
  

  

国際機関・国際的企業を目指す方向けの 

キャリア構築入門講座 
―Career Preparation for Global Professionals― 

 国際的キャリアを身につけ、世界へはばたけ！！  

講師紹介 

詳しくはＴＡＣ動画チャンネルを視聴！  ＞＞＞ www.tac-school.co.jp/tacchannel.html 

公務員（外交官〈外務専門職〉） 

をクリック 

↓ 

キャリア構築入門ガイダンスを 

ご覧ください 

Dylan Scudder（スカダー ディラン） 
国際コーチ及びトレーナー 
紛争と平和学の創始者 ヨハン・ガルトゥング博士に師事。 

２０００年 オーストリア ヨーロピアン ユニバーシティ センターにて 平和及び紛争解決研究の修

士号取得。その後、国連 ジュネーブ本部にて、国連スタッフ海外赴任前トレーニングに

従事。ユニセフのプライベートセクターディビジョンのリサーチプロジェクトに携わる。

2007年から東京大学大学院 人間の安全保障プログラムにて博士課程論文執筆中。 

２００８年 企業や国際機関向けにコーチングやトレーニングを行うマイルストーン株式会社を設

立。主なクライアントはグローバル日系企業や外資系企業、日本の各種国際機関。 

シミュレーションを基にしたトレーニング方法を開発し、コーチングやトレーニングを行っ

ている。 

２０１５年 日本科学技術振興会 主催のノーベル賞受賞者と学生とのトレーニングイベントのファ

シリテーターを行う。 

２０１６年 新たな分野、ダイバシティについてのトレーニングをアジア在住の外資系企業でファシリ

テーターを行っている。 

協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島平和構築人材育成センターは、平和構築分野の人材育成、調査・

研究事業などを実施するために、平成23年度に設立された一般社団法

人です。外務省の委託を受け、平和構築・開発におけるグローバル人材

育成事業を実施しています。 

広島平和構築 

人材育成センター 

●対象者 

・将来、国際機関で働きたいと考えている大学生、大学院生、社会人。 

・企業（とくに外資系企業や国際的な企業）で働く上での問題解決スキルを身につけたい方。 

・留学を考えており、語学を使った仕事がしたい方。 

～ＨＰＣ推薦～ 

国際機関や外資系企業で活躍するためには、プロの国際人が基本としてい

る発想法や方法論を身に着けることがまず必須です。今回の入門講座で

TAC さんが提供する、リーダーシップ、問題解決、人的管理術などは、日本

人が特に弱点としているテーマばかりです。TAC さんの講座は、国際的に活

躍するための必須アイテムを、英語でコンパクトに入門レベルで学べる非常

に有益なものです。多くの人たちが、この講座からプロの国際人として飛躍し

ていくことでしょう。 



☑本講座の特徴（講義は英語で実施します。ただし、日本人のアシスタントもついておりますのでご安心ください。） 

 民間企業と公共機関のどちらにも必要な基本スキルを学ぶことができる。 

 将来の進路の可能性を広げ、キャリア形成をスタートさせる。 
 

① 事例を基に様々な問題を解決するためのアプローチの仕方（とくにロジカルシンキング・スキル及びリスク・マネジメント・ツ

ール）を学ぶことができます。 

② 将来、国際公務員として働くために必要なスキルとは何かを指導し、さらに国際機関への応募の仕方及び応募するための書類（カ

バーレター等）対策を実施します。カバーレターは添削もいたします。 

※本講座は国際機関受験対策用ではなく、あくまで国際機関で必要なスキルとは何かを指導する講座です。 

※カバーレターとは英文履歴書に添付する書類のことで、志望動機や自己 PRなど、職歴以外のアピールポイントはここに記載

します。採用担当者が一番に目を通すものなので、非常に重要な書類と言えます。「履歴書を見てみよう」と思ってもらうた

めにも、カバーレターで効果的に自己アピールをすることが必要です。 

以上から、国際機関及び国際的な企業で活躍するために必要なスキルを学ぶことができます。 

 

●英語のレベルについて 

本講座は「英語」で実施します（受講者からの発言は日本語でも結構

です）。求められる英語のレベルは TOEIC®TEST400点程度、英検３級程

度です。 

「ＴＡＣ動画チャンネル(www.tac-school.co.jp/tacchannel.html)」

の「外務専門職講座」の中から、「キャリア構築入門講座ガイダンス」

をご視聴していただければ英語のレベルが分かりますので、必ずガイ

ダンスをご視聴してからお申込みください。►►► 

 

 

 
 

☑本講座の基礎スキルが生かせる職業 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●国際公務員とは？ 

国際連合及びその専門機関等の国際機関の事務局に勤める職員のこと。国際公務員には、出身国等の特定の国家の利益のためでは

なく、所属する国際機関及び国際社会の共通の利益のために、中立の立場で働くことが求められます。 

●採用試験 

（１）国際連合及びその専門機関をはじめとする多数の国際機関は、「United Nations Common System」という服務規律、採用手続、

給与制度等についての共通制度を採用しており、この制度に従って、採用が行われ、職員の処遇が定められます。 
 

（２）国際機関においては、ポストに空席ができた際に、空席公告によって後任者を公募することが一般的なため、応募者には経

験と実務能力が必要とされます。応募資格は各機関・各役職で定められますが、一般に以下の要件を満たすことが求められ、

採用は、通常、書面審査及び面接によって行われます。 
 

語 学： 英語またはフランス語で職務を行えること 

専 門 性： 学位取得分野での実務経験等を有すること 

学 位： 修士号以上の学位を有すること 

職 務 経 験： 応募するポストと関連する、ある程度の職務経験を有すること。ポストによって異なりますが、一番低い 

レベルのポストでも 2年以上の経験が求められます。 

※国際機関によっては、インターンシップを経験し、そのインターンシップでの活動で一定の評価を得れば、そのまま正規職員とし 

て採用されるケースもあります。 

国際公務員（国連関係、ＯＥＣＤ等） 

国際的な企業及び企業の渉外部門 

リスクマネジメントの専門家 

公務員国家総合職 

外務省専門職員 

本
講
座
受
講
後 

ＮＰＯ（非営利組織）／ＮＧＯ（非政府組織） 

国
際
的
企
業 

国

際

機

関 



カリキュラム一覧（全４回、実施校舎：ＴＡＣ八重洲校・梅田校） 

 

回数 
宿題 

(事前にやっておいたほうが望ましいこと) 

 

講義内容 
 

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ(

Ｃ
・
Ｓ)

編 

第１回 

Career goal & purpose for joining the course:  
 Prepare brief self-introduction. Explain your career goal 
(“dream job”) and why you chose this course. 
 

●将来のビジョン及び本講座に参加する目的 
※自己紹介の準備とあなたのキャリアビジョンと、どうして本講

座を選んだのか説明できるようにしておいてください。 

Global Leadership: Case 
of UNIQLO & UNHCR, 
Nepal 
 
国際的なリーダーシップと

は？ 

ネパールにおける「ユニクロ」

と「国連難民高等弁務官事務

所」のケースから考える。 

第２回 

Finish book 1, Crisis in Japan: 
Book１を読んで以下のことを考えておいてください。 

●日本の危機 

災害マネジメントについて学びます。小売業を営む全国展開企業

であるブライター・ブランド・ジャパン社にアドバイスを行うこ

とで、ロジカル・シンキングスキル及び長期的な戦略と短期的な

戦術の区別の方法を学ぶことができます。 

Part 1:Crisis Management（危機管理） 
Part 2:Project Planning（プロジェクト立案） 

Part 3:Logical Thinking（論理的思考） 

Problem-Solving: Case of 
Natural Disaster in Japan 
 
問題発生から解決までの流れ 

最近多発している日本の自然

災害のケースから考える。 

 

第３回 

Finish book 2, Conflict Minerals in the DRC: 
Book２を読んで以下のことを考えておいてください。 

●コンゴ民主共和国における紛争鉱物 

コンゴ民主共和国において、世界最大の家電メーカーの一つであ

るスピーディ・デバイス社にアドバイスを行います。利益追求、

児童労働、紛争状態におけるビジネスの役割に関連する複雑な問

題をクライアントが解決することを助けるなかで、一連のリス

ク・マネジメント・ツールについて学ぶことができます。 

Part 1:Situation Assessment（状況判断） 
Part 2:Cost-Benefit Analysis（費用便益分析） 

Part 3:Brainstorming Basics（ブレインストーミングの基礎）  

※ブレインストーミングとは会議などで各人が自由に考えを出し

合って問題を解決したり、アイディアを生み出したりする創造

能力開発法 

Stakeholder 
Management: 
Global Supply Chain 
Issues  
 
利害関係者との良好な関係を

築くための経営管理 

世界的供給網問題から考える。 

カ
バ
ー
レ
タ
ー
編 

第４回 

Study techniques for successful cover letters: 
成功するカバーレターの書き方を学びます。 

1) Read “Writing Effective Cover Letters” 
2) Participants write their own cover letter 
1）“Writing Effective Cover Letters”を読んで、2）自分自身のカバー

レターを書いてみてください。 

Matching Job Hunters 
with Their Target Jobs:  
 
自分が目指す職種と求職をマ

ッチさせる訓練 

 

使用テキスト（お申込みご確認後、発送いたします） 
「Global Dilemmas」 

 Book１：Crisis in Japan 

Book２：Conflict Minerals in the DRC 
「グローバル・ジレンマ（Global Dilemmas）」は、特にビジネスについて学びたい英語ノン・ネイティブスピーカー向け

に書かれた読者に読みやすいシリーズです。集中的な読書戦略と広範囲な読書戦略を併せて、ビジネスの知識や英語の能

力を磨く包括的なアプローチを提供するものです。本リーダーは読者に緊急の決定を必要とする深刻な状況についての事

例研究にもとづき、現実のビジネスにおける問題に焦点を当てます。読者はこれらのシナリオから、「勉強」していると意

識することなく、豊富なビジネス・ツール、新しい語彙、便利な文法などを学ぶことができます。グローバル・ジレンマ

は難易度を少しずつ上げながら、ビジネスについて英語による体系的な学びを提供します。このアプローチは基本的に、

自身の学びと現実の世界との関連性を理解するときに、読者は課題に対して効果的に取り組むことが可能であるという考

え方にも基づいています。 

http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E4%BC%9A%E8%AD%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%90%84%E4%BA%BA
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%87%BA%E3%81%97
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%87%BA%E3%81%97
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%90%88%E3%81%A3%E3%81%A6
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%90%88%E3%81%A3%E3%81%A6
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%8A
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%94%9F%E3%81%BF
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%94%9F%E3%81%BF
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%99%E3%82%8B
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%99%E3%82%8B
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%83%BD%E5%8A%9B%E9%96%8B%E7%99%BA
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%83%BD%E5%8A%9B%E9%96%8B%E7%99%BA


日程一覧（全４回、実施校舎：ＴＡＣ八重洲校・梅田校） 

＜ ○朝  10：00～13：00 ／ ○昼  14：00～17：00 ／ ○夜  17：30～20：30 ＞ 

八重洲校  梅田校 

第1回 2017/2/4 (土) ○昼  第3回 2017/2/18 (土) ○昼  第1回 2017/2/11 (土) ○夜  第3回 2017/2/25 (土) ○夜  

第2回 2017/2/5 (日) ○朝  第4回 2017/2/19 (日) ○朝  第2回 2017/2/12 (日) ○朝  第4回 2017/2/26 (日) ○朝  

 

 
※個別ＤＶＤ講座、各種通信講座、ＤＶＤフォロー、Ｗｅｂフォロー、 

音声ＤＬフォローはございません。 

※都合により日程が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

※実施教室は、実施日当日の「今日のＴＡＣ」でご確認ください。 

※当講座のお申込みには各種割引制度は適用されません。 
 

 
 

 

 

 

 

 

受講料（税込・入会金不要）※お申込みは e 受付のみです。    

講座名 講座コード１４ 開講校舎 クラスＮｏ． コースＮｏ． 通常受講料 

キャリア構築入門講座 

（第１回～第４回） 

八重洲校 Ｆ１ 
174-701 ￥50,000 

梅田校 ６１ 

キャリア構築入門講座 

ケーススタディ(Ｃ．Ｓ)のみコース 

(第１回～第３回） 

八重洲校 Ｆ１ 
174-702 ￥30,000 

梅田校 ６１ 

受講料にはテキスト代・消費税が含まれます 

※当講座は入会金が免除です。 

※上記受講料は全て消費税 8％で計算しています（平成 28 年 10 月 1 日現在）。今後の消費税率の変更等により受講料が変わる可能性がありますので予

めご了承ください。 

※ＴＡＣ各校窓口・大学生協・取扱書店ではお申込みいただけません。ｅ受付にてお申込みください。 

 

お申込み方法や講座内容に関するご相談は 

ＴＡＣ・Ｗセミナー 

公務員講座 

0120-555-962 
受付時間 

9:30～18：00(土日祝を除く) 

kokusaikikan@tac-school.co.jp 
  

146-0202-1002-19 

 

申込締切日：２０１７年１月２６日（木） 


