
大学院 短期大学 高等専門学校 専門学校 

高等専修学校 中学校 ○ 問わない

大学院 ○ 短期大学 高等専門学校 専門学校 

高等専修学校 中学校 問わない

受入れ局課室からの
ひと言

スポーツ好きな方、行政というフィールドでともに汗を流しましょう！

過去の参加者の声

大学で学習している地域スポーツクラブについて、現状や課題、学習していて疑問に思っていたことが職
員さんと意見交換する中で解決できた。課内のすべての係について業務説明と実際の業務をさせていた
だくことができ幅広い知識を得ることができた。また、視察にも連れて行っていただいたのはとてもいい経
験になった。

受入れ条件
・スポーツ行政（特に生涯スポーツ分野）に興味・関心のある者
・パソコンの基本操作を習得している者

実習内容 
・国民へのスポーツの普及、予防医学の知見に基づくスポーツの普及、地域スポーツクラブの育成、子供
の体力向上、スポーツの安全確保、障害者スポーツの推進に関する業務

受入れ局課室紹介

　健康スポーツ課は、国民の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる環境を
整備するとともに、超高齢化や人口減少社会に対応するため、スポーツを通じた健康増進を図ります。期
間中は、これらに関する業務について体験していただく予定ですので、身近なスポーツを通じた施策等に
ついて興味・関心のある方の応募をお待ちしています。
  なお、これらの内容については、スポーツ庁ホームページでもご覧になれます。
　①「スポーツ基本法」
　　 http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/kihonhou/index.htm
  ②「スポーツ基本計画」
　　 http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/plan/index.htm

受入れ期間 
　7月11日～　9月16日

受入れ人数
（期間内の合計受入れ数）

２人
（上記期間中で1人につき、　2 週間）

過去の参加者の声
仕事について非常に丁寧に説明して頂いた。インターン生用のプログラムではなく、実際に今、配属課で
起きている問題への対応に関わらせて頂き、充実した実習内容だった。実際に文科省で働いたことで、文
科省への志望動機がより明確になった。

受入れ局課室名 スポーツ庁　健康スポーツ課

募集学校種

大学 

高等学校 

 （○がマークされている部分が希望学校種となります）

実習内容 
具体的な業務内容については、参加者の希望等を考慮して計画しますので、以下に記載した政策課の業
務の中から、希望する業務とその理由を志望理由に記入してください。

受入れ局課室紹介

政策課では、以下のような業務を行っています。このような業務に関心があり、スポーツの振興に向けて
アイデアと意欲をもつ積極的な方の参加を歓迎します。
【政策課の業務】
１．学校体育の振興、運動部活動の推進
２．スポーツ基本計画の見直し
３．スポーツ庁における広報活動
４．予算関係業務　など

受入れ局課室からの
ひと言

明るく元気で、何事にも前向きに取り組む方の参加を歓迎します。

平成２８年度夏期文部科学省インターンシップ受入れ計画

受入れ局課室名 スポーツ庁　政策課

募集学校種

大学 

高等学校 

 （○がマークされている部分が希望学校種となります）

受入れ期間 
　　７月　１１日～　９月　１６日

受入れ人数
（期間内の合計受入れ数）

１人
（上記期間中で1人につき、　1～2　週間）

受入れ条件 特になし
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平成２８年度夏期文部科学省インターンシップ受入れ計画

○ 大学院 ○ 短期大学 高等専門学校 専門学校 

高等専修学校 中学校 問わない

○ 大学院 ○ 短期大学 高等専門学校 専門学校 

高等専修学校 中学校 問わない

受入れ局課室からの
ひと言

スポーツ庁国際課では、スポーツを通じた国際貢献や国際交流を促進し、スポーツで社会全体を元気に
することを目指して、日々の業務に取り組んでいます。明るい職場ですので、国際貢献・国際交流に興味
のある方は是非お越しください。

過去の参加者の声

想像以上に明るい雰囲気で、仕事のしやすい環境であると思った。情報や資料を惜しみなく提供してくだ
さったり、様々な表敬や会議、大使館への訪問に同行させてくださったりなど、貴重な体験をすることがで
きた。また、課員の方に向けた施策提案のプレゼンにおいて多角的な視点から今後に役立つ指摘を頂い
た。

受入れ条件
・スポーツを通じた国際貢献や国際交流について興味・関心のある方
・パソコンの基本的操作が可能な方
・可能であれば日常会話程度の英語が出来る方

実習内容 
国際課では、以下のような業務を行っています。
具体的な業務内容については、参加者の希望等を考慮して計画しますので、以下に記載した国際課の業
務の中から、希望する業務とその理由を志望理由に記入してください。

受入れ局課室紹介

【国際課の業務】
１．国際競技大会・国際会議の招致
２．国際競技大会・国際会議の開催支援
３．国際競技連盟等の役員倍増支援事業、若手スタッフ派遣育成事業
４．ドーピング防止関係業務
５．二国間交流の促進
６．国際競技大会優秀者等の顕彰・表彰
７．国会対応業務
８．予算関係業務　など

募集学校種

大学 

高等学校 

 （○がマークされている部分が希望学校種となります）

受入れ期間 
　7月11日～　9月16日

受入れ人数
（期間内の合計受入れ数）

2人
（上記期間中で1人につき、1～2週間）

受入れ局課室からの
ひと言

インターンシップ参加への意欲がある積極的な方からの応募をお待ちしています。

過去の参加者の声
課全体に活気があり、風通しの良さを感じた。アンケートの集計・分析を通じて、実際にアスリートと文部科
学省がいかに情報を共有しているか、そしてそれをどう今後に反映させていくかを学ばせていただいた。
国で働くということについてより身近に感じることができた。

受入れ局課室名 スポーツ庁　国際課

受入れ条件
・競技スポーツの分野について興味・関心のある方
・パソコンの基本的操作が可能な方

実習内容 
競技スポーツ課では、以下のような業務を行っています。
具体的な業務内容については、参加者の希望等を考慮して計画しますので、以下に記載した競技スポー
ツ課の業務の中から、希望する業務とその理由を志望理由に記入してください。

受入れ局課室紹介

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、その関係業務をはじめとして以下の業
務を行っています。このような業務に関心があり、オリンピック・パラリンピックの成功に向けてアイデアと
意欲をもつ積極的な方の参加を歓迎します。
【競技スポーツ課の業務】
１．競技力向上関係業務（トップアスリート強化、女性アスリート支援、ナショナルトレーニングセンター）
２．国民体育大会関係業務
３．国会対応業務
４．予算関係業務　など

募集学校種

大学 

高等学校 

 （○がマークされている部分が希望学校種となります）

受入れ期間 
　　７月　１１日～　９月　１６日

受入れ人数
（期間内の合計受入れ数）

５人
（上記期間中で1人につき、　１～２週間）

受入れ局課室名 スポーツ庁　競技スポーツ課
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平成２８年度夏期文部科学省インターンシップ受入れ計画

○ 大学院 ○ 短期大学 高等専門学校 専門学校 

高等専修学校 中学校 問わない

大学院 短期大学 高等専門学校 専門学校 

高等専修学校 中学校 ○ 問わない

受入れ局課室からの
ひと言

スポーツによる地域振興に意欲・関心がある積極的な方からの応募をお待ちしています！！
スポーツ庁設立と同時に新設され、今回から新たに募集を開始する課です。スポーツによる地域・経済活
性化という前向きな分野で職員と充実したインターンシップ期間を過ごしてください。

受入れ条件 特になし（専門的な知識や技術は必要ありません。）

実習内容 

【各係の業務補助】
　・スポーツを核とした地域活性化の促進を図ることに関する各種データの集計及び分析
　・スポーツ施設整備への支援に関するデータの集計および分析
　・各種会議の資料準備、会場設営の補助及び傍聴
【各係の課題への施策提案】
　・「地域スポーツ振興を支えている組織の今後の在り方はどうあるべきか？」
　・「大学のスポーツ関連人材・施設をフル活用できるようにはどのような方策が有効か？」

受入れ局課室紹介

スポーツ庁参事官（地域振興担当）は、スポーツを核とした地域活性化、スポーツ施設整備への支援、あ
り方の検討等、スポーツによる地域・経済活性化といった分野を所掌しており、体験できる業務は多岐に
渡ります。
他省庁ならびに民間からの職員もいることから、多様な人材との交流を通じて、ご自身の今後の進路選択
や社会人として働く際のヒントを見つけていただければと思います。

募集学校種

大学 

高等学校 

 （○がマークされている部分が希望学校種となります）

受入れ期間 
　　7月　　11日～　　9月　　16日

受入れ人数
（期間内の合計受入れ数）

1人
（上記期間中で1人につき、　1～3週間）

受入れ局課室からの
ひと言

　積極的に業務に取り組んで頂ける方を歓迎します。

過去の参加者の声
省外の有識者との打合せや民間団体への協力依頼に同行させて頂き、国の機関として働くことの一端を
見ることができた。また公表予定の資料の作成に関わらせて頂き、やりがいを感じた。課の雰囲気はとて
も明るく活気があった。

受入れ局課室名 スポーツ庁　参事官（地域振興担当）付

受入れ条件 必須の条件ではないが、語学力（特に英語）が堪能であることが望ましい。

実習内容 
・リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックに関するデータ収集、分析（選手、メダル）
・オリンピック・パラリンピックに関する会議等への出席（公開の会議があれば）

受入れ局課室紹介

　オリンピック・パラリンピック課は、主にスポーツの分野についての２０２０年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会開催に向けた関係団体との調整や会議への出席、大会招致時の国際公約であるSport
for Tomorrowの推進を始めとしたオリンピック・パラリンピックムーブメントの国内外への展開、２０１６年１
０月開催予定であるスポーツ・文化・ワールド・フォーラムの開催準備などの業務を行っています。
　オリンピック・パラリンピックという、国際的な競技大会の運営について、その一端を体験していただきた
いと思います。

募集学校種

大学 

高等学校 

 （○がマークされている部分が希望学校種となります）

受入れ期間 
　　８月２９日～　９月２日

受入れ人数
（期間内の合計受入れ数）

１人
（上記期間中で1人につき、　１週間）

受入れ局課室名 スポーツ庁　オリンピック・パラリンピック課
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平成２８年度夏期文部科学省インターンシップ受入れ計画

○ 大学院 ○ 短期大学 高等専門学校 専門学校 

高等専修学校 中学校 問わない

受入れ局課室からの
ひと言

参事官（民間スポーツ担当）付の業務に関心があり、積極性のある方をお待ちしています。

過去の参加者の声
資料作成に加えて、様々な会議を傍聴させていただく等多様な業務を経験させていただいた。政策に関す
る行政官の視点や問題意識等について実際の職場に入ってみないと分からないことを知ることができ、今
後の進路選択に向けて新たな視点を得ることができた。

受入れ条件
・スポーツ行政（特にスポーツビジネス分野）に興味・関心のある者
・パソコンの基本操作を習得している者

実習内容 

・スポーツ団体のガバナンス改善に係る業務
・スポーツ人材・指導者の育成に係る業務
・アスリートのキャリア形成支援に係る業務
・産業界との連携促進に係る業務　　　　　　　　等

受入れ局課室紹介

　当参事官（民間スポーツ担当）付では、スポーツ団体のガバナンス改善、スポーツ人材・指導者の育成、
アスリートのキャリア形成支援や産業界との連携促進などを所掌しています。スポーツ庁の設置により、ス
ポーツビジネスを活性化させるための施策として、関連産業との連携促進等に取り組むこととしています。
　当参事官付でのインターンシップを通し、スポーツ庁における施策について知見を深めて頂くとともに、
自らのキャリア形成を考える上での参考にして頂ければと思います。

受入れ期間 
　　7月　　11日～　　9月　　16日

受入れ人数
（期間内の合計受入れ数）

１人
（上記期間中で1人につき、　2週間）

受入れ局課室名 スポーツ庁　参事官（民間スポーツ担当）付

募集学校種

大学 

高等学校 

 （○がマークされている部分が希望学校種となります）
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