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本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいは
アジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。

平成 23 年度 日本貿易振興機構アジア経済研究所
研究マネージメント職（任期付職員）募集要項
開発途上国に関する世界水準の研究所を目指す日本貿易振興機構アジア経済研究所では、以下の要領で研究マネージメントに
従事する職員（任期付職員：テニュア・トラック制）の募集を行います。
＊テニュア・トラック制：採用後は任期付職員としての雇用形態で研究マネージメント職としての経験を積み、勤務状
況及び業績に応じ、最終的な審査を経て正規職員として雇用するものです。
●職務内容
研究マネージメント職
１．研究企画・管理（調査研究課題の発掘・企画・管理）
２．広報・出版企画（調査研究成果を各界・各層に効果的に発信するための企画）
●応募資格
１．大学卒業又はそれ以上の学歴を有し、調査研究業務又は情報発信や海外との人的・知的交流に係る実務経験を有する者
２．一定水準の英語能力を有する者（TOEIC テストのスコアが 730 点 または、英検準１級以上であることが望ましい。
）
●募集人員
若干名
●応募手続
１．受験者登録
採用専用ウェブサイト（http://www.ide.go.jp/）より受験者登録を行い、受験者番号を取得して下さい（受験
者登録の後、登録された E-mail アドレスに受験者番号が通知されます）
。
２．提出書類等
（１）履歴書（写真貼付。研究所指定様式。ダウンロード可）
（２）学業成績証明書（学部以上すべての証明書）
（３）卒業・修了証明書（学部以上すべての証明書）
（４）各種語学検定（TOEIC、英検等）の結果・得点等の証明書類
（５）志望動機書（Ａ4 判用紙 3 枚以内、ワープロ打）
（６）返信用封筒（80 円切手貼付の上、住所、氏名を明記）
＊１） 上記提出書類のうち、
（２）〜（４）については、最終面接時に持参のこと。
＊２） 証明書類は 1 年以内に発行されたもの（コピー可）
。
３．応募方法
下記提出先へ郵送のこと。提出の際には封筒の表に
「応募書類在中」
と朱書のこと。なお、
応募書類の返却はいたしません。
４．応募期間

平成 23 年 7 月 13 日（水）〜 9 月 15 日（木）まで＜必着＞

●選
考
１．応募締切後、書類選考を行い、合格者には別途連絡する。
２．書類選考合格者に対して、プレゼンテーション及び面接試験を実施（9 月下旬予定）
。
３．勤務開始は平成 23 年 11 月 1 日（予定、要相談）
。
●待
遇
本機構の規定による。
●勤 務 地
当研究所（千葉市）
。ただし、ジェトロ本部、海外への人事異動有り。
●応募書類の提出先及び問合せ先
〒261−8545 千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
日本貿易振興機構 アジア経済研究所 研究企画部 研究人材課 職員採用係
電話：043-299-9400
FAX：043-299-9724
ホームページ：http://www.ide.go.jp/
メールアドレス：ide-recruit@ide.go.jp
お問い合わせはできるだけ上記メールアドレス宛にお願いします。なお、選考内容については一切お答え出来かねます。
個人情報の取り扱いについて
募集に際して提出していただいた書類は、独立行政法人 日本貿易振興機構個人情報保護規程に則り厳重に管理し、採用審査以
外の用途に使用することはありません。また、これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一
切ありません。

個人情報保護管理者
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▶第32回「発展途上国研究奨励賞」受賞作品決定
「発展途上国研究奨励賞」は、途上国に関する社会科学およびその周
辺分野の調査研究水準の向上と研究奨励に資することを目的として、昭
和55（1980）年度に創設したものです。

▶図書館資料展「開発途上国のエネルギー問題」の
ご案内
わが国においては、福島第一原子力発電所の事故を受け、将来のエ
ネルギー資源のあり方に関する議論が高まっています。また、事故の衝

ジェトロ・アジア経済研究所は、平成22年1月〜12月の1年間に公刊

撃的なニュースは世界中を駆け巡り、原発を持つ国々は言うまでもなく、

された図書、論文など発展途上国の経済、社会などの諸問題を調査、分

将来の建設を計画する国々でもエネルギー資源に対する関心が高まりつ

析した著作42点の中から次の2点を選定しました。42点は大学や出版社

つあります。一方において、世界人口の大半を占める開発途上国のエネ

等から推薦されたもので、小島麗逸大東文化大学名誉教授を委員長とす

ルギー問題に関してはマスメディアが取り上げる機会も限られており、そ

る選考委員会が選考しました。

の実態はあまり知られていません。本資料展では、石油、天然ガス、石炭、

表彰式は、さる7月1日、ジェトロ本部にて開催され、受賞者による講
演が行われました。講演の内容は本誌9月号に掲載する予定です。

原子力だけでなく、水力、太陽熱、風力、地熱など再生可能なエネルギー
資源も視野に入れ、開発途上国のエネルギー問題をテーマにした資料の
展示を行います。併せて、所内研究者による講演会を開催します。

○『カーストと平等性

―インド社会の歴史人類学』

（東京大学出版会）
著者

田辺

明生

■展示開催日時：2011年9月1日〜29日 10：00〜18：00
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

教授

（平日、第1・第3土曜日）
■会

本書は、近世から現代に至るまでのインド社会を〈存在の平等性〉

場：アジア経済研究所研図書館1F閲覧室

■展示物：エネルギー問題関連資料約300点、途上国各国の新聞報道

という観点から分析した著作である。インド社会におけるカースト制度

記事、他

を、共同体レベルの平等原理を支えてきたとする視点が新しい。膨大

■配布資料：出展資料目録

な資料をもとに、既存の概念やこれまでの論争を紹介したうえで、イン

■講演会開催

ドの可能性について、独自の理論を展開している点が評価されている。
○『比較経済分析

―市場経済化と国家の役割』

（ミネルヴァ書房）
著者

岩﨑

一郎

鈴木

拓

一橋大学経済研究所教授

日 時：2011年9月8日（木曜）14：00〜16：00
場

所：アジア経済研究所C21会議室

講

師：福田安志（地域研究センター中東研究グループ）

中東の石油に関連したテーマで。

帝京大学経済学部経済学科専任講師

参加費無料

本書は、旧ソ連、東欧諸国のみならず中国、アジア諸国を分析対象

■レファレンス：

とし、市場経済化プロセスにおける国家の役割を、市場化、法の支配、

資料展開催中、地域専門のライブラリアンが資料に関連したレファレン

民主化という3つの観点から分析した著作である。旧社会主義国の市

スに対応いたします。

場経済への体制変換に、国家の様態がどのように作用するかを、比較
制度論的・計量経済学的に分析している。計量的分析法（パネルデー

アジア経済研究所図書館

タ分析）での統一的な実証分析が秀逸である。

最寄り駅：JR京葉線
JR総武線

個人会員入会のご案内

2011 年 9 月号特集の予告

「震災と国際協力」
東日本大震災の発生は、今後の国際協力のあり方に影響を与え
たと言える。援助される国として日本が位置づけられ、他の先
進国や途上国からも援助を受けたことが、国際協力の関係性を
上下から水平に変えつつある。そして、これまで途上国の支援
を専門にしていた援助機関（外務省、JICA、国際協力NGO）が、
日本での緊急支援を行ったことである。これらの変化が、今後
の国際協力のあり方をどのように変えていくのか、考えてみたい。
（9月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
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『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。

サービス内容は以下のとおりです

●
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