
2021年度長期インターンシップ　募集企業  List of host organizations 無断複写・転載などを禁じます。

1 理系
テンパール工業株式会社
Tempearl Industrial Co., Ltd

業務従事型 技術本部　開発部
電気に関する製品の
研究開発業務支援

開発段階における製品の分析，解析業務な
ど
（製品の開発段階に応じて内容は変わりま
す）

理系限定 Ｎ３程度 不問
広島県広島市南
区

対面 支給あり 支給あり 支給あり
http://www.te
mpearl.co.jp

2021/4/1

2 理系

日本製鉄株式会社
NIPPON STEEL
CORPORATION

テーマ提案型

技術開発本部（鉄
鋼研究所、先端技
術研究所、プロセ
ス研究所　等）

（未定）
鉄鋼業に関する研究
開発テーマ

（未定）
希望者の専門分野と当社における研究開発
ニーズを個々に参照・比較することで、有効
なインターンシップテーマが選定できるか否
かを決定します。

鉄鋼業における研究開発は「基礎的
分野」から、「商品開発・プロセス実
用化」に至る幅広い領域で実施さ
れ、該当する技術分野も、機械・電
気・材料から物理・科学・数学と多岐
にわたり、様々な人材を必要としてい
ます。従いまして、希望される皆さん
の専門分野や実績・能力に応じて、
ニーズを持った当社専門家と直接的
に議論いただき、双方にメリットのあ
るインターンシップテーマ、期間が選
定できるか否かを検討した上で、採
用可否を判断させていただきます。

日常会話、
研究議論に
問題ないこ
と。
安全表示等
が問題なく
理解できる
こと

不問

①ＲＥセンター（千
葉県富津市）
②尼崎研究開発セ
ンター（兵庫県尼
崎市）
③波崎研究開発セ
ンター（茨城県波
崎市）

対面 支給あり 支給あり
提供可能な施
設あり

https://www.ni
pponsteel.com
/

2021/4/1

3 理系
アヲハタ株式会社
AOHATA Corporation

業務従事型 研究センター
特定性質を持つ真菌
の検出方法の開発

１．すでに収集してある真菌と開発済のプラ
イマーを利用してＰＣＲで検出できるか検証
する。
２．同じくリアルタイムＰＣＲの条件を決定す
る。
期間、従事形態については相談可。

微生物学
ＰＣＲ，リアルタイムＰＣＲ，電気泳
動，キャピラリー電気泳動の経験が
あることカビ、酵母の取り扱いができ
ること

日常会話レ
ベル

日常会話レ
ベル

広島県竹原市 対面 支給あり 支給あり 支給なし
http://www.ao
hata.co.jp/

2021/4/1

4 理系
株式会社日本製鋼所
THE JAPAN STEEL
WORKS,LTD.

業務従事型

研究開発部門を
想定するが、専攻
内容等を考慮し、
相談の上決定

制御・IoT、金属・プラ
スチックの分析、機械
装置開発

プラスチック製品の製造装置に関する開発
業務に従事した研修
・装置の制御システム開発やAI/IoTによる保
全システム開発
・製品開発を支える各種材料の分析
・シミュレーション技術を活用した装置開発
など

理系限定
日常会話レ
ベル以上

不問
広島県広島市安
芸区

対面 支給なし 支給あり
提供可能な施
設あり

- 2021/4/1

5 理系

三菱ケミカル株式会社
Mitsubishi Chemical
Corporation

業務従事型
広島研究所　アク
リル樹脂研究室
フィルムグループ

アクリルフィルムの開
発業務

アクリルフィルム（商品名 アクリプレン）の開
発業務を担当する部署で、インターンシップ
を行って頂きます。
当フィルムは透明性・耐候性・加工性が特長
ですが、開発を通じて更に＋αの価値を載
せる検討を行っています。具体的な業務内
容として、アクリル樹脂の重合、押出、フィル
ム製膜、物性評価を実施頂き、工業化の前
段階で如何なる業務を行っているのか、体験
頂きます。

高分子を専攻されている方
日常会話レ
ベル

不問
三菱ケミカル（株）
広島事業所内

対面 支給なし 支給あり
提供可能な施
設あり

https://www.
m-
chemical.co.jp
/products/dep
artments/mcc
/industrial-
medical/produ
ct/1200466_72
56.html

2021/4/1

6 理系

独立行政法人　酒類総合研
究所
National Research Institute of
Brewing.

業務従事型 研究部門
研究所の各研究部門
が実施しているテー
マと関連するもの

応募者が興味のある業務について、担当部
門と相談して決める。

理系の研究室に所属する博士課程
後期学生（D）及びポスドク等若手研
究者（PD)

日常会話レ
ベル

日常会話及
び専門用語

広島県東広島市 対面 支給なし 支給なし
提供可能な施
設あり

https://www.n
rib.go.jp

2021/4/1

7 理系
マイクロンメモリ　ジャパン合
同会社
Micron Technology, Inc.

テーマ提案型 生産技術部 最先端半導体メモリ
最先端半導体メモリの製造工程で発生する
不具合の特定、分析、改善
（詳細検討中）

理学部・工学部専攻限定
日常会話レ
ベル以上

不問 広島県東広島市
対面
オンライン

支給なし 支給あり 支給あり
https://jp.micr
on.com/

2021/4/1

8 理系
東ソー株式会社
Tosoh Corporation

業務従事型 有機材料研究所 環境分野

要検討
本人の希望、適性を考慮して内容を考えま
す（以下候補テーマ）。
・ＶＯＣ捕捉剤に関する研究
・排水剤に関する研究
・カーボンニュートラルに関する研究

・理系（化学系研究室出身）限定
・有機化学分析（NMR, IR, GC, HPLC
等）の取り扱い経験者
・有機合成に関する専門知識、技術
保有者

ビジネスレ
ベル

日常会話レ
ベル

山口県周南市 対面 支給なし 支給なし
提供可能な施
設あり

- 2021/4/1

9 理系
JNC株式会社
JNC Corporation.

業務従事型 -
合成、組成設計、解
析、加工、評価などの
体験

液晶材料の開発・有機EL材料の開発・プリン
タブルエレクトロニクス(PE)材料の開発・機能
性不織布の評価・有機化学品の合成、精製
と分析評価・反応性シリコーンの合成検討
など17テーマ（2020年度版）

理系限定
日常会話レ
ベル

不問

①市原製造所・研
究所（千葉県）
②水俣研究所（熊
本県）
③守山繊維開発セ
ンター（滋賀県）

対面 支給なし 支給あり
提供可能な施
設あり

http://www.jn
c-corp.co.jp/

2021/4/1

10 理系
昭和電工株式会社
SHOWA DENKO K.K.

テーマ提案型
研究開発、工務
（機械・電気）、生
産技術、製造

応相談 -
上記受け入れ部門での実習が可能
な、技術系の学生

意思疎通が
可能である
こと

日本語がで
きない場合
は、意思疎
通ができる
こと

応相談 対面 支給なし 支給なし 支給あり
https://www.s
dk.co.jp/

2021/4/1

募集要件
Appplication requirement

No.
機関・企業

Organization/Company

タイプ
Type of

internship

受入部門
 Department

テーマ・分野
Theme/Field

詳細
Detail of internship

文理
情報更新日
Rev. date

日本語
Japnese
レベル

英語
English
レベル

受入場所
Internship place

参考ＵＲＬ実施方法
報酬

Remuneration

交通費
Traffic

expenses

宿泊費
Stay expenses
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11 理系

みずほ第一フィナンシャルテ
クノロジー株式会社
Mizuho–DL Financial
Technology Co., Ltd.

テーマ提案型

コンサルティング
部門、データアナ
リティクス分析業
務部門、投資技術
開発部門

フィナンシャルエンジ
ニアリング業務

・金融商品・資産運用手法やそのリスク管理
モデルの開発、分析、検証
・評価・管理モデルのプログラミング（C/C++
等を活用）
・データアナリティクス及び各種データの統計
分析（R、Python等を活用）
・人口知能、機械学習、ビックデータ解析など
を活用した投資モデル開発など

理数系学科に所属する大学院博士
課程（後期）在学生及びポストドク
ター
一定の数理スキルは必要となりま
す。金融工学の専門知識は必要は
ありませんが、あれば尚可。
C/C++、R、Python等のプログラミン
グ知識があれば尚可。

留学生・外
国人の方
は、雇用契
約締結時
に、在留資
格種別、期
限及び資格
外活動許可
証の呈示が
必要

不問

①東京都千代田
区
②丸の内アネック
ス
③テレワーク

対面
オンライン

支給あり 支給あり 支給なし

https://www.
mizuhobank.co
.jp/fintec/inde
x.html

2021/4/1

12
理系
文系

EY新日本有限責任監査法
人
Ernst & Young ShinNihon
LLC

プロジェクト従事
型

ＦＡＡＳ事業部　国
際公共チーム

①科学技術・研究開
発
②多様な人材活用・
地方創生

①政府の科学技術政策策定⽀援（科学技術
政策全般、特にライフサイエンス、環境、研
究公正等）／企業・⼤学の社会課題への取
組推進⽀援／新興国の⼤学ガバナンス改
⾰⽀援
②ダイバーシティ経営、知的資産評価促進に
向けた政策策定支援／外国人受入、働き方
改革関連政策の策定支援／地域の課題解
決、活性化に向けた政策の策定支援／外国
人受入に伴う産官学の諸課題対応支援

・研究経験（修⼠以上）、調査・とりま
とめ経験、
・⼤学・研究開発をとりまくテーマへ
の関与（関⼼）
・調査スキル（⽇英）
・レポートスキル（⽇）（例、委員会等
での議事録を論理的に構成し、作成
することができる）
・基本的な統計処理経験
・対⼈スキル（コミュニケーション、プ
レゼン）

論理的に報
告書を作成
できる

英語文献を
調査できる

東京都千代田区 要相談 支給あり 支給あり 支給なし

https://www.e
yjapan.jp/servi
ces/specialty-
services/ccas
s/government
-
public/index.ht
ml

2021/4/1

13
理系
文系

公益財団法人　中国地域創
造研究センター
Chugoku Regional Innovation
Research Center.

業務従事型 調査・研究部
地域経済、地域振興
に関する業務への従
事

経済分析、観光調査、自治体計画策定等、
当センターの取り組みは多岐にわたっていま
すので、参加者の希望を踏まえて調整しま
す。

特になし（地域振興への関心がある
こと）

ビジネスレ
ベル

不問
広島県広島市中
区

対面
オンライン

支給なし 支給あり 支給なし
https://crirc.jp
/

2021/4/1

14 理系

国立研究開発法人　農業・
食品産業技術総合研究機構
西日本農業研究センター
National Agriculture and
Food Research Organization

業務従事型 研究開発部門
ホームページで公開
するインターンシップ
のメニューによる

ホームページで公開するインターンシップの
メニューによる

個別に応談 個別に応談 個別に応談
HPで公開するイン
ターンシップのメ
ニューによる

対面
オンライン

支給なし 支給なし 支給なし - 2021/4/1

15
理系
文系

国連訓練調査研究所（ユニ
タール）広島事務所
UNITAR Hiroshima

プロジェクト従事
型

ユニタール広島事
務所

汚職対策・犯罪撲滅、
金融と貿易、企業と民
間セクターの発展、
リーダーシップとエン
パワーメント、広島と
平和

-

円滑に業務に携わっていただくた
め、最低でも５ヶ月以上の継続勤務
していただける方にインターンシップ
をお願いします。

不問
ビジネスレ
ベル

①テレワーク
②広島県広島市
中区

対面
オンライン

支給なし 支給あり 支給なし - 2021/4/1

16
理系
文系

株式会社D4cアカデミー
Date Science Academy

業務従事型 講義運営部
データサイエンスに関
する教材作成

データサイエンスに関する教材の一部を作
成して頂きます。
応募いただいた方の適性に合わせたテーマ
を用意する予定です。
※新型コロナウィルス感染防止策として、リ
モートにて作業に従事

・データサイエンス関連の専攻、ある
いは、研究に何かしらデータサイエン
ス的な手法を取り入れている方歓
迎。
・データサイエンス関連の専門でない
方でも、学習によって今回の業務が
可能なレベルまでキャッチアップでき
る方であれば受入可。（学習教材を
提供することも可。）ただし、そのよう
な方については当社も教育コストが
かかりますので、将来的にデータサ
イエンスを仕事や研究に活かしたい
という想いの方ですと、ありがたいで
す。
・日本人向けの教材を作成しますの
で、原則、販売に耐えうる日本語の
教材が構築できるだけの日本語能
力を持っている方が要件になりま
す。ただし、当社が韓国、台湾などで
もサービス展開しておりますので、日
本語によるコミュニケーションが可能
であれば、少しテーマを変えて受け
入れ可能な事もあります。（まずはご
相談を。）

原則、ネイ
ティブレベ
ル
（応相談）

不問

テレワーク
※Web会議に耐え
うるネット環境が必
要

オンライン 支給なし 支給なし 支給なし
https://d4c-
academy.org/

2021/4/1

17 理系

テクノスデータサイエンス・エ
ンジニアリング株式会社
Tecnos Date Science
Engineering

テーマ提案型 技術部門
例）データ分析教育研
修資料作成

・カリキュラムにて使用する分析用データ構
築
・受講者向けテキスト作成　など
※時期により受け入れ可能なテーマは変動
します。

主に理系学生。
統計解析の基礎力がある方。
分析に使用する開発言語（R、python
など）の基礎力がある方。

日本語能力
試験 N1程
度

不問
①東京都新宿区
②オンライン

対面
オンライン

支給なし 支給あり 支給なし
https://www.t
dse.jp/

2021/4/1

18 理系

株式会社ファーマフーズ
Pharma Foods International
Co., Ltd.

業務従事型
研究開発（機能性
食品事業）

要相談 要相談
理系学部（理学部・農学部　等）在籍
の方

Ｎ2以上
日常会話レ
ベル

不問
京都府京都市西
京区

対面 支給なし 支給なし 支給なし
https://www.p
harmafoods.co.
jp/

2021/4/1
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募集要件
Appplication requirement

No.
機関・企業

Organization/Company

タイプ
Type of

internship

受入部門
 Department

テーマ・分野
Theme/Field

詳細
Detail of internship

文理
情報更新日
Rev. date

日本語
Japnese
レベル

英語
English
レベル

受入場所
Internship place

参考ＵＲＬ実施方法
報酬

Remuneration

交通費
Traffic

expenses

宿泊費
Stay expenses

19 理系
八千代エンジニヤリング株式
会社(1)
Yachiyo Engineering Co., Ltd.

テーマ提案型
建設コンサルタン
ト部門

建設コンサルタント業
務体験（道路設計・交
通計画・橋梁設計）

道路設計・交通計画・橋梁設計等を行ってい
る技術部所での業務におけるデータ・書類作
成等

構造力学・土質力学・交通工学等土
木工学の勉強をされてきた方

ビジネルレ
ベル

不問
広島県広島市東
区

対面 支給なし 支給あり 支給なし
http://www.ya
chiyo-
eng.co.jp/

2021/4/1

20
理系
文系

八千代エンジニヤリング株式
会社(2)
Yachiyo Engineering Co., Ltd.

テーマ提案型 研究開発部門
センサー技術、ネット
ワーク技術、データ処
理技術

・センサー技術：各種センサー、ドローン、既
存ＤＢ、人工衛星、新たな見地の仕組み
・ネットワーク技術：LTE、LPWA、通信プロト
コル、メッシュネットワーク、エッジ処理、情報
セキュリティ
・データ処理技術：サーバー、クラウド、ビッ
グデータ処理、ビッグシミュレーション処理、
データ間処理、表示・解析アプリケーション構
築

下記①～⑥のいずれかに関する経
験（研究や開発を含む）、及び知識を
有すること。
①プログラミング（言語を問わない）
②ＧＩＳ
③各種シミュレーション（交通流、水
理解析等）
④衛星データ
⑤ネットワーク（セキュリティ技術／ブ
ロックチェーン等）
⑥各種センサー（プローブデータ、
ビーコン、気象観測等）の大容量
データ処理

ビジネルレ
ベル

日常会話レ
ベル

東京都台東区 対面 支給なし 支給あり 支給なし
http://www.ya
chiyo-
eng.co.jp/

2021/4/1

21 理系
八千代エンジニヤリング株式
会社(3)
Yachiyo Engineering Co., Ltd.

業務従事型 研究開発部門
社会インフラ管理へ
のAIの適用

道路・河川といった社会インフラに関する構
造物の維持管理、または防災にAIを適用す
る研究を行う。
【維持管理分野の想定テーマ】
従来は人が目視や現地調査で実施していた
点検を、画像認識で代替することを目的とし
て、撮影条件の違いや構造物の違いに頑健
な検出手法の研究を行う。
【防災分野の想定テーマ】
従来は現場からの通報や目視により判断し
ていた災害時の初動対応を、画像認識や時
系列データ解析を基に自動化・半自動化す
るための研究を行う。

・コンピュータービジョンに関する知
識
・人工知能、機械学習、深層学習に
関する知識
・転移学習、ドメイン適応問題、不均
衡問題のいずれかに関わる研究経
験があれば望ましい
・プログラミング（Pythonが望ましい
が、別言語でも可）

ビジネルレ
ベル

日常会話レ
ベル

東京都台東区 対面 支給なし 支給あり 支給なし
http://www.ya
chiyo-
eng.co.jp/

2021/4/1

22
理系
文系

八千代エンジニヤリング株式
会社(4)
Yachiyo Engineering Co., Ltd.

業務従事型 研究開発部門
社会・経済シミュレー
ション

不確実性の高い未来において，効果的な社
会資本整備や社会サービスを維持するため
には，人口の集散や都市構造の変化など，
社会・経済現象を対象とした将来予測が重
要であることから，都市構造の将来シミュ
レーションに関する研究を行う．
①各種データの特徴から「少し先の未来」を
予測する手法として，社会・経済指標データ
の加工や分析に関する研究を行う．
②社会・経済活動のモデル化から「シナリオ
分析に基づく未来」を予測する手法として，シ
ミュレーションモデルの構築に関する研究を
行う．
研究結果を踏まえ，選択する未来に関する
議論や望ましい政策・施策の検討を行う．

①空間統計学や因果推論等，データ
の統計的な扱いに関する経験・知識
②都市・経済のモデル化やシミュ
レーションに関する経験・知識
【共通】プログラミングに関する経験・
知識（Python，MATLAB，R 等）
【補足】技術革新や価値観，生活様
式等の様々な変化に対する感度・課
題認識・好奇心の強い方が望ましい

ビジネルレ
ベル

日常会話レ
ベル

東京都台東区 対面 支給なし 支給あり 支給なし
http://www.ya
chiyo-
eng.co.jp/

2021/4/1

23 理系
八千代エンジニヤリング株式
会社(5)
Yachiyo Engineering Co., Ltd.

業務従事型 研究開発部門

データ収集（セン
サー）、ビッグデータ、
データセキュリティ、
情報ネットワーク、
データ解析

ドローンやセンサーを活用したデータ収集か
ら伝送技術、ビッグデータ等の解析手法、ブ
ロックチェーン等のデータセキュリティに関す
る新技術を、社会資本の整備やインフラの維
持・管理、新たなサービスに適用する手法に
ついて研究し、ソリューションの開発を行う。
①各種センサーを用いたデータ収集から伝
送に関する技術と活用手法の研究
②収集データやビッグデータの解析手法やこ
れらデータ間、システム間の連携手法に関す
る技術と活用手法の研究

①ビッグデータの取り扱い（収集、蓄
積、解析、予測手法等）に関する経
験・知識
②ＡＩを含むデータ解析、ブロック
チェーン等の情報連携、情報セキュ
リティに関する経験・知識
【共通】プログラミングに関する経験・
知識（Python，MATLAB，R 等）

ビジネルレ
ベル

日常会話レ
ベル

東京都台東区 対面 支給なし 支給あり 支給なし
http://www.ya
chiyo-
eng.co.jp/

2021/4/1

24
理系
文系

一般財団法人こゆ地域づく
り推進機構
KOYU

テーマ提案型 人材育成部門
農業を資源とした観
光体験開発

施設園芸（ビニルハウス）のほか、稲作、酪
農、茶業、養鰻業といった多様な農業が行わ
れている宮崎県新富町。この豊富な農資源
を活用し、体験型観光プログラムを開発しま
す。現地での体験やフィールドワークを通じ
て訪日外国人を中心に訴求できるポイントを
洗い出し、OTA（Online Travel Agent）に登
録・募集開始するところまでを実践します。

特になし（エンジニアリングに関する
知識または経験があれば優遇）

不問
日常会話レ
ベル

宮崎県新富町 対面 支給なし 支給なし 支給なし
https://koyu.
miyazaki.jp/

2021/4/1

25
理系
文系

一般財団法人ササカワ・アフ
リカ財団
Sasakawa Africa Association.

プロジェクト従事
型

東京事務所、現地
事務所　（ウガン
ダ、エチオピア）

アフリカの小規模農
家に対する農業技術
普及（農業生産性向
上、農産物加工、ビジ
ネスデベロップメント、
組合の組織強化等)
事業及びその事業評
価

応募者の専門と関心及び、申し込み時点で
の現地の事業の進捗による

・国際協力や農業、調査、事業評価
に関する専門知識があれば望ましい
・現地事務所には日本人職員がおり
ませんので、英語だけの環境に適応
できること

不問

日常会話・
業務に支障
がないレベ
ル
（TOEIC800
点以上を目
安)

- 対面 支給なし 支給なし 支給なし
https://www.s
aa-
safe.org/jpn/

2021/4/1
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