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中の応募

59 在大韓民国大使館（対日論調） 韓国の対日論調，戦略的対外発信（特にオンライン発信），青少年交流 韓国語 不可

1
在中華人民共和国大使館
（経済情勢）

対外関係を含む中国経済情勢 中国語 可

2 在広州総領事館 中国（華南）経済 中国語 可

3 在青島総領事館 山東省の経済情勢及び日本との経済交流 中国語 可

4 在香港総領事館（政務） 中国内政・外交・軍事 英語 可

5 在ニューヨーク総領事館（政務） ニューヨーク州及び周辺地域の政治情勢，米国の内政 英語 可

6 在バンクーバー総領事館
カナダ及びＢＣ州における多文化社会におけるリーチアウト，広報・
文化交流事業の策定，実施及びリサーチ

英語 可

9 在ジャマイカ大使館 ジャマイカ，バハマ及びベリーズに対する広報文化関係 英語 可

57 在チリ大使館 チリの政治情勢 ｽﾍﾟｲﾝ語 可

7 在上海総領事館（対日世論） 中国・上海及び周辺地域における対日世論動向及び広報環境 中国語 可

8 在グアテマラ大使館 グアテマラの政治・経済情勢及び中米域内統合の動向 スペイン語 可

10 在上海総領事館（経済） 華東地域を中心とする中国経済 中国語 不可

11
在ウィーン国際機関政府代表部
（CTBT)

包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ） 英語 可

58 在パキスタン大使館（政務） パキスタン内政・外交 英語 可

12 在コルカタ総領事館 インド東部地域における経済事情及び東部各州政治に与える影響 英語 可

13 在ムンバイ総領事館 インド西部における政治・経済情勢 英語 可

14 在ベトナム大使館（経済） ベトナム経済情勢分析及び援助協調
英語又は
ﾍﾞﾄﾅﾑ語

可

15 在ボストン総領事館 科学技術・経済 英語 不可

16 在エルサルバドル大使館 エルサルバドル政治経済及び中米情勢 ｽﾍﾟｲﾝ語 可

17 在コスタリカ大使館 コスタリカ経済及び中米統合 ｽﾍﾟｲﾝ語 可

18 在メキシコ大使館 内政，外交政策及び治安対策（ＦＴＡ，エネルギー政策等の経済政策も含む） ｽﾍﾟｲﾝ語 可

19 在ウクライナ大使館（経済・経協） ウクライナの経済・経済協力情勢のフォロー及び分析等
ﾛｼｱ語又は
ｳｸﾗｲﾅ語

可

20 在オランダ大使館（国際法） 国際法に関する諸問題 英語 不可

21 在キルギス大使館
キルギス内外政・経済情勢に関する情報収集・分析（正担当）及び開発協力
業務補佐（副担当）

ﾛｼｱ語
又は英語

可

22 在デンマーク大使館 デンマークの政治社会情勢一般及びデンマーク外交 英語 不可

23
欧州連合政府代表部
（経済政策）

ＥＵの経済動向・政策全般（含む開発） 英語 不可

24 在サウジアラビア大使館 サウジにおけるイスラム文化・社会システムの調査
英語又は
ｱﾗﾋﾞｱ語

可

25 在マラウイ大使館 マラウイに対する開発協力及び同国マクロ経済動向 英語 不可

26 在マリ大使館 政務・経済協力・広報文化 ﾌﾗﾝｽ語 可

27 在モロッコ大使館 モロッコの経済動向と日本との経済・文化学術交流 ﾌﾗﾝｽ語 不可
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28 在重慶総領事館 中国西南地域の経済情勢 中国語 可

29 在ネパール大使館 ネパールの経済動向及び政治情勢 英語 可

30
在アメリカ合衆国大使館
（経済情勢）

議会，シンクタンク，民間企業を中心とした米国（含，メリーランド州及びバー
ジニア州）経済情勢に関する動向

英語 不可

31 在デトロイト総領事館 ミシガン・オハイオの日米文化・教育交流，広報，および政治経済報道調査 英語 可

32
在ニューヨーク総領事館
（報道分析）

日米関係報道等モニタリング及び報道論調分析，並びに米国メディア対策等 英語 可

33 在ロサンゼルス総領事館
在ロサンゼルス総領事館管轄地域（カリフォルニア州南部,アリゾナ州）の経
済情勢

英語 可

34 在パナマ大使館 パナマ政治（内政・外交等）情勢 ｽﾍﾟｲﾝ語 可

35 在ベネズエラ大使館 ベネズエラの政治・経済情勢 ｽﾍﾟｲﾝ語 可

36 在エストニア大使館 エストニアの政治・経済情勢及び日エストニア関係 英語 可

37 在ポーランド大使館 文化交流と留学生交流，広報戦略
英語又は
ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語

可

38 在タンザニア大使館
タンザニア及び東南部アフリカ地域の経済社会動向・日本企業活動支援・
経済協力

英語 可

39 在インドネシア大使館（文化交流） 文化交流全般，日本語教育と留学生交流の実態及びニーズ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語 不可

40 在インドネシア大使館（経済） インドネシア経済情勢，経済協力，日系企業の投資動向等
英語又は
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語

可

41 在タイ大使館
日本他諸外国とのＥＰＡ，ＦＴＡ等経済統合の動向，ＥＥＣを含むタイの経済
政策

英語 不可

42 在ブルネイ大使館 ブルネイの社会・広報文化・経済事情 英語 可

43 在モンゴル大使館（内政・外交） モンゴルの内政・外交 ﾓﾝｺﾞﾙ語 可

44 在トンガ大使館 トンガ王国の政治・経済（開発を含む）・文化 英語 可

45 在シカゴ総領事館（経済） 米国中西部における経済動向 英語 不可

46 在バルセロナ総領事館 我が国の対スペイン・パブリック・ディプロマシー ｽﾍﾟｲﾝ語 不可

47 在スロバキア大使館 スロバキアの政治・経済事情
ｽﾛﾊﾞｷｱ語
又はﾁｪｺ語
又は英語

不可

48 在ロシア大使館（内政・外交） ロシアの内政・外交 ﾛｼｱ語 可

49
国連教育科学文化機関政府代
表部（ユネスコ）

ユネスコの文化関連条約，文化遺産保護に関する国際協力，その他文化関
連事業

英語又は
ﾌﾗﾝｽ語

可

50 在モーリタニア大使館 モーリタニアの政治・経済情勢及び開発協力関係 ﾌﾗﾝｽ語 可

51 在モザンビーク大使館 モザンビークにおける経済社会動向
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語
又は英語

可

52 在ルワンダ大使館 ルワンダの政治・経済 英語 不可

53 在サンフランシスコ総領事館 日本語教育，ＪＥＴプログラム，国費留学，青少年交流 英語 不可

54 在ホノルル総領事館 政治・経済情勢の調査・分析及び文化学術交流の促進に係る業務 英語 可

55
経済協力開発機構政府代表部
（OECD)（援助・開発政策）

OECDにおける援助・開発政策議論（開発援助委員会（DAC)，開発のための
政策一貫性，開発センターなど）

英語 可

平成30年9月 56 在ウガンダ大使館 ウガンダの政治・経済情勢及び経済開発の動向 英語 可

平成30年7月

平成30年8月

平成30年6月


