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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 100(ユ
ーロ) 

→ 11000(円)
お土産と
自由行動 

航空費 ()  → 11万(円) 

ベルギーの学生寮は5〜10人で1セットの「ドーム」という形式でそれぞ
れ 
の個室と共同のリビング、トイレ、シャワールームから成る。週に一回  
リビングでホームパーティーがあり、土日は他のルームメイトがほぼ  
帰って静かになる。寮同士は離れていても15分くらい。自分のホストは
iw 
とは関係なかったが時々プログラムに顔を出してくれた。  
参加者はホストのドームの共同リビングの端かホストの個室にマットレ
ス 
を敷き過ごした。自分は前者で、特に問題はなかったがプライベートな  
空間ではないので気になる人は気になるかも。他のルームメイトとも  
仲良くなれるのは良かった。  
自分は本当によくしてもらったが基本鍵は渡されないので帰宅時間が深
夜 
の時ホストと中々連絡が取れず外で待たされた人もいた。  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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

朝ごはんはホストのシリアルを食べるか集合前にサンド
イッチを買って食べた。昼はサンドイッチをあっちが用意
するか自由行動の時間に自分たちで店に食べに行った（自
費）。夜は外食、食堂などでこれも半分くらいは自費。 
決められたものが来るのではなく自分で選べる。 

ベルギーの名所、名物を堪能できる。欧州議会、ボール 
パーティー、ビール工場などiwでなければ行かなかった 
であろう場所に連れて行ってもらえたのが良かった。 
連日深夜までパーティーして疲れることもあったがその 
翌日の集合を遅くするなど参加者への配慮があったため 
良かった。 
オーガナイザーも参加者もホストも全員良い人でとても 
楽しかった。 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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：SLM     ・参加人数18人 

 

 

 

 

 

・スポンサー 

　なし・あり（社名） 

初のiwなので他がどうなのか分からないが食事代の多
く 
を自費で賄ったこと、自由行動の時間が多いことが気
に 
なった。他のiwにも参加したことがある人たちは結構 
文句を言っていた。2日目に泊まる予定だったコテージ 
にベッドが無く明け方に帰宅、用意したプレゼンをす
る 
時間がないなど細かい問題は多かったが特に最終日が 
残念だった。全員疲れていたというのもあっただろう
が 
いつものルームパーティーだったので最終日感が全く 
無かった。一部の参加者が空港まで車で送ってれない 
ことを抗議し雰囲気最悪、その後流れ解散で終わって 
しまった。 
 

日本人 2人  オーストリア人  3人 

トルコ人  1人  スウェーデン人  1人 

イスラエル人  1人  スロベニア人  1人 

ハンガリー人  2人  スイス人  1人 

クロアチア人  3人  ポーランド人  3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 
 
 
 

街に物乞いが多くいるが治安は
良い。 

物価（通貨、レー
ト、 
物価の印象など） 
 

普通。 

生活水準 
 
 
 

高い。 

返信は早かったが、ホストの情報、プログラムの公開
が 
遅かった。 

⑤に記述した通りプログラムをもう少し練って欲し
い。 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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 

特に問題はなかったです。 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2  月 16  日 日 曜日

＊タイムテーブル 
夕方〜　welcome party

PHOT
O

＊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） 
オーガナイザーのドームの共有リビングで顔合わせ。最後 
の方に着いたので自分は行けなかったがその前にパブにも 
行っていたらしい。大体の人と喋って名前と顔をなるべく 
覚えた。時差ボケのため早めに帰った。 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2  月 17  日 月 曜日

＊タイムテーブル 
10:00〜ルーヴァンの 
　　　Interactive visit
16:00〜ブルージュ観光 
20:00〜コテージ 
 
 

PHOT
O

＊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） 
滞在するルーヴァン＝ラ＝ヌーヴをチームに別れて散策。 
その後オーガナイザーが車で運転し約2時間ブルージュに 
到着するがコテージにベッドがないことが判明しゴタゴ
タ。 
結局夜3時までコテージに滞在しそこからルーヴァンに戻
る 
ことになった。ブルージュを一通り見た後自由行動で観
光。 
コテージに向かいinternational dinner、パーティー。 
この日で大分みんな打ち解けた。そして明け方帰宅。 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2  月 18  日 火 曜日

＊タイムテーブル 
13:30〜ナムール観光 
19:00〜夕飯 
21:00〜ルーヴァンのバー

  PHOT
O

＊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） 
コテージに泊まらなかったので予定が変更され昼過ぎから 
ナムールに行くことに。遅めの昼ごはんを食べ城跡の高台 
にみんなで登ったあと自由行動。ルーヴァンに戻って食堂 
で夕飯。夜はバーに行ったが前日の疲れもあり早めに解散 
した。 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＊タイムテーブル 
10:30〜欧州議会見学 
14:00〜ブリュッセル 
　　　　市内見学 
19:30〜夕飯

 

PHOT
O

2  月 19  日 水 曜日

＊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） 
電車で移動しまずは欧州議会見学。施設の方が1時間ほど 
プレゼンをしてくれた後実際に会議の様子を見せて 
もらった。その後電車でブリュッセル市内の方に移動、 
昼飯をそれぞれで食べてから集合しションベン小僧など 
主要なスポットを全員で回った後夕飯まで自由行動。 
自分たちはお土産を買ってパブに行った。再び集合し夕飯
も 
ブリュッセルで食べた。夜はパブをはしごする予定だった 
が終電まで時間がなくなり帰宅、自由行動中にパブに行っ
て 
おいて良かった。 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2  月 20  日 木 曜日

＊タイムテーブル 
11:00〜ビール工場見学 
14:00〜ルーヴェン観光 
21:00〜ルームパーティー 
25:30〜casa

 

PHOT
O

＊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） 
車で30分くらい、ビール工場へ。1時間ちょいで見学を終
え 
て一杯もらった後また車で移動しルーヴェン観光。またも 
自由行動だったが特に何かあるわけでもなくみんなでカ
フェ 
に行った。ルーヴァンに戻り夕飯をメキシカンで済ませて 
からオーガナイザーのドームの共有リビングでcasa（クラ
ブ） 
のpreパーティー。めっちゃ楽しかった。日付超えたあた
り 
でcasaに行き閉場まで遊んだ。 

11



2  月 21  日 金 曜日

＊タイムテーブル 
14:00〜チョコレート 
　　　博物館見学 
20:00〜preパーティー 
23:30〜ball party

 

PHOT
O

＊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） 
前日遅くまで遊んでいたので各自昼食を取ってからの集
合。 
電車でブリュッセルに向かいチョコレート博物館を見学 
した後ルーヴァンに戻りball partyの準備。オーガナイ
ザー 
のドームの共有リビングで夕飯とpreパーティーしてから 
バスで会場へ。4時の帰りのバスまで遊んだ。めちゃく
ちゃ 
疲れた笑 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2  月 22  日 土 曜日

＊タイムテーブル 
13:00〜ブリュッセル観光 
20:00〜goodbye dinner
23:00〜カラオケバー 

PHOT
O

＊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） 
この日は夕飯まで一日自由だったので10人くらいで 
ブリュッセルに行ってお土産を買ったりして過ごした。 
最終日だったが自分含め半数が体調不良でgoodbye dinner
あまり盛り上がらず、、、その後カラオケバーに行くこと 
になったが次の日飛行機が早いとかで来ない人もいた。 
カラオケバーは流れ解散で終わった笑 
自分は飛行機が24日だったので仲良くなった人たちを翌日 
駅まで見送って、ホストと適当に過ごして終えた。 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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！） 

コロナが深刻になっている時期で差別されるかもっ
て、 
アジア人二人しかいなくて超アウェーじゃんって、 
英語で会話ちゃんとできんのかって、お酒俺弱いけ
ど 
こんなパーティーばっかで大丈夫かって行く前は本
当 
に不安しかなかったけど全部杞憂に過ぎませんでし
た。 
大げさではなくベルギーiwは人生で一番楽しかった 
一週間になりました。今まで東京iwにはチャージ 
（一日だけオーガナイズする役）としてしか関わっ
た 
ことが無く、参加する中で正直外国人と完璧に打ち 
解けるのは難しいなと思っていましたが大きな勘違
い 
でした。めちゃくちゃ仲良くなれたし本当に全員の 
ことが大好きになりました。滞在費をほとんど負担 
しなくていいのも大きい！こんな経験は普通の旅行 
じゃ絶対できないです、慶應生の特権なので絶対に 
応募するべきだし、自分もまた応募したいと思って 
います。 
ありがとうございました！ 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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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