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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 (㌦)450 →(円)47000

オプション費 (㌦) →(円)お土産

航空費 (㌦)1000 →(円)10万
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とても優しく私の滞在した量では朝ご飯用に食べられるパ
ンや、水が常備されていたのでとても良い環境だった。
ベッドもクイーンベッドくらいの大きなものだったので一
切不満はありません。ホストとは都合が合わず1週間で４
回程しか会えなかったが絆は芽生えた気がする。



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

スタンフォードのビュッフェ形式の食堂で朝4回、昼3回、
夜2回食事をする事ができるカードが渡されていたため食
事に関してもとても満足している。スタンフォードの食堂
は日本の大学よりもはるかに種類も多く、素晴らしい。
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全てにおいて高い評価ができる。参加者、スタンフォード
のSJECメンバー皆が親切で、1週間通して伸び伸びとプロ
グラムを楽しむ事ができた。それだけではなく、プログラ
ムの中で、スタンフォードの他の学生や教授と話す機会が
たくさんあったため、普通の学生生活では間違いなく味わ
えない、とても刺激的な毎日だった。 終日にはサンフラ
ンシスコの観光までする事ができ、非常に満足度の高いプ

ログラムだった。



⑤プログラムの問題点

⑥主催者について
・団体名：SJEC

・参加人数

・スポンサー

なし・あり（社名）

慶應生 8人

同志社生 4人

京大生 2人

スタンフォード生 16人

その他 20人以上
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プログラム期間が短いため、他のメンバーやスタン
フォード生らと仲良くなってきたときに、1週間が過ぎ
別れるというような状況であった。もう少し長く滞在
する事ができればプログラム内容だけでなく参加者の
満足度もより良くなると考える。



・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 治安が悪い地域はあるが大学内
はとても安全。

物価（通貨、レート、
物価の印象など）

日本とあまり変わらなかった印
象だが、バイトの求人の時給を
見て物価の高さを感じた。

生活水準 学費などを聞いてアメリカがど
れほど裕福か実感した。
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Wi-Fi環境も十分整っており問題は感じなかった。

昨年度にあがっていた食事についての不満は今回完全に
解消されていたので特に近侍なるところは見られなかった。



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
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出発前から慶應の参加者全員で集まる機会が設けられて
いたのがとても良かった。前回参加者から話を聞く機会も
用意されていたため、渡航前には十分な情報を獲得でき
た。



派遣日記
~Diary~
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2 月 日 月 曜日

＊タイムテーブル
(Ex.1200~ program start)
13:00~ Campus tour
14:30~ Book store visit
15:30~ Games
17:00~ Dinner
18:00~ Orientation

PHOTO

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
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関西からの参加者、スタンフォード生とは初対面であった
が、キャンパスツアーやゲームなどを通じてメンバー同士
打ち解けることができた。これから先の1週間に向けて、
少しの不安と大きな期待を抱えながら良いスタートを切る
ことができた。オリエンテーションではアカデミックグ
ループの顔合わせも出来てたくさんの人との交流を1日で
出来て充実した1日であった。



2 月 日 火 曜日

＊タイムテーブル
(Ex.900~ Chinese class)
10:30~ Japanese class
12:00~ Picnic lunch
13:30~ Field day
15:30~ Gelato
16:30~ Class visit

18:30~ Academic meeting
19:30~ Movie night

PHOTO

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
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日本語のクラスに参加した。スタンフォード生は何に対し
ても真剣で、日本語のクラスではほとんど全ての生徒が私
たちと日本語でコミュニケーションが取れるほどの習熟度
を持ち合わせており、感動した。見習うべきところをたく
さん見つけた。また午後に授業に参加させてもらったクラ
スはビジネスアイデアの提案など実践的な内容でとてもワ
クワクした。夜にはみんなで「パラサイト」を見た。日本

人が映画を見る雰囲気とは違い、アメリカ人は反応が大き
かったりなどと発見も多くとても面白かった。



2 月 日 水 曜日

＊タイムテーブル
9:30~ Japanese class
12:30~ Facebook visit
19:00~ Interview night
21:00~ Academic Meeting

PHOTO

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
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Facebookの本社に企業訪問をする機会をいただきシリコン
バレーの壮大で素晴らしいビジネスの現場を見ることがで

きた。そこで働く社員の方に中を案内してもらい、日本人

社員の方ともお話をさせていただいた。世界 先端のコン
ピューターサイエンスについての話やその他にも多くの有
益なお話をいただいた。日々変化するこの世の中に生きる
我々が今後の人生をどうしていくべきかを考える良い機会
になった。



2 月 日 木 曜日

＊タイムテーブル
7:00~ Morning hike
8:30~ Japanese class
13:00~ Academic meeting
15:00~ Hoover tower
~17:00 Cantor art museum
17:00~ Feed back & Edit

21:30~ In-n-out run

PHOTO

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
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スタンフォードで有名なフーバータワーに登った。頂上か
ら見渡す景色は見える限りスタンフォードの敷地だそうで、
こんなにも広く自然豊かな環境で学習できている彼らを羨
ましいと思った。夜には西海岸で人気のハンバーガー
ショップに連れて行ってもらい本場アメリカのハンバー
ガーの力に魅せられた。
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2 月 日 金 曜日

＊タイムテーブル
10:00~ Presentation prep
15:30~ Farewell gala
18:30~ Post-gala dinner

PHOTO

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
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22

1週間準備してきた社会問題についてのプレゼンテーショ
ンをホールで行った。ここまでの集大成ということで皆素
晴らしい発表をしており、学ぶことも多く実りのある時間
だった。スタンフォード 終日ということで別れを惜しみ
ながらルームメイトと感動的な夜を過ごして翌日のサンフ
ランシスコ観光に備えた。
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1週間準備してきた社会問題についてのプレゼンテーショ
ンをホールで行った。ここまでの集大成ということで皆素
晴らしい発表をしており、学ぶことも多く実りのある時間
だった。スタンフォード最終日ということで別れを惜しみ
ながらルームメイトと感動的な夜を過ごして翌日のサンフ
ランシスコ観光に備えた。



2 月 日 土 曜日

＊タイムテーブル
(Ex.18:00~ Welcome Party)
10:00~ Brunch
11:15~ Travel to SF
14:00~ Museum
17:00~ Dinner & chill
20:00~ Airbnb

PHOTO

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
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オフィサーらとともにサンフランシスコの観光を行った。
各々行きたいところを好きに散策し、サンフランシスコを
心ゆくまで堪能できた。夜はプログラム 終日ということ
でエアビーにみんなで泊まった。とても大きな家で、 後
にみんなでゲームやプライベートな話などをして盛り上
がった。全体を通して、非常に満足できるプログラムで
あった。刺激もたくさんもらい今後の自分の人生にとって

大きな転機となりうる貴重な経験を得られた。



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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SJECの間に多くのことに気付かされた。学生として、社会
人として、人間としての成長を強く感じた。このプログラム
はたくさんのきっかけを与えてくれる素晴らしいプログラ
ムであると確信している。それぞれ考え方や、性格は違
えど、互いを刺激しあって日々成長する。そして何よりも、
楽しかった。アカデミックプログラムなので、しっかりしな
ければいけないなどと勝手に思ってしまっていたが、スタ

ンフォード生もまた私たちと同じ学生だ。終始笑い合って
良い関係性を作ることができた。これから先も長く続く交
友関係となることを強く願っている。とにかく全てが新鮮
で、興奮した。そんな初めての経験をし続けた1週間で
あった。こんなにも貴重な経験をする機会を与えてくれた
SJECに関わる全ての人に感謝したい。とにかくめちゃく
ちゃ楽しかった。



SJEC Program
報告書・日記 ②

Organization:Stanford Japan

Exchange Club(SJEC)

17/2/2020〜23/2/2020
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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 (450㌦) → (4万5千円)

オプション費 (㌦) → (円）

航空費 (1400㌦) → (14万円)

私たちは（おそらくセキュリティの問題上）寮の鍵をもつ
ことができないので、ホストが部屋にいない時に寮に入れる
かはいつもヒヤヒヤだった。（他の人がタイミングよく
出入りするところに合わせて入ったり、窓越しに中にいる
人に声をかけてドアを開けてもらつたりした）
私のホストはとても優しく、プログラムから支給されたエア
マットレスの上にさらにもう一枚かぶせる用のマットレス

を貸してくれた。そのためか、1週間わりと快適な睡眠を
取ることができた。 16



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

スタンフォードの食堂の食事はビュッフェスタイルで、初
日に全員に食堂パスが配られたので毎日お腹いっぱいにな
るまで食べられた。アクティビティをする時なども常にス
ナックやフルーツなども置いてあって、食事に困ることは
なかった。食堂パスは、複数の食堂で使えるのが有り難
かった（食堂によってメニューが少しずつ違うのも面白
かった。）

スタンフォードの生徒と交流できる機会（寮でのホスト
スチューデントとの交流、interview nightやJapanese class
での交流）があるのはとても魅力的だと思った。
また、スタンフォードの教授と直接お話しできる機会もなかなか
ないので、academic groupで教授を訪問できたのはとても
貴重な経験であったと思う。
アカデミックな部分だけでなく、様々な楽しいアクティビティ

が用意されていたり、Facebookなどキャンパス外の訪問なども
あってスケジュールはとても充実していた。
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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：SJEC(Stanford Japan Exchange Conference) 

・参加人数

・スポンサー

なし・あり（社名）

もう少しスタンフォードの教授の授業を受ける（潜る）
機会があれば良いなと感じたが、運営に対して問題を
感じることはなかった。

慶應生 8人

同志社生 4人

京大生 2人

スタンフォード生 15?人

その他
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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 スタンフォードのキャンパス内、
キャンパス近くはとても治安が
良かった。San Franciscoに行く
とホームレスが多い印象だった。

物価（通貨、レート、
物価の印象など）

円高だったが、ありがたいこと
にスタンフォード滞在中はお土
産以外ほぼお金を使わなかった。

生活水準 スタンフォード生の生活水準は
高かったように思う。

返信の遅さなどで困ることはなかった。
プログラム中もこまめに連絡事項を参加者のLINEグループ
でその都度共有してくれたのは助かった。

渡米前の情報がやや少なかったと感じた（プログラム中
のスケジュール、泊まる寮やホストスチューデントの
情報など）。
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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

オフィサーの方々がいつも気にかけてくれて、常にサ
ポートしてくれた。プログラム中の情報共有もスムー
ズだと感じた。
スタンフォードはキャンパス内に色々な場所があり、
スキマ時間などをうまく使ってキャンパス内を色々回
れたのが楽しかった。スケジュールは忙しすぎず、暇
すぎず、ちょうど良いと感じた。
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派遣日記
~Diary~
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2
月

17
日

月曜日

12:00 program begins
13:00 campus tour
14:30 bookstore visit
15:30 icebreaker games
17:00 dinner
18:00-
welcome orientation/

Academic meetings/ 
meeting with hosts

PHOTO

＊感想
スタンフォードに現地集合して軽くお昼ご飯を食べた後は、
簡単なキャンパスツアーをしてくれた。直後アイスブレイク
のためにやったゲームで他の参加者と仲良くなれた気がした。
夜ご飯の後のオリエンテーションでこれから1週間の予定に
ついて発表されたのがわかりやすかった。この日の夜まで
自分のホストスチューデントが誰か発表されていなかった

のは少しドキドキしだったが、私のホストスチューデント
はとても優しく、寮もわりとアクセスの良いところにあった
のが良かった。
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2
月

18
日

火曜日

10:30 Japanese class
12:00 picnic lunch
13:00 field sports
14:30 gelato
15:30 meeting with professor
16:30 Professor Dasher’s class
18:30 Academic group meetings

Trader Joe’s
19:30 movie night

PHOTO

＊感想
キャンパスが想像以上に広く、朝食後時間に余裕を持って
教室に向かったにも関わらず、教室のある校舎に着いたのが
時間ギリギリだった。お昼はみんなでサンドイッチを作った
り、バスケやバレーボールができたのが楽しかった。時間が
余ったので私は他の参加者とキャンパスを少し散歩する時間
もあった。私のAcademic Groupのオフィサーがとても優しく、

私たちのグループは準備がわりと進んでいたこともあって
夜のAcademic group meetingsの時間にキャンパス近くの
Trader Joe’sに連れて行ってくれた。Movie nightの後は
寮の部屋に戻り翌日に備えて睡眠をとった。
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2
月

19
日

水曜日

9:30 Japanese class
10:30 meeting with professor
12:30 Facebook visit
16:00 free time
19:00 interview night
21:00 academic group meetings
22:00 game night

PHOTO

＊感想
午前中はJapanese classや教授とのmeetingなどアカデミック
な内容が続いたので、お昼からのFacebook visitはとても
新鮮で貴重な経験だった。なかなかツアーでないと入れない
ところや社員食堂などに連れて行ってもらい楽しかっただけ
でなく、世界の大企業で働く人のワークライフバランスや
キャリアについてもお伺いでき勉強になった。その後、夜の

interview nightまで時間があったので、参加者数人とキャン
パス近くのモールに行ってショッピングを楽しんだ。
Interview  nightではスタンフォード生の勉強熱心な姿勢や
好奇心旺盛な姿にインスパイアされ、良い刺激になった。
Game nightでは初めて遊ぶアメリカのカードゲームなどができ
て楽しかった。
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2
月

20
日

木曜日

7:00 morning hike
9:30 Japanese class
13:00 making presentations
15:00 visiting the art  

museum on campus
17:00 feedback session
21:00 In-n-out run

PHOTO

＊感想
朝早く起きて行くmorning hikeはオプショナルだったが、
せっかくなので行ってみようと思って参加してみたらとても
気持ちよく、朝日を浴びながらみんなと話して歩くのが
楽しかった。2時間ほど歩いた後にみんなで食べた食堂の
朝ごはんがいつもに増して美味しかった（写真）。
午後は翌日のFarewell galaで使うプレゼンを作成したり、

キャンパス内にある有名なタワーや美術館に足を運んだ。
夜にキャンパス近くのIn-n-out（西海岸で有名なハンバー
ガー屋さん）に連れて行ってくれたのが嬉しかった。
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2
月

21
日

金曜日

7:00 volunteering at the 
opportunity center near
campus/ chick-fil-a

12:00 D-school tour
13:00 presentation prep
15:30 Farewell gala
19:00 Post-gala dinner

22:00 Storey Party

PHOTO

＊感想
朝は本来フリーの予定だったが、私のacademic groupの
リサーチトピックに関連するということで、担当のオフィ
サーがキャンパス近くの支援施設でのボランティアのアポを
とってくれた。ホームレスの方に食事を作って提供するという
スタンフォード生が行なっているボランティアに参加でき、
貴重な体験ができた。帰りがけにみんなでchick-fil-aで

モーニングを食べてからキャンパスに戻った。午後は
スタンフォードのデザイン学校であるD-schoolを見学し、
その後フォーマルな格好（スーツ）に着替えてそれぞれの
グループが担当したacademic topicについてのプレゼンを
行なった。夜に行ったインドネシア料理のお店がとても
美味しかった。
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2
月

22

日
土曜日

10:00 Brunch
11:30 Travel to San Francisco
14:00 cable car museum
15:00 free time
18:00 Airbnb

PHOTO

＊感想
終日は、キャンパスで 後の食事をとってから、電車と

バスでSan Franciscoに向かった。San FranciscoではChina
TownやGolden Gate Bridgeなどそれぞれが行きたい場所に
グループに分かれてオフィサーが連れて行ってくれたのが
良かった。夜はエアビで再集合し、ピザやスナックなどを
楽しんだ。みんなでゲームをしたり映画を見たのも楽しか

った。
翌日の朝解散し、それぞれの行き先へと向かった。
私は他の数人の参加者とLos Angeles旅行の予定を立ててい
たのでUberで空港に向かった。振り買ってみればこの1週間
毎日充実しており、別れがとても惜しかった。
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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！）

SJECで私が一番学んだことは“Work hard, play hard”
の精神です。スタンフォード生はそれぞれ自分の興味
分野がはっきりしていて、その道のプロを目指して
本当によく勉強している姿が印象的でした。また自分
のフィールド以外のことでも好奇心旺盛で、日本に
ついても興味関心を持ってくれている生徒も多くいま
した。ただ、勉強するときは勉強するけれど、楽しむ

ときはしっかり楽しむ、そのメリハリがスタンフォード
の文化だなと感じました。
一度慶應を出てみると、いかに自分が毎日狭い
コミュニティの中でしか学んでいなかったかがよく
わかり、これからは改めてもっと広い視野を持とうと
思いました。SJECでは、スタンフォードという海外大
の雰囲気を味わえるだけでなく、1週間かけて１つの
トピックを研究し、 終日にはそれを発表する場が
あるというのも魅力の１つだと思います。
何か新しいことをしたいと思っている人や、新しい視点

や価値観にインスパイアされたいと思っている人に
ぜひおすすめしたいプログラムです！
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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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