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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］（9月 5 日－10月 3日） 

 

 ●アジア太平洋地域における migration issues の highlightsの作成 

メイン業務として、アジア太平洋の移民問題に関するニュースの highlights の作成を行って

いる。毎日の午前中に各大手メディアに載る関連記事から hot topic を選び、要点をまとめる。

そして、木曜日の午前中まで draftを仕上げて、英語が nativeの友達にチェックしてもらった

後、金曜日の朝に上司に送る。上司からアジア太平洋地域関係の officerたちにシェアする。

よく使うニュースサイトと検索サイトは：Reuters, The National, New York Times, The 

Japan Times, Channel News Asia ,Xinhua Newsと Google。なるべく簡潔で、はっきりでまと

めるように心がけている。 

 

●中国語記事の翻訳とまとめ 

IOMでは、中国の migration issues と政策に興味を持つ人がたくさんいる。そこで、上司か

ら中国語の記事を英語に訳して特集を作成する仕事を頼まれた。毎週の月曜日に、上司との

weekly meetingで毎週のトピックを決める。最新の 3つのトピックは:「Chinese 

international and internal migration issues」、「How Chinese look at the current 

migrant crisis」と「China and the 70th session of the UN General Assembly」。 偏りが

ない情報を確保するため、中国の最大のメディア「Xinhua News」の記事だけではなく、いくつ

かのメディアから記事を検索するように配慮している。 

 



 ●『Regional Office for Asia and the Pacific Periodic Report』の overviewの作成 

  先月から引き続く、Periodic Reportの overview を作る作業を行っている。上司から 2013

年１月から 2014 年年末までの『Regional Office for Asia and the Pacific Periodic Report』

をもらった。データが少し古いため、まずは国ごとに最新の issues と security問題を update

する必要がある。そして、各国の Major issues、trendと migration issues を一段落以内でま

とめる。どうやって全部の要点を限られた字数以内で簡潔にまとめることに努力した。リサー

チに時間がかかるため、週に一カ国のことを要約するベースで業務を行っている。今週はカン

ボジアのまとめを取り込んでいる。また、上司からアドバイスを頂き、Counter-trafficking

と自然災害への緊急支援（例えば、IOMのネパール大震災への支援）の内容を増やすようにし

ている。 

 

 ●アシスタントの仕事 

上司のパソコンのフォルダを整理する仕事を頼まれた。ファイルを見つかりやすくなるた

め、国と種類によっていくつかのサブフォルダを作って、ファイルを時間順に並べた。ファイ

ル名を短く、そして分かりやすくすることに工夫した。 

 

   ← 新しいオフィスでパソコンに向かう私 

  



［６ヶ月後に向けた目標と達成度］ 

      目標 達 成

度 

          理由 

１．人脈を作る。 8/10 9 月より上司のおかげで、オフィスをメイン建物の近くに移

動したため、他の section の職員と接する機会が多くなって

きた。また、日本政府代表部からランチの招待をいただき、

代表部の職員と IOM の日本人職員の方々と話すチャンスにも

恵まれた。仕事後、いつも lecture と seminar などを積極的

に参加しているため、他の国際機関で働いているインターン

生の友達もいっぱいできた。これからも自分から積極的に

IOMや他の国際機関の方々と接触したいと思う。 

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

機関の仕事を理解し、国際機関職員に

なるための情報を集める。 

6/10 色々職員の話しを聞いて、国際機関職員になるには、スター

トが一番難しいと感じている。またこの職業の不安定性もわ

かってきた。国際機関で permanent の職員が少なく、

contract の職員がほとんど。その一方で、国際機関の魅力に

も実感している。 

３．英語の Speaking と Listening の

スキルを向上させる。 

７/10 英語力が確実に伸びていると感じてきた。新しいオフィスに

移動したことにより、英語をしゃべる機会も増えてきた。で

もランチ会の時、まだ自分の speaking 力の不足を痛感してい

る。アジア人がよく quite と言われるが、アジア人らしくな

いように努力したい。 

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。 

5/10 今は友人が紹介してくれた French Class に通っているが、先

生の教え方と合わないため、来週から同僚が紹介してくれた

もう一つのフランス語教室に通うことになった。新しいとこ

ろでもっと頑張りたいと思う。また、中国語を勉強している

スイス人の友達をできたため、language exchange を通し、

早く簡単なフランス語会話を身に着けたい。 

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たいと思う。 

７/10 研 究 テ ー マ を 「 Irregular Southeast Asian Female 

Marriage Migrants to China」に絞った。上司の紹介で、現

在 IOM で働いている human trafficking 分野の専門家と連絡

を取り、一緒にランチに行って、すごく貴重なアドバイスを

頂いた。来週はネパールの counter-trafficking 現場で働い

ていた日本人の職員とランチに行く予定。上司や他の staff

たちのサポートがあって、自分の研究がうまく進んでいる。 



［その他の近況報告］ 

 

●宿舎、交通情報： 前回で言及したアパートでルームシェアを続けている。スイス人の

Familyと一緒に暮らしているため、生活面で色々なアドバイスをもらえる。先週は中華料理を

奢ってくれた。 

   最寄りバス停：Rive 

   家賃：一人 600CHF/毎月（光熱費込） 

   環境：二人が一つのルームをシェアしているが、ベッドが 2個用意してくれた。トイレ

とキチンが家族とシェアする。 

●食事情報：ランチはいつもお弁当を持っていく。天気がいい時はよく他のインターン生と

IOMの外で picnicをする。偶に上司や所属された部署の administrative assistant がランチ

に連れていってくれる。夕飯も自炊している。ジュネーブで日本食材店と中華食材店があるの

で、生活が便利。 

●新しいフランス語教室 

場所: Gare Cornavinの近く 費用：100CHF/一学期 毎週に 2回、毎回 1時間半の授業 

●lectures and seminars: 国連とその他の国際機関では、様々な lectures と seminarsが行

われている。これは視野を広げる絶好の機会。High-levelの方々の意見を聞いて、自分も広い

観点で物事を見る能力を徐々に身に着けられる。 

 

            ↑ 国連の Peace Talk 

 



           ↓  Lunch Talks で知り合ったインターン生たち WHO の 3 人と IOM の２人 

 

          

     

 


