
1

「自分を振り返ってみるきっかけになった日韓高校生交流キャンプ」

孔 昭鈗(コン・ソユン)

ソウル国際高等学校 2 年

日本の高校生と４泊５日の間交流活動が

できると聞き、迷わず日韓高校生交流キャ

ンプに申し込んだ。しかし、早速申し込ん

だはいいものの、日本語も下手だし、人見

知りをする私が果たして５日間のキャンプ

に上手く馴染んでいけるかどうか、期待半

分心配半分でキャンプに行く準備をした。

ところが、その心配は全て杞憂に過ぎな

かったことがキャンプ初日に分かった。事

前説明会でお会いしたメンターさんは、初

めて会った時と変わらぬ優しさで私たちを

温かく迎えてくれたし、先に集まった韓国

の参加者たちもみんな素直で、親切だった

のですぐに打ち解けることができた。また、

後から合流した日本の参加者たちもとても

明るくて積極的だったので、気まずさを感

じる暇もなく一気に仲良くなれた。

言葉の壁など、大した問題にはならなか

った。お互いを理解しようとする努力と英

語、身振り手振り、ボディーランゲージな

どを駆使することでコミュニケーションが

とれたからだ。またこのようなコミュニケ

ーションのとり方のほうが、かえって日本

の参加者たちとより早く仲良くなるきっか

けにもなったと思う。

うちのチームは作業を進めるスピードが

遅く、事業ブース作りのため十分に睡眠が

とれず、大変だった。そんな大変な時間で

も、チームメイトと一緒にいるという事実

だけで嬉しかったし、その嬉しさがまた私

を動かしてくれる原動力となってくれた。

何よりも嬉しかったことは、チームメイト

全員と一緒に最後まで最善を尽くして事業

ブースを完成させ、(模擬)投資金をたくさ

ん誘致し、賞までとったことだ。このよう

に大変な時間も幸せな時間も常に一緒に過

ごしながら、うちのチームはいつの間にか

一つになっていた。だからか、最後の日、

別れる時とそれから何日間は本当につらか

った。そして、この大切な絆をいつまでも

絶やさないように、今も SNS を通してチー

ムメイトたちと連絡を取り合い続けている。

このキャンプを通して感じたたくさんの
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ことから、最も印象深かったいくつかのこ

とについて話しをすると、まず、隣国であ

る韓国と日本は政治的には摩擦が起きたり

しているのかもしれないけれど、結局は一

緒に協力していかなければならないパート

ナーであることに気付いたことだ。これは、

私や韓国の学生のみならず日本の学生もキ

ャンプを通して共感したことで、韓国と日

本が協力すればその効果は倍になって現れ

るということをこのキャンプの経験から学

んだからだと思う。

次に印象に残っていることは、日韓高校

生交流キャンプに対する社会的な注目度の

高さだった。日韓両国の経済協会からたく

さんの支援があっただけではなく、日本の

NHK からも取材があって、キャンプの映像

が実際にニュースで流されるなど、思った

以上にたくさんの方々がこの交流キャンプ

に関心を持っていることに驚いた。またそ

の分、日韓の交流と協力がいかに大事なの

かが分かるような気がした。

チームメイトたちと隔たりなくすぐに仲

良くなれて、チーム一丸となって頑張るこ

とができたのは、参加者たちがお互いを理

解しようと積極的に取り組んでくれたおか

げでもあるが、私たちが最後まで頑張れる

ように優しくリードしてくれたメンターさ

ん、現場でいつも親しみを込めて温かく接

してくれたスタッフのみなさん、事業ブー

ス作りを助けてくれた OB のみなさん、そし

て素晴らしいプログラムでキャンプを開催

してくれた主催者のみなさんのおかげだっ

たと思う。

このキャンプで、学校の授業では得られ

ない貴重で大切な経験ができた。とても充

実した夏休みにしてくれた日韓高校生交流

キャンプに関わった全ての方々に心から感

謝申し上げます。

「人生最高の思い出！！」

                   

近藤 琉菜

賢明女子学院高等学校 2年

私がこのキャンプに参加したいと思った

理由は、韓国から見た日本の印象や、お互

いの国の素晴らしさを知りたいと思ったか

らです。海外に行ったことがなかったので、

日本との相違点や韓国の政治や環境につい

て少し勉強した上で研修に臨みました。
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1 日目、最初に大きな壁となったのは言

葉でした。韓国語も話せず、唯一の両国共

通言語である英語も思っていた以上に上手

く話せなかったからです。相手が何を言っ

ているかの理解が出来ても、何と言って返

せばいいのか分からず、“自分から話す”こ

とから遠ざかっていました。チームメンバ

ーのプロフィール作成の時、みんなで案を

出し合う初めての機会で私は意見を出さず

指示された通りに動くだけでした。

夜になり一人で今日の出来事を振り返っ

た時、自分自身納得のいかないもの。あの

時、周りを見渡すと、英語が話せない人で

も、何とかして会話をしようと一生懸命言

葉を発している参加者を見ました。その様

子を見て私は、「外国人と意見を交わす機会

なんてとても希少なのに、こんなにもった

いないことをしながら 5 日間を過ごしてい

いのかな」と思いました。このままだと今

回キャンプに参加した目的を達成できない

と考え、もっと積極的になり、自分の意見

も主張していこうと決心しました。

2 日目は朝から企業訪問がありました。

私たちのチームは“ロッテワールドモール”

に行きました。ロッテワールドタワーの建

築までの様子やモールの見学をしました。

日本にある大きなショッピングモールより

もはるかに広く、店舗数も多数あり、そこ

には日本では馴染みのあるお店や韓国にし

かない店などがあり、たくさんの企業が日

本との関係を持っていることを知りました。

その夜、“ゴールデンベル”というクイズ

大会と事業案についての話し合いがありま

した。クイズ大会ではチームが違う韓国の

人とペアとなり、両国に関する時事問題に

取り組みました。幸い、相手の韓国人の方

は、日本語が上手だったので、会話で困る

ことはありませんでしたが、1 日目の反省

点から、片言の英語でも日本語でもいいか

ら自分の意見を言っていこうと思い、事業

案について積極的に意見を出しました。す

ると自然と相手も理解を示してくれたり、

以前より、私も理解出来たりと進歩を感じ

ました。少し変わるだけでこんなにも分か

り合えることが出来るんだ！そう思うと、

会話するのが楽しく感じられるようになり

ました。話し合いの時は、なかなか意見が

まとまらず、納得のいく考えにたどり着く

までかなり時間がかかりました。その中で

も前日の反省点から、意見を出しつつ、相

手の意見も理解することを意識しながら話

しました。

3 日目は終日“事業ブース作成”でした。

午前中で事業を確定して、午後からは本格

的にブースデザインをし、作業を行ないま

した。チームみんなで作業をするのはこの

日が初めてで、協力しながら夜中まで頑張

りました。

この時に必要な材料を買いに行くため初

めて市内を歩きました。生活のため道端で

フルーツを売っている同年代の少女の姿が

とても印象に残りました。また、物価が安

く、売り物の大きさも日本よりかなり大き

いように感じました。交通量も多く、いつ
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も渋滞しているように見えました。高い建

物がたくさん並んでいて、建設中のものも

多く活気とともに街が成長している様子で

した。同じ都会でも日本とはまた雰囲気が

違うように感じました。

4 日目の“模擬投資”当日、企業をアピ

ールするため私は、“プレゼンテーション”

を担当しました。改めて“人に伝えること

の難しさ”を実感しました。審査員の方に

いかに分かりやすく、魅力ある企業だと思

っていただけるかを考えながら説明しまし

た。ここが一番頭を使ったように思います。

この様な経験は大人になっても必ず役立つ

ことになると思うので、今回経験出来て良

かったと思います。

最優秀賞はとれなかったけど、みんなで

真剣に考え、意見を出し合い、納得の出来

るものが完成したので悔い全くありません

でした。

最終日は“仁寺洞”に行きました。日本

で見たことのない工芸品や、置物などたく

さん売っていました。文化体験では、細か

な飾りを使ってデザインし、手鏡を作りま

した。思っていたよりも簡単に出来たので

良かった。これから持ち歩いて使います。

その後は、韓国のみんなとお別れでした。

絶対泣かないという自信があったのにも関

わらず、いざとなると大泣きしてしまいま

した。最初は 5 日間だけではそこまで仲良

くならないと思っていたのですが、皆やさ

しくて、面白くて、毎日が楽しすぎて！あ

っという間でしたが 1 日 1 日が良い思い出

となり、帰りたくないとまで思いました。

また絶対会おうねと約束をし、帰路に着き

ました。

日本に帰ってからもしばらくは韓国が恋

しく、毎日考えてしまいます。たくさんの

初体験に加え、今まで知らなかったことを

学ぶことが出来た 5日間は私の人生で最高

の思い出となりました。この経験をもとに

これからの私の人生、社会の中で何か役立

てていけるようにしたいと思います。
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「短くて長かった４泊５日」

        

李 知玹(イ・チヒョン)

龍仁韓国外国語大学校付設高等学校 2 年                  

このキャンプに参加することを決心した

時、最初に頭に浮かんだのは、‘言葉の壁

はどうやって乗り越えればいいんだろう・

・・’だった。学校で 1 年半の間日本語を

学んだことはあるけれど、日本語で会話を

することなどほとんど不可能に近いし、会

話もままならないのに、IT という難しいカ

テゴリーで事業を企画することなどできる

かどうか疑問になった。参加者が発表され

てから私は期待半分不安半分で7月27日に

なることだけを待っていた。

初日、先に集まった韓国の参加者たちと

一緒に、日本の参加者たちをどういうふう

に歓迎するかについて工夫を凝らした。朝

早く起きて韓国まで来るのに苦労しただろ

う日本の参加者たちを私たちは精一杯暖か

く迎え入れた。また、自己紹介の時に、日

本の参加者たちが韓国語で自己紹介を準備

していたことを知って、とても感動した。

私たち韓国の参加者も日本語で自己紹介を

準備していた。

夕食を食べる前まではとてもぎこちなか

った。夕食を一緒に食べながら、日韓の飲

食文化について日本語と英語を交えて話し

たり、キムチを勧めてみたりすることで、

私たちは言葉や国境の壁を乗り越えようと

していた。

二日目、私たちはデジタル・パビリオン

とサムスン・イノベーション・ミュージア

ムを訪れ、私たちの事業アイディア構想を

本格的に始めた。バスでは、日本のチーム

メイトと並んで座り、K-POP について話し

合いながらより仲良くなれた気がする。正

直にいうと、二日目の現場体験は、何かを

学ぶためだったというよりは、チームメイ

トたちとより仲良くなるために行ったので

はないかと思われた。

二日目の夜、ゴールデンベル(クイズ大会

)に参加しながら日本の文化についてより

理解を深めることができた。また、ペアに

なった日本の友達が答えを外す度に「ごめ

ん」と言ってきたので、かえって私の方が

申し訳ない気持ちになった。ペアになった

日本の友達とは自己紹介をしたり、お互い

の文化について色々話したりしながら仲良

くなることができた。

三日目、事業ブース作りの日。うちのチ

ームは前日にアイディア構想についての話
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し合いが終わらなかったため、早朝にアイ

ディア構想についての話し合いを再開した。

話し合いの末、うちのチームは、「社会的

弱者のための旅行シミュレーション」事業

を企画することにした。私は動画制作を担

当し、日本のチームメイトと一緒にアイデ

ィアを出し合いながら作業に取り組んだ。

動画制作が終わった後は、他のチームメイ

トたちと一緒に事業ブース飾りに取り掛か

った。作業が全て終わったのは、明け方 2

時頃だった。みんな疲れてはいるが、満足

げな顔をしていた。

この日、私は言葉が通じないということ

がどれだけ不便なことなのか痛感した。日

本のチームメイトたちと個人的な話をする

時など、その都度メンターさんに通訳を頼

むわけにはいかなかった。英語と日本語、

韓国語とボディーランゲージ―を総動員し

てお互いの意見を共有した。みんな本当に

大変だったはずなのに、不満など一言も言

わずに一生懸命作業に取り組んでくれたチ

ームメイトたちに心から感謝している。

四日目、いよいよ(模擬)投資家の方々へ

チームで企画した事業を披露する日がやっ

てきた。自分のチームの事業についてしっ

かり把握していることがとても大事だった。

収益性が高いということをどうアピールす

ればいいか悩んだりしたけれど、うちのチ

ームの最大の強みは事業の構想が他のチー

ムよりかなり具体的にされているところだ

った。価格決定から SWOT 分析まで手を抜い

たところなど一つもなかった。その結果、

本当にたくさんの投資家の方々より投資を

してもらった。

事業企画に関する全ての日程が終わると、

キャンプが終わっていくのが寂しくなって

きた私たちは、この日は夜を徹して遊ぶこ

とにした。四日間ずっと事業企画に関する

話ばかりで、お互いについての話はほとん

どできてなかったことに気付いたからだ。4

泊 5 日間本当に貴重な経験ができて、また

大切な友情を育むことができて、とても嬉

しかった。

キャンプが終わってから、日常生活に戻

るのがかなり大変だった。今回のキャンプ

は、受験勉強のプレッシャーに押しつぶさ

れそうになっていた私にとって、ちょっと

した気分転換になった。今もみんなと連絡

はとりあっているけれど、早くみんなにと

ても会いたい。

4 泊 5 日を一緒に過ごしたキャンプ参加

者のみんな、キャンプ期間中一番大変だっ

たと思うメンターさんに心から感謝致しま

す。これからもこの経験を忘れずに心に刻

んでおきたい。
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