一般社団法人 日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan

【ESUJ Outing】
Briefing in English

【定員：10 名】

東洋文庫「日本語の歴史展」訪問
東洋文庫は東洋学の研究図書館です。三菱第三代当主岩崎久彌氏が 1924 年に設立した、
東洋学分野での日本最古・最大の研究図書館であり、世界 5 大東洋学研究図書館の一つに
数えられております。同文庫ミュージアムで開催されている「日本語の歴史展」では、
日本語の発展の流れ、その他の言語との関係など、日本語への理解をさらに深めるための
様々なトピックを、同文庫所蔵の貴重な言語資料、歴史資料によってひもときます。
同文庫の杉浦康之専務理事からお話を伺います。
日時：2022 年 9 月 12 日（月）
集合時刻：１０：３０ a.m.
集合場所：東洋文庫ミュージアム

受付

住所：〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-28-21

電話：03-3942-0280

最寄駅： 駒込駅（JR 山手線・東京メトロ南北線 2 番出口）徒歩８分
入場料：一般 ９００円 ６５歳以上 ８００円
ESUJ, JSA 会員および ESUJ 学生会員対象、ゲストは会員の紹介と同伴が必要です。
展示見学後、同文庫レストランにて昼食（2,000~3,000 円）を希望される場合は
申込の際に明示願います。
お申込：9 月 6 日 (火) まで
https://ws.formzu.net/fgen/S61070853/
コロナウイルスをめぐる状況のため、展示見学について措置をとっておりますのでご了承願います。
（詳細は添付参照）

杉浦康之氏
東京大学経済学部及び国際大学大学院卒業。1978 年三菱商事株式会社入社。約
20 年間、主に鉄鋼関連ビジネスに従事。1995 年より 3 年間 米国オハイオ州
駐在。その後 1998 年 4 月～2003 年 1 月までワシントン事務所長。同社国際
戦略研究所長、業務部長、広報部長を歴任。2012 年 4 月米国三菱商事会社取締
役社長。2013 年 4 月、常務執行役員。2013 年 4 月～2016 年 3 月まで北米三
菱商事会社取締役社長。2016 年 4 月より同社顧問。米国駐在は 5 回合計 15 年。
2016 年 5 月～2017 年 6 月までハーバード大学アジアセンター客員研究員。現
在同大アジアセンター国際諮問委員会委員。2017 年 6 月公益財団法人東洋文庫
専務理事に就任し、現在に至る。現在、数社の社外取締役や顧問を務める。また
2017 年より中国清華大学 MBA プログラムの一つであるシュワルツマン・スカ
ラーズ・プログラムの最終選考委員を務める。

一般社団法人 日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan

【ESUJ Outing】

Event Capacity: 10 people

Briefing in English
Visiting Toyo Bunko (The Oriental Library) and the History of
Japanese Language Exhibition
Toyo Bunko (The Oriental Library) is a library and research institute dedicated to the
study of Asian history and culture. Founded in 1924 by Hisaya Iwasaki, the third
president of Mitsubishi, It is the largest Asian Studies Center in the region and one of
the five largest in the world. The History of Japanese Language exhibition, held at the
Oriental Library Museum, traces the development of the Japanese language, its
relationships with other languages, and other topics that will help deepen the
understanding of the Japanese language through the linguistic, historical, and other
valuable materials in the library archives. There will be a briefing by Mr. Yasuyuki
Sugiura, Managing Director of the Oriental Library.

Date: Monday, 12th September 2022
Meeting Time: 10:30 a.m.
Meeting Place: Reception Desk at Toyo Bunko Museum
Subway Station: JR, Tokyo Metro Namboku Line: Komagome Station
2-28-21 Honkomagome, Bunkyo-ku Tokyo 113-0021 Tel: 03-3942-0280
Fee: ¥900 (¥800 for those over 65 years of age)
ESUJ, JSA Members and ESUJ Student Members are welcome to participate.
Non-members can participate as Guests if invited and accompanied by Members.

If you wish to take lunch (at ¥2,000-3,000) at the Museum Restaurant,
please indicate it in your application.
Apply to https://ws.formzu.net/fgen/S61070853/ By 6th September.
Due to COVID 19, precautionary measures are in place. (For details, see attachment.)

SUGIURA Yasuyuki has been serving as Managing Director of Toyo Bunko
(The Oriental Library) since June 2017. After graduating from the Faculty of
Economics at the University of Tokyo, he joined Mitsubishi Corporation in
1978. He first started his career in steel related business and then served as
the GM of Mitsubishi’s Washington D.C. office from 1998 to 2003. And
eventually assumed the position of President and CEO of Mitsubishi
Corporation (Americas) from 2013 to 2016. He now serves as an advisor to the
Company. During his time at Mitsubishi, he served a total of 15 years in the
U.S. with three stints in New York as well as one in Springfield, OH and
Washington D.C. In 2016, he was a Visiting Fellow at Harvard University’s
Asia Center for one year and now serves as a member of its International
Advisory Board. He also serves as one of the panelists for the final selection
of the Tsinghua University’s Schwarzman Scholars MBA Program. He also
serves on the board of several listed companies in Japan.

