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WELCOME TO THE WONDERLAND !



Day-2.   Kayaks



Day-2.   Art Class



子どもは、「遊び」から学びます。
ワクワクしながら遊ぶことによって、
必要なことが自然に刷り込まれます。

そして、今、子どもたちにもっとも必要なのは、
「多様な生き方を知ること」ではないでしょうか。

海や地平線の向こう側には自分が知らない世界があり、
いろいろな人がいて、いろいろな考え方があり、
「人は一人では生きられない」ということを、
言葉ではなく、体感することがとても大切です。

NGKが主催するサマー・キャンプは、
大自然の中でのアウトドアライフ、アート・表現、食事などを、

「徹底して楽しみながら」
体感できるようにデザインされています。

「新世代の子どもたち」が育つ「場」を提供しています。
作家　村上龍





 Day-3.   6 am



Hoken no sensei, Daniela is checking, checking, and checking !



It is the supreme art of the teacher to awaken joy in 

creative expression and knowledge.

Albert Einstein

The function of education is to teach one to think 

intensively and to think critically. Intelligence + 

character - that is the goal of true education.

Martin Luther King, Jr.
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空飛ぶサーカスと新世代の子ども達

この度は貴重な機会を与えて頂き、また実際に素晴らしい体験を共有
させて頂き、NGKの皆様、ボランティアの方々、そして参加していた
だいた子供達に心より感謝申し上げます。自分達自身も慣れない環境
でのチャレンジ、大きなトラブルもなく無事にやり遂げられたこと、
あたりまえの最低限ではありますが、子供達を笑顔で見送れたことに
まずはホッとしています。メニューを組む上で悩んだことは、どこま
で”小学生向け”にするかという部分です。世界の食を通じて多様性を
体感してもらうことが目的ではありましたが、食べ慣れない食事ばか
りで大丈夫だろうか？まったく食べられない子供がいたらどうする
か？スタッフと何度もミーティングを重ねました。結論としては「小
学生が食べるということを意識しながらも、子供向けにはし過ぎな
い」をベースに、どこかで１食（山中湖畔での食事）だけ、おにぎり
や唐揚げなどみんなが好きなものを入れるという形でメニューを組み
ましたが、実はどうしてもなにも食べられないお子様がいた時のため
に、食べやすいごはんも少しだけ、”こっそり”と準備はしていまし
た。しかしながらこの”こっそり”が活躍する機会はほとんどなく、そ
ういった意味ではこの内容で正解だったのかなと、変に子供向けにし
なくて良かったなと、みんなに沢山の”初めての味”に出会ってもらえ
て、スタッフ一同とても嬉しい時間になりました。





３泊４日を一緒に過ごすなかで印象的だったことは、食欲や好奇心と
いうものがどれだけメンタルの影響を受けているかという部分です。
最初は慣れない環境の中、食べたことも見たこともない食事を前に戸
惑っていた子供たちが、少しずつ環境に慣れ、信頼関係が生まれてい
く過程で、「これ何？」「～みたいな味がする」「これは嫌い！」
「明日はどこの国？」と、好奇心に目を輝かせ、日に日に積極的にな
り、食べる量も増えて、食事の時間がどんどん賑やかになっていった
こと、これは自分達にとっても本当に素晴らしい経験になりました。
完食したお皿を誇らしげに見せてくれた姿が今でも目に焼き付いてい
ます。安心して食事ができる環境や関係作りがあってこそ、子供達の
食欲や好奇心を引き出せるのではないかということ、これは私達に
とっても大きな学びになりました。頭でっかちにならず、失敗を恐れ
ず、どんなことでもまずチャレンジしてみること。情報過多な時代に
生きているからこそ、そういったリアルな体験がより大切になってき
ていると感じますし、好奇心、学ぶことや新しい体験をすることは本
来とても楽しいことです。この3泊4日を通じて、子供達にそんなキッ
カケを少しでも与えることができたなら、私達にとってもこんなに嬉
しいことはありません。

The Flying Circus 三浦武明



WITH LOVE .



Okawari !







African Night



建築家・NGK創業メンバー　嶋 田 耕 介

NGKがまだ10人程度のキャンプだった頃からずっと使っていたキャンプ
場を離れ、新たな施設での試みとなりました。以前にも増して山の中、
水の音が聞こえる面白い場所です。言うまでもなく、今年は食事が素晴
らしい。キャンプ中10食分、世界中から集めた20ヶ国の料理が振舞わ
れました。当然大人は大喜びでしたが、子ども達にはどんなふうに記憶
されるのか、NGK的にとても気になります。
さて、今年のアートのクラスでは木炭ドローイングを行いました。基礎
の基礎であり、私もチャールズ先生も大好きな作業です。最初のドロー
イングは1分、徐々に時間を増やし最後は10分、輪郭の発見、陰翳の発
見、すべてを木炭の濃淡に置き換えること、科学的な目で対象を観察さ
せます。扇風機を回した教室で、子ども達が汗をかきながらも黙々と頭
を働かせている姿を見ると思わず嬉しくなります。小さい体でよく頑張
るなと、ひとりひとりの集中力に感心させられますが、教室に仲間がい
ることで特別な力も出てくるんじゃないでしょうか。そういうキャンプ
を目指します。
「Self」発見できたかな？　 毎年のことですが、濃密な時間を過ごした
後は、子ども達に感謝したい気持ちが起こります。有り難うございまし
た。また来年！



Dear Mom and Dad,  Somewhere above it all, I wish you were here with me !



Jr. プロクター　AMNAN, ANNE, 
TOMOKI and TOUTA

ジュニア・プロクター（少し年長の監視員）に助けられながら、自分で自分の事をな

んとかしようとするキャンパー達。今回スタッフは総勢２０名を超えたが、生活面で

は先生や大人達にあれこれ言われるよりも、年が近いプロクターが手本となる。昨年

までは大学生が行っていたが、今年から大学生はシニア・プロクターとして本格的に

スタッフの仲間入りをし、その後を中高生が継いだ。NGK卒業生のトータは彼自身

が未だ遊びたい盛りの中２だというのに、大人と一緒に働きまくり、手際よく２６人

の弟と２７人の妹の世話を終始笑顔で率先し行った。トモキはアメリカから一時帰国

中のとってもクリエーティブな高校生。センス良くキャンプサイトのエクステリアや

クラフトを担当し、ちびっ子達のちょっかいに笑顔で耐え抜いた。彼が口を開く度

に、そのバイリンガルっぷりに皆が目を輝かせ聴き入った。ブリティシュ・スクール

に通うアムナンは、イギリス紳士の精神からか、真面目で繊細な気遣いができる。

１０回・２０カ国の食事に合わせ、ハイセンスなBGMをセレクトしてくれた。沢登

りやハイキングでは、キャンパー達が遅刻、忘れ物、迷子、怪我をしない様に、きめ

細かいケアーをしてくれた。



小学校の頃から何度もNGKに参加しているアン。ベテラン卒業生はジュニア・プロクターで唯

一の女の子。普段はかなり静かな彼女だが、この４日間は声を張り上げてヘトヘトになるまで

頑張った。元キャンパーならではの強い意見もあり。初日夕方のスタッフミーティングで、

「キャンパー達に明日の夜なにやるのかは、未だ知らせないで下さいっ！何が起こるのか知ら

ない方が絶対に楽しいです！」





Day-3 .   6 pm



Sr. プロクターA.K.A. 医療班 ・大分大学医学部  M A R I N A

2年目のNGK。今回、私はシニアプロクターとして参加し、3泊4日と
いう短い期間でしたが、子ども達の成長を感じました。色々な学年の
子ども達が同じロッジの中で生活を共にし、楽しいことだけではなく
困ったことも多かったと思います。しかし、共同生活の中で高学年の
子ども達はおのずと低学年の子ども達を助け、低学年の子も日が経つ
につれて自分でできることを見つけており、初日と最終日ではどこな
く顔つきもしっかりしているように感じられました。
今年のNGKキャンプのテーマの「セルフ」をそれぞれの科目、アク
ティビティだけではなく、3泊4日の生活からも学んでくれたのではな
いかと思います。自分の判断と管理で生活する事とはどういう事かを
考えるきっかけになり、迷ったときに何か助けになれば幸いです。
ありがとうございました。



THANK YOU.

この度は、NGKへご支援、ご参加下さり、本当に有難うございました。
皆様のお力添えにより、2016年度も無事に開催・終了する事が出来ました。

NGKの仕事は、私やスタッフの生活を支えるものではなく、むしろやる事によって、
時間の配分や経済面で、私生活や本業に影響が出る、とても「悩ましい存在」でありました。

たった４日の事に半年も使って、意味がある？と、私を心配して 反対する人達も少なくはなく、私自身
も、産みの親でありながら、NGKとどう付き合っていけば良いかがハッキリと分からない・・というの
がここ数年の本音でした。私は基本的にとても物分かりが悪い天邪鬼なので、邪魔や批判が入れば入る

ほど、意地になり、その時期になれば次の開催へ向けて動き出すのですが、一時は最早これは、
私の利己的な自尊心を維持する為のツールと化していないか？と、

行動と伴わない、迷いを覚える事もありました。

今回、皆様の真心によるお力添えを頂き、
（真心ってこういう事をいうのだと、皆様の御陰でやっと理解できました）

関係者皆が、NGKを行う意味と目的を再認識する事となり、とても感謝しています。
私自身も子ども達と一緒に、「セルフ」を考えるきっかけを、皆様から頂きました。

理想や綺麗事だけでは成り立たない民主主義に生きながら、
理想を現実にする為の行動と、間違っていないのであれば止めない勇気が、

これからの私にはもっと、もっと必要になると、今は感じています。

RYUさん、ありがとうございました。スポンサーと保護者の皆様、有難うございました。江尻　妃里　　　　　　　　　　　　　





Every Part  of  Your L ife
Informs  and  Inf luences
Every Other Part  of  

Your L ife .

P r o g r am  D i r e c t o r  

Char l es  TSUNASH IMA



THANK YOU.

丸山高弘様・橋本浩様・平塚美由紀様・細谷友美様・
船原長生様・磯部博様・中谷恭子様・人見幸代様・Tom様・
前田信子様・長田千世様・篠澤明日香様・平出真一郎様・
有賀沙樹様・Yusuke Nishijima様・網野雅人様・流火様・
ピコラ様・原一司様・廣瀬卓也様・黒川清明様・田中俊幸様・
タンジトシロウ様・沼田次郎様・fujita yasuko様・
原口文徳様・春口類様・遠藤アキ子様・山成正己様・
岩野栄三様・高階昌子様・小林明子様・福島義男様・
鈴木強様・布袋修司様・Iwashita Taizo様・松島啓之様・
吉田拓也様・草村陽子様・関和明様・前田章利様・
村松玄晶様・伊東清孝様・坂本裕様・渡辺雅宏様・
本澤剛様・畑中裕有様・黒川明子様・吉澤裕一様・
川島徹様・具志堅喜光様・池悦子様・長田かおり様・
ファリーダラーマン様・桜井ハルコ様・鈴木忠夫様・
青木美帆様・Mr. Alberto D’innocenzo・椙浦陽様・
脇尾茂様・宗像和男様・岡めぐみ様・永井健太郎様・
圷雅博様・秦野陽介様・廣野茂様・磯貝健一様・
田村卓郎様・西澤日出樹様・戸田宏治様・岩下晃様・
奥野秀樹様・下田浩士様・玉井大輔様・櫻井隆介様・
西畑眞理様・川端航様・東郷悟史様・田中葉月様・



因藤靖之様・因藤悦子様・岡本慎太郎様・粟竹啓子様・
大脇建様・伊藤貴啓様・吉田宥詩様・尾山かおり様・
小海伸行様・小石川俊文様・水野孝志様・山崎栄一様・
大野祐介様・向野利寛様・今泉修一様・淵上英敏様・
水越克伸様・川田春夫様・三池俊樹様・溝口功様・
佐々木宏子様・廣岡　享様・田中真紀子様・田中ひとみ様・
佐藤尚美様・濱田美奈様・清水久三子様・上野優様・
千田好美様・元村仁様・中村七重様・森岡亮太様・
島田彩様・竹馬隼一郎様・黒田元輝様・天野美和様・
Mr. Vincent Chang・Mr. Heidy Tucker・

Special Thanks to

    株式会社羅羅屋　    安藤会長　
    株式会社チクマ　    竹馬社長　
    株式会社 I and M   池社長
    渋谷区教育委員会　 杉並区教育委員会　山梨県道志村教育委員会
                                  and Mr. Ryu Murakami !!!





A New Generation Parent  ・　ケ イ ゴ 父

小一になり、初めての夏休みを迎えた春、私たち夫婦にとつぜん舞い降りた自然の中でアートと英語を
学ぶNGKの案内。これしかない！とさっそく申し込み。当選してからは、共働きの多忙な日々の中で、
あれこれ準備（特にママ）をすすめて、あっという間に出発の日を迎えました。英語にアートに大自
然、さて何を学んでくるのだろうと送り出しました。
さて、４日間のキャンプがあっという間に終わり、都会ッ子のやさしい顔をした息子は、精悍で逞しい
顔になって東京に戻ってきました。詳細は聞かずとも、その４日間の経験の質と量を察した瞬間でし
た。いっぽう、私たち夫婦もまた、FBの報告と写真に一喜一憂し、眠れない日々を過ごしました。親と
子が、それぞれの場所で鍛えられた４日間でした。
キャンプが終わってすぐ、彼はキャンプでの失敗を２週間かけて克服しました。大作の自由研究をあき
らめずに最後まで完成させました。（もちろん、革ひものキーチェーンは、さっそく自分で作り上げま
した。）このキャンプの参加から一ヶ月がたち、冷静にふりかえってみても、本当に実りのある夏休み
だったと感じています。（彼の顔つきは都会生活の中ですっかりもとのやさしい笑顔に戻りました
が。）
このキャンプで我が子は、失敗を悔しがり、失敗をバネにする経験を得ました。いっぽうで、親は、子
の失敗の芽を先回りして摘み取るのでなく、失敗を経験する場を与え見守ることの意義を、このキャン
プを通じて知りました。親子で、まさに貴重な経験を得たのでした。
日々、つい同級生との比較とか目先のことが気になってしまうなかで、あらためて「自分で自分の人生
を生きる力を身につけること」を子育ての大きな目標に据えることの大事さに気づきました。
まったくの想定外でしたが、まさに本当に私たち親子に必要な学びを得ることができました。親子とも
ども、すばらしいキャンプ経験でした！
あらためて、スタッフのみなさまに感謝申し上げます。
本当に、本当にありがとうございました！



Bye…, Bye !




