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応募から報告までの流れ
1. 応募書類

2. インターンシップまでのスケジュール

3. 準備

4. インターンシップ

5. インターンシップ後
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1.応募方法
①応募フォームを登録してください。
https://forms.gle/U2JNhttTdqddewAv9

②以下書類をご提出ください。
① 2022年度STSIプログラム（日本人学生派遣）申請書（様式1）※英語

② 英文成績証明書
③ 英語能力証明書のコピー（英検,TOEIC,TOEFL,IELTS等）
④ 学生証のコピー（白黒可）
⑤ パスポートのコピー（所持していない場合はお知らせください）
⑥ 英文履歴書（Curriculum Vitae）（様式2）※英語
⑦ 家計基準適格性判断表（基準を超える場合は「理由書」の提出も必要）
①⑥⑦は、STSIホームページより様式（Word, Excel）をダウンロードしてください。
→この他、奨学金手続き、受入大学からの依頼等で追加書類を求める場合があります。

提出先：STSI担当（stsi@eng.hokudai.ac.jp）
指導教員に了解を得た上で応募してください。

STSIホームページ



2. インターンシップまでのスケジュール

1) 応募締切
4月22日（金）

2) 選考および結果通知
応募書類、面接により選考（面接日程は、応募締切後
に調整します）
5月下旬メールで通知

3) 受入先・インターンシップ期間確定
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チームワーク型共同研究（インターンシップ）
 大学院生→大学院共通授業科目：

–STSI メンバー型インターンシップ-持続可能な輸送システムと社会インフラ構築 （副専修 2単位）
–STSI リーダー型インターンシップ-持続可能な輸送システムと社会インフラ構築 （副専修 2単位）

 学部生→工学部学科共通科目：

–インターンシップⅡ （2単位）

 概要：相手国の大学の研究室において、チームメンバー型は3週間～1ヶ月程度、
チームリーダー型は1学期（2～4ヵ月）程度のインターンシップを行う。
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インターンシップ ※コロナウイルスの状況によってオンラインに変更となる可能性がございます。
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※実際の派遣期間は受入側との調整により決定



STSI関係科目の履修登録について
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開講科目名 単位
数 講義種別

北大生
履修登録方法大学院

生 学部生

SDGs演習：課題解決に向けた国際共修PBL 1

SI科目

◯
×

→進学
後履修

・参加確定後、STSIセントラルオフィスから各
担当へ履修者リストを送付する。

SDGs基礎論：グローカルな課題認識と国際
協働 1 ◯

×
→進学
後履修

SDGs基礎論：インドと日本における社会基
盤工学（STSI) 1 ◯

×
→進学
後履修

インド言語・文化基礎（STSI) 1 ◯ ◯

STSIリーダー型インターンシップ-持続可能
な輸送システムと社会インフラ構築 2

大学院共通
授業科目

◯
・参加確定後、STSIセントラルオフィスから連
絡があるまで、履修登録はしない。STSIメンバー型インターンシップ-持続可能

な輸送システムと社会インフラ構築 2 ◯

インターンシップⅡ 2 工学部学科
共通科目 ◯

・参加確定後、派遣先が決まってから、履修登
録手続きを各自で行う。（工学教務課学部担当
に確認）

※参加確定後に行うこと！
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3. 準備
4. インターンシップ
5. インターンシップ後

6



3．準備【参加者】－渡航前
 パスポートの取得
 ビザ（Student Visa）の取得
 保険加入

学研災付帯海外留学（学研災付帯海学）保険指定

 JASSO留学前自己評価シートに回答
 SELF ASSESSMENT SHEETに回答
 渡航ガイダンスに参加
 派遣先指導教員と研修内容の計画
 履修科目の検討（リーダー型のみ）
 予防接種（派遣先によっては必須）

7持続可能な輸送システムと社会インフラ構築のための
国際共同研究力育成プログラム



3．準備【STSIセントラルオフィス】
－渡航前

 航空券手配
 現地滞在先手配
 JASSO奨学金手続き
 保険加入手続き（学研災付帯海学）
 渡航ガイダンス開催
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4．インターンシップ

 受入教員の指導の下、現地インターンシップに参加

 在籍確認
奨学金受給の要件なので忘れずに！

 受入教員からインターンシップ評価シートを受領
単位の認定に必要です

 履修科目の成績表、シラバスを入手（リーダー型）
プログラム修了認定、単位の互換認定に必要です
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5．インターンシップ後
－渡航
 航空券半券の提出
 インターンシップ評価シートの提出
 履修科目の成績表、シラバスの提出
（発展プログラム）

 JASSO留学後自己評価シートに回答
 SELF ASSESSMENT SHEETに回答
 インターンシップ報告会で発表
 インターンシップ報告書の提出
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 ・令和3年度「STSI基礎論」未履修者

⇒令和4年度は、「STSI基礎論」の代替として、次の2単位を履修する。

１）「SDGs演習：課題解決に向けた国際共修PBL」（1単位）

２）「SDGs基礎論：インドと日本における社会基盤工学（STSI）」（1単位）

 ・令和3年度「STSI基礎論」履修済み、「インターンシップ」科目未履修者

⇒令和4年度は、OGGs国際経験科目「SDGs実習：日印短期インターンシップ（STSI）」、
OGGs実践科目「SDGs実践科目：日印長期インターンシップ（STSI）」（いずれも大学
院共通授業科目）のうち、1科目を履修する。

 ・「STSI共同修了証」について

⇒令和4年度以降も、現行のSTSI修了要件を適用し、「STSI共同修了証」授与の認定は
OGGs-STSI国際運営委員会で判定する。
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令和3年度（2021）までにSTSIプログラム
に登録した学生



【参考】水際対策について 2022年4月7日現在

■外務省 海外安全ホームページ

・インド レベル２：「不要不急の渡航はやめてください。」

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T038.html#ad-image-0

・日本からの渡航者や日本人に対して入国に際して条件や行動制限措置
インドに入国する全ての渡航者は、渡航前に過去14日間の旅行歴及び出発前72時間以内に実施され
たPCR検査の陰性証明書と同証明書が真正であることの誓約書をポータルサイト
（ www.newdelhiairport.in ）からオンラインで提出する必要がある（※ワクチン接種証明書の相互承
認国（約90か国、現時点で日本は含まれていない。）からの訪問者については、PCR検査陰性証明書
に代えてワクチン接種証明書を提出することも可能。）。また、到着時、無作為に選ばれた到着客の
2％に対しPCR検査を実施し、陽性の場合、検体検査を行うとともに、プロトコルに沿った治療を行
う。到着時検査が陰性、又は到着時検査対象にならなかった旅客は、14日間のセルフモニタリング
を行う。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T038.html#ad-image-0
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
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■文部科学省

・日本人学生の１年未満の海外留学について

今般、感染症への知見の蓄積に加え、新たな変異株の流行等による感染症の影響が長期化
することが見込まれ、終息を待っていると一度も留学機会を得られないまま卒業する学生
が多く生じる可能性があること等を踏まえ、大学間交流等に基づく１年未満（実 際の派遣
期間９ヶ月未満）の海外留学プログラムについても、学生の安全確保に万全を期していた
だくことを前提とすることとしました。 【重要】 日本人学生の海外留学に関し、大学間交
流協定等に基づく１年未満（実際の派遣期間９ヵ 月未満）の留学プログラムの再開につい
て、大学等における学生の安全確保等への留意事 項を示すとともに、日本学生支援機構奨
学金による支援を再開します。

・JASSO奨学金

留学期間１年未満の海外留学について、 新型コロナウイルス感染症の影響による感染症危
険情報レベル２（不要不急の渡航取りやめ）又は３（渡航は止めてください。（渡航中止
勧告））の場合でも、渡航によ る奨学金の支給を再開することとします。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm

※上記条件や水際対策は今後も変わる可能性がございますので、
各自外務省のHPを定期的にご確認ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm


問い合わせ先
STSIコース担当
担当： 正木・廣瀬・佐々木

E-mail： stsi@eng.hokudai.ac.jp

電話： 011-706-8141

場所： 学生交流ステーション108

ホームページ: https://stsi.oia.hokudai.ac.jp/

：https://www.facebook.com/stsiprogram/
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お問合せ、ご応募、お待ちしております！
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https://stsi.oia.hokudai.ac.jp/
https://www.facebook.com/stsiprogram/
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