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アジア・アフリカ言語文化研究所（AA 研）*1は、
2008 年 3 月1日にマレーシア国サバ州コタキナバ
ル市に海外拠点「コタキナバル・リエゾンオフィス」
を設置しました。同オフィスは、本学が平成 17 年度
から 5 年計画で実施している中東イスラーム研究教
育プロジェクト *2 の一環として設置したもので、ベイ
ルートに既に設置した中東研究日本センターに続く同
プロジェクトによる 2 番目の海外拠点です。

AA 研コタキナバル・リエゾンオフィスは、1985
年にサバ州政府により設立されたサバ開発研究所

（The Institute for Development Studies） の
全面的な協力とご好意により、AA 研の東南アジア
における政治・社会・文化に関する総合的学術研究
拠点として、同研究所内に設置されました。コタキナ
バル・リエゾンオフィスは、中東イスラーム研究教育
プロジェクトを推進するため、最新の研究情報の収

A new research base overseas for ILCAA* 1, "Kota 
Kinabalu Liaison Office," was established in Kota 
Kinabalu, Sabah province, Malaysia on March 1st 2008. 
This establishment is a part of MEIS* 2 project which 
opened its first research base overseas, "Japan Center 
for Middle Eastern Studies (JaCMES)" in Beirut. 

The office is now open in the Institute for Development 
Studies (IDS) which was established by the Sabah 
Provincial Government in 1985. It will serve as an 
integrated base for social, economical and cultural 
studies and academic exchange activities in Sabah 
with the generous cooperation and assistance from 
IDS. This Liaison Office aims to promote international 
academic exchanges, forming international networks 
and supporting young researchers, strengthening joint-
research activities in both Malaysia and Japan, in order 
to advance the studies on Sabah, Malaysia and its 
neighboring Asian countries.

  Inauguration of the new "Research Base Overseas
　　　　　　for ILCAA" in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  アジア・アフリカ言語文化研究所（AA 研）が、
　　　　　　　　　マレーシア国サバ州コタキナバル市に海外拠点を設置
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Sabah is positioned at the crossroads of different 
parts of Asia. It neighbors on BIMP-EAGA areas such 
as Brunei, Indonesia, Philippines, and borders on the 
South China Sea and the Indian Ocean World as well, 
and is featured as a unique cross-cultural area. Taking 
advantage of the best place for analyzing the dynamism 
of maritime Asia, ILCAA has established this Liaison 
Office to promote various international joint programs for 
general benefits of academics, researchers and relevant 
persons in Malaysia, Japan and relevant countries.

Prior to this inauguration, Professor Kazuo Ohtsuka, 
Director of ILCAA, visited the Institute on February 26th 
to sign the agreement and the memorandum regarding 
the Research Base. On March 6th, the "International 
Workshop on Cultural Diversities in Sabah and its 
Neighboring Region" took place for celebration of the 
opening, in which sixty participants were involved with 
the support by IDS, University Malaysia Sabah and 
Sabah Museum. Seven presentations in three sessions 
were made after a complimentary address by Mr. Koichi 
Morita, Consul General of the Japanese Consulate in 
Kota Kinabalu.

＊ 1  Research Institute for Languages and Cultures of Asia 
and Africa (ILCAA): ILCAA was established in 1964 on 
the advice of the Science Council of Japan as the first 
inter-university institution in the humanities and social 
sciences in Japan, attached to Tokyo University of 
Foreign Studies. ILCAA has been engaging in integrated 
research of languages and cultures of Asia and Africa 
and been promoting, under International cooperation, 
fundamental research for providing new recognition 
framework for Asian and African spheres.

＊ 2  The Research and Educational Project for the Middle 
East and Islamic Studies (MEIS): ILCAA has started the 
5-year project MEIS in 2005 under special funding from 
the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT) in cooperation with TUFS' Faculty 
of Foreign Studies as well as Graduate School of Areas 
and Cultures Studies in order to develop a continuous 

集及び国際的ネットワークの形成と共同研究の推進
並びに若手研究者の育成を目的として活用されます。

サバ州は、東 ASEAN 成長地域（BIMP-EAGA）、
南シナ海及びインド洋の交差点にあたり、多様な文
化の交流地域を形成しています。AA 研は、アジア
海域世界のダイナミズムの解明にとって最適のこの
地に研究拠点を設置して国際的研究を推進します。

設置に先立ち、2 月 26 日には AA 研大塚和夫所
長が同研究所を訪問し、協定書及び海外拠点設置
に関する覚書に署名しました。また 3 月 6 日には、同
拠点の開所を記念して、「サバ及び周辺地域におけ
る文化の多様性に関する国際ワークショップ」を開催
しました。同ワークショップには、サバ開発研究所、
マレーシア・サバ大学、サバ州立博物館の共催を得
て約 60 名が参加しました。拠点設置にあたり支援を
いただいた在コタキナバル総領事館の森田幸一総領
事からの祝辞の後、3 つのセッションで、7 つのプレ
ゼンテーションがなされました。

＊1 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所：
アジア・アフリカ言語文化研究所は、日本学術会議
の勧告に基づき、1964 年に東京外国語大学に附
置し設置された全国共同利用研究所です。同研究
所は、アジア・アフリカの言語文化に関する総合的
研究を行い、アジア・アフリカ世界に関する新たな
認識枠組み提供のための基盤形成を、国際的な協
力のもとに推進しています。

＊ 2 中東イスラーム研究教育プロジェクト：アジア・ア
フリカ言語文化研究所は、中東・東南アジア地域
を中心とするイスラーム世界の政治・社会・文化に
ついて、同研究所が設置する現地研究拠点での共
同研究を軸に、高度な研究から教育にまで至る一貫
した研究教育プログラムを組織的に展開するため、
2005 年から 5 カ年計画で、東京外国語大学外国
語学部及び同大学大学院地域文化研究科とともに、

- International Workshop in Kota Kinabalu

活発に意見が交わされた海外拠点開所記念国際ワーク
ショップ

- Prof. Ohtsuka (left) at IDS

  サバ開発研究所を訪問した大塚 AA 研所長
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Promoting Academic Exchanges
between TUFS and SOAS 

As Programme Coordinator, I have recently started 
working at the TUFS London Office within The School 
of Oriental and African Studies (SOAS), University of 
London. My work aims to promote academic exchanges 
between TUFS and SOAS. In this capacity I will help 
visitors from TUFS through consultations and arranging 
meetings with colleagues in relevant divisions of SOAS. 

SOAS is one of the member institutes of the Consortium 
for Asian and African Studies, which was set up in 2007, 
and through this role has encouraged more frequent 
academic exchanges between itself and TUFS in Japan. 
SOAS is known as the most distinguished academic 
institute in Europe which specialises in research on 
Asian, African, and Near and Middle Eastern countries. 
Its variety and excellence in research in this specialised 
area is highly valued within the academic community, 
and continues to attract leading researchers from all over 
the world. We are pleased to announce that Professor 
Drew Gerstle (Japanese literature) and Professor Rachel 
Dwyer (Indian Cultures and Cinema) have kindly agreed 
to represent SOAS and to coordinate the issues around 
academic collaborations and exchanges with the 
Consortium. I will therefore be working closely with both 
Professor Gerstle and Professor Dwyer to promote this 

外語大とSOAS間の学術交流を
サポート致します。

この度、東京外国語大学ロンドン・オフィスのプロ
グラム・コーディネーターとして就任致しました有澤
知乃です。当オフィスは、ロンドン大学・東洋アフリ
カ研究学院（SOAS）内に設置されており、私の任務
は外語大と SOAS 間の学術交流サポートです。当面
の具体的業務として、外語大の教職員や大学院生の
皆様が SOAS を訪問なさる際に、同大学の関係部門
や研究者との面談設定のお手伝い等を致します。

周知の通り、SOAS は２００７年に発足したアジア・
アフリカ・研究・教育コンソーシアム（CAAS）のメ
ンバー機関であり、今後、同校とのより活発な学術
交流が期待されます。アジア・アフリカ・中近東の専
門研究機関として、SOAS はヨーロッパ随一の質と
多様性を誇る大学であり、また、各研究分野の第一
人者が世界中から集まる国際学術機関でもあります。
上述のコンソーシアムに関する SOAS 側窓口は、ド
リュー・ガーストル教授（日本文学研究）とレイチェ
ル・ドワイヤー教授（インド文化・映画研究）で、既
に共同研究や大学院生の教育プログラムに関する調
整役としてご尽力頂いております。今後は、お二人と
の連携を更に深め、よりスムーズで充実した交流が
実現するよう努めて参りたいと思います。

プログラム・コーディネーター — 東京外国語大学ロンドン・オフィス
Programme Coordinator — TUFS London Office

- Professor Drew Gerstle (left),   Shino Arisawa (right)

ガーストル教授（左）、有澤知乃（右）

- Professor Rachel Dwyer

 ドワイヤー教授

research and educational program from high-level 
research to education, focusing on the research activities 
at its overseas research bases in the fields of the politics, 
sociology and cultures of the Islamic world, centering the 
Middle and Southeast Asian area.

文部科学省特別教育研究経費による中東イスラー
ム研究教育プロジェクトを発足させました。
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fruitful partnership between the two organisations.         
As an alumni of TUFS it has been an unforgettable 

place where I spent most of my youth. SOAS is also 
another important institution where I have spent a great 
deal of time during my academic life, and have learnt 
many valuable things. I am therefore very happy to 
support both TUFS and SOAS in their pursuit of further 
collaborative exchanges, and to help create a supportive 
environment in which many new projects and alliances 
can be formed. 

Shino Arisawa, Profile
Shino Arisawa studied Chinese at Tokyo University 

of Foreign Studies which led her to a career in trading 
and business in the computer industry in Japan. 
However, her lifelong enthusiasm for music resulted 
in a new career in ethnomusicology. She is currently 
a doctoral research student at SOAS, University of 
London, where she also gained her Master's degree 
in 2002. Her research centres on the perception of 
"traditional" music within contemporary Japan.

私にとって、東外大は青春時代を過ごした懐かしい
母校、SOAS は研究生活で四苦八苦しながらも多く
を学んだ大切な母校です。両校が仲良く手を結んで
発展していくことは、私にとって喜ばしい限りですの
で、微力ながらお役に立てれば嬉しく思います。

有澤知乃プロフィール
東京外国語大学中国語学科卒業後、パソコン

メーカーにて貿易業務を担当。その後転身して、
ロンドン大学・SOAS にて民族音楽学修士号取
得（２００２年）。現在は、同大学にて現代日本
における「伝統音楽」の在り方をテーマに博士
論文を執筆中。

TUFS London Office
Room 349, Main Building
School of Oriental and African Studies
Russell Square, London, WC1H 0XG
Tel/Fax: +44 (0)207 419 2894
TUFS@soas.ac.uk

国立大学法人東京外国語大学海外拠点規程

The Regulations of the Research Bases Overseas 
Tokyo University of Foreign Studies (National University Corporation) 

(Purpose)
Article 1: This shall be to describe and define the 

necessary matters regarding the research bases which 
National University Corporation, Tokyo University of 
Foreign Studies (hereinafter called TUFS) will establish 
overseas (hereinafter called TUFS Research Bases 
Overseas).

(Object)
Article 2: TUFS Research Bases Overseas shall promote 

TUFS' educational and research activities overseas and 
the international collaborations through such activities.

(Definition)
Article 3: In these Regulations, departments shall mean 

Office for International Academic Strategy (OFIAS), 
Faculty of Foreign Studies, Graduate School of Areas 
and Culture Studies, Research Institute for Languages 
and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) and Japanese 
Language Center for International Students (JLCTUFS).

(Application for Establishment or Abolishment)
Article 4: For the establishment or abolishment of TUFS 

Bases Overseas, the heads of the relevant departments 
shall submit application plans for approvals to the　
President using Application Form No.1 for establishment 
and Application Form No.2 for abolishment, both of 

（趣旨）
第１条　この規程は、国立大学法人東京外国語大学

（以下「本学」という。）が海外に設置する拠点（以
下「海外拠点」という。）に関し、必要な事項を
定める。

（目的）
第２条　海外拠点は、本学の海外における教育研究

活動及び教育研究活動を通じた国際連携を推進す
ることを目的とする。

（定義）
第３条　この規程において、部局等とは、国際学術

戦略本部、外国語学部、大学院地域文化研究科、
アジア・アフリカ言語文化研究所及び留学生日本
語教育センターをいう。

（設置等の申請）
第４条　海外拠点を設置又は廃止しようとする部局

等の長は、設置計画については別紙様式１により、
また、廃止計画については別紙様式２により、学
長に申請するものとする。
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（設置等の決定）
第５条　学長は、前条に定める設置又は廃止計画の

申請があった場合は、役員会の議を経て決定する
ものとする。

２　前項の決定は、本規程の制定改廃をもって行う。

（設置部局等及び海外拠点の名称等）
第６条　海外拠点を置く部局等、海外拠点の名称及

び所在地は、別表のとおりとする。

（海外拠点の長）
第７条　海外拠点の長及びその任期については、前

条別表に定める部局等において決定する。
２　前項において海外拠点の長について決定した場

合は、当該部局等の長が学長に報告する。
３　海外拠点の長は、海外拠点の管理運営に関する

業務を掌理する。

（雑則）
第８条　この規程に定めるもののほか、海外拠点に

関し必要な事項は、別に定める。

　　附　則
１　この規程は、平成１９年８月２０日から施行し、

平成１９年４月１日から適用する。
２　この規程の施行の際に本学が設置している海外

拠点については、この規程により設置されたもの
として取り扱う。

　　附　則
この規程は、平成 20 年 3 月 1日から施行する。

別表（第６条関係）

部局等 名　称 所在地

国際学術戦略
本部

国立大学法人東京外
国語大学ロンドン・オ
フィス

英国ロンドン市

アジア・アフ
リカ言語文化
研究所

国立大学法人東京外国
語大学アジア・アフリ
カ言語文化研究所中東
研究日本センター

レバノン共和国
ベイルート市

アジア・アフ
リカ言語文化
研究所

国立大学法人東京外国
語大学アジア・アフリ
カ言語文化研究所コタ
キナバル・リエゾンオ
フィス

マレーシア国
コタキナバル市

which are attached to these Regulations. 

(Decision for Establishment or Abolishment)
Article 5: The President shall make a decision based on 

the recommendation of the Board of Directors Meeting 
when an application plan described in the Article 4 is 
submitted.

2.  The decision shall be made known by revising the 
Schedule.

(Relevant Departments and Names for Research Bases 
Overseas)
Article 6: The details such as relevant departments, the 

names and locations for the Research Bases Overseas 
are  specified in the attached Schedule.

(Directors)
Article 7: Each department described in the Schedule, 

Article 6 shall appoint a Director of its Research Base 
Overseas and determine the term of the Director.

2.  The Head of the relevant department shall report the 
appointment of a Director to the President.

3.  The Director shall be responsible for the management 
and operation of the Research Base Overseas.

(Miscellaneous)
Article 8: The necessary matters other than those defined 

in these Regulations shall be defined separately.

(Supplementary Clause)
1.  These Regulations shall become effect on August 20, 

2007 and shall be applicable retroactively from April 1, 
2007.

2.  The Research Base Overseas which have been in 
existence before the enforcement of these Regulations 
shall be regarded as those established according to 
these Regulations.

(Supplementary Clause)
These Regulations shall become effect on March 1, 2008.

Schedule (in relation to Articles 5 and 6)

Relevant 
Departments

 Names for Research 
Bases Overseas  Location

Office for 
International
Academic 

Strategy(OFIAS)
TUFS London Office

The City of 
London,
England

Research Institute for
Languages and 

Cultures of Asia and 
Africa (ILCAA)

Japan Center for 
Middle

Eastern Studies 
(JaCMES)

The City of 
Beirut,

The Republic of 
Lebanon

Research Institute for
Languages and 

Cultures of Asia and 
Africa (ILCAA)

Kota Kinabalu Liaison 
Office

The City of Kota 
Kinabalu,
Malaysia

The above constitutes a working English translation of the 
original Regulation in Japanese.  In case of any difference 
in interpretation across this English version and the 
original Japanese version, the interpretation of the original 
Japanese version shall prevail.
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（趣旨）
第１条　この規程は、国立大学法人東京外国語大学海

外拠点規程第８条に基づき、国立大学法人東京外国
語大学ロンドン・オフィス（以下「ロンドン・オフィ
ス」という。）について必要な事項を定める。

（目的）
第２条　ロンドン・オフィスは、国立大学法人東京外

国語大学国際学術戦略本部規程（以下「国際学術戦
略本部規程」という。）第３条第１号に定める本学の
国際戦略に係わる事業の遂行に寄与することを目的
とする。

（設置）
第３条　ロンドン・オフィスは、英国ロンドン市を拠点

として設置する。
（オフィス長）
第４条　ロンドン・オフィスにオフィス長を置く。
２ オフィス長は、ロンドン・オフィスの業務を掌理する。
３ オフィス長は、国際学術戦略本部規程第４条に定め

る本部員（以下「本部員」という。）の中から、東京
外国語大学国際学術戦略本部（以下「国際学術戦略
本部」という。）委員会において決定する。

４ オフィス長に事故あるときは、本部員の中から、国
際学術戦略本部長が指名する者がその職務を代行す
る。

５ オフィス長の任期は、１年とし、再任を妨げない。
ただし、オフィス長に欠員を生じた場合の後任者の
任期は、前任者の残任期間とする。

（使用者）
第５条　ロンドン・オフィスを使用できる者は、次のと

おりとする。
　(1) 本学の教職員
　(2) 国際学術戦略本部規程第４条に定める本部員
　(3) 国際学術戦略本部の事業実施に係わる本学の学

生
　(4)　その他オフィス長が適当と認めた者　　　

（使用許可）
第６条　ロンドン・オフィスを使用する者は、オフィス

長の許可を得なければならない。
２ 使用許可の手続きについては、別に定める。

（雑則）
第７条　この規程に定めるもののほか、ロンドン・オフィ

スに関し必要な事項は、別に定める。
　
 　　附　則

この規程は、平成１９年８月２０日から施行し、平成
１９年４月１日から適用する。

国立大学法人東京外国語大学ロンドン・オフィス規程

The Regulations of London Office, Tokyo University of Foreign 
Studies (National University Corporation) 

(Purpose)
Article 1: This shall be to describe and define the necessary 

matters regarding　London Office, the National University 
Corporation, Tokyo University of　Foreign Studies 
(hereinafter called TUFS London Office) in pursuant 
to the Article 8 of the  Regulations of the Research 
Bases Overseas, National University Corporation, Tokyo 
University of Foreign Studies (hereinafter called TUFS).

(Object)
Article 2: TUFS London Office shall contribute to the 

performance of  the international academic strategies 
described in the Article 3, Paragraph 1 of the Regulations 
of Office for International Academic Strategy of TUFS.

(Establishment)
Article 3: TUFS shall have an office located in the City of 

London, England.
(Director)
Article 4: TUFS London Office shall have a Director. 
2.  The Director shall manage the office.
3.  The Director shall be elected and appointed among the 

regular staff members described in the Article 4 of the 
Regulations of Office for International Academic Strategy 
by the committee of the Office for International Academic 
Strategy  (hereinafter called OFIAS).

4.  In case something prevents the Director from performing 
the duties of the Director, a member appointed by the 
OFIAS Director among the regular staff members shall 
take over the duty of the Director.

5.  The Director shall have one year term and may be re-
appointed. However, a director filling the vacancy shall 
serve out the remaining term of the predecessor.

(Users)
Article 5: The users of TUFS London Office shall be:
(1) TUFS' faculty and staff members 
(2) The regular staff members of OFIAS described in the 

Article 4 of the Regulations of Office for International 
Academic Strategy.

(3) TUFS' students who serve for performing the duties of 
OFIAS

(4) Any others allowed by the Director
(Permission)
Article 6: The users must get permission from the Director 

prior to the actual use of TUFS London Office
2. Necessary matters pertaining to the permission shall be 

stipulated separately.
(Miscellaneous)
Article 7: In addition to the provisions in these Regulations 

of London Office, necessary matters pertaining to TUFS 
London Office shall be stipulated separately.

(Supplementary Clause)
     This regulation shall become effect on August 20,2007 and 
shall be applicable retroactively  from April 1, 2007.

     The above constitutes a working English translation of the 
original Regulation in Japanese.  In case of any difference 
in interpretation across this English version and the original 
Japanese version, the interpretation of the original Japanese 
version shall prevail.



OFIAS Newsletter No.8 �

Newsletter   No.8 March / 2008

11 月 5 日 メキシコ州立自治大学 ホセ・マルティ
ネス・ビルチス学長が OFIAS 本部長
を表敬訪問

11 月 7 日 OFIAS 本部長が新 OFIAS アドバイザ
リー委員吉川裕美子教授（大学評価・
学位授与機構）を訪問

11 月 9 日 ニューヨーク大学よりローバート・ D・
マクチェスニー教授（アフガニスタ
ン・デジタル・ライブラリー館長）が
OFIAS 本部長を表敬訪問

11 月 10 日 国際シンポジウム「アフガニスタン近
代史再考」開催（主催：東京外国語大
学アジア・アフリカ言語文化研究所）

11 月 19 日 アンゴラ・言語学者ヴァトミン・クカ
ンダ氏が AA 研所長を表敬訪問

11 月 23 日 ロシア国立人文大学よりイリーナ・カ
ラペチャンツ副学長が本学学長を表敬
訪問

11 月 27 日 イラクより計画省副大臣サミー・マ
ティ氏ほか計画省及び高等教育省高官
計 3 名が本学学長及び OFIAS 本部長
を表敬訪問（JICA「イラク ODA セミ
ナー」による）

11 月 30 日 モンゴル野党第一党党首ツァヒャー
ギーン・エルベグドルジ氏（モンゴル
元首相）が本学学長及び OFIAS 本部
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）

12 月上旬 12 月初に新規着任した客員研究員 1
名を対象とした着任手続きサポート

12 月 11日 フィリピン・ミンダナオ地域平和構築
及び開発関係者 7 名が来訪（外務省
招聘（21 世紀パートナーシップ促進
招聘）による）

12 月 17 日 大学国際戦略本部強化事業「第 1 回
採択機関間の情報交換会」を開催（日
本学術振興会との共催）

1 月 23 日 フランス INALCO のベトナム語学科
ディレクター・ミシェル・フルニエ教
授が OFIAS 本部長を表敬訪問

1 月 24 日 インドネシア・ガジャマダ大学安全保
障・平和学研究センター長 ムハディ・
スギオノ教授が OFIAS 本部長を表敬
訪問

2 月上旬 2 月初に新規着任した客員研究員 1 名
を対象とする着任手続きサポート

2 月 13 日 2007 年度第 4 回 OFIAS ブラウンバッ

Nov 5 Dr. Jose Martinez Vilchis, President of the 
Autonomous University of the State of Mexico, 
Mexico, visited OFIAS director.

Nov 7 OFIAS director visited Dr. Yumiko Yoshikawa, 
Professor of National Institute for Academic 
Degrees and University Evaluation and a new 
Advisory Committee Member of OFIAS-TUFS. 

Nov 9 Dr. Robert D. McChesney, Dean of the Afghanistan 
Digital Library of New York University, USA, visited 
OFIAS director.

Nov 10 ILCAA held the In ternat ional  Symposium 
"Reconsidering Modern History of Afghanistan."

Nov 19 Dr. Vatomene Kukanda, Linguist from Angola, 
visited director of ILCAA.

Nov 23 Dr. Irina Vladimirovna Karapetyants, Vice president 
of Russian State University for the Humanities, 
Russia, visited TUFS president.

Nov 27 Dr.  Polous Sami Mat i ,  Deputy Min is ter  of 
Planning and Development Cooperation and 
two staff members from Ministry of Planning and 
Development Cooperation and Ministry of Higher 
Education, Iraq, visited TUFS president and OFIAS 
director under JICA ODA Seminar Program.

Nov 30 Mr. Tsakhiagiin Elbegdorj, Former Prime Minister 
of Mongolia and Chairman of Democratic Party, 
Mongolia, visited TUFS president and OFIAS 
director under the Ministry of Foreign Affairs' 
Invitation Scheme (Opinion Leaders).

Early Dec OFIAS supported the arriving procedures for a 
new visiting scholar.

Dec 11 Seven delegation members of regional peace and 
development project in Mindanao, Philippines, 
visited TUFS students and scholars under the 
Ministry of Foreign Affairs' Invitation Scheme 
(Partnership for the 21st Century).

Dec 17 OFIAS held the 1st Information Exchange Session 
for the SIH* pilot universities, co-hosted Japan 
Society for the Promotion of Science. 

 (*SIH: Strategic Fund for Establishing International 
Headquarters in Universities)

Jan 23 Dr. Michel Fournie, Head of Vietnamese Studies of 
INALCO, France visited OFIAS director.

Jan 24 Dr. Muhadi Suigono, Director of Center for Security 
and Peace Studies of Gadja Mada University, 
Indonesia, visited OFIAS director.

Early Feb OFIAS supported the arriving procedures for a 
new visiting scholar.

Feb 13 OFIAS held the 4th Brown Bag Forum 2007 
(Presenter: OFIAS Interns)

 Two staff members of Hankuk University of Foreign 

Office for International Academic Strategy (OFIAS-TUFS) 
Activities (Nov 2007-Mar 2008)
国際学術戦略本部（OFIAS-TUFS）活動報告（2007年11-2008年3月）
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Studies, Korea, visited TUFS staff members.
Feb 15 Dr. Austin, Professor of SOAS, UK, and Co-

chair of the working group for the project on 
"Documentary linguistics on lesser-studied 
languages," CAAS, visited OFIAS director.

Feb 19 Professor Alexei Vasi l iev, Director of RAS 
Institute for African Studies, Russia, and Russian 
president's Personal Representative on African 
Problems visited director of ILCAA.

Feb 21 Two staff members of Seoul National University, 
Korea, visited TUFS staff members.

 Prof. Andrej Bekes, Head of Department of Asian 
and African Studies of University of Ljubljana, 
Slovenia, visited assistant director of OFIAS.

End Feb OFIAS supported the departure procedures for a 
visiting scholar.

Early Mar OFIAS supported the arriving procedures for a 
new visiting scholar.

Mar 4 Director  and assistant  d i rector  of  OFIAS 
participated in the 5th PMI Ⅱ Policy Dialogue 
hosted by the British Council.

 OFIAS suppor ted the symposium on the 
reconstruction assistance for Afghanistan 
hosted by Tokyo University of Agriculture and 
Technology.

Mar 6 OFIAS director participated in the International 
Workshop "Cultural Diversity in Sabah and It's 
Neighboring Areas" hosted by ILCAA , TUFS, in 
Kota Kinabalu, Malaysia.

Mar 7 Prof. Makoto Asari, Department of Japanese 
Language and Culture of INALCO, France, visited 
OFIAS assistant director.

Mar 26 Mr. Josep Sort, Head of Institutional Information 
and Promotion Unit, and Ms. Sara López Selga, 
Head of International Relations Service, visited 
TUFS scholars and staff members.

Mar 27 Mr. Jose Turquel de Jesus, President Advisor on 
International Relations in the Presidential Office, 
East Timor, visited TUFS scholars.

Mar 28 Dr. Helen Lange, Dean of Business Management 
Programmes, U21Global, Singapore, visited 
OFIAS director.

End Mar OFIAS supported the departure procedures for 6 
visiting scholars.

グフォーラム開催（報告者：OFIAS イ
ンターン）

 韓国・韓国外国語大学校職員 2 名が来
訪

2 月 15 日 英国・SOAS よりオースティン教授
（CAAS 危機言語ワーキンググループ
共同議長）が OFIAS 本部長を表敬訪
問

2 月 19 日 ロシア科学アカデミーよりアフリカ諸
国研究所アレクセイ・ワシリエフ所長

（ロシア大統領アフリカ諸問題補佐官）
が AA 研所長を訪問

2 月 21日 韓国・ソウル大学校職員 2 名が来訪
 スロヴェニア・リュブリャーナ大学よ

り文学部日本語科アンドレイ・ベケシュ
教授が OFIAS 副本部長を表敬訪問

2 月下旬 2 月末に離任する客員研究員 1 名を対
象とする離任手続きサポート

3 月上旬 3 月初に新規着任した客員研究員 1 名
を対象とする着任手続きサポート

3 月 4 日 ブリティッシュ・カウンシル国際シン
ポジウムに OFIAS 本部長及び副本部
長が出席

 アフガニスタン復興支援シンポジウム
を共催（主催：東京農工大学）

3 月 6 日 国際ワークショップ「サバ及び近隣地
域における文化的多様性」（於：マレー
シア・コタキナバル）に OFIAS 本部長
が出席（主催：AA 研）

3 月 7 日 フランス・INALCO より、日本言語文
化学部浅利誠助教授が OFIAS 副本部
長を表敬訪問

3 月 26 日 スペイン・ポンペウ・ファブラ大学よ
りサラ・ロペス国際交流部長ほか合計
２名が本学を表敬訪問

3 月 27 日 東ティモールよりジョゼ・トルケル・デ・
ジュズス大統領府アドバイザーが本学
を表敬訪問

3 月 28 日 シンガポール・UC21Global よりヘレ
ン・ラング経営学研究科長が本学を表
敬訪問

3 月下旬 3 月末に離任する特任外国語教員 6 名
を対象とする離任手続きサポート

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


