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原子力機構の学生受け入れ制度
Programs to accept students in JAEA

夏期休暇実習生
夏期休暇期間中の7月中旬から9月末までの期間内に、

国内の大学等（高等専門学校、大学、大学院）に在籍す
る方々を実習生として受け入れる制度です。学生は各受
入部署が提示した実習テーマの中から希望するものを選
択していただき、所定の審査に基づき受入れを決定して
おります。大学等所在地と当機構受入拠点間の往復交通
費（1回分）が支給され、当機構の宿舎を有償にて利用
可能です。

学生実習生
国内の大学等（高等専門学校、大学、大学院）に在籍

する方々を、大学の希望に応じ、随時、実習生として受
け入れる制度です。当機構の宿舎を有償にて利用可能で
す。交通費等は一切支給されません。

学生研究生
機構と教育研究に関する協定を締結している国内の

大学の大学院博士課程在学者又は大学院修士課程在学者
を、当機構の研究計画に定められた研究テーマを実施し
ていただくことを前提に、随時、受け入れております。
受入時及び復帰時における大学院所在地から実習先まで
の交通費及び指導教授との研究打合せ等のための往復交
通費（受入期間の年度内2回を限度）を支給します。また、
受入テーマの範囲において本人の研究成果を学会発表す
る場合、その旅費を支給します。当機構の宿舎を有償に
て利用可能です。

特別研究生
国内の大学院に在籍している博士課程在学者若しくは

同課程修了後2年以内の大学院研究生又は修士課程在学
者を対象として、年一回、当機構が設定した研究テーマ
に基づいて公募（11月中旬頃）し、厳正なる審査に基づ
き受け入れを決定しております。特別研究生には自立・
自律して研究を履行していただきます。特別研究生には
月10万円の奨励金が支給されます。また、受入時及び
復帰時における大学院所在地から実習先までの交通費及
び指導教授との研究打合せ等のための往復交通費（受入
期間中2回を限度）を支給します。また、受入テーマの
範囲において本人の研究成果を学会発表する場合、その
旅費を支給します。当機構の宿舎を有償にて利用可能で
す。

Internship during summer time
We accept students from domestic universities, 

graduate schools or national colleges of technology 
during summer time (from mid-July to the end of 
September).  Internship themes are proposed by JAEA 
and applications are examined by the proposing sections.  
Travel expense is supplied to the accepted student to 
come to JAEA from the university and to go back.  JAEA 
will provide accommodations at a reasonable cost.

Internship
We accept students of domestic universities, 

graduate schools or national colleges of technology.    
JAEA will provide accommodations at a reasonable 
cost. No travel expense is supplied in this program.

Internship from Graduate Schools
Students from domestic graduate schools, which 

have contracts for this program, will be accepted.  
The research themes should be consistent with JAEA’
s research program.  Travel expense is supplied to 
come to JAEA and to go back to the university and 
up to two round trips in a fiscal year to go back to 
the university for the educational purpose.  Travel 
expense is also supplied to present the research results 
obtained in this program at scientifi c meetings.  JAEA 
will provide accommodations at a reasonable cost.

Fellow of Advanced Science
Doctor course students and master course students in 

domestic graduate schools are eligible for this program.  
Research students in graduate schools within two 
years after the completion of his doctor course are also 
eligible.  JAEA proposes research theme, once a year, 
and the application will be strictly examined.  Fellows 
of Advanced Science should conduct his research 
independently.  Scholarship is given to the fellows 
(now, ￥100,000 a month).  Travel expense is supplied 
to come to JAEA and to go back to the university and 
up to two round trips in a fi scal year to go back to the 
university for the educational purpose.  Travel expense 
is also supplied to present the research results obtained 
in this program at scientific meetings.  JAEA will 
provide accommodations at a reasonable cost.

原子力機構では、原子力を志す学生の方々を様々な形で受け入れています。
JAEA has various programs to accept students learning nuclear science and technology.


