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日本カナダ学会顧問・大原祐子先生の訃報に接して 

 杉本公彦（日本カナダ学会元会長） 

 

1977年日本カナダ研究会、1978年日本カナダ学会の創設にご尽力いただいた大原祐子先

生の訃報に接し、驚きと悲しみの気持ちで一杯です。先生が蜘蛛膜下出血という大変な病気

を四十年間も克服しようと努力されてきたことには、頭が下がる思いです。その間大原先生

から毎年届くかわいらしい小さな字の年賀状は私にとって大きな楽しみの一つでした。ご

母堂様はじめご家族の方々は、献身的なご看護で大変であったと思います。謹んで哀悼の意

を表したいと思います。 

大原先生はアメリカ史の研究から始められ、やがてカナダ史へと興味を絞られたようで

す。大原先生の好奇心はとどまるところを知らず、経済史的な分析から、政治・外交史的

な分析、さらには女性・地域・民族問題にまで、幅広い研究を行っておられました。第一

次史料を積極的に利用するカナダ史研究への手法とその業績は、後進の学生や研究者にと

って多大なる影響を与えています。先生のご功績を手本として、これからの皆さんが、カ

ナダ研究に一層邁進していただくことを心より祈っております。 

大原先生は、研究だけでなく，いろんな場面でお世話をしてくださいました。私は大原

先生から留学先をご推薦していただき、1987年 9月から一年間ヨーク大学で客員教授とし

てカナダ銀行史研究の肝要な基盤固めに励むことができました。その幸運は、大原先生の

友人であるヴィヴィアン・ネルス教授および故ラムゼイ・クック教授に巡り合えたおかげ

であり、こうした御縁を与えてくださった大原先生には、心から感謝しております。その

後彼らとの友情を深めることができ、カナダ学会に招聘することも可能となりました。日

本カナダ学会の国際化に貢献していただいた第一人者が、大原先生だと、この場を借り

て、お伝えしたいと思います。 
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ここで、日本カナダ学会の皆様とともに大原先生のご逝去というこの悲しみを乗り越え

て、カナダ研究を前進させていくことをお誓い申しあげます。 

 

【杉本公彦 プロフィール】  

 

大阪学院大学商学部名誉教授（経済学博士） 

日本カナダ学会会長（2010 年 4 月－2014 年 3 月） 

関西地区便り発行人（1989－2015 年【第 23－100 号】） 

 

 

 

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

Canadian Researchers in KANSAI 
 

Paul Williams (University of Toronto) 

 

My name is Paul Williams. Here at Kwansei 

Gakuin University (KGU), I am honored to be 

Visiting Professor in the School of Law and 

Politics during the spring semester, 2017. At 

home, I am Professor of Health Policy, in the 

Institute for Health, Policy, Management and 

Evaluation, at the University of Toronto. 

2017 marks my second extended visit to KGU; 

the first was two years ago in the spring of 2015 

when I was Visiting Professor of Canadian 

Studies at the Centre for International 

Education and Cooperation (CIEC). Both times, Professor Tam Mito, who has been such 

a major driving force in the development of KGU’s global agenda, including CIEC and 

Cross Cultural College, and such a great supporter of JACS Kansai, has also been my 

sponsor and colleague, as well as a great friend and window into Japan.   

I am delighted to teach two courses at KGU, one on “hot” topics in Canadian politics 

including immigration, social inequality and climate change, and the other on 

comparative public policies in aging populations. My students, all keen to learn more 

about global events, are particularly interested in thinking about how rapid political and 

social changes now taking place across the industrialized countries will impact on them 
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and their futures. For instance, Canada, like Japan, now has more older persons than 

younger persons. This raises important questions about how younger generations will 

pay the costs of aging populations in key areas like health care and pensions even as 

birth rates are plummeting, traditional families are shrinking, women are taking on new 

roles in paid work, and technological advances are transforming the nature of work and 

personal relationships.   

I also have strong personal ties to KGU. My great-grandfather, Daniel Rial McKenzie, 

was a Methodist Minister who came to Japan in 1890 as part of the Canadian Mission 

that participated in the development of KGU. After he and his wife Euphemia started 

an orphanage in Kanzawa devoted to helping families of soldiers in the Russo-Japanese 

War of 1904-05, he went on to become Secretary of the Canadian Mission, member of the 

Board of KGU, and founder of the Canadian Academy in Kobe. His son, Arthur Pearson 

and daughter Ethel Victoria (my grandmother) were born in Japan. Arthur Pearson, a 

decorated Canadian soldier in World War I, returned to KGU where he taught Industrial 

Psychology and a number of other subjects alongside his wife Winifred Elizabeth, who 

taught English and Latin at KGU and the Canadian Academy. All lived out their lives in 

Japan and are buried in Aoyama Cemetery in Tokyo.  

I am very grateful to be able to contribute in some small way to the life of KGU and 

its partner organizations including JACS Kansai. For me, KGU represents not only a 

rich cross cultural history, but the promise of a vibrant and outward-looking future for 

its new generations of students in an increasingly globalized world. It’s nice to be home. 

 

Bio: Paul Williams is Visiting Professor of North American Politics at the School of Law and Politics, 

Kwansei Gakuin University; and Full Professor of Health Policy, Institute for Health Policy, Management 

and Evaluation, University of Toronto.  

He teaches graduate courses on healthy systems and comparative health policy to providers, administrators, 

policy analysts and policy-makers in Canada and internationally.  

He leads the Balance of Care (BoC) Research and Evaluation Group, a collaborative of established 

academic researchers and senior graduate students; the Group examines key issues of access to and the 

cost-effectiveness of community-based care for vulnerable groups including older persons at risk of 

institutionalization (and their informal caregivers) persons with disabilities; children with chronic health 

needs; and communities defined by sexual orientation, ethnicity and race (including First Nations). 

With Dr Janet Lum, he is also Co-Chair of the Canadian Research Network for Care in the Community 

(www.CRNCC.ca) a dynamic partnership of researchers, community-based service providers, consumers 

and policy-makers. CRNCC promotes research and knowledge transfer in home ad community care. 
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＝＝関西地区 春の研究会のお知らせ＝＝ 

 

日 時  ：   2017 年 6 月 17 日（土） 14：00～17：00 

場 所  ：   関西学院大学  G 号館 105 教室 

         兵庫県 西宮市 上ケ原一番町１−１５５ 

（阪急今津線甲東園駅下車、バス 5 分） 

 

◇  講演者とテーマ： 

発表１ 「海のカナダと陸のカナダ―景観からみるカナダの地域性―」 

報告者 大石太郎 （関西学院大学） 

 

【大石太郎 プロフィール】 

東京都立大学大学院理学研究科博士課程修了、博士（理

学）。モントリオール大学地理学教室博士研究員（日本学

術振興会海外特別研究員）、琉球大学法文学部講師・准教

授を経て、2010 年 4 月より関西学院大学国際学部准教

授。専門は人文地理学。主要論文に「カナダの英語圏都

市におけるフランス語系住民の言語維持とフランス語系

コミュニティの発展」『地学雑誌』第 115 巻第 4 号（日本

カナダ学会研究奨励賞優秀論文賞受賞）、主要著書に『世

界と日本の移民エスニック集団とホスト社会』（明石書店、分担執筆）など。 

 

発表２ Comparative Policy Responses to Aging Populations: Canada and Japan 

報告者 Paul Williams (University of Toronto) 

 

Abstract：Industrialized countries are rapidly aging. In 2015, seniors (people aged 65 

and older) accounted for 27% of the population of Japan; in Canada, there are now more 

seniors than children under age 15. While good news for older people, more of whom are 

healthy and want to live as independently as possible in their own homes and 

communities, it poses challenges for policy-makers, since older people are still more 

likely to experience multiple chronic health and social needs including dementia. 

This talk begins by considering the complex dynamics of population aging; not only are 

people living longer, but quickly declining birth rates and traditional family structures 

mean that there are also fewer younger people and fewer “informal” family caregivers 

to support seniors. It then compares policy responses. In Canada, a continuing failure to 
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provide “before-the-fact” care in the community has led to increasing use of costly “after-

the-fact” care in hospitals; in Japan, after decades of reliance on hospitals and residential 

care homes, the focus is now shifting toward building “age friendly” communities starting 

with training for bank tellers, grocery store clerks and garbage collectors. 

※ Paul Williams先生の Bioは３頁参照。 

 

発表３ Policy Crossroads for  Canada Beyond 150 

報告者 Janet Lum（Ryerson University） 

 

Abstract ： Headlines around the world are highlighting a future of uncertainty, 

anxiety  and struggle, especially for Millennials who are key to shaping our future. What 

dynamics are driving these challenges? How can Canada respond to harness the 

creativity and energy of young people to build a vibrant and equitable society?  

 

 Bio: Dr. Lum is Associate Dean, Research and 

Graduate Studies, at Ryerson University, and with 

Dr. Paul Williams, Co-Chairs the Canadian 

Research Network for Care in the Community 

(CRNCC), a knowledge mobilization network with 

over 600 members including professional and non-

professional providers, community organizations, 

consumers, policy analysts, government policy 

planners and external research partners located in 

over 10 countries. The network leverages 

international best practices to translate research ideas into policy action. 

注意事項 

上が原キャンパスへの交通アクセスは 

http://www.kwansei.ac.jp/pr/pr_000374.html をご参照ください。 

キャンパスマップは 

http://www.kwansei.ac.jp/pr/pr_001086.html 

です。 
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＝＝関西地区 春の懇親会のお知らせ＝＝ 

春の研究会の直後に報告者もお誘いし JACS関西支部の春季懇親会を下記のように企画し

ております。会費はお飲物込みでお一人５０００円です。研究会に参加された方はもちろん、

この夜の部のみでも結構です、多くの方々にご参加頂ければ幸いです。予約人数を前日まで

に確定する必要がありますので、ご参加希望者は 6月 16日（金）の午後５時までに幹事の

水戸まで mito@kwansei.ac.jpあるいは（０９０）７１７７−８３７７にご連絡くださるよう

お願い申し上げます。お部屋の確保上できるだけ早めにご連絡いただければ幸いです。 

 

日 時  ：   2017 年 6 月 17 日（土） 18：00～ 

場 所  ：   がんこ宝塚苑  

         兵庫県宝塚市栄町 3-3-15  電話 079-785-8188 

（阪急今津線宝塚駅下車、JR 宝塚駅下車徒歩５分） 

 

注意事項 

同レストランへの交通アクセスは 

http://www.gankofood.co.jp/shop/detail/ya-takarazuka/をご参照ください。 

 

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

共に祝おう１５０年の歴史を、そして未来につなげよう 

カナダ建国１５０年・神戸＆大阪開港１５０年記念イベントのお知らせ 

 

 

今年 7 月 1 日カナダは連邦成立 150 年を迎え、神戸・大阪は開港 150 年を迎えまし

た。カナダと日本の関係は 1867 年のカナダ連邦誕生後２国間貿易が始まり、日本からカ

ナダへの移民が始り、カナダから宣教師・教師・医師の来日などが あったことをご存知で

しょうか。神戸にある国際学校カネディアン・アカデミイはカナダ人宣教師の設立によるカ

ネディアン・メソ ジストアカデミイが前身で、関西学院のスクール・モットー“Mastery for 

Service”は 1912 年赴任のカナダの宣教師の提 唱によるなど、関西における人材育成に

カナダからの人々が深く貢献してきました。現在も、カナダと日本は強い絆で結ばれ てい

ます。カナダ建国 150 年と神戸・大阪開港 150 年の年に、その歴史を振り返り、次世代を

担う若者にその絆を繋ぐため下記の通り記念イベントを開催致します。 東京よりイアン・

バーニー大使、名古屋よりシェニエ・ラサール領事、大阪より 津田潮名誉領事、久元神戸

市長もご参加予定です。お友達をお誘いの上、多数の参加をお待ちいたしております。 
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日時；2017年６月 25日（日）午後 4時～7時 

場所；ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 10階 

参加費；大人 5,000円、子供（12歳以下）2,000円 

詳細は以下のＵＲＬでご覧ください。 

【日本語版】 

http://jck.web5.jp/flyer/20170625CanadianConfederation&PortofKobe150_jp.pdf 

【English version】 

http://jck.web5.jp/flyer/20170625CanadianConfederation&PortofKobe150_en.pdf 

 

参加お申込は   

日本カナダ会事務局（河合）tel/fax: 078-783-5531 email:JapanCanadaKai@outlook.jp  

関西カナダビジネス協会  (矢野) fax: 06-6685-1577  

 

参加費は郵便振り込み（01160-7-4470, JCK）又はみなと銀行（舞子支店、普通,4106455 ニ

ホンカナダカイ）へお振込みをお願い致します。先着順に参加費振り込み確認後に定員まで

受け付けます。 

 

 

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

2017 年度日本カナダ学会関西支部秋季研究会・報告者募集について 

 

本学会関西支部では研究会を秋にも開催したいと思っております。このため会員の皆様

からのご報告を募っております。どなたでも結構です、報告ご希望の方は

mito@kwansei.ac.jp あてに８月 31 日までにタイトルと簡単な報告要旨をご連絡願います。

ご報告日時はそののちご相談し、決定させて頂きます。それでは多くの皆様からのご報告を

お待ち申しあげます。宜しくお願い申し上げます。 

 

（研究会企画責任者 水戸考道） 

 

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

関西学院大学 社会学部 大岡栄美 

（mail:eooka@kwansei.ac.jp, tel: 0798-54-4546） 

〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町１−１５５ 

関西地区事務局 

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



8 

 

編集後記 

『日本カナダ学会関西地区便り』第 103号を皆様のお手元にお送りさせていただきます。

大原祐子先生のご訃報に接し、心から哀悼の意を表します。直接のご面識はありませんでし

たが、学部生、大学院生時代に手にした『カナダ現代史』、『カナダ史への道』などの著作に

よって、私自身もカナダ研究へと導いていただきました。 

また会員の皆様からのご投稿をお待ち申し上げます。カナダは保守党の新党首に 38歳の

若手議員（雰囲気はベテランですが・・・）を選ぶなど、新しい動きが続いています。研究

会でみなさまと意見交換できる機会があれば幸いです。春の研究会ぜひご参加ください。ま

た会員の皆様からのご投稿をお待ち申し上げます。投稿メールアドレスは

eooka@kwansei.ac.jpです。                

大岡栄美（関西学院大学） 


