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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	

オプション費	 300(ユー
ロ)	

→	 4万円前後	

航空費	 2000(ユー
ロ)	

→	 24万(円)	

アムステルダムとロッテルダム共にソファベッドを共
有しリビングで寝たので少し不便ではありましたが、
どちらもホストはいい人たちで私にとっては比較的快
適でした。他の参加者の中にはクロークルームで寝泊
まりした人もいるらしく、寒くてあまり居心地が良く
なかったそうです。 
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③プログラム中の食事について	

　　よい	
	
	
	
	
	
	

④プログラムの評価できる点	

昼食と夜ご飯はほぼ毎回先方が提供してくれまし
た！ 
カフェやレストランは基本美味しかったです。ホス
トはみんな、自宅の冷蔵庫にあるものを好きに使っ
て朝食をらせてくれました。 

参加者もホストもみんな本当にフレンドリーでいい
人たちでした！企業訪問はすごく興味深くて面白か
ったです。夜出かけている時も、常にオーガナイザ
ーが一緒にいてくれて、必ず家まで送ってくれたり
とても気にかけてくれていました。 
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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：Amsterdam-SEFA; Rotterdam-Star	
・参加人数	

	

	

	

	

	

・スポンサー	

　いたとは思うのですがあまり記憶にありません。。。。	

The schedules can be pretty tight sometimes. They gave us 
free time, but because the activities they planned did not 
usually end on time (especially the company visits) and it 
took time to transfer from place to place, it was difficult to 
actually go to all the places we wanted to go during free 
time. 

Japanese 1 Swedish 2 
Hungarian 2 Czech 1 
Ukrainian  2 Croatian 1 
Turkish 2 Polish 2 
Israeli 1 Swiss 1 
Slovenian  1 
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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	
	

The whole trip was safe.  

物価（通貨、レー
ト、	
物価の印象など）	
	

日本とほぼ同じぐらいの物価で
した（もしかしたら少し高
め？）でも他のヨーロッパの
国々と比較したら確実に高かっ
たです。 

生活水準	
	
	
	

高い。 

詳細の情報が送られてきたのは結構遅めで、STARとSefa間の
情報伝達がうまくいっていませんでした。 
小旅行をした際に質問をした時などは基本オーガナイザーの
返信ははやかったです。 

上記した様に、ホストに関することなど詳細の情報が遅かっ
たことです。一ヶ月前まで小旅行をいつにするのか知らされ
ず航空券を取ろうとした頃には値段が高くなってしまってい
て困りました。 
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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	

IWHollnad側のオーガナイザーと比較したらはるかに
速く的確に返答をしてくれてとてもありがたかったで
す☺ 
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18:00~ 到着 
20:00~ ウェルカムパーティー 

PHOTO 

＊感想 
 
2人のオーガナイザーが空港で待っていてくれて、電車の
使い方やホストの家までの行き方などを教えてくれました。
アムステルダムの中心にあるバーでウェルカムパーティー
が開催され、カントリープレゼンの代わりにグループに別
れたアイスブレイクのゲームなどを行いました。	
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4月24日（水） 



9:30~ 朝食 (ベーグルがすごく美味しかった!↓) 
11:00~ University of Amsterdam キャンパスツアー
14:00~17:00 KLM 企業訪問 
19:00~ 夕食、アフターパーティー 
 

＊感想	
 
KLM は世界で最も大きな航空会社の一つで、普段はこの
様な企業訪問を引き受けたりはしないらしく、すごく貴重
な機会でした. プレゼンテーションを聞いたり、エンジン
を修理する工場を見学しました。また、至近距離で飛行機
をみることができたり、コックピットやCA専用のラウン
ジなどに実際に入らせてもらうこともできました！ 
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4月25日（木） 



12:00~ ボートツアー 
13:00~ 昼食 
15:00~ De Netherlandsche 企業訪問 
17:00~ 自由時間 
19:00~ ハウスパーティー 

＊感想 
 
小さな港の近くのレストランで昼食を取りました。天気も
良く食事もすごく美味しくて最高の小旅行でした。 
企業訪問もすごく面白くて感銘を受けました。 
企業（銀行）側がゲームやアクティビティを用意してくれ
ていて、それらを通して銀行がどの様に動いているのかや、
経済への影響などについて学ぶことができて面白かったで
す。 
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4月26日（金） 



PHOTO 

＊感想 
Kingsdayはオランダで最も盛り上がる行事です！この日は
街中オランダの旗やオランダを象徴するオレンジ色で街が
埋め尽くされていました。この日はまず午前中にフリーマ
ーケットに行き、お昼ごろに街のカーニバルに参加し、夜
はナイトクラブに行きました！ナイトクラブではみんなお
酒を飲み、歌ったり踊ったりして、知らない人とハグした
りぶつかり合ったりして楽しんでいるのを見るのがとても
面白かったです。 
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4月27日（土）King’s day! 



12:00~ バスでロッテルダ
ムへ 
14:30~ 到着、 ホストのと
ころへ 
18:00~ 夕食 
20:00~ ボーリング 
22:00~ 古い港のバーへ
（すごく綺麗なところで
した！） 

＊感想 
 
夕食には、ホームメイドバーガーを食べました。一緒に作
ったのがすごく楽しかったです！ 
ボーリング場は日本にあるものと似ていました。（私のチ
ームの人のほとんどがボウリングが下手だったのですが楽
しかったです笑） 
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4月28日（日） 



10:00~ 企業訪問t @Shell 
14:00~ キャンパスツアー 
19:00~ 夕食 
21:00~ ドリンキングパーティ
ー 

＊感想 
 
Erasmus University を訪問しました。モダンでとても美しく
て感動しました。オーガナイザーがクイズを作ってくれて
よりオランダのことをしることができました 
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4月29日（月） 



9:00~ the Keukenhof (チューリ
ップ畑) 
13:00~ 昼食（伝統のパンケー
キ） 
~インターナショナルディナー
の準備~ 
 
19:00~ インターナショナルデ
ィナー! & パーティ 
 

＊感想	
 
アムステルダム伝統のパンケーキは本当に美味しかったで
す！！！オランダのパンケーキは日本のふわふわしたやつ
とは全然違いました。 
インターナショナルディナーは間違いなく忘れられない思
い出の一つです！ 日本のカレーと梅酒を持って行きまし
た。日本でも自炊したことないのに、食材の買い出し、玉
ねぎとかを切る作業をホストさんと一緒に作るのも楽し
かったし、十二各国の料理、お菓子、お酒も堪能できて本
当に素晴らしい体験でした。 
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4月30日（火） 



11:00~ シティツアー
19:00~ 夕食&パーティー 

＊感想 
 
ロッテルダムではまず街の観光ツアーがあり、その後
自由に街を散策する時間がありました。ロッテルダム
はアムステルダムとは大きく異なりました。街の建築、
雰囲気、人など、、全てが興味深かったです！ 
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5月1日（水） 



10:00~ the Hague and 
Madurodam (ミニチュア博物
館） 
 
15:00~ Hoek can Holland (ビー
チ) 
 
21:00~ Beer Cantus&パーティー 

＊感想	
The Hagueはとても伝統的
な雰囲気のある街でした。
ここは内閣、州議会、オ
ランダ王お住まいのお城
など国の重要機関が集ま
っている場所です。オラ
ンダの新しい一面を見る
ことができてとても興味
深かったです！ 
夜にはbeer cantusという伝
統的な飲み会が行われ、
とても思い出深いイベン
トになりました！ 
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5月2日（木） 



＊感想	
この日は一部の人が帰る日だったので特に用意されている
イベントはありませんでした！なので、他のIW参加者と
一緒に1日を自由に過ごしました。 
この右の写真は私がEuromast というタワーの展望台で撮っ
たものです。 
このタワーは下からみてそれほど高く見えなかったのです
が、そこからの景色は私がいままででみた中でも最も素晴
らしいものでした！Euromast に行くことを強くおすすめし
ます！☺ 
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5月3日（金） 



今後の宣伝に向けて 
	
インター出身のわたしですが、たくさんの異なる国
籍の人と交流できたのはわたしにとってとても貴重
な機会でした！みんなとてもフレンドリーで優しく、
様々な考えを持っていてとても圧倒されました！10
日間という短い期間でしたが、お互いに意見交換を
したり、それぞれの国の文化を学び合うことでお互
いの仲を十分に深められました！家の諸事情や言語
の違いによる意思疎通という問題以外でこのIWの問
題点を一つ挙げるとしたらオランダ人の飲むビール
の量です。私はあまりビールが好きではないのです
が、パーティの場ではほとんどの飲み物がビールか
ワインでした、、それでも毎晩のパーティは楽しか
ったです！ 
ここまで読んでくれてありがとうございます！本当
に楽しかった十日間だったので、気づいたらめっ
ちゃ書いちゃったし写真もいっぱい載せちゃった… 
(Sorry if I spoil anything! But the program is different 
every year so don’t worry.)  
それと、日本語得意ではないのでほとんど英語で書
きました、許してください(´・ω・) 
 
To the participants in the future, I hope you will enjoy this 
program as much as I did. 
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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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