English Ski Camps!
Private Ski In / Ski Out Resort!

Three English Level-based Programs

Our slope-side lodge means campers get maximum ski time. No worries about crowding or long
lift lines on our private runs in Niigata’s spectacular
snow country!

1. Challenge (English beginners)
2. Challenge Plus (Upper intermediate)
3. Immersion (Advanced – Native speakers)

Lessons Tailored for Your Child
Friendly instructors help beginners master the
basics one by one, while experienced skiers get
expert tips and have a blast with our pros. Kids of all
levels love our skill tracker cards, which help you
see their progress too.

Lessons in English
Immersion campers enjoy 100% English ski lessons
- and English-only camp life around the clock. Challenge and Challenge Plus campers get plenty of
English, with enough Japanese support to keep it
safe and fun.

Winter registration starts in
Early September!

We will not be separating Challenge and Challenge Plus ski lessons, and will
provide Japanese support for those groups. Immersion ski lessons are
conducted completely in English.

Program Details
Schedule

December 25 - 28
December 30 – January 2
January 4 – 7
February 10 – 12
March 24 – 27

Price

From 59,000 Yen

Location

Tsunan, Niigata

Meeting & Return

Ikebukuro Sunshine City Bus Terminal

Transportation

Chartered bus

Open to

Grades 1 – 9

*Camp fees includes round-trip chartered bus from Ikebukuro, lodging, meals, ski lift
ticket, ski lessons, activity fees, and insurance.
*JR Nagoya and JR Shinosaka meeting and return option available for 4-day camps.

Register online!

www.english-adventure.org

英語スキーキャンプ
プライベートスキー場で楽しむ
英語＆スキー漬けキャンプ！
着いたらすぐにスキー！

貸切ロッジにプライベートゲレンデが併設されています。到

着後すぐに混雑がなくひろびろしたゲレンデでスキーを楽し
めます。リフトの待ち時間もありません。

レベル別スキーレッスン

プログラム

英語力に合わせて3つのプログラムがあります。
1. 英語チャレンジ（初級〜中級）
2. 英語チャレンジプラス（中上級）
3. 帰国子女・ネイティブ向け（上級〜ネイティブ）
チャレンジとチャレンジプラスプログラムのスキーレッスンは合同となり、
日本語サポートがあります。帰国子女向けはスキーレッスンも含めすべて英
語のみです。

2017-2018年スキーキャンプスケジュール
日程

12月25日（月）〜28日（木）
12月30日（土）〜1月2日（火）
1月4日（木）〜7日（日）
2月10日（土）〜 12日（月）
3月24日（土）〜27日（火）

代金

59,000円から

開催地

新潟県津南町

帰国子女プログラムは日本語禁止、すべて英語のみ。チャレ

集合解散

池袋サンシャインシティバスターミナル

交通

貸切バス

れの英会話レベルに合わせて、日本語サポートがあります。

対象

小1〜中3

レッスンはレベル別なので、スキー初心者から上級者のお子

様までみなさまにお楽しみいただけます。レッスンで習った
内容や上達度はスキルレポートカードを使いご報告します。

英語でスキー！

ンジプログラムは安全に楽しくスキーを学べるよう、それぞ

*キャンプ代金には宿泊代、食事代、スキーレッスン代、リフト代、往復交通費、旅行保険を含みます。
*JR名古屋駅、新大阪駅集合解散、現地集合・解散オプションもあります。
（週末キャンプはありません。）

9月上旬受付開始！

お申込み&詳細情報はオンラインで

www.english-adventure.org

