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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。
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公示いたします
「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
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。

【研修期間】 平成29年（2017年） 1月13日（金）～2月24日（金）〈6週間〉 【予定】 
【研修場所】  東京 および 広島

【研修期間】  平成29年（2017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

海外実務研修
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。

　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。

平和構築と開発

平和構築・開発における
グローバル人材育成事業とは

　世界各地で依然として紛争が続く中、国際社会では紛争後
社会における平和の定着に向けて、紛争再発の予防から
国造りや復興開発に至るまでの継ぎ目のない支援を実施
することが求められています。そのため、紛争後の平和構築
及び開発支援では、法の支配、人権擁護、ジェンダー、行政
能力など幅広い分野において、高い能力と専門性を備えた
文民専門家の役割が益々重要となっていますが、担い手の
不足が深刻な課題でもあります。こうした状況を踏まえ、
我が国では、国際協調主義に基づく積極的平和主義の実践として、平和構築や開発の
現場において即戦力となる人材の育成を実施し、この事業を通じて、国際社会の平和と
繁栄の創造に貢献できるより多くの人材が輩出されることを願っています。

岸田 文雄　外務大臣  

　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
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
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。
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 と々共に暮らし、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。

リチャード・ディクタス　国連ボランティア計画（UNV） 事務局長  

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、変遷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世紀においては、紛争の根本原因を除去し、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。近年の紛争の根本原因はイデオロギー化し、
平和構築には、各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ます。指導者は自由と権利を「徳」と「思いやり」で
調和し、平和構築に携わる者は、自覚と独立の精神を反映し、新たな時代における平和
構築の在り方を理解する必要があります。

長谷川 祐弘

ごあいさつ
プライマリー・コース
確かなキャリアを形成する強い意思を持つ方へ

平和構築・開発における
グローバル人材育成事業

なるでしょう。
※研修は英語で行われます。

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・

※研修は英語で行われます。

　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。
　過去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。

海外実務研修の派遣先実績
※「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
■ 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） 
 カンボジア、バングラデシュ
■ UNICEF（国連児童基金） 
 スーダン、フィリピン
■ UNMISS（国連南スーダン共和国ミッション） 
 南スーダン



研修参加前 海外実務研修 研修終了後のキャリア

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
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。

竜野（福島） 葉子さん  ＜平成20年度2期生＞

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（Internat iona l 
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。

応募動機

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。

応募動機

特にPKOなどのフィールドでの活動や主な機関での勤務経験を積みたい
と考えました。

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。

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。

大学卒業後、6年間外務省職員としてスペイン、
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
NGOなどでの勤務を経て、UNDP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。

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。

名古屋の国連地域開発センターを経て、ICRC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。

上城 貴志さん  ＜平成21年度3期生＞

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（UNV）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。

UNHCRケニアでのUNV契約を延長後、UNHCR
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。

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。

副島 知哉さん  ＜平成22年度4期生＞

※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。

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NGO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。

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。

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。

中原 隆伸さん  ＜平成23年度5期生＞

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。

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。

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。

伊藤 重之さん  ＜平成24年度6期生＞

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などを
担当した。

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。

相良 祥之さん  ＜平成24年度6期生＞

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。

益子  萌さん  ＜平成25年度7期生＞

※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

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）　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）　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）
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 ▶ 鈴鹿市 ▶ 入国管理局　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

研修後の主な活躍の場

＊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
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
ために必要な知識・経験を積む機会を得る制度です。

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

修了生の現在のフィールド
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しています。

■ 国連・国際機関
■ JPO＊1

■ 政府
■ NGO・NPO
■ 大学院・シンクタンク
■ JICA
■ 民間
■ その他 ※ 平成28年3月時点12名

28名
13名

4名

6名
5名

9名

27名

応募動機

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

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。

応募動機

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。

キャリア構築例
荊尾  遥さん  ＜平成19年度1期生＞
かたらお

　東京のIT企業で働いていた私が、数年後にはニューヨークの国連事務局
本部で勤務することになるわけですから、人生は本当に何が起こるか分かり
ません。2013年当時、私は、民間企業からJICAに転職してしばらく勤務し、
紛争解決に実務家として携わりたいと考え応募した「本コース」に合格し、
IOM（国際移住機関）スーダンに、UNVとして派遣されました。UNVとして、

私は1年間、ダルフールや南スーダンなどの紛争地から逃れる国内避難民（IDP）・難民に対する人道
支援や平和構築に携わりました。紛争地の現場のスタッフから最新の情勢を聞き、水・保健などの専門家と
連携して新規プロジェクト案を練りあげ、そのプロポーザルをドナー各国に持ち込んで資金を調達し、
プロジェクトを立ち上げるという仕事です。私もダルフールのIDPキャンプを訪問し、州政府とも協議を
重ねました。民間で新規事業開発を担当していた私は、そのスキルを存分に活かして働きました。結果
として日本やEUなどからご支援をいただくことができ、その成果が評価され、IOMスーダンにはコンサル
タントとしてもう1年、合計で2年間お世話になりました。その後、スーダンに来て2年目にJPO派遣候補者
選考試験に合格しました。同試験の面接では、ダルフールで目にした現場の惨状と国連安保理における
政治的意思決定のギャップ、それを埋めるため、本部で政策決定に近い仕事に取り組みたいという希望
を率直に述べました。そして現在は、国連事務局の政務局（DPA）政策・和平調停部の一員として、DPAが
実施している調停や選挙支援の成果をまとめ、最新の学術研究やシンクタンクの分析を共有するナレッジ・
マネジメントに取り組んでいます。紛争から逃れてきた人々との対話、州政府高官や部族長とのタフな
交渉など、現場の経験が、私の全ての仕事の基盤になっています。

相良 祥之

平和構築人材育成事業  平成24年度本コース修了生Message

国連政務局（DPA） 政策・和平調停部 政務官補



応募

夏～秋頃
平成28年（2016年）

募集開始、締切期日は
URLにて

公示いたします

【期間】  平成28年（2016年） 11月4日（金）～11月6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】  東京

※研修は英語で行われます。

【期間】  平成28年（2016年） 11月4日（金）～11月6日（日） 〈3日間〉 
 ※いずれかの1日に参加していただきます。
【場所】  東京

※研修は英語で行われます。

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
面接対策に関する小グループ指導、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
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
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。

キャリア支援セミナー
キャリア構築に必要なスキル・知識を得たい方へ

面接対策に関する小グループ指導、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
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

平成28年（2016年） 11月4日（金）～11月6日（日） 〈3日間〉 【予定】 

応募締切

平成28年（2016年）

6月27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ホームページから募集要項のダウンロードが可能です。　   peacebuilderscenter.jp　　

【研修期間】  平成28年（2016年） 8月7日（日）～8月9日（火） 〈3日間〉　
【研修場所】  東京

ネゴシエーション／コミュニケーション

【研修期間】  平成28年（2016年） 8月10日（水）～8月13日（土） 〈4日間〉　
【研修場所】  東京

リーダーシップ／マネジメント

ミッドキャリア・コース
スキルを磨きさらなる活躍を目指す方へ

平成28年（2016年） 8月10日（水）～8月13日（土） 〈4日間〉　平成28年（2016年） 8月10日（水）～8月13日（土） 〈4日間〉　
東京
平成28年（2016年） 8月10日（水）～8月13日（土） 〈4日間〉　

平成28年（2016年） 8月7日（日）～8月9日（火） 〈3日間〉　

リーダーシップ／マネジメント
平成28年（2016年） 8月10日（水）～8月13日（土） 〈4日間〉　平成28年（2016年） 8月10日（水）～8月13日（土） 〈4日間〉　

平成28年（2016年） 8月7日（日）～8月9日（火） 〈3日間〉　
東京
平成28年（2016年） 8月7日（日）～8月9日（火） 〈3日間〉　

! 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！

【内　　容】  国連で勤務するための基礎知識
【実施日時】 平成28年（2016年） 7月31日（日）
【研修場所】 東京

合格者には、事前研修の実施を予定しています。（任意）

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。
※研修は英語で行われます。

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。

Message

　昨年4月よりUNVとして派遣され、UNDPアフガニスタンにて平和構築・開発スペシャ
リストとして勤務しています。これまで、中央アフリカとアフガニスタンで合計UNV3年間と、
NGOなどでキャリアを構築してきましたが、UNVも最終の４年目に入ることから、今後は
国連でのプロフェッショナルなポストの獲得を目指していきたいと考えています。援助
業界が縮小傾向でポストの競争が激化しているという厳しい現実に直面し試行錯誤して
いましたが、今回キャリア支援セミナーに参加し、国連の平和維持活動における採用

状況や、ロスターの仕組みなど非常に参考になり、想像していたよりはチャンスがあるのではと感じました。
　また、国連本部フィールド支援局の人事担当者が講師としてきてくださり、個人的なアドバイスも頂けた事で、希望が
持てました。今回のセミナーを通じて得た情報を基に即実行に移し、今後のキャリア形成に繋げていきたいです。

長尾 寛子

平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業   平成27年度キャリア支援セミナー参加者Message

　私はNGOと国際機関にて開発援助及び人道支援に携わってきましたが、もともと
分野の異なる民間企業より転職してきたという経緯もあり、平和構築に関連するスキル
及び知識をより高めたいと常日頃から考えていました。
　本研修では平和構築の分野において経験豊富な講師の方が多数参加されており、
普段はまとめて伺うことのできない、大変貴重なお話を毎日聞かせていただくことが
できます。また、ミッドキャリア人材向け研修ということもあり、平和構築の分野で活躍

する人々が世界中から集い、お互いの経験や苦労を分かち合う、とても充実した日々を過ごすことができました。
今まで経験する機会の無かったPKO関連業務に関して、理解を深めることができたことも本研修に参加して良かった
と思える点の1つです。本研修で培った知識及びスキルを今後に活かせるよう、日々精進していきたいと考えています。

倉橋 功二郎

平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業   平成27年度ミッドキャリア・コース参加者

「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10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
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。




