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インターンプロフィール：藪田 悠平
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
を知りましたか？

アメリカ留学中に、政府機関で働いてみたい気持ちと、留学
経験を活かしたいという思いで、条件に合うインターンシッ
プをインターネットで探していたときに見つけました。ま
た、留学先では国際関係を学んでいたこともあり、実務の世
界ではどのように国家間関係が影響していくのか知りたいと
思い、このインターンシップに応募しました。
どんな仕事を経験しましたか？
主に高校生、大学生の米国留学を促進する教育関連に携わら
せていただきました。クライアントとのミーティングに出席
させていただいたり、自分の意見を発言する機会もありまし
た。そのほかにも、対米投資関連のデータ作成、ワシントン
D.C.へ提出するマーケットレポートの作成にも参加さしていた
だきました。このインターンシップを通して経験した仕事
は、とても価値があり、貴重な経験となりました。商務部職
員の皆様には改めてお礼を申し上げたいです。ありがとうご
関西外国語大学

ざいました。
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商務部インターンでの一番の思い出や経験は？
私がこのインターンを通して思い出に残っている経験は留学に関するマーケットレポートを作成したことです。内容
としては、アメリカの大学に日本の学校状況や就職活動状況を知ってもらい、米国留学をさらに促進してもらうとい
う内容です。アメリカ商務省として出版するレポートですが、光栄なことにその原稿作成を行わせていただき、自分
の書いた内容が政府出版物として世の中に出ることにとても責任を感じました。しかし、商務部の皆様や東京の米国
大使館と協力して作り上げていった経験は何物にも勝る経験でした。また、2月にはMedical Japanという医療と介護の
イベントにも参加させていただき、今まで知らなかった分野について学ぶことができました。

卒業後の進路や将来の夢は何ですか？
大学卒業後は人事コンサルティング会社で働くことが決まっており、人事のプロフェッショナルになっていきた
いと思っています。また、将来的には大学院に進学し、さらに専門性を高めて、日本社会の国際化に少しでも貢
献することができればと思っています。

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: Yuhei Yabuta
U.S. Consulate General, Osaka-Kobe
How did you find out about the internship
program?
From my passion of working at government agencies and
expanding my study abroad experiences, I found this internship on the internet. Also, I was interested in how international relationships affect each other, so I decided to apply
for this internship.
What type of work did you do during your
internship?
I had mainly worked on the educational sector, especially
promoting study abroad to the United States for Japanese
high school and college students. Also, I had opportunities to
attend client meetings, and was often given the chance to
express my opinion. Besides, I involved in collecting data
about FDI investments and creating educational market
reports which will be submitted to Washington, D.C. and
distributed through the CS network. I am confident that this
internship has been a truly worthful and precious experience.
I would like to thank all of the colleagues who supported me.
Thank you very much!
What has been your most memorable
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One of the most distinguished experiences I had during this internship was making market reports about study abroad in the
United States. These reports aim to giving information about the current situation of Japanese high school and colleges and
job hunting to American universities. Besides, these reports provide them some tips to consider promoting study abroad to
the United States. Even though reports are published by the Department of Commerce, it was a privilege that I had
opportunities to help draft them and contribute my insights. I felt responsibility and pride in my task because what I wrote is
going to be in reports distributed in the name of the American government. More than that, however, working with
colleagues and the Tokyo embassy staff in the commercial service is undoubtedly a precious experiences.
What do you plan to do after graduation?
After graduating from a college, I will start my career as a Human Resources consultant, and I am exited to pursue opportunities in the HR field. Further, I am considering going to a graduate school to increase my level of expertise in HR sometime
in the future. During my career, I would be more than happy if I could help the internationalization of Japanese society in
terms of the HR field.
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