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「私の大切な５日間」

西田 紗彩

立命館守山高等学校 3 年

去年から行きたくて仕方がなかったこの

日韓高校生交流キャンプ。今年二回目の応

募をして、キャンプに参加できると聞いた

ときは本当に嬉しかった。韓国には何度か

行ったことはあったが、現地の高校生と直

接的な交流をしたことはなかったからだ。

何を話そうか、どんなことをしようか、

楽しみな気持ちでいっぱいだったが、キャ

ンプ初日が近づくと同時に、チームのみん

なと仲良くなれるのか、事業アイテムはし

っかりと考えられるのか、そんな不安も広

がっていった。そして私は、今まで独学や、

教室に通って身につけた自分の韓国語がど

れだけ韓国の高校生に通じるのかも試して

みたいという気持ちもあった。

初日、韓国の高校生が集まっているホー

ルに入るときの緊張は今でも忘れない。私

たちのチームのテーブルにどんな学生が座

っているのか、はたして 5 日間ちゃんとや

っていけるのか。など色々な不安が頭を駆

け巡り、頑張って韓国語で話した自己紹介

も上手く伝わっていたかわからないけれど、

韓国の学生は目が合うとニコッと笑い返し

てくれた。

その日の夜、早速チームの事業アイテム

を決める時間が設けられた。しかし、私た

ちのチームはあまり良いアイディアが思い

浮かばず、一抹の不安を抱えたまま結局そ

の日はそこで終了となってしまった。

部屋に帰ると、今日知り合ったばかりな

のに同じ部屋の女子 5 人でたくさんの話を

することができた。自分の韓国語を理解し

てもらえることが本当に嬉しかった。その

頃には、仲良くなれるかなという不安は全

くなくなり、もっと話をしたいという気持

ちでいっぱいだった。話は終わることなく

日をまたいでも私たちの雑談は続いた。

二日目は、ロッテホテルを訪問し、講義

を聞いたり、ロッテホテルの色々な部屋を

回ったりした。普通に韓国に旅行に来てい

ただけではできなかった体験ができて嬉し

かった。それからロッテマートでチームの

Tシャツを選んだり、間食を食べたりした。

この日で私たちのチームの仲はもっと深ま
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ったように思える。

夜、再び事業アイテムに関する話し合い

をした。私たちはホテル事業ということで、

良いアイディアだと思っても、すでにどこ

かのホテルで取り入れられていたり、金銭

面で実現不可能だったりと話合いは並行で

あまり進まなかった。一つアイディアが浮

かんでも、一つ悪い点が見えてしまい、ま

た話はふりだしに戻る。そんなことをずっ

と繰り返していて、なかなか一つの案にま

とまらず、正直逃げだしたい気持ちになっ

た瞬間もあったし、この日は自分たちが、

最終日にプレゼンする姿が全く想像出来な

いでいた。

三日目、私たちはまだ具体的な事業アイ

テムの中身はおろか、事業ブースの飾りつ

けのアイディアから事業アイテムを宣伝す

る CM のアイディアまで何も決まっていな

かったし、他の班を見て次第に焦る気持ち

が募っていった。それでも、話し合いを続

けていき私たちのチームは私たちなりに

色々悩みながら、やっと自分たちのアイデ

ィアが形になり始めた。

とはいえ、他のチームに比べたら明らか

に進行が遅れていたので、午後もたまに雑

談を挟みながら必死で作業にとりかかった。

絵の上手いメンバー、良いアイディアを出

してくれるメンバー、周りのチームメイト

を見てすぐに動いてくれるメンバー、みん

なが協力しあい、またメンターさんからア

ドバイスも十分にもらい、私たちのブース

はなんとか完成へと近づいていった。

しかし、完璧なプレゼンをするにはまだ

まだ足りない部分が明らかになってしまい、

結局明け方まで話し合いをすることになっ

た。みんな一日ブースの準備をしていたの

で本当は眠りたかったと思うが、自分の横

にいるメンバーも眠気を我慢して話し合い

に参加していると考えれば、自分だけが寝

るなんて到底できなかったし、チームのみ

んなが同じ気持ちだったと思う。

四日目、この日はプレゼン発表の本番。

みんな昨日からの疲れも完全には取れず、

朝から事業ブースの仕上げにとりかかった。

疲れてはいたが、発表の時間には全員が投

資家の方にしっかりと自分たちのアイディ

アを伝えることができたし、投資家の方が

投資してくださる瞬間はなんともいえない

嬉しい気持ちになった。

事業ブースのプレゼン発表が終わったと

きのこれまでに感じたことのない達成感は

本当に嬉しかったし、これもみんなが本気

で取り組んだおかげだと思えた。この時に

はチームのメンバーは、四日前に初めて顔

を合わせた人、ではなくずっと前からみん

なのことを知っていたような存在だった。

この日の夜は、みんなでお菓子を食べて

騒いだり、女子だけで恋ばなに花をさかせ

たりした。本当はみんなで徹夜をしよう、

と意気込んでいたがやはり体力の限界が来

ていて、気づいたら全員眠りに落ちてしま

っていた。

最終日、韓国の仁寺洞で買い物をしたり

文化体験をさせてもらった。この時、私は

まだ別れの時間が近づいている実感などな



3

く、なんとなくこのままみんなでずっと一

緒にいれる、そんな気もしていた。

しかし、すぐに楽しい時間は終わってし

まいお別れの時間になった。チームメンバ

ーの一人が泣き出してしまい、泣かないと

決めていた私はぐっとこらえ、また会おう、

と約束してバスに乗り込んだ。バスの中か

らこっちに手を振る韓国のチームメンバー

を見た瞬間に明日からこの子達はもう横に

いないんだ、と考えれば考えるほど悲しく

なった。またキャンプの初日に戻りたい、

と考えたほどだ。自分の家に着いて、チー

ムのメンバーが私宛に書いてくれた寄せ書

きの画用紙を読み返したとき、私は涙が止

まらなかった。

みんなで一緒に過ごした時間は本当に私

にとってはかけがえのない思い出だし、一

緒に激辛ラーメンを食べて泣きそうになっ

たこと、お互いの国の文化や学校について

語り合ったこと、冗談を言って涙が出るく

らい笑ったこと、難しい事業アイテムに苦

戦しながらもみんなで完成させた時のこと、

キャンプから十日が過ぎた今でも鮮明に思

い出すことができる。普通に 5 日間過ごし

ただけでは、この絆も思い出も到底作れな

かった物だと思う。この出会いに感謝して、

チームのみんなとずっと連絡を取り合える

ような関係でいること、このキャンプで学

んだことを生かせるようになりたいと思う。

キャンプに関わって頂いた全てのスタッ

フのみなさん、仲良くしてくれた学生のみ

んな、そして、なにより優しいチーム 2 の

メンバー、メンターさん、本当にありがと

うございました。このキャンプでの思い出

は絶対に忘れません。

「遠い未来を約束する」

                   

安 璟範（アン・キョンボム）

釜山東高等学校 2年

2015 年 7 月 27 日、第 22 回日韓高校生交

流キャンプの参加者という名札を心に掲げ、

釜山からソウルに向かう列車に乗り込んだ。

まだ正午にもなっていない列車の中は、粛

然としていて、肌に触れるクーラーからの

涼しい風が心地よかった。静穏、静寂。し

かし、それらとは裏腹に僕の心は浮ついて

いて、眠気すら感じなかった。その後気付

かされたが、この時、僕は寝ておくべきだ

った。この感想文の読者がどなたか知らな
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いが、この感想文を目にする時点がキャン

プの始まる前か事前説明会の時点、あるい

は参加を希望している時点であってほしい。

その時点で僕の感想文を目にしているので

あれば、アドバイスしておくよ。キャンプ

の二日前から予めたっぷり睡眠をとってお

いたほうがいいと。

ソウル駅に着いたことを知らせてくれる

アラームがなった。これから僕の旅での思

い出を一緒に盛り込んでいくスーツケース

を引いて慌ただしく動いた。地下鉄の路線

図はとてつもなく複雑だった。路線図がま

るで巨大な迷路のようだった。それでも、

スマートフォンのアプリケーションに助け

られながら難なく目的地に向かうことがで

きた。昔の僕なら、生っ粋の釜山っ子の僕

が一人で列車の切符を予約して、ソウル駅

に降り立ち、ヨンドゥンポ市場という地下

鉄の駅まで辿り着けるなんて想像すらでき

なかっただろう。

幸い、遅れることなく集合場所の「ハイ

ソウル・ユースホテル」に到着できた。か

っこいい司会者と、日韓の高校生と共に開

会式が始まった。キャンプの開幕、ある意

味、国境を越えた運命的な出会い。遠い未

来を約束する伏線ともいえるだろう。

キャンプの期間中に使うチームスローガ

ンとチーム名を決めることになり、僕たち

はチーム 4ということもあり、forever、

4ever、フォーエバー。これからの永遠を約

束する意味でつけたチーム名だった。チー

ムスローガンは日本側のユウシと僕が一緒

に“WE ARE！”と叫んだ後に、一息おいて、

みんなが“FOR～EVER！”と、どの時よりも

大きな声で叫ぶことにした。

初対面の日韓の学生たちはみんながとて

も魅力的で、独自の個性を持っていた。特

に、みんなが釜山のなまりが魅力的だと思

ってくれたおかげで、楽しい話題が次々と

生まれた。うちのチームのみんなは僕の釜

山のなまりをまねしようとして、キャンプ

の終盤には釜山のなまりとソウルの標準語

が混ざった、いわゆる「ジャプトゥリ(ミッ

クス・なまり)」をしゃべるようになったと

いうハプニングもあった。

開会式の後、簡単に自己紹介をしてから、

チームを紹介する巨大なプラカードを作っ

た。それから、初めての夕食をみんなで一

緒に食べてから、休む間もなく事業アイテ

ムを決める話し合いの時間になった。うち

のチームは朝方まで頭を悩ませながら話し

合いが続くのではないかと心配していたが、

オリエンテーションのときに“お願いだか

ら、ちゃんと寝て下さいね”と言われたこ

とを思い出し、初日は、ちゃんと睡眠をと

ることにした。

二日目に予定されている、「デジタル・パ

ビリオン」と「サムスン・イノベーション・

ミュージアム」で体験する IT 技術を基に事

業アイテムを構想することにした。

それからの二日間は、事業アイテム企画

に没頭した。市場調査の時に、タイムスク

エアにあるデパートに寄って、チームの団

体 T シャツを購入した。IT 施設では、商品
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化が期待できるバーチャルリアリティやホ

ログラムなどを自分の目で直接体験するこ

とができた。ブラウン管テレビから最新の

テレビまで、先端機器の歴史を垣間見るこ

ともできた。

事業アイテムを企画する時は、継続的に

アイディアを出し合い、それについて話し

合いを繰り返すという形になったが、この

時が一番早く時間が流れていったような気

がする。うちのチームでは様々なアイテム

が提案され、話し合いの中でいくつかの意

見がぶつかり合うときもあった。決まった

時間内に結論を出さなければならないとい

う緊迫した状況下だったにもかかわらず、

僕たちは時間をかけて話し合いを重ねてい

た。

最終的に決まったうちのチームの事業ア

イテムは「4D 技術を利用した、障害者のた

めのバーチャル・トラベル・シミュレーシ

ョン」だった。この事業アイテム名を聞い

た誰もが、開発費用からみて、事業として

成り立たないだろうと言うかもしれないが、

僕たちはこの事業を数値化することに成功

した。

「デジタル・パビリオン」と「サムスン・

イノベーション・ミュージアム」から得た

情報と、実際に IT 技術を利用して商品を開

発した経験のある OBのテルキのアドバイ

スを基に、必要な材料費、運送費、工場の

賃貸費用、設置費用、また人件費を全て踏

まえて、6 時間もかけて「実現可能性」に

ついての確認作業を行った。

また、全ての情報をまとめて、そこから

損益分岐点を見つけ出した。これを計算す

るために 3時間も余計に時間がかかってし

まった。機器一つの純粋な製作費用が 10、

000 ドルだとすると、すぐに購入できるよ

うな販売価格にはならないと判断したため、

レンタル形式の事業として展開することに

した。また、個人でレンタルするにはやは

りまだ無理があると思ったため、顧客を「障

害者とお年寄り」から、障害者とお年寄り

を受け入れている「福祉施設」へとターゲ

ットを設定し直した。

雲をつかむような話をどうしても実現さ

せてみせたいという思いで、ターゲットと

して設定した「福祉施設」が日本と韓国に

何ヶ所あるのか統計庁に確認し、潜在的な

需要についてまで分析した。時間は既に午

前 1 時を回っていた。あの時間までみんな

寝ずに、事業ブースを仕上げるために各自

の役割を果たそうと精一杯頑張っていた。

そろそろ寝ることにした。事業発表会が近

付いてきているから。

半日間を会計と討論、プレゼンテーショ

ン作成に熱中していた僕は部屋に帰るや否

や眠りに落ちてしまった。あの時初めて腰

を伸ばせたような気がする。どれ位時間が

たったのだろう。おもむろに起き上がって

みると、リビングの方から音がしてきた。

アラームかな。時間を確認してみると、明

け方の 4 時だった。朦朧としながらも耳を

澄ませてみると、それはアラームではなく、

日本のチームメイトたちの声だった。寝言

ではなく、彼らは明け方の 4時過ぎまで発
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表会について話し合いを重ねていたのだっ

た。その瞬間、彼らに対する感謝の気持ち

がこみ上げてくると同時に、みんなと一緒

に素敵な成果を出したいと切実に思うよう

になった。

僕たちの事業発表会は成功裏に幕を下ろ

した。合計 40 枚あった事業契約書の中、38

枚を契約に結び付けることに成功し、その

度にハイファイブをしながら喜んだ。後悔

などしている場合ではなかった。みんなと

一緒に何かを作り上げたという、その一つ

の事実だけで僕たちは十分満足した。

事業発表会が全て終わり、最後の夜を祝

うため、Finale Festival、両国の伝統衣装

を着てお披露目するファッションショー、

参加者たちの隠し芸を披露する特技披露な

どが続いた。みんなの個性と才能が溢れ出

る時間だった。それでも、とても寂しくな

ったのは、これが最後の夜だったからだろ

う。

いま、この感想文を書きながら思い返し

てみると、うちのチームはいつも楽しかっ

た。他のチームも同じだったと思う。日本

の友達はみんな個性豊かで、心配りができ

ていた。誰が聞いてもすぐに弱点がみつか

るような意見を、だから声にして出せない

意見を、日本の友達は躊躇いもなくどんど

ん出してくれた。自信にあふれていた。僕

の出した意見には必ずフィードバックをし

てくれたし、反論もしてくれた。だからこ

そ事業アイテムをより完璧なものにするこ

とができたと思う。

日本の学生の繊細さと韓国の学生の決断

力が入り交じり、短期間だったにもかかわ

らず、すごいものを作り出すことができた。

みんなでコミュニケーションをとり合う

「人間味あふれる事業企画」ができた。

うちのチームの日本のメンバー、シュン

キ、ユウシ、タカユキに約束した。10 年後

に僕の事業アイテムについてのフィードバ

ックをお願いするから、その時まで僕のこ

とを忘れないでくれと。

仁寺洞で最後の挨拶をするときは、涙は

流すまいと必死に堪えるのが本当に大変だ

った。また会えるからと、自分に言い聞か

せながら必死で耐えていた。話したいこと

がまだいっぱいあったけれど、言葉を繋ぐ

ことができなかった。

4 泊 5 日間、僕は何をしたのだろうか。

バスから窓の外をのぞきこんでいると、日

差しに照らされていたハンガン(ハン川)が

思い浮かんでくる。初めて乗ったソウルの

地下鉄も鮮明に思い出せる。走馬灯のよう

に僕の頭の中を駆け巡る一つ一つのシーン

が全て思い出になっていく。

「デジタル・パビリオン」の見学の後、

時間の余裕があると思って、韓国のかき氷

を食べに行ったのだが、集合時間を間違え

ていたことに気付き、急いでかき氷をテイ

クアウトしてもらい、バスの中で、みんな
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がスプーンで突っついて食べたこともあっ

た。

また、毎朝 6 時、朝の点呼のために僕た

ちの部屋のチャイムを鳴らしに来てくれた

メンターさんが思い浮かぶ。発表会の前日

を除いて、最後に眠りにつくのはいつも僕

だったけれど、毎朝ルームメイトのみんな

を深い眠りから起こすのは僕の役目だった

から余計に記憶に残っている。

みんな学生としての本分を果たした後、

再会することにした。素敵な友達と一緒に

素敵な作品と思い出を作ることができた。

遠い未来にまた一緒になろうね、と約束し

たので、これから僕は僕の夢に向かって突

き進んでいくつもりだ。僕だけではなく、

これからこのキャンプに参加する全ての人

にとって、大切な思い出作りと自分の夢と

向き合う良いきっかけになることを心から

祈る。

「キムチと 100 人」

        

丸山 智生

慶應義塾高等学校 3年                  

韓国に行ったことがない。海外の友達も

作りたい。だから韓国に行きたい。それが

参加動機だ。日韓関係を卒業論文のテーマ

にして、僕は大きな期待を胸に羽田を発っ

た。

韓国に来て、カルチャーショックを受け

た。着いたソウルでのオリエンテーション。

様々な地域の高校生が集まった。メンバー

と対面して、緊張が走る。同じアジア人で

も、普段使っている言語が違う。僕はハン

グルも自己紹介をこなせるぐらいしか覚え

ていない。お互いシャイなのか、英語での

会話も進まない。お土産にたくさん持って

行ったポッキーとトッポの名前は同じだっ

たり、本場のキムチは辛くて涙が出たり、(

オンドル由来の)布団が薄くて痛かったり

して韓日は文化が大きく違いそうだと感じ

た。

二日目、ロッテホテルワールドに行った。

ホテルのオンドルの部屋に案内していただ

いたり、社員の方のお話を伺ったり、社内

食堂でスイカ・ファチェ(蜂蜜や砂糖を入れ
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た五味子の汁に松の実をむいて浮かばせた

飲み物)を試してみたりした。

ゴールデンベルでは、ある男の子とペア

を組んだ。北米に住んだ経験が共通してい

て、すぐ仲良くなった。トップ 5 まで残れ

たけど、結局、負けた。惜しい。でもチー

ムメイトが 2 位だったのは嬉しかった。

アイテム構想では、前日からの案を吟味

したが決定には至らない。ブレインストー

ミングをするも、去年と似ていたり、お金

がかかりすぎたりして廃案が多い。アプリ

にすることが決まり、どのようなアプリに

するかで 2 時まで話し合った。「ホテルで

のコミュニケーション」を軸に考えていた

ら、思ったよりも難しい。長い会議になっ

てしまった。日韓のチームメイトと時を共

有する。みんな優しそうで知的。方法を大

事にする文化は似ている。

三日目朝、眠たそうなチームメイトが大

丈夫か不安になったけど、徹底的にチーム

で議論した。紆余曲折あって男女それぞれ

の意見を取りいれたアプリを作ることに決

めた。今に思えば、チーム 2 自身の行動を

モデルに考案したようなものだった気がす

る。

丸一日、いや次の日の 3 時まで作業して

いたのだが、(絵を描いたり、テニスができ

たりといった)チームメイトの隠れたワザ

が見られて楽しかった。みんな、それぞれ

の長所が現れる。日本語は話せなくても仲

良くなろうと手遊びする友達もいれば、キ

ャラクターを描いて名前を提案してくれる

友人がいる。後ろで資料を作ってくれたり、

熱く深く討論を進めてくれたり、通訳をし

てくれたりする仲間達。チームメイトとメ

ンターさんと一緒に作業を進める。チーム

で進んでパネルを、説明資料を、CM を作っ

た。

4 日目、ついに発表する日が来た。短か

った説明会を経て、審査結果発表。冷や汗

が気持ち悪い。

賞には、至らなかった。

そっか。悔しい。惜しい。もっといいビ

ジネスモデルがあった。惜しい。でも、胸

にこみ上げるものがあった。祝福した、な

ぜならやりきったのだから。誤字脱字を量

産しながら長文の寄せ書きを認(したた)め

チームメイトを待たせてしまうほど、気持

ちは高ぶった。

最後の夜ごはんでは、見たことのないキ

ムチもたくさん食べた。おいしかったが、

辛い。辛すぎて唇と舌は痺れ涙が出そうだ

った。フィナーレフェスティバルでは衣装

など披露してもらう。僕は落語を披露しよ

うと袴と扇子も持ってきていたが出演を取

りやめていた、笑いのタイミングが通訳に

よってずれるのはよくないかもしれないか

ら。

そして、伝統遊びをする。身振りだけで

けん玉を教えた。「こうやって玉を上げて

載せる」。「惜しい、もう少し」。試して

いる韓国人に伝わり、ついに玉が窪みに載

ったときは本当に嬉しかった。

その後、部屋にチームで集まってからは

お菓子を食べたり、遊んだり、せっかくだ

から袴を披露したりした。メイト同士の物
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まねも面白くてたくさん笑った。明日別れ

る実感がわかなかった。だから定刻に、別

れた。

日付は変わり、ついにホステルを、ソウ

ルを、みんなと離れる日が来る。朝食とし

てキムチを小皿一つ分食べた。ブドウジュ

ースこそ 2 杯必要だったけれどもう泣かな

かった。慣れてしまった。

バスに 11 人が固まって乗り、メンターさ

んが買ってくれたパンを回してつまんだ。

近代史をどう学んでいるかということで話

したり、雑談をしたりしていると、仁寺洞

に着いた。暑さに参りそうだったが、ゴー

ルデンベルでペアだった男の子は扇子を、

韓国のチームメイトは栞を買ってくれて感

激した。

最後の一緒の食事。京都に何度か行った

ことがあるメンターさん。お土産の抹茶味

のポッキーを喜んでくれた。一皿分のキム

チを食べさせてもらった。

バスの近くの広場についたころには、別

れるまであと 3 分だった。他のチームでは

どこからともなく嗚咽があがる。僕はキム

チで涙は流しつくしたと強がる。その時、

韓国のチームメイトがコンビニに駆けて行

ってしまった。買ってきてくれたのは冷た

いアイス。渡しながら涙で頬を濡らしたチ

ームメイト。全員の横顔をこっそり見る。

悲しいからか、笑う顔。楽しさも悔しさも

悲しみも多少なり分かち合う仲間。号泣し

たかった。でも少ししか泣けなかった。円

陣を組んで、気付いたら大小の手を重ねて

いた。最後にルームメイトと握手をしてい

て、バスに乗り込んだ。歩道から目が離せ

られず、声をかけられないのがもどかしい。

エンジン音が響く。チームメイトとメンタ

ーさんは、視界から消えてしまった。あっ

という間だった。のどが痛くてアイスを食

べて、溶けてて甘くて、泣いて、寝た。

空港でもチーム 8 のメンターさんと別れ、

嗚咽をあげた、韓国はとっても楽しかった

ですって言いながら。脳裏にチーム 2 がよ

ぎりながら。涙で始まり、涙で終わったよ

うなこのキャンプを通して、わかったこと

がいくつかある。

まず、世界は英語圏だけではないこと。

使う方と運用しない方がいる。当たり前の

ことだが、チームメイトに言われるまで自

分は信じ込んでいた。英語で話しかけて、

両国のチームメイトや社員の方を戸惑わせ

てしまった。日本も韓国もとてもすばらし

い文化を、悠久の歴史を持っている。韓国

のハングルと日本の日本語は、それらを代

表するすばらしい言語だ。第三国の英語を

持ってくるべきだろうか。もっと視野を広

くしたい。お互いの文化を大切にしたい。

次に、国際交流するうえで、国籍のレッ

テルは張ってはいけないこと。互いの意見

を尊重し分かり合うことが重要であること。

確かにマスメディアでは、「韓日両国内の

近代史の教育の違いが国民性に大きく影響

を与えている」といわれる。しかし、韓日

のチームメイトそれぞれ立脚した意見を持

っていた。「(あなた方) 日本 (韓国)人は

ＯＯと思いますか」というのはイメージの
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押し付けだ。それでは誰とも信頼関係を結

べない。また両国とも「単民族国家である

」といわれているが、実際には違うと考え

るようになった。偏見を無くし、より多く

の方と様々な価値観を共有したい。そうし

た交流をして、固い友好関係を築いていき

たい。またそれには自国と諸国の、歴史と

文化など基礎知識が必要だ。まずは日韓に

ついて学びたい。

そして自分は韓国語を勉強すればよりコ

ミュニケーションをとれたこと。より深い

友情を結べたかもしれない。今回はメンタ

ーさんやバイリンガルのチームメイトに随

分活躍していただいた。でも韓国のチーム

メイトにまじって笑ったり、最後にお別れ

をハングルで言ったりしたかった。彼、彼

女らの思いやりも多少なりくみ取れた。身

振り手振りでけん玉のやり方ぐらいなら伝

えられる。しかし、10人全員のチームメイ

トと、プログラムに関わる全てのメンター

さんとメンバーとスタッフさんともっと、

より深く固い信頼関係を結びたかった。歴

史・外交・私生活・自然・韓流、いろいろ

なことに僕は興味がある。同じことに関心

があるチームメイトはいた。それについて

話したり、お互い分かり合ったりしたかっ

た。日本に来てから韓国語を始めた。今な

ら、拙いけれど少し話せる。また会いたい。

自責の念が湧きあがる。これからさらにハ

ングルを習得し続け、培った絆をさらに発

展させたい。

最後は一番言いたいこと。それは、いろ

んな地域の高校生に会えて友達になれたの

は奇跡に近いこと。例えばチーム 2 のメン

バーは済州島、ソウル、京都、東京などか

ら集まった。そして時を、空間を、そして

喜びと哀しみを共にした。交流を通して国

境を越えた友情を育めた。文化的に、物理

的に、時間的に難しいことなのに。胸にせ

まるものがあり、私は感謝を伝えたい。

プログラムを開催し運営してくださった

スタッフの皆様に感謝します。

そしてキャンプでご一緒した全ての高校

生、メンターさん、本当にお世話になりま

した。

ありがとうございました！ またお会い

しましょう！

  

   


