
IW Prague
報告書・日記

Organization:ESN VSE 
Prague
Date:

30/08/2019-06/09/2019
1



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) → (0円)

オプション費 (有) → (1万円弱)

航空費 (有) → (14万円)

ホストはみんな団体内の人だが、オーガナイザーとそう
でない人がいた。オーガナイザーでも毎日参加する人と
そうでない人がいる。私のホストはオーガナイザーで、
行き帰りは一緒に移動することができたし、フリータイ
ムではおすすめの場所を案内してくれた。交通機関はと
ても簡単なので、ホストがオーガナイザーではなかった
子でも、困ることはなかったと思う。また帰る時間をそ
こまで気にする必要がなく、楽しむことができた。
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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

いくつかの選択肢があり、そこから選ぶということが多か
った。ベジタリアンの子がいたが、問題なく対応していた。
飲み物に関しては、初めの一杯は団体が補助してくれて、
二杯目からは自分で払うシステム。料理の量が多く、間食
にウエハースやフルーツなどをくれたり、ジェラートを食
べに行ったりするため、お腹がすくことはなかった。
「Crème de la Crème」のジェラートが本当に美味しかっ
た。チェコの料理は炭水化物とお肉。美味しいけれど、食
べ慣れてないせいか、最後の数日はお腹を壊した。

詳細のスケジュールや集合場所など、随時whatsappグルー
プで流してくれて、何をしたら良いか分からなくて困るよ
うなことはなかった。オーガナイザーは毎日全員が参加す
るわけではなく、ツアーに参加する場合は2、3人のオーガ
ナイザーが参加する形になっていた。IW Tokyoのような現
地の参加者枠はなく、多くても全体で20人くらいだったの
で、行動しやすかった。Tシャツやナップサック、ペンな
どたくさんのものがもらえた。特にTシャツはデザインが
よく考えられているように思った。
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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：Buddy System

・参加人数

・スポンサー

なし・あり（社名）

誰がどの国から参加するのか、事前に知っていた方が
最初は名前が覚えやすかったと思う。でもオーガナイ
ザーを含めても全体の人数は多くはなく、すぐに名前
は覚えられたから、そこまで大きな問題ではなかった。
フェアウェルではみんなでそれぞれのアルバムにメッ
セージを書きあっていたが、その量が多すぎて、みん
な書くのに一生懸命で疲れてしまった。その後、クラ
ブのようなバーに行って、それぞれ時間になったら抜
けていくという感じだったので、すごい感動的なもの
ではなかった。
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日本 2人 クロアチア 1人

イスラエル 2人 スロベニア 1人

ドイツ 1人 ベルギー 1人

ハンガリー 1人 スウェーデン 1人

ポーランド 1人 ※スウェーデンの子は個人的
な理由として途中で抜けた



・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 スリに気をつけてと言われてい
たが、実際にすられた人はいな
かった。物乞いの人が少しいた。

物価（通貨、レート、
物価の印象など）

日本より物価はかなり安いため、
お金に関してそれほど気にする
ことはなかった。

生活水準 高いと思う。ほとんどの学生が
一人暮らし、またはシェアハウ
スで暮らしていた。

送られてくる情報がとても詳しかったため、特にこち
らから質問することはなかった。天候に合わせた服装
の情報がとても良かった。ホストの情報やスケジュー
ルがIWの何日前に送られるかを伝えられていたため、
情報がいつ来るのか不安になることはなかった。

みんな気さくに話してくれるし、優しいし、問題点は
全くない。オーガナイザー同士の会話はほとんどチェ
コ語だった。たまにみんなで食事している時などにチ
ェコ語を話していることはあったが、そこまで疎外感
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

サポートは十分だった。日本からの参加者が二人だっ
たので、IWが始まる前のオリエンテーションで、一度
顔を合わせることができて良かった。またそこで
International dinnerでの日本料理やInternational 
drinkingのお酒について相談できて良かった。
ありがとうございます！
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8 月 30 日 金 曜日

＊タイムテーブル
19:00 Welcome Dinner

PHOTO

＊感想
レストランに集合して、夜ご飯を一緒に食べる。パンやお
肉、チーズなどがあり、ビュッフェ形式。8月のIW Tokyo
で会った子と再会することができた。参加者で男の人が２
人しかいなくて驚いた。途中でチェコについてのプレゼン
を聞いて、それぞれ帰りたくなったら帰る感じ。この日は
午前にプラハ郊外に観光していて疲れていたため、1番最
初に帰宅した。
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8 月 31 日 土 曜日

＊タイムテーブル
8:45 Breakfast &   

Welcome ceremony
10:00 Country      

presentations
13:00 Lunch
14:00 Prague city tour
18:00 Dinner
21:00 Pub Crawl

PHOTO

＊感想
大学の教室に集合して、朝ご飯。オーガナイザーよりチェ
コ語の紹介があり、みんなで一緒に練習するのが楽しかっ
た。カントリープレゼンをしてから、大学内を少し案内し
てもらって、教室に戻ってお昼ご飯としてピザを食べる。
時計塔やジョンレノンの壁、プラハ城など盛りだくさんの
プラハ観光をして、夜ご飯にチーズフライとコフォラとい
うコーラのようなチェコの飲み物を飲む。一旦それぞれ帰
宅して、再び集合し、パブクロール。私のチームが一位だ
ったため、大きなジョッキに入ったお酒をもらう。3時半
頃にバーを出たが、ホストの子と私が酔っていたため、ル
ームメイトの子が頑張って家まで連れて帰ってくれた。今
となっては笑い話。
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9 月 1 日 日 曜日

＊タイムテーブル
8:30 Bicycle trip
13:00 Lunch
14:00 Sightseeing
19:00 Dinner
20:00 International  

drinking

PHOTO

＊感想
4時間くらいサイクリングする。休み休みで進んでいった
ため、辛くはなく、とても楽しかった。本当は雨予報だっ
たが、サイクリングを終えて少ししてから降り始めたので、
ラッキーだった。お昼ご飯を食べて、近くの城に行ってみ
たが、入場料が高くて入るのはやめた。キャンプ地に歩い
て移動。雨が降っていたため、少し時間をずらして夜ご飯。
そして焚き火を囲んでInternational drinking。日本から
は梅酒を持っていった。みんなジュースって言ってた。オ
ーガナイザーがギターとウクレレを弾きながら、チェコの
歌を歌ってくれた。とても眠かったため、12時頃に寝た。
最後までいた人も1時くらいに帰っていたと思う。
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9 月 2 日 月 曜日

＊タイムテーブル
8:30 Breakfast
10:00 Leaving camp
13:00 Lunch
14:00 Prague city tour
19:00 Cooking
22:00 International 

Dinner

PHOTO

＊感想
キャンプ地で朝ごはん。一旦家に帰っから、レストランに
集合してお昼ご飯。観光した後、スーパーで食材を買って
から、大学の寮に移動して、料理をする。キッチンが一つ
だけだったので、3、4人くらいで順番に作っていくが、調
理器具が十分ではなく、かなり大変で、全ての料理が作り
終わるまで3時間くらいかかった。日本料理として、お好
み焼きを作って、みんな美味しいと言ってくれた。11時か
ら行きたい人だけでパブへ。ゲームをしながらお酒を飲ん
だ。スーパーマリオゲームを教えたら、ハマってくれた。
これ以降、私ともう1人の日本からの参加者で何回か披露
した。実際にやるのは難しいみたい。私は12時半にパブを
出たが、他の人は1時間くらい残っていたと思う。
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9 月 3 日 火 曜日

＊タイムテーブル
11:30 Lunch
13:00 Beer tasting
19:00 Movie night

PHOTO

＊感想
午前は自由時間だったため、ホストの子と公園や大きな像
があるところに行ったり、川を小さな船で渡ったりした。
レストランに集合してみんなでお昼ご飯を食べる。ゴラッ
シュというチェコの料理を食べた。そこにビールの醸造場
があり、お店の人が説明してくれた。その後ビールテイス
ティング。4種類あったが、違いはそこまでよく分からな
かった。その後サプライズでスワンボートに乗る。シャン
パンとイチゴをもらって、1時間のんびり過ごす。その後
一旦家に帰って次の日の準備をしてから、大学の寮に集合
し、チェコのアニメ2種類と映画をみる。22時に終わって、
早めの帰宅。
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9 月 4 日 水 曜日

＊タイムテーブル
7:30 SKODA
12:00 Kutna Hora
14:30 Lunch
20:00 Dinner & 

Wine tasting PHOTO

＊感想
大学前に集合して、車会社へ。金属板から部品をくりぬい
たり、車に部品を取り付けたりする工程を見学した。その
後バスでセドレツ納骨堂へ。本物の人間の骨がたくさん並
べられていて、ぞっとした。次に鉱山に移動して、ツアー
に参加。カリブの海賊のような船に乗って、アドベンチャ
ー感があって楽しかった。お昼ご飯を食べてから、バスで
ホステルへ。ラインセラーで夜ご飯を食べながらワインテ
イスティング。白ワイン5種類、赤ワイン2種類を飲む。た
くさんの種類を飲むため、ワインの違いを楽しむことがで
きた。バンドが演奏してくれて、みんなでダンスなどした。
1時くらいに何人かで先にホステルに戻った。他の人は2時
くらいには戻っていた。
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9 月 5 日 木 曜日

＊タイムテーブル
8:30 Breakfast
12:00 Lunch
14:00 Punkva Caves
20:00 Beerpong

tournament PHOTO

＊感想
ホステルで朝食をとってから、バスで移動。お昼ご飯を食
べてから、洞窟に移動。洞窟の中でライトを全て消して、
何も見えなくなるくらい真っ暗になるのが楽しかった。帰
りにバスが渋滞にはまり、BBQの準備をする時間がなくな
ってしまい、BBQ中止。5時間くらいかかったが、みんな疲
れていてずっと寝ていた。大学の寮でビールポンというゲ
ームをする。初めてだったが、かなりうまくいってみんな
に褒めてもらえた（笑）私はそのまま帰宅したが、何人か
はパブへ飲みに行っていた。
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9 月 6 日 金 曜日

＊タイムテーブル
9:00 Company visit
11:00 Sightseeing
14:00 Lunch
15:00 Free time
20:00 Farewell ceremony PHOTO

＊感想
MallというAmazonのような会社へ企業訪問。プレゼンを聞
いたり、チームゲームをしたりする。その後公園や教会に
行って綺麗な景色を見る。ある子に「いい天気ですね。」
という日本語を教えたら、なぜかハマったようで、数人が
ずっと連呼していた。レストランでダックを食べる。午後
は自由時間だったため、それぞれお土産を買いに行く。一
旦帰宅してから、パブでフェアウェルパーティー。それぞ
れアルバムをもらって、みんなでメッセージを書きあう。
バーに移動して、ダンスしたり、お酒を飲んだりする。2
時半に出てタクシーで帰宅。
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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！）

自分で観光しに行くのとは違い、現地に住んでいる
からこそ知っている良いレストランや景色の綺麗な
ところを教えてくれるし、現地の学生が実際に通っ
ている大学や寮にも行けるのが良いと思う。
チェコのことだけでなく、他の参加者の国のことに
ついても知ることができるから、本当に楽しかった。
ヨーロッパとアジアでは環境や習慣などたくさんの
違いがあるし、なかなか会うことができないため、
みんな日本に興味を持ってくれていて、嬉しかった。
私の英語力はそこまで高くはないけれど、みんな私
の拙い英語を理解しようとしてくれる。もちろん、
思うように伝えられない悔しさも多少あったが、こ
れからの英語を学ぶモチベーションになった。
帰りのフライトの日がちょうど誕生日で、カフェで
イスラエルからの参加者とオーガナイザー2人が会っ
てくれて、お祝いをしてくれた。また他の子からは
日本語でお祝いメッセージを送ってくれたり、みん
なの愛が止まらない。約1週間でそのような関係を築
くことができるのはなかなかない経験だと思う。
ぜひIWを経験してほしい！
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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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