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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 Development of Migration Management 

( DMM) の総括内にある 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：第七週～11 週: 10 月 3 日～11 月 4 日】 

※前回より評点を挿入した。 

主な業務 内容説明 

所 属 部 署 、 Labor and Facilitated 

Migration (LMHD)の部署紹介に関する 

Power Point の作成 

今月は、上司が二回の出張（プロジェクト

開始に伴う職員トレーニング）を控えてお

り、そこで使用する部署紹介のためのパワ

ーポイントスライド 30 枚程度の作成を任

された。内容は、主に部署に関連すること

で、職員の専門分野、今年一年の主要プロ

ジェクト、これまでの成果について図や写

真を添えて作成した。上司からは、初めて

の人でもわかるように極力明確な文章か

つ visual アイテムを増やすように要求さ

れ、これを手に入れるのには時間を要し

た。また、この仕事を任されたのが出張の

約 10 日前であったために、差し迫る締め



切りの中での作業となった。(8 点) 

Meeting のセッティング 今月は、部署内職員が個々に出張を控

えていたためにその報告を兼ねた

Meeting が週に一～二回の頻度であっ

た。今月は他の部署の人も招くことが多

かったため、そのための資料作成等の作

業も多かった。話し合いに関しては、先

月同様ほとんどが 15 分程度の短時間あ

ったため、事前準備に要する時間の方が

多く取られたといってよい。ミーティン

グを繰り返す中で、少しずつ DMM の枠

組みの理解が深まってきた。 

(8.5 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 行 っ て い る Labor 

Migrationにおける 190近い事業を国ご

とに分類した draft 作成は終盤に差し掛

かっている。先月は慣れていないせいも

あり、他の仕事に時間をとられるとなか

なか思うように進まなかったが、だいぶ

要領を得てきたので前回よりもスムー

ズに作業が進むようになった。先週、全

プロジェクトの見直しを終え、現在は上

司が添削中である。来週以降、訂正作業

に入りそうである。また、未だ draft 作

成に必要な資料が十分に得られない

project に関しては、その情報源を得るた

めに自分からさらにアプローチする必

要性を要求されている。 (8 点) 

自身の研究との関連性 前回、頭脳流出(brain drain)が流出国の人

的資本形成に与える影響を新たな関心

分野として追及することを明記した。私

の office のルームメイト（直属の上司で

はないが同僚）は、頭脳流出に関するプ

ロジェクトを多く扱っている。そのた

め、私の関心を話すことで彼女が所有す

る多くの資料を手にすることができた。



現段階では、IOM が関わる頭脳流出にお

けるプロジェクトは主にアフリカを中

心とするものであり、Sub-Sahara Africa

のような最貧国が集結する地域におい

ては頭脳流出の阻止(Brain Gain)が経済

成長にプラスの成長を顕著にすること

が示されている。 

私が注目する、新興国における頭脳流

出の影響に関してはまだデータが得ら

れていないが、頭脳流出が流出国に及ぼ

す経済的影響を計量的に示す Brain 

Circulstion という概念を発見したため、

今後はこれに関する論文を手に入れた

い。 (8.5 点) 

 

【6 カ月後に期待される効果】 

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） 

今回は、上司の補佐として一連の Power Point

作成作業を任されたことで責任感が強まり、

以前より上司の要求に円滑に適応できるよ

うになったと感じた。特に今回のプレゼン資

料は外部に提供するものだけに、出来栄えに

おいては高質なものが要求され、見た目や文

章表現など細かな点までチェックが入った

ため、その過程で自分から進んで訂正を提案

することもあった。こうすることで、相手の

意見を取り入れながら、それをとりまとめで

自分も発言するという自発的行動をわずか

ながら身につけられたように感じる。今後は

これを持続させることが目標である。 

(8 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） 

Power Point 作成では迫る締め切りの中での

作業を要求され、短期間で作業をするための

集中力を養えた。ただ、効率性に関しては、

まだ改善点があると思うので今後の課題と

なる。論述力に関しては、Power Point や draft



の作成を通じて、相変わらず英語の表現法

を身に着けている。Power Point の作成時に

上司にも指摘されたが、一文を簡潔に表現

することが今後の論述における課題であ

る。(8.5 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） 

業務は基本的にはコンピューターワークだ

が、今回はミーティングで他部署の人と接す

る機会が多くあったため、他部署での顔見知

りが増えた。そのため、日常さりげないやり

取りをする機会が増えたことは進展である。

仕事内でもこうしたコミュニケーションを

取れるようになることは、大きな課題であ

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） 

私の部署の職員は、office 内よりも外で活動

する時間が多いため、私は office 内で諸作業

（いわゆる留守番業務）を任されることも多

い。そのため、特に Meeting のセッティング

においては、全く上司の介入がなく責任が大

きい。会議で使用する道具や参加人数などに

よって部屋のブッキングを変更するのは常

時のこと、ビジュアル資料が多いときはカラ

ーコピーにしスライドを借りるなどといっ

たささやかな行為において上司に評価され

た点は仕事にやりがいを感じた。 

また、Power Point の作成を通じては、自身

の情報源の少なさを痛感した。今回は締切と

のかねあいもあり困ったら上司に相談しが

ちであったが、必要なデータはＩＯＭのホー

プページ上で見つけられるものもあり、情報

の入手方法に関してもう少し学ぶ必要があ

る。 (7.5 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

英語は、今まで同様読解力は日々向上を感じ

る。ライティングは、相手を高めるような簡

潔かつ明確な文章を即座に思いつけるよう



向上） にすることが新たな課題である。前回日常レ

ベルでの向上にとどまっていたスピーキン

グは、自ら発言することで職場でのスピーキ

ング能力をも向上させるよう努めている。今

後も継続して、さらなる積極性が求められ

る。 

フランス語は、週二回 ILO のフランス語

講座に欠かさず通いながら、実践的な会話力

の向上に努めている。今までは、気後れして

いたが、街中でも積極的に学んだフランス語

を話すことで会話力の向上に努めている。ク

ラスは、特に文法においては初心者コースに

慣れてきたので、中級クラスにも参加するこ

とで複雑な文法にもチャレンジし始めたと

ころである。不自由なく自分の意思を伝えた

り、すらすらと文章を書けるようになること

が目標である。 (8.5 点) 

 

【IOM プロジェクトと日本の関わり】 

 私の部署の職員の一人が IOM を通じた日本でのプロジェクトに関わっている。今回、

それについてその職員と意見交換をする機会があり、自国に関わっているということも

あって大変興味深かったのでここで紹介したい。このプロジェクトは、日本へ受け入れ

たタイ難民が日本の生活に少しでも馴染めるようにケアすることを目的としている。

（通常、難民の受け入れに関する業務は UNHCR の任務であり、IOM の使命は、その

後のアフターケア（現地での生活のサポート）である。）これを IOM では、インテグレ

ーションと称しているが、職員いわく日本ではこのインテグレーションのためのケアが

他国に比較しても非常にきめ細やかであるそうだ。例えば、日常生活におけるケアにお

いてはまず、難民が死活のために必要な住居や職業のリストが提供され、一人の難民（ま

たは一家族）に数人の日本人職員が付き添う中で手続きが行われる。さらには公共機関

の使用方法（電車やバス）、お金の使い方（カードの使い方やお金のおろしかたなど）

など細かい生活面に関することはガイドブック上（英語とタイ語のものがある）で提供

される。さらには、日本で生活を始める前後には日本語トレーニングへの参加が義務づ

けられ、その教材も充実している。 

一方、日本の難民の受け入れ比率は 6％程度であり、先進国の中でも極めて消極的と

いう印象がある。しかし、職員の話では、このように低い比率だからこそ逆に受け入れ



難民に対する手厚いケアが可能になるという。皮肉にも、難民受け入れ大国と称される

カナダやアメリカは受け入れ難民数が多いだけに個々の難民への手厚いケアが及ばな

いという。現段階でどちらがいいということはできないが、日本は難民受け入れに対し

て消極的ながらもその範囲内で際立った活動をしている点においては評価すべである

と思う。ただ、手厚いケアを心がけるあまり、受け入れに消極的になりすぎるところは

今後の日本の課題であると感じる。 

 

Office のルームメイトとプレゼン資料作成に取り組む様子  

 

           

日本での受け入れ難民へのアフターケアプロジェクト資料の一部 

（上 3 冊は日本語トレーニングの教科書、下の 1 冊は生活ガイドライン） 

           


