平成 30 年 6 月 14 日

2018 年度

OSIPP 海外インターンシップ助成募集要項
OSIPP 国際交流委員会

OSIPP では、学生に国際公共セクターの実務を経験させることにより、現場感覚を持った国際公共政策
の研究者や実務家を育成することを目的として、学生の海外インターンシップを助成します。
１．応募資格
１）国際公共政策研究科に在籍する正規の学生。研究生、休学中の学生は含まれません。
２）海外インターンシップを行うことについて指導教員の了承が得られている学生。
３）本年度海外インターンシップをすでに終了している人や、今海外でインターン中の人も応募可能。

２．募集人数
助成人数：数名程度
３．応募について
応募期間：6 月 14 日（木）から 7 月 10 日（火）16:00 まで ※時間厳守
提出書類：① 海外インターンシップ助成申請書
② 英文履歴書または Personal HIstory Form
③ インターン先が決まっている場合：受入承諾書やそれに準ずるメール等
インターン先未確定の場合：希望先と連絡を取っている場合は進捗状況を示すメール等
④ 渡航希望国への航空券見積書（航空会社 HP の画面コピー等）
提出先 ：OSIPP 棟 2 階 国際交流室 吉川・李（月～金、10：00 - 17：00）
面接
：7 月 17 日(火)～20 日（金）昼休み時間に実施予定（英語）。詳細は追ってお伝えします。
４．助成決定後の必要提出書類
渡航が決まったら下記書類を提出してください。インターンシップがすでに終了している場合には提
出書類が異なる可能性があります。詳細はメールにてお伝えします。
＜インターン出発前＞
＜インターン終了後＞
① 受入承諾書ないしは TOR

⑤ 振込依頼書

１）航空券の半券

② パスポートのコピー

⑥ 研修届

２）宿泊先の領収書原本

③ 航空券の E-チケットと領収書

⑦ 誓約書

３）出張証明書

④ 海外旅行保険書のコピー

⑧OSSMA メール

４）海外インターンシップ報告書

５．その他、注意点
・2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日に実施される海外インターンシップが助成の対象です。
・助成金は日本国内の本人名義へインターンシップ終了後に振込まれます。
・国費留学生の場合には必ずしも助成が受けられるとは限りません。
・本助成は渡航費と宿泊費等を対象としており、日当は支給されません。
・海外インターンシップ渡航者は必ず海外旅行保険に加入してください。加入する海外旅行保険は、治
療・救護費用が無制限のものを最低基準とし、AIU 保険『インフィニティプラン』ないしは東京海上
日動『付帯海外』を推奨します。
・大学の加入する事故管理対策費用保険と管理危機サポートサービス(OSSMA)へも必ず加入して下さい。
・渡航先は、外務省が発表する「海外安全情報」レベルにおいて、「不要不急の渡航は止めてください」
以上の渡航情報が発表されていない国や地域を選んでください。
・他の類似の助成金を受ける場合は、調整することがあります。
・面接に合格した場合でも、2018 年 11 月末の時点でインターンシップ派遣の見通しが立っていない場
合には助成資格を撤回します。
その他お問い合わせは OSIPP 国際交流室担当

吉川・李（sodan@osIpp.osaka-l.ac.jp）まで。
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2018 OSIPP Scholarship for overseas internship
OSIPP Committee on International Relations

OSIPP offers scholarships for overseas internships in international public sectors in order to
encourage future researchers and practitioners to have a perspective and understanding of what is
happening in fields through internship experience.
1. Eligibility：you must satisfy all three requirements below.
1) Regular Program students at OSIPP (Master Course Students and Doctor Course Students)
* Research students and students who take a leave from OSIPP are excluded.
2) Approval from his/her supervisor on the internship.
3) Students who have either started and completed an internship, are currently engaged in an internship,
accepted as an intern, or considering to apply for an internship. Internship must start and end in this
academic year.

2. Recruitment and financial support
-The number of accepted students: 3-4 OSIPP students (it may change)
-Financial support: up to 200,000 JPY per person (it may change)

3. Application
-Application Period: 14 June (Thu) - 10 July (Tue) at 4:00 pm (※Strict deadline)
-Documents:
1. Application form for overseas internship
2. CV or Personal History Form in English
3. Acceptance letter or Copy of e-mail with internship contact person if available.
4. Estimate of airfare to the country of internship.
-Submit to: OSIPP International Student Office (Room 205 at OSIPP Building), 10:30am – 5pm, Mon - Fri
-Interview: 17 July (Tue) - 20 July(Fri), Lunch hour, in English ※Schedule is to be notified to each applicant
later.

4. Required documents after you pass the interview To: International Student Office at Room 205
Details will be announced by e-mail.
< after acceptance >
1. Acceptance letter or TOR
2. Copy of passport
3. E-ticket and receipt of air ticket
4. Copy of travel insurance

5. Application for payment
6. Notice of internship
7. Written pledge
8.OSSMA email

< after internship>
1. Boarding pass
2. Receipt of accommodation fee
3. Business Trip Report
4. Report of overseas internship

5. Additional information
・Applicable internships are those that take place from 01 April, 2018 to 31 March, 2019.
・The scholarship payment will be transferred to your bank account in Japan after the internship.
・MEXT students need to contact Kyomu-gakari for this scholarship.
・This scholarship covers only airfare and accommodation fees.
・Participants are required to have travel insurance that covers the period of internship. For travel insurance, we
recommend “Infinity Plan” by AIU insurance company or “HUTAIKAIGAI” by Tokyomarinenichido.
・Participants are required to have crisis management insurance fee and crisis management support (OSSMA).
・Please avoid an internship which takes place in a country or region that its security situation exceeds the
“Please put off a non-essential travel” level of the travel advisory issued by the Ministry of Foreign Affairs of
Japan (MOFA).
・If you apply for similar scholarships and accepted, we may make some changes to be fair to other students.
・If you are not accepted as an intern by 30th Nov. 2018, you will lose a status as a recipient of this scholarship.

If you have any further questions, please contact International Student Office.
(sodan@osipp.osaka-u.ac.jp).

