中学１年生 女子
最初の初日は友達が出来るかすごく不安だったけど、すぐに友達が出来たことには自分でも驚きました。テ
ントでは４人で１つだったので足がのばせずにきゅうくつだったけど、みんなで寝れてよかったです。二日、
三日は友達と仲良くなるためのゲームなどがあり、その時に１番友達と親しんだり、新しい友達が出来たりし
てよかったです。三日目の夜は屋台村をし、みんなの料理を食べて木材でも家庭と同じ料理が作れることにす
こしおどろきました。四日目は２時におこされ、富士登山にいきました。５合目から登り初めたけど、５合目
ですでに雲の上だったのでさすが日本一の山と思いました。５〜６合目まではよかったけど、６〜頂上までは、
大きな岩がいっぱいあり頭も痛みながら登りました。頂上に登ってみるとすごくながめがよく、雲の上には太
陽しかなく、すこし暑かったけど、すごくながめがよかったです。四日目の夜には、キャンプファイヤーをし、
明日帰ると思うとすごく悲しくなりました。五日目で自分の家に帰ったけど、この五日間のことは忘れません。
もしかしたら、もう富士山で友達になった子達や大人の人々にはもうあえないかもしれないけど、またあえる
かもしれません。また、みんなにあえることをしんじて、この富士登山でしてきた思い出はけして、忘れませ
ん。とても楽しい思い出でした。
６年生 男子
このキャンプに参加して、友達がたくさんできてうれしかったです。ぼくは、人見知りをしてしまうことが
あったので、キャンプに来る前から不安でした。でも、みんな気軽に話かけたり、ぼくがこまっている時には
助けてくれたりしてみんなにはとても感謝しています。これからまた会えるかどうか分かりませんが、この感
謝の気持ちを忘れずにいようと思います。
６年生 女子
私は、このキャンプに参加して、とても良かったです。初めは、知らない人ばかりで心配だったけど、日に
日に、友達もできて、リーダーとも仲よくなれました。私が、一番心に残っているのは、富士登山です。二時
に起きて出発します。私は、頂上まで登れました。でも、一人ではきっと登りきれなかったと思います。登り
きれたのは、一緒に登った友達、チェックポイントにいて、はげましてくれたスキルリーダー、いつも私達を
応えんしてくれたリーダー、そして、すれちがう時に、「がんばってね」と声をかけてくれた人達のおかげだ
と思いました。このキャンプは、
「友達を思いやる気持ち」を教えてくれました。このキャンプは、私の中の、
一生最高の思い出になりました。
6 年生 女子
私がこのキャンプに参加した理由は、教育委員会を通して学校へ配られた参加者募集の紙を見て興味を持ち、
友達とさそいあって行こうという話になったからです。私達は、名古屋駅だったので、名古屋駅までキャンプ
のリーダーのゆんちゃんとミズさんにむかえにきてもらいました。・・・キャンプ場に着き、私は同じ学校の
子とはちがうサイトだったのでとても不安になりました。だけど、キャンプ場に着くまでの間に、ゆんちゃん
が、リーダー達の話をたくさんしてくれていたので、少しは安心できました。サイトにわかれて、班で行動す
る時、まわりはみんな知らない人で「５日間大丈夫かなぁ」と思っていたけど、班付リーダーのガニーがふん
い気を和ませてくれて、みんなと仲良くなることができました。ガニー達には本当に感謝しています。本当に
Ｄサイトは最高のサイトで、自分がＤサイトでよかったと思いました。・・・最終日、ガニーが班のみんなに
手紙をくれました。私は、泣きそうになってしまいます。本当にこのキャンプは１番思い出に残っていて、私
も大きくなったら、すごくがんばってくれていた、ガニー達のようなリーダーになって、このキャンプに参加
したいと思いました。
６年生 男子
僕が、楽しかったのは、富士山登山と友達と話したり、遊んだりしたことです。富士山登山は、疲れたけど
頂上まで登れたのでうれしかったです。友達の事については、毎回同じことを思うのですが、何事にも友達が
いれば上手くいくなぁと思います。富士山登山も励ましてくれる友達がいなければ、頂上まで登れていなかっ
たと思うので、友達というのはすごいなぁと思いました。
６年生 女子
この行事と同じヨロン島に参加した事がきっかけで参加しました。２回目ということもあってか、前回ヨロン
で会った友達とリーダーにまた会うことができてとても楽しかったです。キャンプでは、雨降りの中テントを
組み立てた時から始まって、山中フレンドパーク、山中ンピック、富士山に挑戦した事、全てが心に残ってい
ます。また、９班で色々な仲間に会えたことにすごく感謝しています。天体の話で盛り上がることができた友

達。ドラマの話で盛り上がれた友達。そして、テントで生活を共にした友達。きっかけは簡単だったけれど、
一生忘れない体験を一緒にした大切な友達だと思います。男女仲良しの９班になれたことに感謝。Ｃサイトに
なれたことに感謝。富士登山ではヨッシーのおかげで頂上まで登れたことに感謝。日本一は雲の上までそびえ
立ち、登った者にしか味わえない感動を生み出す素敵な山だと思います。友達、行事、Ｃサイト、富士山、ど
れをとってもかけがえのない４泊５日になりました。ＫＳＫＫに感謝。
５年生 男子
国際交流キャンプで一番うれしかったのは、友達をつくったということです。理由は二つあります。一つ目は
学校であまり友達がつくれないからです。学校での友達はいなかったのでつくれたときはうれしかったです。
二つ目は年賀状を送れるからです。今まであまり書かなかったけれど、年賀状を書けます。だから友達をつく
ったときはうれしかったです。
５年生 女子
今回は私にとって、４回目のキャンプでした。でも、今回は４泊５日で長い間キャンプをするので、ドキド
キしていました。だけど、しぜんに友達もできてきて、その数は、１５人にもなりました。３日目の夜、テン
トでは○○弁の話でもりあがり、楽しかったです。富士登山の日、５合目までは、バスで行きました。バスの
中では、ほとんどの人がねていたのにあまりねれませんでした。富士山は、思ったより登りにくかったので、
ちょうじょうまでは、行けれませんでした。だけど「富士山に登れた」という思い出が出来たので、すごくよ
かったと思います。来年も行きたくなりました。こんど登る時は、ちょうじょうまで行きたいです。（今度っ
て、いつかわからないけど）最後の日になってさびしくなりました。友達は、手をふってくれました。この国
際交流キャンプは友達がいっぱいできて、とても楽しいキャンプでした。大人になったら、できた友だちに、
会いにいきたいです。
４年生 男子
富士山の頂上に登れてうれしかった。9.5 合目で脱落しそうになったけど、ここまで来たら登りたいなぁと
思って、力を出し切って登りました。登った時、雲が一面にあってすごく綺麗でした。来年も行きたいです。
４年生 女子
私は、国際交流キャンプへ行って思ったことは楽しいキャンプだな、あと、おもしろいキャンプだな、と思っ
た。でもやっぱり虫がいたのは、つらかった。一番の思い出は当然富士登山です。道がガタガタで、すこし苦
しかった。八合目くらいで、すこししんどくなってきた。でも、私は最後に９合目まで登りました。９合目ま
でいったので、満足でした。リーダーがおもしろくて行ってよかったな、って思いました。山中フレンドパー
クや山中ンピックも、たおれるほどおもしろかった。私は、このけいけんをいかしてこれからもいろいろがん
ばるぞ！キャンプは初めてだけどおもしろかった。また来年もあったらいきたいな。
ブラジル人学校の生徒
It was very interesting because it’s very difficult for Japanese and Brazilian to communicate with
people from other countries. I made friends from Japan, Indonesia and India. Thanks to the
International Youth Camp. Thanks a lot and I hope joining camp next year, and thanks to my
leader
インドネシア人学校の生徒
It was very good to meet new friends and when we went to the mount Fuji, the friendship was
bigger before because we helped each other to climb the mountain until the summit.
僕はこのキャンプに参加してとても楽しかったです。日本人の友達ができてとてもうれしかったです。富士山
に登った時、僕たちは助け合い、頂上についた時、僕たちの絆は富士山より大きかっただろう
インド人学校の生徒
This camp was my first camp at abroad. So I got an opportunity to climb the mountain. It is also
famous tourist place in Tokyo. But one problem I had. That was language problem. I don t know
Japanese language. But still in the camp every one use to communicate in English and Japanese
language. I was able to manage. I enjoyed a lot at camp. The food was good, games very good,
climbing Mt. Fuji was too good. Totally Japanese people are very good. I love them and thank
them for giving me an opportunity to participate in the camp. It will be my greatest pleasure if I
get more and more opportunity to participate and be with KSKK.

●子供はもちろんのこと、親にとってもこの４泊５日は試練の日々でした。正直言って毎日心配の日々でした。
でも、子供は親の心配をよそに、とても楽しい５日間を過ごしてきたようです。みんなで作った料理が楽し
くて、とても美味しかったとの事で、家でも台所のお手伝いをしてくれるようになりました。少し我慢も出
来るようになったように思います。今後また機会があれば、キャンプや他の事業にも参加させて頂きたいと
思っています。今回は、たくさんのスタッフの皆様に、大変お世話になり、本当にありがとうございました。
●人生で一番感動できる年頃に、色々な人の中で色々な経験をしたり、感動したりする事は、一生の財産にな
ると思い、参加させました。最初は、不安がっていましたが、メンバー表が送られてきてからは、国内外の
知らない土地から来る友達に思いを馳せ、徐々に期待感が増してきたようでした。とはいえ出発の際は、た
った一人で新幹線に乗り、さぞ不安だったのでしょう。涙をこぼして旅立って行きました。そして５日後、
竿灯の観光客とともに新幹線から降車してきた娘の姿を見た時は、こちらが涙でした。日焼けした顔にバン
ダナ、富士登山の杖を手にして「ただいま」と告げた娘の顔は、出発前と違い、自信に満ちた顔でした。親
から離れた所で全く知らない人たちの中で５日間を過ごしたことで、ぐんと成長したように思います。スタ
ッフやお友達に感謝します。
●日本一の山へ機会があったら是非、行かせたいと前から思っていました。外国の子供達とのキャンプを楽し
みに行き、本人なりに色々と感じてきたようです。学校や家では体験できない事をたくさん与えて頂きあり
がとうございました。社会に出た時に、自分の力で物事を解決できる人間になってほしいと思っています。
ただ、旅行に出すにあたって、いつも思う事が…今の子供達は恵まれすぎていて、キャンプに行く事も留学
する事も当たり前のようになってしまっていると思いました。自分の環境に感謝する気持ちをもう少し、持
ってほしいです。
●４泊５日も親元を離れて、何もかも自分の事は自分でやるという事に心配と不安がありました。が、迎えに
行ってその心配は、無駄だとすぐ子供顔を見て思いました。自信とどこか大人になった息子がキラキラと目
を輝かせながら、「ただいまっ」と元気に、そして富士山の頂上まで登った事を嬉しそうに話してくれまし
た。帰ってきてからも自分の事や家の手伝い等もしてくれるようになって、参加させて頂けた事に感謝して
います。
●今年の春休みのちびっこ探険学校ヨロン島に参加して、出迎えに空港で子供達の口からでた第一声が「ヨロ
ンに帰りたい」という言葉でした。仲間とのとても素敵な時間が過ごせたのだろうと感じました。その後の
子供達の変化は、学校での生活に顕著に現れてきました。先生から「新学年になってとても積極的になりま
したね」という言葉を頂いたのです。（特に下の子）仲間作り、協力性、チャレンジ精神など、この活動に
参加させて頂いたお陰で、身につき、成長出来たのだと思っています。今回の富士山キャンプも子供達から
「また新しい友達出来るかな？リーダー達に会えるかな？」との言葉から参加させて頂きました。またひと
まわり成長した二人を感じられそうです。有難うございました。
●一人息子ですので集団生活の中で、色々な人とコミュニケーションをとり、自立してくれればと思っていま
す。富士山に登りたいという子供の希望もあり、経費も安く願ってもないチャンスでした。キャンプに参加
した事で自信がついた様子で逞しくなったと感じます。折に触れ、思い出した様にキャンプの細かいエピソ
ードを話してくれます。今後も、未来のある子供達のために様々なチャンスを提供して頂ければと思います。
お世話になりまして有難うございました。

●キャンプに参加させて頂いた事を感謝しています。勧めた理由は、前年に友達が参加していて、是非我が子
も、と思い参加させました。普段の生活では出来ないキャンプ生活で随分、心も体も成長したように思いま
す。今回のキャンプで一番のイベントは、やはり「富士登山」。なかなか挑戦するチャンスのないことだと
思います。キャンプのために何度も出し入れを練習した寝袋。泣きながら頑張りました。登山の為に体力も
必要と思い、キャンプの１か月前からランニングをして登山に備えました。登山の結果は、7 合目と 8 合
目の間でした。一緒に参加していた友達は、9.5 合目まで登っていて、我が子はそんなに体力不足なのかと
思っていたら、どうやら杖を買わずに登山したようでした。その事を聞きだしたのが、帰って来て３日後の
事でした。買わなかった理由が、「お金を無駄使いしたら、お母さんに怒られるから」だったのです。とて
もショックでした。日ごろ、子供とコミュニケーションが、いかに取れていないかという事を知ることが出
来た、今回のキャンプでした。このキャンプを機会にもう少し、我が子とちゃんと向き合っていこうとおも
います。そして、来年もう一度キャンプに参加し、親子共に後悔しない登山にしてもらいたいです。今度こ
そ日本一の富士山頂を目指して…。ありがとうございました。
●小学４年生からずっと参加しているキャンプです。費用も自分の小遣いとか、お年玉を貯めて出しています。
キャンプの持ち物の支度もずっと前から楽しみながら支度をしています。毎年、キャンプに参加するのが、
とってもとっても楽しみにしています。キャンプの後もいろいろな人達と手紙のやりとりもしています。来
年も絶対に参加すると言っています。どうぞ宜しくお願いします。キャンプに参加すると一回りも二回りも
成長して帰ってきます。
●４泊５日という少し長いキャンプへ参加させることに不安もありましたが、子供の「行きたい！」という気
持ちを大切にしたいと思い、参加させました。親の心配をよそに、子供は楽しい思い出をいっぱい作って、
笑顔で帰ってきました。特別ここが変わったという所は見られませんが、「いつか自分もリーダーとして参
加したい」という思いがあるようです。きっと、リーダーの方々のカッコよさに憧れを感じたのだと思いま
す。そんな目標となるような人に出会えた事をとてもうれしく思っていました。
●昨年と同様に貴重な体験が出来たキャンプだったのではと思います。仲間と話し合ってテントを張ったり、
ご飯を作ったりする事によって協調性が身に付き、また不便な生活をする事によって、普段の生活が如何に
便利で恵まれているか、といった事も感じられたのではないでしょうか。良い経験が出来て本当に良かった
と思います。ありがとうございました。
●正直、子供はぎりぎりまで本当に嫌がっていましたが、そんな様子も相手にせず知らん顔をしていたら、最
後はしかたなしと言う感じで参加しました。私としては、クラブ活動もせず、いろんな催しにも、参加する
のが嫌いで、学校の中の良い友達以外にいろんな人たちにふれあう機会も少ないので、今回は、親のいない
所で、いろんな年齢層のいろんな土地の人たちの中で、自分の力で関わっていって、その楽しさや刺激を受
けて欲しかったです。まだまだ、どんなに変わったかはわかりませんが、楽しかったという言葉が本人の口
から出た事が大変嬉しかったです。
●大変お世話になってありがとうございました。自分の力を信じたら必ず目標は実現するという事を今回のキ
ャンプに参加させて頂いて、富士山の頂上まで登ることができたことで、体感できたと思います。一人っ子
で、毎日ご飯が用意されて、充分に物がある生活が、当たり前のような日常生活を、改めて親子で見直す良
い機会となりました。どんなしんどい事があっても、乗り越えられる力が、備わったように思います。

