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「うまくゆく」

宮田 慎太郎

国際基督教大学高等学校 1年

７月２９日、自分で詰め込んだスーツケ

ースの重みと心に抱えた緊張感や胸の高鳴

りと共に仙台へと旅を始めた。初めて一人

で乗る新幹線の中、韓国語の復習をしてい

た。仙台駅に着くとスーツケースを引きず

る高校生らしき人達が沢山いて、少しの安

心と共にさらなる緊張感が襲った。バスの

中では特に何をするでもなく、風景を眺め

ていた。

「南三陸ホテル観洋」へ到着すると部屋

でまず同じグループの薫と出会った。ぎこ

ちない会話をしながら、二人でお茶を入れ、

飲んでいた。そんなことをしているうちに

韓国人の学生、三人が部屋に入ってきた。

何か言葉を出そうとするが出てくる言葉は

何もない。今まで勉強した韓国語は何だっ

たんだ！と何度も自分に問いかけていた。

果てしなく長く感じた五人でのオリエンテ

ーションまでの休憩時間。二時間で話した

ことは「どの学年なのか」だけであった。

オリエンテーションでも会話は弾まず、

どうなることかと思った。このままこんな

雰囲気のままなのか、このチームはハズレ

だったのか…など白いテーブルを見つめな

がら、思いにふけっていた。そんな中、僕

らのチームの名前は６チームということも

あり、うまくゆく（うまく육）という名前

になった。提案した僕の願掛けも含まれて

いた。

しかし、そんな状況もある日になって一

変した。そう、事業発表会の準備の日だ。

それまでは少しは話すものの、日韓の学生

の間には見えないけれど高い壁があった。

しかし、準備をする過程で壁は砂の城のよ

うにあっさりと消えていった。薫には「か

っちゃん」、私には「しんちゃん」とジンソ

ンが命名し、ジュヒョンに「じゅんちゃん」

と僕がつけた。この時点で一番年下なはず

の僕は皆に敬語を使っていない事に気がつ

いた。そして、それを皆が受け入れてくれ

ていた。

その日、僕らのスローガンも完成し、「ま
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んじーまんじまんじまんじーフゥ〜！」に

なった。今これを読んでくれている人の時

代に流行っているかはわからないが、まん

じ（卍）は 2016 年現在流行っている日本の

ネット用語で、何か流行りを取り入れよう

というメンターのヤンヒちゃんの提案から

きまった。そして、その日、私は初めての

徹夜（オールというらしい）を経験した。

誰でもこのキャンプに参加した学生なら経

験すると思うが、この日のために事前の十

分な睡眠は必要不可欠だ。

事業発表会では、最優秀賞は獲得できな

かった。しかし、そのあとの縁日、自由観

光、特技発表会、一緒に入った温泉などで

かけがえのない思い出ができた。別れなけ

ればならない日の前の晩、ジュヒョンは「別

れたくない」と何回も口にしていた。最後

にはみんなが一つの部屋に集まり、わいわ

い騒いだ。別れる時には、あやの、まひろ、

ヤンヒちゃんが泣いていた。泣きたい気持

ちを抑えながら、僕は精一杯の笑顔で韓国

の友人達が乗ったバスに手を振った。

では、ここで交流キャンプに参加する次

の人に伝えたいことを書いておきたいと思

う。まずは睡眠。このキャンプでは多くの

こと大切で、無駄なことなんて何一つない。

だから、重要な時に起きていられることは

とても大切だ。（僕は寝てしまったのだが

…）

二つ目に下調べ。みんなが嫌がることな

のだが、これをしているとしていないでは

全く違った。訪れる場所の情報、経済や国

の外交関係の情報、海外の発展途上国や先

進国の情報、その他の自分の選んだ（また

は、志望する）カテゴリーの基礎知識は知

っておいたほうが話し合いを進める上で絶

対にいい。僕は一応これらのことを事前に

調べたのだが、それでも足りないと感じた

ほどだった。

次に、韓国語。韓国の学生と意思疎通を

取りたいとき、翻訳機を使っていたのだが、

僕は自分が大変情けなく感じた。ジュヒョ

ンは独学で日本語を勉強し、とても流暢に、

そして積極的に会話をした。一方の僕は少

し韓国語を勉強していたのにもかかわらず、

会話というところまではいかなかった。そ

してもっと勉強をしようと心に誓った。会

話ができるのとできないのとでは５日間の

重さや充実感は全く異なったものになると

思う。だから、自己紹介は最低限のライン

で、そのもっと上の流暢な会話ができるよ

うになるんだ！という意気込みで勉強をし

てほしい。

最後に、一番大事なこと。積極的に話し

かけてほしい。僕はこれをしなかった故に、

もっと話せたであろう最初の二日間を無駄

にしてしまった。一人として積極的に話し

かけて嫌がる人はこのキャンプにはいない。

だから、恥ずかしがらず話しかけてどんど

んチャレンジしてほしい。

じゅんちゃん、かっちゃん、あやの、ま

ひろ、あみ、ジンソン、ユンビン、ウンス、
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ヨンファン、ヤンヒちゃん、僕の TWICE や

テミンのダンスを見てくれた皆さん、キャ

ンプに協力してくださったスタッフや数々

の関係者の皆さん、本当にありがとうござ

いました。

いつも一番はしゃいでいて（メンターの

ヤンヒちゃんも一緒に）、一番うるさくて…

だけど僕の中で一番の「うまくゆく」のみ

んな、また絶対に会いましょう！여러분들

사랑해요! 또 만나요!

「絶対また会おう！」

                   

徐 オジン(ソ・オジン)

一山大眞高等学校 2年

「日韓高校生交流キャンプは日韓の高校

生が言葉の壁を越え、お互いの文化を理解

し、友情を築いていく体験型教育交流プロ

グラムです。」この文章は私にとって挑戦そ

のものだった。人見知りの私にとって、初

対面の人たち、それも、使う言語が異なる

人たちと馴染みのない場所で５泊６日を一

緒に過ごすということは、大きな勇気の要

ることだった。参加申込の締め切り３日前

までも、申し込んだってきっと参加できる

はずないだろうと、自分の弱さに言い訳を

付けて、キャンプに対する期待は持たない

ようにしていた。その一方で、新しいこと

に挑戦できない自分から脱し、後２年も残

っていない１０代をより有意義に過ごした

いという思いもあった。その思いが勝って、

率直に申込書とエッセイを書いて出し、あ

れから数か月後、私は仙台国際空港行きの

飛行機に乗っていた。

空港に到着し、ホテルまではバスで移動

した。車窓から見える景色は、とてものど

かで美しかった。しかし、バスガイドさん

からの説明を聞いてから見ると、その美し

い景色の中には、東日本大震災の傷跡がそ

のまま残っているように感じられた。韓国

に住んでいる私は、自然災害などについて

考えたこともなかったけれど、こうやって

被災地を目の当たりにすると、悲しみが込

み上げてくると同時に、キャンプに対する

不安まで加わり、自分でもわけのわからな

い複雑な感情に駆られていた。

ホテルに到着し、部屋に入ると、日本の

学生たちが先に着いていた。初めて会った
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あの時のみんなと、今私が知っているみん

なを比べてみると、ずいぶん変わっている。

それほど、短い間にお互いについてたくさ

ん分かるようになったし、親しくなったの

だと思う。私たちチーム５のメンバーがみ

んなそろってから、初めてやったチーム活

動は、チーム名を決めることだった。初め

て会った時、はにかみながら挨拶していた

チームメンバーたちが、チーム活動が始ま

ると、積極的に意見を出し合っている姿が

とても新鮮だった。

初日の活動の中で聞いた、東日本大震災

の時に避難所として活用されていたホテル

の話が一番記憶に残っている。家族、友達、

生活の場を失った人たちが新たな希望を見

付けていく過程を直接隣で見てきた方から

の話だったから、ニュースや新聞記事で見

た話とは違って、深く心の奥に響いた。

二日目は、様々な活動をしたので、たく

さんのことが記憶に残っている。経済現場

体験としてうちのチームは台湾からのイン

ターン生たちと一緒にまちおこしのための

商品を販売した。小さな町の南三陸に、韓

国、日本、台湾の三ヶ国からの学生たちが

集まり、一緒に経済活動をしているという

ことがなんだか不思議な感じがした。まる

で南三陸がグローバルシティーになったよ

うだった。お互いに言葉はうまく通じなか

ったけれど、たどたどしい英語と身振り手

振りでコミュニケーションがとれた。人見

知りの私は、積極的に客引きをしたりはせ

ずに、裏で試飲用の飲み物を作ったり、お

金を受け取る係をした。一方、活発な性格

のメンバーは、積極的に客引きをしていた。

他のメンバーたちも、商品についての説明

をするなど、各自自分の役割を見付けては

一生懸命に取り組んでいた。「みんなが自分

の強みを活かして活躍して行けば、それが

まちおこしにもつながることではないか

な」と思った。

夕方にはチームメンバーたちと一緒に打

上げ花火を観賞した。途中、メンバーの何

人かが見えなくなったが、後から彼らは花

火がより良く見える場所を探していたのだ

と知り、感動した。

三日目は、本格的に事業発表準備に取り

組んだ。みんな積極的に意見を出し合って、

お互いの意見を尊重し合っていたので、と

ても良い雰囲気の中で作業が進んだ。うち

のチームのテーマは、まちおこし・観光振

興だったので、被災地への旅行をお助けす

るアプリケーションを作ることにした。最

初は、事業アイテムが決まらず漠然として

いたが、いざアイテムが決まると、みんな

からアイディアが溢れ出てきた。経済現場

体験でも感じた通り、メンバー一人一人が

自分の強みを活かせる役割を決めて一生懸

命に取り組んだ。発表準備が進めば進むほ

ど、やるべき仕事が増えてきて、結局、徹

夜で作業をすることになった。みんなで、

徹夜で作業をしながら、今までぎこちなか

ったメンバーたちともすっかり仲良くなる

ことができた。



- 5 -

発表会当日、うちのチームが一番目に発

表をすることになった。練習するまもなく

急いで舞台に上がったけれど、みんなと一

緒だったので、全く緊張しなかった。緊張

ところか、いままでチームメンバーたちと

苦労して準備してきたものをみんなの前で

披露するのが、楽しみになってきた。発表

が終わってから質疑応答があったが、審査

員の何方からも質問がなくて戸惑っていた

ことを覚えている。舞台から降りてきた瞬

間は、達成感と充実感で満ち溢れていたけ

れど、ここをもう少しこうすればよかった

かなという心残りもあった。それでも、チ

ームのみんなが協力して作り上げたとても

意味のある発表だったし、うちのチームの

強みであるチームワークが引き立ったプレ

ゼンテーションだったと思う。

最後の二日間、チームメンバーたちと本

当に仲よくなった。夜遅くまでキャンプの

間には言えなかった本音話ができたこと、

一緒になってふざけて遊んでいたあの記憶

は一生忘れることはできないだろう。特に、

うちのチームがはまって、徹夜で遊んだカ

ードゲームは本当に楽しかった。お別れの

時、日本のメンバーたちが泣いていて、心

が痛くなった。私も泣きそうになったけれ

ど、また会えると思うと、悲しくなかった。

みんなと再会を約束して別れた。絶対また

会える。みんなの未来が楽しみだ。

          

「ホタテの味と永遠の友たち」

        

小濱 蒼平

神奈川総合高等学校 1 年                  

蝉の声と照りつく太陽の下、期待と不安

が交錯していた七月二十九日の早朝。私は

その時の感覚を今でも覚えている。東京駅

に着き、ふと空を見上げると入道雲が出発

を祝福してくれた。

新幹線に乗り、キャンプのしおりを熟読

した。改めて読んでみて難しい用語がたく

さん書いてあって、はたして自分は、事業

発表で貢献できるのかなどを考えていた。

今思えば、少し考えすぎていたのかもしれ

ないと感じた。緊張からか、駅弁を食べる

とき、箸の動きが遅かった。しかし、車窓

からの新緑は私を和ませてくれたのではな

いかと思う。仙台駅に着くと、想像を絶し

た。なぜなら「東北＝田舎」というイメー

ジだったが、地元の横浜と変わりなかった

からだ。
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バスで南三陸まで行くとき、バスガイド

さんが丁寧に面白く、仙台や東北を教えて

くれたので、東北についての知識が豊かに

なった。なかでも印象に残った話は、３月

１１日に言うまでもない不幸な出来事が起

きたが、反対の１１月３日に東北の野球チ

ームが優勝した。これらを聞いているうち

に南三陸に着いた。

濃い美しい海に群青の青空、しかし辛い

過去をもっている。そして待ちに待った日

本の学生や韓国の学生、メンターさん、ス

タッフさんとの出会い、とても緊張した。

はじめ、チームの人とは会話が生まれなか

った。また、自分の考えた「Oh！dang５」

というチーム名になり、自分が少し貢献で

きうれしく思った。

二日目、早朝に語り部を聞いた。被災地

をバスで回っていき感じたことはたくさん

あった。生々しい話を聞き恐怖を感じた。

人々が行きかう街が茶色く寂れてしまった

と思うととても切ない。もう一度以前の姿

を取り戻したい。

養殖体験ではとても肉厚なホタテを食べ、

私の好物となった。クリーミーな舌触りが

今でも鮮明に覚えている。また南三陸の船

からの景色は世界に誇れると思う。

午後、私たちのチームは、台湾の大学生

が運営していた台湾文化を伝えるお店を一

緒に運営した。日韓台の共同作業だ。私と

サンス君は一緒にお店への呼び込みとして

商店街へ行った。そこにはたくさんの仮設

のお店と賑わう人々がいた。少し復興を感

じることができた。そのあとにバッチの販

売をした。あまり売れていなかったためい

ろいろ工夫した。結果、多くのバッチを売

ることができた。商売することが楽しく自

分に向いていると感じた。また買ってくれ

た方から「これをつけて大きな祭りの竿灯

祭りに行く」とおっしゃった。とてもうれ

しかった。またこの活動でチームの人と仲

良くなれた。またスタッフのヒジンさん、

和地さんとも仲良くなれた。

その日の夜は花火を見た。とても美しく

被災地が少し元気になったと思う。チーム

の友達と語り合った。また、ゴールデンベ

ルをした。ペアの子はジウォン君。彼は英

語の発音がとてもよくてすごいと思った。

二人で協力したため仲良くなれたと思う。

とても楽しかった。もっと話したいと思っ

た。結果、負けてしまい、悔しかった。深

夜、チームでアイテムの会議をしたがなか

なか決まらず苦戦した。意見の食い違いが

あったが互いに協調しあった。また、いろ

んな雑談を交えたことによって韓国の受験

がとても大変なことが分かったり方言につ

いて知ったりした。

三日目、一日中事業発表準備だ。この日

はみんなの個性を知ることができた。一人

一人が分担したので、チームが一丸となっ

た。特に韓国の学生はパソコンの技術や冷

静さがあるのだと思った。日本もその技術

を学ぶべきだと思った。日本の学生は、ア
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イディアや工作能力があると思った。これ

らの力を合わせると素晴らしいと思った。

日韓合同の会社がたくさんあったらものす

ごいもの作れるのではないかと感じた。

この日は本当に頭を使った。私は、配布

用の説明書と劇の脚本を制作した。その分

とても疲れた。また初めて五時まで起きて

作業をしたので想い出に残る夜だった。

そしてついに事業発表、順番は一番だっ

たためとても緊張した。しかし、メンター

さんがみんなを落ち着かせてくれたため、

リラックスできたと思う。本番中、スライ

ドが更新されていないというトラブルが起

きて焦ったが、落ち着いてゆっくり聞きや

すく発言できたと思う。聞き手に癒しを届

けることをできたと思う。他のチームの発

表を見ると、一つ一つ良いものがあり、自

分自身考えさせられた。一人一人が輝いて

いたと思う。空に輝く星のように。きらき

らと。結果は、チームワーク賞だったが、

悔いはない。チームワークがいっそう良く

なったからだ。

そのあとに撮影会をした。そこで、いろ

んな友達ができた。他チームやスタッフさ

んとのかかわりが少なかったためその時間

は貴重だったと思う。人脈が広がりうれし

かった。その友達も大切にしていきたい。

そして主催者や来賓の方々にいろいろなお

言葉をいただいた。私はここであることを

考えた。それは、「過去は変えることがで

きないから未来を変えよう。しかし過去を

忘れてはいけない。」ということだ。この

考えは日韓関係にも必要だが、日常生活の

人との関係でも使えると思う。

夜には、縁日をした。私の好きな南三陸

のホタテを食べることができて本当にうれ

しかった。この前とは違い焼いてあり、と

てもとても香ばしくておいしかった。はや

く風評被害がなくなればいいなと思った。

こんなにうまいのだから。家族にも食べさ

せたい。私は虜になった。深夜、トランプ

を楽しんだ。初めて、外国人とトランプを

したのでゲームとして成り立つか不安だっ

たが、大丈夫だった。また、最後の南三陸

の夜だったので、寂しかった。悲しかった。

しかし、またキャンプの人や家族と訪れた

いと思い、寂しさを紛らわせた。

五日目、南三陸を離れた。海を目に焼き

付けた。太陽の光が海に照っていて宝石の

ようだった。きらきらと。松島に着き、美

しい島々を見た。昼ごはんにもホタテの料

理が食べられて良かった。この日のホタテ

はバターが風味をだしていて、甘かった。

バスガイドさんと再会して話した。四日前

に聞いたバスガイドの話が昨日聞いたかの

ようだった。それほどキャンプが楽しくて

時が早く感じた。また、それほど心に残る

話をしてくれたからだったかもしれない。

またいつかお会いしたい。

仙台市ではいろいろなものを売っている

ドンキホーテに行ったり、プリクラを撮っ

たりした。韓国人にとってこれらはどう目
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に映ったのだろうか。また、プリクラでは

自分の加工が盛られていなくて笑った。「

友達に一言」では、書いていくたびに思い

出が出てきて悲しくなってきた。明日で終

わりと思うとあっという間だったと思い、

辛かった。絶対また会いたいという気持ち

を込めて書いた。

深夜にはチームで、たくさん話した。け

どもっと話したかった。メンターさんから

アイスの差し入れやモンスターを飲んで眠

気を乗り越えてトランプをした。しかしい

つの間にか朝になっていた。そう、私は寝

てしまっていたのだ。そして、寝ずにモン

スターやコーヒーを飲みすぎた女子三人の

テンションがおかしく笑った。なぜか、語

尾に「てぃ」を付けていた。みんなではま

った。

そして別れの時、言うまでもないが、と

ても悲しくて泣いた。何年ぶりの涙だろう

か。バスが見えなくなるまで手を振った。

思い出すだけで悲しい。こんなに感動しよ

き友を得たキャンプに感謝しきれない。私

を選考してくれたことにとても感謝しきれ

ない。また機会があったら参加したいと思

った。とてもいい経験だった。ありがとう。

みんなまた会おう。

今回の旅で感じたことは、被災地は少し

ずつ復興しているということだ。さらに事

業体験の際に、二十代の女性が、南三陸に

若者が魅力をひかれ移住する人が多いとお

っしゃった。私は、復興を願います。

   


