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河川は上流から河口まで連続した生態系です。河川が運んでいるのは水だけではなく、土

砂・栄養塩等の物質や生物も、河川が連続してはじめて、上流域から下流域へと運ばれま

す。しかし、流程にダムが設置された河川では、このような物質輸送はもはや望めません。

なぜなら、ダムは河川の連続性を遮断するからです。どのようにダムの構造や運用方法を

工夫したとしてもです。生態系に対するダムの影響はさまざまに取り沙汰されますが、ダム

による影響があるかないかが問題ではなく、いかに影響を回避し軽減するかが問題なのです。現在、私達が当たり

前のように受けている社会サービスの基盤は、既設ダムによるものです。ダムのない社会を目指すことは容易では

なく、現実的ではありません。私は、既設ダムの影響をいかに軽減し、健全な河川生態系へ修復・維持するかという

テーマで研究を行っています。 
河川には魚だけでなく、水生昆虫を中心とする底生動物が数多く生息しています。底生動物は、釣り餌としての

価値だけでなく、河川の正常な機能維持に一役かっている、生態系の重要な構成要素です。そのため、河川が

何らかのインパクトを受けた際、底生動物のある種類が消失したり、逆に爆発的に増えたりすることがあります。 
当たり前のことですが、ダムにより影響を受けた生態系の修復には、まず、そのダム河川で何が問題なのかを診

断する必要があります。しかし、現状では診断のための判断ツールが充分であるとは言えません。私は現在、個々

のダム河川に対し、どのように処置するのが健全な河川生態系にふさわしい

のか、研究を行っています。河川管理・改修費は税金であり有限です。場合に

よっては、適切な指標を用いてダム河川のトリアージを行うことも必要かもしれ

ません。今回の発表では、様々なダム影響の軽減策のメリットとデメリットを紹

介します。対症療法として近年試行されている土砂還元から、根治療法として

のダム撤去までです。 
私はこれらの研究を通して、社会と生態系とのバランスを考え、費用をどこ

に割り振るのが効果的か、そのための診断と処置を効果的に行うことを目指し

ています。 
 

 

貯水ダムは河川生態系の連続性と変動性に著しい影響を与えており，ダム下流生態系の

劣化は近年強く問題視されている。土砂輸送を例にとると，ダム上流やダム湖内では細粒

河床材料（小礫・砂等）が過剰に堆積する一方で，ダム下流では細粒河床材料が欠乏して

河床粗粒化が引き起こされ，底生動物相が大きく変化する。今回の発表ではまず最初に，

ダムの影響を受け，ダム下流域の物理環境および底生動物の群集組成（摂食機能群・生

活型・食物連鎖長など）がどのように変化しているかを，複数のダムにおける調査研究例から概観する。次に，ダム

影響を緩和すると考えられる，流下距離による河川の自浄作用，支川の流入などの効果について，その緩和効果

を検証する。さらに，ダム下流の劣化した生態系機能に対する緩和策として，近年行われている「土砂還元」につ

いて，その修復効果を実際に検証してみたい。 
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地球表層に存在する水の中で、雨水・河川水・湖沼水・地下水などの淡水は、我々人間の生

活にはなくてはならない資源であるが、地球表層に存在する水量の約2％しか存在しない。森
林生態系は、これらの水が循環する過程で水量と水質を調節する重要な役割を果たしてい

る。森林に降った雨は、林冠に受け止められ、樹幹をつたい、土壌に達した後、土壌内を浸

透しながらさまざまな生物過程や化学過程を受け、最終的には地下水を経て地表に滲出す

る。土壌水は河川水の約20倍、地下水は約1万倍の水量を有しており、これらの水の大部分は森林地帯に蓄えられて
いる。これまでの研究により、地上部を覆う森林の密度や樹種,伐採などの管理状態は、地下部に蓄えられる水の溶存
成分に大きく影響することが、溶存栄養塩や無機主要イオンなどの調査を通じて示唆されてきた。この地下部に蓄えら

れた多量の水は、最終的には地表に滲出するため、渓流河川水質もまた、流域の森林をはじめとした土地利用形態に

支配されていると考えられる。しかし、このように流域の土地利用と水質との関係が強く認識できるにもかかわらず、こ

れまで森林の管理状態と水質との関係を調べた例は少ない。

溶存有機物は、全ての陸水に数百 g/L から数 mg/L 含まれ
る、ユビキタスな物質群で、地圏においても、水圏においても

主要な炭素のリザーバーである。主に粒子状有機物の分解に

より生成する溶存有機物は、バクテリアの主要なエネルギー源

であり、太陽光の入射を制限することで、水圏における一次生

産や紫外線阻害などに影響を及ぼし、物質循環を直接的・間

接的に支配している。 
本研究は、このFT-ICR MSを用いて森林地域における降
雨・林内雨・土壌水・地下水・河川水中溶存有機物を分子レベ

ルで特徴づけ、河川水質に森林生態系が及ぼす影響を有機

物組成の観点から明らかにすることを目的とした。 
 

 

研究の中心的な部分を担う分析法である FT-ICRMS は、磁場中で起こる荷電粒子の回転
(サイクロトロン)運動の角速度が、その質量/電荷比の関数であることを利用した分析装置で
ある。近年、超伝導マグネットを備えた装置の開発により，きわめて高い分解能による分析

が可能になった。この分析法によれば、数千を超える質量ピークのそれぞれに高い精度で

分子式を予想することが可能になり、得られた分子式の元素組成比から、大まかな構成分

子種を推定することができる。FT-ICRMS はまだ世界的にも新しいため、この超高分解能の性能を生かし、陸水試料
の分析を行った例はまだ少ない。そこで本研究では、FT-ICRMS を用いて天然水中の溶存有機物を分子レベルで
明らかにすることで、これまで不可能だった水質の絶対的評価を溶存有機物の観点から行う。さらに降雨から渓流水

に至る水循環プロセスと組み合わせて水質の変遷をたどることでその形成過程についても解明する。これらは、これ

までの溶存有機物研究では見られなかった画期的で斬新的な試みである。 
本研究では降雨,林内雨,O層・A層・B層・C層の下部における土壌水,地下水,渓流水などの採取を行い、溶存有機
物の分子組成についての情報を得、溶存有機物の質的な変化を明らかにする。これまでに、これに類似した研究は

ほとんどなく、森林生態系を循環する溶存有機物の分子組成についての情報は皆無である。本研究の実施によって

森林地下部の有機物質動態についての全容が明らかになり、水質制御を生かした森林管理法の開発に着手できる

と期待される。 

 



学生による地域連携プロジェクトを 

活性化するしくみづくり 
〜エコ・ヒューマン地域連携センターの試み〜 
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環境人間学部は、地域に根ざした地域連携活動を推進するために、2011 年 3 月 23

日に「エコ・ヒューマン地域連携センター」を設立した。地域にひらかれた大学と

して、学部の多彩な専門性、技術、マンパワーを生かし、「教育」「研究」「社会貢献」

という大学が抱える３つの使命を視野に、質の高い地域課題解決に貢献する連携シ

ステムの創造を目指している。センターでは、学生が主体となった地域連携プロジ

ェクトを推進し、地域貢献の実践的成果を生み出すとともに、活動を通して学生の課題発見・解決力、プ

ロジェクトマネジメント力、情報発信力などにおける教育的効果を高めていこうとしている。 

2012 年 7 月時点で、17 のプロジェクトが姫路エリアで稼働しており、167 名の学生が活動に参加してい

る。連携先は、自治体、NPO、商店街、企業、自営業、地元メディアなど多様である。学生が主体となった

地域連携プロジェクトを推進するために、センターは以下の３つの支援を行っている。 

１）地域のニーズの発掘と整理 

学生たちの活動は、「環境教育」「都市再生」「農村支援」「情報発信」という四つの領域に位置づけられ

ている。プロジェクトが始まるきっかけは、学生たちの関心、教員の提案、地域のリクエストなど様々で

あるが、社会貢献という観点から意義深い活動を推進していくためにも、地域のニーズを把握するための

体制の構築が重要である。センターには、地域住民、NPO、行政などから相談やリクエストが常時寄せられ

ている。（2011 年 10 月～2012 年 7 月までに計 107 件（地域 62 件、学生 33 件、教員 12 件））地域のニーズ

をデータ化し、学部内のシーズとのマッチングを図っている。 

２）スキルアップのためのワークショップの開催 

 マンスリーワークショップを開催し、プロジェクト間の活動共有の場を創出している。ワークショプで

は、課題分析力・考察力の強化や情報発信ツールの習得に向けたスキルアップのプログラムを提供してい

る。学外における地域貢献活動の評価枠組み（ひょうご青少年社会貢献活認定制度、SIFE(Student in Free 

Enterprise)など）を活用し、資格取得やコンペの参加といった具体的な目標を立てて、学生の意欲の向

上につなげている。 

３）エコ・ヒューマン地域連携活動奨励基金の開設 

 2012 年度からは、学生のプロジェクトを支援するためのファンドのしくみを整備した。プロジェクトを

奨励したいという個人や団体からの寄付金の受け皿として、NPO 法人ソーシャルデザインファンドとの連

携のもと、「エコ・ヒューマン基金」をつくり、学生による地域課題解決を活性化するための支援の輪を広

げつつある。寄付者は、奨励したい活動領域やプロジェクトを指定することができるため、寄付・投資を

どのように生かして欲しいかの意思表示が可能である。2012 年 7 月末時点で、計約 100 万円の寄付･投資

があり、学生プロジェクトの充実化に活用されている。 

【SIFE への参加による世界を視野に入れた活動の展開】 

ビジネスセンスを生かした大学生の社会貢献活動をサポートするSIFEのコン

ペに 2012 年度より参加している。大学間での活動共有と各校の取り組みのレベ

ルアップにつなげるためのコンペである。SIFE では,国内大会が毎年開催されて

おり、その優勝校が世界大会に参加する機会を得る。センターは、2012 年 7 月

に東京で開催された国内大会に初めて参加し、9 校中第３位の成績を残した。審査員からは、地域に

密着した活動について、多数の学生が参加することで地域活性化に寄与している点に対して、高い評

価を得た。今後は、上述したセンターの特徴を生かして、学生プロジェクトの更なる推進を図りつつ、

各プロジェクトの地域貢献の質的向上、学生の課題分析力と情報発信力の向上を実現し、世界で PR

できるような独自の地域連携活動のスタイルを強化していく。 

 



フェアトレードはコーヒー生産者組合の 

生産力向上の動機づけとなるのか 
 ～研究と実践からわかったこと～ 

 

環境人間学部 環境人間学科  
 

はらだ かずひろ 

准教授 原田一宏  
 

フェアトレードコーヒー、アグロフォレストリー、地域住

民、北スマトラ州リントン地区、インドネシア 

 
 昨今、地球環境保全・地球温暖化防止や途上国の地域社会の生計向上を実現するた  

めに、地域発展に関する国際的な政策が立案され、途上国で実施されている。本報告

で紹介するフェアトレードコーヒーはその事例の１つである。フェアトレードは、グ

ローバルな国際貿易の仕組みに生起した南北間の経済格差や貧困を解消することを目

的とした「オルタナティブトレード」として始まった。フェアトレードは、環境に配

慮するとともに、先進国の消費者が途上国の生産物をより高い価格で購入することにより、途上国の生産者

により多くの利益を還元しようとする仕組みである。国際フェアトレード認証ラベル（FLO）では、経済（フ

ェアトレードコーヒー最低価格の保証やプレミアムの支払いなど）・社会（組合の民主的な運営や地域の社

会開発など）・環境（生物多様性保全など）に関する基準を設定し、特定の商品に認証を与えている。 

 本研究では、インドネシアの北スマトラ州でのコーヒー栽培を取り上げる。現地でのフィールド調査によ

って、この地域で長年実施されてきたコーヒー栽培の実態把握、フェアトレードコーヒー導入の歴史的背景、

フェアトレードの販売実績、さらにはコーヒー豆の売り上げをもとにした社会開発プロジェクトの実施状況

について把握するとともに、研究室の活動団体（ピープル・アンド・グリーンビレッジ、PGV）がコーヒー

生産者組合の活動を実際に支援することにより、フェアトレードの仕組みが生産者に与える影響および、フ

ェアトレードコーヒーの継続的な生産の可能性について明らかにする。 

2011 年 5 月と 9 月に、コーヒー生産の現状を把握するために生産者組合の代表および、地方行政官に対し

て聞き取りを行った。また、2012 年 3 月には、PGV の活動支援のために学生とともに現地を訪問した。 

インドネシアのフェアトレードコーヒー生産者組合は、北スマトラ州に 1 ヶ所、アチェ州に 11 ヶ所ある。

本研究の調査地である北スマトラ州の生産者組合は、日本の大手スーパーマーケット（イオン）からの要望

のもと、日本の NGO（わかちあいプロジェクト）の協力によって 2005 年に FLO 認証を取得した。認証取得後

組合員の数は徐々に増加し、組合員によって生産されたコーヒー豆は日本に輸出され、大手スーパーマーケ

ット（イオンや無印）やカフェチェーン店（タリーズ）で販売されるようになった。コーヒー販売で得られ

たプレミアムは、生産者組合の子供の奨学金や生産者の農業トレーニングなどの社会開発プログラム実施の

ための資金として利用された。しかし、その後の FLO による審査により、生産者組合がコーヒー豆を適切に

管理していなかったこと、プレミアムを計画通りに使っていなかったことなどが判明し、2011 年にフェアト

レード認証が剥奪されてしまった。本事例により、FLO 認証取得には、社会開発など地域社会に便益をもた

らす利点はあるものの、フェアトレードコーヒーを継続的に生産するためには、組織力の向上や経済的な支

援体制が不可欠であることが明らかになった。  

 PGV は 2011 年から姫路市内のはまもとコーヒーと共同で、現地の生産者組合を支援している。生産者組合

から仕入れた豆で煎れたコーヒーをはまもとコーヒーで提供してもらい、その売り上げの一部を生産者組合

に提供している。生産者組合は、その資金で被陰樹の苗を購入し、アグロフォレストリーを実施している。

このような顔の見える草の根の支援は、FLO とは異なった意味で、生産者のコーヒー生産意欲を高める可能

性を秘めているといえる。 

 本報告の研究成果は、フェアトレードコーヒーの現地調査だけではなく、姫路市の

コーヒー専門店の協力のもと、学生とともに行った草の根支援活動によって得られた

ものである。本事例は、大学の教員・学生と企業が協働で実現しうる真の国際貢献・

国際交流や企業の CSR を実現するための１つのモデルになると考える。 

 

 



食品に含まれるビオチンの生物有効性に関する研究 
〜水溶性ビタミンを正しく摂取するには？〜 
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ビタミンは人間が生きていくために必要な微量栄養素です。ビタミンはこれま

でに 13 種類発見されています。これらは溶解性の違いにより、水溶性ビタミン

と脂溶性ビタミンに分けられます。水溶性ビタミンは 9種類あり、8 種類のビタ

ミン B群とビタミン Cからなります。ビタミン B群の内訳は、B1、B2、B6、B12、

ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンです。私たちは、このビタミン B群の 1つビオチンに着

目して研究してきました。 

 ビタミンが欠乏すると様々な欠乏症状を呈

します。ビオチンが欠乏した場合には、皮膚炎

や脱毛、神経障害を発症します。しかし、ビオ

チンは様々な食品に含まれていますので欠乏

することはほとんどないと考えられてきまし

た。 

 ところが、通常の食事を摂取しているにも関

わらず、妊娠中の女性では体内のビオチン量が

低下している可能性が報告されています。これ

はおそらく、胎児がビオチンを要求しているた

めと考えられます。動物では、妊娠期のビオチ

ン欠乏により、胎児の形態形成に影響を及ぼすことが報告されています。従って、妊娠期のビオチン

の栄養状態には十分な注意を払う必要があるかもしれません。 

 さらに、出産後も生まれてきた乳児にとってビオチンは大切なビタミンです。乳児の栄養状態は、

母乳か人工乳に依存しています。ところが、アレルギーなどの治療目的で特殊ミルクを飲んでいる乳

児で、アトピー性様の皮膚炎を発症しており、ビオチンを与えると改善したという報告がいくつかあ

ります。治療用の特殊ミルクに含まれるビオチン量が少ないのです。このように妊娠期や乳児期（さ

らに幼児期）におけるビオチンの栄養状態を把握することがとても大切です。 

 食品中のビオチン含量は、「日本食品標準成分表 2010」で初めて収載されました。このデータを使

って、ビオチンの摂取量を考慮した献立を作成することができます。しかし、食品中のビオチンが消

化、吸収され、細胞の中で利用される割合、すなわち生物有効性は、それぞれの食品で異なっている

と考えられます。私たちはこれらの点を明らかにしようと考えています。 

 

 

近年、栄養機能食品を利用している人が増えています。これらは、ライフスタ

イルに合わせて利用することが重要です。例えば、高齢者では、特定のビタミン

の摂取量が低下していたり、吸収率が低下している場合があります。このような

方には栄養機能食品の摂取は有効でしょう。しかし、栄養摂取の基本は普段の食

事からと考えます。本研究は、産業への応用は難しいと思いますが、私たちの健康を維持するために

重要な研究であると考えています。 

 

 



砂糖の調理加工特性に影響する新因子 
〜知られざる砂糖の加熱熔融特性〜 

 

環境人間学部 環境人間学科  

准教授 坂本
さかもと

 薫
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砂糖，スクロース結晶，加熱溶融特性，DSC 分析，粉砕，

カラメル化，グラニュ糖 

 
日本の市販グラニュ糖や白双糖のスクロー

ス純度は 99.9％以上と大変高く，スクロース結

晶とみなすことができる。そのため製品の間で

品質には差がないと考えられてきたが，試薬ス

クロースやグラニュ糖の融点にはメーカによ

って異なるものがあり，融点の異なるグラニュ糖は加熱熔融の状況が

異なり（図 1），示差走査熱量分析（DSC 分析）において異なる波形を

示すことをすでに明らかにした。熔融の際の着色状況も異なるため，

砂糖を使った調理品においてその味や外観等が異なってくる。融点の

低い結晶は熔融の際にスクロース分子の分解も起りやすく，さらに，

融点より低い温度（100℃）に保持した場合でも，結晶は着色する。 

さらに，スクロース結晶に粉砕という物理的変化を加えることにより，その加熱特性が変化する可能性

を確認するため，白双糖を粉砕してカラメルソースを調製して食味に差が生じるか否かを検討したところ，

官能検査において白双糖と粉砕糖で調製した両ソースには 14 項目のうち 12 項目に有意差が認められた。

また，白双糖と粉砕糖の DSC 分析では，波形が大きく異なる結果となった（図 3）。白双糖はより低温側で

熔融が早く起きると考えられ，200℃近くで糖の分解に起因すると思われる吸熱の上昇があり，糖の熱分解

や重合による苦味物質や着色物質等が多く生成する可能性が示唆され，純度の高いスクロース結晶であっ

ても，粉砕という物理的操作でその加熱熔融特性が変化し加熱調理品の食味に影響を与えると考えられた。 

白双糖 粉砕糖（白双糖を粉砕）

白双糖のみ着色
 

 

 
砂糖は身近に多く長く使用されてきた食品であるため，一般的に，その特性は知

りつくされていると思われがちである。日本は世界的に見ても高度な製糖技術を持

っているが，製糖技術も測定技術も進歩・発展してきている現在，その加熱熔融特

性は従来のものとは異なってきている。砂糖は，甘味をつけるだけでなく，多くの

食品加工上の調理特性を持ち，重要な役割を果たしているため，あらゆる食品加工

現場で使用されている。今まで，経験に頼ってきた食品加工上の砂糖の特性をより正確に掌握し，利用で

きることは，食品加工上大変意義があることと考えられる。 

 当研究室では，砂糖のほか，現在「炊飯」についても精力的に取り組んでいる。おいしい米飯を得るた

めの理想的な温度履歴の解明やおいしい米飯のテクスチャーの解析は，より優れた炊飯器の開発にもつな

がる身近な技術開発の基礎となる研究である。そのほか，食生活関連の調査研究も行いつつ，真空調理な

ど食品加工技術と関連の深い大量調理技術と調理品の品質保持に関する研究にも取り組んでおり，食の外

部化が著しく進んでいる現在，食品加工業界に有益な実験データを示していくことができると考えている。 

第 103 回製糖技術研究会大会賞受賞（2005.5） 

図 1 グラニュ糖の加熱熔融状況 
（それぞれ W，X，Y，Z 社のグラニュ糖） 

図 2 100℃で 24 時間加熱保持後の

白双糖と粉砕糖の着色状況 
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図 3 白双糖と粉砕糖の DSC 分析 



地域在住高齢者の要介護化リスクに関する縦断的研究 
〜閉じこもり、転倒、低栄養に着目して〜 
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高齢者，介護予防，閉じこもり，転倒，低栄養，身体活動，

要介護化リスク 

 
わが国は、世界でも指折りの長寿国となりました。それでは、昔から日本人は寿

命が長かったのでしょうか？残念ながら違います。1950 年代は現在の主要先進国中、

最低でした。それが 1970 年代に入りますと男女ともに伸び、1980 年代には総て抜き

去り、長寿大国となったわけです。このように元気で長寿の方が増えているわが国

ですが、その一方で、「介護」、特に「認知症」や「寝たきり」といった高齢期にお

ける健康問題は国民の一大関心事となっています。私たちの研究室では、「子どもの発達と健康」「若年者・

高齢者に対するヘルスプロモーション」に関する研究活動を行っています。特に「子どもや若者が元気に

生き生きと生活できる環境の創造」「高齢者や障害者が心安らかに生きがいを持って生活できる環境の創

造」を目指して、健康教育学・老年学の視点から研究を進めています。中高齢者の方を対象として健康調

査を行いますと、色々な皆さんに出会います。いつまでも若々しい方。その一方で、年齢以上に心身の機

能が落ちてしまっている方。特に 70 歳を過ぎると個人差が著しくなるようです。本研究では、地域にお住

まいの高齢者を対象として、「要介護になりにくい人の特徴」について検討しました。得られた結果をまと

めると、以下のようになります。 

 

●日常的にしっかりと歩いている 

●社会的なつながりを持っている 

●外出している 

●こころにストレスをためこまない 

●適度な体重を維持している（軽くてもいけないが重すぎない） 

 

 一般的に要介護化を防ぐためには、「閉じこもり」「転倒」「低栄養」に気をつける必要があることがわか

っています。本研究で明らかになった要因とともに、いかにしてこれらを防いでいくかが重要になってき

ています。今後、より具体的な方策づくりが求められていると言えるでしょう。 
＜研究の優位性＞地域在住高齢者の心身の機能について明らかにしています。心と

体の状態を追跡ることで、何が原因で「要介護のリスク」が高まっていくのかが推

測できるようになりました。 

＜独自性＞高齢者の要介護化の実態は、まだまだ不明な点が多いと言えます。高齢

者の心身の機能について、具体的な数値を示して種々のアプローチができます。 

＜応用展開が期待できる産業分野＞健康ビジネス、福祉産業、ヘルスプロモーション分野 
【著書】 

1.『多様化社会をつむぐ世代間交流（草野篤子、内田勇人ほか編）』, 三学出版（滋賀）．2012 年 7 月 

2．『スポーツビジネス概論』（黒田次郎・遠藤利文編集），叢文社（東京）．第 10 章「医療・介護関連の市場」を担当．

2012 年 3 月 

3.『最新スポーツビジネスの動向とカラクリがよくわかる本』（黒田次郎、内田勇人ほか著）, 秀和システム(東京)．

2010 年 5 月 

【学術論文】 

1．内田勇人，藤原佳典，西垣利男，香川雅春，作田はるみ，下村尚美，木宮高代，濱口郁枝，東根裕子，矢野真理．

高齢者による育児支援活動が高齢者の心身の健康と母親の育児ストレスへ及ぼす影響，日本世代間交流学会誌，2(1)，

33-39，2012 年 2 月 

2．桜井良太, 藤原佳典, 内田勇人ほか．温泉施設を用いた複合的介入プログラムの有効性に関する研究 無作為化比

較試験による検討，日本老年医学会雑誌，48(4)，352-360，2011 年 7 月 

3．内田勇人, 藤原佳典, 谷口和彦, 新開省二．非拘束なモニタリングシステムによる見守り支援が介護スタッフに及

ぼす影響，老年社会科学，33(1)，60-73，2011 年 4 月 
 

 



地域連携による姫路の国際交流活性化プロジェクト 
〜風土の魅力を伝えるツーリズムの実現に向けて〜 
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１．研究の背景 

 姫路市は、世界遺産として登録されている姫路城や、ハリウッド映画の舞台とな

った書寫山円教寺など、国際的に認知度の高い文化資源に恵まれている。また、京

都、大阪、神戸といった近畿圏の大都市から近いということもあり、多くの外国人

旅行者を惹き付けるまちである。しかしながら、英語をはじめとする外国語の案内

表記が十分に配置されておらず、日本語を話さない旅行者にとって、必ずしも散策しやすいまちではない。

さらに、近畿圏の大都市と広島の間に位置することから、姫路市内に滞在する外国人旅行者は極めて少な

く、地元の風土、文化資源の魅力を十分にアピールできているとは言い難い。本研究では、産官学連携を

ベースに、テーマに関する課題分析とその解決策の検討を行い、姫路における国際交流の活性化を目指す。 

２．アプローチ 

①プロジェクト推進主体の形成 

 エコ・ヒューマン地域連携センターの学生プロジェクトとして、「姫路コンシェルジュ・プロジェクト」

を立ち上げ、学生が主体的に研究活動を推進するプラットフォームを整えた。平成 24 年 7 月現在、約 20

名がプロジェクトに参加し、学外との連携を図りながら、本テーマの活動に取り組んでいる。 

②連携のパートナー 

産：Himeji 588 Guest House（外国人向けホステル）、神姫バス株式会社 

官：姫路市 

③アクションリサーチの推進 

 ヒアリング、ワークショップ、アンケートによるニーズと課題の分析をもとに、連携先と協働で課題解

決に向けた実践を展開する。現場への働きかけを通して、仮説と提案の検証を繰り返し、実質的な成果へ

とつなげていく。 

３．これまでの活動と成果 

①ニーズと課題の分析 

—在姫路外国人の参加による姫路まちなかフィールドワーク（5/6） 

−外国人旅行者への街頭アンケート調査（5/26,5/27 に姫路城周辺で実施、回答者数 32） 

−姫路市内の観光産業や交通インフラ関係者との意見交換ワークショップ（6/7, 6/27） 

②課題解決に向けた実践と情報発信 

−神姫バス株式会社との連携による外国語表記改善に向けた社会実験の実施（8月） 

−姫路の文化と暮らしの魅力を伝える滞在型観光プログラムの開発（9月〜1月） 

−Facebook を活用した活動情報の発信（6月〜） 

 外国人旅行者のアンケート調査により、姫路城以外の文化資産が認識されていないことが分かっ

た。世界遺産であることから国際的に価値が認知され易くはあるが、姫路城を訪れる理由として「世

界遺産だから（9人）」と答えた人よりもむしろ「日本の歴史を知るため（18 人）」と答えた人の方が

多い。世界遺産というシンボリックな文化資源にとらわれずに、今後、山から海へとつながる姫路固

有の地形と風土を生かしたおもてなし事業の開発へとつなげていく。 
 姫路コンシェルジュ・プロジェクトには、環境人間学部だけでなく、経済学部の

学生も参加している。異なる経験と知見をもつ学生が協働で事業を推進することで、

多角的な視点から課題を考える機会ができている。本研究の活動は、神戸新聞（2012

年 5 月 9 日朝刊 23 面）で紹介された。 

 本研究プロジェクトは、平成２４年度姫路市政策研究助成事業からの支援を受け

て進めている。 



文系？理系？―「科学する」とは何か 
〜現代の大学教育を考える〜 
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科学教育、二つの文化、教養、科学史、文学研究 

 
高校生の頃から、「文系」、「理系」、というカテゴリーのどちらかに入って勉強して

きた―というのが日本での教育の一般的な形ではないでしょうか。「文系」は国語や

歴史、社会が得意な人、「理系」は数学や物理、生物や化学が得意な人の集団、とい

うわけです。このような各科目の成立や、そもそも「文系」、「理系」という分けか

たは、実はさして古いものではありません。19 世紀からおよそ 200 年かけて、ヨー

ロッパにおける科学研究の発展とともに学問の体系が整備され、中等、高等教育で学ぶ科目も整えられて

きたのです。戦前の日本の教育制度においても、文系・理系の枠組みはすでに旧制高等学校のカリキュラ

ムなどに見られます。 

 さて、いわゆる「文系」の教育カリキュラムで育った人と、「理系」の人とでは、ほとんど話が通じない

ほど共通する言葉や教養をもたなくなってしまっている、と警鐘を鳴らしたのが化学者であり小説家でも

あった C.P.スノーです。スノーはこの二つの種類の人々の間にある乖離を問題とし、この状態を「二つの

文化」と呼びました。スノーが「二つの文化」を語ったのは 1959 年のことです。それから半世紀、20 世

紀後半に「文系」と「理系」の溝はどのような問題となっているでしょうか。 

 本発表者は、イギリス文学研究における問題を特に取り上げています。19 世紀前半のロマン主義の時代

は、科学的知識は人文的教養と分離してはいませんでした。詩人や作家たちは、当時の最新の電気実験の

成果に興奮し、医学者の間の生命議論にも積極的に参加しました。しかし 20 世紀の文学研究では、これら

の歴史的事実を歴史上の評価とともに考察することはほとんどありません。文学研究は科学的知識とはま

ったく異なったディシプリンとして捉えられ、そのような学問的パラダイムの下で研究が積み上げられて

きたからです。学際的アプローチが増える中で、科学史上から理解するべきことについて、科学史を抜き

に考えてしまうといったことが起こっています。 

 ハンフリー・デイビーの電気実験やケンブリッジ大学における数学教育改革など、19 世紀イギリスにお

ける科学の事例を取り上げ、それらの歴史的意義を知ることが文学の理解にも重要であることを示したい

と思います。文学研究も科学研究の一つであるとばかりに、20 世紀にはさまざまな文学理論が構築され作

品が分析されました。一方、文学を生み出した個々の歴史的現実や社会背景について関心が持たれても、

テキストの自律性を尊重するあまり十分に考察されないことになりがちだったとも言えます。デイビーの

化学実験が社会改革への機運とともに遂行されたこと、ケンブリッジの数学教育改革が教養の型の形成に

寄与したことなどは、同時代の文学テキストの読解に有用な事実ですが、十分に理解されているとは言い

難いのです。 

（本研究は 日本学術振興会科学研究費補助金 H24 年度～H26 年度 挑戦的萌芽 「英文学は科学を理解

するのか―現代イギリスロマン主義研究を考える」石倉和佳（研究代表者）によります） 

日本の英文学研究の歴史は古く、専門性の高い分野でもありますが、現代における

学びの問題を考えるヒントもあります。現代の大学教育のなかで「科学する」こと

の意味を考えていただければと思います。科学－science－とはもともと、知ること、

知、という意味です。人間の知は総合的でなければならない、という理念は古くか

らありました。学問領域が非常に細分化し、専門性を深く追及するのが現代の科学

研究です。しかし現代の科学も、長い年月をかけて発展したものだと知れば、科学への理解の深さにも差

が出るのではないでしょうか。科学研究が社会制度ではなかった古い時代から、人々は自然の神秘を解明

したいという探究心と人間の知そのものへの信頼をもって自然を研究しました。「文系」？「理系」？とい

う問いを少し置いて、大学で学ぶ学問の専門性の壁を越える本質的な科学する心を考える必要があるので

す。 

 



産官学民で災害状況を「見える化」する 
〜「東北地方太平洋沖地震緊急地図作成チーム」の活動〜 
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き

村
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玲
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東日本大震災、地図による状況認識の統一、 

内閣府緊急地図作成チーム、マッシュアップ 

 
東北地方太平洋沖地震は、広域にわたる津波・建物被害をもたらした。被害状況

に応じた迅速・的確な初動体制確立や災害対応を実施するためには「状況認識の統

一」（common operational picture）が欠かせない。発表者らは、産官学民の連携の

もとに発災翌日から内閣府緊急地図作成チーム（Cabinet Office Emergency Mapping 

Team）として、状況認識の統一を目指した組織づくりと活動を行い、地図によって

状況を空間的に可視化する活動を行ってきた。この活動を通して、被害情報が収集できない広域複合災害

においては、ハザード観測情報から直接、推定被害を算出し、推定被害に基づく初動体制の確立・災害対

応方針の決定が必要であることを明らかにし、状況認識の統一に必要とされる情報処理のあり方について

提案を行った。 

緊急地図作成チームは発災日翌日

の 2011 年 3月 12 日から 4月 26日ま

で内閣府の特別会議室において活動

を実施し、各省庁からの依頼に応じ

て約 500 枚の地図を作成した。 

 地図作成においては、「マッシュ

アップ（Mash up）」という概念を重

要視した。これは様々な情報源から

空間的な解析を行い、得られた成果

を重ね合わせて地図として可視化

するという一連の過程である。 

 検 索 エ ン ジ ン で Emergency 

Mapping Team 等と入力すると、マ

ッシュアップによって作成された

地図を見ることができる。 

図が今回の災害対応に

よる新しい情報処理の仕

組みの提案である。 

これまでは下部の破線

部のように、被害状況が

把握できる前提で状況認識の統一の流れが考え

られていた。しかし、広域複合災害時において

は、平時から実装されるハザード観測装置によ

る観測情報から、直接、初動体制・災害対応へ

結びつける情報処理の流れを作り、災害対応の

遅れを最小化しなければならない。 

広域複合災害時には、実被害情報が入力され

なくても推定被害によって初動体制を確立し、

被害想定に基づく準備をもとに災害対応の遅れ

を最小化することが必要である。そして災害対応が進み、実被害情報が徐々に明らかになれば、エリアや

被害種別単位で推定被害を実被害に置き換えることを検討する段階的対応の必要性が明らかになった。 

 



モバイル端末ベースの学業・学生生活支援システムの開発 
〜地域・産学官連携の新たな道〜 

 

            環境人間学部 環境人間学科 

                 教授 米山
よねやま
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ソーシャル・ネットワーク・サービス、地域連携と産学官

連携の統合、PBL、学生による学生のための情報提供 

 
平成 23 年 3 月、兵庫県立大学環境人間学部にエコ・ヒューマン地域連携センター

が設置されたのに伴い、センターの学生プロジェクトが運営するモバイル端末ベー

スの学生 SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）、echo 姫（えこひめ）を立ち

上げた。学生プロジェクトは兵庫県の「平成 23 年度青少年主体の地域連携活動支援

プログラム」に登録され、平成 24 年 3 月、兵庫県より活動認定書が授与された。こ

れまで環境人間学部学生、約 350 名が登録し、アクセスログより、就活学生への就職   

支援、新入生への入学行事案内、履修登録、休講情報、  

期末試験情報について多く活用されていることが分かる。

今後は、学生がよく利用する大学に近い商店の紹介を手始

めに、姫路市の観光や商店街の活性化に寄与する活動にも

取り組む予定である。また、「しょうあん」プロジェクト

と連携し、町屋を使ったカフェを足場に、地元企業の企業

人と学生との交流の場も echo 姫によって構築していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ echo 姫の初期メニュー            図２ echo 姫の初期画面 

 これまで自治体における二重行政、大学における二重組織とも言える地域連携と

産学連携の分断により多くの弊害を生んできた。本研究は、地域連携と産学官連携

を統合し、地域住民、地元企業からすれば一体であるはずのプロジェクトの先駆け

となるよう推進する。また、社会の変化により、もはや社会が必要とする本来の教

育を大学では求められないという意見が多く、学生が自ら企画し、自ら社会人に教

えを請いながら社会に出て活動する PBL（プロジェクト・ベースト・ラーニング）が多くの大学に取り入

れられている。環境人間学部のエコ・ヒューマン地域連携センターにおいて、平成 24 年度では 10 プロジ

ェクト、延 100 名の学生が PBL で活動している。昨年には本研究の echo 姫プロジェクトが、「キャンパス

ベンチャーグランプリ 2012 大阪大会」で努力賞を受賞し、今年は、本研究以外の学生プロジェクトが世界

的な「大学生による社会貢献ビジネスコンテスト日本大会」において、早稲田大学、京都大学に次ぐ第３

位を獲得した。さらに、現在の学生は大学が賦与したメールアドレスのメールも掲示板の掲示も見ないの

で、大学情報を伝えるのに大学は苦労している。本研究は、学生が本当に必要とする情報を顕在化させ、

学生による学生のための情報提供によって「下宿で寝ながら見れる」情報環境を実現している。 

 

[１]お店紹介 

[２]えこひろば（掲示板） 

[３]防災マップ 

[４]大学生協 

[５]休講情報 

[６]新入生支援 

[７]キャリア支援 

[８]学生プロジェクト参加の窓 

[９]クラブ・学生プロジェクト紹介 

[10]地域のゲーム 

[11]地域での取組み 

（ｴｺ･ﾋｭｰﾏﾝ地域連携ｾﾝﾀｰ） 

[12]サッカーコラム 

[13]登録者一覧 

[14]PC、スマートフォン利用登録 

[15]ご意見箱 

[16]消費者力支援コラム 



 

 

 

咀嚼が食事誘発性体熱産生に及ぼす効果 

〜「よく噛んで食べるとやせる」は本当か？〜 

 

環境人間学部 食環境栄養課程  

教授 永井
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咀嚼，肥満予防，食事誘発性熱産生，深部体温， 

満足感，脂質代謝，交感神経活動 

  

【目的】よく噛んで食べることは肥満予防や改善に効果があると言われているが，

そのエビデンスはまだ十分に示されていない。そこで，咀嚼の有無が食後の食事

誘発性体熱産生にどのように影響するかについて，ヒト試験により検討した． 

【方法】非肥満の若年女性10名に，主食・汁物・主菜・副菜で構成される同一の

食事（600 kcal）を通常もしくはミキサー食の形態で，異なる2日間の同時刻に朝食として負荷した．負

荷前および負荷後 3 時間のエネルギー消費量，深部体温（鼓膜近似温），食欲スコア（VAS），交感神経活

動（心拍変動解析）を測定した．通常食は1口あたり30回咀嚼するよう指示し（咀嚼あり），ミキサー食

は咀嚼せず飲み込むよう指示した（咀嚼なし）．各試験食とも測定者の観察下で20～25分で摂取した． 

【結果】咀嚼あり試行は咀嚼なし試行よりも食事

誘発性体熱産生が高く（31.7±3.8 kcal, vs. 

16.3±3.3 kcal，p＜0.007），食後の鼓膜温，満

足感スコア，脂質酸化量も有意に高値で推移し

た．交感神経活動指標は，咀嚼あり試行では食後

に一過性に高値を示した． 

【結論】1 口 30 回咀嚼すると，咀嚼せずに飲み

込む場合と比べて約2倍の食事誘発性熱産生 が

観察された．満足感スコアや脂質酸化量上昇とい

う結果からも，よく咀嚼して食べることは，肥満

の予防や食事療法において有用であることが示

唆された．  

 

栄養生理学実験室では，電気生理学的手法を駆使し

て，これまでに肥満やメタボリックシンドローム予防

に役立つ食べ方や食品機能についてヒト試験を行い，

50 以上の査読付き論文を国内外の学会誌に公表して

きました。この咀嚼と体熱産生の実験も，NHK ためしてガッテンで実験風景や

結果が昨年放映され話題となりました。その内容は，現在発売中の書籍（右）

でも紹介されています。 

これまでの「何を」「どのように食べるか」という情報だけでなく，「いつ食

べれば良いか」という時間栄養学的な観点からも研究を進め，有益な健康情報

を提供していきたいと考えています。 
  

 



 

感染症を２０分で一度に鑑別診断する 

      ～食中毒を同時に迅速簡便に鑑別診断！～ 

     環境人間学部 環境人間学科 

               教授 北元
きたもと
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迅速簡便鑑別診断、単クローン抗体、食中毒，感染症 

 

 インフルエンザや妊娠診断は、イムノクロマト法という方法を用い

ることにより、一般の病院や家庭において、簡単に診断ができるように

なってきた。しかし，この方法には特異的な抗体を用いることが必要で

あり、あらゆる感染症や疾病などの診断に利用されているわけではない。 

 本研究は、微生物や生体内活性物質に対する抗体（単クローン抗体）を作製し，特異的か

つ感度良好で、簡便・迅速・安価な検査・診断法の開発を目的としている。高価な機器や複

雑な操作が不要で、多検体スクリーニングが可能な方法である。微生物や生体内物質ばかり

でなく、環境物質などの検出にも応用可能である。 

 これまでに、ノロウイルスに対する単クローン抗体の作製に成功し、世界に先駆けて ELISA法お

よびイムノクロマト法を開発した。これらの診断キットは、有用であることが世界的にも認められ、

国内の企業と提携し市販するに至っている。現在、ウイルス性下痢症（サポウイルス）や食中毒細

菌に対するいくつかの抗体を作製し、実用化に向け検討中である。また、プリオン蛋白や種痘ウイ

ルスに対する抗体を得て、健康危機管理体制を確立する必要性から検出法の開発も行った。 

 本研究は、同学部加藤陽二教授、堺市衛研、国立感染研、阪大微研、東北大、旭川医大、ベイラ

ー医科大（米国）との共同による。 

微生物や生体内物質に対する単クローン抗体は、ほとんどが世界に先駆けて樹

立したものである。その単クローン抗体を利用したイムノクロマト法は高価な

機器や複雑な操作が不要で、多検体のスクリーニングが可能である。感染症や

食中毒を同時に迅速・簡便・安価に鑑別診断できれば、早期発見、早期治療、ひいては感染拡大防

止に繋がることが期待される。 
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シカ肉の食資源化のための機能性成分の検討 

〜シカ肉に含まれる遊離およびアシルカルニチン量の測定〜 

環境人間学部 環境人間学科  

教授 吉村
よしむら

 美紀
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キーワード：シカ肉、遊離カルニチン、アセチルカルニチン、脂肪酸 

野生ニホンジカの個体数が増え、農林業被害や森林の衰退が深刻化し、

兵庫県では毎年 3万頭を捕獲し、捕獲後に多くが廃棄処理されている。

一方、シカ肉は脂質含量が低くタンパク質・鉄分が多い栄養的特徴から、

食肉としての活用が期待されている。ここではシカ肉の機能性食品への

活用を高めるため、シカ肉に含まれる遊離およびアシルカルニチン含量について検討した。 

  

 

 

 

 

   

食品において、種々のカルニチン類を同時に検出した例はほとんどなく、

遊離カルニチンのみの測定に留まっていたが、今回、遊離カルニチン、

アシルカルニチンであるアセチルカルニチン、ヘキサノイルカルニチン、

ミリストイルカルニチン、パルミトイルカルニチンの 5種類を検出した。 

① 牛肉・豚肉・鶏肉と比較してシカ肉には、遊離カルニチン、アセチルカルニチン、ヘキサ

ノイルカルニチンが有意に多く含まれていた。シカ肉の機能性食品としての活用が期待で

きる結果を得た。 

② シカ肉を加熱調理すると、遊離カルニチン、アセチルカルニチンは損失傾向に、ヘキサノ

イルカルニチン、ミリストイルカルニチン、パルミトイルカルニチンは増加傾向になった。

遊離カルニチンは親水性、アシルカルニチン類は疎水性であり、煮る調理と揚げる調理で

は親水性、疎水性の影響と共に、加熱調理後の肉汁の流出量によって、損失率、増加率が

変化すると推察した。 

     
 

  

 

 鶏肉   牛肉  豚肉   鹿肉       

低脂肪、 

高タンパク質、 

高鉄分 多穀麹でうま味、 

軟らかさ UP 遊離カルニチン 

アシルカルニチン 

カルニチンの構造式 
 
 
 
 
 
遊離カルニチン (R:H)   
アセチルカルニチン (R:C₂H₃O) 
ヘキサノイルカルニチン (R:C₆H₁₁O) 
ミリストイルカルニチン (R:C₁₄H₂₇O) 
パルミトイルカルニチン (R:C₁₆H₃₁O) 
 

遊離カルニチン含有量 [mg/100g] 

60 

 

40 

 

20 

 

0 

カルニチンは、加齢によりヒト体

内での生合成量が減少し、食事

からの摂取が望ましいと言わ

れ、また機能性アミノ酸としてβ

酸化によりエネルギーを得るた

め脂肪酸を細胞質からミトコンド

リア内に運ぶ役割をもち、脳機

能向上や疲労・ストレス軽減な

どの機能性が示唆されている。 



 

ヨモギの機能性・栄養特性に関する研究 

〜生活習慣病予防の食生活を目指して〜 

環境人間学部 食環境栄養課程   
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ヨモギ，抗酸化，抗変異原，抗動脈硬化，ヒト LDL 抗酸化, コ

レステロール吸収・合成抑制，，栄養特性，地域連携 

   

ガン、動脈硬化などの生活習慣病は、フリーラジカルによる生体分子への酸

化傷害が引き金となっており、食品の抗酸化成分はこのようなラジカルに起因

する病気の予防に重要な役割を果たすと考えられる。本研究室では、高い抗酸

化能（ラジカル消去能）を持つ食用野草ヨモギの健康効果に注目し研究を行っ

ている。 

 

ヨモギは、薬草や食材として古くから人々に親しまれてきた日本の伝統的ハーブである。精油成分

や、ミネラル、ビタミンを多く含み、特にカルシウムやβ―カロテン含量はホウレン草より高いとさ

れている。また、殺菌力が強いことでも知られている。抗酸化性や抗変異原性、抗ガン作用などの報

告もあり、本研究室においても、これまで、ヨモギ抽出成分が、強い DPPHラジカル消去能（抗酸化性）

や抗変異原性、抗遺伝毒性を示すことを報告した。 また、in vitro で、ヨモギ抽出成分が強いヒト

LDL 抗酸化能を持つことや、HepG2 や CaCo-2 細胞培養系においてコレステロール吸収・合成に抑制的

に作用する可能性も見出され、「動脈硬化予防食材としてのヨモギの可能性」が示唆されている。食品

生化学的な観点から、評価系として一貫してヒトの細胞培養系・ヒトの血清 LDL を用いてきた本研究

は、in vitro ではあるが、実験動物では得られないヒトに関するデータを得ることができるという点

で、その独自性と意義がある。ヒトでの健康効果を客観的に示すことが今後の検討課題である。 

昨年来、朝来市商工会の農商工連携事業との共同研究で朝来市の美しい自然の中で栽培された“但

馬よもぎ”の抗酸化能、ポリフェノール量、アスコルビン酸量、鉄、マグネシウム、カルシウムなど

のミネラル含量などの栄養特性や、食品への応用も視野に入れて現在検討を進めている。 

春先、母と一緒に若芽を摘んでヨモギ餅にして食べた記憶は懐かしい。また、ヨ

モギの葉は、炊き込みごはんや天ぷらにしても美味である。生活習慣病予防のた

めには小児期における正しい食習慣の形成が大切であり、現在、食文化の伝承も

視野に入れた子供のころからの食教育が重視されつつある。ガンや動脈硬化予防

のヨモギの可能性に加えて、“但馬よもぎ”の栄養特性が明らかになれば、地域の活性化や、食育的な

波及効果も大いに期待できるのではないかと考える。 
  



   環境人間学部先端食科学研究センターの挑戦 

      ～先端研究から県立大学ブランド商品の開発～ 

 
環境人間学部・環境人間学科・食環境栄養課程 

先端食科学研究センター 兼務教員  

准教授 伊藤 美紀子
い と う  み き こ

 

 

県立大学オリジナルブランド商品、産学連携、先端研究 

 

 2012年 5月「棚田米で日本酒をつくる」プロジェクトが、環境人間学部 先

端食科学研究センターのプレ事業として始動した。母体となる環境人間学部食

環境栄養課程は、将来管理栄養士として、行政・病院・学校や企業で栄養・食

の専門家として活躍する人材を育成している。そこで、教育ならびに研究の一

環として、環境人間学部の学生と教員が中心となり、米作り（酒米）から始めて製品（日本酒）ま

で造ることとなった。本プロジェクトはＮＰＯ法人「棚田 LOVER’s」、酒造メーカー「茨木酒造合

名会社」、兵庫県立工業技術センターの協力を得て、産官学連携のもと実現した。 

 

 

 

 

◆棚田での田植え（6月） 

兵庫県市川町の棚田に、酒米の

代表品種の一つ、「五百万石」

を手植えした。 

 

◆棚田での稲刈り（9月） 

無農薬で栽培した米を、鎌を使

って手刈りをした後、藁でまと

めて「はさがけ」して乾燥させ

た。 

 

「う米
まい

ぜ！」 
棚田より自然の恵みをお届けします 

 米作りから学生が手掛けたお酒で

す。 

 ラベルのデザインは、棚田をイメ

ージしました。 

 ほんのりと色がついています。 

 すっきりとのどごしが良く、味わ

い深いお酒です。 

 

 「う米ぜ！」今年も作製中！  

 2014 年 3 月に完成・販売予定。 

 

県立大学ブランド商品 第 2 弾！ 

 研究成果を取り入れた、クッキー  

 を洋菓子店と開発中。 

 

今後、県立大学の持つシーズやリソ

ースを活かし、県立大学オリジナル

ブランド商品を創生していきます。 

 

  発表教員紹介 

専門分野：栄養学。特に、リン・カル

シウムなどのミネラル代謝とその異常

メカニズムの解明ならびに、病気の改

善と予防を目指した食事療法について

研究しています。 

 



 

Literature and Language Education in EFL Classrooms 

〜文学作品を用いた英語教育への多面的アプローチ〜 

環境人間学部    

准教授 寺西
てらにし

 雅之
まさゆき

 

 

教育的文体論 (pedagogical stylistics)、多読（extensive reading）、英

語上級者の学習記録 (oral history)、学習者中心（learner-centered）、

学習者自律性（learner autonomy） 

 

諸外国の母語教育やESL（第二言語としての英語の習得）において中心的役割を果たしている文学

教材は、日本のクラスルームでは過去十数年にわたり排除されてきました。結果として、「文学」を

読む力だけでなく、日本の英語教育が目指しているオーラルコミュニケーション力にも弊害が生ま

れています。本研究は、諸外国に遅れをとっているとされる日本の英語教育において、文学（的）

テクストが担うべき役割についてキーワードに示すような多面的な側面から分析を行い、英語・コ

ミュニケーション能力の育成のための教育的示唆を得ることを目的としています。 

 

[英語文学作品を通じて得られる知識とスキル] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般読者の皆様へ：本題から少し話がそれますが、TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language)を 日本の大学生に義務化しようとする動きがあるのをご存じでしょうか。もちろん

TOEFL自体は良い試験ですが、以下に示す通りこの試験の義務化は大きな問題を孕んでいます。 

 

１． TOEFLで課される英語は学習指導要領の基準を大幅に逸脱した内容である。 

２． TOEFLは本来英語圏に留学する学生のための試験である。   

３． IELTS(International English Language Testing System)や英検など国際的に高く評価さ

れている試験が他にもあるなかで、なぜ TOEFLなのか説明ができない。            

 

この例が示すとおり、いわゆる「英語教育改革」は、多くの場合学習者および現場教員の声を

無視したかたちで行われており、「文学教材の排除」もその一つであると考えられます。皮肉な

ことに、TOEFL、IELTS、英検で高得点を取るためには、英語文学作品を精読・多読することが

大変有効であることも付け加えておきたいと思います。 
  

 

習得スキル・職業 

・意志伝達力 

・通訳 

・翻訳 

・英語教師 

 

習得スキル・職業 

・独創的文体 

・作家 

・文芸批評家 

・評論家 

 

文学的側面 言語的側面 

・人生について考える力 

・感性・感受性 

社会・文化に

対する理解 



 

 

姫路におけるインドシナ難民の受け入れと 

地域社会の役割 

～定住難民の教育経験から見た多文化共生への提言～ 

 

環境人間学部 

准教授 乾
いぬい

 美紀
み き

  

 

インドシナ難民, 教育，多文化共生, 地域社会 

 

研究分野：比較教育学、マイノリティの教育、開発途上国の教育 

1990 年代にアメリカの学校で日本語インターン教師をしていた時に、ラオス・ベトナム・カンボ

ジアから来たインドシナ難民の子どもたちと出会ったことから、難民やマイノリティの子どもたち

の教育問題に関心を持っている。主な研究のフィールドは、アメリカ、ラオス、日本。国を問わず、

マイノリティの子どもたちに生じている教育格差をどのように埋めていくか、教育支援の方法を研

究することを課題としている。 

姫路市には 1979 年～1996 年までインドシナ難民のための一時滞在施設

（難民キャンプ）と定住促進センターがあったため、現在でも市内や郊外

にベトナム・ラオスからの難民が多数居住している。 

当時、両親とともに来日した難民の子どもは日本で教育を受けたが、教育

経験を尋ねた調査では、ほとんどが中学校卒業程度にとどまっており、母語も日本語も曖昧な

状態で教育を終え、社会に出て結婚し、子どもを産み育てる世代に成長している。 

 日本で教育機会を享受して来なかった彼らが、子どもを自分たちだけの力で教育していくこ

とは極めて難しい。この状況を解決していくために、行政や地域社会が協力していくことがで

きないだろうか。外国人の子どものための補習教室への支援を拡大すること、母国の言葉や文

化を知らない子どもたちにルーツを教える機会を設けることなど、私たち日本人ができること

が多くある。外国人コミュニティと地域がつながり、必要とされるニーズに応じたネットワー

クを形成して協働すること、これらのことが多文化共生社会を作り上げるために、地域にでき

る支援だといえる。 

「難民」というと、遠い世界の話と思うかもしれないし、一見、単一民

族社会に見える日本には関係ない問題と思うかもしれない。しかしなが

ら、姫路市はかつてインドシナ難民を受け入れた歴史があり、多様な民

族背景で構成されている。自分の身近な地域で難民たちが生活をしてい

ること、難民の人たちにできることがあることを知って欲しいと思う。特に、教育に不利な状

況にある難民の子どもたちに対して、私たち一般市民が支援し、寄り添うことができることを

理解し、一人ひとりの持つ力が多文化共生社会を作り上げる礎となれることを伝えたい。 
  

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=4kuK3cqLbSHOPM&tbnid=ZSGL8LqUOIhtzM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.akita-enet.or.jp%2Fnews%2F090830karikyuramu%2F090830karikyuramu.html&ei=W8X0Ue79Csn1kQWfvYGoAw&psig=AFQjCNHJalPDpMmZ0_nCvHD0GWOTIDTPhQ&ust=1375082203233676
http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=4kuK3cqLbSHOPM&tbnid=ZSGL8LqUOIhtzM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.akita-enet.or.jp%2Fnews%2F090830karikyuramu%2F090830karikyuramu.html&ei=W8X0Ue79Csn1kQWfvYGoAw&psig=AFQjCNHJalPDpMmZ0_nCvHD0GWOTIDTPhQ&ust=1375082203233676


高品質ブランド茶の共同生産とサクセスフル・エイジング 

～共通目標・競争意識・先見性による“生きがい追求・集落生き残り戦略”～ 

 

環境人間学部 環境人間学科 

教授  佐
さ

藤
とう

 宏
ひろ

子
こ

 

農村の家族変動、高齢者の生きがい、高品質ブランド茶、 

集落共同茶生産 

 

わが国有数の茶の生産地として知られる静岡県藤枝市岡部町朝比奈地域は、

海抜 500メートルの中山間地域である。本地域では世帯構造および家族規範

意識に劇的な変化が生じ、世帯単位での高品質茶の生産が困難になっている。

本報告では、高齢農業者が「消費者の高級志向に応える付加価値の高い茶を

作る」という共通目標・競争意識・先見性を基盤として「高品質ブランド茶」の集落共同生産を

行うことで、生きがいの創出と茶作り集落としての生き残りを模索する実態を明らかにする。 

 

 

 

最新設備を誇る製茶工場 

「たくみ」（2000年建設） 

 

 

 

 

本研究は 30年間の茶生産農家の追跡研究である。今日、伝統的農村地域でも、

高齢者の生きがい創出は「地縁型の集団帰属意識を基盤とするつながり」に

加え、「テーマ型の自己実現をベースとするつながり」が重要になっている。

第 20回国際老年学会（ソウル，2013）、第 85回日本社会学会（2012）、科学研究費「基盤研究Ｃ」。 

高品質かつ均質な茶葉の栽培 

・恵まれた気象条件 

・問屋との栽培技術の共同開発 

・肥料・消毒・栽培方法の統一管理 

・栽培技術および生育管理の指導体制 

・一日当たりの収穫量の割り当て制度 

厳しい品質評価による収穫茶葉の選別 

厳しい品質評価に合格した高品質茶葉 

最新設備の製茶工場における共同製茶 

卓越した製茶技術をもつ茶師たちによる

24時間体制の共同製茶 

高品質ブランド茶として

契約問屋が買い取る 

一般的品質の茶葉 

「手間」の少ない世帯の

農作業をサポート 

 

県下最高単価額

の収入獲得 

高齢者ひとりで茶栽培

する世帯は製茶工場へ

の労働力提供免除 

個別製茶 

「良いお茶をみんなで

作れば最後は高い値で

売れて喜びを共有でき

る。良いお茶を作る力

が地域を支えている」




