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(1) 基本情報 

派遣先 国際移住機関(International Organization for Migration: IOM) 

都市 スイス、ジュネーヴ 

勤務部門 Migration Research Division (MRD) 

派遣期間 2011 年 8 月 15 日(月)～2012 年 2 月 14 日(火) 

 

(2) 受入機関 

受入機関名 国際移住機関  (International Organization for Migration: 

IOM) URL: http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp 

事業内容 「正規のルートを通じた人道的な移住は移民と社会共に利益を

もたらす」との信念に基づき、人身売買、気候変動・環境問題、

労働、保健・衛生など様々な角度から人の移動(移住)に関する問

題を専門的に扱う。国際社会にて IOM のパートナーと共に①増

大する移住のマネジメント事業の援助②移住事情の理解の促進

③移住を通じた社会的・経済的発展の奨励④移民の人間としての

尊厳と福祉の擁護、の 4 つの柱を中心に据え、各国と協力し合

いながら移住問題に関する国際的かつ国家横断的な政策運営・活

動を行っている。 

 

(3) インターンシップ業務内容 

受入部署 Migration Research Unit (MRU; 通称 RES) 

業務内容 ① MENA 地域での『アラブの春(Arab Spring)』が移民・人の

移動に及ぼす影響に関する書類の作成 

2010 年 12 月 18 日にチュニジアで勃発したジャスミン革命

に起因し MENA(Middle East and North Africa；アラブ)地

域に広まった『アラブの春』革命に関して、特にエジプトと

チュニジアでの出来事が人の移動にどの様な影響を与えた

かという点に絞り、IOM の資料をはじめ UNHCR・メディ

アなどの資料を利用し簡単な書類を書くことを任された。こ

の書類は今度 IOMから出版される Migration Profile シリー



ズの MENA 地域に特化した刊行物に反映されるとのことで

ある。 

② オーストラリア政府と IOM との合同調査の ToR 作り(バッ

クグラウンドリサーチ) 

私の所属するリサーチユニットとオーストラリア政府の調

査団と合同で研究を進めるにあたり、オーストラリア政府側

から提示された三つのテーマ(老人介護に従事している移民

[Migrant Care Workers for Older People]・循環移民

[Circular Migration]・送金のルート[Remittance Corridor])

についてそれぞれ ToR を書くことを求められた。主に過去

の IOM の研究やプロジェクトを参照しつつ、予算やそれぞ

れの研究の意義などを盛り込むこの業務は、今後国際機関に

勤めることを考える際に日常的に行われる業務の一つであ

ることから、普段職員の方がどの様な仕事を行っているのか

実際に体験でき、非常に良かった。 

③ ディアスポラ・ハンドブックの第一回チェック 

来年春に IOM から出版予定のディアスポラ・ハンドブック

の原稿の一部が出来上がったため、第一回目のチェックを行

った。従来の専門家や研究者を対象とした出版物と違い、公

務員を対象としており、またそれ故に内容が簡潔であること

が求められているため、その二つの点に留意しつつ気付いた

点・訂正するべき箇所を挙げながら原稿に目を通した。 

④ IOM イントラネット内のリサーチツールの構築 

他の業務と違い特に締め切りが設けられていないため、業務

の合間に少しずつ進めている。ほとんどまとまりかけてきて

いるものの、一部のテーマに関して資料が集まりきれていな

いため、IOM の各国ホームページから参考になりそうな研

究を抽出し、そこからどの様なプロジェクトが行われたのか

照合し記していく、という作業を専ら行っている。 

 

(4) 住宅情報 

宿泊先 83 Rue de Montbrillant CH-1202 Geneva, Switzerland 

宿泊費 710 CHF 

設備 ● 共有キッチン・バス・トイレ…キッチン・バスの 22 時以降

の使用は原則的に禁止 

● 洗濯機(アパート全体での共用)…毎週月曜日に使用 



● 無線 LAN…各部屋にて使用可能 

交通 ● コルナヴァン駅(Gare de Cornavin)より 13 番・15 番トラム

(Nations 行き)で 5 分の Sismondi 駅から徒歩 2 分 

● コルナヴァン駅より F バス(Gex-ZAC 行き)で 3~5 分の

Varembé 駅より徒歩 1 分 

周辺環境 ● 市街地に程近く、治安は良好 

● 勤務地の IOM へは徒歩 15-20 分ほど 

● 国連ヨーロッパ本部(Palais des Nations)まで徒歩 5 分 

補足 10 月下旬から部屋を一人で使用する様になったため、家賃が

700CHF となった。 

 

(5) 6 ヶ月後に期待される効果と現時点の達成度 

今現在業務開始から 3 ヵ月になろうとしている。以下にインターンシップ修了後に達成

される効果と現時点での達成度とをまとめた上で、達成度を 10 点満点で自己採点した。 

6 ヶ月後に期待される効果 現時点の達成度 

① 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

解すると同時に、国際移

住機関の担う役割、また

その影響を理解する。 

インターンシップも業務開始からほぼ 3 カ月が通過し、

IOM がどの様な事業を行っているか、またそれらを通して

移民問題や人の移動に関する問題の知識が深まってきてい

ると感じている。10 月中頃に IOM の日本人職員の方々と

食事をする機会があり、その際に「IOM の活動の中心は

Border Management と Return Assistance の 2 つである」

と伺ったが、実際に日々の業務(特にイントラネット構築の

業務)を通じてこの 2 つのテーマにいかに IOM が貢献して

いるのか強く認識させられ、勉強になっている。また、『ア

ラブの春』に関する書類作成やディアスポラ・ハンドブッ

クの校正などからも、IOM のプレゼンス・果たすべき役割、

またその影響も理解出来ていると感じている。今後も引き

続き日々の業務を着実にこなしていきたい。(8/10) 

② 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、国際機関で働く人材

としての素養を身につけ

る。 

日々の業務を通じ国際機関の運営は段々と理解する様にな

ってきた。特に、オーストラリア政府との合同の ToR 作成

の業務を通じ、普段正規職員が行う仕事がどういうものか

理解し体験出来ただけではなく、IOM はもちろん、国際機

関で働く上でどの様な素養が求められているのかを実際に

体験できたことは貴重であった。ただし、まだまだ学ぶべ

きことはたくさんあるので、今後も努力を弛まずに邁進し

ていきたい。(7/10) 



③ インターンシップでの経

験を研究に活かし、また

その経験を大学に還元す

る。 

日々の業務を確実に行うことで大学にその経験を還元する

ことが出来ると専ら考え、業務に集中的に取り組んでいる

最中である。研究に関しては IOM 内のイントラネットから

参考になりそうな資料を集められてきており、機会があれ

ば IOM で行われたプロジェクトの担当者の方から直接、も

しくはメールにて話を聞き、研究に活かしていきたいと考

えている。(7/10) 

④ 多数の国際機関が集まる

国際都市ジュネーヴに

て、様々な国際機関に勤

める人々との人脈を築き

上げていく。 

IOM 職員の方々とはもちろん、他の国際機関に勤めている

方々(日本人職員)と共に食事をしたり、話を聞く機会があっ

たりと少しずつではあるが人脈が広がってきている様に感

じている。様々な方と話をすることで、国際機関に至るま

での道が千差万別であることを益々強く感じた。一人の方

が仰っていたことで印象に残っているのが、「目の前に可

能性があるなら迷わずチャレンジしなさい。もしチャレン

ジが出来なかったとしても、そのことを後悔することだけ

はやめなさい」という言葉である。彼女のこの言葉により、

ただ迷うだけで何もしないより、まずは挑戦してみること

の大切さを改めて痛感させられた。簡潔で重要なことであ

るが、実行に移しにくいこの言葉を残り 3 ヵ月のインター

ンシップ中でいかに“有言実行”するかが今後の課題であ

る。また、修士論文に関する資料収集と関連してはいるが、

自分の書きたいことに近い専門を持つ方とまだお話する機

会を得られていないため、こちらの人脈も築きあげていき

たいところである。さらに、今月から新しくインターンと

して入ってきた人たちが増え知り合いになることが出来

た。彼らと仕事や専門分野の話、興味・関心などをシェア

することにより切磋琢磨し合えていることはインターンシ

ップの遂行に非常に良い刺激となっている。(7/10) 

⑤ 英語及びフランス語での

職場でのコミュニケーシ

ョン能力の向上を目指

す。 

英語での業務に段々と慣れてきており、特に移民問題・人

の移動に関する専門用語や IOM内で使われる略称などが頭

に入って来る様になってきている。フランス語に関しては

フランス語圏出身者の職員の方々との会話をフランス語で

行うことで語学のスキルアップを心がけているが、単語が

圧倒的に少ないため英語に切り替えてしまう部分がある。

今後は単語を自主学習で増やしていきつつ語学力の向上を

目指したい。 (6.5/10) 



⑥ 大学院修了後の具体的な

進路の決定を行う。 

 先月の時点で就職を考えていると書いたが、最近になって

進学も選択肢の中に入ってきており、迷っている状態であ

る。しかし、いずれの道に進むにせよ、今後のキャリアプ

ランを考える際に目の前の将来だけでなく、長期的なスパ

ンで捉える様にすることで、自分が今後どの様なことをや

っていきたいのか考える様にしているところである。その

際に、職員の方々の話は非常に参考になる。(6.5/10) 

 

   

ピンクリボンキャンペーンに因みピンク色にライトアップされた Jet d’eau 

(2011/10/01 撮影) 

 

夕暮れ時の Lac Léman (2011/10/30 撮影) 

 


