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名誉会員になって 

 杉本公彦（日本カナダ学会顧問） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉本公彦名誉会員（左）、下村雄紀カナダ学会会長とともに 

2017 年 9 月 JACS 懇親会 名誉会員授与式にて 

  

私がカナダに興味を持ち始めたのは、大学院生活が終盤に差し掛かった頃であった。当

時、イギリス海運業の研究をしており、リバプールで海運業を営むサミュエル・キュナー

ドという商人について調べていたところ、彼がリバプール出身ではなくハリファックス出

身であると知ったことが契機といえるだろう。当時のカナダは、主権国家であれば持って

いて当然の自国通貨を持たず、自律した制度を持っていなかった。イギリスの支配下にあ

                     

  

 

 

    

 

 

                              第 104 号 

2017年 11月 6日 

 KANSAI  

日本カナダ学会関西地区便り 

(JACS Kansai Regional Newsletter) 

発 行 人: 水 戸 考 道                 

編 集 人: 大 岡 栄 美                                      

eooka@kwansei.ac.jp 



2 

 

りながら、彼がどのように世界と貿易競争を繰り広げ、現在にまで名を残す海運業者とな

るに至ったのか、キュナードへの興味と同時に、カナダという国の在り方へも興味を持つ

に至ったわけである。 

今は亡き恩師・豊原治郎神戸商科大学名誉教授が、イギリスから早々独立して国家を築

き、国際貿易競争の一角を担う存在となりつつあったアメリカを研究対象とされていたこ

とも、カナダへの興味を募らせた要因の一つと言えるかもしれない。カナダはアメリカと

国境を接する国であり、同様に国際貿易競争に参戦しているにも関わらず、イギリスから

独立できないという事情を抱えていたからである。大国に支配され、また異なる大国に隣

接する国が、独自の国益をどう守ろうと動いていったのかという観点から、日本にはまだ

まだ知られていなかったカナダを歴史学者として研究することで、時代は違えど、日本が

国際的に生き延びる方法を、カナダを通していつか提示できる日が来るのではないかと、

ほんの少しの野望を抱いていたのかもしれない。 

その後、1975 年から東亜大学経営学部に、1983 年から 2014 年の定年まで大阪学院大学

商学部に奉職し、一貫してカナダ経済史を研究するとともに、商業史や西洋経済史を講義

する中でカナダの動きを紹介し、日本社会がカナダを知ることの大切さを伝えてきた。と

もすればカナダに思い入れの強い講義やゼミになることにも、好意的に受け止めてくれる

だけでなく、1987 年から 1 年間、トロントのヨーク大学で客員教授として研究生活を送る

など、様々な機会を与えてくださった両大学には、本当に感謝している。こうした機会の

おかげで、カナダが真に独立を勝ち取るまでの草創期において、中央銀行がどのような経

緯で設立されていったのかを追求した『カナダ銀行史－草創期から 20 世紀初頭まで』（昭

和堂、2007 年）を上梓でき、加勢田博関西大学名誉教授のご尽力のもと、関西大学大学院

経済学研究科から経済学博士の称号を賜ることができた。 

しかし、ヨーク大学での研究生活や、関西大学からの博士号取得など、私の研究を常に

後押ししてくれたのは、このカナダ学会である。「日本カナダ研究会」という名称であった

日本カナダ学会の草創期より会員となり、1996 年から 2010 年まで理事・副会長、2010 年

から 4 年間は会長、2014 年から 4 年間は顧問として、活動させていただいた。「日本カナダ

研究会」の時代、日本人でカナダに興味を持ち、カナダを研究対象とする人は少なかった

ことから、会員は皆、研究対象が同じ分野でなくても、お互いに情報を持ち寄り、お互い

の人脈を活かして、それぞれの研究を深めようとする気概に満ちていたように思う。ヨー

ク大学で私が充実した研究生活を送れたのは、私の紹介者として動いてくださった今は亡

き大原祐子先生と、スーパーバイザーであるヴィヴィアン・ネルス先生と故ラムゼー・ク

ック先生のおかげである。カナダ学会を通して知り合うことができた大原先生は、当時、

現地で既に研究生活を送られ、かけがえのない人脈を築かれておられた。こうした人脈を、

自分の研究分野だけに固執せず、日加間の学際的な研究人脈のさらなる構築のために活か

そうと、心から協力してくださり、その結果、私の研究が形になったと実感している。こ

のような大原先生の心意気を、今もカナダ学会は持ち続けているだろうか。そして、その
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役割を自分も少しは担えたといえるだろうか。自問し反省すると共に、こうした心意気を

ここで示すことで、カナダ学会の原点に立ち返り、カナダ学会が今後どうあるべきかを考

える一助としていただければと思っている。 

カナダ学会に関して最も思い出に残ったことは、大阪学院大学で二回、大会実行委員長

として年次研究大会を開催させていただいたことである。1992 年の第 17 回大会では、特別

にご参加いただいたビクター・コンラッド ICCS 代表から「知的刺激を受けるハイレベルな

シンポジウム」だと評価していただき、2011 年の第 36 回大会では、ジョナサン T フリード・

カナダ大使を初めて大会に招くことに成功し、「日本におけるカナダ研究―政府・学会・公

共政策―」という基調講演をしていただくに至った。大使は、両国の平和のために政治や

安全保障に関して協力できる方向性を示し、開かれた外交となるよう、カナダに関してよ

り深く理解することの重要性や、その橋渡しとなるべく日本とカナダが共に国際的な研究

を成就していくことの大切さを強調された。日本カナダ学会の果たすべき重要な役割はそ

こにあるのだと講演くださったことは今でも思い出深い。 

もう一つの思い出は、『日本カナダ学会関西地区便り』である。1989 年の第 23 号から 100

号まで 25 年間、この便りの編集・発行人として、関西地区の研究活動を常に活発化させ、

カナダ学会全体の発展につなげたいと願ってきた。はじめは躊躇していたこの発行人とし

ての役割も、草野毅徳名誉会員が、編集委員として常に関わり支えてくださったからこそ、

何とか乗り越えられたと思っている。深く感謝申し上げたい。毎号の『関西地区便り』の

内容を検討し、研究会開催場所・報告者選びなど大変難渋したこともあったが、今となれ

ば懐かしいことばかりである。来日された海外研究者や会員各位との人的交流を通して、

私自身、カナダに対する知識が豊富になっただけでなく、カナダの素晴らしい側面を垣間

見ることができた。会員各位にも、こうした私の経験を共有いただいていればと願ってや

まない。 

 そして最後に 2010 年から 4 年間、会長としてカナダ学会に関わらせていただいたことに

触れておきたい。当該期間中は、下村雄紀会長、佐藤信行次期会長、岩﨑利彦副会長、加

勢田博名誉会員から、あらゆる面で支えていただいた。福西和幸会員、新山智基会員から

は、事務的側面から献身的に御尽力いただいた。ここに記して、これまで賜ったご指導と

ご協力に対し心より深く御礼申し上げたい。皆さんが一丸となってカナダ学会のさらなる

進展のために尽力していただいたことの一つ一つが、研究発表課題の多様化や、ウェブサ

イトの刷新、若手研究者育成に向けた布石など、身になりつつあるのを感じている。 

名誉会員となって以降、最近の世界に目を向けると、国際情勢はさらに混乱を極め、世

界が難民問題に直面している。その際、アメリカのトランプ大統領が、外国人を排斥する

強制的政策をとって頭脳の流出を助長しているのに対し、カナダのトルドー首相は外国人

研究者を寛容に受け入れ、頭脳の流入政策を採っている。いずれが正しいのか自明の理で

あり、我々カナダ研究者にとって、国家としてのカナダの在り方に、まだまだ多くの学び

があることを教えてくれている。我々カナダ学会会員一人一人が、研究に精進し、各分野
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におけるカナダの優れた点を日本に紹介していくこと、さらには学術交流の場を通して、

日本の優れた点をカナダに紹介していくことが、我々に課せられた課題といえよう。 

 『関西地区便り』の最後の仕事を締めくくるにあたり、第 42 回大会の総会において名誉

会員にしていただきましたことに対し、改めて皆様に深く感謝申し上げたい。 

 

【杉本公彦氏 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 月ー2014 年 3 月） 

日本カナダ学会顧問（2014 年 4 月ー2018 年 3 月）   

関西地区便り発行人（1989－2015 年【第 23－100 号】） 

 

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

Canadian Researchers in KANSAI 

 

Thomas Keating (University of Alberta) 

 

My name is Tom Keating and I am very fortunate to 

have been selected as a Visiting Professor in 

Canadian Studies at Kwansei Gakuin University 

(KGU) for the Fall semester 2017. This provides my 

first and most welcomed opportunity to spend time 

in Japan and work with the students at KGU. 

Thanks to the support of the members of the Center 

for International Education Cooperation (CIEC) 

who sponsor this appointment and Professor Tam 

Miko, my adjustment to academic life here in Japan has been very smooth. 

I come to Japan from the University of Alberta where I am an Emeritus 

Professor in Political Science. Much of my teaching and research has been in the 

areas of Canadian foreign policy and international relations. This work has tended 

to focus on Canadian involvement in international institutions and Canada’s role in 

shaping international order since 1945, including, among others its contributions to 

UN peacekeeping operations, human security, and multilateral interventions in 

more recent years. The opportunity to come to KGU and work with the students 

here comes at a most interesting time in the history of Canada and of Japan as both 

countries seek to adapt to significant changes in the global economic and security 

environment. The 2016 presidential elections in the United States have profoundly 
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disrupted the security and economic orders that have been governing much of 

Canada’s international environment for many decades. The Trump presidency has 

called into question economic and security issues that will with profound 

consequences for Canada and Japan, among other American allies. Added to 

ongoing concerns over regional and international security, these changes have 

forced both countries to reassess their foreign policies, most specifically their 

bilateral relations with the United States.  

In courses on Canada and World Order and Canada – US relations my 

students and I have been exploring these changes and reflecting on how Canada’s 

past practices may provide us with insights on how close American allies such as 

Canada and Japan might respond to these developments. We will also be 

considering what opportunities there might be for both Canada and Japan to help 

stabilize regional and global security environments and support an economic 

agenda that keeps markets open while providing for a greater measure of 

redistribution. These are also among the topics that we will be exploring with 

colleagues and students at this year’s Canada Seminar here at KGU later this 

month.  

My appointment here at KGU for the semester and my time in Japan has 

already been of great value in   making me more aware of local and regional 

sensitives and approaches that shed new light on how Canada is viewed in this part 

of the world. It also provides a fresh perspective on global affairs that adds to my 

awareness and understanding not only of Japan and some of the critical choices 

that it faces, but also of how Canada may play a more active and constructive role in 

this critically important part of the world. 

I have been very impressed with KGU and the CIEC’s commitment to 

provide their students with a cross-cultural educational experience that exposes 

them to Canadian issues and perspectives and helps to prepare them for the more 

globalized community that awaits. I look forward to learning and sharing with 

these students in the months ahead. 

 

Bio: Tom Keating is professor emeritus of political science at the University of Alberta, 

Edmonton, Alberta, Canada, where he taught international relations and Canadian foreign policy. 

He has also taught at St. Francis Xavier University in Antigonish, Nova Scotia, Carleton 

University in Ottawa, Ontario, the Universidad de Autonoma de Sinaloa in Culiacan, Mexico 

and at the University of Alberta’s Cortona program in Cortona, Italy. His research interests are 

in the areas of Canadian foreign policy, international relations, and international ethics. He is the 
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author of Canada and World Order (Oxford University Press); and co-author of Canada, NATO, 

and the Bomb (with Larry Pratt, Hurtig Publishers); and Global Politics (with Andy Knight, 

Oxford University Press) 

 

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

Canadian Researchers in KANSAI 

 

Jason Butters (Kobe University) 

 

My name is Jason Butters. I was born in British 

Columbia’s lower mainland, and have since lived in 

Nagasaki, Montréal, and now Kansai. I hold a BA 

(specialization history, minor political science) and 

Master of Arts (history) from Concordia University in 

Montréal, Quebec. The Department of History at 

Concordia University selected my master’s thesis, 

titled “For Empire or Dominion? Prestige or 

Adventure?: The Men of the Canadian Legation in 

Tokyo, 1929-1933,” as the recipient of the Edward 

Eastman McCullough MA History Award as the best of 

my graduating year. I am now a Monbukagakusho Research Student at Kobe 

University’s Graduate School of Law. 

Since arriving in Kansai last October, I have continued my study of early 

Japanese-Canadian relations, with a focus on the inauguration diplomatic relations 

between the two governments and the history and experiences related to the 

opening and early operation of the Canadian legation in Tokyo (est. 1929). Most 

recently, my interests have been in the experiences of those individuals who, in 

various ways, participated in the international exchanges that established a place 

for Canadians and their government in Japan. These transnational connections 

outdate the arrival of Canada’s first minister to Japan, Sir Herbert Meredith Marler, 

who, together with diplomats Hugh Llewellyn Keenleyside and Kenneth Porter 

Kirkwood, represented his government in the Japanese capital from 1929, and they 

include a history of transpacific exchange linking societies in a number of regions 

across Japan and Canada. Histories of exchange centered upon the Kansai ports of 

Kobe and Osaka and Vancouver, for example, are becoming increasingly important 

in understanding the processes which during this period brought North America, 
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the Pacific, and East Asia together in unprecedented ways. Moreover, the 

individuals who lived and worked to facilitate interactions between these two 

governments (and societies) reveal much about what life in pre-war Japan was like 

for the Canadian trade ministers and diplomats of Kobe and Tokyo, in addition to 

the many individuals whose travels in and out of Japan represented the very types 

of exchange these ‘official’ relations sought to regulate.  

My personal relationship with Japan began with an interest in the great 

Nissan, Toyota, Mitsubishi, and Honda sports cars of the late-80s and early-90s. 

Entering university, it was a course on modern Japanese history that motivated me 

to make my first visit. I sold my 1985 Toyota Corolla GTS-T in order to make my 

first trip. I thereafter worked for the chance to experience what living in Japan 

could be like. This I accomplished by way of the exchange programme at the 

University of the Fraser Valley, which allowed me to move to Nagasaki prefecture in 

2010. My study of the Japanese language has been ongoing ever since; as in my 

daily life here in Osaka, Japanese plays a central role in my study of history as the 

importance of international archival research continues to grow. 

From Nagasaki I moved to Montréal, where my research and writing skills 

were developed by the wonderful faculty at Concordia University’s Department of 

History. In Quebec and Canadian history, Dr. Peter Gossage provided invaluable 

support and guidance, introducing me to the world of archival research; teaching 

me how to think about past societies and their members; and encouraging me to 

think, speak, and write about the past as a historian. Dr. Matthew Penney’s 

instruction on modern Japan introduced me to the bountiful opportunities of the 

study of memory in society, nuancing my understanding of victimized societies and 

the lingering and sometime elusive effects of the experiences of war on collective 

publics. Dr. Wilson Jacob challenged us all to think global, instilling in me the 

desire to question the primacy of the nation state as the quintessential subject of 

historical analysis. My appreciation extends to a number more, as well as to 

members of the Political Science Department and the School of Irish Studies at 

Concordia, of whom there are too many to name here. My present efforts to apply 

the newest and ever-changing methods of a ‘new’ diplomatic (or, international) 

history to the study of interwar trans-Pacific exchange and relations are possible 

only thanks to their training. Meanwhile, professors of the Japanese language at 

McGill and Kobe Universities have provided equally essential skills. 

In my next two years here in Kansai, I plan to conduct archival research on 

the history of Canadians in Japan, the early roots of diplomatic relations between 
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the two nations, and the trans-Pacific exchanges thereby accomplished. Meanwhile, 

I hope to participate and learn from the academic community here, contributing as I 

can to the invaluable practices of knowledge sharing and collaboration. For these 

reasons, I am extremely grateful for the warm welcome I received from members of 

the Japanese Association for Canadian Studies at the September conference and I 

look forward to meeting and working with more of you all. 

 

Bio: Jason Butters was born in British Columbia’s lower mainland, where he 

completed his primary education before moving to Nagasaki, Japan as an 

undergraduate. Thereafter he spent several years in Montréal, Quebec, obtaining a 

BA (Specialization History, Minor Political Science) and a Master of Arts (History) 

from Concordia University, where the Department of History selected his thesis 

"For Empire or Dominion? Prestige or Adventure?: The Men of the Canadian 

Legation in Tokyo, 1929-1933" as the best of his graduating year. In 2016, Jason left 

Montréal for Osaka, Japan, where he presently holds a Monbukagakusho 

scholarship and attends Kobe University as a Research Student in the Graduate 

School of Law. This coming spring, he will begin a Political Science MA this spring 

under the supervision of Dr. Tosh Minohara. Please feel free to contact Jason at 

buttersjasong@gmail.com in either Japanese or English. 

 

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

私の教室から in 関西 

 神崎舞（摂南大学） 

 

摂南大学外国語学部は、海外留学制度が充実しており、現在、

11 の提携校があります。中でもカナダは人気の留学先で、学

生はブリティッシュ・コロンビア大学、あるいはサイモン・フ

レーザー大学の語学学校に、半年ないしは 1 年間留学するこ

とができます。 

私は、「英語圏概論」や「海外留学事前演習（北米）」、そし

て「卒業研究」といったゼミナール科目などを担当していますが、カナダに関することを

取り上げると、熱心に耳を傾けてくれる学生が多いのも、カナダに対する学生の関心の高

さを示しているといえます。 

今回は「英語圏概論」について紹介致します。本授業は、視聴覚資料を用いながら、北

米文化について幅広く学ぶことを目的としています。似て非なるカナダとアメリカの大衆
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文化を学ぶことで、両国への興味づけと同時に、広く異文化に対する理解へと繋げていま

す。 

今年度は、カナダの文化として、『赤毛のアン』や『タイタニック』、そしてセリーヌ・

ディオン、さらに各地で開催されているシェイクスピア・フェスティヴァルや、シルク・

ドゥ・ソレイユなどを紹介しました。特に、シルク・ドゥ・ソレイユは大阪での公演を重

ねていることから、実際に観たことがある学生もおり、より授業内容に興味を持っていた

ように思います。 

本授業は、1 回生を対象とした講義科目で、約 100 名の学生が受講します。講義科目は、

教員から学生へ教授するという一方的なコミュニケーションに陥りがちです。そこで私が

取り入れているのは、グループ・プレゼンテーションです。約 20 のチームに分け、それぞ

れに授業内容に関連したテーマを与え、パワーポイントを用いて発表させます。大学に入

学したばかりの 1 回生がグループを作り、約 100 名の受講者の前でプレゼンテーションを

行うことは、一見無謀な試みのように思えます。しかし、学生はそれぞれに試行錯誤しな

がら、協力してプレゼンテーションに臨んでいます。今の学生は、活字よりも映像で情報

を入手することが多いせいか、パワーポイントの質も高く、驚かされることが少なくあり

ません。発表を終えた後は、発表の良かった点及び改善点を受講者に書いてもらいます。

そして、その中で最もよく書けているものをいくつか選んで、発表者に渡します。教員か

らだけではなく、仲間からさまざまな意見をもらうことは、学生にとっても新鮮な経験と

なっているようです。講義科目でグループ・プレゼンテーションを取り入れることで、学

生の積極的な授業参加を促す双方向型の授業が可能となり、アクティヴ・ラーニングに繋

がります。毎年、学生からはこのプレゼンテーションが良い経験になったとの声が多く寄

せられるのも、一定の達成感があるからだと考えられます。 

英語圏概論を受講することでカナダの基礎知識を習得し、後にカナダに留学、そして帰

国後もゼミを通してカナダの文化に関する理解をさらに深めたいという意欲的な学生もい

ます。 今後、学生がカナダの文化に対する関心をさらに持ってくれるような授業を提供し

ていきたいと考えています。 

 

【神崎舞氏 プロフィール】 

摂南大学外国語学部講師。博士（文学）。主な研究領域はカナダの舞台芸術。論文：“The 

Japanese-Garden Aesthetics of Robert Lepage: Shukukei, Mitate, and Fusuma-e in 

Seven Streams of the River Ota and Other Works”  (共著、Theatre Research 

International, Cambridge University Press, Vol. 38, No. 3, 2013)など。2015 年に「カナ

ダのシェイクスピア―『ロミオとジュリエット』（1989）におけるプレーリーの役割―」に

て日本カナダ学会研究奨励賞優秀論文賞受賞（本論文は『カナダ研究年報』日本カナダ学

会、第 36 号、2016 年に掲載）。 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 
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私の研究室から in 関西 

福士純（岡山大学） 

 

 私は、カナダ経済史、イギリス帝国史を専門としてお

り、日々研究を行っております。中でも、現在私が関心を

持っているテーマが「ブリティッシュ･ワールド」研究です。

ブリティッシュ・ワールドとは、イギリスとイギリスから

の移民よって建設された自治植民地によって構成される地

域であり、それらは言語、文化、アイデンティティ等によ

って密接に結びついていると理解されます。 

 私の現在の研究も、このブリティッシュ･ワールド研究に

基づいたものとなっています。その際、私の研究課題はブ

リティッシュ･アイデンティティを共有することによるイ

ギリスとカナダを含む自治植民地の感情的紐帯が、貿易や投資といった経済関係の緊密化

にどのような影響を与えたかということです。具体的には、カナダが感情面での結びつき

を基盤として、いかにブリティッシュ･ワールド内での経済統合の促進を図る一方、その内

部においての経済発展を模索していたのかを解明しようとしています。 

 現在のカナダにおいて、イギリスやイギリス帝国の影響は日常的には意識することは少

ないかもしれません。しかし、このようなブリティッシュ･ワールド研究は、現在もイギリ

ス国王を国家元首とし、コモンウェルスの一員でもあるカナダについての理解を深めるの

にも寄与することで、カナダ研究の他の領域にも資するところが大きいと考えられるので

す。 

 

【福士純氏プロフィール】 

明治大学文学部史学地理学科卒業、リーズ大学歴史学部修士課程修了、明治大学大学院文

学研究科博士後期課程修了、現在岡山大学大学院社会文化科学研究科准教授。2005 年日本

カナダ学会研究奨励賞最優秀論文賞受賞。主な業績として、『カナダの商工業者とイギリス

帝国経済: 1846~1906』刀水書房、2014 年;「戦前・戦後カナダ航空機産業の形成と発展」、

横井勝彦編著『航空機産業と航空戦力の世界的転回』日本経済評論社、2016 年。 

 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 
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＝秋の研究会「カナダ＆日本：依存なき外交」のお知らせ＝ 

 

日 時  ：   2017 年 11 月 25 日（土） 10：00～11：30 

場 所  ：   関西学院大学  G 号館２階 フジタ・グローバルラウンジ  

         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） 

 

この秋の研究会は会員からのご報告の希望がなかったため、昨年同様、関西学院大学が毎

年実施している Canadian Studies Seminar との合同で開催いたします。今回のテーマは久し

ぶりにカナダと日本の外交です。今回はこの分野の大専門家 Mackenzie Clugston 元駐日カナ

ダ大使・現在、関西学院大学教授及び同大学・Mt Alison University, Queen’s University ・ 

University of Toronto 協働運営による Cross Cultural College 学長のリーダーシップのもと、

Clugston 氏のほか、お二人の研究者による報告が行われます。お一人は長年カナダ外交を研

究されてこられた Thomas Keeting アルバータ大学名誉教授・2017 年秋学期関西学院大学カ

ナダ研究客員教授です。もうお一人は、本学会と姉妹関係にある Japanese Studies Association 

of Canada(JSAC)会員・若手日加関係史研究者で現在文部科学省招聘・神戸大学大学院法学

研究科・研究生 Jason Butters 氏です。これは公開となっておりますので事前登録をする必要

はありません。なお後者お二人のご報告者の詳細に関しては、上記の Canadian Researchers in 

Kansai をご参照ください。 

 

◆カナダ研究セミナー詳細 

https://www.kwansei.ac.jp/c_ciec/news/2017/attached/0000124822.pdf 

 

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。 

 

＝＝関西地区 秋の懇親会のお知らせ＝＝ 

上記研究会の開催される 11 月 25 日（土）夜６時から懇親会を宝塚がんこ亭にてお一人

あたり 5,000 円ほどの会費で行う予定です。事前予約が必要となりますので、ご参加希望

の方は 11 月 18 日（土）までに mito@kwansei.ac.jp にメールにてお申し込みください。こ

れ以後は収容できる範囲内で対処させていただきますので、ご理解のほど宜しくお願い申

し上げます。 
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＝＝関西地区 春の研究会のご報告＝＝ 

 

春の研究会は 2017 年 6 月 17 日（土）関西学院大学  G 号館 105 教室にて開催されまし

た。２つの部からなっており、第一部では本学会の大石太郎会員（関西学院大学）が「海

のカナダと陸のカナダ―景観からみるカナダの地域性―」という題で、報告を行いました。

この報告は昨年度、カナダにて研究活動をされていた同会員自身のカナダ横断現地調査に

基づくもので、沢山の興味深い写真を含めての報告でした。カナダの地方を知らない私の

ような会員にとっては Virtual Tourに近いものでした。民族や文化とともに地理的な地域

の多様性を美しい写真とともに楽しく学ぶことができました。 

第二部はカナダの少子高齢化がテーマでした。はじめにこの学会で以前基調講演をされ、

本学会の関西地区での研究会で発表して頂いたお馴染みの Paul Williamsトロント大学大

学院医療政策・評価研究科教授兼・関西学院大学法学部 2017年春学期北米政治学客員教授

がカナダにおける高齢化社会の全体像を日本と比較しながら外観するとともに、カナダ特

に、オンタリオ州における高齢化施設や地域医療体制などの実情と課題を報告しました。

同氏は日本滞在中、日本における高齢者への地域サポート体制に関する現地調査を行い、

病院や医師だけではなく地域の人々や非医療施設での先進的なケアー体制が確立されてい

ることを発見し、これはカナダが多く見習うべきであると報告しました。いつもカナダか

らばかり学ぼうとしている我々にとってカナダが日本から学ぶべきものがあるというのは

新たな発見でした。 

続いて 2 年ほど前 Paul Williams 先生とご一緒に本学会の関西地区での研究会で発表し

て頂いた Janet Lum ライアソン大学大学院教授・同副研究科長が“Policy Crossroads 

for Canada Beyond 150”という題で、不確定で不安と闘争に満ちた２１世紀において

誕生 150 年を迎えるカナダはいかに対応すべきかを、高齢社会ではなくカナダの若者

に焦点をあて、報告しました。彼らを取り囲む多くのチャレンジに対応できる創造性と

エネルギーに満ち溢れる若者を育てられるかどうかが、さらにカナダがいかにダイナミ

ックで平等な社会を築くことができるかどうかその課題を克服できるかどうか大きな

Cross Road に立っていると指摘しました。 

今回は、参加人数は多くはありませんでしたが、カナダ学会の会員のほかにも世界保

健機関・健康開発総合研究センター（WHO 神戸センター）の Alex Ross 所長をはじめ

関西に居住している外国人が何人か参加してくださり、多くの質問が出で盛況でした。

その参加者の大半がその夜開かれた懇親会にてさらに質疑応答なども続き、大変盛り上

がった研究会となりました。どうか秋の研究会への皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

(文責 水戸考道)  

  



13 

 

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

カナダ教育学会第 50回記念研究会・公開シンポジウムのご案内 

 

カナダ教育学会では、1999 年 1 月にカナダ大使館４階ホール奥を会場として開催された

第 1 回研究会（当時は「カナダ教育研究交流会第 1 回懇談会」）から数えて 50 回目の研究

会を迎えることを記念して、下記の通り、公開シンポジウムを開催いたします。 

 学会員以外の一般の方々でも、カナダの社会や教育にご関心のある方の参加を歓迎いた

します。学会員以外で参加をご希望の方は、次の URLから参加申し込みを行ってください。

参加費は無料です。申込締切は 11月 14日（火）となっております。 

http://www.kokuchpro.com/event/07ade9a8f602b6510fc6a9d9fd9ef7b9/ 

 それでは、当日多くの方々にお会いできることを楽しみにいたしております。 

 

                   記 

 

カナダ教育学会第 50 回記念研究会・公開シンポジウム「カナダの『憲法』・多文化主義と

教育」 

日時：2017年 11月 25日（土）13:30-17:30 

会場：青山学院大学青山キャンパス 17号館 17310教室 

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷 4-4-25 

アクセス：JR・各私鉄・地下鉄 渋谷駅より徒歩 10分または東京メトロ表参道駅より徒歩

5分 http://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/access.html 

主催：カナダ教育学会 

共催：青山学院大学総合文化政策学会 

 

スケジュール： 

司会 児玉奈々会員（滋賀大学） 

13:30－13:40 開会の挨拶 溝上智恵子会長（筑波大学） 

       開催校挨拶 鳥越けい子氏（青山学院大学、同総合文化政策学会会長・ 

            日本カナダ学会会員） 

13:40－14:40 基調講演 佐藤信行氏（中央大学大学院、日本カナダ学会副会長） 

「カナダの『憲法』と多文化主義」 

14:40－14:50 休憩 

14:50－15:50 指定討論者による論点の提示 

 ①飯笹佐代子会員（青山学院大学）「ケベックの視点から」 

 ②鵜海未祐子会員（駿河台大学）｢宗教マイノリティにとっての学校教育の視点から｣ 

 ③平田淳会員（佐賀大学大学院）「教育行政制度の視点から」 
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15:50－16:00 休憩 

16:00－17:20 全体討論 

17:20－17:30 閉会の挨拶 溝上智恵子会長 

 

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

2018 年度日本カナダ学会関西支部春季研究会・報告者募集について 

 

本学会関西支部では研究会を春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 3 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 

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

編集後記 

 『日本カナダ学会関西地区便り』第 104 号を皆様のお手元にお送りさせていただきます。

会員の皆様にご協力いただき、今号も非常に充実した内容になっております。ご執筆いた

だきましたみなさま、本当にありがとうございました。Thank you very much for your 

contribution to the newsletter.ぜひご一読いただき、関西地区会員の皆様の交流に役立

てていただければ幸いです。 

 

 

大岡栄美（関西学院大学） 


