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平成１４年度第２回運営諮問会議
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　平成１４年度第２回運営諮問会議が平成１５年２月２８日（金）如水会館松風の間において開催されました。
当日は、石井米雄（神田外語大学長）、井内慶次郎（日本視聴覚教育協会会長）、小林和男（作新学院大
学教授）、志村尚子（津田塾大学長）、高橋芽香子（元朝日新聞社国際本部副部長）、堤清二（財団法人セ
ゾン文化財団理事長）、本間長世（成城学園長）、薬師寺泰蔵（慶應義塾大学法学部教授）の各委員が出
席され、本学からは池端学長、在間副学長、高橋（正）副学長、小谷事務局長をはじめ９名の各部局長
等が出席されました。
　会議では、池端学長から、平成１４年１２月に文部科学省から「国立大学法人（仮称）の中期計画・中期
目標の項目等（案）」が出され、その枠組みに従って、現在、本学は中期目標・中期計画を作成している。
本学の中期目標・中期計画の特徴点は教育面では５年一貫性の高度職業人養成、研究面では研究体制の
改革、図書館の充実などがあるが、その作成過程で明らかになった本学の弱点を中心に「本学のアドミ
ッションポリシーについて」、「就職支援体制について」、「法人化後の教授会の役割について」、「財務内
容の改善について」の４点について助言を賜りたい旨の説明があった。
　委員からは、「外語大は研究重視というイメージが強く、ＣＯＥの獲得によってさらにイメージが強ま
る。他方で同時に教育もしっかりやるというイメージも強めていく必要がある。」、「偏差値だけを重要
視しないで推薦入学などを活用したらいいのではないか。」、「外大は学部入試において言語別に細かく
分けて募集している。これ自体すでに一つのアドミッションポリシーであると言える。」、「企業からの
即戦力型の要求に応じる必要があると同時に学生が、もっと広く自己を発見して自ら本当のキャリアを
作っていくように援助する必要がある。」、「法人法で経営協議会と教育協議会が出来ると外部からどん
な人が入ってどうなるのか、やってみないとわからない。それをどううまく動かすかということに全力
を挙げないといけない。」、「教授会は、教員の採用と学生の合否決定や処分など限って行い、それ以外は
委員会に任せてしまう。」、「小さい大学では納付金に頼れない、言語を活用して一部を産業化する。」等
法人化後の本学の運営にとって貴重な意見が多数寄せられました。
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平成１４年度外国語学部卒業式・学位記授与式及び大学院地域文化研究科学位記授与式
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　「平成１４年度外国語学部卒業式・学位記授与式及び、大学院地域文化研究科学位記授与式」が平成１５年
３月２６日（水）午前１１時から府中市「府中の森芸術劇場」において挙行されました。式では、混声合唱
団「コール・ソレイユ」による大学歌合唱の後、外国語学部の卒業生７７４名に卒業証書・学位記が、大学
院地域文化研究科の博士前期課程修了者１１６名、博士後期課程修了者１１名に学位記が授与されました。
また、最後にオーケストラによる祝典曲が演奏され、式は終了しました。

平成１５年度外国語学部及び大学院地域文化研究科入学式
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　「平成１５年度外国語学部及び大学院地域文化研究科入学式」が平成１５年４月８日（火）午後１時３０分か
ら府中市「府中の森芸術劇場」において挙行されました。式では、混声合唱団「コール・ソレイユ」に
よる大学歌合唱の後、外国語学部の入学者８３８名、大学院地域文化研究科の博士前期課程入学者１２２名、
博士後期課程入学者２８名の入学が許可されました。また、最後にオーケストラによる祝典曲が演奏され、
式は終了しました。
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留学生日本語教育センターＲＥＸプログラム事前研修開講式
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　留学生日本語教育センターでは、４月７日（月）、平成１５年度ＲＥＸプログラム（外国教育施設日本語
指導教員派遣事業）事前研修開講式が行われました。
　アメリカ・オーストラリア・ニュージーランド・中国・韓国・ロシア・フランスへの派遣予定者１８名
が参加し、総務省金�国際室課長補佐、文部科学省奈良国際教育課長、本学在間副学長から挨拶があり、
約３か月の事前研修がスタートしました。
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留学生日本語教育センター国費学部留学生・研究留学生入学式
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　留学生日本語教育センターでは、４月９日（水）、２９か国から国費学部留学生６２名と研究留学生１２名を
受け入れ、入学式を行いました。
　横田センター長の入学許可・告辞のあと、文部科学省牛尾留学生教育企画室長、池端学長から挨拶が
ありました。
　式後は、来賓を含め留学生・センター教職員との懇談会が行われ、留学生は日本留学の第一歩を踏み
出しました。
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留学生日本語教育センター高尾山ハイキング
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　留学生日本語教育センターでは、５月１５日（木）小雨の中、留学生と教職員及びＲＥＸ研修生が参加
して、高尾山ハイキングを実施しました。

国際教育プログラム及び日本語・日本文化研修留学生の閉講式
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　７月２８日（月）に平成１５年９月修了の国際教
育プログラム（ISEPTUFS）及び日本語・日本
文化研修留学生（日研生）の閉講式が事務局２
階大会議室で執り行われました。　２３か国４１名
のISEPTUFS生、８か国１３名の日研生が平成１４
年１０月からのプログラムを無事修了しました。
　学長からの祝辞の後、ISEPTUFS生、日研生
それぞれが約１０か月間の研究の成果を発表し、
実り多き、変化に富んだ留学生活を締め括りま
した。
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科学研究費海外学術調査総括班によるワークショップの開催
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　アジア・アフリカ言語文化研究所は、６月１９日（木）午後２時より６時まで、同研究所棟３階大会議
室において、「フィールド・サイエンスの成果は誰のものか？」と題するワークショップを開催しました。
　このワークショップは、海外学術調査総括班による連続ワークショップ「フィールド・サイエンスと
新しい学問の構築」の一環として開催されたもので、今回が第３回目となります。当日の内容は２セッ
ションから構成され、セッション１「調査する側とされる側」では、同班研究分担者・長野泰彦氏（国
立民族学博物館教授）の司会により、「医学踏査隊の遭遇する問題と対応」（田島和雄氏・愛知県がんセ
ンター研究所疫学・予防部長）、および「遺跡発掘と文化遺産の保存－南米ペルーにおける考古学調査の
事例から」（加藤泰建氏・埼玉大学副学長）の２講演が行われました。また、セッション２「科学研究費
と大規模共同研究プロジェクト」では、同班研究分担者・伊藤元己氏（東京大学大学院総合文化研究科
助教授）の司会により、「北極観測の進展にみる海外の大型フィールド調査」（岩坂泰信氏・名古屋大学
大学院環境学研究科）、および「わが国の南極観測とその経営」（渡辺興亜氏・国立極地研究所長）の２
講演が行われました。ワークショップ終了後は、本学大学会館生協１階ホールにて懇親会が催されまし
た。
　また、翌２０日（金）には、午前１０時から１７時３０分まで、アジア・アフリカ言語文化研究所棟内の複数
の会場で、海外学術調査総括班の研究連絡会が開かれました。このうち午前の部では、「海外調査と資
源・情報の国内での有効利用」と題した講演会が催され、植物遺伝資源の国境間移動をめぐる最近の情
勢や、中米考古学調査における遺物・情報の持ち出しなどを事例として、出席者のあいだで活発な討議
が行われました。
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アジア・アフリカ言語文化研究所言語研修
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　アジア・アフリカ言語文化研究所では、大阪会場（堂島アバンザ）においてベトナム語研修を８月１
日（金）から９月１２日（金）まで実施。今年度新たに（南山大学）においてスンダ語研修を８月１日
（金）から９月３日（水）まで実施。
　なお、東京会場（アジア・アフリカ言語文化研究所）においてマダガスカル語研修を８月４日（月）
から９月５日（金）まで実施予定としている。
　本研修は、昭和４９年度から毎年夏に、アジア・アフリカ地域の言語文化に関する調査研究やその他の
専門的業務を支援する目的で、主に初心者を対象とした基礎学習中心の短期集中型言語研修として実施
され、専門研究者と母語話者とがいっしょに会話や読み書き等を中心に教えるもの、母語話者から直接
聞き出し記録・修得を目指すもの、あるいは、文語文の講読を中心に教えるものなど、アジア・アフリ
カ言語文化研究所の日頃の研究活動を生かした特長ある言語教育となっている。
　これまでに４８言語（延９１言語）の研修を実施している。
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大学の国際戦略に関する講演会・自由討議
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　８月１日（金）に九州大学の柳原正治総長特別補佐（国際交流担当）を講師に迎え、大学の国際戦略
に関する講演会を開催しました。会場には、池端学長、部局長をはじめとする将来計画検討委員会委員、
留学生委員会委員、国際交流委員会委員や事務職員など多数の教職員が詰めかけました。
　「九州大学の国際戦略について」と題した講演では、九州大学の現状や今後の課題等について、具体的
かつ詳細な説明があり、現在、国際戦略の立案と具体化の体制づくりを進めている出席者は、講師の説
明に熱心にメモを取り、質疑応答も含め時宜を得た有益な講演会となりました。
　また、午後からは、午前中の講演を受けて本学の国際戦略に関して自由討議を行い、各部局の現状及
び取組状況並びに今後の課題等について部局長から説明の後、活発な意見交換を行いました。
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人事異動

　平成１５年３月１日発令　教育系職員

　　任用更新（～平成１８年２月２８日） �� （アジア・アフリカ言語文化研究所教授）DANIELS　CHRISTIAN　ASHLEY

 ���������������������������������������� 
だにえるす　くりすちゃん　あしゅりー

　平成１５年３月３１日発令　教育系職員

　　定年退職 �������������������������������� （外国語学部教授）石　井　和　子

　　定年退職 �������������������������������� （外国語学部教授）金　七　紀　男

　　定年退職 �������������������������������� （外国語学部教授）沓　掛　良　彦

　　定年退職 �������������������������������� （外国語学部教授）小　原　雅　俊

　　定年退職 �������������������������������� （外国語学部教授）三　枝　壽　勝

　　定年退職 �������������������������������� （外国語学部教授）奴田原　睦　明

　　辞　　職 ������������������������������� （外国語学部助教授）厳　　　基　珠

　　辞　　職 ������������������������������� （外国語学部助教授）平　井　和　之

　　辞　　職 ��������������������������� （留学生日本語センター講師）羽佐田　理　恵

　平成１５年３月３１日発令　事務系職員

　　再任用期間満了 ������������������������� （学務部留学生課専門職員）梅　田　由美子

　　辞　　職 ��������������������������������� （会計課出納係）水　川　繭　子

　平成１５年４月１日発令　教育系職員

　　アジア・アフリカ言語文化研究所長、評議員（再任） �� （アジア・アフリカ言語文化研究所教授）宮　崎　恒　二

　　留学生日本語教育センター長、評議員（再任） �������� （留学生日本語教育センター教授）横　田　淳　子

　　アジア・アフリカ言語文化研究所情報資源利用研究所センター長、評議員

 ���������������������������� （アジア・アフリカ言語文化研究所教授）内　堀　基　光

　　評議員（アジア・アフリカ言語文化研究所選出） ���� （アジア・アフリカ言語文化研究所教授）町　田　和　彦

　　外国語学部教授 ���������������������������� （外国語学部助教授）市　川　雅　教

　　外国語学部教授 ���������������������������� （外国語学部助教授）黒　澤　直　俊

　　外国語学部教授 ���������������������������� （外国語学部助教授）成　田　　　節

　　外国語学部教授 ���������������������������� （外国語学部助教授）根　岸　雅　史

　　外国語学部教授 ���������������������������� （外国語学部助教授）藤　井　守　男

　　外国語学部助教授 ���������������������������� （外国語学部講師）上　田　広　美

　　外国語学部助教授 ���������������������������� （外国語学部講師）岡　田　知　子

　　外国語学部助教授 ���������������������������� （外国語学部講師）川　村　　　大

　　外国語学部助教授 ���������������������������� （外国語学部講師）菅　原　　　睦

　　外国語学部助教授 ���������������������������� （外国語学部講師）田　島　陽　一

　　外国語学部助教授 ���������������������������� （外国語学部講師）山　下　美知子

　　留学生日本語教育センター助教授 �������������� （留学生日本語教育センター講師）中　村　　　彰

　　アジア・アフリカ言語文化研究助手 ���������������������������� 荒　川　慎太郎

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

　　任用更新（～平成１８年３月３１日） ���������������� （大学院地域文化研究科教授）上　村　忠　男

　　任用更新（～平成１８年３月３１日） ����������������� （外国語学部教授）OBLAS, PETER BRIAN

 ������������������������������������������� 
おぶらす ぴーたー ぶらいあん

　　任用更新（～平成１８年３月３１日） ������������������ （外国語学部教授）DOLIN ALEXANDRE

 ��������������������������������������������� 
どーりん あれきさんどる

　　任用更新（～平成１８年３月３１日） ���������� （外国語学部助教授）RATCLIFFE ROBERT 4th RICHARD

 ��������������������������������������� 
らとくりふ ろばーと ふぉーす りちゃーど
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　平成１５年４月１日発令　事務系職員

　　総務課長 ����������������� （文部科学省大臣官房政策課情報化推進室室長補佐）櫻　井　清　隆

　　研究協力課長 ����������������� （大学評価・学位授与機構評価事業部企画主幹）青　島　なな子

　　学務部教務課長 ����������������������������� （学務部学生課長）宮　城　　　實

　　学務部学生課長 ������������������������ （広島大学学生部留学生課長）下　川　洋　司

　　学務部留学生課長 ������������������ （日本学術会議学術部学術課議事専門職）石　野　隆　志

　　学務部学生課専門員（命・学生支援担当） ������������ （学務部教務課教務第一係長）関　根　　　彰

　　附属図書館図書館専門員 �������������� （東京大学附属図書館情報管理課受入主任）高　杉　泰　穂

　　総務課総務係長 �������������� （学務部留学生課留学生日本語教育センター係主任）岡　田　健　一

　　会計課総務係長 ��������������������� （愛媛大学経理部主計課監査係主任）黒　田　伊久夫

　　会計課出納係長 ���������������������� （学務部留学生課留学生生活係長）門　平　　　滋

　　施設課企画係長 ����������������� （東京学芸大学経理部契約室契約第一係主任）柊　沢　和　重

　　施設課建築第一係長 �������������������� （電気通信大学施設課建築係主任）田　代　正　浩

　　研究協力課総務係長 ������������������������� （附属図書館総務係長）田　中　鉄　哉

　　学務部教務課教務第一係長 ���������������������� （研究協力課総務係長）水　村　直　人

　　学務部教務課教務第二係長 ��������������������� （学務部教務課専門職員）伊　藤　宜　司

　　学務部教務課専門職員（命・記録担当） ������������� （学務部教務課教務第二係長）中　嶋　弘　子

　　学務部学生課学生係長 �������������� （東京医科歯科大学歯学部業務課患者掛主任）福　嶋　文　彦

　　学務部留学生課留学生生活係長 ������������������� （学務部学生課専門職員）大　圖　栄　治

　　学務部留学生課専門職員（命・留学生日本語教育センター総務担当）  （附属図書館資料サービス係長）金　井　京　子

　　附属図書館総務係長 �������������������������� （会計課予算係主任）元　井　洋　一

　　附属図書館資料サービス係長 ������������������� （学務部留学生課専門職員）斉　藤　眞一郎

　　総務課人事第二係 ������������������������ （学務部教務課教務第一係）加　藤　友　紀

　　会計課予算係 ������������������������������� （会計課経理係）伊　藤　竜　治

　　会計課出納係 ������������������������������� （会計課総務係）富　井　理　恵

　　会計課用度係 �������������������������� （学務部入試課入学試験係）楠　本　修　司

　　会計課経理係 ������������������������� （学生部留学生課学生教育係）山　本　健一郎

　　施設課電気係 ��������������������������������������� 池田　健太郎

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

　　企画広報室運営企画係 ��������������������� （附属図書館資料サービス係）小　林　こずえ

　　学務部教務課教務第一係 ������������������������ （総務課人事第二係）木　村　智　子

　　学務部入試課入学試験係 ������������������� （山梨大学経理部会計課給与係）杉　田　幸　子

　　学務部留学生課留学生教育係 ����������� （名古屋大学教育学部・教育発達科学研究科）宮　下　晶　子

　　学務部留学生課留学生日本語教育センター係 ���������� （千葉大学総務部人事課任用係）橋　本　紀世子

　　附属図書館総務係 ����������������������������� （会計課用度係）大　鳥　　　大

　　附属図書館情報サービス係 ��������������������� （附属図書館図書情報係）前　嶋　淳　子

　　附属図書館雑誌情報係（命・主任） �������������� （附属図書館総務係）（命・主任）石　川　倫　子

　　附属図書館雑誌情報係 ��������������������� （附属図書館情報サービス係）加　藤　さつき

　　　備考（学外への異動）

　　総務課長　　　　　　　　西　岡　裕　介　　→文部科学省生涯学習政策局学習情報政策課課長補佐

　　研究協力課長　　　　　　長　岡　　　篤　　→千葉大学総務部研究協力課長

　　学務部教務課長　　　　　浅　野　俊　一　　→長岡技術科学大学教務部長

　　学務部留学生課長　　　　藤　咲　仁　一　　→東北大学学務部留学生課長

　　企画広報室専門員　　　　成　瀬　　　智　　→茨城工業高等専門学校庶務課長

　　附属図書館図書館専門員　内　島　秀　樹　　→東京大学附属図書館総務課図書館専門員

　　総務課総務係長　　　　　加　藤　　　淳　　→東京大学柏地区事務部学務部総務掛長

　　会計課総務係長　　　　　大　西　洋　之　　→愛媛大学研究協力課専門職員（社会連携担当）

　　会計課出納係長　　　　　内　村　啓　子　　→東京大学経理部経理課給与第二掛長

　　施設課企画係長　　　　　新　井　宏　幸　　→東京学芸大学大学院室大学院教務係長
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１０

　　施設課建築第一係長　　　外　山　　　渉　　→東京大学施設部整備計画課計画第二掛長

　　学務部学生課学生係長　　島　田　克　二　　→東京医科歯科大学総務部研究協力課研究協力第一掛長

　　施設課電気係主任　　　　高　井　裕　高　　→筑波大学施設課電気係長

　　企画広報室運営企画係　　佐　藤　由　郎　　→東京大学（文部科学省初等中等教育局国際教育課庶務・助成係併任）

　　学務部学生課学生係　　　小笠原　康　剛　　→文部科学省スポーツ・青少年局参事官（体力つくり担当）付

生涯スポーツ課健康・体力つくり係（併任）

　平成１５年５月１日発令　教育系職員

　　外国語学部助手 ����������������������� （言語・情報講座）（就職支援担当）池上　照男

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

外国人教員（外国人教師）の異動

備　　考招へい期間国　　籍氏　　　　名職 名・所 属

アリヤントの後任１５．４．１～１７．３．３１マレーシア
サイフル・バハリ・ビン・
アフマッド

外国語学部　東南アジア課程
客員助教授（マレーシア語）

パパーパン・ブア
リーの後任１５．４．１～１７．３．３１

ラオス人民民主
共和国

スィーラタナクン・アルン
外国語学部　東南アジア課程
客員助教授（ラオス語）

コ・コ・タンの後任１５．４．１～１７．３．３１ミャンマー連邦チー・チー・ウー
外国語学部　東南アジア課程
客員助教授（ビルマ語）

外国人研究員の異動

備  考招へい期間国　　籍氏　　　　名職 名・所 属

１４．５．２７～１５．２．２８
の延長

１４．５．２７～１５．５．２６インドネシア
スチャヤ・イ・
グスティ・マデ

アジア・アフリカ言語文化研究所
情報資源利用研究センター

学     事
� ������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������

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

２００３．３．３０～２００４．３．２９モンゴル神話の構造分析栗 田 博 之中 国
ボウ � チャン � リン
包 長 林

２００３．４．１～２００４．３．３１フランス語の語彙意味論および
辞書学研究川 口 裕 司モンゴル

ラマスレン
Lkhamsuren
ドルジデレム
Dorjderem
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１１

受 入 れ 期 間研　究　課　題受入れ教官国　 籍研究者氏名

２００３．４．１～２００４．３．３１モンゴル語バイリン方言の母音
の特徴について温 品 廉 三中 国

ブ ヘ
布 和

２００３．４．１～２００４．３．３１モンゴル語の名詞接辞に関する
研究温 品 廉 三中 国

ボウ �� ツイ �� チン
包 翠 琴

２００３．４．１～２００４．３．３１モンゴル口承文芸に現れた自然
保護の思想蓮 見 治 雄中 国ウ ラ ン ト ヤ ー

２００３．４．１～２００４．３．３１新バルガに於ける婚姻儀礼につ
いて蓮 見 治 雄中 国バ ト

２００３．４．１～２００４．３．３１古代日本詩歌史の研究村 尾 誠 一中 国
コウ � ショウ � コウ
黄 少 光

２００３．４．１～２００４．３．３１
（継続）

１　前近代の中越関係
２　ベトナムにおける「国語」
の定着過程について

宇 根 祥 夫中 国
トウ �� オウ �� ブン
� 応 文

２００３．４．１～２００４．３．３１
（継続）

アスペクトに基づく日・緬の動
詞分類、パラウン語の記述的研
究

川 村　 大ミャンマー
イン イン メイ  
YIN YIN MAY

２００３．４．１～２００４．３．３１
（継続）

モンゴル語ホルチン方言の研究温 品 廉 三中 国ウン �� ド ��   ス
温 都 蘇

２００３．４．１～２００４．３．３１
（継続）

モンゴル文化の多角的研究蓮 見 治 雄中 国サイ � ジ   ラ   フ
色 吉 拉 夫

２００３．４．１～２００４．３．３１
（継続）

モンゴル古典文献と口承文芸と
の関係について蓮 見 治 雄中 国ソ ラ ヤ ト

２００３．４．１～２００４．３．３１
（継続）

モンゴルのオルティンドー（長
歌）と日本民謡との比較研究蓮 見 治 雄中 国ハ �  ル � チン  � フ

哈 日 沁 夫

２００３．４．１～２００４．３．３１
（継続）

モンゴル英雄叙事詩の心理学的
研究蓮 見 治 雄中 国ビリグンダライ

２００３．６．１～２００４．５．３１日・中・蒙三言語における程度
を表す副詞に関する対照研究箕 浦 信 勝中 国

ア ル ダ ル ト
阿 拉 達 爾 図

２００３．６．３０～２００４．６．２９太平洋戦争下の朝鮮半島におけ
る文学様相丹 羽　 泉韓 国ユン �� デ �� ソク

尹 大 石

２００３．７．１～２００４．４．３０上田秋成とグエン・ズーの比較
作品研究川 口 健 一ベトナムレー ����� ザン

黎 江

２００３．７．１～２００４．６．３０
待遇コミュニケーションにおけ
る「誘い表現」の指導法とその
教材開発について

宇佐美 � まゆみミャンマー
キイ ティダー   

Ma Thida Kyi

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

２００３．４．２０～２００３．５．１７北洋政府時期の中国民族問題研
究中　見　立　夫中 国方　 素 梅

ホウ ���� ソ  メイ
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１２

平成１５年度科学研究費補助金交付決定について

決定額 
（間接経費含む）

研  究  題  目職名所  属氏  名研究種目

１１，９６０変容する戦後東アジアの時空間－戦後／
冷戦後の文化と社会教授外国語学部中 野 敏 男基盤研究（Ａ）

１０，０１０グローバル化する世界における原理主義
的思想・運動の多角的研究教授外国語学部藤 田 ��� 進基盤研究（Ａ）

１５，２１０
北部ルソン島ラロ貝塚群の発掘調査－先
史狩猟採集社会と農耕社会の相互関係の
解明

助教授外国語学部小 川 英 文基盤研究（Ａ）

４，０００
談話研究と日本語教育の有機的統合のた
めの基礎的研究とマルチメディア教材の
試作

教授外国語学部宇佐美 まゆみ基盤研究（Ｂ）

７，１００
インターネット技術を活用したマルチリ
ンガル言語運用教育システムと教育手法
の研究

教授外国語学部川 口 裕 司基盤研究（Ｂ）

５，１００西洋近代における移民／ユダヤ／ディア
スポラ教授外国語学部増 谷 英 樹基盤研究（Ｂ）

３，６００地域特性の歴史的形成に関する基盤的研
究教授外国語学部吉 田 ゆり子基盤研究（Ｂ）

４，１００世界戦争とロシア－政治と文化の歴史的
考察教授外国語学部渡 辺 雅 司基盤研究（Ｂ）

５，１００「安全保障共同性」という視覚からの冷
戦後の米欧関係の研究教授外国語学部渡 邊 啓 貴基盤研究（Ｂ）

３，２００
東南アジア史のメタナラティブをめぐる
総合的研究－国民国家の物語・ジェンダ
ー・近代

助教授外国語学部小 泉 順 子基盤研究（Ｂ）

４，１００全電子化検定済み教科書データの解析と
大規模日本語コーパスの構築助教授外国語学部佐 野 ��� 洋基盤研究（Ｂ）

２，７００コエ語族の知覚動詞と関連語彙における
多義性と意味拡張助教授外国語学部中 川 ��� 裕基盤研究（Ｂ）

１，０００１９７０年代以降のネイティブ・アメリカン
文学研究とその表象的・文化史的考察教授外国語学部荒 ��� このみ基盤研究（Ｃ）

１，９００トルコにおける近代化と文学との相互関
係についての基礎的研究教授外国語学部新 井 政 美基盤研究（Ｃ）

９００日本海新方言の地理的社会的動態の研究教授外国語学部井 上 史 雄基盤研究（Ｃ）

１，０００スターリン時代の文化政策における検閲
システムをめぐる歴史的研究教授外国語学部亀 山 郁 夫基盤研究（Ｃ）

６００
中世ポルトガル語散文の形成への古仏語
の影響に関するパソコンを用いた文献学
的研究

教授外国語学部黒 沢 直 俊基盤研究（Ｃ）

９００ドイツ語文の形成の規則体系教授外国語学部在 間 ��� 進基盤研究（Ｃ）

１，１００ブラジルにおける「公定多文化主義」と
歴史意識の変容教授外国語学部鈴 木 ��� 茂基盤研究（Ｃ）

千円
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１３

決定額 
（間接経費含む）

研  究  題  目職名所  属氏  名研究種目

５００ポーランド〈防壁〉神話と〈ヨーロッパ〉像教授外国語学部関 口 時 正基盤研究（Ｃ）

２，２００スペイン語文法課題の検索データバンク教授外国語学部高 垣 敏 博基盤研究（Ｃ）

１，２００小学校教室場面における対話様式が学校
文化獲得過程におよぼす影響教授外国語学部田 島 信 元基盤研究（Ｃ）

１，１００ドイツ現代表象文化におけるパラダイム
チェンジの研究教授外国語学部谷 川 道 子基盤研究（Ｃ）

１，０００フランス語における他動性と間接目的機
能の統辞・語彙的研究教授外国語学部敦 賀 陽 一 郎基盤研究（Ｃ）

７００スイス・ロマンシュ語における新語形成
と受容プロセスの研究教授外国語学部富 盛 伸 夫基盤研究（Ｃ）

６００日独対照構文論のための基礎研究－格、
統語構造、結合価を中心に－教授外国語学部成 田 ��� 節基盤研究（Ｃ）

７００フランスにおける「外国語」文学の成立
理由とその現状教授外国語学部西 永 良 成基盤研究（Ｃ）

７００フランス１６～１９世紀における公共的世
界・公衆の出現と変容教授外国語学部水 林 ��� 章基盤研究（Ｃ）

１，０００「家郷喪失者」の観点による古代ローマ
詩比較研究助教授外国語学部岩 崎 ��� 務基盤研究（Ｃ）

６００１９２０年代におけるイングランド文化・ア
イルランド文化全般の社会思想史的考察助教授外国語学部鈴 木 聡基盤研究（Ｃ）

１，２００
インド中世後期の文学理論とりわけラサ
論の展開にみる古典サンスクリット文学
の伝統

助教授外国語学部水 野 善 文基盤研究（Ｃ）

１，２００ベンヤミンのアレゴリー的思想とメディ
ア理論の接合をめぐる研究助教授外国語学部山 口 裕 之基盤研究（Ｃ）

９００
マシャード・デ・アシスと夏目漱石～対
蹠地の同時代作家の近代化に対する共通
意識～

講師外国語学部武 田 千 香基盤研究（Ｃ）

７００音声認識技術および多言語データベース
を用いた多環境マルチメディア教材開発講師外国語学部林 ��� 俊 成基盤研究（Ｃ）

８００新制度学派的アプローチによるわが国人
権教育３０年の「逆説」に関する検討助教授外国語学部倉 石 一 郎若手研究（Ｂ）

１，２００セカドベスト下での各種廃棄物処理・リ
サイクル政策の比較分析助教授外国語学部新 熊 隆 嘉若手研究（Ｂ）

１，０００９０年代イギリスの政治システム変容に関
する研究助教授外国語学部若 松 邦 弘若手研究（Ｂ）

１，９００日本語－カンボジア語辞典検索のための
補正システムの構築助教授外国語学部上 田 広 美若手研究（Ｂ）

７００古代日本語動詞の結合価に関する実証的
研究助教授外国語学部川 村 ��� 大若手研究（Ｂ）
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Title:人事9.ec6 Page:6  Date: 2003/09/30 Tue 09:53:27



１４

決定額 
（間接経費含む）

研  究  題  目職名所  属氏  名研究種目

５００中期朝鮮語の単語結合に関する研究およ
びそのためのKWIC索引形成講師外国語学部趙 義 成若手研究（Ｂ）

１，２００音響音声学的手法によるインドネシア
語・スンダ語の音声分析講師外国語学部降 幡 正 志若手研究（Ｂ）

５００彙音妙悟の分析と校訂教授外国語学部樋 口 靖萌芽研究

１，０００グイ・ブッシュマンの歌と子守ことばの
音韻民族誌助教授外国語学部中 川 ��� 裕萌芽研究

１，３００
手話諸言語辞書の能記の統一的表記によ
るデジタルアーカイブ化と語彙の比較・
対象研究

講師外国語学部箕 浦 信 勝萌芽研究

１，３００語感の認知モデルとコミュニケーション
に与える影響に関する研究講師外国語学部望 月 ��� 源萌芽研究

４，８００ネオ・リベラリズムと戦争の変貌教授
大学院地域文化研
究科

西 谷 ��� 修基盤研究（Ｂ）

１０，２７０海外学術調査・フィールドワークの手法
に関する総合調査研究教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

石 井 ��� 溥基盤研究（Ａ）

４，２９０サラワク先住諸民族社会における自然環
境認識の比較研究教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

内 堀 基 光基盤研究（Ａ）

８，９７０未調査のバントゥ諸語および隣接諸言語
の記述・比較研究教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

加賀谷 良 平基盤研究（Ａ）

１１，０５０アジア・アフリカにおける多言語状況と
生活文化の動態教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

梶 ��� 茂 樹基盤研究（Ａ）

１８，２００協調的ユビキタス多言語運用e-learnin環
境の研究教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

芝 野 耕 司基盤研究（Ａ）

１２，２２０ボルネオ及びその周辺部における移民・
出稼ぎに関する文化人類学的研究教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

宮 崎 恒 二基盤研究（Ａ）

１１，１８０地位独立制移行期マダガスカルにおける
資源をめぐる戦略と不平等の比較研究助教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

深 澤 秀 夫基盤研究（Ａ）

４，５００東南アジア研究のための多言語文書処理
システムの開発教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

高 島 ��� 淳基盤研究（Ａ）

３，２００１９９０年代半ば以降のイスラーム世界にお
けるジハード理論の変容と実践の研究助教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

飯 塚 正 人基盤研究（Ｂ）

３，１００ビルマ地誌フォーラム－企画・調査・試
験的公開－助教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

澤 田 英 夫基盤研究（Ｂ）

１，３００
仏領西アフリカの植民地統治をめぐる住
民側の記憶とその文字化保存に向けた調
査

助教授
アジア・アフリカ
言語文化研究所

眞 島 一 郎基盤研究（Ｂ）

１，９００タイ東北部クーイ語の音声・音韻研究教授
アジア・アフリカ
言語文化研究所

峰 岸 真 琴基盤研究（Ｃ）

１，６００
東アフリカ牧畜社会における実践空間の
認識と地図表象化：ディジタル解析の応
用

助教授
アジア・アフリカ
言語文化研究所

河 合 香 吏基盤研究（Ｃ）
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１５

決定額 
（間接経費含む）

研  究  題  目職名所  属氏  名研究種目

２，１００
キリシタン文献国字本総合データベース
に基づく近世初期日本語用字規範の計量
的研究

助教授
アジア・アフリカ
言語文化研究所

豊 島 正 之基盤研究（Ｃ）

５００南部アフリカ人種関係史における「混血」
と「クレオール」助教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

永 原 陽 子基盤研究（Ｃ）

８００ヌートカ語に関する未発表言語資料の分
析・処理および公開助教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

中 山 俊 秀基盤研究（Ｃ）

１，３００オーストロネシア諸語における代名詞の
数の体系の歴史的発達経緯の解明助教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

菊 澤 律 子若手研究（Ｂ）

１，６００イランにおけるイスラーム法と都市社会助教授
アジア・アフリカ
言語文化研究所

近 藤 信 彰若手研究（Ｂ）

１，０００ウダヤナ大学所蔵バリ語ロンタル文献の
転写・翻訳およびデータベース形成助手

アジア・アフリカ
言語文化研究所

塩 原 朝 子若手研究（Ｂ）

１，４００中国法典形成史－国家法の非国家的形成
に関する通史的な考証助手

アジア・アフリカ
言語文化研究所

陶 安 あんど若手研究（Ｂ）

１，８００電子化コーパスに基づくチベット語動詞
データベースの構築助手

アジア・アフリカ
言語文化研究所

星 泉若手研究（Ｂ）

１７，４００象徴資源と生態資源への人類学的アプロ
ーチ教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

内 堀 基 光特定領域研究

１０，２００小生産物（商品）資源の流通と消費教授
アジア・アフリカ
言語文化研究所

小 川   了特定領域研究

１０，３００知識資源の共有と秘匿教授
アジア・アフリカ
言語文化研究所

C. Daniels特定領域研究

１，４００中国清朝・民国時代の北京等都市におけ
る非漢語出版文化に関する社会史的研究教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

中 見 立 夫特定領域研究

１３０，０００アジア諸字コーパスに基づく文字情報学
の創製教授

アジア・アフリカ
言語文化研究所

Peri 

Bhaskararao
特定領域研究

３，５００脳死・臓器移植に関する比較宗教学的研
究教授

留学生日本語教育
センター

町 田 宗 鳳基盤研究（Ｂ）

３，５００外国・在外教育施設における日本語教育
の現状と需要調査研究助教授

留学生日本語教育
センター

藤 森 弘 子基盤研究（Ｂ）

８００教科学習につながる外国人児童用日本語
指導教材および教授法の開発教授

留学生日本語教育
センター

横 田 淳 子基盤研究（Ｃ）

２，２００新規lkappaＢキナーゼ阻害薬による関節
リウマチの病態解析とその治療への展開教授保健管理センター井 上 哲 文基盤研究（Ｃ）
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１６

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

ソフトバンクＢＢ株式
会社２００マルチメディアデータベースに関

する研究助成教授
アジア・ア
フリカ言語
文化研究所

芝 野 耕 司

財団法人　高梨学術奨
励基金３００ラロ貝塚郡の発掘への研究助成助教授外国語学部小 川 英 文

平成１５年度内地研究員

研　究　期　間受　入　機　関研  究  題  目職名所　　属氏　名

Ｈ１５．５．１～Ｈ１６．２．２７（財）東洋文庫徽州文書及び徽州商人研究教授外国語学部臼井佐知子

Ｈ１５．５．１～Ｈ１６．２．２７京都大学大学院文学
研究科

ロシア所蔵ウイグル語文献、及び
イスラム時代ウイグル文字文献の
研究

助教授外国語学部菅原 �� 睦

平成１４年度在外研究員

派 遣 期 間主 滞 在 国研　 究　 題　 目職名所　属氏　名

Ｈ１５．４．１～Ｈ１５．９．１ドイツ多文化社会に於ける地域社会文化運
動の生涯学習論的研究教授

留学生日本
語教育セン
ター

谷 和 明

Ｈ１５．１０．１～Ｈ１６．７．３１アメリカ合衆国１９世紀アメリカ合衆国ノースカロラ
イナ州の社会経済変化に関する研究教授外国語学部佐々木孝弘

Ｈ１６．３．３０～Ｈ１６．９．２８スペインスペイン語形態・統語論に関する研
究教授外国語学部高 垣 敏 博

千円

派遣

研　究　期　間受　入　機　関研  究  題  目職名所　　属氏　名

Ｈ１５．５．１～Ｈ１６．２．２７
アジア・アフリカ言
語文化研究所
宮崎恒二

海外アジア・オセアニアにおける
環境移民と社会・文化変容教授宇都宮大学

国際学部柄木田康之

受入
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渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏  　名

Ｈ１５．２．４～Ｈ１５．２．２３ミャンマー
民間治療の確立をめぐるメタナラティ
ブ研究（科学研究費補助金＜東京外国
語大学＞）

教授土　佐　桂　子

Ｈ１５．２．４～Ｈ１５．２．２３タイ

タイ近代史におけるジェンダーと経済
をめぐるメタナラティブに関する資料
収集（科学研究費補助金＜東京外国語
大学＞）

助教授小　泉　順　子

Ｈ１５．２．５～Ｈ１５．２．１７イギリスCOEリエゾンオフィス開設（２１世紀
COE＜東京外国語大学＞）助教授粟　屋　利　江

Ｈ１５．２．１３～Ｈ１５．２．１６韓国

ナショナリズムと「在日」アイデンテ
ィティに関する研究集会への参加およ
び資料調査（科学研究費補助金＜東京
外国語大学＞）

助教授岩　崎　　　稔

Ｈ１５．２．１３～Ｈ１５．２．１７韓国

ナショナリズムと「在日」アイデンテ
ィティに関する研究集会への参加およ
び資料調査（科学研究費補助金＜東京
外国語大学＞）

助教授大　川　正　彦

Ｈ１５．２．１３～Ｈ１５．２．２０韓国研究会議、資料調査のため（科学研究
費補助金＜東京外国語大学＞）教授中　野　敏　男

Ｈ１５．２．１４～Ｈ１５．２．１７韓国
会議「ポストコロニアル状況において
在日朝鮮人を考えるワークショップ」
出席のため（自費）

助教授倉　石　一　郎

Ｈ１５．２．１５～Ｈ１５．３．２４フィリピンラロ貝塚群の発掘調査（科学研究費補
助金＜国立民族学博物館＞）助教授小　川　英　文

Ｈ１５．２．２５～Ｈ１５．３．４ミャンマー、タイ
史資料ハブ地域文化研究拠点プロジェ
クトによる現地資料買付のため（２１世
紀COE＜東京外国語大学＞）

教授斉　藤　照　子

Ｈ１５．２．２７～Ｈ１５．３．１１フィリピン
日本とフィリピンの民族舞踏の公演を
行い、文化交流、ひいては日比友好親
善に貢献する。（自費）

講師山　下　美知子

Ｈ１５．３．１～Ｈ１５．３．９ドイツ
国際ハイナー・ミュラー翻訳者会議に
参加報告のため（科学研究費補助金
＜東京外国語大学＞）

教授谷　川　道　子

Ｈ１５．３．４～Ｈ１５．３．１０台湾
台湾における文書資料の収蔵状況にい
ての調査および資料収集（２１世紀COE
＜東京外国語大学＞）

教授臼　井　佐知子

Ｈ１５．３．６～Ｈ１５．３．１９イタリア、スイス、ギ
リシャ

科研研究課題遂行のためのロマンス系
言語関連資料の収集及び現地調査（科
学研究費補助金＜東京外国語大学＞）

教授富　盛　伸　夫

Ｈ１５．３．１３～Ｈ１５．３．２２イギリス
ロンドン大学講師D．プロック氏との
共同研究の遂行及びロンドン大学図書
館における文献の収集（自費）

助教授海　野　多　枝

Ｈ１５．３．１３～Ｈ１５．４．７ロシア
現代ロシア文学に関する論文のための
資料収集、ロシア・マスコミについて
の調査、研究論文集の編集（自費）

教授ドーリン・
アレクサンドル

Ｈ１５．３．１７～Ｈ１５．３．２１モンゴル
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
（在外研究員等旅費）

教授川　口　健　一

Ｈ１５．３．１７～Ｈ１５．３．２１モンゴル
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
（在外研究員等旅費）

助教授岡　田　和　行

Ｈ１５．３．１７～Ｈ１５．３．２６ベトナム
オ-ラル資料の調査・収集と研究打ち
合わせのため（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

１７
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渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏  　名

Ｈ１５．３．１７～Ｈ１５．３．３０イタリア、フランス
イタリア日本語教育学会にて講演及び
INALCO視察のため（在外研究員等旅
費）

教授宇佐美　まゆみ

Ｈ１５．３．１７～Ｈ１５．４．４ロシア共和国エウェン語の現地調査及びナーナイ語
の現地調査（自費）助教授風　間　伸次郎

Ｈ１５．３．１８～Ｈ１５．４．７フランス

パリ第三大学の研究者たちとの研究交
流及び資料調査、１９２０年代のパリにお
けるアメリカ人作家・芸術家に関する
資料収集（自費）

教授荒　　　このみ

Ｈ１５．３．１９～Ｈ１５．３．２５台湾

台湾大学及び清華大学において「日本
語と中国語の対照研究とその日本語教
育への応用」というテーマで研究者と
の交流及び資料収集を行う（自費）

助教授望　月　圭　子

Ｈ１５．３．２１～Ｈ１５．３．２７中国
１７世紀のモンゴル史に関わる資料収集
（科学研究費補助金＜東京外国語大
学＞）

教授二　木　博　史

Ｈ１５．３．２１～Ｈ１５．３．２９アメリカ合衆国

The New York Public Liblary for the 
パワーウォーミングアーツ他で研究関
連者と訪問交流、資料収集等（科学研
究費補助金＜東京外国語大学＞）

教授谷　川　道　子

Ｈ１５．３．２２～Ｈ１５．３．３１アメリカ合衆国学会出席・発表（科学研究費補助金＜
東京外国語大学＞）講師林　　　俊　成

Ｈ１５．３．２２～Ｈ１５．４．６イギリス「米英の外交政策と文化交流」調査（国
際交流基金）助教授若　松　邦　弘

Ｈ１５．３．２３～Ｈ１５．３．３０フランスフランス国立東洋言語文化学院視察の
ため（在外研究員等旅費）教授川　口　健　一

Ｈ１５．３．２３～Ｈ１５．３．３０台湾
台湾大学、台湾師範大学等を訪問し資
料閲覧及び師大の国文研究所研究者と
情報交換を行う（自費）

教授樋　口　　　靖

Ｈ１５．３．２３～Ｈ１５．３．３０フランスフランス国立東洋言語文化学院視察の
ため（在外研究員等旅費）教授村　尾　誠　一

Ｈ１５．３．２４～Ｈ１５．３．２８台湾
科研プロジェクトに関する資料収集
（科学研究費補助金＜東京外国語大
学＞）

助教授小笠原　欣　幸

Ｈ１５．３．２４～Ｈ１５．４．５フランス研究資料（トルゥバドゥール文献）の
収集（自費）教授沓　掛　良　彦

Ｈ１５．３．２５～Ｈ１５．４．１１タイバンコク朝初期の経済思想とジェンダ
ーに関する史料収集（自費）助教授小　泉　順　子

Ｈ１５．３．３１～Ｈ１５．４．８中国中国北京市にある種々の図書館におい
てモンゴル関係の資料を探す（自費）教授蓮　見　治　雄

Ｈ１５．４．１～Ｈ１５．４．６アメリカ合衆国

調査が当初計画した期間内に終わる見
込みがなくなったため、授業に差し障
りのない範囲で延長する。コロンビア
大学図書館で資料収集を行う。（自費）

教授高　橋　作太郎

Ｈ１５．４．１１～Ｈ１５．６．１２台湾
財団法人交流協会日台交流センター歴
史研究者交流事業派遣による研究活動
（（財）交流協会）

助教授望　月　圭　子

Ｈ１５．４．２８～Ｈ１５．５．１２イラン
イラン系言語に関する資料収集及び現
地研究者との交流（自費及び在京イラ
ン大使館）

助手吉　枝　聡　子

１８
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１９

渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏　  名

Ｈ１５．５．３～Ｈ１５．５．１３エジプト
国際学会での発表及び協定大学（カイ
ロ大学、アイﾝシャムス大学）訪問のた
め（２１世紀COE＜東京外国語大学＞)

助教授ラトクリフ・
ロバート

Ｈ１５．５．４～Ｈ１５．５．１０スリランカ
Council of South Asia Library Ceters 
Meeting（第２回）出席のため（２１世
紀COE＜東京外国語大学＞）

助教授粟　屋　利　江

Ｈ１５．５．５～Ｈ１５．５．１３モンゴル
国立中央文書館所蔵の文書の複写と国
際シンポジウム開催の打合せのため
（２１世紀COE＜東京外国語大学＞）

教授二　木　博　史

Ｈ１５．５．１９～Ｈ１５．５．２４ミャンマー史資料保存共有事業の立ち上げ（２１世
紀COE＜東京外国語大学＞）教授斉　藤　照　子

Ｈ１５．６．４～Ｈ１５．６．８ハワイ、マウイ島、ラ
ハイナ

マウイ島で開催される第３回国際ハー
マン・メルヴィル学会において学会発
表を行う。（自費）

講師加　藤　雄　二

Ｈ１５．６．５～Ｈ１５．６．１１カンボジア
王立プノンペン大学側と来年度の交換
留学生と客員教授選抜方法について協
議する。（自費）

助教授岡　田　知　子

Ｈ１５．６．１２～Ｈ１５．８．２７ドイツ
研究テーマ「第三帝国における労働者
の統合と抵抗」のための資料収集（自
費）

教授相　馬　保　夫

Ｈ１５．６．２０～Ｈ１５．６．２５韓国
学会参加・発表、研究打合せ及び資料・
情報収集（科学研究費補助金＜東京外
国語大学＞）

教授宇佐美　まゆみ

Ｈ１５．６．２２～Ｈ１５．７．２アメリカ合衆国、ギリ
シャ

EDMEDIA２００３国際会議（ハワイ州）
及びSITE２００３国際会議（ロードス島）
出席のため（科学研究費補助金＜東京
外国語大学＞）

講師林　　　俊　成

Ｈ１５．６．２５～Ｈ１５．７．１アメリカ合衆国トニ・モリスン学会に出席および研究
発表（自費）教授荒　　　このみ

Ｈ１５．６．２６～Ｈ１５．７．２０台湾
財団法人交流協会日台交流センター歴
史研究者交流事業派遣による研究活動
（（財）交流協会）

助教授望　月　圭　子

Ｈ１５．６．３０～Ｈ１５．７．７フランス国際ろう歴史学会参加、現地調査（科
学研究費補助金＜東京外国語大学＞）講師箕　浦　信　勝

Ｈ１５．７．１０～Ｈ１５．７．２１イタリア
国際フライアーノ賞の最終審査、授賞
式参加及びボローニャ大学人文科学高
等研究院にて研究打合せ（自費）

教授和　田　忠　彦

Ｈ１５．７．２１～Ｈ１５．７．２９ドイツ国際バクティ学会のへの参加（委任経
理金＜東京外国語大学＞）助教授水　野　善　文

Ｈ１５．７．２１～Ｈ１５．７．３１イギリス
英国における日本近世関係史料の所在
確認及び現地研究者とのネットワーク形
成（２１世紀COE＜東京外国語大学＞）

教授吉　田　ゆり子

Ｈ１５．７．２３～Ｈ１５．７．２９チェコ国際言語学学会での発表（自費）助教授ラトクリフ・
ロバート

Ｈ１５．７．２３～Ｈ１５．８．５チェコ、ラトビア

第４回方言学地理言語学国際会議出席
及び資料収集（国際研究集会派遣研究
員旅費、チェコ化学アカデミー及び自
費）

教授井　上　史　雄

Ｈ１５．７．２３～Ｈ１５．８．９タイバンコク朝初期の経済思想とジェンダ
ーに関する史料収集（自費）助教授小　泉　順　子

Ｈ１５．７．２７～Ｈ１５．８．１５フランス
科研プロジェクトにかかる資料・文献
収集（科学研究費補助金＜東京外国語
大学＞）

教授水　林　　　章
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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

Ｈ１５．７．２９～Ｈ１５．８．１４ポーランド、チェコ、
ドイツ

「東欧・中央ユーラシアの近代とネイ
ションに関する研究」の資料収集（科
学研究費補助金＜北海道大学スラブ研
究センター＞）

助教授篠　原　　　琢

Ｈ１５．７．２９～Ｈ１５．９．１５イラン、アフガニスタ
ン

科研テーマによる担当地域の関連文献、
資料調査・収集、及び研究者との意見
交換、アフガニスタン政府より依頼さ
れた資料の調査、プロジェクトの打合
せなど（科学研究費補助金＜東京外国
語大学＞、学長裁量経費）

教授八尾師　　　誠

Ｈ１５．７．３０～Ｈ１５．９．２４ブラジル、パラグアイ
科研プロジェクトにかかる調査及び資
料収集（科学研究費補助金＜東京外国
語大学＞）

講師武　田　千　香

Ｈ１５．８．１～Ｈ１５．９．１５アメリカ合衆国海外E-learningに関する資料収集およ
び語学研修（自費）講師林　　　俊　成

２０

２．大学院

渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏　  名

Ｈ１５．２．２７～Ｈ１５．４．３フランス

研究中のドグマ人類学についての知見
を深めるため、パリの国立人間科学会
館とナントの人間科学会館に滞在し、
関係教官の下で研修を行う。（自費）

教授西　谷　　　修

Ｈ１５．３．１５～Ｈ１５．３．２７台湾

日本文学研究において優れた業績をあ
げている台湾の大学機関のうちの三校
を中心に調査を行う。あわせて、台湾
の国家図書館に所蔵している論文の状
況を把握する。（自費）

助手蕭 幸 君

Ｈ１５．３．２５～Ｈ１５．４．１韓国

荷大学主催コロキウム「歴史を開くた
めに：日韓知識人の歴史的対話」にメ
インゲストスピーカーとして出席する。
他に資料調査を行う。（自費）

教授上　村　忠　男

Ｈ１５．７．３～Ｈ１５．７．９アメリカ合衆国
経済史学会にて研究報告を行う。（フ
ランクナイトとモルゲンシュテルンの
理論的関連について）（自費）

助教授中　山　智香子

渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏　  名

Ｈ１５．２．５～Ｈ１５．３．１６フランス、セネガル、
ポルトガル

小生産物の流通と消費にかかわる現地
調査、資料収集及び研究打合せ（科学
研究費補助金＜東京外国語大学＞）

教授小　川　　　了

Ｈ１５．２．６～Ｈ１５．３．２７マダガスカル
科研にかかわる研究打合せ及び現地調
査（科学研究費補助金＜東京外国語大
学＞）

助教授深　澤　秀　夫

Ｈ１５．２．８～Ｈ１５．３．２１フランス、マダガスカ
ル

科研にかかる文献調査・資料収集及び
学術交流（科学研究費補助金＜東京外
国語大学＞）

助教授菊　澤　律　子

Ｈ１５．２．１０～Ｈ１５．３．１３イラン
ジハード論の社会的基盤となるワクフ
関係資料調査（科学研究費補助金＜東
京外国語大学＞）

助教授近　藤　信　彰

Ｈ１５．２．１６～Ｈ１５．３．９ウガンダ
マケレレ大学言語研究所と研究打合せ
及びウガンダ諸語調査（科学研究費補
助金＜東京外国語大学＞）

教授梶　　　茂　樹
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渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏　  名

Ｈ１５．２．２２～Ｈ１５．３．１１ベトナム
科研研究課題実施に伴う研究打合せ及
び資料収集のため（科学研究費補助金
＜早稲田大学＞）

助教授栗　原　浩　英

Ｈ１５．２．２４～Ｈ１５．３．１７スペイン、フランス、
ノルウェー

研究資源の共有専門部会についての海
外調査のため（国立民族学博物館）助教授豊　島　正　之

Ｈ１５．２．２５～Ｈ１５．３．１０ベトナム、中国
環中国海（環シナ海）の文書資料の電
子化に関わる海外調査のため（科学研
究費補助金＜東京外国語大学＞）

助教授澤　田　英　夫

Ｈ１５．２．２５～Ｈ１５．３．１０ベトナム、中国
環中国海（環シナ海）の文書資料の電
子化に関わる海外調査のため（科学研
究費補助金＜東京外国語大学＞）

助教授三　尾　裕　子

Ｈ１５．２．２５～Ｈ１５．３．１７アメリカ合衆国
清朝文書資料調査及び清朝旗人肖像画
画像データベース作成準備のため（科
学研究費補助金＜東京外国語大学＞）

教授中　見　立　夫

Ｈ１５．２．２５～Ｈ１５．３．１９ドイツ
ドイツ図書館所蔵の吐魯番文書の調査
のため（科学研究費補助金＜東京外国
語大学＞）

助手陶　安　あんど

Ｈ１５．３．２～Ｈ１５．３．６シンガポール
欧米・日本のアラビアンナイト受容と
中東イスラム世界イメージ形成の現地
調査のため（国立民族学博物館）

助教授小　田　淳　一

Ｈ１５．３．５～Ｈ１５．３．１７タイシャン語文献調査のため（自費）教授新　谷　忠　彦

Ｈ１５．３．１７～Ｈ１５．３．２２ミャンマー、タイ

AA研の共同研究プロジェクトと関連
した資料調査および大学歴史研究セン
ター所属の研究者諸氏と研究打合せを
行うため（リーダーシップ経費）

助教授根　本　　　敬

Ｈ１５．３．２５～Ｈ１５．４．１アメリカ合衆国研究会議出席及び発表（リーダーシッ
プ経費）助教授西　井　凉　子

Ｈ１５．３．３０～Ｈ１５．４．７インド
インド系文字フォントの現状調査およ
び資料収集（委任経理金〈東京外国語
大学〉）

教授町　田　和　彦

Ｈ１５．４．２４～Ｈ１５．５．９フランス
シェネ家蔵マルドリュス・コレクショ
ン目録の作成（科学研究費補助金〈東
京外国語大学〉）

助教授小　田　淳　一

Ｈ１５．４．２８～Ｈ１５．５．５イラン・イスラム共和
国

イランの西北部地方を実地視察し、地
方社会への知見を深める。現地の地方
史家とコンタクトを取り、新たな写
本・文書史料調査の足がかりとするた
め。（自費）

助教授近　藤　信　彰

Ｈ１５．４．２８～Ｈ１５．５．８イラン・イスラム共和
国

イスラム研究に有用な資料収集および
研究者との意見交換を行う。また科学
研究費補助金の成果をもとにイラン・
シーア派の生命倫理の特性を研究する。
（自費）

助教授飯　塚　正　人

Ｈ１５．５．１～Ｈ１５．５．９トルコ共和国

イスタンブル所在の総理府文書局にお
いて１９世紀オスマン外交史に関する文
献調査をおこなうことが目的である。
(自費）

助教授黒　木　英　充

Ｈ１５．５．２６～Ｈ１５．６．５ドイツ、オーストリア、
フランス

科研プロジェクトに係るキリシタン文
献原本等調査（科学研究費補助金＜東
京外国語大学＞）

助教授豊　島　正　之

Ｈ１５．５．２７～Ｈ１５．６．２５中国中国民族の歴史・技術知識の調査（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

Ｈ１５．５．３１～Ｈ１５．６．５スイス
ISO/IEC JTC １ Ad Hoc Meeting 出
席のため（社団法人情報処理学会情報
規格調査会）

教授芝　野　耕　司

２１
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渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏　  名

Ｈ１５．６．１～Ｈ１５．７．１７ウガンダ、ケニア研究者との打合せ及び現地調査（科学
研究費補助金＜東京外国語大学＞）助教授河　合　香　吏

Ｈ１５．６．２１～Ｈ１５．７．３ロシア
ロシアの先住民ニブフ人とゲレック人
に関する未公開調査資料の確認（間接
経費）

助教授呉　人　徳　司

Ｈ１５．７．２～Ｈ１５．７．８ドイツ
国際会議（第４回サファヴィー朝研究
国際円卓会議）参加のため（文部科学
省国際研究集会派遣研究員旅費）

助教授近　藤　信　彰

Ｈ１５．７．４～Ｈ１５．８．１９
フランス、イギリス、
ドイツ、チェコ、デン
マーク

国際言語学会出席、研究打合せ及び資
料収集（科学研究費補助金＜東京外国
語大学＞）

助教授菊　澤　律　子

Ｈ１５．７．５～Ｈ１５．７．１６ロシア
ロシア所蔵中央アジア古文献（西夏語
文献）の閲覧・調査のため（科学研究
費補助金＜京都大学＞）

助手荒　川　慎太郎

Ｈ１５．７．８～Ｈ１５．８．２０カナダ
ヌートカ語における文字表記に関する
現地調査・研究打合せ及び資料収集（科
学研究費補助金＜東京外国語大学＞）

助教授中　山　俊　秀

Ｈ１５．７．９～Ｈ１７．１．８イギリス、インド
南インド諸言語の習得、並びに南イン
ド史関連史料収集と海外研究動向調査
（在外研究員等旅費）

助手太　田　信　宏

Ｈ１５．７．１３～Ｈ１５．８．１４インドネシア、ブルネ
イ

言語調査及び学会出席（科学研究費補
助金＜東京外国語大学＞及びブルネイ
政府）

助手塩　原　朝　子

Ｈ１５．７．１６～Ｈ１５．７．２０シンガポール

国立シンガポール大学アジア研究セン
ター主催のワークショップに出席及び
論文発表（国立シンガポール大学アジ
ア研究センター）

教授ダニエルス・
クリスチャン

Ｈ１５．７．１９～Ｈ１５．９．１アメリカ、ロシア
チュクチ語に関する現地調査・資料収
集のため（科学研究費補助金＜北海道
大学＞）

助教授呉　人　徳　司

Ｈ１５．７．２１～Ｈ１５．９．７スペイン、フランス、
オランダ、イギリス

スールー海域世界の「近代化」過程に
関する資料収集（科学研究費補助金
＜東京外国語大学＞）

助教授床　呂　郁　哉

２２

４．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

Ｈ１５．２．１４～Ｈ１５．２．１６韓国外国における言語資料の収集（出張）講師花　園　　　悟

Ｈ１５．３．２～Ｈ１５．３．９アメリカ合衆国第二言語としての英語教育調査及び現
地教育者・研究者との意見交換（出張）教授横　田　淳　子

Ｈ１５．３．２～Ｈ１５．３．９アメリカ合衆国第二言語としての英語教育調査及び現
地教育者・研究者との意見交換（出張）教授小　林　幸　江

Ｈ１５．３．２～Ｈ１５．３．１２アメリカ合衆国人体バイオテクノロジー企業の視察
（出張）教授町　田　宗　鳳

Ｈ１５．３．９～Ｈ１５．３．１２中国香港政庁における外国語教育教員認定
のあり方に関する調査研究（出張）教授伊　東　祐　郎

Ｈ１５．３．１４～Ｈ１５．３．２５中国

"中国赴日本国留学生予備学校（中国長
春）において日本語教育新教材使用の
指導長春・大連における日本語教育の
現状視察及び資料収集

助教授楠　本　徹　也
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渡 航 期 間渡 航 先目　　　　　的職 名氏　  名

Ｈ１５．３．１９～Ｈ１５．３．３１アメリカ合衆国
日本語及び理論言語学に関する研究に
ついて意見交換及び日本語教育関係の
資料・情報交換

助教授中　村　　　彰

Ｈ１５．３．２４～Ｈ１５．５．２４アメリカ合衆国
インターネットを利用した外国語の自
立学習支援及び談話分析に関する研究
（出張）

助教授藤　村　知　子

Ｈ１５．３．２４～Ｈ１５．９．８中国中国赴日本国留学生のための予備教育
（出張）助教授土　屋　順　一

Ｈ１５．４．１～Ｈ１５．９．１ドイツ多文化社会に於ける地域社会文化運動
の生涯学習論的研究（出張）教授谷　　　和　明

Ｈ１５．５．８～Ｈ１５．５．１１北マリアナ連邦第二次世界大戦特に太平洋戦争時期の
日本軍追跡調査教授内　海　　　孝

Ｈ１５．５．２４～Ｈ１５．６．４アメリカ合衆国NAFSA Annual Conference出席及び
資料・情報収集講師小　松　由　美

Ｈ１５．７．１８～Ｈ１５．９．３アメリカ合衆国
日本語及び理論言語学に関する研究に
ついて意見交換及び日本語教育関係の
資料・情報交換

助教授中　村　　　彰

Ｈ１５．７．１９～Ｈ１５．７．２５オーストラリア国際交流会館の運営方法について資
料・情報収集を行う助教授甕　　　隆　博

Ｈ１５．７．２１～Ｈ１５．７．２７イギリス
Language Testing ResearcＨ 
Colloquium２００３において研究発表を
行う（出張）

教授伊　東　祐　郎

Ｈ１５．８．１～Ｈ１５．１２．３１中国感じの文字体系を字形学的に一覧でき
る漢字系統樹の完成を目指す助教授善如寺　俊　幸

２３
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 ２月３日（月）　留学生日本語教育センター公開講座
２月４日（火）　部局長等懇談会

簿記研修
２月５日（水）　外国語学部運営委員会

外国語学部教務委員会
保健管理センター運営委員会
大学会館運営委員会

２月６日（木）　事務連絡会
簿記研修

２月７日（金）　外国語学部教授会
外国語学部入学試験委員会

２月１０日（月）　国立大学長・大学共同利用機関長等会
議（於：三田共用会議所）
留学生日本語教育センター公開講座

２月１２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
大学院博士後期課程コース委員会
学生委員会
マドリッド自治大学長表敬訪問

２月１３日（木）　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
簿記研修
私費外国人研究生（日本在住者）出願
受付（～２月１７日迄）

２月１４日（金）　図書館委員会
留学生日本語教育センター公開講座

２月１７日（月）　大学院博士後期課程合格者発表
２月１８日（火）　独立行政法人会計研修 （～２月２１日迄）

外国語学部・大学院研究生、科目等履
修生出願期間（～２月１９日迄）

２月２０日（木）　アジア・アフリカ言語文化研究所所員
会
三水会（於：府中市生涯学習センター）

２月２１日（金）　留学生日本語教育センター公開講座
２月２５日（火）　外国語学部前期日程入学試験
２月２６日（水）　将来計画検討委員会・評議会

点検評価委員会
２月２７日（木）　アジア・アフリカ言語文化研究所教授

会
法人化対応に向けての事務職員研修
 （～２月２８日迄）

２月２８日（金）　運営諮問会議（於：如水会館）
外国語学部日本課程（外国人留学生）
入学試験
外国語学部一般編入学試験
留学生日本語教育センター公開講座
留学生日本語教育センタースピーチ大会

事    項月 日 曜

３月３日（月）　外国人留学生見学旅行（～３月５日迄
於：京都）
留学生日本語教育センター公開講座
留学生日本語教育センター修了試験
 （～３月７日迄）
四大学学長懇談会（於：如水会館）

３月５日（水）　水外国語学部教授会
外国語学部入学試験委員会
外国語学部運営委員会
外国語学部教務委員会
留学生委員会

３月７日（金）　外国語学部前期日程入学試験合格者発
表
留学生日本語教育センター公開講座

３月１０日（月）　多摩地区国立大学事務局長懇談会
 （於：電気通信大学）
留学生日本語教育センター社会見学

３月１１日（火）　部局長等懇談会
外国語学部教務委員会

３月１２日（水）　外国語学部後期日程入学試験
外国語学部教授会
学生委員会

３月１３日（木）　アジア・アフリカ言語文化研究所教授
会・所員会

３月１４日（金）　外国語学部前期日程合格者入学手続き
 （～３月１５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
留学生日本語教育センター公開講座

３月１７日（月）　外国語学部将来計画検討委員会
大学院、編入学、日本課程（外国人留
学生）、学部研究生、科目等履修生入学
手続き（～３月１８日迄）
外国人研究生等修了式及び懇談会
留学生日本語教育センター教授会

３月１８日（火）　留学生日本語教育センター修了式
 （於：府中の森芸術劇場）
法人化準備室会議

３月１９日（水）　私費外国人研究生（日本在住者）合格
者発表
東外大ニュース発行委員会

３月２０日（木）　外国語学部教授会
外国語学部入学試験委員会
外国語学部運営委員会
大学院教授会

３月２２日（土）　外国語学部後期日程入学試験合格者発
表

３月２６日（水）　卒業式及び学位記授与式（於：府中の
森芸術劇場）
外国語学部後期日程合格者、大学院研
究生合格者入学手続き（～３月２７日迄）

２４
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５月１３日（火）　部局長等懇談会
５月１４日（水）　外国語学部教授会

外国語学部教務委員会
外国語学部カリキュラム委員会
留学生委員会

５月１５日（木）　西東京地区人事担当部課長会議（於：
東京外国語大学）
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高尾山ハイ
キング

５月１９日（月）　平成１５年度国立学校等経理部課長会議
 （～５月２０日迄　於：東京医科歯科大
学）
第３回労働基準法・労働組合法特別研
修（～５月２３日迄　独立行政法人教員
研修センター）

５月２１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
大学院博士前期課程言語文化コース委
員会
大学院協議会
外国語学部将来計画検討委員会
法人化対応に向けての事務職員研修
 （～５月２２日迄）
学内競漕大会（於：戸田オリンピック
ボートコース）

５月２３日（金）　社会講座（～７月１８日迄）
５月２６日（月）　多摩地区国立大学長懇談会（於：一橋

大学）
外国語学部将来計画検討委員会

５月２８日（水）　将来計画検討委員会・評議会
学生委員会
外国語学部入学者選抜方法研究委員会
平成１５年度国立大学附属図書館事務部
課長会議（於：東京医科歯科大学）

５月２９日（木）　第６２回文部科学省所轄並びに国立大学
附置研究所長会議総会（～５月３０日迄
於：学士会館）
多摩地区国立大学等事務局長懇談会 
（於：東京学芸大学）

５月３０日（金）　国立大学協会理事会（於：学士会館）
四大学学長懇談会（於：如水会館）

６月２日（月）　外国語学部将来計画検討委員会
事務連絡会

６月３日（火）　第１５回教育財政・財務研究会（於：学
術総合センター）
平成１５年度国立大学等研究協力部課長
会議（於：東京医科歯科大学）
法人化準備室会議

６月４日（水）　外国語学部運営委員会
２１世紀COEプログラム運営室会議
保健管理センター運営委員会

６月５日（木）　平成１５年度国立大学等施設担当部課長

３月２７日（木）　私費外国人研究生入学手続き（～３月
２８日迄）
事務連絡会

３月２８日（金）　将来計画検討委員会・評議会
広報委員会

４月３日（木）　留学生日本語教育センター教授会
４月７日（月） 留学生日本語教育センターＲＥＸ開講

式
４月８日（火）　外国語学部・大学院入学式（於：府中

の森芸術劇場）
部局長等懇談会

４月９日（水）　外国語学部運営委員会
学生委員会
留学生日本語教育センター入学式

４月１０日（木）　アジア・アフリカ言語文化研究所教授
会・所員会
外国人研究生等オリエンテーション

４月１４日（月）　事務連絡会
新採用・転任職員研修

４月１６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
外国語学部論集委員会
留学生委員会
三水会（於：東京競馬場）

４月１８日（金）　国立大学図書館協議会東京地区協議会
総会（於：東京農工大学）

４月２２日（火）　文藻外語学院校長表敬訪問
４月２３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
大学院博士前期課程地域研究コース委
員会
大学院協議会
学生委員会
関東甲信越地区国立大学事務局長等会
議臨時会

４月３０日（水）　将来計画検討委員会・評議会
外国語学部将来計画検討委員会

５月６日（火）　事務連絡会
法人化準備室会議
公開講座「ドイツ語中級」開講
 （～７月８日迄）

５月７日（水）　外国語学部運営委員会
外国語学部将来計画検討委員会
外国語学部入学試験委員会
図書館委員会

５月８日（木）　第４３回共同利用研究所長懇談会
 （於：ホテルポールスター札幌）
留学生日本語教育センター教授会

５月９日（金）　平成１５年度第１回技術課管内国立学校
等施設整備事務連絡会議（於：三田共
用会議所）

５月１２日（月）　第２７回文部科学省西東京地区初任職員
研修（～５月１４日迄　於：一橋大学）

２５
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６月２７日（金）　外国人留学生のためのブックバザー
６月３０日（月） 第７６回（春季）国立大学学生関係部長

協議会（於：東京医科歯科大学）
外国語学部将来計画検討委員会

７月２日（水）　外国語学部運営委員会
外国語学部カリキュラム委員会
附属図書館長選挙管理委員会

７月３日（木） 職場の安全管理に関する啓発講演会
 （於：三田共用会議所）

７月４日（金）　アジア・アフリカ言語文化研究所運営
諮問委員会
留学生日本語教育センターＲＥＸ閉講
式

７月７日（月）　平成１５年度国立学校事務情報化汎用シ
ステムデータベース説明会（～７月１１
日迄　於：北海道大学）
事務連絡会

７月８日（火）　四大学学長懇談会（於：如水会館）
７月９日（水）　外国語学部教授会

外国語学部教務委員会
外国語学部入学試験委員会
学生委員会
留学生委員会
 「特色のある大学教育支援プログラム」
説明会（於：虎ノ門ホール）

７月１０日（木）　アジア・アフリカ言語文化研究所教授
会・所員会

７月１１日（金）　運営組織の設計に関するWG
各府省退職準備・生涯生活設計プログ
ラム等担当者講習会（於：合同庁舎）

７月１４日（月）　国立大学長・大学共同利用機関長等会
議

７月１５日（火）　法人化準備室会議
部局長等懇談会

７月１６日（水）　附属図書館長候補者選挙
図書館委員会
情報処理センター運営委員会・所員会
留学生日本語教育センター歌舞伎鑑賞
教室（於：国立劇場）

７月１７日（木）　平成１５年度関東A地区国立学校事務情
報化推進協議会（於：長野工業高等専
門学校）
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

７月１８日（金）　留学生日本語教育センター夏季休暇
 （～８月１７日迄）

７月２２日（火）　公開教室「世界のことば」（～７月２４
日迄　於：国際交流会館）

７月２３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
大学院博士後期課程コース委員会
大学院協議会
外国語学部カリキュラム委員会

会議（～６月６日迄　於：学術総合セ
ンター）
欧州連合駐日欧州委員会代表部公使講
演会
留学生日本語教育センター防災訓練

６月７日（土）　公開講座「言語聴覚士のための音声学
講座」開講（～６月２８日迄）

６月９日（月）　第２０回人文・社会科学系学長懇談会
 （於：KKRホテル東京）
国立学校及び施設等機関等総務部課長
会議（～６月１０日迄　於：学術総合セ
ンター）
法人化対応に向けての事務職員研修
 （～６月１０日迄）

６月１０日（火）　国立大学協会総会（～６月１１日迄　
於：国立オリンピック記念青少年総合
センター）

６月１１日（水）　外国語学部教授会
外国語学部教務委員会
外国語学部入試情報処理委員会
学生委員会
留学生委員会
百周年記念教育研究振興基金運用委員
会

６月１２日（木）　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

６月１４日（土）　外国人留学生のための歌舞伎鑑賞教室
 （於：国立劇場）

６月１６日（月）　法人化対応に向けての事務職員研修
 （～６月１７日迄）

６月１７日（火）　部局長等懇談会
６月１８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
大学院博士前期課程言語文化コース委
員会
大学院協議会
外国語学部カリキュラム委員会
平成１５年度国際企画担当部課長会議 
（於：学術総合センター）
三水会（於：東京都多摩がん検診セン
ター）

６月１９日（木）　四大学附置研究所長懇談会（於：東京
工業大学）

６月２５日（水）　新国立大学協会（仮称）設立準備委員
会（於：東京ガーデンパレス）
将来計画検討委員会
評議会
外国語学部入学者選抜方法研究委員会
国立大学図書館協議会第５０回記念総会
 （～６月２６日迄　於：大宮ソニックシテ
ィ）

６月２６日（木）　平成１５年度国立大学入試担当課長連絡
協議会（於：茨城大学）

２６
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点検評価委員会
関東甲信越地区国立学校等Ⅱ種職員採
用合同説明会（於：東京大学）

７月３１日（木）　官庁訪問（～８月５日迄）
８月１日（金）　アジア・アフリカ言語文化研究所言語

研修スンダ語（～９月３日迄　於：南
山大学）
アジア・アフリカ言語文化研究所言語
研修ベトナム語（～９月１２日迄　
於：大阪堂島アバンザ）
大学の国際戦略に関する講演会・討論
会
夏期リーダーシップトレーニング

外国語学部入学者選抜方法研究委員会
国際交流委員会
平成１５年度施設実地監査
 （～７月２５日迄）

７月２４日（木）　第４１回全国大学保健管理協会関東甲信
越地方部会研究集会（～７月２５日迄　
於：府中の森芸術劇場）

７月２５日（金）　外国語学部教授会
外国語学部運営委員会
外国語学部カリキュラム委員会

７月２８日（月）　国際教育プログラム及び日本語・日本
文化研修留学生閉講式

７月３０日（水）　評議会
将来計画検討委員会

 

東京外国語大学
企画広報室発行
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