
 
 

Barcelona IW 派遣日記 

 
 

派遣先： 

国名： スペイン                      

都市名：バルセロナ 

                   

 

派遣期間： 

         2015 年  9 月 5 日 ～  9 月 12 日   

 

 

 

  商  学部    学科 2 年 氏名  川田 英佑      

 

  



 

● 9 月 5 日（土） 

~16:00 前日からバルセロナ入りしていたので、ホストのルカの家でお昼ごはんを食べ、近くの公園

を散歩し、シエスタ。 

16:00~19:00 ビーチに移動してアイスブレイク。 

20:00~23:00 ウェルカムディナー。 

24:00~ クラブでわいわい。 

 

○ プログラム内容についての感想 

 すでに前日からルカと合流し、夜もオーガナイザーの家のテラスで飲み会をしていたの

で朝はゆったりめのスタートだった。ルカの家はルカとお母さんの二人が住んでおり、広々

としたマンションだった。個室を与えられ、お母さんの手料理をごちそうになり、快適に過ご

すことができた。クロアチアからの女の子もルカの家に宿泊し、とっても仲良くなった。アイ

スブレイクでビーチに行くということで、水着に着替え泳ぐき満々で行ったが、天気があまり

よくないというのと連絡ミスで水着を持ってきていない参加者がいたせいで海には入らなか

った。あやこさんら数名はまだ到着しておらず、参加者の一部でのアイスブレイクだった。

オーガナイザーは特になにも用意しておらず、自己紹介や簡単なゲームをしながらみん

なでわいわい雑談する感じだった。その後はウェルカムディナーのために一時帰宅して着

替え、ディナー会場にむかった。いい感じのレストランで、いくらするんだよって感じだっ

た。８時集合のはずが、参加者がそろったのは９時半で、かなり待たされた。オーガナイザ

ーもかなり遅れてきて、バルセロナの洗礼をさっそく受けてしまった。おなか一杯食べた後

は、クラブに行った。あまり大きなクラブではなく、参加者とオーガナイザーが近い距離で

踊ることができて楽しかった。初日ということで、午前４時くらいにルカと帰宅。 

 

○ プログラム内容以外 （Host Family/ Student との生活や集合・進行など） 

 ルカの家が地下鉄の駅から離れており、バスしか交通手段がなかったので、移動はすべ

てタクシーかルカの車だった。カタルーニャ広場には 10 分くらいだったため、比較的負担

は少なかったと思う。ルカの家は例外的で、ほかの参加者はホストステューデンと泊まって

いた。 

  

○ その他・感想 

 自己紹介で少々ネタを盛り込んだのと、ルカなどすでに知り合いがいたため、初日からス

ムーズになじむことができた。そして、前日飲みはやはり大事だった。 

 全体的に集合にルーズだなという印象。 

 

● 9 月 6 日（日） 

 

プログラムの内容 （この日のスケジュールと詳細を記入） 

09:45 ルカの家で朝食。 

13:00~15:00 ウォーキングツアー。 

15:00~18:00 自由時間で自由散策。 



18:00~21:00 噴水のショーを見ながらサンドイッチの夕食。 

21:00~25:00 希望者でバーで飲み。  

 

○ プログラム内容についての感想 

午前中はウォーキングツアーの予定でした。昨晩のクラブのせいでみんな寝坊し、集合時

間を 1 時間以上過ぎてもチーフオーガナイザーや参加者数名が来なかったので、そのほ

かのオーガナイザーと参加者でツアーが始まった。特に何も用意してる感じはなく、ただ

歩き回ってみんなで写真をとったりおしゃべりしたりな感じだった。町並みはすごくきれい

で天気も過ごしやすかったので楽しかった。お昼は契約しているらしいカタルーニャ広場

付近のお店で取り、他の遅れてきた参加者とも合流した。午後は自由時間だったので、他

の参加者たちとサクラダファミリアに行った。オーガナイザーの一人が付いてきてくれて迷

うことなく観光できた。ファミリアの近くのカフェでまったりしたのち、オリンピックスタジアム

やエスパーニャ広場に行き歩き回った。夕方からは噴水のショーをサンドイッチ片手に見

て解散！な感じだったが、まだ早かった（22 時くらい）ので、オーガナイザーと参加者 8 人

くらいでいい雰囲気のバーに行き、ゲームをしたりして楽しんだ。アフターはクラブがほと

んどだったので、こうやってみんなでわいわい飲めたのがよかった。 

 

○ プログラム内容以外 （Host Family/ Student との生活や集合・進行など） 

 チーフオーガナイザーがかなり遅刻してきてたのでどうなのかなと心配だった。そのほか

のオーガナイザーが機敏に動いていたのでなんとかプログラムは成立したが、集合時間

や場所が伝わってこないなど混乱する場面もあった。参加者への連絡は Whatsup を常に

使っていたので、Wifi が常に使える状況にいないと厳しいかもしれない。この日に一緒に

観光しバーに行ったグループの参加者たちとかなり仲良くなり、今後も一緒に行動するこ

とが多くなった。ホストのルカは常に一緒に行動してくれて、疲れてないか心配してくれ

た。 

 

○ その他・感想 

 いい加減なオーガナイズが目立ちいらいらすることもあったが、これがバルセロナなんだ

なとも感じ始め、まったりのんびりいい加減な雰囲気を楽しもうと思えるようになった。夜の

飲みにも参加したことで他の人からノリがいいやつと思われ、今後もいろいろ誘われたの

で、ちょっと無理してよかったなと思う。 

 

● 9 月 7 日（月） 

 

プログラムの内容 （この日のスケジュールと詳細を記入） 

10:00~13:30 ESADE にて Country Presentation など。 

14:30~17:30 カンプ・ノウ見学。 

18:30~22:00 オーガナイザーの家でパエリアパーティー。 

23:00~05:00 バー＆クラブ。 

 



○ プログラム内容についての感想 

 この日は朝から ESADE(オーガナイザーの大学)に行くということで遅刻しないように厳し

く言われていたので遅刻はいませんでした。バルセロナ市街地から少し離れた高台にある

キャンパスで、新しくハイテクでした。ESADE の教授のような人から大学の説明を受け、そ

の後カントリープレゼンをしました。みんな作りこんできていて面白いプレゼンが多かった

です。カフェテリアで昼食をとったのちカンプ・ノウに移動し、スタジアム見学を行いました。

かなり期待してたコンテンツだったのですが、オーガナイザーが事前にいろいろ手配してく

れてたらしく、通常の見学ではできないこともやらせてくれて VIP 待遇でした。 

パエリアパーティーはオーガナイザーの家のテラスで行いました。結構広くてパエリア美味

しかった！みんな立食みたいな感じでいろんな人と話せて満足でした。そのままバーに行

って飲んでクラブに入りました。Nasty Monday というイベントがあり、クラブないは大盛況で

した。かなり広いクラブだったのでみんなばらばらになってしまいぼっちだったのと疲れて

たのと音楽があまり好きじゃなかったので端っこでぼーっとしてたら、他の参加者もあまり好

みじゃなかったみたいで帰ろうって流れになりました。オーガナイザーの運転する車で家

に帰宅。途中で飲酒運転の取り締まりから逃げたり、車のバッテリーが上がったり、バルセ

ロナ警察に絡みに行ったりで波乱万丈でしたが明け方には生きて帰宅、、。もっともクレイ

ジーな夜でした。 

 

○ プログラム内容以外 （Host Family/ Student との生活や集合・進行など） 

 ESADE までの移動など移動の多い一日だったが、僕は全部ルカの車で移動したのでと

ても楽だった。他の参加者はバスや電車で来てたのでたいへんそうでした。この日もクラブ

で楽しんでるルカに帰りたいって言ったら付いてきてくれて、申し訳なかった。 

 

○ その他・感想 

 比較的コンテンツが詰まっていて充実した一日だった。 

 

● 9 月 8 日（火） 

 

プログラムの内容 （この日のスケジュールと詳細を記入） 

11:45~14:30 Company Visiting でヨーグルトの Danone へ。 

16:00~18:00 自由時間だったので、参加者とお買い物と市場。 

19:00~21:30 ホストの家で夕食。 

22:30~03:00 パブクロール 

 

○ プログラム内容についての感想 

 前日のクラブで疲れた人もいて、この日は 3 人の参加者が終日プログラムスキップ。

Danone は電車で 30 分くらい離れたところにあり、工場のような感じ。最初に工場の方から

説明を受け、ヨーグルトについて学び、その後製品を試食。衛生上の問題で工場内には

入れなかったことと、説明がスペイン語で通訳も微妙だったのでよく理解できなかった。つ

まりあまり良いコンテンツではなかった。夕方一度解散したので、仲良し 5 人くらいでお買

い物や買い食いをしわいわい楽しんだ。なんだかんだこの時間が楽しかった。ホストマザ



ーにお土産を買い帰宅。夕食はホストマザーが手料理を振舞ってくれた。とてもとても美

味しく豪華だった。夜遅くに集合しパブクロール開始。まずはバーでガンガン飲み、その

後チームごとにミッションをする感じだった。チームメンバーが仲良しだったこともあり、最

高に楽しいパブクロールだった。間違えなくケルンは超えていた。終了後、ルカとタクシー

で帰宅。 

 

○ プログラム内容以外 （Host Family/ Student との生活や集合・進行など） 

 スキップした参加者もおり、全体的にゆるい雰囲気な一日だった。相変わらずホストマザ

ーは僕のことを気遣ってくれ、ほんとに感謝しかなかった。 

 

○ その他・感想 

 Company Visiting はそんなに良くはなく、みんなもだるそうにしていた。夜のパブクロー

ルはこの IW 一番の思い出になった。なかなか激しいこともしたので、今後の参加者には

注意をして臨んでほしい。たくさんお酒は飲んでも自己管理はしっかりしないといけないと

感じた。 

 

● 9 月 9 日（水） 

 

プログラムの内容 （この日のスケジュールと詳細を記入） 

11:00~14:30 バイクツアー。 

14:30~15:30 昼食。 

16:00~17:30 小旅行先のコテージへ移動。 
18:00~22:00 International dinner の準備。 
22:00~04:00 パーティー。 

 

 

○ プログラム内容についての感想 

前日のパブクロールの影響で、安定の 1 時間遅れでスタート。レンタサイクル屋さんで自

転車を借りて市内観光をした。きれいな海沿いを走ったり、サクラダ・ファミリアにいったりと

楽しかった。オーガナイザーと離れ離れになってしまうこともあったが、なんとかみんなに合

流することができた。いつもの契約しているレストランで昼食をとったあと、1 時間くらいの

自由時間だった。ホストの家に帰る時間はなかったので、お土産探しなどをした。 

みんなでバスに乗って小旅行の宿泊先に移動し、途中で食材を買った。2 時間くらいかか

ったが、バスのみなどをしたのであっという間だった。かなり豪華なコテージで、キッチンも

たくさんあり、快適に調理できた。お好み焼きを作ったのだがかなり好評ですぐになくなっ

てしまった。他の参加者も凝った料理を作っているところが多く、レベルの高い

International dinner だった。その後、各国のお酒を紹介し飲み会に突入。みんな思い思

いの時間を過ごしていたが、眠くなったので寝ました。 

○ プログラム内容以外 （Host Family/ Student との生活や集合・進行など） 

 実は小旅行のバスとコテージを予約していなかったらしく、急きょ準備したらしいです。そ

の割にはバスも大きくて快適で、プール付きのコテージもいくらするんだよって言いたくな



るくらい立派でした。小旅行に出発するのが夕方になるなど、全体的にゆっくりとした進行

でした。 

○ その他・感想 

 夜の Drinking Party はかなり盛り上がりました。屋外でみんなでわいわいしながら飲むっ

てあまり日本ではやらないので気持ちよかったです。 

 

● 9 月 10 日（木） 

 

プログラムの内容 （この日のスケジュールと詳細を記入） 

12:00~13:00 後片付け。 

13:00~15:00 バルセロナに移動。 

15:00~16:00 ビール工場見学。 

16:00~18:00 いつもの場所で夕食。 

21:00~06:00 オーガナイザーの家で飲んだ後、クラブへ。 

 

○ プログラム内容についての感想 

 この日もゆっくりなスタート。本来ならばビーチに行くはずが、雨が降っていたので取りや

めに。雨が降ったら何もしないのがスペイン流らしく、午前中はコテージでゴロゴロしていま

した。昼過ぎにバルセロナに帰り、みんなかなり疲れている中 Moritz というビール工場に

行きました。工場見学や試飲などお決まりのコースで、夕食はいつものレストランで。オー

ガナイザーの家で飲んだ後クラブへ。個人的にはこの夜のクラブが一番好きだった。

Japanese King の称号をゲット。 

○ プログラム内容以外 （Host Family/ Student との生活や集合・進行など） 

 ビーチに行けなかったのはとても残念だった。雨でも雨の日プランを用意するわけでもな

く、ただ時間をつぶしていたような感じだった。 

 

○ その他・感想 

 かなり多くの人がつかれていて、ビール工場の工場見学はかなりぐだぐだだった。オー

ガナイザーもどこのクラブに行くかなど全く計画しておらず、その場で決めたような雰囲気

だった。 

 

● 9 月 11 日（金） 

 

プログラムの内容 （この日のスケジュールと詳細を記入） 

12:00~16:00 カタルーニャの日ということで独立運動のデモを見学。  

18：00~21:00 フェアウェルディナー。 

23:00~ 05:00 クラブ。 

 

○ プログラム内容についての感想 

 昨晩が遅かったこともあり、この日は夜までプログラムは無かった。自分はホストのルカの

運転で市内観光をし、カタルーニャの日のデモを見に行った。140 万人が参加したらしい



このデモは熱気に溢れていて、現場を見れて本当に良かったと感じました。フェアウェル

ディナーはいい感じのレストランで豪華な夕食でした。プログラムを通して食事にはお金を

かけているなという印象でした。ビーチの上にあるクラブに行き、いとしきり踊ってみんなを

見送った後帰宅。最後までクラブにいたのでみんなにさよならがちゃんと言えてよかったで

す。 

 

○ プログラム内容以外 （Host Family/ Student との生活や集合・進行など） 

 日中はずっとルカが付きっきりで案内してくれました！  

 

○ その他・感想 

 相変わらず自由だなと感じた。 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 


