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JMCoE-Q 市民講座2022「SDGsに向けたEUと日本の取り組み」 / 

JMCoE-Q Extension Lecture 

Series 2022 “EU and Japan's 

Efforts toward SDGs ”  

九州大学EUセンターでは、 2022年6月28日（火）

～7月19日（火）の期間、全4回にわたりJMCoE-

Q市民講座2022『SDGsに向けたEUと日本の取り

組み』をオンラインで開講しました。毎年、一般

市民を対象にEUへの理解を促進するアウトリー

チ活動のひとつとして、さまざまなテーマを取り

上げて開催してきた本市民講座は、今回ジャン・

モネCoE九州として5回目の開催となりました。 

コロナ禍の中、昨年に続きオンラインのウェビナー形式で行われ、全国各地からのべ約230名にご参加い

ただき、盛況での開催となりました。オンラインの特色を生かし、遠隔地や国外からの参加も見られ、広域

の情報発信につながりました。市民の皆様からは、毎年楽しみにしているという声を多くいただき、回を重

ねるごとに、この「EUセンター市民講座」が市民の皆様にますます親しまれ、継続した学びをとおして地域

貢献につながる活動となっています。 

これまで、EUが直面する様々な課題について、その現状や今後の展望などについて解説してきましたが、

今回は、2020年11月から実施しているジャン・モネCoE九州・第二期プロジェクトの主軸のひとつ「地球規

模の課題解決」へ向けたアプローチとして、持続可能でよりよい世界を目指し、様々な社会課題の解決に

向けて2030年までに達成すべき世界共通の17の目標を掲げた「SDGs/ Sustainable Development Goals 

(持続可能な開発目標)」をテーマに開催しました。(記事詳細は2ページ） 

The Kyushu University EU Centre held the JMCoE-Q Extension Lecture Series 2022 "EU and Japan's 
Efforts toward SDGs" online over four sessions from 28 June to 19 July, 2022.  This was the fifth time 
that the Jean Monnet Centre of Excellence-Kyushu has held this Extension Lecture Series, which has 
been held every year on a variety of topics as part of its outreach activities to promote understand-
ing about the EU in general among the general public. 

During the coronavirus pandemic, the lecture was held in the form of an online webinar, as in the 
previous year, and was a great success with a total of about 230 participants from all over the coun-
try. Taking advantage of the online format, the event was attended by participants from remote 
areas and overseas, who would normally find it difficult to meet in person. This led to the dissemi-
nation of information to a wide area. Participating citizens said that they look forward to the lecture 
series every year, and the EU Centre Extension Lecture Series is becoming more and more familiar 
with the general public each time it is held. It has become an activity that contributes to the commu-
nity through continuous learning. (Continue to page 2) 
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JMCoE-Q 市民講座2022「SDGsに向けたEUと日

本の取り組み」 / JMCoE-Q Extension Lecture 

Series 2022 “EU and Japan's Efforts toward 

SDGs” 

(1ページ目関連記事） 

 
第1回︓6⽉28⽇（⽕）⼩湊 卓夫（九州⼤学）「SDGsにおける欧州教
育圏の学習・教育の役割と課題」                                                              
第2回︓7⽉5⽇（⽕）⾼﨑 春華（東洋英和⼥学院⼤学）「サプライ
チェーンから考えるSDGs」                                                                         
第3回︓7⽉12⽇（⽕）岩⽥ 健治（九州⼤学EUセンター⻑）「SDGsに
挑戦するEU」                                                                                     
第4回︓7⽉19⽇（⽕）井上 滋樹（九州⼤学SDGsデザインユニット
⻑）「SDGsと未来社会デザイン」  

FIRST: 28 June 2022, Assoc. Prof. Takuo Kominato (Kyushu 
University) "
the European Education Area under the SDGs"        
SECOND: 5 July 2022, Lecturer, Haruka Takasaki (Toyo Eiwa 
University) "The SDGs from the Supply Chain Perspective" 
THIRD: 12 July 2022, Prof. Kenji Iwata (Director, EU Centre, 
Kyushu University)    
FOURTH: 19 July 2022, Prof. Shigeki Inoue (Director, SDGs 
Design Unit, Kyushu University)  

(Continued from page 1) In the past JMCoE-Q Citizen Lectures, the current status and future prospects of various issues facing the EU 
have been explained. This time, as an approach to addressing "Global Challenges", one of the main pillars of the JMCoE-Q Second 
Stage, which has been implemented since November 2020, the theme of this year's event was "SDGs (Sustainable Development 
Goals)" (* formulated at the 2015 United Nation Summit), which set forth 17 common global goals to be achieved by 2030 to address 
various social issues toward a sustainable and better world. 

The EU is proactively aiming to realize the goals by linking all 17 SDGs to its own major policy issues, such as the "European Green 
Deal" and "Digitalization". Efforts are also underway in Japan at various levels from the government to individuals. This Extension 
Lecture Series examined various efforts to achieve the goals of the UN SDGs from the perspectives of the EU and Japan. The lecturers 
were experts in many fields, not only on the EU and SDGs, but also on the current status and challenges of educational issues in Japan 
and Europe, as well as on climate change and supply chain trends explained from an economic perspective. In particular, Kyushu 
University is expected to play a role in accelerating the search for solutions to achieve the SDG targets as a higher education institution 
that promotes social contribution through various research and educational activities and is a link between academia and society. To 
conclude the Extension Lecture Series this year, we invited Mr Shigeki Inoue, Director of the SDGs Design Unit in the Faculty of De-
sign, Kyushu University, which was established in 2018, to give a comprehensive and practically suggestive lecture titled "SDGs and 
Future Society Design". 

During the Q&A session that followed each lecture, many questions were asked using the Zoom function, leading to a very lively dis-
cussion. One participant commented, "How can we achieve economic, social, and environmental balance based on a sustainable course 
of action? Now that we are at the starting line of the journey of a thousand miles, we would like to take the first step forward." Thank 
you very much for the participation of so many citizens.  ★This program was held as an EU-Japan Friendship Week Event （* p.4） 

(1ページ目からの続き） EUでは、SDGsの17の目標全

てを「欧州グリーンディール」や

「デジタル化」など自らの主要政

策課題と関連付けることで、主

体的に目標実現を目指していま

す。日本でも政府から個人まで

様々なレベルで取り組みが進ん

でいます。本市民講座では、こ

の国連SDGsの目標達成に向け

た様々な取り組みを、EUと日本

の視点から考察しました。 

講師陣には、EUとSDGsについ

てのみならず、日欧の教育問題の現状や課題、また、気候変動とサプライチェーンの動向を経済的視点から解説するなど、多方面にわたる専門

家の先生方をお迎えし、国内外の様々な分野での多様な取り組みについてご講演いただきました。中でもとりわけ、九州大学においては、様々な

研究・教育活動を通して社会貢献を推進し学術と社会とのつながりである高等教育機関として、SDGs目標達成のための解決策探求を加速してい

く役割を担うことが期待されています。本市民講座のまとめとして、デザインの領域に特化した貢献のために、2018年九州大学大学院芸術工学研

究院に設立された『SDGsデザインユニット』から井上滋樹ユニット長に「SDGsと未来社会デザイン」と題して包括的で実践的示唆に富むご講演を

いただくことで本市民講座を締め括りました。 

各回講演後の質疑応答セッションでは、Zoomの機能を使って多くの質問が寄せられ、大変活発な議論が展開されました。参加者からは「経済、

社会、環境のバランスを、持続可能な行動指針に基づきどうやって実現するか。本シリーズを通じ多くの学び・気付きを得ることが出来ました。千

里の道のスタートラインに立つことが出来ましたので、これから一歩を踏み出したいと思います。」との感想をいただきました。大変多くの市民の皆

様にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。★このプログラムは、日EUフレンドシップウィークイベント（* p.4）として開催されました。  

(上段)岩田健治氏, (左下)小湊卓夫氏,（中央下）高﨑春華氏,（右下）井上滋樹氏 / (Upper) Prof. Kenji Iwata, (Bottom left) Assoc. Prof. 
Takuo Kominato, (Bottom center) Lecturer. Haruka Takasaki, (Bottom right) Prof. Shigeki Inoue 
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九州大学EUセンター（ジャン・モネCoE九州）では、2022年7月5日

（火）駐日欧州連合代表部よりハイツェ・ジーメルス臨時代理大使を

お迎えし『日EU関係』と題して、本学アジア・オセアニア研究教育機

構(Q-AOS) 文化変動クラスターアジア-日本モジュールとの共催によ

りジャン・モネ・セミナーを開催しました。駐日欧州連合代表部から本

学への来訪は、コロナ以前の2018年、フランチェスコ・フィニ公使によ

るご講演以来で、約

3年ぶりとなりまし

た。  

本学学生を対象に

EUに関する体系的

な学習、研究を行う

機会を提供するEU
センターのEU研究

ディプロマプログラ

ム（EU-DPs）の基礎

的科目で、学部基幹

教育科目の｢EU論

基礎｣（担当教員：岩

田健治教授（EUセ

ンター長、副学長）、

フェニック・マーク教

授）の授業として、ハ

イフレックス形式で

おこなわれました。

学生・研究者のみな

らず一般の方にも公

開し、伊都キャンパ

スイーストゾーン大

講義室IIに約80名が

集まり、駐日欧州連

合代表部のご厚意

で配布されたＥＵ

グッズを手に、ジーメ

ルス臨時代理大使

をお迎えしました。オ

ンライン参加は学生・一般あわせて約60名となり、合計約140名の聴

衆が講演に耳を傾けました。 

講義では、激動する時代の中、戦略的パートナーシップ（SPA）を締

結する日ＥＵ関係について、ウクライナ支援など「変化する世界の課

題」、欧州グリーンディールや環境・エネルギー問題に取り組む「グ

ローバルアクターとしてのＥＵ」、政治、通商、人権、科学技術、人的

交流、教育と様々な分野で連携協力する「ＥＵと日本」、など幅広い

分野に渡りお話頂きました。 

講義終了後は質疑応答を行い、これからの将来を担う若い世代との

交流を希望するジーメルス臨時代理大使と、この日のために集まっ

た学生約20名との英語による直接対話は、大変有意義で貴重な機

会になりました。  

On Tuesday, 5 July 2022, the Kyushu University EU Centre 
(Jean Monnet CoE-Kyushu) welcomed H.E. Mr Haitze Siemers, 
Chargé d'Affaires a.i. of the European Union to Japan. The 
seminar was co-organized by the Asia-Japan Module, the Cul-
tural Variation Cluster of Kyushu University Institute for Asian 
and Oceanian Studies (Q-AOS), and was entitled "EU-Japan 
Relations". This was the first visit from the Delegation of the 
European Union to Japan to Kyushu University in almost three 
years, since the lecture given by Minister Francesco Fini in 2018 
before the start of the coronavirus pandemic.  

This was held in high-flex format as part of the “Fundamentals 
of the European Union - Institutions and Economics ", a subject 
of KIKAN Education for Undergraduate Schools, which is a 
basic course of the EU Studies Diploma Programmes (EU-DPs) 
providing Kyushu University students with opportunities for 
systematic study and research on the EU (Professors in charge: 
Prof. Kenji Iwata, Director of the Kyushu University EU Centre, 
and Prof. Mark Fenwick, Faculty of Law). It was open not only 
to students and researchers but also to the general public. 
About 80 people 
gathered in the East 
Zone Large Lecture 
Room II on the Ito 
Campus to welcome 
the Chargé d'Af-
faires with EU 
goods kindly dis-
tributed by the Dele-
gation of the Euro-
pean Union to Ja-
pan. An audience of 
approximately 140 
people, including 60 
participants online, 
of both students and 
the general public, 
listened to the lec-
tures. (Continue to 
the next page) 

ジャン・モネ・セミナー  「駐日欧州連合代表部 ハイツェ・ジーメルス臨時代理大使 講演会 『日EU
関係』」 /  Jean Monnet Seminar "Special Lecture by H.E. Mr Haitze Siemers, Chargé d'Affaires 
of the Delegation of the European Union to Japan on 'EU-Japan Relations'" 

EUセンター事務室にて。ハイツェ・ジーメルス臨時代理大使（右）と日EU友好記念

のこけし人形を手にする岩田健治EUセンター長（左）/At the EU Centre Office, H.E. 
Mr Heitze Siemers (right), EU Centre Director Prof. Kenji Iwata (left) with kokeshi 

dolls commemorating the friendship between the EU and Japan 

講義を行うハイツェ・ジーメルス臨時代理大使 
/ H.E. Mr Heitze Siemers giving the lecture  

ハイフレックス形式の対面講義 / The online 
version of the lecture given in high-flex format  

講義後半は少人数教室に場所を移し対話形式でお
こなわれた / The second half of the lecture was 

held in a small classroom in an interactive format.  3 



 

 

ジャン・モネ・セミナー「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」  /   
Jean Monnet Seminar Series “The War of Aggression by Russia in the Ukraine  
– Implications for the EU and Japan" 
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日EUフレンドシップ

ウィーク 

（*）日EUフレンドシップ
ウィークイベントとは 

2001年に始まった「日・EUフレ
ンドシップウィーク」は、展示
会、セミナー、映画祭などのさ
まざまな交流イベントを通し
て、日本の皆さまに欧州連合
（EU）をよりよく知っていただく
ことを目的としたイベントです。
5月9日の「ヨーロッパ・デー
（EUの創設記念日）」前後を皮
切りに7月あたりまで多彩なイ
ベントが日本各地で開催され
ています。 

Japan-EU Friend-
ship Week  

(*) What is the Japan-EU 

Friendship Week Event? 

“Japan-EU Friendship Week 
Events”, which began in 
2001, are events aimed at 
better understanding to 
familiarize the Japanese 
public with the European 
Union (EU) through various 
events such as exhibitions, 
seminars, and film festivals. 
Starting around 9 May, 
Europe Day (the anniver-
sary of the founding of the 
EU), and continuing 
through July, a variety of 
events are held in various 
locations throughout Japan. 

▼2022年日・EUフレンドシップ
ウィークの詳細 / For more 
details on the Japan-EU 
Friendship Week 2022 

http://eu.kyushu-u.ac.jp/
news/EUJPFW2022_revised%

九州大学EUセンター（ジャン・モネCoE九州）は、2022年

7月19日（火）元駐韓EU大使で現在ブリュッセル・ガバナ

ンス・スクール特別教授のミヒャエル・ライテラー博士を

お迎えし『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』と題して、本学アジア・オセアニア研究教

育機構(Q-AOS) 文化変動クラスターアジア-日本モ

ジュールとの共催によりジャン・モネ・セミナーを開催しま

した。 

本学学生を対象にEUに関する体系的な学習、研究を行

う機会を提供するEUセンターのEU研究ディプロマプロ

グラム（EU-DPs）の基礎的科目で、学部基幹教育科目

の｢EU論基礎｣（担当教員：岩田健治EUセンター長、フェ

ニック・マーク教授）の授業として、ハイフレックス形式で

おこなわれました。学生・研究者のみならず一般の方に

も公開し、伊都キャンパスのイーストゾーン大講義室IIに
約30名、オンライン参加者約110名、合計で約140名の聴

衆が集まりました。 

講義では、はじめにEUが2012年ノーベル平和賞を受賞

したことが紹介され、様々な国や地域で起こる軍事的対

立や内戦、テロなどの現状を踏まえ、ウクライナにおける

ロシアの侵略戦争について考察が行われました。 

日EU関係

へのイン

プリケー

ションとし

て、2022
年5月の

日EU定期

首脳協議

で再確認されたとおり、EUと日本は、緊密かつ包括的

パートナーシップのもと、ウクライナに対しては引き続き

政治、財政、物資および人道支援を協調して提供してゆ

くこと、また気候変動問題に関しては、世界のエネル

ギー市場の安定維持のために協力し、欧州のロシア産

エネルギーへの依存を低減し、エネルギー供給源の多

様化を確保するために協力していくことの重要性につい

て論じ、講演を締め括りました。 

講演終了後には、オンライン参加者からの質問も織り交

ぜながら、活発な質疑応答が行われました。 

On Tuesday, 19 July 2022, the Kyushu University 
EU Centre (Jean Monnet Centre of Excellence-
Kyushu) welcomed Dr. Michael Reiterer, former 
EU Ambassador to Korea and currently Distin-
guished Professor at the Brussels School of Govern-
ance, for a seminar entitled "The War of Aggression 
by Russia in the Ukraine – Implications for the EU 
and Japan". The Jean Monnet Seminar was co-
organized by the Asia-Japan Module, the Cultural 
Variation Cluster of Kyushu University Institute for 
Asian and Oceanian Studies (Q-AOS).  

This was held in high-flex format as part of the 
“Fundamentals of the European Union - Institu-
tions and Economics ", a subject of KIKAN Educa-
tion for Undergraduate Schools, which is a basic 
course of the EU Studies Diploma Programmes (EU
-DPs) providing Kyushu University students with 
opportunities for systematic study and research on 
the EU 
(Professors 
in charge: 
Prof. Kenji 
Iwata, Di-
rector of 
the Kyushu 
University 
EU Centre, 
and Prof. 
Mark Fen-
wick, Fac-
ulty of 
Law).  

 
ハイフレックス形式のオンライン講義/Online 

view of the lecture given in high-flex format  

EUセンター事務室にて。ミヒャエル・ライテラー博士（中
央）と岩田健治EUセンター長（左）、フェニック・マーク副
EUセンター長（右） /At the EU Centre Office, Dr. Michael 

Reiterer (center) with EU Centre Director Prof. Kenji Iwata (left) 
and Deputy EU Centre Director Prof. Mark Fenwick (right)  

(Continued from page 3) The lectures covered a wide range of topics, including the relationship between the 
EU and Japan under the Strategic Partnership Agreement (SPA) in turbulent times; "Changing Global Is-
sues," including support for Ukraine; "The EU as a Global Actor," which addressed the European Green 
Deal and environmental and energy issues; and "The EU and Japan," which cooperate in various fields such 
as politics, trade, human rights, science and technology, human exchange, and education, etc. 

After the lecture, a Q&A session was held. Twenty enthusiastic students gathered for the event and H.E. Mr 
Haitze Siemers, eager to interact with the younger generation responsible for the future, had a very mean-
ingful and valuable opportunity to have a direct dialogue in English. 



 

 

2021年12月18日

（土）EU諸国出身

の留学生が母国

のクリスマスの様

子や習慣などを紹

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。アクロス福岡７F大会議室で開催し、62名の一

般参加者が集まりました。 

今回は、九州大学留学生でオーストリア共和

国出身のポサニ・オリバーさんと、田川市国

際交流員でドイツ連邦共和国出身のメンッヒ・

マーティンさんの2名が日本語で発表をおこな

いました。昨年に続き今年もコロナ禍での開

催となり、発表者と聴衆の間には十分な距離

をとり、コロナウィルス感染予防の配慮のもと

での実施となりました。 

ポサニ・オリバーさん（九州大学法学府

LL.D.プログラム）は、母国オーストリアのク

リスマスについて、クリスマスツリーのデ

コレーションや、クリスマスキャロル、ディ

ナーの様子など、たくさんの写真を交えた

スライドで説明しました。また、ポサニさん

の計らいで、特製バッグやバッチなど

オーストリア大使館からのグッズも参加

者の皆様に進呈されました。 

メンッヒ・マーティンさん（田川市国際交

流員）は母国ドイツのクリスマスの歴史

や文化、日本との違い、クリスマス前から当日までの過ごし方などにつ

いて、流暢な日本語で説明しました。 

その後、クリスマスのお菓子セットをプレゼントで抽選4名の方にお持ち

帰りいただきました。当選者が思いがけないクリスマスプレゼントに大

喜びする中、とても和やかな雰囲気でイベントは終了しました。その後

は自由参加で、発表者と直接話ができる交流会を楽しみました。  

On Saturday, 18 December 2021, the Fukuoka EU Association 
and the Kyushu University EU Centre (Jean Monnet CoE-
Kyushu) co-hosted "Christmas in the EU", in which international 

students from EU 
member countries 
introduced Christmas 
scenes and festivities 
in their home countries 
to deepen our under-
standing of the EU. 
The event was held at 
the large conference room on the 7th floor of ACROS Fukuoka 
and was attended by 62 general participants. 

This year, Mr Posani Oliver from Austria, an international stu-
dent at Kyushu University, and Mr Martin Moench from Germa-
ny, a Tagawa City Coordinator for International Relations, gave 
presentations in Japanese. Following last year's event, it was held 
during the coronavirus pandemic with a sufficient distance be-
tween the presenters and the audience to prevent infection. 

Mr Posani Oliver (LL.D. Program, Graduate School of Law, Kyu-
shu University) gave a slide presentation about Christmas in his 
home country of Austria, which included many pictures of 
Christmas tree decorations, Christmas carols, and dinner scenes. 
Also, participants were presented with goodies arranged by Mr 
Posani such as a special bag and a badge from the Austrian Em-
bassy. 

Mr Martin Moench (Coordinator of International Relations, Ta-
gawa City, Fukuoka Prefecture) explained in fluent Japanese 
about the history and culture of Christmas in his country, how it 
differs from Japan, and how the days leading up to and Christ-
mas Day itself are spent in 
Germany. 

Four participants were 
selected by drawing to 
receive a set of Christmas 
sweets to take home. The 
event ended in a very 
friendly atmosphere as the 
winners were overjoyed 
with their unexpected 
Christmas gifts. After the 
event, participants en-
joyed a final opportunity 
to talk directly and freely 
with the speakers.  
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発表者のポサニ・オリバーさん（左）とメンッヒ・
マーティンさん（右）/Presenters, Mr Posani 

Oliver (left), Mr Martin Moench (right) 

EUのクリスマス /  Christmas in the EU  

ポサニ・オリバーさん 

Mr Posani Oliver 

メンッヒ・マーティンさん 

Mr Martin Moench 

抽選会 / Drawing 

It was open not only to students and researchers but also to the general public. The lecture was at-
tended by about 140 people, including about 110 online participants and about 30 in-person partici-
pants in the East Zone Large Lecture Room II on the Ito Campus. 

The lecture began with an introduction of the 2012 Nobel Peace Prize awarded to the European Union, followed by a discussion of 
Russia's war of aggression in Ukraine in light of the current military confrontations, civil wars, and terrorism that occur in various 
countries and regions. 

Regarding implications for EU-Japan relations, as reaffirmed at the EU-Japan Summit in May 2022, the EU and Japan will continue to 
provide coordinated political, financial, material, and humanitarian assistance to Ukraine in a close and comprehensive partnership. 
And on climate change issues, Dr. Reiterer concluded his speech by addressing the importance of working together to maintain stabil-
ity in the global energy market, to reduce Europe's dependence on Russian energy, and to ensure diversification of energy supply 
sources. After the lecture, a lively Q&A session followed, with questions from online participants.  



 

 

例年、夏休み期間中に合宿形式で開催していた九州大学EUセンター

（ジャン・モネCoE九州）主催 「EU研究サマーコース」は、当初対面開

催の予定でしたが、増加傾向にあった新型コロナウイルス感染者数の

状況と実施会場「国立阿蘇青少年交流の家」の受入状況を鑑み、募集

期間途中にプログラムを見直しオンラインに変更して開催しました。 

外国籍の学生3名を含む日本全国5つの大学から集まった10名の学生

（大学院生2名、学部生8名）が、EUについて集中的に学びました。 

この「EU研究サマーコース」はEUIJ九州(*1) による実施から数えると9
回目、JMCoE-Qでは2回目の開催となりました。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日間のコース

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、EU研究を各分野で牽引する講師陣が

担当し、英語による講義も行われました。また、昨年同様、オンライン

学習を効率よく進めるサポートとして事前学習課題を充実させた内容と

しました。学生は当日を迎えるまでにひととおりの基礎知識を習得の

上、実際の3日間のプログラムの中では、さらに深まった視点から議論

を交わすことができるよう設計されました。 

また、今回のサマーコースは九州大学の2022年度学部基幹教育総合

科目・大学院展開科目（EU-DPs指定科目）「EU論展開セミナー」(*2) の

授業として開講し、すべてのプログラムに参加した九州大学の学生は1
単位取得できる仕組みとしました。 

プログラム2日目には本サマーコースの参加者に向けたジャン・モネ・

セミナー「外務省外交講座」として、外務省の欧州局中・東欧課から中

川真太郞氏をお迎えし、「ウクライナ情勢と日本外交」と題してご講演い

ただきました。ロシアとＥＵの間の要衝に位置する国であるウクライナを

めぐる情勢、日本政府による対ウクライナ関連支援の内容などについ

て詳しく説明いただきました。中川氏は、現在、国際社会は時代を画す

る変化の中にあり、2022年2月勃発したロシアによるウクライナ侵略

は、人類が１世紀にわたり築き上げてきた国際秩序の根幹への挑戦で

あり、冷戦後の世界秩序を脅かす歴史の大転換とも言うべき国際社会

の喫緊の課題であると述べました。また、講義後はキャリアガイダンス

として、中川氏の経歴、中央省庁で働くやりがいや意義など、貴重なお

話を聞かせて頂きました。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。 

最終日には本サマーコース恒例のメインプログラム「模擬欧州理事会」

が行われました。学生がEU加盟国の各国代表となり設定された議題

に対するEU全体としての方針を議論します。 

「ウクライナ侵攻とEU内の連帯～エネルギー･環境の観点からロシア

制裁を今後強化すべきか？」について、それぞれの国策や経済状況、

自然環境、エネルギー事情などから3つの代表国、ドイツ、フランス、

ポーランドの立場に分かれ、グループごとにスライドを作成し準備しま

した。各グループは、オンラインという限られた環境の中、短い時間な

がらも情報収集を重ね、EUの法律や制度に関する十分な理解と豊富

なデータを踏まえて主張し、とても臨場感あふれるものとなりました。発

表ではそれぞれ自国の立場から熱の入った意見を述べ、より効果的な

政策について活発に質疑応答を交わしました。 

最終的には、議長が中心となりEU

ならではの平和的

解決に向けたEU
全体の対応を模

索していく議論が

展開できました。 

参加学生からは

次のような感想が

聞かれました。「模

擬欧州理事会で

は、国際政治の舞

台で各当事国の

利害を調整するこ

との難しさや、EU
と加盟国の関係の

複雑さを実感しま

した。」「今回のサ

マーコースを通し

て、優秀な友達が

でき、大学で学ん

だことが今日の国際

社会に存在する問題と密接な関係にあることを認識することができまし

た。この貴重な経験をこれからの勉強にも活かしていきたいと思いま

す。」 

最後に、全課程を修了したことを証明する「修了証」を一人ずつ送信

し、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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EU研究サマーコース  
The EU Studies Summer Course  

講師陣 / Lecturers 

(*1) EUIJ九州・・・九州大学EUセンターのEU助成金事業（2011年4月～2016年3月）http://eu.kyushu-u.ac.jp/euij-kyushu-archives/jp/home/index.html                      
(*2) 新設科目『EU論展開セミナー』について・・・「EU教育研究エコシステム」定着に向けた取り組みのひとつ。九州大学EUセンターでは、ディシプリン横断型のＥＵ研究
ディプロマプログラム(EU-DPs)の提供を軸とした活動を10年余続けています。学部から大学院を経由して職業人やＥＵ研究者として自立するまでの全ステージを対象と
するシームレスなＥＵの学習と研究を支援する体制「EU教育研究エコシステム」を通じて、EUに関する専門知識を備えた人材を育成する取り組みを行っています。 入
門科目の『EU論基礎』ではEUの基本的なことがらについて、政治学・経済学の視点から総合的に学ぶことができます。その発展的科目として、少人数セミナー形式の
「EU論展開セミナー」を2021年度より新設しました。  

プログラム / Programme 



 

 

The 2022 "EU Studies Summer Course" organized 
by the Kyushu University EU Centre (Jean Monnet 
CoE, Kyushu), which had been held every year in 
the form of a camp during summer vacation at the 
National Institution For Youth Education in Aso, 
was originally scheduled to be held in person. 
However, due to the increasing number of people 
infected with the coronavirus and the availability 
of the venue, the programme was changed during 
the application period to be held online.  

10 students (2 graduate students and 8 undergrad-
uate students) from 5 universities in Japan, includ-
ing 3 international students, intensively studied 
about the EU during the course. 

This was the ninth time the EU Studies Summer 
Course was organized by the Kyushu University 
EU Centre since the first one by EUIJ Kyushu (*1) , 
and the second time by the JMCoE-Q. The pro-
gramme covers a wide range of fields, including 
economics, law, politics, society, and culture. Com-
pletion of this three-day programme is designed to 
give participants a general and basic knowledge of 
the EU. The lectures were provided by teachers 
who lead EU studies in each field, and some lec-
tures were also given in English. As in the previ-
ous year, the content of the program was enhanced 
with pre-study assignments to support efficient 
online learning. The course was designed to enable 
students to acquire basic knowledge before the 
start of the programme and to engage in discus-
sions from a more in-depth perspective during the 
actual three-day programme. 

The Summer Course this year was also offered as a 
course in the "Interdisciplinary Seminar in EU 
Studies" (*2) of Kyushu University, which is part of 
Kyushu University's 2022 "General Subjects, 
KIKAN 
Education 
for Under-
graduate 
Schools / 
Special Skill 
Develop-
ment Cours-
es, KIKAN 
Education 
for Gradu-
ate 

Schools" (EU-DPs designated course). Kyushu 
University students who participate in all pro-
grammes can earn one credit.  

On the second day of the programme, we wel-
comed Mr Shintaro Nakagawa from the European 
Affairs Bureau of the Ministry of Foreign Affairs as 
a lecturer of the Jean Monnet Seminar MoFA Di-
plomacy Lecture entitled "The Situation in Ukraine 
and Japanese Diplomacy". Mr Nakagawa gave a 
detailed explanation of the situation in Ukraine, a 
country located at the crossroads between Russia 
and the EU, and of the Japanese government's 
support for Ukraine. The invasion of Ukraine by 
Russia in February 2022 is a challenge to the foun-
dation of the international order that has been built 
up over the past century, and it is a threat to the 
post-Cold War world order.   After the lecture, Mr 
Nakagawa gave a career guidance session, in 
which he talked about his career, the significance 
of working at a central government ministry. It 
was a very meaningful opportunity for students 
who hope to work abroad or as diplomats in the 
future. 

On the final day, the main and customary pro-
gramme, "Simulation of the European Council", 
was held. In this programme, each student repre-
sents one of the 27 EU member states and discuss-
es their viewpoint on the issues. Together, they 
seek to reach an agreement as a whole with the 
other EU member states.  

The students discussed the topic "The invasion of 
Ukraine and solidarity within the EU: Should sanc-
tions against Russia be strengthened in the future 
from the perspective of energy and the environ-
ment?" Students were divided into three repre-
sentative-country groups, Germany, France, and 
Poland, based on their national policies, economic 

situation, 
natural 
environ-
ment, 
and 
energy 
situation, 
and 
prepared 
slides for 
each 
group.  
(Continue 
to the 
next  
page) 

 

The EU Studies Summer Course  

(*1) EUIJ Kyushu・・・EU-funded project in Kyushu University EU Centre (April 2011 – March 2016) http://eu.kyushu-u.ac.jp/euij-kyushu-archives/index.html                
(*2) About the new course "Interdisciplinary Seminar in EU Studies"・・・One of the challenges to develop the EU Education & Research Ecosystem. Kyushu 
University’s EU-related interdisciplinary diploma course “EU-DPs” has been providing a solid academic foundation for all EU studies at the university. A 
dynamic ecosystem for nurturing EU researchers has been developed covering all stages from undergraduate courses to graduate courses. As an advanced 
development, following “Fundamentals of the European Union—Institutions and Economics”, a seminar-style course “Interdisciplinary Seminar in EU Stud-
ies” focused on EU Studies has been newly opened from the 2021 academic year. 7 7 7  7 

EU研究サマーコース    

EU Studies Summer 
Course  

日程/Dates                               
2022年9月6日（火）～8日（木）     
3日間                                   
6–8 September 2022 (3 days)        

 

場所/Venue                          
オンライン（Zoom）             
Online (Zoom) 

 

参加学生/Participants            
10名 （九州大学4名、早稲田
大学1名、東洋英和女学院大
学3名、大阪大学1名、立教大
学1名） 

10 students (Kyushu Uni-
versity (4), Waseda Univer-
sity (1), Toyo Eiwa Universi-
ty (3), Osaka University (1), 
Rikkyo University (1)) 

 

講師/Lecturers                      
◆岩田健治（九州大学EUセン
ター長、九州大学教授）              
Kenji Iwata (Director of 
Kyushu University EU Cen-
tre, Professor, Kyushu Uni-
versity)  

◆フェニック・マーク（九州大学
教授）             
Mark Fenwick   (Professor, 
Kyushu University)  

◆中村民雄（早稲田大学教
授）              
Tamio Nakamura 
(Professor, Waseda Univer-
sity)  

◆森井裕一（東京大学教授）   
Yuichi Morii (Professor, 
University of Tokyo)  

◆高﨑春華（東洋英和女学院
大学講師）                                 
Haruka Takasaki (Lecturer, 
Toyo Eiwa University) 

◆八谷まち子（九州大学ＥＵセ
ンターアドバイザー）                     
Machiko Hachiya (Advisor 
to the Kyushu University 
EU Centre)  

◆中川真太郞（外務省欧州局 
中・東欧課） ※ジャン・モネ・セミナー

「外務省外交講座」担当講師                              

Mr Shintaro Nakagawa 
(European Affairs Bureau, 
Ministry of Foreign Affairs) 
*The lecturer for the Jean Monnet 

Seminar "MoFA Diplomacy Lecture"  

2日目外務省外交講座 / The second day, MoFA Diplomacy Lecture 



 

 

(Continued from page 7) Despite the lim-
ited online environment, students gath-
ered information in a short period of 
time, and based their arguments on a 
thorough understanding of EU laws 
and systems, as well as a wealth of 
data, to create a very realistic presenta-
tion. In their presentations, each ex-
pressed very passionate opinions from 
their own country’s perspective and 
engaged in a lively Q&A session on 
more effective policies. 

At the end of the discussions, led by the 
chairperson, they were able to reach an 
EU-wide response toward a peaceful 
resolution that is unique to the EU. 

The following comments were made by 
the participating students. "The simula-
tion of the European Council made me 

realize how difficult it is to reconcile the 
interests of the parties in the interna-
tional political arena and the complexi-
ty of the relationship between the EU 
and its member states". "I made excel-
lent friends through this summer 
course and recognized that what I have 
learned at university is closely related 
to the problems that exist in the interna-
tional community today. I hope to put 
this valuable experience to good use in 
my future studies." 

Finally, a "Certificate of Completion" 
certifying that they had completed the 
entire course was sent to each student. 
This year's EU Studies Summer Course 
ended with a refreshing smile and a 
sense of accomplishment from all the 
participants. 

JMCoE-Q ショートビジット支援金 / JMCoE-Q Short Visit Scholarship 

The EU Studies Summer Course  

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

るため、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、

学研災付帯海外留学保険加入料、および

オンラインプログラム参加費の一部を援助

することを目的とする。（一人当たり１３万

円上限）  

2022年6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！ 

（ただし、該当プログラムを修了しなかった

１名は不支給とした。）                 

*［ ］内は留学先大学・機関 

▼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  

The purpose of this scholarship is to 

support students during language 
study or other short-term study pro-
grammes including online programmes 
within the EU. Through this study 
abroad, students will broaden and 
deepen their understanding of the EU 
and its relationship to Japan and within 
the world, and establish a commitment 
to continue to develop strong and 
friendly ties between Japan and the EU 
into the future.  (A maximum of 130,000 
yen per student shall be awarded.)  

Below is the list of recipients of the 
JMCoE-Q Short Visit Scholarship select-
ed in June 2022. Congratulations! (One 
selected student was disqualified due to 
not complete the relevant programme.) 
*［ ］=Destination 

▼The next call for applications is to be decid-
ed. Please visit our website for details.                  

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

リウ ユエ / Liu Yuer  （共創学部/School of Interdisciplinary Science and Innovation) 
［イタリア、ピサ大学/Italy, University of Pisa］ 

セハチ ジオゴ コーラ / Serrate Diogo Colla  （大学院法学府/Graduate School of Law)          
［ギリシャ、アテネロースクール/Greece, European Law Masters Alumni Association of 
the Law School of Athens (ELMAA)］ 
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九州大学オープンキャンパ

ス / Kyushu University Open 

Campus  

新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から、2022年度九州大学オープンキャ

ンパスはオンライン配信型で行われまし

た。特設サイトを設け2022年7月から

2023年３月まで閲覧可能として、専用サ

イト上で各種さまざまなオンライン企画が

開催されました。ウェブサイト訪問者はど

なたでも閲覧可能となっており、九州大

学ＥＵセンターは右のチラシを提供しまし

た。ＥＵについて体系的に学べるEU-DPs
プログラムや、ＥＵへの理解を深めるた

めのイベント等を紹介し、九州大学で「Ｅ

Ｕ」を学べることをアピールしました。 

Due to the effects of the coronavirus 
pandemic, the 2022 Kyushu Universi-
ty Open Campus was conducted 
online. The special website was set up, 
and various online programmes were 
held on the website. Anyone who 
visits the website can view the infor-
mation from July 2022 to March 2023. 
Kyushu University EU Centre provid-
ed the flyer as shown. We introduced 
the EU-DPs programme, in which 
students can systematically learn 
about the EU, as well as events to 
deepen understanding about the EU 
and related matters. 

▼九州大学オープンキャンパス特設サイ

ト（日本語のみ）                           

Kyushu University Open Campus 
special website  (Japanese only)                                      

https://admission.kyushu-u.ac.jp/oc 

 

 

 

 

（新）JMCoE-Q EUに関する国際会議等参加支援金        
(New) JMCoE-Q Support Fund for Conference on the EU  

（目的） EUもしくは欧州に対する研究の発展に寄与する人材の育成および研究者間のネッ

トワーク形成を図るため、「ＥＵに関する国際会議等」で研究成果（連名も可とする）を発表（口

頭、ポスター）する者に対して移動費、滞在費等の旅費全般及び参加登録料（オンラインプロ

グラムを含む）、および学研災付帯海外留学保険加入料の一部（海外の場合）を援助します。 

（国際会議の開催地に応じて １件につき５万円～２０ 万円を支援する） 



 

 

© European Union 

© European Union 

EU研究ディプロマプログラム  
EU Studies Diploma Programmes 

修了者数 /  Number of students completed the programme 

2021年度後期 / 2021 Fall Semester 

2021年度後期には94名（学部生73名、修士課程21名）の学生が登録していました。 また、1名

の学部学生（法学部1名）、4名の修士課程の学生（法学府2名、人文科学府1名、統合新領域

学府1名）が修了証を授与されました。                                                                                                  

94 students (73 undergraduates, 21 graduates) enrolled in the Fall Semester of 2021.  
Also, 1 undergraduate student (from School of Law) and 4 graduate students (2 from 
Graduate School of Law, 1 from Graduate School of Humanities, and 1 from  Graduate 
School of Integrated Frontier Sciences) were awarded the Diploma in EU Studies.  

2022年度前期 / 2022 Spring Semester 

2022年度前期には97名（学部生81名、修士課程16名）の学生が登録していました。 また、2
名の学部学生（法学部1名、経済学部1名）、修士課程6名、博士課程1名の学生（法学府7
名）が修了証を授与されました。                                                                                                                   

97 students (81 undergraduates, 16 graduates) enrolled in the Spring Semester of 2022.  
Also, 2 undergraduate student (1 from School of Law, 1 from School of Economics), 
and 6 master’s course students and 1 doctoral course student  (all from Graduate 
School of Law) were awarded the Diploma in EU Studies.  

(Purpose) In order to foster human resources who will 
contribute to the development of research on the EU and 
Europe and to create a network among researchers, Kyu-
shu University EU Centre provides financial assistance 
for travel and accommodation expenses, registration fees 
(including for online programmes), and a portion of the 
overseas study abroad insurance premiums for those 
who make oral or poster presentations of their research 
results (joint research projects also acceptable) at 
“international conferences on the EU”.  

■ 第１回｜1st Round CLOSED                                    
申請いただきましてありがとうございました。審議の結果、扱

うテーマが対象外だったため、すべて不採択となりました。

Thank you very much for your application for the first 
call. As a result of the deliberation, all applications were 
rejected because the themes were not eligible. 

■ 第2回｜2nd Round CLOSED                  

申請がありませんでした。                                                       
No applications. 

■ 第3回｜3rd Round TO BE OPEN                

EUセンターウェブサイト（http://eu.kyushu-u.ac.jp/

indexjp.html）および下記募集スケジュールをご参照の上、

申請してください。                         

We look forward to receiving your application. Please 
visit the EU Centre website (http://eu.kyushu-u.ac.jp/
index.html) and refer to the application schedule below. 

 
第1回｜1st Round 

CLOSED 

第2回｜2nd Round 

CLOSED 

第3回｜3rd Round 

TO BE OPEN 
EUセンターへの提出期間/
Application Submission 
period to EU Centre 

2022年6月1日～15日 
1-15 June, 2022 

2022年10月3日～17日 
3-17 October, 2022 

2023年2月1日（水）～15日（水）16:00必着 

From Wed. 1 February to 16:00, Wed. 15 
February, 2023 

対象期間/Eligible Period 2022年8月-11月 
August – November 
2022 

2022年12月-3月 
December 2022 – March 
2023 

2023年4月-7月 
April - July 2023 
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研究成果発表のテーマ>>> 
EUそのものを扱う、もしくは広くヨーロッパに関連するもの
を扱う（歴史、思想、⽂化、科学技術など） 
 
Themes for the presentation>>> 
Themes that specifically or partially about the EU 
itself, or themes that deal with history, politics, 
ideology, culture, science and technology, etc. re-
lated to the EU or Europe. 

＜募集スケジュール＞  



 

 

リサーチペーパー優秀賞  /  Research Paper Award 

★ カリモブ エルナー Elnur Karimov                                                       

（九州大学大学院法学府／Graduate School of Law）                                                        
“Non-Traditional Trademarks Endanger Public Domain: Can the European Union and Japan Stop the 
Trademark Balloon?”                                                             
★ 川口 圭子 Keiko Kawaguchi                                                                                                        
（九州大学大学院統合新領域学府／Graduate School of Integrated Frontier Sciences）                               
“子どもの主観的幸福感についての一考察〜ユニセフ『レポートカード16』を端緒とした探索的研
究〜An Exploratory Research for Understanding the Realities and Actualities Surrounding Subjective 
Well-Being of Children Based on UNICEF Report Card 16” 
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EU研究ディプロマプログラ

ム（EU-DPs）とは？ 

EU研究ディプロマプログラム（EU-

DPs）は、九州大学に在籍中の学生

が、卒業・修了要件の必要単位を満

たしながら、EU（欧州連合）について

の体系的な学習、研究を行う機会を

提供するEU研究修了証書プログラ

ムです。 

EU-DPsの目的は、EU-DPsとして開

放されている科目を計画的に修得す

ることによって、EUの制度、機能、歴

史などの基本的知識を習得するこ

と、特定の分野・課題の研究を通じ

て、EUについての学問的な理解を深

めることです。 

学部レベルと大学院(修士課程)レベ

ルを対象にした2つのプログラムで構

成され、それぞれの修了要件を満た

した学生には、「EU研究ディプロマプ

ログラム修了証書（学部もしくは修士

課程）」が授与されます。 

*詳しくはホームページをご確認くだ

さい。 

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

EU Studies Diploma 
Programmes (EU-DPs) 

The European Union Studies Di-
ploma Programmes (EU-DPs) 
provide students of Kyushu Uni-
versity with opportunities to study 
about the EU and EU member 
states.  

EU-DPs students will gain a fun-
damental knowledge of the EU, 
such as the history and role of the 
EU constitution. They will deepen 
their academic understanding of 
the EU through further course-
work and the opportunity to write 
a research paper. 

EU-DPs consist of undergraduate 
level and graduate level. Upon 
completion of requirements, stu-
dents will be awarded a Diploma 
in EU Studies.  

*Please visit our website for de-
tails.  

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

 EU研究部門／EU Research Section （2名)  

2021年度後期 / 2021 Fall Semester                                                                            
2021年度後期のリサーチペーパー優秀賞「EU研究部門」には、カリモブ エルナーさん、川口 圭子さ

んの2名、優秀賞「ヨーロッパ研究部門」には、坂本 隼人さん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 two EU Research Paper Awards for Elnur Karimov and Keiko 
Kawaguchi, and one Europe Research Paper Awards for Hayato Sakamoto, from the 2021 Fall 
Semester research papers. Congratulations! 

 ヨーロッパ研究部門／Europe Research Section （1名)  

★最優秀賞/Award of Excellence 

坂本 隼人 Hayato Sakamoto                                             

（九州大学大学院人文科学府／Graduate School of Humanities）                          

“ナチ占領下フランスにおける義勇軍組織とその経験 Military Volunteer Units and Experiences of 
Them in Nazi Occupied France“ 

2022年度前期 / 2022 Spring Semester                                                                             
2022年度前期のリサーチペーパー優秀賞「EU研究部門」には、エン ソバンチータさんの研究論文が

選ばれました。おめでとうございます！                                                                                           

The EU-DPs has recognized one EU Research Paper Awards for Sovannchita Eng from the 
2022 Spring Semester research papers. Congratulations! 

 EU研究部門／EU Research Section （1名)  ★最優秀賞/Award of Excellence 

★ エン ソバンチータ Sovannchita Eng                                                       

（九州大学大学院法学府／Graduate School of Law）                                                           

“New Trends in Drafting Bilateral Investment Treaties: Implications on Cambodia, Comparative 
Study, and Possible Directions”  

2020年1月31日離脱 



 

 

私がEU研究ディプロマプログラムにつ

いて知ったのは、修士課程に入学する

時のことだったと記憶しています。卒

業論文で広域的なヨーロッパの歴史を

研究した自分にとって、本プログラム

はうってつけと呼べるものでした。 

今振り返ると、本プログラムに登録し

たおかげで、自身の院生生活はとても

実りあるものだったと感じます。多様

な講義を通じて様々な知識を得ること

ができたのはもちろんのこと、EUセン

ターが主催するイベントにとてもコミットしやすくなることも何

よりの利点でした。 

仏独関係からヨーロッパ地域史を紐解くという、私の修士課程で

の研究テーマは、そうした既存の枠にとらわれない学びの中か

ら、生まれたものに他なりません。修士一年の夏には、ドイツで

史料収集を行いましたが、今になって振り返ると、プログラムを

通じて得た学びや刺激に後押しされた部分も大きかったと感じま

す。 

プログラム修了にあたって必要となるリサーチペーパーの作成に

は膨大な時間と労力を要し、何度も心が折れそうになりました

が、実際にヨーロッパの地で集めた史料があったからこそ、なん

とか書き上げることができました。 

奇しくも今日の日本社会にあっては、EUの問題がより身近なもの

になりつつあります。この日本という国でヨーロッパのことを学

び、研究することがより良い世界を築いていくための確かな一歩

となることを願うばかりです。  

Mr Hayato Sakamoto                                       
*Completed the EU Studies Graduate Diploma Programme in Fall 
2021                                                                                                                                
Affiliation at the time of completion of the programme: Graduate 
School of Humanities, Kyushu University                                            
Career after graduation: Employment in local government in Kyushu                            

I remember that I first heard about the EU Studies Diploma 

Programme when I was enrolled in the Master's programme. 

Having researched broad European history for my bachelor's 

thesis, I found the programme to be a perfect fit to me. 

Looking back, I feel that my time as a graduate student was 

very fruitful, thanks to my enrolment in this programme. 

Not only did I gain a lot of knowledge through the variety 

of lectures, but I also found it very easy to commit to the 

events organized by the EU Centre. 

My master's research theme of unraveling European regional 

history from the perspective of Franco-German relations was 

born out of such out-of-the-box learning. In the summer of 

my first year as a master's student, I went to Germany to 

collect historical documents, and looking back on it now, I 

feel that I was encouraged in large part by the learning 

and stimulation I received through the programme. 

The research paper required for the completion of the pro-

gramme took an enormous amount of time and effort, and I 

almost lost heart many times, but I was able to complete it 

thanks to the historical documents I actually collected in 

Europe. 

Coincidentally, in Japanese society today, EU issues are 

becoming more and more familiar. I can only hope that 

learning and studying about Europe in this country of Japan 

will be a solid step toward building a better world.   
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坂本 隼人  さん （2021年度後期 大学院修士課程コース修了）                                              
プログラム修了時の所属：九州大学大学院人文科学府修士課程                              
卒業後の進路：九州内の自治体に就職   

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

私は統合新領域学府ユーザー感性学を専攻し、さまざまな領域を

越境して新しい知見を求めたいと考えていました。EU-DPs修士課

程コースでは、他学府の専門性の高い授業が数多く開講されてい

ます。このプログラムを受けたいということを早い段階で私の指

導教授にお伝えし、修士研究とEU-DPsを並行してスタートさせる

ことにしました。  

どの授業を履修するか迷ったため、九州大学EUセンターに相談

し、シラバスを見てドイツ文学を履修することに決めました。EU

諸国を巡る文学の旅路によって、COVID-19が現実世界を席巻した

時期だったにもかかわらず、世界が広がり心が満たされるように

感じました。  

そして、子どもの主観的幸福感を扱う私の修士研究に、EUでの子

どもの育ちを日本の子どもの主観的な幸福感を知る鏡として見て

いくという一つの方向性が与えられました。二つの研究が一つに

重なったのです。すなわち、ユニセフのレポートカード16（※）の

データ解析を中核として、そこから出た結論と新たな問いを、現

場での参与観察やEUで暮らした経験のある人々の語りを聴くこと

などにより質的に深めていきました。それによって、子どもの主

観的な幸福感に寄与できる大人の可能性という深い学びを得るこ

とができました。私はこの研究をさらに深化させ社会に還元した

いと考えています。  

EUについて考えることは世界を考えることにつながります。この

プログラムは、答えのない複雑な問題を考える私たちの視野を広

げてくれる場となるかもしれません。あなたもこのプログラムで

学んでみませんか。     

（※）レポートカード：ユニセフ・イノチェンティ研究所が、先進国における子ど

もの状況を比較・分析するために発表している報告書（通信簿）シリーズ  

Ms Keiko Kawaguchi              
*Completed the EU Studies Graduate Diploma Programme in Fall 
2021                                                                                                                                
Affiliation at the time of completion of the programme: Graduate 
School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu University                                             

I majored in User Kansei Science at the Graduate School of 

Integrated Frontier Sciences, and I wanted to seek new 

knowledge across various fields. In the EU-DPs Master's 

Course, there are many highly specialized classes offered 

by the other graduate schools. I told my supervisor at an 

early stage that I wanted to take this programme, and I 

decided to start my master's research and EU-DPs in paral-

lel.  

Since I wasn't sure which class to take, I consulted with 

the Kyushu University EU Centre and decided to study German 

literature after seeing the syllabus. The literary journey 

through the EU made me feel the expansive world and en-

riched my heart, even though it was a time when COVID-19 

was sweeping the real world. (Continued to the next page) 

川口 圭子 さん （2021年度後期 大学院修士課程コース修了）                                    
プログラム修了時の所属：九州大学大学院統合新領域学府修士課程    



 

 

Christmas in the EU (Co-organized by Fukuoka EU Association)  
Sun. 11 December 2022, 14:00-15:30 at Kokusaihiroba, ACROS 
Fukuoka (TBC) 
  
Enjoy the EU in Fukuoka (Organized by Fukuoka EU Associa-
tion） February 2023 (TBD)  at a hotel in Fukuoka  (TBD) 
 
【KU Students / For Undergrads & Grads】 CALL FOR 
APPLICANTS for Short Visit Scholarship (Advance Notice) 
-Application Period: Around April 2023                                             
-Scholarship Period: Summer 2023 
The purpose of this scholarship is to support students during language study or 
other short-term study programmes within the EU (including online programmes). 

Please check details on our website. http://eu.kyushu-u.ac.jp/index.html 
 
 

【KU Students / For Grads & Young Researchers】 CALL FOR 
APPLICANTS for Support Fund for Conference on the EU <3rd 
round> 
-Application Period: From Wed. 1 February to 16:00, Wed. 15 
February, 2023 
-Scholarship Period: Conferences to be held in April - July 2023 
The purpose of this scholarship is to support students participating in an EU-
related conference (including online programmes). ★Themes for the presenta-

tion>>> Themes that specifically or partially about the EU itself, or themes that 
deal with history, politics, ideology, culture, science and technology, etc. related to 
the EU or Europe. Please check details on our website. http://eu.kyushu-u.ac.jp/
index.html 

これからのイベント                                    Future Events 

発行：九州大学EUセンター 発行日：2022年10月31日 

Published by Kyushu University EU Centre,  The date of issue: 31 October 2022 

EUのクリスマス（福岡EU協会共催） ※詳細未確定 

2022年12月11日（日）14：00-15：30＠アクロス福岡こくさいひろば 

 

福岡で楽しむEU（福岡EU協会主催）  

2023年2月（予定）＠福岡市内ホテル（予定） 

 

【九大生向け・学部/大学院】  

「ショートビジット支援金」 受給者募集（予告）  

○募集時期：2023年4月頃   ○対象期間：2023年夏休み 
EU加盟国での短期留学（語学研修、サマースクールなど）の渡航費、授業料（オンライン
プログラムを含む）、海外保険の一部を援助します。詳細は2023年4月頃ホームページにて
確認ください。http://eu.kyushu-u.ac.jp/indexjp.html 
 
 

【九大生向け・大学院/若手研究者】  

「EUに関する国際会議等参加支援金」 受給者募集＜第3回＞ 

○募集期間：2023年2月1日（水）～15日（水）16時必着      

○対象期間：2023年4月～7月に開催の国際会議 
EUに関する国際学会等での報告・発表を目的とした移動費、参加料（オンラインプログラ
ムを含む）、海外保険の一部を援助します。★研究成果発表のテーマ>>>EUそのものを扱
う、もしくは広くヨーロッパに関連するものを扱う（歴史、思想、文化、科学技術など） 
詳細はホームページにて確認ください。http://eu.kyushu-u.ac.jp/indexjp.html 

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 

 

(Continued from the page 11) In my master's research on 
the subjective well-being of children, I was given one 

direction: to look at the growth of children in the EU as 

a mirror of the subjective well-being of Japanese chil-

dren. The two studies came together as one. In other 

words, with the analysis of UNICEF's Innocenti Report 

Card(*) 16 as the core, the conclusions and new questions 

that emerged from it were qualitatively deepened by ob-

serving participants on the ground and listening to the 

stories of people who have lived in the EU. As a result, 

I was able to learn a profound lesson about the potential 

of adults to contribute to children's subjective well-

being. I would like to continue deepening this research 

and use it to give back to society.  

Thinking about the EU leads to thinking about the world. 

This programme may be a forum for us to broaden our hori-

zons when thinking about complex issues with no apparent 

answers. Why don't you join this programme and broaden 

your learning?  

(*) Innocenti Report Card: A series of reports published 

by UNICEF Innocenti to monitor and compare the perfor-

mance of economically advanced countries in securing the 

rights of their children.    

EU-DPs修了者の声 / Voices from the EU-DPs Stu-

dents who completed the programme  


