
 

 

 

茨城大学地球変動適応科学研究機関 
（ICAS）設立 10 周年記念シンポジウム 

 
 
【テーマ】「茨

イバ

大
ダイ

発 持続可能な未来へ ―ICAS10年の軌跡と展望―」 
 

 
 
 
 

【日  時】平成 28 年 10 月 15 日（土） 開場：12:30  開会：13:00 

【場  所】茨城大学 水戸キャンパス 人文学部講義棟 10 番教室 

【主  催】茨城大学 

【後  援】茨城県、常総市、茨城町、茨城産業会議、文部科学省気候変

動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT）、一般社団法人サ

ステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム（SSC） 



茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）設立 10 周年記念シンポジウム 

「茨
イバ

大
ダイ

発 持続可能な未来へ ―ICAS10 年の軌跡と展望―」 

 
【日  程】平成 28 年 10 月 15 日（土） 
【場  所】茨城大学 水戸キャンパス 人文学部講義棟 10 番教室 
【主  催】茨城大学 
【後  援】茨城県、常総市、茨城町、茨城産業会議、 

文部科学省気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT）、 
一般社団法人サステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム（SSC） 

【プログラム】 
12:30  開場 
13:00  開会 
13:10  基調講演１ 
     「持続可能な未来と大学の役割」 

三村信男・茨城大学長 
13:50  基調講演２  
    「温暖化国際交渉から考えるグローバル・サステイナビリティ」 

亀山康子・国立環境研究所社会環境システム研究センター副センター長 
14:10  基調講演３ 

      「文理工融合の防災・減災研究の現場から」 
矢守克也・京都大学防災研究所巨大災害研究センター長 

14:30  ディスカッション 
14:45  休憩 
15:00  ワークショップ 「持続可能な社会の実現に向けた ICAS の取り組みへの提言」 

第 1 グループ：持続可能な農業（人文学部講義棟 11 番教室） 
第 2 グループ：持続可能な生態系（人文学部講義棟 12 番教室） 
第 3 グループ：防災・減災・地域連携（人文学部講義棟 13 番教室） 
第 4 グループ：国際・海外問題（人文学部講義棟 14 番教室） 
第 5 グループ：研究・教育ネットワーク（人文学部講義棟 10 番教室） 

16:20  全体討論 
16:55  閉会挨拶 
17:00  閉会 
 

【関連企画】 
ポスター展示「ICAS10 年の軌跡」   13:00～17:00 
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ICAS創立10周年シンポジウム

持続可能な未来と大学の役割

平成28年10月15日

茨城大学長 三村信男

「持続可能な未来と大学の役割」

１． 20世紀を振り返る

２． サステイナビリティ学のはじまり

３． 茨城大学とICASの取り組み

４． 大学教育とサステイナビリティ学

2

広島県上蒲刈島

茨城大学水戸キャンパス

1949年～2016年

1949年 2016年

3

２０世紀：発展の世紀

 人間活動の“拡大”の世紀

人口： 1900年 16億人 → 2000年 61億人（現在 73億人）
人口は100年で3.8倍

エネルギー：
石油の本格的利用

エネルギー消費は100年で20倍

食料： 穀物生産は100年で7倍

寿命： （世界） 1900年 31歳 → 2000年 66歳

（日本） 44歳 →             81歳

4
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人口増加

世界人口の推移
1950年以降は国連人口部“World Population Prospects”、
それ以前はアメリカセンサス局 “Historical Estimates of World 
Population”に基づき作成。

1900年16.5億人

1900年 →2000年 →2016年 →2100年予測
16億人 6１億人 73億人 112億人

1900年16.5億人

5

エネルギー消費

 エネルギー消費は100年で20倍

1900 2000

石
炭

ガ
ス

石
油

（エネルギー白書2013を加工）
6

地球規模の問題群の登場

 人口増加
 地球環境問題（気候変動、生物多様性など）
 資源・エネルギーの制約
 社会的経済的格差の拡大

地球の収容力：エコロジカル・フットプリント

（グローバル・フットプリント・ネットワークGFN）
7

２．サステイナビリティ学のはじまり

1972 ローマクラブ “成長の限界”
198７ 国連ブルントラント委員会 “Our Common Future”

「持続可能な開発」
1988 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）設立
1992 地球サミット（リオデジャネイロ）

「気候変動枠組条約」、「生物多様性条約」

1999  世界科学会議（ICSU） ブダペスト宣言
１．知識のための科学
２．平和のための科学
３．開発のための科学
４．社会のための科学

2005 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）
2006 茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）
2016 ICAS設立10周年

8
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社会システム

政治

経済

産業

技術

人間システム

安全・安心

ライフスタイル

健康

価値規範

地球システム

気候システム
資源・エネルギー

生態系

持続可能性をめぐる課題

循環型社会

脱温暖化社会
自然共生社会

リスク管理
安全・安心社会

地球温暖化
広域大気汚染

大量生産

大量消費

大量廃棄

貧困

感染症の拡大

自然災害の多発複雑化・複合化
する問題

9

サステイナビリティ学とは？

（IR3Sの定義）

サステイナビリティ学は、地球環境問題や人間の安全保障の

問題に代表される地球・社会・人間システム、およびそれらの

相互関係の破綻をもたらしつつあるメカニズムを解明し、持続

可能性という観点からシステムの再構築、およびそれらの相互

関係を修復する方策とビジョンの提示を目指す新しい学術体

系である

（特徴）

問題の構造化

包括的アプローチ

ビジョン提示

10

IR3Sーネットワーク型研究教育拠点 （2005年）

11 2006年5月 IR3S公開シンポジウム （東大安田講堂） 12
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３．茨城大学とICASの取り組み

人文学部
教育学部

理学部

農学部

学部学生 7,200名（留学生 180名）
大学院生 1,100名（留学生 100名）
教員・職員 520名＋260名

※ 学部・大学院の他に附属施設がある

工学部

13

ICASの概要

• 地球変動適応科学研究機関(ICAS)
- サステイナビリティ学・適応科学の研究教育拠点
- 全学の連携センター（教員約70名の参加）
- 文理融合、地域・アジア太平洋との連携の拠点

• 経緯
2005年11月 茨城大学 IR3Sに参加

「アジアの特性を生かした気候変動適応」
2006年5月 ICAS設置
2009年4月 大学院サステナ教育開始
2011年 東日本大震災の調査・復興支援
2012年 環境省戦略研究S-8、文科省RECCA等
2015年 常総水害の復興支援
2016年 日越大学（気候変動プログラム幹事校）

14

ICASの研究教育部門

第１部門

防災・適応技術
・ 気候変動の影響評価
・ 防災技術
・ 適応力の評価

第2部門

気候変動適応型農業
・ 気候変動適応型農業
・ 環境にやさしい農業
・ 温室効果ガス制御技術

第3部門

生活圏計画
・ 温暖化・気候変動に適応

可能な生活圏の創造
・ 防災・環境・生活質向上の

総合的達成をはかる政策

第4部門

新しい安全安心社会
・ 社会的コンフリクト
・ 震災避難者の支援
・ 地域のサステイナビリティ

教育部門

サステナ教育
・ 大学院横断プログラム
・ 教養入門科目

気候変動適応への取り組みー温暖化の進行

気温上昇
＋0.85℃

海面上昇
＋19cm

CO2濃度
＋42%

CO2排出量
15倍

16
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21世紀中の平均気温の上昇予測

412ppm

538ppm

670ppm

936ppm

21世紀末
CO2濃度

1.6℃

2.4℃

2.8℃

4.3℃

21世紀末
気温上昇量

※RCPは代表的濃度
経路
※気温上昇量は1850‐
1900年基準 17

朝日新聞提供

18

海面上昇の予測

（IPCC WGI SPM，2014）
19

影響の顕在化、自然災害の激化

(毎日新聞Web, 2010；
地盤工学会等合同調査団,2011) (気象庁 特別警報発表資料 2015/7/10)

2015年7月
常総水害

20
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21

気候変動に対する２つの対応策

緩和策（CO2等の排出削減策）

温暖化の進行を抑える対策

適応策
気候変動の悪影響に対して備える対策

※途上国では、防災力などが弱いため適応策が
重要

国内とアジア・太平洋地域での適応策研究

22

ツバル フナフティ環礁

国土：23km2

人口：1万人強

23 朝日新聞提供 24
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25 26

島の断面図

27

Low Tide High Tide

朝日新聞提供28
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フィジー コミュニティレベルの適応策
29

フィジー set-up 高い地点への村の移動

30

砂浜
マング
ローブ

リーフ

南太平洋での国土保全への提言

生態系を活用した島嶼保全モデル

１）自然の生態系システム
２）保全の努力
３）必要な場所での工学的防護

31 （環境省中環審資料を加工）

2020年以降の目標
全ての国の参加

影響の顕在化
気象災害

パリ協定

32
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2015年12月 パリ協定の合意

COP21（国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議）

• 加盟196カ国、140カ国の首脳級が参加

• 2020年以降の気候変動対策の目標で合意

• 産業革命前に比べて2℃以下に気温上昇を抑制。

さらに1.5℃への抑制に努力

• 全ての国の参加で、緩和、適応に取り組む

(UNFCCC HP) 33

CO2排出量削減のシナリオ

1.6℃
2.4℃

2.8℃

4.3℃

21世紀末
気温上昇量

（1850‐1900年基準）

（IPCC Synthesis Report SPM，2014）
34

３つのキーワード

Decarbonization（脱炭素）

Decoupling（経済成長とCO2排出の分離）

Carbon Pricing（CO2の値付け）

35

CO2排出率の変化（1990→2014年）

（IEA, 2015）

一人当たり排出量(t)
G

D
P

1
0
0
0ド

ル
当

た
り

排
出

量
(t

)

Decoupling
（分離）

脱炭素

(○の大きさは排出量を示す） 36
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緩和策の進展

制度・経済・技術面での多様な対策
- 排出権市場、2国間取引
- 省エネ
- 脱炭素、再生可能エネルギー

ｅｘ 2014年の新規発電容量の45%が再生可能エネ
ex 2015年5月ノルウェー政府年金基金は石炭関連企業

への投資から撤退
- 産業、交通、生活システム
- ICT技術、ビッグデータ技術の活用

37 38

気候変動対策のもつ意味

緩和策
→ CO2ゼロエミッション社会

- 新しいエネルギー・システム、産業、社会の姿
ｅｘ 2014年の新規発電容量の45%が再生可能エネ
ex 2015年5月ノルウェー政府年金基金は石炭関連

企業への投資から撤退
（イノベーション）

- これらを支える技術イノベーション、社会イノベーション、
ライフスタイルイノベーションが必要

適応策
→ 気候変動に対してレジリエント（強靱）な社会

- 2015年11月「気候変動の影響に対する適応計画」
- 防災、インフラ技術などで途上国支援

39

持続可能な未来社会に向けた課題

自然災害
防災・減災

脱炭素
エネルギー転換

省エネ

安全・安心
レジリエンス

温暖化緩和策
CO2削減

気候変動
適応策

生物多様性
生態系の保全

人口減少
地方創生

水・食料
エネルギー

資源

公正で活力ある
経済システム
Decoupling

国際紛争
テロ
難民

21世紀：気候変動への対策が他の課題解決と融合して持続可
能な社会を構築 40
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「持続可能な未来と大学の役割」

１． 20世紀を振り返る

２． サステイナビリティ学のはじまり

３． 茨城大学とICASの取り組み

４． 大学教育とサステイナビリティ学

41

大学教育の課題

大学教育の幅の狭さ（専門教育への傾斜）

 専門家の育成には有効

 多様なニーズに対応しうる人材の育成、現代社
会の複雑な課題に対応できるか？

従来の大学教育への問いかけ

専攻重視教育
（I型教育）

B
学部

A
学部

D
学部

C
学部

42

 T型人材のコンセプト
自然・社会・人間に関する俯瞰的な視野
深い専門的な知識・スキル
しかし、何かが足りない・・・

ー態度、志向、協働性

Ｔ型人材教育

総合教育
（Ｔ型教育）

俯瞰的視野

専門
分野

43

「心・技・知」のサステイナビリティ教育

＜３つの目標＞
 心：社会のために貢献するマインド

 技：問題の現場に飛び込んで多くの

人と交流できるスキル

 知：専門知識＋俯瞰的な知識

(知)
専門性

(知) 俯瞰的知識

(技)
コミュニケーション能力
協働能力
問題解決能力

(心)
モチベーション
自らの信念
世代内の思いやり(共時性)
世代間の思いやり(通時性)

＜３つの分野＞

 地球・社会・人間システムに関す
る俯瞰的知識

 専門分野における専門知識

 サステナ問題を解決しようとする
意欲とスキル、国際性

44
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学士教育

教養科目「サステイナビリティ学入
門」H１８年～ １５０人以上が聴講
H20年 教科書の出版

大学院教育

大学院サステイナビリティ学教育プログ
ラム（H21年度開始、49名参加）
外国人招聘教員による英語の講義
IR3S国際実践プログラムIPoSに参加

茨城大学のサステナ教育

45

タイ・プーケットでの国際実践演習

46

47 48
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49

大学の役割

＜茨城大学の目標＞
○ 地域創生の知の拠点となる大学、その中で世界的な強み・

特色が輝く大学

○ 学生が成長する学生中心の大学

教育、教育研究組織、ガバナンスの一体的改革を推進

・ 世界規模での知的探求・知的開発の時代
・ 今ほど大学と社会の期待が近づいた時はない
・ 「社会の公器」、持続可能な社会形成に貢献する大学

50

＜教育改革の目標＞

 茨城大学の人材育成目標は「たくましい茨大生の育
成」

 共通教育と専門教育を通した、学部４年一貫あるい
は学部・大学院６年一貫の体系的組織的な教育シス
テムの確立

 「教える」から「自ら学ぶ」能動的学修への転換

教育改革

51

ディプロマポリシー（平成27年6月策定)

茨城大学の教育目標は、変化の激しい21世紀において社会の変化に主体

的に対応し、自らの将来を切り拓くことにできる総合的人間力を育成することで
ある。そのために茨城大学の学生が卒業する時に身につけているべき能力を
、以下に示す5つの知識及び能力で構成されるディプロマポリシー（卒業基準）

として定める。これら５要素の比重は分野毎に異なるが、茨城大学を卒業する
学生は、どの分野で学んだとしてもこれらの知識・能力を備えていることが必要
である。

①（世界の俯瞰的理解） 自然環境、国際社会、人間と多様な文化に対する幅
広い知識と俯瞰的な理解

②（専門分野の学力） 専門職業人としての知識・技能及び専門分野における
広い見識

③（課題解決能力・コミュニケーション力） 課題解決のための思考力・判断力・
表現力。グローバル化が進む地域や職域において多様な人々との協働
可能にするコミュニケーション力及び実践的英語能力

④（社会人としての姿勢） 社会の持続的な発展に貢献できる職業人としての
意欲と倫理観、主体性

⑤（地域活性化志向） 茨城をはじめとする地域の活性化に自ら進んで取り組
み、貢献する積極性

52
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連携・協働ネットワークのハブとなる大学
ー自前主義からの転換

大学・高専コン
ソーシアム

茨城県
市町村

国際連携
ASEAN

産官学金
連携

JAEA, KEK
J‐PARC

茨城大学

「自治体円卓会議」
地方創生
教育、防災
農業、放射能災害

「パートナー企業交流会」
企業との組織的共同研究
材料科学、自動運転技術、
農医連携

日越大学への参加
「世界展開力AIMSプログラム」
留学生相互派遣
国際インターンシップ

「いばらき地域づくり大
学コンソーシアム」
インターンシップ
高大接続協議会

53

1. 20世紀は人類のめざましい発展の世紀だった。同時に、そ
の中から文明のあり方に対する大きな問い（サステイナビリ
ティ（持続可能性））が生まれた。

2. 21世紀における課題は、テロや自然災害など安全・安心へ

の脅威、我が国での人口減少・高齢社会の出現など一層拡
大し、複雑化している。

3. その解決には、包括的な答を求めるサステイナビリティ学の
アプローチが重要。分野を越えた学際的協働、科学と社会の
協働（トランス・ディシプリナリー）を進める必要がある。

4. 茨城大学ICASの10年間の取組は、こうした課題に応える研
究成果や方法を生み出してきた。

5. サステイナビリティ学のアプローチは、関連する研究組織だ
けでなく、大学改革にとっても指針を与える。

おわりに
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ご静聴有り難うございました。
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サステナブルな
防災・減災とは？

矢守 克也

京都大学防災研究所

巨大災害研究センター 教授・センター長

高知県黒潮町

巨大想定：災害前の災害 ２つの短歌と巨大想定

• 高知県黒潮町に暮らす秋澤香代子さん（80歳代）

• 未災地。未だ来ぬ災い（大津波）を前に、すでに、避
難を「あきらめ」（避難放棄）、町での暮らしを「あきら
め」（震前過疎）る雰囲気が－。



しかし…黒潮町の底力①

「私たちの町には美術館はありま
せん、美しい砂浜が美術館です」

「私たちの町には防潮堤は（十分
には）ありません、缶詰が、避難カ
ルテが、防潮堤です」

しかし…黒潮町の底力②

缶詰：一石何鳥？：
備蓄物資（熟成期間）、雇用
創出、地場産業振興（カツオ、
トマト、きのこ…）、流通拠点
（駐車場、空きスペース）…

しかし…黒潮町の底力③

「対策でなく思想を作る」

起きてしまった災害からの復興
対策も、今後起こる災害に対す
る防災対策も、突き詰めると、災
害復興や防災に関する狭い意
味の「対策」の領域を超える。

それは、地域に暮らす人びとが、
いかに生き生きと力強く生活で
きるのかという問題、つまり、地
域づくりの問題に帰着する。

8

高知県
興津小学校

高知県四万十町興津地区

人口：９００人

農業、漁業、海
水浴場

南海トラフ地震
今３０年の発生確率＝６０％以上
津波の最大高さ２０メートル以上
地震から早くて２０分くらいで来る

個別避難訓練：タイムトライアル



避難所15～

小学校4.5

元保育所1

今の保育所
&DS 35

新避難所35

元デイサー
ビス3

タワー15～

子どもの防災マップと大人の対応

橋の補修

海抜の表示
2008年防災マップ

2007年防災マップ



ポスト3/11＝巨大想定下の興津地区

•避難施設は、ある意味十分整備済、しかし、「逃げよう」と
いう意識は・・・？？？

•３つの「何とかしたい」リアクション
–あきらめ…もうダメだ、黙ってお迎えを
–油断・慢心…来るわけない、昭和のときだって…
–お任せ…「もっと高いタワーを」、「先生、よろしくお願い
します」

「シンサイミライ学校」（「まなぼうＢＯＳＡＩ」）
（ＮＨＫ‐Ｅテレのウェブサイトで）

まとめ：いくつかの：「融合」

1. 自然科学と人間科学の融合（「敵を知り、己を
知る」）

2. ソフト対策とハード対策の融合

3. 当事者（地域の方々：自ら提案・試行）と第三者
（私たち：分析・提案）との融合＝アクションリ
サーチ

4. 地域社会・学校・自治体・外部者（研究者など）
の融合

5. 防災とその他の社会的課題（健康・福祉、世代
間ギャップ…etc）との融合



ワークショップ：「持続可能な社会の実現に向けた ICASの取り組みへの提言」 

第 1グループ：持続可能な農業（人文学部講義棟 11番教室） 

［ファシリテーター：農学部 増冨 祐司 准教授］ 

 

 テーマ 

 「茨城県における持続可能な農業」 

 

 概要 

 高齢化、TPP、気候変動、低い自給率など日本の農業は問題山積である。 

これらの問題をどのように克服し、茨城県において「持続可能な農業」

を達成するのか？本セッションでは現状の問題を整理した上で、茨城

県において持続可能な農業の達成に向けた戦略と必要な研究課題につ

いて議論する。 

 

 Key Question 

 持続可能な農業を阻害しているもの、これから阻害するかもしれない

ものは何か？ 

 持続可能な農業を達成するために必要な研究・政策は何か？ 

 

 スケジュール 

 15:00-15:07：はじめに by 増冨（茨城大学） 

 15:07-15:15：研究者の観点から by 西川（茨城大学） 

 15:15-15:23：行政の観点から by 入野さん（茨城県農林水産部） 

 15:23-15:30：農業者の観点から by 関さん（つくば市：花職人） 

 15:30-16:00：フリーディスカション 

 16:00-16:10：まとめ 



ワークショップ：「持続可能な社会の実現に向けた ICASの取り組みへの提言」 

第 2グループ：持続可能な生態系（人文学部講義棟 12番教室） 

［ファシリテーター：理学部 及川 真平 准教授］ 

 

生物間の相互作用の理解 - 持続可能な生態系にむけて 

 

自然界では、生物たちは自分と同じ種の個体、あるいは他の種の個体とお互いに様々な

「つながり」を持ちながら生活している。このような「つながり」は生物間相互作用と

呼ばれる。資源を巡る競争関係、食う-食われるの関係、互いに利益をもたらす共生関

係など、多様なかたちが生物間相互作用にはある。また生物は、生活に必要な物質やエ

ネルギーを供給する無機環境とも、複雑な相互作用によってつながっている。自然は、

生物と生物の間、さらには生物と無機環境との間の多数の複雑な相互作用系がお互いに

関連しあいながら存在する複合系であり、これを生態系（エコシステム）とよぶ。わた

したちの生活は、生態系から受ける様々な恩恵によって支えられている。農林水産資源

を通じた食糧や建築材の提供、微生物の作用による好適な水質の維持、文化や芸術への

インスピレーション、レクリエーションの場などの提供などがその例である。こうした

恩恵を持続的に享受するためには、生態系の複雑な相互作用の構造と機能を理解するこ

とが重要であるが、自然界に存在する生物の種類があまりに多く、無機的自然が複雑す

ぎるために、それは通常極めて困難である。本ワークショップでは、自然の植物および

動物群集において、生物間相互作用を紐解くことに心血を注がれてきたお二人に話題提

供をお願いした。神山千穂博士は、青森県八甲田山の様々な標高に成立する湿原群集に

おける植物の資源獲得競争・利用パターンの調査から、温暖化が生物間相互作用を通し

て生態系に及ぼす影響を予測する試みをされている。北出理博士は、シロアリとその腸

内に共生している原生動物の進化や多様性に着目した研究を続けてこられている。お二

人の講演を基に、参加者と生物と生物の間、生物と無機環境との間の相互作用の重要性

や研究課題を共有し、持続可能な生態系に向けた今後の展開について議論したい。 

 

「標高経度に沿った湿原植物群集の種間相互作用の変化: 亜高山生態系の持続性」 

 神山 千穂（国連大学サステナビリティ高等研究所） 

 

「シロアリ腸内の共生原生生物の群集とその持続可能性」 

 北出 理（茨城大学理学部/理工学研究科 教授） 



ワークショップ：「持続可能な社会の実現に向けた ICASの取り組みへの提言」 

第 3グループ：防災・減災・地域連携（人文学部講義棟 13番教室） 

［ファシリテーター：人文学部 伊藤 哲司 教授］ 

 

【企画の趣旨】 

 このグループでは、近年頻発している災害に関連して、地域として防災・減災

にどのように取り組んだらよいのかということを軸に議論を展開させる。その

際、地域と大学の連携はいかにあるべきなのかということを、いくつかの具体的

な事例とともに活発な意見交換をしたい。災害時に限らず、それ以外の平時にお

ける地域連携のあり方が問われてくるだろう。茨城大学でも、2015 年 9 月の関

東・東北豪雨災害を受けて水害調査団を立ち上げ、常総市で多くの協働作業を展

開した。それも一事例とし、いくつかの良好な事例を取りあげ、今後さらにどの

ような展開が望まれるのかを、自治体関係者などの意見も大いに反映させて見

出していきたい。なお、シンポジウムで基調講演をお願いしている矢守克也氏か

らも、いくつかの興味深い事例を紹介する話題提供をいただける予定である。 

 

【進行予定】 

・趣旨説明（5 分） 

・話題提供１ 矢守克也氏（京都大学防災研究所巨大災害研究センター長）（10 分） 

・話題提供２ 伊藤哲司（茨城大学地球変動適応科学研究機関長）（10 分） 

・話題提供３ 自治体関係者（常総市、茨城町の方を予定）（10～15 分） 

・フリーディスカッション（35～40 分） 

・まとめ（5 分） 

 



ワークショップ：「持続可能な社会の実現に向けた ICASの取り組みへの提言」 

第 4グループ：国際・海外問題（人文学部講義棟 14番教室） 

［ファシリテーター：工学部 藤田 昌史 准教授、人文学部 長田 華子 准教授］ 

 

 第 4WS「国際・海外問題」 

 テーマ 

 「今後の ICASの国際・海外問題研究について」 

 

 概要 

 ICAS はこれまでに、太平洋やアジア地域における気候変動の影響評価や適応策

の研究を進めてきました。近年では、その他の国際・海外問題研究も活発に実施

しています。ICASが 10 周年の節目を迎えるにあたり、本WS では、今後の ICAS

の国際・海外問題研究の展開について議論します。 

 

 Key Question 

 どのような新しいコラボレーションができそうか？ 

 今後の ICAS の国際・海外問題研究の展開は？ 

 

 ファシリテーター 

 藤田昌史（工学部） 長田華子（人文学部） 

 

 スケジュール 

 15:00-15:05：はじめに 藤田昌史（工学部） 

 15:05-15:15：研究紹介（人文系）長田華子（人文学部） 

 15:15-15:25：研究紹介（理学系）増永英治（広域水圏環境科学教育研究センター） 

 15:25-15:35：研究紹介（工学系）藤田昌史（工学部） 

 15:35-16:00：フリーディスカション 

 16:00-16:10：まとめ 



ワークショップ：「持続可能な社会の実現に向けた ICASの取り組みへの提言」 

第 5グループ：研究・教育ネットワーク（人文学部講義棟 10番教室） 

［ファシリテーター：ICAS 田村 誠 准教授］ 

 
 
ICAS はこれまで学外の機関と連携して研究、教育を推進してきました。本グループでは

一般社団法人サステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム(SSC)共同教育プログラム、

日越大学、AIMS プログラムなどの連携教育、他機関との研究事例を紹介し、ICAS を取り

巻く研究ネットワークの展開について議論します。 
サステイナビリティ学教育プログラムにゆかりや関心のある学生、修了生の参加も心よ

りお待ち申し上げます。 
 
 
<進行> 
田村誠(ICAS)「ICAS のこれまでの研究教育ネットワークの軌跡と展望」10 分 
・ ICAS の国際連携、地域連携の取組 

 教育：サステナ教育プログラム、日越大学など 
 研究：S-14、SICAT などの研究連携について 

・ 論点の提示 
 SSC やその他の研究・教育ネットワークの今後の展開について 

 
SSC からの話題提供、問題共有 
・ 仲上健一(SSC 理事長)「「SSC の研究活動と ICAS への期待」 10 分  
・ 味埜俊(東京大学新領域創成科学研究科教授)「SSC 共同教育プログラムの連携と今後の

展開」10 分 
 
討論 40 分 
・ 論点にしたがって議論。特に ICAS が連携 
・ 来賓からのコメントだけでなく学生、修了生からのコメントを積極的に引き出す 
・ 意見共有 

 



2016 年 10 月 15 日 
 

茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）サポーターズ 
発足のお知らせとご加入のお願い 

 
 本日は、ICAS10 周年記念シンポジウム「茨大発 持続可能な未来へ：ICAS10
年の軌跡と展望」にご参加くださり有り難うございます。 
 さて、この 10 周年を機に、ICAS サポーターズを発足させることにしまし

た。教員・事務職員、あるいは学生の立場で ICAS に関わったみなさま、また

ICAS の活動に強く関心を抱いていただける学外のみなさまのネットワークを

つくりたいと思います。情報提供をいただいたり、ときに協働していただいたり

するための緩やかにつながったネットワークです。 
 ご加入いただいた方々のメーリングリストを作成し、月 1 回のペースで ICAS
メルマガやシンポジウム等のお知らせをお届けします。それによって ICAS の

日々の動きが、遠方にいても把握していただけるでしょう。 
 会費はありませんが、1 年に一度、ICAS への寄付の呼びかけをさせていただ

きます。茨城大学に設立された「茨城大学基金 Next Step」（茨城大学 HP から

アクセスできます。URL：http://www.ibaraki.ac.jp/fund/index.html）を利用し

て、ICAS 向けの寄付が可能になりました。もちろん任意ですが、ぜひご協力を

お願いいたします。詳しくは別紙をご覧ください。 
 シンポジウム参加者アンケートの末尾に、お名前やメールアドレスなどを記

す欄があり、それが ICAS サポーターズ加入の申し込みにもなっております。

ぜひご加入ください。 
 なお現役の学生のみなさん向けには、「ICAS 学生クラブ」というのがすでに

あります。ICAS に関心がある人は、ぜひそちらに入ってください（会費・寄付

は必要ありません）。こちらアンケートの末尾に記入することで申し込みができ

ます。 
 ICAS は今後も「持続可能な未来」に向けての研究・教育活動を、みなさまの

ご支援を得てさらに積極的に進めて参ります。今後もご指導ご鞭撻のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 
 

茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）機関長 
伊藤哲司 

 
ICAS へのお問い合わせやご意見等は、 

icas@ml.ibaraki.ac.jp までお願いいたします。 



 
平成   年  月  日 

（個人用） 

茨城大学基金寄附申込書 
 
国立大学法人茨城大学長 

       〒   －   
      住所： 

 
          (ふりがな) 

                      氏 名             （印） 
 
 

下記のとおり茨城大学基金に寄附します。 
 
 

 
 
 

裏面もご記入ください。 
 

／

西暦 年 月 日

- -

@

□卒業生 卒業年（西暦）　　　　　年

　 　　　卒業学部・学科・研究科名　　　　　　　　　　　　　　科

□卒業生の家族

□在学生

□在学生の保護者

□教職員（退職者を含む）

□一般

領収証等の送付先が申込住所と異なる場合は、以下にご記入ください。

〒

電話番号：

メールアドレス：

本学との関係：
該当する□にレ点
を付けてください。

生年月日：

【申込者情報】

氏名
（漢字／カナ）：

住所：



 
 
 

 

 
 このたびはご寄附のお申込みをいただき誠にありがとうございます。 
 本寄附申込により茨城大学が取得した個人情報は、取扱いに十分注意するとともに茨城

大学基金に関する事務処理、連絡にのみ利用し、他の用途には利用いたしません。 
 
 

            【本件に関するお問い合わせ・送付先】 
        茨城大学基金室 

〒310-8512 
                    茨城県水戸市文京２－１－１ 

             TEL：029-228-8781 
             FAX：029-228-8089 

（1）　□　修学支援事業

（経済的な理由により修学が困難な学生等への支援）

（2）　□　国際交流支援

（3）　□　社会連携等支援

（4）　□　大学周年等記念事業

（5）　□　学部等の教育研究支援・学生支援事業（（1）を除く）

※支援内容記入： 　

（6）　□　その他（寄附者の意志による事業支援）

※支援内容記入：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（7）　□　使途・目的は指定せず、大学が必要としている事業

金　　　　　　　　　　　　　　　　円

（1,000円から任意の金額をご記入ください）

受付日： 番号：事務局使用欄

※（5）、（6）、または寄附者自らの希望で新たな事業を設け、寄附
をする場合には、事前に基金室にご相談いただき、支援内容をご
記入ください。

寄附金額：

【その他】

ご芳名の記載（会報誌・ホームページ等での氏名の公表）： 可　・　不可

メール配信（大学からのイベント案内やメルマガ）： 要　・　不要

【寄附情報】

寄附目的：
該当する□にレ点
を付けてください。



～ ～ 
 

 
本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。 

今後の活動の参考とさせていただくため、アンケートにご協力いただけますようお願い申し上げます。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
１．今回のシンポジウムを何でお知りになりましたか？ （あてはまる記号全てに○をつけて下さい） 

a. 主催・後援団体のホームページ（団体：                      ）                                        
b. シンポジウムのチラシ・ポスター（入手・掲載場所：                  ） 

 c. 関係者・知人からの情報提供 
 d.  その他（                                    ） 
 
２．シンポジウム（基調講演）はいかがでしたか？ （あてはまる記号１つに○をつけて下さい） 
 a. 非常に満足 b. 満足 c. 普通 d. 不満 e. とても不満 

※理由をご記入ください。 

 
 

３．ワークショップはどのｸﾞﾙｰﾌﾟに参加しましたか？また内容はいかがでしたか？ 
（あてはまる記号１つにそれぞれ○をつけて下さい） 

 Ⅰ. 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ(農業) Ⅱ.  第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ(生態系) Ⅲ.  第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ(防災) 
 Ⅳ.  第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ(国際)  Ⅴ.  第 5 ｸﾞﾙｰﾌﾟ(教育ネットワーク) 
 a. 非常に満足 b. 満足 c. 普通 d. 不満 e. とても不満 

※理由をご記入ください。 

   
 
４．ご職業 （あてはまる記号に○をつけて下さい） 

a. 官公庁 b. 企業 c. 教育・研究機関 d. NGO・NPO e. メディア f. 学生                   
g. 団体（財団法人、社団法人等）h. その他（                     ） 
 

５．その他、感想、ご要望等ございましたら自由にご記入ください。 

    
６．ICAS サポーターズ［一般］／ICAS 学生クラブ［本学学生］申込について 

（希望者は氏名、E-mail アドレスをご記入ください。） 

氏 名           ご所属・役職（学部名・学年）               

E-mail                     TEL                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【ご協力ありがとうございました。お帰りの際に会場出口のアンケート回収箱へご提出ください。】 

*頂戴した個人情報は主催者間でのみ共有とし、第三者への開示・提供は致しません。 

ICAS 設立 10 周年記念シンポジウム「茨
イバ

大
ダイ

発 持続可能な未来へ ―ICAS10 年の軌跡と展望―」 
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