


 

EUIJ関西は、次の３分野において広範な活動を
展開します。

　EUIJ関西は、2005年4月1日、EUの資金援助を得
て、神戸大学(幹事校)、関西学院大学、大阪大学からな
るコンソーシアムとして設立され、EU(欧州連合)に関す
る学術研究拠点として、EUの研究・教育の促進、広く一
般市民へのEUに関する広報活動の推進、および21世
紀におけるEUと日本の広範囲な関係の強化を活動の
目的としています。

General Objectives of the Project

ーWhat is the EUIJ-Kansai? 

The EUIJ-Kansai, a consortium formed by Kobe University
(co-ordinating university), Kwansei Gakuin University and 
Osaka University, was established on 1 April 2005 with 
financial support from the European Union. The EUIJ-Kansai, 
aims to foster a better understanding of the EU issues 
among the Japanese public at all levels as well as to 
promote academic interactions, thus contributing to the 
strengthening of the EU-Japan multi-dimensional partner-
ship in the 21st century.

Goals and activities

Offering new EU-related courses and an extensive cred-
it-transfer scheme among the consortium members, the 
EUIJ-Kansai awards Certificates on the EU studies to those 
students of the consortium who have successfully complet-
ed the stipulated EU courses. The  EUIJ-Kansai also pro-
motes academic exchanges with European universities and 
institutions through joint researches, seminars, international 
conferences, invitation and scholarship programmes.

1.To be the center of academic excellence in 
education and research of EU studies

1. EUに関する教育・学術研究を行うセンターオブエクセレ
ンスになること

　EU関連授業を大幅に拡充し、3大学間でのEU科目の単位互換
を実施します。EU科目の所定単位を履修した学生にEUIJ関西から
修了証を与えます。その他、欧州学術機関との交流推進、学生に対
する奨学金制度の創設、客員教授などの招聘、共同研究の推進、EU
関連セミナー、学術講演、 国際学術会議などの開催を行います。

2. EUに関する情報収集および発信拠点になること
　駐日欧州連合代表部との連携により、EU情報を収集し、 EUIJ関
西WEBサイトを活用した有益な情報発信に努めます。

3. 一般市民のEUへの認識を高めること
　EUIJ関西は、一般市民への公開講座やビジネス界へのビジネス
セミナーやシンポジウムなどを開催し、アウトリーチ活動を積極的に
行います。 The EUIJ-Kansai organises open public seminars and 

professional seminars for business communities and 
various professional organisations on the EU issues.

3.To increase the level of EU awareness 
among general public

Working in close collaboration with the Delegation of the 
European Union to Japan, the EUIJ-Kansai gathers and 
disseminates a wide range of the EU-related information 
through the EUIJ-Kansai website.

2. To disseminate information on the EU

「EUインスティテュート関西」とは  -What is the EUIJ-Kansai?「EUインスティテュート関西」とは  -What is the EUIJ-Kansai?

EUIJ関西とは
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※このAnnual Reviewには2015年度時点のEUIJ関西の活動
を記載しています。2016年度以降、欧州委員会の資金支援
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くはEUIJ関西ホームページhttp://euij-kansai.jp/indexを
御参照願います。



ご  挨  拶01
アであり、修了時にはコロキアムを開催して審査に依り優秀
者の表彰を行うとともに、修了者には卒業証書とは別に、
EU研究修了証を授与しています。学生の皆さんは是非
EU研究修了証プログラムに参加して頂きたいと思います。
　アウトリーチ活動は広く対象を広げて実施しています。高
校生向けでは同時通訳を起用するミニシンポジウムを開催
し、教員や外交官を講師としてEUの諸施策や社会科学・
自然科学の研究に就いて分かり易い講演を行い、対象校
の生徒には国際会議の雰囲気を実体験して貰っていま
す。また、夢ナビ講演やオープンキャンパスを活用してEUと
EUIJ関西の活動を紹介しています。産学連携分野では日
本電気制御機器工業会との共催で毎年話題性のあるテ
ーマでシンポジウムを実施しており、2015年度は工業生産
の安全と安全資格をテーマに日本・EUの専門家で充実し
た討議を行いました。一般～シニア向けは、神戸シルバーカ
レッジ・阪神シニアカレッジ等で社会科学分野の講演を実
施しています。更に、日・EUフレンドシップウィークやワン・ワ
ールド・フェスティバルに参加し、EUクイズやEU料理教室
等を実施して一般市民との交流を深めています。
　学術交流活動では日本国内にあるEUIJ早稲田（構成
校：早稲田大学）、EUIJ九州（構成校：九州大学、福岡女
子大学）、EUSI東京（構成校：一橋大学、慶応大学、津田
塾大学）の関連3団体や日欧産業協力センター及び各地
のEU協会、また、海外ではアジア大洋州地区の各EUセン
ターとの交流を積極的に行っています。
　EUは日本の重要なパートナーでありEUと様々な分野で
関係を深めて行く事は私達の将来に活かされると信じます。
　さて、欧州委員会の教育グラント制度が今般改定され、
EUIJ関西への欧州委員会からの資金支援は2016年3月
を以て終了する事になりました。これに替り、EUIJ関西幹
事校の神戸大学で欧州委員会の新たな教育支援施策
Erasmus+に応募し、2015年9月にJean Monnet Cen-
tres of Excellence及びJean Monnet Chairの資金を獲
得する事が出来ました。
　EUの教育グラント制度の改訂に依り、2016年4月以降の
EUIJ関西は、主にEU研究修了証プログラムを核とした教
育活動を主体に今後の活動を続けていく事になります。
　ここに改めてご支援を頂いている皆様に厚く御礼申し上
げますと共に、今後も一層のご指導、ご協力を賜りますよ
う、宜しくお願い致します。

　EUインスティテュート関西(EUIJ関西) 第3期3年度（最
終年度）アニュアル・レポートの発行にあたり、一言ご挨拶
申し上げます。
　EUIJ関西は、2005年4月に欧州委員会の資金援助によ
り、神戸大学、関西学院大学、大阪大学からなるコンソー
シアムとして発足しました。その後、2005年4月～2008年9月
の第1期、2009年4月～2013年3月の第2期活動を終え、
2013年4月から第3期の活動を開始しました。発足当初は
コンソーシアム構成3大学の限られた活動でしたが、2008
年に京都大学経済研究所と関西大学が、2012年には和
歌山大学と香川大学経済学部が、そして2013年には奈良
女子大学がそれぞれ協定校として参加し、現在では近
畿・四国圏8大学に活動範囲を広げ、また、その内容を深
化させています。
　EUIJ関西の第3期ミッションは、大学が本来高等教育機
関として保有しているEUに関する教育・学術研究以外
に、EU情報の収集と情報発信の拠点として、また、一般市
民に向けてEUへの関心及び認識を高めるように努めるこ
とです。
　もう少し具体的に私達の活動をご紹介しましょう。
　教育・研究活動ではEU加盟国の教員、研究者等を日
本に招聘しての授業、セミナー、ワークショップ、シンポジウム
等の実施や教員及び学生をEU・アジア・オセアニアに派
遣しての共同研究、情報交換や教育、研究ネットワークの
構築を行っています。学生を対象とした合宿では外交官や
専門家を招いて講演を行い、グループワークに依り短期間
でEUに関する知識・理解を深められる機会を作っていま
す。学期中に開催しているEUディベートクラブではタイムリ
ーなトピックを採り上げた英語ディベートを実施し、英語で
のコミュニケーション能力の向上を図っています。
　コンソーシアムを構成する3大学間の単位互換制度に拠
るEU研究修了証プログラムは、EUIJ関西の教育活動のコ

EUインスティテュート関西　代表　井 上　典 之
神戸大学副学長、理事

ご　挨　拶2



Greeting 01
President, EU Institute in Japan, Kansai and
Executive Vice President of Kobe University

Prof. Noriyuki Inoue

We strongly encourage students to participate in the 
Certificate Programme in EU Studies.

Our outreach activities cover a broad spectrum of people 
and fields. For high school students, we organise mini 
symposiums in which simultaneous translation services are 
provided. Faculty and diplomats visit high schools to 
deliver easy-to-understand talks on policies adopted by 
the EU and findings of social/natural scientific research, so 
that the students can enjoy opportunities to learn what it 
feels like to attend an international conference. We also 
promote the EU and EUIJ-Kansai publicity activities by 
means ofYume-Navi Web lectures and campus visits. In 
the field of industry-academia collaboration, we hold an 
annual symposium on a topical theme in cooperation with 
the Nippon Electr ic Control  Equipment Industr ies 
Association. In academic year 2015-16, specialists from 
the EU and Japan took part in a vigorous debate on the 
theme of Safety on Innovative Manufacturing and Safety 
Certification Scheme. For the general public, and senior 
citizens in particular, we offer lectures on social science 
topics as part of the programmes offered by the Kobe 
Silver College, the Hanshin Senior College, and so on. In 
addition, during EU-Japan Friendship Week and the One 
World Festival, we create entertaining learning experiences, 
such as an EU quiz and an EU cooking class, as ways of 
fostering open communication with the general public. 

And, finally, we actively promote academic exchange, 
both within Japan and on an international basis. To this 
end, we cooperate with our three associate organisations, 
EUIJ-Waseda (member university: Waseda University), 
EUIJ-Kyushu (member universities: Kyushu University and 
Fukuoka Women’s University),  and EUSI (member 
universities: Hitotsubashi University, Keio University, and 
Tsuda College), and with the EU-Japan Centre for 
Industrial Cooperation, EU Associations in Japan, and EU 
Centres in the Asia-Pacific region.   
We believe that the EU is, and will continue to be, one of 
Japan’s most important international partners and that 
enhancing the relations between Japan and the EU in 
various areas plays a valuable part in shaping our nation’s 
future.

Meanwhi le ,  European Commiss ion rev ised the i r  
educational grant system recently therefore their grant aid 
to EUIJ-Kansai has been terminated by March 2016 same 
t ime as the expiry of the Phase-II I  durat ion. Kobe 
University, a coordinating university of the EUIJ-Kansai, 
applied Erasmus+ scheme, a new grant aid offered by the 
European Commission and succeeded to receive grant 
award of Jean Monnet Centres of Excellence and Jean 
Monnet Chair in September 2016. EUIJ-Kansai shall 
continue their activities particularly in educational field. We 
consider the Certificate Programme in EU Studies is a core 
activity for EUIJ-Kansai since April 2016 onwards to 
develop our education activities.

On behalf of EUIJ-Kansai, I would like to express our 
sincere appreciation for your support to date. We look 
forward to your ongoing and, hopefully, increased 
guidance and support.

I wish to offer a few words on this occasion of the publication 
of the EU Institute in Japan,Kansai(EUIJ-Kansai) Annual 
Review for the third (final ) year of our Phase-III activities. 
EUIJ-Kansai, a consortium formed by Kobe University, 
Kwansei Gakuin University and Osaka University, was 
founded in April 2005 with financial support from the 
European Commission. Following our Phase-I and Phase-II 
activities (April 2005 through September 2008 and April 
2009 through March 2013, respectively), we commenced 
Phase-III in April 2013. Initially, the institute’s scope was 
limited to the three member universities. Then, in 2008,
EUIJ-Kansai concluded cooperation agreements with the 
Kyoto University Institute of Economic Research and 
Kansai University. Subsequently, we welcomed Wakayama 
University and the Kagawa University-Faculty of Economics 
in 2012, and Nara Women’s University in 2013, based on 
individual cooperation agreements with those institutions. 
Over that time, EUIJ-Kansai has broadened and deepened 
the scope of its activities, in which eight universities in the 
Kinki and Shikoku regions are currently involved.

The Phase-III mission for EUIJ-Kansai is not only to promote 
EU-related education and academic research, as originally 
offered by higher education institutions, but also to work to 
raise public interest in and awareness of the EU by serving 
as a hub for gathering and disseminating EU-related 
information.

Let me introduce you some more specific details regarding 
our activities.

In the education and research area, we invite faculty and 
researchers from EU Member States to visit Japan and 
participate in university courses, seminars, workshops, 
symposiums and other programmes. We also dispatch 
faculty and students to the EU, Asia, and Oceania to take 
part in joint research projects, information sharing and 
educational and research network building. We organise 
Intensive EU workshop for students. In this workshop, 
invited diplomats and other specialists deliver lectures and 
students are provided with brief opportunities to improve 
their knowledge and understanding of the EU through 
group work. The EU Debate Student Club meets on during 
every semester. Participating in English-language debates 
on contemporary topics, students work to further develop 
their English communication skills.

The Certificate Programme in EU Studies, which is based 
on mutual exchange of credits among the three member 
universities, is the core educational activity of EUIJ-Kansai. 
Every student who completes the programme receives a 
Certificate in EU Studies, in addition to a degree granted 
by his or her home university. We hold the EU Studies 
Col loquium,  a t  which s tudents  who have wr i t ten 
outstanding papers are invited to present and discuss 
their research findings in front of a jury. The participants 
are able to win any of the prizes. 
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トピックス・教育・研究活動4

教育・研究活動

※このAnnual Reviewには2015年度での履修条件を記載しています。2016年度以降の履修に関してはEUIJ関西ホームページ
http://euij-kansai.jp/indexを御参照願います。

 EUIJ関西を構成する三大学に所属する学部学生及び大学院生は、所定の科目を履修することにより、EUIJ関西が発行す
るEU研究修了証を取得することができます。この修了証は、大学が授与する学士号・修士号とは別に、EU研究につき所定
の 成果を上げた学部学生・大学院生に対し、EUIJ関西が独自に授与するものです。

EU研究修了証プログラム

◆ EU研究修了証とは?

●2015年11月12日 アン・バリントン駐日アイルランド特命
全権大使が神戸大学を訪問し、「アイルランドにとって
EUとは？」のテーマで講演されました。

●2015年11月29日にグランフロント大阪で開催した
EUIJ関西アカデミック・シンポジウム「よみがえる『約束
の土地』-ポーランド第2の都市ウッジの魅力と都市再
生-」にツィリル・コザチェフスキ駐日ポーランド全権大

使が参加され、開会の挨拶を頂きました。

●2016年3月24日にドイツ連邦議会議員フォルカー・カウ
ダー氏を迎え、関西学院大学主催・EUIJ関西後援の
特別講演会「2016年-欧州にとって運命の年」を開催
しました。

第3期3年度にEU加盟国の要人や各国大使がEUIJ関西を訪問されました。

02

　修了証の取得を目指す学部学生は、所属大学EUIJ関西事務局に
おいて、修了証プログラムに2学期間以上の登録を必要とします。

1. 修了証プログラムへの登録

 EU研究の総仕上げとして、EUに関する問題を論じる研究論文を 
作成します。字数は日本語20,000字以内、英・仏・独いずれかで 
10,000字以内。
　優秀論文を執筆した学生には、「EU研究コロキアム」に参加する 
機会が与えられます。

3. EUに関する研究論文

　EUIJ関西参加三大学は、充実したEU研究カリキュラムを提供し 
ます。これらの科目は、導入科目を始め7つの科目群に分かれていま
す。歴史・法律・政治・経済・自然科学・文化などの多種多様な観点
からEUについて学ぶことにより、EUの姿をより深く理解することが
できます。
　修了証プログラム登録学生は、参加三大学において開講される
「EU科目」を単位互換協定に基づき履修することができます。

2. 「EU科目」の修得

学部学生の履修について

　修了証の取得を目指す大学院生は、所属大学EUIJ関西事務局に 
おいて、修了証プログラムに2学期間以上の登録を必要とします。

1. 修了証プログラムへの登録

 EU研究の総仕上げとして、EUに関する問題を論じる研究論文を 
作成します。字数は日本語20,000字以内、英・仏・独いずれかで 
10,000字以内。優秀論文を執筆した学生には、「EU研究コロキア 
ム」に参加する機会が与えられます

3. EUに関する研究論文

　EUIJ関西参加三大学は、充実したEU研究カリキュラムを提供し 
ます。これらの科目は(a)から(d)までの3つの科目群に分かれていま
す。修了証プログラム登録学生は、参加三大学にて開講される
「EU科目」を履修することができます。

2. 「EU科目」の修得

大学院生の履修について

トピックストピックス



※This Annual Review shows requirement up to March 2016. There are several revisions  in requirement after April 
2016. Please see http://euij-kansai.jp/index for the details.

Certificate Programme in European Union Studies

Undergraduate or graduate students at one of the three member universities of the EUIJ-Kansai may receive an Under-
graduate / Graduate Certificate in European Union Studies from the EUIJ-Kansai by completing several requirements. 
In addition to a bachelor’s or master's degree granted by a home university, this certificate is granted by the EUIJ-Kansai 
to undergraduate or graduate students who have demonstrated required achievements in the EU studies.

◆ What is the Certificate in European Union Studies?

● H.E. Anne Barrington, Ambassador of Ireland 
lectured“What does the EU mean to  Ireland?” at 
Kobe University in front of 30 students on 12 
November 2015 in the EUIJ-Kansai academic semi-
nar series.
●H.E. Cyryl Kozaczewski, Ambassador of the 
Republic of Poland attended EUIJ-Kansai Symposium 

“Lodz in the European Union ―City Renovation and 
Restoration ―”and he gave opening remarks in 
front of 53 participants at the Kita-yard conference 
room in Grand Front Osaka on 29 November 2015.

●Mr. Volker Kauder, a German CDU politician and 
has been the parliamentary group leader of the 
ruling CDU and Christian Social Union in Bavaria in 
the German lower house, visited Kwansei Gakuin 
University and lectured "2016 - Schicksalsjahr für 
Europa" in front of 130 participants including gener-
al publics on 24 March 2016 at Kwansei Gakuin Uni-
versity Library Hall.

TopicsTopics

A student intending to complete the Undergraduate Certificate 
in European Union Studies must register for the undergraduate 
certificate programme with the EUIJ-Kansai office at his/her own 
university. A student must be enrolled in the programme for a 
minimum of two semesters.

1）Registration for the Undergraduate
     Certificate Programme 

To cap off his/her EU studies, a student must present a 
research paper on the EU.  (Paper proposed) : up to 20,000
words in Japanese ; up to 10,000 words in English, French
or German.） A student may seek academic advice from
a supervisor. If the paper is judged to have reached an 
acceptable level, credits will be granted.
A student who wrote an outstanding paper will be given an 
opportunity to participate in the EU Studies Colloquium.

3）Research papers on the EU

A student intending to complete the Graduate Certificate in 
European Union Studies must register for the graduate certificate 
programme with the EUIJ-Kansai office at his/ her own university. 
A student must be enrolled in the programme for a minimum of 
two semesters.

A）Registration for the Graduate Certificate Programme

Broad curricula on the EU Studies are offered at the three 
member universities. The courses are grouped into seven 
categories (a-g). To obtain the Undergraduate Certifica European 
Union Studies, astudent must complete credits in at least 
one course from three categories as well as (a) Introductory 
Module. Taking a multidisciplinary approach to the EU Studies 
that encompasses history, law, politics, economics, natural 
science and culture should help students deepen their 
understanding of the EU. 
The EU Studies courses are offered at all of the three member 
universities. Regardless of where they are granted, credits in 
the EU Studies courses will be recognised as those needed to 
obtain the Certificate.  

Broad curricula on the EU Studies are offered at the three 
EUIJ-Kansai member universities. The courses are grouped into 
four categories(a–d). To obtain the Graduate Certificate in 
European Union Studies, a student must complete two credits 
from(a)Core Module, and at least eight credits from the other 
courses. The EU Studies courses are offered at all of the three 
member universities. A student may take any courses given at 
the member universities.

2）Completion of the EU Studies courses B）Completion of the EU Studies courses

To cap off his/her EU studies, a student must present a research 
paper on the EU.(Paper Proposed : up to 20,000 words in 
Japanese ; up to 10,000 words in English, French or German.) A 
student may seek academic advice from a supervisor. If the 
paper is judged to have reached an acceptable level, credits 
will be granted.
A student who wrote an outstanding paper will be given an 
opportunity to participate in the EU Studies Colloquium.

C）Research papers on the EU

Undergraduate Certificate in
European Union Studies 

Graduate Certificate on
European Union Studies 

H.E. Anne Barrington, Ambassador of Ireland, H.E. Cyryl Kozaczewski,
Ambassador of the Republic of Poland to Japan and Mr. Volker Kauder, 
German CDU politician visited the EUIJ-Kansai during the Phase-III, third year.

Academic & Research Activities 02
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EU研究修了証プログラムはEUIJ関西が活動を開始した2005年4
月1日から開始しました。参加学生は当初21名でしたが、その後
EUIJ関西の活動の深化に伴って増加し、2015年10月1日には
229名（学部生160名、院生69名）となっています。2016年3月21
日に第10回修了証授与式を実施し、計12名（学部生3名、院生9名
）に修了証を授与しました。

EU関連カリキュラム活動

　EUIJ関西では、修了証取得に必要な研究論文を提出した学生の
中で、優秀論文を執筆した学生を対象に、毎年3月にコロキアムを実
施しています。
　コロキアムでは、EUIJ関西教授陣で構成される審査員の前で研
究論文を英語・フランス語・ドイツ語（但し、学部学生は日本語でも
可）のいずれかで発表し、討論をして論文の内容や質疑応答の的確
さを競い、EUIJ関西が表彰します。
　2015年度では12の研究論文が提出され、承認されました。
　そのうち3名が2016年3月21日に関西学院大学で実施した第
10回コロキアムに参加しました。

コロキアム

最優秀賞：
中村 慶仁　神戸大学 法学部
「EUにおける庇護審査基準と内戦から逃れてきた者への対応について
―シリア難民を契機に―」
兵庫EU協会長賞：
澄川 みずき　関西学院大学 法学部
"The Role of Norway and Sweden in International Conflict Resolu-
tion and Peacebuilding: Implications for EU’s Policy and Operation"
優秀賞：
河野 桃　神戸大学大学院経済学研究科
"Intra-European Student Mobility And its Changed Determi-
nants -An Analysis of How the EU Enlargement Has Affected 
the Vertical and Horizontal Mobility of Degree -Seekers -"

2015年度の結果

◆学部生のためのEU科目：平成27年度（2015年度）

西洋政治史 安井神戸大学
法学部

総合科目 I （EU基礎論） 吉井 他神戸大学
全学共通授業科目

ヨーロッパ経済論 吉井神戸大学
経済学部

共通特論B（204） 市川関西学院大学
商学部

共通特論B（206） ローリンソン

ローリンソン

関西学院大学
商学部

共通特論B（203） 市川関西学院大学
商学部

共通特論B（207） 関西学院大学
商学部

現代ヨーロッパ政治 木戸大阪大学
法学部

西洋法史 瀧澤神戸大学
法学部

（a） 導入科目群     

（b) 歴史科目群

開講大学での科目名 開講大学・学部 担当教員
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The Certificate Programme in the EU Studies launched on 1 
April 2005 while EUIJ-Kansai started its activities. The 
number of students who registered in the programme while in 
the installation was 21. The number of the registered 
students has been increased according to the development 
of the EUIJ-Kansai activities. Total number of registered 
students became 229 ( 160 undergraduate and 69 gradu-
ate) as of 1 October 2015. Twelve dissertations ( 3 under-
graduate and 9 graduate) were submitted to the EUIJ-Kansai 
and all of them were awarded the Certificate of the 
EUIJ-Kansai on 21 March 2016.  

EU-related Curriculum Activities

The EUIJ-Kansai holds Colloquium on the EU studies in 
March every year. If a student’ s dissertation is recognised 
as outstanding, he/she is offered the opportunity to partici-
pate in the EU Studies Colloquium, where many students 
are required to present their research findings in either 
English, French, German, or Japanese (in case of under-
graduate students) in front of a jury of the EUIJ-Kansai pro-
fessors. After their presentation, the EUIJ-Kansai awards 
all students to increase their motivation to study the EU 
affairs.

12 dissertations were presented to the EUIJ-Kansai , and 3 
students (2 undergraduate and 1 graduate) defended their 
dissertations in front of a jury. The result of 10th Colloqui-
um, which was held at Kwansei Gakuin University on 21 
March 2016.

Colloquium

Best Defence Award:
"Criteria of asylum examination and treatment of the people 
who had fled from civil war in EU ―With Syrian refugee as a 
start―"by Mr. Yoshihito Nakamura, Faculty of Law, Kobe 
University
Hyogo EU Association Award:
"The Role of Norway and Sweden in International Conflict 
Resolution and Peacebuilding: Implications for EU’s Policy 
and Operation" by Ms. Mizuki Sumikawa, School of Law and 
Politics, Kwansei Gakuin University
EUIJ-Kansai Award:
"- An Analysis of How the EU Enlargement Has Affected the 
Vertical and Horizontal Mobility of Degree-Seekers –"
by Ms. Momo Kono, Graduate school of economics, Kobe 
University 

Results of 10th Colloquium

◆Undergraduate Certificate in European Union Studies(2015):
　EU-related Courses

European Political History YasuiFaculty of Law
Kobe University

EU Basics YoshiiLiberal Arts and Sciences
Kobe University

European Economy YoshiiFaculty of Economics
Kobe University

International Cooperation on Global Environmental Issues IchikawaSchool of Business Administration 
Kwansei Gakuin University

Economic policy in the EU A RawlinsonSchool of Business Administration 
Kwansei Gakuin University

Resources and Environment Problems in Global Society Ichikawa

Rawlinson

School of Business Administration 
Kwansei Gakuin University

Economic policy in the EU B School of Business Administration 
Kwansei Gakuin University

Contemporary European Politics KidoSchool of Law
Osaka University

Western Legal History TakizawaFaculty of Law
Kobe University

（a） Introductory Module

（b) History Module

EU-related Courses Venues Professors
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上級欧州統合史 奥西神戸大学
経済学部

キリスト教の歴史（古代～中世） 土井関西学院大学
神学部

キリスト教の歴史（宗教改革以降） 岩野関西学院大学
神学部

西洋法制史 三成大阪大学
法学部

経済史 ばん澤
友部

大阪大学
経済学部

欧米の文化と社会を知る-国際人のためのヨーロッパ現代史 竹中大阪大学
大学教育実践センター

（b) 歴史科目群

（c) 法律・政治科目群

開講大学での科目名 開講大学・学部 担当教員

国際関係論 II 増島神戸大学
法学部

国際機構法 玉田神戸大学
法学部

プログラム講義Aspects of EU Law and Politics(Lecture) リミヌッチ神戸大学
法学部

プログラム講義Japanese Legal SystemⅡ 角松　他神戸大学
法学部

プログラム講義Japanese Legal SystemⅠ 齋藤　他神戸大学
法学部

国際関係論 I 栗栖神戸大学
法学部

対外政策論 多湖神戸大学
法学部

社会保障法 関根神戸大学
法学部

環境法 島村神戸大学
法学部

グローバル政治学Ⅶ スコット神戸大学
法学部

プログラム講義Introduction to Common LawⅠ カーペンター神戸大学
法学部

プログラム講義Introduction to Common LawⅡ カーペンター神戸大学
法学部

ガヴァナンス論 阪野神戸大学
国際文化学部

近代政治思想論 上野神戸大学
国際文化学部

国際関係論 坂井神戸大学
国際文化学部

多文化政治社会論 近藤神戸大学
国際文化学部

国際協力論 望月関西学院大学
法学部

西洋政治史 澤田関西学院大学
法学部

西洋法史Ａ 深尾関西学院大学
法学部

国際法政実践演習Ａ ４クラス ローリンソン関西学院大学
法学部

ＥＵ法 庄司関西学院大学
法学部

西洋法史Ｂ 深尾関西学院大学
法学部

西洋政治思想史 岡本関西学院大学
法学部

国際法政実践演習B ２クラス ローリンソン関西学院大学
法学部
関西学院大学
国際学部

International Relations in Europe 津崎関西学院大学
国際学部

ヨーロッパ国際関係史 津崎
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Advanced History of European Integration OkunishiFaculty of Economics
Kobe University

Introduction to History of Christianity (From Ancient to Medieval Age) DoiSchool of Theology
Kwansei Gakuin University

Introduction to History of Christianity (After the Reformation to Present Age) IwanoSchool of Theology
Kwansei Gakuin University

European Legal History MitsunariSchool of Law
Osaka University

Economic and Social History Banzawa
Tomobe

School of Economics
Osaka University

Western Culture and Society TakenakaInstitute for Higher Education
Research and Practice Osaka University

（b) History Module

（c) Law and Politics Module

EU-related Courses Venues Professors

History of International Relations MasujimaFaculty of Law
Kobe University

Law of International Organisation TamadaFaculty of Law
Kobe University

Aspects of EU Law and Politics(Lecture) RiminucciFaculty of Law
Kobe University

Japanese Legal SystemⅡ KadomatsuFaculty of Law
Kobe University

Japanese Legal SystemⅠ SaitoFaculty of Law
Kobe University

International Relations KurusuFaculty of Law
Kobe University

Foreign Policy Analysis TagoFaculty of Law
Kobe University

Social Security Law SekineFaculty of Law
Kobe University

Environmental Law ShimamuraFaculty of Law
Kobe University

Global PoliticsⅦ ScottoFaculty of Law
Kobe University

Introduction to Common LawⅠ CarpenterFaculty of Law
Kobe University

Introduction to Common LawⅡ CarpenterFaculty of Law
Kobe University

Governance and Public Policy SakanoFaculty of Intercultural Studies
Kobe University

Modern Political Thought UenoFaculty of Intercultural Studies
Kobe University

Introduction to International Relations SakaiFaculty of Intercultural Studies
Kobe University

Politics in Multicultural Society KondoFaculty of Intercultural Studies
Kobe University

International Cooperation MochizukiSchool of Law and Politics
Kwansei Gakuin University

History of Western Politics SawadaSchool of Law and Politics
Kwansei Gakuin University

European Legal History  A FukaoSchool of Law and Politics
Kwansei Gakuin University

Practical Seminar Ａ of International Law and Politics Course RawlinsonSchool of Law and Politics
Kwansei Gakuin University

European Union Law ShojiSchool of Law and Politics
Kwansei Gakuin University

European Legal History  B FukaoSchool of Law and Politics
Kwansei Gakuin University

History of Western Political Philosophy OkamotoSchool of Law and Politics
Kwansei Gakuin University

Practical Seminar B of International Law and Politics Course RawlinsonSchool of Law and Politics
Kwansei Gakuin University
School of International Studies
Kwansei Gakuin University

International Relations in Europe TsuzakiSchool of International Studies
Kwansei Gakuin University

International Relations in Europe(J) Tsuzaki
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ローマ法 林大阪大学
法学部

国際経済法 内記大阪大学
法学部

（c) 法律・政治科目群

（d) 経済科目群

（e) 科学・技術科目群

（f) 文化・社会科目群

開講大学での科目名 開講大学・学部 担当教員

Aspects of EU Economies (Lecture) シュラーデ神戸大学
経済学部

経済事情C（2011）（EUの経済政策A） ローリンソン関西学院大学
経済学部

経済事情Ａ（2008）（ＥＵと現代ヨーロッパ経済Ａ(2008)） 吉川関西学院大学
経済学部

経済学トピックスM（2013）（比較政治経済体制論） 市川関西学院大学
経済学部

経済事情D（2011）（EUの経済政策B） ローリンソン関西学院大学
経済学部

経済学トピックスＢ（2012）（欧州エネルギー産業論Ｂ（2012）） 野村関西学院大学
経済学部

経済事情B（2008）（ＥＵと現代ヨーロッパ経済B(2008)） 吉川関西学院大学
経済学部

経済学トピックスI（2012）（EUの環境政策と経済） 市川関西学院大学
経済学部

上級産業組織論 柳川神戸大学
経済学部

現代技術論 萩原神戸大学
経済学部

産業組織論 水野神戸大学
経済学部

ヨーロッパ政治経済史 伊藤神戸大学
経済学部

Economies and Business Management in Europe ブングシェ関西学院大学
国際学部

Industrial Policy in the EU ローリンソン関西学院大学
国際学部

Environmental Governance in the European Union 市川関西学院大学
国際学部

EU地域開発 ローリンソン関西学院大学
国際学部

ヨーロッパの経済と企業 ブングシェ関西学院大学
国際学部

Regional Policy in the EU ローリンソン関西学院大学
国際学部

EU地域統合論 市川関西学院大学
国際学部

ＥＵ競争政策 ローリンソン関西学院大学
国際学部

総合コース527「ＥＵの社会経済と産業」 （代）市川関西学院大学
共通教育センター

知的財産法 前田神戸大学
法学部

教養原論：科学史 三浦神戸大学
全学共通授業科目

エコロジー政策課題研究Ａ 市川関西学院大学
総合政策学部

エコロジー政策課題研究Ｂ 市川関西学院大学
総合政策学部

芸術文化形成論 岩本神戸大学
国際文化学部
神戸大学
国際文化学部スラヴ文化論 青島

モダニズム芸術論 楯岡神戸大学
国際文化学部
神戸大学
国際文化学部Aspects of EU Culture and Society (Lecture) クレック
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Roman Law HayashiSchool of Law
Osaka University

International Economic Law NaikiSchool of Law
Osaka University

（c) Law and Politics Module

（d) Economics Module

（e) Science and Technology Module

（f) Culture and Society Module

EU-related Courses Venues Professor

Aspects of EU Economies (Lecture) SchradeFaculty of Economics
Kobe University

Economic Policy in the EU A RawlinsonSchool of Economics
Kwansei Gakuin  University

EU and Contemporary European Economics Ａ(2008) YoshikawaSchool of Economics
Kwansei Gakuin  University

Conparative Political and Economics Systems IchikawaSchool of Economics
Kwansei Gakuin  University

Economic Policy in the EU B RawlinsonSchool of Economics
Kwansei Gakuin  University

European Energy Industry(2012) NomuraSchool of Economics
Kwansei Gakuin  University

EU and Contemporary European Economics B(2008) YoshikawaSchool of Economics
Kwansei Gakuin  University

Environmental Policies and Economics in the European Union IchikawaSchool of International Studies
Kwansei Gakuin University

Advanced Industrial Organization YanagawaFaculty of Economics
Kobe University

Economics of Modern Technology HagiwaraFaculty of Economics
Kobe University

Economics of Industrial Organization MizunoFaculty of Economics
Kobe University

European History of Political Economy ItoFaculty of Economics
Kobe University

Economies and Business Management in Europe BungscheSchool of International Studies
Kwansei Gakuin University

Industrial Policy in the EU RawlinsonSchool of International Studies
Kwansei Gakuin University

Environmental Governance in the European Union IchikawaSchool of International Studies
Kwansei Gakuin University

Regional Policy in the EU (J) RawlinsonSchool of International Studies
Kwansei Gakuin University

Economies, Industries and Business Enterprises in Europe BungscheSchool of International Studies
Kwansei Gakuin University

Regional Policy in the EU RawlinsonSchool of International Studies
Kwansei Gakuin University

Regional Integration Theory in the European Union IchikawaSchool of International Studies
Kwansei Gakuin University

Industrial Policy in the EU (J) RawlinsonSchool of International Studies
Kwansei Gakuin University

Economics, Industries and Societies in the European Union IchikawaCentre for Common Education
Programmes Kwansei Gakuin University

Intellectual Property Law MaedaFaculty of Law
Kobe University

History of European Science and Technology MiuraLiberal Arts and Sciences
Kobe University

Global Environmental Governance IchikawaSchool of Policy Studies
Kwansei Gakuin University

Environmental Policy in the EU IchikawaSchool of Policy Studies
Kwansei Gakuin University

Art in Cultural Formation IwamotoFaculty of Intercultural Studies
Kobe University
Faculty of Intercultural Studies
Kobe UniversitySlavic Cultures Aoshima

Modernism Art TateokaFaculty of Intercultural Studies
Kobe University
Faculty of Intercultural Studies
Kobe UniversityAspects of EU Culture and Society (Lecture) Kreck
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文化様式成立論 山澤神戸大学
国際文化学部

ヨーロッパ女性文化論 坂本神戸大学
国際文化学部

（f) 文化・社会科目群

（g) 招聘講師による集中講義

開講大学での科目名 開講大学・学部 担当教員

特殊講義　Gateway to Europe 松野
ヨン

大阪大学
法学部

特別講義（EU法概論） ニコロッシ大阪大学
法学部

芸術文化環境論 藤野神戸大学
国際文化学部

総合コース531「ヨーロッパを学ぶ」 （代）藤井関西学院大学
共通教育センター

芸術文化社会論 朝倉神戸大学
国際文化学部

ヨーロッパ・アメリカ宗教文化論 野谷神戸大学
国際文化学部

近代社会思想論 廳神戸大学
国際文化学部

プログラム講義Public law in France and in the United States. A comparative analysis ティラール
関根

神戸大学
法学部

From the Common Market to the European Union ペレグリン
萩原

神戸大学
経済学部

◆学部生のためのEU科目：平成27年度（2015年度）

欧州統合史 奥西神戸大学大学院
経済学研究科

国際機構論（紛争の平和的解決と国際機構の役割） 望月関西学院大学大学院
法学研究科

（a) 共通科目群

開講大学での科目名 開講大学・学部 担当教員

憲法（近代立憲主義の基本概念） 柳井関西学院大学大学院
法学研究科

西洋法史/西洋法制史特殊講義 三成大阪大学大学院
法学研究科

西洋法史基礎研究(近代法の形成） 深尾関西学院大学大学院
法学研究科

政治哲学（ナショナリズムと市民社会） 岡本関西学院大学大学院
法学研究科

西洋政治史概論（ヴィクトリア時代の政治史の諸問題） 澤田関西学院大学大学院
法学研究科

◆院生のためのEU科目:平成27年度(2015年度)

国際法 和仁大阪大学大学院
国際公共政策研究科

公共経済学 赤井大阪大学大学院
国際公共政策研究科

プロジェクト演習（リーダーシップデザイン） 木川田大阪大学大学院
国際公共政策研究科

プロジェクト演習　(リーダーシップを考える) 野村（美）
神余・和住

大阪大学大学院
国際公共政策研究科

国際公共政策のための法律学 大久保大阪大学大学院
国際公共政策研究科

国際人権法 村上大阪大学大学院
国際公共政策研究科

公共政策Ⅰ 星野
多胡

大阪大学大学院
国際公共政策研究科

プロジェクト演習　(公共政策ワークショップ) 大槻・瀧井・赤井・
小原・石橋・山田・松林

大阪大学大学院
国際公共政策研究科
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Formation of Cultural Styles YamazawaFaculty of Intercultural Studies
Kobe University

Women and Literature in Europe SakamotoFaculty of Intercultural Studies
Kobe University

（f) Culture and Society Module

（g) Incoming Visitors Programme

EU-related Courses Venues Professor

Gateway to Europe- Contemporary Dutch Studies Matsuno
Yong

School of Law
Osaka University

Special Lecture (Introduction to EU Law) NicolosiSchool of Law
Osaka University

Art and Cultural Environment FujinoFaculty of Intercultural Studies
Kobe University

総合コース531「ヨーロッパを学ぶ」 FujiiCentre for Common Education
Programmes Kwansei Gakuin University

Art in Contemporary Society AsakuraFaculty of Intercultural Studies
Kobe University

Religion and Culture in Europe and America NotaniFaculty of Intercultural Studies
Kobe University

Modern Social Thought ChoFaculty of Intercultural Studies
Kobe University

Public law in France and in the United States. A comparative analysis Tirard
Sekine

Faculty of Law
Kobe University

From the Common Market to the European Union Pelegrin
Hagiwara

School of Law
Osaka University

◆Undergraduate Certificate in European Union Studies(2015):
　EU-related Courses

History of European Integration OkunishiGraduate School of Economics
Kobe University

International Organization MochizukiGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

（a) Core Module

EU-related Courses Venues Professor

Constitutional Law YanaiGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

Western Legal History MitsunariGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

European Legal History: Basic FukaoGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

Political Philosophy OkamotoGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

European Political History: Basic SawadaGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

◆Graduate Certificate in European Union Studies(2015):
　EU-related Courses

International Law WaniOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Public Economies AkaiOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Designing Leadership KikawadaOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Taking Leadership Seriously Nomura
Shinyo・Wazumi

Osaka School of International
Public Policy Osaka University

Introduction to Legal Studies for International Public Policy Students OkuboOsaka School of International
Public Policy Osaka University

International Human Rights Law MurakamiOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Public Policy Ｉ Hoshino
Tago

Osaka School of International
Public Policy Osaka University

Public Policy Workshop
Otsuki・Takii・Akai・
Kohara・Ishibashi・
Yamada・Matsubayashi

Osaka School of International
Public Policy Osaka University
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産業組織論 柳川神戸大学大学院
経済学研究科

情報通信政策 中野関西学院大学大学院
総合政策研究科

（b) 経済科目群

（c) 法律・政治科目群

開講大学での科目名 開講大学・学部 担当教員

特殊講義（国際貿易論） 利大阪大学大学院
国際公共政策研究科

特殊講義（国際経済政策１） 野村（茂）大阪大学大学院
国際公共政策研究科

特殊講義（地域統合） 利大阪大学大学院
国際公共政策研究科

特殊講義(国際経済政策２) 野村（茂）大阪大学大学院
国際公共政策研究科

政策データ分析法 小原大阪大学大学院
国際公共政策研究科

特殊講義（国際貿易政策） 利大阪大学大学院
国際公共政策研究科

プロジェクト演習（政策実証分析） 山内大阪大学大学院
国際公共政策研究科

商学特別講義（ＥＵの政策と自動車産業Ａ） ブングシェ関西学院大学大学院
商学研究科

商学特別講義（ＥＵの政策と自動車産業Ｂ） ブングシェ関西学院大学大学院
商学研究科

応用エコノメトリックスⅠ 松林大阪大学大学院
国際公共政策研究科

国際関係論特殊講義 栗栖神戸大学大学院
法学研究科

西洋法史特殊講義 瀧澤神戸大学大学院
法学研究科

西洋政治史特殊講義 安井神戸大学大学院
法学研究科

グローバル政治学Ⅶ スコット神戸大学大学院
法学研究科

実定法特殊講義（経済法） 泉水神戸大学大学院
法学研究科

労働・社会保障法政策論特殊講義 櫻庭神戸大学大学院
法学研究科

政治学特殊講義 飯田（文）神戸大学大学院
法学研究科

国際民事法特殊講義 齋藤神戸大学大学院
法学研究科

多文化政治社会論特殊講義 近藤神戸大学大学院
国際文化学研究科

近代政治思想系譜論特殊講義 上野神戸大学大学院
国際文化学研究科

国際政治社会論特殊講義 坂井神戸大学大学院
国際文化学研究科

比較政治社会論特殊講義 阪野神戸大学大学院
国際文化学研究科

国際協力法 柴田神戸大学大学院
国際協力研究科

多国間条約交渉論 柴田神戸大学大学院
国際協力研究科

Issues in Peace and Development II 土佐神戸大学大学院
国際協力研究科

グローバル政治論Ｉ 西谷神戸大学大学院
国際協力研究科

国際法外交実務論 中村神戸大学大学院
国際協力研究科

Special Lecture on International Cooperation Law トラーディ神戸大学大学院
国際協力研究科

Special Lecture on Transnational Relations ベヴァカ神戸大学大学院
国際協力研究科

国際人権法 五十嵐神戸大学大学院
国際協力研究科
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Theory of Industrial Organization YanagawaGraduate School of Economics
Kobe University

Policies in Data Communications NakanoGraduate School of Policy Studies
Kwansei Gakuin University

（b) Economics Module

（c) Law and Politics Module

EU-related Courses Venues Professor

International Trade Theory LeeOsaka School of International
Public Policy Osaka University

International Economic Policy I NomuraOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Regional Integration LeeOsaka School of International
Public Policy Osaka University

International Economic Policy Ⅱ NomuraOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Statistical Methods for Policy Analysis KoharaOsaka School of International
Public Policy Osaka University

International Trade Policy and Empirical Analysis LeeOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Applied Policy Analysis YamauchiOsaka School of International
Public Policy Osaka University

EU Policies and automobile industry A BungucheGraduate School of Business Administration
Kwansei Gakuin University

EU Policies and automobile industry B BungucheGraduate School of Business Administration
Kwansei Gakuin University

Applied Econometrics Ｉ MatsubayashiOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Special Lectures on International Relations KurusuGraduate School of Law
Kobe University

Special Lectures on Western Legal History TakizawaGraduate School of Law
Kobe University

Special Lectures on Western Political History YasuiGraduate School of Law
Kobe University

Global PoliticsⅦ ScottoGraduate School of Law
Kobe University

Special Lectures on Positive Law SensuiGraduate School of Law
Kobe University

Special Lectures on Labor Law, Social Security Law and Socia SakurabaGraduate School of Law
Kobe University

Special Lectures on Political Theory IidaGraduate School of Law
Kobe University

Special Lectures on International Private Law SaitoGraduate School of Law
Kobe University

Politics in Multicultural Society KondoGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Modern Political Thought UenoGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

International Relations SakaiGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Comparative Politics SakanoGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

International Cooperation Law ShibataGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

Multilateral Treaty Negotiation ShibataGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

Issues in Peace and Development II TosaGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

Global Politics I NishitaniGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

Diplomacy in International Law NakamuraGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

Special Lecture on International Cooperation Law TladiGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

Special Lecture on Transnational Relations BevacquaGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

International Human Rights Law IgarashiGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University
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国際機構法 岡田神戸大学大学院
国際協力研究科

International Relations 西谷神戸大学大学院
国際協力研究科

（c) 法律・政治科目群

開講大学での科目名 開講大学・学部 担当教員

国際手続法（国際手続法の比較法的研究） 岡野関西学院大学大学院
法学研究科

比較憲法（イギリス憲法を中心に） 柳井関西学院大学大学院
法学研究科

国際協力論（国際機構による平和構築） 望月関西学院大学大学院
法学研究科

民法（家族法の比較法研究） 田中関西学院大学大学院
法学研究科

西洋法史応用研究（法曹史） 深尾関西学院大学大学院
法学研究科

税法（国際租税法） 一高関西学院大学大学院
法学研究科

西洋政治史各論（ヴィクトリア時代の諸改革の意義） 澤田関西学院大学大学院
法学研究科

International Cooperation Law 林神戸大学大学院
国際協力研究科

International Criminal Law 洪神戸大学大学院
国際協力研究科

英米法（英米法の現代的課題） 丸田関西学院大学大学院
法学研究科

国際私法 長田大阪大学大学院
法学研究科

特別講義（EU法概論） ニコロッシ大阪大学大学院
法学研究科

演習（軍備管理・軍縮論） 竹内大阪大学大学院
国際公共政策研究科

演習（平和研究） 木戸大阪大学大学院
国際公共政策研究科

国際関係論 湯川大阪大学大学院
国際公共政策研究科

特殊講義（国際経済関係の法と制度） 内記大阪大学大学院
国際公共政策研究科

特殊講義　(紛争研究概論) 松野大阪大学大学院
国際公共政策研究科

プロジェクト演習　（実践グローバル・リーダーシップ） 上斗米・
神余・野村

大阪大学大学院
国際公共政策研究科

International Public Administration 蓮生大阪大学大学院
国際公共政策研究科

比較現代私法論 床谷大阪大学大学院
国際公共政策研究科

比較政治システム論 木戸大阪大学大学院
国際公共政策研究科

演習(総合安全保障) 星野 他大阪大学大学院
国際公共政策研究科

特殊講義（国際行政論） 蓮生大阪大学大学院
国際公共政策研究科

多文化共生論 河村大阪大学大学院
国際公共政策研究科

特殊講義（平和構築論） 松野大阪大学大学院
国際公共政策研究科

演習（WTOと健康・環境の保護） 内記大阪大学大学院
国際公共政策研究科

演習（ヨーロッパ人権保障体制） 村上大阪大学大学院
国際公共政策研究科

子どもと法 床谷大阪大学大学院
国際公共政策研究科

特殊講義（人間の安全保障） 星野大阪大学大学院
国際公共政策研究科

特殊講義 Gateway to Europe 松野
ヨン

大阪大学大学院
国際公共政策研究科
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Law of International Organizations OkadaGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

International Relations NishitaniGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

（c) Law and Politics Module

EU-related Courses Venues Professors

International Civil Procedure OkanoGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

Comparative Constitutional Law YanaiGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

International Cooperation MochizukiGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

Civil Law TanakaGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

European Legal History: Advanced FukaoGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

Tax Law IchitakaGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

European Political History: Advanced SawadaGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

International Cooperation Law HayashiGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

International Criminal Law KoGraduate School of International
Cooperation Studies Kobe University

Anglo-American Law MarutaGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

Private International Law NagataGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

Special Lecture (Introduction to EU Law) NicolosiGraduate School of Law
Kwansei Gakuin University

Arms Control and Disarmament TakeuchiOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Peace Studies KidoOsaka School of International
Public Policy Osaka University

International Relations YukawaOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Lectures: Law and Instituions International Economic Relations NaikiOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Conflict Studies MatsunoOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Global Leadership Kamitomai・
Sinyo・Nomura

Osaka School of International
Public Policy Osaka University

International Public Administration HasuoOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Comparative Contemporary Private Law TokonaniOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Comparison of Political Systems KidoOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Comprehensive Security HoshinoOsaka School of International
Public Policy Osaka University

International Public Administration HasuoOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Multicultural Coexistence KawamuraOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Peacebuilding MatsunoOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Health, Environment, and the WTO NaikiOsaka School of International
Public Policy Osaka University

European System of the Protection of Human Rights MurakamiOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Children's Rights and Child Protection in the 21st Century TokonaniOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Human Security HoshinoOsaka School of International
Public Policy Osaka University

Gateway to Europe- Contemporary Dutch Studies Matsuno
Yong

Osaka School of International
Public Policy Osaka University



教育・研究活動18

文化環境形成論特殊講義 藤野神戸大学大学院
国際文化学研究科

文化言説系譜論特殊講義 石田神戸大学大学院
国際文化学研究科

（d) 文化・社会科目群

開講大学での科目名 開講大学・学部 担当教員

現代芸術社会論特殊講義 朝倉神戸大学大学院
国際文化学研究科

メディア社会文化論特殊講義 小笠原神戸大学大学院
国際文化学研究科

表象文化系譜論特殊講義 松家神戸大学大学院
国際文化学研究科

古代越境文化論特殊講義 山澤神戸大学大学院
国際文化学研究科

芸術文化表現論特殊講義 楯岡神戸大学大学院
国際文化学研究科

フランス文化表象論特殊講義 坂本神戸大学大学院
国際文化学研究科

芸術文化共生論特殊講義 岩本神戸大学大学院
国際文化学研究科

イギリス宗教文化論特殊講義 野谷神戸大学大学院
国際文化学研究科

スラヴ社会文化論特殊講義 青島神戸大学大学院
国際文化学研究科

近代社会思想系譜論特殊講義 廳神戸大学大学院
国際文化学研究科

近代経済思想系譜論特殊講義 市田神戸大学大学院
国際文化学研究科



Contemporary Cultural Policy FujinoGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Cultural Discourse IshidaGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

（d) Culture and Society Module

開講大学での科目名 開講大学・学部 担当教員

Art in Contemporary Society AsakuraGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Media and Cultural Studies OgasawaraGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Cultural Representation MatsuyaGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Transcultural Studies in the Ancient World YamazawaGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Modernism in Art TateokaGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Cultural Representation in France SakamotoGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Art and Multicultural Society IwamotoGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Religion and Culture in Britain NotaniGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Culture and Society in the Slavic World AoshimaGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Modern Social Thought ChoGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University

Modern Economic Thought IchidaGraduate School of Intercultural
Studies Kobe University
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修了証プログラムに登録した学生達のＥＵ研究を深めること、一般学生達にＥＵ研究に興味を喚起すること、合宿期間中に
学生同士で互いのＥＵ研究に対する経験を話し合い、EU研究を更に深めることを目的として毎年春・夏に開催しています。
講師としてＥＵ加盟国の外交官、国内外の企業の実務家、ＥＵ研究の専門家を招聘してのレクチャーを実施し、それを基に
参加学生によるグループ学習を行い、最終日にはその成果を発表して討論します。
2015年度は2015年8月31日～9月2日に夏季合宿、2016年2月29日～3月2日に春季合宿を、夫々大阪市のコスモスク
エア国際交流センターにて実施しました。
また2013年度から新たに加えた、学部学生対象の冬季英語プレゼンテーション・ディベート合宿を今年度は12月18日～
19日に六甲保養荘で実施しました。

一昨年度から始めた、冬季英語プレゼンテーション・ディベート合宿を今年度は「EUにおけるコンプライ
アンス（フォルクスワーゲンを例に）」をテーマとして実施し、学生24名が参加しました。

合　宿

2015年夏季合宿
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A) 招聘講師及びEUIJ関西教授陣によるレクチャー
ピー マチュ氏　EURAXESS Links Japan日本代表
「Opening your horizon to studies and 
research stays in Europe: beyond Erasmus, 
with EURAXESS」

吉井　昌彦　神戸大学教授　EUIJ関西副代表
「ユーロ導入　－メリットとデメリット－」
細谷　雄一 慶應義塾大学法学部教授
「イギリスはＥＵから離脱するのか？」
濵本 正太郎　京都大学大学院法学研究科教授
「ＥＵのヨーロッパ 人権条約加入問題」

2015年冬季英語プレゼンテーション・ディベート合宿

A) 招聘講師及びEUIJ関西教授陣によるレクチャー
ホルガー ロベルト ブングシェ　関西学院大学教授　EUIJ関西副代表
「EUにおけるコンプライアンス」
吉井　昌彦　神戸大学教授　EUIJ関西副代表
「泣ける!!PPT作りのポイント」
アンナ　シュラーデ　神戸大学日欧連携教育府講師
「英語プレゼンテーションのポイント」

B) プレゼンテーション・ディベート指導
井上　典之　神戸大学副学長・理事　EUIJ関西代表

吉井　昌彦　神戸大学教授　EUIJ関西副代表

ホルガー ロベルト ブングシェ　関西学院大学教授　EUIJ関西副代表

アンナ シュラーデ　神戸大学日欧連携教育府講師

C) グループ学習
参加学生24名は合宿1日目にレクチャーを受講した後、グルー
プワークを通じて教員の指導を受けながら理解を深めました。
2日目午後にはグループ毎のプレゼンテーションを実施して合
宿の成果を競いました。

B) グループ学習
参加学生32名によるグループ学習を「ギリシャはユーロを離脱
した方が良いか？」「イギリスはEUから脱退するだろうか？」「日
本の国内留学は可能か。～エラスムス＋を参考として」の3つの
テーマに分かれて行い、最終日にそれぞれの肯定派、否定派の
立場からディベート形式の討議を行いました。
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The EUIJ-Kansai offers Intensive EU Workshop bi-annually, spring and summer, for students who wish to enroll in the EU 
Studies Certificate Programme, and its purposes are (a) to deepen their analysis of the EU studies and take part in the 
Colloquium, (b) to stimulate students to have interest in the EU affairs, and (c) to enable students to exchange their experience 
of studying about the EU.
The workshops proceed according to the following methodology:
1) The first two days are dedicated to lectures by the invited guests and EUIJ-Kansai academic staff, and group working on 
the selected EU topics.
2) On the last day the students are required to make oral presentations on each topic and debate with each other.
During the third year, the EUIJ-Kansai held 2015 Summer Workshop on 31 August~2 September 2015 and 2016 Spring 
Workshop on 29 February~2 March 2016 at the “Cosmo Square Hotel & Congress” in the City of Osaka.
Beside the Spring/Summer Intensive Workshops, we executed English Debate & Presentation Workshops in Winter on 18~19 
December 2015 for undergraduate students aiming to skill up their ability at Rokko Rest House. 

The EUIJ-Kansai executed new event for undergraduate students aiming to skill up debate and 
presentation ability since 2013 academic year. 

Intensive Workshops on the EU Issues

2015 Summer Workshop

A) Lecturers and their topics:
Mr. Matthieu Py, Ph.D.,
Country Representative, EURAXESS Links Japan
"Opening your horizon to studies and research stays 
in Europe: beyond Erasmus, with EURAXESS"

Prof. Masahiko Yoshii,
Vice-President of EUIJ-Kansai, Kobe University
"The advantages and disadvantages of the euro's launch"

Prof. Yuichi Hosoya,
Faculty of Law, Keio University
"Will the U.K. leave from the EU?"

Prof. Shotaro Hamamoto,
Graduate School of Law, Kyoto University
"Court crushes EU plan to join human rights convention"

2015 Winter English Debate & Presentation Workshops for undergraduate students

A) Subject lectures
Prof. Holger Robert Bungsche,
Vice-President of EUIJ-Kansai
“Compliance in the EU and the Case of Volkswagen”
Prof. Masahiko Yoshii,
Vice-President of EUIJ-Kansai
“Key issues of impressive power point presentation”
Ms. Anna Kristina Schrade,
Lecturer, Graduate School of Economics, Kobe University
“Success in presentations"

B) Content of implementation
In the beginning of Workshop, 24 students receive 
lectures from lecturers and focus on some subjects out of 
the contents of lecture. Then they were divided in groups 
to have group work of developing the presentation idea 
for the rest of the 1st day through mid-afternoon in the 
2nd day with supervisors who assist and guide them to 
complete presentation work. After spending one and half 
days for lecturing and group works, each group gave the 
presentation in front of jury of professors to prove their 
effort.

B) Topics of group work:
Thirty two students were divided into three groups by 
the topics of “Will it beneficial for the Greek to withdraw 
from the euro-zone?”, “Will the UK withdraw from EU?”,
“Can we install domestic study-exchange activity like 
Erasmus+ in Japan?” to study each particular subject.
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学生からの報告

2016年春季合宿

A) 招聘講師及びEUIJ関西教授陣によるレクチャー
吉井　昌彦　神戸大学教授　EUIJ関西副代表
「日-EU・EPA」
海道 ノブチカ 関西学院大学商学部教授
「EUにおけるコーポレート・ガバナンス
　　　　　　　　　－ドイツを中心として－」
メルヴィ カーロス氏　駐日欧州連合代表部一等書記官
「日-EU・EPA」
ホルガー ロベルト ブングシェ　関西学院大学教授 EUIJ関西副代表
「フォルクスワーゲン　ドイツの偶像の転落？」
カトリーネ ボーグ アルバートソン　オールボー大学准教授
「EUの公共政策における循環的・一時的移民」

B) グループ学習
参加学生28名によるグループ学習を「ＥＵは難民を受け入れる
べきか」「フォルクスワーゲン(VW)は立ち直れるか」「ＥＵはＥＰ
Ａを結ぶべきか」の3つのテーマに分かれて行い、最終日にそ
れぞれの肯定派、否定派の立場からディベート形式の討議を
行いました。

2015年度で、EUIJ関西は学部学生1名、大学院博士課程後期生2名に調査研究旅行の支援を行いました。インターンシッ
プでは欧州経済社会評議会（E.E.S.C.）へのインターン支援を大学院博士課程前期学生1名に行いました。
奨学金・インターンシップ助成の目的は、EU研究の為にEU加盟国に渡航し調査研究を行う学生、及びE.E.S.C.をはじめと
するEU関連機関やNGO・企業等でインターンを希望する学生に、資金面で助成を行い人材育成に繋げる事にあります。

奨学金・インターンシップ助成　プログラム

経済団体など）について理解する。

３．EESCがその構成団体を代表してEUの意思決定過程にど

のように貢献しているかを理解する。

４．欧州における労働力移動の問題、とりわけ欧州経済・ユーロ

危機に端を発する現在の動向について知見を深める。

　EESCおよびグループIII（雇用者、労働者以外の様々な利
益を代表するグループ）について
　EESCは欧州シビル・ダイアログ（市民対話）を進めるととも

に自らそのプレーヤーとして中核的な存在である。EESCは欧

州諸機関や市民社会に助言を行うなど、二つの懸け橋として

なくてはならない存在となっている。EESCは欧州議会をはじ

めEUの他機関と協力して対外関係にとりわけ注力するととも

に、Going Local（地域志向）といった活動に取り組んで地域

社会にもその支援を広げている。インターンシップ期間中、グ

ループIIIに所属した。グループIIIはGoing Localの活動、そし

て個別の課題に取り組んでいる。グループIIIは、EU諸機関そし

て市民社会と密接に関わりながらLocal活動などを展開する

努力をしている。そのように市民社会組織の役割の増大を図

　私はEUインスティテュート関西（EUIJ関西）の助成を受け、

欧州経済社会評議会（EESC）で素晴らしい経験を得た。ブ

リュッセルにおいてこのようなインターンシップ経験ができた

ことを大変うれしく思い、この機会を通じて与えていただいた

様々なご支援に心から感謝する。本報告では、ブリュッセルに

おける経験の概要を述べ、私が参加した諸会議や私が行った

業務について振り返ることとする。インターンシップに際して

以下４つの目標を設定した。１か月を通して目標達成以上の経

験を得たことに満足している。

１．EU諸機関ならびに意思決定諸組織の仲介者としてEESC

が果たす役割について理解を深める。

２．市民社会の組織的構成員（使用者団体、労働組合、NGO、

た、それぞれに合った実務的スキルの習得を図ることも大切

だ。EESCはEU加盟各国に日々辿り着く人々が合法的に受け

入れられるよう精力的な働きかけを行っている。私はさまざま

な会議を通してEESCは以下に考慮して移民問題に取り組ん

でいることを知った。

●移民や受入国の人々を再教育

●不法流入者の数について再考

●平和構築

●権利に根差した人々の安全保障の確立

●社会発展

●安全なルートを確保

　ある研究グループの会合によると、EESCは加盟11か国そ

れぞれに研究グループを派遣し、難民の処遇と日々の状況を

確認している。私の認識するところでは、地域の市民社会組織

の協力に基づくボトムアップな仕組みの存在が、正しい情報と

有用な助言を与えるうえで重要であるとEESCは考えている。

そのためにも、移民統合に向けてEU共通の政策が必要だとも

議論されていた。EESCは現状を正確に理解し、また歴史的背

景も考慮した上で研究を行っている。それはEESCが市民社

会の声を反映しているのだと改めて認識した体験であった。

グループIIIおよびREX部局での仕事
私の主な仕事は次のとおりであった。

会議用の予備資料の作成

会合の議事録作成

会議参加者の経歴書作成

市民社会と日・EU関係に関する覚書の作成

　私はグループIII（雇用者、労働者以外の様々な利益を代表す

るグループ）に所属しました。インターンシップ期間中に日・EU

セミナーがあったこともあり対外関係（REX）部局に関わる仕

事も並行して行った。最初の仕事は二つの文書のサマリーで

あった。これらはともに市民社会とEESCの活動に関するもの

で、日・EUセミナーの参加者にEESCの役割の概略を理解し

てもらうことを目的としていた。その他には以下の三点につい

てまとめた。

日・EU関係の概略（前回の日・EUサミット、自由貿易協定に

向けて進行中の交渉）

日・EU市民社会間の関係（日・EU自由貿易協定を巡るEESC

と市民社会の協働）

EUインスティテュート関西との共同セミナーに向けて

　また、会合の発表者の履歴や研究内容についてまとめると

いった仕事もあった。一つは「EUにおけるイギリス」をテーマ

にイギリスのマンチェスターで開催されたグループIIIの第1回

特別会合、もう一つは3月9日の日・EUセミナーのためのもの

だった。予備資料を作成したり調べものをしたりする際には、

REX部局のフォルダーから情報を得ることが多かった。こうし

た文書を作成するのは初めての経験だったが、幸いにも上司

や他の研修参加者からアドバイスを得ながら進めることがで

きた。また、その過程で文書の構成やワードチョイスなど多く

のことを学ぶことができた。それは、私にとっては、日・EU関係

への興味・関心の幅を広げる良い機会となった。

ることはグループIIIにとっても、またEESC全体にとっても大

きな目標である。

セッションおよび会合
参加セッション、会合、ヒアリング、イベント

EESCプレナリーセッション

グループIII会合

難民の労働市場への統合に関する公開セミナー：危機を

チャンスに

農業、農村開発、環境に関する部局会合

「治安に関する欧州の行動計画」に関する連絡会合

EESCおよびCoR（地域委員会）についての会議

移民と統合に関する常設研究グループ会合

「外交・安全保障政策に関するEU新戦略」に関するEESC

見解取りまとめのためのヒアリング

キューバ文化交流会

移民・難民に関する会合

女性のリーダーシップ

欧州議会でのEU研修参加者歓迎会議

EUインスティテュート関西との共同セミナー、比較的観点

からの日・EU協力：貿易・移民政策

欧州委員会での欧州評議会・欧州対外行動局会議

　多くの会合やヒアリングにも参加したが、ここでは私の学問

的関心につながりの深い移民・難民に関するプレナリーセッ

ション（総会）および会合について述べる。EESCプレナリー

セッションは私の滞在期間中最も重要なセッションであった。

このプレナリーセッションのテーマはシェンゲン協定であった。

EESCはこの自由移動協定を欧州統合の目に見える成果の最

たるものとして評価している。EESCは移動の自由を支持し、

各国が国境管理を復活することは経済的にもマイナスである

と指摘した。欧州や各国の市民社会組織による支持の重要性

をEESCは訴えた。このプレナリーセッションはEESCの運営

の在り方やその活動を理解するうえで役に立った。このセッ

ションではEESCの全メンバーが一堂に会し、研究グループや

ユニットで模索され議論された見解を検討したのち投票も行

われた。互いに意見を交わす熱心な雰囲気に私は感銘を受け

た。セッションでは同時通訳が行われていたが、一つの言語が

他の22のEU公用語に通訳される様はとても新鮮な経験で

あった。

　幸運なことに、私は移民問題に関する会合に参加する機会

をたびたび得ることができた。そうした会合を通して、たとえ少

数派に属する人々であってもEESCはその声に耳を傾けて支

援しようと努めているという印象を受けた。ヨーロッパにおい

て、移民は最も人々の注目を集めている問題の一つであり、ど

の会合においても活発な議論が行われていた。難民申請者や

移民がEU加盟国に日々流入し、その数は増すばかりだ。労働

市場に参入できず受け入れ先の言語も使えないことは難民や

移民にとって非常に大きな問題である。そうした言語スキルは

職を得る決め手となり、また日々の生活においても重要な役

割を果たす。EU加盟国には難民あるいは合法的移民として受

け入れるのに一定の言語スキルを要件とするものもある。ま

族研究をすることで言語学習援助の手がかりを探ってみては

どうかなどとアドバイスを受けた。

　この研修全体を振り返ってみて、今回のインターンシップは

短期間であったものの、職場の雰囲気を肌で感じ、欧州連合の

在り方を知るまたとない経験だった。私はできる限り積極的に

仕事に取り組むよう努め、多くの経験をして様々な素敵な出会

いを得ることができた。他の長期研修生たちとEESCで同じ日

からインターンシップを始めることができたのは幸運だった。

研修生たちはみな意欲に満ち、国際経験が豊かで、考え方も

柔軟だった。私はその影響のおかげで積極的にEESCの仕事

ができたし、可能な限りの経験を積むよう心がけることができ

た。自分の意見や考えを述べてまわりの人たちと意思疎通を

図ることが非常に重要であることを学んだ。そうしたスキルは

一般的に必要であるが、とくにEESCで仕事をするには欠かせ

ないスキルであると痛感した。研修生である私を職場の内外

で一個の人間として遇してくれ、いろいろな問題について私の

思いや意見を求めてくれた。私は移民や難民に関する会議に

いくつか参加したが、どうして日本は難民申請者をごくわずか

しか受け入れないのかなど、日本の状況についてよく尋ねられ

た。そうした人々との対話は、EU諸組織の現状やこうした問題

を巡るその活動を理解し、また日本の現状を考える機会を得

ることができたという意味で、非常に価値あるものだった。

　最後に、私のインターンシップを援助していただいたすべて

の方々に感謝したい。特にパーター氏とパーレンドソン氏には

大変お世話になった。私の学問的関心に関連のある人物や機

関に私を紹介してくれ、滞在期間中多くのチャンスを与えてく

ださった。また、私に二度目のチャンスを与えてくださった先生

方やEUIJ関西事務所に何より感謝したい。ブリュッセルでこん

なにも貴重な経験ができたことを非常に嬉しく思う。ブリュッ

セルは国際都市で、言語、国籍、文化、習慣など多様性に富ん

でいる。多様な人々が共に生活することは時に困難であり、深

刻な誤解や不安定な政治・社会状況を惹き起こすことがある。

とても残念なことだが、それが現実でもある。EESCではすべ

てのユニット、研究グループそして職員一人一人が懸命に仕事

に取組み、日々こうした問題を議論し、平和的にそれらの解決

に向けて努力している。一人の日本人としてまた世界市民とし

て、そうした問題に対してどう行動すべきか私自身考えている

段階である。この内容の濃い一ヶ月の経験を通して視野が広

がったと思うし、私の研究やこれからの将来を考える上でもと

ても意義あるものだったと確信している。

EESCの職場の雰囲気
　EESCの雰囲気は非常に国際性豊かで職員も友好的で親

切だった。インターンシップ最初の週にEESCの図書館に行く

機会があり、これは意義深い経験となった。司書の方は専門性

に優れており、私が必要な情報を見つられるようサポートして

くれた。おかげでEESCについて学ぶばかりでなく、移民問題

やEU機関、EU加盟国について学ぶことができた。EU諸機関

の図書館所にある論文や書籍のコピーを得ることもでき、私

の研究テーマに関連した情報も多く得ることができた。また、

EESCでは女性がいきいきと働いているとも感じた。グループ

IIIの事務局の場合、7割が女性で、性別による職務の差は見ら

れなかった。EESCにおける国籍や言語の多様性は印象的で、

ブリュッセルは国際都市だと知ってはいたものの、グループIII

の人たちが職場で3か国語以上、場合によっては5か国語以上

を駆使しているのには大いに驚いた。私自身、様々な言語を学

んで使っていこうという意欲が湧いた。

ブリュッセルでの研修およびその他の活動のまとめ
訪問機関・事務所

欧州議会

欧州委員会

欧州アジア研究所

ジェトロブリュッセル事務所

　ブリュッセル滞在期間中、EESC以外にも欧州議会、欧州委

員会、欧州アジア研究所などの機関を訪問する機会があった。

欧州議会ではEU研修参加者の歓迎会議があった。2016年

春期の研修生全員（約800名）が集まった。別の日には欧州対

外行動局に関するプレゼンテーションが欧州委員会で行われ、

EESCの研修生も参加できた。いずれも今まで知らなかった

人に出会いEU諸機関の全体像を知るうえで貴重な機会と

なった。他の研修生の経験や人生における意欲の旺盛さはと

ても刺激になった。また、欧州アジア研究所を訪問する機会も

得た。ここは、地域的・世界的に戦略的重要性を持つ事象を巡

るEUとアジアの対話と相互理解の促進を目的とする代表的

なシンクタンクであり政策研究センターである。私はあるセミ

ナーの準備資料を作成中にこの研究所の名前を知った。連絡

を取ったところ、研究所のメンバー4人に会うことができた。私

が言語の観点からこの移民問題を研究していると告げると、語

欧州経済社会評議会（EESC）
インターンシップ報告
関西学院大学 大学院文学研究科博士課程前期課程1年　
期間:2016年2月16日~3月15日 味元 亜希子
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Reports from students

2016 Spring Workshop

A) Lecturers and their topics:
Prof. Masahiko Yoshii,
Vice-President of EUIJ-Kansai
“EU-Japan EPA”
Prof. Nobuchika Kaido,
Kwansei Gakuin University
“Corporate governance in the EU”
Ms. Mervi Kahlos,
Trade Section EU Delegation to Japan
“EU-Japan FTA”
Prof. Holger Robert Bungsche,
Vice-President of EUIJ-Kansai
"About the Volkswagen"
Prof. Katrine Borg Albertsen,
Aalborg University
"Circular and temporary migration in an EU policy”

B) Topics of group work:
28 students were divided into three group by the topic of 
“Will it be better for EU to accept refugee?”, “Will Volks 
Wagen recover?”, “Will EPA beneficial for EU?” to study 
each particular subject.

During the 2015 academic year, the EUIJ-Kansai continued Scholarship and Internship Programme. We awarded scholarship 
to 1 undergraduate, and 2 doctoral program students. Internship being awarded to 1 master’s program students who applied 
work experience at E.E.S.C. (European Economic and Social Committee).
Our Scholarship and Internship is aiming to contribute human resources development by supporting students who wish to 
make research trips to EU member states and applying internship to EU related organizations such as E.E.S.C. and others 
including NGOs/Enterprises. 

Scholarship & Internship Programme

EU on behalf of its member organizations.
4.Deepening my knowledge about the issue of labor 

migration in Europe, particularly with respect to recent 
developments of labor migration resulting from the 
economic and EURO currency crises.

About the EESC and Group III Various Interests 
 The EESC is the heart of the European Civil 
Dialogue both as a facilitator and an actor of European 
society. Civi l  Dialogue is a democratic and public 
opinion-forming process and it can take place via a 
bottom-up process where the organizations take the 
init iative through to a top-down process where the 
institutions activate the process. The EESC is both a key 
player and also the center of information and legitimate 
mouthpiece for organized civil society, and thus an 
essential bridge between Europe and its citizens. The 
EESC has taken initiatives and implemented reforms to 
ensure a broader representation of civil societies. The 
EESC invests in external relations especially with other EU 
institutions, such as the European Parliament in addition to 
engaging in activities like “Going Local” in order to reach 
out to local communities.
 During my internship, I belonged to Group III 
and the main responsibility was to continue to prioritize 
“Going Local” activities and individual missions. It is 
envisaged to involve Group I I I  members who are 

 I had a wonderful experience at the European 
Economic and Social Committee (EESC) which was 
supported by the European Union Institute in Japan, 
Kansai(EUIJ-Kansai). I am very pleased that I could have 
this internship experience in Brussels and I am very 
appreciative for all the support given to me during this 
opportunity. In this report, I will write about my overall 
experience in Brussels, by looking back at the meetings I 
attended and the work I did there. 
 I set four goals during this internship and I am 
satisfied that I could reach these goals and learned more 
than I had expected. The four main goals were: 
1.Increasing my understanding of the EESC’ s role as an 

intermediary between EU institutions and decision 
making bodies.

2.Understanding the organized civil society(employers’ 
organizations, unions, NGOs, business groups, etc.).

3.EESC contributes to the decision making process of the 
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経済団体など）について理解する。

３．EESCがその構成団体を代表してEUの意思決定過程にど

のように貢献しているかを理解する。

４．欧州における労働力移動の問題、とりわけ欧州経済・ユーロ

危機に端を発する現在の動向について知見を深める。

　EESCおよびグループIII（雇用者、労働者以外の様々な利
益を代表するグループ）について
　EESCは欧州シビル・ダイアログ（市民対話）を進めるととも

に自らそのプレーヤーとして中核的な存在である。EESCは欧

州諸機関や市民社会に助言を行うなど、二つの懸け橋として

なくてはならない存在となっている。EESCは欧州議会をはじ

めEUの他機関と協力して対外関係にとりわけ注力するととも

に、Going Local（地域志向）といった活動に取り組んで地域

社会にもその支援を広げている。インターンシップ期間中、グ

ループIIIに所属した。グループIIIはGoing Localの活動、そし

て個別の課題に取り組んでいる。グループIIIは、EU諸機関そし

て市民社会と密接に関わりながらLocal活動などを展開する

努力をしている。そのように市民社会組織の役割の増大を図

　私はEUインスティテュート関西（EUIJ関西）の助成を受け、

欧州経済社会評議会（EESC）で素晴らしい経験を得た。ブ

リュッセルにおいてこのようなインターンシップ経験ができた

ことを大変うれしく思い、この機会を通じて与えていただいた

様々なご支援に心から感謝する。本報告では、ブリュッセルに

おける経験の概要を述べ、私が参加した諸会議や私が行った

業務について振り返ることとする。インターンシップに際して

以下４つの目標を設定した。１か月を通して目標達成以上の経

験を得たことに満足している。

１．EU諸機関ならびに意思決定諸組織の仲介者としてEESC

が果たす役割について理解を深める。

２．市民社会の組織的構成員（使用者団体、労働組合、NGO、

た、それぞれに合った実務的スキルの習得を図ることも大切

だ。EESCはEU加盟各国に日々辿り着く人々が合法的に受け

入れられるよう精力的な働きかけを行っている。私はさまざま

な会議を通してEESCは以下に考慮して移民問題に取り組ん

でいることを知った。

●移民や受入国の人々を再教育

●不法流入者の数について再考

●平和構築

●権利に根差した人々の安全保障の確立

●社会発展

●安全なルートを確保

　ある研究グループの会合によると、EESCは加盟11か国そ

れぞれに研究グループを派遣し、難民の処遇と日々の状況を

確認している。私の認識するところでは、地域の市民社会組織

の協力に基づくボトムアップな仕組みの存在が、正しい情報と

有用な助言を与えるうえで重要であるとEESCは考えている。

そのためにも、移民統合に向けてEU共通の政策が必要だとも

議論されていた。EESCは現状を正確に理解し、また歴史的背

景も考慮した上で研究を行っている。それはEESCが市民社

会の声を反映しているのだと改めて認識した体験であった。

グループIIIおよびREX部局での仕事
私の主な仕事は次のとおりであった。

会議用の予備資料の作成

会合の議事録作成

会議参加者の経歴書作成

市民社会と日・EU関係に関する覚書の作成

　私はグループIII（雇用者、労働者以外の様々な利益を代表す

るグループ）に所属しました。インターンシップ期間中に日・EU

セミナーがあったこともあり対外関係（REX）部局に関わる仕

事も並行して行った。最初の仕事は二つの文書のサマリーで

あった。これらはともに市民社会とEESCの活動に関するもの

で、日・EUセミナーの参加者にEESCの役割の概略を理解し

てもらうことを目的としていた。その他には以下の三点につい

てまとめた。

日・EU関係の概略（前回の日・EUサミット、自由貿易協定に

向けて進行中の交渉）

日・EU市民社会間の関係（日・EU自由貿易協定を巡るEESC

と市民社会の協働）

EUインスティテュート関西との共同セミナーに向けて

　また、会合の発表者の履歴や研究内容についてまとめると

いった仕事もあった。一つは「EUにおけるイギリス」をテーマ

にイギリスのマンチェスターで開催されたグループIIIの第1回

特別会合、もう一つは3月9日の日・EUセミナーのためのもの

だった。予備資料を作成したり調べものをしたりする際には、

REX部局のフォルダーから情報を得ることが多かった。こうし

た文書を作成するのは初めての経験だったが、幸いにも上司

や他の研修参加者からアドバイスを得ながら進めることがで

きた。また、その過程で文書の構成やワードチョイスなど多く

のことを学ぶことができた。それは、私にとっては、日・EU関係

への興味・関心の幅を広げる良い機会となった。

ることはグループIIIにとっても、またEESC全体にとっても大

きな目標である。

セッションおよび会合
参加セッション、会合、ヒアリング、イベント

EESCプレナリーセッション

グループIII会合

難民の労働市場への統合に関する公開セミナー：危機を

チャンスに

農業、農村開発、環境に関する部局会合

「治安に関する欧州の行動計画」に関する連絡会合

EESCおよびCoR（地域委員会）についての会議

移民と統合に関する常設研究グループ会合

「外交・安全保障政策に関するEU新戦略」に関するEESC

見解取りまとめのためのヒアリング

キューバ文化交流会

移民・難民に関する会合

女性のリーダーシップ

欧州議会でのEU研修参加者歓迎会議

EUインスティテュート関西との共同セミナー、比較的観点

からの日・EU協力：貿易・移民政策

欧州委員会での欧州評議会・欧州対外行動局会議

　多くの会合やヒアリングにも参加したが、ここでは私の学問

的関心につながりの深い移民・難民に関するプレナリーセッ

ション（総会）および会合について述べる。EESCプレナリー

セッションは私の滞在期間中最も重要なセッションであった。

このプレナリーセッションのテーマはシェンゲン協定であった。

EESCはこの自由移動協定を欧州統合の目に見える成果の最

たるものとして評価している。EESCは移動の自由を支持し、

各国が国境管理を復活することは経済的にもマイナスである

と指摘した。欧州や各国の市民社会組織による支持の重要性

をEESCは訴えた。このプレナリーセッションはEESCの運営

の在り方やその活動を理解するうえで役に立った。このセッ

ションではEESCの全メンバーが一堂に会し、研究グループや

ユニットで模索され議論された見解を検討したのち投票も行

われた。互いに意見を交わす熱心な雰囲気に私は感銘を受け

た。セッションでは同時通訳が行われていたが、一つの言語が

他の22のEU公用語に通訳される様はとても新鮮な経験で

あった。

　幸運なことに、私は移民問題に関する会合に参加する機会

をたびたび得ることができた。そうした会合を通して、たとえ少

数派に属する人々であってもEESCはその声に耳を傾けて支

援しようと努めているという印象を受けた。ヨーロッパにおい

て、移民は最も人々の注目を集めている問題の一つであり、ど

の会合においても活発な議論が行われていた。難民申請者や

移民がEU加盟国に日々流入し、その数は増すばかりだ。労働

市場に参入できず受け入れ先の言語も使えないことは難民や

移民にとって非常に大きな問題である。そうした言語スキルは

職を得る決め手となり、また日々の生活においても重要な役

割を果たす。EU加盟国には難民あるいは合法的移民として受

け入れるのに一定の言語スキルを要件とするものもある。ま

族研究をすることで言語学習援助の手がかりを探ってみては

どうかなどとアドバイスを受けた。

　この研修全体を振り返ってみて、今回のインターンシップは

短期間であったものの、職場の雰囲気を肌で感じ、欧州連合の

在り方を知るまたとない経験だった。私はできる限り積極的に

仕事に取り組むよう努め、多くの経験をして様々な素敵な出会

いを得ることができた。他の長期研修生たちとEESCで同じ日

からインターンシップを始めることができたのは幸運だった。

研修生たちはみな意欲に満ち、国際経験が豊かで、考え方も

柔軟だった。私はその影響のおかげで積極的にEESCの仕事

ができたし、可能な限りの経験を積むよう心がけることができ

た。自分の意見や考えを述べてまわりの人たちと意思疎通を

図ることが非常に重要であることを学んだ。そうしたスキルは

一般的に必要であるが、とくにEESCで仕事をするには欠かせ

ないスキルであると痛感した。研修生である私を職場の内外

で一個の人間として遇してくれ、いろいろな問題について私の

思いや意見を求めてくれた。私は移民や難民に関する会議に

いくつか参加したが、どうして日本は難民申請者をごくわずか

しか受け入れないのかなど、日本の状況についてよく尋ねられ

た。そうした人々との対話は、EU諸組織の現状やこうした問題

を巡るその活動を理解し、また日本の現状を考える機会を得

ることができたという意味で、非常に価値あるものだった。

　最後に、私のインターンシップを援助していただいたすべて

の方々に感謝したい。特にパーター氏とパーレンドソン氏には

大変お世話になった。私の学問的関心に関連のある人物や機

関に私を紹介してくれ、滞在期間中多くのチャンスを与えてく

ださった。また、私に二度目のチャンスを与えてくださった先生

方やEUIJ関西事務所に何より感謝したい。ブリュッセルでこん

なにも貴重な経験ができたことを非常に嬉しく思う。ブリュッ

セルは国際都市で、言語、国籍、文化、習慣など多様性に富ん

でいる。多様な人々が共に生活することは時に困難であり、深

刻な誤解や不安定な政治・社会状況を惹き起こすことがある。

とても残念なことだが、それが現実でもある。EESCではすべ

てのユニット、研究グループそして職員一人一人が懸命に仕事

に取組み、日々こうした問題を議論し、平和的にそれらの解決

に向けて努力している。一人の日本人としてまた世界市民とし

て、そうした問題に対してどう行動すべきか私自身考えている

段階である。この内容の濃い一ヶ月の経験を通して視野が広

がったと思うし、私の研究やこれからの将来を考える上でもと

ても意義あるものだったと確信している。

EESCの職場の雰囲気
　EESCの雰囲気は非常に国際性豊かで職員も友好的で親

切だった。インターンシップ最初の週にEESCの図書館に行く

機会があり、これは意義深い経験となった。司書の方は専門性

に優れており、私が必要な情報を見つられるようサポートして

くれた。おかげでEESCについて学ぶばかりでなく、移民問題

やEU機関、EU加盟国について学ぶことができた。EU諸機関

の図書館所にある論文や書籍のコピーを得ることもでき、私

の研究テーマに関連した情報も多く得ることができた。また、

EESCでは女性がいきいきと働いているとも感じた。グループ

IIIの事務局の場合、7割が女性で、性別による職務の差は見ら

れなかった。EESCにおける国籍や言語の多様性は印象的で、

ブリュッセルは国際都市だと知ってはいたものの、グループIII

の人たちが職場で3か国語以上、場合によっては5か国語以上

を駆使しているのには大いに驚いた。私自身、様々な言語を学

んで使っていこうという意欲が湧いた。

ブリュッセルでの研修およびその他の活動のまとめ
訪問機関・事務所

欧州議会

欧州委員会

欧州アジア研究所

ジェトロブリュッセル事務所

　ブリュッセル滞在期間中、EESC以外にも欧州議会、欧州委

員会、欧州アジア研究所などの機関を訪問する機会があった。

欧州議会ではEU研修参加者の歓迎会議があった。2016年

春期の研修生全員（約800名）が集まった。別の日には欧州対

外行動局に関するプレゼンテーションが欧州委員会で行われ、

EESCの研修生も参加できた。いずれも今まで知らなかった

人に出会いEU諸機関の全体像を知るうえで貴重な機会と

なった。他の研修生の経験や人生における意欲の旺盛さはと

ても刺激になった。また、欧州アジア研究所を訪問する機会も

得た。ここは、地域的・世界的に戦略的重要性を持つ事象を巡

るEUとアジアの対話と相互理解の促進を目的とする代表的

なシンクタンクであり政策研究センターである。私はあるセミ

ナーの準備資料を作成中にこの研究所の名前を知った。連絡

を取ったところ、研究所のメンバー4人に会うことができた。私

が言語の観点からこの移民問題を研究していると告げると、語

channel for them. The EESC considers the needs of:
● reeducation for migrants and people in host countries, 
● reconsideration of the number of irregular arrivals, 
● peace-building efforts, 
● right-based human security, 
● social development 
● ensuring safe routes 
 According to a study group meeting, the EESC 
sent a study group to each 11 member states to see how 
refugees are treated and the everyday situation. I  
recognized that the EESC believes in the importance of 
having a bottom-up system helped by a local organization 
to understand local concerns and to give them correct 
information and useful advice. That is why there the 
necessity for a EU common policy for integration of 
migrants was also discussed a lot. The EESC is doing the 
research to describe exactly what is happening and also to 
consider the historical background. Here again, I felt that 
the EESC is a voice of civil society. 

Tasks from Group III and REX section
My main tasks:
Making a briefing for a conference
Taking the minutes of meetings
Making who is who notes for conferences
Making summary notes on civil society and EU-Japan 
relationship

 I belonged to Group III Various Interest Group 
but since there was an EU-Japan Seminar on 9th March 
supported by External Relations (REX) section, I got tasks 
from the unit as well. My first task was making a summary 
of two documents. They were both about civil societies and 
the activity of the EESC. The summary is for the EU-Japan 
seminar’ s participants to give them brief ideas of the 
EESC’ s roles. I also worked on making a briefing note for 
the participants of the seminar. I summarized three points 
in the briefing; 
1.  general idea of EU-Japan relations (previous EU-Japan 

summi t ,  ongo ing negot ia t ions  fo r  F ree  Trade 
Agreement),

2.  relations between the EU and Japan civil societies (the 
EESC work with civil society in context of the EU-Japan 
FTA),

3.  Joint Seminar with the EUIJ-Kansai. 
 I also gathered CVs of presenters in meetings 
and made two Who-is-Who notes.One was for the first 
extraordinary meeting of the Group III, which took place in 
Manchester in the UK on the subject of the “The UK in the 
EU” and the other was for EU-Japan seminar on 9th March. 
I took meeting minutes in the seminar as well. For making a 
briefing and doing a research, I mainly found information in 
REX sections folder where all documents are very well 
saved. It was my first time to make this type of document 
but due to have the advice of my supervisor and other 
trainees, I could make them and learned a lot from the 
process, like the structure and words choice. It was also a 
good opportunity for me to expand my interest in the 
relationship between the EU and Japan. 

Working Atmosphere in the EESC
 The atmosphere of the EESC was very international 
and people were friendly and kind. In my first week, I had a 
chance to go to the library of the EESC and it was a 
significant experience for me, since the librarian was 
professional and helped me a lot to find useful information 
not only to learn about the EESC, but also to do my 
research on migration issues and the to know approaches 
of the EU organizations and each EU member state. He 
also had been sending many articles and copies of books 
in the EU organizations’ libraries though the inter post 
service to my office during my stay, and I could do my own 
research in my spare time. I also had an impression that 

specialists in creating a strategic approach to maximize 
these activities. Promoting growth and investment has 
been a core objective and area of activity of the Various 
Interests Group, as well as the EESC as a whole. 

Sessions and Meetings 
Sessions, meetings, hearings and events I attended:

EESC Plenary Session 
Group III meetings 
Public seminar on integrating refugees into the labor 
market: turning the crisis into an opportunity 
Section meeting on agriculture, rural development and 
the environment.
Communication meeting on European agenda on security
Conference about the EESC & CoR
Permanent study group meeting on immigration and 
integration
Hearing in the framework of EESC opinion on “The new 
EU strategy on foreign and security policy”
Cuban Cultural Event
Meeting on migration and refugees 
Women leadership
EC traineeship welcome conference at European 
Parliament
Joint seminar with the EU-Kansai Institute, EU-Japan 
cooperation in comparative perspective: trade & 
migration policies
Council & EEAS Conference at European Commission 

 I attended many meetings and hearings but I will 
write about the plenary session and meetings on migration 
and refugees, which were well connected to my academic 
interest. The EESC plenary session was one of the most 
important sessions during my stay. The theme of the 
Plenary Session was the Schengen Agreement. The EESC 
values the free movement agreement as the most tangible 
achievement of European integration. The EESC has 
supported free movement and also pointed out that the 
economic disadvantage of bringing back internal border 
controls. The EESC appealed the importance of the 
support of the European and national civi l  society 
organizat ions.  The plenary session helped me to 
understand the overall of the EESC’ s working structure 
and its activities. All EESC members were gathered at this 
session and discussed the opinions which they searched 
and discussed in a study groups and units, and then there 
was vot ing for  the opinions as wel l .  I  was deeply 
impressed by the interactive and intensive atmosphere. 
Simultaneous interpretations were carried out in the 
session and it was an eye opening experience to hear a 
language that was interpreted into the other 22 EU official 
languages.
 Luckily, I was able to have opportunities to 
attend many meetings on migration issues. Through the 
meetings, I had an impression that the EESC is trying to 
hear the voice of people and support them, even if they are 
in a minority. Migration is one of the salient topics in 
Europe right now, so there were lively discussions in each 
meeting. Asylum seekers and migrants are flowing to the 
EU member states every day and the numbers are 
increasing. I recognized that one of the biggest problems 
for refugees and migrants are that they do not have access 
to labor markets. Language skills are a key to access labor 
markets and takes on a very important role to settle in a 
society. Some EU member states require a certain level of 
language skill to be accepted as a refugee or legal 
migrant. Peer to peer learning is essential but since there 
are so many people waiting for the opportunity, it is not a 
simple issue in reality. It is also important to train practical 
skills and to do the skill matching. Different people have 
different interests and needs, but in my impression, the 
EESC is working hard to facilitate people who arrive at one 
of the EU member states every day and try to make a legal 

say that it was such a wonderful experience to feel the 
atmosphere and to know the structure of the European 
Union. I tried to work as actively as I could and I was able 
to have much experience and meet many wonderful 
people. I was lucky to start my internship with other long 
term trainees at the EESC from the same day. They were 
all motivated, had much international experience and were 
open-minded. I was positively influenced by them and I 
could work actively in the EESC and try to have as much 
experience as I could. I learned that it is very important to 
express my idea or opinion and have communication with 
others. Those skills are important in general but I strongly 
felt that it is a key skill to work in the EESC. Even though I 
was just a trainee, people in the office or members treat 
me as an individual and asked me my though and opinions 
on an issue. I attended some meetings on migrations and 
refugees and I was often asked the situation in Japan, for 
instance the reason why Japan only accepts very few 
numbers of asylum seekers. The talks with the members 
were of considerable value to me because I could 
unders tand the ongoing rea l  s i tuat ion o f  the EU 
organizations and their activit ies for this issue and 
reconsider the situation in Japan. 
 In conclusion, I  would l ike to express my 
appreciation to all the support I received during my 
internship. I would especially like to thank Mr. Pater and 
Ms. Päärendson who helped me a lot and introduced me 
to many people and institutions related to my academic 
interests during my stay. Also, most importantly the 
Professors and the EUIJ-Kansai offices that gave me the 
second chance. I am very glad to have had this valuable 
experience in Brussels. Brussels is an international city 
and it has diversity in language, nationality, culture, custom 
etc. Having diversity and living together are sometimes 
difficult and that may cause serious misunderstandings or 
unsettled social and political situations. I am very sorry for 
that but it is a reality and the world we live in today. It could 
be difficult to solve those problems but I do not think it is 
impossible. At the EESC for instance, all units, study 
groups and each member are working really hard and 
discuss the issues every day and trying to find a way to 
stand up for that in peaceful ways. I am still thinking about 
what I could probably do and how I should act for that as a 
Japanese or as a global citizen, but I believe that this 
intense one-month experience allowed me to have a broad 
view of things and that would definitely be of vaule worth 
for my study and creating my career.

women work actively in the EESC. In the Group II I  
secretariat, seven out of ten people were women. I found 
no differences on their works depending on gender. 
Another thing that impressed me the diversit ies of 
nationality and languages in the EESC, although I knew 
that Brussels is an international city I was quite fascinated 
that people in the Group III were able to speak more than 
three languages and some of them have a command of 
using more than five languages in their work. It gave me a 
great motivation to learn and practice other languages.

Overall Experience and Other Activities in Brussels
Organizations and an office I visited;
European Parliament
European Commission 
European Studies for Asian Studies
JETRO Brussels office

 During the time in Brussels, I had a chance to 
visit the other organizations outside the EESC, like the 
European Par l iament,  European Commission and 
European Studies for  Asian Studies.  There was a 
traineeship welcome conference at the European 
Parliament. All EU trainees in spring session 2016 (about 
800 trainees in total) were gathered there. On the other 
day, a presentation on the European External Action 
Service was held in the European Commission and it was 
opened to the trainees at the EESC as well. They were 
great opportunities to meet new people and to know the 
comprehensive structure of the EU organizations. I was 
quite impressed about the other trainee student’ s 
experience and their high motivation in their l ife. In 
addition, I was able to visit the European Institution for 
Asian Studies, a leading Think Tank and Policy Research 
Center which promotes dialogue and understanding 
between the European Union and Asia on affairs of 
strategic regional and global importance. I found the name 
of the institution during the process of making a briefing for 
a seminar. I made an appointment and I was able to meet 
four of the members who are working on migration issues. 
When I told them I am studying the issue form language 
perspective, they gave me advice for my research for 
instance do some research on language family and see if 
there is any clue to help migrant adult to learn the 
language of the country they settle. 
 When I go back though the overall experience I 
would say that the internship opportunity was too short to 
learn all about the EU organizations, but I can definitely 



EU on behalf of its member organizations.
4.Deepening my knowledge about the issue of labor 

migration in Europe, particularly with respect to recent 
developments of labor migration resulting from the 
economic and EURO currency crises.

About the EESC and Group III Various Interests 
 The EESC is the heart of the European Civil 
Dialogue both as a facilitator and an actor of European 
society. Civi l  Dialogue is a democratic and public 
opinion-forming process and it can take place via a 
bottom-up process where the organizations take the 
init iative through to a top-down process where the 
institutions activate the process. The EESC is both a key 
player and also the center of information and legitimate 
mouthpiece for organized civil society, and thus an 
essential bridge between Europe and its citizens. The 
EESC has taken initiatives and implemented reforms to 
ensure a broader representation of civil societies. The 
EESC invests in external relations especially with other EU 
institutions, such as the European Parliament in addition to 
engaging in activities like “Going Local” in order to reach 
out to local communities.
 During my internship, I belonged to Group III 
and the main responsibility was to continue to prioritize 
“Going Local” activities and individual missions. It is 
envisaged to involve Group I I I  members who are 

 I had a wonderful experience at the European 
Economic and Social Committee (EESC) which was 
supported by the European Union Institute in Japan, 
Kansai(EUIJ-Kansai). I am very pleased that I could have 
this internship experience in Brussels and I am very 
appreciative for all the support given to me during this 
opportunity. In this report, I will write about my overall 
experience in Brussels, by looking back at the meetings I 
attended and the work I did there. 
 I set four goals during this internship and I am 
satisfied that I could reach these goals and learned more 
than I had expected. The four main goals were: 
1.Increasing my understanding of the EESC’ s role as an 

intermediary between EU institutions and decision 
making bodies.

2.Understanding the organized civil society(employers’ 
organizations, unions, NGOs, business groups, etc.).

3.EESC contributes to the decision making process of the 

経済団体など）について理解する。

３．EESCがその構成団体を代表してEUの意思決定過程にど

のように貢献しているかを理解する。

４．欧州における労働力移動の問題、とりわけ欧州経済・ユーロ

危機に端を発する現在の動向について知見を深める。

　EESCおよびグループIII（雇用者、労働者以外の様々な利
益を代表するグループ）について
　EESCは欧州シビル・ダイアログ（市民対話）を進めるととも

に自らそのプレーヤーとして中核的な存在である。EESCは欧

州諸機関や市民社会に助言を行うなど、二つの懸け橋として

なくてはならない存在となっている。EESCは欧州議会をはじ

めEUの他機関と協力して対外関係にとりわけ注力するととも

に、Going Local（地域志向）といった活動に取り組んで地域

社会にもその支援を広げている。インターンシップ期間中、グ

ループIIIに所属した。グループIIIはGoing Localの活動、そし

て個別の課題に取り組んでいる。グループIIIは、EU諸機関そし

て市民社会と密接に関わりながらLocal活動などを展開する

努力をしている。そのように市民社会組織の役割の増大を図

　私はEUインスティテュート関西（EUIJ関西）の助成を受け、

欧州経済社会評議会（EESC）で素晴らしい経験を得た。ブ

リュッセルにおいてこのようなインターンシップ経験ができた

ことを大変うれしく思い、この機会を通じて与えていただいた

様々なご支援に心から感謝する。本報告では、ブリュッセルに

おける経験の概要を述べ、私が参加した諸会議や私が行った

業務について振り返ることとする。インターンシップに際して

以下４つの目標を設定した。１か月を通して目標達成以上の経

験を得たことに満足している。

１．EU諸機関ならびに意思決定諸組織の仲介者としてEESC

が果たす役割について理解を深める。

２．市民社会の組織的構成員（使用者団体、労働組合、NGO、

教育・研究活動24

た、それぞれに合った実務的スキルの習得を図ることも大切

だ。EESCはEU加盟各国に日々辿り着く人々が合法的に受け

入れられるよう精力的な働きかけを行っている。私はさまざま

な会議を通してEESCは以下に考慮して移民問題に取り組ん

でいることを知った。

●移民や受入国の人々を再教育

●不法流入者の数について再考

●平和構築

●権利に根差した人々の安全保障の確立

●社会発展

●安全なルートを確保

　ある研究グループの会合によると、EESCは加盟11か国そ

れぞれに研究グループを派遣し、難民の処遇と日々の状況を

確認している。私の認識するところでは、地域の市民社会組織

の協力に基づくボトムアップな仕組みの存在が、正しい情報と

有用な助言を与えるうえで重要であるとEESCは考えている。

そのためにも、移民統合に向けてEU共通の政策が必要だとも

議論されていた。EESCは現状を正確に理解し、また歴史的背

景も考慮した上で研究を行っている。それはEESCが市民社

会の声を反映しているのだと改めて認識した体験であった。

グループIIIおよびREX部局での仕事
私の主な仕事は次のとおりであった。

会議用の予備資料の作成

会合の議事録作成

会議参加者の経歴書作成

市民社会と日・EU関係に関する覚書の作成

　私はグループIII（雇用者、労働者以外の様々な利益を代表す

るグループ）に所属しました。インターンシップ期間中に日・EU

セミナーがあったこともあり対外関係（REX）部局に関わる仕

事も並行して行った。最初の仕事は二つの文書のサマリーで

あった。これらはともに市民社会とEESCの活動に関するもの

で、日・EUセミナーの参加者にEESCの役割の概略を理解し

てもらうことを目的としていた。その他には以下の三点につい

てまとめた。

日・EU関係の概略（前回の日・EUサミット、自由貿易協定に

向けて進行中の交渉）

日・EU市民社会間の関係（日・EU自由貿易協定を巡るEESC

と市民社会の協働）

EUインスティテュート関西との共同セミナーに向けて

　また、会合の発表者の履歴や研究内容についてまとめると

いった仕事もあった。一つは「EUにおけるイギリス」をテーマ

にイギリスのマンチェスターで開催されたグループIIIの第1回

特別会合、もう一つは3月9日の日・EUセミナーのためのもの

だった。予備資料を作成したり調べものをしたりする際には、

REX部局のフォルダーから情報を得ることが多かった。こうし

た文書を作成するのは初めての経験だったが、幸いにも上司

や他の研修参加者からアドバイスを得ながら進めることがで

きた。また、その過程で文書の構成やワードチョイスなど多く

のことを学ぶことができた。それは、私にとっては、日・EU関係

への興味・関心の幅を広げる良い機会となった。

ることはグループIIIにとっても、またEESC全体にとっても大

きな目標である。

セッションおよび会合
参加セッション、会合、ヒアリング、イベント

EESCプレナリーセッション

グループIII会合

難民の労働市場への統合に関する公開セミナー：危機を

チャンスに

農業、農村開発、環境に関する部局会合

「治安に関する欧州の行動計画」に関する連絡会合

EESCおよびCoR（地域委員会）についての会議

移民と統合に関する常設研究グループ会合

「外交・安全保障政策に関するEU新戦略」に関するEESC

見解取りまとめのためのヒアリング

キューバ文化交流会

移民・難民に関する会合

女性のリーダーシップ

欧州議会でのEU研修参加者歓迎会議

EUインスティテュート関西との共同セミナー、比較的観点

からの日・EU協力：貿易・移民政策

欧州委員会での欧州評議会・欧州対外行動局会議

　多くの会合やヒアリングにも参加したが、ここでは私の学問

的関心につながりの深い移民・難民に関するプレナリーセッ

ション（総会）および会合について述べる。EESCプレナリー

セッションは私の滞在期間中最も重要なセッションであった。

このプレナリーセッションのテーマはシェンゲン協定であった。

EESCはこの自由移動協定を欧州統合の目に見える成果の最

たるものとして評価している。EESCは移動の自由を支持し、

各国が国境管理を復活することは経済的にもマイナスである

と指摘した。欧州や各国の市民社会組織による支持の重要性

をEESCは訴えた。このプレナリーセッションはEESCの運営

の在り方やその活動を理解するうえで役に立った。このセッ

ションではEESCの全メンバーが一堂に会し、研究グループや

ユニットで模索され議論された見解を検討したのち投票も行

われた。互いに意見を交わす熱心な雰囲気に私は感銘を受け

た。セッションでは同時通訳が行われていたが、一つの言語が

他の22のEU公用語に通訳される様はとても新鮮な経験で

あった。

　幸運なことに、私は移民問題に関する会合に参加する機会

をたびたび得ることができた。そうした会合を通して、たとえ少

数派に属する人々であってもEESCはその声に耳を傾けて支

援しようと努めているという印象を受けた。ヨーロッパにおい

て、移民は最も人々の注目を集めている問題の一つであり、ど

の会合においても活発な議論が行われていた。難民申請者や

移民がEU加盟国に日々流入し、その数は増すばかりだ。労働

市場に参入できず受け入れ先の言語も使えないことは難民や

移民にとって非常に大きな問題である。そうした言語スキルは

職を得る決め手となり、また日々の生活においても重要な役

割を果たす。EU加盟国には難民あるいは合法的移民として受

け入れるのに一定の言語スキルを要件とするものもある。ま

族研究をすることで言語学習援助の手がかりを探ってみては

どうかなどとアドバイスを受けた。

　この研修全体を振り返ってみて、今回のインターンシップは

短期間であったものの、職場の雰囲気を肌で感じ、欧州連合の

在り方を知るまたとない経験だった。私はできる限り積極的に

仕事に取り組むよう努め、多くの経験をして様々な素敵な出会

いを得ることができた。他の長期研修生たちとEESCで同じ日

からインターンシップを始めることができたのは幸運だった。

研修生たちはみな意欲に満ち、国際経験が豊かで、考え方も

柔軟だった。私はその影響のおかげで積極的にEESCの仕事

ができたし、可能な限りの経験を積むよう心がけることができ

た。自分の意見や考えを述べてまわりの人たちと意思疎通を

図ることが非常に重要であることを学んだ。そうしたスキルは

一般的に必要であるが、とくにEESCで仕事をするには欠かせ

ないスキルであると痛感した。研修生である私を職場の内外

で一個の人間として遇してくれ、いろいろな問題について私の

思いや意見を求めてくれた。私は移民や難民に関する会議に

いくつか参加したが、どうして日本は難民申請者をごくわずか

しか受け入れないのかなど、日本の状況についてよく尋ねられ

た。そうした人々との対話は、EU諸組織の現状やこうした問題

を巡るその活動を理解し、また日本の現状を考える機会を得

ることができたという意味で、非常に価値あるものだった。

　最後に、私のインターンシップを援助していただいたすべて

の方々に感謝したい。特にパーター氏とパーレンドソン氏には

大変お世話になった。私の学問的関心に関連のある人物や機

関に私を紹介してくれ、滞在期間中多くのチャンスを与えてく

ださった。また、私に二度目のチャンスを与えてくださった先生

方やEUIJ関西事務所に何より感謝したい。ブリュッセルでこん

なにも貴重な経験ができたことを非常に嬉しく思う。ブリュッ

セルは国際都市で、言語、国籍、文化、習慣など多様性に富ん

でいる。多様な人々が共に生活することは時に困難であり、深

刻な誤解や不安定な政治・社会状況を惹き起こすことがある。

とても残念なことだが、それが現実でもある。EESCではすべ

てのユニット、研究グループそして職員一人一人が懸命に仕事

に取組み、日々こうした問題を議論し、平和的にそれらの解決

に向けて努力している。一人の日本人としてまた世界市民とし

て、そうした問題に対してどう行動すべきか私自身考えている

段階である。この内容の濃い一ヶ月の経験を通して視野が広

がったと思うし、私の研究やこれからの将来を考える上でもと

ても意義あるものだったと確信している。

EESCの職場の雰囲気
　EESCの雰囲気は非常に国際性豊かで職員も友好的で親

切だった。インターンシップ最初の週にEESCの図書館に行く

機会があり、これは意義深い経験となった。司書の方は専門性

に優れており、私が必要な情報を見つられるようサポートして

くれた。おかげでEESCについて学ぶばかりでなく、移民問題

やEU機関、EU加盟国について学ぶことができた。EU諸機関

の図書館所にある論文や書籍のコピーを得ることもでき、私

の研究テーマに関連した情報も多く得ることができた。また、

EESCでは女性がいきいきと働いているとも感じた。グループ

IIIの事務局の場合、7割が女性で、性別による職務の差は見ら

れなかった。EESCにおける国籍や言語の多様性は印象的で、

ブリュッセルは国際都市だと知ってはいたものの、グループIII

の人たちが職場で3か国語以上、場合によっては5か国語以上

を駆使しているのには大いに驚いた。私自身、様々な言語を学

んで使っていこうという意欲が湧いた。

ブリュッセルでの研修およびその他の活動のまとめ
訪問機関・事務所

欧州議会

欧州委員会

欧州アジア研究所

ジェトロブリュッセル事務所

　ブリュッセル滞在期間中、EESC以外にも欧州議会、欧州委

員会、欧州アジア研究所などの機関を訪問する機会があった。

欧州議会ではEU研修参加者の歓迎会議があった。2016年

春期の研修生全員（約800名）が集まった。別の日には欧州対

外行動局に関するプレゼンテーションが欧州委員会で行われ、

EESCの研修生も参加できた。いずれも今まで知らなかった

人に出会いEU諸機関の全体像を知るうえで貴重な機会と

なった。他の研修生の経験や人生における意欲の旺盛さはと

ても刺激になった。また、欧州アジア研究所を訪問する機会も

得た。ここは、地域的・世界的に戦略的重要性を持つ事象を巡

るEUとアジアの対話と相互理解の促進を目的とする代表的

なシンクタンクであり政策研究センターである。私はあるセミ

ナーの準備資料を作成中にこの研究所の名前を知った。連絡

を取ったところ、研究所のメンバー4人に会うことができた。私

が言語の観点からこの移民問題を研究していると告げると、語

channel for them. The EESC considers the needs of:
● reeducation for migrants and people in host countries, 
● reconsideration of the number of irregular arrivals, 
● peace-building efforts, 
● right-based human security, 
● social development 
● ensuring safe routes 
 According to a study group meeting, the EESC 
sent a study group to each 11 member states to see how 
refugees are treated and the everyday situation. I  
recognized that the EESC believes in the importance of 
having a bottom-up system helped by a local organization 
to understand local concerns and to give them correct 
information and useful advice. That is why there the 
necessity for a EU common policy for integration of 
migrants was also discussed a lot. The EESC is doing the 
research to describe exactly what is happening and also to 
consider the historical background. Here again, I felt that 
the EESC is a voice of civil society. 

Tasks from Group III and REX section
My main tasks:
Making a briefing for a conference
Taking the minutes of meetings
Making who is who notes for conferences
Making summary notes on civil society and EU-Japan 
relationship

 I belonged to Group III Various Interest Group 
but since there was an EU-Japan Seminar on 9th March 
supported by External Relations (REX) section, I got tasks 
from the unit as well. My first task was making a summary 
of two documents. They were both about civil societies and 
the activity of the EESC. The summary is for the EU-Japan 
seminar’ s participants to give them brief ideas of the 
EESC’ s roles. I also worked on making a briefing note for 
the participants of the seminar. I summarized three points 
in the briefing; 
1.  general idea of EU-Japan relations (previous EU-Japan 

summi t ,  ongo ing negot ia t ions  fo r  F ree  Trade 
Agreement),

2.  relations between the EU and Japan civil societies (the 
EESC work with civil society in context of the EU-Japan 
FTA),

3.  Joint Seminar with the EUIJ-Kansai. 
 I also gathered CVs of presenters in meetings 
and made two Who-is-Who notes.One was for the first 
extraordinary meeting of the Group III, which took place in 
Manchester in the UK on the subject of the “The UK in the 
EU” and the other was for EU-Japan seminar on 9th March. 
I took meeting minutes in the seminar as well. For making a 
briefing and doing a research, I mainly found information in 
REX sections folder where all documents are very well 
saved. It was my first time to make this type of document 
but due to have the advice of my supervisor and other 
trainees, I could make them and learned a lot from the 
process, like the structure and words choice. It was also a 
good opportunity for me to expand my interest in the 
relationship between the EU and Japan. 

Working Atmosphere in the EESC
 The atmosphere of the EESC was very international 
and people were friendly and kind. In my first week, I had a 
chance to go to the library of the EESC and it was a 
significant experience for me, since the librarian was 
professional and helped me a lot to find useful information 
not only to learn about the EESC, but also to do my 
research on migration issues and the to know approaches 
of the EU organizations and each EU member state. He 
also had been sending many articles and copies of books 
in the EU organizations’ libraries though the inter post 
service to my office during my stay, and I could do my own 
research in my spare time. I also had an impression that 

specialists in creating a strategic approach to maximize 
these activities. Promoting growth and investment has 
been a core objective and area of activity of the Various 
Interests Group, as well as the EESC as a whole. 

Sessions and Meetings 
Sessions, meetings, hearings and events I attended:

EESC Plenary Session 
Group III meetings 
Public seminar on integrating refugees into the labor 
market: turning the crisis into an opportunity 
Section meeting on agriculture, rural development and 
the environment.
Communication meeting on European agenda on security
Conference about the EESC & CoR
Permanent study group meeting on immigration and 
integration
Hearing in the framework of EESC opinion on “The new 
EU strategy on foreign and security policy”
Cuban Cultural Event
Meeting on migration and refugees 
Women leadership
EC traineeship welcome conference at European 
Parliament
Joint seminar with the EU-Kansai Institute, EU-Japan 
cooperation in comparative perspective: trade & 
migration policies
Council & EEAS Conference at European Commission 

 I attended many meetings and hearings but I will 
write about the plenary session and meetings on migration 
and refugees, which were well connected to my academic 
interest. The EESC plenary session was one of the most 
important sessions during my stay. The theme of the 
Plenary Session was the Schengen Agreement. The EESC 
values the free movement agreement as the most tangible 
achievement of European integration. The EESC has 
supported free movement and also pointed out that the 
economic disadvantage of bringing back internal border 
controls. The EESC appealed the importance of the 
support of the European and national civi l  society 
organizat ions.  The plenary session helped me to 
understand the overall of the EESC’ s working structure 
and its activities. All EESC members were gathered at this 
session and discussed the opinions which they searched 
and discussed in a study groups and units, and then there 
was vot ing for  the opinions as wel l .  I  was deeply 
impressed by the interactive and intensive atmosphere. 
Simultaneous interpretations were carried out in the 
session and it was an eye opening experience to hear a 
language that was interpreted into the other 22 EU official 
languages.
 Luckily, I was able to have opportunities to 
attend many meetings on migration issues. Through the 
meetings, I had an impression that the EESC is trying to 
hear the voice of people and support them, even if they are 
in a minority. Migration is one of the salient topics in 
Europe right now, so there were lively discussions in each 
meeting. Asylum seekers and migrants are flowing to the 
EU member states every day and the numbers are 
increasing. I recognized that one of the biggest problems 
for refugees and migrants are that they do not have access 
to labor markets. Language skills are a key to access labor 
markets and takes on a very important role to settle in a 
society. Some EU member states require a certain level of 
language skill to be accepted as a refugee or legal 
migrant. Peer to peer learning is essential but since there 
are so many people waiting for the opportunity, it is not a 
simple issue in reality. It is also important to train practical 
skills and to do the skill matching. Different people have 
different interests and needs, but in my impression, the 
EESC is working hard to facilitate people who arrive at one 
of the EU member states every day and try to make a legal 

say that it was such a wonderful experience to feel the 
atmosphere and to know the structure of the European 
Union. I tried to work as actively as I could and I was able 
to have much experience and meet many wonderful 
people. I was lucky to start my internship with other long 
term trainees at the EESC from the same day. They were 
all motivated, had much international experience and were 
open-minded. I was positively influenced by them and I 
could work actively in the EESC and try to have as much 
experience as I could. I learned that it is very important to 
express my idea or opinion and have communication with 
others. Those skills are important in general but I strongly 
felt that it is a key skill to work in the EESC. Even though I 
was just a trainee, people in the office or members treat 
me as an individual and asked me my though and opinions 
on an issue. I attended some meetings on migrations and 
refugees and I was often asked the situation in Japan, for 
instance the reason why Japan only accepts very few 
numbers of asylum seekers. The talks with the members 
were of considerable value to me because I could 
unders tand the ongoing rea l  s i tuat ion o f  the EU 
organizations and their activit ies for this issue and 
reconsider the situation in Japan. 
 In conclusion, I  would l ike to express my 
appreciation to all the support I received during my 
internship. I would especially like to thank Mr. Pater and 
Ms. Päärendson who helped me a lot and introduced me 
to many people and institutions related to my academic 
interests during my stay. Also, most importantly the 
Professors and the EUIJ-Kansai offices that gave me the 
second chance. I am very glad to have had this valuable 
experience in Brussels. Brussels is an international city 
and it has diversity in language, nationality, culture, custom 
etc. Having diversity and living together are sometimes 
difficult and that may cause serious misunderstandings or 
unsettled social and political situations. I am very sorry for 
that but it is a reality and the world we live in today. It could 
be difficult to solve those problems but I do not think it is 
impossible. At the EESC for instance, all units, study 
groups and each member are working really hard and 
discuss the issues every day and trying to find a way to 
stand up for that in peaceful ways. I am still thinking about 
what I could probably do and how I should act for that as a 
Japanese or as a global citizen, but I believe that this 
intense one-month experience allowed me to have a broad 
view of things and that would definitely be of vaule worth 
for my study and creating my career.

women work actively in the EESC. In the Group II I  
secretariat, seven out of ten people were women. I found 
no differences on their works depending on gender. 
Another thing that impressed me the diversit ies of 
nationality and languages in the EESC, although I knew 
that Brussels is an international city I was quite fascinated 
that people in the Group III were able to speak more than 
three languages and some of them have a command of 
using more than five languages in their work. It gave me a 
great motivation to learn and practice other languages.

Overall Experience and Other Activities in Brussels
Organizations and an office I visited;
European Parliament
European Commission 
European Studies for Asian Studies
JETRO Brussels office

 During the time in Brussels, I had a chance to 
visit the other organizations outside the EESC, like the 
European Par l iament,  European Commission and 
European Studies for  Asian Studies.  There was a 
traineeship welcome conference at the European 
Parliament. All EU trainees in spring session 2016 (about 
800 trainees in total) were gathered there. On the other 
day, a presentation on the European External Action 
Service was held in the European Commission and it was 
opened to the trainees at the EESC as well. They were 
great opportunities to meet new people and to know the 
comprehensive structure of the EU organizations. I was 
quite impressed about the other trainee student’ s 
experience and their high motivation in their l ife. In 
addition, I was able to visit the European Institution for 
Asian Studies, a leading Think Tank and Policy Research 
Center which promotes dialogue and understanding 
between the European Union and Asia on affairs of 
strategic regional and global importance. I found the name 
of the institution during the process of making a briefing for 
a seminar. I made an appointment and I was able to meet 
four of the members who are working on migration issues. 
When I told them I am studying the issue form language 
perspective, they gave me advice for my research for 
instance do some research on language family and see if 
there is any clue to help migrant adult to learn the 
language of the country they settle. 
 When I go back though the overall experience I 
would say that the internship opportunity was too short to 
learn all about the EU organizations, but I can definitely 



EU on behalf of its member organizations.
4.Deepening my knowledge about the issue of labor 

migration in Europe, particularly with respect to recent 
developments of labor migration resulting from the 
economic and EURO currency crises.

About the EESC and Group III Various Interests 
 The EESC is the heart of the European Civil 
Dialogue both as a facilitator and an actor of European 
society. Civi l  Dialogue is a democratic and public 
opinion-forming process and it can take place via a 
bottom-up process where the organizations take the 
init iative through to a top-down process where the 
institutions activate the process. The EESC is both a key 
player and also the center of information and legitimate 
mouthpiece for organized civil society, and thus an 
essential bridge between Europe and its citizens. The 
EESC has taken initiatives and implemented reforms to 
ensure a broader representation of civil societies. The 
EESC invests in external relations especially with other EU 
institutions, such as the European Parliament in addition to 
engaging in activities like “Going Local” in order to reach 
out to local communities.
 During my internship, I belonged to Group III 
and the main responsibility was to continue to prioritize 
“Going Local” activities and individual missions. It is 
envisaged to involve Group I I I  members who are 

 I had a wonderful experience at the European 
Economic and Social Committee (EESC) which was 
supported by the European Union Institute in Japan, 
Kansai(EUIJ-Kansai). I am very pleased that I could have 
this internship experience in Brussels and I am very 
appreciative for all the support given to me during this 
opportunity. In this report, I will write about my overall 
experience in Brussels, by looking back at the meetings I 
attended and the work I did there. 
 I set four goals during this internship and I am 
satisfied that I could reach these goals and learned more 
than I had expected. The four main goals were: 
1.Increasing my understanding of the EESC’ s role as an 

intermediary between EU institutions and decision 
making bodies.

2.Understanding the organized civil society(employers’ 
organizations, unions, NGOs, business groups, etc.).

3.EESC contributes to the decision making process of the 

経済団体など）について理解する。

３．EESCがその構成団体を代表してEUの意思決定過程にど

のように貢献しているかを理解する。

４．欧州における労働力移動の問題、とりわけ欧州経済・ユーロ

危機に端を発する現在の動向について知見を深める。

　EESCおよびグループIII（雇用者、労働者以外の様々な利
益を代表するグループ）について
　EESCは欧州シビル・ダイアログ（市民対話）を進めるととも

に自らそのプレーヤーとして中核的な存在である。EESCは欧

州諸機関や市民社会に助言を行うなど、二つの懸け橋として

なくてはならない存在となっている。EESCは欧州議会をはじ

めEUの他機関と協力して対外関係にとりわけ注力するととも

に、Going Local（地域志向）といった活動に取り組んで地域

社会にもその支援を広げている。インターンシップ期間中、グ

ループIIIに所属した。グループIIIはGoing Localの活動、そし

て個別の課題に取り組んでいる。グループIIIは、EU諸機関そし

て市民社会と密接に関わりながらLocal活動などを展開する

努力をしている。そのように市民社会組織の役割の増大を図

　私はEUインスティテュート関西（EUIJ関西）の助成を受け、

欧州経済社会評議会（EESC）で素晴らしい経験を得た。ブ

リュッセルにおいてこのようなインターンシップ経験ができた

ことを大変うれしく思い、この機会を通じて与えていただいた

様々なご支援に心から感謝する。本報告では、ブリュッセルに

おける経験の概要を述べ、私が参加した諸会議や私が行った

業務について振り返ることとする。インターンシップに際して

以下４つの目標を設定した。１か月を通して目標達成以上の経

験を得たことに満足している。

１．EU諸機関ならびに意思決定諸組織の仲介者としてEESC

が果たす役割について理解を深める。

２．市民社会の組織的構成員（使用者団体、労働組合、NGO、

た、それぞれに合った実務的スキルの習得を図ることも大切

だ。EESCはEU加盟各国に日々辿り着く人々が合法的に受け

入れられるよう精力的な働きかけを行っている。私はさまざま

な会議を通してEESCは以下に考慮して移民問題に取り組ん

でいることを知った。

●移民や受入国の人々を再教育

●不法流入者の数について再考

●平和構築

●権利に根差した人々の安全保障の確立

●社会発展

●安全なルートを確保

　ある研究グループの会合によると、EESCは加盟11か国そ

れぞれに研究グループを派遣し、難民の処遇と日々の状況を

確認している。私の認識するところでは、地域の市民社会組織

の協力に基づくボトムアップな仕組みの存在が、正しい情報と

有用な助言を与えるうえで重要であるとEESCは考えている。

そのためにも、移民統合に向けてEU共通の政策が必要だとも

議論されていた。EESCは現状を正確に理解し、また歴史的背

景も考慮した上で研究を行っている。それはEESCが市民社

会の声を反映しているのだと改めて認識した体験であった。

グループIIIおよびREX部局での仕事
私の主な仕事は次のとおりであった。

会議用の予備資料の作成

会合の議事録作成

会議参加者の経歴書作成

市民社会と日・EU関係に関する覚書の作成

　私はグループIII（雇用者、労働者以外の様々な利益を代表す

るグループ）に所属しました。インターンシップ期間中に日・EU

セミナーがあったこともあり対外関係（REX）部局に関わる仕

事も並行して行った。最初の仕事は二つの文書のサマリーで

あった。これらはともに市民社会とEESCの活動に関するもの

で、日・EUセミナーの参加者にEESCの役割の概略を理解し

てもらうことを目的としていた。その他には以下の三点につい

てまとめた。

日・EU関係の概略（前回の日・EUサミット、自由貿易協定に

向けて進行中の交渉）

日・EU市民社会間の関係（日・EU自由貿易協定を巡るEESC

と市民社会の協働）

EUインスティテュート関西との共同セミナーに向けて

　また、会合の発表者の履歴や研究内容についてまとめると

いった仕事もあった。一つは「EUにおけるイギリス」をテーマ

にイギリスのマンチェスターで開催されたグループIIIの第1回

特別会合、もう一つは3月9日の日・EUセミナーのためのもの

だった。予備資料を作成したり調べものをしたりする際には、

REX部局のフォルダーから情報を得ることが多かった。こうし

た文書を作成するのは初めての経験だったが、幸いにも上司

や他の研修参加者からアドバイスを得ながら進めることがで

きた。また、その過程で文書の構成やワードチョイスなど多く

のことを学ぶことができた。それは、私にとっては、日・EU関係

への興味・関心の幅を広げる良い機会となった。

ることはグループIIIにとっても、またEESC全体にとっても大

きな目標である。

セッションおよび会合
参加セッション、会合、ヒアリング、イベント

EESCプレナリーセッション

グループIII会合

難民の労働市場への統合に関する公開セミナー：危機を

チャンスに

農業、農村開発、環境に関する部局会合

「治安に関する欧州の行動計画」に関する連絡会合

EESCおよびCoR（地域委員会）についての会議

移民と統合に関する常設研究グループ会合

「外交・安全保障政策に関するEU新戦略」に関するEESC

見解取りまとめのためのヒアリング

キューバ文化交流会

移民・難民に関する会合

女性のリーダーシップ

欧州議会でのEU研修参加者歓迎会議

EUインスティテュート関西との共同セミナー、比較的観点

からの日・EU協力：貿易・移民政策

欧州委員会での欧州評議会・欧州対外行動局会議

　多くの会合やヒアリングにも参加したが、ここでは私の学問

的関心につながりの深い移民・難民に関するプレナリーセッ

ション（総会）および会合について述べる。EESCプレナリー

セッションは私の滞在期間中最も重要なセッションであった。

このプレナリーセッションのテーマはシェンゲン協定であった。

EESCはこの自由移動協定を欧州統合の目に見える成果の最

たるものとして評価している。EESCは移動の自由を支持し、

各国が国境管理を復活することは経済的にもマイナスである

と指摘した。欧州や各国の市民社会組織による支持の重要性

をEESCは訴えた。このプレナリーセッションはEESCの運営

の在り方やその活動を理解するうえで役に立った。このセッ

ションではEESCの全メンバーが一堂に会し、研究グループや

ユニットで模索され議論された見解を検討したのち投票も行

われた。互いに意見を交わす熱心な雰囲気に私は感銘を受け

た。セッションでは同時通訳が行われていたが、一つの言語が

他の22のEU公用語に通訳される様はとても新鮮な経験で

あった。

　幸運なことに、私は移民問題に関する会合に参加する機会

をたびたび得ることができた。そうした会合を通して、たとえ少

数派に属する人々であってもEESCはその声に耳を傾けて支

援しようと努めているという印象を受けた。ヨーロッパにおい

て、移民は最も人々の注目を集めている問題の一つであり、ど

の会合においても活発な議論が行われていた。難民申請者や

移民がEU加盟国に日々流入し、その数は増すばかりだ。労働

市場に参入できず受け入れ先の言語も使えないことは難民や

移民にとって非常に大きな問題である。そうした言語スキルは

職を得る決め手となり、また日々の生活においても重要な役

割を果たす。EU加盟国には難民あるいは合法的移民として受

け入れるのに一定の言語スキルを要件とするものもある。ま

族研究をすることで言語学習援助の手がかりを探ってみては

どうかなどとアドバイスを受けた。

　この研修全体を振り返ってみて、今回のインターンシップは

短期間であったものの、職場の雰囲気を肌で感じ、欧州連合の

在り方を知るまたとない経験だった。私はできる限り積極的に

仕事に取り組むよう努め、多くの経験をして様々な素敵な出会

いを得ることができた。他の長期研修生たちとEESCで同じ日

からインターンシップを始めることができたのは幸運だった。

研修生たちはみな意欲に満ち、国際経験が豊かで、考え方も

柔軟だった。私はその影響のおかげで積極的にEESCの仕事

ができたし、可能な限りの経験を積むよう心がけることができ

た。自分の意見や考えを述べてまわりの人たちと意思疎通を

図ることが非常に重要であることを学んだ。そうしたスキルは

一般的に必要であるが、とくにEESCで仕事をするには欠かせ

ないスキルであると痛感した。研修生である私を職場の内外

で一個の人間として遇してくれ、いろいろな問題について私の

思いや意見を求めてくれた。私は移民や難民に関する会議に

いくつか参加したが、どうして日本は難民申請者をごくわずか

しか受け入れないのかなど、日本の状況についてよく尋ねられ

た。そうした人々との対話は、EU諸組織の現状やこうした問題

を巡るその活動を理解し、また日本の現状を考える機会を得

ることができたという意味で、非常に価値あるものだった。

　最後に、私のインターンシップを援助していただいたすべて

の方々に感謝したい。特にパーター氏とパーレンドソン氏には

大変お世話になった。私の学問的関心に関連のある人物や機

関に私を紹介してくれ、滞在期間中多くのチャンスを与えてく

ださった。また、私に二度目のチャンスを与えてくださった先生

方やEUIJ関西事務所に何より感謝したい。ブリュッセルでこん

なにも貴重な経験ができたことを非常に嬉しく思う。ブリュッ

セルは国際都市で、言語、国籍、文化、習慣など多様性に富ん

でいる。多様な人々が共に生活することは時に困難であり、深

刻な誤解や不安定な政治・社会状況を惹き起こすことがある。

とても残念なことだが、それが現実でもある。EESCではすべ

てのユニット、研究グループそして職員一人一人が懸命に仕事

に取組み、日々こうした問題を議論し、平和的にそれらの解決

に向けて努力している。一人の日本人としてまた世界市民とし

て、そうした問題に対してどう行動すべきか私自身考えている

段階である。この内容の濃い一ヶ月の経験を通して視野が広

がったと思うし、私の研究やこれからの将来を考える上でもと

ても意義あるものだったと確信している。

EESCの職場の雰囲気
　EESCの雰囲気は非常に国際性豊かで職員も友好的で親

切だった。インターンシップ最初の週にEESCの図書館に行く

機会があり、これは意義深い経験となった。司書の方は専門性

に優れており、私が必要な情報を見つられるようサポートして

くれた。おかげでEESCについて学ぶばかりでなく、移民問題

やEU機関、EU加盟国について学ぶことができた。EU諸機関

の図書館所にある論文や書籍のコピーを得ることもでき、私

の研究テーマに関連した情報も多く得ることができた。また、

EESCでは女性がいきいきと働いているとも感じた。グループ

IIIの事務局の場合、7割が女性で、性別による職務の差は見ら

れなかった。EESCにおける国籍や言語の多様性は印象的で、

ブリュッセルは国際都市だと知ってはいたものの、グループIII

の人たちが職場で3か国語以上、場合によっては5か国語以上

を駆使しているのには大いに驚いた。私自身、様々な言語を学

んで使っていこうという意欲が湧いた。

ブリュッセルでの研修およびその他の活動のまとめ
訪問機関・事務所

欧州議会

欧州委員会

欧州アジア研究所

ジェトロブリュッセル事務所

　ブリュッセル滞在期間中、EESC以外にも欧州議会、欧州委

員会、欧州アジア研究所などの機関を訪問する機会があった。

欧州議会ではEU研修参加者の歓迎会議があった。2016年

春期の研修生全員（約800名）が集まった。別の日には欧州対

外行動局に関するプレゼンテーションが欧州委員会で行われ、

EESCの研修生も参加できた。いずれも今まで知らなかった

人に出会いEU諸機関の全体像を知るうえで貴重な機会と

なった。他の研修生の経験や人生における意欲の旺盛さはと

ても刺激になった。また、欧州アジア研究所を訪問する機会も

得た。ここは、地域的・世界的に戦略的重要性を持つ事象を巡

るEUとアジアの対話と相互理解の促進を目的とする代表的

なシンクタンクであり政策研究センターである。私はあるセミ

ナーの準備資料を作成中にこの研究所の名前を知った。連絡

を取ったところ、研究所のメンバー4人に会うことができた。私

が言語の観点からこの移民問題を研究していると告げると、語

channel for them. The EESC considers the needs of:
● reeducation for migrants and people in host countries, 
● reconsideration of the number of irregular arrivals, 
● peace-building efforts, 
● right-based human security, 
● social development 
● ensuring safe routes 
 According to a study group meeting, the EESC 
sent a study group to each 11 member states to see how 
refugees are treated and the everyday situation. I  
recognized that the EESC believes in the importance of 
having a bottom-up system helped by a local organization 
to understand local concerns and to give them correct 
information and useful advice. That is why there the 
necessity for a EU common policy for integration of 
migrants was also discussed a lot. The EESC is doing the 
research to describe exactly what is happening and also to 
consider the historical background. Here again, I felt that 
the EESC is a voice of civil society. 

Tasks from Group III and REX section
My main tasks:
Making a briefing for a conference
Taking the minutes of meetings
Making who is who notes for conferences
Making summary notes on civil society and EU-Japan 
relationship

 I belonged to Group III Various Interest Group 
but since there was an EU-Japan Seminar on 9th March 
supported by External Relations (REX) section, I got tasks 
from the unit as well. My first task was making a summary 
of two documents. They were both about civil societies and 
the activity of the EESC. The summary is for the EU-Japan 
seminar’ s participants to give them brief ideas of the 
EESC’ s roles. I also worked on making a briefing note for 
the participants of the seminar. I summarized three points 
in the briefing; 
1.  general idea of EU-Japan relations (previous EU-Japan 

summi t ,  ongo ing negot ia t ions  fo r  F ree  Trade 
Agreement),

2.  relations between the EU and Japan civil societies (the 
EESC work with civil society in context of the EU-Japan 
FTA),

3.  Joint Seminar with the EUIJ-Kansai. 
 I also gathered CVs of presenters in meetings 
and made two Who-is-Who notes.One was for the first 
extraordinary meeting of the Group III, which took place in 
Manchester in the UK on the subject of the “The UK in the 
EU” and the other was for EU-Japan seminar on 9th March. 
I took meeting minutes in the seminar as well. For making a 
briefing and doing a research, I mainly found information in 
REX sections folder where all documents are very well 
saved. It was my first time to make this type of document 
but due to have the advice of my supervisor and other 
trainees, I could make them and learned a lot from the 
process, like the structure and words choice. It was also a 
good opportunity for me to expand my interest in the 
relationship between the EU and Japan. 

Working Atmosphere in the EESC
 The atmosphere of the EESC was very international 
and people were friendly and kind. In my first week, I had a 
chance to go to the library of the EESC and it was a 
significant experience for me, since the librarian was 
professional and helped me a lot to find useful information 
not only to learn about the EESC, but also to do my 
research on migration issues and the to know approaches 
of the EU organizations and each EU member state. He 
also had been sending many articles and copies of books 
in the EU organizations’ libraries though the inter post 
service to my office during my stay, and I could do my own 
research in my spare time. I also had an impression that 

specialists in creating a strategic approach to maximize 
these activities. Promoting growth and investment has 
been a core objective and area of activity of the Various 
Interests Group, as well as the EESC as a whole. 

Sessions and Meetings 
Sessions, meetings, hearings and events I attended:

EESC Plenary Session 
Group III meetings 
Public seminar on integrating refugees into the labor 
market: turning the crisis into an opportunity 
Section meeting on agriculture, rural development and 
the environment.
Communication meeting on European agenda on security
Conference about the EESC & CoR
Permanent study group meeting on immigration and 
integration
Hearing in the framework of EESC opinion on “The new 
EU strategy on foreign and security policy”
Cuban Cultural Event
Meeting on migration and refugees 
Women leadership
EC traineeship welcome conference at European 
Parliament
Joint seminar with the EU-Kansai Institute, EU-Japan 
cooperation in comparative perspective: trade & 
migration policies
Council & EEAS Conference at European Commission 

 I attended many meetings and hearings but I will 
write about the plenary session and meetings on migration 
and refugees, which were well connected to my academic 
interest. The EESC plenary session was one of the most 
important sessions during my stay. The theme of the 
Plenary Session was the Schengen Agreement. The EESC 
values the free movement agreement as the most tangible 
achievement of European integration. The EESC has 
supported free movement and also pointed out that the 
economic disadvantage of bringing back internal border 
controls. The EESC appealed the importance of the 
support of the European and national civi l  society 
organizat ions.  The plenary session helped me to 
understand the overall of the EESC’ s working structure 
and its activities. All EESC members were gathered at this 
session and discussed the opinions which they searched 
and discussed in a study groups and units, and then there 
was vot ing for  the opinions as wel l .  I  was deeply 
impressed by the interactive and intensive atmosphere. 
Simultaneous interpretations were carried out in the 
session and it was an eye opening experience to hear a 
language that was interpreted into the other 22 EU official 
languages.
 Luckily, I was able to have opportunities to 
attend many meetings on migration issues. Through the 
meetings, I had an impression that the EESC is trying to 
hear the voice of people and support them, even if they are 
in a minority. Migration is one of the salient topics in 
Europe right now, so there were lively discussions in each 
meeting. Asylum seekers and migrants are flowing to the 
EU member states every day and the numbers are 
increasing. I recognized that one of the biggest problems 
for refugees and migrants are that they do not have access 
to labor markets. Language skills are a key to access labor 
markets and takes on a very important role to settle in a 
society. Some EU member states require a certain level of 
language skill to be accepted as a refugee or legal 
migrant. Peer to peer learning is essential but since there 
are so many people waiting for the opportunity, it is not a 
simple issue in reality. It is also important to train practical 
skills and to do the skill matching. Different people have 
different interests and needs, but in my impression, the 
EESC is working hard to facilitate people who arrive at one 
of the EU member states every day and try to make a legal 
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say that it was such a wonderful experience to feel the 
atmosphere and to know the structure of the European 
Union. I tried to work as actively as I could and I was able 
to have much experience and meet many wonderful 
people. I was lucky to start my internship with other long 
term trainees at the EESC from the same day. They were 
all motivated, had much international experience and were 
open-minded. I was positively influenced by them and I 
could work actively in the EESC and try to have as much 
experience as I could. I learned that it is very important to 
express my idea or opinion and have communication with 
others. Those skills are important in general but I strongly 
felt that it is a key skill to work in the EESC. Even though I 
was just a trainee, people in the office or members treat 
me as an individual and asked me my though and opinions 
on an issue. I attended some meetings on migrations and 
refugees and I was often asked the situation in Japan, for 
instance the reason why Japan only accepts very few 
numbers of asylum seekers. The talks with the members 
were of considerable value to me because I could 
unders tand the ongoing rea l  s i tuat ion o f  the EU 
organizations and their activit ies for this issue and 
reconsider the situation in Japan. 
 In conclusion, I  would l ike to express my 
appreciation to all the support I received during my 
internship. I would especially like to thank Mr. Pater and 
Ms. Päärendson who helped me a lot and introduced me 
to many people and institutions related to my academic 
interests during my stay. Also, most importantly the 
Professors and the EUIJ-Kansai offices that gave me the 
second chance. I am very glad to have had this valuable 
experience in Brussels. Brussels is an international city 
and it has diversity in language, nationality, culture, custom 
etc. Having diversity and living together are sometimes 
difficult and that may cause serious misunderstandings or 
unsettled social and political situations. I am very sorry for 
that but it is a reality and the world we live in today. It could 
be difficult to solve those problems but I do not think it is 
impossible. At the EESC for instance, all units, study 
groups and each member are working really hard and 
discuss the issues every day and trying to find a way to 
stand up for that in peaceful ways. I am still thinking about 
what I could probably do and how I should act for that as a 
Japanese or as a global citizen, but I believe that this 
intense one-month experience allowed me to have a broad 
view of things and that would definitely be of vaule worth 
for my study and creating my career.

women work actively in the EESC. In the Group II I  
secretariat, seven out of ten people were women. I found 
no differences on their works depending on gender. 
Another thing that impressed me the diversit ies of 
nationality and languages in the EESC, although I knew 
that Brussels is an international city I was quite fascinated 
that people in the Group III were able to speak more than 
three languages and some of them have a command of 
using more than five languages in their work. It gave me a 
great motivation to learn and practice other languages.

Overall Experience and Other Activities in Brussels
Organizations and an office I visited;
European Parliament
European Commission 
European Studies for Asian Studies
JETRO Brussels office

 During the time in Brussels, I had a chance to 
visit the other organizations outside the EESC, like the 
European Par l iament,  European Commission and 
European Studies for  Asian Studies.  There was a 
traineeship welcome conference at the European 
Parliament. All EU trainees in spring session 2016 (about 
800 trainees in total) were gathered there. On the other 
day, a presentation on the European External Action 
Service was held in the European Commission and it was 
opened to the trainees at the EESC as well. They were 
great opportunities to meet new people and to know the 
comprehensive structure of the EU organizations. I was 
quite impressed about the other trainee student’ s 
experience and their high motivation in their l ife. In 
addition, I was able to visit the European Institution for 
Asian Studies, a leading Think Tank and Policy Research 
Center which promotes dialogue and understanding 
between the European Union and Asia on affairs of 
strategic regional and global importance. I found the name 
of the institution during the process of making a briefing for 
a seminar. I made an appointment and I was able to meet 
four of the members who are working on migration issues. 
When I told them I am studying the issue form language 
perspective, they gave me advice for my research for 
instance do some research on language family and see if 
there is any clue to help migrant adult to learn the 
language of the country they settle. 
 When I go back though the overall experience I 
would say that the internship opportunity was too short to 
learn all about the EU organizations, but I can definitely 



EU on behalf of its member organizations.
4.Deepening my knowledge about the issue of labor 

migration in Europe, particularly with respect to recent 
developments of labor migration resulting from the 
economic and EURO currency crises.

About the EESC and Group III Various Interests 
 The EESC is the heart of the European Civil 
Dialogue both as a facilitator and an actor of European 
society. Civi l  Dialogue is a democratic and public 
opinion-forming process and it can take place via a 
bottom-up process where the organizations take the 
init iative through to a top-down process where the 
institutions activate the process. The EESC is both a key 
player and also the center of information and legitimate 
mouthpiece for organized civil society, and thus an 
essential bridge between Europe and its citizens. The 
EESC has taken initiatives and implemented reforms to 
ensure a broader representation of civil societies. The 
EESC invests in external relations especially with other EU 
institutions, such as the European Parliament in addition to 
engaging in activities like “Going Local” in order to reach 
out to local communities.
 During my internship, I belonged to Group III 
and the main responsibility was to continue to prioritize 
“Going Local” activities and individual missions. It is 
envisaged to involve Group I I I  members who are 

 I had a wonderful experience at the European 
Economic and Social Committee (EESC) which was 
supported by the European Union Institute in Japan, 
Kansai(EUIJ-Kansai). I am very pleased that I could have 
this internship experience in Brussels and I am very 
appreciative for all the support given to me during this 
opportunity. In this report, I will write about my overall 
experience in Brussels, by looking back at the meetings I 
attended and the work I did there. 
 I set four goals during this internship and I am 
satisfied that I could reach these goals and learned more 
than I had expected. The four main goals were: 
1.Increasing my understanding of the EESC’ s role as an 

intermediary between EU institutions and decision 
making bodies.

2.Understanding the organized civil society(employers’ 
organizations, unions, NGOs, business groups, etc.).

3.EESC contributes to the decision making process of the 

経済団体など）について理解する。

３．EESCがその構成団体を代表してEUの意思決定過程にど

のように貢献しているかを理解する。

４．欧州における労働力移動の問題、とりわけ欧州経済・ユーロ

危機に端を発する現在の動向について知見を深める。

　EESCおよびグループIII（雇用者、労働者以外の様々な利
益を代表するグループ）について
　EESCは欧州シビル・ダイアログ（市民対話）を進めるととも

に自らそのプレーヤーとして中核的な存在である。EESCは欧

州諸機関や市民社会に助言を行うなど、二つの懸け橋として

なくてはならない存在となっている。EESCは欧州議会をはじ

めEUの他機関と協力して対外関係にとりわけ注力するととも

に、Going Local（地域志向）といった活動に取り組んで地域

社会にもその支援を広げている。インターンシップ期間中、グ

ループIIIに所属した。グループIIIはGoing Localの活動、そし

て個別の課題に取り組んでいる。グループIIIは、EU諸機関そし

て市民社会と密接に関わりながらLocal活動などを展開する

努力をしている。そのように市民社会組織の役割の増大を図

　私はEUインスティテュート関西（EUIJ関西）の助成を受け、

欧州経済社会評議会（EESC）で素晴らしい経験を得た。ブ

リュッセルにおいてこのようなインターンシップ経験ができた

ことを大変うれしく思い、この機会を通じて与えていただいた

様々なご支援に心から感謝する。本報告では、ブリュッセルに

おける経験の概要を述べ、私が参加した諸会議や私が行った

業務について振り返ることとする。インターンシップに際して

以下４つの目標を設定した。１か月を通して目標達成以上の経

験を得たことに満足している。

１．EU諸機関ならびに意思決定諸組織の仲介者としてEESC

が果たす役割について理解を深める。

２．市民社会の組織的構成員（使用者団体、労働組合、NGO、

た、それぞれに合った実務的スキルの習得を図ることも大切

だ。EESCはEU加盟各国に日々辿り着く人々が合法的に受け

入れられるよう精力的な働きかけを行っている。私はさまざま

な会議を通してEESCは以下に考慮して移民問題に取り組ん

でいることを知った。

●移民や受入国の人々を再教育

●不法流入者の数について再考

●平和構築

●権利に根差した人々の安全保障の確立

●社会発展

●安全なルートを確保

　ある研究グループの会合によると、EESCは加盟11か国そ

れぞれに研究グループを派遣し、難民の処遇と日々の状況を

確認している。私の認識するところでは、地域の市民社会組織

の協力に基づくボトムアップな仕組みの存在が、正しい情報と

有用な助言を与えるうえで重要であるとEESCは考えている。

そのためにも、移民統合に向けてEU共通の政策が必要だとも

議論されていた。EESCは現状を正確に理解し、また歴史的背

景も考慮した上で研究を行っている。それはEESCが市民社

会の声を反映しているのだと改めて認識した体験であった。

グループIIIおよびREX部局での仕事
私の主な仕事は次のとおりであった。

会議用の予備資料の作成

会合の議事録作成

会議参加者の経歴書作成

市民社会と日・EU関係に関する覚書の作成

　私はグループIII（雇用者、労働者以外の様々な利益を代表す

るグループ）に所属しました。インターンシップ期間中に日・EU

セミナーがあったこともあり対外関係（REX）部局に関わる仕

事も並行して行った。最初の仕事は二つの文書のサマリーで

あった。これらはともに市民社会とEESCの活動に関するもの

で、日・EUセミナーの参加者にEESCの役割の概略を理解し

てもらうことを目的としていた。その他には以下の三点につい

てまとめた。

日・EU関係の概略（前回の日・EUサミット、自由貿易協定に

向けて進行中の交渉）

日・EU市民社会間の関係（日・EU自由貿易協定を巡るEESC

と市民社会の協働）

EUインスティテュート関西との共同セミナーに向けて

　また、会合の発表者の履歴や研究内容についてまとめると

いった仕事もあった。一つは「EUにおけるイギリス」をテーマ

にイギリスのマンチェスターで開催されたグループIIIの第1回

特別会合、もう一つは3月9日の日・EUセミナーのためのもの

だった。予備資料を作成したり調べものをしたりする際には、

REX部局のフォルダーから情報を得ることが多かった。こうし

た文書を作成するのは初めての経験だったが、幸いにも上司

や他の研修参加者からアドバイスを得ながら進めることがで

きた。また、その過程で文書の構成やワードチョイスなど多く

のことを学ぶことができた。それは、私にとっては、日・EU関係

への興味・関心の幅を広げる良い機会となった。

ることはグループIIIにとっても、またEESC全体にとっても大

きな目標である。

セッションおよび会合
参加セッション、会合、ヒアリング、イベント

EESCプレナリーセッション

グループIII会合

難民の労働市場への統合に関する公開セミナー：危機を

チャンスに

農業、農村開発、環境に関する部局会合

「治安に関する欧州の行動計画」に関する連絡会合

EESCおよびCoR（地域委員会）についての会議

移民と統合に関する常設研究グループ会合

「外交・安全保障政策に関するEU新戦略」に関するEESC

見解取りまとめのためのヒアリング

キューバ文化交流会

移民・難民に関する会合

女性のリーダーシップ

欧州議会でのEU研修参加者歓迎会議

EUインスティテュート関西との共同セミナー、比較的観点

からの日・EU協力：貿易・移民政策

欧州委員会での欧州評議会・欧州対外行動局会議

　多くの会合やヒアリングにも参加したが、ここでは私の学問

的関心につながりの深い移民・難民に関するプレナリーセッ

ション（総会）および会合について述べる。EESCプレナリー

セッションは私の滞在期間中最も重要なセッションであった。

このプレナリーセッションのテーマはシェンゲン協定であった。

EESCはこの自由移動協定を欧州統合の目に見える成果の最

たるものとして評価している。EESCは移動の自由を支持し、

各国が国境管理を復活することは経済的にもマイナスである

と指摘した。欧州や各国の市民社会組織による支持の重要性

をEESCは訴えた。このプレナリーセッションはEESCの運営

の在り方やその活動を理解するうえで役に立った。このセッ

ションではEESCの全メンバーが一堂に会し、研究グループや

ユニットで模索され議論された見解を検討したのち投票も行

われた。互いに意見を交わす熱心な雰囲気に私は感銘を受け

た。セッションでは同時通訳が行われていたが、一つの言語が

他の22のEU公用語に通訳される様はとても新鮮な経験で

あった。

　幸運なことに、私は移民問題に関する会合に参加する機会

をたびたび得ることができた。そうした会合を通して、たとえ少

数派に属する人々であってもEESCはその声に耳を傾けて支

援しようと努めているという印象を受けた。ヨーロッパにおい

て、移民は最も人々の注目を集めている問題の一つであり、ど

の会合においても活発な議論が行われていた。難民申請者や

移民がEU加盟国に日々流入し、その数は増すばかりだ。労働

市場に参入できず受け入れ先の言語も使えないことは難民や

移民にとって非常に大きな問題である。そうした言語スキルは

職を得る決め手となり、また日々の生活においても重要な役

割を果たす。EU加盟国には難民あるいは合法的移民として受

け入れるのに一定の言語スキルを要件とするものもある。ま

教育・研究活動26

族研究をすることで言語学習援助の手がかりを探ってみては

どうかなどとアドバイスを受けた。

　この研修全体を振り返ってみて、今回のインターンシップは

短期間であったものの、職場の雰囲気を肌で感じ、欧州連合の

在り方を知るまたとない経験だった。私はできる限り積極的に

仕事に取り組むよう努め、多くの経験をして様々な素敵な出会

いを得ることができた。他の長期研修生たちとEESCで同じ日

からインターンシップを始めることができたのは幸運だった。

研修生たちはみな意欲に満ち、国際経験が豊かで、考え方も

柔軟だった。私はその影響のおかげで積極的にEESCの仕事

ができたし、可能な限りの経験を積むよう心がけることができ

た。自分の意見や考えを述べてまわりの人たちと意思疎通を

図ることが非常に重要であることを学んだ。そうしたスキルは

一般的に必要であるが、とくにEESCで仕事をするには欠かせ

ないスキルであると痛感した。研修生である私を職場の内外

で一個の人間として遇してくれ、いろいろな問題について私の

思いや意見を求めてくれた。私は移民や難民に関する会議に

いくつか参加したが、どうして日本は難民申請者をごくわずか

しか受け入れないのかなど、日本の状況についてよく尋ねられ

た。そうした人々との対話は、EU諸組織の現状やこうした問題

を巡るその活動を理解し、また日本の現状を考える機会を得

ることができたという意味で、非常に価値あるものだった。

　最後に、私のインターンシップを援助していただいたすべて

の方々に感謝したい。特にパーター氏とパーレンドソン氏には

大変お世話になった。私の学問的関心に関連のある人物や機

関に私を紹介してくれ、滞在期間中多くのチャンスを与えてく

ださった。また、私に二度目のチャンスを与えてくださった先生

方やEUIJ関西事務所に何より感謝したい。ブリュッセルでこん

なにも貴重な経験ができたことを非常に嬉しく思う。ブリュッ

セルは国際都市で、言語、国籍、文化、習慣など多様性に富ん

でいる。多様な人々が共に生活することは時に困難であり、深

刻な誤解や不安定な政治・社会状況を惹き起こすことがある。

とても残念なことだが、それが現実でもある。EESCではすべ

てのユニット、研究グループそして職員一人一人が懸命に仕事

に取組み、日々こうした問題を議論し、平和的にそれらの解決

に向けて努力している。一人の日本人としてまた世界市民とし

て、そうした問題に対してどう行動すべきか私自身考えている

段階である。この内容の濃い一ヶ月の経験を通して視野が広

がったと思うし、私の研究やこれからの将来を考える上でもと

ても意義あるものだったと確信している。

EESCの職場の雰囲気
　EESCの雰囲気は非常に国際性豊かで職員も友好的で親

切だった。インターンシップ最初の週にEESCの図書館に行く

機会があり、これは意義深い経験となった。司書の方は専門性

に優れており、私が必要な情報を見つられるようサポートして

くれた。おかげでEESCについて学ぶばかりでなく、移民問題

やEU機関、EU加盟国について学ぶことができた。EU諸機関

の図書館所にある論文や書籍のコピーを得ることもでき、私

の研究テーマに関連した情報も多く得ることができた。また、

EESCでは女性がいきいきと働いているとも感じた。グループ

IIIの事務局の場合、7割が女性で、性別による職務の差は見ら

れなかった。EESCにおける国籍や言語の多様性は印象的で、

ブリュッセルは国際都市だと知ってはいたものの、グループIII

の人たちが職場で3か国語以上、場合によっては5か国語以上

を駆使しているのには大いに驚いた。私自身、様々な言語を学

んで使っていこうという意欲が湧いた。

ブリュッセルでの研修およびその他の活動のまとめ
訪問機関・事務所

欧州議会

欧州委員会

欧州アジア研究所

ジェトロブリュッセル事務所

　ブリュッセル滞在期間中、EESC以外にも欧州議会、欧州委

員会、欧州アジア研究所などの機関を訪問する機会があった。

欧州議会ではEU研修参加者の歓迎会議があった。2016年

春期の研修生全員（約800名）が集まった。別の日には欧州対

外行動局に関するプレゼンテーションが欧州委員会で行われ、

EESCの研修生も参加できた。いずれも今まで知らなかった

人に出会いEU諸機関の全体像を知るうえで貴重な機会と

なった。他の研修生の経験や人生における意欲の旺盛さはと

ても刺激になった。また、欧州アジア研究所を訪問する機会も

得た。ここは、地域的・世界的に戦略的重要性を持つ事象を巡

るEUとアジアの対話と相互理解の促進を目的とする代表的

なシンクタンクであり政策研究センターである。私はあるセミ

ナーの準備資料を作成中にこの研究所の名前を知った。連絡

を取ったところ、研究所のメンバー4人に会うことができた。私

が言語の観点からこの移民問題を研究していると告げると、語

channel for them. The EESC considers the needs of:
● reeducation for migrants and people in host countries, 
● reconsideration of the number of irregular arrivals, 
● peace-building efforts, 
● right-based human security, 
● social development 
● ensuring safe routes 
 According to a study group meeting, the EESC 
sent a study group to each 11 member states to see how 
refugees are treated and the everyday situation. I  
recognized that the EESC believes in the importance of 
having a bottom-up system helped by a local organization 
to understand local concerns and to give them correct 
information and useful advice. That is why there the 
necessity for a EU common policy for integration of 
migrants was also discussed a lot. The EESC is doing the 
research to describe exactly what is happening and also to 
consider the historical background. Here again, I felt that 
the EESC is a voice of civil society. 

Tasks from Group III and REX section
My main tasks:
Making a briefing for a conference
Taking the minutes of meetings
Making who is who notes for conferences
Making summary notes on civil society and EU-Japan 
relationship

 I belonged to Group III Various Interest Group 
but since there was an EU-Japan Seminar on 9th March 
supported by External Relations (REX) section, I got tasks 
from the unit as well. My first task was making a summary 
of two documents. They were both about civil societies and 
the activity of the EESC. The summary is for the EU-Japan 
seminar’ s participants to give them brief ideas of the 
EESC’ s roles. I also worked on making a briefing note for 
the participants of the seminar. I summarized three points 
in the briefing; 
1.  general idea of EU-Japan relations (previous EU-Japan 

summi t ,  ongo ing negot ia t ions  fo r  F ree  Trade 
Agreement),

2.  relations between the EU and Japan civil societies (the 
EESC work with civil society in context of the EU-Japan 
FTA),

3.  Joint Seminar with the EUIJ-Kansai. 
 I also gathered CVs of presenters in meetings 
and made two Who-is-Who notes.One was for the first 
extraordinary meeting of the Group III, which took place in 
Manchester in the UK on the subject of the “The UK in the 
EU” and the other was for EU-Japan seminar on 9th March. 
I took meeting minutes in the seminar as well. For making a 
briefing and doing a research, I mainly found information in 
REX sections folder where all documents are very well 
saved. It was my first time to make this type of document 
but due to have the advice of my supervisor and other 
trainees, I could make them and learned a lot from the 
process, like the structure and words choice. It was also a 
good opportunity for me to expand my interest in the 
relationship between the EU and Japan. 

Working Atmosphere in the EESC
 The atmosphere of the EESC was very international 
and people were friendly and kind. In my first week, I had a 
chance to go to the library of the EESC and it was a 
significant experience for me, since the librarian was 
professional and helped me a lot to find useful information 
not only to learn about the EESC, but also to do my 
research on migration issues and the to know approaches 
of the EU organizations and each EU member state. He 
also had been sending many articles and copies of books 
in the EU organizations’ libraries though the inter post 
service to my office during my stay, and I could do my own 
research in my spare time. I also had an impression that 

specialists in creating a strategic approach to maximize 
these activities. Promoting growth and investment has 
been a core objective and area of activity of the Various 
Interests Group, as well as the EESC as a whole. 

Sessions and Meetings 
Sessions, meetings, hearings and events I attended:

EESC Plenary Session 
Group III meetings 
Public seminar on integrating refugees into the labor 
market: turning the crisis into an opportunity 
Section meeting on agriculture, rural development and 
the environment.
Communication meeting on European agenda on security
Conference about the EESC & CoR
Permanent study group meeting on immigration and 
integration
Hearing in the framework of EESC opinion on “The new 
EU strategy on foreign and security policy”
Cuban Cultural Event
Meeting on migration and refugees 
Women leadership
EC traineeship welcome conference at European 
Parliament
Joint seminar with the EU-Kansai Institute, EU-Japan 
cooperation in comparative perspective: trade & 
migration policies
Council & EEAS Conference at European Commission 

 I attended many meetings and hearings but I will 
write about the plenary session and meetings on migration 
and refugees, which were well connected to my academic 
interest. The EESC plenary session was one of the most 
important sessions during my stay. The theme of the 
Plenary Session was the Schengen Agreement. The EESC 
values the free movement agreement as the most tangible 
achievement of European integration. The EESC has 
supported free movement and also pointed out that the 
economic disadvantage of bringing back internal border 
controls. The EESC appealed the importance of the 
support of the European and national civi l  society 
organizat ions.  The plenary session helped me to 
understand the overall of the EESC’ s working structure 
and its activities. All EESC members were gathered at this 
session and discussed the opinions which they searched 
and discussed in a study groups and units, and then there 
was vot ing for  the opinions as wel l .  I  was deeply 
impressed by the interactive and intensive atmosphere. 
Simultaneous interpretations were carried out in the 
session and it was an eye opening experience to hear a 
language that was interpreted into the other 22 EU official 
languages.
 Luckily, I was able to have opportunities to 
attend many meetings on migration issues. Through the 
meetings, I had an impression that the EESC is trying to 
hear the voice of people and support them, even if they are 
in a minority. Migration is one of the salient topics in 
Europe right now, so there were lively discussions in each 
meeting. Asylum seekers and migrants are flowing to the 
EU member states every day and the numbers are 
increasing. I recognized that one of the biggest problems 
for refugees and migrants are that they do not have access 
to labor markets. Language skills are a key to access labor 
markets and takes on a very important role to settle in a 
society. Some EU member states require a certain level of 
language skill to be accepted as a refugee or legal 
migrant. Peer to peer learning is essential but since there 
are so many people waiting for the opportunity, it is not a 
simple issue in reality. It is also important to train practical 
skills and to do the skill matching. Different people have 
different interests and needs, but in my impression, the 
EESC is working hard to facilitate people who arrive at one 
of the EU member states every day and try to make a legal 

say that it was such a wonderful experience to feel the 
atmosphere and to know the structure of the European 
Union. I tried to work as actively as I could and I was able 
to have much experience and meet many wonderful 
people. I was lucky to start my internship with other long 
term trainees at the EESC from the same day. They were 
all motivated, had much international experience and were 
open-minded. I was positively influenced by them and I 
could work actively in the EESC and try to have as much 
experience as I could. I learned that it is very important to 
express my idea or opinion and have communication with 
others. Those skills are important in general but I strongly 
felt that it is a key skill to work in the EESC. Even though I 
was just a trainee, people in the office or members treat 
me as an individual and asked me my though and opinions 
on an issue. I attended some meetings on migrations and 
refugees and I was often asked the situation in Japan, for 
instance the reason why Japan only accepts very few 
numbers of asylum seekers. The talks with the members 
were of considerable value to me because I could 
unders tand the ongoing rea l  s i tuat ion o f  the EU 
organizations and their activit ies for this issue and 
reconsider the situation in Japan. 
 In conclusion, I  would l ike to express my 
appreciation to all the support I received during my 
internship. I would especially like to thank Mr. Pater and 
Ms. Päärendson who helped me a lot and introduced me 
to many people and institutions related to my academic 
interests during my stay. Also, most importantly the 
Professors and the EUIJ-Kansai offices that gave me the 
second chance. I am very glad to have had this valuable 
experience in Brussels. Brussels is an international city 
and it has diversity in language, nationality, culture, custom 
etc. Having diversity and living together are sometimes 
difficult and that may cause serious misunderstandings or 
unsettled social and political situations. I am very sorry for 
that but it is a reality and the world we live in today. It could 
be difficult to solve those problems but I do not think it is 
impossible. At the EESC for instance, all units, study 
groups and each member are working really hard and 
discuss the issues every day and trying to find a way to 
stand up for that in peaceful ways. I am still thinking about 
what I could probably do and how I should act for that as a 
Japanese or as a global citizen, but I believe that this 
intense one-month experience allowed me to have a broad 
view of things and that would definitely be of vaule worth 
for my study and creating my career.

women work actively in the EESC. In the Group II I  
secretariat, seven out of ten people were women. I found 
no differences on their works depending on gender. 
Another thing that impressed me the diversit ies of 
nationality and languages in the EESC, although I knew 
that Brussels is an international city I was quite fascinated 
that people in the Group III were able to speak more than 
three languages and some of them have a command of 
using more than five languages in their work. It gave me a 
great motivation to learn and practice other languages.

Overall Experience and Other Activities in Brussels
Organizations and an office I visited;
European Parliament
European Commission 
European Studies for Asian Studies
JETRO Brussels office

 During the time in Brussels, I had a chance to 
visit the other organizations outside the EESC, like the 
European Par l iament,  European Commission and 
European Studies for  Asian Studies.  There was a 
traineeship welcome conference at the European 
Parliament. All EU trainees in spring session 2016 (about 
800 trainees in total) were gathered there. On the other 
day, a presentation on the European External Action 
Service was held in the European Commission and it was 
opened to the trainees at the EESC as well. They were 
great opportunities to meet new people and to know the 
comprehensive structure of the EU organizations. I was 
quite impressed about the other trainee student’ s 
experience and their high motivation in their l ife. In 
addition, I was able to visit the European Institution for 
Asian Studies, a leading Think Tank and Policy Research 
Center which promotes dialogue and understanding 
between the European Union and Asia on affairs of 
strategic regional and global importance. I found the name 
of the institution during the process of making a briefing for 
a seminar. I made an appointment and I was able to meet 
four of the members who are working on migration issues. 
When I told them I am studying the issue form language 
perspective, they gave me advice for my research for 
instance do some research on language family and see if 
there is any clue to help migrant adult to learn the 
language of the country they settle. 
 When I go back though the overall experience I 
would say that the internship opportunity was too short to 
learn all about the EU organizations, but I can definitely 



EU on behalf of its member organizations.
4.Deepening my knowledge about the issue of labor 

migration in Europe, particularly with respect to recent 
developments of labor migration resulting from the 
economic and EURO currency crises.

About the EESC and Group III Various Interests 
 The EESC is the heart of the European Civil 
Dialogue both as a facilitator and an actor of European 
society. Civi l  Dialogue is a democratic and public 
opinion-forming process and it can take place via a 
bottom-up process where the organizations take the 
init iative through to a top-down process where the 
institutions activate the process. The EESC is both a key 
player and also the center of information and legitimate 
mouthpiece for organized civil society, and thus an 
essential bridge between Europe and its citizens. The 
EESC has taken initiatives and implemented reforms to 
ensure a broader representation of civil societies. The 
EESC invests in external relations especially with other EU 
institutions, such as the European Parliament in addition to 
engaging in activities like “Going Local” in order to reach 
out to local communities.
 During my internship, I belonged to Group III 
and the main responsibility was to continue to prioritize 
“Going Local” activities and individual missions. It is 
envisaged to involve Group I I I  members who are 

 I had a wonderful experience at the European 
Economic and Social Committee (EESC) which was 
supported by the European Union Institute in Japan, 
Kansai(EUIJ-Kansai). I am very pleased that I could have 
this internship experience in Brussels and I am very 
appreciative for all the support given to me during this 
opportunity. In this report, I will write about my overall 
experience in Brussels, by looking back at the meetings I 
attended and the work I did there. 
 I set four goals during this internship and I am 
satisfied that I could reach these goals and learned more 
than I had expected. The four main goals were: 
1.Increasing my understanding of the EESC’ s role as an 

intermediary between EU institutions and decision 
making bodies.

2.Understanding the organized civil society(employers’ 
organizations, unions, NGOs, business groups, etc.).

3.EESC contributes to the decision making process of the 

channel for them. The EESC considers the needs of:
● reeducation for migrants and people in host countries, 
● reconsideration of the number of irregular arrivals, 
● peace-building efforts, 
● right-based human security, 
● social development 
● ensuring safe routes 
 According to a study group meeting, the EESC 
sent a study group to each 11 member states to see how 
refugees are treated and the everyday situation. I  
recognized that the EESC believes in the importance of 
having a bottom-up system helped by a local organization 
to understand local concerns and to give them correct 
information and useful advice. That is why there the 
necessity for a EU common policy for integration of 
migrants was also discussed a lot. The EESC is doing the 
research to describe exactly what is happening and also to 
consider the historical background. Here again, I felt that 
the EESC is a voice of civil society. 

Tasks from Group III and REX section
My main tasks:
Making a briefing for a conference
Taking the minutes of meetings
Making who is who notes for conferences
Making summary notes on civil society and EU-Japan 
relationship

 I belonged to Group III Various Interest Group 
but since there was an EU-Japan Seminar on 9th March 
supported by External Relations (REX) section, I got tasks 
from the unit as well. My first task was making a summary 
of two documents. They were both about civil societies and 
the activity of the EESC. The summary is for the EU-Japan 
seminar’ s participants to give them brief ideas of the 
EESC’ s roles. I also worked on making a briefing note for 
the participants of the seminar. I summarized three points 
in the briefing; 
1.  general idea of EU-Japan relations (previous EU-Japan 

summi t ,  ongo ing negot ia t ions  fo r  F ree  Trade 
Agreement),

2.  relations between the EU and Japan civil societies (the 
EESC work with civil society in context of the EU-Japan 
FTA),

3.  Joint Seminar with the EUIJ-Kansai. 
 I also gathered CVs of presenters in meetings 
and made two Who-is-Who notes.One was for the first 
extraordinary meeting of the Group III, which took place in 
Manchester in the UK on the subject of the “The UK in the 
EU” and the other was for EU-Japan seminar on 9th March. 
I took meeting minutes in the seminar as well. For making a 
briefing and doing a research, I mainly found information in 
REX sections folder where all documents are very well 
saved. It was my first time to make this type of document 
but due to have the advice of my supervisor and other 
trainees, I could make them and learned a lot from the 
process, like the structure and words choice. It was also a 
good opportunity for me to expand my interest in the 
relationship between the EU and Japan. 

Working Atmosphere in the EESC
 The atmosphere of the EESC was very international 
and people were friendly and kind. In my first week, I had a 
chance to go to the library of the EESC and it was a 
significant experience for me, since the librarian was 
professional and helped me a lot to find useful information 
not only to learn about the EESC, but also to do my 
research on migration issues and the to know approaches 
of the EU organizations and each EU member state. He 
also had been sending many articles and copies of books 
in the EU organizations’ libraries though the inter post 
service to my office during my stay, and I could do my own 
research in my spare time. I also had an impression that 

specialists in creating a strategic approach to maximize 
these activities. Promoting growth and investment has 
been a core objective and area of activity of the Various 
Interests Group, as well as the EESC as a whole. 

Sessions and Meetings 
Sessions, meetings, hearings and events I attended:

EESC Plenary Session 
Group III meetings 
Public seminar on integrating refugees into the labor 
market: turning the crisis into an opportunity 
Section meeting on agriculture, rural development and 
the environment.
Communication meeting on European agenda on security
Conference about the EESC & CoR
Permanent study group meeting on immigration and 
integration
Hearing in the framework of EESC opinion on “The new 
EU strategy on foreign and security policy”
Cuban Cultural Event
Meeting on migration and refugees 
Women leadership
EC traineeship welcome conference at European 
Parliament
Joint seminar with the EU-Kansai Institute, EU-Japan 
cooperation in comparative perspective: trade & 
migration policies
Council & EEAS Conference at European Commission 

 I attended many meetings and hearings but I will 
write about the plenary session and meetings on migration 
and refugees, which were well connected to my academic 
interest. The EESC plenary session was one of the most 
important sessions during my stay. The theme of the 
Plenary Session was the Schengen Agreement. The EESC 
values the free movement agreement as the most tangible 
achievement of European integration. The EESC has 
supported free movement and also pointed out that the 
economic disadvantage of bringing back internal border 
controls. The EESC appealed the importance of the 
support of the European and national civi l  society 
organizat ions.  The plenary session helped me to 
understand the overall of the EESC’ s working structure 
and its activities. All EESC members were gathered at this 
session and discussed the opinions which they searched 
and discussed in a study groups and units, and then there 
was vot ing for  the opinions as wel l .  I  was deeply 
impressed by the interactive and intensive atmosphere. 
Simultaneous interpretations were carried out in the 
session and it was an eye opening experience to hear a 
language that was interpreted into the other 22 EU official 
languages.
 Luckily, I was able to have opportunities to 
attend many meetings on migration issues. Through the 
meetings, I had an impression that the EESC is trying to 
hear the voice of people and support them, even if they are 
in a minority. Migration is one of the salient topics in 
Europe right now, so there were lively discussions in each 
meeting. Asylum seekers and migrants are flowing to the 
EU member states every day and the numbers are 
increasing. I recognized that one of the biggest problems 
for refugees and migrants are that they do not have access 
to labor markets. Language skills are a key to access labor 
markets and takes on a very important role to settle in a 
society. Some EU member states require a certain level of 
language skill to be accepted as a refugee or legal 
migrant. Peer to peer learning is essential but since there 
are so many people waiting for the opportunity, it is not a 
simple issue in reality. It is also important to train practical 
skills and to do the skill matching. Different people have 
different interests and needs, but in my impression, the 
EESC is working hard to facilitate people who arrive at one 
of the EU member states every day and try to make a legal 

say that it was such a wonderful experience to feel the 
atmosphere and to know the structure of the European 
Union. I tried to work as actively as I could and I was able 
to have much experience and meet many wonderful 
people. I was lucky to start my internship with other long 
term trainees at the EESC from the same day. They were 
all motivated, had much international experience and were 
open-minded. I was positively influenced by them and I 
could work actively in the EESC and try to have as much 
experience as I could. I learned that it is very important to 
express my idea or opinion and have communication with 
others. Those skills are important in general but I strongly 
felt that it is a key skill to work in the EESC. Even though I 
was just a trainee, people in the office or members treat 
me as an individual and asked me my though and opinions 
on an issue. I attended some meetings on migrations and 
refugees and I was often asked the situation in Japan, for 
instance the reason why Japan only accepts very few 
numbers of asylum seekers. The talks with the members 
were of considerable value to me because I could 
unders tand the ongoing rea l  s i tuat ion o f  the EU 
organizations and their activit ies for this issue and 
reconsider the situation in Japan. 
 In conclusion, I  would l ike to express my 
appreciation to all the support I received during my 
internship. I would especially like to thank Mr. Pater and 
Ms. Päärendson who helped me a lot and introduced me 
to many people and institutions related to my academic 
interests during my stay. Also, most importantly the 
Professors and the EUIJ-Kansai offices that gave me the 
second chance. I am very glad to have had this valuable 
experience in Brussels. Brussels is an international city 
and it has diversity in language, nationality, culture, custom 
etc. Having diversity and living together are sometimes 
difficult and that may cause serious misunderstandings or 
unsettled social and political situations. I am very sorry for 
that but it is a reality and the world we live in today. It could 
be difficult to solve those problems but I do not think it is 
impossible. At the EESC for instance, all units, study 
groups and each member are working really hard and 
discuss the issues every day and trying to find a way to 
stand up for that in peaceful ways. I am still thinking about 
what I could probably do and how I should act for that as a 
Japanese or as a global citizen, but I believe that this 
intense one-month experience allowed me to have a broad 
view of things and that would definitely be of vaule worth 
for my study and creating my career.

women work actively in the EESC. In the Group II I  
secretariat, seven out of ten people were women. I found 
no differences on their works depending on gender. 
Another thing that impressed me the diversit ies of 
nationality and languages in the EESC, although I knew 
that Brussels is an international city I was quite fascinated 
that people in the Group III were able to speak more than 
three languages and some of them have a command of 
using more than five languages in their work. It gave me a 
great motivation to learn and practice other languages.

Overall Experience and Other Activities in Brussels
Organizations and an office I visited;
European Parliament
European Commission 
European Studies for Asian Studies
JETRO Brussels office

 During the time in Brussels, I had a chance to 
visit the other organizations outside the EESC, like the 
European Par l iament,  European Commission and 
European Studies for  Asian Studies.  There was a 
traineeship welcome conference at the European 
Parliament. All EU trainees in spring session 2016 (about 
800 trainees in total) were gathered there. On the other 
day, a presentation on the European External Action 
Service was held in the European Commission and it was 
opened to the trainees at the EESC as well. They were 
great opportunities to meet new people and to know the 
comprehensive structure of the EU organizations. I was 
quite impressed about the other trainee student’ s 
experience and their high motivation in their l ife. In 
addition, I was able to visit the European Institution for 
Asian Studies, a leading Think Tank and Policy Research 
Center which promotes dialogue and understanding 
between the European Union and Asia on affairs of 
strategic regional and global importance. I found the name 
of the institution during the process of making a briefing for 
a seminar. I made an appointment and I was able to meet 
four of the members who are working on migration issues. 
When I told them I am studying the issue form language 
perspective, they gave me advice for my research for 
instance do some research on language family and see if 
there is any clue to help migrant adult to learn the 
language of the country they settle. 
 When I go back though the overall experience I 
would say that the internship opportunity was too short to 
learn all about the EU organizations, but I can definitely 
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専門家招聘による集中講義
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EUIJ関西ではEUへの学生の理解を深める為、EU加盟国から
専門家を招聘して集中講義を行っています。2015年度は6名
の専門家を招聘しました。
アンナ・モスネアガ博士　国連大学
・期間と場所　2015年6月18日～19日　大阪大学
・講 演 内 容　「EUの移民政策」
ペオ・ハンセン教授　リンショーピング大学政治学部
・期間と場所　2015年11月9日～13日　大阪大学
・講 演 内 容　「EUの移民・難民政策」
マーカス・コッツァー教授　ハンブルグ大学法学部
・期間と場所　2015年11月24日～25日
　　　　　　　　　　　神戸大学・兵庫県国際交流協会
・講 演 内 容　「EUの観光政策に関して」
アグネス・アッシュフォーク・エバーツ教授　ベルリン経済法科大学経営学部
・期間と場所　2016年1月7日～14日　神戸大学・関西学院大学
・講 演 内 容　「ドイツの会計規則と国際財務報告基準に就いて」

サルヴァトーレ・ファビオ・二コロシ博士　ゲント大学人権研究所
・期間と場所　2016年2月9日～12日　大阪大学
・講 演 内 容　「EU法入門」
カトリーネ ボーグ アルバートソン　オールボー大学准教授
・期間と場所　2016年2月29日～3月5日
　　　　　　　大阪大学・ホテルコスモスクエア（春季合宿）
・講 演 内 容　「EUの移民・難民政策」

アジア・太平洋のEUセンター学生との共同研究

EUIJ関西はEU研究への興味を喚起する為、毎年韓国の釜山
国立大学との間で学部学生によるワークショップを開催してい
ます。場所は釜山と神戸で毎年交代して開催しており、2015年
度は2016年2月13日神戸で開催、釜山国立大学の学生・教員
13名を迎え、EUIJ関西学生15・教員3との間で活発な議論を
行いました。
釜山国立大学とのワークショップに先立ち、今年度は新たに台
湾の国立台湾大学との学部学生ワークショップを行いました。
2016年1月7日に、井上代表と吉井副代表が学生17名を引率
して国立台湾大学を訪問し、国立台湾大学学生27名・教員2名
との間で活発な議論を行いました。

アジア・太平洋地域のEUセンターに所属する大学院生ワークシ
ョップが、毎年何れかの国で開催され、EUIJ関西の大学院生が
参加しています。2015年度はタイのチュラロンコン大学（バンコ
ク）で2016年1月20日～22日に開催され、EUIJ関西から吉井
副代表と2名の大学院生が参加し、活発な議論を行いました。

岡崎　拓　神戸大学大学院経済学研究科
“Automotive Industry and FDI in the 4 Visegrad Countries 
‒The Czech Republic, Poland, Hungary, Slovakia ‒“

原田　豪　神戸大学大学院国際文化学研究科
“Comparative Institutional Analysis of the EU and ASEAN: 
Collective Action Problems and Institution for Economic 
Integration”

EUIJ関西は学部生・大学院生にアジア・大洋州にあるEUセンター学生との共同研究の場を提供しています。2015年度は学部生・大学院生そ
れぞれのワークショップを実施しました。

日韓台の学部学生による
ワークショップ

アジア・太平洋の大学院生による
ワークショップ

2名の学生の発表テーマ
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Lecture by Incoming Visitors Programme
During the academic year 2015, the EUIJ-Kansai offered 
lecturers on Incoming Visitors Programme by leading 
researchers to foster a deeper understanding of the EU 
issues among students through lectures and provide them 
with more up-to-date knowledge on the EU issues, in 
framework of the Undergraduate and Graduate Certificate 
Programme on the EU studies, and invited researcher from 
the EU Member States.

Asia-Pacific EU Centres Students Joint Workshop
The EUIJ-Kansai organises Joint Programme with students of Asia-Pacific EU Centres every year. During the academic year 2015, the 
EUIJ-Kansai organised Japan-Korea/Japan-Taiwan Undergraduate Students Workshop on the EU Affairs and Asia-Pacific EU Centres 
Graduate Students Workshop.

The EUIJ-Kansai organises Japan-Korea Undergraduate 
Students Workshop every year at either EUIJ-Kansai(Kobe) or 
EU Centre of Pusan National University, to encourage both 
Korean and Japanese students to study the EU affairs through
dialogues/discussion. In academic year 2015, EUIJ-Kansai 
organised workshop in Kobe on 13 February 2016, receiving 13 
members from Pusan EU Centre to have workshop with 18 
members of EUIJ-Kansai.
In addition to the Japan-Korea Undergraduate Students 
Workshop, we newly developed Japan-Taiwan Undergraduate 
Students Workshop with EU Centre in Taiwan in this academic 
year. Prof. Noriyuki Inoue, President and Prof. Masahiko Yoshii, 
Vice-President lead 17 students of the EUIJ-Kansai visited 
National Taiwan University to attend workshop with their 27 
students on 7 January 2016.

Japan ‒ Korea/Japan ‒Taiwan
Undergraduate Students

Workshop on the EU Affairs

Mr. Taku Okazaki,
Graduate School of Economics, Kobe University   
“Automotive Industry and FDI in the 4 Visegrad Countries
                   –The Czech Republic, Poland,Hungary, Slovakia –“

Mr. Suguru Harada,
Graduate School of Intercultural Studies, Kobe University
“Comparative Institutional Analysis of the EU and ASEAN:
Collective Action Problems and Institution for Economic Integration”

To stimulate graduate students’ interest in the EU affairs through 
debates with students in the Asia-Pacific area,  Chulalongkorn 
University EU centre held Graduate Students
Workshop in Bangkok, Thailand on 20~22 January 2016. Prof. 
Masahiko Yoshii, Vice-President of the EUIJ-Kansai, with 2 
graduate students participated in this workshop.

Asia-Pacific Graduate
Students Workshop

Two students presented;

Dr. Anna Mosneaga, United Nations University, Tokyo, Japan
     Terms & Venue: 18~19 June, 2015 at Osaka University
     Contents of lecture: “EU’s Migration Policy”
Prof. Peo Hansen, Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO), Linköping University, Sweden
     Terms & Venue: 9~13 November, 2015 at Osaka University
     Contents of lecture: General policy of migration and refugees issues
Prof. Markus Kotzur, Universität Hamburg, Germany
     Terms & Venue: 24~25 November, 2015 at Kobe University and Hyogo International Association
     Contents of lecture: “EU’s Tourism Policy”
Prof. Agnes Aschfalk-Evertz, International Accounting & Group Accounting at Berlin School of Economics, Germany
     Terms & Venue: 7~14 January, 2016 at Kobe University and Kwansei Gakuin University
     Contents of lecture: “The German Accounting rule system and IFRS”
Dr. Salvatore Fabio Nicolosi, Human Rights Centre, Faculty of Law, Universiteit Gent, Belgium
     Terms & Venue: 9~12 February, 2016 at Osaka University
     Contents of lecture: “Introduction to European Union Law”
Associate Prof. Dr. Katrine Borg Albertsen, the Department of Political Science, Aalborg University, Denmark
     Terms & Venue: 29 February~5 March, 2016 at Osaka University and Hotel Cosmo-Square (Intensive Spring Workshop)
     Contents of lecture: “EU’s Migration and Refugees Policy”
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EUディベートクラブ

図書資料事業

EUIJ関西はEUに関連する様々なトピックをテーマとして採り上げ、学生がそれに就いて議論しながらEUをより身近に感じる事を目的
として、EUディベートクラブを2011年4月から開催しています。参加学生は指導教員の助言を得てテーマを決定し、事象に関する理
解を深めながら、自らの意見を他者に伝える事で英語でのディベート技術を研鑽し、また、様々な視点から議論の仕方を学ぶ機会にな
っています。2015年度のEUディベートクラブは下記テーマを取り上げました。
“Greece should not have been allowed to join the euro”
“Greece should leave the Eurozone”
“European welfare systems should reduced”
“EU member states should stop accepting more refugees”
※EUディベートクラブは2014年度までは毎回神戸大学で開催していましたが、2015年度は開催場所を広げて関西学院大学でも開催しました。

EU研究者や学生のEU研究への興味を喚起するため、EUIJ関西ライブラリーに毎年研究図書を購入しています。

３大学で提供されるEU研究修了証プログラムに登録する学部
学生および大学院生の学習・研究活動を援助するために、
2005年9月26日から関西学院大学図書館（西宮上ケ原キャン
パス）内に「EUIJ関西ライブラリー」を設置しています。EUIJ関
西ライブラリーには、EU理解を促進するために役立つ幅広い
主題の基本図書をはじめ、講義担当教員からの推薦図書など
が配架されています。

■EUIJ関西ライブラリー

EUIJ関西に加盟する神戸大学、関西学院大学および大阪大学 
の図書館は、EUIJ関西が実施する教育活動および研究活動に 
寄与するために、「EUIJ関西・大学図書館相互利用に関する協 
定書」を2005年9月22日に締結しました。2013年3月22日に 
は、この協定を2016年3月31日まで延長する覚書を締結しま 
した。

■3大学図書館相互利用協定

この協定書により、2005年10月1日から、3大学間の単位互換
によるEU研究修了証プログラムに登録する学部学生および大
学院生と講義担当教員および共同研究者は3大学の図書館を
利用することができます。

EUの官報(Official Journals)、年次報告書(Annual Re- ports)、
現行法令タイトル集(Directories of Community Legislation)、
統計書(Eurostat Publications)などEU刊行物約5千冊が欧
州連合代表部より関西学院大学産業研究所へ 2005年9月27
日に寄贈されました。

■欧州委員会代表部よりEU刊行物資料の受贈

利用についての問い合わせは、
同産業研究所(TEL 0798-54-6127)まで。

※3大学図書館相互利用協定は2016年3月22日に2018年
　3月31日まで延長する覚書を締結しております
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Books and Library Project

EU Debate Student Club
The EUIJ-Kansai launched EU Debate Students Club since April 2011 to stimulate students’ interest in the EU related current 
news and to give them an opportunity to become more familiar with the EU. At the same time, this is also an opportunity for
participating students to improve their English debating skills, express their views and practice how to see things critically and 
from several different angles.
Students can choose a debate topics from several suggested ones provided by EUIJ-Kansai faculty. Following are topics 
during academic year 2015;

“Greece should not have been allowed to join the euro”
“Greece should leave the Eurozone”
“European welfare systems should reduced”
“EU member states should stop accepting more refugees”

The EUIJ-Kansai Library was established on 26 September 
2005 in the Kwansei Gakuin University Library(Nishinomiya 
- Uegahara Campus)to provide aid for study and research 
activities of undergraduate and graduate students enrolled in 
the Certificate Programmes in the EU Studies.
This library contains books recommended by professors in 
charge of lectures, and a wide variety of books on basic 
universal themes, which are useful in facilitating understand-
ing of the EU.

■The EUIJ-Kansai Library

To contribute toward the development of educational and 
research activities of the EUIJ-Kansai, libraries of the 
member universities concluded ‘the EUIJ-Kansai / University 
Library Inter-Availability Agreement’ on 22 September 2005. 
This agreement being extended up to March 31 2016 on 
March 22, 2013.
It has enabled professors in charge of EU study courses, 
joint researchers, and students enrolled in the Certificate 
Programme in EU Studies to use all the three universities' 
libraries since 1 October 2005.

■Library Inter-Availability Agreement between 
the Three Universities

The Delegation of the European Union to Japan donated a 
collection of approximately 5,000 EU publications, including 
the EU Official Journals, Annual Reports, Directories of 
Community Legislation and Eurostat Publications, to 
Kwansei Gakuin University Institute for Industrial Research 
on 27 September 2005.

■Donation of the Collection of the EU Publications 
by the Delegation of the European Union

For details on use, please contact Kwansei Gakuin
University Institute for Industrial Research
(TEL:+81(- 0)798-54-6127).

※Library Inter-Availability Agreement between the Three 
Universities has been  extended till 31 March 2018 on 
22 March 2016



アカデミック・セミナーシリーズ
EUIJ関西は、日本に滞在中のEU研究者を招待するアカデミック・セミナーシリーズを毎年開催しています。2015年度はEU加盟国の
駐日大使・総領事や専門家に依るセミナー等を8回開催しました。

"What does the EU mean to Netherland?" 神戸大学在大阪・神戸オランダ総領事
ローデリック・ウォルス氏

2015年
5月14日

“Soft Power in Hard Times? Perceptions
 of the EU from 10 Strategic Partners” 神戸大学カンタベリー大学EU研究所

マーティン・ホランド教授
2015年
12月7日

“Economic and Political Development
 of Former Yugoslav Republics in last two decades” 神戸大学リュブリャナ大学社会科学部

ミロ・ハチェック教授
2015年
12月15日

I. "Expected Profitability in Euro Area: 2006-2013"
II.「ユーロ制度の改革について-経済・金融・財政同盟に向けた新たな動き」 神戸大学

1. 神戸大学経済学研究科教授
    萩原泰治・松林洋一
II. 九州大学経済学研究科教授　
    岩田健治

2016年
3月4日

“What does the EU mean to Ireland?” 神戸大学駐日アイルランド特命全権大使
アン・バリントン氏

2015年
11月12日

「EU・ドイツの観光政策」 兵庫県国際交流協会ハンブルグ大学法学部
マーカス・コッツァー教授

2015年
11月25日

(アウトリーチ・セミナー)

「2016年-欧州にとって運命の年」 関西学院大学ドイツ連邦議会議員
フォルカー・カウダー氏

2016年
3月24日

(アウトリーチ・セミナー)

"What We Talk about When We Talk about State Dissolution:
 Case of Yugoslavia" (Academic Workshop) 関西学院大学

ロンドン大学研究員
カタリナ・レゾバ氏
ロンドン大学講師
日野　綾氏
EUIJ関西・関西学院大学
市川　顕准教授

2015年
8月5日

開催場所講　　師テーマ日　時
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"What does the EU mean to Netherland?" Kobe University
Mr. Roderick Wols,
A Consulate General of
the Netherland in Osaka/Kobe

May. 14,2015

Soft Power in Hard Times? Perceptions of the EU
from 10 Strategic Partners Kobe UniversityProf. Martin HollandDec. 7,2015

"Economic and Political Development of Former
 Yugoslav Republics in last two decades" Kobe UniversityProf. Miro Haček, 

University of LjubljanaDec. 15,2015

I. "Expected Profitability in Euro Area: 2006-2013"
II. Reformation in Euro system - new trend in economic, financial issues-" Kobe University

I. Prof. Taiji Hagiwara/
   Prof. Yoichi Matsubayashi 
II. Prof. Kenji Iwata

Mar. 4, 2016

"What does the EU mean to Ireland?" Kobe UniversityH.E. Anne BarringtonNov. 12,2015

"Freizügigkeit in Europa in der Krise – Schengen,
 Dublin und das gegenwärtige 
 Flüchtlingsproblem und seine Auswirkungen auf
 die eurpäische Tourismuspolitik”

Hyogo EU
Association

Prof. Markus Kotzur, 
Universität Hamburg

Nov. 25,2015
(Outreach seminar)

"2016 - Schicksalsjahr fur Europa" Kwansei Gakuin
UniversityMr. Volker KauderMar.24,2016

(Outreach seminar)

"What We Talk about When We Talk about State Dissolution:
 Case of Yugoslavia" (Academic Workshop)

Kwansei Gakuin
University

Katarina Lezova, Visiting Fellow,
Goldsmiths, University of London,
Aya Hino,Associate Lecturer,
Goldsmiths,University of London,
Moderator,
Associate Prof. Akira Ichikawa

Aug. 5,2015

VenueSpeakerThemeDate

Academic Seminar Series
The EUIJ-Kansai holds Academic Seminar Series every year, inviting researchers and experts who are staying in Japan. 
During the academic year 2015, the EUIJ-Kansai held 8 seminars including seminars by Ambassadors of the EU Member 
States and Political Leaders.
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日本国内のEU研究者による研究グループ活動
第2期初年度からコンソーシアム3大学、EUIJ関西の協定校である京都大学経済研究所、関西大学を主体とするEU研究者で法政治
学、経済学、経営学の三つの研究グループを組成し、夫々の活動を開始しました。各グループにはそれ以外の研究機関の研究者も含ま
れています。 第2期4年度には夫々のグループで活発に研究会を実施すると共に、最後にそれぞれのグループの叢書を刊行しました。

EU研究者や学生のEUに関する興味を喚起する為に、研究目的のワークショップを毎年複数回開催しています。
2015年度は6回開催しました。

研究目的のためのワークショップ

2015 年7月5日 関西学院大学丸の内キャンパス　「EU 対外政策における規範」
■報告者と発表テーマ
「EU 対外政策における規範」
ブカレスト国立大学　フランツ・ロタール・アルトマン教授
司会：関西学院大学産業研究所・EUIJ関西顧問　市川 顕准教授

2015年8月5日 関西学院大学丸の内キャンパス　「汎欧州地域のエネルギー安全保障」
■報告者と発表テーマ
「エネルギー部門の環境コストとEU におけるエネルギー安全保障」
クラクフ経済大学　クシメナ・ロシェク博士 　「中央アジアにおけるエネルギー安全保障」
慶應義塾大学　稲垣文昭氏　「ロシアにおけるエネルギー戦略」
椙山女学園大学　長谷直哉氏
＜コメンテーター＞クラクフ経済大学名誉教授　カジミエシュ・グルカ氏
　　　　　　　　慶應義塾大学　香川 敏幸　名誉教授
＜モデレーター＞市川　顕　関西学院大学准教授　EUIJ関西顧問

2015年8月8日 関西学院大学上ヶ原キャンパス
”The Formation of ASEAN Economic Community, A comparison with the EU”
■報告者と発表テーマ
関西学院大学 EUIJ関西副代表　ホルガー・ロベルト・ブングシェ教授　
”Key Note Speech”
関西学院大学経済学部　野村　宗訓　教授　
関西学院大学国際学部　吉村　祥子　教授　
関西学院大学国際学部　志甫　啓　准教授　
日本貿易振興機構アジア経済研究所開発研究センター　石田　正美　センター長
吉林大学経済学部　Hu Zhang講師
マラヤ大学芸術社会科学学部　K S Balakrishnan 教授
パジャジャラン大学経済経営学部　Budiono Wardoyo教授
ベトナム商業大学　Dao The Son上級講師
アサンプション大学国際部　　Glen Chatelierディレクター

2015年9月27日 和歌山大学　「観光教育フォーラム2015『大観光時代の観光教育について考える』」
■報告者と発表テーマ
”Tourism Education: Trends in Asia and the Pacific”　太平洋アジア観光協会代表　マリオ・ハーディー氏
”One Billion Tourists, Seven Billion People, One Planet ‒ Learning responsibility through tourism”　セントラルランカシャー大学　リチャード・シャープレイ教授
　司会：和歌山大学観光学部　加藤久美教授

2015年10月26日 大阪大学　”European Neighbourhood Policy ‒ an Ethical Dimension-”
■報告者と発表テーマ
"The EU, the Responsibility to Protect and Its Neighbourhood" ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス　カレン・E・スミス教授
"The EU’s Changing European Neighbourhood Policy: Accommodating Norms?" European Policy Centre ローザ・ボルファー博士
"The EU’s Changing European Neighbourhood Policy: Accommodating Norms?" 立教大学法学部　竹中　千春教授
＜コメンテーター＞　早稲田大学アジア太平洋研究科　勝間　靖教授

2015年12月3日 関西学院大学丸の内キャンパス　「EU加盟国ポーランドの国際教育」
■報告者
関西学院大学経済学部　藤井　和夫教授
ウッジ大学国際関係学部　吉田　勝一講師
司会：関西学院大学産業研究所・EUIJ関西顧問　市川 顕准教授

A) 法政治グループ :『ヨーロッパという秩序』
B) 経済学グループ :『EU統合の深化とユーロ危機・拡大』
C) 経営学グループ :『EU経済の進展と企業・経営』



Research Groups
The EUIJ-Kansai organised three research groups in the first year of Phase-II that started their activities to attract many 
researchers to the EU-related studies. Most of these researchers belong to three universities of the consortium, Kyoto Univer-
sity Institute of Economic Research and Kansai University with whom the EUIJ-Kansai made cooperation agreements. Further-
more, some outside researchers are also invited to the research groups.
During the fourth year of the Phase-II, all of three groups held several research meetings and they published textbooks in 
March 2013.

The EUIJ-Kansai organize several Academic Workshops every year in order to stimulate interest of EU researchers and 
students concerning EU issues.During the academic year 2015, the EUIJ-Kansai held six workshops as below.

Academic Workshops

5 July, 2015 at Kwansei Gakuin University, Tokyo Marunouchi Campus ”Norms in the EU's Foreign Policy”
Speaker: Prof. Franz-Lothar Altmann
Chair: Associate Prof. Akira Ichikawa, Kwansei Gakuin University Advisor EUIJ-Kansai

5 August, 2015 at Kwansei Gakuin University, Tokyo Marunouchi Campus ”Energy Security in Pan-European Region”
Opening Remarks: Dr. Akira Ichikawa, Associate Prof. Kwansei Gakuin University,Advisor of EUIJ-Kansai 
< Presentation >Dr. Ksymena Rosiek, Crakow University of Economics 
                           ”Environment Costs in Energy Sector and Energy Security in the EU”
                           Mr. Fumiaki Inagaki, Keio Research Institute at SFC   “Energy Security in Central Asian Countries”
                           Mr. Naoya Hase, Sugiyama Jogakuen University
< Panel Discussion >Dr. Kazimierz Gorka, Professor Emeritus, Cracow University of Economics
                           Dr. Toshiyuki Kagawa, Professor Emeritus, Keio University

8 August, 2015 at Kwansei Gakuin University, Uegahara Campus
”The Formation of ASEAN Economic Community, A comparison with the EU”

Prof. Holger Robert Bungusche, Kwansei Gakuin University, Vice-President of the EUIJ-Kansai
Prof. Munenori Nomura, School of Economics, Kwansei Gakuin University
Prof. Sachiko Yoshimura, School of International Studies, Kwansei Gakuin University
Associate Prof. Kei Shiho, School of International Studies, Kwansei Gakuin University
Ms. Masami Ishida, Director-General, Development Study Center, Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization
Dr. Hu Zhang, lecturer, Economic School of Jilin University
Prof. K. S. Balakrishnan, University of Malaya
Prof. Budiono Wardoyo, Padjadjaran University,
Mr. Dao The Son, Senior lecturer, Vietnam University of Commerce
Mr. Glen Chatelier, Director, Office of International Affairs, Assumption University

27 September, 2015 at Wakayama University
”Tourism Education Forum 2015 – One Billion Tourists, One Billion Opportunities”

Opening Remarks: Prof. Yuichi Hirooka, Faculty of Tourism, Wakayama University
                               Prof. Hiromasa Kubo, Prof. Emeritus Kobe University, Special Advisor EUIJ-Kansai
<Session-1>Mr. Mario Hardy, CEO, Pacific Asia Travel Association “Tourism Education Trends in Asia and the Pacific”
<Session-2>Prof. Richard Sharpley, University of Central Lancashire
                    “One Billion Tourists, Seven Billion People, One Planet – Learning responsibility through tourism”
<Session-3>Discussion of Mr. Hardy and Prof. Sharpley moderated by Prof. Kato with Q & A session with floor participants
                     Chair: Prof. Kumi Kato, Wakayama University
                    Closing Remarks: Prof. Yoshiharu Yamada, Vice-President, Wakayama University

26 October 2015 at Osaka University ”European Neighbourhood Policy – an Ethical Dimension-”
<Presentation>Prof. Karen E. Smith, London School of Economics and Political Science
                         "The EU, the Responsibility to Protect and Its Neighbourhood"
                         Dr. Rosa Balfour, European Policy Institute
                         "The EU’s Changing European Neighbourhood Policy: Accommodating Norms?"
                         Prof. Chiharu Takenaka, Rikkyo University
<Comments on the presentation> 
                         Prof. Yasushi Katsuma, Waseda University

3 December 2015 at Marunouchi Campus, Kwansei Gakuin University
”International Education in the EU Member States – a Case of Poland –”

Prof. Kazuo Fujii, School of Economics, Kwansei Gakuin University
Mr. Masakatsu Yoshida, lecturer, University of Lodz
Associate Prof. Akira Ichikawa, Kwansei Gakuin University, Advisor EUIJ-Kansai

A) Law and Politics Group ”A European Order or European Orders”
B) Economics Group ”Deepening and Enlargement of the EU, and Euro Crisis”
C) Business Administration Group ”Development of the EU Economy, Business and Management”
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研究目的のための国際シンポジウム
EUIJ関西は研究目的の国際シンポジウムを2015年度に3回開催しました。
■日時・会場：2015年7月4日　関西学院大学上ヶ原キャンパス
■テ ー マ：「ＥＵの規範政治」
■目　　 的：EUのもつパワーの一つに「規範パワー」があると指摘されて久しい。EUは域内および域外においてどのように規範を用

いてきたのか、EUの各種政策分野において規範はどの程度重要性をおびているのか、EUが規範をパワーとして行使し
ているとしたら、それは効果的に機能しているのか。本シンポジウムでは、EUの域内政治・域外政治の専門家を招聘し、
「EUの規範政治」について討議した。

■プログラム
＜報告者と発表テーマ＞　「欧州政党の規範的スコープ：継続された認知をめぐる闘争」

大分大学経済学部　スティーブン・デイ准教授　
「EU外交安全保障政策における規範政治」
ブカレスト国立大学　フランツ・ロタール・アルトマン教授
「日・EU関係における規範政治」
オクスフォード大学　ハートムート・マイヤー博士

＜コメンテイター＞　　　 新潟国際情報大学国際文化学科　臼井　陽一郎教授
　　　　　　　　　　　 筑波大学　東野　篤子博士
　　　　　　　　　　　 早稲田大学　武田　健博士
　　　　　　　　　　　 司会：関西学院大学産業研究所・EUIJ関西顧問　市川 顕准教授

■日時・会場：2015年10月13日～14日　神戸大学
■テ ー マ：国際シンポジウム 「HORIZON2020によるオープンアクセス政策とオープンサイエンスの国際的課題 
　　　　　 ‒学術研究における日欧の共通課題と大学図書館の役割」
■目　　 的：EUによるオープンアクセス政策とその支援プロジェクトの現状と展望について、同じくオープンデータ等の政策が検討

されつつあるわが国で、研究推進及び大学図書館の役割という視点から、関係者による情報共有を行うことを目的とした。
■プログラム
＜報告者と発表テーマ＞　「HORIZON2020におけるオープンアクセス政策」

駐日EU代表部科学技術部　リー・ウールガー博士
「OpenAIRE2020によるオープンアクセス支援」
Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
ドナテラ・カステリ博士
「FOSTERによるオープンデータプロジェクト支援」
”Towards a global network of open access
repositories for research and scholarship”
University of Minho
エロイ・ロドリゲス博士
「オープンサイエンスへの期待－日欧の共通課題」
大学評価・学位授与機構　土屋　俊教授
「オープンサイエンスの推進について」
科学技術・学術政策研究所　林　和弘　上席研究官
「京都大学のオープンアクセス政策」
京都大学附属図書館長　引原　隆士教授
「オープンサイエンス時代の機関リポジトリプロジェクト
千葉大学附属図書館利用支援企画課　杉田　茂樹課長

＜パネルディスカッションモデレーター＞
同志社大学免許資格課程センター助教　佐藤　翔氏
日本大学文理学部　小山　憲司教授

■日時・会場：2016年1月30日　大阪市立総合生涯学習センター
■テ ー マ：シンポジウム「反差別及び平等に関するEU の法と政策」
■目　　 的：民族や宗教等にもとづく差別や特定の人びとを排斥する動きが日本、ヨーロッパ、米国などで勢いを増している。EU 各

国では反差別法が制定され、差別的扱いに対する申立てを処理する機構が整備されて来た。本シンポジウムでは、EU
の反差別法に関する最新動向の専門家を招聘し、日本の状況と照らし合わせる議論を行った。

■プログラム
＜報告者と発表テーマ＞　”The right not to be discriminated against in European law -Understanding

it on the basis of concrete cases”
欧州評議会反人種主義不寛容委員会事務局長　ステファノス・スタフロス氏
“The EU’s anti-discrimination framework and its implementation”
キングズ・カレッジ・ロンドン法学部　アイリーン・マコルガン教授

＜コメンテーター＞　　　青山学院大学法学部　申　惠丰教授
大阪大学大学院国際公共政策研究科　村上　正直教授
司会：上智大学講師　西連寺　隆行氏



Academic International Symposium
The EUIJ-Kansai held three Academic International Symposium during the academic year 2015.

■Date & Venue: 4 July 2015 at Kwansei Gakuin University Uegahara Campus
■Theme: ”Normative Politics in the European Union”
■Programme:
<Presentation>
Prof. Stephen Day, Faculty of Economics, Oita University
“NORMATIVE POLITICS IN THE EU: THE EUROPARTIES AND THE GRAIL OFSUSTAINEDRECOGNITION”
Dr. Franz-Lothar Altmann, Associate Prof. Bucharest State University
”Normative Politics in the EU External Security Policy”
Dr. Hartmut Mayer, St Peter's College, University of Oxford
”Normative Politics in the EU-Japan Relations”
<Panel Discussion>
Moderator: Associate Prof. Akira Ichikawa, Advisor, EUIJ-Kansai Panelist :Prof. Stephen Day, Dr. Franz-Lothar Altmann, Dr. Hartmut Mayer,
Prof. Yoichiro Usui, Niigata University of International and Information Studies
Associate Prof. Atsuko Higashino, College of International Studies,University of Tsukuba,
Dr. Ken Takeda, Faculty of Political Science and Economics, Waseda University

■Date & Venue: 13 and 14 October, 2015 at Kobe University
■Theme: International Symposium ”Open Access policies by HORIZON 2020 and
              International issues regarding open science”
■Programme:
<Presentation>
Dr. Lee Woolgar, Science and Technology Section, EU Delegation to Japan
”Open Science Initiatives by the European Union”
Dr. Donatella Castelli, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
”Open AIRE: Open Access Infrastructure for Research in Europe”
Dr. Eloy Rodrigues, University of Minho
”Facilitating Open Science Training in European Research (FOSTER) - Training for Open Science: the FOSTER approach”
”Towards a global network of open access repositories for research and scholarship”
(two presentations)
Prof. Syun Tutiya, National Institute for Academic Degrees and University Evaluation
”Expectations from open science – Shared and unshared challenges for Europe and Japan”
Mr. Kazuhiro Hayashi, National Institute of Science and Technology Policy
”Promotion of Open Access and Open Science”
Prof. Takashi Hikihara, Graduate School of Engineering, Kyoto University
”Open Access Policy of Kyoto University”
Mr. Shigeki Sugita, Chiba University Library
”Promotion of open science and the role of university libraries”
Mr. Hideki Suzuki, Kyoto University Library
”Open Access at Kyoto University – KURENAI, KU Open Access Policy and beyond-“
Ms. C. Naoe, Yokohama National University Library
”Survey of Internet Publication of Dissertation”
Mr. Ko Sugawara, Research Promotion Bureau, MEXT
”Global issues in Open Access policy and Open Science under HORIZON2020” 
<Panel Discussion>
1st day Moderator: Prof. Syun Tuchiya

Panelist : Dr. Donatella Castelli, Dr. Eloy Rodrigues, Mr. Sho Sato (Researcher,Doshisha University)
2nd day Moderator: Prof. Kenji Koyama, College of Humanities and Science, Nihon University

Panelist : Prof. Shun Tuchiya, Mr. Kazuhiro Hayashi, Prof. Takashi Hikihara,Mr. Shigeki Sugita

■Date & Venue: 30 January, 2016 at Osaka Municipal Lifelong Learning Center
■Theme: ”The EU’s Anti-discrimination Law and Politics for Equality”
■Programme:
<Presentation>
Mr. Stephanos Stavros, Executive Secretary to ECRI, Council of Europe
”The right not to be discriminated against in European law -Understanding it on the basis of concrete cases”
Prof. Aileen McColgan, The Dickson Poon School of Law, King's College London
”The EU’s anti-discrimination framework and its implementation”
<Commentator>
Prof. Hae Bong Shin, Faculty of Law, Aoyama Gakuin University
Prof. Masanao Murakami, OSIPP
<Chair>
Mr. Takayuki Sairenji, Research Assistant, Research Institute of Economy,
Trade & Industry, IAA
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欧州経済社会評議会（E.E.S.C.）との学術会議
EUIJ関西はEUの機関のひとつである欧州経済社会評議会European Economic and Social Committee（E.E.S.C.）と年2回（夫
々の場所で年1回ずつ）相互理解を深める為、定期的に学術会議を実施しています。
2015年度は前年度にE.E.S.C.側の都合でブラッセルでの開催を本年度に繰り越した為、2015年7月15日と2016年3月9日にブラ
ッセルで、2015年9月28日に神戸で、計3回開催しました。
■日時・会場：2015年7月15日・E.E.S.C.
■テ ー マ：”EU-Japan Free Trade Agreement: an ambitious deal to boost both growth and jobs”
■日時・会場：2015年9月28日・神戸大学
■テ ー マ：「繋がる世界と市民社会　-日・EU のEPA-FTA と雇用促進・スキル開発への影響-」
■日時・会場：2016年3月9日・E.E.S.C.
■テ ー マ：”EU-JAPAN Cooperation in Comparative Perspective : Trade & Migration Policies”

■日時・会場：2015年8月6日～12日
■テ ー マ：神戸大学

アウトリーチ活動

一般への活動
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神戸シルバーカレッジ
神戸市の生涯学習機関である神戸市シルバーカレッジ学生に、
2015年5月27日神戸大学国際文化研究科・坂井一成教授が「
EUを取り巻く課題と展望」を、2015年6月2日EUIJ関西副代
表兼神戸大学経済学研究科・吉井昌彦教授が「ロシア経済の
展望/ユーロ危機を経た中東欧」を夫々講演しました。

高校生向けの活動

神戸大学で開催されたオープンキャンパスで、EUの写真・ポスターの展示と、神戸大学の教授による講義を開催しました。参加した高
校生（約500名）はEUに関する興味を深めました。

兵庫県阪神シニアカレッジ
阪神間居住者を対象とした阪神シニアカレッジで以下の講演
を行いました。
2015年4月14日 吉井昌彦 EUIJ関西副代表・神戸大学教授
「EUの現状と課題」
2015年5月29日 市川顕 EUIJ関西顧問・関西学院大学准教授
「ＥＵの中のデンマークとポーランド：ＥＵ気候変動政策を中心として」
2016年2月26日　ホルガー・ロベルト・ブングシェ　
　　　　　　　　 EUIJ関西副代表・関西学院大学教授
「EUの経済と産業：自動車産業を中心に」

宮水学園
西宮市民を対象とした生涯学習機関である宮水学園で2015
年9月4日吉井昌彦EUIJ関西副代表・神戸大学健在学研究科
教授が「EUの現状と課題」を講演しました。

オープンキャンパスと夢ナビライブレクチャー講演

EUに就いての認識を高めて頂く為に、EUIJ関西は2015年度もアウトリーチ活動に注力しました。



Academic Conference with E.E.S.C.
The EUIJ-Kansai organizes Academic Conferences with European Economic and Social Committee（E.E.S.C.）twice in every 
year (alternately in Brussels and Kobe), our purpose is to strengthen mutual understanding between the both parties by 
exchanging ideas and learning each other.
In 2015 academic year, the EUIJ-Kansai held the three conference, on 15 July 2015 and 9 March 2016 in Brussels, on 28 
September 2015 in Kobe. This is because E.E.S.C. postponed Brussels conference in 2014 academic year to the next year 
due to their schedule.

■Date & Venue: 15 July 2015 at E.E.S.C.
■Theme: ”EU-Japan Free Trade Agreement: an ambitious deal to boost both growth and jobs”
■Date & Venue: 28 September 2015 at Kobe University
■Theme: ”The EU-Japan FTA/EPA: Impact to Employment and Skills Development”
■Date & Venue: 9 March 2016 at E.E.S.C.
■Theme: ”EU-JAPAN Cooperation in Comparative Perspective : Trade & Migration Policies”

Kobe Silver College
Prof. Kazunari Sakai, Graduate School of Intercultural 
Studies, Kobe University and Prof. Masahiko Yoshii, Gradu-
ate School of Economics, Kobe University, Vice -President 
of the EUIJ-Kansai gave lecture of “Current issues of the EU 
and future prospect” on 27 May 2015 and “Central-Eastern 
European Countries after the Crisis” on 2 June 2015 respec-
tively at Kobe Silver College, Life-Long Learning Centre 
organized by City of Kobe. 

Hyogo Prefecture Hanshin Senior College
The EUIJ-Kansai faculty gave lecture at the Hanshin Senior 
College, Life-Long Learning Centre for the resident in 
between Osaka-Kobe. This event was co-organized with 
Hyogo Prefectural Government.

Date & Lecturer: 14 April 2015
Prof. Masahiko Yoshii, Vice-president of the EUIJ-Kansai
Theme: ”Current EU and its’ Issues”
Date & Lecturer: 29 May, 2015
Associate Prof. Akira Ichikawa,  Advisor of the EUIJ-Kansai
Theme: ”Denmark and Poland in EU
               – Focusing on EU’s Climate Change Policy”
Date & Lecturer: 26 February 2016,
Prof. Holger Robert Bungsche, Vice-President of the EUIJ-Kansai
Theme: ”Economy and Industry in the EU: Focusing on
              the Automobile Industry”

Miyamizu-Gakuen
Prof. Masahiko Yoshii, Graduate School of Economics, 
Kobe University, Vice-President of the EUIJ-Kansai gave 
lecture “Current EU and its issues” on 4 September 2015 at 
Miyamizu-Gakuen, a Lifelong educational institute organized 
by Nishinomiya City Government.

For Students of Senior High Schools

In the academic year 2015, the EUIJ-Kansai demonstrated posters/photos, and gave intensive lecture on the EU for high 
school students by professors of the EUIJ-Kansai.
Participated students (abt. 500) showed keen interest in the lecture’s topic as well as in the demonstration of photos, posters 
about the EU, Euro and activities of EUIJ-Kansai .
Date and Venue: 6~12 August 2015 at Kobe University

Open Campus

For General Public

The EUIJ-Kansai is aiming to raise visibility of the EU among Japanese general public.
We carried out several events during academic year 2015.

The purpose of these lecture were to attract people to the EU affairs, by introducing recent developments in the EU, lecturing 
about growing importance of the EU in the world and prospecting the future of the EU-Japan relations.

Outreach Activities 03
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●2015年7月15日　大阪府立天王寺高等学校
宇野　雄一　准教授　神戸大学大学院農学研究科
「EUのスマートアグリカルチャー」
エリザベス・コンスタンティノヴァ　駐日EU代表部一等書記官
「EUと政府開発援助 ‒ 最大のODA提供者」
久保　広正　神戸大学名誉教授・EUIJ関西特別顧問
「欧州における大学改革」
●2015年12月14日　兵庫県立兵庫高等学校
水野 裕八　大阪大学医学部附属病院　医師
「イタリアで見た不整脈治療の最前線：日本の医療との違い」
関根 由紀　神戸大学大学院法学研究科　教授
「EU と日本におけるアクティブ・エイジング」
マルコ ロンバルディ 在大阪イタリア総領事
「イタリアとEU」
●2016年2月23日　私立金蘭千里高等学校
市川　顕 関西学院大学准教授　EUIJ関西顧問
「難民の受け入れ問題と日本との関わり」
松本　和彦 大阪大学　大学院高等司法研究科　教授
「EUと日本における人権尊重」
ファビアン　フィエスキ 駐日欧州連合代表部　政治部長
「日・EU関係と共通課題」

●2016年1月23日
兵庫県立長田高校・大阪府立北野高校・関西学院高等部
井口 泰　　関西学院大学経済学部教授
「ＥＵの難民受け入れの現状と課題」（基調講演）
小池 百合子　衆議院議員
「日本の難民支援についての現状と課題」

公開討論会
セッション1：「EUの難民対策－昨今のシリア難民の問題を中心に－」
セッション2：「日本は難民を受け入れるべきか」
セッション3：「日本が難民を受け入れるにはどうすればよいか」
　　　　　  「日本が難民を受け入れないとすれば、
　　　　　　　　　　　ほかにどのような貢献をすべきか」
パ ネ ラ ー　長田高校 人文・数理探求類型生徒、　　　　
　　　　　　  北野高校生徒、関西学院高等部生徒
モデレーター　市川　顕
　　　　　　  EUIJ関西顧問・関西学院大学産業研究所准教授
講　　　　評　大阪大学 教育担当筆頭副理事　進藤修一　教授

中高校教員向けの活動

ミニ・シンポジウム「EUの専門家からEUと日本の関係を学ぼう」
EUIJ関西シンポジウム（高校生対象-公開討論会）

大阪府・兵庫県の高校で、EUからの外交官や専門家、EUIJ関西の教授陣によるミニ・シンポジウム「EUの専門家からEUと日本の関
係を学ぼう」を2015年度は3回開催しました。また、昨年から開始した新たな企画「EUIJ関西シンポジウム（高校生対象-公開討論会）
を1回開催しました。

EUIJ関西は2015年7月27日に大阪府の中学・高校教員を対象とした大阪府教職員自主研修支援事業に参加し、ヨーロッパ統合の
歴史と理念をテーマに3講師に依るセミナーを実施しました。

久保　広正　EUIJ関西特別顧問
安藤　由香里　大阪大学助教
松野　明久　大阪大学教授・EUIJ関西副代表

「EU統合の歴史と展望～EUの成立からユーロ危機まで
「EU人権保障の理念と政策～EU基本権憲章を中心に」
「EU共通外交・安全保障政策～国際政治におけるグローバル・アクター」

[EUIJ関西ミニ・シンポジウム] [EUIJ関西シンポジウム（高校生対象-公開討論会）]
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●15 July, 2015   Tennoji Senior High School
Dr. Yuichi Uno, Associate Professor,
Graduate School of Agricultural Science, Kobe University
”EU's Smart Agriculture”
Ms. Elizabeth Konstantinova,
First Secretary, EU Delegation to Japan
”Development Policies of the European Union”
Dr. Hiromasa Kubo, Professor Emeritus,
Kobe University, Special Advisor of the EUIJ-Kansai
”University Innovation in Europe”
●14 December, 2015   Hyogo Senior High School
Doctor Hiroya Mizuno, Osaka University Hospital
”Medical treatment in the EU and in Japan
  – through my Study experience -”
Prof. Yuki Sekine, Graduate School of Law, Kobe University
”Active Ageing in the European Union… and in Japan”
Mr. Marco Lombardi,
Counsellor General, Italian Consulate General in Osaka
”Italy and the EU”
●23 February, 2016   Kinran-Senri Senior High School
Associate Prof. Akira Ichikawa, Institute for Industrial research, 
Kwansei Gakuin University, Adviser of the EUIJ-Kansai
”Refugee issues in the EU and its relation to Japan”
Prof. Kazuhiko Matsumoto, Law School, Osaka University
”Human Rights in the EU and in Japan”
Mr. Fabien Fieschi, Head of Political Section,
EU Delegation to Japan
”EU Japan relations and common issues”

●23 January, 2016 Nagata High School,
   Kitano High School & Kwansei Gakuin High School
<Lecturer>
Prof. Yasushi Iguchi,
School of Economics, Kwansei Gakuin University
Keynote Speech “EU’s current refugee policy and its issues”
Ms. Yuriko Koike,
Member of the House of Representatives of Japan
“Current situation and issues of Japanese refugee support”
<Panel Discussion>
Presentation theme:
(1) EU’s Refugee policy-focusing on Syrian Refugee issues
(2) Do Japan have to accept refugees?
(3) How Japan accept refugees? What Japan can do if   
     we do not accept refugees?
Panelists: 
Nagata Senior High School Students,
Kitano Senior High School Students,
Kwansei Gakuin High School Students (each 3-students)
<Moderator>
Associate Prof. Akira Ichikawa, Advisor EUIJ-Kansai
<Evaluation>
Prof. Shuichi Shindo, Graduate School of Language and 
Culture, Osaka University

Training for Trainers Seminar

Mini Symposia about the EU issues “Learn from experts of the EU: EU-Japan Relation and Common
Issues” and EUIJ-Kansai Symposium for Senior High School Students(Open Discussion)

The EUIJ-Kansai organized three Mini Symposia at 3 senior high schools located in Osaka and Hyogo Prefecture during the 
2015 academic year, to stimulate students’ interest in the EU and global community, raise the human resources in the EU– 
Japan,international relation field and promote understanding about the importance of the EU in the world. In addition to Mini 
Symposia, the EUIJ-Kansai continued to hold “EUIJ-Kansai Symposium for Senior High School Students (Open Discussion)” 
as additional event for high school students since academic year 2014. 

The EUIJ-Kansai participated summer training session organised by Osaka Prefectural Board of Education in order to educate 
current EU issues to the teachers of Junior/Senior High School in Osaka Prefecture on 27 July 2015.

Prof. Hiromasa Kubo, Special Advisor, EUIJ-Kansai
”Past History and Future Prospect of EU Integration – since establishment of the EU to Euro/Greece Crisis” 
Assistant Prof. Yukari Ando, Global Collaboration Centre, Osaka University
”Philosophy and Policy of Human rights protection in the EU – Focusing on Charter of Fundamental Rights of the European Union”
Prof. Akihisa Matsuno, Vice-President, EUIJ-Kansai
”EU’s common foreign and national security policy – Global actor in the International Politics” 

[EUIJ-Kansai Mini-Symposium] [EUIJ-Kansai for Senior High School Students
(Open Discussion) ]



ビジネス界への活動

国際シンポジウム
2015年度にEUIJ関西は産学連携での国際シンポジウムを大阪・東京2箇所で開催しました。

■国際シンポジウム
■テ ー マ：「IoT/インダストリー4.0 時代のものづくり安全と安全資格に関する日欧戦略的協同」
■日時・会場：2016年2月8日　大阪大学中之島センター（大阪会場）

2016年2月10日　青山学院大学IVY HALL（東京会場）
■講 演 者：向殿 政男 　明治大学 名誉教授

「IoT 時代における機械安全を取り巻く国内外の動向」
ケリー・マクマナマ氏　　IECEE & IECRE取締役事務局長兼COO
「IEC 適合性評価システムの相互認証による国際貿易の円滑化」
藤田 俊弘氏 日本電気制御機器工業会 制御安全委員会 委員長
「IoT 時代の安全イノベーションを創造する人材育成制度：
セーフティアセッサ/セーフティベーシックアセッサ（SA/SBA）資格制度の現状と展望」
トーステン・アーノルド博士　IECEx System会長
「爆発性環境における安全の考え方と要員認証スキームを含むIECEx 国際認証制度のご紹介」
松尾 時雄　AGC旭硝子株式会社 執行役員社長付
「AGC 旭硝子におけるセーフティアセッサ/セーフティベーシックアセッサ（SA/SBA）資格制度を活用した機械安全の推進」
パネルディスカッション：
モデレーター：白石　善明　神戸大学工学研究科　准教授
総合司会：森井 昌克　神戸大学工学研究科 教授

各種行事

日・ＥＵフレンドシップ・ウィーク
毎年５～６月に開催される「日・EUフレンドシップ・ウィーク」の一環として、関西学院大学EUi（EU情報センター）との相互協力で、
2015年6月3日に市川顕関西学院大学准教授兼EUIJ関西顧問による、「ＥＵの気候変動政策」講演会を開催しました。

また、8月26日には西宮市の兵庫栄養調理製菓専門学校で同
校菅原正教授によるEU諸国の料理レッスン「EU加盟国の料理
を学ぼう！」を実施しました。

日・EUフレンドシップウィーク期間中に関西学院大学でEUパネ
ル展示及びEUクイズを実施し、来場した学生・一般の方に楽し
みながらEUについての知識を増やしてもらいました。
１）期間：2015年6月1日～30日
２）場所：関西学院大学

地域活性化に関するシンポジウム
EUIJ関西は、欧州の都市再生事例を通じて関西の地域活性化に就いて考えるシンポジウムを2015年度に開催しました。

開会にあたってツィリル・コザチェフスキ駐日ポーランド共和国特命全権大使からご挨拶があり、来日中のウッジ関係者及び駐日ポー
ランド広報文化センター関係者も加わり、活発な討議を行いました。

■オープン・シンポジウム
■テ ー マ：「よみがえる『約束の土地』－ポーランド第2 の都市ウッジの魅力と都市再生－」
■日時・会場：2015年11月29日　グランフロント大阪北館タワー・ナレッジキャピタル
■講 演 者：トマシュ・ドマンスキ　ウッジ大学国際関係学部教授

吉田 勝一　ウッジ大学国際関係学部講師
藤原 直樹　大阪市立大学先端研究教育センター特別研究員
藤井 和夫　関西学院大学経済学部教授
市川 顕　関西学院大学准教授・EUIJ 関西顧問

アウトリーチ活動42



For Business Circle

International Symposia
The EUIJ-Kansai held an Industry-Academia collaborated International Symposium during 2015 academic year in Osaka and Tokyo.

■International Symposium
Date & Venue: 8 February, 2016 at Osaka University Nakanoshima Centre (Osaka)
                        10 February, 2016 at Ivy Hall, Aoyama Gakuin University (Tokyo)
Theme: “The Strategic Cooperation between EU and Japan for the Implementation
              of Safety on Innovative Manufacturing and  
              Safety Certification Scheme in the Age of IoT/Industry 4.0”
Presentations:
              Dr. Masao Mukaidono, Prof. Emeritus, Meiji University
              ”Global trend of machinery safety in the age of IoT”
              Mr. Kerry McManama, Executive Secretary & COO, IECEE & IECRE, IEC
              ”Facilitating international trade through the mutual recognition
                of the IEC’s Conformity assessment systems”
              Dr. Toshihiro Fujita, Vice-Chairman, NECA
              ”Latest situation and perspectives of Safety Assessor (SA) and Safety Basic Assessor (SBA) certification system 
                to develop human resources for safety Innovation in the industry 4.0 era”
              Dr. Thorsten Arnhold, Chairman of the IECEx System
              ”Safety on explosive atmospheres and introduction to the IECEx International Certification System
                including IECEx Certified Person Scheme”
              Mr. Tokio Matsuo, Executive Officer, Asahi Glass Co., Ltd.,
              ”Promotion of machinery safety through the safety assessor and safety basic
                assessor (SA/SBA) certification system in the AGC Asahi Glass”
              Moderator: Associate Prof. Yoshiaki Shiraishi, Graduate School of Engineering, Kobe University
              Chair: Prof. Masakatsu Morii, Graduate School of Engineering, Kobe University
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Festivities

EU-Japan Friendship Week, co-organized with EUi at Kwansei Gakuin University

The EUIJ-Kansai organized various activities as events of “EU-Japan Friendship Week” during June 2015, to introduce the EU 
to general public, and to stimulate students’ interest in the EUIJ-Kansai ’s activities.
-As collaboration with EUi at Kwansei Gakuin University, the EUIJ-Kansai held an open 
Lecture in June 2015.
Theme: “EU’s Climate Change Policy”
Date & Venue: 3 June 2015 at Kwansei Gakuin University
Lecturers:Associate Prof. Akira Ichikawa, Advisor of EUIJ-Kansai,Kwansei Gakuin University
-Special EU Cooking Lessen
The EUIJ-Kansai organised Special EU Cooking Lessen lectured by Prof. Tadashi
Sugawara, Hyogo Nutrition Cooking Confectionery College on 26 August.
-EU Quiz and Panel Exhibition
During the duration of EU-Japan Friendship Week 1 through 30 June, 2015, the 
EUIJ-Kansai held panel exhibition to the participants and gave them the EU related quiz 
to stimulate their interest and distributed giveaway goods. 

Regional Vitalization Symposium
The EUIJ-Kansai held open symposium to discuss Regional Vitalization in Kansai Area through the case in Europe.

H.E. Mr. Cyryl Kozaczewski, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to Japan, gave an 
opening remarks and there were active discussion including the participants from Lodz who were visiting Japan, staffs of 
Polish Institute Tokyo.  

■Open Symposium
Date & Venue: 29 November 2015 at Knowledge Capital, Grand Front Osaka
Theme: “Lodz in the European Union ― City Renovation and Restoration ―”
Speakers: 
              Prof. Tomasz Domański,  University of Lodz
              Mr. Masakatsu Yoshida, Lecturer, University of Lodz
              Prof. Marek Janiak  City Architect of Lodz / Lodz University of Technology
              Dr. Naoki Fujiwara  Researcher, Osaka City University
              Prof. Kazuo Fujii  Kwansei Gakuin University
              Dr. Akira Ichikawa  Associate Prof. Kwansei Gakuin University/Advisor, EUIJ Kansai



ワンワールド・フェスティバル
毎年2月の2日間大阪市で開催され、多数の来場者があるワンワールド・フェスティバルに今年度も参加し、一般・小中学生とその両親
に対してポスター・パネルの展示で、EUやユーロ、及びEUIJ関西の活動について紹介しました。
EUIJ関西のブースにも約650人が訪問し、EUIJ関西教授陣やEUIJ関西に所属する学生、及びEUIJ関西スタッフの判り易い説明に聞
き入っていました。ブースへの来訪者にはＥＵに関連するクイズを実施し、回答者にEUIJ関西の関連グッズを渡しました。
１）日　時：2016年2月6～7日
２）場　所：関テレ扇町スクエア

EUIJ関西は、学生や研究者のEU関連の問題に関する理解を深める為に、2015年度で若手研究者による共同研究の推進や、専門家
の短期招聘によるセミナー・集中講義を実施しました。

アウトリーチ活動 / 学術交流活動44

情報活動
パンフレット、ポスターの作成・配布及びウェブでの情報供給等、ＥＵに関する情報発信基地となり、ＥＵの広報普及活動に注
力しました。
ネット広報は2012年9月からEUIJ関西フェイスブックを開設し、更なる情報発信に努めています。EUIJ関西をホームページ、
フェイスブックでご注目下さい。

学術交流活動04
若手研究者の招聘

毎年EU加盟国の若手研究者を招聘して、共同研究の推進や研
究プログラムの策定を行っています。
2015年度は2名の若手研究者を招聘しました。

国連大学　アンナ・モスネアガ博士
「EUの移民政策」
2015年6月18日～19日・大阪大学
オーリボー大学  カトリーヌ・ボルグ・アルバートセン准教授
「EUの移民政策と難民」
2016年2月29日～3月5日・
大阪大学及びEUIJ関西春季合宿

研究者名：
講演内容：
期間・場所：
研究者名：
講演内容：
期間・場所：

EUIJ関西は、2015年度にEU加盟国から4名の専門家を招聘
してセミナー及び集中講義を開催しました。

専門家招聘による集中講義

リンショーピング大学（スウェーデン） ペオ・ハンセン教授
EUの移民政策と難民問題
2015年11月9日～13日　大阪大学
ハンブルグ大学（ドイツ） マーカス・コッツァー教授
EU・ドイツの観光政策
2015年11月24日～25日
神戸大学・兵庫県国際交流協会
ベルリン経済法科大学（ドイツ）
アグネス・アッシュフォーク-エバーツ教授
欧州での国際財務報告基準の運用に関して
2016年1月7日～14日　神戸大学・関西学院大学
ゲント大学（ベルギー）
サルヴァトーレ・ファビオ・二コロシ教授　　
EU法入門（2単位集中講義）
2016年2月9日～12日　大阪大学

招聘者名：
講演内容：
期間・場所：
招聘者名：
講演内容：
期間・場所：

招聘者名：
講演内容：
期間・場所：

招聘者名：
講演内容：
期間・場所：



One World Festival
The EUIJ-Kansai participated in this international fair, which was held at Kansai TV Ogimachi Square, Kita Ward Hall and 
Ogimachi Park on 6 and 7 February 2016, to introduce various activities of the EUIJ-Kansai , the EU and the Euro currency to 
many visitors of the festival. About 650 visitors including pupils of primary school, junior high school, senior high school, 
university and general public came to our booth to hear explanations of the EU, Euro, and activities of the EUIJ-Kansai , and 
enjoy EU Quiz. Professors, students and staff of the EUIJ-Kansai explained many issues in detail during the two days.
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EU-related Information Activities
The EUIJ-Kansai continued to be a source of EU information in the region, using Web-site and other various programmes, 
having collaboration with the Delegation of the European Union to Japan to collect useful information and distribute it widely 
to universities and outside universities, and also introduce activities of the EUIJ-Kansai and establish closer relationship with 
other EU Centres in Japan and in Asia-Pacific countries. Since September 2012, the EUIJ-Kansai started using Facebook.
Please take a look at our Web-page and Facebook!

During the 2015 academic year, the EUIJ-Kansai  organised academic exchange activities under the scheme of Incoming Visitors 
Programme to invite various researchers from the EU in order to stimulate students and researchers interest in the EU related issues.

Academic Exchange Activities 04
EUIJ-Kansai Young Researchers Fellowship

Since April 2009, the EUIJ-Kansai launched this programme 
to coordinate joint research between the EU and Japan or to 
establish joint research projects. Purpose of this programme 
is academic exchange with the EU to provide students 
up-to date knowledge on the EU issues by young European 
researchers. During the 2015 academic year, the EUIJ-Kansai 
invited two young researchers.

Name of the Researcher:
Dr. Anna Mosneaga, United Nations University (Tokyo, Japan)
Theme: “Managing migration Comprehensive”
Date & Venue: 18~19 June 2015 at Osaka University

Name of the Researcher:
Dr. Katrine Borg Albertsen, Aalborg University (Sweden)
Theme: “EU’s migration policy and refugees issues”
Date & Venue: 29 February~5 March, 2016 at Osaka 
University & Spring Intensive Workshop of the EUIJ-Kansai

During the 2015 academic year, the EUIJ-Kansai invited 
four experts from the EU member states to provide seminars 
or intensive lectures for the students and researchers to 
stimulate their interest in the EU affairs.
Name of the Researcher: Prof. Peo Hansen,
Professor of Political Science at Institute for Research on Migration, 
Ethnicity and Society (REMESO), Linköping University, Sweden
Theme: “The EU’s current migration policy and refugees issues”
Date & Venue: 9~13 November 2015 at Osaka University
Name of the Researcher: Prof. Markus Kotzur,
Universität Hamburg, Germany       
Theme: “Tourism Policy in the EU and Germany”
Date & Venue:  24~25 November 2015 at Kobe University 
& Hyogo International  Association  
Name of the Researcher: Prof. Agnes Aschfalk-Evertz, 
International Accounting &Group Accounting at Berlin School of Economics    
Theme: “IFRS and the German Accounting rule system”
Date & Venue: 7~14 January 2016
Name of the Researcher: Dr. Salvatore Fabio Nicolosi, 
Human Rights Centre, Faculty of Law, Universiteit Gent, Belgium      
Theme: “Introduction to European Union Law” (2-credit intensive course)
Date & Venue:　9~12 February 2016 at Osaka University

Seminars/Lectures by Invited Experts Programme
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他のEUセンターとの交流05
EUIJ関西はアジア・太平洋地区及び日本国内のEUセンターと情報交流及び連携を深めながら事業を推進しています。

3. その他関連先との交流
兵庫県国際交流協会・兵庫EU協会及び日欧産業協力センターとも緊密に情報交換を行い、セミナーの開催や広報活動での相互協
力を行っています。

1. アジア・太平洋地区のEUセンターとの交流
EUIJ関西はアジア・太平洋地域のEUセンターとの協力関係を構築し、お互いの経験を共有し議論を深める為に2016年1月24日～
26日にマカオで開催された“Asia and the EU: Cooperation between Communities of Shared Values and Goals?”をテー
マとするラウンドテーブルに吉井副代表が参加し情報交換を行いました。

2. 日本の他のEUセンター（EUIJ早稲田、EUSI、EUIJ九州）との交流
日本のEUセンター間で情報交換を密にする為、2015年9月18日～19日に、EUIJ関西で4EUIJsによるラウンドテーブルを開催し、そ
れぞれの抱える問題点や今後の在り方に就いて議論し、相互協力の確認を行いました。
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Cooperation Activities
with other EU Centres from the region 05

The EUIJ-Kansai is proceeding the activities, keeping close-ties with other EU Centres located in Asia-Pacific and Japan.

3. Collaboration with other organisations
The EUIJ-Kansai is keeping close ties with Hyogo International Association/Hyogo EU Association and EU-Japan Centre for 
Industrial Cooperation, cooperating each other for executing seminars and public relations.

2. Collaboration with other EUIJs
The EUIJ-Kansai is closely communicating with EUIJ-Waseda, EUSI(EU Studies Institute in Tokyo), and EUIJ-Kyushu aiming 
to develop mutual cooperation as well as to improve operations. EUIJ-Kansai held roundtable by 4EUIJs on 18~19 September
2015 in Kobe to share experiences about the effective promotion of the EU studies and project operations. We mutually 
assured our collaboration during roundtable.

1. Collaboration with EU Centres in Asia-Pacific
The EUIJ-Kansai made effort to discuss modalities of possible cooperation with the EU
Centres in Asia-Pacific area, and participated in roundtable“Asia and the EU:
Cooperation between Communities of Shared Values and Goals?” which was held in Macao on 24~26 January 2016 to 
maintain network and share experience with other EU Centres, where Prof. Masahiko Yoshii, Vice-president of the EUIJ-Kansai
participated.
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■諮問委員会
議長・神戸大学長　　　武田　 廣
　　　関西学院大学長　村田　 治
　　　大阪大学総長　　平野 俊夫

■運営部
代　表　井上 典之（神戸大学副学長　理事）
副代表　吉井 昌彦（神戸大学大学院経済学研究科　教授）

　　　　ホルガー ロベルト ブングシェ
         （関西学院大学国際学部　教授）
　　　　松野 明久（大阪大学大学院国際公共政策研究科 教授）
特別顧問　久保 広正（神戸大学名誉教授）
顧　問　市川　 顕（関西学院大学産業研究所副所長准教授）
　　　　

■ワーキンググループ
＜教育グループ＞
代　表　関根 由紀（神戸大学大学院法学研究科 教授）
委　員　新関 芳生（関西学院大学文学部 教授）
　　　　福井 康太（大阪大学大学院法学研究科 教授）

＜研究グループ＞
委員長　濱本 正太郎 （京都大学大学院法学研究科 教授）
委　員　吉井 昌彦（神戸大学大学院経済学研究科長）
　　　　市川 　顕（関西学院大学産業研究所副所長 准教授）

＜アウトリーチグループ＞
委員長　海道 ノブチカ（関西学院大学商学部 教授）
委　員　松永 宣明（神戸大学大学院国際協力研究科　教授）
　　　　松繁 寿和 （大阪大学大学院国際公共政策研究科 教授）

事務局所在地

ＥＵインスティテュート関西　事務局
〒657-8501
神戸市灘区六甲台町２－１ 神戸大学六甲台キャンパス
フロンティア館６階

TEL 078-803-7221  FAX 078-803-7223
E-mail: euij-k@org.kobe-u.ac.jp
URL: http://euij-kansai.jp/

関西学院大学分室
〒662-8501
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155
関西学院大学産業研究所内（大学図書館３Ｆ） 

TEL 0798-54-6127
E-mail: euij-kansai@kwansei.ac.jp

大阪大学分室
〒560-0043
大阪府豊中市待兼山町1-31
大阪大学大学院国際公共政策研究科内

TEL 06-6850-5641
E-mail: euij-osadm@osipp.osaka-u.ac.jp

組　織

■EUインスティテュート関西　事務局
統括ディレクター　山西 正展
財務会計担当マネージャー　寺西 章好
学術担当マネージャー　大福 直佳
関西学院大学分室（研究推進社会連携機構事務部（研究所担当））
課　長　 石田 文子

大 阪 大 学 分 室
総務担当マネージャー 東村 紀子

書　記　 太田 夕加里

 

（2016年3月31日現在）
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※このAnnual Reviewには2015年度時点のEUIJ関西の活動
を記載しています。2016年度以降、欧州委員会の資金支援
が無くなる為にEUIJ関西の活動内容に変更があります。詳し
くはEUIJ関西ホームページhttp://euij-kansai.jp/indexを
御参照願います。
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EU Institute in Japan, Kansai （the EUIJ-Kansai） 
Frontier Hall for Social Sciences 6F, Kobe University, 
2-1, Rokkodai, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan

TEL +81-78-803-7221
FAX +81-78-803-7223
E-mail: euij-k@org.kobe-u.ac.jp
URL: http://euij-kansai.jp/index_en

Kwansei Gakuin University Branch
Institute for Industrial Research,
Kwansei Gakuin University,
1-1-155, Uegahara, Nishinomiya, Hyogo 662-8501 Japan

TEL +81-798-54-6127
E-mail: euij-kansai@kwansei.ac.jp

Osaka University Branch
Osaka School of International Public Policy,
Osaka University 1-31 Machikaneyama-cho, 
Toyonaka, Osaka 560-0043 Japan

TEL +81-6-6850-5641
E-mail: euij-osadm@osipp.osaka-u.ac.jp

■Advisory Board
Chair & President of Kobe University
 Hiroshi Takeda
President of Kwansei Gakuin University
 Osamu Murata
President of Osaka University
 Toshio Hirano

■Management Board
President
 Noriyuki Inoue
 （Vice President, Kobe University）
Vice-President
 Masahiko Yoshii
  (Professor, Graduate School of Economics, Kobe University）
Vice-President
 Holger Robert Bungsche
  (Professor, School of International Studies, Kwansei Gakuin University)
Vice-President
 Akihisa Matsuno
  (Professor, Osaka School of International Public Policy (OSIPP),Osaka University)
Special Advisor
 Hiromasa Kubo
  (Professor Emeritus, Kobe University)
Advisor
 Akira Ichikawa
  (Associate Professor, Institute for Industrial Research, Kwansei Gakuin University)

■Working Group
＜Education Group＞
Head
 Yuki Sekine
  (Professor, Graduate School of Law, Kobe University)
Members
 Yoshitaka Niizeki
  (Professor, School of Humanities, Kwansei Gakuin University)
Members
 Kota Fukui
  (Professor, Graduate School of Law, Osaka University)

＜Research Group＞
Head
 Shotaro Hamamoto
  (Professor, Graduate School of Law, Kyoto University)
Members
 Masahiko Yoshii
  (Chair, Graduate School of Economics, Kobe University)
 Akira Ichikawa  
  (Associate Professor, Institute for Industrial Research, Kwansei Gakuin University)

＜Outreach Group＞
Head
 Nobuchika Kaido
 (Professor, School of Business Administration,  Kwansei Gakuin University)
Members
 Nobuaki Matsunaga
 (Professor, Graduate School of International Cooperation Studies, Kobe University)
Members
Hisakazu Matsushige
 (Professor, Osaka School of International Public Policy (OSIPP),

Kwansei Gakuin University Office

Osaka University)

■Secretariat Office
Administrative Director
 Masanobu Yamanishi
Financial Manager
 Akiyoshi Teranishi
Academic Manager
 Naoka Ofuku

Offices Location

Organisation Organisation (as of 31 March 2016)

※This Annual Review is reporting activities during 2015 
academic year. There are change in activities due to 
expiry of grant aid by European Commission by 31 
March 2016. Please see http://euij-kansai.jp/index for 
the details.

Secretary at Kwansei　Gakuin University Office
Yukari Ota

Administration Manager at Osaka University Branch

 

Noriko Higashimura

Head at Kwansei　Gakuin University Office
Fumiko Ishida
 




