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［インターンシップ概要］ 

派遣機関 ：International  Organization for Migration 

             国際移住機関(IOM) 

派遣部署 ： Office of The Director General,  

             Senior Regional Adviser for Asia 

勤務地  ：Geneva  ジュネーブ(スイス) 

派遣期間 ：2015 年 8月 17日－2016年 2月 16日 

 

［業務内容］ 

〈一日の流れ〉 

9：00   出勤 

     メールのチェック 

     国内外ニュースを読み込み、アジア移民問題に関する highlightsを作る 

12：30   昼食 

13：30  午前業務の続き 

     Country Profile の更新 

     アジア太平洋地域の Periodic Reportをまとめ、国ごとに Overviewを作る 

18：00  退勤 

 

〈業務詳細〉(8月 24日－9月 4日) 

● Country Profileの更新 

IOM の General Director がインドに訪問するため、インドの Country Profile を更新して、

また関連の migration issues およびモディ首相による新政策を追加するという業務が依頼

された。 

真実かつ正確なデータを提供するために工夫をした。色々検索をかけた後、人口、出生率、

死亡率や GDPなどに関して、World bankとアメリカの Central Intelligence Agency 



(CIA) のデータを合わせて採用した。最初はインドの migration issues をどうやって探し

たらいいのかについて心当たりがなかったが、上司に教えていただき、インドとアメリカ

の外務省のームページ、『Trafficking In Persons Report』と『Situation Report On 

International Migration In South and South-west Asia』からいくつか重要なポイント

をピックアップしてまとめることができた。 

 

     ↑ インドのプロファイルを編集中  

       赤字の部分が追加した内容 

 

●アジアの移民問題に関する highlightsの作成 

先週から引き続き、アジアの移民問題に関するニュースを全て目を通し、いくつかを選び

簡潔にまとめて highlights を作成する。これが weekly業務として、毎週の月曜日に上司

に送る。毎日大量のニュースを読んでいるため、自分の知識でも増えていくようになって

いる。 

最近、移民大国の中国が IOMに加入する気持ちが強くなり、また IOMも中国のことをすご

く重視しているため、毎日中国の新聞に載せる IOMあるいは migrationに関するニュース

を英語に訳して highlights を作るという仕事もしている。 

 



● Periodic Report に対して国ごとの overview の作成 

『Regional Office for Asia and the Pacific Periodic Report』はアジア太平洋におけ

る各国の issues and trend, relations with IOM や securityなどの問題を定期的にまと

めるレポートである。本文がすごく長いため、国ごとに major issues と trendをまとめ、

簡潔な overviewを作る必要がある。今週はアフガニスタンに対してまとめを取り込んでい

る。 

  

［６ヶ月後に向けた目標と達成度］ 

      目標 達成度           理由 

１．IOM 本部とアジア太平洋オ

フィスで働く方々との人脈を作

る。 

５/１０ 非常にラッキーだったが、上司の紹介で、ちょう

どジュネーヴで会議を参加する IOM の Asia and 

the Pacific Regional Office の  General 

Director と話ができた。また、アメリカ州のシニ

アアドバイザーにも挨拶ができた。しかし、同じ

部署の中でも話ができていない人はいる。もっと

知り合いを増やしたい。 

２．IOM の職員とインターン生

を積極的にコミュニケーション

を取り、国際機関職員になるた

めの情報を集める。 

 

７/１０ 上司、人事部門の職員、またシニアアドバイザー

の administrative assistant とそれぞれにラン

チに行った。みんなは３ヶ国語、４ヶ国語を流暢

に操って、素晴らしいバックグラウンドを持って

いる。彼らから色々ないい話を聞いて、自分もも

っと頑張りたいと思う。 

３ ． 英 語 の Speaking と 

Listening のスキルを向上させ

る。 

６/１０ 英語漬けの環境で働いているため、listening 力

の改善を実感している。また、他のインターンた

ちとランチに行った時、みんなゆっくり話すため

自分も少しずつ会話に入れるようになっている。

でも他のインターン生と比べたら自分の英語力の

低さを痛感している。 

４．Basic フランス語を習得す

る 。 

国際機関で、またジュネーブの

日常生活にはフランスの重要性

を痛感して、フランス語を勉強

５/１０ 他 の イ ン タ ー ン 生 の 紹 介 で 、 安 い French 

Classroom を見つけた。始めたばっかりでまだ何

もできていないが、やっとフランス語勉強の第一

歩を踏み出した。 

国際職員になるにはフランス語がベイシックスキ



することを決めた。6 ヶ月後日

常会話ができる程度になりた

い。 

ルのため、早く把握したいと思う。 

５．インターンシップで得た情

報を自分の修論にいかす。 

 私の研究テーマが国際結婚の

ため、移民、移住問題と大きな

かかわりがある。インターンシ

ップの期間中、自分の研究分野

のリサーチと情報収集も行いと

思う。 

３/１０ 仕事になれるには時間がかかるため、自分の研究

は全然進んでいない。 

現在、国際結婚という名での人身売買が枚挙にい

とまがないため、この点を切り口として研究した

いと思う。 

 

 

所属された部署の administrative assistant,他のインターンたちと一緒にランチ 

 

［その他の近況報告］ 

●仕事状況：毎日の仕事から勉強にもなっている。昨日、シリア難民とみられる男児の遺体が

トルコの海岸に漂着した事件が，世界中に衝撃を与えている。難民や密航って遠い遠い空で起

こっていることと思っていたが、今は自分の責任でもあると日々感じている。 



来週の月曜日に、パキスタンにおけるアフガニスタン難民に関する会議が IOM 本部に行われる。

上司に連れてくださるため、すごく楽しみにしている。 

 

● 宿舎、交通情報：前回言及したアパートが交通便利のため、とりあえず住み続けることにし

た。バス 8番線で IOMまで 20分程度で、乗り換えなし。 

      最寄り駅：Rive駅  家賃：一人 600CHF/毎月（光熱費込） 

ジュネーヴでは monthly bus ticket が販売している。25歳以上 70GHF、25歳以下 45CHFで、

市内の全ての公共交通に乗り放題。 

 

●食事情報：Lunch Break は一時間程度。IOMの Cafeteriaだけではなく、隣の WHOと ILOま

た国連のカフェでも利用できる。メイン料理とサイドメニュー2つの組み合わせは 9－13CHF程

度。また、Cafeteriaでは電子レンジがあるため、お弁当を持って来てもいい。 

夕飯はいつも自炊している。Train Stationの近くに LIDLという安いスーパーが見つかったた

め、生活コストが抑えられている。 

   ←UNカフェの名物 



French toastを作っている様子→  

 

● 語学力を向上させるため、language exchange を行っている。 

現在は週に 1回フランス人の友達と French-Chinese の交換勉強をしているが、来週からカナダ

人と English-Japaneseの交換勉強を始める予定。 

 

●フランス語の授業を始めた。 

場所: ジュネーブ大学 費用：100CHF/毎月 毎週に一回、毎回 3時間の授業 

 



    

 

          ↑ 週末にモンブランに観光 


