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   4 月  10 日  日曜日   天気（ 晴れ ） 

＊タイムテーブル 

12:30 コペンハーゲン空港に到着 

→電車でルンド駅へ。駅でホストスチューデンに 

ピックアップしてもらう 

17:00 Welcome BBQ 

20:00 Pub  

22:30 帰宅  

 

＊感想 

 ホストスチューデントのアリスと会うまではほんとドキドキ。しかし嬉しいこ

とにアリスは日本が大好きで、日本からのお土産を渡したり彼女が日本に来た

時の話をしているうちにだんだん打ち解けることができました。BBQ ではほと

んどの学生同士が初めまして。それにも関わらずみんなすぐ打ち解けていて、

外国人のフレンドリーさを初日から実感しました。 

 

 

 

 

   4 月  11 日  月曜日   天気（ 晴れ ） 

＊タイムテーブル 

9:30~ Introductory Breakfast  

→ルンド大学大学院の話などを聞きながら 

朝食ビュフェ。 

12:30 Skanörsgården（学生用コテージ）へ 

→グループに分かれて midsummer party の 

準備 

16:00 海辺へ散歩 

16:30 庭でゲーム 

17:30 dinner 

21:00 お酒飲みながらみんなでダンス 

 

＊感想 

インターナショナルスチューデントだけで Lund 大学から少し離れた
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Skanörsgården という学生用コテージにお泊まりに行きました。Midsummer 

party というテーマで、私のグループはそのモチーフとなるオブジェ（写真）を

作り、その周りでゲームをしました。すごく単純なゲームなのにみんな本気で

面白かったです笑 そのあとはディナー（スウェーデン料理）。スウェーデン

ではお酒を飲む時に歌を歌います。歌詞カードが配られてみんな歌って、最後

にみんなでスコール！（乾杯！）で一気にお酒を飲みます。スウェーデンを感

じた 1 日でした☺ 

 

 

 

   4 月  12 日  火曜日   天気（ 晴れ ） 

 

＊タイムテーブル 

9:00 起床 

11:30 ルンドへ出発 

14:00 Pot-luck diner の買い出し 

   → 準備 

17:00 Pot-luck diner  

   & Country presentation 

21:30 スウェーデン映画の鑑賞会 

 

 

＊感想 

 Pot luck dinner（international dinner）ではちらし寿司を作りました。人数

分以上に作ったのに足りなくなるぐらいみんな好んで食べてくれました！

country presentation ではそれぞれの国の fact(日本でいうと、侍はもういない

よ！みたいな)を、みんなユーモアいっぱいに紹介していて面白かったです。私

は浴衣を着てプレゼンをしたのですが、浴衣、超人気です！笑 ヨーロッパ人が

多いなか日本は特にユニークな国なのでプレゼンも興味を持って聞いてくれて、

最後に「Do you feel visiting Japan?」と聞くとみんな Sure! Of course!と言っ

て盛り上がってくれました☺ 

 

 

 

   4 月  1３日  水曜日   天気（ くもり ） 
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＊タイムテーブル 

7:30 集合。企業訪問へ 

9:00 Invest In Skåne 訪問 

12:00 Thule 訪問 

14:30 The House Of Challenges 

19:00 :ids party 

→その格好のままダンスクラブへ 

 

 

＊感想 

 企業訪問では実際に働いている方と直接お話をする機会がたくさんありまし

た。将来設計があるとより深い話ができるなと感じました。今回も実際に、訪

問した企業に興味を持ち、プログラム後改めて話を聞くために名刺を交換して

いる人がいました。このように真面目なコンテンツをした日も夜はクラブで

す！ 本当に毎日行きます笑 私は Avicii を含め洋楽もダンスも好きなので毎

晩楽しかったです！ ただ洋楽をふだん聴かなかったりダンスがにがてだと毎

晩その空間にいるのはちょっときついかもしれないので、渡航前にクラブソン

グを聞いたりするのをオススメします☺ 

 

 

 

   4 月  14 日  木曜日   天気（ 晴れ ） 

＊タイムテーブル 

8:30 集合 

9:00 Alfa Laval 訪問 

12:00 サウナ近くの公園で遊ぶ 

13:00 スウェーデン式サウナ 

16:30 Ugly sitting & International Drinking Party 

 

 

＊感想 

 サウナを出たらそのまま海にダイブ！これが 

スウェーデン式サウナです笑 気温が一桁の中、私は足までで限界でしたが気 

持ちよさそうに泳いでる子もいました。 

 international drinking party では日本酒と梅酒を持って行きました。まず日
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本酒の知名度にびっくり。みんな sake！といって引っ張りだこになっていまし

た。梅酒は私のホストが大好きなお酒だったみたいですごく喜んでくれました。

みんなも他にはない味だといって言って気に入ってくれました。 

 

 

 

 

    4 月  15 日  金曜日   天気（ 曇りのち雨 ） 

＊タイムテーブル 

10:00 ルンド駅集合 

→コペンハーゲン中央駅へ 

12:00 Carlsberg brewery 見学 

15:30 自由に観光、各自で夕食 

18:30 Pub crawl(パブをはしご) 

26:00 帰宅 

 

＊感想 

 コペンハーゲンといえばニューハウン。写真の通りカラフルな建物が並んで

いてまるで絵本の中に入ったみたいでした☺ Carlsberg brewery 見学では世界

各国の歴代のビールが棚にズラーっと並んでいて迫力がすごかったです。その

あとの pub crawl で、至る所に Carlsberg の看板やビールがあることに気づき

ました。 

 

 

 

     4 月 16 日  土曜日   天気（ 晴れ ） 

＊タイムテーブル 

11:00 起床 

12:00 ピクニック 

14:00 ホストとお土産買い 

17:30 pre party 

18:00 fancy dinner 
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＊感想 

 なんといっても fancy dinner！タイトなロングドレスや真っ赤なドレスを着

ている子もいてみんな素敵でした。ディナーの最後には committee がいくつか

の項目で MVP を発表。なんと今回、日本のプレゼンや浴衣が気に入ってもら

えたみたいで、自国の文化をみんな伝えたで賞のメダルをいただきました。ほ

んとうに心から嬉しかったです☺ 写真は１番スェーデン文化を取り入れたで

賞 Ezenia との２ショット♡ 

 

 

 

 

     4 月  17 日  日曜日   天気（ 晴れ ） 

＊ タイムテーブル 

9:30 起床 

11:00~ ブランチ 

12:30 バスでルンド駅へ 

13:20 ルンド駅出発 

 

 

＊感想 

11 時集合 5 分前に到着した私たちは committee よりも早く一番乗り笑 みん

なが揃ったのは集合 20 分後でした笑 12 時にお店を出ないといけない私たち

は 1 人 1 人とハグをしてみんなよりも先にお別れ。そのあとホストと駅へ向か

い、電車が発車する 20 分前に到着。ホストに 10 分後に私は帰るねと言わまし

た笑 日本人だったらないなと思ってなんか面白かったです笑 最後に彼女とも

ハグをして、いつかまた絶対に会おうと約束し、お別れをしました。 


