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世帯当たりでは二千二 ると︑四十五〜五十四
百万円の借金を背負っ 歳が三・八％なのに対
ていることになります︒し十五〜二十四歳は一
ただ︑これでも自分が 一・一％ と約三倍もの
直接借金をしている訳 開きがあります︒一般
ではないし︑国債を買 的にはリストラ等の影
っている訳でもないと 響で中高年層の失業率
思う人が大半でしょう︒が高いように思われが
では誰が国債を買っ ちですが ︑実は若年層
ているのでしょうか？ の失業率が最も高くな
事の合理化に役立つ財 る か も し れ ま せ ん ︒
直接的には︑民間金融 っているのです︒ここ
インターンシップでの やサービスの消費も増 ︵横田亜沙子︶
機関と郵貯・簡保が国 数年企業は人件費の削
作品︵第一生命経済研 えています︒
債の半分以上を保有し 減に取り組んでいます
例えば︑買い物や洗
究所メールマガジンよ
ています︒ただ一方で︑が︑その方法は最も手
濯を週末にまとめてす 一世帯当たりの借金が
り転載︶
家計金融資産千四百兆 っ取り早い新規学卒者
ることが多くなったた 約二千二百万円も！？
円の大半は預貯金や保 の採用抑制にまずしわ
リストラが生んだ意外 め︑三百リットル以上
険ですから︑間接的に 寄せされがちです︒
財務省が本年六月に
な消費効果？
の大型冷蔵庫が売れる
そして若年失業者が
は国・地方の赤字を支
ようになっています︒ 公表した資料によると︑
えているのは預金者で 増えるなか︑いわゆる
働く主婦が増えてい 九三年には五八・四％ 二〇〇二年三月末現在
ある国民ということに ﹁フリーター﹂も増加
ます︒特に九〇年以降 の世帯普及率でしたが︑の国及び地方の長期財
なります︒このように しています︒﹁国民生活
は専業主婦が減少する 二〇〇三年には七五・ 務残高は約六百七十兆
︵内閣府︑二〇〇
考えていくと︑国や地 白書﹂
一方︑パートタイマー 四％になっています︒ 円にのぼります︒これ
方の予算についても無 三︶によると︑十五〜
人口が二〇〇二年には また食の分野に関して は 日 本 の 名 目 Ｇ Ｄ Ｐ
関心ではいられないの 三十四歳の学生︑主婦
八百三十五万人と十年 も︑全体の食料費九五 ︵国内総生産︶の一三
ではないでしょうか︒ を除く若年人口の五人
間で約一・六倍になり︑年より七・五％減るな 〇％程度に相当し︑二
︵品川 典子︶
に一人がフリーターと
九七年には共働き世帯 か︑惣菜等の﹁中食﹂ 〇〇〇年まで先進七カ
いうことです︒しかも
が専業主婦世帯を上回 関連費は二〇％も増え 国︵日米英独仏伊加︶
若年失業率は中高年の 正社員になりたかった
りました︒こうした背 ています︒
で最悪だったイタリア
三倍？
けれど︑やむを得ずフ
目下消費不況と言わ をも上回っています︒
景には︑企業のリスト
リーターになったとい
ラ等により夫の経済的 れますが︑一方では女 六百七十兆円と言われ
九〇年に二・一％だ う理由が増えているよ
基盤が脆弱になった結 性の社会進出が様々な ても︑あまりピンとこ
った失業率は二〇〇一 うです︒若者は将来の
果︑これを補う必要が 消費効果を生んでいま ない方が多いかも知れ
年は五％に達し︑以来 日本を担っていく重要
生じてきたことも一因 す︒これからますます ません︒しかしこれを
五％台半ばでの高水準 な存在でもあるので︑
と見られます︒いずれ 働く女性が増えていく 国民一人当たりに換算
で推移しています︒こ こうした状況が一刻も
にせよ共働き世帯が増 なか︑意外なところに すると約五百五十万円︑
れを年齢別︵二〇〇三 早く解決されることが
えるにしたがって︑家 ビジネスチャンスがあ 夫婦と子供二人の標準
年上期平均︶にみてみ 望まれます︒︵茂木 真
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山澤ゼミ

弓︶
ザインを決める会議に
参加させてもらったり︑
来年のカレンダーに使
インターンシップ
う写真をどのように決
めているのかやテレビ
レポート
編集の見学などをさせ
てもらいました︒新聞
イ ン タ ー ン シ ッ 広告のデザインを決め
プ 中 ︑ 山 澤 ゼ ミ で る会議には素人の意見
は︑電子掲示板で経 を聞きたいと言うこと
過報告をした︒それ で参加させてもらいま
を ま と め た も の で した︒電通や鹿島の人
たちの前で意見を言う
ある︒
のはとても緊張しまし
たが︑自分の意見が少
しでも役に立てばいい
鹿島建設
なと思いました︒テレ
ビ編集の見学では初め
一日目
て見ることばかりだっ
インターンシップ一
たのでとても楽しかっ
日目︑終了しました︒
たです︒どの仕事も普
今日は鹿島建設の会社
段見られないことや初
説明や社内見学などで
めての事ばかりなので
した︒あまりやること
とてもいい経験になり
がなく︑ほとんど机の
ました︒
前に座っていました︒
三日目
会社の人達はいい人ば
今日は︑午前中はＫ
かりだったので良かっ
Ｉビルの見学に行き︑
たです︒今日は初日と
鹿島出版で働いている
いうこともあり︑とて
方達のお話しを聞きま
も緊張して疲れました︒
した︒本はどのように
あと九日間少しでも多
して本屋さんに並ぶの
くのことを吸収出来る
かや本屋さんのどの場
ように頑張りたいと思
所に本を置けば一番売
います︒
れるかなどの話しを聞
二日目
かせてもらいました︒
今日は新聞広告のデ
他にもたくさんのお話

しを聞かせてもらいま なぜ航空機衝突後すぐ
したが︑お話しを聞い には崩壊しなかったの
ていて本当にこの仕事 か？﹂というお話しで
が大好きで目標をもっ した︒建設業について
て働いているんだなと ほとんど知識のない私
言うことがすごく伝わ たちにとっては専門用
ってきて何だか感動し 語や難しい数字などが
てしまいました︒お話 多く少し内容が難しか
しを聞かせてくれた方 った気がします︒今日
達は小さい頃から建設 は︑あまりすることが
業に関わりたいと思っ なく少し退屈でした︒
ていたと言っていて︑ でも︑インターン期間
夢を実現していてすご もあと四日しかないの
いなと思いました︒午 で出来るだけいろいろ
後は︑月報の制作会議 なことを経験したいと
に参加させてもらいま 思います︒︵塩谷綾︶
した︒会社の会議に参
加させてもらうのは初
めてだったのでとても
第一生命 経 済研究所
緊張しました︒他には︑
今新しく制作している
★
会社パンフレットに誤
インターンシップ初
字や間違いがないかの
確認作業などをしまし 日！！！とても緊張し
た︒今日でインターン て疲れました︒私の今
シップも三日目なので 日したことは茂木さん
だんだん会社にも慣れ と同様︑書類の廃棄な
てきて︑いろいろな作 どの分類とエクセルで
業をするのがだんだん す︒エクセルは永濱さ
楽しいと感じるように んの指導のもと表を作
って居るのですがとて
なってきました︒
★
も難しくてビックリし
報告さぼってしまい ました︒足手まといに
ごめんなさい︒今日は︑ならないよう頑張って
防災講演会に参加させ 行きたいと思っていま
てもらいました︒﹁ニュ す！あと九日間︒一生
ーヨークＷＴＣビルは 懸命取り組んで行きた
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事をしているのがわか
いと思います︒
Ｐ．Ｓ実習日誌コピー りました︒あと毎日一
して作りました︒お騒 時間程度いろいろな部
がせしました︒︵＾＾︶署の方のお話を聞いて
遅くなりました！
いました︒経済研の
報告遅くなってすみま 方々に迷惑かけてしま
やっと半 ったことも多かったと
せん
分終わりました︒やは 思います︒ですがやさ
り働くということは大 しく教えてくださり大
変だな〜って思いまし 変だったけど経済のこ
た︒私は今メルマガの とを勉強したり目上の
原稿をかくために資料 方とお話をしたりと自
あつめをしています！ 分にとってものすごく
題材は財政赤字です︒ ためになったと思いま
日本の赤字国債がどれ す︒︵品川典子︶
くらいあるか︑また財
＊＊
＊＊
政赤字について自分も
よくわからなかったの
★
で１からわからない言
葉などを調べています︒ 初日だけあってすご
大学に入ってから一番 い緊張したし今日はす
頭をつかって経済につ ごい疲れました︒でも
いて勉強しているきが みんないい人たちばか
します！あと一週間眠 りでよかったです︒お
昼に歓迎会を開いても
気に負けず毎日がん
ばります︒
らいました！今日は書
★
類の廃棄とエクセルを
終わりました！この しました︒なんかみん
二週間初めてのことば なパソコンをカチャカ
か り で 疲 れ ま し た チャやっていて︑あた
今 ま で 私 は 財 政 しのいる場所じゃない
赤字について資料を集 気がしました︒あと９
めて文章にまとめるこ 日間頑張れるか不安で
とを主な仕事としてや す︒苦手なパソコン中
ってきました︒毎日レ 心なのでみなさんにた
ポートを作成している くさん迷惑をかけそう
会社の方々が大変な仕 な気がします︒でも永
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濱さんはすごい丁寧に からなかった失業率の いました︒研究所の方
教えてくれるので色々 ことをかなり調べて失 はみなさん忙しいのに
教えてもらいながらな 業率のこと︑かなり詳 とても親切にしてくれ
んとか頑張りたいと思 しくなりました︒久し てありがたかったです︒
ぶりに勉強した〜って それに︑今まで巡り会
います︒
★
感じです！
えないようなキャラの
今日でやっと半分お
違う部署の方のお話 方が沢山いておもしろ
わった〜って感じです︒を聞くときは色々質問 かったです︒この２週
とても静かな職場であ したのでちょっと知的 間はなんだかんだで充
まりしゃべれないので になったような気がし 実してた気がします︒
ずっとおとなしくパソ ます︒
かなり自分のためにな
いっつもお昼は研究 りました︒︵茂木真弓︶
コンにむかってるとけ
っこー疲れます！今は 所の方に連れて行って
＊＊
＊＊
メルマガにのせる原稿 もらいとても楽しかっ
をかくよーにいわれて たです︒今日はお昼と
てかなり大変です︒昨 は別に他の部の方にお 遅くなりました︒
昨日はインターンシ
日私は失業率について 茶も連れて行ってもら
かくというテーマが決
まったので︑今日はイ
ンターネットで失業率 ゼミ合宿
について資料集めをし 日時 二〇〇三年九月十日〜十一日
ました︒ここにきてか 場所 ルネッサ赤沢︵最寄り駅：伊豆高原︶
なり経済を勉強してる インターンシップの報告と課題図書の輪読
って感じがします︒今 課題図書 野口旭﹁ニュースの経済﹂日本経済新聞社
までで一番楽しかった
のは地下経済について
の話をきいたことで
す！経済でおもしろい
と思うことってあまり
ないけど地下経済の話
はおもしろかったです
インターン終了
インターンシップ終
わりました！私は失業
率についてレポートを
書きました︒今までわ
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いて︑いい経験になり 配置など覚える事がま です︒今日はオーキッ たです︒でもいつもど とあっと言う間でした
ました︒来週からは夏 だまだあります︒今日 ドルームでイベントが うりのセットをしなけ し︑まだ勉強する事が
休みでいないそうなの は後片付けをしていた あり︑忙しそうでした︒ればならないので︑暇 山の様にあると思いま
で︑とても残念です︒ らお客様に﹃ご馳走様 私の仕事は食器を下げ と言うわけでもなかっ した︒それに他のホテ
門倉サンが書いた地下 でした︒﹄と言われ︑と る事や水くみなどだそ たです︒土日︑祝日は ルへの興味も持つ事が
経済の本ぜひ読んでみ ても嬉しかったです︒ うで︑直接お客様との バイキング形式になっ できました︒こんな私
たいと思いました︒︵横 夜はお誕生日の方が多 接触はなさそうです︒ ています︒もちろんオ を研修生として迎え入
く︑今日は二回︵計四 明日と明後日の二日間︑ーダーするお客様もい れて下さったホテルオ
田亜沙子︶
ークラの方に感謝です︒
人︶のバースデイをし 私は十二時〜二一時ま ます︒
今帰ってきたのです 帰りに貴乃花を間近で
ました︒︵歌を歌いまし での勤務となり︑朝︑
ホテルオークラ
夜の場面を見ることが が︑帰り道︑きれいな 見ました︒︵天木聡江︶
た︶
とにかく足が痛くて できそうです︒また明 虹を見ることが出来ま
インターン報告
＊＊
＊＊
⁝︒先輩には慣れるよ 日は︑披露宴があるそ した︒思わず携帯のカ
今帰りました︒今日 ☆と言われたのですが︑うなので少し楽しみで メラで撮ってしまいま
今日の結果報告！！
は披露宴があり︑とっ 慣れる頃には終わって す︒
した︒
職場の方は皆さん優
研修では︑他の研修
ふぅ︒とりあえず疲
ても忙しかったです︒ しまうので残念です︒
これが﹃足が棒になる﹄体がついていかないの しい方ばかりに感じま 生とも仲良くなって︑ れました︒今日は十四
した︒裏方では女の方 いろんな話ができてま 時に仕事場に配属され
って事かぁ〜と思いま が悔しいです︒
もけっこうたくましい す︒日本ホテルスクー て各配属場所で研修と
した︒他に研修生が２ インターン報告
今日も裏方の仕事を 感じでした︒慣れない ルの方つながりです︒ いうかたちでした︒最
人いて︑仲良くなりま
した︒右も左も分から しました︒平日はわり ヒールの靴と緊張で終 その人達は二ヶ月だそ 初は小さい部屋でグラ
スの置き方やトレーの
ップ初日という事で会 経験ばかりで大変でし ないのでとっても恐縮 と時間があるので︑い わったらどっと疲れて うです︒
今日
持ち方などを教わり︑
社にいるだけで緊張し た︒私のメルマガのテ な感じなのですが︑本 ろんな事を教えてもら しまいました︒
今日はお店に来てい 実際の仕事は一時間三
てしまいました︒仕事 ーマは消費です︒せっ 当にみなさんい方ばか っています︒明日は社 予定
十︑十一日は朝七時 ただき︑ありがとうご 十分ほどでした︒仕事
は他社の経済見通しを かく与えてもらった仕 りです！！︵思ってい 内電話応対コンクール
調べ表を作ったり︑会 事なので︑頑張って仕 る事は分かりませんが があると聞き︑マネー 半から十六時の勤務で ざいました︒仕事に追 内容も何も知識がない
社に電話をかけたりと 上げたいと思いますが︑⁝︶今日もぐっすり寝 ジャーに相談した所︑ す︒遅くならなければ われながらだったので︑のでスプーンを拭いた
見学に行ってもいいと 勤務が終わってからで あまりお話できなかっ りあとは簡単な仕事を
大変でした︒けど︑周 思ったより資料集めに れそうです︒
の事なので︑楽しみで も会えます︒志摩さん たですが⁝︒どうでし 教わりました︒あとは
りのみなさんが歓迎会 苦労しました︒また明 インターン報告
今帰って来ました︒ す︒九日はお店に来て には靴の事やイベント た か ？ あ と 少 し と の マネージャーの方が恐
を開いてくれたりとて 日から始まりますが︑
も親切で助かりました︒滅多にない経験なので 今日は得に大きなイベ くれれば会えるかもし の事などお世話になり 事で感想文を出す様に かったです︒休みの日
★
いろいろ学びたいと思 ントがなく︑石田さん れません︒休憩はやる ました︒今日は休みだ 言われました︒あと少 は明日と確か五日と十
日です！
報告遅くなりました︒っています︒又︑地下 の様な︑下げものとお 事があるのでゆっくり ったのでずっと寝てま し頑張ります︒
インターン終了
インターン報告
した︒
やっとインターンシッ 経済の話をしてくれた 水の補充︑食器磨きな してれません⁝︒
★
終わってしまいまし
今日から八時から十
プ半分過ぎましたが︑ 門倉サンはとてもおも どがメインでした︒細 インターン報告
お疲れ様です︒私の
今日は台風の為︑あ た︒最初は長いと思っ 六時半までの実習が本
この一週間は初めての しろく話を聞かせて頂 かい作業やセッティン
グに仕方︑食器の名前︑休みは四・八・十三日 まりお客様が来なかっ ていたものの︑今思う 格的に始まりました︒
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2003年度ゼミ論文のテーマ

STARBUCKS COFFEE & EXCELSOR CAFFE

天木聡江

犯罪と経済

石田恵

配偶者特別控除

塩谷綾

少子高齢化時代における年金制度

品川典子

少子高齢化

中村好美

飲食ビジネス

中村幸子

モジュール化――進化が問われる自動車産業

中村聡美

女性の社会進出と経済

茂木真弓

若年失業の問題と今後の課題

森田梨恵

比較研究

横田亜沙子

中食マーケット

絶え間なく忙しくて半 初めてお客さまに紅茶
袖でも暑かったです︒ をおつぎしたのですが
黒服の人がテーブルか 外人のかたで慣れない
ら下げてきた食器を洗 英語で頑張りました！
い場に下げるのが今日 幸子さん︑ジョウロ見
の主な仕事でした︒洗 当たらないよ д
★
い場に運んでは回収し
今朝はお越しくださ
た食器を取りに行って
また運ぶの繰り返しで ってありがとうござい
碧ちゃ
ずっと動きっぱなし︑ ました
立ちっぱなしで足が疲 んめちゃくちゃ可愛い
奥さんも
れましたけどそこまで で す ね
つらくわなかったです︒やさしそう！私も子供
お皿をさっそく一枚割 が欲しくなりました！
ってしまったのが今日 今日は新しい実習生が
屋外プールからテラス
の反省点です︒
お休みなんですが七日 レストランに移動して
と十日でした︒
きました︒一様私が一
インターン報告
番下っぱじゃなくなっ
今日はお休みです︒ てしまったので食器を
昨日は水をお客さまに 荒い場に下げるだけで
お出ししたときにトレ はなくて新しい仕事が
ーを傾けてしまいこぼ 増えました︒ちょっと
あと四
してしまいました︒ほ 嫌 で す φ
とんど私にかかりまし 日間連ちゃんでつらい
たがお客さまにも少し ですが頑張ります！
かかってしまいました︒インターン終了
一昨日は格闘家の角
ついに終わってしま
田さんが来店されまし いました︒二週間はあ
た︒その前の日はつん っという間でした︒二
くさんもいらっしゃっ 週間のあいだにマネー
ていたみたいでさすが ジャーに何回も怒られ
オークラという感じで ましたが勉強になりま
した︒
した︒私は職場に全然
★
馴染めず︑というか誰
今日は台風でお客さ とも気が合わずかなり
んが少なかったです︒ 無口な子でした︒レス
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における生産競争力の 参ですか？チラつかせ
トランだけでなくフロ のｉエリアについて調 本発見！！
ゼミの課題図書が昨 グラフをひたすら書き なくてもいいですか？
ントやベルマンなど他 べています︒エクセル
の部署も体験してみた で計数管理や秘書業務 日見つかりました︒加 ました︒グラフから読 ドラマの名前はヒーロ
いと思いました︒︵石田 の仕事も教わりました︒須一デカイ本屋さんに み取れることを文章に ー
今日はスーツで東証
最終日の金曜日は一人 はありませんでしたが︑し︑なかなかの力作だ
恵︶
十分プレゼンテーショ 加須の普通サイズの本 と思ったのもつかの間︑取引市場へ行きました︒
ＫＤＤＩ
ンを行うのでパワーポ 屋さんで売っていまし 山澤先生に﹁使いモノ セミナー参加者の中で
イントも優しい部署の た ︒ よ か っ た よ か っ にならない﹂と言われ 唯一山澤先生だけラフ
★
人に教わりながら作成 た︒︒︒
ヘコみました︒そして な恰好だったので先生
今︑帰ってきました︒しています︒部署の方
あとインターンもな 自分の知識の未熟さに は浮いていました︒リ
今日からｋＤＤＩのイ がみんな優しいのでな かなか充実していると 気が付き︑迅速かつ正 エちゃんとサトちゃん
ンターンシップが始ま んとか頑張れそうです︒思います︒
︵多分︶専攻 確に仕事をこなせる人 はスーツが似合ってい
★
りました︒とてもきれ
については﹁経済学で になりたいと思いまし て︑私のストッキング
無事２週間のインタ す﹂と︑これからは答 た︒あと渡された中国 が二回伝線しました︒
いなビルで３３階まで
あ っ て 眺 め 最 高 で し ーンシップが終わりま えるようにします︒
の本の中には読めない ︵予備も伝線した︶山
した︒とても不安でし でも︑実際経済学のこ 漢字が沢山あって︑知 澤先生の権力が強いの
た！
ａｕの携帯を今日から たが︑周りにいた人た となんて全然まともに 識の乏しい脳ミソだと で︑東証では良い待遇
わたされました︒私の ちのおかげで最終日の 勉強していないので嘘 実感し︑また落ち込み が受けられて嬉しかっ
部署は男の人ばかりで プレゼンテーションま を付くのに罪悪感を感 ました⁝明日発表する たです︒
明日から誰とお昼をた で終えることができま じます︒本当にこれで レジュメもやっと完成 スプラッシュマウンテ
べればいいのか・・・ した︒マイクを使い会 いいんでしょうか？
しましたが︑文を打ち ン４回乗った
今日は朝から体調が
︵泣︶絶対跡見の子と 社の方々の前で発表を 昨日のインターン
ながらまだ意味の解ら
昨日はサトちゃんと ない言葉が多数あるの すぐれませんでしたが︑
会える可能性ないし︒ することはとてもとて
日本橋マル何とかと高 で明日の発表も心配で 救護室でもらったバフ
でも︑みんな優しい人 も緊張しました︒
社会人になっても学 島屋に初めてのおつか す⁝ハァ〜︑
ァリンが効き︑楽しく
で午後からはパソコン
過ごせました︒サトち
を教えてもらいました︒ぶことはずっと終わら いに行きました︒逮捕 お疲れ様でした
今日はリエちゃんと ゃんとリエちゃんはパ
明日は飲み会してくれ ないんだなぁと思いま 現場見ました！サトち
した︒
ゃんが高島屋でヴィト 大手町でさ迷いました︒ワフルでした︒葵ちゃ
るそうです︒
あと９日間も気がおも
貴重な２週間を過ご ンの店が見たいと行っ すごく疲れました︑
んはめちゃくちゃかわ
いです
させていただきました︒たのでうろつきました︒タイ料理はおいしかっ いかったです！早く子
★
︵中村好美︶
デパ地下のボンレスハ たけど量がなかなか多 供生みたいな☆って思
遅れました︒すみま
ムはすごかった︒帰り く︑ちょっと残してし いました︒奥さんは肌
せん︒聡美に言われて
は歩いて首都高渡りま まいました⁝︒腹ペコ が透き通るように白く︑
日本経済研究セン
久しぶりに掲示板見ま
した︒雷が帰り鳴って の時に再度チャレンジ 山澤先生好みの女性だ
した︒毎日通うのでイ
いたので恐かったです したいです！
と思いました︒お幸せ
ター
今日のインターン
あと︑明日はチラつ に！
ッパイイッパイなもで︒
今はＫＤＤＩでドコモ
今日は日中韓の世界 かせる為に日経新聞持 つーかマジ中国のレジ
)
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>
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ュメ無理⁝︒
に触る点がございまし
アニョハセヨ〜
たら遠慮せず︑即座に
今日は韓國貿易協会 注意して下さいまし︒
へ行きました︒いい人 訂正
原さんはとてもいい
ばかりで楽しかったで
す︒あと︑話の内容を 方ですね︒原さんは山
メモって⁝子って付く 澤先生より年上だと思
名前が昔の人に多いな いますがどんな繋がり
どですか？何であたし があるのですか？タイ
経済の研究を一緒にさ
だけ宿題があるの？
パソコンでやった方が
いいですかね？
カムサハムニダ
今日のインターン
今日は大手町にある
国際協力銀行の原さん
の話を聞きました︒原
さんがしてくださった
タイの話はどれも興味
深くとても楽しかった
です︒
反省
今日は山澤先生から
言葉遣いに対する注意
を沢山受けました︒注
意を受けて自分でとて
も反省しました︒
今はまだ学生の身分
ですが︑社会人になっ
てから今の様な口調で
会話をしたら︑安っぽ れているのですか？
い馬鹿女だと思われて
西
岡さんの話
しまいます︒従って︑
今日は出勤時間より
今から口調には気をつ 少し早めに行って︑日
けて残りの人生を歩ん 経センターの図書館司
でいきたいと思います︒書の西岡さんの話を聞
明日も話し方で何か気

2004 年 7 月
跡見経済新聞
5

かせていただきました︒感謝しています︒山澤 ら自分が社会に出てい を使って作業しました︒☆そして自分でも難し
とても親切な方で︑私 先生︑本日はどうも有 くうえで必要なこと・ アタシは昨日の昼︑日 い本を読めるんだって
の質問に丁寧に答えて 難うございました︒
知らなければいけない 経センターのエラそぅ いぅ自信もつきました
くれました︒ネガティ インターン終了︑思っ ことを習得することの な方に アナタは接客 ★
ブに考えていた司書へ ていたより早かった︒ 大切さを実感しました︒向きだ と言われまし ︵中村聡美︶
今日はデンツーの宮 ２年の夏にインターン た︒今日︑パソコンを
の道も︑西岡さんの話
＊＊
＊＊
を聞いてもっと前向き 下さんの話を聞きまし が出来たことは他大で ずっとやっていて︑ア
に考えていこうと思い た︒デンツーらしい性 は滅多に出来ないこと タシは無言の空間の中︑
直しました︒西岡さん 格の方で︑話が全く飽 なので︑跡見のこうし 狂ってしまぃそうでし インターン開始
昨日からインターン
にもう一度御礼が言い きませんでした︒宮下 た課程は学生にとって た︒やっぱり接客かな
さんは氷川キヨシの洗 とても良い刺激になる ぁ？アタシはって感じ は開始していて︑大学
で仕事の説明などを受
剤ＣＭを作ったそうで と 思 い ま す ︒︵ 中 村 幸 ました★
★
けました︒今日は日経
す︒
子︶
その後両国で江戸の
アタシ︑今日で信州 センターの方に行き︑
＊＊
＊＊
文化に触れながら写真
大学がキライになりま 午前中からパソコンと
を撮っていると︑先生
した︒頭は超イィかも にらめっこ︒あまり他
★
のデジカメの充電が切
しれないけど︑常識を の人とは話さない感じ
昨日︑おつかい途中︑知らなすぎです！
れました︒
でしたがそういう企業
ちなみに山澤先生は サチちゃんと逮捕現場
★
もあるんだなーって思
今日は東海大学の先 ったくらいです︒とり
留年しています︒︵デー を見ました！そして頼
トのし過ぎが原因らし まれた本と違う本を買 生と生徒からお話も聞 あえず今は課題の本を
い︶
ってきてしまぃました けて良かったです☆や 読んで要約をやらなけ
★
⁚︒今日はリェちゃん っぱり他の大学と情報 れば！って感じで２日
私は︑大学は社会に と貨幣について勉強し 交換をするのも必要だ 目終了です︒
★
出るまでの休み時間と ました︒日銀の周辺の と思いました！女子大
無事にインターン終
いう言葉を入学前に聞 鳩がウザカッタです︒ はやっぱり恐いですね
きました︒でも自分は 明日︑ネボーしたらマ ⁝︒原さんはアタシの わりました︒はじまる
違うと思っていました ズイので︑７時半にア 意味不明な質問にイヤ 前の自分とは結構違う
が︑大学生活を振り返 タシにモーニングメー な顔をせずに答えてく 気がします︒最終的に
ると︑遊ぶことに夢中 ルくれたら嬉しいです れて嬉しかったです︒ は今後の目標みたいな
明日は先生にダメだし 頑張る気が起きました︒
たいので︑後で日経セ で何かに頑張ることも ★
★
されたので︑清楚で上 今後は目標をしっかり
ンターの住所を教えて なく過ごしていました︒
今日は電話に出まし 品な格好で行きます！ 持っていろいろ頑張り
しかし︑２年の夏にイ
下さい︒
★
ます︒
それと︑このような ンターンを終え︑大学 た！慣れないコトなの
この２週間はいろい ２週間お疲れ様です︒
貴重な機会を与えてく 生活の転機が訪れた様 で対応がうまく出来ま
れた山澤先生にとても な気がします︒インタ せんでした⁝︒あと︑ ろな人の話が聞けて自 ︵森田梨恵︶
ーンを通じて︑これか 英語の和訳やエクセル 分のためになりました

