
はばたけ国際社会へ
～国連の望む人材～
◆国際連合とは
◆国連で活躍する日本人
◆国連職員になるためには
◆国連での仕事
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国際連合 テクニカルアドバイザー
吉村 和就

（元 国連本部・経済社会局勤務）
千葉県習志野市 在住

習志野市国際交流協会 副会長



国連と日本

2国際連合ニューヨーク本部



国連の重要な目的
１．全世界の平和を守ること

２．各国の間に友好関係を作り上げること

３．貧しい人々の生活を向上させ、飢えと病気
と読み書きのできない状態を克服し、お互い
の権利と自由を守るために、共同で努力する

４．各国がこれらの目的を達成する話し合いの
場となること

3



国際連合 United Nations

国連加盟国：１９3カ国
日本加盟：昭和32年 80番目

189番目：ツバル共和国

190番目：スイス連邦共和国

192番目：モンテネグロ

193番目：南スーダン共和国

国連は、１９４５年１０月に正式に発足

そのときの加盟国は５１カ国。

今までに国連から脱退した国はありません
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国連 総会議場



国連の主要機関は
6の主要機関
• これらの組織は、ニューヨークの国連本部で活動
• 総会※
• 安全保障理事会※
• 経済社会理事会※
• 信託統治理事会※
• 国際司法裁判所※
• 事務局※

• 国際司法裁判所だけは、オランダのハーグにあります。

• その他、専門機関と呼ばれる１４の組織が存在しています。
• 専門機関は、保健、農業、郵政、気象などの分野
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http://www.unic.or.jp/know/orgf1.htm
http://www.unic.or.jp/know/orgf2.htm
http://www.unic.or.jp/know/orgf3.htm
http://www.unic.or.jp/know/orgf4.htm
http://www.unic.or.jp/know/orgf5.htm
http://www.unic.or.jp/know/orgf6.htm


安全保障理事会・会議場
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人間の安全保障
・国際紛争、テロ撲滅
・エネルギー問題
・食糧問題
・それを支える水問題



常任理事国と非常任理事国

＜安保理を構成する１５カ国のうち＞

➢常任理事国 （中国、仏、英、露、米国）

国連憲章が改正されない限り

永久に常任理事国であり、拒否権を有す

➢非常任理事国 （加盟国による無記名投票）

毎年５カ国が入れ替わる、任期は２年

連続での再選は許されない

 日本は非常任理国として加盟国最多の１１期

（延べ２２年）となる。（２０１６年～１７年１２月末）

別所浩郎・国連大使



国連の専門機関（例）
• 国連教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）
• 世界保健機構（ＷＨＯ）
• 世界銀行（Ｗｏｒｌｄ Ｂａｎｋ）

• 国際通貨基金（ＩＭＦ）
• 国際電気通信連合（ＩＴＵ）
• 世界気象機関（ＷＭＯ）
• 国連食料農業機関（ＦＡＯ）
• 万国郵便連合（ＵＰＵ）
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国連ＮＹ本部ビル

２０１６年６月
国際会議出席前日



国際連合本部ビル
（ニューヨーク）

銃（武器） 廃絶を目指して

地球崩壊の危機（内部から）

国連の中庭
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国連職員は国際公務員
• 国際機関への忠誠が求められる

• 出身国の国益を求めてはいけない

• 外交官並みの外交特権をもつ

• 国際会議をアレンジする

• 異文化に順応し、過酷な環境でも勤務

できる体力と精神力が要求される
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国際機関の職場環境
• 上級幹部職員は個室制（秘書付き）

• 男女の差がなく、実力で評価

• トップダウン方式、幹部ほど良く働く

• 多国籍の仲間にとけ込む能力

• 年俸制、年金制度が充実
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日本国出身の国連事務次長

• 明石康（あかし やすし）
１９３１年 秋田県比内町生まれ、 県立秋田高校
東京大学、バージニア大学院（フルブライト奨学生）
日本人初の国連職員

１９９６年に国連事務次長（人道問題担当）
カンボジアの和平に貢献
現在 日本紛争センター会長他

• 阿部信康（あべ のぶやす）
１９４５年 秋田県 生まれ、県立秋田高校
東京大学法学部中退、
米国アマーストカレッジで学び
外交官 ウィーン代表部、サウジアラビア
特命全権大使を経て
２００３年 国連事務次長に（軍縮担当）
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日本国出身の国連事務次長は計１２人
そのうち、秋田県出身は



国連事務次長 中満泉氏
２０１７年５月～

中満 泉（なかみつ いずみ）氏

・ 日本人女性初の国連事務次長誕生
・ 軍縮担当上級代表（UNODA)
・ １９６３年生まれ、東京都出身

横浜フェリス女学院高等学校在学中に
明石康・国連事務次長、緒方貞子・国連難民
高等弁務官にあこがれ、国連職員を目指す。

・ 早稲田大学卒業後、米国ジョージタウン大学大
学院に学び修士課程を修める。
１９８９年に国連難民高等弁務官事務所に入所

・ サラエボ事務所長、UNHCR特別補佐官、UNDP
危機対応局局長などを歴任

・ スウェーデン人の外交官と結婚し、２女の母
写真提供：国連広報センター



ＦＡＯ：国連連絡事務所代表
村田敏彦氏（ＵＮ時代の友人）

• 上智大学大学院コミュニ
ケーション修士。

• 米国スタンフォード大学大
学院コミュニケーションと
発展途上国開発修士。

• 上智大学大学院コミュニ
ケーション学専攻博士後
期課程修了。

• 1982年よりJPOとして
UNICEF本部勤務。

• 1986年よりFAO対国連連
絡事務所にて現職。
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国連職員になるためには？

事務局の共通言語は「英語とフランス語」

ー＞ 最低限 英語とフランス語が必要
ＮＹ：英語主体、パリ：仏語主体

スイス：両方

国連の公用語 （６ヶ国語）

アラビア語、中国語、英語、フランス語、

ロシア語、スペイン語

ー＞ 話せるとなお、良い！！
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国連で働くためには

• 国連競争試験（就職試験）
語学の能力＋国際法の履修
大学卒（修士、博士課程）が望ましい。
国際インターンの経験望ましい。
ー＞外務省のサポートあり

「日本人職員増強プログラム」

• 専門職（特定の分野で２０年以上の経験）
国際会議や国際的な活動で貢献した経験
母国からの推薦
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国連入りを目指すには！
• 日本の大学を出た後、米国の大学院で修士か博士号を取る
のが早道

• 語学だけでは、合格できない

• 文科系：社会科学や政治経済学が多い

ＩＣＵ，上智大学、東大、帰国子女系大学

• 理科系：国連の専門機関への就職が多い

農学、森林学、水資源、保健学

• 外務省の主催するＪＰＯ派遣制度に合格し、２～３年程度

国連機関に派遣、その後採用

ＪＰＯ：Junior Professional Officer

・ 国連の各機関が行う募集枠に応募（修士から博士号＆

実務経験が求められる）



国際機関の職員になる為には
空席公告 ＪＰＯ派遣制度 ＹＰＰ

実施機関 各国際機関が
随時

日本の外務省
過去１５００人

国連事務局

年齢制限 特になし ３５歳以下 ３２歳以下

学歴 修士号以上
博士が望ましい

修士号以上 学士号以上

職歴 ２年以上 ２年以上 問わない

ポイント 毎月公告が出る
随時応募可能

日本人だけの競
争

空席公告より倍
率低い

学士号のみ、
職務経験なし
で応募可能



国際機関で
求められている分野

• 開発、人権、人道支援、教育、保健、平和

• ＩＴ，ロジステック、調達、法務、財務、広報

• 人事、会議管理、モニタリング評価

• 環境工学、理学、医学、薬学、建築、防災



国際機関で働く日本人職員の推移

目標
１０００人



吉村さん、なぜ国連に？

• 通産省の幹部から「日本は国連に対し、負担金で貢
献しているが、日本の技術が国連でPRされていない。

英語でプレゼンできる技術者を派遣してくれ」・・・
会長がOKした。

• 社内選考で２人が残った。

• 決め手：①国内・海外の現場経験が豊富

②国際会議での活躍多、③アジア英語が得意

（小学校の時からアマチュア無線で世界と交信）

化学研究室にて



吉村さんの国連での仕事
◼環境対策の指導

（水、大気、廃棄物処理等）

◼日本の環境技術を世界に

広める仕事
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国連本部（ニューヨーク）

中近東の専門家にレクチャー 水管理についてのオタワ会議



国連ミレニアムサミット
UN Millennium Summit. Sept 2000

テーマ： 21世紀における国連の役割

紛争、貧困、環境と幅広く論議

決議 ： 「安全な水を飲めない人を

（14億人）を2015年までに半減させる」

日本提案：人間の安全保障基金の増額（100億円）
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国連ＮＹ本部で講演の後、国連邦人職員を慰労する森喜朗内閣総理大臣（当時）



世界には “１９7の英語”が有る
恐れず話せ！！

➢ 英語と米語 Water

➢ シンガポール英語(Singlish)   Car Parking

➢ インド英語 (Hinglish) Wednesday

➢ フランス英語 How many?

➢ オーストラリア英語 Today,   Good day

➢ Japanglish Baby Car ->  Stroller

和製英語が氾濫！

発音が違う Vinyl ?



初めての国を訪問する前に！

• その国の基本的事項を学ぶ

歴史、政治、習慣、最近の出来事

• 初級○○○会話を学ぶ

挨拶、数字、レストランで使う

Cero,uno,dos,tres,cuatro,cinco

• YouTubeの活用

見て、聞いて、繰り返し学ぶ（無料で）
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グローバル人材とは

① なんでも食べられる

② どこでも寝られる

③ 誰とでもお友達になれる

④ 明るくて、打たれ強い人



言語と情報量
Languages used on the internet

Rank Language Percentage

1. English 51.6%

2. Russian 6.6%

3. Japanese 5.6%

4. German 5.6%

5. Spanish 5.1%

6. French 4.1%
Wikipedia  March 2017世界の情報5割以上は英語で配信



安全な水なくして未来なし
No safe water, No future

御清聴深謝
Thank you for your attention

吉村 和就
Kazunari YOSHIMURA

Questions & Comments are welcome to

http://gwaterjapan.com


