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第 3 回  インターンシップ報告書  
東京外国語大学 

博士前期課程	 総合国際学研究科	 	 

国際協力専攻	 国際協力専修コース１年	 

霜島	 千裕	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2015年 12月 2日 
1.  インターン先の概要	 

派遣先機関 国際移住機関(International organization for migration) 
マレーシア クアラルンプール事務所(Kuala Lumpur Office) 

派遣部署 Operations(第三国定住事業) 

派遣期間 2015年 9月 7日—11月 30日 

IOMの組織としての詳細は第１回レポートに記載	 
	 

2.  業務内容(10 月 12 日-11 月 27 日)	 USRAP(US Refugee Admissions Program)	 
	 所属していた部署 Operations(第三国定住事業)の主要業務である USRAPについて、私
が関わった業務を中心に報告する。マレーシアから第三国定住事業で難民が定住する先は主

にアメリカ、オーストラリア、カナダ、スウェーデン、ノルウェーである。そのなかでもア

メリカの受け入れ規模は最大であり、年間で 5,000 名を超える難民が IOMマレーシアから
アメリカへ移住する。その規模を考慮に入れ、部署ではアメリカへの第三国定住のみを扱う

USRAPというチームが形成されている。 
	 USRAPはアメリカにおける難民政策プログラムであり、複数の機関が協力して難民の定
住事業を行う。私が所属している部署はその中でも移動の部分、つまり①飛行機の予約手続

き、②出国の書類準備を行う。 
 
①	 飛行機の予約手続き 
	 提携している複数の航空会社に、平均 30-35 名のグループ予約をするため、乗客の名前、

性別、誕生日、パスポートに値する Exit numberなどの情報を、Mimosaというデータ
ベースから検索し、名前リストをエクセルで作成し航空会社に送る。航空会社から返って

くる確認用の名前リストを、名前のスペルや性別に違いがないか、また、アメリカ国内の

乗り継ぎ便が予約可能の場合は、乗客それぞれの最終目的地に正しいフライト名、時間が

あるか、丁寧に何度も確認をする。一度発行されたチケットは妥当な理由なしにはキャン

セル料が発生するので、責任重大なプロセスである。	 
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②	 出国の書類準備 
	 航空会社とのやりとりと同時進行で、マレーシア移民局に出国許可証(Exit Permit)を
提出、許可をもらう必要がある。部署の中に担当のスタッフが一人いて、毎週マレーシア

の移民局へ行き、書類の提出と許可証の受理などの業務を行う。グループ予約をするスタ

ッフは、担当するグループ内の個々人の航空券、渡航許可証などをシェアフォルダから検

索、印刷してまとめた書類をこの担当者に提出する。	 

	 

	 以上が業務の大まかな流れになるが、航空券が届いたら業務終了ではなく、出発直前まで

常に乗客一人一人の状況に慎重になる必要がある。つまり、病気や体調不良、精神状態の変

化により、キャンセルせざるを得ない状況が発生するということである。そして、キャンセ

ルの度に航空券のキャンセルからデータベースの変更などの追加の業務がある。私がインタ

ーン期間中に担当したのは８グループだが、２つのグループでキャンセルになった場合があ

った。また、基本的にこれらのやりとりはメールで行なわれる。毎日膨大なメールが送られ

てくるため、ほとんどのスタッフは、常に注意して自分の担当するグループに関連するメー

ルをチェックし、専用フォルダに移していた。	 

	 

3.  マレーシアの生活について(食べ物、交通手段、観光)	 

	 マレーシア料理は国内の民族構成と同じようにマレー、中国、インド料理に大きく分か

れている。日本人の口に合うのはやはり中国料理かとは思うが、マレー系の料理も美味し

くて良く食べていた。ただし、私は辛い料理は苦手なため、常に辛くないものを頼むよう

にしていた。ちなみに、マレーシア人は何にでもチリソースをかけるのが習慣だそうであ

る。マレーシアの物価は日本と比べると 3分の 1とかなり安いが、それでも毎回外食する

訳にはいかないので、週に一度、滞在先から徒歩圏内にあるパビリオン地下にある食料品

売り場に行っていた。ここで一通りの食材は手に入る。日本食が恋しくなったときは、

KLCCエリアにある伊勢丹スーパーでレトルト食品や調味料等を手に入れていた。また、
市内の至るところに日本食レストランがあるので、食の面で不便さを感じることはなかっ

た。	 

	 

	 

	 

	 

	 

マレーシア料理	 ナシアヤム(左下)サテー(上)	 

	 



 3 

	 

	 滞在先からオフィスへは、徒歩 30 分で行くことが出来た。しかし、このことを同僚に言

うと「歩いて帰るべきではない」という返事をされることがほとんどである。マレーシア

では車またはオートバイクが生活上必須である。バスや電車も足となるが、大抵時間通り

に動かないのが現状である。大雨や日が暮れた(19 時ころ)ときは、車出勤しているスタッ

フの車に乗せてもらった。	 

	 滞在先は市内のショッピングエリアであるブキッビンタンに位置しており、ジャランア

ロー通りがすぐ近くにある。この通りには、夜になると平日でも多くの中華系料理の屋台

が立ち並び、多くの観光客で夜遅くまで賑わう。クアラルンプール市内中心は高層ビルが

立ち並ぶ都会である。しかし同時に、取り壊し中の建物、建設中のビルなど、都市は混沌

としていてまだまだ発展段階にある。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

KLCCエリア	 ペトロナスツインタワー	 	 建設中のビル	 

4.  休暇	 

	 1 週間ほど休暇を取り、タイへ旅行した。その際、北西部にあるメーソートを訪れた。メ

ーソートはミャンマーと国境を接する町であり、その関係で複数の難民キャンプがメーソー

トから更に山奥へ行ったところに存在する。今回メーソートを訪れた目的は、現地で働く日

本人の方に直接、難民キャンプの様子についてお話を聞くため、また、国の不十分な医療体

制に直面しているミャンマー国民と、タイに住むミャンマー移民へ無料の診療を行っている

クリニックを訪問するためであった。約 1日という短い期間であったが、最新のタイ難民キ

ャンプの様子を知ることができ、大変意味のある経験となった。メーソートを訪れたのが、
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ミャンマーの総選挙が行われた日だったので、ミャンマーレストランのテレビに集まる、選

挙の速報を心待ちにしている移民の方々と共に、ミャンマー政治の行方を見守ることができ、

良いタイミングであったと思う。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

メーソートにあるミャンマーとの国境検問所	 

	 

	 

	 

5.  課題評価	 

• 積極的に行動する	 (7/10)	 

	 他の機関で働くスタッフと接する機会を持つという意味では、休日の時間を使い、

UNHCR のインターン生とお互いのインターン生活を共有することができた。また、IOM
オフィスのある建物は食堂を UNHCRや RSC(Resettlement Support Centre)、現地 NGOのスタ
ッフと共有しているので、IOM スタッフの友達を紹介してもらい、ランチタイムに話をす

る機会が何回かあり、貴重な話を聞くことができた。 

	 業務に直結してはいないが、メーソートを訪れることができたのは大きな成果の一つであ

った。今回、残念ながら難民キャンプを訪れることは許可が降りずに実現することができな

かった。しかし今後、スタディーツアーやインターンシップなどを通して、再びチャレンジ

する目標を新たに持つことができた。	 

	 

• IOMについての知識を深める(8/10)	 
	 先月と今月は USRAPについて直属の上司からマンツーマンで丁寧に指導をしてもらえ
たので、所属する部署についての理解、つまり第三国定住事業の最終段階である第三国への

移動の部分について知識を深めることはできたと感じている。しかし、他の部署の仕事であ

る自主帰還の業務までは時間の関係上、関わることができなかったのが残念である。また、

今回の派遣先はフィールド事務所ということもあり、業務内容はどうしても実践的なものが

メインになる。そのため、シリア難民の流出、欧州の難民受け入れ問題やパリでの同時多発
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テロ事件後の難民、移民に対し、IOMがどう関わっていくのかについての情報は、毎日メ
ールで共有される IOM Media Briefingから自分で情報を集めた。	 
	 また、インターンシップの最後に、部署のミーティング内でプレゼンテーションをする機

会を与えてもらえたことにより、いままでの IOMでの体験を振り返りながら、日本の移民
状況について発表をすることが出来たのは自分自身の理解にも大きくつながる大変良い機

会であった。	 

	 

• 環境に慣れる(10/10)	 

	 タイ旅行の後、マレーシアに再び帰ってきたときに、安心感を覚えた。オフィスでも、自

分の習慣を保ちながら、業務のスピードも最初に比べ早くこなすことが出来るようになった

点からも、マレーシアでの生活のみならず職場環境にも順応することが出来たと言えるだろ

う。もちろん、３ヶ月という期間では、業務を一人でこなせるようになるにはほど遠い。し

かし、仕事に慣れていくにつれ、毎度上司からチェックを受けていたプロセスが次第に減っ

ていったときは、責任感と共に大きな達成感を覚えた。	 

	 

• 英語力の向上(7/10)	 

	 所属した部署の業務内容は外に出て行動することもあるが、デスクワークも同様に重要な

部署であるので、スタッフ同士や航空会社、他の機関のスタッフとメールでのやりとりをす

る機会が非常に多かった。その点で、今まで使っていた日常的文面ではなく、国際機関また

はビジネスで使われる英語表現を知る良い機会になり、積極的に他のスタッフの表現を参考

にさせてもらった。	 

	 プレゼンテーションでの反省は今後の大学院生活で改善していかなければならないと深

く感じた。私がなにを話しているのかは相手に理解してもらえるのが、語彙力の低さもあり、

なにを強調したいのか、相手に伝えるには未熟と感じた。そこにスピーキングの自信のなさ

も加担して、発言が他のスタッフに比べるとどうしても少なくなってしまう、というのも今

後の課題である。	 

	 

• インターン(卒業)後の進路形成(6/10)	 

	 いまの時点での明確な進路形成は、残りの学生生活をどう過ごすか、という所までしか決

まっていない。就職活動に関しては、自分の興味や経験を保ち続けること、自分を見失わな

いことを、当たり前ながら目標にして臨みたいと考えている。また学生の内に、様々な機関

や分野で働く人たちの話を聞いて参考にしてみたいと思う。探すことを止めない限り、進路

はいくらでもあると思うので、情報収集を徹底していこうと思う。	 
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6.	 最後に	 

	 「働く」という観点から、今回のインターンシップは考えさせられた毎日の連続であった。

インターンだからといって、特別な配慮がされるという訳ではなく、出来る範囲は限られて

いるなかで、実際に他のスタッフと同じ業務内容を任してもらえたことによって、その責任

の重大さと達成感を体験することができた。	 

	 また、初めてのインターンシップということもあり、初めは右も左も分からなかったが、

オフィスのスタッフに本当に助けられたと感じている。職場でのリラックスした雰囲気での

やりとりのみならず、自国の文化を紹介してくれたり、風邪を引いたときには看病をしてく

れたり、食事をごちそうになったり、旅行をしたり、インターン最終日には忙しい時間を縫

って、盛大なお別れ会まで開いてもらった。そのフレンドリーさと温かさのおかげで、充実

したあっという間の時間を過ごすことができた。	 

	 そしてなによりも、今回の貴重な体験をする機会を与えてくださった大学の先生方には、

推薦をして頂き、出発前のサポートをして頂いたことに対し、ここに深く感謝の言葉を申し

上げたい。ありがとうございました。	 

	 

	 

	 

お別れ会にて	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 お世話になった上司と	 


