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４＋１の力の育成と、世界知の輝ける殿堂

をめざして

グローバル化とよばれる私たちの現代社会は、も

はやバラ色の夢をもって語ることのできる社会ではあ

りません。地球レベルで加速する環境破壊、頻発す

るテロ、格差社会にみる二極化、犯罪の凶悪化など、

どれ一つをとっても、グローバル化がもたらした悲し

い爪あとを見る思いです。これらの事態を受身のまま

座視するだけであってよいのか、それとも、それを克

服しようと蟻塚を築くような努力を重ねるのか、それ

らは私たちの精神力のありよう一つにかかっていると

いっても過言ではありません。しかし、知性と良識の

府であるべき大学は、何よりもそうした矛盾に目を向

け、その解決のために努力し、よりよい世界を拓くこ

とのできる人材を育てあげることに大切な使命があ

ると考えます。そして本学にとって、少なくともその

使命をはたすうえで出発点となるのが言語です。世

界を認識し、人と対話するための根源的なツールと

DEVELOPING THE "4+1 ABILITIES" 
AND BUILDING A HUB OF WORLD-LEVEL 
INTELLECT

We are living in a so-called global society, a society that 
could no longer be sustained as a sweet rosy dream.  In 
fact, we see at global level, destruction of the environment, 
frequent terrorism, polarization of society fragmented by 
disparity and exponential increase of vicious crimes - each 
of them leaving indelible scars of globalization.
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Should we simply be passive spectators to this, or should 
we put our foot down and confront the situation step by 
step? It could be said that it all depends on our conscience.  
I believe the important duty of a university that is regarded 
as a seat of intellect as well as of common sense is to 
develop those human resources that pay adequate attention 
to contradictions, try to solve them and thus create a better 
world.  At our university, the stepping stone for achieving 
this goal is language - a fundamental tool for understanding 
the world and communicating with the global populace.  
However, in the present world so full of contradictions, we 
cannot simply stop on this first stepping stone of language.  
We need to take further steps.

The "Master Plan" of the university aims at 'transforming 
itself into a strategic centre for teaching and research that 
envisages an era of global society'.  In tandem, our "Action 
Principle" is 'interacting with the global society'.

With the above plan and principles as the background, 
we wish to develop those human resources that can face 
the difficulties and contribute to the peaceful global co-
existence through languages.  Our graduates should not 
forget this spirit, whatever they do and wherever they 
live.  The following 4+1 abilities empower our present and 
prospective students in fulfilling the goals:

Communication: excellent communication abilities to serve a 
multi-lingual society

Imagination:  imaginative power to comprehend a multi-
cultural society

Exploration:  meticulous research abilities based in the 
community

Cooperation:  vitality to act promptly together with the global 
society

　    ＋

Presentation:  excellent ability to present oneself to others

Developments of these abilities are the very first tasks 
among the university's education and research goals.  
Although the development of these abilities are required 
for facing the global society, another important mission is 
to strive to accumulate an intensive knowledge-base for 
developing the intellect.

While in the present situation called the global era, deep 
fragmentation becomes discernible under the veneer of 
unification, our university will get into focus by developing a 
vast knowledge-base about world's languages, cultures and 
societies.  I promise that we will not remain as an institution 
specializing just in humanities but progress vigorously to 
become a world-level seat of intellect and project ourselves 
so the world.

しての言語です。

とはいえ、これほどの矛盾を抱えた世界に生きる私

たちは、もはや、ツールの習得にのみ踏みとどまるこ

とは許されません。出発点はあくまで出発点なのです。

私たちの大学のグランドデザインに掲げられた未来

像にはこう書かれています。

「地球社会化時代の未来を拓く教育研究の拠点大学

をめざして」

同時に、私たちの大学が掲げる行動原理は次のよ

うなものです。

「21世紀の地球社会と対話し行動する（InterActing 

with Global Society）」

私たちが、この二つのスローガンの交響のなかに託

した願いとは、「言語をとおして」より果敢に世界の

平和的共生に貢献できる人材の育成ということです。

本学から巣立つ人々が、どこに生き、どこで働こうと、

この精神を忘れてほしくないのです。そして、これか

ら私たちの大学で学ぼうとする学生たちに対し、その

育成に努めたいと願っているのは、まさにこの２つの

スローガンにみあう次の４＋１の能力です。
Communication 多言語社会に貢献するコミュニケー

ション能力

Imagination 多文化社会をめつめるリアルな人間

的想像力

Exploration グローバルな地域社会にひろがる精

緻なリサーチ力

Cooperation 地球社会と協働する果敢な行動力

　    ＋

Presentation 卓越した自己表現力

これら４＋１の能力は、じつは、私たちの大学の教

育研究がよりどころとする出発点であり、かつ、到達

点でもあるのです。

しかし、これら４＋１の力は、あくまでも地球社会

に向けてはばたくための力であり、知性です。そして

他方で、その力と知性をたゆまず育てていくための知

的財産の貪欲な蓄積に励むこととも大学の大きな使

命なのです。

地球の風は、いま私たちに向かって吹いています。

グローバル化時代と呼ばれる状況が、地球一元化

という表層的な流れの奥底にはらむ限りない多極化

を浮きぼりにする現代にあって、世界の言語、文化、

社会をめぐる膨大な学問的知見を蓄えた本学の存在

は、これまでにない脚光を浴びることになるでしょう。

人文学の輝けるonly oneにとどまらず、世界知の輝

ける殿堂をめざしてもてる力を遺憾なく発揮するとと

もに、その存在感を世界に向かって広くアピールして

いくことを約束したいと思います。
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  The 2nd Advisory Committee Meeting of OFIAS-TUFS

The 2nd OFIAS Advisory Committee Meeting was held on 
Wednesday, April 18, 2007, from 10:00am to 12:00pm at 
Josui-kaikan. This was a discussion session where external 
experts were requested to review and advise on our 
international strategic activities of research and education. 
The OFIAS Core Members reported on OFIAS activities 
from September 2005 to March 2007, and received 
feedback and comments from four advisors. The meeting 
was particularly fruitful for OFIAS. Their comments were 
very precise and helpful, which encouraged further OFIAS 
activities.

Minutes
Date: Wednesday, April 18,2007
Time: 10:00am - 12:00pm
Location: Josui-kaikan, Tokyo
Attendants:
<Committee Members>
Mr. Yasushi Akashi (Chair), Prof. Hidenori Fujita, 
Ms. Lesley Hayman, Mr. Takushi Ohno.
<OFIAS Members>
Prof. Koji Miyazaki (Director of OFIAS), Prof. Toru Aoyama, 
Prof. Peri Bhaskararao, Prof. Nobuaki Kondo, 
Prof. Akito Okada, Mr. Yonekatsu Seki, Ms. Sanae Arai, 
Ms. Saori Satoh

Ⅰ.  Activities of OFIAS between September 
2005 and March 2007

A. Remarkable Progress
a.  Opening of Beirut Office
b.  Formation of Consortium for Asian and African Studies 

(CAAS)
c.  Management of international operations of the 

University
d.  Risk management

B. Reports on Individual Points/Projects
a.  Formation of CAAS
b.  Promotion of international activities through the TUFS 

Global Community
c.  Guideline for the agreement with institutions overseas
d.  Multilingual support for visiting scholars
e.  Internship program
f.  Public relations

C. General Discussion on Future Plans

Ⅱ . Comments and Suggestions by Advisory 
Committee Members

A. Consortium for Asian and African Studies (CAAS)
- The step-by-step approach of CAAS formation where 
OFIAS intentionally started with general theme to find 

東京外国語大学国際学術戦略本部（OFIAS）は、

2007 年 4月 18日（水）午前 10時から12 時まで、

如水会館にて、第２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。2005年 9月の設立から、現在ま

での活動状況について報告し、４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： 2007（平成19）年４月18日（水） 
 10:00-12:00
場　所： 如水会館３階　富士の間
出席者： 

〈アドバイザリー委員〉

明石康氏（議長）、藤田英典氏、レズリー・ヘイマ

ン氏、大野拓司氏
〈本学〉

宮崎恒二OFIAS本部長、青山亨教授、ペーリ・バー
スカララーオ教授、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、佐藤さお
りLO

Ⅰ．2005 年 9月の設立から2007 年 3月まで
の期間の活動概要

A.　４つの主要実績
a.  ベイルート拠点の開設サポート
b.  アジア・アフリカ研究・教育コンソーシアム 
(CAAS)の設立

c.  大学内の国際事業の運営
d.  海外危機管理

B. 個別報告
a.  CAASの設立
b.  TUFSグローバル･コミュニティの促進
c.  海外高等教育機関との協定ガイドラインの策定
d.  客員研究者を対象とした多言語サポート
e.  インターンシップ・プログラム
f.  広報

C. 総括討論：とくに次期３年度の実施計画について

Ⅱ．アドバイザリー委員からの主なコメント
A. アジア・アフリカ研究・教育コンソーシアム（CAAS）

第２回国際学術戦略本部 (OFIAS) アドバイザリー・コミッティ会議
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common ground is quite pragmatic.
- Contact with the Arts and Humanities Research 

Council, UK [AHRC] that develops international network for 
researches of particular areas is useful.

- UK universities have a system of sending senior 
academics as international evaluators to learn capacity and 
interest of universities outside UK.

B. TUFS Global Community
- Alumni are interested in topics relevant to their career.
- Alumni are best advocates of the institution as they 

are interested in enhancing the "brand" of their university, 
and useful for fund-raising and recruiting excellent next 
generation students.

- The use of the word "Community" might be misleading. 
"Network" would be more appropriate.

- Suggestion of establishing a stable fund-raising 
program.

a. Alumni
b. TUFS homecoming day for foreign researchers
c. Donations from private companies
d. Some UK institutions have a system of offering benefit 

of printing contributors' names in return for their 
financial contribution.

C. Internship Program
- The internship situation at British Council is similar in 

terms of reconciling the needs of BC and its interns.
- To provide learning opportunities such as attending 

events and meetings would be quite rewarding for interns.

- コンソーシアム（CAAS）形成にあたり、候補者・
機関についての情報が限られているため、意図的に、
一般的なテーマから始めて共通の領域を見出してい
く方法を採っているのは現実的である。
- 英国の芸術人文科学研究委員会 (Arts and 
Humanities Research Council, UK [AHRC] http://
www.ahrb.ac.uk/)と接触すると有益だろう。
- 英国の大学には、海外の大学における関心事を把
握し能力を向上させるために、研究者を国際評価の
専門家として派遣するという例がある。

B. TUFSグローバル・コミュニティ

- 卒業生は、自身の職業上のキャリアに直結したト
ピックに関心をもっている。
- 卒業生は、大学の「ブランド」イメージを高める
うえで最適であり、資金獲得や次世代の優秀な学生
を募集するうえで役立つ。
- 「コミュニティ」という名称は誤解を招くため、

「ネットワーク」の方が適切ではないか。
- 他大学では、次のような例が見られる。こうした
例を参考にしながら、安定した資金獲得プログラム
を設けるとよいのではないか。
a.  卒業生から少額の寄付金を定期的に得られるよ
うにする。

b.  ホームカミング・デイを行なって客員研究者を
招聘する。

c.  企業に寄付金の呼びかけを行なう。
d.  寄付者の名前をベンチなどに記すなどの特典を
付ける（一部の英国大学）。

C. インターンシップ・プログラム

- ブリティッシュ・カウンシル（BC）内部とインター
ン側との間でも、適職のマッチングが必要となる点
では似ている。
- イベントや会議に参加することなどを学習機会と
して提供することは、インターンにとって非常に有益
であろう。

Result of the Midterm Evaluation for the "Strategic Fund for 
Establishing International Headquarters in Universities" by MEXT
文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」の中間評価結果

The Office for International Academic Strategy (OFIAS-
TUFS) had been established in November 2005 among 
"International Strategy Headquarters" in twenty pilot 
Universities selected by Japan's Ministry of Education, 
Sports Science and Culture (MEXT) with the "Strategic Fund 

本学国際学術戦略本部（OFIAS-TUFS）は、2005

年 9月、文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」

に採択され、設置されました。大学国際戦略本部強

化事業は、「大学等の国際化をより効率的に促進する

ため、国際戦略本部といった全学的な国際化のため
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for Establishing International Headquarters in Universities." 
The aims of this program are to develop inter-department 
organization "International Strategy Headquarters" 
according to the characteristics of each university, to 
support university-wide organizational, international activities 
in organic cooperation with various organizations in the 
university by creating its own international strategy, and to 
develop an outstanding model of international development 
strategy and create a standard for the promotion of 
autonomous consideration with originality and ingenuity in 
other universities (MEXT).

In August 2007, MEXT has announced the Result of the 
Midterm Evaluation for this program.

<Comment about Tokyo University of Foreign Studies>
-Successful: The following points are commendable: 

Formation of the Consortium for Asian and African Studies 
prior to its original plan, systematical organization of the 
Office for International Academic Strategy including the 
employment of the exclusive human resources: International 
Business Manager and Liaison Officers, and the steady 
implementation of its international activities. In addition to 
the previous efforts, it would be needed to consider the 
financial supporting system for keeping the employment 
of those exclusive staff members after the program 
completion as well. Implementation of more unique projects 
as a university of foreign studies using its international and 
multilingual characteristics is expected.

<Summary of the result about all the universities>
 Successful : 17 universities
 Extra effort required : 3 universities
 Program adjustment needed : None

の組織を置き、国際戦略を策定した上で行う様々な

取組みを支援・分析することにより、効率的な国際

化のモデルを開発する」（文部科学省）もので、20

機関が採択されています。

この度、文部科学省は「大学国際戦略本部強化事業」

の中間評価を行い、その結果を公表しました。

東京外国語大学国際学術戦略本部

　〈評価結果〉順調に進捗している

アジア・アフリカ研究・教育コンソーシアムを当初

予定より早く形成できたこと、国際展開マネージャー

やリエゾンオフィサー等の専任スタッフの雇用を含め

た国際学術戦略本部の体制の組織化等、着実に国際

化活動を推進していることは評価できる。

なお、これまでの取組みに加え、事業終了後も国

際学術戦略本部の専任スタッフの雇用を維持できる

よう、国際事業をサポートする体制を財源の面からも

検討していく必要がある。また、国際情勢に精通し

ていることや多言語に対応可能であるという外国語

大学ならではの特性をさらに生かした取組みを期待し

たい。

〈中間評価結果の概要〉

　17機関 ：順調に進捗している

　  3 機関 ：一層の努力が必要

　  0 機関 ：計画の適切なる変更が必要

International Strategy 3

Promotion of International Activities
through the TUFS Global Community

TUFS has a network of TUFS alumni, affiliated research 
fellows, and educators from Japan and around the world. 
The network will be developed into a system to mutually 
facilitate the international activities of its members.

- Creation of the TUFS Global Community
TUFS alumni all over the world will be organized as TUFS 

Associates under TUFS Ambassadors. The Ambassadors 

東京外国語大学国際戦略３

「TUFSグローバル・コミュニティ」
による海外事業の展開

世界各地に広がる卒業生、修了生、留学生、外国
人研究員・教員等をネットワーク化し、海外事業の展
開の協力体制を築く。

◆世界的に展開されるTUFSコミュニティ

世界に広がる本学卒業生、修了生を「TUFSアソシ
エイツ」として組織化し、その中で中心的な役割を果
たす「TUFSアンバサダー」の下で、世界各地に連

TUFSグローバル・コミュニティ

TUFS Global Community
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will operate TUFS Branches which will serve as contact 
offices for research and education. 

- TUFS Research Fellows
Foreign academics currently and formerly affiliated with 

TUFS will be included in the TUFS Global Community 
to provide the support needed for international research 
activities.   (December 2005)

1. How to establish and expand
We establish TUFS Global Community from the locations 

of CAAS Member Institutions and expand its network 
to other cities. London will be the model for expansions 
as the location of TUFS London Office, a research base 
overseas. TUFS Alumni who have been living for many 
years overseas as well as International Students, Visiting 
Scholars and Foreign Instructors who have learnt/ engaged/ 
taught at TUFS are the main subject Personnel and going 
to fill in the gaps of the network where current TUFS Alumni 
Associations do not cover.

2. Membership and Core Organization
International Students, Visiting Scholars and Foreign 

Instructors shall be regarded as "TUFS Associates" 
automatically when they leave TUFS. "TUFS Club" shall be 
set up as the core organizations of TUFS Associates. TUFS 
Clubs in the collaborations with OFIAS shall contribute to 
the overseas developments.

3. Merits of TUFS Associates
- Free receipts of OFIAS Newsletters/ - Contributions to 

絡事務所「TUFSブランチ」を設け、研究・教育交
流の拠点とする。

◆ TUFS研究フェローズ

これまで在籍した外国人研究者をネットワーク化
し、TUFSコミュニティの海外での研究活動を支える。
（2005年 12月）

１．取組の手法

本学が主導するアジア・アフリカ研究・教育コンソー

シアム（CAAS）機関所在都市、特に本学の海外拠
点設置都市であるロンドンをモデルケースとして、他
都市へとコミュニティを発展させる。本学卒業の長
期海外居住者、帰国留学生を重点対象とし、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。

２．特徴

帰国留学生等は全員自動的に「TUFSアソシエイツ」
となり、「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

- OFIASニューズレターの受領 - OFIASニューズ
レターへの寄稿 
- CAASシンポジウムへの参加 - アソシエイツ間の
情報交換
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パリ・ロンドン出張報告  －TUFSグローバル・コミュニティ形成に向けて－

Visit to Paris and London - Forming the TUFS Global Community -

The Office for International Academic Strategy (OFIAS) 
sent three members of its staff to Paris and London for 
seven days from September 25 to October 1, 2007. 
Three main goals were set for this visit viz., (a) to discuss 
further development of the Consortium for Asian and 
African Studies (CAAS) with the member institutions, 
(b) to communicate and cooperate with staff members 
related to TUFS London Office which is one of the TUFS 
Research Bases Overseas (See the Newsletter No.6 for 
more information) and (c) to exchange views on the TUFS 
Global Community with TUFS Alumni in Paris and London. 
Following is a report of the meeting with TUFS alumni for 
the TUFS Global Community.

One of the strategies of OFIAS is forming the TUFS Global 
Community, which aims at constructing the cooperative 
structure for overseas development through making a 
network of TUFS Alumni all around the world; Japanese 
graduates, international students, foreign researchers and 
instructors, and so on. As the first step in making this　
community materialize, our staff members met TUFS alumni 
in Paris and London to exchange information and views on 
this each other.

In Paris, our delegation met with the members from 
TUFS Alumni Association, "Gaigo-kai Paris". They were: 
Ms. Mutsuko Numata, Secretary of Gaigo-kai Paris, Mr. 
Yutaka Goto, Director General of SHISEIDO Communication 
Center for Europe, and Ms. Mami Takahashi, Journalist. 
Following the visit by Prof. Tomimori last year, this was the 
second visit by OFIAS to Gaigo-kai Paris. They exchanged 
the information and opinions regarding "TUFS Global 
Community.'' Provided with the information of Higher 

国際学術戦略本部（OFIAS）では国際戦略の推進

のため、2007 年 9月 25日～ 10月１日の 7日間、3

名のスタッフをパリとロンドンに派遣しました。目的

は、1）本学が主導するアジア・アフリカ研究・教育

コンソーシアム（CAAS）を推進するため連携機関と

協議を行うこと、2）ロンドン・オフィス（本学が設

置した海外拠点。詳細はNewsletter No6をご覧下さ

い。）に関する現地関係者との連絡調整を行うこと、

及び 3）「TUFSグローバル・コミュニティ」形成に

向けた現地関係者との意見交換を行うことでした。こ

こでは、主に「TUFSグローバル・コミュニティ」に

関する会合について報告します。

世界に広がる本学の卒業生、修了生、留学生、外

国人研究員、教員等をネットワーク化し、海外事業

展開の協力体制を築く「TUFSグローバル・コミュニ

ティ」の形成はOFIASが掲げる国際戦略の1つです。

このコミュニティ実現の足がかりとして、パリ及びロ

ンドンにおいて以下の通り現地関係者からの情報収

集及び意見交換を行いました。

パリでは、本学卒業生でパリを中心に活躍されて

いる東京外語会員の方にお集りいただきました。昨

年度のOFIAS副本部長の訪問に続く2回目の会合に

は、パリ外語会支部幹事の沼田睦子氏、資生堂フラ

ンス代表の後藤豊氏、ジャーナリストの高橋真美氏

にご参加いただき、海外で活躍する卒業生の視点か

ら、「TUFSグローバル・コミュニティ」に対して貴

重なご意見をいただきました。インターンシップ制

度、大学の企業連携など、フランスの高等教育情報

OFIAS Newsletters
- Participations in CAAS Symposium/ - Information 

exchanges among TUFS Associates/ - Participations in 
the meetings in the subject locations with TUFS academic/ 
administrative staff

4. Significance to TUFS
Maintaining the relations and connections with them by 

networking of TUFS Associates is of value to TUFS. The 
opinions and requests of TUFS Associates from different 
viewpoints are to be reflected in the educations and 
researched of TUFS.

- 対象都市における本学職員との会合への参加

４．本学にとっての意義

TUFSアソシエイツを「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
であり、また、様々なTUFSアソシエイツからの本
学に対する国際的な視点からの要望・意見を本学の
教育研究に反映していくことが期待される。
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Education in France and the distinguished French alumni 
of TUFS as well, their opinions from their view point as the 
TUFS alumni abroad were precious and valuable for the 
TUFS Global Community. We would like to express our 
gratitude to all the above  for taking time out from their busy 
schedule.

In London, joined by a member from Gaigo-kai London, 
Mr. Yutaka Harada, Senior Advisor of JETRO London, 
our delegation met with the SOAS (School of Oriental 
and African Studies, University of London) students and 
alumni who finished the courses at TUFS viz., ISEPTUFS, 
Japanese Language and Culture Studies Program and 
undergraduate programs. They had a detailed discussion 
about "TUFS Global Community'' from their view point as 
students. There was a suggestion from students to have 
this meeting once a year around this time of the year as the 
delegation met those returning from TUFS along with those 
going to TUFS.  Exchange of information at that juncture 
proved to be fruitful. With the establishment of the TUFS 
London Office, OFIAS places London as the model for the 
expansion of the TUFS Global Community.

Based on the information and opinions collected in 
Paris and London, OFIAS will start forming the TUFS 
Global Community in the places where the CAAS member 
institutions are located: Paris, London, Singapore and 
Leiden, and then expand the network gradually  all around 
the world.

【OFIAS Delegation to Paris and London】
Dr. Koji Miyazaki, Director of OFIAS and Vice-president
Ms. Akiko Miyashita, International Exchange Section, Research 
Promotion Division
Ms. Etsuko Izumi, Budgeting Section, Accounting Division

やTUFS出身のフランス要人に関する情報も提供い

ただき、実り多き会合となりました。皆様にはお忙し

いスケージュールを縫って会合にご参加いただきま

したことを心より御礼申し上げます。

ロンドンでは、本学での課程を修了した帰国留学生

等 3名、本学卒業後、協定校でありCAAS参加機関

であるロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（SOAS）

に在籍している卒業生 2名及びロンドン在住の卒業

生原田豊氏 (JETRO Londonシニアアドバイザー )に

お集りいただき、主に学生の視点から「TUFSグロー

バル・コミュニティ」に対する率直なご意見・ご要望

をいただきました。偶然にも、帰国したばかりの学生

とこれから日本に旅立つ学生の情報交換の場となっ

たため、年に一度この時期に会合を開催して欲しい

という意見も寄せられました。OFIASでは、TUFS

ロンドン・オフィスが設置されていることから、ロン

ドンを「TUFSグローバル・コミュニティ」のモデル

ケースとして位置づけています。

今回収集した情報・意見を素に、OFIAS では、

CAAS連携機関所在地であるパリ、ロンドン、シン

ガポール及びライデンから、「TUFSグローバル・コ

ミュニティ」の形成を計り、順次「世界に広がるネッ

トワーク」を形成してゆく計画です。

【出張者】

宮崎恒二国際学術戦略本部長（理事・副学長）

宮下晶子研究協力課国際交流係員

和泉悦子会計課予算係員

- Paris, September 26, 2007

 2007 年 9 月 26 日パリ

- London, September 29, 2007

 2007 年 9 月 29 日ロンドン
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 7 月 4日 米・ニューヨーク州立大学オルバニー
校より、留学交流室東アジアプログラ
ム、ホ・チアファンプログラム・コーディ
ネーターが、本学副学長（教育・学生
等担当）を表敬訪問

 7月4日 ラオス日本人材協力センターより、広
報マネジメント・ユニット長シーチャ
ントンティップ・ヴィエンアムパイ女
史が、JICA国別研修ラオスセンター広
報実務者研修により、TUFSを訪問（教
員、学生との交流）

 7月5日 在日フランス大使館より、ブノワ・
ド・トレグロデ大学間交流担当官が、
OFIAS本部長を表敬訪問

 7月20日 インドネシア国家教育省より、レニー・
ユナス施設開発部長ほか、合計 12名
がOFIAS本部長を表敬訪問

 9月4日 タンザニア情報・文化・スポーツ省よ
り、ヘルマス・ムワンソコ文化局長が、
国際交流基金文化人招聘プログラムに
より、AA研副所長を表敬訪問

 9月10日 韓国外国語大学校より朴哲総長ほか、
合計 2名が、本学学長とOFIAS 本部
長を表敬訪問

 9月13日 ポーランド・国際文化研究所ヤツェフ・
プルフラ所長が、本学学長とOFIAS
本部長を表敬訪問。

 9月20日 2007 年度第 2回OFIASブラウンバッ
グフォーラム開催

 （報告者：TUFS 岡田昭人 准教授ほか）

  9月下旬 9月末に離任した特任外国語教員 2名
を対象とした離任手続きサポート

10月上旬 10月初に新規着任した特任外国語教員
2名ならびに客員研究員1名を対象と
した着任手続きサポート

10月5日 新 OFIASアドバイザリー委員ジョン・
モック教授来訪

10月9日 在日モザンビーク大使館よりＥ.Ａ.フェ
レイラ公使参事官及びモザンビーク国
立国際関係高等機関よりパルティシオ・
ジョゼ学長が、本学学長とOFIAS 本
部長を表敬訪問

Jul 4 Dr. Chia-Huan Ho, Program Coordinator for 
East Asia Programs, Office of Study Abroad and 
Exchange, New York State University (SUNY) at 
Albany, visited TUFS vice-president (academic 
and student affairs).

Jul 4 Ms. Sichanthongthip Viengamphay, Head of 
Publicity Management Unit, Lao Japan Human 
Resource Cooperation Center (LJC), visited 
TUFS students and scholars, under JICA-LJC 
PR staff training program.

Jul 5 Benoît de Tréglodé, Attaché de coopération 
universitaire, Ambassade de France à Tokyo, 
Japon, visited OFIAS director.

Jul 20 Ms. Renny Yunus, Head of Facility Development 
in Directorate of Training Development, and other 
11 staff members from educational facilities-
related department in Indonesia, visited OFIAS 
director.

Sep 4 Mr. Hermas J. M. Mwansoko from Ministry of 
Information, Culture and Sports, Tanzania, visited 
deputy director of ILCAA, under the Japan 
Foundation's invitation program for distinguished 
visitors.

Sep 10 Dr. PARK, Chul, President, and other staff 
members of Hankuk University of Foreign 
Studies, Korea, visited TUFS president and 
OFIAS director.

Sep 13 Prof. Jacek Purchla, Director of the International 
Cultural Centre in Krakow, Poland, visited TUFS 
president and OFIAS director.

Sep 20 OFIAS held the 2nd Brown Bag Forum 2007
 (Presenter: Assoc. Prof. OKADA and two staff 

members of TUFS)

End Sep OFIAS supported the departure procedures for 2 
visiting scholars.

Early Oct OFIAS supported the arrival procedures for 3 
new visiting scholars.

Oct 5 Prof. John Mock, a new Advisory Committee 
Member visited OFIAS director.

Oct 9 Mr. E. A. Ferreira, Minister-Counselor, Embassy 
of the Republic of Mozambique in Tokyo, Japan, 
and Dr. Particio Jose, Rector, Higher Institute for 

Office for International Academic Strategy (OFIAS-TUFS) 
Activities (Jul.-Oct. 2007)
国際学術戦略本部（OFIAS-TUFS）活動報告（2007年 7-10月）
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International Relations of Mozambique, visited 
TUFS president and OFIAS director.

Oct 11 OFIAS and ILCAA held an information exchange 
meeting, welcoming new visiting scholars at 
ILCAA.

Oct 16 Prof. Anthony Hartley, Centre for Translation 
Studies, School of Modern Languages and 
Cultures, at the University of Leeds and one 
staff member from the university, visited OFIAS 
director.

Oct 16 Mr. RINCHIN, Ganbat, Journalist from Mongolia, 
visited TUFS students and scholars under 
the Japan Foundation's invitation program for 
distinguished visitors.

Oct 19 Prof. Paul Webley, Director and Principal of the 
School of Oriental and African Studies (SOAS), 
UK, met with TUFS president and OFIAS 
director. (Venue: Four Seasons Hotel in Tokyo)

Oct 25 Prof. Mariano Fernández Enguita, Director of the 
Spanish-Japanese Cultural Centre, University of 
Salamanca, Spain, visited TUFS president.

Oct 26 Dr. Ahmed M. AL-Kibsi, Vice-president of the 
Sana'a University, Yemen, visited OFIAS director 
and director of ILCAA under the Ministry of 
Foreign Affairs' Invitation Scheme (Opinion 
Leaders).

Oct 30 OFIAS held a forum for the teachers from Islamic 
boarding schools (Pesantren) in Indonesia, co-
hosted by the Ministry of Foreign Affairs of Japan 
(Partnership Scheme for 21st Century).

Oct 31 OFIAS held the 3rd Brown Bag Forum 2007
 (Presenter: OFIAS Interns)

10月11日 新規着任した客員研究員等との情報交

換会を開催

10月16日 英国・リーズ大学より、翻訳研究科長
アンソニー・ハトリー教授ほか、合計

2名が、OFIAS本部長を表敬訪問

10月16日 モンゴル・リンチン・ガンバト氏講演
会（国際交流基金との共催（文化人招
へい事業による））

10月19日 SOASポール・ウェブリー学長との懇

談会に本学学長及びOFIAS本部長が出

席（於：フォーシーズンズホテル椿山荘）

10月25日 スペイン・サラマンカ大学より、マリ
アノ・フェルナンデス・エンギタ日西
文化センター長が、本学学長を表敬訪
問

10月26日 イエメン・サヌア大学よりキブシー副
学長がOFIAS本部長、AA研所長を表
敬訪問（外務省招待（オピニオン・リー
ダー招聘スキーム）による）

10月30日 インドネシア・イスラム寄宿塾教師招
聘（外務省との共催事業（21世紀パー
トナーシップ招聘による））

10月31日 2007 年度第 3回OFIASブラウンバッ
グフォーラム開催

 （報告者：OFIASインターン）

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


