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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 なし → 0(円)

オプション費 交通費・お
土産・買い
食い

→ 1万(円)

航空費 LCC → 11万(円)

通常はホストスチューデント制です。ただ私の場合はホ
ストが実家暮らしだったため、おそらく唯一のホストフ
ァミリー制になりました。以前IW東京でホストした子が
今度はホストしてくれたので、 初からリラックスして
楽しめました。ロストバゲージも彼女の家にお世話にな
っていたからこそさほど困らず乗り越えられたのだと思
います。他の参加者は一人暮らしの家に泊まるケースが
多いようですが、カップルで同棲している家にホストさ
れることもあるようです(笑) 2



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

昼食はコンテンツに含まれているので出費ゼロです。重い
ですが普通に美味しいです。朝食はホスト宅でシリアルを
食べれば無料ですが、時間がなくて途中の駅でペストリー
を買うこともありました。100~200円で適当に買えます。
夕飯は食べないか軽めの文化らしいので、自分でその日の
気分に合うものを買ったりホスト宅に帰って食べたりしま
した。ホスト宅からお弁当を持っていくこともできます。
余計なものを欲しがらなければ食費はゼロで済みます。野
菜と日本食を体が欲してしまうので、青汁と味噌汁は必携。

総じてwell-organizedと言えます。毎日引率してくれる団
体代表が威厳も愛嬌もあり、参加者と良い関係を築いてい
ました。また、天候や混雑によって柔軟にプログラムを変
更するので、一週間で 高レベルに充実した体験をするこ
とができます。WhatsAppでの返信もまさに秒速で、参加者
の疑問が長くそのままになることはまずありませんでした。
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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：AIR	(Association	of	
International	Relations)

・参加人数

・スポンサー

なし・あり（Budapest	Corvinus	Uni.,	
Fopsi,	Hama,	Vodafone,	USEIT,	DREHER,	
Jono yogo）

イスラエルからの参加者が雰囲気の合わなさを感じて
早々に帰国してしまったのは悲しかったです。しかし
それは彼女自身が決めることなので、無理に参加を続
行させず帰国させたのは逆に評価できるかもしれませ
ん。また、欧米からの参加者は毎晩クラブに行ってい
て帰りは4時頃という生活だったようで、喉や鼻から風
邪を引き始める人が多かったです。それも個々が楽し
みたければ行けばいいし休みたければ休めばいいとい
うところなので、何ら無理強いせず参加者の自由にさ
せていたのは評価できる点とも言えます。

日本人 2人

トルコ人 2人

スウェーデン人 2人

ベルギー人 2人

スイス人 2人

その他 9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 かなり良いです。夜も女子だけ
でも安心して歩けますし、深夜
帯も公共交通が充実していて帰
宅手段には困りません、

物価（通貨、レート、
物価の印象など）

通貨はフォリント(HFT)。ホスト
に教わりレートの良い町中の両
替所で両替しました。物価は東
南アジア並みに安いです。

生活水準 豪奢やハイテクではないですが、
普通の生活です。不快に感じる
ことは特にありません。浮浪者
もあまり見かけませんでした。

返信は早く、情報は十分回っていたと思います。
WhatsAppの参加者グループでオーガナイザー向け情報
がハンガリー語で流れることがあったので、それはち
ょっと混乱を招いたかと思います。

お互いによくコミュニケーションが取れて関係も良好
だったようなので 問題ないかと思います。
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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

事前にオリエンテーションという形で担当の海外派遣
局の方とカフェでお話できたので、いろいろ聞けて助
かりました。
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4月 12日 金曜日

＊タイムテーブル
・Arrivals
18:00~	Welcome	Event
@Corvinus	Uni	E.	305
20:00~	Bar

PHOTO

＊感想
前日夜に到着したのですが運悪くロストバゲージしてしま
い、朝は遅く起きて昼過ぎまで家で荷物の到着を待ってい
ました。夕方は中心部に出て大学図書館を見たりショッピ
ングしたり円をフォリントに両替したりし、その後大学の
いち教室で他の参加者やオーガナイザーと対面しました。
カントリープレゼンでは制限時間を一分超えるごとにパリ
ンカ(ハンガリーの国民的果実酒、40~50%程度)のショット
の一気飲みが課され、私とISAの子の合同の日本のプレゼ
ンは制限時間内だったにも関わらず飲まされました(笑)
その後は居酒屋でおしゃべりし、有志でクラブにも行った
ようです。私は体力温存のためクラブには行かず23時頃帰
路につき、1時頃就寝しました。
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4月 13日 土曜日

＊タイムテーブル
10:15~	Cooking
12:00~	Cottage	Trip
@Lake	Velence
・Ice-Breaking	Games
・Country	Presentations
・Lakeside	Dance
・International	Dinner
・Cottage	Party

PHOTO

＊感想
コテージで各国料理を作るはずが、コテージにガスが無い
ことが判明しホスト宅で調理することに。ISAの子のホス
ト宅にお邪魔してお好み焼きを作りました。お昼のハンガ
リー料理のドーナツピザ的なものは日本人にはすごく重か
ったです。今回私が体調を崩さなかった要因は青汁、ホー
ムシックにならなかった要因はレトルト味噌汁だと思いま
す(笑) インターナショナルディナーではお好み焼きと抹
茶系のお菓子いくつかと梅酒を紹介しました。日本料理は
大人気で取り逃す人が多かったので、多めに用意するとい
いかもしれません。5人前じゃ足りなかったです。パーテ
ィーは途中で寝ようとしたら叩き起こされる勢いでした。
ヨーロッパ人でも吐いてました。。
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4月 14日 日曜日

＊タイムテーブル
12:00	Leave	cottage
・Host	Time
17:00	Thermal	Bath
23:00	Bar

PHOTO

＊感想
大音量の音楽とともに起床し、長め激しめのモーニングエ
クササイズの後ブランチをとり、コテージをあとにしまし
た。昼寝してからハンガリー版温泉(大衆浴場とプールの
合体した感じ)に行きました。ここでブダペストに来て初
めて髪を洗いました。ドライシャンプーで済ませる事が多
いとホストが言っていたので、郷に従ってみた次第です。
当初の予定ではこのあとGellert	Hillで夜景を見る予定で
したが、もっと天気のいい日に行くことになりました。こ
のようにオーガナイズは柔軟です。屋外フードコート的な
ところで夕食をとり、Szimpla Kertという有名な廃墟バー
に向かいましたが長蛇の列のため延期し、別のバーに行き
ました。私は一軒目で帰りました。
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4月 15日 月曜日

＊タイムテーブル
9:15	集合→Parliamentへ
12:30	Picnic	
@Margaret	Island
14:30	Sightseeing
16:30	Free	Time
18:45	Gellert	Hill
23:00	Party	Night

PHOTO

＊感想
国会議事堂の美しさは圧巻でした。マーガレット島でのピ
クニックはダンスやボールゲームや4輪サイクリングなど
楽しかったです。この日から天気が回復したので幸運でし
た。聖シュテファン大聖堂やエリザベートスクエアを観光
し、解散後私はリッツカールトンのアフタヌーンティーに
行きました。日本の半額で楽しめるのでおすすめです。み
んな集合時間にルーズなので日の入りは逃しましたが、丘
からの景色は素晴らしかったです。クラブは予約してあっ
たのでIDを見せたらスムーズに入れました。私はさほど飲
まず2時間程度遊んだら帰ったのですがみんなもうげろっ
げろに酔っていて、帰りに道端でIW参加者を拾って 寄り
まで送り届けたのは面白かったです(笑)
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4月 16日 火曜日

＊タイムテーブル
9:45	集合
10:15	Company	Visit
@UNICUM
15:00	Buda	Castle
16:30	Free	Time
20:45	Pub	Crawl

PHOTO

＊感想
ZWACKではUNICUMの試飲ができたのですが、クラブの翌日
午前にはかなり厳しかったです。匂いでもう無理、って感
じ。大学の学食で昼食をとり、ブダ城などのある歴史地区
へである丘に登りました。昨日の丘もだけど全部徒歩で登
るんですよね。。きつい(笑)フリータイムの後パブクロー
ルの予定でしたが、私は体力も飲みモチベもなかったので
帰って寝てしまいました。夕方から寝たので真夜中に目が
覚めたのですが、ホストマザーが作ってくれたシチューの
ようなハンガリーのスープは優しい味で美味しかったし、
パスタも米も合う中で日本人の私のために米を選んでくれ
たのは嬉しかったです。その後もう一回寝たら朝自然と目
が覚めるぐらい十分寝られて元気が出ました。
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4月 17日 水曜日

＊タイムテーブル
10:00	集合
・University	Day
- Lectures
・Hungarian	Class
15:00	Company	Visit
- K&H(Surfstudio)
16:30	Free	Time
19:00	Evening	Chill

PHOTO

＊感想
大学というよりは学生寮のような場所の一室でスタートア
ップのプレゼンとマーケティング教授のレクチャーを聞き
ました。昼食後企業訪問では銀行の大手を訪れ、銀行業務
ではなくいかに新しいアイディアを生み出してリーディン
グ感バニーでい続けているかについてレクチャーを受けま
した。皆かなり疲れている様子で、夜有名なバーに行く予
定だったのを夕方にし、早めに帰宅する人が多かったよう
です。私は少し自由に観光してすぐに家に帰りホストファ
ミリーと過ごしました。
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4月 18日 木曜日

＊タイムテーブル
10:00	集合
・Company	Visit
- Startups
13:30	Treasure	Hunt
・Preparation
17:30	Farewell	Dinner

PHOTO

＊感想
前日と同じK&Hの、スタートアップ支援事業として設立さ
れたシェアオフィスを訪問しました。ハンガリーのスター
トアップ事情は日本とも他のヨーロッパ諸国とも異なって
いて興味深かったです。トレジャーハントでは3~4人のグ
ループに分かれ、それぞれ課題をクリアしながら観光地を
回りました。スイスとフランスの子と三人組になったので
すが、二人とも足が長くて歩くのが超絶速い(笑)ついてい
くのが大変でした(笑)カフェで休憩したあとフェアウェル
ディナーに向かい、寄せ書きや参加証の受け渡しをしまし
た。その後 後のクラブに向かう人が多かったですが、私
は翌朝早かったのでホストシスターと 後に観覧車に乗っ
て帰りました。
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4月 19日 金曜日

＊タイムテーブル
・Optional	Brunch
・Departures

PHOTO

＊感想
フライトの早くない人が集まってブランチを食べに行くと
いうオプションの日でした。私は6時起きでバスに乗り、
ウィーンに向かいました。ホストファミリーが自分ではお
土産のお菓子を一切買わなくて済むぐらいたくさんのお土
産をもたせてくれて、感動の別れをしました。ウィーンで
はIW	Tokyoの過去の参加者が二日間案内してくれて、家に
も泊めてくれたのですごく効率よく回れた上にホテル代も
浮いて助かりました。
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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！）

私にとって初めてのヨーロッパ旅行だったのですが、
慣れない土地でも現地オーガナイザーやIW	Tokyoで
の友達が何でも助けてくれるのでとっても心強いで
す。地元民しか知らない場所や効率的な観光地の回
り方も案内してくれるので、確実に 高の一週間に
なります！外国人の友達の輪が広がって、どの国に
行っても会って案内してくれる人がいる状態になれ
るのも大きなメリットかと思います。IW	Budapestは
どちらかといえばお酒に強い参加者が集まりますが、
日本人がお酒に弱いことは理解しているので強要し
たりは絶対になく、飲めなくてもちゃんと楽しめま
す！IWに携わる人たちは本当にみんな優しいので、
一週間一緒に過ごしたら絶対に良い友達になれます。
語学にあまり自信がなくても、気持ちさえあれば大
丈夫なのでぜひトライしてみてほしいです！
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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。

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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