
Global Japan Offi  ce とは、東京外国語大学（以下、本学）
が海外協定校に開設する海外オフィスの名称です。本学は、
2014 年度に文部科学省により採択された「スーパーグロー
バル大学創成支援（タイプB：グローバル化牽引型）」において、
「日本の発信力強化」や「大学グローバル化支援」の目標を
掲げており、その実現のための取組の一環として、2023 年
度までに主要な海外協定校 38 校に、Global Japan Offi  ce 
を設置していきます。
In order to take on the responsibilities of “Enhancement 

of Japanese Language and Culture Outreach from Japan 
to the world” and “Globalization of universities in Japan” 
in the Top Global University Project (initiated by the 
Japanese government), TUFS has been establishing 
Global Japan Offices (GJOs), facilitating development of 
Japan studies and Japanese-language education, at the 
main partner institutions in the world.
We aim at settling 38 GJOs by 2023 across the world. 
Now, let us introduce the current GJO activities.
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4  ロンドン大学 東洋・アフリカ研究学院（SOAS）（英国）
　  SOAS, University of London (U.K.)

2 February 2015 established

本学は、2007年 4月以来、ロンドン大学 SOASにオフィ
スを構え、本学とSOAS 間における学術交流活動の促進、
アジア・アフリカ研究・教育コンソーシアム（CAAS）に関

3  カイロ大学（エジプト）
　  Cairo University (Egypt)

1 February 2015 established

カイロ大学の日本語学科
は、数年来、本学で日本語
教育を学んだ若い人材を日
本語教師として採用し、日
本語教育を強化してきまし
た。一方、本学は、カイロ大学から客員教員を招聘し、
本学におけるアラビア語教育を続けています。このような
関係から、本学とカイロ大学の間には、密接な関係が築
かれています。同オフィスは、日本留学支援や学生交流
支援を中心に活用されています。
For several years till now, the Japanese Department of 
Cairo University has been hiring Japanese language 
lecturers. These are mostly students who had studied 
in the Japanese language education program at TUFS 
and this has strengthened the Japanese language 
education at Cairo University. On the other hand, TUFS 
has been inviting professors from Cairo University to 
improve its Arabic language education. Thanks to the 
strong bond with Cairo University, TUFS established 
an office at Cairo University to support students who 
want to study in Japan, and to hold events for students 
from both universities.

1  ヤンゴン大学（ミャンマー）
　  University of Yangon (Myanmar)

20 December 2014 established / 30 January 2015 opened

同オフィスはヤンゴン大学
国文学部の建物内に設置さ
れました。本学が派遣する
日本語教育インストラクター
がオフィスの運営にあたり、
日本からの留学生や日本をめざす現地学生の留学サポー
トをするほか、日本語や日本紹介に関する授業（課外授業）
を開講しています。日本研究・日本語教育の実施拠点とし
て、現地ネットワーク拠点の役割も担っています。
The office is located in the building of the Literature 
Department of University of Yangon (UY). TUFS has 
been dispatching Japanese language instructors to 
UY to support exchange students from Japan, and 
UY students who want to study in Japan, and to offer 
Japanese language classes and extra lectures to 
introduce Japanese culture. The offi ce is also expected 
to be a key institute for an educational network in 
Myanmar.

2  淡江大学（台湾）
　  Tamkang University (Taiwan) 

22 December 2014 established / 6 March 2015 opened

同オフィスは、主に、本
学で日本語教育を学ぶ学
生と、淡江大学で日本語
を学ぶ学生の間の、Joint 
Education Program（ 共同
教育プログラム）の実施拠点として設置されました。日本
紹介イベントや日本語補習の課外活動の提供なども行わ
れています。
TUFS established an office at Tamkang University to 
facilitate a Joint Education Program that focuses on 
the learners of Japanese language studying at both 
universities. Events to introduce Japan to the local 

audience as well as supplementary Japanese language 
classes have been offered through the offi ce.
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5  上海外国語大学（中国）
　  Shanghai International Studies University (China)

13 April 2015 established

同オフィスは、本学で日本
語教育を学ぶ学生と、上海
外国語大学で日本語を学ぶ
学生の間の Joint Education 
Program（共同教育プログラム）やインターンシップの実施
拠点として活用されています。日本紹介イベントや日本留学
の情報提供なども行っています。
TUFS established an offi ce at Shanghai International 
Studies University to facilitate a Joint Education 
Program that focuses on the learners of Japanese 
language studying at both universities. Events to 
introduce Japan to the local audience as well as 
support for students studying abroad have been 
offered through the offi ce.

6  韓国外国語大学（韓国）
　  Hankuk University of Foreign Studies (Korea)

28 October 2015 established

同オフィスは、韓国外国語
大学日本語学部長室に設置
され、日本・韓国両国間の
留学サポートを行うほか、日
本語を学習する韓国の学生
と、朝鮮語を学習する日本人学生ランゲージエクスチェン
ジの支援活動を行っています。日本語学習者数が多いと
言われている韓国において、日本語、日本文化をより一層
広めていくための活動を行っています。
The Global Japan Offi ce is located in the room of the 
Dean of the College of Japanese of Hankuk University 
of Foreign Studies (HUFS). The office has provided 
support for students from Japan and HUFS students 
who want to study in Japan, as well as organizing 
language exchange events between Japanese 
students and Korean students. The offi ce is expected 
to be a key place for promoting Japanese language 
and culture in Korea.

7  サラマンカ大学（スペイン）
　  University of Salamanca (Spain)

2 December 2015 opened

本学は、2008 年にサラマ
ンカ大学日西センターの来
日を機にサラマンカ大学と
包括協定を締結しました。
2015 年、サラマンカ大学に
日本課程が開設されたことを機に、本学は同オフィスを設
置し、日本大使館や国際交流基金とも連携して、日本語
講師を派遣するとともに、同オフィスを通じて、日本語・
日本文化の発信を行っています。
TUFS concluded an academic exchange agreement 
with Universi ty of Salamanca (USAL) in 2008. 
Taking the opportunity of the Japanese Department 
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する活動、事務職員国際
化研修プログラムの実施な
どの活動を続けてきました。
同オフィスの設置により、
日本語教育・研究のサポー
ト、学生交流、日本留学案
内や日本紹介などの活動をさらに精力的に行っています。
TUFS London Office was established in the School 
of Oriental and African Studies (SOAS), University 
of London in April 2007. The office has since been 
promoting academic exchanges between SOAS and 
TUFS, supporting the Consortium for Asian and African 
Studies (CAAS) and also the Global Administrative 
Exchange Program. SOAS Global Japan Office has 
been incorporated into this London Offi ce with a specifi c 
function to support the Japanese language education 
and research, to promote academic exchange studying 
in Japan, and to run activities that introduce Japan to 
an overseas audience.
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8  グアナフアト大学（メキシコ）
　  University of Guanajuato (Mexico)

10 February 2016 opened

同オフィスは、グアナフ
アト大学国際部に設置さ
れました。本学や他大学
からの派遣留学生の支
援や、現地学生の日本留
学の情報提供等を行うほか、本学が東京農工大学、電
気通信大学、そして中南米諸国の連携大学と推進する「大
学の世界展開力強化事業（中南米）」の拠点としても、さ
まざまな留学支援プログラムを提供しています。
The GJO offi ce was established at International Offi ce 
of University of Guanajuato. As well as providing 
support for exchange students from TUFS and 
providing information regarding studying abroad in 
Japan, the office plays a vital role for Inter-University 
Exchange Project (Latin America), carried out by TUFS 
in cooperation with Tokyo University of Agriculture and 
Technology, University of Electro-Communications and 
partner universities in Latin America.

9  ベオグラード大学（セルビア）
　  University of Belgrade (Serbia)

17 March 2016 opened

ベオグラード大学は、1863 年に創立されたセルビア共和
国で最も歴史ある大学です。本学とは、2010 年 6月に
国際学術包括協定を締結し、以後、活発な研究・教育交

流を行っています。
また、ベオグラード大
学文学部には日本語・
日本文学専攻がある
ため、これまでも本学
に留学生として学生を派遣しており、本学からはベオグラー
ド大学に教員を派遣して日本語教育指導を行ってきまし
た。同オフィスが、中欧・東欧地域の交流拠点として中心
的な役割を果たすことによって、中欧・東欧地域との交流
拡大がさらに前進すると考えています。
The University of Belgrade was established in 1863 
in the Republic of Serbia and is the oldest university 
in the country. In June 2010, TUFS signed an 
academic exchange agreement with University of 
Belgrade after which active exchange of research and 
education followed. As University of Belgrade has a 
Japanese Language and Literature major in Literature 
Department, students studying Japanese came to 
TUFS as exchange students while TUFS has been 
sending Japanese-language instructors to University 
of Belgrade. We hope the Global Japan Offi ce plays a 
central role in expanding academic exchange between 
TUFS and universities in Central Europe and Eastern 
Europe.

10  リオ・デ・ジャネイロ州立大学（ブラジル）
　     Rio de Janeiro State University (Brazil)

18 March 2016 opened

本学とリオ・デ・ジャネイロ
州立大学は、2000 年に大
学間交流協定を締結しまし
た。同オフィスは、日本研究・
日本語教育の実施拠点とし
て、ブラジルにおけるネットワーク拠点の役割を果たすこ
とを目的に設置され、2016 年度からは、拠点オフィスを
渡日前入試の拠点として活用し、リオ・デ・ジャネイロ州
立大学付属高校から毎年数名の学生が本学に進学してい
ます。2018 年度からは、国際協力機構（JICA）と連携

establishment at USAL in 2015, TUFS established 
an office in USAL and started to dispatch Japanese 
language lecturers to the Japanese Department at 
USAL, in cooperation with the Japanese Embassy and 
Japan Foundation. TUFS has held lectures that focus 
on Japanese language and culture via the offi ce.



を図りながら、ブラジル、とりわけリオ・デ・ジャネイロ州
における日本語教育の普及に協力するとともに、日本紹
介や交流イベントを行っています。
TUFS concluded an academic exchange agreement 
with Rio de Janeiro State University (UERJ) in 2000. 
The Global Japan Offi ce at UERJ was established as 
a focal point for implementation of Japan research and 
Japanese language education in Brazil. From 2016, 
TUFS has accepted students from an affiliated high 
school of UERJ as freshmen to TUFS, utilizing the 
GJO as an admission offi ce. In 2018, TUFS started to 
cooperate with JICA (Japan International Cooperation 
Agency) to organize activities to introduce Japan to the 
public and facilitate cultural exchange especially in the 
State of Rio de Janeiro.

11 国際人文開発大学（トルクメニスタン）
　    International University for the Humanities
         and Development (Turkmenistan)

3 September 2016 opened

国際人文開発大学が、国
際関係専攻の第二外国語と
して、日本語教育を2016
年 9月に開始したことに伴
い、本学は日本語講師の派
遣を開始しました。そして、同オフィスを国際人文開発大学
内に設置しました。同オフィスは、トルクメニスタンの高等
教育機関における日本語教育及び日本文化の普及に加え、
トルクメン人日本語教師の育成支援を期待されています。同
オフィスでは、正課以外での日本語授業の開講や、日本文
化クラブの開設による日本文化の紹介も行っています。
Accompanying the addition of Japanese language 
as a choice of a second foreign language offered to 
the International Relations majors at International 
University for the Humanities and Development, TUFS 
opened a new Global Japan Office, and at the same 
time started to dispatch Japanese language instructors 
to the university. This offi ce aims to promote Japanese 

ヴィータウタス・マグヌス大
学は、リトアニア第二の都市
カウナスにある国立総合大
学です。カウナスは日本人外
交官だった杉原千畝の名が広
く知られている街であるため、日本への関心が非常に高く、
同大学では、リトアニア独立後の1996 年に初めて日本語
の講義が開講されました。現在では、アウレリユス・ジーカ
ス アジア研究センター所長（専門：日本政治・外交）の熱
心な指導のもと、約 35 名が日本語を学び、日本留学を希
望しています。一方、本学は、2009 年以来、日本で唯一
リトアニア語の授業を開講し、毎年 50名を超える学生がリ
トアニア語を履修しています。本学は、アジア研究センター
と協力し、同オフィスを通じて、日本語教育及び日本文化
の普及に加え、日本とリトアニアの交流を推進していきます。
Vytautas Magnus University (VMU) is a national 
university in the second largest city of Lithuania, 
Kaunas. Because of the former vice consul of Japan to 
Lithuania, Chiune Sugihara, the people of Kaunas hold 
much interest in Japan. After becoming independent in 
1996, the fi rst Japanese-language course in Lithuania 
was offered at VMU. Thanks to the efforts of the 
head of the VMU Centre for Asian Studies, Aurelijus 
Zykas (Japanese politics and diplomacy specialist), 
about 35 students are currently enrolled to study 
Japanese language and many of them aspire to go 
on exchange to Japan. On the other hand, TUFS 
is the only university in Japan to offer a Lithuanian 

12 ヴィータウタス・マグヌス大学 （リトアニア）
　    Vytautas Magnus University(Lithuania)

13 March 2017 opened

language education and Japanese culture throughout 
Turkmen universities, and to provide training support 
for Turkmen Japanese-language instructors. This offi ce 
will also hold extra-curricular Japanese-language 
classes, and introduce Japanese culture through a 
Japanese culture club.
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14 イヴァン・フランコ記念リヴィウ国立大学 （ウクライナ）
　   Ivan Franko National University of L’viv (Ukraine)

1 September 2017 established / 14 September 2017 opened

イヴァン・フランコ記念リヴィ
ウ国立大学（以下、リヴィウ
大学）は、創立以来 350
年以上の歴史を持つウクラ
イナ最古の国立総合大学で、
国内トップレベルの高等教育機関です。リヴィウ大学に
は、1992 年に文学部に日本語コースが創設され、本学
への留学経験もある日本語学専門のオレスタ・ザブランナ
准教授が講座主任を務め、リヴィウ大学での日本語教育
及び日本研究に力を注いでいます。本学とリヴィウ大学は
2017年 3月に協定を締結し、同年9月に同オフィスを設
置いたしました。本学は、リヴィウ大学文学部と協力し、
Global Japan Offi  ceを通じて、日本とウクライナの交流
を推進して行きます。
The Ivan Franko National University of L’viv (hereinafter 
referred to as L’viv University) is the oldest national 
university in Ukraine, boasting a history of over 350 
years, and is ranked as one of the top-level institutions 
in Ukraine. From 1992, a Japanese course is offered 
at Faculty of Philology of  L’viv University. The current 
head of this course is Associate Professor Oresta 
Zaburanna, a Japanese-language specialist,  former 
TUFS student, whose efforts have made a great 
contribution to Japanese education and research at 
L’viv University.  L’viv University and TUFS concluded 
an academic exchange agreement in March 2017. 
Based on this agreement, TUFS established a Global 
Japan Office at L’viv University in September 2017. 
Through cooperating with the Faculty of Philology and 
the Global Japan Offi ce, TUFS aims to strengthen the 
relationship between Ukraine and Japan.

language class, with over 50 students registered every 
year. Through the Global Japan Offi ce, TUFS aims to 
cooperate with the VMU Centre for Asian Studies to 
promote the spread of Japanese language education 
and Japanese culture, and to strengthen Japan-
Lithuania relations.

13 ライデン大学（オランダ）
　    Leiden University (� e Netherlands)

1 September 2017 opened

本学とライデン大学は、
2006 年に大学間交流協
定を、2009 年に学生交
流に関する覚書を締結し、
以来、学生・研究者の継
続的な交流を推進してきま
した。本学は、2017年 9 月にライデン大学内に同オフィ
スを設置し、同時に大学院生を日本語講師として派遣して
います。同オフィスでは、日本語・日本文化の普及支援と
学生のインターンシップ派遣を中心とした活動を行ってい
ます。
TUFS and Leiden University concluded an academic 
exchange agreement in 2006, a memorandum of 
understanding on student exchange in 2009, and since 
then have been promoting continuous student and 
researcher exchange activities. In September 2017, 
TUFS established a Global Japan Office in Leiden 
University, and held a ceremony to commemorate this 
on the 23rd of October 2017. Activities of this office 
include supporting the spread of Japanese language 
and culture, and sending TUFS students to Leiden 
University on internship programs.
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15 国立研究大学高等経済学院（ロシア）
　   National Research University Higher School 
       of Economics (Russia)

22 November 2017 opened

モスクワにメインキャンパス
を有する国立研究大学高等
経済学院（以下、高等経済
学院）は、1992 年設立当
初は経済学院でしたが、そ
の後総合大学に発展し、2009 年にロシア政府から優れ
た国立研究大学として認定されるなど、この20年で急速
に発展してきた大学です。2017年 5月、本学と高等経
済学院は国際学術交流協定を締結し、同年11月に拠点
のオフィスを設置いたしました。同オフィスは、2017年度
に本学が採択された「大学の世界展開力強化事業（ロシ
ア）」のインターンシップ拠点としても活用しています。 本
学は同オフィスを通じて、日本語・日本文化の普及支援と
本学学生およびロシア６協定校の学生へのインターンシッ
プ活動を推進しています。
The National Research University Higher School of 
Economics (hereon referred to as HSE) is a university, 
with a main campus located in Moscow that has rapidly 
developed over the last 20 years. With its modest 
beginnings as an economics academy in 1992, HSE 
grew into a university, and in 2009 was acknowledged 
as a national research university by the Russian 
government. In May 2017 an Academic Exchange 
Agreement was signed between TUFS and HSE, 
and then 15th Global Japan Office (GJO) opened in 
November in the same year. The GJO is acting as an 
internship hub for the Inter-University Exchange Project 
(Russia) which started from 2017. By cooperating 
with HSE, TUFS intends to help support the spread of 
Japanese language and culture through the GJO, and 
promote internship opportunities for TUFS students 
as well as students from its six partner universities in 
Russia.
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16 プレトリア大学（アフリカ）
　   University of Pretoria (South Africa)

13 September 2018 opened

プレトリア大学は 23ある
南アフリカの公立大学の一
つで、国内最大規模の研
究大学です。1908 年の創
立。QSランキングは国内でトップ4、BRICSでトップ 50
に入ります。5つのゴール (UP2025)を掲げ、世界的なプ
レゼンス向上を目指しており、海外有力校との連携 (世界
的認知度向上 )を強化しています。人文学部には17の学
科があり、2015 年 9月にはメインキャンパスに日本研究
センターを開所しました。また、本学とプレトリア大学は、
大学間交流協定を2016 年 8月に締結しました。本学は
2018 年 9月13日にプレトリア大学内にGlobal Japan 
Offi  ceを設置し、開所式を行いました。同オフィスでは、
日本からの留学生への就学支援や、日本留学を希望する
学生への情報提供を中心とした活動を行ってまいります。
The University of Pretoria is one of South Africa’s 
23 public universities, and is the largest research 
university in the country. Founded in 1908, the 
University of Pretoria is ranked 4th in South Africa, and 
is also ranked in the top 50 BRICS (Brazil, Russia, India, 
China and South Africa) universities by the QS World 
University Rankings. The University of Pretoria has set 
fi ve goals (UP2025) through which it aims to develop 
an international presence, and as a result is working 
on strengthening ties (and improving international 
visibility) with influential overseas universities. There 
are 17 departments in the University of Pretoria’s 
faculty of humanities, and in September 2015 a “Japan 
Research Center” was opened on the main campus.In 
addition, the University of Pretoria and TUFS signed 
a Student Exchange Agreement in August 2016. TUFS 
established a Global Japan Offi  ce in the University of 
Pretoria, and an opening ceremony was held on the 
13th of September 2018. This offi  ce will mainly provide 
support to exchange students, and share information 
with students wishing to go on exchange to Japan.



　　 More Information about Global Japan Office

Reports on the activities of GJO will be updated regularly on the 
TUFS Top Global University Project website. 
Thank you for your support!

  TUFS Top Global University Website
  https://tufs-sgu.com

GJO general information TUFS Office for International Affairs
TEL： 042-330 -5534  Email： kokusa i-kyoten@tufs.ac.jp

！

17 メルボルン大学（オーストラリア）
　   University of Melbourne (Australia)

17 September 2018 opened

メルボルン大学はビクトリア
州最古の大学として、160
年以上の歴史をもつ名門
校 である。2015 年 の 世
界大学ランキング”Times 
Higher Education-2015-16”では、世界ランキングで
33位にランクされるなど、世界的評価も高く、同校とは、
英語圏協定校開拓の一環として2012年に協定を締結し
て以来、継続的に学生交流が行われています。本学は
2018 年 9 月17日にメルボルン大学内にGlobal Japan 
Offi  ceを設置し、開所式を行いました。同オフィスでは、
日本からの留学生への就学支援や、日本留学を希望する
学生への情報提供を中心とした活動を行ってまいります。
University of Melbourne is a prestigious university with 
over 160 years of history, making it the oldest university 
in the state of Victoria. Ranking 33rd in the “Times 
Higher Education-2015-16” university world ranking, 
the University of Melbourne ranks highly around the 
world and since signing a partner university agreement 
with TUFS in 2012 has continued to facilitate student 
exchanges between the two universities.Office within 
the University of Melbourne, and held an opening 
ceremony, on September 17 2018. Through this offi ce, 

TUFS aims to offer learning support for Japanese 
exchange students, and information on student 
exchanges for local students interested in studying in 
Japan.


