
1

「お互いの頼もしい「援軍」を得る」

白 賀媛（ペク・ハウォン）

龍仁韓国外国語大学校付設高等学校 3 年

高校の日本語学科に進学し、様々な活動

に参加することになってから、自然と日韓

交流や日韓関係改善などについて、うんざ

りするほどたくさんの話を聞いてきた。

特にアジア地域の文化や政治、経済的な

分野について勉強してみたいという夢を持

ってからは、私なりに日本の文化や歴史、

経済などについて勉強すると同時に、日韓

関係改善と協力による両国の共存を熱心に

叫んできた。それでも周りの人たちや多く

のインターネットユーザーたちが、日本に

関するイシューとなると敏感に反応し、頭

ごなしに批判するのをみて、日韓関係改善

は果たして実現できるのだろうかと思った

りもした。

特に、日本文化の良いところを思い浮か

べながら味方をする時には、なんだか自分

だけが他の人たちと異なる思考を持ってい

るような気がして、居心地の悪い思いをし

た経験も少なくなかった。また、私は常に

日本に対してポジティブな興味を持ってい

たけれど、日本人は内気で、表と裏がある

などという偏見から完全に抜け出すことは

できなかった。

実際、部活や様々な世界大会に参加して、

たくさんの日本人に出会ったことがあるが、

彼らの性格のせいか、私の無意識の中に潜

んでいた偏見のせいか、どことなく彼らと

完全に打ち解けることはできなかった。そ

んなわけで、日本についてもっと知りたい

という思いで今回のキャンプに申し込んだ

ものの、正直なところ、大して期待はして

いなかった。言語も文化も異なる日本の学

生とチームメートになって、事業を企画す

るということがとても大変そうで、そんな

中、日本の参加者たちと仲良くなれるとは

想像すらできなかった。

しかし、キャンプの最終日、タプコル公

園の前で悲しい涙を流しながら日本の友達

と別れたとき、日本という国に対して、ま

た日本人という国民に対して今まで私が抱

いていた偏見は少しも残らず消えていた。

キャンプの初日、大して期待もせずにキ

ャンプ会場に入りながら、5 日間ひっそり
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と過ごすことばかり考えていた。韓国の学

生たちとも打ち解けていないのに、そう簡

単に日本の学生たちと仲良くなれるとは思

わなかったし、受験生としての生活に疲れ

ていたせいか何かを新たに始めることは避

けたいと思っていたからだ。

しかし、メンター先生が、日本の参加者

たちを乗せて会場に向かっているバスに同

乗しているスタッフさんから届いたメッセ

ージを読み上げながら、“みんな、うちのチ

ームの日本の学生たちが一番ハキハキして

るんだって。みんなから羨ましがられてる

よ。”と言った瞬間、私の生半可な気持ちが

期待に満ちている日本の学生たちに対して

どれだけ失礼だったのか気付かされた。同

時にキャンプに臨む心構えを正し、せっか

く集まった参加者のみんなと仲良くなろう

という素朴だけど意味のある目標を立てた。

チームメートのみんなが用意してきた写

真を紙に貼りながら、私は日本と韓国の友

達にしきりに話しかけた。色んなことにつ

いて話をしているうちに、拙い日本語だけ

ど、会話をすることに少しずつ慣れてきて、

共通の関心事が見付かるとお互いに盛り上

がり、話が途切れることなく続いていくの

が本当に楽しかった。キャンプに参加する

前の私の予想とは裏腹に日本の学生たちが

とても活発だったので、すぐに打ち解ける

ことができた。みんなと仲良くなってから

は、キャンプの全ての活動がとても有意義

で楽しいとばかり思うようになった。私た

ちの会話一つ一つや、私たちが共有する優

しい気持ち一つ一つが全て日韓交流の始ま

りではないかと思えたからだ。

特に、事業を企画していく過程では、日

韓の協力の必要性を痛感した。うちのチー

ムは、他のチームに比べて事業アイテムを

決めるのに長い時間をかけてしまい、他の

7 つのチームが全て事業ブース作りに取り

掛かった時にも、うちのチームは依然とし

て事業アイテムを決めかねていた。

韓国の学生は事業の現実性とプロジェク

トの完結を最重要視していた反面、日本の

学生は事業内容の細かさと充実さを最重要

視していた。特に、テイクアウト中心のウ

ェルビーイング・フード店を事業アイテム

として選んだうちのチームは韓国と日本の

飲食文化や飲食事業文化の違いで、合意点

に至るまでの道のりが平坦ではなかった。

英語と日本語がある程度喋られて、歳も

一番上だったこともあり、自然とチームの

リーダー的な存在になっていた私は全く進

展のない状況にもどかしさと一緒に責任を

感じていた。

それでも私たちは最後まであきらめずに、

事業アイテム企画班と事業ブース制作班に

分かれ、意見をまとめて合意点を導き出そ

うとしていた。私は二つの班を行き来しな

がらプロジェクトを完成させるために夕食

も食べられなかったけれど、精一杯作業に

没頭しているチームメートたちの姿を見な

がら希望を失わなかった。

プレゼンテーションのシナリオと 40 人

の専門家に配布するちらしを用意し、チー

ムメートたちに配りながら、何度も変更に

なった事業内容を全員がしっかり把握して
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いるのか心配になった。

しかし、明け方 4 時まで眠気を振り払い

ながら、チームメート全員とプレゼンテー

ションのシナリオを練習することで、少し

ずつ自信を取り戻すことができた。また、

本番で 40 人の専門家の方々へ私たちの事

業についてプレゼンテーションを行ってい

ると、うちのチームの商品に対する確信が

芽生えてきた。

本番で、チームメート同士で足りないと

ころを補いながら各自自分の役割をしっか

りと果たしている姿を見ていると、私たち

は国籍に関係なく一つのチームであること

が実感できた。悩んで頑張った末、完ぺき

な事業ブースを作り上げ、チームのみんな

が事業に対する確信をもってプレゼンテー

ションを行えたことだけでも、胸がいっぱ

いになる経験ができた。

韓国学生の推進力と思い切った決断力の

おかげで限られた時間内に事業ブースを作

り上げることができたし、日本学生のシス

テマティックなアイディア構想のおかげで、

中身の充実した素晴らしい一つの事業を完

成させることができた。

事業発表と模擬投資会が終わって、表彰

式の時間になった。他のチームよりイキイ

キとしていて、強い絆を見せていたうちの

チームだったので、チームワーク賞くらい

は狙えるかなと思っていた。しかし、優秀

賞受賞チーム発表の瞬間、「We are the One」

といううちのチーム名が呼ばれた時には、

驚きと感動で声すら出なかった。

高校生の 3 年間、様々な大会に参加し受

賞も経験したけれど、このときほど充実感

に満ち溢れ、価値のある賞は初めてだった。

キャンプの初日に立てた、日本の学生たち

と仲良くなるという目標に向かって努力す

る過程で自然とついてきた結果だと思う。

閉会式で、韓日経済協会の李鐘允副会長

が仰った通り、熾烈な競争と温かい協力が

共存する、真の疎通が行われた時間だった

と思う。

仁寺洞のタプコル公園の前で最後の挨拶

を交わしながら、わけもわからず込み上げ

てくる寂しさにみんなは涙を流して別れた。

過去、先祖たちが日本からの独立を叫ん

でいた「サムイルムン」の前で、日本の友

達と抱き合っている今の状況がとても矛盾

しているような気もしたけれど、これはき

っと独立後に様々なことが変わり、私たち

が思っている以上に、見えない努力が実を

結び、日韓関係が改善してきているのだと

実感した。

そして、日本と韓国はこれからもっと近

い関係になれるという確信ができた。

結局、今回のキャンプのように民間のレ

ベルでの認識が変わると、日韓関係も新し

い局面を迎えることができる気がした。こ

れから私は、日本といったらまずキャンプ

で出会ったユナ、ミキ、ハヤト、タカ、ワ

カバが真っ先に思い浮かぶだろう。

変わりなく繰り返される日常に疲れてい

た私に、高校生活最後の夏休みにこんなに

素敵な友達に出会えるチャンスをくれて、

将来の夢に対する勇気をくれた JK Camp に
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参加できたのは本当に大きな幸運だったに

違いない。素晴らしいキャンプにしてくれ

た全ての方々に心から感謝します。

「自分を変えるチャンス」

                   

内田 響

神奈川大学附属高等学校 2年

こんな形で海外デビューを果たすとは夢

にも思わなかった。

親から唐突にこのキャンプについて説明

され、参加の意志を確認された時、正直面

倒だと答えた。わざわざ部活や学校の講習

を欠席し、パスポートを取得し、説明会に

参加し、持ち物の準備をし…家でゴロゴロ

している方がよっぽどいいと思ったのだ。

だがしつこい勧誘と、海外へ行くことの憧

れが、志望理由書を書くきっかけとなった。

その先に想像より遥かに素敵で濃密な 5 日

間が待っているとも知らずに。――もちろ

ん志望理由書に書いたことは嘘ではない。

あくまできっかけの話だ。

初日。参加者が羽田空港団体カウンター

前に集まった。みんな緊張しているように

見えたが目は輝いていた。韓国に到着する

とすぐにホテルに向かった。韓国メンバー

と驚くほどいきなりの顔合わせ。移動と緊

張で疲れ切った上、寝起きだった私の顔と

印象は最悪だったと思う。でも「絵が得意」

という特技を活かしてチームマガジン作り

で中心に立ち、すぐにみんなと打ち解ける

ことができた。

部屋に戻る頃にはもう韓国メンバーとの

距離は随分縮まっていた。コミュニケーシ

ョンが取れないのではないかと心配してい

た私には、とても嬉しかった。言葉の壁は

とても大きい。伝えたいことが全然伝わら

ないことも少なくない。しかしそれはとて

もちっぽけな問題だった。私は国境を越え

たコミュニケーションに感動を覚えると同

時に、英語の大切さを痛感した。

二日目。職場体験では、ホテルの顧客収

集の様々なアイディア、戦略などを学んだ。

その間もみんなと変顔で写真を撮ったり、

ちょっとしたイタズラをしあったりして終

始笑顔でいた。もう初日のような緊張は消

えていた。

宿泊先のホテルに戻るとみんなで事業案

を考えた。両国の特徴を活かした多くの利

益を生む事業はないかと。
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夜になり、話し合いでみんなの頭が疲れ

てきたころにゴールデンベルが始まった。

クイズではすぐに間違えてしまったが、敗

者復活戦で、大声でアピールしたり、踊っ

たりした。最高に恥ずかしくて最高に楽し

かった。その日は朝まで話し合って事業の

内容を決めた。

三日目。事業ブースを本格的に作り始め

た。チームみんなの気持ちは既に同じ方向

に向いていたので、作業自体は苦なく進め

られた。メンターさんのアドバイスに則っ

て、SWOT(長所、短所、機会、脅威)を考え

た。非の打ち所がないように考えた自分た

ちの事業の欠点を考えるのは、非常に難し

かった。

私はこの日、体調を崩してしまった。そ

んな時にも韓国の学生、日本の学生ともに、

とても心配して気を遣ってくれた。日韓の

関係が危惧されている今、その国の若者同

士が相手のことを思いやっている。なんて

素晴らしい事だろうと思った。私の、韓国

人は日本人を嫌っているのではないかとい

う偏見は消えた。

四日目。今まで作りあげてきた事業を披

露する日。円陣を組み、スローガンを叫び、

鼓舞した。周りを見渡せば他のチームもや

る気と自信で目がギラギラ光っていた。そ

れだけ時間をかけ、試行錯誤をした証拠だ

と思った。私は説明が下手だと自負してい

るので、チームメートに教わった韓国語で

宣伝に徹した。途中で人数が不足して私も

説明をすることになったのだが、考えがき

ちんと伝わっていることを感じてとても驚

いた。何事もやってみるものだ。

しかし、賞を取ることはできなかった。

何が足りなかったのか今考えればわかる気

もするが、必死に作りあげた唯一無二の作

品を誇りに感じている。

夜はフィナーレフェスティバル。両国の

伝統衣装を着てファッションショーをした

り、それぞれの特技を披露し、私も我を忘

れて騒いだ。その夜は部屋のメンバーと自

国について教えあったり、勉強の話や恋の

話をしたりして盛り上がり、ほとんど寝ず

に朝を迎えた。

最終日。昨夜の盛り上がりのせいで 20 分

もの大寝坊をして怒られたのも、今となっ

てはいい思い出だ。バスに乗り込み、前日

の夜に韓国の友達から教わったゲームを女

子にも教えて、最終日に相応しく大いに盛

り上がった。

その後、商店街のようなところで自由時

間を与えられた。写真を撮ったりお揃いの

置物を買ったりした。その後、みんなで名

刺入れを作ったのだが、日本の学生はハン

グルで、韓国の学生はカタカナで自分の名

前を装飾した。最後のイベントは食事。こ

こでなんと韓国の学生からサプライズプレ

ゼントがあった。韓国の伝統的な絵の描か

れた扇子。嬉しくて何度もありがとうと言

った。

食事が終わるとすぐにお別れの時間。別

れを前に泣いている友達を見て「自分には

涙は流せないな」という半分自嘲的な笑い

を浮かべながら、韓国の学生と別れのハグ
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をした。しかし突然胸の奥から熱いものが

込み上げ、目の前の景色が滲んだ。自分の

意志とは無関係にどんどんこぼれる涙。漏

れる嗚咽。最後くらい笑顔で写真を撮ろう

と思ったが、それさえも困難だった。韓国

の学生と別れたバスの中。周りから私を笑

う声が聞こえた。気づけば全学生の中で一

番泣いていた。それは、懸命に課題をこな

し、深い友情を築けた証だと思う。

このキャンプで手にしたもの。それは自

分から行動を起こす勇気。何事にも挑戦し

てみる精神。人を思いやることの大切さ。

一つのことを最後まで成し遂げる困難さ。

言葉の重要さと、それをものともしない国

境を越えた固い友情。5 日間すべてがキラ

キラしていて、たった数日の間に起こった

ことだとはとても思えない。

そして帰国後、私は変わった。様々なこ

とに興味を持ち、自ら進んで行動を起こす

ことができるようになった。今まで関心の

なかった国際交流や留学にも意欲を持ち始

め、今まで頭の片隅にあったボランティア

活動を実際に行動に移してみようとも思っ

ている。

自分を変えるきっかけ。ここから新たな

スタートを切るチャンス。

このキャンプの思い出を、私は一生忘れ

ないだろう。

          

「We are the One!!」

        

李 宗泫（イ・ジョンヒョン）

楽生高等学校 2 年                  

キャンプに参加できるという知らせを初

めて聞いた時には、‘僕が合格できるなん

て・・・’と驚きながらも、他の韓国の参

加者や日本の参加者たちはどんな人たちな

んだろうと気になり始めた。みんなが初対

面の上に言葉も通じないだろうに、果たし

て 5 日間うまくやっていけるのだろうかと

心配になった。

その心配は、初日のぎこちない空気の中、

だんだん現実になっていくようにみえた。

入学式の日や新学期が始まった初日に感じ

るぎこちなさとは次元の違うものだった。

さらに、日本の参加者たちはソウルまで移

動してくる間に既に打ち解けている様子だ

ったので、僕は危機感さえ覚えた。

しかし、キャンプの様々なプログラムを

こなしていくうちに、気まずい空気も少し
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ずつ変わっていった。自己紹介をして、チ

ームマガジンを作り、チームスローガンを

決めながら、少しずつ会話を交わすように

なった。夜は、一緒に日本のお菓子を食べ

たり、互いの学校での生活について話をし

たりした。その話の中で互いの共通点を見

付けることで、少しずつ打ち解けていった。

二日目、「セブンスプリングス」という

ファミリレストランで他のチームと一緒に

活動をする時には、早く自分のチームだけ

で活動する時間になってほしいと思えるよ

うになった。また、学校の友達にチームメ

ートたちをビデオ通話で紹介している時に

は、たったの 24 時間の間に互いを理解し合

うようになり、コミュニケーションもとれ

るようになったことが不思議にすら思えて

きた。

市場調査を行った「弘益大学前」から会

場に戻るバスの中で、僕は「3・6・9」や「

ベスキンラビンス 31」、「007 パン」とい

う韓国のゲームを日本の友達に教え、一緒

に遊んだ。僕の拙い英語のせいで話す僕も

聞く日本の学生も苦労したけれど、一緒に

ゲームを楽しんでいる様子をみていると、

なんだかとても嬉しかった。

三日目、僕たちはみんな、絶え間なく続

く話し合いと事業ブース作り作業に疲れて

くたくたになっていた。他のチームは成果

が目に見えてきたり、すでに完成している

チームもいるのに、うちのチームはまだ作

業に取り掛かってもいない状況だった。話

し合いの度に話の内容が変わったり、コミ

ュニケーションがとれなかったりして、み

んなもどかしい思いをしていた。他のチー

ムがうちのチームをシニカルに笑ってきた

頃、僕たちは気を取り直して、事業ブース

作り作業のスピードを上げ始めた。僕の役

割は広報動画の制作。他のチームメートも

パンフレット制作、ブースの看板作り、装

飾、整理整頓、メニューボード作りなど各

自の役割を果たすために精一杯頑張ってい

た。

学校で付き合いの長い友達とチームを組

んで活動する時でさえみることのできなか

ったチームワークが、出会ってたった二日

しか経っていない韓国人と日本人の間で芽

生え始めていた。そのおかげで僕たちは時

間内に事業ブースを完成することができ、

夜遅くまでプレゼンテーションの練習を繰

り返した。

四日目、いよいよ決戦の日が来た。今ま

でみんなが四苦八苦しながら悩んで、コミ

ュニケーションを図りながら頑張って作り

上げた結果物をみんなにお披露目し、審査

をうける時間になった。僕たちは日韓両国

の経済人の方々、キャンプの OB/OG、スタ

ッフの方々へ自分たちの事業についてプレ

ゼンテーションを行った。拙い説明で足り

ないところもたくさんあったにもかかわら

ず、それでも評価してくださった全ての方

々には本当に感謝している。僕の説明を聞

いてくださった方が契約を結んで投資をし

てくださったときには、今までの人生で一

番嬉しかった。うちのチームは、運よく優

秀賞に選ばれ、いただいた賞状と副賞は今
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までの疲れをきれいに吹き飛ばしてくれた。

それからは楽しむことだけが残っていた。

特技披露と両国伝統衣装ファッションショ

ーは学校の文化祭ほど楽しかったし、ビュ

ッフェの料理もまた最高だった。けん玉と

チェギチャギをしながら一緒に遊んでいる

と、うちのチームのスローガン通りに「私

たちは一つだ（We are the one！）」とい

うことが実感できた。

最終日、仁寺洞で観光をして、最後の昼

食を一緒に食べながら、今まで語り尽くせ

なかった会話を交わし合った。

日韓学生のお別れの時には、タプコル公

園の周辺が全て涙の海になってしまった。

キャンプが始まった頃には、最終日になぜ

みんなが泣いているのか理解できなかった

けれど、キャンプが終わろうとしている今

この瞬間はその訳が分かったような気がし

た。

キャンプで過ごした 5 日間は、僕の人生

の中で一番ダイナミックな時間だったし、

これからこのような経験はどこにいっても

出来ないだろうと思う。キャンプから戻っ

てきた僕は、すでに慣れた日常に戻ってい

て、先週あの場所に僕がいたという事実す

ら信じられないくらいだ。

それでも、僕はあの場所で経験した全て

のことと、あの場所で結んだたくさんの大

切な絆を決して忘れることなどできない。

ハヤト、タカ、ミキ、ワカバ、ユナ、ハウ

ォンさん、スヒョン、ヒョンス、ジュンヨ

ン、そしてタヒ・メンター先生、みんな忘

れないし、他のチームのみんな、僕たちを

サポートしてくださったスタッフや OB 先

輩のみなさんも忘れません。本当に大切な

絆を結んでくれた日韓高校生交流キャンプ

に心から感謝します。これからもずっと、

キャンプが両国間の絆を結んでくれること

をお祈りします。

ありがとうございました！

  


