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選考試験合格後、本手引きに従い、滞りなく手続きを進めて下さい。
ここに記載されている内容を理解した上で質問があれば IAESTE Japan 事務局まで連絡して下さい。

Ⅰ. 用語の説明
IAESTE の事業の意義を理解し、趣旨に賛同し登録した学生のこと。
学生会員

IAESTE Japan から海外へ派遣される派遣生は学生会員となるので、IAESTE 研
修の意義を十分に理解し自覚をもって行動すること。

派遣候補生

マッチングのための経費などを含む「プログラム参加料」を指定期日までに納付
した選考試験合格者のこと
毎年一月中旬に行われる国際総会のこと。

General Conference
（GC）

（国際総会）

IAESTE 加盟国の事務局が一堂に会し、インターンシップ受入の詳細情報を交
換する．IAESTE では、海外インターンシップ受入先を確保する方法として受入・
派遣相互同数を交換するシステムを採用している．（たとえば、日本の受入機関
で 100 名の外国人学生を受入れる場合、日本から 100 名の学生を海外へ派遣
できる）

Offer
（オファー）
O-form
Reference No.
マッチング
Nomination 書類
Student Nominated
Form
最終選考
Acceptance Notes
（受入通知書）

N5a と N5b の 2 種類

受入機関が設定した研修生受入条件のこと。
オファーの条件が記入された A4 サイズ 1 ページの文書
O-form に記載された、オファーごとの参照番号。受入先決定後も各派遣生の研
修番号となり、問い合わせの際に必要となる。
GC で獲得したオファーを選考試験合格者の希望をもとに割り当てること。
マッチングののち、派遣候補生が研修受入機関での審査のために提出する書
類。
派遣候補生の氏名、大学名、専攻分野、希望研修期間等詳細を記入する書
類。上記 Nomination 書類の一部。
海外の研修受入機関による派遣候補生の書類審査。
最終選考で受入が決定されたことを証する受入れ国事務局からの文書。
N5a: Acceptance Note 受入れ機関の担当者、連絡先、ビザ情報、今後の手続
き等が書かれた文書。
N5b： Confirmation of of Acceptance 渡航情報、海外保険証券番号を記入し
て IAESTE Japan 事務局経由で相手国事務局へ送る文書。
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Ⅱ. 研修のフローチャート
IAESTE 外国事務局

IAESTE Japan 事務局

学生

8～9 月

選考試験申込

10 月

11 月

派遣候補生選考試験
選考試験合格発表
（ホームページに掲載）

プログラム参加料
提出書類

派遣候補生の希望研修分野のオファーの
リクエストを外国事務局に出す。

1月

国際総会（General Conference）
加盟国の IAESTE 事務局が出席する年に一度の会議。
この中で、オファー交換会が実施される。

2月

マッチング

割り当てられたオファーに

3月

応募のため
Nomination 書類提出
受入機関へノミネート
受入機関による
審査・結果通知

審査結果
Acceptance Notes

審査結果、Acceptance Notes
受領、必要書類提出

必要書類受領
6月

派遣準備会

VISA 申請・取得

研修開始、終了後１ヶ月以内
12 月

派遣報告会
2

に研修報告書を提出

Ⅲ. 選考試験合格後の日程

2017 年 11 月 20 日

選考試験合格発表（ホームページで発表）

11 月 27 日

プログラム参加料支払期限(厳守)

11 月 30 日

必要書類提出期限（厳守）

2018 年 1 月 19 日～25 日
2月
3 月 30 日

General Conference 開催 (オファー交換会)
マッチング（詳細は 5 ページ）
Nomination 書類提出〆切（詳細は 7 ページ）
マッチングが完了していない者、または一回目のマッチング

3 月中旬~6 月 30 日まで随時 で受入れ不可になった者へ、再マッチング

4 月以降
6月
6 月 29 日
12 月

受入審査機関による最終選考の合否通知及びその後の必
要な渡航の準備開始
2018 年度派遣準備会（第 1 または第 2 土曜日の予定）
2018 年度海外インターンシップ開始
2018 年度 マッチング終了
2018 度派遣報告会（第 2 土曜日の予定）
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Ⅳ. プログラム参加料と提出書類
1. プログラム参加料
大学会員校生： 86,000 円、その他の学生： 156,000 円
（内訳） ① 学生会員費： 6,000 円（2017 度及び 2018 度分 年額 3,000 円ｘ 2 年度分）
プログラムに参加する条件として IAESTE Japan 学生会員になることが必
要となる。既に 2017 度分の会費を支払い済みの場合は別途連絡のこ
と。
② 交換手数料： マッチング手数料
大学会員校生： 80,000 円、その他の学生： 150,000 円
(注) 2017 年 11 月 27 日（月）までに振り込む。2017 年 11 月 27 日（月）に入金確認が出来ない場合は資
格を放棄したものとみなす。振込名義人は、『Taro Yamada 山田太郎』 のようにすること。
振込先：

三菱東京 UFJ 銀行 巣鴨支店

口座番号： 普通預金 0000925
受取人：

ｼｬ) ﾆﾎﾝｺｸｻｲｶﾞｸｾｲｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｼｭｳｷｮｳｶｲ
一般社団法人 日本国際学生技術研修協会

2. 提出書類
ア）

誓約書 原本 1 部
両面印刷し、必要事項を記入のうえ、署名および押印のこと。
なお、記載事項および規則が一項目でも違反した場合、いかなる理由でもプログラム参加料は
返金しない。

イ）

学生会員入会申込書 原本 1 部
日付記入および押印（日本国籍でない場合サイン可）のこと。

ウ）

プログラム参加料振込控（ATM 利用明細書でも可） コピー1 部
何らかの理由で参加料が返金される可能性がある場合、原本は返金されるまで大切に保管す
ること。

(注) ア）イ）ウ）を、2017 年 11 月 30 日（木）必着

11 月 30 日（木）の消印有効

IAESTE Japan 事務局へ送付する。 書類は折り曲げても構わない。書類の不備及び期日までに送
付されない場合、認定者としての資格を放棄したものとみなす。すでに納入したプログラム参加料は
返金しない。
（貼付切手不足のないよう注意すること。切手不足の場合は書類を受け付けない）
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Ⅴ.マッチングと Nomination 書類提出
オファーのマッチング、受入機関への応募書類の提出、受入機関の審査結果の通知、受入れ書類の受
領は国際 IAESTE のウェブシステム 「 IAESTE Exchange Platform 」 にて
ウェブ上で行う。URL: https://iaeste.smartsimple.ie
学生及び受入機関はウェブ上に自分のページを作成し、応募書類の提出、結果通知などを行う。
学生及び受入機関は自分のページ以外の閲覧はできない。
各国事務局の管理者だけが閲覧できるシステムになっているため個人情報は厳守される。

[ IAESTE Exchange Platform のガイドライン]
1.登録
１）派遣候補生は https://iaeste.smartsimple.ie トップ画面の Are you a student ? [Resister here] から
ログイン、氏名・Email 等指示に従って入力。認証されると登録したメールアドレスに自動的にパスワード
が届く。
２）再度ログインし、画面の指示に従って全てのボックスに指示どおり個人情報を入力すると登録が完了
する。
注意）以上の登録が完了しないとオファーのマッチングが行えない。
必ず 2018 年１月 31 日までに完了すること。
* 上記１）と２）の入力が完了すると IAESTE Japan 事務局に自動的に通知メールが配信されるため
事務局への連絡は不要。

2. オファーのマッチング
1）IAESTE Japan 事務局は 2018 年 2 月 13 日以降 IAESTE Exchange Platform 上で各派遣候補生に順
次１つのオファーを割り当てる。
オファーのマッチングは選考試験の結果に基づいた優先順位、語学力、O-form 記載の受入機関が
求めるスキル・条件等を総合的に勘案して割り当てる。
学生は自分の画面以外は閲覧できないため他のオファーや他者の情報を見る事は出来ない。
２）オファーが割り当てられた派遣候補生には自動的に通知メールが配信される。
割り当てられたオファーの内容を熟読し、受入機関への Nomination 書類を準備する。
（7 ページⅥ. Nomination 書類参照）

一部、Nomination 書類の内容が異なる国があり、ドイツは指定のフォーマットがある。
該当する学生にはメールで連絡する。
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３．Nomination 書類の提出
書類が整い次第、IAESTE Exchange Platform にログインし、下記タブ内に指示通り入力する。
入 力 間 違 いの ないよ う 慎 重 に 入 力 す る こ と。 （ 建築 ・ デ ザイ ンの オファ ーに 応 募す る 場合は
Portofolio が必要となるので注意すること）
Personal Information →Study Information →Working Related information→Student Documents
１）Student Documents タブ内には Nomination 書類一式を一つの PDF ファイルに統合してアップ
ロードする
２）2018 年 3 月末日までに行うこと。アップロードが遅れると結果が遅くなる。
大学院進学等で 2018 年 4 月以降でないと書類が揃わない場合はその旨をカバーレターに記載
し、揃った書類を 3 月末日までにアップロードする。 4 月以降の追加書類は IAESTE Japan
事務局にメール送信すること。
注意）2018 年 3 月末日までに Nomination 書類がアップロードされないとオファーは自動的に
キャンセル扱いになる。
*応募書類のアップロードが完了すると、IAESTE Japan 事務局に自動的に通知メールが配信さ
れるため事務局への連絡は不要。
４．受入れ機関の審査
IAESTE Exchange Platform にアップロードされた応募書類は相手国事務局と受入れ機関に転送さ
れ、審査される。
受入機関による審査中に、派遣候補生の研究分野についての確認や英語力の確認のため、受入機
関から電話やスカイプインタビューの申し入れが直接派遣候補生あてにメールで来る場合があるので
速やかに返信し、インタビューを受けること。
５．受入決定について
１）受入可の場合
IAESTE Exchange Platform に Acceptance Noteｓ（受入通知書）（N5a/N5b）がアップロードされる。
IAESTE Japan からその通知書を派遣候補生へ転送する。研修開始希望日 4 週間前までに何も連
絡がない場合は、IAESTE Japan 事務局に連絡すること。査証取得が必要な場合は Nomination 書類
提出後、各国 IAESTE 事務局や大使館のウェブページ等で、ビザや労働許可証等の情報を確認す
ること。
受入機関からの受入通知書（N5a/M5b）を受領するまで、派遣候補生が受入国の IAESTE 事務局
及び受入機関との直接連絡することは禁止されているので、問い合わせや連絡は、必ず IAESTE
Japan 事務局を通して行うこと。
ビザ申請書類は相手国事務局が作成しメールで送って来るので届いたら速やかに申請すること。
２）受入不可の場合
IAESTE Exchange Platform 上で相手国事務局または受入機関から Rejected の通知がくる。
IAESTE Japan 事務局は再度 IAESTE Exchange Platform 上で新たなオファーを割り当てる。
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Ⅵ. Nomination 書類
１． Student Nominated Form 原本１部
１4 頁を参照の上、指定のフォーマットに入力。印刷後、自筆サインを忘れないこと。記入漏れや
サインがないものは無効。PDF 送付時には自筆サイン記載後のスキャンを提出すること。
２． O-form

１部 （不要な国もある）

３． Cover Letter 原本１部 （選考に重要な書類）
コピー不可。必ず自筆サインがあるもの。PDF 送付時には自筆サイン記載後のスキャンを提出の
こと。17 項を参照。オファーに応募した理由や経験・能力等、受入機関へ与える印象を考慮の上
アピールすること。
４． CV（Curriculum Vitae, 英文履歴書） 原本 1 部（選考に重要な書類）
受入機関の書類選考に重要なため経験と可能なスキルを出来る限り盛り込むこと。
５． 英文在学証明書 原本１部
新学期から大学院に進学する場合は、英文合格証書を提出すること（日本語の証書のコピーに
自身で英訳をつけたものでも可）。
６． 英文成績証明書 原本１部
７． 大学や教授からの推薦状（英文）
提出を必要としない国もあるが提出する方が印象が良い。
８． 語学能力証明書 （スコアに更新があれば、最新のものを提出）
９． パスポートのコピー １部
研修終了後、帰国予定日から 6 か月以上の有効期間があるもの。
A4 紙にコピーすること（パスポートの大きさに切り取らない）。
その他） O-form や応募国の必要書類を確認のうえ、指示どおりに必要書類を作成すること。
注意）
１．派遣候補生の都合による研修期間の変更は原則として認めない。“Student Nominated Form”に希
望研修期間を記入するさい注意すること。同様に、受入審査合格後受領する受入通知書に記載の
研修期間の変更も、原則として認められない。
（自己都合により期間変更を希望する場合、再度相手国 IAESTE 事務局との交渉、承認が必要なた
め所定の追加手数料を請求されることがある。）
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Ⅶ. 受入決定後
『受入通知書（N5a/N5b）』の受領後、N5b に必要事項を記入及びサインをし、提出期限まで（原則とし
て研修開始の２週間前まで）に下記書類と共に IAESTE Japan へ提出すること。
１．提出書類
ア） N5b 1 部
（必要事項を記入し自筆のサインがあるもの）
イ） 旅行計画書 １部
ウ） IAESTE Insurance and Liability Policy １部
（受入国によっては提出不要）
エ） 海外旅行保険加入証明書のコピー １部
（補償内容が英語で明記されたもの）
オ） 当該オファー指定提出書類
（査証申請書類、到着情報通知書等）
（注）１．提出書類は受入国により異なるので、受入国 IAESTE 事務局からの書類を確認の上、必要書類
を提出すること。
２．N5b は必要箇所を記入。自筆のサインがない場合は無効になる。
３．N5b 提出後、フライトや保険に変更があった場合、速やかに IAESTE Japan 事務局および受入国
IAESTE 事務局にメールで連絡すること。
４．旅行計画書は必要事項を記入。出発前に現地での滞在先住所が不明の場合、空欄のままで構
わないので期限までに提出し、受入国到着後住所が決定次第、速やかメールで連絡すること。
５．海外旅行保険は、受入国から指定がある場合は指示に従って準備すること。
６． 提出期限後も必要書類の提出がない場合は辞退とみなし、受入国 IAESTE 事務局へ連絡する。
その場合、プログラム参加料の返金はしない。

注意事項）
１．受入機関からの受入通知書（N5a/N5b）を受領後は、派遣生が受入国の IAESTE 事務局及び受入機
関と、当協会を介さずに直接連絡をとる事が可能となる。ただし、受入通知書記載事項等に変更があっ
た場合は、必ず速やかに IAESTE Japan 事務局まで連絡すること。
２．フライトの予約等は正式受入通知書受領後に行うこと。受領前にフライトの予約等を行った場合、
万が一、受入が取り消しになっても IAESTE Japan 事務局では一切の責任を負わない。

8

Ⅷ.研修開始前および研修中
受入通知書受領後、受入国 IAESTE 事務局からの注意事項を確認の上、入国の準備を進めること。
原則として、研修開始日の前日までには受入国へ到着すること。
１．査証（Visa）および労働許可証（Work Permit）について
査証（Visa）とは、諸外国への入国・滞在について、審査や許可を受けるための書類である。滞在目
的により取得すべき査証の種類は異なり、また受入国により不要な場合もある。労働許可証（Work
Permit）とは、諸外国における滞在目的が実務労働を含むとみなされる場合に発行される書類であり、取
得することで諸外国滞在中の報酬をともなう労働が許可される。査証同様、受入国により不要な場合もあ
る。
なお、査証の取得は、受入国から送付される査証取得関連書類を確認の上、受入国 IAESTE 事務局
の指導・サポートのもと、派遣生の責任で手続きを行うこと。取得にかかる諸費用は派遣生負担。
２．海外旅行保険
海外旅行保険は、派遣生の責任において加入することが義務付けられている。旅行保険加入期間は、
日本出国日から帰国日（研修期間外も含む）とし、保険加入の諸費用は派遣生負担。受入国により保険
担保と金額が指定されている場合もあるので、受入国 IAESTE 事務局から送付される書類を確認の上指
示に従うこと。
３．航空券等
航空券等の予約及び購入は派遣生が行う。
４．宿泊先
原則として、受入機関または受入国 IAESTE 事務局が、宿泊先を斡旋または、情報提供する。
受入国により、宿泊先住所等が事前通知されない場合もある。宿泊費は原則として受入機関が負担す
るが、研修生の負担となる場合もあるので、O-form を確認すること。
５．滞在費
研修期間中、派遣生が受入国で生活できる程度の金額が、滞在費もしくは手当として受入機関または
受入国 IAESTE 事務局から支払われる（支給額はオファーにより異なる）。 また、受入国により、支払わ
れた金額から税金が差し引かれる場合があるので、O-form もしくは受入国からの送付書類を確認するこ
と。なお、原則として滞在費は常識的に食べるには困らない程度の金額となるので、研修以外に外出や
旅行等を予定している場合、ある程度の費用を準備・持参することをすすめる。現金やクレジットカードを
持参の場合、管理に十分気を付けること。滞在費の支払い日や方法に関しては、派遣生自身で受入機
関または受入国 IAESTE 事務局に確認すること。研修開始後すぐに支払われるとは限らないので、当面
の生活費としてある程度の現金を持参することが望ましい。
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６．言語
IAESTE の研修は原則として英語使用となるので、研修までに英語力向上に努めることが望ましい。
日常生活において受入国で一般に話されている言語を使うことでコミュニケーションがより円滑・活発に
なることが期待されるので、あいさつ程度でも習得しておくと良い。また、日本について質問される機会も
多いので、我が国の文化、習慣、歴史、地理等について英語で説明できるようにしておくと良い。
『IAESTE インターンシップ派遣準備会』を 6 月の第 1 または第 2 土曜日に開催している。開催場所や日
程は、別途案内する。
７．受入国到着
受入国到着後、原則として、派遣生自身で受入機関まで行くことになっている。IAESTE 事務局が引
率等のサポートを行う場合もある。受入通知書（N5a）に記載されている受入機関もしくは受入国
IAESTE 事務局に連絡し、受入機関までの地図や行き方、研修開始日の訪問先等を確認すること。現
地サポートがある場合、渡航前に待ち合わせ場所や時間、引率者の連絡先等を確認すること。
８．出発後の旅程や現地到着予定の変更
フライトの遅延やルート変更等何らかの理由で現地到着予定が変更となる場合、速やかに受入国の
サポート機関（IAESTE 事務局、空港出迎え、宿舎等）及び、IAESTE Japan 事務局にその旨連絡するこ
と。
９．IAESTE Japan 事務局への連絡
受入国に到着したら、IAESTE Japan 事務局にメールにて報告すること。
１０．緊急時の対応
研修開始前に、自然災害、テロ、戦争、伝染病等が発生した場合、受入国 IAESTE 事務局は当該国
外務省や WHO 等国際機関の情報に基づき研修を実施するか否か検討し、中止を決定した場合速やか
に派遣生へ連絡する。受入国 IAESTE 事務局が中止を決定した場合を除き、研修に参加するか否かは、
派遣生およびその家族による判断とする。研修中に同様の事態が発生した場合、受入国 IAESTE 事務
局やその他関連機関、派遣生からの情報、報告等を総合的に判断し、対応策を検討する。
１１．病気・怪我
病気や怪我に備え、救急車の呼び出し番号や最寄りの病院の場所等を調べておくこと。また、海外旅
行保険会社の連絡先や適用範囲についても、把握しておくこと。入院が必要となった場合は、速やかに
家族、受入機関、受入国 IAESTE 事務局へ連絡する。個人的な理由で研修期間を短縮する場合は、
IAESTE Japan まで連絡すること。
１２．パスポートを紛失した場合
最寄りの大使館又は領事館へ連絡し、再発給の手続をとること。なお、再発行を待たず帰国する必要
がある場合は、『帰国のための渡航書』を申請すること。
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Ⅸ.研修終了後
１．終了報告
研修終了日から一週間以内に、終了した旨 IAESTE Japan 事務局にメールで連絡すること。
２．提出書類
IAESTE Japan ウェブページ指定の様式により、研修終了日から一か月以内にア）及びイ）を提出する
こと。
ア）Trainee’s Report

１部

イ）IAESTE 研修報告書 １部
指定 Word フォーマットに記入し電子メールで提出すること。
研修報告書が提出されれば IAESTE の研修修了証が授与される。
３．翌年度派遣候補生へのサポート
研修終了後には、翌年度選考試験受験者及び派遣候補生のために「派遣報告会」や「派遣説明
会」で体験談等を発表していただきたい。詳細は事前に連絡するので、ご協力を願いたい。また、来日
IAESTE 研修生のサポートに興味のある方は、事務局まで連絡ください。
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X.辞退
１．辞退届
辞退する場合は、必要事項を記入し、署名、押印した辞退届を郵送で提出すること。辞退届原本を当
協会で受理後、下記の要領で返金する。辞退届は IAESTE Japan ウェブページよりダウンロードすること。
２．交換手数料の返金
IAESTE Japan 事務局は派遣候補生に対し、2018 年 6 月 30 日の国際交換業務終了までに原則とし
て少なくとも１件の受入オファーを提示する。しかし交換手数料振込み日以降、下記に該当する場合に
は、次の要領でプログラム参加料を返金する。
ア） 受入機関のオファーが提示されるより前に、派遣候補生の自己都合により辞退した場合には、
交換手数料の 50％を返金する。
イ）受入機関のオファーが提示された後、下記の事情により、研修が実現しなかった場合は次のとおりと
する。
① 自己都合により辞退した場合は返金しない。
② 受入機関の審査の結果、受入れ決定に至らなかった場合は、返金しない。
ウ）受入機関の受入通知書が提示された後、下記の事情により、研修が実現しなかった場合は次のとお
りとする。
① 自己都合により辞退した場合は返金しない。
② 受入機関または派遣先 IAESTE 事務局の事情により派遣がキャンセルとなった場合
は交換手数料の 30％を返金する。
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XI.注意事項
IAESTE Japan との連絡は、メールで行う。マッチング前は受験番号および氏名を、マッチング後は
Reference No.および氏名を必ずメールの件名に記入すること。
(例)
マッチング前：

件名

1601010-20 Taro YAMADA 山田 太郎

マッチング後：

件名

DE-16-1000-1-1 Taro YAMADA 山田 太郎

件名のないメールは迷惑メールと判断され、自動的に削除されることがある。IAESTE Japan からのメー
ルで回答が必要なものについては速やかに返信すること。返信がない場合、催促のメール送付後、期日
までに返信がない場合は辞退とみなす。この場合参加料は返金しない。
なお、長期間メールを確認できなくなる場合は、事前に連絡すること。
住所、電話、メールアドレスに変更が生じた場合は速やかに連絡すること。
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XII. Student Nominated Form の見本
STUDENT NOMINATED

REF. NO. ﾘﾌｧﾚﾝｽ番号（ｵﾌｧｰ番号）

IMPORTANT: Under no circumstances are you allowed to contact the company before being accepted. You are accepted
for this training offer only after receipt of the IAESTE acceptance forms.

Personal information
Family name:

姓

生年月日

Date of birth (day/month/year):
出生地

Place of birth:
First and/or other names:

名

Home address: 実家住所

Nationality:

国籍

Passport no:

パスポート番号

Issued at:

パスポートが発行された国/地域

Valid until (day/month/year): パスポート有効期限
Phone no: 実家電話番号（国番号をつける）
Email:

メールアドレス

Address during terms:

Sex:
学期中の住所

未／既婚 (Single/Married)

Marital status:

（実家住所と同じ場合は same as above と記入）
Phone no:

性別 (Female/Male)

Are you medically fit: 健康状態の良し悪し (Yes/No)

学期中の電話番号（携帯電話可、国番号をつける） (if not give details in encl.)

Study information
University/ College: 大学名

English

Knowledge of languages:

(1=excellent, 2=good, 3=fair) Japanese
Faculty: 学部

※語学能力に関し、使用可能な言語とそのレベルを数字で記載 （例 English2, Japanese1）

Specialization: 専門
Completed years of study: 2018 年 3 月末時点での修了年数

Total years required: 修了までの全年数

※大学院進学予定者や大学院生の場合は、学部 1 年からの通算年数を記載(例 学部４年の場合、上記それぞれ 4,6)

IMPORTANT: A list of subjects studied by the time training begins must be enclosed with this form as well as
a Curriculum Vitae (including details of previous work) and an introductory letter to the employer.
Desired period of training (day/month/year) 希望研修期間
(within the period specified by the employer): from:

to:

※O-Form に記載の条件の範囲で具体的な日付を記入すること（原則として、月曜開始・金曜終了の日程）
Do you wish lodging to be found for you? : 宿泊先の紹介が必要かどうか
Are you required/do you wish to prepare a technical report during the training period? :
技術レポートを研修期間中に作成しなければならない／したいかどうか

Date

Student’s signature:

記入日

For official use only

自筆サイン

以下事務局記入欄（空欄で提出すること）

Date:
…………………………

Nominating country:

On behalf of sending country:

…Japan…………………………
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XIII. Cover Letter の書き方
Cover Letter は受入機関の担当者に、自分をインターンとして雇うとどういったメリットがあるのかをアピ
ールする書類であることをふまえて作成すること。以下は書き方の一例だが、原則として、A4 紙 1 枚作成
し、スペルや文法のチェックをすること。
自分の連絡先住所
受入機関名や住所（O-Form に記載されているもの）

Dear 受入機関担当者の氏名（不明の場合は To whom it may concern, とする）

【第 1 段落】自身の紹介。どこの大学の何年生で、何を専門としているか（学んでいるか）など。

【第 2 段落】なぜ応募しようとするオファーに興味を持ったか。特に興味を持った点など、具体的に述べる。

【第 3 段落】なぜ応募しようとするオファーに自身が適しているのか。専門分野であるなど、具体例を挙げて述べる。

【第 4 段落】受入機関からの条件（オファー上の“Other requirements”を参照）や語学力など、自身がどの程度の
レベルであるか、条件を満たすスキルがあるかどうかなどを述べる。

【第 5 段落】その他、自身についてアピールできることがあれば述べる。趣味や部活動、アルバイトで得たスキルなど。

【第 6 段落】インターンへの参加後、その経験を将来（学業上や卒業後など、日本へ帰国後という意味での将来）に
どう活かしたいかを述べる。

【第 7 段落】受入国に対するイメージや、なぜその国を選んだかなどを述べる。

【第 8 段落】回答を楽しみにしていること、また応募書類を読んでくれたことに対する御礼を述べて締めくくる。

Best Regards,

直筆署名（漢字でも可）
氏名をタイプ
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