
国連を職場として国連を職場として

日時日時 ２０１８年１２月２１日（金）午後２時～５時（開場１時半）

会場会場 名古屋国際センタービル５階　第一会議室

 

「国連」にはさまざまな機関、計画や基金があり、その役割は「国連」にはさまざまな機関、計画や基金があり、その役割は

それぞれ違います。それぞれ違います。

　どのような仕事をしているのか　どのような仕事をしているのか

　どうやって働くようになったのか　どうやって働くようになったのか
　第１部は、国連機関で働くことの魅力とやりがいについて、様々な　第１部は、国連機関で働くことの魅力とやりがいについて、様々な

経歴を持つパネリストに聞きます。経歴を持つパネリストに聞きます。

　第２部では、国連機関で働くには、どのような就職方法や支援制度が　第２部では、国連機関で働くには、どのような就職方法や支援制度が

あり、どのようにキャリアを構築していくのかを分かりやすく説明します。あり、どのようにキャリアを構築していくのかを分かりやすく説明します。

国際連合地域開発センター（UNCRD）一般公開セミナー

名古屋国際センタービル

  名古屋市中村区那古野１-４７-１

  [ アクセス ]

  鉄道各線 ・ 地下鉄 名古屋駅より徒歩 10 分

  地下鉄桜通線「国際センター」駅下車すぐ

高校生、大学生及び一般 

先着８０名 [ 参加費無料 ・ 要申込 ]

  第   第 １ 部 部　
パネルディスカッションパネルディスカッション

国際機関で働こう！ 

　
         講師     紅谷 明

　　　　　　     外務省国際機関人事センター課長補佐

国連を職場として

対象対象

定員定員 第 第 ２ 部
ガイダンスガイダンス

お申込方法お申込方法

ＵＮＣＲＤＵＮＣＲＤのウェブサイトのウェブサイトより
　　　　　　　　　　　　お申込ください。

http://www.uncrd.or.jp/ja/http://www.uncrd.or.jp/ja/

【お問合せ先】 【お問合せ先】 国際連合地域開発センター（ＵＮＣＲＤ）
 Tel: 052-561-9544/9377    Email:  pr@uncrd.or.jp
 〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1　名古屋国際センタービル 6 階

モデレーター 遠藤 和重
 国際連合地域開発センター(UNCRD) 所長

パネリスト 佐藤 美央
 国際移住機関 (IOM) 駐日事務所代表

 浅井 なほ子
 国際連合児童基金 (UNICEF) 東京事務所
             パートナーシップ調整官

 依田 さやか
 世界銀行 東京防災ハブ
             プログラムオフィサー

 井手 望
 国際連合食糧農業機関 (FAO)イタリア本部
 　経済・社会開発部　ポリシーオフィサー

登壇者との交流タイム （希望者のみ）

第 第 ３ 部

【主催】 国際連合地域開発センター（UNCRD） / 【共催】 国際連合地域開発センター協力会

よ  だ



第１部　14:0５-16:00　パネルディスカッション

 テーマ「国連を職場として」

  国連機関で働くことの魅力とやりがいについて、様 な々経歴を持つパネリストが経験を語ります。

               モデレーター 国際連合地域開発センター (UNCRD）  所長 / 遠藤　和重

              パネリスト 国際移住機関 (ＩＯＭ) 駐日事務所 代表 / 佐藤　美央

   国際連合児童基金(UNＩＣＥＦ)東京事務所 パートナーシップ調整官 / 浅井　なほ子

   世界銀行　東京防災ハブ  プログラムオフィサー / 依田　さやか

   国際連合食糧農業機関 (FAO) イタリア本部経済・社会開発部  ポリシーオフィサー / 井手　望

第２部　16:10-16:40　ガイダンス

 「国際機関で働こう！」

国連など国際機関へ就職することに関心あるものの、「どうすればいいのか分からない！」という方に国際機関で働くため

に必要な資格や経歴に加えて、応募の仕方や外務省による支援制度 (JPO派遣制度等 ) などについて分かりやすく解説します。 　　　

                      講師　　外務省国際機関人事センター課長補佐　 紅谷　明

第３部　16:４0-17:00　 登壇者との交流タイム（希望者のみ）

お申込み方法お申込み方法

お問合せ先お問合せ先

UNCRD ホームページUNCRD ホームページよりお申込ください 

http://www.uncrd.or.jp/ja/http://www.uncrd.or.jp/ja/

国際連合地域開発センター（ＵＮＣＲＤ）
〒450-0001名古屋市中村区那古野1-47-1　名古屋国際センタービル 6 階

Tel: 052-561-9544/9377    Email:  pr@uncrd.or.jp

プログラム

１９９２年国際基督教大学教養学部

人文科学科 （当時） 卒業、 １９９７

年国際基督教大学大学院行政学

研究科 （当時） 博士前期課程修了。

在籍中に外務省の専門調査員とし

て在ロス ・アンジェルス総領事館に

２年間赴任。 １９９７年より、 公益財

団法人日本国際問題研究所にお

いて研究助手、 ２００１年より国際移

住機関 （IOM） に勤務。 JPO とし

て、 ケニア、 ベルギー、 その後、 イ

ンドネシア、 イラク （ヨルダン駐在）、

アフガニスタンで勤務し、 ２０１６年

１０月より現職。また、ジャパン・プラッ

トフォーム事務局 （２００５年）、 内

閣府国際平和協力本部事務局 （国

際平和協力研究員、 ２０１１—１２年）

にも勤務。

シラキュース大学公共政策学修士

課程修了。 大学院修了後、 国連

平和維持活動（ＰＫＯ）リベリアミッ

ションに選挙支援担当国連ボラン

ティア（UNV）として参加、 その後

国連世界食糧計画（ＷＦＰ）リベリア

事務所、ＷＦＰミャンマー事務所、

ＷＦＰエジプト事務所で地方事務所

長、Ｍ＆Ｅ担当官を務める。 日本

国内では民間企業、 NPO、 外務省

の勤務経験を持つ。 ２０１５年から

２０１８年までＷＦＰ日本事務所で政

府連携担当を務めたのち、 ２０１８

年４月より現職。

国際移住機関（ＩＯＭ）
駐日事務所
代表

国際連合児童基金（UNICEF)
東京事務所
パートナーシップ調整官

佐
藤　
　

美
央

浅
井　

な
ほ
子

パ ネ リ ス ト

講師略歴 ： 早稲田大学社会科学部卒業後、 人事院に採用され、 主に国家公務員人事に関する業務を担当。 ２０１５年より外務省
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部にて国際機関における日本人職員増強業務に従事し、 ２０１８年５月より現職。

世界銀行
東京防災ハブ
プログラムオフィサー

依
田　

さ
や
か

横浜国立大学卒業（工学部建築

学）、 ニューカッスル大学修士課程

修了 (MSc Town Planning) 後、 日本

の民間企業で勤務。その後２年間

メキシコのモンテレイ工科大学で建

築 ・ 都市計画の講師として勤務し

ながら大学とトルーカ市と共に観光

マスタープランの作成に従事。 日

本に帰国後シティネット（アジア太平

洋都市間協力ネットワーク）にて防

災分野の都市間協力プロジェクトの

企画 ・ 運営に携わる。 ２０１８年７

月から現職に就き、 世銀プログラム

への防災の主流化事業に携わる。

１１月30日（金）１１月30日（金）
申込み受付開始

よ　だ

2018.12

国際連合食糧農業機関（FAO)
イタリア本部経済・社会開発部
ポリシーオフィサー

井
手　
　
　
　

望

東京大学（農業・資源経済学専攻）

卒業、 米国 Johns Hopkins Uni-

versity School of Advanced Inter-

national Studies (SAIS) 国 際 経 済

学修士課程修了。 学部時代にア

フリカの食料安全保障に問題意識

をもち、 独立行政法人国際協力機

構（JICA）で農業 ・ 農村開発事業

に従事。 うち、 ニジェールに１年、

ベトナムに２年半滞在。 ２０１７年か

ら JPO として FAO 本部に勤務し、

２０１８年９月より現職。 FAO では、

途上国農村部でのジェンダー平等

化を通じて、 持続的な経済開発、

食料生産支援に取り組む。


