
2019年5月21日 更新

【行政インターンシップ】受入機関リスト 中央省庁・独立行政法人等●

※本リストの見方、応募方法の詳細、インターンシップ参加の流れについて記載しています。

応募の前に「行政インターンシップガイドブック」を必ずお読みください

＜応募受付中＞

105/22厚生労働省 窓口応募方法： 提出物: (1)厚生労働省職場体験実習 志望理由等調査票　(2)履歴書(指定様式)

WEB: https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/internship.html

受付開始日: 04/25 特記事項: HPにある【平成３１年度厚生労働省長期職場体験実習生受入予定表】より希望する受入先を正式名称で記載す

ること。

備考:

学内締切: 午前11時

105/22法務省　人間科学

系

窓口応募方法： 提出物: 学生調査票（様式１）

WEB: http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei03_00033.html

受付開始日: 04/04 特記事項: 応募できるのは1管区のみです。複数の管区への応募はできません。

※【別添１】実施期間・内容（夏季）より希望するコースを選んでください。

備考:矯正管区

学内締切: 午前11時

105/23環境省 manaba応募方法： 提出物: 要望書（詳細はwebにて要確認）

WEB: http://www.env.go.jp/info/internship/index.html

受付開始日: 04/16 特記事項: ※manaba応募※

Wordファイルで作成し、manabaの受付フォームより提出して下さい。

作成要領はwebでしっかりとご確認下さい。

●7月中のインターンシップ希望の方⇒学内締切：2019年5月23日（木）11：00

●希望するインターンシップ時期によって学内締切日が異なりますのでご注意下さい。

<学内締切：参考>

インターン希望期間が７月中の場合：５月23日（木）

インターン希望期間が８月中の場合：６月中旬

備考:

学内締切: 午前11時
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インターン希望期間が９月中の場合：７月中旬

105/27法務省 窓口応募方法： 提出物: 【様式１】学生調査票

WEB: http://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji02_00023.html

受付開始日: 05/21 特記事項: 学生調査票の希望コース、受入れ部署はWEBの【別添１】実施機関・内容一覧[PDF]から選択して下さい。 備考:

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

105/30最高裁判所（裁判

所事務官）

窓口応募方法： 提出物: 調査票(様式1)

WEB: http://www.courts.go.jp/saiyo/internship/intern_jimukan/index.html

受付開始日: 04/23 特記事項: 最高裁での「裁判所事務官」のインターンシップです。

家庭裁判所調査官の応募については「裁判所（家庭裁判所調査官）」を確認してください。

【受入可否について】

結果について7月上旬頃に大学宛に通知がきます。場合によって前後する可能性もありますので予めご了承下さ

い。

備考:裁判所事務官

学内締切: 午前11時

105/30農林水産省 manaba応募方法： 提出物: 様式１ 調書

WEB: http://www.maff.go.jp/j/joinus/internship/01summer.html

受付開始日: 05/16 特記事項: ●調書には実習に参加できない日程を全て正確に記載するようにしてください。

※web上の「提出書類の記入要領等」をよく読んだ上で書類を作成してください。

備考:

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

105/31内閣官房内閣人事

局

manaba応募方法： 提出物: 様式３ 調査票（学生用）

WEB: http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/internship.html

受付開始日: 05/13 特記事項: 【提出書類の記入要領】～別添１提出書類の記入要領等より抜粋～

・希望するグループの実施日に履修している授業科目やゼミ等がないことを十分確認してください。

・実習を希望するグループについて、第1希望～第3希望のグループ番号を記入してください。なお、「興味の

ある業務及び理由」については、グループ内の2府省それぞれを必ず記入してください。

・本インターンシップを希望した理由、自己PRは必ず記入してください。

・本人画像（写真）について、最近3か月以内に撮影した写真（たて4㎝×よこ3㎝）データを、枠と同程度の大

きさになるよう、縮小等して貼り付けてください。

備考:女子学生霞が関インターン

シップ

学内締切: 午前11時

106/04文部科学省 manaba応募方法： 提出物: 様式4　令和元年夏期文部科学省インターンシップ調査票（学生・生徒用）

WEB: http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/attach/1416797.htmＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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受付開始日: 05/20 特記事項: 調査票の希望局課室および期間は上記WEBの「令和元年夏期文部科学省インターンシップ　受入れ部署一覧」

を参照して記入してください。授業・試験を避けて応募してください。（受け入れ決定後の変更はできませ

ん）

【提出書類の記入要領】～別紙１提出書類の記入要領等から一部抜粋～

■第1希望～第2希望の「局課室名」は、局、課、室の名前、記号（”・”等付記されている場合）まで含めてす

べて書いてください。

例：スポーツ・青少年局　スポーツ・青少年企画課／体育参事官付

※毎回この間違いが大変多くなっています。間違いがないように、十分確認の上、記入してください。

■受入を希望する課、室の提示する受入期間内で希望する期間を必ず記入してください。

※原則、開始日は月曜日（祝日の場合は翌日）、終了日は金曜日（祝日の場合は前日）とすること。

※期間内に出勤できない日がある場合は、忘れずに記入すること。

■自己アピール等は800字以上記入してください。（別紙作成可）

■最近3ヶ月以内に撮影した写真（たて4cm×よこ3cm）を貼ってください。

※正面から撮影した鮮明な顔写真としてください。

※写真の裏面には大学名・氏名を記入した上で貼付してください。

 ＜不適切な写真の例＞

・顔写真の画像データを指定のサイズに合わせようとして、顔が縦（横）に不自然に引き延ばされた写真

・指定サイズを大きく下回る写真

・顔を正面から捉えていない写真

（※斜め正面を向いている写真や、上目遣いの状態になっている写真）

・本人以外の人や物が横や後ろに映っている写真

　(※室内の家具等が映り込んでいる写真、集合写真の切り抜き等)

・前髪で目元が隠れている写真

・ぶれている写真、画像が粗い写真

　(※携帯電話等で撮影したと思われる写真や、小さな画像を拡大した場合に多く見られます)

備考:

106/05国立教育政策研究

所

窓口応募方法： 提出物: 様式4 学生調査票

WEB: http://www.nier.go.jp/internship2019/

受付開始日: 04/16 特記事項: ・ 希望する期間（第１希望，第２希望）を必ず明記してください。また，都合が悪い期間がある場合も記入し

てください。

・ 自己アピール等は８００字以上記入してください。

＜選考結果について＞

　令和元年６月下旬に決定し、受入れ可否について大学等に連絡がきます。

備考:

学内締切: 午前11時
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106/05裁判所（家庭裁判

所調査官）

窓口応募方法： 提出物: 調査票(様式1)

WEB: http://www.courts.go.jp/saiyo/internship/index.html

受付開始日: 04/23 特記事項: 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌の高等裁判所での「家庭裁判所調査官」インターンシップです。

応募にあたっては、希望する高等裁判所の募集ページをよく確認してください。

応募できるのは1か所のみです。複数の高等裁判所への応募はできません。

なお、裁判所事務官の応募については「最高裁判所（裁判所事務官）」を確認してください。

備考:家庭裁判所調査官

学内締切: 午前11時

106/11関東財務局 窓口応募方法： 提出物: インターンシップ参加申込書

WEB: 関東財務局WEBｻｲﾄに告知はありません｡下記の特記事項を参照して下さい｡

受付開始日: 05/10 特記事項: ※中央大学HP>キャリアサポート>インターンシップ<新着ニュース

　　https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/

『2019年度 夏季【関東財務局】インターンシップ実習生募集！』にて募集要項及び、提出書類（インターン

シップ参加申込書）を掲出しています。

募集要項をご確認いただき、インターンシップ参加申込書をダウンロードし、必要事項を入力して印刷して下

さい。証明写真を貼り付けて、キャリアセンター窓口へ提出して下さい。

【学内選考方法】

キャリアセンターにて書類選考を実施します。

【学内選考結果連絡】

6/13(木)　予定

※合否に関わらず、キャリアセンターよりメール（または電話）にて結果をご連絡します。

※学内選考の後、関東財務局にて審査・選考を行い、最終受入可否を決定します。

備考:学内選考あり

学内締切: 午前11時

106/14【理工対象】防衛

省技術系行政職

窓口応募方法： 提出物: 応募票

WEB: https://www.mod.go.jp/j/saiyou/sougou/sougou_gijutsu/r_info/setsumei/h31_summer_internship.html

受付開始日: 04/25 特記事項: ※理工キャリアセンター窓口へ提出※

・顔写真は、貼付せずそのまま応募票と一緒に提出してください。

備考:

学内締切: 午前11時

106/14経済産業省 manaba応募方法： 提出物: 調査票

WEB: https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/week.html

受付開始日: 04/25 特記事項: ※manaba応募※

所定の様式に従って、manabaの受付フォームよりご応募下さい。

備考:

学内締切: 午前11時
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106/21岐阜労働局 窓口応募方法： 提出物: 岐阜県版　インターンシップ参加学生カード（Word）

WEB: https://gifuken-internship.org/search/university/detail?id=1038

受付開始日: 05/16 特記事項: ※上記の岐阜県インターンシップ推進協議会のwebページより必要書類をダウンロードし、作成して下さい。

　岐阜県インターンシップ推進協議会>各種書類>参加カード・誓約書等

　ファイル名：『岐阜県版　インターンシップ参加学生カード』

※希望実習先、希望実習内容はweb上の『2019年度実施計画』の①労働基準部②職業安定部③雇用環境・均等

室から選び、内容も記入して下さい。

※【学校記入欄】は空白にしておいて下さい。

備考:

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時

106/25原子力規制委員会

原子力規制庁

manaba応募方法： 提出物: 様式01希望調査票（長期）

WEB: http://www.nsr.go.jp/nra/employ/internship.html

受付開始日: 05/21 特記事項: 書類選考後、受入の可否について令和元年7月12日（金）までにキャリアセンターへ連絡がきます。（予定）

その後、キャリアセンターより応募学生全員へメールにて結果をお知らせします。

備考:

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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＜受付終了＞

004/17国立研究開発法人

　宇宙航空研究開

発機構（JAXA)

窓口応募方法： 提出物: インターンシップ実習申請者履歴書

WEB: http://www.jaxa.jp/about/employ/internship_j.html

受付開始日: 04/04 特記事項: 備考:ＪＡＸＡ

学内締切: 午前11時

005/17総務省 manaba応募方法： 提出物: (1)様式1履歴書　(2)様式２調査票

WEB: http://www.soumu.go.jp/menu_syokai/saiyou/intern.html

受付開始日: 04/23 特記事項: 備考:

学内締切: 午前11時
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