
こんにちは、留学生特化型就職エージェントの Connect Job より、 

留学生向け Connect Job と経済産業省主催の国際化促進インターンシップ事業のご案内で

す。 

 

Hello, this is Connect Job, a job agent specializing in international students. 
This is an announcement of an internship program for international students, 
sponsored by METI (Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
*English below 

 

国際化促進インターンシップ | 経済産業省主催 

 

留学生の皆さん、こんにちは！ 

日本最大級の留学生向け就職支援サービス：Connect Job です。 

 

この度、Connect Job は経済産業省（METI = Japan's Ministry of Economy, Trade and 
Industry) 主催の国際化促進インターンシップ事業を開催いたします！ 

文系/理系専攻問わず応募が可能で、参加に必要な備品の手配や交通費は運営事務局が

手配いたします。インターンシップにご参加いただいた後は企業と相談の上、その後の本選

考に進んでいただくことも可能です。 

本インターンシップに参加いただける方を夏、冬 2 つの時期併せて 200 人募集予定ですの

で、日本就職を目指している学生の皆さんは是非夏休み・冬休みを利用してご参加くださ

い！ 

 

※本事業は、 経済産業省より Connect Job を運営するフォースバレー・コンシェルジュ株式

会社に運営を委託して実施しております。 

  
応募締切: 2022 年 6 月 30 日 23:59 JST 

 

◆本事業参加のメリット 

 

■日本就職に繋げるチャンス！ 

→実際に日本企業で就業体験をすることで、日本で働くために必要な知識・スキルを身に着

けることができます。 



 Connect Job 主催で日本企業就職サポートセミナーを実施予定ですので、ぜひそちらもご

活用ください！ 

■自己負担なし！ 

→インターンシップ参加に必要な備品（PC、Wi-Fi 設備等）は事務局側で手配します。 

  
◆インターンシップ期間 

①2022 年 8 月 1 日～9 月 9 日 

②2022 年 8 月 22 日～9 月 30 日 

※1 日 4 時間×30 日を想定 

※企業ごとに実施期間が異なります。 

  
◆参加企業: 6 月上旬以降順次公開 

  
◆応募締切: 2022 年 6 月 30 日 23:59 JST 

 

◆応募/詳細確認: こちら 

 

◆参考情報:  
当イベントに関する説明会/セミナーを 6 月中に開催予定です。（参加自由） 

ご興味のある方は、こちらも合わせてご確認ください。 

 

皆様のご応募お待ちしております！ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
*English ver. 
 

Internship Program in Japan 2022 | Sponsored by METI 
 

We are happy to announce that the Internship Program sponsored by METI (Japan's 
Ministry of Economy, Trade and Industry) is now open! 
The event is planned to be held twice a year (summer and winter) and scheduled to 
recruit 200 interns! This is also a chance to get an offer from a Japanese company 
after the internship! 
Do not miss this great opportunity! 
  



Application deadline: 30th June 2022, 23:59 JST 

 

◆The merits of the projects 

 

■Opportunity to get a job in Japan! 
→Having some actual job experience in Japan, so you can gain some knowledge or 
skills that are needed to work in Japan. We will hold seminars that support employment 
for Japanese companies. 
■No out-of-pocket costs! 
The office will arrange the necessary equipment (PCs, Wi-Fi facilities, etc.) to 
participate in the internship. 
 

◆The term of Internship 

①1st August 2022～9th September 2022 

②22nd August, 2022～30th September2022 

※4 hours a day × 30 days 

※It depends on the company 

  
◆Requirement 
・Those who are students in an university in Japan/Overseas 

・Japanese Language Proficiency (JLPT N3/above）or English Language Proficiency 

・Those who have not participated in this project from FY 2016 to FY 2021 

  
◆Participating companies: Coming Soon! (It will be disclosed from the beginning of 
June) 
  
◆Application Deadline: 30th June 2022, 23:59 JST 

 

◆Apply and check the details: HERE 

 

◆Related contents:  
We will also hold the seminar to explain this internship program in June（No 
mandatory） 

Please check here if interested. 
 

We are looking forward to receiving your application! 


