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インターンプロフィール：末吉みなみ
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？

このインターンシップについては、ワシントン州ベルビュー留
学中に、Facebook上で知りました。留学先では国際ビジネスを
専攻しており、帰国後はアメリカで学んだことを実践の場で活
かす経験をしたいと考えていたため、このインターンシップに
挑戦することにしました。

どんな仕事を経験しましたか？
アメリカと日本の教育機関の提携の強化や日本人学生のアメリカ
への留学促進を行うチームでの仕事を中心に経験しました。主に日
本の教育マーケットの調査やレポートの作成、アメリカからのクラ
イアントのアテンドやミーティングへの参加、ミーティング内での
通訳業務を経験しました。また、インターンシップ期間中には教育
関係者を対象とした２つのレセプションや『総領事カフェ』（学生
が様々なトピックについてアメリカ人領事と英語で話し合う会）の
運営にも携わりました。教育分野以外にも、重工業分野やSelectUSA
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で使用するデータベースの更新などの業務にあたりました。
商務部インターンでの一番の思い出や経験は？

関西圏の大学関係者をお招きしたレセプションの開催に携わったことです。準備の段階から参加者へのコンタクトや
質問への対応、参加者リスト作成などの業務を一人で担当させて頂きました。このレセプションは日本の大学が直面
している課題についてお話をお聞きする機会でしたが、多くの参加者の方が私自身のアメリカ留学や商務部でのイン
ターンシップに関する話にも関心を持って下さり、光栄でした。また、アメリカからのクライアントとのミーティン
グへの同行も経験させて頂き、アメリカについて、そしてその方々の活躍するフィールドについて学ぶ貴重な機会と
なりました。短期間ではありましたが、アメリカ政府の一員として勤務する経験が出来たことに深く感謝していま
す。

卒業後の進路や将来の夢は何ですか？

3月より本格的に就職活動が始まります。卒業後は、民間企業に就職し、日本の技術力を活かした製品のプロモー
ションに関わりたいと考えています。また、将来的には日本とアメリカ両国の更なる経済の発展や文化交流の活
性化に貢献していきたいと思います。

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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Intern Profile: Minami Sueyoshi
U.S. Consulate General, Osaka-Kobe
How did you find out about the internship
program?
I found about this internship on Facebook while I was
studying abroad in Bellevue WA. Since I was majoring
in International business in the U.S.,I wanted to have an
actual job experience that I can make use of what I
learned after going back to Japan. I also thought this
internship would be the best opportunity for me to expand my skills and perspectives.
What type of work did you do during your
internship?
I mainly worked for education team, which helps educational
institutions both in the States and Japan make partnerships and
promotes studying in the United States. The work included
making education market reports, attending meeting with
American clients, and helping American officers with
interpretations. During my internship, I also helped organizing
two receptions for high schools and universities in Kansai area
and “Soryoji-café” where I discussed a US-Japan topic with
other students like me. In addition to that, I helped updating
databases that are used for SelectUSA.
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What has been your most memorable
experience at the Embassy?
Information meeting with professors and officers from various universities in Kansai area was one of my favorite memories.
From the preparatory stage, I was in charge of contacting participants, answering questions from them, and making a
participants list by myself. It was great opportunity for me to discuss the problems that Japanese universities encounter in
terms of sending their students to the U.S., and also share my thoughts and experiences in the U.S. Moreover, meeting with
clients from the U.S. was meaningful experience for me to learn about the U.S. and their fields even more deeply. It was
honor for me to work as a part of American government, and I would like to thank everyone who supported me for four
months.
What do you plan to do after graduation?
I will start job searching from this coming March. After graduation, I would like to work in private sector and promote Japanese technologies and products to all over the world. In the long term future , I would like to contribute to further economic growth and cultural interactions between the United States and Japan.
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