
2021年7月30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＞

108/03厚生労働省 manaba応募方法： 提出物: ・厚生労働省職場体験実習志望理由等調査票

WEB: https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/tokusetsu/internship/

受付開始日: 07/30 特記事項: HPにある受入予定の詳細については、【令和3年度厚生労働省職場体験実習受入予定表[63KB]】を参考に受入

先を正式名称で記載してください。

※厚生労働省の組織等の情報については、下記URLをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shigoto/

備考:災害が発生した場合等、状況

により研修の中止や期間・募

集人数の変更がありえますの

でご留意ください。また、新

型コロナウイルス感染拡大防

止のため日程変更等の可能性

がありますことを申し添えま

す。

ＮＥＷ！

学内締切: 午前11時
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＜受付終了＞

0農林水産省 中止応募方法： 提出物:

WEB: https://www.maff.go.jp/j/joinus/internship/

受付開始日: 06/21 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から2021年度は中

止になりました。

学内締切: 午前11時

004/19宇宙航空研究開

発機構

manaba応募方法： 提出物: インターンシップ実習申請者履歴書

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

受付開始日: 04/07 特記事項: 備考:ＪＡＸＡ

学内締切: 午前11時

005/11総務省 manaba応募方法： 提出物: ①履歴書（学生記入）　②調査票（学生記入）

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

受付開始日: 04/22 特記事項: 備考:（※）新型コロナウイルス感

染症の流行状況や、参加を希

望する学生の居住地等を踏ま

え、一部または全部のプログ

ラムをオンラインで実施する

可能性もございます。予めご

承知おきください。

学内締切: 午前11時

005/14法務省　人間科

学系

manaba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: 04/07 特記事項: 備考:矯正管区

※夏季と春季とで別々の管区

に応募することは差支えあり

ません。

学内締切: 午前11時

005/21法務省 manaba応募方法： 提出物: 【様式１】学生調査票学内締切: 午前11時
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WEB: http://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji02_00023.html

受付開始日: 05/06 特記事項: 備考:※新型コロナウイルス感染症

感染拡大の影響によっては、

変更又は中止の可能性があり

ます。予めご承知おきくださ

い。

005/31文部科学省 manaba応募方法： 提出物: 様式4　令和3年度夏春期ｋEZ9U科学省インターンシップ調査票（学生・生徒用）

※Word形式で提出してください。

WEB: https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/attach/1422259.htm

受付開始日: 05/11 特記事項: 備考:受入れ決定後のご辞退は原則

として受理いたしかねます。

また、今後の新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大等の状

況によっては、中止とする場

合がありますのでご留意くだ

さい。

学内締切: 午前11時

006/15【理工対象】国

土交通省（技術

系）　東北地方

理工応募方法： 提出物: 実習生個票

WEB: http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/K00360/recruit/top/internship.html

受付開始日: 05/31 特記事項: 備考:※理工学生対象

学内締切: 午前11時

006/16外務省 直接応募方法： 提出物: 参加申し込みフォーム（Excelファイル）

WEB: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/prs/page24_001391.html

受付開始日: 06/02 特記事項: 備考:※直接応募

受入先締切:

006/18関東財務局 manaba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: 05/17 特記事項: 備考:学内選考あり

学内締切: 午前11時
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006/21山梨労働局 manaba応募方法： 提出物: 履歴書（様式3）　

WEB: https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/roudoukyoku/saiyou/internship.html

受付開始日: 06/11 特記事項: 備考:※新型コロナウィルス感染症

の今後の状況によっては、中

止する場合がありますので予

めご了承ください。

学内締切: 午前11時

006/23国立教育政策研

究所

manaba応募方法： 提出物: 様式4 学生調査票

WEB: https://www.nier.go.jp/internship2021/

受付開始日: 06/17 特記事項: 備考:※新型コロナウイルス感染症

の影響拡大等を踏まえ、本実

習を実施することが適切でな

いと判断するときは、予め各

所属大学を通じて受入学生等

にその旨を連絡します。

学内締切: 午前11時

007/01参議院法制局 manaba応募方法： 提出物: 学生申込書

WEB: https://houseikyoku.sangiin.go.jp/internship/index.htm

受付開始日: 05/24 特記事項: 備考:※本年度は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止の観点か

ら、６日（月）、８日（水）

及び１０日（金）については

参議院法制局において対面で

のグループワーク等を行い、

７日（火）及び９日（木）に

ついては在宅等での個人検討

作業やオンラインによるやり

とりを行うという形式で実施

する予定です。

学内締切: 午前11時

007/01経済産業省 manaba応募方法： 提出物: 1weekインターンシップ用調査票（Excel）学内締切: 午前11時
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WEB: https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/week_2021fy.html

受付開始日: 06/02 特記事項: 備考:

007/12内閣官房内閣人

事局

manaba応募方法： 提出物: 調査票（学生用）（様式３）

WEB: https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit/event/detail_internship.html

受付開始日: 07/02 特記事項: 備考:女子学生霞が関インターン

シップ

新型コロナウイルス感染症の

影響拡大等を踏まえ、対面実

習を実施することが適当でな

いと判断するときは、対面実

習は中止とする可能性があり

ます。その場合は、あらかじ

め実習生にその旨を連絡しま

す。

学内締切: 午前11時

007/12国立研究開発法

人　防災科学技

術研究所

manaba応募方法： 提出物: 様式1（インターン受入申請書）

WEB: https://www.bosai.go.jp/information/tender/intern/r03_01.html

受付開始日: 07/08 特記事項: 備考:新型コロナウイルス感染防止

対策として開催を延期または

中止とさせていただく場合が

ございますのでご承知おきく

ださい。

学内締切: 午前11時

007/14金融庁 直接応募方法： 提出物: 調査票

WEB: https://www.fsa.go.jp/common/recruit/internship.html

受付開始日: 06/21 特記事項: 備考:直接応募

受入先締切:

007/19環境省 manaba応募方法： 提出物: 要望書（詳細はwebにて要確認）学内締切: 午前11時
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WEB: https://www.env.go.jp/info/internship/index.html

受付開始日: 07/12 特記事項: 備考:

007/20原子力規制委員

会原子力規制庁

manaba応募方法： 提出物: 希望調査票

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

受付開始日: 06/21 特記事項: 備考:新型コロナウィルス感染症の

流行の状況及び受入学生を含

む関係者の健康状態によって

は、急遽、本実習を取り止め

る場合があります。

学内締切: 午前11時

007/23防衛省 直接応募方法： 提出物: 応募は、防衛省ＨＰ<マイページ>より受け付けます。

WEB: https://www.mod.go.jp/j/saiyou/sougou_jimu/mod/summerworkshop_jimu_2021.html

受付開始日: 06/09 特記事項: 備考:※新型コロナウイルス感染症

の状況により、内容変更の可

能性あり。

受入先締切:

007/29警察庁（事務 直接応募方法： 提出物: エントリーシート（警察庁HPよりDLしてください）

WEB: https://www.npa.go.jp/about/recruitment/sougoushoku/index.html

受付開始日: 07/13 特記事項: 備考:

受入先締切:
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