
指導担当者役職：

氏名：

○ 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

予定あり  

予定なし ○

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）

令和５年度夏期文部科学省におけるキャリア実習及びインターンシップ受入計画

庶務・企画係長

小林　奈々子

受入課室等名 大臣官房総務課広報室

　　□実地・オンライン併用　　　　　　　　■実地実習　　　　　　　　　　□オンライン

選考時の面接の
実施予定

原則として実地実習のみとする。

受入形態
（備考があれば記載）

受入時期
受入人数

（受入時期内の合計受入数）
2人

受入期間 ２週間

　　　～ 8月4日（金）7月24日（月）

受入課室等からの
ひと言

　最終日もしくは前日等にインターンシップ中に課す課題をレポート(PowerPoint等)にまとめ、実地でプ
レゼンしていただく予定ですので、情報収集も含め何事にも積極的に取り組む方の応募を期待します。

受入条件
･エクセル、ワード等MicrosoftOfficeを始めとした一般的な事務用ソフトの基本的な操作ができる方。
・特に行政機関の広報に意欲のある方。

実習内容 

①ＨＰやSNSによる情報発信補助等の各種媒体についての企画・提案
②大臣会見等のセッティング補助
③報道対応業務の補助
④その他　　省全体における広報の企画立案の補助等

受入課室等紹介

　総務課広報室は、文部科学省の広報に関する司令塔として、ホームページの運営や広報誌の作成を
行っており、文部科学省で実施している施策を、どのように広く国民各層に周知できるかを常に戦略的
に検討している部署です。
　また、報道対応では、大臣等の定例会見の対応や、各部署が実施するプレス発表が円滑に実施でき
るよう調整しており、省全体の施策動向などの情報が集まってくる所でもあります。
　このような広報・報道関係の手法は、官公庁のみならず民間企業においても必要不可欠なものです。
そして、情報発信側が日頃どのような考えの下で情報発信しているか、また分かりやすい広報をする上
でどのような内容構成や媒体等を考え情報発信等しているかなど触れることが出来ます。また、各種施
策担当局課の職員とも広報に関する意見交換もできますので是非ご応募してください。



指導担当者役職：

氏名：

○ 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

予定あり  

予定なし ○

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）

令和５年度夏期文部科学省におけるキャリア実習及びインターンシップ受入計画

専門職

清野　美菜子

受入課室等名 大臣官房国際課

　　□実地・オンライン併用　　　　　　　　■実地実習　　　　　　　　　　□オンライン

選考時の面接の
実施予定

原則、実地実習。（一部オンライン併用も相談可能。）

受入形態
（備考があれば記載）

受入時期
受入人数

（受入時期内の合計受入数）
1人

受入期間 １週間　～　２週間

　　　～ 9月15日（金）9月4日（月）

受入課室等からの
ひと言

大臣官房国際課の業務に関心があり、意欲的に研修へ参加し、新しい事にも積極的に挑戦できる方を
お待ちしております。

受入条件
・十分な日本語・英語能力を有し、円滑なコミュニケーションができること
・パソコンでWord、Excel、PowerPoint等を用いて文書・資料作成やプレゼンテーションができること
・資料やデータを確認・分析し、まとめることができること

実習内容 
大臣官房国際課での具体的な実習内容については、参加者の希望や当課の業務状況等を考慮して計
画しますので、以下に記載されている大臣官房国際課の代表的な業務の中から、特に研修を希望する
業務内容を３つ程度ご選択いただき、具体的に希望する理由もご記載ください。

受入課室等紹介

＜大臣官房国際課の業務＞
・教育、科学技術・学術、文化、スポーツに関する国際交流・協力に関する企画立案や省内外との連絡
調整等を行っています。
具体的には以下のとおり。

○日本型教育の海外展開に関する業務
○国際協力（開発途上国への教育支援等）に関する業務
○東南アジア教育大臣機構（SEAMEO）との連携に関する業務
○国際人権規約、児童の権利条約等に関する業務
○国際機関（国際連合大学、OECD、APEC等）に関する業務
○外国人学校（インターナショナルスクール）に関する業務
○国際バカロレア（ＩＢ）の推進に関する業務
○国際交流（日米フルブライトプログラム、教育に関する人物交流等）に関する業務　他



指導担当者役職：

氏名：

○ 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

予定あり  

予定なし ○

受入課室等からの
ひと言

文部科学省における国際的な業務や、ユネスコ関連の業務に関心のある皆さんの応募をお待ちしてお
ります!

受入条件

１．ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）を通じた日本の教育・科学・文化分野での国際協力に関心
があること
２．日本国内のユネスコ活動に関心があること
３．国際統括官付の業務（下記の「受入局課室紹介等」を参照）に関心があること
４．パソコンで、ワード、エクセル、パワーポイント等を用いて文書・資料作成ができること

実習内容 

受入課室等紹介

国際統括官付は、日本の「ユネスコ活動に関する法律」に基づき設置された日本ユネスコ国内委員会
の事務局として、フランス・パリのユネスコ本部や世界各国に置かれているユネスコ国内委員会との連
絡調整を行うとともに、日本国内でのユネスコ活動の普及・推進を図っています。
　【主な業務】
　１．日本ユネスコ国内委員会の運営、並びにユネスコ及び関係団体との連絡業務
　２．ユネスコの教育分野の活動（特に持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ））の推進に関する業務
　３．ユネスコの科学分野、文化分野、コミュニケーション、普及の推進に関する業務

１．日本ユネスコ国内委員会の開催に関すること（会議開催の準備、傍聴等）

２．日本のユネスコ活動の推進に関すること

３．国際統括官付の業務に関すること（資料作成・整理ほか通常業務補助等）

　　□実地・オンライン併用　　　　　　　　☑実地実習　　　　　　　　　　□オンライン

選考時の面接の
実施予定

受入形態
（備考があれば記載）

受入時期
受入人数

（受入時期内の合計受入数）
1人

受入期間 １週間　～　２週間

　　　～ 9月22日（金）8月21日（月）

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）

令和５年度夏期文部科学省におけるキャリア実習及びインターンシップ受入計画

国際統括官補佐

堀尾多香

受入課室等名 大臣官房国際統括官付



指導担当者役職：

氏名：

○ 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

予定あり  

予定なし ○

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）

令和５年度夏期文部科学省におけるキャリア実習及びインターンシップ受入計画

課長補佐

根本　宣之

受入課室等名 大臣官房文教施設企画・防災部　施設企画課

　　■実地・オンライン併用　　　　　　　　■実地実習　　　　　　　　　　□オンライン

選考時の面接の
実施予定

基本的には実地実習とするが、感染状況等を踏まえ、オンラインとすることがある。

受入形態
（備考があれば記載）

受入時期
受入人数

（受入時期内の合計受入数）
1人

受入期間 2週間

　　　～ 9月22日（金）7月24日（月）

受入課室等からの
ひと言

少しでも文教施設に関する業務に関心があり、意欲のある方の参加をお待ちしています！

受入条件
〇安全・安心で豊かな学校施設づくりの業務に関心があり、意欲がある方
〇パソコンによる簡易な文書作成及び簡単な表計算処理が可能な方
〇（あれば）建築に関する分野（建築計画、建築構造、建築環境、建築設備など）を学んでいる方

実習内容 
 学校施設整備に関する各種会議の運営や会議資料の作成、各種データの整理・分析などの補助を
行っていただく予定です。具体的な実習内容については、参加者の興味関心、希望等を考慮して計画
します。

受入課室等紹介

  文教施設企画・防災部は、文部科学省が進めている初等中等教育や高等教育などの教育政策、科
学技術・学術、スポーツ、文化政策の推進を、建築に関する技術的知見をベースに「ハード面」で支えて
いる部署です。
　その中で施設企画課は、主に初等中等教育段階（幼稚園・小・中・高・特別支援学校）における新たな
文教施設づくりを目指して、子どもたちへのよりよい教育環境づくりのための研究やエコスクールなど、
学校施設の整備に関する様々な取組を進めています。
  施設企画課でのインターンシップは、きっと皆さんがこれまで過ごしてきた「学校」について新たな発
見・経験ができ、同時に文部科学省が進めている教育政策も知ることができる有意義なものとなること
と思います。



指導担当者役職：

氏名：

○ 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

予定あり  

予定なし ○

受入課室等からの
ひと言

  学校施設は、創造性豊かな人材を育成する教育活動を行う上で欠くことのできない基盤であるととも
に、地域コミュニティの拠点として重要な機能を果たしています。
　今回のインターンシップを通じて、子供達の成長を支える場としての学校施設について、様々な興味・
関心を持っていただければ幸いです。

受入条件
・学校施設に関して興味・関心があること（建築に関する専門的な知識等は不要です）
・ワード・エクセル・パワーポイント・一太郎等により、簡易な文書作成や、表計算処理が可能であること
・事前に所属元等の許可を得た上で応募されること

実習内容 

公立学校施設整備に係る下記の業務
・予算執行業務の補助
・各種調査業務の補助
・資料作成、ホームページ更新業務の補助
・各種会議等の見学
・職員との意見交換

受入課室等紹介

  学校施設は、児童生徒等の学習・生活の場であるとともに、災害時には地域住民の避難所ともなるこ
とから、耐震化・老朽化対策などによる安全性の確保や防災機能の強化は重要です。また、今後、第
二次ベビーブームに合わせて建てられた校舎等の更新時期が一斉に到来するなど、学校施設の老朽
化対策は先送り出来ない重要な課題です。
　施設助成課では、こうした公立学校施設の整備に関する財政支援を担当しており、地方公共団体と
協力・連携しながら施設整備を進めています。
　また、学校施設への木材利用や環境に配慮した施設整備の推進、余裕教室や廃校等の施設の有効
活用に関する先進事例の取りまとめ・紹介などの取組も行っています。

　　□実地・オンライン併用　　　　　　　　■実地実習　　　　　　　　　　□オンライン

選考時の面接の
実施予定

必要に応じてオンラインの可能性もあるが、原則は実地予定。

受入形態
（備考があれば記載）

受入時期
受入人数

（受入時期内の合計受入数）
2人

受入期間 １週間　～　２週間

　　　～ 9月22日（金）9月4日（月）

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）

令和５年度夏期文部科学省におけるキャリア実習及びインターンシップ受入計画

庶務係員

安井絵美

受入課室等名 大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課



指導担当者役職：

氏名：

○ 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

予定あり  

予定なし ○

受入課室等からの
ひと言

専門的な知識や技術は必要ありません。
国立大学法人等の施設整備に関する業務に関心があり、意欲のある方の参加を歓迎します。

受入条件
学校建築や都市計画に興味があり、将来的に公共分野での就業を希望されている方。
パソコンによる文書作成及び表計算処理が可能な方。

実習内容 
国立大学法人等の施設整備に関する業務の補助
各種会議の傍聴、施設等の見学
職員との意見交換

受入課室等紹介

　文教施設企画・防災部は、文部科学省が進めている初等中等教育や高等教育などの教育政策、科
学技術・学術、スポーツ、文化政策の推進を「ハード面」で支えている部署です。その中で、計画課は国
立大学等（国立大学法人、大学共同利用機関法人、国立高等専門学校）の施設整備を担当し、国立大
学等が行う学校づくりについて、キャンパス計画や施設整備費補助金の交付、施設の有効活用等、国
立大学法人等が行う取組に対して幅広く支援を実施しています。

　国立大学等は、我が国の将来を担う人材養成やイノベーション創出など、知の拠点として重要な役割
を担っており、施設はこれらの教育研究活動を支える基盤となるものです。しかしながら、国立大学等
の施設は、その古さや狭さ、安全性に関する問題などを抱え、さらに施設機能の陳腐化により、教育研
究の進展や変化への対応が困難となっているなど、安全面でも機能面でも、大きな課題が生じていま
す。
　計画課では、これらの課題を解決するため、『国立大学法人等施設整備５か年計画』に基づき、老朽
施設の改善整備を中心とした安全・安心な教育研究環境の整備や新たな教育研究ニーズに対応した
機能強化を図り、キャンパス全体を「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」へと転換するための計画的・
重点的な施設整備を推進しています。

　　□実地・オンライン併用　　　　　　　　☑実地実習　　　　　　　　　　□オンライン

選考時の面接の
実施予定

受入形態
（備考があれば記載）

受入時期
受入人数

（受入時期内の合計受入数）
1人

受入期間 ２週間

　　　～ 9月22日（金）7月24日（月）

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）

令和５年度夏期文部科学省におけるキャリア実習及びインターンシップ受入計画

課長補佐

圓谷　誠

受入課室等名 大臣官房文教施設企画・防災部　計画課



指導担当者役職：

氏名：

○ 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

予定あり  

予定なし ○

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）

令和５年度夏期文部科学省におけるキャリア実習及びインターンシップ受入計画

主任

津田　ひとみ

受入課室等名 大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当）

　　□実地・オンライン併用　　　　　　　　■実地実習　　　　　　　　　　□オンライン

選考時の面接の
実施予定

受入形態
（備考があれば記載）

受入時期
受入人数

（受入時期内の合計受入数）
1人

受入期間 ２週間

　　　～ 9月22日（金）7月24日（月）

受入課室等からの
ひと言

受入条件

実習内容 

受入課室等紹介

・建築に関する専門分野（建築計画、建築構造、建築環境、建築設備など）を学んでいる方
・Word、Excel、PowerPoint等により、簡易な文書作成や表計算処理が可能な方

主に次の業務を経験していただく予定です。
　・学校施設の防災対策に関する業務補助
　・国立の文教施設等の設計・工事監理の業務補助
　・文教施設の整備の基準（建築、電気設備、機械設備、土木など）の作成の業務補助
　・職員との意見交換

文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当）では、学校施設の防災対策や災害復旧に関する業務、
国立文教施設等の設計・工事監理、施設整備の基準の作成などの業務を行っています。

○文教施設企画・防災部の業務内容
　https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_bousai-100003970_1.pdf

地震・台風等の自然災害における児童生徒の安全は重要な課題です。
学校施設の防災対策などに関心がある方の御応募をお待ちしております。
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