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将来の駐日大使を目指せ！ 

世界各国の若手外交官・公務員３９名が 

日本語・日本文化・日本社会研修に参加 ９／１８～ 
 

国際交流基金（ジャパンファウンデーション）では、日本への赴任が予定されているか、自

国で対日関係業務に従事するために、業務の上で日本語・日本文化・日本社会に関する

知識の習得が必要である海外の若手外交官・公務員を招へいし、関西国際センター（大阪

府）で、8 ヶ月間の研修を実施しています。 

2012 年度までに 814 名に対する研修を行い、217 名の在日公館勤務経験者、9 名の駐

日大使を輩出しています。 

 

2013 年度の研修は、2013 年 9 月 18 日より始まり、世界各国から来日する 39 名の外交

官・公務員が、関西国際センターで日本語・日本文化・日本社会に関する講義を受けるほ

か、センター外の官庁、民間企業、非営利団体、小・中学校や大学、日本人家庭等を訪問

し、あらゆる分野で生の日本語・日本文化・日本社会を学びます。また、日本の科学技術の

発展や東日本大震災からの復興状況の理解、各分野で活躍している日本人との交流によ

る日本の良さの認識など、将来日本に外交官・公務員として赴任したり、自国で対日関係

業務に従事したりする際に必要となる知識・情報を身につけます。 

 

■ 研修期間    

2013 年 9 月 18 日（水）～ 

2014 年 5 月 16 日（金）  8 ヶ月間 

 

■ 招へい人数 35 か国（地域）・計 39 名

（外交官 29 名、公務員 10 名）  

参加者は次頁以降一覧の通り、 

 

（写真は、昨年度参加者） 

■ 主な訪問先（予定）： 

首都圏：外務省、財務省、農林水産省、防衛省防衛研究所、国会議員との面談、国際協

力機構（ＪＩＣＡ）、在京各国大使館、東芝科学館など 

関西圏：京都：京都市役所、立命館大学、大阪府内小学校・高校、大阪大学大学院国際

公共政策研究科（OSIPP)、国立民族学博物館、日本赤十字社大阪府支部（大阪赤十字

病院）、国立文楽劇場、三菱重工業株式会社高砂製作所、関西国際空港株式会社、人と

防災未来センターなど 

 

※ 2013 年 10 月 2 日（水）～3 日（木）に東京での研修を予定しています。ご取材を希望の

報道機関は、お問い合わせください。 

 

お問い合わせ： 国際交流基金 関西国際センター 村田、前  

電話：０７２－４９０－２６０１ FAX：０７２－４９０－２８０１ 
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国際交流基金 平成 25（2013）年度 専門日本語研修（外交官・公務員） 

参加者一覧 

＜外交官 29 名＞ 

No. 国名 所属機関 地位・職名 

1 カンボジア 外務国際協力省 
ASEAN 局 ASEAN+3・東アジアサミット

部職員 

2 タイ 外務省 タイ国際開発協力機構（TICA）職員 

3 ラオス 外務省 儀典局職員 

4 ネパール 外務省 旅券担当事務官 

5 パキスタン 外務省 職員 

6 フィジー 外務・国際協力省 儀典担当官 

7 ハイチ 外務省 
国際機関局多国間条約課 IAEA(国

際原子力機関）担当二等書記官 

8 パナマ 外務省 三等書記官 

9 コロンビア 外務省 領域主権・国境開発課二等書記官 

10 チリ 外務省 人権局三等書記官 

11 グルジア 外務省 領事局職員 

12 タジキスタン 外務省 総務情報・外交通信局職員 

13 リトアニア 外務省 領事局在外市民領事支援課事務官 

14 パレスチナ 外務庁 職員 

15 エジプト 外務省 管理職員 

16 南スーダン 外務国際協力省 多国間協力局二等書記官 

17 アンゴラ 外務省 アジア太平洋州局職員 

18 ウガンダ 外務省 儀典局三等書記官 

19 ガボン 外務省 外交政策総局参事官 

20 カメルーン 外務省 アジア・OIC 局アジア課上級事務官 

21 ギニア 外務省 法務・領事局事務官 

22 コンゴ共和国 外務省 米・アジア・欧州局事務官 

23 タンザニア 外務国際協力省 二等書記官 
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国際交流基金 平成 25（2013）年度 専門日本語研修（外交官・公務員） 

参加者一覧 
 

＜外交官 29 名＞ 

24 ブルキナファソ 外務･域内協力省 二国間協力課職員 

25 ベナン 外務省 
ベナン外務・アフリカ統合･仏語圏・在

外ベナン人省翻訳・通訳者 

26 ボツワナ 外務国際協力省 職員 

27 マラウイ 外務省 政務局担当事務官 

28 モーリタニア 外務・協力省 外交団統括課長 

29 リベリア 外務省 欧州局リサーチアシスタント 

 

 

＜公務員 10 名＞ 

  国名 所属機関 地位・職名 

1 モンゴル 鉱業省 対外協力課事務官 

2 カンボジア 閣僚評議会 大学承認委員会職員 

3 ベトナム 商工省 アジア大洋州局職員 

4 ベトナム 国際青年協力開発センター 職員 

5 ラオス ラオス計画投資省 アジア太平洋局職員 

6 モルディブ モルディブ国立大学 職員 

7 ミクロネシア ポンペイ環境保護庁 環境局検査官 

8 ハイチ 計画・対外協力省 計画局職員 

9 ホンジュラス 外務省 対外政策局国際協力課調整官 

10 イエメン 計画・国際協力省 
アジア・オーストラリア局日本・中国係

長 

 

 

お問い合わせ： 国際交流基金 関西国際センター 村田、前  

電話：０７２－４９０－２６０１ FAX：０７２－４９０－２８０１ 
 


