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「困難を乗り越えて得た感動」

池松 彩果

東京都立国際高等学校 3 年

元々日韓及び国際交流に興味・関心があ

り、これまでもそうした活動に参加してき

た私は、キャンプ参加の連絡が来たその日

からずっと、多少の緊張感や不安を抱きな

がらも、楽しみな気持ち、ワクワク感に包

まれていた。

そして、キャンプ初日に同じチームの日

本・韓国メンバーと初めて会い、すぐに仲

良くなることもでき、そのポジティブな感

情はさらに大きくなった。このポジティブ

な感情はキャンプ期間中、そして今でも勿

論消えていないし、韓国人・日本人の学生

と、このキャンプを経てかけがえのない友

情を育むことができた。

しかし同時に、キャンプ中には大きな困

難にもぶつかった。私のチームのカテゴリ

ーは「教育」だったのだが、教育というテ

ーマに関して、日本人と韓国人の学生は、

大変異なる意見を持っていた。

初日の、アイテムを決めるという段階か

ら、私達のチームでは全員が意見を言い合

いながら討論が行われ、意見や疑問点が衝

突し合った。価値観や考えの違いを理解し

なければいけないと表面上は分かっていて

も、時間に迫られている中で、こうして意

見が中々まとまらない、という状況に私は

恥ずかしながらも、イラつきを覚えてしま

った。

また、言語の壁というものも私達が立ち

向かわなければならなかった大きな問題で

あった。メンターさんができる限りの通訳

をして支えてくださったが、やはりそれで

も、教育という奥の深い複雑なテーマに関

するお互いの気持ちをより正確に理解し合

うことは困難であった。

こうして私達は、お互いが違う言語、文

化、価値観を持つが故に、事業アイテムや

発表に関して様々なことを決めるのに信じ

られない程長い時間がかかった。さらに、

発表の準備においても各自の仕事量がとて

も多く、皆苦しんでいただろう。

上記の様な辛い状況に苦しみや悔しさの

涙を流しつつも、皆で協力し、内容の濃い
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文化セミナー」というプログラムを完成さ

せることができた。

また、最優秀賞を頂いた際には、チーム

全員が驚きで一瞬何も言葉を発することす

らできなかったが、何が起きたのか理解し

た途端に叫び声と感動と喜びの涙が止まら

なくなった。賞を頂くことが全てではない

のは分かっているが、私達が三日間幾度と

ない衝突を経験していたこともあり、一番

良い賞を貰うことができ、なんだか努力が

報われたような気がした。そして、何より

も、それまで溜まっていた疲労が一気に吹

き飛び満面の笑み、そして泣き顔を見せた

チームメンバーのことが私は大好きだと改

めて感じた。

私達のチームは終始、10 人全員が自分の

意思をしっかり持ち、チームに貢献しよう

という姿勢でいた。これはまさに理想的な

国境を越えた学生交流の形であると私は感

じた。国を越えての交流や協力の難しさ、

そして達成感や楽しさを経験することので

きる貴重な機会を与えてくれたこのプログ

ラム及びスタッフ・メンターの方々をはじ

めとするこのプログラムに携わって頂いた

全ての方に言葉では表しきれない程感謝し

ている。日本人と韓国人は似ているようで

違う、ということも学ぶことができ、それ

を踏まえた上で、お互いを刺激し合いなが

ら高め合うことができたと思う。

日韓の高校生 10 人で作り上げた事業ア

イテムは完璧なものではなかったかもしれ

ないが、チームメンバーが皆で一生懸命協

力して作り上げたものなので悔いはないし、

自分達がこのキャンプで成し遂げたことは

私の誇りだ。韓国人との別れの際には、ま

たも悲しみの涙が溢れたが、今回 4 泊 5 日

という短い期間で築いた友情はこれからも

続けていきたい。

この 5 日間 - 出会い、自己紹介、ぎこち

ない会話、事業アイテムに関する話し合い、

市場調査、毎日のご飯や雑談、掛け声、発

表の用意、ダンス、伝統的な遊び、ゴール

デンベル、神戸観光等、キャンプ中あった

こと全てがあまりにも楽しかったため、帰

ってきてから数日は打ち勝つことのできな

い虚無感に襲われた。

最後に、このキャンプで出会った仲間と

いつの日にかお互いが成長した姿でまた再

会することができれば、と切実に願う。

「A10tion」最高、大好き!!
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「心でコミュニケーションする方法を学ぶ」

                   

金 海彬

慶福ビジネス高等学校 2年

日本に到着した初日、チーム 5 のテーブ

ルに座っていた 5 人の日本のメンバーが韓

国のメンバーをあたたかく迎えてくれた時

のことを今でも鮮明に覚えている。期待い

っぱいのきらきら輝く目で私たちを歓迎し

てくれた日本の友達に出会った瞬間、不安

や緊張感が薄れ、心が落ち着いてきた。日

本のメンバーにどんな言葉からかければい

いか悩んでいたところ、先にルームメイト

のユリカが私に笑顔を見せながらたどたど

しい韓国語で挨拶をしてきた。それからは、

ぎこちない雰囲気になりそうだった初対面

がとても楽しいものになった。ユリカは私

たちとの出会いのためにたくさんの準備を

してきた様子だった。流暢ではなかったが、

韓国語も練習してきていたし、日本の伝統

のお菓子を持ってきてチームメンバー1 人

1 人に配っている姿を見て、あまり準備な

どしてこなかった自分が恥ずかしく思えた。

簡単なオリエンテーションの後、うちの

チームは事業アイテムを決めるための議論

を始めた。この議論を通して私は、日本と

韓国のメンバーがそれぞれアイテムの決め

方が違うということに気付いた。韓国のメ

ンバーは大まかな枠組みを決めてから、詳

細についての議論に入るが、一方、日本の

メンバーは最初から細かいところ、例えば

消費者層や収益構造などについて議論して

いくのだった。その様子から日本のメンバ

ーは繊細で、何かを決める際にはとても慎

重になるということが分かった。そんな両

国の違いもあって、アイテムを決めるのが

容易ではなかったが、お互い一歩ずつ譲り

合うことで、「音声を認識して音声で翻訳し

てくれる翻訳システム」を事業アイテムに

決めることができた。

市場調査のために天神橋筋商店街に出か

けた二日目、韓国の学生たちは期待に満ち

ていた様子だった。初めて日本のバスと地

下鉄に乗ってみたり、日本の市民に自らチ

ームのアイテムを紹介し意見を聞いたりす

る経験は、韓国の学生たちにとってとても

貴重な経験になったと思う。市場調査の間、

日本人は本当に優しいな、と改めて感じた。

まず、韓国から来た学生だと自分を紹介し

てからアンケート調査をお願いすると、一
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部忙しそうな方を除いてはほとんどの方が

快く「何をすればいい？」と聞いてくれた

り、チームのアイテムについても積極的に

意見を出してくれたりした。そんな日本人

の姿を見ながら、普段けち臭かった自分の

ことを反省した。私たちはそんな親切な日

本の市民たちのおかげで満足できるアンケ

ート調査の結果を得ることができた。

事業発表会の前日、うちのチームは一睡

もせずに一生懸命発表の準備に打ち込んだ。

しかし、みんな疲れて神経質になっていた

せいか、事業の収益の出し方について日本

と韓国のメンバーの間で意見が衝突してし

まった。やはり意思疎通がうまくいかなか

ったため、お互いの意見を間違って理解し

てしまい、合意点を見出すまでかなりの時

間がかかってしまった。そのため、他のチ

ームに比べて準備作業がだいぶ遅れてしま

った。この過程がとても大変でもどかしく

て、良くない記憶として残っていてもおか

しくないが、私はむしろこの過程を経験し

たからこそ多くのものを学ぶことができた

と思う。お互いの意見を調整しながら、知

らなかった日本のメンバーの意見を理解す

ることや私たちの意見を納得させる方法を

学ぶことができたので、今になって考えて

みると、この過程から学んだことが一番多

かったように思える。

発表会当日、チームメンバーはみんな疲

れていたが、今まで準備してきたものを全

て出し切ろうと決めて一生懸命発表を行っ

た。発表中は、舞台に上がる直前にチーム

メンバー皆でファイトを叫びながらお互い

を激励していた姿を思い出しながら、チー

ムメンバーに迷惑をかけまいと自分の役割

を精一杯つとめた。発表が終わり舞台を降

りた私たちは、お互いの労をねぎらいなが

ら、悔いなんか残っていないと笑顔で話し

合った。そんな姿を見ていると、私たちは

発表準備の間、ちゃんと心でコミュニケー

ションをとっていたのだと気付くと同時に、

感動が押し寄せてきた。表彰式でうちのチ

ームの名前が呼ばれることはなかったが、

私たちは言葉も通じない日本の友達と一緒

に一つの結果を作り上げることができたと

いうことだけで心が満たされたし、嬉しか

った。他のチームに比べてチーム皆の意見

を調整するのに大変な思いをしたうちのチ

ームのことだからこそ、皆で作り上げた結

果に対する思いには格別なものがあった。

そして、来ないと思っていた最後日がや

ってきた。私たちは別れるまであまり時間

が残っていないことに焦りを感じながら、

素敵な思い出を一つでも多く残すために奔

走した。何をしても日本の友達と一緒にや

ろうとしたり、残った時間のより楽しい過

ごし方について考えたりした。4 泊 5 日と

いう短い時間だったが、徹夜をして夜通し

一緒に過ごした分、別れるのがよりツラか
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ったと思う。一言でももっと多く話せばよ

かったと後悔した。他のチームより衝突の

多かった分、友情が深まったようで、うち

のチームはバスに乗り込む直前までできる

だけ時間を延ばして、別れのあいさつを交

わした。韓国の参加者たちを乗せたバスが

見えなくなるまで手を振り続けてくれた日

本の友達の姿が今でも鮮明に目に浮かぶ。

将来、自分の夢を叶えて素敵な大人になっ

たらまた会おうとみんなと交わした約束が、

絶対に実現できればいいなと思った。

日本の友達と一緒に部屋を使ったり、一

つの事業アイテムを構想し一緒に発表の準

備をしたりする滅多にない貴重な経験ので

きるチャンスが私に与えられたことに心か

ら感謝すると同時に、この素晴らしい経験

を糧にさらに成長していきたいと思った。

そしてこのキャンプを通して知り合った大

切な日本の友達とはこれからもずっと良い

関係を維持していきたい。また、韓国の学

生と日本の学生が交流できる機会がたくさ

ん増えればいいなと思う。最後に「5 ご」

チームの全員が自分の夢を叶えて素敵な大

人になって、堂々とした姿で再会できるこ

とを祈る。

      

    

「ボーダーを超える」

        

杉山 優太

立命館宇治高等学校 3 年                  

日本と韓国が協力すればアジアから世界

を変えることができる。僕は今まで勉強し

てきてこのことを感じてきた。日本と韓国

は様々な分野でお互いに素晴らしい技術を

持っているという共通点がある。科学や産

業、スポーツなどで長年よきライバルとし

て歩んできた。また韓国の学生の優秀さは

日本でも注目され積極的に韓国学生を採用

する日本企業も増えてきた。

しかし、領土問題や歴史問題など話し合

いが必要なことを抱えていることがあるの

も事実である。またこのようなことが両国

の協力に悪影響を与えていることもある。

確かに難しい問題ではあるが、次世代を担

う僕たちが解決していかなければならない。

さらに、協力し世界に影響をあたえるモノ

を創っていきたい。この僕の野望への第一

歩を踏み出すためにこのキャンプに参加し
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た。

はじめて韓国学生と顔を合わせたとき何

を話していいか分からなかった。最初の夕

食は会話が少なかったことを覚えている。

しかし、友達づくりプログラムで一気に好

転した。写真を通じてお互いにどんな趣味

があるのかを確認することができ、話が弾

んだ。チーム全員の写真を合わせて自己紹

介シートを作った。このプログラムでみん

なが打ち解けたと感じている。

そしてついに事業のことについて話を進

めた。僕たちのチームのテーマは「国際貿

易」だった。僕は日本も韓国もお互いに抱

えているエネルギー資源問題を提案した。L

NGやシェールガスの貿易に関するものだっ

た。しかし、既存のシステムとの大きな差

別化をはかることはできなかった。この経

験でどこにもない、だれも思いつかないそ

んなオリジナリティのあるアイデアを出す

ことが必要だと実感した。その後、僕たち

のチームは「日本と韓国の技術を合わせた

タッチパネル方式の情報端末を世界の主要

都市に向けて販売する」という事業に決定

した。

翌日それについての市場調査を行った。

市場調査は想像以上にハードなものだった。

協力していただける市民はとても少なかっ

たが、なんとか100人に調査することができ

た。その結果は日本と韓国の製品に期待を

寄せるという結果であった。しかし、同時

に韓国に対する不信感などを語る人も少数

派ではあるがいることを実感した。

そして、その後2日はプレゼンテーション

の準備をした。商品のステークホルダーや

マーケティング方法を考えた。しかし、思

うように作業は進まなかった。時間の問題

や情報不足などが問題であった。このよう

な反省は将来につなげていかなければなら

ないと考えている。

徹夜の2日間だった。そして本番、なんと

か自分たちの思いは伝えることができたと

思う。しかし、動画や劇を使えなかったな

ど悔しい点も残った。

僕たちはこのキャンプで国際人の一歩を

踏み出した。僕はこのキャンプで世界で通

用する人間とはそんなに甘いものではない

と実感した。世界には同世代で素晴らしい

ライバルがいることを痛感させられた。さ

らに学習して、世界で通用する人間になっ

て今回の参加者と世界の舞台でもう一度会

えるように頑張りたい。
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