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１． インターンシップ概略 

派遣先期間 OECD (Organisation for Economic  Co-operation and 

Development) 

経済協力開発機構 パリ本部 

派遣先部署 PAC (Public Affairs and Communications Directorate), Media 

Division 広報部門  

派遣先期間 ２０１３年１０月３１日〜２０１４年３月３１日 

 

２． 業務内容について（12 月 9 日～1 月 8 日） 

 1 月に入り、パリでのインターンを 2 ヶ月以上過ごした事になる。ここまでの

インターン期間は、仕事に慣れることを目標にする中で、目まぐるしくイベン

トがあったため、本当にあっという間だった。 

 業務内容は、基本的に以前紹介したものとほぼ変わらないので、前回のレポ

ートで少し触れた、OECD の一大イベントの『PISA』について紹介することに

する。 

  

PISA とは 

 なぜ PISA テストが OECD の看板イベントなのか、という疑問に答えるため

にその概要を説明する。正式名称は、The Programme for International Student 

Assessment と言い、日本語では学習到達度調査と訳されている。これは、１５

歳の学生の知識や技量をテストすることにより、世界の教育システムを評価す

ることを目的としたものである。OECD が 2000 年から始めた３年に１度の国

際的調査である。Reading (読解力)、Mathematics(数学的応用力)、Science(科

学的応用力)の三つの分野に分け、義務教育で身につけた知識・技能を実生活に

生かす力を測るものであるとしている。毎回一分野を重点的に調べるが、今回

のテストは、Mathematics に焦点を当てた。 

 PISA は上海や香港のように国全体ではなく、一都市としても参加できる事に

特徴があり、今回の 2012 年の調査では、65 ヶ国・地域の約 51 万人の学生が参

加した。この参加者は世界の 15 歳の生徒、約 2800 万人を代表した事になる。 

 PISA テストに関しての評価だが、もちろんこれは国・地域間で順位付けされ



てしまうが、OECD はテスト結果をもとに自国の経済主体がどのようにその教

育システムをよりよくするかを考える事が大切であると伝えている。また、そ

の結果の他の視点として、例えば、OECD は PISA を通して世界の教育におけ

る Gender Gap にも焦点を当てている。 

 

2012 PISA  

 2012 年の PISA の結果は、アジア経済主体の国と地域がトップ７を独占した

ことが注目された。メディア報道の数も 2009 年の 2 倍に近く、PISA の結果が

公表されてから最初の二日間だけでも約 1200 の記事でこれが扱われ、注目度の

大きさを伺わせた。 

 

News Wire Coverage 

▶Bloomberg, 2 Dec.  

「Asian Teenagers Top World in Tests for Math, Reading and Science」 

▶Associated Press, 3 Dec. 

「Asian nations dominate international test」 

International Press Coverage 

▶The Wall Street Journal, 4 Dec 

「U.S. Students Slip in Global test」 

「Europe’s Pupils Trail East Asia in OECD Rankings –Again」 

▶International New York Time, 4 Dec. 

「Abandoning rote learning lifts schools, study finds」 

▶The New York Times, 4 Dec. 

「Shanghai Students Again Top Global Tests」 

▶CNN, 3 Dec 

「Shanghai teens top international education ranking, OECD says」 

▶Financial Times, 3 Dec. 

「UK educational performance ‘stagnating’」 

 

PISA に関しての日本のメディア記事の掲載回数は、96 回と 1 位のスペインの

155 回に引けを取らない数である。それでは日本のメディアではどのように取

り上げられていただろうか。 

 



▶時事通信 

「Japanese Students Shows Improved Academic Skills : OECD survey」 

▶共同通信 

「Japan Students regain rankings in 2012 international academic tests」 

▶日本経済新聞 

「算数・数学の魅力知って—Japanese Students show low interests in 

mathematics : OECD survey —」 

※日付は全て 12 月 4 日付け 

 

 2012 年 PISA テストの結果に対して、主には、「日本では教育の政策転換によ

りトップランクへ返り咲いたが、その一方で、数学への興味は３７％と、６５

ヶ国・地域で下から 4 番目という課題が浮き上った」、と評価されていた。 

 以上、上記では PISA テストの概要と、それに対しての世界各国のメディア反

応を紹介した。私の主な仕事は、OECD 出版（今回の場合は PISA テスト）に

関する、世界のメディア情報を収集しそれの分析を行うことである。今現在

PISA テストの結果公表から一ヶ月が過ぎたが、未だにその記事をピックアップ

することもある。 

 

 

       地下階の BOOK SHOP で今までの出版物が売られている。 

 

３． 期待される効果と今後の課題 

今回のインターンで、より効果的な経験やスキル獲得のために 5 ヶ月後に向け



た目標を設定する。 

  

◆  業務の効率と正確性の向上（8/10） 

 業務に慣れてきたということもあって、効率性と正確性は格段に上がったと

言える。私の仕事では細かい仕事も多く、忍耐がいる（例えば新聞雑誌のアー

カイブ整理など）ので、今後もそれらにミスがでないようにしていきたい。ま

た、以前よりも質問するようになったので、明らかに意思疎通のミスが減った。 

  

◆  国際機関での人間関係と人脈形成(6/10) 

 12 月の終わりに、PAC 部署内の職員が参加するクリスマスパーティーが

OECD chateau で行われた。その際に若手職員とはもちろん、様々な部署内の

職員と話をすることができた。来月には、OECD 日本人職員の新年会に参加で

きそうなので、その機会にぜひ国際機関での就職について話を聞きたいと考え

ている。 

  

◆  英語力の向上(7/10) 

 ある程度の英語力が身につくとそこからさらに成長させることは難しい。し

かし、同僚に私のリスニングは来たときよりも格段に良くなった、と言われた

ことは評価できる。また、それは部署内の様々なイントネーションの英語話者

に慣れてきた証にもなる。スピーキングは、常に自分の英語力に自身を持ち、

積極的に年配職員とも会話し伸ばしていきたい。 

  

◆フランス語の向上(7/10) 

 休暇前まではフランス語の勉強時間を確保できていたが、その後はなかなか

継続できていない。残りの少ない期間を考えると焦りを感じる。少しでもオフ

ィスで交わされるフランス語の会話に加わっていきたい。 

  

◆国際機関を含めた大学院後のキャリアパス(6/10)  

 ランチ時に同僚と将来のキャリアについて話す中で、将来のキャリアが明確

に定まっていないと話すものが多い。ただそれは、国際機関の契約が短期契約

であることが理由でもある。ここから言えることは、目の前にある仕事を正確

にこなし、次のキャリアへ続けていくことを皆考えているということである。 

  



◆  修論へのアプローチ(5/10) 

 国際機関でインターンとして勤務しながら、机上の勉学時間を確保すること

はなかなか難しい。平日は、基本的に正規の職員と同じ時間働き、それに語学

の学習を含めると手一杯である。インターンは、仕事を通して学ぶことがその

趣旨だから、これは当たり前のことである。それゆえ、学問に手が回らない分、

仕事の間にそれに値するものを得ることが重要だと認識していきたい。 

  

 

                 PAC Xmas Party で若手同僚と撮った一枚。 

 

【その他の近況報告】 

～国際機関職員の休暇の過ごし方～ 

 今月は、クリスマスから年始にかけて OECD の長期休暇があった。この休暇

はそれぞれが思い思いに過ごす。ヨーロッパのフランス圏外から来ている職員

はほとんどが母国に帰り、クリスマスや年末年始を家族とともに過ごす。この

休暇にかけて、年で決められている有給休暇期間を一気に集中させる職員も

多々いる。 部署内のある職員は１ヶ月近くアフリカに帰っていた。休暇が始ま

る前は、皆がそれぞれどこで過ごすのか、という話を何回もした記憶がある。    

 自分の仕事をきちんとこなし、長期休暇を取ることに対して、周りの目線を

気にせず、家族と過ごす時間を大切にする職員の姿勢はなんだかうらやましく

感じた。またそれを日々の仕事のモチベーションにしていることも悪くないと

思った。 

 

          新しいインターンや学生の到着を間近に迎えたパリより 


