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ジャン・モネ・セミナーシリーズ Jean Monnet Seminar Series

ウクライナにおけるロシアの侵略戦争
－EUと日本への影響
The War of Aggression by Russia in the Ukraine
– implications for the EU and Japan
2022.

7.19（TUE）8:40-10:10

講師：ミヒャエル・ライテラー博士

（元駐韓EU大使、ブリュッセル・ガバナンス・スクール特別教授）
Lecturer: Dr. Michael Reiterer
(Former EU-Ambassador to the Republic of Korea, Distinguished Professor at Brussels School of Governance)

■参加方法：
（１）オンライン（Zoom）
（２）対面（伊都キャンパスイーストゾーン大講義室Ⅱ）
※九州大学の学生・教職員に限り、対面での参加も可能です。

Event Format:
(1) Online (Zoom)
(2) On-site (Lecture Room II, EAST ZONE, Ito Campus)
*Onsite participants are limited to Kyushu University students, faculty, and staff.

■使用言語：英語（通訳なし）Language: English (without interpretation)
■参加費：無料 Admission free

参加申込書フォーム

Registration Form

ロシアによるウクライナ全面侵攻は、現代の世界秩序を大きく揺るがしています。隣国ウクライナでの戦争にEUはどう立ち
向かってきたのか。日本とEUは十分な協力ができているのか。双方の外交的課題は何か…。駐日EU公使、駐韓EU大使等を歴
任し、EU外交の現場で長年活躍されてこられたMichael Reiterer氏をお迎えし、激動の世界情勢の中での日本とEUの外交に
ついて講演をいただきます。
Russia‘s full-scale invasion of Ukraine has severely shaken the contemporary world order. How has the EU stood up to the
war in neighbouring Ukraine? Are Japan and the EU cooperating adequately? What are the diplomatic challenges for both
sides... Michael Reiterer, who has been active in EU diplomacy for many years, including as Deputy Head of
Mission/Minister at the EU Delegation to Japan and Ambassador plenipotentiary and extraordinary of the EU to the
Republic of Korea, will give a lecture on EU-Japan diplomacy in the turbulent world situation.

申込みについて
九州大学学部基幹教育科目｢EU論基礎｣（担当教員：岩田教授、フェニック教授）を履修していない学生、教職員、一般の参加希望者は、お申込
みが必要です。参加申込書フォーム https://forms.office.com/r/XVUzD6tAGt よりお申込みください。
参加申込み受付完了時に、euevent@jimu.kyushu-u.ac.jpよりZoom視聴用URLをお知らせします（自動返信）。
万一返信がない場合は、お手数ですが前日までにご連絡くださいますようお願いします。当日の対応はいたしかねます。
※ご提供いただいた個人情報は、本事業のみに使用し、適切に管理します。

Registration

For those who don't take the course "Fundamentals of the European Union" (Prof. Iwata and Prof. Fenwick) and participants from general
public, please register in advance via the registration form here https://forms.office.com/r/XVUzD6tAGt
When the registration has been received, the URL for Zoom meeting will be informed to you from the email address euevent@jimu.kyushuu.ac.jp (auto-reply). If you do not receive a reply, please contact us at least one day in advance. We will not be able to respond on the day
of the event.
*Personal information provided will only be used for this project and will be managed appropriately.

【お問合せ先】
九州⼤学EUセンター（ジャン・モネCoE九州）
Kyushu University EU Centre
E-mail: euevent@jimu.kyushu-u.ac.jp
http://eu.kyushu-u.ac.jp/indexjp.html
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略歴

2020年9月まで駐韓国EU特命全権大使(2017-2020)を
務めた後、欧州対外行動局（EEAS）を退任。それ以前
に は 、 駐 ス イ ス ・ リ ヒ テ ン シ ュ タ イ ン 公 国 EU 大 使
（2007-2011）、駐日EU代表部公使（2002-2006）
等も務めた。
2005年からは国際政治学の教授、現在はブリュッセ
ル・ガバナンス・スクールの特別教授を務め、出版や
講義を広く行っている。

Dr. Michael Reiterer’s Work Experience
In September 2020 he retired from the European
Diplomatic Service (European External Action
Service-EEAS) as Ambassador plenipotentiary and
extraordinary of the European Union to the
Republic of Korea (2017-2020); previous posts
included Ambassador to Switzerland and the
Principality of Liechtenstein (2007-2011), Deputy
Head of Mission/Minister at the EU Delegation to
Japan (2002-2006), etc.
Since 2005 he is professor in international politics
and presently Distinguished Professor at the
Brussels School of Governance; he publishes and
teaches widely.
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