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不死鳥を象ったHPCのロゴは、奇跡の戦後復興を遂げた広島で、紛争後の国を支援する
平和構築のプロを育成するというHPCの基本精神を象徴しています。

一般社団法人

広島平和構築人材育成センター（HPC）

東京事業運営事務所： 〒102-0082 東京都千代田区一番町6 相模屋本社７F
TEL：03-4334-3119 FAX：03-4334-3120
広島本部事務所：〒734-0011 広島県広島市南区宇品海岸1丁目11-11-1003 TEL：082-530-2656
※本パンフレットに掲載の研修風景等の写真は平成28年度 平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業の写真を使用しています。

詳しくはHPCホームページ

http://www.peacebuilderscenter.jp
HPC

平和

検索

お問い合わせ先E-mail

hpc@peacebuilders.jp
応募書類提出先E-mail

application@peacebuilders.jp
©外務省

デザイン・編集：一般社団法人 広島平和構築人材育成センター（HPC）
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広島平和構築人材育成センター
Hiroshima Peacebuilders Center（HPC）
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平和構築・開発における
グローバル人材育成事業とは

確かなキャリアを形成する強い意思を持つ方へ

ごあいさつ

本事業は、平和構築・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委託
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」、平和
構築・開発分野において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」、
また平和構築・
開発分野のポスト獲得に必要なスキル・知識等を
提供する
「キャリア支援セミナー」
などを実施します。
8年間にわたり、外務省委託「平和構築人材育成
事業」を実施した広島平和構築人材育成センター
（Hiroshima Peacebuilders Center: HPC）
が、
本事業
の運営にあたり、プライマリー・コースの海外実務
研修部分は国連ボランティア計画（United Nations
Volunteers programme: UNV）が実施しています。

岸田 文雄

外務大臣

依然として世界各地で紛争の発生、再発が繰り返される中、
国際社会は協力して平和の定着に向けた平和維持、平和
構築、紛争後の復興、開発から紛争予防まで切れ目のない

プライマリー・コース

航空、医療、サプライチェーン管理、人事、財務、
リスク管理
などの諸分野で活躍できる高い専門性と能力を持った文民
専門家が必要とされる一方で、担い手不足が深刻な課題
です。我が国は、
このような状況を改善するため、国際協調主義に基づく積極的平和
主義の立場から、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、
この事業に参加された皆さんが、世界の平和と安定を創造する平和構築の担い手として

年（201
7

年

）
9月25日
（月）
日本

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。

時間午
前9時必
着
（日本
人応募
者）

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。

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

国内研修

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

【研修期間】平成30年（2018年）1月12日
（金）〜2月24日
（土）
〈6週間〉
【予定】

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

【研修場所】東京 および 広島

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。

国際社会で活躍されることを心から願っています。

オリビエ・アダム

平成29

「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、

支援を行うことが求められています。平和構築及び開発の
分野においては、法の支配、人権擁護、ジェンダーに加え、

応募締切

※研修は英語で行われます。

国連ボランティア計画（UNV）事務局長

平和の恩恵を受けること、あるいは参加型の社会、経済
開発を進めることが極めて困難である地域や国において、
ボランティアリズムは主要な役割を担っています。ボラン
ティアリズムは緊急支援から復興までの移行を促進し、
また
脆弱な環境が慢性化しているコミュニティのキャパシティ
を強化する上でも重要な要素となってきます。
広島平和構築人材育成センター
（HPC）
と国連ボランティア

平和構築・開発における
グローバル人材育成事業

計画（UNV）は互いに協力し文民専門家をグローバルな
レベルで活躍する人材へと育成することを目的とし、
「平和構築・開発におけるグローバル
人材育成事業」
を実施しています。
事業は任地においてだけではなく自国においてもボラン
ティアリズムを促進する人材を育成すると同時に、相互的な連帯が強まる世界において
必要とされる豊富なキャリア、
そしてリーダーシップを養成する機会を提供しています。
国連ボランティア計画は平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業を通じて

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

世界の最も困難といわれる地域における経済開発や平和構築に貢献しているボラン
ティアをとても誇りに思っています。今後のキャリアを構築する段階にいる若い人々に
とって任地での経験は貴重なだけではなく、
より自身の志を高めることとなるでしょう。

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。
2

海外実務研修

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

※PKO、SPM含む

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

【研修期間】平成30年（2018年）3月以降〈1年間〉

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。

【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

彼らは任地での貢献以上に異なる文化、異なる国で生きる人々と共に暮らし、
そして仕事
をするというなにものにも代えがたい経験をするのです。

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

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

長谷川 祐弘

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
プログラム・アドバイザー／元国連東ティモール担当事務総長特別代表
ピースビルダーズの役割は、変換していく平和の本質と

共に変化を遂げています。国連創設時には単に紛争のない
状態を示唆していたものが、冷戦終結に伴い多様化しま
した。21世紀になってから、紛争の根源的な原因を除去し、
法の支配と民主主義に基づいた恒久の平和の構築が、平和
活動の任務となりました。近年の紛争の根源的な原因が
イデオロギー化し、国際社会や関係諸国の指導者や市民の
思考方法の変化と、普遍的な理念や人間の行動規範の融和
を保ちながら、現地の社会の伝統と価値観の統合が求められて来ております。指導者は

海外実務研修の派遣先実績
※平成27年度プライマリー・コースの海外実務研修先

■ UNDP（国連開発計画）

Serbia
Republic of Macedonia

エチオピア、シエラレオネ
■ UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）

Egypt

エジプト、セルビア、マケドニア共和国
■ UNICEF（国連児童基金）
スーダン、キルギス共和国
■ WFP（国連世界食糧計画）
パキスタン、東ティモール、ルワンダ
■ UNODC（国連薬物犯罪事務所）

Senegal
Sierra Leone

Kyrgyz Republic

Pakistan

Sudan

Ethiopia

Rwanda

Timor-Leste

セネガル

自由と権利を自らの欲望の自制と他人への「思いやり」の気持ちで、平和構築支援に
携わる者は、現地社会の自覚と独立の精神を尊重し、新たな時代における新たな平和
構築を目指すべきでしょう。

3

プライマリー・コース

キャリア構築

キャリア構築例

海外実務研修後のインタビュー
平成27年度修了生

3 海外実務研修での活動内容について教えてください

加藤 真理子 さん

私は、UNICEFキルギス共和国事務所のオシュ地方事務所に平和構築担当官
として派遣されました。主な業務は、国境を接するキルギスおよびタジキスタン

プロフィール

大学院在学中、国連児童基金（UNICEF）でのインターンを
経験し、卒業後は児童福祉施設での子どもの生活・学習支援、
早稲田大学国際コミュニティセンター
（現：異文化交流センター）
での勤務を経て、当事業に参加。海外実務研修はUNICEF
キルギス共和国に派遣され、教育・保育・子どもの保護プロ
グラムに携わる。現在も平和構築担当官として継続勤務。

1 プライマリー・コースへ応募した理由を教えてください
バングラデシュで暮らしていた小学5年生の頃に開発途上国の子どもの問題に
関心を持ち、UNICEFを目指しはじめました。その後はまさに「UNICEF一直線」
という進路選択を重ね、学部卒業後ストレートで進学した大学院時代には、
UNICEFフィリピン事務所でインターンをさせていただく機会にも恵まれました。
しかし、いざ夢の組織のなかで働いてみると、自分にはまだまだ教育・保育の
専門家としての知識と現場経験が足りないことを痛感。それまではずっと海外
志向だったのですが、まずは日本で保育士の国家試験に挑戦しながら、教育・
保育現場で経験を積もうと決めました。プライマリー・コースを知ったのは、日本
で働き始めて3年目を迎えようとしていた時のことです。そろそろUNICEFに戻る
ためのシフトチェンジができたらと考えていたので、迷いなく応募を決めました。

2 プライマリー・コースにおける国内研修、海外実務
研修の感想を教えてください
国内研修では、経験豊富な講師陣に多くを学ぶことはもちろん、同じ志を

にて、計5の国連機関が共同実施する国連平和構築基金（PBF）プロジェクトの
UNICEFキルギス事務所代表として事業を牽引すること、またキルギス南部に
おける教育・保育・子どもの保護分野の各種プロジェクトを実施・監督すること
です。キルギス南部のフェルガナ盆地と呼ばれる地域では、キルギス・タジキ
スタン・ウズベキスタンの3か国が国境を接しているのですが、その「国境」は
正式な合意がない部分を多く含み、土地や水資源をめぐった異民族住民同士
の争いが多く報告されています。さらに、2010年には私が現在駐在している
オシュ市内でキルギス系・ウズベク系住民による民族間衝突が勃発しました。
一説では、470名が亡くなり、40万人にもおよぶ市民が避難民となったとも
言われています。このよう

携われることには、大きな
やりがいを覚えます。

キルギスの生徒とともに、お隣タジキスタンの中学校に
訪問 。こういった草の根レベルでの交 流こそ、地 域の
安定と平和を促進するのだと実感しました。

4 今後の展望や、事業への参加を考えている方に
メッセージをお願いします
着任してちょうど一年が経ちましたが、幸いなことにあと一年この事務所で
UNICEFの教育・保育専門家として成長し、キャリアを積んでいきたいという

あうことができていて、とても心強いです。

のが何よりの希望です。若いうちはできるだけ現場に近いところでプロジェクト
をまわす経験を重ね、いずれは政策提言などもできるような専門家になれたら

いった苦しい局面も経験しました。しかし、
どんな困難も自身が学び、成長できるチャンス

と考えています。
平成 27年度プライマリー・コース
国内研 修では、今でもよく連 絡を
取り合う仲間ができました。

私は自分なりの信念を持って、大学院卒業後に日本の現場に飛び込みました。
しかし、いざ開発分野から離れてみると、どうやったらまた「あの世界」に戻れる
のか、自分のようなバックグラウンドを持った人間に、ただでさえ狭い門戸は

と捉え、とにかく前向きかつ積極的に日々の業務にあたりました。すると、次第

開かれるのかと不安に駆られることもありました。そんななか、本事業と出会い、

にいろいろな方から仕事を任せていただけるようになり、少しずつ成果を残す

未知の分野であった平和構築について基礎から学び、国際機関でのキャリアに

過程で自身がやりたいことを主張し、担当できるようにもなり、どんどん業務

再挑戦するまたとない機会を与えていただいたことに、心から感謝しています。

を楽しめるようになっていきました。この姿勢は、今回の研修を通して学んだ

特に、数年前の私のように悩んでいらっしゃる方には、ぜひ本事業へのご応募を

大切な教訓のひとつです。これからも大切にしていきたいと思っています。

前向きに検討していただけたらと思います。

修了生の現在のフィールド

コース終了後の研修員は、国連機関をはじめ、さまざまなフィールドで活躍しています。

NGO職員として、
ラオス、
カンボジアで
農村開発、民生安定化事業に従事した
後、
オーストラリアの大学院で国際政治
（平和と紛争解決学）の修士号取得。
在籍中、オランダの平和構築NGOで
インターン経験。

国際移住機関
（IOM）
インドネシア・アチェ
にて、紛 争 後 復 興 事 業の元 戦 闘員の
社会復帰支援に従事。

JICA研修員受入事業に従事。その後
IOMネパールで人身取引被害者社会
復帰支援プロジェクト担当官（JPO）を
経てケニアのIOMカクマで難民ホスト
コミュニティ支援。現在はIOMナイロビで、
地域安定化、国内避難民への緊急支援、
移 民・国 境 管 理 事 業 等 にプログラム
マネージャーとして勤務中。

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。

WFP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、
WFPローマ本部にて調達官（JPO）と
して勤務。現在、WHOヨーロッパ地域
事務所調達官。

カーボヴェルデ国連事務所では、広報官
として赴 任。この 国 は世 界で 8つある
OneUN
（ひとつの国連）
改革のパイロット
国の一つ。この改革に沿ったコミュニ
ケーション戦略の立案からその実行、
運用
まで多岐にわたる。

スウェーデンの大学院で開発コミュニ
ケーション学の修士号を取得し、
その後、
メディア専門家として、国連教育科学
文化機関（UNESCO）東アフリカ地域
事務所、情報コミュニケーション
（CI）局に
所属。情報と知識へのアクセスを促進
するための能力強化事業に携わる。
その
後同事務所の広報官として、再び広報
業務に従事。現在は、書記官として在
ケニア日本大使館に勤務。

＜平成20年度2期生＞

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。

保育分野のプロジェクトに

研修終了後のキャリア

竜野（福島）葉子さん

担 当 官として働 き、特 に

同期とは今でもよく連絡を取り合い、支え

派遣先事務所の規模縮小（＝人員削減）と

応募動機
第一線で活躍する講師陣から平和構築に
ついて実践的に学べること、また、NGOでの
経験しかなかったため、UNVとして国際機関
でのフィールド経験が積めることに魅力を
感じて応募しました。

応募動機

勤 務させていただ けることに なりました 。そ の 後 に関しては 未 定 で すが、

海外実務研修では、右も左もわからない

＜平成19年度1期生＞

クストのなかで平和構 築
自身の専門である教育・

海外実務研修

井上（寺西）悦子さん

な脆弱性を備えたコンテ

持つ同期の仲間に出会えたことも貴重な財産となりました。世界中で活動する

着任当時いきなりのスーパーバイザー不在、

研修参加前

柴田 昌和さん

＜平成21年度3期生＞
応募動機

和平プロセスの安定化、国家制度の再構築、そして
紛争予防など、平和構築に伴うプロセスについて
体系的に学べるコース内容に興味を持ちました。
更に、この分野の第一線で活躍されている研究者、
実務家からなる講師陣により、実践的な指導を
受けられることや、それぞれの分野で経験が豊富な
研修員たちとの交流を通じて、平和構築に対する
考えを深めていけることに魅力を感じました。

相良 祥之さん

＜平成24年度6期生＞

応募動機
国連の平和活動（PKO・特別政治ミッショ
ン）もしくはそれらが展開する紛争（後）国
においてフィールド経験を積みたいと考え
ました。

大学卒業後、IT関連企業、広告代理店
勤務を経た後、国連開発計画（UNDP）
アンゴラ事務所では市民社会を繋ぐ
IT基盤整備事業に携わり、国連児童
基金（UNICEF）
ブータン事務所では
広報・マーケティング業務を担当。

大学時代に国際政治や安全保障を
勉強したのち、IT系企業に就職し、新規
事業開発や事業提携における交渉や
プロジェクトマネジメントを担当した。
働きながら 大学院に通い、
国際紛争や
国連の平和活動について研究。その
後、国際協力機構（JICA）本部に転職。
民間企業およびJICAにおいて合計
8年間ほど実務経験を積んだのち国際
機関へ。

国際移住機関（IOM）
スーダン事務所に
選挙支援担当官として赴任。途中で事務
所長室にうつり、事業開発担当官として
新規プロジェクト立ち上げ、日本政府や
EUなどドナーとの連携、ダルフールに
おける人道支援や平和構築案件の実施

引き続きIOMスーダン事務所でコンサル
タントとして1年ほど勤務。JPO試験に
合格し、2015年から国連事務局政務局
（DPA）政策・調停部。

などを担当した。

研修後の主な活躍の場
国連機関 ▶ 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

■ 国連・国際機関（PKOミッション含む）

36名

■ JPO＊1

27名

■ 政府
■ NGO・NPO
■ JICA
■ 民間
■ その他
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センター ▶ KAIPTIC（コフィ・アナン国際平和維持訓練センター） 国連平和活動ミッション ▶ MONUSCO（国連コンゴ民主共和国安定化ミッション）▶ UNAMA（国連

4名
8名

＊1：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
派遣にかかる経費を負担することにより、将来的に国際機関で

4名

正規職員として勤務できることを志望する若手日本人が、一定期間

（原則2年間）
各国際機関で職員として勤務し、
正規職員となるために

8名

必要な知識・経験を積む機会を得る制度です。

15名

パレスチナ難民救済事業機関）▶ OUNF&P（国連基金・計画事務所）▶ DPKO（国連平和維持活動局）▶ WHO（世界保健機関）▶ UNMAS（国連PKO局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（国連人口基金） ▶ UN

Secretariat（国連事務局）▶ UNU（国連大学）▶ UN-Habitat（国連人間居住計画）▶ OCHA（国連人道問題調整事務所）▶ UNODC（国連薬物犯罪事務所） PKO訓練

17名

■ 大学院・シンクタンク

計画）▶ FAO（国連食糧農業機関）▶ 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）▶ UNCRD（国連地域開発センター）▶ UNRWA（国連

※平成19〜26年度人材育成事業修了生119名のデータ
※平成29年3月時点

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和構築

支援事務所）▶ UNMIS（国連スーダンミッション）▶ UNMISS（国連南スーダン共和国ミッション）▶ UNSOM（国連ソマリア支援ミッション）▶ UNMC（コロンビア特別

政治ミッション） 国際機関 ▶ 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）▶ OSCE（欧州安全保障
協力機構）NGO ▶ Medecins du Monde Japon（世界の医療団）▶ JCCP（日本紛争予防センター）▶ International Lifeline Fund ▶ World Vision Japan ▶ INTERSOS
▶ ADRA Japan ▶ NICCO（日本国際民間協力会）▶ Action Contre la Faim ▶ CCP Japan（パレスチナ子供のキャンペーン）▶ ケア・インターナショナル
▶ 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 ▶ 鈴鹿市 ▶ 入国管理局

（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

政府関係機関

その他の公的機関等 ▶ IGES
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スキルを磨きさらなる活躍を目指す方へ

キャリア構築に必要なスキル・知識を得たい方へ

ミッドキャリア・コース
「ミッドキャリア・コース」
では、すでに平和構築・開発に関連する諸分野（法律、行政、医療、IT、調達、会計、広報等
を含む）に7年以上従事している方々のキャリア発展のための機会として、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、国連やその他国際機関に焦点をあてた
「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
機会の提供を目的としています。なお、希望者がいる場合には、若干名の日本人参加者に対して、国連ボラン

キャリア支援セミナー

応募締切
平成29

7
年（201

年）

（火）
日
8
1
月
7
必着

午前9時

間
日本時

ティア
（UNV）
として1年間平和構築・開発分野の国際機関で勤務する機会が提供される可能性があります。

平和構築・開発に関連する諸分野で5年以上職務経験を持ち、今後、国連機関で働くことを希望する日本人の
実務家を対象に、特に平和維持・平和構築関連の国連ポストに応募する際に必要な知識とスキルの提供を
目的としています。
国連人事制度や採用プロセスに関する座学形式の講義、採用につながる履歴書（PHP/P11）の作成方法、及び
面接対策に関する個別面談指導、個々の参加者の経歴にあわせ綿密なアドバイス、国連の採用プロセスに

応募締切
平成29

年（201
7

年）

9月4日
（月）

日本時
間

午前9時

おける日本人の特徴的な弱点克服についての助言など、研修内容を活かして、将来的に国連平和維持活動や

必着

特別政治ミッションなどで活躍する人材が輩出されることが期待されます。

!

民間企業及びNGO/NPO等で活躍される
実務家の方もぜひご応募ください！

ネゴシエーション／コミュニケーション
【研修期間】平成29年（2017年）9月10日
（日）〜9月12日
（火）
〈3日間〉

合格者には、事前研修の実施を予定しています。
（任意）

【内
容】 国連で勤務するための基礎知識
【実施日時】 平成29年（2017年）9月9日（土）
【研修場所】 東京

国連組織内外での交渉術、効果的なコミュニケーション能力、及び
広報・プレゼンテーション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。

【期間】平成29年（2017年）11月3日
（金・祝）〜11月5日
（日）
〈3日間〉
【予定】
※いずれかの1日に参加していただきます。
【場所】３日（金）大阪、４日（土）・５日（日）東京
※研修は英語で行われます。

※研修は英語で行われます。

【研修場所】東京

リーダーシップ／マネジメント
【研修期間】平成29年（2017年）9月13日
（水）〜9月16日
（土）
〈4日間〉

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。
※研修は英語で行われます。

【研修場所】東京

Message

平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業 平成28年度ミッドキャリア・コース参加者

山口 正大 さん

平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業 平成28年度キャリア支援セミナー参加者
今村 沙織 さん

このコースには、
「ミッドキャリア」というところに惹かれて応募しました。しかし、実際に参加するまで、コース内容

今回のセミナーで採用担当者の方々と直接お話ができたことは国際機関への就職活動に

であるネゴシエーションやリーダーシップなど、少し漠然としていて、現在ついている実務とどのようなつながりがある

有益な情報を得られる大変貴重な機会となり、勇気づけられました。

使えるスキルが多く、コースの内容は非常に実践的かつ実用的なものでした。例えば、
「リーダーシップ」というと、あまり

していただきました。また、これからのキャリア構築についても、助言していただきました。

何らかの形で求められるものであり、どのように「マネジメント」と異なるのか深く理解することができ、今数名の部下を

アフリカでの日本ODA事業、国際連合教育科学文化機関（UNESCO）でのEUにおける教育

のか、ピンと来ていませんでした。しかし、実際参加してみると、日々行っている業務の中での大切な局面で効果的に
自分には身近ではないことのように感じていましたが、このコースを通じて、リーダーシップはどのレベルにおいても

率いているのですが、非常に参考になりました。そして、このコースの経験を通じて、更なるステップアップを真剣に
目指すようになりました。
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Message

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ホームページから募集要項のダウンロードが可能です。

中でも個別面談では、提出書類の添削を通して、これまでの勤務経験を客観的に評価

私は今まで、東南アジアの子どもたちを対象とした草の根活動、さらに、教育分野における

プロジェクトの分析評価業務等をインターンとして行い、幅広い教育分野での知見を広めてきました。その後、国際機関
での就職を視野に入れるようになりましたが、応募書類の書き方や面接の傾向や対策に関する情報を得ることの難しさを

感じ、このセミナーに参加させていただきました。このセミナーで得た情報やアドバイスを参考に、国際協力分野で活躍

peacebuilderscenter.jp

できる人材になることを目指していきます。
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