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「The Best 5Days Ever」

木村 穂乃

前橋女子高等学校 3 年

近いのに、なんだか遠く感じていた韓国

で過ごした 5 日間は、きっとこれからの私

の人生に影響を与え続けることでしょう。

大好きな仲間と心の底から笑い、本気で語

り合い、どの瞬間も全力で駆け抜けたこの

経験は、韓国に対する私の思いを 180 度変

えてくれました。

4 つの分野のうち第 4 希望としてあげた

「IT」のチームに配属された私。正直、最

初は IT に対する興味も知識もゼロに近い

もので、まず「IT とは」で検索するところ

からのスタートでした。しかし、下調べや

キャンプでの実地研修、事業設立などを通

して知識を得る中で少しずつその面白さに

気付くことができました。新たな視野を広

げられた今は、IT の分野に選ばれることが

できてよかったと心から思っています。

このキャンプの最大イベントである模擬

投資はとにかく楽しくて、大声を張り上げ

て宣伝をし、来てくださった方々に事業の

説明をしました。お客さんの使用言語に合

わせて日本人と韓国人チームメイトが自然

と役割を分担したりペアを組んだりしてス

ムーズに仕事を進められました。人手が足

りないときには英語での説明にもチャレン

ジしました。英語での説明で投資をいただ

けたことは大きな自信になり、後の語学学

習のモチベーションになっています。成功

を目指してみんな徹夜で準備してきた模擬

投資の時間は本当にあっという間で、後悔

なくやりきることができました。

表彰式、私たち 8 班はチームワーク賞を

受賞することができました。準備の間、計

画を途中で白紙に戻したり、ブースを一か

ら作り直すことに命じられたりと、大変な

こともたくさんありました。しかしそんな

ときでも自然に協力し合い、常に笑って楽

しんでいられたことがこの受賞につながっ

たのだと思います。

初日、緊張しながらも活発に意見を出し

合いどんどん話し合いが進んで行くのが印

象的だった私たちの班。毎日を共にする中

で、みんなで冗談を言って笑い合い、お互
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いのことを教え合い、時には政治や教育制

度などについて真面目に議論したこともあ

りました。嬉しいことも悔しいことも全員

で共有できた、そんな素敵な空間を一緒に

作りあげられた 8 班のみんなには本当に感

謝しています。みんなとこの賞をもらえて

本当に嬉しかったです。ありがとう！！

最終日、お別れの時間。また必ず会える

と分かっていたので涙は出ませんでした。

バスに乗る直前まで変顔の写真を撮り、ふ

ざけ合い、ただ一人壊れたように大号泣す

るメンターのヒジン先生をみんなでなぐさ

めました。（笑）絶対にまた会おうね！

このキャンプに参加できて本当によかっ

たです。両国について知識を深められたこ

と、そして何より、80人の大切な仲間とメ

ンターさんをはじめこのプログラムを支え

てくださるたくさんの方々に出会えたこと

は何にも代えられない宝物になりました。

ニュースでは日韓の望ましくない話題が

報道されることがたくさんありますが、こ

んなにもお互いのこと、お互いの国のこと

を大好きだと思える人たちがいるならこの

先きっと大丈夫だな、と思えました。

近いのに遠く感じていた韓国が、今では

もう一度訪れたいと思える大切な場所にな

りました。このキャンプでの出会いをこれ

からもずっと大切にしていきたいです。

このような素敵な経験をさせていただき、

本当にありがとうございました。

「まだ終わっていない４泊５日」

                   

羅 敬堤(ナ・キョンジェ)

民族史観高等学校 3年

どんなキャンプでも、閉会式の時にはご

年配の方より多少退屈な演説があったりし

ます。その演説を聞きながら改めて何かに

気付くことがある場合は、それはそれほど

たくさんのことを経験することのできたキ

ャンプだったということでしょう。

今回のキャンプでは、本当にたくさんの

ことを経験することができましたが、途中

まではそれらの思いが漠然としていてうま

くまとまらない状態でした。しかし、閉会

式でご年配の方々の貴重なお話を聞きなが
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らそれらの思いが少しずつまとまってきて、

一歩前に進むことができました。

あるご年配の方より、“私が 8 歳の時に一

人の日本人と友達になりました。その友達

との友情は未だに揺るぎないものとして続

いています。8 歳から 80歳までだから、70

年以上も友情が続いていることになりま

す。”という話を聞いて、最初は‘本当？’

と驚いたのだが、その後‘僕もああいう付

き合いをしてみたい’と強く思うようにな

りました。‘今回のキャンプで築いた友情を

長く持続させたい。’という僕の思いは、キ

ャンプに参加してから、申込書を出した当

時よりも大きいものになっていきました。

申込書を出した当時は、ただ日本の高校生

に会えるという喜びだけで心がいっぱいで、

築いた友情を長く持続させたいとはほとん

ど思っていなかったからです。

こんな思いの変化が起きた決定的な瞬間

は、閉会式の時でしたが、日本の友達と初

めて会ったその時から少しずつ変わってい

たのだと思います。特に、チュンソクとハ

ルキ、シンタロウと同じ部屋で過ごした毎

晩がただただ楽しくて、この楽しさが終わ

らないといいなと思っていました。中でも

一番楽しかった瞬間は、火曜日の夜、シン

タロウに「プルダク・ポックン麺(激辛鶏肉

炒め麺)」を食べさせた時！辛いものが苦手

なシンタロウに、「プルダク・ポックン麺」

を見せながら、“You eat this, you die.”

と言ったら、シンタロウは“I’m the 

strongest man in Japan.”と言って、麺を

一気にすすっては、そのまま死にそうにな

ってしまったことです。

また、記憶に残っている瞬間は、日本の

うどんチェインの「はなまるうどん」でア

ルバイトをしているハルキと、もう一つの

うどんチェインである「丸亀製麺」をひい

きしているシンタロウの間でうどん論争が

勃発した時です。シンタロウは「丸亀製麺」

の方が、天ぷらが美味しいと主張し、ハル

キは「はなまるうどん」の方がよりしっか

り管理されていると反論を繰り広げてきた

のです。

今考えてみると、うどん屋などどこにも

ありそうな日本にうどんチェイン店がある

というのが、とても不思議に思われます。

まるで、韓国にキムチチゲのチェイン店が

あるような感覚ですかね。

ただ一つ心残りな点は、日本語が全く分

からない状態でキャンプに参加していれば、

より新鮮な経験がたくさんできたのではな

いかということです。普段、寮で日本のア

ニメーションをよく見ていることと、ルー

ムメイトとよく日本語で会話をしているこ

とから、キャンプでも時間が経つにつれて

英語や身振り手振りよりは日本語で言葉を

交わす方が楽になってきました。英語や身

振り手振りだとお互いを理解するのに時間

がかかってしまうから・・・おかげで日本

の友達から日本語をたくさん教えてもらっ

たり、日本語会話の練習にもなったりしま

したが、言葉の壁を越えて協力するという

達成感が少し薄れてしまいました。そして、

僕、ハルキ、シンタロウと同じ部屋を使っ
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ていたチュンソクが、僕と日本の友達との

会話をどんどん理解できなくなってしまっ

ていて、それが本当に申し訳なかったなと

思います。 チュンソク、ごめんね。

‘友情を持続させたい’という気持ちひ

とつで、キャンプが終わってから 3 日後に

日本の友達とLINEで 2時間以上もビデオ通

話をしてしまいました。その話の中、日本

の友達から“お互いに一生懸命頑張って、

将来ビジネスパートナーになろうよ。”と冗

談半分本気半分で提案されました。その瞬

間、僕は戸惑いながらも、キャンプの閉会

式で聞いたあるご年配の方のお話を思い浮

かべざるをえなかったです。“韓国と日本の

企業は行き過ぎた競争の末、損失を出し合

っています。今回のキャンプを通して、両

国の企業が協力すれば、どれだけ素晴らし

い結果を生み出せるのかを確認できたので

はないでしょうか。これからの 50 年は両国

がより一層協力できるようになれればと、

願ってやみません。”

正直、キャンプに申し込んだ当時は、日

本の高校生に会えるということだけで気持

ちが浮ついていて、ビジネス企画をうまく

やりとげて、賞をもらうという期待などは

全くしていませんでした。また、僕は将来、

経済学者になりたいと思っていたので、経

営などは僕と関係のない分野だと思ってい

ました。

しかし、それでも一生懸命頑張った上に

幸運にも恵まれて、うちのチーム 3 は最優

秀賞に選ばれました。ビジネス企画の過程

で、韓国と日本のマーケットを連結するこ

とで生まれてくる可能性が見えてきた時、

自分の将来を、単純に経済学を学ぶという

狭い枠の中に閉じ込めなくてもいいのでは

ないかと思うようになりました。一般の人

でもビジネスを始められる程ビジネスの初

期費用が抑えられるプロシューマー時代、

もしかしたら将来の僕は自分のやりたい分

野の勉学に励みながらも、韓国と日本を繋

ぐビジネスをしているのかもしれません。

あるいは、僕自身が日本に渡って住みなが

ら、韓国人がより気軽に日本人を理解でき

るような漫画を描いているのかもしれませ

ん。

キャンプに参加した感想を一言で表すな

ら、「やはり世界は広くて、僕は未熟である。

だから楽しい！」です。

キャンプに参加した高校生のみんな、キ

ャンプのスタッフや支援者のみなさま、日

常から一歩はみ出した 4 泊 5日間、そして

まだ終わっていない 4 泊 5 日間を本当にあ

りがとうございました。
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「感動と刺激の５日間」

        

山嵜 晴貴

早稲田大学本庄高等学院 2年                  

一番初めに羽田に集まった時、私には興

奮やキャンプへの期待よりも不安な気持ち

のほうが大きかった。日本の参加者とは仲

良くなれるのか、韓国の参加者とはうまく

やっていけるのか、などもっと些細なこと

までも心配してしまっていた。

しかし、この５日間のキャンプを終えて、

あの不安だった気持ちは完全に杞憂に過ぎ

なかった。本当にたくさんの感動と刺激を

感じ、一生もののつながりを得ることがで

きた。そのくらい充実した素晴らしい５日

間だった。

１日目、韓国の参加者と対面し、一番に

感じたことは、「みんな私たちを迎えてく

れている！」ということだった。当然のこ

とだったのかもしれないが、私の不安だっ

た気持ちはこれで一気に吹っ飛んだ。

自己紹介をして少しずつ仲良くなってい

くにつれて、驚いたこともあった。韓国の

参加者は総じて英語を流暢に話すことがで

き、また日本語を話せる人もいる、という

ことだ。英語すらままならない私にとって、

大きな衝撃だった。

２日目、現場体験ということでロッテワ

ールドを訪問した。完成間近のロッテタワ

ーやロッテワールド全体の説明を聞き、韓

国におけるロッテの影響力や国家の威信ま

でも背負っている大企業であるということ

を感じた。

しかしそれとともに、貧困層の人たちに

とってロッテの行うこれらの大事業は利益

があるのか、と私は考えた。

現場体験では Team３のメンバーとの仲を

深めるとともに、事業案を考える上での主

とするターゲット層について深く考えさせ

られた。

３日目は、午前中に事業案の大枠を決め、

午後から作業に入った。やはり言語の違い

からか、なかなか案がまとまらなかった。

英語でのコミュニケーションが最初は中心

だったが、韓国のメンバーが話す英語はな

んとか理解することができるものの、私か

ら説明することが上手くできず、非常にも

どかしい気持ちを味わった。また、メンタ

ーさんを頼ろうとしても言いたいことが段

々と複雑になっていったので、そこが伝わ

るように説明することも苦労した。
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しかし、話し合いを重ねるにつれてお互

いの意見は一致していった。この過程が私

にとって感動の連続だった。

作業で一番楽しかったことは CM 撮影だ

った。とにかくたくさん笑った。

また、作業の進行が遅くなってしまった

ため、夜を徹してのプレゼン準備となった。

午前からずっと準備を頑張ってきて体力的

にもつらい中、頑張った。

４日目も模擬投資が始まるぎりぎりの時

間まで準備を続けた。前日の疲れもあって

朝はつらかったが、気持ちが盛り上がって

くるにつれてその疲れは消えていった。

そして迎えた模擬投資。考えに考え抜い

た事業案を投資する方々に熱意を持って説

明した。

この日までやってきたことを出し切るこ

とができ、大きな達成感を感じることがで

きた。結果はどうであれ満足！と思った。

しかし、このがんばりが結果としても出た。

なんと最優秀賞をもらうことができたのだ。

私は夢のような幸せな気持ちを味わった。

様々な要因があったとは思うが、本当にが

んばりが報われた気がした。

その日の夜は最後の夜ということで、ゲ

ームをして笑いあった。お菓子を食べなが

らメンターさんも混じって過ごした夜は本

当に楽しいひと時だった。疲れで眠気もあ

ったが、夜が終わって欲しくなかった。

５日目は、韓国文化体験ということで、

仁寺洞へ行った。骨董品の店が並ぶ街並み

を歩きながら、チームのメンバーに様々な

店に並ぶ韓国の伝統品を説明してもらった。

おかげでいろいろ韓国について知ることが

できた。

その後、文化体験をし、昼食となった。

これが最後の食事とは思えなかった。その

後すぐに別れの時間が来た。これでしばら

く会えないという実感がわかなかった。そ

のくらい親しい関係にこの短期間でなれた

のかなとその時感じた。

最後のバスに乗る直前、また必ず会おう

と約束を交わして韓国のメンバーとは別れ

た。その約束が叶う日がくると信じて、私

は日々を送っている。

このキャンプで、私はかけがえのない経

験とつながりを得た。こんな素晴らしいも

のを得られたのも、日韓経済協会の方々な

どの支えがあってのことだ。本当に感謝し

たい。そのおかげで得ることができたこの

貴重な財産を、これからの人生にしっかり

と活かしていきたい。
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