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「キャンプの魔法」

藤田 那菜子

慶應義塾女子高等学校 2 年

5 日間のキャンプが終わって、私は何も

したくなくなった。それはなぜか。5 日間

の全ての出来事を記憶しておきたいと強く

思ったからだ。なにかをすればその分記憶

が薄れていってしまうのではないかと思っ

てしまったのである。しかしそれは杞憂で

あった。キャンプから 1 週間が過ぎた今で

も一つも欠けずに鮮明に記憶は残っている。

Team9 のみんなと過ごした 5 日間は私が忘

れることができない思い出となったのだ。

キャンプに参加したいと思いたった時、

英語のできない私は不安になってキャンプ

の先輩方の感想文を読みあさった。そこに

は「一生の友達ができた」「別れ際には号泣

した」などという感想が多くみられた。わ

たしは「たったの 5 日間なのにそんな、お

おげさな。」なんて思っていた。しかし実際

キャンプに参加したら私もそんな感想を書

きたくなるのだから不思議だ。5 日間のキ

ャンプには一体どんな魔法がかかっていた

のだろうか。と疑問に思ってしまうほどで

ある。

キャンプの魔法の効果は他にもある。正

直今までは、英語が致命的にできないこと

も手伝って、国際関係や世界への興味がま

るでなかった。世界に目を向けるのは日本

のことを全て知り尽くしてからでないと。

ろくに知らないくせに世界なんておかしい。

とまで思っていた。そんなひねくれた私を

キャンプは 180 度変えた。今まで国際につ

いてシャットアウトしていた自分がとても

小さく思えた。

今回韓国との関係について考え、韓国の

文化に触れ、また新たな日本が見えた気も

した。日本に閉じこもっていては本当の日

本を知ることは不可能だと強く感じること

ができた。

このキャンプは私を変わりたい!!と思わ

せてくれた。今まで私は苦手な英語とでき

るだけ関わらないような道を自ら選んでき

た。このキャンプもそうだ。みんなが英語

で会話するようなら諦めようと思っていた。

英語だけに限らず、自分の苦手なものから
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は逃げてきた気がする。しかしキャンプで

5 日間過ごしてみて、違う国の人とコミュ

ニケーションとろうと真剣に相手の話を聞

いたり…韓国語と日本語をお互い教え合っ

たり…みんなとても前向きだったと思う。

私は後ろ向きに逃げてきた自分が恥ずかし

くなった。こんな風に国を超えた交流がで

きたおかげで幼かった私が見えた。

これから先、日本人として胸をはって世

界に出て行けるような女性になるために自

分の苦手なことも、またやったことないよ

うな難しいことにもどんどん挑戦していき

たいと考えるようになった。

こんな風に自分を見つめ直すきっかけを

くれたキャンプ、素敵な仲間たちと出逢わ

せてくれたキャンプ。本当に本当にありが

とう。いつか恩返しできるように人間とし

て成長してまたこのキャンプに帰って来た

い。

「第 21 回日韓高校生交流キャンプの感想文」

                   

權 ヘリン(クォン・へリン)

洋裁高等学校 2年

キャンプが終わってから一週間が過ぎた。

メンターさんに感想文を 10 枚程書いて出

すから楽しみにしていてくださいと大口を

たたいといて、キャンプの後、また他のキ

ャンプに参加するなど、忙しくて感想文を

書く時間がなかった。いつも慌ただしくし

ている自分が可愛そうな気もする。そんな

訳で、長文の感想文はまた今度提出するこ

とにして、ここには簡単に要点だけを書く。

日韓高校生交流キャンプを通して私が学

んだことは、大きく三つある。一つ目は韓

国学生に対する認識の変化、二つ目は真の

理解と調和、三つ目は仕事を楽しむことの

大切さである。

まず、韓国学生に対する認識の変化。日

本の学生と交流するためのキャンプだった

のに、なぜ韓国学生に対する認識に変化が

生じたのか。突拍子もないことを言ってい

るように思えるかもしれないが、私にとっ

て珍しい環境だったこのキャンプでの経験

は、これまでの先入観を打ち破ってくれた。

私が住んでいる地域には特殊目的高校が殆

どない。一校だけあるにはあるが、私はそ

の高校に通っている学生と一度も会ったこ
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とがない。その上、全国でも有名な大学進

学熱の高い地域なので、学問、芸術、体育

系以外の道に進む人をむやみに無視する傾

向がある。

その影響もあり、私も特殊目的高校に対

しては良くない先入観を持っていた。私だ

けでなく私の友達も皆そうだったし、大人

たちもそうだった。その為、このキャンプ

の殆どの参加者が特殊目的高校の学生だと

知った時には、違和感があって参加するの

をやめた方がいいかもしれないとまで思っ

た。しかし、直接会って話をしてみたり、

彼らだけの「道」について聞いてみたりし

たところ、今までの私の考えは完全に間違

っていたことに気付いた。他のチームでも

工業高校や商業高校の学生たちがリーダー

シップを発揮しながらチームを引っ張って

いる姿を見て驚き、特殊目的高校に対する

私のイメージがガラッと変わった。

先入観を持って他人と接してはいけない

と学校でも家でも教えられてきて、私はき

ちんと実践していると思い込んでいた。何

回か海外に行って、様々な人に出会う機会

があったが、その人たちを人種や外見で差

別したことが一度もなかったからだ。しか

し、このキャンプをきっかけに私は依然と

して良く知らない人にも関わらず偏見を持

って接していたことに気付くことができた

し、また、そんな私を見つめ直すことがで

きた。

このキャンプでは、かっこいいと思った

人、見習いたいと思った人にたくさん出会

えた。また、現実的に自分の将来に向かっ

て良く備えているなと思った人も何人かい

た。

二つ目に学んだことは、真の理解と調和

である。私は元々人と会うのが好きで、国

内外でいろんな人に出会った経験もあるた

め、初めて会った人と一緒に何かをするこ

とに対する不安や恐れはほとんどない。

今回も何らかの「作業」を日本の学生た

ちと一緒にすることに対して少しも不安に

思わなかった。また、私は日本に行く前ま

で、日本の学生たちはみんな英語能力が高

いだろうと思っていたのでコミュニケーシ

ョンに対する心配も全くしていなかった。

しかし、恐ろしいほど言葉が通じないこと

は然ることながら、ある意味典型的な韓国

人 5 人と典型的な日本人 5 人が一緒に「作

業」をしているわけだから、何かしらぶつ

かることが多かった。

韓国側が勢いよく「前へ進もう！」とい

う雰囲気だとすると、日本側は「いや、ち

ょっと待って。ここはこんなふうに飾った

方がいいと思うよ」という雰囲気だった。

私にとっては中身が何より肝心だったのに

対して、日本側は見た目がより大事だと思

っているように見えた。事業アイテムの大

まかな概要しか決まっていないのに、事業

ブースの周りは風船と折り紙の花を貼って、

枠はこんなデザインで飾ろうなどの意見ば

かり出していて、正直私は歯がゆい思いを

した。私は韓国人の中でも強い推進力の持

ち主なので、もたもたしたり何かに時間を

かけたりすることが我慢できないのに、日

本側は飾りだけではなく、細かいところま
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でこだわりがあり、一つの作業を完了する

のにとてつもなく時間がかかった。例えば、

部屋のインテリアを見せるためのミニチュ

アを作ることにしたが、畳の部屋の壁に掛

ける手のひらサイズの富士山の絵を描くの

に 3 時間以上がかかった。絵の具を使って

富士山を丹念に描いていたからだ。

当初、ミニチュアを 4 つ作る予定だった

が、畳の部屋だけで 16時間も使ってしまい、

それ以上は何にも期待できなくなった。正

直私はこんな心労をするために日本に来た

のではないはずなのにと、苛立ちを感じ始

めた。何をしても時間をかけて念入りに作

業に臨む日本側のメンバーたちを見ている

ともどかしい思いがした。しかし、よく考

えてみると、日本側のメンバーたちも私た

ちを見ながら同じ思いをしたかもしれない。

彼らも自分が生まれ育った環境で学んでき

た価値観が正しいと思っているはずなのに、

真逆ともいえる程短気で何事も早く進めよ

うとする私たちを見て不満を募らせていた

かもしれないと思うと、一人でカッと熱く

なっていた自分自身が恥ずかしくなってき

た。日本のみんなは、嫌な顔一つ見せなか

ったからだ。

意見が二つに分かれた場合、折衷案を探

そうと一生懸命に努力する日本側のメンバ

ーたちの姿を見て、見習わなければと思っ

た。例えば、事業ブースの飾り方について

意見が二つに分かれた時、私は絶対に自分

の意見を通そうとしか思っていなかったが、

日本側のメンバーたちは私の意見通りに事

業ブースを飾り、代わりにパンフレットは

もう一つの意見通りに作ろうと提案してき

た。考え方や行動パターンが似ている人同

士の些細な意見衝突を乗り越えることが真

の理解と調和ではなく、完全に異なる価値

観を持っている人同士の意見衝突をできる

だけ少なくしようと努力することが真の理

解と調和につながる道だということを学ん

だ。

三つ目は、仕事を楽しむことの大切さで

ある。夜通しでどうも打ち解けない日本の

学生たちと一緒に作業をするのは、確かに

ストレスも溜まって大変だった。しかし、

四日目に投資者の方々へ私たちチームの事

業について説明をすることが何だか楽しく

なってきて、喉が痛くなってきても汗をた

くさんかいても、とにかく楽しくて仕方が

なかった。事業ブース作りの時も楽しみな

がら作業すれば良かったなと思った。

事業ブース発表と模擬投資はとても楽し

かったが、結果として受賞は叶わなかった。

しかし、最後まで楽しみながら発表会を終

えることができたので、受賞の有無に関わ

らず、うちのチームが誇らしかったし、私

の心も充実感でいっぱいになった。

常に仕事を楽しみながらやっていくこと

など、たやすいことではないと思う。やり

たくないことでもやらなければならない場

合だってたくさんある。きっとそれは、私

だけに限らず誰にでも当てはまることだろ

う。結局、どんな状況下でもどんな困難で

も楽しみながら乗り越えていく人こそが勝

ち組になれるということが分かった。今回

のキャンプでもそれを実感することができ

た。うちのチームだけでなく他のどのチー
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ムも何かしら大変な思いをしたはずなのに、

私だけがつらい思いをしているかのように

文句ばかり言っていたことを深く反省した。

‘避けられないなら楽しんだ方が得だ’と

いう言葉があるように、これからは何事も

楽しみながら取り組んでいきたいと思う。

そうすると、きっと私と私の周りの人たち

にも良い影響を及ぼすことができると思う

から。

この三つ以外にもこのキャンプに参加し

て良かったと思ったことはたくさんある。

まず、会場も食事もこんなに素晴らしかっ

たのに、参加費が無料だということは言う

までもなく絶対的な魅力である。また、メ

ンターさんたちを始め、スタッフのみなさ

んが美男美女であったこと、日本の地下鉄

に乗る経験ができたこと、日韓両国の関係

についてもう一度考えるきっかけになった

こともこのキャンプの大きな魅力である。

その中でも最も良かったのは、このキャン

プのプログラム自体が私たちに与えた影響

だと思う。日韓の学生たちが共に 4 泊 5 日

を過ごし、共に日本経済の現場体験ができ

たこと自体が私たち 100 人の高校生にとっ

てはまぎれもなく特別な経験になったはず

だから。

この特別な経験は５日間だけで消えてし

まうも のではなく、長い間心に残る喜び

だと思う。私たちは SNS を通じてキャンプ

が終わった後も継続的に連絡を取り合える

友人に出会えたし、5 日という短い間にグ

ロバルマインドをより大きく成長させるこ

とができた。さらに私たちが「未来志向の

日韓関係を構築するための若い世代間の交

流促進」というキャンプ本来の目的を達成

できたことで、私たち参加者 100 人の成長

だけではなく、日韓のより明るい未来へ一

歩前進できたのではないかと思う。第 21回

日韓高校生交流キャンプに参加した私を含

めた参加者全員が、10 年後、20 年後、30

年後にこの社会を引っ張って行く主役にな

れることを祈りながら筆をおきたい。
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「素晴らしい人生にするために ～ キャンプを通して学んだこと」

        

秦泉寺 湧太

奈良県立奈良高等学校 2 年                  

このキャンプで得たもの、それは２つ。

それは、かけがえのない友達と新たな人

生観だ。

まず、かけがえのない友達について。

共に日々を過ごすにつれて、チームが家

族のような温かみのあるものへと変わって

いった。1 日目の夜から 12 時頃まで話し合

って、3 日目なんて 5 時まで寝られないと

いったように超ハードなスケジュールだっ

た。けれども、そのハードスケジュールを

乗り切れたのは、この 11 人で一緒だったか

らだと思う。確かに、しんどい、眠いと言

い合うこともあったが、みんなで笑い合っ

たから、最後までやりきれた。

そして、家族のようだと感じられる一番

の出来事となったのは、4 日目の夜、5 日目

の朝だ。4 日目の事業発表が終わり、もう

あとは遊ぶだけだった。夜の伝統遊び、部

屋に戻ってから、翌朝と、色々、これはチ

ームのメンバーだけが共有できる大きな楽

しみだと思う。本音でチームのメンバーと

向き合える貴重な時間となった。

このとき感じたのは、私たちは国境なん

て持たない本当に仲の良い 10 人だという

こと。私たちはお互いをとても信頼するこ

とができた。

また、事前説明会では、涙の別れになる

と言われていて、その時は何で?とか、思っ

ていた。だが、実際、4 日目の表彰式、記

念撮影あたりからやばかった。

そして、いざ、別れの時、恥ずかしなが

らも大号泣だった。自分でも、こんなに泣

くとは思っていないほど、涙が溢れて、止

まらなかった。この時、改めて、みんなの

ことを大事に思っていて、かけがえのない

存在と思っているのだと気付いた。私たち

は本当に素晴らしい仲間であり、親友にな

れたと思う。

次に人生観。キャンプ前の作文には心境

として、「なるようになるさ」と書いた。

確かに今回の事業作りはなるようになった。

韓国側学生がなるようにしてくれた。

だが、自分の人生創りを考えると、「な

るように創り上げる」重要性を感じた。同

時に、自分に自信を持つ重要性も感じた。

というのも、韓国の友達が自分の人生に自

信を持っている姿を見たからだ。

話の流れで将来の夢の話となったのが 2
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回あった。この話をした 2 人は、どちらも、

大きな夢を持っていた。自分の夢を語る 2

人の姿が、とても大きく見えた。格好良く

見えた。それで、自分も夢を持ち、その夢

のために人生を全うしなければならないと

感じた。自分の人生は、自分が夢を持ち、

創り上げていくものだと思うようになった。

自分に自信を持てるように生きたい。「こ

れが俺の人生や!!」ぐらいに誇れる人生を

生きたい。

このキャンプ、素晴らしい経験をした。

そして、この 2 つの得たものに共通するこ

と。それは、このキャンプで出来た最高の

友と、一生を通して、付き合っていくこと

だろう。それが、自分の、そして、友の、

誇らしい人生の一部となるだろう。

そして、最後に、私たちなら、私たちそ

れぞれの夢を叶えて、輝く人生の中で、ま

た team3 全員で会えると信じてる。ありが

とう。

  


