日時：

7 月 23 日（火） 3 限(12:25-14:00)

講師：

●一般社団法人海外コンサルタンツ協会（ECFA）
●独立行政法人国際協力機構（JICA） 国際協力人材部 人材養成課

対象：
場所：

全回生
H201

言語：

日本語

定員：

50

「開発コンサルタント」という仕事を知っていますか？

内容：

「開発コンサルタント」は、世界中の開発途上国で、ODA（政府開発援助）や民間投資プロ
ジェクトの最前線で、技術力・専門性を活かしたコンサルティング業務を行っています。
あまり知られていませんが、国際協力機構（JICA）が開発課題を解決するために行って
いるプロジェクトの多くを開発コンサルタントが実施しています。
当日は、開発コンサルティング業界の概要やその業務、働き方、キャリアパスについて紹
介があるほか、国際キャリア総合情報サイト「PARTNER」を運営しているJICAより国際協
力業界で働くためのヒントもお話いただきます。

服装：

カジュアル

申込方法：

① Campusmate Web より「オンキャンパス・リクルーティング等イベント情報検索」をクリックする。
② 条件を入力し参加を希望するイベント情報を検索。
③ イベント情報を選択し「参加申込」をクリックする。
※申込みが完了すると申込みをしたイベント情報が赤く表示されます。

申込締切：

7 月 22 日（月） 11：00
・締切日以前でも定員になり次第、申込を締切りますので注意してください。
・締切以降は申し込みができません。

◆ 進路希望・求職登録 未登録の方へ ◆
キャリア・オフィス主催のイベントは「進路希望・求職登録」完了後、参加できます。
右記 URL より、まずは登録を行ってください。https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do
又は、[キャンパスターミナル]→[Campusmate Web]→[進路希望・求職登録]で登録できます。
※この「進路希望・求職登録」は何度でも更新することができます。
注意事項：
①当日は時間に遅れないように集合してください。
②出欠確認の為、学生証をカードリーダに通してもらいます。必ず持参してください。
③申込期間中のキャンセルはキャンパスメイトの各イベント画面の「参加取消」をクリックしてください。
【お問い合わせ先（キャリア･オフィス）】TEL：0977-78-1128 E-mail：career2@apu.ac.jp
主催者：キャリア・オフィス

Date and Time:
Facilitator:
Eligibility:
Venue:

July 23rd (Tuesday) 3rd Period (12:25-14:00)
● Engineering and Consulting Firms Association (ECFA)
● Japan International Cooperation Agency (JICA)
All students
H201
Language:
Japanese
Do you know what the work of a "development consultant" entails?

Capacity:

50

"Development consultants" are highly specialized professionals who provide consulting
services that utilize technological expertise and specialized knowledge at the forefront of
Official Development Assistance (ODA), private investment projects, etc. of developing
countries.
Content:

Attire:

Registration:

Deadline:

It is not well known, but the Japan International Cooperation Agency (JICA) often utilize the
services of development consultants for projects related to solving problems in regards to
development.
Therefore, on the day of the event, besides going over the industry of development
consulting as a whole and its work, career path, etc., a representative from JICA, who runs
the information site for international careers "PARTNER," will also be sharing hints and
advice on how to build a career in international cooperation.
Casual
Apply through Campusmate Web
① Click On-Campus Recruiting and Other Event Search in Campusmate Web.
② Input the details of the event you wish to participate and click search.
③ Select the event you wish to participate and click register.
※Any event that you have registered for will be highlighted in red.
July 22nd, 2019 (Mon) at 11:00
Application will be closed once the number of applicants has reached the limit.
Registration after the deadline will not be permitted.

◆ For those who have not yet completed their ‘Desired Employment and Career Path Registration’ (DECPR) ◆
It takes only 1 minute!!!
ONLY students who have completed their ‘Desired Employment and Career Path Registration’ are eligible to apply for the
events held by the Career Office.
‘Desired Employment and Career Path Registration’ can be found through the following link:
https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do
or through these steps : Campus Terminal Campusmate Web ‘Desired Employment and Career Path Registration’
※ You can update DECPR multiple times so please update your registration if your career path ever changes.
Notes of Caution:
(1) Please arrive on time.
(2) In order to take attendance, we request that you tap your student ID card on a card reader when you arrive. Be sure to keep your
student ID card on you at all times.
(3) During the registration period, you are able to cancel any of your registered events by clicking on the “cancel” button.
【Career Office】 TEL：0977-78-1128 E-mail：career2@apu.ac.jp
Main Organizer: APU Career Office

