
(別紙 12) 

大学「地（知）の拠点整備事業」ホームページ掲載用原稿記入フォーム 

 

※以下の項目を参考の上で作成をしてください（様式は自由です）。 

 実習企業・機関 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 山形支店 

実習期間 平成 ３０年 ２月 １９日 ～ 平成 ３０年 ２月 ２３日 

学生氏名 甲田 勇希 

実習プログラム 日経新聞読み合わせ 

株式研修 

投信研修 

債券研修 

為替・保険研修 

課題作成・発表 

学び・気づき 

（300 字程度） 

実習を通して学んだことの一つは新聞やニュースなどからメガトレンドを読み取

るということだ。今まではあまり新聞などを読まなかったが実習を通して読んで

みると面白い内容やそれぞれの業界の流行などを読み取ることが出来るので自分

にとって社会情勢を知ることもできるし企業の動向などを把握することが出来る

ようになったと思う。 

もう一つ学んだこととして就職活動に向けてすべきことや心構えがある。大学生

のうちにスケジュール管理やパソコンのスキルアップなどをしておくことが大切

だということを学んだ。また、面接においてあらかじめ決めた言葉で話すのでは

なく自分の意思で決めた言葉を自分の言葉で相手に気持ちを伝えることが重要だ

ということを学ぶことが出来た。 

 

今後に向けた 

抱負 

（200 字程度） 

今後に向けてまずは就職活動で使うことが出来る資格やスキルを身に着けたいと

思う。パソコンのスキルや秘書検定２級などを在学中に取得しておきたいと思う。 

また、就職活動に向けて企業研究や業界の動向を把握することは当たり前かもし

れないが、それぞれ細かく調べて就職活動をうまく進めていけるようにしたいと

思う。そして面接の練習などを今からしておくことで就職活動で自分の言葉で相

手に気持ちを伝えられるような状態にしたいと思う。 

 

インターンシッ

プをして気づい

た、実習先の魅力 

（300 字） 

今回参加したインターンシップ先のＳＭＢＣ日興証券株式会社では社員の方一人

一人が目標を持ちながら仕事を進めていて、その中でコンプライアンスに注意し

たり、無理がないような働き方をしていることがとても魅力的に感じた。特に長

期間の休暇を取得してその時間で自分のしたいことが出来ることはとても魅力的

に感じた。他にも毎日変わる経済や政治の状況を敏感にとらえて自分で考えだし

た商材をお客様に提案することは難しいことで信頼がないとできないことだと思

うがそこに魅力を感じることが出来た。様々な情報から商品の先行きを分析して



いくことも情報社会の最先端にいるようで魅力的に感じた。 

写真（1～3 点） 

 
 



(別紙 12) 

大学「地（知）の拠点整備事業」ホームページ掲載用原稿記入フォーム 

 

 

※以下の項目を参考の上で作成をしてください（様式は自由です）。 

実習企業・機関 SMBC 日興証券株式会社 山形支店 

実習期間 平成 30 年 2 月 19 日 ～ 平成 30 年 2 月 23 日 

学生氏名 森谷樹平 

実習プログラム ２月 19 日 

・オリエンテーション（証券会社の概要について） 

・コンプライアンス研修① 

・支店見学・店頭サービス業務について 

・ビジネスマナー研修 

・日経新聞の読み方・読み合わせ 

・課題作成 

２月 20 日 

・日経新聞読み合わせ 

・株式研修 

・投信研修 

・債券研修 

・課題作成 

２月 21 日 

・日経新聞読み合わせ 

・株式研修  

・債券研修   

・投信研修 

・課題作成 

2 月 22 日 

・日経新聞読み合わせ 

・為替研修 

・保険研修 

・若手社員懇談会 

・課題作成 

2 月 23 日 

・日経新聞読み合わせ 

・コンプライアンス研修② 

・課題作成 

・課題発表 



学び・気づき 

（300 字程度） 

今回のインターンシップで目標としていたお金の基礎的な知識を得ることや社員

の方々とのコミュニケーションは達成することができた。しかしそれだけではな

く多くの学びがあった。初めて大人の人に向けたプレゼンテーションをする機会

をいただいた。初めてのことだからこそ学ぶことは多かった。５分間という限ら

れた時間のなかで何をどう伝えるのか。それをどう順序立てていくのか。声のト

ーンや間はどうするか。完成するまでに多くの時間を要したが、非常にいい経験

となった。今回の体験を機にもっと世の中の動きに敏感になって多くの知識を得

ていきたい。そしてこうした経験を一年生からできたことは必ず今後活きてくる

と思う。２年後の就職活動を見据え、普段の生活から気を引き締めていきたい。 

今後に向けた 

抱負 

（200 字程度） 

今回のインターンシップは初めての事、初めての人だらけで多くの貴重な体験を

することができた。プレゼンテーションはその中でも一番に大変だった半面、面

白かった。自分の選んだ企業を分析することは、その企業の意外な一面を垣間見

ることができ、そしてその企業がどうやって儲けを出しているのか詳しく知るこ

とができた。これは就職活動の際にも自分が入りたい企業の分析にも役立つと感

じた。与えられた課題をこなしていく中で私にはマネジメント力が足りていない

と感じた。作業を細分化して今、自分が何をするべきなのかを明確にする。それ

を今後の日常生活の中でも常に意識していきたい。 

インターンシッ

プをして気づい

た、実習先の魅力 

（300 字） 

私は証券会社の社員さんといえば何事にもキッチリしていて正直堅苦しい。それ

でいて仕事は毎日激務という偏見を持っていた。しかしこのインターンシップを

通して証券会社に対する印象が大きく覆った。多くの社員さんたちから研修を受

けてきたが一人一人が個性的で様々な人がいた。私はこんな職場なら進んで働き

たいと感じた。仕事は確かに大変ではあるがそれだけやりがいもあり、多くのこ

とが身につくと言っていた。しかも休みはキッチリもらえるとのこと。 

写真（1～3 点）  

 



大学「地（知）の拠点整備事業」ホームページ掲載用原稿記入フォーム 

 

 

※以下の項目を参考の上で作成をしてください（様式は自由です）。 

実習企業・機関 SMBC 日興証券株式会社 山形支店 

実習期間 平成 ３０年 ２月 １９日 ～ 平成 ３０年 ２月 ２３日 

学生氏名 川井 剛志 

実習プログラム ・日経新聞読み合わせ 

・コンプライアンス研修 

・株式研修、投信研修、債券研修、為替研修、保険研修、課題作成 

学び・気づき 

（300 字程度） 

 今回証券会社で実習を行い、株式や債券、投信を詳しく知るだけでなく、社会の出

来事により株価にどのような影響を受けるか、またこの業界の株価が変動した要因は

何なのかなど世の中の状況だけでなくさらに深いところまで考えられるようになっ

た。実習中毎日日経新聞を読んだが、今まで新聞をほとんど読んできていなかったた

め、読み方も世の中の出来事もあまり知らなかった。今回の実習で読み方を学び、メ

ガトレンドをから発展させて、企業がどういう戦略でどのような分野に力を入れてい

るのか読むことができた。日経新聞を読み、記事から推測して今後伸びる企業を考え

ることは、株価の変動を読むにあたって、とても重要な考え方だと思った。 

 

今後に向けた 

抱負 

（200 字程度） 

 今回の実習を通して、やはり社会の出来事や大きな課題は知識に入れておくのが当

たり前なのだと感じた。そのために毎日新聞を読み、世の中の状況を知り、今後の流

れを推察することは社会人になるために必要だと思った。またそこで得た知識は就職

活動の際も大いに役立つと思う。新聞も良いが、今はネットの時代でもあるため、ス

マホで毎日ニュースを読み、時事ニュースを押さえていきたいと思う。 

 

インターンシッ

プをして気づい

た、実習先の魅力 

（300 字） 

 証券会社でのインターンシップの魅力として、株価の変動の流れ、企業の伸びなど

を知ることができると思う。時事ニュースを学び、そこからさらに今後伸びる企業を

推測していくことは、証券会社ならではの研修内容だと思う。この考え方は社会人に

なり、他の企業や世の中の流れを知る際にも大いに役立つものであるため、この考え

方を学べる点が魅力であると感じた。また学生のうちは新聞をじっくり読み、直近の

出来事を把握するという習慣がないと思う。そのためこのインターンシップを通し

て、細かいところまで新聞を読み、さらに自分が気になる記事を発表するという経験

はとても自分自身の成長にもつながり、さらに時事ニュースを把握する必要性を理解

することができた。 

 



写真（1～3 点） 
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※以下の項目を参考の上で作成をしてください（様式は自由です）。 

実習企業・機関 SMBC日興証券株式会社 山形支店 

実習期間 平成  30年  2月  19日 ～ 平成  30年  2月   23日 

学生氏名 武田 流弥 

実習プログラム オリエンテーション・コンプライアンス研修・ビジネスマナー研修・支店見学・

店頭サービス業務について・日経新聞の読み方・読み合わせ・株式研修・債券研

修・投資信託研修・為替研修・保険研修・若手社員懇談会・課題作成・課題発表 

学び・気づき 

（300字程度） 

今回は 5 日間で様々な研修をさせていただいた。しかし、今回体験した研修以外

にも専門的な仕事や難しい仕事が多く存在するのではないかと思った。証券会社

では、市場の動向や為替の変動等をはじめ、各国の経済情勢を把握することが不

可欠であるため、日経新聞の読み込みがとても大事になることを学ばせてもらっ

た。 

SMBC日興証券でのインターンシップでは主に株式、債券、投資信託、保険、為

替の研修と日経新聞の読み合わせ、プレゼンテーションをした。研修では、金融

経済についての学びを深めることが出来、日経新聞の読み合わせでは、証券会社

の方々の新聞の読み方について学ばせてもらった。また、プレゼンテーションで

は、担当の方から評価をいただき、自分に不足している能力にきずかされたの

で、今後改善していきたいと思った。 

 

今後に向けた 

抱負 

（200字程度） 

今回のインターンシップでは、金融経済の基礎的な知識をつけることが出来た一

方で金融についての知識が自分には不足していたのだと痛感させられた。事前学

習で専門用語をいくつか覚えていったつもりだったが、いざ研修を受けてみる

と、分からない言葉が多々あり、理解するのが大変だったのを今でも覚えてい

る。知識をつけるには、日経新聞を読むのがいいと読み合わせでわかったので、

時間を見つけて、メガトレンドに注目しながら目を通しておきたいと思う。 

インターンシッ

プをして気づい

た、実習先の魅

力 

（300字） 

SMBC日興証券の最大の魅力は金融経済についての知識をつけることが出来るこ

とだと思う研修を通じて、株式や債券、投資信託など金融についての理解を深め

ていくのはもちんだが、新聞の読み方も教えてもらえるので、研修後も継続して

知識を定着させられる。 

証券会社は真面目でお堅いイメージがあるが、SMBC日興証券の社員の方々は個

性的で優しい方が多く、充実した実習を行なえるので、興味があれば、ぜひイン

ターンシップに参加してもらいたい。 

写真（1～3点）  

 



(別紙 12) 

大学「地（知）の拠点整備事業」ホームページ掲載用原稿記入フォーム 

 

※以下の項目を参考の上で作成をしてください（様式は自由です）。 

実習企業・機関 SMBC日興証券株式会社 山形支店 

実習期間 平成 30年 2月 19日 ～ 平成 30年 2月 23日 

学生氏名 柳橋 里奈 

実習プログラム 2月 19日(月) 

・オリエンテーション(証券会社の概要について) 

・コンプライアンス研修 1 

・支店見学・店頭サービス業務について 

・ビジネスマナー研修 

・日経新聞読み方・読み合わせ 

・課題作成 

2月 20日(火)、21日(水) 

・日経新聞読み合わせ 

・株式研修 

・投信研修 

・債権研修 

・課題作成 

2月 22日(木) 

・日経新聞読み合わせ 

・為替研修 

・保険研修 

・若手社員懇談会 

・課題作成(プレゼンテーション発表) 

・課題作成(プレゼンテーションの反省 

2月 23日(金) 

・日経新聞読み合わせ 

・コンプライアンス研修 2 

・課題作成 

 

学び・気づき 

（300字程度） 

 コミュニケーションを取ることがいちばん大切なことだと感じた。実際、社員

の方々もコミュニケーションを取ることは何よりも大切だと話してくれた。関

わりを持ったり、話すことで初めて得た情報も多かったため、積極的に自分か

らコミュニケーションを取ることが大切だと思う。 

 自分の意見を主張することができるようになったと感じる。毎朝の新聞の読み

合わせで気になった記事とその感想を述べたり、プレゼンテーションで気にな

った株の銘柄を発表して相手にわかりやすく伝えるというスキルが身に付いた

と感じる。いつもは緊張して発言したりすることを控えてしまうが、人前で話

す機会が多かったため、自信に繋がった。 

 

今後に向けた 

抱負 

（200字程度） 

 多くの社員の方々から就職活動に向けてのアドバイスをたくさん頂いた。その

中でも今からできることとして、時間があるときは新聞を読んで要約し、感想

を考えること、検定を取ること、言葉遣いやマナーを意識することだ。今のう

ちから準備しておいて就職活動が始まったときに困らないようにしたい。説明

会やセミナーにも積極的に参加して自分が行きたい業界を見つけて行きたい。 



インターンシップ

をして気づいた、

実習先の魅力 

（300字） 

 証券会社は堅苦しくて真面目なイメージがあったが、多くの社員の方々と関わ

ることで、明るく優しく面白くて雰囲気のいい会社だと感じた。若い社員の方

も世の中の知識などをしっかり抑えていて私もそうなりたいと思った。また、

海外へ旅行へ行った人も多いと話を聞いて感じた。海外へ行くことで、知識の

範囲も広がると思った。仕事とプライベートの区切りをしっかりつけていて充

実している人が多いと思った。 

 名刺交換のときに、正しいやり方をしっかり指導してくれたのでマナーをしっ

かり指導してくれたので証券会社にインターンシップに行けて良かった。 

 

写真（1～3点） 

  


