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自己紹介をお願いします。

My name is Moe Shiojiri, and I am currently a 4th-year student at Sophia University’s 

Faculty of Liberal Arts, pursuing an interdisciplinary degree with a concentration in Political 

Science and Sociology. I was born in Japan but moved to Budapest, Hungary at the age of 3 

months. After 2 years there, I moved to Brussels, Belgium for 6 years where I attended an 

international school, which was followed by 4 years in London, England. I then returned to 

Japan when I was 13 years old, and attended a returnee school in Kyoto before enrolling in 

Sophia University. Prior to the OECD Tokyo Centre internship, I had worked at the United 

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Representation in Japan for 6 months as 

an administrative intern, and am currently working at the Australian Embassy as a political 

affairs intern. I am headed to the Graduate Institute (IHEID) this fall for my Master’s degree 

in International and Development Studies with a focus in Human Rights and 

Humanitarianism. 

現在、上智大学国際教養学部 4 年生で、政治学と社会学を専攻しています。私は日本生ま

れですが、生後 3 ヶ月でハンガリーのブダペストに移りました。2 年後、ベルギーのブリュッセルで 6

年間インターナショナルスクールに通い、その後、イギリスのロンドンで 4 年間過ごしました。13 歳で

帰国し、京都で中高を経て、上智大学に入学しました。OECD 東京センターのインターンシップの

前には、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所で 6 ヶ月間、インターンとして勤

務した経験があり、現在は駐日オーストラリア大使館の政務部でインターンとして働いています。こ

の秋から大学院（IHEID）に進学し、人権と人道主義を中心とした国際・開発学の修士号を

取得する予定です。 

 

2. Why did you apply for the internship at OECD Tokyo Centre?  

東京センターのインターンシップに応募した動機を教えてください。

Having just finished an internship at the UNHCR Representation in Japan, I was looking for 

an internship at another international organisation where I could put the skills I had 

acquired into practice. Moreover, as an aspiring international civil servant, I believed that 



working at the OECD Tokyo Centre would be a prime opportunity to further understand 

what a potential career in an international organisation would look like. 

 

UNHCR 駐日事務所でのインターンシップを終えたばかりの私は、身につけたスキルを実践で きる

別の国際機関でのインターンシップを探していました。また、国際公務員を目指している ため、

OECD 東京センターでの勤務は、国際機関でのキャリアをより深く理解するための絶好 の機会だ

と思いました。 

 

3. Please describe how your day looks like as an intern.  

インターンとしての一日の様子を教えてください 

After arriving at the office at 9:30, the first thing I did was identify key news articles in the 

Asia-Pacific and draft short summaries of the top three articles that would be of interest for 

ambassadors to the OECD and OECD experts. Due to the nature of work at the OECD, I 

would often summarise articles regarding the economy (e.g. GDP growth, market 

fluctuations, currency depreciation) and politics (e.g. elections, new legislations, policy 

reforms). Once the three summaries were cleared by my superiors, I would send them over 

to the Publc Affairs and Communications team in the Paris Headquarters who would 

compile these summaries into one comprehensive, global newsletter. Although mornings 

would always be allocated for the regional newsletter, tasks in the afternoon depended on 

the day. The majority of the tasks were to support Kawaguchi-san (Acting Head of OECD 

Tokyo Centre), such as writing up a brief summary of the parties’ pledges ahead of the 

Lower House election last year, or compiling articles from Japanese media outlets that 

referred to an OECD publication following its release. Apart from this, I also worked on 

personal projects such as an intern-led webinar on mental health, attended high-level 

meetings and took notes that would later be compiled into an easy-to-read summary for 

my colleagues, created flyers/social media content for webinars hosted by the OECD Tokyo 

Centre, among others. 

 

9:30 にオフィスに着いてから、まず、アジア太平洋地域の主要なニュース記事をピックアップし、

OECD の大使や OECD の専門家が関心を持ちそうな記事の上位 3 つの短い要約を作成してい

ました。OECD での仕事の性質上、経済（GDP 成長率、市場の変動、通貨安など）や政治

（選挙、新法案、コロナ政策など）に関する記事を要約することが多かったです。この 3 つの要

約は上司の許可を得てから、パリ本部の広報チームに送られ、広報チームがこれらの要約を 1 つ

の包括的でグローバルなニュースレターにまとめていました。 

午前中の仕事時間はニュースレターの作成に割り当てられていましたが、午後の仕事はその日次

第でした。例えば、昨年の衆議院選挙に向けて各党の公約を簡単にまとめたり、OECD 関連の

日本のメディアの記事をまとめたりと、川口さん（OECD 東京センター臨時所長）をサポートする



仕事が大半でした。それ以外にも、メンタルヘルスのウェビナーをインターン主導で行ったり、ハイレ

ベルな会議に出席してメモを取り、後で同僚に読みやすいように要約したり、OECD 東京センター

が主催するイベントのチラシやソーシャルメディアのコンテンツを作成したりと、さまざまな仕事に携わ

らせていただきました。 

 

4. What are some of the best things about this internship? 

インターンをしてよかったところはありますか？

What I particularly enjoyed about the OECD Tokyo Centre internship is the fact that despite 

only being an intern, I was still given the opportunity to play a significant role in the day-to-

day work at the centre. It was an extremely fulfilling experience for me to feel as though I 

had made a contribution to an organisation like the OECD.  

Another great part about the internship was being encouraged to pursue large-scale 

projects that were aligned with my interests. A prime example was the webinar on mental 

health that I organised with a fellow intern working at the OECD Nuclear Energy Agency. 

Given that the topic is seldom discussed in Japan, I envisioned an interactive webinar 

where OECD experts could explain the current statistics surrounding mental health, while 

the audience could ask questions and engage themselves in meaningful discussions to 

spread awareness about mental well-being. 

Thanks to the kind support from my colleagues at the OECD Tokyo Centre, I was able to 

execute the webinar as I imagined; garnering over 70 participants from all corners of the 

world, I was able to feel a great sense of accomplishment. Situated in Kasumigaseki—the 

hub for Japanese government bureaucracy—the location of the OECD Tokyo Centre office 

was also a huge plus. It was in front of Hibiya park, and there were many great restaurants 

to explore for lunch with fellow interns and colleagues! 

However, if I were to pick one best feature of the OECD Tokyo Centre internship, it would 

be working alongside such accomplished, driven, passionate people. They continuously 

motivated me to become a better intern, and supported me when faced with challenges or 

hardships. I believe I largely owe my positive internship experience to them! 

OECD 東京センターのインターンシップで特に良かったと思ったのは、インターンという立場で ありな

がら、センターでの日々の業務で重要な役割を果たす機会を与えられたことです。 

OECD のような組織に貢献できたと感じられ、非常に充実した経験でした。  

また、自分の興味に沿った大規模なプロジェクトを推進するよう奨励されたことも、このインターンシ

ップの素晴らしい点でした。その代表的なものが、OECD 原子力機構で働くインターン仲間と企画

した「メンタルヘルス」に関するウェビナーです。このテーマが日本で議論されることはほとんどないた

め、私は、OECD の専門家がメンタルヘルスを取り巻く現在の統計について説明し、参加者がそ

れに対して質問をし、有意義な議論を通して心の健康についての認識を広める双方向型のウェビ



ナーを構想していました。OECD 東京センターの方々の親切なサポートのおかげで、イメージ通りのウ

ェビナーを実施することができ、世界各地から 70 人以上の参加者を得て、達成感を味わうことが

できました。 

日本の官僚機構の中心地である霞ヶ関に位置する OECD 東京センターのオフィスも大きな魅力

でした。日比谷公園の目の前にあり、インターン仲間や一緒に働いていた方々とランチをするのに

最適なレストランがたくさんありました。 

しかし、OECD 東京センターのインターンシップで最も良かった点を一つ挙げるとすれば、それは、優

秀で、意欲的で、情熱的な方々と一緒に働けたことです。私がより良いインターンになるよう絶え

ず動機づけをし、課題や苦難に直面したときにはサポートしていただきました。このような素晴らしい

インターンシップを経験できたのは、OECD 東京センターの方々のおかげだと思います。 

 

インターンシップ期間中に役に立ったスキルはありますか？

Having experience as a social media manager for my dorm’s official Instagram account, my 

familiarity with the graphic design platform, Canva, was a great skill when creating flyers 

and posts to promote events hosted by the OECD Tokyo Centre. 

Since interns are given many tasks—some more urgent than others—skills such as multi-

tasking and time management were also helpful to efficiently complete the job. 

寮の公式 Instagram アカウントのソーシャルメディアマネージャーの経験があり、グラフィックデザイ

ン・プラットフォームである Canva の使い方についての知識は、OECD 東京センターが主催するイベ

ントの宣伝用フライヤーや投稿を作成する際に大きなスキルとなりました。 

インターンには多くの仕事が与えられますが、中には緊急性の高いものもあり、マルチタスクや時間

管理といったスキルも、効率よく仕事をこなすためにとても役立ちました。 

 

6. What tasks did you find challenging? How did you overcome them?  

インターンの経験において最も大変だったタスクについて教えてください。また、どのように対処しまし

たか？ 

I particularly struggled with the regional newsletter, as this was a new initiative which was 

introduced while I was an intern. Being the first intern responsible for the newsletter, there 

was no manual to refer to, and it was a trial and error process until an efficient way to 

approach the task was established. 



By constantly communicating with my supervisors and making sure my opinions were 

heard, we were able to work as a team to figure out an efficient method to write the 

regional newsletter for the Asia-Pacific. 

特に苦労したのは、インターン中に導入された新しい取り組みである「リージョナルニュースレター」で

す。インターンとして初めて担当したため、マニュアルもなく、効率的なやり方が確立されるまで試

行錯誤の連続でした。 

上司と常にコミュニケーションをとり、自分の意見を伝えることで、リージョナルニュースレターの効率

的な書き方をチームで考えることができました。 

 

7. What are some skills you’ve gained through this internship? 

インターンで新しく得たスキルはありますか？

 

I acquired note-taking skills, which were crucial when attending high-level meetings on 

behalf of Kawaguchi-san as I had to summarise the general content in an easy-to-

understand way. 

I also learned how to quickly identify important points when reading long texts such as 

news articles and OECD reports, which was a helpful skill to save time when forming the 

short summaries for the regional newsletter every morning. 

川口さんの代理でハイレベルな会議に出席する際、大まかな内容をわかりやすく要約する必要が

あったため、メモを取るスキルが身に付きました。 

また、ニュース記事や OECD の報告書などの長い文章を読む際に、重要なポイントを素早く特定

するスキルも学びました。これは、毎朝リージョナルニュースレターで短いサマリーを作成する際に、時

間の節約に役立つスキルでした！ 

 

8. Who do you recommend to apply for this internship?  

どのような方にこのインターンシップを勧めますか？

 

I recommend this internship to anyone wanting to work for an international organisation, 

as well as those who are interested in a broad range of issues such as gender, poverty, 

development, global health, sustainability etc. as the OECD is an organisation that covers 

such topics. 

Since you are encouraged to pursue your own projects such as intern-led webinars, I 

believe those who are proactive and determined would be prime candidates for the OECD 



Tokyo Centre internship. Due to the various responsibilities and tasks given to interns, the 

internship will undoubtedly be a valuable and fulfilling experience that will allow you to 

acquire several skills for your future career. 

国際機関で働きたい人はもちろん、OECD はジェンダー、貧困、開発、グローバルヘルス、サステナ

ビリティなど、幅広いテーマを扱う組織なので、そういった問題に興味がある人にもおすすめのインタ

ーンシップです。 

インターン主導のウェビナーなど、自分でプロジェクトを進めることが奨励されているので、積極的で

決断力のある人は OECD 東京センターのインターンシップの有力な候補者になると思います。イン

ターン生に与えられる様々な責任やタスクから、このインターンシップは間違いなく貴重で充実した

経験になり、将来のキャリアに必要なスキルを身につけることができると思います。 

 


