
 

SIETAR JAPAN ENGLISH PROGRAM 

Date/Time: August 27, 2022, 16:00-18:00 (Japan 
time) 
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Basel 

Language: English 

For registration, please visit  
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Participation Fee:  

Member: 800円         Non-member 1500円 

Student member 300 円         Student non-member 500円 

Speaker Bio: 

ELENA MAKAROVA was born and raised in Ukraine. She studied at the National 

Pedagogical Dragomanov University and at the University of Bern Switzerland, where 

she received her Ph.D. and her Venia Docendi. Makarova worked on a number of 

research projects funded by the Swiss National Science Foundation (SNSF) and was 

the SNSF research fellow at the Victoria University of Wellington, New Zealand, and 

the University of Illinois at Chicago, USA. Currently, she has a position as a 

Professor of Educational Sciences and Director of the Institute for Educational 

Sciences at the University of Basel. Her main research interests are acculturation 

and adjustment of minority youth, school dropout, value transmission in the family 

and school context, and gender and career choice. 

Title: Ukraine – Challenges of Nation-Building, Defending the Rights of being a 

Nation, and the European Response to the War in Ukraine 

On the 24. February 2022 Putin`s regime has launched a full-scale military invasion 

of Ukraine questioning not only its territorial sovereignty but also its right to be a 

nation. Combining emic and etic perspectives in my talk I will glance at Ukraine’s 

Independence and the development of national Identity since 1991. I will further 

elaborate on the relationship between cultural and national identity in the most recent 

history of Ukraine, the interplay between ethnicity and language in Ukraine, and the 

nature of the East-West ethnolinguistic divide in Ukraine. Moreover, I will analyze 

how the narrative of cultural and national identity has been changed through the 

Russian war in Ukraine. Finally, I will address the response of the European 

countries to the war in Ukraine as well as gender-specific aspects connecting to the 

war and migration. Based on the example of Switzerland I will investigate the 

challenges of receiving countries related to societal and educational integration of 

refugees from Ukraine. 
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異文化コミュニケーション学会 

SIETAR Japan  8月定例会 

タイトル：国家建設、国家である権利の擁護、およびウクライナ戦争へ

のヨーロッパの対応の課題 

開催日時：2022年 8月 27日（土）16:00-18:00 
方法：ONLINE（ZOOM） 

使用言語：英語 

 

ELENA MAKAROVA 先生は、ウクライナで生まれ育ち、スイスの国立教育ドラゴマノフ

大学とベルン大学で学び、博士号と Venia Docendiを取得しました。 彼女はスイス

国立科学財団（SNSF）の資金提供を受けて多くの研究プロジェクトに取り組み、ニ

ュージーランドのビクトリア大学ウェリントン校と米国シカゴのイリノイ大学の

SNSF研究員を務めました。 現在、バーゼル大学の教育科学教授および教育科学研究

所の所長を務めています。 Makarova 先生の主な研究対象は、マイノリティの若者の

文化変容と調整、学校中退、家族と学校の文脈における価値の伝達、そして性別と

キャリアの選択です。 

 

講演の概要： 

2022年 2月 24 日、プーチン政権は、ウクライナの領土主権だけでなく、国家である

権利についても疑問視する本格的な軍事侵攻を開始しました。私の講演では、エミ

ックとエティックの視点を組み合わせて、ウクライナの独立と 1991年以降の国民的

アイデンティティの発展を一瞥します。ウクライナの最新の歴史における文化的ア

イデンティティと国民的アイデンティティの関係、民族性と言語の相互作用につい

てさらに詳しく解説します。ウクライナおよびウクライナにおける東西の民族言語

的分裂の性質、さらに、ウクライナでのロシア戦争を通じて、文化的および国民的

アイデンティティがどのように変化したかを分析します。最後に、ウクライナでの

戦争に対するヨーロッパ諸国の対応と、戦争と移住に関連するジェンダー固有の側

面について説明します。スイスの例に基づいて、ウクライナからの難民の社会的お

よび教育的統合に関連する受け入れ国の課題を調査します。 

 

 

【参加費と申し込み】Peatixからお申込みください。申し込み時に会員番号の入力

のない方は受付しかねます。http://ptix.at/4rvdLB 

会員：800円   非会員  1500 円 

学生会員：300 円  非会員学生 500 円 

お申し込みが確認された方には後程、ZOOMのアクセス方法など詳細をご連絡しま

す。なお、安定した Wi-Fi環境でご参加されるようにお願い申し上げます。 

問い合わせ先 (Please contact)：プログラム委員長 (program directors):  

鈴木有香 （日本語） Soyhan Egitim (English) 

programs@sietar-japan.org 

http://ptix.at/4rvdLB

