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日本獣医生命科学大学　応用生命科学部 動物
科学科 食料自然共生経済学教室　教授
博士（農学：東京大学論文博士）

プロフィール
神戸大学農学部 大学院にて博士課程単位取
得。日本学術振興会の特別研究員、農林水
産省関連団体の研究センターの研究員を経
て、1999 年に日本獣医生命科学大学に就任。
2004 年　博士（東京大学）。2005 年、２人
の子どもを連れてイギリスのコベントリー大
学へ１年間の研究留学に。2019 年より日本
獣医生命科学大学ダイバーシティ推進委員会
委員長を務める。

大学時代
食に関心があったので神戸大学農学部に進学
しました。たまたま３回生の頃、研究室選び
にも迷っていた頃、同級生に有機農業の共同
の購入グループの夏休みサマーキャンプに誘
われました。
有機農業や有機農産物という言葉を聞いたこ
とがない人は今ではいないと思いますが、当
時はまだ、そのような農産物や食品はスーパー
では販売されておらず、消費者が、農薬など

を使わない生産者を探し出して新たな関係を
作っていくという時代でした。その生産者と
消費者の独自の新しい関係はのちに「産消提
携」と定義され欧米でも” T E I K E I” で知
られています。
大学の先生がその有機農業研究の先駆者で、
共同購入グループも組織運営されている行動
力のある先生だったので、サマーキャンプを
きっかけに先生の仕事のお手伝いをするよう
になりました。
卒業研究では、有機農業に関する大規模消費

ー＜主な著書＞ーーー
『日本有機農業の旅』（ダイヤモンド社）『EU
の有機アグリフードシステム』（日本経済評論
社）『動物福祉の現在』（共著：農林統計出版）『ど
う考える？「みどりの食料システム戦略」（共
著：農文協）『動物福祉の科学』（共訳）など

ダイバーシティの事業では、研究者支援の一環として産学横断型キャリア相談窓口およびメンター制度が
あります。メンター担当の先生方は、研究者のしあわせなキャリアを応援する『しあキャリ応援隊』です。
研究者の皆さんにこの制度をもっと身近に感じていただき、気軽に利用していただくため、『しあキャリ
応援隊』の先生方にインタビューを行っています。



者調査を実施しましたが、まだパソコンを使
えなかったので集計には苦労しました。とは
いえ、地方版でしたが、新聞にも大きく取り
上げていただき嬉しかったですね。             

大学院時代
日特に研究者を目指していたわけではなかっ
たのですが、この運動の先にあるべきものを
見極めたいと考えているときに、ちょうど先
生から大学院進学を勧めていただき進学しま
した。大学院時代は全国の有機農業生産者を
訪ねて回りました。
また高校や女子大などの非常勤講師の掛け持
ちをしながら研究を継続していました。この
時、教えることが自分に向いていると感じる
ようになりました。とはいえ、なかなか、常
勤の職は見つからず、将来のことを考えると
不安もありましたが、周りには私のようなオー
バードクターも多かったので、なんとかやっ
ていけたと思います。そのような頃、日本学
術振興会の特別研究員に採用され（当時は全
国の特別研究員の名簿まで作成されていまし
た！）ほっとしました。
特別研究員が終了間際になり、農林水産省関
連団体の研究センターに研究員として勤務す
ることになり、東京・霞ヶ関で働くようにな
りました。この研究センター時代に 2 人の子
供を出産し、当時制定されたばかりの育児休
業を２回取得しました。育児休業制度ができ
ていたのはラッキーだったと思います。
この研究センター時代には、これまでに出会っ
た生産者と消費者の記録を一般雑誌に連載し、
1992 年にはダイヤモンド社から「日本有機農
業の旅」として本を出版することができまし
た。他にも農村女性活動の漫画の原稿などを
書く機会にも恵まれ、それなりに充実した時

代でした。

日獣に勤務するようになって
1999 年に本学に採用され、日本と欧州の農業
環境政策や食品安全政策の比較研究に力を入
れることができるようになりました。
博士課程は修了していたのですが、私の分野
では大学院課程で博士を取得する人はほとん
どいなかったので、本学に勤務するようになっ
てから講義や実習、ゼミの合間に博士論文を
必死になって書きました。娘はちょうど小学
校に上がったばかり、息子はまだ保育園に通っ
ていましたので、朝、保育園に連れていく前
に晩ご飯を作って、できるだけ大学での研究
時間を確保するようにしました。私の両親は
大阪在住でしたので日常的には義父が息子の
保育園の迎えなどは引き受けてくれました。
娘も学校が終わってからは学童保育にはほと
んどいかず、義父の家で過ごしていました。
家族の助けがあってなんとか 2004 年に東京大
学で論文博士を取得しました。のちに柴犬を
飼い始めました。犬は子供の良き友となりま
した（今は大学のシェルターメディスンで保
護された柴犬を飼っています）。

イギリス留学
ー 子供とイギリスへ
日本と欧州の農業環境政策や食品安全政策の
比較研究を行っていたので科研費や幾つかの
いただいた研究費で海外調査の機会も多かっ
たのですが、一度は留学をしてみたいと考え
るようになりました。当時の上司だった教授
の後押しもあり、2005 年 8 月からイギリス中
部のコベントリー大学に１年間の在外研究の
機会を得ました。現地では副学長でもあった
地理学のイルベリー教授にお世話になりまし



た。せっかくなので中１になったばかりの娘
と小学 4 年生の息子を連れて行きました。イ
ルベリー先生は子供達も快く受け入れてくだ
さいました。とはいえ子供達は行くことに不
安もあったようです。夫は日本での仕事があ
りましたので私 1 人で子供 2 人を連れて行き
ました。
ー コベントリー
コベントリーはイギリス中部の活気のある都
市です。もともとジャガーなどの自動車産業
が興ったところですが、第２次世界大戦の爆
撃を受け、大破されました。当時の爪痕が大
聖堂にあり、モニュメントとして残されてい
ます。ところでイギリスは都市の中心部は全
国どこも同じような店が並び、ある意味、面
白みがないのですが、一歩郊外に出ると、鬱
蒼と茂った街路樹の向こうには広々とした公
園やお屋敷が並んでおりそのギャップに驚き、
すぐに魅了されました。またコベントリーか
ら車で少し走れば蜂蜜色のレンガの家で有名
なコッズウォル地方に入れます。牛や羊も放
牧されていました。その農村風景を見るため、
機会あるごとに車を走らせました。
ー コベントリーでの生活
とは言うものの留学して数ヶ月は困難続きで
した。コベントリー大学は家族連れの宿舎は
なく、住居探しに苦労しました。渡航前に決
まらなかったので、最初は、夏休みの学生の
いない学生寮３室で過ごしました。その後、
学生が戻ってくるので今度はホテル住まいに
なりました。
連日、不動産屋巡りをし、ようやく 9 月後半
に良い大家さんに巡り合えました。表通りか
ら見ると、なんの変哲もない古い典型的なビ
クトリア様式のイギリス長屋の住まいですが、
広い裏庭と、なんと昔ながらの本物の暖炉も

ありました。古い建物でもセントラルヒーティ
ングで全部屋にパネルヒーターが設置されて
おり、窓もペアガラスでした。イギリスの住
宅政策が進んでいることを知りました。
引越しの初日には、ガソリンスタンドで薪を
買い、早速、暖薪を燃やしたのはいうまでも
ありません。すでに 10 月に入っており、朝夕
はかなり冷え込みました。暖炉の炎を見てい
ると、家探しの苦労も消えました。雪のちら
つく日には煙突から雪が舞い降ります。
ー 子どもの学校探し
子供の学校探しも難航しましたが、最終的に
は日常的なお世話をしてくださったスミス先
生の奥様のジルさんが先生をされている私立
学校に入学できることになりました。（イギリ
スへの半年ぐらいの留学だとお子さんは現地
校に入れず、自宅で過ごすこともあるようで
す）そのカトリックの中高等学校はイギリス
の田園地帯にある、古い修道院が学校になっ
たチャペルのあるとても素敵な学校でした。
ひと目見て親子ともとても気に入りました。
息子もその兄弟校のとても可愛らしいレンガ
作りの小学校に入れていただきました。娘の
学校の周囲の丘陵地には羊が放牧されていま
す。授業中に先生が神妙にお説教されている
時も窓の外では羊がめ〜と鳴くので、思わず、
みんな笑ってしまうらしいです。その先生は
ご自宅にも何回か招待してくれました。車探
しも手伝ってくれました。
ー イギリスと車
車探しも苦労しました。イギリスの地方都市
では子供の送迎や買い物に自家用車が欠かせ
ません。ディーラーも何軒も周りました。と
はいえイギリスはオートマチック車が普及し
ていないので、なかなか望むような車があり
ません。２ヶ月くらいはレンタカーを借りて



凌いでいました。諦めかけていた頃、近くの
日産ディーラーから電話がかかってきて、決
めることができました。これでようやく生活
していくのに必要なものが揃いました。
ー 1 日の生活
1 日の生活は子供達を送ることから始まりま
す。まず、朝７時過ぎに子供達を車に乗せ、
5、６分走って近くの娘のスクールバスの停留
所まで送りました。同じバス停からもう 1 人
生徒が乗るのですが、その女子生徒はお父さ
んが毎日見送りにきていました。娘がバスに
乗り込むのを確認したら、次は息子の番です。
また車で１０分ほど走り小学校に送り届けた
ら、その足でシティセンターにある大学の研
究室に行きました。夕方４時頃になると、研
究を中断し、まず息子の小学校にお迎えに行
き、一度家に帰った後、娘が帰ってくる時間
に合わせて、また車でバス停まで迎えにいく
生活でした。私一人で 2 人の子供を連れたイ
ギリス生活は最初のうち特に子供達が言葉の
わからない学校でうまく過ごせるかが、とて
も不安でした。特に小学校では息子の授業や
英語の学習について何度も面談を申し入れま
した。イギリス生活を通して学んだことの一
つにしっかりと交渉する、こちらの考えを拙
い言葉であっても伝える努力をすることでし
た。また 2 人とも有料でしたが、英語のプラ
イベートレッスンを 1 年通して受けさせられ
ました。ほぼ毎日、何かしら宿題があったの
で夕食後に一緒に取り組みました。
ー 子どもたちの学校生活
イギリスでは１学期を２つの期間に分ける
ハーフターム制になっていますが、そのハー
フタームごとに寄付をする習慣に驚かされま
した。ノン・ユニフォーム・デイと言って制
服ではなく私服で登校する日があり、その日

は寄付をしなければならないのです。大変驚
きました。公私問わずあるようです。最初の
寄付は、ピンクリボンディでした。その後も
子供の虐待防止等のキャンペーン等と合わせ
てテーマが設定されていたように思います。
放課後のアクティビティも充実していました。
昼食のあり方についても日本との違いに驚か
されました。給食は食べても良いし（もちろ
ん有料ですが）、お弁当を持っていっても良い
のです。遠足に行くのも親の同意書の提出が
必要であるため、行っても行かなくても良い
のです。
一方、小学校は学校までの送迎が必要です。
終了時の４時頃にお母さんだけでなく、多く
のお父さんがお迎えに来ていました。また金
曜日の夕方は５時までには大学の教職員も一
斉に帰宅していました。周辺の道路もシティ
センターから郊外に向かう道路は帰宅を急ぐ
車で混雑していました。ワーク・ライフ・バ
ランスが取れている人が多いのでしょう。そ
のようなことも新鮮でした。
ー 医療について
１年間という期間ではありましたが、教育制
度だけではなく文化や医療制度等の違いにつ
いても学ぶところが多かったです。大学の保
健センターで私だけではなく子供の健康診断
やインフルエンザなどの予防接種も無料で実
施してくれ、本当に助かりました。
ー 補習校
数ヶ月は特に子供が学校生活になれるよう生
活を整えるのに苦労しましたが、受け入れて
くださった副学長や同僚になった先生ご夫妻、
子供の同級生の保護者、皆さんがとても親切
にしてくださいました。
11 月後半になって、車で１時間ほど離れた
ダービーのカレッジに日本語学校補習校が併



設されていることを教えていただき、土曜日
はその補習校に通うことになりました。ダー
ビーはトヨタや日産があり、そこに駐在する
方のお子さん達が通ってきていました。図書
室で日本語の本をたくさん借りられたのが、
とても良かったです。苦労もありましたが、
子供達も充実した 1 年を送ることができまし
た。私一人で子供 2 人を連れて行ったのは大
変ではありましたが、現地の学校での生活は
子供がいたからこそ経験できたことが数え切
れないほどありました。勇気を出してイギリ
スに行ったことはとても良かったと思います。

最近の生活
最近はアニマルウェルフェア食品のフードシ
ステム開発研究に力を入れているため、日頃、
スーパーや生協でどのような食品が販売され
ているか、リサーチする必要があります。そ
のため買い物は、スーパーだけでなく複数の
生協と専門宅配、農家からの直接購入も行っ
ています。
実は、私は昔から有機や平飼い卵のようなア
ニマルウェルフェアに配慮した食品、無添加
である食材にこだわり、料理やお菓子・パン
作りをするのが好きです。とはいえ平日は帰
宅が遅いのでスーパーで市販のお惣菜を帰宅
時に購入する時もあります。最近は添加物も
少なくなり、味の良いものも増えました。遅
い時間に帰宅してからの食事の準備は、でき
るだけ楽をしたいので、家電製品もまめに
チェックします。野菜の微塵切りなどはフー
ドプロセッサーに任せ、パン作りもホームベー
カリーを使いながら最後の成型と焼だけは手
作業とオーブンで仕上げます。最近は食パン
作りにハマっていました。
朝食の時は、何種類かのホールスパイスを使っ
てちょっと本格的なチャイを作って飲むので

すが、最近は電子レンジでの作り方をマスター
したので、ミルクパンを洗うこともなくなり
ました。ハーブ類も何種類か植えているので、
それをお料理やお菓子に添えたりして楽しん
でいます。
イギリス時代の話や犬との生活など、研究以
外の日常生活の話などまだまだ書きたいこと
もあるのですが、字数の関係でそろそろ終わ
りにします。

私の経験で何かお役に立ちそうなことがあれ
ばお気軽にご質問ください。
母親だけでの子連れ留学、パンやお菓子のレ
シピ、犬を飼うこと、あるいは帰国後の子供
の受験などでもお役に立てるかもしれません。

2022 年 8 月 15 日


