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1.1 FAOの職種-分類と等級 (CATEGORY AND GRADE)

ディレクター以上 - D-1, D-2, ADG, DDG 

(Director-level)

プロフェッショナル - P-1 to P-5      

(Professional)

ジェネラル・サービス - G-1 to G-7    

(General Service)



1.2 プロフェッショナル職（Professional)

1. 世界中から雇用

（Hired internationally)

2. リーダーシップと高度な専門性が必要なポスト

（Posts requiring leadership and significant technical expertise）

3. 女性やノンレプリゼンテーション、アンダーレプリゼンテーションの

加盟国からの応募を歓迎

(Welcoming applications from women and individuals from Non-

and Under-Represented Member Countries）



1.3 最低必要条件 (MINIMUM REQUIREMENTS)

1. 学歴 (Academic Qualifications)

• 原則大学院以上（Advanced University Degree）、職歴の期間と関連性によって、
大学院相当とみなす場合もあり

• 大学卒(University Degree)だけの場合もある

2. 公用語 (Official Languages)

• 2016年のFAO公募ポストの大半は、英語、フランス語、スペイン語のいずれかがWorking knowledge

• 上記以外の国連公用語のうち１ヶ国語（英語、フランス語、スペイン語、ロシア語, アラビア語）の
Limited knowledge

3. 職務経験 (Working Experience)

• 期間 (length) : P-2 (3年)、P-3 (5年)、P-4 (7年)、P-5 (10年）

• 関連性 (relevance)

（For Professional) 



1.4 選考評価基準
（Candidates will be assessed against the following）

1. 最低必要条件 (Minimum Requirements ）

Academic Qualifications, Official Languages, Working Experience

2. 職務に必要な技能 (Technical/Functional Skills）

Skills Required for Each Vacant Post

3. 適格性（Competencies）

Results Focus, Team Work, Communication, Building Effective 
Relationships, Knowledge Sharing and Continuous Improvement

（For Professional) 



1.５ 求人状況

グレード別

Grade
Required

experience

Vacancy 

Post

P1 1 year 2

P2 3 years 2

P3 5 years 4

P4 7 years 12

P5 10 years 12

2017年の求人状況



2017年の求人状況



2018年の求人状況
グレード別

Grade
Required

experience

Vacancy 

Post

P1 1 year 0

P2 3 years 3

P3 5 years 26

P4 7 years 27

P5 10 years 14



10

2018年の求人状況



2.1 FAOでのキャリア構築機会（若者向け）
Career opportunities with FAO for the youth

• Internship

• FAO Volunteer, UN Volunteer, UN Youth Volunteer (Student)

• Associate or Junior Professional Officer (APO/JPO)

• Fellow

• Junior Consultant



2.2 FAO インターンシップ・プログラム (Internship Programme)



応募のヒント
(Tips on the Application and Selection Process)

a. DON’Ts
 間違った憶測

(Make usually wrong assumptions)
 誰を採用するかわかっている

(They know who they want to take)

 推薦状や政治的なサポートが必要だ

(I need a letter of recommendation or political support)

 求められていないのに応募する

(Send unsolicited applications)

 ありきたりの履歴書を送る

(Submit standard CVs)



b. DOs
 如何にポストが必要としている条件を満たしているかを示す

(Show how you meet the requirements of the post)

 応募書類のすべての項目を埋めるー国籍はすべて記載

(Fill in the application in all its parts - indicate all 
nationalities)

 応募書類を正確に仕上げる

(Complete the application  accurately)

 応募期限を守る

(Respect the application deadline)



1) 謙虚 (Modesty）すぎる – blow your horn

2) 根気 (Perseverance） – keep applying, 

keep trying, hang in there…

3) 自信 (Self-confidence）at the interview

4) First Contract – 2 Years

日本人特有の課題



石の上にも三年
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2.3 FAOへのAPO/JPO派遣事業のスポンサー

•Belgium

•Denmark

•Finland

•France

•Germany

•Italy

•Japan
•Norway

•Saudi Arabia

•Singapore

•Spain, AECID

•Switzerland

•Sweden

•The Netherlands

•The Republic of Korea

•United States

http://www.fao.org/employment/become-fao-

staff/associate-professional-officers/en/

http://www.fao.org/employment/become-fao-staff/associate-professional-officers/en/


３．半分日本人のボリコ “HALF”-JAPANESE BOLIKO

 留学先の決定ー 奨学金の必要性 Where to study? Need of Scholarship

米国(１９人) USA

日本 (３人) Japan

 米国: 魅力的、英語も素敵、グリーンカード、国籍、ｱﾒﾘｶﾝ･ﾄﾞﾘｰﾑ

USA: Attractive, English, Green Card, Nationality, American dreams

-> 当然行くべき “You should go.”

 日本: 良く分からない。。言葉、文化、大学

Japan: Not quite sure.. Language, culture, universities..

-> 行かないほうが良い “”You should NOT go.”

 周りの影響、圧力: 家族、友達、先輩、指導教官等

External influences and pressure: Family, friends, seniors, supervisors..

？？？



何故日本へ留学を決めたか？WHY DID I DECIDE TO STUDY IN JAPAN?

 研究テーマ Research theme

人材育成･人的資源管理と経済社会開発
Human Resource Development & Economic and Social Development

 どこでこのような研究をすれば一番良いのか
Where and what would be the best for my study?

 比較点 ザイールと日本 Zaire vs Japan
 ザイールは天然資源に恵まれ、リッチな国 Zaire is rich in natural resources

 日本はほとんど天然資源が無い Japan has very little natural resources

-> 水も土地もコンゴの方が豊かである Zaire is richer in water and land

疑問：どうしてザイールは貧しくて、日本がこのような経済社会発展を成し遂げたか？

Why is Zaire poor and why was Japan successful for economic and social development?

人材育成･人的資源管理
Human Resource Development & Human Resources Management 



日本と他の先進国 Japan and other developed countries

アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、ベルギー等

USA, UK, France, Canada or Belgium etc. 

－ 天然資源が有るか、他の国から奪う。

Either being rich in natural resources or having robbed them from other countries

日本
Japan

－ 特に人材育成に十分に投資し、有意義な人的資源管理を行い、経済
社会発展を達成。

Invested in human resource development and managed human resources 

effectively and then achieved economic and social development

当然日本へ行くべきだ！ I must go to Japan!



ご清聴ありがとうございました

To follow up…
Website

FAOLOJ: http://www.fao.org/japan/en/

FAO: http://www.fao.org/home/en/

Twitter

FAOLOJ: @FAOJapan

FAO: @FAO


