
【スタッフから】 

           玄蕃 葉子 

雨が降ったにも関わらず、順番を変えたりして、予定の活動をすべて終えられたのは、本当によ

かったなと思います。熱が出てしまった子はいましたが、熱中症も食中毒も大きな怪我もなく、

みんな元気に過ごしてもらえたので、ほっとしました。 
 それと、帰りのバスで隣になった中学生の子が、自分の英語がネイティブの人にも通じること

が分かって自信がついた、と話していました。私自身も子ども達にそういう経験をしてもらえた

らいいなと思ってキャンプに参加しているので、今年も来てよかったなーとしみじみ感じました。 
 あと個人的には、英語圏の方だけでなく言語が通じにくい国の方でも、ボディーランゲージな

どいろんな方法でコミニケーションが取れることも感じてもらえたら、より嬉しいなと思います。 
 

郷堀ヨゼフ 

キャンプ当日の朝、南葉山には白い雲がかかっていた。その下に広がる街とはまるで別世界の

ようだった。確かに、今年もそこに小さな、小さな世界、歩いて回れる小さな地球ができた。ワ

ールドキャンプだ。 
 今年もキャンプの目玉としてスタンプラリーが用意されていたが、班内でのやり取りが印象に

残る。イベントとして楽しくわくわくするようなスタンプラリーに負けないほど、子どもたちが

笑顔を浮かべながら外国人スタッフとやり取りをしていた姿は今も思い浮かぶ。料理を一緒に作

ったり、歩きながら、食べながら話をしたり、一緒に遊んだりしている中で真の国際交流ができ

たのではないかと考える。教室ではなく、キャンプ場だからこそ可能になることであろう。楽し

いイベントだけではなく、朝から晩までの一種の日常も一緒に共有することによって生まれるこ

とであろう。このような環境の中で緊張することなく、自然に英語の会話ができたと、気づいた

参加者が多かったのではないかと思う。 
 そして、雨。台風が接近している中、キャンプ自体が中止になるのではないかと心配していた

が、全日程を無事終えることがでた。アメニモマケズという言葉が真っ先に浮かぶが、考えてみ

れば、国外へ赴くということは、普段の生活とは異なる不慣れなものや不便が数多く待ち受けて

いることが多いのでないか。そこで、悪天に負けず、口に合わない料理に懲りず、その「いつも

とは違う」を楽しめることが大切だと思う。快適なリムジンバスでガイドと一緒に世界遺産５０

か所回ったとしても、何もない外国の路上で大雨に遭遇し地元の人に助けられ友達になった経験

の方が、間違いなく記憶に残り、その後の人生において為になる。 
もちろん、子どもたちの健康や安全を考えながら、各々の活動を実行するか否かの判断につい

て悩んだ。だが、雨上がりの星空の下でキャンプファイヤーができ、雨の中のバルーン合戦も無

事できた。これは「雨だから中止」「危険だから禁止」という単純な構造ではなく、「危険だから

こうすべき」「雨だからこうするがよい」と、結果として子どもたちの生活力及び生きる力を強く

するアプローチなのではないかと思う。キャンプ全体としては国際交流が主の目的であるが、こ

のサバイバル(笑)体験も意義が大きいと考える。 
もう一つ、触れたい点がある。「ワールドキャンプがきっかけで世界に興味をもった」とか、「留

学したくなった（実際に留学した）」とか、世界に目を向けるための刺激になるのは間違いないと



思うが、「自文化について考え直した」とか、「再認識した」などと国際交流を通して子どもたち

が自分たちの生活や文化、又は言語を改めてみることができるであろう。今後、これらの次元ま

で視野を広げて新たな実践に臨みたいものである。 
来年も、上越の山間で小さな地球ができることを切に願っている。 
 

坂口和代 

二日間のキャンプにスタッフとして参加させいただき、素晴らしい時間を過ごすことができま

した。 
いろいろな国の人が一ヶ所に集まり、キャンプで異文化体験ができるのは、最高ですね。世界

旅行をした気分でわくわくしました。 
あいにくの雨でしたが、外国人スタッフが臨機応変に対応していて感心させられました。役割

分担をして、明るく子どもたちをリードして、急な室内ゲームのときもその場でゲームを考えて

上手に子どもたちに時間を過ごさせていました。ウォーターバルーントスのときの盛り上がりは、

外国人スタッフの力が大きかったです。大人になっても子どもたちと一緒に真剣に遊んで盛り上

がる姿はすてきでした。 
また、一日目の夕食を 4 種類のスープにしてみたのは大成功でした。思った以上に日本のカレ

ー以外のものが人気で、参加者の異文化への興味の高さが感じられました。味は、きっと記憶に

しっかり残ると思います。 
キャンプファイヤーも盛り上がったようで、みんなが仲良くなり、二日目には、英語を積極的

にはなそうとする子どもたちがぐっと増えていて感心させられました。雨天だったことが逆に功

をそうし、逆に外国人スタッフと近い距離で過ごす時間が多かったため、それがよかったように

も思いました。二日目は、たくさんの子どもたちが外国人スタッフに甘えたり、話しかけたり、

一緒にゲームしたりしていました。 
あの会場では、雨の当たらない場所がたくさん確保できないので、雨天案をもっとしっかり考

えておかないといけないことが課題として残りました。また、着替えの数が限られるなかで、濡

れることが予想される活動を強行することは、やはり無理があったように思います。やはり濡れ

るのはキャンプの中でも一回が限度かな？あとは、気温にもよると思います。 
食事作りのスタッフの活躍も心に残りました。多くの皆さんで手際よく調理と片付けをしてく

ださり、運営スタッフはそちらに集中することができました。 
みんなで助け合い、雨天をはねのける素晴らしいキャンプができたと思います。機会があった

らまた参加させていただきたいです。ありがとうございました！ 
 

                                佐藤 睦子 

とことん雨に見舞われた 2 日間だった。その中でキャンププログラムを全てこなした。 
今回のキャンプで判断に窮したのは、1 日目のスタンプラリーでまわった数だけヒントをもらっ

て解く「国あてクイズ」が終了し、雨天のため中断したままになっていた 2 日目のウォーターバ

ルーンである。 
「絶対やるよね？」 
「どうせ濡れるんだから、雨降っても大丈夫だよ！」 



「着替えいっぱい持ってきたし！」 
と、子ども達の矢継ぎ早な催促と期待に満ちたキラキラした瞳に負けてしまった感がある。主

催者の立場から考えてみると、そんな催促をもさえぎって子ども達を納得させられるような雨天

案を用意していただろうか。私たち自身も気が乗らないものだったのではないだろうか。 
子どもたちの期待に応えるべく楽しい体験をさせたい一心で強行してしまったが、あまりにも

「ワールドな判断」だったのではないだろうか。 
心配のあまり翌日電話で子どもたちの様子を伺ったところ、全員無事元気で 
「楽しかったと喜んでいる。」 
「いい夏の思い出をありがとう。」 
「お疲れ様でした。」 
という感想にホッと安堵した。 

結果的に大事に至らなったが、命を預かる主催者の立場として、子どもの行動の把握と健康観察

を徹底し、その上にたった状況判断が必要だったと猛省している。 
この反省を来年度以降に生かし、安心安全に楽しめるキャンプ企画をまた考えていきたい。あ

くまでも子ども達の異文化交流を主眼に据えて、スタッフ同士の交流、地域住民との交流まで巻

き込んだ欲張りな企画を妄想している。雨にも負けず頑張ってくれた子ども達の笑顔を思い浮か

べながら。 
 

チャールズ・ストラットン 

World Camp. だんだん伝説になっていく、ワールドキャンプ。3 年前に初めて、今でもその当

時の参加者に街で会うと、「あの時のワールドキャンプ。。。」と声かけてくれます。 
今年も伝説が続く、キャンパー20 名、スタッフ 20 人、また南葉山キャンプ場で小さな世界ビ

レッジを作りました。 
今年の戦いはなんといっても「雨」でした。首が痛くなるぐらい、空を見て、祈って、また見

たりします。プログラムはそのままいけるのかな。。。と、大人スタッフが心配しながら準備を進

みました。 子どもの方は、別に関係ないみたいです：） 
スタンプラリーの国々のステーションに回って、雨がザーと降っても、関係ない。 
キャンプファイヤーができないかな？いや、関係ない。マッシュマローはどこ？ 
水風船バトルは暑い日でやるはずだったけど、関係ない。「どうせ、ぬれるから。。。」 

安全、安心を守りながら、正直悩みながら、キャンプのスケジュールは全部できました。その

陰で、子どもがもしかしたら、「キャンプが無事に終わった」というよりも、「台風の中のキャン

プができた！」と、将来に語るでしょう。 
保護者も、スタッフも、ドキドキ 2 日間だったと思いますが、子どもたちにとっては、ワクワ

ク、インターナショナル・タイフウ キャンプで、また伝説が続くでしょう。 
 

吉原 雪玲 

みなさん、来年も是非ご期待ください。また、会いましょう！ 
天気に恵まれず、スタッフに恵まれた意味あるキャンプでした！最悪な時に本性が見えます…

最悪な天候だったのに皆様は笑顔ばかりで元気をもらえました！ 



炊事場のボランティア達に… 大変だったのに、冗談交じりで、すごく楽しかった！ 
この年になって、心身はまたまた成長しま〜す！ 

                      
外国人スタッフの感想 

 

・The water fight was great fun and the food was delicious. The craft session was good too. 

Thanks. Charlotte 

・ウォーターバルーンファイトは楽しかったし、ご飯も美味しかったです。クラフトもよかった

です。ありがとう。 シャーロット 

 

・Smores were delicious. Such a great idea! Activities were very well organized. Avril 

・スモアが美味しかったです。とってもいいアイディアですね！活動内容もとても上手に組み立

てられていました。 アヴリル 

 

・I enjoyed the chance to spend time with and get to know the kids. The camp fire was a 

great way to end the first day. Eric 

・一緒に時間を過ごして、子どもたちと知り合うという機会を楽しみました。キャンプファイア

ーは初日を締めくくる素晴らしい方法でした。 エリック 

 

・The food was delicious! And the activities were interesting and enjoyed by the kids. I 

feel like whole world was included within the camp. Catherine 

・ご飯が美味しかったです！そして子供たちはアクティビティに興味を持って楽しんでいました。

全世界がこのキャンプの中に含まれているように感じました。 キャサリン 

 

・Zombie was a great game. Thank you <3 Pamela 

・ゾンビは素晴らしいゲームでした。ありがとう<3 パメラ 

 

・I loved the first day of activities. I had a great time here and I will never forget my 

time here. Sheldon 

・初日のアクティビティがすごくよかったです。素晴らしい時間を過ごせましたし、ここでの時

間は絶対に忘れません。 シェルドン 

 

・Everything was really well organized, The activities were fun and the food was really 

delicious! Thank you so much. Juan Pablo 

・すべてがよく組み立てられていました。アクティビティは楽しくて、ご飯はとても美味しかっ

たです。本当にありがとうございました。 ファン パブロ 

 

・It was too bad it rained! I was glad we had a contingency plan for rain. Many of the 

activities were designed for outside, so if it rained from the beginning, it would have 



been difficult to continue. 

・雨が降ったのはすごく残念でした。みんな雨天時の代案があってよかったです。多くのアクテ

ィビティが屋外用だったので、最初から降っていたら続けるのは難しかったと思います。 

 

・I liked our time and songs around the campfire very much. I wished we had even more events 

to have fun. Scary stories maybe? 

・キャンプファイアーを囲んで過ごした時間や歌がとても好きでした。ただ、もっと楽しむため

のイベントがあったらなとも思いました。怖い話とか？ 

 

・Things went better than I expected when it was raining so hard. I’m glad we decided to 
do activities we wanted despite the rain. I actually thought having indoor activities before 

dinner the 1st day was very fun. Smores ware delicious and they seemed well organized this 

year. It’s getting better every year!! Courtney 
・雨があれだけひどかった中でも、思っていたより上手くいきました。雨にも関わらず、私たち

がやりたかったアクティビティをすると決めたことを嬉しく思います。（ただ）初日の夕食前の屋

内活動がとても楽しかったと実際に思いました。スモアは美味しくて、よく準備されていると思

いました。年々よりよくなっていると思います!! コートニー 

 

・I really enjoyed learning and playing with Japanese children. They are very bright and 

friendly. 

・日本の子どもたちと一緒に学び、そして遊ぶことをとても楽しみました。彼らは賢くてフレン

ドリーです。 

 

 

 

 


