうの
で、地面から2、3メートルほど離した地上に
設置している。パイプと地面から離すための
支柱とパイプは完全に固定されていない。多
少の地面の変動があっても、パイプに負荷がかかって折れないようにするため、パイ
プがその上をスライドできる仕組みとなっている。支柱には、放熱システムが付いて
いるものもある。これは、夏には外の熱を地中に入れず、冬になると地中の熱を外に
逃がし、そのときの気化熱により対流を起こし地中を冷やすという仕組みだ。このシ
ステムは地中が0度近く、永久凍土が解けそうな箇所に設置されている。
パイプラインの建設や維持には非常に費用がかかる。流れる石油を温かくするの
にはエネルギーが必要である。温めて流れやすくする代わりに圧力で押し出せば良い
という案もある。これなら温める必要もないし、地上に持ち上げる必要もなく建設費
も維持費も抑えられるという利点がある。しかし、何が最善なのかはやってみないと
わからないというのが現状である。現在のパイプラインは30年の安全性を目安に設計
され、現在30年経っているので疲労の蓄積によりいつ壊れてしまってもおかしくない
状態である。これを点検するためのさらに高額な維持費と高額な建て替えの費用の間
で板挟みとなっており、政治家と技術者の間で題題となっている。(文責：古川翔子)
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Field Lecture 2
Title: permafrost Tunnel

(永久凍土)

Lecturer: Prof. Kenji Yoshikawa

永久凍土地帯の地下に掘られたトンネルを見学した。このトンネルは冷戦時の 1963
－1969 年に、永久凍土中の地下開削法研究のため、アメリカ軍によって掘られたもの
である。現在は地質学や古生物学などの自然科学研究のための施設となっている。永
久凍土とは２年間以上にわたり継続して０℃以下をとる地盤のことである。トンネル
内部は４万年前の地層がそのまま凍結した状態になっており、内部はとても寒く、気
温は氷点下であったが、Ice wedge（氷楔）の構造や、Ice lens、ステップバイソンの
骨などがみられた。Ice Wedge とは、地表が凍結収縮してできた割れ目に融解水が入
り込むことでできる地下にできる楔状の氷の構造である。トンネルのなかにみられる
氷は Ice Wedge だけではなく、地上部の池の水がそのまま凍結したものも含まれる。
この二つの氷の違いは、その構造にある。Ice Wedge では、そのでき方から、縦に筋が
入ったような構造がみられるが、池の水が凍った氷ではその構造が確認できない。こ
れらの氷の表面は、水中に含まれる有機物によってべとついている。今なおその表面
では昇華が起こっており、永久凍土の体積は毎年少しずつ減少している。私はこのよ
うな機会はまたとないと思ったので実際に触れてみたが、教授によれば、触った後は
手をよく洗うように、とのことだった。現在はいないようなバクテリアなどを含んで
いる可能性があるからだそうだ。そのほかに、Ice lens は、凸レンズのような形にみえ
る氷の塊を指し、まだその形成過程は明らかではないが、これが永久凍土中に多いと、
融解した際に地上での被害が大きくなるとのことであった。また、凍土について、利
用法についても学んだ。この工法は水道管の工事などに用いられている。凍土工法の
原理としては、まず、地盤中に、冷却水を循環するパイプを間隔をあけて埋め、これ
に塩化カルシウム水溶液など冷却液を流すことで管の周囲を冷却する。こうすること
で凍結管の周囲の土中の水が年輪状に凍結し、隣接する凍土の年輪が連結することで
遮断壁・耐力壁ができるので、そのなかで安全に工事を行うことができる。同じよう
な原理は原発事故の汚染水の海への流出防止にも用いられている。

(文責：五藤花)

Field Lecture 3
Title: Gold Panning（砂金採集）
Lecturer: Dr. Miho Morimoto

このフィールドレクチャーでは砂金採集について学んだ。砂金は川の底の砂利のな
かに混じっており人力で取り出す方法と機械で取り出す方法の２つがあったが、今回
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は人力での方法を教わった。砂金は砂利に比べて重いため下に沈みやすく水をかけて
も流れにくい。この性質を利用して砂金を取り出していく。まずお皿の上に砂利をの
せたら水と混ぜ合わせてゆすり、砂金を下に沈める。その後ためてある水の中にお皿
を入れたり出したりして大きな砂利を捨てていく。お皿に残った砂利が少なくなった
らお皿の片側に寄せて傾けながら水をかけていき軽い砂利を洗い流していく。砂金は
簡単には流されないため最後まで残り、指にくっつけて取り出す。最初はほとんどの
人がおそるおそるやっていて時間がかかったが、意外と砂金が水に流されず、大雑把
にやっても大丈夫だとわかると砂利を大胆に捨て始め、お皿山盛りに砂利を持ってき
たわんぱくな人もいた。結局川の砂利から集められた砂金は数えられるほどしかなか
ったが、支給された「必ず砂金が入っている袋」からは大量の大きな砂金がとれたた
めみんな大喜びだった。集めた砂金は洗った後にバーナーで乾かしてボトルに入れて
もらった。川からは砂金だけでなくマンモスの骨や牙などもとれるらしく、保管して
あったものや復元された大きな牙をみてとても驚いた。このフィールドレクチャー終
了後、みんな口をそろえて疲れたといっていたが、それだけやってもとれた砂金はご
くわずかであり、いかに効率の悪い作業であったかを身をもって体感した。昔の人も
人力での砂金採集には限界を感じていたらしく、大規模な機械化が 1900 年代前半に
進んだ。超巨大な Dredge と呼ばれる機械は大きなバケツがぐるぐると運ばれ続け砂
利を運び、ドラム式のふるいによって小さな粒形の砂利を分離し、そこから砂金を取
り出すというものである。この機械によって生産性は飛躍的に向上したが、非常に大
規模に行っていたため川が変形し大きな砂利の山ができており周辺環境への負担は計
り知れない。歴史を伝えていくことの重要性が強く感じられた。 （文責：松矢陽哲）

Field Lecture 4
Title: Sustainable Living (持続可能な生活）
Lecturer: Prof. Kenji Yoshikawa

アラスカ在住の吉川先生のお家にお邪魔して、彼の Sustainable Living（持続可
能な生活）についてお話を伺った。
吉川先生は苫小牧からはるばるアラスカまでヨットで渡航した経験の持ち主で、
現在はアラスカ大学で永久凍土の研究を行っている。彼は電気も水道もない暮らしを
しており、電気はソーラーパネルから、水は街から運んできているという。
吉川先生は庭で Reindeer（トナカイ）を 10 頭以上と犬のシロを飼っている。と
いうのも、吉川先生は移動手段の中で唯一トナカイの牽くそりにだけは乗ったことが
なかったので、そりを牽かせるためにトナカイを飼いはじめたのだそうだ。また、吉
川先生はこのトナカイに与える水を溜めるために庭に池を作った。池を作る際に苦労
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したことは池の水に蚊が大量発生することで、初めにツバメが蚊を食べてくれると聞
いてツバメ用の巣箱を設置したが、蚊の数はあまり減らなかった。そこで、トンボの
幼虫であるヤゴが蚊の幼虫であるボウフラを食べることを思いつき、他の池の泥を 10
回ほど汲んで池に放したところ、1 年で完成し蚊の数は劇的に減ったという。これに
加えて、ボウフラを食べてくれるニジマスを 80 匹放流したのも奏功したという。しか
し、ここで池の水が凍ると空気中からの酸素の供給がなくなるため、ニジマスにとっ
て酸素が足りなくなることが題題となる。そこで吉川先生は、ニジマスに冬を越させ
るのではなく、秋になったら池の中のニジマスを全個体釣り、燻製にして食べてしま
うことにして、5 月にニジマスをまた釣ってきて生きたまま池に放すようにしている
そうだ。他にも、ドライセラーを作り、冷蔵庫代わりにしたり、車道から家までの道
を作ったり、暖炉に焚くための薪を割ったりするなど、吉川先生は持続可能な生活を
自らの手で作り出してきた。
吉川先生のお話を伺い、また実際にどのようにして生活しているのかを見て、便
利な生活が普及している現在でも先生のように持続可能な生活を送ることが可能なの
だと実感することができた。吉川先生は、
「他所から常に供給しなければいけないもの
には無理がある」と仰っていたが、まさにこの言葉の通りで、持続可能な生活を送る
ことが、もしかすると最も楽な人間の生き方なのかもしれないと感じた。
（文責：酒井彩江）

Field Lecture 5
Title: Melting Permafrost (Themokarst) (解けゆく永久凍土)
Lecturer: Prof. David Valentine

この授業ではアラスカ大学のシラカバ林を見学しに行った。林の小道は地面に大小
の凹凸が多く、凹凸を登ったり降りたりしながら奥に進んでいった。そのような地形
はサーモカルストといって、地中に散在していた永久凍土が解けて、その部分が地面
を支えられなくなり陥没した場所を指す。見学した場所は、昔に林を開拓して広い畑
を作ったが、それにより太陽光が地面に直接当たることで地中の永久凍土が解けてし
まい、サーモカルストが形成された。激しい凹凸によりにより畑が機能しないため、
畑作を停止した。その後、木が生え始めたのが60～70年前であり、シラカバの木は比
較的細い。
地面は、凹凸の有無にかかわらず柔らかく、スポンジのような感触だった。これは、
木から葉が落ちて地面の微生物によりゆっくりと分解されていくからである。枯葉は
分解されやがて土壌となり木の栄養になる。この長期間のサイクルが木々を支えてい
る。
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また、ほとんどのシラカバの白い幹には緑色の菌類が生えていた。足元を見れば様々
な種類のキノコがあった。倒木に生えているキノコはその栄養を吸って生きているが、
この場合はシラカバとキノコは共生している。根元にキノコがついた木は病気になり
にくく、キノコに栄養を吸われるデメリットよりも病気にかかりにくいメリットの方
が大きいのである。
シラカバの木は幹が白く上に真っ直ぐ伸びるのが特徴であるが、この林には多くの
シラカバの木が幹の途中から折れ曲がっていた。これは、冬に雪の重みに耐えられず、
折れ曲がってしまったものと考えられる。
地面にはシラカバの木の根に近いところまで見えるくらいの高さの草が生えていた。
また小道以外にも地面の土が見えるほどの場所もあった。草原のように背丈の高い草
が生えないのは、この林の大きな特徴である。
この授業では、実際に永久凍土が地形に与える影響を目の当たりにした。 同時に、
目に見える特徴を一つ一つ挙げていき、それぞれ解説してもらうことで森の中でどの
ような植物同士の関わり合いがあるのかを学んだ。

（文責：古川翔子）

Field Lecture 6
Title: Changing boreal forest （北方林の変容）
Lecturer: Prof. David Valentine

昨今の気候変動に伴い、北方林は変化している。別の講義でも述べられた通り、フ
ェアバンクスの高木は、Alaska paper birch, larch, aspen, balsam poplar, white
spruce, black spruce の 6 種である。現在フェアバンクスの主要種である black spruce
は、木炭の解析などから過去には存在しなかったことがわかっており、森林構成の変
化はもちろん今に始まったことではない。今後も、様々な種の分布域や植物群集の構
成の変化、特に南方からの植物種の侵入が予想される。そうした状況において、どの
ような外来植物種が、どれだけ現在のフェアバンクスの気候で適応できるのかについ
ての研究の一環として、フェアバンクス校には、様々な外来植物が、柵に囲われた区
画に実験的に植えられている。例えば、カナダ原産の落葉性のマツが植えられている
が、そのうち、何本かはフェアバンクスに適応して成長している。しかし、ねじ曲が
って成長し、成熟に失敗した個体も見られた。その理由は、このマツが、カナダ全体
の様々な地域から導入されているからであり、成長に失敗した個体は、主にカナダの
南方のものであった。同一種でありながら成功する個体と失敗する個体がいるという
事実から、それらの種が自然移入し定着するためには、遺伝的多様性が重要であるこ
とが示唆される。
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気候変動による北方林の変容を考えるうえで生じる疑問としては、現在の気候変動
の結果として自然のプロセスで移入してきた種は、受け入れるべきなのか、という点
が挙げられる。つまり、気候変動の大部分が人間に起因すると考えた場合には、外見
上は自然移入であっても、間接的に人間が非意図的に導入した侵略的外来種と捉える
ことは、1つの見方として可能である。北方域は生物多様性が低く、生物多様性ホット
スポットの多くは、低～中緯度地域や島嶼部に存在する。よって、南方生物の侵入を
生物多様性の増加、プラスの影響と考えることもできなくはないだろう。しかし、北
極特有の生態系を侵入種が改変してしまった場合、地球全体としての種や生態系の多
様性の低下につながる。ともかく、このような困難な題題を抱えながらも、気候変動
は進行を続けている。よって、そうした北方林の変化に対する適応策を考えるために
も、様々な外来植物を実験的に栽培し、その適応可能性や定着要件について調べるこ
の研究は、非常に有意義なものであると考えられる。

（文責：三沢達彦）

Field Lecture 7
Title: Birch plantation (白樺プランテーション)
Lecturer: Ms. Sayako Kanie

アラスカ固有の樹種paper birchが128本植えてあるbirch plantationで蟹江さんか
らOne Tree Alaska Programのお話を伺うとともに、蟹江さんの手伝いを行った。One
Tree Alaska Programとはアラスカ大学フェアバンクス天然資源および拡張学校の教
育、研究、およびアウトリーチプログラムである。STEAM(Science, Tech-nology,
Engineering, Arts, Math)が基にありEngaging K-12 Students、Involving Citizens、
Building Community、Collaborating with K-12 Teachersの４ステップを通して、す
べての子どもたちが、自分たちの地域の環境を探求する十分な機会を持つべきである
という信念のもの活動しているそうだ。
白樺は雌雄同株であり雌花序が雄花序より1年早くつくため、雄花序が葉の先につき
その一つ手前の部分に雌花序がつく。外来種の雑草がbirch plantation内に生えており
それらを刈る際に雌花序がついている木の周辺では注意を払うために、ピンクのリボ
ンを付け雌花序がついた枝を分かりやすくするそうだ。その作業に加え、雄花序の花
粉を取り人工的に受粉させるために、雄花序ができているかどうかを記録する作業の
手伝いを行った。
研究としては休眠期間を３ヶ月、４ヶ月、５ヶ月と変化させることによる気候変動
の推測や気候変動が原因で夏が120日間になり南のカンバ類と似てきていることなど
と聞いた。
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Birchの周りにベニテングタケとおそらくシロカノシタが生えていた。ベニテングタ
ケは主にシラカバなどのカバノキ属の木の地上に発生し、キノコが輪になって発生す
るフェアリーリングを形成する事もある。ベニテングタケは食べるとおう吐、下痢な
どの消化器系の中毒症状や筋肉の痙攣、一時的な精神の錯乱などが起こるとされてお
り、昔はその強い毒性を活かし、ハエの捕殺にも使用されたそうだ。シロカノシタは
マツなどの針葉樹の林の地上に群生し、欧米ではシチューやオムレツなどに入れる食
用キノコであるが、近年毒の成分が発見されたそうだ。シロカノシタのフェアリーリ
ングを観察でき、菌根菌が樹木の根に依存して生育していることを確認できた。
（文責：長谷川翠）

Field Lecture ８
Title: Alaska Livestock (アラスカの家畜)
Lecturer: Dr. Sarah Barcalow

14日、LARS（Large Animal Research Station）を訪問した。LARSはアラスカ大
学の動物研究機関である。敷地内の牧場を順に周り、飼育している家畜を紹介してい
ただいた。LARSではアンガス牛4頭、トナカイ60頭、ジャコウウシ60頭を飼育、研究
している。
まず、日本では見慣れないジャコウウシを見た。ジャコ
ウウシは、アラスカに住んでいるウシの一種である。一番特
徴的なのはその角である。額からセンター分けされ、下に向
かい、角先が上向きになっている特徴的な立派な対の角を持
つ。まだ成熟していないツノを持つ若いジャコウウシは角の
付け根がピンク色をしていて敏感なので痛みを感じやすい。
体毛は全体的に長く茶色で、背中の一部分だけ白くなってい
る。肩までの高さは1メートルほどで、体長は2メートル以下
の小さめのウシである。ジャコウ牛は成長が比較的緩やかで、性格が穏やかである。
大人の体長や体重はメスよりオスの方が大きい。ジャコウウシの毛はキヴィアックと
呼ばれ希少な毛である。100%キヴィアックの糸は1オンス（28グラム）で95ドル（1万
円以上）と高価で、売店に売っていたキヴィアックのマフラーは軽くてとても柔らか
かった。
次にアンガス牛は、4頭中3頭が赤く、1頭は黒であった。非常に大きく、体重は900
キロほどである。アンガス牛は穏やかな性格で牛同士も仲が良い。LARSのアンガス牛
は現在、栄養の取りすぎにより太ってしまっているので、ダイエット中である。

58

最後にトナカイを見学した。トナカイは生まれた時は6～10キロほどだが、成長す
ると70～80キロになる。角はオスとメスの両方に生えている。トナカイは成長が早く、
飼いならすのが容易である。
そのあと、屋内作業場を見学した。中に入ると、ジャコウ牛専用の作業場とトナ
カイ専用の作業場があった。ジャコウ牛専用の作業場は囲いがあり、そこで研究用の
試料をとったり、毛を刈ったりする。トナカイ専用の作業場は大きな箱状の囲いがあ
り、機械を作動させてトナカイを挟み、作業を行う。
今回は、一般では入ることのできない場所に特別に入れて頂き、大学の研究用の
動物がどのように飼育されているのか、またどのような施設で行われているのかを知
ることができた。

（文責：古川翔子）

Lecture１
Title: Birch Syrup（バーチシロップ）
Lecturers: Dr. Jan Dawe & Ms. Sayako Kanie

このレクチャーではバーチシロップの製法についての研究とそこに関連するプロジ
ェクトについて説明を受けた。白樺の樹液は糖度がとても低いためバーチシロップを
作るには樹液が大量に必要になる。そのうえ樹液は焦げやすいためメープルシロップ
のように煮詰めて作ろうとしても失敗してしまう。そこで先生たちは逆浸透膜を使っ
て樹液から水分を取り除き、さらに減圧して沸点を下げた上で加熱・濃縮するという
方法によってバーチシロップを製造していた。樹液は採取する時期によって味が全く
異なり、早い時期のものは単純な甘さ、遅い時期のものは成分の分解などによって複
雑な風味が出るとのことだった。実際にみんなで採取時期の異なるバーチシロップの
味見をし、好みや味覚（甘味、酸味、塩味、苦味、辛味、渋味）などのランキング付け
を行ったが、早い時期のものが多くの人に好まれていた。この結果はバーチシロップ
の品評会に出すものの配合に関わるとのことだったが、先生の出したバーチシロップ
は何回も 1 位を取っているらしく少し緊張した。バーチシロップの製造過程を知り、
とても時間と手間のかかっているものなのだと感じた。
バーチシロップに関連して、先生は One Tree プロジェクトというものに取り組ん
でいる。これは STEM to STEAM

（学校で学ぶ Science, Technology, Engineering,

Math に Art をからめることで自由な発想力や表現力を養う）という理念のもとで活
動しており、白樺の木を利用して K-12（幼稚園から高校卒業までの子供たち）と一緒
に様々な活動を行い、子供たちの興味関心を刺激するというものである。例えば、白
樺の木の観察・スケッチ、子供たちが計測した木のデータを人間グラフで表現してみ
る、白樺の木でかごやギターを作ってみるなど、かなり幅広く取り組んでいるが、ど
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れもフィールドワークが中心となっており、机に向かっているだけでは得られない経
験ができるのだろうと感じた。

（文責：松矢陽哲）

Lecture 2
Title: Sustainability (持続可能性)
Lecturer: Prof. David Valentine

本講義では、
「持続可能性」
（sustainability）の基礎概念について学んだ。持続可能
性とは、望ましい未来の永続、人間社会と生態系の良好な相互関係の維持、世代間で
の公平な社会の実現などを意味する概念である。近年、気候変動や、自然資源の無秩
序な利用・開発などの結果、地球上の生物多様性は低下し、生態系サービスは劣化し
ている。生態系サービスとは、人間が自然から得る恩恵のことで、食物・化石燃料・木
材などの供給サービス、水質浄化や気候調整などの調整サービス、審美的体験・教育・
レクリエーションなどの文化的サービス、栄養循環や土壌形成などの基盤サービスの
４つから構成される。いかにこれらのサービスを維持しながら自然資源を利用するこ
とができるかが、持続可能性を左右する重要な点である。しかし、持続可能性の実現
に向けては、様々な課題が存在する。
まず、生態系サービスの包括的管理が挙げられる。生態系サービスは相互に連関し
ており、多くのトレードオフ関係が存在する。しかし、管理者や政策決定者は、１度
に 1 つ、あるいはわずかな数のサービスにしか目を向けられていない。よって、生態
系サービスの維持のために、それらの相互関係を認識ながら複数のサービスを包括的
に扱うことが要求される。また、世代間公平を考える上では、「時間割引」（discount
rate）の概念が問題となる。時間割引とは、等価のものであっても、それが将来のもの
であるほど価値が低減するということである。どのような意志決定をしたときに、将
来、何がどれだけ持続するかは不確実なところが大きく、それゆえに目先の開発や経
済的利益が優先されてしまう。生態系サービスは目に見えないものが多く、人間のウ
ェルビーイングとの結びつきが実感しづらい点も、
「持続可能性」の実用性への判断を
曇らせる。このように、生態系サービスの相互関係や不可視性、将来の不確実性にど
れだけ対応できるかが、今後の課題といえる。
では、自分たちの社会が持続可能であるかどうかを、私たちはどのように認識でき
るのだろうか。そのひとつの指標となるのが、エコロジカル・フットプリントである。
エコロジカル・フットプリントとは、一人の人間の自然に対する需要、環境負荷を土
地面積で示したものである。この値が、その地域の環境収容力を下回っていた場合、
その社会は持続可能であるとみなすことが可能である。日本やアメリカは、エコロジ
カル・フットプリント値が環境収容力を大きく上回っているため、ライフスタイルの
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見直しが要求されるといえる。スウェーデンは、値が環境収容力を下回っており、持
続可能性という面で望ましい社会ということができるが、環境収容力が年々低下して
いる傾向もみられる。とはいえ、大切なことは、世界全体での環境収容力と調和した
生活であり、私たちは、地球という限られた資源の中で、賢く、サステイナブルに生
きていかなければならない。

（文責：三沢達彦）

Lecture 3
Title: Aurora (オーロラ)
Lecturer: Prof. Shunichi Akasofu

オーロラの研究者として世界的に有名な赤祖父俊一先生の講義を受けた。オーロラ
の発生する「北極圏」とは、アラスカ・カナダ・シベリア・グリーンランド北部を指
す。オーロラは基本的に緯度の高い北極圏でしか見られず、エスキモーはオーロラそ
のものを「天に向かう死んだ人の魂」とし、ヨーロッパでは「キツネが雪を巻き上げ
るところ」とされていたという。オーロラは高度 100～500km に発生し、その発生を
見られるかどうかにかかわる気象条件は、雲に覆われているか否かのみで気温等は関
係しない。そのため近年の気温の上昇も、オーロラの発生には特に影響はないという。
オーロラの原理はネオンと同様であり、オーロラは地球に限らず磁場を持つ星におい
て発生する。
また、赤祖父先生は地球温暖化に対する懐疑論者でもある。先生は、近年の気温の
上昇は、地球規模での気候変動（レジームシフト）の一環なのではないか、と考える。
このレジームシフトは周期的な変化であり、常に変動しているのだ。赤祖父先生は、
現在地球温暖化と騒がれている気温上昇は、地球温暖化ではなく Recovery from little
Ice Age なのではないかと提言している。二酸化炭素の量は確かに増えているが、自然
変動の分を取り除かなければ、実際の二酸化炭素量の上昇による温度の上昇率は分か
らないだろう、というのが先生の考えである。二酸化炭素量の上昇と気温の上昇を安
易に結び付けて、地球温暖化だと騒ぐのではなく、自然変動を十分に観測するべきな
のだと先生は言う。赤祖父先生の予測では、これから再び大氷河期が訪れるため、そ
の対策を練る方が良いのではないかと先生は考えているそうだ。
赤祖父先生曰く、「創造」とは、何もないところから新たに創り出すことではなく、
全くくっつくと思われなかった物どうしをくっつけることだという。例としては、カ
タログやテープカッター、デジタルカメラが挙げられる。つまり、
「無」から「有」を
創り出すのではなく、既に存在している 2 つ以上の事柄を組み合わせて新しいものを
創り出すことこそが、「創造」なのだ。（文責：酒井彩江）
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Field lecture 10
Title: Gold mining（金鉱採掘）
Lecturer: Dr. Miho Morimoto

今回訪ねたのは、アラスカのゴールドラッシュ期に活躍していたゴールドドレッジ
（浚渫船）である。チャタニカという地域に向かった。道路の横から細く続く、谷川
沿いの道を通った。よく見ると、その足もとはすべて礫でできていた。無数の、明ら
かに角が丸くなったこぶし大くらいの石が積みあがって山となり谷となり、地面を作
っていた。後に知ったことだったが、これは、ドレッジマイニングの際に河川から引
き揚げられた小石や砂利の残骸であった。しばらく歩いて見えてきたのは、赤くさび
た廃船のような建物の残骸であった。これこそがゴールドドレッジである。お化け屋
敷かホラー映画に出てくるような外観であった。よくわからない瓦礫や金属板などが
散らばっている。さびた金属の骨組みが丸出しになり、赤茶のさびの上にスプレーの
落書きが殴り書きされている。私たちが近づくと、大きなアメリカワシミミズクが、
音もたてずにすっと現れ、飛び去っていった。その時私がもった印象は、不気味な静
寂であった。
ゴールドドレッジ No.3 は、1924 年に、U.S. Smelting, Refining and Mining Co.か
ら購入されたフェアバンクス地域の８つのゴールドドレッジのうちの一つである。
チャタニカは、それぞれ 960 立方フィートのバケツをもつ。ゴールドドレッジ No.3
は、1927 年の 11 月 26 日、サンフランシスコから、バラバラに解体されて蒸気船にの
せられ、アラスカにやってきた。ドレッジの部品は 1928 年にチャタニカに到着し、丘
のふもとにある新しく掘られたピットで組み立てられた。ゴールドドレッジは池の底
を掘り、砂利や小石をコンベアーベルトに載せてすくいあげ、ドレッジ内部に運ばれ
る。そこで金が選鉱され、金以外の残骸は外に運ばれ、積み上げられる。これが、私た
ちの足元に山を作っていたのだ。1930 年代初期まで、ゴールドドレッジ No.3 は谷底
を掘り続けた。その間 30 マイル以上を移動し、数百万ドル以上の金を生産した。その
後、ゴールドドレッジ No.3 は戦争による休止期をはさみ、1963 年まで稼働した。そ
のまま放置されたものが人工湖のなかに残っており、それが近年火事によって骨組み
だけになってしまったようだった。かつて人々が夢を追って集まり希望に満ちた船が、
今では火葬された骸骨船となり昔の見る影もなくなっていることに、少し寂しいよう
な悲しいような気持がした。

（文責：五藤花）
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Field Lecture 11
Title: Aurora science, wildland fire（オーロラの科学と山火事）
Lecturer: Public tour

この講義では、Poker Flats Rocket Range（ポーカーフラットロケットレンジ）を
訪れて、職員の方の話を伺った。ここポーカーフラットは NASA の Wallops Flight
Facility （ ワ ロ ッ プ ス 飛 行 施 設 ） と の 契 約 の 下 で 、 the University of Alaska’s
Geophysical Institute（アラスカ大学地球物理研究所）が運営している。ポーカーフ
ラットの活動は、Suborbital Rocket Launching（ロケットの打ち上げ）,Satellite
Tracking（人工衛星の追跡）, Unmanned Aircraft Applications（無人航空機の活用）,
Unique Scientific Research（オーロラや山火事といった特異的な化学現象の研究）で
あるが、オーロラの研究が最も大きな研究テーマである。
オーロラに関する研究は 1920 年代にアラスカ大学で始まり、1946 年に the
University of Alaska’s Geophysical Institute（地球物理研究所）が設立された。ポー
カーフラットは 1968 年に作られ、最初にロケットを打ち上げたのは 1969 年 3 月 5 日
のことであった。
現在ポーカーフラットでは、ロケットの打ち上げの際は、周辺住民の安全を保つた
め、打ち上げ 10 分前になるとポーカーフラットから 2 マイル先まで高速道路を通行
止めにし、周辺住民にはブロックハウスに避難させている。また、当日の飛行条件を
確認するために、アルミホイルを付けたデータ回収用の風船（weather balloon）を数
十分おきに飛ばしている。この風船に取り付けたアルミホイルに地上からレーザーを
照射することでバルーンの位置を記録し、落下した風船から風向きや温度といったデ
ータを回収して、ロケットを打ち上げるかどうかを最終的に決定する。また、ポーカ
ーフラットでは打ち上げ後、落下したロケットからもデータを集めており（Rocket
Recovery Program）、一般市民であってもロケットの破片を回収しポーカーフラット
に持っていくと、＄600～＄1200 を報酬として受け取ることができる。
加えて、人工衛星から回収したデータもオーロラの研究に使用している。人工衛星
は地上またはスペースシャトルより打ち上げられ、一部はオーロラの上空 500～600
マイル（800～970ｋｍ）の軌道上を動く。その他の人工衛星は北極周辺のオーロラの
様子を撮影したり、オーロラの生成にかかわる太陽や太陽の粒子のフレアを記録する
ために、更に高い高度の軌道上を動いているという。
オーロラに関してはいまだに分かっていないことが多く存在するが、ポーカーフラ
ットのこれまで、そしてこれからの研究で、新たにオーロラの謎が解明されるのだろ
うと感じた。

（文責：酒井彩江）
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Field Lecture 12
Title: Agronomy Research（作物栽培学）
Lecturer: Prof. Minchu Zhang

このフィールドレクチャーでは、アラスカにおける農業の特徴について学んだ。ア
ラスカはアメリカで最も大きな州であり、農地に適する土地は 16000 平方 km もある
とされている。現在使われている農地は 22.4 平方 km ほどであり、0.1％ほどでしか
ない。つまりアラスカは穀物などの生産に大きな伸びしろを持っているといえる。ま
た、気候変動によって穀物の成長速度も変化しており、1978 年から 2016 年の調査で
10 年間あたり大麦が 2.6 日、オーツが 3，8 日、小麦は 4 日ほど成長が早まっている
ことが分かっている。今後の穀物生産の調査によって、
・アラスカに適した春小麦の品種開発
・二条・六条大麦での麦芽生産の評価
・輪作品種での植物性油の開発
・天気と収穫量のモデリング
についての進歩が期待されている。
輪作にかかわってカバークロップについても説明があった。カバークロップとはメ
インの作物を育てる前後に育てる作物のことで、様々な効果が得られる。メインの作
物を育てていない時期に何も植えていないと土壌が流出し土の栄養がなくなってしま
うだけでなく、流出した養分が川に行き川が富栄養化してしまう。富栄養化した川の
水は藻などの増殖により酸素が少なくなってしまい魚が死んでしまう。これを防ぐの
がカバークロップである。また、豆類などをカバークロップとして育てることで土壌
に養分をため込んでくれるため土壌改良ができ、生産性の向上につながる。したがっ
て輪作をすることは周辺の自然環境への配慮を忘れずに生産性を上げることのできる
画期的な方法なのである。
フィールドレクチャーの行われた UAF のボタニカルガーデンにはボタンの花が栽
培・調査されていた。ボタンは通常春の短い間しか花を咲かせないようだが、アラス
カでは気温の低さから 6 月から 8 月末まで花が咲くそうである。海外では結婚式の花
として需要がありアラスカ産が利用されている。そんなボタンを使って先生は土壌養
分の最適なパラメーターや肥料散布の基準を定めようとしているそうだ。
（文責：松矢陽哲）
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Excursion 1
Title: Museum

UAF 構内にある博物館「The University of Alaska Museum of the North (UAMN)」
を訪れた。UAF の重要な構成施設のひとつで、多くの人が訪れる人気の観光スポット
でもある。また、アラスカで唯一研究活動、教育活動を行う博物館としても知られる。
140 万を超える標本と人工物のコレクションを収蔵しており、考古学・鳥類・ドキュ
メンタリー映像・地球科学・美術・魚類/海棲無脊椎動物・昆虫類・哺乳類・植物とい
った 10 の研究分野から構成される。これらの収蔵物は、気候変動や遺伝学といった分
野において重要な資料となっており、世界中から研究者が UAMN に訪れる。博物館
は主に、Gallery of Alaska、Natural Wonders, Rose Berry Alaska Art Gallery、特別
展示(special exhibits)の 4 つから構成される。私たちが訪問した際の特別展示は、ア
ラスカ内陸部の地震についての展示と、アラスカの高山性の哺乳類についての展示で
あった。
Gallery of Alaska は、選りすぐりの収蔵品が展示されているエリアである。アラス
カの主要な生態学的な地域区分として、さらに Interior、Southcentral、Southeast、
Southwest, Western & Arctic Coast の 5 つのエリアに分けられた展示構成となって
おり、それぞれのギャラリーが、その地域特有の自然史、文化史を展示・紹介してい
る。最も人気のある展示の 1 つが、Interior エリアにある Blue Babe と呼ばれるミイ
ラ化した 36,000 年前のステップバイソンである。ステップバイソンは、100,000 から
10,000 年前の氷河時代、アラスカ内陸に生息していた、大型哺乳類の絶滅種である。
その死んだ年代は、14℃を用いた放射性炭素年代測定を用いて割り出されている。金
鉱労働者が永久凍土内から発見したもので、発見時にまぶたが動いたというおもしろ
いエピソードもある。個人的に特に関心が高かったエリアは、Western & Arctic Coast
であった。この海氷に覆われた地域には、9 種の海生哺乳類（polar bears, ribbon seals,
ringed seals, spotted seals, bearded seals, walrus, beluga whales, bowhead
whales…）が生息しており、その大半の種が展示されていた。また、ホッキョクグマ
の毛皮やマンモスの歯など、実際に触れることのできる展示も多い。北極海・ベーリ
ング海沿岸の先住民族がセイウチ猟やホッキョククジラ猟に利用する Umiak や先住
民族の衣装など、先住民族文化をも非常に興味深かった。
Natural Wonders には、アラスカの野生動物・自然を専門として活動していた日本
人写真家、星野道夫の作品が展示されている。星野道夫はアラスカ大学に在学してい
たことがある。個人的な話にはなるが、自分は星野道夫の影響を受けてアラスカを志
していたので、あまり大きなコーナーではなかったが、その限られた作品とともに、
非常に感傷にひたることのできる空間だった。
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Rose Berry Alaska Art Galleryは、 古代の象牙彫刻(ivory carvings)から、先住民族
の祭具、モダンアートまで、アラスカ2000年の芸術を堪能できる空間である。個人的
に最も印象に残っている作品は、ブルックス山脈を旅するミュリー夫妻の絵画である。
ミュリー夫妻は、アラスカにおける伝説的動物学者・ナチュラリストであり、妻マー
ガレットは、UAFで女性初の卒業生でもある。星野道夫の著書『ノーザンライツ』に
載っていたこともあり、この絵画がUAMNに展示されていることは事前に知っていた
ため、その分、この絵画を実際に見ることができたことの感動は大きかった。アラス
カの自然を描いた古典的作品であるマーガレット・ミュリーの著書『TWO IN THE
FAR NORTH』は、博物館のショップでも販売しているため、購入をぜひおすすめす
る。

（文責：三沢達彦）

Excursion 2
Title: Angel Rock hike & BBQ
Lecturer: Dr. Miho Morimoto & Mr. Forest Welton

小旅行としてエンジェルロック、銃の射撃場に行き、夜ご飯はみほさんのお宅でご
馳走になった。エンジェルロックはUAFから車で1時間ほどのところにあり、標高は
1800フィート（548ｍ）の山である。いくつか斜面が急なところがあるため適度に難し
い山であると案内板に書いてあった。エンジェルロックまでの3.5マイル（5.6㎞）のト
レイルコースとチェナ温泉まで続く8.3マイル(13㎞)のトレイルコースがあり、私たち
は3.5マイルの4時間ほどで登って下りることができるコースに挑戦した。歩き始めて
すぐに道の脇に小さな池とビーバーがかじったと思われる木があり、姿と巣は見られ
なかったが、切断された木とその付近にはカツオ節を厚くしたような木の削りあとが
散乱してるのを見た。動物園ではビーバーに切った木を提供しているため、ビーバー
と巣を見ることができてもビーバーの削りあとは見ることができないので新鮮だった。
頂上までの道の途中でたくさんのきのこが生えているのを見られた。ベニテングダケ、
マムシフウセンタケ、ヤマイグチ、ツリガネタケなど様々なきのこが生えていた。北
海道ではササが植生しているため山に入ると歩きづらいのに加えきのこや他の下層植
生をあまり観察することができないため、アラスカに行ってきのこを目にする機会が
多くとても楽しい。きのこの他にタコの形に似たローズヒップや酸っぱいアイリッシ
ュクランベリー、小さい赤い実の付いたドッグウッド、山火事後に咲くヤナギランな
どの植物やポプラ、アスペン、ブラックスプルースなどの樹木が見られた。頂上に行
くにつれ案内板に書いてあった通り斜面が急になり岩が出てきて少し歩きづらかった。
また、きっと運動能力の高いであろうリーダーお二方の登るペースがとても早く疲れ
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たが、休憩を挟みながら登りきることができた。頂上からは山岳ツンドラ地帯も望め
植生の違いにより北海道の景観とは全く異なっていた。
ハイキング後は射撃場で拳銃を含めた3種類の銃で射撃体験をした。それぞれ銃によ
り重量、使用法、衝撃が異なることを学んだ。周りで射撃を楽しんでいる方々の中に
はマシンガンのようなものを余裕で撃っている人もおり銃社会の怖さを実感するとと
もに日本の安全性を改めて確認できた。
射撃体験後はみほさんの家でお手製のなんでもスープ、ムースのお肉、サーモン、
スモア、レモンケーキなどをご馳走になった。ムースのお肉は繊維質で少し血の感じ
がしたが美味しかった。2羽の鳥が飼われていてその卵を食べたり、トマトを栽培した
りなどサステイナブルな生活を送っていられると聞いた数日後に、鳥が２羽とも襲わ
れ羽だけが残っていたと聞きアラスカの野生動物の弱肉強食の世界にも触れることが
（文責：長谷川翠）

できた。

Excursion 3
Title: Denali National Park（デナリ国立公園）
Lecturer: Dr. Miho Morimoto

アラスカ州内陸部に位置するデナリ国立公園を訪れた。デナリ国立公園の総面積は
24,585 ㎢であり、北アメリカ大陸で最高峰である標高 6194m のマッキンリー山も公
園内に含む。私たちは公園内を周遊する観光バスに乗り、デナリ国立公園の広大な自
然を堪能した。この観光バスは夏期間限定で the Denali Visitor Center より運行され
ており、ドライバー兼ガイドとしてデナリ国立公園のスタッフが同乗していた。バス
の座席は国内外からの観光客でほとんど埋まっており、デナリ国立公園の人気を実感
した。バスのドライバーは、道中で野生動物を見つけるたび、もしくは乗客が野生動
物を見つけて「STOP！」と叫ぶたびにバスを一時停止してくれるため、ゆっくりと外
の野生動物を観察することが出来た。また、途中にある展望台やお土産屋さん、休憩
所等でもバスを 15 分程度停めてくれるので、大自然を肌で感じることが出来た。
公園内では様々な種類の野生動物を見ることができた。Ptarmigan（ライチョウ）
や Gray Jey（カナダカケス）といった鳥類や Arctic Ground Squirrel（ホッキョクジ
リス）のような小動物に加え、山肌には Dall Sheep（ドールシープ）を確認すること
ができた。また、Grizzly Bear（グリズリー）や Caribou（カリブー）、Moose（ムー
ス）も多数見られた。
デナリ国立公園は野生動物と観光の共存を図っていて、観光客が野生動物に食べ物
を与えることが禁止されているのは勿論、野生動物に近づきすぎることや、一般車の
通行も原則として禁止されている。国内の森林公園では、禁止されているにも関わら
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ず野生動物に食べ物を与える人や、綺麗な写真を撮りたいがために必要以上に野生動
物に近づく人を見かけた経験も多くあるが、デナリ国立公園内でそのような振る舞い
をする人は一人としていなかった上に、公園内にゴミを落としていく人さえ見かけな
かった。ここデナリ国立公園を訪れる観光客は、動物との触れ合いを求めているので
はなく、広大な自然を感じ、野生動物を野生動物として観察することを求めているの
だ。このような姿勢の観光客が訪れているのは、デナリ国立公園自体が公園内の環境
を極力変えないように努力しているからなのだろう。元ある自然を壊さずに、観光産
業で利益を生む最良の形は、ここデナリ国立公園なのではないかと私は感じた。
（文責：酒井彩江）

Field Lecture 13
Title: Boreal forest（北方樹林）
Lecturers: Prof. Glenn Juday & Dr. Miho Morimoto

UAF の Bonanza Creek Experimental Forest Atlas(BCEF)の 2 つの研究林で北方
樹林についての講義を受け、その後実際に成長錐を利用し年輪を測定するために木の
コアを採取した。最初は老齢段階の parks loop south で森林の生態系についての講義
を 受 け た 。 Parks loop south に は white
spruce が生えており、倒木、キノコ、枯れ木
が見られた。White spruce は分解されやすい
樹種である。アラスカでは森林火災が起きる
ことで森林のサイクルが始まる。森林のサイ
クルには幼齢段階、若齢段階、成熟段階、老
齢段階の４つの段階があり幼齢と若齢段階の
間は林冠閉鎖状態となる。森林遷移段階と林
図 1

森林サイクル

床植物、菌類、ムササビ、昆虫、ムースの関

係を示した左図を図１とする。樹木の内側に入り込む昆虫をキツツキが食べたりムサ
サビがきのこを樹上に運んだり異種間の作用も起きているようだ。森林火災の他にも
雪の重みによる倒木や top の破壊、昆虫に付着した腐朽菌による内部腐朽などにより
撹乱が起きる。撹乱により倒木が増えるとリスやウサギなど小動物の道が形成される。
そして小動物、鳥による種子散布や生物学的遺産により森林が形成されさらに多様性
に富んだ生態系が出来上がるのである。
次に 1983 年に森林火災が起きた RESERVE WEST で森林火災による森林への影
響、生物学的遺産についての講義を受けた。RESERVE WEST には幼齢段階の white
spruce が生えていた。針葉樹は広葉樹に比べ水分量が少ないため燃えやすい。森林火
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災が起きると全てが灰になるわけではなく、広葉樹が残ったり、葉だけが燃えて枝・
幹が残ったりする。そのため最後に残った木を使用した salvage logging というものも
ある。この森林での研究によりクロオオキツツキは採餌場に非常に特化しており、火
災後わずか 2〜3 年で死にかけている針葉樹での木材穿孔性甲虫の発生を利用してい
ることが判明した。また、火災後に残る生物学的遺産の調査として 1983、1987、1990
年の種子から成長した樹木の高さの計測を毎年行っている。森林の 1 サイクルは 200
年もあり、人の一生よりも長い。持続的な生態系管理、野生動物管理を行うために前
の世代から調査、研究を受け継ぎ次の世代へ引き継ぎ繋いでいくことが重要である。
（文責：長谷川翠）

Lecture 4
Title: Management of renewable natural resources in Alaska with a focus on
wildlife（野生動物に着目したアラスカの再生可能な自然資源管理）
Lecturer: Mr. Tom Paragi

Alaska department of fish and game(ADF&G)を訪れ、野生動物に着目したアラ
スカの再生可能な自然資源管理についてのお話を伺った。ANILCA 1980（Alaska
National Interest Lands Conservation Act 1980）では州の 32%が国立公園と禁猟区
に設定されている。また、アラスカの野生動物の観察による収益は 22 億もありその
ほとんどは非居住者(観光客)によるものであり、野生動物の観察料は経済的にとても
大切である。そのため、アラスカにおいて野生生物管理は重要な課題なのである。ア
ラスカの土地は 60%が国家、30％が州、10％が民間に所有権があり、アラスカ憲法
第 8 条（天然資源）では、「最大限の利用」、「最大限の利益」、「共通の利用」、
「持続的利回りの原則、有益な利用の選好の対象」が公に示されている。また、野生
動物管理に関しては「野生動物は、国民が信頼する国家によって所有されている」と
いう Public Trust Doctrine の考えのもと成り立っており、動物の狩猟や釣りは、認
可された人のみが行うことができる。選出および任命された ADF&G のような機関
が狩猟規制や 1 人分の割り当てなど制約を決め、生物学者は、公および理事会にデー
タを提供する trust managers という立場となっている。
ADF＆G は商業的漁業・スポーツとしての釣り・生息地管理・人々の subsistence
な生活・野生動物保護・機関運営の６つを担っていて、野生動物管理における使命は
アラスカの野生動物と生息地を保護し増やしさらなる利用・公益を提供することであ
る。具体的には出生率、死亡率、その原因、巣の生息地など動物個体群動態を調査し
ている。温度、湿度、火事、伐採など自然と人間は野生生物の生息地に影響を与えて
いる。そのため、野生生物の管理において目的を達成するためには生態学的および人
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的要因に影響を与えるのである。野生生物の管理は、社会的および政治的な複雑な課
題である。連邦法と州法が存在したり、多くの人が狩猟による個体群管理より個々の
動物(またはその福祉)に価値を置いたりするからである。
アラスカの猟管理理論には人間の介入がない preservation、自然が許す収穫物を何
でも得る passive management/ stewardship、収穫物を増やすために捕食者を増やし
たり植物を増やしたりする active management、家畜飼育を適用し動物の動きをコ
ントロールする game ranching の４つの段階があり、Can we？という科学的疑問と
Should we?という価値判断の２つの疑問が存在し、どちらも重要である。
（文責：長谷川翠）

Field lecture 14
Title: Timber use（木材の利用）
Lecturer: Mr. Allen Menaker

フェアバンクスにある木材加工会社（Northland Wood 社）を訪れ、white spruce 材
の加工を見学した。シラカバは腐りやすく、black spruce は木材に加工できるほど太
く育たないなど、アラスカに自生する他の樹木はそれぞれ木材としての難点を抱えて
いるのに対し、white spruce は育ちやすく、そのうえ比較的柔らかいため加工が容易
で、最も木材に向いているそうだ。
まず、木材は 2-3 ヶ月かけて屋外で乾燥、酸化させられ、その過程で変色していく。
酸化が進むにつれて木材の色は元の木の色から黄色、灰色へと移り変わっていく。
酸化が完了すると、木材は切断され、成形される。この工程は全て機械でコントロ
ールされており、従業員がガラス越しに大きな切断機を操作する。この手法は切断機
の近くに人間が立ち入る必要がなく、安全性が高い。木材は正確に 90 度回転させられ
ては余剰分を切断され、長方形の角材へと成形される。ここでは 4 分の 1 インチ（約
6.35mm）ほどの誤差すら許されない。この際切り落とされた余剰分は砕いて木片やお
がくずにしたり、燃料として再利用される。
成形後の木材は 4 週間から 6 週間かけて除湿される。木材が”dry lumber”と呼ばれ
るための基準は湿度 19 パーセントだが、同社では木材自体の湿度が 15 パーセントに
達するまで乾燥させたものを商品にする。除湿は木材をスノコ状に並べ、”spacer”と呼
ばれる小さな木材を商品としたい木材同士の間に挟み、同様に積み重ねて行われる。
水分が抜けるにつれ木材は縮み、弓状に歪むなど形状に変化がみられるようになる。
また、木材の湿度を少しだけ残しておくことは、売却先での加工の際に美しく切断す
ることを可能にするそうだ。そんな除湿作業においてカラスは一番の厄介者だが、以
前は工場の屋根に住み着いていたフクロウがよく追い払っていたという。
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問屋を介さず直接顧客に木材を売却する同社に、利益は少ない。しかし、良質な木
材を安価に届けることは決してやめない、と笑った社長に、いなせな職人のプライド
を見た。

（文責：小久保優雨）

Lecture 5
Title: Native Corporation（先住民会社）
Lecturer: Ms. Sarah Obed

Doyon Company という先住民会社を訪れ、副社長の Sarah Obed 氏から先住民会
社についての説明を受けた。同社は Interior と呼ばれるアラスカ中部の地域を中心と
し て 活 動 す る 企 業 で 、 1971 年 に 制 定 さ れ た Alaska Native Claims Settlement
Act(ANCSA)を受けて 1972 年に創立された。傘下に建設や IT、観光など幅広い業種
の子会社を持ち、パイプラインの建設にも一役買っている。
植民以前、アラスカの土地はすべてが先住民のものだった。そこで、政府は 1 billion
dollars（約 1200 億円）で 50 million acres（約 4047 ㎡）の土地を先住民から買収し、
各村に先住民会社の支社を置いた。土地の元来の所有者であった先住民たちの多くは、
1971 年に Doyon の株主になるための署名を行った。株主には 5 つのランク分けがな
されており、1971 年に署名を行った株主で、村と会社にそれぞれ属する株主は A ラン
ク、どちらか片方に属する株主は B ランクに分類され、C ランク以上は祖父母も先住
民であることが求められる。また、1971 年以前に出生していたが、この年以降に署名
した株主は D ランク、85 歳以上は年長者を重んじる先住民たちの習慣に則ってエク
ストラランクにそれぞれ振り分けられる。ランクごとの主な差異は得られる援助の手
厚さであり、アルファベットが若いほど得られる援助も手厚くなる。
もちろん、先住民たちは株主だけでなく社員にもなる。子会社の従業員は 3 割から
5 割、本社の従業員は 8 割が先住民で、Obed 氏自身も Interior 地方の先住民である
Athabaskan のうちの一部族の生まれだという。氏自身は B ランクの株主だが、母は
A ランクの株主であり、祖父は出身部族の酋長を務めていたそうだ。また、社名
の”Doyon”は先住民の言葉で「リーダー」を意味し、社員や株主たちには、単に雇用が
提供されるのみならず、リーダーに求められる交渉術などを培うトレーニングプログ
ラムが初歩から施される。移ろいゆく時代の中で、先住民たちが淘汰されることなく
生き抜いてゆくための実用的な補助手段が、アラスカには用意されている。
（文責：小久保優雨）
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Excursion 4
Title: Morris Thompson Visitor center

ダウンタウンに程近い Morris Thompson Visiter center にて、主にアラスカの文化
について学んだ。UAF の博物館に比べて規模は小さいものの、先住民の文化のほか、
アラスカにおける現代の暮らしに関して、オーロラについて、ゴールドラッシュやパ
イプラインに関してなど、アラスカについての情報が凝縮された施設となっていた。
中でも、今回訪れたフェアバンクスが Interior 地方に属し、Athabaskan の人々が
多く住むことからか、ここでは前日に訪れた Doyon Company の中核を担っている
Athabaskan の 人 々 の 暮 ら し に つ い て の 展 示 が 多 く み ら れ た 。 展 示 に よ れ ば 、
Athabaskan の人々は同じ川沿いにそれぞれの集落を築いており、川を介して交易な
ど集落間の交流を盛んに行っているようだ。また、彼らは動物の皮とヨーロッパから
もたらされたガラスビーズを組み合わせた独自の衣服をつくる。この皮はムースやク
マのもので、住居にも利用される。クマといえば、多くの Athabaskan の人々の間で
若い女性になんとしても近づけてはならない動物とされており、彼女たちはクマにつ
いて話すことやクマを見ること、クマの肉を食べることさえ固く禁じられている。後
日 Dr. Sean Asiqluq Topkok に質問して得られた答えによると、Athabaskan の間に
は若い女性とクマに関する伝説が語り継がれており、人々はその伝説に基づいて慣習
的にこうした忌避を実行しているようだ。
連邦の調査によると、現在、アラスカには 500 を超える部族が存在すると言われて
いる。彼らはしっかりとした境界を持たないものの、それぞれに自治を行なっており、
独自の統治機構によって同部族内や異部族間の諸問題を解決している。部族間の相互
理解と他文化の容認は、こうしたアラスカ独特の連邦の介入を必要としない、先住民
たちによる地方自治を守っていくために不可欠なのである。

（文責：小久保優雨）

Lecture 6
Title: Indigenous culture（先住民の文化）
Lecturer: Dr. Sean Asiqluq Topkok

アラスカ北西部を拠点とする Inupiaq という部族の出身である Dr. Sean Asiqluq
Topkok から、アラスカに居住する諸先住民の文化についての講義を受けた。
まず、彼の属する Inupiaq は、主にアラスカ北部から北西部にかけて分布しており、
狩猟生活を営み、雪を表す言葉を多く持っている。”iaq”とは彼らの言葉で「真の人間」
を指す言葉であり、イグルーという雪と氷で作った住居に住み、亡くなった人物にあ
やかって子供に名前をつける習慣がある。また、既婚女性は下唇と顎の間に直線上の
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刺青を彫る。
Inupiaq の居住区域から南には Yupik という部族が住み、彼らには男性が羽の扇子
を、女性がカリブーの毛でつくられた扇子を持って踊る伝統がある。
南東部に住む Tlingit はカラスとタカと呼ばれる 2 つの系統を持ち、婚姻は必ず異
なる系統に属する異性と行われる。この系統は母親のものが継承され、例えば、母親
がカラスに属していれば、子供たちは全員カラスに属し、その結婚相手はタカの異性
に限定される。また、彼らが儀式の際作るトーテムポールにも、属する系統の動物が
描かれる。
Tlingit の居住区域から西には Eyak という部族、Unangax という部族がそれぞれ
住んでいたが、Eyak はすでに断絶している。Unangax は現在も暮らしており、狩り
の時身につける日除けや限りなく緻密に編まれることで防水性を高めた衣類など、独
自の工芸品を生産している。
Eyak よりさらに西には Alutiq と呼ばれる部族が住み、彼らには長いドレスを身に
つける習慣がある。また、彼らは、顔の右半分に父の系統、左半分に母の系統を表す
刺青をそれぞれ施す。
Moriss Thompson Visiter center の記事で触れた通り、フェアバンクスを含む
Interior 地方には Athabaskan の人々が住む。Athabaskan は他称であり、
「旅人」を
意味する言葉だが、一部の彼らは“Dena’ina”と名乗り、”dena”は彼らの言葉で「人間」
を意味する。
このように、アラスカには多種多様な部族が共生しているのだ。
（文責：小久保優雨）
Lecture 7
Title: Forest management (森林管理)
Lecturer: Mr. Doug Hanson

Alaska Department of Natural Resources (DNR)を訪問し、アラスカの林業および
森林管理についてのお話を伺った。アラスカの最大の林業地帯は、1,700 万エーカーに
およぶ、アラスカ南西部の the Tongass National Forest というアメリカ最大の国有林
である。一方、アラスカ内陸部では、州所有の The Tanana Valley State Forest (TVSF)
が主要な商業用木材供給地であり、その面積は、約 180 万エーカーである。TVSF は、
商業利用可能な多量の white spruce、birch、aspen、balsam poplar などの高木を有
する、非常に生産性の高い森林であり、Kantishna area、Fairbanks area、Delta area、
Tok area の 4 つの管理区から構成される。また、材木を森林から搬出するために、
Tanana Valley State Forest Road System が整備されている。これらの道路は一般に
も解放されており、特に狩猟期に多く利用される。TVSF の大部分は、冬期用道路で
のみアクセスが可能である。
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TVSF の商業木材の種類は、birch が最も多く、約 200,000 エーカーを占める。次い
で、aspen、white spruce、white spruce の混ざった堅木が、それぞれ約 75,000 エー
カーを占める。樹種ごとの特徴を見ていくと、まず white spruce は、その群生が、主
にタナナ川沿いおよび隣接する高地にみられる。成熟した white spruce の樹齢は平均
約 170 年で、製材、家屋用の丸太、薪などに用いられる。州の所有林において最も高
価な材木であり、1 エーカーあたり約 750 ドルの利益を生み出す。Birch は、樹齢約
80 年から 100 年のものが利用される。直径約 7 インチで、主に薪に利用される。Aspen
の群生は、主に南向けの、水はけのよいローム層に見られ、薪やペレットに用いられ
る。Balsam poplar は、浸食作用、洪水が活発な氾濫原(floodplain)に主に見られる。
生産性が非常に高い地域だが、その分布は限られている。
積極的な木材の商業利用を推進する一方で、サステイナブルに木材を利用するため
の仕組みや、生態系への配慮も存在する。まず、年間伐採許容量が管理区ごとに割り
当てられており、総計は年間約 14,000 エーカー、5 千万ボードフィートである。また、
伐採が動植物、水棲生物の生息地や、水質に与える影響などについてパブリックコメ
ントを募集している。植林活動も行われており、例えば、フェアバンクスエリアでは、
2016 年 6 月には、40,000 の white spruce の苗木が植えられ、昨年の夏にも、40,000
の苗木が追加購入された。伐採後の土かきや種皮処理、雑草の除去など、良好な発芽
環境を整備する取り組みも行われている。森林火災後の樹木のサルベージ作業も重要
な活動である。火災で周囲が焦げて死んだ木も、中身は焦げておらず、木材として利
用できることが多く、また、そうした死んだ木を伐採することで、速やかな森林の更
新を促すことも期待できる。木材以外の森林生産物(Non-timber Forest Product)の利
用も促進されていて、その代表例が、birch syrup である。今後の課題としては、TVSF
には、まだまだ多くの、十分に利用されていない伐採枠があり、将来のさらなる発展
が望まれる。その際にやはり重要なのが、持続可能性の考慮、および、サステイナブ
ルな収量を維持するための森林管理である。

（文責：三沢達彦）

Lecture 8
Title: Lab / Analysis (年輪測定と写真解析)
Lecturer: Dr. Miho Morimoto

まず、Field Lecture 13 で採取した木のコアの、年輪測定を行った。円柱状の試
料を紙やすりで削って半円状にすることで、その断面に年輪がはっきりと見て取れる
ようになる。年輪の幅は非常に細かいところも多く、顕微鏡などを用いず目視で測定
することには限界があった。また、しっかりと木の中心から採取できていなければ、
正確な測定はできない。特に自分の試料は、木の中心点に対してかなり傾いた状態で
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採取してしまっていたため、中心部までの年輪を観察することはできなかった。今回
は直径約 5 ミリメートルの筒状の試料を用いていて、この方法は木をほとんど傷つけ
ないというメリットはある。しかし、樹齢を正確に知りたいときに最も有効な方法は
やはり、木を切断し、その断面を観察することである。とはいえ、測定の結果、私たち
が採取した試料の樹齢はすべて 70 から 80 年であり、部分的に採取した試料の目視に
よる測定でも、十分に概算は可能であることが分かった。（文責：三沢達彦）
次に、先日ドローンで撮った写真のデータから、解析を行った。解析には、アラス
カ大学のコンピュータを用いた。ドローンで撮影した写真には、方角や高度などの情
報が組み込まれているため、それらを、コンピュータを使って組み合わせることで、
撮影した木の高さを測るのが目的である。私たちは森本さんの指示に従って、複数の
アプリケーションを使った。まず、Agisoft Photoscan というアプリを用いて何十枚も
ある写真のデータを合成し、3 D 空間データを作成した。ここから、高さによる色分
けを行った。その後、高さの差し引きを行って、木の高さを計算させた。結果は、実測
値と１ｍくらいの誤差が出てしまったものもあった。また、生徒同士でも差があった。
これは、コンピュータのアルゴリズムを使って算出しているため、一つ一つで差が出
てしまうのだそうだ。
コンピュータを用いた樹高の測定は、人が立ち入れない場所での測定に役立つ。ア
ラスカでは、夏が雨季となり、地面は水たまりが多く、ぬかるんでしまう。舗装され
ていない道はかなり歩きにくかった。ましてや整備されていない森林のなかとなれば、
倒木や背の低い草木に阻まれてなおさら歩きにくいだろう。木を切り道を作らない限
り車で乗り入れることもできないため、ドローンが有効となる。森本さんは、ドロー
ンなどを駆使し、森林のバイオマス量を計算しているそうだ。
このようなプログラムを使うのは私にとっては初めての経験であった。私はコンピ
ュータの操作がもともとあまり得意ではなかったが、森本さんが丁寧に教えてくださ
ったのでやり遂げることできた。普段自分が学部で行っているのはもっと小さなスケ
ールの話で、シーケンサーで読み取った DNA の配列をコンピュータで見たり、光学
顕微鏡を用いてショウジョウバエの種同定を行ったり、というようなことがほとんど
である。それに比べ、今回は見たもの、測るものの単位が㎛ではなく m で、新鮮であ
った。今回のプログラムに参加することで、自分の最も興味がある分野以外でも、専
門的なところや今行われている研究の話まで聞けて良かったと思った。
（文責：五藤花）
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Final Presentation 最終発表会
日時：2019 年 8 月 23 日 13:00-15:00
場所：UAF ONL305
参加者：Prof. David Valentine; Prof. Glenn Juday; Prof. Kenji Yoshikawa; Dr. Miho
Morimoto; Ms. Donna Anger; Prof. Katsutoshi Arai; Dr. Lan Xiao
1. Permafrost（永久凍土）

近年の温暖化により永久凍土が溶けている。そうすると二酸化炭素やメタンなどの
温室効果ガスが放出され、温暖化が促進されるという悪循環を生む恐れがある。気候
変動は大規模であるため、人間が思い通りに操ることはできない。従って、変わりゆ
く自然と暮らしていくためには、その変化に対応できる技術を整えることが重要であ
る。（古川翔子）
2．Biological Invasion（生物学的侵入）

今日、生物多様性および生態系サービスは急速に低下・劣化しており、その主要因
のひとつに外来生物が挙げられる。昨今の気候変動により、生物の分布域の変化が懸
念されている。今後のアラスカの植物相の変化を予測するため、UAF では様々な外来
植物を栽培し、生育状況を調査している。ほかにも、北極周辺域では、シャチやヒグ
マなどの南方系生物の北方侵入が、在来生物に影響を与えている可能性が指摘されて
いる。現在の気候変動がどの程度人為的要因に起因できるかによって、この変化を外
来生物問題として扱うかは変わってくる。しかし、こうした生物が在来生態系に与え
る影響は、慎重に調査・モニタリングしていく必要があるだろう。（三沢達彦）
3. Sustainability（持続可能性）

”Sustainability”とは、持続可能性のことである。永久凍土の研究者である吉川先
生は、広大なアラスカの自然の中で持続可能な生活を過ごしている。実際に吉川先生
のお話を伺い、地球温暖化が進行していると言われる今日、どのような生活が持続可
能であるのか、そして私たちはこれからどのような生活をすることが理想的で、各々
が持続可能な暮らし方に近づくためには何ができるのかについて深く考えさせられた。
（酒井彩江）
4. Boreal forest and nature （冷帯の森林と自然)

アラスカの森林は、200 年のサイクルで更新されている。これは、山火事が約 200
年の周期で起こるからである。このサイクルは、様々な生物がかかわりあって成り立
っている。その様子は、多くのフィールドレクチャーを通して学ぶことができた。ま
た、人々の自然とのかかわり方の違いについて、日本との違いを感じた。環境保全の
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ためには、今回のような野外での学習を含めた教育がより重要だと思う。（五藤花）
5. Forest resources and sustainability（森林資源と持続可能性）

アラスカと北海道の森林について比較するとともに、木材や林産物などの森林資源
を持続的に活用するためにそれぞれの地域で施行されている政策を挙げた。さらに、
実際に持続的利用をしているモデルタウンとして北海道の下川町を紹介した。限られ
た森林をどう維持するかは世界的な課題であり、長期間の森林管理のためには前の世
代から管理方法、利用方法などを学び受け継ぐとともに次世代へ引き継いでいくこと
が重要である。（長谷川翠）
6. The Alaskan life （アラスカの生活）

アラスカの生活の特徴といえば釣りがとても身近であるということだ。異文化交流
のため実際に釣りに行ったが、実はアラスカは魚の放流が盛んであり、向かった湖も
例外ではなかった。魚の放流の是非については環境破壊を懸念する一方で良いサイズ
が簡単に釣れる楽しみは捨て難く複雑だ。魚だけでなくアラスカの環境保全方針を学
んだことで環境の保全と破壊の差が分からなくなってしまい混乱してしまったが、何
が目的でそのためにはどんな方法が最も適切なのか、考えることをやめてはいけない
と感じた。（松矢陽哲）
7. Culture --compared to Hokkaido （先住民文化―北海道アイヌとの比較）

アラスカの諸先住民族とアイヌの類似点についてまとめた。ここに数例を紹介する。
北部に住む Inupiaq とアイヌには地理的問題からか特に共通点が多く、その形は大き
く異なれど、女性が成人すると口周りに刺青を彫る、などのユニークな特徴も一致し
た。また、Interior 地方の Athabaskan には、アイヌと同じように熊を特別視し、若
い娘から遠ざける部族が存在する。加えて、アラスカでも鮭は特産品であり、彼らは
アイヌと同様に家の天井から鮭を吊り下げて干していたようだ。（小久保優雨）
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2. lectures

Morimoto’s new house, who set up our

We had 9 lectures and 14 field lectures.

program, to have a lovely home party and

Two field lectures of them interested me.

could see the life in Alaska.

First, the lecture I learned a lot was a visit

4. Consideration

of pipeline. The lecture was held by Dr.

In the program, there were a lot of

Yoshikawa who is a professor of engineering

chances to think deeply about natural

of UAF. Pipeline is carrying petroleum and its

sustainability. Climate change is greatly

full length is 800 miles. Pipeline supports

related to it and also considered to be the

people in terms of energy and is built to pack

main factor of environmental problem such as

with knowledge and technology. For instance,

thawing permafrost. We leaned people and

the petroleum is warm in order to make it

some groups are trying to deal with the

easy to flow, pipeline is lifted from the ground

problem. From these things, I think

in order not to thaw permafrost and it is able

sustainability means responding flexibly to

to respond to a slight shift of the ground to

natural changes using our knowledge and

prevent cracking under load.

technology. We cannot handle climate change,

Second, the lecture in the forest

but we should try to find best approach in

interested me. I had never been to forest or

order to keep our lives comfortable. To predict

seen wild animals such as squirrels and

any future possibilities, we need to research

woodpeckers, so I absorbed a lot of

one theme from a few or more perspectives. I
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think such actions will be connected to a

example, making materials considering air

sustainable living.

pollution and minimizing chemical waste and

5. Future studies

so on. Development without thinking of

This time some professors from other

nature is no longer needed in resent science. I

countries gave us lectures. Americans, of

had vaguely decided to go to a graduate

course, Japanese and Chinese. All of them

school in Japan, then I met 2 women through

used English to communicate and I re-noticed

the program who study in the graduate school

the importance of speaking English and more

of UAF and live in Alaska to get married with

experiences are needed to improve ability to

local men. Their lives appeared nice to me and

listen to lectures of specialized subject. In

I became to think of my future design, then a

addition, the fact that researching connects

slight path was able to be seen by wonderful

people around the world impressed me.

encounters.

Learning natural resources, I wish to be
an engineer who cares the environment. For

pipeline
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Title: What I learned from rich nature

hill. In contrast, in Japan, we do not have

Name: Hana, Goto

department of fish and game. Most people

Grade: 3

whom I saw at the mountain or in the forest

Faculty: Science

are middle-aged or older. I think this is due to

Department: Biological Sciences

a few vacation and disinterest in nature of
young people.

What I thought most important was the

It is important to have many field

flexibility and various points of view. We

lectures too. We had many field lectures in

should not believe what we taught but keep

this program, so I could find, experience or

questioning. Science are improving day by day,

check what I learned immediately. For

and each area or each species has each

example, field lectures helped me to

phenomenon. One of the most impressive

understand the fire cycle well. The length of

things was about the fire cycle. It is the model

fire cycle makes us impossible to observe that

which show the phases of boreal forests. It

one forest experiences all the phases and go

was different from the model which I was

around its cycle by one person. However, it is

taught when I was a high school student. The

possible to observe all the phases if we see

fire cycle begins with the wildfire, and grasses

different areas. Thanks to the teachers, I could

sprout from bare ground. Then, grasses are

see many phases. I saw many examples of

replaced with sun trees, afterwards, shade

interaction of animals and plants which I just

trees. Because of a lightening, a wildfire

learned. That led me to feel fascination of rich

occurs, and the forest is destructed. Grasses

nature again. Such lectures can lead people to

sprout again. It takes approximately 200 years

interested in nature and ecosystem. I heard

to a forest goes around because a wildfire

that a school in Fairbanks have more field

occurs every 200 years. The model which I

lectures than others. I think experiences in

taught was not a cycle but a line. I had not

the childhood affect the way of thinking and

thought about wildfires because it hardly

behavior strongly, so the education of

occurs in Japan.

children is important. Moreover, children in

I was surprised that people in Alaska

the school score higher than students in other

have close connection to the nature. Some

schools. Field lectures may somehow affect

Japanese people also love nature, but it is

positively.

different. Hunting and hiking are familiar to

Such an education should be spread. We

young people in Alaska. I saw many dead

have various problem related to nature and

caribous on the cars at parking areas and on

ecosystem. To solve them, cooperation of

the roads. It was in the beginning of the

people all over the world is needed. However,

hunting season at the time. Moreover, I saw

ecosystem and social system are strongly

many young people and families at Angel rock

coupled, so we have to improve both of them.
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Can people who are poor concern about

observation circles. Photographs, stories, and

nature? I think that they can not. Through this

experience in the field should be effective to

program, my goal became clear. I would like

interest people. If more people are interested

to spread the fascination that I feel about the

in nature and ecosystem, it will be much

nature and to interest people who are not

easier to solve problems about them. In the

concerned about ecosystem. I have been

future, I would like to work keeping in mind

affected by National Geographic and nature

what I thought through this program.

Snowshoe hare
This is a snowshoe hare which I saw near the dormitory. There were many animals in the
campus of UAF. I was impressed by the rich nature.
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Title: My future path to the Arctic

also realized that there is also a need to learn

Name: Tatsuhiko Misawa

natural science much more like forestry,

Grade:2

population ecology, ethology and so on.

Faculty: Humanities and Human Sciences

That’s because this program included kind of
seminars of natural science such as field

There are some reasons that I applied for

lectures in boreal forest and permafrost and I

this program. First, I’m interested in nature in

noticed that I don’t have enough knowledge

the circumpolar regions and as one of my

about natural science at all to mediate

dreams, I want to participate in Arctic

between human beings and wildlife as a

research in the future. That’s also the reason

conservationist. Also, magnificence of Alaska

why I entered the University of Hokkaido

wilderness

because Hokudai has many researchers and

strengthened my motivation to learn nature

research centers which are involved in Arctic

itself more deeply. For these reasons, I’ve

research. Moreover, I’m influenced by Michio

decided to attend lectures which are given by

Hoshino, a Japanese photographer who had

school of science and school of agriculture

worked in Alaska, so this Alaska program was

from next semester to become an

fascinating to me. In addition, I love Arctic

intermediary between human society and

wildlife especially polar bears. Although we

ecosystem.

and

wildlife

has

simply

cannot learn coastal regions in the Arctic,

I still eager to participate in Arctic

where polar bears inhabit, so much in the

research in the future. I think it is very difficult

program, a polar bear is used in a school

for undergraduate students in Japan to do

emblem of UAF, and UAF is one of the global

that, but during lectures in UAF, I found many

leaders in Arctic research. UAF is also a

things which closely related to something

member of UArctic, so I’m thinking of UAF as

that I can learn at the Hokudai laboratory

a candidate of long-term overseas study.

which I belong to. For example, invasive alien

This program helped me make my plan

species is one of my major interests of study

until and after graduation more concrete.

at Hokudai, and “Changing boreal forest”, one

First, I strongly feel that I need to study wider

of lectures we are given at UAF was about it.

variety of field. I’m studying conservation

There are an experiment planting exotic plant

biology at Hokudai from this year. This

species to assess which one can adapt to the

discipline is something that deals with

climate in Fairbanks. Invasive species issue is

conflicts between human beings and wildlife,

not a conservation priority in the Circumpolar

so It can be said that it lies between social

regions but affected by climate change and

science and natural science. Although I want

accompanied increased human activities in

to tackle wildlife issues mainly from human

the Arctic such as shipping and tourism,

dimension, thanks to this program in Alaska, I

biological invasion might be intensified in the
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future Arctic. In addition, in the lecture of tree

my major in Japan now, keeping my eyes

height analysis using by drone, GIS was used,

open for applicability of my study to Arctic

which is also one of my laboratory professor’s

research and opportunity to be involved in

interests. Thus, although these are not

Arctic research, and sometime, in a graduate

directly related to Arctic research, they can be

school or as a job, I really want to contribute

helpful and apply to Arctic research.

to conservation of the Arctic and this program

Therefore, as my future path, I concentrate on

at UAF made me recognize this feeling.
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Title: What I learned and experienced in

because I was a beginner, so I had to ask a

Alaska

salesperson. I was so nervous, but I did my

Name: Matsuya Hisato

best to tell him to choose my tackle. He

Grade: 2

understood what I said, and I got them

Faculty: Engineering

successfully. Secondly, I needed a fishing

Department: Chemistry

license. I asked a cashier to purchase it, but I
did not have my passport then, so she taught

The reason why I decided to participate

me how to get it online. Finally, I went to the

in the Short-term Overseas Study Special

lake near the dormitory, and caught a

Program was that I wanted to do something

rainbow trout. I grilled it with salt and ate with

which I had never done before. When I do

friends. It was delicious. This experience led

something for the first time, I always realize

to conquer my fear of speaking English.

how broad the world is and how narrow-

The final topic is about the ways of

minded I am. It is a great impact, and it makes

thinking. People often say studying abroad

me feel motivated, so my curiosity

broaden your horizons. I can say now with

encouraged my challenge. Through this

confidence that it is true. In the lecture of Dr.

program, I learned and experienced a lot, and

Akasohu, he claimed that global warming

I am going to introduce some of them.

happened several times in the long run, and it

First, I realized how poor my English skills

is dangerous to think that there are strong

were. This was one of the biggest problems I

relationships between global warming and

faced in Alaska. All people I met, Lecturers,

increasing the amount of greenhouse gases.

store clerks and friends there, spoke English.

Because I had never heard such argument, I

Sometimes I could not understand what they

was very surprised. In Japan there are a lot of

wanted to tell, how much my snacks were,

TV shows which say global warming have

and why they laughed. At the beginning of

happened because of the greenhouse gases,

this program, I was very shocked, and I feared

but few says global warming is the earth’s

speaking English and making even small

periodic climate change like his claim. I do not

mistakes. Finally, the fear disappeared, and I

know which/what is true, but I feel the

could tell everyone my thoughts, because my

importance of having several perspectives. In

hobby gave me a chance. This is my second

other lectures and my life in Alaska, I studied

topic.

the lifestyle of Alaskan people or natives,

I like fishing. I (un)fortunately got time

wildlife

management,

technology

and

because the lecture schedule was changed

education, and there were a lot of differences

due to the rain, so I decided to go fishing.

from Japan. I believe the key to see things

Firstly, I went to the fishing store to buy fishing

from different angles is to see the view from

tackle, but I did not know much about fishing

those angles, so I actively ate local dishes,
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made an effort to live as they did, and

in the future, but I feel motivated. There are a

touched their culture (especially danced with

lot of interesting things I do not know, I

Dr. Sean Asiqluq Topkok and his family. ) All

believe, so I do not stop challenging and

things I experienced were very interesting,

flexible thinking for bright future. I really

and I could understand their culture a little.

appreciate all of the people related to this

I have not decided what I am going to do

program.
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Title: What I have learned through the Short-

them as firewood because cutting and

term Study Abroad Program in Alaska

carrying trees in a distant forest costs money.

Name: Midori Hasegawa

In Alaska, Forest Road System is under

Grade: 2

construction. It takes a network of access

Faculty: Agriculture

roads to extract timber from the forest. There

Department: Forest science

are over 500 miles of logging road in the state
forest!

Through this Short-term Study Abroad

Also, I found differences in wildlife

Program in UAF, I learned a lot of things. In

management. I could saw Arctic Ground

this program, I took lectures about

Squirrel, Dall sheep , Grizzly Bear ,Caribou and

sustainability,

forest

Moose in the Denali National Park. To

management, wildlife management and so

management those wildlife, there are 4

on.

guidelines

permafrost,

In this report, I write about what I’m

(Preservation,

Passive

impressed with and surprised with in Alaska

management, Active management, Game

comparing to Japan, and view on studying

ranching) in Alaska. I think Japanese

abroad and specific field after this program.

management focus on Preservation and

Before I went to Alaska, I had thought

Alaskan management focus on Passive

forest management in Alaska was similar to

management. In Alaska, license for hunting is

that in Hokkaido only in terms of cold area.

important for economics , so hunting can not

However, I found there are a lot of

only management wildlife but also develop

differences in forest management in two

economics. Also, I think population density in

areas. First, vegetation in two areas is

Fairbanks is low, so few problem between

different. Interior Alaska has only 6 tree

wild animals and people like in Shiretoko.

species, while Japan has a lot of tree species.

However, I heard the problem of coexistence

Also, vegetation of forest floor in Hokkaido is

between humans and bears occurs in

roughly bamboo, but I didn’t see bamboo but

Anchorage. I want to go there for the next

mushrooms and muss in Alaska. We went

time and learn measures to solve problems in

there in the rainy season, so I could find a lot

Japan.

of mushrooms like Amanita muscari,

Through this program, I could get more

Coprinus comatus and Fomitopsis pinicola.

motivation to study specific field and change

Second, tree species for timber use are

my view on studying abroad. From April, I

limited in Alaska. I thought there were a lot of

major in forest science, but I’m interested in

nature, so forestry developed. However,

only animals and not forest at all. However,

there is few artificial forest and trees are used

now I broad my view and I’m interested in

for sustainable life not timber. For example,

various things like permafrost, mushrooms,

cut down the trees around the city and use

forest. In this program I couldn’t learn enough
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to be satisfied because my preparation before

by friends, teachers and Miho Morimoto. In

going to Alaska, for examples English skill,

preparation for the next opportunity to study

knowledge on Japanese forest , was so poor. I

abroad, I would like to acquire English skills

have never thought about studying abroad

and specialized knowledge so that I will not

seriously before this program, but I could

regret like this time.

enjoy this program very much with support

Picture1.Caribou

Picture2.Angel rocks
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Title: What I experienced and learned through

understand its rules easily.

this Short-time Study Abroad Program in

I found another key to answer the first

Alaska
Name: Sae Sakai

question to listen to Tom Paragi in Alaska
Department of Fish and Game(ADF＆G). He

Grade:2

told us that the wildlife management is

Faculty: Fisheries Sciences

important task also in Alaska. In Alaska, it

Department/Division: Marine Biology

receive much benefits from observing wild
animals.It makes 2.2 billion dollars and most

I have been to Alaska, the United States

of this revenue are made from tourists.

of America for about two weeks. I met nice

Moreover, hunting such as caribous, mousse

and active people and I had a lot of precious

and rainbow trouts is popular in Alaska. Then,

experiences in Alaska. What I most interested

how can they get benefits from nature while

in was the lifestyle of Alaskan people. I have

preserving wildlife? In Alaska, there is a

wanted to know how Alaskan people coexist

regulation that people need to get licenses to

with wildlife.

hunt wild animals. In addition, the number of

I found some keys to answer this

animals they can hunt is limited. This number

question in the Denali National Park. It was

is determined by calculating the rate of births

too large national park and there are lots of

and deaths.

wild animals and nature. I will attach a picture

I thought that these ways for preserving

I took in the Denali National Park in the end of

wildlife is also available in Hokkaido. I want to

this report. Also, the number of tourists is

be a researcher of wild animals in the future. I

pretty large, but the park can preserve wildlife.

want to make the world that people can

I realized that it have tried to success in both

coexist with wild animals. For this purpose,

way of tourism and environmental protection.

what I learned in Alaska must be precious

The Denali National Park made ways so

ideas. They made my thoughts widen.

that tour buses can go through. In order not

Finally, in order to make my dream come

to block the flow of water, it uses pipes under

true, I strongly felt that I need to study much

the ground. Almost all ways are really narrow,

more about anything and I have to be able to

so tour buses have to pause when they pass

say my opinions to other people. I want to

each other.

have a curiosity like a little child!

In addition, there are rules for tourists to
protect wildlife. People cannot touch and feed
any animals, they must have suitable distance
from animals, and cars are not allowed to go
through the park. There are many signs to
warn these rules in the park, so tourists can
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Special Program 2019
Humans and the Marine Environment

University of Washington
Friday Harbor Laboratory, Washington, USA
26 August − 6 September 2019
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Course Description
In this exchange program, students from Hokkaido University in Japan come to Friday Harbor
Labs for an intensive week-long field course in marine biology. In this course, students will gain handson experience in marine research through a variety of activities. Students will participate in field trips,
lectures, group discussions, software workshops, and life at an active marine lab. Lectures and groups
discussions will provide an introduction to the biodiversity of marine life, explore adaptations to habitats
from the inter-tidal to the ocean’s greatest depths, and challenge students to think critically about
human impacts on the marine environment. The course, a valuable opportunity for cultural exchange,
will be conducted in English, with time for clarification, questions, and group translations.

Course Objectives.
•

Gain an introduction to the biodiversity of marine organisms, from microbial communities to large
marine mammals and fishes.

•

Explore adaptations of marine organisms to different environmental factors.

•

Observe, employ, and discuss methods in marine research.

•

Develop a critical understanding of human impacts on marine environments.

•

Gain hands-on experience in marine research at an active marine station, in the lab and in the field.

•

Actively participate in lectures and field trips, asking questions and developing hypotheses.

Instructors
Sebastian Kruppert (FHL)
Kirk Sato (FHL, TA)
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PM
PM
PM
PM
PM
PM

10:00 PM

9:30 PM

9:00 PM

6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30

27-Aug

Night Lighting off the
Dock

Tour of the Labs

Dinner

PM
PM
PM
PM Arrival at FHL, Check in
PM
to Housing
PM
PM
Diver for a day
PM

5:30 PM

3:30
4:00
4:30
5:00

1:30
2:00
2:30
3:00

12:30 PM
1:00 PM

12:00 PM

11:30 AM

11:00 AM

9:30 AM
10:00 AM
10:30 AM

8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM

7:30 AM

7:00 AM

6:30 AM

6:00 AM

Tuesday

Breakfast

28-Aug

Fish Identification in Lab 8

Discussion: Centennial Trip

Rays

Lecture - Kayla Hall: Scates and

Dinner

R/V Centennial Field Trip (?)
Alternatively: Beach Seine at
Jackson Beach and/or plancton
sampling from our motor boats

Lunch

Sampling at the Dock - Fishes &
Invertebrates

Rowboat Training

Lecture- Intro to the Salish Sea,
Methods in Oceanography

Wednesday
29-Aug

Movie Night: NHK Deep
Ocean (Japanese)

Dinner

Whale Museum Tour

Whale Watching Tour,
sack lunches

Lecture - Marine
Mammals

Breakfast

Thursday

Breakfast

30-Aug

Rowboats: Bioluminescence

Lecture: Bioluminescence

Dinner

Lecture - Adam Summers:
Biomechanics and Biomimetics

Fish Identification in Lab 8

Field Trip to Cattle Point Tide Pools,
4th of July Beach, Low Tide at
11:13 am, Sack lunch

Friday
31-Aug

Sunday

Computer Lab Activity

Lecture - TBD

1-Sep

Opportunity for more
Night Lighting

Dinner

CT Scanning, 3D
Printing, Scanning
Electron Microscopy
Demos

Movie Night

3:30 to 7pm Visit Trish

Lecture - Kirk Sato: Ocea
acidification
Lecture - Digital Libraries of
Biodiversity

Lecture - Marine
Ecosystems

Lunch

Farmer's Market, Explore Brunch
Town

Breakfast

Saturday

Friday Harbor Labs

Hokkaido Course, 2019

2-Sep

Fish Identification in Lab
8

Dinner

Field Trip to Deadman's
Cove: Tide Pool Bail
Out- Lowtide at 1:31 pm,
picnic lunch at Lime Kiln

Lecture TBD

Breakfast

Monday

Breakfast

3-Sep

Ice Cream Social, Course Wrap Up

Dinner at Peggy's and George's

Tour at the Oyster Farm in Westcott
bay

Lecture TBD

Lunch

Lecture - Emily Carrington: Bivalve
Biomechanics

Lecture - Megan Dethier: Applied
Ecology and conservation

Tuesday

4-Sep

Check out of Housing,
Departure

Breakfast

Wednesday

Main Lecturers

Dr. Sebastian Kruppert is a postdoctoral research fellow in the Friday Harbor Laboratories, UW. His
research focuses on ecology and evolution, invertebrates, scanning electron microscopy, functional
morphology, atomic force microscopy, zoology, crustacea and biomechanics etc.
Dr. Adam Summers is a professor in the department of Biology and in the School of Aquatic and
Fishery sciences (SAFS), UW. His early career focused on new tissues from cartilaginous fishes and
functional morphology of amphibians. Current research topics include the evolution and mechanical
properties of cartilage and tendon, swimming mechanics of sharks, respiratory patterns of sharks
and rays and solid-solid interactions in aquatic organisms. He has consulted on films, television and
for 8 years his monthly column in Natural History Magazine – ‘Biomechanics’, brought comparative
biomechanics to a wider audience.
Dr. Chris Anderson is an associate professor in the School of Aquatic and Fishery sciences (SAFS),
UW. As the first Fisheries Economist at SAFS, he addresses the role that economics plays in
developing effective management for aquatic and fishery resources. Identifying and achieving
management goals for complex human-natural systems requires appreciating how people will
respond to changes in management and in their environment – questions that economic tools are
designed to address. He participates directly in management through membership on the Scientific
and Statistical Committee of the North Pacific Fishery Management Council.
Dr. John Horne is a professor of SAFS, UW. He is a fisheries biologist who uses acoustical techniques
to understand the spatial structure and abundance of aquatic organisms, which in turn is used to
inform resource management. He uses ecological theory to predict the relative importance of
biological and physical processes on the distribution of fish, and his research scales from the
individual up to entire ecosystems. He is also associated with the Quantitative Ecology and Resource
Management (QERM) program and the Center for Quantitative Science (QSCI). In addition to his
work for UW he collaborates with scientists at the NOAA Alaska Fisheries Science Center. He has
won the Medwin Prize in Acoustical Oceanography from the Acoustical Society of America.
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List of Student Participants

Name

Faculty

Grade

Takashi TAMURA

School of Fisheries Sciences

2

Yuki TSUJI

School of Engineering

2

Momo ITO

School of Medicine

3

Takeru KIMURA

School of Fisheries Sciences

3

Minoru HYOGO

School of Science

2

Yoshiyuki FURUKAWA

School of Fisheries Sciences

3

Takumi KARASAWA

School of Science

2

Takeru UENO

School of Fisheries Sciences

2

Nagisa SATO

School of Fisheries Sciences

3
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Human and the Marine Environment
ヒトと海洋環境
講義内容要約レポート

Lecture 1
Title: Intro to the Salish Sea, Methods in Oceanography
（セイリッシュ海と海洋学の概論）
Lecturer: Dr. Sebastian Kruppert

この講義では最初に、セイリッシュ海の特徴について学んだ。
セイリッシュ海は、カナダのブリティッシュコロンビア州の南
西部とアメリカのワシントン州の北西部を含む沿岸水路の複雑
なネットワークと定義されている。この領域には、多くの島と
海峡を含んでいる。私たちが生活したフライデーハーバーは、
サンファン諸島にあり、このサンファン諸島はセイリッシュ海
に面している。この領域の特徴としては、本土よりも降雨量が
少なく、高波はめったに起きず、嵐も少ない。潮は高くなるこ
とがある。このように比較的落ち着いた自然環境となっている。
また、生物多様性が高く、とくに哺乳類の種だけでも 37 種いる
といわれている。要因としては、この領域における様々な種の生物の成長に必要な栄
養が豊富で、生産性が高く、バラエティに富んだ生息域の存在によるものである。こ
の領域の形状として、すべての海水の流れがつながっているので、あらゆるところか
ら多くの栄養素が流れ込んでくる。
次に、海洋学について学んだ。海洋学は、自然科学の一分野であり、海洋を研究す
る学問である。例えば、海流の動きや流動力学、プレートテクトニクスなどである。
この学術的分野は多様性があり、天文学や生物学、化学、物理学、水文学、気象学とい
った様々な知識を反映している。海洋のどの性質を主に解析するかによって、海洋物
理学・海洋化学・生物海洋学（海洋生物学）
・海洋地質学などの主要分野に分けられる。
現在の地球の表面は、約 70 %が海洋、約 30 %が陸地の割合になっている。そして、
この水のうち、96.5 %は海水（塩水）で、残りは淡水である。しかし、この淡水の大部
分が南極や北極地域などの氷や氷河として存在しているため、地下水や河川、湖沼な
どの水として存在する淡水の量は地球全体の水の約 0.791 %といわれている。
現在の海洋学の研究手法は、精密機械、例えば GPS や Sonar、ROV (Remotely Operated
Vehicle: 遠隔操作型無人潜水機)、CTD (Conductivity Temperature Depth profiler:
電気伝導度、温度、水深を観測する装置)といった技術力の発達によって、安全かつ正

96

確な情報を得ることができるようになった。

（文責：古川能行）

Lecture 2
Title: Fish teeth(魚の歯)
Lecturer: Dr. Karly Cohen

この授業は魚の歯についてのものであった。たいていの魚には歯がある。しかし、
食べるものによって、その形状や大きさは様々だ。獲物を噛み砕く為の鋭い歯を持つ
ものもいれば、小さな餌を食べるためのヒゲのような歯を持つ生物もいる。その生物
における歯に注目することで、なぜその歯の形に進化したのか、どのような役割を果
たしているのかがわかる。
大きな獲物を食べる魚の歯について、考察する。これらの魚の歯の多くは、鋭い歯
を持っている。しかし、体の割に大き過ぎる歯を持つものは、多くない。大きければ
いいというものではないのである。もし、歯が大き過ぎると、噛む時の大きな圧力に
耐えきれず、歯が折れやすくなってしまう。それを防ぐために、バランスの良いサイ
ズになっている。稀に見る、大き過ぎる歯は、多くの場合、一度捕まえた魚を逃さな
い為のものと考えられている
次に、小さな獲物を食べる生物の歯を見ていく。この歯に代表される生物は、クジ
ラである。クジラの中でも、ハクジラと呼ばれるクジラが、ヒゲ状の歯を持っている。
クジラは小さなプランクトンを主な餌としている。クジラがどのように餌を食べるか
を記す。まず、その大きな口を開け、海水ごと口に取り込む。次に、大きな舌で海水を
外に押し出す。そうすることで、餌をヒゲで濾し取ることができるのである。
このように、採餌方法によって、歯の形は大きく違ってくる。歯の形を詳しくわかる
ようになったのは、つい最近のことだ。CT スキャンにより、肉眼では小さくて見えな
かった歯の構造を、細部まで確認することができるようになった。ただの歯だと思わ
れていたものは、実は１つの歯に小さな返しがたくさんついていて、噛んだ獲物を逃
さない構造になっている。
歯の構造を理解することで、人類にとって有益なことはなんであろうか。今、例に
挙げた、細部の構造を、人間が使う道具等に応用できるのではないかと、考えられて
いる。バイオミメティクスと呼ばれるこの研究は、これまで骨格などに重きが置かれ
ていたが、技術の発達により、歯のみならず、生物の体全体が人類にとっての知識の
宝庫であると考えることができる。

（文責：田村拓嗣）
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Lecture 3
Title: Marine mammals(海洋哺乳類)
Lecturer: Dr. Sebastian Kruppert

私たち人間や、犬や猫や馬、サルやネズミやウサギなど、哺乳類の多くは陸の上で
生活している。しかし、哺乳類の中には海の中に生活の基盤を置いている種も存在す
る。海中にいる動物として真っ先に挙げられるのは魚だろう。彼らはえら呼吸という
呼吸法を行うことで水中でも体内に酸素を取り入れることができている。しかし、哺
乳類は肺呼吸をしているため、水中では息をできない。海洋哺乳類たちはどのように
して海の中に適応しているのだろうか。
まず、哺乳類の定義を確認してみる。哺乳類である定義は、1.心臓内に 4 つの心室
(左心房、左心室、右心房、右心室)を持っていること。2.肺呼吸をすること。3.子を産
み、母乳を与えることで子どもを育てること。4.体毛があること。以上である。
具体例として whales（鯨類）についてみていく。私たちが海にいる哺乳類ときいて
最初に思い浮かべるのはクジラやイルカだろう。クジラとイルカは違う生き物だと思
うだろうが、驚くことにイルカはクジラの一種なのである。鯨類という分類の中には
ヒゲクジラ亜目(baleen whales)とハクジラ亜目(teeth whales)の 2 つのグループに
分けられている。イルカは後者のハクジラ亜目の中のカワイルカ科やヨウスコウカワ
イルカ科などに分類されている。また、イッカク科の下にもイッカクだけでなくシロ
イルカが分類されている。そう、イッカクもクジラの仲間なのだ。また、シャチもハ
クジラ亜目に分類されている。ハクジラ亜目の生き物たちは、その名の通り、歯を使
って魚などを噛んで食べている。一方ヒゲクジラ亜目の生き物たちは、歯の代わりに
口に生えている堅いヒゲを使って、プランクトンや小魚を大量に摂取している。とこ
ろで、海洋哺乳類の呼吸についての話を戻そう。彼らの血中には人間よりも多くのヘ
モグロビンやミオグロビンが存在している。つまり、彼らは人間などよりも多くの酸
素を体内に蓄えておくことができるというのだ。また、クジラはガス交換の効率がと
ても高く、一度の呼吸で約 90％酸素を取り込み、二酸化炭素を排出できる。これらの
ような特徴のおかげで海洋哺乳類は海の中でも暮らしていけるのである。
また、クジラは分類上カバに近い生き物であるが、他の海洋哺乳類であるジュゴン
やマナティーはゾウに近く、オットセイやアシカ、アザラシなどはクマに近い生き物
であり、海洋哺乳類が 1 つの起源だけではなく、多様な進化を遂げて、現在の状況に
なっていることがわかる。

（文責:辻悠希）
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Lecture 4
Title: Bioluminescence(生物発光)
Lecturer: Dr. Sebastian Kruppert

生物発光とは生物が光を放つ現象である。生物発光を起こす生物の例としては、海
ではクラゲや深海魚などがいて、特に水深 1000 m よりも深い深海では 80 %～90 %の
生物が生物発光を起こすとされている。生物発光は大きく共生発光と自力発光の 2 種
類に分けられている。共生発光とはバクテリアなどほかの生物の力を借りて光る生物
発光で、チョウチンアンコウなどが共生発光を行う。自力発光は自分の力で光る生物
発光で、ホタルなどがこれに当たる。いずれの発光方法も、化学エネルギーを光エネ
ルギーに変換することで行われている。生物発光には物質と発光を助ける物質が混ざ
り合うことで光るものや、タンパク質が発光することで発生する場合などがある。
特定の波長を受けると蛍光を発するタンパク質として有名なものに GFP と呼ばれ
るものがある。今回訪れたフライデーハーバー研究所は GFP の研究が行われていた研
究所として知られている。GFP とは Green Fluorescent Protein の略で、オワンクラ
ゲから発見された緑色に光るタンパク質である。GFP は発光の際に基質や酵素、補酵
素などが必要なく、光照射だけで蛍光を発するため、医学や生物学などにおいて広く
利用されている。GFP は 1960 年代に下村脩博士によってオワンクラゲから発見され、
下村脩博士は 2008 年にノーベル化学賞を受賞した。
様々な生物が生物発光を行うが、生物発光を起こす理由はいくつか考えられている。
まず、捕食者から隠れるためである。発光することで、捕食者の目をくらます効果が
あると考えられている。また、発光することでより深い位置から上を見上げた時に影
が出来にくいため、捕食者に発見されにくくなる効果があると考えられている。次に
考えられているのが、獲物を捕獲するためである。プランクトンは光に集まる習性が
あり、それを求めて魚たちも光に寄って来る。この習性を利用して獲物を集めるチョ
ウチンアンコウなどの深海魚が存在する。そして、生物発光は繁殖をするパートナー
を探す際など、他個体とコミュニケーションをとる際にも利用されていると考えられ
ている。

（文責：兵庫美乃留）

Lecture 5
Title: Ocean Acidification(海洋酸性化)
Lecturer: Dr. Kirk Sato

この講義は、海洋酸性化を中心とした講義内容となっており、海洋の環境の変化や
海の中で行われている化学変化について学習した。
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まず、海洋酸性化を学ぶうえで近年の海の状態は一体どのような状態なのかを確認
する必要がある。シベリアにおいて、春は 5 月にやってくる。実際のデータを参考に
すると、2019 年 5 月頃のシベリアの表面海水の二酸化炭素含有量はおよそ 415 ppm で
あった。これに対して、8 月 29 日の二酸化炭素含有量は 409.67 ppm と減少している。
一体なぜなのか。その原因は植物にある。春になると活性化する植物が多くなる。植
物は、光合成により二酸化炭素を吸収し酸素を放出してくれるので、空気中の二酸化
炭素が減少し、それにともなって海面から吸収される二酸化炭素も減少する。結果的
に海水の二酸化炭素含有量が減少するのである。
次に年単位で海の状態を見てみると何がわかるのか。そもそも海の pH は一般的に弱
アルカリ性を示し、表面海水中ではおよそ 8.1 である。そして、深くなるにつれて pH
は減少していく。だがこれが近年減少傾向にある。あるデータによると、過去 50 年の
海水に含まれている酸素が世界的に減少していることが分かったのである。このよう
に海洋の pH が長期にわたり減少していることを海洋酸性化と呼び、近年まさにこの海
洋酸性化が進行しているというわけなのだ。
ここで、海洋酸性化を知るうえで、海水がどのように空気中から二酸化炭素を吸収
しているのかを学習する。まず、地球温暖化などの原因で空気中の二酸化炭素濃度が
大きくなると二酸化炭素が海面から吸収される。二酸化炭素が海水に溶けると水素イ
オンと炭酸水素イオンに分かれ、この反応が増加し水素イオンが増加すると炭酸イオ
ンと反応し炭酸水素イオンを生じさせる。結果、炭酸イオンが減少し炭酸水素イオン
が増加する。つまり、炭酸塩の消費が石灰化を起こすのである。この反応が増えれば
増えるほど海洋酸性化が進んでいると言える。
海洋酸性化が進んでしまうと生物や環境に様々な悪影響を及ぼしてしまうため、こ
の問題を解決するために最近では SEM と呼ばれる走査電子顕微鏡による生物の観察が
行われている。

(文責：上野威)

Lecture 6
Title: Seahorses 3D morphology(タツノオトシゴの 3D 形態学)
Lecturer: Dr. Graham Short

この講義をしていただいたグラハム先生は、ヨウジウオ科の魚を中心に研究を行わ
れている研究者で、この科の魚の紹介と 3D モデルを利用した研究の紹介をしていた
だいた。
ヨウジウオ科の魚は大きく 4 種類に分けられる。ヨウジウオ、シードラゴン、タツ
ノイトコ(タツノハトコ)、タツノオトシゴである。ヨウジウオは真っすぐで、細長い
体が特徴の魚で、他のヨウジウオ科の魚よりも比較的長い口を持つ。シードラゴンは
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ヨウジウオ科の魚の中でも特に大きな体を持っている。体には葉のような突起があり、
海藻などに擬態する。シードラゴンは常にゆっくりと遊泳するのが特徴である。タツ
ノイトコ(タツノハトコ)は世界にわずか 6 種類しか存在しない。タツノオトシゴは日
本でも 10 種類が確認されており、海藻などに尾を巻き付けて体を固定し、擬態する。
ヨウジウオ科の魚に共通する特徴は 4 つある。1 つ目は擬態することである。多く
のヨウジウオ科の魚は海藻などに似た見た目をしており、海藻に巻き付いて体を固定
したり中に隠れることで擬態する。2 つ目は雄が子を産む点である。雌は雄の育児嚢
と呼ばれる部位に卵を産み付け、雄は卵をそこで保護して、子は孵化すると雄の育児
嚢から出てくる。雄が子を産む理由としては卵の保護、卵周辺の浸透圧の調整、酸素
の供給、栄養の供給がある。3 つ目の特徴は固い甲板を持つところだ。ヨウジウオ科の
魚の体はこの硬い骨格によって保護されている。また、この骨格は体表に凹凸を作り
出し、擬態に利用されている。そして、この骨格の構造は多様で、種によって差が見
られる。4 つ目の特徴は捕食の方法である。ヨウジウオ科の仲間は獲物を吸い取るこ
とで捕食する。この時、2 つの骨を体内でぶつけ、これにより真空を作り出すことで、
非常に強い吸引力を生み出している。獲物を吸う速度は 1000 分の 1 秒ほどで、これ
はすべての生物の中で最も早いと言われている。
グラハム先生はヨウジウオ科の魚を研究する際に 3D モデルを用いていた。3D モデ
ルを作成する際には CT スキャンを行う。CT とは computed tomography の略で、対
象の断片の画像を複数重ね合わせることで、立体的な画像を作り出すことができる。
3D モデルを用いた形態学では通常では確認できない非常に細かい部分まで生物の構
造を確認することができる。グラハム先生はタツノオトシゴの新種を発見なさったこ
とがあるそうで、その際新種とすでに知られていた種との差は骨格に見られるほんの
少しの差からしか判断できないもので、3D モデルを用いなければ発見は困難であった
そうだ。現在、CT スキャンによる魚の分析は広く行われており、
「Scan All Fish Project」
という、すべての魚の 3D モデルを作成するというプロジェクトも進行中で、様々な
魚の骨格の 3D モデルを見ることができる。CT スキャンによる生物の解析は非常に有
効な手段で、今後も広く利用されていくだろう。

（文責：兵庫美乃留）

Lecture 7
Title: Marine Ecosystems (海洋生態系)
Lecturer: Dr. Sebastian Kruppert

この講義では海洋での生態系について学んだ。生態学とは生物同士の相互作用から
なる生態系についての学問だ。
生物同士の相互作用は大きく三つに分けることができる。一つ目は被食者-捕食者相
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互関係だ。被食者-捕食者相互関係は獲物と捕食者の食う食われるの関係のことである。
この例としては被食者としてのウサギと捕食者としてのキツネの関係などがある。二
つ目は競争だ。競争は種内競争と種間競争の二つに分けられる。種内競争は同種の個
体同士が食料や配偶相手、住処などを争うことをいい、種間競争は異種間で互いに相
手が存在することにより悪影響や損害を受けるような関係のことを示す。三つ目は共
生だ。共生は主に相利共生、片利共生、寄生の三つに分かれる。相利共生は共生する
二種が互いに利益を受ける共生で、この例としてはサンゴと褐虫藻の関係などがある。
片利共生は共生する二種のうち一方は利益を受けるがもう一方は利益はないが害もな
いという関係で、この例としては利益を得るフジツボと何の影響もないクジラの関係
などがある。片利共生は寄生へと変わりやすいという特徴がある。寄生は共生する二
種のうち一方は利益を得るがもう一方は害を受けるような共生関係を意味し、その例
には利益を得るハリガネムシとその宿主であるカマキリの関係などがある。
生態学で重要な語の一つにニッチがある。ニッチは日本語では生態的地位と表記さ
れる。その意味は“ある種が存続し、一定の個体数を維持することが可能な生物学的
な地位と非生物的立ち位置のセット” (Hutchinson G. E: 1957)と定義される。ニッチ
には好ましいニッチと許容可能なニッチがあり、好ましいニッチの下での個体数は許
容可能なニッチの下での個体数よりも多くなる。ニッチが重なる種同士は生態的同位
種といい、同じ地域内で生態的同種同士は競争関係となる。
次に海洋における生態系について学んだ。
まずは、外洋の生態系だ。外洋では植物プ
ランクトンが生産者となる。外洋の生態系で
は生態量ピラミッドが個体数ピラミッ
ドと違い、消費者の生態量が生産者の生

図:外洋における個体数ピラミッド(右)生態
量ピラミッド(左)

態量よりも多くなる(右図)。これは、消
費者と生産者ではライフスパンが違い、ライフスパンが長く蓄積される量が多い消費
者の方が生産者よりもある時点での生態量は多くなるからだ。
次に沿岸の生態系だ。沿岸の生態系はサンゴ礁からなる生態系、コンブの群生地か
らなる生態系、海藻の群生地からなる生態系の三つがある。サンゴ礁は海洋全体の 0.1%
程度の面積だが、海洋の生物種の 25%の生息地となっている。これはサンゴ礁が多くの
被食者の隠れ家となるとともにその被食者を食べる捕食者があつまり、多様性を高め
るためだ。また、サンゴ礁は波を弱める防波堤としての役割も果たす。コンブもサン
ゴ礁と同様に多くの生物の住処となる。コンブは海底が岩場のような硬い場所に生息
するという特徴がある。その他の海藻も多くの生物の住処となる。海藻による生態系
は浅い海に見られ、その海底は砂や泥のように柔らかい。海藻は波を緩やかにし、多
くの生物の住処となるとともに、砂場を保全する役割も果たす。
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(文責：柄澤匠)

Lecture 8
Title: Applied Ecology and conservation (生態学の応用と環境保存)
Lecturer: Dr. Megan Dethier

講義内容は、海岸線の身近な利用方法、海岸線の人工利用による環境破壊例の紹介、
土地の装甲による環境破壊とそれを防ぐ方法についての 3 段構成であった。それぞれ
について以下に示す。
第一に身近な海岸線の利用方法についてである。人類の約 50 %が海岸線の近くに暮
らしている。海岸線の近くには、家が多く建ち並ぶラグーンや、空港が存在する。ま
た、農業としてエビ、魚、海苔の養殖が行われている。一方、動物も海岸線を利用す
る。海岸に生息する動物であるエビやカニ、海岸に卵を産む魚や動物がいる。また、
貝殻によって栄養の循環が形成されている。海岸線が大事な理由の一つとして、海岸
線は海の栄養源の一つであり、きれいな水の出入りに関与しているため、サケの子供
の到来に関与していることも挙げられた。このように、多くの動物が、海岸線が形成
する生態系の中に生息している。
第二に海岸線の人工利用による環境破壊についてである。人間による海岸利用の一
部で、生態系や人間生活に害を与えるものがある。具体例としてエビの養殖場とダム
の建設が挙げられた。まず、エビの養殖場の建設についてである。インドネシアでは
多くのマングローブ林がエビの養殖場に変えられている。マングローブ林は津波の悪
影響を最低限に抑える効果や、有機物やミネラルを供給しプランクトンを大量に発生
させる効果を持つ。これらの効果をもたらすマングローブ林が消失したことによって
珊瑚礁が破壊され、漁業資源が減少した。次に、ダムの建設についてである。ダムは
水の排出の調整をするだけでなく、砂の排出調整もする。そのため、海岸線への砂の
供給が減少することによって、家が倒壊したり、半島が島に変化したりした。このよ
うに、海岸利用の方法によっては海岸線周辺の陸海の環境を大きく変化させることに
なる。
第三に海岸線周辺の土地の装甲による環境破壊についてである。土地の装甲とは、
湿地、沼地、その他の低地に土地改良を施すことである。Megan らによって、セイリッ
シュ海における、装甲がなされた海岸線と、そうでない海岸線 65 種類での環境調査が
行われた。この調査によって、装甲が行われた海岸線では、折れる木の数や漂着物、
海岸線沿いに生息する無脊椎動物の数が減少することがわかった。また、土地の装甲
がなされた場所に近い海岸線ほど生態変化の影響を受けやすいことがわかった。さら
に、海岸線周辺の地形的な要因も関与しているが、装甲がなされた海岸線には砂利が
多い傾向にあり、装甲がなされていない海岸線にはきめの粗い砂が多い傾向にあるこ
とがわかった。これらの、装甲が関与した環境変化によって、潮の干満差が大きくな
ったり、魚の産卵区域が小さくなったり、漂流物の増加による魚の生息域が小さくな
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る悪影響が生じる。持続可能な海岸線や生態系の循環を形成するために、海岸に草を
生やすこと、山からの栄養を遮らない堤防を作ること、レンコン農場で見られる砂の
循環を生み出すこと、海水面に適応した道路の建築などの方法が考えられている。
(文責：伊藤百)

Lecture 9
Title: bivalve biomechanics（二枚貝の付着メカニズム）
Lecturer: Dr. Emily Carrington

この講義では、二枚貝、特にイガイ類の生態系における役割や、それらが岩に付着
するメカニズムを学んだ。イガイ類は殻長 10cm ほどの二枚貝で、外洋に面した岩礁
に付着して密集して生活している。我々も、磯採集で多く目にした生物である。
まず、イガイ類の生態系における役割について述べる。主な役割は 2 つある。1 つ
は、海水の富栄養化を防止し、水質を浄化する役割である。そしてもう 1 つは、ほか
の生物に生息地や食べ物を提供することである。このように、イガイ類は生態系の中
で重要な役割を担っている。その一方で、船の動力であるプロペラなどにイガイ類が
付着することによって船が動きにくくなってしまうなど、人間にとって様々なトラブ
ルを引き起こすこともある。
では、このようなイガイ類はどのように岩や船に付着しているのだろうか。この講
義では、その付着のメカニズムも学んだ。イガイ類は、足糸という繊維状のタンパク
質によってからだを岩礁などに固定する。この足糸は、潮流や波浪などの水力学的物
理力や、微生物などの腐食による生物学的分解力に耐えつつ、強い力でからだを岩礁
に固定することができる。我々もイガイ類を採集する際、岩からはがすのに苦戦した。
しかし、このイガイ類は強い波によってはがされることがある。これは、波が貝にあ
たることによって、波の方向に引っ張られる力(Drag)と、波の方向と垂直に持ち上げ
られる力(Lift)の 2 つの強い力がはたらくためである。また、この付着の強さは季節に
よっても変化し、夏よりも冬のほうが、足糸の付着力が強いことが分かっている。そ
の一方で波によるストレスは１年を通して変わらないため、夏に、より多くのイガイ
類がはがれてしまう。この季節性の原因はまだよくわかっていないが、水温が関係し
ているのではないかと考えられる。また、pH によっても足糸の付着力が変化すること
が分かっており、pH が 7.6 より低いと付着力が 40 %弱くなる。また、水温に関して
は、水温が 18 ℃より高くなると足糸の付着力は 70 %弱くなることが分かっている。
（文責：木村岳瑠）
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Lecture 10
Title: From Sea Ice to Pollock. Bottom-up control of Bering Sea.
(ベーリング海における海氷からタラにかけてのボトムアップコントロール)
Lecturer: Prof. George L. Hunt

米国において、Walleye pollock（スケトウダラ）の漁獲量（重量）の全体に占める
割合は最も多く、最も重要な漁業対象種の 1 つともいえる。スケトウダラはベーリン
グ海をはじめとする北太平洋に分布しており、アラスカ州ウナラスカ島ダッチ・ハー
バーが主要な水揚げ港である。その資源量は、各年級群（出生年が同一の個体群）の
生残率に依存しており、その生残率はそれぞれ異なる。なぜなら、出生年により、生
まれてから今までに経験してきた環境の厳しさ（捕食のされやすさ、競争の厳しさ、
餌豊度など）が異なるからである。0 歳魚の個体数は、海水温により左右されていると
いう研究結果が報告されている。海水温が高い年は、春季ブルーム（植物プランクト
ンの大量発生）が起こる時期が遅くなり、温かい海水中でのブルームとなるが、海水
温が低い年は、春季ブルームの発生時期は早く、冷たい海水中で起こる、海氷中に生
息するアイスアルジーと総称される植物プランクトンが関わるブルームとなる。前者
のブルームは、小型のカイアシ類、オキアミ類に好まれ、後者は、中型のカイアシ類、
オキアミ類に好まれる。他に、中型カイアシ類は、代謝が高くなってしまう高水温下
より、低いまま過ごせる低水温下のほうが、蓄えた脂質の消費量を抑えることができ
るので、繫栄するという研究結果もある。カイアシ類、オキアミ類は成魚、0 歳魚問わ
ずスケトウダラの主要な餌であるが、小型種より中型種の方が、脂質が豊富であるた
め、こちらを摂食した 0 歳魚の方が、栄養状態が良く、冬に対する耐性が高い個体に
育つ。また、栄養豊富な中型種が少ないと、代わりに、スケトウダラの 0 歳魚が、成
魚や他の魚種の未成魚に捕食される頻度が高くなる。よって、中型カイアシ類、オキ
アミ類が豊富な、海水温が低い年の方が、スケトウダラ 0 歳魚の生残率が高くなり、
翌年の 1 歳魚の加入増加につながる。
このように、生産者である植物プランクトンの影響が、食物連鎖を通して、高次消
費者へと伝わり、それぞれの個体数を左右することをボトムアップコントロールとい
い、最終的には、海鳥類や海生哺乳類にまで及ぶ。地球温暖化は海氷の減少などをも
たらすため、スケトウダラにとっては、悪影響となると考えられる。しかし、講義の
内容全てを鵜吞みにしてはならず、それぞれが疑問を持って話を聞くことが重要であ
る。

（文責：佐藤凪沙）

105

Final Presentation*4 （成果発表会・４組）
時間：2019 年 9 月 4 日
場所：ワシントン大学フライデーハーバー実験所
参加者：合計９名
1. Fish with Asymmetric Mouth (左右非対称の口を持つ魚について)

アフリカの湖に住むシクリッドの一種 Perissodus microlepis は特徴的な生態を持
っている。この種の魚は鱗食魚と呼ばれ、他の魚の鱗を食べる。Perissodus microlepis
の鱗食行動は利き手のような性質を持つ。個体によって鱗を食べる時に、相手の魚の
左右どちらかから近づくという偏りがある。この行動の偏りは形態学的変化を伴って
いる。右利きの個体では口の右側が左側よりも発達して大きくなっており、左利きの
個体はその逆である。このような変化は歯にも表れており、右利きの一個体において
歯の幅を CT 画像から測定したところ、対照的な位置にある歯について、右側の歯の
幅は左側の歯の幅より平均して 1.37 倍大きく、左利きの個体では左側の歯の幅が 1.12
倍大きいことが分かった。このことは一部の生物に見られる体の左右非対称性と行動
の関係に関する研究に応用できると考える。（柄澤匠・兵庫美乃留）
2. CBs contamination and its future

（PCB 汚染とその行く先）

PCB とは、昔から現在に至るまで環境（特に海洋）と人に害を与える物質である。
PCB は脂溶性のため、人体に蓄積しやすいという性質があり、体内に取り込んでしま
うと分解できずに残留し、記憶喪失や免疫機能の低下をはじめとしたさまざまな健康
被害を引き起こし、代々引き継いでしまう物質である。これは、人の環境汚染に対す
る関心が低く、利益を重視したために産生され続けた物質であり、工場の排水として
海へと流れ、魚に取り込まれ、そしてその魚を人が摂取したことで問題となりだした
PCB である。現在では PCB を産生させず少しでも被害を減らす方向にシフトしてい
る。PCB に限らず、新たなものを生み出す際の副産物が環境にどのような影響を与え
るのかを入念な調査をするべきである。（古川能行・木村岳瑠・田村拓嗣）
3. Sea creatures and drug discovery（海洋生物と創薬）

私たちは、海洋生物と人間活動の関係についてのトピックとして、海洋生物から採
取される成分の薬品としての利用を取り上げた。海水中では光が減衰しやすく、視覚
は周辺を感知する手段としてあまり有効ではない。その代わりに多くの海洋生物は、
ユニークな化学物質を状況認識やコミュニケーションの手段として利用する。近年、
海洋生物が作り出す物質が医薬品に応用できるとして注目されている。海洋生物が産
生し、薬のもとになる物質は、人間の体内で目的通りの作用を発現させるために化学
合成などによって最適化した後、薬に変化する。海洋生物から得た薬の例として、ナ
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マコから採取されたホロトキシンを用いた水虫薬や、ホヤから抽出されたプラズマロ
ーゲンを有効成分とする抗アルツハイマー薬がある。また、海綿の生成物から多くの
抗がん剤が生まれた。（佐藤凪沙・ 伊藤百）
4. Decreasing of Salmon Stocks（鮭の減少について）

クジラの仲間は大きく分けるとヒゲクジラ亜目とハクジラ亜目の二種類に分類され
る。ハクジラ亜目は歯を使い小魚などを食べているが、そんなハクジラ亜目の仲間で
あるシャチが今絶滅の危機にある。その原因は、食料の鮭が減少しているからだ。鮭
の減少はダムによるものだとよくいわれているが、ワシントン大学は実験の結果をも
とに実際は温暖化や汚染などの海の環境の変化がより大きな要因なのではないかとい
う見解を示した。（辻悠希・上野威）
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Title: What I have learned through the short-

Secondly, about expanding the range of

term study abroad program in UW

curiosity by having broad horizon. The lecture

Name: Momo Ito

topic in UW course was marine science

Grade: 3

including introduction of marine animals,

Faculty: Pharmacy

environment problems related with sea, and
conservation around shoreline. These topics

1. Introduction

weren’t my specialty, so I was trouble with

This UW program was very impressive for

understanding

them.

However,

every

me because I could have experienced how I

teacher’s lecture was interesting to me and

can study deeply in the unusual surroundings.

this experience was good chance for me

I have learned mainly three points through

having stuck to one idea by studying only

this course, which is the importance of ability

pharmacy

to use English, expanding the range of

Consequently, I became to be interested in

curiosity by having broad horizon, and not

climate change and natural conservation and

being afraid of making mistakes. Therefore, I

I studied a little about marine environment by

will focus on these three points and how to

reading paper written by Megan Deither and

make use of this course experience to my

Kirk Sato, who are lecturer in this course. Kirk

future in this report.

said in one day conversation that curiosity is

to

make

multiple

ideas.

important when we study one theme, so I
2. What I could have learned through this

want to study with curiosity and broad

course

horizon in the future my laboratory life.

Firstly, about the importance of ability to

Thirdly, about not being afraid of making

use English. I was quite frustrated when I

mistakes. In this course lecture, I have learned

couldn’t answer and ask some questions in a

the necessity of telling teachers and friends

class because of my less ability to listen to

my ideas without hesitating because there are

English. Therefore, I have learned that I can’t

a lot of chance to discuss the intent of lecture.

tell teachers my opinions whatever I have

When I asked some my ideas to my teachers,

many knowledges unless I can understand the

they taught more their ideas than I gave and

content of class in English. Additionally,

recognized that I tried to understand deeply

George Hunt, a marine scientist, said that we

their lecture. However, when I couldn’t ask my

should be able to use English to be a

teachers about my ideas and the content of

successful scientist all over the world because

lecture, I could only get information from my

English is necessity to communicate with

friend’s question. This is natural, but this

various people. From these experiences, I

experience leads me to notice that I can gain

made a decision on learning English harder

many knowledges if I speak actively my ideas.

than before to be a good English speaker.

Therefore, I want to make use of my growth
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by asking many questions and telling my ideas

to use English daily by making a conversation

actively.

with overseas student studying in Hokkaido
University. Secondly, the method to stretch

3. How to make use of this experience to my

my interests and speak my minds positively. I

future

always try to make questions in every seminar

I want to be a scientist who develop new

at my laboratory and speak my ideas with not

medicine. I think that above three points is

being afraid of making mistakes. By putting

important to be a good scientist, so I state the

these plans into action, I want to develop the

following how I make an effort to get these

ability as a scientist, and finally, I want to

three points. Firstly, the way to raise my

announce in English at the international

English ability. George told me that I had less

meetings and get a job in the English closer

exercise to speak my mind in English, so I try

surroundings.

(the picture in George’s lecture)
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Title: What I have learned through this

This program has a lot of field work,

Program

such as gathering living things in the sea. I like

Name: Yoshiyuki Furukawa

moving my body and experiencing rather

Grade: 3

than sitting and listening to lectures for a long

Faculty: Fisheries Sciences

time, so this program was suitable for me.

Department: Marine Biology

What I aimed at in this program is
getting experience I study my major in English

LIFESTYLE

because I have plan to study when I graduate

I love the lifestyle in FHL (Friday

or to work in abroad if I get chance. It was so

Harbor Lab) because rowboat, using dining

tougher than I expected. I got what professor

room for 24 hours, also surrounded by nature.

want to say to some extent in everyday

Downtown is located about 10minutes away

conversation, but I couldn’t about technical

from FHL by car. FHL is a well-equipped

knowledge. Once technical knowledge comes

condition for students and study. When you

into conversation, I become so confused, so

want to refresh your mind, you can take a

lecture was so difficult for me to understand

walk in the forest, look out over the sea, go

though I could understand the area I have

shopping in the Downtown, and chat over a

knowledge and words. But just knowing it,

cup of coffee with your friends, play table

learning specific area in English, was a big

tennis at dining room. I felt that students

harvest for me.

studying in FHL are absorbed in their research,

The most important thing through

and they study hard by competing with each

this short-term study abroad is that learning is

other. I thought such an environment also

not wasted. I usually study in micro instead of

affects them. I usually live in the city, so the

macro, for example, working of various

environment is new to me. I listed only good

proteins in vivo, examine the structure of lipid,

points, but of course there were negative

and so on. However, in this program, I studied

points for me. As I knew before coming,

in macro such as marine ecosystem, climate

Japanese toilets and shower rooms were

changes. At glance, the content of this

better than overseas. I wanted it to be cleaner.

program isn’t related to my major, but I think

And it may be different for other students in

that it was chance to get knowledge outside

FHL, but I wanted a little more privacy

my major. When I looked at the professor in

because we shared a room and we were

FHL, I felt that they were knowledgeable and

basically together for our staying. But home is

looking at things from various angles. I’d like to

where you make it. It was nice to get

get a lot of knowledge and broaden my

experience I wouldn’t normally do.

horizons. I think that it’s not waste putting a
lot of dots in my life. I don’t know when I can

LECTURE&WHAT I GOT

connect the dots looking forward, but I
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believe I can somehow connect them in my

Lastly, thank you all very much for

future when looking backwards. Also,

your hospitality. I had a very rich time at FHL. I

believing the dots will connect down the road,

want to study at UW if I can get chance.

it gives me confidence to try whatever.
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Title: What I have learned through the short-

snake, anemone, and so on. I saw wild seals at

term study at FHL

pint-blank range for the first time, so I was

Name: Kimura, Takeru

moved. The food of the laboratory was good

Grade: 3

than I expected. My life in FHL was good.

Faculty: Fisheries Sciences

Whale museum

Department: Marine Biology

There

were

many

interesting

displays in whale museum. We could listen
I have learned a lot in this summer

the explanation of those displays in Japanese,

program at University of Washington for 11

so I could understand how interesting the

days. I decided to attend this summer

displays were. I admired the hospitality of the

program because I was interested in

museum staff. I could see rare specimen of sea

researches studied by foreign curator and

animals for example, conjoined fetal twins in

researchers. Especially, I was interested in

a harbor seal, skeletons of orcas, and

marine biology. During this program, I studied

skeletons of other whales. I was amazed that

the frontiers of researches in English. I also

almost all of orcas coming and living around

learned many knowledges and gained

San Juan island had been identified and

precious experiences, so I’m going to write

revealed blood relationship. I thought it needs

about my experience below.

hard work for a long time. And I could find that

Life in FHL (Friday Harbor Laboratories)

people of San Juan island cherish the orcas. I

We stayed at laboratories of

also learned that indigenous people of the

University of Washington in Friday Harbor for

island considered orcas as sacred animal. It is

ten days. Friday Harbor is a small port town in

said that Ainu of Hokkaido also think of orcas

San Juan island lies in the middle of the Salish

as holy animal. I was glad to find that there is

sea. It was good temperature and nice

in common between the two different

weather not every day, but almost every day.

cultures.

There were a lot of ship anchored in the

Whale Watching

harbor and small friendly shops. In the

Whale watching was one of the

laboratories, there were many researchers

most excited experiences in this program. In

studying about something related to ocean.

this tour, we saw some kinds of animals. We

They are from many different places for

saw orcas first. I saw them from far but, I was

example, Moscow, Germany, and so on. They

so excited to see them because it was the first

wanted to research at this laboratory because

time to see the wild orcas. The guide told me

of not only the ideal facilities for researches

to identify them. All orcas living and coming

but also rich biodiversity of the island. In fact,

around the island can be identified by their

we saw many kinds of animals at this

saddle patch, a gray marking on their back

laboratory for example, deer, fox, racoon, seal,

that wraps around the dorsal fin. Each saddle
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patch varies from one to another, so we

that I experienced in this program. Through

identified them. I tried to identify but it was

this program I could learn and experience

difficult for me. We saw transient orca which

many things. It was very fun for me to talk

migrate all the year round and eat mainly

with other faculty students and teachers. If I

marine mammals. We fortunately saw

had not attended this program, I couldn’t

hunting. We also saw sea lions milling around

meet them. Everyone had each own way of

on the rock. It was precious time for me.

thinking, so I could enjoy talking each other.

Field work

Because of my lack of English and knowledge,

・Tide pool research

I could not soak up everything from this

We had a lot of field work. Especially,

program. Through these experiences, I

field work at tide pool left a strong impression

thought that most important thing is to meet

on me. We researched tide pools at 4th of July

people and talk. I want to come back to Friday

beach, Deadman’s cove, and cattle point.

Harbor.

There were so many kinds of fish, shrimp, crab,
hermit crab, shell, seaweed. I had researched
tide pool in Akkesi town, Hokkaido before. At
that time, I had caught many species. But, in
the island, there were many species I had
never seen before. On the other hand, there
were some species I had seen in Hokkaido
before, for example, hairy hermit. It was
interesting for me.
・Night lighting
We use the light in the sea at night

Whale museum

to gather sea animals. By using this method,
we caught pipe fish, jerry fish, octopus, and so
on. I was amazed that seals came close to us.
・Bioluminescence
Bioluminescence is light produced
by a chemical reaction within a living
organism in the sea. Some species luminesce
to confuse attackers. As we stimulated the
organism to tap sea surface from rowboat,
the organism emits blue light. It was fantastic.
Conclusion
It’s a pity that I can’t write everything

identification of San Juan orcas
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Title: Two weeks at FHL

Before the lecture, I didn’t know that

Name: Minoru Hyogo

technology of CT scanning is used for

Grade: 2

biological

Faculty: Science

“computed tomography” and by using this

Department: Biology

technology, scientists create 3D models of

researches.

CT

stands

for

skeletal structure of sea creatures. It provides
At Friday Harbor Lab (FHL) we

us clear and detailed pictures so we can

learned a lot of things about oceans. What we

identify very small difference. By using

did at FHL was taking lectures, fish

technology, Mr. Graham, one of the scientists

identification, whale watching and so on. We

in FHL, found new species of Syngnathidae. I

took about 10 lectures there. I’m going to

found this technology very useful and the

introduce some lectures. First lecture is about

lecture broaden my way of thinking toward

“ocean acidification and deoxygenation” held

morphological researches.

by Mr. Kirk.

All of lectures I took were interesting

Mr. Kirk is a scientist who is

and improved my knowledge about the

researching climate change and how it effects

ocean. At Friday Harbor we visited Ms. Trish’s

to ocean environment. Ocean acidification

house and Mr. and Ms. George’s house, and

and deoxygenation are one of the major

we had some conversations. One of their

problems in ocean now a days. Ocean

advice made impressions on me. Both Ms.

acidification is a phenomenon that pH of

Trish and Mr. George said one of the most

ocean water gets lower. The main reason of

important things for scientists is passion. They

this is high amount of CO2 caused by using

told us it is difficult to become a doctor

massive amount of fossil fuels. The more CO2

without a strong passion. Now I am interested

dissolves into water, the lower the pH gets.

in biology, but I still cannot find an area of

Ocean acidification causes negative effects on

biology that I want to work on with a very

species which use CaCO3 like shells and corals.

strong passion. After the talk with them, I

When CO2 increases, CO2 tide up with CO3-

decided to work hard on finding the genre of

and interfere forming CaCO3. This will weaken

biology that I like to work on with passion.

shells and make them fragile. Deoxygenation

Another thing that they told us was

is a phenomenon that oxygen gets away from

it is important for Japanese student to have

ocean water. This happens when temperature

questions. Many students in foreign countries

of water gets higher. This problem is also

have questions on what they are doing, or

getting worse because of global warming. This

things that their teacher told them. Mr.

lecture made me re-realize global warming

George said many Japanese students tend to

effects environment in many ways.

be too passive and always follow what

Next lecture is about “CT scanning”.

professor said. Mr. George told us it is
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important to have questions on things what

to think more about what I am learning and

professor told us, because what professor tell

what I am doing. Experience at FHL broaden

us is not always correct and it is important to

my way of thinking and I could learn how to

think by myself. When I heard this, I realized it

become a good scientist. I will try to make use

was true that I am being too passive at

of these wonderful experiences at FHL.

university. After I heard this advice, I decided
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Title: What researchers in FHL taught us

Juan island stimulated my interest. I want to

Name: Nagisa Sato

come back to FHL as a researcher of marine

Grade: 3

ecology in the future. I could find what I want

Faculty: Fisheries Science

to be with confidence.

Department: Marine Biology

My dream is to be an international
marine biologist. Before this program I had

Many researchers in FHL (Friday

never

communicated

with

foreign

Harbor Laboratories) made every effort for

researchers, so it had been too difficult for me

our study. Especially Dr. Sebastian Kruppert

to imagine life as a researcher in a foreign

and Dr. Kirk Sato gave us a wide knowledge of

country.

marine biology and oceanography and took

opportunity to know what is necessary for me

us to many field trips. I have studied marine

to be a researcher in the U.S. We visited Dr.

science since last year, so I had already had

George L. Hunt at the end of the course. He is

basic knowledges of them. However, my

an authority on marine ecology, so I asked him

knowledge had been only in Japanese before

two questions to realize my dream. The first

this program, so I could not describe what I

question is “How to be a professor of UW?”.

wanted to say though I Knew the correct

He answered, “You must be the No.1 in your

answer during the first half of the program.

field. You must be strategic to be the No.1. He

This experience taught me that my

told us a difficulty and an uncertainty to live as

knowledge would be useless if I could not

a researcher and described it as gambling

describe exactly in English, and it turned a

because We have to believe our own opinions

powerful incentive to study my major in

though no one knows whether they are

English and Japanese at the same time. I

correct or not. The second question is “What

regret that I had spent no time reviewing

is necessary for Japanese student?”. He said

lessons of marine biology in English before I

that Japanese students need to be

came to FHL. I looked up names of sea

independent from professors and improve in

creatures in English on the Internet in a hurry

English. In general, Japanese students do just

after the lectures.

as their professors tell them to and they fear

This

program

gave

me

an

Through many field trips in San Juan

to object to their bosses, but they must be

island I realized that I am really interested in

independent and have their own opinion. He

sea creatures. We went to tide pools, beaches

taught us the importance to try to advance

and whale watching and saw many kinds of

our research before our professors say do so.

animals living in the Salish sea from planktons

In almost all lectures, researchers

to sea mammals. I got captivated by various

referred to environmental problems, for

wild animals. I had never seen herds of sea

example, global warming, ocean acidification

lions and orcas in Japan. Wild animals in San

and abuses of shore lines. I felt that their
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environmentally awareness is so high. I think

Contents of this program was

it is necessary for me to be an international

directly connected to my dream. I was

biologist. I would like to pay more to

satisfied with the days in FHL. Thank you for

environmental problems from now on.

researchers in FHL, travel companions from
Hokkaido University, and Ueno Sensei!
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Title: What I have learned through the Short-

environment in the ocean which I am

term Study Abroad Program and my future

interested in so I was happy about that. I did

Name: Takeru Ueno

not know a lot about marine animal but I

Grade: 2

learned them from many angles for example

Faculty: Fisheries Science

their species, their teeth, how they affect to
the ecosystem and so on, so now I am very

Through this Short-term Study

interested in it and it might be one of my field

Abroad Program, I learned a lot of things and

to research in the future.

I am going to mention things what was

Lastly I learned the way to cooperate

especially important for me.

with

Firstly I learned how to adapt to a

the

relationship.

other
We

students
walked

and
around

make
the

different country with a different culture.

downtown of Seattle just by the students and

Actually I have lived in Vancouver 2 years

identified the species of the creatures

when I was younger, but after I came back to

together we collected. We had a lot of time

Japan I had no chance to live in a different

together.

country again. I did not have many chance to

From those experiences, I thought

talk with native English speaker, so this

about my courses I will take next and also

program made me very nerves. It was the first

about my future. Because I have lived in

time for me to order meal by myself and talk

Vancouver when I was younger, I really have

with native English speaker in the downtown.

interest studying abroad. I feel the charm of

So it was a valuable opportunity for me to do

living in a different country with a different

so.

culture and make friends and learn many stuff
Secondly I learned many ways to

there I have never learned. That is because it

study. I attended to many lectures and field

lets me have a lot of new experiences and

trip. Especially things that I did at the field trip

make my life rich. It also let me know the

was my first time to do. We collected many

differences about the studies which I am

kinds of creatures and identified them. We

interested between Japan and other country

used boats, nets, lights and so on to do it and

so that I can have more knowledge.

we found many species that we cannot find in

Now I am thinking about going

Japan. We also learned how the researchers

abroad to study longer than this program and

were researching their fields of study. Those

this program made my basic imagination to

were very impotent information for me to

do it. At this moment I have not decided the

plan my future. It was also impotent for me to

details of going to study abroad for a longer

know the studies because they were strongly

time but I might challenge it when I entered

related to my department which is fisheries.

the graduate school. To do it, I am planning to

There was many studies about creatures and

study not just things we learn in school but
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also English and take a test like TOEFL and

time for me and there are no choices for me

TOEIC.

except to knock what I learned into shape.
Anyway this program was a precious
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Title: My impression of short-term study

dormitory. We caught fishes for fish

abroad at FHL

identification in beach and tide pool for three

Name: Yuki Tsuji

times. It was fun for me. Because I have only

Grade: 2

been fishing once, catching fishes was very

Faculty: Engineering

interesting. And more we caught fishes and

Department: Applied Chemistry

invertebrates in the dock of FHL. In the first
night we hung down the light from the dock,

This April, when I just became a

lured small fishes and seals and watched

second grade, I felt a little impatience due to

them. We could use rowboats at the dock

the pressure from my parents and the

when we were free. We enjoyed rowing and

influence of my friends. Anyways, I should

watched bioluminescence on the sea by

study abroad in this grade. I have heard that it

rowboat at the other night at suggestion of

has pretty strong connection between

Sebastian, who was our boss at FHL. We

university students and study abroad. I felt I

learned about mainly marine; marine

have to study abroad and applied for this

ecosystems, marine mammals, fish teeth,

short-term study abroad. I wanted to choose

ocean acidification, and so on. We also

a study interesting to me at least and I chose

learned about 3D morphology applied at fish

this “humans and the marine environment”

research. We can’t watch closely very very

of UW which I was a little interested in but I

small fishes. So they expand fish body by using

can’t learn in my division at Hokkaido

CT scanning and 3D printing and observe in

University. In fact, many people like my high

detail. Divers who are UW’s students showed

school friends, my university classmates went

us the state under the sea by video camera.

to study abroad in this summer vacation. My

There were many kind of marine creatures on

result of study abroad was good, but not

the bottom of the sea. It was amazing. At third

perfect. I realized strongly the luck of my

day, we went whale watching tour and whale

English skill. And I felt my shyness. My voice

museum. We could see wild whales and

was low and I hesitated to ask to repeat again

sealions. Sealions were cute but bigger than I

when I wasn’t hear clearly what they said. So

imagined. In the whale museum, we learned

I decided to study English hardly when I come

whale ecology, whale grouping, the history of

back to Japan. There weren’t only sad

human being and whales. Native Americans

memory, but it was rather delightful.

lived with marine mammals, for example

Now, I will write about the detail of

using their fur for coat. We also learned the

my study abroad. In FHL (Friday Harbor

current situation of orcas. Orcas are in danger

Laboratory; UW’s institute), we lived in a

of extinction due to mainly three reasons;

dormitory and took lectures and did fish

prey availability, contaminants and vessel

identification in buildings very near the

disturbance. We have to think about how to
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deal with endangered species.

had a good experience and I could find what I

I also experienced a lot of fun.

have to do. This short-term study abroad have

Specifically, watching sunset from the seaside,

brought me a lot. I feel good to attend this

open-air fire and making smore and so on. I

program.
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Title: The most important thing learned in the

important to do things that no one has done.

program

I am always conscious of taking first place in

Name: Takashi Tamura

some field.

Grade: 2

What was interesting about the

Faculty: Fisheries Science

lecture content was the technology of CT scan

Department: Marine Biology

and 3D printer. Using a CT scan, I learned
that some fish were found to be new. In

There are two major things I learned

addition, the structure of the body of a living

from this program. The first is the importance

organism that was previously unknown has

of speaking English with courage. During this

been greatly developed with a 3D printer, so

program, I spoke English desperately. It was

that the body structure can be understood. I

ugly English, but they listened eagerly and had

realized that not only biology but also

a conversation. In the United States, it's

engineering is important.

embarrassing to say nothing, so I'm glad I

The other is about fish teeth. Most

spoke desperately English. I was also happy to

fish have teeth. However, the shape and size

praise whatever opinions I had and to think

vary depending on what you eat. Some

about them together. I also learned the

creatures have sharp teeth to chew their prey,

importance of having my own opinions. I will

while others have beard-like teeth to eat small

study English so that I can speak more fluently.

food. By paying attention to the tooth in the

Second, we should be interested in

organism, you can see why it evolved into its

many things. Before going to study abroad, I

shape and what role it plays.

was only interested in what I liked. However,

In addition, we were able to hear

professors in Friday Harbor Laboratory were

many people's opinions on “whaling”, which

also familiar with things other than their own

was highly interested. I thought it was

disciplines. And understood that this led to

important to continue to explain and discuss

their own disciplines. We should be interested

with each other so that there was no

in everything. I think that is very important.

misunderstanding about what was right.

Through this study abroad, I set one

In class, I practiced a lot by actually

goal. I want to go to an American graduate

going out to the field and catching the

school. The atmosphere, attitude and

creatures, I was able to learn things that I

research facilities are all fascinating, and my

couldn't understand only from classroom

desire to study at the forefront of the world

lectures. By seeing wild animals, I came to

has grown stronger. For that purpose, I want

think about the environment and ecosystem

to prepare well from now on. Specifically, I

of the earth. We are the generation that will

challenge many things, work on them, and

bear the future of the earth. We must always

touch many new things. Also, I think it's

think about what we have to do to protect the
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precious and beautiful earth.
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Title: What I have learned through studying

models from ceramic and using for physical

abroad

experiments instead of original bone was very

Name: Takumi Karasawa

surprising. I’d like to make use of what I

Grade: 2

learned in classes and activities for my future

Faculty: Science

study.

Department: Biology

Third, I knew that communication
style is greatly different in the US. I had heard

I have learned roughly four things

that Japanese people are very passive when

through the Short-term Study Abroad

we communicate, and I fully realized it

Program.

through the program. I understood the
First, I understood my learning level

importance of telling my opinions. In Japan, I

of English. Through talking with many people

had hesitated to tell my opinions which I think

in English and taking classes held in English, I

is not so important. However, I found that

understood what I can and cannot. About

such

speaking ability, I can speak about biology

beginning of new ideas. Therefore, I’d like to

using technical terms, but it is difficult for me

value telling my opinions from now on.

opinions

sometimes

become

a

to speak about other fields using technical

Finally, I got a deeper understanding

terms. Therefore, I’ll practice talking about

of ecology, especially biodiversity. I study

other fields using words that I know well and

biology in Japan, so I had learned about

memorize basic terms. About listening ability,

biodiversity in classes. By many experiences in

I can understand most classes in English, but it

the study abroad program, I understood

was hard for me to understand some

better about biodiversity and got some new

explanations that are spoken fast. Therefore, I

ideas. At the night lighting, I saw how living

need to have more chances to listen English

organisms get together near by the light. It

and improve my general listening ability.

shows me what the food chain is like and how

Second, I learned a lot of ways of

food chain appears in reality. The differences

thinking and researching. In the classes, I

of niche appear obviously in the zonation of

heard a lot about what lecturers research and

one rock. In addition, I also saw many insects

how they research. Most research themes

and plants. For example, I saw a metallic green

were not familiar for me, so the ways of

sweat bee (Figure1). It isn’t so rare insects in

thinking about the themes were very

the island, but there isn’t similar one in Japan.

interesting for me. I think that the different

Weather conditions in Friday Harbor

ways of thinking sometimes give me

such as temperature were close to Japan, but

unexpected solutions. In addition, the ways of

there are big differences in member of species

utilizing 3D printer and CT scan were

and the biomass. There are fewer number of

impressive. Especially, the idea of making 3D

living species and numbers of insects in Friday
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Harbor, but there aren’t big differences in

the differences in tree affect soil and it can

number of living species and density of plants.

affect how first consumers such as insects live

I found that most trees in the island are

in the ecosystem. My idea is based on only a

coniferous tree. In Japan, there are both

few observations, so I need to observe under

coniferous trees and broad-leaved trees.

more different situations. I’d like to study

Therefore, I think broad-leaved tree have a big

more about this theme someday.

impact on biodiversity. My hypothesis is that

Figure1: Metallic green sweat bee (Agapostemon)
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Hokkaido University Short-term Special Programme
at the University of Geneva, 2-11 September 2019
Date

Activities

Resource persons

Day 1 (Sun) 1/9/2019

Travel day (arrival at Geneva)

Pr Hiko TAMASHIRO

Day 2 (Mon) 2/9/2019

Morning @ UniMail

9:00-9:30

Orientation: Course objectives, conduct and its logistics

Pr Hiko TAMASHIRO

10:00-10:30

Welcome address

Vice-Dean of Faculty of Psychology and Educational Sciences,
International Relations of Unige

10:30-12:00

Lecture 1: "Quality of life + well-being = health": an approach to the social determinants of health

Dr Sandrine MOTAMED

14:30-17:00

UNOG library, League of Nations archives at Palais

Pr Hiko TAMASHIRO + Organizations' staff

Day 3 (Tue) 3/9/2019

Morning @ Global Studies Institute

9:00-10:30

Lecture 2: History of Europe (Part I)

Paulos ASFAHA.

10:45-12:15

Lecture 3 : History of Europe (Part II)

Paulos ASFAHA

13:15-16:00

WHO

Pr Hiko TAMASHIRO

16:30-18:30

ILO

Mr Remo BECCI, Ms Carmelina CABEZAS, ILO

Day 4 (Wed) 4/9/2019

Morning @ UniMail

9:00-10:30

Lecture 4 : Ageing with Parkinson disease and caregiver burden

Dr Marc BAERTSCHI

10:45-12:15

Lecture 5: Public space - public life studies: theory and instructions for a field research project

Dr Sandrine MOTAMED

14:00-15:30

GFATM

Dr Nobuhiro KOBA (北大OB)

18:30

An evening at a Swiss house. Learn local social ways

Dr Sandrine MOTAMED

Day 5 (Thu) 5/9/2019

Morning@SeedWorks

8:30-10:00

Lecture 6: "Ageing and handicap (vision, mobility)"

Educational Sciences and Psychology Faculty member

11:00-12:30

Lecture 7 : Field study mobility issues (wheelchair test and meet the elderlies) (Part I)

Dr Sandrine MOTAMED + Félicien FLEURY + Pr Nicolas FAVEZ

14:00-15:30

Lectire 8: Field study mobility issues (wheelchair test and meet the elderlies) (Part II)

Dr Sandrine MOTAMED + Félicien FLEURY + Pr Nicolas FAVEZ

16:30-18:00

Lecture 9 : Japan's postwar institutional reformation

Dr Chanaka Jun Takazawa, IHEID

Day 6 (Fri) 6/9/2019

Morning@oldtown

09:00-10:30

Lecture 10 : Swiss and Geneva history (Part I) on foot

Philippe NEESER + Pr Hiko TAMASHIRO + Ms Shinobu UEDA +
Pr Nicolas FAVEZ

10:30-12:00

Lecture 11: Swiss and Geneva history (Part II) boat tour

Philippe NEESER + Pr Hiko TAMASHIRO + Ms Shinobu UEDA +
Pr Nicolas FAVEZ

14:00-15:30

Lecture 12 : History, role and functions of ICRC

Yves Etienne

16:15-18:00

ICRC Museum

Pr Hiko TAMASHIRO + Ms Shinobu UEDA

Day 7 (Sat) 7/9/2019

Visit Switzerland@ around Leman Lake (lunch at the Lake side, bring own lunch bags)

Day 8 (Sun) 8/9/2019

A view at the Alps @ Chamonix

Day 9 (Mon) 9/9/2019

Morning @ UniMail

9:00-10:30

Lecture 13 : Ageing in Japan

Pr Hiko TAMASHIRO

11:00-12:30

Lecture 14 : Global health and nutrition

Alain QUIAMZADE

13:30-14:30
15:30-17:00

Lecture 15 : Fight against river blindness: a global health approach and an experience from the

field with WHO
Lecture 16: Master Programmes in IHEID and career possibilities in international city of Geneva

Pr Hiko TAMASHIRO + Dr Sandrine MOTAMED + Dr Marc
KARAM + Pr André ROUGEMONT + Ms Shinobu UEDA
Pr Hiko TAMASHIRO + Dr Sandrine MOTAMED + Dr Marc
KARAM + Pr André ROUGEMONT + Ms Shinobu UEDA

Dr Marc KARAM
Director, IHEID (Graduate Institute of International and
Development Studies)

Day 10 (Tue) 10/9/2019

9:00-10:15

UNHCR

Mr Yutaka TATEWAKI

11:00-12:30

Lecture 17 : Wrap-up discussion on ageing: a students' perspective

13:30-15:30

Student's pick: which topics would the students like to know more about?

16:30-18:00

Lecture 18: Road to the United Nations - A Japanese Government Perspective

Pr Hiko TAMASHIRO + Dr Sandrine MOTAMED + Pr André
ROUGEMONT + Pr Nicolas FAVEZ
Pr Hiko TAMASHIRO + Dr Sandrine MOTAMED
The Permanent Mission of Japan to the International
Organizations in Geneva

Day 11 (Wed) 11/9/2019

10:00-11:30

WTO

14:15-16:15

Franck Muller

17:30

Closing ceremony@jardin botanic

Evening

A students' party

Pr Hiko TAMASHIRO + Ms Shinobu UEDA
Dr Sandrine MOTAMED + Pr Hiko TAMASHIRO + Pr Nicolas
FAVEZ + Ms Shinobu UEDA + M. le Consul SUGIYAMA + Mme
ESCURRIOLA
UNIGE and Japanese students

Day 12 (Thu) 12/9/2019

9:00-16:00

Students' project in Geneva or its vicinage

16:30-17:30

JETRO

18:00-20:30

Dinner with JETRO staff (CHF35.00/person)

Mr Shirokura@JETRO (Hokudai OB)

Day 13 (Fri) 13/9/2019

09:00-1700

Students' project in Geneva or its vicinage

Pr Hiko TAMASHIRO + Ms Shinobu UEDA

Students' project in Geneva or its vicinage

Pr Hiko TAMASHIRO + Ms Shinobu UEDA

Leave for Geneva airport (LH5751 13:15 for Munich)

Pr Hiko TAMASHIRO + Ms Shinobu UEDA

Arrival at Haneda
Leave for Chitose (ar. 14:35)

Pr Hiko TAMASHIRO + Ms Shinobu UEDA

Day 14 (Sat) 14/9/2019

09:00-17:00
Day 15 (Sun) 15/9/2019

10:30
Day 16 (Mon) 16/9/2019

10:50
13:00
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List of Student Participants

Name

Faculty

Grade

Yuha OKUBO

School of Medicine

3

Haruki KUSUMOTO

School of Humanities and Human Sciences

3

Yuki AKAGAWA

School of Medicine

3

Haruhi TAKEBAYASHI

School of Humanities and Human Sciences

3

Erina HARADA

School of Engineering

3

Mayu MAKI

School of Law

2

Yoshitaka OBATA

School of Law

3

Sayaka NISHITA

School of Humanities and Human Sciences

3

Shun SHIMIZU

School of Medicine

2

Mari ITO

School of Humanities and Human Sciences

2

Ayano TAMAZAWA

Faculty of Pharmaceutical Sciences and Pharmacy

2

Reika FUJISAWA

School of Medicine

2
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Arts, Science and Humanity in a globalized World：Following in the footsteps of
Inazo Nitobe and Work of the United Nations in Geneva.グローバル化する世界にお
ける文芸、科学と人類：新渡戸稲造の足跡とジュネーブにおける国連の活動について
講義内容要約レポート

Lecture 1,5
Title: global health (グローバルヘルス)
Lecturer: Dr Sandrine MOTAMED

1．はじめに
健康とはただ単に病気にならないということではなく、肉体的にも、精神的にも、
そして社会的にもすべてが満たされた状態にある(*WHO 健康の定義一部抜粋)こと
を指すが、世界では医療インフラの不足などによる健康サービスの不平等性は健在し
ており、また、日本でも低所得者層による要介護認定の増加など経済的な要因が健康
に影響をもたらす事例は少なくない。そこで、国際保健をよりグローバルに考えるグ
ローバルヘルスの考え方が必要になってくる。
*WHO 健康の定義
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity. (健康とは、病気でないとか、弱っていな
いということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満た
された状態にあることをいう。)
2．グローバルヘルスの 4 つの柱
一つ目は environment(環境)である。これは大気、水などの衛生環境や住環境の整
備だけでなく、集団の中での自分の存在意義やアイデンティティの確立などの
psychosocial(心理社会的)な環境の充実化も含まれている。
二つ目は behavior(=lifestyle)(生活習慣)である。これは起床・就寝時間や睡眠時間、
喫煙、飲酒、食事、麻薬などのことを指す。この behavior と一つ目の environment は
WHO の健康の定義に当てはまる重要な項目であるといえる。
三つ目は human biology(生物学)である。これは高・低血糖、高血圧、コレステロ
ール、がんなどの医療的な視点である。科学的技術が進行している中で、変化が著し
い分野であると考えられている。
四つ目は the action of the health services(健康サービスの供供)である。これは医
者、看護師、理学療法士、作業療法士、薬剤師などの医療従事者による健康サポート
や、健康保険・医療保険など国家レベルでの医療サービスも含まれる。

131

3．Social

determinants of health(健康の社会的要因)の考え

Social determinants of health(健康の社会的要因)とは the social factors and
physical condition of the environment in which people(人々の健康や病気は社会的、
経済的、政治的、環境的条件に影響される)という考えである。人々の健康を決定する
ものには遺伝的要因、生活習慣などがあるが、社会・経済格差、社会的・家庭環境、労
働によるストレス、社会的排除などの社会的要因が健康被害を招いていると考えられ
る。
4．まとめ
Lesson1 では Social determinants of health(健康の社会的要因)の観点から、健康
サービスを供供する土台となる社会・経済環境を整備や社会的・文化的背景を踏まえ
た健康サービスの供供を考えるべきであり、グローバルヘルスにおいて重要なことで
あると学んだ。Lesson5 では各国の public space の変遷をたどることで、後日予定さ
れていた車いすなどを使った課外授業の導入的な部分を学んだ。

(文責：藤澤玲花)

Lecture 2,3
Title: History of Europe（ヨーロッパの歴史）
Lecture: Paulos ASFAHA

1.EU の歴史
第二次世界大戦で徹底的な打撃を受けたヨーロッパの経済は、アメリカのマーシャ
ル＝プラン（アメリカによるヨーロッパの復興援助計画）の資金で復興への道筋がで
きた。一方で東ヨーロッパ諸国が次々と社会主義化しソ連の衛星国となっていくとい
う事態が進む中、前イギリス首相チャーチルは 1946 年 9 月、チューリッヒ大学で講
演し、ヨーロッパ連合の呼びかけを行った。
そのような気運の中でチェコスロバキアのクーデターで共産党政権が成立したのを
機に、1948 年 3 月、ブリュッセル条約が成立して、イギリス・フランス・ベルギー・
オランダ・ルクセンブルクの 5 ヵ国が西ヨーロッパ連合を結成した。反ソ連、反共産
主義の集団軍事同盟である。東西冷戦が深刻化すると、アメリカの関与が強まり、マ
ーシャルプランの受け入れ機構としてヨーロッパ経済協力機構（OEEC）が、軍事機構
としての北大西洋条約機構（NATO）が結成されたが、これらはアメリカ主導のもので
あった。
アメリカ主導のヨーロッパ統合の動き対して、ヨーロッパの自主的な統合の気運が
次に現れてくる。その最初が 1950 年にフランス外相シューマンの提唱したシューマ
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ン＝プランによって、ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体（ECSC）が発足した。これはフラン
ス国境に近い西ドイツのルール地方とザール地方の石炭・鉄鉱石などの資源と工業施
設を、隣接する諸国で管理運営することを通じ、長く独仏紛争の原因となっていた国
境紛争を回避し、ヨーロッパの安定をもたらすものと期待された。
1957 年にはローマ条約が成立し、フランス、西ドイツ、イタリア、ベネルクス三国
（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）の 6 カ国がヨーロッパ経済共同体（EEC）
とヨーロッパ原子力共同体（EURATOM）を足させた。特に EEC 結成により、ヨーロ
ッパは一つの経済的まとまりを持つ共同市場を目指したが、イギリスは不参加を表明
し、むしろそれに対抗して 1960 年にその他の 7 ヵ国を組織し、ヨーロッパ自由貿易
連合（EFTA）を結成した。
1967 年、従来の ECSC・EEC・EURATOM の三者が統合してヨーロッパ共同体（EC）
が結成された。結成当初はフランス、西ドイツ、イタリア、ベネルクス 3 国（ベルギ
ー・オランダ・ルクセンブルク）の 6 ヵ国が参加した。この頃になるとイギリスも加
盟を申請するようになったが、フランスの反対で実現できなかった。
1973 年にはそれまで加盟を拒否されていたイギリスの加盟が認められ、アイルラン
ド・デンマークも加盟して拡大 EC となった。さらに 80 年代にはギリシア、ポルトガ
ル、スペインが加盟して 12 ヵ国体制となった。
加盟国を増やすとともに統合を経済面から政治面、安全保障面での意義も深まり、
1993 年にマーストリヒト条約により現在のヨーロッパ連合（EU）に発展的に解消した
2.EU について
欧州連合では欧州連合条約の発効前に調印されていた単一欧州議定書によって市場
統合が実現し、またシェンゲン協定により域内での国境通過にかかる手続きなどの負
担を大幅に削減した。さらに欧州連合条約発効後によって外交、安全保障分野と司法、
内務分野での枠組みが新たに設けられ、ユーロの導入による通貨統合が進められてい
る。このほかにも欧州議会の直接選挙が実施されたり、欧州連合基本憲章が採択され
たりするなど、欧州連合の市民の概念が具現化されつつある。
3.EU とスイス
スイスは EU にも欧州経済領域（EEA）にも加盟せず、欧州自由貿易連合(EFTA)
加盟国としての立場を長年維持している。1992 年に EU 加盟の申請書を提出したもの
の、同年に実施された国民投票では非加盟派が過半数（50.3%）であったことから、ス
イス政府が申請保留状態を維持したまま 20 年以上が経過した。スイスでは自国と EU
の関係を見極める目的で、1972 年の欧州諸共同体（EC）加盟に関する投票から始ま
り、現在までに 10 回以上の投票が繰り返されている。2014 年には移民受け入れにつ
いての国民投票も行われ、ここでも過半数（50.33%）が EU の根底である「自由移動」
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に同意しない意思を示した。2016 年には、議員投票結果を受け、「申請書は無効」と
し、最終結論を EU に伝えた。
治安、所得、技術、教育など世界屈指の生活水準の高さを誇るスイスにとって、EU
加盟に大きなメリットが見いだせないという点が理由である。

（文責：尾畑好隆）

Lecture 4
Title: Deep Brain Stimulation for Parkinson Disease
(パーキンソン病に対する脳深部刺激療法)
Lecturer：Marc Baertschi

1．はじめに
今回の講義は、心理社会的適応についての視点からパーキンソン病について考える
講義であった。慢性疾患（パーキンソン病）は、医療技術、またそれに伴う劇的な効果
が関わることで症状が軽減するとされており、今回の講義は講師の先生が研究されて
いる DBS（脳深部刺激療法）の治療効果についての内容が主であった。
2．パーキンソン病に対する DBS の効果
慢性疾患は心理的、行動的、感情的、社会学的特徴を持っており、その中でも約 30
パーセントの患者が慢性疾患への適応に成功しないといわれている。また医学上の回
復と心理的な回復が一致するかについては議論の余地がある。
パーキンソン病の治療として近年研究されている DBS を患者に対して用いると、生
活の質、ふるえ、家族に対して前向きな影響が見られるとされている。一方 DBS を受
けていない患者は自殺率が 10 倍にも膨れ上がるようである。効果を具体的に数値で示
すと、心理的に 57.2 パーセント、行動的に 78.9 パーセント、感情的に 94.7 パーセン
ト、社会学的に 36.8 パーセントの改善が見込まれる。また 100 パーセントの患者が治
療後に幸福感を得られた。
次に DBS について心理社会学的に考えてみる。DBS 後、患者本人は先述の通り幸
福感を得られたが、その患者のパートナーについては同様に幸福感を得られているわ
けではなく、カップルには関係悪化が起こりうるようであった。患者は治療後 6～12
ヶ月のうちで映画に行ったりスポーツをしたり出来るようになる一方で、このような
状況に陥ってしまうのである。このことの原因について、
「ハネムーンエフェクト（治
療をすることでモチベーション向上が見られること）」が考えられる。治療後、本人の
機能回復に対して DBS の効果があっても、本人ができない事は結局パートナーがして
あげることになる。しかしこれでは実際には患者本人は適応に問題があるままである。
結局患者本人に幸福感があっても実際は自立できておらず、パートナーは幸福感を得
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られない、という状況がカップルの関係悪化に繋がったのである。
3．まとめ
DBS 後の患者の経験は、手術の成功のみによって決まるものではなく、心理的観点か
らも加減して見ていくことが非常に大切なのである。

（文責：大久保結羽）

Lecture 6, 7, 8
Title: Ageing and handicap / Field study mobility issues (wheelchair test)
（高齢化と障害/フィールドワーク（車いす体験）
）
Lecturers: Dr. Sandrine MOTAMED, Félicien Fleury

1．快適な空間を作り出す要因
まず Lecture 6 では、全ての人々にとって使いやすく快適な空間とは何か、そこに
は何が必要なのかについての講義を座学形式で受けた。道路に椅子もテーブルもなく
強く日光が降り注ぐ中で、人々は友人や他の通行人とコミュニケーションを図りたい
とは思わない。いくつかの椅子が置かれているだけでも人々の感じ方は全く変わって
くるのだとわかった。また、屋外カフェに行きテーブルとイスを選ぶ際にどこの席を
選ぶか、という問題もある。曇りの日なら気分で選ぶこともあるだろうが、日光が強
い日であれば、パラソルなどで陰になっている所を選ぶ人が多いだろう。パラソル一
つを置くという簡単な心掛けが、多くの人が快適に過ごせる一助になるのだと実感し
た。このように、様々な事情やハンディキャップを抱えた人が快適に暮らせる場所を
作ることは簡単なことではないが、少しの気配りと工夫で大きく改善することができ
る。パブリックスペースは社会の流動性と人々の社会相互作用に影響を与える重大要
因なのだとわかった。
2．車いす体験
講義の後は、実際にジュネーブの街は全ての人にとって暮らしやすい所なのかを確
かめるために、車いす体験と目の障害を試すことのできるメガネをかける体験をフィ
ールドワーク形式で行った。全員が車いすに乗る側と車いすを押す側の両者を体験し、
実際に車いすに乗ると、目線が低くなり普段見えているものも意識して顔を上げない
と見ることができなくなることがわかった。そのため、私は少しの段差でも大きな恐
怖を感じ、歩道の大きな段差では後ろにひっくり返るのではないかと思った。一方で
車いすを押す側は、思い通りの方向に車いすをコントロールするのが大変なのだとわ
かった。少しの段差でも大きく車いすを持ち上げなければ動かせない。また、車いす
に乗っている人を安全に移動させるという責任も同時に負っているので、安全確認や
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周りの環境を観察することが非常に大切だと思った。
3．視覚障害者のためのパブリックスペース
この車いす体験と並行しながら、目の障害を試すことのできるメガネも体験した。
盲目のメガネ、上半分だけ見えるメガネ、片方しか見えないメガネ、全体がぼんやり
と曇っているメガネ、一点しか穴の開いていないメガネなど様々な目の見え方に対応
し、それぞれの患者の気持ちを体験することができた。何気なく歩いているジュネー
ブの街だったが、いざ見えなくなると小さなでっぱりにつまずいたり、道路に飛び出
ている看板や電柱にぶつかったりしてしまいまった。これらの体験を通して、パブリ
ックスペースで誰もがストレスなく快適に過ごすことができるのか、住民一人ひとり
が考え、それを街づくりに生かしていくことが重要なのだと考えた。（文責：牧真由）

Lecture 9
Title Transforming Japan's Warfare Institutions to Welfare ones!
（軍事的機関から福祉的機関への日本の変革）
Lecturer: Dr. Chanaka Jun TAKAZAWA
1．日本の民主化

日本の機関は明治以降非常に軍事的なものであった。その軍事的機構はある時を境
に大きく変わることになった。それは太平洋戦争が終わった後の米国が日本を占領し
ていた約 5 年間である。米国は戦時中に対日占領政策の方針として，日本の統治機構
を民主的なものにすることを掲げていた。
改革の具体的内容の一つに生活保護法の制定がある。生活保護法は生活資金を自力
で賄う余裕がない人々に対して，差別なく食料や医療，葬儀の援助を政府がするとい
うものである。生活保護法は満州など旧日本の植民地から本国に引き上げてきた人に
多く利用された。この生活保護法の制定によって，日本の福祉の考え方は大きく変化
した。以前は支配層が自発的に貧しい人に捧げる贈り物とみなされていたが，全国民
に平等に与えられる公共サービスとみなされるようになった。
日本赤十字も戦後に再建された。日本赤十字は西南戦争の惨禍を見た佐野常民が
1877 年に設立したものがもとになっている。これはヘンリー・デュナンがソルフェリ
ーノの戦いの惨禍を見て，国際赤十字を設立したことと類似している。日本赤十字は
国際的に承認され，1906 年のサンフランシスコ地震の支援なども行ったが，日中戦争
がはじまると日本軍の負傷兵のみを支援する，軍に従属した機関となってしまってい
た。しかし戦後、人事入れ替えなどの改革が実施され，再び国際的に承認されるもの
になった。
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2．女性と子どもの保護活動
戦後の女性の人権も見てみる。日本政府は終戦直後，進駐軍による強姦事件を未然
に防ぐために，進駐軍に売春させる組織(特殊慰安施設協会)を設立した。この売春組
織は仕事がない女性たちが多く集まったが，2 年後に非自発的な売春を禁止する宣言
が出されると廃止され，女子大が職業訓練などを行うようになった。
児童福祉にも大きな改革があった。当時日本の子供は戦時中の食糧不足などにより，
栄養不足となっていた。米国はユニセフなどの国際機関とも連携して，学校で食べ物
を与える活動が始まった。この学校給食はやがて全国に拡大していった。その後児童
福祉法が制定され，子供の福祉はより充実したものになっていた。（文責：楠本晴樹）

Lecture 10,11
Title: Swiss and Geneva history on foot (スイスとジュネーブの歴史)
Lecturer: Philippe Neeser

1.ジュネーブ州について
ジュネーブはかつて共和国であったがのちにフランス領の一部となりその後スイス
連邦の一員となり現在に至る。現在のジュネーブ州の旗は右半分が赤地に鍵の絵が、
左半分に黄色地に鷲の絵が描かれている。これらはそれぞれ聖ペトロを表す鍵のマー
クの半分と神聖ローマ帝国の国旗の半分を受け取ったジュネーブ共和国時代の国旗で
ある。
2.赤十字の設立
ヌーヴ広場の端には赤十字の父であるアンリー・デュナンの銅像がある。また、こ
のアンリー・デュナンの銅像の後ろにはジュネーブ旧市街地の城壁が残っており、城
壁の中の建物は 15,16 世紀に、城壁の外の建物は 18 世紀に建てられたものとなって
いる。この城壁に沿った緩やかな坂道は赤十字通りと呼ばれており、坂道を上った先
にはかつて第一回ジュネーブ会議が開かれ建物がある。この会議ではアンリー・デュ
ナンの提唱が元となった赤十字条約が調印された。国際赤十字は当初アンリー・デュ
ナンとその他４人からなる五人委員会で構成され、このうちの一人であるデュフール
は赤十字の委員長であり後にスイス連邦軍の大将となった。ヌーヴ広場の中央には彼
が馬に乗った姿の銅像がある。
3.宗教改革とジュネーブの歴史
ジュネーブ大学の中には宗教改革記念碑がある。この記念碑の中央にはカルヴァン
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を含む４人の指導者の像があり、その左右にはラテン語で「POST TENE BRAS LUX」
の文字が刻まれている。これは「闇ののちに光あり」という意味であり、ジュネーブ
国時代の標語である。また、この記念碑の右側には 1602 の西暦が刻まれており、この
年号はジュネーブにとって最も重要な歴史の一つであるエスカラードの戦いがおこっ
た年である。この戦いは、1602 年 12 月 11 日から 12 日にかけての夜にローヌ川の左
側に位置したサヴォワ公国の軍勢がジュネーブを攻め込んだというものである。この
戦いでジュネーブは歴史的勝利をあげだ。ジュネーブでは毎年 12 月にエスカラード祭
が開催され、ジュネーブで一番の祭りとなっている。
ジュネーブ旧市街地の中にはカルヴァンが教えを説いたとして一般に知られるサ
ン・ピエール大聖堂がある。この大聖堂は単に宗教的意味合いだけでなく政治的意味
合いを兼ねた聖堂であった。例えば、ジュネーブを共和国制としプロテスタントにす
ること、また男子に限り義務教育を行うことを定めた 1536 年の総会はサン・ピエール
大聖堂において行われたものである。
1600 年代後半になると、フランスの宗教政策を理由にフランスから多くの人がジュ
ネーブへ流れ込んできた。これにより当時のジュネーブの人口は倍増し、もとあった
建物は増築を行った。したがって現在でも旧市街地内の建物では最上階のみ外壁の色
合いや素材の違いが見られる建物が残っている。

(文責：原田依奈)

Lecture 12
Title: History, role and functions of ICRC(赤十字社の歴史・役割・機能)
Lecturer: Yves Etienne

1．はじめに
第 12 回目の講義は、元 head of the ICRC’s assistance division であり自身も水問
題の技術者である Yves Etienne さんによって、History, role and functions of ICRC
と題して行われた。この講義は 9 月 6 日金曜日、14 時～15 時半まで Biotech Campus
で行われた。
2．アンリー・デュナンと ICRC の設立
最初に ICRC の活動を紹介するビデオを見た後、ICRC の歴史について学んだ。ICRC
は、ジュネーブ市内にも銅像が設置されているアンリー・デュナンという一人の事業
家の思想に基づいて設立された国際機関である。彼はフランス軍とオーストリア軍と
の間で行われていたイタリア統一戦争の激戦地、ソルフェリーノを通りかかった際に
その戦いの悲惨さを目の当たりにし、実際に負傷者に対して救護活動を行った。その
後、その戦争の悲惨さと戦争で負傷した人を敵味方の区別なく救う赤十字思想を記し
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た本を出版し、1863 年に現在の ICRC の前身となる五人委員会を組織するに至った。
ちなみに彼は後に第 1 回ノーベル平和賞を受賞することになる。
3．ICRC の活動内容
赤十字思想は武力紛争によって負傷した人々を主な救護対象とする ICRC、それに
自然災害によって負傷した人を主な救護対象とする IFRC、そして各国の赤十字、赤新
月者の 3 つのアクターによって受け継がれている。ICRC が想定する武力紛争は国家
間のものであったが、近年一つの国の中で起こる non-international wars が増加して
き て い る た め 活 動 形 態 は 年 々 変 化 し て い る と い う 。 ICRC は Mandate と し て
Assistance と Protect をあげ、Principal を Humanity, Impartiality, Neutrality,
Independence, Unity, Universality, Voluntarily service としている。ICRC は各国政
府からの任意の拠出金によって運営されているもののそれは十分ではなく、活動は寄
付によっても支えられている。
4．紛争・難民問題に対する取り組み
紛争地からの要望を満たすための解決策として、Humanitarian Assistance という
言葉のもとに活動が行われている。それは Prevention, Protection, Assistance という
3 つを柱にしている。例えば、Prevention としては軍のリーダーもしくは軍人ひとり
ひとりへの教育、Protection としては紛争のために離れ離れになってしまった家族に
電話を支給することによって関係を修復すること、そして Assistance として医療的ケ
アや食べ物を供給し、サニテーションシステムを整えることなどが挙げられる。また、
最近のヨーロッパにおける難民問題についても言及し、ヨーロッパでは年間約 1 億人
の難民が流入しているという。例えば 1 万人の難民が移動するとき、そのうち 100 人
が病院にかかる可能性があり、少なくとも 1 つの病院が必要であること、また一人が
一日生き延びるために必要な水は 5 リットルで、全体で 5.5 トンもの食料が必要であ
るとされている。それを踏まえると現在の難民問題がいかに深刻かをイメージしやす
くなるだろう。

（文責：伊藤真梨）

Lecture 13
Title: Ageing in Japan (日本の高齢化)
Lecturer: Dr. Hiko TAMASHIRO

1．日本の高齢化
日本の人口は 2008 年から減少し続けており、予想によると、2060 年には 9000 万
人を下回ると言われている。しかし、人口は減少していくとされる一方、高齢者（65
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歳以上）の人口の割合はほぼ変わらないと予想されている。これは、今以上に労働者
人口（20～64 歳）の割合が減り、高齢者の割合が増えるということを意味する。2020
年の高齢者の割合は 29.1％と予測されるのに対し、2060 年には 39.9％にまで増加す
るとされている。高齢者一人が、
（労働者層の）何人によって支えられるかを表した数
値は、2020 年の段階で 1.9 人とされているが、2050 年には 1.2 人になると言われて
いる。我々は若年層の負担がますます大きくなっている今の状況から抜け出し、持続
可能な豊齢社会を目指していく必要がある。
2．寿命と健康
豊齢社会を目指すにあたり、寿命は単に長ければよいというわけではなく、
「健康寿
命」を長くしていく必要がある。例えば、日本とフィリピンの男性の寿命は、それぞ
れ 80 歳と 65 歳だが、二国の寿命と健康寿命の差はどちらも 8 歳と変わらない。日本
人の寿命は長いぶん、健康でいられる年数をより長くしていく取り組みが必要である。
3．高齢化と深く関わる課題
超高齢社会（高齢者の割合が 21％以上）となった日本において健康の問題として特
に挙げられるのが認知症である。2020 年の日本の 65 歳以上の認知症患者の割合は、
高齢者全体の 11.3％と予想されている。これは今後日本が解決すべき重大な課題であ
る。また、独身またはパートナーのみと生活する高齢者の割合が今後増加していく見
込みであることも、超高齢社会の日本にとって重大な問題である。高齢者のそれぞれ
の生活様式に合った、包括的なケアが必要となる。
4．介護保険制度
介護保険制度とは、長期にわたるケアが必要な人々のために、ケアにかかる費用の
負担を減らす制度である。制度の対象となるケースは二つあり、①65 歳以上の人々②
40 歳以上で、難病（てんかんやパーキンソン病など）を患う人々 に適用される。対象
者のうち実際に制度を利用している人の割合は、現在 20～29％であるという。ケアを
本当に必要とする人々に有効なケアが求められる一方、ケアを必要とする人々を増や
さないよう努めることも重要である。
5．日本の高齢化問題の解決に向けて
日本の高齢化に対する策として、①認知症を患っていても安心のもとに暮らせるよ
うな社会づくり②持続可能な介護保険制度づくり③介護保険制度を利用しなくても済
むような予防策の強化 の三つが挙げられる。日本の豊齢社会を目指して、今後これら
の取り組みを進めることが必要である。

（文責：竹林春陽）
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Lecture 14:
Title: Available for more inputs on ageing from the Faculty of Psychology and
Educational Sciences
（心理学部と教育学部の視点からみる高齢化への働きかけとその利用可能性）
Lecturers: Psychology and Educational Sciences Faculty members

1．はじめに
このプログラムの主題は日本とスイスの高齢化社会であり、特にグローバルヘルス
を中心に学んできた。8 日目までは医学的視点からの講義や国際関連機関の働きを学
ぶ講義が多くあったが、この日は社会心理学の視点からグローバルヘルスを学ぶ講義
を受講した。
本講義では、内向的・外交的態度と健康的生活を促すための効果的な働きかけの関
係性を 3 つの社会心理学実験結果から学ぶ。
2．実験で使用した理論
実験内容を説明する前に、実験に用いられた 2 つの理論を述べる。1 つ目は
“Regulatory Focus Theory” と い い 、 人 の 行 動 に 対 す る 動 機 づ け を Extrinsic と
Intrinsic から説明している。上記の 2 語は、自分の行動によってもたらされる報酬や
罰といった他者との関係を考慮する外因的動機づけと、文化やふるまいなどの内在化
された価値観、又は単に楽しむためだけに行動しようという内因的動機付けを意味し
ている。どちらをどの程度重視しているのかによって、自己決定がなされるという理
論である。2 つ目は“Self-Determination Theory”といい、一般的な取り組みは利益の
最大化を目指す態度“Promotion”と不利益を避け最低限の利益を得ることを目的とす
る態度“Promotion”から構成されていることを示している。しばしば Promotion には
好意的に捉えられ、Prevention は否定的に捉えられるが、この実験に限らず、どちら
の態度にも良い面と悪い面があることを忘れてはいけない。
3．実験内容
次に、3 つの実験を簡単に説明する。第 1 に上記の 2 理論の関係性を確認したとこ
ろ、Prevention の傾向にある人はより Extrinsic な考えとの関連が大きく、Intrinsic
な考えとの関連は小さく、Promotion の傾向にある人はどちらの考えとも関連が小さ
いということがわかった。加えてこの実験結果を用いて、被験者を Extrinsic な人と
Intrinsic な人に分類した。第 2 に、健康関する異なる質問文を被験者に読んでもらい、
健康増進イベントにどの程度参加したくなったかどうか調査した。文章には 2 種類あ
り、”How to eat food healthy”のような比較的前向きに書かかれた Promotion 的態度
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に則したものと、”How to avoid unhealthy food”のような消極的な文章が書かれた
Prevention 的思考を暗示するものがある。結果、Prevention を読んだ人で Intrinsic
な人はあまりイベントに参加せず、Extrinsic な人は参加する傾向にあり、Promotion
を読んだ人にはどちらも関連が見られなかった。第 3 実験も第 2 実験同様、2 理論で
述べられた 4 要素の関連を調べたところ、第 2 実験と同じ結果が得られた。上記を考
察した結果、Prevention には Extrinsic 的な働きかけが効果的であり、Promotion は
自らの意思に従い行動することから、Extrinsic とも Intrinsic とも関連がみられない
ことがわかった。
4．まとめ
“Regulatory Focus Theory”と “Self-Determination Theory”を応用することによ
り、人それぞれに対する効果的な動機付けが明らかとなった。ただし、実験の結果に
は複雑な法則性が働いていると予想されるので、自由と選択する権利が自己決定を行
うより良い環境作りには必須である。

Lecture 15
Title: Japanese scientists’ contribution to medical science
(⽇本⼈科学者の医学への貢献)

Lecturer: Dr. Marc Karam

1．レプトスピラ病と稲田・井戸
3 つの病気に対する日本人の貢献について学んだ。
まずレプトスピラ病について述べる。1912 年頃に稲田龍吉，井戸泰が病原体のレプ
トスピラを発見した。稲田龍吉らによってすでに分かっていたレプトスピラ病の病原
体と、野口が黄熱の病原体として報告した細菌が同じであることが、のちの黄熱病ウ
イルス発見者の研究によって明らかにされた。黄熱病の病原体の報告としては誤りで
あった。
2．ペストと北里柴三郎
次にペストについて述べる。ペスト菌の発見に貢献した人物として北里柴三郎が挙
げられる。彼は、初めて破傷風桿菌の培養をした人物としてもその名を知られている。
1894 年に香港でペストの大流行が起こり、その年に北里は香港にわたってペスト菌を
発見した。ただ、同時期にスイス人のアレクサンドル・エルサンもペスト菌を発見し
た。先に発見したのは北里であるが、研究の結果を発表するとその性質の一部はエル
サンや他の学者たちのものと違っていたため、
「北里が主張する菌はペストの病原菌で
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はない」とする論文が出され、真偽が問われた。だが、後の研究で同一の菌だと分か
った。
3．オンコセルカ症と大村智
最後にオンコセルカ症について述べる。ブユが寄生虫を媒介して人に感染する病気
で、重症になると回旋糸状虫のミクロフィラリアが眼に集中し失明に至る眼障害を発
症する。回旋糸状虫のミクロフィラリアは、ブユの吸血時に移動してその内部で感染
幼虫にまで発育し、人がそれに繰り返し刺されることで感染する(図 1)。オンコセルカ
症は、河川盲目症とも呼ばれ、その名はブユが河川で繁殖し、それが原因で盲目にな
ることに由来している。その治療薬として回旋糸状虫のミクロフィラリアを駆虫し、
病変が現れるのを抑制するイベルメクチンがある。この開発には北里大学薬学部教授
の大村智が関わった。もともとは抗生物質を開発する研究をしていたが、その過程で
寄生虫に対して有効な化学物質を発見し、それがイベルメクチンとなった。イベルメ
クチンの開発により、オンコセルカ症の撲滅宣言がなされている地域もあり、将来的
には世界中からこの疾病の完全撲滅を目標としても現在でも活動は続いている。

図 1.オンコセルカ症の感染サイクル
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（文責：赤川有希、玉澤彩乃）

Lecture 18
Title: Road to the United Nations - A Japanese Government Perspective
（在ジュネーブ国際機関/日本政府代表部への訪問）
Lecturers：在ジュネーブ国際機関日本政府代表部の職員の方

1．ナカジマ参事官のお話
7 月にジュネーブに来たばかりであり現在は ILO 関係の仕事をしている。その前は
長く厚生労働省に勤めており働き方改革などを担当していた。ILO は国際労働機関と
いい世界の労働に関する機関である。労働政策は土台となる規則や予算と母屋となる
現場の二つからなっている。国際機関である ILO は規則を作るだけで母屋となる部分
は各国がやることになっている。ILO には大きく二種類の人間がいる。一つは policy
の人、もう一つは field の人である。Policy の人は法令による基準作りを行う。ILO に
は現在 200 くらいの条約と勧告が存在する。Field の人は途上国などの「底の抜けて
いる」国に各国から金や人材をそろえる。実際に途上国に行ってスキルを伝えたり仕
組みづくりを支援したりすることもある。このように ILO はベースづくりをする人と
穴を埋める人で構成されている。
自分は今 ILO の職員とともに働いていて国家公務員と国際公務員のコラボのような
かたちになっている。日本は ILO において全体予算の 10％、年間 40 億円ほどを負担
している。またそれに加え任意拠出金という日本が使い道を指定できるお金も拠出し
ている。アイデア自体は国際機関が作りそれを日本や途上国と話し合いながら変更を
加え実行していく。
ルール作りは法律の専門家が行う。そのルールの基本を決めるのが毎年 6 月に行わ
れる総会である。そのルールは年に 3 個くらい作られ今年はハラスメントについての
ものだった。また、今年は ILO100 年宣言も作った。これは今後の予算配分に関わっ
てくるものである。
ILO の総会には加盟国である 187 か国が出席する。たくさんの加盟国があるので理
事国が存在する。理事国は 10 か国で日本は常任理事国に入っている。理事会では予算
や総会で何を話し合うのかなどを決める。
ILO にはフィールド、ポリシーともに日本人はある程度いる、しかし組織の
governance の部分に日本人が少ない。Governance の部分に日本人がいて母国語でぶ
っちゃけた話ができれば仕事がもっと楽にうまく進むと思う。そうしたらもっと日本
の国益にもつながると思う。
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2．コグレ書記官の話
私の仕事はナカジマ参事官のように最前線に出て働いている人を支援することであ
る。私のこれまでのキャリアについて簡単に紹介したい。私は外務省に入ったとたん
にスペイン語をやれと言われた。その後 2 年スペインに行きその後の 6 年間、メキシ
コ、パラグアイの日本大使館で働いた。大使館では現地の政治家と交流し日本を知っ
てもらうイベントなどを開いていた。その後日本に帰ってきて中南米局に所属した。
国連の理事会では「○○は××しましょう」という文言で採択される。私はその文章
の案を考える役目だった。文章案は日本の書きたいことだけを書くと否決される。だ
からイギリスやロシアなどの顔色を伺いながら文言を調整しなくてはならない。そん
なことを東京からスイスに向かってやっていた。
Q 日本だからできることは？
ナカジマ参事官
ILO100 年宣言でのことだがはじめの案は途上国の事ばかりに集中していて高齢化
の視点を欠いていたので指摘して加えてもらった。また日本には voting power があ
る。

（文責：清水駿）
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Title: The Growth of Myself

time. Compared with the first study abroad in

Name: Sayaka, Nishita

Vancouver, I understood my growth of English

Grade: 3

skill and positive attitude, and a good question.

Faculty: Humanities and Human Sciences

Another point what I learned is the

Department: Sociology

need to do by myself. My way to stay in
Vancouver was homestay who migrated from

This short-term study abroad is a

Hong Kong. Fortunately, they were often in

second time for me to study abroad. I studied

home, so I was enabled to communicate with

about an aging society in Japan and

them and learned the life in Vancouver from

Switzerland in this year. Moreover, our

their experience. On the other hand, in

teacher organized the opportunities to meet

Geneva, I had to do all thing cooperating with

employees, especially Japanese workers, at

not only Japanese students but also

International environments such as WHO and

international students living in same floor

JETRO. This experience gave us a chance to

such as usage of same bathroom and going to

realize my growth since last year and to think

a market to buy my breakfast, lunch, and

the meaning to work for the world. I will

dinner, which is completely different from

describe 3 perspectives of my growth,

homestay. Therefore, my autonomy and

academic part, positiveness, and mindset as

activity were trained because what I want to

an employee, respectively. Finally, it is going to

do is done only by my positiveness. For

be concluded by my idea for job hunting.

example, I chose goods in spite of disability to

Going through lectures at Geneva

read French. My positiveness was more

university, I realized how I brushed up my

established than last year.

English skill and the way to think. When I took

The third merit to attend this

part in short-term study abroad in Vancouver,

program is for my future job. The reason why

I asked few questions while lectures because

I applied this program at the Geneva

what I could do was only understanding the

university is to look for my interest which is

content of lectures and I didn’t afford to think

helpful to decide my job after a graduation. In

its content deeply enough to ask questions.

my opinion, getting a job is better than going

Therefore, one of my goals in Geneva was to

to a graduate school, but I have not found

raise a hand in order to ask questions. For

what I would like to do as an employee in a

achievement this goal, my time was spent on

society yet. In order to find something

lectures of my major in English and tried

important to choose my future job, it was

proposing more questions than before

necessary for me to meet people who work at

attending the first study abroad. In fact, the

Geneva with foreigners from a number of

number of my question in the second time of

countries and experience the life in the

study abroad rose bigger than that in the first

international society because I was interested
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in working with people from all over the world,
not only with Japanese in Japan. After the
interview and lectures of all international
organization, I thought that employees in
those organizations had strong mind or
decision about what they want to do in each
organization. The most interest for me was
their job. Dependent on international
organization, their job was not limited in office
work. They were sometimes sent to
developing countries in Africa and middle East.
In those regions, employees are exposed to
the danger despite they came to the place to
save lives by medical care, rebuilt houses,
supply water and food, and so on. To keep
working in a dangerous environment, they
must have strong mind to work. Going
through

hearing

their

experience

in

developing countries and asking questions to
people who have been to the countries with
various problems, they seemed to have clear
idea about what they want to do.
In conclusion, I mentioned 3 points
of what I learned by attendance of this shortterm study abroad program, fine skill,
positiveness, and the guide for my future
career. The former 2 abilities are helpful for
my school life and it is a good time to think my
future again. Compared with the time before
going abroad, I have ideas more clearly. There
are a lot of things to become what I want to
do. In the future. For example, more time
should be spent on study tests and research
each employment from various perspectives.
I would like to work in Geneva by studying
more and experiencing more various things.
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Title: What I have learned through studying

Also, we went to the field work and moved

abroad in Geneva

around in wheelchair. This experience was

Name: Mayu Maki

meaningful for me, because I could imagine

Grade: 2

how disabled person were feeling. From this

Faculty: Law

experience, I want to think about how
everyone (Of course including disabled

1. Introduction

person) can live in the town without feeling

I joined the Short-term Study

stress.

Abroad Problem in Geneva, from September

Thanks to these lectures and

1st to 16th, because I am interested in

fieldwork, I am interested in public health. In

international organizations, and I want to go

Geneva, many people emphasized on the

to Switzerland. As a result, by going Geneva, I

importance of studying many fields. This is

could absorb many things, and broaden my

because if you know many things, you can

horizon. In this report, I write my experiences

think from many kinds of perspectives.

and feelings in Geneva.

Therefore, I want to study public health as the
second major.

2. Lectures
In this program, we learned mainly

3. International Organizations

about public health. These lectured were

We went to many international

given in the University of Geneva and some

organizations such as UNOG, WHO, GFATM,

international organizations. Contents of

ILO, WTO, ICRC and UNHCR, and talked with

lectures were different from my major, so

the staff members. Many staff members

some of them were difficult for me. However,

seemed to enjoy working, communicating

teachers were very kind, and when I asked a

with others openly. By visiting many

question, they answered deeply. Thus, I could

international organizations, I could get

understand most of the classes. I would like to

concrete image of working there. In order to

introduce interesting classes I took. It was

work there, there are some examinations to

about history of Geneva, and a teacher (He

pass, and the rate of successful examinees is

was very good at speaking Japanese) and

low. In fact, the rate of Japanese workers in

students were walking around old town in

international organizations is low, and now

Geneva. We were guided Saint-Pierre

staff members in international organizations

Cathedral, Reformation Monument and the

manage to increase the number of Japanese

house Jean-Jacques Rousseau was born. I was

staff members. Furthermore, I was surprised

impressed to see these, because I have seen

that people whose major are different were

these only in the history textbook. By seeing

working together. For example, doctors,

the real one, I want to study more the history.

economists, lawyers and engineers were

148

working in WHO.

teachers and my friends. Food was very

Though it may be difficult to work in

delicious. Especially, chocolate and cheese are

international organizations, I want to acquire

beyond description.

needed skills and work there.

In the dormitory, nine girls had to
share one room and two showers. Thus, it was

4. Excursion

very hard and stressful. However, everyone

We went to Nyon, Chillon Castle,

cooperated, and managed to live two weeks.

Olympic Museum and Chamonix. Chillon

The climate was generally good. However, the

Castle is famous for Byron’s poets, and it was

difference of temperature between morning

very beautiful. In the castle, there were many

and evening was big. Therefore, if you want to

rooms such as dungeon. I could find the

go to Geneva, you should bring many jackets.

difference between western castle and

In the last day morning, we went

Japanese castle. We enjoyed Olympic

running following Professor Tamashiro. We

Museum, too. I could learn the history of

ran over 6 km, so I was very tired. Though the

Olympic thanks to the detailed exhibition. On

sun did not rise, Lake Leman was so beautiful

Sunday, we went to Chamonix to climb Mont

and there were many birds. I could never

Blanc. Before going to France, we went to Italy

forget that scenery. Additionally, when we

to drink some coffee. I drank hot-chocolate,

were running, other people talked to us kindly,

and it was so delicious. When we arrived at

and it motivates us to run. I was happy to

the Mont Blank, unfortunately the weather

meet that kind person.

was bad and it was very cold, so the view was

Though life in the dormitory was not

not good. However, we could enjoy hiking.

convenient in this time, I could see a lot of

Someday, I want to visit there again. After that

beautiful scenery, and meet many people.

we went to the restaurant to eat Cheese

Therefore, now I am satisfied with staying in

fondue. I thought it was a bit bitter because

Geneva.

the taste of wine was strong, but I enjoyed a
lot.

6. About my career
Before going to studying abroad, I

5. Life

thought it would be impossible to be an
The price in Geneva was much

international organization staff member.

higher than Japan, so I had to think about how

However, by joining this program, I think

I could save the money. As a breakfast, I ate

working in an international organization is one

bread which I bought in the supermarket

of the career options. Additionally, I found the

(COOP or MIGROS). In the lunch, I usually

importance of languages. Of course, English is

went to the university cafeteria. In the

used all over the world, and is very important.

evening, I ate at some restaurant with

However, other languages such as French or

149

Germany are also important. I made up my
mind to improve my language abilities.
By taking part in this program, I
learned and found a lot of things which would
be useful in the future. I will make an effort
and prepare for the chance. Additionally, I was
surprised that Professor Tamashiro has a lot of
friends in Switzerland. I want to make many
friends like him.
Finally,

thank

you

Professor

Tamashiro, Ms. Ueda, all members and the
staff of this program for everything.
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Title: My stay in Geneva

The health is notion that totally considered

Name: Haruki Kusumoto

about well-being.

Grade: 3

Switzerland was very interesting

Faculty: Humanities and Human Sciences

country for me. First, Switzerland has four
official languages, German, French, Italian and

The study in Geneva was very

Romansh. Japan has only one official

wonderful for me. In this program, there were

language, Japanese. I wondered how people

two main topics. One was to visit international

living in a country that has many official

organizations and learn how was to work

languages. French was spoken in Geneva, but

there. Another was to learn various subjects

when I went to Bern, they spoke German. In

in Geneva University.

Europe, people go around many countries,

I was very looking forward to visiting

and many European people can speak a few

international organizations. Because I never

languages. So maybe it is not very serious

expected that I worked abroad, I had no idea

problem that one country has a few official

to work in a foreign country. By listening the

languages.

experience from Japanese people working in

Second,

supermarkets

and

international organizations, I thought to make

department stores in Switzerland are closed

sense.

on Sundays. In Japan, such stores keep
I could visit various international

opened all year around. It may be useful for

organizations, UNOG, WHO, ILO, WTO and so

consumers but not good for people working

on. Especially WHO impressed me. In WHO, I

in those stores. It is often said that people in

can listen the experience from the Japanese

Japan work too much. They have to scarify

people who is working there. She looks

their private time because of their work. We

satisfying with her life. I thought it may be

Japanese people should learn how the good

worthwhile working in an international

social for consumers and workers is from

organization. And they don’t work overtime.

people in Switzerland. Convenient social for

They can enjoy fulfill live. I wish I could spend

only consumers is not good social.

such a good day.

Third, public transportation in

Lecture in Geneva University was

Geneva is convenient. There are many kind of

interesting. I have interests in many kind of

public transportation in Geneva, such as

things, so it’s very nice for me to take lectures

couple buses, trolley buses, trams, trains and

that I usually don’t take. Medical lecture was

boats. People who pay tax can use all public

difficult for me because of terms. But I was

transportation in Geneva for free. So many

satisfied with the lecture because I got new

people in Geneva use public transportation. It

knowledge about health. The health is

is very good for environment. Emission gas

different from the one that we usually use.

from cars is fewer than that of Japan. So
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pedestrian feel good when they walk around
in the city. The number of active car in the city
is small, so traffic jam won’t happen. It’s good
not only environment but also economy. And
developed transportation help people who
don’t have their car or can’t drive car. Recently
in Japan, old people often make traffic
accidents and many people die such accidents.
Old people should not drive their own car

A bus in Geneva

because their cognitive ability is decreasing.
But they say that they can’t live their lives
without their own car because public
transportation is weak. It’s social problem in
Japan. Japan should develop their public
transportation much more and make the
social that people without car can live easily.
I learned many things from this
program. There are various way to live a life
than I expected. I think it’s one real option that
I work abroad. I should see many things. And I
thought I have to study languages such as
English and French and so on.

The conference room in WHO
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Title: What I have learned through the Short-

Lecture 10 : Swiss and Geneva history (Part I)

term Study Abroad Program

on foot

Name: Shun Shimizu

Lecture 11: Swiss and Geneva history (Part II)

Grade:2

boat tour

Faculty: Medicine

Lecture 12: History, role and functions of ICRC

Department: Medicine

Lecture 13: Ageing in Japan
Lecture 14: Global health and nutrition

I had a great time in Switzerland. We

Lecture 15: Fight against river blindness: a

studied “The challenges of ageing in

global health approach and an experience

Switzerland and Japan: Its social perspectives”

from the field with WHO

there. And we visited many international

Lecture 16: Master Programmes in IHEID and

organizations.

career possibilities in international city of

I can’t decide what I should write

Geneva

about. So, first, I will show you what lectures I

Lecture 17: Wrap-up discussion on ageing: a

took.

students' perspective
Lecture 18: Road to the United Nations - A

Lecture 1: "Quality of life + well-being =
health":

an

approach

to

the

Japanese Government Perspective

social

All lectures were interesting for me.

determinants of health

I’ll tell you about some lectures I remember

Lecture 2: History of Europe (Part I)

well.

Lecture 3: History of Europe (Part II)
Lecture 4: Ageing with Parkinson disease and

Lecture 4. Lecturer showed his

caregiver burden

research. It showed patients who took surgery

Lecture 5: Public space - public life studies:

of

theory and instructions for a field research

their surgery, although their symptoms

project

became better. Patients feel depressed and

Lecture 6: "Ageing and handicap (vision,

don’t want to go out or talk to other people.

mobility)"

Lecturer said he didn’t know why, but surgery

Lecture 7: Field study mobility issues

of Parkinson’s disease certainly caused this

(wheelchair test and meet the elderlies) (Part

situation. So, he thinks the way of surgery

I)

should be improved. I an going to be a medical

Lecture 8: Field study mobility issues

doctor in the future. So, I have to take this fact

(wheelchair test and meet the elderlies) (Part

seriously. Medical doctors treat patients to

II)

make them better. But, sometimes they head

Lecture 9: Japan's postwar institutional

in opposite direction. From this lecture, I think

reformation

I have to consider not only patient’s disease
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Parkinson’s disease felt unhappy after

but also his or her life and future, when I treat
him or her.
Geneva is a beautiful city. There are
many old buildings. Old streets and houses
have great atmosphere. Geneva is on Lake
Leman. Bains de Paquis is a beach in Geneva.
On sunny day, a lot of people go there and
swim. I swam there too. It was a great
experience. One morning, I ran around Lake
Leman. The sun rising from mountains was
impressive.
Bern is a beautiful city too. It’s small
and clean. I enjoyed a big swimming pool and
ice cream. We can use the swimming pool for
free. Probably, it is a public facility. People
living there were relaxed.
Most places I visited were beautiful.
I had very precious experience in Switzerland.

Bern

Swimming pool in Bern
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Title: What I learned through the short study

there is something contributing as Japanese

abroad program

Lawyer. I cannot say what it is, but I would like

Name: Yoshitaka Obata

to spend my life thinking about what is a

Grade: 3

strong point as not only Japanese but also as

Faculty: Law

an individual.
Because of these reasons, I have a

1. About global organization
I

wanted

to

lot interesting in working at an international
learn

about

organization. This interesting will give me a

international organizations. So I joined this

motivation to study law which is my specialty

program. In this program, I visited WHO, ILO,

and learn foreign language.

GFATM, UNHCR, WTO, and so on. I could learn
what those organizations do and how they

2. About Lectures

work and what person they need.
Before

visiting,

I

I took 16 lectures in all. And I learned
felt

that

a lot of things in various fields. But in general,

international organizations are much far to

I could not understand completely what my

me. But visiting international organizations

teacher told me because of my English skill.

actually and listening to persons who work

This was a very sad experience for me. So not

there changed my mind. With the specialty in

to repeat such a sad experience, I decided to

some ground and a skill to communicate by

learn English harder than I did before.

using foreign languages at least, everyone has

I felt that I should learn a lot of things

chance to work at international organizations.

regardless of fields such as the humanities

I have a lot interesting in working at

course or the science course. Though my

a global organization because of three

specialty is law fields, adding other field

reasons.

knowledge is more useful than only learning
Firstly,

it

is

because

that

law is not enough to accomplish something.

international organizations can make changes

So I would like to learn something which I

on a global scale. My life goal is making a good

have interested in regardless of my specialty

change in the world as symbol of my life. The

from now on.

change means not only big one. And I do not
mean that I want to be famous. No matter

3. About excursion

how small, if I can make a change, I am happy.

I have never been to Europe. This

Secondly, it is because that it must

program was my first staying in Europe and

be interesting working with people who has

Switzerland. I enjoyed felling culture and

each a different background (a special field,

atmosphere in Switzerland.

country and so on) beyond borders.

In the past, Geneva was a city

Thirdly, it is because that I think

surrounded by the castle walls. On inside the
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castle walls, old view of the city remains. I
enjoyed walking there. It was very scenic area.
It was like something I would see on a
postcard.
Lake Leman was very beautiful. It
was hot while my staying. So I could swim in
the lake. It was very fun.
This experience made me feel I want
to visit various countries and place in the
future and know the culture of them. And
someday I want to be back to Geneva again.
4 Some photos
At WHO

In front of St. Pierre Cathedral
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Title: What I learned through a short period

step is very slight.

study at Geneva
Name: Ayano Tamazawa

3. Visit International Institute

Grade: 2

By virtue of Mr. Tamashiro’s

Faculty: Pharmacy

negotiation, we got quite a few opportunities
to visit international institute and listen to the

1. Introduction

staff working at international institute. We

I took part in this program at Geneva

visited ILO, UNOG library, WHO, GFATM,

from September 1 to September 16 with

UNHCR, WTO, and so on.

other 11 students and 2 teachers. We took

didn’t know about these institute well, but the

18 lectures and visited a lot of international

stuff told us with care. Accordingly, we were

Institutes on weekdays, and went to other

able to understand organization of the

wonderful places such as Chamonix and

institution and the desired ability to work at

Chillon Castle on weekends as excursion.

international institute well. I believe these

Through these activities I learned a lot and got

special experiences become some elements

some perspective that I hadn’t ever haven. I

to reconsider my future life.

will report some of them below.

about international institute was very far, but,

Before visit, I

My image

through these visits, I thought it’s not disable
2. Lectures

to work at international organization.

Most of the lectures were held in
English. I felt it difficult to have accurate and

4. Food at Geneva

instant comprehension about what teacher

During this program, I met the most

says, especially about a field I hadn’t studied.

marvelous food that I had ever had in my life,

I strongly thought I need to enhance listening

Although I met some interesting food that I

skill of English.

All lectures gave me new

would never say it’s delicious. At Geneva, I

point of view. Three of the most impressive

think, cheese, chocolate, some dessert, Italian

lectures for me are Letrure6, 7, and 8.

In

food are tasty. I was so astonished by a large

these lectures, we experienced handicap

number of cheese and chocolate at a

about vision, and wheelchair. About visual

supermarket.

impairment, we wore various glasses, for

my friends, I was able to eat many delicious

example, glasses with a narrow view, glasses

foods.

Thanks to our teachers and

with vague view, and completely invisible
grasses. About wheelchair, we indeed

5. Excursion

experienced to get in wheelchair or push

As excursion, we went to Nyon,

wheelchair. I learned, under these situations,

Lausanne, Chamonix, and so on.

people are influenced severely even if the

September 8, it was rainy and the trekking
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On

route from Lindex to Lac Blanc was closed, so
we changed our plan, and went to see a blue
cave of glacier near Chamonix. Because of
special properties of the water molecule
water doesn’t absorb the blue frequencies
from the white light of the sun, consequently,
the ice in the cave looks blue. It was very
cold, but the view of blue ice was fantastic!
We went so many museums during our stay,
for example, IOC museum, natural history
museum, art museum. I have never visited
so many museums for 2 weeks, before.

I

realized the goodness of visiting museum, so I
will regularly go to a museum in Japan.
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Title: What I have experienced in Geneva

brought us to a five- star hotel by chance. We

Name: Haruhi Takebayashi

could drop in at it. It was enjoyable for me. I

Grade:3

could have

Faculty: Humanities and Human Sciences

Many experiences to see beautiful and
extensive nature there. It was precious time.

Lectures
The main theme of this program was

The life in Geneva

global health. I’ll show you one lecture that I

I’ll introduce the life in Geneva in four

found the most impressive. The title of this

points, which are the dormitory we used,

lecture is “Ageing with Parkinson disease and

shopping, food, and transportation. First, we

caregiver burden”. This lecture is the most

stayed at a dormitory which belongs to

impressive one in that it taught me the

University of Geneva. The nine girls shared

concept of “burden of normality”. The burden

one room for twelve. What I feel

of normality means that a patient who has a

uncomfortable the most was use of shower

chronic disease like Parkinson disease or

and the room key, but I was relieved because

epilepsy bears the burden when he/she had

I could be given more changes of towels than

some medical treatments and tries to adapt

I expected. Second, when you want to get

the new life. The burden varies from mental

something, I recommend that you buy them

one like melancholy to social one like a worse

as early as you can because many shops close

relationship with friends. The fact that a

in holidays. Third, you can have hard water,

patient with Parkinson disease committed

because no one ruined stomach because of

suicide after his/her surgery succeeded made

drinking it. You can eat delicious Italian food in

me shocked. This lecture showed me that it is

Geneva. Finally, we used bus and tram to

very hard for such patients to adapt their new

move around Geneva. The announcement of

life, even they succeeded in their better

stops is done in French, and it surprised me

condition. And it made me realize the

that you don’t have to buy a ticket in using

necessity of caring to the patients through

these public transportations.

their life. I found this lecture very meaningful
because it made me reconsider the definition

The meeting to staffs working in international

of “health”.

organizations
Before I met to staffs working in

Excursion

international organizations, I had only thought

We went on an excursion to out of

them as those who want to contribute people

Geneva on holidays. We visited Nyon, Chillon,

in all the world. However, the staffs I met

Lausanne, and so on by chartered bus. We

inspired me to think over what I really want to

had an accident and we lost our way, but it

learn and do in the future. For example, one
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staff in WTO told us that he has worked as
WTO’s staff because he has started studying
international law since he was a college
student, and he wanted to know how the law
is treated in actual international society.
When I heard what he said, I realized that it is
very important for those who work as a staff
of international organizations to continue
learning and have awareness of issues in all
the time, and of course the same thing can be
said when I just work in the future. Moreover,
the other staff, who works in UNHCR said that
it is important to think what you want to
acquire through your career, and what you
want to be like in 30 years later so that you
decide your career. From what he told us, I
noticed the importance of thinking over what
I really want to do in the future, even if it may
be very small thing.
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Title: My experience in Geneva

mobility)”

Name: Reika Fujisawa

Lecture 7-8: Field study mobility issues

Grade: 2

(wheelchair test and meet the elderlies)

Faculty: Medicine

Lecture 9: Japan’s postwar institutional

Department: Nurse

reformation
Lecture 10-11: Swiss and Geneva history

About Geneva

Lecture 12: History, role and functions of ICRC

Geneva is the west of Switzerland

Lecture 13: Ageing Japan

and one of the famous cities because there

Lecture 14: Available for more inputs on

are a lot of international organizations, for

ageing from the Faculty of Psychology and

example, UN, WHO, GFATM, UNHCR, UNAIDs,

Educational Sciences

ILO and WTO. Swiss franc is used in

Lecture 15: Fight against river blindness: a

Switzerland and 1 Swiss franc is about 110 yen.

global health approach and an experience

Official language in Switzerland is four: French,

from the filed with WHO

German, Italian and Romansch. Among them,

Lecture 16: Master Programs in IHEID and

French has a strong influence on Geneva

career possibilities in international city of

because Geneva is close to France, but we can

Geneva

spend there talking with people in Geneva in

Lecture 17: Wrap-up discussion on ageing: a

English. There is a 7-hour time difference

students’ perspective

between Tokyo and Geneva. The climate is

Lecture 18: Road to the United Nations – A

similar to one of Sapporo, but It is the rising of

Japanese Government Perspective

the sun at 9 am and It is the sunrise at 20 pm.

We took at UniMail, rue des

It is different from Tokyo.

Maraîchers 51 and Campus Biotech. All
campus was so beautiful and grateful.

Lectures
We took a lot of lectures. The list is

Sightseeing

this.

Among the weekend, on Saturday,

Lecture 1: “Quality of life + well-being =

we visited in Lavaux, Veytaux, Lausanne and

health”:

so on. we saw very beautiful grape vine and

an

approach

to

the

social

determinants of health

went to Chillon Castle.

Lecture 2-3: History of Europe

In Lausanne, we enjoyed a lot of games in the

Lecture 4: Ageing in Switzerland

Olympic Museum (IOC).

Lecture 5: Public space – public life studies:

On Sunday, we visited in Chamonix.

theory and instructions for a field research

We planned to go hiking, but It was cold that

project

day and a road to go hiking was under

Lecture 6: “Ageing and handicap (vision,

construction. So, we got on the train and
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walked to Mer de Glace. It is hard for me, but
It was good memory.
Life
We lived at dormitory in Champel.
Every morning, I ate boiled rice with tea called
“ochazuke”. I went to bed at 2 am and got up
at 6 am because the time schedule was so
hard, so I felt sleep every time.

female dormitory

Impact
When we took lectures of history of
Japan or Geneva and talked with professor of
Geneva university, I realized the thing that
Japanese understand Japanese history is
obvious. Historical background still remains in
peculiar Europe, so I decided to understand
history of country I plan to go next time before
I go there.
Bern (the capital of Switzerland)
At last
I was nervous about this shortterm program in Geneva because this is the
first study abroad and the first time to visit in
Europe for me, but Dr. Tamashiro and Ms.
Ueda always supported us, so I could do
placeless experience and enjoyed to spend
Geneva life. These two weeks was very
meaningful for me. I want to study particular
filed and live abroad. I tried to challenge from
now on!!
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Title: My two weeks in Geneva

mainly about Global health and aging, but

Name: Erina Harada

also about history. Every lecture was spoken in

Grade: 3

English. Early in the program, it was a little

Faculty: Engineering

hard for me to understand what teachers said

Department: Bioengineering

because the teachers spoke English with a
French accent. But day by day I became used

1.

Introduction

to their English.

During this summer vacation, I stayed in

One of the most interesting lectures for

Geneva for about 2 weeks as a member of this

me was “Swiss and Geneva history on foot.”

Short-term Special Program. It was the first

In this lecture, we walked around the old part

time for me to visit Switzerland, and I was

of Geneva with listening to the talk of lecturer.

surprised about many things in Geneva.

The lecturer had a lot knowledge about not

2.

Life in Geneva

only Geneva history but also Japanese history

We stayed at the dormitory of the

and culture. So, I could learn many things from

University. Maybe this year is exceptional, but

him and I became interested in European

we stayed in 2 rooms, one is for women and

history.

the other is for men. At first, I was filled with

The lectures of “Ageing and handicap” were

anxiety because I didn’t know all of the

very interesting, too. We learned about

participants of this problem until the date of

handicaps and thought what were difficult for

departure. But there was nothing to worry

disabled persons. We actually experienced

about. Our room and our shower rooms were

being in a wheelchair and moved around the

not large enough, but we made some rules

city, and then we discussed about how do we

and could live comfortably.

feel. It was good experience for me.

Geneva was cooler than Sapporo, and

We also visited several International

also than I expected. I thought the

organizations; UNOG, WHO, ILO, GFATM, ICRC,

temperature difference between daytime and

UNHCR, WTO. At each of these institutions,

night was so big in Switzerland.

we listened to people who has been working

In Geneva, pedestrians have priority over

there. Their talks were very interesting and I

vehicles and even trams. I was surprised at

knew their backgrounds were various.

that many times and thought that Japan
should become like Geneva.

4.

Conclusion
Through this program, I thought two big

3.

About

Lecture

and

International

things.

organizations

One is that I have to continue to study

At the University of Geneva, we had

English. One of my purposes of this program

lectures almost every day. The lectures were

is to know my English ability. For the two
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weeks I used English many times, but
sometimes I couldn’t say what l really want to
say. I could find my weak point about English.
The other one is that it’s important to
keep my dream and do not forget it.
During this program, I visited some
international organizations and listened to
people who has been working there. Their
talks were valuable for me and they taught me
the first job after graduating from university
was not all of my life.
This program surely became good experience
for me, and l was happy to be blessed with
such a great opportunity.

main conference room of WHO

Jet d’Eau from Saint-Pierre Cathedral, Geneva
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Title: My stay in Geneva

for example when you have to make a good

Name: Mari Ito

relationship between the habitats and the

Grade: 2

doctors who came from outside of the local

Faculty: Humanities and Human Sciences

community in order to give medical

Department: Cultural Anthropology

treatment smoothly. That fact attracts me to
public health problems the most. I began to

1. Introduction

think my career in the field.

I stayed in Geneva, Switzerland for
about two weeks to participate in the

3.Visits to international organizations

program, THE CHALLENGES OF AGING IN

We visited many international

SWITZERLAND AND JAPAN: ITS SOCIAL

organizations including some UN ones. We

PERSPECTIVES. In this essay, I explain my stay

listened to presentations and informal talks

in Geneva by separating it into three part,

given by the staff who are now working at the

Lectures, Visits to international organizations,

organizations. The most interesting one for

and Time at leisure.

me was taken at UNHCR. It is one of the UN
organizations and working in the neutral

2.Lectures

position to help refugees around the world.

We had on average two lectures on

One of its unique points is that it has strong

each day. Most of the contents were

field-oriented attitude. About 90% of its staff

connected to public health, but we learned it

are now working in various fields and

from various perspectives. We of course had

Japanese staff who we met there also has

the lectures which take up the public health

worked in several conflict areas. I have been

problems from the medical point of view, but

dreaming to accomplish my career in the field

also, we listened to some PhD defenses which

where I can actually see what is going on, so

contains, for example, the psychological

working there came to be one of my future

viewpoint. The most important thing that we

career options.

should keep in mind when we look at public
health problems is that they have many

4. Time at leisure

different factors and people in every field have

On most weekdays, we had very

power to solve them. Before I came to Geneva,

tight schedules and had almost no tome to

I thought that my major, anthropology, had

spend for other things which deviate from the

nothing to do with public health problems.

schedule. On the other hand, on weekends

However, in fact, the anthropological

and a few weekdays we had free time. We

viewpoint is necessary because it has an

went to Chillon Castle, Chamonix, and Bern

advantage of grasping local cultures or

when we had an all day off. Even in and

lifestyles. Anthropology can contribute a lot,

around Geneva, there were lots of places
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where you can see beautiful scenery or feel
history of Europe. Mt. Saleve was amazing. It
is in France, but it takes only 30 minutes to get
there. From its summit, you can get a full view
of Geneva and mountains surrounding it.
5. Conclusion
All the experiences in this program
were exciting and provided me a lot of hints
for my future career. Now I know what I want
to do and what I have to do to realize my
career, compared to me before. In addition,
now it is time for me to put them into practice.
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Title: What I have learned in Geneva

lecture, I don’t have any thoughts about the

Name: Yuki, Akagawa

problems they face after the treatments. I

Grade: 3

learned that there was no end of the

Faculty: Medicine

treatments by the lecture.

Department: Health Science

The life in Geneva was not totally
comfortable but it will be in my mind for a long

I

took

lectures

about

QOL,

time. We lived in the dormitory for the

Parkinson’s diseases, the history of Europe

Geneva University’s students. The room was

and so on. The contents of lectures covered a

occupied with 6 bunk beds and there was no

wide range. Some lectures are familiar to me

enough space to stay for 9 people. We had

but the others are not.

just 1 room key. So, we had to be in touch with

The lecture about “Ageing with

each other about the time get to the

Parkinson’s disease” is especially interesting

dormitory. Also, we should use 2 shower

for me. I knew what Parkinson’s disease is but

rooms with 9 people. We decided turns to

didn’t understand precisely before the lecture.

take a shower and followed the turns.

So, the lecture gave me a chance to get a

However, the time waiting for own turn is

better understanding. That disease is a

stressful. We had the day we could use just

progressive nervous system disorder. The

one shower room because the other broke

common symptom is tremors and also

down. There were many events I can’t

commonly causes slowing of movements.

experience with in ordinary life in Japan and I

Many of the symptoms are due to a loss of

knew the importance of environments to stay

neurons that produce a chemical messenger

healthy through staying in Geneva. The stay in

which is called dopamine. However, the

the dormitory was not comfortable but food

fundamental cause of the disease is unknown.

was almost satisfied with me. In the mornings,

The lecture’s main point is not what that

I usually had bread which I bought in

disease is but what problems the patients face

supermarkets or convenience stores. No

after the treatments. There are not

bread tastes bad and I thought the most

fundamental treatments but DBS (Deep brain

reliable food was bread. In the evenings, we

stimulation) is a one of representative

ate out a lot. We had a chance to have the real

treatments. That treatment eases the

cheese fondue. The strong wine taste was

symptoms some but the patients not feel

very impressive for me and it was like wine

totally happy. They may feel some kinds of a

fondue.

burden to live after the treatments. It means

There were many opportunities to

they have problems to adjust to social life in

visit international institutions and to listen to

psychosocial

the

the people work there. Hearing to their talks,

improvements of conditions. Before the

I thought mastering own majors and studying

aspects

even

after
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foreign languages is needed to work. Also, the
flexibility to adjust every environment and the
capability for good presentations. Especially, I
don’t have the capability for presentations. So,
I should improve my presentation skills by
stealing skills of other people or watching
TEDs.
In the last day morning, we went
running to see the rising sun. Waking up early
and running about 6km are a little bit hard for
me but the beauty of the scene which was
exactly beyond description paid off my efforts.
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Title: Precious experiences through the short-

science major student. I decided to learn

term overseas study in Geneva

them again after returning Japan.

Name: Yuha Okubo

Visiting international organizations, I

Grade: 3rd

could feel the world which I saw only in my

Faculty: Medical

textbook close to me. “Don’t place limit on

Department/Division: Health science

yourself,” “think about your life a lot from your

(physical therapy)

youth,” and “don’t fear failures and do your
best for everything” …… I got many powerful

I had two purposes of this short-term

words from the staff members who told us. I’ll

overseas study. First purpose was to visit

follow the spirits of them. Each facility was

international organizations. I want to work

very sophisticated and clean, so I thought I

using English in the future because I like

want to work there. Finally, I could imagine

English, so I was very interested in them and I

working abroad someday.

wanted to imagine working there. Second

Excursions were also special to me. I

was to know what field of knowledge I lacked.

want to write about especially Chamonix in

Studying with other students who have

this paper. On 8th day, we went to Chamonix

various backgrounds, I thought I could realize

in France. We used a train and a ropeway to

current myself. And I had other reasons which

get to a glacier. It was first time for me to see

I decided to join this program. For example, I

a glacier. I was very moved by its grandness.

wanted to visit Europe in my undergraduate

Although It was very cold, I forgot it because I

days, I was interested in the country which

was fascinated by its charm. It was beautiful

had plural official languages, my senior who

beyond description.

joined this program 3 years ago encouraged

About 15 days in the dormitory were not

me to join this, and so on.

convenient enough, but very fun. I made

Lectures of university of Geneva had two

precious memories living with 9 girls. I was

aspects. One was about “health.” “Health” is

glad to get along with them from the early

my major field, so I took courses not only

days. One day, we cooked cheese fondue in

taking notes but also expanding my own

our dormitory, the taste of it was so delicious!

opinions and asking questions. The other

I don’t want forgot everything while I lived

aspect was about “history and social

with them. I want to tell the next participants

situations.” In these lectures, I faced

some information. I recommend bringing

difficulties. I didn’t understand world history

some food because we didn’t have enough

enough, and I forgot most of social studies I

time especially in the morning and we could

studied until high school. I was deeply

save much money by doing so. One day, some

shocked about it, so I threw away my idea that

of us couldn’t have breakfast without having

I didn’t have to study them because I was a

time to prepare or buy anything. And I should
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have talked with others in advance about
devices everyone didn’t have to bring to
Geneva, for example dryers and curling irons.
Furthermore, paper cups and plastic spoons
were extremely useful to us.
I think I could achieve my purposes in
these days. I got many opportunities to think
about my future deeply. And knowing the
field which I don’t understand enough, I
realized how important to acquire cultures
was. Now I set a goal and I’m full of
enthusiasm for my future study. Above all,
every moment in Geneva was so precious to
me. I’m happy to visit there with this program!
Finally, I want to express my gratitude to
everyone supported me from the bottom of
my heart.
Thanks so much!!!
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Scandinavian Studies Summer Programme 2019
University of Oulu, Faculty of Humanities

2- 19th September 2019
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SCANDINAVIAN STUDIES SUMMER PROGRAMME
(2.9.–18.9.2019) Week-by-week schedule
The schedule is directional; the exact schedule will be ready in September. All rights for the
changes are reserved.

WEEK 1

MONDAY
2.9.

TUESDAY
3.9.

WELCOME
PARTY
9.30–11.00
+info

10.00-11.00

WEDNESDAY
4.9.

THURSDAY
5.9.

History of
Finland and
Scandinavia
10.30–12

Workshop,
Living in
Japan &
Finland –
lecture 10–
12
Independent Group
work

CAMPUS
TOUR
11–12

11.00–12.00

FRIDAY
6.9.

WEEKEND
7.–8.9.

Finnish Language and
Culture
10–12

Study Trip Info

LUNCH BREAK 11.45 - 12.15
Arrival day
12.00–14.00

14.00–15.00

15.00–16.00

16.00-

Workshop,
Living in
Japan &
Finland –
lecture
13–15

Oulu Tour by
bus:
Koiteli and
Nallikari
15.30–18.30

History of
Finland and
Scandinavia
12–14

__________

Finnish Language and
Culture
14–16

Finnish Traditions:
PLAYING
MÖLKKY
16-
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No scheduled activities

Independent
Group Work
12–14

History of
Finland and
Scandinavia:
museum
visit
14–17

Scandinavian
Societies
12–16
(computer
room)

Finnish Traditions:
SAUNAILTA! at
Puistomanne
18.30–23

WEEK 2

MONDAY
9.9.

TUESDAY
10.9.

WEDNESDAY
11.9.

THURSDAY
12.9.

FRIDAY
13.9.

__________
Workshop,
Living in
Japan &
Finland
10–12

__________
Workshop,
Living in Japan
& Finland –
independent
group work
10–12

WEEKEND
14.-15.9.

9.00–10.00

10.00–11.00

11.00–12.00

12.00–13.00

STUDY TRIP TO OULANKA NATIONAL
PARK

13.00–14.00

(Please see the detailed schedule underneath this table)

14.00–15.00

9.00–10.00

10.00–11.00

11.00–12.00

12.00–13.00

MONDAY
16.9.

TUESDAY
17.9.

Visit to the
Oulu University Teacher
Training
School
9–12

Workshop,
Living in
Japan &
Finland –
Final Presentations
9–12

LUNCH BREAK

WEDNESDAY
18.9.

Check-out
day

13.00–14.00

14.00–15.00

Finnish Literature,
Kalevala
12–16

No scheduled activities

Scandinavian
Societies
12–14
(computer
room)

Finnish Traditions;
BAKING
”PULLA”
17–21

15.00–

WEEK 3

LUNCH BREAK

Finnish
Literature,
Moomins
14–16

FAREWELL
PARTY
13-

15.00–16.00
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THURSDAY
19.9.

FRIDAY
20.9.

WEEKEND
21.–22.9.

WEEK 2: STUDY TRIP (September 9th – 11th)

The schedule is directional; the exact schedule will be ready in September. All rights for the
changes are reserved.
MONDAY, September 9th:
9.00

Bus leaves from the Forenom Aparthotel

11.30

Lunch at Jalavan kauppa, Taivalkoski, the oldest shop in Finland

14.00

Visit to Palosaari Reindeer and fishing farm

17.00

Arrival to Oulanka Research Station at the Oulanka National Park

18.00

Dinner and free time
Sauna and snacks

TUESDAY, September 10th:
8.00

Breakfast at the Oulanka Research Station

9.00

ENVIRONMENT AND LIVELIHOODS IN NORTHERN FINLAND (Élise Lépy)
•

10.30–10.45 Coffee/tea break

12.00

Lunch at the Oulanka Research Station

13.00

ENVIRONMENT AND LIVELIHOODS IN NORTHERN FINLAND – The Oulanka national park
visitor center and an excursion in the park (Élise Lépy and course coordinators)

18.00

Dinner and free time
Sauna and snacks

WEDNESDAY, September 11th:
8.00

Breakfast at the Oulanka Research Station

9.00

ENVIRONMENT AND LIVELIHOODS IN NORTHERN FINLAND (Élise Lépy)

11.30

Lunch at the Oulanka Research Station

13.00

Bus leaves from Oulanka

14.30

Visit to the Predator Center in Kuusamo

20.00

Approximate arrival time in Oulu
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List of Student Participants

Name

Faculty

Grade

Ayu KANEYASU

School of Medicine

2

Daisuke WATANABE

School of Law

2
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SCANDINAVIAN STUDIES SUMMER PROGRAMME
スカンディナヴィア研究

夏季プログラム

講義内容要約レポート

Title: Finnish Language, Culture, and Literature
（フィンランドの言語、文化と文学）

フィンランド語の授業では、私も含めて、全くフィンランド語を知らない人がほと
んどだったので、まずは簡単なフィンランド語の言葉や文章を教わった。挨拶や自己
紹介、数字を習い、習ったものを使ってペアで会話し、練習した。フィンランド語は
綴りが長い単語が多く、巻き舌を使うため、発音が難しいものもあった。また、フィ
ンランドの季節や季節ごとのイベントについても教わり、日本と異なる風習について
学ぶことができた。
フィンランド文学の授業では、民族叙事詩「カレワラ」と「ムーミン」の漫画を英語
で読み、それぞれの物語やその背景について学んだ。
「カレワラ」はフィンランドに古くから伝わる神話であり、もともと歌として口頭で
伝承されてきた。１９世紀に医師であるエリアス・リョンロートが、フィンランド各
地を診察してまわる中で、現地の人からそれらの歌を聞き出し、本にまとめて出版し
たものが「カレワラ」のはじまりである。授業では４班に分かれて、それぞれ異なる
４つのストーリーをあらかじめ読み、授業中に班のメンバーであらすじを確認し、他
の班の人たちにストーリーをざっくりと説明した。
「カレワラ」の物語は、全て一つに
繋がっており、４つのストーリーを順番に発表し、物語と物語の間を先生が説明して
埋めることで、みんなで一つのストーリーを完成させた。
「カレワラ」はロシア帝国か
らの独立の際に、フィンランド人の民族意識を高めるのに一役買ったと聞き、日本の
天皇崇拝や古事記と共通するものがあるなと感じた。
「ムーミン」の授業では、まず登場人物や物語のタイトルなど、
「ムーミン」に関す
るクイズを解き、
「ムーミン」への理解を深めた。その後、予習として読んできた「ム
ーミン」の漫画から、そこに描かれている女性と男性の役割、家族関係や周囲の登場
人物との関係について読み取り、それを班の人と話し合い、発表した。私は「ムーミ
ン」の漫画を初めて読んだが、面白くて笑ってしまうような話の中に、伝統的な人間
関係や人生の哲学を読み取ることができ、奥が深いと感じた。
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（文責：兼安亜侑）

Title: Scandinavian history and societies（スカンディナヴィアの歴史と社会）

スカンディナヴィアの歴史の授業では、フィンランドのことだけでなく、その周辺
諸国（ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、ロシア）との関わりについても学ん
だ。なぜなら、フィンランドは昔、スウェーデンやロシアに支配されていた時期があ
ったり、一部の地域では今もスウェーデンが話されていたりなど、周辺諸国とは切っ
ても切れない関係にあるからである。また、フィンランド独立に至るまでの争いや支
配の歴史だけでなく、現在の福祉国家や男女平等の社会はどのようにして生まれたの
かという経緯についても学んだ。特に、ロシアによる支配（社会主義の国民平等の精
神）の影響や、第二次世界大戦前から女性を重要な労働力とみなし、女性が仕事に行
けることを保証するために福祉制度に力を入れていた、という話は初めて聞くことで、
とても興味深かった。
先生の講義を受けた後に、課外授業としてオウル中心部にある博物館を訪れた。博
物館ではフィンランドの歴史だけでなく、
「マリメッコ」や「ムーミン」に代表される
フィンランド特有のデザインを学んだり、伝統的な子供のおもちゃや（民族叙事詩「カ
レワラ」を子供に説明するための）キャラクターで、実際に子供のように遊んだりす
ることができた。博物館を訪れたことで、当時の人々の生活やフィンランドの近代化
について体感することができた。
スカンディナヴィア社会についての授業では、５つの班に分かれて、それぞれ５つ
の国（フィンランド、スェーデン、ノルウェー、デンマーク、ロシア）の GDP や人口、
有名な会社やブランド、映画や音楽などの文化について調べ、みんなの前でプレゼン
した。私はフィンランドの有名な通信設備会社「ノキア」について調べ、パワーポイ
ントにまとめて発表した。一つの授業（約３時間）の時間内にテーマを与えられ、そ
れを調べて発表したのだが、情報を素早くまとめて、調べたことを自分の言葉でうま
く伝える力が試される授業で、このようなタイプの授業は受けたことがなかったので、
とても面白いと感じた。

（文責：兼安亜侑）

Title: Living in Japan and Finland（フィンランドと日本の生活）

この授業はフィンランド人学生 8 名と日本人学生 27 名の計 35 名で行われた。担当教
員は長期間日本に住んだ経験がある方で、日本語が堪能な先生だった。
初回の授業ではまず自己紹介が行われた。フィンランド人学生の中には日本のアニ
メやゲームが好きな学生や、日本語を学習中の学生も多数いたのが印象的であった。
その後は、フィンランド人学生 1 人・日本人学生 3 人を基本単位としてグループに
分けられ、両国に関して各自関心のあるテーマについてディスカッションを行なった。
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私のグループは「フィンランドと日本の教育」というテーマを設定した。以下では自
分のグループにおける調査・議論の内容を一例として要約する事にする。
はじめに、日本人学生がフィンランドの教育に対して抱いているイメージを元に、
フィンランド人学生に対して聞き取りを行なった。質問の例としては、
「フィンランド
の学校における英語教育はどのようなものか」
「海外に留学に行く学生はどのくらいい
るのか」「学費はどのぐらいかかるのか」「大学に入学するにあたっての制度はどのよ
うになっているのか」等である。以上のような質問とそれに対する答えから、フィン
ランドと日本の教育において重要だと思われる相違点・類似点を絞り、そのポイント
に絞ってプレゼンテーションを行う事が決まった。最終プレゼンで取り扱うテーマと
して我々が選択したのは、「両国における英語学習」と「両国における大学入試制度」
の 2 点である。英語学習に関しては、学校教育における学習開始時期はさほど大きく
異ならないにも関わらず、言語としての運用能力という点で大きな差が生じるのはな
ぜであるのか、という問題意識があったからである。大学入試制度をテーマとして選
択したのは、現在大学生として学んでいる両国の学生が、どのような経緯や学習を経
て大学生になったのかがグループ内の共通の興味関心となったからである。その後は
グループ内で担当ごとに役割を分担し、各自さらなる調査やスライド作りを行なった。
最後に我々のグループが行なった最終プレゼンの内容を簡単に要約する。まずは英
語学習についてであるが、フィンランド人学生の話を元に考えると、スピーキングな
どで差がつくのは日常で英語に触れる機会や回数が関連していると思われる。フィン
ランドでは学校教育で英語が始まるより前の段階から、テレビや英語、ニュースサイ
トや本などで英語に触れる機会が多くあるとの事だった。この背景には、Web サイトや
家電製品の説明書などで、言語の選択肢としてフィンランド語がないものが多々ある
ため、日常生活を送る中で英語を読む・理解する必要にせまられるという事情がある
事がわかった。確かに日本での生活を振り返ってみれば、日本語以外の言語が全く読
めない状態であっても、日常生活ではさほど困難さを感じない環境である。英語学習
の方法や授業内容よりも根本的な部分に、英語力で差がつく一因があるということは、
実際に現地に赴き話を聞かなければ気付かないことではないかと感じた。
次に大学入試制度に関してであるが、両国の制度の最も大きな違いとしては、実施
される時期や回数であると思われる。フィンランドでは高校在学中(主に高校 3 年生の
時)に年に 2 回、試験が実施される。試験の形式や内容面においては、グループの日本
人学生の 1 人がフィンランドの英語の試験を解いたが、それほど大きな違いはなかっ
たようである。
以上が、オウル大学で実施された「Living in Japan ang Finland」の要約である。
(文責: 渡邊大祐)
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Title: School Excursion at Oulanka National Park（オーランカ国立公園訪問）

9 月 9 日から 11 日まで、フィンランド東部にあるオウランカ国立公園において、ス
クールエクスカーションが行われた。
初日の 9 日は宿泊先のオウルから約 2 時間半かけて、フィンランドで最も歴史が古
い店に立ち寄り、昼食休憩をとった。そこでは店主の方から、その地方や店の歴史の
話を聞き、フィンランドの郷土料理であるサーモンスープを食べた。その後、バスで
さらに 1 時間ほど東に進み、Palosaari Reindeer and fishing farm へと向かった。
ここでは飼育されているトナカイの餌やり体験を行い、その後狩りなどの際に伝統的
に使用されてきた小屋のなかで、トナカイ肉のソーセージを食べた。トナカイファー
ムを出て、さらに 1 時間ほどでオウランカ国立公園内にあるオウル大学の Research
Station に到着した。初日の活動は以上である。
2 日目には、午前中に施設内の教室で Environment and livelihoods in Northern
Finland と題される座学が行われた。まずはじめに Research Station の見学と概要
説明がなされた。施設内には大学教員向けの研究室があり、公園内で採取された土壌
や水などの観察・記録ができる設備が整えられていた。この施設の周辺にはスーパー
マーケットなどが全くなく、人が長期間生活できる環境ではないために、この施設で
勤務する研究者は通年でこの施設にいるのではなく、夏など特定の期間のみ施設で調
査研究を行うとのことだった。施設の概要説明に続いて、周辺の自然環境についての
紹介もあった。冬には多い月で 70cm もの積雪になるなど、北海道以上に厳しい環境
にあることを再認識させられた。
その後は、オウル大学で自然環境について研究している地理学の先生からフィンラ
ンドの地形、動植物について順に説明があった。
授業の導入として、Northern Finland と聞いて思い浮かぶ単語をグループ毎に 10
個あげ、その単語に関連した説明がなされた。中でも印象的だったのは、フィンラン
ド国内に生息するトナカイは森の中などを自由に動き回れるが、それらのトナカイは
必ず誰かの所有物であるという話であった。オウルからオウランカに向かう途中のバ
スも、道路上にトナカイが現れ一時停車する事が何度もあっただけに、この話はとて
も印象的であった。
そして次に、北ヨーロッパの地形の特徴が概説された。この地域の特徴として、イ
ギリスやドイツを含む北ヨーロッパのほぼ全域が厚さ約 7 キロにもなる氷河に覆われ
ていた事があげられた。なぜフィンランドには湖が多いのかなど、現代の地理環境に
も大きな影響を及ぼす事実である。さらにはかつて存在した氷河の、現在への影響と
して、この地域が年間約 8mm ずつ隆起している事が説明された。人が(低反発などの)
マットレスの上に座り、その後立ち上がると徐々に原型に戻ってくるという例を用い
て説明がなされ、とても理解が進んだ。

181

そして現在にも残る氷河の痕跡として、池・岩・川の説明がなされた。モレーンと
呼ばれる岩や、ケトルレイクと呼ばれるかつて氷河の塊が存在したことでケトル型と
なった池など、写真を用いながら説明がなされた。
動植物の説明としては、ground lichen と呼ばれるトナカイの餌として使用される
菌類などの植物や、この地域に生息するトナカイや熊などの動物の説明も合わせてな
された。
教室での座学の後には、グループ毎に分けられ授業内で説明がなされた地形や植物
を、国立公園内の散策中に探してポスターにまとめるというフィールドワークが行わ
れた。散策中も時折、先生による説明がなされ、実際に実物を見ながら説明を聞くこ
とでより理解が深まったように感じる。

(文責: 渡邊大祐)
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Title: What I have learned through the

elementary school. Also, when we visited the

Scandinavian Studies Summer Program

high school in Finland, there was a counseling

Name: Ayu Kaneyasu

class and hand-making class using a 3-D

Grade: 3

printer or weaving machine. I thought there

Faculty: Medicine

are many options in the school and the
teachers may think the diversity is important.

I participated this program to know how

In the Oulu University, there were many cafés

the welfare state was made and what the

and restaurants, and also many relaxing

Finnish society is actually like, and I could

spaces for students like sofas or the place for

figure out the answer through taking the

taking a nap. I felt schools are truly thinking

classes and living in Finland. Therefore, I

about students and trying to make schools

would like to tell the things I found unique in

more comfortable for them.

Finland which are important for Finnish

Third, through the living in Finland, I felt

society and which may lead to the modern

Finnish people think the family and private

welfare system.

time so important and people are all

First of all, the great nature is quite

independent. For example, I was surprised

important part of Finland. We went to the

that the opening time of shops or restaurants

Oulanka National Park for the school trip. The

were quite short. That is because, they don’t

nature was great and especially, the forest

do over-working like Japan. Also, food culture

reflecting in the lake was really beautiful.

was different from Japan. Finnish people

During the school trip, we had the lecture of

don’t eat out often and they think having

“the environment in northern Finland” and

meals with their family is very important,

teacher told us that one in five Finnish

while Japanese people often eat out for lunch

people’s family own their forest and when

or go to drinking party after-work. Additionally,

they cut their trees in the forest, they will plant

there were two points that I felt Finnish

the new trees for the next generations. Not

people are all independent. The first is that in

only I learned that the great nature makes us

the shops, there were less individual

relaxed and enables us to live with room in

wrappings than in Japan, and there were no

our minds, but also Finnish people think that

shops like Japanese drug stores or one-coin

their forest is important and they all have the

shops which have many goods and

responsibility to protect the nature for the

convenient things. The second is that at the

future.

train plat form, there were almost no

Second, the education in Finland was

announcement. In Japan, I think there is too

really great. Most Finnish people speak

much announcement and it is too polite.

English very well, because they begin to learn

From this two points, I thought Japanese

English and the second language from the

society is offering over-services and too polite,
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while Finnish society do not offer overservices, because people are independent,
and over-service may lead to over-working.
Through this program, I found that the
nature in Finland enables people to live with
room in their mind, and Finnish people think
family important and they are all independent.
Therefore, they think their private time and
spending time with their family is important.
Also, severe winter like polar night may have
made Finnish people to support each
other(actually, many people get depressed in
long winter and drug is well-used in Finland
comparing to other countries), and that can
be done only when each person is
independent. I think these things, the
importance of private time and family, the
independence, and necessity of supporting
each other, lead to the modern welfare and
education system in Finland. It was good
opportunity to learn and see actual Finnish
society and I would like to think about the
welfare system in Japan comparing to Finland
for the future of Japan.
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Tittle: My experience in Finland

culture, we learned Finish language and

Name: Daisuke Watanabe

culture. I memorized some Finish words, for

Grade: 2

example Moi; hello, Kiitos; thank you. I tried to

Faculty: Law

use these words in daily life in Finland. And in
culture class, we went to Sauna and baked

I learned a lot of things during the

"PULLA". These are both Finish traditions, so

Scandinavian Studies Summer Program in the

we can experience the culture. Moreover in

University of Oulu. In this report, I write about

the school excursion to Oulanka National Park,

what I have experienced and learned in the

we learned about the environment and

program in Finland.

nature in Finland. We not only took the

First one is what I learned from the

classroom lecture but also went around the

lecture of the program. There are many kinds

park on field work. We searched the traces of

of lectures in this program, for example,

glaciers and the plants characteristic of these

Scandinavian History, Finish Language and

area. This was a great experience.

culture, Living Finland and Japan and so on. In

The second thing which I learned in

addition to those lectures, we went to

Finland is that from lives there. On the

Oulanka National Park, located in east part of

weekend, some tutors who are Finish

Finland, as a school excursion. Actually, I was

students to support us show around the city

not interested in the theme of some lectures

of Oulu. During this short tour, we talked with

before I go to Finland. However after I visited

the

Finland and took the first lecture, I want to

understand what he said and couldn't express

know Finland more. In fact, I can learn many

our feelings in English, but this was a great

things which I never heard and gain better

experience for me. That's partly because it is

understanding about Finland through such

rare opportunity to talk with foreigners on

lectures. Specifically, we selected “Education”

daily life although I have a chance to do so on

as the theme of the final presentation, so I

the class. Further, I can have a relationship

searched and discussed with Finish student

with not only Finish student but also Japanese

about the entrance examination system and

student who came from different part of

learning English. I found that there are many

Japan. Most of them have global perspective.

similarities between Japan and Finland in the

For example, one student wrote some essay

area of education. The most surprising thing is

for applying for another study abroad in next

that Finish students don't use word-book

summer. They stimulated me.

tutors.

Sometimes

we

couldn't

when they learn English. They learn it through

Finally, I write what I thought after the

daily life, reading web pages, talking with

summer program. Before I went to Finland as

other students come from different countries

a short-term study abroad, I rarely thought of

and so on. And in lecture of language and

a long-term study abroad. However after I
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communicated with Finish and Japanese
students there, my thought has little changed.
Now I think that a long-term study abroad is a
one of good choice for my career. I am going
to continue searching information about
studying abroad and keep thinking how I
should spend my time.
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Special Program 2019
Sustainability of Environment, Society and Economy:
Global and Local Issues in Canada

University of British Columbia
12-25th September 2019
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Objects
Through lectures and field works, the programs facilitate the learning of theoretical
and practical aspects of the sustainable society and leadership theory for
undergraduate students. Student will engage in some group discussions to develop
innovative ideas and practical experiences

Contents
1. Global sustainability under the climate changing
2. History and culture in British Columbia and Canada
3. Indigenous culture in Canada
4. Educational for Sustainable Development
5. Group meeting and workshop: Students of UBC and HU
6. Educational excursion and field trip
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Special Program for Nitobe College in the University of British Columbia (2019 September)

Sustainability of Environment, Society and Economy: Global and Local Issues in Canada
Days

Date

Day 1

Thu Sep 12

Time

Lectures & Activities
Depature/Arrival

Fri

Sep 13

Location

Dr. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

10:00-11:30 Lecture 1: Visit to Beaty Biodiveristy Museum
Day 2

Lecturers

Dr. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

12:00-13:30 Lecture 2: Visit to Nitobe Memorial Garden

Mr. Ryo Sugiyama

13:30-16:00 Lecture 3: Visit to Botanical Garden

Mr. Douglas Justice

UBC Campus

Day 3

Sat Sep 14

Host family activities/Educational Excursion
(Stanley Park, Capilano Bridge etc.)

Dr. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

Vancouver

Day 4

Sun Sep 15

Host family activities

Dr. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

Vancouver

Dr. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

UBC Campus

Ms. Kim etc.

Liu Institute

Dr. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

UBC Campus

10: 30-14:00 Lecture 4: Visit to Museum of Anthropologym
Day 5

Mon Sep 16

14:30-16:00

Lecture 5: Studying Abroad & Cross-cultural
Understanding

16:00-16:30 Lecture : Visit to Indigenous Longhouse

Day 6

Tue Sep 17

10:30-12:00

Lecuture 6: Ecology and Conservation Issues for
North American Pacific Salmon (1)

Dr. Scott Hinch

13:30-15:00

Lecuture 7: This Earth Which Is Not One: Border
Policing in the Climate Movement

Dr. Jennifer Chan

15:10-16:40

Lecture 8: Ecology and Conservation Issues for
North American Pacific Salmon (2)

10:00-11:30 Lecture 9: Marine Biodiversity in a Warming ocean

Liu Institute

Dr. Nolan Bett
Dr. Mary O'connor
Liu Institute

Day 7

Wed Sep 18

13:30-14:30 Lecture 10: Introduction of Tidal Ecosystem

Ms. Coreen

14:30-17:00 Lecture 11: Field Work @ Tower Beach

Ms. Coreen

10:30-12:00 Lecture 12: Sustainability Science & SDGs
Day 8

Day 9

Day 10

Thu Sep 19

Fri

Tower Beach

Dr. Rashid Sumaila

14:00-15:30

Lecture 13: Ocean Sustainability and Global
Warming

Dr. Andres Cisneros-Montemayor

15:30-17:00

Lecture 14: Philosophies of Environmental
Education

Dr. Pierre Walter

Liu Institute

14:00-15:00 Lecture 15: Salmon Evolution

Dr. Ben Koop

Petch BLd. R041

15:15-16:30 Lecture 16: UVic Campus Life

Welcome Centre UVic

Uvic

10:00-12:00 Lecture 17: Royal BC Museum

Dr. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

Victoria

Dr. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

Vancouver

Dr. Natalia Balyasnikova

Liu Institute

13:30-15:30 Preparation for Presentation

Dr. Rashid Sumaila; Dr. Arai
Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

Main Library/Liu
Institute

15:30-17:30 Presentation& Discussion "Sustainable Society"

Pro. Rashid Sumaila; Dr. Arai
Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

Liu Institute

Sep 20

Sat Sep 21

Day 11 Sun Sep 22

Host Family Activities/Educational Excursion
10:30-12:00

Lecture 18: Language Learning Experiences of
Immigrant Seniors

Day 12 Mon Sep 23

18:00-20:00 Farewell Ceremony

UBC Campus

Day 13 Tue Sep 24

Depature (Vancouver - Haneda 9/25)

Day 14 Wed Sep 25

Arrival (Haneda - Chitose)
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Main Lecturers
Dr. Rashid Sumaila is a Professor and Director of the Fisheries Economics and Management,
UBC Fisheries Centre. He specializes in bioeconomics, marine ecosystem valuation and the
analysis of global issues such as fisheries subsidies, illegal fishing, climate change and oil spills.
Dr. Scott Hinch is committed to the study of salmonid ecology, behaviour and physiology, and to
providing management systems with information needed for the conservation and sustainable
use of fish resources. He is a Professor of Department of Forest Sciences, UBC.
Dr. Mary O’Connor studies the influence of environmental temperature on the dynamics of
ecological communities. Her work contributes to our understanding of how patterns of species
abundance are related to ocean temperature as it varies from place to place, season to season,
and with climate change.
Dr. William Cheung is an Associate Professor with UBC’s Changing Research Unit at the
Institute for the Ocean and Fisheries, UBC, and Director of Science, Nippon Foundation- Nereus
Program. His main research areas include understanding the responses and vulnerabilities of
marine ecosystems and fisheries to global change. He published over 80 peer-reviewed
publications.
Dr. Vicky W.Y. Lam is a Fisheries Economist and Program Manager at the Nereus Program at the
University of British Columbia (UBC). She dedicates herself to a broad range of fisheries related
researches. One of Vicky’s research interests is to focus on understanding the socio-economic
impacts of global change on marine resources, fisheries and human well-beings.
Dr. Andrés Cisneros-Montemayor is Deputy Director of the Ocean Nexus Program and Research
Associate at the University of British Columbia. He specializes in applied resource economics and is
engaged in research and policy on human development and the Blue Economy, including artisanal
and Indigenous fisheries, ecotourism, and emerging ocean sectors in developing and developed
regions including Belize, Canada, Central America, East Asia, Mexico, Patagonia, the USA, and West
Africa. Dr. Cisneros-Montemayor has published over 60 peer-reviewed studies and book chapters,
and is an active participant and advisor in international and national ocean policy.
Dr. Nolan Bett studies Pacific salmon. Using a combination of genetic and behavioral analyses,
Bett’s research explores factors that affect olfactory perception in salmon, as well as the
potential effects of altered flow patterns on their ability to detect natal chemical cues.
Dr. Hongxia Shan is an associate Professor in the Faculty of Education, University of British
Columbia. Her research interests include Professional learning, emotional work, workplace learning,
social construction of skill, prior learning assessment and recognition; immigration and globalization,
participatory action research and institutional ethnographic study.
Dr. Jennifer Chan is an associate Professor in the Faculty of Education, University of British
Columbia. Her research interests include Adult education, Citizenship and democracy, Gender
Studies, International and Comparative Education, Multiculturalism, Post-colonial studies.

192

Dr. Pierre Walter is a Professor in the Faculty of Education, University of British Columbia. His
research interests include Community-based Ecotourism; Environmental Education; Social
Movement Learning; Transformative Learning; Decolonizing Living History Museums.
Dr. Ben Koop is a Professor in the Faculty of Biology, University of Victoria. His interests lie in
the fields of molecular biology, genetics and evolution of fish. Large multi-gene families and whole
genome duplications from salmonid species are used to examine molecular mechanisms of change
(gene conversion, duplication, deletion, mutation, etc.) as well as population genetic dynamics.
Broad molecular evolutionary problems are examined using highly multidisciplinary laboratory and
bioinformatic approaches.
Mr. Ryo Sugiyama is a Curator of the Nitobe Memorial Garden (NMG) at the UBC Botanical Garden
and Centre for Plan Research. He will introduce and have a lecture on the NMG.
Mr. Douglas Justice is Associate Director of Horticulture & Collections; UBC Botanical Garden;
Adjunct Professor in the School of Architecture & Landscape Architecture. He expertise in
Horticulture, botany, ornamental cherries, maples, rhododendrons, temperate vascular plants,
trees, Asian plants, biological diversity.
Dr.Natalia Balyasnikova is a language educator, researcher, and community volunteer.
Focusing on narrative as unit of analysis Natalia’s research seeks to understand how
older adults experience language learning and what communities can do to better
accommodate seniors' needs.
Dr. Lan Xiao is an assistant professor at the Institute for the Advancement of Higher Education,
Hokkaido University. Her research interests are social education and community education for
socially disadvantaged people, such as unemployed, immigrants and the challenged.
Dr. Katsutoshi Arai is a specially appointed professor at the Institute for the Advancement of Higher
Education, Hokkaido University. He specializes in genetics and developmental biology of fishes.
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List of Student Participants

Name

Faculty

Grade

Rintaro ABE

School of Humanities and Human Sciences

2

Hiromi WARAGAI

School of Agriculture

2

Ron TAKEBUCHI

School of Fisheries Sciences

3

Akihiro ANDO

School of Agriculture

3

Yuna SAITO

School of Law

3

Kanami SUGIYAMA

School of Fisheries Sciences

3
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Sustainability of Environment, Society and Economy: Global and Local Issues in
Canada 環境・社会・経済の持続可能性：カナダにおける地球規模と地域の諸問題
講義内容要約レポート

Lecture 1
Title：Visit to Beaty Biodiversity Museum(生物多様性博物館への訪問)
Lecturers：Prof. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

BC 訪問の最初のプログラム(Lecture1)として、ブリティッシュコロンビア大学
(UBC)のキャンパス内にあるビーティ生物多様性博物館を訪問した。
入館するとまず目に入るのは巨大なシロナガスクジラの骨格であった。頭骨の一部
を除いて、全て本物の骨格で構成されているらしい。
「入館者へのファーストインプレ
ッションを与える」という意味では、この鯨の全身骨格は大きな役割:を果たしている
と思った。
この博物館は全体的に大きな収蔵庫を博物館としても扱えるようにしたもので、ラ
ベリングはされているが収蔵されていないもの存在し、ある意味で効率の良い展示の
仕方であると感じた。動物の剥製、魚類のホルマリン漬けから植物標本や、古代生物・
恐竜の化石まで展示されており、奥に行くに従って時代が遡るような展示がされてお
り、生物の過去と現在が非常によくわかるものだった。とにかく点数が多く、魚の標
本だけで 80 万点以上収蔵されているという。またカテゴライジングが日本の博物館よ
りも詳細になされており、非常に見やすかった。この辺りは分類、体系的な整理を重
視する欧米の傾向ではないかと私は考えた。他にも日本の博物館との違いとしては、
鳥の羽のような、日本では絶対に触らせてもらえないようなものが触ってよいことに
なっている部分である。意外にも客に対してオープンな姿勢が、私には驚きだった。
また現地の校校生と思しき若者たちが、博物館のあり方について考えるプログラム
でワークショップを行っていた。日本では「博物館について考える」といった機会は
大学に入るまでほとんど存在しないと思う。日本でも子供達の純粋な意見を取り入れ
ることで、より博物館のあり方についての考えが広まり、発展してゆくのではないか
と感じた。
一方、この博物館については私が期間中に訪問した博物館に存在し、ここには存在
しないと感じたものがあった。それは「メッセージ性」である。他の博物館が環境問
題や先住民の権利など、何かしらの強いメッセージを発信しているのに対して、ここ
は基本的に生物の歴史と生態についての解説が主であった。ここは大学の理系学部に
より経営されており、研究の成果の発表、また入場者に生物の分野に興味を持っても
らうことが主眼なので、そこまで強いメッセージは必要ないのかもしれないが、他の
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博物館と比べてみた場合「ソーシャル」よりも「アカデミック」な博物館であると感
じた。

（文責：阿部麟太郎）

Lecture 2
Title：Visit to Nitobe Memorial Garden (新渡戸記念庭園訪問)
Lecturer：Mr. Ryo Sugiyama

UBC のキャンパス内にある新渡戸記念庭園を訪問し、管理人の杉山さんにお話を伺
った。なぜ新渡戸稲造を記念した日本庭園がバンクーバーにあるのか。それは、世界
中で活躍した新渡戸がヴィクトリアで生涯を終えたことに由来する。新渡戸の死後友
人が記念の灯籠をバンクーバーに設置したが、第二次世界大戦中に市民により破壊さ
れてしまう。戦後 UBC が再建のための土地を提供したことで 1960 年に現在の庭園が
完成した。
庭園には新渡戸が遺した思いが表現されている。
「我太平洋の架け橋とならん」は後
に国際的に活躍する彼が若き日に残した名言であるが、庭園の中には太平洋をイメー
ジした池があり、両岸には橋が架けられている。またその両岸もそれぞれ日本とカナ
ダをイメージして造られており、日本側には日本特有の植物、カナダ側には北米特有
が植えられていて両者の融合を楽しむことができる。
庭園内には本格的な茶室も備えられている。近頃ではバンクーバーでも茶道のコミ
ュニティができるほど茶道人気が高く、夏季は月に一度市民向けの公開の茶会も開か
れている。
日本と異なる環境で日本庭園を維持することは簡単なことではない。植生も異なれ
ば、庭園に対する人々の考え方も異なる。例えば杉山さんが庭園の管理を任されるよ
うになってからしばらくは、寮が近いこともあり現地の学生に庭園を荒らされてしま
うこともしばしばあったそうだ。しかし根気強く学生たちに庭園の大切さや日本人の
庭園に対する精神を伝え続けるうち、現在ではそのような被害を受けることは少なく
なったという。また杉山さんが現在庭園の長を務めていらっしゃるが、彼のもとで日
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本式の造園を学ぶカナダ人庭師も何人かいる。ある文化の中で別の文化を共存させる
ことは困難を伴うが、杉山さんたちの努力のおかげで日本の美しい景色がバンクーバ
ーの地に根付いていると感じた。私たちも日本人として日本文化を守っていく義務が
あると思わされた講義であった。
（文責：斉藤優奈）

Lecture 3
Title：Visit to Botanical Garden (植物園見学)
Lecturers：Mr. Douglas Justice

UBC の植物園は、大きく二つのエリアに分かれており、片方には樹木、もう一方に
は草本が主に生育している。
樹木のエリアには、アジアに分布する種が多く植えられているが、カナダに元来分
布する種も生育し、種数は合計で約 25000 種に上る。150 年前に一斉に木々が切られ、
40 年ほど前に他地域の種が植えられた。アジアには多様な種が生息するため、それら
を植えることで園内の生物多様性向上が図られている。北海道からも、ドウランツツ
ジやエゾヤマザクラが植えられている。もともとカナダで生育する種が多いエリアで
は、地面から 23 メートルの高さまで上がることのできる橋があり、普段とは違った視
点から植物を観察できる。例えば、高木の上部は風で揺れている一方で、下部は揺れ
ていないことが観察によってわかる。これは、海風が樹木の上部によって遮られるこ
とに起因し、普段植物園が静かで穏やかであることにつながる。また、たくさんの倒
木が放置されていることから、放置が意図的であることがわかる。それは、乾燥する
夏に、生きている周囲の植物に水分を提供するためである。
草本のエリアには、作物を栽培するエリア、高山植物が生育するエリア、世界各地
域の植物が生育するエリア、イベント会場、結婚式向けの会場があった。作物を栽培
するエリアでは、専属の職員によってキャベツなどの野菜が栽培されている。高山植
物のエリアにある植物は、短い夏に生長する草本植物が中心であるが、カラマツやハ
イマツとみられる樹木も生育している。世界各地域の植物は、地域別に分けて植えて
あり、どの地域のものも、温室などの設備なしに生育している。ちなみに北海道大学
の植物園では、熱帯や亜熱帯の植物は主に温室で生育しており、UBC に比べると、種
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がより多様である。UBC の植物園は、熱帯や亜熱帯の種の多様性には劣っても、温室
なしで育てられる範囲で種の多様性を実現していると感じられる。イベント会場では、
中小規模のコンサートやパフォーマンスが行なわれる、音のよく響く場所である。結
婚式向けの会場は、有料で使用されるため、植物園の貴重な資金源の一つである。
（文責：藁谷大美）

Lecture 4
Title：Visit to Museum of Anthropology(人類学博物館への訪問)
Lecturers：Prof. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

Lecture4 として UBC 人類学博物館(MOA)を訪問した。
この博物館ではカナダに住む先住民族を中心に、世界中の人々の歴史・文化・生活
について展示を行っている博物館である。特に中心となるカナダ先住民族の展示では、
現存している先住民の人々と協議を行い、彼らの意思を尊重する形での展示を徹底し
ている。例えば、
「トーテムポールは、基本的に外に設置されているものなのでありの
ままを残したい」という先住民たちからの要望の元、一部のトーテムポールと住居は
屋外にあり、まるで本物の集落であるかのように展示されていた。また部族の中で「こ
の部族の者しかそれを見ることができず、儀式・祭祀の際にしか見ることができない」
とされている仮面には、厳重に布が被された上で先ほど述べたような旨の解説が書か
れて展示されていた。
前期の「博物館資料論」の講義で、民族・民俗学資料の扱い方について講義を受け
た際、民族の価値観・精神性を最大限重視しなければならない、と教わった。この博
物館はまさに私が資料論の講義で学んだことを徹底して実践している場所で、講義で
学んだことと実践の場とのつながりを感じることができた。
一方、カナダ先住民以外の展示も充実しており、アジアから南米まで世界中の民族・
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民俗資料が展示されていた。当然日本のものも存在し、甲冑や能面、浮世絵などが展
示されていた。とにかくコレクションの幅が広く、その収集能力に驚きを隠せなかっ
た。
また博物館では全てがガラスケースに入っていたわけではなく、引き出しの中に資
料が入っており、自由に取り出して見ることができるような展示が多く使用されてい
た。膨大な点数を効率よく展示するだけではなく、開けることにより楽しく資料を閲
覧することができる、面白いシステムであると感じた。この展示方法は MOA だけで
はなく、バンクーバーの他の博物館でも多く見られた展示方法で、欧米でポピュラー
なのか、カナダでポピュラーなのか、その傾向をよく調べる必要があると感じた。
（文責：阿部麟太郎）

Lecture 5
Title：Studying abroad & Cross-cultural understanding (留学と異文化理解)
Lecturers: Ms. Kim Yeonjoo and 4 graduate students

本講義では、肖先生の知人であるキムさんを初めとする、五名の大学院留学生とと
もに留学に関して意見交換をした。参加してくださった留学生の学問分野は人類学、
教育学、経済学で、出身国は、日本、韓国、中国、アメリカであった。
講義の流れは、私たち北海道大学の学生を含めた自己紹介、UBC に入学してからの
生活で最も大きな喜び、辛さを感じたときのお話、最後に質疑応答、であった。
自己紹介では、五名の学生のことを知るとともに、相手と近い距離で話を聞き、発
言する機会が全員にあった。そのため、その後の講義に向けたウォーミングアップに
なったと感じている。出身国でメジャーな留学先ではなく、学会で知り合った教授の
もとでの学習を志したり、社会経験や同様の学位を複数回取得した経験を持っていた
り、専門分野を入学時とは少し変えたりと、学ぶことに対する柔軟な考え方を感じら
れるものであった。
UBC 入学後の最も大きな喜びは、学問に直接関係するものと、そうでないものがあ
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った。学問に直接関係するものでは、「研究がうまくいったこと」「自身の学問分野に
ついて、より深く知れたこと」
「学問を深めるようなワークショップなどの機会が多く
あること」が挙げられた。学問に直接には関係しないものでは、
「キャンパス外へ越し
たことで、バンクーバーの一員になったと感じられたこと」
「様々な出身国や学問分野
を背景とする人々と学内で関われること」
「多様な食文化や芸術を楽しめること」が挙
げられた。
UBC 入学後の最も辛かったことは、みな共通していることが多かった。それは、言
語の壁があり、その先には文化、常識の壁があるということである。文化の壁とは、
現地の出身者であれば当然知っている事柄を知らないということである。また、一人
の学生は、ホームシックで苦しんだこともあるようだ。

質疑応答を通して学んだことは、主に、
「大学院の選び方」
「生活の工夫」
「日本人留
学生減少に関する考え方」であった。「大学院の選び方」に関しては、UBC を進学先
として選択した理由を聞くことで学んだ。UBC を選択した理由は様々であったが、ほ
とんど共通していたのは、「現在所属している研究室の教授のもとで学習したかった」
ということであった。
「生活の工夫」は、ストレスの多い留学や大学院生活を乗り越え
るためのもので、自由時間を取ったり、食やコンサートを楽しんだりすることが挙げ
られた。「日本人留学生減少に関する考え方」は、多くの日本人が数十年前に留学し、
既に各学問分野を日本で学べる状態にあることが、日本人留学生が少数である理由で
あると考える方が多いようだ。

（文責：藁谷大美）

Lecture 6
Title: Ecology and conservation issues for North American Pacific salmon (1)
(北米太平洋サケの生態学と保全における問題)
Lecturer: Prof. Scott Hinch

Lecture 6 は Department of Forest and Conservation Sciences の Prof. Scott Hinch
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による講義だった。Prof. Scott Hinch から北米太平洋岸のサケの問題と資源動向につ
いて講義を受けた。
ブリティッシュコロンビアでは以前は林業が大きな産業であり林業はサケ漁業に大
きな影響を与えていた。サケへの影響としては直接影響するものとして漁業による漁
獲があり、間接的なものとしては生息域や生物学的環境への影響があげられる。米国
のサケ資源は良い状態ではなく、106 系群が絶滅し 214 系群が危機的である。3 分の
1 を超える淡水域ですべての種が絶滅していて、淡水域のうち 6％のみが良好な資源で
ある。コロンビア川流域はすべての絶滅の 63%に相当する。コロンビア川流域の 35%が
絶滅し 40%が危機的であり残りの 25%が危険ではない。コロンビア川での資源減少は
ダムによる影響が大きいと考えられている。ダムによって生息域が分断されるとサケ
が遡上して産卵することができなくなり資源が減少する。
コロンビア川流域には米国内に 28 か所、ブリティッシュコロンビアに 4 か所のダ
ムがある。カナダにおけるサケの資源状態は悪くないが良くもないそうだ。BC 州とユ
ーコンには 9663 系群の遡河性サケマスがおりその内の 5487 系群は状態が評価でき
る。624 系群は絶滅の危機にあり 121 系群は絶滅した。絶滅の原因は水力発電用のダ
ムだと考えられる。前述のとおりコロンビア川にはダムがあるが、フレーザー川の本
流にはダムが無いため米国よりも良好な資源状態が維持できていると言っていた。フ
レーザー川は 1375km でカナダ最大のサケ資源を持つ。フレーザー川はバンクーバー
を流域に含むが都市化はもう一つの資源絶滅の要因である。
バンクーバー近郊の支流のうち 15－20%は都市化によって消え、そのほかにも多数
の支流が危機的状況にある。1980 年代には 10000 系群のうち 60%は資源評価が行われ
ていたが、現在では 10－15%のみ資源評価が行われている。また、BC 州の海での生存
率が大幅に低下してきていると言っていた。人工ふ化のサケは野生よりも生存率が低
いため人工ふ化放流事業よりも環境整備に金を使うべきだという意見が出ている。
北海道のサケは野生魚の割合が低いために MSC 認証に落ちたが日本では人工ふ化放流
によって漁獲量が維持されている。輸出のために MSC 認証をとることは日本に国益に
はなるだろう。しかし、人間の食料や雇用を犠牲にしてまで輸出を増やすことはあま
り得策ではないとも感じる。日本はカナダより太平洋でのサケ漁獲量では多いが資源
管理に関しては学ぶべきことが多いと感じた。

（文責：竹渕論）

Lecture 7
Title：This Earth Which Is Not One: Border Policing in the Climate Movement
(気候変動における国境政策)
Lecturer：Dr. Jennifer Chan
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Lecture7 では環境活動家であるジェニファー・チャン先生から講義を受けた。彼女
は、世界的な環境に対する抗議運動である「グローバル気候マーチ」の活動の一端を
担っている。この運動は、スウェーデンの活動家グレタ・トゥーンベリが開始した運
動で、各国首脳陣の環境問題への本格的な対応を訴えるため、金曜日にストライキを
行うというものである。はじめたった一人で始まったこの運動は瞬く間に世界に広ま
り、現在では世界中で 400 万人以上が参加する一大環境運動となっている。9/20 には
全世界でこのストライキが行われ、当日訪れたヴィクトリアでも多くの参加者を見る
ことができた。
ジェニファー先生は「環境における『正義』の定義とは何か」ということについて
講義をした。各国政府間のカーボントレードにより二酸化炭素の排出量が金銭でやり
取りされることを例に挙げ、一部の人間の欲と経済発展のことばかり重視する、現在
の退廃的資本主義の考え方によって、本当に環境のためになることが何かということ
が議論される間もなくないがしろにされ、我々人類が危機に瀕していることを我々は
悟らなければならないと力強く訴えた。そして我々に行動に出ることを勧め、次回の
グローバル気候マーチへの参加を推奨した。
私は、先生に「資本主義という経済システムそのものが環境問題の直接的原因であ
るか？」と質問をした。先生は「全部とは言えないが現在の資本主義のあり方が問題
の中核を担っていることは間違いない」と答えた。その上で「日本の生活協同組合の
あり方など、『現在とは違う形の資本主義のあり方』を探すことが今求められている」
とした。
日本は公害問題などがある程度解決したとされ、環境問題について以前に比べて関
心が薄れたように思えるが、まだまだ世界ではそのような動きは活発であることに驚
きを覚えた。日本の人々も再び環境問題について考え直す、また行動する必要を迫ら
れていると感じた。

（文責：阿部麟太郎）

Lecture 8
Title：Navigation in Pacific Salmon (サケのナビゲーションシステム)
Lecturer: Dr. Nolan Bett

動物は餌を探す・繁殖を行う等様々な理由で長距離を移動することがある。目的地
を決定するために方向や距離の情報を処理し利用していると言えるが、その方法は動
物ごとに様々である。動物は方向と距離を知るため、外部環境の情報や運動感覚に基
づいた情報を用いる。例えばミツバチは仲間に餌場の方向を伝えるダンスを踊るが、
それは地球の磁力を利用している。
このようなナビゲーションシステムを持つのはサケも同様である。サケは川で孵化
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し海に下り数年間過ごしたのち、繁殖のため生まれた地点に帰る。数年も経過してい
るのにも関わらず生まれた川に帰ることができるのは、サケ特有のナビゲーションシ
ステムがあるからである。サケのナビゲーションには 2 段階あることがわかっている。
海での機能と、そして川に着いてからの機能の 2 つである。川で生まれ海で暮らした
サケは繁殖の時期になるとまず生まれた川を目指して回遊を開始する。ここでサケが
利用するのは地球の磁力である。そして目的の川にたどり着くと、さらに具体的な出
生地点を目指して今度は匂いを頼りに川をさかのぼっていく。出生地点の化学物質の
刷り込み記憶によって嗅覚が反応する仕組である。生まれた場所の匂いのみを手がか
りにさかのぼっていくのではなく、河口から目的地まで何地点かの匂いを記憶してそ
れぞれ手がかりとしているものと考えられている。
ただし何らかの原因で嗅覚によるナビゲーションが働かなくなっている場合、第二
の手がかりが発動する。それは仲間が発するフェロモンである。大抵の場合サケは単
独で遡ることはなく集団で生まれた地点に戻ろうとするため、ある個体が嗅覚を失っ
たとしても仲間が発するフェロモンによって的確な産卵場所を認識することができる
のである。

（文責：斉藤優奈）

Lecture９
Title：Marine biodiversity in a warming ocean (海洋温暖化と生物多様性)
Lecture：Dr. Mary O’Connor

地球温暖化と海洋生物の多様性の関係性について 1．多様性とは何か
の多様性はどのくらいか、またどのようにして多様性は生じるのか
どのようにして多様性を利用しているのか
いるのか

2．海洋生物

3．私たち人間は

4．現在、海洋生物多様性に何が起こって

の 4 つの観点から学習した。その内容を以下にしめす。

まず、多様性とは variety of life すなわち「生物の多様性」を意味し、ある場所に生
存する種の数を意味する。ある環境に適応するための進化の流れや食物連鎖、またそ
の場所の景観をつくりあげるランドスケープを総じて多様性と呼ぶことができる。
次に、現在海洋中にはおよそ 100-1000 万種の生物が存在しているといわれている。
しかしこれはまだ推測に過ぎなく、とくに深海にはまだ発見されていない生物が数多
く生息している可能性がある。地球上に存在する生物はほとんどが海に生息しており、
現在は中国、オーストラリア周辺、南アフリカ、南アメリカの周りの海洋が最も多様
性が高いといわれている。
私たちはこれらの多様性を、食べ物として体内に摂取したり、お金に換えたりする
ことで利益を得るのに利用している。海産物である魚介類および海藻類は旨味成分に
富んでおり、そのままでもおいしく食べることができる。またタンパク質を含む様々
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な種類の栄養成分を含んでおり１匹の魚を食べるだけで亜鉛やカルシウムやビタミン
などを 1 日の食事摂取基準である DR. I 値のおよそ 10%を補うことができる。またそ
れらの栄養成分の含み方は魚だけでも種類によってさまざまであり、一匹の魚を食べ
るよりもより多くの種類の魚や海産物を組み合わせて食べることでより効率的に多く
の栄養成分を摂取することが可能となる。
多様性が変化する原因として、種の絶滅、進化、移動による生息場所の変化が挙げ
られる。現在、地球上では乱獲や気候変動により海洋生物の多様性の変化がみられる。
特に、サンゴや比較的大きな魚の生息数は減少傾向にあり、また地球温暖化による地
理的シフトが顕著な状況にある。
生態系の多様性と機能およびサービスは相互に密接な関係にある。私たちは海洋生
物の多様性がもたらせてくれる恩恵に感謝し、気候変動や乱獲といった多様性を脅か
す問題について早急に適切な処置をしていかなければならないであろう。
（文責：杉山佳奈海）

Lecture10
Title: Introduction of tidal ecosystem

(潮間帯生態系入門)

Lecture：Ms. Coreen Forbes

この講義では次の講義 11 の海岸における実習のための予備知識として、潮の干満と
生態系の関係について学んだ。潮の干満とは海の高さは一定ではなく、主に月の引力
の影響で規則的に高くなったり低くなったりすることである。高潮時の海岸線と低潮
時の海岸線の間の部分を潮間帯といい、その区間は 1 日 2 回の潮の満ち引きにより露
出と水没を繰り返すため環境が激しく変化する。そのため海洋生物にとって潮間帯は
環境ストレスを受けやすい場所でもある。また、その海岸線の高さにより海水に浸る
時間が異なる。潮間帯に住む海藻などは乾燥に対する耐性が強く、数時間の干潮に耐
えることによって魚介類からの食害を免れている。地球の極周辺部は 1 年を通じて温
度が大きく変動するが、一方で赤道中心のいわゆる熱帯と呼ばれる地域では温度変化
が小さい。安定な気候状態である熱帯の方が生物多様性は高く、よって潮間帯での種
間の競争も熱帯の方が激しくなる。イガイとヒトデを例にその説明をすると、まずヒ
トデは消化管を貝の中に入れて溶かして栄養を吸収す
ることが知られており、相互は被食者と捕食者の関係に
ある。イガイは潮の満ち引きに合わせて貝を開閉するが、
貝を閉じている間は呼吸ができないため、あまりに長時
間干潮となる部分には生息することが難しい。よって生
息地域をより海水に浸る時間が長い海洋側にしようと
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するが、海洋側にはイガイの捕食者であるヒトデが生息し、潮の満ち引きに応じて海
岸側に移動するため、イガイはその食害をより免れることができてなおかつ生存する
ことができる場所に生息分布する。このようにして潮間帯には乾燥への耐性の違いや
生物間競争による各生物種の生息分布が形成される。

（文責：杉山佳奈海）

Lecture11
Title: Field work @Tower Beach (タワービーチにおける潮間帯の生態学調査)
Lecture：Ms. Coreen Forbes

Tower Beach に行き、コドラートを用いて実際に潮間帯の生態学調査を行った。
<目的>
Tower Beach の潮間帯に生息する生物分布を調べ、その特徴を捉える。
<方法>
コドラートを用いた方形区法での調査を行った。私たちはグループ 1 とグループ 2
の 2 つのグループに分かれ、それぞれ引き潮に近い状況で波が到達している地点から
22ｍ離れた場所から 1m 置きに計測した。50×50 ㎝のコドラートを置き、その中にみ
られる生物の種類と数を測定した。
<結果>
グループ 1 の結果は以下の表のようになった。
表1

波打ち際からの距離

Tower Beach における生物多様性

生物種

状態

個体数

環境

22

アオサ

乾燥

1

表面が乾燥した砂

21

アオサ

乾燥

1

と中程度の石

20

イガイ類

小型貝殻のみ

2

19

イガイ類

小型貝殻のみ

2

18

イガイ類

貝殻のみ

2

ヨコエビ類

生存

17

アオサ

乾燥

2

16

イガイ類

大型貝殻のみ

5

アオサ

乾燥

1

フナムシ

生存

3

小さな潮だまりが

ヨコエビ類

生存

2

ありその中に船虫

［ｍ］

15
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表面が湿っている
砂と中程度の石

が存在
14

13

イガイ類

生存

3

大きな石が多くな

フナムシ

生存

10~20

る

ヨコエビ類

生存

10~20

イガイ類

生存

30~40

全体的に１~２ｃ

フナムシ

生存

30~40

ｍ程の深さの浅い

ヨコエビ類

生存

1

潮だまりが多くの

腹足類

生存

3

面積を占める。腹

ヒメフナムシ

生存

3

足類及びヒメフナ
ムシは石の裏に生
息。

12

11

10

9

フナムシ

生存

30~40

2~4 ㎝程の深さの

ヨコエビ類

生存

30~40

潮だまりが存在。

ヒメフナムシ

生存

3

大きな石が大部分

フジツボ

生存

13

を占めフジツボお

イガイ類

生存

3

よびイガイは石の

フナムシ

生存

30~40

裏に生息。

ヨコエビ類

生存

30~40

ヒメフナムシ

生存

3

フジツボ

生存

10

イガイ類

生存

55

フナムシ

生存

30~40

ヨコエビ類

生存

30~40

ヒメフナムシ

生存

20

フジツボ

生存

150

イガイ類

生存

50

フナムシ

生存

30~40

ヨコエビ類

生存

30~40

ヒメフナムシ

生存

20

フジツボ

生存

150

カキ類

貝殻の破片

1

イガイ類

生存

50

フナムシ

生存

~100

ヨコエビ類

生存

~100

8
7
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ヒメフナムシ

生存

~50

フジツボ

生存

150

カキ類

貝殻のみ

1

イガイ類

生存

20

フナムシ

生存

100~

ヨコエビ類

生存

100

ヒメフナムシ

生存

~50

フジツボ

生存

150

イガイ類

生存

10

腹足類

生存

10

フナムシ

生存

250

ヨコエビ類

生存

100

ヒメフナムシ

生存

250

フジツボ

生存

150~

イガイ類

生存

10

イソガニと思われ

腹足類

生存

10

るカニおよび 2 ㎝

フナムシ

生存

250

程のミズムシが大

ヨコエビ類

生存

100

きな岩の影に生

ヒメフナムシ

生存

250

息。

フジツボ

生存

150~

カニ類

生存

2

ミズムシ

生存

1

6
5

4

3

2
1
また、表 1 の種類の数と波打ち際からの距離の関係を 2 つのグループの測定結果を
もとにグラフにすると以下のようになった。
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9
8

⽣物の種類数

7
6
5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

20

25

波打ち際からの距離
グループ１

図1

グループ２

波打ち際からの距離と生体種数の関係

表および図から海岸における生物は砂浜から海に向かうほど種類も個体数も多くな
っていることから生物多様性が高くなっていくことが分かる。また、同じ種類の生物
であっても波打ち際に近いほど大きくなっている。それぞれの生物は乾燥しにくい石
の裏や潮だまりなどを利用し、潮間帯において身を守り生存するのにふさわしい環境
を利用して生活していることがみてとれた。

図2

（文責:杉山佳奈海）

波打ち際 3ｍの地点でのカニ(左)とミズムシ(右)
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図3

石の裏のヒメフナムシ

Lecture 12
Title: Sustainability Science and SDGs
(持続可能性の科学と持続可能な開発目標について)
Lecturer: Prof. Rashid Sumaila

Lecture 12 では UBC Fisheries Economics Research Unit, Institute for the Oceans
and Fisheries(IOF)/UBC Policy School の Prof. Rashid Sumaila から sustainability
science と持続可能な開発目標-Sustainable Development Goals(SDGs)さらに漁業に
対する補助金についての講義を受けた。
Prof. Rashid Sumaila は経済学、特に水産経済について研究されている方で私は彼
の著書はすでに読んだことがあり授業も今回のプログラムの中で最も興味があった。
授業は私たちへの 2 つの質問から始まった。1 つ目は” What does the world
sustainability mean to you? “ 2 つ目は” What, if anything, is the role of science in
sustainability? “

この 2 つに対して各自の回答を作り提出した。次に持続可能性の定

義の説明があった。持続可能性は環境、社会、経済の 3 種類に分類されすべてが伴わ
なければ持続可能性は達成されない。また環境は社会、経済の 2 つを含む。持続可能
な経済は米国のようにひたすら成長を目指す経済を指すのではなく、”Sufficient
Economy”と呼ばれる「足るを知る経済」であると言っていた。持続可能性達成のため
には政策は自然と人類の相互作用を考慮する必要がある。例えば、漁獲量が減少した
のち人が漁獲を調整して資源管理をすれば再生産や加入が増加し資源は増加する可能
性があり、資源管理を怠り乱獲を続ければ資源はさらに減少すると考えられる。資源
管理に用いられる理論として The Schaefer Model がありここから最大持続生産量Maximum Sustainable Yield (MSY)を求めて漁獲枠を決める。世界の海洋漁業のうち
MSY 以下で漁獲が行われているのは 20%だと言われている。
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SDGs の目標 14 (海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で
利用する) のうちターゲット 5 は「2020 年までに、国内法および国際法に則り、入手
可能な最適な科学的情報に基づいて、沿岸・海洋エリアの最低 10%を保全する。」とな
っており漁獲による生物多様性の破壊や環境汚染を食い止めようとしている。またタ
ーゲット 6 は「2020 年までに、開発途上国および後発開発途上国に対する適切かつ効
果的な、差異のある特別な待遇が WTO 漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきこ
とを認識したうえで、過剰生産や乱獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・
無規制-Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、
同様の新たな補助金の導入を抑制する。」である。漁業に対する補助金は乱獲を助長す
ると言われている。漁業補助金があると漁獲努力量が簡単に大きくなり Gordon
Schaefer bioeconomic model における Bionomic equilibrium(BE)が大きくことによ
って乱獲が容易に可能になる。また世界の漁業補助金の多くは大規模漁業向けであり
漁獲能力を増して乱獲を助長している。
日本の漁業補助金は 2016 年で 1400 億円であり大規模漁業向けの補助金を中心に減
らしていかなければ他国との国際的な漁業管理の足かせとなってしまうだろう。中国
の公海漁業の多くは政府から燃料の補助金を受けていることを鑑みても日本は漁業補
助金を減らさなければならないだろう。

（文責：竹渕論）

Lecture 13
Title: What is Sustainability in the earth under the global warming?
(地球温暖化下での持続可能性とは？)
Lecturer: Dr. Andrés Cisneros-Montemayor

Lecture 13 で は Program Manager & Research Associate Nereus Program,
Institute for the Oceans and Fisheries, UBC の Dr. . Andrés Cisneros-Montemayor
から海洋の持続可能性と地球温暖化についての講義を受けた。
持続可能な環境が必要である理由として、現在私たちは資源をそれらが再生するス
ピードよりも 50%早くそれらを消費しておりこのままの利用を続ければ経済成長はで
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きなくなり、次世代は妥協を強いられる。水産に関しては今でも奴隷のような労働環
境で働いている漁業従事者がいることがわかっている。また、漁業管理について
は”shifting baseline” が問題とされている。“shifting baseline”は UBC の Dr. . Daniel
Pauly によって広められた概念である。
過去のデータ不足によって初期資源を誤って定義しそれを用いた過去や現在の資源
評価をしてもそれは真の資源量からは異なっておりこれらに基づく資源管理も結果と
して理想的な資源管理からはずれてしまうと考えられる。”shifting baseline”は世界中
の漁業で起こっており国際連合食糧農業機関-Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO)が発行する世界漁業・養殖業白書-The State of World
Fisheries and Aquaculture (SOFIA)の漁獲量でさえ実際よりも大幅に小さいと考え
られる。そのため正確な資源評価に基づく漁業管理は重要だと言える。アジアやアフ
リカを中心に人口が増加し食料問題は喫緊の課題であり水産業の役割は大きい。持続
可能な漁業によって安定した漁獲を得ることは畜産農業に用いられる土地が限られる
ことや畜産の環境負荷を鑑みると重要である。このまま気候変動が続き水温上昇や海
洋酸性化が進行すると世界の漁獲量は減少
する。特に熱帯域ではほとんどの魚が生息で
きなくなり漁業は存続できなくなる。
しかし全ての地域が負け組では無くロシ
アや北欧などの一部の地域では魚種は変化
するものの漁獲量は上昇すると考えられて
いる。海洋は食料だけでなく美しい景色や海
洋レクリエーションなどの様々な生態系サ
ービスを私たちにもたらしてくれる存在で
あり保全は不可欠である。パリ協定からアメリカが離脱するなど世界の足並みはそろ
っているとは言えないが SDGs の達成のためにも先進国は刹那的な政策で自国の利益
だけを追求するのではなく他国と協力して環境問題に取り組まなければならないと考
えられる。

（文責：竹渕論）

Lecture 14
Title：Philosophies of Environmental Education (身の回りの環境から哲学を学ぶ)
Lecturer：Prof. Pierre Walter

この講義では、一般的には勉強することや教育することが難しいと言われる「哲学」
を、環境から考えることでいかに勉強することができるかを学んだ。哲学の中でもソ
クラテスの教えに通じる、問答法を利用した「Liberal 自由主義」、実際に物事を観察
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し実験することで新たな発見をする、新たなことを知る「Progressive 進歩主義」、例
えばポイ捨てに対して罰金を科すことで防ぐ、またはペットボトルではなくマイボト
ルを使った人に対してお金をあげる、安く提供するなどによって人々の行動を駆り立
てる「Behaviorist 行動主義」、頭の中で考えたり行動に表すのではなく心で考えたり
する、五感を使って学ぶ「Humanistic 人文主義」、そして現状を変えよう、現状に抗
議しようとして議論を重ねることで学ぶ「Radical 革新主義」の 5 つについて取り扱
った。その後、
「シャチについて勉強する」場合を考えて以下のように具体例を見なが
ら学んだ。
まず、
「Liberal」であれば皆はネットや本などでシャチについて勉強し、展示などを
見ることで知る。そして、テストをして自分の勉強成果を計り、事実をもっと吸収し
ていく。続いて「Progressive」であれば、実際に海に行き長い時間観察をし、その後
研究室で更に細かい調査を行ったりシャチの研究者に付いたりすることで勉強してい
く。
「Behaviorist」であればシャチ保全について知識を皆に見せて、先ほどのように賞
金・罰金の 2 パターンのような刺激を与えることで勉強させる、「Humanistic」であ
ればレイチェルカーソンの本を見る、シャチについてのフォークソングを聴く、絵や
写真など見て五感を使って勉強をする。そして「Radical」であれば、なぜシャチは今
危険に晒されているのか、責任は誰にあるのか…などを考え議論することで勉強する、
というようになる。
この後、日本においてこれら 5 つはどのような具体例が見られるかを考え議論をし、
講義の終わりには外に出て 5 つのうち「Humanistic」、すなわち身の回りの環境につ
いて五感で学ぼうということで 2 人 1 組のペアで一方が目隠しをし、もう一方がある
地点までペアを誘導して、その場所の地面の感触、周りの木々の高さ、葉の匂いなど
を感じて記憶し、元の場所に戻ってからその場所を当てる、というゲームをした。こ
のゲームでは、普段見ることで終わっている自然を他の感覚器官で感じることや、盲
目の人がいかに歩くのだけでも大変か…など様々なことを学ぶことが出来た。
（文責：安藤亮博）
Lecture 15
Title：Salmon evolution(サケの進化)
Lecturer: Prof. Ben Koop (University of Victoria)

本講義では、サケや魚の特性、遺伝子やゲノムの基礎知識、サケの遺伝的特徴とそ
の研究の動向を学んだ。サケの研究自体は他の魚に比べて進んでいるが、遺伝子分野
に関する論文は比較的少ないのが現状である。
サケや魚に関しては、次のようなことを学んだ。魚は、約 30000 種、サケは 70 か
ら 200 種程度、現時点で知られている。近年は、養殖が産業として発達し、現在は漁
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獲量の約半分は養殖によるものである。また、地球上の食料の 17 パーセントは魚であ
り、全世界の人口の 12 パーセントの人々は、魚を主なエネルギー源としている。すな
わち、私たちにとって、魚は重要な資源であるということである。
遺伝子やゲノムの基礎知識としては、次のようなことを学んだ。生物は細胞からな
り、細胞にはタンパク質が含まれ、タンパク質は遺伝子の発現によってつくられる。
生物の身体、細胞、タンパク質、遺伝子の間には相互関係があり、遺伝子は、自然環境
や家系を示すと言える。ただし、ゲノムにはトランスポゾンなど、ウイルスが起源で
あると考えられる塩基配列が約半分含まれている。また、遺伝子は、その生物の両親
から引き継いだものの組み合わせである。突然変異や組み換え、人為的な遺伝子によ
って塩基配列が変わる場合は例外だが、基本的には、ある特定の染色体に存在する遺
伝子は、その組み合わせを保ったまま子に受け継がれる。
サケの遺伝的特徴とその研究の動向に関
しては、次のようなことを学んだ。サケの生
殖細胞は、ゲノムを二セット持ったまま放出
されるが、受精するとゲノムは計二セットに
なる。また、前段落で述べたとおりサケには
多くの種が存在するが、遺伝子どうしは互い
に類似しているため、ある一種を研究すると、
その内容を応用することで他の種に関して
も知ることができる。さらに、遺伝子組み換
えによって理想的な形質に統一したサケを生産すると、免疫に関わる形質も似通うた
め、感染症が蔓延しやすいことが問題になる。最近では、様々な国の研究者によって
サケゲノムが解読されたり、遺伝子によって個体の寿命を予想できたりと、遺伝子に
関わる研究は徐々に進んできていて、遺伝子組み換えは、研究者らにとって興味深い
ものである。しかし、食料が十分にある以上、遺伝子組み換えをすることは不要であ
ると、教授自身は考えている。

（文責：藁谷大美）

Lecture 16
Title：UVic Campus Life (ビクトリア大学での学生生活)
Lecturer：Welcome Centre UVic

ビクトリア大学訪問については、今回のプログラムで普段勉強しているブリティッ
シュコロンビア大学との比較を主に、ビクトリア大学での学生生活を少しばかり知る
ことが出来た。ビクトリア大学は生徒数 18,000 人、敷地面積は 1.6 ㎢であり、ブリテ
ィッシュコロンビア大学の生徒数 57,000 人、敷地面積 4.02 ㎢と比較するとコンパク
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トな大学である。しかし、コンパクトとは言えど中心部には一方通行 2 車線の長さ 2,5
㎞のループがあり、施設も勉強をする場所以外にもたくさんあり、その他自然豊かで
まるで北大を思い出させるような緑豊かな敷地も多くあった。ビクトリア大学の学生
は学生証、定期券、身分証明書、その他大学施設利用券などすべてが 1 枚のカード「One
カード」というものになっており、とても効率よく便利なシステムがとられている。
ビクトリア大学ではスポーツも盛んで、ロッククライミング用の 16m にもなる壁を備
えたスポーツジム・体育館などスポーツ施設があり、多くの学生が勉強以外にスポー
ツなどにも熱中しており学生生活を楽しんでいるようであった。大きな大学であるの
で、クラブ数は 150 ととても多い数の部活サークルが存在していた。学生は大学内に
ある学生寮に住む人も多い。北大の恵迪寮など寮があるが、北大の場合とビクトリア
大学の場合では学生寮に住む理由が違うように思えた。なぜなら、ビクトリア大学の
学生寮はとても綺麗で共用スペース・ラウンジもあり過ごしやすいが、その分家賃は
一ヶ月 10 万円もかかるからだ。北大の場合とは違い、ビクトリア大学ではお金が無い
から学生寮を使う、わけではないようであった。他の施設を見てみると、例えば図書
館は 2100 万冊もの本を扱っており、PC 環境・自習スペース・そして授業として使う
スペースもあるなど、とても充実していた。また、ほぼ大学の施設内という場所に映
画館もあり、その隣にはまるで建物の中に街並みを再現したかのようなレストランや
ブックストアがあった。興味深い点は、そこにあったブックストアでは、他の学生が
使い終わってもう要らなくなった教科書を他の学生に安く売る、という古本屋のよう
な制度を取っている点であった。日本では大学内にそのような施設を見ることはなか
なかないので、無駄に紙を使わない・リユース精神が見られた。最後に、どの建物も
とても綺麗で、研究室なども当然のことではあるがなかなか難しいと思われる、綺麗
に保つということができていて、勉強をするのにあたって不備がないように、とても
充実している大学・学生生活に思えた。

（文責：安藤亮博）
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Lecture 17
Title：Royal BC Museum(ロイヤル BC 博物館訪問)
Lecturers：Prof. Arai Katsutoshi; Dr. Xiao Lan

ロイヤル BC 博物館は、とても大きなビクトリアにある
博物館であり、扱っている展示物の数・範囲ともにとても
広く多かった。そんなこの博物館は「Nature History」と
「Human History」に分かれており、また行ったときは特
設展示として「マヤ文明」についての展示があった。まず、
「Nature History」の方ではアンモナイトのいた時代から現在まで遡る展示であった。
マンモスなど大型哺乳類は登場した氷河期は、世界の海面高さが下がり大陸同士のつ
ながりが見え始めた時代であったため、全ての動植物は進化の過程で生息地の移動を
する際にブリティッシュコロンビアを通るようになった。そのような時代から一転し
て、現在に至るまで気候変動によりそこに住む動物にも変化をもたらしてきたため、
それが現在の課題につながっているとあった。現在の課題の具体例として Fraser 川に
注目していたが、ブリティッシュコロンビア州で最長の川であるこの川は、土砂を運
ぶためそれが沈殿し、1 年に 3m の勢いでこの川のデルタ地帯が海の方向へ大きくな
っているが、そのような自然の変化はゆっくりである一方、そこの周辺に住む人口は
急激に増加し、それによってその場所を生息地とする生物に故意に変化をもたらして
しまっている、ということであった。一方、
「Human History」では昔のカナダにいた
先住民「First Nation」について、彼らが使っていた多様な言語やそれにまつわる文化
が多くの展示物をもって展示されていた他、イギリス領となった時代にどのように彼
らがカナダに進出してきたかが示されていた。またこの時代の木への需要が高まると
同時に、カナダの豊かな自然が着目され、数多くの木々が産業に使われたことについ
て具体的な施設の再現などを持って展示されていた。最後に、この博物館の展示方法
について、随所に興味を惹く工夫がなされており、五感を使って知ることができるよ
うな展示の数々であった。すべて「History」についての展示なので、まるで自分がそ
の時代にタイムスリップしたかのように感
じさせる当時の再現性の高さやその他工夫
が見られた。再現する・見てもらうだけで理
解しにくい言語などについては実際に聞く
ことで理解できたり、また説明が文字媒体
だけにならないようにするなど、多くの工
夫が見られた。
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（文責：安藤亮博）

Lecture 18
Title：Language Learning Experiences of Immigrant Seniors
(高齢の移住者のための英語学習)
Lecturer：Dr. Natalia Balyasnikova

UBC での最後の講義は、海外からの移住者が多いカナダにおいて、特に高齢者が新
しく言語を習得するための方法や課題というテーマで行われた。
バンクーバーで生活する中でも日々私たちが実感したことであるが、カナダは移民
が多い多文化社会である。子が親をも連れて移住してくるケースが多く、ブリティッ
シュコロンビア州の 65 歳以上人口のうち実に 41.2%が移民である。しかし親世代は
英語を話せないため孤立してしまうという問題が生まれてきた。
講義の中で自分たちが抱く高齢者のイメージを挙げたところ、「高齢化社会」「年金
問題」など最初は悪いイメージの単語しか挙がらなかった。しかし知恵や経験を豊富
に持つなどポジティブな要素ももちろんあり、さらに人それぞれ個性があり高齢者と
いう単語で一概には語れないことを認識した。その上で、英語を話せないまま移住し
て く る 高 齢 者 が 抱 え る 課 題 も 多 種 多 様 で あ る と 学 ん だ 。 講 師 は Narrative
Ethnographer（人々が持つ背景や文化について一人一人から聞き取り情報収集する研
究者）であり、高齢者の言語習得についての様々なケースを分析してきた。分析から
一般化すると、高齢で言語を学んでいる人々は自分が高齢であることに負い目を感じ
ていること、しかし同時に「外国の」文化を吸収することに積極的であること、ただ
し英語が話せないことで内なるバリアを張ってしまう傾向にあることがわかってきた。
この問題を改善しようとバンクーバーにおいても高齢移住者向けの英会話教室等は
開かれてきたが、費用が高い・ある特定の国出身者向けである等の理由でなかなか普
及してこなかった。そこで講師らは、よりパーソナルな対話の機会を設け英語学習を
促進している。ダンスやゲーム形式で英語に触れることで「英語を話すのは楽しい」
との意識を持ってもらう。そして一人一人との会話を重視することで心のバリアを取
り除いていくことができるという。高齢者の言語習得にも目を向け、人それぞれの事
情に応じたケアをしていくことも持続可能な社会づくりに必要な要素である。
（文責：斉藤優奈）
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Final Presentation “Sustainable Society”（最終発表会「持続可能な社会」
）
日時：2019 年 9 月 23 日 15:30-17:30
場所：UBC Aquatic Ecosystems Research Laboratory (AERL)
参加人数：合計 12 名（Prof. Rashid Sumaila, UBC 学生 3 名,北大生 6 名, 荒井先
生,肖先生）
1. Tradition vs Sustainability

捕鯨問題とりわけ日本の捕鯨について、伝統と持続可能性のどちらを優先して是非
を判断すべきか。クジラはキーストーン種であり海の持続可能性を維持するには不可
欠な存在である。一方日本では古来よりクジラ肉が人々に親しまれてきたが、乱獲に
より国際的に商業捕鯨が禁止された。先日日本は国際捕鯨委を脱退し商業捕鯨を再開
したが、クジラを食べる文化が薄れつつある今、海洋の持続可能性を無視してでも「伝
統」を守ろうとする姿勢に疑問を感じざるを得ない。（斉藤優奈）
2. ITQ of Halibut

ブリティッシュコロンビア州では 1990 年の ITQ 制度導入までの早獲り競争時代は、
漁獲量が漁獲枠に近づくと、「あと 24 時間で終漁」というような通知を出していた。
みんながラストスパートをすると、どうしても漁獲量が TAC を超えていた。また、漁
期が極端に短く大量の水揚げが短期間に集中するため水揚げのほとんどは加工能力の
ある本土に集中していた。ITQ 導入後は漁期が延びて単価が上がり、漁獲枠が守られ
るようになり、離島の活性化に繋がった。日本は昨年の漁業法関連法案の改正によっ
て漁業管理の大きな転換期にある。BC の ITQ が日本に適していると単純には言えな
いが単一魚種を大量に獲る漁業を中心に導入を検討するべきだと確信した。（竹渕論）
3. Museums and Sustainability

プレゼンの主な論点は「持続可能な開発のために博物館がなせる役割とは」であっ
た。私はカナダの博物館をいくつか訪問して、それぞれの博物館が社会のために何が
できるかということを非常に考えていると感じた。つまり日本の博物館においても、
持続可能な開発のために博物館が果たせる役割は啓発・教育であると、私は結論づけ
た。（阿部麟太郎）
4. Sustainability that I learned on UBC campus

持続可能性は、環境、社会、経済の三つの柱に支えられている。その中で、環境
と社会の面について UBC のキャンパス内にある博物館や植物園から学ぶことが
できた。環境に関しては、生物多様性は長年の発展を経て実現していること、自
然環境はそれ自身のサイクルを持っていることを学んだ。文化に関しては、生き
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た文化は変化や混合しうること、文化を維持するには異文化の認知と理解が必要
であることを学んだ。（藁谷大美）
5. Seafood Industry and sustainability

私達は生物の多様性によって食料を始め多くの恩恵を受けているが、今や世界
的な人口の増加による魚介類食料の需要の増加や乱獲、違法漁業などの影響によ
りそのような多様性が脅かされつつある。食品業界では SDGs の目標に添う形で
様々な持続可能な社会への取り組みがなされており、海のエコラベルとも呼ばれ
る ASC や MSC 認証を取得した商品を取り扱う企業やペットボトルの回収・再利
用活動を行う企業が多く見られる。しかしこれらは消費者の間ではまだ普及して
おらず、特に日本は世界に比べてこの分野に遅れている状況である。まずは企業
が行っている活動を消費者に知ってもらい、利用してもらうことが大事だと私は
結論づけた。（杉山佳奈海）
6. Focus on surroundings

国際的な目標として採択された SDGs に向けて、私たちは身の回りのことから
何が出来るかを、この 2 週間での学びを踏まえて考えた。SDGs という目標はあ
と 10 年であるしハードルが高いのではないだろうかと私は感じたのだが、カナダ
の授業・フィールド・日常生活・日常会話を振り返り、それらがいかに SDGs の目
標達成に貢献しているかをここで考えると予想以上に個人個人の行動でも貢献で
きるということが分かり、小さなことでも目標達成につながるだろうと結論付け
た。（安藤亮博）
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Title: What I have experienced in British

from Japan.” Host mother made Philippine

Columbia

cuisine every day for dinner. It was my first

Name: Ron Takebuchi

time to eat Philippine cuisine but it was

Grade: 3

delicious. The night I arrive at their house,

Faculty: Fisheries Sciences

they invite me to the dinner party at a

Department: Applied Marine Science

Philippine restaurant. I met many Philippine
people and they were so kind to me. I spoke

First, about UBC. UBC was surprise

to a man from Italy about motor sports. He

to me because there were so many Asian

said his cousin is the best cart driver in Italy.

people. I was able to hear Japanese at

Third, about food in BC. I love food

bookstore, cafe and so on. Vancouver campus

especially seafood. Food in BC was great. It

of UBC was an extensive one and it has so

was my first time to eat Halibut fish and chips

many buildings. Every day, I went to UBC by

and it was delicious so I ate fish and chips 4

bus but, that bus was so crowded anytime. I

times in this trip. I could see many sign or Eco-

heard from a student of UBC, some students

label at many store or restaurant. The

push the local government and transport

restaurants I went to have fish and chips at

company to make a railway from downtown

Vancouver

Vancouver to the campus but, it will complete

sustainable

around 2020 and that line does not reach the

fisheries so, I could enjoy not just food but also

campus. It will reach to the campus around

about sustainability. I felt BC has much more

2040. I had some opportunity to speak to

sustainable seafood than Japan.

and

Victoria

seafood

offered

from

only

eco-friendly

professors and that was great experience for

In conclusion, it was very good

me. I had already known about some

experience for me. I could speak and

professors in UBC so, I was excited to talk with

exchange the opinion. But, it was too short to

them about fisheries. Dr. Rashid Sumaila said

learn about Canada and fisheries so I want to

to me “Japanese fisheries management

study at UBC at least 1 year. Before this

system is unique and good especially

program, I did not think about study at UBC

community based fisheries management.” I

seriously but now, this experience change my

want to talk more about fisheries but he has

mind. If you want to participate this program,

very busy so I did not speak so much.

you must bring water proof shoes and durable

Second, about my homestay. It was

umbrella because my shoes was wet at most

the first time to stay with house of English

of the time and my umbrella was broken on

speaker. I worried about it but my host family

day11.

was very kind to me. My host family was two
people, mother and father. When I go to their
house first, they said to me “Welcome my son
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Some fresh fish at the shop in Vancouver

Halibut Fish and Chips
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Title: How I learned a lot of things through

not study until now and think what problems

the Short-term Study Abroad Program

today world has. They affected me to think

Name: Akihiro Ando

everything in terms of wide thinking. In

Grade:3

addition to, in fact, I reviewed lecture

Faculty: Agriculture

everyday because I thought that I would

Department/Division: Biology, Environment

forget lecture since all lecture was held in

and Engineering

English. Surprisingly, I could more learn and
remember what I learned in lecture than in

I will talk about How I learned a lot of

Japanese lecture. So, I could find what a fun

things through the Short-term Study Abroad

we learn many things since studying of exam

Program in Vancouver and Victoria.

which was to pass Hokkaido University.

Before main contents, let me explain

Secondly, I was stimulated by Japanese

why I participated in this program. There were

student and host father very much. In any

2 main reasons. Firstly, because I think it was

lecture, other Japanese students asked some

good chance to study abroad. I have thought

question related to that lecture to professor.

that I want to study abroad even short-term

While I could not come up with any question.

since entered Hokkaido University, but I did

And everyone has different major, so they told

not have a time to study abroad because of

and teach me a lot of things which I have not

applying of my club. So, because I could have

know. Not only in lecture but also I was

free time in this summer vacation, I decided to

stimulated by host father. One day, when I just

study abroad. Secondly, because I wanted to

finished dinner with host family, I was asked

go to Canada simply. I felt it is attractive that

“Do you know fake rice?” by host father. To

Canada is rich in nature, rich in race and I

ashamed of me, I did not know fake rice at all.

thought this richness in nature can be helpful

After he found that I did not know it, he

of my studying, which is agriculture. Their 2

surprised and told me “Why did not know

things were reasons.

fake rice? It is world news!” In fact, fake rice is

I want to talk about 3 contents mainly of

a rice which is produced and converted from

my report.

waste plastic, it is produced in China.

At first, I could learn what problems

Therefore, I was stimulated by them and

today world has and how joyful is what we

decided to have interest of more wide range.

learn many things. In this program, we took 10

Lastly, I could learn nature, history in

lectures and 8 field trips and all lecture

Canada and could found people live in Canada

covered many kind of subject, which is marine,

save water and energy. In many field trips, I

biodiversity, society, education… Of course,

could remember and feel impressive more in

most of all lecture was not related to

field trip than in lecture. About daily life in

agriculture, therefore I could learn what I have

Canada, I found how people in this country
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save somethings. For example, I told that you

Japanese ones.

could use laundry once in a week by host

After this program, I decided to have

family. It was not rare case but general using

interest in more wide range and study harder.

way of laundry. When go to town, I saw many

In addition to, I should have more interest in

buses were running with not only petrol fuel

world’s news because I found we can watch

but also electric energy, and I found there

less world’s news in Japan than in Canada or

were no washrooms with wash function and

any other country. To Japan can achieve

electronic toilet. Maybe, total amount of used

world’s challenge, I think it is necessary to

water and other energy is seemed to less than

considerate all over the world more and more.

←Mammoth in Royal BC Museum

Nitobe Memorial Garden in UBC→
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Title: What I learned in UBC and Canada

recreating

Name: Yuna Saito

introducing us in a new way. The biggest

Grade: 3

surprise for me was that my foster mother in

Faculty: Law

Vancouver was from Philippines, but she told

their

original

design

and

me that she was learning culture of Canadian
I participated in Short-term Study

indigenous people. She also decorated the

Abroad Program in University of British

wall with indigenous paintings. I was sure that

Colombia, in Vancouver, with five co-learners

Canadian peoples’ way of emphasizing at

from a variety of faculties. My experience

their ancestors must be good to keep

through the program was full of surprises and

sustainable for the future generation.

discoveries.

Also, I found that people in Canada are

The biggest discovery was about the

considering importantly of environment even

main theme of this program, ‘Sustainability’.

in their daily lives. For example, I noticed that

At first, before I went to Vancouver, I did not

most shops did not give us plastic bags.

even understand much the meaning of

Instead, they gave us paper bags or only what

sustainability. However, now I feel that I am

we bought. I could see difference also in a

more conscious of ‘sustainability’ issues

supermarket. In Japan vegetables are mostly

through some lectures in UBC and a whole

wrapped with plastics, but in Vancouver they

experience in Vancouver. It is necessary for us

were rarely covered, and customers naturally

to keep the earth sustainable for our

put them in their own shopping bags. In

descendants. Though the word Sustainability

addition, in a café, they mainly used paper

is

our

straws instead of plastic ones. I was totally

endangered environment, it is not a simple

surprised at their efforts and at the same time,

keyword related only to ecology. Sustainability

I was aware that Japan is behind these trends.

consists of three pillars, such as environment,

As a whole, I could learn what the word

economy and social. If any pillar is weak then

sustainability means and how we should act

the system is unsustainable. From that

in our daily lives to make our world

perspective, I found that people in Canada are

sustainable, from experiences in Canada.

quite conscious of sustainability.

From now on, I want to rethink what I can do

often

used

when

discussing

In aspects of social, for example, they

to take over our precious world to future

emphasize at their own indigenous people.

generation, reminding Canadian way.

We visited some museums such as Museum

Looking back on the entire program,

of Anthropology or Royal BC Museum. They

I found living in another culture and taking

both introduced us well about indigenous

lectures in another language is not easy. I had

people in interesting ways. Also, I could see

been missed my family and friends in Japan or

modern arts at any streets, which are

Japanese food. Also, sometimes teachers’
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speaking was too fast to keep up with.
However, at the same time, I found it is
necessary to take a step to the world to keep
up with world’s trend, as sustainability issue
proved. Also, thanks to exchange students
who shared with us about their experience
through long-term studying abroad, I came to
have courage to study abroad. Through the
UBC program, I am willing to take a step to
discover what is going on the world and then
spread my knowledge, so that in a future I will
be able to contribute to my majoring area.
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Title: What museums can do for Sustainability

related to nature had the same message.

Name: Rintaro ABE

Some displayed about CO2 and the effects of

Grade: 2

global warming, while others warn how

Faculty: Humanities and Human Sciences

invasive alien species can harm the ecosystem

Division: Museology

of local areas. Museums in BC are thinking
and acting what can be done for the society

These days the term "Sustainable

and the world.

development" is considered to be more and

Second, museums have the power to

more important. The UN designated the SDGs

inspire people. In the Royall British Columbia

(Sustainable Development Goals) in 2015 and

Museum (RBCM) in the city of Victoria, they

encouraged countries and enterprises. One of

approach from all the five scenes of human. In

the essential elements of encouraging SDGs is

the area of Ice age, there was the sound of

education. If people don’t know about it, they

blowing cold wind playing, and the

even can’t think, debate, and act for what

temperature of the area is set lower than

should be done for our planet.

other places of the museum. In the maritime

Japanese museums have to play an

culture area, there were sounds of the wave,

important role in them for the following 3

and seagulls singing. First impression was also

reasons.

an important factor of inspiring people in

First, museums in the state of British Columbia

RBCM. In the Maya special exhibition, in the

are really thinking the social responsibility of

entrance there was a gate which mocked the

museums. Environmental conservation is a

structure of an ancient Mayan region, and

common theme in many museums of BC. For

when guests enter, they will see a glowing

example, the Vancouver Aquarium is the one

model of a pyramid of the ancient Mayas,

that is so enthusiastic about climate change

which give them a strong first impression.

and environmental issues, especially about

Finally,

I

think

Education

about

marine plastic. There were models of the

sustainable development is not enough in

Pacific plastic garbage patch, and water

Japan.

fountains in which there were signs for people

sustainability after they entered university.

to encourage taking tap water instead of

And looking at the number of participants of

bottled water. They even had an empty fish

the General Climate Strike in September 20,

tank filled with water and plastic bags, saying

2019, Japan has only 5 thousand participants,

that sometimes sea turtles often mistake

while 1.4 million in Germany and 250

plastic bags to a jellyfish. This ironic display has

thousand in New York participated the strike.

the effect to make people think about the

This fact shows that notions about

problem of plastic flowing in the Pacific Ocean.

sustainability, climate change and garbage

Not only the aquarium but many museums

problems.
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Most

students

learn

about

As for conclusion, the role of museums
for sustainable development is education. In
other words, it is to inspire people, and make
more people know, think, and act about the
topic.

A model of the Pacific Garbage Patch at
Vancouver Aquarium

The Maya Exhibition of RBCM
Reference:
「世界４００万人が「気候スト」＝行動と対策
求め、中高生ら主導－日本では５０００人」
https://www.jiji.com/jc/article?k=20190921
00279&g=int (Viewed 2019/9/24, UTC/GMT -8
hours)
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Title: What I learned through the inspiring
program
Name: Hiromi Waragai
Grade: 2
Faulty: Agriculture
Department: Forest Science

The second purpose was getting to
know how students in North America study. I
wanted to reconsider the way to study at
university. What I learned about it was that
professors were really welcome to answering
to questions we asked. Not only to us, but also

As the title shows, I had a great

professors seemed friendly to UBC students. I

experience and really inspired this summer.

actually saw some classes held for UBC

The main focus of this program is on getting

students and they were interactive even

an experience in taking relatively specialized

when the scale of classes was quite large. I

lectures about sustainability from different

also learned that thinking without biases is

aspects and being exposed to the local culture.

difficult but I must. At the last lecture, we were

It was mostly on UBC (University of British

asked to describe our images of elderly

Colombia) campus in Vancouver and

people and our answers were all negative

sometimes at Uvic (University of Victoria) and

ones though we knew the positive things

another place in Victoria. Since I had three

about them of course. So, now I think that I

reasons to participate in this program, I’m

should consider different aspects before

going to explain what I learned about them

thinking about themes deeply. One more

one by one first and mention other things later.

thing was that how deeply we understand

The first purpose was learning how

depends on our backgrounds. As the

the government, researchers and citizens

participants were from different departments,

affect one another in Canada because I didn’t

I strongly felt that the depth of understanding

think Japanese government was successfully

differed depending on the area.

encouraging citizens to pay attention to

The third purpose was learning how

sustainability or utilizing academic researches

children are raised at home because I thought

in order to improve the law and policies. To be

people in Canada put more weight on social

honest, it was difficult to get to know well

and environmental issues and wanted to

about the relationship between governments

know how children get interested in them.

and academic researches in Canada. However,

Though my host family didn’t have little

I found that learning about the environment is

children, I got some clues to realize

easier in Vancouver and Victoria than in Japan.

sustainability. For instance, they told me to let

It was because there were much more

them know if I had any requests for meals,

opportunities to do that there. For example, I

which was because they wanted to reduce

saw explanations about the environment and

the amount of food to throw away. I learned

activities about it at parks. I also admired that

that being honest can help us solve problems.

wooden forks and knives were used at stalls.

Finally, I’d like to mention indigenous
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people. I came to understand how
environmental

problems

destroy

their

traditional lives. In a lecture, I learned that
their way to catch fish wasn’t a problem, but
currently it is. That’s because people who
aren’t indigenous have caught fish in a not
sustainable way and it’s an environmental
problem.
This valuable experience let me
learn a lot of things through ending up with
thinking with biases in the class and through
concrete examples. So, I’ll try to study
considering different aspects and both by
taking lectures and by visiting fields by myself.
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