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WHEN THE DEEP CALLS UNTO THE DEEP......
Evans Maka
2nd Year, MPP/IP

NEWSLETTER

The advantages of studying in GraSPP are enormous: numerous
scholarship oﬀers, numerous learning resource centers dotted all
over Hongo campus with aﬃliation to the department, loving
administrative staﬀ supporting international students to live in
Japan with no qualms, and the ease with which students can
approach professors being it academic or private matters, etc.
Besides, I see GraSPP as a graduate school poised to address the
woes of the failing global economic architecture. Contrary to the era
where public policies were conﬁned to speciﬁc country settings, the
advent of globalization had brought into force various intervening
factors inﬂuencing public policies globally. Globalization was
welcomed by the praise singers, mainly developed economies, with
much optimism due to opportunities for integrated and expanded
markets, and global production networks. The censured chicaneries,
in mainly developing countries, were more circumspective due to
the fragile nature of their economies. But the crux of the matter is
that now the ramiﬁcations of globalization seem to be startling for
both developed and developing countries alike. The new global
economy is impacting tremendously on the economic policies of
both developed and developing economies heading toward
diﬀerent forms of crisis, ranging from ﬁnancial crisis, political crisis to
sovereign crisis. In fact, the global economy has gone deeper and is
calling unto the deeper, than the 18th century ideology. Thus when
the deep calls unto the deep, there must be a deep somewhere to
respond, and in fact GraSPP has positioned itself in responding to
the deep. GraSPP provides an endemic training in public policies for
students to become able to think by themselves, nurture risk-taking
abilities and welcome diversity through courses oﬀered across law,
politics and economics. The veteran professionals in the policy
forefront in economics, science and technology, energy and
environment, development, etc., who constitute the teaching staﬀ
of GraSPP provide students with a specialized skill to enhance their
sense of critical thinking, problem solving ability and capacity to
properly investigate and interrogate policy issues around the globe
by drawing on the lessons of Japan.

Catching the glimpse of Japan When my plane ﬁrst landed in
Narita International Airport and walking through the streets of Japan
with my tutor, Akao san, I, at a point in time sighed heavily and
prayed to ask God whether this nation is closer to the promised
paradise. Well, this may sound funny but not for an “African child”
who landed in Japan for the ﬁrst time. I see Japan as a nation where
economic growth had been fully decomposed to all layers of society
and people enjoy their lifestyle with the aid of state-of-art
technologies. Senior citizens are given the requisite medical support.
This makes the citizens conﬁdent in reaching old age without
qualms because they can still maintain their dignity and self-worth.
The impressive transportation system cannot be overemphasized.
A trip organized and funded by GraSPP for international students
in 2011 to Nikko, where we visited the Edo Wonderland, a historical
place in Japan, unraveled an interesting sight that made me feel
that Africa today follows Japan in the Edo era. Japan during that era
was characterized by manually driven machines, animal power
driven agricultural equipment, low standard classrooms,
bloodsheds, etc. But through industrious attitude, imitation and
creativity, the nation metamorphosed into its current state. The
traditional culture of courtesy, non-use of outdoor shoes indoors
and limited use of derogative words seem to portray the unique
attribute of the Japanese. Notwithstanding, since there had been no
modernization without a trade-oﬀ of country's values, Japan has
gradually adopted the western style.
Japan's experience aptly demonstrates how science and
technology, public policies and private sector initiatives could
accentuate eﬃciency and bolster resource allocation, since Japan
achieved growth and success without naturally endowed resources.
But today, Japanese policy makers seem to be in bewilderment with
the citizens doubting possible recovery and being more pessimistic
about the future path of the economy. Prolonged stagnation, rising
debt to GDP over 200%, declining birth rate coupled with aging
population, deep-seated deﬂation and historical appreciation of the
yen seem to bedevil the Japanese economy. If a nation which once
experienced a “growth miracle” (coined by economists) is now
calling for reconstruction, then I say that the Japanese economy had
gone deep and is calling unto the deep. It is worth asking whether
Japan's economic growth since the 1950s was really a miracle or the
policies (I thank Professor Takatoshi Ito, Dean of GraSPP, for his
exposition on the Japanese economy). Now that the same economy
had gone deep, and calling unto the deep, there must be deep
policies somewhere to respond.
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多様性（Diversity）
私の研究室は、第 2 本部棟 6 階のエレベーターの一番近くにあるので、その前の廊下を公共政策
大学院の生徒が毎日行き交っています。別に聞き耳を立てているわけではありませんが、いろいろ
な言葉が耳に飛び込んできます。日本語も聞こえてきますが、片言の英語、本格的な英語、中国語、
韓国語、ドイツ語、スペイン語、その他私の知らない国の言葉など、さまざまな言語が聞こえてき
ます。耳にするたびにコスモポリタンな雰囲気に魅了され、この大学院で教えている幸せを感じま
す。聞くところによると在校生の出身地は既に 30 ヶ国・地域を超え、すでに在校生の 30 ％以上が
外国人だとのことです。
私は財務省でいくつかの国際交渉にも携わってきました。その頃はあまり意識しませんでしたが、
当大学院で教え始めてびっくりしたのは、国籍、文化、人種、言語、それまでのキャリア、男女の
違い等の多様性が、往々にして講義内の議論に爆発的なダイナミズムを持ち込むということです。
私は英語で開発援助等を教えています。日本の開発援助政策は、世界の潮流とは隔絶し、ガラパ
ゴスになっていますが、アジアから来ている学生にはあまり違和感はないようです。反対に、アフ

教授

リカ大陸や南米大陸から来ている学生には大いに違和感があるようで、質問が続出、するとすぐに

長谷川浩一

反論が出てきて、講義は混乱に陥り、私の役割は先生役から議事進行役に代わり、講義は脱線に脱
線を重ねて、大幅に遅延していきます。
講義を始めた頃はこうした混乱が心配でしたが、最近は積極的に議論をけしかけるようにしてい
ます。いろいろな意見が出てとても楽しいものです。議論が白熱して、教室の温度も上がるような
気がします。多様性が強烈なダイナミズムを生み出すのです。
そこで日本人の学生にも、是非ひとりでも多くこのコスモポリタンな世界に挑戦して欲しいので
す。あなた方が社会で指導的地位に着く 20 年後、30 年後には、日本はますます国際社会の荒波に
もみくちゃにされていることは必須です。公務員であれ、企業戦士であれ、起業家であれ、日本の
歴史と文化の枠組みの中だけで仕事をすることはもはや不可能になっているでしょう。あなたたち
がいつも歩いている廊下のすぐ隣に、このコスモポリタンな社会を具現化したクラスがいくつもあ
り、日々白熱した議論が行われているのですから、是非その扉を叩いて欲しいと思っています。

Trip to
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Bed Raj Phuyel 2nd Year, MPP/IP
Deepak Dhakal 1st Year, MPP/IP
Suman Dahal 2nd Year, MPP/IP

Saga prefecture, which is located on northwest part of Kyushu
Island of Japan, is well-known for natural beauty, unique traditions
and historical value. We were provided the opportunity to visit this
place in December 2012.
The purpose of this trip was mainly to observe and understand
how Saga government has been utilizing modern technological
device like iPad in making the ambulance services more eﬀective. In
addition, another purpose was to observe how successfully a public
hospital in Takeo has been privatized and operated.
The oﬃce of Saga prefecture operates around 50 ambulances
which use iPads to access the hospital information database.
Through utilizing the application, they have succeeded in
shortening duration of ambulance drive. This is very praiseworthy
indeed. The ambulance worker tries to ﬁnd out the proper doctor

and hospital by accessing medical services as well as availability of
beds in the hospital using an iPad. After that, the staﬀ contacts the
concerning hospital and takes the patient through shortest route. It
is remarkably working and getting famous all over Japan. We also
got chance to meet the planner of this operation. He is very young,
gentle and very cooperative and also is being very popular through
this innovative idea.
The visit to a private hospital in Takeo (Shin Takeo Hospital) was
also very inspiring and memorable. The hospital is well equipped,
clean, well-managed and looks like a star rated hotel. In 2009, the
prefectural government decided to privatize the only public hospital
of that area and now it has drastically changed its scope and
structure. With its own helicopter ambulance and modern
equipment with highly professional medical staﬀ, this hospital is
one of the best in this region.
Takeo is also famous for natural hot springs (Onsen). There are many
public as well as private hot springs around this place. We experienced
a hot spring at Takeo, which was delightful moment in our life.
During the trip, we visited some natural and historical places. We
also got chance to observe the oldest tree which was around 400
years old. The visit to Saga Shrine and Saga Castle History Museum
was also a notable event in this trip. Dinner, breakfast and
accommodation at Japanese styled hotel was very refreshing and
pleasing to us. In conclusion, this trip was very enjoyable and
informative as well. We would like to thank the coordinator Ms.
Satoko Nishimura (researcher at GraSPP) and all the fellow members
of the trip for their eﬀorts on making this trip unforgettable in our
lives. We are also deeply grateful to Sompo Japan Insurance Inc. for
their generous support on this ﬁeld trip.

もともと官僚志望で外務省に行きたいと思っていました。その前に勉
強しておこうと思い、GraSPP に入りました。ところが就職先は新聞社
になりました（笑）。
― なぜ新聞社に？

インタビュー
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転機となったのは東日本大震災でした。被災地に行って、現地のおっ
ちゃんと日本酒を酌み交わしながら話をしたことがあります。そのおっ
ちゃんは津波で奥さんと娘さんを亡くしました。漁師の仕事も失い、海
の瓦礫撤去の仕事をしています。おっちゃんが、それまで私が見たこと
もない、いい顔をしていたのです。辛い経験をしたのに「負けてらんね

回

えよな」と、表情に決意がみなぎっていました。
おっちゃんと知り合ったら、今まで国益や「日本のために」と勉強し
てきたことは何だったんだろう、と考えさせられました。これまで、日
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学生

― GraSPP に入学した理由を教えて下さい。

本国民という漠然としたとらえ方しかしておらず、生身の「ひと」を見
る視線が欠けていたと気づいたのです。
「ひと」を丁寧に見る仕事がした
いという思いが湧いてきました。普通に生きている人の日々の営みを追
いかけたい、と。テレビ番組のディレクターになりたくて某テレビ局に
絞って試験を受けたのですが、落ちてしまいました。すぐに気持ちを切
り替え、縁あって 4 月から働く新聞社に決まりました。この会社の面接
官の方は、私が「国益って何だかわからなくなりました」など、かなり
率直な物言いをしても「なるほどね」ときちんと耳を傾け、受け止めて
くださって意外でした。
この新聞社は、他社と比べてかなり記者の裁量が大きいそうです。社
会部に面白い記事が多いのも特徴です。関西にファンが多くて、夕刊も
関東ではもう発行していないのですが、関西では発行しています。
両親は私が新聞社に就職するのに反対でした。「仕事はきついし新聞

安藤 歩美さん

を読む人も減っている」という理由です。実家が新聞販売店を営んでい

公共管理コース 2 年

が減った影響はやはりあって、かつて大晦日は翌朝の新聞配達の準備作

て、スポーツ紙も含め全紙取り扱っています。ただ、紙媒体での購読者
業が深夜までかかるのが当たり前でしたが、この頃は「もう終わり？」
と気が抜けるくらい早く終わります。購読者減、そしてほぼ年中無休と
いう労働条件の過酷さもあり、両親は別の方に権利を譲って今年度末で
店をたたみます。

― GraSPP の仲間を見て思うことはありますか。

みんなスマートなエリートだな、と（笑）。しょっちゅう、自分が田舎
者だなと思います。でも、みんな、人の目を気にしすぎるひ弱な学生も
多いように感じます。ちょっと失敗しただけでこの世の終わりのように
落ち込むなんてもったいない！

やりたいことをやればいいんです。私

は「万が一、就職できなければ新聞配達でも何でもして働けばいい」と
思っていましたし、今でも思っています。
親にはほんとうに感謝しています。私はつむじ曲がりなので、他人か
らやれと言われるとやらないタイプなのですが、親は勉強しろと一言も
言いませんでしたし、一浪したときも何も言わずに見守ってくれました。

と思います。
（インタビュー・文責

編集担当）
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GraSPP はいろいろな人がいすぎて、まとまりがない大学院ではあり
ますが（笑）、逆にそれが魅力で、「何でもあり」、
「何でもできる」場所だ
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GraSPP Home Coming Day

法政策コース 2 年

岡本熱子

2012 年 10 月 20 日、ホームカミングデーという機会に、同年 8 月 1- 4 日に行われた東北スタディ・ツ
アーの報告をさせて頂きました。現役生や同窓生の方々、さらには教員の方々にもお越し頂き、たいへん
光栄に思いました。また、懇親会では同窓生の方々が声をかけて下さり、報告内容に対する感想等を通じ、
たくさんのお話をすることができました。同窓生の
方々は本当に多方面の業界でご活躍なさっています
が、おしなべてこのような公共性の高い問題を主体
的に考え続けておられ感銘を受けました。卒業後も
このような繋がりを大切にしていければと思います。
当大学院の国際石油開発帝石寄附講座の研究プログラム「グリーン・イノベーションへ向けた今後の展
開」から生まれた『日本の将来を変えるグリーン・イノベーション』
（馬奈木俊介・林良造編著、中央経済社、
2012 年）が発売されました。エネルギーをめぐる環境が激変した現在、
「グリーン」「持続可能性」をキー
ワードに、エネルギー問題の課題先進国、日本から、さまざまな可能性と処方箋を提示しています。

ガーナ出身の Evans Maka さんのエッセイの冒頭に、旧
約聖書の詩篇 42 篇 8 節 "When the deep calls unto the
deep...（新共同訳では「深淵は深淵に呼ばわり……」）" が
後 記
登場し、彼の人生の根底にキリスト教の教えがあること
を実感しました。長谷川浩一先生の文章にあるように、公共政策大学院
の学生の出身国は 30 ヶ国・地域に及んでいます。当然、彼らが信仰する
宗教や育ってきた文化・価値観も多種多様です。自分が訪れたことのな
い国の学生の文章を読むたびに必ず新しい発見があり、編集者の役得と
喜んでいます。（編集担当）
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