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編集者：仲松 琴音、 エミー・マクニール、庄司 玲菜

今回の特集記事であるLife After Mission Japanにおいて、私達編集者一同は、インターンシップの先輩にあ
たる卒業生にお話を伺う貴重な機会を得ることができました。今回インタビューを行った卒業生の皆様
は、プロフェッショナルとして様々な分野で活躍されています。本記事では、米国大使館商務部における
インターンシップの経験が、就職活動やその後のキャリアにどのような影響を与えたかという事について
伺いました。
編集者後記
仲松 琴音 2016年夏期、ニューキャッスル大学 政治経済学専攻
私たちは光栄にも、先輩方の経験を聞くという貴重な機会を得ました。また、就職活動やその後プロ
フェッショナルとして社会人になるということについての現実も知りました。キャリアをスタートするに
あたり、多様なバックグラウンドはもちろん、様々なキャリアパスについても知ることができたのは非常
に参考になりました。

エイミー・マクニール 2016年夏期、ジョージタウン大学 情報科学＆経済学専攻
卒業生のキャリアについて庄司さん、仲松さんとインタビューできた事は、インターンシッププログラム
の幅広いネットワークのおかげです。商務部のインターンシップは手厚く面倒を見てくださる文化がある
と思うので、先輩方の有益なお話を聞くことができた事にとても感謝しています。

庄司 玲菜 2016年夏期、立命館大学 国際関係学部専攻
今回お話を伺った卒業生の方は偶然にも女性が多く、私自身としては、様々な女性のキャリアパスを知る
事ができたのが印象的です。日米両国において、官民問わず多様な分野においてプロフェッショナルとし
て活躍される卒業生の方々のお話を聞いて、とても刺激を受けました。このインタビューを通して知り合
う機会を得た卒業生の皆さんとのネットワークを大切にしたいです。
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As Intern Newsletter Editors, we were given the invaluable opportunity to speak with our “senpais”, former interns
for Mission Japan as they embark on their first years in the professional world. Below, we will share their job-hunting
and post-internship experiences, as well as their and future interns.

Comments from the editors
Kotone Nakamatsu - 2016 Summer Cycle, New Castle University, Politics and Business Major
'We weren't just lucky to have had the opportunity to speak to our 'senpais' and hear their experiences as interns, but
we were also given an insight into the reality of job hunting and entering the professional world. It was interesting
and eye-opening to see everyone with such different backgrounds taking various approaches to start their career.'

Amy McNeill - 2016 Summer Cycle, Georgetown University, Computer Science and Economics Double Major
Partnering with Rena and Kotone to communicate with former interns about their careers made me appreciate how
far-reaching the internship program network is. I think that the program has a strong culture of mentorship and I have
been a huge beneficiary through hearing these senpai stories.

Rena Shoji - 2016 Summer Cycle, Ritsumeikan University, International Relations Major
‘Most of the alumni that we interviewed this time happened to be female, and it was very inspiring to see that they
started their career in such various fields; private companies and the government, both in the United States and Japan.
I hope we can maintain the network we built through the task as editors.’
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2016年08月15日
編集者：仲松琴音、庄司 玲菜、エイミー・マクネイル

北村カイラさんは、ジョージタウン大学院国際関係学部在学時に、米国大使館商務部にて2015年のインターン
生として参加しました。現在北村さんは、ワシントンD.C.にある日本自動車工業会にて政府業務マネジャーと
して勤務されています。

大使館インターンでの経験は就職活動に何か影響を与えましたか、または現職を
スタートする準備に何か役立ちましたか？
米国大使館でのインターンシップ経験は、政府の国際貿易における重要な役割につい
て知るきっかけとなりました。また、市場調査レポートを書く経験を得ることもで
き、それらのレポートは就職活動の際にも役立ちました。

どのようにして現在のご職業を選択・見つけましたか。
現在の仕事は、大学の掲示板にて見つけました。（私の上司が私の大学の卒業生で
す）

現在のご職業について、少し教えてください。
私の役職においては、幅広い分野の知識を基礎として持ち、更に常に最新の情報を手
に入れることも必要です。今の仕事は退屈することはなく、常に学んでいます。

インターン期間中でもっとも印象に残っていることはなんですか。
外交官との昼食会に参加して、様々な役職の方から彼らのキャリア形成の話を聞けたことです。

現在のインターン生に対して何かアドバイスはありますか。
学生時代は、あなたの興味を探索したり、新しい分野について学ぶ最適な時期といえるでしょう。もしあなた
が将来のキャリアについて悩んでいるのであれば、様々な分野の、特にあなたがこれまで考えもしなかった分
野の、プロフェッショナルの話を聞くといいでしょう。そうすることで、あらゆる可能性が広がります。どん
なチャンスでも掴みにいってほしいです。

インターンシップの募集に関しての詳細はこちらをご覧ください。
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FCS Intern: Kyla Kitamura
August 15th, 2016
By Kotone Nakamatsu, Rena Shoji, & Amy McNeill
Kyla Kitamura interned for the Foreign Commercial Service during the 2015 Summer cycle
while attending graduate school at Georgetown University’s School of Foreign Service. She is
now the Government Affairs Manager at the Japan Association of Automobile Manufacturers
in Washington, DC.
How did the internship prepare you for your current job?
The internship gave me firsthand insight into the government's role in facilitating international
trade. I also got valuable experience with writing market research reports and was able to use
them as writing samples when applying to jobs.
How did you find your current job?
I found my job through my university's job board (my boss is an alum of my school).
What do you enjoy about your current job?
My job requires me to have a broad knowledge base and to stay on top of current events, so I
am never bored and always learning.
What was most memorable about your time as an intern?
Attending brown bag lunches and hearing from various professionals about their career paths.
Do you have any advice for current interns?
Being a student is the best time to explore your interests and learn about new fields. If you are unsure about your future
career path, hearing from professionals in various industries, especially those you never considered before, is a great way
to broaden your knowledge of what is out there. Take advantage of any opportunities you can!
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FCSインターン:柳澤操
2016年08月15日
編集者：仲松琴音、庄司 玲菜、エイミー・マクネイル
柳澤操さんは、早稲田大学社会科学部在学中に、2014年秋季のインターン生として、米国大使館商務部に参加
されました。柳澤さんは現在国内某証券会社にて勤務されています。

大使館インターンでの経験は就職活動に何か影響を与えましたか、または現職をスタートする準備に何か役立
ちましたか？

商務部でのインターンを通して、海外で働きたいという気持ちが強くなりま
した。なぜかというと、外国語を使って働くという環境が自分にとっては
チャレンジングに思えたからです。また、大使館内で催されるビジネスミー
ティング等を間近で見させていただいているうちに、漠然と、自分もこの場
にビジネスマンとしていられたら面白そうだなと憧れを感じたことも印象に
残っています。
証券業界は米国市場の動向が鍵となってくるので、常に海外の情報を得るこ
とが大事なのですが、面接の際には大使館のインターンの経験も評価された
ように思います。

どのようにして現在のご職業を選択・見つけましたか？
元々は商社に入って世界中を飛び回ろうと夢見ていたのですが、縁がなく、就職活動は散々な結果でした。
が、最後まで諦めずに続けていたところ、今勤めている会社にご縁をいただきました。なので、選択をしたと
いうよりは、他に選択肢がなかったというところです。しかし、今思えば、個人の努力次第で上を目指して行
ける証券会社の方が、自分には向いているように思います。

現在のご職業について、少し教えてください。
私は今、証券でリテール営業をやっています。分かりやすく言うと、個人や法人に対して株等を買ってもらう
営業の仕事です。仕事内容でやりがいを感じるのは、リスクマネーをどんどん市場に供給することで、日本の
経済に貢献していくことができる点です。預金をいかにして投資に持って行くか、日本の経済の長年の課題で
す。そうした課題をこの先解決していけるのは、今の証券ブローカーの仕事だと思っています。また、これは
アメリカ大使館商務部のアメリカへの投資促進という仕事と、本質的なところで似ている部分があると思いま
す。

現在のインターン生に対して何かアドバイスはありますか。
色々なことに挑戦することは良いことだと思います。私自身もその挑戦のうちの一つがアメリカ大使館でのイ
ンターンシップでした。今皆さんがやられているチャレンジの一つ一つが、たとえ今は実感が伴わないかもし
れませんが、今後の人生において役立つと思います。あと、同じインターン生や上司の方々とのご縁を大事に
してください。
インターンシップの募集に関しての詳細はこちらをご覧ください。
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FCS Intern: Misawo Yanagisawa
August 15th, 2016
By Kotone Nakamatsu, Rena Shoji, & Amy McNeill
Misawo Yanagisawa interned for the Foreign Commercial Service during the 2014 Fall cycle, while majoring in
Sociology at Waseda University. He is now working for a brokerage firm in Japan.
How did the internship prepare you for your current job?
My internship experience with the Foreign Commercial Service (FCS) section
inspired me to work abroad. I enjoyed the challenge of being in an Englishspeaking environment, and having to conduct everything in a foreign language
made me want to pursue a career abroad to further develop my language skills.
Additionally, being able to experience some of the business meetings at the Embassy encouraged me to work harder, as I would love to be a part of such meetings someday. I learned the importance of keeping up with current affairs on a
global level, and above all, the key position the U.S. market holds for security
industries. Overall, my experience interning at the U.S. Embassy has prepared me
well for my current job.
How did you find your current job?
I am currently working as an investment broker in Japan, and although I am very grateful for this opportunity, it actually was not my first choice. I was initially hoping to secure a career in the trading industry, which would allow me to
work in an international environment and travel to different places. Despite not getting my preferred job to begin
with, I feel that my current job is rather suitable for me in the sense that it is results-oriented and depends on my individual efforts.
What do you enjoy about your current job?
My role as an investment broker is basically to mediate the buying and selling of assets between individuals and/or
organisations. What I like about my job is that it contributes to the Japanese economy and its long-term goal of promoting investment. In my opinion, this is to some extent similar to what the FCS does, in the sense that they promote
investment between the U.S. and Japan.
Do you have any advice for current interns?
I believe that you should always be trying new things. The internship for me was something different that I decided to
try out, and I very much enjoyed it and learned a lot from it. You may not think much of something you are currently
doing or taking part in, but at some point in your life you will be thankful for your past experiences and opportunities.
Lastly, I encourage you to stay in touch with your fellow intern colleagues, mentors, officers, and others at the embassy.
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FCSインターン: レベッカ・ホステトラーさん
2016年8月15日
編集者：仲松琴音、庄司 玲菜、エイミー・マクネイル
レベッカ・ホステトラーさんは、デンバー大学在学中に2014年夏期のインターン生として米
国大使館商務部に参加されました。彼女は現在コロラド州農務省にて勤務されています。

インターンシップはどのように今の仕事の役に立ちましたか？（OR）インターンシップはど
のように今の仕事に繋がりましたか？
皆それぞれインターンシップの経験は異なりますが、私の場合はコマーシャルオフィサーのジョナサン・ハイマー
さんに様々なテクニカルガイドの編集や標準業務手順（Standard Operating Procedures：SOPs)の仕事を頼まれま
した。この経験が、偶然にも現職であるコロラド州農務省での技術分野のライターとしての仕事に繋がっており、
採用されたきっかけもSOPや規制等のビジネスに関する書類を作成するための人材としてでした。

どうやって今の仕事を探しましたか？
職を探すのは簡単ではありません。大学院に通いながら他のコロラド州政府機関のインターンシップをしていた期
間中に多数の企業に応募しましたが、ほとんど返答はありませんでした。インターン時代のオフィサーに、職探し
における必要な言葉の言い回しについてアドバイスをもらい、面接のためリサーチなど準備をして、今の仕事をも
らいました。その当時、現在の役職はFDA （アメリカ食品医薬品局）からの補助金サポートの担当でした。大学院
に入る前に、FDAにおける規制関係の仕事を経験していたので、応募資料の中に入れるようにしていました。また仕
事内容の中でハイライトされていたキーワードにも注意を払うようにしました。政府関係の仕事に応募する場合は
このようなことが重要になります。就職活動中は、別のアプローチ方法もとりました。自身のコンフォートゾーン
の外に出て、LinkedInで見ず知らずの人に連絡を取り、彼らの働く企業や空いているポジションについて聞いたり
しました。その方法で実際にオファーをもらえたのですが、現職であるテクニカルライターの仕事をもらったの
で、結局は断ることになりました。

今の仕事について何が楽しいですか？
今の仕事をとても気に入っています。仕事である政策に関するリサーチ、編集、そして執筆という職務内容はもち
ろん、また農業という分野が好きです。農家の方々など、職の安全やローカルビジネスについて興味のある、たく
さんの人の関心を引き付ける興味深い業界でもあります。以前より公共政策を中心に関わりたいという思いがあ
り、農業という分野はそれに一致していると思います。

現在のインターンに対し、何かアドバイスはありますか。
まず、友人を作ってください。そして、周りにいるプロフェッショナルの話を聞いて下さい。彼らはすばらしいア
ドバイスをくれたり、他のプロフェッショナルとの関係構築のきっかけを作ってくれるでしょう。どのような状況
であっても、良好な人とのつながりは物事をいい方向に導いてくれます。私が一緒に働いた他のインターン生は、
素晴らしい人達で、今でも連絡を取っています。
二つ目に、多様な考えや提案にオープンであってください。特定の分野の仕事にしか今は興味が向いていないとし
ても、他の機会にもオープンな姿勢でいることによって、思いもがけず素晴らしい仕事に巡り合えたりするかもし
れません。もちろん、あなたのキャリアゴールに向けてスキルを向上させていくのも良いことですが、「理想の仕
事」からかけ離れているからといって、その選択肢を無視してはいけません。あなたの「理想」より良いものが結
果として形になるかもしれません。
インターンシップの募集に関しての詳細はこちらをご覧ください。
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FCS Intern: Rebecca Hostetler
August 15th, 2016
By Kotone Nakamatsu, Rena Shoji, & Amy McNeill
Rebecca Hostetler interned for the Foreign Commercial Service during the 2014 Summer cycle
while she was at the University of Denver. She is now working for the Colorado Department of
Agriculture .
How did the internship prepare you for your current job?
Everyone's internship experience is different, and it just so happened that one of the Commercial Officers, Jonathan
Heimer, assigned for me to write a lot of technical guides and Standard Operating Procedures (SOPs). This really
prepared me for what I am doing now, as I am a Technical Writer for the Colorado Department of Agriculture, and
was hired to write SOPs and other regulatory and business prose.
How do you find your current job?
Finding a job is hard. While still at graduate school and interning at another Colorado state agency, I applied to numerous places, and hardly got any responses. I managed to get my current job by using the right key words and doing
research in preparation for interviews. At the time, this position was supporting a Food and Drug Administration
(FDA)-funded grant. Having previously worked with FDA regulations before graduate school, I made sure to include
that in my application where appropriate. I also focused on other key words highlighted in the job description. During
my search for a job, I also took other approaches. I took the opportunity to contact strangers on LinkedIn to ask about
their organizations and upcoming vacancies. By doing that, I got a job offer that I ended up turning down to take my
current Technical Writer position.
What do you enjoy about your current job?
I really like my job. I enjoy writing, editing and researching public policy, which is what I currently do. And of
course I love agriculture! It is a very interesting industry, attracting various people who care about food safety and
promoting local business (i.e. farmers). I wanted to work in public service to do just that- serve the public, and the
agricultural sector really concentrates on that.
Do you have any advice for current interns?
First- make friends! Listen to the professionals around you who are giving you great advice and introducing you to
other professionals. Good people make all the difference in any situation. The other interns at the embassy were
amazing and we still keep in touch. I also got the opportunity to connect with some interesting people who were further along in their careers, and I was able to glean information about what I enjoy and don't from hearing about their
experiences. Second, be open to a wide variety of ideas and suggestions. You may think that a certain job or area is
the only thing you want, but you might be pleasantly surprised at where you end up by staying open to other opportunities. Of course you want to hone your career goals, but don't turn something down because it doesn't sound like
your exact "dream job." It might turn into something better than that.
For more information on internship opportunities with
CS Japan, please visit us here.
The U.S. Commercial Service–Your Global Business Partner
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FCSインターン：田張 雅明さん
2016年8月15日
編集者：仲松琴音、庄司 玲菜、エイミー・マクネイル
田張 雅明さんは、東京大学経済学部在学中に、米国大使館商務部に2015年秋期のインターン生として参加されまし
た。田張さんは現在三井住友海上にて勤務されています。

インターンシップはどのように今の仕事の役に立ちましたか？（OR）インターンシッ
プはどのように今の仕事に繋がりましたか？
単に実際に働いてみるという経験を得るに留まらず、経験豊富な職員の方々の働き方
を間近で見ることができたこと、また必要に応じて適切なアドバイスを頂けたこと
は、自身の将来を考える上で非常に助けになったと考えています。またインターン
シップでの経験は目上の方々と働くという経験のほかに、何を目標に今後働きたいか
ということを考える機会と材料を与えてくれたという点で、日々仕事をこなしていく
うえで必要なモチベーションを維持するのに役立っています。

どうやって今の仕事を探しましたか？
インターンシップに参加したきっかけでもあった、アジアを中心とした海外での勤務がしたいという思いと、大学
での専攻である経済に関連した職に就きたかったという考えから、アジア圏を含む海外部門が今後も拡大すると考
えられ、海外勤務の実現可能性も高いと考えられる現在の職を選択しました。

今の仕事について何が楽しいですか？
主に保険引受収支の管理や会議の資料作成、および商品開発の管理を担当しています。
お客様と直接、関わる機会は少ないものの、役員をはじめ、多くの方々の目に入る資料の作成を行っていることか
ら、日々緊張感を持って取り組んでいるとともに、やりがいも感じています。

現在のインターンに対し、何かアドバイスはありますか。
今から考えると、インターン生は自身の職務と成長に関して、当時考えていた以上に多くの機会と可能性を与えら
れていたように感じます。担当をどこからどこまでと区切らず、それ以上に力の及ぶ限り、全力で取り組んでいく
ことで新しいチャンスを得ることができ、それに伴い、自己の成長等、各自の目標にも近づけるものと考えていま
す。新しいことに取り組むことを恐れず、高い目標を設定して日々の職務に取り組んでいただければと思います。

インターンシップの募集に関しての詳細はこちらをご覧ください。
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FCS Intern: Masaaki Tahara
August 15th, 2016
By Kotone Nakamatsu, Rena Shoji, & Amy McNeill
Masaaki Tahara interned for the Foreign Commercial Service (FCS) during the 2015
Winter-Spring cycle while attending University of Tokyo’s Department of Economics.
He is now working at Mitsui Sumitomo Insurance Ltd. in Tokyo.

How did the internship prepare you for your current job?
Besides the experience I gained specifically from the tasks and events I participated
in, I also was able to learn from the specialists and officers I worked with. Not only
was their work ethic inspiring, but they all had great advice to give me. My time at
the Embassy encouraged me to really think about my career, and to this day it keeps
me motivated everyday.
How do you find your current job?
My current job was mainly influenced by a combination of my experience as an FCS intern, my desire to work overseas with a specific focus on Asia, and as an Economics major. The company I work for now is expecting to expand
into different regions of Asia, and I saw this as an opportunity to potentially be placed abroad in the future.
What do you enjoy about your current job?
My job generally involves managing client insurance accounts and product development. Although I rarely get the
opportunity to directly interact with clients, a significant part of my job also requires me to prepare important documents for meetings/events for executives to see.
Do you have any advice for current interns?
Looking back, I now realise that interns were given so many opportunities and chances to develop personally and
professionally. Even if you think you are incapable of doing something, I believe that there is always something to
gain, especially when you challenge yourself. Its times like these that you grow and move closer to achieving your
goals. Never be afraid to challenge yourself and always reach for further.

For more information on internship opportunities with
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FCSインターン：渡部 彩実さん

渡部 彩実さんは、早稲田大学国際教養学部在学中に、米国大使館商務部のインターン生
として2014年秋期に参加されました。彼女は現在日本航空にて勤務されています。

大使館インターンでの経験は就職活動に何か影響を与えましたか、または現職をスター
トする準備に何か役立ちましたか？
大使館のインターンシップでは、日米の企業の結びつきや、さらなるネットワークの広
がりに向けた取り組みを間近で感じ、そして携わることが出来ました。元来、海外に関心があった私は、その経験
により「自分も日本と海外を繋げることができるような仕事に就きたい」という思いを強めることが出来ました。
どのようにして現在の職業を選択・見つけましたか？
4年の春から始めた就職活動で採用となりました。私の就職活動中の企業選びの軸は、「グローバルな視野を持っ
て働けること」「人々を結びつける仕事であること」でした。これらの軸に沿って働いていくことが出来るか、熟
慮を重ね、最終的に選択しました。
現在のご職業について、少し教えてください。
現在は現場研修の日々が続いていますが、学生の頃に思い描いていた、「日本と海外の人々の結びつき」を毎日肌
で感じながら、様々な人と話し、関わって仕事が出来ることにやりがいを感じています。将来的には、日本の伝統
や良さを体現しながら、さらに人々の往来を活性化出来るような仕事に携わりたいと思っています。
現在のインターン生に対して何かアドバイスはありますか。
私が学生の頃、社会人の先輩方からよく耳にしていたことでもありますが、学生の今の時間を、毎日大切に過ごし
て欲しいです。社会人になってまだ間もないですが、どれだけ時間が貴重か、身に染みています。自由に過ごせる
時間が比較的多くある学生のうちに、周囲に感謝しながら「やりたい」と思うことは全てやりきる思いで日々を過
ごしてもらえたらな、と思います。

編集者後記：渡部さんは、マンスフィールド財団でのインターンシップを通じて、FCSでのインターンシップにつ
いて知り、その場でFCSのオフィサーに直接コンタクトを取り、その後は財団とFCSのインターンを平行してされま
した。また、就職期間中も某大手銀行からも内定が出ていたのですが、「グローバルな視野を持ち人々を繋げる」
という学生時代からの目標を優先し、現在に至るそうです。彼女の積極性や自身の軸をぶれずに持ち続ける姿勢に
感心させられました。
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FCS Intern: Ayami Watanabe
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By Kotone Nakamatsu, Rena Shoji, & Amy McNeill

Ayami Watanabe interned for the Foreign Commercial Service during the 2014 Fall cycle while studying Global Studies
at Waseda University. She is now working at Japan Airlines (JAL).

How did the internship prepare you for your current job?
During my internship at the US Embassy, I had opportunities to see and get involved
with partnership between US and Japanese companies and efforts that these two countries made for further expansion of their network. Having had interests in abroad, those
experiences inspired me to continue to become a bridge between Japan and other countries.
How did you find your current job?
I got an offer during my job hunting period in my fourth year in college. I focused on and only applied to the companies
where I can “have a global perspective” and “connect people”. I used those two aspects as criteria, and considered a lot
to make a final decision.

What do you enjoy about your current job?
Right now I am still in the OJT period, but I already enjoy interacting people with various backgrounds and "the connection between Japanese and people from overseas”, which I always pursued when I was a student. Hopefully I can contribute to revitalize people’s comings and goings as part of my job while embodying Japanese traditions and attractions.

Do you have any advice for current interns?
Value your time as a student. When I was still a student, people around me, especially professional individuals, always
told me so. I just embarked onto the professional world, but I now realize how much time is valuable. Spend your time
challenging as many things as you wish to do while you have enough time just for yourself.
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