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EUIJ 九州は、九州大学、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 and Fukuoka Women’s University.

EUIJ 九州より
EUIJ 九州ニューズレター第 9 号をお届けします。EUIJ 九
州は 2011 年 4 月に発足しました。東日本大震災とそれに続く

From EUIJ-Kyushu
We are happy to deliver you the EUIJ-Ky ushu
Newsletter No.9. The EUIJ-Kyushu was established
in April 2011 when the pain and suffering from
the East Japan Great Earthquake was so fresh in

EUIJ 九州第 5 回年次国際会議
「 欧州の行方を考える−加盟国の視
点と外からの視点−」
2015 年 12 月 6 日（ 日 ）恒例の EUIJ 九州年次国際会議が、
福岡 EU 協会、アンスティチュ・フランセ九州、九州 EU 研
究会の後援により九州大学西新プラザで開催されました。
本年度は、アジア太平洋地域 EU 学会事務局長でニュージー
ランドのカンタベリー大学教授でありジャンモネチェアー
保持者であるマーティン ホランド教授を基調講演者として
お迎えしました。ホランド教授は、一年をかけて実施した
日本を含む非 EU 国 10 カ国の EU へのイメージ調査の最新の
結果を、本会議において初めて披露されました。メディア
情報の分析から政策決定者へのインタビューまで幅広い分
野をカバーした調査は、EU 域外諸国が抱く EU への期待と
イメージを象徴的に示している興味深いものです。EU 委員
会はこれらの調査資料に基づいて、新たな広報戦略を練り、
グローバルアクターとしての EU への理解促進を図っていき
ます。
それに対して、英、独、仏の三加盟国の政治を専門とす
るスティーブン デイ教授（ 大分大学 ）、森井裕一教授（ 東京
大学 ）、吉田徹教授（ 北海道大学 ）が、それぞれの国の EU
との関わりを歴史的に概観するとともに現在の主要な課題
について解説しました。イギリスは EU 脱退をめぐる議論の
背景と現状、ドイツは法的かつ規範的視点から EU との連帯
のあり方、フランスは国内社会基盤と経済構造の変化を通

原子力発電所の深刻な事故の直後で、日本はまだ大きな混乱
をきたしていました。そのような中で、日本と EU との紐帯
を確認するべく、駐日 EU 大使の列席を得て設立記念のお披
露目をしました。それから 5 年間、コンソーシアムを組んだ
西南学院大学、福岡女子大学そして九州大学の学生の皆さん
へ EU を知り、学ぶ機会を提供し、アジア太平洋地域の EU
センターが設置されている大学との交流、その大学の研究者

同士の交流、キャンパスを開放して一般社会へ向けて、セミ
ナー、講演会、国際会議などを通じた EU 関連情報の発信な
ど、多くの活動を続けています。こうした催しには多くの
方々のご参加を得て、EU への関心と理解を高めて頂いてい
ます。今後も私たちの活動の一端をお知らせして参りますの
で、EUIJ 九州のメルマガへのご登録をお願いいたします。

everyone’s mind. It was significant to launch the
EUIJ-Kyushu with the attendance of the Ambassador
of the European Union to Japan to reaffirm the ties
between the EU and Japan. Since then, together
with the Consortium partners of the Seinan Gakuin
University and Fukuoka Women’s University, we have
been working to enhance the learning opportunities
for the students, to promote exchanges among the
researchers of the Asia Pacific EU Centres as well as
to provide every possible opportunities to reach out to

the general public beyond the campuses through wide
varieties of seminars, extension lectures, conferences
and fun gatherings. We are delighted to find a large
number of participants and repeaters at each event,
and proudly assured of your interest in a better
understanding of the EU. Thank you very much for
your continuing support. To be updated about our
activities, please make sure to register for subscription
to the mailmagazine of the EUIJ-Kyushu : http://www.
euij-kyushu.com/Mailing%20Magazine/index.html

して EU との「 もつれた 」関係のあり方が紹介されました。
これらの講演の後の全員によるパネルディスカッション
では、フロアからの多くの質問に答えつつ、欧州統合が提
起する課題や時代ごとに表出する挑戦を議論して、EU とい
う歴史的実験への理解を深めることができたと思います。

states were invited to analyze the EU policies and
relationships of the UK, Germany and France by
Professor Stephen Day, Oita University, Professor
Yuichi Morii, the University of Tokyo, and Professor
Toru Yoshida, Hokkaido University. Each speaker
successfully presented each national position vis-àvis by the EU; placing them in a historical perspective
for the past 65 years. They reaffirmed the complexity
of the work of integration, in the evolution of
international relations.
A panel discussion by all the speakers, moderated
by Director Machiko Hachiya, explored different
prospective views on the EU by answering the
questions from the floor.

EUIJ-Kyushu 5th Annual
International Conference
Whither Europe? −Views from
Within and Beyond the Union−
The EUIJ-Kyushu Annual International Conference
was held on Sunday 6 December, 2015 at Kyushu
University Nishijin Plaza in Fukuoka, supported by
Fukuoka EU Association, Institut français du Japon
- Kyushu, The Kyushu Society for EU Studies. Our
keynote speaker this year was Professor Martin
Holland, Jean Monnet Chair ad personam from
University of Canterbury, New Zealand. He also
holds the Secretariat of the Asia Pacific EU Studies
Association. Professor Holland has just completed
an extensive research on the perception of the EU by
10 non-EU member countries including Japan. He
presented the first disclosure of the result analysis of
the research, which would provide significant source
to review the EU’s strategy as a global actor.
On the other hand, three experts of the EU member
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◆ EUIJ 九州第 5 回年次国際会議の講演内容は、以下リンクからご覧
いただけます。

A live audio webcast of the EUIJ-Kyushu 5th Annual
International Conference can be accessed by visiting the
links below.

<EUIJ 九州ホームページ / EUIJ-Kyushu website>
http://www.euij-kyushu.com/jp/Annual%20International%20
Conference/index.html

< 九州大学公式 YouTube チャンネル / Kyushu University Official
YouTube channel>
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVhByfY_xuBJtbqk60dP
t1EKxlLC5ysU6
◆ EUIJ 九州第 5 回年次国際会議の記事は、九州大学オフィシャル
ホームページ「 トピックス 」にも掲載されています。あわせてご覧
ください。

This article is published in the TOPIX of Kyushu University
Official Website. Please refer to the article from the URL
below.

http://www.kyushu-u.ac.jp/topics/index_read.php?kind=&S_
Category=T&S_Page=Main&S_View=&word=&page=1&B_
Code=7210

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。2015 年度前期（ 2015 年 9 月修了 ）には、20 名
の学生（ 学部生 6 名、修士課程 14 名 ）が修了証を授与されま
した。また、2015 年後期には 177 名（ 学部生 146 名、修士課
程 31 名 ）の学生が登録しています。
※ 2015 年度は九州大学と福岡女子大学の 2 大学コンソーシア
ムになりました。

成制度があります。
※平成 27 年度の募集予定はありません。

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。
※ 2015 年 7 月から 12 月の間には、募集をおこなっておりま
せん。
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。

＜ 2015 年度前期リサーチペーパー優秀賞＞
最優秀賞（ EU 研究部門 ）
Bodisorn Tangparianon（ 九州大学大学院法学府 ）
「 The Recognition and Enforcement of Foreign Judgments
in Today's World and the Approach of the ASEAN
Economic Community 」
優秀賞（ ヨーロッパ研究部門 ）
Pratan Tusnaprishayanon（ 九州大学大学院法学府 ）
「 Issues in Cross-border Insolvency Law and
Implementation for Thailand 」

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

EUIJ 九州
EU 研究サマーコース
日程：2015 年 9 月 3 日（ 木 ）〜 9 月 6 日（ 日 ）3 泊 4 日
場所：国立阿蘇青少年交流の家
参加学生：12 名
（ 九州大学 10 名、北九州市立大学 1 名、長崎大学 1 名 ）
講師＜ 4 名＞：
森井裕一（ 東京大学 教授 ）
エドワード ヴィッカーズ（ 九州大学 准教授 ）
高﨑春華（ 大東文化大学 助教 ）
八谷まち子（ EUIJ 九州代表 ）
国立阿蘇青少年交流の家において 9 月 3 日から 6 日の 3 泊 4
日の日程で 5 回目となる EUIJ 九州 EU 研究サマーコースが
開催されました。中国人留学生 2 名を含む 12 名（学部生 9 名、
院生 3 名 ）の参加者が集まりました。合宿に先立ち阿蘇大観
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Academics
EU Studies Diploma Programmes (EU-DPs)
EU-DPs provide st udents of th ree consor tiu m
universities with opportunities to study about the EU
and EU member states. 6 undergraduate students and
14 graduate students were awarded the Diploma in EU
Studies in the spring semester of 2015 (Completing in
September 2015). 177 students (Undergraduate: 146,
Graduate: 31) are currently enrolled.
*In 2015 academic year, Kyushu University and
Fu k uoka Women's Universit y are consor tium
member universities.

Kyushu University
"The Recognition and Enforcement of Foreign
Judgments in Today's World and the Approach of the
ASEAN Economic Community"
[European Research Award of Merit]
Mr Pratan Tusnaprishayanon, Graduate School of Law,
Kyushu University
"Issue s i n Cross -b orde r I n solve ncy L aw a nd
Implementation for Thailand"

Research Funds and Scholarships
Faculty, researchers, and students from the EUIJKyushu 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
Start-Up Fund (limited to faculty and researchers of
three consortium universities who are under 45 yearold) and EU Studies Research Fund.
* Research Funds are not available in 2015-2016.

< Paper of Excellence for the EU-DPs 2015 Spring
Semester >

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.
*There was no call for application in the past six
month.

[EU Research Award of Excellence]
Mr Bodisorn Tangparianon, Graduate School of Law,

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

峰を訪れ親睦を深めました。プログラムの講義分野は、経済、
法、政治、社会、文化と広範囲に渡ります。3 泊 4 日のコー
スを修了すれば、EU についての全般的かつ基礎的な知識が
体得できるよう考えられています。講義は、ヨーロッパ人と
日本人の講師が担当し、エドワード ヴィッカーズ准教授に
よる英語での講義も行われました。
最終日には「 模擬欧州理事会 」が行われました。学生が
EU 加盟 28 カ国の各国代表となって、設定された議題に対す
る EU 全体としての方針を議論します。今年のテーマは「 EU
は移民の保護をどのようにするべきか ? 」でした。2015 年は
EU 域内に入った移民難民の数が史上最多となり、非正規の
流入数は 150 万人を越えました。紛争や貧困に苦しむ中東や
アフリカから欧州を目指して数十万人が押し寄せ、欧州各地
で難民受け入れへの支持や逆に受け入れの反対を訴えるデモ
が行われるなど、難民危機への対応をめぐる各国意見の相違
が解決されず、国境管理をめぐる議論の難しさが示されまし
た。刻々と変化する移民難民情勢やそれに対する各国政府の
対応が日々報道される中、学生はまさに同時進行的に情報収
集しながら議論の準備をしました。それぞれが自国の立場を
明確に示し、議長が中心となり平和的解決に向けた EU 全体
の対応を模索していく議論を展開しました。

八谷代表は「 これまでよりさらに深い視点で EU 情勢を考
えるきっかけとなるでしょう。」と締めくくりました。学生
全員に EU 研究サマーコースのすべての課程を修了したこと
を証明する「 修了証書 」が手渡され、参加者全員の清々しい
笑顔と達成感とともに今年の EU 研究サマーコースは幕を閉
じました。
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EUIJ-Kyushu
EU Study Summer Course
Date: 3 to 6 September 2015 (4 days and 3 nights)
Venue: National Institute for Youth Education in Aso
Participants: 12 students (Kyushu University (10), The
University of Kitakyushu (1), Nagasaki University (1))
Lecturers (4):
Yuichi Morii, Professor, The University of Tokyo
Edward Vickers, Associate Professor, Ky ushu
University
Haruka Takasaki, Assistant Professor, Daito Bunka
University
Machiko Hachiya, Director, EUIJ-Kyushu
At the base of Mt. Aso, the 5th EUIJ-Kyushu EU Study
Summer Course was held over 4 days and 3 nights,
from 3 to 6 September 2015, at the National Institute
for Youth Education in Aso. 12 students (undergraduate
10, graduate 2) including two Chinese, gathered. Prior
to the programme, the participants visited Daikanbo
and deepened their friendships with each other.
The field of lectures covered a wide range including
economics, law, politics, society and culture. It is

programmed that general and basic knowledge about
the EU would be acquired by the participants having
completed this course. Associate Professor Edward
Vickers gave a lecture in English. Lecturers covered a
variety of EU-related topics.
"A si mu lat ion of t he Eu ropea n Cou ncil" wa s
conducted on the last day. In this program, each
student represented one of the 28 EU member states
and discussed their standpoint on the issues being
debated and had to make an agreement with the other
EU member states. The theme for this year's debate
was "what can the EU do for the immigrants?". In
2015, the number of immigrants and refugees who
entered the EU was at a record high, and unauthorized
immigrants have become over 1.5 million. Several
hundreds of thousand of people have f locked to
Europe from the Middle East and Africa fleeing from
conf licts and poverty. In the EU countries, largescaled demonstrations appealing the acceptance of
refugees and immigrants were carried out, while
counterdemonstrations were held in some areas.
The difference of opinions in each country over the
response to the refugee crisis has not been resolved,
which implied the difficulty of the discussion over
the effective border control. While the ever-changing
immigration refugee situation and support for it
among EU member states were reported in the media
every day, the participants prepared for the debate

イベント

Events

EUIJ 九州シンポジアシリーズ

EUIJ-Kyushu Symposia Series

2015 年 9 月 29 日（ 火 ）JR 博 多 シ テ ィ 会 議 室 に お い て、
EUIJ 九州と欧州経済社会評議会（ EESC ）共催、福岡 EU 協
会、福岡商工会議所、
（公財）福岡観光コンベンションビュー
ロー 後援のもと、シンポジウム「 The EU-Japan FTA/EPA:
Source for Growth and Jobs −市民社会の役割と経済成長
− 」が行われました。学生から企業やシンクタンクの方まで
幅広い分野から約 30 名が参加しました。
欧州経済社会評議会とは、欧州連合（ EU ）の重要な諮問
機関で、労働者団体、経営者団体および一般市民（ 研究者な
ど ）の三団体の代表から構成されています。EU の発足当初
（ 1951 年 ）から設置されている機関のひとつで、EU の政策
について意見書を提出します。
EUIJ 九州と EESC との共同開催セミナーは 4 年越しの懸
案でした。初めてのセミナーは、交渉 2 年目の日本と EU と
の自由貿易協定（ EPA ）における市民社会の役割を考えると
いう趣旨です。しかし、市民社会の諮問が制度化されている
EU と異なり、日本では貿易交渉に一般市民の意見が反映さ
れる窓口は大変限られています。今回のセミナーでは、メディ
アおよび街づくり活動の経験豊かなスタッフに参加いただい
てそれぞれのご経験にもとづく視点から、市民の役割や可能
性を論じてもらいました。日 EU の市民たちそれぞれが活動
する環境の違いを確認し合った実りのある対話が活発に交わ
されました。

A symposium on “The EU-Japan FTA/EPA: Source for
Growth and Jobs” took place in Fukuoka, Japan on 29
September, 2015 at JR Hakata City Conference Room.
It was the first event that the European Economic
and Social Committee (EESC) and the EUIJ-Kyushu
organized jointly. It was supported by Fukuoka EU
Association, Fukuoka Chamber of Commerce &
Industry, and Fukuoka Convention & Visitors Bureau.
Approximately 30 people attended.
T he spea ke r s f rom Eu rope we re Ms Eve
PÄÄRENDSON, Member, EESC-Japan Follow-Up
Committee, Employers´ Group, speaking about ”EUJapan FTA/EPA: Economic Benefits and Impact to
SMEs”, and Mr Krzysztof PATER, Member, EESCJapan Follow-Up Committee, Various Interests´ Group,
spoke about “EU-Japan FTA/EPA: The Role for Civil
Society (businesses, trade unions, other NGOs and
academia) in it”, and Ms Laure BATUT, President,
EESC-Japan Follow-Up Committee, Workers´ Group,
about “EU-Japan FTA/EPA: Possible Impact to Labour
Markets and Social Development”. We received two
Japanese counterparts, Mr Ryuichi Mimura, Executive
Director, International Department, Editorial Office,
Nishinippon Shimbun (A newspaper publisher), and

simultaneously with the current social states. Each
of the students clearly described the viewpoint of
their own country and engaged in discussion to
seek a response of the entire EU towards a peaceful
resolution, while the chair person played a key
role. Finally, Director Machiko Hachiya concluded
that, "This will be a chance to consider about the
political system of the EU from a deeper point of
view". A "Certificate" to prove the completion of
the EU Study Summer Course was handed to all
students who participated. There was a deep sense of
accomplishment and satisfaction by those who took
part in the course.

Mr Takeshi Okahashi, Director, Re:public Inc.
T he d iscu ssa nt s excha nge d v iews on t he ongoing EU-Japan FTA negotiations with a special
focus on the role of civil society. The European
participants, representing the labour unions, lobby
groups and employers association, explained each
one’s institutional approach and the importance of
democratic procedures as well as the possible impacts
of the FTA to each sector. The Japanese participants
coming from the media and an NGO working on
the urban innovation explored their expectations
and experiences regarding the roles of civil society.
Differences in the range of roles of “civil society”
between Europe and Japan revealed through the
discussion that it was more institutionalized and
publicly recognized in Europe while advisory works
on invitation by authority are more common in Japan.
The topic appealed to a wide variety of people in
Fukuoka such as academics, NPO workers, students
and the retired.
Speakers:
Ms Eve PÄÄR ENDSON, Member, EESC-Japan
Follow-Up Committee, Employers´ Group
Ms Laure BATUT, President, EESC-Japan Follow-Up
Committee, Workers´ Group
Mr Krzysztof PATER, Member, EESC-Japan FollowUp Committee, Various Interests´ Group
Mr Ryuichi Mimura, Executive Director, International
Department, Editorial Office, Nishinippon Shimbun
Mr Takeshi Okahashi, Director, Re:public Inc.

登壇者：
イヴ パーレンドソン（ EESC 経営団体 ）
ローラ バトゥ（ EESC 労働団体代表 ）
クリストフ ペーター（ EESC 利益団体 ）
三村龍一氏（ 西日本新聞社編集局国際部長 ）
岡橋毅氏（ ㈱リ・パブリック ディレクター）
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EU インフォメーションイベント
エラスムス・プラス説明会

Erasmus Plus Information Event

日時：2015 年 11 月 6 日（ 金 ）
場所：九州大学 21 世紀交流プラザ I 多目的ホール
後援：駐日欧州連合代表部
八谷まち子 EUIJ 九州代表と九州大学人間環境学研究院の
趙世晨准教授を講師に迎え、EU の中心的な教育助成プログ
ラムである「エラスムス・プラス」についてお話し頂きました。
駐日欧州連合代表部において全国大学関係者向けに説明され
た最新情報と、2015 年度九州大学人間環境学研究院がパー
トナー校のひとつとして採択されたプログラム（エラスムス・
プラスの Key Action 1, Mobility for learners and staff ）の概
要について説明が行われました。九州地区の大学教員や国際
関係担当職員向けと、ヨーロッパの大学院進学を希望する学
生向けの二部構成で行われ、約 40 名の参加者が集まりました。
エラスムス・プラスには日本の大学、研究者、学生が参加
できる修士課程ジョイントディグリー、短期留学、ジャン・
モネアクティビティの 3 つの主要プロジェクトがあり、日欧
の大学間協力やグローバル人材の育成を促進し、優秀な留学
生にヨーロッパ諸国で学んでもらい全体の学問的水準を引き
上げることを目的としています。参加した学生や大学関係者
たちはプログラムへの理解を深め、EU 留学への意欲を一層
強めたようでした。

● エラスムス・プラスの詳細については下記をご覧ください。
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

一般的なご質問 :
General Questions:

応募に関する具体的なご質問
Specific questions related
to the application

EU Information Event

Date: 6 November 2015
Venue: Lecture Room, 21st Century Plaza I, Hakozaki
Campus, Kyushu University
Supported by Delegation of the European Union to
Japan
We received Machiko Hachiya, Director of EUIJKyushu, and Shichen ZHAO, Associate Professor,
Faculty of Human-Environment Studies, Kyushu
University, as a lecturer for the explanatory meeting
of "Erasmus Plus", which is the EU's central education
grant program. The latest information that has been
described for the national university officials in the
Delegation of the European Union to Japan, and an
overview of the program which was adapted in 2015
academic year at the Graduate School of HumanEnvironment Studies, Kyushu University, as one of the
partner schools (Erasmus Plus, Action 1, Mobility for
learners and staff) were illustrated. It was organized
into two sessions; for university faculty teachers and
staff, and for students who wish to go to graduate
school abroad. Approximately 40 people attended.
There are three further major projects of Erasmus
Plus, as a joint degree for master's course students,
short-term study abroad, and Jean Monnet activities,
in which Japanese universities, researchers, and
students can participate. These programs promote

EU 代表部
The Delegation of the EU to Japan
International Credit Mobility（短期留学）

National Agencies

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/nationalagencies/index_en.htm

Joint Master Degrees

EU 本部（EACEA）

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts

Jean Monnet Actions

EU 本部（EACEA）

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts

EUIJ-Kyushu Forum

外務省外交講座

MOFA Diplomacy Lecture

2015 年 7 月 22 日（ 水 ）、九州大学箱崎キャンパス文系講
義棟 201 講義室において、九州大学法学部・経済学部共催、
EUIJ 九州主催による外務省外交講座が行われました。外務
省欧州局政策課首席事務官の吉田昌弘氏を迎え、約 50 名の
参加者が集まり熱心に耳を傾けました。
講義では、
「 日 EU 関係を中心に 」と題して、EU をとりま
く情勢について説明頂きました。先の国民投票で EU が求め
る緊縮策は受け入れないという選択をしたギリシャ債務危機
問題や、低調な経済情勢が続いている中、加盟国内の EU 懐
疑派の動きが活発になっていることなどについて話しました。
一方で、日本と EU の関係について、EU は我が国にとっ
て、民主主義、法の支配、基本的人権といった基本的価値
を共有する重要なグローバルパートナーであることを強調し
ました。早期締結を目指して交渉を続けている日 EU の EPA
（ Economic Partnership Agreement ）／ FTA（ Free Trade
Agreement ）に関して、関税撤廃や投資ルールの整備等を
通じて貿易投資を活発化し、雇用創出、企業の競争力強化な
ど、日本企業の欧州市場進出を後押しするものであると述べ
ました。
講義の後は、吉田氏を囲んでざっくばらんに座談会形式で
話しました。外交官試験やその後のキャリアパス、また具体
的な仕事の内容や業務で苦労したことなどについて、次々と
質問があがり、吉田氏はご自身の経験を交えながら、学生に
向けてひとつずつ丁寧に答えてくださいました。将来、海外
で働きたい、外交官として活躍したいという希望を持つ学生
にとって、大変有意義な対話の機会となりました。

On 22 July 2015, MOFA Diplomacy Lecture was
held, organized by EUIJ-Kyushu and co-organized
by the Faculty of Law and the Faculty of Economics
of Kyushu University at 201 Lecture Room, Common
Lect u re Buildi ng, Ha koza k i Campus, Ky ushu
University. Mr Masahiro Yoshida, Senior Secretary,
European Policy Division, Ministry of Foreign Affairs
of Japan was received as a lecturer and around 50
participants gathered and listened to it ardently.
In the lecture, he spoke about, "The current states of
Europe focusing on Japan-EU relations". He described
about the Greek fiscal crisis, in which Greece made a
choice not to accept the austerity measures demanded
by the EU at a referendum, and the movement of EUskepticism becomes active in the European Union
where an austere fiscal policy has been applied.
Concerning Japan-EU relations, he emphasized that
the EU is an important global partner for our country
to share the basic values such as democracy, rule of
law, and fundamental human rights. Regarding EPA
(Economic Partnership Agreement) / FTA (Free Trade
Agreement) of EU, which have continued negotiating
aiming for an early conclusion, he mentioned that these
negotiations actively try to break into the European
market for Japanese companies by encouraging
trade investment, job creation, and competitiveness
reinforcement of companies through the abolition
of tariffs and improving the efficiency of rules and
regulations regarding investment.

江本さんの講演に熱心に聞き入りました。
江本さんは、2012 年九州大学大学院法学府修士修了、2014
年ベルギーのルーヴァン・カトリック大学大学院にて欧州
九州大学 OB が語る 国際機関で働くということ
研究プログラム修士修了、在学中に国連薬物犯罪事務所
2015 年 7 月 30 日（ 木 ）九州大学箱崎キャンパス国際ホール （ UNODC ）ウィーン本部にて 6ヶ月間インターンを経験し、
において、九州大学法政学会共催、EUIJ 九州フォーラム「 九
2014 年 9 月から、国連開発計画（ UNDP ）ニューヨーク本部
州大学 OB が語る 国際機関で働くということ 」が開催され
対外関係・アドボカシー局に勤務しています。
ました。講師には、現在、国連開発計画（ UNDP ）でコンサ
国際機関で働きたいという夢に向かって順風満帆に進んで
ルタントとして活躍する江本佳菜子さんをお迎えしました。 こられたようですが、現実は紆余曲折や多くの挫折を味わっ
高校生やその保護者、また一般の参加者など約 40 名が集まり、 たと語りました。しかし、振り返ると、これまで経験したこ
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● For more information about Erasmus Plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_ en.htm

DELEGATION-JAPAN@eeas.europa.eu

EUIJ 九州フォーラム

EUIJ 九州フォーラム

the development of inter-university cooperation and
global human resources between Japan and Europe,
and aim at raising the academic level of the entire EU
by learning with international students in European
countries. The participating students and university
officials deepened understanding of the programs and
strengthened their interest in studying in EU countries.

After the lecture, the participants talked to each other
frankly with the lecturer as a "round table session".
There were numerous questions raised from the
participants about the Foreign Service exam and
career paths afterwards, the concrete contents of work
at MOFA, and what he struggled with in business.
Everyone was impressed that Mr Yoshida kindly
answered the question one by one. It was a very
meaningful opportunity for the students hoping to
work in the Ministry of Foreign Affairs or abroad in
the future.

とや得てきた知識、学んできたことなど、それらを通して得
た気づきが現在につながっているので、失敗も含め無駄にな
る経験はひとつもなかったと話しました。自らの人生を力強
く語る江本さんの姿は、これからの将来を考える高校生のみ
ならず聴衆すべてにとって、前進する勇気を与えるような希
望あふれる講演となりました。
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EUIJ-Kyushu Forum
Working for the International Organization,
presented by a graduate of Kyudai
On 30 July 2015, EUIJ-Kyushu Forum "Working
for the International Organization, presented by
a graduate of Kyudai" was held, co-organized by
the Law and Politics Association of the Faculty of
Law, Kyushu University, at the International Hall,
Hakozaki Campus, Kyushu University. As a lecturer,
Ms Kanako Emoto, consultant of UNDP (United
Nations Development Programme) was received.
Approximately 50 attendees, including high school
students and their parents, and the general public
gathered and listened to it ardently.
Ms Kanako Emoto obtained her Master’s Degree at
the Graduate School of Law, Kyushu University in
2012, and completed Master of European Studies:
Transnational and Global Perspectives (MAES), at KU

Leuven in 2014. She interned at the Human Trafficking
and Migrant Smuggling Section, UNODC (United
Nations Office on Drugs and Crime) Headquarters
in Vienna for six months. She has been working at
the Bureau of External Relations and Advocacy,
UNDP (United Nations Development Programme)
Headquarters since September 2014.
Though things may have appeared untroubled in her
career, in reality, she told us that she had suffered a
setback and had encountered many twists and turns.
However, she said when looking back that there were
only positive even including failures, as awareness
learnt through experiences and the knowledge she has
acquired so far has made her what she is today. Her
inspiring and powerful speech was thought-provoking
and gave courage to the high school students to make
important decisions about their future as well as all in
the audience.

EUIJ 九州フォーラム

EUIJ-Kyushu Forum

Recent Developments in UK Takeover Law

Recent Developments in UK Takeover Law

暮れも押し詰まる 2015 年 12 月 21 日（ 月 ）の午後、九州大
学箱崎キャンパス法学部棟大会議室にて、英国エクセター大
学法学部上席講師ジョセフ・リー博士による講演会が開催さ
れました。"Recent Developments in UK Takeover Law" と
いう専門的な内容であったにも関わらず、参加者は九州大学
法学府 LL.M コースの学生を中心に約 40 名が参加しました。
講演の内容は大変豊富で、わかりにくい概念や制度について
は噛み砕いて説明がなされ、参加者との質疑応答の時間は
足りないくらいでした。EU における法調整の困難さによる
EU 公開買付法の停滞と英国公開買付法の独り歩きのコント
ラストが浮き彫りにされ、政治的意味も含めた EU における
英国の立ち位置も明らかとなる非常に興味深い内容でした。

A public lecture titled "Recent Developments in UK
Takeover Law", was delivered by Dr Joseph Lee,
Senior Lecturer from the University of Exeter, UK
in the Large Conference Room of the Law Faculty
building, on 21 December 2015. Although it took
place in the busy year-end period, and was on a highly
technical topic, it attracted an audience of over 40,
including the students on the LLM programmes.
The lecture covered a wide range of takeover law
issues, and jargon and specific frameworks were
well explained. Having stimulated the interest of the
audience, the resulting Q & A session ran over time. In
the lecture Dr Lee pointed out a contrast between, on
one hand, a no/slow development in EU takeover law
since its Takeover Directive of 2004, due to difficulties
in reaching a compromise between the Member States,
while on the other hand ever-changing UK takeover

EU のクリスマス

Christmas in the EU

EU 諸国出身の留学生が母国のクリスマスを紹介するイベ
ント「 EU のクリスマス 」が福岡 EU 協会と EUIJ 九州の共催
で、2015 年 12 月 12 日（ 土 ）アクロス福岡こくさいひろばで
開催されました。約 70 名の一般参加者が留学生の発表に耳
を傾けました。
ルーマニア出身のクリスティーナ パカさん（ 九州大学法
学府 CSPA プログラム ）は、同国では豚を飼う家族が多く、
秋から太らせ始めてクリスマスに丸ごと食べる「 イグナト 」
と呼ばれる風習があることを紹介しました。フランス出身の
クレール ユノーさんとテオ フェレルストさん（ ともに九州
大学法学部交換留学生 ）は、クリスマスについて「 年に 1 回
家族が集まる、絆を確認できる日 」
「 宗教色
が薄れ商業的な意味合いが強くなっている 」
と述べました。発表後には、ルーマニア語、
フランス語、そして日本語でクリスマスソ
ングが披露され、和やかな雰囲気の中で終
了しました。

Christmas in the EU, which is the event to introduce
Christmas festivities in Europe by the international
students from European countries, co-organized by
EUIJ-Kyushu and Fukuoka EU Association, was held
on Saturday 12th December, 2015, at Kokusaihiroba,
ACROS Fukuoka. Approximately 70 people from
the general public participated and listened to the
presentations.
Ms Christina Paca, CSPA Programme, Graduate
School of Law, Kyushu University, from Romania,
stated that most families in Romania have pigs at

その他のイベント

業などに参加しました。
EUIJ 九州コンソーシアム 2 校では EU 紹介企画として展示
イベントが開催されました。福岡女子大学では 8 月 2 日（ 日 ）
に、九州大学では 8 月 1 日、2 日の 2 日間にわたり、EU 情報
コーナーでは EU 紹介ポスターやパネルの展示、EU 関連書
籍の閲覧コーナーなどを設置し、また EU 研修旅行の動画上
映などが行われました。
8 月 1 日（ 土 ）九州大学箱崎キャンパス国際ホールおいて、
高校生参加型イベント「 EU クイズ！」、
「 EU について聞きた
い！」
（ 質問コーナー）を開催しました。EU の歴史や仕組み
に関する八谷まち子教授（ EUIJ 九州代表 ）のミニ講義に加

オープンキャンパス
九州大学 2015 年 8 月 1 日（土）〜 8 月 3 日（月）
※ EUIJ 九州展示は 8 月 1 日（土）、2 日（日）
福岡女子大学 2015 年 8 月 2 日（日）
毎年夏恒例の高校生を対象にしたオープンキャンパスが行
われました。真夏の日差しのもと、朝早くから九州各地の高
校生が集まり、流れる汗をぬぐいながら様々な展示や模擬授

law, which may ultimately symbolize the current
political status of the UK against the EU.

home, and there is a custom called "Ignat", which is to
begin fattening the pig from autumn, so you can eat a
whole pig in the Christmas season. Ms Claire Hunault
and Mr Théo Verhelst, who are both from France,
and exchange students at the School of Law, Kyushu
University, described Christmas as "once a year, it's
the day to be able to gather and reinforce a family
bond", and "it is deepening a commercial sense while
the religious values are fading." After the presentation,
three speakers sang Christmas songs together in
Romanian, French, and Japanese. The event finished in
a festive and warm atmosphere.

え、
「 EU クイズ！」では、スペイン出身の九州大学留学生オ
スカー・カラスコ・キンターナさんが日本語と英語で出題し
ました。参加した高校生からは、
「 日頃学んだことと関連し
て EU のことが良くわかった。」
「 是非留学したいと思った。」
などの感想が寄せられました。EU のことを楽しく学び、よ
り身近に感じて頂けたようです。
質問コーナーでは、オスカーさんによるスペイン語会話講
座がはじまり、高校生は普段なかなか触れる機会のない言語
に興味津々の様子でした。来場者の真剣な様子が伺える熱気
に満ちたイベントとなりました。
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Other Events
Open Campus
Kyushu University: 1-3, August, 2015
*EUIJ-Kyushu Event: 1 and 2 August
Fukuoka Women’s University: 2 August
The Open Campus event targeting high school
students, which is an annual event in summer, was
held in August. Under the midsummer sun, high
school students from various prefectures in Kyushu
area gathered from early morning and participated in a
variety of exhibitions and trial lectures.
As an EU introduction programme, the exhibition
event was held on the date above respectively at the
two consortium universities. Posters were exhibited
and various information given at the EU information
corner, and a viewing section of EU related books and
the movie of the EU Study Trip were set up.
On Saturday 1 August, participatory events including
an "EU quiz" and an "EU question section" were
held at the International Hall, Hakozaki Campus,
Kyushu University. Prof. Machiko Hachiya, Director
EUIJ 九州の協力・後援イベント
● The 3rd Asia-Pacific Border Studies Seminar: Lessons

from European and Central Asian borders for AsiaPacific Future Studies
日時：2015 年 8 月 9 日（ 日 ）14:00 − 18:00
場所：九州大学箱崎キャンパス理系地区 21世紀交流プラザ I
主催：九州大学アジア太平洋未来研究センター（ CAFS ）、
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター境界研究ユ
ニット（ UBRJ ）
協力：EUIJ 九州

● 佐賀国際フェスタ

展示ブース出展
佐賀県国際交流協会が、国際交流や国際理解、多文化共
生に対する理解を深めることを目的に、国際交流・国際
協力に携わる民間団体やボランティアと協働で県民参加
型のフェスタを開催しました。
※国際フェスタ月間：2015 年10 月1日（木）〜 10 月31日（土）
日時：2015 年 10 月 3 日（ 土 ）
場所：佐賀商工ビル
主催：佐賀県国際交流協会
協力：EUIJ 九州

●ボーダースタディーズ福岡シンポジウム

"Contesting Territory - Sovereignty, Tourism and
Aesthetics"
日時：2015 年 11 月 23 日（ 月祝 ）13：00 − 18：30
場所：九州大学箱崎キャンパス国際ホール

今後のイベント・プログラム
アジア太平洋地域 EU センター合同大学院生ワークショップ＠タイ チュ
ラロンコン大学
2016 年 1 月 20 日（ 水 ）〜22 日（ 金 ）

アジア太平洋地域 EU センター研究者ラウンドテーブル in マカオ
2016 年 1 月 24 日（ 日 ）〜26 日（ 火 ）

EUIJ 九州フォーラム「 求められるグローバル人材像とは 」
2016 年 2 月 19 日（ 金 ）＠アクロス福岡 606 会議室

福岡で楽しむ EU
2016 年 2 月 22 日（ 月 ）＠西鉄グランドホテル

EUIJ 九州 EU 研修旅行 2016（ 9 泊 11 日 ）

of EUIJ-Kyushu, gave a mini lecture about the history
and the structure of the EU. In addition, Mr Oscar
Carrasco Quintana, CSPA Programme, Graduate
School of Law, Kyushu University, from Spain, asked
questions in English and Japanese to the audience.
About 50 high school students participated. Some
students commented that, "I learned much about the
EU in connection with what I am learning at school

regularly", "I really want to go to study abroad". It
seemed they enjoyed learning about the EU and felt a
connection to the EU.
At the question session, when the Spanish conversation
lesson by Mr Oscar began, high school students
were listening to the unfamiliar language with great
interest. It was filled with excitement, and also with an
enthusiasm to learn the new language.

主催：九州大学アジア太平洋未来研究センター（ CAFS ）、
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター（ SRC ）
協力：EUIJ 九州

cultivate our better understandings of international
exchange/relations, international understanding and
multicultural coexistence. *2015 Saga International
Festa Month: Thu. 1st October - Sat. 31st October, 2015
Date: Sat. 3 October, 2015
Venue: Saga-shoko building
Organized by SPIRA (Saga Prefecture International
Relations Association)
Supported by EUIJ-Kyushu

● 放送大学公開講演会

日時：2016 年 1 月 17 日（ 日 ）13：30 − 15：00
場所：放送大学福岡学習センター
講演者：八谷まち子（ EUIJ 九州代表 ）
テーマ：EU へ向かう難民と EU の限界
後援：EUIJ 九州

Events EUIJ-Kyushu cooperated and supported
● The 3rd Asia-Pacific Border Studies Seminar:
Lessons from European and Central Asian
borders for Asia-Pacific Future Studies
Date: Sun. 9 August, 2015, 14:00-18：00
Venue: 21 Century Plaza I, Hakozaki Campus,
Kyushu University
Hosted by CAFS (Center for Asia-Pacific Future
Studies, Kyushu University), UBRJ (Eurasia Unit for
Border Research, Japan)
Cooperated by EUIJ-Kyushu
● Panel Exhibition at Saga International Festa
SPIRA (Saga Prefecture International Relations
Association) organized the festival that all Saga
citizens can participate. The purpose of this was to
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 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

● Border Studies Symposium in Fukuoka,
"Contesting Territory - Sovereignty, Tourism
and Aesthetics"
Date: Mon. 23 November, 2015, 13：00-18：30
Venue: International Hall, Hakozaki Campus,
Kyushu University
Organized by CAFS (Center for Asia-Pacific Future
Studies, Kyushu University), SRC (The SlavicEurasian Research Center, Hokkaido University)
Cooperated by EUIJ-Kyushu
● The Open University of Japan Special Lecture
Date: Sun. 17 January, 2016, 13：30-15：00
Venue: The Open University of Japan Fukuoka
Learning Center
Speaker: Machiko Hachiya (Director, EUIJ-Kyushu)
Theme: "Asylum Seekers Heading for the European
Union"
Supported by EUIJ-Kyushu

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

2016 年 2 月 29 日（ 月 ）〜3 月 10 日（ 木 ）

EUIJ 九州 EU 研修旅行 2016 報告会
2016 年 3 月 24 日（ 木 ）＠アクロス福岡こくさいひろば

Upcoming EUIJ-Kyushu Events and Programmes
2016 Asia-Pacific Graduate Research Workshop at
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

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。

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

Date: 20 - 22 January, 2016

2016 EU Centre’s Asia Pacific Researcher Workshop in
Macau
Date: 24 - 26 January, 2016

EUIJ-Kyushu Forum "The Concept of Global Human
Resources"
Date: 19 February, 2016 at ACROS Fukuoka

Enjoy the EU in Fukuoka

Date: 22 February 2016 at Nishitetsu Grand Hotel

EUIJ-Kyushu EU Study Tour (9 nights and 11 days)
From 29 February to 10 March, 2016

Debriefing Session for the EU Study Tour 2016
Date: 24 March 2016 at ACROS Fukuoka Kokusaihiroba

6

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

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