
平成27年度秋募集　在外公館専門調査員試験　募集ポスト一覧①

派遣
予定月

募集
番号

配置公館名 担当事項 試験言語
修士
在学中

1 在上海総領事館
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

2 在ﾎｰﾁﾐﾝ総領事館 ベトナム中南部の政治・経済・社会状況
ﾍﾞﾄﾅﾑ語
又は英語

可

3 在ｼﾞｬﾏｲｶ大使館
ｼﾞｬﾏｲｶ､ﾊﾞﾊﾏ及びﾍﾞﾘｰｽﾞに対する広報文化関係
並びにｼﾞｬﾏｲｶ、ﾊﾞﾊﾏ及びﾍﾞﾘｰｽﾞに対する経済協
力関係

英語 可

4 在ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ総領事館 ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛを中心とするﾌﾞﾗｼﾞﾙの政治・経済動向 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 可

5 在ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ大使館 ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ情勢 ﾛｼｱ語 可

6 在ﾛｼｱ大使館（経済）
ロシア経済情勢及び政府の経済政策，ロシアの
対外経済関係（エネルギー情勢を含む）

ﾛｼｱ語 可

7 在ﾊﾝｶﾞﾘｰ大使館 ﾊﾝｶﾞﾘｰの政治・経済動向
英語又は
ﾊﾝｶﾞﾘｰ語

可

8 在ﾙｰﾏﾆｱ大使館 ﾙｰﾏﾆｱの政治・経済及びﾙｰﾏﾆｱ・EU関係 英語 可

9
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）政
府代表部（OECDの活動）

投資・ｱｳﾄﾘｰﾁ等の分野におけるＯＥＣＤの活動 英語 可

10 在大韓民国大使館（政務） 朝鮮半島情勢 韓国語 可
11 在ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ大使館 経済・社会情勢の把握並びに問題分析 ｽﾍﾟｲﾝ語 不可
12 在ﾘﾄｱﾆｱ大使館 ﾘﾄｱﾆｱ政務（内政・外交） 英語 可
13 在中華人民共和国大使館 対中パブリック・ディプロマシー 中国語 可
14 在重慶総領事館 中国西南地域の経済情勢 中国語 可
15 在瀋陽総領事館 中国東北三省における経済 中国語 可
16 在ﾈﾊﾟｰﾙ大使館 ネパールの経済動向 英語 可

17 在東ﾃｨﾓｰﾙ大使館
東ﾃｨﾓｰﾙの経済情勢及び開発援助動向の調査と
分析

英語 可

18 在ｱﾒﾘｶ合衆国大使館（経済）
議会、ｼﾝｸﾀﾝｸ、民間企業を中心とした米国経済
情勢に関する動向の調査・分析

英語 可

19 在ﾆｭｰﾖｰｸ総領事館
日米関係報道等ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ及び報道論調分析、並
びに米国ﾒﾃﾞｨｱ対策等

英語 可

20 在ﾎﾉﾙﾙ総領事館
アジア太平洋地域の安全保障及びハワイ州を中
心とした政治・経済・外交

英語 可

21 在ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ総領事館
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

22 在ﾊﾟﾅﾏ大使館 ﾊﾟﾅﾏの内政・外交 ｽﾍﾟｲﾝ語 可
23 在ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ大使館 ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗの政治・経済情勢 ｽﾍﾟｲﾝ語 可

24 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

25 在ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ大使館 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞにおける効果的な広報文化戦略 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語 不可
26 在ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ大使館 政治・経済・経済協力・広報文化 ﾌﾗﾝｽ語 可
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平成27年度秋募集　在外公館専門調査員試験　募集ポスト一覧①

派遣
予定月

募集
番号

配置公館名 担当事項 試験言語
修士
在学中

27 在ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ大使館
インドネシア経済情勢及びインドネシアにおける日
系企業の投資動向等

英語又は
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語

可

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

英語 不可

29 在ﾌﾞﾙﾈｲ大使館 ﾌﾞﾙﾈｲの社会・広報文化・経済事情 英語 可
30 在ﾓﾝｺﾞﾙ大使館 ﾓﾝｺﾞﾙの政治・経済関係 ﾓﾝｺﾞﾙ語 可

31 在ﾌｨｼﾞｰ大使館
ﾌｨｼﾞｰ及び兼轄国の内政・外交及び我が国による
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏｼｰ

英語 不可

32 在ｱﾒﾘｶ合衆国大使館（政務） 米外交・内政に関する公開情報 英語 可
33 在ｼｶｺﾞ総領事館 米国中西部における経済動向 英語 不可
34 在ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ大使館 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝの政治・経済状況 ｽﾍﾟｲﾝ語 可

35 在ｳﾙｸﾞｱｲ大使館
ウルグアイの政治経済状況及びメルコスール・ラ
テンアメリカ統合連合（ＡＬＡＤＩ）

ｽﾍﾟｲﾝ語 不可

36 在ｺﾛﾝﾋﾞｱ大使館 ｺﾛﾝﾋﾞｱ経済・報道分析 ｽﾍﾟｲﾝ語 可
37 在ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ大使館 ﾎﾝｼﾞｭﾗｽの政治・経済・社会情勢及び中米統合 ｽﾍﾟｲﾝ語 可
38 在ｵﾗﾝﾀﾞ大使館 国際法に関する諸問題 英語 不可
39 在ｸﾛｱﾁｱ大使館 政治・経済 英語 可
40 在ﾊﾞﾙｾﾛﾅ総領事館 我が国の対ｽﾍﾟｲﾝ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏｼｰ ｽﾍﾟｲﾝ語 不可

41 在ｽﾛﾊﾞｷｱ大使館 スロバキアの政治・経済事情
ｽﾛﾊﾞｷｱ語
ﾁｪｺ語

又は英語
可

42 在ﾄﾞｲﾂ大使館
ﾄﾞｲﾂの内政・社会事情（内政に密接に関連する外
交政策（特に対欧州政策）を含む）

ﾄﾞｲﾂ語 可

43 在ﾛｼｱ大使館（内政・外交） ロシアの内政・外交 ﾛｼｱ語 可

44 在ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ総領事館
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 不可

45
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）政
府代表部（開発）

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

46
国連教育科学文化機関（ユネス
コ）政府代表部

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

47 在ﾄﾙｺ大使館 トルコの政治・社会・文化事情 ﾄﾙｺ語 可

48 在ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ大使館
ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ及び周辺諸国における政治・経済動向，
広報文化の一部

ﾌﾗﾝｽ語 可

49 在ﾓｰﾘﾀﾆｱ大使館 ﾓｰﾘﾀﾆｱの政治・経済情勢及び経済開発関係 ﾌﾗﾝｽ語 可

50 在ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ大使館 ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸにおける経済社会動向
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語
又は英語

不可

51 在ﾙﾜﾝﾀﾞ大使館 ﾙﾜﾝﾀﾞの政治・経済・経済協力動向 英語 不可
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52 在大韓民国大使館（広文）
韓国の対日論調，韓国に対する戦略的政策広報
及び日韓交流の拡充

韓国語 不可

平成28年
9月

53 国連政府代表部 国連における国際法をめぐる動向 英語 不可

平成28年
4月

54 在ﾎﾞｽﾄﾝ総領事館 経済・商務・科学技術 英語 不可

平成28年
6月


