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研 究 題 目 

 
人間活動の縮小が生態系に及ぼす影響に関する研究～ため池の事例 

研 究 成 果         
 
 

の 概 要         
 

２０２０年度は大分県国東半島のため池に関する研究を計画した。 

国東半島地域ではその地形の特性と年間を通じての少雨が影響して古来より農業用水の確保が重

要な課題であった。その対策として地域の人々は農業用ため池を造成し農業用水の確保に努めてき

ており、その結果ため池が現在でも多く域内に分布している。しかし、近年の農業人口の減少に伴

いため池の管理の手が行き届かなくなったため、その現況を憂うる声が年々大きくなってきた。こ

の事態は国東半島だけではなく全国的にも問題となっており、平成３１年の「農業用ため池の管理

及び保全に関する法律」の成立にもため池の管理の緊急性が見て取れる。 

２０２０年度の研究計画では大分県国東半島のため池の管理状況を把握するとともに、管理が行き

届かなくなったため池がどのような状態にあり、さらにはその周囲の環境や生物相にどのような変

化が現れるのかを明らかにするために以下４点の具体的な調査項目をあげた。 

１. ため池に関する文献・データベースの入手と解析 

２. ため池の現地調査、調査対象とするため池の選定 

３. 選定したため池の管理者へのヒアリング 

４. 現地調査を元に環境指標、生物指標の選別・選定 

項目１に関しては関連する文献を収集するとともに、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」

に基づいて各都道府県が整備したため池に関するデータベースを元に多くの情報を全国的に収集

することができた。大分県からも国東半島地域の農業用ため池のデータベースが公表されており

（国東市だけで２７７か所のため池）、各ため池の分布・基礎データを把握するのに大いに役立っ

た。 

しかし項目２～４に関しては新型コロナウイルス感染症の影響を受け現地に赴くことが叶わず、残

念ながらほとんど手つかずの状況となってしまった。項目３に関しては、現地の地方自治体のため

池関連行政の担当者、少数の農家の方から電話でのヒアリングをするに留まった。 

２０２１年度に入っても、新型コロナウイルス感染症の状況がすぐに良くなるということは想定で

きず、２～４の項目に再度着手できるのは２０２２年度以降になってしまうと思われる。（２０２

１年度は異なる課題に取り組む予定。） 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ④ ①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 
本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 
 
・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２１年 
５月２７日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 
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Department Title Name 

Center for Global Education Professor Robert William ASPINALL 

Research Topic 

 

Main research project: A comparison of middle class boys’ schools in Japan and 

England 

Summary of 

Research 

Results  

During the academic year 2020-21, with the help of funding from Doshisha University, I 

was very active in conducting research into various topics relating to education and 

politics in England and Japan. I continued to spend time researching the theory of social 

class and education as it applies to Japan and the UK. I have been using periods of 

lockdown this year to read books and papers on the theory and history of boys’ education 

in Japan, England and other countries. Many books were purchased this year using my 

individual research allowance. I have completed a draft chapter on the history of middle 

class boys’ schools in England and Japan. 

Because of the Covid-19 crisis many face-to-face events had to be cancelled or moved 

online during this year. This meant that I had to learn new practical skills connected to 

distance teaching. I learned how to use Zoom, Google Classroom and Canvas. I also 

learned new ways to make use of Doshisha systems, especially e-class and Duet. I will 

continue to use the skills I learned with these systems when going back to face-to-face 

classes.  

To further the action research I am conducting into methods of improving courses 

taught in the medium of English (EMI) in Japan, I made a presentation at the 

annual Japan Association for Language Teaching (JALT) Annual Conference that took 

place in November. Because of the Covid-19 crisis the conference was held online. My 

presentation was entitled ‘Establishing EMI Programs in Japanese Universities’. 

Over the past year I have continued to work as a regional editor covering Japan for 

Bloomsbury Education, an academic publisher based in London, on a project to compile 

a digital archive of short articles on various aspects of the education systems of various 

nations. As of March, 2021, 38 new articles relating to Japan have been completed and 

uploaded to the Bloomsbury site for use by scholars and professionals in the field of 

education around the world. During 2021 additional articles will be completed and added 
to the site. 

Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation 

from ① to ④below.) 

Answer 2 
①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  

・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the 

date of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  
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※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report. 


