在フランス日本国大使館，ジュネーブ日本政府代表部，ＯＥＣＤ日本政府代表部，ユネスコ日本政府代表部

令和２年１月23日現在

～現役の職員から，現場の声をお伝えします！～
■日時：20２０年2月１３日（木），２月１４日（金）
【第一部】２月１３日（木）１４：３０～１８：３０
（１）国際機関キャリアガイダンス（ユネスコ, ITER）
• 国際機関への就職に関する説明
普段中々聴くこと
• 邦人職員による講演及び質疑応答
ができない生の声
を聴くチャンス。
（２）外務省 就職ガイダンス
• 職員による説明及び若手省員との懇談 フランクな質問も
大歓迎。
【第二部】２月１４日（金）１４：３０～１８：30
（１）国際機関 キャリアガイダンス（OECD, WTO）
※世界貿易センター（ＩＴＣ）職員からの業務説明も実施

• 国際機関への就職に関する説明
• 邦人職員による講演及び質疑応答
（２）外務省 就職ガイダンス
• 職員による説明及び若手省員との懇談

参加費無料！！

■場所：在フランス日本国大使館（7 Avenue Hoche, 75008 Paris）
■申込：２０２０年２月６日（木）迄に，
guidancefrance@ps.mofa.go.jpに以下の４点をご連絡ください。
①御氏名②御所属③どの日のガイダンスへの参加を希望する
か（複数も歓迎）④メールアドレス
■注意事項：
定員になり次第，応募を締め切らさせていただきます。
国際機関への就職に関する情報がほぼ網羅されています！
メール配信登録もここから！

外務省国際機関人事センターＨＰ
（http://www.mofa-irc.go.jp）

国際機関への就職に関する質問は，外務省国際機関人事センターへ
http://www.mofa-irc.go.jp/

講演者紹介

（２月１３日）１／２

UNESCO（国連教育科学文化機関）小川

和美氏

官房局人事部長
略歴：

Kazumi Ogawa holds a Master of Arts degree in East Asian
Studies, obtained in 1992 from the University of Hawaii in Honolulu
(United States of America) while serving as an East-West Center
Scholar. She has a Bachelor of Arts in International Relations and a
Bachelor of Science in Mass Communication and Public Relations.
Ms. Ogawa has 25 years of diverse experience within the United
Nations system, including in the fields of political affairs, human rights
and crisis management. She began her career in the United Nations
Secretariat (New York) in 1994 in the Department of Public Information,
having entered through the National Competitive Recruitment
Examination. Ms. Ogawa has served on several missions, including in
Croatia, Eritrea, Democratic Republic of the Congo and Central African
Republic. From 2007 to 2010, Ms. Ogawa worked for the Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights in Geneva
(Switzerland), where she was focal point for human rights in
humanitarian action. She has extensive experience in crisis
management, both in the field and at Headquarters, where she served
as Officer-in-Charge of the United Nations Operations and Crisis Centre
in New York.
In May 2016, Kazumi Ogawa was appointed Chief of Staff with the
United Nations Human Settlements Programme in Nairobi (Kenya),
where she was a member of the senior management team and was
responsible for leading actions to strengthen the corporate culture and
change management.
Kazumi Ogawa is currently the Director of the Bureau of Human
Resources Management in the Sector for Administration and
Management of UNESCO.

講演者紹介

（２月１３日）２／２

UNESCO（国連教育科学文化機関）中村 茜氏
世界遺産センターアジア太平洋課

ＪＰＯ

略歴：ロンドン大学ユニバーシティカレッジで学士
号（BSc. Anthropology and Geography）、オックス
フ ォ ー ド 大 学 で 修 士 号 （ MSc. Biodiversity,
Conservation and Management ） を 取 得 。 国 連 大 学
（SATOYAMAイニシアティブ担当）や東京大学（国際
水産開発学特任研究員）等での勤務を経て、2017年
度JPO派遣（追加募集枠）に応募、2018年9月より、
ユネスコ本部の世界遺産センターアジア太平洋課に
てJPOとして勤務。主にアジア太平洋地域の自然遺産
のほか、生物多様性関連条約、文化的景観等の関連
業務に従事している。

ＩＴＥＲ機構
調達官

木

村

ＫＩＭＵＲＡ

貴

一

Ｔａｋａｋａｚｕ

氏

(Procurement Responsible Officer)

略歴：上智大学大学院法学研究科修了後、日商岩井
株式会社（現 双日株式会社）、住友商事株式会社
にてエネルギー関連プロジェクトに従事。エクスマ
ルセイユ経営大学院（IAE Aix）にてＭＢＡ取得。２
０１３年１１月からＩＴＥＲ機構勤務。
現在は、調達官として、各国からの機器搬入が進
み組み立て作業が本格化するＩＴＥＲサイトにおい
て、建設に必要となる機器等の調達業務に従事。

講演者紹介

（２月１４日）

OECD（経済協力開発機構）ベルファリ
教育・スキル局幼児・学校教育課

ゆり氏

課長

略歴：
・スタンフォード大学院（国際教育行政・政策分析）修
了後、JICA(青年海外協力隊、専門家)、UNICEF（JPO、
正規職員）、世銀等を歴任し、基礎教育や青少年育成の
分野での事業実施や政策アドバイスに携わる。2013年１
月よりOECD勤務。2014年10月より現職。
・課長として、世界の子供の学力を測るPISA（ピサ）事
業など、80国以上を網羅する国際比較調査や政策分析を
統括している。
ＷＴＯ（世界貿易機関）矢野
Ｙａｎｏ

ルール部

博巳

氏

Ｈｉｒｏｍｉ

参事官

略歴：
東京大学法学部卒業後、通商産業省（現経済産業省）
入省。米国ハーバード大学ケネディ行政大学院にて公共
政策学修士を取得。経産省通商政策局法令審査委員、資
源エネルギー庁石油部主席課長補佐などを務める。１９
９８年からは在ジュネーブ国際機関日本政府代表部参事
官として、ＷＴＯドーハ交渉等を担当。２００３年にＷ
ＴＯに入る。
現在は、ＷＴＯ事務局ルール部参事官として、セーフ
ガード委員会及びアンチダンピング委員会を担当すると
ともに、貿易救済措置（アンチダンピング、補助金相殺
関税、セーフガード）関連の紛争パネル（DS）の補佐を
行っている。
※上記講演者に加えて、世界貿易センター（ＩＴＣ）職員からもＩＴＣ
の業務説明等が行われます。

