千葉県庁インターンシップ 協定締結大学等一覧（50音順)
締結日

平成30年7月31日現在
所在地

教育機関名

実施要綱第3条第1項第1号 <大学・高等専門学校>
75 平成21年7月1日

愛知学院大学

愛知県日進市岩崎町阿良池１２

100 平成22年6月25日

青山学院大学

204 平成30年6月15日

麻布大学

34 平成18年7月21日

麻布大学獣医学部

東京都渋谷区渋谷４－４－２５
神奈川県相模原市中央区淵野辺１－１７－７
１
神奈川県相模原市淵野辺１-１７-７１

35 平成18年7月21日

足利工業大学

栃木県足利市大前町２６８－１

10 平成17年7月29日

跡見学園女子大学

埼玉県新座市中野１-９-６

161 平成27年7月9日

跡見学園女子大学

東京都文京区大塚１－５－２

176 平成28年7月7日

茨城大学

茨城県水戸市文京２－１－１

茨城大学工学部

茨城県日立市中成沢町４－１２－１

茨城大学人文学部

茨城県水戸市文京２－１－１

11 平成17年7月29日

茨城大学農学部

茨城県稲敷郡阿見町中央３-２１-１

122 平成24年6月29日

岩手大学農学部

岩手県盛岡市上田３－１８－８

116 平成24年6月29日

植草学園大学発達教育学部

千葉市若葉区小倉町１６３９－３

12 平成17年7月29日

宇都宮大学

栃木県宇都宮市峰町３５０

74 平成21年6月25日

江戸川大学

流山市駒木４７４

106 平成23年6月30日

桜美林大学

東京都町田市常磐町３７５８

149 平成27年6月9日

大分大学

大分県大分市大字旦野原７００

134 平成26年6月18日

大阪府立大学

大阪府堺市中区学園町１－１

37 平成18年7月21日

大妻女子大学

東京都千代田区三番町１２

182 平成29年6月16日

大妻女子大学

東京都多摩市唐木田２－７－１

お茶の水女子大学

文京区大塚２－１－１

開智国際大学

柏市柏１２２５－６

77 平成21年7月1日

学習院女子大学

新宿区戸山３－２０－１

38 平成18年7月21日

学習院大学

東京都豊島区目白１－５－１

48 平成19年7月31日

神奈川大学

横浜市神奈川区六角橋３－２７－１

86 平成21年7月1日

神奈川大学

横浜市神奈川区六角橋３－２７－１

118 平成24年6月29日

神奈川大学

神奈川県横浜市神奈川区六角橋３－２７－１

川村学園女子大学

我孫子市下ヶ戸１１３３

36 平成18年7月21日
133 平成26年6月18日

76 平成21年7月1日
211 平成30年6月15日

42 平成18年8月1日

2 平成16年12月28日 神田外語大学

千葉市美浜区若葉１－４－１

199 平成30年5月31日

神田外語大学

千葉市美浜区若葉１－４－１

13 平成17年7月29日

関東学院大学

横浜市金沢区六浦東１－５０－１

14 平成17年7月29日

木更津工業高等専門学校

木更津市清見台２－１１－１

99 平成22年6月25日

北里大学

東京都港区白金５－９－１

15 平成17年7月29日

北里大学獣医畜産学部

青森県十和田市東二十三番町３５－１

167 平成28年6月15日

北見工業大学

北海道北見市公園町１６５番地

125 平成25年6月28日

岐阜大学応用生物科学部

岐阜県岐阜市柳戸１－１

177 平成28年7月7日

国立大学法人 九州工業大学工学部

福岡県北九州市戸畑区仙水町１－１

183 平成29年6月16日

国立大学法人京都大学

京都市左京区吉田本町

152 平成27年6月9日

共立女子大学 共立女子短期大学

東京都千代田区一ツ橋２－２－１

184 平成29年6月16日

近畿大学

大阪府東大阪市小若江３－４－１

155 平成27年6月25日

熊本大学大学院自然科学研究科

熊本県熊本市中央区黒髪２－３９－１

群馬大学

前橋市荒牧町４－２

97 平成22年6月25日
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締結日

平成30年7月31日現在
所在地

教育機関名

49 平成19年7月31日

敬愛大学

千葉市稲毛区穴川１－１５－７

43 平成18年8月1日

慶應義塾大学

東京都港区三田２－１５－４５

185 平成29年6月16日

工学院大学

東京都新宿区西新宿１－２４－２

16 平成17年7月29日

国学院大学

東京都渋谷区東４－１０－２８

國學院大學北海道短期大学部

北海道滝川市文京町３－１－１

国際基督教大学

東京都三鷹市大沢３－１０－２

214 平成30年7月31日

国士舘大学

東京都世田谷区世田谷４－２８－１

126 平成25年6月28日

駒澤大学

東京都世田谷区駒沢１－２３－１

205 平成30年6月15日

埼玉大学

埼玉県さいたま市桜区下大久保２５５

埼玉大学工学部

さいたま市桜区下大久保２５５

国立大学法人静岡大学

静岡県静岡市駿河区大谷８３６

芝浦工業大学

江東区豊洲３－７－５

132 平成25年6月28日
44 平成18年8月1日

87 平成21年7月1日
202 平成30年6月7日
88 平成21年7月1日

3 平成16年12月28日 淑徳大学

千葉市中央区大巌寺町２００

50 平成19年7月31日

首都大学東京

東京都八王子市南大沢１－１

107 平成23年6月30日

首都大学東京

東京都八王子市南大沢１－１

148 平成27年5月21日

順天堂大学

印西市平賀学園台１－１

123 平成24年6月29日

城西大学

埼玉県坂戸市けやき台１－１

186 平成29年6月16日

城西国際大学

東金市求名１

17 平成17年7月29日

上智大学

東京都千代田区紀尾井町７－１

71 平成21年6月19日

昭和女子大学

世田谷区太子堂１－７

127 平成25年6月28日

昭和大学

東京都品川区旗の台１－５－８

180 平成29年6月1日

女子美術大学

神奈川県相模原市南区麻溝台１９００

162 平成27年7月9日

信州大学大学院理工学系研究科

長野県長野市若里４－１７－１

信州大学工学部

長野市若里４－１７－１

151 平成27年6月9日

信州大学農学部

長野県上伊那郡南箕輪村８３０４

138 平成26年6月18日

成蹊大学

東京都武蔵野市吉祥寺北町３－３－１

174 平成28年7月1日

成城大学キャリアセンター

東京都世田谷区成城６－１－２０

78 平成21年7月1日

聖徳大学

松戸市岩瀬５５０

156 平成27年6月25日

清和大学

木更津市太田３－４－５

79 平成21年7月1日

専修大学

千代田区神田神保町３－８

203 平成30年6月14日

創価大学

東京都八王子市丹木町１－２３６

103 平成22年6月25日

大正大学

東京都豊島区西巣鴨３－２０－１

195 平成29年6月23日

大東文化大学

東京都板橋区高島平１－９－１

206 平成30年6月15日

高崎経済大学

群馬県高崎市上並榎町１３００

89 平成21年7月1日

拓殖大学

東京都八王子市館町８１５－１

213 平成30年7月24日

拓殖大学

東京都文京区小日向３－４－１４

51 平成19年7月31日

玉川大学

東京都町田市玉川学園６－１－１

139 平成26年7月11日

玉川大学

東京都町田市玉川学園６－１－１

千葉科学大学

千葉県銚子市潮見町３

千葉敬愛短期大学

佐倉市山王1丁目９番地

65 平成20年7月24日

52 平成19年7月31日
179 平成28年10月7日

4 平成16年12月28日 千葉経済大学

千葉市稲毛区轟町３－５９－５

5 平成16年12月28日 千葉経済大学短期大学

千葉市稲毛区轟町４－３－３０

18 平成17年7月29日

千葉工業大学

千葉県習志野市津田沼２－１７－１
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締結日
119 平成24年6月29日

平成30年7月31日現在
所在地

教育機関名
千葉商科大学

市川市国府台１－３

19 平成17年7月29日

千葉大学園芸学部

千葉県松戸市松戸６４８

53 平成19年7月31日

千葉大学環境ISO事務局

千葉市稲毛区弥生町１－３３

60 平成19年8月21日

千葉大学教育学部

千葉市稲毛区弥生町１－３３

72 平成21年6月19日

千葉大学工学部

千葉市稲毛区弥生町１－３３

千葉大学国際教養学部

千葉市稲毛区弥生町１－３３

94 平成22年6月25日

千葉大学大学院医学薬学府

千葉市中央区亥鼻１－８－１

69 平成20年7月25日

千葉大学大学院園芸学研究科

松戸市松戸６４８

95 平成22年6月25日

千葉大学大学院工学研究科

千葉市稲毛区弥生町１－３３

110 平成23年6月30日

千葉大学大学院人文社会科学研究科

千葉市稲毛区弥生町１－３３

115 平成24年6月29日

千葉大学大学院融合科学研究科

千葉市稲毛区弥生町１－３３

187 平成29年6月16日

千葉大学大学院融合理工学府

千葉市稲毛区弥生町１－３３

54 平成19年7月31日

千葉大学文学部

千葉市稲毛区弥生町１－３３

45 平成18年8月1日

千葉大学法経学部

千葉市稲毛区弥生町１－３３

千葉大学法政経学部

千葉市稲毛区弥生町１－３３

39 平成18年7月21日

千葉大学薬学部

千葉市稲毛区弥生町１－３３

66 平成20年7月24日

千葉大学理学部･大学院理学研究科

千葉市稲毛区弥生町１－３３

中央学院大学

我孫子市久寺家４５１

中央大学

東京都八王子市東中野７４２－１

121 平成24年6月29日

中央大学キャリアセンター部

東京都八王子市東中野７４２－１

157 平成27年6月25日

筑波技術大学

茨城県つくば市天久保４－３－１５

筑波大学

茨城県つくば市天王台１－１－１

198 平成30年5月28日

136 平成26年6月18日

135 平成26年6月18日
20 平成17年7月29日

21 平成17年7月29日
147 平成27年5月21日
80 平成21年7月1日

筑波大学情報学群知識情報・図書館学類 茨城県つくば市春日１－２
津田塾大学

東京都小平市津田町２－１－１

都留文科大学

山梨県都留市田原３－８－１

22 平成17年7月29日

帝京大学

東京都八王子市大塚３５９

90 平成21年7月1日

桐蔭横浜大学

横浜市青葉区鉄町１６１４

46 平成18年8月1日

東海大学

神奈川県平塚市北金目１－１１７

146 平成26年7月16日

東海大学

神奈川県平塚市北金目４－１－１

163 平成27年7月9日

東海大学キャリア就職センター

神奈川県平塚市北金目４－１－１

144 平成26年7月11日

東京外国語大学

東京都府中市朝日町３－１１－１

81 平成21年7月1日

東京海洋大学

港区港南４－５－７

96 平成22年6月25日

東京学芸大学

東京都小金井市貫井北町４－１－１

東京家政学院大学

東京都千代田区三番町２２

1 平成16年12月13日 東京経営短期大学

千葉県市川市二俣６２５－１

200 平成30年6月6日

158 平成27年6月25日
164 平成27年7月9日

東京工業大学

東京都目黒区大岡山２－１２－１

112 平成23年6月30日

東京工業大学学務部学生支援課

東京都目黒区大岡山２－１２－１

6 平成16年12月28日 東京情報大学

千葉市若葉区谷当町１２００－２

83 平成21年7月1日

東京女子大学

杉並区善福寺２－６－１

104 平成23年6月20日

東京女子大学

東京都杉並区善福寺２－６－１

62 平成20年7月9日

東京成徳大学

八千代市保品字中台谷２０１４

23 平成17年7月29日

東京大学教養学部

東京都目黒区駒場３－８－１

102 平成22年6月25日

東京大学経済学部

東京都文京区本郷７－１－１
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締結日
40 平成18年7月21日

平成30年7月31日現在
所在地

教育機関名
東京大学大学院総合文化研究科

東京都目黒区駒場３－８－１

166 平成28年6月15日

東京大学大学院教育学研究科

東京都文京区本郷７－３－１

124 平成25年6月28日

東京大学大学院経済学研究科

東京都文京区本郷７－３－１

178 平成28年7月26日

東京大学大学院工学系研究科

東京都文京区本郷７－３－１

67 平成20年7月24日

東京大学大学院新領域創成科学研究科 柏市柏の葉５－１－５

141 平成26年7月11日

東京大学大学院新領域創成科学研究科 柏市柏の葉５－１－５

58 平成19年8月7日

東京都文京区弥生１－１－１

189 平成29年6月16日

東京大学農学部
東京大学農学部、東京大学大学院農学
生命科学研究科
東京大学文学部

190 平成29年6月16日

東京電機大学

東京都足立区千住旭町５

61 平成20年7月9日

東京都市大学（旧 武蔵工業大学）

東京都世田谷区玉堤１－２８－１

24 平成17年7月29日

東京農業大学

神奈川県厚木市船子１７３７

171 平成28年6月21日

東京農業大学キャリアセンター

東京都世田谷区桜丘１－１－１

117 平成24年6月29日

東京農工大学大学院農学府

東京都府中市幸町３－５－８

55 平成19年7月31日

東京農工大学農学部

東京都府中市幸町３－５－８

145 平成26年7月16日

東京農工大学農学部

東京都府中市幸町３－５－８

150 平成27年6月9日

東京薬科大学

東京都八王子市堀之内１４３２－１

41 平成18年7月21日

東京理科大学

東京都新宿区神楽坂１－３

25 平成17年7月29日

東京理科大学理工学部

東邦大学

千葉県野田市山崎２６４１
京都市上京区烏丸通上立売下ル御所八幡
町１０３
千葉県船橋市三山２－２－１

191 平成29年6月16日

東北大学経済学部

宮城県仙台市青葉区川内２７－１

173 平成28年6月24日

東北大学工学研究科・工学部

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－６－０４

170 平成28年6月21日

東北大学法学部

宮城県仙台市青葉区川内２７番１号

192 平成29年6月16日

東北大学薬学部

仙台市青葉区荒巻字青葉６－３

128 平成25年6月28日

東洋学園大学

東京都文京区本郷１－２６－３

91 平成21年7月1日

東洋大学

文京区白山５－２８－２０

27 平成17年7月29日

獨協大学

埼玉県草加市学園町１－１

207 平成30年6月15日

国立大学法人鳥取大学農学部

鳥取県鳥取市湖山町南４－１０１

208 平成30年6月15日

国立大学法人長崎大学

長崎県長崎市文教町１－１４

193 平成29年6月16日

国立大学法人名古屋大学

名古屋市千種区不老町

111 平成23年6月30日

奈良女子大学

奈良県奈良市北魚屋東町

209 平成30年6月15日

奈良大学

奈良県奈良市山陵町１５００

196 平成29年6月23日

新潟大学

新潟市西区五十嵐２の町８０５０

142 平成26年7月11日

新潟大学工学部

新潟県新潟市西区五十嵐２の町８０５０

172 平成28年6月21日

新潟大学農学部

新潟県新潟市西区五十嵐２の町８０５０

137 平成26年6月18日

二松学舎大学

東京都千代田区三番町６－１６

101 平成22年6月25日

日本獣医生命科学大学

東京都武蔵野市境南町１－７－１

日本女子大学

東京都文京区目白台２－８－１

153 平成27年6月9日

日本大学経済学部

東京都千代田区三崎町１－３－２

129 平成25年6月28日

日本大学商学部

東京都世田谷区砧５－２－１

日本大学生産工学部

千葉県習志野市泉町１－２－１

114 平成23年7月28日

188 平成29年6月16日
26 平成17年7月29日

64 平成20年7月9日

9 平成17年1月24日

同志社大学
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109 平成23年6月30日

日本大学生物資源科学部

神奈川県藤沢市亀井野１８６６

113 平成23年6月30日

日本大学大学院理工学研究科

東京都千代田区神田駿河台１－８－１４

175 平成28年7月1日

日本大学短期大学部

船橋市習志野台７丁目２４番１号

201 平成30年6月7日

日本大学通信教育部

東京都千代田区九段南４－８－２８

56 平成19年7月31日

日本大学文理学部

東京都世田谷区桜上水３－２５－４０

28 平成17年7月29日

日本大学法学部

東京都千代田区三崎町２－３－１

105 平成23年6月30日

日本大学薬学部

船橋市習志野台７－７－１

29 平成17年7月29日

日本大学理工学部

千代田区神田駿河台１－８－１４

57 平成19年7月31日

一橋大学

東京都国立市中２－１

143 平成26年7月11日

一橋大学

東京都国立市中２－１

165 平成28年6月10日

弘前大学農学生命科学部

青森県弘前市文京町３番地

30 平成17年7月29日

フェリス女学院大学

横浜市泉区緑園４－５－３

98 平成22年6月25日

文教大学

越谷市南荻島３３３７

文京学院大学

東京都文京区向丘１－１９－１

法政大学

東京都町田市相原町４３４２

108 平成23年6月30日

星薬科大学

東京都品川区荏原２－４－４１

197 平成29年7月4日

星薬科大学

東京都品川区荏原２－４－４１

159 平成27年6月25日

北海道大学

北海道札幌市北区北８条西８

北海道東海大学

札幌市南区南沢５条１－１－１

169 平成28年6月21日

前橋工科大学

群馬県前橋市上佐鳥町４６０番地１

120 平成24年6月29日

武蔵大学

東京都練馬区豊玉上１－２６－１

168 平成28年6月21日

学校法人 武蔵野大学

東京都江東区有明３丁目３番３号

明海大学

千葉県浦安市明海８

92 平成21年7月1日

明治学院大学

港区白金台１－２－３７

84 平成21年7月1日

明治大学

千代田区神田駿河台１－１－１

154 平成27年6月11日

明治大学

東京都千代田区駿河台１－１

130 平成25年6月28日

明治薬科大学

東京都清瀬市野塩２－５２２－１

210 平成30年6月15日

山形大学

山形県山形市小白川町１－４－１２

横浜国立大学

横浜市保土ヶ谷区常盤台７９－１

160 平成27年7月7日

横浜国立大学

横浜市保土ヶ谷区常盤平７９－１

93 平成21年7月3日

横浜市立大学

横浜市金沢区瀬戸２２－２

73 平成21年6月23日

酪農学園大学

北海道江別市文京台緑町５８２

194 平成29年6月22日

酪農学園大学

江別市文京台緑町５８２

63 平成20年7月9日

立教大学

東京都豊島区西池袋３－３４－１

68 平成20年7月24日

立正大学

東京都品川区大崎４－２－１６

212 平成30年7月6日

立命館大学

京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町８

131 平成25年6月28日

琉球大学観光産業科学部

沖縄県中頭郡西原町字千原１

流通経済大学

千葉県松戸市新松戸３－２－１

麗澤大学

千葉県柏市光ヶ丘２－１－１

47 平成18年8月1日

LEC東京リーガルマインド大学

東京都千代田区三崎町２－７－１０

85 平成21年7月1日

和洋女子大学

市川市国府台２－３－１

140 平成26年7月11日

和洋女子大学

市川市国府台２－３－１

181 平成29年6月9日
31 平成17年7月29日

59 平成19年8月7日

8 平成17年1月14日

70 平成20年7月30日

32 平成17年7月29日
7 平成17年1月12日
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〈私立高等学校〉
3 平成21年6月19日

志学館高等部

木更津市真舟３－２９－１

1 平成17年7月29日

千葉黎明高等学校

八街市八街ほ６２５

2 平成18年8月1日

東葉高等学校

船橋市飯山満町２－６６５－１

4 平成27年6月25日

和洋国府台女子高等学校

市川市国府台２－３－１

実施要綱第3条第1項第2号 <総務部総務課長が認めた教育機関>
4 平成25年6月28日

松戸市新松戸４－３５

1 平成19年7月31日

興学社高等学院
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産大学校
水産大学校

2 平成25年6月28日

東京コミュニケーションアート専門学校

東京都江戸川区西葛西５－１３－４

3 平成25年6月28日

新潟公務員法律専門学校

新潟県新潟市中央区弁天２－４－２１

5 平成28年6月15日
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山口県下関市永田本町２－７－１
山口県下関市永田本町２－７－１

