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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 1月 20 日まで

の 5 か月間 

 

【業務経過：第 12 週～16 週: 11 月 7 日～12 月 2 日】 

※前回に引き続き評点を挿入している。 

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 

先月に引き続き、今月も所属部署の同僚、

上司が控えていた出張で使用する Power 

Point スライド（今回は 40 枚に増えた）の

作成を任された。内容は前回同様、部署紹

介（職員の専門分野、今年一年の主要プロ

ジェクト、これまでの成果等）が主である

が、前回の訂正や Labor Migration プロジェ

クトに関する情報の追加も要求された。前

回の訂正においては、スライドで質問が多

かったという部分に補足説明を加えた。ま

た Labor Migration プロジェクトについて

は、自分がそれらのプロジェクトに関して

無知であったためにそれに関する資料を



手に入れるところから始まり（主には他部

署、HQ 以外の IOM Office とメールでのや

り取り）、内容を理解したうえで全体の概

要をスライドで作成した。 

今回も、締切はたいてい一週間後と差し迫

ってはいたが、前回の経験があったのでそ

れほど時間をかけずにすんだ。今月は、先

月使用したものの訂正など quality の向上

に多くの時間がかけることができた。 

(8.5 点) 

Meeting のセッティングや内容の記録、及

び簡単なリーフレットの作成 

今月は、部署の職員が他のアポイントメ

ント等で多忙であったため、Meeting の

回数は数回であった（私が参加した正式

Meeting は 4 回程度、その他は個々人間

で行っていたようだ）。今までは、IOM

内での Meeting が常であったが、今回は

2 回ほど ILO で当職員との合同 Meeting

が行われた。というのも、私の所属部署

は Labor Migration のマネージメントに

関わっており、ILO で移民の雇用問題を

扱う部署との連携があるためである。こ

の Meeting ではノート取りをまかされ、

その記録に基づき議事録を作成した。そ

の他、ILO 側に配布するリーフレットの

作成も行った。リーフレットは、Power 

Point のスライド同様、簡単な部署紹介

を記した。IOM 内での Meeting はいつも

通り 15 分程度であり、話し合いの流れ

にもだいぶ慣れてきた。 

(8 点) 

LMHD が手掛けてきた事業内容に関する

draft の作成 

予てから行っていた Labor Migration に

関する draft 作成は 11 月の初めには 190

全てのプロジェクトの要約を終え、部署

内の同僚や上司の指摘を基に手直しす

る段階に入った。添削はざっくばらんに

行われ、特に部署内の職員が個々に関わ



ったプロジェクトにおいてはそれぞれ

思い入れが強いようで、このプロジェク

トの主要目的はこうではない、このプロ

ジェクトはもっとこの部分を際立たせ

て書いてほしいといった要求が多々な

された。文法面での指摘ほぼなかった

が、書き方によって相手の解釈を左右す

るということを身に染みて感じながら、

相手がどう読み取るかを考えて書く習

慣がつき、文章構成の仕方が自然と身に

着けられているように感じる。(9 点) 

自身の研究との関連性 

関心テーマ：「頭脳流出(brain drain)が流出

国の人的資本形成に与える影響」 

前回、Sub-Sahara Africa のような最貧国

が集結する地域では頭脳流出の阻止が

経済成長にプラスの影響を与えること

を言及した。一方、私の研究対象地域で

ある新興国（特に BRICs）では、人口過

密な国では頭脳流出がプラスの影響を

与えることもあるという情報が得られ

た。今月は、なかなか自分の関心分野に

触れる時間がなかったので前回からあ

まり情報の収穫量は増えていない。しか

し、インターン中にここでしか得られな

い情報を手に入れられるようにもう一

歩踏み込みたい。(7 点) 

 

 

【5 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） 

先月に引き続き上司や同僚の補佐として

Power Point 作成作業を任され、特に今回はい

かに彼らの要求を満たすかということを意

識して行動した。先月作成したスライドにつ

いても新たに内容面での訂正の指摘があっ

たため、その内容の変更案を何度も確認する

ことで訂正の時間を省くなど、部署内職員と

のやりとりをこまめにするように心がけた。

理想は、上司の要求を一度で満たせるように



きめ細やかに仕事をこなせるようになるこ

とである。 

(7.5 点) 

筆記能力の向上（厳しい締切に対応できる能

力、高度な論述力等） 

Power Point 作成は数を重ねるごとに要点を

得られるようになってきたため、締切間際に

食い込まずに作業を終えられるようになっ

た。一度で ok をもらえるようになることが

次なる目標である。 

論述はインターン開始当初から向上の機会

を多々得られている。今月は Meeting で議事

録作成をしたことで、聞いたことを自分の表

現で文章化することが新たな課題となった。

というのも、文章要約の場合は、基の文があ

る程度論理的に書かれているのでそれを真

似ることができるが、口頭の内容を文にする

となると気づかないうちに口語的表現を使

用してしまう。これについては、類似表現を

即座に思いつける程度に語彙力を増やした

いと思う。 

 (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） 

最近は所属部署の職員のサポートをする機

会が増えたため、デスクワークの中でも職員

とやりとりを交わすことが多くなった。現段

階では業務内容の確認が主だが、周囲の職員

のように諸々の事柄に意見することで会話

内容を発展させることが今後の目標である。 

(7.5 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） 

今月は個々の職員が年内に終わらせなけれ

ばいけない仕事の詰めに入っていたようで、

同僚が追われていた仕事のいくつかをサポ

ートする機会を得た。任された仕事は複雑な

ものではないが、出張経費表の作成、他国の

office との事務的なやり取りなど自ら行動す



ることが求められたので、デスクワーク以外

の部分での適応能力の向上にわずかながら

手ごたえを感じた。 

 (8 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：先ほども記したが、ライティングにお

いて、口頭の事柄を論述的な表現に言い換え

て文章作成する能力を向上させることが新

たな目標である。スピーキングは、部署内の

職員（特に所属部署）とは頻繁にコミュニケ

ーションをとるように心がけることで以前

より情報も早く得られるようになってきた。

職務上での発言能力の向上には、情報に敏感

になり、自分の考えをしっかり持つことが不

可欠であると日々感じている。職場では極

力、積極的を持続させたい。 

フランス語習得は、ILO のフランス語講座

によって日課になっている。実践的な会話力

の向上は容易ではないが、外でフランス語を

使用することにためらいを感じることはな

くなってきた。現地の人は、英語で押し通す

より片言でもフランス語で話しかけるほう

が優しく対応してくれるように感じる。フラ

ンス語を使う機会などそうないと思うので、

めげずに残り 2 か月でもう一段階発展させ

たい。 (9 点) 

 

【IOM 60th Anniversary Party】 

 IOM は今年で創設 60 周年を迎えたのに伴い、11 月 24 日に IOM 内で祝福 Party が

開かれた。Party は小規模ではあるが、この日一日中行われた。まず、各階で部署ごと

にケーキなど簡単なもてなしものが用意され、誰でも自由に参加できるものであった。

私の部署は Party 好きの人が多いのか、それまで熱心に仕事をしていた人も各部署の

Party の時間になると仕事をストップし、こぞってその場に向かい終わりの時間まで戻

らない。職員の意気込みには圧倒された。また、IOM Director の演説を聞くことがで

き、IOM のモットーとして掲げている”Migration for the Benefit of All”というフレー



ズが印象的であった。このモットーいわく、自国利益のためにと多くの国、とりわけ先

進国で移民規制がなされている現状に対して、移民が有益な影響を及ぼすことを周知す

ることは主要な移民政策の一つとして扱う必要性があると感じる。 

 

    


