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楠茉奈美
昨日は疲れていて書
き込みできませんでし
た︒三菱ＵＦＪリサー
チ＆コンサルティング
でインターンシップを
しています︒
七日は①朝会に出席
②インターン中の予定
③レポートのための資
料を読む︒
八日 今
(日 )①ＦＯ
ＭＣの説明 ②ＦＯＭ
Ｃの和訳 ③和訳した
ものを丁寧に添削して
もらいました ④明日
行くヒアリングのため

た︒自分の未熟さを目 午後のレポートは︑ レポートの準備
無事に終了しました︒
という感じです︒
今日はいろいろな説
の当たりにしました︒ 二週間の間に自分の決
しかし︑経済につい めたテーマの白書を読 色々なところを見せて 明や制服の支給だけだ
ての知識はインターン み︑専門に研究されて いただいたり︑体験さ ったので︑本格的に働
シップ前に比べるとだ いる方に質問したりし せて頂いたりしてとて くのは明日からです︒
て︑Ａ４︑５枚程度の も充実した一週間でし だから今日は疲れない
いぶ増えたと思います︒
素晴らしぃ人々の中で レポートを仕上げます︒た︒来週も時間を無駄 だろうと少しでも思っ
精一杯仕事をすること 自分の席で作成するレ にしないように頑張り ていたのが間違いでし
ができました︒今後も ポートは軽く睡魔との たいと思います︒
た︒
このような貴重な経験 戦いです︒二週間で他
★
ホテル内を案内して
三菱ＵＦＪリサーチ いただいたとき︑ただ
＆コンサルティングの 担当の方について行く
インターンシップが終 だけで精一杯で︑自分
了しました︒
が今本館にいるのか別
後半一週間の業務は 館にいるのかもハッキ
主に自分の考えたテー リしませんでした︒し
マについてのレポート かも︑基本的にオーク
作成・発表で︑その他 ラの方はめちゃくちゃ
に ︑ 米 国 の 新 聞 の 解 歩くのが早いです︒そ
説・経済見通し会議へ して歩いても足音はほ
の出席・日経センター とんどしません︒
のセミナーに参加など 歩き方をなおし︑あ
さ せ て 頂 き ま し た ︒ の速さに慣れようとす
色々なことを経験させ るだけで筋肉痛間違い
て頂き︑また丁寧にご なしですが︑明日から
指導して下さって︑と 頑張ります！！
★
ても充実した二週間を
送ることができました︒ 今日は初日からちょ
総括の方をはじめ︑ うど一週間︒お休みを
調査部の方皆さんに感 二日いただいたので︑
謝したいと思います︒ 五日目が無事に終了し
ました︒地下鉄にも慣
れ︑行くだけで疲れて
ホテルオークラ
しまうというのは無く
池田もも子 なりました︒
ホテルオークラのイ あいさつ訓練は研修
ンターンシップ初日が 期間毎日ありましたが︑

ここにある 報告は ︑電子 掲 の資料を読む︒
同行させていただき︑ を生かしていきたいで の業務と並行して仕上
げなくてはならないの
示板 に ︑学 生 が ︑イ ン ター ン
こんな感じでした☆ ヒアリングメモという す︒
で集中して頑張りたい
シッ プ １日 目 ︑ 一週 間 後︑ 最 彡 ち な み に 今 日 は フ レポートのようなもの
と思います︒
＊＊
＊＊
終日に書 きこん だもの です︒ レンチを食べました！ を必死で作っていまし
研究員の方はとても
今日まではひたすら た︒それと同時に新聞
三菱ＵＦＪリサーチ
森田千絵里 やさしくて︑丁寧に教
デスクワークだったの のスクラップの作業を
したり︑レポートの準 三菱ＵＦＪリサーチ えて下さるので安心し
で集中力との戦いです︒
＆コンサルティング
和訳は難しく大変です 備など︑普段体験でき ＆コンサルティングの て二週間精一杯頑張り
たいと思います︒
が面白いです︒明日か ないような貴重な体験 一日目が終了しました︒
★
らヒアリングに連れて を沢山させていただい 今日の業務内容は︑今
いっていただくので楽 ています︒このまま残 後のスケジュール↓ラ 三菱ＵＦＪリサーチ
しみにしています︒こ りの一週間も後悔しな ンチ↓レポートのテー ＆コンサルティングの
の二日間すごく充実し いように引き続き頑張 マ決定と下準備といっ インターンシップの中
間報告です︒業務内容
ていたのでこのまま２ りたいと思います︒ た感じでした︒
スケジュールは２週 は以下の通りです︒
週間頑張りたいと思い
★
ます！
今日で三菱ＵＦＪリ 間の予定が丁寧に組ま ・アメリカの中央銀行
サーチ＆コンサルティ れていて︑途中企業の のＦＯＭＣ声明文の和
★
三菱ＵＦＪリサーチ ングでのインターンシ ヒアリングに同行させ 訳
＆コンサルティングで ップが終わりました︒ て頂けたり︑日経セン ・清水建設︑住宅金融
のインターンシップ１ 最後の一週間でレポー ターのセミナーに参加 公庫のヒアリングに同
週間終わりました︒仕 トを一応完成させ︑報 させて頂けたりするみ 行させて頂き１つ質問
たいで︑とても楽しみ をする
事にもだんだんと慣れ 告をしました︒
・ヒアリングメモの作
て要領良く出来るよう 二週間という短期間 です︒
お昼は銀座のホテル 成
になってきました︒こ にとてもたくさんの仕
こ二〜三日はトヨタや 事に触れることが出来︑で中華をご馳走になり ・新聞の切り抜きのス
新日鉄へヒアリングへ 貴重な体験ができまし ました︒とてもおいし クラップ作り
・自分のテーマで書く
かったです︒

インターンシップ特集 ２００６
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す︒
基本的には月・火・木 の中間報告の通りです︒
曜日なので︑今日もあ 今日は担当のフロア 今日を実践の初日と
りました︒鏡に向かっ でミニバーの期限切れ してもう一度気を引き
て笑顔で挨拶︒二組に チェックをしたり︑他 締め︑最終日まで頑張
分かれて︑お客様とす の忙しいフロアのオー ります！！
プンベットをやったり
れ違うときの挨拶練習︒
★
声のトーン・お辞儀の しました︒
今日の十四時で︑ホ
角度・姿勢・目線・言 勤務終了前にお客様 テルオークラのインタ
葉など︑ポイントがた から氷のオーダーがあ ーンシップが終わりま
くさんありすぎて︑頭 ったので︑用意してお した︒この二週間はあ
で理解しているだけで 客様に渡す一通りの作 っという間で毎日学ぶ
は出来ません︒体で覚 業をやらせていただき ことだらけでした︒や
えることが大切です︒ ました︒
っと仕事の流れを把握
五日までは︑客室係 お客様に客室係とし し︑慣れてきたところ
の実習生全員での研修 て接するので︑研修期 だったのでとても残念
だったので︑広恒さん 間とは責任感が違いま です︒
はじめは﹁ホテルは
一般企業とは違う﹂と
いう先入観があったた
め︑ここまで良い経験
が出来ると思っていま
せんでした︒社会人と
学生の違いを︑そして
自分がその学生なんだ
と思い知らされる日々
でした︒
また︑お世話になっ
た社員の方々から仕事
の内容についてだけで
なく︑人生の先輩とし
ていろいろなお話をし
ていただき︑本当に貴
重な時間でした︒ホテ
ルオークラで学んだこ
とを︑今後いかしてい
きたいと思います︒
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＊＊
＊＊
りだったので客室の方 ・パソコン操作方法 伝票書き︒慣れてきた
に注意すべき事などを ・オープンベッド説明︑ら︑一通りルームチェ
ックをさせていただき
廣恒小枝 聞いて解散して一日目 練習
が終わりました︒すご 五日目
ました︒ベッドメイク
インターン初日報告︒
は三分で仕上げる事が
ホテルオークラ初日無 く覚えることが多すぎ ・あいさつ訓練
事に終わりました︒私 て頭がパンクするかと ・ルームの清掃説明︑ できて感動しました︒
これから自信を持って
が十分前に着いた時に 思いましたがいろいろ 練習
業務に取り組めそうで
はほとんどの人がそろ なお話を聞いてやる気 ・アメニティ説明
っていたので︑みんな いっぱいになりました︒・ベッドにかかってい す︒
も十五分前くらいには 明日から一生懸命がん るスプレッドを外す作 こんな大まかな説明
到着できるように心が ばります︒
業
でスミマセン︒具合が
けた方がいいかもしれ
★
研修中は毎日あいさ 悪いのでこれで許して
ません︒
お疲れ様です︒書き つ訓練をしました︒そ ください︒
今日行った内容まず 込み遅くなってしまっ のおかげでフロアでお ごきげんよう
受け入れ手続きをしま てスミマセン︒無事に 客様に会った時も自然
★
した︒紙に住所・氏名 半分終わりました︒三 と実践できました︒ベ ホテルオークラでの
などを書き︑機密を守 日からら五日までの三 ッドメイキングは好き インターンシップはと
ります的な誓約書にサ 日間に研修をしました︒です︒掃除は全て素手 ても充実した日々を過
イ ン し ︑ ユ ニ フ ォ ー 客室係りに必要な知識 だったので本気でイヤ ごす事ができました︒
客室課のマネージャー
ム・ロッカー貸与︒ビ を実践を交えながら学 でした︒
デオで経営理念などを びました︒
六日からは研修生全 さんに﹃このインター
員ばらばらのシフトに ンで何を目標にして働
学びました︒昼ごはん 三日
なり︑一人に指導者一 きたいと思っているの
においしいごはんを食 ・あいさつ訓練
・経営体制︑会社の説 人をつけてくださいま か﹄と質問された時に︑
べて午後からまた研修︒
﹁客室係りとして行う
人事課研修では接客で 明
した︒
案内 ・ルームチェック
すべての業務をやりた
の注意点や心得につい ・本館︑別館 ﾌﾛｱ
てお話をしてください ・インターンの目的︑ ・ナイトパネルの説明 い﹂と答えたらほんと
うにたくさんの業務に
ました︒
目標の発表︑シフト決 ・金庫の説明
次に館内見学をして め
・ベッドメイキング 携わらせていただきま
客室や宴会場などあら あいさつ訓練は︑マ ・簡易ベッドの作り方︑した︒その中には︑難
しく大変な仕事も多々
ゆる場所を説明を交え ナー講座で学んだよう 実践
ありましたがめげるこ
ながら案内していただ なお辞儀やあいさつの ・つる作り
きました︒それから帰 指導︒
六日目は研修で学ん となく真剣に業務を行
ってきてＶＴＲで会社 四日
だ事が試せる絶好のチ う事ができました︒
の業務内容を学びまし ・あいさつ訓練
ャンスでした︒最も多 私の質問や意見に耳
た︒
・ ベ ッ ド メ イ キ ン グ かった作業はミニバー を傾けて下さった方︑
ﾞ
最後に配属が客室係 説明︑実践
の期限チェックと補充︑
一から丁寧に業務内容

を教えてくださった
方々に感謝の気持ちで
いっぱいです︒指導し
てくださった方々とも
良い関係になり︑最高
の環境の中でインター
ンができて本当に嬉し
かったです︒
今後も︑教わったた
くさんのことをいろん
な場で生かしていきた
いと思います︒

は中浦和の研修センタ
ーで︑インターンのオ
リエンテーションをう
け︑その後は銀行業務
の概要を︑人事部の方
からうかがいました︒
銀行は内定が決まっ
てから︑三年間は勉強
の毎日でそれは総合職
︵りそなではエリアフ
リーといいますが︶も
一般職も関係なく︑﹁資
格﹂を取らないと勤ま
らない︒銀行員になる
ためには証券外務員や
ＦＰ︐宅建など数多く
の﹁資格﹂が必要で自
分を高めるために勉強
するのが好きな人が向

好評発売中！

埼玉りそな銀行
金井亜翠
今日から埼玉りそな
銀行でインターンがは
じまりました︒午前中

いてるという話も人事 間は埼玉りそな銀行蕨 るだけでしたがもう全 と思いました︒
みずほ総合研究所
の人から聞いて自分が 支店で実際の業務をし ての機能について完璧
将来についても色々
かんがえた二週間でも
思っていた﹁銀行に求 ました︒見学に近いで に覚えられました︒
森愛佳
(
められている人間像﹂ すが⁝ )
また︑お金について ありました︒多くの社 みずほ総研︑初日が
との違いに驚きました︒ 蕨支店一日目は蕨支 の考え方も変わりまし 会人のひとと接して︑ 終わりました︒道に迷
午後は場所を移して︑店の中を副支店長に案 た︒将来は就職して給 ﹁りそな銀行には勤め いました︒反省︒︒︒
浦和のりそな銀行の浦 内してもらいました︒ 料を外貨預金をしたり︑な い ほ う が い い よ 職場の方々がとても
と言われました 親切で︑申し訳ないほ
和中央支店でテレマー 貸金庫室や昔からある 投資運用をして積極的 ︵笑︶﹂
ケティング概要の話を 伝票の束︑毎
(日毎日伝 に増やそうと考えはじ が顔は凄くいきいきし ど面倒を見てくださり
ていて会社というのは︑
聞いたあと︑実際カス 票をちゃんと管理して めました︒
ました︒
タマーセンターでお客 る そ う で す 札 束 (‑̲
★
会社の業務内容で就職 実習の内容としては︑
)
様に電話で新サービス ☆ を)見せてもらい︑
そ 昨日で埼玉りそな銀 するのではなくてその 高橋先輩の報告どおり︑
をオペレーターが薦め の後はロビーに立って 行のインターンシップ 会社に勤めている人で 大量にコピーしたＭ＆
ているのを見学しまし お客様を案内したりし が終わりました︒後半 選ぶものだなとかんじ Ａのデータをエクセル
た︒残り︑９日間頑張 ました
は︑川口の住宅センタ ました︒だからこそ学 に打ち込む作業でした︒
二日目はカウンター ーで契約してる様子を 歴は関係なく面接は人 午後から始めて︑なぜ
ります
を見学しました︒為替 見学したり︑りそな本 間的の総合力を問うも か大して進んでないの
★
インターンが半分終 や外為について指導を 社の大手町に行きディ のなんだなとおもいま にも関わらず︑気づい
わりました︒最後三日 受けたあと︑融資のデ ーラーの仕事の見学や した︒
たら五時になってまし
スクについて色々学び デリバティブの講義を
この二週間は結構自 た︒目がチカチカして
ました︒貸金庫もあけ 聴いたりしました︒
己紹介する時が多かっ ました︒集中してた⁝
この二週間はあらゆ たんですが︑私は本当 のかな？ンー⁝︒
てみたりしました
三日目は渉外につい る銀行業務を体験でき に緊張すると︑どもっ 明日の暑気払いで今
て外回りを体験しまし て貴重な時間をすごす てしまうんで克服しな 日あまり接点のなっか
た︒その後は銀行の仕 ことができました︒私 ければならないという った方からも色々話を
事のまとめの講義をし は銀行の一般職といえ 課題もでてきましたし︑
聞けたらいいな〜と思
てもらい終了しました ば失礼ながら正直腰掛 インターンの仲間はみ ってます︒
最初のローンの講義 ＯＬ程度にしか思って ｅんな論理的な考えの あ︒先輩︑そういえ
やマナー講座はもちろ なかったんですが︑あ 人ばかりで本を沢山よ ば︑わたし慶応ＢＯＹ
ん特に最後営業店の三 りとあらゆる経済の知 んだり︑サークルに力 と一言も口を利かずに
日間はとても濃い三日 識を勉強しなきゃいけ を入れるなりして人間 初日を終えてしまいま
間で︑数多くの貴重な ないこと︑常にお客様 的に成長しなければな した︒明日は頑張りま
経験をしました︒銀行 の立場にたって考える らないと新たな課題が す！ 何を？ )
(
﹁お客様 でてきた二週間でもあ
の業務は色々あるんだ ことなど・・・
★
なと思いましたしＡＴ と本当に信頼関係を結 りました︒
報告おくれてすみま
Ｍは今まではお金をお んでいかなくてはなら
せん︒
ろしたり︑出したりす ない大変な仕事だな﹂
みずほ総研にインタ
山澤成康『景気変動と経済政策がよ〜くわかる本』
秀和システム、1500 円
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ーン中の森です︒
先週はなかなか充実
した一週間でした︒こ
まかなコトは高橋先輩
がすでに報告してくだ
さってるので助かりま
す︵笑︶先輩がいてく
れて本当に助かってる
んです︑私︒心強いで
す︒
パレスホテルからの
景色は素晴らしかった
です︒ドリンクはどれ
も高くてびっくりしま
した︒座学はとても解
りやすく経済について
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教えていただいたので 遅くなりました︒
日の報告です初回︑十
久しぶりに勉強した気 みずほ︑楽しかった 五分の遅刻をしてしま
いました︒事前挨拶に
分になれました︒
東証︑です︒
楽しかったですょ︒あ エクセルのＩＦ関数 行ったとき私は名刺を
の︑株ゲームは何度や には驚きました︒ぜっ 忘れてしまいました︒
っても楽しいですが︑ たい私よりも頭いいで それ以来名刺をお渡し
するタイミングがつか
さすがにトータル四回 す︒
目は飽きました︒明日 みずほでは色々経験 めませんでした︒
やる気あるのでしょ
は貨幣博物館に連れて させてもらえたので本
行って頂けるみたいで 当に充実した二週間で うか？！？！なめきっ
す︒
した︒
てますね自分︒︒︒ダメ
残り四日間も充実し 貨幣博物館の﹃十億 です︒部長の信頼はも
たものとなるように頑 札﹄！インフレって怖 う無いと思います︒後
張ります︒
いですね︒経済の均衡 輩の方々申し訳ありま
せん⁝
★
って大切ですね︒
Ｍ＆Ａをやってもつ 言い訳してもしょう
ぶれるとこはつぶれま がないので明日は一番
す︒ってことを学びま 乗りでがんばります︒
した︒
周りの方々が親切にし
タイ料理は激ウマで てくれました︒午後か
した︒そして軽く酔っ ら太田さんがいらして
た高橋先輩は激かわで 紙媒体のＭ＆Ａのデー
タをＥＸＣＥＬに保存
した︒
通勤ラッシュに始ま するためコピーをたく
る大手町での二週間は さんして手作業で一つ
プチＯＬ気分であっと 一つデータを打ち込み
いう間に過ぎてしまい ました︒果たしてイン
ましたが来年の就職活 ターン中に終わるので
動に︑大きく役立たせ しょうか⁝︒
るためにもこの経験を
噂の慶應大生はＢＯ
きちんと自分のなかで Ｙでした︒ねーあいか
ちゃん︒明日の暑気払
消化したいと思います︒
いのお誘いを受けまし
た︒たくさん社会人の
＊＊
＊＊
方々の話を聞きたいと
高橋里美 思っています︒
インターンシップ初
★

みずほ総合研究所で だったと思いますが案
のインターンシップも 外頭の中に残っていな
折り返し地点に達しま いものですね︒
した︒慶應ＢＯＹとも
あと一週間は今週よ
話せるようになりまし りはある程度リラック
た︒彼はなかなか人懐 スして出来たらいいと
っこく︑上司への接し 思います︒体調があん
方を見ると目を見張る まりよくないので体調
も の が あ り ま す ⁝ 笑 管理もしっかりしたい
学部が環境系なだけに とおもっています︒
経済のことは一からみ
実習外のことだと⁝
たいなのである意味助
暑気払いの二次会と
かりました︒ま︑どう いうかたちで専務にパ
でもいいか︒
レスホテルの最上階に
こなした業務は主に 連れて行ってもらいま
エクセルへの打ち込み した︒今日はランチに
でした︒私は嫌いでは 高価な松花堂弁当をい
ありませんでしたが他 ただきました︒ま︑一
の二人が苦痛そうでし 生で一度のことだと思
た︒笑
いますが︑良かったで
また︑木曜日には東 す︒皆さん親切にして
京証券取引所への見学 くれるので 助かって
に連れて行っていただ おります︒来週もがん
きました︒そこでは株 ばります！
★
の取引のゲームが出来
インターンシュウリ
るのですが︑中学生の
団体と一緒になってし ョウ報告です！二週間
まい︑なんだか逆にど あっという間でした！
まず︑べっぴんさん
うでてくるか読めなか
ったので難しかったで でちょっと変わった森
す︒そして今日は午後︑さんと仲良くなれて本
太田さんと名取さんと 当に嬉しかったです！
いう方に座学をしてい ︵私だけそうおもって
ただきました︒経済の る？笑︶
基礎をレクチャーして
後半の一週間はある
いただきました︒全部 程度リラックスして過
一度は習っていること ごせました︒エクセル

の使い方でＩＦ関数や
ＡＬＴキーを使った裏
技︵？︶など習得でき
ました︒グラフでは散
布図が作れるようにな
りました︒ブルームバ
ーグや日経フィナンシ
ャル・クエストという
普段絶対に使えないも
のも使わせていただき
難しかったのですが︑
とても感激しました︒
貨幣博物館へ見学に
行きましたが︑先生の
仰せの通りインフレの
お札おもしろかったで
す︒とある有名喫茶店
のモカソフトおいしか
ったです︒
昨日は慰労会を開い
てくださいましてタイ
料理屋に連れて行って
いただきました︒みな
さん本当に慣れてらっ
しゃってほめ上手で盛
り上げ上手で普段の職
場での態度と全く違っ
たので驚きました︒と
ても楽しかったで
す︒
・・・業務以外の報
告が多くなってしまい
ました︒ごめんなさい︒
今日が最後でした︒
昨年のキャリとあーち
ゃんが最終日に泣いて
しまったというのを聞
いて︑正直そのときは

信じられなかったので Ｉの関東にある店舗の
すが︑部長に連れられ 中でも︑インターンシ
て そ れ ぞ れ の 部 署 の ップ生は青山本店のみ
方々に挨拶して回って で︑しかも私だけとい
いるとき実は泣きそう うこともあり︑皆さん
になりました︒
そこで︑にとても好意的に接し
二人の気持ちがよくわ ていただいております︒
初日にも関わらず︑掃
かりました︒
憧れの街大手町で過 除︑接客︵ご新婦様の
ごした二週間はこの先 洋装︑和装フイッテン
の私の人生の財産の一 グ の 際 の ア シ ス タ ン
︑他
つです︒企業には学校 ト・お茶だしなど︶
と違って教えることを 店︵教会・ホテル︶と
専門としている人がい のドレスの便の入れ替
ません︒自分から能動 えなどをやらせていた
的に参加してやってい だきました︒
くことが大切だという 退勤直前には﹁手が
ことを次のインターン ふさがってるからドレ
生に伝えたいです︒ スを元の位置に戻して
それと挨拶と笑顔が おいて﹂という︑先輩
大 切 だ と 思 い ま す ！ に着かないで自分のみ インターンシップを
ね！あいかちゃん！長 に仕事を任されたりし 始めて一週間が経ちま
く な っ て ご め ん な さ ました︒
した︒現場には大分慣
今日は接客の流れ︑ れ︑仕事の流れも掴め
い！
仕事内容の把握がメイ るようになって来まし
ンでしたが︑明日以降 た︒スタッフの方々は
ＴＡＫＡＭＩ
は次するべきことをし 更に親切に接して下さ
小池美穂 っかりと考えて︑与え ってくれるので︑学ぶ
今日からＴＡＫＡＭ られた仕事以上のこと べきことをたくさん吸
Ｉでのインターンシッ が出来ればいいなと思 収しています︒残り四
プが始まりました︒ っています︒
日ですが︑常に学ぶ心
現場のスタッフさん 残り九日間︑インタ を持って頑張っていき
はみんな笑顔で明るく︑
ーンシップという社会 たいと思います︒
とても活気のある職場 経験を通して一歩成長 先生として付いてい
でお昼休憩にはすっか 出来るように頑張りた る方がいるんですが︑
り馴染めている自分が いと思います︒
その方に﹁ウェディン
いました︒ＴＡＫＡＭ
★
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グドレス着てみる？﹂
と言われたので︑忙し
くないときに︑もしか
したら試着させてもら
えるかもしれません◎
夢の純白のドレスを着
られるのも時間の問題
かも知れません︒笑
★
十日間のインターン
シップを終了致しまし
た︒最終日の昼過ぎに
体調不良を訴え︑店長
が不在だったために副
店長から早退していい
よと言われ︑スタッフ

の皆さんに心配をお掛 式日とご両家名をお願 品川プリンスホテル
って言 でのインターンも佳境
けするのが嫌だったの いいたします︒﹂
を向かえ︑業務にもだ
でお言葉に甘えて早退 われました︒笑
させてもらったのです そんなわけで︑受付 いぶ慣れてきました︒
が︑来週中にはお借り で一笑いした後に事務 ホテルの構造も分かり︑
していた手袋︑ネーム 所へ行き︑菓子折を持 インカムを使い本部と
プレートを返しに行く ってしっかりとお礼と の連携もとれ︑パソコ
ときに︑しっかりお礼 お詫びをして来ました︒
ンでのお客様接客もこ
を言って来ます︒
お借りしていたネーム なせるようになって来
体調不良を訴えて早 プレート等もお返しし ました︒
退させていただいた以 ました︒ご心配お掛け この慣れが油断にな
外では問題なく過ごせ して申し訳ありません らないようにしたいと
でした︒
たと思います︒
思います︒
私が働かせていただ
しかし︑英語がもっ
いた職場は︑実際の接
と使えたらと感じる場
品川プリンスホテル
面が多々あり自分の語
客が多く︑重いドレス
学力のなさに落胆を覚
を運んだりすることが
多かったので︑体力勝
鈴木佐知子 えた日々でもあります︒
負の現場だと思いまし
現在品川プリンスホ 最終日までキチンと
テル・アクアスタジオ していきたいと思いま
た︒
今日病院に行ったら のチケットセンターに す︒
★
胃炎だと言われました︒配属されています︒
主な業務はエントラ 本日を持って品川プ
知らないうちにストレ
スが溜まっていたので ンス側とアトラクショ リンスでのインターン
ン側券売機でのお客様 を終了しました︒
しょうか︒笑
でも︑とても良い経 機械選択補助と誘導を この二週間本当にお
験が出来たのでＴＡＫ 行っています︒ほかに 世話になったことに対
ＡＭＩの方には感謝し はインフォメーション しての感謝の気持ちで
てます◎
センターでの接客と事 いっぱいです︒
★
務処理なども教わりは 柄にもなく涙しそう
インターンが終わり︑じめています︒一年前 になる場面があり︑名
体調も元に戻ったので︑は客室での業務でした 残惜しく︑そして寂し
ＴＡＫＡＭＩに行って が︑今回はホテル経営 くもあります︒
参りました︒スーツ姿 での付加価値の部分を インターンの後半は
以外でスタッフの方に 見ることが出来て幸せ ひとりでの業務がかな
お会いするのが初めて です︒
り増え︑不安半分︑責
★
任感からの充実感半分
だったので︑
受付で﹁挙

という感じでした︒ タ で
) 現 在 の Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 配属された部署のお話
本当にたくさんのお になるまでの社歴のお を伺いました︒本日か
客様の出入りする場所 話を伺いました︒
また︑ら三日目まではＫＤＤ
での業務なので︑臨機 パソコン一台と携帯一 Ｉビル内の部署の説明
応変に対応するのです 台を貸してくれました を受けるそうです︒今
が︑それでも対応がも ☆
日は説明ばかりでした
たつくこともありまし 午後は自己紹介とＫ が︑緊張しちゃって疲
た︒しかしそれさえも スタ内の見学をした後︑
れちゃいました︒
がいい経験になったと 自分の配属された研修 最後に時間が余った
思います︒視野を広く 先に移動しました︒ ので︑担当者の方がビ
持ち︑まわりに気をつ 私の配属された部署 ル内の喫茶店で自分が
けながら自分の範囲内 は新宿のＫＤＤＩビル 会社に入ってからの配
の行動をキチンと行う 内の業務改善Ｇだった 属先の移動などのお話
ことの大変さを改めて ので︑通勤は思ってい を伺いました︒部署の
実感しました︒
たよりも大変でなかっ 方は気を使ってくださ
このような貴重な経 たので安心しました︒ る方が多かったです︒
験が出来たことは私の ＫＤＤＩビル内では 部署内に三十人弱の方
中でなにかが大きく触
発された様に感じます︒
私の中でこのままじゃ
だめだという気持ちが
大きくなり自分の中で
漠然とですが課題が見
えてきました︒
このような気持ちを
持たせてくれた皆さん
に感謝しています︒
本当にありがとうご
ざいました︒
ＫＤＤＩ

桜井 由佳
今日の実習報告です︒
初日の午前は原宿の
ＫＤＤＩデザイニング
スタジオ 通
( 称 Ｋス
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がいらしたので︑一人 参加させていただきま 後雑務をこなし︑会議
に参加させてもらいま
一人の社員の方と名刺 した︒
交換をしてしまい︑邪 少人数でのディスカ した︒いっぱい数字で
魔になってしまったと ッションで意見を言い てきて︑早口で︑なん
思い︑反省してます︒ やすい雰囲気を作って のことをいっているん
だか私たちにはわかり
★
くださりました
二日目は会社全体の その後︑主にディス ませんでした︒
説明︑配属された部署 カッションの内容を基
お昼は部長さんにご
の大まかな説明でした︒
にして︑成果発表会の 馳走になりました！！
三日目からモニタリ パワーポイントなどを おいしかったです☆
ングをしました︒初め 作成いたしました︒緊
午後はご馳走しても
ての体験でしたし︑珍 張しすぎて︑発表会の らった部長さんに︑マ
しい例の電話応対が聞 時に何を言ったのか︑ ッカーサがいたことの
けたので貴重なことで さっぱり覚えてません︒ある部屋へ連れて行っ
した︒
てもらいました︒歴史
四日目は最終日に行
を感じる部屋でした︒
第一生命経済研究所
われる成果発表会の発
午後の仕事はエクセル
表テーマを決めたり︑
をやりました︒表作り
私達グループの説明を
森川由香梨 です︒プリントを渡さ
受けたりしました︒
今日なんとか第一生 れ︑同じ表を作るとい
五日目以降からエク 命インターン初日を終 うものですが︑とても
セルを使った資料作成︑
えました︒帰ってすぐ 難しいです︒式の作り
ディスカッションなど 夕飯を食べて今まで爆 方がわからず︑教えて
を行いました︒
睡でした︒こんなに爆 もらいながらやりまし
最終日の成果発表会 睡したのはかなり久し た︒今日中には終わら
の発表の順番が一番で ぶりでした︒疲れたん ず︑明日へ持ち越しで
す︒
した
パ ワ ー ポ イ ですね⁝︒
(‑̲‑;
ントを使っての発表︑ 早めに待ち合わせし
今日はとても疲れま
学校外での発表は初め て行ったため︑永濱さ した︒でもお隣の女の
てなんで︑いつも以上 んに﹁早いね！﹂とい 方があめをくれるなど
に緊張してます⁝
われました★
いいこともあったので
★
会社ついてまず︑部 明日からも頑張ろうと
インターンシップの 長︑社長に挨拶へ行き︑思います！！！
報告を致します︒第二 名刺交換しました︒十
★
週目からは説明はほと 時からあたしたちがい 第一生命経済研究所
んどなく︑ディスカッ る部署の皆様の前で自 のインターン一週間が
ション︑資料作成にも 己紹介しました︒その 終了しました︒仕事は

＊＊

今はメルマガ作り以外
なくなってる状態です︒
でもみんなもうすぐ出
来上がっちゃうんです
よね⁝︒ｗ
なんか︑本当は今週
中にどんなこと書くか
決めて︑来週からネッ
トとかで情報収集のは
ずだったらしいのに⁝︒
ｗでも会社の人の話を
聞く機会が増えたので
勉強になってます︒お
昼毎日ご馳走してもら
えるので楽しみです☆
来週も頑張ろうと思い
ます︒
★
インターン終了しま
した︒
仕事を与えてくれた
り︑いろんな人の話を
たくさん聞けたり︑他
の部署へも行かせてく
れたり︑いろんな経験
をさせていただき︑と
てもためになりました︒
会社にいた方はみなさ
ん個性豊かでお話を聞
くのは特に楽しかった
です！！とても長く感
じた二週間でした︒で
も充実した二週間でし
た！

＊＊

下田香 なので︑このまま二週
第一生命経済研究所 間できればいいと思い
インターン初日︑終了 ます︒きっと︑トイレ
しました︒
我慢してたのが原因か
帰りの電車の中で倒 と・・・笑
れました︒自分でも何 せっかくなので︑二
があったかよくわかり 日 分 書 こ う と 思 い ま
ません︒まだ頭がぼー す！
っとしていて︑明日も 一日目︒
朝早いので報告は明日 朝︑社長︑部長さん
にさせてください︒す にご挨拶をして︑みな
さんの前で自己紹介を
いません︒
★
しました︒緊張して︑
二日目終わりました︒
うまくできなかったで
先生︑ご心配おかけし す︒
ました︒いまは大丈夫 雑務のあと︑朝会の
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見学をさせてもらいま 聞きました︒
吸収したいと思います︒就 職 の 話 な ど ホ ン ト
話を聞くだけでも緊 まだ雰囲気にのまれ 色々で︑すごくタメに
した︒難しい話で︑あ
まり理解できませんで 張です・・・ホントに ていますが︑早く慣れ なりました！！第一生
書けるのだろうか︒ るよう頑張りたいです︒命の人たちはみんな親
した︒
お昼のあと︑部長さ
一時半から一時間︑ 長くなってスイマセ 切で︑楽しかったです
♪
んにマッカーサー執務 マナー講座を受けまし ン︒
★
室に連れてっていただ た︒今日から四日間︑
＊＊
きました︒歴史の深い 少しずつやっていただ 第一生命経済研究所︑ ＊＊
あのビルでインターン けるそうです︒今日は 一週間終わりました︒
ができる自分は︑とて 敬語についてでした︒ 長かったんだか︑今
田中里奈
も恵まれていると思い 三人とも接客のバイト 考えたらあっという間
ました︒
をしているので︑基本 だったんだか︑よくわ
第一生命インター初
午後は︑エクセルで はできている︑と褒め か ん な い 感 じ で す ︒ 日終了しました︒みん
表作りをしました︒途 ていただきました︒で 段々雰囲気にも慣れて なが終ってからの︑遅
中︑転職のお話を聞き も︑自分ではまだまだ きて︑たくさんの人と いインターンだったか
だと感じました︒ニホ お話できるようになっ ら不安でしたが︑三人
ました︒
ンゴムズカシイ︒︒︒ てきました︒お昼は︑ で九時半出勤なのに︑
二日目︒
昨日は緊張のため︑
その後は︑エクセル 毎日おいしいものを食 元気に九時に行きまし
落ち着きのない行動を の表作りを終え︑その べに連れてっていただ たｗ 永浜さんより早
とってしまいましたが︑表をグラフにする作業 け る の で ︑ 楽 し い で く出勤しました︒ナイ
今日は前日よりは普通 をしました︒
す！メルマガも︑みん スガッツです︒
それが終わると︑コ な順調に進んでいます︒ はじめに部長にあい
でいられました︒朝︑
また雑務をしました︒ ラムのネタ探しです︒ この調子で来週も頑張 さつして︑十時にみん
なの前であいさつしま
ファイルにタイトルを ゆかりちゃんはもう決 ります︒
★
した︒その後︑雑務を
書いてはさむ作業です︒まったみたいですが︑
その後は︑昨日のエク 私とりなちゃんは考え 一日一日がとても濃 こなしました︒単調な
い二週間でした︒
作業でした︒お茶くみ
セルの続きで表をつく 中です︒
りました︒
二日過ぎましたが︑ 最初の一週間は緊張 ＯＬにはなりたくない
今日のお昼は︑パス まだまだ緊張です︒昨 で︑毎日与えられるこ と心から思いました︒
タをご馳走になりまし 日の日誌に書いていた とをやるだけでしたが︑朝会にも出席させても
た︒みなさんとても気 だいたヒトコトを見て︑
後半は自分たちで﹁こ らいました︒話がレベ
さくに話してくださる きちんと見てくださっ の 人 の 話 が 聞 き た ル高くて︑寝そうでし
ので︑おいしくいただ ているのだと︑感激し い！﹂
ってお願いして︑た︒寝てたかもしれま
けました︒
ました！！
たくさんの人のお話を せん︒
午後も︑エクセルの
始まったばかりです 伺うことができました︒ 昼食はご馳走になり
続きです︒途中︑メル が︑最終日までに吸収 経済についての話︑業 ました︒でも︑大食い
マガのコラムの説明を できることはなんでも 務内容についての話︑ の私が︑緊張のせいか

残してしまいました︒
自分でもビックリしま
した︒
部長に︑マッカーサ
ー執務室を見学させて
もらいました︒マッカ
ーサーの座ったイスに
座りたかったです︒
結城さんから転職の
話を聞きました︒いき
なり転職︑中途採用の
話で若干焦りました︒
退社時間までずっとエ
クセルで表を作ってい
ました︒難しかったで
す︒
今日一番思ったこと︒
休憩の取り方がわか
りませんでした︒勝手
に休憩してていいと言
われても︑何時くらい
にどのくらいとるもの
なのか分からず︑みん
なお昼から休憩せずに
働きました︒腰が痛い
です︒足むくみました︒
明日からはスーツじ
ゃなくて私服です︒Ｏ
Ｌ服いっぱい買いまし
た︒
★
現実逃避をして土日
に遊びまくってたら報
告遅くなりました︒イ
ンターン一週目が終り
ました︒最近はいろん
な方とお話できたり︑

みなさんと仲良くなれ
て中々楽しくなってき
ました︒というか︑今
日から楽しくなってき
たカンジですｗｗｗ
ゆかりとかおりとも︑
仲良くなれました︒う
れしいです︒
お昼が毎日楽しみで
す︒今日は帰りに
sadaharuaokiと い う
ケーキ屋さんにも行き
ました︒ゆかりと不二
家も行きましたｗ
話がそれましたが︑
仕事はメルマガが終り
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そうです︒
永浜さんは︑削られるし︑コネはな 果的によかったと思い
忙しいようで︑あまり いしと思っていました ます︒
日本経済研究 センタ
みてくれないケド︑他 が︑いろんな方の話は
の方々が︑すごく気に 本当に参考になります︒
クラブツーリズム
ー
かけてくれてうれしい また︑自分にはどんな
です︒私たちも︑自分 職種があうのかも︑肌
内田涼子
の意見が言えるように で感じることができま
鈴木佐知子 日経センターでは今
なってきたので︑永浜 した︒
お疲れ様です︒
日ひたすら図書館の本
行ってまいりました︒
を数えました︒思って
さんに積極的に︑﹁こう 最後に︑金曜の仕事
いう方のお話が聞きた が終って︑友達に誘わ クラブツーリズムさん いた仕事と違い︑立ち
いです﹂といっていま れクラブに行ったので のワン・デイインター 仕事でとても大変でし
す︒叶うかは微妙です すが︑仕事が終ってか ンに︒
た︒明日はエクセルを
ら朝までハジケるなん
が ;;;
大学三年生だけだっ 使った仕事になるそう
でも︑インターンし て︑自分社会人っぽい たので就活を視野に入 です︒早く色々な仕事
てよかったと今日思い なと思いました︒以上 れた意識が全体にあっ を体験してみたいと思
★
ました︒初めは夏休み
てとてもいい場の雰囲 います︒
第一生命インターン 気でした︒三年生同士 日経センターの人は
ようやく終了しました︒での情報交換や内々定 皆にこにこしていて穏
疲れすぎて遅れました︒者︵現在四年生︶の話 やかな雰囲気で︑初日
二週間目は結構為にな なども聞けたので有意 で緊張していましたが
りました︒入社一年目 義な時間がすごせまし 安心出来ました︒また
の一般職の方とお昼を た︒
明日から頑張ります
したのが︑一番リアル
他にもグループディ
★
な情報収集になりまし スカッション︑新事業 昨日で半分終わりま
た︒毎日一緒に食べた のプレゼンなどがあり︑
した︒二日目からは廃
かったです︒私は一般 限られた時間の中でこ 棄本の廃棄作業をやり
職志望なので︑ここは なしていくので本当に ました︒今週でだいた
総合職の人の話ばかり 濃い時間だったと思い い終わり︑来週はいら
だったので︑もう少し ます︒
ないファイルを捨て本
一般職の方の話が聞き
ちなみにプレゼンは を移動する作業です︒
たかったです︒経済研 六人グループ・十二組 作業は体力勝負といっ
究所は︑みなさんすご で競い合ったのですが︑
た感じです︒五日目に
く個性が強かったです︒結果・・ＮＯ．１いた して始めて山澤先生か
ら日経センターについ
二週間︑すごく長か だいてきました︒
ったです︒でも︑イン
今日の良い点︑改善 てのお話を聞き︑館内
ターンだからこそ得た 点を生かして行きたい を案内してもらいまし
た︒そこで初めて名刺
情報もあったので︑結 と思います︒

交換をしました︒初め
＊＊
＊＊
てマナー講座が活かさ
れました︒来週は先生
のおかげもあり︑セミ
小澤有里恵
ナーに参加したり︑見 日経センターで今日
学に行ったりと︑外に やったことは一日中︑
出られるので頑張れそ 本の冊数を数えました︒
うです︒
明日はエクセルを使っ
仕事以外では︑他の て計算をする予定だそ
階の職員の方にお昼に うです︒
連れて行ってもらい
感想はずっと立ちっ
色々なお話を聞くこと ぱなしだったので疲れ
ができました︒来週も ました︒そして初日な
予定を組んでくださっ のに名刺を持っていく
ているのでとても楽し のを忘れたのがまずか
みです︒
ったです︒
★
★
日経センターでの二 日経センターのイン
週間のインターンが終 ターンの半分が終わり
わりました︒後半はラ ました︒だいぶ仕事に
イブラリでの仕事と︑ もなれました︒
外に見学しに色々な所 最近やってる仕事内容
は古い本を捨てるので︑
に行きました︒
要領よく仕事を進め その図書カードをたく
られるように頑張りま さんの束の中から探し︑
した︒やり終えた達成 抜き取る︒という単純
感がとても気持ちよか 作業です︒
ったです︒色々な人と 来週は外に出たり︑
お話をして︑将来につ 地下でセミナーを聞い
いて真剣に考えようと たりするのでとても楽
思うようになりました︒
しみです︒最近とても
やってる時は辛かった 暑いので︑暑さに負け
仕事も終えてみるとあ ず残りの半分も頑張ろ
っといぅ間でした︒と うと思います︒
ても充実した時間を過
★
日経センターのイン
ごせたと思います︒
ターンが終わりました︒

二週間は長いようであ
っという間にでした︒
とくに一週目よりも二
週目の後半は早く過ぎ
てしまったように感じ
ます︒日経センターの
方は皆親切な人達で︑
おかげで二週間気持ち
よく働けました︒
インターンをして学
んだことはたくさんあ
りますが︑仕事はすば
やく適確にやることが
大事だと思いました︒
とても疲れましたが社
会人とはこういうもの

か︒というものが少し シップをしています︒ 人の方に連れられて社 ターンが終わったこと
つかめた気がします︒ メンバーは総勢三十四 食に行きみんなと仲良 にならないらしいので
とてもいい経験ができ 人でみんなとても個性 くなることができまし 一生懸命頑張ります︒
ました︒
が強くて頭の回転が速 た︒
去年などこのプレゼ
そしてこれから自分 くてものすごく刺激的
十二時半〜自己紹介 ンのために何日もマン
は一体どんな職業につ です︒というか自分の でした︒名前・あだ名 キツで徹夜してみんな
きたいのかきちんと考 未熟さ︵？︶がものす とプラスしてバイト・ でやったという話も聞
ごく目立ち恥ずかしい 趣味・似ている芸能人 きました︒かなりの覚
えていこうと思います︒
です︒私はとても切り ︵物まねつき︶は毎回 悟が必要そうです︒︒
︒
替えしが遅いのが分か 各自のくじ引きで決め 一番乗りの人は九時
損保ジャパン
ります︒
私はバイトで助かりま 集合のところ八時半に
初日は﹁開会式﹂と した︒人事の方の挨拶 来たらしいです︒たい
佐藤美佳 ﹁ オ リ エ ン テ ー シ ョ はとても魅力的であそ ていの人がこの夏のイ
七月三十一日から損 ン﹂がありました︒
こまで最大限に自分の
保ジャパンで職場体験 九時〜の開会式では 魅力を短時間で語るこ
型コースでインターン 二週間一緒にすごす三 とができたら完璧だな
十四名の紹介・各自の とお手本になりました︒
担当部署の発表・プレ 十四時〜ビジネスマ
ゼンの班の発表があり ナー研修︒
ました︒
結構マナー常識はあ
十時〜損害保険の基 り ま し た ︒ た だ 実 践
礎知識を教えていただ は・・・・︒眠気を取
きました︒ホームペー ろうということで実践
ジをみたりするだけで を主にしたので面白か
は分からない損害保険 ったです︒
についてをとても面白 十五時〜損保ジャパ
く説明してくれたので︑ンの基礎知識を学びま
基礎は結構頭に入った した︒これもホームペ
きがします︒今後の為 ージからは読み取れな
に忘れないように早く い細かいところまで聞
頭の中で整理したいと くことができとても勉
思います︒初めて聞く 強になりました︒
用語とかも多かったた 十六時半〜プレゼン
め・・・
テーションの課題発表
十一時〜お昼はまる
八月十一日に発表で
で社会科見学かのよう す︒内定者の方が評価
に三十四人が人事の五 して︑未完成ではイン

・ インターンシップの報告
・ バーベキューは牛肉食べ放題
・ 課題図書「東大生が書いたやさしい株の教科書」の発表
・ 富士急ハイランド見学

＜合宿担当責任者＞森川由佳梨
＜参加者＞池田もも子、内田涼子、小澤有里恵、楠茉奈美、小池
美穂、桜井由佳、下田香、田中里奈、廣恒小枝、森愛佳、森川由
佳梨、森田千絵里

ンターンは損保ジャパ 本店ＳＣ部第一ＳＣ課
ン以外にも一〜二つや 第一グループに配属さ
るという人でまたもや れました︒
自分の甘さを感じちゃ 九時〜ＳＣ︵サービ
いました︒だけれども スセンター︶について
一つに熱くなる自分と のオリエンテーション
いうことで誰よりも誠 を受けました︒昨日と
意をもって頑張ろうと 重複していた部分があ
思えました︒
ったのが少し退屈でし
★
た︒
八月一日の報告です︒ また大学名は一切公
今日から﹁専門部実習﹂表しないといわれてい
が始まりました︒私は たのに︑第一ＳＣ課に

河口湖「旅館 松屋」
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ゼミ合宿

2006 年 9 月 21 日〜23 日（初の 2 泊 3 日！）

は私含め三人が配属さ
れたのですが︑三人の
エントリーシートを私
達に公表されたので大
学名はまだしもエント
リーシートに書いた内
容まで公表されてしま
ったのが心外でした︒
十時〜︵財︶交通事
故紛争処理センターを
訪問しました︒
弁護士の方と被害者
の方と損保ジャパンの
方と仲介役のやり取り
を生で見ることができ
とても勉強になりまし

2007 年２月
跡見経済新聞
10

た︒勿論被害者の方の
了承済みです︒私達が
立ち会うことに︒
十三時〜ＳＣの基礎
知識を学びました︒私
第一グループは十三時
半に会社を出てて代理
店訪問があったため最
後まで研修をうけられ
なかったのは残念です
が︑他の二人に聞くこ
とができたのでまぁ納
得です︒
十三時半〜代理店
﹁日立保険﹂を訪問し
ました︒大森までいっ

たのですが電車の中は
対
1 一だったので先日
私が加害者になった事
故の話にそって色々保
険というものを教えて
いただいたのでものす
ごく分かりやすかった
です︒
十四時四十五分〜日
立保険の方と話をしま
した︒今回は人身障害
保障保険の立会いだっ
たのですが︑その方と
はプライバシーの問題
があり私はお会いでき
なかったのですがうま
く話しがまとまったみ
たいなのでよかったで
す︒
十六時半〜本社にも
どり大まかにＳＣの基
礎知識を習いました︒
いっぱいの情報をいっ
きに頭に詰め込んだた
め︑少し頭が混乱して
います︒早く整理しな
きゃというあせりだけ
ありますが睡魔にかて
ません︒
★
八月二日の報告 で
す︒八時半出社という
恐ろしい現実でした︒
今日は︑ＳＣ部の先
にある︑﹁自動車技術セ
ンター﹂とかいうとこ
ろに行きました︒ＳＣ

の人が実際の事故車の 結構高度で話せば話す
それほど充実してい
情報を教えてください ほど自分の甘さが現れ たということでしょう
とお願いする場所です︒
る感じだったのでとて か？
も緊張した世間話の時
それに答える場所です︒
今週は︑月・火・水
そしてその車がどこま 間でした︒
と営業部門実習で金融
で保険でなおせるかを
★
法人開発第一課にいた
検査するのです︒
八 月 三 日 の 報 告 で 私はみずほ銀行以外の
九時から﹁技術アジ す︒今日は八人の方に 金融機関への営業に沢
ャスター﹂の方につい 約一時間づつお話をき 山つれていってもらい
て一対二で車で川崎の きました︒実際に事故 ました︒金融機関の金
ほうまでいって事故車 受け付けも五件ほどや 融法人部門にいる方々
のチェックをしました︒
らしていただきました︒なので︑取引相手の方
三件回りました︒
また今私が死んだら保 はやっぱりお偉くて固
今回の事故等ででき 険からは基準四千百万 くてとっても緊張しま
た傷かそうでないか等 円しか出ないという現 した︒だけど︑どの企
の判断の仕方や︑どの 実を突き付けられ︑ま 業も私がいるっていう
ような形の事故か等︑ だまだ死ぬわけにいか ことを簡単に受け入れ
アジャスターの方に教 ないと思いました！
てくれて︑実際に生の
えてもらうことにより そしてみなさん！偽 営業の風景を沢山みる
少しは自分でも判断で りの事故で保険をもら ことができすごくよか
きたような気がしまし おうという詐欺は私が ったです︒営業に何が
た︒作動したエアバッ 見抜けます！複雑じゃ 必要かなどとても学べ
ました︒一対一での研
クを生で見ることがで なければ！
き感動しちゃいました︒ 一日の研修で見抜け 修ですごく緊張したけ
天候によっては外での るという自身がついて ど︑一対一だったから
仕事なのでとても辛い しまうので︑プロには こそ成長したと思いま
けれどもプロに近づけ 簡単です！やめましょ す︒
れば楽しいかなと思い う☆笑
明日はいよいよプレ
ました︒
とにかく楽しいです︒ゼンテーションです︒
十四時半に会社にも 入社 年
1 目の方との談 インターンメンバー・
どったのですが︑その 話の時間もくださり︑ 社員・内定者・人事等
後はレポートを作成し ためになる話をたくさ 等総勢六十人近くが観
て日報をつけてコメン んきけました︒
客らしいです︒私はア
トをかいてもらいその
ドリブがきかない台本
★
後は六人で放置プレイ インターンも残り一 マンなので︑発表担当
をされました︵笑︶し 日となってしまいかな になりました︒今日プ
かし︑みんなの会話が り寂しいです・・・︒ レゼンテーション研修

があったんですが︑明
日そんな大人数の前で
うまくできるか心配で
心配で眠れません︒と
いうか今帰宅しました︒
プレゼンの準備が終わ
らなくて・・・︒明日
も朝七時半にロビー集
合というなんとも過酷
なスケジュールで
す・・・︒他の班は今
日泊まりとかでやって
るらしくだからこそこ
んなに余裕だしている
自分達に緊張しちゃい
ます・・・︒頑張って
トップに輝いてきます
♪
★
お・わ・り︒今帰宅
中です☆
今日はプレゼンテー
ションと終了式があり
ました︒
私達の班のプレゼン
は八班中三位で三十五
点満点で二十八点でし
た︒二十八点が実質の
満点とみていいらしぃ
です︒審査員七人で最
高点四点︑特別最高五
点らしくて⁝︒
ようは満点！！
一位になれなかった
のは残念ですが︑涙が
出そうなくらいうれし
かったです！

