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計5枚

自然豊かな広大なキャンパスでサマーキャンプ
小学 4 年生～中学 3 年生対象
ICU ジュニア キャンパス・キャンプ

開催

7 月 26 日（火）～30 日（土）
お問い合せ先：
株式会社 ICU サービス （担当：クレーア良子・川島美菜）
Tel：0422-33-3530

Fax：0422-30-5720 E-mail：camp@icu-service.com

国際基督教大学（ICU: International Christian University/学長・日比谷潤子/東京都三鷹市）は、第
5 回「ICU ジュニア キャンパス・キャンプ サマーキャンプ 2016」
（運営：株式会社 ICU サービス）
を、7 月 26 日（火）～30 日（土）の 4 泊 5 日で開催します。
ICU ジュニア キャンパス・キャンプは、本学キャンパスおよび学生寮を利用して実施する、学年の異
なる小中学生が集団での遊びや生活を通して学ぶ、子どもサマーキャンプです。東京の三鷹にありな
がら豊かな自然を体験できるとともに、大学が提供する多彩なプログラムや、運営をサポートする大
学生を含め、小学 4 年生～中学 3 年生の学年を超えた縦のつながりが子どもによい刺激を与えると、
リピート率の非常に高い人気のプログラムです。
毎年の参加者は、国内在住家族の子どもだけでなく、海外在住家族の子どもが夏休みを利用した日本
体験として参加しており、今年は昨年よりも 10 名定員を拡充しましたが、定員一杯の 50 名の小中学
生が参加します。
期間中、本学在学生がキャンプリーダーとして子どもたちをサポートしながら、あらかじめ用意した 4
種類の研究テーマに打ち込む「研究の時間」を中心に、朝の礼拝、アーチェリーやニュースポーツな
どの運動、さらにキャンプファイヤーなども行い、本学の「リベラルアーツ教育」の理念に基づいた
物事の考え方を、子どもたちに体験してもらいます。


過去の研究テーマ
 「美味しいポテトチップスの作り方」
 「パフォーマンス、演劇」

じゃがいもの薄さと美味しさの関係を自然科学の視点から追求

創作シンデレラ劇や逆再生動画などを制作

プログラム開講中、取材をお受けいたしますので、ご希望の方は、5 ページ目の取材申込書を事前に
送付ください。
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プログラムの概要
日程：7 月 26 日（火）～30 日（土）
場所：国際基督教大学（東京都三鷹市）
対象：小学 4 年生～中学 3 年生
費用：55,000 円（プログラム費、保険料込、税込）
●キャンプ・ディレクター

高橋 伸

（ICU 保健体育科課程准教授、日本レジャー・レクリエーション学会常務理事）
●プログラム・ディレクター

加藤

綾音

（本学卒業生、NPO 法人 S-pace）

●プログラム・ディレクター

大間

哲 （本学卒業生、気象予報士、キャリアカウンセラー）

●全体運営：株式会社 ICU サービス
●Facebook：https://www.facebook.com/ICUJr.camp/

参加者の感想
＜保護者＞


普段学校以外で会う人と一つの企画に対して取り組むこと、やはり一番の成果と思います。



グループでドロ団子を作ったことや、野川公園での石拾いがとても心に残ったようで、学ぶこと
を楽しいと思ったようです。キャンプ後もリベラルアーツのアプローチで学ぶことを思い出し、
「自分から考える」という癖がついた気がします。

＜小学 4 年生＞


心に残った事は、水鉄砲を作った時です。水鉄砲の入れ物を作ったものの、水が漏れてしまって
漏れないために栓を作りました。栓は４回も作っては漏れての繰り返しでやっと栓ができました。
栓は棒にテープを巻いて作りました。大変だったけど、できた時はすごく嬉しかったです。ICU ジ
ュニア キャンパス・キャンプは楽しかったです。また来年も行きたいです。

株式会社 ICU サービス
会社名

株式会社ＩＣＵサービス

設立

2010 年 7 月 1 日

資本金

¥9,000,000

株主

学校法人国際基督教大学

代表

佐藤

所在地

〒181-0015

TEL

0422-33-3530

事業内容

自動販売機管理事業、結婚式・披露宴運営斡旋事業、下宿不動産業者斡旋紹介事業、

雅昭
東京都三鷹市大沢 3-10-2 国際基督教大学内 本部棟 2 階
FAX 0422-30-5720

合宿所・運転免許教習所斡旋事業

卒業式関連事業、保険代理店事業、

生涯教育・キャンプ関連事業、施設貸出事業
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過去の写真

石を魅力的に魅せるワークに取り組む姿

アーチェリーの授業

大学近くの野川で川遊び

美味しいポテトチップスの作り方についての研究

キャンパス内のキャンプ場で朝ごはんを作るワーク
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株式会社 ICU サービス 行
（FAX: 0422-30-5720）
取材申込書

貴

社

名：

ご

所 属：

お

名

前：

同行人数：

電 話 番 号：

F A X 番 号：

E m a i l：

カメラの有無（○で囲んでください） ムービー・スチール・無

連絡・通信欄：
（取材ご希望のプログラム）

（掲載ご予定媒体等）

株式会社 ICU サービス
Tel：0422-33-3530

Fax：0422-30-5720
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Elementary and junior high school students;
liberal arts; dormitory life
Press release
5 pages

ICU Junior Campus Camp
A summer camp for 4th through 9th graders
will be held on a spacious campus filled with nature
from July 26 (Tue) to 30 (Sat)
ICU (International Christian University; Mitaka-shi, Tokyo; President: Junko Hibiya) will hold the fifth
ICU Junior Campus Camp (Summer Camp 2016; operated by ICU Service Co., Ltd.) of five days and
four nights from July 26 (Tue) to 30 (Sat).

ICU Junior Campus Camp is a summer camp for children, where elementary and junior high school
students from different grades learn by living and playing in a group at ICU’s campus and dormitory.
Children can experience rich nature even in Tokyo (Mitaka City) and receive stimulation from a
variety of programs provided by ICU, university students who help operate the event, and
exchange with various grade levels ranging from 4th to 9th grades. That is why many repeaters
come and participate in this camp program.
Every year, not only children living in Japan but also those living abroad participate in this camp on the
occasion of summer holidays. This year we have increased the capacity by 10 people and will have 50
children (full capacity) participating.
During the camp period, ICU students will serve as camp leaders and support children in many
programs, including research time (in which they focus on one of four prescribed research themes),
morning church service, archery, new sports, and a camp fire. This way, participants will experience
the way of thinking based on our liberal arts education philosophy.


Previous research themes:
 “How to make delicious potato chips”—Pursuing the relationship between the thinness of potato slices
and how delicious they are, from natural science perspectives.
 “Performance, theater”—Creating the Cinderella story, reverse videos, etc.

We will welcome press coverage during the camp period. If you wish to report the event, please contact
the ICU Service Co., Ltd by e-mail in advance.

Program outline
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Period: July 26 (Tue) to 30 (Sat)
Venue: ICU (Mitaka-shi, Tokyo)
Target: 4th through 9th graders
Expense: 55,000 yen (including program cost, insurance premium, and tax)


Camp director: Shin Takahashi (Associate Professor, Department of Health and Physical
Education, College of Liberal Arts, ICU; Board Member, Japan Society of Leisure and Recreation
Studies)



Program director: Ayane Kato (ICU graduate; NPO S-pace)



Program director: Tetsu Ohma (ICU graduate; certified weather forecaster; career counselor)



Overall operation: ICU Service Co., Ltd.



Facebook: https://www.facebook.com/ICUJr.camp/

Testimonials
Parents:


It was the best result for my kid to cooperate with people other than those he usually sees at school
for a common goal.



Looks like my kid was content with creating mud dumplings and picking up stones in Nogawa Park
with group members and thought learning is fun. Even after camping, he remembers taking a
liberal arts approach to learning and seems to have made it a habit to think by himself.

4th grader:


I can’t forget that I made a water gun. But water leaked from the gun, and so I made a plug so that
water does not leak. I failed four times in making a plug before finally succeeding. I made a plug by
wrapping tape around a bar. It was a lot of trouble, but I was very happy when I made it. ICU Junior
Campus Camp was fun. I want to participate again next year.

ICU Service, Co., Ltd.
Founded: July 1st, 2010
Owner: International Christian University (ICU)
President: Masaaki SATO
Vice President: Ryoko KLEER
Location C/O International Christian University, Admin. Bldg. 2/F
3-10-2 Osawa, Mitaka-City, Tokyo, Japan 181-0015
TEL
+81(0)422-33-3530
FAX
+81(0)422-30-5720
E-mail office@icu-service.com
URL
http://en.icu-service.com/
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Previous photos

Working to make stones look more attractive

Archery class

Playing in Nogawa River near ICU

Research on how to make delicious potato chips

Making breakfast at the camp site on campus
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To ICU Service, Co., Ltd.
（FAX: +81(0)422-30-5720）
Coverage application form

Company Name：

Affiliation ：

N a m e：

T

E

L：

F

A

X：

E m a i l：

Camera (please circle one): Movie / Still / None
Remarks:
(Program to be covered)

(Name of media)

ICU Service, Co., Ltd.
Tel: +81(0)422-33-3530 / FAX: +81(0)422-30-5720 / E-mail:
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