
 

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 

Tel: 042-330-5151 Fax: 042-330-5140 

報道機関各位                          2017 年 11 月 16 日 

政治･経済等の研究大学の 

ロシア高等経済学院にオフィス開設 
 

 

東京外国語大学（東京都府中市、学長：立石 博高）は、ロシアの国立研究大学高等経済学院 

（ロシア高等経済学院）に日本文化の普及と日本語教育支援、日露ビジネス人材の育成のため 

のインターンシップ活動拠点となるオフィスを開設します。 

 

本オフィスは、東京外国語大学（以下「東京外大」）が、文

部科学省スーパーグローバル大学創成支援事業における１

５番目の Global Japan Office（GJO）として、ロシア高等

経済学院（ロシア・モスクワ）に設置するものです。GJOは、

日本とその国の間の学生交流の促進をサポートし、日本語教

育の普及や日本文化を発信する拠点として、活動しています。 

東京外大は、今年８月に文部科学省「大学の世界展開力強化

事業（ロシア）」に採択され、日露の人的交流の飛躍的拡大

に貢献する「日露ビジネス人材育成」に取り組んでいるため、本オフィスは同事業の取り組み（別

紙）において、東京外大の学生、ならびに東京外大と協定を結んでいるロシアの６大学の学生への

インターンシップ提供プログラムを推進する拠点としても活用される予定です。 

 

このたび、2017年 11月 22日（水）に、同オフィスにおいて、調印式と開所式が挙行されます。開

所式は、両大学の副学長が出席し、覚書の調印とオフィスの看板上掲などが行われる予定です。 

 

ロシア高等経済学院の概要等 

モスクワにメインキャンパスを

設置。1992年に創立された若い

大学ではあるが、ロシア政府から

2009年に優れた国立研究大学として認定され

ている。経済学部、政治学部、東洋学部等ロシ

ア教育界で必要性の高い経済・社会科学分野の

研究・教育を中心に行っている。学生数は、学

部生・大学院生合わせて約 32,000人。両国間

の留学交流も盛んである。 

今回設置のオフィスの概要等 

○設置場所：国際経済国際政治学部内 

○スタッフ：コーディネーターとして高等経

済学院関係者が１名常駐 

○オフィスの主な役割： 

・日本語教育などの Joint Education Program

（共同授業）など、両大学間の教育交流の

促進 

・インターンシップ活動の窓口 

・両国の短期･長期留学の促進など 

 

添付書類（２枚）：調印式・開所式の詳細、大学の世界展開力強化事業（ロシア）の本学構想概要 
 

＜お問合せ・取材依頼＞ 

東京外国語大学 総務企画課 広報係 

TEL：042-330-5151 FAX：042-330-5140 E-mail：soumu-koho@tufs.ac.jp 
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ロシア高等経済学院・東京外国語大学グローバルジャパンオフィス（GJO） 

調印式・開所式 

 

❏ 開催日時 2017年 11月 22日（水）17:00～17:40 

❏ 開催場所 高等経済学院 国際経済国際政治学部長室（319号室） 

 

❏ 出 席 者 ロシア高等経済学院 Ivan Prostakov副学長（国際部長）他 

  東京外国語大学 林佳世子理事・副学長、沼野恭子教授、鈴木義一教授 

新井滋特任教授（元ソニー株式会社ロシア現地法人社長） 他 

 

❏ プログラム 

（１）Prostakov副学長挨拶  

（２）林理事・副学長挨拶 

（３）覚書の交換 

（４）看板上掲 

（５）写真撮影 

 



Greetings from the Project Leader
  The TUFS Japan-Russia Student Mobility Program is aimed at 

providing students both in Japan (Tokyo University of Foreign 

Studies) and in six partner universities in Russia (M. V. Lomonosov 

Moscow State University, Moscow State Institute of International 

Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation, Russian State University for the Humanities, National 

Research University Higher School of Economics, Saint Petersburg 

State University and Far Eastern Federal University) with specialized 

education and work experience opportunities combining short- and 

long-term exchange programs and internship programs. For this 

purpose, we have found internship companies in diverse business 
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and the TUFS Japan-Russia Business Network, comprised of TUFS 
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Russia. 

  We shall endeavor to develop human resources with advanced 
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as the imagination to respect others, a love of peace and freedom, 
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resolve various issues and thus play critical roles in Japan-Russia 

business relations. Through this project, we plan to strengthen the 

cooperation between our university and the six Russian partner 

universities and to nurture students who are ready to contribute to a 
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Kyoko Numano
Project Leader and Professor of Graduate School of Global Studies

Greetings from the President
  The philosophy of Tokyo University of Foreign Studies lies in 

fostering multilingual global citizens who can tackle worldwide 

challenges through research and education in the languages, 

cultures, and societies of various regions of the world while 

cooperating with the people in those regions. Its mission is to 

respond to three challenges: developing global-minded multilingual 

personnel who can engage with the diversity of the world, enhancing 

Japan’s presence in the world, and providing consulting services for 

the internationalization of Japanese universities.  

  Under the TUFS Japan-Russia Student Mobility Program, we intend 

to take concrete steps to address these challenges with Russian 

universities. The history of our university’s Russian language 

education goes back to 1873. We have built the highest-quality 

Russian research and language education system in the country. 

Taking advantage of our education system and network of alumni 

who are active in Japan-Russia business sectors, we are determined 

to develop outstanding human resources equipped with flexibility 

to work in diverse business fields and ready to shoulder bilateral 

relationship between Japan and Russia in the future. 

  Tokyo University of Foreign Studies will go all out to implement this 

project.

Hirotaka Tateishi
President, Tokyo University of Foreign Studies
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