
SeasonalPrograms季節のプログラム
*During Winter Camp, we stay at Tandem Lodge in Hachimantai. Snow buggies are a fun part 

of the activities we have waiting for you!

This is an outdoor experience & survival camp held in 
Nagatoro, Saitama. We stay in camp cottages. Meals are 
served outdoors. Part of the experience is includes learning 
about how to cook and prepare food in the outdoors. Partici-
pants learn survival, first aid, & outdoor skills. They become 
familiar with all that life in the outdoors requires.

The Cross Spring Academy
Start: 03/30/2020   End: 04/03/2020

This experience is held in the northern region of Tohoku. We 
travel by bullet train to the city of Morioka, and then further 
north to Hachimantai. We stay in the Cross Academy winter 
basecamp & spend the week learning & experiencing all their 
is to know about winter culture, environments, traditions, 
sports, & activities. This program includes awareness building 
of the areas impacted by the earthquake in 2011.

The Cross Winter Academy
Start: 12/26/2019   End: 12/30/2019

These include the Cross Winter and Spring Academies, as well as 
other specialized Adventure Camps. All are open to local & 
international students.

Seasonal Programs

このキャンプ中にでは、東京からさほど遠くない美しい
自然に囲まれた長瀞で、アウトドアやサバイバルスキル
を体験します。

スプリング・アカデミー
開始日: 2019年3月30日 　  終了日: 2019年4月3日

このキャンプは日本の北に位置する東北エリアにて行われます
。まずは新幹線で北国は盛岡へ向かい、そこからさらに北に位
置する八幡平をめざします。Crossアカデミー・ウィンターキ
ャンプでは１週間の間、冬の文化、自然環境、伝統を学びスポ
ーツやアクティビティを体験しながら過ごすことになります。
そしてもちろん、これらの活動を通して2011年の大震災で被
災した地域への意識も高めることができます。

ウィンター・アカデミー
開始日: 2019年12月26日 　終了日: 2019年12月30日

Crossウィンター・アカデミー、スプリング・
アカデミー、そして分野別冒険キャンプをご用意しています。
国内外の生徒が対象です。

季節のプログラム

12/26 12/27

12/28

12/29 12/30
Depart Tokyo by 
Tohoku Shinkansen 
Arrive Morioka sta. 
(meet & greet by IGR 
Eng. speaking staff)
Take CB transfer to 
Hachimantai 
Mingle with local kids 
(TBA) including lunch 
(Mochi-tsuki)

Whole day skiing!
* ski / snowboard 
lesson (on request 
basis)

Whole day skiing!
* ski / snowboard 
lesson (on request 
basis)

Smelt fishing in Lake 
Gandoko (if ice is not thick 
enough, then fish on the 
boat)
Buckwheat noodles 
(“soba”) lunch 
Enjoy Curling lessons (and 
game) with Morioka kids

Souvenir Shopping
IGR “Shokudo Ressha 
Train” to Ninohe
Kunohejo Castle Samurai
Chartered bus to Kintaichi 
Hot Spring Search for 
“Zashikiwarashi”
New Year’s experience 
Depart to TokyoIT
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12/26 12/27

12/28

12/29 12/30
-東北新幹線で東京
より出発
-盛岡駅到着(IGRの
スタッフと合流)
-CBバスで八幡平へ 
-現地の子供たちと
昼食&お餅つき

終日スキー！
 *スキー/スノー
ボードレッスン
(希望者対象)

終日スキー！
 *スキー/スノー
ボードレッスン
(希望者対象)

-岩洞湖でのワカサギ
釣り(湖が凍っていない
場合はボート使用)
-昼食(お蕎麦)
-盛岡の子供たちと
カーリングレッスン&
ゲーム

-お土産などお買い物
-「食堂列車トレイン」
で二戸九戸城へ
-チャーターバスで金田一
温泉へ
-座敷わらし探し
-ニューイヤーズパーティ
-東京へ出発

旅
程

3/30 3/31-4/1 4/2 4/3
Depart to Nagatoro. 
Arrive, check in, and 
begin setting camp.
After Lunch, tour local 
community, culture, & 
shrines.  
At Camp, lessons and 
activities in 
orienteering, ecology, 
and media capture.

Archery!
Learn the skills of 
archery, western and 
Japanese.
Rock Climbing!
Learn the techniques, 
and practice them 
indoors and out.

Rafting! In the Arakawa 
River. Discover this thrilling 
activity.
Lunch by the River, using 
outdoor tools, cooking 
skills, and foods
Survival Skills: Meet local 
outdoors specialists and 
learn survival skills for the 
Japanese outdoors.

Hike: Hodosan Mountain. 
Practice outdoor skills on 
the way: Water collection, 
first aid, and orienteering.
Japanese BBQ by the 
River! With local kids. 
Soccer Sepectacular: 
Soccer match with locals.
Return: to Tokyo.

Media Tech: Drone, 
gimbal, photography, 
and video hunting..
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このキャンプ中にでは、東京からさほど遠くない美しい

スプリング・アカデミー
開始日:

3/30 3/31-4/1 4/2 4/3
長瀞へ向け出発。
チェックインしキャン
プの設営。
ランチ後、地元のコミ
ュニティ、文化、神社
ツアーし、
キャンプにて、オリエ
ンテーリング、生態系
、メディア作成などに
取り組みます。

アーチェリー！
西洋と日本のアーチェ
リーの技術を学びます
。
ロック・クライミング！
テクニックを学び、屋内外
で練習をします。

ラフティング！
荒川にてスリリングな体験を
します。
河原でランチ
アウトドアグッズを使って調
理スキルを身につけます。
サバイバル・スキル
地元のアウトドア専門家から
日本のアウトドアで使うサバ
イバルスキルを学びます。

ハイキング
宝登山の中腹でアウトドア
スキルの練習をします。水
の集め方、応急処置、オリ
エンテーリングなど。
河原で日本のBBQ!
地元の子供達と一緒に。
サッカー大会
地元の子供達とのサッカー
大会。東京へ戻る。

メディア・テック
ドローン、ジンバル、写真
・ビデオ撮影など。

*予定は変更
になる場合
があります。

旅
程

食事を野外でとるだけでなく、このキャンプを通して、野外の
環境での調理や準備方法も学ます。参加者は、サバイバル、応
急処置、アウトドアスキルについて学び、野外での生活に必要
な道具についても詳しくなります。

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/ru/school-cross-education-tokyo.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/ru/school-cross-education-tokyo.php3


Tel: +81-3-4285-7724
FAX: +81-3-6261-2632

日本東京都千代田区一番町22-3-501

basecamp@cross.education

22-3-501 Ichibancho, 
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan 〒102-0082 

www.cross.education

日本の春はすごい！
Spring in Japan
is amazing!

私は間違いなくこの冬に戻ります！I am definitely going to check out Winter!

日本東京都千代田区一番町22-3-50122-3-501 Ichibancho, 

Homestay: Per Night: ¥4,200 Service Fee: ¥8,000 (one time)
Dormitory: Quad ¥4,000 /night, Double ¥6,000 /night, 
                     Single ¥10,000 /night Meal Plan: ¥15,000 /wk.
 Airport Pickup: ¥16,000 /way  Tax:   10%  Transfer:  ¥7,000

Additional Fees
ホームステイ:  一泊 ¥4,200 宿泊サービス料: ¥8,000 (１回限り)
学生寮-  4人部屋： 一泊 ¥ 4,000    2人部屋： 一泊 ¥6,000
1人部屋：  一泊 ¥10,000       
ミールプラン：１週間 ¥15,000　空港送迎:  ¥16,000(片道)

留学生向けオプショナルサービス

is amazing!

留学生向けオプショナルサービス留学生向けオプショナルサービス

...to register

Tuitions & Fees

授業
料とそ

の他
の費
用

ウィンター・ア
カデミー: 岩手

県

開始日: 2019年
12月26日 　終

了日: 2019年1
2月30日

スプリング・ア
カデミー: 長土

呂、埼玉

開始日: 2020年
3月30日 　  終

了日: 2020年4
月3日

カスタムアカデ
ミー: フレキシ

ブル

開始日: どんな
ときも  終了日

: どんなときも

季節の
プログラム

スプリング・ア
カデミー: 

開始日: 2020年
3月30日 　  

カスタムアカデ
ミー: フレキシ

ブル

開始日: どんな
ときも  終了日

: 

学生: 5～18歳
登録料:  ¥15,0

00 (ー回)

初めの1週間の
参加費: ¥150

,000

留学生費用:  
¥30,000

Students: 5~18 years 
Registration :  ¥15,000 (once)
Tuition Fee, 1st Wk: ¥150,000
International Fee:  ¥30,000

Winter Academy: Iwate PrefectureStart: 12/26/2019  End: 12/30/2019Spring Academy: NagatoroStart: 03/30/2020  End: 04/03/2020Specialized Program (Groups)Start: anytime End: anytime

Seasonal 
Academies

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/ru/school-cross-education-tokyo.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/ru/school-cross-education-tokyo.php3

