
事業概要  
1. 事業趣旨 
我が国の大学院学生（博士課程、修士課程）、ポスドク、助
教等の若手研究者（以下、「若手研究者」）が海外で活躍・
研鑽する機会の充実強化を目指す。 
 
この目的達成のため、本事業は、我が国の大学が、一つない
し複数の海外パートナー機関（大学、研究機関、企業等）と
組織的に連携し、若手研究者が海外において一定期間教育研
究活動に専念する機会を提供することを支援する。 
 
2. 対象研究分野 
すべての学術分野を対象とする。 
 
3. 申請資格 
3.1 申請機関 

申請が可能な機関は、国公私立大学（学校教育法第2条第
2項に規定する国立学校、公立学校及び私立学校（学校法
人が設置する大学に限る）である大学）とする。 
申請の単位は、以下の（1）から（4）のいずれかの条件を満
たすものとする。 
（1）大学院研究科専攻（博士後期課程レベル）複数専攻の

組み合わせ 
（2）大学附置の研究所、研究センター等、もしくは複数の研

究組織の組み合わせ。 
（3）上記（1）と（2）の組み合わせ 
（4）国際交流担当部局 

3.2 申請の方法 

申請者は、大学長とする。一つの大学から複数の申請も可能
である。なお、個人申請は受け付けない。 
 
4. 採択予定件数 
10件程度 /年 
 
5. 事業の支援期間 
原則5年間 
 
6. 本会からの支給経費 
一会計年度につき、1件当たり2，000万円以内（5年間で計
1億円以内） 

お問い合わせ 
東京外国語大学 国際学術戦略本部（OFIAS） 
〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1 
電話: 042-330-5591 FAX: 042-330-5599 

E-mail: ofias-office@tufs.ac.jp 
http://www.tufs.ac.jp/common/is/kenkyu/ofias-j.html
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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し、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

究者の養成を図り、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した5年間にわたる

2007年にJSPSに採択された事業です。 

 

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、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。 

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 
・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 
 
2010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 
 
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 
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プログラム概要 
 
事業実施期間：2007年11月1日より5年間 

派遣期間：6ヶ月～12ヶ月 

国際学術戦略本部内にTUFS-ITP委員会を設置して

運営・モニタリング 

海外パートナー機関の名前・専攻等名（所在地）（2007年12月現在） 

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） 



Outline

Program Synopsis:
The JSPS International Training Program (ITP) supports 
Japanese universities in their organizational efforts to es-
tablish collaborative relationships with overseas research 
institutes and groups for the purpose of advancing their 
research and education objectives.

The program offers overseas research and education op-
portunities for Japanese graduate research students (mas-
ter's and doctoral students), postdoctoral researchers, 
and research associates of an equivalent level. It provides 
financial support to Japanese universities, which, in turn, 
give institutional support to the individual researchers.

Program Objectives:
- Support research and education of the highest quality
- Support strongly collaborative international research and 

education
- Provide international research and education experien-

ces for young Japanese researchers, both students and 
faculty, that will prepare them to play an active role in the 
global research community.

Eligibility:
Eligible organizations: Japanese universities that award 
Ph.D. degrees
Proposal submission: Made by the presidents of universi-
ties

Award Information: 
Number of Awards: approximately 10 projects in FY2008
Amount of Program Funding: up to ¥20 million a year per 
project
Awardees: The awardees are expected to conduct over-
seas activities (e.g., collaborative research, educational 
activities, internships) at a partner institution (e.g., univer-
sities, research institutions, corporations) for a period of 
from 2 to 12 months each year.
Duration of Project Funding: 5 years (interim evaluation 
conducted at 3-year juncture)

Inquiries 
Office for International Academic Strategy 
Tokyo University of Foreign Studies 

3-11-1 Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8534 JAPAN 
Tel: +81-(0)42-330-5591, Fax: +81-(0)42-330-5599 

E-mail: ofias-office@tufs.ac.jp 
http://www.tufs.ac.jp/common/is/kenkyu/ofias-e.html

OFFICE FOR INTERNATIONAL ACADEMIC STRATEGY
TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 

(OFIAS-TUFS)

Japan Society for the Promotion of Science (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
(TUFS-ITP)

From ITP website of Japan Society for the Promotion of  
Science (JSPS) 
http://www.jsps.go.jp/english/e-itp/01_outline.html



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 Consor-
tium 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 re-
searchers 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 Na-
tional 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 co-
operative relationships with the local researchers. We will 
also depute young researchers with some experience to 
institutions including those belonging to CAAS for en-
hancing their data-analysis capabilities and their theoreti-
cal foundation.

In addition to field training and collection of data, the re-
searchers need to hone their abilities of actual presenta-
tion 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 to our young researchers in 
presenting their research output through different media 
at different international avenues.

Project execution plan 

2007  
- Sending young researchers (grad-
uate students) to Indonesia, Viet-
nam and UK 
 
2008 
- Sending young researchers (grad-
uate students and post docs) to 
overseas particularly to the CAAS 
member institutions 
 
2009 
- Sending young researchers (grad-
uate students and post docs) 
- Holding a workshop at London 
University by young researchers 
 
2010 
- Sending young researchers (grad-
uate students and post docs) 
- Holding a workshop at Leiden Uni-
versity by young researchers 
 
2011 
- Sending young researchers (grad-
uate students and post docs) 
- Holding a workshop at INALCO by 
young researchers 
 
2012 
- Holding a workshop at NUS by 
young researchers

JSPS International Training Program (ITP)

Program Outline 
 
Program Period: Five years starting November 1, 2007 
Study-Abroad Term: A period of six to twelve months 
The program will be managed and monitored by TUFS-ITP 
committee under OFIAS

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)
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exchange of researchers
exchange of students

conferences and seminars
research collaboration

training young researchers
exchange of publications and information

exchange of researchers
exchange of students

conferences and seminars
research collaboration

training young researchers
exchange of publications and information

SOAS

Leiden NUS

TUFS

INALCO

Institut National des Langues et Civilisations Orientales
Jacques Legrand
President of INALCO
Professor of Mongolian Language and Literature

Joint Coordinator
Anne de Tinguy
Professor
 
Leiden University
Rogier Busser
Director, International Relations, Faculty of Arts

Joint Coordinator
Karin Aalderink
Assistant to the Director International Relations
 
National University of Singapore (NUS) (Faculty of Arts 
and Social Sciences)
John Alexander Richardson
Vice Dean, Faculty of Arts and Social Sciences
Associate Professor, Department of English Language
and Literature, FASS

Joint Coordinator
Shirley Koh
Senior Admin Officer (International Relations), Dean's
Office, Faculty of Arts and Social Sciences
 
School of Oriental and African Studies (SOAS)
Andrew Gerstle
Professor of Japanese Studies, Department of the
Languages and Cultures of Japan and Korea, Japan
Research Centre
Chair of Centre, AHRB Centre for Asian and African
Literatures

Joint Coordinator
Rachel Dwyer
Professor of Indian Cultures and Cinema
Head of the Department of South Asia
 
Tokyo University of Foreign Studies (TUFS)
Koji Miyazaki
Vice-President of TUFS and Director of OFIAS

Joint Coordinator
Peri Bhaskararao
Professor, Research Institute for Languages and
Cultures of Asia and Africa (ILCAA), TUFS

Inquiries 
Office for International Academic Strategy 
Tokyo University of Foreign Studies 

3-11-1 Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8534 JAPAN 
Tel: +81-(0)42-330-5931, Fax: +81-(0)42-330-5599 

E-mail: ofias-office@tufs.ac.jp 
http://www.tufs.ac.jp/common/is/kenkyu/ofias-e.html 
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電話: 042-330-5931 FAX: 042-330-5599 

E-mail: ofias-office@tufs.ac.jp 
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Consortium for Asian and
African Studies (CAAS)

アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム 
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The Consortium for Asian and African Studies (CAAS) was in-
augurated in March 2007 by five higher educational institutions 
worldwide including TUFS that lead the Asian and African 
studies, in order to strengthen collaboration in research and 
education activities. 
 
Asia and Africa have been acquiring growing importance as 
key-players in the era of globalization. Due to the regions' high 
diversity, however, it had been said to be difficult for a single 
institution to cover the area both in breadth and depth. Inter- 
institutional collaboration especially that of international na-
ture, is necessary. Through this new international coalition fra-
mework, the five institutions with long tradition and high pro-
fessionalism in the fields would take advantage of their 
synergy, and aim to explore new frontiers. 
 
アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム（CAAS）は、アジア・
アフリカ地域を対象とする研究で世界のトップレベルにある４つの高
等教育機関が、アジア・アフリカ地域を対象とした研究・教育活
動につい て連携を強めるため、2007年3月に設立されました。 
 
グローバリゼーションの進行する今日、アジア及びアフリカの占める
役割は重要性を増してきつつあります。しかし、これらの地域は、極
めて多様性に富んでいることから、一つの大学や研究機関のカバー
する範囲には自ずと限界があり、幅と厚みのある研究・教育を行う
ためには、複数の機関による連携が必要とされていました。ＣＡＡＳ
では、アジア・アフリカ研究において長い伝統と高いレベルを誇って
きた大学が、相互の結びつきをより強固にし、国境を越えた協力体
制を築くことにより、世界のアジア・アフリカ研究に新たな広がりを
もたせて行くことを目指します。 

Member Institutions 
- Institut National des Langues et Civilisations Orientales 
   (INALCO), France 
- Leiden University, the Netherlands 
- Faculty of Arts and Social Sciences (FASS) of National 
   University of Singapore (NUS), Singapore 
- The School of Oriental and African Studies, London 
   University (SOAS), U.K. 
- Tokyo University of Foreign Studies (TUFS), Japan 
 
メンバー機関 
・フランス国立東洋言語文化学院（フランス） 
・ライデン大学（オランダ） 
・シンガポール国立大学 人文社会科学部（シンガポール） 
・ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（英国） 
・東京外国語大学（日本） 

CAAS Activities

・研究者交流 
・学生交流 
・国際会議、セミナー、シンポジウム、講演などの共同学術イベントの 
　開催 
・共同研究プロジェクトの展開 
・若手研究者の共同養成 
・出版物や情報の共有 

- exchange of faculty members and researchers 
- exchange of students 
- organization of joint academic and scientific activities, such as 
  conferences, seminars, symposia or lectures 
- development of collaborative research projects 
- joint efforts to train researchers of younger generation 
- exchange of publications and information

CAASの活動 
 

Consortium for Asian and 
African Studies (CAAS) 

アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム 

Consortium for Asian and
African Studies
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TUFS Global Community
TUFSグローバル・コミュニティ 

「TUFSグローバル・コミュニティ」に 
よる海外事業の展開 

1.取組の手法 
◆対象都市：ロンドン（TUFSロンドンオフィス設置都市）　　　　　 
 
 CAAS機関所在都市 
 
 他都市 

　※ロンドンをモデルケースとして他の都市へコミュニティを発展させる。 

◆対象者：本学卒業の長期海外居住者、帰国留学生等（外国人留
学生・外国人研究員・特任外国語教員等）を重点 

　　対象　 
　　※東京外語会のネットワークの隙間を埋めたコミュニティの形成を目

指す。 
◆対象データ：対象者の直近のデータ 
　※特に、帰国留学生等が各地に拡散する以前のデータを把握する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.特徴等 
　（1）帰国留学生等は全員自動的に「TUFSアソシエイツ」となる。 
　（2）「TUFSアソシエイツ」の中核的組織として、「TUFSクラブ」を

設置する。TUFSクラブはOFIASと連携し、本学の海外事業
の展開に協力する。 

 
3.「TUFSアソシエイツ」であることの利点 
　（1）OFIASニューズレターの受領 
　（2）OFIASニューズレターへの寄稿 
　（3）CAASシンポジウムへの参加　 
　（4）アソシエイツ間の情報交換 
　（5）対象都市における本学教職員との会合への参加 
 
4.本学にとっての意義 
　（1）TUFSアソシエイトを「ネットワーク化」し、本学との関係を維持

すること自体が本学にとっての価値 
　（2）様々なTUFSアソシエイツからの本学に対する国際的視点からの

要望・意見を本学の教育研究に反映 

Purpose of the TUFS Club:  
The purpose of TUFS club is to expand TUFS' global 
community through incorporating various types of inter-
national students, Japanese graduates and researchers 
who had experience at TUFS with the hope that continu-
ous communications between TUFS and its alumni con-
tribute to TUFS and academic development in general.



Promotion of International 
Activities through 

the TUFS Global Community

1. Method to establish and expand the TUFS Global Com-
munity: 

◆ Target Locations:London (where the TUFS London Office is located)

　　　　　  
 Locations of CAAS Member Institutions 
 
 other cities 

　※London project will be a model for future expansions. 

◆Major Target People:TUFS Alumni who have been living abroad for 
many years and former international students, visiting professors and 
foreign instructors who have affiliated with TUFS 

　※That is to fill in the gaps where conventional TUFS Alumni Associa-
tions do not cover 

◆Data Targets:The latest whereabouts of the above target people. 
　※Collect data before international students return to their home coun-

tries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Membership and Core Organization: 
International students, visiting professors and foreign instructors shall 
gain the status of "TUFS Associate" automatically when they leave 
TUFS. 
 "TUFS Clubs" shall be set up as core organizations of TUFS Associ-
ates. 
TUFS Clubs in the collaboration with OFIAS shall contribute to the pro-
motion of international activities of TUFS. 
 
3. Merit of being a TUFS Associate: 
(1) Free OFIAS Newsletter   (2) contribute items to OFIAS Newsletter  
(3) invitation to CAAS Symposia  (4) Information exchange with other 
TUFS Associates    (5)  invitation to meetings held in target cities with 
TUFS academic/administrative staff 
 
4. Significance to TUFS: 
(1) Keeping in touch with the formerly affiliated people represented by 
the TUFS Associates itself is a great importance for TUFS. 

(2) Opinions and requests from the TUFS Associates with international 
perspectives are valuable, and can be utilized in educational and re-
search activities of TUFS.

Purpose of the TUFS Club:  
The purpose of TUFS club is to expand TUFS' global 
community through incorporating various types of inter-
national students, Japanese graduates and researchers 
who had experience at TUFS with the hope that continu-
ous communications between TUFS and its alumni con-
tribute to TUFS and academic development in general.

グローバル・コミュニティの組織構造 
Organization Structure of the Global Community

■ TUFS Associates: include TUFS Alumni, former international students who studied at TUFS, and   academics 
who have affiliated with TUFS as foreign researcher/teaching staff

　「TUFSアソシエイツ」:世界に広がるTUFSの卒業生、修了生、留学生、外国員研究員・教員等 

■ TUFS Club and TUFS Club Coordinator: play a central role in TUFS international educational and research activi-
ties in collaboration with OFIAS

　「TUFSクラブ」と「TUFSクラブコーディネータ」：TUFSの教育研究の海外事業展開にOFIASと連携し中心的役割を果たす。 

■ TUFS Branch and TUFS Ambassador: formed and assigned as Liaison Office with the approval of TUFS Club
　「TUFSブランチ」と「TUFSアンバサダー」：TUFSクラブの賛同を得て「連絡事務所」として設置する。 

 

TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate 
TUFS Associate TUFS Associate

TUFS Club 
 

TUFS Club Coordinator 
 

TUFS Branch 
 

TUFS 
Ambassador 

 Leiden

London  
 

Singapore 
 Paris 

 

TUFS Global 
Community 

 



Tube Station （地下鉄駅）  Tube Line （路線） 
Russell Square ラッセル・スクエア Piccadilly Line下車 徒歩３分 3-minute walk 
Goodge Street グッチ・ストリート Nothern Line下車 徒歩７分 7-minute walk 
Warren Street ウォレン・ストリート Nothern Line / Victoria Line下車 徒歩10分 10-minutes walk 
Euston Square ユーストン・スクエア Circle Line / Hammersmith&City Line下車 徒歩７分 7-minute walk 
Euston ユーストン Nothern Line / Victoria Line電車下車 徒歩７分 7-minute walk

Application and Inquiries 
International Liaison Section 

Office for International Academic Strategy 
Tokyo University of Foreign Studies 

3-11-1 Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8534 JAPAN 
Tel: +81-(0)42-330-5931, Fax: +81-(0)42-330-5599 

E-mail: ofias-office@tufs.ac.jp 
http://www.tufs.ac.jp/common/is/kenkyu/ofias-e.html 

 
申込み・お問い合わせ 

東京外国語大学 国際学術戦略本部（OFIAS）国際リエゾンチーム 
〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1 
電話: 042-330-5931 FAX: 042-330-5599 

E-mail: ofias-office@tufs.ac.jp 
http://www.tufs.ac.jp/common/is/kenkyu/ofias-j.html 

 

TUFS LONDON OFFICE
東京外国語大学 
ロンドン・オフィス 

Directions to TUFS London Office
交通案内 

Heathrow Airport is in Zone 6, and SOAS is in Zone 1. 
＊ヒースロー空港はZone6、SOASはZone1です。 

From London Heathrow Airport
ロンドン・ヒースロー空港から 

Direct flights from Japan arrive to this airport. Among its 
four terminals, JAL and ANA arrive in Terminal 3. 

日本からの直行便はこちらです。ターミナルが4つあり、JAL、
ANAはターミナル３です。 

1) By Tube/Underground: Take Piccadilly Line to Russell 
Square; 60 minutes 

 地下鉄（Tube/ Underground）Piccadilly線にて直通
Russell Square駅へ；所要60分） 

2) Take Heathrow Express to Paddington Station; 15 
minutes 

 At Paddington Station, transfer to Tube (Circle line or 
Hammersmith Line)  to Euston Square Station; 15 
minutes 

 http://www.heathrowexpress.com 

 専用電車（Heathrow Express）でPaddington駅へ：15分 
 Paddingtonから地下鉄Circle 線またはHammersmith線に 
 てEuston Square駅へ；15分 

  

 

OFFICE FOR INTERNATIONAL ACADEMIC STRATEGY
TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

 (OFIAS-TUFS)

東京外国語大学 
国際学術戦略本部 

 



TUFS London Office was established in March 2004 as a 
TUFS liaison office in Russell Square Campus of the 
School of Oriental and African Studies (SOAS), University 
of London, U.K., with the general courtesy of SOAS. 

SOAS and TUFS have been promoting cooperation in re-
search and education based on the bilateral academic 
agreement, and Consortium for Asian and African Studies 
(CAAS) signed in March 2007. 

We hope you will take advantage of this office for your 
academic and related activities. 
 

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

 

 

東京外国語大学ロンドン・オフィスは、英国ロンドン大学東洋・

アフリカ研究学院（SOAS）と本学の協力関係を背景に、

SOASのラッセルスクエア・キャンパス内に本学ロンドンリエゾン

事務所として2004年3月に開設されました。 

両大学は、大学間協定及び2007 年 3月に発足したアジア・

アフリカ研究・教育コンソーシアム（CAAS）に基づき、研究・

教育において更なる協力を進めています。 

皆様の学術交流活動に本事務所のご利用をお待ちしております。 
 

東京外国語大学国際学術戦略本部 (OFIAS) 

 

■ 所在地：ロンドン大学SOAS Russell Squareキャンパス 
 住所： 
 Room349, Main Building 
 School of Oriental and African Studies, University of London 
 Thornhaugh Street, Russell Square 
 London WC1H OXG 
 ＊図書館横エレベーターを３階で降りてすぐ 
 TEL/FAX: +44-(0)20-7419-2894（本事務所専用） 
■ 利用可能時間帯：月～金：8:15～21:00、土：9:00～17:00 英国祝祭日は閉鎖、そ
の他SOASスケジュールに準じます。 

■ 利用できる方：本学教職員・大学院生、TUFSグローバル・コミュニティ・アソシエイ
ツ、その他国際学術戦略本部長が利用を認めた者 

■ 利用料：無料 
■ 利用申請：ご利用予定の１ヶ月前までに東京外国語大学国際学術戦略本部
（OFIAS） 国際リエゾンチームまでE-mail (ofias-office@tufs.ac.jp)、電話、又は
ファックスにてお申し込み下さい。承認がおりましたら電子メールで連絡しますの
で、本部にて（１）利用の手引き、（２）入室番号メモ、（３）備品収納ボックスの鍵を
受け取って下さい。 

 

注意事項： 

１） 東京外国語大学ロンドン・オフィスはSOAS側ユニットとの共有スペースであり、
本学専有ではありません。 

２） ご利用にあたっては、ご利用期間中に広報などTUFSの簡単な連絡業務を行って
いただくことがあります（特に中期～長期利用の方）。ご了承下さい。 

３） 以下の備品が使用できます： 
 机、椅子、鍵のかかる引き出し、ラップトップPC（Dell Latitude D400。MS Office、 
AcrobatPro、Photoshopインストール済、インターネットに接続可能）、プリンター
（白黒）（HP LaserJet 1015） 
4） 駐車場はありません。 

TUFS LONDON OFFICE
東京外国語大学ロンドン・オフィス 

■ Location: Russell Square campus, the School of Oriental and African Studies 
(SOAS), University of London, UK. 

 Address: 
 Room349, Main Building 
 School of Oriental and African Studies, University of London 
 Thornhaugh Street, Russell Square 
 London WC1H OXG 
 ＊On the third floor, across the elevator adjacent to the Library 
 Telephone/Fax: +44-(0)20-7419-2894 (dedicated line for TUFS London Office) 
■ Open Hours: Monday - Friday 8.15 - 21.00, Saturday 9:00 - 17:00. Closed on 
Sundays, UK holidays, and other days indicated in the SOAS calendar. 

■ Eligible persons: TUFS faculty, staff and postgraduate students, TUFS Global 
Community Associates, and others who are approved by the Director of Office 
for International Academic Strategy (OFIAS), Tokyo University of Foreign  

 Studies (TUFS) for use 
■ Fee: No charge 
■ Application: Contact International Liaison Section, Office for International  
 Academic Strategy (OFIAS), TUFS by e-mail, telephone or fax one month prior 
to your planned use. After receiving approval notice in e-mail, come to OFIAS to 
receive (1) User’s Guide, (2) memo of entrance code and (3) key for the 

 drawers. 
 
Note: 
1) TUFS London Office is in a room shared with a SOAS unit. 
2) Please note that users, especially those who use the office for mid to long term, 
might be asked to perform simple TUFS related liaison tasks such as PR. 

3) The following equipments are available for your use: 
 Desk, chair, lockable drawers, laptop computer (Dell Latitude D400 installed with 
MS Office, Acrobat Pro and Photoshop, and connected to the Internet), printer 
(B&W, HP LaserJet 1015) 

4) No parking is available.

東京外国語大学 
 TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

SOAS/TUFS Postgraduate Symposium (February 2006)
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On September 1, 2005, Tokyo University of Foreign Stud-
ies (TUFS) opened the Office for International Academic 
Strategy (OFIAS-TUFS).

OFIAS is one of the model projects of the Ministry of Edu-
cation, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 
which has been promoting the globalization of Japan's uni-
versities.

OFIAS will be responsible for developing TUFS' interna-
tional strategies. In that context, OFIAS will undertake the 
operations of overseas bases, liaisons with overseas or-
ganizations, and the establishment of human network on 
a global scale. OFIAS will also work to accommodate re-
searchers from overseas to promote exchanges of schol-
ars as well as students, and contribute to the creation of a 
multilingual and multicultural campus.

OFIAS will also be involved in the organization and sup-
port of international support activities conducted by TUFS.

Through such activities, OFIAS will develop personnel 
who can contribute to the field of global academics in a 
variety of fields.
 

2005年9月1日、東京外国語大学は国際学術戦略本部（O-
ffice for lntemational Academic Strategy、略称OFIAS-TUFS）
を開設しました。 

大学の国際化を促進するための文部科学省の公募に採択され
たモデル事業のひとつとして、OFIASは大学全体の国際的な
展開戦略を策定するとともに、海外拠点の運営、海外機関と
のリエゾン、国際的な人的ネットワークの形成に当たります。また、
海外からの研究者の受け入れ体制を整備するなどして、教員、
学生の交流事業を推進しつつ、多言語・多文化共生キャンパ
スの実現に寄与するほか、大学の実施する国際貢献事業の組
織、支援に当たります。 

これらの活動を通じて、国際学術活動の分野で、本学のみなら
ず、様々な場で活躍できる人材を育成します。 

Inquiries 
Office for International Academic Strategy 
Tokyo University of Foreign Studies 

3-11-1 Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8534 JAPAN 
Tel: +81-(0)42-330-5931, Fax: +81-(0)42-330-5599 

E-mail: ofias-office@tufs.ac.jp 
http://www.tufs.ac.jp/common/is/kenkyu/ofias-e.html 

 
お問い合わせ 

東京外国語大学 国際学術戦略本部（OFIAS） 
〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1 
電話: 042-330-5931 FAX: 042-330-5599 

E-mail: ofias-office@tufs.ac.jp 
http://www.tufs.ac.jp/common/is/kenkyu/ofias-j.html

OFFICE FOR INTERNATIONAL ACADEMIC STRATEGY
TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

 (OFIAS-TUFS)

東京外国語大学 
国際学術戦略本部 

 

OFIAS
Office for International

Academic Strategy
東京外国語大学国際学術戦略本部 

Office For International
Academic Strategy

Tokyo University Of Foreign Studies
(OFIAS-TUFS)

東京外国語大学国際学術戦略本部 
(OFIAS-TUFS)について 

 

 



Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) is 
known for its research and education on the lan-
guages, cultures, and societies of virtually all re-
gions of the world and particularly those of Asia 
and Africa. 

In addition, as a leading center for Japanese lan-
guage education and research in Japan, TUFS has 
actively developed relationships with foreign insti-
tutions. With these unique characteristics, TUFS 
pursues the following seven international strategies 
from a longrange perspective in interacting with the 
global community.

東京外国語大学は、世界のほぼ全域にわたる言語、文化、
社会の研究 ･ 教育を担うユニークな大学です。とりわけ、
アジア・アフリカを始めとする諸地域における研究活動を
展開しています。 
 
また、日本語教育研究を重点的に担う大学として、海外
諸機関との連繋を進めています。これらの実績をもとに、
国際学術戦略本部では、つぎの七つの戦略を立て、長
期的な視野から地球社会との対話を行い、地球社会のた
めに行動する東京外国語大学を実現します。 
 
 

東京外国語大学　七つの国際戦略 

1

2

3

4

5

6

7

大学の個性を生かした 
海外研究拠点 

世界水準での研究･教育活動を 
推進する国際コンソーシアム 

新たな海外への事業展開協力体制 
「TUFSグローバル･コミュニティ」 

研究･教育活動と連動した 
国際協力･社会貢献 

キャンパスと地球を結ぶ 
国際連携教育 

キャンパスのグローバル化 

国際学術活動を支える 
アカデミック･オフィサー 

Academic officers who support
international academic activities

Overseas research bases
taking advantage of TUFS

uniqueness

Formation of the international
consortium to promote joint

research and educational

Promotion of international
activities through the TUFS

Global Community

International cooperation
and outreach

Internationally linked
education system

Campus globalization 

研究成果の 
海外への発信 

Dissemination of research 
results to global audiences

Innovative collaborations 
acrosstraditional academic
複眼的視点 
による新領域開拓 

Training of personnel with 
global outlook　　　　 
地球的視野を備えた 
人材の育成 

International contribution 
based on expertise in area
studies
地域研究に根ざした 
国際貢献活動 

Dissemination of research 
results to global audiences
研究成果の 
海外への発信 

Japanese academic
presence in the
humanities and
social sciences

Realization of multi-
cultural communities
in Japan

Role as think tank on
the world's societies
and languages

人文社会研究領域に 
おける日本のプレゼンス 

世界諸地域・諸言語に 
関するシンクタンク機能 

日本における多文化共生 
社会の実現 

Seven International Strategies of Tokyo University of Foreign Studies



OFIAS-TUFS Service Front
Office for International Academic Strategy 
Tokyo University of Foreign Studies 

Tel: +81-42-330-5595/5594 
Fax: +81-42-330-5599 
Email: ofias-office@tufs.ac.jp 
URL: http://www.tufs.ac.jp/common/is/kenkyu/ofias-e.html 
 
The 4th Floor of the Administration Building 
3-11-1 Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo, 183-8534

OFIAS-TUFS Service Front
国際学術戦略本部サービスフロント 

What is OFIAS-TUFS？
国際学術戦略本部について 

OFIAS-TUFS Service Front
Office for International Academic Strategy 
Tokyo University of Foreign Studies 

Tel: +81-42-330-5595/5594 
Fax: +81-42-330-5599 
Email: ofias-office@tufs.ac.jp

We established Office for International Academic 
Strategy (OFIAS-TUFS) on September 1, 2005.

We have the following purposes:

● Advancement of researches on languages, 
cultures, societies of the world

● Promotion of international aid for asian and 
african regions

● Training of specialists of academic liaison

● Providing students with competence in 
languages and communication

We will develop the model of support system for 
Japanese academic institutes in the humanities 
and social sciences studies to survive "the era of 
mega-competition for knowledge."

2005年 9月、東京外国語大学は国際学術戦略本部

（Office for International Academic Strategy、略称

OFIAS-TUFS）を設置しました。 

OFIAS-TUFSは、海外諸機関との連携、共同研究、

海外研究拠点の運営、国際協力活動の効果的推進

に資すると共に、海外ネットワーク、外国人研究

者の受入体制の強化を図り、併せてこれらに携わ

る専門スタッフの人材養成を目的としております。 

さらにOFIAS-TUFSは、世界的な知の大競争時代

に対応すべく、日本の人文社会系高等教育機関に

おける国際活動の支援体制のモデルの開発も行い

ます。 



What is OFIAS-TUFS Service Front ? 
It is ONE-STOP SERVICE OFFICE which pro-
vides services to foreign researchers and 
teachers for their soft-landings and survival on 
our campus. 

 
国際学術戦略本部サービスフロン
トとは？ 
TUFSに来日・勤務する外国人研究者・教員がス

ムーズに研究・教育環境に適応できるようサービス
提供を行うワンストップオフィスです 

The services to be provided: 
-Supports for them to obtain the information and 
complete the procedures to visit Japan 

-Supports for them to obtain the information and 
complete the procedures to stay at TUFS 

 
提供するサービス 
●来日のための情報提供及び各種手続きのための

サポート 

●来日後の必要情報の提供及び各種手続きのため

のサポート 

OFIAS-TUFS Service Front will 
support foreign visitors' daily life.

Supports for them to visit Japan 
-Information services before their visits 

-Information services on their salary, tax, insur-
ance, rent and such 

-Information services on visa and support for 
them to complete the necessary procedures 

-Orientation on their arrivals, etc. 

 

来日のためのサポート 
● 来日前の基本情報提供 

● 本学から支給される給与、税金、保険料、宿舎

費などの詳細情報提供 

● ビザ取得のための情報提供と手続きの一部代行 

● 来日後のオリエンテーションなど 

Supports for them to stay at TUFS 
- Information services for their daily life 

- E-mail services in English on notifications and 
announcements inside/outside TUFS 

- Interpretations and assistance at the medical 
examinations 

- Interpretations and carrying out various proce-
dures in and out side of TUFS 

- Counseling services whenever necessary 

 

来日後のサポート 
●生活情報の提供 

●学内・外情報の英文翻訳・配信 

●健康診断時の付添・通訳 

●各種手続きの通訳・代行 

● 困ったときの何でも相談 

Rotary

Nishiyama
(Authentic Japanese full course,

Beni
( Italian )
Sirena

(Bakery )
Friends

Shino bu
(Japanese set meal)

Tsunezusshi

La Chero
(Italian)

Watari Hanten

Boulangerie
Terre V ivante

(bakery )

Crepe Shop

Tachigui-Soba

Propeller Kitchen
(Western)

Kanpire
(Okinawa cuisine )

Books Nishigahara
(used books, 2F )

Miharuya

Café Kettle
(Spaghetti, bread)

Sarashina Ooya
(Japanese noodle,

Pharmacy

Sankichi

Fam
ily M

art

Three F

reservation required)

Tama Station Area Lunch Map 

underpass

underpass

TUFS

Fujino-yu
(public bath)

Soba noodle and tempura

(Sushi, lunch box)

(Chinese)

(pork cutlets and such)

  Tam
a S

tation

(sushi)

closed on Sat)

(noodle, set meal)

B
icycle parking

(chinese)



(1) 本学役職員等は、貴重な国費を原資とする競
争的資金等による研究に対する国民の負託に
応える責務を有する。 

(2) 本学役職員等は、競争的資金等を適正に管理
しつつ有効に活用して研究を円滑に進め、究
極的には国民に還元できる成果を上げるよう
努める。 

(3) 本学役職員等は、競争的資金等の使用にあた
っては、法令や関係規則を遵守する。 

(4)  本学役職員等は、競争的資金等の不正使用は、
個人のモラル、研究者倫理の問題であると同
時に、本学及び他の役職員の信用をも失墜さ
せ、ひいては教育研究に関する国民の信頼を
損なう行為であることを強く認識する。 

(5) 本学役職員等は、競争的資金等の管理・運用
にあたり、個人と組織間の利益の衝突に十分
注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応
する。 

2007（平成19）年12月 

研究活動に関わる不正行為対応計画推進本部 

東京外国語大学における 

研究活動に関わる 

不正行為防止の取り組み 

東京外国語大学におけるに競争的資金等 
の管理・運営に関する基本方針 

　本学において研究活動に関わる不正行為の疑いが
あると考える人は、学内外を問わず、誰でも不正行為
通報窓口に告発することができます。 
　告発は、告発者が氏名・連絡先を明記した文書で
行います。ただし、告発者は、それ以後の手続きにお
いて氏名等の秘匿を希望することができます。 
　氏名等の秘匿を希望した場合、告発者の氏名や連
絡先などの情報が窓口から外部に漏れることはありませ
んが、十分な事実関係の調査が不可能になる場合が
あることをご了解ください。 
　氏名等の秘匿を希望しない場合でも、調査にたずさ
わる少数の委員に氏名等が知らされるのみで、申立者
本人の許可なく氏名等が公表されることはありません。
調査にたずさわる委員は、守秘義務を負っています。 

国立大学法人東京外国語大学不正行為通報窓口 

〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1 
FAX: 042-330-5599 

E-mail: fusei-madoguchi@tufs.ac.jp

国立大学法人東京外国語大学 

通報先 

不正行為通報窓口 

詳細は 
http://www.tufs.ac.jp/research/fusei_taiou.html

http://www.tufs.ac.jp/



〔不正使用の態様例〕 
預け金… 
「架空の取引により研究機関に代金を支払わせ、業者に預け
金として管理させること。」 

カラ出張… 
「意図して実態の伴わない出張旅費を研究機関に支払わせる
こと」 

カラ謝金… 
「意図して実態の伴わない謝金を研究機関に支払わせること」 
 

〔不正使用の事例〕 
1. 格安航空券を購入したにもかかわらず、業者に正規運賃の
見積書等を作成させ、旅費を水増し請求していた。 

2. 出張を取りやめたにもかかわらず、偽りの出張報告書を提
出し、不正に旅費を受領していた。 

3. 留学生の学費や生活費等を支援するために、実態の伴わ
ない謝金の請求を行っていた。 

4. 領収書に「文献代」、「雑誌代」と内訳の分からないよう
に記載させ、これを立替払いとして請求し、実際には、研
究と関係ない書籍を購入していた。 

5. 業者に取引実態と異なる虚偽の請求書等を作成させ、支
払いを行わせ、支払われた代金を業者に預け金として管
理させていた。 

 

〔不適切な使用の事例〕 

1. 会議費でアルコール代を支出 

2. 研究の目的と異なる出張旅費の支出 

3. 領収書の購入物品名が不明確となっているもの 

4. 支出の証拠書類として不十分なもの 

公的資金の不正使用・不適切な使用の事例 

東京外国語大学における研究活動に関わる不正行為対応計画 

役　員　会 

〔不正行為〕 
①研究活動に関わる職務上の申請、実施、報告、
審査における故意の捏造、改ざん、盗用 

②公的資金の使用ルールに反する不正行為 
 
〔対応計画〕 
「研究活動に関わる不正行為対応規則」 
・研究活動に関わる不正行為対応マニュアル 
・公的研究費の管理・運用に関するガイドライン 

〔推進本部の任務〕 

①職員の行動規範の策定及びその浸透方策の推進 

②不正行為防止対応計画の策定・実施 

③不正行為通報窓口の設置・運営 

④調査委員会の設置 

⑤告発に関する調査結果の受理、通知、公表 

研究活動に関わる不正行為対応計画推進本部 

推進本部長〔最高管理責任者＝学長〕 

副推進本部長〔統括管理責任者＝理事〕２名 

部局管理責任者〔部局の長〕 

不正行為通報窓口 
告発等の受付 

・告発、情報提供等の受付 

調査委員会 
告発等に係る事案の調査 

・予備調査／本調査／認定 モニタリングの実施体制 
内部監査室 
　〔国立大学法人東京外国語大学内部監査規程〕 

懲戒 

　〔国立大学法人東京外国語大学職員就業規則〕 

研究推進室 
研究環境の整備 



1. Our university is obligated to hold credit to the 
general public in the use of research funds re-
ceived by it that enable our research.

2. We are committed to properly manage and ef-
fectively utilize these funds in order to ad-
vance researches smoothly, and ultimately to 
return the benefits to the society at large.

3. We abide by law and related regulations in us-
ing such funds.

4. We strongly recognize that illegal use of re-
search funds is not only a moral issue of an in-
dividual as a researcher, but it discredits the 
board and staff members both in and outside 
TUFS, which in turn would forfeit general pub-
lic's confidence with educational research insti-
tutions.

5. We shall use and manage these research 
funds with utmost caution to prevent a conflict 
of interests between individuals and different 
organizations or between organizations. 
Should any conflict occur, we shall take appro-
priate action in fairness to all concerned.

Response Section Against Misconduct in
Research Activities

Response Mechanism
Against Misconduct

Pertaining to Research
Activities at TUFS

Basic Policies Concerning Management
and Control of the Public and Other

Research Funds at TUFS

Anyone from or out of TUFS can report to Cell 
to Receive Complaints about Research Miscon-
duct any suspicious or possible fraud or miscon-
duct related to research activities at TUFS.

The report should be in the form of a hardco-
py  with the reporter's name and contact infor-
mation. The reporter, however, can request ano-
nymity from thereafter.

If the reporter wishes to remain anonymous, 
his/her personal information will not be dis-
closed. On the other hand, it should be under-
stood that the anonymity may pose a limit on 
the thorough investigation of the case.

Even if the reporter stays nonanonymous, 
his/her personal information will not be dis-
closed but to a handful of staff in charge of the 
investigation, and will not be made public with-
out his/her consent. The investigation staff are 
obliged to keep cases confidential.

Tokyo University of Foreign Studies

Contact information:

Cell to Receive Complaints about Research
Misconduct

Cell to Receive Complaints about Research Misconduct 
Tokyo University of Foreign Studies  
3-11-1 Asahi-cho, Fuchu-Shi, Tokyo 183-8534 
FAX: +81-(0)42-330-5599 
E-mail: fusei-madoguchi@tufs.ac.jp 

For more information, please visit: 
http://www.tufs.ac.jp/research/fusei_taiou.html

http://www.tufs.ac.jp/

December 2007



[Illegal use]

1. Despite purchasing a discount air ticket, he/she 
asks a travel agent for a quotation for the regu-
lar fare, padding his/her travel expense.

2. Despite canceling a business trip, he/she sub-
mits a fake business trip report, and illegally    
receives travel expense reimbursement.

3. In order to help a needy student for tuition and 
living expenses, he/she claims remuneration for 
fictitious service.

4. He/she purchases materials unrelated to own  
research and claims reimbursement with         
receipt lacking itemized statement such as "for 
books and magazines for research."

5. He/she asks a company to submit a fabricated 
bill making the university to pay the money to 
the   company, and asks the company to keep 
it as a deposit.

[Inappropriate use]

1. Purchasing of alcoholic beverages using a 
meeting budget.

2. Claiming for business trip whose purpose       
differs from his/her research.

3. Submitting receipt with ambiguous description 
of purchased items.

4. Submitting documents insufficient to support   
relevance for his /her expense.

Some possible cases of illegal and
inappropriate use of research funds

Response Mechanism Against Misconduct Pertaining to Research Activities at TUFS

Board of Directors
[Misconducts] 
1. Academic

Intentional fabrication, falsification, or frau-
dulent use of information in application, 
practice, report, and reviewing of research 
activities.

2. Financial
Illegal use of research fund

 
[Action Plan] 

[Measures to tackle misconduct in research 
activities]
- action manual against misconducts in re-

search activities
- guidelines for management and usage of 

research funds

General Manager (general director=President)
Two Deputy Directors-General (umbrella
administration director=Executive Director)
Department Managers (Heads of Departments)

Cell to Receive
Complaints about
Research Misconduct

Investigation Committee
-investigate cases based
on information provided

Monitoring system
Internal Surveillance Section
[National University Corporation Tokyo
University of Foreign Studies Internal
Surveillance Regulations]

Punishment
[National University Corporation Tokyo
University of Foreign Studies Staff
Working Rules]

Research Environment Office
[for improvement of research
environment]

[Mandates of the Section]
1. Establish and enforce code of conduct in the uni-

versity
2. Establish and implement Response mechanism 

against Misconducts
3. Set up and manage Cell to Receive Complaints 

about Research Misconduct
4. Establish Investigation Committee
5. Accept, report and publicize findings concerning 

complaints received

Response Section Against Misconduct in
Research Activities



東京外国語大学アクション・プラン2007

「世界知の輝ける殿堂」を築くために 

Tokyo University of Foreign Studies

Ⅰ　拠点大学化 
1.　世界諸地域の言語・文化・社会に関する高等教育の拠点 

2.　世界諸地域の言語・文化・社会に関する学際的かつ先端的な研究拠点 

3.　日本語教育研究の世界的な拠点 

 
Ⅱ　国内外の大学間連携等による教育研究の高度化推進 
 
Ⅲ　国内外における社会連携の展開 
 
Ⅳ　豊かな学生生活の実現 
 
Ⅴ　拠点大学としての基盤整備 

グランド・デザイン 

東京外国語大学 
TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

　グローバル化時代、少子高齢化時代にあって、本学がみずから掲げるグランド・

デザインを実現し、「世界知の輝ける殿堂」としてその存在感を高めるため、

2007年～2010年度に向けて、以下のようなアクション・プランを策定いたしま

した。安定した教育・研究環境の維持と、教職員相互の信頼感の醸成に努めつつ、

その実現をめざします。なお、本プランの基本構想をご理解いただくため、現在、

ホームページ上に掲載されている学長就任の辞、アクション・プラン2007公表

資料、説明文等もあわせてお読みいただけたら幸いです。 

2007年11月19日 
学長　 亀 山　郁 夫 

趣　　旨 

東京外国語大学は、地球社会化時代の未来を拓く 
教育研究の拠点大学をめざします。 

Tokyo University of Foreign Studies

TUFS Master Plan

東京外国語大学 
TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

Facing the era of globalization, and dwindling birthrate with an aging population, 
we have formulated the following Action Plan 2007 targeting the period of 2007 to 
2010, in an effort to realize our university "Master Plan," and to project ourselves as 
a "world-level seat of intellect." We aim to achieve these goals while paying attention 
to maintaining stable education and research environment, and nurturing trust 
among our faculty and administrators. We would appreciate if you refer to the TUFS 
web site for my inauguration message, open materials for Action Plan 2007, and its 
description, which will offer you more detailed information for a better 
understanding of a basic concepts of our plan.

November 19, 2007
KAMEYAMA Ikuo

Purport

TUFS aims at transforming itself into a strategic center
 for education and research that envisages

the future for the globalized society.

Aiming for a World-Level Seat of Intellect

President, Tokyo University of Foreign Studies

Ⅰ　Development of  TUFS into a Strategic University 
1.　As a base for higher education related to the world's languages, cultures, and societies 
2.　As an interdisciplinary and cutting-edge research base for the world's languages, cultures, and 
societies 

3.　As a leading center of Japanese language education 

Ⅱ　Promotion of higher level of education and research through strengthening 
the domestic and international inter-university partnerships 

Ⅲ　Development of domestic and international cooperation and outreach 
Ⅳ　Improvement of the student life quality
Ⅴ　Consolidation of ground as a strategic university



国立大学法人 東京外国語大学 
〒183-8534  東京都府中市朝日町3-11-1

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES (TUFS)
3-11-1 Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8534  JAPAN
http://www.tufs.ac.jp/index-j.html

＊本リーフレットで使われている色は、 
本学のシンボルカラーです。 
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Ⅰ　世界的教育・研究拠点としての体制 
　　の確立 

大学院の重点化 

　・「学術研究院」の設置への着手　 

　・博士後期課程の複数専攻化 

研究力の強化 

　・ITPによる若手研究者の研究能力高度化 

日本語教育研究の基盤整備 

　・国際日本語研究所（仮称）の設置 

Ⅶ　拠点大学としての基盤強化 

アラムナイ事業の展開 

　・卒業生ネットワーク等の構築 

業務運営体制の整備 

　・事務職員の能力開発機会の充実 

　・プロジェクト支援体制の充実 

サバティカル制度の確立 

財政基盤の強化 

　・競争的資金による外部資金の獲得 

　・東京外国語大学基金事業の推進 

Ⅱ　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 

教育体制・入試方法等の見直し 

　・入試科目の見直し（日本史の導入） 

　　とAO入試導入の検討 

　・学部教育体制・カリキュラムの見直し 

教育の国際化に向けた基盤整備 

　・英語による教育のさらなる強化 

　・10月入学の一部導入 

国際教育支援基金事業の推進 

Ⅲ　国際連携による教育研究の高度化 
　　推進 

コンソーシアム形式による国際共同教育研究 

の推進 

　・CAAS等による連携事業の推進 

　・新たな連携先の開拓 

国際連携推進のための基盤整備 

　・外国人研究者等のためのゲスト・ルームの 

　　設置 

Ⅳ　国内外における社会連携および社会 
　　貢献の展開 

文化財等復興支援事業への協力 

　・アチェ文化財復興支援事業の推進 

　・アフガニスタン文字文化財復興支援事業の推進 

多言語・多文化教育研究の充実と社会貢献の推進 

Ⅴ　国内外におけるプレゼンスの向上 

教育研究成果の発信力強化 

　・出版会設立および出版助成 

　・オープンアカデミーの充実 

広報体制の強化 

　・広報アドバイザーの配置 

Ⅵ　豊かな学生生活のための環境整備 

「グローバル・キャンパス」にふさわしい 

スペースの確保 

　・多言語コミュニケーション・プラザ（仮称） 

　　の設置 

学生に関する各種サービスの充実 

　・学生に対する情報の提供とそのシステム化 

　・独自の奨学金制度の拡充 

東京外国語大学アクション・プラン2007

「世界知の輝ける殿堂」を築くために 

Tokyo University of Foreign Studies

  

Tokyo University of Foreign Studies

Aiming for a World-Level Seat of Intellect

Ⅰ Formulation of the structure as a 
worldwide higher education and re-
search base
Emphasis on Graduate School
　・Move to set up "Research Division"　 
　・Increase in the number of courses for the 

doctoral program 
Research empowerment
　・Research capacity-building of young re-

searchers through the International Train-
ing Program (ITP) 

Ground preparation for Japanese language 
education and research 
 ・Establishment of International Japanese 
Language Institute (tentative title)

Ⅱ Development of undergraduate pro-
grams that provide students with a 
global outlook
Review of education system and admission 
policy
　・Reconsideration of exam subjects (inclu-

sion of Japanese history) and introduction 
of Admission Office entrance exam 

　・Reform of the undergraduate educational 
system and curriculum 

Establishment of ground for internationali-
zation of education 
　・Expansion of courses taught in English 
　・Partial introduction of October admission 
Empowerment of Tokyo University of Foreign 
Studies Fund

Ⅲ Promotion of higher level of educa-
tion and research through Interna-
tional partnerships
Promotion of international joint education 
and research through consortia 
　・Coordinated activities through CAAS 
　・Search for new partners 
Establishment of ground to promote Interna-
tional partnerships
　・Setting up of temporary accomodation for 

visiting researchers

Ⅳ       International cooperation and outreach

Support for restoration and preservation of cul-
ture heritages
　・Promotion of Aceh Project for the Preservation 

of Cultural Heritage　 
　・Promotion of Afghanistan Project for Cultural 

Heritages 
Enrichment of multilingual and multicultural edu-
cation and research, and promotion of outreach

Ⅴ  Improvement of TUFS' presence both in-
side and outside of Japan
Strengthening the ability to disseminate education 
and research results
　・Establishment of university press and publication 

grant　 
　・Enhancement of Open Academy 
Development of public relation system
　・Appointment of public relation advisor 

Ⅶ Consolidation of ground as a strategic 
university
Development of Alumni project
　・Networking of TUFS alumni　 
Setting up of administration service system
　・Provision of staff development opportunities　 
　・Improvement of project support system 
Establishment of sabbatical system

Strengthening of the financial base
　・Acquisition of external competitive funds　 
　・Promotion of Tokyo University of Foreign Stud-

ies Fund

Ⅵ Environment for the student life quality 
improvement

Preparation of space for ideal "Global Campus"　 
　・Multilingual Communication Plaza (tentative)　 
� Improvement of various student services
　・Information service for students and its system-

atization　 
　・Expansion of TUFS scholarships
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Tokyo University of Foreign Studies

Ⅰ　拠点大学化 
1.　世界諸地域の言語・文化・社会に関する高等教育の拠点 

2.　世界諸地域の言語・文化・社会に関する学際的かつ先端的な研究拠点 

3.　日本語教育研究の世界的な拠点 

 
Ⅱ　国内外の大学間連携等による教育研究の高度化推進 
 
Ⅲ　国内外における社会連携の展開 
 
Ⅳ　豊かな学生生活の実現 
 
Ⅴ　拠点大学としての基盤整備 

グランド・デザイン 

東京外国語大学 
TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

　グローバル化時代、少子高齢化時代にあって、本学がみずから掲げるグランド・

デザインを実現し、「世界知の輝ける殿堂」としてその存在感を高めるため、

2007年～2010年度に向けて、以下のようなアクション・プランを策定いたしま

した。安定した教育・研究環境の維持と、教職員相互の信頼感の醸成に努めつつ、

その実現をめざします。なお、本プランの基本構想をご理解いただくため、現在、

ホームページ上に掲載されている学長就任の辞、アクション・プラン2007公表

資料、説明文等もあわせてお読みいただけたら幸いです。 

2007年11月19日 
学長　 亀 山　郁 夫 

趣　　旨 

東京外国語大学は、地球社会化時代の未来を拓く 
教育研究の拠点大学をめざします。 

Tokyo University of Foreign Studies

TUFS Master Plan

東京外国語大学 
TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

Facing the era of globalization, and dwindling birthrate with an aging population, 
we have formulated the following Action Plan 2007 targeting the period of 2007 to 
2010, in an effort to realize our university "Master Plan," and to project ourselves as 
a "world-level seat of intellect." We aim to achieve these goals while paying attention 
to maintaining stable education and research environment, and nurturing trust 
among our faculty and administrators. We would appreciate if you refer to the TUFS 
web site for my inauguration message, open materials for Action Plan 2007, and its 
description, which will offer you more detailed information for a better 
understanding of a basic concepts of our plan.

November 19, 2007
KAMEYAMA Ikuo

Purport

TUFS aims at transforming itself into a strategic center
 for education and research that envisages

the future for the globalized society.

Aiming for a World-Level Seat of Intellect

President, Tokyo University of Foreign Studies

Ⅰ　Development of  TUFS into a Strategic University 
1.　As a base for higher education related to the world's languages, cultures, and societies 
2.　As an interdisciplinary and cutting-edge research base for the world's languages, cultures, and 
societies 

3.　As a leading center of Japanese language education 

Ⅱ　Promotion of higher level of education and research through strengthening 
the domestic and international inter-university partnerships 

Ⅲ　Development of domestic and international cooperation and outreach 
Ⅳ　Improvement of the student life quality
Ⅴ　Consolidation of ground as a strategic university
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Ⅰ　世界的教育・研究拠点としての体制 
　　の確立 

大学院の重点化 

　・「学術研究院」の設置への着手　 

　・博士後期課程の複数専攻化 

研究力の強化 

　・ITPによる若手研究者の研究能力高度化 

日本語教育研究の基盤整備 

　・国際日本語研究所（仮称）の設置 

Ⅶ　拠点大学としての基盤強化 

アラムナイ事業の展開 

　・卒業生ネットワーク等の構築 

業務運営体制の整備 

　・事務職員の能力開発機会の充実 

　・プロジェクト支援体制の充実 

サバティカル制度の確立 

財政基盤の強化 

　・競争的資金による外部資金の獲得 

　・東京外国語大学基金事業の推進 

Ⅱ　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 

教育体制・入試方法等の見直し 

　・入試科目の見直し（日本史の導入） 

　　とAO入試導入の検討 

　・学部教育体制・カリキュラムの見直し 

教育の国際化に向けた基盤整備 

　・英語による教育のさらなる強化 

　・10月入学の一部導入 

国際教育支援基金事業の推進 

Ⅲ　国際連携による教育研究の高度化 
　　推進 

コンソーシアム形式による国際共同教育研究 

の推進 

　・CAAS等による連携事業の推進 

　・新たな連携先の開拓 

国際連携推進のための基盤整備 

　・外国人研究者等のためのゲスト・ルームの 

　　設置 

Ⅳ　国内外における社会連携および社会 
　　貢献の展開 

文化財等復興支援事業への協力 

　・アチェ文化財復興支援事業の推進 

　・アフガニスタン文字文化財復興支援事業の推進 

多言語・多文化教育研究の充実と社会貢献の推進 

Ⅴ　国内外におけるプレゼンスの向上 

教育研究成果の発信力強化 

　・出版会設立および出版助成 

　・オープンアカデミーの充実 

広報体制の強化 

　・広報アドバイザーの配置 

Ⅵ　豊かな学生生活のための環境整備 

「グローバル・キャンパス」にふさわしい 

スペースの確保 

　・多言語コミュニケーション・プラザ（仮称） 

　　の設置 

学生に関する各種サービスの充実 

　・学生に対する情報の提供とそのシステム化 

　・独自の奨学金制度の拡充 

東京外国語大学アクション・プラン2007

「世界知の輝ける殿堂」を築くために 

Tokyo University of Foreign Studies

  

Tokyo University of Foreign Studies

Aiming for a World-Level Seat of Intellect

Ⅰ Formulation of the structure as a 
worldwide higher education and re-
search base
Emphasis on Graduate School
　・Move to set up "Research Division"　 
　・Increase in the number of courses for the 

doctoral program 
Research empowerment
　・Research capacity-building of young re-

searchers through the International Train-
ing Program (ITP) 

Ground preparation for Japanese language 
education and research 
 ・Establishment of International Japanese 
Language Institute (tentative title)

Ⅱ Development of undergraduate pro-
grams that provide students with a 
global outlook
Review of education system and admission 
policy
　・Reconsideration of exam subjects (inclu-

sion of Japanese history) and introduction 
of Admission Office entrance exam 

　・Reform of the undergraduate educational 
system and curriculum 

Establishment of ground for internationali-
zation of education 
　・Expansion of courses taught in English 
　・Partial introduction of October admission 
Empowerment of Tokyo University of Foreign 
Studies Fund

Ⅲ Promotion of higher level of educa-
tion and research through Interna-
tional partnerships
Promotion of international joint education 
and research through consortia 
　・Coordinated activities through CAAS 
　・Search for new partners 
Establishment of ground to promote Interna-
tional partnerships
　・Setting up of temporary accomodation for 

visiting researchers

Ⅳ       International cooperation and outreach

Support for restoration and preservation of cul-
ture heritages
　・Promotion of Aceh Project for the Preservation 

of Cultural Heritage　 
　・Promotion of Afghanistan Project for Cultural 

Heritages 
Enrichment of multilingual and multicultural edu-
cation and research, and promotion of outreach

Ⅴ  Improvement of TUFS' presence both in-
side and outside of Japan
Strengthening the ability to disseminate education 
and research results
　・Establishment of university press and publication 

grant　 
　・Enhancement of Open Academy 
Development of public relation system
　・Appointment of public relation advisor 

Ⅶ Consolidation of ground as a strategic 
university
Development of Alumni project
　・Networking of TUFS alumni　 
Setting up of administration service system
　・Provision of staff development opportunities　 
　・Improvement of project support system 
Establishment of sabbatical system

Strengthening of the financial base
　・Acquisition of external competitive funds　 
　・Promotion of Tokyo University of Foreign Stud-

ies Fund

Ⅵ Environment for the student life quality 
improvement

Preparation of space for ideal "Global Campus"　 
　・Multilingual Communication Plaza (tentative)　 
� Improvement of various student services
　・Information service for students and its system-

atization　 
　・Expansion of TUFS scholarships
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東京外国語大学

Tokyo University of Foreign Studie

東京外国語大学

東京外国語大学国際学術戦略本部(OFIAS)は、多言語リーフレットを作成しました。
従来から、英語以外の外国語での本学に関する情報提供が十分でないという課題がありました。これに対して、OFIASは本学外国語学部の26専攻語による大学概
要の作成事業の一環として、2006年3月に多言語リーフレットを作成しました。

多言語リーフレットの特徴は次のとおりです。
(1) 言語及びその背景にある文化を考慮しての作成(例えば、大学名が「東京外国語大学」の直訳とはなっていない言語もあります)
(2) すべての言語の版下をパソコンで作成（MS Windows Vistaがリリースされる現在となっては当たり前でしたが、当時は画期的でした）
(3) OFIAS WebサイトにPDF形式にてアップロード(プリンタの機種依存を心配することなく印刷ができます)

OFIASでは今後、多言語リーフレットにより世界各地で東京外国語大学の理解が促進されることを期待しております。

TUFS Multilingual Brochures     TUFS多言語リーフレット


