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1． メンバー紹介 

今回のインターンシップ報告書では、過去のインターンの実績に倣い、主な 1 日の活動内

容を紹介する。 

最初に、所属する Media Review Unit のメンバー紹介を行う。なお、個人情報にあたるた

め、苗字は記載しない。 

 

  ・Thierry：Media Review Unit のトップで、私の上司にあたる人物である。フランス

人。毎朝 6 時半に出勤し、3 時ごろには帰宅する。メディア調査のため、毎日様々な新

聞、ニュースサイト、雑誌等を読み、OECD の知名度の調査、及び OECD 職員への情

報提供を仕事としている。ロシア語が多少話せるので、たまに私はロシア語で会話す

ることがある。 

  ・Sonia：Thierry と同じく、6 時半に出勤し、3 時ごろに帰宅する。長年 Media Review 

Unit に所属し、現在は Thierry のサポート、また彼の不在時には代理のリーダーとし

て勤務している。 

  ・Ane：数年前から勤務しているスペイン人。インターンの管理、及び OECD 知名度

の調査等を行う。年は私より 1 年下になる。通常 8 時か 8 時半にインターンと交代で

出勤するが、Thierry、Sonia のどちらかが不在の場合は代理として 6 時半に出勤する。 

  ・Emily：インターン。ソルボンヌに通うフランス人。OECD のインターンは院生が

多いが、彼女は学部生である。基本的には、私は彼女と手分けして仕事をすることに

なる。 

 

以上、4 人の同僚と仕事をしている。とはいえ、3 月と 4 月はインターン以外の 3 人が立て

続けに休暇に入ってしまったため、実際に 5 人全員で仕事をした経験はまだあまりない。

勤務中の会話は基本的にはフランス語で行われる。私への指示は英語だが、フランス語で

冗談を言い合ったりするので、会話に入れないこともしばしばある。Ane と Emily は優し

いので英語で説明してくれる。 

 

2． 1 日のスケジュール 

 

午前 6 時    起床。起きる時間は基本的には毎日変わらず。 

午前 7 時半、若しくは 8 時 出発。日によって始業時間が異なるため、出発時間が 2 通り

ある。混乱を防ぐため、起床時間は一定である。 

通勤 通常自転車で 15～20 分程度。自転車については次回以降の

報告書にて記載する。 

午前 8 時～9 時 Early Flash の作成。Early Flash とはその日の OECD に関

連するニュース記事や、大きな事件等をまとめた資料であ



る。印刷したものをPACのトップであるAnthony氏に提出、

電子版を希望者に配信する。 

Thierry と Sonia が 6 時半に出勤しニュース記事を選出、後

から出勤する残り 3 人で新聞記事の切り出し、コピー等のサ

ポートを行っている。Anthony 氏が出勤する前に用意する

必要があるため、スピードが何よりも優先される。毎朝 3

人のうち 1 人が交代で 8 時に出勤している。 

午前 9 時～10 時半 Media Review の作成。Media Review は Early Flash 内の

記事に加え OECD について言及している記事や、OECD の

職員にとって興味深い記事等をまとめたものである。印刷し

たものは事務総長以下十数名の Secretary General’s Office

（SGO）に勤務する職員、及び PAC の希望者に配られる。

印刷待ちなどの空いた時間に Today’s Market という、各市

場の値動きについてのニュースレターも作成、配信する。 

午前 10 時半～12 時半 Media Review に含まれる各記事の索引の作成。OECD のイ

ントラネットでは Media Review のスキャンデータを閲覧

可能である。興味のある分野を登録すると、それに該当する

記事のみが配信される仕組みになっている。そこまではハイ

テクなのだが、結局、記事の内容を把握するのは機械ではで

きないため、私たちが手分けして記事を読み、内容によって

索引を作成する。基本、英語の記事は私が、フランス語の記

事は Emily が担当する。また、上記の仕事内容の合間を縫

って、Today’s World News というニュースレターの作成も

行う。Media Review に含まれなかった記事をネット上で探

すのだが、基本的には経済分野限定であり、政治や紛争、事

件等の記事は記載しないため、思った以上に難しい。 

午後 12 時半～13 時半 昼休み。午前中のタスクが終わり次第 1 時間の昼休みが始ま

る。自由な時間で、中には昼休みにランニングをし、シャワ

ーを浴びてから戻る職員もいる。よく昼の時間に講演会やフ

ォーラムなどが開催されるため、上司の許可を取って参加す

ることもある。昼食は基本的には OECD の食堂で食べてい

る。内容については次回以降の報告書にて記載する。 

午後 13 時半～17 時、若し

くは 17 時半 

午後は忙しい午前中とは違い、割と時間が。午後の分の

Today’s World News の記事を探し、配信する他には、新聞

やその他資料の整理整頓や、次の日の Media Review に含め

る OECD 関連の記事を準備する。その他、各自抱えている



課題を行う。私が行っている課題は 5 月 2 日時点で 2 つあ

る。それらの課題については次回以降の報告書にて記載す

る。 

8 時に出勤した場合は 17 時、8 時半の場合は 17 時半に帰宅

する。 

18 時～ 勤務後はまっすぐ家に帰ることが多い。炊事、洗濯、買い物

等。その他にも友人とバーでサッカーやラグビーの試合を見

たり、大家の部屋に行き、食事やワイン等をご馳走になった

りすることもしばしばある。特に大家とは 2 人でワインを 1

本空けてしまうこともあるので、次の日の仕事に影響がない

よう、油断は禁物である。 

 

 

3． 今後の目標 

下記が前回掲げた目標の達成状況である。 

A. フランス語の習得      1/10 

全く以て望ましくない途中経過である。目に見えない、漠然とした目標のために、

自主的に時間を設けて努力することは非常に苦手なため、そもそも勉強の絶対時間

が足りていない。言語云々以前の問題である。前回書いた通り、フランス語の口座

を受講する予定でいる。一応、意思を伝えたり、言葉をいくつか聞き取ったりする

ようにはなれたため、10 点中１点は自身に与えることとする。 

B. 通常業務の勤務経験、その他 6/10 

通常業務についてはようやく慣れてきて、テンポよく進めることができるようにな

っては来たが、ミスはゼロではない。通常業務以外の仕事についてはうまく進めら

れていると思う。 

 

上記に加え、目標も 1 つ。 

C. 人脈形成 

今後のキャリア生かすため、知り合いは多ければ多いほど良いはずである。サラリ

ーマン時代の経験を生かし、積極的に人脈を形成していきたい。 

現在は主に同年代の知り合いばかりである。事務総長にも偶然お会いすることがあ

ったが、緊張して全く話せなかったため、もったいない。日本人職員とはほとんど

付き合いがないので、日本人のコミュニティとも接する機会を作る必要がある。 

 

4． 付録 

写真をいくつか掲載する。 



 

 

OECD の Château と呼ばれる建物。SGO がこの中にあるほか、ハイレベルな会合が開催

される。私たちは毎日ここに印刷物を届ける。 

 

 

大家の Madeline と私。89 歳とご高齢だが、聡明で、よくワインを一緒に飲む。 

 

 

 

 

 



休日の散歩中に撮影した風景。 

突然の腹痛に焦りトイレを探して

いる最中であったが、そんな苦痛を

忘れさせてくれる美しさであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セーヌ川に浮かぶ船をクラブに改装した

Rosa Bonheur sur Seine 。人気ナイトスポ

ットの一つで、午後 8 時にはもうこのよう

な込み具合であった。30 分後には長蛇の列

が。それなりに楽しかった。 

 

 

Place de Republique を選挙する若者たち。労働法

改正に反対するデモンストレーションである。若

者向けの安い飲み屋街が近くにあるため、フラン

ス人友人達とよく訪れる。若者はかなり積極的に

政治活動に参加するが、中には(私を含め)興味本位

の者や、闘争が目的のアナーキストも混ざってい

る。しかし無関心よりはよいので、日本にもこれ

くらいの活気がほしいものである。 


