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From EUIJ-Kyushu
We are happy to offer you the fourth issue of our newsletter 
covering our activities from January to June, 2013.  During this 
period, we have entered the third year of our activities.  Entering 
the third year, we are aware that our activities are gaining wider 
public recognition inside and outside of the campuses and much 
appreciated judging from the various positive comments and 
feedback we have received.  It is our great pleasure and honour to 

bring Europe closer and more accessible to Japan.  Coincidently, 
with direct f lights starting from April between Fukuoka and 
Amsterdam, it has never been easier to visit Europe from Kyushu.  
Japan is an enthusiastic and proud member of Asia as well as 
playing an active part in the global community.  The EUIJ-Kyushu 
endeavours to promote multilateral views while deepening our 
understanding in a world of diversity.

アジア太平洋EUセンター 
大学院生国際会議を開催

　2013年2月4日（月）から6日（水）まで、九州大学西新プラザに
おいて、「アジア太平洋EUセンター 大学院生国際会議」が、EUIJ
九州の主催で開催されました。この会議は、アジア太平洋地域の
大学に設置されているEUセンター（EUの出資により設置された、
非EU諸国におけるEU研究・情報発信の拠点）が、大学院生の国
際会議での発表の場の提供と、域内の研究者間のネットワーク形成
を目的として、輪番で開催しています。
　韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、オーストラリア、ニュージー
ランドの7か国・地域と、日本国内の4つのEUインスティテュー
トから、合計30名の大学院生が、17名の教員とともに福岡で顔を
合わせ、2日間にわたって英語で研究成果の発表と議論を行い、交
流を深めました。また特別ゲストとして、駐日EU代表部からフィ
ロン参事官を迎え、審査員の一人として参加して頂きました。
　 会 議 の メ イ ン ト ピ ッ ク は、「Achievements, Lessons and 
Challenges of the EU」。その下で、①Economics（経済）、②Law 
& Politics（法と政治）、③History & Culture（歴史と文化）の3
つの分科会に分かれ、参加した院生たちが日頃の研究成果を報告
し、活発な質疑応答が行われました。それぞれの分科会での審査

にもとづいて、分科会ごとに1名のBest Presentation賞と2名の
Honourable Mention（特別賞）が授与されました。3日目はCity 
Tourプログラムとして、太宰府天満宮を訪れました。
　参加者からは、「同じ興味や関心を持つ、バックグラウンドの違
う学生と交流する機会を持てたことは、非常に大きな刺激と財産に
なった」という声が多く聞かれ、学生相互のグローバルなネットワー
ク形成の場を提供する機会となりました。
　次回の大学院生会議は、来年2月に、オーストラリアとニュージー
ランドのEUセンターが共同主催となって、オーストラリアのメル
ボルンで開催されることが決定しています。

Asia-Pacifi c EU Centre 
Graduate Students Conference: 
Achievements, Lessons and 
Challenges of the EU
EUIJ-Kyushu hosted the Asia-Pacific EU Centre Graduate 
Students Conference which was held from 4 to 6 February 2013 
at Kyushu University Nishijin Plaza in Fukuoka, Japan.  This 
conference was initiated with a forward-looking view to provide 
opportunities for the graduate students to present their academic 

works in a more 
g l o b a l  s e t t i n g 
t h a n  i n  t h e i r 
classrooms. Thirty 
graduate students 
a l together  f rom 
the EU centres of 
seven countr ies/
regions in Asia-
Pacif ic, and four 
EU inst itutes in 
Japan, along with 
Mr. Rudie Filon, 
C o u n s e l l o r  o f 

Delegation of the European Union to Japan and seventeen other 
professors and directors.
The main topic of the conference was "Achievements, Lessons 
and Challenges of the EU" with three sub-groups of 1) Economics, 
2) Law & Politics, and 3) History & Culture. The students were 
divided into these three groups according to their presentation 
topic. Every student presented their research works very well in 
English which was a second language to most of the participants. 
Three or four judges were allocated to each room, and selected 
one Best Presentation Award and two Honourable Mentions from 
each sub-group based on their screening.  On the last day of the 
conference, the participants visited "Dazaifu Shrine", a historical 
Shinto shrine in Fukuoka for a City Tour Programme. 
Feedback from the participants included; "I was able to interact 
with friends who are interested in Europe and the EU but with 
different academic, cultural and linguistic backgrounds, which 
was a great stimulation and a precious experience."  It is obvious 
that the conference gave the students a great opportunity for some 
global networking.  
The next graduate students conference will be held in February 
2014 in  Melbourne, Australia, co-hosted by EU centres in 
Australian and New Zealand.

EUIJ九州より
　EUIJ九州ニューズレター第4号をお届けいたします。2011年に
開始したEUIJ九州の活動もいよいよ3年目にはいりました。3年目
になって実感することは、私たちの存在と活動が確実に知られるよ
うになってきていること、そして、私たちが送り出す様々な催しを
楽しみにしていてくださる方が、大学の内外で、着実に増えている
ということです。様々な感想や希望、さらに問い合わせを受けるよ

うになってきたことは嬉しい限りです。また、今年の4月から福岡
とアムステルダムを結ぶ直行便が就航して、ヨーロッパがうんと身
近になりました。アジアの中の日本は、世界の中の日本でもありま
す。常に複眼的視点で私たち一人一人の、また国家そのものの立ち
位置を考えることができるような活動を続けていきたいと思います。

EUIJ九州は、九州大学、西南学院大学、福岡女子大学によるコンソーシアムで運営しています。
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.

アジア太平洋地域
EUセンターラウンドテーブル

　毎年恒例となっているアジア太平洋地域のEUセンターの研究者
の集まりである「EU研究ラウンドテーブル」が、2013年1月29・30
日に、台湾の花蓮市花蓮大学を会場にして開催され、八谷代表と高
﨑春華助教（九州大学経済学部）が参加しました。17か国・地域の
EUセンターから、約50名の研究者が、台湾の太平洋岸に位置する
美しい街、花蓮市に集いました。「新しい地域秩序におけるアジア太
平洋諸国の対外および対EU政策」というテーマの下、2日間にわたっ
て様々な研究発表が行われました。発表の合間には、参加者たちは、
素晴らしい台湾料理をいただきながら、リラックスした時間と交流
を楽しみました。また、国立東華大学と有名なタロコ（太魯閣）国
立公園への半日ツアーも実施されました。いつものように、ラウン
ドテーブルは、アジア太平洋地域のEUセンターの仲間たちと知り
合うだけでなく、最近の研究課題についてアップデートする非常に
いい機会となりました。

Asia Pacifi c Roundtable on 
European Union Studies
Prof. Hachiya and Dr. Haruka Takasaki, Assistant Professor at the 
Faculty of Economics, Kyushu University, participated in an annual 
gathering of the EU Centres in the Asia Pacifi c Rim for 2013 which 
was organized by the EU Centre in Taiwan (EUTW) and hosted 
by Hualien University on 29 & 30 January.  Almost 50 researchers 
from 17 different EU Centres of the region got together in Hualien, 
a scenic city on the Pacific coast of Taiwan for two days, The 
roundtable programme contained a number of presentations on the 
topic of "Foreign and EU Policies of Asia Pacifi c Countries in the 
Emerging New Regional Orders".  In between the presentations, 
participants enjoyed relaxing or meeting other participants while 
trying various delicious Taiwanese meals.  Participants also enjoyed 
a half day visit to the Dong Hwa University and to the famous 
Taroko Gorge National Park.  As always, the roundtable provided an 
excellent occasion to get to know the colleagues of the EU Centres 
in the Asia Pacifi c as well as being updated on the research that they 
are currently working on. 
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EU研修旅行

　2013年2月27日（水）から3月11日（月）の11泊13日の日程で、
EUIJ九州で初めての企画となるEU研修旅行を実施しました。コン
ソーシアム3大学（九州大学、西南学院大学、福岡女子大学）から
選抜された15名の精鋭な学生たちが、ベルギー、オランダ、ルク
センブルグ、フランスを訪れ、EU機関の訪問、在欧の日本企業や
NPOで働く日本人とのセッション、そして二つの大学での交流プロ
グラムなど、充実した内容の研修を終えて帰国しました。
　参加した学生からは、「自分の価値観を180度変える経験になった。」
「普通の旅行では行くことのできないEUの関連機関を見学でき、観
光旅行では会うことのなかったような人たちと出会うことができて、
とても貴重な体験ができた。」「ベルギーの大学生との交流で、彼ら
の学習意欲と語学能力の高さに刺激を受け、もっと英語を勉強した
いという気持ちが強くなった。」「現地で働く日本人の話を聞けたこ
とで、将来のキャリアプランが具体的になった。」などの感想が寄せ
られ、それぞれがしっかりと目的を果たし、また新たな将来の目的
を見つけることのできた研修旅行となったようでした。
　帰国後の成果報告会を、3月27日（水）に福岡EU協会との共催で
開催し、帰国後間もない参加学生たちの熱い報告に、高校生を含む
多くの市民の方が耳を傾けました。また、今回の研修旅行は、福岡
県の「世界に打って出る若者育成事業」に採用され、県からの補助
金を受けて実施されていたため、福岡県主催の事業報告会「ふくお
か若者魁大会」の場でも、他の採用大学や高校と一緒に、成果を報
告しました。
　今回は、EUIJ九州での第1回の企画だったため、試行錯誤の中で
の実施でしたが、期待した以上の成果を参加学生たちは持ち帰って
くれました。学生たちからのフィードバックを十分に生かし、次回以

降も充実した、他にはない研修旅行を作っていきたいと思っています。
　第1回EU研修旅行の日程の詳細、および今後の実施予定につい
ては、EUIJ九州のホームページをご確認ください。

EU Study Tour

The fi rst EU Study Tour was conducted from 27 February through 
to 11 March 2013; an eleven-night and thirteen-day schedule.  
Fifteen students were selected from applicants from three 
consortium universities and they visited EU nations including 
Belgium, the Netherlands, Luxemburg and France. They all came 
back with numerous wonderful experiences they had gained from 
visits to various EU institutions, enjoyed meeting with Japanese 
business people working in a Japanese company in Europe 
and an international NPO, and by participating in interchange 
programmes with two universities in Belgium. 
The students' report of the study tour included: "Visiting Europe 
for the first time was quite an eye-opening experience for me." 
"I was able to visit EU institutions and beautiful cities which I 
would never have been able to do by myself, and was able to meet 
many people who I would not have been able to meet on a regular 
sightseeing trip.  The programme arrangement as a whole was just 
wonderful." "I was so impressed by the Belgian students' ability to 
speak foreign languages and their enthusiasm for learning.  They 
stimulated me to study English more." "By meeting with Japanese 
who are working in Europe, my future career plan became 
concrete."  This shows that the students received many benefits 
from the trip and found new objectives for their future.
A debriefing session after the study tour was held on 27 March 
co-organized with Fukuoka EU Association. A lot of the audience 

included high school students who listened eagerly to the fresh 
reports from the students who had just come back from the 
trip.  The programme had been recognized as one of the youth 
development programmes by Fukuoka prefecture so was granted a 
scholarship.  The students also participated in a debriefi ng session 
conducted by Fukuoka prefecture with other selected universities 
and high schools.
Though it has been a trial and error process to conduct the fi rst 
EUIJ-Kyushu EU Study Tour, all participants had a high level 
of satisfaction throughout the programme and they gained much 
more knowledge and experience than we had expected.  We would 
like to continue to improve the programme by learning from 
the students' feedback, so adapting to the students' needs in the 
future.

Please visit EUIJ-Kyushu homepage for the detailed programme 
of the study tour and the schedule for this year.

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。
各大学でのEU-DPsの認知度が高まるにつれ、登録者・修了者も徐々
に増えています。2012年度後期（2013年3月修了）には、22名の学
生（学部生19名、修士課程3名）が修了証を授与されました。また、
2013年前期には269名の学生が登録しています。

　2012年度後期のリサーチペーパー最優秀賞（EU研究部門）に、
九州大学経済学部 田久保克明さんの研究論文「EU加盟に向けたア
ルバニアの挑戦「欧州の最貧国」から繁栄の21世紀へ－」が選ばれ
ました。

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、2種類
の研究助成金および、3種類の奨学金を提供し、EUに関する研究と
学業を支援しています。

 研究助成制度
　研究助成制度には、若手研究者EU研究助成制度（45歳以下のコ
ンソーシアム構成大学の教職員が対象）とEU研究助成制度があり
ます。2013年1月から6月の間に決定した研究助成金の受給者は以
下の通りです。

＜若手研究者EU研究助成金＞
井上　朝雄（九州大学芸術工学研究院環境・遺産デザイン部門 助教）
岡村　雄輝（九州大学経済学研究院国際企業分析部門 助教）
北垣　　徹（西南学院大学文学部外国語学科 教授）
馬場　　優（福岡女子大学国際文理学部国際教養学科 准教授）

＜EU研究助成金＞
清野　聡子（九州大学工学研究院環境社会部門 准教授）
南野　　森（九州大学法学研究院公法・社会法学部門 准教授）
河村　　朗（西南学院大学経済学部国際経済学科 教授）
山本　　健（西南学院大学法学部国際関係法学科 准教授）
吉田　　信（福岡女子大学国際文理学部国際教養学科 准教授）
張　　　艶（福岡女子大学国際文理学部国際教養学科 准教授）

 奨学制度
　3種類の奨学制度があります。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）を支援する奨学金、
ドクター奨学金はEU関連の研究で博士号取得を目指す学生のため
の奨学金です。また、EU留学奨学金はEU諸国の大学への交換留学
生を対象としたものです。2013年1月から6月の間に決定した各奨
学金の受給者は以下の通りです。

＜ショートビジット奨学金 *2012年度2次募集＞
奥山　加奈子（福岡女子大学国際文理学部国際教養学科）

＜ドクター奨学金＞
リ　ソウリュウ（九州大学大学院比較社会文化学府）
都地　沙央里（福岡女子大学大学院文学研究科）

＜EU留学奨学金＞ ［　］内は留学先大学
前田　美鈴　 （九州大学 21 世紀プログラム）［ボルドー第 4大学、

フランス］
宮本　健太郎（九州大学経済学部）［ウプサラ大学、スウェーデン］
小西　　愛　 （西南学院大学文学部）［ユバスキュラ応用科学大学、

フィンランド］
橋本　　渓　 （福岡女子大学国際文理学部）［ルーバン・カトリック

大学、ベルギー］

　これらの研究助成制度と奨学金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。

Academics

EU Studies Diploma Programes(EU-DPs)
EU-DPs provide students of three consortium universities with 
opportunities to study the EU and EU member states. As EU-DPs 
are gaining recognition in each university, the number of students 
enrolling is increasing. 19 undergraduate students and 3 graduate 
students were awarded the Diploma in EU Studies in the fall 
semester of 2012 （Completing in March 2013）. 269 students are 
currently enrolled.

The EU-DPs has granted an EU Research Award of Excellence 
for the EU-DPs 2012 Fall Semester to an undergraduate 
student for the fi rst time. Congratulations to Kyushu University 
undergraduate student, Mr. Katsuaki Takubo! His research paper 
entitiled, "Albania's Challenge to EU Accession - from "the 
Poorest Country in Europe" to Prosperity in the 21st Century" 
received this citation.

Research Funds and Scholarships
Faculty, researchers, and students from the EUIJ-Kyushu 
consortium universities benefit from funds for a variety of EU-
related endeavors.  We provide two kinds of research funds and 
three kinds of scholarships.  

 Research Funds
Two types of funds are Competitive Research Start-Up Fund 
（ l imited to faculty and researchers of three consor t ium 
universities who are under 45 year-old） and EU Studies Research 
Fund.  Those who were awarded research funds in the past six 
months are listed below.

〈 Competitive Research Start-Up Fund 〉
Tomo Inoue, Assistant Professor, Faculty of Design, Kyushu 
University
Yuki Okamura, Assistant Professor, Faculty of Economics, 
Kyushu University
Toru Kitagaki, Professor, Department of Literature, Seinan 
Gakuin University
Masaru Baba, Associate Professor, International College of 
Arts and Sciences, Fukuoka Women's University

〈 EU Studies Research Fund 〉
Satoquo Seino, Associate Professor, Faculty of Engineering, 
Kyushu University
Shigeru Minamino, Associate Professor, Faculty of Law, 
Kyushu University
Akira Kawamura, Professor, Department of Economics, 
Seinan  Gakuin University
Takeru Yamamoto, Associate Professor, Department of 
Law, Seinan Gakuin University
Makoto Yoshida, Associate Professor, International College 
of Arts and Sciences, Fukuoka Women's University
Yan Zhang, Associate Professor, International College of 
Arts and Sciences, Fukuoka Women's University

 Scholarships
There are three kinds of scholarships: Short Visit Scholarship, 
Doctoral Scholarship and EU Scholarship.  The purpose of the 
short visit scholarship is to support students during language 
study or other short-term study programs within the EU.  Doctoral 
Scholarship is to support graduate students who aim to gain a 
PhD in EU related research.  EU Scholarship is provided for 
exchange students to universities in EU countries.  Below is the 
list of recipients of the scholarships who were awarded them in 
the last six month.

〈 Short Visit Scholarship *Second call for the academic year 2012 〉
Kanako Okuyama, International College of Arts and 
Sciences, Fukuoka Woman's University

〈 Doctoral Scholarship 〉
Shuanglong Li, Graduate School of Social and Cultural 
Studies, Kyushu University
Saori Tsuji , Graduate School of Literature, Fukuoka 
Women's University

〈 EU Scholarship 〉
Misuzu Maeda , The 21st Century Program, Kyushu 
University [University of Bordeaux 4, France]
Kentaro Miyamoto,  Faculty of Economics, Kyushu 
University [Uppsala University, Sweden]
Ai Konishi, Department of Literature, Seinan Gakuin 
University [JAMK University of Applied Sciences, Finland]
Kei Hashimoto, International Collage of Art and Sciences, 
Fukuoka Women's University [Leuven Catholic University, 
Belgium]

Visit our website to see more about available funds and application 
information.

欧州議会 / European Parliament ゲント大学の学生と / Ghent University EU研修旅行報告会 / Debriefi ng Session

欧州連合司法裁判所 / Court of Justice of the European Union
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イベント

　EUIJ九州は、研究者や学生のみならず、一般市民、ビジネス関係
者、自治体職員、ジャーナリスト等々の幅広い分野の方々を対象に、
政治、経済、科学技術、文化など、広くEUへの理解を促進するた
めのさまざまなイベントを開催しています。

シンポジウムシリーズ
　コンソーシアム大学の教員や海外からのゲストなどを講師とし、EU
に関する話題を取り扱った、定期的に開催されるシンポジウムです。
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
分かり易く解説することを目的としています。

EUIJ九州－NECA 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」

日　時：2013年2月15日（金）13:00～17:30
場　所：アクロス福岡　国際会議場
主　催：EUIJ九州、（一社）日本電気制御機器工業会（NECA）
後　援：駐日EU代表部、経済産業省、日本貿易振興機構、

日本経済団体連合会、経済同友会

　この国際シンポジウムは、東京にある一般社団法人日本電気制御
機器工業会（NECA）との共催で、これまでEUIJ関西とEUSI東京
で開かれてきたもので、今回初めて、EUIJ九州での開催となりました。
　シンポジウムの目的は、電気安全、制御システム安全の分野で先
導的な取組みを展開しているEU企業、産業界より専門家を迎え、
新たなシステム安全、制御安全への取組み事例、国際規格の動向等
について紹介するというものです。
　講演と討論の主なテーマは、「国際標準化」と「スマートグリッド」。
講演では、ヨーロッパと日本、双方の専門家が、スマートシティ・
スマートコミュニティへの取り組みとスマートグリッドにかかる国
際標準化の重要性についてのそれぞれの見解を解説しました。九州
での開催は初めてだったにも関わらず、120名を超える参加者からは、
「ホットな課題が取り上げられていて、全体として非常に興味深い
シンポジウムだった」、「講演を聞いて、スマートグリッドの可能性
を再確認した。国際標準化の早期実現が望まれる」など、高く評価
する声が多く寄せられました。

Events

Throughout the year, EUIJ-Kyushu organizes a variety of 
events, held at the consortium universities' campuses as well 
as non-campus 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 EUIJ-
Kyushu, 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. 

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"

Date: 15 February 2013  13:00-17:30
Venue: International Conference Hall, ACROS Fukuoka
Organized by EUIJ-Kyushu, NECA
Co-hosted by Delegation of the European Union to Japan, Ministry 
of Economy, Trade and Industry, Japan Business Federation, Japan 
Association of Corporate Executives

This international symposium, co-organized with Nippon 
Electronic Control Equipment Industries Association (NECA), 
has been held by EUIJ Kansai and EUSI Tokyo in the past, and 
was brought to Kyushu this year for the fi rst time. 
The objective of the symposium was to invite experts from 
leading companies in the EU and Japan to introduce the latest 
development examples in system safety and control safety as well 
as trends in international standards. 
The main themes of the presentations were "international 
standardization" and "smart grid". Both European and Japanese 
experts made presentations on their view on the approaches 
towards smart cities and communities and the importance of 
international standardization towards a smart grid. Though 
it was the first time to hold this symposium in Kyushu, we 
received much positive feedback from the audience, more than 
one hundred and twenty people in total, including; "the whole 
symposium was very interesting and dealt with one of the hottest 
issues." and "I realized the possibility of a smart grid after 

hearing the presentations. Early implementation of international 
standardization is expected."

EUIJ九州・九州EU研究会主催シンポジウム
「欧州社会危機の克服」

日　時：2013年3月2日（土）13:30～17:00
場　所：西南学院大学　コミュニティセンター
主　催：EUIJ九州、九州EU研究会
後　援：日本EU学会、西南学院大学

　基調講演者の一人である星野郁教授（立命館大学）は、ユーロ危
機が何をもたらしたかについて、ヨーロッパの労働市場の惨状と金
融化の復活の視点から解説されました。また、もう一人の基調講演
者の江里口拓教授（西南学院大学）は、福祉国家としてのイギリス
とスウェーデンについて、ヴィクトリア朝のイギリス人社会活動家
であるウェッブ夫妻の経済思想を紹介しながら解説されました。そ
の後のパネルディスカッションは、パネリストに尹春志教授と北垣
徹教授（共に西南学院大学）を迎え、尾上修悟教授（西南学院大学）
がコーディネーターとなって行われ、3つのテーマ（①国際的社会
福祉、②EUの構造改革：宗教・文化・人種、③下からの統合：民

主主義の赤字の問題）が議論されました。時宜を得たテーマに多く
の聴衆が熱心に耳を傾け、活発な質疑応答が行われました。

 
"Defending Social Europe"

Date: 2 March 2013 13:30-17:00
Venue: Seinan Community Centre
Organized by EUIJ-Kyushu, Kyushu Society for EU Studies
Supported by European Union Studies Association, Seinan 
Gakuin University

Professor Hoshino talked about what generated the Euro crisis 
focusing on the severe state of the European labour market and 
the revival of financialization. Professor Eriguchi's lecture was 
about Great Britain and Sweden as welfare states and introduced 
the economic thought of Sidney and Beatrice Webb, British social 
activists of the Victorian era. Professor Onoe moderated a panel 
discussion which followed the presentations.  Three main issues 
were discussed in the panel discussion: 1) international social 

welfare, 2) structural reform in the EU: religion, culture, and race, 
3) integration from the bottom. The subject was very timely and 
attracted many interested attendees who asked many questions.

エドワード元欧州司法裁判所判事特別講演
「欧州司法裁判所とヨーロッパ統合」

　2013年4月12日（金）に、欧州司法裁判所の元判事であり、エディ
ンバラ大学名誉教授でもあるエドワード・デービッド氏を招き「欧
州司法裁判所とヨーロッパ統合」について講演をしていただきました。
講演には約35名の参加者が集まり、欧州司法裁判所の始まりから今
日までの発展についての講義に熱心に耳を傾けました。また、質疑
応答の時間には、欧州の司法制度とアメリカの司法制度との違いな
どについて活発な質問がありました。

Special Lecture by Sir David Edward
"The ECJ and European Integration"

EUIJ-Kyushu had the honour to welcome Sir David Edward, a 
former judge at the European Court of Justice, and an Emeritus 
Professor at Edinburgh University, as a lecturer of "The ECJ and 
European Integration" on 12 April, 2013. Approximately 35 people 
attended the lecture and were actively involved in the discussion 
during the Q&A session. The topics ranged from the origins of 
the ECJ to the Court of Justice today, and questions included the 
differences of the ECJ from the court system of the US.

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。

外務省外交講座「日本とEU」

　2013年6月6日（木）に、九州大学で外務省経済局国際経済課首席
事務官の吉田昌弘氏による外務省外交講座「日本とEUの協力関係：
FTAへ向けて」が開催されました。参加した約65名の学生および
一般の聴衆は、現在進行形で変化する日本とEUの経済的関係につ
いての講義に熱心に耳を傾けました。講座では、日本とEUの全体
的な経済関係に始まり、現在その交渉が注目されているFTA（自由
貿易協定）およびEPA（経済連携協定）について詳しくお話しいた
だきました。また、参加者からは今後の日本とEUの貿易における
変化や、外務省の仕事に関することなど、活発な質問がありました。

特別講義：EUIJ九州・九州大学法学部共催
"Studying Migration between Africa and Europe: The Case of 
Return Migration to Senegal and DR Congo"

日　時：2013年3月14日（木）16:00～17:30
講 師：Dr. Marie-Laurence Flahaux, Centre de Recherche en 
Démographie et Sociétés, Université Catholique de Louvain 
（SSH/IACS）

Forum
Forums include various events which are aimed at the public to 
gain more understanding of the EU.

Ministry of Foreign Affairs of Japan, Lecture Series "Japan 
and the EU"

EUIJ-Kyushu held a foreign affairs forum on 6 June 2013, inviting 
a lecturer from the Ministry of Foreign Affairs of Japan. This 
year, we received Mr. Masahiro Yoshida as a lecturer, and he 
gave a talk on "Cooperation between Japan and the EU: Toward 
FTA". This corresponded with the negotiations between Japan 
and the EU on FTA (Free Trade Agreement) and EPA (Economic 
Partnership Agreement). The forum got particular attention from 
many students, but also the general public were interested in the 
topic.  Overall 65 participants attended this forum. The lecture 
began with the general views of Japan-EU economic relations, 
and developed into the on-going scoping procedure and future 
perspectives of FTA/EPA.

Special Lecture: Co-organized by EUIJ Kyushu and Faculty 
of Law, Kyushu University
"Studying Migration between Africa and Europe: The Case of 
Return Migration to Senegal and DR Congo"

Date: 14 March, 2013 16:00-17:30
Lecturer: Dr. Marie-Laurence Flahaux, Centre de recherche en 
démographie et sociétés - Université catholique de Louvain （SSH/
IACS）
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EUIJ九州市民講座
「未来を描くヨーロッパ」

　2013年6月1日から7月6日まで（6月8日を除く）毎週土曜日に、
福岡女子大学地域連携センターとの共催で、EUIJ九州市民講座「未
来を描くヨーロッパ」が開講されました。EUとヨーロッパの現状
を知り、その将来を展望することを通して、日本の未来に洞察を与
えることを主題に、EUIJ九州コンソーシアム大学の教員のほか、他
大学の専門家を迎え
て、計5回にわたる
講義が分かりやすい
解説で行われました。
　各回の講師とテー
マはEUIJ九州のホー
ムページにてご覧く
ださい。

EUIJ-Kyushu Extension 
Lecture Series
"Europe, Drawing the Future"

The extension lecture series took place at Fukuoka Women's 
University campus, in Fukuoka City. It composed of fi ve lectures 
on fi ve consecutive Saturdays from June 1st to July 6th. The fi rst 
lecture by Professor Machiko Hachiya and Lecturer Antonio 
Formacion from Kyushu University was about the activities of 
the EUIJ Kyushu and 
the Erasmus Mundus 
Programme. Professor 
Makoto Yoshida of 
Fu k uok a  Women's 
University presented 
the second lect u re 
about the measures 
t h e  N e t h e r l a n d s 
government took to 
assure the possibilities 
for  women to t ake 
p a r t  e q u a l l y  i n  a 
working society. The 

t h i r d  l e c t u r e  by 
Assoc.  Professor 
Shoko Muraosa of 
Fukuoka Women's 
University showed 
t h e  c o n n e c t i o n 
between “proper" 
language and social 
standing in England 
f r o m  t h e  1 6 t h 
century up to today, 
and demonstrated 
the diff iculties of 
language politics as 
fostered by the EU. Professor Yu Hasumi from Rissho University, 
Tokyo, presented the fourth lecture about the new developments 
in energy politics and environment protection in Europe at a time 
when energy policy is being discussed in Japan. Finally, Assoc. 
Professor Takeshi Yamamoto from Seinan Gakuin University 
gave a lecture on political unifi cation of Europe. 
The title of the series, “Europe, Drawing the Future" appears in 
contrast to media reports of EU inhabitant's current frustration 
and dissatisfaction with the EU. However, many positive effects 
of European unification have been ignored. New countries are 
eager to join the euro zone, while the EU further tries to develop 
and enhance a single market through a standardized system of law 
that apply in all member states.

今後のイベント・プログラム
オープンキャンパス
7月28日（日）　福岡女子大学
8月3日（土）　九州大学（箱崎キャンパス）
8月3日（土）・4日（日）　西南学院大学

7月31日（水）ディミトリ・ヴァンオーヴェルベーケ教授（ルーヴァン・カトリック大学）
による特別講義

8月31日（土）～ 9月3日（火）　EUIJ九州サマーコース＠阿蘇

11月2日（土）・3日（日）　第3回EUIJ九州年次国際会議

Upcoming EUIJ-Kyushu Events and Programmes
Open Campus
28 July at Fukuoka Women's University
3 August at Kyushu University Hakozaki Campus
3-4 August at Seinan Gakuin University

31 July: Special Lecture by Prof. Dimitri Vanoverbeke, Catholic University of Leuven, 
Belgium

31 August- 3 September: EUIJ-Kyushu Residential Summer Course at Aso

2-3 November: 3rd EUIJ-Kyushu Annual International Conference

EUIJ九州

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

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

EUIJ-Kyushu Contact Information

EUIJ-Kyushu Administrative Offi ce
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-Kyushu Branch Offi ce 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-Kyushu Branch Offi ce in Fukuoka Women’s University
1-1-1 Kasumigaoka, Higashi-ku Fukuoka, 813-8529
TEL: +81 (0)92-663-4005  euij@fwu.ac.jp
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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
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その他のイベント
　その他にもさまざまなイベントを開催しました。

  ●  福岡で楽しむEU

　2013年2月28日（木）に、西鉄グランドホテルにおいて、福岡
EU協会主催イベント「福岡で楽しむEU」が開かれ、EUIJ九州
は初めてブース出展者として参加しました。この「福岡で楽しむ
EU」は今回で4回目を数え、当日はこれまでで最多となる259名
の参加者が集い、福岡のEU加盟国友好団体のブース見学やEU
各国の食事とワイン、またカルテットグループによる音楽演奏を
楽しみました。イベントの終盤には、出展団体から提供された賞
品が当たるくじ引きも行われ、大いに盛り上がりました。

  ●  EUIJ九州＠九大伊都キャンパス

　九州大学の学部生（主に1～2年生）にEUIJ九州についてもっ
と知ってもらうことを目的に、伊都キャンパスで初めての催しを
行いました。
　会場では、2013年2～3月に実施したEU研修旅行に参加した学
生が作成した報告ポスターの展示と、八谷代表によるEUIJ九州
の活動紹介を行いました。
　学生からは、EU研究ディプロマプログラムや奨学金などに関
する質問がありました。また、会場を訪れた学生は、EU研修旅
行の報告ポスターを熱心に見ている様子でした。

 ●  日・EUフレンドシップ・ウィーク2013「スイーツでEU体験」

　2013年6月1日（土）、日・EUフレンドシップ・ウィーク*のイ
ベントとして、西南学院大学EU情報センターとの共催で、交流
イベント「スイーツでEU体験」を開催しました。EUからの留学
生に、自国の代表的なお菓子を紹介してもらい、さらにそれをみ
んなで作って、お茶と一緒にいただくというイベントです。今回は、
オランダからの留学生、カルロ君（九州大学国際コースCSPA在
籍）の紹介してくれた、オランダのパンケーキ、「パンネクック
（Pannenkoek）」と、日本のパンケーキとも言える「どら焼き」を
作りました。フライパンいっぱいに広げて焼く大型のパンケーキ
を裏返すのに、初めは四苦八苦していたグループも、何枚か続け
て焼くうちに徐々にうまく焼けるようになっていました。材料は
ほとんど同じでも、国が違うとお菓子も違った味や形になります。
参加した学生は、英語と日本語でコミュニケーションをとりなが
らの作業を楽しむと共に、日本で味わう手作りのEUの味を満喫
していました。他にも、フランスからの交換留学生、オリビエ君
とソレーヌさんが「カヌレ（Canelé）」と「ブーニュ（Bugne）」を、
そしてベルギーのファニーさんが「ベルギーワッフル（Waffl  e）」を、
写真や絵で紹介してくれました。

*日・EUフレンドシップ・ウィークは、日本人とヨーロッパ人と
の交流を深めるため,駐日EU代表部が全国のパートナーの協力
の下、毎年5月9日のヨーロッパデー（EUの誕生日）を中心に
様々なイベントを開催するプログラムです。

Other Events
Other recent outreach activities include following events.

  ●  Enjoy the EU in Fukuoka(Booth Exhibition)

Date: 28 February 2013
Venue: Nishitestu Grand Hotel
Organized by Fukuoka EU Association

EUIJ-Kyushu participated in this exchange event organized 
by Fukuoka EU Association as an exhibitor for the first time 
since this event started four years ago. Ten organizations, most 
of  them were EU-related 
friendship associations and 
societ ies, par t icipated as 
exhibitors and presented 
their recent activities to the 
pa r t icipants who have a 
keen interest in the EU and 
Europe. Selected special 
European meals were served,  
and a lottery was held with 
p r i z e s  w h ic h  h a d  b e e n 
donated by every exhibitor. 
Participants left with a lot of 
information on the EU and 
a greater enthusiasm about 
European countries.

  ●  EUIJ-Kyushu@Kyushu University, Ito Campus

EUIJ-Kyushu held a promoting event for the first time at Ito 
Campus of Kyushu University where most of the freshmen and 
second-year students are studying at.
Reporting posters made by the students who participated in 
the EU Study Tour held from 27 February to 11 March were 
exhibited, and Professor Hachiya, Director of EUIJ-Kyushu, 
introduced activities of EUIJ-Kyushu in detail.  Many questions 
about the EU Diploma Programme and scholarships were 
posed by the audience.  Students who visited the exhibition 
gained much information from the posters and asked numerous 
questions about EUIJ-Kyushu.

  ●  The EU-Japan Friendship Week Event with EUIJ-Kyushu 
& EUi
Experience the EU with Sweets!

On 1 June 2013, an exchange event "Experience the EU with 
Sweets" was held, co-organized with Seinan Gakuin University 
EU Information Centre (EUi), as part of EU-Japan Friendship 
Week. Foreign students from EU countries introduced a typical 
sweet from their country, made it and f inally enjoyed the 
sweet together with Japanese students.  This time, they cooked 
"Pannenkoek", the Netherlands pancake, which was presented 
by Mr. Carlo Kreuger from the Netherlands who studies at 
Kyushu University and Japanese pancake "Dorayaki".  At fi rst, 
most of the groups struggled to turn over a big, f lat pancake, 
however, after numerous attempts to make Pannenkoeks, they 

learned to bake delicious Dutch pancakes.  Even the same 
ingredients can become different sweets with a different 
taste and shapes.  The participating students enjoyed not only 
cooking together with others, communicating both in Japanese 
and English, but also tasting EU sweets cooked by themselves.  
In addition to the sweets from the Netherlands, Mr. Olivier 
Malaver and Ms. Quere Solene from France introduced "Canelé" 
and "Bugne", and Ms. Fanny Benisek from Belgium introduced 
Belgian Waffl es by showing photos and drawing pictures.

*EU-Japan Friendship Week is a series of events which the 
Delegation of the EU in Japan holds for one month around the 
9th of May (Europe Day) to deepen the interchange between 
Japanese and Europeans with cooperation of partners all 
around Japan.


