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第一回 インターンシップ報告書  

（到着レポート） 

 
 

2013 年 8 月 26 日 

東京外国語大学大学院 総合国際学研究科  

博士前期課程 国際協力専攻１年 

李 青雲 (リ  セイウン) 

 
 
 

 基本情報 
派遣機関: ユネスコ(United Nations Educational, Scientific and Cultural      

Organization: UNESCO) パリ本部 

都市: パリ、フランス 

勤務部署: Communication and Information Sector(CI) Division of Freedom of 
Expression and Media Development (FEM) Section for Media and Society(MAS) 

派遣期間: 2013 年 8 月 19 日-2014 年 2 月 7 日 
 

 

 派遣機関・部署 
 

1945 年 11 月 16 日に成立されたユネスコは、教育、科学、文化、伝達と情報の方面か

ら、平和構築、貧困撲滅、持続可能な開発、異文化間コミュニケーションの促進を使命と

して働く国際機関である。現在 195 ヶ国が、世界各大陸のフィールドオフィスを通しで、

各地域の国家機関及びパートナーと共に、ユネスコの strategy と計画をもとに活動を行っ

ている。 

私が属している Communication and Information (CI) Sector は、言論自由、情報と知識の

普及、文化多様性の促進、良質教育の平等獲得を原則として、人類進歩及び生活改善のた

めに、新たな可能性と発展機会を提供している。100 人近い正式職員の中には 2 名の日本

人職員、1 名の中国人職員、ほかにはインターン生若干名が在籍している。 
 

 

 UNESCO パリ本部 
      入口の標識↓                     ビルの一面↓ 
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    一階のホール↑                            庭から見えたエッフェル塔↑ 

 
 

 業務内容 
 

1. Global Forum on Media and Gender (2013 年 12 月 2 日～12 月 4 日、バンコク) に関する

準 備とフォロー ：パートナーとの交渉、会議趣旨 (コンセプト･ノート) の起草、初歩

ウェブサイトの準備、会議アジェンダの準備とその他 

2. ユネスコ Women Make the News (WMN) イニシアティブ (2013 年 3 月) のフォロー；

WMN2014 への準備と WMN 影響力をアップする戦略作成 

3. Global Forum for Partnerships on MIL(Media and Information Literacy): Incorporating the 

Pan-African MIL and Intercultural Dialogue Conference(2013 年 6 月、ナイジェリア)で協定

した国際同盟協力を強化するための進捗フォロー 

4. 第三回 Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue (MILID) Week (2014 年 4

月、北京) の準備とフォロー 

5. UNESCO media and information literacy (MIL) 戦略の実施：サウジアラビアが MIL and 

Intercultural Dialogue project をサポートさせるためのコーディネーション; ウェブサイ

トの改善; 関係事項の文献調査; UNESCO MIL 戦略思想の伝播;  関係文章をオンライ

ン ・プラットホーム(例えば OFCOM, International Clearinghouse on Children Youth and 

Media など)に広げる 

6. Media and Society (MAS)の文章、出版物、記事の起草; UNESCO フォトバンクに追加す

るための写真の整理 

7. その他 
 
 

 ６ヵ月後に向けた目標設定 
 

1. インターンを通じて、ユネスコの運営やパートナーシップの築く方法などを了解し、

国際機関に対する理解を深める 

2. 実際に計画、起草、連絡、伝達などの流れに参加することによって、チーム・ワーク

また仕事の能力を磨く 

3. 国籍や文化背景の人々と触れ合いながら、自分の異文化コミュニケーション能力を訓

練する 

4. ユネスコでの人脈形成 

5. 英語で仕事することによって、スピーキング、ビジネス用語、ライティングのレベル

をアップさせる 

6. フランスで楽しく暮らせるように初級フランス語を勉強する 

7. インターン内容と研究テーマの繋がりを探して、必要な資料を収集する 
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 始めてフランスで過ごしてみたら 
 

1. 初日ぶらぶら(2013 年 8 月 15 日) 

パリに着いた翌日、ちょうどフランスの祝日(聖母被昇天祭)であり、週末と同じように

地下鉄の一日チケット(26 歳以下の青年向け、3.65 ユーロ)一つでエッフェル塔、セーヌ川、 

トライアンファル・アーチなど有名な観光スポットを回った。 
 

 
エッフェル塔↑        セーヌ川↑          トライアンファル・アーチ↑ 

 
 
 

2. OECD 見学(2013 年 8 月 16 日) 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) で現役インターン生の塚原

早織先輩を頼んで、昼休みに案内して頂いた。一緒にランチをしながら、仕事上のアドバ

イスやパリでの生活上の話を聞くことができた。 

 
OECD のロゴ↓                塚原先輩と私↓ 

 
                                                                                                
 
 

3. ユネスコで始めの一週間(2013 年 8 月 19 日～2013 年 8 月 23 日) 

インターンの初日は、上司と同期のフランスインターン生と最初の打ち合わせをした。

現在、第一回 Global Forum on Media and Gender (2013 年 12 月 2 日～12 月 4 日、バンコク、

サイト http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crosscutting-

priorities/gender-and-media/Global-forum-on-media-and-gender/を参照) のための準備が急務

なので、会議日程の計画フォロー、参加者への招待状の準備と印刷、会議スピーカーのリ

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crosscutting-priorities/gender-and-media/Global-forum-on-media-and-gender/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crosscutting-priorities/gender-and-media/Global-forum-on-media-and-gender/
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スト作成などの仕事が任された。また、一週間以内で 100 ページもある MIL(Media and 

Information Literacy)に関連ある出版物の下書きを読んで、2 ページのブリーフと 5 ページ

のサマリーをまとめる作業も任された。 

勤務時間は朝 9 時 30 分から 17 時 30 分までである。昼休みは結構自由なので、普通 12

時 30 分から始まり、14 時前に仕事に戻る人が多い。夏休みのため、今週はじめの何日間

は 7 階にある食堂が閉まっているので、スーパーでサンドイッチやサラダなどを買って庭

で日光にあてながら食べる人がたくさんいる。ユネスコパリ本部のインターン生が 200 人

位いて、違う国籍や文化背景の人たちと話すことはとても楽しい。金曜日にようやく食堂

がオープンされ、初昼食は焼き牛肉の定食とライスで作られたデザートにした(合計 9.65

ユーロ、職員カードがあれば 20％オフができる)。7 階でエッフェル塔を眺めながら食事

をするのは非常に気持ちが良い。 

ユネスコパリ本部では、彫塑や絵などのアートはどこでも見かけられるので、まるで美

術館の中にいる気がする。 
 

 
        仕事中↓           同じ部署のフランス人インターン生と↓ 

 

 
       食堂の昼食↑              回廊のアート↑ 

 
 
 

 パリ風景――地下鉄編 
 

パリの地下鉄は、いろいろな特徴がある。まず、地下鉄口のマークは M 一文字のもあ

れば、METRO 或いは METROPLITIAN のもあって、形も様々である。一番驚くのは、多くの

車両のドアが自動的に開けられなくて、地下鉄に乗るまた降りる時に自分でボタン (或い

はレバー)を押して出入すること。電車の中に、よくアコーディオンまたバイオリンを演

奏しながら歌う芸人がいったりして、愉快な雰囲気が溢れている。それに、6 番線の一部
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分は地面上の高架橋で走っているので、外の景色、特にセール川を通過する時に見えた夜

のエッフェル塔は最高である。 
 

 

↓↓地下鉄口のマーク各種↓↓ 

 

 
ドアのレバー↑                                地下鉄 6 番線↑ 

 


