ルーマニア 夏季国際インターンシップ 2016

2016 年度

夏季 国際インターンシップ [NGO・市民セクター]

ルーマニア・バベシュ・ボヤイ大学共催
NGO・市民セクターインターンシップ募集要項
ルーマニアを代表する大学の一つであるバベシュ・ボヤイ大学（Babes-Bolyai University）との協定により、2015 年夏
に初めて４名の学生がインターンシップを行いました。クルージュ＝ナポカ市は首都ブカレストから北西約 500ｋｍに位
置するトランシルバニア地方の中心都市で、多くの博物館や大学を有する学術都市です。2 年目の今夏は、インターン
シップの受け入れ先を地元の NGO あるいは Public Sector とし、より伝統的なインターンシップを行います。
＜注意＞ 2016 年度夏季に実施する他のプログラムとの併願はできません
目

的：

ルーマニアの北西部に位置するクルージュ=ナポカ市 NGO・Public Sector での実務研修を通じ
て、グローバル企業や団体において通用する実践力やスキルを養う。

共

催：

バベシュ・ボヤイ大学（ルーマニア）

http://www.ubbcluj.ro/en/

募集人数：

3 名程度 ※相応しい応募者がいない場合は派遣しないことがあります

募集対象：

学部生および大学院生 （通学生のみ）

派 遣 先：

ルーマニア・クルージュ＝ナポカ市 （Cluj-Napoca）周辺の NGO・Public Sector＜予定＞
1) Danis Foundation (http://www.fundatiadanis.ro/english/about-us/about/)
2) Cluj Communication Foundation (http://www.fundatiacomunitaracluj.ro/index.php?limba=en)
3) ARC Established in 2001, ARC helps non-profit organizations to develop their own capacity to
attract resources from the local communities, thus contributing to their viability. In the same
time, ARC works with the general public and with companies to determine them to get
involved in a coherent and continuous manner in the development of local communities and
of local non-profits. (http://arcromania.ro/content/index.php) in Romanian

研修内容：

バベシュ・ボヤイ大学(UBB)にてルーマニア文化・歴史などのオリエンテーションに参加後、上記団
体のいずれかにて約 3 週間のインターンシップを行います。派遣先については、各参加者の専
攻、スキル、関心等により総合的に決定します。

日程：

5 月 14 日（土）12:50～18:00
5 月 16 日（月）〜26 日（木）17：00
6 月 7 日（火）以降
6 月 11 日（土）
6 月中旬～７月下旬
7 月 9 日（土）午後
8 月 8 日（月）～9 月 4 日（日）
10 月 15 日（土）午後

法政グローバルデイ（市ヶ谷キャンパス外濠校舎 4 階 S405）
申込み期間
書類審査結果発表（メール通知）
面接審査（書類選考通過者のみ）
担当業務の調整（授業・試験日除く）
夏季国際インターンシップ・ボランティア危機管理説明会
ルーマニアでの研修・インターンシップ
振り返りセミナー

応募資格：

応募手続：

原則として応募は、以下の条件をすべて満たす者。
① 英語または現地語のコミュニケーション能力が十分にあること（スコアの最低基準は設定していません）
② 派遣前後、法政大学と UBB 大学が指定する研修会・説明会・振り返りセミナーに全て参加できること
③ 申し込み・参加に際し、保証人の同意が得られること
(1) 申込み期間
(2) 提出書類

2016 年 5 月 16 日（月）〜26 日（木）17：00
学生証持参のうえ、所定の応募用紙を各キャンパスＧラウンジに提出
※グローバル教育センター・ウェブサイト http://www.global.hosei.ac.jp/ から
応募用紙をダウンロードし、パソコン等で作成 （手書き不可）
(3) メールアドレス連絡 アドレス確認のため、G ラウンジでの書類提出後、
以下の要領でグローバルラーニング課
global@hosei.ac.jp 宛にメール送信
件名：
本文：

(5) 書類審査結果発表
(6) 面接審査
(7) 面接審査結果

メールアドレス連絡（UBB）
①応募用紙提出の際に発行する申込番号
②学生証番号・氏名
③PC メールアドレス
④携帯電話メールアドレス

2016 年 6 月 7 日（火）以降メール連絡にて発表
2016 年 6 月 11 日（土）
確定次第メール連絡にて発表

参加費用：
大学負担
日本国内の交通費

参加者負担

―

✔

（実費）

✔（一部）

✔

（約 160,000 円）

プログラム参加費 （研修・視察等を含む）

✔

―

現地到着及び出発時の空港送迎費

✔

―

宿泊費 （朝食込） ※

―

✔

（約 300 ユーロ）

海外旅行保険 （大学指定）

―

✔

（約 20,000 円）

食費 （朝食は宿泊費に含む）

―

✔

（実費）

通勤費 （宿舎～インターンシップ先）

―

✔

（実費）

個人経費

―

✔

（実費）

現地までの往復航空券 （大学指定）

※ 現地滞在中は UBB 大学が手配する国際寮（2 名部屋・朝食込み）での宿泊となります。
※ 本インターンシップは日本学生支援機構(JASSO）奨学金（7 万円）支給対象です。選考基準は、
GPA、語学能力、家計状況を総合的に判断し、選抜します。申請方法は、派遣決定者に別途
お知らせします。
注意事項：

（1）大学が指定する航空便を利用して下さい。
（2）研修開始前および終了後、開催地（国）以外に立寄ることは認められません。
（3）大学が指定する海外旅行者保険に各自必ず加入して下さい。
（4）出発前に誓約書を交わし署名していただきます。
（5）プログラム参加者は所定の方法で報告書を提出していただきます。
（6）治安については外務省の安全情報、感染症等は厚生労働省検疫所の注意事項を確認して下さい。
（7）法令もしくは公序良俗に反する行為をされた場合等、研修の継続をお断りする場合があります。

＜問い合わせ先＞
法政大学グローバル教育センター事務部
グローバルラーニング課（市ケ谷キャンパス 58 年館 2 階）
TEL: 03-3264-4088
Email: global@hosei.ac.jp

