
- 1 -

「また会おう」

梶野 新太

慶應義塾志木高等学校 1 年

今回、僕がこのキャンプに応募したのは、

学校での参加募集の話を聞いて、ふとなん

となく楽しそうだと思ったからだ。しかし、

実際５泊６日のキャンプに参加してみて、

なんとなくどころではなく非常に楽しく、

そしてたくさんのことを学ぶことができた。

あの時、キャンプに応募した自分に“Go

od Job！”と言いたいぐらいだ。

僕が学んだこと、一つ目は協力すること

の大切さだ。

JK キャンプでは、４日目にグループごと

に、それぞれの事業案を発表する場がある。

そしてそれまでの準備がとても大切だ。自

分たちで意見を出し合い、実際に物を作り、

パワーポイントをつかって分かりやすく事

業を説明すること・・・どれとっても僕に

とって初めての経験で刺激的だった。また、

今回初めて会ったばかりの日本、韓国の学

生と協力して準備をすることは、はじめは

戸惑いもあったが、だんだんコミュニケー

ションが取れるようになり楽しいものにな

っていった。夜中の３時ころまで話しあっ

たのは本当に大変だったが、発表当日、自

分たちが考えた案をプレゼンテーションし、

賞をとることができた時は本当に嬉しかっ

たし、頑張ってよかったと思う。一人では

味わえない、みんなで協力してできたから

味わえた達成感だと思う。

二つ目は、全力で遊ぶことの楽しさだ。

ＪＫキャンプは５泊６日とはいえ、養殖

漁業体験や現場体験、事業発表準備ですご

く忙しい。だからこそ時間を見つけて遊ぶ

時はみんな全力で遊んだ。韓国の手遊びを

教えてもらって、ひたすら遊んだ。罰ゲー

ムで無茶苦茶辛いラーメンも食べた。時間

が有限だったからこそのめりこんで遊ぶこ

とができたのだと思う。おかげでチームみ

んなとの距離がとても縮まることができた。

韓国と日本のお互いの国の遊びができて本

当に楽しかった。

三つめ目は、これからもつながる喜びだ。

このキャンプは、韓国からだけでなく、

日本国内でもあちこちの高校生が参加して

第２３回「日韓高校生交流キャンプ」参加生徒の感想文 ①
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いる。国や地域、学年、性別、みんなそれ

ぞれ違った環境で暮らしている。そんな友

達と知り合いになれる機会を僕は持ったこ

とがなかった。僕は自分の世界の広がりを

感じた。

キャンプから帰った今も、インターネッ

トを通じて交流を楽しむことができるのが

とても嬉しい。これからもつなげていきた

いと思っている。

僕たちのグループでは今度は僕たち日本

人が韓国に遊びに行く約束をした。

しばらく会えないのはとても残念だが、

また会って話したり遊んだりできると思う

と楽しみだ。それまでに少し韓国語も勉強

して、辛いものを食べる練習もできたらと

思っている。

ＪＫキャンプはこの夏の僕の一番の思

い出だ。

最後に、たくさんの友達を作る機会を与

えてくれたＪＫキャンプ、そしてスタッフ

の皆さんに心から感謝しています。本当に

ありがとうございました。

「忘れられない日韓高校生交流キャンプ」

                   

大橋 結衣

仙台育英学園高等学校 2年

私がこのキャンプに応募した理由は

k-pop を好きになったことがきっかけです。

その影響で韓国の人と関わってみたい、韓

国の高校生と交流をしてみたいと思ったた

め応募しました。

７月２９日に南三陸のホテル観洋に着き

ました。私は南三陸から車で約一時間半の

ところにある石巻市に住んでいます。南三

陸に行ったのは初めてでした。

緊張しながら、自分の部屋に行くと、群

馬県出身の二人が待っていました。私は人

見知りなので、不安でしたが、すぐに打ち

解けて話すことができました。そこに、韓

国の高校生が部屋に入ってきたとき、アン

ニョンハセヨと一言交わしただけで、なか

なか、会話が出来ませんでした。お互い緊

張していたせいか、１０分くらいは無言で

した。持ってきたお菓子を出すと、そこか

ら少しずつ英語で話ができるようになりま

した。
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そのあと、チーム７のメンバー全員と自

己紹介をしたときは、私を含めみんながお

となしく、静かだったのでこれから仲良く

なれるのか心配でした。ですが、なんとこ

の日は同じチームである韓国の女の子の誕

生日でした。それをみんなでサプライズで

お祝いしたことによって、チームの輪が少

しずつできていったのだと思います。

２日目は、東日本大震災の被災地である

南三陸を見学しにいきました。テレビで見

たことのあるひとは多いと思いますが、被

害の大きなところなので、韓国の方たちに

は想像がつかなかったのではと思います。

私自身、東日本大震災を経験した被災者の

一人でもあるので、こういった活動によっ

て海外の方々に震災について知っていただ

くことを、とても嬉しく思いました。今回、

震災についての状況や復興について見学で

きたことは、貴重な体験でした。

漁船に乗っての漁業体験も初めてでした。

新鮮なホタテやホヤをいただき、大変美味

しかったです。南三陸町でお祭りがあり、

韓国の高校生はとても興味津々でした。韓

国にはない食べ物があったらしく、おいし

そうに食べていました。

午後に私たちのチームは、「慈恵園」とい

う老人ホームに行きました。入所している

方とお話をしたり、バルーンゲームをしま

した。そこでは韓国、日本の高校生が２人

１組になってそれぞれの部屋に案内されま

した。韓国の高校生が英語ではなしても、

施設の方や、入所している方との会話は、

難しいので、ちょっとではありましたが、

韓国と英語と日本語で通訳して会話ができ

ました。高校で韓国語を勉強しているので、

ここで生かすことができたので、うれしか

ったです。

３日目は、一日中事業発表の準備で、前

日に体験したことを参考にどんな事業が良

いのかを考えました。友達と相談し、質問

し合い、意見を出し合いました。その中で

韓国と日本の考えの違いや発言力の違いが

あったように思いました。

私達のチームではそれぞれ一人ひとりが

“介護・福祉”について意見を持っていた

ので、順調に発表準備を進めることが出来

ました。また、発表方法もみんなで話し合

って決め、発表練習は夜中３時まで続きま

した。それは楽しく、私にとって良い経験

になりました。

４日目、発表の当日、私たちのチーム、

「ずんだずんだ」は５番目の発表でした。

セリフがなかなか頭に入らず、焦っていた

時に、ある友達が声をかけてくれました。

その言葉によってリラックスすることがで

き、よりやる気が出ました。

本番、緊張する中、無事私達の発表を終

えることができ最後には『ｋｉｎｄ ｇｏ』

と会場のみんなでかけ声をしたときは、や

り切った達成感で胸がいっぱいになりまし

た。そして最優秀賞をいただくことができ

ました。これはチームのみんながいてこそ

の結果だったと思います。正直、賞状を手

渡されるとき嬉しくて涙がこぼれそうにな

りました。
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その夜は次の日の出し物のため、ダンス

の練習をしました。人前でダンスするのは

初めてでしたが友達と教え合いながら仲良

くできました。

５日目は、南三陸からバスに乗り松島へ

行き、遊覧船に乗ったり観光をしました。

午後は仙台へ移動して、韓国のお友達のお

土産を選ぶため、みんなで買い物にいきま

した。最後の夜はみんなで楽しかった思い

出を話したりして、朝方まで起きていまし

た。

最終日の朝はあまり食欲がありませんで

した。朝食が終わると、韓国の高校生が帰

る時間です。寂しくて、みんなで泣きまし

た。このキャンプに参加したことは、私の

中で忘れられない良い思い出になりました。

これからも、この出会いを大切にしたいと

思います。今回、全国の高校生はもちろん、

韓国の高校生と友達になれたことは、今後

の自分の夢につながると思います。

          

「最高の６日間」

        

奥島 潤

桐蔭学園高等学校 2 年                  

僕がこのキャンプに応募した理由は、以

前から海外の同年代の人と交流してみたい

という気持ちが強くあり、そして、韓国に

は以前２回家族で旅行したこともあり、韓

国にはとても関心があったからです。また、

今回のキャンプの開催地は、被災地である

南三陸とういうこともあり、被災地の復興

を願うひとりとして、現地の様子を知り、

そしてそこから何か学べるものがあるので

はないかと思ったからです。

キャンプ初日、僕は仙台に向かう新幹線

で、韓国の人たちとどうやってコミュニケ

ーションをとればいいか心配で、とりあえ

ず韓国語で挨拶と自己紹介はできるように

しようと、仙台に着くまで勉強をしていた。

そしてホテルに着き、同じ部屋のメンバ

ーと合流し、そのメンバーとはすぐ仲良く

なれた。１時間ぐらい経ち、ついに同じ部

屋の韓国のメンバー二人と対面し、ぎこち

ない韓国語でコミュニケーションをとろう

としたが、無駄だった。なぜなら、二人と

も日本語を話せたからだ。僕はあまりの上

手さに驚いてしまった。そのあと、チーム
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メイト全員とメンターさんと対面し、自己

紹介などをしたが、その時も韓国のメンバ

ーの英語力・日本語力の高さに驚かされた。

キャンプ二日目、この日は被災地の様子

を見学、漁業体験、現場体験をした。

南三陸はかさ上げ工事の真っ最中であり、

あたりは盛り土だらけで、この様子を目の

当たりにすると、以前この地に町があった

というのは想像できなかった。

漁業体験では、実際に漁船に乗って、漁

師の方の話を聞けてとても良い経験になっ

た。

そして現場体験では、自分のチームの事

業カテゴリーは「農業」だったので、実際

に畑に出て、畝立てをしたり、苗を植えた

りした。農業は共同作業が多いので、チー

ムメイトと距離を縮めることもできた。

現場体験が終わり、夜にはゴールデンベ

ルというクイズ大会があり、このイベント

では他のチームの韓国の人と交流すること

ができると聞いて、とても楽しみにしてい

た。自分とペアになった人は男子でとても

相性が良く、思いっきりクイズを楽しめた。

キャンプ三日目、南三陸プラザというと

こで一日中事業アイテムを考え、事業発表

の準備をした。

チームメイト全員で話し合い、アイディ

アを出し合ったりして、事業アイテムを考

え、事業発表の準備をしていくうちに、チ

ームメイトの中に、絵が上手な人や、パソ

コン操作に長けている人など、メンバーそ

れぞれの良いところをみつけることができ

た。そして南三陸プラザでは終わらなかっ

たので、一旦ホテルに戻り、また一つの部

屋にみんなで集まって、夜中まで準備をし

た。もうこのときには、同じ目標に向かっ

ている仲間として絆が生まれていた。

キャンプ四日目、いよいよ発表の日。

昨日、夜中まで準備をしていたせいか、

自分も含めてみんな眠そうだった。でも、

自分たちが発表する番が近づくにつれ、緊

張してきて眠いことなんか忘れていた。つ

いに発表するときが来て、時間をかけて準

備した成果を来賓の方々や、他のチームの

人たちに発表した。発表が終わり、自分も

みんなも達成感に満ち溢れていた。

そして結果は、パフォーマンス賞だった。

惜しくも優秀賞とはいかなかったが、自分

たちのチームが何かしら評価してもらえた

ことがとてもうれしかった。発表会が終わ

ったあとは、キャンプ場に移動して、夜ま

で BBQ とキャンプファイヤーをみんなで楽

しんだ。

キャンプ五日目、この日は南三陸から移

動し、松島と仙台市内の観光をして、仙台

のホテルに一泊した。

キャンプ最後の夜、夕食のあとにチーム

それぞれで出し物を披露する時間があり、

他のチームは前日の夜にダンスなどを練習

していたらしく、すでに準備が整っていた

が、自分たちのチームは何もしておらず、

時間もなかったので、即興でカップソング

を練習し、それを披露した。そのあとは、

チームみんなとメンターさんで集まって、
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夜遅くまでしゃべったり、遊んだりして、

大いに盛り上がった。何と言っても、キャ

ンプの中でこの時が一番楽しかったかもし

れない。

キャンプ最終日、ついに別れの日。

最後にみんなで朝食を食べ、記念撮影を

して、また必ずみんなで会うことを約束し

た。先に空港に向かう韓国のメンバーと日

本のメンバー二人、そしてメンターさんを

見送るためにバスが停車しているところま

で移動した。そして、みんなを乗せたバス

が動き出し、見えなくなるまで手を振り続

けた。残ったメンバーと仙台駅まで移動し、

そこで別れた。

僕はみんなと別れるとき、また会えると

信じ、ずっと泣かなかった。でも家に帰っ

たとき、キャンプの思い出が走馬灯のよう

に蘇ってきて、涙を抑えられなかった。本

当に最高の六日間だった。

僕はこのキャンプに参加したことで、数

え切れないほど多くのことを学び、最高の

友達に出会うことができ、自分自身も大き

く成長することができた。

なんと言っても六日間という短い期間で、

こんなにたくさんの人と仲良くなれるとは

思っていなかった。今の日韓関係はあまり

良いとは言えない、でも僕は実際に韓国の

人と交流したことで、韓国のイメージが随

分変わった。僕はもっとこういう活動をし

ていけば、日韓関係はもっとよくなると思

う。

最後に、このようなキャンプを設けてく

ださり、運営してくださった方々に本当に

感謝します。ありがとうございました。

そして何よりも大切な８チームのみんな

とメンターのジウォンさん、本当にありが

とう！

   


