日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan

【Zoom 開催】
ESUJ 新春講演会【英語での講演】

『今日と明日の世界で英国と日本はどんな役割を果たせるだろうか？』
ジュリア・ロングボトム駐日英国大使（予定）
ジュリア・ロングボトム氏は、３回目の東京在勤で
英国初の女性駐日大使として赴任されました。大使
には、世界的および地域的に変化した文脈の下での
日英関係、たとえば、英国の E U 離脱、自由で開か
れたインド太平洋への両国共通の関心、新たな日英
協力の可能性などにつきお話いただきます。オンラ
インの講演会で、どうぞ自由にご質問ください。

日時: ２０２２年 ２月２日（水）１９：0０−２0：3０
会場：
会費：

Zoom で開催 （お申込みいただいた方に 1/28 にリンクをお送りする予定です。）
必ずお申込みをお願いいたします。
ESUJ・JSA 会員：無料！
一般：1,000 円
学生： 500 円（学生証）

http://www.esuj.gr.jp/event/
ESUJ 事務局へ事前にお申し込みください。
申込締切 1 月 26 日 （水）
定員： 50 名
詳細：
申込：

＜事前のご入金をお願い申し上げます。＞
三菱ＵＦＪ銀行
064 赤坂見附支店
普通口座：００４８５５３
口座名：一般社団法人 日本英語交流連盟
銀行振込手数料は、ご負担いただくよう
お願いいたします。

都合上、定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。
1 月 25 日（火）以降のキャンセルは会費を頂戴いたします。

ジュリア ロングボトム 駐日英国大使
2021 年 3 月～現職
2020 年 英国外務省 コロナウイルス対策本部長
2016 年～2020 年 英国外務省 領事局長
2012 年～2016 年 駐日英国大使館 公使
2009 年～2012 年 英国外務省極東部（後に中国）部長
2006 年～2009 年 英国貿易投資省 戦略・人事部長
2003 年～2006 年 駐ポーランド英国大使館 貿易投資部長兼総領事
1998 年～2002 年 駐オランダ英国大使館 政治・EU 担当一等書記官
1994 年～1997 年 英国外務省 香港国籍・移民課長
1990 年～1993 年 駐日英国大使館 二等書記官（政治担当）
1988 年 欧州委員会本部、コーフィールド卿事務所研修生
1987 年 英国国連代表部 二等書記官（UNGA チーム）
1986 年 英国外務省入省
配偶者：リチャード シヴァ 子供：娘 2 人、息子 1 人
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日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan

【Zoom】
ESUJ New Year’s Lecture【Lecture in English】

What role can the UK and Japan play in the world of today and tomorrow?
Scheduled Speaker:
H.E. Ms. Julia Longbottom CMG, British Ambassador to Japan
We are delighted to welcome Ms. Julia Longbottom
on her third tour in Tokyo, this time, as Her Majesty’s
first woman ambassador to Japan. She will be talking
about the UK-Japan relations in new global and
regional contexts, such as Brexit, shared focus on Free
and Open Indo-Pacific, and new possibilities opening
up for UK-Japan cooperation. Please feel free to ask
her questions as we conduct the session online.

Date:

Wednesday 2nd February, 2022

Venue:

Zoom (Link will be sent to your registered email address on January 28th.)

Admission:

Free of charge for ESUJ & JSA Members
¥1,000 for non-members
¥500 for non-member students
with Student ID

Details:

http://www.esuj.gr.jp/en_event/

Capacity:

50 people

To attend:

Please apply to the ESUJ office.
Apply by Wednesday, January 26.
Cancellation on/after January 25 (Tue.) or no show will be charged.

7:00-8:30 p.m.

The Bank of Mitsubishi UFJ
Akasaka Mitsuke Branch (064)
Account Number 0048553
〈Futu Yokin (Ordinary Account)〉
Ippan Shadan Houjin Nihon Eigo Koryu
Renmei
Bank transfer fee will be at your expense.

Profile: H.E. Ms. Julia Longbottom CMG
Julia Longbottom was appointed British Ambassador to Japan in March 2021. She has spent over half her
career as a diplomat working on North-East Asian affairs. This includes two previous postings to the British
Embassy in Tokyo, first as Second Secretary Political in 1990 to 1993, then Minister and Deputy Head of
Mission in 2012 to 2016. In the Foreign & Commonwealth Office (FCO) in London, she led on Hong Kong
Nationality and Immigration issues in 1994 to 1997, and headed the Far Eastern, then China, Department in
2009 to 2012. She is a Japanese speaker, and the first woman to hold the post of British Ambassador to
Japan.
Prior to this, she was the FCO’s Director for Consular Services globally (2016 to 2020), and set
up and ran the Coronavirus Task Force for 6 months in 2020. She has held a range of other roles including
Director of Strategy and Human Resources in UK Trade & Investment (2006 to 2009), Consul General in
Warsaw (2003-2006), and Head of Political/EU affairs in the British Embassy in The Hague (1998-2002).
She graduated from Cambridge University (Jesus College) in 1986 with a degree in French and German.
Married to Richard Sciver, with three adult children (two daughters, one son). She loves sport and outdoor
activities.
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