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韓国外国語大学校と大学間交流協定を締結
� �����������
� �����������
�
� �

�

　１１月１５日に韓国外国語大学校の安秉萬総長が本学を訪れ、大学間交流協定の協定書に調印しました。
　調印後、本学の池端学長、立石大学院地域文化研究科長、野間教授、鮎澤教授らと今後の大学間交流
について、なごやかに懇談が行われました。
　続いて場所を研究講義棟教官会議室に移し、朝鮮語専攻学生ともなごやかに懇談が行われました。
　韓国外国語大学校は、学生数２５， ０００人余、通訳大学院や社会人教育等の面で先駆的な役割を果たして
きた韓国で有数の大学であり、本協定の締結により、現在実施している学生間の交流活動の促進が大い
に期待されます。
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外国語学部「高校生のための体験授業 in 福岡」を開催
� �������������
� �������������
�
� �

�

　外国語学部は、１１月１６日「高校生のための体験授業 in 福岡」を福岡国際ホール「志賀の間」において
開催しました。
　この企画は、東京以外の高校生にも本学の特色を知ってもらおうという入試広報の一環として初めて
開催されたものです。福岡県内の高等学校に宣伝を行ったところ、遠くは広島や宮崎から来場した高校
生もあり、定員１００名の教室は満杯となりました。また、外語会福岡支部の本学OBの方々も多数駆けつ
け、初めての開催にエールを送りました。
　体験授業は、今井昭夫助教授の司会により始まり、講師は野村恵造助教授が務め、「World Englishes
（世界の英語）－変種論」と題する講義を行いました。難しい内容にもかかわらず、高校生たちは熱心
に耳を傾けて、本学の学生にも負けず劣らずの探求心と理解の深さに野村助教授も驚いていました。
　続いて、在間副学長から「外語大ってどんなところ？」と題して大学の概要説明を、入試課長から入
試制度の説明があり、体験授業終了後には相談会が開催され、「英語の質問コーナー」に野村助教授、「カ
リキュラム・キャンパス相談コーナー」に在間副学長と今井助教授が、「入試相談コーナー」には入試課
職員が立って高校生の熱心な質問に応えました。
　アンケートの結果を踏まえ、入試課は今後、体験授業の全国展開を検討しています。



平成１４年度永年勤続表彰
� ������
� ������
�
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�

　平成１４年度東京外国語大学及び文部科学省永年勤続表彰の授与式が平成１４年１１月１９日、学長室におい
て行われ、学長から被表彰者に対し、永年の勤続に対するお祝いとねぎらいの言葉が述べられるととも
に、表彰状並びに記念品が贈られました。
　被表彰者は、次のとおりです。
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官     職氏   名

 文部科学教官・外国語学部教授関　口　時　正

東京外国語大学長表彰

官     職氏   名

 文部科学事務官・学生課長宮　城　　　實

文部科学省大臣表彰

（写真）左から　鈴木学務部長、小谷事務局長、宮城、池端学長、在間副学長（敬称略）
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外国人留学生秋の見学旅行
� �������
� �������
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　１１月１９日から１１月２１日まで２泊３日の日程で、外国人留学生を対象とした秋の見学旅行（伊勢志摩（三
重県）・犬山（愛知県）方面）を行いました。参加者は、留学生及び引率教官・事務官を含め、６９名でし
た。
　旅行中は天候にも恵まれ、伊勢神宮、犬山城などを見学したほか、温泉につかり、お互いの交流を深
めました。

日本留学フェア
� �����
� �����
�
� �

�

　１１月２３日・２４日の２日間、中国北京において、（財）日本国際教育協会主催の日本留学フェアに参加し
ました。本学の留学フェアは初参加でありましたが、日本留学希望者及び進学指導者等を対象に、わが
国の高等教育に関する情報提供及び本学の教育、研究上の特色等に関する最新の情報を提供し、本学の
広報に努めました。
　参加した機関は、国立１４大学、私立２３大学、日本語教育機関１校が参加し、機関ごとにブースをもう
け、資料の提示・配布及び個別面談等を行いました。本学では、２名の教官、５名の事務官で対応しま
した。また、全体オリエンテーションとして、日本留学紹介ビデオの上映、日本留学経験者及び日本国
際教育協会職員によるパネルディスカッションなども行われました。
　この２日間での来場者数は１， １６７名で、本学対応者数は２１６名でした。
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外国語学部平成１４年度第２回オープンキャンパスを開催
� ��������������
� ��������������
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　外国語学部は、１１月２４日に第２回目のオープンキャンパスとなる「東京外国語大学へ行こう！」を開
催しました。オープンキャンパスは、全体説明会、個別相談会、体験授業などのプログラムで構成され、
昨年を上回る５５４人の参加がありました。
　全体説明会は、午前と午後の２回行われ、午前は池端学長から、午後は在間副学長が挨拶を行い、馬
場学部長からは、学部の特色を、成田助教授は言語・情報コース、総合文化コース、地域・国際コース
の各コース概要を、入試課長は２００３年度入試制度の説明を行いました。
　個別相談会では、目的別相談会、専攻語別相談会、キャンパスライフ相談会が行われました。目的別
相談会では、入試関係、カリキュラム関係、留学関係、就職関係の相談会が行われ、事務職員が受験生
やご両親の相談に対応し、専攻語別相談会では、２６専攻語ごとに各担当教官が各研究室で受験生の疑問
や相談に応じました。キャンパスライフ相談会は、在学生が担当して、キャンパスライフの他、受験勉
強やサークル活動など受験生の疑問や相談に学生の視点で対応した楽しい相談会となりました。
　体験授業では、各３コースの教官が３つの講義を開講し、参加者に大学の授業に触れる貴重な機会を
提供しました。
　第２回オープンキャンパスは外語祭とのクロスオーバー企画となっており、参加者は、外語祭自慢の
各国料理や語劇を巡り、様々な角度から東京外国語大学に触れることができました。
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アジア・アフリカ言語文化研究所国際シンポジウムを開催
� ��������������
� ��������������
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　アジア・アフリカ文化研究所は、１２月１７日から１９日までの３日間、同研究所大会議室において、「音調
の通言語的研究、その歴史的発展、音声的基盤、および記述研究」と題する国際シンポジウムを開催し
ました。
　このシンポジウムは、文部科学省の援助を受けて開催されたもので、今回が３回目となります（１９９８
年度と２０００年度はCOEプログラムとして開催）。これは言語の音韻論の中でも声調・アクセント現象に
ついて、世界の様々な言語の専門家を集めて開催するもので、今回は日本語諸方言、韓国語諸方言、タ
イ、カンボジアのクム系諸語、タイ、ビルマのカレン諸語、スウェーデン語、カメルーンのマンビラ語、
ウガンダのガンダ語、南アフリカのングニおよびソト系諸語、ニューギニアのスコー語、北米のアサバ
スカ諸語などが討議の対象となりました。系統もタイプも異なる言語の専門家を集めての研究集会は世
界的に見ても、きわめて稀なことです。

　参加者は、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、
オーストラリア、ニュージーランドなどの海外から２５名、
そして国内の大学などから92名の計１１７名となりました。
　なお、初日にはレセプションが開催され、代表者の梶 
茂樹教授の挨拶、アメリカ・カリフォルニア州立大学バ
ークリー校のジェームズ・マティソフ教授の乾杯の音頭
のあと、和やかに親交を深めました。

外国人留学生スキー教室
� �������
� �������
�
� �

�

　１月８日から１１日まで３泊４日の日程で、外国人留学生を対象としたスキー教室を長野県の北志賀竜
王スキー場で行いました。参加者は留学生及び引率教官・事務官を含め７４名でした。
　参加した留学生のほとんどがスキー体験は初めてでしたが、インストラクターによる班別講習により、
最終日までには全員がリフトを使い滑れるまでに上達し、白銀のゲレンデに思う存分シュプールを描い
ていました。
　旅行中は天候にも恵まれ、お互いの交流を深めました。
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人事異動

　平成１４年１２月１日発令　教育系職員

　　アジア・アフリカ言語文化研究所助手 ��������������������������� 高　山　智ゆき

 ������������������������������������������������ （新規採用）

　平成１５年１月１日発令　教育系職員

　　アジア・アフリカ言語文化研究所助教授 �������� （アジア・アフリカ言語文化研究所助手）澤　田　英　夫
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外国語学部外国人研究者の受入れについて

受 入 れ 期 間研　究　課　題受入れ教官国　 籍研究者氏名

２００２．１１．５～２００３．１１．４ 
（国際交流基金）

上代日本語の動詞活用型とその
起源早　津　恵美子ポーランド

トーマス � マイトチャック 

Tomasz  Majtczak

２００２．１１．１５～２００３．１１．１４ 
（日本学術振興会）

１７世紀前半の南モンゴル政治史
の研究二　木　博　史中 国

オヨーンビリグ  ボルジギダイ 

UYUNBILIG 
Borjigidai

２００２．１２．１～２００３．１１．３０１９１０年代「毎日申報」連載の翻
案小説研究厳　　基　　珠韓 国

チェ ��   テ �� ウォン 

崔 泰 源

２００３．１．１５～２００４．１．１４ 
（中国政府派遣）モンゴル中世史の研究二　木　博　史中 国ツァイ � フォン   � リン 

蔡  鳳  林

アジア・アフリカ言語文化研究所外国人フェローの受入れについて

受 入 れ 期 間研　究　課　題受入れ教官国　 籍研究者氏名

２００２．１１．１５～２００３．１１．１４南アジアにおける女性研究梶　　　茂　樹ネパール
ミーナ �� シン �� カドカ 
Meena Singh

 Khadka

奨学寄附金の受入れについて

寄　附　者金　額目　　　　　的職名所 属氏　名

財団法人 
トヨタ財団６， ８００日本占領期ビルマ（１９４２－４５）に関する

総合的歴史研究に対する研究助成助教授
アジア・ア
フリカ言語
文化研究所

根　本　　　敬

株式会社 
デジタルドリー
ム

３， ７００アジア・アフリカ言語文化研究所の研究
助成所長

アジア・ア
フリカ言語
文化研究所

宮　崎　恒　二

千円



渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏  　名

Ｈ１４．１１．１１～Ｈ１４．１１．２５アメリカ合衆国史料・文献調査（科学研究費補助金
〈東京外国語大学〉）教授佐々木　孝　弘

Ｈ１４．１１．１５～Ｈ１４．１１．２３ロシア研究者と打ち合わせ及び資料収集（科
学研究費補助金〈東京外国語大学〉）教授亀　山　郁　夫

Ｈ１４．１１．１５～Ｈ１４．１１．２３フランス古文書資料閲覧及び複写（科学研究費
補助金〈東京外国語大学〉）教授川　口　裕　司

Ｈ１４．１１．１６～Ｈ１４．１１．２５ニュージーランド
学会参加及び言語教育プログラムの視
察、資料収集（２１世紀COE〈東京外国
語大学〉）

教授宇佐美　まゆみ

Ｈ１４．１１．１８～Ｈ１４．１１．２８中国

中国の国際社会への統合と日本の対応
に関する調査研究研究会及び職員海外
研修指導のため（在外研究員等旅費及
び（株）リサーチインターナショナル）

助教授澤　田　ゆかり

Ｈ１４．１１．２０～Ｈ１４．１１．２５中国

国際交流協定校との交流の推進と単位
互換制度を確立するための調査及び職
員海外研修指導のため（在外研究員等
旅費）

助教授三　宅　登　之

Ｈ１４．１１．２４～Ｈ１４．１２．１カンボジア、タイ職員海外研修指導のため（在外研究員
等旅費）講師上　田　広　美

Ｈ１４．１１．２５～Ｈ１４．１２．２中国
科学研究費補助金『彙音妙悟の分析と
校訂』に係る書籍閲覧（科学研究費補
助金〈東京外国語大学〉）

教授樋　口　　　靖

Ｈ１４．１２．１～Ｈ１４．１２．８ニュージーランドコンピュータ教育の国際会議（委任経
理金〈東京外国語大学〉）講師望　月　　　源

Ｈ１４．１２．３～Ｈ１４．１２．１０台湾科研にかかる資料収集（科学研究費補
助金〈東京外国語大学〉）助教授小笠原　欣　幸

Ｈ１４．１２．１２～Ｈ１４．１２．２３ イギリス

研究課題「多言語社会をめざす言語運
動・言語政策に関する総合的研究」に
関連して、植民地期インドにおける言
語政策ならびに日本語教育にかかわる
史料調査（科学研究費補助金〈女子美
術大学〉）

教授藤　井　　　毅

Ｈ１４．１２．１４～Ｈ１４．１２．２３シンガポール、ブルネ
イ

国際応用言語学会、言語教育研究会に
て研究発表を行う。また、言語教育・
談話研究関連の資料収集を行う。（２１
世紀COE〈東京外国語大学〉）

教授宇佐美　まゆみ

Ｈ１４．１２．１４～Ｈ１４．１２．２８ロシア文献収集、現地での言語調査（産学連
携等研究費〈東京外国語大学〉）教授中　澤　英　彦

Ｈ１４．１２．１５～Ｈ１５．１．１３インド
COE関係の資料収集、リエゾン・オフ
ィス開発の打ち合わせ（２１世紀COE
〈東京外国語大学〉）

助教授粟　屋　利　江

Ｈ１４．１２．１７～Ｈ１４．１２．３１タイタイの女性と家族をめぐる資料収集と
研究者との意見交換（自費）助教授小　泉　順　子

Ｈ１４．１２．１９～Ｈ１４．１２．２９ベトナム

ベトナム関連書籍の収集。ベトナム国
家図書館及び国立公文書館等との協力
関係構築のための協議（２１世紀COE
〈東京外国語大学〉）

助教授今　井　昭　夫

海  外  渡  航

１．外国語学部
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渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏  　名

Ｈ１４．１２．１９～Ｈ１４．１２．３１インドネシア
専門家との意見交換及び資料・データ
収集（科学研究費補助金〈東京外国語
大学〉）

講師降　幡　正　志

Ｈ１４．１２．１９～Ｈ１５．１．３シンガポール、インド
ネシア

フィリピン人コミュニティについての
調査を行う。またインドネシア、スラ
ウェシュ島のマナドで予備調査を行う。
（自費）

講師山　下　美知子

Ｈ１４．１２．１９～Ｈ１５．１．７イタリア

「シチリア派」の詩的活動を多面的に
理解するため現地調査、関連資料収集
を行う。また「ペトラルカ研究」の一
環に関する資料収集も行う。（自費）

助教授林　　　和　宏

Ｈ１４．１２．１９～Ｈ１５．１．８メキシコ
科研にかかる資料収集及び研究者との
打合せ（科学研究費補助金〈東京外国
語大学〉）

助教授安　村　直　己

Ｈ１４．１２．１９～Ｈ１５．１．８ドイツドイツ語の研修とベルリン自由大学等
の研究者と意見交換（自費）助教授岩　崎　　　稔

Ｈ１４．１２．１９～Ｈ１５．１．１３イラン
現地語の収集・保存・情報化について
の共同作業の打ち合わせ（２１世紀COE
〈東京外国語大学〉）

教授八尾師　　　誠

Ｈ１４．１２．２０～Ｈ１４．１２．２７ドイツ
科研にかかる資料収集及び資料閲覧
（科学研究費補助金〈東京外国語大
学〉）

教授亀　山　郁　夫

Ｈ１４．１２．２０～Ｈ１４．１２．３１アメリカ合衆国

「アメリカ、黒人文学の分析と理論
化」に関する資料収集・研究交流及び
MLA学会出席のため（科学研究費補助
金〈東京大学〉）

教授荒　　　このみ

Ｈ１４．１２．２１～Ｈ１５．１．１３ドイツベルリン国立図書館におけるオスマン
朝関係史料調査（自費）助教授林　　　佳世子

Ｈ１４．１２．２２～Ｈ１４．１２．２８韓国
「日本史研究における東アジア認識の
再検討」に関する調査（科学研究費補
助金〈一橋大学〉）

助教授月　脚　達　彦

Ｈ１４．１２．２２～Ｈ１５．１．１２イギリス、ドイツ英語史及び文献学研究のための資料収
集（自費）助教授浦　田　和　幸

Ｈ１４．１２．２３～Ｈ１５．１．１０パキスタン日本－パキスタン国交樹立５０周年記念
語劇講演のため（自費）助教授麻　田　　　豊

Ｈ１４．１２．２４～Ｈ１４．１２．３１マレーシア言語教育・談話研究関連の資料収集を
行う。（自費）教授宇佐美　まゆみ

Ｈ１４．１２．２７～Ｈ１５．１．７イギリス
SOAS等の高等教育機関を訪れ法人化
に向けての資料収集のため（在外研究
員等旅費）

教授馬　場　　　彰

Ｈ１４．１２．２７～Ｈ１５．１．７イギリス
SOAS等の高等教育機関を訪れ法人化
に向けての資料収集のため（在外研究
員等旅費）

教授在　間　　　進

Ｈ１５．１．４～Ｈ１５．１．１２オランダ、オーストリ
ア

COE関連の資料収集（２１世紀COE〈東
京外国語大学〉）教授増　谷　英　樹

Ｈ１５．１．５～Ｈ１５．１．１３イギリス

イギリス政府の政策形成に関する公文
書の調査と現地研究者へのヒアリング
（科学研究費補助金〈東京外国語大
学〉）

助教授若　松　邦　弘

Ｈ１５．１．８～Ｈ１５．１．１６マレーシア現地語史資料の収集（２１世紀COE〈東
京外国語大学〉）講師左右田　直　規

Ｈ１５．１．９～Ｈ１５．１．１８モンゴルモンゴルの公文書館所蔵の文書資料の
調査（２１世紀COE〈東京外国語大学〉）教授二　木　博　史
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渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏  　名

Ｈ１５．１．２０～Ｈ１５．１．２１韓国
懸案であった韓国歴史フォーラムとの
共同論文集出版に伴う研修のため（自
費および梨花女子大学）

助教授岩　崎　　　稔

Ｈ１５．１．２２～Ｈ１５．１．３１ルーマニア、ポーラン
ド、ウクライナ

我が国の文化無償協力プロジェクトの
効果及問題点につき評価調査を行う
（外務省）

教授関　口　時　正

Ｈ１５．１．２６～Ｈ１５．２．５カンボジア
COEプログラムの紹介と打合せ、カン
ボジア地域研究一次資料収集（２１世紀
COE〈東京外国語大学〉）

講師上　田　広　美

Ｈ１５．１．２８～Ｈ１５．２．５タイ
COE関係資料の収集、タイにおける史
資料所蔵機関の状況調査（２１世紀COE
〈東京外国語大学〉）

教授宇　戸　清　治

Ｈ１５．１．２９～Ｈ１５．２．５ラオス、タイラオス語、ラオス関連文献購入のため
（２１世紀COE〈東京外国語大学〉）助教授鈴　木　玲　子

Ｈ１５．１．２９～Ｈ１５．２．１２ロシア資料の調査、収集（科学研究費補助金
〈東京外国語大学〉）教授高　橋　清　治

Ｈ１５．１．３０～Ｈ１５．５．５イラン
テヘラン大学文学・人文学部留学生コ
ース博士課程へ博士論文を提出する。
（自費）

助手佐々木　あや乃
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２．留学生日本語教育センター

渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏  　名

Ｈ１４．１１．１１～Ｈ１４．１１．２１ドイツ、ベルギー
「環境に安全でやさしい革新的な物
質」における研究発表、資料収集、意
見交換

教授道　脇　綾　子

Ｈ１４．１２．５～Ｈ１４．１２．８台湾日本語教育国際シンポジウム出席・研
究発表助教授酒　井　順　子

Ｈ１４．１２．５～Ｈ１４．１２．８台湾日本語教育国際シンポジウム出席・研
究発表助教授土　屋　順　一

Ｈ１４．１２．５～Ｈ１４．１２．１３アメリカ合衆国
外国教育施設日本語指導教員派遣事業
（REXプログラム）に係る日本語教育
事情調査等

助教授藤　森　弘　子

Ｈ１４．１２．２０～Ｈ１４．１２．２６中国資料収集教授坂　本　　　惠

Ｈ１４．１２．２０～Ｈ１４．１２．２５韓国外 国 に お け る 言 語 資 料 の 収 集 
（出張）講師花　薗　　　悟

Ｈ１４．１２．２４～Ｈ１５．１．３中国（香港）、シンガポ
ール

海外における臓器移植状況の調査（出
張）教授町　田　宗　鳳

Ｈ１５．１．７～Ｈ１５．１．１１フィリピンフィリピンにおける臓器売買市場の調
査（出張）教授町　田　宗　鳳

Ｈ１５．１．１４～Ｈ１５．１．２３アメリカ合衆国
国際交流協定校との交流の推進と単位
互換制度を確立するための調査研究
（出張）

講師岡　田　昭　人



３．アジア・アフリカ言語文化研究所

渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏　  名

Ｈ１４．１１．２～Ｈ１４．１１．９アメリカ合衆国会議出席及び研究者と打ち合わせ（科
学研究費補助金〈東京外国語大学〉）教授ペーリ・

バースカララーオ

Ｈ１４．１１．５～Ｈ１４．１１．１８ラオス、ブータン
ラオ語・ゾンカ語の資料収集及び会議
出席（科学研究費補助金〈東京外国語
大学〉）

教授峰　岸　真　琴

Ｈ１４．１１．５～Ｈ１４．１１．１８ラオス、ブータン
第１回アジア情報技術フォーラム出席
及び書写資料撮影（科学研究費補助金
〈東京外国語大学〉）

教授高　島　　　淳

Ｈ１４．１１．５～Ｈ１４．１１．１８ラオス、ブータン
ラオ語・ゾンカ語の資料収集及び会議
出席（科学研究費補助金〈東京外国語
大学〉）

助手澤　田　英　夫

Ｈ１４．１１．１２～Ｈ１４．１１．１８ブータンゾンカ語書写資料撮影（科学研究費補
助金〈東京外国語大学〉）助手星　　　　　泉

Ｈ１４．１１．１２～Ｈ１４．１１．２４オーストリア、フラン
ス

言語の発音録音等の調査及び周辺記録
の探索（科学研究費補助金〈東京外国
語大学〉

助教授豊　島　正　之

Ｈ１４．１１．１８～Ｈ１４．１１．２３ベトナム
インドシナにおける越境交渉と複合回
廊の展望（科学研究費補助金〈早稲田
大学〉）

助教授栗　原　浩　英

Ｈ１４．１１．２３～Ｈ１５．１．９中国
雲南少数民族における技術知識の伝承
に係る調査（科学研究費補助金〈東京
外国語大学〉）

教授
ダニエルス・
クリスチャン・
アシュレー

Ｈ１４．１１．２８～Ｈ１４．１２．２３マダガスカル研究打ち合わせ及び近郊農村調査（科
学研究費補助金〈東京外国語大学〉）教授内　堀　基　光

Ｈ１４．１２．７～Ｈ１５．２．８フランス、セネガル、
マリ

科研にかかる文献調査及び研究者と打
ち合わせ（科学研究費補助金〈東京外
国語大学〉）

助教授眞　島　一　郎

Ｈ１４．１２．１０～Ｈ１４．１２．３０タイ
サトゥーン及びパタニにおけるムスリ
ム・仏教徒関係のフィールド調査（科
学研究費補助金〈東京外国語大学〉）

助教授西　井　凉　子

Ｈ１４．１２．１２～Ｈ１４．１２．２６台湾

国立故宮博物院が主催する「中国と１８
世紀の世界」国際シンポジウムでの報
告及び同博物院における満州語モンゴ
ル語資料の整理指導を行う（故宮博物
院）

教授中　見　立　夫

Ｈ１４．１２．１２～Ｈ１５．３．１ケニア、ウガンダ
科研にかかる研究打ち合わせ及び現地
調査（科学研究費補助金〈東京外国語
大学〉）

助教授河　合　香　吏

Ｈ１４．１２．１６～Ｈ１４．１２．１９台湾

「浅井資料オンラインデータベース」
について運営諮問会議に成果公開のた
め（科学研究費補助金〈東京外国語大
学〉）

助教授三　尾　裕　子

Ｈ１４．１２．１７～Ｈ１４．１２．２８シンガポール、インド、
タイ

サンタル語・オルチキ文字に関する資
料収集及び研究打ち合わせ（科学研究
費補助金〈東京外国語大学〉）

教授峰　岸　真　琴

Ｈ１４．１２．１９～Ｈ１５．１．１４エジプト、フランス
コーラン注釈書（写本）及び碑文の調
査（科学研究費補助金〈東京外国語大
学〉）

助教授飯　塚　正　人

Ｈ１４．１２．１９～Ｈ１５．１．１４エジプト、フランス南シナイのアラビア語碑文の調査（科
学研究費補助金〈東京外国語大学〉）助教授小　田　淳　一

Ｈ１４．１２．２２～Ｈ１５．３．１０トルコ、レバノン、シ
リア、モロッコ

研究者と打合せ、文献調査及び周辺調
査（科学研究費補助金〈東京外国語大
学〉）

助教授黒　木　英　充
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渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏　  名

Ｈ１５．１．４～Ｈ１５．１．１９ミャンマー
古代及び中世ビルマ語碑文・墨文のデ
ジタル撮影及び読解（科学研究費補助
金〈東京外国語大学〉）

教授高　島　　　淳

Ｈ１５．１．４～Ｈ１５．１．１９ミャンマー
古代及び中世ビルマ語碑文・墨文のデ
ジタル撮影及び読解（科学研究費補助
金〈東京外国語大学〉）

助教授澤　田　英　夫

Ｈ１５．１．５～Ｈ１５．２．４フィリピン
フィリピン・タルービン村における現
地調査（タルービン方言の文法記述）
（自費）

助教授菊　澤　律　子

Ｈ１５．１．６～Ｈ１５．１．１４ベトナム
ベトナム南部地域のモン・クメール系
言語に関する調査・資料収集（科学研
究費補助金〈東京外国語大学〉）

教授峰　岸　真　琴

Ｈ１５．１．７～Ｈ１５．２．２ミャンマー
パオ語・ダノー語・パダウン語の調査・
資料収集及び研究打ち合わせ（科学研
究費補助金〈東京外国語大学〉）

教授新　谷　忠　彦

Ｈ１５．１．１６～Ｈ１５．１．２５中国�紅档案など史料調査と収集のため
（科学研究費補助金＜東北学院大学＞教授中　見　立　夫

Ｈ１５．１．２４～Ｈ１５．３．１１インド
「南アジア諸言語に関する基礎語彙・
文法調査」にかかる現地調査（科学研
究費補助金〈東京外国語大学〉）

教授ペーリ・
バースカララーオ

Ｈ１５．１．２６～Ｈ１５．２．２アメリカ合衆国
ISO/IEC JTC １/SC ３２総会及びWG
４会議に議長として出席のため（（社）
情報処理学会情報規格調査会）

教授芝　野　耕　司

Ｈ１５．１．２９～Ｈ１５．２．９トルコ、レバノン
生命倫理に関するイスラーム古典（写
本）の調査等（科学研究費補助金〈東
京外国語大学〉）

助教授飯　塚　正　人
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 １１月５日（火）　平成１４年度国立大学留学生課長会議
        （於：東京工業大学）

第３１回関東地区係長研修（～１１月８日
        迄　於：人事院公務員研修所）
　　６日（水）　労務管理者協議会（～１１月８日迄　於：

国立オリンピック記念青少年総合セン
ター）

        大学院教授会
        保健管理センター運営委員会
　　７日（木）　第２３回国立大学等研究協力部課長会議

 （～１１月８日迄　ホテルグランヴィア
京都）

        アジア・アフリカ言語文化研究所運営
        諮問委員会
　　９日（土）　第３年次編入学試験
　　１１日（月）　第３７回関東甲信越地区国立学校等会計

事務研修（～１１月１５日迄　於：国立オ
リンピック記念青少年総合センター）
外国語学部運営委員会

　　１２日（火）　関東甲信越地区国立学校等安全管理協
議会（～１１月１３日迄　於：東京芸術大
学）
部局長等懇談会

　　１３日（水）　国立大学協会総会（～１１月１４日迄　
        於：学術総合センター一橋記念講堂）

国立大学事務長研修（～１１月１５日迄　
        於：国立オリンピック記念青少年総合
        センター）

平成１４年度留学生担当者研修会（～１１
        月１５日迄　於：独立行政法人教員研修
        センター）

外国語学部教授会
学生委員会
留学生委員会

　　１４日（木）　関東甲信越静地区著作権セミナー（～
１１月１５日迄　於：静岡県立大学）
アジア・アフリカ言語文化研究所教授

        会・所員会
留学生日本語教育センター教授会

　　１５日（金）　文部科学省所轄ならびに国立大学附置
研究所長会議（第３部会）（於：京都
ブライトンホテル）
文部科学省所管研究所事務（部）長会

        議（第３部会）（於：京都ブライトンホ
        テル）

韓国外国語大学校との大学間交流協定
        調印式
　　１６日（土）　体験授業IN福岡（於：西日本新聞会館）
　　１８日（月）　平成１４年度関東甲信越地区管理事務協

議会（～１１月１９日迄　於：ホテルポー

事    項月 日 曜

トプラザちば）
　　１９日（火）　四大学学長懇談会（於：如水会館）

法人化準備室会議
永年勤続者表彰式
外国人留学生秋の見学旅行（～１１月２１

        日迄　伊勢志摩・犬山方面）
留学生日本語教育センター　大阪外国

        語大学との進学に関する打合せ（於： 
        大阪外国語大学）
　　２０日（水）　災害補償実務担当者研修会（～１１月２１

日迄　於：さいたま新都心合同庁舎）
外語祭（～１１月２４日迄）

　　２３日（土）　日本留学フェア（～１１月２４日迄　於：
北京）

　　２４日（日）　第２回オープンキャンパス
　　２６日（火）　大学評価・学位授与機構　教養教育ヒ

アリング
アジア・アフリカ言語文化研究所　第

        ３回研修専門委員・共同研究員合同会
        議
　　２７日（水）　評議会

将来計画検討委員会
外国語学部入学試験委員会

　　２８日（木）　大学評価・学位授与機構　研究活動面
における社会との連携及び協力ヒアリ
ング

　　２９日（金）　四大学連合の附置研究所長懇談会
　　３０日（土）　大学院博士前期課程口述試験
 １２月２日（月）　第１９回人文・社会科学系学長懇談会
        （於：静岡大学）

事務連絡会
　　４日（水）　外国語学部運営委員会

外国語学部入学試験委員会
留学生委員会

　　５日（木）　多摩地区国立大学事務局長懇談会
        （於：一橋大学）
　　７日（土）　大学院博士前期課程口述試験
　　１０日（火）　部局長等懇談会

留学生日本語教育センター　進学のた
        めの修了生による大学紹介
　　１１日（水）　外国語学部教授会

学生委員会
　　１２日（木）　第４回国立学校等セクシャルハラスメ

ント防止等研修会（於：虎ノ門ホール）
アジア・アフリカ言語文化研究所教授

        会・所員会
　　１３日（金）　事務連絡会

平成１５年度大学入学者選抜大学入試セ
        ンター試験入試担当者連絡協議会（第
        ２回）（於：昭和女子大学）
　　１６日（月）　第３年次編入学試験合格者発表
　　１７日（火）　アジア・アフリカ言語文化研究所国際

シンポジウム（～１２月１９日迄）
留学生日本語教育センター　学部留学

        生の日本留学試験モニター
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迄）
留学生日本語教育センター公開講座

　　２８日（火）　法人化準備室会議
　　２９日（水）　評議会

全学将来計画検討委員会
点検評価委員会

　　３０日（木）　第１回労働基準法・労働組合法特別研
修講座（～１月３１日迄　於：独立行政
法人教員研修センター）

　　３１日（金）　第２回技術課管内国立学校等施設整備
事務連絡会

２月１日（土）　大学院博士後期課程口述試験

　　１８日（水）　法人化対応に向けての事務職員研修
        （～１２月１９日迄）

大学院教授会
大学院博士前期課程学務委員会
大学院博士後期課程学務委員会
大学院博士前期課程コース委員会
大学院博士後期課程コース委員会
大学院協議会
国際交流事業
留学生日本語教育センター　学部留学

        生進学配置等に関する会議
　　１９日（木）　留学生日本語教育センター教授会
　　２０日（金）　私費外国人研究生（外国在住者）合格

発表
　　２４日（火）　屋外運動場竣工
　　２５日（水）　評議会

全学将来計画検討委員会
大学院博士前期課程最終合格者発表
難関大学フェア２００２（於：弘済会館）

　　２７日（金）　御用納め
１月６日（月）　御用始め

賀詞交歓会
　　８日（水）　外国語学部運営委員会

留学生スキー教室（～１月１１日迄　於：
        北志賀竜王スキー場）
　　９日（木）　多摩地区国立大学長懇談会（於：電気

通信大学）
アジア・アフリカ言語文化研究所　所

        長候補者選考に関する教授会
アジア・アフリカ言語文化研究所教授

        会・所員会
留学生日本語教育センター授業開始

　　１０日（金）　事務連絡会
　　１４日（火）　部局長等懇談会
　　１５日（水）　外国語学部教授会

外国語学部入学試験委員会
外国語学部教務委員会
学生委員会
留学生委員会

　　１６日（木）　国立大学等施設担当部課長連絡会議
         （於：一橋記念講堂）

留学生日本語教育センター教授会
　　１７日（金）　西東京地区施設担当部課長会議

大学入学者選抜大学入試センター試験
        会場準備
　　１８日（土）　大学入学者選抜大学入試センター試験
        （～１月１９日迄）
　　２１日（火）　大学評価・学位授与機構平成１４年度着

手分説明会（於：共立講堂）
　　２２日（水）　大学院教授会

大学院博士前期課程学務委員会
大学院博士後期課程学務委員会
大学院協議会

　　２５日（土）　大学院博士後期課程筆答試験
　　２７日（月）　外国語学部一般選抜出願（～２月５日

14




	表紙
	学内ニュース
	韓国外国語大学校と大学間交流協定を締結
	外国語学部「高校生のための体験授業in福岡」を開催
	平成14年度永年勤続表彰
	外国人留学生秋の見学旅行
	日本留学フェア
	外国語学部平成14年度第２回オープンキャンパスを開催
	アジア・アフリカ言語文化研究所国際シンポジウムを開催
	外国人留学生スキー教室

	人事
	人事異動

	学事
	外国語学部外国人研究者の受入れについて
	アジア・アフリカ言語文化研究所外国人フェローの受入れについて
	奨学寄附金の受入れについて
	海外渡航

	主要日誌



