
OSIPP グローバル・コミュニティー･オフィス 
国際公共政策研究科にはグローバル・コミュニティー・オフィスがあります。留学生と日本人学生の交流を

推進し、留学生や日本人学生の相談室としての役割も果たし、学生の様々なニーズに応え学生生活を支えて

います。2021 年度はコロナウィルスの感染防止のため、以下のイベントの時期や方法を変更することがあり

ます。詳細はメールでご確認ください。 

１． インターンシップのサポート 

本研究科では、国際公共セクターの実務を経験し、現場感覚をもった研究者や実務家になることをめざす学

生たちのために、海外インターンシップを奨励しサポートしています。これにより毎年何人もの学生が欧米、

アジア、アフリカにある国際機関、援助機関、研究機関、企業、NGO などで、数週間から数か月にわたる現場

経験をつみ、研究やキャリア形成に活かしています。 

これまでの主なインターンシップ先：国連ニューヨーク本部、IOM ジュネーブ/マニラ、OECD パリ、UNICEF 東

ティモール、ILO スイス、UNDP 南アフリカ、UNESCO 北京、JICA エルサルバドル/タイ、カタール大学など 

(2020 年度は海外インターンシップ助成金が中止となり、代わりに英語プレゼンテーション講座が開講されま

した。) 

２． 海外留学の相談 

グローバル化が進む中、学生時代に自分の国と異なる環境で学習・研究経験を積むことはますます必須のも

のとなっています。国際公共政策研究科はこうした時代の要請に応え、学生の留学を応援します。 

大阪大学では世界各地の大学と授業料の相互不徴収および単位互換を明記した交換留学協定を結んでいます。

協定校に留学をする場合、１学期から１年以内の期間勉強することができます。 

国際公共政策研究科も独自の協定校があり、毎年多くの学生がこの制度を利用して海外で勉強し、卒業後国

際社会で活躍しています。オランダやフィリピンの大学とはダブルディグリープログラムの協定を結んでい

ます。 

３． インターナショナル・カフェ 

月曜日から金曜日の 12:00 から 13:30 まで、グローバル・コミュニティー・オフィス（OSIPP 棟 2 階２０５）

はインターナショナル・カフェとして学生に開放されています。日本人学生も留学生も気軽に立ち寄り、お

茶を飲みながら交流できる楽しい時間です。（２０２１年度は不定期に開催される予定です） 

４． 学生の相談室 

学生の方々は研究科での新たな勉学の取り組みの他にも、新しい生活環境の中で様々な問題やストレスに直

面することもあるかもしれません。グローバル・コミュニティー・オフィスはそういった相談窓口にもなっ

ています。 

 
                                 
 
 

来室の際にはメールでご予約ください。 
OSIPP Global Community Office 

OSIPP building, room 205 (2F) 
Email: sodan@osipp.osaka-u.ac.jp 
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OSIPP Global Community Office 
Osaka School of International Public Policy (OSIPP) has a Global Community Office. We support 
International and Japanese Students to help create an inclusive learning community and respond to the 
various needs of OSIPP students. Our main activities are as follows: 

1. Support for Internships 

Many students at OSIPP aim to gain practical experiences in the field of public policy and plan to do an 

internship abroad. The Global Community Office provides them with information and necessary support. 
Every year several students take advantage of the OSIPP scholarship for internship abroad and gain 
valuable experiences. The destination of internships in the past have included the UN New York 
headquarters, IOM Geneva/Manila, OECD Paris, UNICEF East Timor, ILO Switzerland headquarters, 
UNDP South Africa, UNESCO Beijing, JICA El Salvador/Thai, and Qatar University. (In 2020-21, the 
scholarship for internships abroad was cancelled and an English Presentation Course was offered 
instead.) 

2. Support for Study Abroad 

As we live in a highly globalized world, it is becoming more and more essential to experience living and 
studying in a different culture from our own. OSIPP responds to this global trend and encourages students 
to study abroad. Osaka University has agreements for student exchange with many universities worldwide. 
You may study abroad from one semester to one year and receive some credits for your study abroad. 
OSIPP has its own agreements with various institutions. You can also have the opportunity to earn a double 
degree through our program with universities in the Netherlands and the Philippines. 

3.  International Cafe 

The Global Community Office promotes interaction and friendship among all our students, both 
international and Japanese. The room is open as a café on weekdays from 12 to 1:30 pm. Students can 
stop by casually and enjoy conversation and coffee with fellow students. You are most welcome to join us! 
(From April 2021, we are holding the International café irregularly.)  

4. Consultation for International Students 

Students may encounter challenges, and experience stress while living in a new environment, in addition 
to academic challenges. The Global Community Office serves as a consultation room in this regard. 
Please note: for the year 2021, due to the situation caused by COVID-19, the date and mode of holding 
the events above may be changed. 
 

Please email for appointment to visit: 

OSIPP Global Community Office 
OSIPP building, room 205 (2F) 

Email: sodan@osipp.osaka-u.ac.jp 
Tel: 06-6850-5641 
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