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アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム（CAAS*）は、
2009 年以降の活動について協議するため、東京外国語大学
においてコーディネーター会議を開催しました。
＊ CAAS の加盟機関は、フランス国立東洋言語文化学院、ライデ

ン大学、シンガポール国立大学人文社会学部、ロンドン大学東
洋アフリカ研究学院、東京外国語大学です。

開催日時：2008 年 12 月 15 日　10:30 〜 17:00
開催場所：東京外国語大学
出 席 者：Jacques Legrand 教授（INALCO）
 Rogier Busser 教授（ライデン大学）
 Andrew Gerstle 教授（SOAS）
 宮崎恒二教授（TUFS）
 富盛伸夫教授（TUFS）
 青山亨教授（TUFS）
 丹羽泉教授（TUFS）
 岡田昭人准教授（TUFS）
 近藤信彰准教授（TUFS）
 中山俊秀准教授（TUFS）

開会の辞
宮崎教授が開会・歓迎の辞を述べ、東京外国語大

学亀山学長はその日出張で不在につき会議に出席で

CAAS* coordinator meeting was held to discuss the activities on 
and after 2009 at TUFS.
* Member institutions of CAAS; Institut National Des Langues et 

Civilisations Orientales, Leiden University, FASS of National University 
of Singapore, The School of Oriental and African Studies University  of 
London and TUFS.

Date: December 15, 2008,  Time: 10:30 thru 17:00
Venue: Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo, 

Japan
Attended by: Prof. Jacques Legrand (INALCO)
 Prof. Rogier Busser (Leiden University) 
 Prof. Andrew Gerstle (SOAS)
 Prof. Koji Miyazaki (TUFS)
 Prof. Nobuo Tomimori (TUFS)
 Prof. Toru Aoyama (TUFS)
 Prof. Izumi Niwa (TUFS)
 Prof. Akito Okada (TUFS)
 Prof. Nobuaki Kondo (TUFS)
 Prof. Toshihide Nakayama (TUFS)
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President of TUFS was out of town on business trip that 
day and hence could not attend the meeting.

He suggested that Prof. Legrand be invited to chair 
the meeting which was approved unanimously by the 
meeting.

Agenda
1.  CAAS Symposium and Workshop in Leiden
 Prof. Niwa explained about CAAS Symposium and 

Workshop to be held in Leiden during August 26-28, 
2009. He proposed to form an executive committee 
for the symposium and all the members agreed to 
select committee members from each institutions.

2. Plan for CAAS conferences after 2010
 Prof. Aoyama explained the following schedule 

for conducting various symposia beyond the year 
2010: 2nd symposium and workshop at INALCO in 
Paris during the Japanese fiscal year of 2010, 3rd 
symposium at SOAS in London during the Japanese 
fiscal year of 2011, and 4th at NUS in Singapore 
during the Japanese fiscal year of 2012. They were 
unanimously approved.

 Prof. Legrand announced his general idea about the 
theme of the 2nd symposium and workshop to be held 
at INALCO as "Migration, Mobility and Globalization" 
in a very general shape and the timing as possibly 
September 2010.

 He further informed about the rough timing of 
completion of new INALCO building sometime in 
October 2010, but was not sure at this moment if the 
event might take place in the new building or not. All 
the members showed interest in the proposed theme.

3. Report on the on-going project and Proposals of new 
joint research projects
a. Documentary Linguistics for Lesser-Studied 

Languages Project 
 Prof. Nakayama provided an update on the project, 

which is jointly coordinated with Prof. Austin from 
SOAS. The first concrete activity related to the 
project is a series of workshops cohosted by TUFS 
and SOAS: the first workshop was held in February 
2008 and the 2nd is scheduled to be held in 
February 2009. It is hoped that other member 
institutions participate in the process of building up 
the project activities.

b. Proposal from CAAS member institutions
 INALCO has received a letter from a tribal chief in 

New Caledonia, requesting INALCO to train their 
young researchers in documentary linguistics. 
INALCO is planning to accept this request and 

きない旨伝えた。
宮崎教授は Legrand 教授を会議の議長に推薦し、

満場一致で承認された。

議題
１． ライデンにおける CAAS シンポジウムとワーク

ショップ
　丹羽教授が、2009 年 8 月 26 〜 28 日ライデンに

て開催される CAAS シンポジウムとワークショッ
プについて説明した。彼はシンポジウムの実行委
員会結成の提案をし、各機関から委員を選出する
事が全てのメンバーによって合意された。

２．2010 年以降の CAAS 会議予定
　青山教授が、2010 年以降の様々なシンポジウムの

予定を以下のように説明した：
　第 2 回シンポジウムとワークショップ、パリ

INALCO にて、日本の 2010 年度にあたる期間中
に開催

　第 3 回シンポジウム、ロンドン SOAS にて、日本
の 2011 年度にあたる期間中に開催

　第 4 回、シンガポール NUS にて、日本の 2012 年
度にあたる期間中に開催
上記は満場一致で承認された。

 Legrand 教授は、INALCO で開催予定の第 2 回
シンポジウムとワークショップのテーマを「移住、
移動性とグローバリゼーション」をテーマにし、
2010 年 9 月頃の開催を考えていると発表した。

 彼はまた、大まかな時期として、2010 年 10 月頃
に INALCO の新築完成予定であるが、現時点では
新築の建物での開催になるかどうかわからない事
を伝えた。出席者全員が提案されたテーマに興味
を示した。

３．現在進行中のプロジェクトの報告と、新しい共同
研究プロジェクトの提案
a. 未開発言語の記述言語学プロジェクト
 中山准教授が、SOAS の Austin 教授との共同

連携プロジェクトの最新情報を提供した。こ
のプロジェクトに関する最初の具体的な活動
は、TUFS と SOAS の共同開催した一連のワー
クショップである：第 1 回ワークショップは
2008 年 2 月に開催され、第 2 回は 2009 年
2 月に開催予定である。プロジェクト活動を確
立する過程に他のメンバー機関が参加するこ
とを希望する。
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to envisage issuing diplomas to the researchers 
who have finished the course. New Caledonia 
has 28 languages in total and the documentary 
linguistics is very important to make contracts, 
etc. This project could be shared with other CAAS 
member institutions. He expressed his wish to hold 
a workshop in Numea (New Caledonia) on this 
matter in a couple of years.

 The proposal for sharing the works were basically 
welcomed unanimously.

c.  Proposal: Religion, Identity and Conflict
 Prof. Niwa explained the ways to continue the 

theme "Religion, Identity and Conflict" among 
CAAS members. It depends on the results of the 
symposium and workshop at Leiden in 2009, so 
the members felt that they would discuss it after 
that event.

d.  Proposal: Javanese Studies Project
 Prof.  Miyazaki proposed his joint-study on 

Javanese Studies Project. He is trying to make 
a network and train researchers. He asked other 
interested CAAS members to join the effort.

e. Proposal:  Cooperat ive research in Appl ied 
Linguistics

 Prof. Tomimori explained his proposal about 
'Cooperative research in applied linguistics' and 
got immediate approval from the attendees. He 
explained his future plans and suggested that he 
would be the coordinator from TUFS and would like 
other CAAS members to select coordinators from 
their respective institutions.

f.  Proposal: Dual Degree between SOAS and TUFS
 This proposal, which was made by Prof. Gerstle, 

aims to provide two simultaneous MA degrees 
in Applied Linguistics in Language Pedagogy 
from both SOAS and TUFS.  TUFS will study the 
possibility of acceptance of this proposal.

4. TUFS-ITP Programme
 Prof. Miyazaki introduced the topic of TUFS-ITP fund 

and explained that the fund from Japan Society for 
the Promotion of Science (JSPS) enables young 
researchers of TUFS to study abroad. INALCO and 
SOAS also have similar funds and they think they are 
good, positive programmes.

5.  Joint training programmes for young researchers
 P ro f .  M iyazak i  p roposed  to  c rea te  spec ia l 

programmes in cooperation with CAAS institutions in 
Indonesia. The attendants expressed their positive 

b. CAAS メンバー機関からの提案
 INALCO はニューカレドニアの部族長から手紙

を受け取り、彼らの言語を記述する若手研究
者の育成を INALCO に要請してきた。INALCO
はこの要請を受け入れる予定で、コースを修了
した研究者には修了証書の発行を予定してい
る。ニューカレドニアには合計 28 の言語が存
在し、文語は契約の作成などに非常に重要で
ある。このプロジェクトは他の CAAS メンバー
機関と共有できるのではないか。彼は数年内に
この件に関してヌメア（ニューカレドニア）で
ワークショップを開催したいとの考えを示し
た。

　　この件の共有の提案は、基本的に満場一致
で歓迎された。

c. 提案：宗教、アイデンティティーと紛争
 丹羽教授は、CAAS メンバー内で「宗教、ア

イデンティティーと紛争」のテーマの継続方法
について説明した。2009 年にライデンで開催
されるシンポジウムとワークショップの結果に
よるので、開催後に論議したいとメンバーは考
えている。

d. 提案：ジャワ語文献研究プロジェクト
 宮崎教授が、ジャワ語文献研究プロジェクトの

共同研究について提案した。これは研究者の
ネットワーク作りと研究者の養成を目的として
いる。彼は興味のある他の CAAS メンバーに
参加してくれるよう依頼した。

e. 提案：応用言語学の共同研究
 富盛教授は、「応用言語学の共同研究」につい

ての提案を説明し、参加者から直ちに承認され
た。彼は今後のプランを説明し、自分が TUFS
のコーディネーターになるので、他の CAAS
メンバー機関もそれぞれコーディネーターを選
出して欲しいと依頼した。

f.  提案：SOAS と TUFS のデュアルデグリー
 Gerstle 教 授 か ら の こ の 提 案 は、SOAS と

TUFS 両校から応用言語学と言語教育学の２
つの修士号の同時取得を目的とする。TUFS は
この提案を受け入れる可能性について検討す
る。

４．TUFS-ITP プログラム
宮崎教授は、TUFS-ITP 事業を紹介し、日本学術振

興会（JSPS）の基金により TUFS の若手研究者の海
外留学を可能にしたと説明した。INALCO と SOAS
も同じような基金があり、これは良い、好ましいプロ
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opinions for further actions.

6. Information exchange for raising funds as CAAS
 Prof. Miyazaki explained about the funds currently 

available for Japanese universities and the possibility 
that some portion may be shared for international 
activities such as CAAS.

7.  Activities of CAAS member institutions
(1) SOAS: Prof. Gerstle made a presentation about 

SOAS. He gave many suggestions for co-operative 
projects including: Applied Linguistics, Migration 
and Social Conflict, Peace and Conflict Resolution 
etc.. He also explained about the Research 
Funding for Co-operative Research Projects 
such as AHRC (Arts and Humanities Research 
Council). He also referred to SOAS Conference on 
"Multilingualism, Regional & Minority" to be held in 
April 2009. 

(2) LE IDEN Un ivers i t y :  P ro f .  Busser  made a 
presentation about Leiden University.  He referred 
to a few proposals for joint-research and joint-
teaching and suggested the possibilities for 
funding.

(3) INALCO : Prof. Legrand told INALCO may arrange 
a big conference venue for CAAS cooperative 
activities near INALCO rather easily.

8. Maintenance of CAAS Web Site
 Prof. Kondo explained about the current status of the 

website as almost "empty" and asked the participants 
to cooperate by populating the contents to be posted 
on such as appointing some staff for that purpose. 
The immediate reactions, however, were not so eager,  
but the members agreed to do some cooperative 
work such as giving permission to TUFS' requests for 
the postings on the site case by case.

9. Other Matters (introduced by Prof. Miyazaki)
a.  External evaluation on G-COE Project
 The attendants agreed to find out appropriate 

scholars for the evaluation in their institutions.  The 
evaluation form and evaluation sample will be sent 
out by the end of January with the deadline for 
the evaluation submission being the end of March 
2009.

b.  OFIAS-TUFS Newsletter
  All attendees approved for TUFS to publicize the 

articles on the CAAS activities.
c.  Coordinators meetings' schedule
 Al l  members approved and agreed TUFS' 

proposal to hold the CAAS coordinators meeting 
at the same timing and place as each annual 

グラムだと思っている。

５．若手研究者の共同育成プログラム
宮崎教授は、インドネシアで CAAS 機関と共同で

特別プログラムを作ることを提案した。出席者は今後
の動向について前向きな見解を示した。

６．CAAS としての資金調達に関する情報交換
宮崎教授は、日本の大学が現在利用できる資金に

ついて、また一部が CAAS のような国際活動に使え
るかもしれないという可能性について説明した。

７．CAAS メンバー機関の活動
(1) SOAS：Gerstle 教授が SOAS について発表し

た。彼は、応用言語学、移民と社会的対立、平
和構築と紛争予防決議等を含む共同プロジェク
トについて多くの提案をした。彼はまた、芸術・
人文科学研究会議（AHRC）のような共同研究
プロジェクトの研究基金について説明した。彼
は、2009 年 4 月に開催される「地方と少数民
族の多言語使用」についての SOAS 会議につ
いて言及した。

(2) ライデン大学：Busser 教授がライデン大学を
紹介した。彼は、共同研究と共同指導のいくつ
かの提案に言及し、基金の可能性を示した。

(3) INALCO：Legrand 教授は、CAAS 共同活動の
大きな会議の開催場所を INALCO の近くで手
配することは比較的容易であると述べた。

８．CAAS ホームページのメンテナンス
近藤准教授は、現在のホームページはほぼ「空っぽ」

の状態である事を説明し、内容を充実させるために、
例えばスタッフを指名する等の協力を出席者に要請し
た。しかしながら、即座の反応はあまり熱心なもので
はなかったが、メンバーは TUFS からのホームペー
ジ掲載依頼を一件毎承認するなど協力する事に同意
した。

９．その他事項（宮崎教授からの説明）
a.  G-COE プロジェクトの外部評価
 出席者は各機関から評価に適任な教員を指名

する事に同意した。評価フォームと評価サンプ
ルは、評価提出期限が 2009 年 3 月末なので、
1 月末までには送付される。

b. OFIAS-TUFS ニューズレター
 TUFS が CAAS 活動の記事を掲載することを

全出席者が承認した。
c. コーディネーター会議予定
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CAAS Symposium/Workshop.

Closing
Prof. Gerstle gave some closing remarks.
He thanked TUFS staff for the preparations and 

expressed his wish to develop the CAAS activities 
on a slow but steady basis rather than a hurried and 
unsuccessful one.

Note:  NUS coordinator Prof. John Alexander Richardson 
was absent from the meeting, but he had sent his 
comments on CAAS activities together with FASS 
Research Report 07.

 All the members received them for their review.

 全出席者が、毎年開催される CAAS シンポジ
ウム・ワークショップと同時期、同じ場所で
CAAS コーディネーター会議を開催するという
TUFS の提案を承認し同意した。

閉会の辞
Gerstle 教授が閉会の辞を述べた。
彼は TUFS のスタッフの準備に感謝し、CAAS 活

動が性急で不成功になるより、ゆっくりしかし確固た
る基盤で発展していけるよう願うと述べた。

注：NUS コーディネーターの John Alexander Richardson
教授は会議に欠席したが、FASS リサーチレポート
07 と共に、CAAS 活動へのコメントを送ってきた。
全出席者がそれを受け取った。

TUFS-JSPS International Training Program (TUFS-ITP)  
"Construction of an International Collaboration System for the Training 
of Young Researchers Specializing in the Humanities in Non-English 
European Areas"

  若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム
  「非英語圏ヨーロッパ諸地域に関する人文学研究者養成の国際連携体制構築」

The Graduate School of Global Studies, Tokyo 
University of Foreign Studies will launch a five-year 
international joint program in 2009 with overseas partner 
institutions titled "Construction of an International 
Col laborat ion System for the Training of  Young 
Researchers Specializing in the Humanities in Non-
English European Areas". This program adopted by JSPS 
aims at nurturing young researchers at TUFS in their 
research activity and joint granting of academic degrees.

Project Outline
The purpose of the programme is to develop capable 

young researchers who would have an integrated 
viewpoint on the literature, language and philology, 
focusing on those in Non-English European Areas by 
taking utmost advantage of our university's unique 
characteristics.

One of our university's aims is to develop capable 
young researchers who could have a command on 
several-languages. Owing to that character, this project 
is to be promoted to develop intensive and extensive 
research including those for applied studies by studying 
various approaches and theories in Non-English 
European Areas directly without filtering them through the 
English language.

The prospective scholars who undergo this training 
could develop interactive research activi t ies as 
mentioned below beyond the hitherto style of passive 

東京外国語大学大学院総合国際学研究科は、2009
年より 5 年間、海外の協定校の協力を得て、「非英語
圏ヨーロッパ諸地域に関する人文学研究者養成の国
際連携体制構築」という新たなプログラムを開始しま
す。このプログラムは、日本学術振興会の若手研究
者養成事業として採択されたものです。

事業概要
本事業は、本学の特徴の一つを最大限に活かし、

世界諸地域の中でも特に非英語圏ヨーロッパ諸地域
に焦点を合わせ、文学、言語学、文献学を中心とし
た人文学を中心に、文化統合的視点を持った有能な
若手研究者を育成することを目的としています。

本学の特色の一つは、多言語の高度な運用能力の
養成にあります。この特色を生かし、 本事業では、若
手研究者が、非英語圏ヨーロッパ諸地域で展開され
ている人文学の多様な理論を、英語というフィルター
を通さずに取り入れ、咀嚼することによってそれらを
十二分に活かしつつ、応用研究も含んだ実証的研究
を推進します。こうして育成される若手研究者は、従
来の受信中心の発想から脱却し、次のような研究の
双方向的展開を実践します。
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1. ヨーロッパの研究環境で日本的発想を意識化

2. ヨーロッパの「文化」という研究対象・研究ア

プローチの特質を明確化

3. パートナー機関との双方的交流

4. 世界に向けて成果を発信−国際ワークショップ

の開催、論文集の刊行

receptive attitude.

1. Awareness of Japanese ideas in European 
Research Environments

2. I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s t u d y  s u b j e c t ;  t h e 
characteristics of European cultures

3. Mutual research exchanges among the partner 
institutions

4. Publications of study results to the world - holding 
international workshops and publishing papers
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12月1-2日 大学国際戦略本部強化事業　平成20年度
公開シンポジウムに参加  （4名　於:早稲
田大学）

12月1-6日 ブリティッシュ・カウンシル主催国際教育
会議 Going Global 3 出席のためロンドン
出張（丹羽泉教授）

12月4日 国連事務局職員が来訪。 本学学生にリク
ルート・ガイダンスを実施 （外務省招聘）

12月15日 CAASコーディネーター会議を開催

12月17日 シリア日本友好議員連盟会長 Khudr 
Hussein 氏 ほか１名がAA研を訪問

12月18日 中国・香港中文大学より何志明教授が本学
副学長 （教育・学生等担当） を表敬訪問。
北京語集中サマープログラム説明会を実
施

1月上旬 外国人研究員1名着任　Nicola di Cosmo
教授 （プリンストン高等研究所・教授）

1月22日 タイ大使館参事官がOFIAS本部長及び本
学教員・学生を訪問

Dec 1-2 Four staff members attended the 2008 open 
symposium for the SIH (Strategic Fund for 
Establishing International Headquarters in 
Universities) at Waseda University, Tokyo.

Dec 1-6 Prof. Izumi Niwa, a core member of OFIAS 
at tended the In ternat ional  Educat ion 
Conference, "Going Global 3" hosted by 
British Council in London.

Dec 4 United Nation's recruiting staff promoted 
career guidance to TUFS students. (under 
MOFA's invitation)

Dec 15 OFIAS held CAAS (Consortium for Asian and 
African Studies) coordinator meeting.

Dec 17 Mr. Khudr Hussein, the head, and Mr. 
Mohammad Khaddour, the deputy head of 
the Federation for Syrian and Japanese Amity 
visited ILCAA.

Dec 18 Prof. HO Chi Ming from Chinese University of 
Hong Kong visited the Vice-President of TUFS 
(academic and student affairs) and guided 
students for the intensive summer program in 
China.

Early Jan One visiting professor joined ILCAA of TUFS.
 Prof. Nicola di Cosmo (Professor at the 

Institute for Advanced Study, Princeton)

Office for International Academic Strategy (OFIAS-TUFS) 
Activities (Dec.2008-Mar.2009)
国際学術戦略本部 (OFIAS-TUFS) 活動報告（2008年12月-2009年3月）

若手研究者に海外における研鑽の機会を提供する
ことにより、派遣の実績を積み重ね、その結果として、
本学が長年にわたり教育研究交流を推し進めてきた
非英語圏ヨーロッパ諸地域の交流協定機関との共同
博士論文審査・共同学位授与制度を確立することが
本事業の最大の特徴です。

海外パートナー機関
パリ第三大学（フランス・パリ）
エクス・マルセイユ第一大学（フランス・マルセイユ）
ボローニャ大学（イタリア・ボローニャ）
ローマ大学（イタリア・ローマ）
エアランゲン・ニュルンベルク大学（ドイツ・エア
ランゲン）
リスボン大学（ポルトガル・リスボン）
マドリード自治大学（スペイン・マドリード）
モスクワ大学（ロシア・モスクワ）

As a result of providing ample opportunities to young 
researchers to be trained in Europe, we will eventually 
establish a system for joint examination of doctoral 
dissertations and joint granting of academic degrees 
in collaboration with our long-time partner institutions in 
Non-English European Areas.

Overseas Partner Institutions
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, France

Université de Provence (Aix-Marseille I), France

Università di Bologna, Italy

Università degli Studi di Roma Sapienza, Italy

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 

Germany

Universidade de Lisboa, Portugal

Universidad Autónoma de Madrid, Spain

M.V. Lomonosov Moscow State University, Russia
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For more information, please contact the above.　　　　　　お問い合わせは上記の連絡先までお願いいたします。

Office for lnternational Academic Strategy
Tokyo University of Foreign Studies (OFIAS-TUFS)

3-11-1 Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8534 Japan

国立大学法人東京外国語大学
国際学術戦略本部（OFlAS-TUFS）

〒 183-8534  東京都府中市朝日町 3-11-1

Tel: +81-(0)42-330-5594; Fax: ＋ 81-(0)42-330-5599; Email: ofias-office@tufs.ac.jp
URL: http://www.tufs.ac.jp/common/is/kenkyu/ofias-j.html

2月9日 シリア・ダマスカス大学よりWael Mualla
学長がOFIAS及び本学教員・学生を訪問

（国際交流基金）

2月13日 平成20年度第4回OFIASブラウンバッグ
フォーラムを開催。　丹羽泉教授が 「国際
教育会議Going Global 3」について報告

2月末 特任外国語教員Barbara Agnieszk 
Morcinek 教員（ポーランド語）、 及び外国
人研究員 Michael Witze l教授 （ハーバー
ド大学・教授） が離任

3月上旬 外国人研究員1名着任　Rainer Vossen教
授 （フランクフルト大学アフリカ言語研究
所・教授・所長・学部長兼任）

3月2-11日 国際学術戦略本部グローバルコミュニ
ティの形成及び新たな協定校の開拓のた
めニューヨーク出張 （丹羽泉教授、岡田昭
人准教授）

3月11-18日 国際学術戦略本部グローバルコミュニ
ティの形成及び学術交流協定校との交流
に関する協議のためカイロ出張 （富盛伸夫
教授、ハナーン特任外国語教員） 

3月18日 大学教育の国際化加速プログラム（研究実
践型）平成20年度報告会を開催

 （報告者：林佳世子教授、中川裕教授、武田
千香准教授）

3月26日 タイ･泰日工業大学より Krisada 
Visavateeranon 学長ほか１名が来訪。 交
流協定調印式を挙行

3月末 特任外国語教員2名が離任
 Sothea Samreth 准教授（カンボジア語）
 瀧川 Nikiporets Galina 准教授（ロシア語）

Jan 22 Mr. Warin Sukcharoen, Counselor of Royal 
Thai Embassy visited professors and students 
of Thai Studies to exchange views on foreign 
programs.

Feb 9 Prof. Wael Mualla, President of Damascus 
University, Syria visited OFIAS, professors 
and students in Arabic Studies and discussed 
further development of exchange between 
both universities. (under JF's invitation)

Feb 13 OFIAS held the 4th Brown Bag Forum 2008. 
Prof. Izumi Niwa presented details of the 
International Education conference "Going 
Global 3".

End of Feb One foreign instructor and one visiting 
professor left TUFS.

 Ms. Barbara Agnieszk Morcinek (Polish 
Studies)

 Prof.Michael Witzel(Wales Professor of 
Sanskrit at Harvard University)

Early Mar One visiting professor joined ILCAA of TUFS.
 Prof. Rainer Vossen (Professor at Johann 

Wolfgang Goethe University of Frankfurt am 
Main)

Mar 2-11 Prof. Izumi Niwa and Prof. Akito Okada went 
to New York to establish global community 
" TUFS-CLUB i n  NY "  and  v i s i t ed  t he 
universities to develop new partnerships.

Mar 11-18 Prof. Nobuo Tomimori, a core member of 
OFIAS, and Prof. El-Kawiish Hanan Rafik 
Mohamed visited Cairo to establish global 
community "TUFS-CLUB in CAIRO" and 
discussed the Exchange Agreement with 
Cairo University and Ain Shams University.

Mar 18 OFIAS held the research presentation of 2008 
Program to accelerate internationalization of 
University Education (Research Practice).

 (Presenter: Prof. Kayoko Hayashi, Prof. 
Hiroshi Nakagawa, Prof. Chika Takeda)

Mar 26 Mr. Krisada Visavateeranon, president, and 
a faculty member of Thai-Nichi Institute of 
Technology visited TUFS to attend the signing 
ceremony of "Agreement on Academic 
Cooperation".

End of Mar Two foreign instructors left TUFS.
 Prof. Sothea Samreth (Cambodian Studies)
 Prof. Galina Nikiporets Takigawa (Russian 

Studies)


