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Date: 07/01/2018	- 07/08/2018
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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 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 () → 0(円)

オプション費
（お土産、お菓子、
international	dinner材
料、保険、Wi-Fi)

() → 50000(円)

航空費＋電車賃 () → 120000(円)

４人のオーガナイザーのうちの１人のflatに泊まりました。
私のホストは彼氏との二人暮らしでプログラム中二人とも大学
の試験で忙しそうでしたが、私は何不自由することなく過ごす
ことができました。二人とも気さくに話しかけてくれるとても優
しい人達で、時々共に食事したり町に出かけたりととても楽し
い時間を過ごせました。
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③プログラム中の食事について

よい

④プログラムの評価できる点

朝食は毎朝ホストの家でシリアルを食べていました。昼食、夕
食はほぼすべてコンテンツ内に含まれていました。ハンバー
ガー、フランクフルト、パスタだけでなく時々ラクレット、チーズな
どスイス名物も用意してくれていました。

一週間でスイスの有名な観光地や会社を訪ねるだけでなく、
プレゼンやinternational	dinnerといった参加者の国について知
る機会も充実していて, 毎日イベント盛りだくさんの日々を送る
ことができました。
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⑤プログラムの問題点

⑥主催者について
・団体名：Resort	International	

・参加人数：12人

特になし

日本人 1人

ドイツ人 1人

クロアチア人 1人

スェーデン人 1人

イギリス人 1人

ポルトガル人
チェコ人

イスラエル人
トルコ人

スペイン人
ハンガリー人

オーストリア人

１人
１人
１人
１人
１人
１人
１人
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・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 とても良い
真夜中に歩いて帰っても危険だと
思うことは一度もありませんでした。

物価（通貨、レート、
物価の印象など）

電車賃はとても高いです。食材は
日本より少し高いような印象でした。

生活水準 親元から離れてシェアハウスしてい
る学生が多かったですが、不自由
ない生活を送っているように感じま
した。

プログラム前の連絡や質問に対する返信などとても丁寧で
素早かったです。

特になし
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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

到着時の空港でのピックアップやプログラム進行はとても
スムーズで特に問題はありませんでした。
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派遣日記
~Diary~

2018 年 7 月 1 日 〜 8 日
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月 １ 日 月 曜日

＊タイムテーブル
9:30〜11:30	country	presentation	
11:30〜ice	breaking	game	
Lunch
14:00〜16:00	scavenger	hunt
18:00〜23:00BBQ,Free	time PHOTO

＊感想
朝待ち合わせの大学についてからまず一人ひとりの出身国
について用意してきたプレゼンをしました。参加者みなそ
れぞれ異なる国の出身であったこともあり、１１か国のこ
とについて知ることはとても興味深かったです。オーガナ
イザーが用意してくれた一日ではとても食べきれないほど
のお昼を食べた後、ice	breaking	game, Scavenger	hunt
をしに町へ出かけました。街中で人間ピラミッドを作る、
噴水で泳ぐ、劇場に前で映画のワンシーンを再現するなど、
様々なお題が用意されていてチームでクリアしていくのは
とても楽しかったです。大学に戻った後はBBQをしたり、
drinking	gameをしたりして参加者と交流しながらゆっくり
過ごしました。
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月 日 曜日

＊タイムテーブル
7:00〜9:00	Train	ride	to	Bern
10:00〜12:00	parliament	tour
12:00〜lunch	(Raclette)
13:00〜14:00	free	time	in	Bern	
14:00〜16:00	Gin	tasting	
16:00〜18:00	dinner	
18:00〜20:00帰宅

PHOTO

＊感想
朝早くから電車に乗りベルンに向かいまずはベルンの国会
議事堂を見学しました。スイスの四つの公用語を象徴する
ブロンズ像、スイスの主要産業を表したステンドグラス、
スイス初の直接民主制が達成されたときの絵画など建物を
構成する様々な物の意味を知れたと同時に、日本の国会
や内閣システムとの違いもわかり、とても興味深かったです。
その後は日本でもブームになっているラックレットを本場の
スイスで堪能し、自由時間にはベルンの美しい景色を形成す
る要因の一つであるアーレ川付近でゆっくり過ごしました。
帰りは本場のチョコレートを味わいながら電車に揺られてザ
ンクトガレンに帰りました。
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月 日 曜日

＊タイムテーブル
8:00〜14:00電車
14:00〜
Jungfraujoch展望台到達
16:00〜電車で帰る
Neon	Hostel	へ
22:00〜dinner	

PHOTO

＊感想
朝から電車を乗り継ぐこと４回。 後は登山鉄道ユングフラ
ウ鉄道に乗り、天気や景色の変化を楽しみながらヨーロッパ
で も高い場所に位置するユングフラウヨッホ駅に到達しま
した。駅の複合施設トップオブヨーロッパの展望台からの
アレッチ氷河眺望、神秘的な氷河の中に作られた氷の宮殿
アイスパレス、一年を通して万年雪が楽しめるスノーパラ
ダイスなどの人気の観光スポットを思う存分堪能しました。
帰り際にユングラウシールが付いた特別パケージのリンツ
チョコレートを大量買いして近くのNeon	Hostelに向かいました。
帰りの電車の中ではスイスｖｓスウェーデンのサッカーワールド
カップのライブ放送をみんなで見て盛り上がっていました。
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月 日 曜日

＊タイムテーブル
10:00〜10:30	電車でGenevaへ
11:00〜13:00	フェリー遊覧
13:00〜14:00	
Free	time	in	Geneva
15:00〜17:00	
Guided	tour	@	UNO	Geneva	
材料買い出し
18:00〜22:00
international	dinner

PHOTO

＊感想
Neon	Hostelの美味しい朝食を食べて電車でジュネーブに出
かけました。天気がとてもよく、フェリーからの眺めはとても
美しかったです。（レマン湖にあるランドマークの大噴水の
背景にはモンブランが見えました！）自由時間にはレストラン
でゆっくり時間を過ごす人、レマン湖で泳ぐ人など様々で私は
ジュネーブの観光スッポットを巡りました。有名な花時計や
サン＝ピエール大聖堂に行ったり、トブラローネのチョコレート
ディップチュロスを食べて 高に幸せな気持ちになったり、と
ても充実した時間を過ごしました。帰りは近くのデパートで
international	dinner	の食材の買い出しをしてホステルに戻り
ました。各国の料理を一度に楽しめるinternational	dinnerは
大変貴重な経験となりました。自分が作ったお好み焼きをとても
気に入ってもらえたのは嬉しかったです!夜はみんなでトルコの
コーヒー占いをして盛り上がりました。 11



月 日 曜日

＊タイムテーブル
8:00〜10:00	電車でomegaの
本部があるBielへ
10:00〜15:00	OMEGA探検
CEO	presentation
Lunch
Omega museum
時計作成工程を見る
16:00〜19:00	St	Gallenに戻る
20:00〜cheese	fondue	
23:00〜optional	clubbing

PHOTO

＊感想
荷物をまとめてホステルを後にし、世界的にも有名な時計
のブランドのOMEGAの本部へ向かいました。OMEGAのブランド
化の過程についてCEO直々のプレゼンを聞いた後、OMEGAの
時計の発展を記した博物館、実際の時計組み立て工程を見学
しました。(お昼は立派な会食のようなものをOMEGAが用意し
てくれていました！）その後電車でザンクトガレンに戻り、
大学でチーズフォンデュを食べました。本場チーズフォンデュ
はとても美味しかったです！この日は参加者のホストも参加
できる日だったので、いつもより多くの人達とたくさんのお酒
と様々な国の音楽で盛り上がりました。St.Gallenの大学では
テスト期間の 終日に街中のクラブが解放されるので、私達も
学生たちと共にクラブに行きました！
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月 日 曜日

＊タイムテーブル
7:00〜10:00	電車でBasleへ
10:00〜13:00	Rocheに行く
Presentation聞く
Lunch
13:00〜17:00	Free	time	in	Zurich
20:00〜23:00
international	drink	and	pizza	party
23:00〜clubbing	@	elephant	club

PHOTO

＊感想
昨晩家に着いたのが朝の４時頃で、朝寝坊しないかとても不安
でしたが、無事に集合時間に間に合うことができました。
（クラブに参加した参加者の半数が寝坊していましたが（笑）
世界的に有名な製薬会社Rocheの本社があるBaselに向かいました。
インターンが大切なこと、行きたい会社との関係を事前に作る
大切さなど製薬会社とはあまり関係のないプレゼンを聞きました。
（笑）薬学部の子達は今日のプレゼンを楽しみにしていたので
少し残念がっていましたが、本社ビルの３０階からの眺めと共に
美味しい昼食を食べて機嫌を直していました（笑）
その後チューリッヒに向かった時には大雨が降っていたので
自由時間には街中のトラムに乗って観光しました。町を一望でき
るリンデンホフの丘からの眺めは、雨上がりのどんよりした天気に
も関わらず、とても美しかったです。大学に戻った後は、様々な
国の強いお酒を味わい、近くのクラブに行きました。 13



月 日 曜日

＊タイムテーブル
12:00〜BBQ
14:00〜チョコレート工場
17:00〜帰宅
20:00〜farewell	party

PHOTO

＊感想
この日は参加者のみんなが付かれていて朝起きられないこ
とを前提にプログラムが午後からスタートしました（笑）
お昼頃に大学に向かいみんなでBBQを楽しんだ後、スイス
チョコレートで有名なMunzの工場に行きました。自分の
チョコレートを作ったり、いたるところでチョコレートの
試食ができたりとまるで天国にいるかのような幸せな気分
でした。その後ホストの家にいったん戻りFancyな格好に
着替えてFarewell	partyに向かいました（笑）スイスの家庭
料理アルペンマカロニを味わった後、ちょうどワールドカップ
の準決勝戦クロアチアｖｓロシアをやっていたのでみんなで
パブリックビューイングの会場で向かい試合を鑑賞しました。
クロアチアが勝ったので町では花火が上がったり、車の
クラクションの音が鳴り響いたりと街中はお祭り騒ぎでした（笑）
その後大学近くの湖に行き、 後の夜を満点の星空の下で別れ
を惜しみながら過ごしました。（スウェーデンの人は暑いと
言って湖で泳いでいました（笑） 14



月 日 曜日

＊タイムテーブル
10：00～St.Gallenを離れる
日本へ帰国

PHOTO

＊感想
朝パッキングをしてからホストに駅まで送ってもらい、
３週間後に日本で会う約束をして別れを告げました。
（８月からのTokyo	IWに参加するそうです！！！）
飛行機出発時間までスイスを観光したかったので、まずは
旧市街の美しい景観で有名なベルンに向かい、 後の審判
の彫刻で有名なベルン大聖堂、時計塔、アインシュタイン
ハウスなど有名な観光地を巡りました。その後自然豊かで
気品あふれる中世の街並みが残るルツェルンという街に
行きました。有名なカペル橋、旧市街、瀕死のライオン像、
イエズス教会に行き 後の 後までスイスを堪能した後に
帰国しました。（帰国した日にテスト日が発表されたと知り、
一瞬で現実に引き戻されました（笑）
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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！）

１週間で様々な国の人達と交流し共に楽しみながら
スイスを思う存分堪能できる、そんな素敵なプログラム
がザンクトガレンIWです！！スイスの主要都市を回り、現地の
生活に触れてみることで地方ごとによる主要言語の違いなど、
スイスの文化も体感することができました。また様々な国の
学生たちと直接話すことにより、普段のニュースの限られた
情報からはあまり知ることのできない人々の生活や町の様子
などを知ることもできとても興味深かったです。ヨーッロッパ
の人々の共通の話題だけでなく、世界共通で盛り上がれる話題
があるのを知るのもとても面白かったです！（笑）
私は、大好きなチョコレートやチーズの本場に行ってみたい！
様々な国の学生と１週間を共に過ごしてみたい！という単純
な動機でこのプログラムに応募しましたが、本当に参加して
よかったと思っています！心に残るとても濃い１週間を過ごす
ことができました。このプログラムに少しでも興味があれば
ぜひ思い切って応募してみてください！！参加して後悔は絶対
にしないと思います！
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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。

慶應義塾大学 福利厚生機関
国際関係会 海外派遣局一同
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