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「困難を乗り越えて」

谷原 心蕗

立命館宇治高等学校 3 年

私はこれまで「国民性」を語るのには少

しためらいがありました。きっとそれは「韓

国人は…」、「日本人は…」とその人の本質

を見極める前にその人のことを決めつけて

しまうことが嫌だったのだと思います。

しかし今回のこのキャンプを通じて、や

はり国民性はあるのではないか、と考えさ

せられました。もちろんそれは前述した、

決めてかかったような感覚とは異なるもの

で、4 泊 5 日、いろいろな活動を通して参

加者の日本人、韓国人と濃い交流をしたか

らこそ発見できたものだと考えます。

やはり日本人と韓国人には違いがあって、

でもだからどちらが良いとか優れていると

かいうものではなく、違いがあるからこそ

違いが組み合わさったときに面白いものが

できるのではないでしょうか。

私の所属していた team8 は「everyone」

という複合エンターテイメント施設を立ち

上げ、国際的に問題になっている高齢化の

問題を解決するという視点でビジネスを立

ち上げ、見事審査員特別賞をいただくこと

ができました。

しかしそこに行きつくまでの道のりは簡

単なものではありませんでした。テーマを

決める時点から苦労をして、2 日目から夜

更かしをしてしまうというスタートを切り

ました。

やっと決まった事業アイテムですが、そ

の後がなかなか決まりません。他のグルー

プは続々と事業ブースを完成させていく中

で私達は途方に暮れていました。話し合い

をするのですが、韓国の子の方が活発に意

見を出すので、通訳が終わっていないまま

他の韓国の子が意見を言ったりすると、日

本人は何が起こっているのかよくわからな

いまま話し合いが進んでいってしまってい

ることも多々ありました。

こうして途中から良くないとは分かって

いながらも、韓国側にアイディアを任せて

日本側は作業に徹するという構造が出来上

がった時間もありました。

韓国の高校生は「韓国人は議論になると

感情的に発言するから日本人は怒っている

と勘違いしていないか」と不安になり、日

第２１回「日韓高校生交流キャンプ」参加生徒の感想文 ③
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本人は「韓国人に任せきりがよくないのは

分かっているけれど、言葉の壁は高くて、

なかなか発言の機会がつかめない」と消極

的になってしまいました。

でも、やはりこれではいけない、とお互

いの気持ちを話し合い、日本側と韓国側が

日本語・英語・韓国語を駆使してコミュニ

ケーションを取り合い、どうにか事業を完

成することができました。

審査員たちを呼び込むのも韓国の子はと

ても上手で、審査員は日本の方が多かった

のもあって、韓国の子が呼び込んできた審

査員に日本人が説明する、という戦略で、

たくさんの人に投資をしていただくことが

できました。自分の説明で投資を決めても

らえた時の嬉しさといったらたまりません

でした。

こうした自分の team8 の事業作成過程を

振り返って感じた国民性は、韓国人は前に

出て積極的に売り込んだり意見を言ったり

して人を惹きつけるのが得意で、日本人は

丁寧な仕事をして他人を納得させるのが得

意だ、ということです。しかしこういう 2

つの違う性格が合わさったからこそ今回の

ようなおもしろい企画ができたし、融合に

よって素晴らしいものができたのではない

か、と考えると国民性の違いにもポジティ

ブな面はあるのでは、と考えます。

さて、事業においては国民性があらわれ

た私達ですが、普段の会話は日本のマンガ

やアニメ、そして韓国のアイドルの話など

で盛り上がり、国籍に関係ない 10 代高校生

の会話を楽しみました。

また、私はタレントショーにてフルート

でジブリメドレーを演奏させていただいた

のですが、これも日本・韓国に関わらずた

くさんの人から演奏について話しかけても

らえて、「音楽に国境はないのだな」と思っ

た瞬間でした。

今でもこのキャンプで出会った友達とは

連絡を取り続けていて、たったの 4 泊 5 日

で濃い交流ができて、本当に良かったと思

っています。最後に、このような素晴らし

い経験をさせていただきまして、ありがと

うございました。
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「1000km の絆」

                   

金 サン（キム・サン）

大邱外国語高等学校 1年

熱い夏の日、夏休みという休憩と充電の

時間を名だけにしてしまった夏季講習のた

め、学校で退屈な日々を送っていた。そん

なある日、母から急用があるから連絡がほ

しいとのメールが届いた。残り 20 分の授業

の間、先生の話は耳に入らず、一人で様々

な推測をしていた。授業が終わるや否や、

急いで携帯を取り出し母に電話すると、な

んと日韓高校生交流キャンプに追加で参加

できることになったというのだ。にわかに

は信じ難かった。なぜなら、参加予定者リ

ストに僕の名前が載っていないことを確認

してから 1か月余りが過ぎ、すっかり忘れ

ていたからだ。しかし、参加予定者の一人

が突然参加できなくなり、補欠 1 番目だっ

た僕が代わりに参加できることになったと

いうのだ。

学校の夏季講習はどうしよう…、それよ

り出発まで 4 日しかないなんて…、少し悩

んだ末、「せっかく与えられたチャンスなん

だから、悔いのないように精一杯楽しんで

学んで来られるなら、きっと 5 日間の空白

なんてどうってことない。頑張ろう！」と

決めて荷造りを始めた。

大邱から金浦空港まで約 5 時間、金浦空

港から羽田空港まで約 2 時間、羽田空港か

ら川越プリンスホテルまで約 1 時間半。合

わせて 10 時間弱の移動時間で心身ともに

疲れていてもおかしくない状況だったが、

キャンプ会場のドアを開けて入っていった

瞬間に、湧き上がった日本の参加者たちの

大きな歓声と胸の高鳴りは僕に疲れを感じ

る時間も、気を取り直す余裕もくれなかっ

た。ただ、これからの 5 日間に対する期待

と興奮でいっぱいになった。

歓声に笑顔で応えながら、僕のチームの

テーブルに向かい、日本の参加者 5 人の中、

一番手前に座っていた鈴木仁平君の隣に座

った。学校で習った簡単な日本語で力強く

自己紹介をした。これ以上ないほど型通り

の自己紹介が終わると、初対面がいつもそ

うであるように気まずい空気が漂っていた。

僕は日本語の本を取り出して、お互いにつ

いてもっと知るために努めた。幸い、仁平

君も僕に応えてくれたので僕たちは少しず

つお互いに近づくことができた。

オリエンテーションが終わり、本格的な

友達作りプログラムの時間になって、僕は

チームメンバーの 10人全員について少し
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ずつ知るようになった。日本のメンバーの

中には、静岡に住んでいる頭のいい人も、

何度か遊びに行ったことがあって馴染みの

ある大阪に住んでいる人も、動物の絵を描

くのが趣味だという人も、男子共通の話題

であるスポーツについて話かけてみてもあ

まり興味を示さなかった人も、韓国語がと

ても上手な人もいた。メンバーの個性など

はさておき、皆がこれから始まる 5 日間の

キャンプに対する期待に胸がいっぱいにな

っていて、掛け替えのない友達になれると

いう確信ができた。

友達作りプログラムで作成し始めたチー

ムマガジンを完成させ、チーム名も決めた。

それから 4泊 5 日間のキャンプ生活の原動

力となる事業アイテムについて話し合いを

始めた。日韓の学生が膝を交えて自由に意

見交換を行い、皆がそれを書留めている中、

僕は特にこれといったアイディアが浮かば

ず、ずっと考え込んでいた。

チームの役に立っていないという不安と

心配もあった。韓国での決意を呼び覚まし

て精一杯思考をめぐらしてみたが、悲しい

ことに、アイディアは一つも思い浮かばな

かった。他のメンバーが出した良いアイデ

ィアを、明日から具体化していくことに決

めて、悔しかったが、各自部屋に戻ること

にした。

次の日、僕たちチームの事業カテゴリー

は、「鉄道・交通」だったので、電車に乗っ

て鉄道博物館と西武鉄道の本社を訪れた。

そこで目にした日本の経済状況を踏まえて

現実的な事業アイテムを模索した。

日本の各地で使われた列車を集めてある

日本の鉄道博物館を見学することで、鉄道

事業の活きた歴史的価値を感じることがで

きた。また、面白いことに今まで知らなか

った仁平君の膨大で深い知識に初めて気づ

き、驚いた。初日から彼の賢さは感じてい

たが、これ程までとは思わなかった。

特定の鉄道の用途、運行年度、歴史的価

値をすべて知り尽くしている仁平君のお蔭

で、僕も‘準’博士になりつつあったのだ

から、彼の賢さは想像できると思う。

この日の最後の訪問地だった西武鉄道本

社での講話が終わり、ホテルに戻った。そ

の後の日程をこなしてから、チームメンバ

ー全員で一つの部屋に集まり、事業アイテ

ムについての話し合いを再開した。現場体

験を通して、前日に決めたアイテムが日本

の鉄道事業の現状に合わないということが

分かったからだ。

アイディアを一つも出せずにもどかしい

思いをしていた僕は、今がチャンスだと思

い、素早く、出来る限り素早く思考をめぐ

らした。悩んで頑張った甲斐があったのか、

一つのアイディアが閃いた。少し具体化し

て皆に伝えてみると、反応が良かった。僕

が出したアイディアで事業を企画するなん

て、飛び上がるほど嬉しかったが、ここは

そんな気持ちを抑えて、夜を徹して細かい

ところまで話し合いを続けた。

この日、前日に決めていた事業アイテム

の限界に気付くことで、経営や経済活動に
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おいて現場の状況が何よりも重要であり、

それを無視してしまうと、どんな企画も書

生論で終わってしまう可能性があるという

ことを学んだ。

三日目、模擬投資大会のための事業ブー

ス作りが始まった。各自、役割分担をして

取り組んだが、この時初めて SWOT や 4P、

STP などの経済用語について学び、分析す

る経験をした。他のメンバーたちも慣れて

いない様子だったが、事業アイテムを基に

一生懸命自分の役割を果たそうと頑張って

いた。

しかし、午後 10 時が過ぎても作業が終わ

らず、別の部屋に移って徹夜で作業を続け

ることになった。結局、僕たちは 1 時間ぐ

らいしか睡眠をとることができなかった。

しんどい一日だったけれど、仲間と一緒に

眠い目をこすりながら大会の準備作業をす

ることで、僕たちの距離はグンと縮まり、

もはや交流という概念を越えて、心を通わ

せる「真の友達」になっていた。

徹夜で作業を終えた次の日、チームメン

バー10人が額を合わせて企画した事業アイ

テムについて投資家たちに説明を行い、(模

擬)投資金を誘致する大会が開かれた。キャ

ンプ会場に集まった参加者の皆が、自分た

ちの事業アイテムについて熱烈に宣伝し、

口を酸っぱくしてアピールしている姿が高

校生ならではの純粋な情熱を発しているよ

うに見えた。

事業アイテムについて説明をして、投資

成立まで漕ぎ着けた時の喜びは言葉では表

せない。拍手して、声を上げながらクルク

ル回る・・・喜びに浸る間もなく次の投資

家を招いて説明をしながら、また味わえる

であろう喜びを期待していた僕たちの姿が

今も鮮やかに蘇る。

最後の日、短い小江戸散策を終え、韓国

学生は韓国へ、日本学生は各自の家へ帰る

時間になった。

やっと腹を割って話せるようになった友

達と別れなければならないという寂しさを

誰一人見せてはいなかったけれど、皆に少

しずつ感情の変化が起こっていることは時

間の流れと共に感じ取ることが出来た。別

れを目前に、普段あまり涙を見せない僕は、

絶対泣くまいと決めていた。

そんな決意を胸に、バスの前まで来た時、

バスに乗る時間になったから最後の挨拶を

するようにスタッフさんに言われた。男ら

しく一度強く抱きしめてあげてからバスに

乗ろうとしたが、あっちこっちで泣き声が

聞こえ始めた。涙はすぐに伝染してしまう

からと、目に力を入れて笑顔を作ろうとし

た。しかし、先までの決意もむなしく、皆

に近付くと同時に大きく開けていた目から

涙が零れ落ちてしまった。一度流れた涙は

止めどなく流れてしまい、また僕の涙は皆

に伝染してしまい、友達まで泣かしてしま

った。久しぶりに流した別れの涙は、バス

に乗って出発する直前まで止まらなかった。

しかし、出発の直前にやっと抑えた涙は、

出発と同時に窓の外から手を振っている友

達の姿が目に入るや否や再び止めどなく流

れてしまった。
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輝かしかった 4 泊 5日間のキャンプ日程

は終わったが、僕たちの友情は終わったり

しないで、今この瞬間も続いている。

「KJcamp」

        

岡本 真亜梨

大阪府立大手前高等学校 2年                  

去年から行きたくて仕方がなかった交流

キャンプ。合格の連絡が来た時はとても嬉

しかった。

初日、韓国の学生との初対面はやはり緊

張していたが、言葉は不便でも仲良くしよ

うとしてくれている気持ちが真っ直ぐに伝

わってきて、暖かくなるのを感じた。

事業案の話し合いはなかなかすぐにはま

とまらず、うまく進まないこともあった。

夜も続けてミーティングをしたが、案外ち

ゃんと寝る時間があって驚いた。

２日目は企業を実際に見学させてもらっ

た。私は企業で学ぶことももちろんだが、

韓国の学生と仲良くなることを目標にして

いた。

韓国の学生はとても友達想いで、人との

壁があまりないように感じた。私は韓国語

が少ししかわからないが、こちらの理解し

やすいように簡単な単語に置き換えてくれ

たり、最後まで諦めずに伝えようとしてく

れるのが嬉しくて、私も頑張って聞きとろ

うとしたし、自分で韓国語を話す機会が増

えた。

３日目はいよいよブース作りだった。な

んとか見えてきたばかりの案を、しっかり

形にするのはなかなか難しかった。私は買

い物に行ったり広告を考えたりする係にな

ったのだが、動画づくりのイメージを伝え

るのにものすごく苦戦した。絵を描いて英

語も使ってホワイトボードはかなり混沌と

していた。それでも気がついたら同じ作業

を進められていたのだから、不思議なもの

だと思う。

買い物の時は、積極的に他のグループの

学生にも話しかけるよう心掛けた。皆気軽

に話してくれる人ばかりだった。

作業中に思ったのは、韓国の学生はとて
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も丁寧だということだ。細かいところまで

やり込み、疲れながらも手を抜かないとこ

ろがすごいと思った。

この日は朝までぶっ通しで準備した。疲

れていても、誰も不平を言ったりなどしな

い。皆がひとつの方向を向き、ただ全力だ

った。

４日目は発表の本番だ。皆体力の限界が

きているようだった。私自身、日本語がう

まく話せなくなっていて、投資家の方たち

に説明するのも大変だった。しかし契約が

決まると皆で投資家の方を囲んでセレモニ

ーをし、盛り上げた。自分たちの努力に賛

同してもらえた喜びは皆大きかったと思う。

笑顔がとても輝いているのを見て胸がいっ

ぱいになった。

結果的に賞はもらえなかったが、頑張っ

たなぁとしみじみ思えた。

記念写真を撮ったりもしたが、この時は

もうチームメイトといることが安心に変わ

っていたように思う。ただ集まって遊ぶだ

けではこの関係は築けなかっただろう。苦

しい状況もあったがこうして乗り越え、協

力し合うことは、人をこんなにも結び付け

るのだと感動した。

この日はフィナーレフェスティバルがあ

った。色んな催しがあってとても楽しかっ

た。私もチームメイトとダンスをした。好

きな事を披露させてもらえて、しかも歓声

と賞も頂いて、とても幸せな瞬間だった。

これをきっかけに話しかけてもらえる事

も増え、本当によい経験だったと思う。

すべてが終わると、「最後の夜はパーテ

ィー!」と言ってチームメイト皆で集まって

遊んだ。最初あんなにぎこちなかったのが

嘘のようにわいわいと明るい雰囲気に包ま

れていて、時間が止まってほしいと本気で

思った。

最終日。この日は食べ歩きや買い物をし

たりした。この時だけではないが、韓国の

学生は共有しようとしてくれる事が多く、

いつも「食べてみる?」と声をかけてくれた

。

おそろいの物を買ったりお土産を選んだ

り、時間はあっという間に過ぎ、もう別れ

の時になってしまった。自然と涙があふれ、

今から離れ離れになってしまうなんて信じ

られなかった。とても寂しく思うのと同時

に、必ずまた会えるという不思議な自信に

溢れてもいた。

キャンプが終わってみて、たくさん思う

事はあるが、一番は本当に行ってよかった

ということだ。私は表現しきれないほど大

きな何かを得た。あの場所はたくさんの刺

激と素敵な出会いに溢れていた。

日本の学生とも韓国の学生とも今でも連

絡を取り合っているが、こんなにもつなが

りをなくしたくないと感じたのは生まれて

初めてだ。キャンプで接したすべての人を

失いたくない。それほどこのキャンプは価

値あるものだった。出会ったすべての人、

出来事に感謝して、これからもこの経験を

忘れずにいようと思う。
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