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Introduction 

 弘前大学グローカル人材育成事業学生市民等協働プログラムは、平成 26 年度より実施

されており、「地域課題に対してグローバルな考えで取り組み対応できる人材を育成するた

め，指導教員のもと，学生と市民及び企業人が一体となって海外研修，海外事情調査を

行い，学生は，この体験を通じて，解決力，企業マインドなどを豊かにし，市民及び企業

人とともに地域活性化に貢献すること」を目的としております。平成 26 年度は弘前大学医学

部保健学科より作業療法学専攻が申請し、「オーストラリアにおけるリハビリテーション事情

（作業療法を中心に）」ということで調査を実施しております。平成 27 年度は 3 月下旬に

本事業の公募が出されておりましたが、私自身は特に申請予定はありませんでした。しかしな

がら、本事業への申請については保健学科内の国際交流委員会にて、持ち回りで申請する

ことが決まっており、締め切り約 2 週間前の時点でどの専攻が対応可能かも決まっておりませ

んでした。私が所属する理学療法学専攻内のミーティングにて、本事業について対応可能かど

うか協議がなされ、たまたま他のプロジェクトで 3 月初旬にニュージーランドへ訪問していた、と

いうこともあり、私が対応することになりました。。しかしながら、こんなチャンスは滅多にないだろ

うということで、短時間でいろいろとシミュレーションし、どのような目的で訪問・調査を行うか、

頭をフルスロットルで働かせて計画を立てることにしました。自分の専門性、学生の負担、そし

て弘前市の特徴や地域に活かせる事業内容、などなど、さまざまな方向から有益な内容を検

討しました。最終的には、健康に関する内容、特に「食」と「運動」をキーワードとして事業計

画を立て、申請書を作成しました（自分が担当に決まってから約 1 時間後に完成）。 

 さて、本事業の訪問先は、申請時の 1 か月前に私が訪問したニュージーランドとしました。

自分自身が一度訪問していたので、どのような文化、風土、慣習かなどイメージしやすかったの

もありますが、特にニュージーランドのダニーデンというところが弘前市との共通点が多いというこ

とが一番の決め手になりました。加えて、訪問先としているダニーデンにはオタゴ大学理学療法

学科があり、以前より何度か交流があったというのも決定要因となりました。学生にとっても、英

語圏の理学療法学を専攻している学生と交流することで、今後、国際的な視野を持って活

動できるきっかけになればと思っておりました。以上のような事情も踏まえ、今回は「ニュージー
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ランドにおける食と運動に着目した健康関連分野の調査」ということで本事業を実施すること

になりました。 

最後に、今回の事業にご協力いただいたオタゴ大学理学療法学科の Steve Tumilty 先

生はじめ他スタッフ、大学院生の皆様に感謝するとともに、このような機会を設けていただいた

弘前市ならびに弘前商工会議所のみなさまに深く感謝いたします。  

平成 28 年 2 月 9 日  

弘前大学医学部保健学科 理学療法学専攻 

藤田 俊文  
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１．平成 27 年度学生市民等協働プログラムについて 

１）事業計画の概要  

ニュージーランドは自然が豊かで、1 次産業として家畜、酪農、農業、水産業などが行なわれて

おり、その中でも羊肉、牛肉、魚介類（サーモン、牡蠣など）、フルーツ（キウイフルーツなど）が

有名である。加えて大自然を利用したアクティビティやラグビー、クリケット、ヨットなどのスポーツも盛

んで世界的にも有名である。反面、ニュージーランドは肥満や糖尿病罹患率の上昇、また日本と

同様に高齢化社会となってきており、そのような点でも健康関連への取り組みが重要となる。ま

た、オタゴ大学健康科学部理学療法学科は、世界で最も古い理学療法学科であり健康関連分

野へも積極的に取り組んでいる。 

そこで、ニュージーランドの健康に関わる食と運動（スポーツ含む）の現状、オタゴ大学にける健

康関連分野の現状調査（特に理学療法学科における調査など）､英語による講義聴講ならび

にニュージーランドの理学療法士および理学療法学生との意見交換を通して、国際的な視点で

食と運動といった健康関連の産業創出、さらには幅広い年代を対象に食と運動に関する啓発活

動などを通して弘前市の地域活性化に貢献できる人材を育成する。 

２）事業目的 

 ニュージーランドの食と運動の現状や大自然を利用したアクティビティ、スポーツの状況の調査

および視察を実施するとともに、健康関連分野におけるオタゴ大学の理学療法学科としての

関わりや実情について調査する。またオタゴ大学において英語での講義や意見交換を通して

国際的な感覚を養う。 

 オタゴ大学の地域における健康関連の取り組みの視察を通して、その利点と欠点、および日

本に将来取り入れるべき考え方を習得する。 

 リハビリテーションの専門職の養成施設（特に理学療法学科）を見学し、外国の専門職養

成の理念と日本の専門職養成の理念の違いを学ぶ。 

 英語による講義の聴講や、ニュージーランドの学生との交流を通して国際的感覚や視点を学

ぶ。 

 観光都市であるオークランドおよびオタゴ大学がある学園都市ダニーデン周辺の食や健康関

連施設などの視察を通して、弘前市の食や健康関連施設に関するまちづくりのヒントとなるも

のを学ぶ。 

３）参加者 

・保健学研究科-講師・藤田俊文（リームリーダー） 

・理学療法学専攻 3 年次学生-石戸史織、黒嶋あつみ、佐藤輝、田中啓太、中沼大明 

・市民（企業人）-東北化学薬品・福士武 
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４）実施期間＆スケジュール 

・実施期間：平成 27 年 9 月 9 日（水）～9 月 17 日（木） 9 日間 

・スケジュール：  

9 月 9 日～10 日 移動日（青森→東京→オークランド→ダニーデン） 

9 月 11 日 ダニーデン 

オタゴ大学キャンパスツー 

オタゴ大学理学療法学科での講義（健康関連事業の取り組みの実際とニ

ュージーランドの機能性食品について）、同学科大学院生および教員との意

見交換会・交流会 

9 月 12 日 ダニーデン周辺の運動関連施設の視察、食材調査 

9 月 13 日 移動日（ダニーデン→オークランド） 

9 月 14 日 オークランド（ワイヘケ島） 農場視察 

9 月 15 日 オークランド市街視察 

9 月 16 日～17 日 移動日（オークランド→東京→青森） 

４）訪問場所  

  ○ダニーデン 

・オタゴ大学 University of Otago 

・フォーサイス バー スタジアム Forsyth Barr Stadium 

・スーパーマーケット NEW WORLD 

・市街地（オクタゴン Octagon など） 

  ○オークランド 

   ・ワイヘケ島 Waiheke Island 

   ・市街地 

５）事業内容 

  ○事前オリエンテーション 

   ・弘前大学グローカル人材育成事業学生市民等協働プログラムの概要 

・弘前市とニュージーランドの概要について 

・オタゴ大学について 

・オタゴ大学理学療法学科について 

・本プログラムの目的と最終目標について 

   ・学生自身の事前準備内容の確認 

  ○ダニーデン周辺視察 

・オタゴ大学内施設見学 
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Registry Building (Clock tower Building) 

Commerce Building 

Central Library 

Language Centre 

Physiotherapy Building  他 

・オタゴ大学理学療法学科での研修＆意見交換会 

  Leon and Chris （PhD student）による講義 

  PhD student と学生との意見交換会・交流会 

・フォーサイス バー スタジアム Forsyth Barr Stadium の見学 

・ダニーデン市内での食の調査（食材や料理など） 

  ○オークランド周辺視察 

   ・ワイヘケ島における農園視察（ぶとう農園、オリーブ農園） 
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２．ニュージーランドの概要 

１）ニュージーランドの概要について 

 ニュージーランド（英語: New Zealand）は、南西太平洋のオセアニアのポリネシアに位置す

る立憲君主制国家であり、ニュージーランド王国を構成する最大の主体である。島国であり、二つ

の主要な島（北島と南島）と、多くの小さな島々からなる。ニュージーランドは北西に 2,000km

離れてオーストラリア大陸（オーストラリア連邦）と対する。南方の南極大陸とは 2,600km 離

れている。北はトンガ、ニューカレドニア、フィジーがある。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国

の一国である。面積は、約 27 万㎢であり日本の約 4 分の 3 程度となっている。人口は、約

459 万人（2015 年）で、人口密度は約 17 人/㎢で、日本の人口密度約 340 人/㎢と比

較しても低いことがわかる。首都は、北島にあるウェリントンで、民族は欧州系が約 74％、マオリ

系約 14.9％、オセアニア系約 7.4％、アジア系約 11.8％となっており、多民族国家である。公

用語は、英語、マオリ語、手話となっており、手話を公用語にしたのは世界でニュージーランドが初

である。 

 国名は、英語で New Zealand、およびマオリ語で Aotearoa（アオテアロア）、略称は NZ

となっている。マオリ語の Aotearoa（アオテアロア）は、「白く長い雲（のたなびく地）」という意

味（“ao”=「雲」、“tea”=「白」、“roa”=「長い」）で、元々は、北島のみを指す語とされてい

る。 

 ニュージーランド人の愛称は「キーウィ」(kiwi)といわれ、ニュージーランドに生息する鳥キーウィか

ら名をとり「ニュージーランドの」という形容詞に用いられることがある。口語でのキーウィは「ニュージ

ーランド人」という固有名詞に用いられる。キーウィの呼び名にニュージーランドやニュージーランド国

民を侮蔑する意味はなく、ニュージーランド側も認めている呼称である。 

２）地理・気候について 

 ニュージーランドは、周りを海で囲まれている島国である。また火山活動が活発な地域でもあり、

温泉地が各地に点在している。また、南島には南アルプス山脈があり、氷河によって浸食された地

形であるフィヨルドが全部で 14 カ所ある。中でも、ユネスコ世界遺産に登録されているフィヨルド・

ミルフォードサウンドが有名であり国内随一の観光地となっている。 

 気候は、ほぼ全土が西岸海洋性気候に含まれており、夏は涼しく、冬の強烈な寒波もない、温

暖な気候が特徴である。四季はあるが南半球のため日本とは季節が反対となる。ニュージーランド

の天気は突然変化するとされており、「1 日のなかに四季がある」といわれるほど 1 日の気温差が

激しい。また、紫外線が日本の約 7 倍と強い。そのため、サングラスや日焼け止めは必須である。 
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 ニュージーランドの北島、南島、スチュアート島は太古から大陸から切り離され孤立したため独特

の生態系となっている。とくに鳥類については、キーウィ、フクロウオウム、タカヘ、巨鳥モア（絶滅）

などの飛べない鳥による生態系が発達したとされている。 

 ３）歴史について 

 世界で最も若い国といわれており、その歴史は約 1000 年前に南太平洋のポリネシアからのマ

オリの人々がこの地に渡来したことから始まったとされている。 

1769 年にイギリス人のジェームス・クックが訪れ、それをきっかけに 18 世紀末頃からヨーロッパ

人が移住するようになった。1840 年にイギリス政府とマオリの各部族の首長たちとの間でワイタン

ギ条約が締結され、ニュージーランドは正式にイギリス領となった。19 世紀後半からは鉄道や通信

が整備され、1907 年にイギリス連邦内の自治領となり事実上の独立となった。その後、太平洋

諸国をはじめ様々な国の移民が増え、異文化の融合するユニークな国際国家となっている。 

４）経済について 

 第 1 次産業として、豊かな国土と地形から農業と林業が盛んである。特に酪農、畜産が盛んに

おこなわれており、酪農製品（約 32％）、食肉（約 13％）が主要な輸出品目となっている。

なお人口よりも家畜が多く約 10 倍以上とされている。 

第 2 次産業としては、鉱業、工業がある。特に工業では、畜産物の加工が主力となっており、

羊皮生産やバター、羊肉、毛糸などが多い。 

第 3 次産業としては、観光業が盛んであり、年間約 260 万人以上の観光客が訪れる観光

立国である。オーストラリアからの観光客が全体の約 45％を占めており、その他はイギリス、アメリ

カ合衆国、中国、日本などとなっている。広大な自然地形とロード・オブ・ザ・リングに代表される映

画、環境産業が観光客の増加に貢献している。 

５）スポーツについて 

 旧イギリス領の歴史からラグビー、クリケット、ネットボール、ヨットレースの強豪国である。それ以

外にもサッカー、バスケットボールも盛んである。ラグビーについては、ラグビーユニオンニュージーラン

ド代表オールブラックスが世界屈指の強豪チームであり、試合前にダンスのハカを踊ることで有名で

ある。国内ラグビーも世界屈指のクラブチームが揃っている。 

６）教育について 

ニュージーランドの教育制度は、6 歳から 16 歳までが義務教育期間となっている。慣例的に 5

歳の誕生日以降、小学校への入学が許可され初等教育を開始する。16 歳の誕生日を過ぎると

以降の主顎下底は任意進学になるため義務教育は終了となる。 
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高等学校卒業者の 4 割程度が高等教育機関へ進学する。一般的に高等教育機関への入

学審査は『National Certificate of Educational Achievement（NCEA）』と呼ばれ

る全国統一試験の『Level3』の評価により決定する。 

ニュージーランドの大学は全国に 8 大学あり、すべて国立大学として設置されている。その中で

もオタゴ大学はニュージーランドで最も古い大学である。 

７）医療について 

 ニュージーランドの医療技術・設備ともに高い水準にある。緊急の場合を除き、病気でもケガでも

まずは GP（General Practitioner）と呼ばれる一般開業医を受診する。そのため、多くの人

がかかりつけ医となる GP を決めている。専門医療機関や公私立病院を利用する場合は、通常

GP の紹介状が必要となる。緊急時に救急車を呼ぶ場合は「111」にダイヤルするが、警察も消

防の同じ番号である。なお救急車は有料（NZ$45～）となっている。 
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３．オタゴ大学の見学および健康関連事業調査 

ニュージーランドへ渡航し 3 日目の 9 月 11 日（金）午前は、オタゴ大学キャンパス内の見学

を行った。国際交流課の Iby さんの案内のもと見学・説明を受けた。オタゴ大学はグローバルな人

材育成を行っており、学部生・大学院生とも留学生も多数受け入れているとの説明を受けた。ま

た、大学内の図書館は、設備も整っており、書籍はもちろんのこと、インターネット環境や個別スペ

ース、グループワークスのペースなど、常に学生が自己研鑚できる場となっており多数の学生が利用

していた。 
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午後からはオタゴ大学理学療法学科を訪問し、健康関連についての講義を受けた。今回は、

博士課程の大学院生 2 名が実施した調査内容についての報告を受けることができた。一人目

は、Chris の調査について講義を受けた。「Healthy Lifestyle Teaching & Research at 

the School of Physiotherapy」というタイトルのもとプレゼンテーションを聞くことができた。ニュ

ージーランドでは、食事からのエネルギー摂取量が男性で 2,500kcl/日、女性で 1,800kcal/

日で、フルーツを 2 回/日摂取する割合が 59％、野菜を 3 回/日摂取する割合が 66%であると

している。身体活動は、キ-ウィの 54%がガイドラインと合致したが、2002 年以降身体活動パタ

ーンには変化はないようである。キーウィの 90%が自身の健康については基本的に「良好」である

としているが、肥満（31%）、高血圧（16%）、高コレステロール（11%）、糖尿病

（6%）、心筋梗塞（5%）、脳卒中（2%）において、5 年以上でおよそ 2～3％増加して

いるとしている。この不健康な状態は、マオリ人や太平洋人で 2～3 倍より多いとされている。肥

満については、成人の 65％で体重過多であり、そのうち 31％が肥満症となっている。マオリ人の

48%が、また太平洋人の 68%が肥満症となっている。さらに 2 歳から 14 歳の子供の 33%も

体重過多とされている。年間のヘルスケア関連経費の 10%が肥満に費やされている状態である。

さらには、ニュージーランドは、アメリカやメキシコに次ぐ、世界で 3 番目に肥満率が高い国となって

いる。ちなみに日本は 27 番目（3.6%）である。このような調査結果をもとに、キーウィに必要

なことは何かについて提示したうえでどんなサポートができるのかを検討したという内容について報告

していただい。このように、ニュージーランドでは肥満が大きな問題となっており、食事、運動が重要

であることはどこの国も同様の視点であると感じた。 

次に Chris による研究成果について講義を受けた。「Healthy Lifestyle Teaching & 

Research at the School of Physiotherapy」ということで、実際の地域住民を対象とした

調査研究について説明した。対象者は平均で 60 歳の方であり、生活スタイルや運動習慣などの

教育・指導などを実施、そのうえで 12 週間の運動を実施し実施前と実施後でどのような運動機

能が向上したかを調査した。結果として、歩行能力が向上し、全体的に体力が向上していた。ま

た、血圧も安定化する結果が得られていた。ただし、体重には大きな変化はなかったとしている。こ

のように、積極的に地域住民に継続的な運動を実施することは体力の向上につながり、また参加

者は運動が体に良いこと、健康に良いことが実感できているとの結果であった。地域住民のつなが

りを持ちながら、自主性を促し楽しく運動を行えるように、社会がサポートできる環境づくりが重要

であると実感した講義であった。 

講義が終了し休憩を挟んだ後、4～6 名程度のグループに分かれて食と運動をテーマにディスカ

ッションを行ってもらった。はじめは英語でのコミュニケーションに緊張していた学生であったが、徐々

に自分の意見も述べるようになっていた。博士課程の大学院生がほとんどであったが、様々な国か

ら来ているということもあり、ニュージーランド以外の国の事情も少しは聞けたのではと感じている。

最終的には、テーマ以外にも自国のことや趣味のことなど様々な情報交換ができたようで、グロー

バルな交流という意味では、大変有意義な時間を過ごすことができた意見交換会であったと思う。
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私自身は、Steve 先生と 2 人でニュージーランドの生活スタイルや食事、運動、など様々など

様々な情報を得ることができた。特に食事は、フライドポテトなどの炭水化物がとにかく多いこと、食

事は朝・昼は軽めで夜に多めに食べること、午前と午後にティータイムが習慣であることなど、食事

面についてはカロリー過多になりやすい印象を受けた。あとは人種の問題もあると思うが、体格の基

準値の見方、一般に使われている身体組成値や BMI も相違がでやすいこともあり、その他の基

準値が有用である可能性も知ることができた。 

以上、ニュージーランドの食と運動について調査することができた。肥満は日本でも同様の問題

であり、特に短命県である青森県は肥満率が高い。また弘前市を含む津軽地方は独特の食文

化があり、雪国ということで冬期の運動不足が懸念されている。今後、弘前市でも食と運動という

キーワードで調査を実施し、地域の健康関連事業の新たな視点を見出す必要があるのではなか

と感じている。そのためにも、弘前大学、弘前市、地域企業が協働で取り組むことが必要であり、

グローバルな視点を取り入れていくことも重要であろう。 
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４．ニュージーランドの食についての調査 

１）ダニーデンにおける食の調査 

 ダニーデンは、ニュージーランド南島に位置し沿岸にある街である。そのため、海産物が豊富であ

り新鮮な魚介類が手に入りやすい環境である。またダニーデン近郊では酪農が盛んで、羊や牛とい

った家畜が多くみられていた。そこで、実際に地元の方々が食している食材はどのようなものかを、

市内にある生鮮食品を取り扱っているスーパーマーケットへ出向き、食材調査をすることとした。 

 今回訪問したのは「New World」というニュージーランドでも有名なスーパーマーケットである。

実際に店内に入ると、まず大きなカート目についた。また店内はたいへん広く、弘前市周辺にある

スーパーの 2，3 倍程度の広さに感じた。さらに商品の品ぞろえは業務用スーパーのように一つ一

つの規格が大きいのが特徴であった。 

 牛肉については安くて大きい肉がパック詰めされていたり、ソーセージなどの加工肉についても大

量に袋売りされていた。肉については、羊肉、牛肉、鹿肉などがあり、さすが畜産国であるといった

印象であった。魚介類については、日本でもなじみのサーモン、鯛、カレイなどがあり、またニュージ

ーランド全域に生息する Bleu cod というトラギス科の魚も見ることができた。また牡蠣やムール貝

の仲間であるグリーンマッスルという貝もあり、日本ではなかなか見ることができない食材がたくさんあ

った。乳製品として、牛乳やチーズも豊富で、さまざまな種類のチーズが量り売りされていた。 

 野菜やフルーツについては、ニンジン、玉ねぎ、バナナ、レモン、オレンジなど、日本でも見かけるも

のが多かった。ただし、日本では見ることがないニュージーランド産のリンゴも数種類売られていた

り、真っ白なニンジンや beet root という中身が真っ赤な根を食用としたものもあった。 

 ニュージーランドではパンが主食ということもあり、パン売り場に食パン以外にもマフィンなども豊富

で、大量に売られていた。飲み物を見てみると、ワインコーナーがたいへん広く、ニュージーランド産の

ワインがたくさん並んでおり値段もお手頃のものが多くみられた。 

 このように現地で食を調査し、ニュージーランド独自の食材や製品を知ることができた。 
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２）世界的に有名な食材・製品 

ニュージーランドには機能性が高い食品が多く見られる。近年、日本でも注目されてきているマ

ヌカハニーが有名であり、やや価格は高いがお土産としても人気である。また、青森県でも栽培さ

れているカシスも有名であり、抗酸化作用がある食材として注目されている。逆に、日本が原産で

あるわさびがニュージーランドでも栽培され抗殺菌作用など機能性食品として注目されている。 

 ニュージーランドの広大な土地と気候を生かしてブドウやオリーブの栽培も盛んである。特にブドウ

を原料としたワインも近年注目され世界的にも高い評価を受けている。オリーブから精製されたオリ

ーブオイルも有名であり、その機能性について学術誌の nature で発表されるなど、この点も高い

評価を受けている。加えて、オリーブオイルは脳卒中予防に効果があるとの報告もされており、医学

的にも機能性食品の効果について注目されている。 

 このように広大な自然や環境を生かして、機能性の高い食材の栽培や製品の製造販売を行っ

ているという事実を知ることができた。弘前市周辺も自然豊かであり、第 1 次産業が盛んな地域

である。近年では生産が盛んであるリンゴの機能性に関する研究もおこなわれており、弘前大学と

しても弘前市としても今後の発展が期待できる分野である。今後は、広大な自然や環境を生かし

た新たな食材の栽培を積極的に行ったり、その食材を使った製品の製造およびその機能性を前面

に出していけるような取り組み、またそれらをアピールする機会が必要と感じた。 
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５．ダニーデン周辺視察内容 

１）ダニーデンの街並み 

ダニーデンは、ニュージーランドの南島オタゴ地方にある街である。人口は約 13 万人となってお

り、オタゴ大学のある街として学園都市の機能をもつ。スコットランド文化を色濃く残す街であり、

市内にはビクトリア様式、エドワード様式の建物が多くみられる。スコットランドからの移住者の子孫

が多く住んでいる街である。地域人口のおよそ 15％は学生であることからも学園都市として有名

である。地形の起伏が激しく坂が多く、ギネスブックにも認定されている世界一急な坂道ボールドウ

ィン・ストリートがある。 

 ダニーデン市の中心部には、8 角形に区画整備されたオクタゴンと呼ばれる広場がある。また、こ

の広場の周辺にはセントポール大聖堂やファースト協会などの観光地も多い。また、ダニーデン駅

舎は豪華な装飾が施されたフレミッシュ・ルネサンス様式の建物としても有名で観光地となってい

る。 

 このように、スコットランドの文化を反映した建築物が多く観光地となっており、学生も多いため都

市としても栄えている印象が強い。弘前市も歴史的な建物も多く、学園都市であるため、この点

は大変似通っている印象である。このような特徴が前面に出ている街であると感じた。 
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２）運動関連施設の視察 

ニュージーランドはオールブラックスを代表するように世界的にラグビーが有名である。また、ダニー

デンは、スーパーラグビーという国際リーグ戦に参加するラグビーチームのハイランダーズの拠点となっ

ている。このチームには、ラグビー日本代表として活躍した田中史朗選手が在籍していることでも有

名である。また、ニュージーランド唯一の屋内球場であるフォーサイスバー・スタジアム（Forsyth 

Barr Stadium）があり、ハイランダーズ本拠地となっている。また、スポーツ選手やアスリートなど

が使用可能なスポーツジムも併設されており、レベルが高い選手の育成が可能な環境が整ってい

る印象であった。 

また、オタゴ大学の近くには、屋外の競技場や運動場などが整備されており、大学生をはじめ

様々な人が利用している印象があった。道路および歩道は広く、しっかりと整備されており、気軽に

ジョギングをする人もみられた。運動場に限らず公園や広場では、一般市民が集う場であったり運

動する場であったりと、街の中にも気軽に運動するスペースが確保されている印象であった。 
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６．オークランド周辺視察内容 

１）オークランドの街並み 

オークランドは、北島北部に位置するニュージーランドで最大の都市として有名である。オセアニ

ア有数の世界都市であり、ポリネシア地域最大の都市でもある。かつてはニュージーランドの首都

であった。ニュージーランド人口のおよそ 1/4 強が居住している。地域人口の半数近くが海外出身

者でありグローバルな都市となっている。市内にはニュージーランドでの航空拠点であるオークランド

国際空港があり、またオセアニア地域有数の商業港湾であるオークランド港が所在し、商業地区

は首都のウェリントンよりも発達している。海に面した地形であることから、海上交通が栄え「City 

of Sails（帆の町）」と呼ばれている。ヨットやボートなど小型船舶が多く人口比で世界最大であ

り、オークランドに居住する 3 軒に１軒の割り合いで小型船舶を保有しているといわれている。 

海洋性気候に属しており温暖な地域で日照時間も多い。車の所有率が極めて高いことから大

気汚染が問題となっている。なお、ニュージーランドでは自動車会社はなく、日本車の中古車のニ

ーズが高いため、街中を走る車の多くは日本車であった。 

オークランド中心部は、金融機関のビルや様々なお店が立ち並んでおり、おしゃれな街並みとな

っている。また周辺地域では自然が豊かであり、ビーチや山脈など自然に触れることができる。加え

て、ランドマークタワーである高さが 328m のスカイタワーがそびえたつ。このタワーには展望台やレ

ストラン、カフェ、バー、カジノなどがあり、さらにはタワー屋外展望台を歩くスカイウォークや地上まで

ワイヤーを伝って下りていくスカイジャンプといったアトラクションも有名である。 
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２）ワイヘキ島農場視察 

ワイヘキ島は、オークランド港からフェリーで、約 40 分のところにあるリゾート地である。ウォーキン

グや海水浴、カヤック、サーフィン、乗馬、マウンテンバイクなどのさまざまなアクティビティが楽しめる。

また、市街地よりも温暖な気候であり、日照時間も長いため、ブドウやオリーブの栽培が盛んであ

る。そのため、20 ものワイナリーが存在し、世界的にもワインが評価されている。またオリーブオイル

も有名であり、国際的にも評価が高く賞も受賞している。オリーブオイルの機能性も注目されてお

り、学術誌 nature にもその機能性についての研究が掲載されている。 

 今回は、3 つの農場を視察し、ぶどう農園やオリーブ農園を見学することができた。その際に、ワイ

ヘキ島の気候や風土を生かした栽培方法や、製品の製造などについて説明があり、大変興味深

いものであった。このように、一つの島全体が観光地であり、産業としての役割を果たしていることを

知ることができた。 
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７．ニュージーランド体験記 

ニュージーランド体験記 

13M2403 石戸 史織 

◯研修＆視察内容 

・オタゴ大学での講義 

 ニュージーランドは 60 歳以上の高齢者の割合が 20%ほどであり、また世界 3 位には

いる肥満国である。高齢社会で、また食に関しては塩分過多のために病気になり、平

均寿命の短い青森県（弘前市）と似ていると感じた。ニュージーランドのキーウィ人

は“自分の健康は良い”と思っている。しかし、肥満の割合は 31％、高血圧は 16%、

高コレステロール 11%というように 5 年間で 2－3％ずつ増加してきているのが現実で

ある。 

 運動をする理由として、健康のため、外で運動することが好きだから、心がすっき

りするからなどがある。運動はするが、その時間の長さや簡便さが重要であるため、

目標は低く設定している。実際に街を歩いていてもジョギングをしている人は何人か

いて、その人数は弘前市より多く感じた。実際に弘前では、どのくらいの人々が運動

をしているのか、またどのような運動をしているのか気になった。 

 キーウィ人は健康でいたいと思っているが、それに関して体重が軽いかどうか（太

っているかどうか）は重要ではなく、身体の丈夫さが重要であると思っているようだ。

また運動は精神的にスッキリするために行っており、都会で運動するよりも自然の中

でウォーキングやサイクリングをする方が、価値があるとしている。これは自然が豊

かなニュージーランドは最適だと感じた。弘前市でも運動（ウォーキングやサイクリ

ング）がしたくなるような自然をもっと活用していくことができればいいのではない

かと思った。 

 

・ニュージーランドの食材 

 スーパーを見てみると、まず初めに感じたのは、食材がたくさんあり、ひとつひと
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つが大きいこと。野菜は日本にはない野菜がたくさんあり、有名なものとして Leek

と Beet root という野菜がある。Leek は大きいネギのようなもので、Beet root は

赤いカブのようなもの。どちらも栄養分が多く、Beet root はハンバーガーやサンド

イッチの中身にも使われている。実際に調理してみると、茹でた時にものすごく赤色

が出てくるので、調理方法には気を付けた方が良いと思った。また、野菜コーナーに

は特にイモ類が多かった。キーウィ人はイモ（ポテトなど…）をたくさん食べるそう

で、これは肥満の原因のひとつであると思う。お肉も日本のように切ったものが並ん

でおらず、ひとつの固まりとして売っているため、自分たちの好きなように調理でき

るし、とても安く買うことができるということが分かった。また肉のコーナーが広く、

たくさんの肉の種類がある。このことから、ニュージーランドの人々は肉中心の生活

であることがわかり、これもまた肥満の原因のひとつであると思う。 

 

 街にあるお店やカフェでご飯を食べても、ボリュームはすごく、とても一人で食べ

きれる量ではないと実感した。このような生活を続けていれば確実に太ると思った。 

 

・農園視察 

 ニュージーランドのワイヘキ島では、豊かな自然と適当な気候により、ブドウの栽

培が盛んであり、そこからワインの製造がされている。90にも及ぶ畑からユニークで

高品質なブドウを作り出していることで有名である。ワイヘキ島はオークランドから

船で 30 分ほど移動したところにある島であり、とても広大な大地でブドウ畑の先に

は海見えるため、とてもきれいな土地だった。また、オリーブ畑もあり、オリーブの

栽培も豊富である。たくさんの種類のオリーブ油をみることができた。この広大な大

地と、適切な天候によって、良い品質の食物を作ることができていることが分かった。

弘前でも、弘前の気候と土地を利用して作ることができる食物をどんどん栽培してい

くことができればいいのではないかと思った。 
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・ニュージーランドの街と人々 

 住宅街をランニングしている人は結構多く、運動を全くせず運動習慣がないとい

う訳ではないと思った。また、スケートボートを使って街並みを走っている若者が

多かったことは、弘前では見られない光景だと感じた。とても速いスピードで走っ

ているので、事故が多いのではないかと不安になった。 

 初めに、驚いたのは信号のしくみで、ニュージーランドの信号は青の時間は本当

に短く、赤の点滅の時間が長いということである。赤の点滅の時間までに渡りきら

なければならない。青の時間が短い方が、早く渡らなきゃと思うのではないかと感

じたので、事故も少なくなるのかな、と思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯感想 

 肥満国であることや、食生活があまり良くないということから、実際に行ってみて

ニュージーランドと弘前市が似ていると実感しました。しかしニュージーランドには

いいところがあり、弘前市にも生かせることがあると思いました。 

そのひとつとして、運動場が多いということ。実際に街を歩いていると、とても広

い運動場や広場が多くあり、またラグビースタジアム場周辺にも大きな運動場があり

ました。そこで多くの人がランニングをしている風景はとても健康的だと感じました。

弘前市ももっと大きな運動場や広場のような敷地を用意して、たくさんの人がランニ

ングをしたり、いろいろなスポーツで遊ぶことができるようにしたりするべきだと思

いました。実際に、私が走りたいな、と思っても、道路は狭くて危険などで、結局武

道館に走りに行ったりあしますが、混んでいたりすると使えないこともあります。身

近にそのような広い運動場や広場があればもっとたくさんの人が自由に楽しく運動で

きるのではないかと思います。 

 もうひとつは、ニュージーランドの自然や天候を生かして食物を栽培していること

です。ワイヘキ島ではとても広大な土地でブドウ畑とオリーブ畑がたくさんあります。
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そして、高品質なブドウから、ワインの製造、オリーブから多くの種類のオリーブ油

を製造しています。また、このたくさんの畑を利用して、ワイナリーツアーなど観光

客向けにツアーを実施しています。これは弘前でも生かすことができるのではないか

と思います。広い土地をもっと活用して、弘前の天候が適切な食物を栽培できたらい

いのかな、と思います。また、弘前と言えばリンゴですが、リンゴの収穫時期の周辺

にツアーなどを実施して、いろいろな品種の食べ比べなどできたら、もっと弘前市も

活性化するのではないかと思いました。 
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ニュージーランド体験記 

13M2406 黒嶋 あつみ 

◯研修＆視察内容 

9/11 オタゴ大学見学・大学院生とのディスカッション 

 

 

 

オタゴ大学でのディスカッションでは、活発な議論が出来た。 

ニュージーランドの人達は塩分の強いものを好む傾向があるため、過剰な塩

分摂取による生活習慣病が多いという話があり、この点では青森と似ていると

オタゴ大学施設内 

オタゴ大学理学療法室内  
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思った。実際スーパーで買い物をして、自分たちで料理した時も、塩分の強い

ものが多い印象があった。どの地域に住んでいても塩分摂取量が多いと生活習

慣病につながり、今後病気にかかる確率も増加すると考えられるため、どちら

の地域においても改善の必要があると思う。運動量に関してはあまり議論する

ことが出来ませんでしたが、ニュージーランドではラグビーが有名であるた

め、小さい子でもラグビーをプレーしている人が多いということが分かった。  

また、ディスカッションの自分のグループにはニュージーランド出身の方だ

けでなく、中国や東南アジアの方など多国籍の方々もいたため、理学療法士が

各国でどのような治療まで行えるのか、どのくらい認知度があるかなども知る

ことが出来ました。 

 

 9/12 ダニーデン市内 

 

信号機の歩行者用スイッチには説明が書いてあり、誰にでもわかりやすいように

なっている。高さも低く、日本と比べボタンも大きいため、高齢者や車いすの方

も押しやすい。sushi が売られていたので食べてみたが、サーモンはおいしかっ

たが、お米がパサパサであまりおいしいとは言えなかった。 

 

 9/15  オークランド滞在 

オークランドでは日本料理店が多く見られ、日本人が経営しているところも多く

本格的な日本料理が多い。このようなお店では日本人だけでなく、ニュージーラ

ンドの方々も利用しており、日本食が根付いていることが分かった。 

 

◯感想 

青森県では、塩分摂取量が多く、死亡率も高い。これは、青森県が寒冷地であるこ

信号機の歩行者用スイッチ  sushi 
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とも一因であると考えられるが、青森県の人達は塩分の強いものを好む傾向があると

思う。また、雪が降ることから冬の運動量が少なくなってしまうことも特徴の一つで

あると思う。ニュージーランドも青森県も塩分摂取量が多い事が共通しており、どち

らも今後改善の必要があると思う。すぐに変えることはできないと思うが、ニュージ

ーランドに日本の出汁等を使った旨味の文化を広めることでも改善は見込まれるので

はないかと思う。日本人も洋食の文化が広まったことで、和食を食べることも減って

きているので、日本人も昔から伝わっている和食について見直すことが必要ではない

かと思う。 
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ニュージーランド体験記 

13M2415 中沼 大明 

○研修＆視察内容 

1．ダニーデン 

 ダニーデンはニュージーランド南島の南部海岸オタゴ地方にある人口約 12 万人の

都市です。市の中心部にはオクタゴンという八角形の区域があり、市内にはオタゴ大

学などがあります。事前に話には聞いていましたが、ダニーデンという都市は飛行機

を降りた時から周りを自然に囲まれており、大変緑が多い場所でした。 

 

←ファースト教会 

↓オクタゴン 

 

 

 

 

 

 

2．オタゴ大学 

 ニュージーランドで最も古い大学。医学、薬学、歯学、理学療法学を学ぶ学生が多

い。 大学敷地内はおしゃれな建物が多く、川も流れていて、過ごしやすそうな印象

を受けました。 

理学療法学の棟は少し離れたところにあり、実際にお金をもらって実習を行うとい

うことを聞きました。また、アジアやアメリカから留学生が来ており、すごくグロー

バルな印象を受けました。食と健康について大学院生の方々とともにオタゴ大学の先

生の講義を受けました。その後数人のグループでディベートを行いました。 
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3．オークランド 

 ワイヘキ島の農園に見学しに行きました。ワインの原料になるブドウ農園やオリー

ブ農園をバスで巡り、栽培・製造過程の説明を受けました。今まではニュージーラン

ドにワインのイメージはなく、新たな発見でした。青森でもリンゴが特産としてある

ので、これは非常に誇れるものだと思うので、リンゴの新たな可能性を探りながら、

さらに発展させていってほしいと思います。 

 

 

○感想 

 今回、研修・視察としてニュージーランドに行き、様々なことを学ぶことができま

した。日本とは違った文化を知ることができ、大変貴重な経験になりました。 

 特に感じたのは食文化についてです。ニュージーランドと青森県は自然が多く食材

が豊かであるという共通点があると同時に、料理の塩分が強いということも言うこと

ができます。料理自体を改善していくのはもちろん、ここで欠かせないのがやはり運

動習慣だと感じます。青森県は雪国ということもあり、季節の関係上、習慣化された

運動はあまり多くないと思います。それに対しニュージーランドはラグビーが非常に

さかんであり、またサイクリングをしている方も多くみられました。そこでサイクリ

ングとは言わなくても、なにか取り組みやすく継続できるようなテーマで運動する行

事等を増やしていくとよいのではないかと感じました。 
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ニュージーランド体験記 

13M2408 佐藤 輝 

◯研修・視察内容 

オタゴ大学訪問、理学療法学科での講義 

オタゴ大学内の様々な施設を見学した。オタゴ大学は学生のための設備がとても充

実していた。私がこの中で 1 番驚いたのは、図書館である。まず図書館のデザインが

素晴らしかった。またとても広く、蔵書数も多そうであった。さらに学習スペースも

多く学生が勉強するのに最高の空間であると感じた。  

理学療法学科での講義は、ニュージーランド人についてのものだった。ニュージー

ランド人は世界第 3 位の肥満率の国であることや、ニュージーランド人が運動をどの

ように考えているかについて学んだ。また理学療法学専攻の方とお話しする機会もあ

った。学生の間に病院で働くことが出来ると聞き驚きを感じた。学生のうちからたく

さんの患者と接すること、実際に働いている理学療法士の人から指導をうけることは

他には変えられない良い勉強になると思った。日本の大学でも取り入れてほしいと思

う。 

 

ダニーデン周辺運動関連施設視察 

 ダニーデンにはフォーシス・バー・スタ

ジアム(写真 1)というラグビー競技場があっ

た。中を見学することはできなかったが、

とても立派な外観であった。さすがラグビ

ーの強豪国であると思った。また、街中に

は運動が出来る広い公園がいくつもあり、

そこでラグビーの練習をしている人たちが

見られた。また街中でもランニングをして

いる人やロードバイクを使用している人

が、日本と比較し多く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 
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食材調査 

スーパーにて日本ではあまり見ることのない食材の調査

を行った。そこでシルバービート、ビートルート、パース

ニップという野菜を発見したためこれらの食材について以

下に紹介する。 

・シルバービート(写真 2) 

栄養価が高く、βカロチン・食物繊維・ビタミン C 及び

鉄分を多く含んでいる。またほうれん草と比較し、カルシ

ウムは 1.5 倍、マグネシウムは 1.2 倍、鉄分は 1.8 倍含ま

れている。また、血圧を下げる効果のあるカリウムも豊富

である。さらにβカロチンも含まれており動脈硬化やがん

の発生防止にも効果がある。 

 

・ビートルート(写真 3) 

外見も中身も赤い野菜である。煮て食べたが触感は大

根に近いと感じた。栄養素は「飲む輸血」といわれるほ

どリン、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、鉄、カ

ルシウムなどを豊富に含んでいる。ビタミン B群、ビタミ

ン C、ビタミン E や葉酸なども豊富に含んでいる。血管の

筋肉を柔軟にして血流をスムーズにし、血管内のコレス

テロールの堆積や血栓の発生を抑える一酸化窒素も含ま

れている。万能な野菜である。 

 

 

・パースニップ(写真 4) 

見た目は白いニンジンである。人参と比較しやや甘みが

強いように感じた。疲労回復効果のあるビタミンＢ1 や細胞

の新陳代謝を促進するビタミンＢ2、貧血予防 細胞の生ま

れ変わりや、新しい赤血球をつくり出すために欠かせない

ビタミンである葉酸を豊富に含みます。ビタミンＣ、ビタ

ミンＥを豊富に含むため動脈硬化予防、皮膚や血管の老化

予防、免疫力の向上に効果がある。  

 

 

 

写真 2 

写真 3 

写真 4 
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全体を通して 

ニュージーランドについて街を歩いたときにまず驚いたのは、気温が低いのにもか

かわらず半袖、短パンで歩いている人が多くいたことであった。これに関してなぜか

はよくわからなかったが、恐らく日本人と体質が違うのだと考える。 

ニュージーランド人はオタゴ大学の講義で聞いた通り、肥満の人が多いように感じ

た。しかし、背が高く筋肉質な人も日本と比較し多く見られた。人種による要因もあ

るが、ニュージーランドの豊かな食による要因もあると考える。ニュージーランドは

島国であるため海産物などが豊富である。また農場も多く、そこで牛や羊などを育て

ており、スーパーの精肉コーナー、乳製品のコーナーは日本のスーパーと比較して充

実しているように感じた。また野菜類も日本ではあまり見ることのない、素晴らしい

ものが多くあった。ニュージーランドのレストランでは肉や海産物などの豊富な食材

を活かした様々な料理があった。こういった豊かな食が逞しい体を作っているのだと

考える。だが日本と比較し外食にかかる金額や買い物をした際の金額が高いように感

じた。これは物価が高いためであると考えられる。一方でピザなどのジャンクフード

は安価で購入が可能であった。これにより金をあまり使いたくない人はジャンクフー

ドをよく食べるようになり、肥満に繋がっているのではないかと考える。 

また人柄は店で買い物をしていた際に店員がわかりやすい英語で優しく説明をして

くれたり、日本語で話しかけてくれたりなど優しく寛容な人が多かった。ニュージー

ランドでは日本と比較し運動している人も多いため運動に対する意識が高いと感じた。

運動に対する意識が高い要因としてニュージーランドがラグビーの強豪国であること

が大きいと考える。また運動をするスペースが確保されていることも大きな要因であ

る。 

今回の研修のテーマは食と運動である。良い食と良い運動は健康に繋がり、健康で

あることはよく生きることに繋がる。良い運動を行わせるには国民全員の運動に対す

る意識を高めることが必要である。そのために運動に対する興味を持たせることが必

要であると考える。興味を持たせるために日本もニュージーランドのラグビーのよう

に国を挙げて何かのスポーツを推進していくことが必要であると思う。さらに運動を

行う場所の確保も必要であると考える。また運動を行うためには食が必要不可欠であ

る。さらに食の内容自体が健康状態へと直結する。食の面では今回の視察で発見した

ような素晴らしい食材を紹介し実際に食に取り入れ、良さを知ってもらうことで興味

を持ってもらい、食に対する意識を高めることが可能であると考える。食と運動に対

する意識を高めることで、良い食と良い運動を実行するようになり、健康へとつなげ

ることが可能であると考える。 
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◯感想 

 今回のプロジェクトに参加し、まず海外に行けたことが私にとってとても良い経験

になったと思う。私にとっては初の海外であり、ほとんどが初めての体験であった。

英語しか伝わらない環境で過ごしたことや、入国審査でミスをしたことも今となって

はよい経験であったと思う。学生のうちからこのような機会を持てたことをとても幸

せに思った。研修を終えて日本だけにとどまらず、他国の文化を知ることが大切なこ

とだと感じた。 
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ニュージーランド体験記 

13M2413 田中 啓太 

○研修＆視察内容 

1. ダニーデン 

 ダニーデンは自然に恵まれ、飛行機で空港に降り立ってすぐ、広大な自然や放牧さ

れた羊たちを目にすることができました。ダニーデンは、羊やその他の精肉だけでな

く、リンゴの産地としても有名であり、また南緯 45°に位置しており、青森と非常に

似た気候や特色を持っています。 

街には、スコットランド調の建造物が多く存在し、とても雰囲気がよかったです。

皆さんもご存じのとおり、弘前も城下町として有名であり、古くからの良さを残して

いる点で類似していると感じました。 

街ではロードバイクに乗ったり、ランニングをしていたりする人も多くいて、また

ラグビーなどをはじめとしたスポーツも盛んでありました。 

 

 

＜写真左上一段目＞ダニーデン駅 

＜写真左下二段目＞オクタゴン広場 

＜写真右上＞ファースト教会 
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オタゴ大学 

 オタゴ大学は、世界でも有名な大学であるというように、大きなキャンパスに世界

各地から来た学生が生活していました。オタゴ大学の理学療法科では、大学構内に

様々な機械があり、また診療室も併設されていました。オタゴ大学では、病院での実

習時間が弘前大学と比べて非常に多く、また四年生になると実際にお金をいただいて、

大学内に併設されたリハビリ室で患者さんに治療を行っているそうです。 

授業でも患者さんに協力していただいて、実際に疾患を抱える患者さんとともに勉強

し、理解を深めていました。オタゴ大学では、在学中により多くの実戦経験を得る機

会が提供されていたのです。ちょっと、うらやましいですね。 

食と運動をテーマにした講義を実際にオタゴ大学の先生方にしていただき、その後は

学生や先生方とともにお話をさせていただきました。肥満や糖尿病など食生活による

健康への影響がニュージーランドでも問題となっていました。しかし、肥満度におい

て日本は世界に比べてとても低く、何故肥満が少ないのかという点について、様々な

方から質問を得ました。また、日本食の好きな方が、味噌や醤油といった日本の調味

料の塩分は、ピュアな塩っ気であると述べていました。同じ塩分でもとらえ方が違う

ようです。講義では運動をしても体重は増える傾向にあるという研究が紹介されてお

り、運動と食生活の両方に対するアプローチが必要であると感じました。 

 

2. オークランド 

ワイヘキ島 

ワイヘキ島では、現地の農園の見学に行ってまいりました。農園では、ワインのブ

ドウ栽培の様子やオリーブの栽培、オリーブオイルの製造過程などを説明していただ

きました。ワイヘキ島の気候は、ブドウやオリーブオイルの栽培にとても適している

そうです。ワインやオリーブオイルはポリフェノールなどが多く含まれ、抗酸化作用

や血中コレステロールの抑制作用があります。気候や特色の似た青森県でも栽培や食

生活への普及を行うことで健康に変化があるかもしれないです。 
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○感想 

 実際に、ニュージーランドに行ってみて、広大な自然やおいしい食材があって、と

てもいいところでした。青森県も同じだと思います。ただ、どちらにも共通している

健康への問題、これにおいてはやはり、塩分やカロリーの摂取量であったり、運動習

慣であったりすると思います。ニュージーランドでは、ラグビーが国を挙げて盛んで、

また町ではランニングしている人も多くいました。青森でももっと県民の運動習慣を

改善できるようなイベントなどを開いたりすることができればいいなと思いました。

また、その際に食生活や栄養に関する指導ができるような機会が得られれば、食生活

と運動両方の面にアプローチして、今問題としてある平均寿命を改善できるのではな

いでしょうか。このようなイベントに僕らが目指す理学療法士が関われればなと思い

ます。 
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ニュージーランド体験記 

東北化学薬品 本社営業第三グループ 福士 武 

 

 ニュージーランドは、日本とほぼ同じ緯度に位置している南半球の島国である。17

世紀にヨーロッパ人に発見されて以来、欧米の影響を受け 1840 年にイギリスの植民

地となった歴史がある。一方で日本の鎖国は、1854 年まで続いていることを加味す

ると、日本よりもかなり早くから欧米の影響を受けているといえる。実際に街並みや

教会などの建築様式は、英国風が多く、古いだけではなく品のある建築物がそびえ立

っていた。 

 食と運動、そして健康という観点で、私が感じた日本との違いを記述する。 

成田空港から飛行機で約 11 時間かけてニュージーランド最大級の都市オークランド

に到着した。9 月という時期は、こちらでいう 3 月中旬の気温で、コートがないと肌

寒い。そこからダニーデンへと国内線で移動した。 

オークランドとダニーデンの街を歩いていて気付くのは、「sushi bar」が非常に

多いということだ。sushi bar とは日本で云う回転寿司である。日本の回転寿司と少

し違うのは、手軽で安価なバイキング形式のお寿司屋さんということである。特に大

学生に人気で、プラスチックパックに好きなお寿司をいくつか詰めて持ち帰る学生が

多くいた。味はお世辞にも美味しいとは言い難いが、他国の文化を自国に合うように

取り込める気質を持った国なのだと思った。その sushi bar で私はとんこつラーメ

ンを食べた。味は、インスタントラーメンの袋麺のような味だった。特にスープは薄

く、これもやはり美味しいとは言えないが逆に日本のラーメンは味が濃く、こだわり

が強いのではないかと感じた。日本の食文化は、世界でも間違いなく質が高いのだと

改めて実感した。 

ニュージーランドの代表的な朝食であるミートパイを近くのコンビニで購入し食べ

てみた。挽肉がたっぷりで油っこく、手に持っただけでもずっしりとした重さがあっ

た。まるでマクドナルドのビックマックを朝から食べているような感覚に近かった。

個人的には昼と夜はステーキとサラダとポテトフライの組み合わせが多かった。ステ

ーキの味は、やはり絶品だった。牛やラムのステーキは赤身が多く、厚みのある肉で

ある。日本人は霜降りを好む傾向があるので、この点は見習うべきである。ニュージ

ーランドの食事でまず驚くのは、お皿それぞれの料理の量である。通常のオーダーで

日本の感覚でいう大盛りの量が出てくる。さらに肉料理などに付くポテトの量は多

く、毎食マクドナルドの L サイズのポテトがおまけでついてくる感覚である。 

ニュージーランドのスーパーで買い物をして気付いたことは、日本とくらべてワイ

ンと乳製品の品揃えが多いということである。ワインは野菜売り場並みのスペースと

種類があり、産地や銘柄によって棚が分かれていた。価格は、物価が高いということ
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もあるが 500〜2000 円位のリーズナブルなものが多かった。乳製品は特にチーズやバ

ターの種類が豊富でそれぞれ 30 種類前後の品揃えだった。 

 オタゴ大学では、理学療法の大学院生のレオンさんとクリスさんに講義をしていた

だき、その後ディスカッションをした。ニュージーランドは、世界でもアメリカ、メ

キシコに次ぐ肥満大国である。国民の約二割が肥満で、高血圧、糖尿病などに罹患す

る方が多いことが問題となっている。レオンらの大学院生は現地の肥満の患者に適切

な運動プログラムを実施して、脂肪を減らし、彼ら独自の考えの指標（OBFI;Otago 

Body Fat Index）を測定する取り組みを行っていた。日本でも肥満を判断する数値

として体格指数（BMI；Body Mass Index）はよく耳にする。しかしながら、BMI で

は、体重と身長により計算されるため、生体内の脂肪について考慮できないという問

題がある。BMI などの数値で簡単に片付けられないため健康の定義は、やはり難しい

と感じた。 

ニュージーランドは、多種多様な民族が暮らす人種のるつぼである。日本で行う研

究の多くは、日本人にどれだけ効果があるかということがおおよそ重要であるが、彼

らが行っている研究は、白人、マオリ族（先住民族）、アジア人などの人種にどれく

らいの効果があるのかを総合的に検証する必要がある。結果として、日本では日本人

の健康改善が目的だが、ニュージーランドの研究は、グローバルな健康改善が目的の

研究であるのかもしれない。 

 ニュージーランドという国は、ヨーロッパの特にイギリス様の文化を持ち、食文化

はまるでアメリカの感覚を持ち合わせている国だと思う。一方で、日本の寿司という

文化を自国に合うようにアレンジ出来る興味深い国である。ニュージーランドではな

んとも不思議な感覚を感じた。街中を歩いていても新宿駅でよくいるせかせか歩いて

いる人がほとんどいない。そのせいか時間の流れがゆったりとしている気がするので

ある。この感覚は本当に不思議であった。 

ニュージーランドは、世界で見ても肥満第 3 位である一方で、平均寿命は世界第 9

位と低いわけではない。この理由は何だろうかと帰国してから調べてみた。私見では

あるが、私の予想は、働き方ではないかと思う。ニュージーランドは、「8 時間労

働」発祥の地である。8 時間働き、8 時間遊び、8 時間寝るという国民性という興味

深い記事も見つけることが出来た。労働組合がしっかりしており、長期休暇もとりや

すい傾向がある。働き過ぎるべきではないという考えが根底にあるようだ。データと

しても日本と比べれば、残業する人の割合や残業時間も少ない。我々日本人がニュー

ジーランド人に学ぶべき点は、働き方ではないのだろうかと感じたニュージーランド

の旅であった。 
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８．本事業の総括 

平成 27 年度弘前大学グローカル人材育成事業学生市民等協働プログラムに４月に申請、

その後採択されてから約 4 か月でニュージーランドへ旅立った。当初は、学生の都合も踏まえ、1

月か 2 月に訪問する予定としていた。しかしながら、北半球の日本、南半球のニュージーランドと

季節が真逆であり、加えてニュージーランドに居住する人にとっては、大変貴重なバケーションの時

期であるということからも、その時期でのオタゴ大学での受け入れは困難となった。そのため、今回お

世話になった Steve 先生へは何度もメールで訪問時期について交渉し、ようやく最終的な日程

が決まったのが 8 月初旬であった。9 月の渡航まで約 1 か月前に計画が確定したことになる。その

後、学生との打ち合わせや旅行計画の説明など、怒涛の 1 か月であった。そのため、今回の事業

が無事終了したことは安堵感でいっぱい、であると同時に今思うとかなり無謀な計画だったとも感じ

ている。しかしながら、Steve 先生はじめオタゴ大学理学療法学科の皆さんのおかけで講義、意

見交換会などがスムーズに行えたことを心から感謝している。加えて、グローバルな体験をできたこと

は自分にとって大変貴重な経験であり、学生にとっても非常に貴重な経験になったことであろう。 

さて、本事業では、「食」と「運動」をキーワードに、ニュージーランドにおける健康関連分野の調

査を行った。私の専門が理学療法学ということで、「運動」は普段から扱うことが多いが、「食」に関

しては学部教育ではほとんど触れていないのが事実である。さまざまな視点から人の生活を考える

職業として、「運動」に限らず、その人をトータルコーディネートできる能力が今後は必要となってく

る。そのため、「食」について栄養面、機能面といった視点でもしっかりとした知識が重要であり、そ

の人の生活を支える知識・技術を身につける必要があると考えている。そのような意味でも、今回

「運動」に加え「食」に注目して調査したことは、学生にとって今までに考えていなかった視点で考え

ることができたのではと考えている。また、英語でのディスカッションは大変であったと思うが、大変貴

重な経験になったと思う。いや、なったはずである。 

 弘前市、さらには津軽地区周辺は、農業が盛んであることは周知の事実である。リンゴをはじめ

として様々な種類の第 1 次産業が行われており、品質の良いものが栽培されている。自分も弘前

市生まれで弘前市育ち、さらには実家が農家であったため、おいしいリンゴや米、野菜など、普段か

ら食していたこともあり、それが当たり前のような生活であった。しかし、あらためてグローバルな視点

に立って考えてみると、当たり前が実はとても素晴らしいことであることに気付いた。また、食に限ら

ず、弘前市の文化や風土、伝統、など、海外へ誇れるものばかりであることにも再認識できた。グロ

ーバルな視点に立って考えることは、実は「ローカルの良さを見つめなおす」ことから始まるのではな

いかと感じている。その「良さ」を見つめなおすことが実はグローバルに展開できる大変重要な要素

なのではないかと考える。 

 最後に、今回このような貴重な機会を与えてくださった弘前大学、弘前市、弘前市商工会議所

および地域企業の関係者の方々に心から御礼申し上げます。 



平成 27年度弘前大学グローカル人材育成事業 

学生市民等協働プログラム 実施報告書 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 「学都ひろさき未来基金」による２年目の弘前大学グローカル人材育成事業学生市民

等協働プログラムが終了しました。当初の計画通りに実施できないと分かった時には大

変焦りましたが、オタゴ大学理学療法学科 Steve 先生のご協力により、再計画から実施

まで無事終了できたことに心から感謝しております。 

ニュージーランドは羊が多い、という印象でしたが、ダニーデン空港へ飛行機が到着

する寸前、飛行機の窓から地上を見下ろすと、たくさんの羊や牛が見えました。やっぱり

多いのか、と思っていたのですが、実は 30 年ほど前は 7000 万頭いた羊も今は 3000

万頭程度と少なくなっているとのことでした。羊が一番多いのは中国で 1億 8700万頭、

とニュージーランドは比較になりません。ちなみにニュージーランドは 7 位ということで

す。印象ではわからないことも、実際に訪問し、聞くこと、見ること、体験することで、知り

得ることがたくさんありました。つまり、「百閒は一見に如かず、百見は一体験に如かず」

なのではと思いました。近年、学生自身が積極的に学習する「アクティブラーニング」の

重要性が指摘されています。今回の事業が無事終了したのは、この「アクティブ」が大変

重要なカギになったのではないかと思っております。今回の体験で、自分も含め参加し

たメンバー全員が「アクティブ」に動くことの重要性を実感できたのではないでしょうか。 

（編集担当 藤田俊文） 
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