
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 在中華人民共和国日本国大使館 中国の内政・外交 中国語 可

2 在中華人民共和国日本国大使館 中国の内政・外交 中国語 可

3 在中華人民共和国日本国大使館 中国経済 中国語 可

4 在上海日本国総領事館 中国経済及び日中経済関係 中国語 可

5 在カラチ日本国総領事館
パキスタン経済及び在カラチ総管轄地での経済協
力

英語 可

6 在モンゴル日本国大使館 モンゴルの内政・外交 モンゴル語 可

7 在オーストラリア日本国大使館 豪州の内政及び外交政策 英語 可

8 在トンガ日本国大使館 トンガ王国の政治・経済（含：開発） 英語 可

9 在ニューヨーク日本国総領事館
米国主要メディアの対日報道モニタリング、論調分
析、メディア対策等

英語 可

10 在アルゼンチン日本国大使館 アルゼンチンの政治・経済状況 スペイン語 可

11 在コスタリカ日本国大使館 コスタリカ経済・政務 スペイン語 可

12 在ドミニカ共和国日本国大使館
ドミニカ共和国の政治・経済情勢及び対日経済関
係促進関連情報

スペイン語 可

13 在トリニダード・トバゴ日本国大使館
トリニダード・トバゴ及び兼轄国の政治（内政、外
交）及び経済情勢、カリコム等の地域機関の動向

英語 可

14 在パナマ日本国大使館 パナマ政治・経済情勢 スペイン語 可

15 在ブラジル日本国大使館 ブラジルの政治情勢及び対外関係
ポルトガル語

又は英語
可

16 在サンパウロ日本国総領事館
サンパウロ州を中心とするブラジルの政治・経済動
向（日系社会含む）

ポルトガル語
又はスペイン語

可

17 在英国日本国大使館 日・英経済関係、英国経済及び英・EU経済関係 英語 不可

18 在スペイン日本国大使館 スペインにおける広報文化 スペイン語 可

19 在ドイツ日本国大使館 ドイツの政治・社会事情（内政や欧州・外交政策等） ドイツ語 可

20 在ブルガリア日本国大使館 ブルガリアの政治・経済情勢
英語又は

ブルガリア語
可

21 在リトアニア日本国大使館 リトアニア政治・経済 英語 可

22 在アルジェリア日本国大使館 アルジェリア経済・対アルジェリア経済協力
フランス語又はアラビ

ア語又は英語
可

23 在アンゴラ日本国大使館 アンゴラの政治経済情勢と経済開発の動向
ポルトガル語又は英
語又はスペイン語

可

24 在ガーナ日本国大使館
ガーナ及び周辺諸国における経済動向並びに開発
協力

英語 不可

25 在ギニア日本国大使館 ギニアにおける開発協力・政治経済
フランス語
又は英語

可

26 在コートジボワール日本国大使館 ＊募集中止

27 在ベナン日本国大使館
対ベナン開発協力及びベナン政務・経済等に関す
る調査

フランス語 不可
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28 在モザンビーク日本国大使館 モザンビーク経済情勢、日本企業支援
ポルトガル語

又は英語
可

29 在モーリタニア日本国大使館 モーリタニア開発協力及び政治・経済情勢 フランス語 可

30 在モロッコ日本国大使館 モロッコの経済・開発・社会情勢に関する情報収集
フランス語又は

アラビア語
可

31
在ジュネーブ国際機関日本政府代
表部

世界貿易機関（WTO）における紛争解決制度及び
紛争案件等

英語 可

32 在香港日本国総領事館 香港・マカオ経済
英語又は
中国語

可

33 在ボリビア日本国大使館 ボリビアの政治・経済情勢 スペイン語 可

34 在ロシア日本国大使館
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

35 在モルディブ日本国大使館 モルディブ広報 英語 可

36 在フランス日本国大使館 フランス・メディアの報道分析及び対外発信 フランス語 可

37 在タンザニア日本国大使館
タンザニア及び東南部アフリカ地域の経済社会・開
発協力動向・日本企業活動支援

英語 可

38
在ジュネーブ国際機関日本政府代
表部

国際人権分野 英語 可

39 軍縮会議日本政府代表部
大量破壊兵器（核兵器及び生物兵器）及び通常兵
器の軍備管理・軍縮

英語 可

40 在カンボジア日本国大使館 カンボジアの政治・社会情勢 英語 可

41 在香港日本国総領事館 中国政治および香港 英語 可

42 在カナダ日本国大使館 カナダの内政・外政に関する調査・研究 英語 可

43 在フランス日本国大使館
フランスの経済・社会政策（マクロ経済、貿易・投
資、開発・地球規模課題等）

フランス語 不可

44 在フランス日本国大使館 アフリカ諸国の政治・経済動向 フランス語 不可

45 在ヨルダン日本国大使館 ヨルダンの国内政治・外交等
英語又は
アラビア語

可

46 欧州連合日本政府代表部
EUの政治情勢・外交政策全般（ウクライナ情勢を踏
まえた調査分析を含む）

英語 不可

47 在青島日本国総領事館 山東省の経済情勢及び日本との経済交流 中国語 可

48 在ガボン日本国大使館
ガボン及び兼轄国における政治・経済情勢及び開
発協力

フランス語 可

49
在ジュネーブ国際機関日本政府代
表部

多国間貿易枠組における開発問題を巡るUNCTAD
等の国際機関の動向

英語 可

50 在インド日本国大使館 インドの国内政治及び外交政策 英語 可

51 在ホーチミン日本国総領事館 ベトナム中南部の政治・経済・社会状況
ベトナム語
又は英語

可

52 在ニューヨーク日本国総領事館
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

53 在グアテマラ日本国大使館
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

54 在メキシコ日本国大使館 メキシコ内政・外交政策及び治安対策 スペイン語 可

55 在英国日本国大使館 英国の対日論調の動向把握・分析及び対英広報 英語 不可

56 欧州連合日本政府代表部 ＥＵの経済動向・政策全般（含む開発、環境） 英語 不可
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57 在エクアドル日本国大使館 エクアドルの政治・経済 スペイン語 可

58 在ホンジュラス日本国大使館 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

59 在オランダ日本国大使館 化学兵器禁止条約（CWC）の実施状況 英語 可

60 在ポーランド日本国大使館 文化交流・広報事業の企画・実施
ポーランド語

又は英語
可

61 在ルーマニア日本国大使館 ルーマニアの政治・経済及びルーマニア・ＥＵ関係 英語 可

62
在ラマッラ出張駐在官事務所（対パ
レスチナ日本政府代表事務所）

中東和平（パレスチナ問題）に関する多面的な分
析・研究

英語 可

63
国際民間航空機関日本政府代表
部

国際航空分野の重要課題（安全、交通、保安、経
済、環境）への対応

英語 可

64 在タイ日本国大使館
日タイ間等における経済協力業務（ODAやEPA等）
及びタイの経済政策に係る調査業務等

英語 可

65 在ブルネイ日本国大使館 ブルネイの政務・経済
英語又はマレー語
又はインドネシア語

可

66 在マレーシア日本国大使館
マレーシアの対日論調の調査・分析及びマレーシ
アにおける効果的な広報の在り方の調査と実践

英語 不可

67 在シカゴ日本国総領事館
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

68 在ルクセンブルク日本国大使館 ルクセンブルク政治・経済等
英語又は
フランス語

可

69 在クウェート日本国大使館 クウェート経済、日クウェート経済関係 英語 可

70 在マダガスカル日本国大使館
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

71 在南アフリカ共和国日本国大使館
管轄国（南アフリカ、レソト、エスワティニ）に係る経
済情勢

英語 可

2023年2月 72 在エジプト日本国大使館
エジプトの政治・経済・社会情勢及び国際関係につ
いての調査分析

英語又は
アラビア語

可

2023年4月 73 在広州日本国総領事館 中国（華南）経済 中国語 可

2023年5月 74 在イスラエル日本国大使館
中東和平及びイスラエル・パレスチナの政治・社会
動向

英語 可

2023年9月

*募集公館・赴任月は変更となる場合があります。
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