
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

高等教育政策室企画審議係長

渡辺　真澄

受入課室等名 高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

　　☑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

実地実習のみの場合でも、諸般の状況に鑑みてオンラインでの実習を行うことがある。

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 １週間　～　２週間

　　　～ 9月22日（金）7月24日（月）

受入課室等からの
ひと言

これまで「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」が掲げる高等教育改革の実現に向けた取り組み
を進めて来ましたが、答申から5年が経過したことを踏まえ、この間の社会的な変化を捉えた新たな検討を進める
タイミングに来ていると思っています。専門的な知識や技術は必要ありませんので、高等教育政策に関心があ
り、意欲のある積極的な方の参加をお待ちしております。

受入条件
・パソコンで、一太郎又はワード、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。
・外国人留学生は、文書作成など日本語で業務を遂行できる日本語能力を有すること。

実習内容 

【高等教育政策室の業務補助】
・インターンシップ期間中は、資料や打合せ概要の作成補助 、会議等の資料準備や会場設営及び傍
聴を通して、高等教育政策室の業務を理解していただきます。
・また、高等教育政策に関してご自身の関心に応じた課題テーマを設定の上、最終日にはその政策立
案に向けた簡単なプレゼンをしていただきます。

受入課室等紹介
【高等教育企画課高等教育政策室の業務】
高等教育政策の企画・立案に関する業務及び、中央教育審議会大学分科会に関する業務を行ってお
り、高等教育を取り巻く社会的な課題を解決すべく様々な検討をしています。



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

大学教育・入試課の業務に関心がある方の参加をお待ちしております。

受入条件 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 
大学教育・入試課では、以下のような様々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。

受入課室等紹介

大学教育・入試課では、全国の国公私立大学に関連する業務を担当しています。
【主な業務】
〇大学制度、法令等大学関係基準に関する業務
〇公立大学、短期大学に関する業務
〇大学の教務に関する業務
〇認証評価等に関する業務
〇大学等の設置・廃止等に関する業務
〇大学入学者選抜に関する業務
など

　　■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

実習内容等を踏まえ、実地実習又はオンライン実習の日程を調整します。

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

短期大学係

牧野　華子

受入課室等名 高等教育局大学教育・入試課



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

インターンシップ推進係長

清水　真由美

受入課室等名 高等教育局　学生支援課

　　□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

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 上記期間のうち2週間

　　　～ 9月22日（金）7月24日（月）

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。学生支援課の業務に関心があり、意欲のある積極的な方の
参加をお待ちしております。

受入条件 基本的なパソコン操作（ワード、エクセル、パワーポイント等のソフトの使用を含む）ができること。

実習内容 

学生支援課では、下記の「受入れ局課室紹介」欄に記載している様々な業務を行っています。
具体の業務については、参加者の御希望等も考慮して計画しますが、学生支援やインターンシップに
関する調査・データ収集・分析、資料作成、会議やセミナー等の準備・傍聴等の実習に従事いただく予
定です。

受入課室等紹介

【学生支援課の主な業務】
○　高等教育の修学支援新制度に関すること。
○　独立行政法人日本学生支援機構に関すること。
○　独立行政法人日本学生支援機構における奨学金事業に関すること。
○　学生の就職支援等に関すること。
○　インターンシップの促進に関すること。
○　障害のある学生支援に関すること。



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

　医療系人材の養成教育や大学病院支援について興味のある方からの応募をお待ちしております。

受入条件
パソコン操作（Word、Excel）ができる方
医学教育などの医療分野に興味がある方

実習内容 

・医学教育等に関する政策立案
・医学教育等に関する基礎資料の整理や業務の補助
・大学病院関係業務の補助
・関係会議への参加
・その他の資料整理

受入課室等紹介
医学教育課は、看護教育係・医療技術係、薬学教育係、医学教育係、企画係・医師養成係、大学病院
支援室で構成され、大学における医学・歯学・薬学・看護学教育等の企画・立案及び大学病院に対する
支援を行っています。

　　□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

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）8月7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

医学教育課課長補佐

菊池　博之

受入課室等名 高等教育局医学教育課



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

文部科学省、特に専門教育課に興味のある積極的な方の応募をお待ちしています。

受入条件 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 

【最近の専門教育課における主なトピック】
  ・「理工系人材の育成」
　・「デジタル人材の育成」
　・「国立高等専門学校の高度化」　　　　等

【各係の業務補助】
　・大学、専門職大学及び高等専門学校における専門教育に関する各種データの集計及び分析
　・集計、分析結果を用いた資料の作成
　・各種会議の資料準備、会場設営の補助及び傍聴

受入課室等紹介

専門教育課は、大学における専門教育（理工学、人文社会系教育）の振興、専門職大学の振興、高等
専門学校における教育の振興等、幅広い分野を所掌しており、体験できる業務の内容は多岐に渡りま
す。
職員との交流を通じて、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。

　　☑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により実施する予定です。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響拡大等を踏ま
え、実地実習を実施することが適切でないと判断するときは、実地実習とオンライン実習により実施しま
す。	

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 のうち2週間

　　　～ 8月25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

教育振興係長

降籏みを

受入課室等名 高等教育局専門教育課



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

私学行政課総務係長

齊藤　正信

受入課室等名 私学部私学行政課

　　□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

感染状況等を踏まえつつ、実地実習のみの場合でもオンラインでの実習を行うことがある。

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 （上記期間中で1人につき、原則2週間）

　　　～ 9月22日（金）8月21日（月）

受入課室等からの
ひと言

私立学校行政に関心があり、意欲のある積極的な方の参加をお待ちしています。

受入条件
・Officeソフト（Excel、Word、PowerPoint）等の基本的な操作ができる方。
・私立学校行政に興味・関心のある方。

実習内容 
私立学校に関する調査の集計・分析、資料の収集・作成、各種会議等の運営補助・傍聴　等
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。

受入課室等紹介

　私立学校は、それぞれが建学の精神に基づき個性豊かな教育活動を展開しており、大学・短期大学
で約7割の学生が在学するなど我が国の学校教育を支える重要な役割を果たしています。
　私学部では、私立の大学・短期大学・高等専門学校を運営する学校法人に関する諸制度を担当して
おり、私学助成や税制上の優遇措置、学校法人への経営指導・経営改善支援などの各種施策を通じ
て、私立学校の振興を図っています。



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 ○

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

国際交流係長

小林　彩希

受入課室等名 高等教育局参事官（国際担当）

　　□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

感染状況等を踏まえつつ、実地実習のみの場合でもオンラインでの実習を行うことがある。

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15日（金）8月21日（月）

受入課室等からの
ひと言

国際交流や留学生交流の業務に関心があり、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！！

受入条件 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】
　・世界における高等教育や留学生交流に関するデータ、現状分析等を用いた資料の作成
　・各種表敬業務の資料準備、補助等
【各係の課題への施策提案】
　・「日本の大学の国際展開の在り方はどうあるべきか？」　　　　　等
※インターン期間最終日には簡単なレポートを提出してもらうことを想定しています。

受入課室等紹介

参事官（国際担当）は、高等教育の国際通用性の向上、高等教育の国際展開や、留学生交流の推進
など、我が国の高等教育の国際化を総合的かつ戦略的に推進することをゴールに、日々の業務にあ
たっています。
次のような仕事に触れ合うことで、グローバルな視点の獲得や国際社会についての理解向上の契機と
なればと幸いです。
　(1) 大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること
　(2) 外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること
　(3) 政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること（外交政策に係るものを除く）
　(4) その他、高等教育の国際化の推進に係る戦略の企画及び立案に関すること
また、職員との交流を通じて、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。


	【高・企画課（政策室）】02_【R5夏期】作業様式_受入計画.pdf
	【高・大学課】02_【R5夏期】作業様式_受入計画.pdf
	【高・学生支援課】02_【R5夏期】作業様式_受入計画.pdf
	【高・医学教育課】02_【R5夏期】作業様式_受入計画.pdf
	【高・専門教育課】02_【R5夏期】作業様式_受入計画.pdf
	【高・私学部】02_【R5夏期】作業様式_受入計画.pdf
	【高・参事官（国際担当）】02_【R5夏期】作業様式_受入計画.pdf

