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「日韓高校生交流キャンプに参加してから」

                   

崔 杠(チェ・ガン)

大一外国語高等学校 2年

日韓高校生交流キャンプに参加するため

に、空港に着いた私は楽しみや期待より緊

張や不安な気持ちが勝っていた。一度もや

ったことのない事業企画をうまくやり遂げ

ることはできるだろうか、韓国のメンバー

たち、また、見知らぬ日本のメンバーたち

と 4 泊 5 日間、仲良く過ごすことはできる

だろうかなど、心配が絶えず、前日の夜も

寝そびれてしまった。韓国のメンバーたち

に会い、少しぎこちない雰囲気の中、日本

へ出発した。

いよいよ日本の羽田空港に到着。飛行機

を降りて、バスに乗り、川越プリンスホテ

ルに向かった。ホテルに着いて荷物を下ろ

した後、会場の前に並んだ私たちは、お互

いの顔を見ながら「どうしよう」とばかり

繰り返し言っていた。この扉の向こう側に

日本のメンバーたちが私たちを待っている

と思うと、予想以上に緊張してきた。チー

ム 1 が入場するために開いた扉の隙間から、

ちらっと見えた拍手をしながら座っている

日本のメンバーたちの姿に、私の緊張感は

最高潮に達した。

とうとう私たちのチームの順番になった。

会場に入って行き、4 泊 5 日間一緒に過ご

す日本の学生たちと顔を合わせることにな

った。一緒に食事をして、チーム名や事業

アイテムなどについて話し合ううちに、ず

っと続くと思っていた気まずい雰囲気はす

っと緩んできた。話し合いの時、思ったよ

りアイディアもたくさん出てきたし、チー

ムメートともうまくやっていけそうな気が

して、これまでの心配や不安はいつの間に

か消えていた。

二日目は、チーム別に事業カテゴリーと

関連のある施設を見学し、職場体験をする

日だった。私たちチームの事業カテゴリー

は「エンターテインメント-遊園地事業」だ

ったので、「西武園ゆうえんち」を見学する

ことになった。ただ単に遊園地内にどんな

施設があるのかを見て回るだけではなく、

遊具が動く仕組みを理解するために機械の

内部まで見させてもらった。職員の方がメ
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リーゴーラウンドの底の部分を開けて、そ

の内部に入ることを許してくれたので、普

段見ることのできないメリーゴーラウンド

の内部構造を見ることができた。滅多にな

いチャンスだったので本当に運が良かった

と思った。また、いつも遊園地に遊びに行

っても、ただアトラクションに乗り、遊ん

だだけで、アトラクションがどのような仕

組みで動いているのかは考えたことがなか

ったのに、アトラクションの内部構造を見

せてもらったのをきっかけに、遊園地事業

は、顧客の目に触れる部分も大事だけど、

目に触れないところまでをきちんと管理す

ることが顧客の安全にも直結する最も大事

なことなんだと改めて感じることができた。

もう一つ楽しかったことは、ルームメー

トと一緒にメルヘンショップで、商品にプ

ライスシールを貼ったり、レジを使って直

接会計の体験をしたりしたことだ。普段私

たちはお店でモノを選び、お金を払うだけ

だが、一見単純に見えるこの過程を、より

円滑に行うために、細かいところまで気を

遣い、配慮する必要があるんだと気付くこ

とができた。

午後は西武園ゆうえんちについて気にな

ることを職員の方々に直接質問できる時間

が設けられ、様々な情報を得ることができ

た。私たちのために、至れり尽くせりの対

応をしてくださった西武園ゆうえんちの皆

様に心の底から感謝の気持ちを伝えたい。

キャンプ期間中一番忙しくて大変だった

のは三日目だった。次の日が事業ブースの

発表会だったので、この日は前日までに話

し合った内容をいかに事業ブースに表現す

るかについて意見を出し合ったり、様々な

ものを切り貼りしたり、描いたりして、一

日中事業ブースを飾る作業に取り組んだ。

三日目の夜を一言で表すと、「きゃっ！」に

なる。このキャンプに来て、学校のテスト

期間中より「やることは山ほどあるのに、

時間が足りない」という言葉が身に染みて

実感できるとは思わなかった。前日も夜遅

くまで話し合いをしていて疲れていたのに、

この日の夜は完全な徹夜になってしまい、

体力的にはしんどくて大変だったけれど、

なぜか同時に幸せも感じていた。この間ま

ではお互いの存在すら知らなかったのに、

同じチームの仲間となり、一つの目標に向

かって皆で夜を明かしながら一生懸命取り

組んでいると思うと、何だか不思議な感じ

もしたし、誇らしく感じたりもした。お互

いに出会ってからあまり時間が経っていな

いにも拘らず、お互いを「仲間」と呼べる

ようになったのは、きっとこのような時間

があったからだと思う。

翌日、待望の事業ブース発表会の日がや

ってきた。私たちは、各自、ブースを訪れ

てくれた投資家の方々に事業の内容につい

て説明を行った。また、説明をしていない

時は大声でチームのブースを宣伝したり、

直接投資家の方々をお招きするために会場

を歩きまわったりした。私が説明をする番

は思ったより早く訪れた。説明を行う直前

まではとても緊張していたが、いざ説明に

入ってしまうと、どうすれば私たちの事業

アイテムをより魅力的にアピールできるか
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考えながら話したり、審査員の顔色までう

かがいながら話したりして、緊張なんかす

る暇もなかった。初めての説明を終えてか

ら、自分自身に驚いた。他人に説明をする

ことが思ったよりずっと楽しく思えたし、

自信がついてきたのか早く次の説明がした

いと思っていたからだ。普段は人前で発表

することをなるべく避けてきた私なのに、

こんな気持ちになれるなんて本当に意外だ

った。後で、私の説明を聞いてくれた審査

員の方が私たちのチームに投資してくれた

時は、喜びのあまり思わず拍手をしてしま

った。

それからも何回か説明を繰り返し、終わ

りそうもなかった事業ブース発表会は幕を

下ろした。私たちのチームは、賞はとれな

かったが、心残りなどなかった。私たちは

チーム一丸となって、最後まで最善を尽く

したし、私にとっては、この日のために費

やした時間や、その過程で学んだり感じた

りしたことがどの賞よりも大切なものにな

ったので、私たちがやり遂げた成果物が誇

らしいと思う気持ちは、賞をとろうがとる

まいが全く変わらなかった。

その後、両国伝統衣装ファッションショ

ー、特技披露、両国伝統遊びをして、夜遅

くまでお喋りに夢中になっていると、お別

れの時間が目の前に迫ってきた。短い時間

だったが、とても仲良くなった友達ともう

お別れだなんてとても寂しかった。でも、

いつかまた必ず会えると信じていたから笑

顔でお別れの挨拶をすることができた。

今回のキャンプは期待以上に貴重なもの

を私にプレゼントしてくれた。その一つは

特別な経験だ。キャンプを通して、初めて

リサーチ、現場調査及び体験、関係者イン

タビューなどを基に事業計画を立て、事業

ブースを作り、投資を誘致するための説明

会を開く、という本格的な事業企画の経験

をすることができた。これはこのキャンプ

に参加しない限り、高校生の私には経験し

がたいものだと思う。

それから、私自身について新たな発見を

するきっかけになった。「事業」、「経済」な

ど私とは全く関わりもなく、難しいとばか

り感じていた言葉が、10 人が一つのチーム

になって事業を企画し、説明する過程を経

験することで、大きな達成感と喜びを味わ

うことができた。一人でも多くの投資家を

誘致するために、積極的に説明を行ううち

に、いつも消極的だと思っていた私から、

前へ一歩踏み出した私を見つけ出すことが

できた。

しかし、やはり一番大切なものは、4 泊 5

日という短い期間で得られるとは期待すら

していなかった「友達」という存在だ。チ

ームメンバーの一人一人、皆に出会えて本

当に嬉しいと思った。

キャンプに参加する前まではある本の影

響で「日本人」は何だか本音が分からない

し、仲良くなりにくいだろうという先入観

を持っていた。さらに私たちとは価値観が

違いすぎて、驚くことも多々あるのではな

いかと思っていた。しかし、実際に会って

みると、皆優しくて、明るくて、話もよく
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通じた。国籍が違うからって、私が思って

いたほど大きな差があるわけではなかった。

結局、皆同じ人間で青少年なんだから、生

まれた国に関係なく心はいくらでも通じ合

うものなんだと、今回一緒に過ごしてみて

切実に感じることができた。

徹夜で疲れた時も、あの大きな事業ブー

スを時間に追われながら飾り付けた時も、

キャンプで過ごした一秒一秒が全て楽しか

ったと思えるのはチームメンバーたちとメ

ンターさんが常に一緒だったからだと思う。

キャンプ期間中、どうすれば良いか分か

らず漠然としていた事業アイテム企画を無

事にやり遂げられるように導いてくれたメ

ンターの金ヘミンさん。いつも私たちに気

をつかってくれた、笑わせてくれたミンギ

ョンさん。何ことも積極的に取り組んでい

たイェソル。日本語が上手でリーダーシッ

プのあるシンウ。愛想よく、いつもチーム

を盛り上げてくれたジェミン。4 泊 5日間

一番長い時間を一緒に過ごしながら、たく

さんお喋りもしたルームメートのカノン。

いつも明るくて、驚くほど字がきれいなユ

イ。K-POP が大好きで、笑顔が素敵なハル

キ。皆を楽しませてくれた日本のハリーポ

ッター、トシユキ。そして私の些細な質問

にも一つ一つ丁寧に答えてくれたカズキ。

皆、本当にありがとう。一生忘れることの

できない、掛け替えのない存在だ。また、

こんなに素晴らしい思い出をプレゼントし

てくれた日韓高校生交友キャンプに心の底

から感謝する。
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「日韓高校生交流キャンプに参加して」

        

坂本 瑠菜

高崎女子高等学校 2 年                  

私は、このキャンプに参加する前から

K-POPを通して韓国という国が好きだった。

しかしその反面、そんな私を批判的に思う

人や韓国に対して偏見を持つ友達がいたと

いう事も事実だった。

キャンプに参加する前の私はそういった

人たちの誤解を解けるほど確実な、実体験

を伴った韓国の良さを伝えることができな

かった。でもこのキャンプに参加した後の

今の私は胸を張って韓国という国の良さを

伝える事が出来る。

たったの 4 泊 5 日だったけれど、このキ

ャンプは私にとって一生忘れられない思い

出になった。

キャンプ初日、私は同じ県に住むキャン

プ参加者の友達と会場に向かった。そのお

かげもあってかあまり緊張はしなかったも

のの、人見知りの私に外国語でうまくコミ

ュニケーションが取れるのだろうか、自分

たちのチームだけ事業案がまとまらなかっ

たらどうしようなど、とにかく不安がとて

も大きかった。

会場に入り、韓国の学生を待つ間、日本

の学生と自己紹介をし合ったり、韓国語の

練習をしたりして日本のメンバーとは打ち

解けられたが、韓国のメンバーと始めて顔

を合わせた時は、その大人っぽさにとても

びっくりして、正直少し怖いとも思った。

しかし、オリエンテーションや友達作り

プログラムを通してその日の夜には、女子

メンバーで一部屋に集まってガールズトー

クをするほど仲良くなることができた。

2 日目は経済現場を体験するために、私

たちのチームはボーリング場、映画館、水

族館を見学した。韓国のメンバーの中では

ボーリングをしたことがないというメンバ

ーが多く、意外なところで日本と韓国の文

化の違いを感じた。

その日の夜は自分たちのブース作りに向

けて事業案を決めるために夜遅くまでミー

ティングをした。みんな疲れているはずな

のに、模擬といえども誰一人妥協せずに真

剣にチームの為に考えて意見し合ったが、

なかなか事業案がまとまらずに 3 日目を迎

えることになった。

3 日目は本当に大変な 1 日だった。他の

班のブースがだんだんできあがっていく中、
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私たちは話し合いがなかなかまとまらず、

とても焦りを感じた。まとまったと思った

ら問題点が見つかることの繰り返しで、自

分が最初に提案したアイディアだっただけ

に他のメンバーに負担をかけてしまってい

るんじゃないかととても責任を感じた。だ

が、リスとメンターさんが中心となって案

をまとめてくれている姿に、私もできるこ

とを精一杯しようと思った。

その日は全員徹夜で準備をして、発表の

日も会場が開くのと同時に作業を再開した。

最終的に全部の準備が終わったのは審査員

の方々がいらっしゃったのと同時ぐらいで

本当にギリギリだった。

最初はどうなることかと思った発表も無

事終わり、私たちのチームは特別賞をもら

うことができた。その時の感動は忘れられ

ないし、この賞はまさにチームの努力の賜

物だと思う。

最終日のメンバーとの別れは本当に辛か

った。たった 5 日間を一緒に過ごしただけ

なのにそう思えたのは、短い間でもたくさ

んのことを経験し、気持ちを共有できたか

らこそだと思う。

私はこのキャンプを通してさらに韓国が

好きになったし、多くの貴重な体験をする

ことができた。自分がいた世界がいかに狭

いものだったか改めて気づくきっかけにも

なったし、これからの日韓関係の発展に少

しでも貢献していきたいとも思った。この

キャンプで学んだたくさんのことを、これ

から自分が進む道の糧にしていきたい。

最後に、私たちのチームを支え、たくさ

ん助けてくれたメンターのヒョジン先生、

チームメートのリス、ヒョジョン、ナヒ、

ウォンソプ、コナン君、ココロちゃん、ミ

サト、ケンシン、ショウ君、本当にありが

とう。

チーム 8 で本当に良かった。必ず全員で

また会おうね！！

  

  


