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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 のドラフト訂正・完成 

私の所属するユニットが携わっている IOM での研究をまと

めた Infosheet のドラフトの作成を先月から開始していた

が、幾つか他のユニットや地域事務所からの回答待ちの部分

があったためそれらの情報を合わせてから訂正したドラフ

トを再度、同僚である正規職員の方に見せる予定となってい

る。今は地域事務所からも回答を得ることが出来て情報が集

まってきているので今週中に訂正ドラフトを見てもらい、早

ければ来週にも完成版が出来上がる予定である。 



② インターン応募詳細の書類作成 

来るインターン募集の際に使うインターン応募に関する書

類の作成を依頼された。具体的に言うと「移民」「移住」を

専門的に扱っている大学向けに ToRを基にして作るもので、

この業務と同時並行で「移民」「移住」を専門とした大学の

リストアップも行った。 

③ Annotated Bibliography の作成 

2011 年内に発行された移民関連の研究論文を集め各論文に

つき 10 行ほどのサマリーを書いて一つにまとめるという作

業をインターン生で分担して行っている。業務の目的として

は、IOM 外で移民や移住に関してどの様な研究が行われて

いるか、また昨今の移民・移住トレンドを IOM 職員の方々

に理解してもらうためである。 

④ IOM イントラネット内のリサーチツールの構築 

こちらに関しては 1 月から加入した新しいインターンと共

に作業を進めると同時に引き継ぎも行っている。ほとんど材

料は集まっているので、あとはミッションからの返信待ちと

同僚職員の方のチェックを待っているのが現状である。 

 

(4) 住宅情報 

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

宿泊費 610 CHF(家賃)※今月は丸々1ヶ月住む訳ではないため少し安い 

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ほぼ終わりを迎えてきた。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。 

6 ヶ月間の IOM での業務を通じ、移民や移住に関する問題

や知識はインターンシップ開始前と比べて遥かに身に着い

たと思われる。今月の業務の中に IOM 外でどの様な研究が

行われているのか調査しまとめるものがあったが、これは

実際に移民・移住問題がどの様に扱われ、何が現在注目さ

れているのかが良く分かるため非常に勉強になった。 

IOM は自らの存在意義として「移民・移住問題に関する研

究・データ提供元の第一人者としての役割を果たす」との

立場を取っており(詳細は IOM のホームページを参照して

頂きたい)、実際に IOM 外から出版された本や論文、雑誌

などを見てみると IOMの資料が先行研究としてふんだんに

使われているパターンが非常に多く見受けられた。特に

IOM が設立当初から取り組んでいる第三国定住と本国帰還

に関する研究は充実しているが、その一方で近年移民・移

住問題に絡んでテーマの一つとなった気候変動に関するも

のは IOM の中に専門家が少ないためか(そのうちの一人は

同じユニットで働いている同僚の正規職員の方である)それ

に関する論文や研究を探そうとすると一苦労することが今

までの業務を通じて間々あった。気候変動と移民・移住と

いうのは今後最も注目されるであろう問題であると思われ

るためこのテーマの研究がより増えれば IOMの担う役割も

また一つ増え、よりその影響を増すものと思われる。以上

の考察が出来たことも含めこの 6 ヶ月間で IOM の役割を

100%ではないもののある程度認識出来る様になったと思

われる。(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。 

この 6 ヶ月間のインターンシップを通じて強く実感したの

が、一つのプロジェクトに関してたくさんの人が関わり、

膨大な数のやり取りが行われているということである。私

自身も自分の業務をこなしていく中で世界中の IOM事務所

に勤めていらっしゃる方々とやり取りをすることが頻繁に

あったが、自分の求めている答えをもらうのに何人もの人

を介しもらうことが多々あった。無論この様なことは専門



家集団である国際機関の構図を考えてみれば当たり前のこ

とであるが、ただ想像してみるだけとは違う、実際に体験

してみなければ分からないことがたくさんあり今後に非常

に役立つものになったと思われる。この 6 ヶ月間で培って

きたものを今後活かせる様に、インターンシップ修了後も

邁進していきたい。(7.0/10) 

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。 

今回のインターンシップを通じて自らの専門性の確立の重

要性を思い知らされた。研究のフィールドをどこに置くか

はもちろん、自分の目指す研究がどこにあるか、何を問題

とし、どの様な解決方法が求められるか、業務を通じ様々

な論文を読んで常に考えさせられた。まだまだ納得のいく

答えが見つけられていないが、日々の業務のみならず職員

の方との会話を通じてヒントやアドバイスを幾つか頂くこ

とが出来たのでそれらを活かし自らの研究を深めていきた

い。また、この 6 ヶ月間で得られた経験を報告会を通じて

同期や後輩などの大学の人たちに伝えていくことで還元で

きればと思っている。(7.0/10) 

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。 

この 1 ヶ月で IOM に新たに 10 名近くインターン生が加入

してきたため横の幅が以前より広くなってきたと感じられ

る。私がジュネーヴに来た当初は IOM よりも他の国際機関

でインターンシップを行っているインターン生達と知り合

うことが多く、彼らから学んだこととして一つの問題・事

象に関して働く場・専門性が違うだけでこんなにも意見が

分かれるのかということを知ることが出来たのが非常に大

きかった一方で、IOM のインターン生とより知り合う様に

なってからは IOM の扱う事業や案件、研究に関してより深

い話をすることが出来たのがとても有意義であった。その

他にも IOM をはじめとする各国際機関や Japan Mission

で働いている(日本人)職員の方々と知り合いになり、お話を

伺うことが出来たのは非常に貴重な体験となった。ジュネ

ーヴという国際都市で得られたこれらの人脈を今後も絶や

すこと無く保つことが今後の目標である。(8.0/10) 

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。 

普段の業務においては基本的に英語しか使用しないため、

特に英語でのコミュニケーション能力は伸びた実感のある

一方で、フランス語は仏語圏出身者との会話が中心であっ

たためそこまで伸びなかったかもしれないが、それでもフ



ランス語の会話力は以前と比べると少しではあるが上がっ

てきたものと思われる。(6.0/10) 

⑥ 大学院修了後の具体的な

進路の決定を行う。 

この 6 ヶ月間ずっと進路に関して悩み続けたが、ある程度

のスキルを身につけたいという思いが研究を続行する思い

よりも強くなったため、修了後は就職したいと改めて思っ

た。ただし、せっかく修士まで来たのに満足のいく論文を

書かなければ意味がないので、勉学を怠ることのない様に

していきたいと思う所存である。就職を考えるに当たり、

自分がどの様な分野の仕事をしていきたいか、国際協力の

道に行くにはどの仕事が良いかきちんと見極めていきた

い。(7.0/10) 

 

(6) 今月の写真 

 

IOM の同僚達にサプライズで誕生日を祝って頂きました(中央でケーキとカードを持って

いるのが筆者)。(1 月 25 日撮影) 


