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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インターンシップを新着順で掲載しています。
応募先メールアドレス：gascareer2@jimu.kyushu-u.ac.jp     ＴＥＬ：092-802-5808

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 更新日

27 参議院事務局インターンシップ
全学部全学府
（但し技術部門は
工学系学部、学府）

2022年
11月24日（木）

2023年2月13日（月）～
　　　　　3月10日（金）
　１週間程度

右記より「学生申込書」「志望動機書」「小論文」を作成し
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.sangiin.go.jp/japanese
/annai/jimukyoku/intern/r04-
i/r04_bosyu.html

11/14

26
ジョブカフェしまね
（公益財団法人ふるさと島根定
住財団）

最終学年を除く学生
　2023年2月1日（水）
　　　　～3月31日（金）
　原則3日以上

右記の「しまね学生インターンシップ申込フォーム」より直
接お申込みください。

https://www.gogo-jobcafe-
shimane.jp/internship/2023/spring
/

こちらは個人で応募していただくイ
ンターンシップです。
一次募集：2022年12月14日
二次募集：2023年1月13日

11/7

25
公益財団法人
鉄道総合技術研究所

全学部全学府 2022年11月、12月

リクナビからエントリーしてください

https://job.rikunabi.com/2024/company/r61480005
6/internshipRsv/

https://www.rtri.or.jp/recruit/inter
nship.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。
10月17日（月） 正午〆切

9/20

24

独立行政法人国際協力機構
（JICA）
2022年度第二回JICAインター
ンシップ・プログラム

各受入先による
2023 年 1 月上旬から
2023 年 3 月末
2週間～3か月程度

JICAキャリア教育プログラムマイページから応募してくださ
い。

https://www.jica.go.jp/recruit/inter
n/index.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。
10月14日（金）正午締切

9/20

23
IAESTE JAPAN事務局
IAESTE海外インターンシップ

原則として理系専攻
学部３年以上または
大学院生
（国籍不問）

2023年度
各受け入れ先による

応募手数料を振込後、応募書類を10/20までに事務局
にメールしてください。
詳細は右記Webサイトにて確認してください。

https://iaeste.or.jp/

※
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。
応募書類送付、手数料振込
募集期間：9/1-10/20

8/22

22 徳島県 各受入先による
実施時期の３週
間前

各受入先による
右記より「受講申請書」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。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ip
pannokata/sangyo/shushokushien/
7207572/

8/10

21 佐賀県 全学部全学府 7/1（金） 各受入先による
右記より「エントリーシート」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.pref.saga.lg.jp/kiji0038
0874/index.html

6/22

20 大分市 各受入先による 6/27（月） 8/17（水）～8/19（金）
右記「受入所属一覧表」をご確認の上、「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。

受入所属一覧表（予定） 6/22

19 徳島県 各受入先による 7/4（月） 各受入先による
右記より「1Day徳島県職員チャレンジ実習申込書（本人
用）」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.pref.tokushima.lg.jp/ip
pannokata/sangyo/shushokushien/
7206733/

6/15

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インターンシップを新着順で掲載しています。
応募先メールアドレス：gascareer2@jimu.kyushu-u.ac.jp     ＴＥＬ：092-802-5808

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 更新日

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）

18 鹿児島県 全学部全学府 6/27（月） 各受入先による
右記より「参加希望者一覧」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.pref.kagoshima.jp/ab0
1/internship.html

6/15

17 広島市 全学部全学府 6/13（月） 各受入先による

右記より「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.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/18/18652.html

6/8

16 福井県 全学部全学府 6/27（月） 各受入先による
右記より「実習生希望調書」をダウンロードし、必要事項
をご記入の上、センター1号館2階9番窓口までご提出く
ださい。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/jinj
i/saiyou/internship2022.html

6/8

15 香川県 各受入先による 各受入先による
右記Webサイト内の「かがわ電子自治体システム」より直
接お申込みください。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/jinji-
gyoukaku/internship/sankasyabosy
u2022.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。
6/30(木)締切

6/8

14 大分県
大学２・３年生
大学院１年生

各受入先による 右記Webサイト内の「申込先」より直接お申込みください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/11
200/r4internship.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。
6/24（金）17時締切

6/8

13 熊本県 各受入先による 6/8(水) 各受入先による

右記より「令和4年度（2022年度）熊本県インターンシッ
プ希望調査票」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.pref.kumamoto.jp/so
shiki/6/99280.html

5/24

12 横浜市
大学２・３年生
大学院１年生

6/10(金) 各受入先による

右記より「【様式】横浜市インターンシップエントリーシート」
に必要事項を入力して、Wordデータでキャリア・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.yokohama.lg.jp/c
ity-info/saiyo-
jinji/jinzai/internship.html

5/24

11 北九州市 各受入先による 5/27(金) 各受入先による
右記より【様式2】「北九州市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。

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/
soumu/15400016.html

5/18

10
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構

各受入先による 各受入先による
右記Webサイト内のWeb申込み画面より
https://nutec.jaea.go.jp/student_intern.php
直接お申し込みください。

https://www.jaea.go.jp/saiyou/int
ernship/64/

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。
6/15（水）Web申込み締切
6/17（金）メールデータ提出締切

5/18
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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インターンシップを新着順で掲載しています。
応募先メールアドレス：gascareer2@jimu.kyushu-u.ac.jp     ＴＥＬ：092-802-5808

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 更新日

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）

9 ジョブカフェしまね 最終学年を除く学生 各受入先による
右記の「しまね学生インターンシップ申込フォーム」より直
接お申込みください。

https://www2.teiju.or.jp/internship
/accept_mails/new/

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。
6/22(水)締切

5/18

8 長崎県土木部 土木・建築系の学部 6/24(金) 各受入先による

右記より「令和4年度 長崎県土木部インターンシップ 夏
季実習申込書」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。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui
/machidukuri/kokyo-jigyo/test-
kokyo-jigyo-machidukuri-bunrui-
2/dobokubu_internship/500341.htm
l

5/18

7 九州電力送配電㈱ 各受入先による 5/27(金) 各受入先による
右記より「2022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】2022年度　夏
季インターンシップ生の募集につい
て

5/18

6 九州電力㈱ 各受入先による 5/27(金) 各受入先による
右記より「2022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】2022年度　夏季イン
ターンシップ生の募集について

5/18

5
長崎インターンシップ
推進協議会

各受入先による
2022.8.8-9.30
期間内に5～10日間

右記Webサイト中グーグルフォームより直接ご応募ください。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunr
ui/shigoto-sangyo/koyosokushin-
shokugyonoryokukaihatsu/jinzai-
internship/bosyu-internship/

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。
6/13(月)必着

5/9

4
独立行政法人国際協力機構
（JICA）

各受入先による
2022年8月上旬から2023
年3月末
2週間から3か月程度

JICAキャリア教育プログラムマイページから応募してくださ
い。

https://www.jica.go.jp/recruit/int
ern/index.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。
5/16（月）正午締切

4/19

3
IAESTE JAPAN事務局
IASTE海外インターンシップ

原則として理系専攻
学部３年以上または
大学院生
（国籍不問）

2022.6.1 - 2023.5.31
各受け入れ先による

応募手数料を振込後、応募書類を4/30までに事務局
にメールしてください。
詳細は右記Webサイトにて確認してください。

https://iaeste.or.jp/

※2022年度追加募集分です
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。
応募書類送付、手数料振込
募集期間：4/5-4/30

4/18

2
兵庫県経営者協会
インターンシップ事務局

各受入先による 各受入先による
右記の「兵庫県インターンシップシステム」より登録して、
各企画にシステムから応募してください。

https://hyogo-internship.jp/
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。

4/12

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 4/18(月)17:00 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。

https://www.jaxa.jp/about/emplo
y/internship_j.html

■オンライン実習テーマ
・居住地を問いませんが、日本時
間の9:30～17:45の間の対応を
前提としています。

4/8
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