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I. IOM Office in Sarajevo について 

 近年、BiH（Bosnia and Herzegovina）は EU（欧州連合）への加盟を標的にし、

移民管理の面において、IOMが協力している。その一方で、来年クロアチアの EU

への正式加盟を迎え、BiHは新しい EU国境になるにともない、非法移民、人口

売買など移民と関連する数多くの問題がより深刻になるため、このオフィスは

EU、NATOのみならず、ほかの国際機関、NGOsとも連携し、問題の対応策を模索

している。 

その主要な業務として、２０１０から２０１２年にかけて以下のプログラムが

同時進行中： 

・ NATO-PERSPEKTIVA Programme 

過去の二年間で最も成功したプログラムである。NATO、USAIDなどと連携し、

戦争の遺留問題としての退役した軍人の社会復帰を支援するのが主要目的。 

 

（NATO-PERSPEKTIVA Programme の公式ポスター） 

このプログラムの進捗状況について月に一回の Newsletterも出している。私



の主要な業務の一つはこの Newsletterの編集でもある。 

 

NATO-PERSPEKTIVA Programme Newsletter（英語版とボスニア語がある） 

・ Migration for Development in the Western Balkans(MIDWEB) 

EUと連携。 

・ Youth Employability and Retention Progress (YERP) 

MDGFと連携。 

・ HIV/AIDS National Capacity Building and Awareness Raising Activities in 

BiH: Mobile Populations(前回の報告書には詳しく触れた) 

・ Swedish Medical Programme (SMP) 

・ Migration Health Assessment (MHA) 

以上のプログラムにおいて政府機関、ほかの国際機関、NGOsなど外部とのコン

ミュニケーションを取り、意思疎通と意見交換するのが私の上司の仕事である。

そのために、向こうのオフィスに訪ね、negotiation を行うことも多い。故に、

私は定める業務が少なく、上司の指示に従い、行動するのが多い。また、地域オ

フィスの特徴でもあり、実際には英語よりボスニア語のほうが多く使われている

ので、私もボスニア語の習得に励んでいる。 

 

 

II. インターン業務内容報告（９月１７日〜９月３０日） 

スケジュール：８時半 出勤。 

１２時〜１４時の間に、仕事の進捗状況により、３０分の休憩を。 

１７時半 退勤。 

オフィスの職員は自分の仕事のペースに合わせて出勤する人が多い。 



  

第一週間（９月１７日〜２１日） 

 

 このオフィスの状況を把握するために、先ほど述べたプログラムの過去の半年間の

レポートを読んでいた。そして、私の上司が出張から帰ってきたので、うまくタイミ

ングを捕まえ（上司が非常に忙しいため）、上司とコンミュニケーションも取れた。

また、オフィスのほかの職員とも少しずつ仲良くなっている。 

２０日（木）に、サラエヴォオフィスの Chief Directorも二週間も続いた出張か

ら戻り、私の様子を見にきてくださった。そして、私の上司と三人で私のインターン

シップについて１５分間くらいのミーティングもしていただいた。「このオフィスは

ほかの国際機関、現地の政府機関、NGOs、マスメディアと、どのように communication、

negotiation、cooperation をしているのかをできれば、プログラムの現場にいって

勉強してみたい。それから得た知識と体験は今回のインターンを通じて私が期待して

いる成果である。この過程を通じて、ボスニアの政治、宗教、文化事情をより理解で

きた上で、ポスト紛争地における国際機関の役割と重要性も国際機関間や国際機関と

政府機関、NGOsなどとの国際協力の必要性も検討してみたい。更に、このインター

ンシップの経験を踏まえ、修士論文を作成したい」と述べ、過去の二週間にわたりこ

のオフィスの状況を報告書から大体把握できたことも報告した後、outreach 

activitiesに参加しても宜しいと Chief Director と上司の許可を得た。 

 

 

第二週間（９月２４日〜２８日） 

 

２０１２年前後、現在進行中のプログラムのいくつかを終わらせ、新しい状況に応

じる新しいプログラムの企画も開始している。その一つが BiHにおけるロマ人（Roma 

Population）に関する問題である。さっそく、月曜日と火曜日の現地リサーチに上司

と Project Manager に連れて行っていただいた。もう一人の UNICEF職員も同行。

Konjic、Ilijaš、visoko という三つのところを順に回り、現地の自治政府の責任者

とミーティングを行い、事情聴取をした後、政府関係者経由で活躍しているロマ人援

助に努める現地 NGOs とも連絡をとり、Roma Community に訪問した。大変印象深く有

意義な訪問であった。 

その後、「HIV/AIDS National Capacity Building and Awareness Raising Activities 

in BiH: Mobile Populations」というプログラムで水曜日と木曜日はまた上司が出張。

私はオフィスで二日間をかけ、収集した資料をまとめたと同時に、インターネットで

BiHにおける Roma Community に関する情報も自分で調べてみた。 

 



 

訪問した Roma Community にて（左側の女性の方が私の上司） 

 

III.目標に対する今月の達成度 

 

① ボスニア・ヘルツェゴビナをは

じめとするバルカン半島の歴

史、特にユーゴスラビア時代の

歴史、また民族、宗教、文化事

情を理解する。 

 

オフィスでは３人の International 

Staff以外、残りの２０人くらいは

local staffであるおかげで、BiHの

ことについていろいろ教えていただ

いた。特に、ユーゴスラビア時代の戦

争に関する歴史は教科書と違う経験

者側の話を伺え、非常に考えさせられ

た。（7.5/１０） 

② 国際移住機関での業務を通じ、

移民問題や移住に関する知識を

具体的に理解すと同時に、国際

移住機関の担う役割またその影

響を理解する。 

 

二週間をわたり、読んだレポートから

たくさん勉強できた。そして、国際機

関の英語にも馴染みつつ、今回の Roma 

Community訪問で上司と UNICEF 職員

との会話でさっそく活用してみた。

（８/１０） 

③ インターンシップを通じて国際

機関の運営や役割を理解してい

今回の Roma Community訪問を通じて、

IOMのプログラム企画、運営などにつ



くと同時に、ほかの国際機関、

政府機関や現地 NGOsとの連携の

必要性を検討してみたい。 

 

いてかなり分かるようになった。更

に、NATO-PERSPEKTIVA Programmeのよ

うな政治性の強いプログラムにおけ

る国際機関の必要性と重要性を再び

理解を深めることができた。BiHにお

ける退役した軍人はほぼユーゴスラ

ビア時代の戦争に参加していたため、

経済上の援助のみならず、心理的な治

療も必要である。しかしながら、BiH

の複雑な政治状況において退役した

軍人は政府に信頼できず、社会不安要

因になる可能性は非常に高い。これを

背景に、国際人道機関こそが最適な問

題解決者だと私は考えた。（8/１０） 

④ インターンシップ経験を踏ま

え、自身の研究を深め、修士論

文を執筆に役に立てる。 

 

私のテーマは「Public Diplomacy（公

共外交、広報外交）」関係なので、如

何にインターンシップ経験を論文に

用いるのかまだ検討中。（６/１０） 

⑤ 現地のボスニア人のみならず、

様々な人々と知り合いになり、

交流したい。 

 

現地のボスニア人とたくさん交流が

できた上で、サラエヴォ在住のイギリ

ス人、アメリカ人、ベルギー人の方と

も知り合いになり、ヨーロッパ人から

見たサラエヴォ、バルカン半島の話を

も伺えた。そして、Roma Community

訪問に同行した UNICEFの職員の方（フ

ィンランド人）に国際機関の経験も聞

かせていただいた。（7.5/１０） 

⑥ 大学院修了後の具体的な進路の

決定を行う 

 

私は将来ユネスコで働いてみたいと

いう夢がある。ここの職員の方々に国

際機関へのアポローチの話も少し伺

えた。皆の状況は様々であるが、一つ

はっきりしているのは、実務経験が非

常に大切ということである。大学院修

了後、社会に出て働き、たくさん経験

しなくてはならないと考えている。

（７/１０） 

 

 



IV. 感想 

 IOMのサラエヴォオフィスが関わっているプログラムは BiHの政府機関と緊密

に関係し、政府機関との交渉が非常に大事であるため、担当者には政府機関での

人脈も大変必要である。私の上司の Editaさんは長年にわたり、大手銀行やボス

ニア政府機関での勤務経験を持つ５０代のボスニア人の女性の方であり、自分の

経験を生かし、政府機関との交渉をうまく進めてきている。そのために、この部

署の仕事は Edita さんしかできないことも多い。如何にこの部署の仕事に取り組

んでもらうのかは私の今月の最大の課題でもあった。私ができることをちゃんと

上司に伝い、コンミュニケーションを取らなくてはならない。即ち、自分から積

極的にアピールする必要がある。自己アピールが得意ではない自分には大きな挑

戦であり、今後も引き続き、鍛えていきたい。 

また、国際機関の職員の方々の豊かな人生経験に感心しており、憧れている。

そして、語学力より、コンミュニケーション力の大切さもこの身で再び実感でき

た。 

最後に、Roma Community 訪問中で仲良くなったロマ人の女の子との写真を添

付させ、今回のレポートを終える。 

 


