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1
募集事業

平和構築・開発における
グローバル人材育成事業とは
本事業は、平和構築および開発分野で国際的に活躍

していく人材を養成することを目的とした外務省の人材
育成事業です。

平和構築および開発分野で今後キャリア形成を目指す

方のための「プライマリー・コース」、同分野で5年以上

の経験を持ち、今後更なる活躍を目指す方のための

「ミッドキャリア・コース」、また国際機関やNGO等での

継続したキャリア構築を目指す方々に必要なスキル・
情報を提供する
「キャリア構築支援」などを実施します。
実施にあたっては、一般社団法人 広島平和構築人材

育成センター（Hiroshima Peacebuilders Center: HPC）
が、
国連ボランティア計画（United Nations Volunteers

programme: UNV）
などと連携し、
事業の運営にあたります。

平和構築と開発
内戦やテロの脅威など、現代の国際社会が抱える平和と安全を
脅かす様々な課題に対応するには包括的な取り組みが求められて
います。私たちは「平和構築」を「永続的な平和のための社会基盤を
作る活動」と考えています。そして紛争の再発、暴力の蔓延を防ぐ
上で、
「 持続可能な発展を支える経済的基盤」を支援する「開発」は、
その重要性を増しています。
具体的には、武装解除・動員解除・元兵士の社会統合、法の支配の
確 立、兵 器 の 管 理・可 能 な 限りの 破 壊、治 安 維 持 要員へ の 助 言・
訓練支援・改革、選挙支援、人道援助、経済復興支援、保健・衛生、
性暴力対策、社会的弱者支援などが平和構築の現場で求められて
います。会計・調達・広報などの運営・支援業務ももちろん大切です。
それらの活動の担い手は中央・地方政府、国連あるいはその他の
国際機関、非政府主体など様々です。
紛 争 に 苛まれ た 社 会を、安 定した 社 会 へと導 いていくた め に
「平和構築」から「開発」まで切れ目のない支援が必要とされており、
紛争処理から社会経済支援までの幅広い活動が要請されています。

ごあいさつ
岸田 文雄

積極的平和主義に基づく平和と繁栄への貢献 ~人材の育成を通じて~
世界各地で止むことなく紛争が続き、再発を繰り返す中、国際社会では、紛争予防・調停から平和維持・構築、復興、持続
可能な開発に至るまで、切れ目のない柔軟な支援を行うことの必要性が改めて強調されています。そのような中、
こうした
諸分野で活躍できる文民専門家のニーズはますます高まっています。我が国は、国際協調主義に基づく積極的平和主義の
立場から、
このような状況の改善に貢献すべく、引き続き平和構築と開発分野における人材育成の取組を実施していきます。
この事業に参加された皆さんが、国際社会の平和と繁栄の創造に貢献できる人材として活躍されることを願っています。
国連ボランティア計画（UNV）事務局長

人々の生活を変革する力を持つボランティアリズム

私たちは、平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業の海外実務研修を担当しています。本事業の研修員は、
マッチングを経て、国連ボランティア（UNV）
として国連機関等に派遣され、現場の最前線で社会的弱者に支援活動を行い
ます。研修員の役割は、疎外された人々を平和と開発のプロセスの中に取り入れ、様々なリスクから保護・支援し、また
彼らの基本的なニーズを確保することです。研修員は、困難な状況下で自身の業務や生活を行う一方、業務を通じて人々に
与えるものと同じくらいの経験を得たと言います。研修員は任務を通じて、新しい技能と自信を得るのです。私たちは、世界
各地で平和と開発の支援に全力を尽くす研修員のプロフェッショナリズムとボランティア精神に期待します。

長谷川 祐弘

プライマリー・コース

「プライマリー・コース」は、平和構築・開発分野で今後キャリアを構築する強い意志を持つ人々を対象に、国際機関等を中心

とする組織を通じて平和構築・開発支援のために活動する人材の育成を目的とします。平和構築・開発の現場における実務能力を
高めるための6週間の国内研修と、平和構築・開発の現場で活動する国際機関の現地事務所等で1年間の国連ボランティアとしての
海外実務研修の機会を提供するコースです。

国内研修
【研修期間】

平成28年（2016年）1月18日
（月）〜2月26日
（金）
〈約6週間〉

【研修場所】

東京 および 広島

この研修は日本及び海外から集まった研修員が約6週間、寝食を共に
しながら行います。海外実務研修とその後の平和構築・開発分野での
活躍に必要なマインド、知識、技能、姿勢の獲得を目指した研修です。
研修は第一線で働く実務家や専門家を講師として招いて行われます。
これは知識、技能を学ぶだけでなく、直接彼らと交流することで人脈を
作ることも目的としています。またこの研修期間を共にする仲間との
ネットワークも今後のキャリア構築の上での大きな財産となるでしょう。
※研修は英語で行われます。

外務大臣

リチャード・ディクタス

確かなキャリアを
形成する強い意思を
持つ方へ

HPC評議委員会委員長／平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業プグラム・アドバイザー／
元国連事務総長特別代表／法政大学・国連大学客員教授

ピースビルダーズは新たな時代の条件を理解することが必要
平和の概念の変遷とともに、国連の平和活動の役割も著しく変わってきました。近年では、紛争原因がイデオロギー化し、
武力闘争が多国間にまたがってきています。
このような状態下で、恒久な平和を構築するための中核は、法の支配と民主
主義の理念に基づいた統治機関の能力強化のみならず、異なる宗教や価値観を持っている人々が、平和で安定した社会で
共存していけるような政治環境を醸成することであります。そのために、ピースビルダーズは、人間の安全保障と人間開発の
両輪を土台にして、現地の指導者や住民の平和構築を支援していくことが望まれており、新たな紛争の根本原因と平和
構築を可能にする必要条件を充分に理解する必要があります。

海外実務研修
【研修期間】

平成28年（2016年）4月以降〈1年間〉

【研修場所】

研修員採用後のUNV・受入機関による面接等を通じて決定

国内研修後は、国連ボランティア計画(UNV)を通じて国際機関等の
平和構築・開発の現場へ派遣され 、1年間の実務研修を行います。
平和構築・開発支援を行うプロフェッショナルになるためには、実務
経験が欠かせません。国内研修で習得した理論やスキルを平和構築・
開発の現場で実践し、即戦力となる人材を目指します。
ここでの経験は
その後の同分野でのキャリア形成の上で大きな糧となります。

応募締切

海外実務研修の派遣先実績
※旧「平和構築人材育成事業」平成26年度本コースの海外実務研修先

■ UNDP（国連開発計画）
スーダン、
スリランカ、
レソト
■ UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）
コンゴ（民）、ケニア、
タンザニア、ルワンダ
■ UNICEF（国連児童基金）
フィリピン、
スーダン
■ UN Women（ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関）
バングラデシュ、カンボジア
■ DPKO Mission（国連平和維持活動局）
UNMISS（南スーダン）

Bangladesh

Sudan
South Sudan
DR Congo

Rwanda

Lesotho

Kenya

Tanzania

Sri Lanka

Cambodia

Philippines

平成27年（2015年）

11月16日（月）
日本時間17時必着

応募資格、応募方法など、詳しくは添付の募集要項を御覧ください。HPCホームページからオンライン応募、募集要項のダウンロードが可能です。 peacebuilderscenter.jp

キャリア構築例

事業修了生の現在のフィールド
研修参加前
研修参加前

海外実務研修
海外実務研修

研修終了後のキャリア
研修終了後のキャリア

研修後の主な活躍の場

研修後の研修員は、国連機関をはじめ、
さまざまなフィールドで活躍を

しています。

女性のエンパワーメントのための国連機関）▶UNCRD（国連地域開発センター）

荊尾 遥さん

応募動機

平和構築が、軍縮を行うに際しての基盤となり、
さらに自らの視野を広げることもできると考え、応募
しました。また、各国の研修員と切磋琢磨できる
点にも惹かれました。

津田塾大学大学院にて国際関係を
学び、在学中に国連本部軍縮局に
おいてインターン経験を経て大学院
修了後、NGO勤務。

国際民主主義選挙支援研究所
（International IDEA）
アフリカ地域
事務所で、選挙・民主化支援分野で
の経験を積む。

在 オランダ 日 本 大 使 館 で 4 年 間 、
専 門 調 査 員として化 学 兵 器 禁 止
条 約を担 当 。その 後 、国 連アジア
太 平 洋 平 和 軍 縮センター 政 務 官 。
現在は広島県平和推進プロジェクト・
チーム 平和推進アドバイザー。

応募動機

＜平成21年度3期生＞

応募動機

特にPKOなどのフィールドでの活動が主な機関
での経験がほしかった。

副島 知哉さん

＜平成22年度4期生＞
応募動機

大学院では強制移住学を専攻しUNHCRの難民・
国内避難民政策の研究をしていたので、その経験
をフィールドで活かすための第一歩として応募
しました。

中原 隆伸さん

＜平成23年度5期生＞
応募動機

前の職場には満足していましたが、30代も半ばに
近づき、学生時代から持っていた『世界の紛争国・
貧 困 国の現 場で助けを求めている人の支 援を
最前線で行いたい』
という想いで応募しました。

W F Pケニアオフィスにて食 糧 調 達
業務に携わる。

内閣府国際平和協力研究員を経て、
W F P ロ ー マ オフィス にて 調 達 官
（JPO）
として勤務。現在、WHOコペン
ハーゲンオフィス調達官。

スペイン、エクアドルで勤務。南カリ
フォルニア大学で公共政策管理学の
修士号を取得。アメリカの都市計画
N G Oなどでの勤 務を経て、U N D P
エクアドルオフィスにて災 害 危 機
管 理・コミュニティ開発業務にUNV
として従事。

オックスフォード大学院難民研究所
「強制移住学」修士号取得。UNHCR
東京事務所にて広報渉外部門のイン
ターン、NGO HCCPウガンダ・ラカイ
事 務 所 にて教 育 企 画 部 門 のイン
ターンとして人道開発援助に従事。

大 学 卒 業 後、民 間 企 業で3 年 間 の
勤務。退職後ブラッドフォード大学
大学院で平和学修士号を取得。
その後、
パレ スチナ の N G O にて 約 2 年 間
ファンドレイジング業務、財団法人
にて2年半の調達業務に従事。

（国連人口基金） ▶UN Secretariat（国連事務局） ▶UNU（国連大学） ▶UN-

6名

HABITAT（国連人間居住計画）▶OCHA（国連人道問題調整事務所） PKO訓練

センター ▶KAIPTIC
（コフィ・アナン国際平和維持訓練センター） 国連ミッション

4名

▶MONUSCO（国連コンゴ民主共和国安定化ミッション） ▶UNAMA（国連

2名

アフガニスタン支援ミッション）▶UNAMID（ダルフール国連AU合同ミッション）
▶UNAMI（国連イラク支援ミッション）▶UNIOGBIS（国連ギニアビサウ統合平

8名

■ その他

和構築支援事務所）▶UNMIS（国連スーダン・ミッション）▶UNMISS（国連南

17名

スーダン共和国ミッション） 国際機関

スーダンおよび南スーダンのPKOミッ
ション(UNMIS, UNMISS)にて帰還・
再統合・回復業務を担当。
※PKO（国連平和維持活動）へは本事業修了
扱いで派遣されます。

UNHCRケニア・ダダーブ事務所にて
コミュニ ティ・ユ ース・オフィサ ー
（U N V）として勤 務。主にソマリア・
スーダン・エチオピア難民などを対象
に、難民キャンプでの青少年の育成、
青年団体の組織、
コミュニティの自立
などを支援する。

IOM南スーダンオフィスにて人道
支援分野の中でも国内避難民を
対 象にした簡 易シェルター 及び
蚊 帳 、毛布などの生活必需物資
（Non-food Items）の配布に携わる
国連機関・NGOなど団体の調整
業務に携わる。

名古屋の国連地域開発センターを
経て、I C R Cデレゲ ートとして勤 務
開始。
ミャンマー・シトゥエオフィスの
後、現在ICRCアフガニスタンオフィス
で勤務。

UNHCRケニアでのUNV契約を延長
後、U N H C Rレ バノン・ベイル ート
事務所にてアソシエイト・プロテク
ション・オフィサー（JPO）
として勤務。
主にシリア・イラク・スーダン難民を
対象に、不法滞在などを理由に拘留
された難民の支援、
シリア・レバノン
国 境で 入 国を拒 否され た 難 民 の
支援などを担当する。

＊1：国連ミッションを含みます。

ラオス の 国 連 薬 物 犯 罪 事 務 所
（UNODC）にて犯罪防止チームの
一員として人身売 買、腐敗、テロ
防止などのプロジェクトに従事。

▶OSCE（欧州安全保障協力機構） NGO

▶Medecins du Monde Japon

＊2：JPO
（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー）
とは、
日本政府が派遣に

（世界の医療団）▶JCCP（日本紛争予防センター）▶International Lifeline

勤務することを志望する若手日本人が、一定期間（原則２年間）各国際

国際民間協力会）▶Action Contre la Faim ▶CCP Japan（パレスチナ子供の

積む機会を得る制度です。

※平成27年6月現在

Fund ▶World Vision Japan ▶INTERSOS ▶ADRA Japan ▶NICCO（日本

キャンペーン） 政府関係機関

▶外務省（本省・在外公館）▶内閣府 ▶JICA

（日本国際協力機構）▶JICE（日本国際協力センター）▶広島県 その他の公的
機関等

▶IGES（地球環境戦略研究機構） ▶結核予防会結核研究所 ▶笹川

平和財団 ▶教育機関、医療機関、法務・政務事務所等

※平成19~25年度に実施された旧「平和構築人材育成事業」本コースの修了生104名のデータ

コース終了後のサポート
平和構築・開発分野におけるキャリア構築は、日本社会に特有の終身雇用という観点からは、不安定さを必然的に伴うものに見えます。一方で、
多くの平和構築・開発に関わる組織は、日本の人材によるさらなる貢献を求めています。HPCでは独自のオンラインシステムを構築し、空席情報の
提供や、数多くの事業修了生や専門家との交流の機会を提供するなど、国内研修時から継続的にキャリア構築をサポートします。

国内研修

海外実務研修

修了後のサポート

イタリアの人道・復興支援NGOで
あるINTERSOSで南スーダンを中心に
シェルター／Non-food Items支援業務
に従事。

独自の就職支援オンラインシステム
アメリカのロースクールを卒 業 後、
金融案件を専門とする弁護士として
ニューヨーク、東京で勤務。

▶IOM（国際移住機関）▶INTERPOL

（国際刑事警察機構）▶ICRC（赤十字国際委員会）▶World Bank（世界銀行）

研修員、修了生が登録された

UNDP本部 政策・プログラム支援局
にて法の支配、司法およびセキュリ
ティチーム プログラムアナリスト
（JPO）
として勤務。

国際機関・NGO団体・外務省などの
空席情報の提供

国際機関要職経験者による

専門家や事業修了生などとの

助言制度

交流の機会の提供

などを通じて、将来のキャリア・プラン作りのお手伝い、継続的な就職支援を行います。

益子 萌さん

JICAシエラレオネ事務所勤務中、次は国際機関
に身を置きながら更なるフィールド経験を積みたい
と思っていたため、UNVとしての12ヶ月間の海外
実務研修がエントリーポイントとして最適と考え、
応募しました。

■ NGO・NPO

事務所）▶DPKO（国連PKO局）▶WHO（世界保健機関）▶UNMAS（国連PKO局

太平洋平和軍縮センター）▶UNOPS
（国連プロジェクト・サービス機関）▶UNFPA

12名

機関で職員として勤務し，正規職員となるために必要な知識・経験を

大学卒業後、6年間外務省職員として

それまでの職務経験と異なる分野に転職するに
あたり、国内研修と海外実務研修がセットになって
いるコースが魅力的でした。

応募動機

■ 政府

▶UNRWA（国連パレスチナ難民救済事業機関）▶OUNF&P（国連基金・計画

地雷対策サービス部）▶UNV（国連ボランティア計画）▶UNRCPD（国連アジア

かかる経費を負担することにより、
将来的に国際機関で正規職員として

＜平成24年度6期生＞

＜平成25年度7期生＞

22名

■ 民間
大学卒業後、外資系IT企業において
6年間、ITサービス等の購買業務に
携わる。退職して国連平和大学にて
国際平和学の修士号を取得。

伊藤 重之さん

応募動機

33名

■ JPO＊2

■ 大学院

民間企業での勤務経験と修士号はありましたが、
フィールド経験がなかったため応募しました。

上城 貴志さん

■ 国連・国際機関＊1

■ JICA

竜野（福島）葉子さん
＜平成20年度2期生＞

▶UNDP（国連開発計画）▶UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）

▶UNICEF（国連児童基金）▶UNESCO（国連教育科学文化機関）▶WFP（国連

世界食糧計画）▶FAO（国連食糧農業機関）▶UN WOMEN（ジェンダー平等と

か たら お

＜平成19年度1期生＞

国連機関

カナダの大学院に在学中、国連本部

でのインターンシップを経験。卒業後
は世界銀行本部、JICAシエラレオネ
事務所などにコンサルタントとして
勤務。

UNDPジンバブエ事務所にて、平和
構築担当官として勤務。平和調停
委員会の運用化、国の長期的な

民主ガバナンス
（統治）
強化を支える
べく委員会メンバー及び関係省庁
の能力強化、平和と民主ガバナンス
についての啓発活動、
ワークショップ
などを行う。

ニューヨークの国連事務局人道支援
調整部
（OCHA）
にて、
JPOとして勤務中。

スーダン担当として、
ダルフール紛争、
南コルドファン州及びブルーナイル州
での人 道アクセス問 題などに取り
組んでいる。

平和構築・開発の現場へ
国連機関

国際機関

政府機関

国際NGO

国内NGO

国連ミッション

その他

2
募集事業

スキルを磨き
さらなる活躍を
目指す方へ

3
募集事業

ミッドキャリア・コース

キャリア構築に
必要なスキル・知識を
得たい方へ

キャリア構築支援

「ミッドキャリア・コース」では、すでに平和構築・開発分野にかかわる実務に5年以上従事している方々のキャリア発展のための機会

「キャリア構築支援」は、国際機関やNGO等への就職、平和構築・開発分野での継続したキャリア構築を希望する方を対象に、ポスト

活動に焦点をあてた「リーダーシップ／マネジメント」能力に関する知識・技能の向上を目指し、専門家層とのネットワーク構築の

機関でのマネジメント、人事等の業務経験を持つ専門家等による、各機関の特色、求められる人材像、応募書類の書き方、面接

として、7日間の研修を実施します。平和構築・開発分野の実務における「コミュニケーション／ネゴシエーション」能力や国連平和
機会の提供を目的としています。

獲得に必要なスキルや、
スムーズなキャリアの継続に有用な情報の提供を行います。国際機関等で働く方々のニーズをもとに、国際

指導等の情報・スキルの提供、またキャリア継続に重要な厚生面を含む情報提供を行うなど、キャリア構築を幅広くサポートします。

セミナー形式の支援に加えて、オンラインでの情報提供も行う予定です。

ネゴシエーション／
コミュニケーション

【支援開始】

平成27年（2015年）12月
（予定）

【研修期間】

【支援場所】

平成28年（2016年）1月9日
（土）〜1月11日
（月）
〈3日間〉

東京（予定）、
オンライン

【研修場所】
東京

国連組織での働きに求められるもの、効果的なコミュニケーション、
組織内外での交渉、広報スキルなどについて、講義と演習を通じて
実践的に学びます。

リーダーシップ／
マネジメント

応募

【研修期間】

順次募集

平成28年（2016年）1月12日
（火）〜1月15日
（金）
〈4日間〉

【研修場所】
東京

リーダーシップ・マネジメント能力とは何か、国連平和活動における
リーダーシップ、他アクターとの パ ートナーシップ などに つ いて、
グループワークや演習を通じて学びます。

応募資格、応募方法などの詳細はHPCホームページで順次公示いたします。 peacebuilderscenter.jp

募集開始、締切期日は
URLにて
公示いたします

※研修は英語で行われます。

応募締切
平成27年（2015年）

11月10日（火）
日本時間17時必着

その他の平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業の活動
JPO赴任前研修
赴任前JPOを対象に、
「国際機関及び
その活動に関する知識」
「国際機関での
ポスト獲得のためのスキル」
「赴任に
あたっての心構え」等の講義から面接
試験対策等を、4日間にわたって実施

します。国際機関にJPOとして勤務し、
将来的に正規ポストを獲得するために
必要な知識・能力を高めます。

応募資格、応募方法など、詳しくは添付の募集要項を御覧ください。HPCホームページからオンライン応募、募集要項のダウンロードが可能です。 peacebuilderscenter.jp

一般公募はしておりません。

人材ニーズ調査
研修コース・キャリア構築支援等に
おいて的確な助言が行えるよう、国際
機関の求めている人材及び人事戦略・
採用方針等について、各機関の人事
担当者への聞き取り調査等を通じて

情報収集・分析を行い、研修コース・
キャリア構築支援等に活用します。

海外機関との関係強化
先進的な取り組みを実施する海外の
人材育成や訓練機関、シンクタンク等
との関係を構築し、調査・分析・協力を
行います。

