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◆ 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。 

 
＜お願い＞ 

①当日はインターネット環境の安定した場所からすることを推奨します。また、開始時間に遅れないように注意してください。 

②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。 

③Zoom の利用については、アカデミック・オフィス WEB サイトを参照してください( http://www.apu.ac.jp/academic/page/content0327.html/ ）。 

 

【お問い合わせ先（APU キャリア･オフィス）】TEL：0977-78-1128  

日時： 11 月 4 日（水） 5 限（16:05-17:40） 

講演者： 

・外務省総合外交政策局 国際機関人事センター 課長補佐 中野美智子さん 

・APU 卒業生 篠原 辰治さん 

（国際連合児童基金(UNICEF)バングラデシュ事務所 フィールドサービス 緊急支援担当官） 

対象： 全学生  

言語： 日本語 

内容： 

外務省国際機関人事センター( https://www.mofa-irc.go.jp/ )による講演会です。 

国際機関等での勤務を目指す方が知っておくべき情報が満載です。  

・国際機関の職種 

・求められる能力・資格 

・国際公務員になるための主な方法 

・勤務経験の積み方等 

 

また、今回は、APU 卒業生で国際連合児童基金 (UNICEF)にお勤めの篠原辰治さんが、経験談をお話

しくださいます。直接お話を聞ける貴重な機会です。ぜひご参加ください！ 

参加方法： 

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。 

④時間になったら Zoom を立ち上げ、ミーティング ID / パスコードを入力（キャンパスターミナル参照）。 

申込締切： 
11 月 3 日（火） @ 11:00 

・締切以降は申し込みができません。 



 

 
Date & Time:  November 4th (Wed.)    5th Period (16:05‐17:40) 

Guest Lecturer: 

‐ Michiko Nakano ‐ san 
Deputy Director, Recruitment Center for International Organizations, Foreign Policy Bureau, Ministry of 
Foreign Affairs 

‐ Tatsuji Shinohara‐san (APU alumni) 
Emergency Officer, Field Services, UNICEF Bangladesh Country Office 

For:  All students   

Languages:  Japanese 

Contents: 

This is a special seminar from the Recruitment Center for International Organizations of the Ministry of 
Foreign Affairs ( https://www.mofa‐irc.go.jp/ ). Those who wish to pursue a career in international 
organizations, etc., be sure to participate and catch all the crucial information you need to know at this 
seminar! 
 
‐ Types of positions in International Organizations 
‐ Skills/certifications required to work in international organizations 
‐ Main methods to become international government workers 
‐ How to build up experience, etc. 
 
In addition, Tatsuji Shinohara‐san, Emergency Officer at UNICEF Bangladesh Country Office and an APU 
alumnus, will speak about his experiences during this session. It will be a great opportunity for you to connect 
and directly talk with him. Be sure to mark it down on your calendar!   

Registration: 

1. Please click on the On Campus Recruiting and Event Search in the Campusmate Web.   
2. Input all necessary information and search event you wish to participate.   
3. Please select event you wish to participate and click ‘register’.   
* Any events you have registered will be highlighted in red. 
4.    You will need Meeting ID and password to attend this session on Zoom. Refer to the Campus Terminal for 
more details. 

Deadline: 
Registration Deadline: November 3rd, 2020 (Tues) @ 11:00 
* 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) We recommend you connect online from a place with good Internet connection on the day of the event. Make sure not to log in late 
neither. 
(2) If you wish to cancel your participation during the registration period, please look for the event on Campusmate Web and click on the 
Cancel button. 
(3) Please refer to the Academic Office website for how to use ZOOM via http://en.apu.ac.jp/academic/page/content0327.html/?c=17  
 

[APU Career Office]   TEL: 0977-78-1128  


