
➋いつ頃、国際機関で働こうと思
いましたか？

私は元々救命救急医で、国際
救急のトレーニングをアメリカの
ハーバード大学で受けました。

そして、NGO(Non governmental 
organization) のIRC(International 
Rescue committee) を通してシリ
ア難民の支援に行き、その現場
経験をしたことがきっかけです。

特に、ユニセフは現場力と起動
力が素晴らしいことに魅力を感じ
ました。
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NY発

「小池絵未の国際機関探訪」
の第二弾は日本人の皆さんが
よく知っているユニセフ本部に
行ってきました！

皆さんはユニセフの名前はよ
く知っていると思いますが、中
で働いている人がどんな人で、
どんな仕事をしているのかあま
り知らないと思います。今回は
有井麻矢さんを訪ねました。

◆今回訪問した国際機関

国連児童基金

◆お話を聞いた方

有井麻矢さん

国連児童基金（UNICEF）
緊急プログラム事務局

人道支援課

保健・人道政策官（JPO）
（※）本年7月取材時点。

２つ目は、ジカ熱やエボラ
などの保健危機への対応で
す。世界中の情報を分析し
て、専門知識をまとめていま
す。

シリア、イラク、中東、アマ
ン（ヨルダン）でユニセフス
タッフを集めてワークショップ
を開催する活動もしており、
１年の３分の１は海外の現
場にいます。

そして、それらの情報を学
校の教育カリキュラムにどう
入れるかということを考案し、
ガイダンスもつくっています。

➊今の仕事について詳しく教
えてください。

１つは、児童支援政策と
子供の６つの人権侵害の監
視を行っています。現場のス
タッフと連絡を取りながら、情
報をレポートにし、安全保障
理事会に提出しています。
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➍どのような方法で国際機関
に入りましたか？

まずJPOについて、ハー
バード大学で色んな国の人か
ら話を聞く機会があり、ガイダ
ンスに行って詳しく知りました。

JPOのプログラムに応募し
たのが、ハーバードでトレーニ
ングをしていた時です。

第一志望がユニセフOFFICE 
OF EMERGENCY PROGRAMME
でした。

➌学生時代はどのような勉強
をしましたか？

小学校３、４年はテネシー州
メンフィス、小学校６年生から
８年生はコネチカットで育ち、
ニューヨーク ウエストチェス
ターの寮生活を経て、日本の
慶應義塾大学医学部へ進学
しました。

臨床医の２年間を終え、イ
エール大学の大学病院に救
急研修医として勤務。

その後、ボストンのハー
バード大学に２年、そして、慶
応の大学病院に助教授として、
８ヶ月働きました。現在はユ
ニセフ２年目です。

➎今後のキャリアについてど
のようにお考えですか？

現場にもう一度戻って、児童
支援の経験を生かしたいです
ね。

また、日本で国際児童支援
と国際保険のキャパシティー
強化に関する業務に就きたい
という思いもあります。

➏国際機関を目指している方
にメッセージをお願いしま
す！

私は、救急現場で家庭や教
育、経済状況や安全面を含め
た生活環境がいかに人の健
康に影響を及ぼすのかという
ことを見てきましたが、災害や
危機時にはこういったことが
より顕著になります。

そうした経験を活かし、特に
最も弱い立場にある被災者の
声を聞き取り、できるだけ現
場のプログラムを本部で携わ
る政策に反映させるように努
力しています。

皆さんに伝えたいことは、国
際機関に入りたいのではなく
て、自分が何をやりたいかと
いうことをまず考えて欲しいで
す。 それを知るために、自分
のコンフォートゾーンから１年
外に出て、学生のうちに色ん
な国に行って、言語を取得す
ることが大事です。

そして、適応能力を身につ
けて下さい。国や人種もそう
ですが、普段から自分の興味、
専門や職種以外に広く視野を
向けて、是非色んな人と触れ
合って下さい。

私は、救急医時代、普段絶
対に接触する機会の無い、
様々な人と触れ合い、それを
通して多くを学ぶことによって、
自分の中のツールボックスを
増やしてきました。



海外大学院への給付型（返済不要）奨学金
※ここに掲載している情報は2016年8月現在のものです。最新の情報については、それぞれの団体の

HPなどで確認願います。

奨学金名
日本/世銀
共同大学院
奨学金制度

海外留学
支援制度

（大学院学
位取得型）

日本財団
国際ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ

国際ﾛｰﾀﾘｰ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補
助金

FASID奨学金
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（参考）

官民協働留学支
援制度

ﾄﾋﾞﾀﾃ!留学JAPAN
日本代表ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

実施団体名 日本政府/世銀 日本学生支援
機構（JASSO） 日本財団

ロータリー日本
財団

国際開発機構
（FASID）

日本学生支援機構
（JASSO）

団体種別 政府/国際機関 独立行政法人 公益財団法人 公益財団法人 一般財団法人 独立行政法人

採用人数 情報なし
76名
（2015年度）

8名
（2014年度） 若干名

3名
（2014年度）

500名
（2016年度前期）

奨学金額 詳細不明

・月額：8.9～
14.8万円
・授業料：250
万円（上限）

総額不明。但し、以
下が支給される。
・授業料（上限あり）
・往復渡航費
・住居費（上限あり）
・生活費（定額）
・図書費（定額）
・保険料

年額3万米㌦以
上

年額上限
200万円

・月額：12～20万円
・留学準備金：10～20万
円
・授業料：30万円（上限）

期間
修士号が終了す
るまで。

修士の場合：2
年間
博士の場合：3
年間

2年間 1～4年間 1年間 最大24ヶ月

年齢制限 45歳以下

修士の場合：
35歳未満
博士の場合：
40歳未満

25～40歳 制限なし 制限なし 30歳以下

応募締切
～3/20
（2016年度）

～11/12
（2016年度）

～7/15
（2016年度） 随時

～2/8
（2016年度） 年2回募集

詳細はこち
ら→

世界銀行
http://web.world
bank.org/WBSITE
/EXTERNAL/WBI/
EXTWBISFP/EXTJJ
WBGSP/0,,conte
ntMDK:21597888
~menuPK:45272
37~pagePK:6416
8445~piPK:64168
309~theSitePK:5
51644,00.html

JASSO
http://www.ja
sso.go.jp/ryuga
ku/tantosha/st
udy_a/long_te
rm_h/

日本財団
http://intl-fellow.jp/

ロータリー
日本財団 HP
http://piif-
rfj.org/scholarshi
p.html

FASID
http://www.fasid
.or.jp/activities/3
_index_detail.sht
ml

トビタテ！
http://www.tobitate.me
xt.go.jp/

備考

留学先は世
銀が指定す
る中から選択
する必要あり。

グローバル
補助金以外
にも、地区ご
との奨学金あ
り。

日本の大学、大学
院等に在籍してい
る者が対象。

その他の奨学金については、（独）日本学生支援機構（JASSO）が運営する「海外留学支援サイト」に掲載されている
「海外留学奨学金パンフレット」をご覧ください。→http://ryugaku.jasso.go.jp/publication/pamphlet/

＜お知らせ＞

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTJJWBGSP/0%2C%2CcontentMDK:21597888%7EmenuPK:4527237%7EpagePK:64168445%7EpiPK:64168309%7EtheSitePK:551644%2C00.html
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/tantosha/study_a/long_term_h/
http://intl-fellow.jp/
http://piif-rfj.org/scholarship.html
http://www.fasid.or.jp/activities/3_index_detail.shtml
http://www.tobitate.mext.go.jp/
http://ryugaku.jasso.go.jp/publication/pamphlet/
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外務省 国際機関人事センター

jinji-center@mofa.go.jp / 03-5501-8238

http://www.mofa-irc.go.jp

https://www.facebook.com/MOFA.jinji.center

外務省 国際機関人事センター

jinji-center@mofa.go.jp / 03-5501-8238

http://www.mofa-irc.go.jp

https://www.facebook.com/MOFA.jinji.center

小池絵未（Emi Koike）

1983年11月7日生まれ。東京都
渋谷区出身。

高校から競技チアを開始し、3
年連続で日本選手権大会第3位。
米国ウェスタン・ケンタッキー大

学に進学。大学のチアダンス

チームに所属し、2005年全米大
学チア・アンド・ダンス選手権で

優勝。

その後、NHLナッシュビル・プレ
デターズ、アトランタ・ホークス、

NHLアトランタ・スラッシャーズの
ダンスチームのメンバーとして活

躍。2011年からはNFLのチア
リーダーとしてニューヨーク・

ジェッツで活躍。

NFL、NBA、NHLの米国3大ス
ポーツリーグでチアリーダーに選

出されるのは、日本人としては史

上初。2013年チアリーダーを引
退し、日本テレビ NFL倶楽部の
現地リポーターとして活動中。

ニューヨーク在住現地スポーツリ

ポーターとして、NFLだけでなく、
NBA、MLBの取材にも携わって
いる。

➐今回の取材を振り返って。感じ
たこと。

この今も、各地で紛争、テロ、自
然災害が起こっている現実を考
えると、危機対応という有井さん
の仕事は、とても重要なお仕事で
あると感じました。

取材をしていて、忙しさと緊張
感がひしひしと伝わってきたこと
に加え、ユニセフにはそのような
業務に携わる日本人が６９人も
いることを聞き、とても驚きました。

日本は、いろんな意味で環境が
整った良い国であると思います。
しかし、海外の地で様々な経験を
し、学べるチャンスはそう多くはな
いでしょう。私も、若いころに海外
に行きましたが、今ではその経験
をいろんなところで生かすことが
でき、本当に良かったと思ってい
ます。

今回のレポートをきっかけに、
学生の方や若い方がどんどん世
界へ飛び出し、有井さんのように
世界平和に貢献できるお仕事に
携われると嬉しいです。
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＜お知らせ＞
外務省の委託で（一社）広島平和構築
人材育成センター（HPC）が実施する「平
和構築・開発におけるグローバル人材育
成事業」のエントリーレベル向け「プライマ
リー・コース」の募集が開始されました（応

募〆切：9月30日（金）まで）。

「プライマリー・コース」は、将来、平和構
築・開発分野でのキャリアを構築しようと
お考えの方を対象に、6週間の国内研修
と、国際機関の現地事務所等で1年間の
海外実務研修の機会を提供するコースで
す。

【研修期間】

＜国内研修＞：2017年1月13日（金）～2
月24日（金）（約6週間）

＜海外実務研修＞：2017年3月以降（1年
間）

【研修場所】

＜国内研修＞：東京都内及び広島市内
研修施設等

＜海外実務研修＞：UNV（国連ボランティ
ア計画）を通じて調整し、研修先を選定。

【参加費】303,750円

応募条件、応募方法、問い合わせ等の
詳細は、以下のURLを参照ください。

http://www.peacebuilderscenter.jp/cours
es/index.cfm

http://www.mofa-irc.go.jp/
https://www.facebook.com/MOFA.jinji.center
http://www.peacebuilderscenter.jp/courses/index.cfm
http://www.peacebuilderscenter.jp/courses/index.cfm

