
あなたのニーズに
           お応えします !

海外へ行かれる方へ!

最新の安全情報を手に入れたい！

安全対策のマニュアルが
ほしい！

外務省では、次のようなサービスを行っています。
ぜひご活用ください！

❶ 国や地域別の基本情報 ➡ 海外安全ホームページ

❷ 短期滞在（３か月未満）先の最新安全情報 ➡ 「たびレジ」

❸ 長期滞在（３か月以上）先の最新安全情報 ➡ 在留届

外交課題ごとに作成し
ています。
外務省ホームページで
も、パンフレットの内容
が閲覧でき、ご希望の方
には全国どこへでも発
送しています。 

ツイッターや
フェイスブックでも
情報を発信
しています。

詳細については、領事サービスセンターまで
お問い合わせください。

パンフレット ホームページとSNS

窓口で相談したい！
領事サービスセンター海外安全相談班では、世界各地の安
全情報を提供し、皆さんからのご相談を受けています。

代表電話：
03-3580-3311（内線2902･2903） 

◎領事サービスセンター受付時間：
9：00～12：30， 13：30～17：00

（土・日・祝・年末年始を除く）
※窓口にお越しの際は、事前に
　お問い合わせください。

Ⓒさいとう・たかを

発行：国内広報室 2022. 3 改訂

公式ホームページ

公式フェイスブック

公式ツイッター



外務省 総合職 採用案内

https://www.mofa.go.jp/mofaj/

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

外 務 省

　本の歴史を紡ぐ、
　　　未来を創る。

外務省に行ってみよう!

修学旅行や社会科見学の機会に外務省を訪問してみません
か？「外務省ではどんな人が働いているの？」「仕事のやり
がいは？」など皆さんからの疑問に外務省職員が直接お答
えします。
※予約制で教師の引率が必要となります。ご希望に添えない場合もあります

ので、あらかじめご了承ください。

皆さんの「ここが聞きたい」「どう考えて
いるのか」に外務大臣が直接お答えしま
す。また、外交に対する率直なご意見も歓
迎します。

イベント開催やコンテン
ツ発信

ODA出前講座

国際協力イベント「グローバルフェス
タJAPAN」を 開 催 す る ほ か、ODA
ホームページやYouTube/Twitter
で国際協力に関する情報を発信して
います。

ODAについて国民の皆さんのご理解
を深めていただくため、外務省職員が
ご説明します。外務省ODAホームペー
ジで通年募集中！

全国の外交問題や国際問題にご関心
のある皆さんを対象に、外務省職員
が国際情勢に関する講演会を開催し
ています。外務省と共催で講演会の
開催を希望する団体を募集していま
す。詳しくは、国内広報室（外務省代
表：03ｰ3580-3311）までお問い合
わせください。

オンラインで実施している事業もあります。詳しくは外務省ホームページ（外務省を知るためのイベント）か
国内広報室（外務省代表：03ｰ3580-3311）までお問い合わせください。

外務大臣と語る

こども霞が関見学
デー

大学生の皆さんに、国際問題に関する自
由闊達なプレゼンテーションを通じて、
国際問題・外交政策等への理解・関心を
高めていただくイベントです。

毎年夏に各府省庁
が連携して子供達

（小 学 生 及 び 中 学
生）を対象に業務説
明や職場見学を行
う催しで、外務省で
は、外務省職員や日
本で働いている世
界各国の外交官と
の対話・交流プロ
グラムなどを行っ
ています。

現役「外交官」が、あなたの高校・大学で、国際問題や外交課題を
分かり易く解説したり、国際理解や外交官の実情についてお話し
します。

高校講座は、毎年１月頃、各都道府県を通じて希望高校を募って
います。外交講座は毎年２月に開催大学を募集しています。

国際問題について
聞こう！話そう！考えてみよう！

外務省セミナー「学
生と語る」

高校講座

外交講座

国際問題プレゼンテーション・コンテスト

小中高生の外務省訪
問

国際協力に
関心があるなら…

国際機関人事センターでは、国連をはじめとする国際
機関への就職を目指す方に役立つ情報や、若手日本人
を原則２年間国際機関に派遣するJPO（ジュニア・プ
ロフェッショナル・オフィサー）派遣制度についての
情報の提供・各種支援を行っています。

求められるのは、国のために尽くす情熱と使命感。それを支える知性。人間
としてのタフさと誠実さ。さらには、あくなき向上心。外務省には、皆さんの
力を必要とする様々なフィールドがあります。

日本の国益をかけて外
交の最前線で活躍！

外交官を志す 国際公務員を目指す

国際社会で活躍したい!

総合職
大卒・院卒程度

語学能力を武器に、地
域や分野のプロフェッ
ショナルとして活躍！

専門職
大卒程度

外交活動を支える事務
職のエキスパート！

一般職
高卒程度

外務省が擁するエキスパート
たちにインタビュー。仕事にか
ける情熱や体験談から外交の
世界をのぞいてみてください。

外務省員の入省動機、やりが
い、海外生活の思い出、語学
にまつわる経験談などご紹
介します。

チャレンジ
！外国語

エキスパー
トたちの世

界 外務省で働いているのは
どんな人？

外交の歴史にふれてみよう!

幕末以降の外交史に関心のある
方は外交史料館に是非お越しく
ださい！
常設展示・特別展示も行ってい
ますのでお見逃しなく!

外務省外交史料館
住所：東京都港区麻布台1丁目5番3号
電話：03-3585-4511（代）
開館時間／月～金10:00～17:30
休  館  日／土･日･祝･年末年始および臨時休館日
※来館前に休館日をご確認の上、お越し下さい。

外交史料館

1866年（慶応２年）に発行され
た現存する最古の旅券（亀吉）

昭和32年から毎年、国際情勢や外交活動の概観をとりまとめて発
行してきている「外交青書」。外務省ホームページにも掲載（日本語・
英語・仏語・西語）しており、日本外交の歩みをご覧いただけます。

外交青書

知りたいことがある!

国際情勢講演会

国際情勢や国際問題に
ついて現場で活躍する
若手外務省職員とじっ
くり話し合っていただ
きます。

国際機関人事センター HP

外務省／ＯＤＡ
広報ツイッター
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