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互いのことばを学ぶ日韓の中高生が、
韓国・ソウルで合宿生活を送りながら、
K-POP ダンスをテーマに交流します。
回を経るごとに参加希望者が増え続け、
2017 年度は日韓ともに募集人数の
10 倍を超える応募がありました。
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もやもやしたこと

ん？ と思ったこと

６

回めを迎えた「SEOUL でダ
ンス・ダンス・ダンス」
。韓
国語を学ぶ日本の中高生 20 名と
日本語を学ぶ韓国の中高生 19 名

日本のメンバーとすれ違うた
びに「大丈夫？」と聞かれた。

「日本人はあきらめな
くてすごいね」と言わ
れ、文化の違いだと気
づいた。

表情が悪いと、みんな
が気にしてくれている
ことがわかり、明るく
積極的な姿を見せよう
と努力した。

目標達成度

決め、発表会に向けて練習をしま
すが、チームにはダンスが得意な
子もいれば、苦手な子もいたり、
日本語・韓国語で思っていること
を伝えられなかったり……。時に
は意見が衝突し、険悪ムードにな
ることも。そんななかで参加者た
ちは、互いの個性の違い、コミュ

真陽（高２）

80%

ミンソ（高３）

80%

「変わった」「成長した」 これからの
と思うこと
自分のための３箇条

視野が広がった。同じ中
高生でも、こんなに自分
と違うんだ、と気づいて、
もっとたくさんのことを
知りたいと思った。

日本のメンバーからの意
見で、自分のことを客観
的に見ることができるよ
うになり、成長のきっか
けになった。

①笑顔を大切に
②今見えているものが
すべてじゃない
③もっとたくさんの
世界を見ていく

わからなかったこと

①積極的になる
②感情表現を豊かにする
③正直になる

韓国語で伝えようとしたけど、
韓国語がわからなかった。

▼

韓国の子で、日本語が
よくわかる子に聞い
た。

目標達成度

がってきました。

未幸喜（中３）

「変わった」「成長した」
と思うこと

もやもやしたこと
日本のみんなは、「大丈夫」と
言いながら、本当の気持ちを
隠している気がした。

▼

目標達成度

ヨンス（高 3）

表情をよく見て、みん
なの顔色が晴れるま
でいろんな意見を出し
た。

最初は自分の意見は言え
なかったが、ダンスの練
習を通して、自分は何を
したいか、はっきりと伝
えられるようになった。

わからなかったこと
韓国語がわからない ……

60%

▼

これからの

自分のための３箇条

①自分の考えをちゃんと
伝えること
②自信をもつこと
③わかったフリを
しないこと！

目標達成度

優雅（高２）

日本語を簡単にして話
し て み た り、 英 語 や
ジェスチャー、翻訳機
を使って会話したりし
た。

70%

「変わった」「成長した」 これからの
と思うこと
自分のための３箇条
ダンスに対する意識が変
わり、成長できた。周り
との協力の仕方やダンス
が苦手な子への教え方が
変わった。

①自分から行動する
②明るく笑顔で接する
③相手の気持ちになって
考える

80%

2017 年度事業データ

前研修）、韓国・ソウル、主催：秀林文化財団、
TJF、実施：秀林外語専門学校、韓国日本語教育
研究会、TJF、協力：高等学校韓国朝鮮語教育ネッ
トワーク、輸送協力：ANA、後援：国際交流基
金ソウル日本文化センター、引率教師：6 名（看
護師含む）、参加者：韓国語を学ぶ日本の中高生
20 名、日本語を学ぶ韓国の中高生 19 名

目標達成度

「変わった」
「成長した」 これからの
と思うこと
自分のための３箇条

ニケーションをとることの難しさ
に気づきますが、なんとかしよう
と工夫します。
振り返りシートを見ると、参加
者が自分で立てた目標の達成率
は平均 80 パーセント。自分たち
のもてる力を総動員してコミュニ
ケーションを図る姿が浮かび上

SEOUL でダンス ･ ダンス ･ ダンス 2017
期間：8 /6（日）〜 8 /11（金）
、場所：東京（事

▼

▼

が、韓国・ソウルで 5 日間一緒に

生活しながら、日韓混成６チーム
に分かれて、コピーダンスの練習
に励みます。
各チーム、自分たちで踊る曲を

韓国人の子が振りつけができ
ないとすぐにあきらめた。

「変わった」
「成長した」 これからの
と思うこと
自分のための３箇条
ダンスでチームの足を
引っ張り落ち込んだけ
ど、仲間の頑張る姿を見
て、力をあわせることの
大切さを学んだ。

①日本語レベルを上げる
②相手のことを配慮し、
相手をほめる
③任されたことは最善を
尽くしてやりきる

CoReCa 2017-2018

今、何してる !?

̶̶ プログラム参加者のその後
齋藤宣世さん

▲

▲

第 2 回に参加

ソ ユンジュさん
第５回に参加

昨年、大学を中退して韓国に渡り、K-POP グルー

今、明治大学の国際日本学科で勉強しています。も

プのバックダンサーをやっています。5 年前高校 1 年

ともと、日本観光プランナーになりたいと思っていた

生のときに参加した DDD が大きなステップになりま

のですが、高校２年生で DDD に参加したときに、ルー

した。チームでダンス経験者はぼくと韓国のもう 1 人

ムメイトと進路や大学の話になり、日本の大学で学ぶ

だけ。2 人でいろいろな曲のダンスを見ては、みんな

ことに興味をもちました。日本語の勉強は大変でした

が踊れる曲を考えたり、振りつけを変えたり……。お

が、DDD の仲間に志望校が同じ日本の子がいたので、

互いにことばがわからず、身ぶり手ぶりで必死でコ

一緒に学ぶ日を夢見て頑張りました。東京での新生活、

ミュニケーションしました。もっと話がしたくてその

自分の日本像や日本人像と違う、新たな発見の数々が

後韓国語を勉強するようになりました。何よりも友だ

楽しい毎日です。また、これまで私は日韓関係にだけ

ちができたことで、韓国に何回も行って一緒に遊びま

関心をもっていましたが、大学で各国からの留学生と

した。そうするうちに、韓国だけでなく、ダンサーに

出会い、広く学ぶようになったことで、世界各国と日

なる夢もどんどん近づいてきました。夢は、なりたいっ

本の関係に興味の範囲が広がりました。国際的な視野

て周りに言い続けることでかなうのです。

で日本を捉え直していこうと思います。

SEOULで
ダンス・ダンス・ダンス 2018
2018 年 度 も 8 月 7 日 か ら 12 日 ま で、 日 本 20 名、
韓国 20 名、計 40 名が 6 チームに分かれてダンスを
通じて交流しました。

2018 年 参加者のつぶやき
私たちの部屋だけで通じることばができた。6 人で日本語と
韓国語を交えながら話していたとき、ヨヌちゃんが「カムチャ

次回は 2019 年春 募集開始！
！
自分だけで（学校を通さず）応募ＯＫ！
韓国語をしゃべれなくたってＯＫ！
ダンスは練習すればいい！！
募集情報は下のウェブページでお知らせしています。

ギヤって日本語では何て言うの？」と聞いてきた。
「びっくりした、だよ」と答えたら、
「みっくらじ？」と聞き
間違った。みっくらじは「どじょう」のこと。でも、それ以来、
びっくりしたときには、みんなで「みっくらじ〜」
。

2018 年 担当者のつぶやき
今年の DDD は、金熙秀（キムヒス）記念秀林アートセンター
のホールを会場に。
「えっ、ここでやるの⁉」と真剣にならざ
るをえないステージを用意しました。会場に足を運んでくれ

ソウルで
ダンス
ダンス
ダンス

たプログラム OG・OB から「うあっ、すごい……」
「えっ、ず
るいー！」
。この声が聞こえてきたとき、ひとりステージの隅
でほくそ笑んでいたのが私です。
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