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インターンシップ

留学生就職・地域定着促進事業
【あいち国際戦略プラン2022】

参加者大募集

愛知県企業でのインターンシップを通じて、
社会人になるための能力を身につけましょう！

■各大学の留学生担当又は就職（キャリア）支援担当にお問い合わせ、お申込みください。

■エントリーシートは、事業HP又は愛知県HPからダウンロードしていただけます。

事業HP　http://www.aichi-value.com

愛知県　http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai/h30internship.html

愛知県内の大学等（短大、大学、大学院及び

高等専門学校）に在籍、又は愛知県内に在住

する外国人留学生の方。

平成３０年８月４日（土）から９月中旬までの間で、

１週間（実働５日間）から２週間（実働１０日間）程度。
※具体的な日程は、受入企業によって変わります。

※日本語能力試験N2以上、又はそれと同程度の日本語能力が必要です。
（インターンシップは日本語で行われます）
※参加にあたっては、大学等からの推薦が必要です。

※受入企業からの報酬（賃金）はありません。交通費など支給企業もあり。
※インターンシップ期間中にけがをしたり、企業に対して損害を与えた
場合のために主催者側の負担で保険に入ります。

愛知県内に事務所・事業所がある企業です。受入企業の

情報は、事業HP及び愛知県のウェブページに順次アップ

していきますので、最新情報をご確認ください。

事業HP

愛知県

Summer
Internship
2018 in AICHI

インターンシップ
実施期間8 ~ 9    2月 weeks月

インターンシップ先企業

申込み方法

応募資格

FLOWインターンシップの流れ

愛知の留学生と企業の価値を繋ぐ

おはようございます!

8月 9月

受入企業募集
4月～5月末 4月～6月20日 6月中旬～7月末 8月上旬から9月中旬 10月中旬

留学生募集 マッチング インターンシップ 最終報告会

2週間

※インターンシップ先企業の情報は、愛知県及び専用サイトのホームページに公開しておりますので、ご覧ください。
※8月2日（木）3日（金）に、インターンシップ生を対象に無料のビジネスマナー、ビジネス日本語セミナーを開催いたします。

http://www.aichi-value.com

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai/h30internship.html

日本企業に就職したい外国人留学生のみなさん
愛知県がインターンシップ（就業体験）を実施します。
就職活動の第一歩として、ぜひご参加ください。
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CONTACT
お申込み
お問い合わせ

愛知県「留学生就職・地域定着促進事業」運営事務局
〒460-0007 名古屋市中区新栄一丁目7番7号 RTセンターステージビル4F Man to Man 株式会社内
TEL：052-687-8810 FAX：052-857-8857 フリーダイヤル：0120-106-566
E-mail：info@aichi-value.com    URL：http://www.aichi-value.com
担当：Renat（レナト）・生島（イクシマ）
※「留学生就職・地域定着促進事業」は、愛知県よりMan to Man 株式会社に運営を委託して実施しております。
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平成 30 年度留学生インターンシップ事業(夏季)参加留学生募集要領 

 

募集概要 

(1) 募集定員   100 人 

(2) 応募資格 

①愛知県内の大学・大学院に在籍、又は愛知県内に在住の外国人留学生です。 

②日本語能力試験 N2 級以上の日本語能力、あるいはそれと同程度の日本語能力を有する者で

証明が必要です。 

(3) 事前セミナー実施時期 

インターンシップに先立ち、日本企業へ就職するために必要な知識を習得していただくセミナーを

8 月 2 日（木）、3 日（金）の 2 日間開催します。 

(4) インターンシップ実施時期 

8 月 4 日（土）から 9 月中旬までの間で 1 週間から 2 週間程度実施します。 

(具体的な日程、期間は、受入企業と調整していただきます。) 

(5) マッチング実施時期 

6 月 20 日～7 月 31 日まで、受入企業とのマッチングを実施します。 

(6) 受入企業 

愛知県内に事務所・事業所を有する企業です。 

受入企業の情報は、必要書類が整い次第、下記の当事業ウェブページに順次アップしていきます

ので、最新情報はその都度ご確認ください。 

ウェブページアドレス:  http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai/h30internship.html 

   https://www.aichi-value.com/ 

(7) 費用 

インターンシップへの参加は無料です。 

インターンシップ期間中の受入企業からの報酬はありません。受入企業に出勤するための通勤

費や昼食費についても、原則として留学生が負担することになります。(ただし、通勤費等を負担し

ていただける企業もありますので、エントリーシートで確認してください。) 

（8） 応募方法 

① エントリーシートの記入 

参加を希望する留学生は、エントリーシートに必要事項を記入してください。 

② 応募書類は、学部・研究科の事務を通じて、6 月１5 日(金)までにキャリアサポート室に届くよ

う提出してください。各学部・研究科で応募締切を設けている場合がありますので、必ず事前

に確認してください。 

③ 一部の受入企業は、独自の様式で応募書類を提出させる場合もありますので、上記の HP

で詳細を確認してください。 

④ 応募に際しては、指導教員からの推薦書が必要です。他の応募書類とともに各学部・研究

科に提出してください。推薦書の様式は上記 URL で確認できます。 

⑤ 応募上の注意点 



応募にあたっては、以下の点についてあらかじめご了解ください。 

 提出いただいたエントリーシートは、本インターンシップ事業の参加企業にのみ公開し

ます。 

 提出いただいたエントリーシートを、本事業以外に利用することはありません。 

 収集しました個人情報につきましては、県の個人情報保護条例に基づき、適切に管理

します。 

 エントリーシートの情報は、本事業の共催者である愛知県と愛知労働局(名古屋外国人

雇用サービスセンター)とで共有いたします。 

 ご記入いただけない項目については空欄のまま企業に情報提供します。 



AY2018 Summer Internship Program - Placement Openings Information 
 
(1) Available Openings:  100 

 
(2) Eligible applicants should: 

① Be foreign students who are studying at a university or graduate school in Aichi 
prefecture, or who hold a “college student” visa and reside in Aichi prefecture. 

② Possess Level 2 (N2) or higher of Japanese Language Proficiency Test, or a 
qualification of equivalent level. A document proving the qualification must be 
submitted along with your application. 

 
(3) Pre-seminar: 

All interns should attend a pre-seminar session prior to the internship. This is 
scheduled for August 2nd (Thu) and 3rd (Fri), and aims to provide you with prior 
knowledge which should be helpful for familiarizing yourself with Japanese companies. 
Anyone can participate. 
 
(4) Period of internship:  

Approx. 1week to 2 weeks between beginning of August 4th and mid-September. 
(The starting date and duration of each internship program is not yet decided; the 

details can be agreed upon in discussion between you and the host company.) 
 
(5) Match results: 

A host company will be selected from participant companies based on applicants' 
business interests. The match results will be announced between June 20th and July 
31st. 

 
(6) Host companies: 

The host companies are companies with administrative offices and/or business 
operations situated in Aichi prefecture.  

Information on participant companies, duties of interns, a number of available 
openings and so on will be posted to the website below, which is updated with new 
information when the documentation process is completed by new participant 
companies. Please check to see the latest information at https://www.aichi-value.com/ or 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai/h30internship.html. 
 

https://www.aichi-value.com/


(7) Fees and cost: 
Participation is free of charge. 
There will be no payment from host companies during the internship. As a general 

rule, international students must pay for transportation to their place of work and 
lunch. (However, some companies might offer to pay for transportation or lunch. Please 
confirm this by referring to the Entry Sheet provided by the company of your choice and 
posted on the above website.) 
 
(8) How to apply: 

① Enter the relevant information on the “Entry Sheet”. 
② Submit it to Career Services Office (Engineering bldg.7) by June 15th (Fri) 

through your school/graduate school. Their internal deadlines may differ from 
the above. 

③ The company of your choice might request separate application documents 
from you, but this is not always required. For details, please check the 
above-mentioned website. 

④ A letter of recommendation, an example of which can be found on the website 
above, should be completed by your (academic) supervisor and then submitted 
along with the other application documents to your school/graduate school.  

⑤ Important points regarding application 
You are expected to agree with the following points: 
 Submitted application documents will be accessed by only participant 

companies. 
 Submitted documents will be used for administrative procedures related to 

this internship program only. 
 Any personal information acquired will be stored appropriately under the 

control of Aichi prefecture (municipal government), in a manner complying 
with the regulations stipulated in the Act on the Protection of Personal 
Information. 

 Submitted application documents will be shared with the Aichi Labor 
Department (Nagoya Employment Service Center for Foreigners), which is 
co-sponsor of this internship program. 

 If you do not wish to give a particular piece of information, just leave the 
space blank. 
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