for developing a career in
international organizations

G ra d u a t e S c h o o l o f
International Development

国 際 機 関 への就 職 を目 指 す

グローバルリーダー・
キャリアコース

名古屋大学
大学院国際開発研究科

Special course for students who pursue a career in international organizations
This is a special course for students who wish to work for international organizations such as the United
Nations, international NGOs, and international cooperation agencies.
In this course, students are required to earn 10 credits of practical subjects in addition to a minimum of 30
credits required in their thematic programs for a Master’s Degree in order to develop five core abilities that
are considered necessary to work in the global arena in future.
Another main feature of this course is that it offers career path support for entry into international
organizations in various ways such as special lectures and career guidance by senior officials working at
international organizations, internships at international organizations, and practice job interviews.
We provide students with sufficient support to help them achieve their career goals and become capable
global leaders in future.

Emphasis on practical education

Practical skill

to develop ready-to-use human resources

Ability to convert plans to actions,
Management capabilities

Onsite skill

Understanding of local conditions,
Negotiation skills,
Troubleshooting ability

GLOBAL
LEADER

Communication skill

work in the
global arena

Excellent debating skills,
Foreign language proficiency,
Presentation skills

Planning skill

Creative thinking, Assessment
capabilities, Ability to make
policy recommendations

■Additional subjects focusing on hands-on practices relevant to actual
work at international organizations
■Learning various approaches used in international cooperation projects
and programs used in developing countries
■Gaining hands-on experience through internships

Multicultural learning environment
for an international understanding

■International students account for 70% of the student body.
All lectures are offered in English
■Promote understanding of diverse cultures
■Build a broad network with graduates around the world

Lectures by global leaders

Comprehensive skill

to learn latest issues concerned by international organizations

Ability to identify and resolve issues
from a global perspective

Five core abilities the coruse aims to cultivate

■Learn development issues faced by developing countries and
strategies to respond to them
■Set clear career goals and plans to achieve them
■Career counseling by staff of international organizations

国際機関への就職 を目指す学生のための特別コース
本コースは、国連をはじめとする国際機関、国際 NGOs、国際協力団体等への就職をめざす学生のための特別コ
ースです。本コースでは、通常の博士前期課程修了に必要な 30 単位に 10 単位分の実践的科目を追加し、将
来グローバルリーダーとして国際機関で活躍するために必要な 5 つのコア能力を総合的に習得します。
また、国際機関で活躍する職員による特別講義やキャリアガイダンスの実施、国際機関へのインターンシップ派遣、
履歴書添削や模擬面接などのキャリアサポートも本コースの特徴です。
優れたグローバル人材の育成をめざし、学生が目標とするキャリアを実現できるよう、きめ細やかな支援を行います。

実践力

企画を行動に移す力、
マネジメント力

現場力

国際機関で
活躍する人材

グローバル
リーダー

発信力
企画力

俯瞰力

コースで育成する

現場での地域理解
交渉力、問題解決力

卓越したディベートスキル、
語学力、プレゼンスキル

発想の豊かさ、
アセスメントスキル
政策提案ができる力

グローバルな視点で課題を捉え、
理解する力

5つのコア能力

実践教育の重視

で即戦力となる人材を育成

■国際機関での業務を見据えた追加科目
■途上国への開発援助の手法を実践
■インターンシップで実際の業務を経験
グローバルな学修環境

で国際感覚を身につける

世界で活躍するリーダー

から国際機関の最前線を学ぶ

■約７割が留学生 授業は全て英語！
■異文化・ダイバーシティの尊重と理解の促進
■豊富な修了生ネットワークによる人脈づくり
■開発現場が直面する課題と取組みを知る
■国際機関で働く目的を明確化
■現職職員によるキャリアカウンセリング

Practical Education

Fieldwork in developing countries

★GSID Overseas Fieldwork /
Preparatory Seminar for GSID Overseas Fieldwork

The fieldwork provides students with opportunities to see
and learn real development issues in developing countries.
They spend about two weeks in a field site and learn project
design methods and acquire communication and research
skills in a group setting, interview skills, and writing skills. The
preparatory seminar provides
the basic information about the
country of study, background of
the field site and fieldwork
methods.

Internship Experience

★Independent Overseas Fieldwork I

List of International
Organizations with
Internship Agreements
with Nagoya University

Internship is the first step toward realizing a career path. UNESCO UNFPA
Nations United Nations
Nagoya University has concluded agreements with many United
Educational, Population
international organizations and thus offers various Scientific and Fund
opportunities to gain practical experience. The outcome Cultural
Organization IOM
International
of the internship can be recognized for credits.
Organization
FAO

United Nations for Migration
Food and
UNCRD
Agriculture
Organization United Nations
Centre for
Regional
UNICEF
United Nations Development
Children's
JICA
Fund
Japan International Cooperation
Agency

Nagoya University’s
extensive collaborations with

UN agencies
UNESCO

FAO

ILO

UNICEF

UNFPA

UN Women
UNCITRAL

United Nations Educational, Scientific and
Cultural
Organization

United Nations
Food and Agriculture Organization

International Labour United Nations
Organization
Children's Fund
United Nations Population Fund

UNCRD

United Nations
Centre for Regional
Development

MESSAGE from Graduates

international organizations

United Nations
Commission on
International
Trade Law

International organizations
WB
IOM
World Bank

International
Organization
WTO
World Trade for Migration
Organization ADB
Asian DevelASEAN
Association of opment Bank
South‐East
JETRO
Asian Nations Japan External Trade
JICA
Japan Inter- Organization
national Cooperation
Agency

Nagoya University is a member of UN Academic Impact

(currently in process)

Requirements for Master’s Degree

To Earn a Master’s Degree in

Additional Subjects

＋ 10 credits (★)

30 credits

Global Leaders Career Course

Food and Agriculture Organization of the United
M.A.,1993 Ph.D.,1996
Nations (FAO) , Liaison Office in Japan, Director
GSID has added exceptional value to my career by allowing me to study
international development as an interdisciplinary field while, at the same
time, undertaking in-depth academic work in human resource management, my main area of
specialization. Less than three months after graduation and while teaching at GSID, I applied
for a position in the HR division of the Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), presenting myself with confidence as an HR specialist with a sound knowledge
of development. This turned out to be a particularly attractive profile which made me the
successful candidate out of over 360 applicants. I have also been able to grow within the
Organization thanks to the intellectual flexibility and open-mindedness acquired at GSID. I am
convinced that the new "Global Leaders Career Course" constitutes a leap forward in making
participants even more attractive to international organizations. It will equip them, inter alia,
with thorough knowledge of such institutions and of their professional requirements,
combined with the skills and competencies needed not only to apply effectively, but also to
acclimate swiftly to the new working environment. I know that many UN agencies,
and in particular FAO, would be interested in hiring such candidates.

Applications for entry-level positions at the UN through the

Individual Follow-up to Design Career Plan

★Global Leader 1,3

Guest speakers are senior staff of international organizations
such as UNICEF, UNFPA, FAO and JICA. Through active learning
including discussions with speakers, students acquire the
qualities and capabilities that are required for working in
international organizations.

Acquiring Self-promotional Skills Valued in a Global Context

Matching job vacancies

Opportunities for career development
and information exchange

Intensive courses by lecturers who have rich experiences in international
organizations: delivering knowledge not only about international
organizations’ mandates and activities, but also how to design career
paths and develop strategies for career development in accordance with
each student’s interest and expertise.

Recognizing the difficulty in searching for suitable job
vacancies in desired organizations. GSID provides students
with useful vacancy information and matching opportunities
through collaboration with
international organizations and
GSID’s extensive networks.

The network of more than 2000 graduates
from 86 countries/ areas supports students
for long-term career development after
recruitment.
Also, opportunities to join international
seminars and joint projects are available
to continue to support students’ career
development in the long-run.

Career Counseling by Leaders

実践教育

Resumes and interviews which international organizations require are much
different from those in Japanese style. To prepare for job applications, students
will conduct mock interviews and resume-making exercises to gain
self-promotion skills that are internationally acceptable.

途上国でのフィールドワークを体験

国際機関インターンを経験

フィールドワークは自分の目で
現場を見て、現地の人の声
を聞き、その地域がもつ課題
や原因を分析する実践の場。
現地に約2週間滞在し、計画
立案の方法、インタビューの仕
方、共同調査による分野間の
調整、報告書の作成などを学びます。
特論では事前に対象地域の課題や調査の分析手法につ
いて座学で学習します。

キャリアパス実現へ
の第一歩となるイン
ターンシップ。名古
屋大学では多くの
国際機関と協定を
結び、実務経験を
積む機会を提供し
ています。インターン
シップの成果は単位
として認定されます。

★国際開発海外実地研修実習／特論

グローバルリーダーキャリアコース

で

一人ひとりのキャリア設計をサポート

★グローバルリーダー１・３

講師によるキャリアカウンセリング
講義後にゲストとの個別相談を設け、
学生のキャリア形成を支援。自分の
関心や専門、能力、それらを活用
してどのように貢献できるか、将来の
ビジョンを明確化します。

★外部海外実地研修 1

UNESCO 国連教育科学文化機関
国連食糧農業機関
FAO
UNICEF 国連児童基金
UNFPA 国連人口基金
国際移民機関
IOM
UNCRD 国連地域開発センター
国際協力機構
JICA

前期課程修了要件

30単位

＋

追加科目

10単位（★印）

国際水準の自己ＰＲを身につける

★国際開発特殊講義B (グローバルキャリア･ディベロップメント論)

国際機関での豊富なキャリア
を持つ講師による集中講義。
国際機関の活動内容に関する
知識だけでなく、個々の学生の
経歴・経験に合ったキャリアプラ
ン の 立 て方 、 キ ャリ ア戦 略 の
立案方法を指導します。

Utilizing networks of GSID graduates

名古屋大学は国際機関と広く連携しています

インターン派遣実績のある
国際機関／国際協力機関

修士の学位を取得

リーダーに学ぶ

ユニセフ、UNFPA、FAO、JICA
等で活躍するグローバルリーダー
をゲストスピーカーに迎える講義
シリーズ。ディスカッションを交えた
アクティブラーニングにより、国際
機関職員に必要な資質・能力の
醸成を狙います。

Collaboration with international organizations
to support their outreach events

★Special Lecture on International Development B (Global Career Development)

Guidance on interviews and resume-making

Guest speakers provide students with individual career counseling
sessions to support them in setting their future career goals and
identifying skills necessary to realize such goals.

Career
Development

Acceptance

Junior Professional Officers (JPO) Programme and
Young Professional Program (YPP)
Multicultural Learning Environment

Lectures by Leaders

Charles Mbuli BOLIKO

面接・履歴書の指導
国際機関が求める履歴書や面接は、
日本のスタイルとは大きく異なります。
実際の応募に備え、模擬面接や履
歴書作りなど国際水準の PR スキル
を身につけます。

UNESCO

国連教育
科学文化機関

ILO

国際労働機関

UNFPA

国連人口基金

UNCRD

国連地域
開発センター

FAO

国連食糧
農業機関

ＷＢ

IOM

WTO

ADB

世界銀行

UNICEF

国連児童基金

UN Women
UNCITRAL

世界貿易機関

ASEAN

東南アジア
諸国連合

JICA
国連国際
商取引法委員会 国際協力機構

国際移民機関
アジア
開発銀行

JETRO

日本貿易
振興機構

名古屋大学は、国連アカデミックインパクトの加盟大学です

（現在登録中）

JPO・YPP※

等への応募

チャールズ･ンブリ･ボリコ

国連食料農業機関 駐日連絡事務所長

採用

国際機関のアウトリーチイベントへの協力・連携

希望する機関・ポスト
の採用を見つけるのは
難しいもの。GSIDでは
国際機関との連携や
人脈の紹介により、
採用情報やマッチング
機会を提供します。

1993 年修士取得 1996 年博士取得

国際開発研究科（GSID）で国際開発を学際的に学ぶと同時に、専門分野で
ある人材マネジメントの研究を徹底的に行ったことは、私のキャリアにとってかけがえ
のない財産です。博士後期課程を修了して3ヶ月後には、国連食料農業機構（FAO）の人事
部門に応募し、GSID で学んだ開発に関する豊富な知識を、人事スペシャリストとして自信を持って
アピールしました。その結果、360名の応募者の中から採用され、キャリアの第一歩を踏み出すことがで
きました。組織で働くようになってからも、GSID で身につけた柔軟な考え方、多様な価値観を受け入
れる寛容さを発揮することで、リーダーへと成長することができました。「グローバルリーダー・キャリアコー
ス」は、学生の皆さんの能力を開花させ、国際機関が求める魅力ある人材へと導いてくれるでしょう。
国際機関で必要とされる経験、資格、能力を十分に備えることは、応募時に有利なだけでなく、新
しい環境での業務に順応するためにも必要です。多くの国連機関、
特に FAO では、そのような能力を備えた人材を待ち望んでいます。

グローバルな学修環境

募集ポストのマッチング

YPP
The Young Professionals Programme (YPP) is a
recruitment scheme for motivated young
professionals to start a career as an international
civil servant with the United Nations Secretariat.
It consists of an entrance examination and
professional development programmes once
successful candidates start their career with the UN.

修了生メッセージ

国際機関・国際協力機関

国連機関

JPO
The Junior Professional Officer Programme (JPO)
provides
interested
young
Japanese
professionals with an opportunity to work for an
international organization for 2 years in principle
with the financial support of the Japanese
government. The purpose of this programme is to
help Japanese youth gain work experience with a
UN agency and opportunities to be recruited for
regular employment within the UN system.

キャリア蓄積
キャリアアップや情報交換の機会

修了生ネットワークの活用

86 の 国 と 地 域 で 約 2000 人 が 活 躍 す る
GSID修了生。そのネットワークがキャリアップの
機会提供や採用後のキャリアパス形成をサポ
ートします。
また、国際セミナーの開催や協働プロジェクト
への参加の機会を提供し、継続的・長期的
なキャリアアップのための支援をします。

JPO
ジュニア・プロジェッショナル・オフィサー。
若手日本人を対象に、日本国政府が経
費負担し、原則２年間国際機関に派遣
する制度。知識・経験を積み、正規職員
として採用されることを目的とする。
YPP
ヤング・プロフェッショナル・プログラム。国連
事務局が若手職員を採用するために行う
試験。合格した者は、2 年間勤務し、
優秀であれば引き続き採用される。

世界で通用する
グローバル人材を目指して

Goal for Achieving Global Leaders
Mr. Makoto HONDA

外務省総合外交政策局
国際機関人事センター

Director, Recruitment Center For International Organizations
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA)

室長 本田 誠 氏
外務省JPOプログラムの担当者として、グローバルリーダー・キャリア
コースの設置を歓迎いたします。1963年に国連が設けたJPOプロ
グラムは、世界中の若手プロフェッショナルにとって国連システム内に
おいて成功の足がかりを得るための素晴らしい機会となっています。
外務省では1974年以来同プログラムに参加してきており、これま
で1600名以上の若手日本人をJPOとして派遣してきました。現在
国連システムで働く日本人国際専門職の約46％がJPO出身者
です。加えて、現在約140名の日本人JPOが国連システム内で
正規ポストを得るために懸命に努力しています。当センターとして、
JPO候補者たちを育成するすべてのステークホルダーと協力してい
けることを大いに楽しみにしています。

As administrator for MOFA’s Junior Professional Officer (JPO)
Programme, I welcome the establishment of the Global
Leaders Career Course. The JPO Programme, established by
the UN in 1963, is a great opportunity for young
professionals worldwide to get a foothold in the UN system.
MOFA has been participating in this UN Programme since
1974 and has dispatched more than 1,600 young Japanese
nationals to date. Currently, around 46% of Japanese
international professionals working in the UN system are
JPO alumni. In addition, about 140 Japanese JPOs are now
working hard to get a regular positon in the system. We are
very much looking forward to working together with all the
stakeholders who train the JPO candidates.

国際機関で活躍する GSID 修了生
GSID Alumni in International Organizations
勤務地：イタリア・ローマ

内海貴啓 Takahiro UTSUMI

国連世界食糧計画ローマ本部
食糧安全保障分析担当官
Headquarters,
United Nations World Food Programme
Vulnerability Analysis and Mapping Officer
2010 年修士取得 M.A., 2010
勤務地: 中央アフリカ共和国・バンギ

槌谷恒孝 Tsunetaka TSUCHIYA

国連開発計画中央アフリカ共和国事務所
プログラムスペシャリスト
UNDP Central African Republic Country Office
Programme Specialist
2003 年修士取得 M.A., 2003
勤務地：タイ・バンコク

大澤亜季 Aki OSAWA

勤務地 アメリカ・ワシントン D.C.

平野夢香 Yumeka HIRANO

国連教育科学文化機関バンコク事務所
アジア太平洋地域教育支局
プロジェクト・アシスタント
UNESCO Bangkok Office, Project Assistant
2016 年修士取得 M.A., 2016

■国連食糧農業機構

(FAO)
United Nations Food and Agriculture
Organization
■国際労働機関 (ILO)
International Labour Organization
■国連教育科学文化機関 (UNESCO)
United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization
■国連教育科学文化機関統計研究所 (UIS)
UNESCO Institute for Statistics
■国連開発計画 (UNDP)
United Nations Development Programme

主な就職先

世界銀行 エコノミスト The World Bank, Economist
2011年修士取得
M.A., 2011
2014年博士取得
Ph.D., 2014

Job Replacement of GSID Graduates

■国連環境計画(UNEP)

United Nations Environment
Programme
■国連児童基金(UNICEF)
United Nations Children's Fund
■国連世界食糧計画 (WFP)
United Nations World Food
Programme

■国連大学

United Nations University
■国連貿易開発会議 (UNCTAD)
United Nations Conference on
Trade and Development

■国連難民高等弁務官事務所

(UNHCR)
Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees
■ラテンアメリカ・カリブ経済委員会 (ECLAC)
United Nations Economic and Social
Commission forLatin America and
the Caribbean
■国連地域開発センター (UNCRD)
United Nations Centre for Regional
Development

■世界銀行

World Bank

■アジア開発銀行

(ADB)
Asian Development Bank

■国際移住機関(IOM)

International Organization
for Migration

■日本外務省

Ministry of Foreign Affairs
of Japan
■国際協力機構 (JICA)
Japan International
Cooperation Agency
■国際移住機構 (IOM)
International Organization
for Migration
など
etc.

Application
Requirement

GSID

・Have at least two years of work experience
・Have a minimum score of TOEFL-iBT85
A limited number of students will be selected from among those enrolled in the master’s programme
who satisfy the above criteria

Japan’s Premier Graduate School in International Development

Contributing to achieving the sustainable development of the global society
The Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University, was established
in 1991 as Japan’s first graduate school dedicated to the study of international development
and cooperation. GSID contributes to developing Japanese human resources required in the
fields of international development and cooperation, as well as training leading professionals
from developing countries who will play important roles in promoting their national
development after graduation .
GSID has accepted students from 86 countries /regions around the world. Over 2,000 students
earned graduate degrees at GSID and many of them play leading professional roles in their
home countries. GSID has extensive networks with international organizations, governments of
developing countries, research institutes and universities, among others, contributing to
national development of the developing countries in cooperation with these partners.
GSID pursues a mission to promote understanding of the problems faced by the globalizing
world and the solutions to these problems through world-class research, and to create a
sustainable society by contributing to policy-making and implementation by international
organizations, governments, and civil society organizations. GSID thus attempts to nurture
intellectuals with courage, capable of finding such solutions through policy-oriented,
interdisciplinary research and teaching in social sciences, in cooperation with a network of
academic and research institutions and policy-implementing agencies.
CONTACT

応募資格

GSID

〒464-8601
GSID administrative office
Integrated Research Building,
Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya

・実務経験２年以上

052 (789) 4957
052 (789) 4921
gsidoffice@adm.nagoya-u.ac.jp

・TOEFL-iBT85 点以上

博士前期課程の１年次に在籍する学生の中から上記の条件を満たす若干名を選抜

持続可能な開発と国際社会の発展に貢献する、
日本で最初の国際開発協力分野の専門大学院
名古屋大学大学院国際開発研究科は、国内初の国際開発協力分野の専門大学院として
1991年に設立されました。日本人の国際協力人材を育成するとともに、アジアを中心とする開発
途上国・地域から留学生を受け入れ、出身国・地域の国づくりを担う中核人材として育成すること
を目的として、教育活動を実施しています。これまでに世界86の国・地域から学生を受け入れており、
本研究科での学位取得者は約2,000名に上ります。修了生の多くは、母国で国家中枢人材として
活躍しています。また、本研究科では、アジアを中心に国際機関や開発途上国の政府、研究機関、
基幹大学などとのネットワークを構築しており、これらの機関との連携の下、開発途上国の国づくりに
貢献する研究活動を推進しています。
本研究科のミッションは、グローバル化する世界が直面する諸課題の実態と解決策を研究し、国際
機関・各国政府・市民社会の政策立案・実施過程に貢献することを通じて、持続可能なより良い
社会を実現することです。本研究科は、世界の研究機関や政策立案・実施機関と連携し 、社会
科学分野における学際的な研究教育を通じて、グローバル社会が抱える課題解決の方策を模索
できる「勇気ある知識人」の育成を目指します。

お問合わせ先

〒464-8601
名古屋市千種区不老町
文系総合館 1 階 名古屋大学文系教務課
国際開発研究科入試担当

052 (789) 4957
052 (789) 4921
gsidoffice@adm.nagoya-u.ac.jp

