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『日本カナダ学会関西地区便り』第 100号記念号  

－発刊に寄せて－ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 関西地区研究会の発足は、日本カナダ研究会(1977年発足)が日本カナダ学会と
改名した 1978年まで遡ります。学会の創設にも関わった幾多のパイオニアによ
って支えられてきた伝統ある研究会でもあります。その地区活動の顔として長

年西日本の学会活動に寄与してきたのが『関西地区便り』です。現在その発刊

数は年 3〜４版です。研究会の活動は年 2回の定例研究報告会（6月と 12月）
と春・秋の不定期なイベントや研究会で構成されております。定期研究報告会

には、カナダからの研究者のみならず、若手研究者と大学院生による研究報告

会もあり、小規模ながら多彩な展開をされており、それも地区研究会の会員間

の協力なくしては成立しえないことです。 
	 現在に至るまで、『関西地区便り』の編集委員長として永らく地区活動を多面

的に支えてくださっている草野毅徳先生（現・名誉会員）と発行人として地区

代表幹事を担ってくださっている杉本公彦先生の両学会長経験者、更には副会

長経験者である加勢田 博先生や岩﨑利彦先生なくしては、最も困難な時期にあ
った学会および地区活動の維持・発展はなかったと言えます。また、地区のカ

ナダとの交流ついては、関西学院大学と立命館大学のネットワークに象徴され

ております。また、中部地区においては、岐阜聖徳学園大学のオンタリオ州サ

ンダーベイとの教育交流も見逃せません。 
	 さらには、地域の公共団体やカナダ関連団体との関係も新たな展開を見せて

います。関西日加協会、関西カナダ会、関西カナダビジネス・アソシエーショ

ン等との交流と連携はその最たるものでしょう。本年 2月と 10月に開催された
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シンポジウムには、地域の教育機関として神戸国際大学の学術研究会との共催

に加えて、上述のカナダ関連団体や神戸市にもご後援を頂くなど地域との結び

つきも強化されつつあり、学際学会の地区支部として、幅広い活動を展開し始

めていることは、カナダ研究の発展と定着に寄与するものです。 
	 日本カナダ学会の活動指針でもある在日カナダ大使館との連携強化について

も新たな発展がありますが、地区研究会としても大使館との交流に加えて、ケ

ベック州政府代表部との交流にも力を入れてきています。昨年度ケベック州政

府代表をお招きしての研究会開催や本年度のシンポジウムに大使館の担当書記

官にご参加頂いたことは意義深いものであったと考えております。 
	 もうひとつの視座は、これらのシンポジウムに、司会者、パネリスト、討論

者として関東地区からもご参加頂けたことであります。これらの地区研究会間

での動きは、地域に限定されがちな活動にも新たな指標を示唆しているように

思われます。 
	 関西地区研究会の将来にとって、次世代の担い手としての研究者の存在は大

きいでしょう。関西学院大学、立命館大学、岡山大学、九州国際大学などの若

手研究者が学会理事および幹事として、学会のみならず、地区研究会の担い手

となって頂けることを切に望むとともに、学問の継承と発展に欠かせない人材

として期待してやみません。 
	 『日本カナダ学会関西地区便り』100号の発刊をお祝いするとともに、これま
での発展と維持に関わってこられた地区研究会の皆様に感謝いたします。 
 

下村 雄紀（日本カナダ学会会長） 
 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

	 	 	 在大阪カナダ名誉領事からのご挨拶  

	 

日本カナダ学会創立 35周年、日本
カナダ学会関西地区便り第 100 号発
行、誠におめでとうございます。これ

も偏に、下村雄紀会長様、杉本公彦前

会長様はじめ会員の皆様の日頃のご

努力の賜物と感服致しております。 
2 月 28 日、初めて日本カナダ学会
に出席させて頂きました。ゴードン・

カドタ様の記念講演に大変感動いた
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しました。 
さて、8月 28日から日本で初めて開催されました第 27回ベースボール・ワー
ルドカップ（U－18）において、9月 3日のカナダ対日本戦ではカナダ国旗を持
っての応援、9 月 6 日には阪神甲子園球場での決勝戦を観戦しました。結果は、
アメリカ優勝、日本 2位、カナダ 6位となりました。2年後の次回大会はカナダ
のサンダーベイで開催されます。閉会式ではリカルド・フラッカー大会会長よ

り、来日中のサンダーベイの国際野球連盟ウォレン・フィリップ理事とともに

大会旗を受取りました。終了後、ウォレン・フィリップ理事から、2017 年サン
ダーベイ大会への招待を受け、参加する事を約束しました。日本から日加親善

と日本チームの応援に大勢の皆様とご一緒に参りたいと思います。 
最後に貴学会の益々のご発展と会員の皆様の尚一層のご活躍を心より祈念し

私の挨拶と致します。 
 

津田 潮（在大阪カナダ名誉領事） 
 
▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

	 	 思い起こせば・・・  

 
大阪学院大学より 1987 年 8 月から 88 年 9 月までの１年間、カナダ・トロン
トにおいて単身赴任でヨーク大学客員教授としての研究・教育生活をゆったり

と送らせていただいた。それを可能にしてくださったのは、H. V.ネルス教授に
ご推薦いただいた大原祐子氏(現・名誉会員)のおかげでもあります。記して感謝
申し上げます。生涯の友となるネルス夫妻は勿論、ラムゼー・クック夫妻らと

学術交流を深め貴重なかつ有益な時間を過ごすこととなり、後の拙著『カナダ

銀行史－草創期から 20世紀初頭まで－』につながったといえましょう。 
カナダから帰国すると、畏友加勢田 博氏（現・名誉会員）から大変な役割を
仰せつかった。それが発行人として、『日本

カナダ学会関西地区便り』（第 23号）との最
初の関わりであり、JACS会長時代の 4年間
を除いて 100号まで続いています。長く続け
てこられたのは、タッグを組んできた草野毅

徳氏（現・名誉会員）のおかげであります。

記して感謝申し上げます。 
カナダ大使館および総領事館・領事館、カナダ大使閣下、多くの大使館担当

官との有効な学術交流を深められたこと。公開講座としてカナダ講座を在大阪
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総領事館で開催したこと、『カナダ豆事典』(旧・『メイプル豆事典』)を発行した
こと、公開講演会としてシンポジウム(関西とカナダ)を開催したこと。また大切
な人（内田政秀会員、南 良成会員、渡辺 昇会員、佐々木敏二会員、大島襄二
会員、西浜久計会員）の訃報を報じたことな

ど、思い起こせばいろいろなことが沢山あり

すぎて、語り尽くせないほどであります。 
今後とも関西地区がますます発展して日

本カナダ学会を支えていけるよう、地区活動

を応援してまいりたいと思います。 

（杉本 公彦）  

 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

私とカナダとの関係  

 
私は、1982年 2月から 1983年 2月まで、マニトバ大学農学部に客員研究教
授として滞在、Dr. W. Bushuk研究室において小麦たんぱく質の研究に従事し
ました。そのため、家族 4 人でウィニペグ市に 1 か年間住み、現地の人々に大
層親切にしていただきました。私の現在に至るカナダとの関係は、その時のご

縁・ご恩に大きく起因しています。 
	 帰国後、いち早く日本カナダ学会（JACS）に入会し、研究テーマを「カナダ
の穀物産業」とし、その分野の調査・研究に取り組みました。私が当学会の会

長の年、私の所属する日本穀物科学研究会との共催で、両者を組み合わせた「カ

ナダの穀物産業と日本の食生活」というテーマでシンポジウムを開催し、博評

を得ることができました。 
また、カナダに滞在・出張された先生方とで結成された「神戸学院大学カナ

ダ研究会」では、幾多の事業に参画・貢献しました。中でもケベック州モント

リオール西郊にあるジョン・アボット・カレッジと神戸学院大学との間に交流

協定が結ばれ、翌 1987年度から本学学生の夏期研修が始まり、現在も続いてい
ます。在大阪カナダ総領事館が開設されて以後、関西日加協会や日本カナダ会

の会員としても日加友好のお仕事に今もたずさわっています。 
	 「日本カナダ学会創立 30周年・日加修好 80周年記念事業」として、大阪学
院大学において、2008年 10月 14日、カナダの Northwest Territory から来日
されているBill Nasogaluak氏の特別講演がありました。同年 10月 17日には、
大阪の新設京阪中乃島線の渡辺橋駅に、関西・ビジネスアソシエーションから、
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「イヌクシュク」（イヌイットの石の彫像）が寄贈された。同作品を組み立てる

ために来日されたBill	 Nasogaluak氏
をはじめ、次期駐日カナダ大使 J. T. 
Fried氏他多数の関係者が参列、除幕式
が執り行われました。写真は、その除

幕式に列席した日本カナダ学会関係者

です。 
	 日本カナダ学会の今後ますますのご

発展を心から祈念しております。	  
合掌 

	 （草野 毅徳） 
 

 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

 

『日本カナダ学会関西地区便り』100 号発刊に寄せて	 

	 

	 『日本カナダ学会関西地区便り』の記念すべき 100 号、心からお祝い申し上

げます。	 

カナダを研究する JACS は、もちろん「学際」学会ですが、私は、日頃から「域

際（inter-region）」学会でもあると感じています。たとえば、自治体連携や大

学コンソーシアムに示されるように、日本の「地域」の多くは、カナダの地域

と固有の結びつきをもっており、学問の分野や方法論も、研究する側の地域性

の視点なしに語ることはできません。私自身の研究分野が、地域的特性の大き

な「法」を対象とする法学であることもあって、JACS がもつ学際性と域際性な

しには、研究が成り立たないといっても過言ではありません。	 

その意味で、JACS が「地区」を、単に会員の居住区分ではなく、学会活動自

体の基盤と位置付けていることは、まさしく日本におけるカナダ研究発展を支

えている考え方だと思います。	 

とりわけ、関西地区は、多くの研究者会

員を有することに加え、カナダとの姉妹都

市協定がある自治体やカナダビジネス関

係団体等との連携にも積極的に取り組ん

でおられ、その地区便りーは、関西におけ

るカナダ研究・日加関係の最前線を知る窓

左から草野毅徳・山田貴子・松葉 Takの諸氏 
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となっています。	 

次の 100 号へ向けて、新たなスタートをきる『関西地区便り』。オンライン化

によって、世界からバックナンバーを含めて読むことができるようになってい

るメリットを生かして、「域際」学会 JACS のキーとなる地区ニューズレターで

あり続けてくださることを祈念しております。	 

（佐藤信行）	 

	 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

関西らしい地区研究会  

 
	 『関西地区便り』100号、おめでとうございます！編集に携わってこられた先
生方に厚く御礼申し上げます。JACS本体のニューズレターも本年 4月に 100号
を刊行しましたので、この度の『関西地区便り』とあわせ、JACSが歴史を重ね
てきたことの証しだと思います。本当におめでとうございます！ 
	 関西地区がカバーするのは、九州・中四国を含む「大関西」地区であり、ま

さに西日本のカナダ研究の拠点です。催しには都合のつく限り参加させていた

だいています。といっても参加回数はそう多くはありませんが、以前は関西学

院大や総領事館に、最近は大阪学院大学や神戸国際大学などに伺いました。そ

れぞれに楽しい記憶がありますが、最も印象に残っているのは、カール・バー

ガー、ビル・ワイザー両教授の来日です。お二人とも当時私が進めていた研究

テーマにおけるパイオニア・泰斗であり、アットホームな懇親会の場で貴重な

助言をいただいたことはとても有益でした。また、コンサートや、関西地区の

諸先生方から普段聞けない「コテコテ度」満点の話を伺えることも楽しみの１

つです。 
	 『関西地区便り』は、地区活動の告知にとどまらず、会員の研究や問題関心

を伝える貴重な情報源であり、毎号拝読するのをとても楽しみにしております。

今後ますます「オモロイ」内容になることを期待しております。 
（細川 道久） 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

	 	 情報を共有する重要な役割  

 
 
関西在住のカナダ研究者が集まって研究会を始めたのは、今では思い出すの

も容易でないくらい遠い過去のことになってしまったが、その間、多くの先輩
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諸兄の関西地区（部会）の運営に対する献身的な努力のおかげで、地区活動が

着実に発展してきた。『関西地区便り』もそうした過程で情報を共有するための

重要な手段として発行され続けてきたのであった。歴代の担当者の方々の御苦

労に感謝したい。関西地区の初期のメンバーもその多くが現役を引退されてお

り小生もその年齢になってしまったが、関西の先輩諸氏がこの学会の揺籃期に

事務局を引き受け、もっぱら手弁当で会の運営に当たり学会の基礎を築いたこ

とは忘れてはならないであろう。共同研究においても、関西の会員が中心にな

って編集作業に奔走した『カナダ研究の諸問題』（1987年）は日本カナダ学会の
最初の研究書としての出版物であった。近年に至っても学会事務局を関西で引

き受けるとともに、『カナダ豆事典』のような共同研究

の成果を刊行するなど本学会の運営と研究において重

要な役割を担ってきている。 
最近の学界の傾向にもみられるように研究領域の多

様化・細分化が進んだこともあってカナダ研究者の数

は期待したようには増加していないのは気がかりであ

るが『関西地区便り』の発行を通じて情報を共有し、

さらなる努力によって関西の会員を増やし、関西から

日本カナダ学会の発展を支えていきたいと思う。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （ 加勢田 博 ） 

 
△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

恩師と一冊の本  

 
なぜカナダ研究を始めたのかと聞かれたら、それは「加勢田先生がいたから！」

この一言に尽きるであろう。 
関西大学経済学部 2 回生の秋、次年度より始まるゼミ募集で「アメリカ経済
史」を勉強したいとの思いから選択したのが加勢田ゼミであった。大学卒業後

は高校の世界史の教師を志望していた私は、西洋経済史でアメリカ産業革命論

やビックビジネスについて講義している先生のゼミは、とても魅力的だったの

である。ところが、プレゼミで与えられた課題は、ポムフレットの『カナダ経

済史』の要約と感想。カナダに興味もなければ知識もない。それにも関わらず、

インニスやステイプル理論、小麦ブーム等々専門用語で埋め尽くされた経済史

の専門書が課題図書。アメリカ経済史を学びたいと門を叩いたにも関わらず、

カナダ経済史。現在でもそれ程改善されたとは思われないが、1990年代前半の
初学者向けカナダ関連書籍は極めて限られており、ただの「要約と感想」が途
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方もなく困難な作業になったことを記憶している。ただ、この試練（！？）が

契機となり、私の興味はアメリカ経済史からカナダ経済史へと移り、気が付け

ば研究者の道を志すようになっていたのである。 
もし加勢田先生のゼミでなければ、そしてポ

ムフレットを読んでいなければ、今頃高校で世

界史を教えながら野球部の顧問となり、甲子園

を目指していたに違いない。それも悪くないが、

今の人生の方が楽しく感じている。恩師との出

会いに感謝。 
（宇都宮浩司） 

 
▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

感謝の気持ちでいっぱい  

 
2014年は、日本カナダ学会創立 35周年、日加修好 85 周年にあたる記念すべ
き年でした。私がはじめてカナダを訪れた年から 30年目という節目とも重なり、
これを機に、今まで撮りためた膨大な写真の中から 12枚のカナダの写真を選び、
2015年のカレンダーを作成いたしました。私にとって第二のふるさとであるカ
ナダを、カナダに行ったことがない人や、とりわけ子供たち、学生の皆さんに

配布・紹介させていただいたことは意義深く、カナダやお世話になった皆さま

へ、ほんの少しの恩返しができたようにも感じています。また、家族にとって

は、良き思い出として形に残すことができ、とても幸せです。 
今までの研究については、サスカツーンベリーについてまとめる中で、「自然

と人と食の関わり」の道標となり、カナダのみならず自身の日々の生活におい

ても再発見する機会となりました。その後、アルバータ州のフードプロセッシ

ング・デベロップメントセンター見学とアルバータ州の特産について学びの機

会、オンタリオ州でアイスワイン工場見学、ケベック州でメイプルシロップの

収穫を体験すると共に、生産工場を訪れました。

食文化についての興味が続いています。これか

らもひとつひとつの点を線に繋いでいけます

よう努力していきたいと存じます。カナダとの

ご縁、日本カナダ学会に導いてくださった草野

先生をはじめ、関西地区の先生方にご指導いた

だき、感謝の気持ちでいっぱいでございます。 
(山田 貴子) 
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▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

人生の岐路  

 
『日本カナダ学会関西地区便り』100 号達成、おめでとうございます。1981

年の第 1号発行から 34年間、関西地区の JACSの活動が盛んに行われてきたこ
との証です。私自身、JACSのおかげで、普段行くことがない関西に、大会や研
究会で行くことができ、現会長の下村雄紀先生、前会長の杉本公彦先生、元会

長の草野毅徳先生など、お笑い芸人のようにノリのいい関西の JACS会員の皆様
にお会いするのをいつも楽しみにしています。 
私が JACSに入会したのは、1988年、大学院生のころでした。修士論文の指

導教官だった小浪 充先生（2009 年逝去）が会長に就任された年でした。JACS
事務局のある大学の学生会員の一人として、同期の鈴木健司さんや稲村淳子さ

んと一緒に、JACSの事務局の仕事を手伝い、その間、当時活躍しておられた国
内外のカナダ研究者と交流する貴重な機会を得ました。そのなかの一人が

Ramsay Cook先生です。これがご縁で、Cook先生の著書を小浪先生と翻訳して
出版することができました。 

JACS に入会して、今年で 27 年になります。
思えば、私の人生の岐路には、いつも JACSの先
生方がいました。結婚の話が出たとき、子育てと

研究の両立で悩んだとき、学問領域を「地域研究」

から「社会言語学」に変えようと思ったとき、オ

タワの日本大使館の専門調査員の話があったと

き、など、小浪先生、飯野正子先生、竹中豊先生、

Cook 先生が親身になって相談に乗ってください
ました。 
先日開催された第 40回目の JACS大会では企画委員長という大役を仰せつか

り、緊張の連続でしたが、皆様に支えられ、無事終了することができました。

御礼申し上げます。 
（矢頭 典枝） 
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▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

読んで楽しく	 

	 

この度『日本カナダ学会関西地区便り』が第 100 号を迎えるとのこと、心か
らお慶び申し上げます。 
	 貴地区の会員ではなく、かつ遠隔地に在住する者にとっては、研究会活動に

参加することはできませんので、それだけに活動状況が、時に写真も添えられ

て手に取るように分かるニューズレターの存在はたいへんありがたいもので

す。永年にわたって紙媒体の寄贈を受け、また近年はネット上の貴紙を読ませ

ていただいて、その特色と考えられるものはいくつもありますが、まず取り上

げられている記事が地域研究にふさわしく学際的で、多様な領域の研究である

ことです。それも研究者のフィールドワークに裏打ちされたものも多く、読ん

で楽しくかつ説得力があります。 
	 第二は、貴地区の活動において関西の他のカナダ関係団体やカナダ出身者な

どと緊密に連帯していることが読み取れることです。たとえば、戦前にカナダ

に移住して終戦後帰国した経験をお持ちの方々の参加などは、時間的制約もあ

り貴重な機会と考えられます。 
	 最後に、しかしこのことは最も重要なことですが、貴地区の活動を牽引し、

本紙の編集・発行を担当されてきた方々のご努力です。貴地区の活動が今後い

っそう発展されることを念じて止みません。 
（浪田 克之介） 

 
△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

カナダにおける科学の歴史	 

	 

只今、カナダ科学史の（その１）として「インスリン発見とその後の歴史」

と題して執筆中です。カナダ最初のノーベル賞受賞者としてのインスリン発見

者フレディリック・バンティング(トロント大学)についての物語に始まりその後
の医薬品としてのインスリン研究の発展と共に繰り広げられた赤裸々な現実の

物語を述べる構想で書き物を展開していこうとしている次第です。引き続きカ

ナダ科学史（その２）として精神医学において「ストレス学説」を最初に唱え

たハンス・セリエ（マッギル大学/モントリオール大学）。カナダ科学史（その３）
としてノーベル化学賞(1986年)を受賞したトロント大学の John Polanyiと絶対化
学反応速度論で名をはせた父親の Michael Polanyi に関し「父と子：社会情勢と



11 
 

思想について」。カナダ科学史（その４）としては Gordon Guyatt（マックマスタ
ー大学）が 1991年に提唱し現在医療面で標準となっている EBM(Evidence-based 
Medicine)について。更に、カナダ科学史（その５）として John Dick(トロント大

学)による「がん幹細胞について」を考えていま
す。がん幹細胞に関しては多くの人が関心を寄

せている問題であり、また専門的な内容のもの

でもありますため、自らの知識と現状を踏まえ

て限定的な執筆になることでしょう。 
(河合	 睦文)	 

 
▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

カナダ研究と私  

 
	 私は､吹田市にある国立民族学博物館に勤務しているが、忙しさにかまけてカ

ナダ学会関西地区の活動にあまり参加できていないことを残念に思う。しかし、

『JACS関西地区便り』の出版が 100号となり、ひとつの区切りを迎える。大変
にお目出度いことだと思う。 
	 私とカナダの関係は、1983 年 9 月にモントリオールにあるマッギル大学に留
学した時から始まる。この留学によって、私はカナダ先住民文化の研究、とく

に極北地域に住むイヌイットの研究を始めることになる。留学中、現地の人々

や大学の先生方が暖かく接してくれたので、寒さが嫌いな私でも大のカナダフ

ァンとなった。 
	 1988 年に帰国した後、カナダへのお礼の気持ちをこめて日本カナダ学会に入
会し、先住民文化の研究を続けるとともに、その紹介を行いたいと考えた。そ

れ以降、ほぼ毎年、カナダに足を運び、調査を続けてきた。そして 2009年には
カナダ文明博物館(当時)の協力を得て、国立民族学博物館にてカナダ先住民展を
開催し、彼らの文化のすばらしさを日本の人々に紹介した。また、2012 年には
現地の要請を受けて都市在住イヌイットの現状について調査し、その成果をも

とに彼らの生活向上のための政策立案に貢献

することができた。 
	 私とカナダのつきあいは 30 年をこえた。あ
りがたい人生だと思う。私の研究者生活も残り

10 年を切ったが、これからもカナダ調査を続
け、カナダのすばらしさを伝えていきたい。 

（岸上 伸啓） 
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▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

関西地区便りとともに  

 
フランスとカナダを旅して心覚えのための旅行記を進呈していたフランス史

の指導教授は、「フランスが関わるカナダの歴史についての論文を書いてみては

どうか。」とヒントを下さいました。自治領になった年号もおぼつかないレベル

の知識に、果たして書けるのかと不安でいっぱいになったことを覚えています。

そのころ、旅の雑誌のページの枠外に見つけた「日本カナダ学会関西地区研究

会」の小さな文字。救いを求めて、さっそく例会に顔を出させていただくよう

になりました。 
サスカチュワン州の友人との再会を始めとして、その家族を訪ねて数珠繋ぎ

に周遊していた旅行が、やがて各地の大学図書館で資料を探す旅に変わり、カ

ナダ行きは今年の 9月で 22回を数えました。関西地区例会で講義をして下さっ
たカナダ各地の大学の先生方、カナダで豊富な経験をされた先生方、カナダ滞

在中にお会いすることができた先生方、関西地区研究会に参加させていただい

たゆえに多くの導きがあり、「日本カナダ学会関西地区便り」を通してカナダを

取り巻く様々な分野に興味を持つことができたことは感謝に耐えません。 
ケベックのフランス系カナダ人の伝統料

理への興味は、フランス料理の名前の意味を

知りたくてフランス語を学び始めた頃に繋

がっているようで一人納得の昨今です。私な

らでは、と言えるものを残せるように精進し

ます。関西地区便りからのパワーを引き続き

いただきたいものです。今後共、どうぞよろ

しくお願いします。 
（友武 栄理子） 

 
▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

 

『日本カナダ学会関西地区便り』  
100号おめでとうございます  

 
	 私は 1979年の日加修好 50周年記念日加学術会議・研究大会から 20数年間カ
ナダ学会の会員でした。1982年の第 7回研究大会（山形大学）では当時の馬場
伸也会長からの要請で「カナダの平和運動」について報告させていただきまし
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た。また、カナダ豆辞典やニュースレターの執筆も何度かさせて頂きました。

私とカナダとのかかわりは BC州の大叔母とその家族の存在でした。1967年米
国留学時、大叔母を訪問、第二次大戦中に日系人がキャンプに強制収容された

悲しい歴史を初めて知りました。帰国後、広島のテレビ局に就職、カナダ日系

人の歴史を調べ始めて到達したのが日本カナダ学会でした。また、今では広島

市と姉妹都市のモントリオールとの出会いも日加修交 50周年研究大会で会った
当時のモントリオール仏教会開教師の高畑崇導さんです。1986年のモントリオ
ール初訪問以来、広島カナダ協会事務局長として様々

な両市の民間交流のお手伝いをさせていただきました。

紆余曲折の後、1998年 5月に広島とモントリオールは
姉妹都市提携をしました。2013年 2月にはモントリオ
ール市役所で提携 15周年を記念して、P・ブルク元モ
ントリオール市長と共に光栄にも私が表彰していただ

きました。今では両市の市民交流は大変活発です。き

っかけは、日本カナダ学会がご縁だったと心から感謝

しております。 
	 	 	 	 	 	 	 	 （田中 勝邦・広島カナダ協会理事） 
 
▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

－特別講演会・印象記－  

	 	 	 	 	 シンポジウムの報告と意義  

 
                         下村 雄紀 (神戸国際大学) 

 
	 日本カナダ学会および関西地区研究会は、神戸国際大学学術研究会とともに

2015年は 2月と 10月に今後の学会活動に重要な指針を示す二つのシンポジウム
を開催した。学会年次大会との連携した催し

であったが、その内容は学際的且つ教育的で

興味深いものであった。 
	 2015年 2月にはカナダ日系社会のリーダー
であり、戦後の日加関係の発展に貢献してこ

られたゴードン・門田氏を神戸国際大学に迎

えて、前田武彦教授の司会で学生との対話に

よるカナダ観光と日本に関するワークショッ

プと特別講演が開催された。まず、前半は、関西で観光学を専攻する 5 人の学
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生による日加観光を発展させるための提言がなされ、門田氏がそれに答える対

話形式で進行した。日本カナダ学会にとって、観光学関連学会のような他学会

との協調は珍しい試みであったが、学生参加も多くの学生から質問が出たこと

もワークショップが成功であった証でもあった。また、古くから観光学コース

を有する神戸国際大学の教員（桑田政美教授、中谷英俊教授、遠藤竜馬准教授）

によるカナダの観光資源についての発表もあり一般から参加された聴衆にも好

評であった。 
	 門田氏の日系人の歴史と現在についての

『日系カナダ人への謝罪と補償はカナダに

何をもたらしたか』という興味深い講演は、

昨年度公開の映画『バンクーバーの朝日』と

も相まって、興味深いものとなった。日系人

の異民族間婚姻が進み日系人=日系文化と
いう構図は薄れつつあるが、一方で日系文化

の継承が日系人のみならず、多文化主義カナ

ダにおいて一つの文化として非日系人によっても継承されつつあることに注目

し、太鼓や食文化のような大衆文化だけではなく、日系文化は文学や絵画など

広くカナダ社会に浸透している、との講演に学生および一般聴衆による活発な

討議が展開されたことは、これからの地区活動のあり方の一指針と言えよう。

また、討論者として河原典史会員 (立命館大学)、水戸考道会員 (関西学院大学)、
遠くカナダからは、日系新聞である『バンクーバー新報』の記者や後藤紀夫会

員 (『バンクーバー朝日物語』の著者)のご参加もあり、多彩な学際的催しとな
った。ご後援頂いた在大阪カナダ領事館（津田名誉領事）にも感謝の意を述べ

ておきたい。 
	 また、本年が神戸・淡路大震災

から 20年目にあたるに際して、10
月にはカナダの映像作家であり、

長く東北で復興支援活動にも従事

されているリンダ・オーハマ氏を

迎えて、同氏が東日本大震災の被

災地と人々を映像化した『東北の

新月』のプレミア試写会を開催し、

その後には「震災とわたしたち: グローバル社会のなかで私たちは震災とどう向
き合ってきたか」をテーマにシンポジウムを行った。このセクションでは、日

本聖公会神戸教区主教の中村豊師、神戸市副市長の玉田敏郞氏、在日カナダ大

使館書記官のケール・ハズバンド氏をお迎えし、それぞれの体験談をお聞きす
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ることができた。討議では玉田副市長の講演を受けて、「自助、公助」ととも

に「共助」としての国内支援のみならず、グローバルな視点に立った国際支援

について考察する貴重な時間となった。後日談ではあるが、オーハマ氏の映像

に対して多くの方々から高い評価を頂き、主催者側のご苦労が報いられた瞬間

だったと拝察する。 
	 これら一連のシンポジウムの特徴は、学術学会の枠内にとどまらず、広く一

般にも目を向けた活気的な試みであったことである。カナダ学会のユニークさ

がカナダという国や社会を一般に広く多面的に啓蒙する役割の一端を担ってい

るという認識の上に立脚していることの現れでもある。特に、カナダ政府の学

会への国際支援が消滅し、自立を求められる現在において、地域を越えて遂行

するこれらの活動の意義は大きいと言わざるを得ない。 
	 今年のシンポジウムには、関東地

区から司会者として田中俊弘副会

長と討論者として佐藤信行副会長

に加えて、矢頭典枝理事を司会・紹

介者としてお迎えできたことは、地

区研究会間の関係についても新た

な指標を示唆しているように思わ

れる。学生参加に加えて、学会会員

の参加には九州地区からの参加もあり、感動と活気ある場となった。また、在

日カナダ大使館の惜しみないご協力にも深く感謝の意を示したい。また、我が

事ながら、関西地区研究会事務局の幹事（福西和幸・新山智基会員）及び下村

ゼミの学生諸君のボランティアは、シンポジウム運営に不可欠であり、感謝し

ておきたい。最後に、神戸国際大学の遠藤己学長をはじめ、年度を跨いでふた

つのシンポジウムを共催して頂いた学術研究会会長の近藤剛教授及び職員の

方々、総合司会を務めて頂いた藤倉哲哉会員、そして大学広報課の方々のご理

解とご支援にもここに謝意を述べておきたい。 
	 横浜とともに多くのカナダ移民を送出した神戸港町でのカナダ関連のシンポ

ジウムの開催に関われたことは、移民研究者としても感無量である。また、震

災を経験した地での『東北の新月』の試写会

は、被災した経験をもつ神戸の人々にとって

共感できる時間であった。今後とも杉本公彦

地区代表幹事（前日本カナダ学会会長）を筆

頭に関西地区研究会の機知に富んだ企画を

期待したい。 
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『日本カナダ学会関西地区便り』第 100号記念号  

―発行までの足取り― 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

1977年 12月：日本カナダ研究会創立。 
1978年 12月：日本カナダ学会（JACS）と改名。関西地区発足。 
【第 1号】1981年 3月 5日発行、関西地区世話人（伊藤勝美・岡本民夫・田村
謙二・内田政秀・南 良成）の紹介。発行人伊藤勝美、編集人南  良成が担当。 
【第 5号】1982年 8月 15日発行、なお発行人内田政秀、編集人渡辺  昇に変更。 
【第 10号】1984年 11月 5日発行、発行人内田政秀、編集人草野毅徳に変更。 
【第 14号】1986年 6月７日発行、4月 17日：マイケル C.スペンサー 初代在大
阪カナダ総領事が神戸学院大学訪問、記念講演。5 月 18 日日本カナダ学会顧問
大窪愿二氏ご逝去。 
【第 16号】1986年 12月 22日発行、発行人南  良成に変更、編集人草野毅徳。 
【第 19号】1988年 6月 10日発行、発行人加勢田  博に変更、編集人草野毅徳。 
【第 20号】1988年 9月 20日発行、連載記事『メイプル豆辞典』第 1回「カナ
ダドル」（加勢田 博）掲載。 
【第 23号】1989年 11月 11日発行、発行人杉本公彦に変更、編集人草野毅徳。
前学会会長、馬場伸也先生 10月 6日ご逝去、享年 52。 
【第 24号】1990年 2月 24日発行、加藤普章「国際社会学とカナダ研究―馬場
伸也教授の業績と貢献」掲載。 
【第 30号】1992年 10月 31日発行、杉本公彦実行委員長として大阪学院大学で
第 17回年次研究大会を開催し、「日本カナダ学会第 17回年次研究大会を終えて」
掲載。 
【号外（故・内田政秀先生追悼号）】1995年 3月 21日発行、「在りし日の内田政
秀先生を偲ぶ」――10名の会員による追悼文を掲載。 
【第 45号】1998年 5月 26日発行、発行人杉本公彦、編集人草野毅徳、青木泰
司の二人体制に変更。本号より、Ａ４版となる。 
【第 50号】2000年 2月 2日発行、『関西とカナダ 2000年シンポジウム』のお知
らせ。 
【号外（故・渡辺 昇先生追悼号）】2000年 3月 22日発行、「在りし日の渡辺 昇
先生を偲ぶ」――10名の会員による追悼文を掲載。 
【第 51 号】～【第 54 号】は草野毅徳会長在職中で、発行人杉本公彦、編集人
青木泰司・櫻田大造に変更。 
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【第 55 号】2002 年 2 月 5 日発行、発行人杉本公彦、編集人草野毅徳、櫻田大
造に変更。「JACS2001年度シンポジウム」開催案内（メインテーマ：「カナダの
穀物産業と日本の食生活」、2002年 3月 8日、於大阪市「毎日新聞社ビル」）他。 
【第 56号】2002年 6月 3日発行、発行人杉本公彦、編集人一人体制草野毅徳に
戻る。 
【第 60号（記念号）】2003年 11月 28日発行、12名の会員からのメッセージ掲
載。1996 年第 40 回から始まった寄稿『カナダの片隅』（大島襄二会員執筆）30
回で閉載。 
【第 61号】2004年 6月 10日発行、8月 27日~28日に日本カナダ学会創立 25周
年・日加修好 75周年記念事業―カナダ講座―が在大阪カナダ総領事館で開講。 
【第 62号（南先生追悼号）】2004年 12月 1日発行、10月 1日南 良成先生ご逝
去。18名の会員による追悼文を掲載。 
【第 66号】2006年 12月 1日発行、11月 18日に元学会会長小浪 充先生ご逝去
のお知らせ。 
【第 68号特集号】2007年 4月 10日発行、在大阪カナダ総領事館閉鎖のお知ら
せ。 
【第 70号記念号】2007年 8月 27日発行、『関西地区便り』発刊第 70号に寄せ
て 9名の会員の文言を掲載。 
【第 80号】2009年 12月 19日発行、第 1号～第 3号の 3部作として多種記事や
写真等を満載。日本カナダ学会創設 30 周年記念記事、「イヌクシュク」の設置
紹介等。 
【第 81号】2010年 2月 4日発行、関西における日加姉妹都市交流に関するミー
テイング関係記事。 
【第 84号】2010年 5月 17日発行、発行人杉本公彦が４月 1日に日本カナダ学
会 10代目会長就任のため、岩﨑利彦に変更、編集人草野毅徳。 
【第 85号】2010年 11月 19日発行、『メイプル豆事典』【新】2010年度に JACS
ホームページに掲載。 
【第 87号】2011年 6月 1日発行、東日本大震災の被災者へのメッセージ。 
【第 88号】2011年 10月 31日発行、杉本公彦実行委員長として大阪学院大学で
第 36回年次研究大会を開催。ジョナサン・T/・フリード大使講演。 
【第 90 号】2012 年 4 月 16 日発行、発行人下村雄紀に変更、編集人草野毅徳。
第 1号～第 89号までの発行人・編集人の略歴。 
【第 93号】2012年 6月 7日発行、特別講演会、クロード－イヴ・シャロンの日
本とケベックの関係の在り方: 経済・教育・研究分野。M・クラグストンカナダ
大使の公開講座。 
【第 95号】2013年 11月 22日発行、名誉会員(草野毅徳氏・加勢田	 博氏)授与



18 
 

式。訃報＝大島襄二会員（3月 11日）・西浜久計会員（9月 3日）ご逝去。 
【第 96号】2014年 6月 20日発行、3月 31日に杉本公彦会長職退任と下村雄紀
会長職 (第 11代) 就任のため、発行人杉本公彦に変更、編集人草野毅徳。 
【第 98号】2014年 11月 26日発行、10月 7日在日カナダ大使館での日加修好
85周年記念行事。カナダ・ネットワーク・シンポジウム。 
【第 99号】2015年 5月 30日発行、ゴードン・門田氏特別講演会印象記、大会
印象記（続）。カナダ大使館最新情報(ローリー・ピータース氏) 
【第 100号記念号】2015年 11月 15日発行、同年 10月のシンポジウム・特別後
援『震災とわたしたち』の報告と印象記に加えて、各地の関係者の投稿文を順

不同で掲載。 
 

日本カナダ学会関西地区研究会事務局 
 

 

 
 

 

編集後記 

本誌第 100号を記念して、中部地区・関西地区以外の北海道・関東各地
区から及び JACS会員以外の方々からも玉稿をお寄せいただきました。希
望として、更に多くの会員からのお声を掲載したかったと存じます。記号

等の統一を図るべく各原稿において一部補正させていただきましたこと、

お詫びとお礼とを申し上げます。 
本誌が、今後永くご愛読されますよう祈念すると共に、読者の皆々様に

心からお礼を申しあげます。 
Tak.（tak8511kusano@gmail.com） 


