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HeKKSaGOn (German-Japanese University Consortium) 

研究参加型ドイツインターンシップ 
学部 3・4回生の参加者募集 

 

 

ハイデルベルク大学、カールスルーエ工科大学、ゲッティンゲン大学
のいずれかの大学の研究室にて、インターンシップを行うプログラム 
期間：H28 年１月中旬～２月末までの間の参加可能な 3～6 週間 

【対象者】正規生として京都大学の総合人間学部（理系の学生に限

る）、理学、医学、薬学、工学、農学の学部に在籍する 

3、4 回生。 

【応募受付】 H27 年 10 月 13 日（火）-16 日（金）正午 

【応募先】hekksagon.internship@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

      国際教育交流課 河合宛（必ずメール提出のこと） 

 

【インターンシップ期間】H28 年 1 月中旬から 2 月末までの間の参加可

能な 3～6 週間 

【募集人数：】10 名 

【経費支援内容】旅費・宿泊に係る費用の総額上限２０万円まで 

（総長裁量経費より支援） 

 

詳細は別途募集要項を必ずご覧ください。 

Overview of the Program: 
The German-Japanese University Consortium 
HeKKSaGOn was founded in 2010 with the aim of 
contributing to the advancement of international 
academic cooperation. The consortium comprises 
three German and three Japanese universities: 
Heidelberg University, Karlsruhe Institute of 
Technology, and Göttingen University in Germany 
and Kyoto University, Osaka University, and Tohoku 
University in Japan. Through the consortium, the 
members organize and operate several diverse 
academic exchange programs and initiatives. 
In 2015, the Global Human Resource Development 
Program, a program centered on HeKKSaGOn 
Consortium members, was selected for funding by 
the Kyoto University President’s Discretionary Fund.  
The HeKKSaGOn Consortium provides support for 
eight research groups, each focusing on a different 
multidisciplinary field. Among those eight fields of 
focus, the Kyoto University President’s Discretionary 
Fund will mainly provide support for the research 
field of “Life and Natural Science Fusion.” The 
Internaship Program for Students 2015/2016 is a 
part of that initiative. 
 
 
 

 
 
募集案内 

説明会のご案内（申込不要） 

日時：10 月 2 日（金）12：10-12：40     

場所：国際交流センターKUINEP 講義室 

 

 

説明会中止 
諸事情により中止となりました。ご迷惑を

お掛けしますが、ご了承願います。 

mailto:hekksagon.internship@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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研究参加型ドイツインターンシッププログラム（派遣） 

学生募集要項 

【プログラム概要】 

日独 6 大学コンソーシアム（HeKKSaGOn＝ヘキサゴン）のドイツの協定校の研究室でインターンシップを行う

ことにより、トップレベルの研究環境・文化に直に触れ、より広い教養を身につけ、グローバルに活躍できる

人材を育成することを目的としたプログラムです。京都大学が主催し、一人につき 20 万円を上限とした旅費

に係る経費が総長裁量経費から支給されます。 

 

1. 【派遣先】ハイデルベルク大学、カールスルーエ工科大学、ゲッティンゲン大学のいずれか 1 校 

応募書類に基づき、派遣学生と派遣先大学のマッチングを行います。派遣先大学についての希

望は受けられませんのでご了承ください。 

2. 【派遣期間】2016 年 1 月中旬～2 月下旬の間で参加可能な 3～6 週間（2 月末には必ず帰国すること） 

 

3. 【募集人数】10 名 

 

4. 【インターンシップ支援経費】旅費・宿泊の総額のうち上限 20 万円まで（宿泊はドイツの大学が手配し

ます） 

 

5. 【応募資格】以下のすべてを満たしていること 

① 正規生として京都大学に在籍する、総合人間学部（理系の学生）理学、医学、薬学、工学、農学の学部 3、

4 回生 

*応募・採用後の休学の場合は採用取り消しとなります。 

② 日本国籍を有する者、または永住外国人である者 

③ 出国する日より 3 ヶ月以上パスポートの残存期間があること 

④ 英語でコミュニケーションができること。TOEFL iBT 75～80 相当が望ましい 

⑤ 成績優秀者であること。成績係数 2.3 以上が望ましい 

⑥ プログラム参加において、授業履修等に支障がないこと 

⑦ プログラム全行程参加できること（学事や私用に関わらず、途中離脱、行程の変更は一切認められません）  

⑧ 参加期間中の不慮の事故や疾病をカバーする海外旅行保険に必ず加入し、出発日の 2 週間前までに加入証

明書を在籍する学部事務室に提出すること（必ず救援費用無制限の保険加入に加入すること。費用は本人

負担） 

⑨ プログラム参加決定後には参加誓約書（所定様式）を提出すること。参加誓約書は最終選考の結果通知時

に合格者に案内します。 

 



6. 【応募書類】下記③、⑤、⑥は原本をスキャンし提出 

① HeKKSaGOn Internship Program in Germany Application Form <Form 1> 

② Reasons of Applying for the Internship program <Form 2> 

③ 成績証明書 

（学部入学以降～H27 年度前期分まで。前期分の成績が出ない場合は H26 年度後期分まで）  

④ 成績評価係数計算表（所定様式）  

⑤ TOEFL-iBT、TOEFL-PBT、TOEIC(TOEIC-IP は不可)、IELTS のいずれか一つの公式認定証 

⑥ パスポートの顔写真があるページ 

 

7. 【応募方法・応募先】 

申請書類全てを一つのフォルダにまとめ、フォルダ名に【インターンシップ・氏名】をつけて、メール

添付で提出（多種の申請書が当課に届きます。混同しないためにも必ずフォルダ名の記載をお願いします） 

hekksagon.internship@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 国際教育交流課 河合宛 

8. 【応募期間】2015 年 10 月 13 日（火）～10 月 16 日（金）正午（必着） 

 

9. 【選考方法】（一次選考）応募書類をもとに学内選考を行います。 

（最終選考）ドイツ HeKKSaGOn 選考委員会において、一次選考合格者とドイツの 3 大学の

マッチングを行います。 

10. 【選考結果】（一次選考）11 月初旬頃に国際教育交流課から学生本人にメールで通知予定 

（最終選考）12 月初旬ごろに国際教育交流課から学生本人にメールで通知予定  

*通知が遅れる可能性もあることご了承願います。 

11. 【備考】  

① 応募後のキャンセルは原則認められません。 

② 航空券は各自で手配すること。現地の宿泊は派遣大学が手配します。 

③ プログラム内容の詳細は、12 月初旬ごろに、国際教育交流課より学生本人に案内予定です。なお、プ

ログラム内容決定後でも若干の変更の可能性がありますことご了承願います。 

 

12. 【個人情報の取り扱い】 

提出書類に記載された情報は、京都大学事務局を通じて派遣大学に提供されますので、予めご了承願いま

す。なお、提出された個人情報は、本プログラムの活動目的以外には使用しません。  

13. 【問合せ先】hekksagon.internship@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 国際教育交流課 河合宛 
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