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◆ 2006 年 USA サマーキャンプ ◆
毎年夏休み期間中に、関東・中部・関西・九州地区で行われている、「USA サマー
キャンプ」。今年で 13 年目に突入！ 全国で始めてからは今年で 4 年目。毎年、
全国各地から 3,500 名を越える方々にご参加いただきました。
このサマーキャンプは日本最大の英語キャンプで、キャンプ期間中はアメリカ人の
学生（高校生～大学生）をこのプログラムの為だけに日本へ招待し、彼らがキャ
ンプリーダーとなり日本の子供達に、英語を使って国際交流の楽しさを教えると
いうプログラムです。
そして、海外に留学している英語が堪能な日本人学生達もキャンプ スタッフと
して活動に参加。 アメリカ人スタッフと協力しながら、活動の通訳や子供達の
お世話などのお手伝いもします。 更に、アメリカ人スタッフはキャンプがお休み
の期間中、日本人のご家庭でホームステイも体験します。もう既に AC（アメリカ人スタッフ）の募集は始まっており、全米の学生から多数の応
募があっています。 募集担当者によると、今年は約 300 名からの応募があっているそうです！その中から、今年は約 100 名を選出！
一人ひとりの申込書を確認し、厳選するのは大変な作業ですが、これも全国の皆様に「感動のキャンプ」をお届けできるための大事なステップ
なのです。さぁ、今年はどんな AC 達が来日するのかな？楽しみですね！
キャンプに関する情報はコチラから！ ⇒ http://guyhealyjapan.co.jp/campmain.html

◆ 2006 年夏 ホストファミリー募集のご案内 ◆
USA サマーキャンプで来日するアメリカ人学生は全国で約 100 名。 彼らはキャンプとキャンプのオフの期間に日本の生活の体験の場として
日本のご家庭にホームステイをします。毎年 260 家庭のホストファミリーが彼らの受け入れにご協力頂いています！このｷｬﾝﾌﾟを通してｱﾒﾘ
ｶ人ｽﾀｯﾌが貴重な異文化体験ができるのは、ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの皆様のご協力・ご支援のおかげだと感謝しております!!
さて、今年も夏のホストファミリー募集の時期がやってきました！長崎、福岡、関西、中部、関東地区で大募集！
今年の夏はご家庭で異文化体験してみませんか？ ⇒ http://guyhealyjapan.co.jp/hostfamily.html

◆ 2006 年夏休み ウィスコンシンキャンプ in USA ◆
昨年もお問い合わせのありました「アメリカでキャンプ！」
2006 年夏実施予定です！
＜日
程＞
USA サマーキャンプ参加者の皆さんはもちろん、
＜研修費用＞
キャンプ初体験の方も大歓迎！
＜最小催行人数＞
今年の夏はウィスコンシンで AC 達と楽しもう！

7 月 23 日～8 月 7 日（16 日間）
約 38 万円程度
15 名

⇒http://guyhealyjapan.co.jp/pdf/wisconsincamp06.pdf

◆ 2006 年夏休み 日本語・日本文化ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ in AUSTRALIA ◆

オーストラリアの子供達に日本語・日本文化を教えよう！
オーストラリア（クイーンズランド州ブリスベン）の小学生達に日本語や日本の文化を教えみません
か？ この企画は日本語指導を通じて、相互の文化理解を深めると共に、幅広く人生の「気づき」を
提供することを目的としています。
「日本語を教えたいけど、英語が話せない・・・」という人でも大丈夫！滞在期間中はホームステイを
しながら、ブリスベンの語学学校、ICQA で 2 週間の英語のレッスンや日本語指導方法を受け、残りの
2 週間を各小学校で日本語や日本文化を教えます。
＜日 程＞
＜研修地＞

8 月中旬～9 月中旬（約 1 ヶ月間）
クイーンズランド州ブリスベン地域

＜研修費用＞

約 37 万円程度

日本語や日本文化を海外の子供達に紹介したい！将来、海外で日本語教師
をしてみたい！と思っている方、是非ご参加ください♪
詳しくは⇒ http://guyhealyjapan.co.jp/pdf/jpninternship06.pdf

◆高校留学 in AMERICA, AUSTRALIA and NEW ZEALAND◆

憧れの高校留学で、「夢実現」への第一歩！
ガイヒーリージャパンは高校生を対象とした、アメリカ・オーストラリア・
ニュージーランドの留学を取り扱っています。予算・期間・行きたい国・英語
のレベルなどは人それぞれ。 あなたにピッタリ合った留学を提供します。
そしてサポート体制もバッチリ！ 渡航前から留学経験豊富なスタッフが
オリエンテーションを行い、留学後も現地と密な連絡を取り、日本のご家族
にも定期的に留学生活をご報告。これまでに多くの留学生を送り出してきたガイヒーリージャパンだからできることです！まずはご相談を。
詳しくはコチラから！ ⇒ http://guyhealyjapan.co.jp/pdf/highschoolsa06.pdf
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◆ガイヒーリージャパンスタッフブログ ～GHJ 日記～◆
大変お待たせいたしました！遂に、待望のガイヒーリージャパン・スタッフブログを開設しました！
キャンプ・留学・ホームステイ・海外研修など、国内外のプログラムの表舞台から裏舞台までをコメント＆写真と共に、ガイヒーリージャパンの
「旬な情報」をブログでレポート致します。皆様のメッセージやご意見も是非お待ちしております。
詳しくはコチラから！ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/guyhealyjapanfukuoka/MYBLOG/yblog.html

◆ USA English 倶楽部 in Nagasaki ◆
昨年のUSA English 倶楽部設立から約半年。既に2回目のAC達が来日中です。彼らは今、長崎での生活を楽しみながら、子供達に英語の
楽しさを教えています。現在、AC達が自ら出演する英語教材（DVDや漫画など）を開発中！これからも、多くの子供達に喜んでもらえるよう
なプログラムに貢献していきたいと思います。では、現在来日中の5名のAC達を今回もご紹介！

JENN
（ジェン）
ｶﾅﾀﾞ･ﾄﾛﾝﾄ出身

AMANDA
（アマンダ）
ｳｨｽｺﾝｼﾝ州出身

CHAD
（チャッド）
ｳｨｽｺﾝｼﾝ州出身

ERIC
（エリック）
ｳｨｽｺﾝｼﾝ州出身

JESSICA
（ジェシカ）
ｳｨｽｺﾝｼﾝ州出身

Greetings from Nagasaki!
We are teaching English and
learning Japanese in Nagasaki!
We are also working on a new
DVD and Manga series for
teaching English!
So let’s study English with us!
English is fun, fun, fun!

◆ 州立ウィスコンシン大学リバーフォールズ校（UWRF）トランジッションプログラム ◆
卒業シーズンを迎え、皆さん様々な進路をこれからお考えでしょうが、「海外留学」をその一つの道としてお考えの方
もいらっしゃると思います。
2006 年度のトランジッションプログラム受講者は、先日オリエンテーションを終え、現在ビザ取得に取り掛かかって
おり、着々と渡米に向けて準備をしています。今年でこのトランジッションプログラムも 8 年目を迎え、今年度の学生
を含めると約 90 名の学生達が参加。高校・短大・大学を卒業後、あるいは就職後お金を貯めてから留学など道は様々
ですが、自分の可能性をこの州立ウィスコンシン大学リバーフォールズ校で試してみませんか？
詳しくはコチラから！⇒ http://guyhealyjapan.co.jp/transition.html

UNIVERSITY OF WISCONSIN RIVER FALLS
州立ウィスコンシン大学リバーフォールズ校 は、ウィスコンシンシステムとして高名な University of
Wisconsin の 13 校の一つで学部と大学院を持つ総合大学。
学生数約 5,800 名と比較的小規模なキャンパスであるため、日本からの留学生に対しても十分なケアがで
きる支援態勢が整っています。4 学部、40 を超える分野での専攻が可能です。教員養成大学として設立され
たということもあり教育学部は全米トップ 11 大学の一つにランキングされ、農業・食物・環境学部はトップ 3
大学の一つとして知られています。

Transition Program
トランジッションプログラムにより出願時の
TOEFL スコア 430～450 点程度での正規留学を実現！
トランジッションプログラムとは、4 月から 8 月まで実施される、大学進学希望者（高卒者以上）・大学編
入希望者（短大卒・四大卒者など）の為の 4.5 ヶ月集中英語コースです。トランジッションプログラム受講
者 に限り、TOEFL 最低基準 500 点以上を 450 点程度に緩和。8 月の時点で最低でも TOEFL500 点
クリアーすることを前提としてコースは構成されています。
しかし、スコアや英語力の向上のみを目的とするだけではなく、論文の書き方やディスカッショ
ン指導、クラス内容の指導なども実施することで、学部への移行を円滑化します。

◆ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾌｧｰﾑｽﾃｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ◆
南半球最大のリゾート地ゴールドコースト（オーストラリア）の西に車で約 40 分のところにある Numinbah Valley では、農家が直接運営する
ファームステイが体験できます！
平日午前中は農村体験、午後はレクレーションアクティビティで英語をﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ！
週末は、隣接している国立公園「Natural Bridge」で「土ぼたる」や亜熱帯植物の散策や、サーファーズパラダイスでショッピングﾞやビーチも
楽しめます！ Numinbah Valley で、暖かい人々と大自然に触れながら、オーストラリアの農村体験と観光体験をしてみませんか？
詳しくはこちら⇒ http://guyhealyjapan.co.jp/pdf/farmstay.pdf

