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駐日欧州連合代表部フランチェスコ・フィニ公使 特別講演        

Special Lecture by Mr Francesco Fini, “The European 

Union, and EU-Japan Relations” 

2018年11月7日（水）、JMCoE九州EUイン

フォメーションイベント／九州大学経済学府

経済分析系リサーチワークショップ関連セミ

ナーとして、駐日欧州連合代表部よりフラン

チェスコ・フィニ公使をお迎えし、特別講演

「The European Union, and EU-Japan Rela-

tions」が行われました。 

本講演は、経済学部開講科目「国際経済学

I」の授業の一環として、担当の清水一史教

授（経済学研究院）による協力のもと開催さ

れ、九州大学学生・研究者のみならず一般

参加者にも公開し、九州大学伊都キャンパ

スイーストゾーン大講義室II

に約250名の聴衆が集まり

ました。 (記事詳細は5ペー

ジ） 

On Wednesday, 7 Novem-
ber 2018, a special lecture 
titled “The European Un-
ion, and EU-Japan Rela-
tions” delivered by Mr 
Francesco Fini, Minister, 
Deputy Head of delega-
tion, Delegation of the EU 
to Japan , was held as a 
joint EU Information Event 
and Kyushu University 
Faculty of Economics re-

search workshop for the Economics Analysis course. (Continue to page 5) 

JMCoE-Q 
NEWSLETTER Vol.9 and Vol.10, 2019.3 

Published by Kyushu University EU Centre 
ジャンモネCoE九州 ニュースレター   

発⾏︓九州⼤学ＥＵセンター 

フィニ公使の来校を歓迎しＥＵ旗を振る学生 / The students waved the EU flag all 
together, in honor of welcoming Mr Francesco Fini on his visit to Kyushu University.  

講師の駐日欧州連合代表部公使フランチェスコ・フィニ氏 

Mr Francesco Fini, Minister, Deputy Head of delegation,  



 

 

EU研修旅行 2018 / EU Study Tour 2018 

2019年2月24日（日）から3月6日（水）（9泊11日）、JMCoE-Qプ

ログラムでは初となるEU研修旅行を実施しました。九州大学の

9名の学生がベルギー、オランダ、ルクセンブルクを訪れ、EU
機関の訪問、海外で働く日本人現地駐在員とのセッション、ベ

ルギーゲント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。なお、参加者のうち、GPAなどの支

給要件を満たした7名について、EU研修旅行奨学金として5万

円が支給されました。引率者として法学研究院ヤール・ヤコブ

助教が同行し、また旅行会社添乗員も全行程同行し、安全な

旅行に配慮しました。 

事前に実施した2回（1月、2月に各1回）の説明会では、渡航に

関する安全情報の説明と、グループ発表のテーマ決定や資料

準備、プレ発表を段階的に行いました。また、事前学習として

EU機関の組織や歴史、訪問各国の

情勢などに関して、EUセンターアド

バイザーの八谷まち子氏から特別

講義（英語）を受けました。 

一行は、現地到着の翌日からブ

リュッセルの欧州議会、JETROブ

リュッセル、欧州委員会、EACEA
（欧州教育・視聴覚・文化執行機関）

を訪れました。翌週にはルクセンブ

ルクの欧州投資銀行を訪れました。

それぞれの訪問先では、担当者か

ら英語で説明を受け、実際に会議が

行われる場所や議会内部などを見学しました。現地の雰囲気

を体感し、EU機関がEU行政において果たしている役割につい

ての理解を深めました。 

ベルギーのゲント大学では、様々な学生交流プログラムを実施

しました。現地学生とワークショップやシティツアーに参加し、実

際の授業に参加してディスカッションを行いました。英語でのグ

ループ発表では、日本の伝統文化や食文化、九州大学の取組

紹介やスポーツについてなど、多様なテーマについてグループ

プレゼンテーションを行いました。また現地で日本語を学ぶヨー

ロッパの学生が日本語で発表を行う時間もあり、双方にとって

大変有益なプログラムとなりました。 

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。」「現地大学生の日本に対する興味の深さと知識

の豊富さ、学習意欲の高さに感心した。」など感想が寄せられ、

大変印象に残るプログラムとなりました。 

 帰国後、3月15日（金）九州大学SALC（Self-Access Learning 
Center）協力のもと、同会場にて研修旅行報告会を開催しまし

た。帰国後間もない参加学生たちは現地での成果について、ス

ライドを使って熱く語りました。また報告用に作成したポスター

は、4月中旬頃までSALCに展示しています。 

また、学生発表終了後、今回の研修

旅行の効果的なフォローアップを兼ね

て、外務省講演「日本と欧州連合との

経済連携協定（日EU・EPA）」を開催

いたしました。一般参加可能なセミ

ナーとして開催されました。講師には

齋藤雅明氏（外務省経済局国際経済

課欧州連合経済室首席事務官）をお

迎えして、日EU・EPA（Economic 
Partnership Agreement）と英国のEU
離脱を中心にお話いただきました。

ちょうど3月29日の離脱協定の合意期

限を目前に控えた揺れ動く時期と重なり、質疑応答が次々にあ

がり大変活発な講演会となりました。 

 

今回のJMCoE-Q EU研修旅行の計画・実施にあたり、各見学先で関わってく

ださった諸先生方、関係者の皆様に、あらためて深く感謝申し上げます。

ゲント大学学生交流プログラムでは、プログラムの計画から連絡調整など

すべてにおいてMarlies Holvoet （ゲント大学言語文化学科助手）さんに

ご尽力いただきました。ゲント大学日本友の会のみなさまの現地での熱烈

歓迎と手厚いご支援に心より御礼を申し上げます。JETROブリュッセルの皆

様には見学を受け入れてくださり感謝申し上げます。EACEA訪問に際し、

JMCoEプロジェクト担当者のFabienne 

Alexandreさん（欧州教育・視聴覚・文化

執行機関、ジャンモネ・プロジェクト・

オフィサー）には、ご多忙にもかかわら

ず寛大なご対応をいただき誠にありがと

うございました。 

関係者の皆様、大変お世話になりまし

た。心より感謝申し上げます。 

*次回のEU研修旅行の実施予定は未定です。  

詳細はホームページで確認ください。   

http://eu.kyushu-u.ac.jp/indexjp.html 
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欧州議会での集合写真/Group Photo at European Parliament 

「EU研修旅行報告会」＆「外務省講演／日本と欧州連

合との経済連携協定（日EU・EPA）」 
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「EU研修旅行報告会」＆「外務省講演／日本と欧州連合との経済連携協定（日EU・EPA）」   

”EU Study Tour Debriefing Session” and “MoFA Lecture on Japan-EU EPA” 

外務省講師の齋藤雅明氏/Mr Masaaki Saito, Lecturer from MoFA 

（イベントの様子/Debriefing Session & Lecture） 



 

 

The EU Study Tour was conducted from 24 February to 6 
March 2019 (a nine-night and eleven-day schedule) for the 
first time in the JMCoE-Q project. Nine students from Kyushu 
University were selected and visited EU nations including 
Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. They all came 
back with numerous wonderful experiences they had gained 
from visits to various EU institutions, a session with a Japa-
nese businessperson working in Europe, and by participat-
ing in exchange programs with local universities. 50,000 yen 
was provided to the selected participants who met the re-
quirements of the EU Study Tour Scholarship. Assistant Pro-
fessor Jal Jacob of the Faculty of Law at Kyushu University 
was an escorting teacher, and a travel agent attendant also 
accompanied the group during the entire itinerary to ensure a 
safe travel. 

In the two preliminary sessions, conducted in January and 
February, travel abroad information was provided, and the 
students prepared for their group presentation in English, 
deciding the theme and creating presentation materials. They 
also received a lecture in English about the organization and 
history of the EU, as well as learning about the situation of 
each country to be visited from Ms Hachiya, Advisor to Kyu-
shu University EU Centre, as part of the orientation learning. 

The group visited the European Parliament, JETRO Brussels, 
the European Commission, and EACEA (European Educa-
tion, Audiovisual and Cultural Enforcement Organization) 
starting from the day after arrival. Over the next week, they 
also visited the European Investment Bank in Luxembourg. 
They received lectures at these institutions in English and 
viewed places where meetings and trials are held. They deep-
ened their understanding regarding tasks that the EU institu-
tions carry out in the EU administration by experiencing the 
actual atmosphere. 

At Ghent University  in Belgium, various exchange pro-
grammes were implemented. They participated in workshops 
and city tours with local students of “Nihon-Tomo-no-kai”, 

which is a friendship association composed of students who 
are keenly interested in Japan, and joined in classes and dis-
cussions. In the group presentations in English, they made a 
presentation on a variety of themes, such as Japanese tradi-
tional culture and food culture, Kyushu University's challeng-
es and student activities and sports, among others. In addi-
tion, European students who are studying Japanese gave a 
presentation in Japanese, which was a very useful programme 
for both groups of students. The students commented that "It 
became a precious memory to get to know and talk with 
many people." "I was impressed by the depth of interest, 
abundance of knowledge and high motivation for learning 
that the local university students have." This programme 
made the biggest impression on the participants. 

After returning to Japan, a debriefing session was held at 
Kyushu University SALC (Self-access Learning Centre) on 15 
March 2019. They reported actively about the fruitful 
knowledge and experiences they had gained through this 
tour. The report posters will be displayed in Kyushu Univer-
sity SALC until the middle of April 2019.  

After the debriefing session, the Ministry of Foreign Affairs 
lecture on “Japan-EU, EPA (Economic Partnership Agree-
ment)” was held aiming at an effective follow-up for those 
students. It was held as a seminar open to the general public. 
The lecturer was Mr Masaaki Saito (Principal Deputy Direc-
tor, European Union Economic Affairs Division, Economic 
Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs). The question and 
answer session was very active since it overlapped with the 
unstable period just before the deadline of the agreement of 
the March 29 withdrawal agreement. 

This year’s EU Study Tour was a success thanks to so many 
people’s warm support and the sincere cooperation by those 
who were involved. In particular, from the Ghent University 
Student Exchange Program, Ms Marlies Holvoet (Assistant 
Japanese Language & Culture, Department of Languages and 
Cultures, Ghent University) made a huge effort planning, 
arranging, and coordinating the programme. We would like 
to express our heartfelt gratitude to the enthusiastic welcome 
and generous support of the members at Nihon Tomo no kai. 
We would like to thank all the related people at JETRO Brus-
sels for their acceptance of our visit. Also, we would like to 
thank Ms Fabienne Alexandre, JMCoE project manager at 
EACEA, for her generous re-
ception. We would like to 
express our sincere gratitude 
to all those who participated 
in and contributed to the 
JMCoE-Q EU Study Tour in 
2019.  

*The next EU Study Tour is undecided. 
Please visit our website for details.   
http://eu.kyushu-u.ac.jp/index.html 
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欧州投資銀行での集合写真／Group Photo at European Investment bank  

EU Study Tour 2018 
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 (1ページ

目からの

続き） 

講演の冒

頭では、九

州大学EU
センター長

の岩田健

治教授（経

済学研究

院）より

挨拶が行

われまし

た。フィニ公使の本学来訪に歓迎の意を表して、合図にあわせて大

勢の聴衆がそれぞれ手にしたＥＵ旗を一斉にふると、会場は一気に

歓迎ムードに包まれました。 

講義は英語で行われ、ＥＵとは何か、グローバルアクターとしてのＥ

Ｕ、日ＥＵ関係についてなど、大変幅広い分野に渡りわかりやすくお

話いただきました。平和構築を掲げ、「多様性の中の統合」をモッ

トーとしていること、環境やエネルギー問題、移民問題などへの取り

組みについても触れました。また、Brexit、日EU経済連携協定

（EPA）、日EU戦略的パートナーシップ協定（SPA）など、EUをとりま

く現在の情勢について話が及ぶと、会場の学生は興味深く熱心に聞

き入っていました。 

講義終了後は、日ＥＵ関係について活発な質疑応答が行われ、フィ

ニ公使はひとつひとつ丁寧にお答えくださいました。講演時間が過

ぎた後も直接質問する学生らに囲まれながら、熱冷めやらぬ会場を

あとにしました。 

続いて、会場を移して昼食をとりながら和やかなムードの中、九州大

学のＥＵ関連研究者との間で意見交換会が行われました。その後、

フィニ公使一行は、次の訪問地である福岡県庁へ出発されました。  

(Continued from page 1) The special lecture was held in English 
as one of the regular lectures of “International Economics I”, 
under the cooperation of Prof. Kazushi Shimizu, Faculty of 
Economics, who is in charge of the class. An audience of ap-
proximately 250, including Kyushu University students and 
researchers and the general public, gathered at Lecture Room II 
in the East Zone of Ito Campus, Kyushu University. 

At the beginning of the lecture, a greeting was offered by Prof. 
Kenji Iwata, Director of Kyushu University EU Centre. The 
audience waved the EU flag all together, in honor of welcoming 
Mr Francesco Fini on his visit to Kyushu University. The venue 
was filled with a most welcoming mood. 

The lecture was given in English. He talked about a wide range 
of fields, including ‘what is the EU’, ’the EU as a Global Actor’, 
and ‘the EU and Japan’. He also discussed the EU's motto of 
‘Unity in Diversity’ and peacebuilding, as well as the challenges 
of the environment, energy issues, and immigration problems. 
As he talked about the current situation surrounding the EU, 
including Brexit, Japan-EU EPA (Economic Partnership Agree-
ment) and SPA (Strategic Partnership Agreement), the students 
listened to his presentation intently and enthusiastically. 

After the lecture, an active question and answer session was 
held about EU-Japan relations. Mr Fini carefully and kindly 
answered each question one by one. He left the lecture hall still 
filled with excitement. Following the lecture, the venue moved 
to a restaurant, where an exchange meeting was held with EU-
related researchers from Kyushu University in a peaceful and 
casual mood. After that, the group and Mr Fini departed for the 
Fukuoka Prefectural Government Office, which was the next 
stop on his visit. 

岩田EUセンター長とフランチェスコ・フィニ公使／    
Director Iwata and Mr Francesco Fini 

市民講座2018 『模索するEU』  
Extension Lecture Series 2018: “EU in the Search of Solidarity”  

2018年10月11日（木）～11月1日（木）毎週木曜日全4回シリーズ、JR 
博多シティ会議室10 階にて九州大学EUセンター（ジャンモネCoE九

州）市民講座「模索するEU／EU in the Search of Solidarity」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、さまざまな

テーマを取り上げて開催してきた九州大学EUセンター主催の市民講

座は、本年はジャンモネCoE九州として2回目の開催となりました。 

EU(欧州連合)は、ユーロ危機や難民問題など種々の困難に直面し、

英国のEU離脱に象徴される反EUや反ユーロの声も一部の構成国で

大きくなりつつあります。欧州統合は、戦後60年に及ぶ前例のない歴

史的実験です。これまでは危機に直面するたびに、統合を深化させる

ことでそれを克服してきました。現在EUが直面している諸課題も、統

合の深化によって乗り越えることができるのでしょうか？2018年度の

九州大学EUセンターの市民講座では、EUが直面する内政（ユーロ・

イタリア・中東欧）および外交の諸問題についてとりあげ、統合のあり

方を模索するEUの実像について考察しました。 

講師陣には九州大学はじめ他大学のEU専門家をお迎えし、のべ約

200名の市民の方々にご参加いただきました。（次ページに続く） 

<第1回>10月11日（木）岩田 健治（九州大学）「ユーロの理想と現実」 

<第2回>10月18日（木）八谷 まち子（九州大学ＥＵセンターアドバイ

ザー）「EUの外交政策」 

<第3回>10月25日（木）鈴木 桂樹（熊本大学）「欧州統合のなかのイタリ

ア政治」 

<第4回>11月1日（木）コンペル ラドミール（長崎大学）「ヴィシェグ

ラードグループと欧州統合の「苦悩」」   

ＥUインフォメーションイベント / EU Information Event  
駐日欧州連合代表部フランチェスコ・フィニ公使による特別講演 
Special Lecture by Mr Francesco Fini, Minister, Deputy Head of Delegation, Delegation of the EU to Japan 

(1ページ目関連記事） 



 

 

２０１９年２月８日（金）西鉄グランドホテル２Ｆ「鳳凰の間」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、福岡EU協会会

員、一般参加者など約200名が来場しました。 

今回10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、九州大学EUセンター（ジャン

モネCoE九州）のほかに、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、（一社）福岡デンマーク協

会、福岡日仏協会の様々なEU関連団体が参加しました。駐日欧州連

合代表部の後援により開催されました。 

EUセンターからは、岩田健治センター長、八谷まち子アドバイザー、ま

たクリスマスイベントで母国紹介を発表してくれた留学生4名のうち2名も

参加しました。 

各EU関連団体に設けられたブースでは、活動内容を紹介するパンフ

レットを配布したり、来場者は思い思いに興味のあるブースを訪れ大変

賑わいを見せていました。ヴァイオリン、チェロ、ピアノによる生演奏を楽

しみながら、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。 

An event titled "Enjoy the EU in Fukuoka" arranged by the Fukuo-
ka EU Association, marking the 10th time it has been thus organ-
ised, was held on 8 February 2019 at the Houou Room of the 
Nishitetsu Grand Hotel.  (Continue to the next page) 
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EUセンターからの参加者と久保千春九州大学総長/Dr Chiharu Kubo, the Presi-
dent of Kyushu University, and EU Centre’s Participants 

第10回「福岡で楽しむEU」 / Enjoy the EU in Fukuoka 

(Continued from p.5) Kyushu University EU Centre (JMCoE-Q) 
Extension Lecture Series 2018 titled "EU in the Search of Solidarity” 
took place at the JR Hakata City Conference Room. It was com-
posed of four lectures on four consecutive Thursdays from 11 Octo-
ber to 1 November 2018.  

This extension lecture series is provided for the general public in 
order to reach out to wider groups of citizens to promote a public 
understanding about the EU in general by taking up various 
themes. This year was the second time it was organized by JMCoE-

Q. 

The EU (European Union) is facing various difficulties such as the 
euro crisis and refugee issue, while voices of the anti-EU and anti-
euro as symbolized by the UK's withdrawal from the EU are be-
coming louder in some member countries. European integration is 
an unprecedented historical experiment that spans 60 years follow-
ing the war. So far, every time we have faced a crisis, we have over-
come it by deepening the integration. Can the various issues which 
the EU is facing at present be overcome by continuing to deepen 
integration? In the Kyushu University EU Centre Extension Lecture 
Series in 2018, we dealt with domestic affairs concerning the euro, 
Italy, Central and Eastern Eu-
rope, and foreign affairs that 
the EU faces. We approached 
the real image of the EU in 
search of a way for integration. 

We welcomed four different 
specialists related to the EU as 
lecturers, not only from Kyushu 
University but from other uni-
versities. In total, around 200 
people participated through the 
four parts of the series. 

市民講座の講師陣。左上:岩田健治氏、右上:鈴木桂樹氏、左下:八谷まち子氏、右下:コンペル・

ラドミール氏／Speakers (Top left: Prof. Kenji Iwata, Top right: Prof. Keiju Suzuki, Bottom left: 
Ms Machiko Hachiya, Bottom right: Prof. Compel Radomir  

FIRST: 11 October 2018, Prof. Kenji Iwata (Kyushu University): “Ideals 
and Reality for the Euro” 

SECOND: 18 October 2018, Ms Machiko Hachiya (Kyushu University 

EU Centre Advisor): “Diploma c Policy of the EU” 

THIRD: 25 October 2018, Prof. Keiju Suzuki  (Kumamoto University): 

“Italian Poli cs in the European Integra on” 

FOURTH: 1 November 2018, Prof. Compel Radomir (Nagasaki Uni-

versity): “‘Anguish’ of the Visegrád Group and European Integra on”  
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2018年12
月15日

（土）アクロ

ス福岡こく

さいひろば

において、

EU諸国出

身の留学

生が母国

のクリス

マスの様

子や習

慣、日本

との違い

などを紹

介し、その国々について理解を深めていただくイベント「EUのクリ

スマス」が、福岡EU協会と九州大学EUセンター（ジャンモネCoE九

州）の共催でおこなわれました。今年はチェコとドイツ、フランスの3
カ国から4名の留学生が発表しました。約50名の一般参加者が集

まりました。九州大学EUセンターアドバイザーの八谷まち子氏の

英日逐次通訳のもと、学生らは英語で発表しました。 

チェコ出身のティルマン・ウルリカさん（九州大学法学部交換留学

生）は、クリスマスまでの期間に日数を数えるために使用される「ア

ドベントカレンダー」を紹介しました。ドイツ出身のシューマ・タン

ニャーソフィアさん（九州大学法学部交換留学生）は、クリスマスの

特別な料理や、Bescherung（ベシェールング）と呼ばれる子供たち

が楽しみにしているプレゼント交換について紹介してくれました。 

フランスからはセニョヴェール・アンナさん（九州大学法学部交換留

学生）、カロー ロマン ピエール シャルルさん（九州大学法学部交

換留学生）の2名が発表しました。フランスの食文化や各地域の伝

統行事についても紹介しました。12月24日から25日の夜に灯され

るアキテーヌ地方のかがり火は無形文化財に指定されています。 

また、発表者の出身国にちなんだお菓子セットを抽選で５名の方に

お持ち帰りいただきました。また、交流会では、クリスマスらしいお

菓子と紅茶が提供され、参加者と発表者の交流をおこないました。

とても和やかな雰囲気の中で終了しました。  

"Christmas in the EU", an event co‐organised by the Fukuoka 

EU Association and Kyu-
shu University EU Centre 
(JMCoE-Q), was held on 
Saturday, 15 December 
2018 at Kokusaihiroba in 
ACROS Fukuoka. At the 
event, international 
students from EU  

member countries introduced how the Christmas season is 
celebrated in their home countries and about festivities and 
customs peculiar to each country. Approximately 50 partici-
pants gathered. This year, four speakers from three different 
nations—Czech Republic, Germany, and France—gave 
presentations. The presentations were conducted in English 
with consecutive interpretation provided by Ms Machiko Ha-
chiya, Advisor to Kyushu University EU Centre. 

Ms Ulrika Tillmann (exchange student at the School of Law, 
Kyushu University) from Czech Republic introduced the 
"Advent Calendar" used to count down the number of days 
until Christmas.  

Ms Tanja-Sophia Schirmer (exchange student at the School of 
Law, Kyushu University) from Germany introduced a special 
dish for Christmas and a gift exchange called “Bescherung” 
which children especially look forward to.  

Two students from France, Ms Anna Seignovert and Mr Ro-
main Pierre Charles Callaud (both exchange students at the 
School of Law, Kyushu University), talked about French food 
culture specific to Christmas Day and also introduced tradi-
tional events in different regions of France. “La bûche à bruler 
dans sa cheminée” is a bonfire lit from 24 to 25 December in 
the Aquitaine region which is designated as one of the intangi-
ble cultural properties.  

After the presentations, a lottery drawing was held, and five 
of the participants won a set of sweets from the presenting 
countries. At the exchange party, everyone enjoyed conversa-
tion time with delicious tea and sweets in a festive mood. It 
ended in a very peaceful atmosphere. 

EUのクリスマス /  Christmas in the EU 

EUのお菓子 / Sweets from the EU Counties  

くじを引く登壇者（右から:通訳者八谷まち子EUセンターア

ドバイザー、ティルマン・ウルリカさん、カロー ロマン ピ

エール シャルルさん、シューマ・タンニャーソフィアさん、

セニョヴェール・アンナさん）/ Speakers draw lottery (from 
right: Ms Machiko Hachiya, Kyushu University EU Centre Advi-

sor, translator, Ms Ulrika Tillmann, Mr Romain Pierre Charles 
Callaud,  Ms Tanja-Sophia Schirmer , Ms Anna Seignovert   

Approximately 200 people 
including Fukuoka EU 
Association members and 
the general public attend-
ed.  

Under the theme of "Music, 
Food, Wine, and the EU", 
seven various associations, 

most of them EU‐related friendship associations and societies, 
took part as exhibitors and presented their recent activities to the 
participants with a keen interest in the EU and Europe. This 
event was supported by the Delegation of the EU to Japan.  

Prof. Kenji Iwata, Director of Kyushu University EU Centre, and 
Ms Machiko Hachiya, Advisor to Kyushu University EU Centre, 
along with two participating international students from Kyushu 
University who gave presentations at the Christmas event took 
part on behalf of the EU Centre. 

The EU Centre introduced our organization and its activities to 
the guests. Guests enjoyed the delicious food and wine from the 
different countries at the event. Participants visited each exhibi-
tion booth of the EU‐related associations, and pamphlets were 
also distributed. As everyone enjoyed the live music of violin, 
cello, and piano, it became a moment in which we could feel the 
different cultures and attractiveness of the EU in a very friendly 
atmosphere. 



 

 

2019年1月10日（木）、九州大学伊都キャンパスイースト1号館１階E-B
-112講義室において、九州大学法学部・経済学部共催、九州大学EU
センター（ジャンモネCoE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課長の田口精一郎氏を迎え、学生、一

般合わせて約60名の参加者が集まり、大変熱心に耳を傾けました。 

講義では、「EUの変容と日本の対応」と題して、日EU戦略的パート

ナーシップ協定（SPA）を中心に、欧州連合（EU）の概要、イギリスの

EU離脱問題、EUの移民、難民問題についてのなど、EC時代と現在

の比較なども含め、大変わかりやすく説明頂きました。 

また、日EU戦略的パートナーシップ協定（SPA）について、実際に担

当している外務省欧州局政策課長というお立場から、外交交渉の最

前線である現場でのお話を多く交えて解説頂きました。SPAを踏まえ

て、今後、日EU間の協力関係は飛躍的に発展する可能性があると述

べました。 

講義の後は、「外務省キャリアガイダンス」として、田口氏を囲んで

ざっくばらんに座談会形式で話しました。外交官としてのこれまでの経

験や、外務省での仕事の魅力について、またはじめての駐在経験

や、ご自身の言語習得に至る経験談など、日頃はなかなか聞けない

貴重なお話を聞かせて頂きました。2018年４月に新設されたばかりの

学部国際コース所属の学生などから質問があがり、田口氏は学生に

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 10 January 2019, the Jean Monnet Seminar Series, MOFA 
Diplomacy Lecture was held in the E-B-112 Lecture Room, East 
Zone I at Ito Campus of Kyushu University, co-organized by the 

Faculty  of  Law and 
the  Faculty  of  Eco-
nomics  of  Kyushu 
University.  Mr 
Seiichiro 
Taguchi, European Policy Division, European Affairs Bureau, 
Ministry of Foreign Affairs of Japan, was received as the lecturer 
and around 60 participants including students and the general 
public gathered and listened ardently. 

The lecture was titled "Transformation of the EU and Japan's 
Response",  focusing  on  the  EU-Japan  Strategic  Partnership 
Agreement (SPA). Mr Taguchi gave an overview of the EU and 
talked about the UK's withdrawal from the EU and migration 
and refugee issues in the EU, including a comparison between 
the EC era and the present. 

He  also  commented  on  the  Japan-EU  Strategic  Partnership 
Agreement (SPA), saying that from the viewpoint of the policy 
director of the Ministry of Foreign Affairs, there is a possibility 
that  the  EU-Japan 
cooperation  rela-
tionship will devel-
op dramatically. He 
went  on  to  share 
many  stories  from 
the frontline of dip-
lomatic  negotia-
tions.  (Continue  to 
the next page) 
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座談会の様子/Table talk in Career Guidance 

ジャンモネ・セミナーシリーズ 外務省外交講座 /  
Jean Monnet Seminar Series, MOFA Diplomacy Lecture 

講師の田口精一郎氏/Mr Seiichiro Taguchi, Lecturer 

ジャンモネ・セミナーシリーズ （研究会） 
“EU Sanctions against Russia: Internal Unity and Transatlantic Solidarity”  

2018年12月2日（日）午後2時30分より、日本学術振興会外国人特別研

究員Maria Shagina（マリア・シャギーナ）さんを報告者に迎えて、長崎

大学多文化社会学部の後援により、JMセミナーが初めて長崎市で開

催されました。「EUの対ロシア制裁」というタイトルで、「制裁」の一般的

要素を整理しEUの政策が検証された。加えて、EUと日本の対ロシア

制裁の比較への言及があり、興味深かったです。討論者として登壇し

たロシア政治の専門家であり、北海道大学と九州大学とのクロスアポ

イント教員である岩下明裕教授が、「制裁」分析における構造的アプ

ローチの重要性を指摘し、対EUと対日本ではロシアの視点が異なるこ

とをコメントしました。中身の濃い討論であり聴衆が少なかったことが残

念でしたが、その結果としてフロアと共に自由で闊達な議論が可能とな

りました。 

本セミナーの開催にあたっては、長崎大学多文化社会学部のご理解と

同学部助教リャイリヤ・ヌルガリエヴァさんの卓越したサポートを提供い

ただきました。厚く御礼を申し上げます。（文責：八谷まち子） 

A Jean Monnet Seminar was organized with a JSPS post-doctoral 
fellow, Dr Maria Shagina as a speaker and Dr Akihiro Iwashita, 
Professor in the Faculty of Law at Kyushu University, as a com-
mentator on Sunday, 2 December 2018. Dr Shagina presented her 
current research titled “EU Sanctions against Russia: Internal Uni-

ty and Transatlantic Solidarity”. This seminar took place at Naga-
saki University in Nagasaki City, which was the first time a 
JMCoE seminar was held there.   

In her presentation, Dr Shagina first explained the characteristics 
of sanctions in general, such as the functions, effectiveness, legiti-
macy, means and objectives, then moved on to a case study about 
EU sanctions against Russia. She points out the importance of 
some “room” for possible improvement not to enhance conflicts 
when sanctions are applied. She also compared the means and 
approaches of sanctions between the EU and Japan against Russia. 

Prof Iwashita, a renowned Russian specialist, emphasized the 
importance of a structural approach for sanction analysis. He also 
pointed out some differences in the Russian view toward Japan 
and Europe, which reflect the history of bi-lateral relationships.   

The audience was rather small, which consequently enabled a 
relaxed but active Q&A session.  

Last, but not least, very special thanks should go to Dr Lyailya 
Nurgaliyeva and the School of Global Humanities and Social Sci-
ences at Nagasaki University. Without their efficient and generous 
cooperation, this seminar in Nagasaki would not have been possi-
ble.  (By Machiko Hachiya) 



 

 

マレーシア・マラヤ大学JMCoEからの訪問 /  Visit from Jean Monnet Centre 
of Excellence at the Asia-Europe Institute, University of Malaya  

2018年11月26日（月）、マレーシアのマラヤ大学アジアヨーロッパイン

スティテュートから、代表のアジラ ハシム教授が九州大学ＥＵセンター

（JMCoE-Q）を訪れました。九州大学側からは岩田健治教授（EUセン

ター長）が今回の訪問をあたたかく迎えました。 

岩田教授は移転完了したばかりの九州大学新伊都キャンパスの内部

をご紹介しながら緑豊かなキャンパスを見学案内しました。 

マラヤ大学アジアヨーロッパインスティテュートでは、ジャンモネCoEプ

ログラムを運営しています。会議では、それぞれが抱える課題や現状

について、またアジアの中のジャンモネセンターとしての運営や今後

の展望などについて、意見交換ならびに情報共有をおこないました。

また、九州大学が実施する学部横断型の学際的プログラムEU-DPs
について紹介すると、ハシム教授は非常に高い関心を示していまし

た。 

岩田教授はマレーシアという遠路からの友好訪問に心からの感謝の

意を表しました。今後のさらなる交流発展の足掛かりとなる有意義な

会議となりました。 

On 26 November 2018, Prof. Dr. Azirah Hashim, Director of the 
Asia-Europe Institute, Executive Director, Asia-Europe Institute 
(AEI), visited Kyushu University EU Centre (JMCoE-Q). From 
Kyushu University, Prof. Kenji Iwata, Director of Kyushu Univer-
sity EU Centre, extended a warm welcome to the delegation all 
the way from Malaysia. 

Prof. Iwata introduced the lush green campus as well as the in-
side of the new Kyushu University Ito Campus, which has just 

completed its relocation. They observed a campus with its abun-
dant natural surroundings.  

The Asia-Europe Institute at the University of Malaya runs a Jean 
Monnet CoE Programme. At the meeting, they exchanged views 
and shared information on the issues and the current situation 
that each organization faces, as well as ideas on the management 
of Jean Monnet Centres of Excellence in Asia and the future pro-
spects. Also, while introducing the comprehensive interdiscipli-
nary program “EU Studies Diploma Programmes (EU-DPs)”, Dr. 
Hashim showed very strong interest.  

Finally, Prof. Iwata expressed his heartfelt gratitude for the 
friendship visit from Malaysia. It was a meaningful meeting that 
provided a possible foothold for a further exchange development 
in the future.  
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アジラ ハシム教授と岩田EUセンター長/Prof. Dr. Azirah Hashim and Prof. 
Iwata, Director of Kyushu University EU Centre 

In 1989, the Jean Monnet programme was launched to support 

academic research on European integration in its Member States. 

Thirty years on, the programme continues to fund teaching and 

research on EU policies and fosters dialogue between academics, 

decision makers and civil society actors around the world. 

The 30th anniversary of the Jean Monnet Actions in 2019 provides 

an opportunity to take stock of achievements but also to look 

into the future, and an opportunity to reflect on the present and 

the future of European integration. 

The Facebook group "JeanMonnet30 - 30th anniversary of the 

Jean Monnet Activities" offers a variety of information. EU re-

searchers and students, please join the group in this global Jean 

Monnet Community. 

EU加盟国におけるヨーロッパ統合に関する学術研究を支援するた

めに、1989年Jean Monnetプログラムが開始されました。30年経過

した現在も、このプログラムはEU政策に関する教育と研究に資金を

提供し続け、世界中の学者や政策立案者、市民社会関係者間の

対話を促進しています。 

2019年ジャンモネアクションの30周年では、これまでの成果を振り

返るだけでなく、将来を見据える機会を提供し、欧州統合の現在と

未来を振り返ります。 

フェイスブックグループ「JeanMonnet30 - 30th anniversary of the 

Jean Monnet Activities」

では様々な情報を提供

しています。 

EU研究者や学生の皆

様、この世界規模の

Jean Monnet 

Communityへどうぞ積

極的にご参加ください。 

(Continued from p.8) After the lecture, as a "Career Guidance of the 
Ministry of Foreign Affairs", the participants talked to each other 
frankly and with the lecturer in a table‐talk style. He shared 
valuable stories such as his experiences as a diplomat, the attrac-
tiveness of work in the Ministry of Foreign Affairs, his first expe-
rience in residence, and his experiences with language acquisi-

tion. Questions from students from the undergraduate interna-
tional course, which was newly established in April 2018, were 
raised, and Mr Taguchi answered the questions carefully one by 
one. 

It was a very meaningful opportunity for students hoping to 
work overseas or in the Ministry of Foreign Affairs in the future.   

 2019年はジャンモネ・アクティビティ30周年です 

 30th Anniversary of the Jean Monnet Ac vi es  
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JMCoE-Q 
ショートビジット支援金 
 
EU加盟国での短期留学（語学研

修、サマースクール等）の経験に

より、ＥＵ理解を深め、国際的視

野を持って将来の日欧友好関係の

発展に寄与する人材の育成を図る

ことを目的とし、該当プログラム

参加のため海外渡航する学生に対

して、渡航費、授業料（授業料の

納付を必要とする場合に限る）、

及び学研災付帯海外留学保険加入

料の一部を援助することを目的と

する。（一人当たり１４万円上

限） 

 

2018年12月に決定した奨学金の受

給者は以下の通りです。おめでと

うございます！ 

［ ］内は留学先大学、☆は次点採

用につき支給額7万円 

 

呉 順 

（総合理工学府）［オランダ、ア

イントホーフェン工科大学］ 

折田 浩太郎 

（経済学部）［スペイン、UNED 

University］ 

橋本 明佳 

（経済学府）［ドイツ、TANDEM 

München e.V］ 

☆ファティン ハズワニ ビンティ モ

ハマド アザハル 

（総合理工学府）［オランダ、ア

イントホーフェン工科大学］ 

☆森 祥航 

（工学部）［フランス、サン＝テ

ティエンヌ大学］ 

 

*次回の募集予定は未定です。詳細はホー

ムページで確認ください。 

http://eu.kyushu-u.ac.jp/indexjp.html 

 

 

2018年度後期 修了者数／ 
2018 Fall Semester Number of students completed the programme 

2018年度後期 リサーチペーパー優秀賞／ 
2018 Fall Semester Research Paper Award 

2018年度後期には81名（学部生50名、修士課程31名）の学生が登録していました。 また、2名の学部

学生、２名の修士課程学生が修了証を授与されました。                            

81 students (50 undergraduates, 31 graduates) enrolled in the Fall Semester of 2018.  Also, 2 
undergraduate students and 2 graduate students were awarded the Diploma in EU Studies  

2018年度後期のリサーチペーパー優秀賞（ヨーロッパ研究部門）には、橋本 明佳さん （九州大学経済

学府）1名の研究論文が選ばれました。おめでとうございます！                                

The EU-DPs has recognized an EU Research Award of Excellence from the 2018 Fall Semester 
research papers. Congratulations to Kyushu University graduate student, Ms Haruka Hashimo-
to of Graduate School of Economics.  

EU研究部門 EU Research Award （0名） 
 

なし／None 

ヨーロッパ研究部門 European Research Award （１名） 
  
橋本 明佳  Haruka Hashimoto 
（九州大学経済学府／Graduate School of Economics） 
のれんの評価に伴う会計問題 －日本、EU、米国の事例－ 
Amortization and Impairment of goodwill – The case of Japan, EU and the United States -  
  

リサーチペーパー優秀賞／Research Paper Award 

© European Union, 2018 

EU研究ディプロマプログラム  
EU Studies Diploma Programmes 
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JMCoE-Q 
Short Visit Scholarship 
 
 
The purpose of this scholarship is to 
support students during language 
study or other short‐term study 
programs within the EU. Through 
their study abroad experience, stu-
dents will broaden and deepen their 
understanding of the EU and its 
relationship to Japan and within the 
world and establish a commitment 
to continue developing strong and 
friendly ties between Japan and the 
EU into the future. (A maximum of 
140,000 yen per student shall be 
awarded.) 
 
Below is the list of recipients of the 
JMCoE‐Q Short Visit Scholarship 
selected in December 2018. Congrat-
ulations! 
［ ］=Destination, ☆=Runners-up 
(70,000 yen) 
 
Mr Wu Shun 
Interdisciplinary Graduate School of 
Engineering Sciences ［The Nether-
lands, Eindhoven University of 
Technology］ 

Mr Kotaro Orita 
School of Economics ［Spain, UNED 
University］ 

Ms Haruka Hashimoto 
Graduate School of Economics 
［Germany, TANDEM München 
e.V.］ 

☆Ms Fatin Hazwani Binti Moham-
ad Azahar 
Interdisciplinary Graduate School of 
Engineering Sciences, 
［The Netherlands, Eindhoven Uni-
versity of Technology］ 

☆Mr Yoshito Mori 
Engineering 
［France, Campus France (Le CILEC 
de Saint-Etienne）］ 

 

*The next call for applications is to be 
decided. Please visit our website for details. 
http://eu.kyushu-u.ac.jp/index.html 

 

EU-DPs修了者の声 ／ 
Voices from the EU-DPs Students who completed the programme  

 私はEU-DPs

の修士課程

コースを履修

しました。私

は現在、博士

後期課程の学生としてEU経済についての研

究をしていますが、振り返ると、EUについ

ての体系的な学習、研究を行う機会を提供

するプログラムであるEU-DPsは、非常に有

益なものでした。というのも、EU経済だけ

でなく、歴史や法律といった他学部の講義

も受講可能で、様々な視点からヨーロッパ

を勉強・理解する機会を、EU-DPsでは提供

してくれるからです。このような様々な視

点は、リサーチペーパーや修士論文を執筆

する際に大きな助けとなりました。また、

EUセンターではEU各国のクリスマスの様子

を紹介するイベントも開催しており、ヨー

ロッパ文化の理解を深める非常に良い機会

となっています。 

 また、今プログラム期間中に、私は 国際

会議 “Asia-Pacific EU Centres Graduate 

Students Conference”に参加し、英語での

報告を行いました。この会議は九州大学EU

センター主催で、中国、韓国、ニュージー

ランドなど環太平洋6か国の大学間ネット

ワークのもとで行われる、院生による研究

報告大会です。自らの研究が現状としてど

の水準にあるのかを試すことができ、研究

の課題も見つかるなど、この会議は私に

とって大いに有用な機会となりました。ま

た、この会議において、同世代の報告者に

よる研究に触れることができたことは、今

後研究を続けていく上で大きな刺激となり

ました。 

  EU研究を志す方も、またそうでない方

も、EUに少しでも興味があれば、EU-DPsを

受講してはいかがでしょうか。EU-DPsでの

経験は、研究の深化だけでなく、自身の成

長にも繋がるでしょう。 

松下 俊平 さん                                     

（2017年度後期 EU-DP大学院修士課程コース修了）  

プログラム修了時の所属：九州大学大学院経済学府修士課程  

2018年6月現在の所属：九州大学大学院経済学府博士後期課程 

     I completed the EU-DPs for gradu-

ate students, and now I am studying 

the EU economy as a doctoral course 

student. This program brought benefi-

cial experiences to my studies because 

the EU-DPs can provide us with oppor-

tunities to learn about the EU system-

atically. Through the program, we can 

receive not only lectures on economics 

in Europe but also those on history 

and law, so we can learn and under-

stand the EU from various angles. 

These angles were a great help to me 

when I wrote a master’s thesis and 

research paper for EU-DPs. Also, the 

Kyushu University EU Centre holds 

events such as Christmas in the EU, 

where we can deepen our understanding 

of European culture. 

     In addition, during my registra-

tion for EU-DPs, I took part in the 

“Asia-Pacific EU Centres Graduate 

Students Conference” (that was spon-

sored by Kyushu University EU Centre) 

and made a report in English. This 

conference was a great opportunity for 

me because I could test what level my 

research had reached and find its 

remaining issues. Also, graduate stu-

dents in pan-Pacific countries took 

part in this conference, and I met 

many researchers of the same genera-

tion, so I was inspired to make great-

er effort to study.  

      If you have any interest in the 

EU, I strongly recommend registering 

for EU-DPs. The experience of the EU-

DPs will assist you in deepening your 

study and personal development. 

Mr Shumpei Matsushita                                                                        
(Completed EU Studies Graduate Diploma Programme 2017 Fall) 
Affiliation at the time of completion of the programme: Graduate School of Economics, 
Kyushu University                            



 

 

EU Study Tour 2018 Reporting Poster Exhibition 

Fri. 15 March 15 to Mon. 15 April, 2019 @ Kyushu University SALC (Self-
access Learning Center) 
Report posters created by participating students in the EU Study Tour (9 
days and 11 nights, 24 February-6 March 2019) are displayed during the 
period. 
JM Seminar Series, JEAN-JACQUES ROCHE « L‘EUROPE DE LA DÉ-

FENSE OU LA DÉFENSE DE L'EUROPE ? »  

Fri 19 April 2019, 17:00-@ Espace conférences, 5e étage de l'Institut fran-
çais du Japon, Language: French (with French-Japanese consecutive 
interpretation) 
Japan-EU Friendship Week event 

Mon. 10 June-Fri. 28 June @ Kyushu University SALC (Self-access Learn-
ing Center) 
EU Panel exhibition, EU quiz, EU-DPs special registration period 
Extension Lecture Series 2019 

<A series of 4 times> Date: ①Mon. 17 June, ②Mon. 24 June, ③Mon. 1 
July, ④Wed. July 17 
Time: ①18：30-20：00, ②③④19:00-20:30 at Lecture Room, 10F JR Hakata 
City Conference Room,  
*Lecturers on ② and ③ are subject to be exchanged each other.   
[The 1ｓｔ] Mon. 17 June, Prof. Tamio Nakamura (Waseda University) 
[The 2nd] Mon. 24 June, Prof. Kenji Iwata (Kyushu University) *TBC 
［The 3ｒｄ］ Mon. 01 July, Ms Machiko Hachiya (Kyushu University EU 
Center Advisor) *TBC 
[The 4th] Wed. 17 July, Mr Enrico D'AMBROGIO (Policy Analyst, Euro-
pean Parliament) *with English-Japanese consecutive interpretation 
JM Seminar Series, MoFA Diplomacy Lecture 

May (or early June) (Tuesday) 8: 40-10: 00 @ Kyushu University Ito 
Campus East Zone 
It will be held as a Kyushu University’s class of "Fundamentals of the 
European Union – Institutions and Economics". Open to the general 
public. 
Open Campus 

Information on EU Centre and EU-DPs will be distributed to visiting 
high school students. (Underline: targeted schools for distribution) 
2019 Kyushu University Open Campus Schedule: 
<Sat. 3 August> Ito Campus (School of Interdisciplinary Science and 
Innovation, School of Letters, School of Education, School of Law, School 
of Economics) , <Sun. 4 August>: Ito Campus (School of Interdiscipli-
nary Science and Innovation, School of Science, School of Engineering, 
School of Agriculture), Ohashi Campus: School of Design, <Mon. 5> 
August (Hospital Campus: School of Medicine, School of Dentistry, 
School of Pharmaceutical Sciences) 

これからのイベント                                    Future Events 

九州大学ＥＵセンター                                     

Kyushu University EU Centre             

〒819-0395 福岡市西区元岡744 

744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka, 819-0395, Japan 

 

TEL: +81-(0)92-802-2190 

FAX: +81-(0)92-802-2187 

Email: eucentre@jimu.kyushu-u.ac.jp  

Website: http://eu.kyushu-u.ac.jp/index.html 
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EU研修旅行2018報告ポスター展示中 

2019年3月15日（金）～4月15日（月）まで＠九州大学SALC(Self-access 

Learning Center) 

EU研修旅行（2019年2月24日～3月6日の9泊11日で実施）を終えた参加学生が

作成した報告ポスターを展示しています。 

ジャンモネ・セミナーシリーズ ジャン＝ジャック・ロッシュ氏講演会「防衛体制の欧

州化を優先すべきか、欧州の防衛を優先するのか？」 

2019年4月19日（金）17：00～＠アンスティチュ・フランセ5F多目的ホール 

講師：ジャン＝ジャック・ロッシュ氏（国家博士、アグレジェ、パリ第二大

学教授）言語：フランス語（仏日逐次通訳付き） 

日EUフレンドシップウィークイベント 

2019年6月10日（月）～6月28日（金）@九州大学SALC(Self-access Learning 

Center) EUに関するパネル展示、EUクイズ実施、EU-DPs特別登録期間 

市民講座 2019 

＜全4回＞①2019年6月17日（月）、②6月24日（月）、③7月1日（月）、④7

月17日（水） 

時間：①18：30-20：00、②③④19:00-20:30、＠JR博多シティ会議室10階 

※第2回と第3回の講師が入れ替わる可能性もございます。ご了承ください。 

【第1回】6月17日（月）中村民雄（早稲田大学） 

【第2回】6月24日（月）岩田健治（九州大学）※ 

【第3回】7月01日（月）八谷まち子（九州大学EUセンターアドバイザー）※ 

【第4回】7月17日（水）エンリコ・ダンブロジオ氏（欧州議会事務局政策分

析担当）英日逐次通訳付き 

ジャンモネ・セミナーシリーズ 外務省外交講座 

5月（または６月初旬）（火）8：40-10：00＠九州大学伊都キャンパスイー

ストゾーン 

九州大学高年次基幹教育科目「EU論基礎」の授業として開催いたします。一

般参加可。 

オープンキャンパス 

来場の高校生を対象にEUセンターおよびEU-DPsに関する情報を配布します。

（※下線は配布予定対象学部） 

２０１９年度九州大学オープンキャンパス全日程：【８月３日（土）】伊都

キャンパス：共創学部・文学部・教育学部・法学部・経済学部、【８月４日

（日）】伊都キャンパス：共創学部・理学部・工学部・農学部、大橋キャン

パス：芸術工学部【８月５日（月）】病院キャンパス：医学部・歯学部・薬

学部 


