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「五日間のプレゼント」

張 訓瑛(チャン・フンヨン)

雪月女子高等学校 2 年

初めて日韓高校生交流キャンプについて

知った時、絶対に参加したいと思ったのは、

日本人の友達を作りたかったからだ。外国

人と友達になったこともないし、事業アイ

テムを企画してみたこともない私にとって、

日本の友達と力を合わせて、一つの事業ア

イテムを作り出す、というこのキャンプは

見慣れない感じもしたが、それよりどこか

変わっていて、有意義な経験になりそうな

気がした。

参加申込後、参加予定者発表の日まで、

落ち着かずソワソワしていたが、参加でき

ることが分かった瞬間、大喜びしていたこ

とを良く覚えている。出発の直前まで新し

い友達に出会えるという期待と、韓国を代

表する青少年として礼儀正しく行動しなけ

ればならないという責任感で私はとても緊

張していた。

キャンプ初日、金浦空港で同じチームの

韓国人メンバーとメンター先生に会うと、

やっとキャンプが始まるという実感がわい

てきた。羽田空港に着き、ホテルに向かう

バスの中で、日本の参加者たちは今頃、会

場に着いているだろうか、私たちを待ちな

がらどんな話をしているだろうかなど、

色々考えながら期待を膨らませている間に、

日本の学生たちが待っているキャンプ会場

に到着した。

私たちのチームは一番最後に入場するチ

ーム 10 だったので、他のチームが会場に入

って行く様子を見てドキドキしながら順番

を待っていた。いよいよ順番が来て、会場

に足を踏み入れると、私たちを待っていた

日本の学生たちが大きな拍手で迎えてくれ

た。私たちはそれぞれ自分のルームメート

の隣の席を探して座った。

開会の挨拶が終わった後、私たちは簡単

な自己紹介をしたが、まだお互いについて

良く分からないまま、夕食を食べに食堂に

向かった。途中、日本の学生が私に声をか

けてくれた。人見知りで自分から声を掛け

られない私には、本当にありがたい瞬間だ

った。食事をしながら、私たちはお互いの

国の食事の挨拶を教え合ったりして、少し

ずつ打ち解けていった。

第２１回「日韓高校生交流キャンプ」参加生徒の感想文 ④
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夕食の後、チームマガジンにメンバーた

ちの写真を貼ったり、自己紹介を書いたり

しながら、お互いの名前を完璧に覚えるこ

とができた。チームメンバーの Taiyo が事

業アイテムについて事前に考えてきてくれ

たおかげで、私たちの初めての事業アイテ

ムについての話し合いは、順調に進んだ。

この日が早く寝られる唯一の日だと思いな

がらベッドに横になった瞬間、他の部屋の

日本人メンバーから一緒にトランプをして

遊ぼうと連絡が来た。私はとても疲れてい

たが、早く仲良くなりたいと思い、ルーム

メートと一緒にその部屋に向かった。トラ

ンプゲームを一緒にやりながら、簡単な英

語で会話をしていると、会って間もないと

いうのに、まるで昔から知り合ってきた友

達のように親しみを感じるようになった。

二日目は、キャンプの日程の中で一番楽

しみにしていた日だった。ホテルの外に出

て、日本の電車にも乗ってみたり、チーム

の皆と一緒にスポーツをしたりして楽しめ

る日だと思ったからだ。最初の目的地のダ

イドードリンコアイスアリーナに到着する

まで、韓国のメンバーが日本のメンバーに

「バニバニ」という韓国のゲームを教えて

あげたり、日韓の皆が知っていた「リズム

4 ゲーム」をしながら自己紹介をしたりし

て、私たちはより親しくなっていた。スケ

ート場に入った瞬間、外とはガラッと変わ

ってとても寒い空間に、皆驚いていた。ス

ケート靴を借りる時、隣にいた Nanako が私

の靴のサイズを日本語で教えてくれたので、

スムーズにスケート靴を借りることができ

た。スケート場で滑りながら何度も倒れて

しまったが、その都度、チームメンバーた

ちが私に手を差し伸べてくれたので、すぐ

に立ち上がることができた。

ゴルフ場に移動し、皆で昼食のビーフカ

レーを食べた。その後、ティーショット、

アプローチショット、バンカーショット、

パッティングなどの練習をしながら、うだ

るような暑さの中でも私たちはお互いのシ

ョットを褒め合った。ゴルフ場で感じたこ

とは、暑い暑いとブツブツ文句を言ってい

た私とは違って、日本のメンバーたちはだ

れもそんな文句を言わなかった。自分たち

も暑いはずなのに、私に扇子を扇いでくれ

たり、しきりに大丈夫？と心配してくれた

りする姿をみて、本当に思いやりが行き届

いている人たちなんだなと改めて実感した。

夕食後に行われたゴールデンベルでは、

初めてチーム以外の日本の参加者と一緒に

なった。私とペアを組んだ Ayaka はとても

優しくて、私たちは脱落してからも、クイ

ズの答えをボードに書いたりしてゴールデ

ンベルを存分に楽しんだ。

三日目からは本格的な事業ブース作りが

始まった。この日がキャンプの期間中、一

番疲れて大変な日だった。二日間の疲れが

溜まっていた上に、この日、私たちは皆で

夜を徹しながら事業ブース作りに取り組ん

だからだ。一睡もできなかったのに、誰一

人文句を言わなかった。今考えてみると、

私一人でやったのではなく、皆が力を合わ

せて、必ず立派な事業アイテムを企画して

成功したいという熱意で取り組んだからで
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きたことだと思う。

この日、徹夜をしたせいで、翌日は本当

に耐えられないぐらい疲れていて、模擬投

資が始まる直前までまともに目も開けてい

られなかった。しかし、事業ブース発表会

が始まると、いよいよチームの皆がこれま

で頑張ってきた成果物を発表して、審査員

に評価してもらう時間がやってきたと思い、

最後まで気を抜かずに頑張らなきゃと決め

て、精一杯チームのブースを宣伝して回っ

た。

審査が終わり、私たちチームは「チーム

ワーク賞」を受賞した。最優秀賞を逃した

のはとても残念だったが、チームワーク賞

という名前が他のどの賞よりも価値のある

賞のように思えてきて、私がこのチームの

メンバーであることがなんて幸せなことな

んだろうと思った。事業ブース発表会が終

わり、お互いに寄せ書きを贈る時間になっ

た。チームメンバー一人一人にメッセージ

を書きながら、明日になると皆と別れるの

だと思うと、目頭が熱くなってきた。

フィナーレフェスティバルではチームメ

ンバーの Taiyo が素敵な歌声を披露してく

れた。両国伝統遊びの時間には、日本の友

達がけん玉を教えてくれた。けん玉は本当

に面白くて、これからも機会があれば一生

懸命練習して、日本の友達と再会した時に、

また一緒に遊びたいと思った。

翌日が最後の日なので、このまま眠って

しまうのはもったいないと思い、皆で一つ

の部屋に集まってお喋りに花を咲かせた。

お喋りに夢中になって、時間が経つのも忘

れていたが、あんまりにも疲れていたので、

皆いつの間にか眠ってしまっていた。

最後の日は、「日本文化体験」というのが

唯一の日程だった。私たちは小さい江戸と

いう名の「コエド」に向かい、うだるよう

な暑さの中、それでも楽しく日本の伝統お

菓子や緑茶などを見て回った。バスの停ま

っている駐車場に辿り着くと、そこで日韓

学生のお別れが待っていた。一週間にも満

たない短い時間だったが、みんなすっかり

打ち解けてしまっていて、チームメンバー

もメンター先生も、みんな泣き出してしま

った。私たちを乗せたバスが見えなくなる

まで、私たちに向かって手を振り続けてい

る日本の友達が目に入ると止めどなく涙が

流れた。

キャンプが終った今も、私たちは SNS を

通して連絡を取り続けている。お互いに再

会するために KJSFF,JKSFF にも参加するこ

とにした。

キャンプの間、日本の友達に本当にたく

さんのことを学んだ。自分の間違いでもな

いのに、たとえば、私のミスでぶつかって

しまった時も反射的に「すみません」、「ご

めんね」と言う姿を見て、本当にマナーが

身についているのだと実感した。また、私

がプレゼントした靴下を、早速次の日に履

いて見せながら、ありがとうと何度も言っ

てくれる姿に、逆に私が感謝したくなった。

一度教えてもらった日本語を忘れてしまい、

何度も繰り返し聞いても、その都度優しく

教えてくれる姿を見ながら、歳も変わらな
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いのに、私にはできない心配りができて、

常に他人を配慮する態度は見習いたいと思

った。

今回のキャンプは私にとって本当に一生

忘れることのできない素晴らしい思い出に

なった。正直、キャンプの当日、家を出る

時も、日本の参加者たちと言葉も通じない

まま 5 日間が過ぎてしまうと、会話らしい

会話もできないまま、さほど親しくもなら

ないかもしれないと思っていた。しかし、

私の予想は完全に外れた。初めて顔を合わ

せた瞬間から私たちは片言の英語で、身振

り手振りでお互いの言葉を理解することが

できた。この経験を通して、私はお互いを

理解しようとする心と努力さえあれば、使

う言語は違えども、いくらでもコミュニケ

ーションがとれるという確信ができた。他

にも色々と感じたことがある。

また、私たちがこのように努力を重ねて、

お互い力を合わせることができたように、

日韓両国の関係も、お互いに相手国の立場

を理解しようと、お互いについて分かろう

と努力していけば、徐々に改善していくの

ではないかと考える。

今回のキャンプは私だけではなく、キャ

ンプに参加した皆にとって、一生残る素晴

らしい経験になったと思う。他のチームの

メンバーとも仲良くなるには、5 日という

時間が短すぎて残念だったが、一生付き合

っていく友達が 9 人もできて、そして素敵

なメンターさんにも出会えたので、キャン

プの 5 日間は本当に幸せな時間だったと思

う。

「近いのか？遠いのか？」

                   

加瀬 太陽

慶應義塾高等学校 3年

僕にとって、このキャンプは黄金の 5日

間であった。そして、なぜ最終日に涙が出

てしまったのか？その理由を紐解いていき

たい。

1 日目、会場に着いてから少し時間が経

つと韓国人学生を迎える時間が来た。僕た

ちも彼らも笑顔だ。ただそれは、ぎこちな

い笑顔だった。

正直、ビビったことがあった。それは韓

国人学生がたいへん流暢な日本語を使って
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いたことだ。「日本語使っていいのかな」「僕

はこれから 5 日間何語を使えばいいの？」

と不安いっぱいの初日となった。

2 日目、打って変わって私たちはこれ以

上笑えないというまでに笑い合った。本当

に本当に楽しい一日を過ごした。笑顔にな

れたことは 2 つあった。

一つは、事業体験でスケートとゴルフを

やっているとき。「こけた！」とか、「スケ

ート上手だな」とか、「押すなよ、こけちゃ

うじゃん！」とかいろいろなことを話し、

楽しい時間と気持ちを共有する中でチーム

が一つになった。まさに友情だった。

もう一つは、食事をしているとき。韓国

人学生のウォンテクが突然笑い出した。僕

もなんだかおかしくなってきてしまい笑い

出してしまった。チームの全員が笑ってい

た。なんだか時がゆっくり流れてゆく。笑

顔は国境を越えてできてしまう。笑顔が僕

らを心の底から同じ気持ちにさせてくれた。

幸せなことだ。

3 日目、一日中ひたすら作業を進めた。

普段はマイペースな子もこのときは、本当

にテキパキしていた。ありがとう。

僕は、チームの CM を作った。日本人学生

も韓国人学生も一生懸命頑張った。その作

業は夜遅くにまで続いた。しかし、夜１０

時頃に僕は疲れて一人で寝てしまった。そ

んな僕をみんなは責めることなく寝させて

くれた。僕も負けてられないと、少し寝た

後頑張った。

4 日目、いよいよ発表の日。発表が始ま

った。最初は「まあ頑張らなくても投資し

てくれるだろう」と思っていた。しかし、

なかなかお客様は投資してくれない。説明

が伝わらないのだ。もうダメかもとあきら

めかけていた。そのとき、チームの一人が

僕に何を言えばいいのかをアドバイスして

くれた。僕の契約件数は上がった。

そして投資は終了。たいへん疲れたので

少し休み、表彰式を待つことにした。その

結果、私たちのチームはフレンドシップ賞

をいただくことができたのだ。フレンドシ

ップ賞をもらえて本当によかった。

5 日目、チームみんなが家族のような存

在であった。今日、みんなと別れであると

いうことも気付かなかった。

川越の街を散歩した。アイスクリームを

食べたり、チームメンバーの誕生日だった

のでプレゼントを買ったりした。僕ら 10人

の心の距離は本当に近かった。別れが来る

なんてことは、直前までわからなかった。

しかし私たちは別れのバスターミナルに

やってきてしまった。沈黙があった。少し

すると一人ひとり、別れの言葉を言い始め

た。その場ではまだ僕は泣かなかった。５

日間で、笑いあったこと、CM 撮影をしたこ

と、みんなで事業を一生懸命作ったこと。

すべてのことが走馬灯のように脳を駆け巡

った。「はっ」と僕は忘れられない５日間を

共にしたみんなとの「別れ」を意識し始め

た。もうたまらないくらいの涙が出てきた。

そして、バスが去るのとともに、キャンプ

は終わった。
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日本人学生と韓国人学生の心の距離はも

のすごく近い。だが、日本と韓国と考える

と、少し遠い国に思えてきてしまう。

日本と韓国は近くあるべきだ。そのため

に、僕に何ができるのか。この答えはもう

少しできっとわかってくるはずだ。日韓高

校生交流キャンプのみんな、ありがとう！

「短かった 4 泊 5 日の思い出」

        

金 理洙(キ厶・リス)

Cheongna Dalton School 3 年                  

このキャンプに申し込んだ理由は、ただ

単に「日本に行ってみたいから」だった。

韓国と近い国にも関わらず一度も行ったこ

とがなかったので、日本の文化や日本の人

について、私達とどのように違うのか知り

たくなった。また、受験生として忙しい夏

休みを過ごしていた私にとって、このキャ

ンプは一種の逃げ道でもあった。

「早く韓国の友達と一緒に日本に行って、

日本の友達に会いたい、日本の文化に触れ

たい」という考えで頭がいっぱいになって

いた。そうこうするうちに時は流れ、7 月

27 日を迎えた。

期待に胸を弾ませながら金浦空港に着く

と、すでにたくさんの参加者が集まってい

た。私たちチーム 8 の皆とは事前説明会で

会ってすでに言葉を交わしていたので、す

ぐに打ち解けることができた。これに対し、

言語が違う日本の参加者たちに会うのは少

し心配になったけれど、韓国の参加者たち

とすぐに打ち解けたように日本の参加者た

ちともすぐに仲良くなれると信じて、日本

行きの飛行機に乗り込んだ

日本に到着し、日本の参加者たちと顔を

合わせた。最初は簡単な挨拶しか交わせず

少し気まずかったけれど、メンターさんの

見事な通訳のお蔭でだんだんと和やかな雰

囲気になっていった。特にチームメガジン

を一緒に作ることで、私たちはより早くお

互いに近づくことができた。初対面のぎこ

ちなさをそんなふうに解消しながら私たち

は日本での初日を過ごした。

二日目は一日中、日本経済現場体験をし

た。うちのチームは「複合エンターテイメ
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ントⅡ」というカテゴリーだったので、ボ

ーリング場、映画館、そして水族館を訪れ

た。一日中、一緒に電車で移動したり、た

くさんの写真を撮り合ったりしながら、日

本のチームメンバーとも気づけばすっかり

打ち解けていた。言葉がうまく通じなくて

も、仲良くなるには何ら問題にならないと

いうことが分かった。

現場体験が終わり会場に戻ってきてから、

事業アイテムを決めるためのアイディア会

議を始めた。一つの事業に焦点を絞られる

他のチームとは違って、うちのチームは「

複合」エンターテイメント事業だったため、

アイディアを出しにくかった。その上、韓

国側から韓国にはないアイテムを考え出し

てアイディアを提案すると、すでに日本に

は存在している事業だったり、反対に日本

側から提案してくるアイディアはすでに韓

国に存在している事業だったりして、さら

にアイディアの提案に行き詰まってしまっ

た。結局、私たちは明け方までアイテムを

決めることができずにいた。そんな中、メ

ンバーの一人が日本のマンガと韓国のウェ

ブトゥーン(Web Cartoon)を集めておいた

ウェブサイトの制作というアイディアを提

案してきた。全員が斬新で良いアイディア

だと思ったが、すぐに諦めざるを得なくな

った。事業アイテムを審査する方々が殆ど

中高年層であることを考えると、あまり審

査員の興味を引くような事業アイテムでは

ないように思えたからだ。

私たちは審査員の方々が興味を持ちそう

な社会問題に特化した事業アイテムについ

て悩んで考えた末、「高齢化社会問題」の

解決案として、ご年配の方が子供の面倒を

みてくれる「託児所」を作るというアイデ

ィアを出した。アイディアをより具体化し

ないと、次の日の事業ブース作りに取り掛

かかることができないことは分かっていた

が、すでに時間が遅すぎて、皆がとても疲

れていたので、二日目の作業はここまでに

することにした。

二日目に事業アイテムを具体化できなか

ったため、私たちは三日目もアイディア会

議で一日をスタートした。しかし、アイデ

ィアの具体化は思った以上に難航し、また

事業ブースに私たちが考えたアイディアを

効果的に表現することも容易ではなかった。

そして、最も苦労したのは、意志疎通だっ

た。前日までは日常会話が多かったため、

メンターさんの通訳や簡単な英語でコミュ

ニケーションがとれていたのだが、事業ブ

ース作りやアイディアを具体化していくた

めに意見調整を何度も重ねていくうちに、

だんだんとコミュニケーションがとりづら

くなっていった。

私はアイディアを具体化していく上で、

韓国のスタッフの方々にアドバイスを求め

たが、いただいた様々な意見をまとめてア

イディアの具体化に反映していくのも簡単

なことではなかった。また、コミュニケー

ションが円滑にとれない状況下で、韓国の

スタッフの方々からいただいたアドバイス

を全て日本のメンバーたちに通訳して、そ

れについての意見を 10 人のチームメンバ

ー全員で共有しながら一緒にアイディアを

具体化していくのはとてつもなく大変な作
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業に感じられた。それで私は、まず一部の

チームメンバーだけでアイディアを具体化

させた後、チームのみんなに説明を行い、

それから事業ブース作りに取り掛かった方

がいいと思った。

しかし、結果的にこの考えは良い案では

なかった。一部のチームメンバーがアイデ

ィアを具体化している間、他のメンバーた

ちには特に役割が分担されていなかったた

め、作業が効率的に進まず、結局、うちの

チームの作業の進行状況が一番遅れてしま

ったのだ。不十分なコミュニケーションと

いう壁にぶつかって、アイディアの具体化

が進まないという不安と心配の方が先立っ

てしまい、私たちが一つのチームであり、

だからこそお互いに努力してコミュニケー

ションをとりながら一緒に作業を進めなけ

ればならないという肝心なことを見落とし

てしまったのだ。

それに気付いた私は、チームのみんなに

申し訳ない気持ちでいっぱいになった。そ

の時、ルームメートのルナが私一人にたく

さんの作業を抱え込ませてしまって申し訳

ないと泣き出してしまった。私の行動が独

断的に見えてもおかしくないのに、かえっ

て謝りながら泣いている姿をみて、私はよ

り気が咎めてしまった。同時に、チームの

みんなへの感謝の気持ちともっと頑張ろう

という気持ちが湧いてきた。私たちは心を

一つにして、みんなで一緒にアイディアを

具体化して、事業ブース作りの計画を練り

ながら三日目の夜を明かした。

そして四日目の朝、私たちは朝 5 時半か

ら事業ブース作りに取り掛かった。他のチ

ームより作業がだいぶ遅れていたので、完

ぺきにはいかなかったものの、私たちは UCC

の制作にも取り組むなど最後まで最善を尽

くした。また、一晩中、一緒に話し合って

いたおかげでメンバーの全員がチームの事

業についてしっかり理解していたため、チ

ームの誰もが投資家の方々へ詳しく説明が

できる状態になっていた。それにより私た

ちは投資家の方々より、予想以上の投資額

を獲得することができた。

結果は、なんと 10 チームの内、第 2 位に

当たる審査員特別賞を受賞した。賞を受け

取る時には、本当に嬉しかったけれど、同

時にチームメンバーたちへの申し訳なかっ

た記憶が蘇り、なんだかとても複雑な気持

ちになった。みんながお互いのことを配慮

しながら、みんなで一緒に最後まで成し遂

げようと努力していたうちのチームのチー

ムワークはまさに最高だった。また、個人

的には、私の過ちを理解してくれて、かえ

って自分から申し訳ないと泣いてくれた仲

間の姿から多くのことを学ぶことができた。

そんなふうに時間がすぎ、あっという間に

最終日を迎えた。

最終日の朝、荷物をまとめながら、本当

に４泊５日という時間が過ぎてしまったと

いう実感が湧かなかった。みんなで膝を交

えてアイディアを凝らし、事業ブース作り

に励みながら夜を明かした 5 日という時間

の間、築かれたのは信じられないほど深い

友情だった。

五日目の午前中は、日本の伝統的な街並
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みを散策した。みんなで笑ったり騒いだり

しながら歩きまわっていると、もうすぐお

別れだということなどすっかり忘れてしま

っていた。しかし、韓国の参加者は空港へ、

日本の参加者はキャンプ会場へ戻るための

バスが停まっている駐車場に到着すると、

俄かに実感が湧いてきた。泣き顔で別れた

くなくて、最初は笑顔で挨拶を交わしてい

たが、チームメンバーのミサトちゃんが号

泣している姿が目に入った瞬間、溜めてい

た涙がワッと溢れ出てしまった。みんなと

別れたくないと心の底から思った。しかし、

時間が限られていたのでお別れの挨拶は短

く済ませてバスに乗り込んだ。私たちはそ

んなふうに別れて、韓国に帰国した。

日韓高校生交流キャンプの感想文を書い

ている今この瞬間もチームメンバーたちに

会いたくて仕方がない。短いといえば短か

った 5 日間、大変だったことも嬉しかった

こともたくさんあったけれど、今振り返っ

てみると幸せな思い出しか残っていない。

未熟だった私のことを理解してくれて、時

には褒めてくれた気さくで優しかったみん

なからたくさんのことを学んだ。また、一

緒に過ごす上で意志疎通の不便さなどちっ

ぽけなものに過ぎないということも学んだ。

私を一回り大きく成長させてくれた 9 人

の仲間、そしてヒョジンメンターさんに心

から感謝します。そしてこんなにたくさん

のことを感じさせて、学ばせてくれたこの

キャンプのために見えないところで寝る間

も惜しみながら尽力してくれたスタッフの

みなさんにも感謝の気持ちを伝えたい。

"みなさん、本当にありがとうございまし

た。大好きです！"

  


