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 環境問題解決に向けて国際的に活躍できる人材を育成するために、京都大学の農学研究科、地球

環境学堂・学舎、人間・環境学研究科およびフィールド科学教育研究センターは共同で学際融合教

育研究推進センターに「森里海連環学教育ユニット」を設立し、2012 年 4 月、京都大学・日本財

団共同事業「森里海連環学教育プロジェクト」を始めました。最初の１年間を開講の準備にあて、

翌年より京都大学の全ての大学院生を対象として「森里海連環学教育プログラム」を 5 年間、進め

てきましたが、2018 年 3 月末をもって共同事業としての教育プログラムは終了することになりま

した。この間、298 名の学生を受け入れ、208 名の学生がこの教育プログラムを修了しました。本

プロジェクトの目標および成果の概要は本活動記録に説明していますので、ご覧ください。 

6 年間の事業費総額は約 6 億 3400 万円、このうち日本財団の助成金額は約 6 億円で、このよう

に本事業は日本財団の助成により成立しました。多額を助成してくださった日本財団に厚くお礼を

申し上げます。 

京都大学・日本財団共同事業としての教育プログラムは 2017 年度をもって一旦、終了します。

ただし、次年度も教育プログラムを京都大学の自立運営により開講することについて、関連部局お

よび科目提供教員の理解が得られましたので、内容は一部変更するものの、教育プログラムの継続

が可能となりました。これも、この 6 年間で本プロジェクトが大きな成果をあげたことに基づいて

いると自負しております。今まで、教育ユニットの運営と教育プログラムの実施に協力していただ

いた学内外のすべての方々、ひたむきに勉学に励んだ学生に厚くお礼を申し上げます。また、今後

の教育プログラムの実施についてもご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。なお、

京都大学・日本財団共同事業は、森里海連環学研究に焦点を当てた「森里海連環再生プログラム」

として、2018 年度以降も継続されます。本プログラムに関しましてもご支援、ご協力賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

森里海連環学教育ユニット長 朝倉 彰 
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2017 年度の活動ごよみ 
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本教育プログラムは京都大学のすべての大学院生を対象としています。今年度は 6 つの研究科に所属す

る大学院生が履修することになりました。6 月にはユニット独自認定科目の『森里海国際貢献学Ⅰ（前期）・

Ⅱ（後期）』（英語による発表・討論を中心としたテーマ別ゼミ）の授業がはじまり、5 月末にはインターン

シップのガイダンスが行われました。 

 

 

講師（所属）：講義内容 

1 宇多 高明（一般財団法人 土木研究センター なぎさ総合研究所）：Beach Erosion Arising From 

Anthropogenic Factors 

2 清野 聡子（九州大学工学部）：Integrated Coastal Zone Management 

3 谷内 茂雄（京都大学生態学研究センター）：Hierarchical watershed management - creation of a 

watershed as a public space - 

4 飯田 義彦（国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット）：Roles and 

challenges of local governments contributing global network on bio-cultural diversity 

5 柳 哲雄（（公財）国際エメックスセンター特別研究員兼九州大学名誉教授）：世界における里海概

念の展開（Development of Satoumi concept in the world） 

6 仲岡  雅裕（北海道大学北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所）：Ecology of 

macrophyte beds in coastal area: effects of terrestrial input on their functions 

7 白岩 孝行（北海道大学低温科学研究所）：Giant fish-breeding forest: a new environmental concept 

connecting continental watershed with open water 

8 牧野 光琢（（独）水産総合研究センター中央水産研究所）：Ecosystem Approach to the Asia Pacific 

fisheries 

9 小林 聡史（釧路公立大学経済学部）：Ramsar Convention on Wetlands: wetland conservation and 

restoration【荒天のため休講】 

1-1 森里海連環学教育プログラムガイダンス 

2017 年４月 10 日（月）に森里海連環学教育プログラムの履修生向けガイダンスが開催されまし

た。前年度から継続して履修する学生 44 名に加えて新たに 53 名が加わり、合計 97 名の履修生を迎

えて今年度の本教育プログラムがスタートしました。 

1-2 流域・沿岸域統合管理学 

1. 教育プログラムの紹介 
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森里海連環学教育プログラムの必修科目の一つである『流域・沿岸域統合管理学』では、主として学

外から研究者を招いて、リレー講義を行いました。森里海連環学に基づいて河川流域から沿岸域までの

統合的な観点からの講義が実施され、履修生各々が自分なりの森里海連環学へのアプローチを深めてい

きました。 



10 濱崎 宏則（長崎大学水産・環境科学総合研究科）：Integrated Water Resources Management, 

multi-level governance, and transdisciplinarity - from experiences in Turkey and the Mekong River 

Basin 

11 田中 克（（財）国際高等研究所）：Connectivity of forest, sato and sea viewed from the ocean～

Introduction to H to O Studies 

12 川江 心一（公益財団法人世界自然保護基金ジャパン WWF Japan 自然保護室）：「国際環境ＮＧO 

ＷＷＦが取り組むインドネシア・スマトラ島の森林保全プロジェクト－WWF のネットワーク構造

と保全戦略を踏まえて－」（International environmental NGO, WWF's forest conservation project in 

Sumatra, Indonesia - Based on WWF network structure and conservation strategy） 

13 松下 和夫（京都大学 名誉教授）：持続可能な未来：SDGs とパリ協定が意味するもの（Towards 

Sustainable Future: Significance of SDGs and Paris Agreement） 

 

 

32 名の学生は、外国人留学生を必ず含む 5 名～7 名（外国人留学生が 2 名～4 名）の計 5 グループに

分かれ、講義から現地実習、成果報告会までグループ単位で活動しました。実習では、異なる主要対象地区

や地域団体、調査方法別に３つのコースが設定されました。 

 コース A（グループ 1、2）：北之庄地区と「百菜劇場」（水郷内の水田と畑、有機農業と食育） 

 コース B（グループ 3、4）：円山地区と「葭留」（水郷内の水田とヨシ原、ヨシ利用の伝統技術） 

 コース C（グループ 5）：西の湖—琵琶湖を巡る水質の調査（水質の測定・化学的分析手法、解析） 

 

講義 

実習前の講義では、森里海連環学の理論や、調査地である近江八幡周辺地域が抱えている問題について学

びました。今年度は最初に実習の課題やグループ分け、各グループの担当スタッフが示されました。講義は

合計３回行い、（講義 1）吉積巳貴特定准教授、（講義 2）柴田昌三教授と Lavergue 特定講師、（講義 3）

清水夏樹特定准教授と安佛かおり研究員がそれぞれ担当しました。また、1 回目の講義では、近江八幡市の

まちづくり会社まっせの田口さんから、地域の現状についてご紹介いただきました。 

1-3 森里海連環の理論と実践（その１）：講義・実習 

今年度の「森里海連環の理論と実践」では、7 月 8 日（土）・9 日（日）に滋賀県の近江八幡で 1

泊 2 日の合宿形式の実習活動を行いました。また、実習前には理論編として講義を 3 回実施しました。

実習後の 7 月 14 日（金）の成果報告会では、講義・実習を通して取り組んだ各グループの提案が発

表されました。実習では、今年度は３コースに分かれ、①西の湖と八幡山などの森里海連環の理解、

②八幡山や西の湖周辺の「森里海連環」を学習/体験するスタディツアー・体験プログラムの開発、の

二つの課題に取り組みました。履修した学生 32 名のうち、17 名は外国人留学生でした。 
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実習 1 日目・実習１（水域フィールドワーク） 

 初日の午前は、北之庄沢～西の湖コースと円山地区～西の湖の二つのコースに分かれ、水郷地帯を舟で回

りました。北之庄沢～西の湖コースでは、コース A とコース C のメンバーが 3 艘に分かれて乗船しました。

このコースでは、船頭さんへのインタビューのほか、水質調査、水と生物の採集を行いました。各船には、

留学生が含まれていましたが、グループ内で船頭さんの話を随時通訳して、意思疎通を図りました。船頭さ

んからは、湿地の植生や自然資源の利用、この地域の歴史などの話を伺いました。水質調査に関しては、コ

ースの途中にある 3 地点で船を停め、計器をもちいた水温、クロロフィル量などの測定と実験室で行う水

質分析用の採水を行いました。その他、鋤簾（じょれん）を用いて、二枚貝の採取にチャレンジしました。 

円山地区～西の湖コースでは、コース B のメンバーが円山地区の農地規模、地域のエコツアーの現状、

地域住民による自然保護活動、田んぼの農薬用量と農業排水の関連性、鳥類や魚類の種類などの生物多様性

について船頭さんにインタビューしました。こちらのコースでもインタビュー調査は日本語で行い、学生間

で随時通訳をしました。そのほか、コースの途中の 1 地点で水質分析用の採水を行いました。途中、二つ

のコースの船が出会う場面もあり、それぞれの地区が水郷地帯をうまく相互利用していることがわかりまし

た。 

      

水域フィールドワークのコース  水域フィールドワークの様子      実習先の水郷地帯 

実習 1 日目・実習２（3 コースに分かれてフィールドワーク） 

午後からは、A、B、C の３コースに分かれて、フィールドワークを行いました。 

コース A に参加した学生 14 名は、近江八幡の農業について学びました。まず、近年、近江八幡市に新

規就農して有機農業を始めた廣部里美さんを講師に招き、農業参入のきっかけ、近江八幡を選んだ理由、有

機農業へのこだわり、販路の確保、そして規模拡大に向けるための計画について講義を受けました。講義後

は、廣部さんの引率で、「百菜劇場」と名づけられた有機栽培をしている農地を見学しました。「百菜劇場」

は、現在は廣部さん一人で作業されていますが、廣部さんは多くの人に農業にかかわってもらいたいと考え、

消費者向けの農業体験や企業向けのレクリエーションイベントも定期的に開催し、有機農業の大変さと価値
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を広く理解してもらうための活動を行っています。学生たちは廣部さんの案内で、実際に農作業に使われて

いる道具を触ったり、田んぼ間の畦畔を歩き回ったりしました。 

さらに、地元の直売所「きてかーな」に向かい、どういった農作物が販売されているかを調査しました。

「きてかーな」では、すべての商品に生産者の名前が表記されています。同じ商品を複数の農家が出荷し生

産者情報が「見える化」されていることで、来店する消費者はたくさんの情報と選択肢が得られ、どれも手

ごろの値段で購入できるという利点があります。このような仕掛けはスーパーマーケットではなかなか見ら

れないため、直売所に足を運んだことがない留学生は、とくに新鮮に感じたようです。 

 

    

「百菜劇場」での見学と JA グリーン近江ファーマーズマーケット「きてかーな」 

コース B に参加した学生 13 名は、近江八幡のヨシの利用について学びました。まず、たねや本社フロ

アを会場に利用させていただき、「葭留」四代目の竹田勝博さんがヨシ活用に関する講義を行いました。講 

義ではヨシの現状、ヨシの作用・活用を学ぶことができました。水がヨシ群によって浄化されること、ヨシ

原が多様な生物の生息地として機能していること、ヨシ焼きにより土壌に養分を与え、ヨシの成長を促進さ

せる役割があることがわかりました。また、ヨシは、現在、「葭留」の職人さんたちの手により葭葺屋根の

修繕などに使われていることを知りました。講義を終え、バスで「葭留」の作業場に移動し、作業見学とイ

ンタビューを行いました。暑い中、学生たちは積極的に竹田さんにヨシの生産量、「葭留」における葭葺屋

根の制作過程や交換周期、ヨシ原でのボランティア活動の現状、「葭留」の伝統技術の後継者問題などにつ

いて質問しました。留学生にとっては、日本の伝統的な農村地域の環境と文化を身近で体験する貴重な経験

となりました。 

    

「葭留」四代目の竹田勝博さん      「葭留」の作業場        葭葺の屋根 
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コース C は測定地点を車で移動するため、5 名

の少数精鋭で構成されました。午前中に水域フィ

ールドワークをした北之庄沢～西の湖の流入河川

と流出河川、そして琵琶湖を回って、水質調査（水

温、電気伝導度、クロロフィル蛍光値、濁度、溶

存酸素量の測定）と採水を行いました。そして、

京都大学森里海近江八幡分校（ラコリーナ近江八

幡・たねや農藝内）に戻り、それぞれの地点で採

取した試料の分析を行いました。まずは、それぞ

れの地点の原水の濁りや色を観察し、次に、試料

をろ過して、懸濁物質の量と色を観察しました。

そして、パックテストを行い、硝酸態窒素濃度と

COD（化学的酸素要求量）の分析をしました。ま

た、水域フィールドワークで採取した二枚貝や巻貝の観察も行いました。その後は、それぞれのデータをシ

ートにまとめ、他のグループのメンバーに配布しました。 

 

    

西の湖と琵琶湖を結ぶ長命寺川で水質測定 

 

実習１日目・実習３（本日のまとめのグループワーク） 

インタビュー調査結果などについてグループメンバー間で検討するなど、１日目のフィールドワークのま

とめを京都大学森里海近江八幡分校で行いました。皆、暑さでだいぶ疲れたようでしたが、引き続き頑張り

ました。 

 

   

グループワークの様子 

 

 実習のスケジュール 

7 月8 日 

(土) 

08:40 京都大学出発 

10:00 水域フィールドワーク（円山地区、西の湖、北

之庄沢などの水郷を舟で回り、船頭さんへのイ

ンタビューをしながら、水や生きもの調査、景

観調査 

13:00 3コースに分かれてフィールドワーク コース

A：北之庄地区と「百菜劇場」、コースB：円山

地区と「葭留」、コース C：八幡堀西の湖—琵

琶湖を巡る水質の調査 

16:00 まとめのグループワーク 

18:00 たねや農藝で夕食をとりながらインタビュー

調査 

7 月9 日 

(日) 

08:00 宿泊先からラコリーナ近江八幡まで踏査、八幡

山麓の竹林周辺の植生観察 

09:00 八幡山踏査、コースＣは同時に採水 

11:00 現地調査で収集した水試料の化学分析 

13:00 グループワーク、発表準備 

14:30 中間発表 

16:00 近江八幡出発 
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実習 1 日目・実習 4（夕食を兼ねたインタビュー調査） 

たねやグループのご厚意で、たねや農藝の建物で夕食をご用意いただきました。地域の食材や伝統料理を

楽しみながら、たねやグループの社員のみなさんや地域の活動にかかわる多くの方々にインタビューをしま

した。水郷の景観や地域の農業を守るためにどのようなことに取り組みをされているのか、具体的なお話を

伺うことができました。 

 

   

たねや農藝での夕食     たねやグループの社員との交流    たねや農藝の建物 

実習２日目・実習 5 と実習 6（八幡山麓の竹林周辺の植生観察・解説／八幡山踏査） 

 2 日目の朝は、景観生態学とくに竹の生態を専門とする柴田教授の解説を受けながら、ラコリーナ近江八

幡に接する八幡山の麓に広がる竹林などで植生の観察をしました。柴田教授の実習前の講義では、古い地図

や空中写真から八幡山の植生が変わってきたことが紹介されました。実習では、現場を見ながら講義で学ん

だことを確認することができました。また、「八幡山の景観を良くする会」代表の村西耕爾さんに同行して

いただいて、近江・北之庄城跡の歴史を学びました。留学生も日本の歴史に興味津々でした。学生たちは歴

史のほか、八幡山の森などの自然環境の現状、山林の維持などについてインタビュー調査を行いました。最

後に、グループ５（水質分析担当）は、京都大学森里海近江八幡分校に戻る道中の二箇所で、八幡山からの

湧水の水質測定と採水を行いました。 

 

    

竹林観察            八幡山踏査         八番山での集合写真 

実習２日目・実習 7（水質分析） 

 京都大学森里海近江八幡分校に戻った後は、グループ５（水質分析担当）が主体となって湧水のパックテ

ストを行い、前日に採取した 6 試料と合わせて合計 8 サンプルを並べて、他のグループのメンバーに対し

て水の観察の仕方やパックテストの測定方法をレクチャーしました。すべての参加者が、全 8 カ所で採取

した水の濁りや色を比較し、簡単な化学分析のできるパックテストを体験して、それぞれの水に含まれる化
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学成分（硝酸態窒素と化学的酸素要求量）が異なることを確認しました。 

    

水質調査（水試料採集）地点      パックテスト       水質分析（二日目の午前） 

実習２日目・中間発表 

昼休憩はたねや本社の従業員フロアをお借りし、

グループディスカッションしながら昼食をとりま

した。 

短い時間内で、実習の最後に行う中間発表の準備

をしている学生の姿が見られました。 

午後に行われた中間発表では、水質調査、インタビューの結果や近江八幡地域における課題の整理など、

この 2 日間の結果をまとめ、近江八幡地域での森里海連環への理解を各班で述べ、また、2 週間後の最終

成果報告会に向けて方向性を発表しました。準備時間が十分にとれない中での発表でしたが、各発表に対し

て、「葭留」四代目の竹田勝博さん、「百菜劇場」の廣部さん、たねやグループ社会部の小玉さんなどにコメ

ントをいただきました。地域の方々からは、最終成果報告会での学生の活躍や、さまざまな国籍の学生が参

加したフィールドワークに基づくグローバル目線での近江八幡地域の魅力発掘への期待の言葉をいただき

ました。 

グループ 1 とグループ 2 は、フィールドワークを通して近江八幡市の方々から伺った話をもとに、森里

海の連環をどのように理解したかについて発表しました。グループ 3 とグループ 4 は、人と自然との関わ

りの中で構築された近江八幡の景観（ヨシ林など）文化と伝統についてプレゼンテーションしました。グル

ープ５は、5 人のみの小グループでしたが、西の湖を巡る水質調査を課題にしました。水質調査は多岐に渡

るため、どのような着眼点をもってまとめるか、その方向性を見出すのに時間がかかりました。中間発表で

は、ｐH や電気伝導度など各地点の特徴が見られた結果について説明しました。 

    
   パワーポイントや黒板を使っての中間発表         地域の方との対話 
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近江八幡での現地実習から二週間後の 7 月 14 日（金）に行われた成果報告会では、各グループが『八

幡山や西の湖周辺の「森里海連環」を学習/体験するスタディツアー・体験プログラムの開発』という課題

に対して発表を行いました。学生間の質疑応答が活発に行われ、また、近江八幡からのゲストも出席してい

ただき、講評をしていただきました。 

    

 

 

 

 ■コース A：（グループ 1、グループ 2）：北之庄地区と「百菜劇場」 

グループ１と２はまず、実習の中で何を学習したかをまとめ、近江八幡の良いところを説明しました。そ

して、近江八幡の位置と人口に着目し、森では、放置竹林と管理の問題、里では農業人口の減少、農業への

意識の低下、琵琶湖ではヨシの管理問題、侵入外来種、水質の問題などを課題として取り上げました。それ

らの課題を解決するために、両グループはそれぞれ、地元小学生と県外の若者の力を借りるようなプログラ

ムを提案しました。 

グループ１は、近江八幡における森里海の連環の復興と伝統・歴史の継承を目的に、地元小学生（４〜６

年生）とその保護者を対象とした近江八幡の森里海をめぐるスタディツアーのカリキュラムを提案しました。

発表の最後では、こういった活動は草の根的ではあるが、こうした意識を一人でも多くの子供に持ってもら

う事が森と里と海の持続可能的な共存に不可欠だと結論づけました。  

    

グループ２は、地域外の若者を対象とした近江八幡地域の森里海連環理解のための周遊型スタディツアー

を提案しました。ツアーの対象は、県外の日本人と外国人観光客です。実現するためには、インターネット

（たとえば SNS）と新たな制度（WWOOF など）の利用が提案されました。外国人観光客の誘致について

は、QR コードによる多言語案内の活用が示されました。 

1-3 森里海連環の理論と実践（その２）: 成果報告会 
 

～2017 年度 森里海連環の理論と実践 各コース・各グループの提案～ 
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■コース B：（グループ 3、グループ 4）：円山地区と「葭留」 

 グループ３は、「近江八幡の景観は、人と自然との関わりの中で構築された文化と伝統を反映しており、

今後も後世に継承する価値のあるもの」と述べ、里と山(八幡山)、里と海(西ノ湖、ヨシ群落)の連環が薄れ

ている今、改めてこの連環とその価値を理解し見直す必要があることを主張しました。地域の中で、ヨシ群

落をはじめとする近江八幡の景観や森里海の連環に関する知識を深め、地域一体となって保全を進めること

が、残された景観を将来にわたって維持する上で重要であるため、近江八幡の良さを多くの人に知ってもら

えるためのスタディツアーおよびグリーンツーリズムを提案しました。 

    

 

グループ 4 は、現代社会において木材の需要を増やすことは困難であるため、間伐などを行い人為的な

解決を図る必要があると述べました。在来種であるマダケを外来種のモウソウチクから守るには、モウソウ

チクを積極的に消費していく必要があり、タケノコ掘りのような地域住民が楽しんで取り組むことのできる

活動が望ましいと結論を出しました。最後に「棚田オーナー制」からアイディアを得て、「ヨシオーナー制」

を提案しました。 
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■コース C：西の湖—琵琶湖を巡る水質の調査 

グループ５は、実習フィールド内で得たサンプルの pH、クロロフィル蛍光、濁度、電気伝導度の結果を

複合的に解析し、その因果関係を考察のもとにして、内湖の重要性を「流域－内湖－琵琶湖」のつながりの

中で示しました。この地域の森里海連環のつながりは水と大いに関連していることから、小学生を対象に、

水とその他の森里海連環を楽しみ学ぶスタディツアーを、水郷地帯が最も美しくなる５月に行うことを提案

しました。彼らの組み立てたスタディツアーは、自分たちが経験したことを盛り込んだ水郷巡りの他にも、

田植えや竹を使ったおもちゃ作りなど盛りだくさんなプログラムでした。 

成果報告会では、田口さんや廣部さんから、これまでの実習で初めてきちんと示された水質調査の結果に

ついての興味が語られました。発表会後の懇談では、「湿地の働きについては、教科書的には知られている

ものの、現場で取られたデータは乏しく、地域の人も本当に浄化作用があるかを知りたがっている。今回の

結果をぜひ地域の人々に紹介してほしい」という熱い言葉をいただきました。 

 

   

 

 

森里海国際貢献学Ⅰの紹介 【グループ 1：担当 横山・安佛】 

地球環境学舎 14 名、農学研究科 7 名の学生を担当しました。学舎の学生にはインターン研修が必修科

目となっており、多くの学生はこれからの派遣を控えてその計画を中心に、農学研究科の学生は主として修

士課程における研究計画を発表しました。その内容はすべて森里海連環学と関連付けてられており、環境と

13 

1-4 森里海国際貢献学Ⅰ・Ⅱ 

森里海連環学教育プログラムの必修科目「森里海国際貢献学Ⅰ（前期実施）・Ⅱ（後期実施）」では、

森里海連環学を基盤として、国際的な機関や NGO、企業などにおいて活躍する人材を育成すること

を目的とし、そのための科学知識と技術を学びます。受講生は、小人数のグループに分かれて、森里

海連環学教育プログラムで学んだ内容を自らの専門分野と関連づけてまとめ、それを将来の国際貢献

にどのように活かすかについて報告し合います。グループ内での意見交換を通して具体的な方向性を

探究し、また、英語でのコミュニケーション力を培います。異なる研究科、専攻、研究室の学生間の

交流を期待して、全受講生を 4 教員と 3 研究員からなる 4 つのグループに専門分野に関係なく割り

振っています。 



人間との関係を問いかける力作ぞろいでした。プレゼンテーションの内容から 21 件の発表をいくつかのグ

ループに分類しましょう。 

6 件と最も多かったのが「環境汚染とその対策」です。人間により生み出された文明の産物が環境に悪い

影響を及ぼします。たとえば、砕片化したプラスチックが海の生態系を壊したり、電子機器のゴミから有害

重金属が発生します。Kuntner Katalin Maria さん、曹 培青さんは、それぞれ、これらの有害物質の検出

方法、対策についてインターン研修を受けます。Liu Yingxuan さんは人間活動により排出された窒素酸化

物により生成するオゾンの発生メカニズムを研究するため、フランス・リレ大学で研修を受けます。開発途

上国では屎尿の処理施設が未発達で、河川水中から糞便由来のバクテリアが検出されますが、田中麻衣さん

はベトナム・ハノイ大学においてヌエ川の糞便汚染を遺伝子マーカーで検出する方法を学びます。Pyae 

Sone Soe さんは、ミャンマーにおいて金の精錬に使われる水銀の環境影響調査の計画を発表しました。

熱帯の一部の沿岸域では環境、生態系を根こそぎ破壊する違法なダイナマイト漁がおこなわれています。日

野貴文さんは、この漁が手榴弾を利用した漁がきっかけとなって広まり、貧困が根絶できない背景にあるこ

とを説明してくれました。 

 

    

 

次に多かったのが、「農業技術開発」あるいは「技術・開発と環境・里の関係」を扱った 5 件でした。塚

本大祐さんはアフリカのマラウィにおける傾斜農地で浸食を防ぎつつトウモロコシを栽培する技術を紹介

しました。現地には 11 月より 3 か月間滞在して調査にあたります。Le Hoang Son さんは省力化の切り

札となる農業用ロボットの開発がすすんでいる国立台湾大学へ研修にでかけます。一方、開発事業を進める

には環境や里の保全がキーとなります。Frias Vargas Paloma Celeste さんはドミニカ共和国の石炭火力

発電に関する環境保護プログラムを、Manivong Soukmano さんはラオスにおける水力発電用のダム建設

にともなって転居した住民への対策について、それぞれの国の開発とそれに伴う環境・里への対策について

説明しました。また、大城雄希さんはミャンマーでの橋梁調査をもとに耐震性、環境保護を配慮した橋の設

計に生かすインターン研修の計画を発表しました。 

伝統的な技術・知恵は環境とうまく調和しています。藤山洋斗さんは南太平洋バヌアツにおける伝統的住

宅であるニマラタンは自然の素材を利用して作られ、サイクロンに強い特徴があることを説明しました。崔  

麗華さんは京都の禅寺の庭が夏の熱を如何に吸収するかを科学的に解明できることを、王 聞さんは白川郷

と五箇山の合掌造り集落の保存を中国の伝統的景観の集落と比較しつつ説明してくれました。中国の留学生

が日本の伝統的技術の良さを勉強してくれるのは嬉しいものです。 

快適な生活はよい環境から生まれます。金池綾夏さんは緑地管理の方法を習得するため緑の国シンガポー

ルの国立公園局にて、また、李 瓊瑞さんは原住民参加型のエコツーリズム研究のため台湾、イーランの財
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団法人にて、それぞれ研修を受けます。他方、Charerntantanakul Weerach さんはインドネシアの絶滅

危惧種クマタカや固有種のコウモリの保護を目指した現地調査にでかけます。 

農学研究科の学生から森林土壌に関する修士論文の計画 2 件の発表がありました。中山理智さんは樹木

の根からの分泌される物質の機能を、中野正隆さんは樹木の生育に必要なリンの循環に果たすミミズ類の役

割を、それぞれ研究テーマとしています。世界に通用する立派な成果をあげてください。この他、Tian Lei

さんは海洋底に存在するガスハイドレートについて母国、中国の開発方針について説明しました。また、岩

藤吉紀さんはインターン研修の意義について発表しました。研修先選びに苦労したようですが、自然エネル

ギーの普及促進をめざす自然エネルギー財団にやっと決まり、今、期待と不安の内にいることでしょう。 

40 年以上も前、私が大学院生のころは講義がほとんどなく、自由な時間を享受しましたが、現在の学生

さんは授業が目白押しで、国際貢献学の時間割を決めるのに難儀しました。学生は忙しい中で、プレゼンテ

ーションの資料を作り、英語で発表し、質問・コメントを寄せてくれました。個人により発表の上手下手、

出席回数の多寡はありましたが、皆、一所懸命に取り組んでくれました。今回のセミナーの経験をこれから

の学業、社会生活、人生の航海に生かしてほしいと願っています。 

 

（特任教授 横山 壽） 

 

森里海国際貢献学Ⅰの紹介 【グループ２：担当 清水・黄】 

グループ２には、３研究科（工学研究科、地球環境学舎、農学研究科）から修士・博士後期課程に在籍す

る 12 名が参加しました。毎回難航するスケジュール調整ですが、それぞれ所属するゼミや調査の日程を調

整してくれ、6 月に 5 回に分けて、講義の終わった後の夜にセミナーを開催しました。 

第 1 回目の冒頭に、自己紹介をしました。専門分野だけでなく、国籍も経歴も異なる多様なメンバーで

すが、最初から和気藹々の雰囲気でした。専門分野の用語や研究方法をどのように説明しようか、それぞれ

が自分の発表順のずいぶん前から準備を重ねていたようです。アブストラクトや発表スライドも、例年に比

べてスムーズに事前提出されました。 

各参加者の発表は、15 分間の報告と 10 分間の質疑応答が持ち時間で、時間管理や司会役も全員が交代

で務めます。司会役をするのは初めてという人も多かったのですが、発表をまとめて質問を引き出す練習を

する間もなく、発表後すぐにフロアから質問が多く出て活発な質疑応答になりました。互いに理解を助け合

って質疑応答したので、司会役の出る幕はあまりなかったようです。 

発表では、多くの学生がインターンシップの計画について報告しました。また、自分の研究テーマに対す

る問題意識やこれまでの研究成果、また、森里海連環学との関連性や自分自身が森里海連環をどのように理

解しているかについても、各自工夫を凝らして説明していました。 

Griffin Shahar Lilia さんは、日本でエコヴィレッジを対象に研究・インターンシップを行います。エコ

ヴィレッジでのライフスタイルや理念に関して、長期にわたる参与観察を予定しているとのことでした。イ

スラエル出身の彼女ですが、日本語がとても堪能で。地域社会にも溶け込めそうです。Prado Diana Rone 

さんは、母国フィリピンでの地域資源・文化を活用したビジネスの経験を基に、少数民族独自の文化を守れ

るようなツーリズムのあり方について研究しています。森里海連環は、地域に根差した知恵や生業の継続に
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よって持続可能になる、と考えているとのことでした。土村 萌さんは、国際的な災害廃棄物管理指針の開

発を研究テーマにしています。災害廃棄物について過去の災害の例を挙げて説明し、太平洋地域のサモアで

のインターンシップ計画を紹介しました。陳 書津さんは、環境政策の策定過程における住民参加を研究し

ており、概念的な研究テーマを躍動感ある魅力的なプレゼンテーションで紹介してくれました。陳さんは、

母国の中国を対象に森里海連環を考えると、森や海の資源が豊富にある一方で、中山間地域での高齢化や過

疎化も課題となっていることを指摘しました。山田怜奈さんは、ネパールを対象に、環境負荷を減らす下水

（し尿）処理とこれらを農業資材として活用するエコロジカルサニテーションに取り組んでいます。農村地

域への住民を対象とした現地調査を予定しているとの報告でした。古林知子さんは、故郷の阿波踊りの動画

を紹介し、子どもから大人までが共通して持つ音楽や「連」と呼ばれる踊りの団体への所属が、郷土愛の基

盤となっていることを紹介しました。ミャンマー出身の Min Zar Ni Aung さんは、遺跡で有名なバガンを

対象に、農家の資源利用の変遷や景観・土地利用変化に着目し、景観保全や人びとの社会文化的な活動につ

いて研究しています。インターンシップでは、UNESCO が行っている調査に参加するとのことでした。 

武田華生さんは、ベトナム中部にある都市、フエの沿岸部で土地利用と栄養塩類の実態を分析し、それら

とアカシア植林と牡蠣養殖との関連性を明らかにすることを研究テーマとしています。インターンシップで

は、森里海連環を実際に感じられるフィールドで、現地の大学との共同研究に参加します。厳 振さんは、

元々は工学部出身ですが、大学院では環境経済学を学んでいます。修士論文研究では、再生可能エネルギー

の導入と地域の経済・社会の活性化に着目し、持続可能なエネルギーに関する活動を進めている日本国内の

NPO でインターンシップを行うそうです。森里海連環を持続可能なエネルギーの観点から捉え、里の再生

に取り組みたいと意気込みを語りました。和田雄佑さんは、工学研究科建築学専攻の大学院生です。イタリ

アの「アルベルゴ・ディフューゾ」というユニークな取り組みを研究対象としています。これは、１つの町

（村）の複数の建物にホテルの機能（フロント、客室、レストラン、バーなど）が分散して存在している宿

泊サービスの形態で、発表ではイタリアのトスカーナ地方の事例を紹介してくれました。 

 

   

 

研究では、この形態を日本にも適用することを目指し、インターンシップを通してさらに詳細な調査をイ

タリアで実施するとのことでした。ケニア出身の Ndede Elizaphan Otieno さんは、「アイスプラント」

の粗放栽培の最適化を研究しています。「アイスプラント」は、近年、日本でも流通するようになったアフ

リカ原産の野菜で塩類集積が進んだ土地でも栽培可能な植物であり、また、植物を使った土壌回復効果も考

えられます。Ndede さんは、海水施用も含めた異なる４条件下での栽培試験結果とモデルへの適用結果を

紹介しました。また、お茶栽培を例に挙げ、農業生産が流域に及ぼす影響について森里海連環を考えていく

必要があることを述べました。麦尾祥多さんは樹木の幹の細胞、なかでも細胞壁を作り出すゴルジ体と呼ば
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れる細胞小器官を対象に研究を進めてきました。他のメンバーにあまりなじみのないミクロな世界の研究テ

ーマでしたが、ゴルジ体の機能やどのように研究を進めているのかについてわかりやすく説明してくれまし

た。 

毎回セミナーの開催時間が遅いため、飲み物や軽食を持ち込んでフランクな雰囲気で行おうと呼びかけた

ところ、スナックや飲み物をみんなでシェアできるように持ってきてくれたり、お菓子を作ってきてくれた

り、よりつながりを深める場になりました。グループ内で「持ち寄りパーティーをやりたいね」という提案

が出て、これが、実習「森里海連環の理論と実践」の成果報告会後の打ち上げパーティーの実現につながり

ました。後期のセミナーでは、各自のインターンシップの成果や研究の進捗が聴けることでしょう。とても

楽しみです。 

（特定准教授 清水 夏樹） 

 

森里海国際貢献学Ⅰの紹介 【グループ 3：担当 Lavergne・安佛・包】 

異なる国出身の異なる専攻の 11 人の学生がこのグループに参加しました。前期のクラスでは、1）プロ

ジェクトの設計、計画、実装、評価をより良いものにするために、客観的に検証可能な指標や検証手段を使

った進捗状況の把握によって、現在または将来のプロジェクトのログフレーム（論理的枠組み）を整理する

ことを学びました。この手法は、研究内容を視覚化し、伝えるのに役立ちます。また、2）科学的なプレゼ

ンテーションの基本と方法を学び、3）それを応用して、各自のインターンシップ計画、自分自身の修士や

博士の論文、あるいは科学論文を英語で発表しました。 

Andarini Sertianti さんは、インドネシア、とくにスマトラ島の伝統的な森林居住コミュニティの生計に

おける森林破壊の経済的影響に関する研究について素晴しい発表をしました。彼女は、森林破壊が加速する

中で、森林に居住するコミュニティがより持続可能な生計をたてていくための解決策を見つけるため、外部

の脅威に対する伝統的なコミュニティの回復力の調査を計画しました。彼女はインドネシアのボゴールにあ

る国際林業研究センター（CIFOR）の本部でインターンシップを行いました。Aye Nander Win さんは、

ミャンマーとフィリピンの中学校における、災害リスク軽減カリキュラムに対する効果と学生の認識につい

ての調査研究の発表をしました。 

Idowu Olusegun さんは、異なるイネの遺伝子型間での異なる窒素施用に対するイネの生長と収量の差

異を調べた非常に専門的な研究を発表しました。このような研究に関する生物学的メカニズムなど、実験的

な側面により焦点を当てることにより、複雑な話ではあったものの、聴き手に興味を抱かせ、明確なメッセ

ージを伝えることができました。河村充起さんは、長期的な観点で製品の知名度を高めるために、日本の地

場ブランドをメディアコンテンツと結びつけるプロジェクトを発表しました。英語での質疑応答は難しいも

のでしたが、発表は、周到に準備され、英語で話すという困難さを克服し自信を持って円滑に行われました。

これにより、聴き手もメッセージを理解し、後で多くの質問をすることができました。Li LIngyu さんは、

事業者団体に関する研究、とくに日本の気候政策に関する事業者団体のロビー活動について発表しました。

中山日出海さんは、参加型開発プロジェクトにおける信頼問題に関する研究を発表し、1）地域住民間の信

頼関係、2）地域社会と開発機関との信頼関係、を中心に取り上げました。彼はフィリピンで NPO イカオ・

アコとともに研究を行います。定野愛美さんは、災害廃棄物の管理に関する意識の欠如と災害廃棄物がボラ
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ンティアに及ぼす潜在的な有害性に関する調査研究について発表しました。現時点における災害廃棄物管理

に関するボランティアがどの程度知識をもっているかは不明であるため、災害廃棄物管理に関するボランテ

ィアのための適切な教育を開発するために、インターンシップ中に NPO や政府機関が運営するボランティ

アセンターを訪問したいと考えています。世古将太郎さんは、商業的に重要な日本のイセエビの研究につい

て素晴らしい発表をしました。彼は、ふ化場で飼育された稚エビの活動が、天然エビのそれと異なるかを知

りたいと思っています。たとえば、ふ化場で飼育されたヒラメはほとんど捕食者によって捕獲されるか特異

的な行動により漁場から逃げるので、これまで漁業者はあまり関心を持っていませんでした。イセエビに関

する同様の研究は、海洋牧場の有用性の判断につながるかもしれません。 

 

    
 

横山誠人さんは、多くの広葉樹種の傾斜した茎や枝の上側に見ることのできる張力のかかった木質に関す

る非常に専門的な研究を発表しました。彼のアプローチは非常に特殊であり、そのため発表には理解するの

が難しいところもありましたが、画像や顕微鏡写真をたくさん使い、複雑かつ重要なアイディアをより分か

りやすく説明しました。張 林瀛さんは、雨水貯留浸透升の機能に関する研究について説得力のある発表を

しました。多くの都市は、水が浸透することのできないコンクリートのような材質で覆われています。気候

変動の状況や洪水などの異常事象（極端な出来事）が増える中で、雨水貯留升の浸透を理解することによっ

て、都市において洪水の影響を防ぎ、制限するために必要な自然土壌の割合を算出することができます。 

学生らは、まったく異なる分野から来た仲間のために、それぞれの科学的研究の成果をわかりやすく伝え

るようにしていました。この前期でのセミナーで直面した難しさは、学生が日頃取り組んでいる専門的側面

から一定の距離を取ること、つまり、自らの研究に対するより大局的な視点と興味を理解してそれを他者に

伝えることの難しさでもあります。他の分野よりも説明が難しいな分野もありましたが、多くの学生は、活

発な質疑応答に熱心にとりくんでいました。スタッフ同様、学生もこの講義を楽しめたのではないでしょう

か。 

 

（これは原文（英文）の仮訳です。原文：Edouard Lavergne） 

 

森里海国際貢献学Ⅱの紹介 【グループ 4：担当 吉積・包・黄】 

本グループのメンバー構成は、非常に多国籍のメンバーでした。３名の日本人学生以外に、２名の中国人

留学生、そしてアフガニスタン、ミャンマー、アメリカ、パプアニューギニアからの留学生、またニュージ

ーランド育ちの日本人学生という構成で、毎回白熱した質疑応答、議論で盛り上がりました。発表のテーマ
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は、再生可能エネルギー市場、電気自動車や水素の燃料電池自動車技術や、排水処理技術、里山管理、農村

開発、発展途上国におけるトイレ下水処理システム、環境倫理など、非常に幅広いテーマなものでした。異

なる研究分野の人からの質問があることで、新たな視点を学ぶきかっけになると同時に、なかなか技術だけ

では解決できない問題が現実社会にはあり、その中でどのような解決策が実現可能かを考えることが重要で

あることが議論を通じて学べたかと思います。 

 

   

また本グループでは、教室でのゼミだけではなく、地球環境学舎の研修旅行をお手伝いする形でスタディ

ツアーも実施しました。スタディツアーでは、2017 年 7 月 1 日（土）と 2 日（日）に和歌山県日高郡み

なべ町に行きました。このスタディツアーでは、世界農業遺産（GIAHS）に認定された「みなべ・田辺の

梅システム」における、森林管理、梅農園、ニホンミツバチなど様々な生態系とのつながりに基づいた伝統

的な人と自然の共生のシステムについて学んだり、ウミガメが産卵する沿岸の管理を住民のボランティアで

活動を行うなど、日本の農村の暮らしのあり方を学習しながら、森里海連環を実現する総合型のアプローチ

について考えることを目的としていました。 

1日目は、みなべ町のうめ振興館を訪問し、国際連合食糧農業機関（FAO）によって世界農業遺産（GIAHS）

に認定された「みなべ・田辺の梅システム」についてみなべ町役場の立場から話を伺いました。次に、梅農

園で梅拾いの体験をし、そして収穫した梅の選別や梅干し作りの現場の視察を通して、梅を栽培し販売する

までの大変さなどを学びました。夜は、アカウミガメの産卵地である千里の浜へ行き、ウミガメの産卵のた

めの沿岸管理をボランティアで行っている地域の青年会である「みなべウミガメ研究班」や日本ウミガメ協

議会の人々の話しを聞きながら、ウミガメの産卵のために電気の光を遮断された暗闇の中での星空と海岸の

美しい景観を体感しました。 

    

 

2 日目は、再び千里の浜を訪ねて、アカウミガメの産卵の保護活動について、みなべウミガメ研究班会長

の講義を受けました。地域の人々が、ウミガメの産卵地を守るために、産卵時期は毎晩欠かさず交代で沿岸

管理し、そしてウミガメの産卵の記録も科学的に行っていることに、参加学生は大変感激していました。そ
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の後、みなべ町の山間部に移動し、紀州備長炭振興館にて、みなべ町の製炭業に関する講義を受けたのち、

実際に備長炭を使って自分たちで昼食を調理しました。備長炭の特別な炭焼き窯の使い方や、通常の炭作り

より過酷な環境における炭焼きの方法、そして備長炭の原材料であるウバメガシの木が、不適切な森林管理

により減少している現状を学びました。また、ウバメガシ以外の雑木林は利用されないことで森林が荒れて

いる現状を解決するために、鶴の湯温泉で取り組みはじめている薪ボイラーを見学しました。 

    

みなべ町には、森里海連環を学ぶ多数の要素があります。しかしながら、生活スタイルの変化や梅産業の

巨大化、そして、産業だけではなく、仕事や人の暮らし方もモノカルチャー化した現代社会において、今ま

での暮らしの中で形成された森里海連環が崩れかけています。今回のスタディツアーを通して、みなべ町に

おける森里海連環学の研究を進める大きな必要性と可能性があることがわかりました。今回のスタディツア

ーを機に、みなべ町における森里海連環再構築を支援することが研究・教育活動を通してできればと思いま

す。 

（特定准教授 吉積 巳貴） 
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 今年度の受講生は、学部生の１回生から４回生、農学部、理学部、文学部、総合人間学部、医学部などの

学生たちで、フィールド調査、生物同定、化学分析、データ解析を行い、最後に成果報告会が開催されまし

た。実習期間が台風５号の到来と重なったため、残念ながら芦生演習林から由良川河口まで行なう河川調査

は例年の半分程度の地点でしかできませんでしたが、同日に舞鶴水産実験所の教員が採集した試料を含めて

例年と変わらない量のデータセットをそろえて、分析・解析を行いました。 

１日目は、芦生研究林所属の教員によるニホンジカの食害に

よる植生変化などについての説明を聞きながら、演習林内を長

治谷からウツロ谷まで移動しました。河川の調査は２箇所で、

源流近くのウツロ谷では採水と水温等の計測を行い、少し川幅

の拡がった長治谷で、①水質、②プランクトン、③ベントス、

④魚類の 4 班に分かれて、試料採取を行いました。また、渓

流水の供給源を調査するため、森林土壌を掘り出して土壌断面

を観察し、A 層と B 層の土壌を採取しました。この試料を使

って、浸出水の化学分析を行いました。 

２日目は、芦生研究林の宿泊棟裏の河川調査から始めました。台風の影響で雨中での調査となりましたが、

河川の水位上昇はあまり見られず、すべての調査を終えることができました。次に、大野ダムへと向かいま

したが、このころから雨脚が強くなり、また、ダム地点であることから、ここでは、水質とプランクトンの

調査のみ実施しました。ここで、台風５号の接近による暴風警報が発令されたため、河川の調査は終了、そ

の後は、道中の犀川合流地点を経由して、舞鶴水産実験所に向かいました。舞鶴水産実験所では、採取した

河川水・海水のろ過をし、アンモニア態窒素の測定を行いました。 

 

   

河川調査の様子（プランクトンの採集と採集された魚類） 

1-5（学部生対象・全学共通科目）森里海連環学実習Ｉ：京都府・由良川流域 
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芦生演習林での講義 

2017 年度の全学共通科目『森里海連環学実習Ⅰ』は、8 月 6 日から 10 日の 5 日間に行われまし

た。京都大学の 9 名に加え、公開実習で他大学生 6 名が参加し、15 名の参加者がありました。台風

5 号が近畿地方に上陸したため、例年とは異なる行程となりましたが、５日間という長い実習期間の間

も集中して課題に取り込む学生の姿が印象的でした。 



3 日目は、午前中に底生動物、午後から魚類の同定を行いました。夕方には、神崎浜の河口と海岸の調査

地点を視察しました。ここでは、舞鶴水産実験所の教員による河口域の地形や海岸の防波堤についての説明

を受けました。4 日目は、プランクトンの検鏡と計数を行いました。大野ダムの表層水の試料では原生動物

のツボカムリが大増殖し、100 個体/L 以上密度になっていました。午後からは収集データを整理して解析

を行い、それぞれのテーマに沿った 15 分のプレゼンテーションの作成作業に取り組みました。 

 

          

プランクトンの観察と計数            水質分析 

今年度は、悪天候のために河川調査は十分にできませんでしたが、その代わりに、例年に比べて全データ

がそろうのが早く、プレゼンテーションの準備に十分な時間をかけることができました。水質班は、クロロ

フィルと各栄養塩濃度、pH、溶存酸素濃度との相関を調べ、いずれの関係にも高い相関関係がみられない

ことを示しました。プランクトン班は、大野ダムのクロロフィル蛍光値が例年より高いことを見つけ、例年

に比べて由良川の水位が低く、ダム内での回転率が低下したことが珪藻類の増殖を引き起こしたと考察しま

した。底生動物班は、水質の指標生物と摂食機能群という二つの切り口から底生動物を位置づけました。魚

類班は経年変化をまとめる中で、懸濁物質量と魚類の個体数の関係が見られることを見出しました。 

今年度は、各班が 3-4 人の少人数だったこともあり、ひとりひとりがプレゼンテーションに責任を持っ

て取り組んだあとが見られました。また、他の班の発表に対して敬意を示しつつも、自分の意見をしっかり

と発し議論する姿に、短時間ながらも、本実習に対して真摯に取り組んだ熱意を感じました。 

 

 

桂の木の下で（芦生研究林内） 

（研究員 安佛 かおり） 
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講座は、3 つの異なるコースから構成されました。 

1) アカデミックライティング （開講日：4/22 10：00-17：00） 

この講座では、レポートや論文を書く能力の向上と、ライティング倫理や盗作がもたらす結果について

学ぶことを目的としています。 

2) プレゼンテーション （開講日：5/13、5/27、6/10 10：00-17：00） 

この講座は、中級と上級２つのグループに分けられ、英語を母国語とする学外の英会話専門教師によっ

て行われました。この講座では、自分自身の近況を述べたり、自身の研究成果を英語で表現したりするた

めの学生の潜在的な能力を向上させることを目的としています。さらに学生は、その分野を専門とする人

達とそうでない人達も両方交えて、研究成果を討論する方法も学びました。この講座は、CoHHO プロ

グラムの企画当初からその有用性が高く証明されています。本ページにこの講座の受講者の一人である世

古将太郎さんの感想が掲載されています。 

3) TOEIC プレパレーション （開講日時：5/20、6/3、6/17 10：00-17：00） 

今年度に新しく開設した講座で、初級、もしくは中級の学生が基本の英語スキルを向上させること、ま

た多くの大学や企業の採用プロセスにおいて世界的に認められているTOEIC の点数を取得することを目

的としています。学生は、それぞれの成長度合いや、本講座の受講効果を評価するために、講座開始前と

終了後の両方に TOEIC テストを受験しました。開始前のテストでは、グループの平均スコアは 603 点

（最低 430 点から最高 680 点）でしたが、講座終了後のテストの平均スコアは 709 点（最低 605 点

から最高 845 点）と大きな成果を残し、平均して各学生が 106 ポイント（17.6％増）スコアを伸ばす

ことができました。 

（特定講師：Edouard Lavergne） 

英語スキルアップ講座の感想

 

英語プレゼンテーション講座で私が培ったものは、「英語で話す度胸」、「印象に残るプレゼンの作成

方法」、「わかりやすい発表方法」の三点です。まず「英語で話す度胸」ですが、これは講座が英語のグ

ループディスカッション形式で行われ、英語で発言する機会が頻繁に設けられたからです。最初こそ戸

惑いましたが、先生のうまいフォローもあって英語で話すことに抵抗感がなくなりました。次に「印象

に残るプレゼンの作成方法」では、理解しやすく、インパクトのあるプレゼン作りを教わりました。テ

キストから教わるだけでなく、講義の中で何度か発表し、評価してもらうことで実践的な経験が積めま

した。最後に「わかりやすい発表方法」では発表者の姿勢、声の抑揚、ジェスチャーなどの大事さを教

わりました。先生の実演を反復し、ほかの生徒から評価してもらうことで、自分の発表方法の弱点を認

識できました。          

世古将太郎さん（農学研究科 修士課程 1 回生） 

2017 年の前期に総勢 24 名の学生が参加した CoHHO の英語スキルアップ講座が開設されました。

（14名の学生は１つの講座のみを受講しましたが、10名の学生が2つの異なる講座を受講しました。） 

1-6 英語スキルアップ講座 
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2017 年 9 月 25 日（月）に、2017 年度前期で森里海連環学教育プログラムの修了に必要な単位を取

得した学生の修了式が行われました。今回、修了を迎えたのは 2 人の留学生 Aye Nandar Win さんと周 縁

さんです。2 人とも 2017 年 9 月に修士課程を修了しました。当日は、横山壽特任教授から修了証が授与

され、今後の仕事の話など、修了生とスタッフのしばしの歓談の時間となりました。 

 

    

修了生の Aye Nandar Win さん    修了生の周 縁さん    ユニットスタッフと記念撮影 

 

 

 

修了式では、大学関係者及び日本財団の出席のもと、修了証の授与が一人ひとりに行われます。 

 

【森里海連環学教育プログラム 2017 年度修了式 式次第】 

開会挨拶 朝倉 彰 森里海連環学教育ユニット長 

修了証授与 

祝 辞  縄田栄治 農学研究科長 

      梅村岳大 （公益財団法人）日本財団 海洋チーム チームリーダー 

修了生代表挨拶  

Joseph Emile Honour Percival 地球環境学舎修士課程（2017 年 3 月 26 日修了予定） 

2016 年度京都大学―日本財団森里海連環学フェロー 

記念写真撮影 

閉会 

 

 

  

1-8 ２０１７年度３月期修了生への修了証授与式 

2018 年 3 月 26 日（月）に、京都大学旧演習林のラウンジにおいて、森里海連環学教育プログラ

ム 2017 年度修了式を執り行います。修了予定者は 65 名で、今年度は 9 月修了の 2 名を含め、これ

までの最多となる 67 名が修了となります。また、この 5 年間の修了生累計は 208 名となります。 
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1-7 ２０１７年度９月期修了生への修了証授与式 



朝から冷たい雨が降るあいにくのお天気でしたが、多くの方々がお越し下さり、115 名の参加がありま

した。ヘッドセットによる英語の同時通訳もあり、シンポジウム全体が主に日本語で進められたものの、登

壇者・会場参加者とも国際色豊かなシンポジウムとなりました。 

プログラムは、まず、山下洋教授の基調講演「森里海連環学；森里海のもつれた三角関係を解く」から始

まりました。日本の沿岸漁業漁獲量が 1980 年前後のピーク時から大きく減少したのはなぜか？その理由

を、これまでの森里海連環の研究成果から解説いただきました。森里海連環学の発端となった「森は海の恋

人」の紹介（畠山重篤さんも会場にお越しくださっていました！）、大分県の国東半島、京都府の由良川～

丹後海などを対象とした具体的データから、水圏生態系を再生するために森里海連環学の重要性が示されま

した。 

特別講演では、環境省自然環境局の奥田直久・自然環境計画課長より、「『つなげよう、支えよう森里川海

プロジェクト』について」と題してご講演いただきました。本プロジェクトは、森里川海の恵みの再生と循

環、その恵みを支える社会をつくることを目指したプロジェクトです。全国で地域単位のプロジェクトが進

められており、森里海連環学を学んだ学生の活躍の場になりそうです。講演の中では、これらの課題のため

に、技術、社会システム、ライフスタイルのイノベーションが望まれていることが紹介されました。そこで

続いての特別講演として、「社会に新しい価値を生み出す：日本の「革新者」たちのキラースキル」と題し

て、齋藤義明・野村総合研究所 2030 年研究室長にご登壇いただきました。齋藤さまには、国内 100 人

の革新者へのインタビューから導き出されたイノベーションのための５つのキラースキルと１つの裏スキ

ルについて、具体的な事例をあげてご紹介いただきました。実践に向かってぐっと前進したくなるお話でし

た。 

シンポジウム中盤は、教育プログラムのレビュー報告を行いました。まず、朝倉 彰・森里海連環学教育

ユニット長より、5 年間のプログラムの成果を、人材育成や同窓会活動など履修生・修了生に関する成果、

また、森里海連環学を巡る国内外のネットワークの拡大などが紹介されました。たとえば、2017 年 4 月

までにプログラムに登録した履修生は、9 研究科から 298 名、修了生は現時点で 143 名となり、大学院

修了後は、国内外の企業だけでなく、中央官庁や自治体、大学などに就職しています。補助を受けてインタ

ーンシップを実施した学生は 97 名、行き先は 31 カ国に上っています。益川ホール前のポスターセッショ

ン会場には、シンポジウムに都合で参加できない修了生・履修生から寄せられたメッセージも掲示されてい

2．シンポジウム等の開催 

2-1 京都大学・日本財団 森里海連環学教育プログラム国際ワークショップ 

2-1-1 京都大学・日本財団 森里海国際シンポジウム『森里海連環を担う人材育成の成果と展望』 

2017 年 10 月 28 日（土）に、京都大学北部総合教育研究棟の益川ホールにて、表記シンポジウ

ムを開催しました。本シンポジウムは、京都大学森里海連環学教育プログラムをふりかえり、これか

ら社会で活躍する人材が森里海連環学から何を学んだか、どのような経験を得たかを共有するととも

に、「これから」のためのネットワークづくりを目的として開催されたものです。 

25 
 



ました。 

会場の参加者全員での記念撮影の後、世界中から京都に再集合した修了生が登壇し、現在の仕事内容など

の近況報告と、前日および当日の午前中に開催されたグループワークの報告がなされました。原田真実さん

（経済産業省資源エネルギー庁）、Kaya Abdulgaffar さん（トルコ・南東アナトリア森林研究局）、Kieu 

Kinh Thi さん（ベトナム・ダナン師範大学）は、教育プログラムの講義や実習、他分野の大学院生との交

流が現在の仕事に役立っていることを語ってくれました。グループワークの報告のうち、履修生を中心とし

た教育プログラムの成果の報告では、当日に発表者が急に変更になり、ピンチヒッターの農学研究科修士 1

年の世古将太郎さんが発表しました。CoHHO プログラムに参加して役立った経験について、個人、研究

およびネットワークづくりの項目ごとに意見を出し合った結果の報告です。グループワークでも、インター

ンシップやグループディスカッション、フィールドワークを通してさまざまな人と交流できたこと、新たな

視点、知識、スキルを獲得できたことがメリットとして挙げられていました。今後の CoHHO 研究・教育・

実践活動の展開については、橋口峻也さん（環境省）、Sandra Carrasco Manshilla Milena さん（メルボ

ルン大学研究員）、松本京子さん（東京大学生産技術研究所特任研究員）が各グループの代表としてグルー

プワークの報告をしました。最後に、柴田昌三・副ユニット長がグループワークの感想を述べました。 

クロージングセッションでは、インターンシップを受け入れている機関であるダナン大学の Hoang Hai

国際関係部長と環境 NGO イカオ・アコの倉田麻里理事から、プログラムが目指してきたことやグループワ

ークについてコメントをいただきました。続いて、本プログラム開講時の開講記念講演をしてくださった

Denis Bailly 教授からのビデオレターがとりやめになり、急遽、ベトナム・ダナン科学技術協会連合の

Huynh Phuoc 副会長からコメントをいただきました。Phuoc 副会長は、森里海連環学の理念に深く共感

し、森里海連環学をベトナムでの環境保全活動に導入しています。いずれも、環境問題の解決には森里海連

環の考え方が重要であり、今後の研究の進展に大いに期待したい旨のコメントがありました。 

最後に、本プログラムの共同実施者である日本財団より、梅村岳大・海洋事業部海洋チームリーダーがコ

メントし、横山壽ユニット特任教授の閉会のあいさつでシンポジウムは閉会となりました。 

本シンポジウムの一部は、京都大学の OCW（オープンコースウェア：インターネット上での無償公開活

動）で公開される予定です。 

（特定准教授 清水 夏樹） 

 

   
齊藤義明氏の講演       山下洋氏の講演       奥田直久氏の講演 
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シンポジウムの集合写真 

・プレシンポジウムセッション１ 

 2017 年 10 月 27 日（金）にプレシンポジウムセッション１を旧演習林事務室の会議室、セミナー室

およびラウンジにて開催しました。セッション１では、森里海連環学教育プログラムの修了生と履修生の合

計 31 名参加した他、プログラムに関わる京都大学の教員と研究員などが参加しました。最初に旧演習林事

務室ラウンジにて全参加者が集まり、久しぶりに会う旧友や先輩・後輩、教員との再会を喜ぶとともに、お

互いの近況を確認し合いました。 

 最初にワークショップ全体や本セッションの趣旨説明が行われた後、3 つのグループに分かれました。各

グループではまず、「個人的なキャリア形成や専門的なスキルアップなどにおいて CoHHO プログラムがど

のように貢献したか？」について意見交換を行いました。一番多い意見としては、インターンシップにおけ

る経験が、個人のキャリア形成や専門の勉強においても、とても役に立ったことが挙げられました。とくに、

海外におけるインターンシップの経験は、視野を非常に広げることになり、非常に役に立ったとの意見が多

くありました。本プログラムを支援してくれた日本財団への多大な感謝とともに、今後このようなインター

ンシップ補助制度がなくなることが大変残念であるとの意見が多くでました。また、国際学会における発表

助成や英語スキルアップ講座についても、自分自身の英語力やコミュニケーション能力、研究のスキルアッ

プに大変役に立ったとの意見が多数寄せられました。 

次に、「自分自身の研究活動に、CoHHO プログラムはどのように貢献したか？」について意見交換しま

した。必修科目である「森里海連環学を通した国際貢献学」における少人数制のゼミで、全く異なる研究分

野の学生間で議論することで、異なる視点や考え方がある中での解決方法を導かせる困難さや調整の必要性

などを多く学んだとの意見がありました。また留学生との議論を通して、日本人学生にとっては、国際社会

における英語での議論方法を学ぶための良い訓練になったとの意見も多くありました。 

最後に、「CoHHO プログラムが研究や社会活動におけるネットワーク構築にどのように寄与したか？」

について議論を行いました。CoHHO プログラムで開催したシンポジウムや国際セミナー、そしてプログ

ラムによって実現できたインターンシップや国際学会での発表等を通して、国内外の様々な研究分野の研究
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者や実務者と知り合う機会が得られたことで、新しいネットワークが構築できたとの意見が多くでました。

また、近江八幡における 1 泊 2 日の実習や、国際貢献学のゼミなどを通して、通常の研究室を中心とした

研究活動では知り合うことが難しかった、異なる研究分野の学生や教員とのネットワークが構築でき、また

こうやって再会できたことが素晴らしく、今後も継続していければとの意見とともに、夜の同窓会パーティ

ーでは大変盛り上がりました。 

 

同窓会パーティー 

・プレシンポジウムセッション２ 

2017 年 10 月 28 日（土）にプレシンポジウムセッション２を旧演習林事務室の会議室、セミナー室

およびラウンジにて開催しました。セッション２では、昨日に引き続き、森里海連環学教育プログラムの修

了生と履修生、プログラムに関わる京都大学の教員と研究員以外に、森里海連環を社会で実現しようと取り

組む行政、企業、NPO などの実務者なども参加し、合計 44 名が参加しました。本セッションでは、森里

海連環学教育活動の今後を議論するために、異なる主体やフィールドにあわせて３つのグループに分かれて

それぞれ議論しました。 

グループ１では、環境省、滋賀県庁、近江八幡まちづくり会社まっせ、たねやグループ、南あわじ市を中

心に活動しているNPO法人ソーシャルデザインセンター淡路(SODA)、そしてCOHHO 履修生や卒業生、

教員が参加して、国内を中心に地域社会で森里海連環学教育活動がどのように進めることができるかについ

て議論を行いました。地域社会の現場では、森里海連環の必要性の認識が広がっており、森里海連環学に関

連する住民意識啓発活動も行われ始めていることが共有されました。ただ、その教育活動の内容については

手探り状態で実施しており、地域社会で活用できる森里海連環学の教材やガイドラインの必要性などが議論

されました。また共通の課題とて、それらの活動を持続的に行うため、補助金などに依存しない資金が必要

であることも認識されました。環境省が進める新しい森川里海プロジェクトや新しい税金の可能性について、

期待とともにそれぞれの地域の活動を共有しながら協力する方法などが提案されました。 

グループ２では、CoHHO 履修生や教員以外に、ベトナム国ダナン市職員、ダナン大学の教員、トルコ

政府職員、オーストラリアのメルボルン大学の研究員、フィリピンで活動している NPO 職員、中国の研究

者など、国際豊かな参加者で構成されました。このグループでは、森里海連環学をどのように海外で展開す

ることができるかについて議論されました。森里海連環学が京都大学で創出された当時に学生だった倉田麻

里さんは、京都大学卒業後にフィリピンで森里海連環を実践しながら、普及する活動を NPO 職員として行

っており、その経験が共有され、CoHHO 卒業生が活躍するベトナムやトルコ、中国、オーストラリアで
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の展開可能性について議論されました。今後、森里海連環学の教育活動や研究活動を共有するためのオンラ

イン教育や、電子ジャーナル、また森里海連環に関するデータベースの構築などが提案されました。 

グループ３では、現在大学の教員や研究者として活躍している CoHHO 修了生や、学内外の大学教員や

研究者とともに、様々な大学や研究機関との森里海連環学教育、また研究活動発展のための連携方法につい

て議論されました。連携するためには、まず森里海連環の各研究テーマを明らかにし、異なる研究分野が意

見交換できる学際的な研究体制を構築することが意見として示されました。また、研究成果を社会に還元す

るためにも、一般の人々が理解することができるようにすることと

ともに、研究成果を政策につなげる仕組みを構築する必要性が議論

されました。その方法としては、たとえば、各地域社会で実践され

る森里海連環の活動事例を集めて書籍化することや、パイロット事

業を実施し、森里海連環のモデルを構築すること、森里海連環のエ

ビデンスを増やす研究を推進すること、また、研究や教育活動を普

及するためのオンライン情報共有プラットフォームの構築、森里海

連環学を普及するための事務局の設立、研究者だけではなく実務者も参加する毎年の森里海シンポジウムの

開催などが提案されました。 

（特定准教授 吉積 巳貴） 

シンポジウム会場のロビーで開催されたポスターセッションでは、教育プログラムの現在および過去の履

修生、研究者、関係者が、CoHHO（森里海連環学）に関する研究や活動の成果を発表しました。農学、災

害管理、生態学、環境科学、人間科学、観光、廃棄物管理などさまざまな分野のポスターが合計 18 枚提示

されました。 

CoHHO 教育ユニットでは、発表者の中から、崔 麗華さん（農学研究科 1 回生）、井上 博さん（2014

年度修了生）、宮地茉莉さん（2014 年度修了生）を、学生のためのベストポスター賞受賞者に選びました。

崔さんは「愛媛県水上浦の文化景観保全の現状」について、井上さんは「タンゴ湾の沿岸底生生物群集の空

間的および季節的変化」について、宮地さんは「ナヴァラ村の伝統的なフィジー民家にサイクロンウィンス

トンが与えた影響」について発表しました。 

受賞者には、CoHHO 国際シンポジウムの閉会式前に、朝倉 彰ユニット長から賞状が授与されました。

CoHHO 教育ユニットは、3 人の受賞者を称えるとともに、すばらしいポスター発表を行ったすべての寄

稿者に感謝したいと思います。 

（特定講師：Edouard Lavergne） 
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参加者した修了生の感想 

 

 

 

森里海連環学教育プログラムでは、アジア地域、とくにベトナムを中心に、地域コミュニティが主体的に

地域資源を近代社会に合わせて利用し、森里海の連環を再構築させることを目指した研究活動の意見交換を

行ってきました。昨年度、タイ国で開催した２０１６年度森里海国際セミナー「Possibility of research and 

outreach activities for studies on the Connectivity of Hills, Humans and Oceans (CoHHO) 

through international cooperation（国際連携を通した森里海連環学研究と実践活動の可能性）」に引き

続いてエコツーリズムを主題として事例報告と議論が行われました。 

冒頭に、吉積巳貴特定准教授から今回のセッションの趣旨説明として、森里海連環学、CoHHO プログ

ラムの紹介とともに、マヒドンのセッションの成果を交えた地域コミュニティが主体的に実施するエコツー

リズムとそれを支える健全な連環の重要性が示されました。続いて、ベトナム中部の事例が４件発表されま

した。 

グループワークでは、研究機関や実社会における森里海連環学教育・研究の活動展開の可能性につ

いて、森里海連環学だけにとどまらず、研究をいかに社会に還元するのかにも通じる議論をすること

ができました。それぞれの場所で活躍されている修了生と交流できたことは、とても良い刺激になり、

自分の研究の在り方やそれに対する姿勢を振り返る良い機会となりました。このような貴重な機会を

いただけたことに感謝申し上げます。 

松本 京子（東京大学生産技術研究所・特任研究員） 

2017 年 11 月 1 日に、ベトナム国ハノイ工科大学で開催された HUST&KU International 

Symposium on the Education & Reseach of the Global Environmental Studies in Asia にお

いて、CoHHO Session “Future Prospect of Eco-tourism Research for Studies on the 

Connectivity of Hills, Humans and Oceans (CoHHO)”が開催され、80 名を超える参加がありま

した。 

シンポジウムでは、久しぶりに闊達な議論に参加し、元・現履修生がそれぞれ自分の CoHHO を形

づくっていることに教育プログラムの成果の一つを見た。先生方のご指導の賜物と、そのような場で

学ばせていただけたことに改めて感謝を申し上げる。 

今の職場では、農業・農村関連の科目を担当している。CoHHO をコンセプトにしたいが、学生た

ちは興味はあるものの、知識も認識も曖昧で、伝えることが難しい。今回の参加でいただいた刺激を

エネルギーに、「里」としての農業・農村を伝える工夫を続けたい。 

佐々木 孝子（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター助教） 

 “Future Prospect of Eco-tourism Research for Studies on the Connectivity of Hills, 
Humans and Oceans (CoHHO)”（ベトナム国．ハノイ．１１月１日） 

2-2 森里海連環学国際セミナー 
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 最初に、ベトナム中部のエコツーリズムについて２件の報告がありました。フエ科学大学の Nguyen 

Ngoc Tung 教授からは、Thua Thien Hue 省の Hong Ha 村の事例として文化的・自然的資源を活用し

た様々なツーリズムとその成果についての紹介がありました。ダナン師範大学の Kieu Thi Kihn 講師から

は、Quang Nam 省の山間部少数民族カトゥ族の集落の事例から、自然資源の利用だけでなくそれを通し

た文化活動もツーリズムの重要な資源となることが示されました。これらの事例では、地域コミュニティが

主体的にエコツーリズムを実施することが集落の持続性を高めるための新たな収入源となることに対して

期待が述べられました。次に、ダナンたんぽぽ保育園の Phan Thu HANG 園長、Nguyen Thi Hoai Linh 

理事長、そして Hoang Thao Ly 職員から、日本型の保育システムに食育や環境教育のプログラムを強化

した内容で非常に人気を得たダナン市での保育園の取り組みの紹介とともに、今後小学生以上の子供達や大

人を対象に、自然体験や環境教育ができる場として、エコパークを開発する計画について発表がありました。

最後に、Huynh Phuoc ダナン科学技術院副所長から、ダナン市-クアンナン省における上流から下流、沿

岸域までの様々な環境問題と、その問題と森里海連環の関係性が示されました。急激な都市化による水資源

の危機、河口域・海岸での浸食、河川への海水の逆流などの問題とともに、これらの問題が上流と下流の住

民の対立を生む要因となっており、上流から沿岸までに至る流域管理の必要性が高まっていることが述べら

れました。また天然記念物のサルが住む自然公園があるダナン市のソンチャ半島は近年、リゾート開発が進

むことで水資源を中心に自然資源が枯渇する問題がでており、観光開発と自然保全のバランスをいかにとる

かが喫緊の課題となっており、ソンチャ半島における森里海連環学の研究要望を強調されました。 

 これらの報告の後、これまでダナン市で研究活動を行ってこられたダナン大学 Hoang Hai 教授、京都大

学地球環境学堂小林広英准教授、柴田昌三副ユニット長よりコメントがありました。柴田副ユニット長は昨

年 10 年来に訪れたべトナム中部の景観の変化を Bo 川流域の地図に落とし、景観と森里海のつながりの変

化を説明しました。最後に、朝倉彰ユニット長により、「今回のセッションでは、森里海連環学の一側面と

してのエコツーリズム、とくにベトナムの自然豊かな様々な特徴のある地域、歴史・文化的に重要な地域に

おけるエコツーリズムについて、興味深い話題についての発表があった。さらにそこからの発展的話題とし

て、子供たちへの環境教育についての発表があった。またこうしたことに関する日本からの協力体制につい

ても、いくつかのケースが紹介された。森里海連環学はまだ若い学問であるが、今回のセッションの内容は、

今後のこの分野のひとつの重要な試金石になると思われる。」との総括が行われました。 

（研究員 安佛 かおり） 

 吉積巳貴特定准教授による大会の趣旨説明 

31 
 



 

 

 

2017 年度前期（2017 年 4 月～9 月） 

発表者 発表学会名（場所） 発表タイトル（発表形式） 

宮地 茉莉 5th International Conference on 

Disaster Management and 

Human Health  

（スペイン・セビージャ） 

Challenges for Self-recovery from Cyclone 

Disasters in a Traditional Fijian Village: Case 

of Navala village after Tropical Cyclone 

winston（口頭発表） 

仲畑 了 7th International Symposium on 

Physiological Processes in Roots 

of Woody Plants 

（エストニア・タルトゥ） 

Long-term dynamics of fine root production in 

cypress and oak forests: suggested 

mechanisms of response to environmental 

conditions（ポスター発表） 

Sivnit Krisan 

Mudaliar 

The IAFOR International 

Conference on Global Studies 

2017 

（スペイン・バルセロナ） 

Assessment of racial microaggressions as a 

potential cause for land tenure conflicts 

between Indo-Fijian Sugarcane Farming 

tenants and their respective iTaukei 

landowners in Ba Province, Fiji（口頭発表） 

【ベストプレゼンター賞受賞】 

Droz-dit-Busset 

Layna 

IAJP  Conference: Globalizing 

Japanese Philosophy - From East 

Asia to the World （台湾・台北） 

Watsuji Tetsuro's Historical Milieu and the 

Ethics of Sustainability 

（口頭発表） 

木村 元則 The 12th International congress 

of Ecology (INTECOL 2017 

Beijing)（中国・北京） 

Population dynamics of scattered tree species 

in the urbabn area of Kyoto, Japan 

（ポスター発表） 

崔 麗華 

（Cui Li Hua） 

The 12th International congress 

of Ecology (INTECOL 2017 

Beijing)(中国・北京） 

Thermal environment of Zen gardedns in 

Kyoto, Japan: as a guide for designing urban 

spaces（ポスター発表） 

国際学会発表補助金を受けて、2017 年度前期（2017 年 4 月～9 月）にのべ 12 名が、2017 年

度後期（2017 年 10 月～2018 年 3 月）に 8 名が発表を行いました。その中でも、Sivnit Krisan 

Mudaliar さん、高橋 叶さん、辻村 萌さん、Phoebe Grace Saculsan は、森里海連環学と関連した研

究成果の発表が学会に認められて、ベストプレゼンター賞を受賞しました。発表後に提出された成果報

告書からは、それぞれの発表や学会から得られた経験に対する充実感が感じられました。 
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Droz-dit-Busset 

Layna 

The 4th Conference on 

Anthropology and Sustainability in 

Asia (CASA 2017)」 

(日本・広島） 

Environmental Activism and Self-Cultivation 

Practices as Expressions of Ethical Relations 

with the Historical Milieu in East Asia 

(口頭発表） 

Chua Min Li 7th IWA-ASPIRE Conference 

2017 & Water  Malaysia 

Exhibition 2017 

（マレーシア・クアラルンプール） 

Comparing fecal exposure pathways in living 

environment of a slum in Khulna city, 

Bangladesh （口頭発表） 

高橋 叶 The 3rd International Conference 

on Smart Energy Systems and 

4th Generation District Heating 

（デンマーク・コペンハーゲン） 

District heating in Japan - current situation, 

challenges and possibilities 

（口頭発表） 

【ベストプレゼンター賞受賞】 

王 聞 

(Wang Wen) 

IUFRO 8.01.02 Landscape 

Ecology Conference 2017 

（ドイツ・ハレ） 

Study on ths Sustainable Conservation of 

Paper Mulberry and Forest Landscape 

Following Washi Paper's History in Gokayama 

Heritage Villages（ポスター発表） 

麦尾 祥多 9th Pacific Regional Wood 

Anatomy Conference  (9th 

PRWAC 2017) 

（インドネシア・バリ） 

Isolation of the Golgi vesicles from 

differentiating xylem of poplar 

（ポスター発表） 

横山 誠人 9th Pacific Regional Wood 

Anatomy Conference  (9th 

PRWAC 2017) 

（インドネシア・バリ） 

Ultrastructure of G-layer of differentiating 

tension wood fibers as revealed by 

freeze-fracture field emission scanning 

electron microscopy （ポスター発表） 

2017 年度後期（2017 年 10 月～2018 年 3 月） 

発表者 発表学会名（開催場所） 発表タイトル（発表形式） 

Joseph Emile 

Honour 

Percival 

Indo-Pacfic Fish Conference

（IPFC) （フランス領ポリネ

シア・パペーテ） 

The importance of habitat connectivity and structure on 

fish biodiversity within Samoan mangroves（口頭発表） 

高橋 彰央 9th Spider mite genome meeting 

（スペイン・ログローニョ） 

シフルメトフェンに対して高度な抵抗性を示すナミハ

ダニにおける抵抗性遺伝子の探索（口頭発表） 

和田 雄佑 HUST & KU International 

Symposium on the Education 

& Research of the Global 

Environmental Studies in Asia 

A Research on "Albelgo Diffuso" as Sustainable 

Tourisum Revitalizing Rural Villages in Italy -Case study 

in "Borgo dei Corsi" of Raggiolo-（ポスター発表） 
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（ベトナム・ハノイ） 

岩岡 史恵 American Geophysical Union 

Fall Meeting 2017 

（アメリカ・ニューオリンズ） 

The symbiotic relationship between dominant canopy 

trees and soil microbes affects the nitrogen source 

utilization of co-existing understory trees （ポスター発

表） 

仲畑 了 American Geophysical Union 

Fall Meeting 2017  

（アメリカ・ニューオリンズ） 

Production dynamics of fine roots in a beech forest: 

possible mechanism of resource allocation between 

above- and below-ground production （ポスター発表） 

土村 萌 7th International Conference 

on Solid Waste Management  

(インド・ハイデラバード） 

The importance of countermeasure for plastic waste in 

Island countries compared with Asian countries（口頭発

表）【ベストプレゼンター賞】 

定野 愛美 7th International Conference 

on Solid Waste Management 

 (インド・ハイデラバード） 

The possibility of cooperation with disaster volunteers 

and residents in disaster waste management                    

（口頭発表） 

Phoebe Grace 

Saculsan 

2018 4th International 

Conference on Environment 

and Renewable Energy  

(ベトナム・ダナン） 

Energy structure and governance and its effect on risks 

and barriers in renewable energy development: The 

Philippine Experience (口頭発表） 

【ベストプレゼンター賞受賞】 

 受賞者：高橋 叶さん（地球環境学舎修士課程２回生） 

国際学会：「The 3rd International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation 

District Heating （9 月 11－14 日：デンマーク・コペンハーゲン）」 

受賞名：「THE BEST PRESENTATION AWARD」 

研究テーマ：「District Heating in Japan-current situation, challenges and possibilities」 

概要：地域熱供給（District Heading、 以下 DH）は、張り

巡らされた配管を通して熱プラントから近隣の建物に

温泉や蒸気を送り、それを先々で暖房や給湯に利用する

システムである。日本における DH の導入は１９７０－

８０年代に盛り上がりを見せているが、以後勢いは縮小

している。本学会ではこのような観点から、文献調査と

実地調査をもとに、欧州各国の状況と比較しながら日本

の DH の現状・課題・可能性について整理し、報告した。

今回の発表は、昨年のインターンの経験に基づくものである。デンマークの DH 事業コンサルタント

会社 PlanEnergi でのインターンは、常にデンマークと日本の状況を比較することができた５か月間

であった。最後に、学会直前も発表の改善に協力してくれたインターン指導責任者の Jens Birch 

Jensen 氏、日頃から懇切丁寧な研究指導をしてくださっている宇佐美先生、渡航資金面で潤沢なサ

ポートをいただき、何度も温かい応援のお言葉をくださった森里海ユニットの皆様に、心から感謝を

申し上げます。 

高橋さんの受賞式（右から 2 人目） 
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 受賞者：Sivnit Krisan Mudaliar さん（地球環境学舎修士課程 2 回生） 

国際学会：「The IAFOR International Conference on Global Studies 2017」(12 月 15－17 日：

スペイン・バルセロナ） 

受賞名：「THE BEST PRESENTER」 

研究テーマ：「Assessment of racial microaggressions as a potential cause for land tenure 

conflicts between Indo-Fijian Sugarcane Farming tenants and their Respective Taukei 

landowners in Ba Province, Fiji」 

概要：私は、この会議に非常に感銘を受けた。この会議のテーマは、“グローバルの現実：不安定な生存と

所属”であり、それは参加していた全研究者の研究に反映されていた。社会の中に存在するグローバ

ルな問題の本質と差別や競争による非人間化が最も強調されており、だからこそ私は、この会議が私

の研究に非常に関連性があると感じたのだと思う。さらにこの会議は、情報交換と同時に参加者に休

憩や新しいつながりを作る時間を与えるような構成になっていた。会議は、プレゼンテーションの面

では非常にフォーマルであったが 、個人が質問をしたり、コメントしたりする際はとてもなごやかな

雰囲気であった。会議は、情報共有の場でもあり、より賢明な決定を行なう中枢になるものだと実感

した。 

     

  Sivnit さんの発表          授賞式（右が Sivnit さん） 

 受賞者：土村 萌さん（地球環境学舎修士課程１回生） 

国際学会：「7th International Conference on Solid Waste Management」(12 月 15－17 日：イン

ド・ハイデラバード） 

受賞名：「IconSWM-Springer Excellent Paper Award 2017」 

研究テーマ：「The importance of countermeasure for plastic waste in Island countries compared 

with Asian countries」 

概要：島嶼国では、海洋へのプラスチックごみ排出量は世界の他の国々と比較して多くはないが、ごみ発生

の原単位や海ごみ発生の原単位が、他の国や地域と比べても大きいことが示唆された。海ごみ発生総

量 TOP20 の国々と比べても、島嶼国での一人当たりの処理されていないプラスチックごみの量は大

きかったことから、２０２５年までに１人当たりの海ごみ排出量を減少させる必要がある。他方、ご

み収集・処理、さらにはリサイクルシステム構築への障壁は大きく、廃棄物処理・資源循環システム

全体への政策展開が必須である。なお、一部島嶼国におけるデポジットが始められており、それらの
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モニタリングと優良事例の共有を大洋州内で広めるのが重要であると考える。今後の課題としては、

島嶼国においても、国により廃棄物管理の政策や進度は異なるため、それらによる海洋プラスチック

ごみ発生量の違い等を比較すること、またプラスチックごみの詳細、つまり元の製品の種類やプラス

チックの種類を把握することが必要である。それにより対策や優良事例を検討することができるので、

今後島嶼国で連携した取り組みの可能性を検討したい。 

      

土村さんの授賞式（右２）            賞状 

 受賞者：Phoebe Grace Jamora Saculsan さん（地球環境学舎博士後期課程 2 回生） 

国際学会：「2018 4th International Conference on Environment and Renewable Energy (ICERE 

2018)」（2 月 25－27 日：ベトナム・ダナン） 

受賞名：「THE BEST PRESENTATION AWARD」 

研究テーマ：「An Interplay between Structural Change and Power Relation in the Energy 

Transition in the Philippines」 

概要：この論文では、フィリピンにおける再生可能エネルギー開発におけるリスクと障害の存在を、権力と

結びついた社会技術推移に関するマルチレベルの視点（MLP）の枠組みによってどのように説明する

かを論じた。第 1 に、エネルギー保障の目的は、発電容量を増やすことにのみ焦点が当てられていて、

持続可能性は二の次となっている。第 2 に､EPIRA 法の下での電力部門の発送電分離は、電力供給の

独占を加速させ、エネルギー構造を断片化させ、消費者により多くのコスト負担を強いている。これ

ら両方が、再生可能エネルギーのリスクと障害を生み出し、持続可能なエネルギーへの転換の達成を

妨げている。 

     

Saculsan さんの受賞             賞状 
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3-2 インターンシップ実施状況 
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2017 年度は、36 名の学生が森里海連環学教育プログラムの履修推奨科目「インターンシップ」を

履修しました。インターンシップ期間中の weekly report や終了後にまとめられた報告書の内容も個

性に富んだもので、履修生たちの成長が目にみえるようでした。 



 

 

Abdulgaffar Kaya さん （2015 年度 CoHHO 教育プログラム修了生） 

大学院を修了した後、2016 年 4 月に母国トルコに帰

国した当初は、トルコ森林総合管理局情報システム部の地

理情報システム課で働き始めました。トルコでは、森林の

99％が公有林であり森林総合管理局が管理しています。

私の主な仕事は、GIS を使った森林施業ソフトウェアであ

る森林情報システム（FIS）プロジェクトの一環として、

GIS（地理情報システム）やリモートセンシングを活用で

きるアプリケーションやモデルを構築することでした。 

たとえば、ある特定の区域で事業を実施する際に、人間や

自然資源（森林、水、生物多様性など）および経済性、これらの相互作用と事業の結果を考慮した「限定地域分

析」モデルを開発しました。CoHHO プログラムを履修する前だったら、私はこのモデルに森林資源しか含めな

かったでしょう。でも、CoHHO プログラムで学んだことを活かし、人間活動や水資源といった重要な要素をこ

のモデルに加えることにしました。さらに私は、本機関の GIS に関する 20 以上の研修課程（各研修は少なくと

も 3 日間）を実施しました。 

2017 年 8 月に、私は FIS プロジェクトでの任務を終え、9 月から南部アナトリア林業研究所の森林管理研

究部門に森林工学の研究者として採用されました。ここでの私の主な仕事は多面的機能のための森林管理計画の

研究で、自然資源と社会に影響を与える生態学的な、また経済的、社会的機能を考慮した森林計画手法に関して

研究を進めています。私は、このような研究のために必要な多くのことを CoHHO プログラムで学びました。

たとえば、私は今、「陸水と沿岸域における多面的機能のための森林管理の影響」という新たなプロジェクトを

始めたところです。以前の森林管理では、陸域のみが考慮の対象となっていましたが、今は沿岸域についても対

象としています。プロジェクトは 2019 年から始まったところで、現在は実行可能性調査と文献レビューをし

ているところです。また、私は現在、「エラズー地域における土壌保全のための土壌特性に影響を与える針葉樹

種と植林の研究」、「チグリス＝ユーフラテス盆地における 1987 年-2017 年の土地利用被覆変化の自然資源へ

の影響」という２つの研究プロジェクトにも携わっています。 

 

Kieu Thi Kin さん（2016 年度 CoHHO 教育プログラム修了生） 

森里海連環学教育プログラム（以下、CoHHO プログラム）の履修申請をしたときのことを今もよく覚

えています。「私は、環境管理に関する幅広い知識を身につけたい、とくに自然と人間のつながりについて

知りたいと考えています。教育プログラムで学べる科目や履修要件を調べたところ、私はこのプログラムの

履修資格があります。このプログラムで学べば、私は、自然との共生に向けて人びとの行動を変えていける

ような持続可能な開発について、よりよいビジョンをもつことができると思います。そのために CoHHO

3-3 修了生の紹介 

CoHHO 教育プログラム修了生４名からの近況報告を受け取りました。それぞれの社会や学問分野で

の活躍ぶりをうかがうことができます。 
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プログラムを履修したいです」と履修願を届け出ました。本当に私が思ったとおり、森里海連環学教育プロ

グラムは、履修中も終了後も多くの刺激を与えてくれるものでした。 

 博士課程在学中、私は多くの科目を履修し、インターンシップを行い、2 回の国際会議に出席しました。

これらの CoHHO プログラムでの体験によって、2017 年 3 月に博士号を得ることができました。CoHHO

プログラムを通して、持続可能性への理解をより広めることができ、私自身の研究・研究分野と他分野とを

つなぐことができ、ネットワークを広げ、インターンシップや国際会議を通して能力を高めることができま

した。 

 博士課程修了後、私は講師としてのダナン師範大学で働いています。CoHHO プログラムで得た経験や

知識は、学部生への教育や同僚との研究の推進に役立っています。 

国際会議への参加 

 森里海連環学の教科書はベトナム語に翻訳され、私の故郷であるベトナム・ダナンでは、多くの教育に携

わる人びとがその知識を活用しています。私は、森里海連環の重要性を知る他の研究者やそのような教育者

たちと話すときに、CoHHO プログラム履修生であったことを誇りに思います。ダナンは多様な地勢、山

や川や海があるユニークな土地柄です。そのため、森里海連環学の考え方を理解することは、町の持続可能

な発展のための総合計画の策定に不可欠なのです。 

 今後もより多くの国際的な人材、とくに開発において多くの課題を抱える発展途上国の人材を創出するた

めに、CoHHO プログラムの活動が継続されていくことを願っています。そして、森里海連環学に関わる

教員や学生たちの研究成果によって、持続可能な目標の達成に向け、地方政府やコミュニティが政策や活動

を目指し進めていけることを願っています。本当にお世話になりました。心から感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

母国のベトナムで森里海連環学を活用した知識の推進 
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飯田 梨乃さん （2016 年度 CoHHO 教育プログラム修了生） 

 CoHHO 修了から早１年。現在、京都大学こころの未来研究センターの社会心理学研究室で技術補佐員

として「地域の幸福プロジェクト」（JST-RISTEX 地域の幸福の多面的側面の測定と持続可能な多世代共

創社会に向けての実践的フィードバック）に携わっています。研究の主な対象地域が農村部であることから、

地域の営みと資源の活用・マネジメントについて興味を惹かれつつ、新しい分野のアプローチ方法や共同研

究の体制などについて学ぶ充実した日々を送っています。 

 

 学士・修士過程においては、農学及び地球環境学をバックグラウンドとし、フランスの百姓農家と消費者

間の直接契約による有機農産物の直売方法（AMAP）について研究してきました。生産者を買い支える仕

組みと環境・社会問題に対する問題意識・向社会的行動の共有によるソーシャル・キャピタルの形成過程及

び社会的効果に関心を持つと同時に、将来的には市民が消費行動を通して食糧問題・地球環境問題・住み心

地について考える・行動するきっかけをつかみ、そのような動機を与えられる機会を創出していきたいと考

えています。そのために、消費者・生産者の行動分析・予測や環境の評価に用いられる経済学の知識を農業・

海洋・環境の面から身につけるべく、フランスの経済学修士課程に進学するための準備を現在行っています。

進学にあたっては、CoHHO プログラムで海洋生態学についてご教授いただいたエド先生を始めとして多

くの方々より多大なお力添えを賜り、お陰様でフランス政府給費留学生として採択されることとなりました。

これまでの関心は森林・農業が中心でしたが、進学後は農業・海洋を中心とした社会問題・経済学について

学ぶ予定で、多角的な視点を得ることを楽しみにしています。まだまだ「研究者」にも満たない段階ですが、

将来的に森・里・海とアカデミック内外・地域内外の人々を有機的に繋げる一旦を担っていけたらと思って

おります。また、昨年 11 月に友人と開催したオーガニックマーケットや放置竹林の竹材を用いたアートワ

ークなどの活動についても、国内外を問わず今後も続けていきたいと思っております。終わりになりました

が、CoHHO の更なる発展を祈念致しております。 

 

橋口 峻也さん （2016 年度 CoHHO 教育プログラム修了生） 

私は 2017 年 3 月に農学研究科修士課程および森里海連環学教育プログラムを修了したのち、環境省に

入省しました。現在は外来生物対策を担当しており、ヒアリをはじめとする非意図的に日本国内へ導入され

る特定外来生物の水際対策やミドリガメなどの身近な外来生物に関する普及啓発、「外来生物法」という法

律の運用などの業務に携わっています。日頃の業務自体が森里海連環学と直接関係することはほとんどあり

ませんが、環境省では「つなげよう、支えよう 森里川海プロジェクト」を推進しているため、将来的には
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そのような取り組みに携わり、森里海連環学について学んだ経験を活かしたいと考えています。 

森里海連環学教育プログラムは、私に視野を大きく広げる機会を与えてくれました。中でも、ドイツのブ

レーメンで開催された国際学会における研究発表、そしてイギリス・ウェールズのバンガー大学における 1

か月間のインターンシップはとりわけ貴重な経験となりました。ドイツでは、「大分県国東半島における森

里海連環」というテーマの中で、「国東半島における河川流域の土地利用と水質の関係」について研究成果

を報告しました。インターンシップでは、ホームステイをしてウェールズの文化を体験しつつ、イギリス全

土の河川の流量変化と気候変動の関係についての解析作業などを行いました。どちらにおいても、河川流域

と沿岸域の環境を統合的に保全するということについて外国の方々と意見交換ができ、大変有意義な時間を

過ごすことができました。 

2017 年 10 月に京都大学で開催された森里海連環学教育プログラムの国際シンポジウムでは、グルー

プワークの成果を壇上で報告させていただきました。グループワークでは、森里海連環に関する活動をどの

ように促進していけばよいかというテーマについて、産学官それぞれの目線で意見を出し合いました。そこ

で改めて、地域の方が主体となって森里海連環について考え、実践していけるような場を作っていくことの

大切さを感じました。今後も森里海連環学と関わりを持ち続け、国家公務員として、あるいは一市民として、

自分にできることをしっかり果たしていきたいと思います。 

最後になりましたが、たくさんのすばらしい機会を与えてくださった日本財団、森里海連環学教育プログ

ラム関係者の皆様に心より感謝いたします。 

      

ドイツ・ブレーメンでの発表の様子   イギリス・ウェールズにてホストファミリーと 
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２０１７年 9 月 6 日・7 日、「平成 29 年度瀬戸内海研究フォーラム in 京都 ～川と海のつながりが育む

豊かな文化と生態系～」が百周年時計台記念館にて開催されました。瀬戸内海研究フォーラムは、瀬戸内海

環境保全知事・市長会議、本学の生態学研究センターおよびフィールド科学教育研究センター、総合地球環

境学研究所との共催で開催され、瀬戸内海環境保全協会、本学森里海連環学ユニットの協賛、環境省、京都

府、京都市、琵琶湖・淀川水質保全機構の後援のもと、関係者を含め 179 名の参加がありました。 

本フォーラムでは、黄 琬惠研究員が、ポスター優秀賞を受賞しました。 

タイトル：「留学生の視点から見る日本世界農業遺産イメージ分析－和歌山県みなべ・田辺世界農業遺産

を事例に－」 

要旨：2015 年に、和歌山県のみなべ・田辺一帯におけ

る梅システム（薪炭林・ニホンミツバチによる受粉の梅林・

ため池・水田で構成した里山ランドスケープ）が、次世代

に受け継がれるべき重要な伝統的農業、農村文化、農業景

観などとして、世界農業遺産に認定され、それをきっかけ

として、エコツーリズムの企画が始められました。本研究

では、イメージ分析と自由記述を通じて、留学生の視点か

ら見る本地域の魅力を明らかにするとともに、イメージ分

析からは、留学生が、みなべ・田辺の景観を母国景観より

も高く評価していることが解明されました。自由記述では、

エコツーリズムの推進にむけて、言語の壁の解消、SNS に

よる情報発信と誘致、住民のトレーニングと地域資源への

再認識などが必要であることが提案されています。  

4．その他 

教職員の受賞 
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受賞ポスターと黄 琬惠研究員 



 沿岸域の管理には、海域だけでなく流域の環境・生態系と経済・社会をあわせて考える必要があり、自然

科学、社会科学、人文科学を統合した広い知識と能力を有する人材が不可欠です。この人材育成には、森林、

河川、海洋などの生態系間のつながりや生態系と人間社会とのつながりを科学的に解明し、人と自然の関わ

り方を考え直すための新しい文理融合型学問「森里海連環学」が大きな役割を果たします。京都大学と日本

財団の共同事業「森里海連環学教育プロジェクト」では、陸域と海域の相互作用を踏まえた沿岸域管理に関

する行政施策や事業、研究を立案、実行し、国際的に活躍できる人材を育成することを目的としました。こ

の 5 年間で、多くの学生がこのプログラムの中で学び、社会に巣立っていきましたが、共同事業としての

「森里海連環学教育プロジェクト」は 2018 年 3 月末をもって一区切りとなります。この機に、当プロジ

ェクトは何を目指し、それがどの程度達成できたのか、下記のコラム「森里海連環学教育プロジェクトの目

標と成果」をみながら、ふり返ります。 

 

森里海連環学教育プロジェクトの目標と成果 

（データで見る教育プロジェクト）     

実施期間：2012 年 4 月～2018 年 3 月（6 年間） 

日本財団からの助成額：6 億 9 万円 

実施部局：森里海連環学教育ユニット（農、人環、学堂、フィールド研） 

——————————————————————————————————————————————— 

目標：森里海連環学に基づく大学院教育による国際的に活躍できる人材の育成 

（1） 「森里海連環学教育プログラム」の開講（2013 年 4 月～） 

・ 英語を基本とした約 40 科目を開講 

研究フィールドを活用した実習「森里海連環の理論と実践」、文理融合型の少人数ゼミ「森里海国

際貢献学」を含め、多様な科目で構成されている 

表 1．開修科目、履修推奨科目および選択科目の年度別開講数 

年度 
必修 

科目 

推奨 

科目 

選択科目 
合計 

総合 森 里 海 

2013 2 2 14 6 8 9 41 

2014 2 2 10 7 11 8 40 

2015 3 2 9 7 9 9 39 

2016 3 2 9 7 10 7 38 

2017 3 2 9 8 8 9 39 

修了要件：必修科目 4 単位相当および「森」、「里」、「海」の各分野か

らそれぞれ最低 1 科目以上を修得し、それらを含めて 14 単位以上 

・ 履修生への支援（奨学金、インターンシップ/国際学会発表補助金、英語スキルアップ講座） 

（2） 森里海連環学の社会への発信 

・ シンポジウム･ワークショップの開催、社会人を対象とする公開講座、著書/広報誌の発行 

  

5．「森里海連環学教育プロジェクト」の目標と成果 
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成果 

（1） 人材育成 

・ 履修生の受入：298 名（9 研究科）（2013～2017） 

・ 修了生：208 名（8 研究科）（2013～2017） 

※内訳：農 61、人環 7、学舎 133、経済 1、工 3、エネ 1、アジア 1、公共政策 1 

・ 修了生の状況（2017.10 現在 修了生 143 名）：在学中 39 名、就職等 104 名 

中央省庁 17（うち海外 6）、地方自治体 7、大学等教育機関 10（うち海外 4）、日本企業 49、

海外企業 3、国際機関 2（うち海外 1）、その他 16 

・ 修了証をユニット長名から京都大学学際融合教育研究センター長名で発行（2016.3～） 

 

表 2．年度別履修生数、履修生の所属する研究科の数、修了生数 

年度 
履修生数 研究科

数 
修了生数 

新規 継続 計 

2013 77 — 77 6 26（農 3、人環 3、学舎 19、アジア 1） 

2014 54 45 99 9 23（農 10、学舎 12、工 1） 

2015 53 47 100 8 36（農 8、学舎 26、経済 1、公共政策 1） 

2016 61 51 112 6 56（農 15、人環 4、学舎 37） 

2017 53 44  97 6 67（農 25、学舎 39、工 2、エネ１） 

合計 298 — — 9 
208（農 61、人環 7、学舎 133、経済 1、

工 3、エネ 1、アジア 1、公共政策 1） 

・ 履修生のインターンシップ実施数：129 名（38 カ国）（2013～2017） 

・ 履修生の国際学会発表数：54 名 63 件（2013～2017） 

・ 英語スキルアップ講座の受講者 220 名 

 

表 3．インターンシップ/国際学会補助金の受給履修生数および英語スキルアップ講座受講生数 

年度 インターンシップ補助金 国際学会発表補助金 
英語スキ

ルアップ 

2013 26（農 5、人環 2、学舎 18、ア

ジア 1） 

3（農 1、学舎 2） 20 

2014 17（農 3、学舎 12、経済 1、工

1） 

11（農 5、学舎 5、アジア 1） 48 

2015 26（農 4、人環 1、学舎 21） 13（農 5、学舎 7、工 1） 56 

2016 28（農 7、人環 1、学舎 20） 16（農 5、学舎 11） 61 

2017 32（農 10、学舎 20、工 1、エ

ネ 1） 

20（農 9、学舎 10、工 1） 35 

合計 

129（農 29、人環 4、学舎 91、

経済 1、工 2、アジア 1、エネ 1）

※38 カ国で実施 

63（農 25、学舎 35、工 2、

アジア 1）※2 回補助が 6 名、

4 回が 1 名 

220 
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（2） 森里海連環学の普及 

・ 森里海連環学に関する英語版教科書の出版 

・ 「森里海連環学教育ユニット活動記録」（年 1 回）出版 

・ 「インターンシップ・国際学会発表成果報告書集（年 1 回）」出版 

・ 「森里海 NEWSLETTER」 の発行（年 2 回） 

（3） 森里海連環学研究の海外展開 

・ 森里海連環学の立地に優れるベトナムでの拠点形成と研究交流の実施 

（4） 森里海連環学ネットワークの構築 

・ インターンシップ研修機関：38 カ国、95 機関 

・ 森里海シンポ、国際シンポ、地域連携講座、森里海公開講座、NEWSLETTER/活動記録の発行 

・ 森里海連環学国際シンポジウム参加者：19 カ国、188 名（2013） 

・ 森里海シンポジウム参加者（メーリングリスト登録者数）：215 名 

・ 学術協力覚書の締結：たねや、国連大学 OUIK 

（5） 教育プログラムの効果の検証 

・ 2017 年 10 月 27 日～28 日に、国内外で活躍する修了生に広く参加を求めて国際ワークショッ

プを開催し、教育プログラムの効果を検証 

（6） 同窓会活動による帰属意識の醸成 

・ 帰属意識を高めるため同窓会を設置（2013 年 3 月） 

・ 教育プログラム同窓会会員：208 名 

・ 修了イベントなどスタディツアーの実施、フィールド実習のサポート 

・ NEWSLETTER/活動記録に修了生の動向を掲載 

（7） 学部教育への貢献 

・ 第 1 期事業で開講した、学部生を対象とした全学共通科目の森里海連環学関連科目 5 科目が、

2016 年度から総合科学科目群を構成する一分野としての「森里海連環学分野」として認知 

 

「森里海連環学教育プロジェクト」では、森里海連環学にもとづいて、1) 2013 年度より「森里海連環

学教育プログラム」（以後、教育プログラム）を開講し、受講を希望する大学院生を可能な限り受け入れ、

優秀な受講生にインターン研修と国際学会発表に関する補助金を、また優秀な留学生に奨学金を給付するな

ど支援体制を整えて、教育プログラムを円滑に行うこと、2)シンポジウムの開催やニュースレター（森里

海 NEWSLETTER）、年報（森里海連環学教育ユニット活動記録）の発行などにより社会に森里海連環学

研究と本プロジェクトの成果を発信し、森里海連環学による社会貢献を進めること、を目標としました。教

育プログラムでは、国際的人材の育成を目的としましたので、授業で用いる言語を原則として英語としまし

た。履修生の英語での受講を支援するために、民間の英会話スクール講師による英語スキルアップ講座を用

意しました。本講座の受講生は 220 名で、履修生の約 60%が受講しました。また、教育プログラムで学

んだあとも、修了生、履修生と教育ユニット相互のつながりが保てるように同窓会を組織しました。 

教育プログラムは、必修、履修推奨および選択の各科目群から構成しました。各年度の総科目数は 40 前

後となります（表 1）。必修科目「流域・沿岸域統合管理学」では世界の第一線で活躍する学外の研究者を

招いて森里海連環学に関する講義をリレー方式で提供しました。また、「インターンシップ」や研究課題に

ついてのプレゼンテーション・ディスカッションを少人数ゼミ方式で行う「森里海国際貢献学」も必修とし

ました。履修推奨科目には海外の教育研究機関、行政組織、NGO や国内の国際機関において研修を行う「イ
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ンターンシップ」および英文で書かれた修士・博士論文と森里海連環学との関連性を評価する「森里海特別

研究」を設定しました。地球環境学舎、人間・環境学研究科、農学研究科の教員および教育ユニットの雇用

教員が提供する「森」、「里」、「海」とこれらを「総合」した多くの科目を選択して履修できるようにしまし

た。これらの科目により、質量ともに最高水準のカリキュラムを確立し、学生に提供できたと自負しており

ます。とくに、「森里海国際貢献学」では、「インターンシップ」の計画を発表した前期の「I」ではたどた

どしい英語で何やら自信なげであった学生が、その成果を発表した後期の「II」では上達した英語で堂々と

発表し、その進化には目を見張るものがありました。 

本プログラムでは 9 研究科（経済学、工学、農学、人間・環境学、エネルギー科学、アジア・アフリカ

地域研究、地球環境学舎、経営管理、公共政策）に所属する 298 名の学生が履修し、そのうち 208 名が

2017 年度末までに修了しました（表 2）。授業では所属が異なる学生が同じ教室に集い、学生同士の横の

つながりが生まれました。このつながりは修了後も同窓生として続くことと思います。これも、教育プログ

ラムの大きな成果です。 

教育プログラムでは、日本財団の助成金に基づく「インターンシップ」と国際学会発表への補助金が渡航

費、滞在費等に使用され、学生の向学への大きなインセンティブになりました。 補助金による履修生のイ

ンターンシップ実施数は 38 ヶ国に及ぶ 129 名、国際学会発表数は 54 名、63 件に及びます（表 3）。発

表を終えた学生からは、「知り合った人達と研究だけでなく、学生生活に関する情報交換もでき、非常に充

実したものであった。」、「初めての学会で、多くのサポートをいただいているということから気が張り、入

念に発表練習を行ったお陰で、問題なくプレゼンテーションを行うことができた。どうしてもまだ英語力が

足らず、満足に質問することも質問に答えることもできなかった。課題もあるが総じて良い経験ができた。」、

「今の自分に足りないところを知ることができ、本当に勉強になりました。また、頑張ろうという気持ちが

沸いてきました。」、「日本の研究者の一人として世の中に研究成果を発表できた事が、今後の自分自身の研

究生活の基盤となるだけでなく、世界のナミハダニの研究の進歩に繋がったと考える。あきらめずに、最後

まで研究に向き合う姿勢を今後の人生においても大切にしたい。」、「都市生態学について昨今の状況や今後

の方向性に関する最新の知見を得るとともに、研究者との交流の場を持つことができた。この経験は今後の

論文執筆や新しい研究に着手していく上で重要な基礎を提供するものになると考えている。」など、いずれ

も国際学会での発表が有意義であったとの感想を伝えてくれました。 

事業期間のうち、前期（2012～2013 年度）、中期（2014～2015 年度）および後期（2016～2017

年度）に分けて特徴的な出来事を紹介します。前期では、開講に際し記者会見を開き、5 紙に教育プログラ

ムの紹介記事が掲載されました。また、教育プログラムの開講を記念して、日本財団ビルにおいて一般市民

を対象にしたシンポジウムを、京都大学において海外を含む研究者を対象とした国際シンポジウムを開催し

ました。さらに、教育プログラムにおける英語による教育や実習の補助とするためだけでなく、外国での活

用も目指して、森里海連環学に関する英文の教科書を編集、出版しました。中期では、1)琵琶湖湖岸のフ

ィールドを活用した実習科目「森里海連環の理論と実践」および異分野融合型の少人数ゼミ「森里海国際貢

献学」の開講、2) 森里海連環学が実社会にどのように貢献できるかを履修生・修了生がともに考える場と

してのスタディツアーの実施、3) 株式会社たねや、国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・か

なざわオペレーティング・ユニット（OUIK）との連携協定覚書の締結があり、教育プログラムの充実とと

もに社会との連携を図りました。2014 年度までユニット長名で発行されていた本プログラムの修了証が
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2015 年度より京都大学学際融合教育研究推進センター長名で発行されたことも、当ユニットの活動が全

学的に高く評価されたことを示しています。後期では、国内外で活躍している修了生や履修生に広く参加を

求めて教育プログラムの効果を検証する国際シンポジウムを 2017 年 10 月に開催しました。修了生が社

会に出て森里海連環学を実践している事例が多数、報告され、森里海連環の考え方が学生に浸透し、教育プ

ログラムによる教育効果が現れていることが確認されました。また、ベトナムのフエ農林大学、フエ科学大

学等の研究者と連携し、国際セミナー・シンポジウムを開催し、研究交流を行いました。近い将来、森里海

連環学の海外展開を図る上で重要な海外拠点となるでしょう。 

このほか、森里海連環学による社会貢献に関しては、一般市民を対象とした多くのシンポジウム、地域連

携講座、森里海公開講座の開催とともに、年 2 回、ウェブ発行のニュースレター、年報の発行があげられ

ます。また、これらの活動に加え、海外を中心とした学生のインターンシップや国内での学術協力覚書の締

結（たねや、国連大学 OUIK）を通し、森里海連環学に関するネットワークが構築され、森里海連環学の社

会への普及が進むものと思います。 

教育プログラムは 2018 年度も継続されますが、京都大学の自立運営となり、日本財団の助成金に基づ

く学生への補助金、奨学金は廃止されます。補助金の支給を基礎とする「インターンシップ」、「森里海国際

貢献学」など一部科目は教育プログラムのカリキュラムに組み入れることはできませんが、必修科目「流域・

沿岸域統合管理学」および選択科目ほとんどは教育プログラムの科目として継続されます。森里海連環学に

基づいて環境問題に国際的に取り組むことができる人材を育成するという当初の目的は変わりません。世界

の環境問題に先頭に立って取り組みたいという気概あふれる学生の参加を期待しています。 

（横山 壽・林 晴夫） 
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2013 年度からフィールド科学教育研究センターを中心とした学内 4 部局の皆様と日本財団の共同で、

全学の大学院生を対象とする「森里海連環学教育プログラム」がスタートし、5 年の月日が経過しました。 

 プログラムを受講してくださった生徒の皆様、そして京都大学の先生方と共に、これまでプログラムを深

化・発展させてきた結果、約 200 名の修了生を輩出することができました。それは、めまぐるしく変化す

る現在の社会において、森里海連環の考えに共感し、山や森林、人の住む土地、そして海の関係を見つめな

おし、より良い社会の実現に向けて動き出す次世代の若者がいることに等しく、大変心強く感じます。 

このプログラムには、開講した当時から変わらない思いがあります。それは、森里海連環学の考え方を世

界に広めるための仕組みを作り、森里海連環学を学んだ人たちによって、現在は解決することが困難な様々

な課題を解決していくことです。そのために、個々の専門領域を超え、国内外問わず多様なバックグラウン

ドを持つ仲間と協力し、多角的に物事を捉える学際的・国際的な視点を身につけていただけるよう、プログ

ラムを展開してきました。国際色豊かなこのプログラムの修了生が、森里海連環学で得た学びを世界中で実

践してくださることを楽しみにしております。 

日本財団は、森里海連環学の考え方を社会で実現していくため、引き続き京都大学そして修了生の皆様、

さらに他の大学、研究機関等と連携し、様々な要因によって分断された森里海の現状を明らかにし、再び連

環へと繋げる全国規模の調査研究・社会発信プログラムを開始します。これまでの教育プログラムを通じて

得た様々な思いやつながりを大切に、森里海連環学を社会実践する取組みを行ってまいりますので、今後と

もよろしくお願いいたします。 

 

日本財団 常務理事 海野光行 
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