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て︑平成十二年六月に
大規模小売店舗法に代
インターンシップでの わって大規模小売店舗
作品︵第一生命経済研 立地法が施行され︑営
究所メールマガジンよ 業時間の設定が基本的
に自由になったこと︑
り転載︶
コンビニなど深夜営業
形態をとる店舗が増加
し︑競争が激化したこ
深深 夜夜 営営 業業 がが 増増 ええ るる スス
とが考えられます︒ま
た︑未婚化︑共働き化
ーーパパーー ママ ーーケケッットト
の進展にみられるよう
に︑女性の社会進出が
最近︑営業時間を延 近年目立っていること
長するスーパーマーケ も︑深夜営業に対する
需要を高めているとい
ットが増えてきました︒
経済産業省の資料によ えるのではないでしょ
ると︑営業時間等の変 うか︒
更の届出︵平成十二年 バブル崩壊後︑消費
六 月 〜 平 成 十 六 年 七 者の財布の紐が固くな
月︶をした関東地区に ったことから︑スーパ
おけるすべての大型店 ーもこれまで以上に消
のうち︑二十三時以降 費者の視点に立った販
閉店あるいは二十四時 売戦略をとるようにな
間営業の届出をした店 ってきました︒消費者
舗はおよそ四割に達し にとっては多様なサー
ビスを享受できるよう
ています︒
スーパーの深夜営業 になり︑以前より買い
が増えている理由とし 物の利便性が高まった
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商品数が多いため︑価 ました︒
の制度面での充実を図 ていて︑とても疲れま
格競争は加熱していく︒ 内閣府﹁平成十五年 らなければ少子化に歯 した︒午後にはテレビ
勝負どころでは思い切 版 国民生活白書﹂
によ 止めがかからないもの 局のディレクターの方
って値引きをしないと れば︑二〇〇三年に若 と思われます︒︵金子︶と今後の予定の打ち合
商 品 は さ ば け な い︒ ｣年を対象にアンケート
わせをしました︒来週
と頭を抱えています︒ 調査を行なったところ
イン
ンタ
ター
ーン
ンシ
シッ
ップ
プ の月曜までに今やって
イ
実際︑電通消費実感調 理想の子ども数の平均
いる作業と映像の文字
査︵二〇〇四年六月度︶は二・二二人︵九七年
起こしを終わらせなく
レポ
ポー
ート
ト
レ
の購買行動に対する意 時は二・〇四人︶と低
てはならなくなったの
識をみると︑節約に関 水準となっています︒
で忙しくなりそうです︒
ＪＥＴＲＯ
連する回答は昨年より また︑予定の子ども数
でも充実しているよう
約三％増え︑﹁たまには の平均は二〇〇三年に 今尾 実可
な気がします︒
ぜ い た く す る の も よ 一・九九人︵九七年時 今日からインターン
★
となり︑ シップが始まりました︒ 今日で六日終了しま
い﹂と思っている人は は二・〇九人︶
昨年より約 一〇％減っ 二人を下回る結果とな 午前中は広報課の仕事 した︒初めて電話に出
このように︑ と一週間の流れについ たのですが︑ちゃんと
ています︒このように りました︒
消費者の節約意識が依 若年の出産意欲が低い て説明をしていただき ﹁もしもし﹂と言って
理由として﹁子どもを ました︒午後からはア しまいました・・・︒
然として根強い中では︑
高価なデジタル家電が 育てるのにお金がかか ニメエキスポの原稿を 以後︑気をつけます︒
今後︑一本調子で売り る﹂が最も多く︑六〇・ 読んだり映像を見 たり アニメエキスポのシナ
上げを伸ばしていくこ 二％の人が回答しまし して︑もう作業が始ま リオもだいぶ出来上が
とは難しいかもしれま た︒子育ての経済的負 りました︒
ってきました︒市場開
担感が高まっており︑
せん︒
︵ 山形︶
朝からかなり緊張し 拓部のコンテンツ班の
特に夫婦共に正社員の ていましたが︑周りの 方にアニメエキスポの
場合よりも妻が専業主 皆さんがとても親 切に 放映のお話をしたら︑
婦の場合の方がより強 してくださったので︑ 上手くできたら十月に
く感じているようです︒緊張が少しほぐれまし カンヌで行われるコン
加えて︑共働きの家庭 た︒先は長いので︑一 テンツの展示会にＪＥ
でも多くの家庭で妻が 日一日を大切に頑張り ＴＲＯも出展するそう
家事を行っていること ます︒明日はスタジオ で︑そこで映像を放映
や︑育児施設が十分で 収録の見学に行ってき したいので頑張ってく
ないことから﹁育児の ます︒
ださいと言われました︒
体力的な問題﹂で出産
展示会で放映していた
★
意欲が阻害されている
今日で三日目終了し だけるように頑張りま
との結果も出ています︒ました︒今日は午前中 す︒
★
家計の雇用・所得環境 からパソコンに向かい
が改善し︑育児のため ながら英語の和訳をし 今日で半分終わりま
が前年比三九・六％増︑若若 年年 のの 子子 どど もも にに 関関 すす
ＤＶＤが同八二・九％
増となり︑新三種の神 るる意意識識のの 変変化化
器︵薄型テレビ︑ ＤＶ
Ｄレコーダー︑デジカ
現在の日本では︑少
メ︶が︑前年の売り上
子化が大きな社会問題
げを大きく上回りまし
となっています︒二〇
た︒ところが︑これほ
〇三年の合計特殊出生
ど売れ行きが好調なの
率は一・二九と二〇〇
に︑量販店はどこか弱
二年の一・三二から
気です︒ある店の担当
〇・〇三ポイント減少
者は デ
｢ ジタ ル家電は
し︑過去最低を更新し

今夏のアテネ五輪で
は︑日本人選手が活躍
しました︒一方︑消費
の現場でもデジタル家
電に脚光があたりまし
た︒日本電気大型店協
会の発表によると︑オ
リンピック直前の七月
の販売実績は︑テレビ

にに陰陰りり？？ ！！

デデ ジジ タタ ルル 家家 電電 ブブ ーー ムム

といえるでしょう︒
︵橋野︶

発行所

した︒今日はアニメエ た︒自分では結構よく
キスポの試写のテープ できたと思っていまし
を見て修正点がないか たが︑考えが甘いこと
確認しました︒テレビ を気づかされた感じが
局のディレクターの方 します︒今日はいただ
が編集してくださった いた意見を参考に修正
のですが︑自分が作っ をしました︒二十日に
た番組とは思えないく 最終試写を行うのです
らいよくできていて信 が︑今から緊張してい
じられませんでした︒ ます・・・︒最近はＷ
しかし︑それでもいろ ｅｂの世界各国のペー
いろと気になる部分も ジに使用する静止画を
あって修正案を作りま 選ぶ作業を中心に仕事
した︒視聴者の方々に をしています︒他の方
見て理解していただけ に引き継ぐときのこと
る番組を作ることはと を考えて︑エクセルで
ても大変なことだと実 静止画のリスト作成も
感しました︒また︑ア 始めました︒明日は︑
ニメエキスポがだいぶ 欧州ビジネスセミナー
落ち着いてきたので︑ ﹁ビジネス機会として
Ｗｅｂの世界各国のペ のＥＵ拡大を考える﹂
ージに使う静止画を選 に参加します︒とても
ぶ作業も任されました︒
難しそうですが︑報告
いろんな国 特(にＥＵ 書
) を作らなければなら
の映像や写真を見てい ないので頑張ります︒
★
たら︑海外旅行に行き
たくなりました︒イン
私のインターンもあ
ターンを始めてから毎 と二日となりました︒
日が充実していて楽し 初めのうちは緊張が治
いです︒あと二週間頑 まらず︑四週間もでき
張ります︒
るか不安でした︒しか
★
し今となってみるとイ
今日で十二日︑終わ ンターンが習慣化して
りました︒昨日はアニ しまい︑終わっても毎
メエキスポの試写を行 日通ってしまいそうな
い︑周りの方にたくさ 勢いです︒アニメエキ
ん意見をいただきまし スポもひと段落し︑明
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日の一本化試写を見て
土曜日と日曜日の放映
を待つばかりとなりま
した︒ホームページに
使用する静止画も終了
し︑やることがなくな
ってきて寂しいです︒
私が終わってからも
他の大学のインターン
を受け入れるそうで︑
アドバイス的な文書を
作成するよう言われま
した︒少しでも参考に
していただけるように
頑張って作ります︒最
近は自分がどんなこと
に興味があるのか︑ど
んな分野を勉強したい
のか考えるようになり
ました︒明日は他の方
が担当される特集 の取
材に同行します︒残り
少ないですが︑悔いの

残らないよう頑張りま
す︒
★
今日でインターンが
無事終了しました︒今
日は最後に人事課の方
や広報課の方にご挨拶
をさせていただきまし
た︒これで終わりかと
思ったら泣きそうにな
りました︒記念写真を
撮りＣ Ｄ Ｒ
‑ Ｏ Ｍ に落
としていただいて︑と
ても嬉しかったです︒
四週間インターンを経
験し︑普段体験できな
いテレビ番組の編集な
どをし︑大変でしたが
辛いと思ったことはな
く︑とても充 実した
日々を送ることができ
ました︒また︑自分に
何が足りないのか︑自

分の視野の狭さを知っ きました︒いきなり︑ を吸収して自分を成長
た気がします︒これか ﹁あなた達は何を学び させたいと思います！
★
らはインターンの経験 にホテルに来たの？﹂
を生かし︑努力してい と少し怒りぎみに聞か ホテルオークライン
きます︒明日は︑アニ れびびりました！あと︑
ターン無事本日で終了
メエキスポの放送日で ﹁ あ な た 達 の 手 は 汚 しました★はじめの一
す︒家で見ることがで い﹂とかなり連呼され 週間は緊張で長く感じ
きなくて残念ですが︑ ました⁝︒でも︑これ ましたが︑残りの一週
ビデオが送られてくる も全てサービスという 間はあっという間でも
ことを気長に待とうと 職業をやるうえではか うちょっと長くやりた
思います︒貴重な経験 なり重要な事なのだと いなぁ⁝と思いました︒
をさせていただき︑あ 思いました！掃除もで 職場の方々もみなさん
りがとうございました︒きないとホテルマンに 優しく・面白い方ばか
はなれないそうなので りだったので楽しく仕
これから掃除をいっぱ 事ができました！短い
ホテルオークラ
いやりたいと思います 期間でしたが︑自分の
将来について本気で考
☆
える良い機会になりま
★
やっと一週間終わり した︒また︑自分に足
ました！そして明日一 らないものが何なのか
週間ぶりの休みです☆ はっきりわかったので
慣れないヒールでつま これからの生活で改善
さきが痛いです⁝︒ していきたいです！
仕事内容は主に︑部
屋のチェック・寝る前
新座市役所
の準備としてオープン
ベットというものをや 高橋 みゆ紀
っています︒仕事がで インターン一日目終
きるようになるのは全 了しました！私の配属
然無理かもしれません 先は︑障害者就労支援
が︑仕事意外の日常生 センターでいろいろな
活や人に対する接し方 障害者の人と実際に関
など今までの自分を見 わる仕事です︒具体的
直すよい期間のように には障害者の人が︑会
思いました︒あと一週 社で働く能力を身につ
間ちょっと自分の将来 ける指導や手伝いをし
のためにいろいろな事 ます︒今日は冊子つく
坂本 裕美
今日は緊張で疲れた
という感じです︒ホテ
ルスクールの方々と玉
川大学の学生と一緒に
研修しました︒制服を
合わせたり︑館内を案
内してもらいました︒
従業員廊下は迷路のよ
うで全く覚えられませ
ん⁝︒明日は早速職場
で働きます︒またまた
緊張しますが頑張りま
す︒
★
今日はおとといに引
き続き研修でした⁝︒
朝の九時から夕方五時
半までホテルのサービ
スについて平井さんと
いう方に熱く語って頂

りのお手伝いをしまし
た︒
今まで福祉について
考えたこともなかった
ので︑この実習を機会
に福祉について学んで
いきたいと思います︒
★
昨日で半分終わりま
した︒この一週間は︑
いろいろな福祉施設に
連れていってもらった
り︑市役所に視察に来
た人たちの説明会に参
加させてもらったりい
ろいろやりました︒後
半五日間も無駄のない
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ようにがんばりたいで
す★★
★
金曜日にインターン
終わりました！毎日早
起きして︑とっても健
康的な十日間がおくれ
ました (>
︲ 初
<)めは事
務の仕事をやるのかと
思ってたら︑最後の二
日間しかそういった仕
事はしませんでした︒
後はずっと︑障害をも
った方が社会にでるた
めの訓練のお手伝いを
しました︒ボランティ
ア的な要素も含まれて

いたようなインターン 正確な事務処理をこな
でした︒そしていろい すことが目標だったの
ろ自分について考える で︑確認は慎重に行い
いい機会になったと思 ました︒明日は︑デイ
います︒詳しくは合宿 サービスの事務や実習
の時にお話できたらい をやります︒世代を超
えた方々とお話する良
いと思います☆
いチャンスだと思うの
岩城 里実
で︑積極的にコミュニ
今日は︑実際の場所 ケーションと取ってい
︵福祉の里︶でのイン きたいと思います︒
★
ターンシップではなく︑
今日でインターンシ
新座市役所での概要説
明のみでした︒福祉の ップが終わりました︒
里は︑障害者の方や虚 今週は︑主に児童セン
弱な高齢者の方を対象 ターでの受付業務をし
としたデイサービス事 ました︒お年寄りと子
業を始めとして︑障害 供とは接し方が違いま
者福祉センター︑老人 す︒館長さんから︑児
福祉センター︑児童セ 童センターに来る子供
ンター︑図書館などの のなかには︑色々な問
施設が併設されている 題を抱えている子もい
ところです︒ここで︑ るって言われました︒
今日は︑デイサービ
庶務業務を中心に担当
者のアシスタントをし スの方でホルンを演奏
ます︒これから十日間︑しました︒︵自己紹介を
した時︑最終日にホル
頑張ります！
★
ンを吹いてとの要望が
昨日と今日は︑主に あったので︶緊張しま
介護保険及び支援費制 したが︑職員・利用者
度に関する請求書等を さんに喜んでもらえて
エクセルで作成する作 良かったです︒福祉の
業でした︒利用者個人 里で︑人とのコミュニ
や市︑国保国体への請 ケーションの大切さや
求で︑数字の入力には 対応の仕方など︑学び
十分に気を付ける必要 ました︒貴重な体験が
があります︒迅速かつ できたなぁと思いまし

た︒
を作ってきたいと思い ごめんなさい︒
最終日の明 日は 昨
ます︒
携帯の裏話というよ 日・今日で作ったパワ
ＫＤＤＩ
りもトリビアみたいな ーポイントを使って電
話ですが︑電波に関係 波状況に関する事のプ
橋本 有紀
今日からＫＤＤＩの する話を聞いたので期 レゼンをします︒最後
インターンシップが始 待 し て い て く だ さ い なのでしっかり発表し
てきたいと思います︒
︵笑︶
まりました︒
私は建設計画部の計 エリアクレームはサ
★
画グループでａｕの品 ービスエリアに対する 二週間のインターン
質維持・管理を実施テ 苦情がきたところに行 シップを無事に終える
ーマに二週間色々と現 って電波状況を調査し ことが出来ました︒
場とかを見られるよう ている部署のことです︒ 私は﹁電波﹂に始ま
です︒同じグループに いきなりエリアクレー り﹁電波﹂に終わった
他の大学から来たイン ムと書いてあっても分 インターンシップでし
ターンシップ生がいる からなかったですよね︑
た︒携帯電話に華やか
ので︑少し心強いです︒
分からないことだらけ
で不安も沢山あります
が︑これから２週間一
生懸命頑張っていきた
いと思います︒
★
この一週間は色々な
お話を聞いて勉強する
ことが多かったです︒
電波がメインの部署な
ので理系のことばかり
で理解が追いつかなく
て苦労しています⁝︒
でも︑携帯の裏側の話
を知ることが出来るの
はすごく楽しいです︒
来週はエリアクレーム
の現場で働けるようで
す︒最終日には発表も
あるので良いプレゼン

なイメージを持ってい
たのですが︑その影に
ある地味で地道な作業
を体験してきました︒
最初は専門外の理系の
話でどうしたらいいの
か不安でしたが︑部署
の皆さんがとても親切
で優しくしてくださっ
たので頑張れたのだと
思います︒今までは知
ることの出 来なかった
ことを知ることが出来
てすごく楽しかったで
す︒
﹁社会人﹂になるに
あたって今の自分に足
りないものを発見する
ことが出来たので︑こ
れから少しでも改善出
来るように努力してい
こうと思います︒貴重
な体験を出来る場をく
ださって本当にありが
とうございました︒
日本経済研究センタ
ー

中村 幸子
インターンが今日か
ら始まりました︒スー
ツを着て行ったら普段
着でＯＫと言われまし
た︒今日は説明だけで
あまり仕事はしません
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でした︒日経センター と協力し合う大切さは ばかりで良かったです
でまた山澤先生はどん 変わらないんですね︒ ♪私の主な作業は日経
な人？と聞かれたので 今日は校正が済んだ センターＯＢ会のため
授業は厳しいが優しく ということで打ち上げ の準備と当日の手伝い
て人気者と答えました︒
に参加させていただき ですが︑今日はまずＯ
ました︒自分に自信が Ｂ会出欠者の確認と仕
★
今日︑再来週から来 持てない私ですが︑研 分け︑エクセルでの出
る毛塚さんのことを聞 修生の方々から就活の 席者リスト作成を行い
かれたので﹁しっかり アドバイスをいただき︑ました︒こんなに集中
していてかわいい子で 心強く感じています︒ して長時間パソコンを
す﹂と答えました︒あ
やったのは初めてだっ
たので︑目が疲れまし
と﹁家が私より遠い﹂ 毛塚 有美子
と も 言 い ま し た 今日から日経センタ た⁝でも︑将来のため
￣
ーでのインターンが始 にもこういった仕事は
;
(□￣ ！
八月三十一日は毛塚 まりました︒最初は緊 勉強になると思うので
さんと私で日経センタ 張しましたが︑みなさ 精一杯頑張っていきた
ーのＯＢ会のお手伝い んとても親切で良い人 いと思います！！明日
をするそうですよ？！
その日は食べ放題＆飲
み放題だと聞きました
♪︵インターン生も食
べられるのかなぁ？︶
ではみなさん︑インタ
ーン頑張りましょう！
★
昨日でインターンが
終了しました︒私の仕
事は四半期経済予測の
編集作業で︑書類を仕
上げる最後の段階でし
た︒短期班全員の書類
を管理し︑修正チェッ
クを何度もした時︑チ
ーム全員が協力し合う
ことで作業が完成して
いくのだと感じました︒
学生も社会人も︑仲間

も張り切って行ってき で学んだ事を今後︑色 な夜景と︑面白いダン
ます★
んな面で生かしていけ スをみることができま
★
れば良いなと思います︒
した︒
今日はパソコンを使
★
っての︑データのラベ 中村 早希
昨日でインターンが
ル化に初挑戦しました︒ 私もインターンが始 終わりました︒思って
自分で作ったラベルを まりました︒
いたよりもかなり早い
遅刻をしないように 二週間でした︒おいし
貼った封筒が︑色んな
企業宛に送られると思 早めに行ったら︑早く いものをたくさん食べ
て︑ディズニーランド
うと嬉しくなりました 着き過ぎました︒
♪インターンでは何ら
そして︑日経新聞を やいろいろな会社にも
かの小さな発見が毎日 読んだりレジュメの発 行けて︑とても楽しく
出来てワクワクしてま 表をしたりしていると 充実したインターンだ
す☆残り少ないですが︑きに︑自分は勉強不足 ったと思います︒
また︑
頑 張 り た い と 思 い ま だなぁと改めて感じま 社会人の方とお話をす
す！ＯＢ会はおじさん した︒
るたび︑自分はまだま
ばかりと聞きましたが
ＯＢ会では﹁三角関 だ子供だと痛感しまし
⁝美味しい物いっぱい 係﹂を見ることができ た︒そして私は︑一般
食べてきたいです★
て︑とても楽しかった 的な教養もないみたい
★
です︒明日からはもっ です︒反省点をあげた
らきりがないくらいで
今日で︑日経センタ と頑張ります！！
す︒うーん・・・
ーのインターンが終了
★
しました︒
私の仕事は︑ 今日︵もう昨日︶で まあ︑インターンが
ＯＢ会のための準備と 半分が終わりました︒ 終わったみなさん︑お
当日の受付︑約二百六 レジュメを作ることが 疲れ様でした！！
十ものデータの入力と 多く︑目が疲れた一週
送付作業等でした︒こ 間でしたが︑なんだか 藤井 祐子
ういった作業は初めて んだいいつつ楽しい事 日経センターでの初
だったので︑とても良 もありました︒そして︑日が無事終わり︑とり
い経験になりました︒ 私はもっと漢字を勉強 あえず一安心です︒も
それと同時に︑今自分 する必要があるんだな っと上手に仕事がこな
にとって何が足りない って思いました︒あく せるようになりたいと
のかが明確になったよ びも我慢するようにし 思いました︒
レジュメや課題はも
うに思います︒インタ たいと思います︒
今日はおいしいもの ちろんですが︑いろい
ーンは︑自分を見つめ
ろな人と会話をするた
直す良いきっかけにな をたくさん食べました︒
りました︒インターン そして︑東京駅で綺麗 めには︑もっと知識を

培う努力をしなければ
ならないと痛感しまし
た︒明日からも頑張る
ので︑皆さんよろしく
お願いします︒
★
やっと一週間終わっ
たという安堵感と疲労
から︑今日は爆睡して
しまいました・・・︒
昨日は東証の見学が
できていい勉強になり
ました︒本当に株をや
ろうか本気で考えまし
た︵笑︶来週は会議や
会社訪問が多いので気
合をいれていきたいと

・インターンシップの報告
・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＞金子美帆
＜参加者＞藤井祐子、米川千裕、今尾実可、金子美帆、毛塚有美
子、坂本裕美、高橋みゆ紀、塚田教子、中村早希、橋野悠子、橋
本有紀、山形裕美、山崎由貴子

塚田 教子
今日からインターン
が始まりました︒今日
はレジュメの発表と日
経新聞を読みました︒
自分がまとめたレジュ

レイクランドホテル みずのさと
山梨県南都留郡河口湖町小立（最寄り駅は河口湖）

を見ると﹁読みたいな﹂職員の方はみんないい ター行きたいです！ また今日は売店などを
と思うようになったの 人ばかりで︑とても居
案内してもらいました︒
で少しは成長したのか 心地がよかったです︒
★
第一生命経済研究所
な？と思います︒とて バイトとかでたまに感
昨日でインターンの
も勉強になった二週間 じる︑居づらい雰囲気 山形 裕美
半分が終了しました︒
とかは全く感じられず︑ 今日から第一生命経 ほぼ毎日︑それぞれの
でした︒
とても楽しく過ごせま 済研究所でのインター 部署の方から︑いろい
ンシップが始まりまし ろなお話を聞かせてい
た︒主に﹁月間マクロ ただく時間があり貴重
金融経済﹂のレポート な体験だと思います︒
作りをしていくようで このような機会に少し
す︒難しそうですが︑ でも多くのことを吸収
頑張りたいと思います︒
しながら来週も頑張っ

メを改めてみんなの前 山崎 由貴子
した (*^
∪ ^*)
で発表したのでうまく 一昨日から︑日経セ 職員の方や研修生と
伝わるか心配でした︒ ンターでのインターン 色々と話したりして︑
明日はパソコンでする が始まりました︒仕事 将来のことについてか
仕事が多くなりそうな は研修生の卒業式の準 なり考えるようになり
ので頑張ります︒
備や︑新しく入ってく ました︒また日経セン
る研修生のデータを打
★
今日で日経センター ち込んだりするもので
半分終わりました︒今 す︒
日は東京証券株式会社 仕事場はなかなか静
に行って株を買ったり かです︒雰囲気的には︑
売ったりの体験ができ 今やってる塾のバイト
たのでとてもいい経験 に似てるので︑あんま
思います！
ができたと思います︒ り戸惑ってないです︒
★
またいろんなことを学 でも︑日経センターの
インターン終了した びたいと思います︒ ほうがギスギスしてな
みなさん︑お疲れ様で
★
いので︑居心地はいい
した︒二週間にわたる
今
日
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
∪ ^*)
で
す (*^
インターンも無事終了 ップが無事終わりまし
データをパソコンに
しました︒去年もイン た︒日経センターでは︑入力する際︑間違いの
ターンに行きましたが︑
主に日経新聞や経済財 許されない重要なデー
今年は経済財政白書を 政白書をまとめたり︑ タだったので︑何度も
やったりと︑去年とは 他の会社に行って 話を 確認をしました︒そし
また違ったことが学べ 聞くことができて少し たら逆にすごく時間が
たと思います︒あと︑ は経済について今まで かかってしまいました︒
今年は社会人の方と話 よりは深く考えること 何か対策を考えなきゃ
す機会が多かったので︑
ができるようになった
￨(‑̲‑)￨
とても勉強になりまし と思います︒また︑新
★
た︒
聞も毎日買って読んで
やっと︑インターン
いたので売っているの シップ終わりました！

ゼミ合宿
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ていきたいです！
います︒
★
十日にインターンが 金子美帆
無事終了しま した︒
初日ということでと
日々︑
学ぶことが多く︑ても緊張して疲れまし
いろいろと考えさせら た︒月刊マクロ金融経
れる二週間でした︒メ 済で個人消費と雇用・
ルマガ作りは大変でし 賃金の部分を担当する
たが︑作業を通して得 ことになりました︒ま
るものが多かったです︒
だわからないことだら
また︑経済について以 けなので︑明日からい
前より興味が持てるよ ろんなことを学んでい
うになったような気が こうと思います︒がん
します︒このインター ばります︒
ンで学んだことを今後︑
★
活かしていきたいと思
インターン半分終わ
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りました︒座りっぱな ップの初日でした︒緊 あと︑会社どういう所 みんなへ
みんな合宿お疲れさ
しの仕事は慣れていな 張で始まり緊張で終わ かもわかりました︒反
いのでつらいですが︑ る日でした︒社内はと 省点は︑せめて質問さ までした︒久しぶりに
統計のデータが読み取 ても静かで違う世界に れたことに関してはし 楽しかったぁぁぁと思
れたり︑わかることが いるみたいでした︒﹁月 っかり答えようと思い いました︒もう一泊く
増えてくると楽しくな 間マクロ金融経済﹂は ました︒一番困った質 らいしたかったね！！
ってきます︒経済につ 住宅投資と生産につい 問は﹁山澤先生ってど 秋学期もゼミがんばり
いての知識がインター て担当します︒二週間 んな人？﹂でした︒毎 まひょ︒
ン終了した時に深くな 頑張ります！！
★
日のように聞かれまし
っているようにしたい
★
た︒色々な方と話をす お疲れ様☆
です︒自分が以前より
昨日でインターン半 るのは大切だと思いま
合宿楽しかったね
も成長できたと実感で 分終わりました︒この した︒永濱さんをはじ ー！今日︑早希ちゃん
きればと思います︒残 一週間は疲れましたが︑
め︑おもしろくて気さ と別れてから無性 に寂
り一週間がんばります︒だいぶ雰囲気にも慣れ くな人ばかりで楽しか しくなっちゃいました
★
てきました︒お昼はい ったです！場所も良く
ま た み ん な で行
(>̲<)
一昨日でインターン ろいろな所に連れて行 ＯＬ気分を味わえたイ けるといいぇ︒今度は
無事終了しました︒イ ってもらいました︒統 ンターンでした！
ンターンでは多くのこ 計データなど数字ばか
とを学びました︒経済 り見ていたので目がお
ゼゼ ミミ 合合 宿宿 にに つつ いい てて
についての知識も身に かしくなりました︒目
つき︑ニュースや新聞 薬は必需品です︒あと 合宿の帰り
にもまめにチェックす 第一生命は面白い方が
合宿いよいよ明日だ
るようになりました︒ 多いです︒
ね！すっごい楽しみだ
あと︑自分に足りない
来週は︑メルマガ作 〜 (*^
∪ ^*)
ものがはっきりとわか りがメインになります︒ そこで提案︒合宿が
りました︒いろいろな 早く題材を見つけなき 終わった次の日がヒマ
意味で自分が少し成長 ゃと思います︒
な方︑家に着くのが遅
できたような気がしま
★
くなっちゃう方︑帰り
す︒とても勉強になり
昨日でインターン終 に泊まりません？今の
ました︒今後︑このイ わりました︒メルマガ ところ︑ホタテのみで
ンターンで学んだこと 作りは大変でしたがア すが︑よかったら来て
を生かし︑さらに自分 ドバイスしてもらいな ください︒ちなみにそ
を成長させていきたい がらなんとかできまし の日は両親いなぃので︑
です︒
遠慮なんか全然だし︑
た︒
二週間振り返って経 好きなだけ暴れられま
橋野悠子
済が前より身近に感じ す︒笑
今日はインターンシ るようになりました︒
★

２泊で！！！
★
お疲れさま〜
合宿楽しかったって
思ってもらえて︑合宿
係としてうれしいで
す！頼りない係で不安
とかさせちゃったと思
います︒ごめんなさい
でした m(̲̲)mでもみ
んなが協力してくれた
おかげで乗り切れまし
た︒いい経験になりま
した！またみんなで行
きましょう☆★でゎま
た学校で〜♪

