センター概要

定期刊行物

現代アフリカ地域研究センターは、東京外国語大学における
長年のアフリカ研究の蓄積を踏まえて、現代アフリカの諸問題
に関する研究の拠点として 2017 年 4 月に設立されました。研究・
教育、セミナーやシンポジウムの開催、アフリカ研究者の招聘
や留学生の招致、国内外のアフリカ研究機関との連携などの活
動を通じて、現代アフリカに関わるネットワークの構築を進め
ています。研究成果をワーキングペーパーとして公刊するなど、
活動はウェブサイトで発信しています。
On the basis of long tradition of African studies at Tokyo

University of Foreign Studies (TUFS), African Studies

Center - TUFS (ASC - TUFS) was established in April 2017 as a
Japanese research center on contemporary Africa. Through its

当センターでは毎年、論文集『ASC-TUFS Working Papers』
シリーズを刊行し、アフリカと日本の若手を含む研究者の研究
報告を紹介しています。スタッフ紹介欄で名前に ★ のついてい
るスタッフが編集委員を務めています。
The “ASC-TUFS Working Papers” , the ASC’ s yearly

various activities including research and education, seminars

publication, include a number of high-quality research papers

exchange, and so on, ASC - TUFS contributes to building

staff with a ★ mark beside their name.

and symposia, invitation of researchers, promotion of student

written by young Africanists. The editorial board consists of ASC

network on contemporary Africa. The results and achievements

アクセス

are widely shared through publications and the website.
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African Studies Center- TUFS
東京外国語大学現代アフリカ地域研究センター

African Studies Center - TUFS

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1（研究講義棟 4 階 401E-2 号室）
3-11-1 Asahicho, Fuchu, Tokyo 183-8534 Japan
(Room 401E-2, Research and Lecture Bldg.)
Tel : +81-42-330-5540

Fax : +81-42-330-5884

Email: asc@tufs.ac.jp
Web: http://www.tufs.ac.jp/asc/（日本語）
①International exchange meeting (University of Ghana). ②ASC oﬃce in
which international students can interact. ③International symposium
organized by ASC. ④ASC Seminar facilitated by international scholars.

http://www.tufs.ac.jp/asc/english/ (English)
www.facebook.com/asctufs/
twitter.com/ASC̲TUFS

Tokyo University of Foreign Studies

センター長挨拶

スタッフ＆専門紹介
★

大石 高典
人類学
Anthropology

センター長

中部アフリカ熱帯林社会の生態人類学

Takanori Oishi

ecological anthropology,
Cameroon, Republic of the Congo

武内 進一（たけうち・しんいち）

椎野 若菜

★

村津 蘭

社会人類学、東アフリカ民族誌、
ケニア、ウガンダ

宗教人類学、映像人類学、ベナン

social anthropology, ethnography
of East Africa, Kenya, Uganda

religious anthropology,
visual anthropology, Benin

Wakana Shiino

Ran Muratsu

村橋 勲

★

難民研究、平和・紛争研究、
東・北東アフリカ

Isao Murahashi

refugee studies, peace and conflict
studies, East/Northeast Africa

Shinichi TAKEUCHI, Director

近年の世界で、アフリカの重要性は着実に高まっています。日本は貿
易投資の拡大、外交関係の緊密化、民間交流の広がりといった形でアフ
リカ諸国との繋がりを強めてきましたが、今日そのさらなる強化はもとより、
国際社会の一員として、貧困削減、平和構築、気候変動、生物多様性保

石川 博樹
歴史学
History

エチオピア史、ポルトガル語公用語
アフリカ諸国史

西アフリカ・イスラーム史

history of Ethiopia and PALOP

history of Islam in West Africa

Hiroki Ishikawa

全といったアフリカに関わるグローバルな課題に対して一層の取り組みを求
められています。こうした時代にあって最も大切なことは、しっかりした

苅谷 康太
Kota Kariya

地域理解です。アフリカを正確に理解することこそ、強く、安定した関係
を維持・構築するための前提条件です。現代アフリカ地域研究センターは、
今日のアフリカをめぐる諸問題への理解を深め、アフリカと日本の関係強

品川 大輔

化に資するため設立されました。研究と教育を通じて、日本の、そして世
界のアフリカ研究の拠点となることを目指します。
Undoubtedly, Africa is one of the key players in the current world.
While Japan has forged close ties with Africa through diplomacy, trade
and investment, and other cooperation in public and private sectors, more
efforts are currently required to further strengthen the bilateral relations as
well as to tackle global issues concerning Africa, including industrial
development, poverty reduction, peacebuilding, climate change, and
protection of biodiversity. In this context, reliable information and in-depth
understandings about Africa are absolutely indispensable. African Studies
Center – Tokyo University of Foreign Studies (ASC – TUFS) has been
established to explore important issues concerning present-day Africa,
contributing to develop Africa-Japan relations. Through research,
education, networking, and other activities, we aim to be a leading center
for African studies.

言語学
Linguistics

中川 裕

バントゥ諸語 , 記述言語学 , 東アフリカ

Daisuke Shinagawa

Bantu languages, descriptive
linguistics, East Africa

政治学・
経済学・社会学
International Studies,
Economics,
Sociologies

坂井 真紀子

★

中山 俊秀

言語学、コイサン諸語

Hirosi Nakagawa

中部アフリカ諸国の政治経済

rural sociology, Chad, Tanzania,
Cameroon

political economy（Central African
countries）

Shinichi Takeuchi

language change, language
documentation and revitalization

linguistics, sign language
linguistics, linguistic typology

★

農 村 社会 学、チャド、タンザニア、
カメルーン

Makiko Sakai

言語学、手話言語学、言語類型論

Toshihide Nakayama

linguistics, Khoisan languages

武内 進一

箕浦 信勝

言 語 変化、消滅 危機言 語の記 録と
再活性化

出町 一恵
経済学

★

Nobukatsu Minoura

中山 裕美

★

国際関係論、移民難民問題

Kazue Demachi

economics

Yumi Nakayama

international relations, migration /
refugee studies

センター長 武内 進一（たけうち・しんいち）

東京外国語大学仏語科卒業。東京大学博士（学術）。日本貿易振興機
構アジア経済研究所を経て現職。専門はアフリカ政治。主な著作とし
て『現代アフリカの紛争と国家―ポストコロニアル家産制国家とルワン
ダ・ジェノサイド』
（明石書店、2009 年）など。

Shinichi TAKEUCHI Director

He is the former Director of the African Studies Group at the Institute
of Developing Economies - JETRO. He received a PhD from the
University of Tokyo and is interested in academic research into
African politics, peacebuilding, and land issues. He edited the book
Confronting Land and Property Problems for Peace (Routledge, 2014).

アドバイザー
Advisor

名井 良三

元駐アンゴラ特命全権大使

Ryozo Myoi

事務局
Administrator

緑川 奈津子

Natsuko Midorikawa

Former Ambassador to Angola

※専門分野の欄が
のスタッフは大学院総合国際学研究院、
のスタッフはアジア・アフリカ言語文化研究所、
※ ★ のついているスタッフが論文集『ASC-TUFS Working Papers』の編集委員を務めています。

のスタッフは現代アフリカ地域研究センターの所属です。

