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IAESTE 
海外インターンシップ 
説明会	

2012年6月9日(土) 
11:00 – 12:20 
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IAESTE海外インターンシップ説明会	

n  第一部　IAESTE海外インターンシップ説明	

n  第二部　派遣生OB・OGによる研修体験紹介	

n  第三部　東京工業大学ＩＡＥＳＴＥ委員会  
  神田学理事による基調講演 
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第一部 
 
IAESTE海外インターンシップ説明	
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IAESTE海外インターンシップ説明 

1.IAESTEについて	

	

2.IAESTE海外インターンシップ	

	

3.参加までのプロセス	

	

４.派遣候補生認定試験	
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IAESTEについて	

         The International  
                Association  
for the Exchange 
       of Students 

     for Technical  
          Experience 	
 

	

 
理工農薬学系学生 

のための 

海外インターンシップ 
を仲介している 

国際NGO法人 
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加盟国・諮問団体	

	

＊EU（ヨーロッパ連合） 	

＊UNESCO（国連教育科学文化機関） 

＊ＩＬＯ（国際労働機関） 

＊ＦＡＯ（国際食料農業機関）　　　　　etc…	
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IAESTE　Japan 
（一般社団法人　日本国際学生技術研修協会）	

n  1964年　IAESTE加盟	

n  1982年　社団法人として認可	

n  理事の指導のもと、事務局員、	

　　学生委員が協力	
IAESTEを通して海外インターンシッ

プにいかれた野口宇宙飛行士 



事業協力会員	

オムロン株式会社 
キャノン株式会社 
株式会社KDDI研究所 
株式会社ソニーコンピュータ 
　　　　　　サイエンス研究所 
東京急行電鉄株式会社 
東京工業大学 
東北大学 
日本電気株式会社中央研究所 
日立造船株式会社 
北海道大学 
 
 
 

オリンパス株式会社 
一般財団法人計量計画研究所 
三洋化成工業株式会社 
東海旅客鉄道株式会社 
東京大学 
東京理科大学 
日揮株式会社技術研究所 
株式会社日立製作所 
独立行政法人物質・材料研究所 
株式会社リコー 
早稲田大学 
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各国IAESTEからの研修生を受け入れている 
企業・大学などの研究機関	



賛助会員	

株式会社アルメック 
関西電力株式会社 
株式会社KDDI研究所 
東北電力株式会社 
西日本高速道路ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙関西株式会社 
西日本高速道路ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙中国株式会社 
日本光電工業株式会社 
日本データシステム株式会社 
株式会社日立製作所 
株式会社リコー 

オムロン株式会社 
キヤノン株式会社 
電源開発株式会社 
中日本高速道路ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙東京株式会社 
西日本高速道路ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙九州株式会社 
日本工営株式会社 
株式会社寺岡精工 
株式会社長谷萬 
横浜建設株式会社 
ルネサス　エレクトロニクス株式会社	
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IAESTEの活動に賛同し、資金援助していただいている企業	
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IAESTE海外インターンシップ説明 

1.IAESTEについて	

	

2.IAESTE海外インターンシップ	

	

3.参加までのプロセス	

	

４.派遣候補生認定試験	

 



プログラムの特徴	

n  理系全般の海外インターンシップであること 

n  研修中のサポート体制が充実していること 

n  研修中に世界中の学生と交流出来ること	

12 
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プログラムの特徴　1	

n  理系全般の海外インターンシップ	

SCIENCE	

APPLIED ARTS	

ENGINEERING 
AND 

TECHNOLOGY	

AGRICULTURE	

OTHERS	



プログラムの特徴　2	

n  充実した研修中のサポート体制 
• 金銭面の負担      

  →給与が支払われることにより軽減 
• 研修中など生活面での不安    

  →現地IAESTE、学生委員がサポート 
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プログラムの特徴　3	

n  世界中の学生との交流	
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プログラムの概要	

• 学部3年生以上	

• 理・工・農・薬学系（ＩＴ関連含む）	
対象	

• 加盟国内の企業、大学・研究所 	研修先	

• 来年6月1日以降、8週間～52週間	期間	

• 研修先・現地IAESTE委員会が手配	滞在先	

• 英語	共通言語	
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IAESTE海外インターンシップ説明 

1.IAESTEについて	

	

2.IAESTE海外インターンシップ	

	

3.参加までのプロセス	

	

４.派遣候補生認定試験	
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•  参加までのプロセス	

11月	
• 認定試験	

2月以降	

• マッチング	

• 最終選考（書類審査）	

6月頃	
• 派遣準備会	

6月以降	
• 研修開始	

17 
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認定試験	

n  内容：面接試験（英語・日本語）    
n  合否：TOEIC・TOEFLいずれかのスコアシートと 

        面接結果による 
       （2011年4月以降のもの / IP・ITP不可）	

※今年度から筆記試験は廃止 
※募集要項の内容が大幅に変更 
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認定試験通過後	
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マッチング	
• 専攻分野・希望研修期間などと提示条件とのすりあわせ	

最終選考	
• 引き受け機関の書類選考	

研修先決定！	

研修前準備 : 派遣準備会	
• より充実した研修を行うための英語力を身につけてもらう会	
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研修中	



研修終了後	

n  帰国者報告会 
 　研修を行った方々の研修報告会 

n  IAESTE フェローズの集い 
 　理事・研修へ参加された方々・ 

　　　学生委員など関係者との交流会 
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プログラム参加費	

 

•  正会員費 	 	 	　10,000円	

•  認定試験料(※1)   　12,000円	
		 	 	 	 	　(8,000円) 

•  交換手数料(※2)   　60,000円	

•  保証預かり金(※3)   　10,000円	

	合計 	 	 	 	　92,000円	
		 	 	 	 	 (88,000円) 

※1　維持会員校在籍の場合、8,000円になる	

※2　派遣されなかった場合、一部返金される	

※3　研修が修了し研修報告書を期日までに提出した時点で返金される	
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その他の費用	

• 渡航費	

• 海外傷害保険 (加入必須)	
• ビザ取得費	

自己負担	

• 給与 (宿舎費を含む)	

研修先が負担	
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IAESTE海外インターンシップ説明 

1.IAESTEについて	

	

2.IAESTE海外インターンシップ	

	

3.参加までのプロセス	

	

４.派遣候補生認定試験	
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応募書類	

• Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｆｏｒｍ	

• 研修志望理由書	

• 課題英作文	

• 英文履歴書	

• 受験料銀行振り込み控のコピー	

• 在籍証明書（英文）  

• 成績証明書（英文）	

•  ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬいずれかのスコアシート	
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派遣候補生認定試験	
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北海道大学	

東北大学	

東京農工大学	

名古屋大学	

同志社大学	
九州大学	

n  実施日：11月25日(日) 
n  場   所：東京農工大学など 
n  受験料：12,000円(8,000円)	
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研修開始までの流れ	

• 認定試験 	11/25 	

• 認定試験の合否発表	12月中	

• マッチング・最終選考	来年2月～	

• 順次、研修先決定	3月～	

• 派遣準備会	6月上旬	

• 研修開始	6/1～	
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問い合わせ先	

 

n  IAESTE JAPAN 

　http://www.iaeste.or.jp/ 

n  E-mail 
　　　office@iaeste.or.jp 

 　　（電話による問い合わせ不可） 
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第二部 
 
派遣生OB・OGによる研修体験紹介	



仁木　加奈子さん	

	

n  所属：東京理科大学大学院 工学研究科 
    経営工学専攻　修士2年	

n  研修国：スリランカ	

n  研修機関：Aitken Spence Hotels 
n  研修期間：9月1日～11月4日	

30 



岡田　佳也さん	

	

n  所属：東京農工大学大学院 情報工学専攻　
     博士前期課程2年	

n  研修国：ポルトガル	

n  研修機関：リスボン工科大学	

n  研修期間：9月15日～12月15日	
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第二部 
 
派遣生OB・OGによる研修体験紹介	
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第三部 
 

東京工業大学IAESTE委員会 
神田学理事による基調講演	



神田学氏 
（東京工業大学大学院工学研究科教授）	

1988年に東京工業大学大学院を修了後、同大学
助手、山梨大学助教授、東京工業大学准教授を経て
2010年より現職。	

2000年に民間財団の援助を通じてドイツ・フライブ
ルグに１年間留学する。	

都市気象学を専門として、ドイツ、カナダ、シンガポ
ール、イギリス、アメリカなどと幅広く共同研究交流
を行っている。	
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問い合わせ先	

 

n  IAESTE JAPAN 

　http://www.iaeste.or.jp/ 

n  E-mail 
　　　office@iaeste.or.jp 

 　　（電話による問い合わせ不可） 

 

 


