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The Daiwa Anglo-Japanese 
Foundation is a UK charity, established 
in 1988 with a generous benefaction 
from Daiwa Securities Co Ltd. The 
Foundation’s purpose is to support 
closer links between Britain and Japan.

It does this by:

• making grants available to individuals, 
institutions and organisations to 
promote links between the UK and 
Japan across all fields of activity

• awarding scholarships to young 
British graduates to study Japan and its 
language

• organising a year-round programme 
of events to increase understanding of 
Japan in the UK.  
 
Daiwa Foundation Japan House, the 
London headquarters, acts as a centre 
for UK-Japan relations in Britain by 
offering a wide programme of lectures, 
seminars, book launches, courses and 
exhibitions as well as meeting rooms for 
Japan-related activities.

The Foundation is represented in Japan 
by its Tokyo Office, which provides 
local assistance to Daiwa Scholars and 
administers grant applications from 
Japan. It also handles general enquiries, 
and forms part of the network of 
organisations supporting links between 
the UK and Japan.

The Daiwa Anglo-Japanese Foundation
大和日英基金

大和日英基金は、1988年、大和証券株式
会社 からの寄付により、英国の非営利団
体（チャリティ）として設立されました。
英国と日本の相互理解の促進を目的として
おります。 

活動内容は以下の通り

• 日英関係への貢献に意欲的な個人・様々
な団体のプロジェクトに助成金を贈呈

• 英国の大学卒業者を対象とし、日本と日
本語を研究する奨学金を授与

• 年間を通して、英国における日本理解を
より促進するイベントを開催

大和ジャパンハウス（ロンドンの基金本
部）は、英国における日英交流の拠点とし
て、レクチャー、セミナー、出版記念会、
展覧会など様々なイベントを開催していま
す。また、日本に関連する会合のための会
議室も提供しています。

東京事務局では、日本での活動業務を担当
し、日本に滞在する大和スコラーのサポー
ト、国内の助成申請の事務を担当していま
す。他の日英関係機関とも連携しており一
般的な問い合わせにも対応しています。
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Director General’s Report
事務局長挨拶

The big event in UK-Japan relations last year was the Brexit 
referendum in June 2016. The Japanese corporate sector, 
which has substantial investments in the UK, was unusually 
vocal in the run-up to the vote, making it clear that the 
UK’s membership of the EU has been an important part of 
the country’s attractions as a direct investment destination. 
Following the vote to leave, signs have been mixed. No doubt 
Japanese companies have modelled scenarios and made 
contingency plans, but the weakness of sterling following 
the referendum has sugared the pill to some extent, and the 
attitude for the time being is “wait and see”. Former Japanese 
Ambassador Keiichi Hayashi discusses the issues in detail in 
his book, Igirisu wa ashita mo shitataka.  

The Japanese economy, while not achieving Prime Minister 
Abe’s very ambitious targets for it, had a solid year given 
the shrinking population, with real GDP growing 1%, and 
the unemployment rate falling to a 23-year low of 2.8%. The 
UK economy also had a solid year, defying predictions of a 
collapse if the referendum went the wrong way; real GDP 
growth ended up at 2.2%.

We sent another six talented young British graduates to Japan 
as Daiwa Scholars in September 2016, while in March 2017 
we also selected a further three Daiwa Scholars in Japanese 
Studies, who will be fully funded in their postgraduate studies 
related to Japan. Four UK-Japan scientific collaborations 
were chosen to receive Daiwa Adrian Prizes, of £10,000 
each; these were awarded in a ceremony at the Royal Society 
in November. 

One highlight of our events programme was a Symposium 
held in Sheffield in April, in collaboration with the University 
of Sheffield, focusing on disasters and how to respond to 
them. Another was the second Daiwa Ichiban Lecture held at 
the British Embassy in Tokyo – Lionel Barber, Editor of the 
Financial Times, spoke on the highly topical subject of Britain 
after Brexit. Our annual seminar series in 2016 was entitled 
“Finding a Balance” - its common theme was a concern 
about the increasing polarisation of views, on a variety of 
subjects, in both Japan and the UK. In 2017, our annual 
seminar series theme is “History” - a topic that notably 
causes difficulties between Japan and some of its Asian 
neighbours. More details of our wide-ranging events and 
grants programmes can be found later in these pages.

One focus in London has been the preparations for the 
launch of Japan House, a major new initiative funded by 
the Japanese government, expected to open in early 2018. 
Although there is some potential for confusion with our own 
facilities at Daiwa Foundation Japan House, we very much 
welcome this new project, which will bring a substantial 
injection of excitement – and extra funding – to UK-Japan 
relations.

In general the UK-Japan relationship is in very good shape, 
and although there is no doubt that most Japanese people 
engaged with Britain would have preferred us to remain in 
the EU, we believe the relationship between the two countries 
is too solid to be knocked seriously off course. 

Mr Jason James 
Director General

Trustees – as of 31 March 2017
Sir Peter Williams CBE FREng FRS – Chairman
Mr Shigeharu Suzuki – Vice Chairman
Mr Stephen Barber
Professor Richard Bowring
Mr Stuart Chambers 
Ms Elizabeth Davidson
Mr Paul Dimond CMG
Barbara, Lady Judge CBE
Mr Yusuke Kawamura
Ms Mami Mizutori
Mr Masaki Orita
Professor Hirotaka Takeuchi 

Director General
Mr Jason James 

Director, Tokyo Office
Mr Takatoshi Okuyama
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昨年度の日英関係における重大なイベントは、2016年6月の欧州
連合からの英国の離脱と言えるでしょう。英国への投資額が多い
日本の企業は、投票の準備期間において、直接投資先として英国
がEU（欧州連合）の加盟国であることが、英国への投資を惹き付
ける重要な役割を果たしていることを訴えてきました。離脱投票
後、その受け止め方は様々です。

日本の企業は経済環境変化を想定し、対応策を講じていることに
疑いの余地はありませんが、国民投票後の英ポンドの下落によ
り、価格競争力が高まり投資が増えたことは、離脱へのいくらか
の救いとなっています。そして当面は「静観する」という姿勢を
貫くのではないかと考えられます。前日本大使の林景一氏は著書
『イギリスは明日もしたたか』の中でその問題の詳細について考
察しています。

日本経済は、安倍総理大臣の大胆な目標達成に失敗したとは言
え、人口減少が進んでいる中でのＧＤＰの実質成長率が１％、失
業率が23年ぶりに2.8%と低水準を記録し、堅実な年となりまし
た。英国も同様に、国民投票が間違った方向へ行った場合の経済
崩壊の予想に反し、ＧＤＰの成長率は2.2%という結果で終わりま
した。

今年もまた大卒の優秀な英国人6名を、2016年9月に大和スコラ
ーとして日本へ送り、2017年3月には、大和日本研究スコラー3
名を選出しました。彼らには日本に関連する大学院での研究費用
の全額を支給致します。日英共同の科学研究に従事する４グルー
プには、大和エイドリアン賞としてそれぞれに１万ポンドが贈ら
れ、本賞の授賞式は、11月にロイヤルソサエティで行われまし
た。

私共のイベントで特筆すべき一つは、4月にシェフィールドで実
施されたシンポジウムです。シェフィールド大学との共同開催
で実現し、自然災害の対応に重点が置かれ意見交換がなされまし
た。他の一つは東京の英国大使館で開催された第2回大和一番レ
クチャーです。今回はフィナンシャル・タイムズの編集長である
ライオネル・バーバー氏が、注目度の高いEU（欧州連合）からの
英国離脱について講演をしました。

2016年のセミナーシリーズは” Finding a Balance”のテーマのも
と、日英で両強化が進みつつある問題について取り上げました。

2017年度のセミナーシリーズは、” History”をテーマにし、日本
と周辺アジア諸国との歴史問題など様々なトピックを取り上げて
います。多岐にわたる私共のイベントや助成金プログラムについ
ては、年報本文にて詳しくご説明致します。

理事(2017年3月現在）
サー・ピーター・ウィリアムズ (理事長)
鈴木 茂晴　（副理事長） 
スティーブン・バーバー
リチャード・バウリング教授
スチュアート・チェンバーズ
エリザベス･デイヴィッドソン
ポール・ダイモンド
レディー・バーバラ・ジャッジ
川村 雄介
水鳥 真美
折田 正樹
竹内 弘高教授 

事務局長
ジェイスン・ジェイムズ 

東京事務局長
奥山 隆敏 
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ロンドンで現在注目されているのはジャパンハウスの設置準備で
す。日本政府の出資で2018年初旬に開館が予定されています。我
々の大和日英基金ジャパンハウスと混同することも考えられます
が、日英関係にさらなる投資や刺激をもたらすこの新しいプロジ
ェクトを歓迎したいと思います。

英国に関係する日本人の多くは、EU（欧州連合）への残留を望ん
でいたに違いありません。しかしながら日本と英国は総じて良好
な関係を保っており、二国間の関係は言うまでもなく固い絆で結
ばれ、それが断ち切られることはないと我々は確信しています。

事務局長 
ジェイスン・ジェイムズ
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An Overview of 2016/17
2016/17 年度事業概要

Daiwa Scholarships 

• 6 Daiwa Scholars completed the 
programme in March 2017 and are 
moving on to pursue postgraduate study 
and careers connected with art, music, 
theatre, diplomacy and machine learning. 

• 6 Daiwa Scholarships were newly 
awarded to British graduates in 
Archaeology, Computational Chemistry, 
Economics, Electronic Engineering, 
Film and Physics.

•  3 Daiwa Scholarships in Japanese 
Studies were awarded in 2017. 

Grants, Awards and Prizes 

• 77 grants, awards and prizes totalling 
£317,500 were allocated to projects 
involving individuals and organisations 
across the UK and Japan. These 
included:  
• 57 Daiwa Foundation Small Grants   
• 16 Daiwa Foundation Awards  
• 4 Daiwa Adrian Prizes

Events 

The Foundation organised 49 seminars, 
lectures, concerts, artist talks, private 
views and book launches attracting 
audiences of nearly 3,600 people in 
total. 7 exhibitions were held in the 
Japan House Gallery, visited by a 
total of more than 4,800 people. 148 
meetings of universities, professional 
associations, clubs and cultural 
organisations were held at Daiwa 
Foundation Japan House.

大和スコラーシップ

• 2017年3月に6名の第25期生大和スコラ
ー (DS15) が、日本での全課程を修了し、
それぞれ仏教美術、AI工学、アート、 
音楽、演劇、外交関係などのキャリアを目
指しています。

• 新たに、英国の大卒者で考古学、計算化
学、経済、電気工学、映画研究、物理を専
攻する6名が第27期生大和スコラー 
(DS17）として選出されました。 

• 2017年に大和日本研究スコラーとして3
名が選出されました。

助成・表彰プログラム 

総計77件の個人や団体による日英両国間の
プロジェクトに対し、総額£317,500 
(約4,462万円) が以下のように助成されま
した。 

• 大和奨励助成57件  
• 大和重点助成16件  
• 大和日英基金エイドリアンプライズ４件 

イベント

昨年度は計49回のセミナー・講演会、コン
サート、アーティスト・トーク、展示会オ
ープニング、出版記念会などを開催し、延
べ約3600人のイベント参加者を迎 
えました。またジャパン・ハウス 
ギャラリーでは7回の展示会を行い 
累計で4800名の観客が訪問しました。大
学や専門機関、同好会や文化団体による集
会が計148回大和日英基金ジャパンハウス
で開催されました。

Scholarships 
奨学金事業 38.1%

Grants 
助成事業 36.3%

Events 
イベント 22.4%

Cultural Relations 
文化交流　3.1％

Charitable Activities Expenditure  
チャリティー事業支出 ィー事業支出

Financial Facts & Figures*    財務状況* 
*unaudited estimates     *未監査の見積      為替＝2017年3月31日付　　140 円／£ 
 
• Net Assets (March 2017):    £41.7 million   • 純資産   5,871 百万円 
• Total spending (March 2017):   £1.33 million  • 支出計 187 百万円 
• Total charitable spending (March 2017):  £1.12 million • 慈善事業費計  157 百万円
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Daiwa Scholarships
大和スコラーシップ
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In 2016/17, the following organisations 
agreed to act as work placement 
hosts for the DS15:  The Japan 
Centre for Conflict Resolution, The 
Tokyo National Museum, the Tokyo 
Metropolitan Museum of Photography, 
the Sasakawa Peace Foundation, 
the Japan Gagaku Society (for the 
promotion of ancient Japanese court 
music), a music therapy NPO, Kokoro 
no Oshaberi Ongaku (a music therapy 
NPO), Nelke Planning (an anime 
theatre production company) and the 
Artificial Intelligence Research Centre 
at the National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology. 
These organisations kindly agreed to 
support the Scholars’ applications to 
change their visa status.

While firming up the work placement 
hosts, the Tokyo Office also searches 
for homestay hosts in line with the 
wishes expressed by the Scholars. With 
help from a number of individuals and 
organisations, we were able to place 
Scholars this year with families in 
Tokushima, Kanazawa, Ishigaki Island, 
Sado Island, Wakayama and Itoshima. 
The Scholars also made courtesy visits 
to Daiwa Securities branches in these 
local areas.

The Foundation has also encouraged 
the Scholars to embrace Japanese 
culture. In April, the DS15 tried 
kendo (Japanese fencing) with 
the kind cooperation of the Tokyo 
University Kendo Club. In November, 
in collaboration with the Daiwa 
Securities CSR Section, we organised 
an opportunity to learn Japanese 
cooking. The final event during the 
Daiwa Scholarships is the graduation 
ceremony, which this year was held 
on 23 March 2017 at the Sky Hall at 
Daiwa Securities’ headquarters, with 
over 100 guests attending to hear the 
Scholars’ final speeches.

本年は以下の団体（敬称略）が研修の為
に、DS15を受け入れて下さいました。東
京国立博物館、東京都写真美術館、笹川平
和財団、日本雅楽會、心のおしゃべり音楽
工房、ネルケプラニング、AIST人工知能研
究センター、日本紛争予防センター。

上記団体には、スコラーの査証資格を変更
する為のサポートをして頂きました。

東京オフィスでは、職場研修の受け入れ先
を具体化していくと同時に、スコラーの希
望を聞いた上で、ホームステイ先を探しま
した。多くの団体や個人のご協力を得て、
本年は徳島市、金沢市、石垣市、佐渡市、
和歌山市、糸島市の地域で受け入れ家庭を
見つけることができました。大和スコラー
はそれらの地域の大和証券の支店に表敬訪
問もしました。

基金では、大和スコラーに日本の文化に対
する理解を深める為の働きかけもして 
います。4月にDS15は東京大学剣道部のご
協力を得て、剣道を体験しました。

11月には、DS15 と日本研究スコラー
（DSJS）を対象に、大和証券CSR課との共
催で、和食の料理教室も設けられました。
スコラーの最終行事である修了式は、３月
に大和証券グループ本社のスカイホールで
行われ、100余名の方がスコラーの修了 
スピーチを聞きに来られました。

The Daiwa Scholarships were 
established in 1991, and are 
aimed at British graduates with 
the potential to become leaders 
in a wide variety of sectors. The 
Scholarships were inspired by the 
belief that contact between young 
people would promote mutual 
understanding and support the 
long-term relationship between 
the UK and Japan. 

Following a month of Japanese 
language tuition in the UK, the 
six 2015 Daiwa Scholars (DS15) 
spent the next 19 months in 
Japan, including 12 months of 
intensive Japanese language 
study in Tokyo, a one-month 
homestay and a six-month work 
placement, attaining an upper-
intermediate level of Japanese by 
the programme’s completion. Six 
2016 Daiwa Scholars began their 
Scholarships in August 2016.  

大和スコラーシップは1991年に創設
されました。青年の交流こそが日英の
相互理解を促進し、長期的に良好な二
国間関係を築くという理念のもとに、
将来の各分野のリーダーとなりうる英
国の大学卒業者を対象として設立 
された制度です。

第25期生大和スコラー（DS15）６名
は、英国にて１ヶ月間の日本語の研修
を受講した後、19か月間日本に滞在し
ました。東京で日本語集中講座を１年
間、その後ホームステイを１ヶ月間、
職業研修を６ヶ月間経験するというプ
ログラムで構成されています。プログ
ラム終了までに)は中級上程度の日本
語のレベルに到達することが期待さ
れています。第26期生大和スコラー
（DS16）６名の奨学過程は　2016年
8月に始まりました。
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DS 2015 Highlights   
第25期大和スコラーの日本の思い出
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The Daiwa Scholarship was an adventure in my late 20s that 
profoundly re-oriented my perspective on the world.  

Having been immersed in architectural education with a 
wholly European outlook, the leap into Japan’s unique urban 
culture was transformational.  I had never, to that point, seen 
or experienced the phenomenon of the Japanese mega-city. 
I clearly recall the wonder of the first few weeks in Tokyo, 
seeing virtually no structures predating the 20th Century and 
a cityscape of wildly contrasting scales and forms.

The way the experiences of the Scholarship transformed my 
outlook on life, work and architecture has been indivisible 
from the great friendships formed both with my co-Scholars, 
and fellow architects at Kajima, and the kaleidoscope of 
insights and experiences that followed over five years living in 
Tokyo. 

Not knowing at the time how the adventure would play 
out, I recall a conversation with Sir Peter Parker early in my 
journey with the Foundation. 

His advice, based on his own Japanese trajectory that began 
during wartime, but was followed by a hiatus until much 
later - when he became Chairman of Mitsubishi Electric in 
the 1990s - was that the Scholarship need not be solely the 
single best entrée to a Japan-focussed career, but alternatively 
the seed of something that might remain dormant for many 
years.   

The parabola that has led to me now representing Mitsui 
Fudosan’s developments in London as Director of Planning 
was in many ways the curriculum he described.  A meeting 
with an executive at Mitsui in London in 1999 on my return 
to the UK led, some 15 years later, to a conversation about 
my current role leading major developments in London.  
The conversation could not have taken place without a 
combination of both the insight and hard-wiring into the 
world of Japanese business and design that the Foundation 
opened up to me 25 years ago. 

大和スコラーシップは、私の20代後半の挑戦であり、私の世界に
対する見方を新たな方向に展開させてくれました。

完全にヨーロッパ的な建築教育にどっぷり漬かってきたので、 
日本特有の都市文化に飛び込むことは大きな転換点となりました。
私は、その時点までは、日本のメガシティにおける事象を見た 
ことも経験したこともありませんでした。私は東京での最初の数
週間に感じた戸惑いをはっきりと思い出します。20世紀以前の構
造物はほとんどなく、規模や外観がむやみに混然とした都市景観
を見たのです。

私の人生、仕事、建築に対する見通しをすっかり変えた大和 
スコラーシップの経験は、スコラー同期生や鹿島建設の同僚との
友情、5年超にわたる東京生活で得た探究と経験の目まぐるしい
変化と密接に結びついています。

挑戦がどのような展開になるのかわからないまま、大和スコラー
になった当初、サー・ピーター・パーカーと話したことを思い出
します。

彼のアドバイスは、戦時中に始まったものの1990年代に三菱電
機の会長になるまで長らく中断した彼自身の日本に関する経験に
基づくものでした。彼によれば、スコラーシップは日本に照準を
合わせたキャリアを得るための単なる最善の手段というだけでな
く、その代わり、長い年月潜在的に生き残る何らかの原点にもな
り得るのです。

私が現在ロンドンの三井不動産の開発部門を代表するに至るまで
を示す経緯も、多くの点で彼が説明したカリキュラムと合致して
います。私の英国帰国時、1999年にロンドンの三井で行った役員
との会談は、約15年後のロンドンの主要な開発をリードする私の
現在の役割へと繋がりました。これは25年前に大和日英基金が道
を開いてくれた日本のビジネスとデザインの世界への探究と強い
つながりがなければ起こり得なかったことです。

Scholars’ Stories - David Height (DS 1993)
スコラーの体験談、デイヴィッド・ハイト(DS1993) 
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Today, I’m a documentary maker and author. Eighteen years 
ago, I was preparing for my Daiwa Scholarship. These two 
facts aren’t unrelated. 

Our first night in Japan, we new Scholars walked out 
into a warm evening filled with the unfamiliar scents and 
sounds of a small local matsuri. A previous Scholar had 
suggested we carry a disposable camera (this was long before 
smartphones), and snap anything that caught our eye before 
the unfamiliar all-too-rapidly grew familiar. Mine came with 
me everywhere!

Japan at the turn of the millennium was a country poised 
between two identities: a pioneer in the emerging digital 
revolution, yet with a devoutly traditional heart. Intense 
curiosity was what took me there, and I remain motivated by 
that desire to discover, to understand, and to communicate. 
It’s led me to a career as a documentary director. In the 
past 12 months I’ve been trying to understand Brexit, the 
US presidential election, and the first 100 days of President 
Trump in my BBC1 programmes with Jeremy Paxman.

Of course, as a visitor, you never truly understand another 
culture. (Who even wholly understands their own?) The 
Scholarship gave us language training, and professional 
and social opportunities. But then it was up to each of us to 
construct our own experience. ‘Japan’ became a story that 
I told myself, and every Daiwa Scholar will have a different 
one. Now as an author – my first two novels, Gilded Cage and 
Tarnished City are both published by Random House this 
year – I am telling stories about an alternate contemporary 
Britain.

The extraordinary experience of a Daiwa Scholarship 
gave me cultural skills that will last a lifetime. And from 
the day I got back, (even before then), I haven’t stopped 
recommending the programme, the Foundation, and Japan 
itself to everyone I meet!  

現在、私はドキュメンタリー制作者で作家です。18年前、私は 
大和スコラーになろうとしていました。これら2つの事実は無関
係ではありません。

日本での最初の晩のこと。私たち新しいスコラーは、小さな地域
のお祭りの珍しい香りと音で満たされた暖かい夕べに繰り出しま
した。以前のスコラーが勧めてくれたのは、使い捨てカメラ 
（スマートフォンよりずっと前のものです）を持ち歩くこと、見
慣れないものがあっという間にありふれたものになってしまう前
に、目に留まったものは何でも撮るということです。私もどこに
でもカメラを持って行きました。

千年紀の変わり目の日本は、2つのアイデンティティの間で平衡が
保たれた国、すなわち新たに出現したデジタル革命のパイオニア
でありながら、信心深く伝統的な心を持ち続けている国でした。
私をそこに導いたのは強烈な好奇心でしたが、依然として私は、
発見し、理解し、伝えたいという欲求に動機づけられています。
それは、ドキュメンタリーディレクターとしてのキャリアにつな
がりました。過去12ヶ月間、私のBBC1の番組の中で、  
ジェレミー・パックスマンと共に、Brexit、米国大統領選挙、 
トランプ大統領の最初の100日間について理解しようと努めて 
きました。

もちろん、単なる訪問者として、人は他の文化を真に理解すること
はできません（自文化でさえ完全に理解する人はいるのでしょう
か？）。大和スコラーシップは、私たちに言語学習や専門的な知
識および社会的習慣を学ぶ機会を与えてくれました。しかし、私
たち自身の経験を積み重ねていくことに関しては、各々の責任に
委ねられました。「日本」は、私が自分自身に語った物語になっ
たのです。全てのスコラーは、異なる物語を持つでしょう。 
今年、私の最初の2冊の小説Gilded CageとTarnished Cityが共に
ランダムハウスより出版されますが、今、作家として、現代英国
の異なる側面を語っています。

大和スコラーシップによる卓越した経験は、私に生涯続く文化的
スキルを与えました。私は帰国した日から（それ以前でさえ）、
このプログラム、大和日英基金、そして日本そのものについて、
会う人ごとに薦めずにはいられません。

Scholars’ Stories - Dr Victoria James (DS 1999)
スコラーの体験談、ヴィクトリア・ジェイムズ（DS1999)
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Daiwa Scholars 2017 
大和スコラー2017 

As ever, the new cohort of Daiwa 
Scholars have a diverse set of interests 
and reasons for going to Japan. Jennifer 
Handsel is keen to visit Japan as it is 
home to a large community of world-
class spin chemists, while Matin 
Khadem has an academic interest in 
the challenges affecting Japan as it 
struggles with deflation and an ageing 
population. Tumi Markan is fascinated 
by Japanese swords and wants to 
stimulate greater public interest in 
them and their craftsmanship; Victoria 
McIvor, on the other hand, is interested 
in the partnerships the UK and Japan 
are currently establishing across the 
nuclear industry. Heather Steele has 
an academic interest in Japan’s railway 
industry as it is a world leader in terms 
of technology and safety, and Edmund 
Stenson’s ambition is to direct films that 
highlight under-represented issues in 
the UK, Japan and elsewhere.  

1. Tumi Markan  
(BSc Archaeology, University College 
London) 

2. Dr Jennifer Handsel  
(MChem Computational Chemistry, 
University of Surrey; DPhil Physical and 
Theoretical Chemistry, University of 
Oxford)

3. Edmund Stenson  
(BA Film and Literature, University of 
Warwick; MA Film Studies, Concordia 
University, Montreal), film editor and 
producer 
 

4. Victoria McIvor  
(BSc Physics, University of Glasgow; 
Postgraduate Certificate in Nuclear 
Technology, University of Manchester), 
until recently employed by Magnox 
Ltd where she was involved in 
decommissioning fuel ponds  

5. Matin Khadem  
(BA Economics, University of 
Cambridge)

6. Dr Heather Steele  
(PhD Electronic Engineering, University 
of Birmingham)

 

大和スコラーが日本に対して抱く興味や行
きたい理由はこれまで以上に多岐にわたっ
ています。ジェニファーは日本のスピン化
学の大きなコミュニティに加わりたいとい
う理由で、一方マティンはデフレーション
と高齢化に対応して日本がどのように努力
しているかという点に学究的な関心があり
ます。トゥミは日本の刀剣に魅了されてい
て、工芸職人やその技巧を広めたいと思っ
ており、ヴィクトリアは英国と日本が現在
原子力産業全体で樹立している協業に関し
て興味を持っています。ヘザーはテクノロ
ジーと安全とに関する世界的リーダーであ
る日本の鉄道産業に学究的関心がありま
す。エドモンドの野心は英国や日本などで
十分に表現されていない点について注目し
て映画を監督したいということです。

1. トゥミ・マーカン 　 
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン
卒業 学士（考古学)

2. ジェニファー・ハンセル　 
サリー大学卒業　修士（計算化学） 
オックスフォード大学卒業　博士 
（物理・理論化学） 

3. エドモンド・ステンソン　　 
ウォーリック大学卒業　学士 
（映画・文学） 
モントリオールのコンコルディア 
大卒業　修士（映画研究） 
映画編集者とプロデューサー 

4. ヴィクトリア・マカイヴァー　 
グラスゴー大学卒業　 
学士（物理学）、マンチェスター大学
卒業修士（原子力技術） 
最近まで燃料プール廃炉に 
マグノックス社で関わっていた。 

5. マティン・カデム　 
ケンブリッジ大学卒業　学士 
（経済学）

6.  ヘザー・スティール　 
バーミンガム大学卒業　博士 
（電子工学）
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Daiwa Scholars 2016 
大和スコラー2016 
The Daiwa Scholars 2016 will finish 
their intensive year-long Japanese 
language studies at Naganuma School 
in Shibuya, Tokyo, at the end of 
September 2017.
 
2016年度の大和スコラーは、2017年9月
末に東京の渋谷にある長沼スクールでの1
年間に及ぶ日本語インテンシブコースを終
えます。

1. Alisha Wong  
(MEng Chemical Engineering, Imperial 

College London)

2. Dr Olaseinde Jegede  
(PhD Aerospace Engineering, University 

of Manchester)

3. Benjamin Sykes-Thompson   
(BSc Architecture, The Bartlett School 

of Architecture, University College 

London) 

4. Dr Kelly Maddox  
(PhD History, Lancaster University)

5. Euan Taylor  
(BMus Jazz Double Bass, Royal 

Conservatoire of Scotland)

1. アリーシャ・ウォン　 
インペリアル・カレッジ・ロンドン卒
業　修士（化学工学）

2. オラセインデ・ジェゲデ　 
マンチェスター大学卒業　博士 
（宇宙航空工学）

3. ベンジャミン・サイクス-トンプソン　 
ユニバーシティ・カレッジ・ 
ロンドン、バートレット建築スクール
卒業　学士（建築） 

4. ケリー・ マドックス　 
ランカスター大学卒業　博士（歴史）

5. ユアン・テイラー　 
王立スコットランド音楽院卒業　学士 
(ジャズコントラバス)

2
4

1

3

5
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Daiwa Scholarships in Japanese Studies (DSJS) were 
established in April 2015 to fund UK graduates in Japanese 
Studies on postgraduate Japan-related courses in either 
Japan or the UK. The Foundation gratefully acknowledges 
additional support for this programme from Daiwa Securities 
Group Inc. 

Harriet Cooke (BA, Japanese Studies, Sheffield) is 
undertaking an MA in International Relations at Waseda 
University. Kendra Evans (BA, Japanese Studies, 
Cambridge) is completing a year on the Japan Exchange and 
Teaching (JET) Programme at the Yamanashi Prefectural 
Government Tourism Department and will begin an MA in 
History at SOAS, University of London in September 2017. 
Karen Kong (MA (Scot), Japanese, Edinburgh) will remain 
at Edinburgh to begin an MSc by Research in Japanese 
Studies in September 2017.

大和日本研究スコラーシップは、日本又は英国の大学院で日本関
連の研究を行う英国人に向けての支援を提供するために、2015年
4月に創設されました。この奨学制度は大和証券グループ本社に
よる支援で行われています。 

2017年9月にハリエット・クック（シェフィールド大学卒業、 
日本研究）は早稲田大学で国際関係の修士2年に入ります。 
ケンドラ・エヴァンス（ケンブリッジ大学卒業、日本研究）は山
梨県国際観光交流部の国際交流員を終え、2017年9月からロンド
ン大学SOASで歴史の修士課程を始めます。カレン・コン（エジン
バラ大学卒業予定、日本研究）は引き続き同学に残り、2017年9
月から日本研究の修士課程を始めます。

Spotlight: Thomas Monaghan (DSJS 2016)
スポットライト　2016年大和日本研究スコラー　 
トーマス・モナハン

Thomas recently completed his year at Tokyo University as 
a Postgraduate Foreign Research Student. He has an MA 
(Scot) in History from the University of Edinburgh and 
an MA in Japanese Studies with Intensive Language from 
SOAS, University of London. Between degrees he spent 
two years in Naoshima, Kagawa Prefecture as an Assistant 
Language Teacher on the Japan Exchange and Teaching 
(JET) Programme. 

While in Japan, Thomas explored the significant historical 
role that the Satsuma Domain (present-day Kagoshima) 
played between 1830 and 1877 in the overthrow of the 
Tokugawa Shogunate and the establishment of the Meiji 
Government. He researched the origins and paths of 
Satsuma’s modernising leadership on the one hand, 
symbolised by Nariakira Shimadzu (1809-1858), the 
promoter of Satsuma’s early industrialisation, and reactionary 
militarism on the other, represented by the violent backlash 
in 1877 against the Meiji government’s modernising reforms. 
Thomas’s upcoming PhD at Yale will further delve into why 
Satsuma followed a separate path from the rest of Japan, 
and what this reveals about the nature of the Japanese polity 
during the upheavals of the 19th Century.

トーマス・モナハンは　2017年夏に東京大学大学院人文社会系研
究科・日本史学外国人研究生を終えました。エディンバラ大学で
学士号（歴史）、そしてロンドン大学SOASで修士号（日本研究と
上級日本語）を取り、間の2年間には香川県の直島でJETプログラム
の外国語指導補助教員として働きました。

日本にいる間に、トーマスは薩摩藩（現在の鹿児島県）が徳川幕
府の打倒と明治政府の設立を目指して1830～1877年に果たした
重要な歴史上の役割を調査しました。薩摩の近代化における 
リーダーシップの原点及び島津斉彬（1809-1858）による薩摩の
産業化推進を研究する一方で、明治政府の近代化改革に対する激
しい反発とみなされる1877年の反動軍国主義とを研究しました。

2017年9月から始まるイェール大学博士課程では、薩摩が日本の
他の地域とは別の道を進んだこと、そしてこれが19世紀の大変動
期に日本の政策の特徴を明らかにした理由をさらに探究します。
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大和日本研究スコラーシップ

Thomas (centre) with the current head and heir apparent of 
the Shimadzu family, Nobuhisa Shimadzu (left) and Tadahiro 
Shimadzu (right).  The Shimadzu clan ruled over the Satsuma 
domain for over 800 years. 

中央、トーマス、 
左、　株式会社島津興業　 代表取締役会長 　島津　修久氏 。　
右、　株式会社島津興業　代表取締役社長　島津　忠裕氏 。
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In 2016, the Trustees of the Foundation awarded four Daiwa 
Adrian Prizes of £10,000 each to joint UK-Japan scientific 
research teams. Presented at an awards ceremony at the 
Royal Society on 15 November 2016, they acknowledge 
research teams who have combined excellence in scientific 
achievement with a long-term contribution to UK-Japan 
relations. The Prizes were presented by Lady Adrian, whose 
husband, the late Lord Adrian, a former Trustee of the 
Foundation, initiated the triennial Prizes in 1992.

We received an excellent response to our call for applications, 
with 48 applications from institutions as geographically 
diverse as the University of Edinburgh and Imperial College 
London in the UK, and Kazusa DNA Research Institute and 
Kyushu University in Japan. The high quality of applications 
received meant a difficult decision-making process for the 
judging panel of Royal Society Fellows, to whom we also 
extend our thanks for their invaluable contribution to the 
Prize selection process.

Since their launch, 42 Prizes totalling £485,000 have been 
awarded to 84 teams representing 77 different institutions, 
including 36 from the UK and 39 from Japan – indicating the 
breadth and diversity of scientific achievement by scientists in 
the two countries.

“The Daiwa Adrian award has meant a great deal to both 
myself and Professor Ishihara (Kyushu University) as 
it is a recognition of our very fruitful and longstanding 
collaboration and the strong, historic ties between the UK 
and Kyushu Island.” – Professor John Kilner, Imperial College 
London

“We are very much grateful to the Daiwa Foundation for 
recognising our long-standing collaboration. We would like to 
emphasise that receiving the Daiwa Adrian Prize has further 
encouraged young researchers on both sides strongly. We 
firmly believe that our UK-Japan collaboration will result in 
the advancement of life science within a measurable period of 
time.” – Dr Hiroshi Masumoto, Kazusa DNA Research Institute

Further details about prize winners, their projects and the 
Daiwa Adrian Prizes are listed on our website.

Daiwa Adrian Prizes
大和エイドリアン賞

2016年大和日英基金の理事会は、各１万ポンドの大和 
エイドリアン賞を4件の日英共同科学研究チームに授与しました。
日英関係に長期的に貢献し素晴らしい科学的業績を上げた研究 
チームを称え、2016年11月15日に王立協会で授賞式が開催され
ました。3年毎に実施される本賞は、大和日英基金元理事の故エ
イドリアン卿が1992年に設立し、この度の式では故エイドリアン
卿の夫人が贈呈を行いました。

我々の呼び掛けに応じて、イギリスのエジンバラ大学やロンドン
のインペリアルカレッジ、またかずさDNA研究所や九州大学と 
いった地理的に多様な48もの機関から、多くの応募がありまし
た。優れた機関からの多数の応募があったことで、王立協会のフ
ェローパネルによる選考は難航したと容易に察することができま
すが、この場をお借りして、彼らには選考に貢献して下さったこ
とを感謝したいと思います。

設立以来、42回、総額₤485,000（約6,800万円）の賞が 
贈呈され、受賞者は英国の36団体と日本の39団体を含む77の異
なる機関の84ものチームに贈られました。両国の科学者による業
績の領域の広さと多様性を示しています。

“大和エイドリアン賞により、イギリスと九州相互間の長期に渡る
有意義な共同研究や強い歴史的結びつきが高く評価され、私と 
九州大学の石原教授にとって大変喜ばしい出来事となりました。”
ジョンキルナー、 インペリアル・カレッジ・ロンドン

“大和日英基金が長年に渡る私たちの共同研究を表彰して下さった
ことを心から感謝致します。大和エイドリアン賞受賞は、日英両
サイドの若い研究者たちをさらに励まし勢いづかせていることを
強調したいと思います。日英のこの共同研究が、そう遠くない将
来に生命科学にさらなる発展をもたらすものと固く信じて 
おります。”　 舛本　寛、かずさDNA研究所

受賞者の方々や彼らのプロジェクト、また大和エイドリアン賞の
詳細については当基金のウェブサイトをご覧下さい。

The winning team leaders of the 2016  Daiwa Adrian Prizes 
with The Lady Adrian and Sir Peter Williams, chairman of the 
Foundation.
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1.  A chromosome spread, showing the 
Human Artificial Chromosome (HAC), 
used to study chromosome segregation, 
problems with which can lead to birth 
defects and cancer.  
University of Edinburgh & Kazusa 
DNA Research Institute, 2016 
Adrian Prize winners.

染色体分配に狂いが生じると出生異常や癌
の原因となるが、分裂期染色体図中のヒト
人工染色体（HAC）はこの染色体分配のメ
カニズムをさぐる研究に使用されている。 
2016大和エードリアン賞受賞者、エジン
バラ大学 & かずさDNA研究所

1

2. Imaging of surfaces of electrodes in 
order to assist in the development of 
Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) and 
Solid Oxide Electrolyser Cells (SOECs) 
in reversible systems. These systems 
will provide a clean, high efficiency 
method of using fossil fuels and allow 
for a smooth transition to the use of 
hydrogen as an energy vector from 
renewable sources. 
Imperial College London & Kyushu 
University International Institute for 
Carbon-Neutral Energy Research, 
2016 Adrian Prize winners 

酸化物固体電解質燃料と可逆システムに 
おける酸化物固体電解質セルの開発を支援
するための電極表面のイメージング。これ
らの電気化学システムは化石燃料のクリー
ンで、高効率な利用法を提供し、再生可能
エネルギーを水素として利用するための 
スムースな移行を可能とする。 
2016大和エードリアン賞受賞者、 
インペリアル・カレッジ・ロンドン  &   
九州大学カーボンニュートラルエネルギー
国際研究所

2
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4

3.  A partial solar eclipse as captured from 
Hinode in October 2014. Hinode is a 
Japanese mission developed and launched 
by the Institute of Space and Astronautical 
Science (ISAS)/Japan Aerospace 
Exploration Agency (JAXA), with NAOJ 
(National Astronomical Observatory of 
Japan) as domestic partner and NASA and 
Science and Technology Facilities Council 
(UK) as international partners. It is 
operated by these agencies in co-operation 
with the European Space Agency and 
Norwegian Space Centre. 
University College London & National 
Astronomical Observatory of Japan, 
2016 Adrian Prize winners.

2014年10月に「ひので」により記録された部
分日食。ひので衛星は日本の宇宙科学研究所
（ISAS）/宇宙航空研究開発機構（JAXA）に 
よって開発され、打ち上げられた日本の科学衛
星ミッションである。国内のパートナーとして
NAOJ（日本の国立天文台）、海外のパートナー
としてNASA（米国）と科学技術ファシリティ
カウンシル（英国）がある。ひので衛星は、こ
れらの機関と欧州宇宙機関ならびにノルウェー
の宇宙センターの協力で運営されている。 
2016年の大和エイドリアン賞受賞者、ユニバ
ーシティ・カレッジ・ロンドン/国立天文台 
 
 

4. Using extreme conditions to discover 
new materials with interesting electronic, 
spintronic and magnetic properties. By 
synthesising and evaluating substances 
at low temperatures in high pressure 
environments, the Edinburgh-Kyoto teams 
have discovered several transition metal 
oxides that exhibit novel properties. 
University of Edinburgh & Kyoto 
University, 2016 Adrian Prize winners

 
極限環境を用いた新物質探索：高圧力下での物
質合成、および低温や高圧環境での電気・磁気
特性評価により、新奇な特性を示す幾つもの遷
移金属酸化物を発見し、それら新物質の結晶・
磁気構造解析から特異な機能特性の発現機構を
解明した。 
2016大和エードリアン賞受賞者、エジンバラ
大学 & 京都大学

3

3
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Events 
Daiwa Foundation Japan House acts 
as a centre for academic and cultural 
activities relating to Japan.  Its events 
programme provides a forum for 
discussion and exchange and creates 
opportunities to foster new networks 
and collaborations.

イベント
大和日英基金ジャパンハウスは、日本に関
連する学術的・文化的活動の中心となって
セミナー、討論会、展覧会などを通じて日
英の人々の新しいネットワークを作る場を
提供しております。

Seminars and Lectures

The 2016 Seminar Series, entitled 
‘Finding a Balance: Japan and the UK’ 
looked at why opinions are becoming 
increasingly polarised, and how to find 
a balance to solve problems. The 2017 
Seminar Series, ‘Japan and the UK: A 
Focus on History’ looks at historical 
perspectives on the past and on coming 
years in a time of political changes.   
 
Distinguished speakers from Japan and 
the UK are selected to discuss a variety 
of subjects at Daiwa Foundation Japan 
House. 

セミナーとレクチャー

2016年のセミナーシリーズは「Finding a 
Balance: Japan and the UK」と題して、意
見が分極化しがちな理由や、問題解決のた
めのバランスを探る方法について討論を
行いました。2017年のセミナーシリーズ
「Japan and the UK: A Focus on History」
では、政治的な変化の時代に、歴史的視点
から過去と未来について考察します。

日英両国から著名な専門家を大和ジャパン
ハウスに招き、様々な問題について議論
します。

Enjoying Japanese Tea　 
(13 September 2016)　

日本茶と日本茶でできるお菓子、お料理な
どを紹介。(2016年9月13日）
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1. Asia and the UK: Forging a New 
Relationship Post-Brexit with (from 
left) Juliet Samuel of the Telegraph; 
Charles Grant, Director of the Centre 
for European Reform; Her Excellency 
Ms Foo Chi Hsia, High Commissioner 
of Singapore; His Excellency Mr Koji 
Tsuruoka, Ambassador of Japan; Mr 
David Y. L. Lin, Representative of the 
Taipei Representative Office in the 
United Kingdom. (15 December 2016) 

2. Symposium: In the Wake of Japan’s 
Nuclear Tsunami: Reflections on the 
Nature of Disaster in the 21st Century 
at the University of Sheffield, with (from 
left) Dr. Susan Molyneux-Hodgson, 
University of Sheffield; Professor Neil 
Hyatt, University of Sheffield; Mr. 
Hiroshi Suzuki, Mitsubishi Research 
Institute; Dr. Peter Matanle, University 
of Sheffield; Professor Yuji Genda 
University of Tokyo. (21 April 2016)

3. Zazen Meditation: Workshop and 
Practice (8 June 2016) with Mr Shoshu 
Hirai, Zensho-an Temple.  (8 June 2016) 

4. Ballerina: The Reason I Keep Dancing 
by Miyako Yoshida. (13 January 2017) 

5. Immigration Policy and Challenges: 
Post-Brexit UK and Japan with Mr 
Toshihiro Menju and Dr Jonathan 
Portes. (25 November 2016) 　

1. ブレグジット後の英国とアジアの関わ
りについて、鶴岡公二駐英大使、シン
ガポール・ハイコミッショナー、台北
代表、ＣＥＲ代表、テレグラフ紙記者
による討議。 
(2016年12月15日）

2. シェフィールド大学にて、東日本震災
など21世紀の災害対応についての 
シンポジウム開催。三菱総研の 
鈴木浩氏、東京大学の玄田有史教授ら
による討論。（2016年4月21日）

3. 全生庵・平井住職の坐禅講座 
(2016年6月8日）

4. ロイヤルバレエの元プリンシパルダン
サー、吉田都氏の講演。 
(2017年1月13日)

5. ｢限界国家｣の著者、毛受 敏浩氏と 
NIESRのジョナサン・ポルテス氏によ 
る移民政策と挑戦、ブレグジット後の
英国と日本の講演。 
(2016年11月25日）

3

4

5
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1. Masuda String Puppeteers: 
Shimane Prefecture’s Edo 
Period String Puppetry 
(28 April 2016)

2. Marriage in Crisis? The 
Development of Virtual 
Relationships in Japan  
(7 November 2016)

3. Cyber Security: National 
and Business Threat?　 
(26 January 2017) 

1. 島根県益田に伝わる江戸時
代の糸繰り人形の実演。
（2016年4月28日）

2. 「婚活時代」の著者、山
田昌弘氏とリーズ大学の
ＡA.ファベル教授による 
講演 。（2016年11月7日）

3. パルアルトネットワーク
社、松原実穗子氏による、
サイバーセキュリティにつ
いての講演。 
（2017年1月26日）

3

2

1
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Daiwa Ichiban Lecture

On 29 September 2016, in collaboration 
with the British Embassy in Tokyo, 
Lionel Barber, editor of the Financial 
Times, spoke on the subject of “Britain 
after Brexit” at Ambassador Tim 
Hitchens’s Residence. This was the 
second lecture in the ongoing Daiwa 
Ichiban Lecture Series.

In his speech, Barber recounted the 
historical significance of Europe for 
the UK and the consequences of the 
lack of cohesion following the financial 
and Eurozone crises of 2008 and 
2009. He then went on to propose the 
most plausible scenarios for Brexit, 
and Britain’s new role in this changed 
world, stressing proactive engagement 
in politics and finance, rather than a 
regression to “Little England”.

Book Launches

In encouraging new research and 
writing on Japan, the Foundation 
regularly invites authors and publishers 
to Daiwa Foundation Japan House to 
take part in book launch events.

 
出版記念会

英国における新しい日本研究と出版支援の
一環として、基金では定期的に著者を迎え
ての出版記念会を開催しています。

1.   Japan, Russia and their 
Territorial Dispute: The Northern 
Delusion Dr James D. J. Brown  
(Daiwa Scholar 2011) 
 
2.  Bridges: Anglo-Japanese 
Cultural Pioneers (1945-2015) 
eds. Jeremy Hoare and Suzanne Perrin 
 
3.  Cook Japanese at Home  
Kimiko Barber 
 
4.  Social Inequality in  
Post-Growth Japan  
eds. David Chiavacci and Carola 
Hommerich 
 
5.  My Falling Down House  
Jayne Joso (cover by Carl Randall, 
Daiwa Scholar 2003) 
 
6.  The Shogun’s Queen 
Lesley Downer 
 
7. Obtaining Images:  
Art, Production and Display in  
Edo Japan  
Professor Timon Screech

大和一番レクチャー

2016年9月29日に、大和日英基金は駐日
英国大使館との共催で大使公邸において第
二回大和一番レクチャーを開催しました。
フィナンシャル・タイムズ紙の編集長の 
ライオネル・バーバーが講師を務め、 
EU 離脱「ブレグジット」後の英国につい
て講演しました。

講演では、英国にとってEUの歴史的意義
を始め、2008年と2009年の世界金融危機
とユーロゾーンの危機を背景にした統合の
流動化について述べました。更に、「小さ
な英国」に移行してしまうより、むしろ政
治および金融に積極的な関心を持つことを
主張し、バーバー氏は「ブレグジット」の
最も理想的なシナリオや、その後の英国の
新たな役割について提案しました。

Ev
en
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Daiwa Ichiban Lecture - Lionel Barber
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Exhibitions
展覧会
The Daiwa Foundation hosts an annual 
programme of exhibitions by British 
and Japanese contemporary artists, 
alongside associated artist talks and 
workshops.

大和日英基金では日英のコンテンポラリ
ー・アーティストによる展示会及びアーテ
ィストトークなどの関連イベントを開催し
ています。 

1. Taisuke Koyama, NONAGON 
PHOTON (LML15), 2015, still of a 4K 
digital video converted to Full HD 
digital video, 30 min. From Generated 
Images, 15 April to 27 May 2016.  
Courtesy of G/P gallery, Tokyo.

2. Aki Kondo, Moving House, 2013, Cray-
pas oil pastel, dermatograph coloured 
pencil on paper. From HIKARI, 23 
September to 31 October 2016. 
Courtesy of ShugoArts.

3. Umi Kumano, Cream and Bear, 2016, 
acrylic on canvas. From Unexpected 
Stories, 3 June to 15 July 2016

4. Kenji Yamada, Cao Gang River meeting 
practice, 2016, ten channel video, 
67 min. From Transgressive Heritage, 
1 March to 7 April 2017.

1

2
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1. Toshihiro Hamano, Dynamics, 2016, 
acrylic on Japanese paper.  
From Beauty of Synthesis, Meditation 
and Traces (Ma), 6 September to  
19 September 2016. Courtesy of the Sir 
Peter Parker Collection.

2. Natsko Seki, Regent’s Canal, 
2013, Digital collage with pencils, 
photographs, and colour papers, 
ed. 1/20, Travel Book London, 
commissioned by Louis Vuitton 
Malletier. From 2s, 3s & 4s, 13 January 
to 22 February 2017.

1

2
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3. Yoi Kawakubo, collaboration with Pedro Inoue, 
Stella Maris, 2016, cocktail recipe and serving, ink 
on paper, found postcard.  
From Stella Maris was a name I found in a dream, 
10 November to 15 December 2016.

4. Yoi Kawakubo, collaboration with Yumi Nishimura, 
The Wreck of the Sea Venture, 2016,  
oil on canvas, video, colour, 25 min 42 sec.  
From Stella Maris was a name I found in a dream, 
10 November to 15 December 2016.

‘Stella Maris’

20ml Beefeater Gin

20ml Pierre Ferrand Dry Curaçao

15ml fresh lemon juice

5ml fresh lime juice

Two dashes Angostura bitters

5ml sugar syrup made from free  
trade cane sugar (1:1 sugar / water ratio)

Add all ingredients to a cocktail mixer

Shake well and strain into cocktail glass

The drinker is asked to make a wish for 
someone beyond the sea before drinking
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Grants, 
Awards & 
Prizes 
Daiwa Foundation Small Grants and 
Daiwa Foundation Awards in 2016/17 
have supported individual and group 
exchange visits, visual and performing 
arts projects, and research and 
education initiatives between the UK 
and Japan. 

助成・ 
表彰プログラム

2016年度の奨励助成と重点助成は日英両
国の個人及び団体の相互訪問、ビジュアル
アートプロ ジェクトやリサーチ及び教育 
イニシアチブなどに対して行いました。

10

10

11

12

1. As part of their tour to Japan including 
five concerts, projects with young 
children in schools and hospitals and 
older adults in care homes, the City of 
London Sinfonia visited Minami Nursery 
School in Tokyo in March 2017.

2. Sally Haden visited Japan to research 
glass making and manufacturing and its 
transformation in the early Meiji era. On 
14 November 2016 she was welcomed 
at the Chiba factory of Toyo-Sasaki 
Company Ltd., a company founded by 
one of her Scottish ancestor’s trainees.

3. The Japanese House: Architecture and 
Life after 1945  
Installation View  
Barbican Art Gallery, London  
23 March to 25 June 2017 

4. In October 2016, four Bristol 
academics from the Interface Analysis 
Centre joined Kyoto colleagues 
in Fukushima to deploy a newly 
developed unmanned aerial vehicle 
for the safe and high-resolution 
mapping of Fukushima Daiichi-derived 
contamination in inaccessible areas.

5. Amanda Chambers participated in an 
Artist Residency Programme at The 
Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga 
Prefecture, in March 2017. 

1. シティ・オブ・ロンドン・ 
シンフォニアが来日し、全国5箇所での
コンサートを開催。東京では学校・病
院の子供たちや老人ホームの高齢者を
対象としたプロジェクトを行なった。 

2. サリー・ヘイデン氏は、ガラス製造や
明治初期におけるガラス製造の変容に
ついて研究するため来日。彼女の先祖
であるスコットランド人の技術指導に
よって設立された東洋佐々木ガラスの
千葉工場を訪れ歓迎を受けた。 

3. 日本住宅建築展がロンドンのバービカ
ン・アート・ギャラリーで開催され
た。 
 

4. ブリストル大学のインターフェース分
析センターの研究者4名が来日。 
福島第一原子力発電所の汚染状況につ
いて、アクセス不可能なエリアでの安
全且つ高精度なマッピングを行 
なうため、京都大学の研究者と共に、
新たに開発された無人機を配置した。 

5. アマンダ・チェンバーズは、滋賀県の
陶芸の森でアーティスト・イン・ 
レジデンス・プログラムに参加した。 

1
1

2

4

4
5

2
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6. Mahler Symphony No.6 “Tragische” 
performed by the NHK Symphony 
Orchestra, conducted by Paavo Järvi 
on 6 March 2017 at the Royal Festival 
Hall. This performance was their first 
in London for sixteen years and was 
introduced with a piece by Japanese 
composer Toru Takemitsu. 

7. Japanese robots were on display in 
Robots, an exhibition which explores 
the 500-year story of humanoid 
robotics, Science Museum, February to 
September 2017.

8. David Cope, Kew’s Director of External 
Affairs, presenting Ambassador Koji 
Tsuruoka with Flora Japonica, the 
book accompanying the exhibition. 
(September 2016 to March 2017, Kew 
Gardens)

9. Dr Neil Bezodis travelled from Swansea 
to Fukuoka to develop a collaboration 
in innovative rugby science research, 
January 2017. 

6. ロイヤル・フェスティバル・ホールに
て、マーラー交響曲第6番「悲劇的」
が、パーヴォ・ヤルヴィ指揮、NHK交
響楽団によって演奏された。N響に 
とって16年ぶりのロンドン公演 
であり、日本の作曲家、武満徹の作品
も採り上げられた。

7. サイエンス・ミュージアムで、500年
にわたるヒューマノイド・ロボットの
歴史を紹介するRobots展が開催され、
日本のロボットが展示された。

8. キューガーデンの渉外担当 
ディレクター、デイヴィッド・ 
コープ氏より鶴岡公二駐英大使へ、展
覧会を記念して出版された本『Flora 
Japonica』が手渡された。

9. スウォンジー大学のニール・ベゾディ
ス博士は、革新的なラグビーの科学に
ついて共同研究を行うため、福岡大学
を訪れた。

8

9
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10. The performers of Miss Revolutionary 
Idol Berserker break into a riotous flash 
mob in Finsbury Square, London, on 
27 June 2016 as part of the London 
International Festival of Theatre 2016.

11. Image shows Kamasada “tetsubin” 
tea pots. Professors Hans Stofer 
and Michael Rowe from the School 
of Material, Royal College of Art, 
travelled to Japan in February 2017 
to meet cast iron practitioners and 
learn their techniques, with a view to 
sharing knowledge with colleagues and 
students back in the UK.   

12. Taijyu Fujiyama put on a Japanese 
magic performance at Hyper Japan in 
November 2016. 

Cover image:

Natsko Seki, London Zoo, 2013, Digital collage with pencils, photographs, and colour 
papers, ed. 1/20, Travel Book London, commissioned by Louis Vuitton Malletier.   This 
image was part of Natsko Seki’s 2s, 3s & 4s exhibition at Daiwa Foundation Japan House, 
3 January to 22 February 2017.  

2017年1月3日から2月22日まで大和日英基金ジャパンハウスにて展示されたせきなつこ氏の
2s, 3s & 4s の作品の一部となります。

Image Credits:

p2   – Japan House © Daiwa Foundation
p8   – Composite Montage © Daiwa Foundation by SoHo+Co
p9   – David Height Left: © Arup 2015, Right: © Mitsui Fudosan UK
p10 – © Dr Victoria James 
p14 – Daiwa Adrian Prizes © Yuta Naoumi
p15 – 1. Chromosome © Jan Bergmann and W.C. Earnshaw
p15 – 2. Electrodes ©  Imperial College London/Kyushu University
p16 – 3. Solar Eclipse © JAXA, NAOJ, NASA, ISAS, STFC
p16 – 4. New materials © Kyoto University
p22 – 1. © Taisuke Koyama. Courtesy of G/P gallery, Tokyo
p22 – 2. © Aki Kondo. Courtesy of ShugoArts.
p23 – 3. © Umi Kumano
p23 – 4. © Kenji Yamada
p24 – 1. © Toshihiro Hamano. Courtesy of the Sir Peter  

Parker Collection.
p24 – 2. © Travel Book London © Natsko Seki
p25 – 3. © Yoi Kawakubo
p25 – 4. © Yoi Kawakubo

10. ロンドン国際演劇祭2016の一環とし
て、フィンズベリー・スクエアで革命
アイドル暴走ちゃんが路上パフォーマ
ンスを行った。

11. ロイヤル・カレッジ・オブ・アートの
ハンス・ストファー教授とマイケル・
ロウ教授は、鉄鋳物の専門家から技術
を学ぶために来日し、帰国後同僚や 
学生とその知識を共有した。  
盛岡　南部鉄器の釜定の鉄瓶　宮　伸
穂氏　提供

12. 藤山大樹氏は、ハイパージャパンで 
日本伝統のマジック、手妻のパフォー
マンスを披露した。 

p27 – 1. Photo by Matthew Swann, CEO, City of London Sinfonia
p27 – 2. © Sally Haden
p27 – 3. Photo by Miles Willis / Getty Images
p27 – 4. © Professor Thomas B Scott/Peter Martin, Interface 

Analysis Centre, University of Bristol
p27 – 5. © Amanda Chambers
p28 – 6. © Belinda Lawley
p28 – 7. © Science Museum Group Collection
p29 – 8. Credit: RBG, Kew.
p29 – 9. © Professor Hiroyuki Nunome and Dr Neil Bezodis
p30 – 10. Photo by Alastair Muir
p30 – 11. Photo by Professor H. Stofer.  

Thanks to Nobuho Miya Kamasada Iron Casting Studio 
2-5 Konyacho, Morioka, Iwate, Japan

p30 – 12. Traditional Japanese Magic ‘TEZUMA SHOW’ by Taiju 
Fujiyama. Supported by NPO-TFF.
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