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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. 

Daiwa Foundation Japan House
大和ジャパンハウス 
13/14 Cornwall Terrace 
London NW1 4QP 
Tel: 020 7486 4348 
Email: office@dajf.org.uk

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、短期滞在者用の研究スペースも提供
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。

Daiwa Foundation Tokyo Office
東京事務局 
102-0076  
東京都千代田区五番町12-1  
番町会館103

Trustees – as of 31 March 2018 
Sir Peter Williams  
     CBE FREng FRS – Chairman
Mr Shigeharu Suzuki – Vice Chairman
Mr Stephen Barber
Professor Richard Bowring 
Mr Paul Dimond CMG
Mr James Harding 
Barbara, Lady Judge CBE
Mr Yusuke Kawamura
Mr Masaki Orita
Professor Hirotaka Takeuchi 
Dr Victoria Tuke 

Director General
Mr Jason James 

Director, Tokyo Office
Mr Takatoshi Okuyama
 
理事(2018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
ポール・ダイモンド
ジェイムズ・ハーディング
レディー・バーバラ・ジャッジ
川村雄介
折田正樹
竹内弘高教授
ヴィクトリア・テューク

事務局長
ジェイスン・ジェイムズ 

東京事務局長
奥山 隆敏 

Tokyo Office, Bancho Building 103  
Goban-cho 12-1, Chiyoda-ku,  
Tokyo 102-0076  
Tel: 03 3222 1205 
Fax: 03 3222 1208 
Email: tokyo.office@dajf.org
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Director General’s Report
事務局長挨拶

Following the shock caused to the Japanese side two years 
ago by the UK’s decision to leave the EU, last year involved 
a degree of fence-mending. Many Japanese companies were 
working on contingency plans to relocate if necessary, while 
keeping an eye on the chaotic Brexit negotiations – but the 
feeling remains that they would much prefer to stay in the 
UK if feasible. The Daiwa Foundation’s focus on bringing 
our two nations even closer together therefore seems more 
relevant than ever.

With the UK sounding out potential partners for post-EU 
trade deals, Japan seems an obvious candidate. Not only is 
Japan, like the UK, a strong supporter of both free trade 
and the rule of law, but there is relatively little overlap in the 
two countries’ agricultural sectors. It was in this context that 
Prime Minister Theresa May visited Prime Minister Shinzo 
Abe in Japan with a delegation of business people, leaving 
Japan in no doubt about its renewed importance to the 
UK after Brexit. It was agreed during this trip that the two 
countries will run reciprocal “seasons of culture” between 
the start of the Rugby World Cup in Japan (September 
2019) and the end of the Tokyo Olympics and Paralympics 
(September 2020).  It was also agreed that the UK is to 
receive a large number of cherry trees, like the famous ones 
gifted to Washington DC in 1912. We hope that Regent’s 
Park, directly in front of our London office, may be chosen as 
one of the destinations for these!

The Daiwa Foundation had a busy year, as can be seen from 
the pages that follow. Most of our activity takes place in 
the UK, but one highlight in Tokyo was the Daiwa Ichiban 
Lecture, which featured the dancer and TV personality 
Dame Darcey Bussell, who made a passionate case for the 
health benefits of dance.

We were very sorry to say goodbye to our Director of 
Programmes Shihoko Ogawa, who returned to Japan. Her 
detailed knowledge of politics and social science, combined 
with expertise in contemporary art, has been vital in building 
the reputation of our events programme in recent years. But 
after a short hiatus we have been very lucky to replace her 
with Nana Ota, who is off to an impressive start. I would like 
to thank our staff for their tremendous commitment to the 
work we do, often keeping them late in the evenings.

Mr Jason James 
Director General

日本は二年前のイギリスEU離脱の決断に衝撃を受け、昨年は地盤
固めに奔走した１年となりました。多くの日本企業は大混乱のEU
離脱交渉に目を光らせながらも、移転の可能性も視野に入れた緊
急時対応策を講じていました。しかしながら、可能であれば移転
よりもイギリスに留まりたいという考えは変わらなかったようで
す。私共の基金の目的は両国の距離をさらに縮めることであり、
この責務はこれまでになく重要であると言えるでしょう。

EU 貿易協定後のイギリスの将来的なパートナーとして、候補国に
日本が挙がっていることに疑う余地はありません。日本も英国と
同様に自由貿易と法規範を強く支援しており、両国の農業に関し
ては生産物が相対的に異なっているというメリットがあります。
実業家の代表団と一緒に安倍晋三首相を訪問したテリーザ・メイ
首相は、日本の去り際にEU離脱後の日本の重要さを再認識したに
違いありません。

この訪問中に、ラグビーワールドカップ開始（2019年9月）から
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会修了（2020年9
月）までの年を相互的な文化季間とすることに同意しました。さ
らに1912年にワシントンＤＣに寄贈された様に、日本から英国に
多数の桜の木々が贈られることも決まりました。私共のオフィス
の目の前にあるリージェンツパークが植樹場所の一つになること
を願うばかりです。

本基金はページをめくって頂けると分かります様に、昨年も多忙
を極める年となりました。私共のイベントの多くは英国内で行わ
れましたが、東京で開催された最も重要なイベントは大和一番レ
クチャーでした。ダンスの健康効果を提唱し、ダンサーでテレビ
タレントでもあるダーシー・バッセル氏をスピーカーとして招待
しました。

最後になりますが、大変残念なことにプログラム・ディレクター
の小川紫保子が昨年本基金を去り、日本に帰国しました。彼女の
豊富な政治、社会科学及びアートに関する知識をなくして、現在
の我々のイベントプログラムの評判を築くことはできなかったこ
とでしょう。その後若干中断した期間はありましたが、後任の太
田奈那が入り見事なスタートを切ってくれています。全スタッフ
の残業も厭わない献身的な働きぶりに感謝の意を表したいと思い
ます。

事務局長 
ジェイスン・ジェイムズ
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An Overview of 2017/18
2017/18 年度事業概要

Daiwa Scholarships  
 
• 5 Daiwa Scholars completed the 
programme in March 2018 and are 
moving on to pursue careers and study 
connected with the aerospace industry, 
architecture, history, music and one 
undecided.

• 7 Daiwa Scholarships were newly 
awarded to British graduates in 
Biotechnology with Spanish, Chemistry, 
History, International Politics, 
Mechanical Engineering and Zoology.

• 4 Daiwa Scholarships in Japanese 
Studies were awarded in 2018.

Grants, Awards and Prizes  
 
• 76 grants, awards and prizes totalling 
£288,400 were allocated to projects 
involving individuals and organisations 
across the UK and Japan. These 
included:  
• 60 Daiwa Foundation Small Grants  
• 16 Daiwa Foundation Awards 

Events  
 
The Foundation organised 53 seminars, 
lectures, concerts, artist talks, private 
views and book launches attracting 
audiences of nearly 3800 people in 
total. 9 exhibitions were held in the 
Japan House Gallery, visited by a total 
of nearly 3600 people. 135 meetings of 
universities, professional associations, 
clubs and cultural organizations were 
held at Daiwa Foundation Japan House.

大和スコラーシップ 
 
• 2018年3月に5名の第26期生大和スコラ
ー (DS16) が日本での全課程を修了し、1
名はまだ方向性を決めておりませんが、他
の4名は、各々航空宇宙業界、 建築、歴史, 
音楽に関わる仕事もしくは研究をスタート
させました。

• 新たに7名の英国の大卒者でバイオテク
ノロジーとスペイン語、化学、歴史、国際
政治、機械工学、動物学を専攻する者が第
28期生大和スコラー（DS18）として選出
されました。

• 2018年に大和日本研究スコラーとして4
名が選出されました。 
 
助成・表彰プログラム  
 
 総計76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£288,400 
（約4,292万円 ）が以下のように助成され
ました。 
  
• 大和奨励助成60件  
• 大和重点助成16件 

イベント 
 
昨年度は計53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、約
3800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9回
の展示会を行い3600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
による計135回の会合が大和日英基金ジャ
パンハウスで開催されました。

Scholarships 
奨学金事業 42.5%

Grants 
助成事業 33.5%

Events 
イベント 21.0%

Cultural Relations 
文化交流　2.9％

Charitable Activities Expenditure  
 チャリティー事業支出 （円グラフ）

Financial Facts & Figures*  
*unaudited estimates.  March 2018    
 
• Net Assets:  £41.4 million   
• Total spending:  £1.52 million   
• Total charitable spending:  £1.26 million  

財務状況* 
*未監査の見積      為替＝2018年3月30日付  148.84円／£ 
 
• 純資産   61億6200万円 
• 支出計   2 億2600万円 
• 慈善事業費計   1 億8600万円



6   The Daiwa Anglo-Japanese Foundation Annual Review 2017/18

Daiwa Scholarships
大和スコラーシップ

The five members of the 26th cohort 
of Daiwa Scholars (DS16) have had 
a busy year: they undertook work 
placements, enjoyed a month-long 
homestay and experienced various 
aspects of Japanese culture.  

Their work placements were finalised 
in June. The following organisations 
kindly accepted the DS16: Institute of 
Fluid Science, Tohoku University; JAXA 
Kakuda Space Center; Hitotsubashi 
University Institute for the Study of 
Social Sciences;  FT Architects; Miracle 
Bus, a music production company; 
and Shiseido.  These organisations 
generously supported the scholars’ 
applications to change their visa status 
from a student visa.

We also searched for homestay families 
to suit each Scholar. With cooperation 
from a number of organisations and 
individuals, we placed the Scholars 
with families in: Nishinoomote 
(Tanegashima island, Kagoshima), 
Hatsukaichi (Hiroshima), Izumo 
(Shimane), Niseko (Hokkaido) and 
Kasuga (Fukuoka). Where possible, the 
Scholars paid courtesy visits to Daiwa 
Securities branches in these areas.

The Scholars took part in many cultural 
activities, including a kendo session 
held at the Tokyo University Kendo 
Club and a Japanese cooking class 
organised with Daiwa Securities’ CSR 
section.  This was also attended by the 
27th cohort of Daiwa Scholars and the 
Daiwa Scholars in Japanese Studies.

The final event of the programme was 
the graduation ceremony in March at 
the hall of the Daiwa Securities Group 
Inc.  The Scholars gave speeches 
in Japanese in the presence of the 
British Ambassador to Japan and over 
100 guests.

大和スコラー（DS16）5名は、忙しい年を
過ごしました。１か月のホームステイを楽
しみ、研修を体験すると同時に日本文化の
いろいろな面を経験しました。 

研修先については次の団体などでご親切
にDS16を受け入れて頂きました。東北大
学流体科学研究所、JAXA角田宇宙センタ
ー、一橋大学社会科学研究科、福島加津也
＋富永祥子建築設計事務所、ミラクル・ 
バス、資生堂（敬称略）

上記団体には、大和スコラーの査証資格を
変更するためのサポートをして頂き 
ました。

私たちはまた各大和スコラーに相応しいホ
ームステイの家族も探しました。多くの団
体や個人の皆様のご協力を得て、以下のよ
うな場所でホームステイをすることができ
ました。

鹿児島県西之表市（種子島）、広島県廿日
市市、島根県出雲市、北海道ニセコ町、福
岡県春日市。大和スコラーは各地域で、大
和証券の支店に表敬訪問をしました。

スコラーたちは東京大学の剣道クラブでの
剣道体験を含む多くの文化的な活動にも参
加し、大和スコラーと大和日本研究スコラ
ーが参加した和食の料理教室は、大和証券
のCSRとの共催で実施しました。

大和スコラーシップの最終イベントは、大
和証券グループ本社のホールで3月に開催
された修了式でした。約100名のゲストの
前で日本語のスピーチを行い、レセプシ
ョンには駐日英国大使ご夫妻もお迎えし
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. 

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。
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DS2016 Highlights   
第26期大和スコラーの日本の思い出
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Daiwa Scholars 2017 
大和スコラー2017

The Daiwa Scholars 2017 finished their 
intensive year-long language studies at 
Naganuma School in Shibuya, central 
Tokyo and will soon be heading off for 
their month-long homestay destinations 
in different parts of Japan. The idea is 
for them to experience life outside the 
capital for a month before embarking 
on their work placements.  
 
大和スコラー2017（DS17）は、2018年9
月末に東京の渋谷にある長沼スクールでの
１年間の日本語集中講座を終えます。その
後日本各地で１カ月のホームステイを通し
て家庭での暮らしを経験してから、研修を
始める予定です。

1. Dr Heather Steele  
(PhD Electronic Engineering, 
Birmingham) 

2. Victoria McIvor  
(BSc Physics, Glasgow; Postgraduate 
Certificate in Nuclear Technology, 
Manchester)

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

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

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

6. Matin Khadem  
(BA Economics, Cambridge)

7. Junko Kono  
(Deputy Director of the Tokyo Office)

 

1.  ヘザー・スティール　 
バーミンガム大学　博士（電子工学）

2. ヴィクトリア・マカイヴァー　 
マンチェスター大学　修士（原子力
技術）

3. 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）

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

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

6. マティン・カデム　 
ケンブリッジ大学 　学士（経済学）

7. 河野 順子  
東京副事務局長 

2
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Daiwa Scholars 2018 
大和スコラー2018 

Seven Daiwa Scholars were chosen 
in 2018, each having distinct reasons 
for going to Japan. Aileen Cooney, 
intent on furthering her knowledge 
of functional foods and fermentation 
technology, is eager to work with 
Japanese scientists; Graham Davies is 
interested in combining AI techniques 
with big data to create improved 
designs that are better suited to our 
complex and unpredictable world. 
Enzo DeGregorio’s long-term aim is 
to complete a PhD in History focussing 
on Japanese agency under the Allied 
Occupation of Japan. Busayo Esan 
visited Japan whilst studying in China, 
which triggered his interest in how 
these two countries can lead the way in 
building robust pan-regional security. 
Vikram Jayaswal aspires to create 
sustainable and renewable bioenergy 
resources, and has a professional 
interest in Japan as it is a leader in algal 
biofuels; Alba Landra seeks to work in 
conservation, and to raise awareness of 
Japan’s wildlife and, in doing so, become 
a leader in the battle to safeguard it. 
Joseph McLoughlin hopes to work 
on the synthesis of next-generation 
cancer therapeutics and antibody-drug 
conjugates, an area in which Japanese 
industry has heavily invested.  

1. Aileen Cooney (MSci Chemistry, 
Imperial College London)

2. Graham Davies (MEng Mechanical 
Engineering, Imperial College London)

3. Enzo DeGregorio (MA English 
Literature and History; MSc in Literature 
and Modernity, University of Edinburgh) 

4. Busayo Esan (LLB, University of 
Warwick; MSc in International Politics, 
SOAS, University of London)

5. Vikram Jayaswal (BSc Biotechnology 
with Spanish, Imperial College London) 

6. Alba Landra BA Zoology  
(University of Cambridge)

7. Joseph McLoughlin (MSc Chemistry, 
University College London)

 

7名の大和スコラー2018（DS18）はそれ
ぞれが日本に行く異なった動機を示してい
ます。エイリーン・クーニーは機能性食品
と発酵技術について知識を深め、日本の科
学者と働きたいと考えています。グレア
ム・デーヴィスは、複雑で予測不能な世界
により適している堅固なシステムを作成す
るためにＡＩ技術をビッグデータと結びつ
けたいと思っています。エンゾ・ディグレ
ゴリオは、占領下の日本の政府部門などに
着目して歴史の博士号を取得することで
す。ブサヨ・エーサンは中国から日本を訪
問し、日中がいかにして強い地域安全保障
の構造を確立することができるかを追求し
たいと考えています。ヴィクラム・ジャス
ワルは持続可能で再生できるバイオエネル
ギー資源を創造したく、日本の藻類の生物
燃料の研究者と共同研究を進めたいと思っ
ています。アルバ・ランドラは、自然保護
に興味を持ち、野生生物の保護運動に努め
たいと思っています。ジョゼフ・マグロフ
リンは、次世代のガン治療学と日本の産業
界も投資している抗体薬物の統合に取り組
むつもりです。

1. エイリーン・ クーニー　　 
インペリアル・カレッジ・ロンドン　 
修士(化学）

2. グレアム・ ディヴィス 
インペリアル・カレッジ・ロンドン　
修士（材料工学）

3. エンゾ・ディグレゴリオ 
エジンバラ大学 　修士（英文学と歴
史）修士（文学と近代学）

4. ブサヨ・エーサン 
ウォーリック大学　学士（法学）

5. ヴィクラム・ ジャスワル　 
インペリアル・カレッジ・ロンドン
　 学士(バイオテクノロジーとスペイ
ン語)

6. アルバ・ ランド ラ 
ケンブリッジ大学　学士(動物学)　

7. ジョゼフ・ マグロクリン 
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン
　学士（ 化学）
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Daiwa Scholarships in Japanese Studies were established 
in 2015 to fund UK graduates in Japanese Studies on 
postgraduate Japan-related courses in either Japan or the UK. 
The Foundation gratefully acknowledges support for this 
programme from Daiwa Securities Group Inc. 

Four Scholarships were awarded in 2018. Marcus Eagle 
will embark on an MA in Japanese Linguistics at Tokyo 
University of Foreign Studies, with a focus on the history of 
the Japanese language. Rebecca Paterson is undertaking 
an MA in Foreign Language Acquisition and Education 
at Kyoto University. Nicola Phillips will begin an MA in 
Social Anthropology at SOAS University of London, hoping 
to examine the Japanese sex industry. Dorothy Finan will 
begin a PhD in East Asian Studies at Sheffield, exploring 
the thematic importance of “adolescence” in contemporary 
Japanese popular music.

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
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。

2018年に大和日本研究スコラー（DSJS2018）として、次の4名
が選出されました。

マーカス・イーグル は卒業後、日本語の歴史に対する関心をもっ
て,東京外国語大学の修士課程で日本語の歴史的変遷について学び
ます。レベッカ・パターソン は、京都大学で日本における英語教
育について修士取得を始めています。ニコラ・フィリップス は、
ロンドン大学東洋アフリカ研究学院の文化人類学において日本の
セックス産業に焦点を合わせて修士課程を開始します。ドロシ
ー・フィナン はシェフィールド大学東アジア学科の博士課程を開
始します。特に日本の現代音楽の中で「青春期」の主題の重要性
に注目して研究します。

Spotlight: Kara Juul (DSJS 2015)
スポットライト　カラ・ジュール (DSJS 2015)  

Kara successfully completed her MPhil in Modern Japanese 
Studies in 2016, and  is in the second year of her DPhil at St 
Antony’s College, Oxford. Her research explores the gender 
gap in mathematics achievement and advancement in Japan, 
particularly focussing on how key stakeholders such as 
teachers and educational policymakers understand this issue. 
Japan provides an interesting conundrum: it scores highly 
in international benchmarking tests for mathematics such 
as PISA and TIMSS (15 year olds), yet girls underperform 
significantly compared to their male classmates and 
have much lower levels of self-confidence and interest in 
mathematics.

Kara’s research investigates why, despite a goal of the 
‘Abenomics’ strategy being to encourage women into 
economically vital STEM (science, technology, engineering 
and mathematics) professions, the gender gap in mathematics 
attitudes and achievements seems to have been largely ignored 
by many levels of Japanese society. Kara has recently completed 
her second round of fieldwork and is planning her third. 

カラは2016年に近代日本研究の修士課程を修了し、現在オック
スフォード大学セント・アントニーズ・カレッジの博士課程2年
次に在籍しています。彼女の研究は日本における数学の成績の性
差について探究するもので、特に教師や教育政策担当者等の主要
な関係者が、いかにこの問題を理解しているかという点に焦点を
当てています。日本が抱える興味深い問題は、PISAやTIMSS（15
才）等の国際学力調査で高い評価を受けていながら、女子は男子
クラスメイトに比べ著しく低い得点であり、数学に対する自信や
興味もはるかに低くなっていることです。

経済学上重要なSTEM（科学・技術・工学・数学）分野職業への
女性の進出を奨励する「アベノミクス」戦略の目標にも関わら
ず、数学に対する考えや成績の性差について、日本社会でほとん
ど無視されてきたのはなぜなのか、カラは調査を続けています。
最近、フィールドワークの第2ラウンドを終え、第3ラウンドを計
画中です。

Daiwa Scholarships in Japanese Studies
大和日本研究スコラーシップ

Kara Juul at St Antony’s 
Spring Rowing Formal

カラ・ジュール　セント・ア
ントニーズ・ボート部の春の
パーティにて
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In my current role as Deputy Ambassador to Brazil, it has 
been a real pleasure discovering the many links between 
Japan and Brazil. Princess Mako visited fourteen Brazilian 
cities in July to celebrate the 110th anniversary of the start of 
Japanese immigration. São Paulo was recently one of three 
cities selected by the Japanese Government to have a ‘Japan 
House’, alongside London and Los Angeles, and definitely 
has the best sushi I’ve eaten outside Japan.

I have encountered no better introduction to any country 
than via the Daiwa Scholarship. The Japanese language is 
at the heart of the programme. It was in Japan that I first 
experienced the mind-bending challenge and slog of trying to 
master a language, and then the incredible reward of finally 
feeling able to participate in the social and professional life 
of its people, on their terms. It’s a challenge I subsequently 
repeated with Brazilian Portuguese, first on secondment from 
HM Treasury to the Brazilian Finance Ministry, and now 
at the British Embassy, where I am convinced that having 
excellent Portuguese is critical to strengthening the  
bilateral relationship.

Friendships and interests made in Japan have stayed with 
me over the years. My homestay parents, Hiroko-san and 
Takamichi-san, who ignited a love of hiking and hot springs 
and subsequently visited me in London to run the marathon; 
Makoto-san, who taught me takebue and nohkan (Japanese 
traditional flutes); Kaori-san, a colleague from the Japanese 
International Cooperation Agency, who now teaches 
taiko drumming in São Paulo. These days I have a close 
relationship with my Japanese counterpart in Brasilia. I will 
forever be grateful to the Daiwa Foundation for the richness 
of the experience I had, and its farsightedness in supporting 
people-to-people connections over the long term. In 2016, I 
became a Trustee, to help shape the programme for the next 
generation of Scholars. 

Spotlight: Elizabeth Davidson (DS 2000)
スポットライト エリザベス･デイヴィッドソン (DS 2000)

在ブラジル副英国大使という現在の役割において、日本とブラジ
ル間の多くの繋がりを発見することは本当に喜びでした。眞子内
親王殿下は日本移民110周年記念のお祝いに7月にブラジルの14
の都市を訪れて下さいました。サンパウロはロンドンとロサンゼ
ルスと同時に選ばれた3都市の一つとして、日本の外務省による
「ジャパン・ハウス」が作られ、そこでは確かに私が日本以外で
食べた最高の寿司を提供しています。

大和スコラーシップの課程はある国の紹介として一番良い方法だ
と思います。まず日本語がプログラムの中心にあります。大和ス
コラーの任期中には、心が折れそうになるほどに挑戦し、苦労を
重ねて日本語を学習し、そのご褒美として日本社会における専門
分野の人々及び日本人の生活に参加することができました。

初めはイギリス財務省からブラジルの財務省に出向中に、そして
現在は英国大使館で、私はブラジルポルトガル語に対してもこの
挑戦を繰り返しその後も続けています。優れたポルトガル語を使
っていることが相互関係を強化することに極めて重大であること
を確信しています。

日本での友情と興味とは長年にわたって続いています。ホームス
テイでお世話になったご両親の孝道さんと浩子さんはハイキング
と温泉に対する私の愛情に火をつけ、その後マラソンを走るため
にロンドンに私を訪ねてきました。まことさんは竹笛と能管を教
えてくれました。JICAで同僚だったかおりさんは現在サンパウロ
で和太鼓を教えています。

最近、私はブラジリアで日本の公使との親密な関係を保っていま
す。大和日英基金に日本で得た豊かな経験と長期的な視点におけ
る人々のネットワークをサポートしてくれたその先見の明につい
て永遠に感謝したいと思います。

私は次世代の大和スコラーのプログラムを作成する手助けとなる
べく、2016年に基金の理事になったのです。 

 

Liz Davidson taking part in a TV interview 
about the Royal Wedding

ロイヤルウェディングについてテレビイン
タビューを受けるリズ・デイヴィッドソン
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Spotlight: Dr Tina Burrett (DS 2006)
スポットライト  ティナ・バレット (DS 2006)

Japan didn’t just change my life. It became my life. I came to 
Japan as a Daiwa Scholar in 2006 and never left. Today I am 
a political science professor at Sophia University in Tokyo. 
Like me, my students are international nomads. Together we 
try to understand the deep crises convulsing contemporary 
global politics. Being able to look at these complex events 
from both a British and Japanese perspective makes me a 
better researcher and teacher.

At the start of my Daiwa Scholarship I wasn’t an expert on 
Japanese politics. But a work placement in the parliamentary 
office of Taro Kono, now Japan’s Foreign Minister, gave me 
insights, curiosity and contacts that still inform my work. 
I specialise in political leadership and in the relationship 
between politics and the media. A grant from the Daiwa 
Foundation funded my research for a book and numerous 
articles on political leadership in Britain and Japan. My 
media research also extends to Myanmar, where a fellow 
2006 Daiwa Scholar, working as a journalist in Yangon, 
introduced me to local reporters. The relationships I formed 
during my Daiwa Scholarship have become some of my most 
enduring friendships. 

I believe academics shouldn’t reside in ivory towers, but 
should use their expertise to inform public debate. To this 
end, the Daiwa Scholarship gave me the knowledge and 
confidence to write on Japanese politics for the British and 
international media. And in recent months I’ve been trying to 
explain Brexit to perplexed Japanese media audiences. 

The Daiwa Scholarship changed the trajectory of my 
personal as well as my professional life. I came to Japan with 
my Canadian-born husband. We now have a two-year old 
son who attends a Japanese-language Montessori school. 
I’m proud to watch our boy switching effortlessly between 
English and Japanese. Life is not what I expected. But after 
a dozen years, Tokyo is still exciting. The Daiwa Scholarship 
started an adventure that I don’t expect to end any time soon. 

日本は私の人生を変えただけではありませんでした。私の人生に
なったのです。私は2006年に大和スコラーとして来日し、永住者
になりました。今日私は東京の上智大学の政治学教授です。私の
担当している学生は私の様に国際的な遊牧民です。私たちは共に
現代の世界的な政治に激動を与えている深い危機を理解しようと
しています。英国と日本の視点からこれらの複雑な出来事の観察
ができることは、私がより良い研究者と教授にしています。

大和スコラーシップの初めの頃は、私は日本政治の専門家であり
ませんでした。しかし、日本の現在の外務大臣である河野太郎
氏の衆議院議員会館（当時）での研修では洞察や好奇心、そして
現在の私の仕事に役立つような連絡先を紹介してくれました。私
は、政治的なリーダーシップや政治とメディアとの関係を専門に
しています。大和日英基金からの助成により、日英の政治的なリ
ーダーシップに関する多数の記事や本の執筆をすることができま
した。私のメディア研究はミャンマーにも及び、そこで大和スコ
ラー2006の仲間の一人がヤンゴンのジャーナリストとして働いて
いたので、地元のリポーターに紹介してくれました。私が大和ス
コラーの間に築いた関係は、最も長続きする友情となりました。

私は研究者が象牙の塔にとどまることなく、一般市民との討論の
ために専門知識を使うべきだと思っています。大和スコラーシッ
プは英国や国際的なメディアのために日本の政治について書くた
めの知識と自信を与えてくれました。そしてここ数ヵ月は、私は
ブレグジットについて当惑気味の日本のメディア聴衆に説明しよ
うと努力しています。

大和スコラーシップは、私の個人的な面でも仕事面でも生活の軌
跡を変えました。カナダ生まれの夫と来日し、日本のモンテッソ
ーリ・スクールに通う現在2才の息子がいます。息子が英語と日
本語の間でたやすく切り替えているのを見て誇りに思います。日
々の暮らしは、私が期待したものでありません。しかし、12年た
っても東京はまだ刺激的です。大和スコラーシップは、私たちに
とって永久に続く冒険を始めさせてくれました。

Tina Burrett at an art 
café in Ginza

ティナ・バレット　銀座
のアートカフェにて
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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.

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 2017 Seminar Series, ‘Japan and 
the UK: A Focus on History’ explored 
historical perspectives on the past and 
on coming years in a time of political 
changes.  The 2018 Seminar Series, 
‘New Approaches in the UK and 
Japan’ looks at how Japan and the UK 
are responding to a wide variety of 
new challenges, from security threats 
to ageing populations. Distinguished 
speakers from Japan and the UK are 
selected to discuss a variety of subjects 
at Daiwa Foundation Japan House and 
elsewhere. 

セミナーとレクチャー

2017年のセミナーシリーズは政治的動
乱の時代の中、歴史に焦点を当てたテー
マの元に過去及び未来について討論しま
す。2018年のセミナーシリーズは「英国
及び日本における新しい取り組み」と題
し、安全保障や高齢化などといった両国が
抱える様々な課題へのアプローチをとりあ
げていきます。日英両国から著名な専門家
を招待してさまざまな議題について、大和
日英基金のみならず外部でもイベントを開
催しております。

The Origins of Shōzoku, Tokiko Ihara, 
a Shō player in Shōzoku garments (21 
February 2018) 

「装束衣装の起源」装飾衣装を纏った　笙
奏者　井原季子さん　（2018年2月21日）

Events 
イベント
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1. Figure Skating with Fumie Suguri, 
the Japanese National Champion and 
Winter Olympian (18 July 2017)

2. Historical Issues and Peace Building: 
Japan, China and the two Koreas, with 
(from left) Dan Damon, BBC; Professor 
Steve Tsang, SOAS; Professor Akio 
Takahara, University of Tokyo; Paul 
Farrelly, MP, at the House of Commons 
(28 June 2017)

3. Traditional Arts and Crafts of Japan: 
Toshiaki Tateno making urushi 
lacquerware (4 May 2017)

4. Challenges of Regional Revitalisation 
in Japan with (from left) Ichiro Oshiro, 
Mayor of Yawatahama City; Takashi 
Hiranaka, Embassy of Japan; Ueki 
Imaoka, Yawatahama City Government 
(15 March 2018)

5. Artist Talk: Setsuko Ono, artist, and Dr 
Chris Barlow, curator (23 February 2018)

1. 全日本選手権優勝並びに冬季オリンピ
ック出場のフィギュア村主章枝氏とス
ケートを楽しむ子供たち　 
（2017年7月18日）

2. 「日本、中国そして韓国と北朝鮮をと
りまく過去ならびに平和への道のり」、 
(左から）BBC Dan Damon氏、東洋アフ
リカ研究学院 Steve Tsang教授、東京
大学　高原  明生教授、Paul Farrelly議
員本会議場にて（2017年6月28日）

3. 「日本の伝統工芸」、蒔絵師　立野 敏
昭 氏による漆細工実演　 
（2017年5月4日）

4. 「日本における地域活性化へのチャレ
ンジ」、(左から）八幡浜市 市長　大
城一郎氏、在英国日本大使館職員　平
中 隆司氏、八幡浜市企画財政部長 今岡
植氏　（2018年3月15日）

5. 「アーティストトーク」芸術家　小
野節子氏　と　キュレーターChris 
Barlow博士（2018年2月23日）　

3

4

5
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1. Christmas Charity Concert 
for Fukushima Children, 
Ichiko Aoba performing at 
St Pancras Church, London 
(4 December 2017) 

2. A History of Journalism: 
then, now and hereafter, 
with (from left) Ginko 
Kobayashi, journalist; Dr 
John Steel, University of 
Sheffield; Professor Jeremy 
Black, University of Exeter 
(12 May 2017)

1. 「福島の子供たちのための
チャリティコンサート」、
青葉市子氏によるコンサー
ト、St Pancras 教会にて　
（2017年12月4日）

2. 「ジャーナリズムの過去、
現在、そして今後」、(左か
ら）在英ジャーナリスト小
林恭子氏、シェフィールド
大学 John Steel博士、エク
セター大学 Jeremy Black教
授　（2017年5月12日）

1

2

2 4 61 3 5

8 107 9

11



2017年度大和日英基金年次報告書  17

Daiwa Ichiban Lecture

On 20 March 2018, Dame Darcey 
Bussell DBE, the retired star ballerina 
who has developed a second career as 
a TV personality, spoke on “Dancing 
Through Life” at the residence of 
Britain’s Ambassador to Japan, Paul 
Madden. This was the third lecture in 
the ongoing Daiwa Ichiban Lecture 
Series in collaboration with the British 
Embassy in Tokyo.

In her speech, Bussell interwove an 
account of her own career in the 
glamorous world of international 
ballet, and beyond (accompanied by 
some fabulous video clips), with a 
passionate advocacy of the physical 
and mental health benefits of dance. 
She also introduced her dance fitness 
programme Diverse Dance Mix, which 
she is working to introduce into schools 
in order to enthuse young people with 
the benefits of dance and put them on 
the path to healthier lifestyles.

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.  A Social History of the Ise 
Shrines: Divine Capital Mark 
Teeuwen and John Breen  
 
2.  A.B. Mitford and the Birth of 
Japan as a Modern State: Letters 
Home Robert Morton 
 
3.  Isabella Bird and Japan: A 
Reassessment 
Kiyonori Kanasaka,  
translated by Nicholas Pertwee 
 
4.  LIV Roger Pulvers 
 
5.  Recasting the Past: An Early 
Modern Tales of Ise for Children 
Laura Moretti 
 
6.  Rethinking Japan: The Politics of 
Contested Nationalism 
Arthur Stockwin and Kweku Ampiah 
 
7. Shinto Nature and Ideology in 
Contemporary Japan: Making 
Sacred Forests Aike P. Rots

8. Sino-Japanese Power Politics: 
Might, Money and Minds 
Giulio Pugliese and Aurelio Insisa

9. The Teabowl: East and West 
Bonnie Kemske

10. This Side and the Other Side: 
Woodcuts 1996-2016 
Nana Shiomi

11. Kotan Chronicles: Selected 
Poems 1928-1943 Genzo Sarashina 
translated by Nadine Willems

大和一番レクチャー

2018年3月20日、引退した人気バレリー
ナでテレビのパーソナリティーとして第2
のキャリアを築いたダーシー・バッセル氏
が、ポール・マデン駐日英国大使の公邸で
「踊りつづける人生」と題した講演を行っ
た。これは駐日英国大使館と共催の大和一
番レクチャーシリーズ第3回目のレクチャ
ーである。

バッセル氏は、国際的バレエの魅惑的な世
界における自身のキャリアを織り交ぜなが
ら（いくつかの素晴らしいビデオクリップ
を用い）ダンスから得られる肉体的および
精神的な健康効果について熱心に説明し
た。彼女はまたダンス・フィットネス・プ
ログラム「Diverse Dance Mix」を紹介。
それは若い人々がダンスから恩恵を得て、
より健康的なライフスタイルへ導かれるよ
う、彼女が取り組んでいる学校での教育活
動である。

Ev
en

ts

Dame Darcey Bussell

ダーシー・バッセル氏
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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. Hitomi Hosono 細野仁美, A Very Large 
Nazuna and English Daisy Bowl (detail), 
2017, Moulded, carved and hand- 
built porcelain with an interior of 
dancing sprigs. 
 
From Reimagining Nature: Hitomi 
Hosono’s Memories in Porcelain,  
3 November to 15 December 2017

2. Toshiaki Hicosaka 彦坂敏昭, How it may 
be possible to re-enact bon fire_01, 
2017, Print, coloured pencil on canvas. 
 
From To Look at the Fire,  
31 May to 10 July 2017

3. Toshio Shibata 柴田敏雄,  
Nikko City, Tochigi Prefecture, Japan, 
(C-1022), 2008, C-print. 
 
From Bridge,  
12 January to 9 February 2018

4. Toshio Shibata 柴田敏雄,  
Okawa Village, Tosa County, Kochi 
Prefecture, Japan, (C-0696),  
2007, C-print. 
 
From Bridge,  
12 January to 9 February 2018

1

2



2017年度大和日英基金年次報告書  19

Ex
hi

b
iti

on
s

3

4



20   The Daiwa Anglo-Japanese Foundation Annual Review 2017/18

1

2 3



2017年度大和日英基金年次報告書  21

1. Goro Murayama 村山悟郎, Self-
organized painting [multiple of tree 
structure], 2017, Acrylic on woven 
hemp string. 
From Emergence of Order,  
21 March to 25 April 2018.

2. Takashi Kawashima 川島 崇志, A 
Place of Red Clay, 2015, Projected 
on Wallpaper, HD video 2:33 (loop) 
[Installation View]. From Absence and 
Ambience, 4 to 27 October 2017

3. Calligraphy by Tomoko Kawao  
川尾朋子, ‘Kian’ Tea House by  
Masayuki Inaida 稲井田将行. 
From The Kyoto Tea House - An 
Impression, 21 July to 22 August 2017

Ex
hi

b
iti

on
s

4 5 6

98

No 4-7. Shown at Decorative but 
Calm - Japanese Artists and Modern 
Craftsmanship, 15 to 22 September 2017

4. Hiroshi Kaito 海藤博, Vessel of the Air 
(detail), 2015, Glass.

5. Risa Ohgi 正親里紗, Ceramic Batik 
(detail), 2015, Ceramics.

6. Shinpei Matsuzaki 松崎森平, Tea caddy 
with colour shell and makie “Pink 
jasmine” (detail), 2015, Urushi,  
wood, shell, gold powder, silver 
powder, pigment.

7. Satoshi Mizushiro 水代達史, 
Transporter-Flower car 02 (detail), 
2015, Copper, brass, gold-plating, 
nickel-plating, leather.

8. Setsuko Ono, Acropolis Down Under 
and Rising Moon, 2015, Steel. 
From Setsuko Ono, 16 February to 9 
March 2018

9. Shigetoshi Furutani 古谷 茂利, Tokyo 
Dizzily Land - Amateru, 2016, C-type 
Print on Metallic Paper. From var i = 
phenomena; var x = future; for (i < x) 
{i++}, 13 April to 18 May 2017

7
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Grants, 
Awards & 
Prizes 
助成・ 
表彰プログラム
Daiwa Foundation Small Grants and 
Daiwa Foundation Awards in 2017/18 
have supported individual and group 
exchange visits, visual and performing 
arts projects, and research and 
education initiatives between the UK 
and Japan.   
 
2017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。

1. Marine robotics researchers from the 
University of Southampton teamed 
up with the University of Tokyo to 
deploy an autonomous underwater 
vehicle off Sesoko Island, Okinawa. 
They successfully obtained more than 
1000m² of high-resolution 3D imagery 
that will be used to monitor the health 
of shallow water coral reefs. This 
project is being led by Professors Blair 
Thornton and Toshihiro Maki. 

2. Academics from the Royal College of 
Art travelled to the University of Tokyo’s 
Institute of Industrial Science to deliver 
part of the month-long summer school, 
“Train the Trainers”, executed through 
two Design Thinking workshops, 
September 2017.

3. Nine De Montfort University Midwifery 
and Nursing students visited Juntendo 
University in Tokyo to undertake an 
intercultural experience to inform 
academic insights into health and social 
care and develop practical skills, June 
2017.

4. As part of a collaborative project 
involving Manchester and Hokkaido 
Universities and Chester Zoo, Rebecca 
Lewis visited Dr Masayo Soma’s lab in 
Sapporo. The researchers’ goal is to 
quantify changes in Java sparrow song 
during domestication and captivity, in 
order to determine how these changes 
affect mating and reproduction and 
to develop strategies for maintaining 
or restoring wild-type song in captive 
populations.  

1. サウサンプトン大学の海洋ロボティクス
研究者が東京大学と協力して沖縄県瀬底
島に自律型無人潜水機を配備した。彼ら
は浅瀬サンゴ礁の健康状態の観察に用い
る1000㎡以上におよぶ高解像度3D画像を
取得。このプロジェクトはブレア・ソー
ントン教授と巻俊宏准教授の主導により
実施された。

2. 2017年9月、ロイヤル・カレッジ・オ
ブ・アートの研究者が東京大学生産技
術研究所を訪問。1ヶ月間のサマースク
ール「トレイン・ザ・トレーナー」で2
回のデザイン・シンキングに関するワ
ークショップを開催した。

3.  2017年6月、デ・モントフォート大学
の助産学科および看護学科の学生9人が
順天堂大学を訪問。異文化体験により
健康とソーシャルケアに関する学術的
な知識や実践的スキルを学んだ。

4. マンチェスター大学、北海道大学、チ
ェスター動物園による共同プロジェク
トの一環として、レベッカ・ルイス氏
が札幌の相馬雅代博士の研究室を訪
問。研究目標は、家禽化と飼養によっ
て文鳥の歌がどのように変化したかを
明らかにすること、更に歌の変化が交
配繁殖に与える影響を解明し飼育個体
群において野生型の歌を維持・回復す
るための方策を見い出すことである。

1
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5. The Amon Miyamoto company 
staged a new piece about Katsushika 
Hokusai - an NHK and British Museum 
collaboration - complementing the 
Museum’s ‘Hokusai’ exhibition, 25 May 
to 13 August 2017.

6. A rugby and cultural tour to Beppu, 
including visits to schools, by high 
school students from Bath, to nurture 
further links, February 2018.

7. The Japanese story The Bamboo 
Cutter was brought to life by Akifumi 
Kasanuki’s live sand art display 
complementing Kaho Aso, who 
performed Verity Lane’s music, scored 
for the kotsuzumi drum, Japanese 
flute and dance, Brunel Museum, 
Rotherhithe, October 2017.

8. Dr Noriyuki Isobe, Japan Agency for 
Marine-Earth Science and Technology, 
visited Professor James Clark at the 
University of York to collaborate on 
research into cellulose fibre as a viable 
alternative for cotton, which is in 
imminent danger of shortage.

9. Fumio Nabata travelled to the UK to 
exhibit his photographs of children 
with Down’s Syndrome at the exhibition 
‘Positive Energy’, at Gallery @Oxo, 
London, 16 to 21 May 2018. With fellow 
exhibitors Richard Bailey and Fiona 
Yaron-Field. 

5. 2017年5月25日～8月13日に大英博
物館で開催された展覧会「北斎：ビヨ
ンド・ザ・グレート・ウェイブ」との
連携企画として、宮本亜門氏演出によ
る新作「画狂人北斎」（NHK・大英博
物館共同企画）が大英博物館で上演さ
れた。

6. 2018年2月バースの高校生が来日。
学校訪問を含むラグビーと文化ツアー
に参加し、バースと別府市の絆を深
めた。

7. 2017年10月、ロザーハイトのブルネ
ル博物館で『竹取物語』が上演され
た。笠貫彬文氏のサンドアートが披露
され、邦楽演奏家の麻生花帆氏による
小鼓、日本のフルート、踊りはヴェ
リティー・レーン氏の音楽を活気づ
けた。

8. 海洋研究開発機構の磯部紀之博士がヨ
ーク大学のジェイムズ・クラーク教授
を訪問。不足する綿の代替物となり得
るセルロース繊維について共同研究を
行った。

9. 名畑文巨氏が渡英。2018年5月16日
～21日、ロンドンのオクソギャラリ
ーで「ポジティブエナジー」と題する
展覧会を開催し、ダウン症の子供たち
を記録した写真を展示した。同時出展
したリチャード・ベイリー氏、フィオ
ナ・ヤロン－フィールド氏と共に。

7
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10. Japanese musicians The PAPARAZZI 
CITY performing at the Sound City 
2018 festival and conference in 
Liverpool, as part of a reciprocal UK-
Japan musical exchange.

11. Dr Christopher Syme, University of 
Glasgow, and Dr Kotaro Hiramatsu’s 
group at the University of Tokyo 
continued their collaboration on 
CARS-ROA. The further development 
of this technique, which involves the 
use of pulsed lasers to generate the 
higher signals required for advanced 
experiments, will enable the study of 
a wide range of biological samples 
ranging from peptides and proteins to 
intact viruses and live cells. 

12. Chino Seike travelled to the UK to 
deliver Japanese cookery workshops 
and demonstrations at 10 schools in 
Lancashire, Cheshire, Cumbria and 
Manchester, reaching 400 pupils and 
150+ teachers, school cooks and 
parents, 9 to 23 October 2017.

13. Artists Eleanor Morgan and Sam Curtis 
visiting Toba in Mie Prefecture to futher 
their “How to rub a fish” art project, 
which uses the Japanese printing 
technique of Gyotaku (“fish rubbing”) 
to encourage people to learn about 
ocean ecology across cultures,  
April 2018.

Cover image: 
Shigetoshi Furutani, Tokyo Dizzily Land - Fuji, 2012, C-type Print on Metallic Paper 

This image was part of Shigetoshi Furutani’s var i = phenomena; var x = future; for (i < x) 

{i++} exhibition at Daiwa Foundation Japan House, 13 April to 18 May 2017.  

 

2017年4月13日から5月18日まで大和ジャパンハウスで開催された古谷茂利氏のvar i = 
phenomena; var x = future; for (i < x) {i++} 展の作品の1つです。
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10. 日英の音楽の相互交流の一環として、
日本人ミュージシャン、ザ・パパラッ
チシティがリバプールで開催されたサ
ウンドシティ2018に出演した。

11. グラスゴー大学のクリストファー・サ
イム博士と東京大学の平松光太郎博士
はCARS-ROAの共同研究を行った。高
度な実験に必要なより強い信号を発生
させるパルスレーザー使用を含むこの
技術の開発は、ペプチドやタンパク質
からウイルスや生細胞まで広範囲の生
体試料の研究を可能にする。

12. 清家ちの氏が渡英し2017年10月9
日～23日にランカシャー、チェシャ
ー、カンブリア、マンチェスターの学
校10校で日本料理のワークショップ
とデモンストレーションを実施。400
人の生徒と150人以上の教員、学校の
調理員、親たちが参加した。 

13. 2018年4月、アーティストのエレナ
ー・モーガン氏とサム・カーティス氏
が三重県鳥羽市を訪問。文化を越えた
海の生態学を人々に学んでもらうため
日本の技術「魚拓」を用いたアートプ
ロジェクトを推し進めた。
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