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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・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に、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。

東京事務局は、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
担当します。一般的な問い合わせも受け付
けており、他の日英関係機関とも連携して
います。
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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
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Director General’s Report
事務局長挨拶

2018 marked the 30th Anniversary of the Daiwa Foundation. 
We held celebratory events at the British Embassy in Tokyo 
and the Japanese Embassy in London, and we firmly believe 
that over the years we have made a valuable contribution to 
the relationship between the UK and Japan. Perhaps most 
importantly, there are now 176 alumni of our flagship Daiwa 
Scholarship programme – influential people in all walks of 
life who have a real understanding of, and a great affection 
for, Japan. Over the years our grants have supported 
innumerable UK-Japan projects, and with our events at 
Daiwa Foundation Japan House ranging from food and 
culture to discussions of Japanese policy and sociological 
issues, we are well established as one of the main forums for 
bringing together expertise on all aspects of Japan.

One highlight last year was the triennial Daiwa Foundation 
Art Prize, which was won by Kate Groobey. As a result, she 
held a solo exhibition at Mizuma Art Gallery in Tokyo, where 
her colour-splashed and sometimes humorous paintings 
and video work offered a feminist version of the “male 
gaze” traditionally found in paintings of women. Kate also 
took the opportunity to research specifically Japanese forms 
of movement, experiencing Noh, Kabuki and Sumo in 
preparation for her next series of works.

Last year was literally the end of an era in Japan, as 
Emperor Akihito stepped down in favour of his son Naruhito, 
bringing the Heisei era to a close and launching the era of 
“Reiwa” (generally translated as ‘beautiful harmony’). It 
also felt a bit like the end of an era in the UK, with Brexit 
dominating the political headlines. We held a well-attended 
event on the subject on March 28th 2019, the supposed eve 
of Brexit itself – but by the time our event happened, Brexit 
had been postponed, and at the time of writing, the outlook 
remains unclear.

There is no doubt that Japan is not keen on Brexit, and that 
it will reduce the former attractions of the UK as the gateway 
to Europe. But from a UK point of view, Brexit makes Japan 
an even more important partner, and our work in building 
bridges between the two countries will be even more vital.

Finally, I would like to thank our staff in London and Tokyo. 
We have a tremendous team who love what they do and 
believe strongly in it; it is a real pleasure for me to work 
with them all. 

Mr Jason James 
Director General

2018年大和日英基金は30周年を迎えました。駐日英国大使館及
び在英国日本国大使館で祝賀会を催し、我々の長年に渡る日英関
係向上への貢献を強く確信致しました。恐らく最も意義深い貢献
は、大和スコラーシッププログラムにおいて、日本に精通し、日
本をこよなく愛する様々な職務や地位にある有力者176名の卒業
生を送り出したことと言えるでしょう。また長年の間に、我々の
助成金プログラムは数え切れないほどの日英関連プロジェクトを
支援してきましたし、大和日英基金ジャパンハウスでは、和食や
日本の文化、政治や社会学的な問題に関するセミナーを実施し、
日本に関するあらゆる分野の専門知識をまとめ上げ、紹介する公
開討論の場の一つとして評価されていると自負しております。

昨年の顕著なイベントは、ケイト・グルービー氏が受賞した3年
毎に開催しております大和日英基金アートプライズであったとい
えます。この受賞後、東京のミヅマアートギャラリーでの個展が
実現し、伝統的な男性視点で描かれた女性像ではなく、フェミニ
ストとしての視線で制作された色彩鮮やかでユーモアに富んだ絵
画及び動画を紹介することができました。日本滞在の機会を活か
し、能、歌舞伎、相撲を鑑賞した彼女は、次回の制作に向けて「
日本特有の動作」についても研究調査を進めました。

昨年は日本の一時代が終わりました。明仁天皇陛下が長男徳仁親
王に天皇の地位を譲り、平成が幕を閉じ、令和が誕生しました。
イギリスでも英国のＥＵ離脱が政治的なニュース記事のトップを
占め、一時代を終えた感があります。2019年3月28日英国のＥＵ
離脱予定日前夜に大和ジャパンハウスで離脱に関するセミナーを
開催し多くの方に来て頂きましたが、離脱の方は延期となりまし
た。これを執筆している現在も、イギリスの将来への見通しは立
っていません。

日本が英国のＥＵ離脱に好意的でないことは明確です。ヨーロッ
パの玄関口としての英国のこれまでの魅力を奪ってしまうという
理由に他なりません。しかしながら、英国側の観点から言うと、
ＥＵ離脱により日本はこれまで以上に英国の重要なパートナーと
なることでしょう。そして日英の架け橋を作るという私達のミッ
ションはさらに重要になってくるかといえます。

最後に私共のロンドン及び東京のスタッフに感謝の意を表したい
と思います。本基金は仕事にやりがいを感じ、基金のミッション
に強く共感する素晴らしいチームで成り立っており、彼らと共に
働けることを大変光栄に思っています。

事務局長 
ジェイスン・ジェイムズ
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An Overview of 2018/19
2018/19 年度事業概要 

Daiwa Scholarships  
 
• 6 Daiwa Scholars completed the 
programme and are considering their 
options and moving on to pursue careers 
and study connected with economics, 
the phonology of pre-modern Japanese, 
Japanese sword art history, energy 
venture capital and filmmaking. 

• 8 Daiwa Scholarships were 
awarded to graduates in Ceramics, 
Electrical Engineering, Mathematics 
and Computer Science, History, 
International Planning, Mechanical 
Engineering, Psychology of Mental 
Health and Silversmithing and Jewellery.

• 4 Daiwa Scholars in Japanese Studies 
completed degrees. They are currently 
based at Hitachi Europe in London, 
the Embassy of Japan in London, a 
game company in Edinburgh and at 
Roseberys London.

• 4 Daiwa Scholarships in Japanese 
Studies were awarded in 2019.

Grants, Awards and Prizes  
 
78 grants and awards totalling 
£295,850 were allocated to projects 
across the UK and Japan.  
These included:  
• 65 Daiwa Foundation Small Grants  
• 13 Daiwa Foundation Awards  
 
Events

The Foundation organised 59 seminars, 
lectures, concerts, artist talks, private 
views and book launches attracting 
nearly 5500 people. 6 exhibitions were 
held in the Japan House Gallery, visited 
by around 4900 people. 194 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 
 
• 2019年3月に6名のDS2017大和スコラー 
が日本での全課程を修了しました。それぞ
れ経済関連、近世日本語の音韻論、日本刀
の芸術史、エネルギーのベンチャーキャピ
タル、映画制作の分野などでキャリアなら
びに研究を続けていく予定です。

• 新たに8名のDS2019大和スコラー が選
出されました。英国での専攻は陶芸、電子
工学、数学とコンピュータサイエンス、歴
史、国際企画、機械工学、メンタルヘルス
の心理学、銀細工と宝飾です。

• 2018年度大和日本研究スコラー4名が学
位を取得しました。現在はそれぞれロンド
ンの日立ヨーロッパ、在英国日本国大使
館、エジンバラのゲーム会社、ローズベリ
ーズロンドンで勤務しています。

• 新たに 2019年度の大和日本研究スコラ
ーの4名が選出されました。

 

 
助成・表彰プログラム  

 総計78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£295,850 
（約4,333万円 ）が以下のように助成され
ました。  
• 大和奨励助成65件  
• 大和重点助成13件 

イベント

昨年度は計59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
5500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6回
の展示会を行いのべ4900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194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 42.4%

Grants 
助成事業 33.8%

Events 
イベント 21.0%

Cultural Relations 
文化交流　2.8％

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

Financial Facts & Figures*  
*unaudited estimates.  March 2019    
 
• Net Assets:  £41.6 million   
• Total spending:  £1.78 million   
• Total charitable spending:  £1.34 million  

財務状況* 
*監査前の見積       
為替＝2019年3月30日付　　145円／£ 
 
• 純資産                  約60億3200万円 
• 支出計                  約2億5800 万円 
• 慈善事業費計       約1億9400万円



2018年度大和日英基金年次報告書  5

Financial Facts & Figures*  
*unaudited estimates.  March 2019    
 
• Net Assets:  £41.6 million   
• Total spending:  £1.78 million   
• Total charitable spending:  £1.34 million  

Daiwa Scholarships
大和スコラーシップ
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The six Daiwa Scholars (DS17) have 
had a busy year and a half in Japan, 
which began with intensive language 
studies at Naganuma School. Outside 
of their studies, they have engaged in a 
variety of cultural activities including 
lectures at Hosei University, visiting 
a hot spring in Gora, taking part in 
cultural exchange activities at schools in 
Tokyo, joining a kendo session at Tokyo 
University, and attending a seminar on 
Japanese food jointly organised with 
Daiwa Securities’ CSR office.

After completing the language 
course, the Scholars went on 4-week 
homestays. Thanks to the help of many 
organisations and individuals, the 
Scholars stayed with families in Nagano 
(Nagano), Haebaru (Okinawa), Hirosaki 
(Aomori), Kochi and Kuroshio (Kochi), 
Kanazawa (Ishikawa), and Momojima, 
Onomichi (Hiroshima). Where possible, 
the DS17 paid courtesy visits to the local 
Daiwa Securities branches.  

The Scholars then began their 
work placements at the following 
organisations: International House 
of Japan; the University of Tokyo’s 
Graduate School of Economics; Setouchi 
City Hall and the Bizen Osafune 
Japanese Sword Museum; TRENDE, 
an online renewable energy retailer; the 
Railway Technical Research Institute; 
and Koto Production, a film production 
company. These organisations 
generously supported the Scholars’ 
applications for Cultural Activities visas. 

The final event of the programme was 
the graduation ceremony in March at the 
headquarters of Daiwa Securities Group. 
Each Scholar gave a speech in Japanese 
to an audience of over 100 guests, which 
included the British Ambassador and the 
Vice Chairman of the Foundation. 

大和スコラー2017（DS17）の6名は、日
本で長沼スクール東京日本語学校に通い、
忙しい１年半を過ごしました。スコラーた
ちは来日直後に日英協会との共催の英国大
使館での歓迎バーベキューに参加し、法政
大学で日本についてのレクチャーを受け、
強羅で温泉を楽しみ、都内の高校を訪問し
て交流し、東京大学剣道部で剣道体験を
し、大和証券グループ本社のCSR室との共
催で食文化交流セミナーに参加しました。

日本語学校卒業後は日本各地で多くの団体
や個人の皆様のご協力を得て、長野県長野
市、沖縄県南風原町、青森県弘前市、高知
県高知市と黒潮町、石川県金沢市、広島県
尾道市（百島）で４週間のホームステイを
することができました。この間にDS17は
それぞれの地域の大和証券の支店に表敬訪
問をしました。

その後は研修先として国際文化会館、東京
大学の経済学研究科、瀬戸内市役所並び
に備前長船刀剣博物館、TRENDE、鉄道総
合技術研究所、コトプロダクション(順不
同)でご親切にDS17を受け入れて頂きまし
た。DS17の文化活動査証資格の取得にあ
たっては皆様に多大なご協力を頂き 
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 2019年
3月に開催された修了式でした。セレモニ
ーでは駐日英国大使の日本語のご挨拶を頂
き、副理事長も出席して祝辞を述べまし
た。DS17は個性豊かな日本語のスピーチ
を100名あまりのゲストの前で行い 
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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第26期大和スコラーの日本の思い出
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Daiwa Scholars 2018 
大和スコラー2018 

The Daiwa Scholars 2018 will finish 
their intensive year-long language 
studies at the Centre for Japanese 
Language at Waseda University in 
Tokyo at the end of August 2019 and 
will 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 for six months.  
 
大和スコラー2018年に渡る早稲田大学日
本語教育研究センターの集中日本語講座を
2019年８月下旬に終え、日本各地で１ヶ
月間のホームステイをします。半年間の就
業体験を始める前に、東京以外の生活を経
験してもらうという狙いがあります。

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

2. Alba Landra  
(BA Zoology, University of Cambridge)

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

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

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

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

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

8. Takashi Hibino  
(Vice Chairman)

1. ジョゼフ・ マグログリン    
ユニバーシティ・ 
カレッジ・ロンドン  修士 (化学）

2. アルバ・ ランド ラ 
ケンブリッジ大学 学士(動物学)　

3. 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)

4. ブサヨ・イーサン     
ウォーリック大学 学士(法学） 
ロンドン大学SOAS修士 (国際政治)

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

6. 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）

7. 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）

8. 日比野隆司 
(副理事長)
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Daiwa Scholars 2019 
大和スコラー2019　 

Each Scholar has a distinct interest in 
Japan. Sophie Aminu-Edu sees an 
opportunity to further a research career 
in robotic engineering. Dea Bankova 
aspires to promote the positive uses of 
machine learning and AI, by spending 
time in Japan where these technologies 
are perceived more positively. Fergus 
MacLeod is keen to further his study of 
offshore wind turbines, the development 
of which Japan is spearheading. Jynsym 
Ong, a budding studio potter, is eager 
to learn more about Japanese kilns and 
glazes. Kathleen Reilly seeks to forge 
links with metalwork industries in Japan 
and to further her work as an artist and 
designer. Sammy Shair is keen to 
deepen his study of Japanese history, 
leading to postgraduate study on early 
19th and 20th century Japan. Daniel 
Stanyon aims to explore mental health 
in Japan, leading to a cross-cultural 
comparison of adolescent mental health 
at PhD level. Isabelle Ward has a 
professional interest in Japan’s urban 
planning culture and aims to forge a 
career addressing the environmental 
and social problems facing cities.

それぞれのスコラーは日本について異なっ
た興味を持っています。ソフィー・アミ
ニュ-エデュはロボット工学における研究
を進める機会ととらえています。デア・バ
ンコヴァは機械学習とAIについて、より前
向きに理解されている日本において、有効
な利用を促したいと熱望しています。ファ
ーガス・ マクラウドは日本が先導している
洋上風力発電の開発について、その学習を
進めたいと思っています。ジンシム・オン
グは新進陶芸作家として、日本の窯と釉薬
についてもっと知りたいと思っています。
キャスリーン・ ライリー は日本の金細工
産業との関係を築き、アーティストやデザ
イナーとして仕事を確立したいと考えてい
ます。サミー・シャイアは日本史について
の研究を深め、日本の19世紀初期から20
世紀についての大学院レベルの研究へと進
めていきます。ダニエル・ スタニヨン は
思春期のメンタルヘルスに関する異文化間
の比較研究を博士課程レベル探求していき
ます。イザベル・ウォード 日本の都市計画
について専門家としての興味があり、都市
が直面する環境と社会問題に対処するキャ
リアを築いていきます。

1. Sammy Shair  
(BA History, University of Oxford)

2. Isabelle Ward 
(BA (International) Geography, 
University of Leeds; MSc International 
Planning, University College London)  

3. Sophie Aminu-Edu  
(BEng Mechanical Engineering, 
University of Surrey)

4. Fergus MacLeod  
(MEng Electrical Engineering, 
University of Durham)

5. Daniel Stanyon  
(BA Philosophy, University of 
Cambridge; MSc Psychology of Mental 
Health, University of Edinburgh)

6. Jynsym Ong  
(BA English Literature, King’s College 
London; Diploma in Ceramics, Clay 
College Stoke)

7. Kathleen Reilly  
(BA Silversmithing and Jewellery, 
Glasgow School of Art; MA Jewellery 
and Metal, Royal College of Art)

8. Dea Bankova  
(BSc Mathematics, University College 
London; MSc Mathematics and 
Foundations of Computer Science, 
University of Oxford)

1. サミー・シャイア 
オックスフォード大学 学士（歴史）

2. イザベル・ウォード   
リーズ大学  学士（地理） ユニバーシ
ティ・カレッジ・ロンドン 修士 
(国際都市計画）

3. ソフィー・アミニュ-エデュ 
サリー大学 学士（機械工学）

4. ファーガス・ マクラウド 
ダラム大学 修士（電気工学）

5. ダニエル・ スタニヨン  
ケンブリッジ大学  学士（哲学） エデ
ィンバラ大学 修士 
(メンタルヘルスの心理）

6. ジンシム・オング 
キングズ・カレッジ・ロンドン 学士（
英文学） クレイ・カレッジ・ 
ストーク 修了 (陶器)

7. キャスリーン・ ライリー    
グラスゴー芸術学校 学士（銀細工と宝
飾）王立芸術カレッジ 修士 
(宝飾と金属）

8. デア・バンコヴァ 
ユニバーシティ・カレッジ・ロンド
ン 学士（数学） オックスフォード大
学 修士 
(数学とコンピューターサイエンス）

2
4

1
3 5

8

6

7
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The airport staff were kind enough to allow me to take my 
saxophones on board as hand luggage when I boarded the 
plane in September 2003 to embark on my new adventure as 
a Daiwa Scholar. I had no contacts on the Tokyo music scene, 
and I had no idea what the future would hold for me as a 
recent music graduate with an active interest in jazz and a 
curiosity for traditional Japanese music. Would I have to trade 
in my instruments for a bamboo flute and learn a whole new 
set of Japanese scales and performance techniques? Would 
I have to give up music entirely and join the hordes of tired 
salarymen on crowded commuter trains?

Sixteen years later I find myself recently appointed as 
assistant professor of music and languages at Joshibi 
University of Art and Design, with a focus on twentieth 
century music, and I balance this position with a busy 
performance schedule on the Tokyo jazz scene. I just finished 
a nationwide tour with Japanese superstar Seiko Matsuda, 
and over the years I have performed with Jamie Cullum, the 
Duke Ellington Orchestra and even Lady Gaga when she 
decided to make a cameo appearance at my regular hotel gig 
(the 52nd floor bar featured in “Lost in Translation”).

When I released my first CD ten years ago, my homestay 
family from Sado Island arranged a concert outside Sado’s 
famous gold mine, and my band performed to a receptive 
audience as we watched the sun set over the Sea of Japan.

None of these adventures would have been possible without 
the Daiwa Scholarship, and I am grateful to the Foundation 
for paving the way for me to carve a successful career out of 
what I enjoy the most. I hope that through my experiences 
I can inspire my children and my students to recognise the 
value and importance of cultural exchange.

Simon Cosgrove is a musician and Assistant Professor at 
Joshibi University of Art and Design.

Spotlight: Simon Cosgrave (DS 2003)
スポットライト サイモン・コスグローブ (DS 2003)

2003年9月、サックスを背負い飛行機に乗って大和スコラーと
しての新しい冒険を始めました。空港のスタッフは大変親切で楽
器を手荷物として持ち込むのを許してくれましたが、東京の音楽
業界との繋がりがなかった私は、そもそもミュージシャンとして
日本でやっていけるのか、ちょっと心配でした。私はジャズが大
好きで、尚且つ日本の伝統的な音楽にも強い関心がありました。
が、大学新卒の私が日本でやっていくにはどうすればいいのか、
右も左もわからない状況でした。もしかしたらサックスを手放し
尺八を買って、日本の音階やパフォーマンス技術を新たに学ばな
ければならないのか？それとも、完全に音楽をあきらめて満員の
通勤電車で疲れたサラリーマンの群れに加わらなければならない
のでしょうか？

あれから16年が経って、私は現在女子美術大学で20世紀音楽を
教えながら東京のジャズシーンで活動しています。今年は松田聖
子さんの全国ツアーに参加し、東京ではジェイミー・カラム、デ
ューク・エリントン・オーケストラ等、様々なアーティストとの
共演の経験を重ねてきました。余談ですが、７年前に私が演奏し
ていたホテルラウンジ（映画『ロスト・イン・トランスレーショ
ン』に出てくる52階にあるバー）に突然レディー・ガガが現れ、
飛び入りで彼女とも共演しました！

大和スコラーシップのホームステイ先は佐渡島でしたが、10年前
に私のファーストアルバムをリリースしたときには、ホームステ
イ先の家族が佐渡の有名な金鉱で野外コンサートができるように
手配してくれました。ちょうど日本海へ沈む美しい夕日を眺めな
がら私のオリジナル曲を演奏したことは、今でもはっきり覚えて
いる貴重な経験です。

これらの冒険のいずれも大和スコラーシップ無しでは叶えること
ができなかったでしょう。私が最も好きなことで成功するための
道筋をつけてくれた大和日英基金に心から感謝します。この経験
は、私の子どもや私の学生たちに文化交流の価値や重要性を理解
する啓発ができると期待しています。

サイモン・コスグローブは女子美術大学の専任助教であり、また
ミュージシャンとして多方面で活動をしています。

 

Simon Cosgrove in the studio 
recording his latest CD

サイモン・コスグローブ
最近のCDのレコーディングを
したスタジオにて
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Spotlight: Dr Victoria Tuke (DS 2011)
スポットライト  ヴィクトリア・テューク (DS 2011)

Japan isn’t a place you visit once. Before you know it, the 
culture, history, food and people enhance your life in ways 
you hadn’t expected. 

The first year of my Scholarship with its intensive language 
programme was no doubt the most challenging of my life 
but that just made the rewards all the more worthwhile. 
Through the connections I made with the Daiwa Foundation, 
I was privileged to work on the campaign trail during 
national elections, before conducting research for a think 
tank and working at the British Embassy. I chose to spend 
my homestay in Okinawa, not just of course for its beautiful 
beaches and unique culture but to deepen my understanding 
of the importance of these distant islands to Japan’s security 
relationship with the US and the impact of history on 
Okinawa’s identity. 

I strongly believe that to understand a country, you must 
live and breathe it; investing the time to understand the 
language. Learning the nuances of accepting (and refusing) 
an invitation, and the different ways to address colleagues in 
the workplace, all provided me with a deeper appreciation 
of Japan.  

What I gained over those 19 months made a real difference 
to my current job as head of the Japan desk in the Foreign 
Office; a role I could only have dreamt would have been 
possible when I first applied for the Scholarship. I am 
privileged to work on the UK’s relationship with Japan, 
which is going from strength to strength as Japan enters 
the new Reiwa era. With the eyes of the world on Japan in 
coming months with the G20, Rugby World Cup, Imperial 
Enthronement and Olympics, my fascination with Japan is  
set to continue!

Dr Victoria Tuke is Head of Japan, Republic of Korea 
and Mongolia Team, East Asia Department, Asia Pacific 
Directorate, Foreign and Commonwealth Office. 

日本は一度訪れれば十分という場所ではありません。日本の文
化、歴史、食べ物、人々は、知らぬ間に、人生を実りあるものに
してくれます。

集中語学プログラムを受講したスコラーシップ最初の年は、間違
いなく私の人生で最も努力を必要とした時期ですが、時間と労力
をかけただけの価値がありました。大和日英基金によって得た人
脈を通して、国政選挙の選挙運動に関わる機会に恵まれ、シンク
タンクで調査を行い、英国大使館に勤務することもできました。
ホームステイ先に沖縄を選んだのは、美しいビーチや固有の文化
を味わうためであったのはもちろんのこと、日米間の安全保障に
おける沖縄の島々の重要性や、沖縄のアイデンティティーに影響
を与えた歴史について理解を深めるためでもありました。

一つの国を理解するには、その国の暮らしにどっぷり浸かり、言
語の理解に時間を注ぐことが重要だと私は強く信じています。招
待を受け入れる（断る）時の微妙な表現の違い、職場の同僚への
様々な対応の仕方を学ぶことで、日本を深く理解することができ
ました。

この19ヶ月間で私が得たものは、外務・英連邦省のジャパンデ
スク長としての現在の仕事に大きな影響を及ぼしました。私が最
初にスコラーシップに応募した時に夢見ていた役割が現実のもの
となったのです。私は英国の対日業務に携わることができて光栄
です。新しい令和という時代を迎えた日本との関係は益々強力に
なることでしょう。G20、ラグビーワールドカップ、皇位継承、
オリンピック等、今後数ヶ月にわたって世界が日本に注目するな
か、私自身日本に魅了され続けると思います。

ヴィクトリア・テュークは、外務・英連邦省アジアパシフィッ総 
局東アジア局で日本・韓国・モンゴルチーム長を務めています。

Dr Victoria Tuke at Kenrokuen, Kanazawa

ヴィクトリア・テューク  金沢の兼六園にて
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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 additional support 
for this programme from Daiwa Securities Group Inc. 

Four Scholarships were awarded in 2019. Helen Magowan 
(MA (Scot) Japanese, University of Edinburgh; MA Japanese 
Studies, SOAS University of London) will embark on a 
PhD at Cambridge, with a particular focus on pre-modern 
women’s writing. Callum Sarracino (MA (Scot) Japanese, 
University of Edinburgh) will begin a Master’s of Arts and 
Sciences at Tokyo University in September 2019, focussing 
on anime and manga. Alexander Thacker (BA Japanese 
Studies and History, University of Sheffield) aims to begin 
an MA at Ritsumeikan University from October 2019 
exploring the relationship between environmentally beneficial 
government policies and the pursuit of economic growth. 
Eleanor Wyllie (BA Japanese, University of Oxford) will 
begin an MSc in Japanese Studies at Oxford in October 
2019, exploring the author Mitsuyo Kakuta’s depiction 
of the family unit and positioning her work alongside her 
contemporaries and in the sociocultural context of  
modern-day Japan.

大和日本研究スコラーシップは2015年に創設されました。日本研
究の学位を持つ英国人に対し、日英いずれかの大学院で日本関連
の研究を続けるための資金を提供しています。大和証券グループ
本社の支援に感謝いたします。

2019年は、大和日本研究スコラーとして4名が選出されました。
ヘレン・マガーワン（ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院 日
本研究 修士、エジンバラ大学 日本研究 学士）は、ケンブリッジ
大学の博士課程に進学し、前近代の女筆に焦点を当てた研究を行
います。カラム・サラッシノ（エジンバラ大学 日本研究 学士）
は、2019年9月から東京大学の修士課程でアニメと漫画に関する
研究を開始します。アレクサンダー・サッカー（シェフィールド
大学 日本研究・世界史 学士）は、2019年10月から立命館大学の
修士課程で環境に有益な政策と経済成長の追求との関係性につい
て研究します。エレノア・ワイリー（オックスフォード大学 日本
研究 学士）は、2019年10月にオックスフォード大学の修士課程
に進学します。角田光代の家族の描写に着目し、同時代人と比較
しながら、現代日本の社会文化的文脈における彼女の作品の位置
付けについて研究します。

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

Spotlight: Harriet Cooke (DSJS 2017)
スポットライト　ハリエット・クック　大和日本研
究スコラー2017 

As a Daiwa Scholar in Japanese Studies, I undertook an MA 
in International Relations at the Graduate School of Asia-
Pacific Studies, Waseda University. My research focused 
on factors influencing Japanese women’s birth and child-
rearing choices. Through interviewing nine women from the 
Greater Tokyo area, I found evidence to support the presence 
of gender constraints which had and continue to have a 
significant impact on my informants’ lives. The Japanese 
government’s recent workplace reforms were deemed as 
ineffective ‘band-aid’ policies that failed to address the 
underlying issues of tekireiki age norms and social pressures 
that equated marriage with motherhood and working full-
time as incompatible with child-rearing.

Following my graduation, I presented my findings at the 
2018 British Association of Japanese Studies conference at 
Sheffield University. It was a delight and privilege to return to 
the university where I studied Japanese as an undergraduate. 
Currently, I work at Hitachi Rail, Ltd., as a Business 
Management Graduate.

大和日本研究スコラーとして、私は早稲田大学大学院アジア太平
洋研究科国際関係学専攻で修士を得ました。私は日本の女性の
出産と子育ての選択に影響を与えている要因について研究しまし
た。首都圏に住む9名の女性に対して行なったインタビューを通し
て、私は性別による制約の存在を裏付ける証拠を見つけました。
それは私がインタビューした人々の生活に今もなお重要な影響を
与え続けています。日本政府の最近の働き方改革は、効果のない
一時しのぎの政策とみなされていました。適齢期という規範、結
婚を母性と同一視する社会的圧力、子育てと両立しないフルタイ
ムの仕事といった根本的問題の解決にはなりませんでした。

私は卒業後に、シェフィールド大学で開催された英国日本研究協
会（BAJS）の2018年のカンファレンスで、私の研究成果を発表
しました。学部生としてかつて日本語を学んだ大学に戻ることが
でき、うれしく光栄に思いました。現在では、日立レールヨーロ
ッパ社のビジネス・マネジメント部門で働いています。

Harriet Cooke at 
the Hitachi Building 
Systems Kameari 
Centre in Tokyo 
ハリエット・クック
東京の株式会社日立
ビルシステム亀有総
合センターにて
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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・文化活動の中心としてセミナ
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 2018 Seminar Series, ‘New 
Approaches in the UK and Japan’ 
focused on new challenges which 
have arisen due to changes in the 
international environment, exploring 
both the issues and the potential 
solutions. The 2019 Seminar Series, 
‘A Year of Transitions’ looks at what 
changes are likely to materialise in 
the UK and Japan over the next few 
years, and how these changes are 
expected to impact society. The focus 
will be on Brexit, the rise in populism, 
immigration, and new technological 
developments. The series will also 
explore how art and design may evolve 
in reaction to these changes.  

セミナーとレクチャー

2018年のセミナーシリーズ “New 
Approaches in the UK and Japan” では、
世界情勢の変化に伴い台頭しつつある新た
な問題に焦点を当て、それらの問題提起な
らびに解決策を模索いたしました。2019
年のセミナーシリーズでは “A Year of 
Transitions”と題し、向こう数年に渡り日
英が直面するであろう変化について検証
し、これらの変化に付随する社会への影響
について注目します。ブレグジット、ポピ
ュリズムの台頭、移民問題、そして新たな
技術革新(もしくはテクノロジーの発展)な
どを主に取り上げていきます。また、これ
らの変化がアートやデザインにいかに影響
を及ぼしていくかも併せて検証してまい
ります。

Events 
イベント

2

21
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1. What Brexit Means for Japan, with 
(from left) Grant Lewis, Daiwa Capital 
Markets Europe Ltd; Professor 
Paul James Cardwell, University of 
Strathclyde; Professor Ken Endo, 
Hokkaido University (28 March 2019)

2. Closing the gender gap by 2030: 
Lessons from Japan and the UK, with 
(from left) Dr Louise Arimatsu, LSE; 
Rosy Cave, Foreign & Commonwealth 
Office; Dr Asako Osaki, Kwansei Gakuin 
University; Elena Gentili, OECD, at LSE 
(27 June 2018)

3. New Approaches to Ainu 
Contemporary Art, with (from 
left) Professor Nicole Coolidge 
Rousmaniere, The British Museum; 
Toru Kaizawa, Ainu artist  
(3 October 2018)

4. Shojin Ryori and the Power of 
Vegetables, Toshio Tanahashi  
(8 November 2018)

5. Zen Buddhism, Toda Seizan, Daitokuji 
Temple (24 July 2018)

1. ブレグジットが日本にもたらす影響 
(写真左より）大和証券キャピタル・マ
ーケッツヨーロッパリミテッド Grant 
Lewis 氏、ストラスクライド大学Paul 
James Cardwell 教授、 
北海道大学 遠藤乾教授 
(2019年3月28日)

2.  2030年までにジェンダーギャップを
縮小させるには：日英から学ぶ 
(写真左より） 
LSE大学Louise Arimatsu博士、外務英
連邦省Rosy Cave氏、関西学院大学　
大崎麻子氏、経済協力開発機構Elena 
Gentili氏  
LSE大学にて 
(2018年6月27日)

3. アイヌ現代美術への新アプローチ 
(左より） 
大英博物館 Nicole Coolidge 
Rousmaniere 教授、アイヌアーティスト 
貝澤徹氏 
(2018年10月3日)

4. 精進料理と野菜のパワー 
棚橋俊夫氏 
(2018年11月8日)

5. 禅仏教 
大徳寺大慈院 住職 戸田 惺山氏 
(2018年7月24日)

3

4

5
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2

1

3

1. Private View: Resonating Surfaces by 
Akira Yamaguchi, Akira Yamaguchi, 
artist (2 October 2018)

2. 21st Biennale of Sydney: Equilibrium 
and Engagement in this age of 
uncertainty, with (from left) Oliver Beer, 
artist, and Mami Kataoka, Mori Art 
Museum (30 May 2018)

3. Beyond Fukushima: capturing untold 
stories of nuclear disasters, Kazuma 
Obara, photojournalist  
(18 October 2018)

4. New Approaches: #MeToo in Japan 
and the UK, Shiori Ito, journalist  
(26 June 2018)

5. What is the A-bomb? Testimony of 
a Hibakusha, Michimasa Hirata, at 
Sheffield University (30 November 2018)

1. Private View:：山口晃展 
「Resonating Surfaces」 
アーティスト　山口晃氏 
(2018年10月2日)

2. 第21回シドニー・ビエンナーレ；混沌
とした時代における均衡 
とエンゲージメント 
(写真左より） 
アーティスト Oliver Beer 氏 
森美術館 片岡真実氏 
(2018年5月30日)

3. 福島のその後：原子力事故にまつわる
語られることのなかった現状 
フォトジャーナリスト　小原一真氏 
(2018年10月18日）

4. New Approaches: 
日英における#MeToo運動 
ジャーナリスト 伊藤詩織氏 
(2018年6月26日）

5. 原子力爆弾とは？被爆者による証言 
平田道正氏、シェフィールド大学にて 
(2018年11月30日）
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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.  Georges Bigot and Japan, 1882-
1899: Satirist, Illustrator and Artist 
Extraordinaire Compiled and Edited 
by Christian Polak with Hugh Cortazzi 
 
2.  The State of the Japanese State: 
Contested Identity, Direction and Role  
Gavan McCormack 
 
3.  Making Tea, Making Japan: 
Cultural Nationalism in Practice 
Kristin Surak 
 
4.  Corporate Governance 
and Value Creation in Japan: 
Prescriptions for Boosting ROE 
Ryohei Yanagi 
 
5.  Japan Story: In Search of 
a Nation, 1850 to the Present 
Christopher Harding 
 
6.  Japan’s New Security 
Partnerships Edited by Wilhelm M. 
Vosse and Paul Midford 
 
7. On Kurosawa: a Tribute to the 
Master Director Peter Tasker

8. The Unmaking of An American 
Roger Pulvers

9. ‘Cherry’ Ingram: The 
Englishman Who Saved Japan’s 
Blossoms Naoko Abe

4

5
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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. Shuhei Yamada 山田周平,  
The eyes, 2019, balloon and ink. From 
untitled yet, 6 March to 12 April 2019. 

2. Shuhei Yamada 山田周平,  
Untitled, 2019, sound and wigs. From 
untitled yet, 6 March to 12 April 2019.

3. Hideka Tonomura 殿村任香,  
They called me Yukari #9, 2012, gelatin 
silver print. From Double Method,  
11 to 28 May 2018.

4. Tokyo Rumando 東京るまん℃,  
orphee U3, 2014, Silver Gelatin print. 
From Double Method,  
11 to 28 May 2018.

1

2
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1. Akira Yamaguchi 山口晃,  
from left to right, Orbital, Landolt-
Ring, 2016, sumi (Japanese ink), oil 
on canvas, Horse for Open-Air Tea 
Ceremony, 2008, watercolour on paper, 
Orbital, Landolt-Ring Seascapes, 2018, 
sumi (Japanese ink), oil on canvas. 
From Resonating Surfaces,  
3 to 30 October 2018.

2. Akira Yamaguchi 山口晃,  
Raigo, 2015, oil, sumi (Japanese ink) on 
canvas. From Resonating Surfaces, 
3 to 30 October 2018.
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1. Tsuyoshi Anzai 安西剛,  
from left to right, TBD no.14, TBD 
no.13, TBD no.12, TBD no.11, all: 
2018, acrylic paint on decorative film 
mounted on layered support of PVC 
and polyurethane foam panel.  
From Jailhouse Locke,  
7 November to 5 December 2018.

2. Susumu Matsuura 松浦進,  
caress a cat, 2017, screen print on 
paper.  
From The inkblot looked like me,  
30 January to 28 February 2019.
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The triennial Daiwa Foundation 
Art Prize was an important feature 
of the last year. This prize offers the 
opportunity for British artists working 
in any medium who have not previously 
had a solo exhibition in Japan to submit 
entries for consideration by a specialist 
panel of selectors. As well as opening 
doors in Japan for an individual artist, 
the Daiwa Art Prize also helps to 
deepen artistic interaction and 
exchange between our two countries  
more generally.

Almost 1,000 applications were 
received, from which a shortlist of 
three were selected by an expert 
panel of judges consisting of Richard 
Cork, art critic; Mami Kataoka, Chief 
Curator, Mori Art Museum, Tokyo; 
Sueo Mizuma, Director, Mizuma Art 
Gallery, Tokyo; Julian Opie, artist; and 
Jonathan Watkins (Chair), Director 
of Ikon Gallery, Birmingham. An 
exhibition of the three shortlisted 
artists – Kate Groobey, Keith Milow 
and Mark Neville - was held from 8 
June to 13 July at the Daiwa Foundation 
Japan House Gallery, with the 
ultimate winner, Kate Groobey, being 
announced at the opening night.

Prize-winner Kate Groobey received 
£5,000 and the opportunity to hold a 
solo exhibition at Mizuma Art Gallery, 
one of Tokyo’s top contemporary 
art galleries. The exhibition, which 
combined Groobey’s joyful paintings 
with her trademark dance performance 
videos, was extremely well received. 
The artist spent several weeks in Japan 
both setting up her exhibition, visiting 
leading curators and galleries, and 
researching specifically Japanese styles 
of movement as part of creating her 
next set of works – this involved visits 
to noh, kabuki and sumo.

Daiwa Art Prize
大和日英基金アートプライズ

三年毎に開催されております大和アートプ
ライズが、昨年の重要なイベントとなりま
した。この賞の目的は、英国のアーティス
トを日本に紹介することです。表現形式は
問われません。厳正な審査により選ばれた
受賞者には東京で初の個展の機会が与えら
れます。大和アートプライズは、英国のア
ーティストに日本での活動の機会を与える
のみならず、日英両国の芸術全般における
交流の深化を目指しております。

今回は1,000件以上の応募の中から、厳正
な審査により3名の最終候補者が選ばれま
した。今回の審査員は、美術評論家のリチ
ャード・コーク氏、東京の森美術館チー
フ・キュレーターの片岡真美氏、東京のミ
ヅマアートギャラリーディレクターの三潴
末雄氏、アーティストのジュリアン・オピ
ー氏、バーミンガムのIkonギャラリー館長
のジョナサン・ワトキンス氏（審査委員
長）でした。最終候補に選ばれたのは、ケ
イト・グルービー氏、キース・ミロウ氏、
マーク・ネビル氏の3名となりました。彼
らの新作はロンドンの大和ジャパンハウ
スにて、6月8日から 7月13日まで展示さ
れ、オープニング当日に行われた最終審査
では、ケイト・グルービー氏が大和日英基
金アートプライズの受賞者として選出され
ました。

ケイト・グルービー氏には賞金として
£5,000 (約65万円)が授与され、東京のコ
ンテンポラリー・アートを代表するギャラ
リーの一つ、ミヅマアートギャラリーにて
個展を開催する機会が与えられました。グ
ルービー氏の喜びに満ちた絵画、そして彼
女の代名詞とも言えるダンスの動画が展示
された本個展は大変好評でした。個展に先
立ち数週間早く日本入りしたグルービー氏
は、個展の準備をする傍ら、著名なキュー
レータと面会し、ギャラリーにも足を運び
ました。さらにお能、歌舞伎、相撲を鑑賞
し、次作に向け、日本特有ともいえる動作
についても研究調査を行いました。

1

2

1. Keith Milow,  
To Draw the Earth, 2018

2. Mark Neville,  
Lashkar Gah Girls School, 1, 2011

3. Kate Groobey, Belle,  
performance still, 2017

4. Kate Groobey, Places Unknown, 
performance still, 2018

5. Kate Groobey speaking at a reception 
at the British Embassy in Tokyo 
 
ケイト・グルービーのスピーチ、駐日
英国大使館レセプションにて

6. Kate Groobey’s Artist Talk at Mizuma 
Art Gallery, Tokyo 
 
ケイト・グルービーのアーティストト
ーク、ミヅマアートギャラリーにて　
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To mark the 30th Anniversary of 
the Daiwa Foundation, celebrations 
were held at the British Embassy in 
Tokyo and the Japanese Embassy in 
London. The Foundation was awarded 
the Ambassador’s Commendation, 
bestowed in recognition of the 
Foundation’s work in fostering closer 
links between Japan and the UK. The 
events were attended by recipients 
of Daiwa Scholarships and grants, 
contributors to our event programmes 
and friends of the Foundation. 

Daiwa 30th Anniversary
30周年記念
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1. Reception at the Japanese Embassy in 
London

2. Alumni

3. Ambassador Koji Tsuroka and  
Sir Peter Williams, Chairman

4. Reception at the  
British Embassy in Japan

5. Alumni and friends of the Foundation

6. Takashi Hibino, Vice Chairman, 
Ambassador Paul Madden and  
Sir Peter Williams, Chairman

大和日英基金の３０周年を記念し、駐日英
国大使館及び在英国日本国大使館にて祝賀
会が開催されました。日本と英国の相互関
係の促進に寄与した基金に対し、在外国公
館長表彰が授与され、両祝賀会には基金の
スコラーシップ卒業生や助成金の受賞者、
イベントプログラムのスピーカー、関係者
が参列しました。

1. 在英国日本国大使館におけるレセプ
ション

2. 大和スコラーシップ修了生

3. 鶴岡公二駐英国日本国大使とサー・ 
ピーター・ウィリアムズ

4. 駐日英国大使館でのレセプション

5. スコラーシップ修了生と大和日英基金
関係者

6. 日比野隆司（副理事長）、ポール・マ
デン駐日英国大使、サー・ 
ピーター・ウィリアムズ（理事長）
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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 2018/19 
have supported individual and group 
exchange visits, visual and performing 
arts projects, and research and 
education initiatives between the UK 
and Japan.  
 
2018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. Dr Bonnie Kemske travelled to Japan 
with Hiroko Roberts-Taira to interview 
Japanese Masters, practitioners, 
teachers and experts in the field of 
kintsugi and urushi. The research will 
feed into two books.

2. The Oxford University Orchestra (OUO) 
embarked on an eight-day tour of 
Japan, including a performance with 
Orchestra MOTIF at Keio University. 
OUO also took part in El Sistema Japan 
Children’s Music Festival in Soma City, 
Fukushima with the Soma Children’s 
Orchestra and Chorus and engaged 
in outreach with school children at 
Asubito Fukushima.

1. ボニー・ケムスキ博士はロバーツ平浩
子氏と共に来日し、金継ぎと漆の分野
の熟練者や専門家にインタビューを行
った。この成果については、2冊の本
が出版される予定である。

2. オックスフォード大学オーケストラ
（OUO）は、慶應義塾大学でのオーケ
ストラMOTIFとの公演を含む8日間の
日本ツアーを実施。相馬子どもオーケ
ストラ＆コーラスとエル・システマジ
ャパン子ども音楽祭で共演し、あすび
と福島で子どもたちとの交流活動を行
なった。
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3. Stopgap Dance Company put 
on performances and workshops 
related to their production “The 
Enormous Room” at Kanagawa Arts 
Theatre, Setagaya Public Theatre and 
Kitakyushu Performing Arts Centre; the 
intention being to lay the groundwork 
for a vibrant and inclusive cultural 
programme surrounding the 2020 
Olympic and Paralympic Games.

4. Members of Pacific Creators for the 
Performing Arts visited The Royal 
Welsh College of Music & Drama 
in Cardiff to take part in workshops 
and to celebrate the 50th year of 
The International Organisation 
of Scenographers, Theatre 
Architects & Technicians. 

5. Rachel Peat, Assistant Curator, 
and colleagues from the Royal 
Collection Trust travelled to Atami 
Museum of Modern Art as part of 
a two-week research trip across 
Japan in preparation for an  
upcoming exhibition.

6. Artists travelled between the UK 
and Japan to take part in workshops 
and performances in Tokyo, Osaka, 
Sheffield and London, centred on 
Live Coding techniques, providing 
musicians a way into the world of 
computer science and technologists a 
way into the world of performing arts.

7. Sayaka Murata, author of Convenience 
Store Woman and winner of the 
Mishima Yukio Prize and the Akutagawa 
Prize took part in one of the 23 Japan-
linked talks under the East Meets 
West strand of The Times and Sunday 
Times Cheltenham Literature Festival 
in October. 

3. ストップギャップダンスカンパニー
は、神奈川芸術劇場、世田谷パブリッ
クシアター、北九州芸術劇場で「エノ
ーマスルーム」の公演および関連ワー
クショップを行った。2020年のオリン
ピック・パラリンピックを前に、活気
のある包括的な文化プログラムの基礎
作りを目的としている。

4. パシフィック・クリエーターズ
(PaCPA）のメンバーが、カーディフの
王立ウェールズ芸術大学を訪問しワー
クショップに参加。OISTAT設立50周年
を祝った。

5. ロイヤル・コレクション・トラストの
アシスタント・キュレーター、レイチ
ェル・ピートは、展覧会準備のため日
本で2週間にわたるリサーチ旅行を実
施。その一環として 熱海の MOA美術
館を訪問した。

6. アーティストが日英間を行き来し、東
京、大阪、シェフィールド、ロンドン
で、ライブコーディング技術を中心と
したワークショップおよびパフォーマ
ンスを開催。ミュージシャンにコンピ
ュータサイエンスの世界を、技術者
にパフォーミングアーツの世界を紹介
した。

7. 『コンビニ人間』の著者で三島由紀夫
賞および芥川賞受賞者である村田沙耶
香氏は、10月に開催されたタイムズ＆ 
サンデー・タイムズ・チェルトナム文
学祭のイーストミーツウエスト・イベ
ントにおける23の日本関連トークの 
1つに参加した。
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8. サドラーズ・ウェルズ劇場カンパニ
ー・オブ・エルダーズのダンサーは、
彩の国さいたま芸術劇場の世界ゴール
ド祭2018の一環として、9月と10月に
「2018 トリプルビル」を日本で初め
て上演した。

9. クレイ・カレッジ・ストークの学生
は、益子町を訪問し日本の陶芸技術へ
の理解を深めた。将来を見据えて、ク
レイ・カレッジと笠間陶芸大学校、陶
芸家間の関係を築いた。

10. 2018年9月、ロンドンのシアター503
で「アート・オブ・ガマン」の初演が
行われ、日本の衣裳デザイナーを含む
新進のアーティストや業界の専門家が
参加した。

11. 芸術・建築グループ、リ・フューチャ
ー・コレクティブのジョン・オーレッ
ク氏とリジー・ジョーダン氏は、バー
ミンガムのパロット・フォーリー （史
跡） をアート・レジデンス・スペース
に改造するため、日本の建築家やデザ
イナーに会い、マイクロホームについ
て学んだ。写真は、アトリエ・ 
天工人の山下保博氏と同僚。

Cover image: 
Front cover: Akira Yamaguchi 山口晃, New Sights of Tokyo: Tokaido Nihonbashi 

Revisited, 2012, wood engraving; Back cover: Akira Yamaguchi 山口晃, New Sights of 

Tokyo: Shiba Tower, 2014, wood engraving.  
 
Both images were part of Akira Yamaguchi’s Resonating Surfaces exhibition at Daiwa 
Foundation Japan House, 3 to 30 October 2018.

両絵画とも2018年10月3日から30日まで大和ジャパンハウスで開催された 山口晃氏の 
Resonating Surfaces展から借用しています。 
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8. Dancers from Sadler’s Wells’ Company 
of Elders performed “Triple Bill 2018” 
in September and October as part of 
Saitama Arts Theatre’s international 
performing arts festival for older 
people, the first of its kind in Japan.

9. Students from Clay College Stoke 
visited Mashiko to augment their 
understanding of Japanese ceramic 
techniques, inform their practice, and 
to establish a long term link between 
Clay College, Kasama College  
and potters.

10. The premiere of “The Art of Gaman” 
in September 2018 at Theatre503 in 
London engaged emerging artists 
and industry professionals, including 
costume designers from Japan. 

11. Jon Orlek and Lizzy Jordan from 
the arts and architecture group Re. 
Future Collective met architects and 
designers in Japan to learn more 
about micro homes to inform their 
work on transforming Perrott’s Folly 
in Birmingham into an arts residence 
space. Pictured with Yasuhiro 
Yamashita, architect at Atelier Tekuto, 
and colleague.
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p24 - 4.  The Workshop & Performance 
 “Beyond the Horizon” by Pacific 
Creators for the Performing Arts 

p25 - 6.   Photo: Professor Akihiro Kubota
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