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「日韓高校生交流キャンプ、どの勉強よりも大切な体験」

崔 智媛（チェ・ジウォン）

龍仁韓国外国語大学校付設高等学校 3 年

日韓高校生交流キャンプに参加できたの

は単なる偶然だったともいえる。学校の休

み時間に、教卓においてあったキャンプの

案内チラシを偶然発見したのがきっかけで、

このキャンプに興味を持つようになったの

だから。それまでは、こういうキャンプが

あるということも、そして私が参加できる

かどうかも全く知らなかった。あの時、あ

の案内チラシを見付けなかったら、この貴

重な経験もできなかっただろう。

私は、学校で日本語を専攻していること

と、普段から日本の文化に深い興味をもっ

ていたことから、日本で日本の学生と一緒

に様々な活動ができるというこのキャンプ

に、とても魅力を感じ、惹かれていた。し

かし、最初は色々な現実的制約に引っかか

り、キャンプに参加するかしまいか葛藤し、

悩んだ。過ごし方によって、大学入試に大

きな影響を与え得る高校 2 年生の夏休みに、

一週間近く塾を休まなければならないとい

うことがかなり大きな負担となった。その

一方、このキャンプへの参加をあきらめて、

塾の机の前に座って一週間を過ごしたとこ

ろで、2 学期の成績がどれぐらい上がるの

だろう。また、いくら高いお金を払っても

経験できないこの機会を逃してしまったこ

とを死ぬほど後悔することになるのではな

いだろうか。

出国前夜も、TOEFL の塾があったので、

夜 11 時になってからやっと荷造りを始め

た。正直、心の中はすでに数日前からキャ

ンプのことでいっぱいになっていた。これ

からキャンプで出会う新しい友達のことや、

事業発表会で賞をもらうことなどを想像し

ていたら、ベッドに入ったのは空港出発の

わずか 2 時間前だった。

バスの中で夢までみながら熟睡し、仁川

空港に到着した。そこで、メンター先生、

そして 5 泊 6 日を一緒に過ごす韓国の学生

たちと出会った。初対面というぎこちなさ

に最初はみんな自分のスマートフォンばっ

かり見つめていた。視線は、スマートフォ

ンの画面上にあっても、きっとみんなの心

の中はキャンプに対する期待や心配でいっ
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ぱいになっていたに違いない。

約 2 時間、飛行機に乗って、日本宮城県

南三陸町のホテル観洋に到着した。そこで

各自泊まる部屋を教えてもらい、重いスー

ツケースを引きながら、先にホテルについ

て部屋で私たちを待っている日本の学生た

ちに会いに行った。部屋に入ると、同じチ

ームの日本の女子学生二人が座っていた。

お互い相手の国の言葉が話せないため、ス

ムーズな会話はできなかったけれど、用意

してきたプレゼントを交換したり、ボディ

ーランゲージを使ったりしてどうにか会話

を繋いでいった。その後合流した他のチー

ムメンバーたちとも、やはり完璧な会話は

できなかったけれど、英語を使ったり、「韓

本語」を使ったりして、何とか話し合いを

続けていった。初日は、本当に気まずい雰

囲気だったけれど、それから一緒に生活し

ながら事業アイテムを企画することで、急

速に仲良くなり、まるで 10 年は付き合って

きた古い友人のようにみんなと仲良く楽し

く過ごすことができた。

初日は、東日本大震災を直接体験した方

より震災についてのお話を聞く「震災学習」

の時間があった。町の住民のみなさんは、

家族や生活の場を失ってからも、黙々と自

分のできる仕事をしながら復興に取り組ん

でいた。復旧までどれぐらいの時間がかか

るか、また再び大きな震災が起きるのでは

ないか、誰も分かるわけないが、活気を失

わずに、みんなで助け合いながら生活して

いる町の方々の素朴さと誠実さがとても印

象深かった。韓国ではこのような地震は絶

対に起きないという保証はだれもできない。

もし、起きた時には、韓国人もこの町の方々

のように、落ち着いて普段の生活をしなが

ら、廃墟となった自分の町に愛情を持って

復興に取り組むことができるのだろうか。

災害を淡々と受け止め、町を震災の前より

住みやすい所にしていこうと、復興に取り

組んでいる南三陸の方々より、人生に向き

合う姿勢について教えてもらった気がする。

二日目からは、本格的に事業発表の準備

を始めた。夜遅くまで続いた話し合いの末、

私たちが選んだ事業アイテムは、「FARM 

PAL」というスマートフォン・アプリケーシ

ョンだ。「FARM PAL」は、農作物を育てるシ

ミュレーションゲームを通して得たポイン

トで、ウェブ上に作られたオンライン・マ

ーケットから様々な農作物を買えるネット

ワークプログラムだ。私たちの事業の目的

は、人々が農業に興味を持つようになるこ

と、また農作物の直接売買を通して農家を

復興させることだった。

事業を企画していく過程で、新しいアイ

ディアが次々と加わったり、意見がぶつか

り合ったりしたため、何度も危機に直面し

た。メンター先生が通訳をしてくれるけれ

ど、自分の考えをそのまま相手に伝えられ

ないもどかしさと、日韓学生の異なる作業

の進め方のために大変な思いもたくさんし

た。韓国の学生は、とにかく仕事の効率と

スピードを上げることを第一に考える一方

で、日本の学生は、「パリパリ(早く早く)」

より「時間がかかっても、きちんとする」
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ことを優先していたため、そんなお互いに

対してストレスを感じていたのも事実だと

思う。それでも、最終的には無事にパワー

ポイントや小道具を作り上げ、舞台で披露

することができた。結果、一位ではなかっ

たけれど、一生懸命準備した寸劇のおかげ

で、ベストパフォーマンス賞を受賞するこ

とができた。

最終日、仙台市内を観光してから、チー

ムメンバー全員が一つの部屋に集まった。

いつの間にか言葉が通じなくても、お互い

が何を言おうとしているのか、どんな気持

ちであるのかが全て分かるようになってい

た。初めて会った時の気まずさや事業発表

を準備する時に生じた葛藤などは全て消え

ていて、みんなが一つの部屋に集まって、

話に花を咲かせているこの瞬間が、本当に

嬉しく感じられた。あの日は、朝日が昇る

まで、両国の文化について、学校生活につ

いて、そしてキャンプに参加するまでの過

程について、などなど様々なことについて

話し合いながら、忘れられない思い出を作

った。

5 泊 6日の日程もあっという間に終わり、

とうとう最終日がきてしまった。私たちは、

最後はまた別れるという事実を知っていな

がらも、長いと言えば長く、短いと言えば

短いこのキャンプでの毎日を、本当に充実

に過ごしてきたと思う。空港に向かうバス

に乗るまでも、誰一人涙を見せるメンバー

はいなかったけれど、いざバスが出発しよ

うとすると、泣きそうで、窓の外から私た

ちに手を振っている日本のみんなの顔をま

ともに見ることができなかった。後日、日

本の友達が送ってくれた写真を見てみると、

チームメンバーの何人かは、自分も知らな

いうちに涙を流していた。

韓国の高校生活は、信じられないほど単

調で退屈だ。夏休みだというのに、毎日起

きるや否や朝食を食べる間もなく、母の車

に乗せられ塾に行き、塾が終わるとすぐに

自習室に行って夜明けまで勉強をするとい

う日課の繰り返しだ。 「10 代には 10 代に

しか感じられない、経験できないことがあ

る。人生で一度しかない 18 歳の私を思い出

した時に、自習室に閉じこもって、意味も

なくシャーペンをぐるぐる回している私を

思い出したくはない。 （旅行エッセイ「井

戸の外の女子高生」より）」本屋で読んだこ

とのあるこのフレーズを思い出しながら、

一か八かやってみようと決め、このキャン

プに参加した。そして、ほんの少しの後悔

もない。あちこち歩き回りながら、様々な

経験をしなければならないこの 10 代に、大

学入学だけを目標に、「家 - 学校 - 塾」の

行き来の繰り返しは、二度と戻ってくるこ

とのない大事な 10 代を、私ではなく、社会

のニーズのために過ごしてしまうことにな

る。何ごとも素早く、また完璧にしなけれ

ばならないこの社会のニーズに不満を抱い

ていながらも、そこから抜け出そうともせ

ずに、いつの間にか「早く完璧に」が私の

価値観にもなっていた。これは、キャンプ

で日本の学生たちと一緒に事業発表の準備

をしながら気付いたことだ。キャンプに参
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加しなかったら、数学の公式を一つや二つ

多く覚えることはできたかもしれないが、

長い人生の中、より大事なことを学ぶこと

はできなかったと思う。外国語高校と呼ば

れる小さな井戸の中から抜け出し、韓国各

地、さらには日本の各地から集まった学生

たちと出会って、私の価値観を見直すきっ

かけとなる貴重な経験ができたのだから。

キャンプで出会った友達とは、いまでも

ラインやカカオトークを使って連絡を取り

続けている。日本の友達から、日本であっ

た JKSFF(キャンプの OB/OG 会)の新入会員

歓迎会で撮った写真が送られてきた。また、

12月にソウルに遊びに来るという友達もい

る。このまま連絡を取り続けていって、大

人になってから再会した時に、キャンプで

のお思い出話ができればいいなと思う。簡

単にはできない貴重な経験と思い出を作ら

せてくれたキャンプの参加者たち、キャン

プの期間中私たちのために尽力を尽してく

ださったメンター先生やスタッフの方々、

キャンプを主催してくださった全ての方々

に感謝の言葉を伝えたい。本当にありがと

うございました！最高に楽しかったです。

「海の向こうの友」

                   

三輪 亮太郎

慶應義塾志木高等学校 1年

第一に、私は日本で生まれ日本で育った。

海外旅行はしたことがあるが、外国の人と

実際に深く関わったことがなかった。した

がって今回の日韓高校生交流キャンプが、

私にとって初めての本質的な異文化コミュ

ニケーションであったのである。

参加の動機は大きく２点に集約される。

１点目、隣国の人との交流を通して様々な

問題に対する多角的な視点を養いたい。２

点目、将来的に世界中の人々と関わりを持

っていくつもりなので、まずは一番身近で

共通点の多い韓国の学生と友達になりたい。

結論から言うと、これらの参加前の目的

は容易に達成することが出来た。それどこ

ろか、最初の動機が薄っぺらいものに思え

るほど、実際のキャンプでは期待以上の経

験と学びを得られた。

以下、簡単にキャンプ初日から最終日ま

でを時系列順に振り返ってみたいと思う。
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初日、韓国の学生らと初めて顔を合わせ

たのは、旅館の部屋だった。当然メンター

さんはいない。幸い、彼らのうちの一人が

日本語を話せたため、片言の英語と合わせ

て意思の疎通は図れた。しかし、互いの腹

の底を探り合いながらの会話は弾まず、気

まずい沈黙も多々見られた。その後女子た

ちとも対面し、チームポスターを作る過程

でそれなりのコミュニケーションはとれた

が、やはり探り合いの雰囲気は続く。

そんな中、初日のターニングポイントと

なったのが、メンターさんが持ち掛けてき

た、メンバーのうちの一人の誕生日サプラ

イズだった。お菓子を組み合わせてケーキ

を作り、真っ暗にした男部屋に連れ込んで

バースデーソングを歌った。彼女は飛び切

りの笑顔を見せてくれた。秘密を共有し、

仲間を喜ばせようとする過程で、私たちの

間に変化が生まれたように思う。その後は

夜１１時過ぎまで話し合って事業のアウト

ラインを決めた。

２日目、語り部バス、漁業体験、経済現

場体験と、時間は慌ただしく過ぎ去った。

なかでも漁業体験の際には初めての漁船に

みんなで興奮して、一緒に写真を撮ったり

海に向かって叫んでみたり、だいぶチーム

の距離が縮まった気がした。夕食後には事

業アイテムの決定をしなければならなかっ

たが、前日に決めたものから大きく変えな

ければいけないことになり、報告書の提出

期限ギリギリまで必死に頭を捻った。花火

鑑賞もゴールデンベルもあったが、頭はず

っと事業計画のほうに傾いていた。意見が

２つに割れたため、双方が納得いくような

ものを模索し続けた。大変だったが、本音

を言い合って尚且つ理性的に進んでいく話

し合いに、私個人は少なからず感動してい

た。

３日目、１日をかけて翌日に控えるプレ

ゼンテーションの準備をする。私たちのチ

ームでは、アイテムの細かい内容まで決め

るのに午前いっぱいかかった。一人一人の

意見がそれぞれ異なっていて、しかも自ら

のしっかりとした論理を持っているため、

互いの論理を理解し一つのものにまとめ上

げるのには、多大な苦労を要した。しかし

それが結果的には決定事案の脆弱性を早急

に発見、改善するのに役立ち、より現実味

を高めることが出来たように思う。

最終的に私たちの事業アイテムとなった

のは、介護施設に住む高齢者が外に出かけ

る手伝いをする、ヘルパーの代行サービス、

“kind go”だ。この事業は今まで他にどの

会社でも行っていなかったものなので価格

の設定や市場の分析には苦労した。他にも

プレゼンテーションの台本づくりや

PowerPoint の作成など、やることは山ほど

あったが、メンバーが各々の役割をわきま

えて尽力したため、かなり効率的に進んだ。

とは言ったものの、結局準備は夜中の３時

までかかり、そのころには皆限界を超えて

いた。それでも意地と根性で協力して完成

を目指す中で、チームに強固な結束力が生
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まれた。後で振り返ると、この日が一番メ

ンバー同士の絆が強まった日だったと思う。

４日目、寝不足のため全員死んだような

顔をしていた。しかしいよいよ本番が始ま

るとなると、緊張しているのが見て取れる。

自分たちの番を待つメンバーに、笑顔にな

るよう言った。最後に掛け声をかけて、み

んなで覚悟を決めてステージに向かった。

完璧にとはいかないものの、やることはや

りきった。あとのことは神に祈った。

昼食後、運命の結果発表だ。最後の最後

に名前を呼ばれた私たちのチームは、なん

と最優秀賞だった。泣きそうになるくらい

嬉しかった。チームメイトと抱き合って喜

んだ。きつく抱きすぎて怒られた。感無量

だった。無論結果ありきではないが、私は

この事業計画を通してチームのみんなが本

当に大好きになった。勝利の興奮も冷めや

らぬうちにバーベキューや花火を終え、今

日こそはゆっくり眠ろうと思っていたが、

翌日チームでダンスを披露することになっ

ていたので、その練習で結局２時位まで眠

れなかった。それでも彼らと一緒にいられ

ることがうれしかった。

５日目、松島と仙台市内を観光して周っ

た。「明日にはお別れだ」。わかってはいた

けど考えたくなかった。少なくとも今は目

を背けていようと思った。夜、翌日の別れ

を惜しんでみんなで一つの部屋に集まった。

仙台観光の時に買い込んだお菓子を広げて

他愛もないことを話し合った。寝る気は毛

頭なかったものの、それまでのハードスケ

ジュールの疲れが出て、最終的に残ったの

は数人だった。その数人で深夜に思い出を

語り合っているうちに、頭の中で５日間の

記憶が走馬灯のごとく流れ、自然と目から

涙があふれてきた。いつの間に、チーム７

のみんなは私にとって、離れがたい、かけ

がえのない友に変わっていたらしい。「明日

が来なければいいのに。」「行かないでくれ、

今日。」心から思った。

ついにやってきてしまった最終日、寝不

足のクマと泣きはらした目のままにみんな

で写真を撮った。別れを惜しんで抱き合う。

ああ嫌だ、もう泣きそうだ。司会の方から

の最後の言葉、バスが来ることを伝えるア

ナウンス、どれもほとんど頭に入ってこな

い。とうとう韓国の学生たちを送るバスが

来る。バス乗り場に向かって歩き出す。韓

国の学生たちが次々とバスに乗り込む。最

後に言葉を交わすとき、頑張って顔を上げ

たものの、涙で視界がぼやけてよく見えな

い。バスに乗ったメンバーのうち一人と名

札を交換する。彼は泣いていなかった。彼

曰く「韓国人は心で泣く」らしい。あの笑

顔の裏に、涙が見えた気がした。

今このように思い返しても、胸が熱くな

ってくる。キャンプの日程を追うごとに文

章がエモーショナルになっているのは書い

ている当人も自覚済みである。だがそれだ

け、このキャンプが心を揺り動かされる内

容であったということは、主張しておきた

い
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最後に、このキャンプを通して私が感じ

た事を述べる。まず一番、切に思ったこと。

言語の壁である。なんということもない、

ただひたすらにもっと韓国語を学んでおく

べきだったと悔やんだ。あのゆかいな仲間

たちと、言葉の違いによるもどかしさなし

にテンポよく会話できたら、どんなに楽し

かったことだろう。

次に、個人単位の国際交流と国家単位の

外交関係は、まったく別次元のものである

ということ。客観的に見て外交上大きな問

題を抱えている日本と韓国だが、両国の学

生である私たちの間には、いささかのわだ

かまりもなかった。キャンプの後半、打ち

解けてからは韓国の学生と政治の話に踏み

込むことも出来た。その時も決して感情的

にはならず、どちらの国でも世代によって

感覚が違うといったことをお互いに知りえ

た。私は、祖父の世代、父たちの世代、私

たちの世代へと渡る中で、関係性を徐々に

改善し、より友好的になれるはずだと確信

した。だからといってこの少ない、かつ特

殊な統計を直ちに国と国のレベルに拡張し

て論じるべきではない。両国がそれぞれの

正義を抱えている以上、事態はそう簡単で

はないはずだ。だが同時に、このキャンプ

で私たちが培ったような両国間の個人単位

での友情が、未来における私たちの世代の

両国の関係改善のカギになると確信してい

る。要するに、現状を知り、そこからの未

来への道を見据えたうえで、一つ下の次元

で構成された良好な関係を、次の世代で上

の次元へと昇華させる、というプロセスを

踏むことが大切だと思うのである。そして

私は、今回のキャンプがその第一段階にな

ったのではないかと思う。

最後に、周りの方々への感謝の気持ちで

ある。このキャンプで得た学びも、つなが

りも、思い出も、その一つ一つが私にとっ

てかけがえのない宝物となった。ともに頑

張ってくれた友人たちはもちろん、キャン

プに送り出してくれた両親、企画運営の

方々、JKSFF のみなさん、その他このキャ

ンプに携わって下さったすべての方々に心

から感謝の意を表したい。有難うございま

した。

          



- 8 -

「６日間の思い出」

        

申 承昊（シン・スンホ）

金烏工業高等学校 2 年                  

2016 年 7 月 29 日早朝、待ちに待った日

韓高校生交流キャンプに参加するために、

クミ高速バスターミナルの仁川空港行きバ

スに、友達と一緒に乗り込んだ。バスに乗

る前までは、バスに乗ったらすぐに眠りに

落ちてしまうと思っていたが、その思いと

は裏腹に、キャンプに対する期待がどんど

ん膨らんできてちっとも眠くならなかった。

事前説明会でもらったワークブックに載っ

ていた、‘キャンプに参加する前にたくさ

ん睡眠をとっておいた方がいい’という前

回キャンプ参加者の感想文のフレーズが、

仁川空港に着くまで頭の中をぐるぐる回っ

ていた。あの時、もっと睡眠をとっておく

ように頑張らなきゃならなかったのに、そ

れができなかったせいで、キャンプの間ず

っととてつもない疲労との戦いを強いられ

てしまった。

早い時間に仁川空港に到着し、友達と一

緒に日本について話をしながら、これから

会うことになる日本の学生たちはどんな人

たちなんだろう、ととても気にしていた。

様々なことについて思考を巡らせながら、

出発前に今まで勉強してきた日本語の復習

をしていると、メンター先生よりもうすぐ

空港に到着するとのメッセージが入った。

そのメッセージを見た瞬間、あぁ、私が本

当に日本に行くんだ、と実感が湧いてきた。

その後、メンター先生と他の参加者たちと

合流し、一緒に飛行機に乗って、日本の仙

台空港に向かった。仙台空港までの 2 時間

が私も今までの人生の中で一番緊張し、一

番期待に溢れていたフライトだった。

仙台空港から南三陸ホテル観洋へ移動し

ながら、2011年日本を強打した津波の被災

地域についての説明を聞いた。

ホテルに到着し、日本の学生たちと会う

時間になった。ホテルの部屋の前でドアを

叩くと、部屋の中から日本の学生が出てき

てドアを開けてくれた。部屋に入ると、日

本の学生たちが日本語で話をしていて、今

まで勉強してきた日本語が全く思い出せな

くなるほど緊張してしまった。その時、GAKU

という日本の学生が先に英語で声を掛けて

くれたおかげで、緊張感が和らいでいった。

未だに、あの時のことは鮮明に記憶に残っ

ている。

男子のルームメイトたちと集合時間前ま

でゲームをしながら、お互いについて話し

合った。その後、集合場所に行って開会式

を行ってから、一緒に夕食を食べた。テレ

ビで見たことのある日本ならではの食事だ
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ったので、新鮮な経験ができてとても嬉し

かった。その後、オリエンテーションと震

災学習に参加してから、チームメイト同士

で自己紹介をし合って、チームマガジンを

作った。チーム名は 8 を横にして、無限と

いう意味のインフィニットと決めた。

初日の全ての活動が終わり、ルームメイ

トたちと一緒に温泉に入ることでキャンプ

の一日目が終わった。

二日目は、起きてからすぐに朝食を食べ、

バスに乗って、東日本大震災によって被害

をうけた南三陸の被災地を訪れた。直接自

分の目で被災現場を見ながら震災の被害に

ついて説明を聞く時間だった。

震災学習の後は、養殖漁業体験。船に乗

って、日本の水産業の現場と日本のウミネ

コを見ることができた。その後、南三陸の

夏祭りに参加して、地域の文化に触れなが

ら祭りを楽しんだ。楽しい夏祭りの後は、

私たちのチームの事業アイテムである農業

を体験するためにまたバスに乗って移動し

た。日本の想像以上に高い気温と暑さの中

での農業活動だったので、心配はしていた

けれど、やはり首の後ろと顔を日焼けして

しまった。日焼けした自分の顔を見ながら、

一生懸命に頑張った勲章だと思うと、達成

感と充実感が押し寄せてきた。みんなで一

生懸命に取り組んだんだから、ここまで正

確に素早く仕事を終わらせることができた

のだと思った。

農業活動の後、夕食を食べてからチーム

メイトと一緒に花火大会を観賞した。それ

から、事業アイテムについて話し合い、大

枠を決めた。

次は、「ゴールでベル」というクイズ大

会。チームメイトではなく他のチームの日

本の参加者と二人でクイズに答えていくプ

ログラムだったので、コミュニケーション

がとれるかどうか心配だった。しかし、ペ

アを組んだ Ayano Suyama という日本学生は

、英語も日本語も良くしゃべれる子だった

ので、すぐに友達になれた。(私は個人的に

このプログラムが一番楽しかった。)

三日目は、農業の復興のためのゲームア

プリケーションを制作したり、一日中慌た

だしく話し合いを重ねたりと、事業アイテ

ム企画の活動に没頭した。この日、チーム

メイトとたくさんの話し合いをしながらよ

り仲良くなれたと思う。準備の締切の時間

まで一生懸命に作業をし続けて、ホテルに

戻ってからもみんなで発表会で披露する寸

劇の練習を朝の 3 時まで繰り返し練習した。

一生懸命に準備し、一生懸命に発表して、

悔いない結果を得た私たちのチーム。みん

な睡眠時間を削って、精一杯発表会の準備

をしながらも、決してだらだらと作業ばか

りし続けるわけではなかった私たちのチー

ムが本当に好きだった。準備作業の時、私

は KUMA(熊)というあだ名を付けられた。あ

だ名を付けてくれた日本の友達に、韓国で

のあだ名もコム(熊)だと伝えると、本当な

のと聞き返しながら喜んでくれた。

五日目の夜、ローリングペーパーの時間

には、お互いに苦労したこと、激励の言葉

などを書きながらも、もう時間がここまで
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過ぎてしまったことが信じられなかった。

両国の伝統衣装を着てみるのもとても楽し

かったけれど、一番記憶に残っているのは、

最後の夜をチームメイトのみんなで一つの

部屋に集まって明け方まで一緒に遊んだこ

とだ。

来ないと思っていた最後の日がやってき

た。私は心の中で、今の別れが永遠の別れ

ではないから泣くまいと決めていた。しか

し、最後の挨拶を交わす瞬間までも、チー

ムメイトのだれも泣かなかったことには驚

いてしまった。最後の挨拶を交わしてから、

私たちを乗せたバスが出発すると、日本の

友達はバスが見えなくなるまで私たちを見

送ってくれた。あの様子を見て、つい泣き

そうになった。こんなふうに私たちは仙台

空港へ、日本の友達は各自の家へと別れて

いった。チームメイトの Hana と Ayaha は国

内線に乗るために空港まで一緒に移動した。

二人は、空港で私たちを見送ってくれなが

ら、結局泣いてしまった。その顔を見て、

感謝の気持ちと、もっと一緒に話せなくて

もっと一緒に遊べなくて申し訳なかったと

いう気持ちが入り交じって複雑な心境にな

った。

私たちのチームは、一緒にいた日本でも、

各自自分の道を歩んでいる今も、お互いに

連絡を取り続けているし、高校を卒業した

後、みんなで一緒に遊ぼうと約束をしてか

ら別れた。言葉も文化も異なる二つの国の

学生が集まって 5 泊 6 日間作り出した大き

な結果には心から感動しているし、素晴ら

しい経験ができたなと思っている。このキ

ャンプに参加したおかげで、違う言語、違

う文化についての偏見や大変さを克服し、

私にとってとても大切な友達をたくさん作

ることが出来た。本当に貴重な時間だった。

私は友達と再会できる日を楽しみに、私の

夢に向かって精一杯歩んでいこうと決めた。

   


