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団長挨拶	
 
今回の KJSC は自分にとって三度目のプログラムであり 3 度目の韓国プログラムでした。
自分は元々国際交流に興味のない人間でしたが、ISA に入部し最初のプログラムとして
ASC という韓国プログラムに参加し、それ以来韓国が好きになり韓国の人たちともっと交
流したい、ニュースや世間一般で言われている韓国の文化、風習を自分のめや耳で確認した

いと思うようになりました。ASCからはじまり JKSC、そして今回の KJSCにいたりまし
た。KJSCに参加して結団式でまさか団長という重大な役職にいたるとは思ってもみません
でした。正直、じぶんは団長という器ではありませんでした。いまだ先輩が苦手なこともあ

り、素直に先輩にアドバイスをもらえず、結局一回目の結団式では散々な結果で「もう団長

を辞めたい。KJSC事態に行きたくない」と思いました。ですが EX部長さんや他の EXの
団長さんの助けもありなんとか 2 度目で承認をいただくことができました。実際、韓国に
ついてから国渉さんにまかせっきりの部分があったり文化紹介の面で問題があったり、現地

に入って団長としての仕事ができていたかというとそうでもなく、皆に迷惑がかかりとても

もうしわけなかったのを覚えています。プログラムは向こうのコミの人たちがしっかり計画

をねっていて、ほんとに充実したプログラムだったと思います。個人的にもうすこし観光で

はなく交流という面を重点的においてほしかったなという思いはありましたが、今回でも新

たに韓国の知らなかったことがわかってとてもいいプログラムになったと思います。最後に

なりますが、KJSCの皆さん、本当に迷惑ばかりかけてすみませんでした。それと、団長を
決めるとき無理強いするのは自分みたいな人間の場合本当に問題をまねくことがわかった

ので今後気を付けていきたいのと、初めて団長をやる人にたいしてのサポートの体制を考え

るべきだなと思いました。この KJSC で学んだことを生かしてこれからの EX 参加すると
きのサポートや、自分の人生に役立てていきたいなと心から思います。 
 

村上晃平	
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＊Japanese	member＊	

団長	

村上	 晃平	

関西学院大学	
あだ名：むらむら 

好きなもの：服、綺麗なもの、こと 

自分を一言で表すと：想 

みんなに一言：ふがいない団長ですみません

でした((+_+))	

 
～みんなからの一言～	

・団長おつかれさま！酔っ払いむらむら一生忘れません www 

・九州企画こいってまじで！！とりあえず韓国大好きやな！！ｗ 

・酔ったら目がエロいｗ 

・酔うと心底キモかったけど、そんな君も好きよ w 

・しっかりしろよ 

・団長おつかれ！ 

・癒しオーラ出てる 

・団長だけど団長 

・団長お疲れさま！！ 

いろいろお世話になりました。 

これからもよろしくヽ(・∀・)ノ 

・団長！お酒弱い！ 

・団長ぉぉぉ！ 

・くねくねした団長 

・むらむらー！お酒に注意！！ 

・みんなの人気者 

・おい！笑 

・酔わせるとヤバイ 

・お酒飲むとなんかセクシーな韓国人にモテる男 

・私の KJ のしおりを借りパチした人！日韓問わず大人気なむらむらはみんなを笑顔にさせ

てたね(^-^)わたしもいっぱい笑顔にさせられました。ありがとう★これからもそんなむら

むらでおってね(￣ー￣) 
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副団長	

八嶋	 勇人	

甲南大学	
あだ名：やっしー 

好きなもの：胃薬 

自分を一言で表すと：胃 

みんなに一言：体調不良もなんのその、それでもやっぱり韓国サイコー♪( ´

▽｀) 

	

～みんなからの一言～	

・ASC に引き続きお世話になりました！お大事に。これからもよろしくね！ 

・あいかわらず話が面白いしみんなを引っ張ってく力あってほんと尊敬してます！ 

・安定した面白さ、今度また韓国リベンジしにいこーや！ 

・イケメン 

・話上手 おもしろい 

・コート似合ってなかった・・・ 

・しおれたアスパラ 

・お大事に！ 

・文化紹介がどうなったか気になります(笑) 

踊れましたか～？？ 

・おもしろいのに手袋がダサい 

・幸せ者で気配り上手な面白いムードメーカー 

・おもろい！体お大事に＾＾ 

・ぴろぴろりーん 

・もう体調大丈夫ですか？w 

・健康な生活を＾ 

・やっしーさん、明るくて面白いので、やっしーさんと話してると楽しかったです(*^^*)

英語で説明できなくて 31 を日本の会社って言ってしまったって話はツボでした(笑)また

お話しききたいです♪♪ 

・頼れるお兄さん 

・やっしっしーやしーさん	

・KJ にこの男は欠かせない！！実はがんばりやのやっしー！いっぱいありがとう★ 

・不健康 
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副団長	

有方	 慶江	

神戸女学院	
	

	

	

	

～みんなからの一言～	

・ジュノのお嫁さん！ 

・また韓国いっしょなりましたねー！相変わらずは

っちゃけててほんとたのしませてもらいました！ 

・これからも、よろしくおねがいします！ 

・相変わらずのエンジン全開！ずっとお幸せに！ 

・韓国すき 

・韓国語+英語万能！かわいい 

・乙女 

・真面目さとおちゃらけの GAP が大好き！ 

・ディベートでは率先して下さって助かりました。 

ハイテンションなとこも大好きです。 

・めちゃおもしろいバイリンガル 

・韓国語ぺらぺらですごいです 

・ラブラブ 

・もはやコリアン！？ 

・面白さ担当のムードメーカー。意外に乙女。 

・元気!!!!韓国語ペラペラ、うらやましい＾＾； 

・のんちゃんさんとは同じグループや部屋になることがなくてあまり絡めなくて残念でした

(;_;)のんちゃんさんが韓国語や英語でいろいろ話せてるのをみて本当にすごいと思ったし、

羨ましかったです。わたしもがんばりたいと思います！！ 

・英語韓国語ぺらぺらですごい＼(^^)／ 

・韓国マスター・・！ 

・ムードメーカーでのんのおかげで KJ がすごく盛り上がったと思います★ 

・下品やねん 
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柳口	 加奈子	 	 	 	 	 	 	

関西大学	
あだ名：かなこ・グッチ 

好きなもの：洋楽 

自分を一言で表すと：自由 

みんなに一言：special thanks!!  

 
 
 
 
～みんなからの一言～	

・打ち解けたころにプログラムが終わっちゃったから残念だったなぁ・・・もっとお話した

ーい！^^ 

・自由に生きてるって感じやわｗｗ まじみてておもろかった！！ 

・ありがとー！ 

・かなこわーるど w もっと話したかったー 

・タメ語がたまに鼻につく＾＾ 

・面白女子 

・英語の発音いい～ 

・毒舌なところ、かわいすぎる！ 

・あんまり話せなかったね。 

支部会でもよろしくね。 

・たまに奇想天外なことをいうおもろいやつ 

・かわいい＾＾そしてクール！ 

・大阪支部一緒に盛り上げよう！ 

・もっと絡みたかったよー 

・ぐっちとは普段も仲いいから KJSC でもよく一緒に行動したよね！！わたしが体調崩しち

ゃった時もずっと心配してくれて、側にいてくれてうれしかったよ(>_<)ちゃんと言えてな

かったかけど改めてありがとう。これからもよろしくね！ 

・チーム一緒になんなかったーもっと話したかった！ 

・英語ぺらぺら(^O^)！ 

・ぐっちゃんをいじめて笑ってた 

・ちょっぴり生意気やけど懐いてくれると甘えんぼなかなこは可愛かったです～！ 

・ボーイッシュ 
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清水	 啓子	

同志社女子大学	
あだ名：しみちゃん、けいここ 

好きなもの：バドミントン、ディズニー、う

どん、パン、嵐、スキマスイッチ 

自分を一言でたとえると：心配性せっかち涙

もろい 

みんなに一言：初プログラム参加でドキドキ

してたけど、ほんとうに楽しかったです！良い思い出がいっぱいです☆★あり

がとうございました^^これからも仲良くしてくださーい(^o^) 

 
 
 
～みんなからの一言～	

・同じ部屋になったときは楽しかった！もっと話したかったなぁ・・・ 

・もっとはなしたかったから全国がっしゅくではなそ 

・サムギョプサルおいしかったねー 

・これからも、よろしく！ 

・京都のよかおなご、今度もっと喋ろーね！ 

・真面目 

・めんどくさいキャラ＾＾ 

・のぺーってしてる 

・癒し系ありがとう！！ 

・ボブが超似合う 

・癒し系 

・可愛かったよ！ 

・いやされる～ 

・KJ 楽しかったですね。 

あまり話せなかったけどこれからもよろしくね。 

・しみちゃん最初みたとき先輩かと思ったあー(´ω｀)笑っいつも笑顔でいやされてまし

た！またプログラム一緒になったときはよろしく♪♪ 

・けいこはほんとに頼りになる！ありがとーう 

・やさしくて笑顔がすてきなしみちゃん！報告書ありがと～★ 

・しみチャーン 
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田中	 啓太	

関西学院大学	
あだ名：ジョップマン/けいた 

好きなもの：サムギョプサル 

自分を一言で表すと：ジョップマン？？ 

みんなに一言：HELLO!!! KJ 楽しかったで

すね？僕は、楽しかったです。 

 
 
 
～みんなからの一言～	

・体の柔らかさに感激しました☆ 

・リンボー負けたのめっちゃ悔しい！じょっぷまんたのしかったよ！ 

・じょじょじょじょじょじょっぷまぁ～ん 

・ジョップマンはジョップマン 

・JOPMAN！ 

・ジョップリンボー 

・おしとやかジョップマン 

・私はけいたって呼び続けるよ。。。笑 

・リンボーダンスすごかったね。 

けーたにそんな特技があったとは……。 

・青色ダウンがトレードマーク 

・なにかとおもしろい 

・ありがとう！ 

・リンボーダンス勝者 

・ジョップマン(笑) 

・もう完全にジョップマン！ 

・メガネありがとう！ｗ 

・じょ！じょ！じょじょじょ！じょ！じょ！じょじょじょ！じょ！じょ！じょじょじょ、、、

ジョップマーン＼(^o^)／ 

・なんでジョップマンなんやったっけ！？(笑)飛行機一緒やったね！初日はいろいろあっ

たけど今となればいい思い出やね(*^^*)梅田住んどるんやから大阪支部にも遊びに来てね

ー(⌒⌒) 

・ジョジョジョジョジョジョジョップマン 
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南井	 愛加	

同志社大学	
あだ名：みない／あいか 

好きなもの：ふわふわしたもの 

自分を一言で表すと：こんにゃく 

みんなに一言：ＫＪ４９ｔｈ楽しかったあ

ああああ って何回言っても飽きません＾

＾さあ皆で叫びましょう！ 

 
 
 
～みんなからの一言～	

・あいかさん、優しく接してくれてありがとうございました！優しすぎて最後らへん、かな

こにフルネームの呼び捨てでよばれてましたね(笑)わたしもあいかさんみたいに後輩と打

ち解けられる先輩になりたいです！ 

・ほんわかなところが大好き！ 

・面倒見いい！ 

・しっかり者のみない＾＾ISAP ふぁいとー！ 

・ケーキ作り楽しかったですね！ 

・冷静沈着なボケをかます 

・ちょっと天然 

・堂々としたみないすき！ 

・ごはんのとき、たくさん話しかけてくれてありがとうございました 

・みない～?もっと話したかった～！ 

・あんまからめませんでしたよね？(T_T) いつかからんでくださいね！ 

・これからも、よろしくお願いします！ 

・恋をした南井が可愛いすぎて、恋をした 

・おとなしい 

・さすがみないさん！ 

・地味に同じチームになってないなー>< 

・謎 

・しっかりしている！ 

・なかなか鋭い突っ込みをしていたのをすごいなぁと思ってみてました＾＾ 

・落ち着いてる 
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堀川	 美穂	

関西大学	
あだ名：みほ、みほりん、ぽりごん 

好きなもの：スポーツ観戦 

自分を一言で表すと：のんびり 

みんなに一言：楽しい KJSC49 を本当にありが

とうございました！初めてのプログラム参加で

したが、大学を越えての ISA の魅力を感じるこ

とができてよかったです＾＾ これからもっと

プログラムに参加してたくさんの人と交流した

いです！ 

 
 
～みんなからの一言～	

・もっとみほちゃんとお話ししたかったー！ 

・しずかにおもしろい！そんなかんじ！！ 

・これからも、よろしく！ 

・めちゃ素直でいい子や！もっと話したかったー 

・出来女ぽい 

・癒し系♪ 

・チーム一緒になんなかったーもっと話したかった！ 

・癒しオーラでてる 

・かわいい妹 

・文化紹介お疲れさま！ 

・韓国楽しかったね。 

支部会でもよろしく。 

・話しやすいいとこみたい 

・おっとりしたふわカワ女子＾＾ 

・ぽりごーん！大阪支部で学部も一緒なのに、何故かあまり関わりが少ないのが残念やった

けど、今回 KJSC で文化紹介とか一緒で、仲良くなれてよかった(⌒⌒)これからもっと思

い出作ろう♪ 

・和む～買い物楽しかった！ 

・癒し！ 

・ほりごん 
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河井	 知美	

ノートルダム清心女子大学	
あだ名：ちび、知美 

好きなもの：旅行 

自分を一言で表すと：好奇心旺盛 

みんなに一言：KJ 最高！大好き！！！！ 

 
 
 
 
～みんなからの一言～	

・ちびちゃん、かわいい～♪スイパおつかれ? 

・てか、おめでとう笑 

・これからも、よろしく！ 

・サザエさんは永久なり。まじ波長合うーだいすきー? 

・明るい 

・笑顔満点！ 

・サザエさん 

・おさる 

・寝る姿が可愛かった！ 

・ノリいい＼(^o^)／ 

・変顔！w 

・グループ行動 2 日間一緒だったね。 

いっぱい写真もとれて楽しかったよ。 

・ちっちゃくてかわいい 

・可愛い私の妹！彼氏だれ？w 

・小さく可愛い子 

・いつも元気なちびちゃん＾＾また話聞かせてねｗ 

・いつも元気で笑顔なちびちゃん。なかよくなれてよかった( 〃▽〃)ミョンドンで撮った

プリクラ今も大切にしてるよ！またプログラム一緒になったときはよろしくね(*^o^)／＼

(^-^*) 

・天真爛漫  

・チムジルバンで語ったね～ 

・おまえはオモロいわ 
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坂本	 花央理	

関西学院大学	
あだ名：かおりん 

好きなもの：野菜 

自分の一言で表すと：難しいです 

みんなに一言：皆さんにまたあいたい、あいた

い('ゝ') 

	

 
～みんなからの一言～	

・年下なのに、お姉さんみたい！ 

・人間に興味あるってしったから一安心したｗ 

・不思議 

・かおりんかわいすぎる！！＼(^o^)／ 

・また、よろ！ 

・誰もがよだれを垂らす KJ プリンセス w 

・かわいい 

・癒し系♪ 

・かわいい はーと 

・堺で会いたいね！ 

・KJ 中はあんまり話せなかったね。 

航空券とか色々お世話になりたした。 

・色白おっとりキュート 

・かわいい＾＾ほんとにかわいい＾＾ 

・意外な一面もある韓国人人気 No.1 

・可愛かったよ 

・たくさん話せて楽しかったよ～ 

・もて女 

・チケット係のかおりん。わたしのチケット取ってくれてありがとう！！なかなかメール返

さんかって本当にごめん(>_<) 

・可愛い(*^^*) 

・かおりん、もっとしゃべりたーい 

・韓国人メンバー人気 NO１！？とっても癒されました～。 

・モテるね〜 
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高倉	 美幸	

関西学院大学	
あだ名：みゆき 

好きなもの：カレーライスとカフェラテ 

自分を一言で表すと：金欠....(;-;) 

みんなに一言：みんなともっと話したい＾

＾!!!!!!! 

 
～みんなからの一言～	

・スイパおつかれ！またお茶しようね? 

・色々話してたけどなんかキャラも話もおもしろかっ

たです！不思議系でしたｗ 

・これからも、よろしくおねがいします！ 

・あんたほどイイ女は逢ったことがありません！ 

・優しいやっしーの彼女っ！ 

・ノリ良い！お疲れ様！ 

・美人 

・天使ー＾＾ 

・しっかりしてる 

・いい嫁 

・大好きすぎる！ 

・良き妻であり、お姉ちゃんになってほしい人 

・気配り上手で優しいめっちゃめっちゃいい子 

・ま、語ろうか w 

・頼れるお姉さん的存在 

・ソウルタワーや飲み会楽しかったですね。 

・結団式の時にお隣の席で、初めてみたときめっちゃかわいいなって、思いました( 〃▽

〃)笑っ KJSCの時も色々絡めて優しく接していただいて本当に嬉しかったです！ありがと

うございました(^O^) 

・優しくてあったかいお姉さん 

・可愛くて優しい！ 

・みゆきさん、いつでもお隣いきますよ？ 

・癒されまくりのみゆき～！優しいけどしっかり者のみゆきに沢山助けられました～！！ 

・奥さん 
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山口	 鮎美	

関西学院大学	
あだ名：ぐっちゃん 

好きなもの：ねことチョコ 

自分を一言で表すと：ねむい 

みんなに一言：また日本で会うのを楽しみにして

ます！！ 

 
 
 
～みんなからの一言～	

・最後同じ部屋だったのにあんまり絡めなくて残念・・・ 

・ほんといいキャラしよった！！まじでまたからみたいよ！ 

・また、よろ！ 

・おもろい！ 

・ぐっちゃんワールドはんぱねぇ！マイペース No.1！ 

・変わったオーラ持ってる 

・チムジルバンの仲＾＾ 

・不思議ちゃん 

・天然不思議テンションやや高め 

・自称かびこ 自虐ネタ多し 

・ネコになれますように★ 

・KJ 楽しかったね～♪色々お世話になりました。 

これからもよろしくヽ(・∀・)ノ  

・韓国でも独特の味をだしてた 

・独特の雰囲気がほんとにツボです 

・もっと絡みたかったよ！ 

・ちょっと変わってる面白い子 

・クール＾＾ぐっちゃんいつかのろけてｗｗ 

・ぐっちょんは独特の空気を持ってて 

いちいち発言が絶妙で、ツボでした(^O^)そんなぐっちょんとたくさん絡めてよかったです

♪♪ありがとう。 

・その性格も、喋り方もだいすきだ！同じ匂いがする…(笑) 

・適当 



 

17 
 

中野	 実香	

関西学院大学	
あだ名：なっち 

好きなもの：音楽と買い物 

自分を一言で表すと：祭り女 

みんなに一言：みんなに出会えてよかった♥

ほんまにありがとう！ 

 
～みんなからの一言～	

・あの件は、本当に失礼しました><なっちゃんさん

は私の憧れの先輩です 

・可愛くて優しいお姉さん＼(^o^)／ 

・韓国人に人気！ 

・初め見たとききれいなせんぱいやなーておもいましたｗ あとおもしろかったし 

ほんといい先輩です！ 

・お世話になりました！ 

・超美人 

・和み系♪ 

・美しいー 

・美人過ぎて眩しい 

・最後に同じプログラムに参加できて良かったです。 

卒業おめでとうございます 

・惚れてまうやろ！！！！ 

・色白できれい！ 

・もっと絡みたかったでふ！ 

・めっちゃ頼れる優しい綺麗なお姉さん。 

・美人！ 

・頼れる美人なみかさん！ありがとうございました＾＾ 

・なっちさん(^O^)ディスカッション一緒のチームでしたね！！きれいな先輩でめっちゃ美

人やなって思ってました( 〃▽〃)笑っ 優しくしてくれてありがとうございます。四回生

だったのでもう卒業されましたが、また OB.OG 会等で会えたらうれしいです！！ 

・とにかく素晴らしいお姉さま 

・みかさん、みかさん！もっとしゃべりたかったです！ 

・大阪ガール！！みんなの人気者で一緒にいるとめーっちゃ落ち着きました＾＾ 
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津田	 大地	

甲南大学	
あだ名：ソウルタワー 

好きなもの：キムチ 

自分を一言で表すと：身長 

みんなに一言：一発入魂 

 
 
 
 
～みんなからの一言～	

・ソウルタワー！after ではほんとごめんね w 

・ジュノとのコントおもしろかったっすｗ 

・これからも、目立ち続けてください！ 

・やっぱりソウルタワーかつ迷子防止塔！海外で超便利！ 

・ソウルタワー 

・ご当地限定ソウルタワー！ 

・空港で呼び出しｗ 

・どこ行ってもでかい 

・もっと喋りたかった（ ; ; ） 

・KJ でいじられキャラのイメージがつきました(笑) 

・トーテムポール 

・背の高い気さくなみんなのお兄さん 

・私とポケットボールしに行きませんか？？ 

・身長半分ください!！ 

・ソウルタワー!!!! 

・ギャグ好きみたい 

・背たかっ！ 

・ソウルタワーと呼ばれてみんなの人気者でしたね！だいちさんとは直接関われなかったの

が残念です(;_;)また機会があったら話してください(^O^) 

・おもしろいです！もっと絡みたいです！ 

・ザ★ソウルタワー！！ 
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藤岡	 知夏	

同志社女子大学	
あだ名：ちかってぃ 

好きなもの：甘いもの(ケーキ) 

自分の性格を一言で表すと：マイペース？ 

みんなに一言：このメンバーでＫＪに参加でき

て本当に楽しかったです！自分の視野が広が

る貴重な体験となりました＼(^^)／またどこ

かでお会いしたら声をかけてくださいね♪ 

 
～みんなからの一言～	

・あんまり絡めなくて残念・・・ 

・ちかい 

・ケーキ作り楽しかったねー 

・かわいい～！！ 

・こんどからもう！！絶対に！！ 

・また、京都で！ 

・もっと喋りたかった！可愛い一年生や！ 

・頑張り屋さん 

・またいっぱいしゃべろーーーお 

・笑顔 nice 

・いい子ちゃん 

・チムジルバンのゲームの時のやっしーさんとの伸長差が見てて面白かったです。 

・やさしいちかちゃん＾＾ 

・聞き上手でよく笑う 

・ふわっとしてる 

・もっとはなしたかった！ 

・絶妙なイントネーション！ 

・しゃべるとき癒されました(⌒⌒)またプログラムとかで一緒になったときに方言聞く

の楽しみにしてます(´ω｀) 

・明るくて積極的(^O^)！ 

・一緒にいると落ち着くかんじ 

・いつもさんくーす 

・やさし～い雰囲気にいつも癒されていました！ 
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三宅	 優子	

関西大学	
あだ名：ゆうこ、ゆうこりん 

好きなもの：雑貨、本屋、カフェ、買い物 

自分を一言で表すと：桃から出てきたこんな奴

(´ω｀)＊ 

みんなに一言：サランヘヨ 

 
～みんなからの一言～	

・まるまるもりもりおつかれさま！成功してよかった^^!! 

・またねー！ 

・かわいいしっかり者！もっと話したかったー 

・マルマルモリモリ 

・ダンス 

・天然系アイドル 

・話してて盛り上がる 

・しっかりした妹 

・マルモリ！ｗ 

・一緒に行動できて楽しかった！ 

・韓国でも勉強会お世話になりました。 

楽しかったよ～♪ 

でも、まさか自分が AKB のチームだとわ思わなかった(笑) 

・歩くカラオケ 

・ビリヤード楽しかったね！ 

・そして、私とポケットボール行きませんか？ 

・しっかりもの 

・今度また、AKB のおどり教えてｗｗ 

・文化紹介係で一緒になって、ゆうこにはめっちゃ、お世話になりました！肝心の文化紹介

の日にわたしが出られんくてごめんね(>_<)KJSC で学んだことを大阪支部にも持ってって

支部もりあげよーね！！ 

・マルモリ(笑) 

・笑いあったね！買い物楽しかった！ 

・ゆうこりん！とっても絡みやすかった！ 

・文化紹介とっても頑張ってくれて本当にありがと～！！！！成功して良かったです★ 
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水澤	 亜里沙	

関西学院大学	
あだ名：ありさ 

好きなもの：買い物、旅行 

自分を一言で表すと：秘密主義者 

みんなに一言：皆さんのおかげで楽しい KJ で

した。ありがとうございました。 

 
 
 
 
～みんなからの一言～	

・最後まで一緒じゃなくて残念だったけど、いろいろお話できてよかった！ 

・ちょこちょこはなしよったけど楽しかったよ！また話そう！！ 

・どこ出身やったっけ？ 

・不思議な雰囲気の、黒髪アジアンびゅーてー 

・しゃべるねー 

・不思議ちゃん 

・頼れる財務さん＾＾ 

・大人っぽい 

・頼れる財務！ 

・アジアンビューティー！ 

・クールな黒髪ストレート 

・元気 

・もっと絡みたかったよ！ 

・リンボーダンスおつかれさま 

・黒髪ストレートの、しっかり者ありさ＾＾ 

・何回か同じ部屋になったよね！しっかりしてて、その姿を心の中で尊敬しながらみてまし

た(笑)またプログラム同じなったらよろしくね♪♪ 

・あのつっこみが素敵 

・途中で帰んなよー寂しいじゃねえかよー照 

・かわいい^^ 

・毒舌(笑) 
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大西	 弘修	

立教大学	
あだ名：のぶ 

好きなもの：ウィンドウショッピング、

睡眠 

自分を一言で表すと：好奇心旺盛 

みんなに一言：仲良くしてくれて

Thanks☆>▽< 

 
 
 
～みんなからの一言～	

・さいごまで、ぎまちゃん！って呼んでごめんなさい>< 

・めっちゃ向上心あってほんと尊敬できる先輩です！！こんどもまた語ってください！！ 

・これからも、笑い続けてください！ 

・のぶのぶのぶのぶはしっかり者！！ 

・THE☆東京 

・面倒見いい！ 

・先輩やけどしゃべりやすい 

・ざ、国際人 

・赤ちゃん 

・リボン、似合ってたよ 

・バレンタインパーティーのプレゼントありがとうございました。 

・頭よさそう 

・のぶおったら安心する＾＾テーチありがとう＾＾ 

・のぶ、たまにすごく会いたくなる w 

・しっかりもので優しいめっちゃいい人 

・文化紹介のときのリボン一番似合ってたと思いますｗ 

・のぶさん KJSC お疲れさまでした！このプログラムで知り合って、東京企画でもたくさん

お世話になりました(^O^)ありがとうございます♪また東京遊び行きますね(⌒⌒) 

・おもしろいノリいい兄さん 

・英語ぺらぺら！ 

・のぶさん、チムジルバンたのしかった！またウインクしましょう！ 

・KJ のために色々考えてくれてるの伝わってきました！ありがと～★ 
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佐久間	 静香	

北九州市立大学	
あだ名：すーじー 

好きなもの：美味しいもの、いけめん 

自分を一言で表すと：ラード（最近激

増量中） 

みんなに一言：楽しかったねぇ美味し

かったねぇ韓国、恋しくなってホット

ク作り始めたよ＠1:30AM 

 
～みんなからの一言～	

・しずかさんは本当に明るくて、誰とも仲良くできていて、私もそんなところを見習いない

と思いました。そして、優しくしていただいてありがとうございました。北九大遊び行きま

す！ 

・ねえさんって呼んでくれて嬉しかったよ 

・酒豪のパワフルガール！！！ 

・テンション MAX！ 

・ノリノリしずかｗ一緒にお酒飲みたい＾＾ 

・色々お世話になりました。 ありがとうございました。 

・ノリ抜群 

・フランクでおもしろい 

・大好き変態！！ 

・明るく場を盛り上げてくれてありがとうございました！ 

・常に明るいし常におもろすぎます！！これからもよろしくです！！ 

・ずっと先輩だと思ってた！その明るい性格が大好きでした 

・国渉お疲れ様です！ 

・変人 

・姉さんさすが！ 

・頼れるおねえさん 

・さばさばしていて面白い！ 

・すーじーさん、あの日の夜のたのしい話が忘れられないです(^^)ほんとにほんとにたのし

かった♪またたくさん話してください、だいすきです！ 

・超ポジティブでいけいけなスージーはみんな大好きで国渉としてすっごく頑張ってくれま

した！ありがとう★ 
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渡邉	 美都希	

同志社女子大学	
あだ名：みつき 

好きなもの：可愛い女子(AKB48 とか)、旅行 

自分を一言で表すと：変なやーつ 

みんなに一言：みんな大好きです！もっとい

っぱい喋りたい(p_-)♡ 

 
～みんなからの一言～	

・私を慕ってくれるかわいい後輩^^もっとお話しし

たかった～！ 

・いいキャラしてるわｗ ほんと報告書の仕事はごめんなさい・・・ 

・突っ込み 

・おもろい人ｗｗ 

・マシンガントーク娘＼(^o^)／ 

・一枚剥がすと、すんごいマシンガン 

・キャラ改革 

・マシンガン！ 

・実は人見知り 

・かわいい…ッ 

・かわいいおてんば娘 

・いつまでもパワフルなみつきでいてね 

・キャラがちょっと濃かったね(笑) 

でも、楽しかったよ～♪ 

また、会いたいな。 

・ギャップがめっちゃいい！とにかくおもしろい！ 

もっと絡みたかったよ( ；´Д｀) 

・よく喋る面白い子 

・ひたむきな姿がとても素敵 

・相変わらず面白い！ 

・明るい！元気！！しっかり者！ 

・みつきはしゃべることが面白くて一緒にいると場が盛り上がって楽しかったよ！！ビリヤ

ード思い出やね(*^^*難しかったけどがんばって上達しよ(*￣∇￣)ノ 

・ギャップ NO１！？でもそんなみつきが大好きでしたー＾＾ 
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新屋	 泰大	

甲南大学	
あだ名：しんや 

好きな物：美味しい食べ物 

自分を一言で表すと：ぼーっとしてる 

みんなに一言：仲良くしてくれてありがと

う。一緒に参加出来て良かったです。 

 
～みんなからの一言～	

・会った瞬間から気さくで、とても話しやすかっ

たです☆優しい先輩！ 

・見た目もせいかくもほんわかした先輩でめっち

ゃやすらぎました笑 

・安定感 

・お世話になりました！ 

・あるぱかさん異常にモテましたねー！ 

・就活頑張ってください 

・韓国人に人気 

・いじられてない！ 

・大人になったね！ 

・ケーキ美味しかったですね。あのバスの中よく崩れませんでしたね。尊敬します！！ 

・優しいお兄ちゃん！話しやすい^^ 

・意外とアクティブなアルパカ 

・こんなに韓国人にモテるんだとは思いませんでした＾＾； 

・文化紹介ではみんなをすばやくまとめていてすごいと思いました 

・なんだかんだ私のこと好きでしょ？ 

・グループとか同じになれなくて、ほとんど関われなかったので残念です。でも、しんやさ

んは韓国の学生からも人気で、とても人柄のよい方なんだろうなと思いました。またプログ

ラム一緒になったときはぜひ絡んでください(>_<) 

・アルパカさん w 

・やさしさに包まれている 

・話していると色々勉強になる！ 

・もっとしんやさんのお話しが聞きたいです！ 

・癒し系男子アルパカ！いっぱい皆の事かんがえてくれてありがと～＾＾ 
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梶山	 有希子	

甲南大学	
あだ名：かじゆき／かじ 

好きなもの：甘いもの 

自分を一言で表すと：カメラ 

みんなに一言：お元気ですか 

 
 
～みんなからの一言～	

・みんなのかじゆき！KJ 中はいろいろとありがと

う?これからも支部会 etc でどうぞよろしく♪ 

・初対面でも気さくにからんでくれてめっちゃうれしかったっす！ほんと話おもろかったっ

す！！またはなしましょか！！ 

・カメラマン 

・お世話になりました！ 

・みんなの強き通訳！かじいぃぃぃ 

・元々知ってはいたけど話したのは KJ が初だなー 

・カメラマンかじゆき＼(^o^)／ 

・かじゆきーーーーーぃ！ 

・英語ぺらぺら 

・かじゆきさんは本当に優しい先輩で英語もできるし頼りになれるし尊敬してます。KJSC

の後も TCP とかで一緒になれて嬉しかったです！これからもよろしくお願いします(>_<) 

・かじゆきさんはカメラマンって感じでした(笑) 

これからもよろしくお願いします。 

・敏腕カメラマン 

・カメラ片手のしっかりしたいい子 

・これからもよろしくね 

・かじゆきさんのように英語しゃべれるようがんばりたいと思いました＾＾ 

・英語ネイティブ！！！ 

・かじゆきの妹になりたい！ 

・KJ カメラマン！ 

・たくさんの素敵な写真を撮っていただいた 

・最初、話してくれてめちゃくちゃ嬉しかったんです！ 

・めっちゃめちゃ頼りになるカメラ系女子かじゆき！ 
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平木	成美	

関西大学	
あだ名：きなこ 

好きなもの：ヨーグルト、映画鑑賞、Acid 

Black Cherry 

自分を一言で表すと：単純な人間です(￣ー

￣) 

ちなみに漢字一文字だと友達いわく、「犬」

だそうです！ 

みんなに一言：お久しぶりです！！KJSC に

参加できてほんとによかったです(>_<)た

くさん友達ができたし、国際交流の楽しさを実感した貴重な体験でした！これ

からも、ISA でたくさんの思い出を作っていきましょう(^O^) 

	

～みんなからの一言～	

・もっと絡みたかったなぁ！夜、部屋でお写真撮るの楽しかったね♪ 

・支部会行ったときいらいやわ！あいかわらずふわふわしてたね！笑 

・きなこ！ 

・荷物多いけど、妹にしたいくらいかわえぇなあ～ 

・実は北九州人 

・九州仲間！きなこ～っ＼(^o^)／ 

・げら 

・笑顔がステキ！ 

・きなこのバニバニめっちゃ好き！ 

・同じ部屋で楽しかったよ。支部会でもよろしくね。 

・パッツン 

・大阪のお菓子ありがとう＾＾ 

・1 日 30 回くらい呼びたいようなあだ名 

・文化紹介一緒にできなかったのが残念(*_*) 

・体調気をつけて！ 

・マイペース 

・こころやさしい！ところできなこの由来が未だに気になる・・ 

・積極的に話す(^O^)！ 

・ビリヤードにでも行きますか、教えてください。笑 
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五反田	理那	

北九州市立大学	
あだ名：りな 

好きなもの：韓国のドラマ、MUSIC、食べ物♡ 

自分を一言で表すと：う～ん、、、ばか！？！？

笑 

みんなに一言：さらんへ＼(^o^)／ 

 

	

～みんなからの一言～	

・お疲れ様です！！りなさんとは 

一度グループが一緒になり、ビリヤードやケーキ作りをして楽しい思い出を作ることができ

ました！北九大なので、りなさんの話す方言にめっちゃ親しみを感じました(⌒⌒)あり

がとうございます。 

・爆発 

・ちょっとぬけてる 

・妹みたいにおもってたよ? 

・ふわふわ＾＾かわゆす＾＾ 

・KJ 楽しかったですね。 お話しできたよかったです。 

・おめめがぱっちり 

・気配り上手ないい子 

・私の囁き好きやろ？ 

・いろんなお話聞かせてもらって楽しかったです！ 

・同じ支部だけどあんまからみなかったですが、いろいろ話してめっちゃ面白いせんぱいと

気づきました！笑 

・部屋でいっぱい喋って楽しかった！仲良くしてくれてありがと? 

・ステージすごかったです！ 

・ぎゅそくにきゅんきゅんきゅーん 

・パワフルがーる 

・かわいい＾＾惚れそう☆ 

・やさしい！ 

・静かなヤンキー 

・優しい(^O^)！ 

・りなさん、とにかくすきです！だいすきです！ビリヤード練習しますから！笑 
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今脇	 有美	

ノートルダム清心女子大学	
あだ名：ゆみ 

好きなもの：韓国 

自分を一言で表すと：めんどくさがり 

みんなに一言：私を覚えてますか？また絡んでく

ださい^^	

	

～みんなからの一言～	

・ゆみ、いろいろありがとうね><?またあそぼッ！ 

・姉子 

・あんまからめなかったです・・・ ぜったいまたからみましょう！！ 

・岡山、いってみたいです！ 

・girls talk 楽しかったーコテとアイロンありがとう！大好き 

・乙女な感じ 

・癒し系♪ 

・話してて、癒されます 

・ぼーっとしてるようでしっかりしてる 

・いろいろお世話になりました。またプログラムでお会いできるのを楽しみにしています。 

・意外と韓国に詳しいお姉さま 

・韓国大好き 

・もっと絡みたかった！ 

・もっとお話ししてみたいです！ 

・体調気遣ってくれてありがとう。 

・もっとゆみと岡山のことをしりたい！笑 

・ゆみさん(^O^)お疲れ様です、きなこです！！KJSC とっても楽しくて、いい思い出になり

ましたね♪♪また、他のプログラムで一緒になったときはよろしくお願いします(*^^*)あり

がとうございました！！ 

・おとなしい感じ！地味に「ゆみち」って呼んでるよ！ｗ 

・面倒見いい^^ 

・韓国のいろいろ話せて楽しかったです！ 

・優しい先輩＼(^^)／ 

・優しいし、いっぱい喋ってくれてめっちゃ嬉しかったです！ 

・ゆみ～！一緒にいると安心して楽しかったです！！！ 
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柴田	 侑希	

ノートルダム清心女子大学	
あだ名：ゆき 

好きなもの：旅行、韓国、東方神起！ 

自分を一言で表すと：韓国バカ ww 

みんなに一言：KJ ではお世話になりました！KJ に

参加できてみんなに出逢えてすっっっごく幸せで

す！KJ 最高！！！ 

	

	

～みんなからの一言～	

・K-POP とかに詳しくてすごい！って思った！！☆ 

・ハロー！よろしく！ 

・韓国大好き度 No.1！もっと話したかったー 

・まったり 

・おとなしい感じ！ゲーム楽しかったねー 

・髪きれいっ！！ 

・もっとしゃべりたかった！ 

・韓国らぶ 

・髪の毛超ストレート 羨ま！ 

・これからも韓国情報教えてね！ 

・同じ部屋だったね。もっと話したかった！！これからもよろしくね。 

・ユノンを世界一愛する少女Ｙ 

・もっと絡みたかったよ！ 

・文化紹介一緒にやれて楽しかった 

・見た目と性格がマッチしてる＾＾かわゆすｗ 

・ゆきちゃん文化紹介係で一緒になれてよかった！わたしリーダーなのに体調崩しちゃって

ごめん(>_<)反省してます(TT)ゆきちゃんは韓国に詳しくて、何も知らなかったわたしは尊

敬してました！！今度また韓国について聞くかもなのでその時はよろしく(笑) 

・ロング 

・韓国を愛してるのが伝わってきた 

・韓国大好き♪ 

・もっと喋りたいから、岡山案内して！ 

・韓国大好きガールゆき！ 
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伊佐	 優那	

上智大学	
あだ名：ひろな 

好きなもの：韓国ファッション、コスメなど 

自分を一言で表すと：変人 

みんなに一言：ＫＪお世話になりました＞

＜！みんな大好き♡ 

	

～みんなからの一言～	

・また、東京で！ 

・ミス東京支部 

・ノリイイネ！ 

・ぽぽじゅせよ?笑 

・KJ 一緒に参加できてよかった！また一緒に韓国行きたい☆行こうね！！? 

・まじひろなさんかわええっす、めっちゃファンですわまじで 

・酒好き美人さん 

・最後の飲み会で全ては始まったのよ?ひろな大好き！ 

・東京美人！ 

・やるねー 

・関東人なのに関西弁 

・韓国コーデ、かわいかったよ！ 

・韓国楽しかったですね。 

また、プログラムでお会いしたいです。 

・つぶらな瞳にべたぼれ 

・ノリのいい美人 

・大好きっ 

・きれいでおしゃれで憧れました！ 

・かわいいーー＾＾話あう＾＾!!! 

・かわいいひろなさん。同じグループやったし、東京企画でもお世話なったし、なかよくな

れてよかったです(^O^)ひろなさんのしゃべる似非関西弁好きですよ(*^^*)また東京遊び行

きますね！！ 

・美人でおもしろくて常に素敵です 

・美人なお姉さま！ 

・わたしの大好きなお姉さん！もっともっと喋りたーいです(^^) 



 

32 
 

儀間	 真和	

北九州市立大学	
あだ名：儀間ちゃんなりなんでもいいです。 

好きなもの：お酒とその場の雰囲気 

自分を一言で表すと：めっちゃ適当 

みんなに一言：若輩者の上にぶっちぎって

おっさん… 最初は承認されなかったし、

不安だらけでした。けど、みなさんのお陰

でまた 1 つ忘れ難い思い出が増えました、

ありがとうー♪ 

	

～みんなからの一言～	

・まーぎー、仲良くしてくれてありがとう！ 

・おつかれさまです！！ 支部一緒だけどこれからもよろしくです！！ 

・これからも、はしゃぎ続けてください！ 

・言葉を超えたコミュニケーション力、尊敬 w 

・癒し 

・汚いｗ 

・the 九州支部ってかんじ 

・飲みにいきたい！ 

・面白すぎ！ 

・浦添の人に会えるとは思いませんでした！！もっと話したかったです。 

・たまーに優しいおっちゃん 

・すべてがおもしろいですｗ 

・落ち着いて話せる相手と分かって嬉しかったよ！ 

・めっちゃ面白いし、気配りもできる。 

・面白すぎる！ 

・大変よく笑います 

・相変わらず面白いです！ 

・アサヒビール、残してくれる優しいお人＾＾ 

・儀間さんおもしろいです！何か本当におもしろいです！！これ誉め言葉ですよ。(笑)儀

間さんとグループが一緒の時はいつも笑ってた気がします(*^^*)また九州支部遊びにいき

ますね♪ 

・熱い心の持ち主ぎまちゃん！！いっぱい笑わせてくれてありがとう！！！ 
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中江	 麻未	

関西学院大学	
好きなもの：リラックマ 

自分を一言で表すと：なまけもの 

みんなに一言：4 回生にも関わらずみ

ん な 仲 良 く し て く れ て あ り が と

～！！！ISA 生活最後のプログラムに

KJSC を選んで良かったです＾＾また

みんなで韓国行きたいね！！ 

	

～みんなからの一言～	

・あさみんさん、おもしろかった～～！また遊びましょう♪ 

・ディスカッション一緒でほんと楽しかったです！！会ってすぐに卒業されたの 

ほんと寂しい(T_T) いつかまた会いましょう！！ 

・お世話になりました！ 

・美肌姉さん大好き！あの暑い夜の事は忘れません！ 

・色白かわいいお姉ちゃん！ 

・ご迷惑おかけしました！w 

・抜群の安定感 

・爆発姉さん！ 

・しっかりしててほんとやさしー 

・お姉さまーーーーーー 

・ほんまにお世話になりました。大好き！ 

・国渉の ML のおかげで色々と助かりました。卒業おめでとうございます。 

・心優しきお姉さん 

・ほんとにお世話になりました！大好きです＾＾ 

・やさしい！ 

・姉貴！ 

・めっちゃ優しく面白い皆から愛されるお姉さん 

・あさみんさん、優しいお姉さんで本当によくしていただきました！！そんな四年生のあさ

みんさんにとって最後のプログラムに参加できてよかったです！ありがとうございました

(>_<) 

・しっかり者のお姉さま 

・大人！頼れる！ 
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関本	 望	

北九州市立大学	
あだ名：のぞみん？ 

好きなもの：バンド！！ 

自分を一言で表すと：自由に生きてます 

みんなに一言：そんな自由に生きてる俺な

んですがそれでも仲良くしてくれてるみな

さんにホント感謝です 

	

～みんなからの一言～	

・のぞみとは ASC のときより仲良くなれた気がす

る！これからもよろしくね♪あと、ipod のニオイかいでません w 

・のぞみ！ 

・KJ でやつれた人 No.1。よく呑みました。 

・九州男児 

・イケメン 

・のぞみーる＼(^o^)／ 

・リンボーダンスｗ 

・韓国人からモテモテ☆ 

・クールに見えるｗ 

・気遣いできるやつ 

・立ち入り禁止のとこにははいったらあかんで！ 

・やっぱわだまにそっくりだよね(笑) 

・フレンドリー 

・ウォールへの書き込みありがとう!ｗ 

・しゃりパンする癖治しなさい。 

・チャラそうで意外と控えめないいやつ 

・話しやすい＾＾俗にいう、イケメン＾＾ 

・大阪の支部会ぶりの再会やった(^O^)のぞみと班一緒やったりして、色々楽しい思い出で

きたわ(⌒⌒)ありがとう！九州支部また行くね♪のぞみの歌いよるとこもみたいです！ 

・実は洞察力に優れてそう 

・お酒強そう！ 

・のーぱん 

・イケメンなのに 
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神戸女学院	

名前：新田裕美	
あだ名：ゆみ 

好きなもの：韓国料理 

自分を一言で表すと：どうぶつ 

みんなに一言：これからもよろしくね♪ 

	

	

	

	

～みんなからの一言～	

・また一緒にクラブ行こうや！だいすきー? 

・めっちゃ仲良くなった気がします！お嬢様的な空気プンプンしよるでぇ・・・ 

・韓国マスター 

・またいっぱい喋ろーう！ 

・韓国だいすき☆ 

・もはや韓国人 

・いっぱい一緒にいてくれてありがとう！ 

・韓国のこと沢山知っててとても助かりました。ありがとうございました。 

・ビューティー代表 

・おしとやか（*^_^*） 

・おじょーさま！ 

・韓国語ペラペラのお嬢様 

・強くかわいい女の子＾＾ 

・ゆみさん♪♪最初会ったときはかわいらしい印象でしたが、一緒の部屋になって、夜ゆみ

さんがふざけたポーズとっててめっちゃおもしろい先輩やなてわかりました！そんなゆみ

さん大好きです(*^O^*)またいつかプログラム同じになったときはよろしくお願いします

♪ 

・お嬢様(*^^*) 

・お嬢さん 

・韓国詳しい面白いお姉さん 

・ほんわかしてるけどしっかりしてる^^ 

・大和撫子！ゆみさん、だいすきです！もっと喋りたいです(^^) 

・韓国語ぺらぺらのゆみはすごかった～！！ 
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菅原	 沙織	

神戸女学院	
	

	

	

	

～みんなからの一言～	

・声かわいい！いろいろありがとう！スイパおつ

かれ！ 

・元々知っててくださったのはうれしいです！今

度はじっくりはなしたいです！！ 

・これからも、よろしくおねがいします！ 

・さばさば系女子 

・また一緒にチムジルバン行こうね！ゆんちゃんも！ 

・かわいい、面白い！ 

・すぅちゃんさん 

・毒舌。しんやさんいじり隊 

・またその良い声でなっちさんって呼んでね！ 

・初日のゲーム楽しかったですね。特に絵しりとりとか(笑) 

・おっとりしたキャラと声が好き 

・毒舌だけど優しい 

・愛してるにょ！ 

・ボス 

・もっとお話ししたかったです 

・心の理解者；－；！！！感謝してます＾＾ 

・すぅちゃんさんとは同じグループには一回もなれなくて、ほとんど、関わりがなかったの

は本当に残念です(;o;)すぅちゃんさんといろいろお話したかったし、もっと絡みたかった

です！！次の全国合宿、プログラム等で一緒になったときはぜひ絡んでください(>_<) 

・やさしくて頼もしいお姉さん 

・色白い(^O^)！ 

・まっしろで超ふわふわなすーちゃん！一緒にいてるだけで安心しました！ 

・色白すうちゃん！ 

・乙女っ 

	



 

37 
 

山口	 弘将	

北九州市立大学	
あだ名：ひろまさ・ひろしま 

好きなもの：ない 

自分を一言で表すと：わや 

みんなに一言：ありがとうございました！ 

	

	

	

～みんなからの一言～	

・I’m not CHARAO. よく呑みました。 

・チャラ 

・しま＾＾ 

・チャラそう 

・ASC に引き続き仲良くしてくれてありがとう！これからもよろしくね～！また九州行き

ます！ 

・はいおつかれー、どうせいつもからんでるからなんかかかんでええわｗｗ 

・メガネあった？ 

・死神ｗ 飲み会 

・コール大好き人間 

・一緒に行動できてよかった＼(^o^)／ 

・おしゃんてぃー 

・仕事人！！お仕事ご苦労様(笑) 

財務の仕事もありがとね。 

・お酒の運び屋 

・タバコほどほどに 

・眼鏡よく似合う！ 

・仕事人 

・アッシュなかなか似合う！！ 

・支部会ぶりの再会やったね(^O^)ひろまさが飲み会の時にいきいきしてたのみて、これが

九州支部のノリかと思った(￣ー￣)また支部会遊びに行くけ！ 

・チャラい(笑) 

・最初のイメージと違う！ 

・飲み会隊長ひろまさ！飲みすぎには注意！！ 
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コリアンメンバーへ 

한국	즐거웠어요.	

더욱	당신과	이야기	하고	싶었다.	

고마워요	

	

＊Korean	member＊	

Yunjeong	Shin	

・みんなのリーダー！ 

・まとめるのうまくてすごい！！ 

・チーフ！ありがとう！ 

・おっとっけー！おちゃめすぎるぜ！ 

我らがチーフ 

・かわいい、パワフル、おがち☆ 

・さすがオガチ 

・オガチ！韓国語教えて 

・オガチありがとう！！最高だったよ！ 

・おちゃめな秀才  

・Your smiling mede me happy！ 

・面白かったよ 

・キュートでいじられ役な優しいオガチ 

・おっとっけー！！かわいい＼(^o^)／ 

・告白しちゃった(照)w 

・Thank you for everything!! 

You fulfilled your duty as chief very much! 

Because of you, KJSC was one my great memories^^ 

I never forget you and KJSC:) 

・頼れるリーダー 

・気さくで頼れるお姉さん 

・アグネスだいすきー！ 

・I LOVE YOU 

	

	

Gyuseok	Choi	

・もてもてｗ 

・人のいいとこ見つけるのうまくてうらやましい！ 

・クレイジーｗｗ 
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・リュックサックにやる気スイーーーッチ！ 

・面白キャラ 

・紳士！デキる男だ＾＾ 

・リュックが印象的ｗ 

・飲み会でゲーム教えてくれてありがとう！ 

・お酒飲まされ役 

・パソコンの電源ボタンのついた鞄を持つ男 

・紳士で頼もしい 

・面白い 

・いじられるいいやつ 

・優しいツンデレ！！＼(^o^)／ 

・めっちゃ話しかけてくれた！ 

・面白い奴だ！ 

・I enjoyed talking with you so much. 

・リュックが面白いｗ 

・超絶やさおー！ 

・Because of you, I had a very good time in KJSC. 

This KJSC is my great memory(^_^)v 

Thank you for everything!!! 

And see you again ( ´∀`)/~~ 

	

	

Kwangchyul	Shin 	
・天才 shin 君！☆ 

・天才なのにぜんぜん偉ぶらなくてかっこいい！！

完璧やん！笑 

・やさしー 

・あの日の飲み会で全ては始まったのよ? 

・真面目 

・いっけめん♪ 

・クールボーイ 

・イケメソ 

・病院ついてきてくれてありがとう！ 

・シャイなイケメン 

・You're so cool guy! 

・ちゅっかへ w 
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・日本人人気 No.1 の優しい 

・賢い、かわいい、ジェントルマン＾＾ 

・サンダーバード 

・かわいいしんちゃん＼(^o^)／ 

・イケメン(^O^)！ 

・モテすぎやは 

・優しすぎる おさるさんをくれた 

・いけめん！ 

・I could really enjoy KJSC. 

More and more I came to love Korea after KJSC;-) 

The experience of KJSC is my treasure in my life. 

Thank you for everything!!!! 

	

Hyejin	Park	

・パクちゃん！！ 

・楽器がんばろや！お互い！ 

・パクちゃーん！ 

・落ち着いた綺麗系女子！ 

・良い子 

・さんきゅー、きゅーてぃーがーる☆ 

・かわいい 

・話しやすい聞き上手 

・パクちゃんになりたい！ 

・いつも笑ってる 

・めっちゃめっちゃめっちゃ癒やされる優しい cute 

・KJ で一番仲良くなった！ 

・優しい！ 

・天然？ｗ 

・I enjoyed eating university's waffle with you! 

・韓国人女性の代表格＾＾ 

・ぱくちゃん大好き 

・積極的に話しかけてくれて嬉しかった＼(^^)／ 

・かわいすぎる！だいすき！ 

・Thank you for everything!! 

I really enjoyed KJSC. 

And when I was sick, it was very kind of you to take care of me. 
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I am happy I could make such great kind friends in KJSC. 

See you again (^o^) 

・ヒップアタック 

	

	

Areum	Kim	

・かわいい 

・罰ゲームで俺がターゲットになってセリフ言われたときどきっとしたｗ 

・ありがとー！ 

・かわいーい！顔めっちゃタイプ！w 

・かわいい帽子 

・よく笑ってくれた 

・可愛い～！ 

・優しい女の子☆ 

・しっかりもの 

・青が似合う 

・ディベートの進行ありがとう！ 

・話しやすくておもしろい 

・さる 

・Thanks for your teaching me billiards! 

・ポケットボール行きましょう！純粋に w 

・優しいアジアンビューティー 

・宮崎あおいちゃんみたいな雰囲気ｗ 

・優しい 

・いじられたときとても可愛い 

・I really enjoyed KJSC. 

I'm happy I could make many great friends. 

Thank you for everything!!!! 

See you again (*^^*) 

	

	

Hyunhee	Lee	

・眼鏡が印象的！ 

・クレイジーｗｗ 

・真面目そうやけどめっちゃおちゃめ w 

・肩ポンポン 
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・クールな男前 

・やさしいおねえさん 

・gyuseok の相棒 

・いつも通訳してくれてありがとう！ 

・優しい！ 

・ゲイ？ｗ 

・やさしいメガネボーイ 

・いたずら好きな弟みたいな 

・I wanna speak with you more! 

・むらむらはチャラ男 

・親切なコリアン＾＾ 

・優しい 

・いじられたときとても可愛い 

・Thank you for everything!! 

I could really enjoy KJSC (^_^)/ 

And more and more I came to love Korea. 

KJSC was my great memory!! 

See you again (^o^)	

	

	

Chanmi	Kim	

・美人?お肌スベスベ☆ 

・髪の赤がめっちゃいい！！ 

・ミーちゃん 

・キュート 

・毛穴ゼロ！すっぴん羨まし！ 

・もう大好き 

・モデルみたい！モテモテ☆ 

・やさしいおねえさん 

・素肌美人 

・めっちゃアクティブなとこ大好き！体気をつけてね。 

・すっぴん美人 

・Your red hair is so nice 

・もっと絡みたかったです。 

・優しくモデルみたいな美人 

・コリアンビューティー!!!!!! 
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・可愛い(*^^*) 

・モデルのよう 

・赤髪！可愛い！ 

・I glad to meet you. 

And when I was sick, you took great care of me(T-T) 

Thank-you soooooo much!!! 

I love you^ω^ 

	

	

Joonwon	Hwang	

・年下だったんだ・・！ 

・マフラーありがとー！ 

・メガネ男子！ 

・イケメソ 

・まじめ☆ディスカッションありがとうー♪ 

・メガネ似合うしかっこいい 

・メガネ紳士 

・話しかけてくれてありがとう！ 

・メガネがチャーミング＾＾ 

・いつも楽しそう 

・誠実そのもの 

・優しいおっぱ^^ 

・面白い奴だ 

・Thanks for your kindness to me! 

・優しい 

・メガネ似合うねえ 

・なぜかローリングペーパーに２回書いてたｗ 

・ジェントルマン 

・マフラーがヨン様みたい 

・I really enjoyed KJSC (^_^)/ 

Thank you for everything. 

KJSC is my great memory;-) 

	

	

Yoonjung	Jang	

・みんなのアイドル 



 

44 
 

・もうツボ！大好き！持って帰りたかった！ 

・ゆんじょーん！ 

・おとなしい 

・発言おもしろすぎ＾＾ 

・おもしろい 

・サイエンティスト 

・しゃべり方かわいい 

・ほんまに大好き！ 

・常にゆかい 

・You are so funny girl! 

・ツンデレ可愛かった 

・やることすべてが面白い天才児 

・みんなの人気者 

・訛ってる！逃げ足速い w 

・全てがツボ！！行動がかわいすぎる 

・キュート！マスコット！ 

・面白いｗｗ 

・I had a great time in KJSC. 

More and more I came to love Korea in KJSC. 

After KJSC, I began to study Korean.You are so funny girl! 

Please teach me Korean ^^ 

Thanks. And see you again ( ´∀`)/~~ 

 
 
Yonghwan	Chee	

・みんなのヨン様☆英語が堪能 

・ヨン様かっこいいし性格おもしろいしやばい

な！！ 

・かっこいー！ 

・みんなのアイドル、ヨン様！ 

・コミ一真面目 

・見た目クールなのにオチャメな言動に萌え！ 

・ヨン様 

・おしとやか美人 

・もてもて！ 

・適当なイケメン 
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・イケメンなのに変態 

・以外とイケメンですね w 

・I enjoyed mission game very much! 

・ニット帽とメガネ＾＾ 

・ツンデレヨン様＼(^o^)／ 

・ヨン様！イケメン！ 

・おもしろい司会が素敵 

・ヨン様 

・お酒を飲まそうとする(笑) 

・一緒にいるとたのしい！ 

・Yong-sama~~!! I love you；)kkk 

You are handsome, smart, kind and a little crazy.kkk 

But thanks to you duty as committee, I could really enjoy KJSC (^_^)/ 

Thank-you, and see you again!!!! 

 
Gyeongin	Lee	

・プロフィールの写真が古くて(?)最初、本人と一

致しなかった。 

・なんか学歴はすごいのにバカなとこもあっておも

しろいｗ 

・空手、すごかった！ 

・空手家 

・:大地といい勝負のソウルタワー２！ 

・身長分けて 

・めっちゃ優しい！ノリ良い！ 

・合気道みたいなのがめちゃうまい 

・やんちゃぼうず 

・武道、これからもがんばって！ 

・テコンドーの達人 

・I thought you were Japanese at first! 

・これからも FB でコメント下さい w 

・空手かっこいい 

・テコンドーおおお！！ 

・本当に性格がいい真面目でいじられるお兄さん 

・運動神経がよさそう＾＾ 

・テコンドー？的なやつがかっこ良かった＼(^^)／ 
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・テコンドーすばらしい 

・You are kind and handsome. 

Thanks to you, I could really enjoy KJSC^ω^ 

Purikura taking with you is my treasure. 

Thank-you very much!! 

And see you again (^o^) 

 
 
Haneui	Kim	

・英語が上手 

・いろいろ気遣ってくれてやさしいひと！！ 

・ハニー！ハロー！ 

・不思議オーラ全開のマイハニー！ 

・自分持ってそう 

・笑顔がかわいいー！ 

・しっかりもの！ 

・ハニーちゃん！癒し系 

・いっぱい歴史教えてくれてありがとう！ 

・おっとりおしとやか 

・おとなしく優しい美人さん 

・英語きれい！ 

・I wanna speak with you more(><) 

・おとぎ話にでてきそうな文学系女子＾＾ 

・優しさが透き通っている... 

・英語上手い^^ 

・優しい！めっちゃ気遣ってくれた！ 

・優しい 

・やさしくて、おっとりしてる 

・は二— 

・Thank you for everything!! 

It was my great memory to take part in KJSC. 

I'm looking forward to meeting you again ;-) 

See you (*^^*) 
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Dasom	Lee	

・モテてた 

・一番韓国人のメンバーの中でかわいいと思った！ 

・ありがとー！ 

・相当綺麗！男子票集めてたね！ 

・かわいいよね 

・恥ずかしがりや？ 

・ナイスバディ♪ｗ 

・恥ずかしがり屋さん 

・ダソンのセンスの良さに憧れる！ 

・シャイでかわいい 

・Thank you very much for bringing my heavy suitcase! 

・その後はどうですか？ 

・ツンデレっぽいけど優しく cute 

・かわいい系女子＾＾ 

・キュート！やさしい～ 

・チェジウに似てる！ 

・かわいいダソンちゃん＼(^o^)／ 

・写真嫌いな美人さん 

・頼りになる！同じ年とは思えない！ 

・I could really enjoy KJSC (^_^)/ 

I'm very happy I could make many great friends in KJSC. 

Everything I got in KJSC is my treasure (>_<) 

I wanna see  you again, and I 'm looking forward to meeting you (*^^*) 

 
 
Kiseok	Bing	

・飲み会のチーフ 

・飲み盛り上がっててまじ楽しい！ 

・ありがとー！ 

・shy なビン＼(^o^)／ 

・気分屋？w 

・:ビンビンビーーーーン 

・飲み会のキャラ 

・楽しい人 

・テンション 
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・英語上手 

・でっかい照れ屋 

・いつもこっそり優しさみせてくれてありがとう！ 

・お酒につよい紳士 

・面白い 

・可愛かった w 

・I enjoyed eating lunch in Soul university with you~ 

・かわいいｗ 

・優しい 

・優しげな笑顔が素敵 

・Hi, Thank you for everything!! 

I had very good time in KJSC. 

I'm glad to meet you ^ω^ 

See you again~~. 

 
 
Gyeongtaek	Lim	

・みんなのコアラ 

・あいかわらずコアラコアラしてたね！ 

・ASM 行きたいなぁ～！ 

・母性本能くすぐられまくり w 

・コアラはコアラ 

・見た目も中身もコアラーーーー＾＾癒し系♪ 

・笑顔がいい 

・変わらずコアラ 

・パジャマがかわいかった！ 

・笑顔 

・コアラのようにおっとりやさしい 

・You're cute like a koala. 

・ってかコアラ！ 

・超癒し系 

・今年 ASC のコミやるらしいよ 

・かわいい！ 

・かわいすぎるｗコアラｗ 

・コアラ(笑) 

・コアラ！キュートで優しい 
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・カカオトーク ^^ 

・You are cute, very very cute!!! 

Also you are kind and funny. 

So because of you, I had a great time in KJSC ^^ 

Thank you for everything. 

See you again;-) 

 
 
Inyoung	Jang	

・お姉さま☆ 

・日本語すごい！ 

・ほんとお姉さまオーラただよってた 

・超美人の日本語マスター！ 

・気立て美人 

・日本語ペラペラ 

・頼れるお姉さん 

・日本が大好きー日本語めっちゃ上手 

・もはや日本人 

・いつも助けてくれて、本当にありがとう！ 

・美しきバイリンガル 

・日本語上手なお姉さん。 

・本当に仲良くなったね！ 

・Your smiling is so cute! 

・向井理をしっていたのは感動；ー；! 

・日本語うますぎなお姉さん 

・きれい！！ 

・日本語うまい！綺麗！ 

・頼れるお姉さま 

・Hi!! I 'm glad to meet you and all members of KJSC (^_^)/ 

Because KJSC was soooooo good time for me. 

I'll never forget you and KJSC. 

And if we have a chance, let's meet again ;-) 

I'm looking forward to meeting you (*^^*) 
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Dahye	Kim	

・日本語上手！優しいオンニ 

・日本語ペラペラやな！まじありがとう！ 

・ありがとー！ 

・日本人 w 

・日本語ますたーーーー 

・日本人ですか 

・頼れる楽しいオンニー 

・よく笑ってる 

・頼れる韓国のオンニ 

・日本に帰っておいで！ 

・関西のノリもなんのその 

・You're good at speaking Japanese soooo much! 

・姉貴！！好きだ、！ 

・もはや日本人並の日本語を話す優しく頼れる韓国プログラムのベテラン 

・日本語うますぎますｗ 

・日本語ぺらぺら！ 

・ノリがおもしろいお姉さん 

・日本語上手なダへさん 

・おもろい日本語話せる女 

・やさしー！おもしろい！だいすき！ 

・Thank you for everything! 

KJSC is one of my great memories. 

I really enjoyed KJSC. 

In KJSC, more and more I came to love Korea. 

So I wanna visit to Korea again and see you again (*^^*) 

I'm looking forward to meeting you;-) 

 
 
Seunghyun	Oh	

・韓国人に見えない 

・相変わらず自由に生きてたわｗ 

・マイパートナーinKJ 

・ダンス、ダンス 

・とみー！相当話しやすい奴！ 

・いろいろ必死そう 
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・クール＾＾ 

・いろいろ友達に似てる 

・ゲーム教えてくれてありがとう！ 

・チャラ男…ｗ  

・めっちゃいいリアクションをする男 

・控えめないいやつ 

・これからも仲良くして下さい 

・I enjoyed talking with you very much. 

・親切な韓国人男性 

・積極的に話しかけてくれて嬉しかった＼(^^)／ 

・落ち着きがある～ 

・トミー！！＼(^o^)／ 

・ISC 興味あるらしいよ 

・Thank you for everything!! 

I had a very wonderful time in KJSC. 

The experience of KJSC is my great treasure. 

I'll never forget you and KJSC. 

See you again (^o^) 
 
 
Jaeman	Kim	

・みんなのお父さん。めちゃくちゃ優しいお方 

・ほんと性格がよすぎる！！ジェマンは本当にジェントルマンを表した人だと思う！ 

・じぇまん、ありがとー！ 

・みんなのお父さん、じぇまーん 

・軍隊 

・でかい 

・優しくて、面白い！ 

・ジェントルマン 

・頼られすぎジェントルマン 

・看病してくれて、本当にありがとう！ 

・抱きつきたくなるほどの包容力の持ち

主 

・Thank you for taking me many places! 

・ボリューム UP してました？w 

・頼れるピュアなお兄ちゃん 
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・日本語上手！面白い！ 

・みんなのお父さん＼(^o^)／ 

・頼れるお父さん 

・なんでもできるスーパーマン 

・安心感が半端ない！ 

・健康志向 

・I'm very happy to get many great friends in KJSC. 

Not only friends but everything I could get in KJSC is my treasure in my life. 

Thank you for everything!! 

See you. 

 
 
Yoonjung	Hwang	

・きれい！！第一印象それやしあと優しい！ 

・韓国美人?声もかわいい? 

・きれい！ほんときれいな人だなーって思った 

・ありがとー！ 

・可愛すぎて食べちゃいたい 

・きれいなお人 

・かわいくて、何でも話してくれる＾＾！ 

・おねえちゃんになってほしい 

・お嬢様！ 

・ほんと可愛い！ 

・思わず見とれる美しさ 

・cute でオシャレなお嬢様 

・おんにありがとう！またテグで会いましょう！ 

・You are so fashionbale! 

・お嬢様 

・美人！声がかわいい～＼(^o^)／ 

・声めっちゃ可愛い 

・美人＾＾!!!ガールズトークに発展する＾＾ 

・美人(*^^*) 

・よくツボにはまって爆笑してた！でも美人 

・It was a very good memory in my life to participate in KJSC. 

Because I could get many friends and a lot of things in KJSC. 

Thanks and see you again (^o^) 
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I'm looking forward to meeting you ;-) 

 
 
Junho	Lee	

・のんちゃんの旦那さん！ 

・ほんと面白い！国違っても通じるものは確かにあるって知った 

・お酒強い！ 

・じゅのやーまたクラブ行こう！ 

・夢があるよー 

・何度も笑わせてくれる☆ 

・おもしろい 

・私の KJ のしおりを借りパチした人 

・一発入魂 

・ご飯の紹介、面白かった！ 

・おもろいネタの持ち主 

・You are very kind to me！ 

・寒いからっていらいらしてんじゃねーよ！！w さら

んへ 

・スケベなのんちゃんの彼氏。 

・のんちゃんの彼氏＾＾ 

・お洒落＼(^^)／ 

・ジュノ様^^ 

・ラブラブ 

・素敵な韓国男児 

・やさしい！ 

・I very very enjoyed KJSC and Korea. 

I love Korea!! 

Thank you for your kindness (*^^*) 

I wanna visit to Korea and meet you again;-) 

See you!!!! 
 
 

メッセージ	
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Yonghwan Chee (SNU) 
Thank you all for coming to Korea for this year's KJSC! 
I hope that all of you had fun in Korea. I also wish that our 
events were helpful for you in understanding Korean 
culture! And if you ever want to visit Korea again, don't 
hesitate to contact us. We will try to make your stay in 
Korea as fun as we can! 
Again, I would like to thank you all for coming and I hope 
we have become good friends through KJSC! 
 
 
 
Kwangchyul Shin (SNU) 
 I think you can share lot of culture about Korea during KJ! 
Of course you can experience Korean tradition by concerts, 
and activities. So don't hesitate it! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chan Mi Kim (SNU) 
Hi, I'm ChanMi Kim!! call me mi-chan^^ 
I participated in KJSC 49th in the capacity of committee 
KJSC 49th is good memory that can't forget  
I want to see all you guys 
I think we would meet soon at ASC in summer 
I'm tall and thin girl having RED color hair >< 
You can recognize me easily. 
I hope happiness always with you ^.^ 
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みんなの日記	

2/12～17	
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2 月 12 日  
KJSC 1 日目  

 
いよいよ KJSC４９Start!!	 朝、あさみんとユースホステルに着くと ISA のメンバーが

買い物から帰ってきた。初めて会うメンバーばかり。その上私は少し人見知りで、４回生で、

初めは馴染めるか心配だった。でも、一度話すと、みんなすぐに仲良くなってくれ、どんど

ん話しかけてくれたことが、本当に嬉しかった。開会式での自己紹介は、緊張した。一生懸

命準備してきてくれたコミにも会い、最後の ISA プログラム、最高なものになりそうな予
感がした。開会式後のアイスブレーキングで韓国人メンバー、日本人メンバー共に打ち解け、

仲良く慣れた。特に印象的なのは、自分のチームの色に紙をひっくり返すゲーム。みんなの

必死な姿が、かわいかった。私の班は見事優勝！めちゃくちゃおいしいブラウニーを頂きま

した！ 
夕食はピビンバとトンカス！パクちゃんがピビンバの作り方を教えてくれた。栄養学を学

んでるんだって。みんなで恋人の話になり、恋バナは国境を超えることがおもしろかった。

唐辛子の入った味噌汁もあった。辛い物が好きな私は、韓国料理が更に大好きになった！そ

の後、ソウルタワーへ！山頂からの夜景は本当にきれいだった。ハートのプレートに、願い

事を書くことに。みんなで願い事をしたこと、いつか叶うといいな。展望台の所に、明らか

にカップル用のベンチがあった。ベンチが V 字型になっていて、座ると自然と寄り添うか
たちに。次は彼氏と来る！と心の中で誓った。みんなで寄り添いながら 
写真を撮った。 
ユースホステルに戻り、みんな楽しみにしていた Drinking	 Party!!韓国で流行っている

ゲームが日本でも流行っていることに、驚いた！その間もコミは話し合いをしてくれていた。

一日でいっぱい友達が出来で、心底嬉しかった。 
中野実香 

 
 
まず初めにオープニングセレモニーでの自己紹介が行われました。一人ずつ舞台に上がり

英語で簡単な自己紹介をしました。自己紹介を事前に考えてきた人も多く、考えてきてない

私にとってはちょっと緊張が走りました。その後、グループに分かれてゲームを行いました。

名前を覚えるゲームもあり、最初の自己紹介だけでは名前が覚えられなかったのでありがた

かったです。その他にも、絵しりとりやクイズなどたくさんのゲームを通して交流を深める

ことができました。絵しりとりでは、私のグループには私も含め絵心が無い人が多く最初と

は全く違うものになり全然当てることが出来ませんでしたけど、それが逆に面白かったです。 
	 オープニングセレモニーの後は、みんなでビビンバを食べに行きました。やはり、本場の

ものは日本で食べるより格段においしかったです。また、日本とは異なる韓国の前菜の多さ

は新鮮でした。食後は、バスで観光名所であるソウルタワーへ移動しました。ソウルタワー
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はカップルに有名な場所なようでカップル用のベンチや柵には南京錠がたくさんありまし

た。また、夜ってこともありカップルが多かったです。夜景はとても綺麗でしたけど、展望

台に上れなかったのが残念でした。また、ソウルタワーからバス停までの道が急で歩くのが

大変でした。 
	 夜は、みんなで部屋に集まりゲームをしました。オープニングセレモニーで覚えた韓国の

ゲームや日本のゲームなどをみんなでやりとても盛り上がりました。人数が多かったのが難

点でしたがとても楽しかったです。 
	 オープニングセレモニーから始まり、観光やゲームなどを通したくさんの人と交流ができ、

とても楽しい一日でした。 
水澤亜里沙 

 
 

KJSC 初日!!!午前中はフリータイムで、明洞でショッピング＼(^o^)／親切だけど、変な
おじさんと出会い、期限切れのキシリトールガムとパンダの眼鏡拭きをもらったことは忘れ

ない(笑)。明洞ステキ！コスメ店がいっぱいすぎる！店員さんのセールストークがちょっと
怖かったです。ここは、もらえるものはもらって、本当に欲しいものだけお買い物＼(^o^)
／笑笑	 お昼からは、KOREAN メンバーと初対面することで、ショッピング中でもそわ
そわ、ドキドキ.....EX 初参加、尚且つ英会話能力が乏しいということで、私は不安のほう
が大きかったです^^;;  
	 そして、いよいよ、オープニングセレモニー＼(^o^)／ Honey の英語の発音がほぼネイ
ティブ....何を話していたのかは、全く覚えていません(笑) 
グループに分かれて、ゲーム＼(^o^)／同じ班にはギュソクがいました。でも、なかなか

韓国人の名前を覚えるのは難しく...ギュソク→ギュソ→ギュ？→牛乳→「ミルク」！という
なんとも不思議な覚え方をしました(^^;; 一発で覚えられたので、よかったです♪( ´θ｀)
ノ夜には、ソウルタワーを見に行きました＾＾。この期間前に、ガイドブックで要チェック

していた場所＾＾私自身、本当に、楽しみにしていました。実際行ってみると、、、綺麗!!!!
さ・・・寒い!!!!・・・そんな素敵な場所でした＾＾行ってみて初めてわかったんですが、
あそこはカップルスポットなんですね。南京錠があちこちにぶら下がっていて、びっくりし

ました。神戸のビーナスブリッジみたい!!笑	 という感じで、Ex 初日はあっという間に過
ぎてしまいました。ソウルタワーの帰り道、マッコリの話題でギュソと盛り上がるころには、

ギュソの名前もしっかり憶えていたわけで・・・笑	 ミーちゃんがコリアンビューティーす

ぎて、明日、もっと仲良くなろうと決心し・・・いつも使わない英会話のお蔭で、私の脳は

疲れ切っていたと思います＾＾；	 でも、これからどんな Exになっていくのか、ワクワク
するようなスタートでした。  

高倉美幸 
開会式！！どきどきの開会式。初めはみんなの自己紹介から始まりました。英語での自己
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紹介にどきどきマックスでした。自己紹介を終えた後は、グループに分かれてゲームをした

後皆でビビンバを食べに行きました。ビビンバを食べた後はソウルタワーに行きグループご

とにタワー内を回って韓国で流行ってる（？）キーチェーンにみんなでメッセージを書きま

した＾＾そんな一日目。少し皆と打ちとけられたかな？明日からのプログラムが楽しみな初

日でした！！ 
中江麻未 

 
 
	 ２月１２日は待ちに待った KJSCプログラムの初日でした。 
日本人メンバーは強制ビフォアと勉強会で顔を合わしていたものの、韓国人メンバーと実際

に会うのはこの開会式が始めてとなりました。 
緊張しながらも全メンバーの自己紹介も無事終わりました。私としては今回のプログラム

のコミは全員がソウル大学生ということで終止すごく緊張していた事を覚えています。しか

し、自己紹介後のアイスブレイキングを通してその緊張は解けてしました。優しく、面白く、

ふざけ合い、紳士的な彼らに対して一瞬で心を開く事ができました。 
日本人メンバーも韓国人メンバーも良い人ばかりで安心し、これからの１週間を本当に楽し

く過ごそうと、過ごせるだろうと確信しました。 
	 この初日で最も強く印象に残っている事は英語を使っての会話でした。 
韓国のメンバーも日本のメンバーも英会話に関しては大きな差は感じられませんでした。し

かし日本人の方が英語に対するコンプレックスが強かったのではないかと感じました。韓国

人の方は流暢に話せなくても笑顔で恥ずかしがらず話し続けていました。その結果言葉に不

自由する事は無かったと思います。 
私もそのメンバーを見習って英語に果敢に挑んだ事を覚えています。 
	 最後に初日の夜ですが、なんといっても韓国プログラム名物の宴会でした。 
韓国のゲームを行い、お菓子等を食べて皆で楽しみました。 
基本的には韓国のゲームを楽しみますが、やはり交換プログラムということで日本のゲーム

も教えて、一緒に楽しみました。 
	 みんながこれからの日々を想像するための本当に大事な大事な初日でした。 

八嶋勇人 
 
 

2 月 13 日  
KJSC 2 日目  

 
ＫＪＳＣ2日目。昨日のお酒で少し頭が重たい中、朝７時に起きてディスカッションをし

た後、皆で昼ごはんと観光にＩｎｓａ－ｄｏｎｇという伝統的な街に繰り出した。昼ごはん
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は言うまでもなく韓国料理。そのお店は中の雰囲気まで韓国の伝統的な小物や雑貨が装飾し

てあり、楽しめた。ショッピングモールのようなところでウィンドーショッピングをして、

韓国の駄菓子を食べながら景福宮という宮殿に向かった。景福宮は、韓国最大の木造建築で、

その重厚さが歴史を物語っていた。敷地内にある国立民族博物館にも行き、日本統治下にそ

こに朝鮮総督府が立てられていたことを知った。民族博物館では、日韓の歴史が詳しくディ

スプレイされているだけでなく、様々な韓国の伝統的な民族衣装や、土器や壷が展示されて

いて、心の奥がフツフツとなっているのを感じた。日本とは違って、ごちゃごちゃしてなく

てだだっぴろーいイメージ。心が洗われた気がした。そしてその近くの古風な村でミッショ

ンゲームをしたが、焦りすぎてものすごいスピードでその村を駆け巡った。そんな疲れを癒

す為に、チムジルバンという大衆サウナへ皆で向かった。あーこれで今日の疲れが取れるー

´｀っとコミの行くがままについていくと、まさか大衆サウナの一室を借りて全員でチーム

対抗ゲームをするとは想像もしていなかった。日本では考えられない、サウナで男女一緒に

大はしゃぎ。まさに異文化理解だ。ＪＯＰＭＡＮの口使いの荒さには皆がどんびきだった。

各々様々な種類のサウナを堪能し、この日１日の疲れを癒すことができた。７０度のところ

で我慢大会をしたり、４０度のところで人目を気にせずくつろいだり、マッサージチェアで

おじさんと並んでリラックスしたり、その楽しみ方は様々だった。こうして今晩も幸せに更

けていった。 
南井愛加 

 
 
２日目。天気もよくて、ポカポカした日でした。おいしいお昼ごはんを食べた後、ぶらぶ

らと近くを歩きました。途中に行った建物の中に、うんこパンを売っている店がありました。

韓国の古来の神殿に行きました。とにかく広かったです。韓国人学生のビーンが、率先して

前を歩き、日本人の私たちにそれぞれの建物を紹介してくれました。でも、途中で私たちの

グループは疲れきってしまい、他のグループが同じ敷地内の博物館に行っている間、休んで

いました。でもその時に色々な話を皆でしたので、逆に仲が深まってよかったと思います。 
そのすぐ隣に建設途中の建物がありました。道路との間にある大きな壁には、顔がモナリ

ザの女性の絵があり、それが少し個性的でハレンチでした(笑) 
そのあとはミッションゲーム。またまたビーンが率先してグループを引っ張っていてくれま

した。坂道が多くて大変な中、ビーンが頑張ってくれて、ありがたかったです。ただ、スタ

ートの時ひとりだけ他のグループと違う道からせめて行ったとき、近道のはずが他のチーム

に先を越されてたのがおちゃめだと思いました。 
そして、晩御飯を食べ、市場をぶらぶらした後、チムジルバンに行きました。人生初でし

たが、すぐに気に入りました。みんなでゲームしたり、語ったり、おもいきって 70度の部
屋に行ってみたり。とても楽しい時間を過ごしました。途中からは韓国人学生のとたくさん

ました。彼女は日本語がペラペラで、日本の文化にも詳しかったです。日本や韓国のことに
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ついて、色々話し合うことができました。何気なく話すこともすべて勉強になった気がしま

す。 
それからは帰って、ゆっくり部屋で寝て２日目終了。２日目も本当に充実した日でした。

最初はグループのメンバーも知らない人がほとんどで、少し不安もありましたが、そんな心

配もすぐに吹き飛びました。メンバーが明るい人達ばかりで、むしろこのグループでよかっ

たと思っています。２日目を終えた時点で、韓国が大好きになり、もう帰りたくないという

気分になりました。 
平木成美 

 
 
二日目はみんなドキドキのディスカッションから始まり、グループに分かれ仁寺洞へ向か

いました。そこはたくさんの店が立ち並ぶ商店街のようなところでした。韓国らしい商品が

たくさん売られていました。途中、ショッピングセンターに寄ったり‘うんこまんじゅう’

や‘龍の髭’というお菓子を食べました＾＾食べたことのない触感でおいしかったです。つ

いでに龍の髭を作っているおにいさん日本語が上手でついでに面白かったです。また、壁に

プリクラみたいなのを無料でとれるのがありました。ぜひ日本でも作ってほしいです。 
景福宮はとてつもなく広いところでびっくりしました。そして、大きな門みたいなのが何

個もありました。そこでは、グループのメンバーに歴史について教えてもらいました。私は

日本の寺のこととか聞かれても教えてあげられるような知識はないので、今度までに勉強し

とこうと思いました。 
次に、歴史ある建物のようなものの所でミッションゲームをしました。内容は、５つのフ

ォトスポットで写真を撮るというものでした。そこは迷路のような場所だし、坂道もいっぱ

いの場所でした。優勝チームには商品もあると聞いたので私の班は、かなり燃えてました。

ジェマンがかなり速くてついて行くのが大変でした(笑)そして、写真も撮り終わり、見事に
優勝し、休憩の意味も込めて、オシャレなカフェに行きました。 
夕食を終えチムジルバンに行きました。そこではみんなでゲームをしたりおしゃべりした

り眠ったり。さすがに暑すぎて一番暑いサウナの部屋には美容の為と言っても長く居られま

せんでしたが。 
この日は、本当にたくさんの所に行けたし、韓国らしさ感じることができました。また、

移動中やいろんなところでのおしゃべりも出来て楽しかったです！ 
清水啓子 

 
 

KJプログラム 2日目！お昼前にグループに分かれて電車に乗って、韓服や骨董品、韓国
伝統茶といった伝統的なお店が多く集まる仁寺洞へ。昼食の時間が迫っていたので、ショッ

ピングしたい気持ちをおさえて사람과나무というお店でサムギョプサル食べました。パンチ
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ャンが美味しくて、ちゃっかりおかわりもしました！(^^;)韓国ではパンチャンは無料でし
かもおかわり自由☆だから、食べるのが大好きな私にとっては嬉しい♪プルコギもお腹いっ

ぱい食べて、さてこれからショッピングー！って意気込んでたのに時間がなくて(_ _。)結局、
ホットックだけ食べて、てくてく歩いて次の目的地、景福宮へ。景福宮での思い出はやっぱ

り、門の前でイケメン守衛さんと写真を撮ったことかな(笑)そしてかなり歩いたこと・・・。
景福宮のあとは、そこからすぐのところにある三清洞へ。ここではミッションということで、

散策をしながら写真をたくさん撮りました。三清洞の路地には、韓屋(ハノッ)という韓国の
伝統家屋が多く残っていたり、モダンなカフェやギャラリーがたくさんあったり♡・・・古

いものと新しいものが混在した独特の雰囲気が魅力的でした。街並みがおしゃれでほんとに

素敵。	 そのあと電車でキルム駅まで移動して、食堂でカルビタンを食べて、市場へ。にぎ

やかな南大門市場みたいなのを想像していたのに、全く違って、昔ながらの超ローカルな市

場でした。しかも、夜遅かったから?ほとんど閉店していて、まるでシャッター街(;ﾟ∇ﾟ)そ
れから、その市場の中にある超ローカルなチムジルバンへ行きました(なぜこのチムジルバ
ンをチョイスしたのか・・・謎)。最初は全然乗り気じゃなかったけど、上下ピンクのチム
ジル服を着て、羊巻きにしたタオルを頭にのっけて、ゲームをしたり、トークで盛り上がっ

たりしているうちに楽しくなってきました。そうこうしているうちにあっという間に 2 日
目のプログラム終了。まだ 2 日目なのに私の黒いブーツはすでに真っ白(x_x；)いーっぱい
歩いて疲れました。この日のプログラムが終わるころには、メンバーともだいぶ打ち解けて

いました。とても濃い一日でした。おしまい。  
新田裕美 

 
 

	 ふつかめー！の前の夜にお姉さま達と深夜まで楽しくゲスい話しをしたことがとても楽

しかったです(笑)ここで私の汚いキャラがバレてしまいました。はい。そして眠い目をこす
りながらわくわくの朝ご飯、いかにも辛そうな赤いスープがあり飲んでみると案の定辛くて

朝からびっくりしました(>_<) 
	 そして緊張のディスカッションが終わり、仁寺洞に行きました。たくさんのお店が並んで

いて、韓国の有名なお菓子”龍のひげ”を目の前で作っているところを見て感動しました！そ
れとショッピングモールみたいなところで、うんちぱんを食べました！すーじーさん、ほり

ごん、わたし withうんちぱんで写真を撮りました！いい感じでした 
	 続いて景福宮へ。前が大きい道路になっていてすごい交通量だったので驚きました。景福

宮はすごく大きくてきれいで、さすが韓国最大の木造建築だと思いました。国立民族博物館

も訪れ、韓国の伝統的なこと(家とか、農業に使ったりする道具とか、キムチなど)を知るこ
とができました。あ、家の模型がとてもリアルで細かくて関心しました。 
	 それから、ミッションゲーム！どこに行くかもわからず、ひたすら韓国人メンバーについ

て走り回りました。細い道を駆けずり回り疲れました。途中で他のチームの優勝がわかると、
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ヨンさまが一気にやる気がなくなったのがおもしろかったー！その後、カフェに入ってまっ

たり。飲み物についているストローなのか混ぜるやつなのか、変わってるなーと思いました。

グループでおしゃべりして、ヨンさまがいびきをかいて寝ているのをみんなで写メったり…

とてもたのしかったです(^^) 
	 夜ご飯は、ジャージャー麺！おいしかった！その後、商店街みたいなのを通ってチムジル

バンへ。日本で言うサウナ的な、サウナが集結した感じで。ゲームがたのしかったです。 
割り箸を使ってオニオンリングを運ぶゲーム！が、しかし、ジョップマンが下手すぎて私の

役目は全くなかったです。でも、たのしかったから結果オーライってやつです。そして、チ

ムジルバンを自由に堪能しました。鼻からおもいっきり息を吸うと、めちゃくちゃ鼻の穴が

痛くてハマりました(笑)のぶさんと打ち解けることができた夜だったと思います。 
	 たくさん動いてたくさん笑った一日でした。 

渡邉美都希 
 
 

2 月 14 日  
KJSC 3 日目  

 
この日はソウル大学でディスカッションをした後に昼食タイムでした。前日に属していた

チームがミッションゲームで１位になっていたので、私たちのチームはソウル大学のイタリ

アン料理屋さんで驚く程の量のピザやパスタなどをタダで美味しくいただきました。ミッシ

ョンゲームでは走り回ってへとへとになりましたが、こうやって勝利の栄光を手にするとが

んばって良かった！と、思いました。心をこめてご馳走様でした！！ 
	 昼食が終わると当日のチームと合流し、ソウル大のなかをぐるぐるとまわりました。ソウ

ル大はとにかく広い・・！事前に広いと聞いていても私の想像を越えていました。韓国メン

バーが歩きながらキャンパスのいろんなところを案内してくれました。I.S.Aの部室にも行
きました。広々としていてソファが置いてありテレビがあり壁に写真が可愛く飾られていて

ギターまで備えられていたり・・。とても居心地のよい部室でした。私の大学の部室にもソ

ファ置きたいな・・なんてことを思いました(でもそこまで広くないからダメだ)。 
	 ソウル大学を見学した後は、１４日がバレンタインデーということでチームごとにケーキ

のデコレーションをしました。しかし、どうやら普通にデコレーションできるわけではなく、

ゲームで勝ったらケーキのトッピングにする材料が増えていくという仕組みだったので

す・・！そんなわけで私たちのチームはそれらのゲームにことごとく負けた結果、非常に少

ない材料でケーキをデコレーションしました。ケーキはシンプルに仕上がりました。実に素

敵。皆で飾り付けするのが楽しかったからそれでいいのです。 
	 それからソウル大学を離れて場所を移動し、いよいよバレンタインパーティーが開催され

ました。皆で楽しくデコレーションしたケーキを美味しくいただきました。その後にプレゼ
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ント交換をしました。私は可愛いおさるさんのぬいぐるみをゲットしました。しんちゃんあ

りがとう！ 
	 パーティーが終わってからはミュージカルを鑑賞しました。笑いありの劇はとてもおもし

ろかったです。終演後はチームごとに出演者の方々と写真を撮って、その日のイベントは幕

を閉じました。 
坂本花央理 

 
 

2月 14日はバレンタインデー！！この日はまず韓国の学生が在籍しているソウル国際大
学に移動しました。とりあえず大学は広い＼(^^)／こんなに広いと移動が大変だなーと思い
ながら大学内を歩いていました。そして、この日はバレンタインデーということでグループ

でケーキ作りが計画されていたので、ケーキにのせるフルーツやお菓子をゲットするために

ゲーム大会が行われました。リンボーダンスやたけのこニョッキ、ダーツなどさまざまなゲ

ームが用意されていて凄く盛り上がりました(^O^)！ケーキはやっぱり苺がないとケーキ
っぽくならないなと改めて実感しました(笑) 
ケーキ作りが終わってからバレンタインパーティーが開催される場所へ移動(*^^*)けっ

こう長い時間バスで移動したのですが、運転が荒々しくてビックリしました！バスに乗り込

んだ直後に出発したときは、本当にこけるかと思いました。あと運転手とお客さんが喧嘩し

そうな勢いで話していたのにはひやひやしました。 
いよいよバレンタインパーティー！！会場に入るとすぐに美味しそうなバイキング料理

が目に入りました。グループでわいわいと美味しいご飯を食べて、一生懸命デコレーション

したケーキを食べました！自分達でデコレーションしたケーキは本当に美味しかったです

＼(^^)／食事が一段落したところでプレゼント交換をしました。皆それぞれに素晴らしいプ
レゼントを貰っていました。パーティーが終わったあとはミュージカルを見ました。最初は

言葉が分からないから楽しめないのではないかと思っていましたが、全くそんなことはあり

ませんでした。いままでみたミュージカルのなかで 1 番面白くて、ずっと笑っていた気が
します＼(^^)／ 
バレンタインデーを韓国で過ごすという貴重な経験ができて良かったです(^ω^)韓国の

学生とも仲良くなれたので、また是非ＫＪに参加したいです！ 
藤岡知夏 

 
 
２月１４日って今思うとバレンタインデーです。だからケーキの飾りつけをしたんですね。

今気づいてしまいました・・・。 
１４日のできごとで一番印象に残っているのは、このケーキのデコレーション具材をかけ

て争ったゲームの数々です。もっと簡単に言うと、じ(※)ょっぷまんのリンボーダンスです。
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じょっぷまんはデコレーション具材獲得のために、もんのすごく低い床すれすれの所をくぐ

り抜けていました。この時のリンボーダンスで、この人すごい人やったんやと見直しました。

じょっぷまんは学校もいっしょなのに、わざわざ韓国で、しかもリンボーダンスで、とんで

もない人だと知ってしまいました。地味にカルチャーショック的な感じを受けてしまいまし

た。２月１４日はこれが一番印象的です。 
この日もうひとつ楽しかったのは、グループの人といまでもよく理解できていないゲーム

をして、殴り合い？をしたことです。殴り合いというよりしばき合い？かな。ゲームで負け

るとみんなからバシバシ背中をたたかれるという？ゲームです。説明を聞いてもルールが分

からなかったので、小学生の時以来のドキドキ感を味わうこととなりました。移動中もずっ

としていたので、予想外に疲れました・・・。自分がたたかれるのは怖かったけど、誰かを

たたくのは楽しかったです。でも、ジェマンの大きい手で容赦なくしばかれるやっしーさん

やのぶさんはちょっと気の毒で、私はあまりしばくことができませんでした。 
急きょ見ることになったミュージカルも笑いの要素が強くておもしろかったし、今思い出す

と、７日間のうちで笑えることが一番多かった１日でした。 
あ、報告書を読まれている参加者以外の方、内輪ネタに尽きてしまって本当に申し訳ない

です・・・。 
※注釈：じょっぷまん・・・関学の１回生のこと 

山口鮎美 
 
 
２月１４日は日本ではバレンタインでした。例外なく韓国もまたバレンタインでにぎわっ

ていました。あまりチョコやらもらえない自分としては「海外にいるからチョコとかもらえ

ないのも仕方ないわ・・・」となんともかっこいい言い訳ができたためうれしかったもので

す(笑 
この日は朝起きたあとに今回の KJ のコミの多くの人たちが通うソウル大学に向かいま

した。日本でいう東大、また世界的には東大より上のランクの大学に行くのはほんとに緊張

しました。あまり学歴コンプやら考えない自分でもすこしビビりました。また広さ的にも、

自分の大学は決して大きいとは言えない大学であるため、ソウル大学の大きさにとてもびっ

くりしました。そのなかでディスカッションを行ったり、またケーキを作ったのですが、そ

のデコレーションをかけてレクレーション的なことを行ったりしてる自分はつくづく不思

議な体験してるよなぁと感慨深いものもありました。 
そのあとは各班作ったケーキをもって場所を移動し、そこでのちのバレンタインパーティ

ーの会場に、そしてたしか何かミュージカル的なものを見た覚えがあります。太鼓のやつだ

った気がします。また向こうのミュージカルは英語版もあったりなどグローバルに対応して

いるのに感心したのを覚えています。日本でミュージカルぽいの見たことないから日本が対

応してるかどうかを知らないだけですけどね。面白かったです。 
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	 次はバレンタインパーティーということでバイキング形式の食事、また持ってきたケーキ

を食べたりやら、プログラム中はバレンタインなんて全然忘れていたのですが、このときは

ほんと楽しかったです。賑やかだったのでこっちでバレンタイン過ごせてよかったとつくづ

く思いました。 
	 これおわったあとにホテルに何人かづつ泊まったのですが、そこで夜に韓国人、日本人合

わせて修学旅行の夜の話みたいなテンションで楽しんだのもそろそろ２か月たつ今でも鮮

明に覚えてます、本当に楽しかった。 
	 １４日は自分の中ではこんな感じです。日記書くことでまた思い出に浸ってしまいました。

どうしましょ。ではおわります。 
関本望 

 
 
今日は KJ３日目＼(^o^)／！朝ご飯食べてソウル大学へ！ソウル大学はとにかく広

い！！！大学着いてからはディスカッションしてそれぞれのグループでお昼ご飯！ソウル

大学の中にはファストフードからイタリアンレストランまでいろいろあって、結局ほとんど

のグループがイタリアンレストランへ！笑	 ちなみにわたしのグループは昨日のミッショ

ンゲームに勝利したので、机にのりきらないぐらいの料理をみんなで頂きました＼(^o^)／	
そして ISA の部室に行ったり大学内をいろいろ案内してもらったり…わたしのグループは
時間が余ったのでビリヤードへ！Koala が上手くてびっくり！笑	 みんなで楽しみました
(^ω^)♪	 それから今日はバレンタインデー＼(^o^)／！！ということで、バレンタインケ
ーキ作り！ケーキのデコレーションのアイテムをゲットするために、いろんなゲームで争奪

戦っ！それにしても、ジョップマンのリンボーダンスはすごかった！笑	 それから大学を出

てシティホールに移動し、バレンタインパーティの開始＼(^o^)／	 お寿司やお肉などの豪
華なご飯、さっき作ったケーキを食べながらみんなでわいわいしました！そして、前もって

用意して楽しみにしていたプレゼント交換＼(^o^)／	 みんなで輪になってぐるぐる回して
プレゼント交換しました。その後はミュージカル「FANTASTICK」を観ました！ものすご
い迫力でみんな大満足でした＼(^o^)／	 そしてこの日は、２つのホテルに分かれて一晩過
ごすことに、、、ホテルに着いて部屋を開けてびっくり！めっちゃキレイで豪華なホテルでし

た！部屋でみんなでお喋りして就寝！ 
今日も濃い一日でした！韓国でのバレンタインデー！すごく素敵な思い出ができました＼

(^o^)／ 
五反田理那 

 
2 月 15 日  

KJSC 4 日目  
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一泊だけ、とっても綺麗なホテルに泊まりました。設備がホテル並みで、皆で喜んでいま

した。普段のユースホステルとは違い、朝ご飯に韓国のりがありました。韓国の料理はあん

まり好きじゃないけど、韓国のりはとってもおいしくてお土産にもたくさん買いました！

nam san hanok villageという所に移動しました。とっても広い場所でした。大きなタイム
カプセルをみつけて見ていたら、望がこけていました。爆笑しました。だるまさんが転んだ

を、皆がしていたら、イラクかイランのおじさん集団が入ってきました。可愛い女の子とだ

け写真を撮って帰って行きました。お昼は、ディスカッショングループで韓国のしゃぶしゃ

ぶを食べました。どちらかというとただの鍋っぽくて、締めは麺でした。明洞の近くで、韓

国の jangu っていう楽器を演奏しました。人数が多いから、全然合わなかったけど、楽し
かったです。その後すぐにミュージカル misoを見ました。前日に見たミュージカルとは違
い、韓国の伝統をメインにした舞台で、衣装がとても華やかで、演奏している人が、激しく

動きながら楽器を弾いていました。内容はいま一つつかめなかったです。当日のグル―プで

晩御飯を食べに行きました。明洞ですごく有名なジャージャー麺？？の店らしくすごく混ん

でいました。その後、スターバックスでのんびりしました。タクシーで早めに帰りました。 
柳口加奈子 

 
 

2月 15日、1日だけ綺麗なユースホステルにとまりました。 
初めのユースホステルとは比べものにならないくらい綺麗だったので、朝の目覚めもよかっ

たです＾＾ 
そこから韓国の昔の家を再現したような村に行き、そこで韓国の伝統的な遊びを体験。 

日本と似たような遊びもあってとてもおもしろかったです。 
次は明洞に行き、街を歩いている人や、お店に売ってあるものを見て、韓国のファッション

トレンドを探しました。それをディスカッショングループに分かれて、日本と韓国のファッ

ショントレンドの違いとして話合いました。そこで一番驚いたのは、韓国では「The North 
Face」のグッズを持っていないと友達の輪にいれてくれないということです。さらに韓国
ではスニーカーをはくことがトレンド。全体的にカジュアルなファッションが人気だそうで

す。一方で日本ではさまざまなテイストのファッションが流行っているという結論になりま

した。これは、日本にはあまりにもたくさんのファッション雑誌があるためだと思います。 
次は韓国の楽器演奏体験をしに行きました。太鼓のようなもので、リズムよく叩くのが楽

しかったです。続いて、そのまま韓国の伝統的なミュージカルを観ました。韓国衣装がとて

もきれいで、目の前の演劇だったので迫力もあっておもしろかったです。夜はグループに分

かれて自由時間でした。私のグループはまずサムギョプサルを食べに明洞に行き、それから

ビリヤードに行きました。私はビリヤードをするのが初めてだったので、難しくてほとんど

できませんでしたが、とても楽しめました。 
堀川美穂 
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今日も朝っぱらからNam San Hanok Villageへ向けてしゅっぱーつ！グループの韓国メ

ンバーはユンジョンとギュソクとダヘ、今回の KJでは移動時間が長かったので仲良くなる
チャンスも多くあったと思います。歴史的建造物の集まる村ではすごろくの様なユンノリや、

こままわしの様なペンイチギ、壺に矢を投げ入れるテゥホといった韓国伝統の遊びを体験し

ました。みんなジュースを賭けたりして結構がちで燃えてましたね＼(^o^)／ 
そのあとは待ちに待ったランチターイム！大量のサムギョプサルを食べて元気もりもり、

お昼からソジュをくいっと呑んで気分も上々であります＼(^o^)／その後はグループに分か
れてディスカッション…のつもりが３１に入ってデザートタイム。大きめのボウルサイズの

カップ（バケツ？）に４種類のアイスが大量に入っていて、それを５，６人でつつき合う感

じ w韓国の若者は最近これなんだってー安いしね wびっくりしたけど、みんなで食べたら
もっと美味しく感じました。 
午後からはミュージカル会場に移動し、まずは太鼓の様なチャングという伝統楽器を体験。

大阪府の橋本市長に激似のお兄さんに「ジュンビ！」のポーズから教えて頂きながら、大小

２本のバチを使って演奏しました。皆初めてだったのですが、最後には全員の音が揃ってい

ましたね！流石うちら！すっごーい！その後は MISO（笑顔）というミュージカルを鑑賞
しましたが、正直断片的にしか記憶がありません。あまりにも素晴らしい公演に興奮しすぎ

て、眠りについてしまったようです。でも、観客の中からジェマンと理那が選ばれてステー

ジの上で色々とやらされていたのは鮮明に覚えています。グッジョブでしたね～少し羨まし

かったぞ＼(^o^)／ 
今夜のディナーは１時間以上歩き回った末の…感動の参鶏湯でした。高麗人参や鶏が丸ご

と入っていて、健康にもお肌にも良いということで！！20 歳。お肌の曲がり角を迎えた南
井、美幸、佐久間の三人は必死にコラーゲンを吸い尽くしたのでした＼(^o^)／もうすぐ KJ
の終わりが近づいてきた事を寂しく感じながらも、Japanese・Korean皆でわいわい呑み明
かしながら、今宵も楽しい夜は更けていくのでした～ 

佐久間静香 
 
 
	 ＫＪＳＣ始まってはやくも４日目！起床し朝ごはんたべてからこの日は朝から南山韓屋

村という韓国の伝統家屋を堪能できる場所へ。伝統家屋をみたりコマに似た韓国伝統の遊び

をしたり、いろいろな体験をしつつ２時間ほど散策しました。そしてミョンドンへ移動しま

ずはディスカッショングループで腹ごしらえ！サムギョプサルを堪能しました。美味しいし

安い！そしてディスカッションの計画を練り、ミョンドンのお店で気に入った服を１着試着

する班と街で歩いている流行ファッションをストリートスナップする班に分かれること

に！わたしは前者でした。ミョンドンの町で流行を肌で感じる、そしてディスカッションす
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るというおもしろい内容。計画たてた後はすぐ行動！かと思いきやみんなでデザートのアイ

スを食べにレッツゴー笑	 そこでジェマンが日本にはない特大サイズを２つ注文しました。

ほんとに大きかったｗ	 しかも２つ…笑	 なんとか美味しく完食したものの、ミッション時

間が残りわずかという事実！やばい！みんなでダッシュしそれぞれの班でミッションを果

たしミョンドンから移動！jungdong theater に到着し、ジャングという韓国伝統の打楽器
を実際に体験してからの MISO ミュージカル鑑賞！圧倒されました。自分じゃなかなか見
に行かないので、貴重な経験にもなりました。そして記念撮影したあと、本日のグループで

フリータイムに！どこ行ってもいいらしく、ホンデへ行くことに。到着してまずは夕ご飯、

そしてまた肉！焼き肉！笑	 チャーリーブラウンカフェのとなりにあるソウルメンバーお

すすめのお店へ。そこの店員さんの「オソアセヨ！（いらっしゃいませ）」の元気の良さが

すごかった笑	 さすがソウルメンバーおすすめなお店！とってもおいしかったし、豚の皮に

きなこをつけて食べるという初体験もしました。癖になりそうなおいしさ。今度また行きた

いお店ナンバーワン！おなかいっぱいになったあとはホンデ散策。洋服みたりコスメみたり

おいしいホットク食べたり大満喫。そのあとホテルへ戻って就寝。実に濃い一日でした！（＾

－＾） 
伊佐優那 

 
 

2 月 16 日  
KJSC 5 日目  

 
この日は朝からバス 2台に分かれて乗って Chuncheonへ。KJSCも終盤でみんな疲れが

たまってきているみたいで、バスの中ではほとんどの人が爆睡。バスで 2 時間くらい？か
かって Chuncheonに到着。到着してすぐお昼ごはん。タッカルビをいただきました！見た
目は真っ赤でとっても辛そう…だったけれど食べたら全然辛くなくてびっくり！4 人でひ
とつの鉄板をつっついて食べました。これがすっごく美味しかった！そしてほとんど食べた

ころにご飯が運ばれてきて、残った具材が入ってる鉄板の中に投入！よく混ぜていただきま

した。これがまた美味しくて！幸せでした～！ 
その後はみんなで船に乗り Nami island へ。ここは冬ソナのロケ地です！Nami island

ではディスカッションのグループに分かれて mission gameをしました。いくつかあるテー
マの中から選んでそのポーズで写真を撮るという mission。この mission gameが終わった
後は少し時間があったから、近くにあったお店に入って温かい飲み物を買ったりお菓子を買

ったり…船の出発までしばしの間お喋りしてまったり。その後船で戻り、またバスに乗って

宿泊施設へ！部屋の床がオンドルで暖かくて感動！ 
そしてその後、部屋を移動してディスカッション。ディスカッションの後は、待ってまし

た晩ごはん！今回の KJSC 最後の晩ごはんは、焼肉でした！しかも韓国人メンバーが外で
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焼いてくれて…外は寒かったのにみんなな為にたくさん焼いてくれました。ありがと

う！！！そしてお肉をたくさん食べたあとのしめは韓国のカップ麺！これも美味しかっ

た！ 
そして晩ごはんが終わり…ついに文化紹介の時間になりました！文化紹介の係だったこ

ともあり、始まる前は緊張 MAX…しかもダンスは急遽 AKB をやめてマルモリをみんなで
踊ることに。でもみんな覚えるのが早く、文化紹介前に少しあった練習時間で踊れるように

なりましたね！折り紙も成功だったと思うし、花いちもんめは韓国にも同じような遊びがあ

ることが判明！韓国バージョンのも教えてもらったりしたりして、とても楽しい時間が過ご

せました。 
そして文化紹介が終わった後は風燈とよばれる、紙でできた小さな気球みたいなものにそ

れぞれみんな願いを書いて…日付けが変わった真っ暗な空に火をつけて飛ばしました。すー

っごくすごく綺麗だった…みんなの願いをのせた風燈はゆっくり空に飛んでいって、星と見

分けがつかないくらい小さくなって…感動～！ 
その後はそれぞれ部屋に戻って…最後の夜を満喫しました！(笑) 

柴田侑希   
 
 
この日はバスで移動して、冬ソナのロケ地に行った！お昼はみんなでアツアツのトッポ

キ？を食べました。辛かったけど、もう一回食べたいと思った。のんちゃんさんが JunHo
に一発入魂を伝授しとってめっちゃおもろかった。それを横で爆笑している儀間さんとすー

ちゃんさん・・・見ているだけでこっちもわらけてきた♪冬ソナのロケ地までは船で移動。

風の冷たさ半端ない！！コンタクトぶっ飛ぶかと思った！！気温がとても低くいたるとこ

ろに氷の山が作られていて、とても幻想的で感動した。でも柵から脱走するダチョウとか、

儀間さんと瓜二つな銅像とか、大地さんの分身かと思うほど細長いトーテムポールとか、並

木道の横のすっぽんぽんでおっぱいあげているおばちゃんの巨大な銅像とか、ロマンチック

な冬ソナからはとても想像できないものがたくさんあって終始爆笑だった。かの有名な雪だ

るまは落書きされまくりでなんだかみじめな姿になっていたけど、よくテレビで見ていた場

所に来れたんだなと思ってとてもうれしかった。それにしても落書きすごかったなー。目充

血してたし。夜はサムギョプサル食べながら、女子でゲームをした。負けた人は韓国語か日

本語で男子にキュンとするセリフを言うというなかなかシビアなルール。あたしも見事に負

けて、「あなたの彼女になりたい。」って韓国語で言わされた！areum が望に「抱いて」っ

て言ったの可愛かったー！食後は待ちに待った文化紹介とスイパ♪韓国組は伝統舞踊？を

踊って、日本組はまるもりを踊った！スイパも大成功♪そのあと紙風船に願い事を書いて灯

火をつけてとばした！自分がとばした紙風船が星のようになっていって本当にすごかった。

チンチャテバー！！！この感動一生忘れないと思う。もう、言葉を失うくらい感動した。早

朝まで続いた（らしい）飲み会も本当に楽しかった。KJSC49最高！ 
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河井知美 
 
 

2012年 2月 16日の KJSC49の日記を書かせていただきます。当時、関西学院大学 1年
の田中啓太と申します。ジョップマンです。 
この日は、なんといっても体調不良者がでました。日本人からはやっしーさん、韓国人か

らはコアラが病院に行ったはずです。後では、笑い話ですみますが、その当時はみんな 2
人をとても心配してました。ちなみに僕も、なんか吐き気がありました（笑）。 
では、ここからは KJのしおりをみながら、自分の記憶をたどっていこうと思います。 
この日は、荷物を全部まとめてソウルのホテルを出発しました。そして、ドラマの「冬のソ

ナタ」のロケ地のナミ島へ向けて、たぶんバスで 2 時間ぐらい移動しました。そして、バ
スを降りて、まず昼食になりました。鉄板焼きで、トッポギと野菜を炒めた辛い料理を食べ

ました。 
昼食後に、ナミ島へ行くためには船に乗らなければならなかったので、船に乗りました。

このとき、僕は薄着でいったのでめっちゃ寒くて後悔しました。 
船から降りナミ島に着き、ミッションゲームをしました。いろんな写真を撮ったりしました。

韓国人のコミのユンジョンが走るのが早くてすごかった記憶があります。ちなみに、ユンジ

ョンは女の子です。まぁ、まとめると楽しかったです。 
次に、また船に乗りました。船に乗りながら、日本人の山口ひろまさとまずい缶コーヒー

を飲みながら、人前でいちゃついていた韓国人のカップルを見て、なんかすごいな的な話を

していたのを覚えています。けど、ほんまにすごかったです。 
で、またバスに乗り、ホテルへ向かいました。この日が最後の宿泊でした。ホテルに着き、

人なつっこい犬とたわむれ、サムギョプサルをたべ、文化紹介でマルモリをおどり、逆文化

紹介で韓国人のパクちゃんから折りヅルの折り方を教えてもらい、お菓子を食べ、お酒を飲

み、ローリングペーパーを書きました。で、忘れかけていましたが、なんか韓国の文化で自

分の願いを書き空に風船のように飛ばす風燈をしました。きれいで、感動しました。で、寝

ました。 
今、振り返ると内容のこい一日でした。楽しかった。皆さんありがとう。 

田中啓太 
 
冬のソナタのロケ地はとにかく風が吹いててとても寒かった。池は氷が張って歩くことも

できた。雪だるまの出てくるシーンをドラマと同じように再現してみたり、楽しい写真をた

くさんとった。本物のリスにも遭遇した。ユンジョンちゃんを見つけて一緒に写真をとるミ

ッションでは、逃げまくるユンジョンちゃんをやっと見つけてやっとの思いで一緒に写真を

撮った。がしかし隙をつかれて一緒に撮った写真をユンジョンちゃんに削除されていたこと

に気付き、もう一度とるはめになったり。寒かったけど遊んで楽しかった。夜の文化紹介で、
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兵役中の人のご飯の作り方や手軽さに驚いた。皆で練習して踊ったマルモリのダンス、楽し

んでくれたかな。韓国メンバーの伝統的な扇子を使った踊りも面白かった。準備で時間のな

い中練習してくれていたことが伝わってきた。願いを書いて飛ばした皆の風燈が、天の川み

たいに飛んで本当に綺麗だった。皆の願いが叶いますように。疲れていても寒くても気遣か

ってくれたコミの皆、笑顔にさせてくれた周りの皆に本当に感謝です。 
今脇有美 

 
 
	 今日は、ソウルを離れ春川に行きました。まずは冬のソナタのロケ地の島へ行きました。 
グループでのミッションゲームで、ジャンピング・ショットやセクシー・ショットなど様々

なポーズを撮影して、冬ソナの二人の気分を楽しみました。 
そのあと、ペンションのような宿泊所へ行き、みんなでバーベキュー(焼き肉?)をしまし

た。韓国の子たちが焼いてくれたお肉は、格別においしかったです!! 
そして、待ちに待ったカルチャー＆スイーツパーティー。私も文化紹介係だったので、緊

張も高まっていました。日本人のみんなと、「マルマル・モリモリ」をこっそり練習して、

披露したあと韓国のみんなと一緒に踊った時は、めちゃくちゃ楽しかったです! 
夜は更け、願いを書いた気球のような紙風船を飛ばすことに…。 

私は欲深く、make more friends/world peace/stay healthy/dreams come trueなどなどた
くさん書いた気がします…。笑	 空にぽつぽつと輝くオレンジの灯りの美しさは、「チンチ

ャ、テバ!!!」 
この日は最終日前日で、しかも寒さもひどくなり体調を崩した人も、韓国側も日本側にも

何人かいて心配しましたが、何とか皆日本に帰れてよかったです。 
一番交流したな、と思える一日でした。 

三宅優子 
 
 
 
 
 

2 月 17 日  
KJSC 6 日目  

 
2月 17日 KJSC49の最終日でした。 
	 最終日はソウル大学への移動から始まりました。朝はとても寒い上に前日から朝まで飲み

会をしていたので、起きるのがとてもつらかったです。 
	 最終日という事で、「もう最後の日なのか、寂しいなという感じになってきました。」 
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	 バスに乗って、もちろんの様に爆睡しました。寝ている間あっというまに到着しました。

もう少し寝てたかったなあって感じでありました。 
	 バスを降りたら、少しは暖かくなっているだろうと思っていたがとてもさむかった。そし

て、2回目のソウル大学でしたが、やっぱりデカイ学校やわあと思いました。 
	 予定に入っていた finishing the discussionと presentationが行われませんでした。ちょ
っと機械の不備と飛行機での帰国の時間によってこれらが行われなくなりました。私的には

１週間成果発表をしっかりと行いたいと思っていましたが、そういう事情なら仕方ない思い、

最後に終わり方が少しグダグダになってしまったなあと思い残念でした。 
今後も今まで話し合った「韓国」と「日本」の流行の違いの意見交換で得た知識を通して、

これからの私の進路等に生かしていきたいと思います。 
	 私が日記を担当するこの日は KJSC の最終日でした。私自身、みんなと離れる直前まで
これで最終日という実感はありませんでした。みんなが順番に少しずつ日本に帰って行って

しまう時は、とても寂しくなって、もう終わりが近づいているのだなと実感がわいてきまし

た。韓国人メンバーと日本人メンバーが別れる時に泣いている人も居て、とてもつらい感じ

でした。 
	 この KJSC49 に参加して思った事は、僕は英語が苦手だったので始めは不安がいっぱい
でしたが、最終日になって楽しく自分のためにもなったと思い参加してよかったです。 

津田大地 
 
 

前日の飲み会や遅くまでローリングペーパーを書いていたこともあり、みんな起床時間が

遅く、スケジュールもそれに合わせてました。起きてすぐ出発するから荷物をすぐまとめて

と言われ大急ぎで荷物をまとめました。バスに乗り込み出発してからバスの中、みなさん昨

日のつかれで爆睡してた気がします。最後のプレゼンテーションを行うため目的地のソウル

大学へ行きました。ソウル大学までずいぶん遠いせいか長い時間バスに乗ってました。ソウ

ル大学到着(・へ・)この日のソウルは風もすこしあり、たしかマイナス 8度くらいの気温だ
ったため、ただ歩いてるだけなのに、真冬に自転車で全力疾走したなみに耳や手が冷たくな

って痛かったです。プレゼンテーションを行う教室に向かうまで、またもや階段が多く気合

いであがって行きました。KJ参加して思ったんですがソウルはとにかく階段が多い。道に
かんしては凹凸が激しくてバスに乗ってて立ってられなかったです。教室に到着し、昼食。

まさかプログラム最後の昼食がお弁当ｗｗ時間が押してるんだなーと思いつつ、弁当を食べ

ているとまさかの報告。プロジェクターが使えなくてプレゼンテーションができない。えっ

っ！！！？まじかよとか思いながら、どうすることもできないのでとりあえず向こうの支持

を待ちました。その時間もあり、もともと皆で航空券を取った組は、時間のつごうで早く抜

けなければいけなかったんですが、予定より時間がずいぶんずれたため、弁当を食べた後お

別れって感じになりました。あまりに突然すぎて、正直全く実感がわかず、呆然とその風景
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を眺めてました。別れたあともプレゼンテーションは行われずローリングペーパーと写真撮

影、雑談で終わりました。最後にコミへの感謝、ということで皆の寄せ書きをコミ一人一人

にわたしました(^^♪そのあと解散しました。ただ今回は最後がぐだりすぎたこともあり、
あまり感動という感じにはならなくてそのへん残念だったなと思いました。 

村上昇平 
 
 
今日もソウルの天気は晴れ。しかし天気とは裏腹に気候は日本では感じたことないほど寒

い。手袋を途中でなくしたのは痛かった。前日の飲み会の疲れもいえぬまま時は KJ最終日
を迎える。今回の EXの思い出に浸りながら食べる朝食も普段とはまた一味違う。これは寂
しさのせいなのか、いいえ、二日酔いのせいです ww あっという間に過ぎた１週間のプロ
グラムもこれが最後かと思うとソウルの空気さえも愛おしく感じる。朝食を食べ終わり、い

ざ最終目的地ソウル大学へみんなで移動。バスに揺られながら移動することもこれで最後だ

し、みんなとわいわい話せるのも最後だったがあまりの疲れのために車中のみんなは爆寝。

もったいないことをしたといまさらながらに後悔しています。けどここで出会えたみんなの

おかげで楽しい EXを体験できたし、なによりやっぱり私は人と人の出会いが大好きだと改
めて実感した。この EXでであったみんなにありがとうございました。さてソウル大学につ
いてまずはお昼ご飯。これが本当にみんなとの最後の食事。あのときのキムチの味はいまま

で食べた中で一番口に会わなかったから、まだ覚えている。本来なら昼ごはんのあとから各

テーブルでディスカッションの結果をプレゼンの時間がある予定だったが、今回時間が押し

ていたこともあり、まさかのプレゼン中止・・・今回最後のサプライズがまさかこんなとこ

ろであったとは誰が想像できただろうか、いや、おらんやろ！！！そこからはもうみんなの

ローリングペーパーを書いたり、だべったりと自由時間。けどやっぱり今回みんなのフライ

ト時間の関係もありお別れの時間が刻一刻とせまってきた。一人、また一人とどんどんと人

が減っていくのを最後までみないといけないのはかなり悲しかった。その中で一番に印象に

残っていたのはぐっちゃんが最後に泣いていた事。いつも話してもそんなにテンションが高

くないぐっちゃんがまさか最後の最後でないていたのを見たときはさすがに私も泣きそう

になった。今回時間がなくてプログラムの変更も結構あったし、体調不良者が結構出たりと

前回参加したトラジャの負けないほどいろいろあった KJSC.けど、初めて韓国に行き、そ
して初めてちゃんとプログラムを通して韓国の学生たちと国際交流ができた。英語はまった

くしゃべれなかったけど、それでもなんとかいけたしとても有意義だった。それだけでも自

分の中では収穫だったし、それに次につなげられるステップになった。本当に今回参加して

仲良くしていただいた皆さんにも感謝、そして韓国のコミ、参加者にも感謝。そしてなによ

り、やっしー、むらむらありがとう！！ 
儀間真和 
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ディスカッション  

 
今回 KJSC49では、日韓の「音楽」「ドラマ」の２つの文化についディスカッションを行い
ました。 
「音楽」では互いの国で流行っている音楽について話し、韓国でどのような音楽が人気なの

かを教えてもらいました。日本では AKB48などのアイドルグループが人気を誇っています
が、韓国では AKB自体を知っている人がおらず、驚きでした。また、アイドルの仕組みな
ども教えてもらいましたが、韓国は日本とちがいアイドルになるためには歌やダンスはもち

ろん、演技や MC もしっかりできないとアイドルとしてデビューできないことを教わり、
日本との違いを学ぶことが出来ました。 
	 「ドラマ」では日韓で最近放映された人気のドラマ、日本ドラマは「家政婦のミタ」、韓

国ドラマは「日を抱いている月」を鑑賞しました。「日を抱いている月」は歴史の恋愛もの

で、韓国では恋愛がないと全く視聴率がないそうです。逆に日本では歴史物はあまりなく、

時事問題を題材にしたものや漫画を原作にしているものが多いことがわかりました。また、

韓国で流行っている日本のドラマは「花より男子」「ごくせん」「のだめカンタービレ」など

の学園、恋愛物であり、やはり恋愛要素があるものが人気だそうです。こうしてみると、日

本では韓国で流行っているものとくらべて、比較的頭を使うものや考えさせられる社会風刺

を元にしているものが多く感じられました。しかし、このようなドラマが多いために恋愛系

のものが激減し、そのために恋愛要素を多く含む韓国ドラマが日本で人気をあげているので

はないか、と個人的に思いました。 
	 今回は最後のテーマまでディスカッションを行うことが出来ず、サマリー発表も出来ずに

終わってしましたが、上記で述べました２つのテーマについて違いや共通点を通して深く話

すことが出来たのでよかったと思います。 
梶山有希子 

 
 
	 皆さんこんにちは。日記でディスカッション担当の東京支部の大西弘修です。では早速今

回の KJSC49 で行ったディスカッションの内容について触れていきたいと思います。 
	 KJSC49のディスカッションのメインテーマは日本と韓国の『Trend』についてで、主に
音楽・ドラマ・ファッションの 3 つの流行についてディスカッションしました。これら 3
つの流行は非常に身近で、韓国と日本の相違点の発見にはとても良いテーマだと私自身感じ

ました。まず音楽についてのディスカッションでは、さらに細かい質問が用意されていまし

た。その中で一番印象に残った質問は、日本では K-pop ブームでたくさんの韓国のアーテ
ィストが有名になっているのに対して、なぜ韓国では日本のアーティストが有名ではないの

かという質問でした。その質問に対する答えは様々で、韓国ではフリーダウンロードがメジ
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ャーで日本の方が CDを出した際に売れやすいなど、なかなか興味深い答えが多数出てきま
した。しかし皆の共通見解としては、もっと日本のアーティストが韓国でもっと有名になっ

てほしいという気持ちでした。次はドラマについてのディスカッションで最初に日本と韓国

のドラマを実際に見てみて、それらについての特徴や相違点などについて話し合いました。

そこであがった日本のドラマの特徴としては、学園ドラマや家族ドラマが多いとのこと。こ

れに対して韓国のドラマの特徴は歴史ドラマが多く、なおかつその多くがラブストーリーだ

ということでした。このようなドラマにおける特徴からでも日韓の国民性の違いが分かるこ

とに非常に驚きました。最後にファッションについてディスカッションしました。これは実

際にミョンドンの町に繰り出して、日本人と韓国人のファッションの違いや似ている点につ

いて発見するというものでした。その結果、髪型の違いや、日本人はブーツなどを履いてい

るのに対して韓国人は圧倒的にスニーカーを履く人が多い、韓国人は大きな黒縁めがねを掛

けている人が多いけど、日本人は少ないといった様々な意見が出ました。 
	 私はこれら『Trend』についてのディスカッションを通して、似ているようで似ていない、
似ていないようで似ている日韓の文化について知識を深めることが出来ました。この経験を

活かして、これからも韓国人といい関係を保っていきたいと思います。 
大西弘修 
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フリーエッセイ	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
私が ISAに入ろうと思った理由、それがこの KJSCでした。普通の旅行ではできない、

韓国の学生との交流を含めたくさんのことができる。KJは学生交流だけでなく、英語が公
用語なため自分の英語力がよくわかる機会にもなりました。話したいことはたくさんあるの

に英語で伝えるのが難しい…！と、もどかしい思いをしたり。だからこそ、KJが終わった
今、英語を頑張ろう、次はもっとたくさん会話をしよう！と思います。KJは本当に素晴ら
しい経験でした。同じ 7 日間を過ごしたメンバーからたくさんのことを学びました。行く
前は不安と期待、両方あってむしろ不安の方が大きかったけれど、楽しくて充実した 7 日
間のあと帰国の時は別れが寂しく涙がとまりませんでした…！私は文章を書くのが苦手な

のですごく伝えにくいのですが、本当に本当に KJは私にとってすごく素晴らしい経験にな
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りました。細かくは書かないですが、今でもあの 7 日間のことは鮮明に覚えています。そ
して私は KJを終えてから物事に対する考え方が変わったんです。いかに自分が見てきた世
界が小さかったかよくわかったし、もっともっといろんなことを経験して視野を広げたいと

思っています。 
KJSCってこんなに素晴らしい経験ができるプログラムなんですね！ 

そんな素晴らしいプログラムをつくりあげてくれた韓国コミのみなさん、そしてメンバー全

員に感謝しています。7 日間お世話になりました！ありがとうございます！49thKJSC 最
高！！！ 

柴田侑希 
 
 
この KJSCでわたしはたくさんのことを学びました。中でも一番大きな発見は、言語等、

国の間の障壁を越えて、交流ができたことです。よく、「言語が違っても、人々はお互いに

心を通じ合うことができる」という言葉を聞きますが、今回私は、KJSCを通してそれを肌
で感じることができたと思います。 
また、わたしは仲間の絆や優しさも強く感じることもできました。このプログラム期間中

に体調を崩して、１日中ダウンしていた時のことです。多くの参加者の皆さんがわたしを心

配してくれました。特に韓国人参加者が心から心配してくれているのをみて、私は本当に嬉

しかったです。このことは忘れられません。 
韓国語もわからず、英語力も対していいわけではありませんが、KJSCに参加し、交流で

きたことは、私にとって大きな自信となりました。国際交流がいかに楽しいかわかったし、

今、ISA に入ってよかったと心から思っています。今後も様々なプログラムに参加し、た
くさんの人と交流することを通して、そこから多くのこと学びたいと思います。 

平木成美 
 
 
この KJSC49は私にとって初の韓国であり、初の ISAプログラムでしたが、毎日とても

充実していました。韓国の学生との交流はもちろん、韓国の街や食べ物や人など韓国の文化

を一気に感じれたことがとても印象的です。 
さらに、一緒に日本から行った他支部の人とは、最初からは考えられないくらい、とても

仲良くなれたのがうれしかったです。 
この一週間は私にとって、ただの旅行では絶対に得ることのできない一週間でした。 

普通の旅行では経験できないことをたくさんすることができました。 
 私が一番印象に残ったのはディスカッションです。 
ここで、自分の英語力のなさを実感しました。言いたいことはたくさんあるのに、韓国の学

生にうまく伝えられなかったのはとても悔しかったです。 
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このディスカッションは、もっとがんばろうという、自分のモチベーションを上げるきっ

かけにもなったと思います。これからもっといろいろな企画に参加し、いろいろな国にも行

ってみたいと思えるプログラムでした。 
堀川美穂 

 
 
初めてのプログラム、初めての韓国で本当にドキドキだった。韓国はいたるところで日本

語が飛び交っていて驚いた。テレビで見たことがあるソウルタワーや景福寺、三清洞や冬ソ

ナのロケ地、ソウル国際大学にも行くことができて本当にうれしかった。韓国料理も毎日本

当においしくて幸せだった。韓国はとても坂がきつくて毎日歩くのが大変だったけど、みん

なとわいわいしながら歩くのが楽しかった。言葉が通じなくても伝えようと思う気持ちが大

切だということを改めて実感させられた。ディスカッションをすることでますます日本と韓

国のつながりの強さを実感できたし、文化のよく似た 2 か国間の文化の違いも知ることが
できて勉強になった。日本の ISAの人たちとも初対面なのにすぐ仲良くなることができて、
一期一会って素敵だなって思った。ソウルタワーや景福寺に行って、とてもきれいでなんだ

か心が洗われた気分になった。また韓国に行きたい、またみんなに会いたい。日本に帰るの

がとても辛くなるくらいに韓国が好きになった。ISA が大好きになった。韓国は私のアナ
ザースカイ。笑 

河井知美 
 
 

KJSCは私が I.S.Aではじめに参加したいと思ったプログラムです。韓国に関連したプロ
グラムがあることは私にとってとても魅力的で、それがこの団体に入るひとつの動機となり、

一年前 I.S.A に入りました。そして念願の KJSC に参加することができ、今は幸せな気持
ちが心に残っています。私は行く前までは、様々なことを深く学ぼうと思っていました。し

かし実際 KJに参加して、その目的とは関係なしにもっと大事なことがあると気づきました。
学ぶことよりも先にただ仲間と笑い合うということ、今の瞬間を楽しむこと、そういった空

気を目一杯に感じることが当たり前のことであっても改めてそれが大事だと思いました。同

じように KJSC に参加していたメンバーと韓国のメンバーのひとりひとりの優しいところ
やおもしろいところなど、その他にも人のいろんな側面をたくさんみて、そのことが何より

もまず刺激のある経験でした。そして、私は帰国してこんなふうに振り返ることが出来たこ

とがとても幸せです。私は英語が大変苦手なので不安もありましたが、韓国のメンバーはそ

れを汲み取ってくれて尚、色んなことを話しかけてくれて本当に感激でした。私は行く前と

行った後では特に何が変わったかというのは目にはみえないけれど、実はとても大事なもの

を持って帰ってきたのだと実感しました。 
坂本花央理 
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ISA の良いところ、それはみんなすぐに仲良くなれるところだと、今回の KJSC49 で気
付いた。偏見を持たず、壁は作らず誰とでも積極的にコミュニケーションをとることができ

る力を私は ISA で身に付けたんだと感じた。初日で多くの人と初めてのコミュニケーショ
ンをとったけれど、みんなすぐに受け入れてくれて、本当に嬉しかった。４回生だから、気

を遣ってくれているのはすごく伝わった。それでも、敬遠せず、仲良くなろうと慕ってくれ

て、本当にありがとう。大学生活最後に、ISA のプログラムに参加しようと決心して良か
ったと本当に思う。何でも一生懸命に行動すること、団体行動でのリーダーシップ、相手を

思いやって行動すること、国籍は関係なく、本当に人のことを考えて行動することの大切さ

や難しさを学んだ。私は来月から社会人になる。でも全く怖くない。ISA でやってきたこ
とがあれば、辛いこともなんとか乗り越えていけると思っているから。KJSC49 を作り上
げてくれたコミの強い姿、見ていてとてもたくましかった。社会人になっても、自分の力を

最大限に発揮して、努力を惜しむようなことはしないことを、コミを見て誓った。貴重な時

間をありがとう。参加者一人一人に出会えて本当によかったし、嬉しかった。また会おうね。 
中野実香 

 
 

KJSC49に参加しました。私にとっては２回目の EX参加でしたが、韓国プログラムには
初めて参加しました。 
	 私は英語が苦手なので、ディスカッションもあるし、コミの人たちも高学歴という事もあ

って、当日を迎えるまでとても不安でした。でも、プログラムが始まれば不安もとれるだろ

うという考えもあった中オープニングを迎えました。 
	 始まってみれば、少しずつ不安も取れてきて、今まで以上が１週間楽しみに思えるように

なってきました。 
	 プログラム期間中に、全員と関わる事ができなかったのは残念でしたが、始めてあった会

った日本人メンバーや韓国人メンバーと仲良くなれて良かったと思います。 
	 韓国人メンバーとは、もっと色んな話をしたかったが、やはり言葉が壁になってしまった

気がします。聞き取れなかったり、話したい事があるのに何といえば良いのか分からない時

は、悔しい気持ちになりました。もっと英語が話すことが出来ればと思いました。 
	 僕と同じ様に、英語が苦手だから KJに参加しにくいと考えている人がいるのなら、不安
はあるだろうが勇気を持って参加して欲しいと思う。 
	 言葉だけでなくても、交流はできるという事を教えられたと思います。参加しようか迷っ

ていましたがこの KJに参加してやかったです。 
津田大地 
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参加する前は韓国人は日本人に対してあまりよくないイメージを持っているというイメ

ージで、少しですが恐れを感じていました。しかし交流してるときもそうですが、特にディ

スカッションで、”日本の文化に興味がある、もっと知りたい”という韓国人の声を沢山聞

き、韓国に親近感を抱けました。逆に、今まであまり KPOP に興味のなかった私も、色々
流行を教えてもらったおかげで、韓流ブームに花開いたようです。また、日本語を話せる韓

国人メンバーや、日本語を必死に覚えようとする韓国人メンバーを見て、今まで偏見を持っ

ていたことが少し恥ずかしくなりました。 
	 また、韓国の街を歩いたり、韓国人メンバーに話を聞いたりすると、韓国の経済発展をリ

アルに感じることができました！ケータイはスマホが当たり前、地下鉄でも電波はずっと立

ってるし、街中の電化製品はほとんどサムスンか LG。一番驚いたのは韓国の就活は４回生
の９月から始まるそうです！それだけ企業も活発に働いてるってことです＞＜かつては途

上国だった韓国の経済発展に、より一層興味を持つことができました！ 
	 また韓国人の男の子が軍隊に行かないといけない、ということを聞いて、寂しいと思う反

面、なぜ韓国がこのような厳しい軍事制度をとっているのか興味を持ちました。 
	 思い出すたびに戻りたくなるＫＪの日々。。皆と別れた後は本当に辛かったです。辛すぎ

て辛すぎて、参加しなければよかった。。。なーんてひとつも思いません！是非韓国で友達を

作って、また会える仲を築きましょう☆春休みを enjoyするにはオススメのプログラムです
♪ 

南井愛加 
 
 
まず、韓国の路上は日本と違い汚くてびっくりしました。いろいろたくさん落ちていて、

日本では屋台をする場合、許可がいるけど韓国はいらないのか、ありとあらゆる露店があり

ました。日本では露店なんかは、お祭りの時しか見かけないから、見てるだけで楽しかった

です。偽物のブランドを平気で売っていたけど、警察は取り締まったりしないのか不思議に

思いました。ＫＪに参加している韓国人メンバーは、ホスピタリティーが高くて感動しまし

た。日本人メンバーが楽しく快適に過ごせるようにたくさん努力してくれて、その一生懸命

さがすごく伝わりました！本当に嬉しかったです。自分は初めてのプログラムで、たくさん

不安もあったけど、日本人メンバーも、韓国人メンバーも明るくて素敵な子ばかりだったの

で楽しい一週間が過ごせました！でもやっぱり良いことばかりじゃなくて、連絡方法とか問

題点もあったと思います。自分は勉強会係でしたが、勉強会係は具体的に何をするのか？ホ

テルは私たちが予約するのか？など、勉強会係がするべき内容がよくわかっていなく、なか

なか仕事が進みませんでした。来年の勉強会係になった人には、困ることの内容にしっかり

引き継ぎをしたいなと思います。 
柳口加奈子 
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ＫＪＳＣを通して、あらためて他の国の人との交流の楽しさを感じました。私は一度修学

旅行で韓国に行ったことがありましたが、現地の人と話すという機会はほとんどありません

でした。しかし、この KJ中には、たくさんの人と話しができたし友達になることができま
した。やっぱり言語が違うので気持ちを伝えるのは難しかったりもしますが、伝えたい気持

ちがあれば伝わるのだというのにも気付けました。あと、伝わった時のうれしさはすごかっ

たです！でも、私の英語力が低いので、伝えたいことがうまく言えなくて悔しかったです。

なので英語もっと勉強したいなあとも思いました。そうすれば、もっと楽しく話をすること

ができるようになると思います。 
また、文化の違い、同じところも実感しました。街中を歩いていても、やはりファッショ

ンなどから日本人と韓国人はなんとなーく区別できました。また、好きな芸能人が同じだっ

たり似ているなあと感じることもありました。今日本は、韓流が流行っていたりするのでこ

れからどんどん関わりが強くなっていくのではないかと思いました。街中でも食器だったり、

交通だったりで違うところもたくさんありました。 
このプログラムに参加させていただいて何より自分の考え方というか、世界が広がりまし

た。これからも、いろんな国に行っていろんなことを感じたくさんの人と出会いたいです。 
清水啓子 

 
 
ＫＪに参加する前までは、本当に不安でいっぱいいっぱいでした！英語は苦手だし、韓国

の学生と仲良くなれるか、そして 1 週間も辛い韓国料理に耐えられるかどうか等々…(´・
ω・)でもＫＪを終えてみて思うことは、また韓国に行ってみんなと会いたいということだ
けです(^O^)！ 
私がＫＪで 1 番心に残っているのは、やはり韓国の学生と仲良くなれたことです！人見

知りで英語が苦手な私は、なかなか人に話しかけられずにいたんですが、そんな私にも分か

りやすい英語でゆっくりと話しかけてくれました！本当にその事が嬉しくてＫＪが日に日

に楽しくなっていきました＼(^^)／ 
ＫＪが終わったあとはアフターもしました。韓国はとりあえず物価がやすい！日本で買っ

たらけっこうな値段がするものも韓国で買えば本当に安いので、化粧品など買いまくりまし

た。あと韓国料理もものすごく美味しかったです(・∀・)♪値段の割にボリュームがあった
ので得した気分になりました(笑) 

1週間は長いなと思っていましたが、楽しい時間を過ごせたので、終わってみるとあっと
いうまでした！もっと韓国語、英語を勉強して次会うときは今回以上にコミュニケーション

がとれるようになりたいです＼(^^)／視野が広がる経験ができて、とてもいい思いでとなり
ました！ 
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藤岡知夏 
 
 
大学に入ってから英語の勉強は一切していません。英語の勉強を続ける理由もなく、熱意

も無く、継続して努力することが苦手な人間だからです。のくせに国際交流の団体に入って、

今回 KJSC に参加してしまいました。言葉が通じないのに何をするんだろうと、応募した
後もずっともやもやしており、結局そのまま韓国へ行きました。 
結論から言うと、カタコトでもそれなりに言いたいことは伝わります。確かに言葉が通じ

たほうが断然便利で、話も盛り上がりますが、言葉がコミュニケーションのすべてじゃない

のだと思うことができました。 
なるほどねこういうのを国際交流というのかな。。。よく分からないけれど。。。 

お隣の国やけど、言葉も食事もお酒の飲み方も全く違うし、もっと遠い国はどんなんやろな

と最近は空想にふけっております。日本に一番近い国に行って、そこに住んでいる人たちと

話せた（？）からこそ、より世界の広さを実感できた気がします。 
	 うんぬんかんぬんいう前になんせ楽しかったよー…自分はお酒にものすごく弱いことも

分かって本当によい経験になりました。でもちょっとは英語の勉強しようかなーと思います。 
おしまい。 

山口鮎美 
 
 
僕は、今回韓国へ初めて行き、いろんな事を経験しました。韓国人と言葉によるコミュニ

ケーションは難しかったですけど、楽しかったです。韓国人であだ名がコアラという子と夜

にこっそりホテルを抜け出してカップラーメンを買いに行ったりする、小さなことが楽しか

ったです。また、JKSCで出会った韓国人の友達のシン君とか、ギュソクや、ヒュン、コア
ラ、ギョンジンから、ジョップマンとかケイタとかって名前を覚えもらってたりして、嬉し

かったりしました。3 日ぐらい一緒に行動したトミーからは、ASC に来てとか言われ、行
きたくなりました。韓国人ってみんな優しくて、陽気で明るかったので、とても過ごしやす

かったです。全然、同じ世代の韓国人と交流することで、日本人の自分と違うと思うところ

も見つけられ、なかなか普通の旅行ではできないことができて良かったです。 
田中啓太 

 
 
最初は、初海外ということと英語での会話に多少の不安がありましたが、プログラムが始

まると不安はなくなり、逆に楽しみでいっぱいでした。正直、私は英語が得意ではないです

が、それでも必死に伝えようとすれば伝わるものであり会話ができることが楽しくなりまし

た。ＫＪＳＣではディスカッションの他にもソウルタワーやチムジルバンなどたくさんのと
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ころに行ったり、ミュージカルを鑑賞したりとても充実できました。 
諸事情により最後まで参加することが出来なかったのが心残りですがとても楽しく、充実

したプログラムでした。それもこれもコミの方々が頑張ってくれたおかげであり、皆様の協

力があったからこそできたものであると思っています。また、私の急な変更により多大なる

ご迷惑をおかけしたと思いますが、それに嫌な顔せず親切に対応して下さった方々にも感謝

しております。 
私はこのプログラムを通して私は韓国が好きになり、絶対また行きたいと思いました。ま

た、今後このプログラムを通して仲良くなった日本人、韓国人の方々とこれからも交流する

機会があればいいなと思っております。 
水澤亜里沙 

 
 
今回の KJSC49 は私にとって二回目の ISA プログラムへの参加でした。私は昨年 12 月

末に JKSC48 に参加し、今まで私が抱いていた韓国への既成概念が洗いざらい打ち砕かれ
ました。JKSC48 では偏見から正しい理解へと、そして今回の KJSC49 では正しい理解か
らもう一歩踏み込んだ本当の意味での国際理解を私自身の KJ目標としていました。KJを
終えた今現在、私はこの目標を達成できたと自分自身感じています。JK とは違い、KJ で
は実際に韓国で生活をし韓国の生の文化を肌で感じたことが、目標を達成できた大きな要因

だと思います。そしてなによりお互いの国の文化や国際理解をするためには、友人という存

在がものすごく重要であると、この KJを通して感じました。JKに参加していた韓国人の
友達とも再会することが出来、私の KJSC49 は彼らのおかげで非常に充実したものになり
ました。このようにプログラムを通して海外に出来た友達と再会できることが、ISA のプ
ログラムの最大の良さだと私は思います。私は昨年 11 月に ISA に入会し、この KJSC49
が二回目のプログラムでしたが、これから先もどんどんプログラムに参加し世界と繋がって

いきたいと感じることのできた 1週間でした。 
大西弘修 

 
 
私にとっては今回の KJSC49 は初めての韓国でした。皆が参加したビフォアーには幼児

で参加できず、オープニングセレモニーにも出遅れて馴染めるかすごく不安だったのですが

いざ到着すると日本人も、韓国人も暖かく迎えてくれてほっとしたのを覚えています。 
	 韓国での思い出といえばやはり食べ物です。どれも想像以上に辛く、最初は食べるのに時

間がかかりました。それでも一週間も韓国料理を食べていると味覚も慣れてくるようで最後

には特に問題なく食べられるようになりました。私は食べていませんが、「チャンポン」と

いう麺料理は特に辛かったようです。 
	 特に楽しかったのはチャンミンが教えてくれたゲームです。名前は特にないらしいのです
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が、喋りながらでも、歩きながらでもできるゲームなのですごく便利です。日本でもやりた

いのですが、あまり長続きしません。韓国での“ノリ”も大事だったのかと感じられました。 
	 初韓国でわけが分らない状態にも関わらず、コミや参加者みんなに助けられながらも素晴

らしい一週間を過ごせたと思います。KJSC48 に関わったすべての人に感謝の気持ちでい
っぱいです。また韓国に行って韓国メンバーに会いに行きたいと思います。 

梶山有希子 
 
 
この KJSC を終えて、私は学んだことがたくさんあります。その中でも「韓国人の人柄

の良さ」は一番思い出深いです。これから、ある一つのエピソードについて、紹介したいと

思います＾＾ 
これは、ビフォアの話になります＾＾ビフォアは、プサンで過ごしました。フェリーで大

阪から出発し、19 時間かけてプサンについたわけですが・・・。まずはホテルでチェック
インする必要があったため、地下鉄を使って西面駅までいかなければなりませんでした。し

かし、フェリーの国際ターミナルを出た今、地下鉄は一体どこなのか・・・。建物はハング

ルばかりで、日本語のガイドブックは役に立ちません；－；スーツケース重いし・・・。タ

クシーのおじちゃんはめっちゃ勧誘してくるし・・・！そんなとき、「何かお困りですか？」

という声が・・・(私)「地下鉄に乗って、西面に行きたいんです。」、「西面ですか。それな
ら一緒に行きましょう。」・・・日本語のできるおじいちゃんに助けてもらったのです。切符

の買い方、改札の入り方、全てその方に教わりました。電車の中でも、私たちが日本人だと

気付いたおばちゃんが、気を遣ってくれました。感謝、感謝・・・そして、西面駅に到着！

今度はホテルまでの道のりを・・・2人の親切な女性に助けてもらいました＾＾；一人は仕
事中にも関わらず、電話までしてくれたり・・。	 韓国に到着してからほんの数時間で、私

は韓国人の人柄の良さを知りました＾＾；本当に、お世話になりました。今度、韓国に行く

ときは、小さめのスーツケースで(改札通れない ww)、飛行機で行きたいと思います!!!笑 
高倉美幸 

 
 

Ex プログラムに参加するのは今回で 2 回目でした。昨年夏の ASC がよかったので、ぜ
ひ KJSC にも参加したいと考えていたので、選考されたときは喜びでいっぱいでした。し
かし、KJSCに参加することが決まってから、私の胸は、これからどんなことが起こるのだ
ろうという期待と、1日遅れてのソウル入りということで、メンバーと仲良くなれるのだろ
うかという不安でいっぱいでした。でも、ホステルに到着し、メンバーと対面したり ASC
のメンバーと再会したりするうちに不安は消え去りました。毎日いろんなところに観光へ出

かけ、毎日がとても充実していたので 6 日間はあっという間に過ぎてゆきました。飲み会
は、メンバーとより親しくなる良い機会なので毎晩したかったのですが、昼間がハードだっ
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たので、ほとんど夜はばたんきゅうでした。寝る間が本当に惜しかったです。お別れは本当

に辛かったです。でも、今回出会ったメンバーとは帰国して終わりではなく、これからもメ

ールや facebookなどで、交流を続けていきたいと思います。そして、またソウルで韓国人
メンバーと再会するその時までに、自分の気持ちをしっかりと伝えることが出来るようにも

っともっと一生懸命韓国語を勉強していこうと思います。この KJSC で経験したことは、
私にとって一生忘れる事の出来ない大切な想い出となりました。KJSCに参加して本当によ
かったです。メンバーのみんなありがとう！また会いましょう！ 

新田裕美 
 
 
	 私にとって KJSC は初プログラム、初海外でした。最初は何をすればいいのか全く分か
らなかったし、勉強会で日本人メンバーと会っても緊張して喋れなかったり… (わたしは人
見知りなんです！) こんなんで大丈夫かなあ？と、正直とても不安でした。 
	 でも実際にプログラムが始まると、みんなと仲良くなれたと思うし、毎日が楽しすぎて一

日一日過ぎるのがとても早かったです。みんなと出会えて本当にしあわせです！ 
	 韓国の人たちは、メンバーも一般の人もとても優しい人ばかりでした。道や、乗る電車が

分からなかったりして迷っていると必ず助けてくれました。どんだけ優しいのだろうと思い、

その優しさに感動しました。そして、とても勉強熱心なところ。尊敬するべき点が山ほどあ

りました。とりあえず、英語をがんばってみようと思います。 
	 KJSCはわたしにとって、今までで一番たのしかったと言っても過言ではないくらい、本
当に素敵な思い出です！みんなに感謝しています！ありがとうございました(^^) 

渡邉美都希 
初プログラムでした。コミのメンバーはたくさんの人数を引っ張っていくのは本当に大変

だったと思うし、疲れもひどかったはずなのに、いつも私たちを気遣い話かけ笑顔にし、楽

しませてくれたことに本当に感謝したいです。たくさん準備してくれていたこと本当に有り

難く思うし、だからこそ精一杯楽しもうと思って楽しんだ。自分の英語力のなさ、勇気のな

さから、あまりお話ができなかったことは本当に大きな悔い。会話のための英語力の必要性

を本当に強く感じた。人見知りで、自分から話しかけに行くことができなくて日本人メンバ

ーでもあまりお話できなかった人がいることも反省しなければいけない点。コミュニケーシ

ョンを大切にして楽しむことが大事だと感じた。 
今脇有美 

 
 
今回の KJで韓国へ行くのは二度目となった。前回の ASCが自分自身で海外に行ったの

は初だが、全てが衝撃だった。普段日本に居ては体験できないことだらけでボーっとする暇

もないものであった。自身これを書いているのはおよそ二か月後であるが、今でも記憶に強
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く残っている。 
今回はコミの人たちがソウル大学の人たちというのは正直つくまで知らなかった笑	 そ

してそれが日本でいう東大的な位置にいることも、そしてそれを知ったのちに ISA って団
体は何者だ？と少し自分の所属している団体にビビっていたのも今でも覚えている。実際に

会って話してみれば同じ人間だし、学歴なんて関係ないというのは ISA の日本のみんなに
会ってみんな楽しい人であると思っているところからあまり学歴コンプはないつもりだっ

たが、はじめはほんとにビビっていた。でも実際に話してみればソウル大学の人にもいい意

味のバカな人もいるってわかった。今回は本当に学歴コンプが消え去っていった気がした。

今回成長したことにはこれも含まれるんじゃないかと思う。人を色々な環境で区別する考え

が減ったのだから。 
自分はまだプログラムは韓国の２つしか行ってないが、それでも海外は海外なので色々普

通に過ごしていては分からないことを知ることができる。自分の目標は、敬うべきは敬うの

だが、だれでも対等に接することができる人になりたい。今以上に。人間として成長できる

可能性を無限に秘めてる ISA という団体は一体何者だろう？と、これを書いててもう一度
思った。 
具体的な向こうでの内容には触れられなかったが、書きたいように書かせてもらったので

とても書いてて楽しかった。では終わります。 
関本望 

 
 

KJは、一言で言うと本当に濃い一週間でした!!!ソウルタワー、歴史的なスポットでのミ
ッションゲーム、チムジルバン(サウナ)、ソウル大学、ディスカッション、バレンタインパ
ーティー、冬ソナのロケ地、フェアウェルパーティーなど… 
一日目から最終日まで、やりたかったこと以上のことができたと思います。 

こんなにたくさんのサプライズを用意してくれたコミの皆さんにとても感謝しています。 
そして、私の英語力の乏しさにも心配していましたが、ディスカッションでは周りの日本

人に助けてもらったし、お互いネイティブではないので余計にコミュニケーションがとりや

すかったように思います。 
たくさんの思い出を、たくさんの仲間と作ることができてうれしかったです。幸せな時間

を過ごせたことに感謝しています。みんな、ありがとう＼(^O^)／! 
三宅優子 

 
 

KJが終わって感じたことは、、、楽しかった＼(^o^)／１週間が一瞬で終わった！っていう
二言につきます！わたしは一回生の ASC への参加に続いて、２回目の韓国プログラム参
加！個人的には韓国人メンバーといっぱいお喋りできたり、もちろん日本人メンバーとビー
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ル、ソジュ飲んでわいわいしたり、辛い食べ物に免疫ついたりしたのが良い思い出です。で

も２回生、プログラム経験者として１回生にあんまり気を配ってあげれなかったのが反省か

な…(>_<) 
プログラムは１週間だけど、とても１週間とは思えないぐらい濃い日々を過ごせて、KJ

に参加してよかったと思います！KJに参加して出会えた韓国人メンバーはもちろん、日本
人メンバー！！本当にありがとーっ＼(^o^)／ 
Special Thanks!!:*) 

五反田理那 
 
 
～得るものいっぱい KJSC～ 
近くて遠い国、それが韓国だと KJSC を通して一層実感させられました。私たち日本人学
生にとってそれが一番実感できたの、は韓国の学生の「勉強に対する熱意」とそれに対する

「社会の対応」ですね。韓国はかなり厳しい学歴社会として有名である様に、名門大学を卒

業、または海外での長期留学経験がないとスムーズに就職するのは厳しいそうだ。実際、ア

メリカやフィリピンに行ってみると、アジア圏から来た留学生の中でも韓国人がダントツで

高い割合を占めていた。日本の大学は人生最後の夏休みと言われる様な状態…隣の国韓国か

ら見習うべき点は多くあると思えた。今後の目標につながるステップとなった、得るものい

っぱいの KJSCでした＼(^o^)／ 
得たものといえば人との出会いが一番のお土産ですよね！ISA に入らなかったら、海外に
出ていかなかったら絶対に会えなかった人達との貴重な出会い沢山ありました！秀才ばっ

かしのソウル大学といえども同じ大学生、恋愛であったり趣味であったり、通じ合う点がい

っぱいあって嬉しかったですね！でも何より日本人メンバーと出会えてよかったぁ～人数

多すぎてどうなるかと思ったけど、みんな一人一人濃いキャラばっかりで毎日笑って楽しか

った！KJSCを通して私と関わってくれた全ての人へ…＼(^３^)／사랑해♥ 
佐久間静香 

 
 
「流行を越えて」	 ＫＪＳＣの６日間を振り返ると、トラブルもあったけれどすべてが本当

に忘れられない思い出になりました。今回のディスカッションの topicは`Trend of Japan 
and Korea’で、最初はやりやすい内容だと思っていました。しかし、実際英語で流行につ
いてディスカッションするのは難しく、最初はかなり簡素な意見しか述べられませんでした。

わたしは韓国がもともと好きで、韓国の音楽、ファッション、ドラマなどにはかなり精通し

ていると自負していましたが、日本と比べてどうなのか、どうして日本で韓国ブームが起こ

っているのに韓国では日本ブームにならないのかについて具体的に考え話し合うのは苦労

しました。このディスカッションでは韓国と日本の流行についてでしたが、自分の国をみつ
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めなおすきっかけになるだけではなく、相手国の「今」を知ろうとする、とても良い機会に

なったと思います。流行について相互理解することでその国の良さを改めて知ることができ

ました。個人的には、ディスカッションする場所がホテルだったり、ソウル大の教室でドラ

マをみた後だったり、ミョンドンの街中だったり、さまざまな場所で行うようにスケジュー

リングされていたので、さまざまな角度で考えることができ、楽しかったです。ディスカッ

ションが苦手な人でも話しやすい環境を与えてくれた KJSC コミ、特にヨンファには心か
ら感謝します！ありがとう（*^_^*） 

伊佐優那 
 
 
	 私が今回書きたいのは韓国の学生のことについてです。 
韓国では学歴社会の風習が日本と同様又はそれ以上に強く、韓国の学生は大変な受験期間を

過ごします。その為、自分の専攻科目を選ぶ際にはたいていの学生が自分に夢を叶える為に

必要な学問を選んでいました。 
つまり、在学中に夢を決める昨今の日本の大学生とは違い、高等教育の際に明確なヴィジ

ョンを持って勉強を初め、受験を乗り越えるのです。 
それが私の出会った韓国の大学生でした。自分の大学での過ごし方に大きな疑問を抱いた

のは彼らとであってからです。 
	 次に韓国の学生の男性について書きたいと思います。 
個人的な感想になってしまいますが、兵役義務を満了した学生は本当に男らしく、自制心が

強い男になっていると思いました。 
彼らに聞いた話では、やはり兵役は自殺者が出るほどの地獄のトレーニングだそうです。

先輩は鬼のように彼らを叱りつける、トレーニングがハードで毎日が地獄と聞きました。そ

れだけの経験を２年間も続けているせいか、やはり彼らは同じ年ですが人としては私の何歳

も上の人ではないかと感じました。 
	 最後に、韓国と日本の距離としてはそう遠くはありません。 
しかし、文化だけとってもこれだけ大きな違いがあります。 
やはり海外と日本の文化の違いに対する興味は尽きる事を知りません。 

八嶋勇人 


