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インターンプロフィール：中村 樹里
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

写真１

を知りましたか？
将来を考える上で、どのような仕事が自分に
合うか、様々な職業を調べているときに領事館
のホームページとインターンシップ募集を見つ
けました。

どんな仕事を経験しましたか？
主にデータベース管理を行いました。Gold
Key Serviceへの参加者のリスト作成や、アメリ
カで開催されるイベントへ招待する会社のリス
ト作成などです。また、領事館で行われた会議
でのエスコートをしたり、外部のイベントにも
参加させていただきました。
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商務部インターンでの一番の思い出や経験は？

2019年春期

卒業後の進路や将来の夢は何ですか？

日本へ事業進出を考えている米国の企業や、大学

アメリカの教育機関で行われている日本語の

とのミーティングに参加させていただいたことが最

イマージョン教育に興味を持っています。秋か

も印象に残っています。日本と米国がビジネスで接

らフィンランドに留学をし、言語教育と多文化

触する第一段階の場面を見ることができ、とても興

教育を学びます。そこで専門性を少しでも身に

味深かったです。オフィサーの方が積極的にこのよ

つけ、将来的にはアメリカに限らず外国での日

うなミーティングやイベントへの参加の機会を提供

本語教育に関わる仕事に就くこと、これが私の

してくださいました。多くのことを体験させてくだ

現在の目標です。

さったことに感謝しています。

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: Juri Nakamura
U.S. Consulate General, Osaka-Kobe
Doshisha University, Global and Regional Studies
Junior Year, Spring 2019 Cycle
How did you find out about the internship
program?
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I saw the opportunity on the U.S. Consulate’s
homepage and learned about this program. At the
time, I was looking for intern positions that would
allow me to explore future opportunities.
What type of work did you do during your
internship?
During my 3 month internship, I have been
responsible for managing information
regarding participants for Gold Key Services
and companies being recruited for events held
in the U.S. In addition, I attended various
meetings with clients in the Consulate and
participated an interesting event, The IR
Expo, at Osaka’s INTEX.
What has been your most memorable
experience at the Embassy?
The meetings held with American companies and
education institutions that want to develop their
business in Japan. They were very memorable
because I got to see the first contact with Japan by
these Americans. Also, my colleagues provided me
many opportunities to attend such meetings and
events. I deeply appreciated that these colleagues
allowed me to experience a lot during this
internship.

What do you plan to do after graduation?
I am interested in Japanese language immersion
education programs conducted in the United States.
This September I will be going to study language
and multicultural education in Finland. Right now,
my goal is to acquire knowledge about that field,
and to get a job relating Japanese language
education in other countries.

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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