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継続は、喜びなり。

ニュージェネは創立５周年を迎えました。初年度からずっと
鰻登り、無事故、大盛況でこさせて頂いてます事、本当
に、心から感謝しております。しかし、実際毎年終わる度に
シリアスに「来年は止めようか？」と思う…のです。異常に
大変だからです。夏のたったの４日だけのコトに対して、申
請～準備～片付～決算までほぼ一年！！！　でも、結局は
保護者の皆様から頂く数々の温かいメッセージ、そして
KIDS達の「来年も楽しみにしてる！」の声で、あっけなく
継続決定。またせっせと翌年の準備に入るのです。





ニュージェネはマナーや授業態度に関しては、とっても厳しいです。
でも、おやつ出しますし、授業でテイラー歌ったり、サンバ踊ったりします。

From NGK Head Teacher Jeffrey Trambley 

NGK’s Vision
To help children achieve a better understanding of themselves and their 
roles in society.

NGK’s Mission
To provide children with a digitally-free environment in order to gain a 
better understanding of themselves and their relationship to the world 
around them through exposure to various activities including arts 
appreciation, nature study and other cutting-edge educational methods.



先生はどんなプロでも、自分の確固たるスタイルがない人は不採用！
いかんせん、お子様達に影響するので！

Nani ?   Hoken no sensei ?    Yes,  It’s me ! 

I spent working as an Assistant Teacher and Proctor, as someone who paid attention to 
children’s physical health and not to forget „homesickness“ at Camp. 

Summer Camp is a place where they can be free, get the taste of independence because there 
are no parents to run to and gain some confidence (!) It’s a place where their bullies can’t find 

them but most certainly find friends in a few short days. We encouraged them to speak out 
loudly, be confident and be who you are and say what you want, perhaps. Those are just a few 

qualities that the children have quickly understood.

For me it was a unique experience, that I would not have missed. Everybody stay healthy and 
don’t lose your new earned skills!　By Daniela Strauss



GOOD
WILL

THANK YOU.
美和ママ&ヨシパパ（NGK事務局）、ジョージさん（ひら
のえーごPTA会長・長田土木オーナー）、アキラさん
（ウォータークラブ）、きょーいち君とあやちゃん（NGK
給食センターこと山水亭）、繁おじさん（NGKガーデンの
オーナー）、龍子さん（NGK事務局）、さわこさん（料理
家）、あっこさん（栄養士）、さおりちゃん（外部コーディ
ネーター）、そして、色々貸してくださる近隣の宿のおばあ
ちゃん達や、さっと手を貸してくれるおじいちゃん達！







We make sure that NGK is always the 
COOLEST kids camp in Japan.

NGKで教えるのは、簡単ではない。毎年諸事情が変
わるし、でも、進化はしなければならない。要求も
高く、スケジュールもきつい。そんな環境で、常に
少年の心を持った大人でいてくれる、最高にセンス
がいい彼らがニュージェネの要であり、肝である。













森の中の学校は
楽しく！
元気に！

皆んなが…
ありのぉお～
ままのぉお～
姿見せるのよお♬
（古っ！w）

そんな
キャンプで
ありたいと
思います★

BE YOURSELF.









 NGK MEAL SONG 
♬

Happy Happy Lunch Time 
Lunch Time
Lunch Time

Happy Happy Lunch Time
Let’s eat together

Everyone together
Hands on knees and

ITADAKI MASU !!!





Row, Row, Row Your Boat
Gently down the stream.

Merrily  merrily merrily merrily
Life is but a dream !!!





FLOW

集中、没頭する。無我夢中になれる。その環境を提供する。

集中すると時間の主観的な長さが変わりますね。
時間を有効に使う。

心が豊かになればこそ、その刹那が何よりも大事なものであることがわかります。
刹那は流れの中にある時間。情報のように過去に止まったものではないもの。

情報過多にある現代で、すでにそれが豊かでなくなった時代、
絵ならば時間を塗りこめ。生け花なら時間を切り取る。

音楽なら？時間を延ばす？或いは盗む？：－）なんだろう。。。。？？
by Jinichi Kigoshi



FLOW

結果より、プロセスを。集中、没頭する。無我夢中になれる。
We are surrounded by options, obligations, stimulations on every facet of our daily life, 
whether we are grown up or growing.  
NGK’s objective is to open up the opportunity to take a step back from our expected daily 
routine.  
Through a few days and evenings spent in nature, sharing creative and simple activities, our 
objective is to open the doors of the mind which is not only international but universal.  
This year’s theme is ”flow”, a science that inspires a state of positive focused 
immersion through activities such as yoga, art, music, playing, meditation and most of all 
laughing with new friends and qualified teachers that, yes, CARE.  

by Charles Tsunashima





集 合 写 真
ニュージェネ名物、フリースタイルの集合写真







みんな、健康で仲良く過ごしてくれて、ありがとう！　










