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インターンプロフィール： 徳山 貴哉
在大阪・神戸アメリカ総領事館

どうやってインターンシップを知りましたか？

一回生の冬に参加した総領事カフェがきっかけです。そ
こで以前商務部でインターンをされていた方からこのプ
ログラムを強く勧められました。昨年、念願だったアメ
リカへの交換留学を通じ、グローバルに活躍できる人材
への思いがより強まり、商務部インターンへの応募を決
意しました。
どんな仕事を経験しましたか？
GKS (Gold Key Service)というアメリカのサプライヤーと
日本のディストリビューターのビジネスマッチング
サービスのためのリサーチやレポート作成、Select USA
に関する広報業務、日英・英日の翻訳、企業・市場リ
サーチ、トレードショーやセミナーの運営補佐、その
他様々な領域で貴重な経験をさせていただきまし
た。このような素晴らしい機会を与えてくださっ
た商務部の方々には本当に感謝が尽きません。
商務部インターンでの一番の思い出や経験は？

兵庫産業メッセ等のイベントやビジネスミーティン
グに参加させていただけた経験は自分の中でとても
大きな思い出です。実際のビジネスの現場での人脈
形成やクライアントとのやり取りはここでしかでき
ない経験であったと確信しています。そして日々の
業務の中でも、ビジネスに対する学びを深める貴重
な機会ばかりでした。商務部は自分の感じたこと、
疑問に思ったことについてどんどん質問のできる
アットホームな環境です。実際の業務に携わること
のできた日々の経験、そしてこのような素晴らしい
環境でインターンができたことが自分にとって何よ
りかけがえのないものだと確信しています。

関西学院大学
３年生
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国際学部
6月～11月

卒業後の進路や将来の夢は何ですか？
卒業後は、自分の目標でもあり、関西学院大学の
使命でもある「世界市民」を目指して日々精進し
ていきたいと考えています。この商務部でのイン
ターンシップで得た経験は、より自分の将来の視
野を広め、グローバルなキャリアを考える上で大
きなステップアップとなりました。今後もより学
業に専念するとともに、それぞれの環境での一期
一会を大切にし、様々な経験を積んでいきたいと
考えています。

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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Intern Profile: Takaya Tokuyama
U.S. Consulate General, Osaka-Kobe
Kwansei Gakuin University, the School of International Studies
Junior Year, June - November 2018
How did you find out about the internship
program?
I knew about this internship when I participated in
“Soryoji-Café”, hosted by U.S. Consulate and General. The exchange programs in the United States
which I joined last year encouraged me to expand my
career internationally. Therefore, I decided to apply
for this internship since this great opportunity certainly would lift me up to the next level.
What type of work did you do during your
internship?
During my internship, I worked on various
kinds of projects including doing public
relations for Select USA Summit on
investment and organizing seminars and
doing some translation work. One of the
most rewarding experiences was participating
in business matching services for U.S.
suppliers and Japanese distributors. Every
project helped me deepen my understanding
of the business and international relations.
What has been your most memorable
experience at the Embassy?
My best experience at the Consulate was
participating in the Kobe International Industrial
Fair, and attending business matchmaking meetings.
These first hand experiences gave me an insight and
importance of networking and business
communication. Beyond individual events, I really
enjoyed the Commercial Service’s friendly at-home
atmosphere. I sometimes went lunch with staff
members and they always gave me good advice on
my career. Every moment I was here is memorable
to me thanks to great people at Consulate and FCS.

What do you plan to do after graduation?
After I graduate, I will keep learning and work
hard to be a “world citizen” which is a school
mission for Kwansei Gakuin University. My five
month internship with the Commercial Service
section of U.S. Consulate helped me mature and
broadened my perspectives on global careers. I
would like to keep appreciating every encounter and
environment in my life, and keep growing!

For more information on internship opportunities with
CS Japan, please visit us here.
The U.S. Commercial Service–Your Global Business Partner
Questions or comments? Email us at Office.Tokyo@trade.gov
Reach us by phone at +81-03-3224-5060
ご質問等はEメールにてお問い合わせ下さい。

