
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   詳細はホームページでご確認ください。http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html 

開発コンサルティング企業 

業界説明セミナー 

6/29
名古屋 

「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）や⺠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。本イベントでは、開発コンサルティング業界へご関⼼をお持ちの⽅々に、開発コンサルティング企業での仕事
について理解を深めていただくためのセミナーの他、実際に開発コンサルティング企業の⽅（開発コンサルタントや⼈事担当者）と直接お話しでき
る機会をご提供いたします。開発援助の仕事にご興味のある⽅は是非この機会にご参加ください。 

【日 時】2019年6月29日（土）14：00－17：00 
【会 場】JICA中部（名古屋市中村区平池町4丁目60-7） 

（名古屋駅下⾞ 徒歩13分 名古屋臨海⾼速鉄道 あおなみ線 ささしまライブ駅下⾞ 徒歩5分） 
【対 象】開発コンサルティング企業で働くことに関⼼のある⽅ 

※⼤学⽣・⼤学院⽣（留学⽣含む）も参加可、ビジネスレベルでの日本語能⼒必須 
【申込み】以下のフォームもしくはQRコードよりお申込みください。＜締切：6/24＞

https://sec26.alpha-lt.net/ecfa.or.jp/sseminar.htm 
※応募多数の場合は、締切前に受付を終了させていただく場合もございます。 

【問合せ】ECFA 河野 Tel：03-3593-1171  E-mail：kono@ecfa.or.jp 
【主 催】一般社団法⼈海外コンサルタンツ協会（ECFA）【共 催】国際協⼒機構（JICA） 

参加費無料 
要事前申込み 

中途・国内技術者歓迎 
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開発コンサルティング企業
http://
ECFA
メールでお知らせするサービスを⾏っています（不定期）。登録は無料です。

 
       
 
 
 
セミナー
 
 

 
 

【PARTNER
国際キャリア総合情報サイト「
で活躍を目指す⼈材と、国際的な舞台で活動の出来る⼈材を
求めている企業・団体を結び付けるとともに、国際キャリア形成の
ために役⽴つ情報を提供するサイトです。
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（
「オールジャパンの国際協⼒活動促進」という理念のもと、国際協
⼒に関わる分野についても、
関、開発コンサルティング企業、国際協⼒
⼒関連機関、政府機関・地⽅⾃治体、⼤学、⺠間企業など、
幅広い実施主体の国際協⼒関連情報を、一元的に発信してい
ます。
業、NGO
の国際協⼒を実施している団体が多数登録し

連絡先：東京都新宿区市谷本村町
E-mail:
URL:

ところで、
ECFA
内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図
り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。

14：00-15
●国際協⼒を仕事にする
●開発コンサルタント概要
●参加企業の紹介

※セミナーのみの参加の方も事前申し込みが必要です。
 

15：00-

スケジュール

    

開発コンサルティング企業
http://www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/index.htm
ECFA や会員企業による開発コンサルタントを理解いただくための情報（各種イベント、求⼈情報等）を
メールでお知らせするサービスを⾏っています（不定期）。登録は無料です。

セミナー「開発コンサルタントの概要」

PARTNER の紹介】
国際キャリア総合情報サイト「
で活躍を目指す⼈材と、国際的な舞台で活動の出来る⼈材を
求めている企業・団体を結び付けるとともに、国際キャリア形成の
ために役⽴つ情報を提供するサイトです。
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（
「オールジャパンの国際協⼒活動促進」という理念のもと、国際協
⼒に関わる分野についても、
関、開発コンサルティング企業、国際協⼒
⼒関連機関、政府機関・地⽅⾃治体、⼤学、⺠間企業など、
幅広い実施主体の国際協⼒関連情報を、一元的に発信してい

 PARTNER には、開発コンサルティング企業を含む⺠間企
NGO などの非営利法⼈、

の国際協⼒を実施している団体が多数登録し

連絡先：東京都新宿区市谷本村町
mail: jicahrp@jica.go.jp

URL: http://partner.jica.go.jp/

ところで、ECFA
ECFAは、1964年に設⽴された公益法⼈で、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、
内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図
り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。

15：00 
国際協⼒を仕事にする

●開発コンサルタント概要
●参加企業の紹介 

※セミナーのみの参加の方も事前申し込みが必要です。
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スケジュール

開発コンサルティング企業
www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/index.htm

や会員企業による開発コンサルタントを理解いただくための情報（各種イベント、求⼈情報等）を
メールでお知らせするサービスを⾏っています（不定期）。登録は無料です。

「開発コンサルタントの概要」

の紹介】 
国際キャリア総合情報サイト「PARTNER
で活躍を目指す⼈材と、国際的な舞台で活動の出来る⼈材を
求めている企業・団体を結び付けるとともに、国際キャリア形成の
ために役⽴つ情報を提供するサイトです。
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（
「オールジャパンの国際協⼒活動促進」という理念のもと、国際協
⼒に関わる分野についても、JICA
関、開発コンサルティング企業、国際協⼒
⼒関連機関、政府機関・地⽅⾃治体、⼤学、⺠間企業など、
幅広い実施主体の国際協⼒関連情報を、一元的に発信してい

には、開発コンサルティング企業を含む⺠間企
などの非営利法⼈、 JICA

の国際協⼒を実施している団体が多数登録し

連絡先：東京都新宿区市谷本村町
jicahrp@jica.go.jp

http://partner.jica.go.jp/

一般社団法人

ECFAってなに？
年に設⽴された公益法⼈で、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、

内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図
り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。

JICA
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●開発コンサルタント概要   
   

※セミナーのみの参加の方も事前申し込みが必要です。

 個別相談
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開発コンサルティング企業
www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/index.htm

や会員企業による開発コンサルタントを理解いただくための情報（各種イベント、求⼈情報等）を
メールでお知らせするサービスを⾏っています（不定期）。登録は無料です。

「開発コンサルタントの概要」

PARTNER」は、国際⼈として世界
で活躍を目指す⼈材と、国際的な舞台で活動の出来る⼈材を
求めている企業・団体を結び付けるとともに、国際キャリア形成の
ために役⽴つ情報を提供するサイトです。 
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（JICA）が管理・運営しており、
「オールジャパンの国際協⼒活動促進」という理念のもと、国際協

JICA の情報のみならず、国際機
関、開発コンサルティング企業、国際協⼒ NGO/NPO
⼒関連機関、政府機関・地⽅⾃治体、⼤学、⺠間企業など、
幅広い実施主体の国際協⼒関連情報を、一元的に発信してい

には、開発コンサルティング企業を含む⺠間企
JICA をはじめとした公的機関等

の国際協⼒を実施している団体が多数登録しています。

連絡先：東京都新宿区市谷本村町 10-5(JICA
jicahrp@jica.go.jp  

http://partner.jica.go.jp/  Facebook: 

一般社団法人

ってなに？ 
年に設⽴された公益法⼈で、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、

内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図
り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。

JICA PARTNER

  
  
  

※セミナーのみの参加の方も事前申し込みが必要です。 

個別相談 

4：00〜

開発コンサルティング企業 就職支援情報配信
www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/index.htm

や会員企業による開発コンサルタントを理解いただくための情報（各種イベント、求⼈情報等）を
メールでお知らせするサービスを⾏っています（不定期）。登録は無料です。

「開発コンサルタントの概要」以外の時間は、総合的な相談を受け付けます。

」は、国際⼈として世界
で活躍を目指す⼈材と、国際的な舞台で活動の出来る⼈材を
求めている企業・団体を結び付けるとともに、国際キャリア形成の

）が管理・運営しており、
「オールジャパンの国際協⼒活動促進」という理念のもと、国際協

の情報のみならず、国際機
NGO/NPO、国際協

⼒関連機関、政府機関・地⽅⾃治体、⼤学、⺠間企業など、
幅広い実施主体の国際協⼒関連情報を、一元的に発信してい

には、開発コンサルティング企業を含む⺠間企
をはじめとした公的機関等

ています。 

5(JICA 市ヶ谷

Facebook: http://www.facebook.com/jicapartner/

一般社団法人 海外コンサルタンツ協会

年に設⽴された公益法⼈で、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、
内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図
り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。
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就職支援情報配信
www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/index.htm

や会員企業による開発コンサルタントを理解いただくための情報（各種イベント、求⼈情報等）を
メールでお知らせするサービスを⾏っています（不定期）。登録は無料です。

以外の時間は、総合的な相談を受け付けます。

」は、国際⼈として世界
で活躍を目指す⼈材と、国際的な舞台で活動の出来る⼈材を
求めている企業・団体を結び付けるとともに、国際キャリア形成の

）が管理・運営しており、
「オールジャパンの国際協⼒活動促進」という理念のもと、国際協

の情報のみならず、国際機
、国際協

⼒関連機関、政府機関・地⽅⾃治体、⼤学、⺠間企業など、
幅広い実施主体の国際協⼒関連情報を、一元的に発信してい

には、開発コンサルティング企業を含む⺠間企
をはじめとした公的機関等 

これらの登録団体からは、求⼈情報以外にも研修やセミナーの情報
なども掲載されており、加えて
や国際協⼒経験者のインタビュー記事など国際協⼒に関する情報が
多数掲載されています。
当日は、国際協⼒分野のキャリアに関する情報収集では不可⽋な
PARTNER
ナーでは
JICA 職員、
ト以外の国際協⼒分野におけるキャリアの選択肢についてワンポイン
ト相談を受け付けます。
                     

PARTNER
 
 

            

市ヶ谷) TEL:03-

http://www.facebook.com/jicapartner/

海外コンサルタンツ協会

年に設⽴された公益法⼈で、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、
内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図
り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。

ECFAや現役の開発コンサルタントが

JICA）国際

 JICA 国際協⼒人材部
 ECFA 事務局
 ECFA 会員企業

：00） 

就職支援情報配信
www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/index.htm

や会員企業による開発コンサルタントを理解いただくための情報（各種イベント、求⼈情報等）を
メールでお知らせするサービスを⾏っています（不定期）。登録は無料です。 

以外の時間は、総合的な相談を受け付けます。

これらの登録団体からは、求⼈情報以外にも研修やセミナーの情報
なども掲載されており、加えて
や国際協⼒経験者のインタビュー記事など国際協⼒に関する情報が
多数掲載されています。
当日は、国際協⼒分野のキャリアに関する情報収集では不可⽋な
PARTNER の活用⽅法について、ご説明いたします。また、相談コー
ナーでは PARTNER

職員、JICA 専門家、⻘年海外協⼒隊など、開発コンサルタン
ト以外の国際協⼒分野におけるキャリアの選択肢についてワンポイン
ト相談を受け付けます。
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海外コンサルタンツ協会

年に設⽴された公益法⼈で、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、
内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図
り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。

や現役の開発コンサルタントが

国際キャリア総合情報サイト

国際協⼒人材部
事務局 
会員企業 

 

就職支援情報配信 
www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/index.htm

や会員企業による開発コンサルタントを理解いただくための情報（各種イベント、求⼈情報等）を

以外の時間は、総合的な相談を受け付けます。

これらの登録団体からは、求⼈情報以外にも研修やセミナーの情報
なども掲載されており、加えて PARTNER
や国際協⼒経験者のインタビュー記事など国際協⼒に関する情報が
多数掲載されています。 
当日は、国際協⼒分野のキャリアに関する情報収集では不可⽋な

の活用⽅法について、ご説明いたします。また、相談コー
PARTNER の活用⽅法以外に、国際協⼒業界の概要や

専門家、⻘年海外協⼒隊など、開発コンサルタン
ト以外の国際協⼒分野におけるキャリアの選択肢についてワンポイン
ト相談を受け付けます。 
                     

サイト              

            

6785   

http://www.facebook.com/jicapartner/

海外コンサルタンツ協会（ECFA）

年に設⽴された公益法⼈で、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、
内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図
り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。 

や現役の開発コンサルタントが

キャリア総合情報サイト の紹介
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www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/index.htm 
や会員企業による開発コンサルタントを理解いただくための情報（各種イベント、求⼈情報等）を 

以外の時間は、総合的な相談を受け付けます。 

これらの登録団体からは、求⼈情報以外にも研修やセミナーの情報
PARTNER には国際協⼒業界の概要

や国際協⼒経験者のインタビュー記事など国際協⼒に関する情報が

当日は、国際協⼒分野のキャリアに関する情報収集では不可⽋な
の活用⽅法について、ご説明いたします。また、相談コー
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年に設⽴された公益法⼈で、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、
内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図

や現役の開発コンサルタントが情報発信を⾏っています。

の紹介 
これらの登録団体からは、求⼈情報以外にも研修やセミナーの情報

には国際協⼒業界の概要
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の活用⽅法について、ご説明いたします。また、相談コー
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ト以外の国際協⼒分野におけるキャリアの選択肢についてワンポイン
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JICA PARTNER ブースでは国際協⼒⼈材全般の相談が、ECFA ブースでは、開発コンサ
ルタント全般に関わる相談ができます。 


