
第7週目
第1回秋吉台インターナショナル
・ユース・サミット

08/26/2019 ~  08/30/2019 

2019年CROSSサマーアカデミー第1回秋吉台インターナショナル・ユース・サミット (山口県美祢市とパートナー
シップを結ぶ)  ̶ 新しいパートナー山口県美祢市の寛大なサポートのもと、第７週目は山口県にキャンプ全
体で(みんなで！)飛び、美しい景観と長い歴史を有する秋吉台で楽しさいっぱい圧巻の一週間を過ごします。追
加料金は一切かかりません。みんな一緒に飛行機で東京を出発し、山口県の子供達との交流や楽しい現地の
イベント(そう、もちろんBBQも)に参加し、魅力的な宿泊施設に泊まります。地域の文化を学びながら、芸術、テ
クノロジー、メディア、スポーツ各界における日本の著名人を指導者に迎え、各分野の学びや運動などを体験し
ます。またチームになって、環境、持続可能性、コミュニティ等に関する国際的なプロジェクトに１週間にわたっ
て取り組むことになります。東京に戻る前、キャンプ最終日には、学んだことを織り交ぜながら、プロジェクトの
発表を行います。

秋吉台サミット
ケータリング
による配膳
サービス。
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Cross Education Japan                                                           Cross Summer Academy Curriculum 

 

Represented by Camp Team: The Wild Ones 
 
Week 5 takes place during the traditional annual summer holiday period called “Obon.” 
During this week, all of the campers and teachers take a break from the city and move the 
operations of the camp to a special Cross location in the mountains about one hour to the 
west of Tokyo. There they spend the week involved in learning about the outdoors, and in 
outdoor scientific and ecological experiences. They also get to swim in the clear blue waters 
of the Arakawa River, and enjoy barbecues almost every night! 

 
Meet at location 
designated for 
departure.  

 
Wake up every morning in a beautiful lodge in the forest near a mountain river. Get ready, 
eat breakfast, & gather at shuttle for trip to Cross Okutama facility. 
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Board buses for 
return trip to 
home/Tokyo. 

 
Since we will be staying in lodge facilities by a beautiful river in a forest environment, 
dinners are generally held outdoors. Frequent BBQs and student-led meal preparation & 
cooking. 
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Monday, once 
again at the Cross 
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location.  

Games, stories, 
movies, astro- 
nomy, and more. 

 
Games, stories, 
movies, astro- 
nomy, and more. 

 
Games, stories, 
movies, astro- 
nomy, and more. FAMILY  

EVENT #8 

 
Quiet time. 

 
Quiet time. 

 
Quiet time. 

 
Kids: 9:30 
Teens: 11:00  

 
Kids: 9:30 
Teens: 11:00  

 
Kids: 9:30 
Teens: 11:00  

 
Kids: 9:30 
Teens: 11:00  

 
 
 

 
Copyright @ 2018, Cross Academy Japan ||  Do not copy without express permission. 

Wake up every morning in a beautiful lodge in the forest near a mountain river. Get ready,
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夕方

東京から山口へ:6:00～7:00の間に昭和女子大学校門前に集合し8:30にバスで羽田空港
へ向け出発。飛行機の出発時刻は9:00頃、秋吉台への到着時刻は11:30頃になる予定。

新入生のオリエンテーション: 8月19日(月) 9:00～10:30(重要:7週目のオリエンテーション
は8月19日(月)に行われます。)
秋吉台オリエンテーション(月曜日 11:30～12:00): 秋吉台の施設での生徒向けオリエンテ
ーション。起床 (火曜～金曜日 6:00～8:00): 秋吉台の大自然に位置する美しいロッジで起
床。準備、朝食を済ませ、サミットの活動と課題に取り組む。
モーニング・カルチャー・ツアー (月曜～金曜日8:00～11:00):フィナーレの週である第7週
目のテーマ “第1回秋吉台インターナショナル・ユース・サミット(山口県美祢市とのパート
ナーシップ)”に沿った学習(農業、地域の文化、世界の諸問題、ツアー、環境に関するチー
ムプロジェクト、社会、文化、持続可能性など)を、言語、芸術、演劇、工芸、テクノロジーを
通して小さなグループでの活動や個人での活動・経験をしながら学びます。キッズもティ
ーンも年齢に応じて(5~7歳,8~11歳, 12~15歳, 16~18歳)小さなクラスに分かれ、教員を
はじめアート、デザイン、スポーツ、テクノロジーやデジタルメディア作成の分野における
プロのメンターと共に活動します。

屋外アクティビティ/スキルプログラム (月曜～木曜日13:00～15:00): ロケット打ち上げ、ド
ローン操縦、Crossカントリートレッキング、デジタルメディア製作、アート活動など。
インターナショナル・ユース・サミット活動 (月曜～木曜日15:00～17:30)アカデミー参加者は
地元の子供達と一緒に、チームごとに4つのトピック(地域・世界のコミュニティ、天然資源
と持続可能性、農業と生態系、地理の文化と社会)の一つに関する製作に取り組みます。モ
ーニング・カルチャー・ツアーで必要なデータを集め、屋外アクティビティ/スキルプログラ
ムを通して製作技術を習得します。

夜のアクティビティ:ゲーム、お話、映画、天体観測など。

チェックアウト& 東京へ戻る(金曜日15:00～20:00): 両親、保護者、家族と昭和女子大学の
校門で合流し解散。
ファミリーイベント ‒秋吉台インターナショナルパーティ(木曜日11:00～15:00): 地域のコミ
ュニティ、大人や子供、政府関係者も招いてスポーツ、食べ物、コミュニケーションと楽し
い時間をみんなで過ごします。
ファイナル・パフォーマンス、お祝い&プロジェクト発表会(金曜日15:00～18:00): 地域の文
化パフォーマンスの後、全サミットプロジェクトチームは、オンラインで海外から参加する
モスクワの生徒たちと一緒にプロジェクトワークを完成させます。




