
平成30年度秋募集　在外公館専門調査員試験　募集ポスト①（一覧） 2018/9/11

赴任月
募集
番号

公館名 担当事項 試験語学
修士在学
中の応募

1 在ジョージア大使館
ジョージアの政治・経済及び社会・文化情
勢

英語又はﾛｼｱ語 可

70 在チリ大使館
地域統合（APEC，太平洋同盟等）及びチリ
の政治経済状況

スペイン語 可

2 在スペイン大使館（政治・外交） スペインの政治情勢及び外交政策 スペイン語 可

3 在リトアニア大使館
リトアニア政務（内政・外交）、広報文化
の一部（兼任）

英語 可

4 在アラブ首長国連邦大使館 UAEの内政・外政と対日関係 英語又はｱﾗﾋﾞｱ語 可

5 在釜山総領事館
釜山・慶尚道地域における日韓交流の状
況、対日世論と広報戦略

韓国語 可

6 在オーストラリア大使館 豪州の内政及び外交政策 英語 可

7 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 スペイン語 可

8 在英国大使館（対日論調）
英国の対日論調の動向把握・分析及び対英
広報

英語 不可

9 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

10 在フランス大使館（経済・社会政策）
フランスの経済・社会政策（マクロ経済、
貿易・投資、環境、開発等）

フランス語 不可

11 在ベルギー大使館
ベルギー政治経済・日ベルギー関係及び政
策広報

フランス語 可

12 在ドバイ総領事館
ドバイを中心とした湾岸及び周辺地域の経
済関係

英語 可

13 在ジブチ大使館 ジブチの政治・経済情勢、広報文化 フランス語 可

14 在ベナン大使館
対ベナン開発・文化協力及びベナン内政・
外交・経済・治安情勢に関する調査

フランス語 可

15 在ミラノ総領事館
北イタリア経済の動向調査と企業活動を中心
とした日・北イタリア経済関係促進

イタリア語 不可

16 在ブルガリア大使館 ブルガリアの政治・経済情勢
英語又は
ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ語

可

17 在クウェート大使館 クウェート経済、日クウェート経済関係 英語 不可

18
在レバノン日本国大使館内
在シリア大使館臨時事務所

シリアの政治・経済・社会動向 英語又はｱﾗﾋﾞｱ語 可

19 在チェンナイ総領事館 南インドの政治・広報文化 英語 可

20 在タイ大使館（内政・外交）
タイ内政及び統治体制を巡る問題、国際社会
におけるタイ外交

タイ語又は英語 不可

21 在中華人民共和国大使館（政治） 中国政治・社会 中国語 可

22 在中華人民共和国大使館（対外関係） 中国の対外関係 中国語 可

23 在瀋陽総領事館 中国東北三省における経済 中国語 可

24 在東ティモール大使館
東ティモールの経済情勢及び対東ティモール
開発協力動向の実態分析

英語 不可

25 在マレーシア大使館（広報文化）

在マレーシア大使館が実施するマレーシアの
マスメディア（対日世論形成分析と対策）、対マ
レーシア・パブリック・ディプロマシー、教育、ス
ポーツを含む広報文化活動に係るサポート業
務

英語 不可

26 在ソロモン大使館 ソロモン経済・経済協力 英語 可

27 在ニュージーランド大使館 ニュージーランドの経済 英語 不可

28 在フィジー大使館
フィジー及び兼轄国の内政・外交及び我が国
によるパブリック・ディプロマシー

英語 可
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29 在ミクロネシア大使館 ミクロネシアの経済政策と大使館の経済協力 英語 可

30 在アメリカ合衆国大使館（外交・内政） 米外交・内政に関する公開情報 英語 可

31 在デンバー総領事館 米国山岳地域州における政治・経済動向 英語 可

32 在ニカラグア大使館 ニカラグアの政治・経済情勢 スペイン語 可

33 在ホンジュラス大使館
ホンジュラスの政治・経済・社会情勢及び中米
統合

スペイン語 可

34 在ウズベキスタン大使館 ウズベキスタンの政治・経済及び社会情勢
ﾛｼｱ語又は
ｳｽﾞﾍﾞｸ語

可

35 在ギリシャ大使館 ギリシャの政治・経済・社会・文化情勢 英語又はｷﾞﾘｼｬ語 可

36 在クロアチア大使館 クロアチアの政治情勢等 英語 可

37 在トルクメニスタン大使館
トルクメニスタンの政治・経済情勢及び経済協
力

ﾛｼｱ語又はﾄﾙｺ語 可

38 在ストラスブール総領事館
欧州機関（欧州評議会、欧州議会、欧州人権
裁判所）の活動内容

英語又はﾌﾗﾝｽ語 可

39 在イラン大使館（広報文化） 日・イラン広報・文化関係 ﾍﾟﾙｼｬ語又は英語 可

40 在オマーン大使館 オマーン内政・外交、広報文化 英語又はｱﾗﾋﾞｱ語 可

41 在カタール大使館 カタールの経済・社会・広報文化情勢 英語 可

42 在イスタンブール総領事館 トルコ（当館管轄内）の政治・経済 英語又はﾄﾙｺ語 可

43 在インド大使館（経済） インド及び南アジア地域の経済・経済協力 英語 不可

44 在モンゴル大使館（内政・外交） モンゴルの内政・外交 モンゴル語 可

45 在アメリカ合衆国大使館（対日論調）
米国における対日論調の分析と米国政府のメ
ディア対応

英語 可

46 在シカゴ総領事館（広報）
米国中西部における対メディア及びグラスルー
ツの広報戦略の策定・実施、人的交流・知的
ネットワークの促進

英語 可

47 在コロンビア大使館 コロンビア政治・経済 スペイン語 可

48 在サンパウロ総領事館
日系社会情勢及びサンパウロ州を中心とする
ブラジルの政治・経済動向

ポルトガル語 可

49 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

可

50 在ハバロフスク総領事館
極東・東シベリア地域の政治経済情勢及び右
地域と我が国の関係

ロシア語 可

51 在トルコ大使館 トルコの政治・社会・文化・教育事情 トルコ語 可

52 在マダガスカル大使館
マダガスカル・コモロにおける政治・経済動向、
広報文化の一部

フランス語 可

53 在南アフリカ大使館 南アフリカ及び兼轄国における経済情勢 英語 可

環境関連条約を中心とする各種国際法の実施
促進及び環境関連諸機関との連携に係る取組

環境を中心とする分野横断的な事項(環境と防
災、環境と保健等)に係る取組

54
在ジュネーブ国際機関政府代表
部（環境）

英語 不可
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55 在カンボジア大使館（文化・広報）
アンコール遺跡保存協力を含む文化協力、人
物協力、日本語教育、広報

英語又はﾌﾗﾝｽ語 可

56 在大韓民国大使館（経済） 韓国の経済情勢 韓国語 可

57 在中華人民共和国大使館（広報文化） 対中パブリックディプロマシー 中国語 可

58 在モンゴル大使館（文化交流） 文化交流全般及び対日動向 モンゴル語 可

59 在ナッシュビル総領事館 米国南部の政治・経済情勢分析 英語 可

60 在アイルランド大使館
アイルランド経済（対日経済関係の促進を含
む）

英語 可

61 在ノルウェー大使館
ノルウェー及びノルウェーを中心とする北欧諸
国の政治・経済・社会動向

英語 可

62 在フィンランド大使館
フィンランドの経済情勢及び経済・社会政策、
フィンランドの対外経済関係（日本企業支援、
日本食輸出促進を含む）

英語 不可

63 在アルジェリア大使館 アルジェリアの経済・経済協力 フランス語 可

64 在ケニア大使館
ケニア、エリトリア、セーシェル、ソマリアにおけ
る経済社会開発と経済技術協力

英語 可

65 在イタリア大使館（経済・社会情勢）
イタリア経済・社会情勢（環境問題等を含む）及
び対ＥＵ政策

イタリア語 可

66 在英国大使館（経済）
日・英経済関係、英国経済及び英・EU経済関
係

英語 不可

67 在ユジノサハリンスク総領事館
ロシア経済（サハリン石油・天然ガス開発・北
海道との経済関係）

ロシア語 不可

68 国際連合政府代表部（行財政）
国連の予算・人事・機構（国連機構改革を含
む）

英語 可

69
在ウィーン国際機関政府代表部
（ＩＡＥＡ）

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）における原子力の平
和的利用（原子力科学・応用及び技術協力中
心）

英語 可

2019年8月

2019年9月


