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1. 概要 

 東アジア数カ国の高校生（約220名）によ

る討論会。2017年度テーマはNews Me-

diaで、共通言語は英語。3ヶ月間にわたって

テーマに関するリサーチを行い、予稿の作成、

プレゼンテーションの準備を行う。7月中旬に

日本の5校間でプレゼンテーション（前哨

戦）を行うことで論題への理解を深めるととも

にプレゼンテーションの技術を磨く。ソウルに

入ってからは、主催側のハナ（韓亜）高校

生との文化交流を通じて韓国の文化にたい

する理解を深め、あわせて東アジア各国の高

校生とのネットワークを作る。  

 

2. 期間 

 準備期間 2017年4月～7月 

 開催期間 2017年7月17日～21日 

 

3. 主催者・会場・宿泊 

 韓国ソウル ハナ（韓亜）高校  

 宿泊はハナ（韓亜）高校内学生寮 

 

4. 5校の参加者 

 鷗友学園高等学校 

  2年 リー 珠里 

  1年 後藤 ちひろ 

  1年 小林 透子 

  2年 小倉 玲絵 

  1年 宇佐見 紗希 

  1年 須田 わか子 

  1年 黒川 葵 

  1年 小林 春奈 

  1年 室橋 慶子 

 筑波大学附属高等学校 

  2年 小林 俊介 

  2年 ケリー 真理香 

  2年 裵 美玲 

 早稲田大学本庄高等学院 

  3年 柴田 亮輔 

  3年 藤井優実 

  2年 遠藤 竜仁 

  2年 笠原 栞奈 

  2年 清水 玲奈 

  2年 矢崎 るゐ 

  2年 飯塚 健杜 

 早稲田大学高等学院 

  3年 岡田 匡崇 
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学院のプレゼンター（上） 

本庄学院のプレゼンター（下） 

ハナ（韓亜）高校校長（上） 

文化交流（下） 

  3年 深井 大智 

  1年 清水 怜旺 

  2年 長南 直弥 

  1年 重山 純平 

  3年 蓮沼 宏大 

  1年 渡辺 航大 

  2年 胡 晨陽 

  3年 岩永 吉祥 

  2年 曽我部 陽哉 

  3年 比留間 礼音 

 海陽中等教育学校 

  2年 坂本 雄大 

  2年 杉村 俊介 

  2年 山本 康太 

  2年 市橋 和真 

  2年 羽田 樹 

  2年 坂 幸汰 

  1年 安藤 憲佑 

  1年 土川 優理   

  1年 木村 俊博 

4. 5校の引率者 

 鷗友学園高等学校 

  柏 いずみ 

  大井 正智   

 筑波大学附属高等学校 

  熊田 亘 

  河野 雅昭 

 早稲田大学本庄高等学院 

  Matthew George 

 早稲田大学高等学院 

  榊  哲 

  久安 のぞみ 

  榎本 隆之 

 海陽中等教育学校 

  原 和輝 

5. スケジュール 

 2017年3月～5月 

  募集要項・テーマ発表 

  プレゼンチーム応募 proposal提出 

  proposalの選考結果発表 

 2017年6月 

  リサーチペーパー（予稿）提出 

  4校顔合わせ・各チームのテーマ紹介 

 2017年7月13日 

  4校合同前哨戦（プレゼン予行） 

 2017年7月17日～21日 

  シンポジウム開催（韓国ソウル） 



 

 

中庭 左側に教室棟  

食堂では朝昼晩3食が提供される 
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講堂外観（上） 

講堂エントランス（下） 

講堂ステージ（上） 

正門前広場（下） 



 

 

学院のプレゼンター 

（各チーム20分のプレゼン＋質疑応答30分）×3チーム+もう一度全体で質疑応答20分＝1セッ

ション2時間半。セッションは2日間（3日目・4日目）にわたり3回行われる。 

メイン会場（講堂）で開会式・閉会式が行われる（2日目・4日目） 

海陽学園のプレゼンター 

鷗友学園のプレゼンター（上） 

筑波大附のプレゼンター（下） 
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Cultural Exchange Program （4日目） 

Welcome Party 韓亜（ハナ）高生によるテコンド演舞（1日目夜） 

デザートのサービス 

共通言語は英語 
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町に繰り出して焼肉店へ 

食堂（ハナ高校）で朝・昼・晩の3食が提供される（ハナ高校は全寮制） 

メニューには必ずキムチが（上） 

焼肉店へ（下） 

ハナ高生と学院の参加者（上） 

本庄の参加者（下） 
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ソウルの仁寺洞（インサドン）にて（2日目） 

漢河（ハンガン）のほとりでミッションをクリア（2日目） 

チームカラーのブレスレット（上） 

漢河沿いの公園で夕食（下） 

Page 7 韓亜（ハナ）高校 第8回国際シンポジウム  

カフェでソルビン（上） 

漢河のオブジェ（下） 



 

 

Cultural Exchange Program 海陽学園（4日目） 

韓亜（ハナ）高校生によるパフォーマンス（4日目） 

鴎友学園（上） 

本庄学院（下） 

筑波大附（上） 

韓亜（ハナ）高校（下） 
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4校の参加者（帰路、金浦空港で）（海陽学園はインチョン空港利用のため含まれていません） 

4校の参加者（往路、羽田空港で）（海陽学園は中部国際空港利用のため含まれていません） 

鷗友学園の参加者（上） 

筑波大附の参加者（下） 

学院の参加者（上） 

本庄学院の参加者（下） 
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1  

リー 珠里   

鷗友学園女子高等学校 2年 

 

◆応募動機 

私がこのシンポジウムに応募しようと思った理由は主に2つあ

る。まず、一昨年の早稲田学院で行われたシンポジウムのプ

レゼンを聞き触発されて以来、英語でのプレゼンを通して意

見を伝えることに興味を持ったからだ。ハナ高校国際シンポ

ジウムでは、他国からの留学生たちと交流するのみならず、

英語でプレゼンをするという機会も与えられているのでプレ

ゼンスキルを磨く絶好のチャンスである。2つ目は、去年参加

して是非また行きたい、そしてプレゼンのスキル等去年より磨

きをかけたいという気持ちがあった。実際に参加してみて、

去年同様、ハナ生の勉強の意識の高さ、外国、特に香港か

らの留学生たちの英語力の高さに刺激を受け、また日本文

化も発信できて、とても貴重な経験ができたと思う。 

 

◆プレゼンテーション 

シンポジウムでのプレゼンにあたり、私は主に2つのことを気

に留めながら準備を進め、プレゼンに臨んだ。1つ目は聞き

手にわかりやすいようにイントネーションに気を配ることだっ

た。私は、今まで何度か英語でプレゼンを聞く経験があった

が、英語力の問題もあるせいか、理解に苦しむことがあっ

た。そのため、少しでも非ネイティヴスピーカーにプレゼンの

内容が伝わるように、重要な単語をわざとゆっくり言ってみた

り、文章を読むときのイントネーションに気をつけたりしながら

プレゼンを行った。このポイントを英語の発音よりも重要視し

ていた。2つ目は、質疑応答だ。去年は、質問者の問いかけ

た質問を英語で全て理解することが難しく、何度も聞き返し

たり、つまずいたりした。そのため、質疑応答に関しては自信

を持って答えられるようにしようと心に決め、質疑応答のため

に資料集めに去年より力を入れた。以上のことを念頭に置き

ながらチームメンバーと協力しながら繰り返し練習し、準備を

万全に行った結果、満足のいくプレゼンに仕上がった。緊張

せずに、自信を持って質問に答えることができ、また質問を

聞き返すことなく、円滑に質疑応答を行えたと思う。 

 

◆ホームステイ 

4日目の夜に、ルームメイトの1人のハナ生の家にホームステ

イに行った。ホストファミリー宅に行きホストシスターと楽しく会

話をした後、ハナの制服と鷗友の制服を交換し、出かけた。

夕食には冷麺を食べたが、日本で食べるよりも300円ほど安

く、お得な感じがした。その後、カラオケに行きプリクラを撮っ

た。カラオケではコインカラオケというのに行った。日本では

時間ごとに料金が取られるが、韓国では曲数ごとに料金が

決められており、料金も日本のカラオケよりも格安だった。韓

国のプリクラは、日本と較べると画質も悪く十年くらい前のプ

リクラのようで料金も高かった。ホストシスターの両親は日本

語や英語は喋れず、韓国語でのコミュニケーションとなった

が、ジェスチャーや片言の韓国語を交えてのコミュニケーショ

ンで何の支障もなかった。互いの言語が理解できなくてもコ

ミュニケーションをしようとする意欲があれば、意思疎通が図

れるということを学んだ。また、ホストファミリーは全員暖かく、

居心地が良く大変良い思い出を作ることができた。 

最後に、このような貴重な機会を与えてくださった全ての

方々に感謝をしたいです。このシンポジウムを悔いなく終わ

らせることができました。本当にありがとうございました。 

 

 

2  

後藤 ちひろ  

鷗友学園女子高等学校 1年 

◆志望動機、選考 

他の国際プログラムに参加したいと思っていたが、1月中旬

に行われた説明会で、このシンポジウムに興味をもった。世

界中の同世代と私の意見を共有してみたいまた、進路選択

の参考に将来のビションを聞いてみたいと強く感じ応募し

た。選考ではミニプレゼンや面接など沢山の力を試される課

題が与えられた。人に分かりやすく簡潔に伝えることが苦手

な私はどの課題もこなすことが大変だった。そのなかでも貫

き通したことは自分らしさだ。皆と違う話題を使ってみたり面

接では身振り手振りを用いたりして表現した。何か自分にし

かないものを取り入れることはシンポジウムという場で相手に

伝える、印象を残すという点において非常に大切なことだと

思う。 

◆準備期間 

3月半ばからチームごとに集まりシンポジウムに向けての準備

が始まった。まずはプロポーザルの提出という課題があたえ

られた。資料集めからはじまり、トピック決めなど3人で沢山話

し合いを重ね内容を整理してはまた話し合うという作業を何

度も繰り返した。プロポーザルの提出を終え、ファイナルペー

パーとプレゼンの準備に取り掛かった。2000ワードというとて

つもない量の文章を書くことが初めてだったわたしは、とても

不安な気持ちでいっぱいだったが、具体的な自分たちの提

案を少しずつ文章にしていきファイナルペーパーが出来上

がったときは何ものにもかえがたい達成感を感じた。プレゼン

制作では聞き手に分かりやすく伝わるよう図を入れるなどの

工夫をした。シンポジウムの準備は大変な作業も多かった

が、3人で作業を進めていくごとに新たな発見や学びがあっ

た期間だった。 

  

◆前哨戦 

出発4日前に行われた前哨戦では詰めの甘さが露呈した。

原稿を覚えたつもりになっていたことや、スライドの順番を把

握しきれていなかったこと、時間の大幅なオーバーなど数々

の課題が見つかった。どれも少し意識していたら予防できた

ものだった。プレゼンの内容ばかり気にしていて基本的なプ

レゼンのスキルをおろそかにしていたことが原因だ。直前の

課題発見であったがプレゼンをより高次的なものにするため

にはとても重要なことだったと思う。 

  

◆ハナでのプレゼン 

プレゼン当日、私はとても緊張していた。与えられた15分とい

う限られた時間の中に今までの成果を出し切らなければいけ

ないと思うとプレッシャーで胸が押しつぶされそうになった。

前2組のプレゼンはとても素晴らしく、さらに私は緊張してし

まった。何とかプレゼンを終え質疑応答の時間となった。予

想質問の用意はしていた。しかしその質問はされることはな

く、他の沢山の質問が寄せられた。質問の内容を理解するこ

とで精いっぱいだった私は瞬時に答えることができなかっ

た。必死に単語をつなげていくつかの質問に回答したが、ど

れも満足にいく回答をすることができず自分の英語力の低さ

を痛感した。一つでも質問に回答するという自分の中での目

標は達成することができたが反省点が多く見つかった時間

だった。この経験をもとにさらに英語の学習に励もうと思う。 

  

◆現地での文化、交流 

2日目のスカベンジャーハントをはじめシンポジウムのプログ

ラムを通じ、たくさんの仲間と交流することができた。世界中

の同世代との交流はとても刺激的であった。ハナの生徒の皆

は優しく、初めてのことだらけで戸惑っている私をサポートし

てくれた。言葉、文化の違いはあったもののお互いを尊重し

理解しあいながらコミュニケーションをとったことでとても楽し

い時間を過ごすことができた。特に皆で一緒に食べたサム

ギョプサルは本当に美味しかった。 

ホームステイ先では感謝の気持ちをホストファミリー伝えたい

と思いホストシスターに手伝ってもらいながらホストファミリー

にハングルでお礼の手紙を書いた。たった10行書くのに1時

間もかかってしまったが、とても喜んでもらえたので嬉しかっ

た。伝えようとする気持ちの大切さ改めて感じた。 

 

◆反省点 

今回のシンポジウムのテーマであるNews Mediaについては

意見を聞き他国の考えを知ることができた。もう1つの目的と

して自分自身の進路選択の参考に世界中の同年代との交

流を通じ皆の将来のVisionについて聞く予定だったが5日

間、目の前にあるプログラムをこなすことに精いっぱいになっ

てしまい聞きそびれていた事にいま気が付いた。次回シンポ

ジウムでテーマ以外に意見を聞きたいことがあった場合、事
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前にメモを取っていくことをおすすめする。 

最後に、ともに奮闘してくれたチームの皆、支えてくださった

各校の先生方、ハナの生の皆さん、温かく見守ってくれた家

族に心から感謝します。本当にありがとうございました。 

 

 

3  

小林 透子   

鷗友学園女子高等学校 1年 

 

◆応募動機 

小学校時代に中国に住んでいたこともあり、アジア圏の友達

を作りたいと思い応募した。また、自分の中でプレゼン、そも

そも人に何か伝えることが苦手で、人に何かを伝えるスキル

を磨きたかったし、その楽しさを感じてみたかった。 

 

◆選考会 

鷗友では 1月ごろに説明会が開かれ、さらに3度の事前学

習を経て、3月の選考会、そして結果発表が行われる。3度の

選考会では新聞記事から英語で問題について発表したりさ

まざまな資料をもとにまとめたりしたが、ここでの取り組みも選

考に反映されることを聞いていた。ここで自分がいかに伝え

るということが下手なのか、ということに気付かされ、自信を無

くしたことを覚えている。選考では、諸事情により私は他メン

バーとは別の日に選考面接を受けたので、若干周りとは違う

かもしれないが、普段の生活から、事前学習で感じたことま

で幅広いことを聞かれた。ここで、先生には単語量を増やす

こと、英語の授業中積極的に発言することを言われた。 

 

◆ペーパー作成、そしてプレゼン作成 

3月の期末テスト後の結果発表後間もなくチーム決めがさ

れ、すぐに資料集めに入る。しかし４月のプロポーザル提出

まで、私たちは何にフォーカスしたいのかということが完全に

定まらず、多少の方向転換は免れなかった。話して考えてい

くうちに何を伝えたいのかわからなくなることもあるとは思う

が、うやむやにして進まず、たとえ１からの組み立てになって

もその都度確認していくことが重要だと思う。プロポーザル提

出後、中韓関係悪化のため中国の学校が参加しないことも

あり、日本のエントリーチームすべてが審査に通った。中間

テストを終え、ファイナルペーパーの作成に入ったが、関東

圏校の前哨戦がファイナルペーパーの提出締切前日にあ

り、本当に大変だった。そのなかでも特に大変だったのはプ

レゼンの原稿づくりだ。最初は日本語で書き、その後英語に

直したのだが、その過程で難しすぎる言葉を辞書のまま使っ

てしまったり、文章が長くなりすぎてしまったりした。そのため

３回は直しを加えたと思う。人に言葉で伝えるには自分が

思っているよりもシンプルにしなければいけないのだと実感

した。先輩をはじめとしてどうすれば伝わるのか教えていただ

けたことは自分の力になったと思う。 

 

◆韓国へ 

前哨戦から、本番まで、あっという間であると同時に期待とい

うより不安がかなり大きかった。プレゼンそのものに関しての

不安も大きかったが、それ以上に質問に答えられるのか、質

問ができるのか、そもそも自分の英語力で友達を作ることが

できるのか、とそもそものコミュニケーションツールである英語

に関する不安が大きかった。 

しかし、ハナをはじめとする外国の生徒の方々が耳を傾け、

わかるように説明する気遣いのおかげで本当に充実した、楽

しい時間を過ごすことができた。ルームメイトの友達とは日本

の友達としているような(それ以上の？笑)等身大の話がで

き、寮ですごしたのは短い時間であったにも関わらず親交を

深めることができた。さらに、スカベンジャーハントグループ

やそれ以外の人ともお互いの普段の生活等たくさん話すこと

ができた。とはいえ、反省点は山ほど見つかった。ここには

書ききれないのでもっとも大きい2つを紹介する。1つ目はもと

もと不安に思っていた、英語力だ。プレゼンで同じセッション

のチームに対しては質問ができたのはよかったが、自分たち

が答える側になった時には、まず質問の意味が分からなかっ

た。同チームの先輩にばかり答えさせてしまい、自分では先

輩のサポートの中でやっと一つ答えられただけだった。さら

に、友達がある場所について説明してくれても、リスニングが

追い付かない。自分の本当に言いたいことを話せない。やる

せなさ、悔しさを感じた。2つ目は、日本文化への無知だ。歴

史、政治について少し調べてから臨んだつもりではあった

が、どんな日本の文化を紹介したい？と問われて何も話せな

かったり、アニメの話をしてくれても自分は知らなかったり、日

本に暮らしているのに日本について何も知らないことに気付

いた。一方でハナの生徒たちは、この宮殿の形が何を意味し

ているのか、色にどんな工夫がされているかなど驚くほど自

国のことをよく知っていた。彼らは英語にほかにも言語を勉

強していて、他国の文化にも造詣が深い。本当に見習いた

いと思った。 

3月からの5か月間弱、楽しかったことも反省したこともふくめ

本当に充実した日々を過ごした。シンポジウムが終わったと

はいえここで努力が終わっては意味がないし、反省を生かし

て自分の成長につなげたいと思う。最後になりましたがシン

ポジウム開催に尽力してくださった先生方、友達、家族、す

べての方に感謝します。本当にありがとうございました。 

 

 

4  

小倉 玲絵   

鷗友学園女子高等学校 2年 

 

◆応募動機 

私がこのプログラムに応募した理由は、1月に交換留学で日

本に来て私の家にホームステイしていた友達に勧められたか

らだ。その友達がシンポジウムはとても楽しいと言っていたこ

とと、友達に会いに韓国に行きたかったことから選考に応募

することを決めた。また、国際的な場で違う文化の人々とプレ

ゼンをし、テーマについて話し合うという内容にも魅力を感

じ、プレゼンやディスカッションを通して様々なことを学びた

いと思っていた。実際にプレゼンの準備をする中で、自分の

英語力やプレゼン力の不足を感じる機会はたくさんあり、私

が参加して本当にいいのだろうかという思いがあったが、今

振り返って見ると、英語があまりできなくても、プレゼンが上手

くなくても、自分なりにチームを引っ張る努力ができたことや、

自分の足りないところを少しでも補えるように努力できたこと

はとても良い経験で、得たものは数え切れないと思う。 

 

◆プレゼン準備 

鷗友からは9人が参加し、私を含めて2人の高2と7人の高1が

参加した。私のチームのメンバーは2人とも後輩で、実力のな

い私が引っ張っていけるのか不安だったが、後輩に頼るので

はなく自分が引っ張っていこうとチームが決まった時から思っ

ていた。そのせいか、proposalを提出するまでの期間では

チームで協力する、というより私がやらなきゃ、とばかり思って

いて1人で頑張っていて、他のチームメンバーのことをあまり

考えられていなかったと思う。最終的には後輩ともとても仲良

くなれ、協力してプレゼンの準備を進めることができたが、最

初から協力できていなかったのは大きな反省点であり、もし

高2で初めて参加して後輩を引っ張っていかなければいけな

い立場になる人がいたら、自分がなんとかしないと、と考える

前にチームメンバーと協力して進めることを考えられるといい

と思う。 

 

◆自分のプレゼン 

学院で前哨戦を行った時に、私たちのプレゼンはただ原稿

を丸暗記するだけのプレゼンで、覚えたことをただ話すだけ

のプレゼンでは何も伝わらない、という指摘を受けた。大体の

言いたいことを把握しておいてその場で自分の言葉で伝える

プレゼンをしろ、と言われたが、英語が苦手な私には絶対に

できないことで、やはりこんなに英語力のない人間が参加し

ていいプログラムではなかったのか、と絶望的な気持ちに

なった。しかし、原稿を読むようなプレゼンでは何も伝わらな

いし、英語力がないことでせっかく考えたプレゼンが何も伝わ

らないようなものになってしまうのは絶対に嫌だったので、誰

よりも暗記を完璧にし、少し忘れても違う言い方で言えるよう

にし、聴衆にとって聴きやすい話し方をするように心がけよう

と思った。その結果、多くのハナでできた友達がおもしろかっ

た、よかった、わかりやすかったなどと言ってくれ、英語力の
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なさを少しは努力でカバーできたのではないかと感じられ

た。しかし、プレゼン後に先生に、何か指摘はありますかと聞

いたところ、原稿があるプレゼンという感じがしたという私が最

も気をつけたかった部分を指摘され、今後英語のプレゼンを

する時には英語力のなさをごまかすのではなく、しっかり英

語力をつけてプレゼンに臨みたいと思った。 

さらに反省点としてあげられるのは質問にうまく答えられな

かったことである。私はもともと質問に対してその場で英語で

回答するなんて無理だ、と考えていたため、できるだけ多く

の想定問答を作成し、読まずに答えられるように暗記しようと

考えていた。しかし、私たちが考えた質問の中で、実際に聞

かれたのは1つあるかないかという感じで、その他の質問は

予想していないものだった。その場で考えて答えられた質問

は少なく、答えられた質問も3人で話し合ってから答えていた

し、一緒にプレゼンをしていた香港の生徒に助けられた質問

もあり、自分の力不足を痛感した。私が見たどのプレゼンで

も、質問にすらすら答えられる人は必ずいて、私たちほど質

問に答えられていなかったチームはなかったので、本当に他

の参加者と自分の力の差は大きいものなのだと実感した。 

反省点は多いが、一番忘れられないことは、プレゼンの後、

校内を歩いていた時に中学生に呼び止められ、"I was so 

impressed with your presentation!" と言われたことだ。私の

顔を覚えてくれていたのもとても驚いたし、優秀な中学生に

褒められるほどのプレゼンができたとは思っていなかったの

で、本当に嬉しかった。このプレゼンを通して最も得られたの

は、できないと思うようなことでも挑戦して、努力すれば必ず

何かの成果には繋がるということだ。今後も挑戦して努力す

るという姿勢を忘れずに様々なことにチャレンジしたい。 

 

◆ハナでできた友達 

ハナに行く前は英語があまりできない私でも友達と会話でき

るのか不安だった。しかし、実際に会話してみると、下手くそ

な英語でも伝わるし、少し覚えていた韓国語を話すととても

褒められて、ちゃんと会話することができた。スカベンジャー

ハントでは3人のハナ生の女の子ととても仲良くなることがで

きたし、たくさんいたハナ生の男の子たちも、英語や日本語

で話しかけてくれたり、韓国語を褒めてくれたりして、同じグ

ループの日本人とあまり話さないほどハナ生と仲良くなれ

た。たとえ英語ができなくても相手と話したいという思いや相

手の言っていることを理解したいという思いがあれば友達は

できるということを学ぶことができた。今後英語や韓国語の勉

強を頑張って友達ともっと会話できるようになろうと思った。 

最後に、このような機会を与えてくださった先生方、保護者、

すべての参加者に感謝したいです。ありがとうございました。 

 

 

5  

宇佐見 紗希  

鷗友学園女子高等学校 1年 

 

◆志望動機  

私がこのハナシンポジウムに参加した理由は、2つあります。

1つはハナの人は英語力がすごいと聞いていたので、周りか

ら刺激を受けて英語力を磨きたかったからです。年々、周り

の人に英語力を追い越されるという焦りを感じていて、このプ

ログラムに参加して、周りと差をつけたいと思っていました。2

つ目は、世界を越えて友達を作りたいという夢があったの

で、このプログラムなら夢を叶えられる！と思い参加しまし

た。  

 

◆プレゼンテーション  

3月にハナに行くことが決まってから、約４ヶ月、チームの3人

で必死にプレゼンを作りました。初めは、先輩が同じチーム

だということもあって、どうしたらいいか分からず、遠慮したり、

先輩に頼りすぎたりして、チーム内でギクシャクした時期もあ

りました。しかし、だんだん打ち解けてきて、言いたいことを

ちゃんと言えるようになりました。アンケートを実施し集計する

作業や、ファイナルペーパーの提出期限とプレゼンの練習

会が近く何をするにも時間が足らず、ずっと時間に追われて

いました。 

本番では言うことを間違えたり、質問に上手く答えられなかっ

たりしたので、かなり落ち込んで悔しかったです。しかし、み

んなに良かったよと褒められて、今までやってきて本当に良

かったなと思いました。また、あまり緊張せずに楽しくやること

ができました。  

準備の時は、思い通りにいかなくて泣いたこともありました。

同じチームの2人にはいつも助けてもらい本当に感謝してい

ます。長い間一緒にやってきてくれてありがとうございます！  

 

◆生徒との交流  

韓国に行ったのは初めてで驚きがたくさんありました。今まで

メディアで見るだけだった韓国の文化や慣習などが自分の

目で見て学ぶことが出来ました。初めてのことに戸惑うことも

あったのですが、ルームメイトをはじめ、色々な人に助けられ

ました。みんなとても優しくしてくれて、とても楽しい時間を過

ごすことができました。初めは自分から声が掛けられなかった

のですが、そのうち一緒に写真撮ろう！と自分から言えるよう

になりました。みんなのおかげです。友達もたくさん出来まし

た。名前が全然覚えられなくて大変だったのですが、みんな 

Saki! とフレンドリーに接してくれて嬉しかったです。ハナの生

徒はもちろん、香港やタイの生徒とも仲良くなれました。私の

世界を越えて友達を作るという夢を叶えることが出来ました！

みんなハナの学校を出る時に泣いてお別れをしてくれて、

もっとハナにいたい、みんなともっと一緒にいたい、と思いま

した。  

また、日本から来た他校の生徒とも仲良くなれました。顔合わ

せ、練習会、前哨戦とたくさん会い、みんなのアドバイスや質

問のおかげでプレゼンが良くなりました。今回のことだけで終

わらすのではなく、今後も連絡を取り合えたら嬉しいです。  

 

◆反省点  

今回韓国に行って反省点がたくさん見つかりました。一番に

挙がることは、英語力とコミュニケーション能力の無さです。 

言いたいことが上手に表現できなかったり、セッションのとき

に質問に対する答えが上手く返せなかったりしました。しか

し、みんなが私の言いたいことを頑張って理解してくれてとて

も助けられました。みんなに助けられずに、自分1人の力で伝

えられるようになりたいです。 コミュニケーション能力を高める

ことは一つの目標だったのですが、あまり改善出来ずに終

わってしまいました。周りが韓国語で話していたこともあって、

なかなか声が掛けられずにいました。 後悔していることは、

もっと韓国語を勉強したら良かったということです。ハナの生

徒が韓国語で話している中、私だけよく分からなくてついて

いけていないという状況がたくさんありました。もっとみんなと

一緒に話せたらな、と思ったので、ハナシンポジウムに参加

したいと思っている方には、韓国語を勉強していくことを勧め

ます。私も、また行けるチャンスがあるのならば、韓国語を勉

強していきます。  

最後にこのシンポジウムに関わってくださった全ての方々に

感謝をしたいと思います。感謝を忘れずに、今回見つけた反

省点を今後活かしていきます。  

 

 

6  

須田 わか子  

鷗友学園女子高等学校 1年 

 

◆プレゼンの準備 

私たちの学校、鷗友学園はシンポジウムのグループを現高

1、高2で組織しています。私たちは半年ほど前の1月、まだ

中3、高1の段階で準備を始めました。最初に学校側が参加

したい生徒を募集し、その後に数回の討論の練習、討論の

最終日に行われる面談を含めてシンポジウムに参加する9名

の生徒が選出されます。生徒たちはそれぞれ自分の目標を

もって挑んでいるため、この討論はものすごく良い刺激になり

ました。その後チーム分けがなされ、今のチーム編成になり

ました。私たちのチームは最初の会合で今回のテーマを「今

の報道の自由はどのようになっているのだろうか」に決定しま

した。題材を決めてから、私たちは「報道の自由とは何か」と

いう問いに直面し、手当たり次第に「報道の自由」に関連する

キーワードを調べていきました。メディアリテラシーや戦争報

道がもたらした影響などです。これらは最終的にプレゼンを
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繋がりのあるものにするために削ることになりましたが、私た

ちの「報道の自由」の考え方を体系化させるきっかけになりま

した。 

そして、ここで最初の難関がやってきました。プロポーザルで

す。始まる前に前回参加された先輩の話を伺う機会があり、

そこですべてのチームが通過できるとは限らないことを知りま

した。プロポーザルについては前年度の例や、先生からもア

ドバイスをいただき、私たちはそれまで調べたすべての情報

をそこに詰め込むことにしました。そこでは、意見の食い違い

もあり、まとめるために議論に議論を重ねてもまだ足りないく

らいの気持ちで提出しました。プロポーザルの作成を通して

一人一人の意見を完全に合わせることは時間と労力がかか

る難しいことなのだと感じました。 

プロポーザルの作成を終えると待っていたのはファイナル

ペーパーの作成です。提出までの期間は1か月。ファイナル

ペーパーでも最初は今まで調べたことをプロポーザル同様

組み入れて行こうと考えファイナルペーパーpart1を作りまし

た。この時点で提出締め切り2週間前。しかし、できたものを

担当の先生に見ていただくと「内容がつかめない」という厳し

い言葉をいただきました。私たちは、ただ調べた内容を書き

連ねているだけであって内容に統一性がないということでし

た。その言葉を聞いて、自分たちの今までやってきたことが

全部無駄だったのかと思うくらいにすごく落ち込み、どうすれ

ばよいのかわからず、みんなで泣いたときもありました。先生

も含めた話し合いを通じて、いろいろなものを削っていき、そ

して新たに「国境なき高校生記者団」の提案も盛り込むことに

決まり、やっと今の形態に至りました。この骨組みを考えるの

に1週間。これでやっとファイナルペーパーpart2ができまし

た。本当に完成したのは提出締め切りの約3日前。本当に時

間との戦いでした。このファイナルペーパー作成を通じて、

Hana高校のシンポジウム派遣を担当している国際理解教育

の先生、担任の先生、ネイティブの先生いろいろな先生から

サポートを受けていることを実感しました。 

今年はファイナルペーパー提出締め切りの前日に学院での

発表練習があったためスライドの作成、発表原稿もファイナ

ルペーパーと並行で行いました。スライド作成は見やすく、

文字を少なくするように、発表原稿はそのスライドの情報を説

明しつつ、わかりやすく説明できるように準備しました。しか

し、練習発表本番で緊張もあり、ほとんど観衆を見ることがで

きませんでした。プレゼンというのは相手に自分の考えを伝

えるためにやるものだという一番重要なことに気づかされまし

た。他にも、質問に答えることの難しさ、質問を考えることの

難しさを感じました。 

 

◆前哨戦 

それから「日本の前哨戦」と言われる練習発表までは一か月

の期間がありました。前哨戦はHanaへの出発の4日前に行い

ました。しかし、その間に学校の期末試験があり、ずっとシン

ポジウムのことを考えることができたわけではなくそのぶん、

焦りも募りました。前哨戦の一週間前に期末試験が終わり、

そこから前回の質問などから見えてきた改善点をふまえ、ス

ライド、発表原稿の改変を行いました。スライド、発表原稿は

その後もより良い風に改善していき、結局シンポジウム本番

直前まで改変を行いました。それだけ私の発表原稿には直

すべき場所があっただけかもしれませんが。いざ、前哨戦に

なるともうこれまで自分のやってきたことを出すしかありませ

ん。私たちのチームは私たちのチームがやってきたことをす

べてわかってもらいたいと思い、とにかくゆっくり話しました。

そして、プレゼンを終え、質問タイムに。私たちのチームは質

問に答えるのがとても苦手で、すぐに言葉を失い、黙ってし

まいます。私は自分の中で早く質問に答えることをモットーに

しましたが、早く質問に答えても、チームメンバー同士考えて

いることが噛みあっていないことで上手く回答できない事態

に直面し、質問に対する答えをメンバーで事前に合わせて

いく作業も出発までに行いました。 

 

◆本番のプレゼン 

その4日後、ついに私たちはHanaに飛びました。そこでプレ

ゼンの日程などを知らされ、私たちは3日目の朝にプレゼン

をしました。プレゼンは3チームが1つの教室を使い行われま

す。それぞれの教室で大きさが異なり、1つの教室のサイズ

からホールのようなところなど様々でした。私たちは教室と

ホールの中間のような教室でプレゼンを行いました。Hanaと

Holy Trinityと鷗友学園という多国籍なチームが揃いました。

発表の順番は一番初めにHanaがプレゼンを行い、そのあと

私たちプレゼンチームからの質問。Holy Trinityがプレゼンを

行い、質問タイム。鷗友学園がプレゼンを行い、質問タイム。

最後に会場でプレゼンを聞いていた人からの質問。という流

れでした。私たちは事前に相手チームのファイナルペーパー

を配られ、質問などを考えて臨みました。他のチームのプレ

ゼンを見ているときそのチームが神のように見えてとても圧倒

されました。私たちのチームは順番で最後だったため、今ま

でやってきたことをわかってもらえるように努めました。プレゼ

ンは原稿通りに言えないこともありましたが、原稿がすべてで

はないし自分たちの言いたいことを伝えることはできたと思い

ます。問題は質問でした。質問タイムに入って私たちは今ま

で受けたことのない質問に太刀打ちすることができず、うまく

答えられませんでした。自分たちの力不足をものすごく感じ

て悔しい思いをしました。Hanaからの質問に答えられないで

いたときHoly Trinityの生徒さんが「私はこのプレゼンを聞い

てこういう風に考えたけど、そういうことであっている？」と質

問するのではなく、プレゼン者側に手を差し伸べてくれたこと

がとても心強かったです。結局うまく質問に答えられたかとい

うと自信はありませんが、プレゼンを通して少なからず自分た

ちの考えていることを伝えられたことはよかったと思います。

本番が終わり緊張の現場から解放されたことと、思い通りに

伝えられなかった悔しさと、ずっとこらえていた思いがこのとき

溢れ出て、気が付くと涙が流れていました。鷗友学園の生

徒、Hana生、そのほかいろいろな生徒さんから「良いプレゼ

ンだったよ」と言ってもらえましたが、もっと頑張れたのにとい

う悔しい気持ちがこみあがってきて、その連鎖での涙だった

のだと思います。 

今から、考えるとこの悔しい経験により自分をもっと成長させ

ることができたし、これからの自分をもっと成長させることがで

きるのかなと思います。今回のこの経験とチャンスを与えてく

れた学校の先生方、一緒に頑張った鷗友生、他校の先生方

と生徒の皆さん、Hanaを含む海外の先生方と生徒の皆さん

に感謝をして、これからも自分をもっと高めていきたいと思い

ます。この半年間本当にありがとうございました。 

감사합니다 

7  

黒川 葵   

鷗友学園女子高等学校 1年 

 

◆志望動機 

このシンポジウムに参加を決めた大きな理由は、勿論英語力

の向上を図ることとプレゼンの能力を鍛えるためです。私は

以前から外国の方とコミュニケーションをとったり、日本と違う

各国特有の考え方を吸収するのが好きで、中学生の間ずっ

と趣味で洋楽を聞いていたりと、英語圏の文化や西洋で派

生した言語に興味を持っていたので、自分は鷗友でのイェー

ル大学研修などの他のプログラムのほうに参加させて頂けた

ら良いなと思っていました。加えて、私はこのシンポジウムに

参加した他の友人達とは逆に、プレゼンをするのがあまり得

意ではなく、自分がわざわざこのプログラムに参加してプレゼ

ンをしに行く必要はないのではと思っていました。ところが、

今年の冬にハナから鷗友に派遣留学で来た生徒さんの日本

語力、英語力や学習に対しての意識の高さに多大な刺激を

受け、是非この学校に赴いて、生徒さんの学習する様子や

学習に対しての姿勢を感じてみたいと思い、応募するに至り

ました。 

また、自分は常々プレッシャーやストレスに弱いと感じること

が多く、プレゼンやその準備がとても大変であるのを聞いて

実は応募の締め切りの日ぎりぎりまで参加を決めかねていた

のですが、高校生のうちに自分が頑張ったと思える何か、自

分の限界を超える何かをしてみたいと思ったので、思い切っ

て応募することに決めました。 

 

◆プレゼン作成 

プロポーザルは日曜日を含め春休みから3人とも部活を休み
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早めに作成し、先生に添削していただこうと予定していた日

の1週間程前には完成させることができたために、余裕をもっ

て校正・提出することができたと思います。また、この日まで

にここまで日本語の文章を作成し、この日までには英訳、と

いうように2～3週間ごとにきっちり予定を立てていたので、そ

の日の予定通りに行かなくても常に全体を見通すことがで

き、そういうように前倒しで予定を組んでおくことはとてもよ

かったと感じています。しかし、私的な面では、前哨戦の前

日に部活の公演が組み込まれたり想定外なことが沢山起

こってしまったりと、焦りでうまく時間を使うことができず、6月

は非常に慌ただしく過ごしました。しかも、プロポーザルの時

点から大幅に内容を変え、ファイナルペーパー作成後も少し

ずつ変えていったので、次々に本やサイトなどの膨大な資料

を消化することが求められました。そして気づいたら期末考

査一週間前になってしまい思うように勉強する時間がとれ

ず、もう少し早くから勉強しておけばよかったと思いました。 

 

◆語彙のなさ 

現地では、文字通り本当に誰でも声をかけてくれ、韓国語が

わからないときにはさっと英訳してくれ、自分の言語能力の

低さを恥じるとともにハナの生徒さんの言語能力の高さ、語

彙の多さに圧倒されました。ただ元々自分から知らない人に

話しかけられない方では全くなかったので、もっと話せばよ

かったなどそういう点での後悔は全くありませんでした。そし

て韓国語も、生徒さんが互いに話している時は分からない事

の方が断然多かったのですが、ホームステイ先で韓国語以

外全く話せないご家族の方とはある程度韓国語で話せたの

で、その点はとてもよかったと思います。しかし英語に関して

は、鷗友の中では一応選考を通ることができたけれど、どうし

ても語彙の少なさを至る所で感じさせられました。また、専門

的な英語についてですが、自分のファイナルでよく使う英単

語だけ意味が分かっていても他の方のプレゼンで使われて

いる英単語もある程度わかっていないとまずプレゼンの意味

がわからずつまらないので、もし参加しようと考えているけれ

ど語彙が少ないと感じているというような方には、単語ノート

を早めの段階で作って完璧に覚えていくことをお勧めしたい

です。 

このようにして多くのことを学びながらも楽しく、そして安全に

終えることができたのも全てはこのような機会を私共に与えて

下さった先生方や支えて下さった保護者の皆様、また四ヶ月

共に頑張ってきた素晴らしい仲間のお陰です。英語や韓国

語だけでない様々なことを学んだ、忘れられない貴重な5日

間となりました。本当に有難うございました。 
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小林 春奈   

鷗友学園女子高等学校 1年 

 

◆応募動機 

私は、中学生のころから自分に自信がなくて強い意志や芯

を持つことができないところを変えたいと思っていた。そこで

自分の世界を広げ、学校の枠を越えた経験をしたいと思い、

応募した。また英語で話すことが好きで、第2言語として英語

を話す生徒と深く関わって話したいと思ったのも動機の1つ

だ。 

 

◆ペーパー作成、プレゼンテーション 

学内選考で選んでいただき、チームが決定した3月から私た

ちのチームのシンポジウムに向けての活動は始まった。私た

ちのチームの3人はまず、プロポーザル作成のため、今回の

シンポジウムのテーマであったNews mediaという観点から、

現在どのようなNews mediaの問題があるのかを調べるため、

網羅出来た訳ではないが、大量の本や雑誌、インターネット

サイトを読み込んだ。プロポーザル提出までの時間がなく大

変な作業だったが、どのような問題があるのかある程度把握

できて私たちの自信にも繋がったし、この作業がその後の

ファイナルペーパー作成にも役に立った。プレゼン本番でも

質問への答えにこの時得た情報を使うこともできた。プロ

ポーザルを提出後、先生の助言もあり、ファイナルペーパー

作成の段階で大きく内容を変えた。この時意識したことは、

如何に聴衆が興味を引く面白い内容にするかということと、

日本の代表として行くので日本のことも紹介しつつグローバ

ルな話題にするということだった。それは難しく、関東４校や

日本チームの前哨戦が終わってからも、指摘していただいた

ことに意識しながら内容を変更した。プレゼン原稿完成まで

の間、どの段階でもチームメンバーと議論して、どんどん変更

していったので、最後まで方向性が見えなくても焦りあった

が、結果満足のいく内容になったのでプレゼン内容には悔

いはない。ただ、チームメンバーの2人に比べ英語力が劣っ

ており、私が質問を返すことができず、悔しかった。もっと英

語力を上げなければならないと課題を感じている。また他

チームのプレゼンを聴くにあたり、同じテーマでも違う視点か

らプレゼンしているチームも多く見受けられ、国際シンポジウ

ムはより多角的な考えを出身国の違う参加生徒間で共有で

きる場で、興味深かった。 

 

◆ハナ生、韓国の方との交流 

今回のシンポジウムが私の初の韓国へ行く経験だった。まず

英語というツールは人々の交流に不可欠だと痛感した。英語

さえあれば韓国語や日本語で話していて理解できない会話

も互いにわかるようになり、感動を覚えた。しかしハナ生は皆

英語が流暢であり、一方私は時にコミュニケーションに苦労

することもあったし、自分にもっと英語力があったら深く話せ

た話題もあり、前述のとおり英語力の欠如を後悔している。た

だ同じ時間を共有できた、ハナ生の友達との出会いは一生

の宝物である。あと私が後悔したことは韓国語とK-popなど韓

国文化を理解せず渡韓したことである。もう少し学んでいたら

より楽しい交流ができたと思う。異文化世界に行くに、その文

化のことを知らないのは失礼だったなと感じている。また、韓

国に対する私のイメージは渡韓前とその後では大きく変わっ

た。正直韓国の方にはデモで声を上げている様子などから

自己をはっきりと主張して怖いと感じていた。また韓国の方も

日本人に少なからず嫌悪感を抱いているだろうと思っていた

し、それは実際にあるだろう。しかしハナの生徒やホストシス

ターのお母様、祖父母は私に対して誠実に接してくれた。例

え日本人に対する悪い記憶やイメージがあっても、私を一個

人として親切にして笑顔で話を聞いてくださる姿勢を嬉しく

思ったし、それが異国の人との交流、更には緊迫した日中・

日韓間の交流で大切になると強く感じた。ある生徒のペン

ケースの中身は全てが日本のメーカーの物で、日本の文具

はとても良いと言っていたし、ホームステイ先の家族は4～5

回日本に来ていてうどんが大好きだと話していた。また日本

の街の清潔さ(ソウルも東京もあまり変わらない気がしたが)な

ど韓国が見習わなければならないことが多くあるとも言ってい

た。更に本当に多くの生徒が映画「君の名は」を知っていて

歌を知っていたし、漫画・アニメが好きな生徒にも沢山出会っ

た。このように私が出会った韓国の方に日本に親近感を持っ

ている人も多かった。この事は実際に話してみないとわから

ないことだった。ここに政治の状況に関わらず、交流すること

の意味があると思う。私たちのような一般人同士の日韓の交

流は互いの本当の姿を知り合える大切な機会だし、交流の

機会を更に増やすことが今後の日韓関係に少なからず影響

してくるはずだ。私たちが経験出来ているプログラムが今後も

続くことを祈っている。また朴槿恵前大統領や、日本と韓国

の違いについても語ることが出来貴重な体験だった。 

 

◆ハナでの経験を踏まえた意識の変化 

まずプレゼンテーションを行うにあたり仲間と議論を交わし、

自分たちの共通の目標に向かって一つのものを作り上げる

喜びを改めて知った。そして学校や日本を越えた世界には、

私のそれまで出会わなかった人達が生活しているということ

を強く感じ、なお自分の知らない世界を見てみたいと思っ

た。自分が如何に小さな規模の環境で過ごしているかをひし

と感じた。この貴重な経験をこれからの私の人生において生

かせるように、努力していく。そして機会があれば、自分の実

力を高めて次のシンポジウムにも参加し、議論に貢献した

い。 

最後にお世話になった全ての先生方、生徒の皆さん、ありが

とうございました。お礼申し上げます。 
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室橋 慶子   

鷗友学園女子高等学校 1年 

 

◆志望動機 

今しかできないことがしたい、新しいことに挑戦したい、そん

な思いがあって私はこのプログラムに興味を持った。ある一

つのテーマについてアジアの同世代の学生達とプレゼンを

しあい、議論をする。しかも英語でそれらを行うことが出来る

ということに非常に興味を持った。さらに、ソウルの市内観光

やハナの生徒たちとの寮生活、ホームステイなど、五日間と

いう短い時間の中にたくさんの内容が詰まったこのプログラ

ムは私にとって本当に魅力的だった。そして1月中旬に学校

で行われた説明会で去年参加した先輩方の「このプログラム

は学生生活をかける価値がある。」という言葉を聞いて、「私

も参加する。」と心に決めた。その後事前学習や先生との面

接などの校内選考を経て、晴れて9人中の1人に選ばれるこ

とが出来た。 

  

◆ペーパーの作成 

今年のテーマがnews mediaであることを知り、春休みから本

格的に準備に入った。しかし私たちのチームは最初から遅

れをとった。というのも、テーマ決めに時間がかかったから

だ。「面白いプレゼンがしたい。」私たちのチームはインター

ネットや本、新聞、雑誌などとにかくたくさん資料を読んで、

チームのメンバーで休日も図書館にこもるなど、まずはnews 

mediaに関する知識を得ることに重きを置いた。それらの資料

で得た知識から、3人でいくつかのテーマの候補を持ち寄

り、議論しあってテーマを絞っていった。ここで決めたテーマ

をもとに書いたproposalは無事に通過し、ハナでプレゼンを

できることが決まった。この時期に全員がしっかりと資料を集

めて読み込んでいたからこそ、のちにより良い新たなテーマ

が思いついたし、本番のプレゼンでも役に立ったのだと感じ

る。 

その後書き始めたfinal paperの作成期間は1か月半ほどあっ

たが、学校の定期テストなどもあってとても忙しい日々だっ

た。私たちのチームはproposalから内容が大幅に変わり、そ

の構成もほぼ一から考え直した。何度も何度もチームのメン

バーと話し合いを重ねたことはとても印象に残っている。その

結果みんなが納得できる構成になったし、内容に対する理

解も深まったと思う。4か月間ほぼ毎日3人で作業していく中

で仲間同士のコミュニケーションの大切さを改めて実感し

た。 

  

◆自分たちのプレゼンと出会ったハナ生 

この5日間は本当にあっという間だったが、貴重な体験をたく

さんでき、充実した夢のような時間だった。まず書きたいのは

プレゼンのことだ。本番前はとても緊張したが、ハナ生の1

チーム目が話し始めると少しずつ緊張が和らいでいった。そ

して迎えた自分たちのプレゼンは、私自身も納得のいくもの

になり、見に来てくれた先生方や友達からも、前哨戦の時よ

り良くなっていたしわかりやすかった、と言ってもらうことが出

来た。必死に準備してきたことが実を結んで本当に嬉しかっ

た。そして何よりチームのみんながプレゼンを楽しんで終えら

れたことに大変満足している。しかし嬉しい気持ちとは反対

に悔しい気持ちも感じた。それはQ&A sessionの時と他の

チームのプレゼンの時に自分の英語力不足を痛感したから

だ。Q&Aではなんとか答えることが出来たものの、上手く文に

できずたどたどしい英語で、他チームのようにすらすらと答え

られなかった。言いたいことがあるのに上手く伝えることが出

来ない悔しさ、もどかしさを感じた。また他チームのプレゼン

では知らない単語が出てくることが多く内容についていけな

いこともあり、英語力があればもっとこの貴重な機会を楽しめ

たのではないかと悔しく思う。 

次に書きたいのは出会ったハナ生のことだ。ハナ生たちは廊

下ですれ違うと必ず挨拶してくれたり、話しかけてくれたり、

本当にみんな優しかった。ホストシスターやルームメイトだけ

でなく初めて会う子も本当にみんな。さらに、会話の際もプレ

ゼンの際も高い英語力はもちろん、自国の歴史や文化につ

いての知識量にも圧倒された。実際にスカベンジャーハント

の際に訪れた宮殿や銅像では、伝統的な建物の構造や、像

になっている人物について、英語が母国語ではないのにも

かかわらず、わかりやすく教えてくれた。異文化交流はただ

異なる国の文化を学ぶだけではなく、自分の国の文化につ

いてもよく知ったうえで初めて果たされることなのだということ

も実感した。意識の高いハナ生たちから学ぶことはとても多

かった。 

今回の5日間、ここには書ききれないほどたくさんの思い出が

出来た。ハナ生や他校の生徒から刺激を受けることも多々

あったし、韓国に対して私が持っていたイメージがいい意味

で変わった部分も多かった。この貴重な体験の中で、楽し

かったことはもちろん、悔しかったことも、これからの私の人生

に生かしていけたらと思う。また、このシンポジウムを通して得

ることが出来たかけがえのない絆をこれからも大切にしていき

たい。 

最後に、これまで指導してくださった各校の先生方、応援し

てくれた家族や友達、そして何より4か月間一緒に頑張ってく

れたチームの2人に改めて感謝したい。 
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小林 俊介   

筑波大学附属高等学校 2年 

 

◆ハナ生の英語力 

最も印象に残ったのはハナ生の英語力の高さだ。自分は中

学の頃3年間韓国のインターナショナルスクールに通ってい

たため、英語には自身があった。しかし、ハナ生は海外に

行っていたわけではない人でもとても英語ができた。英語が

流暢に話せる人は確かに少なかったが、自分が難しい表現

を使って英語で説明した際もすべて理解しているようだった。

英語が通じて便利だなあと思うと同時に、ハナ高校のレベル

の高さを痛感した。渡航経験のない人間に限れば、日本で

はおそらく、こんな高いレベルの英語教育はどこを探してもな

いだろう。日本の高校は本当に遅れていると感じた。また、日

本語ができる子も多く、英語の苦手な日本人の参加者にとっ

てはとても助かっただろう。挨拶はもちろんのこと、ゆっくり話

せば日常会話くらいまでできる子もちらほらいた。 

 

◆同じ男子高校生 

初日韓国に着いたらまず行うのは”Activity Group”と一緒に

やる”Mini Olympics”というものだ。これは二人三脚リレーや

ジェスチャーゲームをして”Activity Group”と仲良くなろう、と

いう企画だ。だが正直言ってあまり楽しくなく、韓国人のメン

バーの1人に「早く飯食ってバスケしてー」と言ってみた。そし

たら食べ終わったあとに一緒にバスケをしてくれた。その後

はサッカーコートで日韓戦をやり、他の子と知り合えるきっか

けになった。この時以外でも3日目の昼、4日目の昼、最終日

の朝など、暇があれば学校の体育館で友達とバスケをやっ

た。韓国の進学校と聞くとガリ勉のもやしみたいな人ばかりの

印象があったが、実際は全くそんなことはなかった。むしろ筑

附の生徒よりもアクティブで、バスケやサッカーがとても上手

い子も何人かいた。自分はバスケは下手くそだが、友達と一

緒に汗を流すのは最高に楽しかった。うちの学校の裵とケ

リーも一緒に混ざってバスケをやっていて、とても楽しそう

だった。ただ、ハナでは女子はわりとインドア派らしく、僕の韓

国人の友達は「筑附の女子はとってもアクティブだね」と言っ

て驚いていた。また、韓国はやはりゲーム大国だと感じた。ハ

ナ高校の生徒はとても勉強するということはわかってはいた

が、やはり空き時間にはスマホでゲームをやっていた。自分

もゲームが好きで特に”League of Legends”や”Hearthstone”

などの世界的に有名なゲームはお互い知っていて、会話が

弾んだ。また、3日目の夜夕飯を食べた後少し時間があるの

だが、そのときは”School Group”と一緒に韓国のゲームセン

ターに行って一緒に遊んだ。やはり国籍に関係なく、スポー

ツやゲームは男子高校生にとってとても楽しいものであり、そ

れらを通じれば簡単に仲良く慣れると感じた。自分は話すの

があまり得意でなく、お世辞でも外交的な人間とは呼べない

が、スポーツやゲームは本当に好きなのでそれらを通して

色々な人と親しく慣れて良かった。 

 

◆プレゼンと質疑応答 

筑附は学校があったため日本の高校が全員集まる前哨戦に
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は参加できず、本番に間に合えばいいやーという感じで準

備を進めてきたため、プレゼンの準備はとてもぎりぎりになっ

てしまった。特にスライドの方は韓国に行ってからも変更があ

り、もしインターネットがなかったらと思えばゾッとする。論文

の方も本当に締め切りギリギリで、ニュースメディアという議題

だったのにも関わらず、熊田先生の力をあまり得ることが出

来なかった。当たり前だが、余裕を持って計画的にやらない

と、先生や先輩方の協力が得にくい。ただ、質疑応答では熊

田先生の助言のお陰で的確な回答ができた場面もいくつか

あった。ギリギリではあったがなんとか本番には間に合い、当

日のプレゼンはうまくできた。緊張はしていたが、前の女子2

人が堂々と話してくれたので思い切ってプレゼンをすること

ができた。大声で力強く話すのを意識し、それをしていると次

第に肩の力も抜けて、原稿の内容をすべて伝えることができ

た。キーワードをゆっくりと力強く述べて、体全体を使って

堂々と発表できた。後から筑附と学院の先生方にも褒めてい

ただいた。質疑応答は確かにすべての質問に答えることは

できたが、一部的確に答えられなかったところもあり、難しさ

を感じた。質疑応答には課題が残る結果となったが、これま

で準備をしてきたプレゼンを褒めてもらったのが一番嬉し

かった。 

 

シンポジウムを通して私達を支えて下さった先生方、保護者

の方々、旅行会社の方々に今一度お礼を申し上げます。あ

りがとうございました。 
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ケリー 真理香  

筑波大学附属高等学校 2年 

 

◆応募動機 

私は英語を使った異文化とのコミュニケーションが大好きで

す。このプログラムは、これをするのにぴったりなものだと思

い応募しました。英語でプレゼンテーションをしたり、違う文

化を持つ人々とコミュニケーションをとることはとても良い経

験になるだろうと確信しました。 

 

◆プレゼンテーション 

プレゼンペーパーの提出がテスト直後であったため、時間に

余裕を持って作るつもりでしたが、結局ぎりぎりまで完成せず

に、焦ったのを覚えています。ニュースメディアという難しい

テーマで、何を調べ、何を伝えたいのか、何度も考え直し

ペーパーを完成させました。ペーパー提出後のプレゼン準

備では、たくさん回り道をしてより良い内容へと変えることが

でき、私たち自身も理解が深まりました。国際シンポジウム直

前にプレゼンの構成を大きく変えました。これは直前のこと

だったので心配でしたが、最終的にはよりわかりやすい構成

になったため、時間がある限りどんどんプレゼンを良いもの

にしていくことができるのだと実感しました。プレゼンは、内容

だけでなく声の出し方や仕草やイントネーション、全てに注

意を払わなければいけません。何度もビデオ撮影をし確認

し、鏡の前で表情の確認をしながら練習しました。今振り返る

とたくさんの回り道をして、このプレゼンにたどり着いたのだと

思います。うまくできるか、何度も心配になりながらも3人で協

力し合い素晴らしいプレゼンにすることができました。個人の

能力も大事ですが、3人のチームワークがもっとも大事である

と思います。 

 

◆現地での交流 

初日のアクティビティグループでミニオリンピックをした際、韓

国人だと思われていたらしく、チームメイトが話しかけてくれ

ませんでした。その時は結構悲しかったですが、日本からき

たとわかった後はたくさん話しかけてくれ、すぐに仲良くなる

ことができました。皆がフレンドリーで、優しく、本当に良い人

達だと実感しました。ハナの生徒は英語を使ったコミュニ

ケーション能力が高い人がとても多く驚きました。ハナ高校の

生徒だけでなく、タイからきた人達とも仲良くなることができ、

色んな文化の違いを話す時が1番楽しく感じました。互いを

尊重し合い、充実した時間を過ごすことができて良かったで

す。 

 

◆異文化でのコミュニケーション能力 

韓国、タイ、香港、これらの国の人々と関わる機会は今までな

く、私の中では初めての経験です。この5日間は、5日という

短い時間では考えられないほど充実したものでした。ハナ高

校の生徒たちは皆優しく、他校の生徒とも文化の違いを交流

することができました。また同じ日本チームの方々ともたくさん

交流をすることができ楽しかったです。この国際シンポジウム

では、自分のコミュニケーション能力を高めることができたと

思います。これは英語能力を含め、違う文化背景を持った相

手の考えを知った上で自分の意見を言うという能力が高まっ

たということです。最高の思い出と、最高の友達と、得たもの

は本当にかけがえのない素晴らしいものでした。 

お世話になった先生方、そして生徒の皆さんに感謝しており

ます。ありがとうございました。 
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裵 美玲   

筑波大学附属高等学校 2年 

 

◆シンポジウムに向けての準備 

シンポジウムに向けての準備期間が一番大変でした。チーム

メンバーの全員がとても忙しくしていて、なかなか話し合いが

出来ず、いつも期限ギリギリまで作業する、というのが続いて

いました。プロポーザルは、特に難しく、そして大事なものだ

と実感しました。私たちは自分たちのプロポーザルを批判的

な目でみる行程を怠り、先の先を考えることの大切さを後に

なって知ります。ペーパー作成時は、完成するのが期限ギリ

ギリで先生方にチェックしていただくことなく、提出してしまい

ました。先生方に、自分たちがどのような論文を書いたかを

説明せず提出するのは少し不安がありました。しかし、提出

期限直前になって先生方に見せるのでは迷惑をかけてしまう

ので、この機会で余裕を持って行動することを心がけようと思

いました。プレゼンの準備では、いかに簡単でわかりやすく

伝えるか、というところに重点を置きました。プレゼンとペー

パーとの違いがとても大きいことに驚きました。プレゼンと一

言で言っても、ストラクチャー、スライド、読む原稿、の3つでと

ても手こずりました。私のチームはなかなか意見が合わなく、

何度も話し合いを重ねました。プレゼンも完成したのが発表

当日で、焦りましたが、チームメイトのおかげでなんとか丸く

収まったので良かったです。 

文化発表で、つくばはヲタ芸を披露しました。ヲタ芸は簡単の

ように見えてとても奥が深く、動きが特徴的なので難しかった

です。私たちの発表では、プレゼンの割合が高く、実際に踊

るのは少ししかありません。早くから準備しておけば良かった

なと思います。 

今回のシンポジウムに向けての準備で、反省すべきことは、

時間に余裕を持って行動しなかったことです。3人とも初めて

参加するので、何もわからない状況でしたが、ペーパーやプ

レゼン作りの大変さを実感し、次からはもっと真面目にやろう

と思います。 

 

◆現地で感じたこと 

韓国は私が好きな国の一つです。人も食べ物も環境もすべ

てすばらしかったです。特にハナ校生の生徒は、みんな優し

く、良い人でした。その上、英語力が高いことに驚きました。

必ずみんなが日常会話以上の英語を使えて、英語だけでな

く、ほかの言語にも興味を持っている人が多く、感動しまし

た。また、寮生活がわたしにとっては新鮮でした。学校から家

に帰らずそのまま寮に行く、つまり、学校内ですべて済ませ

る、という状況が面白かったです。 

韓国料理はとても美味しかったです。世界三大料理に入れ

たいくらいです。 

 

◆英語・友達 

まずは英語力です。志望動機の一つに、英語力を伸ばした

い、というのがありました。会話では、言いたいことを英語で

発すると言うのにあまり慣れていなく、最初はつまりがちでし

たが、だんだん話せるようになってきました。また、韓国語も

少し学びました。ハナ校生の言語能力にとても刺激させ、自
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分もっと頑張ろう、と思いました。 

海外に友達ができたことも、とても嬉しいです。友達は一生

の宝になるので、たくさんの人と知り合うことが出来て良かっ

たです。そして、人との出会いをこらからも大切にしたいで

す。 

最後に、このシンポジウムの参加に関わった全ての人に感謝

をしたいと思います。チームメイトの小林くんとケリーさん、協

力していただいた先生方、日本チームのみなさん、そしてハ

ナ高校の生徒や、このシンポジウムを経営してくれた方々、

本当にすばらしい経験となりました。ありがとうございます。と

てもステキな思い出となりました。 
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柴田 亮輔   

早稲田大学本庄高等学院 3年 

 

◆2回目のハナシンポジウム 

「もう1回ハナ行きたいです。」 

私が昨年のハナシンポジウムに参加した後、何回この言葉を

口にしただろうか。運良く、私は昨年に引き続き、本シンポジ

ウムを経験することが出来た。私は、昨年の12月に早大本庄

にて行われた国際シンポジウム"Pre-WaISEC"の運営を経験

したからこそ、新たに感じられたことがある。それは、国際シ

ンポジウムという場の重要性である。 

期間中、ハナ生はプレゼンターや司会者、ステージの裏方

など様々な役割に分かれていたが、それぞれが私達ゲスト

校の生徒のために質の高いシンポジウムを作り上げることを

目標に尽力しているように思った。私のルームメイトの2人は

毎日夜の12時までスタッフの仕事をしていて、本当に感謝し

かなかった。 

私は、国際シンポジウムの運営が非常にタフであることは

知っている。でも、このような場を通して、バックグラウンドや

文化を異にする仲間と研究発表や意見交換、様々なアク

ティビティをすることで、私達高校生は広い視野を手に入れ

ることが出来る。私が高校生活においてハナシンポジウムに

2回参加したことは、一生涯の財産になるだろう。 

 

◆"News media"というテーマ 

私は、学院の比留間君のOPEN MICでのスピーチが強く印

象に残っている。私達は世界のことをNews mediaという色眼

鏡を通してしか知ることが出来ないが、「実際」に行かなけれ

ば分からないことが沢山あるという内容だった。 

私達の研究発表「自然災害発生時における海外メディアの

誇張や誤報を減らすためにはどうしたら良いか」という内容で

も、解決策の一つとして"現地に行って調査する"ということを

挙げている。また、様々な発表において、メディアに対して

人々がどう働きかけるかというのは重要な論点であった。い

わゆるメディアリテラシーを育む上での教育や、それに関係

する新たなシステムについて論じていたグループは多かっ

た。しかし、「実際に行ってみないと分からない」というのが、

至る所なのだと考える。いくら"メディアリテラシー"を育んだと

しても、主観が入ってしまうのはしようがない。私達が実際に

韓国に行き、シンポジウムに参加して感じた経験―News 

mediaを通さずに得ることの出来た経験―こそが、私達の人

生において大きな意味を成すのだと思う。 

 

◆ハナシンポジウムへの参加を考えている皆さんへ 

シンポジウムを2回経験した一生徒としての目線から、次年

度以降シンポジウムに参加することを考えている皆さんに何

か伝えられることがあればと思い、この項目を書くことにしまし

た。一個人の考えではありますが、本冊子を手に取った皆さ

んに少しでもお役に立てれば幸いです。 

ハナシンポジウムへの参加に際して、ある程度の英語力や

プレゼンテーション能力、調査をする上での論理的思考力

はもちろん大事ですが、それは準備を重ねていく上で身に

ついていくものでもあります。しかし、それ以前に必要なのは

「仲間を尊重し、積極的にコミュニケーションをとること」「シン

ポジウムに対するパッション」だと私は思います。 

「仲間を尊重し、積極的にコミュニケーションをとること」。これ

は、本シンポジウムにおいて最も必要なことなのではないで

しょうか。本シンポジウムにおいては3人1組でチームを組み、

本番までの4か月間、テーマ設定からProposal、Final Paper、

プレゼン準備を行っていきます。この過程で重要なのは、

「チームワーク」です。遠慮せずにどんどん意見を出したり、

連携をとって準備をしたりしていくことが必要となります。誰か

1人に負担をかけることなく、また、1人の意見を押し通そうと

するのではなく、仲間を尊重し、チーム全員で相談しながら

協力して取り組む姿勢が大事です。また、シンポジウムに

行ってからも、様々な同世代の異国の友達に出会います。積

極的にコミュニケーションを取ることが出来れば、有意義な交

流が出来るでしょう。 

「シンポジウムに対するパッション」。ハナシンポジウムに参加

したい、そこで素晴らしい経験を得たいという気持ちが一番

大事です。ハナシンポジウムに向けての準備において、勉強

や部活などとの両立に苦しむこともあると思います。時には意

見がぶつかったり、思うように進まなかったりと、辛いこともあ

るでしょう。でも、「シンポジウムで素晴らしい経験を得るぞ」と

いう強い気持ちがあれば、乗り越えることが出来ます。 

本シンポジウムを通して得た経験は、必ず一生モノになりま

す。もし、参加するかどうか少しでも迷っているのなら、ぜひ

参加しましょう。高校生のうちでしか出来ない経験、ハナ高校

と結びつきのある学校に在籍していなければ出来ない経験

です。この機会を逃さず、ぜひトライしてみてください。 
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遠藤 竜仁   

早稲田大学本庄高等学院 2年 

 

◆異文化体験-1 文化の違い 

私は初めて海外に行った。異文化と触れ合う中で滞在期間

中思ったことが2つある。1つ目は紛れもなく、文化の違いだ。

韓国という、飛行機を使えば2時間で往き来できる場所でさ

え、発展の仕方が違えば文化も違う。 

はじめに食事の仕方についての違いを述べる。まず食器は

手で持ちあげず、箸は使うものの持ち方が違う。特に料理に

おいて主食は米だが副菜や主菜は、日本人の私にとって味

が濃く、辛いものばかりだった。トッポギという韓国で大変人

気な料理は、餅のような食感で、初めは甘く後に辛みを感じ

る食べ物だ。私のバディ、William(韓国名Teson)はこれを全く

辛くないと言っていた。このことから文化や味覚の大きな違い

があると言えた。 

衣類に関しては、現在は日本とほぼ大差ないが、欧米化前

は女性用の치마・저고리（チマ・チョゴリ）、男性用の바지・

저고리（パジ・チョゴリ）と名付けられた「ハンボ」という伝統

的な衣類が有名であった。特に女性のチマ・チョゴリの下衣

は丸みを帯びていて、柔らかいレースのような素材である。韓

国時代劇のような番組でよくこれらの衣装を目にすることがで

きる。 

住生活においては、日本とそれほど大差ないことが分かっ

た。決定的に違うことは風呂場に浴槽がないこと1つだ。早稲

田大学本庄高等学院の社会科教諭である、羽田先生は「韓

国は普段湯船には一切浸からない。シャワーのみで過ごし、

浴槽を持つ文化がない韓国だが、週1回は大浴場に行き

ゆっくり湯船に浸かる。」とおっしゃっていた。事実、5日間の

中で湯船を韓国内で見かけたことはなく、寮やホストファミ

リーの家にも浴槽はなかった。最も、世界的に見ても日本の

ように毎日湯船に浸かる文化は少なく、これは驚くべきことと

いうよりもいたって普通であるといえる。 

 

◆異文化体験-2 今日においての共生 

2つ目は共生するために敬意を払うことだ。私は世界がひと

つになるためには世界規模の共生が必要であり各国の「妥

協」が必要であると考える。 

「共生」、それは私たち日本の中においても大切なことであ

る。家族や友人、先生などとは例外なく共生しているから今

日そのような関係を保つことができる。共生を考えなければ

人類は1人で生きなければならず、私は、それはできないと

断言する。現代において、様々な環境問題や社会問題が起

こっている中で、例えば地球温暖化においてのアメリカパリ
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協定離脱やイスラーム教過激派の一部によるテロは、国同

士(複数を含む)の問題である。しかし世の中にはもっと長期

的な視野で、すぐに検討できることは多くある。「貧困問題」

や「石油問題」は代表的な例だ。地球という1つの小さな星に

住む私たちは今「国家」規模の共生をしなければならないの

だ。 

しかしながら共生のためには各国の「妥協」が必要であると

考える。私は韓国内で生活する中で多くの発見をした。中で

も前日本大使館前にあった慰安婦像や金浦空港に隣接す

る通路にあった竹島のレプリカは非常に印象的であった。前

者は「慰安婦のための忘れてはならい歴史」を示し、後者は

「竹島は韓国の領土である」ことを示す。どちらも政府によっ

て作られたものだ。一方で現地の人はこのような政治的背景

があるにも関わらず非常に懇切丁寧に生活する上での善し

悪しを教えてくれた。特にバディであるTesonとは政治的な話

もした。とどのつまり「私たちがしっかりと歴史認識をして協力

すべきだ。」という結論に至ったが、彼はとても中立的で誠実

な人であった。私は多少なりとも、現地の人の声はそのまま

政府に届いていないように感じた。韓国の人々は無駄な争

いや議論は望んでいない。これは韓国政府と韓国人に当て

はまることではなく、日本やもっと大きく言えば世界各国にも

同様の考え方が出来る。これらを解決するために、まずは日

本人である、私たち自身が「妥協」の精神を持つことが必要

だと言える。全国民が同じ意識を持つことができれば明日か

らでも「共生」は可能なのだ。 

しかし、例え「共生」ができたとしても「妥協」のためのボー

ダーはどのようにして決めるべきか、だれがそれを決めるの

か、先勝国や戦敗国、さらには貧困層から富裕層までありと

あらゆる視点からの問題が出てくるだろう。 

それ故私はこのようなシンポジウムに参加することを勧める。

非常に意義のある濃い5日間は、ダイバーシティーに肌で触

れた上で相手を信頼して「共生」へ一歩近づける橋渡しと

なったと確信しているからだ。各々が相手国を尊重できれば

「共生」のためのボーダーも必然的に決めることができるので

はないだろうか。私たちがこのような場所に参加し相手を理

解しようとすること仲良くすることが未来の社会を築くのでは

ないだろうか。 

ひとつになろう。 
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笠原 栞奈   

早稲田大学本庄高等学院 2年 

 

◆準備段階での骨組み 

ハナシンポジウムで学んだのは、シンポジウム中だけではな

かった。私がこのシンポジウムに向けた取り組みを開始した

のは３月。昨年度のシンポジウムに参加した先輩方から誘わ

れ、他のSGHプログラムよりもレベルが高いうえに、得られる

ものも大きいと聞き、自分も挑戦してみたいと思ったので参

加を希望した。実際に取り組んでみると、テーマを決めるの

に苦労したり、論文の題材集めに苦戦したりし、想像以上に

大変な時期もあった。しかし、シンポジウムの前に早稲田学

院でプロポーザルの共有をしたり、論文の発表をしあったり、

前哨戦に参加したりしたことで、準備段階でも多くの刺激を

受ける事が出来た。また、論文を書くにあたって、様々な調

査から新たな知識が身につき、先生方に原稿を添削しても

らったことで、違った視点を持つことや、盲点に気づくことが

あり、更に自分たちの論文を深めることができた。これらの前

段階での取り組みがなければ、シンポジウムに参加すること

も、プレゼンテーション内のQ&Aセッションでも有意義な議論

もできなかっただろう。 

 

◆多面的な見方 

今回私がプレゼンテーションをして印象に残った質問の中に

このようなものがあった。「メディア同士で連携して、情報を共

有するよりも人工知能を使ったほうが安易にかつスピー

ディーなのではないか」この質問は私たちが考え出した解決

策に対して、人工知能をテーマとした論文を書いたチームの

人が自身の内容と照らし合わせて、述べてくれたものであっ

た。しかし、この発想は私にはなかった。それまでの取り組み

でも人工知能が話題に挙がったこともなかった。韓国に行

き、より多くの人に自分たちのプレゼンテーションを見ても

らったことで、自分たちが今まで気にも留めていなかったこと

に対して目を向ける事が出来た。また、同じ「メディア」という

題でも、海外メディアや、キュレーションメディア、人工知能さ

らには、記事を読むときに出てくる宣伝について注目する

チームがあり、視点が360度異なるものもあった。 

このシンポジウムでは、５日間英語など母国語以外の言語を

使うことが多く、第二外国語の力も伸ばせただろう。しかし、

それ以上にプレゼンテーションや文化発表も含め、外国人と

様々な事柄についてそれぞれの考えや価値観を共有するこ

とができ、お互いを知る機会にもなった。特にQ&Aセッション

では、質問をしあうことで、コミュニケーションを取ることがで

き、多くの人と関わることができた。 

 

◆魅力にあふれるHANA生 

Hana Academyの生徒は賢いだけではない。優しさやユーモ

アに溢れている。2日目に私たちには、スカベンジャーハント

といい、ミッションをクリアし、韓国市内を観光する時間があっ

た。私たちの班は、明洞で昼食をし、シンセガエという韓国で

初めてできたデパートに行った後、ソルビンでかき氷を食べ、

ハング川沿いを自転車で走り、川沿いの広場でピクニックを

した。ハナの生徒はそれぞれのスポットを回る時とても詳しい

解説をしてくれただけでなく、私の素朴な疑問にも丁寧に答

えてくれた。そして、私と鷗友学園のリーさんは、ハング川沿

いを自転車で走っていた時、坂道で自転車のブレーキが利

かず柵に衝突してしまった。幸い大きなけがには至らなかっ

たが、ハナの生徒の一人が、近くの店まで伴倉庫を買ってき

てくれたりもした。更に言うと、私は同じ日にt-money cardを

なくしてしまって困っていたところ、あるハナの生徒が交通費

を払ってくれた。彼らは、本当に私に親切に接してくれた。ま

た、文化発表の時、ハナの生徒たちは知らない曲が流れても

音楽に乗ってくれたり、掛け声に応じてくれたりして、様々な

形で場を盛り上げてくれた。最終日にはいろいろなお土産を

くれて、多くの生徒が見送りに来てくれた。彼らには、様々な

形でこのシンポジウム中に助けてもらった。どの思い出も濃

く、楽しく、活気あふれていて忘れられないものである。 

 

◆コーディネーターの存在 

私は、ホームステイをさせてもらったコーディネーターと

Japanese  coordinator の 2 人の コーディネーターがいた。

Japanese coordinatorの方の子は、日本のアニメが好きで、話

せないけど日本語を少し理解できる子だった。よく日本の話

をしてくれて、話を合わせてくれてすごく話しやすかった。

ホームシアターは、ホームステイをするときに江南を案内して

くれて、韓国のはやりの物や、文化についてたくさん教えてく

れた。韓国にbath tubがない理由も教えてくれた。彼女らは

毎日私が寮に帰ると、何をやったか聞いてくれて、歓迎してく

れてとても嬉しかった。更に、何度もサプライズを計画してく

れた。彼女らのおかげで私の5日間は有意義な時間になった

といっても過言ではない。コーディネーターがいるからこそ安

心感があり、4か月間頑張ってきてよかったなと感じた。 
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清水 玲奈   

早稲田大学本庄高等学院 2年 

 

◆真の英語力 

ハナ高校に到着すると、コーディネーターの子に寮の部屋へ

と案内してもらいました。部屋では、2人のルームメイトが温か

く迎え入れてくれました。ある程度の荷物の整理が片付くと、

4人で雑談を始めました。韓国は初めてか、日本に行ったこと

があるか、どこに行ったのか、KPOPの話、JPOPの話など、話

題は尽きず、かなり長い時間、話していました。もちろん、こ

の雑談は全て英語なのですが、ルームメイトたちの英語力に

圧倒されました。すらすらと、まるで第一言語のように話すの

です。一方の私は、何度も言葉に詰まったり分からなかったり

と、ハナ生に比べて英語力が劣っているのは明らかでした。

しかしそれでも、ルームメイトたちは一生懸命話を聞いてく

れ、言葉が出てくるまで待ってくれたり、こう？などと私が思い
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出せないであろう単語を出してくれたりしました。私はこの気

づかいにとても驚きました。ハナ生は話す英語力だけでな

く、聞く英語力にも長けているのだと感じました。これこそグ

ローバル世界で必要な真の英語力なのだと思いました。 

 

◆唯一の後悔 

私はポスターとしてこのシンポジウムに参加しました。しかし、

フライトの日の朝に10分間のプレゼンテーションを行うことを

知らされました。急いで準備し、無事、10分間喋り切ることが

できました。ただし、原稿を覚える時間もなくほぼ棒読み状態

で、おそらくオーディエンス側からすればこれ以上ない眠気

を誘うプレゼンテーションであったと思います。それが今回の

シンポジウムの唯一の後悔です。なぜなら、他のプレゼン

ターのプレゼンテーションを見ていると、練習期間という問題

以前にそもそものプレゼンテーション能力が高かったからで

す。具体的に言うと、ポーズの取り方や、強調の仕方、速度、

抑揚などです。私は、あの瞬間、例え日本語のプレゼンでも

今の私にはできない、と感じました。同時にプレゼンする時

に意識して、練習すれば誰でもできることなのではないかと

考えました。これからはこのことを意識して、プレゼンテーショ

ンを行いたいと思います。 

 

◆学習とは 

学習、とはなんでしょうか。この疑問を解決すること、それがこ

のハナ国際シンポジウムに参加した動機の1つでした。私は

高校に遊びに行っているのではなく、友達を作りに行ってい

るのでもなく、学びに行っています。しかし、高校1年も終わり

に近づいた頃です。テストのために机に向かって勉強する。

これは将来の役に立つのか、この疑問が生まれ始めました。

学習とは何を指しているのか、そもそもなぜ高校に通ってい

るのか、理解できず悩み始めました。そんなとき、このシンポ

ジウムへの参加を誘われました。自分と同世代の海外の高

校生と交流し、プレゼンテーションなどを見て、何か答えが得

られるかもしれないと考え、応募することにしました。 

結果から言うと、ハナ国際シンポジウムに参加し、 学習とは

何か、この質問に対する答えへのヒントが得られました。3つ

記したいと思います。1つ目は事前準備の段階にオブザー

バーとして論文執筆を手伝っているときでした。論文を書くと

言うことは様々な情報を集め、リサーチし、考察をしなければ

ならず、ノウハウも必要です。このノウハウを知り、身をもって

経験すること、これも学習の1つなのではないかと感じまし

た。2つ目は上記に書いたプレゼン能力です。これを得るこ

と、知ることも学習だと思いました。3つ目は、私のコーディ

ネーターの子から得られたことでした。韓国では山が多く見

られ、そのことを話していました。すると韓国の国土は70%が

山なことを教えてくれました。さて、日本の国土は何%が山で

しょう。このとき、私は瞬時にわかりませんでした。コーディ

ネーターの子に聞かれたわけではありませんが、ここで私が

知っていたら比較ができるし、もっと会話が弾んでいただろう

し、何よりも自国について知らないことが恥だと感じました。こ

のとき、机に向かい勉強することも意味のあること、役に立つ

ことなのだと思いました。 
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藤井 優実   

早稲田大学本庄高等学院 3年 

 

◆新しい扉を開く 

私は今まで1度もこのような大きな国際的なプログラムに参加

してこなかった。昨年本校で行われたPreWaISECも運営サイ

ドとして参加してみたかったが部活を言い訳に携わることをし

なかった。ずっと1歩が踏み出せず、開けなかった扉を高校

生最後の夏に開こうとチャレンジした。すべての事柄が未知

であったが、自分をより厳しい環境におきステップアップした

かったため、参加を決意した。 

 

◆4ヶ月に及ぶ長い道のり 

 このシンポジウムでのプレゼンテーションは多面的な視点

が必要となる。テーマがOn News Mediaという幅広いテーマ

であるように捉え方は人それぞれである。ハナ高校から3月

ごろテーマ発表とともに配布されたインビテーションレターを

読んでもそのことは一目瞭然であった。私は部活動が予期し

ないタイミングで忙しくなってしまい、プロポーザルの執筆に

関わることが出来なかった。そのため、論文執筆では少しで

も貢献しようと意識を改めて臨んだ。私たちのチームは日本

における現在のキュレーションメディアの問題点をDeNAを例

として考え、解決策を提案した。このとき苦戦したのは全体の

構成を考えることだ。今回のシンポジウム開催地である韓国

のように海外では日本で見られるような悪質なキュレーション

メディアはなかなか存在しない。そのため、どのようにしたら

日本のキュレーションメディアの概念がより正確に伝えられる

のかを考えることに苦労した。発見された悪い点ばかりでな

く、日本でこれほど支持されている理由を述べない限り、外

国の生徒にはよく伝えることが出来ない。なかなかきれいに

構成がまとまらずに数人の先生にも推敲していただいた。ま

た、自分の意見とは異なる考え方も積極的に見て、吸収して

いかない限り、多面的な視点を持つことは出来ないということ

を痛感した。私は人前で話すとき緊張してあがってしまう癖が

ある。本番の発表ではとても緊張したが、「大勢の人は自分

の話を聞くためにここにいてくれているのだ」と考えると不思

議とリラックスでき、大きなミスなくプレゼンを終えることが出来

た。やはりプレゼンというのは伝える気持ちを第一にもつこと

が大切であると強く感じた。 

私たちチームは4日目のセッションであり、海陽学園の1チー

ムと同じであった。そのチームもキュレーションメディアについ

てプレゼンテーションをしていたが同じような題材でも内容は

全く異なっており、これこそシンポジウムの醍醐味であるので

はないかと思った。私が感じたのはシンポジウムの片鱗にす

ぎないだろうが得るものが非常に大きいプレゼンテーションと

なった。 

 

◆私が考えるスカベンジャーハントの意図 

2日目にはスカベンジャーハントというイベントが行われた。こ

れは全20グループ15人程度に分かれてそれぞれ与えられた

ミッションをこなしつつ、ソウル市内を観光するというものだ。

私たちのグループは、朝鮮王朝時代に使用されていた宮殿

の跡地を訪れるというものだった。建物跡地の前で集合写真

を撮ってミッションは終了。その後は昼食をとったり、ソルビン

を食べたり、KAKAO friendsショップに行くなどしてソウル市

内を楽しんだ。グループ内のハナ生は皆優しく、日本につい

て興味津々であったため多くのことを質問してくれた。一方、

私はもともとKポップや韓国ドラマに精通していないために韓

国について質問することが出来なかった。もっと深く知って交

流したほうがより内容の濃いものになったように感じる。意外

と苦労したのが名前を覚えることだった。韓国特有の名前は

発音になじみがなく相手は私の名前を呼んでくれるのに自

分は名前を返すことが出来ずに申し訳ない気持ちでいっぱ

いになった。慣れるまでに時間を要したのだが名前と顔が一

致してからは、交流を深めることが出来たので良かった。 

このスカベンジャーハントはハナ高生とともにミッションをこな

すというゲーム的方法で文化や歴史に積極的に触れることが

出来るものである。ただ説明されるだけではなく、体験型のた

めにより深く理解を深められることを目的にしているのだろう。 

 

◆ハイレベルな環境 

ハナ高校の生徒は全寮制で、24時が消灯時間であり、朝は

決まった時間に起床の音楽がかかるという規則正しい生活を

送っている。しかし、プレゼンやレポートの課題が多く課され

るらしく、ある生徒は一日の睡眠時間は4時間ほどであると

言っていた。睡眠時間に個人差はあるだろうけれど、ハナ生

に課題が多く課せられていることはルームメイトの数学の宿

題をする様子を見ても感じた。そんな中でも多くの生徒が英

語を流暢に話す様子には驚いた。 

ハナ生はもちろん、日本の参加校生徒のレベルの高さにも

圧倒されてばかりだった。セッションでの英語力や海外生と

のコミュニケーション能力もあり、自分の力のなさを痛感した。

同じ高校生が様々なグローバルなプログラムで活躍している

話はとても刺激的なものであり、今後に向けてのモチベー

ションが大きく高まった。 

 

◆帰国後、頭に浮かんだこと 
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私が今回のシンポジウムに参加して得たものは計り知れな

い。学問的なことはもちろん、初めて訪れた現在の韓国の

姿、たくさんの海外の友達、他校とのコネクションなどだ。シ

ンポジウム参加のために取り組んだ4ヵ月間、時間的な制約

や部活との兼ね合いで周囲に迷惑をかけることも多々あり、

くじけそうにもなったが参加してよかったと心から思う。是非

参加を迷っている方がいたらTRYすべきだと勧めたい。最後

に、ハナ高校の皆さん、支えてくださった多くの先生方、両

親、協力してくれた部活やクラスの友人、そしてチームメイト

の矢崎さんと飯塚くん、本当にありがとうございました。高校

生活で最高の思い出の1つになりました。 
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矢崎 るゐ   

早稲田大学本庄高等学院 2年 

 

◆ハナ高校での生活／初めての寮生活 

韓国に滞在するのは初めてだったため、心配なことがいくつ

かありました。さらに、HAS8のように大きな国際学術シンポジ

ウムへ参加することは、今までにない経験だったため、不安

と緊張でいっぱいでした。しかし、ハナ高校の正面玄関で、

バスから降りた私達に近づいてきてくれた、韓国人の参加者

達の人懐っこい笑顔を忘れられません。まだお互いの名前も

知らない状態で、Nice to meet you! Can I ask your name? 

What are you most excited about your stay in Korea? と語り

かけてくれました。私のそれまでの心配事はあっという間に

消え去って行ったのです。 

全寮制であるハナ高校は、さまざまなルールがあります。そ

の中でも一番驚いたことは、0時を過ぎると寮生はそれまでの

会話を止め、自分のやるべきことを始めることです。やりたい

こと、やるべきことの区別がはっきりしている彼らのスタイル

は、自分の未来像を設計しやすいのではないでしょうか。寮

生活のこのような特徴がハナ生の自信や、勉強意欲に繋

がっているのかもしれません。 

 

◆自分たちのプレゼンと他チームへの質問 

私は、滑舌、目線、アクセントそして感情移入に重点を置き

本番のプレゼンテーションに臨みました。私たちのプレゼン

テーションがそのセッションの最終発表者だったため、様々

な国の生徒達の発表やポスターセッションから、どのような発

表方法が一番自分たちのプロポーザルを伝えることが出来

るのか、観察できる時間があったのも有利だったのかもしれ

ません。 

質問に関しては、2016年の冬に私達の学校で開催された

Pre-WaISECで得た経験より、ディスカッションの内容を深め

られる質問ができるよう心がけました。反省点は、私の発表

自体が少し早口になってしまったことです。緊張していたせ

いか、英語を第二言語とする生徒を意識することが出来ませ

んでした。 

このような反省点はあるものの、全体的に見て後悔はありま

せん。なにより、2ヶ月間のリサーチ期間からファイナルエッセ

イを書き、発表を成し遂げたことで、私の中に大きな自信と他

のものにも挑戦しようという意欲が生まれました。これは、早

大本庄チーム2の3人で創り上げた発表内容や頑張りが実を

結んだ結果であると同時に、英作文の添削、発表練習に付

き合って下さった先生方、そのほかアドバイスして下さった多

くの先生方のおかげだと思っています。 

 

◆私にとってHAS8とは 

早大本庄の先輩方がハナ高校の国際シンポジウムに参加し

ていることを初めて知ってから、ハナ高校へ行くことは私に

とって目標の1つでした。いつかあの舞台へ立って堂々とプ

レゼンテーションを行いたい、様々なバックグラウンドを持つ

国際性豊かな生徒達と1つのトピックに対して意見交換をし

たい、そして、自分が7年間弱の海外生活で得た英語力•コ

ミュニケーション力•プレゼンテーション力を試したい。ハナ高

校で過ごした5日間で、これら全てを達成することができたと

強く感じています。 

6時半に流れるKPOPで起こされる朝や、笑い声が絶えない

アクティビティグループで食べる韓国ならではの辛いお昼ご

飯に加えて、別れの際自然にこみ上げてきた涙は自分の中

で印象に残っています。このような機会を与えてくれた学校、

チームメイトの藤井先輩と飯塚君、そしてハナ高校で温かく

迎えてくれた友人のみんな、ありがとうございました。今回の

機会を元に、私はさらなる高みを目指します。 
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飯塚 健杜   

早稲田大学本庄高等学院 2年 

 

◆チームで作る難しさ 

ハナシンポジウムに参加した理由は2つある。1つは昨年本

校で行われた国際シンポジウムであるPre-WaISECで「シンポ

ジウム」というものに興味を持ったから。もう1つは、国際シン

ポジウムを通じて自分の英語力を向上させようと考えたから

だ。第1回説明会が終わるとチームを作成して論文の作成に

取り掛かった。準備期間では、異なった意見を1つにまとめ、

各々の得意分野を活かしながら1つのものを作り上げることが

求められた。シンポジウム参加以前は、自分の意見を抑えて

相手の意見に任せることが多かったが、シンポジウムのチー

ムは3人で構成されているためそうはいかなかった。自分の

意見と相手の意見を上手にまとめるにはどうすればいいの

か、相手の意見と上手に衝突するためにはどうすればいいの

か考えさせられた。また、自分の力のなさに愕然とした。この

シンポジウムの使用言語は英語であり、プロポーザルの作

成、論文の作成、プレゼンテーションの作成を通じて高度な

英語力が求められる。英語にあまり自信のない自分にできる

ことを探しつつ作業を進めるのは、常に自分の実力不足を実

感させられるためなかなか悔しかったし申し訳なかった。

チームでスケジュールを合わせることに苦戦しながらも、毎日

少しずつ準備する。このようにして4ヶ月に及ぶ準備期間は

飛ぶように過ぎて行った。 

 

◆英語だけでは意味がない 

ハナ高校に到着して感じたことは、ハナ高校の生徒の英語

が上手だと言うことだ。しかも驚くことにそのほとんどが帰国子

女ではない。これは自分の英語力の低さは自分に渡航経験

がないからではなく、努力が足りてないと言われているような

ものだった。また、ハナ高校の生徒は英語力に加えて何か違

うものを持っている、自分よりも優れているように感じた。例え

ば、彼らは寮の部屋に集まって皆で楽しんだあと、自分の

ベッドの上で教科書を広げて授業の予習・復習を行ってい

た。他の生徒は夏休み明け学期の予習を終わらせていた。

夏休み期間でも勉強を怠らない彼らに対し、自分は韓国に

持って行った教材を開くことはなかった。また、出会い頭に気

さくな挨拶を交わしてくれたり、遊ぶときはとことん遊ぶメリハリ

があったり、自分の発表の改善点を優しくアドバイスしてくれ

たり、様々なハナ生の姿をみて学ぶことがたくさんあった。ハ

ナ生を見ていると英語だけを高めようとしている自分が小さく

見えた。 

 

◆来年のハナシンポジウム 

このシンポジウムを通じて学べることはたくさんあったが、何よ

りも楽しめたことが一番良かったと考えている。異文化に触れ

て新しい発見を楽しみ、新しい仲間との出会いを楽しみ、ハ

イレベルな発表で刺激を受けて、ソウルを知れる。楽しんだ

上で学ぶことができると考えれば、このシンポジウムほどいい

機会はないだろう。こういった素晴らしい体験を支えてくれた

先生方、保護者の方、チームメイト、ハナ高校に感謝をしても

仕切れない。今、この感謝の気持ちと、失敗が多く悔しい気

持ちを持ち合わせている。勝手な考えだがこの気持ちを抑え

てくれるのは来年のシンポジウムに参加することだと考えてい

る。来年のシンポジウムまでの残された時間で自分を高め、

少しでもチームに貢献できるようになりたい。そのためにも、

ハナ高校で学んだことを活かし後悔の残らないものにした

い。 
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岡田 匡崇  

早稲田大学高等学院 3年 

 

◆Second languageとしての英語 

私はこのシンポジウムを通してsecond language としての英語

の重要性を痛感した。シンポジウムの参加国は韓国・日本・

タイ・香港であったが、いずれにおいても母語が異なってい

る。それ故にシンポジウムでは英語が公用語として設定され

ているのだが、シンポジウムを通しての英語の使用は、私の

英語に対する考え方を大きく変えた。 

このシンポジウムは私の英語学習に対する考え方を180°変

えた。中学に入学してからの最初の英語の授業で、担当の

先生は、英語学習の重要性を英語圏の人々の多さで示し、

｢発音が悪くても問題ない｣と言っていたのを覚えている。そ

れ以降私はその言葉に納得して学習を進めていったのだ

が、今回のシンポジウムでその考えが完全に変わった。 

英語学習の重要性は、それを母語とする人の多さに起因す

るものではない。確かに英語を母語とする人は多いが、その

多さ故に学ぶのであれば、英語は中国語で代替可能だとい

うことになる。しかし、本シンポジウムを通して、英語の重要性

はその共通性にあると気がついた。英語は多くの国で学ば

れ、多くの国で話されている。だからこそ、母語が異なる人々

を結びつけることができるのである。それを考えた時に、発音

が悪くても問題ない、というのはありえないことであると気づい

た。よりネイティヴスピーカーに近いクリアな発音を目指さな

ければ、相手の言っていることを聞き取れないのである。例

えば2人で話している場合を考え、その一方が英語を母語と

する人であるならば、他方の発音が悪くてもコミュニケーショ

ンには困らないかもしれない。しかしその両方の母語が英語

ではなく英語で話す場合、発音が悪ければコミュニケーショ

ンに支障をきたすのである。本シンポジウムで、私は韓国人

と英語話す機会が多かったため、そのことを強く感じた。 

 

◆政治的問題 

シンポジウムでのプレゼンテーションにおいて、日韓関係等

に関わるような政治的問題に関する議論はタブーとされてい

た。そのため、私はプレゼンテーションのときではなく、アク

ティビティで仲良くなったハナの生徒数人に、日韓問題に対

する所感を聞いてみた。彼らの考えはそれぞれ答えが異

なっていたものの、彼らは総じて｢国家間の問題が直接個人

間の交流に影響を及ぼすことはない｣というようなことを言っ

ていた。日本のメディアでは、あたかも韓国人が皆日本に対

して嫌悪感を抱いているかのような報道がなされることがある

が、実際はそんなことはない。国単位では争っているが、私

達はこうして交流し、こうして仲良くなっている。今回のシンポ

ジウムのテーマはnews mediaであり、報道の偏向性等が多く

議論されたが、意図せずプレゼンテーション以外のところで

もそのことを学ぶことができた。 
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深井 大智  

早稲田大学高等学院 3年 

 

◆ Why Hana 

This was my first time to visit Korea and my first time to 

participate in a symposium.  The reason why I had partici-

pated this program is somewhat negative.  I did not have 

much to do except my club activity and thought I should do 

something. Then my parents told me about this program.  

To be honest, I was neither interested in Korea and nor 

motivated to do a presentation.  However, it turned out to 

be a fruitful experience far beyond my expectations.  

 

◆ Presentation 

It was my first time to do a presentation in front of a big 

audience.  My team presented at the auditorium, the largest 

space at Hana Academy that accommodates approximately 

600 people, I was quite nervous before the presentation.  9 

hours prior to the presentation, we were doing the last 

rehearsal in the teachers’ dormitory room.  By then I hadn’

t remembered all of my script.  We had to add many correc-

tions on our PowerPoint slide.  We prepared for the presen-

tation until late that night, or early in the morning.  We 

were so worried if the presentation will go smooth.  But 

when I actually stood in front of the audience, all those 

worries went away and I found myself confident and proud to 

give presentation to the audience.  Through this presenta-

tion, I learned two lessons.  One is to prepare enough.  The 

other is that it takes a great effort to convey a message to 

an audience.  I thought they were easy, but they were not.  

I thought I had a message and knew how to convey it, but I 

did not.  I found it out the night before the presentation 

that they are far more complex than I thought.   

 

◆ Korean culture 

I first thought Korea was quite similar to Japan, but there 

were some differences. Korea was not as crowded as Japan 

and did not have many high rise buildings.  But there were 

many high rise apartments.  I was so surprised that you can 

charge your smartphone at restaurants.  To be more specif-

ic, before the homestay I went to a restaurant with  my 

friends and one of them stood up and started charging his 

battery.  I asked him if it is allowed, and he said that is a 

natural habit in Korea.  One of my favorite menu in Korea is 

Sulbing. It is similar to Japanese snow cone (shaved ice) but 

the ice is more like snow and has many flavors.  You should 

try it. 

 

◆ My first homestay 

The house was at the 8th floor of an apartment.  The family 

of 6 members were living in 4 rooms.  I had some peach, 

melon and rusk when I arrived at the apartment.  Koreans 

eat a lot.  At breakfast I ate porridge and kimchi.  It was 

great.  My coordinator student helped me interpret, and I 

talked  with  the family.   The topic  sometimes went into 

serious discussion about Japan and Korea.  It was a precious 

moment to talk about things that TV does not tell us, like 

how Koreans think about Japanese.  I was able to hear 

various opinions from all of the family members.  It was a 

great time and every Koreans were really nice to me. 

 

◆ See with your own eyes, not through MEDIA 

Most of us Japanese see Korea through the media.  Howev-

er, the information through the media is inevitably biased.  I 

understood how important it is to go on your foot, see with 

your own eyes and listen with your own ears.  Now that I 

saw Korea with my own eyes, and have friends of my own, I 

am glad I am free from the MEDIA.   
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清水 怜旺  

早稲田大学高等学院 1年 

 

◆ハナシンポジウムの意義、そしてシナジー 

初めて参加したハナシンポジウムは、国や言語を異にするア

ジア各国の高校生たちが韓国に集結し、一つのテーマにつ

いて意見を交わし知見を広めるうえでシナジーの高いイベン

トであった。私はこのシンポジウムに身を投じることで、英語

力を養うだけでなく、問題意識の高い各国の高校生たちと交

流を図りグローバルな刺激を受けたいと思った。最終的に私

は日本国内で学ぶだけでは得られない貴重な相互学習の

体験ができた。海外での発表、そこから得られたシナジーに

ついて以下にまとめる。 

 

◆「人に伝えること」の難しさ 

自校の他グループと比較して、作成当初は準備不足の感が

否めなかった。しかし連日の試行錯誤を経て締め切り最終日

ぎりぎりで納得のいく完成版を仕上げることができた。縦割り

のグループ編成であったことが功を奏し、先輩方から様々な

Page 22 韓亜（ハナ）高校 第8回国際シンポジウム  



 

 

Page 23 

助言を頂けたことに感謝している。これも一つのシナジー。

現地でも本番直前まで私たちの作業は続いた。時には朝２

時半まで修正を重ね、作成の過程で妥協はしなかった。仲

間や先生方と協働し、一つの作業をこなすということは私に

とって大きな学びだ。 

そして本番当日。準備時間に反比例し、課題はたくさんあっ

た。切迫した状態で仕上げたこともあり、記憶の面で不十分

な点が多かった。また、質疑応答では英語力の未熟さから、

満足に応答することができず、質問者がきちんと理解できた

かどうかすら確認できないでいた。コミュニケーションの難し

さを痛感した一場面であった。思うに、コミュニケーション力と

英語力の力関係は必ずしも一致しないのではないだろうか。

英語力については別項目で追記する。プレゼンテーションを

終え、いくつかの改善点があったので以下にまとめる。 

1 スピーチ原稿の英文暗記にばかりにとらわれすぎて、日本

語による理解に不足が生じてしまった。 

2 現場の状況を考慮に入れたパワーポイントの作成をすべき

であった。発表会場であるアートセンターでは、聴き手との物

理的な距離感が発生する。広い会場を意識した段取りを日

本での作成段階から意識して準備できたらなお良かった。 

3 Q＆Aの想定問答について準備が足りなかった。内容につ

いて、広く深くリサーチできていれば、もう少しスムーズな受

け答えができていただろう。 

以上、改善点を挙げたが、一方で特筆すべき成功要素も多

かった。第一に、堂々と物怖じせず発表に臨むことができ

た。ぎりぎりまで万全な準備を施せたという自信もあったのだ

ろう。シンポジウムの３日目・４日目に他国のさまざまなグ

ループのスピーチを拝聴し、シンポジウムとしての一体感も

感じられていたのかもしれない。私たちの発表当日までに市

内観光や食事、ウェルカムパーティーなど各国の参加者相

互の交流を深めるイベントがあったことで一体感や親近感が

会場に溢れていたと思う。第二に、プレゼンテーションで発

言したり、質問したり、自発的な姿勢で参加することができ

た。これはイベントそのものを「楽しむ」ことができたということ

に他ならない。 

 

◆鉄は熱いうちに打て 

英語によるスピーチおよび質疑応答をとおして、自己の英語

力の低さをまざまざと見せつけられた。私には語彙力が圧倒

的に足りない。これは英語だけに限らず日本語にも同じこと

がいえるのだが、日本語と英語の両方の語彙力が備わって

こそコミュニケーションスキルが発揮できるのであろう。私は

本来、コミュニケーション能力には問題がないと自負していた

のだが、語彙力の乏しさが足を引っ張って総合的な英語力

が発揮できていないようだ。出発前からある程度の予測はで

きていたが、ハナシンポジウムで英語によるセッションを経験

し、良い意味での焦りを感じ刺激を受けた。帰国後は韓国で

経験した焦りの実感をバネに「鉄は熱いうちに打て」の精神

で、英語および日本語の語彙力を増強すべく注力したい。 

 

◆学び方の新たな視点 

ハナシンポジウムにはアジア各国の高校生たちが3人でユ

ニットを組み、その年のテーマを研究しエントリーする。その

過程に費やす時間や労力は決して少なくない。私たちの場

合も完成までに半年近くの期間を費やして臨んだ。そもそ

も、エントリーした全チームが選考に受かるわけではないの

で、各人がしのぎを削って質の高いプロポーザルを準備す

る。そういったわけで、各国が持ち寄ったスピーチが結果的

に現場で高いシナジーを生み出しているのも頷ける。 

今年のテーマは「News Media」。テーマがテーマだけに、事

実や実情が赤裸々に描かれた資料が少なく準備に骨を折っ

た。正直、私たちの仕上げた内容は世界のニュースメディア

を理解するうえでは氷山の一角であり、さまざまな高校生た

ちによる視点で持ち寄った素材から学ぶべき余地がまだま

だあったのだ。私たちはニュースメディアの中でもとりわけ

「How can Posts from individuals be Connected with Con-

ventional Media on a platform」という題材を扱った。同じよう

なテーマで臨んだチームもあれば、まったく別の視点から世

界のメディアについて述べたチームもあった。 

一つの視点で終わらず、多角的かつグローバルな視点で同

じテーマを論じることは学びを広げるうえでとても大切なスタ

ンスだとシンポジウムに参加して感じた。自分だけに終始す

る学びは時として思い込みや偏見に陥りやすい。他者の主

張をよく聴き質問して得られる学びは大きなシナジーを発揮

する。 

私はこのシンポジウムに身を置きながら、いつも「井の中の蛙

大海を知らず」という諺を想起していた。今まで小さく偏狭な

考え方に囚われがちな私であったが、学びとは本来、謙虚に

寛容に他者を受け入れる姿勢で吸収していくことに意義があ

るのだろう。ハナシンポジウムは私に学ぶ姿勢の第一歩を教

えてくれた貴重な経験となったことは言うまでもない。 
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長南 直弥  

早稲田大学高等学院 2年 

 

◆聴衆を引きつけておくために 

今回、聴衆としてプレゼンを聞いて実感したことは、プレゼン

の聞き手は基本的に受動的であるということだ。プレゼンを理

解しようと聞く努力をすることは想像以上にエネルギーを使

う。そのため聴衆は受動的で、聞くに値するプレゼンかどうか

を品定めする。プレゼンターはこのことを頭に入れて原稿や

スライドを作る必要があると感じた。実際、早口、声が小さい、

スライドが煩雑、といった理由で、途中聞く気が失せてしまっ

たプレゼンがいくつかあった。聴衆は、なるべくプレゼンを聞

きながら頭を使いたくないし、スライドの細かい字を読むため

に目を動かすのも面倒がる。些細なことで聴衆は聞こうとする

努力をやめてしまうものなのだ。プレゼンターは、受動的な聴

衆であっても聞いてすぐに理解できるスピーチ、見てすぐに

要点がつかめるようなスライドを作らなければいけないと感じ

た。 

 

◆言葉の選び方・スライドの見やすさ 

受動的な聴衆を意識したプレゼンができていたかどうか、自

分自身を振り返ると、原稿とスライドのそれぞれで気を遣って

いた部分があったことに気がついた。 

1つは、原稿での言葉の選び方である。原稿を作る際には、

一人が持ち寄った原稿を残りの二人の前でスピーチし、論理

の飛躍や表現が難解なところを指摘し合った。また、オブ

ザーバーに練習を付き合ってもらうようにした。自分たちが少

しでも「まってそこどういう意味？」と引っかかった部分は、聴

衆にとっては理解できないと考え、構成と表現を簡潔にする

ことに努めた。何か月もリサーチをしてきた自分たちと聞き手

では、そのトピックに関する背景知識の差は大きいからだ。例

えば自分たちがリサーチを通して使い慣れた英単語も、聴衆

は初めて聞くものかもしれない。そのためFinal Paperで使っ

た英単語をなるべく平易なものに置き換えるようにした。聴衆

の理解力を買いかぶることなく、丁寧に原稿を作ることを意識

できたと思う。 

2つ目は、スライドの見やすさについてである。スライドは、作

成したパソコン上での見やすさだけでなく、プレゼンを行う

ホールでの見やすさにもこだわった。私たちはプレゼンの前

にスタッフに声をかけ、実際のホールに映し出して聴衆席か

らスライドを確認した。まず、Moderatorに自分たちのプレゼ

ンをする前に中央のパネリストの机を移動する時間をとって

ほしいと頼んだ。聴衆席に座って自分たちのスライドを見る

と、パネリストが座る中央の机がスクリーンの底部をさえぎって

いることに気が付いたからだ。私たちのスライドには下部に重

要な情報が載っているものが何枚かあり、聴衆がそれを見逃

すことを避けたかった。次に、アクセントカラーが異なるスライ

ドを4種類用意していたので、その場で最も見やすい色を選

んだ。最後に、スタッフにプレゼンの間は照明を落としてもら

うように頼んだ。私たちのスライドは背景色が黒であったた

め、明るいステージでは白抜きの文字が全く映えなかったの

だ。榎本先生が、背景が明色と暗色の二種類のスライドを用

意することを勧めていたのは、このことかと合点した。私たち

は白の背景色を用意していなかったので、ステージを暗くす

ることで対応した。私自身、別の会場で、照明の当たり具合

によって色合いが曖昧となっているスライドを何枚も見かけ

た。スライドの配色は、複数用意し、会場で最も見やすいもの

を選ぶべきだと実感した。このような直前にスライドの映り方
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を確認したことは、些細なことではある。でも、そのことにより、

聴衆にとって分かりやすいスライドに仕上げることができたと

思う。“I think your presentation was well organized.”というコ

メントを見たときは、細部にまでこだわった価値があったと、

嬉しかった。 

 

◆「自分」を持つこと 

この報告書で海陽の羽田君が「自分を示す大切さ」について

書いているのを見て、私は、はっと気づかされた。彼は、自

分の好きな話題を伝えたり、特技を見せたりと自分という人間

を示すことで初めて、他の人と思い出を共有し、仲間になる

ことができると書いていた。私は深く納得すると同時に、この

「自分を示す」という意識が自分に欠けているのではと思っ

た。これは自分の性格に関わるものだとも思うが、あまり自分

についての話題を今回出会った外国人に話す機会がなかっ

た。もし自分の好きなことや嫌いなことを彼らに正直に「示

す」ことができていたら、もっと仲間になれたのかもしれない。

その意味でも、海陽のカルチャーパフォーマンスは、素直に

かっこいいと思った。私は、英語というコミュニケーションツー

ルを持っているだけの人間ではなく、そのツールを使って伝

えたい「自分」を持っている人間になりたいと感じた。 
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重山 純平  

早稲田大学高等学院 1年 

 

◆英語力の重要性 

私が今回のハナ高校シンポジウムに参加して感じたことは、

自分には圧倒的に英単語や言い回しなどの知識が不足して

いるということだ。まずリサーチの段階でそれを痛感した。と

いうのも、学術的な場において英語で書かれた論文を発表

に関連づけることは、より自分たちの主張を強固にするため

には欠かせないことであるが、私は今回その作業にほとんど

貢献することができなかったからである。これには単純に「リ

サーチ力不足」という要因もあるが、ここで私が言いたいのは

「検索したい内容を英語で表す方法が全く思いつかない」

「論文を見つけたところで内容、要旨をすぐ捉えられない」こ

の2点である。その原因は何か、ということを考えると浮かび

上がってくるのは「単語量の絶対的な不足」という事実だと私

は思った。次に、プロポーザルやファイナルペーパー、プレ

ゼンテーションの準備において私が非常に困ったことは「英

語話者の言い回しが全く分からない」ということだ。要する

に、言っていることをソフトに、フレキシブルにできない、つま

りロボットに翻訳させるのと同じレベルでしか英語を使えてい

ないのである。これが引き起こる原因は普段から英語を使っ

ていないからだ、と簡単に片付けたくないので、これからはも

う少し言語に対して敏感になろうと思っている（言い換えれ

ば、日本語の婉曲表現などを見たりしたときに「これは英語

（に限らず）で何と言うのだろう」と疑問を持つようにし、また英

語（に限らず）の定型表現に対しての感受性を向上させるつ

もりだ）。とにかく、ハナ高校シンポジウムは私に気付きと語

学学習へのモチベーションを与えてくれた。来年またプレゼ

ンターとしてこのシンポジウムに参加できることを仮定して、

私はこれからの1年間で英語能力をより一層高めていく。 

 

◆スカベンジャーハント 

ハナ高校シンポジウムにはソウル市内を散策する「スカベン

ジャーハント」という行事がある。自分の属するアクティビティ

グループのメンバーと一緒に行動するのだが、この時幸いな

ことにハナ生は私を快く受け入れてくれた。まず男女の隔た

りが少なく、私はグループ内の全員と三回以上は会話した記

憶がある。そのうちの何人かとは今でもフェイスブックやライ

ンでやり取りを行っている。私の変な英語もちゃんと理解して

くれて、かついろんな場所で気を遣ってくれたハナの友達に

は、いつかどこかで恩返しをしたい気持ちでいっぱいであ

る。そのためにも、やはり英語を勉強する必要性を強く感じ

た瞬間でもあった。ちなみに、実際に話した内容は「これは

韓国語で何て言うの？」だったり「韓国のおすすめの食べ物

は？場所は？」「学校生活はどんな感じ？」など多岐にわた

る。そこで思ったのは「韓国語を知っているとすごく喜ばれ

る」ということだ。今回は「ハナ生に習った」行く前に覚えても

らいたい言葉をいくつかピックアップした。参加予定の人は

覚えておくといいことがあるかもしれない。 

1コマウォ→ありがとう 2マシッソヨ→おいしいです 3メウォヨ

→辛いです 4ムルジュセヨ→水をください 5チェミイッソヨ→

楽しいです 6イェッポ→かわいい 7アルムダヴォヨ→美しい

です 8カジャ→行こう 

 

◆寮生活とホームステイ 

シンポジウム中は1、2、3日目の夜を寮、4日目の夜をコー

ディネーターの家で過ごす。寮は一つの部屋につき4人の人

が泊まれて、私の場合は他の3人が全員ハナ生だった。その

うち一人はコーディネーターのミンゾン、他の2人はヨンビンと

スンウ、といった名前だった。もちろんここでもみんな本当に

親切で、それぞれのキャラクターがあっていい人たちばかり

だった。しかしここであることに気付く人がいるだろう。そう、名

前がすこぶる覚えにくいのである。実際私はヨンビンに2回、

スンウに4回聞き返す羽目になり、かなり申し訳ないことに

なってしまった。向こうは一発で覚えてくれるため、余計に

焦ってしまうのだ。そのため、もし参加するならば「名前をしば

らく覚えられないかもしれないけど、聞き返したときはよろしく

ね」と前置きして伝えておくといいかもしれない。4日目のホー

ムステイでは、コーディネーターの家にお邪魔して1泊させて

もらうのだが、私が思うにここが「親友を作るチャンス」である。

なぜなら、いろいろな行事があるとはいえやはり一番一緒に

いる時間が長いのはほかならぬコーディネーターであり、一

番お互いを尊重して踏み込んだ話ができるのもコーディネー

ターだからだ。私はミンゾンと「反日感情、嫌韓」についてお

互いの意見を交換することもした。それ以外にもたくさんのこ

とを掘り下げて話し合うことができた。学校のこと、家族のこ

と、友達のこと、文化のこと、恋バナEtc.…とにかくコーディ

ネーターとは仲良くなれることは確かだし、そうなることは絶

対に必要だと思っている。 

 

◆社会問題に向き合う目 

今回の経験は、私にとって「クリティカルシンキング」がどんな

ものかを考える良いきっかけにもなった。実は、本シンポジウ

ムに参加する前の私は社会問題全般に正直あまり興味がな

く、ニュースを得る時も何も考えずにただ漫然と眺めているよ

うな状況だったのだ。そんな私はいざそういった話題に関す

る議論の場に立つと、どうしても自分の主観と偏見に基づくと

んでもない発言や提案をしてしまい、周りに相手にされない

ことが多々あった。しかし作業を進めていくうちに私は徐々に

「社会を見通す目」とは何か、という大きな問いを自分の中に

見出すことができ、それに対して現時点ではある程度の質の

答え（？）を導きだすことができた。それは「歴史を知り法則を

見出す作業」「性悪説＞性善説に基づく全体主義の公理」の

2つを状況によって使い分けること、である。抽象的な話では

あるものの、非常に興味深い結論に行き着くことができたの

でうれしかった。ここでは「状況」を定義しない。このシンポジ

ウムに参加しようとしている人には、ぜひ参加して追体験して

ほしいと思っている。あわよくば、私が今定義していない、正

直に言うとできなかった「状況」を一般化して表現してほし

い。 

 

◆Go global 

いろいろ書いてきたが、今回私が得たものを一言でまとめる

と「国際人になろうという強い意思」である。もちろん自分のや

りたいことを突き詰めるのは大切だし、そうしなければ貴重な

高校生活を棒にふることになる。だがしかし、それは前提条

件をクリアしてからの話であって、やりたいことだけやってい

ても成長はない。このシンポジウムは、自分の相対的な位置

を確かめることができ、そして異文化を知ることの楽しさ、大

切さを教えてくれる。参加するかしないか迷っている人には

是非、一歩を踏み出してもらいたい。 
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蓮沼 宏大  

早稲田大学高等学院 3年 

 

◆時間との闘い 

ハナシンポジウム当日までの準備は常に時間との戦いで

あったと考えている。テーマ公開から1か月以内のプロポー

サル提出、1学期期末テスト直前のファイナルペーパー提

出、期末後1週間のプレゼンに向けた準備などが具体的な

例である。今回のシンポジウムのテーマは”News Media”で

あった。私生活に密接に関係しつつも、その中身を理解して

ない分野であり、テーマに関する知識を増やすことから私の

ハナシンポジウムは始まった。本・インターネット・図書館・テ

レビなどあらゆる媒体をフルに活用し知識の収集に勤しん

だ。学校の放課後は図書館に閉じこもり、22時まで学校に残

ることも多々あった。そんな状況下で、何度も放課後の集まり

を休みたくなる自分もいた。でも時間と闘いながらも、できる

限り抜け目がなく、読者にわかりやすく仕上げたファイナル

ペーパーの提出の瞬間はこの上ない達成感であった。期末

後の残された1週間も渡韓前日まで学校でプレゼンテーショ

ンに向けた準備と発表練習を行い、期末後の解放感とハナ

シンポジウムへの緊迫感がせめぎ合った。 

 

◆会場と努力 

私は今回、ハ ナ高校の 中で最も大き な会場であ る”Art 

Center”で発表した。そこで“Art Center”で発表を行う醍醐

味について書く。この会場はハナ高校の中でも一番の観客

収容力を擁している。自分の発表時には約200～250人の観

客がいた。ただし、想像よりも観客が少ないという印象を受け

た。1番手のハナ高校のチームが発表及び質疑応答を終え

たときも緊張はそれほど襲ってこなかった。この理由は、その

ときの自分がプレゼンでミスをする気がしていなかったからで

ある。期末終了後からの1週間、チームの3人でできる限り良

い発表ができるように努力し、原稿を完全に暗記した。そし

て、前日の夜のリハ―サルでもチーム全員がミスなく発表を

することができた。これらの、努力とそこから得られた自信

は、”Art Center”という高い壁を乗り越える勇気を与えてくれ

たと確信している。発表で後悔しないためにも、チームみん

なで努力したことは、最終的に自分を助けるということを知っ

た。 

 

◆海外の生徒との交流 

ハナシンポジウムでは、プレゼンテーションが目玉イベントと

誰もが思ってしまう。しかし、その他のアクティビティも本当に

魅力的なものであった。今回のシンポジウムには、韓国、タ

イ、香港の3つのアジアの国の高校生と交流を図ることができ

た。プレゼンテーション以外の時間は、グループ別にソウル

市内を観光したり、世間話をしたり、サッカーやバスケをした

りと、異なる国の生徒とありのままの姿で交流できた。それら

のアクティビティを通して、それぞれの国の比較を生徒同士

ですることで、互いに文化を共有し多面的に異文化を知るが

できた。 

すべての参加国の第一言語は英語ではないため、全生徒

が第二言語である英語によって話をする。人によるかもしれ

ないが、第二言語同士の交流は、なじみやすく、話しやすい

という印象を持った。また、ハナシンポジウムでは、国籍や性

別・英語力の差などは関係なく、誰とでも会話し楽しむことが

できた。このシンポジウムで出会ったメンバーとはSNSなどを

介してプログラム終了後も連絡を取り合うことができ、将来の

アジアを担う大切な仲間たちと巡り合うことができた。 

 

◆全体を通して 

私にとって今回のハナ高校国際シンポジウムが最初であり最

後の参加あった。そんな自分がプレゼンターとして、”Art 

Center”でプレゼンテーションを行い、最高の仲間たちと出

会えたことに心から感謝したい。 

また私がこの報告書を読む人に伝えたいのは、このシンポジ

ウムに参加することによって得られることは限りなく多いという

ことである。私は、このシンポジウムに向けた準備の段階で、

ハナシンポジウムの開催意義がわからずにいた。表彰される

わけでもなく、勝敗が決まるわけでもない使用言語が英語の

プレゼンテーションにどのような意味があり、何を得られるの

かを何も理解していなかった。このようなことをたまに口に出

したこともあったと思う。しかしこのシンポジウムが終わってみ

て、私はそれらの発言を前言撤回したい。このプロジェクト

は、事前のレポート作成のための調査開始から今後自分の

人生において一生続くものだと考えている。ハナシンポジウ

ムに向けた事前調査のための情報量や使用する英単語量

は、他の海外プロジェクトを圧倒的に上回るものであると感じ

ている。また、大人数の聴衆の前での英語によるプレゼン

テーションは普通の高校生活を送っていては絶対に経験す

ることのできないものである。そして、日本の高校生を代表し

て日本の歴史から現在、そして文化などを他国の生徒に伝

える責任と価値は素晴らしいものであると思う。今回のハナ高

校国際シンポジウムで培った、知識・経験・人脈を無駄にす

ることなく将来につなげられるように日々努力していきたい。 
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渡辺 航大  

早稲田大学高等学院 1年 

 

◆参加する意味 

このシンポジウムに参加する理由は人それぞれだと思うしそ

れでいいと思う。私が参加した理由は主に2つある。1つ目の

理由は単純、今まで韓国に訪れたことがなかったのでとにか

く行ってみたかった。韓国の人、街、文化にとにかく触れた

かった。2つ目の理由は、自分の英語力を試したかった。自

分は8年の海外経験を持つ帰国子女である。今までネイティ

ブな環境で培ってきた英語力が、英語を第二外国語として

使っている社会でどう評価されるか見てみたかった。 

 

◆韓国を知る 

先ほども述べた通り、今回は私にとって初めての韓国だっ

た。だからこれまではメディアの報道などを通してしか韓国を

見ていなかった。そのせいか正直なところ、このシンポジウム

に参加する前は、あまり韓国のいい印象は持っていなかっ

た。 

しかしこの印象はすぐさま覆された。まずは人。確かに日本

人のように常にもてなしの精神を持っているわけではないの

で、静かにしているとあまり相手にしてもらえない。ただ自分

から心を開いて話しかけてみると、すぐさま良い友達になれ

る。ソウルの街も私が思っていたところとは異なっていた。東

京ほど発展していないのだ。逆を言えば、まだ緑が茂ってい

て自然が多く残っていた。韓国料理は予想通りおいしかっ

た。個人的にはSULBINGという氷菓子と少し辛かったがダッ

カルビがおいしかった。また韓国人の考え方というものも知る

ことができた。私はコーディネーターと一番良い関係を築け

たと思う。互いを信頼・尊重できる間柄になったところで、

ホームステイの時、現代の日韓関係や北朝鮮問題に関する

彼の考えを聞くことができた。とても良い話ができたと思うし、

向こうもこっちの考え方に興味を持って聞いてくれた。今回の

この交流を通じて自分が今まで感じていた韓国という国との

異様な距離は縮まったと思う。 

 

◆準備 

このシンポジウムに向けた準備は入学式の前から始まってい

た。学院の参加者全員で集まりニュースやメディアについて

の議論を行った。4月から本格的にチームとしての活動が始

まった。ハナに提出するProposalを書き終えたと思ったらすぐ

さまFinal Paperとプレゼンの準備。正直入学したての私に

とってはめまぐるしいほど忙しい日々だった。テストや部活、

他にも様々なことがある中での活動となった。この限られた日

程の中で求められるのは効率性だと思う。確かにチーム全員

に均等に仕事を割り当てるのが一見公平でかつ効率的に見

える。しかしチームメンバーそれぞれの長所や短所を理解し

あい、それぞれの長所を生かして活動するのがベストだと思

う。例えば私はアイデアを考える時は少し先輩方に頼ってし

まったと思う。その一方、自分はチームの中では英語ができ

る方だったのでペーパー・プレゼン・質疑応答はチームを

引っ張って主体となってやっていた。こういう風にメンバーの

長所短所を理解して活動することが大事だと感じた。プレゼ
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 ンの準備は本番の前日まで続いた。だから本番当日はあま

り緊張せずに臨めたと思う。 

 

◆プレゼン・質疑応答 

プレゼン・質疑応答のセッションは完全にやりきったとは言え

ないものになってしまった。プレゼン自体はあまり問題なかっ

た。しっかりと自信を持ってはっきりと言えていたと思うし、

チームとしてもしっかりとしたプレゼンになっていたと思う。強

いて言うならば、途中から少し緊張して早口になってしまった

くらいだ。さて、ここからが問題。今回のセッションでは質疑

応答の難しさを痛感させられた。実際に英語力は問題では

なかった。大体の質問の内容は理解できた。しかしいざ答え

を返そうとすると、上手く返せないものもあった。答える前に

少し考えなければいけない時もあった。実際に終わった後冷

静になって上手くいかなかった原因を考えてみた。そして辿

り着いた答えは、リサーチ不足。よくよく考えてみると、プレゼ

ンに気をとられすぎていて、あまり質疑応答のことを考えてい

なかった。隅々まで質問の可能性を想定していなかった、詰

めが甘かった。よくよく考えてみると自分の中に「英語ができ

れば質疑応答はなんとかなるだろう」という甘い考えがあった

かもしれない。今思い返すとこんな考えを持っていた自分が

情けないしふがいないし先輩に申し訳ない気持ちでいっぱ

いだ。もう一度チャンスがあれば今度はしっかり深いところま

でリサーチをして臨みたいし、来年以降参加する人にもこれ

はわかっていてもらいたい。 

 

◆ハナ生のレベルの高さ 

今回のシンポジウムを通してハナ生のレベルの高さには驚

かされた。特に英語に関しては学院よりはるかに上をいって

いるように思えた。学院と英語に関する姿勢・意識が完全に

異なっていた。学院では授業になんとなくついていけて、期

末テストで赤点を取らなければいいと思っている人がたくさん

いる。むしろ自分から貪欲に英語を使って、英語を話せるよ

うに本気でなりたいと思っている人は少ないのではなかろう

か。無論英語だと日常会話が限界という人がゴロゴロいる。

それに比べてハナはどうだろうか。ほぼみんなと文化の違い

を含め様々なジャンルに関して良い話ができた。僕よりもは

るかに英語がうまい人も実際にいた。 

英語だけでない。プレゼンのスライドを作る彼らの能力にも

驚かされた。ハナ生のプレゼンのスライドは凝っているものば

かりで、特にscavenger huntのプレゼンはどれも凄いものば

かりで驚いた。ハナだけではない、香港とタイの高校のプレ

ゼンも独自のスタイルを貫いていて聞いていてとても面白

かった。 

こういったレベルの高い海外の同世代の生徒と同じ時を過ご

せたこと、このシンポジウムに参加できたことをとても光栄に

思います。このシンポジウムに関わった全先生方・生徒に感

謝します。皆さんの来年以降のシンポジウムでのさらなる飛

躍を期待しています！本当にありがとうございました。 
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胡 晨陽 

早稲田大学高等学院 2年 

 

◆応募動機 

高1の時にSGHに入って、国内での活動には参加したが、国

外での経験がなかったので、高2は外国行って国際交流の

活動に参加しょうと思った。そしてハナシンポジウムは英語で

専門的な話題についてプレゼンするので沢山学べることが

あると思い応募した。このシンポジウムを通して、異文化交流

を体験して、自分の英語力やプレゼン力をもっと向上させよ

うとしたため。 

 

◆試行錯誤したプレゼンテーション 

今回のテーマはニュースメディアで、これをもとにグループご

とに具体的なテーマを決めて、下書きを書いて、パワーポイ

ントを作りました。僕は英語が得意ではないことに加えて英

語でプレゼンをする機会があまりなかったので、専門的な話

題を英語でプレゼンすることは大丈夫かと心配した。テーマ

を決める段階から苦戦した。最初出したテーマはうまく拡張

できなくて、試行錯誤していくうちにようやく腑に落ちるテー

マが決まった。下書きはまず日本語で書いた。自分たちの

テーマを掘り下げて行くにつれて矛盾点が出てきて、何度も

つまずいた。問題点に対する解決策を出すときはなかなか

良い案が見つからなくて夜遅くまでチームメイトと沢山話し

合って、沢山の案を出した。試行錯誤しているうちにようやく

納得のいく解決案を出せることができた。そして英語に直す

作業では、大部分を他のチームメイトに任せてしまったので、

しっかり分担して自分で書く必要があると思った。最初に作っ

たパワーポイントは分かりづらくて、聴衆の混乱を招いた。先

生に「パワーポイントは聴衆にプレゼンの理解を促すための

もの」と言われ、文字のサイズ、色やグラフなどを工夫した。

そして、プレゼンの練習で出てきた最初の問題はただの棒読

みで、プレゼンの形にならなかった。それで、文章体を聴衆

に話しかける形に変えた。次の問題は、イントネーションは無

くて淡々と話していて、伝えようとする意志が見られなかっ

た。プレゼンは何かを伝えるためのもので、聴衆にメッセージ

を伝えられなかったら意味がない。それで、先生方や友達に

アドバイスをいただいて、強調、間を置く、呼吸、声量、話す

スピードなどを改善してこれらの事を意識しながら練習して

いった。チームメイトの 前で何回もプレゼンして、お互い

チェックして、アドバイスし合った。そうしていくうちにだんだん

良くなって熱意のあるプレゼンができるようになった。そして

本番の直前準備するときは少し緊張したが、チームメイトや

学校の先生方、友達の励みで本番は落ち着いて自信をもっ

てプレゼンすることができた。しかしその後のパネルディス

カッションであまり発言できなかったのは悔しかった。もっと英

語力を上げて、しっかり質問を考えて、こういう経験を積み重

ねていきたいと思った。 

 

◆新鮮な寮生活 

空港からハナ学校までの外の景色は何らかのところが日本と

違っていた。同じ形の建物がずらりと並んでいた。 

ハナでの寮生活では様々な新しいことを体験した。起床する

少し前にK-POPがながれ、起床時に放送が流れた。7時に

朝食の時間と決められているのに実際7時に行く生徒はとて

も少なかった。韓国人の時間の概念は日本と少し違うことが

わかった。日本では朝食は少なめにとるのに対して韓国では

朝からしっかりとる。食堂で出される料理は量が多くてすごく

おいしかった。 

ハナ生皆は食器を手で持たないでテーブルの上に置いて食

べて、出されたものを無理して全部食べようとしなかった。食

器は全部ステンレス製で特に箸が重くてなかなか慣れなかっ

た。なぜ木製ではないかと聞いたところ、朝鮮半島の歴史と

深く関係していることが分かった。 

 

◆各国の生徒との交流 

自分は英語が得意ではなかったので外国の生徒たちとうまく

交流して、仲良くなれるか不安だった。でもハナ生をはじめと

するみんなは積極的にわかりやすい英語で話しかけてきて、

とても優しくしてくれて安心した。1日目の午後のミニオリン

ピックから、みんな仲良くしてくれて、文化の壁を感じずにす

ぐになじめることができた。2日目の市内観光ではトッポッキ、

ソルビン、タッカルビなど韓国の伝統的な料理を食べた。一

部の料理は真っ赤の色で唐辛子がいっぱい入って辛そうと

思ったが食べてみたら案外辛くなかった。僕の行動班には日

本語が上手に話せる人がふたりいて、困ったときは日本語で

説明してくれた。そして今の韓国の問題について話し合っ

た。大学進学の問題、日本との時差の問題、ソウルのゴミ(環

境)の問題など。そしてハナ生は毎日平均６時間も宿題に時

間をかけると聞いて、すごく忙しいことが分かった。ハナ生以

外の香港やタイの生徒たちとも文化交流して、仲良くなれる

ことができた。 

 

◆ホームステイ 

タクシーでコーディネーターの家に行き、彼の家はハナ高校

と同じように急な斜面にあった。ソウル周辺は山が多いなと

思った。その後彼のお兄さんと一緒にホンデに行って、ポー

クの焼肉食べた。韓国の伝統的な食べ方はサニーレタスに

千切りのネギ、大根、もやしなどをのせて、甘辛ソースかけて

焼肉をのせて巻いてそれを丸ごと食べる。とても美味しかっ
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 た。その後は近くの専門店で洋服の買い物をした。両親はと

ても親切で、高麗人参をくれて、お姉さんは作ったマカロン

をくれた。 

 

◆さらなる高みを目指して 

このシンポジウムで沢山の良い友達、良い思い出ができて、

とても充実した5日間を過ごすことができた。初めて韓国に

行ったので不安もあったが、皆親切にしてくれて、とても楽し

く過ごすことができた。異文化交流を通して、お互いを尊重

しあうことの大切さを学んだ。プレゼンテーションで英語を

もっと意欲的に学ぼうとする刺激を受けた。そしてただ英語

力だけでは足りなくて恐れずにコミュニケーションとろうとする

積極性も必要だと思った。そして今回目標達成できなかった

ことをしっかり振り返って、自分の問題点を改善して、そして

収穫したことをこれからの活動に生かして、より一層高い境

界に達するように頑張っていきたい。また機会があったらぜ

ひリベンジしたいと思った。最後にお世話になった先生方、

生徒の皆様にお礼を申し上げます、ありがとうございました。 
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岩永 吉祥  

早稲田大学高等学院 3年 

 

◆プレゼンテーションの準備 

プレゼンテーションの準備は非常に苦労した。難しかったの

は、論理構成をまとめて分かりやすく伝えるという点だ。レ

ポートを書く上でもプレゼンをする上でもこのことが一番の大

きな課題になったと思う。自分たちのチームがなぜこのテー

マにしたのか、なぜこういう結論に決めたかが自分のチーム

でも意識できなかった。ペーパーを書き上げて提出する前に

本庄、鷗友などいくつかの高校で集まって顔合わせをした。

しかし、その時に行ったプレゼンテーションでは結論を出す

までの道筋があまり理解されず、多くの厳しい質問をされた。

その後構成を改善してペーパーを提出し、プレゼンを作って

前哨戦に臨んだ。 

しかし、前哨戦でも伝えたいことがうまく伝わらなかった。第

一に、言いたいことを言おうと焦りすぎて説明に時間がか

かってしまった。それだけでなく、プレゼンテーションの構成

も観客に理解されなかった。とても成功とは言えなかった。そ

の後、先生のアドバイスを受けて、結局自分たちが最終的な

何を伝えたいか分かっていなかったことに気づいた。自分た

ちのチームがいったい何を目標(Our Goal)にしているかを考

えなおし、言いたいことは何かを洗い出し、論理構成を納得

のいくものにして、全体を再構成した。自分の言いたいことを

理解して発表するのも大事ではあるが、まずはしっかりと原

稿を作ることに集中した。余計な文を削除してシンプルさを

重視し、ここで伝えたいのは何か？を考えて簡単にした。完

成した原稿でつかえる部分を何回も練習し、何も考えなくて

も引っかからずに言えるようにした。原稿を丸暗記するのは

良くないと考えるかもしれないが、逆にしっかりと原稿を話せ

るようにすることで、プレゼンテーションで人前に立っても余

裕を持って言いたいことを説明できるようになれたと感じた。

他にも発音やアクセントをたくさん直され、直前に練習をして

ようやく自信をもって発表できるようになった。 

 

◆ハナ高校の生徒 

ハナの生徒たちはとても優しかった。ハナ高校に着いてから

は、寮のルームメイトに会えないなどのハプニングもあって、

不安でいっぱいだった。ハナ高校の人たちは、事前に聞い

ていたとおり英語がとても上手で、聞き取れないことも多かっ

た。しかし、言われるがままに参加したアクティビティグルー

プの人たちはとても優しく、積極的に受け入れてくれた。

ルームメイトの人とも友達になり、夜寝る前にはたくさん会話

をした。ハナ高校について、日本のこと、韓国のことなど色々

なことを話した。みんな日本のことにとても興味を持ってくれ

ていてとても嬉しかった。むしろ自分よりも日本の歌や映画を

知っていて驚いた。逆にいくつかの韓国語も教えてもらっ

た。海外に行って英語で話すという経験自体が初めてだっ

たので、とても新鮮で楽しかった。その場で英語を使って

思ったことを返すのは思ったよりも難しく、うまく言えないこと

もあった。しかしみんな熱心に理解しようとしてくれて、自信を

持つことができた。英語の上手・下手に関わらず、積極的に

コミュニケーションをすることの大切さを知った。 

 

◆発表本番 

プレゼンテーションの本番は、意外に早く終わった。一緒に

プレゼンをした3チームのうち、1チームはハナ高校だった。

ハナ高校の人は自分たちのチームよりとても流暢だった。話

すスピードも速く、細かい部分で理解が追い付かないところも

多かった。前の日に一緒にプレゼンをするチームの原稿を読

んでいたが、それをしておいて良かったと思った。本番のプ

レゼンテーションは、かなり上手くいった。ハナ高校に行く3日

前は思うように発表することができずとても不安だったが、事

前に原稿の内容をなるべくつかえないように練習し、言いに

くい場所や文のつながりを覚えにくい箇所を何回も繰り返し

て覚えたので、本番は余裕を持って発表をすることができ

た。不安だったのは質問だった。事前にハナ高校のプレゼン

テーションについて、発表よりもそのあとの質問が怖いと聞い

ていたからである。自分のチームの発表は4日目だったが、

確かに3日目の他のチームのプレゼンテーションのあとに、い

くつか流暢で難しい内容の質問を聞いた。しかし自分たちの

チームのプレゼンテーションについては、予想に反して厳し

い質問は受けなかった。それでもいくつか質問をされ、質問

の意図が理解できず聞き返したりすることもあった。グループ

のほかの人にマイクを回して答えてもらったりしたが、いくつ

かの質問について自分で答えることができた。他のチームへ

もいくつか質問した。英語力が足りず質問をうまく言いづらい

こともあったが、なんとか理解してもらって答えてもらうことが

できた。英語で完全にうまく言えなくても、頑張って質問した

ことはよかったと思う。セッションは、あっという間に終わった。

韓国に飛び立つ直前までプレゼンテーションの構造を練り、

しっかりと練習した甲斐があったと思う。 

 

◆シンポジウムの感想 

今回のシンポジウムは自分にとって初めての海外経験であ

り、英語を使った国際交流という点で自分にとってかなり力に

なった。参加してとてもよかったと思う。さらに韓国の文化や

現状についてもその一端を知ることができた。現地での経験

だけでなく、シンポジウムまでの4か月間は、文章を書いたり

プレゼンテーションをしたりという初めての経験をし、勉強に

なった。英語についてもまだ至らないところばかりだったの

で、この経験を機にさらに深く勉強したい。 
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曽我部 陽哉  

早稲田大学高等学院  2年 

 

◆オブザーバーの存在意義 

私は今回のシンポジウムに、昨年のプレゼンテーションでの

成功と失敗の経験を活かしてオブザーバーとして参加した。

オブザーバーとはシンポジウム本番に発表することは無いも

のの各チームの4人目として準備に参加し、よりよい発表のた

めのアドバイスを与える存在である。4か月間昨年と異なった

オブザーバーという立場でプレゼン作成に関わることで発見

したプレゼンターとの最大の違いは、その客観的な視点であ

る。例えばプレゼンターが何か新しいものについて考えると

き、その3人は既に共通の知識や価値観、認識を有してい

る。このようなある種の閉鎖的な状況で物事を考え、議論を

重ねていくことで時に根本的な理論の欠陥を見逃してしまう

ということが往々にして発生する。これを私がファイナルペー

パー提出の5日前に指摘したことで急遽理論を新しく立て直

さなくてはならなくなったチームがあった。 

プレゼンターが何か新しい提案を考えるときに私が何度も強

調して確認してきたことがある。それはなぜそれが必要なの

か、既存のものと何が違うのか、それによって何が変わるの

か、発信する側だけでなく受け取る側にどのようなメリット及

びデメリットがあるか、ということである。たとえプレゼンターが

自分は何か独創的な新しいものを生み出したと考えても、客

観的に見るとそれは既存のものとの類似があったり、またそ

の必要性が感じられないものであったりということがある。これ
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 らをプレゼンターたちが自分自身で何度も確認することで、

真の独創的な新しいものを提案することが出来たと信じてい

る。 

 

◆客観的視点の重要性 

シンポジウム本番の5日間を通して学院、そして日本以外の

チームにおいても客観的な視点の重要性を見出すことが出

来た。その国特有の事情を背景とした問題や解決策の提

起、内容の説明不足やはたまたスライドが見にくかったり理

解し難かったり。これらもひとえに客観的な視点の欠如に起

因するものである。 

前哨戦が終わってから本番までの1週間において私がプレ

ゼンターに強く要求したのは見やすいスライドの作成であ

る。前哨戦までは内容についての議論やそれに基づいた原

稿作成とその暗記にほとんどの時間が費やされる。しかしそ

れがどれだけ魅力的な内容であっても、スライドが見にくいと

いうだけでその発表の訴求性は大きく削られてしまうと私は

考えている。具体的には文字の大きさや色の調整、不必要

な視覚的情報の排除が必要とされた。特に本番の発表にお

いて大きく役立ったのは、セッションの前に実際の舞台でス

ライドの見やすさを確認し文字の大きさや色を変更したこと

であった。パソコンの画面かプロジェクターの画面か、舞台

は明るいのか否か、これだけでスライドの見やすさは大きく変

わる。実際に、学院で行われた前哨戦ではよく見えていたグ

ラフの色がハナのauditoriumではまったく識別できなくなって

しまっていた他校のスライドがあった。これによって常に意識

しなければならないのは客観的な、ひいては聴衆目線での

プレゼン作成であると強く再認識させられた。 

 

◆より良い発表のために 

オブザーバーとしての仕事は発表の質の向上以外にもう1つ

あった。それはcultural performanceへの用意である。昨年は

プレゼンテーション当日までそれだけに注力していたため

performanceの前日に急いで練習することになってしまい、結

果的にその完成度は決して高いとは言えないものであった。

そこで今年はプレゼンターに負担を掛けずにできるだけ完

成度の高いパフォーマンスを志し、オブザーバーが事前に

準備を行った。 

オブザーバーという役職は他の日本の学校やハナ、タイや

香港の学校には無いものである。決してなくてはならないも

のかと言われればそうではないであろう。しかし客観的な視

点をもった助言が行われたことで今年の学院チームの発表

はより良いものになったのだと、そして私自身にとってもプレ

ゼンターではない立場からシンポジウムに関わることで貴重

な発見があったと強く感じている。この経験を生かして来年

はプレゼンターとしてより良い発表を作り上げたい。 
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比留間 礼音  

早稲田大学高等学院 3年 

 

5 days in Korea as both a presenter and an observer of the 

8th International Symposium on News Media held at Korea’

s top high school, Hana Academy Seoul, was an amazing 

experience.   New insights  into  today’s issues  of  News 

Media, the network with high-level Asian students, my first

-ever home stay experience at a Korean family and many 

other things…   This great experience couldn’t be gained if 

I hadn’t had the opportunity to join the symposium thanks 

to Hana Academy, its organizers, and their brilliant stu-

dents. Here are some stories that I want to share with you. 

 

◆ Worth-while participating? 

For those who want to improve your presentation skills, the 

answer  is  absolute  yes.  Among many of today’s school 

programs, there  is no  opportunity  like  Hana symposium 

where students can improve their presentation skills with 

high-level students from Asia. Since the host of the sympo-

sium, Hana Academy Seoul, exclusively choose top level 

schools of each participating countries in Asia, the present-

ers, and audience in the symposium are all very sophisticat-

ed. This is why almost every participant from Japan has 

been surprised high-quality questions and feedback given by 

those audiences at the Q&A session.  Giving a presentation 

in that sort of high-level environment means that you are 

also expected to be high-level. This is why once you join 

this program, you have to be absolutely well-prepared for 

every single aspect of the presentation; from the topic of 

your research, the structure of your presentation, the size, 

and font of the power point slides to the voice tone and 

gestures you use during the presentation. For those you do 

not have much of presentation experience, it may sound 

difficult.   However,  from my experience of joining Hana 

Symposium twice both as a presenter, I can assure you that 

you will have a remarkable improvement in your presenta-

tion skills after joining this symposium. So, as stated, if you 

want improvement in your presentation, join this symposium. 

 

◆ Networking, the highlight of Hana Symposium 

For those who already have a good level of presentation, 

presentation session may not be very interesting.  However, 

as the one joined Hana symposium as an observer, I can tell 

that the highlight of this symposium is not only presentation 

session, but networking with other students from Asia. As 

mentioned,  since Hana Academy Seoul  (HAS),  the host 

school of this symposium is one of the very best schools in 

Korea. This means that if you join the symposium and will 

have the opportunity to meet students from HAS, you can 

become good friends with future leaders of Korea. Besides, 

since the symposium haven students from other parts of 

developing Asia, you are very likely to have a quality friend-

ship with other high-level Asian students who are will be 

leaders of Asia.  During the symposium, I tried to meet and 

talk with as many people as possible. In this way, I could 

know many people from other Asian counties. Also, becom-

ing friends with them was not just about networking. With 

some of the friends I met at the symposium, I discussed a 

wide range of problems in Asia from territorial issues, diplo-

matic relations among the countries to climate change in 

whole Asia.  Different and various views of those friends 

made me realize it is not impossible to solve all those prob-

lems among the countries in  Asia.  Therefore,  for  those 

experience, I had, of course for those who are interested in 

presentation but even if you are not, join the symposium and 

gain a great network that you need as leaders of Japan; 

leaders of Asia.  This trip made me change my image of 

Korea, in short, made me love this country and its generous 

people. Though I was a foreigner there, students of Hana 

and other Korean people treated me as if I have been their 

friends for a very long time. 
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木村 俊博   

海陽学園 1年 

 

◆やっと訪れたチャンス 

帰国子女ハウスに所属している為、ハナシンポジウムに参加

した先輩達を以前から多く知っています、中学生の頃からハ

ナシンポジウムに参加することに憧れを抱いてきました。そし

て今回共に同じ留学プログラムを希望している同級生からの

誘いを受けチームを組み参加することになりました。 

 

◆念入りな下準備 

プロポーザルの出来次第でシンポジウムでプレゼンが出来る

か否かが決まります。(今回は全チームがプレゼンしたのです

が……) その為、私達のチームはインパクト重視でプロポー

ザルづくりに挑みました。新たな形ニュースサイトの提案で

す。プロポーザル作成の時点では、書き込める情報量が少

なく詳しいことが必要ないので内容のインパクトと現実性が重

要な要素だったと思います。テスト期間を経てプレゼンターと
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 しての参加が決まり、ファイナルペーパーの作成が始まりまし

た。特に大変だったのが証拠集めです。同様のニュースサイ

トが既に存在していないか似たものが存在したらどう違いを

着けるか、そして他国の生徒に共感してもらう為にはどの様

な例を挙げるべきか、ビジネスプランの要素を含んだ今回の

ファイナルペーパーではフロアマスター(海陽学園に出向さ

れている協賛企業の社員)の協力がとても頼もしかったで

す。海陽生はプロポーザル作成の時点からFMに協力を仰ぐ

べきだと思います。ファイナルペーパーには英文2000字とい

う目安があります。テスト期間を挟み、帰省までの短いスケ

ジュールの中でやり繰りするのは、とても難しかったです。ト

レードオフも視野に入れるべきだと痛感しました。 

 

◆縛りの少ない寮生活 

海陽に比べると、とてもルーズです。僕の場合は7時起床、

24時就寝でした。朝は6：30位に起床の音楽が一応流れま

す。7時から8時の間で自由に朝食を取ることができ、カフェ

テリアは寮の隣なので急ぐ必要はありません。そして大体9時

位からセッションが始まります。お昼には昼食休憩が90分程

入り、またセッションに入ります。寮に戻る時間は日によりまし

たが23時に点呼があります。寮は4人部屋でハナ生3人、僕

ら留学生一人です。ハナ生のうち一人はホストファミリーとな

ります。部屋はとても綺麗でした。シャワー・トイレは部屋に備

え付けでこれも綺麗です。ただシャワーカーテンはないので

ちょっと気をつかいました。 

 

◆最大の難関 

ハナ校生のレベルの高さに圧倒されました。英語力そして思

考力然りです。まず、自分たちのプレゼンについてですが情

報量が他に比べ圧倒的に欠けていました。与えられたプレ

ゼンの時間を可能な範囲で最大限使い切るべきだったと思

います。しかし一方でハナ校生は原稿を棒読みだった印象

を受けました。それは彼らが難しい単語を早口で言っていた

だけかもしれませんが、棒読みとそうではないものでは印象

がハッキリ分かれます。日本人が大切にするべき点だと思い

ます。又、プレゼン終了後質疑応答の時間が与えられます。

オーディエンス・プレゼンターからの多くの質問に対応しなけ

ればいけません。中には挑戦的な態度で質問に挑む人もい

ましたがディベートではないので、建設的に行うべきです。

次に自分達以外のプレゼンについて。事前に全てのファイ

ナルペーパーが載ってある冊子が渡されます。少なくとも同

じセッションのファイナルペーパーは前もって読んで置き、質

問を考えておくべきだったと思います。質疑応答の時間は想

像していた以上に活発で濃密でした。プレゼンだけをメイン

と考えるのは間違いなのかもしれません。 

 

◆韓国併合の影響 

ちょっとした小話をしたいと思います。いや結構長くなるかも

しれません笑 でも私にとっては一番大切な話です。スカベン

チャーハントの際、私たちのチームはソウルの本屋で自由時

間を与えられました。CDショップでお土産のCDを購入し、特

に行く当てもなくぶらぶらと歩いていると日本書籍のコー

ナーを見つけることができました。前々日に日本を離れたば

かりなのに日本語を見ると妙に安心します。大体日本の教室

一部屋分の規模だったと思いますが、自分が日本で使って

いる化学の参考書まで売ってあるのですから、とても驚きまし

た。その時私は、コーナーにいるご年配の方に話し掛けてみ

たくなりました。ダメもとで、そっと日本語で話し掛けてみまし

た。「あの、日本の方ですか？」と。かなりシュールな光景

だったと思います。その方は韓国人でした。ただ日本語を理

解することが出来ました、その方は日本による韓国併合の時

代を経験された方でした。小学生の頃は日本語を強制され、

今でも韓国語より日本語の方が楽なのだそうです。教室一部

屋分の日本書籍コーナーは以前、フロア全体を占める規模

だったという話も伺いました。一つ一つの言葉がとても重く感

じました。その方は最後にこう仰いました、「35年間に及ぶ韓

国併合の影響をそう簡単に消すことはできない、だからこそ

若い人達が両国の友好を深めなければいけないの」と。本

当に衝撃を受けました。まさかこんな展開になるとは予想す

らしなかったからです。 

親しくなったハナ校生とは、竹島の話をしました。機内のフラ

イトマップで竹島が独島と記されており衝撃を受けたこと、そ

して竹島は日本の領土だと思っていることを赤裸々に話しま

した。韓国人の彼は僕の話を聞いた後、韓国人としての意見

を伝えてくれました。今回僕ら、まさにニュースメディアについ

て議論を交わした訳ですが、韓国の地に降り立ったことのな

かった僕にとって韓国とは、メディアを始めとする第三者を介

して伝えられた虚像でしかなく、実像ではありませんでした。

そして今回、僕は韓国の実像に実際に近づくことができた、

これは大きな収穫です。 

韓国に飛び立つ前、友人にこんなことを言われました。「反日

デモにあわないといいな」と。友人の心遣いは分かります。し

かしどうでしょう、実際に出会ったハナ校生は、僕らを本当に

温かく迎え入れて、そして送り出してくれた……韓国と日本

の間には確かな希望があると私は確信することができまし

た。 

今後私は、多くの友人や下級生にこのシンポジウムに参加す

ることを勧めたいと思います。当然来年も参加したいのです

が、一人でも多くの日本人にこの感覚や経験を感じ取っても

らい、私たちの手でより良い日韓関係を築いていきたいから

です。 

最後に、このような素晴らしい機会を設けてくださった皆様に

お礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございまし

た。 
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土川 優理   

海陽学園 1年 

 

◆自国に対する知識の必要性 

僕は社会科目が苦手で、これまでも社会科目の勉強、特に

日本史の学習を怠っていました。この先使う機会がない、と

いう言い訳で自分を納得させ、実際にそれを信じていまし

た。しかしそれが今回のシンポジウムの参加により間違って

いるものであると改めて実感させられました。最終日の朝、ホ

ストファミリーの車に乗せてもらったときに、コーディネーター

と各国の祝日について話す機会があったのですが、日本の

祝日を順に説明していくうちに、自分が「建国記念日」につい

ての知識が何もないことに気がつきました。その時僕は「日本

ができた日」という概念的かつ抽象的な説明しかできず、そ

のコーディネーターはもちろん自分ですらその説明に納得が

いきませんでした。実際に建国記念日について調べてみる

と、初代天皇とされる神武天皇の即位日であることが分かっ

たのですが、日本の祝日について日本国民が知らないの

は、明らかに恥であることに気がつかされました。この経験か

ら、国際交流に必要なのは単なる英語力、もしくはコミュニ

ケーション能力ではなく、自国についての知識も同様に必要

であるということを、以前から聞かされてはいたものの初めて

自分の経験に基づき痛感することができました。 

 

◆News Media というトピックと国際交流の関係性 

News Media というトピックに関して、はじめは本当にどのよう

な内容を調べればいいのかなどがわからず、Fake News、

Propagandaなどの基本情報を調べていましたが、最終的に

僕たちのチームは「書き手側の思想による情報の偏りをなく

す」という解決法ではなく、「幾つかの偏った記事を集め、読

者自身のものさしで事実を見極めやすいような場所を提供す

る」そして「事実を見極めることができるような教育を施す」と

いう解決方法を見出すことができました。そしてより深くNews 

Media とその情報の偏りを考えるうちに、新たに国際交流と

の関連性に気がつきました。国際問題について言及するの

は適切ではないので抽象的な例になりますがご理解くださ

い。僕は、以前から日本人は中国人に対してあまり良い印象

を持っていない、またその逆もそうであるという調査結果や記

事をみることがよくありました。僕自身も国際的な知識がほと

んどなかった頃、そのような記事を読みただ単純にそれを知

識として取り込んでいました。しかし、昨年の夏、サマース

クールで中国からの留学生と話した時、「自分たちと同じよう

に」国際交流に興味を持ち、国際問題を熱心に考える彼らの

姿を見て、日本人がこのような記事に流されているという事実

を漠然と感じました。エマーソンの「恐怖は常に、無知から生

まれる。知識は恐怖の解毒剤である。」という格言にあるよう
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 に、日本人の国際交流への無関心さが他国への嫌悪感に

つながっていると思います。僕がいま国際交流に関心を持っ

ているのはほとんどこの「国際交流によって他の国のことを

もっと知り、自分の世界を広げたい」ということが原動力であ

ると思っています。もちろん他国を批判する記者、著者たち

にはそれぞれの考えがあるのはわかっています。しかしそれ

を国民が鵜呑みにしてはいけないと思います。自分たちでそ

の国の人たちと話したり、文化を知ったりして、その上で自ら

のものさしで見極めてほしい、というのが、今回のプレゼンで

話した”Multi-Perspective News"という考えにもつながると思

います。今回初めて韓国を訪ね、その国の学生と話し、友達

になったことでまた 1つ自分の視野が広まったと確信してい

ます。そしてこのようにNews Mediaというテーマを自分の思考

の中に組み込めたというのはとても価値があることだと思いま

す。 

今回このようなすばらしい場を作ってくださった方々、本当に

感謝しています。ありがとうございました。 
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安藤 憲佑 

海陽学園 1年 

 

◆志望動機 

志望した理由は、誘われたからです。学校の先輩方の体験

などを聞いて前からシンポジウムの存在は知っていたのです

が、説明会の後に同級生に誘われ、印象が良かったのでや

ることにしました。 

 

◆Proposalの作成 

僕らのチームは、ほかの人が書かないようなことを書こうとい

う理解のもとに書きました。はじめはアイデアづくりから始め、

着想を得てからは、それをキーワードやブレインストーミング

を用いて形作り、文章化しました。プロポーザルは調べる情

報量が少なく、アイデアを得てからはスムーズに描くことがで

きました。反省点としては、考え始めるのが遅かったので、最

終原稿が出来上がるのがギリギリになってしまったことと、役

割分担がうまくできなかったことです。 

 

◆Final Paperの作成 

ファイナルペーパーが、一番大変でした、情報源が少ない

中での情報集めと、その分量の多さに圧倒されました。今ま

でに学校などの課題で2000字といった分量の文章を書いた

ことがなかったので、書くペースや分担に慣れず結局これも

提出期限ぎりぎりに詰め込んだような形になってしまいまし

た。書いている途中で気づいた大事なことは、自分のアイデ

アに自信を持つということです。自信があれば、直前に衝動

的に内容の一部をそっくり変えるといったような失敗をしませ

ん。自信のないまま文章を書いていると内容も同じようにな

り、自分はそれで何度も失敗をしているので、今回のファイ

ナルペーパーで学ぶことができてよかったです。書き終えた

ときには、かなりの満足感と達成感があったので、それもよ

かったです。ほかの反省としては、チーム内での役割分担で

す。特にファイナルペーパーでは、ほぼすべてを自分とあと

一人でやり、もう一人はほとんどやることがないような状況が

できてしまったので、次回チームで物事をするときは、うまく

分担することがとても重要だと感じました。 

 

◆ハナでの生活 

ハナでは4人部屋で生活します。海陽では一人部屋なので、

四人部屋を体験できてよかったです。個人的には、4人部屋

のほうが集団生活の雰囲気があって自分にはあっていると

感じました。朝は6時半ですが朝ごはんはかなり時間がある

ので余裕があります。 

夜は1時までに寝るというかなりルーズな設定ですが、シンポ

ジウムでつかれて僕はいつも12時前には寝ていました。ハナ

での食事は常に韓国料理で、辛い物の尺度が日本人と全く

違うので、自分の食べられる量をしっかり知ることが重要で

す。最終日は自分のコーディネーターの人のホストファミリー

の家に泊まります。ここでお土産を持っていくといいです。僕

のホストファミリーの方はたまたま日本語がとても上手だった

ので、何不自由なく生活できました。 

 

◆セッション 

各セッションでは、3チームのプレゼン後、質問タイムがあり、

かなりの英語力が問われます。また、初日に配られる冊子に

すべてのチームのファイナルペーパーが載っているので最

低は同じセッションのチームのペーパーを読んで質問やわ

からないところをしっかりと用意しておくようにするといいで

す。自分から質問することに関しては、英語力はさほど関係

ないので、英語力に自信のない人でも前もって質問を用意し

ておくといいです。自分のチームは、質疑応答すべて僕が

やってしまい、ほかのチームのうちの一人と1対１のような状

況になってしまったので、それは反省すべき点だと思いま

す。一つ物足りないのは、たくさん準備してきたのに、プレゼ

ンも質問タイムも意外とすぐに終わってしまうことです。なの

で、できるだけ質問タイムを有意義なものにするために、プレ

ゼンから相手の質問を意図的に呼び込むような言い方や

突っ込みどころを作るべきだと思います。完璧すぎると、プレ

ゼンしただけで終わってしまいます。時間は目いっぱい使う

べきです。自分のセッションは予定よりも20分ほど早く終わっ

てしまいました。また、これはディベートではなくあくまでシン

ポジウムなので、自分の主張を通そうとすることや、きつい口

調になるのは避けたほうがいいです。これに関しては自分の

大きな反省点です。 

 

◆ハナシンポジウムでの経験 

ここでの5日間の経験はそれぞれの一生の財産になります。

韓国は日本に近いようで意外と遠く、遠いようで近いところも

あります。ここでたくさんのコネクションを作り、将来の自分に

役立てるのはもちろんのこと、シンポジウムに参加した全員が

楽しんで、何かを学んで帰れるような経験はここでしかできな

いことで、とても貴重です。特に海陽はカルチャーパフォーマ

ンスをさらに良いものにできるようにどこよりも努力するべきだ

と思います。自分も多分来年も来ようと思いますが、後輩は

特に今年の海陽を超えるようなパフォーマンスをしてほしい

です。 
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坂本 雅大 

海陽学園 2年 

 

◆ハナ国際シンポジウムの意義 

「ハナ国際シンポジウム」のプログラム中に一番重要といえる

イベントはなんだろうか。多くの人はその年のテーマに沿って

自分たちの研究・意見を発表し、質疑応答を通して議論を行

う「アカデミックプログラム」が最も重要なプログラムだと考える

だろう。しかし、果たしてこの「アカデミックプログラム」が納得

できるものになって終わったとして、それはこの「ハナ国際シ

ンポジウム」全体の成功だと言えるだろうか。「アカデミックプ

ロ グ ラ ム」以 外 の「City  Scavenger  Hunt」や「Culture  Ex-

change Performance」の他に、それ以外の少しの空き時間や

食堂でご飯を頂く時間も同じように重要ではないだろうか。 

もちろん「アカデミックプログラム」はとても有意義なものだ。

今年のテーマは「ニュースメディアとFake News」であったが、

この「ハナ国際シンポジウム」を通して僕自身それについて

色々と考えさせられ、それに対する見方と意識をも変えさせ

られた。日々何気なく見ているニュースやCM、無意識のうち

に鵜呑みにしていたSNSの投稿や新聞の記事に対しての反

応が変わったのは言うまでもない。この後にも記すが、英語

でプレゼンテーションを行うにあたっていかにうまい、相手に

伝わるプレゼンテーションを行うかについて考える機会にも

なった。しかし、これら全て日本人だけでも実行が可能だ。 

違う母国語を使い、違う環境で育ち、違う価値観と倫理を

持った人どうしでないとできないことが何か、ということを本シ

ンポジウムでは探し た。それが 先に出た「City Scavenger 

Hunt」や「Culture Exchange Performance」、それ以外の空き

時間で日本にいては会うことのない人たちと交流することで

あった。 

食事に対する意識一つとっても、彼らのそれに対する意識と

僕たちのそれは全く違う。僕がビュッフェ方式で取った昼食を
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 何も残さずアルミの皿だけが綺麗に残るように食べていた

ら、彼らはとても不思議がっていた。「何で残さないの？」と。

僕自身の中では、出されたもの、さらにはビュッフェ方式とい

う自分で取る量を調整できたものを一つ残さず食べることに

全く違和感がなかった。白米を何もつけずにそのまま食べて

いた時もとても不思議がられた。「白米だけで食べて美味し

いの？」と。美味しいと決まっているのに。 

このように、違う文化圏の人たちと僕たちとの違いを身近に

体験することができる機会はあまりない。発見という意味で興

味深いし、相手との違いがわかることで自分たちの常識が何

かということも知ることができる。これはとても楽しい。日本人

である以上、日本人は何なのかということは常に意識すべき

ことであると感じる。 

「ハナ国際シンポジウム」で得られる学びは学校ではもちろ

ん、日本国内だけで過ごしていたら学べるということも気づく

ことができないことを学ぶことができる。これが「ハナ国際シン

ポジウム」で最も重要なことであると僕は感じる。 

 

◆英語は気持ち 

僕は5歳の頃から10歳の頃まで日本国内のインターナショナ

ルスクールに通っていて、6歳から9歳までの間は英語を公

用語とするフィリピン人の家庭に居候をしていたことから、日

本からの参加者としては比較的英語で自分の意見を言葉に

することが得意な方である。だが、この「ハナ国際シンポジウ

ム」においてそのようなことはほとんど関係ない。英語圏の国

に行く時や英語を母国語とする人たちとする環境に行くなら

話が少し変わるが、このプログラムの参加者のほとんどが

100%自分の考えを英語で表現することはできない、英語を外

国語とする人たちだ。「アカデミックプログラム」中の専門的な

議論を行う時は確かに英語はできた方が良いだろう。しか

し、先に述べた「ハナ国際シンポジウム」で最も重要な学びを

得るための友人との交流にその能力は必要ない。よく留学

エージェントなどで同様のアドバイスを聞くことがあると思う

が、これは本当だ。英語は気持ちである。気持ちと多少の単

語力（単語力はその場で英単語を調べればカバーが可能な

のでほとんど必要がない。） 

ここでその気持ちについてもう少し具体的に述べよう。まず、

話しかける勇気、これは必要である。欧米の高校生はとても

アクティブでこちらが話しかけなくても話しかけてくれるので

交流の機会が自然と生まれる。しかし、韓国をはじめとするア

ジアの学生は総じてその傾向がない。つまり、シャイなのだ。

シャイとはつまり話しかけた時の相手の反応を恐れていると

言ってもいい。だからこちら話しかける必要があるのだ。なぜ

なら、こちらが話しかけることはこちらが相手と話したいと思っ

ているという意思表示になり、相手の方も話しやすくなるから

だ。 

次に、男子に限ることになるかもしれないが、スポーツは積極

的に参加した方がいいと感じた。「ハナ国際シンポジウム」で

は主にバスケットボールとサッカーがメジャーなスポーツであ

る。「英語は気持ち」というタイトルからは内容がそれるかもし

れないが、スポーツは必ず国境を越える。うまいプレーをして

目立つ必要はない。一緒に何かを行うことでその後の話題を

作ることができ、信頼関係を作ることができるのだ。 

最後に、バカになろう。何も考えないようにするとは少し違う。

やるべきだと思ったことはやってみる。参加した方がいいと

思ったことはとりあえず参加してみる。話したことがない人が

いたら失敗してもいいから話しかけてみる。単語が出てこなく

ても諦めずに意思疎通を図る。とりあえず、笑ってみる。「面

倒くさい」は本プログラムにおいて禁句であると感じる。たっ

た5日間である。来年度以降の参加者にはたくさんの学びを

得て帰国してほしい。 
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杉村 俊介 

海陽学園 2年 

 

◆ハナ高校に通いたい 

私がこのシンポジウムに参加した目的の根底にあるものは、

「ハナ高校に通いたい」という気持ちです。私は3月にハナ高

校へ交換留学生として11日間通いました。その時に、ハナ校

生のバイタリティに感銘を受けました。 生徒全員が日々の生

活、遊び、行事、時には恋愛に全力で取り組んでいます。こ

んなに楽しそうな高校生がいるのかと素直に衝撃を受けまし

た。ハナ校生は勉強に対しても全力で取り組んでいます。生

徒の授業への積極性や長時間にわたる学習時間の集中度

を見て、自分が恥ずかしくなりました。大げさに言うわけでも

なく、こんなに理想的な学校がこの世の中にあったのかと思

いました。同時に、この学校に今すぐにでも通いたいと思い

ました。しかし、そのようなわけにもいきません。そこで、私は

このシンポジウムへの参加を決め、このシンポジウムでハナ

校生と対等な立場で意見交換をしてみたい、対等な立場で

刺激しあいたいという思いでこのシンポジウムに臨みました。

交換留学ではできなかったこれらのことを全力で成し遂げよ

うと考えました。この目的が完璧に達成できたとは思いませ

ん。しかし、ハナ校生にはない視点や新たな発想を多少なり

とも与えられたと思います。 

  

◆プレゼンの行方 

プレゼンの反省点について書きたいと思います。私たちのグ

ループの前哨戦時の反省点 は、プレゼン内容が分かりにく

かったことです。前哨戦に参加したことにより、それに気づく

ことができました。その後、内容を大きく改変し、オーディエン

スにとってわかりやすいプレゼンを行うことを心がけまし

た。 ただし、本番のぎりぎりまで調整を続けたために、パワー

ポイント等の不具合が生じてしまったこともまた反省点です。

あくまでも、時間的余裕をもってプレゼンに挑む必要性を痛

感しました。 

私たちのチームの良かった点は、質疑応答を、滞りなくバラ

ンスよく進めることができたことです。1人が回答をし、それに

付け加えるような形でほかの2人が補っていく形は理想的

だったように思われます。これによって、オーディエンスに

チームワークの良さを印象づけることができたと考えます。 パ

ワーポイントについては画像をもっと効果的に使いたかった

と思います。 
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山本 康太 

海陽学園 2年 

 

◆国際交流の必要性 

昨年以上に今年痛感することになったのは、国際交流の必

要性です。日本と韓国は隣国ですし、ソウルと東京の人口も

ほとんど変わらないと思いますが、その背景にある文化には

大きな差異が見受けられます。自分の国ではないのだから、

考え方や、価値観といったものが異なるのは当然のことで

す。勿論韓国に限った話ではなく、香港やタイといった海外

の国々とも文化が異なるわけです。最初に私たちはそのこと

を理解しなくてはなりません。僕の失敗から、どうしてもレポー

トに書かせていただきたいのは、決してシンポジウムは日本

で行われる訳ではないということ。各校の代表としてシンポジ

ウムに参加するわけですが、参加者は日本人だけではない

ということ。安易な発言は控えるべきですし、かねてから韓国

はじめ参加諸国の文化的価値観といったものを理解しておく

必要があると思います。ものの考え方は日本人とははっきりと

違うものが見受けられます。これを知ることも、このシンポジウ

ムの大切な意義の一つだと思っています。 

同時に、前提としての知識とは別に、自分の目で韓国の学生

を見られる、ということも非常に大きな意義の一つだと考えて

おります。今年のテーマは「News Media」でしたが、メディア

による報道は偏見や、プロパガンダを含まざるを得ないから、

決してそのままの形で僕たちに伝えられる訳ではないと思い

ます。私たちが韓国をはじめ他国に抱いている印象は、自分

の目で見たものでない限り、メディアが作り出したものと言っ

ても過言ではないはずです。実際に隣国の文化や経済を経

験することが出来るほど素晴らしいことはないはずです。僕も

昨年初めて韓国を訪れた際に、この国に対する印象が大きく

変わりました。日常生活において、他国のことはメディアを通

じて知る、というプロセスを踏まざるを得ないわけですが、だ

からこそこうした国際交流の機会が重要になってくるのだと思

います。 
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 そして何より、最も大事なのは英語力ではなくて、異文化を

理解する力なのだと学びました。シンポジウムで初めて韓国

を訪れたならば、カルチャーショックを受けることがあるかもし

れないし、日本国内で上手くやれることがここでは出来ない

かもしれません。しかし、郷に入っては郷に従うというように、

異文化を受容する寛大さがあるか、ということが僕たちに求

められている資質の一つだと思います。こうしたイベントに参

加する中で、異文化を理解しようと務めているうちに、私たち

は自然と国際人に向けての一歩を踏み出しているのだと思

います。 

 

◆プレゼンテーションのあり方 

昨年度はオブザーバー参加だったので、今年は初めてのプ

レゼンとなりましたが、多くの大事なポイントを発見することが

出来ました。自分は英語が不得意なので、プレゼン力で

チームに貢献しようと準備に努めてきたつもりです。ハナのシ

ンポジウム中には、寝ている生徒も散見されると思います。

彼らが寝ているのは確かに問題ですが、プレゼンをする側に

も問題があるのではないでしょうか？興味を引くプレゼン

テーションが出来るか、ということは非常に大事な観点の一

つです。そして何より、聞き手にとってほとんどの場合英語は

母国語ではない、ということを理解する必要があると思いま

す。僕たちが伝えたいことを伝えようとするために、情報量を

単純に多くすることはむしろ逆の結果を招きかねません。完

璧なプレゼンテーションをする必要はないと思います。むし

ろ複雑になりすぎて質疑応答が盛り上がらない方が問題か

と。いかにシンプルで、分かりやすいプレゼンを出来るか、と

いうことが大事かと考えます。加えて、個人的に必要だと感じ

るは、意図的にプレゼンに穴を開けるということです。決して

手を抜くという意味ではありません。むしろ手を加えることで

す。15分のプレゼンテーションで、自分たちの提案や解決策

を説明するのは非常に難しいことです。そして、今回は質疑

応答の時間が同程度に確保されていました。「興味を引かせ

る」という意味で、ある意味自分たちの中である程度の意見

を持った上で「穴を開ける」というプロセスを踏むことは大切

になると思います。質疑応答をしやすい環境を整えるというこ

とは、プレゼンターにとって決して無駄な時間の割き方では

ないはずです。プレゼン自体の構成を考える際に、そうした

観点も踏まえてパワーポイントはじめプレゼン全体を考えて

いくことが出来ればベストだと、と感じております。また、韓国

の学生のプレゼンをよく吟味することも大切だと思います。自

分たちの国のプレゼンテーションとの差異を学べるまたとな

い機会です。 

総じて、本当に楽しい5日間となりました。他校の生徒や、多

くの先生方にお世話になりました。本当にありがとうございま

す。そして何より、貴重な経験をさせてくださったハナ高校の

皆さん、ありがとうございました。 
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市橋 和真 

海陽学園 2年 

 

◆前哨戦の重要性 

私にとって前哨戦は非常に収穫のあるものでした。前哨戦ま

では具体的に何を発表すればいいのか分からず、またプレ

ゼンターとしてハナで実際にプレゼンをしている自分を実感

できていませんでした。この前哨戦は、プレゼンの改善点や

シンポジウムに参加する自覚を持たせることに大きな役割を

果たしていたと今思います。ただこの前哨戦のおかげで、3

日前にも関わらず発表内容やパワポを大きく変更したのは

相当ツラかった。 

 

◆スカベンジャーハント 

2日目はスカベンジャーハントを行いました。ここで私は韓国

の文化に触れることが出来たことは良い経験になったものの

反省するところも多かったです。1つはグループの全員と話

せなかったこと。そしてもう1つは、韓国について勉強不足

だったということ。11つ目については自分に自信が足りな

かったことが大きな要因だと考えています。はじめはハナの

生徒はかなり英語が出来ると聞いていて少しどころか結構ビ

ビってました。そして実際ハナの生徒は英語ができました。し

かし誰かが言っていたように「English is mind」、英語は気持

ちさえあれば伝わると思います。英語は相手とのコミュニケー

ションツールではあけれども、必ずしも英語が出来たからと

言って相手とやり取りできるとは限りません。むしろ英語が話

せなくても「これを伝えたい！」と思うことの方が重要ではない

でしょうか。さらに言ってしまえば、相手から見ても英語は第

二言語、言いたいことを完全に伝えるのは難しいはずです。

私はこれらの点を見落としていたことがこの反省に繋がりまし

た。また2つ目については、韓国を知らなかったことは大きな

反省点です。「どこか行きたいところある？」と聞かれてもこち

らはどこがあるか分からず、はっきりとさせなかったことが相手

を困らせてしまいました。向こうにとってもどこでもいいという

のは逆に嫌な回答です。しっかりと答えるべきでした。 

 

◆プレゼンターの心得 

プレゼンの準備を真面目にするのはもちろんの事ですが、プ

レゼンをするにあたって一番大事なのは「プレゼンする側も

見ている側の双方にとって意味のあるものをする」ことだと感

じました。しかしやはり主役はプレゼンター、だからこそプレ

ゼンする側が心がけることは3つ、1つは「分かりやすく」2つ目

は「観客の興味をひくこと」そして3つ目は「観客の立場を考

えること」です。1つ目については、専門用語を使わない、平

易な英語を使う、結論を先に言ってしまうなどです。また2つ

目については、面白くとは言いませんが、観客に問いかけて

みたり、観客に近い場所で前に出て発表するなどといったこ

とです。最後の3つ目は、実際に観客の立場になって考えま

しょうということです。例えば私は午後の発表で昼食の後で眠

くなることが予想されたので、アイコンタクトを意識して発表を

行いました。またもう一つのアドバイスとして、ファイナルペー

パーは絶対読んでおくべきです。特に私のように英語に自信

のない人は相手側の発表が分かりにくかったりすると内容す

ら分からず質問できません。ファイナルペーパーは絶対に読

んでおくことをお勧めします。出来れば質問まで考えられると

ベストだと思います。 

 

◆百聞は一見に如かず 

文化を理解するには自分がその土地にいくことが大切である

という事を私はこのシンポジウムを通して大きく感じました。わ

たしは韓国に訪れるのはこれが初めてでそれまで私の中で

韓国という存在はニュースや情報、もしくは他人から聞いた

話から作り上げられた断片的な情報のかたまりで本質はとら

えられていなかった気がします。例えば北朝鮮の話題が出た

とき私は一瞬ヒヤッとしましたが、それをハナの生徒はネタと

して盛り上がっているのを見て私は認識のずれを感じまし

た。 

 

◆伝統のレールを敷く 

実際にハナで生活することでハナと自分の高校との違いを感

じられました。ハナもまだ新しく出来た学校で、自分の学校と

同じく挑戦と失敗を重ねて伝統のレールを敷いている段階に

あると思います。それなのになぜかハナは安定感があるとい

うかなんというか仕上がっている様に感じました。それだけで

なく中学生がシンポジウムに参加して実際に私たちが行った

プレゼンに対して質問をしたり、オープンマイクで何百人とい

う人の前でシンポジウムで学んだことやハナについての前向

きな思いを語っているのを見ると日本の教育についても考え

させられるものがありました。こういった意味でこのハナシンポ

ジウムは、自分についてやハナの生徒との関わりだけでな

く、ハナという学校から学ぶという点でも大きな意味があった

と思います。 
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羽田 樹 

海陽学園 2年 

 

◆ハナ高校での生活の充実さ 

ハナ高生は主に学校内の寮で生活をしていますが、その仲

間たちの中に自分が入れるのかどうかを疑う必要は全くあり

ませんでした。学校に入ると”Hey、  Itsuki!  Long time no 
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 see!” とハナ校生が言ってくれました。正直かなり感動してし

まいました。ルームメイトやとなりにいた友達も、3月にハナ高

校に行ったときに知り合ったメンバーがたくさんいました。ハ

ナ校生はいつも私たちに積極的に接してくれて、とても話し

やすくかつ楽しく時間を過ごせました。しかし、私はこのよう

な積極性というのはただ外国人と気軽に話せるようになるだ

けではなく、シンポジウムでの発言力に繋がるのだろうなと深

く感じました。そして発言力のある人は、人の話を聞き取る力

もあるので、ハナ校生の能力にはとても驚きましたし、良い手

本として色々学べました。特に、セッションの司会者の進行

能力は圧巻でした。場の空気を読むだけではなく、わかりに

くい質問をまとめたりなど、司会の役割は非常に重要でした

し、プレゼンターにとっても必要不可欠な存在でした。自分

に何が足りないのかが明確にわかる、そんなシンポジウムで

もありました。そもそもこのようなシンポジウムがほとんどハナ

校生によって進められていたのを目の当たりにして、今後の

海陽学園でもこのように生徒中心で運営し生徒主体で盛り

上げられるようになりたいと思いました。 

 

◆プレゼン発表の多様さ 

今回のシンポジウムで様々なプレゼンテーションの方法を見

ることができたのも私にとっては大きなことでした。今まで自

分たちのグループが考えていたプレゼンテーションの流れと

ハナ校生のでは様々な部分が異なっていました。一つ言え

ることがあるとすれば、プレゼンテーションには個性を出しつ

つも、それらをどのようにしてオーディエンスを納得させるか

が大事だということです。本番には様々な質問や意見を受け

取りますが、結局自分たちのグループは一番何を伝えたい

のかをいかにわかりやすく説明するのかに苦労しました。今

回のプレゼンテーションによって私は多くのことを学べまし

た。物事の効率的な伝え方、強調するべき場所、目的への

導き方など、アウトプットの能力が一番伸びたのかもしれませ

ん。しかし、今回のテーマがメディアについてだったため、物

事をレポート、または説明することについて、どのグループも

深く考慮することができたのではないかと思いました。私たち

のグループは違った視点でメディアを見つめてみましたが、

ハナ校生の内容も観点がほとんど異なっていたのでどのグ

ループも興味深い内容でした。 

 

◆自分を示す大切さ 

最後に今回のシンポジウムで自分が一番感じたことを説明し

たいと思います。それは、自分を出す、示すことはとても大事

だということです。これはカルチャーパフォーマンスの話でも

あるのですが、それに限ったことではありません。自分の場

合はサッカーでしたが、例えば自分の好きな話題を外国人

に伝えたり、自分の特技を見せたりなど様々な方法がありま

す。シンポジウムでたくさんの友達をつくりたい、たくさんの思

い出を共有したい。その為には自分の全てを仲間に示す、

そしてそれらを分かち合うからこそ仲間ができるということな

のだなと感じました。自分とは何か、どのような存在なのか。

それをじっくり考えつつ、自分は周りから何を求められている

のかを考えることで仲間と上手く物事をこなしていくかというこ

とがいかに大切なのかということがわかりました。 

今回のハナシンポジウムに参加する機会を与えてくれた学

校と先生方、共にプレゼンテーションを考え、発表した市橋と

坂、そして最後までこのシンポジウムを盛り上げてくれたハナ

高校の先生や仲間にお礼を申し上げます。本当にありがとう

ございました。そして今後もこのハナシンポジウムが素晴らし

いものになることを願います。 
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坂 幸汰 

海陽学園 2年 

 

◆志望動機 

もともと、今年の3月にハナ高校との交換留学生として行った

ことがありハナ高校の生徒の友人に会いに行きたい、という

のと交換留学ではあまり経験できなかった人前で自分の意

見を発表するということをするために応募しました。応募は交

換留学が終了した後にあったので応募を決めたのはすぐで

した。 

 

◆前哨戦 

シンポジウムへの参加が決めってからはプロポーザルや

ファーナルペーパーの作成をしました。学校の行事や定期

試験と被ってしまい、あまり時間は取れませんでした。前哨戦

の前に学校でプレゼンの発表がありましたが先生方からはっ

きり発言することと質問をすることを指摘されました。そこで、

東京で行われた前哨戦では以上の2点を注意して挑みまし

た。プレゼンのスライドや原稿の記憶といった点でまだまだ不

完全でしたが、他のチームのプレゼンを見たり日本チームの

メンバーを知れたりして良い刺激になりました。ここで受けた

指摘を本番までに調整しました。プレゼンの他の質疑応答を

スムーズに行うことが不安要素でした。前哨戦での経験がな

かったら本番はもっと失敗していたと思います。また、これは

指摘されたことではありませんでしたが相手に伝わりやすい

ように所々で緩急を加えて知って欲しいところを強調するよう

な話し方を心がけました。 

 

◆scavenger hunt 

ハナ高校に到着してからは校舎の紹介やスケジュール確認

がありました。2日目にはScavenger Huntがあり、ソウル市内

を観光しました。ソウルでは明洞に行きチーズタッカルビとソ

ルビンを食べました。チーズタッカルビは前回の交換留学で

食べられなかったのでお願いしてactivity groupのみんなで

食べました。今までに食べたことがなかったので新鮮な気持

ちで美味しいなあと思いました。ソルビンはハナ高生のお勧

めで名前だけは知っていましたが食べたことがなかったので

良い機会となりました。また、各activity groupにはそれぞれ

ミッションが与えられました。私たちのグループは昌徳宮に行

き宮殿の屋根をスケッチするというものでした。屋根には小さ

な猿のようなオブジェが屋根の端に沿って置かれていてそこ

が印象的でした。その後仁寺洞という市街地に行き散歩をし

ました。個人的にここは交換留学の時に１度訪れていたので

見覚えのあるショッピングセンターや店があって懐かしくも感

じました。夜になり、チキンを食べに行きました。チキンは韓

国国民にとってソウルフードというほど地元民に根付いてい

るらしく大量の鶏肉をばくばく食べていました。 

 

 

◆いざ本番！ 

3日目にはついにプレゼンテーションが始まりました。私たち

のグループはsession2だったのでsession1で他のグループを

聞きました。Session1で鷗友学園が参加しているグループに

入りました。会場に着くのが遅くなったので最前列しか空席

がなく最前列に座りました。鷗友のプレゼンは前哨戦で一回

見ていて内容はある程度知っていたので他のハナのグルー

プを集中して聞いていました。ハナの学生のプレゼンは完成

度が高く質疑応答もスムーズに行っていたのですごいなあ、

と驚きました。オーディエンスとして質問もできたのでよかった

です。次に自分のグループの発表が来ました。残り2つのグ

ループはハナと早稲田本庄のグループでした。結局台本を

全て覚えることはできませんでしたが自分で注意をしていた

緩急についてはうまくいったかなと思います。パネルディス

カッション、質疑応答ではハナ高生からの鋭い質問が飛んで

来て仲間がうまく対処してくれたことが何よりの救いだったと

思います。他のグループに対しての質問もできたので、今ま

での前哨戦の経験が生きたと思います。終わったあとは様々

の方からお疲れ様といっていただき嬉しかったです。その日

の夕食は焼肉を食べに行きました。 

 

◆「海陽」コールの秘密、そして別れ 

4日目にカルチャーパフォーマンスがありました。海陽はもと

もと派手なパフォーマンスをしようと決めていて出発前から準

備をしていました。本番でみんなを驚かそうと思っていたので

他校の人には内容は秘密にしていました。私はグループで

の発表のみでしたが、なかなかダンスが覚えられず他のメン

バーには迷惑をかけてしまいました。ただし本番は自分自身

楽しめて観客の方々も楽しんでいる様子だったのでそれが

その日の最高の出来事でした。ホームステイでは優しい方々

に囲まれて生活を送ることができました。ホストファザーは仕
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 事で日本に来ることが多いそうで「あ、こんばんは！」ときれ

いな発音で日本語を話されていてびっくりしました。 

最終日はただただ別れが辛かったです。挨拶をしていくうち

に今までの思い出が呼び起こされてハナ高校を離れなけれ

ばいけないのが本当に惜しかったです。 

 

◆学びへのモチベーション 

今回初めて国際的なシンポジウムに参加させていただいて、

様々なことを吸収できました。韓国の文化、生活を学びなが

ら「News  media」に ついて同世代の 世界中の ティーネイ

ジャーと語り合うことは滅多にない絶好の機会だと思います。

今回のイベントで自分のこれからの学びのモチベーションに

もなり、まだまだだという気持ちも自信も得ることができまし

た。これからもより多くの学生に興味を持って、より大きなイベ

ントにして欲しいです。最後に、このイベントに関わっている

全ての方々に感謝の意を表します。ありがとうございました。 
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鷗友学園女子高等学校 保護者 

 

このたびは、引率の先生方ならびに準備段階でご指導、ご

支援いただいた多くの先生方におかれましては大変お世話

になりました。 

本人、生まれて初めての海外での国際シンポジウムへの参

加ならびに海外の生徒間の交流やホームステイ先での生活

を経験し、5日間という短い期間ではありましたが、逞しくなっ

て帰って参りました。また、準備段階では同じチームの先輩

や同級生たちと一緒に、夜遅くまで発表の原稿を練り、英語

でのプレゼンテーションの練習をした経験はチームワークに

よって、ひとつの目標に向かうことの楽しさや達成感を感じら

れたのではないかと思います。加えて、他校の素晴らしい生

徒さん達との交流や切磋琢磨する機会は本人にとって大変

刺激になったとともに、楽しい思い出にもなったようでした。

今後、今回の経験が、本人の成長の糧になるとともに、交流

した国内外の生徒のみなさん達との友情を今後も末永く育

んでもらえれば嬉しいと感じております。 
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鷗友学園女子高等学校 保護者 

 

5日間娘が大変お世話になりました。 

自己表現や論理的思考を含むプレゼンスキルは、訓練し、

場数をこなすことでしか身に着くものではないと思います。

チームメンバーと協力し合い、何度もやり取りを行い入念に

準備し、文化や言葉の違うアジア圏の生徒の前でプレゼンを

行うことで、娘は大きな達成感や充実感を味わうことができた

ようです。この経験は今後、失敗を恐れず何に対しても積極

的に取り組むことができる大きなステップになるのではないか

と思います。また、ホームステイではホストファミリーとも深い

信頼関係が築けたようで、帰国後も楽しくやり取りを続けてお

ります。 

5日間実りある日々を過ごせたこと、また参加者の皆様から多

くのパワーやエネルギーを頂き笑顔で帰国できたことを本当

に嬉しく思っております。このプログラムに関わって下さった

先生方、そして情報を共有して下さった保護者の皆様に深く

御礼を申し上げます。本当に有難うございました。 
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早稲田大学高等学院 保護者 

 

The 8th International Symposium では、息子が大変お世話

になりました。ハナ高校から帰宅してきた息子の笑顔はとても

清々しく、シンポジウムでやり遂げた喜びを家族に報告してく

れました。ハナ滞在中に、あちらでの活動の様子を写真や動

画などで保護者グループに送っていただいたことに、心から

感謝申し上げます。東アジアの高校生たちが全力で国際シ

ンポジウムに挑む姿勢と成果発表の素晴らしさに深く感動い

たしました。 

ハナプロジェクトへの参加を決める前、シンポジウムで求めら

れる能力のハードルの高さに親子で不安に感じていました。

息子はこれまでにいくつかの国際交流に参加してきました

が、このシンポジウムは乗り越えられるだろうかと。しかし一方

で、こういう厳しさを経験しないと、息子は自分の本当の英語

力に気づかないのかもしれないという思いもありました。3月

からの約4か月の準備期間は、決して楽なものではなかった

と思いますが、意識が高く向上心あるチームの仲間との結束

力で乗り切ってくれたことを嬉しく思います。抜群なリサーチ

力と語彙力をもつ仲間たちを目の当たりにした息子が、「自

分のこれまでやってきたことの怪しさがよくわかった」と吐露し

たこと、これまで見てきた世界がいかに表面的なものかと気

づいたことは、一番の収穫でした。 

渡韓してからは、ハナ校からの歓迎と手厚いおもてなしにそ

れまでの緊張や不安も解消し、ハナ生と焼肉やカラオケで親

睦を深めながら、弾む会話を5日間心ゆくまで楽しんだようで

す。その運びからか、シンポジウムでも悔いのないプレゼン

成 果 に 繋 が っ た よ う で し た。HANA  ART  CENTER で

“Certificate of Participation”を校長先生から頂き最高の自

信と宝物を得ることができました。 

約4カ月間、先生方のきめ細やかなアプローチとご指導を親

子共に授けていただいたことを心より御礼申し上げます。先

生方への一番のお返しは、息子がこれからの仕事をきちんと

することではないかと思います。この経験を将来にどう繋いで

いくか、いまから構想してほしいと思います。保護者の皆様に

も色々と助けていただき深く感謝申し上げます。本当にあり

がとうございました。 
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早稲田大学本庄高等学院 保護者 

 

この度は、ハナ高校国際シンポジウムに参加する機会を与え

て下さりありがとうございました。プレミーティングから前哨戦、

渡韓、シンポジウムの最後まで大変お世話になりました。 

約4ヶ月間の準備段階では、課題のリサーチ、取材、まとめな

ど大変苦戦しておりましたが、チームの仲間と協力し合い、ま

た先生方にご指導いただきながら作り上げていく子ども達を

陰ながら応援しておりました。ハナ高校では昨年と同様にレ

ベルの高さ、学ぶことに対するモチベーションの高さに圧倒

され刺激を受け自分の視野を広げられたようです。昨年は質

疑応答など先輩に任せてしまった悔しさがあったようですが、

今回は本人なりに成果を出すことが出来、充実した達成感の

あるシンポジウムだった様子でした。この経験は息子を大きく

成長させてくれることと思っております。 

榎本先生がお忙しい中、毎日たくさんの写真をSNSに掲載し

て下さり、日本にいながら子ども達の真剣な眼差し、いろいろ

なことを吸収しようとする姿、異文化に触れた感動など現地で

の様子を見ることが出来て大変嬉しく思いました。学校、国を

超えたたくさんの仲間達との強い絆を今後も大切に、この経

験を将来に生かしていって欲しいと願っております。 

このシンポジウムに携わり支えてくださった先生方、切磋琢磨

し仲良くしてくださった生徒の皆様、情報を共有してくださっ

た保護者の皆様に心より御礼申し上げます。有難うございま

した。 
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柏 いずみ  鷗友学園女子高等学校 教員 

 

昨年に続いて、チームジャパンに加えて頂きました。どの

チームも最大限の努力をして臨んだシンポジウム。Q&Aで

は、昨年以上に、果敢に向かう姿がみられました。難航する

場面では、香港のチームから援護発言も。お互いに力を出し

合って創り出した素晴らしいセッションとなりました。この経験

とかけがえのない絆を感謝し、一人ひとりが、平和を創り出す

人になって欲しいと願います。ハナそしてチームジャパンの

皆さまありがとうございました。 
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榎本 隆之  早稲田大学高等学院 教員 

 

◆既存の枠組みを超えた学び 

ハナ高校シンポジウムには、ガッコウという枠組みに囚われ

た教育観を相対化する視点があります。私が形式的に責任

をもつのは自校の生徒だけですが、こういう複数の学校にま

たがるプログラムの場合は、学校の垣根をとりはらうことに腐

心します。先生には他校の生徒も指導するように頼むし、生

徒にもガッコウやガクネンは関係なく実力勝負だと言いま

す。それは、国をまたいだ場合も同じです。ハナ高校の先生

たちと私はほとんど同僚のような感覚で連絡をとってきました

し、シンポジウム開催中にハナ高校生の個人的な悩みを聞

かされることまであります。その意味で、毎夏のこのプログラ

ムは、国際的なイベントというよりは、むしろ家族的なイベント

のようなものだと思ってやってきました。 

ガッコウという箱の中で仕事をするしかなかった時代が長く続

きましたが、明治の学制が出来る前の時代は、特定の師匠

に師事するという感覚で藩校や寺子屋が存在していました

し、今後もまた教師や生徒の人的ネットワークのなかで教育

を実現するパラダイムが大きな意味をもつようになっていくこ

とでしょう。既存の枠組みに囚われないプログラムに参加す

ることを通じて、フレキシブルな資質を養う……それを経験し

た生徒たちは、きっと未来のフロントランナーになってくれる

ことでしょう。 

 

◆応募者に求められる資質3点 

このプログラムに応募する生徒に求められる資質は3点ありま

す。学院ではこれを毎年、募集要領に記載していますが、他

校の参考のためにこの報告書にも載せておきます。ゆっくり

読んでみてください。 

English proficiency  

  Prepare papers/ presentations  

  Lead discussions in symposium  

 (mutual language is English)  

Research skills  

  Internet/ printed matter research skills  

  Knowledge on issues of symposium theme  

Leadership practice  

  Communication skills in intercultural setting  

  Leadership in formal/ informal scenes  

学院の生徒たちは、募集要領に書いてあったこの3項目を、

おそらく、忘れていると思います。あるいは、そもそもよく読ま

なかったかもしれません。いや、読んだうえで、3項目すべて

身につけているから大丈夫、と思い上がっていた生徒もいる

かもしれません。しかし、改めてこれらを読んで、気づくことが

あるのではないでしょうか。 

英語力のところには、Lead discussions とあります。Q＆A

セッションに、かろうじて対応する程度の英語力ではなく、じ

つは、セッション全体をリードする英語力が求められていた、

ということ。リサーチ力のところには、インターネットだけでは

なく、英語文献の調査能力も求められていた、とあります。

リーダーシップの ところに は、formalな場面だけではなく 

informalな場面でのそれも求められていた……つまり、いわ

ゆる会議（セッション）中だけではなく、寮生活も含めた24時

間×5日間全日程にわたって（たとえば焼肉屋のテーブルに

おいても）、異文化コミュニケーション能力の高さが問われて

いたということ……。これらを比較的高い次元で身につけて

いるハナ高校生たちを目の当たりにして、（それこそ）ハナを

折られた人もいることでしょう。 

5日間を経験した生徒たちには実感としてわかるであろうこれ

らの資質は、しかし、渡航前に果たしてどれほど自覚されて

いたでしょうか。「あっちに行って、初めて気がついた」という

生徒がほとんどではないでしょうか。 

次年度以降の参加者には、だから、このプログラムで求めら

れる資質は何なのかを、よく理解したうえで臨んでほしいと思

います。いずれの資質も、普段の学校生活ではほとんど求

められないことです。にもかかわらず、生徒たちが社会に出

たときには、高く評価される（これまでは珍重されてきたかもし

れないが、これからの時代においては備えていて当たり前

の）能力なのです。 
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