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This month’s topics: 
1) Orientation session for prospective students (Graduate School of Environmental 

Studies) 
2) Excursion Program on Water Resources Management: June 11 & 12 
3) Vietnam Study Tour: September, 2011 
4) NUGELP Column No. 4: Prof. Takayuki Morikawa (NUGELP Program Leader) 

“Nature and Japanese” 
5) NUGELP Alumni Class Notes: Cherry Myo Lwin (Short-term, 2009) 
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1) Orientation session for prospective students (Graduate School of Environmental 

Studies) 
 
On Saturday, May 28th, Graduate School of Environmental Studies (GSES) hosted an 
orientation seminar for prospective students.  More than 110 attendees listened 
earnestly to GSES professors covering various topics, including the entrance exam, 
curriculum and scholarships.  Prof. Nagaishi from NUGELP gave the future GSES 
students a brief presentation on the Program and urged their consideration to 
participate in it.  NUGELP also put up poster panels that introduce its curriculum and 
major activities, such as Global Research Internship.  It is hoped that many motivated 
participants join the program in April, 2012. 
 
 
2) Excursion Program on Water Resources Management: June 11 & 12 
 
Spring excursion took place on Saturday and Sunday, June 11th and 12th under the 
theme of water resource management.  22 students visited Tokuyama Dam, the largest 
multi-purpose rockfill dam in Japan, on upstream of the Ibi River, and Lake Biwa 
Museum, a thriving museum that introduces various aspects of the Lake, including its 
geological history, environment and habitats. 
 
At the Dam, a curator from Mizu to Mori no Gakushukan (Water and Forest Study 



Center) conducted the group to the dam site and familiarize them with its purposes, 
state-of-the-art technology and coexistence with nature. 
 
On the way to the Lake Biwa Museum, students listened to Prof. Muhandiki explaining 
an outline of the Lake and its environmental issues, while driving around the lakeshore.  
Issues on dams and/or water resources management of students’ home countries were 
also shared in the bus.  They explored the Museum to discover geological development 
of the Lake, the strong bond between humans and the Lake, and natural resource 
management in Shiga Prefecture, where the Lake is located.  This visit left them food 
for thought in considering how to create a better relationship between humans and 
nature. 
 
 
3) Vietnam Study Tour: September, 2011 

 
NUGELP is thrilled to announce a study tour to Vietnam taking place September 4-11, 
2011, which will provide students with a tremendous opportunity to see real-world 
projects related to urban environment, especially urban transportation and water 
environment.  According to the plan, participants will visit Japan International 
Cooperation Agency (JICA) Vietnam Office, the World Bank and Asian Development 
Bank (ADB) to get a general idea of their activities in the country.  They will also visit 
ADB’s and JICA’s project sites in Hanoi and Ho Chi Minh City, including “Ring Road #3 
Construction Project” and “Water Environment Improvement Project”. 
 
After the completion of this trip, participating students are expected to 1) deeply 
understand how international development projects are implemented, through a series 
of preliminary lectures, site visits and discussions, and 2) be able to identify problems 
and measures to solve urban environmental issues. 
 
About ten students will be selected by a two-step screening process, namely preliminary 
application and detailed application.  Successful applicants are obliged to undertake a 
series of preparatory and after-the-tour activities, such as orientation, lecture, project 
proposal making and presentation. 
 
 
 
 
 



4) NUGELP Column No. 4: Prof. Takayuki Morikawa (NUGELP Program Leader) 
“Nature and Japanese” 

 
My name is Takayuki Morikawa, and I have been Prof. Hidefumi Imura’s place as 
Program Leader of NUGELP since April, 2011.  My area of expertise is transportation.  
Unlike Prof. Imura, I am not an international leader of environmental research, but will 
try my best to make NUGELP a better program.  Your continuing support would be 
appreciated. 
 
As you know, Japan’s Tohoku Region was struck by a terrible disaster earlier this year.  
As American people call the series of terrorist attacks on September 11th, 2001 “nine 
eleven”, this year’s March 11th is now called “san-ten-ichi-ichi (three point one one)” 
because of its extent of damage and truly caused a paradigm shift that has changed 
Japanese people’s way of thinking.  I assume that many international students were 
shocked by the disaster and their family and friends in their home countries are worried 
about the future outlook of Japan. 
 
However, this country has overcome catastrophes like this many times.  Among the 
tsunami victims in Tohoku, there are number of people who have experienced even 
three similar sized tsunamis, namely Showa Sanriku Tsunami (in 1933), Chile 
Earthquake Tsunami (in 1960) and this time.  While they learnt lessons from the past 
experiences, unfortunately, there are certainly ones that they could not learn or 
communicate with the following generations.  Having said that, none of the past 
disasters made as major impacts as this year’s Great East Japan Earthquake. 
 
It was the Great Hanshin-Awaji Earthquake in 1995 that gave a close impact on the 
entire nation.  The difference from the disaster in the past would be the difference of 
the volume of information conveyed.  In particular, there are numerous movies 
available out there this time.  By watching those realistic images, everyone would have 
felt definite limitations of coping with nature’s force by artificial means.  Since 
Japanese traditionally have the underlying thought that “Living with nature, not 
conquering it”, the instauration plan will be centered on this mindset. 
 
“Environmental issues” that NUGELP addresses are closely related to natural disasters.  
Once a major catastrophe takes place, the living environment would be devastated, not 
to mention greening, water clarification and biodiversity.  On the other hand, it is also 
true that environmental issues, such as global warming, worsen natural calamities, 
including storm and flood damage.  There would be a number of international students 



whose countries have been struck by earthquakes, tsunami and wind and flood 
damages. 
 
Although environmental issues as well as natural disasters are actually a part of 
natural activities, such as water and air circulation, ecosystem and crustal movement, 
when human beings feel inconvenience, it turns out to be an “issue” or “disaster”.  I 
hope that students learn Japanese ways of coping in coexistence with nature, not 
suppressing it by force. 
 
 
5) NUGELP Alumni Class Notes: Cherry Myo Lwin (Short-term, 2009) 
 
<continuing from Vol. 10> 
Cherry Myo Lwin from Myanmar, a Short-term program alumna, 2009, shared her 
study experience in Japan with her fellow students at Asian Institute of Technology 
(AIT).  As soon as she was back to the school, professors at the Energy Department 
suggested sharing her experience with other students who were interested in studying 
in Japan and/or at NUGELP.  In fact, a Lao student from the department was selected 
as a NUGELP Short-term student the following year.  Unfortunately, since the 
scholarship situation of the program is different from the previous ones, AIT students 
are not eligible to apply this year.  She hopes the condition will be changed by the next 
year so that AIT students can get a chance to participate in the program. 
 
Environmental Industry Systems, one of the courses she took while in NUGELP, gave 
her chance to learn about various types of industries in Japan.  Having got an image of 
environmentally friendly industries motivated her to join the field visit to Delta 
Company in Thailand on April 30, 2010.  Her report on the visit can be found in the 
following link: 
http://www.careercenter.ait.ac.th/events/completed-events/report-on-delta-visit-by-cherr
y.html/ 
 
 
[To unsubscribe to this newsletter] 
If you wish to unsubscribe to this newsletter, please send an e-mail to: 
nugelp-nl@urban.env.nagoya-u.ac.jp. 
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今号の内容： 
1) 大学院環境学研究科入試説明会が行われました 
2) 6 月 11・12 日に水資源管理を学ぶ合宿研修を行いました 
3) 9 月にベトナム・スタディーツアーを予定 
4) NUGELP コラム 第 4 回 森川高行教授（NUGELP プログラムリーダー） 

「日本人と自然」 
5) NUGELP 修了生の近況：Cherry Myo Lwin さん（2009 年度短期プログラム修了生） 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1) 大学院環境学研究科入試説明会が行われました 
 
 5 月 28 日（土）、環境学研究科の大学院説明会が行われました。110 名以上の出席者があ

り、当研究科の教員による入試やカリキュラム、奨学金等についての説明に熱心に耳を傾

けていました。NUGELP からは永石特任教授がプログラムについてのプレゼンテーション

を行い、出席者に対して NUGELP 参加を呼びかけました。また、NUGELP のカリキュラ

ムや Global Research Internship 等の活動を紹介するポスターパネルも設置しました。来

年の 4 月には、意欲的な学生が大勢 NUGELP に参加してくれることを願っています。 
 
 
2) 6 月 11・12 日に水資源管理を学ぶ合宿研修を行いました 

 
 6 月 11 日（土）・12 日（日）の二日間に渡り、水資源管理のテーマの元、春の研修旅行

が行われました。22 名の学生が、揖斐川上流にある日本最大の多目的ロックフィルダム・

徳山ダム、及び、琵琶湖の地史や環境、動植物の生息環境等について幅広く紹介している

琵琶湖博物館の 2 箇所を訪問しました。 
 
 徳山ダムでは、水と森の学習館の学芸員がダムサイトまでグループを案内し、ダムの目

的や使われている最新技術、自然との共生等について説明を行いました。 
 
 琵琶湖博物館への道中、湖岸道路を走るバスの車中で、参加学生たちはムハンディキ先

生による琵琶湖の概要や環境問題についての説明を受けました。また、ダムや水資源管理

についてそれぞれの出身国が抱える課題についても話し合いました。博物館では、琵琶湖

の地質発達や人と琵琶湖の強いつながり、滋賀県における自然資源管理等について、展示

を通して学びました。この訪問が、人と自然のより良い関係作りについて、参加した学生



たちが更に考えるきっかけになったようです。 
 
 

3) 9 月にベトナム・スタディーツアーを予定 
 

2011 年 9 月 4 日から 11 日にかけて、NUGELP では学生たちにとって都市環境（特に、

都市交通及び水環境）に関連する実際のプロジェクトを見学できる貴重な機会である、ベ

トナム･スタディーツアーを行います。現時点での計画では、参加者は国際協力機構（JICA）

ベトナム事務所、世界銀行、アジア開発銀行（ADB）を訪問し、各機関がベトナムにおい

てどのような活動をしているかを学びます。また、ハノイやホーチミンにて、「ハノイ市環

状 3 号線整備事業」や「水環境改善事業」等の JICA 及び ADB のプロジェクトサイトも見

学します。 
 
ツアー終了後、参加学生は 1)一連の事前講義や現場見学、ディスカッションを通じてど

のように国際開発プロジェクトが運営されているかを深く理解し、2)都市環境問題を解決す

るために、問題点とその解決法を見つけることができるようになることが期待されていま

す。 
 
10 名程の学生が、事前応募と詳細応募の 2 段階を経て選抜される予定です。選考通過者

は、オリエンテーションや講義、プロジェクトプロポーザルやプレゼンテーションといっ

た出発前・帰国後の一連の活動に参加する義務があります。 
 
 
4) NUGELP コラム 第 4 回 森川高行教授（NUGELP プログラムリーダー） 
「日本人と自然」 
 

2011 年 4 月から井村秀文先生に代わり NUGELP のプログラムリーダーに就任しました

森川高行です。専門は交通です。前任の井村先生のようなまさに環境研究のリーダーでは

ありませんが、NUGELP がよりよいプログラムになるようベストを尽くしますのでなにと

ぞよろしくお願いします。 
 
さて今年は日本の東北地方では大変な災害に見舞われました。アメリカ人が 2001 年 9 月

11 日の同時多発テロを”9.11(nine eleven)”と称するように、日本ではこの 2011 年 3 月 11
日を”3.11（サンテンイチイチ）”と呼び、被害の悲惨さとともに物事の考え方自体が変化し

たまさにパラダイムシフトとなった日でした。留学生の皆さんも驚きとともに、母国から

はこれからの心配の声も多く届いていることでしょう。 
 
しかし日本はこのような大災害を何度も乗り越えてきました。今回の津波被災者の中に



は、同規模の津波が今回で 3 回目（昭和三陸津波、チリ地震津波、そして今回）の経験と

なった人さえ何人もいるのです。その経験で学んだことも、残念ながら学べなかったこと

または伝えきれなかったこともあります。しかし今回の大震災ほどパラダイムシフトを起

こすほどの衝撃はこれまでありませんでした。 
 
この東日本大震災に近い衝撃を日本中に与えたのは 1995 年の阪神・淡路大震災でした。

昔の大災害との違いは伝わる情報量の差でしょう。今回はとくに無数の動画記録が残って

います。あのリアルな映像の数々を見れば、自然の猛威に人工的なもので立ち向かうこと

の大きな限界を誰しも感じたことでしょう。「自然を征服するのではなく、自然とともに生

きて行く」ということがそもそも日本人の底流にある考え方ですので、これからの復興計

画はきっとそのような考え方が中心となるでしょう。 
 
さて、NUGELP が対象とする「環境問題」は、自然災害と切っても切り離せない関係に

あります。このような大災害がいったん起こると、緑化や水の浄化や生物多様性といった

環境保全の営みを超えて人々の生活環境を台無しにしてしまうのですから。また逆に地球

温暖化のような環境問題が、風水害のような自然災害を大きくしていることも事実です。

日本と同じように、地震、津波、風水害などにたびたび襲われている国から来ている留学

生も多いでしょう。 
 

環境問題も自然災害も、水・大気循環、生態系、地殻変動といった自然の営みの一部に人

間が不具合を感じているものです。自然を力で抑え込むのではなく、自然と共存していく

日本流の対処方法もこの機会にぜひ学んでみてください。 
 
 
5) NUGELP 修了生の近況：Cherry Myo Lwin さん（2009 年度短期プログラム修了生） 
 
<第 10 号からの続き> 
 Cherry Myo Lwin さん（2009 年短期プログラム修了生）は、アジア工科大学（AIT）の

学生たちに日本での研究経験を話しました。名古屋から AIT に戻ってすぐに、彼女の所属

するエネルギー学科の教授が、日本や NUGELP で研究した経験を他の学生たちに話しては

どうかと提案したそうです。実際、同学科のラオス人学生が翌年の NUGELP 短期プログラ

ム参加者の一人に選ばれました。残念ながら、奨学金の支給状況が例年とは異なるため、

AIT の学生は今年度の応募資格がありません。彼女は、この状況が来年度には変わり、AIT
の学生が短期プログラムに参加するチャンスができれば、と思っています。 
 
 短期プログラム参加中に彼女が履修した科目の一つである環境産業システム論を通して、

彼女は日本の様々な産業について学ぶ機会に恵まれました。環境にやさしい産業の姿をイ

メージしたことが、2010 年 4 月 30 日にタイにあるデルタ社へのフィールドトリップに参



加するきっかけとなりました。このフィールドトリップに参加しての彼女のレポートは、

下記リンクからご覧いただけます。 
http://www.careercenter.ait.ac.th/events/completed-events/report-on-delta-visit-by-cherr
y.html/ 
 
 
◆メールの配信停止について 
 配信停止を希望する方は、nugelp-nl@urban.env.nagoya-u.ac.jp までご連絡ください。 
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