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インターンシップに応募した理由は何ですか？
私は日米関係に強い関わりをもつ沖縄で育った為、日米関係に元々興味があり
ました。また、大学では政治と国際関係に関係する講義を受けたため、日米関
係に益々関心をもつようになりました。在日米国大使館の商務部でのインター
ンシップは日米関係についての知識を得るための第一歩になると思い、応募し
ました。

どんな仕事を経験しましたか？
私は ICT ユニットに配属され、ICT 企業関連のデータ収集、マーケティング調
査やカンパニープロファイル作成を行う業務に従事しました。また、ビジネス
ミーティングに参加する機会や、イベントやレセプションのお手伝いをする機
会を頂きました。

商務部インターンでの一番の思い出や経験は？
慶應大学で行われた第６回サイバーセキュリティ国際シンポジウムに参加し、
有意義な経験をすることができました。このイベントに向けて、私は招待状の
送付、お客様との電話のやり取りを行いました。イベント当日は、サイバーセ
キュリティ専門家のスピーチを聞いただけでなく、専門家の方々とサイバーセ
キュリティリスクについてお話をする機会もありました。 そして一番印象に
残ったのは、在日米国大使館商務部のスタッフの皆さんが日米企業間のビジネ
ス関係を良いものとするために努力している姿を見られた事です。それを見て
私は感化されました。

卒業後の進路や将来の夢は何ですか？
卒業後、私は日米教育の交流に関わる仕事に就きたいと思っています。
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Why did you apply for this internship program?
I was raised in Okinawa where there is a strong presence of U.S.-Japan relations
and therefore, I’ve always had an interest in learning more about the U.S.- Japan
relations. In my university, I was able to take courses in political science and
international relations that furthered my interest in this topic. I knew that
applying to this internship would be the first step towards gaining insights in this
field.
What type of work did you do during your internship?
During my internship, I was assigned to join the Information and
Communications Technology (ICT) Unit. I was responsible for assembling
necessary data, conducting research, and preparing company profiles for ICT
related companies. I also had the opportunity to participate in business meetings
and assist in coordinating certain events such as conferences and receptions.
What has been your most meaningful experience at the Embassy?
I had the most rewarding experience of being able to attend the 6th International
Cybersecurity Symposium at Keio University. For this event, I had the
responsibility of sending out invitations and making calls to the guests. During the
event, I was able to witness speeches made by cybersecurity professionals and
even had the privilege to converse with them in regard to the cybersecurity risks
in the business world. However, I was mostly inspired by the hard work the staff
from the U.S. Department of Commerce put into this event to initiate a successful
business relationship between the United States and Japan.
What do you plan to do after graduation?
After I graduate, I am planning to work in a field related to educational exchange
between the United States and Japan.
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