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I. 業務内容報告 

 Communications Intern について、前回のレポートにも少し触れたが、実は定

めた業務が少なく、上司の指示に従い、行動するほうが多い。そのため、IOM サ

ラエヴォオフィスが携わる各プログラムにある程度の事前学習と理解も必要で

ある。更に、これに基づき、上司とうまくコンミュニケーションを取り、この部

署の仕事に取り組めるようにこの一ヶ月間をわたり、努力した。 

具体的な業務内容に関して、以下のように： 

 Paperwork 

 このオフィスの Paperworkは基本的にボスニア語のほうが多いが、英語のほ

うは上司から少しずつ任せてもらっている。前回の NATO-PERSPEKTIVA 

Programmeの Newsletterの編集以外に、Outreach Activities に関する簡単

なサマリー、IOMが主催するイベントや会議の宣伝の一環としてのマスメデ

ィアへの Media Advisoryを作成するなど。 

 

 Outreach Activities 

この一ヶ月間において、何回の Outreach Activities にも上司に連れて行って

もらった。 

 

 １０月８日 TV Producing Company 訪問 

Team-media(flash production)というテレビ制作会社は BiH において一流の

TV Producing Company であり、IOM Sarajevo Office の NATO-PERSPEKTIVA 

Programme のポスターやテレビに流れるテレビ番組制作を担当する会社でも

ある。１０月９日に NATO 主催の NATO-PERSPEKTIVA Programme 成果発表会で

使うビデオの件も兼ね、新しい NATO-PERSPEKTIVA Programme ドキュメンタリ



ーに関する事前交渉のためにも、上司が Team-media 会社に訪問。 

実は、私の上司は三年間この会社に勤めていたおかげで、向こうの人事や仕

事様式に非常に詳しい故に、交渉が非常にスムーズに行われた。 

私の上司と同様に、IOM Sarajevo Office の大多数の職員も自分の豊かな経

験を生かし、現在の仕事にうまく進めている。 

 

 

 １０月１１日 NATO-PERSPEKTIVA Programme の退役軍人訪問 

NATO-PERSPEKTIVA Programmeにおける退役軍人の社会復帰の進行状況を把握

するために、NATOと IOMにより、共同定期訪問が行われている。今回の訪問

先は BiHの北部にある Tuzlaという都市で退役後、自家で農業生産を行って

いる女性の退役軍人と靴製作工場で再就職を叶った男性の退役軍人である。

そして、NATO-PERSPEKTIVA Programme ドキュメンタリー映画取材のために、

今回は NATO BiH Chief Directorと二人のアシスタントも同行。 

 

NATO BiH Chief Director靴製作工場訪問。 

そして、ドキュメンタリー映画も撮影中。 

 

 １０月１２日 Roma Housing Meeting in Visoko 

前回の報告にも少し触れた Roma Housingに関する新しいプログラムにおける

行政上の手続きと予算に関して、上司が再び Visoko 自治政府の役員と会議を

した。会議はボスニア語で行われたが、事前に予習したことと会議後の上司

の解説をいただき、会議の内容の把握に問題はなかった。 

 

 １０月１５日 Visokoにある Roma Community訪問 

１２日の会議で許可をもらい、１５日に上司がサラエヴォにある大手建築会

社の関係者を連れ、再びロマ人の居住地に訪問し、とりわけ部屋の状況とイ

ンフラ整備に焦点を当て、調査した。 



 

 １０月１８日 Award-giving meeting for the competition of 
poster-designing for protesting Trafficking in Human Beings 

新しいメデイア（FACEBOOK）を通じ、移民や非法人口売買に関する知識など

を若い世代へ発信するのを図るために、今回の poster-designing 
competition は IOMのイニシアティブにより、開催された。そして、FACEBOOK

で最も「LIKE」をもらえる作品が優勝し、賞品は IPADや IPHONE ということ

で、若者の中で話題にもなっていた。 

以下は今回の作品が掲載されている

URL: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151008423216645.419
335.55588721644&type=3 

授賞式後、私の上司を含み、出席した三人の IOM職員の方は現地のテレビ局

にインタビューされた。このイベントに関するニュースも、１８日の夜のニ

ュースで流された。 

 授賞式最中。 

授賞式後の記念写真。一番右が筆者。 

 
 

 

II. 目標に対する今月の達成度 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151008423216645.419335.55588721644&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151008423216645.419335.55588721644&type=3


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。 

 

今月、Outreach Activities を通じ、

マスメディア関係者、BiH 防衛省関係

者、NATO 関係者、大学生など様々なボ

スニア人と出会い、話もたくさん伺え

た。BiHという国の歴史のみならず、

現在の社会問題、若者の考えなど幅広

く認識できた。（８/１０） 

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。 

 

今月の Outreach Activities を通じ、

IOM Sarajevo Officeがこの地域に

おける役割と影響力について理解を

深めた。（7.5/１０） 

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

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。 

 

先月より始まった新しい Roma 

Housingプログラムの企画は１０月２

９日に、正式に ECに企画書を提出し

た。この一ヶ月間のプロセスを通じ、

IOM Sarajevo Officeのプログラム企

画、関係する政府機関や国際機関、現

地 NGOs との交渉を考察でき、国際機

関の運営に関してより深く理解でき

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だが、今回の

Award-giving meeting for the 
competition of poster-designing for 
protesting Trafficking in Human 
Beings で広報外交の大切な一環とし

て、新しいメデイアの役割と影響につ

いて改めて考えさせた。（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。 

 

今月、Outreach Activities を通じ、

マスメディア関係者、BiH 防衛省関係

者、NATO 関係者（アメリカ人やボスニ

ア人）、大学生など様々な人と出会い、

たくさん交流ができ、視野を広めた。

（８/１０） 



⑥ 大学院修了後の具体的な進路の

決定を行う 

 

先月と比べ、今月は私の上司とより多

くのコンミュニケーションを取れた。

私の上司は２０年以上をわたって大

手銀行からテレビ番組制作会社まで、

様々仕事経験をもっている。上司か

ら、若いうちにたくさん経験すべきと

いうアドバイスをいただき、インター

ンシップの後の就職と将来のキャリ

アーについて真剣に考えている。（７/

１０） 

 

 

 

III. その他の近状報告 

 １０月２６日はムスリムの伝統的かつ大切な犠牲祭であり、国民祝日でもある。

私は５０代のムスリムの女性の大家さんと同居しているおかげで、ムスリムの犠

牲祭についてたくさん知るようになった。そして、私の上司のお宅まで犠牲祭の

晩餐を誘っていただき、ムスリム文化についてより一層理解を深めた。 

また、１０月２９日に、サラエヴォで初雪。これをもって、秋が終わり、前奏

もなく冬に突入した。南国生まれ育ちの私には、これからくる人生で最も寒い冬

を楽しみにしている。 

最後にオフィス前の大通りの雪景色の写真を添付させ、今回のレポートを終え

る。 

 


