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「今までの 50 年より明るいこれからの 50 年」

柳 宜秀(ユ・ウィス)

禮一女子高等学校 1 年

キャンプ期間の 5 日間は、私にとってと

ても有意義なものとなった。期待していな

かったキャンプ合格のお知らせをうけ、本

当にびっくりしながらも、期待半分心配半

分でキャンプの日を待ち望んでいた。

事前説明会では、気まずい雰囲気の中、

特にうちのチームメイトの出席率が低くて

不安になったりもしたけれど、メンターが

リーダーシップのある人で、今回のキャン

プは楽しいものになりそうな気がした。

いよいよキャンプ初日を迎えた。私は日

本語が喋れないので、日本の参加者と仲良

くなれるか心配していた。しかも、私は日

本の参加者二人と同じ部屋を使うことにな

ったので、不安は増すばかりだった。

歓声と共に会場に入ってきたチームメイ

トたちと会釈を交わした。みんな優しくて

明るい学生のようだった。お互いに簡単な

挨拶を交わしてから、初めてのチーム活動

である JK Magazine の作成に取り組んだ。

各自持ってきた写真を見せ合いながら自己

紹介をするという活動内容だったが、チー

ムメイトたちの素晴らしい絵心にびっくり

したりもした。

うちのチーム 8 は蜂蜜という意味の

「Hachimitsu」とチーム名を決めた。蜂蜜

から連想されるくまのプーさんと蜜蜂の小

さな折り紙などで飾り付けたうちのチーム

の JK Magazine はとても満足のいく出来上

がりだった。

こういうふうに、チームメイトたちと自

己紹介をし合ったり、チームで作っていく

事業ブースについて少し話し合ったりして

キャンプの初日が終わった。

二日目がやってきた。うちのチームは、

韓国経済現場体験と市場調査のために、上

岩(サンアム)デジタル・パビリオンとサム

スン・イノベーション・ミュージアムを訪

れた。韓国の IT 技術の進歩に改めて驚かさ

れる一日だった。デジタル・パビリオンは

うちから近いため、何度か行ったことがあ

ったけれど、キャンプを通して再び行って

みると、新鮮な感じがしたし、自分たちで

直接体験ができるというところがとても良
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いと思った。サムスン・イノベーション・

ミュージアムでは、様々な家電や半導体の

発展過程の全てを見ることができたし、サ

ムスンの優れた映像美を体感することがで

きた。その後、市場調査を通して、私たち

は事業ブースを作るためのチーム事業テー

マをしっかりと固めていった。

三日目は、目が回るほど忙しかった。私

たちは事業ブースを仕上げるために、一生

懸命作業に取り組んだ。うちのチームの事

業ブースは、お洋服という素材を中心に、

アプリケーション開発に関する様々なアイ

ディアで埋められていった。うちのチーム

は、作業のスタートは他のチームより早か

ったけれど、途中何度かピンチに直面し、

それを乗り越えながら事業ブースの構成を

変えていくのに時間がかかってしまった。

チームメイトたちがそれぞれ自分の役割を

果たそうと作業に熱心に取り組むことで、

チーム全体のために努力している姿がとて

もかっこよく見えた。こういうふうに三日

目が終わり、待望の四日目の朝がやってき

た。

四日目の朝は目まぐるしく過ぎていった。

色んなところを点検したり、お互いに質疑

応答の練習をしたりしながら本番に向けて

最終準備を整えた。

たくさんの審査員の方々がうちのチーム

の事業ブースを訪れ、事業に興味を示して

くれた。その度に私たちは精一杯頑張って

事業について説明を行った。かなり多額の

(模擬)投資金額が集まり、私たちの今まで

の努力が報われたような気がした。審査員

の方々は私たちのアイディアだけではなく、

私たちの情熱に対しても評価し、投資を決

めてくれたのだと思った。

こういうふうにキャンプの一番大きなイ

ベントが終わり、ビュッフェ形式の夕食を

食べながら参加者たちの特技披露を楽しむ

時間になった。日韓の学生がそれぞれ相手

国の伝統衣装を着てファッションショーを

したり、準備してきた特技を舞台の上で披

露したりしてとても楽しかった。時間が経

つのがやたら早いように思えてならなかっ

た。

最後の朝を迎えた。私たちは、仁寺洞に

行き、韓国文化体験を行った。チームメイ

トたちとお揃いのブレスレットを買い、そ

れに私たちの思い出をたっぷりと詰め込ん

だ。こういうふうに私たちの 5 日間のキャ

ンプが幕を下ろした。メンターの泣いてい

る姿が目に入ると改めてこのキャンプが終

わったことに気付かされた。

心残りもたくさんあったが、本当に楽し

い 5 日間を過ごせたようでとても嬉しかっ

た。キャンプのおかげで IT にも興味を持て

るようになったし、情熱や協調性を学べる

良い機会になった。

今度、時間を合わせて、うちのチーム 8

のメンバー全員で再会できればいいなと思

った。ルームメイトのユウナちゃんとアヤ

カちゃんをはじめ、ホノちゃん、ユウキ君、

タイガ君の 5 名の日本のメンバーと、アヨ

ン姉ちゃん、チヒョン姉ちゃん、ヨンジン

君、スンフン兄ちゃん、それから最後に私
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たちのために常に頑張ってくれたかわいい

ヒジン・メンターさんに心から感謝の言葉

を伝えたい。

「キムチ日記」

                   

丸山 峻輝

立教池袋高等学校 2年

モノレールに乗り羽田空港に向かいなが

ら私はしおりを眺めていた。事業アイテ

ム？

私は、IT 企業のチームだったが IT 企業

の知識はほとんど無く、韓国出発の朝にな

りもっと勉強しておくべきだったと後悔し

た。

空港に着くと事前説明会で少し仲良くな

った日本人の友達が先に着いていた。荷物

検査などを終え搭乗口の集合時間まで空港

を散策し、日本人の友達とはかなり仲良く

なることができた。真面目だった僕らは、

韓国語の勉強もした(結局一単語ぐらいし

か覚えられなかったが……)。下手くそな韓

国語を何回も連呼する私達を韓国人の男性

はほっこりした顔で見守ってくれていた。

韓国に到着し、僕らはバスで韓国人の参

加者が待つホテルへと向かった。韓国人の

参加者は私達を大歓迎してくれた。４チー

ムの韓国人とは自己紹介、チームのポスタ

ー作り、用意しておいた一発ギャグ、メン

ターさん(通訳さん)のおかげですぐに仲良

くなることが出きた。その後、私は韓国の

キムチがめっちゃ辛いこと、事業アイテム

は難しいものではないことを理解し床に就

いた。

二日目は、ほぼ丸一日を使い、「デジタ

ル・パビリオン」「サムスン・イノベーショ

ン・ミュージアム」を体験、見学し、ITの

おもしろさ、魅力などを知ることが出来た。

中でも、映像と音が流れるゴーグルをつけ、

実際に自分がそこにいるような感覚になる

技術には興奮した。

現場体験から帰り、キムチを避け夕食を

とったあと、事業アイテムを本格的に考え

始めた。たくさんアイディアが出たが、こ

れといったアイテムは出ず、明確なアイテ

ムは決まらずこの日は終わった。
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三日目、明確にアイテムが決まらなかっ

た私達は、アイテムをひとつに絞ることか

らはじめた。皆それぞれの意見をもち、軽

く日本人と韓国人で討論にもなった。それ

でもなんとか僕らは「高齢者、障害者のた

めの４D 旅行体験」というひとつの方向性

に絞ることが出来た。

作業は、順調に進み意外と早く寝ること

ができるかも知れないと思った。また、チ

ーム内にこの日が誕生日の日本人がいた。

そこで私達は、彼にサプライズを仕掛け、

チームの団結力がさらに高まった。

しかし、午後十一時、一日中作業をして

いた私にいきなり睡魔が襲ってきた。大切

な利益の話をしているのに僕はなかなか話

に集中することができなかった。チームメ

イトが必死に討論し、その討論を必死に通

訳してくれているメンターさんの姿を見て、

集中できていない自分に腹が立った。その

苛立ちが睡魔を追い払った、皆のがんばり

に救われたのだ。私は、明日の模擬投資に

向けて朝の４時半まで準備することができ

た。いや、知らない間に寝てしまい、起き

た時にはソファーにいたため寝た時間を正

確には覚えてはいない……。

四日目、いよいよ模擬投資が始まった。

寝不足と緊張のせいでなかなか聞き手を獲

得することができなかったが、一人に投資

してもらうと私は波に乗ることができ、あ

っという間に模擬投資の時間は終わってし

まったように思えた。模擬投資が終わると

皆で肩を組み頑張りをたたえ合った。おと

とい、昨日の討論があったからこそ私達は、

お互いをたたえ合うことができたのだと思

う。

夕食後、フィナーレフェスティバル、両

国伝統遊びが開催された。フィナーレフェ

スティバルでは、ファッションショーに参

加し、チマチョゴリを着てとても恥ずかし

かったが、自分なりに精一杯のポーズ、韓

国の方々に教わった昔の韓国の挨拶をした。

両国伝統遊びでは、私の数少ない特技の中

のひとつの剣玉を披露し少し注目を浴びる

ことができた。

そして、最後の夜は、チーム全員で集ま

り真相ゲームなどをして盛り上がった。こ

の夜が今回のキャンプで一番楽しかった思

い出だ。韓国人のメンバーが夜食として作

ったラーメンの辛さには殺されると思った

が……。

メンターさん、女子メンバーが部屋に帰

り、男子メンバーも私以外眠りにつき私は、

一人荷物の整理をしていた。すると、自然

と涙が出てきた。チームの皆には黙ってい

たが私がチームの中で最初に泣いてしまっ

た人物かもしれない、高校に入学して初め

ての涙だった……。

最終日、ホテルをチェックアウトし仁寺

洞に向かった。しかし、もうすぐお別れに

なってしまうという気持ちが歩くたびに高

まっていき、とてもショッピングを楽しむ

気持にはなれなかった。

最後の昼食、たくさんしゃべった、悔い

が無いようにたくさん笑った。

そして別れの時……言葉にできるような

感情ではなかった。
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この、キャンプには事業アイテムを考え

るという大きな課題がある。しかし私はも

っと大切なことがこのキャンプにはあると

思う。それは、繋がりを築くということだ。

事業アイテムはその過程の一つだと思う、

色々な討論、協力をして繋がりを築くこと

がこのキャンプの一番大切なことだと感じ

た。私は、このキャンプで築くことができ

た繋がりをなくしたくないと思っている。

最後に、イェジ先生、マタ、ボム、ユリ、

イジ、イェソ、木田ちゃん、貴之、もも、

ちひろ、皆がいる４チームのメンバーにな

れてとても楽しかったです。皆でまた再会

できることを祈ります。

皆の名前を打っているだけで涙が出そう

だ……。

そろそろ夕飯の時間なので感想文はここ

で終わりにしようと思う。どうやら今日も

私がお土産で買ってきた韓国のキムチがお

かずらしい……。

「５日間のプレゼント」

        

林 採苑(イム・チェウォン)

中興高等学校 2 年                  

偶然インターネットで日韓高校生交流キ

ャンプを紹介する文章を目にしてから、漠

然と参加したいと思っていた。夜遅くまで

エッセイと自己紹介文を書いて、学校の先

生にも助けてもらい参加申込書を提出した。

結果、運よくキャンプに参加する機会を手

に入れた。

私にとって日本という国は、近くて遠い

国だった。今回のキャンプに参加すること

で、日本に対する偏見をなくしたいという

気持ちがあったのと、大学では経営を勉強

したいと思っている私に、このキャンプの

プログラムは大いに役に立つと思えたのが、

申込書提出の一番のきっかけだった。

気が付けば夏休みが始まっていて、何日

かが過ぎて待ちに待ったキャンプの日がや

ってきた。

初日、まず韓国の参加者たちと顔を合わ

せてから、一緒に日本の参加者たちを待っ
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た。拍手の中、会場に入ってきた日本の参

加者たちはとてもうきうきしていて、韓国

の参加者たちを温かく受け入れてくれた。

私はチームメイト同士でコミュニケーショ

ンがうまくとれるかどうか心配していたが、

幸いなことに両国の言葉が話せるメンター

さんと韓国語が上手な日本のメンバーがい

たので、安心した。一方、日本語をもっと

勉強していたら、日本のメンバーたちとも

っとたくさんのことについて話ができただ

ろうに、とも思った。それでも、両国の参

加者たちがたどたどしい相手国の言葉を使

いながらコミュニケーションをとろうと頑

張っている姿を見ていると心が温かくなっ

てきた。こんなふうに、初対面の気まずさ

とトキメキを胸にキャンプ初日を過ごした。

二日目、私たちはロッテホテルを訪問し、

実際にホテルにお勤めの方々から簡単な説

明をうけたり、ホテル全体を見せてもらっ

たりした。正直、ホテルの場合、どういう

マーケティング戦略を立ててお客さんを呼

び寄せているのかとても気になっていた。

その疑問は、ホテルの職員の方々にインタ

ビューをすることで、解消できた。ホテル

経営については、以前から興味があったけ

れど、直接体験してみたり、説明をきいて

みたりすることで興味がより一層増してき

た。

ホテルでの体験を終えて、私たちはチー

ムの事業アイテムを決めるために一カ所に

集まった。最初、私たちはホテル・観光事

業というカテゴリーについて、「ホテルを

建てる」という限られたアイディアしか出

し合っていなかったため、新鮮な事業アイ

テムが見付からず、チームの事業カテゴリ

ーからかけ離れたアイテムばかり出てきた。

結局、事業アイテムを決められず、各自部

屋に戻ってもっと考えてみることにして解

散した。

キャンプ会場に戻ってきてからは、一段

と仲良くなったチームメイトたちと会話が

弾み、お互いに対する理解がより深まって

いった。

三日目、私たちは前日までに決められな

かった事業アイテムについて再び話し合い

を始めた。どうしても日本のメンバーは日

本のメンバー同士で、韓国のメンバーは韓

国のメンバー同士でよりたくさんの話がで

きてしまうから、意見を一つにまとめるの

がなかなか難しかった。また、みんなが積

極的に自分の意見を出していたら、もっと

短い時間に話し合いは終わったかもしれな

いけれど、私たちはみんなの発言について

お互いにアドバイスをし合ったり、直すと

ころや足りないところなどについて遠慮な

く話し合ったりしながら話し合いをすすめ

ていった。かなり時間はかかってしまった

けれど、「ホテルの宿泊客同士、ホテルと

宿泊客同士でコミュニケーションがとれる

アプリケーション」という事業アイテムを

確定することができ、私たちはすぐに事業

ブース作りに取り掛かった。

各自役割分担をして事業ブースを作って

いくことにした。私は、アプリケーション

の顔となるキャラクターを作ることになっ

た。メンバーたちから絵が上手だと褒めら
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れ、もっと気合を入れて作業に取り組んだ。

こんなふうにスタッフの方々とも会話を交

わしながら楽しい雰囲気の中、事業ブース

を仕上げていった。いつの間にか夜になっ

ていて、みんな疲れている様子だった。し

かし、足りないところを埋めていくために

は、早朝までプロモーションについて話し

合いをしなければならなかった。その後も

ルームメイトのチウォン、チェヨン、サア

ヤ、マコと一緒に発表会のための練習をし

てから眠りについた。

四日目、いよいよ私たちの事業ブースを

みんなに披露する日がやってきた。急いで

朝食を食べて、朝方まで話し合った内容を

最終的にまとめた。(模擬)投資家の方々か

ら私たちのチームの事業に(模擬)投資して

もらわなければならないというプレッシャ

ーでみんな緊張していた。日韓両国の投資

家の方々が会場に入り、私たちは自分たち

の事業について熱心に宣伝し始めた。

私は今まで事業について説明をしたり、

宣伝をしたりする機会がなかったので、こ

のキャンプに参加して本当に良かったと思

った。キャンプ日程をこなしながら論理的

で確かな事実を基に相手を説得しなければ

ならないということと、なによりも自分の

事業に愛着を持っていないと相手を説得す

ることなどできないということを学んだ。

投資会の結果、賞はもらえなかったけれ

ど、チームメンバーたちとメンターさんと

一緒にどのチームよりも頑張ってきたと自

負しているから心残りは一切なかった。み

んな疲れているはずなのに、フィナーレフ

ェスティバルを楽しみながら、いつも以上

に楽しい夜を過ごした。

最終日、いつの間にかみんなと別れる日

がきてしまったという寂しい気持ちで朝を

迎えた。仁寺洞に向かうバスの中で日韓の

メンバーたちと両国のことについて真面目

に話し合いながら時間を過ごした。仁寺洞

では、伝統工芸品を作る体験をしてから、

昼食を美味しく平らげた。その後、日本の

参加者たちは空港行きのバスに乗り込んだ。

日本の友達と最後の挨拶を交わす時には思

わず涙を流してしまった。二度と会えない

かもしれないと思ったから、涙が出てしま

ったのだと思う。

トモキ、ジュンペイ、ケンタ、サアヤ、

マコ、みんな忘れることなどできないと思

う。4 泊 5 日間を日本のみんなと一緒に過

ごしながら、日本に対する偏見などとっく

に消えていて、親切で優しかった日本の友

達に感謝の気持ちでいっぱいになっていた。

日本の友達を見送ってから、4 泊 5 日間

寝食を共にしたチウォン、チェヨン、そし

てスフン、ユテックにも感謝の言葉を伝え

た。

メンターさん、スタッフの皆さんにも感

謝している。こんなに素敵で大事な絆と充

実した日々を過ごせるようにサポートして

くださったキャンプの関係者の皆様に心か

ら感謝申し上げます。
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