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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.

EUIJ 九州より
EUIJ 九州の活動も 4 年目にはいり、お届けするニューズレター
は第 6 号となりました。今回は、2014 年 1 月以降の活動を中心
にご紹介します。この時期も様々な活動を行いましたが、何と

From EUIJ-Kyushu
We have entered the fourth year of EUIJ-Kyushu and are
happy to offer you the sixth edition of the EUIJ-Kyushu
Newsletter. This issue introduces the activities organized
by EUIJ-Kyushu since January this year up to the end
of June. Among all the exciting events, we highlight the

EUIJ 九州
EU 研修旅行
2014 年 3 月 1 日（ 土 ）か ら 3 月 15 日（ 土 ）の 13 泊 15 日 の 日 程
で、第 2 回目となる EU 研修旅行を実施しました。EUIJ 九州コ
ンソーシアム 3 大学の選抜された精鋭の学生 15 名（ 九州大学：
8 名、西南学院大学：4 名、福岡女子大学：3 名 ）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、
在欧の日本企業で働く日本人とのセッション、現地大学での交
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。
事前に実施した 3 回の説明会では、グループ発表のテーマ決定
や資料準備などを中心に、旅行心得など安全に関する説明も行
われ、今回は EUIJ 九州引率 1 名、旅行会社添乗員 1 名が同行し、
より安全な研修に配慮しました。
EU 関連機関ではブリュッセルの欧州委員会、欧州議会、欧
州地域委員会、ルクセンブルグの欧州司法裁判所を訪れ、担当
者から機関に関する英語での講義を受け、施設内では実際に会
議や裁判が行われる場所などを見学しました。EU が運営され
ている現場の実際の雰囲気を体験し、EU の果たしている役割
について理解を深めました。
ベルギーのゲント大学では学生交流プログラムを実施し、3
グループにわかれ、ゲント大学生に日本文化などについて英語
でプレゼンテーションをしました。参加学生は現地大学生との
交流により英語力向上の必要性を感じ、また帰国後も連絡を取
り合うような友人を得る貴重な機会になりました。参加学生か
らは「多くの人と知り会い話すことができて特別な思い出になっ
た。」
「 ベルギーの大学生との交流で彼らの学習意欲の高さに刺
激を受けた。」などの感想が寄せられました。三菱自動車欧州本
部訪問では、海外で活躍する日本人から学生時代の体験談や将
来のキャリアプランなどについて、今後国際的な人材となって
いくためのアドバイスをいただきました。
また、昨年福岡市との友好 30 周年を迎えたボルドー市を訪ね、
福岡市からの親書をボルドー市に渡してきました。ボルドーの
近郊にあって世界遺産となっているサンテミリオンの訪問では、
その美しい景観を堪能し欧州の文化・歴史に触れ理解と知識を
深めました。
帰国後の報告会を 3 月 31 日（ 月 ）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報告に集まった約 30 人

拡 張 現 実〈 A R 〉に つ い て
スマートフォンを使って EU 研修
旅行の様子を
動画でご覧頂
けます。
・AR については、次のページの
詳細をご覧ください。

言っても最大のお知らせは、3 月に実施した「 EUIJ 九州 EU 研
修旅行 」です。今回もコンソーシアム 3 大学から 15 人の仲間が、
EU の制度が変えていくヨーロッパの暮らしや変わらない伝統の
重みなどを体験し、現地の学生との交流も堪能しました。みんな、
英語でガンバッタ！また、5〜6 月の「 EU フレンドシップウィー
ク 」の時期には、EUIJ 九州市民講座を提供しています。今年は、
例年とは少々違った趣のトピックを選び、大好評を博しました。
多くの方にご参加いただきお礼を申し上げます。本紙が皆様の

お手元に届くころには、これまた恒例の「 EUIJ 九州 EU 研究サ
マーコース 」の応募が開始されています。毎年確実に参加者が
増えており、また、参加してくれる学生たちの出身大学もバラ
エティ豊かになっています。今年も日本各地から、EU を通して
新しい友人をつくりたいと希望する皆さんにお会いできること
を楽しみにしています。
（ MH ）

EU Study Trip in March. As before, 15 students from the
consortium universities participated to experience the
transformation of a life style in an integrated Europe as
well as the long-sustained traditions in Europe. They spent
memorable days with the students of Ghent University
communicating in English.
The months of May and June are dedicated to the EU-Japan
Friendship Week. We have organized our annual Extension
Lecture Series with the topics more focused on the pleasure
of life in Europe, which attracted a full house at all 5

lectures. We would like to express our appreciation for all
those who have attended. By the time this issue will reach
you, the application for the annual Residential Summer
Course (RSC) should be open. The number of attendees as
well as the attending universities of the RSC are growing
every year. We look forward to meeting those outgoing
students who are getting together through EU Studies in
September. (MH)

の学生の父兄をはじめ、高校生や一般の方々などが熱心に耳を
傾けました。今回も昨年に続き、福岡県の「 世界に打って出る
若者育成事業 」に採用され、福岡県から奨学金を受けて実施さ
れたため、3 月 23 日（ 日 ）福岡県主催の事業報告会「 ふくおか
若者魁大会 」において、他の採用大学や高校などと共に、今回
の研修旅行の成果を報告しました。
次回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。

A debriefing session after the study tour was held on 31
March co-organized by the Fukuoka EU Association.
About 30 people including parents of students, high school
students and the general public gathered and listened
intently to the enthusiastic reports from the students who
had just come back from the trip.
Following last year, this fiscal year our programmes was
adopted as one of the youth development programmes by
Fukuoka Prefecture, so was granted a scholarship. The
students also participated in a debriefing session on 23
March conducted by Fukuoka prefecture with other selected
universities and high schools.

EUIJ-Kyushu
EU Study Tour

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

T he second EU St udy Tou r was conducted f rom 1
through to 15 March 2014; a thirteen-night and fifteenday schedule. Fif teen st udents were selected f rom
applicants from three consortium universities and they
visited EU nations including Belgium, the Netherlands,
Luxembou rg and France. They all came back with
numerous wonderful experiences they had gained from
visits to various EU institutions, a session with Japanese
business people working in a Japanese company in Europe,
and by participating in exchange programmes with local
universities. Prior to the EU Study Tour, on three occasions
pre-training was offered. The participating students decided
ゲント大学の学生と（ 3 月 5 日 ）/ with Ghent University students (5 Mar.)
themes and prepared materials for the group presentations,
and travel information was also explained. Safety was a key
concern, so accompaniments were offered, one from EUIJKyushu secretariat and a tour operator from a travel agency.
The participating students were divided into three groups
and gave a presentation in English about Japanese culture
at Ghent University in Belgium through the interchange
program. The students realized the necessity of English
proficiency through interaction with local students. This
became a valuable opportunity for them to get friends and
remain so by keeping in touch. The students' feedback of
the study tour included: "It was a special memory for me
that I could meet numerous people and talk with them a
lot." "I was so impressed by the Belgian students' ability
欧州議会（ 3 月 3 日 ）/ European Parliament (3 Mar.)
t o sp ea k foreig n la ng u age s a nd
their enthusiasm for learning. They AR この写真に Junaio を起動したスマートフォンをかざしながらご覧ください。
stimulated me to study English more."
In addition, to commemorate the 30th
anniversary of friendship between
Fukuoka City and Bordeaux City, the
EUIJ Study Tour group passed on a
personal letter from Fukuoka City to
Bordeaux City.
In the visit to Saint-Emilion in France,
which is neighboring Bordeaux and a
World Heritage site, students enjoyed
the beautiful scenery and deepened
their knowledge and understanding
about the cult u re and histor y in
アムステルダム（ 3 月 14 日 ）/ Amsterdam (14 Mar.)
Europe.
1
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EUIJ 九州 EU 研修旅行
日付

福岡発

都市名

アムステルダム着
≪1≫
アムステルダム発
3/1（土）
ブリュッセル着

≪3≫
3/3（月）

≪4≫
3/4（火）

欧州委員会（ 3 月 3 日 ）/ European Commission (3 Mar.)

ゲント

≪5≫
ゲント
3/5（水）
ゲント−ブリュッセル
ブリュッセル−ルクセンブルグ
≪6≫
3/6（木） ルクセンブルグ−ブリュッセル
ブリュッセル−ゲント

ゲント−ブリュッセル
ブリュッセル−パリ
≪9≫
パリ−ボルドー
3/9（日）
≪ 10 ≫
3/10（月）
≪ 11 ≫
3/11（火）

ボルドー
ボルドー

≪ 12 ≫ ボルドー
3/12（水）
≪ 13 ≫ ボルドー−アムステルダム
3/13（木）

ゲント自由時間（ 3 月 8 日 ）/ Free time in Ghent (8 Mar.)

ホテルへ
【イビス・センター・ガレ・ドゥ・ミディ泊（ブリュッセル）
】
ブリュッセルで自由行動
【イビス・センター・ガレ・ドゥ・ミディ泊（ブリュッセル）
】
ブリュッセル市内で EU 機関の見学・訪問
European Commission

PM：ゲント大学で交流プログラム

≪8≫
3/8（土）

ゲント大学（ 3 月 4 日 ）/ Ghent University (4 Mar.)

スケジュール

(Lunch は Parliament の食堂で。
）
European Parliament
Committee of the Regions
【イビス・センター・ガレ・ドゥ・ミディ泊（ブリュッセル）
】
11:00 チェックアウト、12:30 ゲント着（Lunch at Ghent U.)

≪7≫
ボルン、マーストリヒト
3/7（金）

欧州議会（ 3 月 3 日 ）/ European Commission (3 Mar.)

空路、アムステルダムへ

飛行機でブリュッセルへ移動

≪2≫
ブリュッセル
3/2（日）
ブリュッセル
※パスポートを持参する。
ブリュッセル（ 3 月 2 日 ）/ Brussels (2 Mar.)

日程表

≪ 14 ≫
アムステルダム発
3/14（金）
≪ 15 ≫ 福岡着
3/15( 土 )

ゲント大学で交流プログラム

【ユースホステル泊（ゲント）
】
【ユースホステル泊（ゲント）
】

Court of Justice of the European Union (ECJ) 見学
(YH −ゲント駅、ルクセンブルグ駅− ECJ 間は貸切バス移動）
出発
Mitsubishi Motors 見学
マーストリヒト観光後、ゲントへ

【ユースホステル泊（ゲント）
】

【ユースホステル泊（ゲント）
】
自由行動 in ゲント （ブルージュ訪問も可能）
【ユースホステル泊（ゲント）
】
ボルドーへ移動 ( 移動日 )
ブリュッセル航空にてパリへ
エールフランスにてボルドーへ
ボルドー空港からホテルへ
【イビス・スタイル・ボルドー・ガレ・サンジャン（ボルドー）泊】
ボルドー市内観光
福岡市・ボルドー市 姉妹都市協定 親書贈呈
【イビス・スタイル・ボルドー・ガレ・サンジャン（ボルドー）泊】
ボルドー大学、ボルドー政治学院
夜、
「日本の夕べ」
【イビス・スタイル・ボルドー・ガレ・サンジャン（ボルドー）泊】
サンテミリオン（世界遺産の村）見学
【イビス・スタイル・ボルドー・ガレ・サンジャン（ボルドー）泊】
ホテルからボルドー空港へ
アムステルダム空港からホテルへ→市内観光
【カサ 400 泊（アムステルダム）
】
アムステルダム観光後、空港へ
福岡へ
【機内泊】
到着後、解散

ボルドー（ 3 月 10 日 ）/ Bordeaux (10 Mar.)

EUIJ-Kyushu EU Study Tour Schedule
Date
≪ 1≫
3/1 (Sat)

Place
Depart from Fukuoka
Arrive at Amsterdam
Depart from Amsterdam
Arrive at Brussels

サンテミリオン（ 3 月 12 日 ）/ Saint Emilion (12 Mar.)

≪ 2 ≫ Brussels
3/2 (Sun)
Brussels
≪ 3≫
3/3 (Mon)

EU研修旅行のショートムービー公開中♪

Watch the video for the EU Study Tour

EU 研修旅行報告会（ 3 月 31 日 ）/ Debriefi ng Session (31 Mar.)

1

App Store / Google Play ストアにて、
「Junaio」を検索

無料

（アプリは無料）
※ただし通信料金は発生します。

I n s t all t h e f re e a p p

Junaio

into your

iPhone/iPad or Android Phone.
Downloa d “Junaio” from A pp Store or Google Play
into your mobile device.

STEP

2

ダウンロード完了後、
Junaioのアイコン

≪ 7≫
3/7 (Fri)

上のQRコードを

FREE

読 み 取り、直 接
サイトで ダ ウン
ロードできます。

≪ 9≫
3/9 (Sun)

Start Junaio and tap the Scan .

読 み取り完 了後、1ページ目の AR
写真にスマートフォンをかざしてくださ
い。それぞれのマーカーに反応して動
画が流れます。

Point yo ur c a mera to th e p h oto
with the “AR ” mark.
movie

●電波が届きにくい場所では使用できない場合があります。 ●一部対応していない機種がございます。ご了承ください。
●本サービスの提供は2015年3月末までを予定しています。

Hotel

【Hotel Ibis Brussels Centre Gare Midi (Brussels)】
Free time in Brussels
【Hotel Ibis Brussels Centre Gare Midi (Brussels)】
Visits to EU institutions in Brussels
European Commission
(Lunch at EP)
European Parliament
Committee of the Regions
【Hotel Ibis Brussels Centre Gare Midi (Brussels)】
11:00 Check-out, 12:30 Arrive at Ghent (Lunch at Ghent U.)

Exchange programme at Ghent U.

【Youth Hostel (Ghent)】
【Youth Hostel (Ghent)】

Court of Justice of the European Union (ECJ)
(Chartered bus; YH - Ghent st. and Luxembourg - ECJ)
【Youth Hostel (Ghent)】
Visit to Mitsubishi Motors Europe, B.V.
Visit Maastricht, then back to Ghent

【Youth Hostel (Ghent)】

Free time in Ghent (or Brugge)

Ghent-Brussels
Brussels-Paris
Paris-Bordeaux

≪ 10 ≫
3/10(Mon)

Bordeaux

≪ 11 ≫
3/11 (Tue)

Bordeaux

≪ 12 ≫ Bordeaux
3/12(Wed)

STEP

2

Born & Maastricht

をタップしてアプリを起動させます。
右のQRコードを読み取ってください。

Transfer to Brussels by air

PM: Exchange programme at Ghent U.

≪8≫
3/8 (Sat)

画面の右上角にあるスキャンをタップし、

3

Ghent

≪ 5 ≫ Ghent
3/5 (Wed)
Ghent-Brussels
Brussels-Luxembourg
≪6≫
3/6 (Thu) Luxembourg-Brussels
Brussels-Ghent

STEP

して、アプリケーションをダウンロードしてください。

≪ 4≫
3/4 (Tue)

Schedule
Flight to Amsterdam

【Youth Hostel (Ghent)】
Transfer to Bordeaux
Fly to Paris with Brussels Airlines
Fly to Bordeaux with Air France
Bordeaux AP to hotel
【Ibis Styles Bordeaux Gare Saint-Jean (Bordeaux)】
Sightseeing tour in Bordeaux
Present a letter from Fukuoka city to Bordeaux city
【Ibis Styles Bordeaux Gare Saint-Jean (Bordeaux)】
Exchange programme at Univ. de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux
Evening: "Japanese night"
【Ibis Styles Bordeaux Gare Saint-Jean (Bordeaux)】
Excursion to Saint Emilion
【Ibis Styles Bordeaux Gare Saint-Jean (Bordeaux)】
Hotel-Bordeaux AP

≪ 13 ≫ Depart from Bordeaux Arrive at
3/13 (Thu) Amsterdam
AMS AP-Hotel then to city tour in Amsterdam
【Hotel Casa 400 (Amsterdam)】
City tour in Amsterdam
Bus to AMS AP
≪ 14 ≫
Flight to Fukuoka
3/14 (Fri) Depart from Amsterdam
【in the airplane】
≪ 15 ≫ Arrive at Fukuoka
3/15 (Sat)
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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。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。2013 年度後期（ 2014 年 3 月修了 ）
には、16 名の学生（ すべて学部生 ）が修了証を授与されました。
また、2014 年前期には 253 名（ 学部生 211 名、修士課程 42 名 ）の
学生が登録しています。
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。2014 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＞
中原 浩之 （九州大学人間環境学研究院 准教授）
渡邉 智明 （九州大学グリーンアジア国際リーダー教育センター 助教）
河原 真也 （西南学院大学文学部英文学科 准教授）
宮川 美佐子（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。2014 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 *2013 年度 2 次募集＞
李
萌 （福岡女子大学国際文理学部環境科学科）
中野
里香（九州大学 21 世紀プログラム）
＜ドクター奨学金＞
吉田 祐子 （九州大学大学院比較社会文化学府）
田中 友紀 （九州大学大学院比較社会文化学府）

イベント
EUIJ 九州 -NECA
国際シンポジウム
2014 年 2 月 7 日（ 金 ）西南学院大学西南コミュニティセンター
ホールにおいて、EUIJ 九州と NECA（日本電気制御機器工業会）
の共催で国際シンポジウムが行われました。
昨年に続き 2 度目となる NECA との共催イベントは、
「サイバー
セキュリティ：制御システムセキュリティへの日欧戦略的協同 」
と題し、各種生産装置や加工機械などの制御システムに対する
セキュリティ向上という重要な課題に対し、ユーザーならびに
業界の意識の向上を図りました。九州の制御機器メーカーなど
から約 70 名近くの参加者が集まりました。
冒 頭 で は、 駐 日 欧 州 連 合 代 表 部 か ら 政 治 経 済 部 長 の Mr.
Alexander McLachlan 氏より開催スピーチを頂きました。EU
からのふたりの海外講師を含め、4 人の講師をお迎えし、各種
生産装置や加工機械などの制御システムを、より安全に運用し
かつユーザー資産を保護するという観点から、EU 企業と日本の
産業界における先導的な取り組みが紹介されました。
ドイツ、シーメンス社からは、現在、産業セキュリティ部門
のマネジャーとして活躍する David Heinze 氏を迎え、技術コン
セプトの展開やセキュリティネットワーク内のインシデント更
新などに取り組んできた経験について説明しました。NICC（ サ
イバー犯罪に備えた国家組織 ）のプログラムマネージャーを務
める Annemarie Zielstra 氏は、NCTV（ セキュリティおよび報
復テロのための国家調整機関 ）のサイバーセキュリティ部門に
おける戦略的アドバイスについて解説しました。
ヨーロッパ人スピーカーの日本側カウンターパートとして、
東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻教授の高橋信

＜ EU 留学奨学金＞ ［ ］内は留学先大学
斎藤 江利子 （九州大学 21 世紀プログラム）
［ボルドー第 4 大学、フランス］
浦崎 鈴音 （九州大学法学部）
［ニューカッスル大学、英国］
佐藤
宣 （西南学院大学経済学部国際経済学科）
［KEDGE ビジネススクール、フランス］
堺
里香 （西南学院大学文学部外国語学科英語専攻）
［アムステルダム応用科学大学、オランダ］
手島 将己 （西南学院大学経済学部国際経済学科）
［KEDGE ビジネススクール、フランス］
吉野 美穂 （福岡女子大学国際文理学部国際教養学科）
［ルーヴァン大学、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 Programmes (EU-DPs)
EU-DPs provide students of three consortium universities
with opportunities to study about the EU and EU member
states. As EU-DPs are gaining recognition in each
university, the number of students enrolling is increasing.
16 undergraduate students were awarded the Diploma in EU
Studies in the fall semester of 2013 (Completing in March
2014). 253 students (Undergraduate: 211, Graduate: 42) are
currently enrolled.

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
The two types of funds are Competitive Research StartUp Fund (limited to faculty and researchers of three
consortium universities who are under 45 year-old) and EU
Studies Research Fund. Those who were awarded research
funds in the past six month are listed below.
〈Competitive Research Start-Up Fund〉
Nakahara Hiroyuki (Associate Professor, Faculty of
Human-Environment Studies, Kyushu University)
Watanabe Tomoaki (Assistant Professor, Green Asia
Education Centre, Kyushu University)

Kawahara Shinya (Associate Professor, Department
of Literature, Division of English literature, Seinan
Gakuin University)
Miyakawa Misako (Associate Professor, International
C ol lege of A r t s a nd Scie nce s , D e pa r t me nt of
I nt e r nat ional Libe r al A r t s, Fu k uok a Wome n's
University)

Scholarships
T here are th ree k i nds of scholarships: Shor t 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
programmes 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 2013〉
Meng Li, Department of Environmental Science,
International College of Arts and Sciences, Fukuoka
Women's University
Rika Nakano, 21st Centur y Programme, Kyushu
University
〈Doctoral Scholarship〉
Yuko Yoshida, Graduate School of Social and Cultural
Studies, Kyushu University
Yuki Tanaka, Graduate School of Social and Cultural
Studies, Kyushu University
〈EU Scholarship〉
Er i ko Saito, 21 st Cent u r y Prog ram me, Ky ushu
University (University of Bordeaux 4, France)
Suzune Urasaki, School of Law, Kyushu University
(Newcastle University, England)
Sen Sato, Department of Economics, Seinan Gakuin
University (KEDGE Business School, France)
Rika Sakai, Department of Literature, Seinan Gakuin
University (Amsterdam University of Applied Sciences,
The Netherlands)
Shoki Teshima, Department of Economics, Seinan
Gakuin University (KEDGE Business School, France)
Miho Yoshino, International College of Arts and
Sciences, Fukuoka Women's University, Université
Catholique de Louvain, Belgium)
Visit our website to see more about available funds and
application information.

氏（ 技術研究組合制御システムセキュリティセンター本部長 ）
は、多様化、複雑化するサイバーテロに向けて現在行われてい
る、官・民の具体的な取り組みを紹介する中で、災害時の取り
組みやインフラ防御、法の整備などが急務であると述べました。
NECA の村上正志氏（ 制御システムセキュリティ研究会副主査 ）
は、政府の取り組みと交えながら NECA のセキュリティ対策実
例を紹介し、システム構築・運用とあわせて、人の教育を含め
た「 総合的な取り組み 」の必要性を訴えました。
パネルディスカッションでは EU・日本の国際的連携ならびに
今後の方向性について討論し、国際的な枠組みのさらなる強化
を推進し、ユーザーや産業界のセキュリティにおける意識向上
を促す貴重な機会となりました。来場者からは多くの質問が寄
せられ、会場全体で活発で幅広い議論が行われました。

Events
EUIJ-Kyushu-NECA
International Symposium
An International Symposium, co-organized by EUIJKyushu and NECA (Nippon Electric Control Equipment
Industries Association), was held at Seinan Community
Center Hall, Seinan Gakuin University on 7th February
2014.
This was the second time EUIJ-Kyushu co-organized the
event with NECA. Under the theme of "Cyber Security;
Strategic Cooperation between Europe and Japan in the
Security of Control Systems", it aimed to raise awareness
for industries and users toward the important issue of
security improvement for the control system in terms of
processing machinery and various production equipment.
Nearly 70 par ticipants from a variety of industries,
including control equipment manufacture, took part in the
event in Kyushu.
At the beginning, Mr. Alexander McLachlan, who is
Minister-Counsellor, and Head of the Political and
Economic Section of the Delegation of the European
Union to Japan, held a speech. We received four lecturers
including two foreign lecturers from the EU. These were
from the viewpoint of operating control systems more
safely with manufacturing equipment and processing
machines, and protecting the assets for users, some leading
approaches in the EU companies and Japanese industries
were introduced.
David Heinze from Siemens, Germany, who is currently

acting as a manager in the sector of industrial security at
the company, mainly talked about trends and vulnerabilities
of cyber security and Siemens solutions on industrial
security. He gave a lecture about his experience in
which he has been working on updating incidents within
security network and developing technology concepts.
Ms. Annemarie Zielstra, who was a program manager of
the NICC (National Infrastructure against Cyber Crime),
provided strategic advice in terms of cyber security section
for NCTV (National Coordinator for Security and Counter
terrorism).
In addition, Makoto Takahashi, who is a professor
of Graduate School of Engineering, Depar tment of
Management Science and Technology at Tohoku University,
and Advisor of Control System Security Center, introduced
concrete measures being taken recently in public and
private sectors toward the cyber terrorism, which has
been diversified and complicated, and is a continuous
potential threat in our daily life. He stated that urgent
action is needed at the time of an incident, in the area of
infrastructure defense and in the maintenance of the law.
Masashi Murakami, who is an assistant advisor of NECA
Control System Security Research Association, illustrated
NECA's action for the security of control systems by
highlighting the efforts being made by the government. He
appealed that a "comprehensive approach" including the
education of people as well as the system construction and
operation was needed.
In the panel discussion with the above-mentioned speakers,
they debated about the direction that would be taken in the
future as well as the international cooperation between
the EU and Japan. They successfully promoted the further
strengthening of the international framework, and it was
a valuable opportunity to raise awareness of the cyber
security for users and the industry. There were many
questions from the floor, and a high level of participation,
enthusiasm and interest from the participants and audience
continuously during the event.
3
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シンポジウムシリーズ

「 成功企業の秘訣：信頼、文化、創業家 」
4 月 17 日（木）17：00〜西鉄グランドホテルにて、オランダティ
ルブルグ大学ビジネス法教授であり、オランダに本拠を置く電
気・家電メーカーの多国籍企業である株式会社フィリップス・
インターナショナル法務担当副社長エリック・フェルメウレン
教授をお迎えして、福岡商工会議所と福岡 EU 協会の後援でシ
ンポジウムを行いました。起業家や経営者、また各種企業・団
体などから約 40 名の参加者が集まりました。
従業員 20 名の電球工場から、世界主要電気メーカーへと成長
してきたフィリップスの変遷と、成長に必要なポイント「 イノ
ベーション 」について説明し、企業の風土、文化を共有するこ
とがシナジー効果を生むための大切な要素であると言及しました。
また、成功のためには産学官の連携、いわばその仕組みがうま
く機能している「イノベーションの生態系」が不可欠であり、フェ
ルメウレン先生が提示する「 熱帯雨林型 」においては、アイデ
アのある個人、才能、資本があればどこでも起業可能であるが、
信頼つまりはコミュニティ意識の共有が必要であり、社会的距
離のある人たちを結びつける橋渡しとして政府がインキュベー
タの役割を担うべきであると述べました。
フェルメウレン先生は、福岡滞在中、講演に先立ち高島福岡
市長と面談しました。ダブリンの成長軌跡を例に取りあげ、政
府の積極的関与によりスタートアップ企業にとってさらに魅力
的な街になったことを述べ、福岡でも同じことが十分おこりう
ると強調しました。
参加者は、大変熱心に講義に聴きいり、フェルメウレン先生
EUIJ 九州フォーラム

「 ポーランドってどんな国？」
日
会

時：2014.1.10［ 金 ］ 14：00〜17：00
場：九州大学箱崎理系地区 21 世紀交流プラザⅠ［ 1 階 ］多
目的ホール
講 師：ベ ア タ・ ボ ホ ロ デ ィ チ 先 生（ Adam-Mickiewicz
University 准教授、2013 年 10 月より2014 年 8 月まで横
浜国立大学外国人客員研究員 ）
討論者：椛島洋美 准教授（ 横浜国立大学大学院国際社会科学研
究院 ）
2004 年に EU に加盟したポーランドですが、その国旗の色使い
は日本の国旗と同じです。知っているようでまだまだ知らない国
「ポーランド」
。今回のフォーラムでは、九州大学法学府を卒業し、
現在は母国で日本政治を教えていらっしゃるポーランド人のベア
タ・ボホロディチ先生をお招きして、ポーランドの歴史や民主化
への道、隣国ドイツとの関係などお話しいただきました。九州大
学ご出身の椛島洋美准教授からポーランドの社会状況や現在直面
している問題などについてコメントが述べられました。続いて参
加者から多くの質問が出されて、大変活発な意見交換の時間が共
有できました。
また講演のあとには、EU 圏の、美味しいお菓子を頂きながら

EU 研究の意義と射程
−『 統合の終焉 』
（ 遠藤乾著 ）から始める−
4 月 12 日（土）13：30 〜九州大学 21 世紀交流プラザⅠ（1 階）
多目的ホールにおいて、
「EU 研究の意義と射程−『統合の終焉』
（遠藤乾著）から始める−」と題して書評会が行われました。今
回の書評会は、EU 研究者のみならず広く反響を呼んだ『統合
の終焉』の著者である北海道大学公共政策大学院の遠藤乾教授
をお迎えして、研究者の方々をはじめ、学生、一般の方にも参
加いただきました。それぞれ自分用の読み込まれた『統合の終焉』
の書籍を携え参加する姿が印象的でした。はじめに著者である
遠藤先生が、著書の中心的テーゼ「統合は死んだ しかしどっ
こい EU は生きている」について説明しました。続いて明治大
学政治経済学部准教授の川嶋周一先生から疑問点と論点が提示
され、活発な議論が提供されました。終了予定時刻をすぎても
盛んに意見交換が繰り広げられ、盛況のうちに終了しました。
追記：
『統合の終焉』（岩波書店）は第 15 回「読売・吉野作造賞」
（読売新聞社、中央公論新社主催）を受賞しました。

日・EU フレンドシップ
ウィークイベント
EUIJ 九州市民講座

「 EU の魅力 ― 多様性の中の統合―」
2014 年 5 月 21 日から 6 月 25 日まで全 5 回（ 6 月 11 日を除く ）毎
週水曜日に、JR 博多シティ会議室 10 階にて EUIJ 九州市民講座
「 EU の魅力−多様性の中の統合 」が開講されました。毎年一般
市民を対象に EU への理解を促進するため開催している市民講
座ですが、第 3 回目となる本年は、国境にさえぎられることな
く拡がり繋がっているヨーロッパの楽しみを紹介しました。ヨー
ロッパの統合はユーロの統合だけにとどまらず、何世紀にもわ
たる交流を通して形成されてきたその文化や習慣など様々な側
面があります。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
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の迫力ある講義は時間がたつのも忘れるほど白熱したものにな
りました。講義後は、隣室に会場を移し、軽食をとりながら参
加者同士の情報交換とネットワーキングのための名刺交換会を
行い、大変盛況のうちに終了しました。

Symposia Series
The Secret of Successful Businesses: Trust, Culture and
Family Involvement
On 17 April from 17:00, at the Nishitetsu Grand Hotel, we
welcomed Erik Vermeulen, Professor of Business Law,
Tilburg University, the Netherlands, and Senior Counsel
Corporate and Vice President at Philips International B.V.,
which is a multinational company based in the Netherlands,
as a lecturer for EUIJ-Kyushu Symposium, supported by
Fukuoka Chamber of Commerce and Industry, and Fukuoka
EU Association Fukuoka. Approximately 40 participants
including managers and entrepreneurs, and people from
various types of companies and organizations gathered.
The transition of Philips from a maker of light bulbs, which
had only 20 employees, into a world leading electronics
manufacturer was described. He said the main factor
needed for growth is "innovation". He mentioned the idea
that sharing culture of various companies is an important
factor to produce a synergy effect. In addition, industrial
- academic - government cooperation, which defined as
"well-working ecosystem of innovation", and essential
for success. "Rainforest-type" of ecosystem presented

by Mr. Vermeulen is needed to foster innovation and
entrepreneurship. In his idea, individuals with ideas,
talent, and capital can live anywhere in this ecosystem.
He mentioned "trust" is necessary to share a sense of
community, while the government should play a role as an
incubator of business relationships.
He had visited Mr. Takashima, the Fukuoka mayor, prior
to this lecture, and exemplified that Dublin became more
attractive for start-up companies in its growth by the active
involvement of the government. And he emphasized that the
same thing can occur in Fukuoka. Participants listened to
the lecture enthusiastically. After the lecture, refreshments
were served which gave networking opportunities for the
participants.

参加者同士が和やかな雰囲気の中で交流を深めました。ベルギー
からはシナモン風味のキャラメルクッキー、スウェーデンのジ
ンジャービスケット、そしてポーランドのプルーン入りチョコレー
トが供されました。

EUIJ-Kyushu Forum
What do you know about Poland?
Date: Friday, 10 January, 2014 14：00 - 17：00
Venue: Lecture Room on 1 F, 21 Century Plaza 1,Hakozaki
Campus, Kyushu University
Speaker:Dr. Beata Bochorodycz (Associate Professor,
Adam-Mickiewicz University / Visiting scholar, Yokohama
National University from October 2013 to August 2014)
Discussant:Associate Prof. Hiromi Kabashima (Yokohama
National University)
Poland, which joined the EU in 2004, has a national flag
which has the same colors as the Japanese flag. However,
even with this similarity the Polish national f lag is
unfamiliar with many in Japan. In this forum, we invited
Dr. Beata Bochorodycz, who is teaching Japanese politics
in Japan, gave a lecture about her country.
She gave a presentation in regard to the history and the

process of democratization in Poland, and the relations
with its neighbor i ng cou nt r y, Ger many. Associate
Professor Hiromi Kabashima, who graduated from Kyushu
University, spoke about the society situation of Poland
and the problems Poland is currently facing. Numerous
questions were asked and participants exchanged opinions
actively.
After the lecture, famous sweets from EU countries
were provided, and participants conversed in a friendly
atmosphere while enjoying delicious cake, cinnamon
flavored caramel cookies from Belgium, chocolate with
prunes from Poland and Swedish ginger biscuits.

Prospects of the research on the EU
- starting from the End of Integration On 12 April at the Lecture Room of 21 Century Plaza
I, Hakozaki Campus, Kyushu University, Book Review
Meeting was held under the title of "Prospects of the
research on the EU- starting from End of Integration -".
Ken Endo, Professor of the Public Policy School, Hokkaido
University, who is the author of "The End of Integration,
(『 統合の終焉』)", not only received positive feedback from
researchers of the EU, researchers and students, but also
from the general public who took part in the event. It was
impressive that each participant had read his book and had
a copy with them. At the beginning, Prof. Endo, outlined
the central thesis of his book, "Integration was dead,
though the EU hold on". Subsequently, Shuichi Kawashima,
Associate Professor of Political Science and Economics,
Meiji University, probing questions and the point at issue.
Overall, active discussions and points of views were
exchanged enthusiastically even past the scheduled finishing
time. Consequently the meeting was seen as a great success

by those who attended.
P.S. "The End of Integration (『 統合の終焉』)" published by
Iwanami Shoten, was awarded the 15th Yomiuri-Yoshino
Sakuzo Prize (The Yomiuri Shimbun, Chuokoron-Shinsha).

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。
各回満員のお申込みを頂き、40 名定員の会場を 70 名の会場へ変
更し予定より拡大して行われました。大学生、学校関係者のみ
ならず、企業、団体などから、のべ約 300 名の一般市民の方々
にご参加いただきました。ありがとうございました。
第 1 回：八谷 まち子（ 九州大学 ）
「 ヨーロッパ、EU の概要 」
第 2 回：岩田 健治（ 九州大学 ）
「 ヨーロッパをめぐる鉄道 」
第 3 回：五十君 麻里子（ 九州大学 ）
「 古代ローマ人の食卓 」
第 4 回：レオナルド・マローネ（ イタリア会館福岡 ）
「 美術と大
衆文化における東洋と西洋の比較 」
第 5回：スウェン・ホルスト（ 福岡女子大学 ）
「ヨーロッパのカー
ニバル」

JAPAN-EU Friendship
Week event
EUIJ-Kyushu Extension Lecture Series

"Charms in the EU―Unity in Diversity"
The extension lecture series titled "Charms in the EU Unity in Diversity" took place at JR City meeting room,
JR Hakata station. It composed of five lectures on five
consecutive Wednesdays from May 21st to June 25th
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(except 11th June). Each year, EUIJ-Kyushu provides a
series of Extension Lectures for the general public in order
to reach out to wider groups of citizens to promote a public
understanding about the EU in general. This year, which
was the third time, the pleasure in Europe spreading across
the border was introduced. The European unification does
not only mean the unification of the euro, but there are
various other aspects, such as culture or the customs that
have been formed through interchange over centuries.
Giving insight to the future in Japan through knowing the
current states and future in the EU was the main theme.
Speakers will be the faculty members of EUIJ-Kyushu
consortium universities and invited specialists depending
on the topics. Due to a large number of applicants, we
provided a bigger room to accommodate 70 people, because
the number of expected participants was 40 for each.
Totally, around 300 participated through the series.
T he f i r st lect u re by P rof. Mach i ko Hach iya f rom
Kyushu University was about the outline of Europe as
an introduction for this lecture series. Prof. Kenji Iwata,
Kyushu University gave the second lecture about the
railways in Europe, and enthusiastically spoke about the
details based on his rich experiences as a big and long-term
enthusiast of railways. The third lecture by Prof. Mariko
Igimi, Kyushu University, introduced "Table of the Ancient
Romans", while enjoying actual food such as melon salad
with herbs, red wine with honey and herbs, canapé topped
with garlic cheese, etc. The theme of the fourth lecture was
"Comparison between East and West in Popular Culture
and Art" by Leonardo Marrone, Centro Italiano di Fukuoka.
He showed various slides related to art and pop culture.

Finally, Prof. Sven Holst, Fukuoka Women's University,
gave a lecture on "Carnivals in Europe".

EUIJ 九州フォーラム

EUIJ-Kyushu Forum

「 ドイツと EU 」
日 時：2014 年 5 月 27 日（ 火 ） 8：40〜10：10
会 場：九州大学箱崎キャンパス・文系講義棟 203 教室
講演者：ヨナタン・ワインベルグ氏（ドイツ駐日大使館文化部副部長）
ドイツ大使館文化部副部長のヨナタン・ワインベルグ氏を迎え
て講義を行いました。九州大学全学教育科目「 EU 論基礎 」
（ 経済
学研究院岩田健治教授、法学研究院八谷まち子教授担当）の授業
の一環として行われ、一般の方も含め約 35 名が参加しました。
「ド
イツとEU 」というテーマで、EU の歴史と発展、加盟国の拡大、
EU 通貨統合と市場についてお話頂きました。学生は終始大変熱
心に耳を傾け、約 60 分の講演後、活発な質疑が寄せられました。
ヨナタン・ワインベルグ氏は外交官としての立場から、現代は
「 EU の中での戦争は考えられない時代である」と明言し、EU の
加盟国間として協力援助すること、また実効性のある手立てを打
つことの大切さを強調しました。

特別講義：EUIJ 九州・九州大学法学部共催

"Interface between International Trade and Intellectual
Property"
2014 年 6 月 12 日韓国延世大学より Deok-Young PARK 教授を
お迎えし、
「 国際取引と知的財産のインターフェース 」と題し特
別講義を行ないました。朴先生は国際商取引法関連分野の専門
家であり、韓国経済産業省 FTA 諮問委員会の委員をつとめ、ま
た韓国国際経済法学会長でもあります。韓国延世大学では EU
センターの活動にも積極的に参加なさっています。
講義では、韓国の貿易政策の軸となっている活発な国際 FTA
戦略について説明し、対 EU、対アメリカにおける戦略の違い
に言及しました。また、著作権における各国法制度の違いや、
時代による変化、コミュニケーション媒体による違いなどにつ
いて詳しくお話いただきました。講義はすべて英語で行なわれ、
九州大学大学院法学府国際コース LL.M. の学生を中心に参加し
た約 15 名の学生は熱心に聞き入っていました。

その他のイベント
● 第5回

福岡で楽しむ EU

2014 年 2 月 6 日（ 木 ）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 」が行われました。
今回 5 回目を迎えるこのイベントは、
「 EU のワインと食事と
音楽と 」というテーマで、福岡 EU 協会をはじめとしてアン
スティチュ・フランセ九州、西日本日独協会、日本ケルト協会、
福岡スペイン友好協会、福岡デンマーク協会、福岡日仏協会、
福岡・ブルガリア共和国友好協会の様々な EU 関連団体が参
加しました。EUIJ 九州からは参加留学生たちがステージで活
動紹介を行いました。イベントでは、九州で活躍する有名な
ソムリエのシュードルニコラさんによるワインの紹介や、カ
ルテットグループ「 De Cuatro Hojas 」による各団体のリクエ

"Germany and the European Union"
Date: Tuesday, 27 May, 2014, 8:40-10:10
Venue: 203 classroom, Com mon Lect u re Building,
Hakozaki Campus, Kyushu University
Speaker: Mr. Jonatan Weinberg, Embassy of the Federal
Republic of Germany in Japan

students listened to his 60 minutes lecture very intently, and
lively numerous questions from the students followed.
Mr. Jonatan Weinberg, from the standpoint as a diplomat,
stated clearly that in current times war in the EU cannot
be considered. He also emphasized the importance of a
cooperative assistance as one of the EU Member States and
taking effective measures.

Mr. Jonatan Weinberg conducted a special lecture. It
was held as part of undergraduate students subjects of
Kyushu University "Fundamentals of the European Union
- Institutions and Economics " (Prof. Kenji Iwata, Faculty
of Economics, and Prof. Machiko Hachiya, Faculty of
Law, are coordinators of this class), which was also open to
the general public. Under the theme of "Germany and the
European Union", he described about the history and the
development of the EU, the expansion of the Member States,
and the EU currency union and market. The participating
Special Lecture: Co-organized by EUIJ-Kyushu and
Faculty of Law, Kyushu University
"Interface Between International Trade and Intellectual
Property"

スト曲の演奏があり、各国を代表する美味しい料理とワイン
を囲み、和やかな雰囲気の中で EU の文化や魅力を感じられ
るひとときとなりました。
● A Taste of Europe

「 福岡で味わうミシュランの星付きオランダのダイニング 」
〜福岡・アムステルダム便就航一周年記念ディナー〜
4 月 13 日（ 日 ）17：00〜西鉄グランドホテル鳳凰の間にお
いて、
「 福岡で味わうミシュランの星付きオランダのダイニン
グ 」ディナーイベントが行なわれました。2014 年 4 月でちょ
うど一周年を迎える福岡・アムステルダム便就航を記念し、
KLM オランダ航空福岡支店と福岡 EU 協会の後援にて開催さ
れました。

Professor Deok-You ng PA R K, Yonsei Law School,
Korea, gave a special lecture about "Interface Between
International Trade and Intellectual Property" on 12
June. Prof. Park is a specialist in International Trade Law
and related fields, and is a member of the FTA Advisory
Committee, The Ministry of Industry, Energy and Trade in
Korea. Also, he is participating positively in the activities
of EU Centres at Yousei University.
In the lecture, he spoke about the Korea's active global
FTA strategy, which became the main axis of Korea's trade
policy, and the strategic difference between Korean-EU
and Korean-US was referred. In addition, he explained in
detail about the differences in each national law system
concerning copyright and the main changes over time. The
lecture was carried out in English only. Approximately 15
students participated; mainly from the LL.M. Programme,
which is an international programme in the Faculty of Law,
Kyushu University.

今回は、オランダのアイントホーフェンにある星付きレ
ストラン Restaurant De Karpendonkse Hoeve (http://www.
karpendonksehoeve.nl/) でしか味わえない味を、特別に福岡
の皆様に味わっていただけるよう、西鉄グランドホテル協力
の下、レストランのレシピを参考に料理が作られました。メ
ニューは、春が旬のホワイトアスパラガスを使ったゼリー寄
せとグラタン、子羊のブリオッシュ包み、ラム煮込み、ジ
ンジャービスケットのパンナコッタ添えが提供されました。
ディナーの合間には、レストランオーナーの Ms. Ingrid van
Eeghem さんからお料理の説明やヨーロッパダイニングにつ
いてのお話があり、卓上の可愛らしいチューリップが花を添え、
とても華やかな雰囲気の中でオランダの美食を堪能しました。
● 特別講演：EUIJ 九州、国際知的財産法・国際私法センター共催

2014 年 2 月 4 日（ 火 ）に国際知的財産法・国際私法センター
主催により、EU からふたりの教授をお招きし特別講演が開
催されました。ドイツハノーファー大学 Axel Metzger 教授が、
はじめに EU の大きな枠組みにふれ EU の機関構造を説明し、
各国の事例を紹介しながら EU の法制度のあり方を解説され
ました。一国の枠を超えた超国家的視点から、今後の課題と
展望、世界における EU の役割について説明しました。また、
イタリアマチェラータ大学 Benedetta Ubertazzi 教授は、EU
非加盟国であるスイスの法律と比較しながら、国際知的財産
法に関するある事例において、関係国のどの国の法律がどの
ように適用されるのかという専門的な内容をわかりやすく解
説頂きました。
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● EUIJ 九州協力：JEUPISTE（日欧産業協力センター）プロジェ

ラウンドテーブルは、アジア太平洋地域の EU 研究の仲間たち
と知り合うだけでなく、最近の研究課題について情報交換する
非常によい機会となりました。

クトセミナー

「エネルギーと環境：Horizon2020 を通じた日欧の戦略的連携」

新しく EUIJ 九州事務室に入ったインターンシップ生をご紹介
します！

日時：2014 年 6 月 16 日（ 月 ）14:00 〜 17:45
会場：九州大学伊都キャンパス稲盛財団記念館 稲盛ホール
アジア太平洋地域 EUセンター合同大学院生国際会議
アジア太平洋地域 EUセンターニュージーランドラウンドテーブル
2 月 17 日（ 月 ）、18（ 火 ）にオーストラリア、メルボルン市の
RMIT 大学において、
「 アジア太平洋地域 EU センター合同大学
院生国際会議 」が開催されました。2011 年度は EUIJ 九州主催
で福岡にて開催されたこの会議は、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
際的な発表の場の提供と、域内の研究者間のネットワーク形成
を目的としています。参加国地域は日本、韓国、台湾、香港、
シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドの 6 カ国 1 地

域です。今回は、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開催されました。
日本の 4 つの EUIJ/EUSI からは 10 大学が参加しました。EUIJ
九州からは中国、韓国、日本国籍 3 人の大学院生が出席し、
「 EU
がアジア統合から学ぶもの 」というテーマで発表しました。
また、大学院生ワークショップに先立ち、2 月 13 日（ 木 ）− 14
日（ 金 ）にはニュージーランドのウェリントンでアジア太平洋
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 」が開催され、EUIJ 九州から八谷代表が参加しました。

Other Events

Asia-Pacific EU Centre Graduate Students Workshop
The 2014 EU Centres in Asia-Pacific NEW ZEALAND
Roundtable

Other recent outreach activities include following events.
● "Enjoy the EU in Fukuoka"
An event "Enjoy the EU in Fukuoka" arranged by the
Fukuoka EU Association, which marks the 5th time it
has been organized, was held on 6th February 2014, at
the Nishitetsu Grand Hotel. Under the theme of "music,
food, wine, and the EU", nine various associations, most
of them were EU-related friendship associations and
societies, took part as exhibitors and presented their
recent activities to the participants who have a keen
interest in the EU and Europe. Participating international
students from EUIJ-Kyushu introduced the activities
to the guests. In the event, Mr. Sudre Nicolas, who is a
famous sommelier based in Kyushu, described the various
European wines that were available at the party, and a
quartet group named "De Cuatro Hojas" played requested
songs by each organization, while guests enjoyed the
delicious food and wine that represented the different
countries at the event. In a friendly atmosphere, it became
a moment in which we could feel the different cultures
and attractiveness of the EU, while enjoying meeting new
people and listening to the short presentations.

Orange Compote. During the din ner event, talks
regarding Europe and descriptions of each dish were
given by Ms. Ingrid van Eeghem, owner and manager
of the restaurant. We enjoyed the gastronomy of the
Netherlands in the lovely atmosphere of the grand dining
room with tulips on each table.
● Special Lecture Organi zed by International
Intellectual Property Law and International
Private Law Center
Intellectual Property Law and International Private Law
Center and EUIJ-Kyushu held a foreign affairs forum on
4th February 2014, inviting two lecturers from Europe.
We received Prof. Axel Metzger from the University of
Hannover in Germany. He described the structure of the
EU organization by beginning with reference to the large
framework of the EU, and considered how the law system
in the EU should be by exemplifying various cases in
other countries, and stated challenges and prospects for
the future and the role of the EU in the world from the
point of view of supranational.
Prof. Benedetta U ber tazzi f rom the University of
Macerata in Italy described details about the specific
contents how law is applicable in some related cases to the
international intellectual property law, while comparing
with the law of Switzerland, which is a non-EU member
country.

● A Taste of Europe
Enjoy the Dutch Dining with Michelin Star in
Fukuoka
-Dinner for Commemoration of the First Year of
KLM Fukuoka FlightsA dinner event titled "Enjoy the Dutch Dining with
Michelin Star in Fukuoka" was held at Nishitetsu Grand
Hotel on 13 April. This event was supported by KLM
Royal Dutch Airlines, Fukuoka branch, and Fukuoka EU
Association. This time, it was held so that everyone in
Fukuoka could enjoy authentic taste from the Michelin
stared Restaurant De Karpendonkse Hoeve (http://
www.karpendonksehoeve.nl/) located in Eindhoven, the
Netherlands, Dutch cuisine was served based on recipes
under special cooperation with the Nishitetsu Grand
Hotel. The menu included Jambon Persillee with White
Asparagues, Asparagus Gratin, and Lamb in Brioche,
simmered Lamb, Green Pea Crea, Rosemary Sauce, and
Panna Cotta of Ginger Biscuit, Ginger bread Crumble,

今後のイベント・プログラム
オープンキャンパス
8 月 2（ 土 ）・3 日（ 日 ） 西南学院大学
8 月 3 日（ 日 ） 福岡女子大学、九州大学（ 箱崎キャンパス ）

EUIJ 九州シンポジウムシリーズ
7 月 25 日（ 金 ）トーマス・クリスチャンセン教授（ マーストリヒト大学 ）による特別
講義とパネルディスカッション「 EP Elections 2014 」

EUIJ 九州フォーラム
8 月 8 日（ 金 ）シリーズ『 国境を考える 』第 1 回「 軍事国境・生活国境、アジアとヨー
ロッパ 」

EU 研究サマーコース 2014 ＠阿蘇青少年交流の家
9 月 4 日（ 木 ）〜7 日（ 日 ） 3 泊 4 日の合宿型サマーコースです。詳細はホームペー
ジでお知らせします。

第 4 回 EUIJ 九州年次国際会議 12 月

Upcoming EUIJ-Kyushu Events and Programmes
Open Campus

●

JEUPISTE Project Seminar cooperated with EUIJKyushu
"Energy and Environment: Europe-Japan Strategic
cooperation through Horizon 2020"
Date and Time: 16 June 2014, 14:00〜17:45
Venue: Inamori Hall, Ito Campus, Kyushu University

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

2-3 August at Seinan Gakuin University
3 August at Fukuoka Women's University, Kyushu University, Hakozaki
Campus

EUIJ-Kyushu Symposia Series

25 July: Special Lecture by Prof. Thomas Christiansen, Maastricht
University and Panel Discussion on “EP Elections 2014"

EUIJ-Kyushu forum

8 August: Series: "Borderlands Studies"
“Military borders and life borders, Asia and Europe"
The First in a Series of Three:"Military Borders and Life Borders - Asia and
Europe"

EUIJ-Kyushu Residential Summer Course (RSC)

4-7 September: at the National Institute for Youth Education in Aso,
Kumamoto prefecture. Please visit EUIJ-Kyushu website for more
information.

4th EUIJ-Kyushu Annual International Conference: December
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はじめまして。フランスから来ました
SANZ Clément で す。2014 年 6 月 18 日
から 8 月 12 日まで EUIJ 九州事務室でイ
ンターンシップをしています。2013 年 9
月から 1 年間、九州大学の JTW（ Japan
in Today's World ）プログラムで勉強し
ています。フランスでの私の専攻は国
際関係です。EU と日本の交流に大変関
心を持っています。EUIJ 九州のスタッ
フを手伝って日本で最初の職歴を持つ
ことは本当にいい機会だと思います。
EU に関する質問があったら教えてください。どうぞよろしく
お願いします。

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

The Asia-Pacific EU Centre Graduate Students Workshop
was held on 17 and 18 February 2014 at RMIT University,
Melbourne, Australia. This conference, which was held in
Fukuoka in 2012 organized by EUIJ-Kyushu, is initiated
with a forward-looking view to provide opportunities for the
graduate students to present their academic works in a more
global setting than in their classrooms, and for researchers to
build networks with each other.
Six countries and a region were represented; Japan, Korea,
Taiwan, Singapore, Australia, New Zealand and Hong Kong.
Ten universities from four EUIJ/EUSI took part in the
conference. Three graduate students from EUIJ- Kyushu,
one from China, one from South Korea, and another from
Japan, gave presentations on the theme of "What can the EU
Learn from Asia Regionalism".
In addition, prior to the Asia-Pacific EU Centre Graduate
Student Workshop, the 2014 EU Centres in Asia-Pacific
NEW ZEALA ND Research Conference, which is a
cooperation between the EU Centres and Institutes in AsiaPacific regions, was organized in Wellington, New Zealand
on 13 and 14 February. Prof. Hachiya, the representative of
the EUIJ-Kyushu, took part in the conference and shared
information encouraging interest in EU affairs and policies.
As always, the roundtable provided an excellent opportunity
to get to know EU researchers in the Asia Pacific region as
well as being updated on the research that they are currently
working on.

Introducing our new intern, Clément
Hello everyone. My name is SANZ Clément and I am the
new intern at EUIJ-Kyushu from June 18 to August 12. I am
French and I am also taking part in the Kyushu University
JTW International Exchange Program for one year. Since
my major in France is International Relations my interest
in cultural exchanges between the EU and Japan is really
strong, I definitely believe it is a great opportunity for
me to help the EUIJ staff and to get my first professional
experience in Japan.
As a citizen of the EU, I am looking forward to meeting you.
Please feel free to contact me if you have any questions.
- Clément

EUIJ-Kyushu Contact Information
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-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-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
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