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東京外国語大学国際学術戦略本部（OFIAS）は、
2008 年 5 月 15 日（木）ＫＫＲホテル東京にて、第
３回アドバイザリー・コミッティ会議を開催しました。
本会議は、東京外国語大学の研究・教育活動の戦略
的な国際展開について、学外の有識者からグローバ
ルな視点による助言や評価を得るため企画されまし
た。200７年４月の第２回アドバイザリー・コミッティ
会議以降、現在までの活動状況について６名のアド
バイザリー委員から講評を受けました。OFIAS は、
ここでの講評を踏まえてこれからの活動を展開して
いきます。

議事要旨
日　時：2008（平成20）年5月15日（木） 10:00-11:50
場　所：ＫＫＲホテル東京　朱鷺の間
出席者：＜アドバイザリー委員＞内堀基光氏（放送

大学教養学部教授（議長））、藤田英典氏（国際基
督教大学大学院教育学研究科教授）、レズリー・ヘ
イマン氏（ブリティッシュ・カウンシル駐日副代表）、
吉川裕美子氏（大学評価・学位授与機構学位審査
研究部教授）、ジョン・モック氏（筑波大学大学院
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Mock, Graduate School of Humanities and Social Sciences, 

University of Tsukuba, Mr. Takushi Ohno, Ex-Asahi Shinbun 

reporter, Visiting Lecturer, Graduate School of Policy 

Studies, Chuo University, 

 <OFIAS Members>     TUFS President Ikuo Kameyama, 

Prof. Koji Miyazaki (Director of OFIAS), Prof. Nobuo 

Tomimori, Prof. Izumi Niwa, Prof. Toru Aoyama, Prof. Peri 

Bhaskararao, Ass. Prof. Nobuaki Kondo, Ass. Prof. Akito 

Okada, Mr. Yonekatsu Seki, Ms. Sanae Arai, Ms. Akiko 

Satoh.

Ⅰ . Remarks of the President Kameyama
Ladies and gentlemen, good morning. My name is 

Kameyama, I assumed the presidency of TUFS last 
September, succeeding the former president Setsuho 
Ikehata. 

OFIAS was established in September 2005, in the 
term of the former president Ikehata, as an office placed 
directly under the TUFS board. I am very grateful for you 
for accepting to be advisors for OFIAS, and attending this 
meeting. For those of you who have been with us since 
the inception, I would appreciate your continued support.

The "Strategic Fund for Establishing International 
Headquarters in Universities" was implemented as a 
project in commission of the MEXT, Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology. Twenty national, 
public and private universities in Japan were included 
in the program to develop research environment that 
is internationally competitive and attractive to excellent 
researchers from inside and outside Japan. For this 
program, the MEXT has declared its policy of selectively 
supporting universities aiming to be a global center of 
research and education. Not limited to this program, but 
other programs especially the 21st Century COE Program 
and its successor program, Global COE Program, also 
advocate the necessity of formulating international 
and outstanding research and education centers. 
New initiatives for internationalization of education are 
observed in the framework of university reform policies 
common to national, public and private universities. We 
have picked up internationalization of education as one 
of the topics for today's meeting with such a background.

As I came in the office, I drew up an action plan 
consis t ing of  seven i tems.  The second i tem is 
"development of undergraduate programs that provide 
students with a global outlook." To elaborate, it includes 
"establishment of ground for internationalization of 
education," and "empowerment of Tokyo University of 
Foreign Studies Fund." Every year, six hundred students 
from seventy countries and regions are enrolled at 
TUFS, and three hundred TUFS students go to forty 
countries and regions for study. Given that, I included 
"active support for internationalization of education," and 

人文社会科学研究科教授）、大野拓司氏（元朝日新
聞社記者、中央大学総合政策学部客員講師）

 ＜本  学＞  亀山郁夫学長、宮崎恒二OFIAS本部長、
富盛伸夫教授、青山亨教授、ペーリ・バースカララー
オ教授、丹羽泉教授、近藤信彰准教授、岡田昭人
准教授、関米勝マネジャー、新井早苗 LO、佐藤亜
紀子 LO

Ⅰ．亀山郁夫学長開会の辞
昨年９月に、池端雪浦前学長を引き継ぎ、東京外

国語大学学長に就任いたしました亀山郁夫です。皆
様には、ご多忙のところ、本学国際学術戦略本部の
アドバイザーにご就任くださいましたことに心よりお
礼申し上げます。国際学術戦略本部は、池端前学長
の時代に役員会直属の組織として 2005 年 9 月に設
置され、現在まで引き継がれております。既にそのと
きからアドバイザーをお願いしております方もいらっ
しゃいますが、今後とも引き続きご尽力を賜りたく、
よろしくお願い申し上げます。

さて、本事業は、文部科学省の委託事業として、全
国の国公私立大学から 20 大学が採択され、日本の大
学において、国内外の優秀な研究者を惹きつける国
際競争力のある研究環境の実現を図ることを目的とし
て開始されました。本事業におきまして、文部科学省
は、世界的研究・教育拠点を目指す大学を重点的に
支援するということを方針として掲げております。本
事業に限らず、特に 21 世紀 COE プログラム、その
後継事業でありますグローバル COE プログラムにお
きましても、国際的に卓越した教育研究拠点の形成
の必要性が謳われ、また、国公私立大学を通じた大
学教育改革政策の中では、「教育の国際化」を目的と
した新たな取り組みが進もうとしております。

こうした中、本日のアドバイザイリー・コミッティ
会議の議題の一つとしまして、「教育の国際化」を取
り上げております。

私は、学長就任にあたり、7 項目からなりますアク
ション・プランを策定いたしました。その第 2 番目に、

「地球社会化時代にふさわしい人材養成のための学部
教育の整備」を掲げました。その具体的事項といたし
まして、「教育の国際化に向けた基盤整備」と「国際
教育支援基金事業の推進」がございます。本学には、
常時約 70 の国・地域から 600 名近い外国人留学生
が在籍し、また、約 40 の国・地域に 300 名近い学
生が留学をしております。そうしたことから、アクショ
ン・プランに基づき、2008 年度の運営方針としまし
て、「教育の国際化に関する積極支援」と「キャンパ
ス・グローバル化推進と留学支援体制の強化」を盛
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"promotion of campus globalization" and "consolidation 
of support system for study abroad" as policies for the 
year 2008 based on the Action Plan. "Empowerment of 
Tokyo University of Foreign Studies Fund" is an example. 
The Fund solicits contributions, with the target amount of 
two hundred million yen, to be spent for various types of 
support for the best students, such as scholarship and 
study abroad starting in the year 2009.

At the same time with such financial support, we need 
to consider how to build system for internationalization 
of education. International partnership and dual-degree 
programs based on Consortia are to be promoted at the 
national level. TUFS initiated Consortium for Asian and 
African Studies (CAAS) in March 2007 with five leading 
international institutions. We have started a graduate 
level researcher-training program utilizing this consortium 
framework. Including evaluation of this training program, 
today, I would appreciate your frank opinions and advice 
from international perspectives. 

Thank you. 

Ⅱ . Activities of OFIAS 
1. Brief overview of OFIAS

a. Activities of OFIAS between April 2007 and March 
2008

b. Result of the previous mid-term evaluation on 
Strategic Fund for Establishing International 
Headquarters in Universities by MEXT. 

c. New version of "International Academic Strategy of 
TUFS-OFIAS" 

d. Achievement of the "Service Front", a multilingual 
support system for foreign researchers in TUFS

2. Reports on Individual Points/Projects
a. Activities of Consortium for Asian and African 

Studies (CAAS) 
b. Outline of the TUFS Global Community 
c. JSPS-sponsored International Training Program for 

Young Reserchers (ITP)

り込みました。「国際教育支援基金事業の推進」はそ
の具体的な支援策でございまして、優れた学生に対
し、2009 年度より奨学金支給、海外派遣などの幅広
い支援を行うことを目的としまして、2 億円を目途に
募金を募っているところです。

こうした、資金面での支援と同時に、教育の国際化
のための仕組みについての検討が重要となってきま
す。コンソーシアムに基づきます国際連携、ダブル
デグリー等が国レベルでは推進されようとしておりま
す。本学では、既に 2007 年 3 月に、世界トップレ
ベルの 5 機関が参加するアジア・アフリカ研究教育
コンソーシアムを本学が主導して設置いたしました。
同コンソーシアムに基づきまして、大学院レベルの若
手研究者育成を開始したところですが、こうした事業
評価も含め、本日は、皆様方に国際的な視点から忌
憚のないご意見とともに、ご指導を頂戴できれば幸に
存じます。

どうかよろしくお願い申し上げます。有り難うござ
いました。

Ⅱ．活動概要報告
1．全体報告

a.  前回アドバイザリー会議（2007 年 4 月）以降
の活動概要

b. 大学国際戦略本部強化事業中間評価結果 ( 文部
科学省 )

c. 国際学術戦略の改訂版作成
d. 外国人研究者への「サービス・フロント」対応

2. 個別報告
a. コンソーシアムの活動状況
b. TUFS グローバル・コミュニティ形成に関する

進捗状況
c. 若手研究者インターナショナル・トレーニング・

プログラムの実施状況
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d. 教育の国際化に対する本学の取り組み
 

Ⅲ．アドバイザリー委員からの主なコメント
1. 「アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム
 （CAAS）」
- 外部と共同で研究を行おうとする場合、研究者と

学生の研究テーマのマッチングは、非常に難しい。
TUFS の場合、在籍する研究者のテーマが外部か
ら英語ではなかなか見えてこない。既存のウェブ
ページなどの媒体を見直す必要があるのではない
か。

- 資金面の困難を解消するためには、英国の大学間
で現在共同で進められている大学の国際化を目的
とした「one-fund」制度を導入している大学の中で、
日本との接点を模索している大学に接触を試みる
とよいだろう。

- コンソーシアムの他のメンバー大学のニーズ、関
心、拡大への意思等を保つには工夫が必要なので
はないか。コンソーシアムの他のメンバー大学がモ
チベーションを高く持ち続けるためには、継続的な
シンポジウムの開催や、研究結果の出版、魅力的
なプログラムの創案などの努力が必要ではないか。

- その他に、アドバイザーからは、CAAS と同様の取
り組みを行っている日本におけるコンソーシアムに
ついての活動状況の把握、CAAS の研究活動と学
部学生との連結可能性、 ヨーロッパの言語文化研
究に対応するコンソーシアムの検討などの点につ
いてもコメントが寄せられた。

２.「教育の国際化」について
- TUFS は、日本語および日本語教育機関として、日

本の中で先駆的な大学となりうる。
-  ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（SOAS）の

日本語教育研究所との交換カリキュラムコースを
模索してはどうか。

-  教育の国際化を図る上で、外国人の更なる増加を
目指すためには、TUFS はターゲットを明らかにし、
それに応じた戦略が必要であろう。

-  国際化のためには、日本の大学はもっと戦略的な
マーケティングを行う必要がある。

-  TUFS における「二重学位（double degree）」の
展望に期待する。

-  TUFS に提出される大学院生レベルの論文におい
て、日本語を母国語としない学生による日本語の論
文、および英語を母国語としない学生による英語
の論文の総数増加のための方策を期待する。

d. Internationalization of Education system in TUFS

Ⅲ . Comments and Suggestions by Advisory   
 Committee Members
1. Consortium for Asian and African Studies (CAAS)
-  Revise the existing channels such as TUFS web site 

in order to solve the invisibility of reserch topics from 
outside of TUFS leading to the difficulty of matching of 
the research interests between TUFS researches and 
young reserarchers and those outside of Japan. 

-  To  tack le  t he  fund ing  p rob lem o f  resea rch 
collaboration, seek the possibility to collaborate 
with UK universities which have been searching for 
reserarch partnerships among Japanese universites, 
since UK has recently become keen to build new 
research partnerships with overseas and set up a 
"one-fund" governmental scheme.

-  To promote holding of symposia continuously, 
publicizing research outcomes and planning attractive 
programs for young researchers to keep up the 
motivation among the consortium members.

-  Others : 
  Further comments were given by advisors on the 

points of the information gathering about the activities 
as consortia similar to CAAS among the Japanese 
Universit ies, the possibi l i ty of the connecting 
undergraduate students into the research activities of 
CAAS, and the consideration of a consortia scheme 
including the research of languages and cultures of 
Europe.

        
2. Internationalization of Education
-  TUFS has a potential strength of comparative 

advantage to be a leading institution for teaching 
Japanese Culture and Japanese as a foreign 
language.

-  Collaborate for cross-curricular courses with the 
Japanese Teacher Training course in The School of 
Oriental and African Studies (SOAS), a specialist 
constituent of the University of London. 

-  TUFS should set specific target to try to attract foreign 
students .

-  Japanese universities were to set and promote 
aggress ive market ing s t ra tegies to  be more 
international.

-  Encourage the "double-degree" scheme in TUFS to 
aim for universal one.

-  In terms of the medium of thesis written at graduate 
level, TUFS should implement strategic measures to 
increase the number of theses written in English by 
Japanese students and also written in Japanese by 
non-Japanese ones.
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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 (ITP)
アジア・アフリカ諸地域に関する研究者養成の国際連携体制構築

TUFS-JSPS International Training Program (ITP)
Construction of an International Collaboration System for the Training of 
Young Researchers Specializing in the Study of Asian and African Areas 

本事業は、アジア・アフリカ研究において高い
レベルと長い歴史を誇る世界の研究機関との間で
形成されているコンソーシアムを活用した、国際
的な連携体制を構築することにより、アジア・ア
フリカの諸事情に通じつつ、欧州等における学界
で活躍しうる若手研究者の養成を図ること、日本
から発信されるアジア・アフリカ研究の世界的な
認知度を高めることを目的とするものです。2007
年度に JSPS に採択された 5 年間の事業です。

ここでは、本学が中心となり 2007 年 3 月に設
立されたアジア・アフリカ研究教育コンソーシア
ム (CAAS) の加盟機関 ( ロンドン大学東洋・アフ
リカ研究学院、ライデン大学、シンガポール国立
大学人文社会学部、フランス国立東洋言語文化
学院 ) との間で、アジア・アフリカ研究における、
世界的な連携研究指導体制の確立を目指します。

具体的には、アジア・アフリカの現実を踏まえ
た地域研究者を養成すべく、これら諸地域に若手
研究者 (4 〜 5 名程度 / 年 ) を派遣し、現地での
調査研究、資料収集ならびに現地研究者との協力
関係を構築します。

また、より高度な分析能力を磨くため、アジア・
アフリカ諸地域における十分な調査研究の経験を
有し、研究資料を蓄積した若手研究者を、CAAS
を主体とする欧米等の研究機関に派遣し、理論面
でのトレーニングを実施します。

加えて、研究成果の国際的な認知度の向上と、
国際的な研究者コミュニティでのネットワーク形
成のため、CAAS 機関等と共同で、若手研究者を
主体とするワークショップ、シンポジウム等を企
画・開催し、研究成果の英語等での発表を通じて、
研究成果を世界的に発信します。

以上により、次世代の世界的な研究者コミュニ
ティの中核となる研究者を養成します。

This program adopted by JSPS in 2007 for a five-
year period aims at nurturing young researchers at 
TUFS in their research activity through strengthening 
international collaboration. For this purpose, we will 
make the Consortium for Asian and African Studies 
(CAAS) established among the leading higher 
educational institutions in Asian and African studies, 
as the central point and build upon it activities that will 
mentor and mold young researchers of the university 
into professional scholars at an international level.

TUFS took the lead and in March 2007 established 
CAAS consisting of the School of Oriental and African 
Studies (SOAS) of the University of London, UK; 
the Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO), France; Leiden University, the 
Netherlands; Faculty of Arts and Social Sciences of 
the National University of Singapore (FASS-NUS); and 
TUFS.

As a first step we will depute young researchers, 
four to five per year, for fieldwork in Asian and African 
countries primarily for understanding field realities, 
conducting field-study, collecting research data and 
establishing cooperative relationships with the local 
researchers. We will also depute young researchers 
with some experience to institutions including those 
belonging to CAAS for enhancing their data-analysis 
capabilities and their theoretical foundation.

In addition to field training and collection of data, 
the researchers need to hone their abilities of actual 
presentation and publication of their research output.  
For this purpose, we plan to conduct workshops and 
symposia in collaboration with the members of CAAS.  
Such avenues will provide opportunities for our 
young researchers in presenting their research output 
through different media at different international 
avenues.
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Project execution plan
2007 
- Sending young researchers 

(graduate students) to Indonesia, 
Vietnam and UK

2008
- Sending young researchers 

(graduate students and post docs) 
to overseas particularly to the CAAS 
member institutions

2009
- Sending young researchers 

(graduate students and post docs)
- Holding a workshop at Leiiden  

University by young researchers

2010
- Sending young researchers 

(graduate students and post docs)
- Holding a workshop at London 

University by young researchers

2011
- Sending young researchers 

(graduate students and post docs)
- Holding a workshop at INALCO by 

young researchers

2012
- Holding a workshop at NUS by 

young researchers

Partner Institutions abroad:
- SOAS (London, UK)

- Faculty of Arts, Leiden University (Leiden, the Netherlands)

- FASS-NUS (Singapore)

- INALCO (Paris, France)

- Faculty of Humanities, University of Indonesia (Jakarta, Indonesia)

- University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National

 University, Ho Chi Minh City (Ho Chi Minh City, Vietnam)

- Faculty of Letters, Udayana University (Denpasar, Indonesia)

Consortium for Asian and African Studies (CAAS)

Master
Plan

A Strategic Center for Teaching and Research
that Envisages an Era of Global Society

Interdisciplinary and Cutting-Edge Research Base
for

the World's Languages, Cultures, and Societies

International
Competitiveness

Young Researchers

Research Institute
for

Languages and Cultures
of

Asia and Africa (ILCAA)

Graduate School
of

Area and Culture Studies

Career Path Support
Center for

Advanced Global
Studies (CAGS)

TUFS

OFIAS

Guidance
on

Research Methodology
and

Presentation
of

Research Output

SOAS INALCO

Leiden NUS

Udayana U.

VNU HCMC

U. of
Indonesia

U. of Leeds

Research Guidance
at the Host Institutions

Research Guidance
at the Host Institutions

Management
System

President

Executive
Director

Office
for

Management
Strategy (International Relations)

事業実施計画
2007年度
・若手研究者（大学院生）派遣（インドネシ
ア、ベトナム、英国）

2008年度
・若手研究者（大学院生・PD）派遣（アジ
ア・アフリカ研究・教育コンソーシアム
加盟機関を中心に）

2009年度
・若手研究者（大学院生・PD）派遣
・ライデン大学にて若手研究者によるワー
クショップを開催

2010年度
・若手研究者（大学院生・PD）派遣
・ロンドン大学にて若手研究者によるワー
クショップを開催

2011年度
・若手研究者（大学院生・PD）派遣
・フランス国立東洋言語文化学院にて若
手研究者によるワークショップを開催

2012年度
・シンガポール国立大学にて若手研究者
によるワークショップを開催

ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（英国・ロンドン）
ライデン大学文学部（オランダ・ライデン）
シンガポール国立大学人文社会学部（ シンガポール）
フランス国立東洋言語文化学院（フランス・パリ）
インドネシア大学文学部（インドネシア・ジャカルタ）
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学（ベトナム・ホーチミン市）
ウダヤナ大学文学部（インドネシア・デンパサール）

海外パートナー機関の名称（所在地）    　（2007年12月現在）
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H. E. Mr. Chissano, former president of The Republic of 
Mozambique, Presents a Special Lecture 

  シサノ元モザンビーク大統領特別講演会を開催

On Thursday, May 29, 2008 under the co-sponsorship 

of the Japan International Cooperation Agency, a special 

lecture, “What can we do for African peace? -Message 

to the students,” was presented by the guest of honor, 

Joaquim Chissano, former president of The Republic of 

Mozambique.

The special lecture was made possible upon the 

invitation acceptance of Chissano, who was visiting 

Japan to attend the “4th Tokyo International Conference 

on African Development,” held in Yokohama from May 28 

to May30. 

Chissano became president in 1986, and before his 

retirement in 2004, he contributed largely towards the 

conclusion of the militaristic dispute of over 16 years, 

caused by apartheid and the Cold War. His process 

taken towards rebuilding peace was accepted and 

acknowledged internationally as a successful one of sort, 

worthy of being exemplified. In front of approximately 

300 students, as part of a 40 minute lecture, Chissano 

presented upon his experiences. Thereafter, he carefully 

responded to the many questions asked by students, 

and exchanged ideas regarding the process of building 

peace in Africa, and Japan’s future role towards it. 

Simultaneous translation was provided by students and 

teaching staff of the post-graduate course of international 

communication and interpreting of TUFS.

2008 年 5 月 29 日（木）、国際協力機構との共催
により、モザンビークの元大統領ジョアキン・シサノ
氏をお迎えし、「アフリカの平和のために我々は何を
なすべきか−大学生へのメッセージ」特別講演会を開
催しました。

シサノ元大統領は、5 月 28 日から 30 日まで横浜
で開催された「第 4 回アフリカ開発会議」に出席の
ため来日され、これを機に本学にお招きし、ポルトガ
ル専攻、大学院国際コミュニケーション・通訳専修コー
ス及び国際学術戦略本部が中心となって特別講演会
が実現しました。同元大統領は、1986 年に大統領に
就任され、2004 年の引退までの間、アパルトヘイト
や冷戦が引き起こした 16 年間にわたる武力紛争を終
結に導き、その平和再建のプロセスは成功例として国
際的に評価されました。約 300 名の学生を前に、同
元大統領は、こうした経験をもとに 40 分間講演をさ
れ、その後、学生からの多くの質問に丁寧に応え、ア
フリカの平和構築のプロセス、これからの日本の役割
などについて意見交換を行いました。同時通訳には、
国際コミュニケーション・通訳専修コースの教員と学
生が協力して取り組みました。

講演に先立ち、シサノ元大統領は、亀山郁夫学長
と深大寺を訪れ昼食を楽しまれ、また、講演後は、学
長室において、国際協力機構の関係者もまじえ懇談
をされました。
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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)42-330-5931; Fax: ＋ 81-(0)42-330-5599; Email: ofias-office@tufs.ac.jp
URL: http://www.tufs.ac.jp/common/is/kenkyu/ofias-j.html

4 月初旬 客員教員 6 名着任　狩野キャロライ
ン・エリザベス客員教授（島根県立大
学短期大学部教授）

 ジャンツァン・バトイレードゥイ客員
教授（モンゴル国立大学モンゴル言
語文化学院教授）、スハンダノ客員准
教授（ガジャマダ大学人文学部講師）、
セーンスリン・ブンルート客員准教授

（ラオス国立大学講師）、サムルット・
ソティア客員准教授（王立プノンペン
大学社会人文学部国文科専任講師）、
トゥン・アウン・チョウ客員准教授（ヤ
ンゴン大学国文学科講師）

4 月 11日 ロシアより全ロシア国立外国文献図書
館館長、ゲーニエヴァ・エカチェリー
ナ氏ほか合計 2 名が本学学長を表敬訪
問

4 月 21日 タイ・シーナカリンウィロート大学訪
問団、団長スパー・パーンジャルーン
副学長ほか合計 13 名が本学を表敬訪
問

5 月 7 日 国立台湾大学より、黄　宣範　言語学
研究所長ほか１名が AA 研所長を表敬
訪問

5 月 15 日 第 3 回 OFIAS アドバイザリー・コミッ
ティ会議を開催（於：KKR ホテル）

5 月 21日− 6 月 1日 2008 年 NAFSA 年次総会
に本学より4 名が参加（於：ワシントン・
コンベンションセンター、USA）

5 月 29 日 モザンビーク元大統領ジョアキン・シ
サノ氏講演会を主催

6 月 27 日 ブリティッシュ・カウンシル駐日代表、
ジェイソン・ジェイムズ氏が本学学長
及び OFIAS 本部長を表敬訪問

7 月 3-4 日 カンボジア日本センター研修員セア
ン・ニモール氏受入れ（JICE 招へい）

Early April Six new visiting scholars have jointed TUFS.
 Prof. Kano Caroline Elizabeth (Professor at 

the University of Shimane Junior College), 
Prof. Jantsan BAT-IREEDUI (Professor at 
the National University of Mongolia), Prof. 
SUHANDANO (Lecturer at the Gadjah Mada 
University, Indonesia)

 Prof. Sengsoulin Bounleuth (Lecturer at the 
National University of Laos),

 Prof. SAMRETH SOTHEA (Lecturer at the 
Royal University of Phnom Penh, Cambodia),

 Prof .  Tun Aung Kyaw (Lecturer at  the 
University of Yangon, Myanmar)

Apr 11 Ms. Ekaterina Genieva, Director General, All-
Russia State Library for Foreign Literature 
along with her two colleagues met the 
President of TUFS.

Apr 21 Prof. Supha Panjareon and thirteen faculty 
members from Srinakharinwirot University, 
Thailand met the Director of OFIAS.

May 7 Mr. Huang Shuan-Fan, Director, Graduate 
Institute of Linguistics and a faculty member 
from National Taiwan University, Taiwan 
visited the director of ILCAA.

May 15 The 3rd OFIAS Advisory Committee Meeting 
was held at KKR Hotel, Tokyo.

May 21-Jun 1 
Four staff members from TUFS attended 
the NAFSA 2008 Annual Conference in 
Washington, USA.

May 29 Mr. Joaquim Chissano, former president of 
The Republic of Mozambique presented a 
special lecture.

Jun 27 Mr. Jason James, Director of British Council 
visited the President of TUFS and  the 
Director of OFIAS .

Jul 3-4 Mr. Seang Nimorl, Trainee of Cambodia Japan 
Center visited TUFS (under JICE's invitation).

Office for International Academic Strategy (OFIAS-TUFS) 
Activities (Apr. 2008-Jul. 2008)
国際学術戦略本部（OFIAS-TUFS）活動報告（2008年4-7月）

The photo shown on the top page : Kashgar City with in Xinjiang (chiva), by K. Takasaka.


