
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

益永直樹

受入課室等名 スポーツ庁政策課

　　☑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 ２週間

　　　～ 9月22日（金）9月4日（月）

受入課室等からの
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。

受入条件
・スポーツ行政に興味・関心がある者
・パソコンの基本的操作を習得している者

実習内容 

スポーツ庁政策課において下記関係業務に従事する。
・スポーツ庁の総括、管理、広報
・スポーツ審議会
・独立行政法人日本スポーツ振興センター
・武道の振興
・国内外の政策動向調査
・学校体育の充実　等
また、課題解決型の施策提案を職員の前で行う機会も設ける予定。

受入課室等紹介

スポーツ庁政策課は、スポーツ庁の筆頭課として、多岐にわたるスポーツ関係施策の調整等を行うとと
もに、独立行政法人日本スポーツ振興センターの管理や学校体育に関わる施策に取り組んでいます。
また、令和４年３月に策定した第３期スポーツ基本計画に基づき、スポーツの振興その他のスポーツに
関する施策の総合的な推進に取り組んでいます。



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

　課長補佐

　菅原　武芳

受入課室等名 スポーツ庁健康スポーツ課

　　☑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 ２週間

　　　～ 8月4日（金）7月24日（月）

受入課室等からの
ひと言

スポーツを通して、日本の明るい未来を一緒に創りましょう！

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

実習内容 

スポーツ庁健康スポーツ課において、実際の業務遂行に携わり職務内容を体験してもらう。
・国民へのスポーツの普及（Sport in Life 推進プロジェクト等）、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

①第３期スポーツ基本計画
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1372413_00001.htm
②「体力・運動能力調査」
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00005.htm
③「Sport in Life」
https://sportinlife.go.jp/

受入課室等紹介

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、前向きに業務に従事でき
るスポーツ行政の魅力を感じていただけると思います。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。
 
①「スポーツ基本法」
　　 http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1371905.htm
②「第3期スポーツ基本計画」
　　 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1372413_00001.htm



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

成瀬幸宏

受入課室等名 スポーツ庁競技スポーツ課

　　☑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 上記期間中で原則2週間

　　　～ 9月22日（金）7月24日（月）

受入課室等からの
ひと言

競技スポーツ分野に興味・関心があり、何事にも意欲的に取り組んでいただける方のご応募をお待ちしていま
す！	

受入条件
・競技スポーツ分野について興味・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 

【各係の業務補助】
・競技力向上関係業務に関する各種データの集計及び分析
・各種会議の資料準備、会場設営の補助及び傍聴やナショナルトレーニングセンター視察同行 　　　  等
【各事業・スポーツ庁の課題への施策提案・研究】
・女性アスリートへの支援における課題について
・競技力向上施策を国として推進する意義について
・全国各地のナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点における課題について 　　 　 　等											
											
											

受入課室等紹介

当課は、我が国のアスリートがオリンピック・パラリンピック競技大会をはじめとする国際競技大会等において、優秀な成績を収
めることができるよう、次世代からトップレベルに至る戦略的支援の強化や、スポーツ指導者等の養成・研修、強化・研究活動
等の拠点構築などの観点から業務を行っております。このような業務に関心があり、我が国のアスリートの活躍に向けたアイデ
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】
・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、次世代アスリートの発掘・育成の支援、スポーツ医・科学、
情報等による支援、地域における競技力向上を支える体制の構築等）
・競技力向上のための国内トレーニング拠点関係業務（ハイパフォーマンススポーツセンターに係る整備等）
・競技団体の組織基盤強化支援に関する業務
等



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

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 

【業務・職務に関する基本的事項の説明】
・課、係の所掌事務
・所掌事務に関する法令・基準等

【各係の業務補助】
・各種データの集計・分析及び資料の作成
・業務資料のセット・整理・保存
・会議・式典等の準備・運営
・職員との打合せ・意見交換等

【進路選択に資する探求活動】
・職員へのインタビュー
・実習レポートの作成
・政策・施策に係る課題の発見、改善策・新規策の検討・提案等

受入課室等紹介

スポーツ庁参事官（国際担当）では以下事項を所掌しています。

〇スポーツ産業の国際展開
〇スポーツを通じた国際交流・協力
〇国際競技団体等における役員ポストの獲得支援
〇国際競技大会の招致・開催への支援
〇ドーピング防止活動の推進

【ご参考】
第３期スポーツ基本計画内、当付所掌事業該当ページ
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/jsa_00004.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/jsa_00012.html

　　☑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 上記のいずれかの1～２週間

～ 8月10日（木）7月24日（月）

9月22日（金）9月11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

水名口愛梨

受入課室等名 スポーツ庁参事官（国際担当）



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

業務に携わるだけでなく、多種多様な組織の人たちが集まっており、交流できる絶好の機会となりま
す。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
・スポーツ行政（特にスポーツ産業の促進、スポーツ人材育成等）に興味・関心のある方
・パソコンの基本操作（Word,Excel等）を習得している方

実習内容 

スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）において、実際の業務遂行に携わり職務内容を体験してもら
う。
【各係の業務補助】
・スポーツホスピタリティ推進、スポーツ×テクノロジー活用、スタジアム・アリーナ改革、スポーツオープ
ンイノベーション等に関する事例収集
・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
【各係の課題への施策提案】
・スポーツの成長産業化を実現するための方法を検討
・アスリートのセカンドキャリア形成に資する有効な施策の検討

受入課室等紹介

　参事官（民間スポーツ担当）では、スポーツの成長産業化、アスリートのキャリア形成支援、スポーツ
人材・指導者の育成などを所掌しています。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。

　　☑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

実地実習を基本とするが、インターン生の希望を踏まえオンラインも併用する

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）
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

参事官補佐

田口　雅紀

受入課室等名 スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）



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

参事官補佐

古市　智

受入課室等名 スポーツ庁参事官（地域振興担当）付

　　□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

スポーツを通じた地域活性化に関心のある方は、ぜひご応募ください。

受入条件 特になし。

実習内容 

【各係の業務補助】
　・スポーツツーリズム、大学スポーツ、スポーツ施設に関する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
【各係の課題への施策提案】（一部記載）
　・スポーツツーリズムの事例の調査を通じて、日本全体でムーブメントを創出する方法を検討
　・大学スポーツ振興のための有効施策の検討　　等

受入課室等紹介

スポーツ庁参事官（地域振興担当）は、スポーツを通じた地域活性化を推進しています。例えば、地域
のスポーツ資源を活用した観光振興（スポーツツーリズム）や、スポーツを通じたまちづくりを支援する
ためのの各種施策に取り組んでいるほか、大学スポーツ協会（UNIVAS）などと連携した大学スポーツ
の振興、地域のスポーツ施設の有効活用や整備への支援を行っています。
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