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【基本情報】 

派遣先 IOM(International Organization for 

Migration) 

派遣国/都市 スイス/ジュネーヴ 

所属部署 Labor and Facilitated Migration(LMHD)

の中の Migration and Development 

※当部署は、Labor Migration, Migrant 

Training and Integration, Migration and 

Development の 3 つの Division に分かれ

ている。 

派遣期間 2011年 8月 22日～2012年 2月 21日まで

の 6 か月間 

【業務経過：第三週～六週: 9 月 5 日～9 月 30 日】 

※今回より、10 点満点の評点を導入する 

主な業務 内容説明 

所 属 部 署 、 Labor and Facilitated 

Migration (LMHD)が手掛ける Istanbul 

trainingへ向けた準備 

前回のレポートでもふれたが、LMHD は

現在一大 project として Istanbul training

を手がけている。そのための会議が 9 月

21-23 日に迫っていたため、LMHD は今月

中その準備に追われていた。LMHD に属す

る人は私を除き、全員 Istanbul でプレゼ

ンをすることになっていたため、そのため

の Power Point の作成等の添削作業に私も

関わることになった。時には 1 分間に何通

もの資料が回されてくることもあり、確認

作業が追いつかないこともあった。添削は

自分の部署をよりよく appeal することを

主目的とし、内容面での改善が求められ

た。そのため、自ら意見する場に直面する

ことが多かった。(9 点) 

 



Meeting のセッティング 内容は、やはり Istanbul training のた

めの会議に関すること。今回は、メール

のやり取りでは補えない部分において

短時間で話し合う簡単な Meeting(15 分

程度)が多かった。業務内容は前回に引

き続き、会議室の確保や配布資料の作成

等の一連の作業であった。(8 点) 

LMHD が手掛けてきた事業内容に関する

draft の作成 

第 2 週目からの作業に引き続き、Labor 

Migrationにおける 190近い事業を国ご

とに分類した draft 作成を全体的に任さ

れている。他の仕事と並行してやる必要

があるため、なかなか思うように進行し

ない。特に、全体の事業だけでも 190 近

くあるが、時には 1 つの事業において何

十ページもの資料があるものもあり、目

を通すのに多くの時間を費やすことに

なる。また、フランス語のみの資料の場

合は、辞書を頻繁に用いた解読に苦労す

る。あるいは、イタリア語、スペイン語

のみの資料の時にはそれらの言語がわ

かる人を探す必要性に迫られる(幸い、

他部署を当たれば誰かしらが協力して

くれる)。また、draft 作成に必要な資料

が十分に得られない project に関しては、

これらのデータを扱う部署（主にはマニ

ラの IOM）と連絡をとる必要がありその

諸作業で半日がつぶれることもある。 

(7 点) 

自身の研究との関連性 前回、自身の研究テーマである途上国に

おける教育と経済発展の関連性には、移

民の諸問題が大きな影響を与えること

を記した。それに発展して現段階では、

頭脳流出(brain drain)が流出国の人的資

本形成に与える影響という点に関心を

持っている。頭脳流出においては、学術

的にも研究が進んでいるため、これを



大々的に取り上げれば、修士論文のテー

マにすることも十分可能である。(7 点) 

 

【6 カ月後に期待される効果】※今回より、10 点満点の評点を導入する 

職場仲間との連携を中心とした業務遂行ス

キルの向上。（仕事上のフットワークを発展

させる等） 

今回のプレゼン資料の添削作業を通じ、一日

に何度も上司や同僚と意見交換をすること

でコミュニケーション能力を少しは向上で

きたように感じる。ただ、この作業は主にメ

ールでのやり取りが中心のために発言しや

すい部分があったが、今後は直接自己アピー

ルする能力を身に着けるよう心がけたい。 

また、相変わらず上司や同僚から学ぶことが

多く、彼らはメールの応答が迅速かつ的確で

ある。要点のみを簡潔に示す表現法は是非自

分のものにしたい。(7 点) 

筆記能力の向上（高度な論述力、厳しい締切

に対応できる能力等） 

draft の作成を通じて、膨大な資料に目を通

し、文章を要約する機会が増えたことで、

論述的な英語の表現法が少しずつだが身

についてきたように感じる。論述的な文章

だとどうしても一文が長くなりがちなと

ころがあるが、重複をさけるなどして簡潔

かつ明快な文章作成を行えるように訓練

したい。(8 点) 

コミュニケーション能力の向上（職務上の仲

間との共同ワークを通じて） 

基本的にコンピューターワークのために人

と接する機会が少ないが、コーヒーブレイク

をとるなどして他の部署の人ともコミュニ

ケーションをとる時間が少しずつ増えてき

た。やはり、積極性が常に求められる。(7

点) 

仕事を任されることによる独立性の向上 

（自ら判断し情報入手のために行動する能

力等） 

今月は、Istanbul training のための会議準備で

上司がいないことも多く、会議時には上司や

同僚が一週間ほど不在の時もあり、自己判断

能力が試されることが多々あった。現段階で



は当部署を総括する Administrative assistant

や他部署の人たちのアドバイスをもらいな

がらであるが、情報の入手法が少しずつ分か

ってきた。今後は、他の部署とのつながりを

築くことで情報ルートを広げることが課題

である。(6 点) 

語学能力の向上。 

英語（ライティング、スピーキング等） 

フランス語*（日常生活を通じた会話力の

向上） 

英語に関しては、前回に引き続き多くの資料

に目を通すことで特に読解力の向上を感じ

ている。長文においては、要点を瞬時に捉え

られるような読解法を身に着けることが目

標である。ライティングにおいては、draft

の作成を通じて表現能力の向上を目指した

い。スピーキングにおいては、日常会話レベ

ルではコミュニケーションが以前より円滑

にとれるようになったと感じる。仕事を通じ

たスピーキング能力の向上のためにも、継続

したコミュニケーションケーションの実践

を心がけたい。 

フランス語においては、フランス語のみの

資料を英語に訳す作業で移民に関する重要

語句は少しずつ頭に入っている。今後は複雑

な文法理解に努めたい。スピーキングにおい

ては、ILOの初心者向けフランス語講座の申

請がやっと受理され、初回の授業を受けるこ

とができた。授業は少人数制(私を含め 4 人)

で、講師は発音を入念にチェックしてくれる

ので日常的にフランス語を使用するための

訓練としていい機会になる。今後は、お昼休

みに週に 2回 1時間のペースで受講を継続す

る予定である。(8 点) 

 

【全体でのインターン達成度】 

現段階でインターンの達成度を点数で評価すると 50 点である。評価できる点は、

スキル面においては、インターン開始時から、英語資料の読み書き作業が多かったた

めに読解力及びライティングの向上が感じられる点である。スピーキングにおいては、



日常会話の域をこえて業務上で積極的に発言する場を得ることが今後の課題である。 

業務遂行に関して評価できる点は、情報の入手手段を少しずつ自分のものにしている

点である。今後の課題は、他部署とのつながりを広げ情報源を得るルートを増やすこ

とである。今後も点数アップを目指して積極的にインターンに取り組んでいく。 

 

【日常生活】 

 前回、周囲とのつながりの輪を広げたいと言及したが、インターン開始から約 1 か月

たち、少しずつコミュニケーションの場が設けられるようになってきた。主には、昼食

は天気が許す限りは外のテラスでとるようにすることで、職場では出会えない人との出

会いが得られた。テラスは、同僚はもちろん、他部署や他機関のインターン生も多くが

利用するため、他部署のインターン生や IOM の隣に隣接する UNESCO のインターン

生など多くの人と情報共有することができる。他のインターン生と話していて、将来へ

の目標達成のための意欲、積極性を強く感じる。彼らは、将来の目標像がしっかりして

いてそれに対してつねに前向きな考えを抱いており、その点では自分の刺激になり学ぶ

ところが多い。また、当部署を総括する Administrative assistant と出くわしたときには、

インターンの経過について話を聞いてもらいながら、積極性を身に着けたいという自分の

目標を話すと、いろんな部署とつながりをもつようにアドバイスされた。Administrative 

assistant はとてもいい方で、私の所属部署の LMHD を総括する DMM の Director の誕生

会にも招待していただき、Director とお話をする機会も提供して下さった。この 9 月は

人との出会いの大切さを改めて実感した月であった。 

 

 

DMM Director の Irena の誕生パーティーにて 

 

    



           

 

 

 

ILO でのフランス語講座の様子（左から 2 番目が講師の Michaela） 

          


