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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)	 → 0(円)	

オプション費	 (有)	 → 2万(円)	

航空費	 (有)	 → 13万(円)	

ホストと参加者は必ず同性でした。私のホストは学生寮に	
一人暮らしをしており他の何人かのホストも同じ寮内に住	
んでいました。ホストは皆海外IWを経験していて、IWに理	
解のある人たちでした。またとても親切で、もし帰りたか	
ったらいつでも帰っていいよと言ってくれ、必ずホストが	
滞在先の寮まで一緒に帰ってくれました。	
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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	

イスラエルのローカルフードを食べる機会が何度も準備さ
れていました。そこまで癖もなくとてもおいしかったです。
また、ユダヤ教徒が食事の前に行う儀式を体験することも
できとても勉強になりました。ベジタリアンのためのオプ
ションもしっかりと考えて用意されていました。	
ハンバーガーやピザなどが食べられるレストランもたくさ
んあるので食に困ることは無いと思います。自分が代金を
支払ったのは2～3回でそれ以外はオーガナイザーが負担し
てくれました。	
	

エルサレムや砂漠、死海などイスラエルならではの場所を	
回りとても貴重な経験ができます！また、現地に住んでい	
る人でなければ知らないような場所にも行くことができる	
のはIWならではだと思います。	
ショートトリップの際にはボディーガードをつけたり、滞	
在先の住所やホストの連絡先がヘブライ語と英語で明記さ	
れたカードを渡されたりと、危機管理の面においても十分	
な配慮がされているなと感じました。	
またオーガナイザーの中にIW中の写真を撮る係の人がいて、	
IWが終わった後google	driveに写真だけでなく動画も作っ	
て乗せてくれました。	
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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：Students	Union	

・参加人数	

	

	

	

	

・スポンサー	

　なし・あり（社名）	

オーガナイザーや他の国からの参加者は日本人より時間	
にルーズなので皆少しの遅刻は普通にしていました。し	
かし大幅な遅刻はなかったのであまり気になりませんで	
した。	

日本人	 2人	

オーストリア人	 2人	

クロアチア人	 3人	

ドイツ人	 2人	

イスラエル人	 18人	

その他	 11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	
	
	
	

IW中に身の危険を感じたことは
全くなく、荷物をそこら辺に置
いておいても盗られることはあ
りませんでした(笑)	

物価（通貨、レート、	
物価の印象など）	
	

物価はとても高いです。2リット
ルの水が300円ほどします。	

生活水準	
	
	
	

日本と変わらないレベルです。
街並みも道にごみが無くきれい
でした。電動スクーターに乗っ
た人が多く見受けられました。	

初めにメールで連絡がありフライトの情報などを送った	
後、Facebookでやり取りをするようになりました。IW本	
番中はWhatsAppで参加者同士自由に質問や写真などを送	
り合っていました。返信は早く困ることはありませんで	
した。	

皆本当に良い人達ばかりで一週間しっかりとプランが練	
られていたので特に問題点は見当たりませんでした。	
ただ私が教えた日本語のスラングを気に入ってしまい、	
所構わず叫びまくっていたので日本に来た時にやられ	
たら困るなと思いました(笑)	

5	



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	

現地のオーガナイザーからの連絡がなかなか来ず不安
でしたが、渡航の一か月半前くらいにようやくメール
が来て安心しました。	
それからは持ち物リストやスケジュールをFacebookの
グループに載せてくれたので、現地に着いても困るこ
とはありませんでした。	
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8月	 25日	 日曜日	

Welcoming	day	
Welcome	party,	
Hahug	Hazfon	bar	
	

PHOTO 

ホストと会い滞在する部屋に荷物を置いた後、二人で近く	
にあるビーチに行きました。イスラエルに着く前は治安は	
本当に大丈夫なのか不安でしたが、とてもきれいなビーチ	
と活気のある街並みを見てすぐにイスラエルの虜になりま	
した。	
夕方からウェルカムパーティーが行われ、アイスブレイク	
やカントリープレゼンをした後、近くのバーに移動しお酒	
を飲みました。皆親切に話しかけてくれこれからの一週間	
が楽しみになりました。とても長いフライトで疲れていて	
時差ボケもあったので、最後の方は意識が朦朧としていま	
した(笑)	
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8月	 26日	 月曜日	

Jerusalem	
Yad	Va	shem,	
Mahne	Yehuda	market,	
The	old	city	Western		
Wall,	
Dinner,	
Sleeping	in	hostel	
	

PHOTO 

二日目から早速二泊三日の小旅行でした。まずホロコース	
ト博物館へ行き、ガイドの方の話を聞きながら展示を見て	
回りました。皆真剣に話に耳を傾けていました。自分自身	
も学校の授業では聞けないようなホロコーストの実態や悲	
惨さを学ぶことができ、とても貴重な時間となりました。	
その後エルサレムの古都へ向かい、嘆きの壁や聖墳墓教会	
を見て回りました。今まで教科書でしか見たことのなかっ	
た場所に自分がいることがとても不思議でした。	
夜はホステルの屋上でパーティーをした後クラブへ行きま	
した。皆で夜遅くまで騒ぎ、とても仲良くなることができ	
ました。	
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8月	 27日	 火曜日	

Trip	to	the	south	
Dead	sea,	
Bedouin	hosting,	
Camel	riding,	
Bedouin	tent	dinner	&	
campfire,	
Sleeping	in	the	Bedouin	
tent	
	

PHOTO 

朝、エルサレム中心部のローカルな市場に行き、イスラエ	
ルでよく食べられているお菓子などを紹介してもらい食べ	
歩きました。試食もたくさんでき、どれもとてもおいしか	
ったです。	
それから死海へ移動し、泳いだり体を浮かせて楽しみまし	
た。聞いていた通り本当に体が浮いてむしろ沈むのが難し	
いくらいで感動しました。思ったよりも塩水が肌にしみ少	
しヒリヒリしました。美肌効果があるといわれる死海の泥	
を全身に塗って死海に浸かると肌がすべすべになりました。	
その日宿泊する砂漠の真ん中にあるキャンプに着き、現地	
に暮らす人の話を聞いた後は、とても楽しみにしていたラク	
ダ乗り体験でした。ラクダはつぶらな瞳で本当に可愛かっ	
たです。伝統的な夕飯を食べた後皆で火を囲みキャンプ	
ファイヤーをしました。焼きマシュマロを食べながら語り	
合い、エモかったです。	
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8月	 28日	 水曜日	

South	and	Tel	Aviv	
Masada	in	the	sunrise,	
Free	time	and		
Preparation	for		
International	dinner,	
International	dinner		
	
	
	

PHOTO 

まだ暗いうちにキャンプを出発し、朝日を見に行きました。	
30分ほどハイキングをし、山の頂から見た朝日は本当にき	
れいでした。そこで淹れてもらったコーヒーとクッキーが	
最高においしかったです。キャンプに戻って朝食を食べた	
後、テルアビブに戻って休憩しました。	
その日の夜はインターナショナルディナーでした。ホスト	
と一緒に肉じゃがを作り会場に持っていきました。皆各々	
の国の料理を持ち寄りそれぞれに違った特徴がありおいし	
かったです。もう一人の日本人はお好み焼きを作り、肉じ	
ゃがと共に好評で嬉しかったです。	
その後街へ繰り出しクラブへ行きました。そこにいたイス	
ラエル人の集団と仲良くなり、ビールを奢ってもらいまし	
た。そのような現地の人との交流もとても楽しかったです。	
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8月	 29日	 木曜日	

Tel	Aviv	
Company	visits,	
Pubcrawl	

PHOTO 

この日は企業訪問としてWe	work、Check	point、Microsoft	
の三社を訪れました。イスラエルが中東のシリコンバレー	
と呼ばれるIT先進国であるということは以前から知ってい	
ましたが、実際に自分の目で世界の最先端の企業を見て日	
本の企業との違いを多く感じとても刺激を受けました。	
夜からはIW中で一番楽しかったイベントと言っても過言で	
はないpub	crawlでした！チームごとに紙に書かれたミッシ	
ョンをこなし得点を競うのですが、日本では考えられない	
ようなクレイジーなミッションもあり本当に楽しかったで	
す。テルアビブは「眠らない街」ともいわれているらしく、	
夜中の1時や2時になっても多くの人で通りが賑わっていま	
した。	

11	



8月	 30日	 金曜日	

Tel	Aviv	&	Jaffa,	north	
of	Israel	
Central	Tel	Aviv	&		
Jaffa	tour,	
Heading	to	the	north,	
Special	evening	in	the		
north,	
Sleeping	in	kivots	
	

PHOTO 

この日は2回目のショートトリップの出発日でした。午前中	
は現地に住むガイドの方に案内してもらいながらテルアビ	
ブの中心部からJaffaという町まで歩きました。その地域の	
歴史や特色などを聞くことができ面白かったです。	
その後バスでイスラエル北部の宿泊するコテージに向かい	
ました。夜はパーティーで、いろいろなゲームをして皆で	
楽しみました。日本には無いゲームばかりでとても新鮮で	
した。6日目にもなると皆本当に仲良くなり、日本に帰るの	
が嫌になりました(笑)	
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8月	 31日	 土曜日	

Trip	to	the	north	
Jordan	river	rafting,	
Seeing	the	beautiful		
northern	nature,	
Free	night	and	party	at	
Tel	Aviv	
	

PHOTO 

午前中はカヤックでヨルダン川を探検するアクティビティ	
でした。自分は川下りなど今までしたことがなかったので	
とてもスリリングで楽しかったです。水もきれいで透き通	
っていました。小さな船着き場のようなところからカヤッ	
クに思い切り飛び乗ったりしていたら、皆に「ニンジャ！」	
と言われ人気者になれて嬉しかったです(笑)	
昼食の時に蜂に囲まれとても怖い思いをした後、林の中に	
ある天然のプールに行きました。とても興味深い地形で水	
深も深く、日本には無いような環境で泳ぐことができてと	
ても気持ちよかったです。	
テルアビブに戻るとIW期間中最後の夜ということで皆でお	
酒を飲みながらいろいろなゲームをして盛り上がりました。	
夜遅くまで笑いが絶えず、本当に楽しかったです。	
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9月	 1日	 日曜日	

Final	day	activity	
Farewell	lunch,	
Leaving(´;ω;｀)	
	

PHOTO 

IWテルアビブの最終日。フェアウェルパーティーの会場に	
着くとIW中に撮られた写真がたくさん飾られていてとても	
感動的でした。皆でメッセージを書き合い、一週間の出来	
事を振り返りながら談笑しました。その後近くのレストラ	
ンに移動し、全員での最後の昼食を取りました。何人かの	
参加者とはそこでお別れを言わなければならずとても寂し	
かったです。	
その後フライトまで時間のある人たちでJaffaへ行きました。	
Jaffaは"ザ・中東"のような建物が立ち並ぶ美しい街でとて	
も良い雰囲気でした。そこでお土産を買ったりおやつを食	
べたりした後、ビーチへ行き夕陽を見ながら語り合った時	
間はとても思い出に残っています。夜はオーガナイザーの	
家に集まり最後のパーティーをしました。お別れを言うの	
が悲しく夜遅くになってもなかなか帰ろうとする人はいま	
せんでした。最後は皆とハグをして再会を誓い合い、帰路	
につきました。	
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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！）	
渡航前は「イスラエルって治安悪そうでちょっと怖い	
な」と思っていましたが、実際に行ってみてその考え	
は180度変わりました。とても平和で、美しい景色が	
広がる本当に魅力的な国でした。またどこに行っても	
人々はとてもフレンドリーで親切に接してくれました。	
まさに"百聞は一見に如かず″です！	
そして様々な国から集まる参加者と一週間行動を共に	
し、まるで家族のように仲良くなることができました。	
それぞれの国の文化を語り合ったり、夜遅くまでパー	
ティーをして騒いだりした日々はどれもかけがえのな	
い思い出となっています。	
またイスラエルは小さい国なので中心部から地方まで	
色々な場所を訪れ、様々な側面を見ることができまし	
た。そのようなスケジュールがしっかりと組まれてい	
るので、IWテルアビブは多くあるIWの中でも一番人気	
があるといわれ、一週間を通してあなたの知らない世	
界が見えてくると思います。	
普通なら海外旅行先として挙げられることは無いであ	
ろうイスラエル。中東で唯一開催されるこのIWテルア	
ビブはあなたにとって必ず貴重な経験になるはずです!	
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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。	

国際関係会　海外派遣局一同	
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