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To promote a higher level of

To Nurture the “Next Japan Hands”

international understanding by
supporting the educational pursuits and

Center for Professional Exchange

professional careers of promising

900 19th Street, NW, Suite 260
Washington DC 20006
USA
Tel: +1-202-429-0281
Fax: +1-202-429-0283

young Americans and Japanese.

………This is the mission of CEPEX.

http://cepex.org

センター・フォー・プロフェッショナル・エクスチェンジ (CEPEX）は、日

CEPEXの主要事業内容

CEPEX KEY PROJECTS

米両国間を中心として、専門的職業に結びつく形での教育・研修の
人材交流をサポートするNPO（民間非営利団体）として、2005年5月アメ
リカの首都ワシントンDCに設置されました。
CEPEXは、日本に興味があり、日本関連についての勉強や研究をし
ている若い米国人の大学生や大学院生を支援し、将来アメリカ政府
機関・国際機関等で活躍し、日米関係促進の担い手となる「次世代
の知日派」の人材を育成することを設立の目的としています。
昨今、知日派といわれる人材は減少しつつあると指摘されますが、
CEPEXが本部を置くワシントンDCには、公共政策や国際開発等の分野
を中心として、“日本”専門家がまだまだ多く存在しています。CEPEXは
それらの専門家、さらに日米両国政府、民間、学校法人の協力を得
て、「官・民・学・NPOの4者」が一体となり、ハイレベルな教育、研修、
就職の機会を“知日派予備軍”に提供するために努力しています。
またCEPEXはワシントンDCの人脈形成上の利点・立地条件を利用
し、将来が期待される日本人の学生にも国際機関やシンクタンクなど
でインターシップとして働くポストを用意し、日米両国の双方向の国際
交流を目指しています。
□ □ □ □ □
CEPEX - the Center for Professional Exchange – is a
non-profit organization was established in May 2005 in
response to a perceived decline in the number of Japan
studies experts in the United States. CEPEX was
founded to nurture the next generation of American
“Japan Hands”: young professionals who will play an
active role in US government agencies and international
organizations.

(1) International Educational Exchange Project

(1) 国際交流教育支援事業
＊ 独自に米国拠点を持たない日本の大学を対象とする情報サポート
サービス

that have no original base in the United States

＊日本の大学に対し、米国研修プログラムに関するサポート事業
（学習院女子大等で実施）
サポートサービス等
国際機関・NPO 等

States, and to providing assistance to young Americans
and Japanese seeking careers centered on their mutual
interest in continued cooperation between Washington
and Tokyo.

TARGET:
Japanese universities and junior colleges (local region and

(2) 政策教育及び関連事業
＊日本企業のミッドキャリア対象の短期研修プログラム企画実施
＊日米大学政策系学生・研究者支援（教員交流、奨学事業等）

smaller size) Universities, international organizations, and NGOs
in Washington, DC
(2) Policy Education and Affiliated Project

⇒次世代の日本研究者、日米関係の担い手育成を支援する。
＊DC エリア政策人材/JET 卒業生のキャリア形成支援

- Execute short-term training programs for mid-career employees

事業対象：政策分野でのキャリアを目指す研究者、

- Support the study of political science by college students and

working in Japanese companies
researchers in US and Japanese universities to help foster the

在米日本人ビジネスマン等
(3) 研究・政策提言事業

next Japan scholars and leaders working in support of US-Japan

＊「公共財としての DC 発各種情報」を収集分析して廉価で販売する
研究調査事業

relations
- Support political personnel in Washington, and formative career
support for JET OB/OG

事業対象：一般企業、政府・政党等
(4) 政策系大学院プログラム支援事業

TARGET:

＊日本の公共政策系専門職大学院向けの DC エリア研修プログラムを

Japanese business people living in the US and researchers
seeking professional careers as policy makers

企画立案

(3) Research and Policy Advocacy Project

事業対象：公共政策系専門職大学院
(5) その他これに付帯する事業

- Provide analytical and research services for corporations,

＊セミナーの開催

governments, and political parties, with a concentration on

＊日米学生対象の「トランス・パシフィックな就職支援」等

presenting information gathered in Washington, DC, that is critical
for the development of US-Japan relations.
(4) Educational Support for Policy Courses in Graduate Schools
Project

１．国際交流教育支援事業
産業界、政界

日米の大学・大学院

US and Japan to implement all of its programs.

and exchange of personnel between Japan and the United

- Provide informational to Japanese higher educational institutions
for universities and organizing in Washington, DC

事業対象：日本の大学・短期大学（主として地方・小規模）在 DC 大学・

issues experts, CEPEX works closely with governments,

CEPEX is also dedicated to supporting a dialogue between

- Support US training programs for Japanese universities (e.g.
Gakushuin Women’s College, etc.)

＊在 DC 大学・機関に対し、日本の高等教育機関に関する情報

To foster the next generation of “torchbearers” of Japan
corporations, schools, and non-profit organizations in the

- Provide information and support services to Japanese universities

- Conduct training programs in Washington for graduate schools
with active Japan policy studies programs.

２．政策教育関連事業

CEPEX

３．研究・政策提言事業

(5) Other Supplementary Projects
- Seminars, conferences

DC の人的資源/JET

政策コミュニティ
（ｼﾝｸﾀﾝｸ、米大学）

４．政策系大学院教育支援事業

（ﾋﾞｼﾞﾈｽ系、政策系）

- Support “trans-Pacific” career choices for Japanese-American
students

