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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 GFMD 最終会議にて IOM 出版物のスタンド担当 

11 月末から 12 月上旬にかけて Global Forum on Migration 

and Development(通称 GFMD)の市民フォーラムと最終会

議が行われた。元々IOM からは何人かのスタッフが GFMD

サポート・ユニットに出向してこの会議の運営を手伝ってい

るが、今回私は上司から IOM の出版物の配布と宣伝の担当

を頼まれて急遽、前半二日間の市民フォーラムと後半二日間

の最終会議にスタッフとして参加することになった。また、

この業務を行う傍らで幾つかの Side sessions に参加し他の



国際機関の移住・移民に関する最新出版物の傍聴も行った。 

② MRD のホームページ修正 

私の所属しているユニットのホームページの更新が以前行

われたものの、Web 担当者との情報の行き違いによりいくつ

かの間違いがホームページに見受けられたため、常勤スタッ

フの方のコメントを参照しつつ、ホームページのドラフトを

参考に修正案を Web 担当班に送るというものである。まだ

修正は加えられていないが、近日中に行われる予定である。 

③ パワーポイント作成 

直属の上司ではなく、同じ部門に所属している別の上司によ

り他の国際機関やドナーが参加する会議で使用するドラフ

トとなるパワーポイントの作成を依頼され、主に EU 圏内に

おける移民・移住事情の簡潔なまとめを求められた。 

④ GMPA 会議のメモ取り 

Global Migration Policy 主催の Global Migration Policy 

Symposium(通称 GMPA)にてもう一人のインターンと共に

会議に参加しメモ取りをして来る様に上司に頼まれた。会議

では主に現在ある移住に関する会議(主に GFMD・GMG)で

は取り上げられにくい、政策に焦点を当てている。 

⑤ メーリングリストの整理 

上司に頼まれ IOM の Publication のメーリングリストの整

理と新たなるメーリングリストの作成を依頼された。 

⑥ IOM イントラネット内のリサーチツールの構築 

今まで集まってきた情報に付け足してさらに各移住問題に

関するケーススタディをさらに集める様に頼まれたため、こ

ちらも目下他の業務と並行して進行中である。 

 

(4) 住宅情報 

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

宿泊費 730 CHF(家賃＋洗濯機のカード代) 

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 

 

(5) 6 ヶ月後に期待される効果と現時点の達成度 

インターンシップも折り返し地点を過ぎて後半に突入し、現在業務開始から 4 ヵ月目に

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。 

インターンも半期を過ぎ、徐々に IOM での業務を通じ各知

識が身についてきていると思われる。ただ、不勉強な部分

があるのも事実である。例えば、先日の GFMD 会議にて

「IOM は移民の労働問題に対してどの様なスタンスを取っ

ているのか」と他の国際機関に勤める方から個人的に質問

される機会があったが、満足のいく様に答えることの難し

さを痛感させられた。その他にも、「IOM は各国政府の集

まる場所、Governing Body としての役割を持つべきだ」と

の意見が会議中に発せられたが、これは今まで聞いたこと

のない視点であったので非常に新鮮であった。この様に、

これまでの IOM内での業務だけでは知ることの出来ないこ

とを知ることが出来たりしたのは良かった。今後も引き続

き IOM の持つ役割について積極的に学び、自らの理解を促

進していきたい。(7/10) 

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や役割を理解していくこ

とが出来ていると実感している。国際機関というと何か大

きなことを成し遂げている様なイメージを持ってしまいが

ちであるが、その仕事の中身は一つ一つの小さな仕事の積

み重ねであることを強く感じている。国際機関で働く上で

一番必要なのはコミュニケーション能力であると最近頓に

感じる様になってきたが、このこと自体は別に珍しいこと

でも何でもない。ただ、この「当たり前」の能力をどの様

に活かしていくかは自分次第であるという点においてまだ

まだ発展途上であると言えるので、就職活動を見据えた上

での今後の更なる努力が必要であると思われる。(6.5/10) 



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。 

毎度同じことの繰り返しとなるが、一つ一つの業務を着実

にこなしていくことこそが大学への還元になると思われ

る。今後も与えられた業務はもちろん、自分から積極的に

仕事を掴んでいくことで自身の経験を還元していきたい。

研究に関しては、IOM の同じ部門に勤めている方で移民に

対する教育に関心を持っていらっしゃる方がおり、その方

から IOMでの教育に関するプロジェクトを紹介して頂いた

のは非常に有難く、研究の幅が広がった。また、ジュネー

ヴのみならず、パリにある UNESCO・IIEP の図書館に行

くことで手に入れることも出来たため、今後の研究に関し

て一歩進んだと言える。(7.5/10) 

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。 

今回は業務の一つでもあった GFMD の最終会議と市民フ

ォーラムにて様々な立場の方々にお会いすることが出来た

のが非常に大きな収穫となった。特に、大学関係者の方か

ら名刺を頂き、また自分の興味のある分野の話をした上で

「この様なことに興味があるのならあの大学院で学ぶのが

良い」「この機関とコンタクトを取るのがお勧め」といく

つか助言を頂けたのは大変有難いことであった。また、そ

れだけではなく、普段話すことのできない政府関係者が移

民や移住問題に関してどの様な考えを持っているのか、個

人的な感想ではあるものの率直な意見を伺うことが出来た

のは非常に勉強になった。その他にもこれらの会議をオー

ガナイズした他のインターン生と知り合いになることが出

来、より切磋琢磨しあえる仲間が増えたのは貴重な財産と

なった。(8/10) 

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。 

英語に関してはメールでのやり取りはもちろん、職場での

やり取りがよりスムーズになってきている様に実感出来て

いる。今後とも引き続き特に Writing のスキルを高めてい

きたい所存である。まだ、フランス語に関しては以前まで

英語で話していたフランス語が母国語の職員の方々とフラ

ンス語でのやり取りが増える様になり、進歩してきたと感

じている。今後は Tandem も始めることから、更なる進歩

が見込まれると思われる。(7.5/10) 

⑥ 大学院修了後の具体的な

進路の決定を行う。 

前回は進学と就職とで揺れ動いていたが、IOM 職員の方や

他の国際機関に勤めていらっしゃる方々との話をやり取り

の中で、やはり一旦経験を積むという意味でも就職を志し



ていきたいとの思いを新たに強くした。具体的にどの道に

行きたいかは未定ではあるが、今回のインターンシップを

踏まえた上で今後国際協力の場で働くことを見据えた選択

肢を取っていきたい。(7/10) 

 

(6) 今月の写真 

 

ジュネーヴ近郊の町、Cologny にて(奥に見えるのは Jet d’eau) 

 

 

IOM 60 周年記念パーティーの様子 


