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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 MRU Info Sheet のドラフト作成 

IOM でのリサーチに関連する情報を提供するための Info 

Sheet の原稿を書くことを任された。主に私のユニットが携

わっているリサーチに関する一般的な情報(どの様なリサー

チを行っているか、刊行物などの紹介、ワークショップや会

議の報告など )を中心に書くように求められたが、③の

Newsletter と違い頻繁に更新されるものではないため(前回

分は 2009 年に出された)、より広いスパンにて IOM のリサ

ーチ部門がどの様なことを行い、また今後の目標なども載せ



る点が Newsletter との違いである。只今オフィスはクリス

マス休暇のため休暇が明けたのちに正規職員の方にドラフ

トを見てもらい、修正を入れて 1 月中には完成させる予定で

ある。 

② MRU のホームページ更新 

先月から取りかかった私のユニットのホームページの修正

も案がまとまり、実際に修正を担当するマニラの事務所の方

と連絡を取り合いながら更新を行った。 

③ IOM Research Newsletter の完成 

本来なら 11 月中に発行する予定であったが、IOM の年刊出

版物である “World Migration Report”の出版や IOM60 周

年記念関連のイベント、IOM の 100 回目の会議への準備が

重なり発行が 1 か月遅れてしまった。既に仕上げてあったド

ラフトに上司からすぐに OK を頂けたので上記のイベント

が終了してすぐに発行することが出来、タイムリーな時期に

出せたことで IOM 内外から良い反応を得られた。 

④ IOM イントラネット内のリサーチツールの構築 

8 月のインターンシップ開始時から少しずつ進めてきたこち

らの業務も終盤に差し掛かり、同僚の常勤職員と上司からの

チェックをもらう段階に入った。年明け後にまだ返事をもら

えていない地域事務所とのやり取りを済ませたのちに本格

的にイントラネットに載せられる様に体裁を整える予定で

ある。こちらも 1 月中に一通り終わる予定である。 

 

(4) 住宅情報 

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

宿泊費 700 CHF(家賃) 

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 

6 ヶ月のインターンシップも残り 1 ヶ月と少しとなってきた。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終盤に差し掛かり、8 月に来た時より大

分仕事の内容にも慣れ、移住問題や移民問題などのトピッ

クにも明るくなってきたと思われる。また、自分の所属す

るユニットの IOMでの役割も徐々に理解かつ働くことが出

来る様になってきている。しかし、移住や移民の問題は複

雑かつ広い分野に渡るものであり、一部が理解出来る様に

なればなる程その全容を理解することの難しさを痛感させ

られる。 

また最近「IOM の在るべき姿、IOM の存在意義」というこ

とを考えることが多くなっているが、こちらについても答

えを出すのが非常に難しい。12 月の中旬に Japan Mission

の IOM 担当の水野書記官とお話する機会があったが、仰っ

ていたことで印象に残っているのが「移住とは国家問題で

あり、これは人の出入りの管理(出入国管理)を行っているか

らである」という言葉と「IOM の行っている事業は各国か

ら依頼されたものばかりであり、難民が “mandate”されて

活動を行っている UNHCR とは違う」という言葉である。

前者の言葉に関して水野さんはさらに「国際機関、特に国

連にてこの『移住問題』に手をつけたら議論が紛糾してし

まい何も決まらないだろう」と仰っていたが、実際に今ま

でいくつかの会議を傍聴したり日々の業務をこなしたりし

ていく中で IOMが持ちうる役目が何か常に問われているこ

とを深く考えさせられるのは非常に良い経験となってい

る 。 ま た 後 者 の 言 葉 も 踏 ま え た 上 で 「 IOM が 

“intergovernmental” organization たる所以」がおぼろげで

はあるが見えて来た様に思われる。他の UN 組織が扱って

いる問題と違い IOMでは人そのものを対象としているため

デリケートな問題を扱っているという点で難しいものがあ



るが、IOM ならでは・IOM の存在意義というものを常に頭

に入れながら残りのインターンシップに邁進していきた

い。(7.5/10) 

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。 

今回のインターンシップを通じて少しずつ国際機関の在り

方やその事業の運営方法・役割などを理解していくことが

出来ていると思われる。IOM 自体は他の国際機関・国連機

関と比べて小さめの組織であるため WHO や ILO などの巨

大な組織ほどではないがそれでも運営を 100%理解出来る

のは難しい。しかし、日々の業務を通じて regional office

の方々や本部の方々とコミュニケーションを取っていく中

で徐々に身に着くことが出来ているのではと思われる。残

り 1 か月と少しも弛むことなく日々学んでいきたい。(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。 

自らの研究・論文の資料集めを行うことが出来ており、ま

た IOM の職員の方から紹介して頂いた Education Tool Kit

に関して少しずつ資料を見ている段階にある。もし機会が

あればこれらの Tool Kit を作った職員の方々に質問が出来

ればと考えている。 

日々の業務を確実にこなしていくことは繰り返し述べてき

たことであり当たり前のことではあるが、私の経験を還元

出来る最適な方法はまずこちらでのインターンシップをき

ちんと全うすることと、人との繋がりを作ることであると

思う。また、ジュネーヴで色々な方に会う度に「どこの学

生ですか」と聞かれ「外大から来ております」と自己紹介

する機会が今まで多々あったが、改めて外大の代表として

来ているということを胸に留めて残りのインターンシップ

生活を送っていきたい。(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。 

今月は Japan Missionの小島代表と IOM担当の水野書記官

のお二方にお会いすることが出来、お二方から非常に有意

義なお話を伺うことが出来たのはとても大きかった。実際

に日本政府から国連の代表として派遣されて来ている方々

が普段どの様なお仕事をなさっているか、国連機関に勤め

ていらっしゃる方々とはまた違ったお話を伺うことが出来

たのは非常に貴重な体験であった。特に水野書記官からは

IOM の担当として第三者的な立場から移住や移民、IOM の

役割などのお話を伺うことが出来たのは今後のインターン

シップにおいてさらなる向上心を得られる契機となった。



これらの人の繋がりを大事にし、自らの研究に近いことに

携わっている方々とコンタクトを取れる様にするのが帰国

前の目標となる。(7.5/10) 

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。 

ビジネス面での英語の使い方にも慣れ、やり取りを行うの

に以前ほど苦労はしなくなったと感じる。ただし、Writing

のスキルをもう少し向上させていくことで今後の仕事をよ

りスムーズにこなしていく様に努力していきたい。また、

フランス語に関しては以前外大に留学していたスイス人の

方と定期的に会ってフランス語の練習も出来ており、聞き

取りは良くなってきたと思われるが、語彙数の少なさは依

然として課題であり、今後とも単語帳などで積極的に勉強

していきたい。また、人によっては話すスピードが速すぎ

てついていけなくなることがあるので、リスニング能力の

向上を目指すべく CD 学習やテレビでニュースを見るなど

能動的に学習していくことが目標である。(7/10) 

⑥ 大学院修了後の具体的な

進路の決定を行う。 

現在は就職活動を視野に入れつつ、今後の自分がどの分野

に精通していきたいか、今まで知り合った人々の話を振り

返りつつ様々な進路を探っているところである。出来れば

国際協力に携わることの出来そうなフィールドに就職でき

るのが一番であるが、まずは自分が何をしていきたいのか

を見極めていきたい。(7/10) 

 



(6) 今月の写真 

 ジュネーヴの中心街にあるクリスマスツリー 

 

 ジュネーヴのお祭り “L’Escalade”の様子 


