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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 無し! → (円)

オプション費 150SEK → 18000円

航空費 () → 12万円

コロンビア出身の留学生の寮に一緒に泊まった。ホストは
明るくプログラムにもほとんど参加し、すごく気を遣って
くれたので困ることはほぼなかった。また寮なので、ホス
ト以外の学生とも交流ができたのがかなりいい経験になり
ました。
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③プログラム中の食事について

④プログラムの評価できる点

非常に良い。基本的な食事は彼らが用意してくれたので困
ることはなかった。だいたい肉、芋、パンの組み合わだっ
たが本格的でおいしかった。
またビーガンやアレルギーがある人には別メニューをしっ
かり提供していてサポートの良さがうかがえた。スウェー
デンの人は絶対ナイフ要らないだろって思う食事でもナイ
フとフォークで丁寧に食べてるところが印象的でした。

楽しむところはとことん楽しむ、締めるところは締める(ほ
とんどが楽しむところ)のメリハリが意識されていた。
プログラムの進行は非常にスムーズだった。委員会メンバー
の半分がプログラムを進行し、もう半分が次のプログラムの
準備に取り掛かるのを徹底してたため参加者はストレスなく
楽しむことができた。
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⑤プログラムの問題点

⑥主催者について

・スポンサー
なし・あり（社名）

目立った問題点は感じられませんでした！
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日本(東)(西) ２人 スイス １人

スペイン ２人 フランス １人

クロアチア １人 中国 １人

イスラエル ２人 ベルギー １人

ハンガリー １人 スロベニア １人

オーストリア １人

トルコ １人

ポーランド ２人



・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

治安 良い。他のEU諸国に比べると遥かに良い
と感じた。道を尋ねても全員が丁寧に教
えてくれる。

物価（通貨、
レート、
物価の印象
など）

北欧の中では安い方だが、日用品は日本
の1.5倍、酒タバコは２倍近くするので
注意。クラブ、バーはキャッシュは使え
ないのでカードは必須。

生活水準 いいと思う。街全体がのんびりしていて
すごく気持ちがいい。

2018年度体験記では遅いと書かれていたが、今年は
遅くはないと感じた。Facebookのグループで情報は更新
され続けたので安心。連絡がきたらなるべく早めに飛行
機はとった方が良いです。

本当にない。無駄な時間などはなかった。
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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

とても良いと思います！！
大まかなスケジュールは事前に教えてもらえますが、
プログラム中も前日に次の日のことを細かくFacebook
で共有してもらえるので安心です。
大人数ですが、委員会メンバーの誰かがしっかりと人
数を把握してたのではぐれたりするようなトラブルも
なかった。
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4 月 7 日

タイムテーブル
14:00	シーザーと昼食

16:00	ルンドの街探索

18:00	B.B.Q
PHOTO

コペンハーゲンからの電車に乗ってルンドセントラルステ
ーションに到着。近くのセブンでwi-fiと充電器も借り、
ホストのシーザー(写真左から2番目)と合流し、昼食を食べ
た。北欧の青空の下でハイネケンで流し込むケバブは神。
続々と参加者が集合し、夜はBBQの形でハンバーガーを食べ
た、自己紹介をしたりスウェーデンのゲームをしたりサッ
カーをしたりとみんな自由に過ごしていた。参加者とスウ
ェーデン側合計で40人近くいるので顔と名前、出身を一致
させるのに苦労した。事前にFacebookで確認するべきだと
感じた。
例年のこの時期はそうでもないそうだが、この週は特に寒
かったらしくコートの様なものは必須でした。
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4 月 8日

タイムテーブル

10:00	朝食

12:00 ゲーム

19:00	夕食

PHOTO

一週間を通してだいたいの食事は学校敷地内にある生徒が
自由に使える家の様なところ(以下ハウス)で行われた。
朝食をハウスでみんなとり、そのままグループに分かれて
スウェーデンについてクイズゲームをやった。マニアック
すぎて１問もわからなかった。
夕食はすごく準備されていてびっくり,そこでスウェーデン
の伝統の飲み？歌をみんなで歌って大いに盛り上がった。
しばらくするとテーブルなどが片されてて部屋がクラブの
様になりダンスミュージックが流れ出し,気づいたら朝
の3時くらいまでビアポンしたり飲んだり踊ったりした笑

この夜で参加者、委員会の全員の距離が一気に縮まりまし
た。
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4 月 9日

タイムテーブル
10:00	朝食

11:00 ゲーム

12:00 昼食

14:00 ルンド探索

19:00 夕食

PHOTO

午前中はみんなで体を動かすゲームをした。みんな年齢は
バラバラだけど子供みたいにはしゃいだ。

午後はグループに分かれてルンドの街を探索した、チョコ、
コーヒーももちろん美味しかったし、何と言っても北欧の街
は歩いてるだけでも楽しかった。
スウェーデンの人たちはベンチに座ってのんびりしてたり、
読書に耽ってたりする生活をしていた。

みんなで夜ご飯を食べたが、自分はどうしても履修登録を今
日中に終わらせる必要があったので早めに帰宅した。
その夜はみんなでバルセロナ対レアルの試合を見たらしい、
バルセロナが勝ったらしく次の日みんな機嫌が良かった笑
一緒に観戦したかった。。 9



4 月 10日

タイムテーブル
10:00	朝食

12:00 昼食

14:00 コペンハーゲン

18:00 夕食

22:00 バー
24:00 カラオケ

PHOTO

グループに分かれてコペンハーゲンを観光。街に出るや否
やビールで乾杯。バーではみんなで飲みのゲームをしたり
べろんべろんのふらふらになってで卓球をやりました。

その後日本人の僕がいることもあり２次会で近くのカラオ
ケバーに行った。バーにいる自分たち以外の人も含めて、
OasisやTaylor Swiftを合唱して最高の夜でした。

結局2時くらいまでコペンハーゲンにいて、そこから電車で
１時間弱かけてみんなでスウェーデンに帰った。
とてもハードな１日でしたが一番思い出深い１日です。。
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4 月 11日

タイムテーブル

13:30	サマーハウスへ行く

16:00	ビーチ

19:00	パーティー

22:00	自由時間

PHOTO

バスで学生達が使えるコテージの様なところへ向かった。
想像の３倍は広く綺麗だった、夕食までビーチで遊んでた。

夕食をを済まし、そこからは自由時間で、上の部屋でカー
ドゲームをやったり、下ではナイトクラブが開催されてた
り、眠い人は寝たり、こっそり夜のビーチに行ったりとみ
んな思い思いに楽しんでました。
朝の４時くらいまで楽しんだ。
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4 日 12日

タイムテーブル

11:00	ルンドに戻る

14:00	自由時間

19:00	パーティー

22:00	ナイトクラブ

PHOTO

翌朝、目を覚まし、委員会メンバーと目があうや否や
”Skywalker！(僕のあだ名)	THIS	IS YOUR	BREAKFAST！！”
とビール一気飲みが始まってとても素晴らしい朝でした！笑
ちゃんとするところはちゃんとしていて、片付けは分担して
終え、しっかりと何度も確認するところはさすがだと思った。

夜は男性女性ともにフォーマルな格好で食事をした。この会
はこのIWの締めの様な感じで、素敵な会だった。
この場でそれぞれ大学卒業したら何したいだとかみんなで
夢や未来についての話が多かった気がする。

その後クラブに行った、帰ったのは３時くらいだった気が
する。
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4 月 13日

タイムテーブル

10:00	ピザ

12:00	美術館

14:00 日本料理調理

18:00	各国の料理を楽しむ

22:00	ラストクラブ

PHOTO

朝からピザを食べました笑
その後、行きたい人だけで近くの美術館に行きました。
夕方は一旦解散してそれぞれ夕食の支度をします。
自分ともう一人の日本からの参加者の子と僕のホストで、
手巻き寿司を用意しました。また日本酒を持っていきどち
らも好評でした。見てください、このスティーブの笑顔。
夕食では各国の料理やお酒をみんなで楽しみました、どの
国も非常に美味しかったです。
結局この後もみんなでクラブに行きました。
最終日ということもあり大盛り上がりでした。
数日前にAVICIIの新曲SOS出たこともありAVICIIフィーバー
でした笑
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4 月 14日

タイムテーブル

〜2:00 クラブ

〜5:00	アフターパーティ

9:00	コペンハーゲンへ

PHOTO

２時までクラブで楽しんだ後、委員会の寮でアフターパー
ティーをすることになった。自分たち以外にも寮のスウェ
ーデン人もいたこともあり、盛り上がりは最高潮でした！
楽しい時間はあっという間に過ぎ、一人また一人と熱いハ
グを交わしお別れする。スペインの男が目に涙を浮か
べてるのを見て彼は本当にアツい男だなと思った。
僕を含めた数人は飛行機が早いこともありオールすること
にし、朝日が出てきた頃みんなでピザを食べながら帰った。
その後ホストに挨拶と感謝の手紙を渡し僕はルンドに別れを
告げた。
飛行機が遅い人たちは次の日も集まって飛行機の時間まで一
緒にいたので、僕も遅い飛行機を取ればよかったかなあと
思いました。

14



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！）

自分の人生にとって大きな思い出になったことは間
違いないです。この一週間は非常に濃密でした。
たくさん笑って、色んなことを話して、スウェーデンや
その他の国のカルチャー、そして自分についても知る
ことができ、特に最高の友達ができました。
是非参加を迷ってる人はまず応募してみることを本当
にオススメします！

どのIWにも言えることですが、盛り上がってもついて
いける英語力は必須です、当たり前ですが、向こうは英
語をペラペラ話せる前提で話しかけてきます！笑
聞く能力、話す能力はあればあるほど楽しめるのでしっ
かりと鍛えていくべし！
また連日午前の２時回るまで遊ぶので、それを楽しんで
いける体力は必要です笑

体験記を書く今、日本に帰ってきて一週間ほど経ちます
が、向こうで流れてた音楽を聴いたりこうやって振り返
ったり、写真を見返すだけで涙が出そうになります。

楽しかったなあ。

商学部2年 M.I
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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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