跡見経済新聞
第４号

ッションの世界では︑
ブランドの服が飛ぶよ
インターンシップでの うに売れています︒こ
作品︵第一生命経済研 の背景には︑一人の子
究所メールマガジンよ 供には︑両親や祖父母
など十人ものスポンサ
り転載︶
ーがついていることが
■子供市場における十 あ り ま す 十
( のポケ ッ
のポケット
ト ︒こ
) れらの強力なス
二〇〇四年における ポンサーがいるからこ
日本の合計特殊出生率 そ︑子供達は好きな服
一
( 人 の 女 性 が 生 涯 に を何着でも買ってもら
産む子供の数 は
)︑過去 えるのです︒
最低の一・二九となり また︑子供の母親の
ました︒出生率が 二・ 多くが現在三十代〜四
〇七以上でなければ人 十代前半であることも
口規模は維持できない 理由の一つです︒なぜ
といわれていることか なら︑彼女たちが青春
ら︑子供の数が減り続 をおくっていた時が丁
けていると分かります︒
度バブル期であったた
こうした少子化は様々 め︑子供の服に大盤振
な場面で経済に悪影響 る舞いしてしまうのも
を及ぼすといわれてい ジュニアファッション
ますが︑少子化を逆手 市場が熱くなる原因の
にとって市場規模 一兆 一つといえます︒
円という元気な市場も
少子化は一般的に経
存在します︒それはジ 済に悪影響を及ぼすと
ュニアファッション市 いわれていますが︑ジ
場です︒ジュニアファ ュニアファッション市
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ってきました︒例えば︑ 九月十二日︑ついに クションの数も香港の 格的に客室係について
旅行会社では︑ 五十代 香港にディズニーラン 約四倍である点で優位 学びます︒気を引き締
以上向けの旅行プラン ドが開業しました︒世 性があります︒加えて︑めて足手まといになら
を多数揃えています︒ 界で五つ目のディズニ 中国では最近海外旅行 ないようがんばります︒
各種アンケート調査に ーランドは︑世界で一 の規制が緩和されたこ 一日目の報告は以上で
よると︑団塊世代の夫 番安い入場料で今話題 とも︑この動きを後押 す︒
婦はその上の世代より を呼んでいます︒それ しすると見られます︒
★
も 仲 が 良 く︑﹁ 友 達 夫 を可能にしているのが︑今後︑日本への旅行者 ついに一週間が終了
場を見る限り必ずしも
婦﹂と言われることも 香 港 政 府 の 支 援 約
( 三 数が増加することで︑ しました︒とても長く
そうとはいえないよう
多いようです︒さらに 百億円 です︒
入場料を 日本の経済成長にも貢 感じる一週間でした︒
)
です︒
団塊女性は︑家庭内で 安くすることで中国本 献するでしょう︒
正直自分の限界が近い
︵金井亜翠︶
︵関口祥代︶ と感じることが多々あ
消費の主導権を持って 土などから︑年間五百
■団塊世代︑消費の鍵
いると言われています︒
六十万人の入場者を見
を握るのは⁝？
イン
ンタ
ター
ーン
ンシ
シッ
ップ
プ りましたが何とかがん
イ
したがって︑妻と一 込んでいます︒この効
ばっています︒私は宿
二〇〇七年〜〇九年
緒に店に行き︑洋服の 果で︑周辺のホテルの
泊部門の方でお世話に
にかけて︑約六百八十
レ
ポ
ー
ト
レ
ポ
ー
ト
なっています︒ホテル
コーディネートを決め 宿泊客が増え︑飲食や
万人いる団塊世代の大
は内職の仕事やベット
てもらう団塊男性が今 シ ョ ッ ピ ン グ を す る
量退職時期を迎えます︒
ホテルオークラ
メイク︑オープンベッ
後多くなるかもしれま 人々も多くなるなど香
これまでも日本経済に
せん︒また ︑退職後に 港経済に良い影響を与 鈴木佐知子
トなど︑そしてオーダ
大きな影響を与え続け
夫婦で旅行に出かける えると期待されていま
今日はどきどきのイ ーなどの仕事もさせて
てきた団塊世代︒彼ら
際︑妻が行き先を決め す︒香港政府は将来的 ンターンシップ初日で もらっています︒スイ
は退職金を受け取り︑
てリッチな旅行を楽し に二兆七百億円の経済 した︒ホテルに行くの ートルームなどでも仕
時間的ゆとりも得るこ
む団塊世代の夫婦も増 効果があると見込んで は二回目にもかかわら 事をするためどきどき
とによって︑自分のた
えるのではないでしょ います︒
ず迷子になって焦りま でした︒先週は六日出
めの趣味や教養娯楽な
うか︒これからの消費
この香港ディズニー した︒時間に余裕を作 たので今週は少しゆっ
どへ消費する機会を増
の鍵を握るのは団塊女 ランドでディズニーフ っておいて正解でした︒
たりしたシフトなどで
やすことになるでしょ
性といっても過言では ァンが増えれば︑同じ ホテルでは跡見女学生 ありがたいです︒最終
う︒第一生命経済研究
ないでしょう︒
アジアにある東京ディ 三人を含め八人が客室 日まで粗相がないよう
所の試算では︑二〇〇
今後︑街中やリゾー ズニーリゾートへも観 係に配属となりました︒
していきたいです︒
七年から二〇〇九 年に
ト地で︑手をつないで 光客が増加する可能性 今回も先日お世話にな
★
かけて︑毎年十五兆円
歩くシニアカップルを があります︒東京ディ った小林さんに経営理 インターンが無事終
以上︑総額五十兆円近
たくさん見かけるかも ズニーリゾートはディ 念や従業員心得え︑接 わりました︒二週間長
い退職金が支払われる
ズニーランドとディズ 客の基本など短い時間 いようで今思えば短か
しれませんね？
と予想しています︒
︵高橋里美︶ ニーシーの二つのテー でしたがおそわりまし った気がします︒わか
このような団塊マネ
■香港ディズニーラン マパークが同じ場所に た︒館内も見て回りま らないことだらけで︑
ーを狙い︑多くの企業
ド︑開業で相乗効果期 あるなど利便性が高い したが迷路のようで大 ホテルというたくさん
が商機を窺うようにな
ことに加えて︑アトラ 変でした︒明日から本 の人の要望に答えなけ
待！？
発行所

跡見学園女子大学

山澤ゼミ

マネジメント学部

ればいけない戦場のよ
うな場所に飛び込んで
きた私はとても足手ま
といだったことと思い
ます︒それでもお世話
してくださった皆さん
にとても感謝していま
す︒ホテルはイメージ
としてにこやかに接客
というのがあると思い
ますが︑その実情は内
職や家具移動などさま
ざまな仕事がありまし
た︒そして何より効率
的に仕事を行う能力が
必要なのだと感じまし
た︒そして︑自分の武
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器になりうるものを持
ってない私はまだ企業
にとって何のメリット
もないことを改めて思
い知らされました︒こ
のことをきっかけに変
える努力をしなければ
ならないのだと思いま
した︒
松本美加
内容はほとんどリー
ダー︵鈴木さん︶が言
った通りです︒言うこ
とがないです！ただ朝
の通勤ラッシュが厳し
いです︒そして神谷町

なのに茅場町と間違え ぎて感動しました︒ うでした︒聞きたい人 んだように眠り続ける 環境にも恵まれて充実
★
ました︒本当バカ です
は合宿の時でも松本か というのを体験しまし したインターンになり
ね︒明日からはスーツ
遅くなりました︒や 鈴木まで⁝笑︒
た f^̲^;
ました︒
ではなくワンピースみ っとインターンが終わ
インターンでは一週間︑ 山澤先生にもいろい
たいな制服を着て客室 ったのでひたすらダラ
主に一つの本に一枚︑ ろお世話になりました︒
日本経済研究センタ
課での実習になります︒ダラ寝てます︒ 寝られ
マザーカードというの ありがとうございまし
プロ意識の中に入るの る幸せを実感していま
があり︑それの整理で た︒
ーライブラリー
で気を引きしめて頑張 す︒
したが︑コツをつかめ
りたいと思います︒ 仕事の内容は日に日に 米原寿々香
てきてスピードがあが 加藤麻里亜
違いました︒各階のフ
★
初めての日経センタ ってきました で
!!もミ 今日は︑日経センタ
遅くなりました︒す ロア担当の方の補佐だ ーでのインターンでし スが多いため加藤さん ーのライブラリでのイ
いません︒
ったり︑内職的な仕事 たが︑前日は緊張しち に怒られます 笑
/︒今週 ンターン初日でした︒
半分が過ぎましたが毎 をしたり︑家具移動な ゃって寝れなかったで は内閣府にもおつかい 初日ということで︑簡
日くたくたに疲れて︑ どでした︒ 十五日間の す f^̲^;
でも実際に行 に行くことが楽しみで 単に説明を受け︑資料
寝ることとホテルのお 中で私たちができるこ くと︑ライブラリーの す♪あと５日しかない 整理・デスクワークな
昼がとても幸せな時間 とと言ったらこのよう 人たちは明るぃ人たち けど︑気合いいれてき ど比較的簡単な仕事を
です︒
な事でした︒足手まと で︑優しく接してくれ ます
しました︒
!!
三日目を過ぎてからそ いにならないようにす て 安 心 し ま し た
★
デスクワークをしてい
♪しかし︑
今日 遅くなってすいません た時︑すごく偉そうな
れぞれバラバラに配置 るのでいっぱいでした︒
(*^̲^*)
されます︒三日目から やはり華やかな外見や からは本格的な仕事が
人がわざわざ挨拶に来
(>̲<)
私は真面目なマネージ 考えを抱いていただけ 始まるとのことなので︑ 八月一日〜十二 日ま てくださったのですが︑
ャーとマンツーでお部 に仕事の厳しさや迷路 どんな仕事なのかドキ での約二週間でしたが︑
名前をどーしても思い
屋の最終チェックやミ のような道などのギャ ドキです ︳
(> 二
<)週間 自分にとってとても良 出せません⁝これが今
ニバー 冷蔵庫など の ップに驚きました︒と 頑張っていきたぃと思 い経験になりました︒ 日の最大の反省点だと
(
)
補充をなど客室課らし ても良い体験をさせて います！
単純作業のようなこと 思います︒
昨日の南砂町での花火 ばかりだったけれども︑ 明日からは本格的な
い仕事を厳しく教えて いただきました︒
仕事に入るそうなので︑
いただきました︒
個人的な事ですが︑﹃コ に感動しました ︳
(> <)その仕事一つにしても︑
先輩方は実際恐い方と ムサ﹄のバイトが受か 間近でみることができ︑工夫次第で効率よく︑ 残り九日間︑精一杯頑
優しい方がいます⁝⁝ りました︒ここでまた アナウンスも楽しく︑ 早く出来るのだと思い 張りたいと思います☆
この調子で緊張感を忘 新しい人間関係や仕事 穴場だと思いました☆ ました︒また内閣府や 山澤先生︑花火すっ
れずあと四日間過ごし に対しての気持ちなど︑
山澤先生︑ありがとう 経済産業省に資料をと ごく楽しかったです☆
ていきたいと思います︒ホテルで学んだ事をプ ございました m(̲ ̲)mりに行かせてもらうな 連れてってくれてあり
あと︑あるスイートに ラスにしていきたいと
★
ど貴重な体験もさせて が と う ご ざ い ま し た
あまりの疲労のため もらいました︒加藤さ
ο
住んでいるお客様の部 思います︒
(*^
^*)
屋にクリスタルのドラ あと︑最終日はとても 寝続けてしまい︑遅れ んと驚きをかくせませ
★
な てすいません ︳ あ んでした︒職場の方も 中間報告するの遅れ
えもんがぽつんと置い 最高！？⁝
((
‑̲‑))
(>
<)
てすみません m(̲̲)m
てあるのをみて素敵す 事をしました︒︒泣きそ さみの言っていた︑死 とても優しい方たちで︑

私も︑山澤先生はもう ことが出来ました︒ 出席者リストや領収書︑て︑とても楽しく働く
出来ないと言っていた インターンでは︑本当 ネームプレートの作成 ことができ︑充実した
︹死んだように眠る︺ に色々な経験をさせて をしました (^^)v前に 生活を送ることができ
を体験しました ・(・ ;)
もらい︑そして皆さん お会いした方がたくさ ています︒気分はＯＬ
インターンが始 まっ が優しい方達ばかりで んいたのでよかったで です︵笑︶来週も頑張
てから︑早いものでも 良くしていただき︑と す♪緊張はしましたが りたいと思います︒
う半分過ぎました︒ ても感謝しています︒
★
(>̲<)
最初は︑慣れない仕事
二週間のインターン 道に迷った事以外にも
今日でインターンが
にもたもたしてしまっ 中に学んだことをこれ ハプニングはありまし 終わりました︒ 二週間
ていましたが︑今はも からは生かしていきた た︒︒
ポケットがない服 は本当にあっという間
うだいぶ仕事にも慣れ︑
いと思います︒
を着ていたためロッカ でした︒ご迷惑ばかり
データ処理の仕事も正
私と米原さんも最終 ーの鍵をどこにしまお おかけしてしまい申し
確に︑前よりは早くこ 日に︑今までの感謝を うか迷い︑とっさに私 訳なく思っています︒
なせるようになってき 込めてちょっとしたサ は⁝な︑なんと！！⁝ 研究生の方にも優しく
て︑米原さんのフォロ プライズを用意し︑と と︑まぁどこに置いた していただき︑みなさ
ーも出来る余裕が出て ても喜んでいただけま かは秘密ですが︑結局 んとてもおもしろくて
きました 笑
した☆
そのあと机を案内され 毎日楽しかったです︒
( )
たため︑机に置きまし いろんな方にお昼をお
今日は内閣府におじ
た (o^o^o)
以 上 で 初 日 ごってもらったり優し
ゃまするので︑失礼の
日本経済研究セ ンタ
報告は終わりです★意 くして頂い たりして感
無いように気を付けた
外に元気です (*^^*) 謝の気持ちでいっぱい
いと思います︒
ー経済分析部
です︒
★
★
報告が遅れてすみませ 一ノ瀬紫
早くも一週間がすぎ 私はＯＢ会の準備︑エ
ん︒︒︒
今日から日経センタ ました︒ＯＢ会の準備 クセル作表やデータ入
無事に︑日経センター ーでのインターンがは だけでなく︑エクセル 力をしました︒フィル
でのインターンを終え じまりました☆余裕を で作表し︑データをう ム等を買いにおつかい
ることが出来ました︒ もっていったために茅 ちこむ︑ということも にもいきました︒ＯＢ
この二週間︑事務作業 場町に一時間ちょい前 やりました︒データ入 会の準備は︑主に領収
力を間違えるとその後 書・出席者リスト・名
といった基本的な仕事 に着いてしまいました︒
からライブラリーじゃ しかし！道に迷いまし にも大きく影響するの 札の作成です︒名前を
なきゃ経験出来ない仕 た m(̲̲)m
加藤さんに で何度もチェックをし︑間違えるととんでもな
事をさせていただいた 電話してやっとわかり とても気の遠くなるよ いことになるので神経
り︑内閣府や厚生労働 ました︒よかったぁ☆ うな作業でした︒エク を集中させるのに必死
セルとコピー︵ソート でした︒今日はＯＢ会
省︑経済産業省などと 彡
いった省庁に行かせて 今日は出欠者の整理を など︶はもうバッチリ があり︑受け付けもや
いただき︑とても貴重 し︑そのあとエクセル です♪♪た・ぶ・ん・・・ りました︒ みなさんが
な体験をさせてもらう などを使ってＯＢ会の みなさん本当に優しく 私の作った名簿に目を
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通したり︑頑張って作
ＫＤＤＩ
ったネームプレートを
つけたりしているのを 谷田部瑛
見るとなんだかうれし 今日からＫＤＤＩで
い気持ちになりました︒のインターンが始まり
この二週間で学んだこ ました︒今日は初日な
とはたくさんあります︒ので︑オリエンテーシ
この経験はとても自分 ョンがありました︒そ
のためになりました︒ の時に一人一人に携帯
最後はキレイなお花ま と専用のパソコンが与
でいただき︑涙がとま えられました︒携帯を
りませんでした︒写真 渡された時︑さすがだ
はすべて泣き顔です︒ な と 思 い ま し た ゜
(
笑︒ずっと泣いてまし ゜‑ オ)リエンテーショ
た︒帰りの電車でもひ ンが終わった後︑それ
たすら泣いてました︒ ぞれ各部署に移動しま
でもたった二週間でも
面倒をみてくださった
みなさんにもうお会い
することはないのかも
しれない︑と思うと悲
しくて悲しくて仕方あ
りません︒本当に感謝
しています︒私はこの
二週間のことを絶対に
忘れません︒
最後に⁝ＯＢ会にみず
ほ総研の方が四人いら
っしゃいました︒武田
さんがすぐ私に気付い
てくださり︑来月楽し
みにしてるよと声をか
けてくれました︒日経
センターで学んだこと
をみずほ総研で活かし
たいと思います︒

した︒私は事業本部で
お世話になるのですが︑
事業本部の部屋に入っ
たら︑社員さんの人数
がはんぱなく多くてか
なり驚きました︒事業
本部でも︑オリエンテ
ーションがあり︑今日
はオリエンテーション
の日でした ・(□・ そ)
の時に︑携帯の仕組み
を教えてもらいました︒
なんとなくしかわから
なかったのですが︑仕
組みはイメージでいい
と言われたので︑いい

ことにしました︒これ
からもっと携帯の裏側
を教えていただけるそ
うです︒めったにない
機会なので︑ 楽しみ
and大切にしていい経
験になると勝手に思っ
てます︒
明日から実習が始ま
るとのことなので︑こ
れから二週間︑充実す
るように色々学びたい
と思います︒
ロッカーに充電用の
コンセントがあること
に感動しました♪♪
★
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今週はあっという間
の一週間でした︒電波
の勉強してて︑少し電
波のこと知ったかして
る感じです︒真面目な
人が多いと聞かされて
いたので最初はかなり
憂鬱でしたけど︑私の
いる部署は面白い人が
かなりの割合を占めて
いる所です♪♪ 二回飲
み行きましたが︑ほっ
ぺ痛 くなりま し た ・
(
□・ 明
)日からも色んな
所を見学とかに外見す
ごくいかちぃ人と行く
ので楽しみです☆★イ

今日からインターン
ンターンをこんな風に
楽しんで過ごしててい シップです︒まずは初
いのか不安になってき めに経済研究所の部長
さんと名刺交換︒そこ
ました︒
で私は名刺を忘れてし
★
インターンがついに まって凄く恥ずかしか
終わってしまいました︒ったです︒続いて専務
月曜からＫＤＤＩに行 さんをはじめとするお
けなくなるのは寂しい 偉いさん方に挨拶をし
て毎週月曜の朝に行わ
です︒
最終日のプレゼンは れる朝会に出席しまし
①番目に発表だったの た︒お昼を挟んで事務
で︑緊張しました︒緊 の方のお手伝い主にコ
張しましたが︑いい経 ピーをとったり︑封筒
験 な っ た と 思 い ま す を作ったりした後第一
゜( ゜‑ 二)週間で︑デス 生命のビルの内部を案
クワークというものは︑内してもらいました︒
あまり？ほとんど？な マッカーサの部屋があ
かったのですが︑飲み ったり第一生命の歴史
会で社会人についてや 展示場に行ったりと伝
人との付き合い方など︑統のある会社だと思い
色々教わりまた！！個 ました︒それから敬語
性的な方が多く︑ 講義 の使い方を中心にマナ
中に武蔵野大学の子と ー講座に出席︑次に米
笑い続け涙が止まらな 国の経済に詳しい方に
いこともありました♪ 話を聞いて終わりまし
♪そのおかげで二週間 た︒
楽しく過ごすことがで 仕事らしい仕事は高橋
き︑充実したものとな さんの言った通り封筒
りました︒
作りとコピーをとるだ
来月に︑ソフトボー けでしたが社会を知る
ル大会で再会するのが 上で役にたちました︒
すごく楽しみです！！ 経済研究所の皆さんは
とても気さくで優しい
方ばかりなので二週間
第一生命経済研究所
人間関係で悩むことは
無さそうです (^O^)/
金井亜翠

★
▽ ^=)
と思いました (=^
日になってしまいまし
早いような長いよう 研究所の皆さんはとて た︒みなさん︑いい人
なインターンシップが も個性的でおもしろく たちで働きやすく︑毎
半分終わりました！
て優しくて凄い楽しい 日が新しい発見ばかり
仕事内容は高橋さんの 二 週 間 で し た (^O^)
こ なので︑すごく早く感
言うとおりです︒来週 れから会えなくなるの じます︒残り少ないで
はメルマガ作りです︒ は 大 変 寂 し い で す すが︑まだまだ新しい
最 後 の 泣 こ う と 発見がありそうなので︑
がんばります o(^‑^)o (;̲;)
研究所と言うだけあっ 思いましたが︑関口さ 吸収していきたいと思
て失礼な言い方かもし んと高橋さんに笑われ います︒
れませんがキャラが豊 そうなのでやめました︒
★
富です︒すぐお菓子を だから︑今夜は枕を濡 第一生命のインター
くれる人や一日二〜三 らして寝ようと思いま ンが終わってしまいま
時間しか寝ない人︑中 す 笑
した︒二週間というの
( )
国拳法をやっているか
はあっという間で︑有
た な ど と 面 白 い で す 関口祥代
楽町にもうご縁がない
昨日からインターン と思うとさびしいです︒
(*^‑^)b
★
シ ッ プ が 始 ま り ま し 高橋さん︑金井さんの
インターンが終わり た！初日にやったこと 二人がいたのが心強か
ました！本当に早かっ は︑高橋さん︑金井さ ったです︒
メルマガ
︵レ
たです⁝最初は研究所 んが書いてくれたとお ポート︶も無事に終わ
で作った経済に関する りなので言うことはあ って︑すごくいい経験
レ ポ ー ト を 読 ん で も りません︒二日目の今 をさせていただきまし
だ っ た ん で す が 日もマナー講座に出席︑
た︒研究所の人たちに
(?̲?)
こ の 二 週 間 研 究 所 の 電話の応対の仕方︑名 も︑よくしてもらって
色々な方から凄い丁寧 刺交換の仕方を教えて 本当に楽しい二週間で
で優しく経済に関する いただきました︒この した︒しかし︑自分の
講義をしていただいて インターン中に電話を 知識のなさや︑力不足
経済はかなり奥が深く︑とったりもするそうな を実感した二週間でも
政治や経営なんかとつ ので︑貴重な機会を頂 あったので︑残りの夏
ながっていると分かり いているなと思いまし 休み少し勉強をしよう
ました︒最後の方は研 た︒明日からもがんば かなと思います︒
究所のレポートがなん りたいと思います！
★
高橋里美
となくですが分かるよ
中間報告︑遅くなり 先生はワッフルを作
うになりました︒秋か
らは経済の授業たくさ ました！！あと︑イン りまくって誓約書を送
ん取ってみようかな？ ターンシップも残り二 り忘れてしまったよう

ですね (‑v‑)
笑
だね﹂と言われました︒ックです︒
みずほ総研
今日は初日でした︒ 仕事らしい仕事は封筒 絶対三人の経済の理
オリエンテーションや︑
作りしかしていません 解度上がりました︒す 一ノ瀬紫
(
今年からマナー講座を が︑明日からもがんば こぉし )
今日からみずほ総研
やっていただいたり︑ りたいです︒
みなさんが親切にし でのインターンがはじ
第一生命の会社内の案
★
てくださって安心です︒まりました︒日経セン
内をしてもらったりし 第一生命経済研究所 眠くなるときは物産 ターとは違った雰囲気
ました︒
も半分終わりました︒ 生(協のようなところ で
) ︑とても緊張しまし
知識︑スキルが無さ あすいさまとちよと３ に行って息抜きします︒たが麻美さんが一緒だ
過ぎて反省しましたが︑
人でがんばっています︒
★
ったので心強かったで
周りの方々が親切にし 昼ごはんがすごいです︒ インターンの二週間 す☆★しかし！やって
てくださって助かりま ≧
もあっという間でした︒しまいました！！今日
(艸≦ )
した︒
お仕事というより経済 金井さんと関口さんと は九時出勤で明日から
三人とも最初の自己 のレポートを毎日読ま 一緒で心強かったです︒八時四十分出勤と聞い
紹介はインパクトがあ せていただいたり経済 最終日はあすいさまの ていたのですが︑今日
ったみたいで永濱さん の講演会にうかがった 涙を期待していました から八時四十分だった
に﹁つかみはオッケー りしてとてもアカデミ が残念でした︒債券・ そうで︑二人して遅刻
株の話は正直難しかっ をしてしまいました︒
きちんと確認しておく
たです︒
毎日世の中の注目さ べきだったと反省しま
れている事柄などに経 した︒今日は午前中に
済をリンクさせてレポ いろいろ説明をしても
ートをそれぞれの方が らい︑午後は過去の新
毎日仕上げていました︒聞から株価のデータを
生きた情報だとおもい 調べるといった作業を
ます︒
しました︒昨日まで一
それから︑この二週間 週間サークルの合宿に
で日経流通新聞が面白 行っていたためだいぶ
い こ と を 発 見 し ま し 疲れてますが気合いを
た！！あの新聞はおも いれて明日からも頑張
しろいです！
りたいです︒
とてもよい経験ができ
余談ですが︑くたく
てうれしいです︒
たで帰宅したら日経セ
おせわになった方々に ンターの方から最終日
﹁感謝﹂の一言です︒ に撮った写真が届いて
ました︒嬉しくておか
げで明日も頑張れそう
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です☆
が︒︒
早く美佳さんの風邪 私は毎朝大手町のス
が治りますように★★ タバでゆっくりしてか
ら行ってます︒日課に
★
みずほ総研でのイン なっているので来週も
ターンが半分終わりま 寝坊等せずにスタバの
した★昨日から今日に ために頑張って早起き
かけてエクセルでの作 したいと思います︒
表をひたすらやりまし
★
た︒今は新規開業白書 今日でみずほ総研で
を読んで分析をして自 のインターンが終わり
分なりにまとめる︑と ました︒いろいろな物
いうような事もやって をいただいたので︑私
います︒コピーをとっ たちもみなさんに忘れ
たり︑植物 私
(達の机の られないように私たち
間 にある植 物 に
) 水を の変わりとなる物を置
あげたりもしています︒いていきました︒そし
水やりは楽しみになり てやはり最後は泣いて
つつあります︒日経セ しまいました︒田中さ
ンターで学んだことを んの方がだいぶ先に泣
少しはいかせているよ いてましたが︒笑︒で
うな気もしますが︑ま も日経センターで呼吸
だまだ未熟です︒
が苦しくなるくらい泣
はじめは人間関係に悩 いた私ですが︑今日は
まされていたのですが ﹁号泣﹂ではなく﹁涙
今となってはもうだい を流す﹂という表現に
ぶ良い感じになりまし 近い感じになるよう頑
た 秘( 今)日のお昼はと 張りました︒笑
ても楽しくて︑おいし
今週はいろんなとこ
いケーキまでごちそう ろに連れて行ってもら
になり嬉しかったです いとても楽しい毎日を
ケ ー キ と い え すごすことができまし
(^Q^)/^
ば昨日はケーキ事件が た︒東京証券取引所や
起こりました︒思い出 日本銀行の見学にも行
すと笑えますがアホな き︑東証では投資シュ
事件です︒あえてここ ミレーションゲームを
で は 説 明 は し ま せ ん やりました︒もうかっ

たはずなのに手数料の
せいで結局は損をして
しまいました︒株につ
いて興味がわき︑勉強
して株を買おう！と決
意しました︒日本銀行
でもためになるお話を
聞くことができ︑この
二週間で普段できない
ような貴重な体験をた
くさんすることができ
ました︒
毎日のようにケーキ
を食べ︑お昼や夜も忙
しい中︑貴重なお時間
をさいておいしい物を
ごちそうしてくださっ
たりと︑とても嬉しか
ったです︒ただ︑私は
この二週間で二キロ太
りました︒今どうやっ
て体重を減らすか考え
中です︒笑
十代最後の夏休みの
半分がインターンなん
て︑しんどい！つまん
ない！とはじめは思っ
ていましたが︑インタ
ーンが二つとも終わっ
た今︑最高の夏をすご
せたなぁと思っていま
す︒インターンに行け
て良かったです︒早起
きの習慣も身についた
ので秋学期は午前中の
授業もきちんと行けた
らいいなと思ってます︒

田中麻美
遅くなってすみませ
ん︒家に帰ったらご飯
まで寝て︑食べたらす
ぐ寝るという生活にな
ってしまっています︒
みずほの皆さ んは︑
黙々とパソコンに向か
ってお仕事をしてらっ
しゃっていて︑とても
緊張感があります︒し
かし私もゆかりさんが
いるので心強いです☆
初日の時間間違えは
確認しておけばよかっ
たと本当に反省してい
ます︒
今は縮刷版の日経新
聞を見て︑つぶれてし
まった会社の株価を約
三十年間分読み取ると
いう仕事をさせていた
だいています︒
けっこうにハードで
すが与えていただいた
仕事に責任を持って取
り組みたいです︒頑張
ります︒
★
また遅くなりごめん

なさぃ (;̲;)
二日目とかはまだ先
が長いなぁと思ってい
たのですが︑一週間経
つのはあっという間で
した︒一ノ瀬さんに迷
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ました︒今病院にいっ せん☆
最後の日終了時間直前 た︒朝駅でたときから
惑をかけまくりの一週 いぅ位です☆
来週は月曜は朝七時 にまかされていた住所 私と目的地が同じ職人
間でしたので来週はも 東証︑日銀に連れて たら熱風邪といわれ︑
っと頑張ります！！ 行っていただきお茶に 早くて水曜にしか治ら 半からです☆現場に出 録が作りおわりました︒さん達とまるで行進し
エクセルで表をたくさ も誘っていただきまし ないといわれちゃいま ます！！職人サン達と 四 百 人 分 く ら い で てるかのように現場に
ん作ったりコピーを取 た︒
したが︑気合いで明日 朝礼︑ラジオ体操︑肩 す・・・︒途中で腱鞘 むかいました︵笑︶
って配ったり︒いい経 皆さん忙しい中 ︑お までに治して明日こそ 揉みをします︒そして 炎になりそうでした☆
そしてラジオ体操・
今錦糸町に作ってる全 だけどもその住所録つ 肩もみ・朝礼と職人さ
験になって楽しいです︒
時間を作っていただき ちゃんといきたいです︒
体を案内してもらい︑ くりのおかげで︑電話 ん達と一緒にうけまし
お昼の時間も楽しくな 感謝の気持ちでいっぱ
★
住宅棟の一番高い二億 応対がかなぁり楽にな た︒朝礼で所長さんが
ってきて明日からが楽 いです︒ありがとうご 気が付けば半分です︒
しみであります︒
今は住宅棟の五階から 五千万した家の中にい りました︒電話相手の お話していたことには
ざいました︒
ケーキ事件は笑えま
四十五階までと屋上に ってきます︒そして若 方も私のことを覚えて とても感動しました︒
した☆来週は東京証券
使った板一枚 枚の報 手社員と食事会☆など くださり緊張感がとて 当たり前のことをおっ
1
大成建設
取引所などに連れて行
告書がちゃんとあるか など予定が盛り沢山で もほぐれよかったです︒
しゃっていたんだけれ
っていただけるそうな 佐藤美佳
をエクセルを使って調 楽しくなりそうです♪ 二週目の月曜には現場 どもなんだか所長の世
のでいっぱい学んでき 大成建設でインター べています︒各階百二
★
研修も行いました︒ 界に引き込まれてしま
たいです︒以上で報告 ン初日を終わらせまし 十種類以上の書類があ 今日仕事の休憩中︑ 朝七時には現場にいま いそうなかんじで☆
終わります☆
た︒本当は夕方五時ま り︑今日は屋上と四十 ポータルを見てたら成 した︒我ながらに凄い その後は現場をぐる
★
でだったんですが︑昨 五階〜三十九階までし 績が見れたので︑見た って思ってしまいまし ぐる説明を受けながら
遅くなってごめんな 日から熱が七度七分出 か終わりませんでした ら全部とれてました☆
嬉しくて騒いでたら大
さい︒
て︑朝六度五分だった ⁝
自分の中で書きたい事 ので頑張って行きまし 他にはコピーとり電話 成の方たちも一緒に盛
を考え︑自己解決して た︒私は住宅担当です︒交換︑ファックス受け り上がって騒いでくだ
いました (.̲.)
四百八十軒くらいある 取り︑提出書類の表紙 さいました☆嬉しかっ
第二週目も︑データ 中今日私は三十階と三 をエクセルで全て作っ たです！今日はお食事
入力をひたすらしてい 十二階のチェック をし てます︒
かいでした☆中国料理︑
前の席に座ってる関 ちょーぅおぃしかった
ました︒外国の株価の ました︒以外とダメだ
コードを調べる仕事も と言われている箇所が 口さんというかたが毎 です︒ただフカヒレが
して︑自分は英語に弱 沢山あってびっくりし 日何か置物とか色々く 苦手な私は二杯ものま
いという事を再認識し︑
ました︒そのまま ファ れるので日に日に私の なきゃいけない状況が
これからはグローバル イリングとかもする予 机の上がにぎやかにな ものすごーくきつかっ
が大切だなと思いまし 定だったんですが︑あ っ て い き ま す⁝ − Ｑ たです⁝
(
た︒
まりにもクラクラ する − 私
明日は警察に行きま
) の二個 横の池田
一週目は︑緊張のあ し寒いから体温を計っ さんて方は︑いい人な す ︒ な ぜ か ︵ 笑 ︶
まりか人間関係に悩み たら九度四分でした︒ んですが︑電話が来た あと二日頑張ります︒
すぎましたが︑ 二週目 事務部長さんに帰りな ことを伝えても何も反
★
無事にインターンが
はあまり仕事をしてい さ い と い わ れ た の で 応してくれないので恐
なぃんぢゃなぃか？と 十一時をもって帰宅し いんです⁝でもめげま 先週終わりました︒

ツアーのように回りま
した︒そこの住民にな
っても入ることのでき
ない屋上などいれても
らいました︒二億五千
万円の部屋はまだまだ
全然木むき出しの状態
だったけれどもすごか
ったです♪一億の部屋
もすごかったです☆ジ
ャンレノモデルの部屋
もすごかったです♪五
千万円のモデルルーム
にいれてもらったんで
すがあそこは︑一人か
二人がちょうどいい感
じですｗなどなど楽し
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かったです︒
最後の日は泣きそう
だったけど︑もう一人
のこがないてるところ
を見た私の場所住宅棟
の方達が﹁純粋なんだ
ね泣くなんて﹂ってい
ってたのであたしは純
粋なんかじゃないって
へんな思いで絶対にな
きませんでした︒
今後色々会があるし︑
まだまだ泣きません︒
日本耐震防災事業団
品川紗欧里

十五日からインター 宿がかぶってしまい︑ 無事に十一日間のイン クという芸能プロダク 常にアンテナをはって
ンに行っています︒初 みんなには迷惑をかけ ターンが終わりました ションにいってきまし いました！
日はスーツで来るよう てしまいました (>̲<)☆彡
た︒期間はお盆休みを そして私が見学する
に言われ︑行ってみる 残念だけど︑私はイン 皆さん優しくて最初か はさんで八日から二十 ことが出来て嬉しかっ
と早速耐震プランナー ターン頑張るので合宿 ら緊張することなく働 六日？でした︒
たのが︑ＴＢＳと実際
試験のお手伝いをしに 楽しんで来てください けました︒
サンミュージックの オーディションをやっ
社長と芸術劇場に行き ♪♪合宿係さん︑
先生︑ 初日は理事長にプラ 方達は私達をいろいろ ているところを後ろで
ました︒
日程を色々考えてくれ ンナー講習会に連れて な場所へ連れて行って 見られたことです︒
事務的なお手伝いを てありがとうございま 行って頂き︑あとは電 くれました︒貴重なお 佐藤隆太さんとベッ
し︑お昼前に帰って︑ した☆彡迷惑かけちゃ 話応対︑資料づくり︑ 時間をさいてくださっ キーさんに会えたとき
今度はたくさんの資料 いました (>̲<)
パソコンでの集計作業 て本当に感謝していま はインターンというこ
作りをして一日目は終
★
をしました︒
す︒お礼状をまだ全員 とを軽く忘れそうにな
わりました☆彡
少し遅くなりました！
インターン中に理事 に出し切れていないの るくらい嬉しかったで
二日目は資料の間違 もうすぐインターンの 長がめざましテレビに で︑不器用ながら早く す！！
い訂正を黙々としたあ 終わりが近づいていて︑
出演することになり︑ 出して感謝の気持ちを 一つの番組を作るの
と︑パソコンを使って すごく淋しいです︒ 普段できない体験ばか 示したいです︒
にたくさんの人が協力
顧客データの整理をし ちょうどいい時期のイ りでとても楽しかった
今まで芸能プロダク している現場を見られ
です︒インターンは終 ションを外面でしか見 てこういうのはいいな
ました (*^̲^*)
ンターンだったらしく︑
しかし︑顧客データ することもたくさんあ わったのですが︑これ ることが出来ませんで っと思いました︒
が膨大すぎて半分くら って毎日充実していま からは資料づくりがあ したが︑このインター 将来どうなるかは分
いしか終わりませんで す★ただ︑バイトにも るときはバイトとして ンを通して少し内面が かりませんが︑とても
した︒その他電話応対 夜行ってるので寝不足 呼んでくれることにな 分かった気がします︒ 視野が広がる経験をさ
もさせて頂き︑慣れな 気味です⁝︒
ったので学校が早く終 芸能プロダクションは︑
せてもらったので︑サ
いことを頑張っていま
会社の方とも仲良く わった時など頑張って きっかけはどうあれ本 ンミュージックにイン
当にその仕事が好きで ターンに行ってよかっ
す☆彡
なり︑昼休みにはガー きます☆彡
社長も社員さんもすっ デニングのお手伝いを 来週に一回呼ばれてい ないと続けられない仕 たと心から思っていま
ごくいい方達なので仕 させて頂いて毎日働く るのでまた楽しみです︒事だとサンミュージッ す︒
事が楽しいです☆
クの方がおっ
の が 楽 し み で す
しゃっていた
★
︶本当は今週の
(*^̲^*
サンミュージック
来週は工事の見学に 金曜日が最後でしたが ︑
んですが︑本
も行きたいと伝えたら︑月曜は授業がないので︑
高須麻耶
当にそうだな
連れて行ってもらえる 月曜までお世話になる
イ ン タ ー ン 報 告 で と思いました︒
ことになりました！！ ことにしました★
す！遅くなりすみませ 常に新しい
普通じゃ体験できない
残りの日にちも頑張 ん︒タイミングを逃し 情報を意識し
ことを勉強してきます ってきます！！
てずるずるきてしまい て︑電車の中
☆彡
★
ました︒
でも中吊りを
あとインターンと合
遅くなりましたが︑ 私はサンミュージッ 見るなどして

