日本 EU 学会
第 40 回（2019 年度）研究大会

共通論題

「変貌する時代の EU－統合の新たな探求」

2019 年 11 月 16 日(土)～17 日(日)
会 場： 神戸大学 六甲台キャンパス
住所：〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 2-1
神戸大学法学研究科 井上典之研究室気付
日本 EU 学会 2019 年度研究大会事務局
メールアドレス:

eusajp2019＊org.kobe-u.ac.jp
（＊をアットマークに変更して下さい）
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日本 EU 学会第 40 回（2019 年度）研究大会のご案内
日本 EU 学会理事長
中村 民雄
日本 EU 学会第 40 回（2019 年度）研究大会を下記の通り開催いたします。
ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようご案内申し上げ
ます。
2019 年 7 月吉日
日
会

時：
場：

2019 年 11 月 16 日（土）～17 日（日）
神戸大学六甲台キャンパス
詳細は大会専用サイトをご参照ください。
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yoshii/eusajp2019/

航空機利用の場合
○大阪国際（伊丹）空港から
・鉄道
大阪モノレール「大阪空港」→(約 3 分)→「蛍池」⇒阪急宝塚線「蛍池」→(約 10 分)→「十三」
⇒阪急神戸線「十三」→(約 25 分)→「六甲」
・リムジンバス
大阪国際（伊丹）空港から三宮、大阪駅前等行き
○関西国際空港から
・鉄道
JR 関西空港線「関西空港」→(約 1 時間)→「新大阪」または「大阪」⇒JR 京都・神戸線「新大
阪」または「大阪」→(約 25 分)→「六甲道」
・リムジンバス
関西国際空港から三宮、大阪駅前等行きリムジンバス
・空港乗合送迎タクシー
MK スカイゲートシャトル
○神戸空港から
・神戸新交通ポートアイランド線「神戸空港」→(約 17 分)→「三宮」⇒阪急神戸線「神戸三宮」
→(約 7 分)→「六甲」
新幹線利用の場合
○新神戸駅から
・神戸市営地下鉄西神・山手線「新神戸」→(約 2 分)→「三宮」⇒JR 神戸線「三ノ宮」→(約 5 分)
→「六甲道」（阪急神戸線「神戸三宮」→(約 7 分)→「六甲」）
※新幹線新神戸駅では、黄色の神戸市内乗換専用自動改札機をお通り下さい。JR 神戸線「三ノ宮」
→「六甲道」が神戸市内乗継扱いになります。
○新大阪駅から
・JR 京都線「新大阪」→(約 26 分)→JR 神戸線「六甲道」
○最寄り駅から六甲台第 1 キャンパスへ
・阪急「六甲」、JR「六甲道」、阪神「御影」から神戸市バス 36 系統「鶴甲(つるかぶと)団地」
行きに乗車の上、「神大正門前」で下車。
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第1日

11 月 16 日（土）

開場(受付開始) 12:00～

共通論題 「変貌する時代の EU－統合の新たな探求」
理事会 ＜11：00～12：50＞
ポスターセッション展示＜12：00～＞（解説は 11 月 17 日）

1. 全体セッション第 I 部 ＜13：00～15：40＞
理事長挨拶 30 分（質疑なし） 基調報告以外の報告 各 30 分 質疑 10 分
報告者
論
題
司会者
(1) 中村 民雄
変貌する時代の EU－統合の新たな探求
（早稲田大学）

(2) 網谷

龍介

（津田塾大学）

(3) 高屋

定美

（関西大学）

(4) 由布

統合の「社会的次元」再考
EU 経済ガバナンスの課題と挑戦

井上 典之
（神戸大学）

節子

（渥美・坂井法律
事務所）

デジタル時代のＥＵ競争法政策と日本
休憩 ＜15：40～16：00＞
総

会

＜16：00～16：20＞

2. Plenary Session Ⅱ＜16：20～17：50＞ (in English)
EU Delegation presentation –20minutes
Guest presentation 30 minutes, Discussants 10 minutes each, Discussion 20 minutes
Chairperson
Presenters
Topics
Francesco Fini
The EU as a Global Actor: A New Era for
(Minister/Deputy Head,
EU-Japan Relations
Delegation of the European
Union to Japan)

Richard Youngs
(Warwick University)

Discussants
Takao Suami
(Waseda University)
Masahiko Yoshii
(Kobe University)

A Democratic Vision for the European Union

Discussion

懇 親 会 ＜18：00～20：00＞
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Noriyuki Inoue
（Kobe
University）

第2日

11 月 17 日（日）

区分

開場（受付開始） 10：00～12：00

1. 分科会 ＜10：00～12：00＞
報告時間各 30 分 質疑 10 分
論 題

報告者
井上 淳

EU と加盟国の間：漸進する経済通貨同盟

（大妻女子大学）

A
政治
分科会

司会者

中村登志哉

ドイツにおける多国間主義と欧州懐疑主義の
相克

（名古屋大学）

鷲江 義勝
(同志社大
学)

ヌルガリエヴァ・
The EU and China’s Strategies in Central
リャイリャ（長崎
Asia: Focus on Energy and Transport
大学）

欧州共通付加価値税創設過程の歴史分析
（1958-1959 年） ― 加盟国間の財政・租税
政策の協調は可能か？

小西 杏奈
（帝京大学）

B
経済
分科会

松浦 光吉

ポーランド経済の現状と課題

（神戸大学）

田中

晋

（日本貿易振興機
構）

小山 洋司

C
自由論題
「シンポ形
式：EU と
中東欧」

（新潟大学）

松澤 祐介
（西武文理大学）

田中

宏

（立命館大学）

小島 健
(東京経済
大学)

EU の新しい FTA 戦略と効果監視メカニズム
の導入
EU 周縁国からの人口流出と過疎化
ユーロ圏の「非拡大」 ― 中欧諸国のユー
ロ導入をめぐって

小山 洋司
(新潟大学)

欧州ポピュリズムとハンガリーポピュリズムは何
を語っているのか：地域的信任と社会関係資
本
昼食・休憩／理事会 ＜12：00～13：30＞

ポスターセッション（報告者との質疑応答あり）＜12：00～13：30＞ （掲示は大会中常時）
佐竹

壮一郎

（同志社大学・院）

EU における「政治化」の分析 ― 「欧州化」との関係に着目して

鈴木

弘隆

欧州経済の動的安定性解析：シンクロナイゼーションの重要性に関して

千葉

千尋

グローバル変容期における EU の新たな存在意義

大場

佐和子

（同志社大学・PD）

ボスニア・ヘルツェゴヴィナの憲法改革と EU コンディショナリティ
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総 会 ＜13：30～13：45＞

2. 全体セッション第Ⅲ部 「リスボン条約 10 年と今後の展望」＜13：45～15：45＞
神戸大学 EU センターと共催共催（一般公開）
パネルディスカッション・報告時間各 15 分
報告者
論題
司会者
(1) Stephen Day
2019 年欧州議会選挙 ― 国家をまたぐ志と国家の現実
(大分大学)
(2) 西連寺隆行
(大阪大学)

リスボン条約 10 年 ― EU 法の展開と展望

(3) 太田瑞希子
(日本大学)

ユーロ危機後のユーロ圏経済

(4) 若松 邦弘
（東京外国語
大学）

イギリス政治のなかの反 EU 世論

(5) 討論者
網谷 龍介
高屋 定美
由布 節子

全体コメント
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中村 民雄
(早稲田
大学)

〔お知らせとお願い〕
＜出欠のご返答と懇親会費の振込＞

1. 出欠のご返答は、同封の出欠ハガキにご記入の上、10 月 31 日（木）必着にてお願い申し上げます。
2. 第１日目の研究発表終了後、アカデミア館 3F レストラン「さくら」で懇親会を開きますので、ふるってご参
加下さい。会費は、事前申し込みの場合は 5,000 円（当日参加の場合は 6,000 円）です。
3. 11 月 16 日（土）は、理事会出席者以外のお弁当の手配はいたしませんので、生協食堂（アカデミア館
1F：キャンパスマップ 13 番）をご利用下さい。営業時間は 11：30～13：30 です。購買（アカデミア館 2F）の
営業時間は 11：00～14：00 ですが、土曜日はお弁当、おにぎり等は少量しか置いていません。
11 月 17 日（日）は、生協食堂・購買は休業です。また神戸大学周辺には飲食店・コンビニがありません。
ご希望の会員にはお弁当を準備いたします。1,000 円を事前にお支払いください。お弁当は事前申し込
みの方のみのご提供となります。予約されない場合は、JR 六甲道あるいは阪急六甲等で昼食をご購入の
上会場にお越しください。
4. 懇親会費ならびに第 2 日目のお弁当代は、同封の振込用紙にてお支払い下さい。お振込みは、出欠ハ
ガキと同様、10 月 31 日（木）までにお願い致します。
＜フルペーパーの入手方法＞

報告のフルペーパーを研究大会の２週間前の 11 月 2 日（土）から、大会終了１週間後の 11 月 23 日
（土）まで学会ホームページ（http://www.eusa-japan.org）に掲載し、会員がその間だけダウンロードできるよう

に致します。
パスワードは会員宛に郵送された案内をご参照ください（9 月上旬の郵送を予定しております）。

＜宿泊について＞
神戸大学（JR 六甲道・阪急六甲）周辺に宿泊施設はございません。
三宮・元町（JR 六甲道・阪急六甲まで 10 分弱）、大阪/梅田（JR 六甲道・阪急六甲まで 25～30
分）等のホテルを各自で手配をお願いします。

* 交通手段や宿泊の手配はご自身でお願い致します。皆様には早めのご予約を強く推奨いたします。
＜Wi-Fi について＞
ゲストネットワーク・サービスはございませんが、eduroam が利用できます。事前にパソコンの
設定をお願いします。
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