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ホテルの地下一階、会議室の扉が開いた

瞬間、韓国の学生たちの弾けるような笑顔

に迎えられ、私たちのキャンプは幕を開け

ました。この夏韓国で過ごした 4泊 5日は、

本当に貴重な経験となりました。 

 

出発前、テレビのニュースでは毎日のよ

うに日韓関係に関する悪いニュースが流れ

ていました。そんな中で韓国を訪れるのは、

正直不安でした。実際、友人や両親から「本

当に行って大丈夫なのか」と心配の言葉を

もらったことも少なくありません。 

そんな不安と裏腹に、韓国の学生たちは

温かく歓迎してくれました。私がまず驚い

たのは、日本語が話せる韓国の学生の多さ

です。韓国の友達の中には、アニメや漫画を

通して日本語を独学している人もいました。

日本文化に興味を持って、自分から日本語

を学んでくれているという事実を、私はと

ても嬉しく思いました。 

 

とはいえ、言葉の壁は確かに存在しまし

た。私の泊まった部屋は 3 人部屋で、ルー

ムメイトは 2 人とも韓国の学生でした。韓

国語が分からない私は、彼らになかなか話

しかけることができませんでした。 

しかし、1日目の夜眠る前、ルームメイト

たちは私のためにテレビで日本語のニュー

スをつけてくれたのです。「君が日本語を忘

れちゃうといけないから」と、英語で冗談を

言いながら。それが、私たちの初めての会話

の始まりでした。その夜は眠気が来るまで

ずっと、私は日本のニュースについて、彼ら

に片言の英語で説明していました。暗いホ

テルの一室で灯したテレビの光と、途切れ

途切れの英語での会話が、不安だらけだっ

た私の心を明るくしてくれました。 

 

その翌日からの 4 日間は、光の速さで過

ぎていきました。チームの事業テーマは「食

品」。日韓の間でも特に文化的な違いの多い

トピックについて真剣に話し合い、意見を

共有するという体験は、高校生の私たちに

とっては新鮮で、刺激的な経験でした。時に

葛藤する時間もありましたが、そういう時

にこそ私たちは支え合うことができました。 

第２６回「日韓高校生交流キャンプ」参加生徒の感想文 ③ 



私は、優秀賞という結果以上に、その過程

で得られた仲間との絆こそが、このキャン

プの最大の成果だったと感じています。 

 

今回のキャンプで、私は二つの大きなも

のを乗り越えたと思います。一つはやはり、

韓国に関する先入観です。日本のメディア

がしきりに関係悪化を報じているのを日々

目にして、私は韓国の学生たちと本当に仲

良くなれるのかと疑問を抱いていました。

しかし、このキャンプで大切な韓国の友達

ができたことは言うまでもありません。 

二つ目は、言葉の違いです。韓国語が全く

分からない状態でキャンプに参加したこと

は私にとって大きな反省点でもありますが、

だからこそ得られた経験も多かったと思い

ます。私がとったコミュニケーションとい

えば、片言の英語やジェスチャーを使った

拙いものばかりでした。しかしそれでも、お

互いを支え合いながら、時には意見をぶつ

け合い、プレゼンテーションという形ある

ものを完成させることができました。友情

も生まれました。 

 

私がこれからすべきことは、日本にいる

たくさんの若者たちが、今回私が経験した

ものを乗り越える手助けをすることだと思

います。私たちの周りにはまだ、かつての私

のように、先入観や文化・言語の違いを乗り

越えられない人がたくさんいます。そんな

人々に、今回の経験を伝えていくことを第

一歩とし、これからの日韓関係を支えたい

と思います。 

 

 

 

「国境を超える友情、心に留まる理解」 

 

                    

 

朴 智允（パク・ジユン） 
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キャンプに参加する前、私は日本に対し

て悪い印象が強かった。安倍総理による経

済報復がその主な原因だった。何度もキャ

ンプの参加を取り消そうと考えたりもし

た。日韓関係が最悪と言われているいまの

このご時世に、私がちゃんと日本の学生た

ちと交流することができるか、心配が尽き

なかった。 

 

日本に対する反感と同じくらい、私には

「勝ちたい」という気持ちが強かった。ど

のような形であれ日本には負けない、ビビ

らない、自分の欠点を見せない。参加する



前日まで、私はそんな醜くて恥知らずの自

尊心の塊だった。正直、そんな心構え自体

がすでに負けている証しだったかもしれな

い。 

 

しかし、キャンプで過ごした４泊 5日

は、そんな私の自尊心を粉々にぶち壊して

くれた。私の偏狭な考え方を消し去ってく

れた。そもそもキャンプで出会った日本の

学生たちは、私のような恥知らずでもな

く、悔しいほど頭が良くて、礼儀正しかっ

た。彼らと話し合ったり、彼らの行動を観

察したりしながら過ごした 4泊 5日は、私

の人生で最も多くのことを学び、覚醒でき

る時間だったと断言できる。 

 

何を学んだのか、キャンプが終わってか

らかなり時間が経った今、それを完璧にま

とめて話すのは難しいが、いくつかは挙げ

られる。 

まず一つ目は、日本は強い。いくらメデ

ィアが日本の良くないことばかりを強調し

て見せても、日本の国民性や世界での競争

力は無視できるものではない。キャンプで

出会った日本の学生たちはみんな高いレベ

ルの教育を受けていたし、学校の授業以外

にもたくさんの経験を積んでいた。最も驚

いたことは、かなりタイトで大変な日程を

過ごしながらも一言も文句を言う人がいな

かったことだ。また、常に学ぼうとする姿

勢を貫いていること。他国で過ごしながら

きっと大変なことがたくさんあったろう

に、それを全く顔に出さなかった。そんな

国民性を目の当たりに、日本が健在である

ことに気付き、同時に韓国の欠点について

も気付くことができた。 

 

二つ目は、政治は「情」に勝てないとい

うことだ。キャンプに参加する前までは、

日本だけには情が移らないと思っていた私

だったのに、5日間一緒に過ごした日本の

友達は私に日本を見る新しい視線をもたら

せてくれた。彼らがありがたいことに関心

を寄せてくれた韓国の文化、私が知りたか

った日本の文化...お互いの文化を交流す

ることは途轍もなく楽しくて充実してい

た。こんなにも楽しいことが両国の政治問

題の陰に隠れてしまうなんて、あってはな

らない悔しいことだと思った。政治はもち

ろん大事だ。歴史を忘れた民族に未来はな

いという言葉があるように、歴史もまた大

事だ。しかし、これらが人間同士の交流を

妨げることはできない。キャンプを通じて

できた日本の友達は、韓国の私の友達と同

じくらい私に大切な絆を作らせてくれた。

彼らと一緒に時間を過ごしながら情が移っ

たし、別れる時は心の底から別れたくない

と思った。私はその瞬間気付いた。人間は

結局、他の何かではなく「情」で生きてい

るということに。 

 

キャンプでの時間は将来、私がどのよう

な人間になりたいかについても気付かせて

くれた。日韓関係についてキャンプの前よ

りうんと関心が深まったので、日本という

国についてもっと勉強したいと思った。今

私にできることは少ないかもしれないが、

どのように、なぜ勉強しなければならない



のかについて「日韓高校生交流キャンプ」

は私にそのわけを教えてくれた。このよう

な機会を私に与えてくださった主催者、ス

タッフの方々に感謝し、遠くから韓国を訪

れてくれた日本の友達にも改めて感謝の気

持ちを伝えたい。

            

 

 

「新しい私」 

 

         

 

樋口 朋香 

慶應義塾湘南藤沢高等部 3年                   

 

よく人生にターニングポイントが三回訪

れると言うが、もしそうであればこのキャ

ンプでの経験は、私にとって人生初のター

ニングポイントだったと思う。今までごく

平凡に生きてきたこの私が、こんなにも刺

激的かつ感動的な経験が出来るとは、キャ

ンプ前は想像もしなかった。 

 

実は、この日韓高校生交流キャンプの存

在は去年から知っていた。ただ、今までこの

ような外部のプログラムに参加したことが

なく少し抵抗感があったのと、作文などの

選考があり倍率もそれなりに高いというこ

とを聞いて、来年また行きたいと思ったら

その時応募すればいいと、消極的な自分が

勝ってしまった。 

そんな時期から早一年、やはりどうして

も韓国人の友達が欲しかった私は思い切っ

て応募した。受かったら奇跡くらいで考え

ておこうと表向きそう思っていたが、普段

から低水準で生活していた私がここまで何

か 1 つに真剣に取り掛かるのも久しぶりだ

ったのでどうしても期待していた。その分、

電話で合格の通知がきた時は本当に言葉に

できないほど嬉しく気持ちが高ぶり、久し

ぶりに自分でチャンスを掴み取った達成感

を得ることが出来た。 

それからはいつも以上に、日頃のニュー

スに耳を傾けたり、韓国人と韓国語で会話

ができるように一生懸命韓国語の勉強をし

た。そんな中で日に日に増していく日韓関

係悪化のニュース。様々な日韓交流事業が

中止しているというニュースも聞いて、こ

のキャンプももしかしたら中止になってし

まうのではないかととても心配した。ただ

私は、過去最悪の日韓関係と言われている

中で、このようなキャンプが開催されるこ

とにとても意味があると思った。メディア

の報道だけを鵜呑みにするのではなく、実

際に現地を訪れて自分で直接確認すること



が大事だと思ったからだ。このキャンプが

中止されずに本当に良かったと思う。 

 

そうしてキャンプ初日はあっという間に

訪れた。私は、韓国人の友達を作る以前に、

日本の友達が出来るか不安だった。そんな

思いも束の間、心配は無用だった。フレンド

リーな仲間ばかりですぐに友達ができ、久

しぶりの新しい友達にとてもテンションが

上がっていた。 

韓国人との顔合わせの時は、始めはもち

ろんぎこちなかったものの、様々な方法で

コミュニケーションを取りながらすぐに打

ち解けることができた。私自身も、今まで勉

強してきた韓国語が果たして通じるのか試

すのがとても怖くて、最初は会話をためら

っていたが、徐々に片言の韓国語でも意思

疎通が出来るようになりとても嬉しかった。 

 

二日目は、午前中に経済現場体験として、

私達のチームは「ツアー2000」というツアー

会社を訪問した。日本の会社を訪問するこ

とさえ滅多にないというのに、韓国の会社

を訪問するというのはとても新鮮だった。

会社の経営体制や、新入社員のためのプロ

グラム、新しいツアー企画を練り出すため

のブレインストーミング法など様々なお話

をしてくださった。 

その中でも特に印象に残った話は、韓国

人の訪日事情についての話だ。日本を訪れ

た事がある韓国人は国民の約 6 人に 1 人い

るという事、ただここ最近の日韓関係悪化

によって、予定されていた日本旅行が約 50%

キャンセルされたという事。両国の政治情

勢が悪いが為に、日本を訪れる予定だった

韓国人の多くがその機会を失ってしまった

ということを知って、酷く悲しい気持ちに

なった。「ツアー2000」では、日韓関係が良

くない今現在でも、いつか良くなる時に備

えて頑張っているそうだ。 

ホテルに戻った後は経済現場体験で学ん

だことを参考にしながら、事業をどの様な

案にするのかについて話し合った。ここで

私達の題材が決まるので、みんな時間に追

われつつ慎重になっていた。 

夕食後にはゴールデンベルが開催された。

日韓 2 人 1 組でチームだったので言語の壁

を感じつつもお互いに助け合いながら取り

組む必要があったわけだが、簡単な韓国語

を使って、コミュニケーションできる様に

なった達成感を感じながら、楽しい時間を

過ごすことができた。 

 

三日目は、永登浦にあるショッピングモ

ールにいく機会があった。このキャンプで

唯一外で自由に過ごせる時間だったので、

とてもワクワクしていた。ただ正直、今の情

勢もあって、嫌な思いをするかもしれない

という不安も確かにあった。しかしそんな

思いとは裏腹に、お会計の時は私が日本人

とわかると日本語で対応してくれたり、親

切にしてくれたりしてとても驚いた。日本

の日々の報道ではあたかも韓国人みんなが

反日であるように感じられるニュースがた

くさんあったが、そんなことは全然ないと

いうことを実感して、安心した。 

ホテルに戻った後は次の日の事業発表会

に向けてひたすら事業の話し合いをした。



私のチームの韓国人はみんな日本語がある

程度理解出来ていて、特に去年もこの日韓

キャンプに参加したジュンヒョンはとても

日本語が上手で、韓国人同士でしていた会

話をすぐに日本語で説明してくれたり、メ

ンターのヒアさんもかわいい大阪弁で沢山

通訳してくださったので、日本人と韓国人

がすれ違うことなく一体感を持って話し合

いをすることができたと思う。ただ皆、お互

いの国の文化や言葉に興味津々で、話し合

いの中で気づく文化の違いや、言葉の直訳

と意訳での違い、地理の話など、ついには日

本語と韓国語を交えた絵しりとりまで始ま

って、ついつい話し合いが脱線してしまい

がちだった。本来なら、けじめをつけて事業

の話し合いを積極的に進めるべきなのかも

しれないが、このキャンプは事業企画だけ

が目的じゃなくて、むしろこのようなお互

いの国について興味を持って積極的に深く

理解する方が大事だと思った。そんなこん

なで、結局話し合いは次の日の四時くらい

まで長引いた。 

 

四日目、いよいよ事業発表会がやってき

た。二時間ほどしか寝れなかったおかげで、

コンディションは最悪で正直今にも倒れそ

うだった。それでも、ここまでの努力を水に

流すわけにもいかないし、やるからには最

優秀賞をとポジティブな目標設定をしてい

たが、他のチームの発表を見てクオリティ

の高さや、プレゼン力に圧倒されてしまい、

せっかくここまで頑張ってきたのにもしか

したら賞がもらえないかもしれないと、途

端に不安な気持ちになった。 

が、結果は優秀賞をいただくことができ

た。最優秀賞まであと一歩だったが、どんな

賞を取ったかが全てではない。むしろこの「

ちょ나비」チームの一員として、チームメイ

トと共に真剣に悩みながら事業企画に全力

を尽くし、時にはふざけ合ったりして濃密

な交流ができた私は一番の幸せ者だと思っ

た。 

最後の夜、もちろん「寝る」という選択肢

はなかった。その日も朝四時まで起きてい

て疲れ果てているはずなのに、もはや疲れ

る暇もないといったところだった。1つの部

屋に集まって、日本のお土産を渡したり、ジ

ェンガをしたり、ショッピングセンターで

買った食べ物を持ち寄ってみんなで食べた

り、韓国のゲームの 369ゲーム・007ゲーム

・パニパニゲーム、日本のトランプ遊びの

七五三を教えあって遊んだり、突如聞こえ

た廊下からの音に息を呑み部屋の電気を消

しては潜伏ごっこみたいになったり・・・こ

こには書ききれないので割愛する。この時

のチームメイトはまるで遊び盛りの小学生

のようだった。夢の様な幸福感に満ち溢れ

た時間だけが流れていき、この夢から醒め

たくない、この時間が永遠に続けば良いの

にと思った・・・ 

 

結局、一睡もせずに最終日の朝を迎えた。

この時既に、チームメイトとはまるで長い

間友達だったかのような感覚で、この日が

最終日で別れの日であるという実感が全く

なかった。というよりは現実逃避していた

と思う。しかし最終行程のキムチ作り体験

の際には、もうあと数時間しか一緒にいら



れないという現実を噛み締め、下を向いて

必死にキムチ作りに取り掛かってると見せ

かけつつ何度も泣きそうになった。 

そしてとうとう訪れてしまった別れの時。

最後くらいは笑顔でまたね！と言っていつ

かまた会える事を信じながら笑顔で別れた

い、泣き顔なんて見せたくない、と思ってい

たが、そんな思いが叶うはずもなく、ルーム

メイトだったシウンと顔を見合わせた途端

に涙が溢れ出てしまった。それからはもう、

顔をぐちゃぐちゃにしながらみんなと別れ

の言葉を交わした。バスに乗り込んだ後も、

窓から必死に手を振り続けた。 

 

4 泊 5 日という短い期間ではあったが、

私にとっては人生の大きな分岐点となった。

最初はただ単純に、韓国人の友達が欲しい、

韓国の事をもっと知りたいという気持ちで

このキャンプに参加したわけだが、韓国人

の友達はもちろんのこと、様々なバックグ

ラウンドを持った日本人の友達も沢山でき

た。ここで出来た仲間は、きっと生涯の友に

なるであろう、そうであるべきだ。そして、

このキャンプは私の人生観・世界観の見方

を大きく変えてくれた。今までなんて狭い

視野で生きてきたんだろう、そう思った。 

 

変化した部分の一例の話をする。今まで

の私は、日韓関係が難しい状況であること

を知りながらも、元々韓国に対して K-POP

などを通して好意的な印象を持っていたの

で、周りが韓国のことを悪く言おうとも、私

は韓国が好きなんだから周りの意見なんて

気にしない、なんて思っていた。しかし、そ

れはとっても身勝手な立場だったと今は思

う。 

私はこのキャンプを通じて日韓関係につ

いて真剣に考える機会が増えた。そして、今

は日韓関係が良くなって欲しいと強く願っ

ている。日韓関係を良くする為にまず初め

に出来ることは、先入観の払拭だと私は考

えている。国籍で一括りにするのではなく、

皆同じ人間という認識を全ての人に持って

欲しい。ついで、最初にも述べたが、私たち

民間人がメディアの報道に惑わされず、積

極的に現地を訪れて自分の目で確認する事

が大事だと思った。聞くところでは難しそ

うではあるが、実際そうでもないと思いた

い。 

 

最後に、こんな私に最高の思い出を作っ

てくれた、キャンプで出会ったかけがえの

ない仲間達、サポートしてくださった代表

やスタッフの方々、このキャンプの参加を

後押ししてくれた両親、この日韓高校生交

流キャンプに関わってくださった全ての方

々に心から感謝する。そして、このキャンプ

に参加できた事への恩返しの気持ちを常に

胸に刻みながら、今日も私は生きる。 

みんな、必ずまた会おう！모두 꼭 또 

만나! 

 

余談になるが、元々9月に韓国に行く予定

があり、チェヨンとジュンヒョクと会う約

束をした。とても楽しみだ！！！・・・ 

 



 

     


