オックスブリッジ

サマーキャンプ

２００８

参加者募集！！
夏休みに、英オックスフォード大学、ケンブリッジ大学に在学中の学生を講師に招き、
英語サマーキャンプを行います。
教室でのレッスンだけでなく、自然環境の中での様々な体験を All in English で行い、英語漬けの生
活の中で、国際交流への理解とセンスを養います。
期間： 第 1 期・・・8/11(月) ～ 8/13（水） （小学生高学年～中学生対象）
第 2 期・・・8/13(水) ～ 8/15 (金)
(中学生 ～ 高校生対象)
※いずれも定員 30 名
講師： David Oppenheimer (オックスフォード 大学生)
Emma Lloyd Jones (ケンブリッジ大学生)
Polly Akhurst （オックスフォード大学生）
※補助・日本人スタッフ数名（但し、キャンプ中は全て英語が基本です。）

集合場所 及び 解散場所 ： JR 川西池田駅前
キャンプ地：兵庫県立奥猪名健康の郷 （兵庫県川辺郡猪名川町杉生宇奥山 1－22）
活動内容：英語レッスン、魚つかみ、キャンプファイヤー、野外炊事、ゲーム等
参加費： 30,000 円 （第 1 期、第 2 期いずれも同じ費用です。）
（宿泊費 2 泊、食費・・朝食 2 回、昼食 2 回、夕食 2 回、キャンプ 1 日めは弁当持参
キャンプ中の活動費、テキスト代、傷害保険、JR 川西池田よりキャンプ地までの交通費を含む）

主催 ：特定非営利活動法人 グローバルプロジェクト推進機構（JEARN）
後援 ：財団法人 兵庫県国際交流協会、兵庫県教育委員会(申請中)
※ お問い合わせ、お申込みは以下までお願いします。申込期限は７月１５日までです。
定員になり次第締め切ります。できるだけ早くお申し込みください。
TEL

072-785-2121

メールアドレス hiromi-y@bca.bai.ne.jp

FAX

072-785-2626

（できるだけ E メールまたは FAX でお願いします。）

担当 薮内ひろみ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※ 申込時にお知らせしていただきたいことは以下の通りです。
携帯

090-9716-3754

住所
参加者氏名
学年
年齢
電話番号

オックスブリッジサマーキャンプ事務局

性別
E メールアドレス（保護者）

※英語のレベルについてはこちらからお尋ねします。 よろしくお願いします
申込終了後、振込依頼、説明会の案内をさせていただきます。

オックスブリッジサマーキャンプについて
オックスブリッジサマーキャンプとは、英国オックスフォード大学及びケンブリッジ大学の学生が夏休
みに来日し、日本の生徒を対象に英会話の講義や様々な国際交流イベントを行うものです。2006 年度
から兵庫県内の高校や大学(主に私学校)で開催されてきて好評を頂いております。今回 JEARN では小
中学生、高校生を対象に 2 泊 3 日の英語キャンプを計画、子ども達の英語力アップを目指します。
このキャンプに参加するオックスフォード大学及びケンブリッジ大学の学生は、海外で英語を教えるた
めの教育を受け、特に日本を志願し、厳しい審査に合格したやる気のある優秀な若者たちです。
Oxbridge 講師の自己紹介
Hello! My name is Emma Lloyd-Jones and I’m a second-year student at Cambridge University.
I study Modern Languages (Spanish, Italian and Portuguese), but I hope to train as an
international lawyer after I finish my degree. I live in London with my family and I’m interested
in yoga, pilates, foreign languages and travelling. I have never been to Japan before, but I have
always wanted to visit and try out my Japanese (nihongo ga sukoshi dekimasu!). I am really
looking forward to meeting all of you - I’m sure we’ll have lots of fun on our summer camps!
My name is David Oppenheimer. I am a student studying at Oxford University in
Engineering. I really look forward and can't wait to meeting all of you in the camp and
also coming to Japan. I am 19 years old and have many interests including art, many
sports and dancing. I am sure all of you are looking forward to the camp ahead of us and
will have as much enthusiasm as Emma, Polly and I (As I'm sure you do).
Hi everyone! My name is Polly, I’m 20 years old and am a student at Oxford University.
I study French and Italian and speak chotto nihongo! I am interested in sports such as tennis,
swimming and windsurfing. In my spare time I like to watch films, spend time with friends and
travel. I also enjoy drama and hope to organise some drama activities at the camp. I look
forward to meeting you all and to having a lot of fun at the JEARN Camp! See you soon, Polly.

[キャンププログラムの概要] 第１期(8/11~8/13)／第２期(8/13~8/15)
第１日目
第２日目
第３日目
起床
起床
AM
朝食
朝食
集合・出発
English Lesson
English Lesson
(JR川西池田駅前)
＆
＆
Activity
Activity
成果発表
キャンプ場到着
昼食(弁当)
昼食
昼食
PM
オリエンテーション
閉会式
English Lesson
魚つかみ
＆
解散
Activity
(JR川西池田駅前)
野外炊事
入浴
夕食
夕食
入浴
キャンプファイヤー
ミーティング
就寝
就寝

奥猪名健康の郷

※第１期と第２期ではプログラムのコマが一部分入れ替わります。
プログラムのスケジュールが変更になる場合があります。

[企画・申し込み先]

〒651‑0073 神戸市中央区脇浜海岸通 1‑5‑1

ひょうご国際プラザ・活動支援室気付

特定非営利活動法人 グローバルプロジェクト推進機構 オックスブリッジサマーキャンプ事務局

