
※学務部キャリア・奨学支援課に、開催案内のあったものを新着順で掲載しています。

※参加希望者は、備考を参照のうえ、学内応募締切期日までに、書類を提出して下さい。

　　応募先メールアドレス：gascareer2@jimu.kyushu-u.ac.jp

    ＴＥＬ：092-802-5903

企業・団体名等
対象学生
学部指定

学内締切 実施期間 応募方法 Ｗｅｂサイト等 備考

19 徳島県
特定職種に関連する専
門学部等に在籍する学
生

実施時期の3週間前 各受入先による。
右記Webサイトより「受講申請書（様式第1号）」に必要事
項を記入し、キャリア・奨学支援課　キャリア・就職支援係
（センター1号館2階10番窓口）まで提出して下さい。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata
/sangyo/shushokushien/5048540

18 九州日本香港協会
日常会話レベルの英語
もしくは中国語が話せる
人

7/29（木）～8/31（火）
約20日間
1日3～4時間程度

下記URLよりお申し込み下さい。
応募フォーム：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeEjVPW5
3uazEpcBZrN3usaiVN-
Jpy85EmitO1aYQX1ti7yQ/viewform

学生募集要項

7/17（土）14：00～15：30
ZOOMオンライン説明会（日本進行）

こちらは個人で応募していただくインター
ンシップとなります。

17 徳島県 7/1（木） 各受入先による。
右記Ｗｅｂサイトより、「徳島県インターンシップ実習申込書
（本人用）」に必要事項を記入し、キャリア・奨学支援課
キャリア・就職支援係まで、メールで提出して下さい。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/saiyou/

16
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構

WEB仮申込完了期限：
6/17（木）

応募書類提出期限：
7/2（金）
※当日消印有効

各受入先による。

WEBで仮申込みを完了した後、「夏期休暇実習生受入申
込書」「夏期休暇実習生身上調書」「学業成績証明書の写
し」「宿舎貸与申請書」を国立研究開発法人日本原子力研
究開発機構まで郵送してください。

https://www.jaea.go.jp/saiyou/internship/61/
こちらは個人で応募していただくインター
ンシップとなります。

15 ジョブカフェしまね 最終学年を除く学生

一次募集締切：
6/16(水)必着
二次募集締切：
7/6(火)必着

各受入先による。
右記Webサイト「2021夏期しまね学生インターンシップ申込
フォーム」より、ジョブカフェしまねに直接お申込みくださ
い。

https://www.teiju.or.jp/internship/2021/sum
mer/

6/5（土）13:00～16:00
6/19日（土）13:00～16:00
参加予定の学生向けにオンライン交流会
を開催。

こちらは個人で応募していただくインター
ンシップとなります。

14 香川県 7/6（火）
8/19（木）～8/27（金）
（うち、実習は延べ2日
間）

右記Ｗｅｂサイトより、「香川県庁インターンシップ参加申込
書（学生用）」に必要事項を記入し、キャリア・奨学支援課
キャリア・就職支援係まで、メールで提出して下さい。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/jinji-
gyoukaku/internship/sankasyabosyu2021.htm
l

13
長崎県インターンシップ
推進協議会

第1次
5/17（月）～6/1（火）

第2次
6/24（木）～7/5（月）

各受入先による。
Googleフォーム
（https://forms.gle/RDPntXaPM2y8kNXW9）から申し込み
ください。

https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-
shiken-bosyu/boshu/497516.html

こちらは個人で応募していただくインター
ンシップとなります。

12 鹿児島県 6/25（金） 各受入先による。
「学部・学科・専攻・学年・氏名・ふりがな・電話番号・メー
ルアドレス・備考」を、キャリア・奨学支援課　キャリア・就
職支援係まで、メールで提出して下さい。

https://www.pref.kagoshima.jp/ab01/internshi
p.html

大学（キャリア・奨学支援課　キャリア・就職支援係）を通じて申し込むインターンシップ(省庁以外)
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※学務部キャリア・奨学支援課に、開催案内のあったものを新着順で掲載しています。

※参加希望者は、備考を参照のうえ、学内応募締切期日までに、書類を提出して下さい。

　　応募先メールアドレス：gascareer2@jimu.kyushu-u.ac.jp

    ＴＥＬ：092-802-5903

企業・団体名等
対象学生
学部指定

学内締切 実施期間 応募方法 Ｗｅｂサイト等 備考

大学（キャリア・奨学支援課　キャリア・就職支援係）を通じて申し込むインターンシップ(省庁以外)

11 広島市 6/25（金） 各受入先による。

右記Ｗｅｂサイトより、「インターンシップ推薦書（申込書）
（様式第1号)」「エントリーシート」に必要事項を記入し、
キャリア・奨学支援課　キャリア・就職支援係まで、メール
で提出して下さい。

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/18/1
8652.html

10 高知県
大学3年
大学院修士1年

6/25（金）
１：8/23（月）～8/27（金）
２：8/30（月）～9/3（金）
３：9/6（月）～9/10（金）

右記Ｗｅｂサイトより、別紙様式１「高知県庁インターンシッ
プ実習申込書」に在学証明書もしくは学生証の写し、傷害
保険及び賠償責任保険証書の写しを添えて、キャリア・奨
学支援課　キャリア・就職支援係まで、メールで提出して
下さい。

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110901/20
21052400219.html

9
一般社団法人
地域企業連合会九州連携機
構

日本語に加えて英語、
もしくは広東語、中国語
ができる人（日常会話レ
ベル）

6/30（水）
令和3年10月19日（火）～
11月30日（火）
期間中の一日3時間程度

下記URLよりお申し込み下さい。
応募フォーム：https://forms.gle/kWep2ajg5SKFxsMd6

学生募集要項
こちらは個人で応募していただくインター
ンシップとなります。

8 横浜市
⼤学２・３年⽣、⼤学院
⽣

6/30（水）午前９時 各受入先による。

下記申込フォームより、直接お申込みください。
https://www.e-
shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/form.do?a
cs=r3webinternship

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-
info/saiyo-jinji/jinzai/internship.html

こちらは個人で応募していただくインター
ンシップとなります。

7 福井県庁 6/23（水） 各受入先による。
右記Ｗｅｂサイトより「様式2_実習生希望調書」に必要事項
を記入し、キャリア・奨学支援課　キャリア・就職支援係ま
で、メールで提出して下さい。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/jinji/saiyou/i
nternship2021.html

帰省等が必要な場合は、実習開始２週間
前に福井県内に移動してください。

6
山口県インターンシップ
推進協議会

6/3(木) 各受入先による。
右記Ｗｅｂサイトより「学生申込書」(Word)に必要事項を入
力して、キャリア・奨学支援課　キャリア・就職支援係ま
で、メールで提出して下さい。

https://www.y-internship.com/index.html

5 九州電力送配電㈱ 5/28(金) 各受入先による。
右記Ｗｅｂサイトより「2021年度 インターンシップ申込書」
に必要事項を入力して、キャリア・奨学支援課　キャリア・
就職支援係まで、メールで提出して下さい。

【九州電力送配電】2021年度　インターンシッ
プ募集について

4 九州電力㈱ 5/28(金) 各受入先による。
右記Ｗｅｂサイトより「2021年度 インターンシップ申込書」
に必要事項を入力して、キャリア・奨学支援課　キャリア・
就職支援係まで、メールで提出して下さい。

【九州電力】2021年度　インターンシップ募集
について
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※学務部キャリア・奨学支援課に、開催案内のあったものを新着順で掲載しています。

※参加希望者は、備考を参照のうえ、学内応募締切期日までに、書類を提出して下さい。

　　応募先メールアドレス：gascareer2@jimu.kyushu-u.ac.jp

    ＴＥＬ：092-802-5903

企業・団体名等
対象学生
学部指定

学内締切 実施期間 応募方法 Ｗｅｂサイト等 備考

大学（キャリア・奨学支援課　キャリア・就職支援係）を通じて申し込むインターンシップ(省庁以外)

3 北九州市役所 5/28(金) 各受入先による。

右記Ｗｅｂサイトより「北九州市インターンシップ申込書」
(Excel)に必要事項を入力して、キャリア・奨学支援課
キャリア・就職支援係まで、メールで提出して下さい。ま
た、「電子申請システム」からも申請を行ってください。

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/1540
0016.html

新
規

2
独立行政法人
国際協力機構
(JICA)

各受入先による。

PARTNER国際協力人材登
録申請締切　5/7（金）
エントリーシート・必要書類
提出締切　5/14(金) 正午

各受入先による。
右記Webサイトより「PARTNER国際協力人材」に登録し、
「JICAキャリア教育プログラムマイページ」からエントリー
シートの登録と必要書類をアップロードします。

https://www.jica.go.jp/recruit/intern/index.ht
ml

こちらは個人で応募していただくインター
ンシップとなります。

新
規

1
国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構
（JAXA）

各受入先による。 4/22（木）　17：00必着 各受入先による。

右記Ｗｅｂサイトより「インターンシップ実習申請者履歴書」
(Word)に必要事項を入力して、キャリア・奨学支援課　キャ
リア・就職支援係まで、メールで提出して下さい。
※履歴書の、大学・学校等窓口連絡先は、記入しないで
下さい。

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

新型コロナウィルス感染症の影響を受
け、国内（国籍問わず）の募集のみとなっ
ています。
海外（海外大学に在学中の日本人学生を
含む現在海外に居住されている方）の募
集はありません。
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