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

＊対面にて開催予定ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、
オンラインで開催する場合があります。ご了承ください。
ESUJ Lecture in English
特別講演会

『ロシアのウクライナ侵略とその影響』
講師：角

茂樹氏

元ウクライナ大使、玉川大学客員教授、
川村学園女子大学特任、岩手大学客員教授、上智大学大学院非常勤講師

ロシアがウクライナに侵攻した理由をロシアとウクライナとの歴史を紐解きながら考えます。
又、ロシアのウクライナ侵略が国連をはじめとする国際社会に与えるインパクトについて
解説します。
日時：2022 年 6 月 27 日（月）

午後 7 時

～

8時

会場：国際文化会館 講堂
会費：無料 （本講演会出席者は会員・関係者及び
予めお申込いただいた会員のゲストのみとさせていただきます。）
申込：会員は総会出欠席ハガキにてお申込みください。（締切：6 月 15 日 水曜日）
会員のゲストのお申込は、5 月 20 日（金）より。 お申込み FAX 用紙、又は
オンライン・リンク（ https://ws.formzu.net/fgen/S2178423/ ）にてお願いします。
注：E メールでのお申込は受け付けておりませんのでご了承くださいませ。
申込締切：2022 年 6 月 20 日（月）
定員になり次第、締め切らせていただきます。
受付開始予定時刻：18:45（恐れ入りますが、19 時まで会場の外でお待ち下さい）
略歴：1977 年 3 月一橋大学商学部卒業、1980 年 6 月 オクスフ
ォード大学卒業（セントキャサリンカレッジ）
経歴：1977 年 4 月外務省入省、2005 年 9 月 在ウイーン国際機
関日本政府代表部大使、2008 年 8 月 国際連合日本政府代表部
大使、2011 年 9 月 駐バーレーン特命全権大使、2014 年 9 月
駐 ウ ク ラ イナ 特 命全権 大 使 兼駐 モ ルドバ 特 命 全 権大 使 、
（2016 年にモルドバに大使館が開設され、モルドバ兼任を解か
れる）、 2019 年 1 月 帰国退官
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＊The meeting will be held in person but may be held online depending on the spread of
the new coronavirus infection. Thank you in advance for your understanding.

ESUJ Lecture in English
Special Lecture

“Russian invasion of Ukraine and it’s impact”
Mr. Shigeki Sumi
Former Ambassador to Ukraine, Visiting Professor at Tamagawa University, Specially
Appointed professor at Kawamura Gakuen Women's University, Visiting Professor at Iwate
University, Visiting Lecturer at Sophia University Graduate School

The reasons for Russia's invasion of Ukraine will be considered by unraveling the history of Russia
and Ukraine. Also, the impact of Russia's invasion of Ukraine on the international community,
including the United Nations, will be explained.
Date: Monday 27th June 2022

19:00～20:00

Place：Lecture Hall, International House of Japan
Admission: No charge 【ESUJ members, affiliates, and members’ guests only】
To apply: ESUJ members, please return the reply card. (By Wednesday, 6/15)
ESUJ members’ guests: Those who wish to come as Members’ guests are requested to have their names
listed

in

the

enclosed

FAX

reply

form

or

register

online

through

the

( https://ws.formzu.net/fgen/S2178423/ ) from Friday, 20 May by Monday, 20 June.
th

th

We are afraid that it will not be possible to accept your guests’ registrations by email.
Registration will be closed when we reach the capacity limit.
Biography: March 1977 Graduated from Hitotsubashi University,
Faculty of Commerce, June 1980 Graduated from Oxford University
(St. Catherine College)
Career History: April 1977 Joined Ministry of Foreign Affairs,
September 2005 Ambassador, Permanent Mission of Japan to the
International Organizations in Vienna, August 2008 Ambassador,
Permanent Mission of Japan to the United Nations, September 2011
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Bahrain
September 2014 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
Japan to Ukraine and Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan to Moldova (Relieved from concurrent
post in Moldova in 2016 with the establishment of an embassy in
Moldova), Retired in January 2019
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