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報告書　~今年度のプログラムに関して〜	

①プログラム中にかかった費用	

	
	
	
	
②滞在の形式(どちらかに○)	

　ホストファミリー・ホストスチューデント	

　	

・滞在先のシステムについて、感想問題点	

参加費の有無	 (無)	 → (円)	

オプション（プ
ログラムにではなく純

粋なお土産代）	

(20000)	 → (円)	

航空費	 (97000)	 → (円)	
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私のホストはWGという学生のシェアハウスで三人のルームメイトと
暮らしていました。シェアハウスということで、キッチンと浴室はシェ
アすることになり、ダイニングが散らかっていたり、キッチン用品が
洗われていなかったりだと少々不衛生な感じがしました。（二日も
経てば慣れますが…）しかし、私のホストはルームメイトの中で一
番のきれい好きで、お互いの生活習慣や好みも合ったので、ホスト
が作ってくれる朝食・夕飯はとてもおいしく頂くことが出来ました。立
地的には、1，2分歩けば、スーパーやベイカリー、薬局、そしてバス
停もあったので、あまり不便だとは感じませんでしたが、PIM&CIMS
というIWケルンをオーガナイズしている事務所までは徒歩30分か
かるのが、唯一大変な点だと感じました。	



③プログラム中の食事について	

　　よい・ふつう・悪い	

	
	
	
	
	
	

④プログラムの評価できる点	

みんなで同じものを食べるというのが、Cottageに居た二
日間ぐらいしかなく、他は全部ビュッフェ形式だったり、
自分の好みの合わせてオーダーすることが多かったので、
みんなそれぞれが好むものを食べれたと思います。しかし、
主食がパンとジャガイモということもあり、ジャガイモ以
外の野菜や果物はあまり多くは食べれなかったと思います。
私はホストの家に帰ってからは、スーパーで自分で野菜や
果物を買って食べました。	
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ドイツのケルンという街並みからその地域の文化、大学
見学から企業訪問まで企画してくださったものが非常に
バラエティに富んでいてケルンの色んな側面に出会える
ことが出来ました。また、ホストとのペアリングも各参
加者の性格や要望を汲みとって決めてくれたのを感じる
ことができ、あまり不安を感じずに過ごすことが出来ま
した。更に、今回のプログラムではみんながたくさん飲
む、状況にあったのですが、自分は飲まないと言っても
嫌な顔せず意思を尊重してくれたのがとても助かりまし
た。	
	



⑤プログラムの問題点	

	
	
	
	
	
⑥主催者について	
・団体名：PIM&CIMS	

・参加人数スウェーデン1	

　　　　　クロアチア1	

	

	

	

	

・スポンサー	

　なし・あり（社名）	
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ドイツ人	 15人くらい	

日本人	 ２	

ベルギー	 ２	

ハンガリー	 1	

トルコ	 1	

ウクライナ	 2	

チェコ	 2	

スイス	 2	

イスラエル	 1	

ポーランド	 2	

プログラム自体は大体10時ごろに集まり開始するのです
が、終わる時間がいつも深夜に伸びてしまったのが大変
でした。朝になるとみんな元気なさそうにしていたのと、夜
にも個人的な自由時間が欲しいと思ったのでそこを改善し
てほしい。	



・通信状況(返信は早いか、情報は十分だったか)	
	

	

	

	

・主催者側の問題点	

	

	

	

	

⑦派遣先の国について(事前情報やイ
メージと違った点)	

治安	
	
	
	

安全	
パブやクラブのあたりは人が見
えるが、夜になると住宅街には
人影なし	

物価（通貨、レート、	
物価の印象など）	
	

１ユーロ＝１２４円	
物価は日本とほぼ同じか少々高
いくらい	

生活水準	
	
	
	

日本とさほど変わらない	
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通信状況は常によかった。	
しかし、初日のフライトがストライキに遭ったのは現
地に到着してから知ったので事前に告知してほしかっ
た。	
	

全体的に良かったと思う。しかし、朝から晩（夜中）
までびっちり予定を入れるのはどうかと思った。遅く
ても21時には切り上げてその後は自由時間にしてほし
かった。	
	



⑧派遣体制について	
・適切なサポートがあったか、情報は十分
であったか、感想問題点等	

問題点はないと思う。	
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11	 月	 7	 日	 木	 曜日	

19:30-	Welcome	Party		
22:00-Night	out	

PHOTO 
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＊感想	
24時間以上のフライトを終え迎えたWelcomePartyは正直記
憶がほぼありません。パーティー自体はIWCologneの事務所
で行われ、ドイツ人メンバー一人ずつが料理を作りシェアを
するビュッフェ形式でした。お酒を飲みながら自己紹介も含め
てみんなと挨拶して、後半では各国それぞれがPresentation
を作って発表しました。とても印象的だったのがどの国のパ
ワポにも「Fun	Facts」というセクションがあって、笑いを取るこ
とが共通していました。私達も！と思いジョークを言ったもの
の、やはり笑いの価値観は違うらしく…	
正直初日のパーティーの後にバーで飲みなおすなんて信じ
られなかったですが、参加者全員が社交的だったので始終
楽しく談笑できました。	



11	 月	 ８	 日	 金	 曜日	

9:30-Meet	at	the	office	
10:00-	2hrs	bus	ride	
12:00-	Lunch	at	the	cottage		
13:00-Ice	breaking	game		
18:00-	Dinner		
20:00-	International	Drinking		
	
	

PHOTO 
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＊感想	
Cottageの二日は朝から晩まで参加者とオーガナイザーが密
接に関わることが出来て、いろんなアクティビティを通して仲良
くなれるいい機会になったと思います。	
ただ、InternationalDrinkingがあるということで、お酒をたくさん
飲み、深夜にはクラブのような状態になりました。私は個人的
にあまり好きではなかったので先に寝ました。参加するのもし
ないのも、個人の意見を尊重してくれたのはとても嬉しかった
です。Cottageは広い野原にただぽつんと一つの建物があると
いう感じだったので少し想像していたのと違い驚きました。	
	



11	 月	 ９	 日	 土	 曜日	

9:00-	breakfast		
9:45-	Learn	carnival	songs		
10:45-	Prepare	carnival	costumes		
12:00-	Lunch		
13:00-	Scavenger	hunt		
17:00-	prepare	for	the	international	dinner		
20:00-	Dinner		
	

PHOTO 
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＊感想	
11日のカーニバルの準備を主にしました。午前では4曲もの
カーニバルソングを勉強しながら、カーニバルで着るコス
チュームを手作りで作りました。ケルンのカーニバルソング
はケルン出身のバンドの方が作った曲が多く、地元を盛り上
げ、貢献していく姿が長い歴史の中で重要な曲となっていく
んだなと実感しました。ドイツ人メンバーと話している中で、
みんながすごくケルンという町を愛し誇りに思っているのだな
と思いました。留学生が多く国際色豊かな所だけでなく、
LGBTの方々に対してもすごく寛容な街であることをみんなが
嬉しそうに話しているのをみてとても素敵だなと思った一日
でした。	



11	 月	 10	 日	 日	 曜日	

10:00-	Leave	the	cottage		
12:00-	Rheinstein　Burg	
15:00-	Wine	tasting		
21:00-	Host	dinner		
	

PHOTO 
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＊感想	
Cottageから離れ、RheinsteinBurgとWineTastingをしました。	
WineTastingではワインだけでなく、ショットなどいろんなお酒を
みんなで楽しみました。	
夜はホストディナーで、ケータリングを頼んで現地のご飯をたべ
た人もいれば、私のホストのように自炊するペアもありました。ド
イツなので、ソーセージがでてくるかなという固定概念があった
のですが、ラザニアを作ってくれたのはとても意外でした。でも、
とてもおいしかったです。（後日ポテトサラダを作ってくれたので
すが、おかずというより主食として食べていたのでやっぱり、ドイ
ツでジャガイモは主食なんだなと実感しました。）	
	



11	 月	 11	 日	 月	 曜日	

Carnival	Day	
9:45-	Have	Breakfast	at	the	office		
11:00-	Street	Carnival		
13:00-	After	party(Club)	
		
	 PHOTO 
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＊感想	
カーニバルでは参加者が一番酔った一日だったと思います。
朝9時から集まりビールで乾杯するのにびっくりしつつも、ドイ
ツの伝統料理を朝食として頂きました。パンの上にミンチ状の
豚肉、生オニオン、そして塩コショウを少々といった独特の料
理でしたが、そこしユッケに似たような感じもありおいしく頂き
ました。11時11分（11は重要な数字）からはStreet　Carnivalが
始まり、一時間ほど現地の人たちと街に出かけビールを片手
にどんちゃん騒ぎをします。一番驚いたのは、この日だけの
ために他の町や国からわざわざケルンに来てカーニバルを
楽しんでいたことです。ケルンカーニバルの歴史的重要性や
地域にもたらす活気は日本ではあまりみないものだなと思い
ました。	



11	 月	 12	 日	 火	 曜日	

11:00-	City	tour		
15:00-	farina	house		
18:00-	Time	ride	(VR)	
19:30-	Dinner		
21:00-	escape	room		

PHOTO 

12	

＊感想	
この日はケルンの街並みや歴史を堪能した一日でした。
午前のCityTourではケルンで有名なShoppingStreetを経
てケルン大聖堂まで歩き、そこから更に写真にある橋を
渡る、というルートでした。ケルン大聖堂の迫力と精巧
な美しさは言うまでもなく、その周りに佇む教会でさえ
豪華に見えました。	
午後には香水博物館へ行った後に、ケルンの歴史を辿るVR
体験をしました。戦争で破壊されたケルンを見た後に午前
廻った場面を思い出すととても感慨深くなりました。（VRのクオ
リティーは微妙でしたが…）	



11	 月	 13	 日	 水	 曜日	

9:45-	BCG	case	study	
						(Vytal	Global)	
12:00-	Lunch	at	Menza	
13:00-	Lecture	in	the	Uni	
15:00-	intercultural	workshop	
20:00-	WG	Gelage(pizza	party)	 PHOTO 
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＊感想	
この日はVytalGlobalからIntercultural	Workshopまで10日間の
中で最もテイストが違った一日でした。VytalGlobalでは嘗て
BCGで働いていた職員が自分で会社を立ち上げ、その新プロ
ジェクトの問題点や改善点などを私達がグループに分かれて
ディスカッションして発表しました。ディスカッションの過程から
発表まではとても感慨深くて意味があるものだったと実感でき
たのですが、発表後にあまりフィードバックがなかったのでそ
れは残念でした。	
また、午後はケルン大学に行きレクチャーをしていただきまし
た。全体的にヨーロッパの女子は経済・経営・金融などお金に
まつわる勉強をしていることが多く、大学もそれらの学部に力
を入れていることを実感できました。	



11	 月	 14	 日	 木	 曜日	

9;30-Company	visit(DHL)	
12:00-	Lunch	at	DHL	
13:00-	Historical	Museum		
16:00-	Bonn	City	tour		
21:00-	Pubcrawl		

PHOTO 

14	

＊感想	
ケルンからボンへ向かいDHLという託送業界を代表する企
業へ訪問しました。ヨーロッパ全土に掛けてだけでなく
アジア・シンガポールなどへも進出していたその規模の
大きさに驚きました。また、多くの学生が修士課程まで
修了しているドイツでは、大抵学士課程で修了する日本
人をあまり受け入れない体制なのかと思っていたのです
が、スポットと学部指定の需要などが合えば日本からで
も応募できる点はいいなと思いました。日本で就職する
以外にも海外志望の学生には大きなチャンスになると思
いました。	
	



11	 月	 15	 日	 金	 曜日	

12:00-Brewery	Lunch		
14:00-	Swimming	pool		
21:00-	Karaoke	Night		

PHOTO 
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＊感想	
最終日の前日は全体的にゆったりとした日でした。午後
のSwimmingpoolには参加できなかったので、ホストと一
緒にもう一度ケルンの中心部を廻ったり、ショッピング
をしたりと楽しみました。	
夜はカラオケが出来るパブのようなところで、現地のお客さん
とも一緒に歌いながら楽しみました。ほとんどIWメンバーで過
ごしていたので、現地の人ともコミュニケーションを取り、同じ
空間を共有できたのがとても楽しかったです。	



11	 月	 16	 日	 土	 曜日	

19:00-	Farewell	Party	
23:00-	after	party	(Club)	

PHOTO 
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＊感想	
レストランを貸し切り、10日間で撮った写真などを飾る
などの装飾をしたとてもお洒落な空間でした。10日間を
振り返るビデオを見たり、○○of	the	weekというように
一人ひとりを「表彰」するような場面もあり、過度にし
んみりせず始終和気あいあいとした雰囲気でした。	
私は翌日のフライトが早かったので、After	Partyには参
加できなかったのですが、二次会もみんなで飲んで踊っ
てといった感じだと思います。	
	



今後の宣伝に向けて 
（アピールポイント・その他感想等、次年度以降応募を
迷っている人たちの背中を押す宣伝文をお願いします！）	
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IWCologneではとても充実した10日間を過ごせます。	
地域の特色・文化・人・社会福祉など10日間で十分
に体験し、理解を深められるいい機会だと思います。	
参加者のサポートも徹底的にされているので、一人
で渡航することに対して不安に思う必要もないです。	
また、今回は11の異なる国々から参加者が集まった
こともあり、コミュニケーションを取っていく中で
その国々に対する理解や知識も知っていけるのはIW
の大きな魅力だと思います。。	
良い事しかないIWCologneは絶対応募するべきです！	
	



ご協力ありがとうございました！	
またお会いできるのを楽しみにしております。	

国際関係会　海外派遣局一同	
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