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◆合同企業説明会｢PAI 原子力産業セミナー2021｣のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本原子力産業協会および関西原子力懇談会は、2021 年卒の大学生（3 年生）
・大学院生（修士
1 年生）、高専生、また、第二新卒、留学生も対象に、学生及び原子力産業に関わる企業・機関の
就職･採用活動の支援、ならびに原子力産業への理解促進・情報提供を目的として、14 回目の合
同企業説明会（就活セミナー）「PAI 原子力産業セミナー2021」を以下の通り開催いたしますの
で、学生さんへ周知いただきますようお願いいたします。
１．主催：(一社)日本原子力産業協会、関西原子力懇談会
２．開催日時・場所・実施内容：
＜東京会場＞
◆開催日時：2020 年 2 月 1 日（土） 10:00～16:30
◆場

所：ベルサール新宿セントラルパーク
（東京都新宿区西新宿 6-13-1、都庁前駅徒歩 4 分/新宿駅徒歩 15 分）

＜大阪会場＞
◆開催日時：2020 年 2 月 16 日（日） 10:00～16:30
◆場

所：梅田スカイビル「ステラホール」
（タワーウェスト 3F）
（大阪市大淀中 1-1、JR 大阪駅より徒歩 8 分程度）

＜実施内容：両会場共通＞
◆実施内容：原子力に関連する企業・機関による採用活動ブースの出展、ポスター展示等
＜特設サイト＞
（10/1 第一弾 OPEN、11 月下旬以降参加企業情報掲載予定）
http://job.rikunabi.com/media/energy/
問い合わせ先：(一社)日本原子力産業協会
03－6256－9350 または 9368

人材育成部

坂上、中村

e-mail：nis2021@jaif.or.jp
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◆世界原子力大学・夏季研修 2019

参加者による報告会の開催について
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日本原子力産業協会では、原子力分野において国際的な視野を持ち、国内外で活躍・貢献でき
る若手リーダーの育成を目指す「向坊隆記念国際人育成事業」の一環として、世界原子力大学
（WNU）が主催している夏季研修（SI）への日本人受講生派遣を支援しています（主に参加費助
成と事前研修、参加報告会等を実施）。WNU は、世界原子力協会（WNA）、世界原子力発電事業
者協会（WANO）、国際原子力機関(IAEA)などが中核になり、2003 年に設立された原子力の平和
利用のための国際的な教育機関です。
本年 6 月 23 日～7 月 27 日の 5 週間、ルーマニア（ブカレスト）、スイス（バーデン）で開催さ
れた「2019 年世界原子力大学・夏季研修（WNU-SI）」には、39 カ国から 82 名の若手が参加し
ました。日本からは、本事業支援により 5 名の若手が参加したほか、原子力規制庁が若手 1 名を
独自に派遣し、6 名の日本人が参加しました。
このたび、参加者による報告会を開催致しますので、この機会に、研修参加者の生の声をお聞
き頂き、来年度の若手派遣の参考として頂ければ幸いです。なお、2020 年の夏季研修の支援対象
者の募集は、11 月上旬～中旬を予定しています。
◆日時：2019 年 10 月 16 日（水） 15：00～17：00
◆場所：日本原子力産業協会

第１会議室

東京都千代田区二番町 11-19

興和二番町ビル 5 階

https://www.jaif.or.jp/about/access/
報告会への参加をご希望の場合、10 月 11 日（金）までに wnu-si@jaif.or.jp までお申込みくだ
さい。
━━━━━………━━━━━━━━━━━……………━━━━━━━━━━━………━━━━━
◆世界原子力大学・夏季研修 2020 の日本開催への協力について
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原子力人材育成ネットワーク・国内人材の国際化分科会では、2020 年に開催される世界原子力
大学・夏季研修（WNU-SI）の日本での開催を目指し、2018 年 9 月 4 日に開催された運営委員会
において日本誘致を提案し、承認されました。
これを受け、2020 年の WNU-SI 日本開催にむけ、国内人材の国際化分科会を中心に、人材育
成ネットワーク全体で取り組んできました。具体的には準備委員会（委員長：吉村真人

国内人

材の国際化分科会主査）を設置し、これまでに、2 回の会合を開催（2018 年 12 月 7 日、2019 年
6 月 20 日）し、WNU と原子力人材育成ネットワーク間との協力覚書案や WNU-SI への支援に
ついて検討しました。
2019 年 7 月 26 日、WNU とネットワーク間で協力覚書を締結しましたので、今後、支援内容
について具体的に検討し、協力の準備を進めてまいります。
◆開催期間：2020 年 6 月 15 日（月）～7 月 20 日（月）（約 5 週間）

◆開催地：兵庫県（神戸）、福井県（敦賀他）、福島県（双葉郡）
◆WNU-SI 2020 開催案内（WNU 作成）
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将来国内の原子力関係各組織のリーダーとなることが期待される国内の若手の国際化促進
を目的に、原子力国際人材養成コースを開催いたします。このコースは、単なる語学研修で
はなく、原子力についての見識を広げ、研修生が自分の意見を英語で述べる素地を身に着け、
グローバルなコミュニュケーション能力を向上させることを目標としています。
10 月に参加者募集を開始予定です。皆様のご参加をお待ち申し上げます。
（第１部）
日

時：令和元年 11 月 28 日（木）～29 日（金）（2 日間）

開催地：富国生命ビル会議室（東京都千代田区）
〒100-0011

東京都千代田区内幸町 2-2-2

（第２部）
日

時：令和元年 12 月 16 日（月）～ 19 日（木）
（4 日間）

開催地：ブリティッシュ・ヒルズ
〒962-0622

福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草 1-8
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◆Japan-IAEA 原子力エネルギーマネジメントスクール 2019 開催報告
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日本での 8 回目の開催となる「Japan-IAEA 原子力エネルギーマネジメントスクール 2019」
を開催いたしました。本スクールは、我が国の若手人材の国際化を図るとともに、IAEA との協力
関係の推進及び新規原子力導入国等の人材育成への寄与を目的としています。令和元年 7 月 16 日
から 8 月 1 日までの約 3 週間にわたり、東京と福島、福井、兵庫にて行われました。研修生は、
トルコ、ポーランド、インド、サウジアラビア、タイなど 11 カ国から 19 名、日本から 15 名と、
合わせて 12 カ国から 34 名が参加しました。電力、大学・高専機構、研究機関等から招かれた講
師による、エネルギー戦略、核不拡散、国際法、経済、環境問題、原子力知識管理など多岐にわた
る講演が実施されるとともに、東京電力 HD 福島第一原子力発電所、同第二発電所、関西電力（株）
大飯発電所、三菱重工業神戸造船所を見学しました。Japan-IAEA 原子力エネルギーマネジメン
トスクール 2020 も多数の参加をお待ち申し上げます。
詳細は、下記 URL よりご覧になれます。
公式 HP：http://www.jaif.or.jp/en/nem/2019/
過去の開催内容：https://jn-hrd-n.jaea.go.jp/nems.php
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