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派遣

実際に渡航する学生 0 6 8 8 8

自国にて国際教育・交流プログラムを
オンラインで受講する学生 0 6 8 8 8

受入

実際に渡航する学生 0 5 8 8 8

自国にて国際教育・交流プログラムを
オンラインで受講する学生 2 5 8 8 8

交流予定人数

京都大学と東京外国語大学が共同実施する
つの国際連携教育プログラム5

国際合同コンフェレンス

学士・修士・博士課程の学生と若手教員を対象に、
高度専門人材の育成を目指し、
日ア実施機関、欧米の連携大学と共催する1

短期留学プログラム

学士・修士・博士課程の学生を
主対象に、双方向で実施する3

長期留学プログラム

学士・修士・博士課程の学生を
主対象に、双方向で実施する4

共同学生指導プログラム

博士課程の学生を主対象に、
学位取得を見据えた5

インターンシッププログラム

学士・修士課程の学生を対象に、
アフリカでの「集中講座」と
「企業・国際機関・NPO等での研修」を組み合わせた2



ガーナ大学

ザンビア大学

プレトリア大学

ステレンボッシュ大学

プロテスタント人文·社会科学大学

Ghana

Zambia

South Africa

Rwanda

　東京外国語大学は、1964年にアジア・アフリカ言語文化研究所が設立されて以来、長年にわたってア
フリカ研究に取り組んできました。2012年には国際社会学部にアフリカ専攻が設置され、日本で唯一ア
フリカ地域研究を学部教育として実施する大学となりました。2017年に設置された現代アフリカ地域研
究センターは、アフリカ各国の大学との間で研究教育の相互交流促進に努め、学生や研究者の往来が少
しずつ進んでいます。

　本プログラムは、「持続可能な開発目標」（SDGs）に貢献する人材育成を目指しています。アフリカは、
今日人類が直面するグローバルな課題の最前線と言える地域です。SDGsが目指す貧困削減、経済開発、
ジェンダー平等、感染症対策、環境保全、平和構築などは、いずれもアフリカにおいて喫緊の課題です。
相互交流を通じて、本学学生はアフリカで、アフリカの学生は本学で、最先端の議論や実践に触れ、多
くを学ぶことができます。協定校間の緊密な連携によって、学生たちが獲得する新たな知の地平は大き
く広がることでしょう。

　本プログラムは、東京外国語大学と京都大学の協働により、2020～2024年度に実施されます。連携
するアフリカの大学との間で学生交流を進めるとともに、アフリカに関わる日本の大学や実務機関との
間に機動的なネットワークを構築することがプログラムの大きな柱です。ともに日本の代表的なアフリ
カ研究教育機関である2大学の協働を通じて、日本とアフリカのアカデミックな交流を実効的に進め、
またその成果を広く実務機関と共有することが期待できます。本プログラムを通じて日本とアフリカの
相互理解がいっそう深まるよう、努力していく所存です。

現代アフリカ地域研究センター　センター長
武内進一

ア フリカ に お け る S D G sに向け た
高度イノベ ー ション人材育成の た め の国際連携教育プ ログ ラ ム
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ガーナ大学
University of Ghana

ガーナ Ghana

プレトリア大学
University of Pretoria

南アフリカ South Africa

ステレンボッシュ大学
Stellenbosch University

南アフリカ South Africa

プロテスタント
人文·社会科学大学
Protestant Institute of Arts and Social Sciences

ルワンダ Rwanda

プログラムの概要

東京外国語大学は長きにわたり、世界の言語とそれを基底とする文化、世界諸地域や国際的な問
題について、研究と教育を行ってきました。多言語多文化化する日本と世界において、人 の々共生
に寄与し、地球的課題に取り組むことのできる人材を養成することを大学のミッションに掲げています。

本プログラムでは、長年のアフリカ研究の蓄積を活用するとともに、文系・理系の枠を超えたカリキュ
ラムを提供し、アフリカでのフィールドワーク、日本およびアフリカでの研修を通じて、イノベーショ
ン共創の基盤を構築することを目的とした5つの国際連携教育プログラムを実施します。

養成する人材像

今後のアフリカにおいて「持続可能な開発」を目指す上で、アフリカの人びとが培ってきた在来の
技術・制度・知識を応用可能にするための革新を、交流を通じて共に思考し、実践していくことが
できる人材が求められています。本プログラムでは「持続可能な開発目標SDGs」のもと、文系／
理系、研究者／実務者の垣根を超えて、技術と社会のイノベーション実現を主導できる「超学際的」
な人材の育成を目標としています。

プログラムの特徴

さらなる大学のグローバル化を進めている本学では、従来型の直接の相互往来による交流に加え、
オンライン型の教育プログラムも積極的に取り入れています。本プログラムでも多種多様なオンライ
ン協働教育に取り組みながら、将来にわたって活用可能な新しい教育交流の仕組みを日本とアフリ
カの間に確立することを目指します。

The Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) has a long history in the field of African studies since the establishment of 
the Research Institute for Languages and Cultures for Asia and Africa in 1964. It started the African studies course at the 
School of International and Area Studies in 2012, which made TUFS the only Japanese university providing African studies 
courses for undergraduate students. Additionally, the African Studies Center, established in 2017, has made extensive 
efforts to promote the exchange of researchers and students between TUFS and partner universities in Africa.

This program aims at developing human resources that contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs) through 
the enhancement of student exchange. Africa is a frontier for the current global challenges confronting human beings. 
All issues tackled by the SDGs, including poverty reduction, social and economic development, gender equality, public 
health management, environmental conservation, and improvement of governance, are critically important and real there. 
Opportunities to study abroad will be essential for African and Japanese students to obtain in-depth knowledge, exchange 
ideas, and gain invaluable experiences. 

TUFS and Kyoto University will cooperatively implement this program from fiscal year 2020 to 2024. The most important 
pillars of the program are promoting student exchanges with partner universities and building extensive and effective 
networks covering universities as well as public and private sector institutions in Japan working with African counterparts. 
Through the cooperation of the two universities with strong specialties in African studies, the networks will effectively 
develop relationships not only among academia but also among related stakeholders.

African Studies Center, Director
Shinichi Takeuchi

A Student exchange program to deepen relations between Africa and Japan

Innovative Africa: Educational Networking Programs for Human Resource Development in Africa's SDGs 

日本と ア フ リ カ の さ ら な る 相互理解 を目指し て

東京外国語大学と連携するアフリカの大学

本プログラムで連携するアフリカの大学14校のうち、東京外国語大学では学
術交流協定を締結している5校を中心に据えて本プログラムを推進します。

ザンビア大学
University of Zambia

ザンビア Zambia

Tokyo University of Foreign Studies
東京外国語大学

日本 Japan


