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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

どちらでもなく、北京街中のホテル

・滞在先のシステムについて、感想問題点

参加費の有無 (有) → (12,000円)

オプション費 (有) → (18,000円)

航空費 (有) → (50,000円)
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IWであるが、滞在費を含めた参加費がかかる。生活する
にはいいホテルだが、 ホテルの人に英語がまったく通じ
ない。ホストスチューデントは一緒には滞在しないから、
google翻訳か、オーガナイザーにメッセージを送って翻訳
してもらうしかない。トイレットペーパーを設置するのを結
構忘れる。シャワーは温水が出る。朝ごはんのビュッフェ
はおいしい。ベッドは寝やすい。緊急事態にはオーガナイ
ザーはどう対応してくれるのか不思議だった。



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

北京ダックがとてもおいしい。ホテルの朝食もとてもおい
しい。日本食にちょっと近いからか、半分くらいのものが
おいしかった。ただ強烈に辛い物がたまに混ざっていたり
した。また、たまにまったくおいしくないもが出てきて、
ESの誰も食べられないものがたくさん出てきて困った。ど
このレストランにもターンテーブルがあって、多くの料理
が出てきて、中国の食事スタイルを十分に楽しめてよかっ
た。
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中国の首都である北京で滞在できるので、多くの観光名所を
回れる。特に、万里の長城を訪れることができてうれしかった。
また、オーガナイザーが予定をしっかり決めていなかったので、
臨機応変に対応してくれた。北京ダックが食べたいと言えば、
夜に連れて行ってくれたり、夜にいきなり北京大学で卓球させ
てくれた。また、デイ以外では結構ほったらかしにされてしまう
が、その分SNSの返信がめっちゃ速い。電車がたくさん走ってる
から、移動がしやすい。レストランがたくさんあるのでどこかに
は待たずに入れる。



⑤プログラムの問題点

⑥主催者について
・団体名：SUN

・参加人数

・スポンサー

なし・あり（社名）

そもそも参加費がしっかりあること。オーガナイザーが
一日二人しかいないが、日によって全く違う人で、本当
にオーガナイザーなのかどうか分からないこと。予定が
事前に伝えられてたものからすっごい変わること。前日
の夜にいきなり翌日の朝は早く集合すると言われた。
オーガナイザーでまったく話す気がない人もいる。デイ
の 中にほっとかれる時間が長い。ホテルから駅が遠い。
割とオーガナイザーに英語が通じにくい。デイの9割が
観光で内容はがばがば。International	presentation
を適当に外でやる。International	cookingのキッチンが
狭い。Company	visit, Culture	day、アフターがない。
一言でいうと、北京大学の人が観光案内してくれるだけ。

日本人 １人

スウェーデン人 １人

インドネシア人 １人

チェコ人 １人

オランダ人 １人

その他 ７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 警察がとても多くいるから安全
だった。ただ中国人の方の声が
とても大きいのと、モラルが低
い。

物価（通貨、レート、
物価の印象など）

通貨は元。日本の空港で両替し
ていったほうがいい。食事を筆
頭に物価は安め。

生活水準 北京の生活水準は高め。

返信はとても速い。質問したことには答えてくれるが、
多分コンテンツをはっきりと決めていないためか、
情報量は少ない。こっちから質問しないとクッキングの
材料やお酒を持って来てと頼まれない。事前に与えられ
た情報が適当で予定がめっちゃ変わった。

団体の規模が小さいせいか、オーガナイズの準備を全く
していないんだろうなと思った。ボランティアが多く、
予定もしっかりは決められていなかったため、流動的で
あまりいいオーガナイズとは言えないと思った。
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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

何不自由なく渡航を楽しむことができました。ありが
とうございました。欠席届も多くの教授に受け入れて
いただけました。連絡もこまめにとってくださったの
で、心強かったです。ただ、親の同意書と欠席届をも
う少し早くほしかったです。
この報告書のレイアウトが僕のパソコンのせいか、
windowsと相性が悪いのか少し書きづらいです。
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10 月 １日 月曜日

＊タイムテーブル
14:00	空港でピックアップ
16：00 ホテル着
19：00～ Welcome	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）
空港にはwifiがあるから大丈夫という言葉を信じていった
が、つながりが悪く、オーガナイザーに連絡を取るために、
高額なデータローミングをするはめになった。40分くらい
空港でうろついていたらようやくあえた。タクシーで一時
間くらいでホテルに着いた。ルームメイトに初めて会って、
昼寝した後、ホテルの隣のレストランでwelcome	dinnerを
食べた。といっても普通の安めのレストラン。適当に自己
紹介と名前覚えるゲームをやった。アフターがなかったか
ら、自分たちで飲みに行った。
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10 月 2 日火曜日

＊タイムテーブル
9：00 ホテル発
10：00 北京大学散策
15:00	south	lau street
17:00 wangfujing
19:00 夕食 PHOTO

＊感想
バスに乗って北京大学に行った。慶應の何倍も広くて建物
もたくさんあった。結構散策した後に、キャンパスの中の
湖のほとりでみんなで丸く座って、international	
Presentationをした。スライド用意してきてっ言ったの
に衝撃的だった。学食で昼ご飯を食べたあと、south	lau
Streetに行った。そこで一時間の自由時間。原宿の中国版
みたいな感じで楽しかった。そのあと、wangfujingに移動
してまた一時間以上の自由時間。市場といろいろな店がたく
さんあって楽しかった。そこの近くで夕食を食べて帰った。
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10 月 3 日 水曜日

＊タイムテーブル
9:00 ホテル発
10:00 old	summer	palace
13:00 昼食
15:00 drum	tower
18:00 夕食 PHOTO

＊感想
Old	summer	palaceはとても広く見ごたえのある建物や
遺跡があったが、まばらに点在する形だった。また、湖も
あり、屋形船のようなものが動いていた。それでも人はど
の場所でもたくさんいた。お土産を少し買って、電車に
乗って違う街に行って、ラーメンを食べたが、とてもおい
しかった。そのあと、また電車に乗って、drum	towerに行
った。北京の街並みが高いところから一望できてよかった。
太鼓のパフォーマンスが目玉だったが、五分くらいで終わ
った。バスで移動して、湖の周りのでっかいレストラン街
みたいなところを歩いて、そのままレストランに入って
おいしい北京ダックを食べた。そのあと湖を歩いてたが、
次の日に急遽、万里の長城に行くことになりそのまま帰った。
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10 月 4 日木曜日

＊タイムテーブル
6:30	ホテル発
7:30	バス乗車
10:30	万里の長城
17:00	バス乗車
22:00	夜ご飯
23:00	帰宅

PHOTO

＊感想
一番見応えがあって、一番疲れた日だった。朝ホテルで
朝食を食べずに、バスの中でオーガナイザーが買っていた
ものを食べたが、自分で買えばよかったと思う味だった。
バスの中で寝てたら、田舎のほうに来ていた。出発から
数時間で万里の長城のふもとについた。そこで降りて、簡
易的なレストランで昼食を食べてから、登り始めた。三十
分くらい階段を上ると万里の長城についた。そこで写真を
たくさん撮り、さらに歩いて行った。一時間くらいで女子
が歩くのをやめたが、男子は行き止まりまで行った。そこ
でビールを飲んで戻った。スピーカーで音楽を流しながら、
歩いてたからめっちゃ楽しかった。ふもとに戻ってきて、
バスの時間までオーガナイザーにほったらかしにされてた
から外で昼寝した。バスが帰りに道を間違えて時間かかった。10



10 月 5 日金曜日

＊タイムテーブル
10:00	ホテル発
11:00 tower	of	

Buddhist	incense
14:00	昼食
16:00	798	art	zone
18:00	夕食
20：00	卓球

PHOTO

＊感想
ホテルからバスで割と近くにある、昔の皇帝が住んでいた
宮殿に行った。ここもとても広いのに、多くの人で混ん
でいた。人の行列がすごいので、警察の人がしっかり管理
していた。世界遺産なだけはあって、立派な廊下や建物が
多くあった。昼ごはんを近くのレストランで食べてから、
798	art	zoneに行った。前衛的な芸術が多くみられるよう
な区切られた一角で、いろいろな骨董品屋や小物屋、美術
館などがいくつもあっておしゃれな街だった。また、原宿
で売ってるようなカラフルな綿あめとかカフェがあった。
夕食を食べた後に、その日に来ていたオーガナイザーに
北京大学に連れて行ってもらい、卓球をした。予定になか
ったが、中国に来た感じがあって楽しかった。
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10 月 6 日土曜日

＊タイムテーブル
9:00 ホテル発
10:00	天安門
14:00	wangfujing
17:00	買い物
18:00	international	

dinner
and	karaoke

24:00	ホテル着

PHOTO

＊感想
いよいよ万里の長城に次ぐ名所、天安門に行った。しかし、
駅を出てから道いっぱいに人がいてほとんど動けなかった。
のろのろ進む人たちについていくと、その先に、空港並み
の検査場があって、そのせいで人が詰まってた。そこを通
り抜け、ようやく天安門の内側に入ったが、想像の5倍は広
く、全部歩くのにとても疲れた。そのあと、二日目に行っ
たwangfujingに行き、昼ご飯を食べてホテルに戻った。
ホテルの向かいで、料理の材料を買って、お酒も持って
Party	roomみたいなところに行った。みんなで各国の料理
をふるまいあってから、地下にあるカラオケルームで飲ん
だり歌ったりした。自分のコールが新たに誕生するとは思
ってなかった。
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10 月 7 日日曜日

＊タイムテーブル
自由時間
18:00～ farewell	dinner

PHOTO

＊感想
一日自由時間だったので北京を自由に観光した。というより
携帯が外で使えない自分は、ただほかのESについて行った
だけだったけど楽しかった。高台にあるお寺や、北海公園
というところに行った。自分で鐘を鳴らせたり、北京の中
心からそれまでにいったところを眺めることができた。
この日にも中国の国旗を買ってしまい、合計で4本、手に
入れた。博物館も回った後に、ホテルに戻ってfarewell	
Dinnerに向かった。レストランの個室を貸し切っていて、
そこで北京ダックを含めた中華料理をたくさん食べた。
ただとくにコンテンツもなく、ただ食事をするだけだった
のが少し残念だった。ほかの人はそれで終わったが、その
後、自分はZichenの買い物に付き合った。
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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！）

中国はこんな機会でもない限り行くことがないと思っ
て応募したけれど、行ってみたら予想通りにとてもい
い経験になりました！！大都市であるのに様々な歴史
ある建造物が街中に点在しているのが面白かったです。
IWのオーガナイズ的には決していいとは言えないけれ
ど、見ごたえのある観光名所を多く回れるので、
中国の文化に興味がある人にとてもおすすめです。
そうでなくても、万里の長城とか、天安門とか回れて
十分にたのしかったですが。また、中国に対してあま
りいいイメージがない人でも行ってみて自分の目で実
態を確かめてきてほしいです。いい社会学習になると
思います。北京IWのほかのIWと大きく異なる点は、
アフターなどのお酒を飲む機会がとても少ないこと
です。ほかのIWだと毎晩クラブ行っては飲んでの繰り
返しが多いと思いますが、そのようなコンテンツに
あまり参加したくない人には北京IWはとてもおすすめ
かもしれないです。
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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

15


