
Summer Internship Program 
Regional Office for Asia and the Pacific
International Monetary Fund

The IMF Regional Office for Asia and the Pacific is accepting applications for three 
summer internship positions. 

Qualification and Requirements
Period of internship: 6-8 weeks during July-September 2014
Location: Tokyo, Japan 
Remuneration: A daily stipend will be provided. 
(Transportation and other subsidies will not be provided)

Economist intern (two positions): 
Economist intern A 
• Ph.D. or Master student in economics or related fields

L  kill  Fl t E li h di  d iti• Language skill: Fluent English reading and writing
• Familiarity with statistical software 
• CV in English
Economist intern B
•Ph.D. or Master student in economics or related fields
• Language skill: Fluent English reading and writing 

Communications intern (one position): 
h d i d i bli l i d/ ki

Language skill: Fluent English reading and writing 
• Candidate will be expected to do research work on the Japanese 
economy
• CV in English

For those interested  please send your CV (please indicate which position you 

• Ph.D. or Master student interested in public relations and/or working 
for an international organization related field
• Language skill: Native level Japanese and business level English
• CV in Japanese or English

For those interested, please send your CV (please indicate which position you 
are applying for) to:

Ms. Tomomi Sekioka
IMF Regional Office for Asia and the Pacific
21 Floor, Fukoku Seimei Bldg., 2-2-2 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
0011
Tel: 03-3597-6700 / Fax: 03-3597-6705
E-mail: oap1@imf.org
URL: http://www.imf.org/external/oap/index.htm

Deadline: Monday, June 30, 2014 



サマーインターン 募集
IMFアジア太平洋地域事務所（OAP）：東京

国際通貨基金（IMF）アジア太平洋地域事務所（OAP）は、3名のサマー
インタ ンを募集しますインターンを募集します。

募集要項：

期間： 7月～9月までの間の6週間～8週間
勤務地： 東京

待遇： 有給（交通費、住居等の補助なし）待遇： 有給（交通費、住居等の補助なし）

エコノミストインターン（2名）：
エコノミストインターンA （1名）
• 博士・修士課程に在学中で、経済または関連分野を専攻の方
• 語学力：会話および読み書き共に英語が堪能な方

統計 を使 き 方• 統計ソフトを使用できる方
• 履歴書（英文）

エコノミストインターンB （1名）
• 博士・修士課程に在学中で、経済または関連分野を専攻の方
• 語学力：会話および読み書き共に英語が堪能な方• 語学力：会話および読み書き共に英語が堪能な方
• 日本経済のリサーチを担当
• 履歴書（英文）

広報インターン（１名）：
• 博士・修士課程在学中で 広報に興味がある方• 博士・修士課程在学中で、広報に興味がある方。
• 履歴書（和文または英文）
• 語学力：ネイティブレベルの日本語、ビジネスレベルの英語力のある方

各ポジション指定の履歴書を同封し、希望ポジションを明記の上（両ポジション希望の際はそのよう
に記載してください）、下記の連絡先まで郵送、またはメールにてご連絡ください。

応募書類送付先／問合せ先：
国際通貨基金（IMF）アジア太平洋地域事務所（OAP）
担当： 関岡 智美
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル21階
T l 03 3597 6700 / F 03 3597 6705

※応募書類の返却はいたしません。皆さまからの積極的な応募をお待ちしております。

Tel: 03-3597-6700 / Fax: 03-3597-6705
E-mail: oap1@imf.org 
URL：http://www.imf.org/external/oap/jpn/indexj.htm

応募締切： 平成26年6月30日（月）


