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◆基本情報 

派遣機関：経済協力開発機構パリ本部 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)  

都市：パリ、フランス 

勤務部署:Public Affairs and Communication Directorate(PAC)内 Media Division 

派遣期間:2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日(予定) 
 

今回は 

◆8 月の仕事について 

◆OECD 近辺について 

◆週末の旅行のヒント 

などをお知らせしようと思う。 
 

◆今回は 8 月ということでフランスは基本的にバカンス。OECD 職員もほとんどがバカンスに出ているので

Media Review は印刷せず内部ネットワーク上での閲覧となる。5 人のメディアチームも上司が 2 人休みの

ため若手 3 人だけで頑張る。 
 

8 時 or 8 時 30 分開始であったのが上司のいない分仕事をしないといけないので 7 時 or8 時開始になる。 
 

2 人のインターンのうち、ひとりは 7 時月火水、もうひとりは 8 時木金のように区切って交代で出勤して

いた。このころ 7 時に到着するとなると、家を出るのは遅くても 6 時に起床で、そのころにはまだ日がで

ていない。気温も 10℃前後になることもある。 
 

7 時開始のシフトのときは、朝刊（ヨーロッパは基本朝刊と夕刊は同じものだが）を指定された場所にと

りに行くことから始める。7 時出勤は正規職員ひとりとインターンのひとりなのだが、そのどちらか早く

着いたほうが新聞をとって、とったらもうひとりのほうに SMS を送って知らせる。そして暗いオフィスの

電気をつけて、業務開始である。 
 

まずは新聞がちゃんと指定した部数きているかの確認。同じ新聞を 3 部とっていたりして、ひとつは職員

用、ひとつは切り抜き用、ひとつは保存用などと決まっているのでそれぞれの置場におく。 
 



つぎに正規職員が選んだ WEB ニュースがメールで届いているので、それを指定されたテンプレートにコピ

ーして印刷する。そのあいだその正規職員は届いた新聞雑誌をひたすら読んで重要なものをさがしている。 
 

ひととおりメールで準備するよう指定された記事の作業がおわったとおもうと、すでに 8 時になっていて

もうひとりのインターンが来る時間である。切り抜き記事コピー作業の合間をみて Today’s World News を

配信する。 
 

ドイツ語の Handelsblatt は新聞を渡されて OECD 関連の記事を探すよう命じられる。フランス人インターン

にはフランス語の新聞が渡されたりと各自のできる言語による。新聞中の記事はたいてい WEB にも載って

いるので、まずその新聞の WEB サイトに「OECD」といれて検索ヒットするかどうか確認。出なかった場

合も一応全部のページに目を通す。時間がとにかくないので記事はタイトルをちらっと読むぐらいであと

は「OECD」という文字列さがしである。OECD は大文字で目立つのですぐにわかるがたまに正式名称だけ

書いてあることもあり、またドイツ語はいたるところに大文字があるのですこしやりづらい。 
 

このころ WEB 上に OECD 関連のニュースがでていないかチェックして、もし出ていれば Media Review に織

り込む。また特に日々進行中のニュースなどがあれば（今夏はギリシャの金融危機、中国の金融危機、移

民難民など）それの最新情報を織り込むよう頼まれることもある。 
 

みんなフルスピードで仕事をしているので結構ピリピリムードですすむ。 

合間をぬってインスタントコーヒーのお湯をとってくる。朝早いので濃い目に。 
 

3 人全員そろってひと段落ついたあとはいつものようにコピー機と格闘。しかし今月は Early Flash は休み、

Media Review もスキャンデータのみ配信であるので配達する手間はない。 
 

だいたいコピーし終わったら今度は記事の順番決めの作業。ほとんどは正規職員ひとりの判断だが、いち

おう毎回意見を求められる。いつもはボスが行っている仕事なので正規職員も多少不安なのか意見を求め

てくる。しかし理由をしっかり述べられる相当な意見ではない限りなにも言わないほうがよい。 
 

基本的にいつも「Why?」と聞かれるのが日本とちがうところ。 

「この記事おもしろかった？」「そうですね。」→→「Why?」 

「これで順番いい？」「日本のこれよりも韓国のこのニュースのほうが先では？」→→「Why??」 

「これおいしい？」→→「Why?」 

と内容の重要度によらず、かならずかならず聞かれる。 
 

こういうときにコピー機（スキャナー）がうまくうごかなかったり（よくある）、入り口のセキュリティ

ゲートが開かなくなったりするともうオフィスの雰囲気は最悪である。 
 

Media Review を完成させた後はとにかく index である。いつもは 5 人でやっている作業を 3 人でやるのだ

から当然仕事の量がおおくなる。残りの 2 人は仕事する前においしいコーヒーがないとできないなどと言

ってほぼ毎日隣のビルのカフェまでコーヒーを飲みに行ったりする。こちらはインスタントでがまんして

ひとりオフィスでパソコンにむかって index である。Media Review を送るのはなるべく早くといわれてい

るのでコーヒーなど飲みに行く気分になれなかったのだが、ここは堂々と行っていいのかもしれない。 
 

 

◆すでに 2 ヶ月がたったが最初に説明を受けておらずわからないこともいくつかでてくる。しかし相手側

も 2 ヶ月たっていて当然知っていると思っているので”I’m sure I told you”, “I always tell you this”などと強く

いわれ、ここまで言われるとこちらが悪いのかも？と自己嫌悪になったり結構ストレスに感じるが、仕事

なのでしかたない。一人の上司としかそういうことがおきないのでその人だけなのかもしれない。 

 

◆人によって指示が違ったり、同じ人でも指示する内容が 1 週間たつと変わったりするので面倒でもきち

んと確認する。日本人と違って間違っていてもみんな自信満々なかんじで指示をだしてくるので（安心し

てそれに従うとあとで怒られる）常に疑う必要がある。 

 



◆8 月は食堂も休みである。隣の Marshall ビルの地下にあるカフェのみやっている。9 月になるまでは近

くのパン屋を探したり（後述）スーパーで買って持参したりした。レストランもあることはあるが、やは

り値段が高いのであまり行かない。 
 

左下の OCDE(仏：Organisation de coopération et développement économiques)からは赤い矢印の交差点付近に

パン屋と小さな商店（徒歩 5 分）、黒い矢印の交差点付近に大型スーパー2 軒にパン屋 2 軒（徒歩 7-8 分）

がある。La Muette に行くよりも近いような気がするし、こちらのほうが静かでよい。 

（Google Map を編集） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆週末に旅行に行くならフランス国内のみならず海外も調べるべき。海外の遠くでもチケットやステイ費

用を含めてフランス国内より安い場合がある。8 月半ばから旅行をはじめたが、すでに TGV でストラスブ

ール、Air France でマルセイユ、Air France でベルリン、Transavia（KLM 傘下の LCC）でヴェネツィアに行っ

た。 
 

まず行先を決めるのだが、遠くでも実は安いところもあるので気になる都市はいろいろ検索をかけてみる

とよい。日程によってもタイミングによっても会社によっても値段が変わる。 
 

都市が決まっていて、電車にするか飛行機にするか微妙なときは、電車（TGV, Eurostar, ICE, etc.）なら 3 時

間以内のところ、電車 3 時間以上は飛行機のほうが安いし便利なことが多い。長距離バスは使ったことは

ないが安いらしい。飛行機で行ったとしても日本から行くよりは近いし安いので積極的にいくべき。 
 
 



◆各種チケットをとるにはたとえば以下のようなサイトがある。 
 

 電車はフランス国鉄: http://www.voyages-sncf.com/  

中長距離列車の値段は時間によっても違う。出発 2 週間 3 週間以上前に買うとだいぶ安い。 
 

 航空券は edreams :  http://www.edreams.fr/ 

手数料がかかるので、一度検索してどの航空会社が飛ばしているかを確認したら、その航空会社の

公式サイトで買ったほうが安いこともあるし、手数料込みでも安いこともある。 
 

 ホテルは Booking.com : http://www.booking.com/  
 

ほかにもあるので各自確認。 
 
 

◆パリ市内から空港までの交通機関について。 

Orly 空港は Zone 4, CDG 空港は Zone 5 であるが、毎週土曜日 00:00-日曜日 23:59、あとバカンスの時期 2015

年は 7/13-8/16 は、NAVIGO mois が全ゾーンで有効になるのでどちらの空港でも追加料金なしで行くことが

できた。RER でもよいし、RoissyBus, OrlyBus でもよい。 
 

しかし注意。Anthony 駅から Orly 空港を結ぶ OrlyVal という電車のようなゆりかもめのような乗り物は

NAVIGO が使えず、しかも 10 分足らずなのに 9€以上する。 
 

また 2015/09/01 から NAVIGO の Zone 1-2 のくくりが廃止され、同じ金額で毎日全ゾーンいけるようになっ

た。これから先どうなるかはわからないので各自 HP などで要確認。 
 

タクシーは飛行機を朝早く取りすぎて交通機関が使えない時に、16 区の家に来てもらって Orly 空港まで乗

ったときは 39€だった。CDG 空港までは 50€前後とのことだがメーターによる。 
 
 

◆フランス語のレッスンを始めた。1 時間 20€で個人レッスン。時間も内容もフレキシブルに合わせてくれ

る。OECD の内部ネットに生徒募集が出ている。今回は職員に紹介してもらった。 

◆部屋の契約が 2 ヶ月だったので 8/27 に引越をした。新しい部屋はエッフェル塔にちかい Iéna 駅（メト

ロ 6 番線）で、OECD にはバスで 10 分かからないぐらい。メトロで行くなら 3 駅。オーナーはブルターニ

ュ出身のご夫妻と 4 人のお子さんの大家族。今回は洗濯機がない家なのでぎりぎりまでためて近くのコイ

ンランドリーへ行かなくてはならないが、目の前にパン屋もありパリ中心部までのアクセスもよく、家族

も家にいるのでフランス語を話す機会もふえてよい。 

◆教会でコンサートが開催されているのがわかった。クオリティや曲目はさまざま。音響も協会なので独

特。当日券もあるようであるが、http://www.classictic.com/ にてチケットが取れる。だいたい 20€ぐらい。 

 

◆外大で必修の集中講義があり、9 月 7-11 日は登校しなければならないので、1 週間インターンはお休み

を頂いて 5 日夕方にパリをとびたち一時帰国。このレポートも実は機内で書いた。 
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◆目標設定 

 

前回に引き続き本インターンの目標と達成度自己評価を記載しておく。 

 

 語学・コミュニケーション 

ビジネスで使う英語と日常会話で使うフランス語。業務に適切なコミュニケーション。 

 

 スムーズでスピーディな業務遂行 

この仕事はスピードが求められるため項目に加える。 

 

 人脈形成 

ビジネスマンとして人脈を築く。 

 

 パリの生活 

Work life balance 

 

 点数 理由 

語学・コミュニケーション 7/10 

コミュニケーションは語学の力のみではない。およそ 2か月仕事

をしてきて、だいぶコミュニケーション力（英語力含め）が上が

ってきたように感じる。聞こえなかったり聞き返したりすること

が圧倒的に少なくなった。フランス語については先生を紹介して

もらい個人で授業を受けている。 

スムーズでスピーディな業務遂行 7/10 

スピードは上がったが、上限に達しているかなといったところ。

細かいミスはまだ出てくる。流れはわかっているのであとはいか

に細かいミスを減らすか。 

人脈形成 4/10 

新しい職員や、バカンスで今までいなかった職員とも知り合いに

なり人脈は広がってきていると感じるが、行く前の目標にはまだ

距離があると感じる。 

パリの生活 7/10 

女性ひとりだったホームステイから引っ越し、夫婦・子供 4人の

計 6人家族のところにステイしている。両方とも長短があるので

どちらがいいとはいえないが、今回はフランス語で話す機会が増

えた。8月半ばから毎週週末は旅行に行くことにしている。 

 

 

 

 
 

 


