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おじゃまします
学びの庭に

感染症研究と医療の現場を結ぶ
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これからの主な「学び」イベント39件掲載！
「学び」イベントに行ってきました
名著への旅
Voice Park

『本を贈る』（島田潤一郎ほか）

名著への旅

　作家（文筆家）、編集、校正、装丁、印刷、製本、営業、取次、
書店員、本屋。それぞれ異なる持ち場で、「本」に関わることを
生業とし、その仕事をこよなく愛す10人のエッセイ集である。
　青葉区花京院にある「ボタン」という本屋さんで行われた
トークイベントで、この本と出会った。発行者である「三輪舎」
の中岡祐介さんと執筆者の一人、出版社の営業職である橋本亮
二さんから製作過程や完成後の取り組みについて興味深い話
を聞くことが出来た。それまで、本を選ぶ基準は「好きな作家」
の書いたものかどうかくらいだった私にとって、自分が手にし
た「本」にどのくらいの人々がどんな想いで関わっているか、
じっくり考える時間となった。すべての書物は、誰かから誰か
への贈り物なのかもしれない。
　本を取り巻く経済的環境はどんどん厳しくなっているとい
う声はかなり前から聞こえてくる。しかし、この本に関わる人
たちからは、本づくりにまだまだ未知の可能性を感じているの
が伝わってくる。
　一人のエッセイを読んで、その方の別の著作を読んだり、そ
の方が今の仕事に携わるきっかけとなった本を読んだりと寄
り道をしながら、読み終わるのがもったいなくて、ちびちびと
1年以上かけて読み終えた。
　手触りの良いその本は読む前から持っているだけでウキウキ
した氣分になった。初版の表紙の版画は赤。2刷は緑、3刷は
オレンジ。いつか本をこよなく愛する友人にこの 1冊を贈ろ
うと思う。                                                                （庄）

オブザーバー：笹氣義幸　寺田征也（明星大学)　
　　　　　　　　　　　　　　　　                             協力：株式会社市瀬　有限会社阿部正志製本
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Web版Web版
随時更新中！随時更新中！ まなびのめ

渡辺　　彰 先生
東北文化学園大学　抗感染症薬開発研究部門　特任教授
（感染症学・化学療法学・抗酸菌病学）

酒販店に生まれて醸造研究の道へ

金内　　誠 先生
宮城大学　食産業学群　教授
（発酵・醸造学）「音の世界」「音の世界」

菌菌

『本を贈る』
島田潤一郎／矢萩多聞／牟田都子／藤原
隆充／笠井瑠美子／川人寧幸／橋本亮二
／久禮亮太／三田修平／若松英輔　著
三輪舎
（2018年9月30日初版発行）

あなたの「学び」や「文化」をカタチにあなたの「学び」や「文化」をカタチに

　これまで学んだことや調査してきたことを冊子にまとめてみた
い、短歌・俳句・書画・写真など自分の作品を本にしてみたい、
などお考えになったことはございませんか？
　「まなびのめ」を発行している笹氣出版印刷は、学術関係の書籍・
論集はもとより、一般の方の「自分の本」づくりでも、これまで
多くのお役立ちをさせていただいてきました。
　どうまとめたらいいのか、希望の装丁でつくれるのか、などなど、
どんなことでもまずはお氣軽にご相談ください。

笹氣出版印刷株式会社　
☎022-288-5555 　　sasaki@sasappa.co.jp

「学び」の場所へ

行ってみよう！

申込不要

　ここに掲載する情報は、各研究・教育機関や施設が公開している情報
を基に掲載していますので、当社の責任で開催を保証するものではあり
ません。日時、内容等に変更がある可能性がありますので、詳しくは各
問合先へご確認ください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定されていたものが中止・
延期となることがあります。最新の情報は主催者のホームページ等でご
確認をお願いいたします。

このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込

詳細はWeb版に掲載しております。http://manabinome.com/掲載料は無料です。掲載料は無料です。

「学び」イベント情報 募集中!!
Web版は随時更新。紙版次号向けには
9月上旬までに情報をお寄せください。

令和 3年度みやぎ県民大学
「目の前の物事をみつめる」
（全 4回）
講　師　宮城県美術館職員

宮城県美術館アート・ホール 50名程度（18歳以上の宮城県民）

14:00

▲

15:30

Tel 022-221-2114宮城県教育委員会・宮城県美術館
場　所

主催者 問合先

定　員

8月27日（金）・9月3日（金）
・10日（金）

東北福祉大学公開講座 2021 年
度：「クスリ」について学ぶ（基
礎編）（全 3回）
講　師　佐藤進氏（東北大学名誉教授、前東北大学薬学部教授）

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス（オンラインへ変更の可能性あり） 80 名
Tel 022-766-8834東北福祉大学

場　所

主催者 問合先

定　員

8月27日（金）・9月3日（金）
・10日（金）・17日（金）

令和 3年度みやぎ県民大学
「ながれの科学」（全 4回）

講　師　東北大学流体科学研究所教員
東北大学流体科学研究所 50名（18歳以上の宮城県民）

Tel 022-217-5303宮城県教育委員会・東北大学流体科学研究所
場　所

主催者 問合先

定　員

8月28日（土）・29日（日）令和 3年度みやぎ県民大学
「よりよい衣生活のために」
（全 2回）
講　師　東北生活文化大学教員

東北生活文化大学

（申込締切7/27（火）必着）

（申込締切8/11（水）必着）

（申込締切7/27（火）必着）

20名（宮城県民）
Tel 022-346-1207宮城県教育委員会・東北生活文化大学

場　所

主催者 問合先

定　員

8月29日（日）・9月5日（日）・19日（日）
・10月3日（日）・10日（日）

仙台文学館ゼミナール
2021：『万葉集』を味わ
う（全 5回）
講　師　津田大樹氏（一関工業高等専門学校総合科学人文社会領域教授）

仙台文学館 50名（抽選）
Tel 022-271-3020仙台文学館

場　所

主催者 問合先

定　員

8月30日（月）・9月13日（月）
・27日（月）

東北福祉大学公開講座2021年
度：仏教美術探索（全 3回）

講　師　門脇佳代子氏（東北福祉大学講師）
東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 50名

Tel 022-766-8834東北福祉大学
場　所

主催者 問合先

定　員

9月18日（土）・10月16日（土）
・11月20日（土）・12月18日（土）

仙台文学館ゼミナール
2021：川柳実作講座
（全 4回）
講　師　雫石隆子氏（「川柳宮城野」主幹）

仙台文学館 30名（抽選）
Tel 022-271-3020仙台文学塾

場　所

主催者 問合先

定　員

9月24日（金）・10月1日（金）
・8日（金）

東北福祉大学公開講座 2021
年度：「クスリ」について学ぶ（臨
床編）（全 3回）
講　師　小野木弘志氏（東北福祉大学准教授）

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス（オンラインへ変更の可能性あり） 80 名

15:00

▲

16:30

Tel 022-766-8834東北福祉大学
場　所

主催者 問合先

定　員

9月25日（土）・10月23日（土）
・11月27日（土）

仙台文学館ゼミナール 2021：
井上ひさしの小説を読む
（全 3回）
講　師　成田龍一氏（歴史学者）

仙台文学館 50名（抽選）
Tel 022-271-3020仙台文学館

場　所

主催者 問合先

定　員

10月4日（月）・18日（月）
・11月1日（月）

令和 3年度みやぎ県民大学
「文学講座：人・こころ・文学」
（全 3回）
講　師　尚絅学院大学教員

尚絅学院大学または地域連携交流プラザ 20名（宮城県民）
Tel 022-381-1490宮城県教育委員会・尚絅学院大学

場　所

主催者 問合先

定　員

15:00

▲

16:30

18:00

▲

20:00

10:00

▲

15:00

10:30

▲

12:00

13:30

▲

15:00

13:30

▲

15:00

13:30

▲

15:00

16:00

▲

17:30

8月22日（日）・9月12日（日）
・10月3日（日）・24日（日）

毎週土曜日トワイライトサロン
「土佐誠の宇宙が身近になる話」

講　師　土佐誠氏（仙台市天文台名誉台長）
仙台市天文台オープンスペース

17:00

▲

17:45

Tel 022-391-1300仙台市天文台
場　所

主催者 問合先

7月  3日(土)〜9月5日（日）生誕 110年　香月泰男展

� （発券は 16:30 まで。月曜休館。8/9（月）は開館、8/10（火）は休館）
宮城県美術館

9:30

▲

17:00

Tel 022-221-2111宮城県美術館、河北新報社
場　所

主催者 問合先

7月  9日(金)〜9月5日（日）〈特別展〉
ライデン国立古代博物館所蔵　
古代エジプト展
（入館は 16:15（土曜は 18：00）まで。月曜休館。8/9（月）は開館、8/10（火）は休館）

仙台市博物館

9:00

▲

16:45 土曜は 18：30

「古代エジプト展」仙台展実行委員会（仙台市博物館、河北新報社、仙台放送）、ライデン国立古代博物館
場　所

主催者

Tel 022-225-3074問合先

7月17日(土)〜9月12日（日）特別展
「ジュラシック大恐竜展」

� （発券は 16:30 まで。月曜休館。8/9（月）は開館、8/10（火）は休館）
東北歴史博物館

9:30

▲

17:00

東北歴史博物館、河北新報社、KHB東日本放送
場　所

主催者 Tel 022-368-0106問合先

7月20日(火)東北工業大学市民公開講座No.524
「スマホと電気電子工学」
［高大連携事業講座］
講　師　内野俊氏（東北工業大学電気電子工学科教授）

オンライン開講

18:00

▲

19:15

Tel 022-305-3810東北工業大学�地域連携センター
場　所

主催者 問合先

7月25日(日)せんだい文学塾・山形小説家・ライター
講座　7月講座「詩とともに歩く」
（オンライン）
講　師　和合亮一氏（詩人）

オンライン開講

14:00

▲

16:00

 sakka.naro@r7.dion.ne.jpせんだい文学塾　山形小説家・ライター講座
場　所

主催者 問合先

7月27日(火)東北工業大学　市民公開講座No.525
「宮城県の水環境管理の現状と課題〜広瀬
川などを例に〜」［高大連携事業講座］
講　師　山田一裕氏（東北工業大学環境応用化学科教授）

オンライン開講

18:00

▲

19:15

Tel 022-305-3810東北工業大学�地域連携センター
場　所

主催者 問合先

7月30日(金)東北工業大学　市民公開講座No.526
「アメリカ保守主義のゆくえ」
［高大連携事業講座］
講　師　片山文雄氏（東北工業大学総合教育センター教授）

オンライン開講

18:00

▲

19:15

Tel 022-305-3810東北工業大学�地域連携センター
場　所

主催者 問合先

8月  7日(土)東北工業大学「地域未来学」［講座 9］
イノベーションはライフスタイルが創
る！
講　師　石田秀輝氏（東北大学名誉教授）

オンライン開講

13:30

▲

14:30

Tel 022-305-3818東北工業大学�地域連携センター�地域未来構築事業
場　所

主催者 問合先

期間
開催

7
JUL

8
AUG

連続
講座



おじゃまします
学びの庭に

新型コロナウイルス感染症が昨年来流行する中、「ウイルスと菌は別物」などの知識も聞きかじったりしていますが、
ここはゆるやかに微生物全体を象徴して、今回のテーマを「菌」としました。
まずは氣になる感染症のお話を、東北文化学園大学・渡辺彰先生から伺いました。

感染症研究と医療の現場を結ぶ ※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、連絡及び
　発送に限り利用させていただきます。

はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥クイズの答え2つ、
⑦「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。

応募
方法

【応募締切】2021年9月10日　当日消印有効

懸賞懸賞

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。金内誠先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。金内誠先生の記事もご覧ください。

懸賞

Q.1  東日本大震災後の関連死急増を防いだのは何ワクチンの予防接種？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを
当てよう！

  医療現場に医学研究の最新成果を届ける
　私は、東北大学で感染症の研究と医療現場の両方に長く携
わってきました。3 年前からは東北文化学園大学で、製薬会社
などと協力して抗生物質、抗ウイルス薬、ワクチンなどの研究
を続けつつ、宮城県結核予防会の理事長を務めています。
　菌の中でも、私が扱うのは主に病原菌です。新型コロナウイ
ルスももちろん対象で、県民へのワクチン接種には、結核予防
会として全力で取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症
は肺炎などを発症し、亡くなる方も多い恐ろしい病氣です。そ
して命に関わる呼吸器系の感染症には、他にも結核やインフル
エンザなどがあります。
　病原菌の正体を突き止め、治療法やワクチンなどの予防法を
開発する医学と、患者さんと向き合う医療がそろって機能しな
ければ、感染症を抑え込むことはできません。また新しい治療
法や予防法が生まれても、現場で実際に用いられるまでには多
くの段階があります。薬の副作用やワクチンの副反応を慎重に
調べ、多くの実験や臨床試験を重ねる必要があるのです。研究
成果の実用化に関わるこうした活動を、トランスレーショナル・
リサーチと呼びます。私は医学と医療を結ぶこの役割を、積極
的に果たそうと努めてきました。
　医療に従事する方々に、最新の研究結果や情報を分かりやす

く届けることも重要です。たとえば予防接種と言えば、かつて
は子どもが受けるものというイメージがありましたが、今では
日本の 65 歳以上の方の過半数が、インフルエンザの予防ワク
チンを接種しています。こうした状況の変化に対応できるよう、
7 年前に書いた本では成人の予防接種について幅広く解説し、
多くの医療現場で活用していただいています。
　またネットでは、「感染対策オンライン」というサイトにコ
ラムを連載しています。たとえば昨年の 8 月には、冬になる
と新型コロナとインフルエンザが同時に流行するのではという
懸念に対する疑問を述べました。ウイルス同士も競い合うた
め、かつて 2 種類以上の呼吸器ウイルスの感染が同時に広がっ
た例はほぼありません。また執筆時、南半球のオーストラリア
は冬でしたが、新型コロナが再流行していた一方、例年と違っ
てインフルエンザの患者はほとんど出ませんでした。従って日
本も、インフルエンザはワクチン接種が進んでいたり過去にか
かったりして免疫を持つ人が多いこともあって、冬には新型コ
ロナが優勢に流行するだろうと予想したのです。
　結果はその通りになりました。しかしマスコミやネットには、

「密を避けたりマスクをしたり手を洗ったりしたら、新型コロ
ナは防げなかったがインフルエンザは防げた」という誤った情
報が流れています。医学・医療の側も発信に努めますが、市民
のみなさんも「テレビで見たから」ではなく、ぜひ情報の信頼
性を確かめてください。

  日本の医療はインフルエンザ先進国で結核後進国
　新型コロナへの対策は今まさに進行中であり、評価はまだこ
れからです。一方、感染症に関する日本の医療体制は、インフ
ルエンザについては世界のトップクラスと言える反面、結核に
ついては大きく後れをとっています。
　たとえば 2009 年から翌年にかけて世界的に流行した新型
インフルエンザでは、米国で 1 万人を超える死者が出たのに
対し、日本で亡くなった方はおよそ 200 人でした。迅速検査
が普及していて、世界で最も多い種類の抗インフルエンザ薬が
実用化されている日本では、早期の診断と治療が可能だったか
らです。
　私は当時、日本感染症学会の「新型インフルエンザ対策ワー
キンググループ」の座長でした。国内で最初の発症者が出た 5
月には、早期から積極的な治療を行うよう科学的根拠に基づい
て提言を出したのですが、WHO（世界保健機関）や米国の権

威ある機関が抗インフルエンザ薬の投与に消極的な見解を出し
たため、国内各所から批判を浴びました。ところが 2010 年
になると、WHO や米国の方が方針を転換したのです。
　結核はかつて日本人の「国民病」と恐れられ、年間 10 万人
以上が亡くなっていましたが、治療法が確立されるなどして新
規患者は激減しました。人口当たりの発生数を見ると東北は特
に少なく、宮城県は昨年、日本一の優等生でした。しかし現在
も国内では毎年 1 万人以上がかかっていて、欧米の先進国に
比べると 2 〜 5 倍も多いのです。かつて若い人に広がること
の多かった結核は、今では高齢者がかかる病氣になりました。
基礎疾患や合併症への対応が重要ですが、日本では今でも旧療
養所の後身の病院での治療が主流です。結核医療の先進国にな
らって、地域の基幹病院内の設備での対応へ転換しなければな
りません。
　結核や新型コロナウイルス感染症の例でも分かる通り、医学
や医療の進歩だけでは全てを解決することはできません。感染
症の予防や治療には、政治や経済を含めた社会全体で取り組ま
なければならないのです。日本の医療機関や医療者の数は減ら
される傾向にありますが、医療は危機管理の観点からも考える
必要があります。新型コロナが収束した後、「のど元過ぎれば
熱さを忘れる」とならないように願っています。

  東日本大震災後の関連死急増を防いだ予防接種
　私は父が開業医で、親戚も半分以上が医師という家系です。
高校時代は評論活動に興味を持ち、文筆業へという氣持ちもあ
りましたが、地に足をつけて生きようと医学を選択しました。
高校の同学年に、のちに高名な評論家になる加藤典洋がいて、
読書量でかなわなかったことも少しだけ影響しています（笑）。
　大学に入った時は研究者になるつもりは全くなかったのです
が、感染症と化学療法に関するレポートが指導教官の目にとま
り、論文に発展させて学生時代に専門誌に掲載されたことが転
換点になりました。そして、研修医時代に感染症研究の重要性
を知って研究者を目指すことにしたのです。
　結核菌を含む、酸に染まりにくい細菌を抗酸菌と言いますが、
東北大学には 1941 年に設立された抗酸菌病研究所がありま
した。今は改組されて、加齢医学研究所になっています。福島
県の病院で 2 年間働いた後、医師として仙台厚生病院に勤務
しながら私はこの研究所に入りました。10 年ほどして研究に
専念できるようになり、日本結核病学会や日本化学療法学会の

理事長などの大任も担わせていただきました。
　医学と医療を結ぶ仕事として、仲間たちと共に大きな成果を
上げたのが、高齢者への肺炎球菌ワクチンの定期接種の制度化
です。2011 年の 3 月 11 日、まさに私たちは厚生労働省にこ
の制度の実現を求めて陳情に行く予定でした。東日本大震災が
発生して被災者の治療などに追われましたが、仲間の医師の一
人が塩竈の病院で患者の痰（たん）を調べ続け、肺炎球菌によ
る肺炎の流行に氣づいたのです。
　日本赤十字の協力のもと、宮城県の沿岸部でワクチンの無料
接種が始まり、避難所や仮設住宅での本格的な流行を未然に防
ぐことができました。1995 年の阪神・淡路大震災の後、イン
フルエンザの流行で多数の震災関連死が出てしまった教訓を、
生かすことができたのです。この実績に基づいて、2014 年か
らは 65 歳以上の方が低負担で肺炎球菌ワクチンを接種できる
ようになり、予防に大きな効果を発揮しています。
　日本ではワクチンに不安や抵抗を覚える人が少なくありませ
ん。しかし効果は実証済みですし、感染の拡大予防には個人だ
けでなく社会全体で取り組む必要があります。肺炎球菌ワクチ
ンは 5 年に一度打てば良く、水痘帯状疱疹（ほうしん）ワク
チンは 2 度打てば OK です。子どもの時の「水ぼうそう」の
ウイルスが体内に残り、大人になって再び発症すると大ごとに
なりかねません。また先ほどお話しした通り、インフルエンザ
も個人の心がけだけでは感染の拡大は防げませんから、毎年の
ワクチン接種をお願いします。そしておそらく新型コロナにつ
いても、年 1 回のワクチン接種が必要になるでしょう。
　本学の大学院では、一定範囲の医療行為を行うことができる
高度な看護師、ナース・プラクティショナーを養成しています。
米国では制度や資格が確立されていますが、わが国ではまだこ
れからです。高齢化や地域の過疎化などが進む日本には必要で
あり、私も養成に力を尽くしていきたいと思っています。

（取材＝2021年5月17日／東北文化学園大学　1号館2階 渡辺彰研究室にて）

東北文化学園大学　抗感染症薬開発研究部門　特任教授
専門＝感染症学・化学療法学・抗酸菌病学

渡辺　彰先生
《プロフィール》（わたなべ・あきら）1948 年山形県生まれ。東北大学医学部卒業。医
学博士。病院勤務の後、1986 年より東北大学抗酸菌病研究所（現・加齢医学研究所）
に入局し、内科医員、助手、講師、助教授を経て、2007 年より抗感染症薬開発寄附研
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予防接種パーフェクトガイド』など。
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そして近年注目が集まる、機能性。腸内環境を整えたり代謝の
働きを助けたり、老廃物の排出を促したりと大活躍です。
　しかし今、私がもっとも注目しているのは嗜好（しこう）性、
つまり「おいしさ」です。いくら長持ちしても栄養があっても
健康に良くても、おいしくない食品を食べ続けることは現代の
私たちにはできません。そして味の追求は、大学で取り組むテー
マとしては、設備や人員の規模に関わらず成果が期待できると
いう利点もあります（笑）。農水産業や食品加工業の方と共同
で研究した成果が、皆さんの食生活を豊かにし、地域の産業振
興や発展に貢献できれば、これ以上の喜びはありません。
　もしもこの記事で発酵への興味が高まったら、「発酵食品ソ
ムリエ」を目指してみるのはいかがでしょうか。これは小泉先
生が理事長を務める NPO 法人「発酵文化推進機構」の認定資
格で、発酵食品の魅力や正しい知識、歴史や文化を学ぶ育成講
座を修了した方に授与されます。通信教育や東京で行われる講
座もありますが、宮城大学の科目等履修生になって、私の授業
を受けることでも取得が可能です。ぜひご検討ください。
　私も発酵と醸造を学び続け、小泉先生のお言葉である「発酵
は地球を救う」の精神を受け継ぎ、発展させていくつもりです。
そしていつかは、高校生だった私を感動させた先生のご著書『発
酵』の、最新版となるような本を書きたいと思っています。

（取材＝ 2021 年 5 月 14 日／宮城大学太白キャンパス　北研究棟 4 階 金内誠研究室にて）

おじゃまします
学びの庭に

人間のくらしにとって有用な菌のはたらきである「発酵」の世界。
私も含め、普段無意識にその恩恵を受けている人が多いと思いますが、
「発酵」に魅せられ研究者の道に進まれた宮城大学・金内誠先生からお話をうかがいましょう。

酒販店に生まれて醸造研究の道へ
  地ビール先進国だったアメリカ合衆国へ

　実家は山形県米沢市にある「金内酒店」です。お酒が飲めな
かった子どもの頃から醸造や菌は身近な存在で、大学は生物関
係に進みたいと思っていました。
　東京農業大学で発酵を学ぼうと決めたのは高校生の時です。
足を痛めて入院中、病室で退屈しのぎに見ていたテレビに、恩
師となる小泉武夫先生が出演されていました。お話に興味を持
ち、先生が書いた『発酵　ミクロの巨人たちの神秘』という本
を読んでみたところ、面白いと言ったらありません。
　入学して授業を受けると、「発酵も腐敗も微生物の作用によ
るもので本質的な違いはなく、可食性などの人間の都合で区別
しているだけだ」といった小泉先生のお話が大変興味深く、研
究者を目指すつもりはなかったのに、氣がついたら大学院まで
進んでいました（笑）。妻と出会ったのも先生の研究室で、先
生には今でもまったく頭が上がりません。
　在学中の 1994 年、酒造法が改正されて、小規模なメーカー
によるビール作りが可能になりました。日本酒やワインであれ
ば小さな醸造所はたくさんありますし、高い評価も得られてい
ます。しかしビールはそれまで、日本では実質的に大規模なメー
カーにしか作れなかったのです。
　いわゆる「地ビール」が次々と各地に生まれましたが、大規
模メーカーをまねて過剰投資に走って経営に行き詰まったり、
醸造の知識が不足したまま商品化したりして販売不振に苦しん
だところも少なくありません。ビールの研究も、日本では大規
模メーカーの中でだけ行われていて、日本酒ならば扱っていた
大学の研究室でも、ビールはほぼ対象外でした。
　この状況を見て「よし、地ビールの先進国で学ぼう」と考え
た私は、米国で研究員として働くことにしました。お世話になっ
たのはカリフォルニア大学デーヴィス校の、チャールズ・バン

フォース先生です。ビール研究の世界的権威で、日本のアサヒ
やキリン、バドバイザーを醸造するアンハイザーブッシュ社の
顧問も務めています。
　米国には既に、マイクロブルワリーやクラフトビールと呼ば
れる小規模なビールメーカーがたくさんありました。中には「あ
なたの好みに合わせて、瓶 24 本分から作ります」という所も
あり、「オレンジピール入り」「英国風でありながら苦味を抑え
て」などのオーダーに応えてくれます。メーカー巡りは楽しく
てなりませんでしたが、もちろんただ飲み歩いていたわけでは
なく（笑）、ちゃんと研究を進めていました。

  生産と消費の現場に近い感覚で研究を
　ビールの先進国から技術者を招き、言われた通りやってもお
いしいビールを作ることは難しい、と知った日本の地ビール
メーカーから、研修生が米国の大学やメーカーに来ていました。
しかし私がまず研究テーマに選んだのは、作り方ではなく泡の
成分の分析です。注ぐ時にできる泡の細かさがビールの味わい
に大きく関わっていることは知られていましたが、製造工程と
の関連はまだ未解明でした。
　研究の結果ビールの泡の細かさは、原料である麦を「焼く」
時に加える熱に関係していることが分かりました。ビールの色
は麦の焼き色で決まるのですが、簡単に言うと、強く焼くと色
が濃くなるだけでなく泡が細かくなるのです。様々な泡を調べ
てその成分を明らかにし、さらにはその成果を他に応用するた
めの研究を続けました。
　米国での充実した研究生活は 3 年半に及びました。帰国し
て小泉先生の研究室にごあいさつに上がると、なぜか初めて見
る方が同席しています。実は大手食品メーカーの方で、「君は
次はここにお世話になりなさい」と言われ、その場で就職先が
決定しました。
　宮城大学に食産業学部が新設された際、研究者の募集に応募
して採用されたため、会社勤務は 2 年弱でした。しかし発酵
に限らず幅広い食品に関する研究に携わった経験は、大学での
研究や教育に生きています。それは例えば食品の研究に、「お
いしくて売れる商品」「小規模でも持続的経営が可能な商品」
といった、生産や消費の現場に近い感覚で取り組める点です。
　私が所属する宮城大学の「フードマネジメント学類」は、食
についてサイエンスとビジネスの両面からアプローチし、人材
の育成と研究を通じて地域に貢献することを目指しています。

東北の農水産業や食品加工業は小規模経営が多く、大企業のよ
うな研究や人材育成は難しいのが実情です。一方で大学が行う
研究は、発酵や醸造の分野であれば、医薬品への応用や遺伝子
といった先端的なテーマが選ばれがちです。
　しかし私の「発酵化学研究室」では、例えば宮城県山元町の
名産であるイチゴから、風味の良いワインを造るための発酵条
件、そして香氣の分析などに取り組んできました。また大豆を
しぼった豆乳は健康的な飲み物ですが、牛乳から作るチーズや
ヨーグルトのような発酵食品への展開は未開拓です。私たちは
候補となる 1200 株もの天然酵母の中から、豆乳を凝固させ
る能力をもつ 3 種を見つけ出し、現在はその 1 つを用いたチー
ズ風の食品「スプレ」の商品開発に取り組んでいます。牛乳ア
レルギーを持つ方やコレステロール値が心配な方にも、きっと
安心して味や香りを楽しんでいただけるようになるはずです。

  「発酵は地球を救う」の精神で学び続ける
　宮城から岩手にかけての三陸で水揚げが多いイサダをご存じ
でしょうか。エビに似た小型の節足動物で、一般にはオキアミ
と呼ばれています。食用にもなりますが、鮮度を保つのが難し
いなどの理由で、今は釣りや養殖魚のエサとしての利用が主で
す。実はこれを発酵させると魚醤（ぎょしょう）という調味料
を作ることができ、東南アジアでは特に人氣があります。とこ
ろが今ある商品は黒みが強過ぎて、見映えの点で難があるので
す。しかしこの課題も、イサダ特有の赤みを生かした発酵技術
の開発で克服できる見通しが立ちました。原料となる資源は豊
富で安価なだけに、ぜひ商品化を成功させたいと思います。
　「菌」は多種多様ですが、私が研究しているのは、人間に恵
みをもたらしてくれる発酵に関わる菌たちです。ビールやワイ
ン、パンを作るのに必要な酵母菌。味噌、醤油、日本酒を産み
出す麹（こうじ）菌。チーズ、ヨーグルト、漬物には乳酸菌が、
納豆には納豆菌が、酢には酢酸菌が欠かせません。
　こうした菌・微生物による発酵には、大きく 4 つの特長が
あります。まず保存性。冷蔵が難しかった大昔から、人間は乾
燥させる、塩漬けにするなどして食品を保存してきました。発
酵にも、関わる微生物が腐敗菌を寄せ付けなかったり、殺菌効
果を発揮したりするなどして保存の機能があります。しかし冷
蔵庫が普及した現代では、このメリットは薄れました。次に栄
養性。発酵は原料に含まれる栄養素を分解して消化吸収しやす
くしたり、重要なビタミン類などを生み出してくれたりします。

宮城大学　食産業学群　教授
専門＝発酵・醸造学

金内　誠先生
《プロフィール》（かなうち・まこと）1971 年山形県生まれ。東京農業大学農学部卒業。
同大学院農学研究科 博士後期課程修了。博士（生物環境調節学）。米国カリフォルニア
大学デーヴィス校博士研究員、食品企業勤務を経て、2005 年に宮城大学食産業学部（現・
食産業学群）の設置にあわせて着任。助手、准教授を経て、2017 年より現職。共著書に『発
酵食品学』、『食と微生物の事典』、監修書に『すべてがわかる ! 「発酵食品」事典』など。

※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、連絡及び
　発送に限り利用させていただきます。

はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥クイズの答え2つ、
⑦「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。

応募
方法

【応募締切】2021年9月10日　当日消印有効

懸賞懸賞

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。渡辺彰先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。渡辺彰先生の記事もご覧ください。

懸賞

Q.2  発酵が持つ４つの特長、「保存性」「栄養性」「機能性」もうひとつは何？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを
当てよう！



その他のお便りと編集部からのコメントはWeb版でご覧いただけます。

詳細はWeb版に掲載しております。http://manabinome.com/

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定されていたものが中止・
延期となることがあります。最新の情報は主催者のホームページ等でご
確認をお願いいたします。

Web版はより多くの情報を
随時更新しています。

http://manabinome.com/

まなびのめ│ 検索

キーワード・タグ
検索も
できます

「まなびのめ」第52号懸賞クイズの
正解は下記のとおりです。

第52号

Q.1 　坂田先生がかかわった地球研におけるプロジェクトの研究テーマは？
答え　「アラブ社会におけるなりわい生態系」

Q.2 　江戸時代、大坂で刊行されたネズミに飼い方のガイドブックの書名は？
答え　『養鼠（ようそ）玉のかけはし』

「学び」イベントに参加したら
　　　　　　　　　  感想を書こう！

参加体験記

粗
品

進
呈

。すまいてしち待おをトーポレや想感のトンベイ」び学「、たれさ加参が様皆の者読
掲載採用させていただいた方のうち毎号1名様に1000円分の図書カードを進呈！
ご投稿いただいた全員にもれなく粗品をプレゼント！
※採用の可否、図書カード当選者は編集部に一任いただきます。
■投稿方法　はがき、FAX、E-mail、Web版投稿フォームにて受付。
■投稿先　　「まなびのめ」編集部　　※詳細は最終ページをご覧ください。

　第 52 号 人と動物

　いつもたのしみにしております！� （塩釜市・74歳）

編：読者の皆さまのご感想が編集部の活力になっています。

　坂田先生の記事を読んで、東北大学農学部のすごさ、すばらしい

人材を輩出するのが分かった。安田先生の記事を読んで、ネズミに

ついて幅広いイメージを得ることができた。松森胤保についてもこ

れから学習しようと思う。� （仙台市宮城野区・70歳）

編：毎号、どなたにインタビューしようか案を出し合っていますが、
宮城にも本当にバラエティに富んだ研究をされている方々や大学が

あります。これからも皆さんの学びのきっかけづくりになるような

情報誌を作ってまいりますので、お楽しみに！

　

　「まなびのめ」を初めて手にしました。「人と動物」動物からいた

だく恵み、動物と美術の研究は、どちらも興味深かったです。研究

というと難しく自分とは無縁のものでしたが理解できました（昔か

ら若冲は好きです）。「まなびのめ」また手にしたいです。「学び」イ

ベント一覧すごく便利です。� （仙台市青葉区・60歳）

編：初めてのお便り嬉しく思います。研究自体は高度なことをして
いても、私たちの興味やくらしにつながっていると感じられたり、

研究者の人柄などの魅力に触れられたり、「学術の世界と市民をつな

ぐ」ことで相互によい影響・効果が生まれることをめざしております。

クイズ応募と共にお便りを下さった方には、以降 1年間、発行の度

に最新号をお送りしておりますので、ぜひ継続してお楽しみいただ

ければ幸いです。

　宮城の方言を取り上げてください。東北大には方言研究センター

があります。� （大崎市古川・43歳）

編：ご要望の「宮城の方言」という取り上げ方で
はないのですが、実は、第 17号（2012 年 7月

発行）で東北大学大学院文学研究科／東北大学方

言研究センターの小林隆先生に取材をしていま

す。Web版でぜひ読んでみてくださいね。

読者と編集部の
キャッチボール

読者の声

その他のお便りと編集部からのコメントはWeb版でご覧いただけます。

　仙台市歴史民俗資料館「仙台の災害」関連イベントの 3回目の講
座です。講師は飢饉の研究、特に天明の飢饉を主な研究対象にして
きましたが、現在は天保の飢饉も研究を進めているそうです。天明
の飢饉が 1～ 2年の期間だったのに対して、天保の飢饉は 7年程度
続きました。シリーズ 1回目の佐藤氏の講演では天保飢饉における
仙台藩主など為政者側の対応を知ることができました。今回は一般
民衆の対応です。
　冒頭、まず、飢饉で見られる主な特徴を 5つ挙げて解説します。
①　�急激に米価が高騰する。絶対的な米不足、領外への移出・販売、
米商人等の隠匿や売り惜しみが原因。

②　�領主の飢饉対策がパターン化している。酒造りをはじめとした
制限・禁止が行われる。

③　�飢人の行動がパターン化した。特に非人や乞食化が一般的だっ
た。

④　�治安の悪化やモラル破壊が進行する。各人がそれぞれ生きるこ
とに必死になり、その結果モラル破壊が急激に起こった。

⑤　�疫病死を伴う。飢饉死といっても実際は餓死以上に疫病死が多
かった。

　天保飢饉は天明飢饉に次いで死者数も多く、仙台の人口も 49万人
から40万人と約9万人減少し、その後幕末まで増加しませんでした。
天明飢饉より期間が長いこともあって、天明飢饉に劣らず厳しい状
況だったようです。
　次に、講座名にある－移動する人々－について講師の最近の研究
論文の抜き刷りを配布資料に用いて説明を加えていきます。移動す
る人々とはより食料がありそうな地域へ移動する人のことです。隣
接の他領へ行くのが通例ですが、東北では仙台へ向かう人も多く、
天保 7，8年頃になると江戸へ向かう人もいました。仙台藩は領内に
比較的入りやすく、収容力もあり、新田開発の労働力確保のため流
民達は留め置かれました。天明飢饉後の仙台藩の人口の回復や農村
復興の動きには他領民も関係したようです。
　移動する人々（流人）に関する資料は少ないとのことですが、幕
府の昌平學にいた山田三川は「三川雑記」に比較的よく書き留めて
いるそうです。これによれば東北諸藩をはじめ全国各地から江戸へ
流れてきたといいます。流入者に対して幕府は「人返し政策」を行
います。天保 7年に品川、板橋、千住、四谷の四宿にお救外小屋を
建てて流人を保護し、出身元を確認後、各藩の江戸屋敷を通じて国
元へ帰すというものです。千住宿には東北地方からの流入者が多く、
街道筋の藩からの流人でした。
　講師によれば、飢饉に伴い疫病も流行したのは天保飢饉が概ね最
後であり、飢饉で餓死することも少なくなってからは飢饉に代わり
凶作が用いられることとなったそうです。1993 年（平成 5年）、東
北地方は冷害による凶作となり、タイなどからの輸入米に頼ったこ
とがありますが、食糧不足により飢えるということにはなりません
でした。世界的に見れば、飽食と飢餓の問題が顕著になっています。
欧米など先進国で飽食と食品ロスがみられる一方、世界の飢餓人口
は増えているとのことです。食糧の海外依存度が高い日本でも飽食
や大量の食料廃棄が問題となっています。
　講師はNHKテレビ番組で報じられていた人口増や地球温暖化の影
響等による食糧危機の話題にも触れ、飢饉、飢餓状態の経験をもた
ない現在の日本や日本人に飢饉の発生に備えておくことの重要性を
強調していました。
　歴史から学ぶことはいろいろありそうです。��（仙台市　島田昭一）

■【特別展「仙台の災害」講座Ⅲ】
「飢饉を生き抜いた人々の姿～移動する人々～」

講師：菊池勇夫�氏（宮城学院女子大学名誉教授）
2021年 2月 13日（土）13：30～ 15：00　仙台市歴史民俗資料館

参加体験記

「まなびのめ」配色法：襲色目（かさねのいろめ）
第53 号・夏／「破菖蒲」（ha syōbu）

9月11日(土)東北工業大学「地域未来学」［講座 14］
ミクロ・マクロな視点から災害対応を考
える
講　師　畠山雄豪氏（東北工業大学ライフデザイン学部生活デザイン学科准教授）

オンライン開講

14:45

▲

15:45

Tel 022-305-3818東北工業大学�地域連携センター�地域未来構築事業
場　所

主催者 問合先

9月15日(水)東北工業大学「地域未来学」［講座 15］
自然と暮らし、自然とむきあう技と心

講　師　岸本誠司氏（東北工業大学ライフデザイン学部生活デザイン学科教授）
オンライン開講

15:30

▲

16:30

Tel 022-305-3818東北工業大学�地域連携センター�地域未来構築事業
場　所

主催者 問合先

9月16日(木)東北福祉大学公開講座 2021年度：
検証・明智光秀の正体②
古文書から探る光秀
講　師　鍛代敏雄氏（東北福祉大学教授）

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 50名

15:30

▲

17:00

Tel 022-766-8834東北福祉大学
場　所

主催者 問合先

定　員

9月18日(土)東北工業大学「地域未来学」［講座 16］
傾聴移動喫茶カフェデモンク
「未来を拓くケアアート」
講　師　金田諦應氏（通大寺住職）

オンライン開講

13:30

▲

14:30

Tel 022-305-3818東北工業大学�地域連携センター�地域未来構築事業
場　所

主催者 問合先

9月18日(土)東北工業大学「地域未来学」［講座 17］
311を伝え継ぐために〜東日本大震災
「伝承と防災啓発」の未来〜
講　師　武田真一氏（宮城教育大学防災教育研修機構特任教授）

オンライン開講

14:45

▲

15:45

Tel 022-305-3818東北工業大学�地域連携センター�地域未来構築事業
場　所

主催者 問合先

9月25日(土)2021 年度ジェンダー論公開講座：
「現代産業社会とジェンダー」

講　師　遠藤恵子氏（東北学院大学名誉教授、公益財団法人せんだい男女共同参画財団アドバイザリー・フェロー）
エル・パーク仙台　セミナーホール 50名

13:30

▲

15:30

Tel 022-268-8301公益財団法人せんだい男女共同参画財団
場　所

主催者 問合先

定　員

9月26日(日)せんだい文学塾・山形小説家・ライター
講座　9月講座「小説の中のキャラクター
の作り方」（オンライン）
講　師　柴田哲孝氏（作家）

オンライン開講

14:00

▲

16:00

sakka.naro@r7.dion.ne.jpせんだい文学塾・山形小説家・ライター講座
場　所

主催者 問合先

9月30日(木)東北福祉大学公開講座 2021年度：
検証・明智光秀の正体③
本能寺の変─明智天下の十二日間
講　師　鍛代敏雄氏（東北福祉大学教授）

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 50名

15:30

▲

17:00

Tel 022-766-8834東北福祉大学
場　所

主催者 問合先

定　員

10月2日(土)東北福祉大学公開講座 2021年：
情報モラル教育を体験してみよう

講　師　高橋俊史氏（東北福祉大学助教）�
東北福祉大学仙台駅東口キャンパス（オンラインへ変更の可能性あり） 40 名

13:00

▲

16:00

Tel 022-766-8834東北福祉大学
場　所

主催者 問合先

定　員

8月18日（水）・20日（金）
・9月1日（水）・8日（水）

令和 3年度みやぎ県民大学
「環境へのケミカルアプローチ」
（全 4回）
講　師　東北大学大学院環境科学研究科教員

東北大学大学院環境科学研究科本館 15名（宮城県民）

17:30

▲

19:00

Tel 022-752-2235宮城県教育委員会・東北大学大学院環境科学研究科
場　所

主催者 問合先

定　員

9
SEP

10
OCT

連続
講座

8月  7日(土)東北工業大学「地域未来学」［講座 10］
震災から 10 年を経た地域の復興と新し
い防災の取組
講　師　今村文彦氏（東北大学災害科学国際研究所所長）

オンライン開講

14:45

▲

15:45

Tel 022-305-3818東北工業大学�地域連携センター�地域未来構築事業
場　所

主催者 問合先

8月21日(土)東北福祉大学公開講座 2021年度：
災害におけるこころのケアを考える

講　師　渡部純夫氏（東北福祉大学教授）
東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 23名

13:30

▲

15:00

Tel 022-766-8834東北福祉大学
場　所

主催者 問合先

定　員

8月21日(土)2021 年度ジェンダー論公開講座：
「婚姻と姓」

講　師　水野紀子氏（公益財団法人せんだい男女共同参画財団理事長、東北大学名誉教授）
エル・パーク仙台　セミナーホール 50名

13:30

▲

15:30

Tel 022-268-8301公益財団法人せんだい男女共同参画財団
場　所

主催者 問合先

定　員

8月21日(土)まちなか美術講座
「シベリア・シリーズの画家　香月泰男の
造形」
講　師　小檜山祐幹氏（宮城県美術館学芸員）

東北工業大学一番町ロビー 2階ホール 20名

13:30

▲

15:00

Tel 022-723-0538宮城県美術館・東北工業大学
場　所

主催者 問合先

定　員

8月22日(日)せんだい文学塾・山形小説家・ライター
講座　8月講座「作家志望者への助言」
（オンライン）
講　師　三浦しをん氏（作家）�

オンライン開講

14:00

▲

16:00

sakka.naro@r7.dion.ne.jpせんだい文学塾・山形小説家・ライター講座
場　所

主催者 問合先

8月28日(土)東北工業大学「地域未来学」［講座 11］
わくわく、キラキラのまちづくり（東日本
大震災後の気仙沼のまちづくりの考え方）
講　師　小野寺憲一氏（気仙沼市保健福祉部長）

オンライン開講

13:30

▲

14:30

Tel 022-305-3818東北工業大学�地域連携センター�地域未来構築事業
場　所

主催者 問合先

8月28日(土)東北工業大学「地域未来学」［講座 12］
西原村における熊本地震の被害及びその
後の復旧・復興等について
講　師　内田安弘氏（阿蘇持続可能な社会研究所所長）

オンライン開講

14:45

▲

15:45

Tel 022-305-3818東北工業大学�地域連携センター�地域未来構築事業
場　所

主催者 問合先

9月4日(土)小池光短歌講座 2021　第 134回

講　師　小池光氏（歌人）� （申込締切 8/11( 水 ) 必着）
仙台文学館 50人（抽選）

13:30

▲

15:40

Tel 022-271-3020仙台文学館
場　所

主催者 問合先

定　員

9月  9日(木)東北福祉大学公開講座 2021年度：
検証・明智光秀の正体①
『信長公記』の光秀
講　師　鍛代敏雄氏（東北福祉大学教授）

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 50名

15:30

▲

17:00

Tel 022-766-8834東北福祉大学
場　所

主催者 問合先

定　員

9月11日(土)東北工業大学「地域未来学」［講座 13］
私たちの食と社会

講　師　冬木勝仁氏（東北大学大学院農学研究科・農学部教授）
オンライン開講

13:30

▲

14:30

Tel 022-305-3818東北工業大学�地域連携センター�地域未来構築事業
場　所

主催者 問合先

8
AUG

9
SEP




