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には︑政府が発表した
医療制度改革関連法改
正に伴い︑〇八年度よ
り各健保機関に対して
四十歳以上を対象にメ
タボリックシンドロー

ることがあげられます︒に書きこんだものです︒
ろさがあります︒
総務省が 発表して
お昼もご馳走しても
さわかみ投信
いる労働力調査で就業
らった上に︑たくさん
者数の増減をみると︑
の話をしてもらい︑と
男性はこの十年間で 1 さわかみ投信でのイ ても楽しかったです︒
百二十八万人も減って ンターンシップが始ま 明日は︑総務の人とお
話ができるのでとても
楽しみです︒
★
一週間が経ちました︒
リサーチャーの卵とし
て︑日々たくさん学ば
してもらっています︒
会議などにも︑出させ
ていただいているので
社会人を毎日︑体験さ
せてもらっています︒
お金をいただくという
のは︑大変なことで発
表側も質問側も発言の
レベルが問われます︒
知識量も視点もレジュ
メの使い方も︑吸収し
たいところがたくさん
あります︒
基本的には行動は自
由なので︑東京証券取
引所でアナリスト向け
の決算報告会に出席し
ました︒行く途中の電
車の中で︑社員の方に︑
いろいろ株について教
わりました︒この方の
考えや︑ものの捉え方
は︑とても斬新で︑絶
対に習得したいと思っ
ています︒決算報告会

ムの検診と健康指導が いる一方で︑女性は 25りました︒七時半から
バブルが起こりました 意識の変化
が︑歴史を紐とけば最 今年に入ってから社 義務付けられたことが 万人も増えています︒ 全体会議が始まるので
初のバブルはオランダ 会現象にまでなったビ あります︒高齢化社会 このように働く女性が すが︑朝とは思えない
でチューリップ球根の リーズブートキャンプ︒と言われる今︑健康︑ 増えたため︑女性の経 会社のみなさんの意見
価格が高騰したことで 一万本売れれば大ヒッ ダイエットに関心が高 済力は消費マーケット に刺激を受けました︒
した︒
トと言われるこの種の いのは若い人達だけで を引っ張る存在として ﹁自分達は︑お客様の
どのバブルにも共通 ＤＶＤの中で︑ビリー はなくなっています︒ 見逃せないものとなり 資産を預かっているん
していえることは︑価 ズブートキャンプはひ 健康志向が高まりつつ ました︒また︑消費実 だ！そういう意識を全
格があまりにも高くな と月だけで二十万本︑ ある世の中の流れを考 態調査︵総務省︶で単 員が持たなくてはいけ
りすぎると一部の人達 世界では一千万本も売 えると︑一層ダイエッ 身男女の貯蓄額を比べ ない！﹂このような熱
が利益を得ようと売却 れました︒﹃体につける ト関連商品の市場は活 てみると︑足元では女 い意見が交わされる素
︑﹃飲む 性化していきそうです 性の貯蓄額の方が高く 敵な会社です︒
します︒他の人もそれ だけでやせる﹄
︒
なっています︒昨今の
私は︑運用リサーチ
に続き︑結局バブルは だけでやせる﹄という ︵大沼︶
投資ブームの中で︑女 部というところに︑お
崩壊してしまうのです︒
不確かな商品に踊らさ
購 入 時 よ り 高 値 で れるより﹃多少きつく ■ 増 え 続 け る 女 性 投 性にも自分で稼いだお 世話になっています︒
金をただ貯蓄するので 主な業務は︑みんなと
買い取る人がいるうち ても確実にやせる事が 資家
それでいて自 最近︑女性が投資家 はなく︑運用しようと のインターンシップと
はいいのですが︑それ できる﹄︑
がいなくなった時がバ 分の家でできる便利さ として注目されてきて する動きが出てきてい は少し違っていて︑一
﹁化粧 ます︒このため︑企業 日中︑調べたい企業に
ブル崩壊の時です︒し とビリーのパフォーマ います︒例えば︑
﹁下着﹂ 側は女性マーケットを ついて研究します︒
かし︑自分が最後にジ ンスが人々を魅了した 品﹂﹁エステ﹂
などのメーカーでは︑ 消費者としてだけでな 普段は︑たくさんの
ョーカーを引くとは誰 のでしょう︒
も考えていないためバ こうしたダイエット お客様である女性に株 く︑投資家としても注 情報︑資料︑そして会
目するようになってき 社の人たちの頭の中の
を扱う本や雑誌︑ＤＶ 主になってもらおうと︑
ブルは発生するのです︒
この人間の心理が変わ Ｄ や 飲 食 ︑ グ ッ ズ は 株主優待サービスとし ました︒今後︑女性投 知識︑そんなすばらし
らない限り︑世界のど 年々増えています︒ダ て自社商品を提供した 資家の活躍なども注目 い環境の中で調べ物は
こかでバブルは繰り返 イエットというと若い り︑サービス券などを されていくと考えられ できないので︑とても
ます︵小林︶︒
充実した一日になりま
されるでしょう︵藤島︶
︒
女性がブームの中心と 発行したりしています︒
思われますが︑最近で このように︑女性投資 ここにある報告は︑ した︒キーワードとキ
■ ブートキャンプ 入 は少し傾向が変わりつ 家が注目されるように 電子掲示板に︑学生が︑ーワードが紙に上で繋
隊続出 から見る健康 つあります︒この背景 なった背景には︑女性 インターンシップ１日 がっていく瞬間は︑言
の社会進出が進んでい 目︑一週間後︑最終日 葉にはできないおもし

跡見経済新聞
インターンシップでの
作品︵第一生命経済研
究所メールマガジンよ
り転載︶
■ バブルは なぜ繰り
返し起こってしまうの
か？
最近︑日本の株価が
低迷しています︒その
背景にはアメリカのサ
ブプライムローン︵低
所得者向けの住宅ロー
ン︶問題があるといわ
れていますが︑この問
題はアメリカの住宅市
場におけるバブル崩壊
だったという話もあり
ます︒
日本でも 一九八六
年以降バブル経済を迎
え︑そして崩壊しまし
た︒その後︑日本の投
資家にとって長らく不
幸な状況は続き︑おそ
らく﹁二度とこのよう
な失敗はしない﹂と思
った人も少なくないで
しょう︒
日本では土地や株で
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では上場企業の経営者 して成長して行きたい
の方の生の話を聞くこ です︒
とができました︒経営
★
者の雰囲気や話は投資 二週間のインターン
判断をする上でも大切 シップが無事終了しま
なんだと実感しました︒
した︒二週目は研究発
また︑一人で東証会館 表の準備におわれまし
に調べ物をしに行きま た︒アナリストリサー
した︒あそこは︑投資 チを読んだり︑アナリ
判断をする時には行く ストの方にアドバイス
べきですね︒勉強会で をいたただいたり︑普
は︑長期投資家の方の 段の厳しい会議に出せ
お話を聞きました︒こ るまでになるように頑
の方の生き方は本当に 張りました︒
素敵です︒
来週からも︑ 研究発表は︑朝のア
いろいろな方の話を通 ナリストとリーサーチ
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ャーだけのミーティン
グで発表するはずだっ
たのですが︑就業後に
わざわざ時間を作って
くださいました︒就業
後にも関わらず︑社長
やファンドマネージャ
ーを始め︑たくさんの
方がいらしてくれまし
た︒
発表は始めに三分間
のプレゼンテーション
して︑その後質疑応答
に答えました︒三分間
に自分が言いたいこと
をすべて言うのは大変
でした︒質問は自分が
予想していたのと違っ
ていたので答えるのが
大変でした︒皆さんの
質問は︑私にこれから
の課題を与えてくれる
ようなものばかりで︑
大変勉強になりました︒奥が深いもので︑経済
答えられなかった質問 というものがもっと好
を絶対に調べて答えよ きになりました︒
う！という闘志みたい 木曜日は午前中に︑
なものが湧きました︒ 業務管理部の皆さんの
私もこういった︑発表 ご好意により直接販売
者にプラスになるよう の現場を体験すること
な質問をしたいです︒ できました︒
﹁入力︑電
夜に︑ファンドマネー 話︑顧客管理﹂を同時
ジャーの方や総務の方 にこなしていく現場は
などから﹁投信とは何 とてもパワフルで圧倒
か︒投資とは何か︒﹂と されました︒午後は︑
いうことを話していた ﹁マシンツールフェア
だきました︒株式とは

卒業式

﹂
に行きました︒すが︑皆さんと頑張り
OTA2007
業者ではなく︑女子大 ました︒終わったあと
生ということを武器に のビール︵私はジュー
たくさんのことを聞き ス︶は格別ですね︒
ました︒実際に現場に 学ぶことが多く︑今後
行くことは企業を知る の課題が見つかった二
上で大切なものだとつ 週間でした︒さわかみ
くづく思いました︒
投信でインターンシッ
最終日は︑残業です︒プができて本当に良か
お客様に送る運用報告 ったです︒成長した姿
書を︑会社の皆さんと をさわかみ投信の方々
手作業で詰め込んでい に 見 せ ら れ る よ う に
きます︒ばく大な量で ﹁生きた経済﹂の中で

第一生命研究所のイ
ンターンシップがはじ
まりました︒初日はか
なり緊張しました︒
大人数の前で自己紹
介したり社長に挨拶に
いったりしたのが特に

第一生命経済研究所

仕事ができるように︑
今後も勉強をしていき
ます︵土渕︶︒

2008 年 3 月 18 日、マネジメント学部としては 3 回目の卒業式
がありました。翌日には東京ドームホテルで謝恩会がありました。
山澤ゼミの学生も全員無事卒業。サイン帳やチョコレートなどを
もらいましたが、「お礼はいらないので、飲みに行きましょう」と
嬉しいことを言ってくれました（山澤）
。

緊張しました︒自己紹
介では真面目なことを
いわなくては！と思っ
ていたのですが︑永濱
さんに﹁劇団ひとりの
ことでもいいなよ﹂と
言われたので︑﹁彼のよ
うな想像力豊かな人に
なりたいです﹂と言っ
たのですが緊迫した空
気で怖かったです︒笑
そんな事はどうでも
いいのですが︑私たち
は本当にすごいところ
でインターンシップを
させていただいている
なと実感しました︒
初日からみなさんが作
っているレポートを読
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好評発売中！

みました︒内容はさっ 頂いたり︑みなさんが
ぱりですがこの２週間 つくっているレポート
でできるだけ理解でき を三人のためだけに説
るようになりたいです︒
明してもらったりして
また二日目の今日は熊 本当にとても良い勉強
野さんという方に取材 をさせてもらっていま
の依頼があり︑それを す︒
見学させていただきま さすが経済研究所な
した︒毎朝電車の中で ので最新の情報で経済
新聞を読むのは大変で を学べることが最高に
すが︑二週間頑張りた 嬉しいです︒
いと思います︒
また︑エクセルも授
業なんかと違い本物の
★
今日で一週間がすぎ 数値を使って作るので
ました︒この一週間で 授業で習わなかったこ
かなりたくさんのこと とを学べました︒
今はメルマガを作成
を学びました︒
部長さんに毎朝新聞 しています︒テーマを
を通して経済を教えて バブルにしてしまった

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

ので難しくて大変です︒ 第一生命経済研究所
あと一週間吸収できる のインターンシップ始
こ と は 吸 収 し て き ま まりました★小林さん
す！！
と藤島さんと予定の三
十分前に待ち合わせし
★
二週間無事に終える て行ったのになぜかか
ことができました︒二 なり迷いました︒早め
週間目には経済調査部 に行って正解でした笑
以外に株式部も見学さ 受付から緊張しっぱな
せていただきました︒ しでした⁝大勢の前で
一番楽しかった事は未 自己紹介したり⁝ミー
上場企業への投資につ ティングに出席させて
いて︑私たちの意見を もらったり日本経済新
述べたことでした︒未 聞を用いて新聞の読み
上場企業を上場させる 方のレクチャー︑経済
ために実際に第一生命 についてその研究所で
さんが投資している企 実際に発表してるレポ
業の商品について話し ートを用いての勉強︑
あったので︑私たちの 郵便物作成の雑務︑社
案が社長さんに伝わる 内見学などなど⁝
と言っていました︒
あっとゆうまでした
一番大変だったのは ☆ランチのご馳走はと
メルマガづくりでした︒
ってもおいしかったで
私は自分でテーマをバ す♪やっぱり社内にい
ブルにしてしまい︑経 るより砕けた話がいっ
済研究所の人でさえテ ぱいできました♪私達
ーマにしているような 三人はかなり身構えて
ものだったのでとても いたのにかなりリラッ
難しかったです︒
クスした感じでした！
おかげで﹁チューリ 明日は就職関係の取材
ップバブル﹂について に立ちあえます︑楽し
は詳しくなりました︒ みです★
とても貴重な二週間を
★
過ごせたことを先生︑ 一週間とても早かっ
第一生命の方に感謝し たです！毎日一日の細
ます︵藤島︶
︒
かい予定とか今日中に
何をどこまでやれとか

あまり言われないので
どのくらいのペースで
やるのか最初は困りま
したがメルマガもすぐ
終わってまたエクセル
の勉強してます︒
毎朝の新聞のレクチ
ャーの時間はわかりや
すくとても充実してま
す！株や投資︑バブル
や金利の事などとても
楽しいデス︒お昼も和
食︑焼肉︑イタリアン︑
タイ︑スペインと制覇
しました♪
経済レポートの解説
の時間も私達三人は質
問の連続で時間を延長
する事もしばしば⁝そ
のくらい白熱していま
す！就職や面接の話な
ど現場の話も聞けてか
なりモチベーションの
あがる毎日です☆
株とかの本もみんな
一人一冊かりて︑この
二週間で三冊読み終わ
る予定です！来週の株
式部でもたくさん勉強
してきますー！
★
二週間とーっても早
かったです！！そして
かなり毎日充実してま
した☆今週は先週に引
き続き毎朝新聞読みを
して︑株式部にお邪魔

させていただきまし
た！株式部では第一生
命がお客様から預かっ
た資産運用︑未上場企
業への投資の事など学
びました！
債券︑外国株︑もち
ろん日本株について︑
ベンチャーキャピタル
についても学べてかな
ーり興味深かったです︒
生保でも本当にたくさ
んの仕事内容がある事
を知りました！
経済研究部の方々は
本当に優しくて話しや
すいし楽しいし︑もぉ
あのビルに入れもしな
いかと思うとかなり寂
しいデス︒この二週間
でだいたい自分が何に
興味があるのか︑今何
をすべきか発見できま
した☆︵大沼︶

第一生命経済研究所
昨日からインターンが
はじまりました︒前日
から緊張していました︒
三人で待ち合わせをし
て行ったのですが迷っ
てしまいました︒しか
し五分前ぐらいには着
きました︒
初めは永濱さんとあ
いさつをしました︒そ
の後︑全体の前で自己

紹介をしました︒
今回から︑部長さん
が日経新聞の読み方を
レクチャーしてくださ
るので自分の経済の力
が少しでもつけばいい
なと思っています︒緊
張ばかりしていました
がみなさんがもっとリ
ラックスしていいよと
言ってくださったので
これから二週間頑張っ
ていこうと思います︒
★
今日でインターンが
半分過ぎました︒初め
は長いなと思っていた
インターンも折り返し
時点になってみると結
構早いもんだなと思い
ました︒メルマガもほ
とんど終わります︒来
週からは株式部にも見
学が行けるそうで楽し
みです︒
毎朝︑部長にレクチ
ャーしていただける日
経新聞もまだまだでは
ありますが︑だんだん
わかってきました︒
経済についてや株につ
いて自分が少しずつ興
味を持って話を聞いて
いるのがすごくわかり
ます︒職員の方々もす
ごく優しく︑解らない
ことを聞いても嫌な顔
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せずに丁寧に教えてく しく楽しかったです︒ です！しかし最終課題 もいい社会勉強になり︑に感謝の気持ちでいっ
ださいます︒ランチも 他の部にも行き︑いろ である︑理事長の前で おいしいご飯やお酒に ぱいです︒ありがとう
いろいろなところに連 いろお話しを聞きまし のプレゼンが ･･･
とても楽しい気持ちで ございました！この２
れて行ってくださって た︒本当にこの二週間 とりあえず必死でがん 一週間を終えました！ 週間で沢山の刺激を受
いろんな人の話を聞け は充実したすばらしい ばります !!!!!
け︑吸収するべきこと
が !!!!
････
て勉強になります︒ 経験をさせていただけ 日銀・東証など四カ 理事長さんの前での だらけでした︒これら
︒
あと一週間学べること ました︵小林︶
所への訪問や四回の外 十分間の最終プレゼン 学んだ全てを︑しっか
はしっかり学んで帰り
部の方によるセミナー︑
が待っています！！昨 りと自分のモノにして
日本経済研究 センタ
たいと思います︒
会長を含むスタッフの 日は山澤先生の前での いきます！！そして来
★
方の講義︑昼食会や OB
中間発表でした︒ボロ 年も絶対インターンシ
ー
今日で第一生命経済
会とかなり盛り沢山な ボロでした︒しっかり ップに参加します！
研究所のインターンが
二週間で今から楽しみ 準備します !!!!!!
来週 みんなのインターンシ
終わりました︒本当に 今日からインターン です♪♪
も盛りだくさんの日程 ップ話とっても楽しみ
あっという間に終わっ が始まりました！！跡
★
で多くのことを学び吸 にしてるからいっぱい
てしまいました︒
毎朝︑見三名・一橋二名・慶
日経センターでのイ 収していきます！
聞かせてね〜♪みんな
★
部長がレクチャーして 応一名の合計六名で二 ンターンも一週間が過
お疲れ様でした！︵河
くださる日経新聞︒本 週間︑日経センターに ぎました︒この一週間︑ 今日で日経センター
当に経済について知る お世話になります︒
毎日毎日ものすごいス のインターンシップが
ことが出来ました︒話 初日の感想は﹁いい ピードで過ぎていきま 終了しました︒本当に
を聞いてるうちに自分 人ばっかりだ〜﹂です︒した︒一日に沢山のこ 毎日がめまぐるしく︑
が何に興味があるのか 帰りの電車はみんなで︑とを体験させていただ 時間に追われながらも︑
が少しはわかるように スタッフの方の人の良 き︑どれも初めてのこ とても充実した日々を
なりました︒これから さに感激してかなり興 とばかりなので︑とて 送ることができました︒
も日経を読んで今︑日 奮していました︒日経 も幸せです︒最先端で ラ ス ト 一 週 間 は ︑
本はどうなっているの センターのイメージは 活躍する方々からとて NIKKEI NETカ ン パ ニ
かを知りたいと思いま かなり堅苦しいという も多くの刺激を受けま ー・昼食会・東証・日
した︒
銀・二回のセミナー・
感じでした︒しかし実 す︒
みなさんが書いたレ 際はとても親切でアッ
また他大の子たちと 会長さんをはじめ職員
ポートも読み︑わから トホームなところでし もとても仲良くなり︑ の方々のお話︒竹中平
ないことなどを丁寧に た︒ここでなら二週間 多くのことを学ばせて 蔵さんとの対談！理事
教えていただきました︒
がんばれる！と思いま もらっています︒そし 長さんの前での最終プ
メルマガも担当の方と した︒
て昨日は日経センター レゼンとかなり内容の
いっぱい調べて完成さ また他大学の生徒と のＯＢ会で立食パーテ 濃〜いものでした︒
せました︒グラフ作成 もすぐに打ち解けるこ ィーに参加させてもら 今はこの二週間の充実
もたくさん迷惑をかけ とができ︑六人で協力 いました♪
感で興奮が冷めませ
ましたが出来ました︒ し支えあって最終日ま
色々なお話を聞けて︑
ん！また職員・研究員
経済研の人は本当に優 でがんばっていきたい 雰囲気も味わえてとて のみなさま・山澤先生

合︶

日本経済研究センタ
ーでのインターンが始
まりました︒
スタッフの方にとて
も親切にしていただき
ました︒おかげで極度
の緊張が程よい緊張に
なりました︒最終に理
事長の前でプレゼンを
するという課題が出さ
れました︒どこからど
う手をつけたらよいの
か・・・

2007 年 9 月 19 日〜22 日（初の１泊４日（バスで 2 泊））
行き先：大阪
・ 大阪大学先端科学イノベーションセンター訪問
・ 同研究員とディスカッション
・ インターンシップ報告会
・ 道頓堀（たこ焼き、明石焼きを食べる）
・ ＵＳＪ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）

勉強不足だったと思 らっって︑濃い日々を
い知らされた初日でし 送っています︒今日は
た︒でも頑張るしかな ＯＢ会に出させていた
い の で 頑 張 り ま す だきました︒色々な方
っ！！！これから４箇 とお話ができてとても
所への訪問︑四回のセ 貴重な経験ができまし
ミナーなどなど沢山の た︒あと一週間は︑よ
ことを経験できるそう り忙しくなりそうです
なので楽しみです︒ が精一杯努めたいと思
★
います︒
一週間が経ちました︒
★
とても早く過ぎてしま インターンが終わり
いました︒プレゼンの ました︒長いと思って
準備や会社訪問︑セミ いた二週間はあっとい
ナーへの参加︑受付の う間に過ぎてしまいま
手伝いなどをさせても し た ︒ と て も 忙 し い

ゼミ合宿
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日々でしたがその分と しみやすい人達ばかり た︒楽しかったです︒ 経センターの方々は優 品を七つしかあげられ
だったので︑とても安 お料理もおいしかった しい方ばかりで楽しか ませんでした︒︒︒明日
ても濃い二週間でした︒
ったです︒ありがとう からはもっと掘り下げ
とりあえずプレゼンが 心しました︒九月十三 です︒
日にパワーポイントを また明日からもがん ございました︵志賀︶︒て調べていく予定らし
終わって良かったです︒
いです︒ 二週間がん
竹中平蔵さんと会って 使って︑理事長にプレ ばっていきたいです︒
話 す こ と が で き ま し ゼンをしなくてはなり 最終プレゼンに向けて
ばります！！
三菱総合研究所
ません︒
がんばっていきます︒
★
た！
他大のインターン生
正直言って︑困った
★
先週︑ヒットしそう
とも仲良くなりました︒〜 と い う 状 態 で す 遅くなってすみませ 本日からインターン な商品をあげて今週は
私はこの二週間で自分 が ･･･
頑 張 り た い と 思 ん︒二週間本当にあっ シップがはじまりまし ブランド戦略について
の手際の悪さと詰めの いますインターンシッ という間でした︒編入 た！九時半に無事に大 調べています︒社長の
甘さを実感しました︒ プを楽しみながら無事 をしなければ経験出来 手町に着き︑早速それ 考え方やコンセプト︑
また学校の授業は大切 乗り切りたいと思いま ませんでした︒楽しか ぞれの配属先に別れて 社員に対するＥＳの見
ったです︒
仕事をしました︒二週 方などです︒
だと改めて思いました︒
す！
日経センターに来てい
★
この二週間は本当に 間のインターンシップ 基本的に朝から晩ま
なければ感じることは 一週間は本当にあっ あわただしかったです︒でＣＳ・ＥＳ︵顧客満 でＰＣや雑誌で情報を
なかったと思います︒ という間でした︒でも でも多くのことを吸収 足・従業員満足︶がな 調べて最後に簡単に発
自分を見つめなおすき 充実した一週間になり することが出来ました︒ぜ必要なのか︑これか 表︑といったかたちで
っかけにもなりました︒
ました︒今まで経験し このインターンシップ らヒットするであろう す︒
研究員の方の話も刺激 たことがなかったこと で竹中平蔵さんとお会 商品︑の二点を調べて 今日から明日︑明後
的でしたが︑跡見生だ ばかりなので正直戸惑 いすることが出来たの 最終的にプレゼンする 日はサマンサタバサに
けでなく他大の人とイ ってばかりでした︒ がとても刺激になりま みたいです︒
ついて調べる予定です︒
なので︑午前中は﹁こ
★
ンターンをしたことも 山澤先生の前で発表し した︒セミナーに参加
私にとっては刺激的で た中間報告は緊張した させていただいたり︑ れからヒットしそうな 二週間のインターン
した︒とにかくすごく し︑発表することも頭 東証や日銀にも連れて 商品﹂をネットで探し シ ッ プ が 終 わ り ま し
良 か っ た で の中でしっかりと整理 行っていただいたりし ました︒ぜんぜん思い た！！
担当の方が三回変わ
す！！！！！本当にあ されていませんでした︒
て︑嬉しかったです︒ つ か な く て 大 変 で し
ったこともあり︑二週
りがとうございました 本当に勉強不足だと感 理事長さんへの最終 た︒︒︒
じました︒パワーポイ プレゼンもなんとか終
お昼は担当の方にパ 間ではさまざまなこと
︵蔵澤︶
︒
ントも勉強してから今 えることが出来ました︒スタ屋さんに連れて行 を学べました︒株の話
回のインターンシップ もっとこれから頑張っ って頂きました！！午 やベンチャーキャピタ
にのぞめば良かったで て行かなくてはならな 後はＣＳ・ＥＳのビデ ルの話のほかに︑モチ
す︒
いことに気付かされま オを見て感想をまとめ ベーションのあげ方や
金曜日にＯＢ会に出 した︒他大の人と一緒 るのと︑午前中に引き リーダーシップのとり
ました︒色々な方と話 にインターンシップが 続きヒットしそうな商 方なども教えて頂きま
す機会はあまりないの 出来たのもいい刺激に 品探しでした︒七時間 した！十月から株を実
でいい経験になりまし なりました︒本当に日 半でヒットしそうな商 際買うので︑今回学ん
今日はとても緊張し
た一日でした︒日経セ
ンターに着くまで不安
で仕方がありませんで
した︒でも日経センタ
ーの方々や︑他大の人
達はみんな優しくて親

だことを少しでも生か
せるようにしたいです
︵山本︶
︒
みずほ総合研究所

お 疲 れさ まで す み
｡
ずほ総研でのインター
ンシップが始まりまし
た 初
｡ 日の今 日は八時
四十分に内幸町の本社
に行き 情
､ 報 管理やセ
キュリティの説明を受
け そ､の後 人､事部の方
と一緒に大手町まで移
動しました ｡

2008 年３月
跡見経済新聞
6

お 昼 まで は 太
､ 田 さ る必要性を ひ
､ しひし め て ︑ 頑 張 っ て き ま
んに日本経済について と感じたので頑張りた す！
説 明 し て 頂 き ま し た いです
★
｡
｡
日本経済論で学んだ事 皆さんにとても良く
みずほ総研でのイン
を 違
､ った面 から詳し して頂いて 充
､ 実 し た ターンシップ︑何事も
く分かりやすく説明し 初日を過ごせました ｡なく終了したと報告し
て下さったので す
､ ご 明日からも笑顔で頑張 たいところでしたが⁝
く 楽 しか った です
ってきます♪
最終日に貧血と夏バテ
!(*
∀｀
★
で倒れ込みました︒
´
*)
お昼は 調
､(査本部を おはようございます︒ いつも通り通勤して
代表するイケメンらし 前回︑金融調査部と書 いたのですが︑駅で気
い 金
) 融 調 査 部 の 方 と きましたが経済調査部 持ち悪くなり遅刻して
ご一緒しました ｡(
笑 の誤りです︒訂正しま いきました︒出社後も
午後からは エ
､ ク セ ル す︒金曜日で︑インタ 治らず︑皆様にはご迷
を使ったデータ入力を ーンシップも半分終わ 惑をおかけしてしまい
行 い ま し た ⁝ 自 分 の ってしまいました︒出 本当に申し訳ありませ
｡
パソコンスキルを上げ 張のお土産を頂いたり︑
ん︒⁝来年のインター
ランチをご馳走になっ ンシップの子たちに響
たりもしました︒デー いたらどうしようと︑
タ入力が作業の中心で 情けない気持ちでいっ
すが︑初日と比較する ぱいです︒
と︑早く正確に入力出 みずほ総研でのインタ
ーンシップは︑自分に
来るようになりました︒
エクセルの小技も教え とって足りない部分を
て頂いたり︒
見つめ直す良い機会で
株式や金利などにつ した︒皆様には色んな
いても教えて頂いて︑ お話をして頂き︑質問
毎日がとても楽しいで にも大変分かりやすく
す！暇な時間には︑新 答えて頂きました︒勉
聞を読んでいるのです 強不足を実感する事ば
が︑何紙もあって読み かりでしたので︑秋か
切れないくらいです︒ らはもっと頑張ろうと
日経産業新聞にハマっ 思います︒
て︑それを中心に読ん 最後はドタバタとし
でいます︒今週は日銀 てしまい︑ゆっくりご
と東証に行きます︒ 挨拶も出来なかったの
今日からも気を引き締 が残念ですが︑大変充

実 し た 十 日 間 で し た ます︒
足を実感しました︒今
週は日銀と貨幣博物館
︵菅野︶
︒
★
無事︑最初の一週間 と東証にも行きました︒
今日からみずほ総合 が終了しました︒普段 日銀では分厚い金庫の
研究所のインターンシ 使 う こ と の で き な い 扉に驚いたり︑貨幣博
ップが始まりました︒
というパソ 物館では地域ごとでお
Bloom Berg
遅刻せずに無事に内幸 コンに触れられたり︑ 札の雰囲気が違ったり︒
町の本社に到着しまし 初めて見る新聞があっ ︵暖かい地域だとオレ
た☆
たりしてとても楽しい ンジや黄色なんですが︑
寒い地域は青系なんで
午前中は本社で書類 です︒
にサインしたり︑情報
学校ではほとんどワ すね︒︶東証では今と昔
管理についての説明を ードばかり使っていま の取引の違いに驚きま
受けたりして︑その後 したが︑仕事ではエク した︒
大手町移動し︑﹁日本経 セルばかり使います︒
最後の挨拶は︑あま
済の見方﹂の講義 ？( )この一週間でだいぶエ り時間がなくちゃんと
をして受けました︒グ クセルに慣れてきまし お礼を言えなかったの
ラフをたくさんつかっ た︒エクセルはすごい が心残りです︒でも︑
ての説明でとてもわか ですね〜︒もっと使い ゆっくりお礼をしてい
りやすくて楽しかった こなせるようになりた たら先輩達のように泣
です︒
いです︒ラスト一週間︑きそうになってたかも
午後はデータの更新︑ たくさんのことを吸収 しれないです・・・︒
エクセルへのデータの できるよう頑張ります︒ 充実した二週間を過
★
ごすことができよかっ
打ち込みを行いました︒
パソコンの知識不足を みずほ総研でのインタ たです☆︵皆川︶
改 め て 実 感 し ま し ーンが終了してしまい
ました︒皆さん親切で
た！！
ヤマト運輸︵公募︶
インターンシップ期 楽しく色々と学ぶこと
間中に東京証券取引所 が出来ました︒
や日本銀行に連れてい
データ入力は初日に 六日間のインターン
って下さるそうで︑普 比べると早くなりまし が始まりました︒今回
段よく耳にする名前で た︒簿記での電卓打ち は前回のヤマトシステ
すが︑なかなか行くこ にも役立ちそうです︒ ム開発の親会社︑ヤマ
とができない所なので 経済の勉強会では︑﹁今 ト運輸株式会社です︒
今から楽しみです︒
の日本﹂がわかる説明 東銀座まで通います︒
初日はあっという間に で勉強になりました︒ 初日ということで︑自
終わってしまいました︒しかし︑忘れているこ 己紹介やゲームをやっ
これから二週間頑張り とも多々あり︑勉強不 たのですが︑このゲー

飯能河原
ムが深いゲームで⁝い ンをして︑総評をして
ろんなことを思い知ら いただき︑懇親会でし
された一日でした︒お た︒プレゼンは私たち
の班らしく出来たので
昼はお弁当が出るので︑
お財布としてはありが 皆大満足でした︒担当
たいインターンです︒ の方にも﹁この企画は
来週の月曜まで︑頑張 面白い﹂と言っていた
だけたので︑達成感を
ります
!!
味わえました︒
★
本日でヤマト運輸六 懇親会は小さなお店
日間のインターンが終 を貸切って︑インター
わりました︒今日はグ ン生と人事の方全員で
ループワークのプレゼ 乾杯でした︒初めてビ
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ＴＡＫＡＩＭＩのイ
ンターンシップに行っ
て参りました！私の他
に五名の三年生のイン
ターンシップ生がいま
した︒今年は去年と違
い︑内定者の方たちの
最初の現場でもあるラ
ボという衣装のメンテ
ナンスをするところで
内定者の方たちと一緒
にお世話になっていま
す︒
事前研修で和装のた
たみ方・名前を教わっ
ていたので現場で生か
すことが出来ました︒
しかしお裁縫が苦手で
新郎様のシャツのボタ
ン付けに時間がかかっ
てしまいました；
アイロンがけは得意
だったので楽しく作業
が出来ました♪気づい
ールを美味しく感じま 先生へ︒インターン
たら百枚近くアイロン
した︒人事の方が誰よ の倍率はハッキリ教え
がけをしていてびっく
りも先に懇親会︵ビー てくれませんでした︒
りしました！！
ル︶を楽しんでくれた ですが︑面接で人選し
明日も頑張ります！
ので︑全員が心からそ たって言ってました︒
★
の場を満喫出来ました︒インターン生は私でも
土曜日にＴＡＫＡＭ
最高の仲間に出会えた 知ってる大学ばかりで
Ｉでのインターンシッ
ことに感謝します︒本 した︒詳細は今度ゆっ
プが終了しました︒今
当に内容が濃くて⁝こ くり話します︵池田︶︒
まで︑私のなかでブラ
こには書ききれません︒
イダルの仕事は華やか
詳細が気になる方は池
なイメージしか思いつ
ＴＡＫＡＭＩ
田までどうぞ☆来年も
きませんでした︒この
行きたいな⁝
十日間のインターンシ
文化祭（紫祭）では、山澤ゼミとしてお好み焼きの模擬店を出す
ことにしていました。その練習のため、9 月の暑い日に埼玉県飯能
市にある飯能河原に行きました。
当初予定していた日は台風に直撃され、お好み焼きを作るはず
が、他のサークルの出し物との関係でワッフルを作ることになった
りしましたが…「そんなの関係ねえ」という感じで、バーベキュー
を楽しみました。

ップでメンテナンスの ついて﹂のセミナー型︒
仕事もあるということ︑
実際に会社で働いたり
それはお客様のために するというよりかは︑
はとても大切な仕事だ 前半は講義︑後半は研
ということがわかりま 修というタイプ︒
した︒
︻前半の講義︼お辞
そして会社は学校と 儀の角度について︒表
は違い自ら積極的に学 情について︒人は見た
ばないと全く成長でき 目が九割ということに
ない場所なんだという ついて︒第一印象と改
ことをとても実感しま 善点について︒
した︒後日人事部の丸 ︻後半の研修︼制服
山さんがインターンシ を貸してくれて︑全員
ップの反省会を開いて ノバレーゼのスタッフ
下 さ る と の こ と で す に変身しました︒そし
︵宇田川︶︒
てシャンパンサービス
の基本について学びま
した︒
ノバレーゼ︵公募︶
実際にしたことはこ
れだけですが︑人事の
方︵三名︶がとても素
敵な方でした！笑顔︑
話し方︑対応の仕方︑
全てが魅力的だったん
です︒そして何よりと
てもフレンドリーだっ
たので過ごしやすかっ
たです︒社内ではあだ
名で呼び合うという習
慣があるようで︑私た
ちもあだ名を名札に書
かされました︒
インターン生で呼び
合うときも︑人事の方
から呼ばれるときも私
の場合は﹁みほ﹂でし
た︒シャンパンサービ

株式会社ノバレーゼ
のイン
の 1day program
ターンシップに行って
来ました︒関東で開催
されるインターンの日
程が︑サークルの合宿
と重なっていたので︑
遙々名古屋まで行って
参りました！︵行きは
新幹線︑帰りは夜行バ
ス︶でも︑遠くまで行
った甲斐はありまし
た！ちなみに参加者は
十八名︒
ノバレーゼのインタ
ーンシップは﹁マナ
ー・ホスピタリティに

スなどは六人のグルー 早速会議です︒秘書の 今日でインターン五 期だから︑暇な時期で
日目が終わりました︒ ないとできないことだ
プワークで行ったんで 方に場所教えてもらい︑
すが︑私たちのチーム あとは他大学のうちの 初日の報告に書いてな からやっていること︒
だそうです︒国会が始
はどのチームよりも仲 一人の子と一緒に二人 かったので書きますが︑
まれば今の百倍は忙し
私は民主党衆議院議員︑
が良く︑協調性のある で聞いてました︒
子たちの集まりだった 私は会議に行っても 高山智司事務所でイン くなるとか⁝︒
ので幸運でした︒
壁際に座ってただ内容 ターンをしております︒ 国会が始まるのはお
インターン後はチー 聞くだけですが︒内容 議員と企業ではそもそ そらく九月十日︒私は
も違うのですが︑企業 その前にインターン終
ムの六人で飲みに行っ は郵政民営化について︑
たんです！本当は人事 参院選について︑新潟 のインターンでは経験 了になる予定です︒
の方も一緒にと思った の地震のことについて できないだろうことを そして五日目の今日は
んですが︑次の日に採 と︑聞いてて分からな 経験させて頂いており 議員会館でしたが︑今
用の面接があるために い話ではなかったので ます︒
日民主党の両院議員総
インターン生だけでし 興味津々で聞いてまし 代議士の事務所は永 会で新役員人事が発表
た︒
田町の議員会館と地元 されたのをご存知でし
た︒
初の名古屋だったの お昼は他の大学の子 さ(いたまの選挙区 の
)
で美味しいお店に案内 と国会議事堂の議員食 二箇所にあります︒
してもらって︑夜行バ 堂で食べました︒午後 地元の事務所ではポス
スの時間まで付き合っ に入っても会議という ター貼りをしました︒
てもらいました︒あの か会合︒年金の話でし 決められた場所に貼る
短時間でこんなに良い た︒その後また他の会 のではなく︑自分で貼
友達が出来るなんて思 議︑その後も︑と会議 れる場所を探します︒
っていませんでした︒ づくしな初日でした︒ 貼るのは人の家の壁で
あ︑雑談的な詳細は 代議士がいない日だ す︒勝手に貼れないの
ブログに書いてあるの ったので昨日はまだゆ でもちろんその家の方
でもしよかったら見て とりがある日だったそ に了承を得てから︒
下さい◎
の 記 事 うです︒でも充分忙し 貼れそうな家を見つけ
8/14
です︵小池︶
︒
かったです︒代議士の てはチャイムを押しポ
いる日はどんななのか スターを貼らせてくれ
不安ですが︑滅多に体 ないかと頼みます︒
衆議院議員事務所
験できないことなので 営業外回りって感じで
頑張ります！！
した︒インターンなの
昨日初日行って参り ちなみに日にちはい に外回り︒なかなかで
ました︒私の他に二人 つ行ってもいいので︑ きることではないと思
他大学の女の子のイン ちょこちょこ行って最 います︒
ターン生がいました︒ 終日は９月にする予定︒ しかし︑これは国会
が閉鎖していて暇な時
九時開始ですが行って
★

ょうか︒私その発表の
場にいました︒会場に
連れていってもらいま
した︒小沢代表などを
はっきりと見ました︒
他には農林水産省や厚
生労働省に電話をして
資料を取り寄せたりし
ました︒
会館の秘書さんも地
元の秘書さんもとても
優しい方達です︒跡見
の二年生︑他の大学の
子達とも仲良くインタ
ーンしているので︑楽
学園祭では、模擬店としてワッフルのお店を出しました。
コンセプトは、「お客さんに喜んでもらったうえで、儲ける
こと」でした。単なる模擬店ではなく、顧客満足度の高い店
を目指しました。
「安かろうまずかろう」ではやる意味がないので、「お金
をたくさんとってでも、おいしいものを！」という高付加価
値路線で臨みました。
結果は、2 日間で 500 個売り、売り上げ 20 万円、利益 10
万円をあげました。
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紫祭

しく充実した日々を送
っております︒あと五
日間頑張ります︒
★
最終日は九月七日で
した︒後半は五日間ま
とめて月曜から金曜ま
で行きました︒国会が
開催されていなかった
ので暇な週だったよう
です︒この五日間でや
ったことは疑問の追及
でした︒
代議士に最近気にな
るニュースを聞かれ︑

中国の輸入品に違反が
多いことと答えると︑
その中国の輸入品につ
いて調べるように言わ
れました︒自分で厚生
労働省の控え室に電話
し資料を取り寄せ︑資
料が来たらその資料に
ついて疑問点を探し︑
疑問点を見つけたら資
料を送ってきたところ
に電話し︑詳細の確認
をする︒ほとんどこの
繰り返しをしていまし
た︒

基本動作訓練
︵あ 時間のことが伝わって 跡見の学生だけかと思 来たり・・・︒
︒かなり た︒この二週間︑とて
電話でのやり取りだ りします︒社員食堂で せん︒
の昼食はお腹いっぱい いさつ訓練︶を三回ほ なかったらしく︑三時 ったら︑他の大学の方 の体力勝負です︒疲れ も楽しく仕事が出来ま
と時間がかかるからと︑
ます︒︒
した！！︵安達︶
厚生労働省の中国輸入 になりました！今日は どやりました！これが 頃になって働いてたら もいました！！
品の違反の件の担当を パスタ食べたので明日 一番足が疲れるのです 急に呼ばれて二時で終 工藤さんと同じく客
初めてスイートルー
している方に事務所に はご飯ものにしようと よ︒学校でやったマナ わりだった！みたいな 室課です★明日からは ム に 入 り ま し
ヤマトシステム 開発
ー講座が少し役立ちま 感じであっけなく終わ 制 服 を 着 て 働 き ま た！！！！！一番高く
来て頂いて直接話しも 思います！笑
っ ち ゃ た の で し た す！！どのような事を て︑一泊五十五万円＋
しました︒
館内見学でスイート した！
︵公募︶
一つのことに関して ルームに二つ行ったの シーツを剥ぐにもコ
やるのか楽しみです♪ サービス料だそうです︒
(;^̲^A
深くいろんな視点でみ ですがホントに凄かっ ツがいること︑ベット
ホテルオークラは建 〃がんばりまーす！！ だんだん慣れてきて︑
ていくことの大切さ︑ たです！！一泊三十万 メイキングするには体 物が古く︑本館と別館
★
場所など色々な物を覚 ヤマトシステム開発
議員の秘書の仕事の大 円らしいです！泊まっ 力と集中力がいること︑の行き来が大変でした インターンが始まっ えられました︒この調 ︵株︶でのインターン
変さも学びました︒滅 てみたいですね〜︒ 客室課には色んな貸し が客室課のみなさんは てから今日で一週間が 子で十五日まで頑張り シップ初日が無事に終
多に関わらない世界で︑ 配属先は客室課です 出し品があり︑お客さ 明るくて丁寧に教えて 過ぎました︒毎朝︑鏡 ます！！！明日から二 わりました︒参加者は
貴重な経験をさせても ♪今日は気軽な気持ち まに確実にお届けする くれるいい人達で働き に向かってあいさつし 連休だ！
十二名で︑三チームに
らいました︵森川︶
︒ で一日を終えましたが︑
にはどこに何があるの やすい職場でした︒ たり︑歩いてる途中︑
★
わかれてグループワー
ついにオークラでの クをしました︒それぞ
明日からは制服を着て か覚えておく必要があ あいさつ・笑顔・身 立 ち 止 ま っ て あ い さ
ホテルオークラの一員 ることなど︑一週間で だしなみは本当に大事 つ・・・などの練習を インターンが終わりま れのチームに仮のＳＥ
ホテルオークラ
として働くので緊張し ホテルの裏の部分を見 だと実感した二週間に 各部署の方々と一緒に した！！終わってみれ 企業を設定し︑最終日
やります︒まさかの英 ば︑二週間はとても早 にプレゼンを行うよう
ますが頑張って行って れました！残り一週間 なりました！！
でさらに学んできたい インターン終了後⁝ 語 の 会 話 練 習 も し ま く感じました︒他の大 です︒初対面の人たち
☆初日☆ホテルオー きまーす
と思います！
クラでのインターンシ
★
もしもう一度働きたく す︒︒
私は英語が苦手な 学の人と意外とかなり と探り探り作業するの
ップ行って参りました︒ 一昨日でインターン 折り紙の鶴と亀はと なったら︑時給千二百 ので知ってる単語を絞 仲良くなれたので︑最 はとても新鮮でした︒
八時半に到着したので んが始まって一週間が ても綺麗に折れるよう 円のアルバイトで雇っ り出してはなします︒ 後別れるのが寂しかっ 有意義な時間にするた
めにも最終日まで全力
すが・・・なんと宴会 たちました！！九時半 になりました♪孔雀は てもらえる特典つきの その後は二人組くらい たです・・・︒︒
にわかれ︑本館・別館
最終日はあっけなく で頑張ります !!
入り口が工事中！！で から十八時までのシフ 難しいです︒毎日とて イ ン タ ー ン で し た
(ﾉ*
▽ 良
★
安達さんと二人で困っ トか十一時半から二十 も楽しんで仕事をして
´
) い 経 験 が で き の色々な所へとばされ 終わってしまいました︒
ていたら︑オークラの 時までのシフトです！ います！本館と別館の たし︑楽しかったです 仕事をします︒私は工 六時に終わると思って ヤマトシステム開発
藤さんと一緒になるこ いたら﹁二時で終わり での五日間のインター
人が笛木さんを呼んで どっちも昼食は一時半 行き来もスムーズにな ☆★☆︵工藤︶
とが多かったです︒︒ らしかったので︑これ ンシップが終了しまし
くださり無事に研修セ からとかなのでとても ってきたし︑色々覚え
︒ たし︑頑張っていって 今日からインターン 各階のフロア担当のヘ で終わりです﹂と言わ た︒架空の企業として︑
ンターに着きました︒ お腹がすくのです︒
が始まりました！！初 ルプにつきます︒ベッ れました︒その時︑三 ヒアリング・仮プレゼ
跡見三名の他に︑玉川 毎朝︑客室課のミー まいります☆
日は説明だけで楽なの ドメイキング・シーツ 時でした・・・︒
︒なの ン・サイト作成・最終
★
大学三名・明海大学二 ティングから始まりま
名・立教大学一名がイ す︒みなさんと一緒に 昨日でホテルオーク かと思ったら・・・︒︒はぎ・客室の掃除・お で︑みんなと挨拶ナシ プレゼンという作業を
初 客様へのお届け物・・・ で 別 れ て し ま い ま し 思っていたより本格的
ンターンに来てました 客室課のスローガンな ラでのインターンシッ 本当に疲れました︒︒
このインターンで にやりました︒
♪
どを言っています！そ プが終了しました★最 日にこれだけ疲れてた など地下四階から十三 た︒︒
支給される制服が大 のなかには英語もある 終日は⁝嵐のようでし ら明日からちゃんとや 階を行ったり来たり︑ いろんな事を学べて︑ こんなに時間を短く
本館と別館を行ったり 貴重な体験も出来まし 感じたのは久しぶりで
きいし可愛くなかった のですがついていけま た︒人事と客室で終了 っていけるか不安です︒
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す︒
﹁伝える﹂というこ えました︒制服を支給
との難しさを改めて知 されて︑首にスカーフ
りました︒グループの 巻いて頑張ってます︒
人ともめちゃめちゃ仲 去年のＴＡＫＡＭＩの
良くなりましたが﹁打 制服にもスカーフがあ
﹂
という ったんですが︑研修生
ち上げだぁ !!!
気力はありませんでし に支給はされず︑全日
た︒本当に貴重な︑逆 パンツスーツでした︒
にこちらがお金を払っ 今年は憧れてたスカー
てもいいくらい濃い五 フをして仕事が出来る
日間でした︵池田︶
︒ のでとっても嬉しいで
す︒
さて︑仕事内容は新
椿山荘
規サロンの受付︑お茶
出し︑
オペレーター
︵打
昨日椿山荘にてイン ち込みなど︶の手伝い
ターンシップ初日を終 をさせていただきまし
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た︒昨日はほとんどオ 笑ちなみに昨日私が食 は偶然にも︑去年のイ した︒あまり新人︵イ と考えてる子は︑イン
ペレーターのお手伝い べたのはカツカレー︒ ンターンでお世話にな ンターン︶教育に力を ターン終了後に自分が
った方だったんです！ 入れていないことが分 どう変化していたいか
でした︒あまり得意で
★
はない事務業だったの 椿山荘でブライダル 担当のスタイリストさ かりました︒しっかり 具体的な理想を持って
で疲れました︒
セクションで働かせて んではなかったんです 自分で何がしたいか意 仕事をすると︑きっと
去年とは違って一人 もらってます︒怒濤の が︑お互い顔を覚えて 志を持って接すれば全 どんな企業でも︑仕事
て︑嬉しい再会が出来 く問題はないのですが︑
内容でも収穫があると
の方に付いて︑その方 三連休が終わりました︒
のヘルプとして働くの 今︑肩凝りと足の痛み ました︒青山本店から 受身の姿勢でインター 思います！小さな夢を
ではなく︑椿山荘のブ に悩まされています︒ 今年椿山荘に異動にな ンに行った場合の収穫 目の前に掲げて︑少し
ライダルセクションの 三連休は椿山荘でご成 ったそうです︒
はこれと言ってないで ずつ達成できるように
頑張って下さい！︵小
中を色々と見させて頂 約されたお客様の打合 現場で働かせてもら しょう︒
けそうです︒スタッフ せサロンの受付ヘルプ ってちょうど半分の五
私は︑平日のちょっ 池︶
の方は五十人弱いるん をしました︒打合せを 日が終わりましたが︑ と時間があるときなど
ですが︑ほとんどが契 しにいらしたお客様を 婚礼課の課長さんから︑﹁ 〜 が し て み た い で
約社員とアルバイトだ 各ブースに案内をする ここでアルバイトして す﹂とか積極的に言っ
ということを聞いて驚 だけなので︑一見楽そ くれませんか？という たので︑私の前に婚礼
きました︒
うに聞こえると思いま アプローチを受けまし 課でインターンをして
土日祝日はとても混 すが︑予約なしの飛び た︒詳細は面談のとき いた二年生の子よりは
むので︑早くその日を 込みのお客様も多いの に先生にお伝えします 色々な体験をさせてい
迎えて接客業のお手伝 で︑その対応が大変で ね︒
ただけたと思います︒
いが出来ればと思いま す︒椿山荘のブライダ
★
インターンで学べるこ
す︒魔の三連休を頑張 ルサロンは九月に改装 今日︑学校が休みの とは無限だと思います︒
二年生で︑来年自分
って笑顔で乗り越えた したばかりなので︑ス 日だったので︑椿山荘
タッフの方もまだ慣れ にお礼の挨拶をしに菓 でインターン先を探し
いと思います！
夏休みも終盤に差し掛 てなくてバタバタして 子折を持って伺いまし てインターンをしよう
かっているのでインタ る印象があります︒明 た︒皆さんを驚かせる
ーン生は去年同様に私 日からは平日なので︑ ためにあえてアポ無し
一人です︒一人だから きっと平穏な日々を送 で行ったんですが︑驚
こそ吸収出来ることが れるかと思います◎ いていただいた以上に
たくさんあると思うの 余談になりますが︑椿 喜んでいただけたので︑
で頑張ります！
山荘のコスチュームセ と て も 嬉 し か っ た で
あ︑お昼は社員食堂 クションにはＴＡＫＡ す！
で食べるんですが︑中 ＭＩが入っていてるん 一人の方にずっと付
華は一流シェフが作っ ですね︒たまたま私が かせていただけるわけ
てるそうでとても美味 受付に立ってるときに ではなく︑時間によっ
しいらしいです◎人事 ＴＡＫＡＭＩの方が通 て事務をしたり受付を
の方に勧められました︒りかかったら︑その方 したりと仕事が違いま

