
派遣先国 所属府省 大学院 専　攻

アメリカ 内閣府 シカゴ 公共政策学

内閣府 コロンビア 行政学

内閣府 ミシガン 行政学

コロンビア 計量社会科学

公正取引委員会 コーネル 法律学

カリフォルニア（ロサンゼルス） 法律学

警察庁 シカゴ 公共政策学

警察庁 ワシントン 情報システムマネジメント

警察庁 ペンシルバニア 犯罪学

カリフォルニア（サンディエゴ） 国際関係学

警察庁 カリフォルニア（サンディエゴ） 国際関係

警察庁 シカゴ 公共政策学

警察庁 コロンビア 国際関係学

金融庁 ミシガン 経営学

金融庁 ロチェスター 経営学

金融庁 カリフォルニア（ロサンゼルス） 経営学

総務省 コロンビア 行政学

総務省 カリフォルニア（ロサンゼルス） 公共政策学

総務省 ポートランド州立 都市地域計画学

総務省 カリフォルニア（サンディエゴ） 国際関係学

コロンビア 公共経営学

総務省 カリフォルニア（バークレー） 公共政策学

総務省 シカゴ 公共政策学

総務省 カリフォルニア（サンディエゴ） 国際関係

総務省 ジョージタウン 法律学

法務省 カリフォルニア（デービス） 法律学

コロンビア 法律学

法務省 南カリフォルニア 法律学

ジョージタウン 法律学

財務省 コロンビア 行政学

財務省 ハーバード 国際開発行政学

財務省 イェール 国際開発経済学

カリフォルニア（ロサンゼルス） 応用経済学

財務省 ミシガン 公共政策学

財務省 イェール 経営学

財務省 コロンビア 行政学

財務省 コロンビア 公共政策学

財務省 シカゴ 公共政策学

財務省 ジョージタウン 法律学
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派遣先国 所属府省 大学院 専　攻

アメリカ ジョージワシントン 法律学

財務省 ハーバード 法律学

ボストン 経済学

財務省 インディアナ 経営学

財務省 南カリフォルニア 法律学

ジョージタウン 税法学

財務省 ペンシルバニア 法律学

ジョージタウン 法律学

文部科学省 カリフォルニア（ロサンゼルス） 公共政策学

文部科学省 マサチューセッツ工科 エンジニアリング・マネジメント学

文部科学省 カリフォルニア（ロサンゼルス） 公共政策学

文部科学省 スタンフォード 国際教育政策分析学

スタンフォード 公共政策学

文部科学省 カリフォルニア（サンディエゴ） 国際関係学

ブラウン イノベーションマネジメント及びアントレプレナーシップ

厚生労働省 ハーバード 公衆衛生学

カリフォルニア（バークレー） 行政学

厚生労働省 ミシガン 行政管理学

シカゴ 国際開発

厚生労働省 ハーバード 公衆衛生学

ハーバード 科学

厚生労働省 ブランダイス 公共政策学

厚生労働省 シカゴ 公共政策学

厚生労働省 カリフォルニア（バークレー） 法律学

コロンビア 公共経営学

厚生労働省 シカゴ データサイエンスと公共政策

厚生労働省 コロンビア 公共経営学

厚生労働省 ワシントン 公衆衛生学

厚生労働省 ハーバード 公衆衛生学

農林水産省 ニューヨーク 行政学

農林水産省 ミシガン 公共政策学

農林水産省 ワシントン 海洋政策学

農林水産省 カリフォルニア（サンディエゴ） 公共政策学

農林水産省 カリフォルニア（ロサンゼルス） 公共政策学

経済産業省 カリフォルニア（サンディエゴ） 公共政策学

経済産業省 ニューヨーク 国際関係

経済産業省 ジョンズ・ホプキンス 国際関係

経済産業省 カーネギーメロン 公共政策学

経済産業省 南カリフォルニア 経営学

経済産業省 カリフォルニア（ロサンゼルス） 公共政策学



派遣先国 所属府省 大学院 専　攻

アメリカ 経済産業省 コーネル 地域科学

経済産業省 カリフォルニア（サンディエゴ） 公共政策学

経済産業省 シカゴ 公共政策学

経済産業省 パーソンズ美術 芸術学

経済産業省 カリフォルニア（サンディエゴ） 公共政策学

経済産業省 カリフォルニア（ロサンゼルス） 法律学

ジョージタウン 法律学

国土交通省 ジョージタウン 経営学

国土交通省 シカゴ 公共政策学

国土交通省 コロンビア 公共政策学

国土交通省 コーネル 不動産学

国土交通省 コロンビア 公共政策学

国土交通省 コロンビア 公共政策学

国土交通省 カリフォルニア（ロサンゼルス） 公共政策学

環境省 カリフォルニア（ロサンゼルス） 公共政策学

環境省 ワシントン 公衆衛生学

環境省 コロンビア 公共政策学

環境省 カーネギーメロン 公共政策学

防衛省 コロンビア 国際関係

防衛省 イェール ヨーロッパ・ロシア研究

防衛省 イリノイ 土木工学

防衛省 コロンビア 国際関係

防衛省 ジョージタウン 安全保障学

最高裁判所 ボストン 法律学

ペンシルバニア 法律学

最高裁判所 ニューヨーク 法律学

最高裁判所 ハーバード 法律学

最高裁判所 カリフォルニア（ロサンゼルス） 法律学

カリフォルニア（バークレー） 法律学

最高裁判所 カリフォルニア（バークレー） 法律学

カリフォルニア（アーバイン） 法律学

最高裁判所 南カリフォルニア 法律学

カリフォルニア（ロサンゼルス） 法律学

最高裁判所 ノースウェスタン 法律学

南カリフォルニア 法律学

イギリス 会計検査院 ロンドン（ＫＣＬ） 人的資源管理

ヨーク 行政学

内閣府 バーミンガム 政治学

バーミンガム 政策実践学

公正取引委員会 エセックス 政治経済学



派遣先国 所属府省 大学院 専　攻

イギリス ロンドン（ＱＭＵＬ） 経済学

公正取引委員会 イーストアングリア 法律学

ロンドン（ＫＣＬ） 法律学

警察庁 ロンドン（ＫＣＬ） インテリジェンスと国際安全保障コース

パリ政治学院 公共政策学

金融庁 ロンドン（ＱＭＵＬ） 法律学

ケンブリッジ 金融学

金融庁 ロンドン（ＵＣＬ） 統計学（博士）

総務省 ロンドン（ＱＭＵＬ） 公共政策学

ロンドン（ＬＳＥ） 人的資源管理

総務省 エジンバラ 公共政策学

エジンバラ 法律学

法務省 ランカスター 法律学

ロンドン（ＱＭＵＬ） 法律学

法務省 キール 犯罪学・刑事政策学

シティ 法律学

財務省 ロンドン（ＵＣＬ） 経済学

オックスフォード 経営学

財務省 オックスフォード 公共政策学

ロンドン（ＬＳＥ） 法律学

財務省 ケンブリッジ 金融学

インペリアル・カレッジ・ロンドン データサイエンス

文部科学省 ロンドン（ＵＣＬ） 科学技術社会論（博士）

文部科学省 リーズ 公共政策管理

ロンドン（ＩoＥ） 教育政策学

厚生労働省 ロンドン（ＬＳＨＴＭ） 公衆衛生学

ロンドン（ＫＣＬ） 公共政策管理

厚生労働省 ロンドン（ＬＳＥ） 公共政策及び公共組織運営学

ロンドン（ＫＣＬ） 公共政策学

厚生労働省 ロンドン（ＵＣＬ） 社会政策・社会調査

ロンドン（ＫＣＬ） 老年学と高齢化

厚生労働省 ロンドン（ＫＣＬ） 高齢政策学

厚生労働省 ロンドン（ＵＣＬ） 医療データ科学

インペリアル・カレッジ・ロンドン 疫学

厚生労働省 インペリアル・カレッジ・ロンドン 公衆衛生学

シティ 食料政策学

農林水産省 レディング 農業経済学

ロンドン（ＵＣＬ） 公共政策学

経済産業省 ロンドン（ＬＳＥ） 開発マネジメント学
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イギリス ウォーリック 経済学

経済産業省 ロンドン（ＬＳＥ） 応用社会データサイエンス学

ロンドン（ＬＳＥ） 情報システム及びデジタルイノベーションマネジメント

経済産業省 ノッティンガム 行動経済学

ロンドン（ＵＣＬ） 公共政策学

経済産業省 ロンドン（ＵＣＬ） 理学

ロンドン（ＫＣＬ） 文学

経済産業省 ロンドン（ＬＢＳ） 経営学

国土交通省 ロンドン（ＬＳＥ） 地域都市計画学

サセックス 環境開発学

国土交通省 マンチェスター 開発とマネジメント

ロンドン（ＵＣＬ） インフラ投資と金融

国土交通省 ロンドン（ＫＣＬ） 公共政策学

ロンドン（ＬＳＥ） 地域・都市計画学

国土交通省 ロンドン（ＵＣＬ） 建設経済及びマネジメント学

シティ プロジェクトマネジメント・金融リスク学

環境省 ウォーリック 行動経済科学

ロンドン（ＵＣＬ） 行動変容学

防衛省 ウォーリック 国際関係学

ロンドン（ＫＣＬ） 戦争学

最高裁判所 ロンドン（ＱＭＵＬ） 法律学

エジンバラ 法律学

最高裁判所 ケンブリッジ 法律学

オックスフォード 法と金融・経済

文部科学省 ラフバラ スポーツマネジメント学

ロンドン（バークベック） スポーツマネジメント学

フランス 警察庁 ストラスブール政治学院 公共政策学

トゥールーズ第１ 法学（警察学）

農林水産省 パリ政治学院 国際関係

経済産業省 国立行政学院（ＥＮＡ） 国際関係学

リヨン政治学院 欧州学

ドイツ 人事院 ザールラント 法律学

警察庁 フライブルク 法律学

厚生労働省 フンボルト 経済学

農林水産省 フライブルク 社会学

カナダ 厚生労働省 ブリティッシュコロンビア 公衆衛生学

原子力規制委員会 ビクトリア 経営学

オーストラリア 法務省 モナッシュ 国際関係

厚生労働省 メルボルン 食品科学

シンガポール 財務省 シンガポール国立 経営学

ＨＥＣ経営院【フランス】 経営学


