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◆ 派遣機関：UNESCO（国際連合教育科学文化機関）パリ本部 

◆ 派遣期間：2010 年 8 月 8 日～2011 年 1 月 17 日 

◆ 所属部署：Education, Division for Planning and Development of 

Education System, Section for Sector Policy Advice and 

ICT (ED/PDE/PAD) 

             

１． UNESCO パリ本部について 

【ユネスコ生誕 65 周年記念式典】 

1945 年にロンドンにてユネスコ憲章が採択されてから 65 年が経過し

た。今年もまたその記念日を祝うために、12 月 14 日にユネスコ本部に

て盛大にセレモニーが催された。現在の Irina Bokova 事務局長のみなら

ず、Amadou-Mahtar M’Bow 氏、Federico Mayor 氏、そして松浦晃一郎氏

の歴代事務局長が顔を揃えたほか、各大陸から選ばれたアーティスト達が民族舞

踊を披露したり、伝統的な音楽を演奏したりしていた。ユネスコの歴史を振り返る映像も上映され、改め

てユネスコが担う使命や存在意義を再確認することが出来た。約２時間かけて行われたセレモニーはいか

にもユネスコらしいものであった。 

 

【ユネスコスタッフデー】 

 例年は秋ごろに行われるというユネスコスタッフデーは、今年は 12 月

13 日に開かれた。上述した 65 周年記念式典の前日だったということも

あり、この二日間は非常に賑やかであった。スタッフデーと言うだけあ

り、ユネスコスタッフによるスターウォーズの劇や楽器演奏、ダンス披

露などが行われたほか、昼食は最上階のレストランにてビュッフェ形式

で用意され、無料で振舞われた。クイズやトンボラでテレビや海外航空

券などの豪華商品を獲得するスタッフもおり、それぞれの楽しみ方で一日中満喫していた。 

 

【教育セクター構造改革】 

 今月最も大きかった話題は、教育セクターの構造改革が完了し新たな部署や課が出来たこと、

またそれに伴う人事異動が行われたことであろう。新たな構造の下では「Strengthening the 

delivery capacity of the Education Sector」を目標とし、大きく分けて以下の 3 部署が設けられ

た。 

① Division for Planning and Development of Education Systems (PDE) 

② Division for Basic to Higher Education and Learning (BHL) 

③ Division of Education for Peace and Sustainable Development (PSD) 

部署名からも分かるように、それぞれの部署の扱う分野がはっきりと分けられ、またセクショ



ン間の情報交換も今まで以上に行われることが期待されている。12 月 1 日から新たな構造の下

で教育セクターは運営されているが、年明けに地域オフィスから異動してくるスタッフも少なか

らずいるようである。1 月以降、色々な面で変化を感じていくのだろう。 

 

２． 所属部署に関する情報及び 6 ヶ月間の従事業務について 

私が所属する部署・課も構造改革によって名称が変わり、Division for Education Strategies and 

Capacity Building, Section of Education Policy Analysis and Strategies (ED/ESB/EPS)から

Division for Planning and Development of Education System, Section for Sector Policy 

Advice and Information and Communication Technology (ED/PDE/PAD)へと変更になった。

この部署は教育システムの Planning と Management を主な業務とし、とりわけ緊急事態に置

かれている加盟国に対して、助言と援助を行うよう期待されている。 

 

引き続き取り組んでいる RIVAF は予定されていたスケジュールよりも大幅に遅れている。本

来ならば今月の時点で 12 カ国において実際に小学校からデータを集め終えている段階なのだが、

未だにチームを組めていない国が半分程度ある。既に活動を始めている国は Botswana、

Paraguay、Armeniaであり、ナショナルチームを組めているのはこの３カ国に加えてCambodia、

Mexico、Maldives、Ukraine の 4 カ国である。残りの Madagascar、Mauritania、Barbados、

Chad、Jordan には来月中にもチームが組まれて活動を開始する予定である。来年の 3 月までに

プロジェクトを終え DFID（The Department for International Development）に報告書を出さ

なければならないというだけあり、12 月は今まで以上に慌しく日々を過ごした。 

私が継続的に準備してきたデータ入力用の interface は、いよいよ途上国のナショナルチーム

に渡す時が来た。Botswana と Paraguay のチームにリンクを送り、そのリンクからインターネ

ットに接続すると、実際に彼らが用いたアンケート用紙と同じものがネット上に現れ、回収して

きたデータを入力するという仕組みである。校長用・教員用・親用の 3 種類をそれぞれの国別

に準備するのだが、各国の状況に合わせてアンケートの質問事項を調整するため、同じものは一

組もない。したがって、非常に時間を掛かけて準備を続けてきた訳である。上司や同僚に相談し

ては丁寧に仕上げてきたものであるため、実際に途上国のチームに渡し利用され始めたと思うと

少なからずの達成感と満足感を味わえた。 

1 月の中旬にはインターンシップを終える予定であるが、それまでに何度か行われるナショナ

ルチームの立ち上げ会議や interface の引継ぎを丁寧にこなし、やり残し、悔いの無いように終

わりたい。 

 

 

Rapid Impact and Vulnerability Analysis Fund (RIVAF) 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/planning-and-mana

ging-education/economic-crisis-and-education/rapid-impact-and-vuln

erability-analysis-fund-rivaf/ 
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３． 6 ヶ月に期待される効果 

経済金融危機によって教育面にもたらされている問題を最前線で把握するとともに数値を用

いたデータ分析方法を具体的に理解出来る。 

【12 月時点の効果】 

プロジェクト自体が大幅に遅れていることもあり、インターンシップ期間中にデータ分析

について学べる可能性が低くなってきた。Paraguay と Botswana チームによるデータ入力は

完了すると思われるが、分析結果が出るまでにもうしばらく時間が掛かると言う事である。

どの程度まで理解出来るか分からないが、可能な限り学べることを学びたい。 

 

コミュニケーション能力の向上と自己主張力、交渉力の強化。 

【12 月時点の効果】 

 教育セクターの構造改革に伴い、新たな部署・課での会議がしばしばもたれた。新たな顔

ぶれが並んだということもあり、40 人程度の前で自己紹介をしたり意見を言ったりという機

会が何度かあった。また、課ごとの会議では、今回の構造改革を新たなスタートとするため

に、今後私たちの課はどのような分野に力を入れ、どういった国際機関や NGO などとパー

トナー関係を組むべきなのかということも議論した。その際にインターンながらも意見を述

べる機会があり、私がユネスコに期待することを含めて上司たちに伝えた。インターンシッ

プ開始時期に比べると自己主張力は強化されて来ていると実感している。 

 また、課長と 1 対 1 で話す機会も持たれた。OECD から来られたばかりということもあり

積極的に色々な方と直接話すことを心がけておられるようだが、私との面会の目的は「若者

の立場からみたユネスコ本部の印象とインターンシップを通じて感じたことを述べて欲し

い」ということだった。4 ヶ月以上過ごしてきて気付いたこと・感じたことは多くあり、本部

の改善すべき点も少なからず見付けてきた。したがって、包み隠さず私の意見を述べ、この

場でも私自身がユネスコに期待することを伝えた。 

 色々な状況を通じて、コミュニケーション能力は向上していると実感している。会議では

英語と同じほど使われているフランス語も、以前と比べてかなり理解出来る様になってきた。

５ヶ月目に入った今、この点に関してははっきりと成長を実感できる。 

 

大学院修了後の具体的な進路決定（国際機関で働くことの可能性と具体的な進路/方法等）。 

【12 月時点の効果】 

 今月は日本政府代表部の方とお話する機会が多くあったこともあり、JPO 派遣制度につい

て詳しく知ることが出来た。またアソシエートエキスパートとしてユネスコに派遣されてい

る日本人スタッフの方とお食事をする機会もあり、制度面のみならず実際の選考過程につい



ても理解することが出来た。ユネスコでのインターンシップを通じて国際機関で働くイメー

ジは出来ていたが、国際機関に入るまでの過程はこれまで具体的に把握出来ていなかったた

めこのような方々とお話できたのは大変有意義であった。 

 またこれまでの報告書でも述べてきたように、一般企業と国際機関のパートナーシップ関

係にも大変興味がある。私の課長がユネスコと NOKIA の共同プロジェクト担当者であるた

め、今までに作成した書類を頂いたり現在の状況を説明してくださったりした。インターン

シップ終了後も課長と連絡を取ってはこのプロジェクトを追い続ける予定である。 

  

４． 1２月のパリの様子と生活模様 

 12 月のパリは寒さも一段と強まり、雪が積もる日もしばしばあった。雪が少し積もっただけ

でメトロやバスは大混乱に陥り、いつもより３０分以上時間をかけて出勤することもあったため

パリの交通網の脆さを感じた。また寒さが増すのとは裏腹に、クリスマスに向けて街は盛り上が

っていく様子であった。イルミネーションに彩られた建物が増え、店のディスプレイはクリスマ

ス仕様にアレンジされ、スーパーマーケットにはクリスマス用の飲食物が並べられていた。私自

身は、24 日には教会へ行き、25 日にはフランス人と共にクリスマスパーティーをした。日本で

経験してきたクリスマスとは雰囲気も盛り上がり方も違い、また一つ異文化を体験できた貴重な

瞬間であった。 

 

 また既に上述したように、今月は松浦晃一郎前事務局長がユネスコ本部に来られた。それに合

わせて個人的に面会の予約を取り、幸いにも直接お話をする機会を持つことが出来た。30 分程

度というわずかな時間ではあったが、事務局長時代の苦い経験や現在のユネスコについての松浦

氏の意見を直接聞くことができ、大変有意義な時間を過ごすことができた。また、年末と言うこ

とでユネスコスタッフと日本政府代表部との食事会も行われた。ユネスコ大使を務めておられる

木曽功氏を始め、外務省と文科省から派遣されておられる方々の話を聞くことが出来た。とりわ

け JPO 派遣制度について詳しくお話しを聞くことができ、国際機関で働くにはこの制度が一番

確実であるということを改めて確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松浦晃一郎 前ユネスコ事務局長 

 

＊左側の女性は、藤野りつこさん 

総合国際学研究科 言語応用専攻  

国際コミュニケーション・通訳専修コース所属 

 

木曽功 特命全権大使 

（ユネスコ日本政府代表部） 

 


