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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	 (0)	 →	 (円)	

オプション費	 (5,000)	 →	 (円)	

航空費	 (130,000)	→	 (円)	

ホストファミリーは、お母さん、お父さん、オーガナイ	
ザーのラモンと弟１人と妹１人でした。	
みんな忙しくてあまり集まれることはなかったけれど、	
優しくてすごく居心地が良かったです。	
大変だったのは、カタルーニャ語とスペイン語で、英語	
を話せるのがラモンしかいなかったこと。ジェスチャー	
多用して会話してました。（笑）	
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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	

総じてすごく美味しかったです。	
宗教上でも、そうでなくても、ベジタリアンやビーガンの	
参加者が多かったので、いろんなタイプの食事が選べるよ
うになっていました。	
	

オーガナイザー中心に、一人ひとりに気を配ってくれて	
いたところです。お酒で酔っ払っていても、深夜でも	
家につくまで連絡を取り続けてくれてました。	
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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：ＣＩＥＥ　Ｅｓａｄｅ	

・参加人数	

	

	

	

	

・スポンサー	

　なし・あり（社名）	

時間にすごくルーズだったことで１時間遅れとかが	
当たり前で、スケジュール通りに進めないこととか	
割と多かったです。	

日本人	 2人	

ハンガリー人　　　　　　	2人	

イスラエル人	 2人	

スウェーデン人	 1人	

ドイツ人	 1人	

その他	 12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	
	
	
	

バルセロナは世界一スリが多い	
都市にあげられてしまうほどな
ので気をつけた方がいい。	

物価（通貨、レート、	
物価の印象など）	
	

日本と物価はそんなに変わりま
せん。チーズとかは安いです。	

生活水準	
	
	
	

家によって異なりました、バル
セロナ市内でも駅によっても全
く違います。	

早かったです。	
全体のグループもあって、常に誰か発言してるくらい	
に情報が多かったです。	

なかったです。	
唯一あげるなら、恋愛体質なのか、参加者とカップル	
ができててずっとイチャイチャしてました。（笑）	
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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	

空港までのサポートや、情報はすごく丁寧で良かった
です。	

6	



9	 月 6	 日 金曜日	

＊タイムテーブル	
	
~17：00　Arrivals	
	
17:00~21:00	Ice	Breaking	
Games	on	the	beach	
	
21:00~23:00	Welcome	dinner	
	
0:00~	Club	party	

PHOTO 

＊感想	
安い飛行機で行ったので、成田空港からバルセロナまで	
トランジェット含めてほぼ2日かかりました。	
ものすごく疲れてて、しかも英語そんなに話せないので	
初日はすごく不安でした。	
この写真はもう一人の日本人の子のホームステイ先にて撮	
ったものです。犬もそうですが、女の子が話しか	
けてくれて、かわいすぎて癒されました～！	
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9月	 7	 日 土曜日	

＊タイムテーブル	
10:30~14:00	Treasure	Hunt	
	
14:00~18:00	Picnic	
	
18:00~20:00	Parc	guell&	
Bunkers	
	
20:00~22:00	Host	Dinner	
	
22:00~	Club	

PHOTO 

＊感想	
グエル公園はバルセロナが一望できるくらい高い所に	
あって公園の中も、景色も綺麗でした！	
写真はホストファミリーとのディナーで、後ろに映ってる	
男の子は遊びに来た参加者で、ラモンは写真を撮ってくれ	
ていて映ってません。（笑）	
家の屋上にテラスがあって、ろうそくとか置いてて、家だ	
と思えないくらいにおしゃれでした。	
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9	 月	 8	日 日曜日	

＊タイムテーブル	
	
9:30~14:00	Casa	Batllo	
	
14:00~16:00	Lunch	
	
16:00~22:00	Brunch	in	the	
Park/free	time	
	

PHOTO 

＊感想	
午前中のプログラムに任意参加だとおもっていて、申し込	
めてなくて、もう一人の日本人の参加者の子とカンプ・ノウ	
スタジアムに行ってきました！ＦＣバルセロナの本拠地に	
行くことができて、サッカー好きな私は個人的にテンション	
が上がりました。	
午後のｲﾍﾞﾝﾄはアルコールを飲みながら音楽を楽しむような	
フェスだったのですが、連日のように飲んでるせいで全然	
飲めそうになくて、イスラエルの子とノンアルでずーっと	
遊んでいました。（笑）	
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9	 月	 9	 日 月	曜日	

＊タイムテーブル	
9：30　Meeting	point	
11:30~12:30	Cacaolat	visit	
	
14:00~15:00	Lunch	
	
15:00~17:30	Glovo	visit	
	
17:30~20:30	Free	time	
20:30~23:00	Host	dinner	
0:00~	Pub		

PHOTO 

＊感想	
この日はとてもアカデミックなスケジュールで、企業訪問	
に行きました。Cacaolatはココアのような飲み物の飲料	
メーカーで、Glovoはウーバーイーツのような飲食の配達に	
携わっている会社でした。日本の企業よりも、社内がアッ	
トホームで明るい印象を受けました。	
深夜のパブ巡りは、チームに分かれてポイントを競うゲーム	
をして、とても楽しかったのですが、連日昼も夜もみ	
んな騒いでて、体力は死にそうでした。（笑）	
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9	 月 10	日火	曜日	

＊タイムテーブル	
9：00~13:00	ESADE	visit	
13:00~14:00	BITE	
14:00~16:30	Transfer	to	
	Cottage	House	
16:30~18:00	Games	
18:00~21:00	International	
Dinner	Prep	
21:00~23:30	International		
Dinner	
23:30~	Games&party	

PHOTO 

＊感想	
ESADE（バルセロナにあるビジネススクール）に行って、	
午後は遠出をして、フランスの近くにあるコテージハウス	
までみんなでバスで向かいました。	
コテージハウスはとても広く、庭にバスケットボール	
のコートや大きなプールもあり、衝撃的でした。	
夜のinternational	dinnerで私たちはたこ焼きを作りまし	
た。たこ焼き機はとても重かったですが、見た目も	
そうだし、タコが珍しい食材だったみたいで、	
みんなが興味を持ってくれてとても好評で嬉しかったです。	
各国のお酒を持ち合わせて振る舞う時間もあったのですが、	
ほとんどが40度前後のお酒で、私には強すぎました（笑）	
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9月	 11	 日水	曜日	

＊タイムテーブル	
9:00~13:00	Swimming	pool	
Chill	
13:00~16:00	Lunch	
15:00~19:00	Seaside	Trip	
19:00~20:00	Transfer	
	back	to	Barcelona	
21:00~23:00	Dinner	in	
	Plaza	Espana	

PHOTO 

＊感想）	
地中海で泳ぐ経験はこれからもないであろうと思われます	
が、とても貴重な経験で楽しかったです。	
日本よりの紫外線が強く、肌がものすごく早いスピードで	
焼けていくのが感じられました。日本人に比べて日焼けを	
することをあまりみんな気にしていなくて新鮮でした。	
バスの移動時間とかでも、初日では考えられないくらいに	
みんなと話したり仲良くなれて、ノリというのか、話のテ	
ンポがみんなあってきたように思えて面白かったです。	
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9	 月 12	日木	曜日	

＊タイムテーブル	
11:30~14:00	VIAJAWAY	visit	
	
14:00~18:00	Lunch	
	
18:00~20:00	Sagrada	Familia	
	
20:00~21:00	Free	time	
	
21:00~23:00	Farewell	dinner	
0:00~	Club	

PHOTO 

＊感想	
ついに最終日を迎えてしまって、一週間一緒に過ごしてきた	
ので、今日が最後だと信じたくない気持ちでいっぱいでした。	
かの有名なサグラダ・ファミリアに行き、一つの建物でも	
作られた時期によって様式が異なっていたり、内装の細かな	
部分にまで凝った造りは、芸術的で感動しました。	
みんなでディナーを食べ、まとめの挨拶があって、そのあと	
のクラブでは、お別れしたくなくて夜中中みんなで踊りまし	
た。	
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今後の宣伝に向けて 
	
私はスペインに行ってみたいという気持ちと、他の	
国の同世代の学生と仲良くなりたいという気持ちだけ	
で、応募させて頂きましたが、応募して、ほんとに良	
かったと思います。	
日本に来たことがない友達が、今回を機に日本に行き	
たいと言ってくれたり、自分がイスラエルの子ととて	
も仲良くなって、必ず行きたいと思えるようになった	
のは、今回のIWがあったからです！！	
もしも、IWに少しでも参加したいと思ったなら、	
絶対に挑戦してみる事をお勧めします！！	
行く前と帰ってきた後では、考え方がものすごく広く	
なったと思いますし、自分の気持ちをどう伝えればい	
いのか、など、改めて考えさせられる良い機会になり	
ます。	
何より、いろんな国に友達ができるって素敵な事だな	
と感じました。	
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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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