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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 九州ニューズレター第 5 号をお届けいたします。記録的な
高温となった 2013 年の夏から半年間の活動をご紹介します。この
半年は、あらためて日本のエネルギー問題を考えさせられることが

From EUIJ-Kyushu
We are happy to offer you the fifth edition of the EUIJ Kyushu
Newsletter, covering the latter half of 2013. We experienced a
record-breaking heat wave in the summer in Japan, which was
only one example of the energy related topics that had taken

EUIJ 九州 第 3 回年次国際会議
「 エネルギーの未来に向けて
−EUと日本−」
EUIJ 九州第 3 回年次国際会議が、2013 年 11 月 2 日と 3 日の二日
間、九州大学西新プラザにて開催されました。今年の招待講演には、
元欧州委員会エネルギー総局首席事務官、現在は国際・欧州問題研
究所エネルギー特別研究員である、ヘレン・ドナヒュー氏をお迎え
しました。ドナヒュー氏は、低炭素化社会を目指す 2020 年と 2050
年に向けての EU のエネルギー政策について講演しました。講演の
中でドナヒュー氏は、ヨーロッパにおけるエネルギー源の化石燃料
から再生可能エネルギーへの移行状況について紹介し、それには技
術的な課題だけでなく、政治的リーダーシップと市民の理解が同じ
ように重要であることを強調しました。
ヨーロッパ人スピーカーの日本側カウンターパートは、Green
Earth Institute 株式会社 CEO で元内閣官房国家戦略室企画調整官
の、伊原智人氏です。伊原氏は、2011 年の福島第一原子力発電所
事故以前の日本のエネルギー政策を紹介し、2011 年以後における
議論の変化、特に原子力エネルギー政策に関する変化について解説
しました。ドナヒュー氏と同じように、伊原氏も、エネルギー政策
がたとえどのような方向に向かおうとも、政治的リーダーのイニシ
アティブが重要であるとの認識を示しました。伊原氏はまた、福島
原発事故発生後の日本のエネルギー政策の見直しの中で再調査した
統計資料の有効性についても述べました。
午後のパネルディスカッションでは、吉岡斉教授（ 九州大学副学
長、比較社会文化研究院 ）、蓮見雄教授（ 立正大学経済学部 ）、竹
次稔氏（ 西日本新聞社編集局社会部 ）の 3 人のコメンテーターをお
迎えし、二つの招待講演に対するコメントと、それぞれの専門に基
づく報告をして頂きました。その後、招待講演者を含め、5 名によ
るパネルディスカッションを行いました。来場者からは多くの質問
が寄せられ、会場全体で活発な議論となりました。
また、会議と並行して、EUIJ 九州国際会議では初の試みとなる
ポスターセッションを開催しました。ポスターセッションでは、四
つの研究室から、新エネルギーとしての核融合プラズマ、地熱およ
び地中熱のエネルギー資源開発、そしてバイオマスの高度利用法の
開発という三つのテーマの報告が行われました。
会議終了後に行われた交流のレセプションでは、参加者は講師や
他の研究者との談笑の時間を大いに楽しんだようでした。

いろいろありました。夏の猛暑は、国をあげての節電の工夫で電力
不足を回避しました、EUIJ 九州の今年の国際会議は「 エネルギー
の未来へ向けて 」のタイトルで、地球規模でのエネルギー政策のあ
り方を議論しました、そして、2011 年の東日本大震災をきっかけ
に見直されていた日本の原子力政策は、新たな「 エネルギー基本計
画 」の原案によれば、震災前の位置づけに戻されるようです。EU
域内のエネルギー政策は、2050 年を念頭においた「 低炭素社会 」の
実現という理念を明確に掲げています。その行程は多難に見えま

すが、基本理念と EU 加盟国の最小限の義務は共有されています。
EU では、エネルギーと環境政策を一体化し、かつ、エネルギー問
題は近隣諸国との安定的関係の構築にも重要な要素になっています。
資源小国の日本でも、エネルギーの安全保障は常に重要課題です。
環境から外交まで、幅広い分野への含意を持つエネルギー問題につ
いても、日本と EU は協力を深めることができると思います。

place during the period covered by this issue. We were able to
avoid the energy shortage problem thanks to the people's nationwide efforts for energy-saving. The EUIJ Kyushu held its annual
international conference with the title of "Toward the Future
of the Energy: EU and Japan". Heated discussions took place
over the energy policies in a global perspective. The Japanese
atomic energy policy, having been reviewed since the East Japan
Great Earthquake in 2011, seems to be going back to what it was
before 2011 according to the government's draft of a renewed
"Fundamental Energy Plan". The EU's 2050 energy plan clearly

targets a low carbon society. Even though the roadmap does
not look easy, the basic idea being the minimum obligation of
each member state is shared among the member states. The
EU combines energy and environmental policies meanwhile
the energy related issues pose impor tance in making the
neighbourhood policies. With scarce natural resources, energy
security has always been an important issue for Japan. Thus, the
energy question with its wide implication from the environment to
diplomacy, should encourage tighter cooperation between Japan
and the EU.

田川炭鉱施設見学ツアー（ ポスト・カンファレンスツアー）
今年の国際会議はもう一つ、初めての試みがありました。ポス
ト・カンファレンスツアーです。会議の主題であったエネルギーに
ちなんで、田川市の炭鉱遺産を訪ねました。まず、ユネスコの世界
記憶遺産に指定されている山本作兵衛氏の作品も展示されている田
川市立石炭歴史博物館を訪ねました。次に、石炭で財をなした伊藤
伝右衛門氏が妻として迎えた白蓮のために建てた屋敷を訪ねて、当
時の贅を尽くしたつくりの屋敷を堪能しました。会議の招聘講演者
であったヘレンさんを含めて 20 人の参加者は、レストランに改造
された町の名士の邸宅跡で和食の昼食を楽しみました。

University), Prof. Hasumi (Rissho University) and Mr. Taketsugu
(the Nishinippon Shimbun) presented their views on the
government policy making, reported the views from economic
perspective, and introduced the said-to-be the most advanced
policy on the nuclear waste in Finland, consecutively.
The talks invited many questions from the ﬂoor and gave relevant
responses to all questions posed.
For the first time as the International Conference of the EUIJ
Kyushu, poster sessions were presented by 4 researchers on
3 different themes: Plasma Turbulence of the nuclear fusion,
geother mal technologies and bio-mass development. The
participants enjoyed talking with the speakers and researchers at
the reception following the conference.

The EUIJ Kyushu International
Conference on "Towards the
Future of Energy: EU and Japan"
The 3rd Annual International Conference of the EUIJ Kyushu took
place at the Nishijin Plaza of Kyushu University on 2nd & 3rd
November, 2013. The main speaker for this year was Ms. Helen
Donoghue, a former EU Commission principle administrator
and Energy Fellow at the Irish Institute for International and
European Affairs. She spoke about the EU energy strategy for
2020 onto 2050 aiming at a low carbon society. She introduced
transforming energy resources from fossil to renewable in
Europe by emphasizing that it was not only a technical question
but political leadership and public support would also be just as
important.
A fellow speaker, Mr. Tomohito Ihara, CEO of the Green
Earth Institute, a former MITI official and a policy advisor to
the National Policy Unit, Cabinet Secretariat of the Japanese
government, gave a perspective from a Japanese view. He
introduced the Japanese energy policies before the "Fukushima
Incident" in 2011, and the different arguments after 2011
especially about the policy of nuclear energy. Both Ms. Donoghue
and Mr. Ihara recognized the importance of political leaders'
initiative in whatever direction the energy policy may turn. He
hinted also the usefulness of the statistical sources that he and
his team had re-examined when reviewing Japan's energy policy
challenged by the Fukushima incident.
The 3 commentators, Prof. Yoshioka (vice President of Kyushu

Post-Conference Tour
This year's International Conference offered another first-time
event, a post conference tour to one of the historical sites of coal
mining in Tagawa city, almost 20 km to the east of Fukuoka city.
20 people participated in the tour including Ms. Donoghue. The
visits included the Historical Museum of Tagawa where exhibited
Sakubei Yamamoto's drawing of the coal miners' daily lives,
the UNESCO World Heritage of Memories, and a House of Ito
Den'emon, which is famous for its extravagant and impressive
construction of the day and for an incident involving Ito's young
wife, Mme Byakuren. Finally, the group enjoyed a traditional
Japanese lunch at a well-known local Japanese restaurant.
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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。
2013 年度前期には、12 名の学生（ 学部生 7 名、修士課程 5 名 ）が修
了証を授与されました。また、2013 年度後期には 276 名（ 学部生 233
名、修士課程 43 名 ）の学生が登録しています。
EU-DPs が留学や就職活動に有利に利用できる点をアピールし、
これからもっと修了生を増やしていきたいと思います。

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。2013 年 7 月から 12 月の間には、ショートビ
ジット奨学金（ 1 次募集・2 次募集 ）の受給者が決定しました。
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 に対する理解を深め、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、これらのプログラムに参加するため海外留学
する学生に対して、渡航費および授業料の一部を援助することを目
的としています。
2013 年度第 1 次募集では 4 名、第 2 次募集では 2 名の学生に授与さ
れました。

EUIJ 九州 EU 研究サマーコース
日程：2013 年 8 月 31 日 ( 土 ) 〜 9 月 3 日 ( 火 )
場所：阿蘇青少年交流の家
参加学生：
28 名 ( 九州大学 12 名、西南学院大学 5 名、福岡女子大学 3 名、
福岡教育大学 1 名、熊本大学 1 名、琉球大学 1 名、大阪大学 1 名、
関西学院大学 1 名、早稲田大学 3 名 )
講師：ウリ ヴィエンリッヒ ( 駐日欧州連合代表部、通商部 一等書記官 )
中村民雄 ( 早稲田大学、教授 )
山本 直 ( 北九州市立大学、准教授 )
山本 健 ( 西南学院大学、准教授 )
高﨑春華 ( 九州大学、助教 )
八谷まち子 ( 九州大学、教授 )
ティナ ウォルラベンズ ( 九州大学、訪問研究員 )

今年で 3 回目となる EUIJ 九州 EU 研究サマーコースが、8 月 31
日から 9 月 3 日までの 3 泊 4 日の日程で開催されました。本プログ
ラムは、欧州連合 (EU) に関心がある学生に向けて、EU についての
基礎的かつ包括的な知識を得る機会を設けることを目的とし、特に
所属する大学で EU に関する授業が開講されていない学生の参加を
促しています。今年のサマーコースには、前日の台風による悪天候
にもかかわらず、日本全国の 9 大学から合計 28 名の学生が参加し
ました。
今年は駐日欧州連合代表部より、通商部一等書記官であるウリ・
ヴィエンリッヒ氏を特別講師に迎え、現役で欧州連合の機関で働く
立場からのお話を伺う貴重な機会となりました。また、英語での授
業は学生にも大きな刺激となり、今後の英語習熟に対する意欲も高
まったようです。学生は連日、EU の政治・経済・歴史・法律等の
各分野を専門とする講師による、基礎知識および重要事項に的をし
ぼった授業を受けました。
また初の試みとして、最終日には議題「対中武器禁輸の解除に賛
成か反対か」をテーマに設定し、学生一人一人を EU 各国の代表と
した「模擬欧州理事会」を実施し、EU 全体としての議題に対する
方針を議論しました。サマーコース中の短期間の準備にも関わらず、
模擬欧州理事会では、それぞれの学生が自国の立場を明確に示し、
議長が中心となって EU 全体としての対応を模索していく、素晴ら
しい議論を展開しました。
また、今年は参加者全員でバーベキューや花火をしたり、宿泊施
設近くの阿蘇神社周辺を散策したりしました。サマーコース全行程
を修了した学生に修了証書が授与され、今年も無事にサマーコース
が幕を閉じました。

＜ショートビジット奨学金受給者＞
第 1 次募集
大井 綾菜（ 西南学院大学 文学部英文学科 ）
角 玲緒那（ 九州大学 芸術工学府デザインストラテジー専攻 ）
成 ソダン（ 福岡女子大学 国際文理学部国際教養学科 ）
末田 光輝（ 九州大学 工学部機械航空工学科 ）
第 2 次募集
李 萌（ 福岡女子大学
中野 里香（ 九州大学

国際文理学部環境科学科 ）
21 世紀プログラム ）

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 the EU and EU member states. 7
undergraduate students and 5 graduate students were awarded
the Diploma in EU Studies in the spring semester of 2013. 276
students（233 undergraduates, 43 graduates）are currently
enrolled.
We would like to increase the number of EU-DPs students by
appealing that EU-DP certificate can be an advantage when
seeking a place to study abroad or in ﬁnding a job.

Research Funds and Scholarships

EUIJ-Kyushu Residential
Summer Course 2013 (RSC)
Date: 31 August 2013 - 3 September 2013
Venue: National Institute for Youth Education in Aso
Participants: 28 students (Kyushu University (12), Seinan Gakuin
University (5), Fukuoka Women's University (3), Fukuoka
University of Education (1), Kumamoto University (1), University
of Ryukyus (1), Osaka University (1), Kwansei Gakuin University
(1), Waseda University (1))
Lecturers:
-Ms. U l i Wienr ich, Fi rst Secret ar y, Trade Section,
Delegation of the European Union to Japan
-Professor Tamio Nakamura, Waseda University
-Associate Professor Tadashi Yamamoto, The University of
Kitakyushu
-Associate Professor Takeshi Yamamoto, Seinan Gakuin
University
-Assistant Professor Haruka Takasaki, Kyushu University
-Professor Machiko Hachiya, Kyushu University / Director,
EUIJ-Kyushu
-Ms. Tine Walravens, Visiting Researcher, Ky ushu
University
The EUIJ-Kyushu Residential Summer Course (RSC) 2013 was
held over the period of 4 days and 3 nights, from 31 August to 3
September. This programme is designed to provide the students
with the opportunity to learn the basics and a comprehensive
knowledge on the EU. Also, this programme especially aims at

Faculty, researchers, and students from the EUIJ-Ky ushu
consortium universities benefit from funds for a variety of EUrelated endeavors. We provide two kinds of research funds and
three kinds of scholarships. In the past six months, Short Visit
Scholarships have been awarded to 6 students.
The purpose of the Short Visit Scholarship is to support students
during language study or other short-term study programmes
within the EU. Through this study abroad, students are expected
to broaden and deepen their understanding of the EU and its
relationship to Japan, 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!
〈 Short Visit Scholarship Awardees 〉
First call for application
Ayana Oi, Division of English Literature, Department of
Literature, Seinan Gakuin University
Reona Sumi, Department of Design Strategy, Graduate
School of Design, Kyushu University
Sodam Seong, Department of International Liberal Arts,
Inter national College of Ar ts and Sciences, Fukuoka
Women's University
Koki Sueda, Department of Mechanical and Aerospace
Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University
Second call for application
M e n g L i , D e p a r t m e n t of E nv i r o n m e n t a l S c ie n c e ,
Inter national College of Ar ts and Sciences, Fukuoka
Women's University
Rika Nakano, The 21st Century Program, Kyushu University
Visit our website to see more about available funds and application
information.

facilitating those students who do not have the opportunity to
take EU-related courses at their own university. Despite the rainy
weather caused by a strong typhoon the previous day, we were
pleased to welcome 28 students from 9 universities from all over
Japan.
This year, we had the honour to welcome Ms. Uli Wienrich,
First Secretary of Trade Section, Delegation of the European
Union to Japan, as a special lecturer. It was a great experience for
the students to gain some insights of the work conducted at the
Delegation from the current officer, as well as to participate in a
class presented in English. Many of the students later told us that
it had motivated them to brush up their English skills. Students
also attended the classes of EU politics, economics, history and
law, which satisfies the basics and key knowledge to understand
the EU.
This year, we started a new challenge to conduct a simulation of
the "European Council" on the subject "For or against to lift the
embargo on weapon trades between the EU and China" as a final
assignment of this summer course. Each student represented one
of the EU member states and discussed their standpoint on this
issue to make agreement as the EU. Despite the short preparation
period during this programme, each of the students was able to
make clear statements on their point of view as a member state,
with great assistance in their preparation from lecturers. The
council was excellently directed by a student playing the role of
"president of the European Council", and the simulation developed
into a great discussion.
In addition to the great lectures and discussions on the EU, we
were able to enjoy a BBQ lunch and fireworks with the lecturers
and participants, and had a short excursion around Aso Shrine.
At the end of the programme, students were awarded with a
completion certificate from EUIJ-Kyushu, and we concluded that
the Residential Summer Course 2013 was a great success.

模擬欧州理事会 / Simulation of the "European Council"

初めて雨があがった瞬間！ / Surrounded by wonderful nature of Aso

修了者全員の記念撮影 / Congratulations for your completion
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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。

自由貿易協定 (FTA) を巡って− 韓国の経験と日本への提言
日 時：2013 年 7 月 5 日（ 金 ）18：30〜20：00
会 場：アクロス福岡 1 階 円形ホール
講演者：趙 誠大 氏（ 韓国国際貿易協会（ KITA ）主任研究員 ）
韓国貿易政策の専門家である趙 誠大氏をお招きし、韓国 FTA
のこれまでの経緯と現状について、講演をしていただきました。韓
国は、主に米国、EU、インドなどの巨大な市場をターゲットにした
FTA の締結を積極的に進め、貿易自由化による海外市場の拡大をは
かっています。特に、2011 年に EU との FTA が、続く 2012 年に米
国との FTA が発効し、巨大市場との貿易自由化の面で、日本は韓
国に後れを取る形になっているともいわれています。多くのデータ
を使っての趙氏の講演には、TPP 交渉への参加を開始した日本にとっ

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。

日・EU 関係の新たなステージへ
−車やビデオ、お酒類などの物の取引だけにとどまらない新
しい関係を作ろう−
日
会

時：2013 年 7 月 31 日（ 水 ）16：00〜17：30
場：九州大学箱崎キャンパス 21 世紀交流プラザⅠ［ 2 階 ］
講義室 A
講演者：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（ ベルギー）
EU と日本の貿易関係についての講義が、ヴァンオーヴェルベー
ケ教授によって、非常に流暢な日本語で行われました。教授は始め
に、三つの流れ ( 欧州統合、日本の経済成長、グローバル環境の変
化 ) に言及しながら、日 EU 関係の歴史について解説しました。教授
の主張によると、日 EU 関係は、対立から協調という新しい段階に
来ているということです。協調の関係が築かれた具体的な例として、
原子力安全に関する日 EU 共同研究センターや、多国籍の ITER( 国
際熱核融合実験炉 ) 大規模核融合プロジェクトなどが挙げられまし
た。教授は、二つのポイントを挙げて講義を締めくくりました。す
なわち、(1) 日 EU 関係の過去の経験と変化するグローバル環境を理
解することが、FTA 交渉の成功のカギとなること、そして (2)「 グロー

EU インフォメーションイベント
日
会

時：2013 年 10 月 16 日（ 水 ）
①エラスムス・ムンドゥス説明会 13:30〜16:00
② EU サークルオフ会 16:30〜18:30
場：①九州大学国際ホール
②九州大学 21 世紀交流プラザ「 カルチャーカフェ」

駐日 EU 代表部学術協力担当のリチャード・ケルナー氏が初めて
九州大学を訪れ、EU が提供する大学院プログラムである「 エラス
ムス・ムンドゥス 」についての説明会を行いました。当日の朝、東
京方面に接近していた台風の影響で飛行機が欠航となり、あわやす
べてのイベントが中止か、と思われました。教職員向けの説明会は
八谷代表が代わりに行ないましたが、しかし、学生向け説明会の時
間には何とか間に合い、EU への留学に非常に興味を持った学生た
ちに向けて、ケルナー氏による非常に詳細な説明会を実施すること
ができました。
ケルナー氏によると、エラスムス・ムンドゥスの最もおもしろい
特徴は、プログラムに参加する学生は、期間中に少なくとも 2 つ以
上の EU 圏内の国か大学で勉強することが義務付けられている点だ
ということです。これは、プログラムの目的の一つとして、異なる
人々や文化の間の相互理解を促進することを掲げていることがその
根底にあります。
Q&A の時間には、
「 奨学金の受給者に選ばれるためには何が一番
重要か 」、
「 エラスムス・ムンドゥスを修了した人たちはどのような
仕事に就いているのか 」、
「 日本の大学で修士課程に在籍しながら、
プログラムに参加することはできるか 」など、多くの質問が出され
ました。すべての質問にケルナー氏が丁寧に答え、学生たちはエラ
スムス・ムンドゥスについての理解を深め、また EU への留学への
意欲を一層強めたようでした。
また、説明会終了後には、会場を変え、EU サークルオフ会が開
催されました。
EU サークルオフ会とは、日本と欧州連合（ EU ）との交流を活発
にし、相互理解を深めることを目的とした、大学生のためのオンラ
インのサイトから派生した、
「オフライン」のイベントです。昨年度、
西南学院大学の EUi との共催で開催し、大好評だった第 1 回目に引
き続き、福岡での 2 回目の開催となりました。
今回のオフ会には、EU 出身でない学生で、EU や EU 研究に興味
を持っている留学生も参加しました。日本で学ぶ留学生と日本人学
生が顔を合わせ友達になり、お互いの文化について知ることのでき
るとても良い機会となりました。会の始めに緊張を解くための「 ア
イスブレーキングゲーム 」を準備していましたが、参加してくれた

て、ヒントとなることが多く含まれていました。
趙氏は、孫子の「 兵法 」から、
「 己を知り、敵を知れば、何も恐れ
ることはない 」という意味の言葉を引用して、講演を締めくくりま
した。つまり、貿易交渉は困難の連続だが、自国の要望や状況を知り、
相手のそれもよく知ることが、交渉には最も重要なのだという示唆
を与えられました。

Event
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.

Korea, talked about the process and current situation of Korea's
FTAs using many slides to present various data. Korea has been
actively promoting a conclusion of FTAs targeting on huge
markets such as the United States, EU and India, and has been
expanding its foreign market by liberalizing trade. In particular,
a FTA with the EU was concluded in 2011, and in the following
year, with the United States. It is said that Japan has fallen behind
Korea in trade liberalization with huge markets. Mr. Cho's talk
had many hints for Japan which has entered into the controversial
TPP negotiation.
He concluded this presentation quoting an old proverb from
China, "If you know the enemy and know yourself, you need not
fear the result of a hundred battles". The suggestion is that trade
negotiations will be full of hardships but what is most important is
to learn about other countries' situations as well as understanding
your own country.

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.
"Korea's experiences of FTAs and Suggestions to Japan"
Date: Friday, 5 July 2013 18:30-20:00
Place: "Arena Hall", ACROS Fukuoka 1F
Lecturer: Mr. Seong Dae Cho | Research Fellow, Korea International Trade Association
Mr. Seong Dae Cho, who is a specialist on international trade in
バルの危機 」の発生を目の前にしては、日本と EU は新たなステー
ジの関係を築いて行かざるを得ないということ、の二点です。
ヴァンオーヴェルベーケ教授の講義は、EUIJ 九州フォーラムとし
て、毎年同じ時期に開催されます。

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

with the EU Joint Research Center on nuclear safety and also the
large-scale pluri-national ITER fusion project. He concluded his
lecture by mentioning two points that 1) acknowledging EU-Japan
relations past experiences and the changing global environment
are the keys to the success of the FTA negotiations, and 2) Japan
and the EU have no choice but to move to the next stage of their
relationship in the wake of the 'global crisis'. The lecture finished
off with questions from the audience, and all the questions were
well-regarded by Prof. Vanoverbeke.
The lecture by Prof. Vanoverbeke will be held at the same time
annually as a series of the EUIJ-Kyushu forum.

Beyond Cars, Videos and Liquor: the EU and Japan Moving
towards the Next Stage of Their Relationship
Date: Wednesday, 31 July 2013 16:00-17:30
Place: Lecture Room A, 2F, 21 Century Plaza 1, Hakozaki
Campus, Kyushu University
Lecturer: Prof. Dimitri Vanoverbeke, Katholieke Universiteit
Leuven, Belgium
Professor Vanoverbeke gave a lecture on trade relations between
the EU and Japan in fluent Japanese. He started his lecture by
explaining the history of EU-Japan relations referring to three
contexts; European integration, Japanese economic development,
and Changing global environment. His argument was that
EU-Japan relations have come to a new stage shifting from
confrontation to cooperation. The concrete examples where
cooperation has worked, he included, the past research contracts
学生たちは、最初から積極的にお互いに話しかけて、ゲームを使う
必要がないほど打ち解けていました。会の中盤には EU クイズを行
い、全問正解者には EUIJ 九州特製バッグが贈られ、会は大いに盛
り上がりました。

EU Information Event
Date: 16 October 2013
1) Presentation on Erasmus Mundus 13:30-16:00
2) EU Circle Off-Meeting 16:30-18;30
Place: 1) International Hall, Kyushu University
2) Culture Cafe, 1F, 21 Century Plaza I, Kyushu University
Mr. Richard Kelner, Academic Cooperation Officer at the
Delegation of Eu ropean Union to Japan, visited Ky ushu
University for the first time and gave presentations on study
programmes which the EU provides for post undergraduate
students from all over the world. Because of the typhoon which
had been approaching the Tokyo area that morning, it seemed that
would have to cancel the whole programme for that day. However,
although the first presentation was made by professor Hachiya
using his slides, Mr. Kelner managed to arrive at 3:00pm and he
was able to give an informative presentation to students who are
interested in studying in the EU.
The most interesting thing about Erasmus Mundus, he pointed
out, is that the students have to study in at least two European
universities or countries while they participate in the programme.
This is because the EU seeks to promote common values and
closer understanding between different people and cultures as one
of its key objectives of the programme.
In Q&A session, several questions were raised by the students
including; "What is the most important point to be selected as
a recipient of a scholarship?", "What kind of job they do after
finishing the Erasmus Mundus programme?" and "Can we
participate in the programme while doing a master's course at
a university in Japan?" All the questions were well-regarded
by Mr. Kelner, and the students seemed to have gained a clear
understanding of the programme and strengthened their interest
in studying in EU countries.
Following the presentations, the EU Circle Off-Meeting was
held at Culture Café, Kyushu University. It is an off-line and
informal gathering that derives from the on-line EU Circle
which is designed for Japanese college students, with the
purpose of encouraging cultural exchange and deepening mutual
understanding between Japan and the EU. This was the second
time to hold the EU Circle off-Meeting in Fukuoka following the
successful first attempt to co-organize it with Seinan Gakuin

University EUi last year.
The meeting was open to any university and college students
including non-EU foreign students who are interested in the
EU and EU studies. It was a great chance for International and
Japanese students to get together, make friends, and learn about
each others' cultures. We planned to do an ice-breaking game,
however, the participating students actively talked to each other
from the beginning, so there was no need for an ice-breaking
game. In the middle of the meeting, a small EU quiz was held and
the winner received a special made EUIJ-Kyushu bag as a prize.
Judging from the participating students' feedback, the event was a
great success and they are eagerly anticipating the next meeting.
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九州大学経済学府経済分析系
第 4 回リサーチワークショップ・EUIJ 九州フォーラム
「 EU 法の新展開−経済法から憲法へ 」
日
会
講

時：2013 年 10 月 28 日（ 月 ） 13：00〜14：30
場：九州大学経済学部棟 2 階 中会議室
師：須網 隆夫 氏（ 早稲田大学大学院法務研究科教授・
早稲田大学リーガル・クリニック都の西北法律事務所所長）

九州大学経済学研究院の大学院生を中心に、早稲田大学法務研究
科教授であり、日本 EU 学会理事長でもある須網隆夫教授による特
別講義が提供されました。講義の参加者は大半が経済学を専門とし
ていたので、講義は、EU 法の基本的な性質の解説から始まりまし
た。須網教授は、EU 法は国内法以下、国際法以上であると説明さ
れましたが、それは上下関係ではなくて、法としての効力の範囲を
意味しているということです。教授は、1960 年代初頭からの EU 法
の進展を有名な判例を例に挙げながら解説されました。須網教授は、
EU とは、政治目的を法的手段を利用して、経済的目的の追求によっ
て実現しようとする機構であると定義して、学際的研究の必要性を
強調されました。
そのうえで、EU 法は国際法や憲法のこれまでの在り方へ問題提
起をするものであり、また、EU 法の理解と他の学問分野との関係

その他
その他にもさまざまなイベントを開催しました。
● オープンキャンパス
福岡女子大学：7 月 28 日（ 日 ）
九州大学
：8 月 3 日（ 土 ）
西南学院大学：8 月 3 日（ 土 ）・4 日（ 日 ）
各コンソーシアム大学のオープンキャン
パスに出展し、EUIJ 九州の活動紹介を行
いました。

という新しい研究課題にも言及されました。経済学を専門とする学
生たちには、EU 研究の新たな一面を学ぶ刺激的な講義でした。

Kyushu University Faculty of Economics, Economics Analysis
course Research Workshop /
EUIJ Kyushu Forum
"New Evolution of the EU Laws - from the economic law to
Constitution"

He concluded his lecture by pointing out the signiﬁcance of the
EU laws posing a new concept of constitution. He also referred
to some emerging field of the legal research subjects. For the
economics students, the lecture opened a door for a new phase of
EU studies.

Date: Monday, 28 October, 2013 13:00-14:30
Lecturer: Prof. Takao Suami, President of the EU Studies
Association, Japan / Professor, Waseda University Law School
Prof. Suami held a special lecture at the Faculty of Economics,
Kyushu University mainly for the graduate students of the faculty.
As most of the audience did not have law majors, Prof. Suami
focused on the principle characteristic of EU law, which he
deﬁned as "more than the international law, less than the national
laws". It does not mean a hierarchical order but refers to the extent
of legal effectiveness or "compulsory jurisdiction". He explained
the evolution of the effectiveness of EU laws since the early 1960s
with some well-known cases. Prof. Suami defines the EU as an
organization which seeks to realize its political purpose with
legal methods by pursuing its economic purposes. He, therefore,
emphasizes the inter-disciplinary approach being indispensable.

● A Taste of Europe: EU のクリスマス
12 月 21 日（土）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。今回は、
ドイツ、フランス、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。
70 人を超える参加者が集まった会場は、あたたかで美しい、そ
れぞれの国のクリスマスの雰囲気に包まれました。プレゼンテー
ションの後は、皆で飲み物とお菓子を囲んで和やかな歓談の時
間を楽しみました。

● A Taste of Europe: Christmas in EU

Others
Other recent outreach activities include following events.

Co-organized with the Fukuoka EU Association, "Christmas
in EU" was held at ACROS Kokusai Hiroba on the 21st of
December. The speakers for this year were Ms. Stefanie Bauer
from Germany, Mr. Richard Nordström from Sweden, and Ms.
Laetitia Paput and Ms. Aude Lucet from France. They depicted
a Christmas from their home countries showing many pictures.
The room, with over 70 participants, was filled with a warm
atmosphere of a beautiful European Christmas.

● EUIJ-Kyushu at Open Campus
Fukuoka Women's University: Sat. 28 July
Kyushu University: Sat. 3 August
Seinan Gakuin University: Sat. 3 & Sun. 4 August
Introduced the activities of EUIJ-Kyushu at Open Campus at each
consortium university.

ユーロテミスに八谷代表が参加
− 2013 年 11 月 28〜29 日、ボルドー政治学院（ フランス ）にて
ボルドー政治学院主催による第三回【 ユーロテミス 】討論会が
開催され、EU 機関の職員、地方自治体職員、研究者、ジャーナリ
ストなど多様な分野の EU 専門家とともに、ヨーロッパ域外からの
唯一の討論者として八谷代表が招聘されました。今年の討論会は、
「 ア・ラ・カルトのヨーロッパ？」というタイトルで議論が繰り広げ
られました。
「 ア・ラ・カルトのヨーロッパ 」とは、EU 統合が加盟
国間のまとまりをなくしてバラバラの方向へ進んでいるのではない
かという問題意識を表しています。参加した論者は、現在の EU が
直面している諸問題を十分に認識したうえで、それでもヨーロッパ
が統合していくこと（ construction of Europe ）の意義を制度、法、
経済の諸側面から確認し合っていました。八谷代表は、日本におけ
る（ アジアの ）地域統合の議論において、唯一の現存する「 統合体 」

EUROTEMIS : l'Europe à la Carte?
28&29 November, 2013 in Bordeaux, France
The Institute of Political Studies (l'IEP), Bordeaux has organized
its 3rd Round Table of EUROTEMIS on 28th & 29th, November
2013, at Sciences Po Bordeaux. It is an occasion to discuss about
the current and future tasks of the European Union with EU
specialists from a wide range of professions such as the officials
of the EU institutions, universities, journalists, business ﬁelds, etc.
Prof. Machiko Hachiya, Director of the EUIJ Kyushu, participated

今後のイベント・プログラム
2 月 7 日（ 金 ） EUIJ 九州− NECA 共催国際シンポジウム
「 サイバーセキュリティ：制御システムにおけるセキュリティ確保への日欧
戦略的協同 」
3 月 1 日（ 土 ）〜15 日（ 土 ） EUIJ 九州 EU 研修旅行

Upcoming EUIJ-Kyushu Events and Programmes
Fri. 7 February EUIJ-Kyushu / NECA International Symposium on
"Cyber Security; Strategic Cooperation between Europe and Japan in the
Security of Control Systems"
Sat. 1- Sat 15 March EUIJ-Kyushu EU Study Tour

として言及されるのは EU しかないという認識を紹介しました。そ
れはモデルとしての「 統合体 」ではないかもしれないが、歴史的に
みて機能している唯一の「 統合体 」という理解です。ヨーロッパの
人々にとっては、あまり耳にすることのない外部の見方だったよう
です。
八谷代表は、閉会の辞を述べたボルドー市長であるアラン・ジュ
ペ氏（ 元フランス首相 ）に「 ヨーロッパの人々が大変な困難に直面
しながらも統合という作業を継続していく力の源泉はなんですか 」
と質問をしました。ジュペ市長は、
「 実際にもたらされる便益、そし
て平和です 」と明確に答えました。特に「『 平和 』については、若い
世代には古い世代のたわごとに聞こえるかもしれないが、ヨーロッ
パにとっては市民の生活の安寧にとって極めて重要なこと 」と述べ
てユーロテミスを締めくくりました。
（ EUIJ 九州はボルドー政治学院のご厚意に謝辞を表します。）

in the Round Table as one of the invited discussants in the session
concerned with economic issues as the only non-European.
Heated presentations over the future tasks being derived from
analyzing current challenges were given by the speakers, to which
many questions from the audience were posed. Director Hachiya
introduced a view in Japan towards the European integration as
the only reference point for the Asians when discussing about any
phase of a regional integration. She also asked Mr. Alain Juppé,
Mayor of the City of Bordeaux and a former Prime Minister,
who gave a closing remark, what the sources of promoting the
"construction of Europe" were for the European people and/or

EUIJ 九州

leaders despite the hardship of integration works. Mr. Juppé gave
two clear answers: actual beneﬁts for the citizens and perpetuating
peace in Europe. Especially on the second point, Mr. Juppé
emphasized the importance of peace on the continent for the wellbeing of citizens and it is something that shouldn't be taken for
granted. The event was open to the public as well as for Master
students being actively involved to organize their own sessions.
(The EUIJ Kyushu wishes to express its deep appreciation for the
Institute of Political Studies, Bordeaux.)

EUIJ-Kyushu Contact Information

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。
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