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Cross Education is a global 
learning center in Japan. 
Our programs provide unique 
learning experiences & 
doors to international 
community & opportunity.

Summer Academy, Seasonal
Camps, Weekend & Evening
Learning Adventures
サマー・アカデミー、
季節のキャンプ、
週末や夜の学習アドベンチャー
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*Kids at the 1st Annual Akiyoshidai Youth Summit explore the Akiyoshidai Karst Plateau.
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Cross Education is a global learning center based in Tokyo, 
Japan. Our school, academy, camp, and workshops are open 
to kids, teens, and adults from around the world. Our 
education programs provide new learning experiences, 
broader horizons, and new doors to international community 
and opportunity. 

We are also a proud member of the UNESCO Global Chair 
on Education.

Cross Educationは日本を拠点とする、グローバルな教育機関
です。私たちのスクール、アカデミー、キャンプ、ワークシ
ョップは、全世界中の子供からティーンエイジャーを対象と
しています。参加者はプログラムを通して、新しい学びの経
験をし、より視野を広げることで、インターナショナルなコ
ミュニティの扉を大きく開いていくことになります。

また、ユネスコ チェア オン グローバル エデュケーションの
誇り高いメンバーでもあります。

Cross Believes

Welcome!

Identity and Community
Relevant Ideas
Applied Learning
Authenticity
Unique Experiences
Self-Discovery
Global Relevance
Communicative Skills
Japanese & English
Exposure to Trailblazers

コミュニティの育成　
生活との関連性　
実体験を通じた学習　
分野に応じた環境　
ユニークな経験　
自分の発見　
世界との関連性　
重点をおく英語学習　
先駆者に触れる　

指導方針 Our Values

Learning to Communicate, 
Communicating to Learn
Our full time & seasonal programs follow an applied, thematic approach. 
The best kind of learning happens in context. We provide students with real 
situations & challenges that require communication & teamwork. By solving 
real problems together, their ability to communicate improves. 

Variety is the Thing!
Our students are from Tokyo, Japan, and the world. They participate in language 
& cultural learning and exercise their communicative skills in both English & 
Japanese. They learn with one another in a wide variety of activities.

Our students experience outings to local and regional locations that offer unique, 
exciting, and relevant experiences & challenges. These include visits to Japan’s 
social, technological, cultural, & natural environments. Cross collaborates with 
other like-minded organizations in order to offer the best possible learning experi-
ences. Among those organizations are:

コミュニケーションを学び、
学ぶためのコミュニケーション
子供から大人まで、学生からヤング・リーダーを対象に、学びのコミュニテ
ィを提供します。プログラムは、週ごとに変わるチャレンジと学習目標を含
むテーマに沿って行われ、ユニークかつやりがいのある活動を通して忘れら
れない経験を参加者へ提供します。

多様性がカギ！
Crossの参加者は、東京、日本そして世界中から集まってきます。参加者は言語や文化につ
いて学び、英語と日本語双方におけるコミュニケーション能力を高めます。それに加えて、
下記のような幅広いアクティビティを用意しています。

多様性に富んだ施設での、Crossプログラムの参加者は授業の中で習ったことをさらに深め
るため、 ユニークでワクワクするような遠足にも出かけます ！東京近郊から地方まで様々
な場所を目的地とする遠足では、日本の社会、文化、そして自然の脅威を目の当たりにする
ことになります。

Saturday Kids, 
Satoko Jazz Dance Studio, 

G & Y English, 
& TESOL Japan

ようこそ！

...and meet Criss & Crissy!

*Students in the Japanese language & culture stream share what they learned & experienced.
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Programs for Kids

Summer, Winter, & Spring Academies are action 
packed learning adventures that focus on developing 
confidence in communication through variety in 
social experiences, challenges, locations, activities, 
and goals. Our core program, the seven week Summer 
Academy, takes place at Showa Women’s University 
in the heart of Tokyo. Winter Academy takes place in 
the northern snow country of Iwate Prefecture. The 
Cross Spring Academy is located in the foothills of the 
Japanese Alps in a scenic area called Nagatoro. 

キッズ向けプログラム
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Our weekly Cross Tracks English Communication 
Program is specifically designed for kids, and follows 
the Cross Education applied learning approach. 
Children (4 to 11) participate in classes according to a 
maximum of 12 students each. They learn communi-
cation skills, art, technology, media, design, & more 
through repetition, song, physical activity, and 
presentation. Teachers are experienced and certified 
early childhood education instructors who bring the 
best learning experiences possible to their students.

Summer Academy (Tokyo)
Winter Academy (Iwate)
Spring Academy (Nagatoro)
Cross Tracks Kids (Tokyo): English, Coding, 
Technology, Science, Art, & Design 
(at the Ichibancho Learning Center)

サマーアカデミー（東京）
ウインターアカデミー（岩手）
スプリングアカデミー（長瀞）
Cross トラック キッズ (東京): 英語、コーディング、
テクノロジー、科学、アート、デザイン（一番町ラ
ーニングセンター)

私たちの夏、冬、春のアカデミーは、さまざまな社会
的経験、課題、場所、活動、目標を通じてコミュニケ
ーションへの信頼を高めることに焦点を当てたアクシ
ョン満載の学習アドベンチャーです。 コアプログラ
ムは、東京の中心に近い昭和女子大学で開催される7
週間のサマーアカデミーです。 ウィンターアカデミ
ーは、岩手県の北部の雪国で開催されます。 スプリ
ングアカデミーは、長瀞と呼ばれる風光明媚なエリア
の日本アルプス山麓の小丘に位置しています。

私たちの毎週のCross トラック キッズ 英語コミュニケーションプログラ
ムは、子供向けに特別に設計されており、クロスエデュケーションを応
用した学習アプローチに従っていただきます。 お子様は（4～11）は、
それぞれ最大12人の生徒によるクラスに参加していただきます。 繰り返
し、歌、身体活動、プレゼンテーションを通じて、コミュニケーション
スキル、アート、テクノロジー、メディア、デザインなどを学んでいた
だきます。 私たちの教師は経験豊富で認定された幼児教育インストラク
ターであり、可能な限り最高の学習体験をご提供いたします。

キッズ向けプログラム

 英語、コーディング、 英語、コーディング、
テクノロジー、科学、アート、デザイン（一番町ラテクノロジー、科学、アート、デザイン（一番町ラ

私たちの夏、冬、春のアカデミーは、さまざまな社会
私たちの毎週のCross トラック キッズ 英語コミュニケーションプログラ
ムは、子供向けに特別に設計されており、クロスエデュケーションを応

For Kidsキッズ向け

*Kids in the 2019 Cross  Summer Academy challenge an engineering task.
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What we do for kids becomes more 
diverse and sophisticated for teens! All 
of our programs emphasize the improve-
ment of communication abilities in 
English. 

For International students, we offer a 
Japanese language and culture option in 
both our seasonal academies and in our 
weekly Cross Tracks program.

ティーン向け
プログラム

Programs for Teens
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Summer Academy (Tokyo)
Winter Academy (Iwate)
Spring Academy (Nagatoro)
Cross Tracks Teens (Tokyo): English, 
Jaoanese, Coding, Technology, 
Science, Art, & Design (at the 
Ichibancho Learning Center)

Communication improves when 
students are required to work 
together to solve real problems in 
real situations in order to accom-
plish tasks and achieve goals. 

All of our programs focus on devel-
oping communicative abilities 
through art, design, science, tech-
nology, engineering, and more. 

ティーン向けの取り組みは、子供向け
の取り組みより多様で洗練されたもの
になります。 すべてのプログラムは
、Cross トラック ティーン 英語での
コミュニケーション能力の向上を重視
しております。 留学生には、季節の
アカデミーと毎週開催されるプログラ
ムの両方で、日本語と文化のオプショ
ンをご提供いたしております。

生徒が課題や目標を達成するには、
実際の状況下で問題を解決し、協力
の必要性と共に、コミュニケーショ
ンの向上に繋がります。 すべての
プログラムは、芸術、デザイン、科
学、技術、工学などを通じてコミュ
ニケーション能力を開発することに
焦点を当てております。

サマーアカデミー（東京）
ウインターアカデミー（岩手）
スプリングアカデミー（長瀞）
Cross トラック ティーン (東京): 英語、コー
ディング、テクノロジー、科学、アート、
デザイン（一番町ラーニングセンター)

テ
ィ
ー
ン
向
け

*A new friendship between girls from two completely different parts of the world.



For Adults
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大人向けプログラムは、東京の主要
な地下鉄と電車の4線（JR総武、丸
の内、有楽町、新宿、半蔵門）の近
くにある一番町学習センターで授業
を行なっております。 私たちは、
政府の中心部や皇居から徒歩わずか
数分の、東京で最も有名な住宅およ
びビジネスセンターの1つに位置し
ています。

大人向けCrossトラックは、英語、
日本語、文化のプログラムを地元お
よび留学生にご提供しております。 
グループレッスンとプライベートレ
ッスンの両方をご提供しており、私
たちのアプローチは、すべてのプロ
グラムと同様に、応用的、体験的、
文脈的となっております。

Cross トラック (東京):（TESOL認定
日本語、英語、文化、技術、科学
、芸術、デザイン）

大人向け

Our adult programs are delivered at our 
Ichibancho Learning Center, conve-
niently located near 4 of Tokyo’s major 
subway and train lines (JR Sobu, Maro-
nouchi, Yurakucho, Shinjuku, and 
Hanzomon). We are located in one of 
Tokyo’s more renowned residential and 
business centers, only minutes on foot 
from the center of government and the 
Imperial Palace.

Cross Tracks for 
Adults (TESOL Certi-
fication, Japanese, 
English, Culture, 
Technology, Science, 
Art, & Design)

Cross Tracks for adults offers 
programs for local and interna-
tional students in English, Japa-
nese, and Culture. We offer both 
group and private lessons, and 
our approach is, as with all of 
our programs, applied, experien-
tial, and contextual. 

Programs for Adults

For Adults

大人向け

Our adult programs are delivered at our 
Ichibancho Learning Center, conve
Our adult programs are delivered at our 
Ichibancho Learning Center, conve
Our adult programs are delivered at our 

- Cross Tracks for adults offers 

Programs for Adults

*Satoko Jazz Dance Studio brings exciting moves to kids, teens, and adults at Cross Education.

成人向け
プログラム
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From kids to teens to adults, 
everyone loves cool things! 
And so does Cross. We want 
everyone to learn about how 
things work, and how to 
communicate ideas about the 
world. Science and technolo-
gy give people the ability to 
do so!

サイエンス&
テクノロジー

Science & 
Technology

program code for robots 
and other machines to 
accomplish automated 
tasks.
create digital media to 
communicate ideas 
thoughtfully & effectively. 
learn concepts to build & 
fly rockets & planes.
engineer & architect 
useful structures and 
sustainable ecosystems.
discover how to impact 
society and the environ-
ment in positive ways.

We teach people to build 
things, move things, fly 
things, demonstrate things, 
race things, show things, 
and even teach things by 
using the basic tools 
provided by science and 
technology. In all Cross 
programs, students:

子供からティーン、大人ま
で、誰もがクールなものが
大好きです！ Crossも同様
です。 私たちは誰もが世
界がどのように機能し、そ
してアイデアをどのように
伝えるか学ぼうとします。 
科学技術は人々にそうする
能力を与えます！

科学技術によって提供される基本的なツールを使用して、
物事を構築し、物を動かし、物を飛ばし、物を示し、物を競
い、物を見せ、物事を教えることさえも人々に教えます。 
すべてのCrossプログラムで、学生は：

自動作業を達成するためのロボットおよびその他の
マシンのプログラムコード。
考えを思慮深く効果的に伝えるためのデジタルメディア
を作成する。
ロケットと飛行機を組み立てて発射するための概念を
学びます。
有用な構造と持続可能な生態系を設計する。
積極的な方法で社会と環境に影響を与える方法を
発見する。

Science & 

Technology

サイエ
ンス&

テクノ
ロジー

*Our students learn to program, code, and to engineer interactive robots.
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Culture, Art 

& Design

Through Art, people can express 
themselves freely. And so, for Cross, Art 
is a very important part of communica-
tion skills building. Our students use 
traditional and modern art concepts 
and tools in order to present their ideas 
and express themselves through 2D, 
3D, and digital media. 

文化、芸術、デザイン

Culture, Art, & Design

anime, 
manga, 
digital game design, 
some of the best commercial 
design in the world
...and yes, Godzilla.

We also understand that, beyond 
personal expression, Art also has the 
power to influence the behavior of 
others. As a result, we believe learning 
the basic concepts behind commercial 
and industrial art is an important part of 
communicative skills building. 

アートを通して、人々は自由に自分を
表現できます。 クロスにとって、アー
トはコミュニケーションスキルの構築
において非常に重要な部分です。 私た
ちの学生は、2D、3D、およびデジタル
メディアを通じてアイデアを提示し、
自分自身を表現するために、伝統的お
よび現代的なアートのコンセプトとツ
ールを使用しています。

私たちは、個人的な表現を超えて、アートは
他者の行動に影響を与える力も持っているこ
とも理解しています。 その結果、私たちは、
商業および工芸の背後にある基本概念を学ぶ
ことは、コミュニケーション能力の構築の重
要な部分であると考えています。

アニメ、
マンガ、
デジタルゲームデ
ザイン、
世界で最高の商業
デザインの一部
…そして　はい、
ゴジラ。

In Japan, students are surrounded by a 
rich artistic history, international creativi-
ty, amazing media technology, and those 
things that are now internationally iconic: 

日本では、学生は豊かな芸術史、国際的な創
造性、驚くべきメディア技術、そして今や国
際的に象徴的なものに囲まれています。

文化、芸術、デザイン

*Artist unit and social activist MireyHIROKI brought his passion and purpose 

 to the 2020 Summer Academy..
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Sports, dance, and acting require atten-
tion, communication, teamwork, coordi-
nated movement, purpose, and goal 
setting. They all require people to focus 
on patterns of behavior and to interact 
with others in order to accomplish 

スポーツと
パフォーマンス

Sports & 
Performance

Coerver Soccer Academy
The Pirates of Tokyo Bay
Satoko Iida Jazz Dance Studio
Cheer Spirit 
Yuta Poi Group
Crossover Basketball Camps

We are proud to have the support of 
professional athletic organizations 
and performance artists:

人々は、調整された社会的身体活動を
通じてより良いコミュニケーターにな
ります。 結果として、スポーツ、文化
的パフォーマンス、ダンス、演技は、
すべてのプログラムのクロスカリキュ
ラムの重要な部分です。

学生がこれらの分野でスキルを向上さ
せると、自信が高まり、その結果、あ
らゆる方法でコミュニケーション能力
も向上します。

As students improve their skills in these 
areas, their confidence grows, and as a 
result, so does their ability to commu-
nicate in all ways.

People become better communica-
tors through coordinated and social 
physical activity. As a result, sports, 
cultural performance, dance, and 
acting are key parts of the Cross 
curriculum in all of our programs.  

スポー
ツとパ

フォー
マンス

クーバーサッカーアカデミー　
Pirates of Tokyo Bay　　　　
Satoko ジャズダンス スタジオ
CHEER SPIRIT
ユタポイグループ
クロスオーバーバスケットボール
キャンプ

Pirates of Tokyo Bay　　　　
Satoko ジャズダンス スタジオ
CHEER SPIRITCHEER SPIRIT
ユタポイグループユタポイグループ
クロスオーバーバスケットボールクロスオーバーバスケットボール
キャンプキャンプ*World famous magician Cyril performed during Summer Academy & conducted a magic workshop.

私たちは、プロの運動組織とパフォー
マンスアーティストのサポートを誇り
に思っております。

スポーツ、ダンス、演技には注意、コミ
ュニケーション、チームワーク、協調運
動、目的、目標設定が必要です。 それら
はすべて、特定の目標を達成するために
、人々が行動パターンに集中し、他者と
対話することを必要とします。
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Our Team

The directors of Cross Education have been 
involved in international education in Canada, the 
USA,  Japan, and around the world since 1984. 

Experience & Knowhow

Our Team

Cross Educationのメンバーは世界各地における教育に携わり 、
人々の公私にわたる目標を達成するための志の実現に長年取り
組んできました。

Cross Educationのチームメンバーは、1984年以降カナダ、ア
メリカ、日本と他の国でをはじめとする世界各国の国際教育
に携わってきました。

私た
ちの
チー
ム

*Our teachers & staff enjoy a moment together during a preparation 

day for the 2019 Summer Academy.

They quickly learned that helping people from 
diverse backgrounds work together, aspire, 
achieve more than they had previously 
thought was possible, was the most gratifying 
of all possible occupations. 

They all leave behind them a collection of 
enterprises that did (and continue to do) exactly 

多様な背景を持つ人々が、 志を高く持ち共に 活動する。国
際教育に関わる中で、自分が想像していた以上のことを成し
遂げる手助けをすることに、いち早く大きな喜びとやりがい
を見出しました。
特にミッション・スペシャリストは、この理念を実現するべ
く数多くの事業を手がけ、現在もまさに取り組んでいます！

私たちのチーム

Greg Culos
Director & President  
ディレクターとプレジデント

Taro Yamakawa
Director & Business Developer
ディレクターとビジネスマネージャー

Yohiko Kato
Japanese Language & Culture
日本語と日本文化

Gareth Jones
English & Academics
英語とアカデミック

Satoko Iida
Dance & Performance
ダンスとパフォーマンス

Allen Huies
Academy Facility Coordinator
アカデミースペース
コーディネーター

The Cross Education team understands that learning is inseparable 
from doing, and we’ve woven this principle into our programs.

経験とノウハウ
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Sum
m

er 

Academ
y

Join us for a summer of interna-
tional learning, challenge, and 
discovery. The Academy runs 
seven weeks, from mid July to 
end of August, at exciting loca-
tions in Japan: Tokyo, Okutama, 
& other fantastic locations in 
Japan. 

2020サマーアカデミー

サマーアカデミー

*Students gather to watch Asimo by Honda, one of the the world's most advanced humanoid robots.

The 2020 
Summer Academy
Olympic Minds Change the World 各週は月曜日から金曜日までとなっており、参

加週は組み合わせてお選びいただくことも可能
です。アカデミーのテーマ「オリンピックマイ
ンドは世界を変える」に沿った刺激的かつイン
スピレーションを与えるようなトピックが毎週
用意されています。週ごとの詳細は各週の詳細
ページよりご確認ください。

サマー・アカデミーは、学び、チャレ
ンジ、発見そして楽しさがいっぱい詰
まった夏のプログラムです。期間は毎
年7月中旬から8月末までの最大7週間、
多様性と活気に溢れた東京と関東平野
に位置するCrossの施設で実施されます
。1週間の参加から最大7週間まで、ど
の週をお選びいただいても素晴らしい
時間を過ごせること間違いなし！

オリンピックマインドは世界を変える

The Japanese Language 
& Culture Stream
The International English Stream

Your Choice of 
Language Streams 

Choose from 1 to 7 weeks. 
Experience different places, 
people, & challenges. Start any 
Monday & finish any Friday. The 
Academy theme is Olympic 
Minds Change the World, and 
each week has a unique focus. 

Your Choice of Weeks

For more details, see page 15.
詳細については、15ページを参照してください。

英語
コミュニケーション

日本語と
日本文化

言語を
選択して
ください

週を選択してください

The 2020 International Youth 
Summit (Week 5) is supported by 
the the UNESCO Chair on 
Global Education. 

ページよりご確認ください。

コミュニケーション

Week 7週目 
(8/24/2020~8/28/2020)
Showa Women’s University
Eco-Environmental Studies
エコ環境学習

Week 6週目 
(8/17/2020~8/21/2020)
Showa Women’s University
Community Building
コミュニティ・ビルディング
 

Week 5週目  
(8/10/2020~8/14/2020)
International Youth Summit
インターナショナル・ユース・サミット

Week 4週目 
(8/03/2020~8/07/2020)
Okutama Learning Center
Okutama Outdoor Camp
奥多摩アウトドア・キャンプ

Week 3週目 
(7/27/2020~8/31/2020)
Showa Women’s University
Remote, Virtual, & Real Flight
リモート、バーチャル& リアル・フライト

Week 2週目 
(7/20/2020~7/24/2020) 
Showa Women’s University
Technology, Design, & Animation
テクノロジー& デザイン

Week 1週目 
(7/13/2020~7/17/2020) 
Showa Women’s University
Society, Culture, & Communication
社会、文化 & コミュニケーション

Summer Academy 
Weeks, Locations, 
& Themes
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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

For more details, see page 15.
詳細については、15ページを参照してください。

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

IN
ER

A
RY

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..

IT
IN

ER
A

RY

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 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。
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Japanese Language & Culture

CrossエデュケーションラーニングセンターによるCrossトラック

Cross Tracks 
& Our Education 
Learning Center
Cross Tracks is Cross Education’s line of continuing 
programs geared towards both Japanese and Interna-
tional students. Our programs include.

英語
就学前から、英語コミュニケーションスキルに焦点を
当てて学習していきます。キッズプログラム（5歳から
10歳まで）は、シミュレートされた環境の中で、歌や
場面•状況設定を行った中で会話を繰り返し学び。11歳
以上の学生はコミュニケーションスキルを中心に、文
法、読解、筆記、発音をしっかりと学習しましょう。

必要な計画立案、伝統的及びデ
ジタルのデザイン、アニメーシ
ョン、 ビデオ撮影、デジタル編
集、基本的な建築と建築スキル
などを学習しましょう。課題に
は、映画制作、コマーシャルデ
ザイン、モデル構築などが含ま
れます。

このカテゴリーのコースは常に英語で、化学、物理学、プログラミング、
コーディング、基本的な電子工学および電子回路のテクニカルスキルの習
得に焦点を当てています。Crossが重要視する応用学習に沿いながら、実
用化と現実的問題解決への取り組みにフォーカスして学習します。

CrossトラックはCrossエデュケーションの傘下で、日本人と海外留学生を対象とした生涯学習プログラムです。

For students 16+, classes offer 
Japanese language & culture to 
non-Japanese speakers. Our 
teachers mix formal language 
training with cultural & contextual 
emphases. The instructional focus 
is on applied learning & learning in 
context. Students study in both 
classroom and authentic environ-
ments.

English Language
Classes focus on communicative 
skills through applied learning. 
Kids (4~10) focus on language in 
context using repetition, song, & 
purposeful communication. Teens 
focus on social, academic, & 
professional communicative 
skills, with emphasis on funda-
mentals.

16歳以上の外国人を対象とした日本語および日本文化のプログラムです。
正式な語学トレーニングに加え、文化的側面と語源の背景も取り入れ、応
用力を身につけるクラスを提供します。プログラムを通じて屋内外で”リ
アルな日本”を感じながら学習していきましょう。

English Language
Classes focus on communicative Classes focus on communicative 
skills through applied learning. skills through applied learning. 
Kids (4~10) focus on language in Kids (4~10) focus on language in 
context using repetition, song, & 
purposeful communication. Teens 
focus on social, academic, & 
professional communicative 
skills, with emphasis on funda-

*A Cross Tracks student discusses Japan’s geography with

her instructor.

Cross Tracks Cross Tracks Cross Tracks 

Cross Tracks

Cros
sトラ
ック

W
ee

kl
y 

Sc
he

du
le Monday　(月) Tuesday　(火) Wednesday（水） Thursday　(木) Friday（金） Saturday（土） Sunday（日）

9:00~
12:00

13:00~
16:00

18:00~
21:00毎

週
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

Kids English
Japanese/Culture

Teens English
Japanese/Culture

English
Japanese/Culture

English
Japanese/Culture

Media, Science, 
& Technology

Media, Science, 
& Technology

Media, Science, 
& Technology

Kids English
Japanese/Culture

Kids English
Japanese/Culture

Kids English
Japanese/Culture

Kids English
Japanese/Culture

Kids English
Japanese/Culture

Kids English
Japanese/Culture

Private Lessons Private Lessons Private Lessons Private Lessons Private Lessons

Seminars
& Workshops

Seminars
& Workshops

Seminars
& Workshops

得に焦点を当てています。Crossが重要視する応用学習に沿いながら、実
用化と現実的問題解決への取り組みにフォーカスして学習します。

For more details, see page 15.
詳細については、15ページを参照してください。

Classes focus on problem solving through technology, art, & 
design. Students learn planning, digital design, animation, 
coding, photography, video, editing, architectural & building 
skills, robotics, rocketry, model construction, & more.  

Media & Technology, 
Art, Design

日本語と日本文化

科学技術

メディア、アート、デザイン
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Locations

Our Summer Academy is based at Showa 
Women’s University, minutes from Shibuya & 
Shinjuku. We spend one week in Okutama 
west of Tokyo discovering nature and 
ecology, and, in 2019, in Yamaguchi on the 
Akiyoshidai Karst Plateau for the Annual 
Youth Summit recognized by the UNESCO 
Chair on Global Education.

ロケーション

Our 
Locations

The locations for our specialized 
programs are open to the imagination. 
They can take place almost anywhere 
there is potential for amazing adventures 
in learning.Our Spring Academy takes place 

in Nagatoro, in the foothills of 
the Japanese Alps, in a scenic 
valley near the source waters of 
the Arakawa. 

Crossサマーアカデミーは、渋谷と
新宿の象徴的な東京センターから
数分の三軒茶屋にある昭和女子大
学を拠点としています。 東京の西
の奥多摩の山で1週間、自然とエ
コロジーを発見し、もう1つのユ
ネスコ世界教育委員長の承認を受
けた年次ユースサミットを過ごし
ます。

ウィンターアカデミーは、日本最
大の降雪、幅広い世界クラスのス
キーリゾート、豊富な日本の冬の
伝統、日本の女性のオリンピック
カーリングチーム、素晴らしい料
理などが集まる八幡平の岩手県で
開催されます。

The Winter Academy takes place in 
Hachimantai, Iwate, a region that 
hosts Japan’s heaviest snowfalls, a 
wide selection of world class ski 
resorts, rich Japanese winter 
traditions, the Japanese women’s 
Olympic curling team, fantastic food, 
and much more.

ロケ
ーショ

ン

*During Week 5 of the Summer Academy, we experienced a week 

  of adventure in Okutama.We use multiple locations for our 
programs, depending on the 
kinds of learning activities we are 
providing our students.

学生に提供される学習活動の種類
に応じて、Crossエデュケーション
は複数の場所を使用します。
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Services

During the Summer Acade-
my, Cezars Kitchen is our 
main food provider and 
ensures our students receive 
healthy, nutritious, and 
delicious food daily. They 
also join us on extended day 
trips and provide buffet 
meals & barbecues at our 
remote locations in the 
mountains, by rivers, and 
next to the ocean.

私たちのサービスOur Services

The Cross Student Residence 
is located in Shimokitazawa, 
only a few minutes walk from 
Showa Women’s University 
and the Cross Summer Acad-
emy. The Residence provides 
a fully supervised, full board, 
and family-like experiences 
where students can feel safe, 
make new friends, and enjoy 
their summer experiences.

Cross Educationは、さまざまな学生サポー
トサービスを提供しています。

サマーアカデミー期間中、シーザース キッ
チンは私たちのメインフードプロバイダー
であり、生徒が毎日健康的で栄養価の高い
おいしい温かいランチを頂けるようご用意
しております。彼らはまた、長期の日帰り
旅行に参加し、山の中や川や湖の近くの遠
隔地でビュッフェ式の食事とバーベキュー
をご用意しております。

私たちの公式ホームステイプロバ
イダーは”Homestay in Japan”です
。 彼らを通して、ホストファミリ
ーは、私たちの留学生を受け入れ
、日本についてもっと積極的に学
べるよう、手助けされる選別され
た日本人のご家族です。

Cross学生レジデンスは、下北沢に
あり、昭和女子大学とクロスサマ
ーアカデミーから徒歩わずか数分
です。 レジデンスは、学生が安全
に感じ、新しい友達を作り、夏の
経験を楽しむことができる、完全
監視フルボードで家族的な体験を
ご提供させて頂きます。

Our official homestay provid-
er is Homestay in Japan. 
Through them, our inbound 
students are matched with 
carefully screened Japanese 
families motivated to host 
international students and to 
help them learn more about 
Japan.  

Cross Education offers a 
variety of student support 
services.

サービス

*Cezars Kitchen enrure that our students have amazing meals daily, including bbq’s in the park!.
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Tuitions & Fees
Cross Tracks: 
Ichibancho Learning Center
Kids, Teens, & Adults
Programs: English, Japanese, Science & 
Technology, TESOL, Art & Design
Options: Full Time & Part Time Options
Weekend Workshops & Seminars
Registration Fee: ¥15,000 (annual)
Resource Fee: ¥0~¥5,000 (Monthly)
Private Lessons: 1 to 20 hours per week
¥6,000/hr., weekly enrolment
Group Lessons: 60 to 120 min. sessions 
¥4,000/hr., 4 Sessions per Month
Workshops & Seminars: 6 hrs 
Saturday and/or Sunday
¥24,000/day Cross Summer Academy: 

Showa Women’s University

Students: 5~18 years old 

Registration Fee:  ¥15,000 (one time)

Tuition Fee (1st Week): ¥100,000 1st week

Tuition Fee (Additional Weeks: ¥80,000 /week

International Fee:  ¥30,000

2020 Cross Summer Academy Weeks: 

Choose all weeks, or any combination. 

Start on any Monday.

Week 1: Tokyo           S
tart: 07/13/2020  End: 07/17/2020

Week 2: Tokyo           S
tart: 07/20/2020  End: 07/24/2020

Week 3: Tokyo           S
tart: 07/27/2020  End: 07/31/2020

Week 4: Okutama     Start: 08/03/2020  End: 08/07/2020

Week 5: Summit  Start: 08/10/2020  End: 08/14/2020

Week 6: Tokyo           S
tart: 08/17/2020  End: 08/21/2020

Week 7: Tokyo           S
tart: 08/24/2020  End: 08/28/2020

Crossサマー・アカデミー: 

昭和女子大学
学生：5～18歳
登録料:  ¥15,000 (一回)
書籍(1週目): ¥100,000 
書籍(追加の週): ¥80,000
留学生費用:  ¥30,000

すべての週、または任意の
組み合わせ

を選択してください。

2020 サマー・アカデミー
のスケジュール

1週目：東京        開始日
: 2020年7月13日   終了

日: 2020年7月17日

2週目：東京        開始日
: 2020年7月20日   終了

日: 2020年7月24日

3週目：東京        開始日
: 2020年7月27日   終了

日: 2020年8月31日

4週目：奥多摩    開始日
: 2020年8月03日   終了

日: 2020年8月07日

5週目：サミット    開始日
: 2020年8月10日   終了

日: 2020年8月14日

6週目：東京         開始日
: 2020年8月17日   終了

日: 2020年8月21日

7週目：東京         開始日
: 2020年8月24日   終了

日: 2020年8月28日

授業
料とそ

の他
の費
用

Crossトラック
一番町ラーニングセンター
キッズ, ティーン、大人

プローグラム: 英語、日本語、科学、
テクノロジー、TESOL, アート、デザイン
オプション: フルタイムとパートタイム, 

週末のワークショップとセミナー

登録料: ¥15,000 (年次)
書籍とリソース料: ¥0~¥5,000 (毎月)
プライベートレッスン:  週に1～20時間

6,000円/時間、週単位の入学
グループレッスン: 60～120分クラス

4,000円/時間、月4クラス
ワークショップとセミナー:  6時間土曜日

または日曜日24,000円/日

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

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

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

Seasonal Academies 季節のプログラム Additional Fees

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12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

学生: 5～18歳
登録料:  ¥15,000 (ー回)
初めの1週間の参加費: ¥150,000
留学生費用:  ¥30,000

留学生向けオプショナルサービス

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)

...to register
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*We’re all waiting to discover new things with you in 2020! Join us for what promises to be an amazing year.
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