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The European Union Institute in Japan, Kyushu (EUIJ-Kyushu) is administered by the consortium of Kyushu University, Seinan Gakuin University, and Fukuoka Women’s University.

EUIJ 九州より
EUIJ 九州ニューズレター第 3 号をお届けいたします。昨年の 1 月
に、新年のごあいさつとともにニューズレター第 1 号を発刊してから、

From EUIJ-Kyushu

早くも 1 年が経ちました。今号では、2012 年 7 月から 12 月までの主
な活動をご紹介します。
今回の大きなニュースは、何といっても EU がノーベル平和賞を
受賞したことでしょう。このノーベル平和賞受賞を、日頃の EUIJ
九州の活動にご協力いただいている皆様とともに喜びたいと思いま
す。この時期にこのような賞を与えてくれたノーベル平和賞財団の
メッセージは明らかだと思います。経済危機に苦しむ EU が個別の

利害関係に流されることなく、その創設の理念を思い起こし、ここ
まで築き上げた「 平和 」をさらに堅固なものにする努力を継続する
ことが期待されています。
EUIJ 九州も、日本における EU の理解をさらに深め、一層の関心
をもってもらえる活動を続けていきます。引き続き、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

We are pleased to offer you the third issue of our newsletter,
which covers our activities from July to December 2012. It has
already been a year since we published our first issue in January
2012 with a “Happy New Year” greeting.
The biggest news that occurred during this period was the

awarding of the Nobel Peace Prize for 2012 to the EU. The
message of the prize was clear: the EU is highly expected to
continue with its initial idea to establish peace in the region.
The EUIJ-Kyushu will strive to work on its mission to help the
Japanese public in developing a better understanding of the EU.

2nd EUIJ-Kyushu Annual
第 2 回 EUIJ 九州年次国際会議
International Conference
「 EU と市民意識の形成
― 過去と現在、内と外から展望する」 ‘Pan-Europe: Past to Present,
Inside and Out’
第 2 回 EUIJ 九州年次国際会議は、福岡女子大学との共催により
2012 年 11 月 18 日（ 日 ）に福岡女子大学大学会館大ホールにおいて
開催されました。シンポジウムでは EU と市民意識の形成について、
歴史、言語、民間交流、移民、政治など様々な観点から幅広い議論
が交わされました。
欧州連合（ EU ）はいかなる経緯から構想され、ヨーロッパ社会・
文化にはどのような統一性があるのか。その歴史的先駆けを古くは
中世フランク王国のシャルルマーニュに見出す考えがあり、近くは
日本女性の血を引くオーストリア人の提案に求める説もありました。
さまざまな文化、民族、国を統合して一つの政治・経済圏を維持す
る壮大な試みの中で、政府・市民の間でどのような活動や人の移動
が展開されているのか。それらの活動や移動の最中国境を越えた人々
はどのようにして、受入国の社会に適応してゆくのか。グローバル
化の進む社会に生きる私たちの指針となる、貴重な議論が交わされ
ました。会場に詰めかけた約 200 名の、地域の方々や研究者、学生
などにとって大いに示唆と刺激を与える内容だったのではないでしょ
うか。
議論の中で特に印象深かったのは、
「 モビリティ（ 動きやすさ ）」
の向上と学生等若い世代の交流による相互理解の重要性です。EU
においては、それはエラスムスプログラムによって実践されています。
EUIJ 九州も、様々な企画を通して、同様の理念を実行することに努
めていますが、ますます強力に推進していかなければならないとい
う思いを強くしました。
シンポジウムには以下の方々をお迎えしました。心から御礼申し
上げます。
○ 基調講演：佐藤彰一（ 名古屋大学名誉教授、日本学士院会員 ）
○ 司会： スコット・ピュー（ 福岡女子大学教授 ）
○ パネリスト
1. グレアム・カイ（ グラスゴー大学教授、元副学長 ）
2. ディミトリ・ヴァンオーヴェルべーケ
（ ルーヴァン・カトリック大学教授 ）
3. スヴェン・ホルスト（ 福岡女子大学准教授 ）
4. 馬場 優（ 福岡女子大学准教授 ）

EUIJ-Kyushu held the 2nd Annual International Conference
on the above theme at the Grand Hall of Fukuoka Women’s
University(FWU). The programme consists of two sections: a
keynote lecture by Shoichi Sato, member of the Japan Society,
and a panel discussion by four participants (Graham Caie, former
vice-president of Glasgow University; Dimitri Vanoverbeke,
professor of Catholic University of Leuven; Sven Holst, professor
of FWU ; Masaru Baba, professor of FWU). This 4-hour long
symposium attracted a large audience (approximately 200) and
helped them to have a better understanding of the EU.
In the preliminary lecture, Prof. Sato gave a bird’s eye view
of the historical formation of the EU so that we could grasp
the present EU from a broad perspective of time and space. He
dated the embryo of the EU back to Charles the Great (742-814),
illustrated how and why the appellation ‘king of Europe’ was
endowed to the king, and concluded his lecture by referring to the
dynamic mutation of the global system, in which the EU currently
occupies a central position.
With this broad perspective in mind, the panelists discussed
from the point of view of their respective topics. Prof. Baba
responded to Prof. Sato’s argument from the viewpoint of modern
times. He introduced a story of Richard von Coudenhove-Kalergy
(also known as Eijiro Aoyama). He detected Japaneseness in
Coudenhove-Kalergy’s biological and mental aspects, and
explained his contributions to form the basic concept of a political
and economic community. Prof. Vanoverbeke, the second
speaker, pointed out that tolerance for heterogeneity/diversity,
rather than homogeneity/uniformity, is vital in the making of
a community. Under this axiom, he brought up the example of
the reception of Japanese culture in Belgium, the very center
of the EU, and illustrated a number of examples that have been
properly interpreted and persuasively accepted by the Belgium
people. Along the same line Prof. Holst, the third speaker,
developed his interpretation of the important role of immigrant
cultural activities by focusing upon a case of Hisako Matsubara,
a Japanese literary writer, who was inf luential as a cultural
liaison in Germany through a series of troubles and sufferings.
The tolerance for diversity was pointed out in their lectures as
vital and essential in making and maintaining a harmonious

society in the EU. Finally, Prof. Caie, a representative of the UK,
emphasized the importance of mobility of the younger generation
across the globe, deploring the linguistic situation in the UK that
students are hesitant to learn a second language as their mother
tongue, English, is an international language.
The EU certainly has a number of problems yet to be sorted out,
but it is unanimously agreed in the symposium that, in order
to substantiate the reward of the Nobel Prize in the future, the
educational and cultural exchange, which has been encouraged
by ‘Erasmus for All Programme’, should be advanced further
and thus enhance communicative and intercultural abilities. The
audience left the meeting with an impression that the wisdom and
lesson obtained from the EU must be applied to their idea of a
future society.
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教育・研究活動
EU 研究ディプロマプログラム（ EU-DPs ）

EU-DPsはコンソーシアム構成大学の学生に、EUについての体系的
な学習と研究の機会を提供するEU 研究修了証プログラムです。2 年目
となり、各大学でのEU-DPsの認知度も高まりました。2012 年度前期
には、17 名の学生（ 学部生 3 名、修士課程 14 名）が修了証を授与され
ました。また、2012 年後期には 252 名の学生が登録しています。
2012 年度前期のリサーチペーパー最優秀賞（EU 研究部門）に、九州
大学大学院 Jason Douglas Hitchさんの研究論文「 Can the Utilisation
of a Pluralistic Definition of Death Increase Rates of Organ Donation
/ Transplantation in the United Kingdom and the Broader European
Union? 」が選ばれました。

Academics
EU Studies Diploma Programmes (EU-DPs)

EU-DPs provide students of three consortium universities with
opportunities to study the EU and EU member states. Now in
the second year, it is gaining recognition in each university. 3
undergraduate students and 14 graduate students were awarded
the Diploma in EU Studies in the spring semester of 2012. Two
hundred and fifty two students are currently enrolled.

The EU-DPs has granted an EU Research Award of Excellence
for the EU-DPs 2012 Spring Semester. Congratulations to Kyushu
University graduate student, Mr. Jason Douglas Hitch! His research

EUIJ 九州 EU 研究サマーコース
昨年に引き続き第 2回目となる、夏季合宿プログラム「 EUIJ 九州
EU 研究サマーコース」が、2012 年 9 月1日（ 土 ）～4日（ 火 ）の3 泊 4
日の日程で、阿蘇青少年交流の家で開催されました。今回の合宿には、
九州大学、西南学院大学、早稲田大学、熊本学園大学から、学部生と
大学院生があわせて22 名参加しました。
今年は特別講師として、駐日EU 代表部の公使兼副代表である、メ
エヴ・コリンズ氏をお招きし、EUの概要と日EU関係についての講義
を英語で行ってもらいました。参加者の中には「 英語での質問に答え
られなかった」
「 語彙や聞き取りが難しかった」などの感想がありまし

EUIJ-Kyushu Residential
Summer Course 2012
Following last year, the second EUIJ-Ky ushu Residential
Summer Course (RSC) was held from the 1st through the 4th
of September, 2012 at the National Institute for Youth Education in
Aso, Kumamoto. Twenty two undergraduate and graduate students
from Kyushu University, Seinan Gakuin University, Waseda
University and Kumamoto Gakuen University gathered for the RSC.
We had a special guest speaker f rom the Delegation of the
European Union to Japan, Ms. Maeve Collins, Minister and Deputy

研究助成制度・奨学制度

EUIJ 九州は、コンソーシアム構成大学の教職員と学生に、助成金お
よび留学奨学金を提供し、EUに関する研究と学業を支援しています。
2012 年 7 月から12 月の間には、ショートビジット奨学金の受給者が決
定しました。

これらの研究助成制度と奨学制度に関する情報は、EUIJ 九州のホー
ムページに掲載しています。

ショートビジット奨学金は、EU 加盟国での短期留学（ 語学研修、サ
マースクール等 ）の経験により、EU 理解を深め、国際的視野を持って
将来の日欧友好関係の発展に寄与する人材の育成を図ることを目的と
し、該当プログラムに参加するため海外渡航する学生に対して、渡航
費及び授業料の一部を援助することを目的としています。2012 年度第
1次募集では、5 名の学生に授与されました。
アラム バデュール 九州大学法学府 CSPAコース
ナスプベコワ ナルギザ 九州大学経済学府
仲井間 健太 九州大学比較社会文化学府
平 野 智香 西南学院大学国際文化学部
木之下 早紀 福岡女子大学国際文理学部・環境科学科

paper entitled, “Can the Utilisation of a Pluralistic Definition of
Death Increase Rates of Organ Donation / Transplantation in the
United Kingdom and the Broader European Union?” received this
citation.

Research Funds and Scholarships

Facult y, researchers, and st udents f rom the EUIJ-Ky ushu
consortium universities benefit from funds for a variety of EUrelated endeavors. In the past six month, Short Visit Scholarships
have been awarded to five students.
The purpose of the short visit scholarship is to support students
during language study or other short-term study programs within
the EU. Through this study abroad, students will broaden and
deepen their understanding of the EU and its relationship to Japan
and within the world, and establish a commitment to continue to
develop strong and friendly ties between Japan and the EU into the

future. Congratulations to the following Short Visit Scholarship
awardees.
Badiul Alam, CSPA, Graduate School of Law, Kyushu University
Nargiza Nasypbekova, Graduate School of Economics, Kyushu
University
Kenta Nakaima, Graduate School of Social and Cultural Studies,
Kyushu University
Tomoka Hirano, Department of Intercultural Studies, Seinan
Gakuin University
Saki Kinoshita, Department of Environmental Science,
International College of Arts and Sciences, Fukuoka Women’s
University
Visit our website to see more about available funds and application
information.

たが、
「 EU 代表部で仕事をしている人の話を直接聞くことができる貴
重な機会だった」
「もっと英語力をあげたいと思った」などの前向きな
感想も多くあり、大きな刺激となったようでした。
そのほか、EUに関する基礎知識、EU 統合の歴史、EU 経済、EU 法
などについての講義が行われ、その後、4 つの分野～1）政治、2）経済、
3）文化・教育、4）法律～を設定し、参加者それぞれの関心に沿ったテー
マでグループごとの発表を行いました。短い準備時間と限られた資料
という環境であったにもかかわらず、講師の先生方の指導を受けながら、
どのグループもそれぞれに工夫をし、最終日の発表にまとめあげました。
発表後は、講師の先生方が審査員となって、ベストプレゼンテーショ
ン賞、リーダーシップ賞、歌唱賞（！）が贈られました。
昨年のサマーコース参加者からの声に応え、今年はレクリエーショ
ンとして、合宿 2日目に仙酔峡へのハイキングを実施しました。7 月の
九州北部豪雨のつめ跡が残る山肌を眺めながらのハイキングでしたが、

仙酔峡の澄んだ空気と阿蘇の壮大な眺めに、参加者は大いにリフレッ
シュできたようでした。

Head of the delegation, who delivered a lecture in English about
general outline of the EU and the EU-Japan relationship. Some of
the participants told that they could not answer the questions in
English, and that they found it difficult to keep up. However, there
were also many positive feedbacks from the participants including:
“It was a precious opportunity to hear directly from the one who
is working at the Delegation of the EU.” and “I realized I should
study English more.” It seemed that the participants were much
stimulated by attending Ms. Collins’ lecture.
After attending lectures on basic knowledge of the EU, the history
of the EU integration, EU economics and EU law, students chose
one theme on which to focus from the four themes: 1) politics,
2) economy, 3) culture and education and 4) law. Although the
time and materials were limited, each group gave a wonderful

presentation as the culminating the academic event of the course.
The participants also enjoyed one hour hiking to Sensuikyo on the
second day of the course, which made for a refreshing change.

イベント
EUIJ 九州は、EU と日・EU 関係に関する市民の方々の理解を深
めるため、講演会やフォーラムなど、様々なイベントを開催してい
ます。

シンポジウムシリーズ

EUに関する話題を取り扱ったシンポジウムを定期的に開催していま
す。スピーカーは、コンソーシアム大学の教員や福岡EU 研究会の会
員、そして海外からのゲストなどです。シンポジウムシリーズは、学
術的であると同時に、一般の皆さんに学術的知識をわかり易く解説す
るアウトリーチ活動の役割も果たします。2012 年 7 月から12 月の間には、
次のシンポジウムが開催されました。

ディミトリ・ヴァンオーヴェルベーケ教授講演会
「 対立から協力へ：ヨーロッパと日本 」

講師：
メエヴ・コリンズ（駐日欧州連合代表部、公使・副代表）
中村 民雄（早稲田大学、教授）
川嶋 周一（明治大学、准教授）
高﨑 春華（九州大学、学術研究員）
八谷まち子（九州大学、教授）
バニンコバ エバ（神戸大学、准教授）
アシスタント：
高津 智子（九州大学大学院）

Lecturers:
Ms. Maeve Collins, Minister/ Deputy Head, Delegation of
the European Union to Japan
Professor Tamio Nakamura, Waseda University
Associate Professor Shuichi Kawashima, Meiji University
Ms. Haruka Takasaki, Research Fellow, Kyushu University
Professor Machiko Hachiya, Kyushu University
Associate Professor Eva Banincova, Kobe University
Assistant:
Ms. Tomoko Takatsu, PhD candidate, Kyushu University

2012 年 7 月10日（火）にルーヴァン・カトリック大学のヴァンオーヴェ
ルベーケ教授を招いて九州大学で開催されました。講演は日本語で
行われ、戦後のEUと日本の貿易発展の歴史や、70 年代に抱えた輸
出入不均衡による問題、また近年の協力体制の強化について説明が
あり、約 25 名の参加者が熱心に耳を傾けました。
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EUIJ 九州シンポジウム−環境とエネルギーシリーズ No.2 −
「 今、そして将来世代のための効率的エネルギー」
2012 年 12 月4日（ 火 ）に、 ア ク ロ ス 福 岡「 円 形 ホ ー ル 」に て、
EUIJ 九州シンポジウム―環境とエネルギーシリーズ No.2―「 今、
そして将来世代のための効率的エネルギー」が、自然エネルギー財
団理事長、元スウェーデンエネルギー庁長官の、トーマス・コーベ
リエル氏を招いて開催されました。東日本大震災と福島第一原子力
発電所の事故の後、深刻なエネルギー問題に直面している日本にとっ
て、環境とエネルギーの問題はますます重要な課題となっています。
講演では、持続可能な自然エネルギーの可能性と、世界各国の動向
について、多くのデータを用い、わかり易く解説されました。
講演の中で非常に印象深かったことの一つは、中国の動向に関す
る報告でした。急速な経済成長を遂げている中国は、アメリカ・ヨー
ロッパ諸国を抜いて、世界一の二酸化炭素排出国となっていますが、
一方でエネルギーに関しては、原子力発電から風力発電に急速にシ
フトしており、また太陽光発電装置の製造においても、2006 年には
世界のトップ 10 の企業のうち中国企業は 2 社のみでしたが、2010 年
には 6 社がランクインするなど、成長を見せていることでした。最

フォーラム
EU についての理解を深めるための、より一般向けのイベントです。

イアン・マナーズ教授特別講義
“The EU’s Normative Power and Its Democracy
Promotion”
EU 研 究 の 第 一 人 者 と し て、 デ ン マ ー ク の ロ ス キ ル ド 大 学
（ Roskilde University ）で教鞭をとる、イアン・マナーズ教授によ
る特別講義を、2012 年 11 月 5 日（ 月 ）に九州大学で開催しました。

EU as a Global Actor: EU のクリスマス
2012 年 12 月 16 日（ 日 ）に、福岡 EU 協会との共催で、
「 EU のク
リスマス」がアクロス福岡「こくさいひろば」にて開催されました。
昨年に引き続き、2 回目となる今回は、オランダ、フィンランド、
スウェーデン出身の留学生が、母国のクリスマスの過ごし方につ
いてスライドを用いながら紹介しました。その後、参加してくれ
た他の留学生や多くの日本人学生たちと共に、飲み物とお菓子を
囲んで、和やかに歓談し、名残を惜しんで閉会となりました。

後には、再生可能エネルギーの導入に後れを取る日本に対し、電力
市場への競争原理の導入、スマートグリッド構築のための国営の送
電会社の設立、すべての原子力発電所への財政的な健全性審査の実
施、炭素税の導入など、具体的な提言がなされました。
質疑応答では、高校生を含む学生を中心に多くの質問がなされ、

講義は英語で行われましたが、EU の Normative Power（ 規範力）
と民主主義の推進について、わかり易く解説されました。マナーズ
教授は、初めに「 ハードパワー」や「 ソフトパワー」といった、これ
までに議論されてきた概念の中に、新しい概念と対比して「規範力」
がどのように位置づけられ、また進展してきたかについて、概論を
話されました。そして、近年 EU が民主主義を推進していく方法と
して、どのようにして規範力をより活用してきたかについて解説さ
れました。
マナーズ教授の講義は、規範力について今回初めて学んだとい
う人にも、前に学んだことがあったがよく理解できていなかった
という人にも、非常に有意義なものでした。多くの質問も出て、
講義は何時間でも続けられそうでしたが、残念ながらランチタイ
ムとなり、盛況のうちに終了しました。

“From Confrontation to Global Partnership: Europe
and Japan” discussed by Professor Dimitri Vanoverbeke,
Katholieke Universiteit Leuven
On 10 July 2012, EUIJ-Kyushu held a symposia series “From
Confrontation to Global Partnership: Europe and Japan” with
Professor Dimitri Vanoverbeke from Katholieke Universiteit
Leuven in Belgium. In the lecture, Prof. Vanoverbeke presented
the history of development in EU-Japan trade, the issues
incurred from the trade imbalances in the 70’s, and the recent
EU-Japan cooperative framework of trade. Those in attendance
listened to the lecture very closely and asked questions about the
future of EU-Japan relations and economic developments.
EUIJ-Kyushu Symposium-Environment and Energy Series
No.2
“ Efficient Energy for the Benefit of Present and Future
Generations”

Events
Throughout the year, EUIJ-Kyushu organizes a variety of events,
held at the consortium universities’ campuses as well as noncampus venues, which aim to familiarize with people of all ages
and from all walks of life about the EU and EU/Japan relations.

Symposia Series
As part of both the academic and outreach components of EUIJKyushu, the Symposia Series provides the public and members of
the EUIJ-Kyushu Consortium opportunities to hear from leading
international experts on a variety of topics. During the period
from July to December 2012, we held following symposia.

その他

その他にもさまざまなイベントを開催しました。

● EU IN JAPAN ROADSHOW
EU があなたの街にやってくる！ 2012 年 6 月 6 日（ 水 ）、駐日
EU 代表部が送り出した EU バスが福岡にもやってきました。EU
加盟国の地図が全面にプリントされた大型バス「 EU バス 」が
日本中を北から南まで走り、福岡の街でも注目を集めました。
EUIJ 九州でも EU 紹介のイベントを開催し、EU バスが九州大学
伊都キャンパスの図書館前に来ると、昼休み中の多くの学生が
足をとめて、同行していた 3 人のベルギー人学生たちから EU グッ
ズを受け取ったり、彼女たちと EU についての会話を楽しんだり
しました。

時間を大幅に超過しながらも、一つ一つの質問に丁寧に答えていた
だきました。講演当日の朝にスウェーデンから成田に到着され、そ
のまま福岡へ移動というハードスケジュールをものともせずに、聴
衆の耳目を引き付けるすばらしい講演会となりました。

On 4 December 2012, EUIJ-Kyushu Symposium―Environment
and Energy Series No. 2 “Efficient Energy for the Benefit of
Present and Future Generations” was held at ACROS Fukuoka
with the distinguished guest speaker from Sweden, Professor
Tomas Kåberger, the Chairman of the Executive Board of Japan
Renewable Energy Foundation, and the former Director General
of the Swedish Energy Agency.
In the wake of the Fukushima Nuclear Accident caused by the
Great East Japan Earthquake on 11 March 2011, Japan now
faces the dangers associated with nuclear energy while at the
same time needing to find solutions to its energy requirement. In
his talk, Prof. Kåberger explained the possibility of renewable
energy, showing global trends in the energy market.
One of the most impressive parts of his talk was a report on
China’s move towards the development of renewable energy.
China, which has achieved astounding economic growth in
recent years has also become the top CO 2 emission country,
having overtaken the United States of America and European
countries, is shifting its focus from nuclear power to wind
power, and is also rapidly growing its PV cell manufacturing
capacity. In 2010, 6 Chinese companies rank in the global top 10
PV Cell business, an increase from just 2 companies in 2006. At
the end of his lecture, Prof. Kåberger made practical proposals to
Japan which has lately fallen behind in implementing renewable
energy production. His proposals include the introduction of
competition in the electricity market, establishing a national
electricity grid company (responsible only for operating the
● EUIJ 九州＠オープンキャンパス
福岡女子大学：7 月 29 日（ 日 ）
九州大学：8 月 4 日（ 土 ）
西南学院大学：8 月 4 日（ 土 ）・5 日（ 日 ）

grid), imposing a financial stress-test on all operators of nuclear
reactors, and the introduction of a carbon tax.
In the Q & A session, numerous questions were raised from
the audience that led to a lively discussion with Prof. Kåberger
which extended the allotted time by more than half an hour.

Forum
Forums include various events which are aimed at the public to
gain more understanding of the EU.
Special Lecture by Prof. Ian Manners of Roskilde University
in Denmark
“ The EU’s Normative Power and its Democracy Promotion”
On 5 November 2012, students and faculty of the Graduate
School of Law at Kyushu University, along with members of the
public, met to hear a lecture by the esteemed Prof. Ian Manners,
where he discussed his concept of Normative Power. It was
a lively and information filled presentation, providing first an
overview of what Normative Power is and how it fits in with
previously developed concepts like Hard Power and Soft Power,
before moving on to present the ways that the EU promotes
democracy and how its approach has evolved over the years and
utilized Normative Power more and more. He strived to make
his explanations as easy to understand as possible, making this
lecture a useful one for anyone either wanting to learn about
Normative Power for the first time, or for those who have learned
about it but find themselves still confused by the concept.
It could have gone for longer, but unfortunately lunch time
brought things to a close, leaving those in attendance to continue
talking about the ideas presented on their own time.
EU as a Global Actor: Christmas in EU
Co-organized with the Fukuoka EU Association, “Christmas in
EU” was held at ACROS Kokusai Hiroba on 16 December 2012.
Beginning from last year, this is an exchanging event in which
international students from EU nations introduce Christmas
from their home countries to local people who are interested in
foreign cultures. The speakers for this year were Mr. Cvetomir
Yu from Finland, Mr. Carlo Kreuger from the Netherlands and
Mr. Gustav Khilberg from Sweden.

● 九州大学大学院法学府国際プログラムとの共催イベント
「 第 1 回国際プログラムネットワークイベント 」

九州大学大学院法学府の国際プログラムとの共催で、地元企
業とのネットワーク形成を目的として、2012 年 9 月 6 日（ 木 ）の
夕方、九州日仏学館（ アンスティチュ・フランセ九州 ）の多目的
ホールで開催されました。九州大学国際プログラム LL.M. コース
ディレクターである、河野俊行教授が、全世界の産業界が国際
化を進めている今日、多くの企業にとって、競争に勝ち抜くた
めに国際的な専門知識と優れた人的資源を獲得することが重要
な関心事となっていること、また大学においては、国内外の産
業界での活躍が期待できる国際感覚と実践力を備えた人材の育
成が強調されており、産業界と大学との連携が、双方にとって
有益であると挨拶を述べられ、懇親会がスタートしました。福
岡を拠点としてオーストリアの本格的なパンやペストリーを提
供する「 Sailer 」からの、サンドイッチ、ドイツのビールなどが
ふるまわれ、懇親会は和やかに、盛況に開催されました。
第 1 回目の今回は、短い準備期間の中での開催となりましたが、
今後は国際プログラムの留学生の参加を増やし、インターンシッ
プ等の実施を視野に入れたうえでの開催時期を検討するなどしな
がら、地元の産業界と大学とのネットワーク形成を継続的に行っ
ていく意義を再確認しました。
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● 九州大学経済学府「 世界経済リサーチワークショップ 」との共催

● ニュージーランド、カンタベリー大学 EU センター訪問

による講演会
「 欧州のビジネス環境の変化と欧州企業のトルコ市場戦略事例 」
講師：JETRO ブリュッセル事務所 次長 田中 晋 氏

2012 年 11 月 28 日（ 水 ）、八谷代表が、九州大学法学研究院の
池見学術係といっしょに、ニュージーランド EU センターの幹事
校であるカンタベリー大学を訪問して、温かい歓迎を受けました。
カンタベリー大学は 2010 年にクライストチャーチを襲った地震
で被害を受け、図書館を始め大学のあちこちで復旧工事と耐震
工事が行われていました。EU センター（ NCRE ）も、まだプレ
ハブの仮住まいですが、世界各地から EU 研究のために留学して
いる大学院生で活気があります。
（写真：NCREコーディネーターのイヴォンヌさんと池見さん）

2012 年 11 月 13 日（ 火 ）
、九州大学経済学府「 世界経済リサーチ
ワークショップ 」
（ 九州大学経済学府の大学院生が専門分野の知
識や研究スキルを身につけるために分野別に設けられた特別科目）
との共催で、JETRO（ 日本貿易振興機構 ）ブリュッセル事務所
次長の田中晋氏をお招きし、欧州経済とビジネス環境に関する
講演会を開催しました。講義では、リーマンショック以来激動
を続ける欧州経済の変化と、そうした環境変化の中で、欧州市
場の需要後退から、新興市場国での収益拡大を図ろうとする欧
州企業の戦略について、トルコ市場での具体的事例を交えなが
らご講演いただきました。

Others
Other recent outreach activities include following events.
● EU IN JAPAN ROADSHOW
The EU in Japan Roadshow has come to Fukuoka! On 6 June
2012, the “EU BUS” has a unique feature with the map of EU
member countries printed on the whole surface of a large bus,
arranged by the Delegation of the European Union to Japan. As
part of the “EU in Japan Roadshow”, the EU bus drove across
Japan from the north to the south. EUIJ-Kyushu held an event
to introduce the EU in collaboration with the EU bus at Kyushu
University Ito Campus Library, and students on their lunch break
stopped by to receive the EU campaign giveaways and enjoyed
conversation with the three Belgian students accompanying the
bus.
● EUIJ-Kyushu at Open Campus
at Fukuoka Women’s University: 29 July
at Kyushu University: 4 August
at Seinan Gakuin University: 4-5 August
● “The First International Programs Network Event”
On 6 September 2012, co-organized with the International
Program in the Graduate School of Law at Kyushu University,
the “First International Programs Network Event” was held to
provide an opportunity for local business people, international
students and researchers to exchange information and establish

EU がノーベル平和賞を受賞しました！

a regular means of communicating with each other. In the
welcome speech, Prof. Toshiyuki Kono, Director of the LL.M.
Course of the International Program of Kyushu University,
stated that international expertise and resources are needed for
the Japanese business world to expand and succeed in the global
market, and universities in Japan recognize the need to prepare
students for doing business both domestically and internationally.
It was also emphasized that tightening the network between the
local business community and universities would be mutually
beneficial. Austrian sandwiches and German beer from “Sailer”,
a Fukuoka based boulangerie that provides authentic Austrian
breads and pastries, were served while those in attendance
socialized.
As this was the first event of this kind, the preparation time
was short. We have recognized that from now on we need to
exchange information and communicate with the local business
community while introducing them to more of our international
program's foreign students.
● “Changes in the business environment in Europe: a case study
on strategies of European companies in the Turkish market”
Lecturer: Mr. Susumu Tanaka, Deputy Director General,
JETRO-Brussels office

Toast at the traditional Nobel Banquet
by the President of the European Council Herman Van Rompuy
First of all, I would like, also on behalf of my two colleagues, to thank you,
to thank you deeply. Not only for awarding this Prize to the European Union
– many people across Europe feel grateful and proud tonight, and rightly so
– but also for making this day unforgettable for the three of us, who have
the privilege to be present here in Oslo on behalf of our Union. Tusen takk!
Thank you.
Fourteen years ago to the day, two politicians from Northern Ireland stood
here before you. They spoke about how they had made peace, their part
of peace in Europe. One of them, John Hume, shared how inspiring postwar reconciliation was for his own country, precisely because it was so
improbable.
He said: If in the late forties I had told people that within a few decades,

今後のイベント・プログラム
アジア太平洋 EU センター 大学院生国際会議
（ Asia-Pacific EU Centre Graduate Students Conference ）
2013 年 2 月 4 日（ 月 ）〜6 日（ 水 ）

EUIJ 九州 EU 研修旅行

2013 年 2 月 27 日（ 水 ）〜3 月 11 日（ 月 ）
（ 11 泊 13 日 ）

シンポジウム・シリーズ

2013 年 2 月 15 日（ 金 ）国際シンポジウム「 スマートコミュニティの展望と制御シ
ステム安全に関する日欧戦略的協同 」
（ EUIJ 九州・（ 一社 ）日本電気制御機器工業会
（ NECA ）主催 ）

Upcoming EUIJ-Kyushu Events and Programmes
Asia-Pacific EU Centre Graduate Students Conference
Monday, 4 – Wednesday 6 February, 2013

EUIJ-Kyushu EU Study Tour

27 February – 11 March, 2013

Symposia Series

Friday, 15 February, 2013
EUIJ-Kyushu/ NECA International Symposium “The Strategic Cooperation
between the EU and Japan for the Development of Smart Community and
the Safety of Electrical Control System”

● Visit to the National Centre for Research on Europe（NCRE）,
University of Canterbury
Prof. Hachiya, Director of the EUIJ-Kyushu, together with Mr.
N. Ikemi of the Faculty of Law, Kyushu University visited
University of Canterbury, the coordinating university of the New
Zealand EU Centres on 28 November 2012. On the campus, the
reconstruction works from the damages of the earthquake in
Christchurch in 2010 are going on. The NCRE is still residing
in a temporary building as many facilities are. However, with
numerous graduate students from different countries studying
about different aspects of the EU, the Centre is busy and lively.

On 13 November 2012, co-organized by EUIJ-Kyushu and
Kyushu University Faculty of Economics, we had the privilege
of inviting Mr. Susumu Tanaka, Deputy Director General of
JETRO Brussels office, as a lecturer for the symposia series
“Changes in the business environment in Europe: a case study on
strategies of European companies in the Turkish market.”

ノーベル晩餐会において、EUを代表してヘルマン・ヴァンロンプイ欧
州理事会議長が行った乾杯の挨拶

そして、その思いは第二次世界大戦の“アルデンヌ”や第一次世界大戦の
“イーペル”より遡るわけで、実際、現在の私の自宅はワーテルローという
地に近い。

「まず、2 人の同僚とともに、皆さまに心から深く感謝したい。欧州連合
（ EU ）にこの賞を与えていただいたことのみならず−これについては、欧
州の多くの人々は今宵、感謝と誇りを感じているが− EUを代表しここオ
スロを訪れることができた我々3 人にとって、忘れられない一日となった。
テューセン・タック、ありがとう。

2 つの大戦の間に、貴委員会はフランスとドイツの間の和解のためのいく
つかの取り組みを表彰した。ヤーグランド委員長は先程、アリスティード・
ブリアンとグスタフ・シュトレーゼマンに言及した。

ちょうど 14 年前のこの日、ここに、皆さまの前に北アイルランドの2 人の
政治家が立っていた。彼らは、どのようにして平和を、欧州における平和
の彼らの部分を構築したかの話をした。そのうちのひとり、ジョン・ヒュー
ムは、自国にとって戦後の和解が、ありえないものと考えられていたからこ
そ、いかに励みになったかについて説明した。

Nobel Peace Prize awarded to European Union!

In the lecture, Mr. Tanaka explained the aspects of continued
drastic change in European economies after the Lehman Shock.
Also, with the case of Turkey, he described how the European
companies have built their strategies on profit expansion in the
emerging European countries after the economic setback.

彼らは第一次世界大戦後に恒久的平和を構築しようとした。しかしながら、
その試みは失敗に終わり、その結果我々の欧州大陸は南はナポリから北は
オスロまで、苦難を強いられた。そして、第二次世界大戦後に再び、しつこく、
平和を目指した。しかし、恒久的平和が訪れたと、具体的にいつ宣言でき
るのか？ 何年経てば確実にそう言い切れるのか？ なかなか難しい問い
である。

彼曰く、
『もし、1940 年代後半に、数十年以内に欧州において紛争は終焉し、
一つの議会で一緒に作業をしているといったならば、精神科医に連れて行
かれていたに違いない』
。

だから、ノーベル委員会が相当の時間待つことにしたのは非常に賢明だっ
たと思う。実際、2 度目でようやく我々が成功したと認めるまで 60 年待った
わけである。しかしながら、安心して欲しい。あなた方は間違っていなく、
我々はもう皆さまを失望させることはない。

終戦直後、“欧州という考え”はほぼ平和と同義語であった。私の母国で
どれだけその思いが強かったか、皆さまには想像ができないのではないか
と思う。ベルギーでは、とにかく他国の争いのための戦場になるのには、
心底疲れていた。

我々の歴史の中の“ 百年戦争 ”は大変有名である。あと40 年すれば、我々
は“ 百年平和”を祝うことになろう。挨拶の最後にこれを述べたい−過去
の悪霊はすべて退治された」

conflicts in Europe would have ended and we would be working together in
a common parliament, I would have been sent to a psychiatrist!

able to state that lasting peace had been established? After how many years?
Difficult to decide.

Immediately after the war, the “idea of Europe” almost equalled peace. You
cannot imagine how strong this was in my own country. In Belgium, we
were simply tired of serving as battlefield for the quarrels of others.

So I find it very wise that the Nobel Committee decided to wait quite a while.
In fact, to wait sixty years, before acknowledging that this second time, we
got it right! But rest assured: you made no mistake. We will not disappoint
you.

And this goes back way earlier than the “Ardennes” in the Second World
War or “Ypres” in the First. My home today happens to be close to a place
named Waterloo…!
Between the World Wars, your Committee rewarded several initiatives for
Franco-German reconciliation. Chairman Jagland mentioned Briand and
Stresemann.
These men tried, after the First World War, to establish lasting peace. To no
avail, and our continent suffered, from Naples to Oslo. Then after the Second
World War, we stubbornly tried again. But precisely when would you be

EUIJ 九州

The ‘Hundred Year War’ is very well known in our history. Well, in forty
years' time, we will celebrate the ‘Hundred Year Peace’.
This is my last word, before passing the floor: the demons of the past
have been laid to rest. And in the country of trolls, this definitely means
something!
（出典：駐日欧州連合代表部ホームページ http://www.euinjapan.jp/ ）
（ Reference: Website of the Delegation of the European Union to Japan
http://www.euinjapan.jp/en/ ）
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EUIJ 九州事務局
〒 812-8581 福岡市東区箱崎 6-10-1 九州大学 EU センター内（旧工学部本館 2 階 254 号室）
TEL: 092-642-4433, 4434 FAX: 092-642-4435 secretariat@euij-kyushu.com

EUIJ-Kyushu Administrative Office
Kyushu University
Engineering Main Bldg. 2nd Fl Rm 254 6-10-1 Hakozaki, Higashi-ku Fukuoka, 812-8581
TEL: +81 (0)92 642-4433, 4434 FAX: +81 (0)92 642-4435 secretariat@euij-kyushu.com

EUIJ 九州 西南学院大学分室
〒 814-8511 福岡市早良区西新 6-2-92 西南学院大学図書館 2F（ 国際機関資料室内 ）
TEL: 092-823-3410 euij-seinan@seinan-gu.ac.jp

EUIJ-Kyushu Branch Office in Seinan Gakuin University
Rm for Documents from Institutional Organizations, Seinan Gakuin University Library
6-2-92 Nishijin, Sawara-ku Fukuoka, 814-8511
TEL: +81 (0)92-823-3410 euij-seinan@seinan-gu.ac.jp

EUIJ 九州 福岡女子大学分室
〒813-8529 福岡市東区香住ヶ丘1-1-1 公立大学法人 福岡女子大学 国際化推進センター内
TEL: 092-663-4005 euij@fwu.ac.jp

EUIJ-Kyushu Branch Office in Fukuoka Women’s University
1-1-1 Kasumigaoka, Higashi-ku Fukuoka, 813-8529
TEL: +81 (0)92-663-4005 euij@fwu.ac.jp

メールマガジン
EUIJ 九州は、最新情報を提供するためのメールマガジンを配信しています。
配信ご希望の方は admin@euij-kyushu.comまでご連絡ください。

Web サイト・Facebook

http://www.euij-kyushu.com
Facebook アカウント名：EUIJ-Kyushu

Subscribe to our Mail Magazine!
Please send an email to admin@euij-kyushu.com

Visit us on our website and on Facebook!
http://www.euij-kyushu.com
Facebook Account Name : EUIJ-Kyushu
発

行：EUIJ 九州

発行日：2013 年 1 月 18 日

印

刷：株式会社ミドリ印刷

