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応 募 要 項 
 

応募期間 2010 年 5 月 6 日（木）～5 月 18 日（火）必着 
 

SSCS インターンシップ奨励プログラム 
“NPO の現場を市民社会の小さな学校に” 

NPO で活動しながら学ぶあなたを 1 年間応援します！ 

http://www.civilfund.org 
 
 
●SSCS インターンシップ奨励プログラムとは 
  
大学・大学院やさまざまな場で学ぶ若者が、自発的かつ意欲的に NPO でのインターン活動を

行い、社会的な視野と志を持つ「市民社会人」として成長することを願って行うプログラムです。 
 インターンを公募し、学業の傍ら、責任を持って継続的に 1 年間 NPO の現場で活動するイン

ターンに対し、年間 400 時間を上限に、奨励金等を助成します。 
 受け入れ団体は、若者の学びの場としてふさわしいと市民社会創造ファンドが考えた団体であ

り、かつ豊かな活動実績を持ち、優れた活動を行う NPO です。個々の団体が「市民社会の小さ

な学校」となり、貴重な学びの場となるために、ファンドと協力し合ってプログラムを創ってい

ただいています。 
 インターン修了者には、人生のどの時期かに、NPO で働くなどして市民セクターに本格的に

参加したり、ボランティアや会員として企業や行政セクターにいながら NPO に側面的な協力を

したり、あるいは、企業や行政セクターの市民社会化のために活動したりするなかで、インター

ンとして活動した経験を生かしていただけることを期待しています。（義務ではありません） 
 
 
●応募の内容 
 
１．インターン応募について 

①対象者 
NPO に一定の関心を持ち、自らの将来について方向性を持ち、大学・大学院やさまざまな

場で学んでいる若者（原則おおむね 30 歳代まで。学部・学科・専攻等の指定はありません）。 
②インターン数 
10 名程度を募集します（各団体 1～2 名） 

 
２．応募期間 

2010 年 5 月 6 日（木）～5 月 18 日（火）必着 
お問合わせは応募期間以前でも結構です。お気軽に事務局までご連絡ください。 
（平日 10 時～17 時） 
 

３．活動カリキュラム・応募用紙 
各団体の活動カリキュラムと応募用紙は、WEB サイトからダウンロードできます。 
http://www.civilfund.org 

 
４．応募書類（応募用紙と小論文）の提出 

応募用紙(WEB サイトからダウンロード可)に必要事項を記載し、「NPO への私の関心」ま

たは「なぜ私はインターンとして学びたいのか」のどちらかのテーマによる 2000 字程度の

小論文と一緒に、郵送でご提出ください。 
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５．選考 
①選考・面接 

当プログラム主催関係者と受け入れ関係者による書類審査および面接によって選考します。

面接は、書類審査を通過した方のみ行います。面接場所・日程は、WEB サイトでご覧いた

だけます。(過去の応募者数も WEB でご覧いただけます) 
②選考基準 

下記の点を重視して選考します。 

A 幅広く NPO の活動全般に対して一定の関心があること。 

B 受け入れ団体の活動に強い関心があり、その活動に意欲的に取り組む姿勢があること。 

C 受け入れ団体やその活動に関係する多様な人々との幅広いコミュニケーションがとれる

こと。 

D 学業との両立が可能なこと。 

 
６．選考結果 

選考結果は6 月 11 日

 

頃にすべての応募者に郵送します。インターン決定後の辞退はご遠慮

ください。 

 
●インターンシップの内容 
 
１．インターンシップ期間・活動時間 

期間：2010 年 7 月 1 日～2011 年 6 月 30 日までの 1 年間 
（卒業等により、2011 年 3 月の修了も可） 

活動時間：上記の期間内で 300～400 時間(あくまでも目安です) 
(詳細は受け入れ団体と相談して決定します) 

 

（活動例） 授業時期：1 日 4 時間×週 2 日程度を定期的に⇒225～315 時間 
 （25～35 時間／月×9 ヶ月） 

休暇時期：1 日 7 時間×夏・春休みに集中して⇒75～240 時間 
 （25～80 時間／月×3 ヶ月） 
 

・ 基本的に、受け入れ団体が提示したカリキュラムに従っての活動ですが、各自の得意とする 

ことや希望などにより、柔軟・弾力的に進めることも可能です。 

・ 受け入れ団体には、スーパーバイザー（総括的な受け入れ指導者）とメンター（日常的な相

談にのってくれる受け入れ担当者）がいますので随時相談してください。 

・ 事前研修会・中間報告会などの場を通じてインターン相互や OB/OGとの交流もあります。 

・ 活動経過(毎月)と報告書(修了後)を SSCS 事務局にご提出いただきます。 

・ このプログラムではインターンが所属する大学等とは公式の関係を持たず、単位認定も行っ

ていません（大学等で自主的に単位認定することは構いません）。 

 
２．主なスケジュール 
  2010 年 7 月 3 日（土） ：事前研修（終日） 

2010 年 7 月 4 日（日） ：入校式（第 8 期）及び修了報告会（第 7 期）（終日） 
※事前研修会と入校式・修了報告会には必ずご参加ください 

2010 年 7 月～     ：受け入れ団体にて活動開始 
  2010 年 11 月      ：中間報告会  2011 年 3 月：修了報告会 

2011 年 6 月           ：修了報告会・報告書提出 
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３．インターンへの活動奨励金等 
①活動奨励金――活動 1 時間あたり 700 円、活動奨励金の支払い上限は 400 時間 

＜毎月実績清算＞ 
②交通費――――インターンの通学先または自宅から、受け入れ団体までの往復の実費交通

費（片道上限 1000 円、定期券区間分を除く）＜毎月実費清算＞ 
③一般研修活動補助費――研修活動のための旅費や集会参加費など（年間上限 2 万円） 

＜毎月実費精算＞ 
④特別研修活動補助費――インターンの共同企画事業や海外研修などで必要になる特別の経

費（個別に検討のうえ、その一部を補助、1 件当り上限 10 万円） 
＜実施時期にあわせて支払い＞ 

⑤保険―――――傷害保険と損害賠償保険に加入＜市民社会創造ファンドが契約・支払い＞ 
 
４．覚書の締結について 
活動開始前に、インターンと受け入れ団体と市民社会創造ファンドで覚書を締結し、これに基

づいて活動を進めます。 
 
 
●受け入れ団体一覧  (現場型・NPO支援組織) 

 
特定非営利活動法人 ふじみの国際交流センター（埼玉県ふじみ野市） 

地域に暮らす外国籍の人々との共生を目指す（受け入れ 2 年目) 

埼玉県ふじみ野市上福岡 5-4-25（2010 年夏頃移転予定） 

tel: 049-256-4290 担当：石井・上島 

http://www.ficec.jp 

特定非営利活動法人 ホームレス自立支援市川ガンバの会（千葉県市川市） 

路上死ゼロ・ホームの回復を願い、共に歩む支援（受け入れ 1 年目) 

千葉県市川市八幡 4-5-10 市川ニューハイツ 202 

tel: 047-335-7815 担当：鹿島 

http://ichikawaganba.fc2web.com/ 

特定非営利活動法人 水俣フォーラム（東京都新宿区） 

「公害の原点」水俣病事件を社会に伝える活動（受け入れ 3 年目） 

東京都新宿区高田馬場 1-34-12 竹内ローリエビル 401 

tel:03-3208-3051 担当：林 

http://www6.ocn.ne.jp/~mf1997/ 

特定非営利活動法人 神奈川子ども未来ファンド（神奈川県横浜市） 

子ども・若者の育ちや子育てを社会で支える市民基金（受け入れ 1 年目） 

神奈川県横浜市中区新港 2-2-1横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ 6FNPOスクエア内 

tel:045-212-5825 担当：大澤 

http://www.kodomofund.com/index.html 
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特定非営利活動法人 きょうとＮＰＯセンター（京都府京都市） 

社会課題の解決と市民社会の発展を目指す組織（受け入れ 3 年目） 

京都府京都市下京区五条通高倉西入る万寿寺町 143 いづつビル６階 

tel:075-353-7688 担当：野池 

http://www.npo-net.or.jp/center/ 
社会福祉法人 大阪ボランティア協会（大阪府大阪市） 

市民活動の総合支援センター・企業の社会貢献、ＣＳＲサポート（受け入れ 1 年目） 

大阪府大阪市福島区吉野 4-29-20 大阪ＮＰＯプラザ 100 号 

tel:06-6465-8391 担当：影浦 

http://www.osakavol.org/ 
特定非営利活動法人 市民活動センター神戸（兵庫県神戸市） 

ＮＰＯの成長を支援し、市民主体の社会を創る活動（受け入れ 1 年目） 

兵庫県神戸市中央区元町通 6-7-9 秋毎ビル 3F 

tel:078-367-3336 担当：八十（やそ） 

http://www.kobekec.net/ 
特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド（千代田区） 

市民活動支援の資金仲介組織（受け入れ 7 年目） 

東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 267-B 

tel:03-3510-1221 担当：霜田 

http://www.civilfund.org/ 
 
 ※受け入れ団体は、1 団体 3 年間の受け入れまでとし、順次他の新しい団体に入れ替わります 

（ただし、市民社会創造ファンドはこのプログラムが続く限り受け入れます）。 

 

※受け入れ団体での活動については、「活動カリキュラム」をお読みになり、団体のＷＥＢサ

イトであらかじめ団体の概要をお調べになることをお勧めします。 

すべての受け入れ団体において、活動について団体を訪問して説明を受けることが可能です

(事前連絡をしてください)。 

 
●送付先・問い合わせ先(平日 10 時～17 時) 
 
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 267-B 
特定非営利活動法人市民社会創造ファンド 
SSCS インターンシップ奨励プログラム事務局（担当：霜田） 
tel:03-3510-1221 fax:03-3510-1222 
http://www.civilfund.org/ 

 
 

 
このプログラムの実施団体である市民社会創造ファンドは、個人・企業・団体からの多様な寄付や

助成の受け皿となる専門的なコンサルテーション機能を備えた資金仲介組織です（運営委員長：山

岡義典／日本 NPO センター代表理事）。新しい市民社会の実現に寄与するため、NPO の資金源を豊

かにし、民間非営利セクターの自立した発展と活発化を図ることを目的に日本 NPO センターの実績

の一部を継承・発展する形で 2002 年 4 月に設立されました。このプログラムの事務局であると同時

に、インターンの受け入れ団体でもあります。 

市民社会創造ファンド 


