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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(LFM) の 中 の

Labor Migration 

※LFM 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 17 週～22 週: 12 月 5 日～1 月 6 日】 

主な業務 内容説明 

所 属 部 署 (Labor and Facilitated 

Migration (LFM)が手掛けてきた project

についての draft 作成やその分野に関する

情報収集 

10 月半ばに完成させた Labor Migration 

に 関 す る Project に 関 す る Draft 

Compendium 作成に引き続き、今回は

Integration の分野での作成を任された。

Integration の情報は、Home Page で開示

されているものが少なく、IOM の情報課

(Project Information Unit)に情報源を求

めるところから始める必要があり、作成開

始までに時間を要した。前回の経験もあ

り、Draft の作成はさほど時間を要するこ

となく進められたが、情報が不十分な

Project へのアプローチには情報源を探す

のに困難を要した。この点で、業務をこな

す中で外部との Network を強めるという



目標にはやや課題が残った。 

（7.5 点） 

Meeting のセッティング及び議事録の 

作成 

今月は年末をはさみ、職員の多くが長期

休暇を取っていたため、大きな Meeting

は 1 回のみであった。今まで参加した

Meeting は、直属上司の専門分野である

Labor Migration に関してであったが、今

回は Integration(主には社会、経済面での

移民のアフターケア)という別の分野で

の Meeting に参加することができた。30

分程度の Meeting では、前回同様にノー

ト取りをまかされ、その記録に基づき議

事録を作成した。いつもとは違うメンバ

ー、分野での Meeting を通じて視野を広

めることができた。議事録はノート取り

の段階から ある程度大枠を作成するこ

とで、短時間での完成が可能になった。 

 (8.5 点) 

Conference の内容に伴う文献の要約及び

上司への内容説明 

上司の休暇中の業務の一つとして、2012

年に開催される Conference の関連資

料の熟読、及び要約を任された。3 つの

Conference の議論内容はどれも移民労

働者（Labor Migration）のための健康

保障システムに関するものであり、それ

に関する Document はそれぞれ約

150-200 ページで、その要約を Word 約 

2 ページ分に作成した。ページ数の多さ

に最初は気が遠くなったが、移民への

Pension System の未発達における問題

は、移民受け入れ国において大いに考慮

されるべき問題であり非常に興味深い

ものであった。特に、この分野での政策

決定権のすべては受け入れ国にあると

いうのが考えさせられるところであっ

た。というのは、自国に有益な政策でな

ければ実行されないという懸念がある



からである。 

要約においては、上記のような問題意

識にハイライトを当て、それらに関する

詳細を直接口頭で上司に説明した。（こ

の仕事の目的は、大量の資料をかかえる

上司の代わりに資料を読み、その内容を

説明することで上司の手間を省くこと

である）口頭説明の時には、なるべく資

料どおりではなく自分の言葉でより簡

潔に説明できるようにすることが残り 2

週間での課題となりそうである。 

(8.5 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」 

今月は新たな発展として Conference

に関連した Document を読む中で、移民

が一国の経済発展に与える要因は頭脳

流出だけではないことに気づかされた。

これまで流出国は途上国であるという

前提のもとで、これらの国での移民受け

入れを想定していなかったが、BRICS の

ような新興国では移民の受け入れにも

積極的で特に労働移民が自国経済の発

展に大きく寄与していることが示され

ていた。このようにインターンを通じ

て、自分の研究テーマに関する情報源や

関連資料を手にすることができたが、何

より有益だったのは、この分野に関わっ

ている職員の方から実践的なお話を聞

くことができたことである。今後は、研

究を深めるためにこの分野での論理的

見解に目を通しながらも、ここで得た実

践的な情報を修論に反映させたい。 

(8 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） 

これまで任されてきた業務は一人でこな

すものが主であり、連携業務の機会はほとん

ど得られなかったが、出張時のプレゼン資料

の作成などを通じて上司のサポートにわず

かながら貢献することができた。特に Power 

Point の作成では、上司の要求に対応する適

応能力が培えたように感じる。また、比較的

仕事量が少ないときには、自ら仕事の引き受

けを申し出ることで部署内の職務に携わる

幅を多少たりとも広げられた。 

ただ、引き受けた業務の多くは全体の業務

の一角であるため、それをこなすための情報

源の入手やその後とるべき行動に関しては、

上司やその他の職員に多くの助言をもらわ

ずして遂行困難であった。効率的に業務をこ

なすためには全体の組織構造をある程度把

握する必要性があると痛感している。(8 点) 

筆記、読解能力の向上（厳しい締切りに対応

できる能力、高度な論述力等） 

Power Point、Draft、議事録の作成などを通

じて筆記力向上の機会は大いに設けること

ができた。特に、複雑な内容の要点をとらえ

かつ簡潔な文章でまとめる作業能力が向上

したように感じる。また、時たま生じた短期

間の締切りの中での作業を通じて、資料を読

むスピードも速められたと思う。これによっ

て要点のみを得るための読解法も身につい

てきた。課題となったのは、締切り直前にな

ると必ずと言っていいほど生じさせてしま

うケアレスミスである。その多くは後で落ち

着いて読み直せばすぐに気付くようなスペ

ル、文法ミスで、提出後にそのための時間を

要さないためにも改善すべき点である。残り

2 週間では、最後の最後まで気を引き締めた

資料作成を心がけたい。(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） 

職員のサポートや Meeting を通じて、部

署内外での職員と日常レベルでのコミュニ

ケーションを交わす機会は多く得られた。そ

の発展段階として、Meeting 等での積極的な

発言を通じた業務上のコミュニケーション

はまだまだ向上の余地がある。業務をこなす

過程で自身の発言力を高めていくには、何よ

り自分の考えをしっかり持つことが大切だ

と気づかされた。形式ばった Meeting など

大衆の場では、Impressive なスピーキング

のための能力を磨くことも重要であるだろ

うが、個人間での小規模のやり取りの中では

いかに自身が考えを持っているかを強調す

ることが最重要ポイントであると思う。特に

私がこれまで参加してきた Meeting の参加

者は少人数なので、一人に対して多くの意見

が求められることが多く、Meeting 中は常に

何か疑問や問題意識を持つことが求められ

た。こうした経験を通じて、業務上のコミュ

ニケーション能力の向上には、視野を広げる

ことが不可欠だと実感している。(7 点) 

仕事を任されることによる独立性の向上 

 

これまで記してきたように、私の所属部署の

職員は出張等で外出が常で、任された業務は

基本的に一人で行うことが多かった。そのた

め、Draft 作成に必要な情報の入手や Meeting 

のセッティング等を通じた外部とのやりと

りにおいて自身で判断してやらなければい

けない機会も多々あった。こうしたデスクワ

ーク以外での業務に対しては、インターン生

として仕事への意欲を示す機会であるとい

う気持ちを持って取り組んできた。些細なこ

とでも評価されれば今後の職務をこなすう

えでのモチベーションの向上につながって

いるため、残り 2 週間でも前向きな姿勢を継

続させたい。(8.5 点) 



フランス語能力の向上 （特に日常会話） 
主なフランス語習得は、ILO での週 2 回の

フランス語講座を通じて実行してきた。単純

な文章や日常生活で最低限必要な単語は頭

にインプットすることができ、公共機関での

フランス語放送や標識等は理解できるまで

に達した。また、大家さんとの会話や買い物

など日常の場で自分の意思を伝えるのにさ

ほど困難を要さなくなった。しかし、業務遂

行レベルには程遠いため、日本帰国後もさら

に踏み込んだフランス語習得が必要である

と痛感している。正規職員の職務を見ていて

も、国際機関では英語を話せるのは当然であ

り、せめてもう１言語は業務遂行が可能なレ

ベルで習得していることが最低条件である

ことは言うまでもない。せっかく実践的なフ

ランス語を話す機会が得られたのだから、こ

こで得たものを無駄にしないように今後心

がけたい。 (9 点) 

 

【インターンを通じて得たもの】 

 インターンプログラムへの一番の参加動機は将来的に国際協力の現場に携わりたい

という目標達成に少しでも可能性を与えるためであった。そのため、国際協力の第一線

で活躍する現場を垣間見ながら、多少たりとも実際の職務に携われたことは今後のプロ

セスの一つを築くためのまたとない機会であったと思う。日々の業務をこなす中では、

もっぱら国際機関で働くのに必要な要素を模索していたが、周囲の職員から最も感じた

のは、自分の存在をいかにアピールできるかがこの世界で生き残る一つの強みになると

いうことである。その意味で、常に積極的に働きかけることが絶対不可欠な要素であり、

これを養うことは自分にとって今後最大の課題になる。また、一年後に控えた修士論文

の完成のための情報を得るという点では、国際機関は情報の宝庫であり、非常に有益な

情報源であった。そして、国際協力という複雑な現状を伴う分野では、論理と現実が乖

離していることが多いため、知識と実践の両者を伴ってこそ国際協力に貢献できるとい

える。 

こうしたインターンの経験を、同世代の学生等と帰国後に共有したい。日本人の国際

機関職員の比率は他の先進国と比較しても低く、同世代の人が国際機関に少しでも関心

を抱いてくれくように働きかけることは今後の日本の国際社会での貢献を考える上で



も必要であると思う。 

 

 

 

The 100th Council for 60th anniversary の様子。 

上部写真、一番左が IOM General Diractor William Lacy Swing。  

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

DMM のクリスマスパーティーにて。写真は DMM 

Administrator の Nena 

 

 

初雪で一面真っ白の IOM 外観。オフィスの窓から撮影。 

          

 


