
国連を職場として国連を職場として

日時

２０１９年１２月２３日         

会場 名古屋国際センタービル ５階 第一会議室

国連機関で働く様々な経歴を持つ４人のパネリストが、 国連機関で国連機関で働く様々な経歴を持つ４人のパネリストが、 国連機関で
働くことの魅力とやりがいについて語ります。働くことの魅力とやりがいについて語ります。

また、 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、また、 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。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。

どのように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のように仕事をしているのか、 どうやって働くようになったのか
国連職員をめざす方はもとより、 国連に興味がある方もご参加いただけます。国連職員をめざす方はもとより、 国連に興味がある方もご参加いただけます。

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７０名 [ 参加費無料 ・ 要申込 ]
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申込フォーム https://ws.formzu.net/dist/S17977427/

または左記ＱＲコードよりお申込ください。

ＵＮＣＲＤのウェブサイトからもお申込いただけます。

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

月

対象

定員

お申込

１４：００～
  １７：００（開場１３：３０）

 

  第 １ 部　
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

第 ２ 部
ガイダンス

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
 焼家　直絵

 国際連合世界食糧計画(WFP)日本事務所 代表

 椎野　美和子
 国際移住機関(IOM)駐日事務所
  パートナーシップ・オフィサー

 大阿久　裕子
 国際連合開発計画(UNDP)駐日代表事務所
  ユース連携コンサルタント

  　　　　　　　　　     他 1 名  

登壇者との交流タイム（希望者のみ）

第 第 ３ 部



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自らの経験を交え語ります。

 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 国際連合世界食糧計画 (WFP) 日本事務所 代表 / 焼家　直絵

  国際移住機関 (ＩＯＭ) 駐日事務所 パートナーシップ ・ オフィサー / 椎野　美和子  

  国際連合開発計画 (UNDP) 駐日代表事務所 ユース連携コンサルタント / 大阿久　裕子  

   （他１名を予定）

第２部　16:10-16:40　ガイダンス

 「国際機関で働こう！」 講師　外務省国際機関人事センター   課長補佐 / 紅谷　明

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。

また、質問や個別相談も受け付けますので、「詳しい話が聞きたい！」という方も是非ご参加ください。 

                      

第３部　16:４0-17:00　 登壇者との交流タイム（希望者のみ）

お申込みお申込み
右記のいずれかで右記のいずれかで

お申込くださいお申込ください

お問合せ先お問合せ先

■左記ＱＲコード■左記ＱＲコード

■申込フォーム　■申込フォーム　https://ws.formzu.net/dist/S17977427/https://ws.formzu.net/dist/S17977427/ 

■UNCRD ホームページ　NCRD ホームページ　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

国際基督教大学(ICU)教養学科

卒。オーストラリア国立大学国際関

係修士。国連WFPの職員として１８

年のキャリアを持ち、これまでローマ

本部、ブータン、日本、スリランカ、シ

エラレオネ、ミャンマーで勤務、人道

支援や開発支援に携わる多様な

ポストを歴任。シエラレオネとミャン

マーでは事務所副代表及び支援

事業責任者を務め、シエラレオネで

はエボラ危機時の複雑な緊急支

援活動を率いる。国連WFP入職前

は、イラク、コソボ、東ティモールにて

NGO、国連難民高等弁務官事務

所(UNHCR)、国連平和維持活動に

従事。日本企業での勤務経験も有

する。２０１７年６月より現職。

国際連合地域開発センター
（ＵＮＣＲＤ）
所長

１９９０年、国土交通省（旧建設省）

に入省以来、九州地方整備局鹿児

島国道事務所長、大分県土木建築

部参事兼道路課長、道路局企画課

企画専門官、国土技術政策研究所

情報基盤研究室長、関東地方整備

局千葉国道事務所長、世界銀行ア

フリカ局運輸交通上級道路技術者、

国土政策局広域地方政策課調整

室長等を歴任。道路交通をはじめと

する社会インフラ分野において国内

および海外のプロジェクトを経験。

UNCRD着任前は、復興庁岩手復興

局次長として東日本大震災からの復

興創生に取り組む。京都大学工学

部卒、同大学大学院修了（工学）、

米国ネブラスカ州立大学（地域計画

学修士）。

英国ブラッドフォード大学で修士

号(紛争解決学専攻)を取得。日本

では民間企業、公益財団法人、外

務省での勤務経験を持つ。２００９

年以降日本国大使館とNGOに勤

務し、スリランカの平和構築と開

発に従事した後、国連開発計画

（UNDP）を通じて、西アフリカ諸国

経済共同体（ECOWAS）加盟国に

おける国境管理強化と小型武器削

減の活動に携わる。２０１４年から国

際移住機関（IOM）に勤務。ＩＯＭで

は、これまでにウガンダと南スーダ

ン事務所に駐在し、移住管理事業

（国境管理、移民政策、移民の帰還

及び再定住支援等）を担当。２０１９

年４月から現職。

国際連合世界食糧計画
（ＷＦＰ）日本事務所
代表
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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。

国際連合開発計画（ＵＮＤＰ）
駐日代表事務所
ユース連携コンサルタント
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モデレーター

遠
藤　

 　

和
重

ウィスコンシン大学マディソン校卒

業。国際基督教大学大学院（公共

政策）修了。２０１５年より国際連合

開発計画（UNDP）のスーダン事務

所にて平和構築担当官、２０１６年よ

りモルディブ国連常駐調整官事務

所にて特別補佐官兼調整担当官と

して勤務し、平和構築、気候変動、

開発調整等幅広い分野に関わる。

２０１９年７月よりUNDP駐日代表事

務所にてユース連携コンサルタント

として、若者の社会イノベーションと

起業を支援する「Youth Co:Lab」プ

ロジェクトを担当。

１１１１月２０２０日（水）日（水）
参加登録受付開始

2019.11

国際移住機関（ＩＯＭ）
駐日事務所
パートナーシップ・オフィサー


