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新室長・副室長に期待！

今週何度も学年で集まり、修学旅行に向けて準備をすすめました。前期正

副室長８名にも今の気持ちをスピーチしてもらいました。昨年度後期の正副

室長とともに今回の修学旅行を成功させるべく学年の核となる働きを期待し

ています。どうぞよろしくお願いします。

先週行った学年レクでは、Ｘ人Ｙ脚を行いました。どのクラスも元気いっ

ぱいで、見ていて楽しかったです。ついつい調子に乗りすぎてゴールに飛び

込んでしまう人がいましたが、そこは大いなる反省点。猛省してほしいと思

います。

さあ、東京に行くときが近づいてきました。準備は整いつつあります。テ

ンションは押さえつつ、やるべきことをやりながら当日を迎えましょう。

保護者の皆様には、朝早い送りと迎えなどたいへんお世話になります。直

前になりましたが、何かございましたら学校までご連絡ください。

なお、空港駐車場は午前５時より開いていますが、建物は６時解錠です。

６時前には入口近くに送り届けていただけたらと思います。

当日朝の連絡は、学校携帯080-2916-3671までお願いします。

第３学年学年だより

第３号 2019．4．18（木）文責 村山明生
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2019年度 修学旅行実施要項

１ 期日 ２０１９年４月２３日（火）～２５日（木）

２ 目的

①日本の政治・経済・文化の中心地である東京で見聞を広め，社会を生きるため

の基礎的素養を培う。

②大学学問体験や研修を通して，卒業研究や将来について考える機会とする。

③学年・学級の仲間の絆を深めたり，新たな交友関係を築いたりするとともに，

集団生活のルールやマナーを身に付ける。

３ 修学旅行のスローガン

４ 宿泊先 ホテルサンルートプラザ東京（連泊）

〒 279-0031 千葉県浦安市舞浜 1-6 ℡ :047-355-1111

５ 引率教員・添乗員 ※敬称略

団 長 小玉 芳敬（校長）

渉外・総括 村山 明生

全体指揮 服部 和晃

永原 益穂 上川 寛子 木村 信一郎

奥村 理恵 安井 仁

救 護 岸田 佳子

添 乗 員 山崎 温美 瀬尾あやか

６ 修学旅行拡大実行委員 ※敬称略

実行委員長 島 賢悟 実行副委員長 松田 恵依

実行委員 寺岡 樹一・川口 茉香・杉村 優太・塩 実乃梨・上垣 日菜・

牧野 堅心

新実行委員 山下 新・田辺 唯花・表 俊輔・田村 瑛梨・矢野 達也・

原田 結愛・西川 晃正・森岡 眞花

修学旅行日程表

４月２２日（月）４限 結団式（多目的室） 司会：牧野くん

（１）団長あいさつ（校長先生）

（２）引率者紹介・あいさつ（岸田先生・安井先生）

（３）実行委員長・副委員長あいさつ（ 島くん・松田さん）

（４）諸連絡（服部先生）

（５）その他（隊形練習、写ルンです指導、携帯電話指導など）

＊給食後、下校
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４月２３日（火）１日目
時間 生徒のうごき・注意点 ※敬称略 備考・教員のうごき

6:00 鳥取砂丘コナン空港コナンホール集合 駐車場は5:00～

（パー隊形） （学校携帯080-2916-3671) 職員集合5:45

・班長点呼→室長→服部先生 ※欠席連絡は、保護者の

・健康観察→担任→岸田先生 方にお願いする。

そろい次第、出発式（司会：松田） ・学校携帯担当（村山）

⑴添乗員さんの紹介 ・健康観察（担任・岸田）

⑵諸連絡（服部） ・搭乗券配布（担任）

搭乗手続き ※タグの確認をする。

※大バッグを預け引換券をもらう。（D組～）

・２階へ移動し、手荷物検査を受ける

※サブバッｸﾞを小カゴに入れ、金属探知機を

くぐらせる。

7:05 鳥取砂丘コナン空港発【ANA292便】

※機内入口で飴は取らない。

※ドリンクサービスは利用してもよい。

8:20 羽田空港着

B1Fへエスカレータで降りて右（２隊形） ・体調の悪い生徒への対

・２年時の班隊形（グー隊形）に移動する 応（岸田）

・班長は体調の悪い人がいれば報告する （ペットボトルは羽田空港

・ペットボトルをもらう（１本目） に業者持ち込み）

・班に１台携帯電話を借りる ・写ルンです，携帯配布（担

・班に１つ写ルンですを受け取る 任）

8:55 【研修１】東京班別行動 スタート ※タブレットで全体の位

※お土産は買ってもよいが、サブバッグに入 置を把握する（服部他）。

る分のみ。

※本郷三丁目（丸ノ内線）と本郷三丁目（大 ・丸ノ内線（安井）

江戸線）には念のため教員がいます。 ・大江戸線（木村）

13:00 東京大学赤門集合 ※教員は 11時前には東大

・携帯電話・写ルンですを返却する に到着し東大構内で昼食

13:30 大学学問体験「知の冒険Ⅱin東京大学」 を済ませる。

※遅刻しそうならタクシーを利用する。 ・携帯電話回収（奥村）

※安田講堂を見ながら山上会館前まで移動す ・誘導（服部・村山他）

る。

※遅刻した班は赤門裏で最後の班が来るまで

待つ。そろい次第山上会館・薬学部棟へ直

行する。

Ａ講座（藤村先生）司会：塩 司会： 島 （上川・永原・岸田・安井）

Ｂ講座（後藤先生）司会：上垣 司会：杉村 （小玉・服部・木村・奥村）

※座席は指定しないが前から詰めて座る。

15:00 終了予定

バスまで移動

15:20 浅草へ移動 （観光ではなく、基本食事）

16:00 雷門5656会館で夕食

※貴重品のみ持って夕食会場へいく。

17:00 バスに乗車し、帝国劇場へ

17:40 帝国劇場到着、会場へ移動

※サブバッグを持って降りる。
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18:15 【研修２】「レ・ミゼラブル」鑑賞

※お土産を買ったり飲食したりしない。

21:15 終了、バスへ移動

21:25 バスで、サンルートホテルへ ・バス内で健康観察させ、

・バス内でおにぎり2つとお茶（パック）を 担任又は岸田先生は報告

バス内で食べる（ホテルには持ち込み禁止） を受ける

・班長は健康観察

22:00 ホテル到着、各部屋へ移動

※部屋長はバスを降りる前にカードキーと貴 ・６Ｆエレベーターホー

重品袋をもらう。 ルで貴重品袋を受け取り、

※他の部屋には出入りしない。 フロントに預ける（村山）

※お土産で買ったもの等を部屋で食べたりし

ない。 ※翌朝の健康観察カード

・部屋長はすぐ財布の回収（集金袋を使用） も渡す（岸田・村山他）。

し６Fエレベーターホールまでもっていく。 ☆本部：5606号室

・入浴をすませ、就寝準備 ☆保健室：5634号室

※部屋でテレビを見てもよい。

23:00 拡大実行委員会（６Ｆエレベーターホール）

23:30 消灯 ※職員打ち合わせを行う。

※テレビ視聴は不可。常夜灯は可。

※緊急時に備え、内鍵はせず適切に着衣して

おく。

４月２４日（水）２日目
時間 生徒のうごき・注意点 ※敬称略 備考・教員のうごき

7:00 起床

7:10 部屋長は健康観察し、カードを６Fエレベー ・６Ｆエレベータホール

ターホールに持っていく で健康観察の結果を把握

・前日の振り返りなどを夢キャリアノートに する（岸田・村山他）

記入する

7:45 ９Ｆ朝食会場（カーニバル）へ移動 （エレベーター使用）

8:00 朝食（バイキング）

※朝食後、部屋ごとに財布を返してもらう。

※退室する時にペットボトルを１本ずつ受け

取る（２本目）。

8:50 ホテルの部屋を出る（サブバッグ使用）

9:00 バス出発

9:50 【研修３】上野恩賜公園駐車場

10:00 噴水付近の広場まで移動

※クラス写真を撮って班別行動開始。 ・写真（安井）

※東京国立博物館、国立科学博物館、国立西 ☆上野動物園入場口

洋美術館のいずれかからスタートとする。 11:00 ～ 11:30（服部他）
※入場料は中学生は無料だが、生徒手帳の提

示を求められることもある。

12:00 12:00～12:30に噴水の所まで弁当を取りにい ・弁当配布（奥村，村山）

く。グループごとにまとまって弁当を食べる。

（雨の場合は、早めにバスへ移動しバス内で

食べる）

13:30 再度、噴水付近の広場に集合

そろい次第、バス駐車場へ移動
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14:30 【研修４】東京ディズニーランド ・写ルンです配布（担任）

・入り口外広場でチケットをもらう ※本部：ワールドバザール

※各クラス男子４班女子４班で行動する。 中央部。トラブルに対応す

・班長は写ルンですを受け取る る。

※夕食を食べておく。 15:00 ～（服部，村山）
※トラブルが起きれば本部に報告にいく。 16:00 ～（木村，奥村）

20:30 入り口外に集合完了 17:00 ～（永原，上川）
徒歩でホテルへ移動 18:00 ～（服部，村山）
（20:30 ～ 20:35 花火） 19:00 ～（木村，奥村）

20:00 ～（永原，上川）
21:00 ホテル着 ・健康観察（岸田）

※他の部屋には出入りしない。 ・エレベーターホールで

・部屋長は財布の回収と健康観察を行い、６ 財布を貴重品袋に入れさ

Fエレベーターホールまでもっていく。（その せ、フロントに預ける（村

場で集金袋に財布を入れたり報告をしたりす 山）

る）翌朝の健康観察カードを受け取る。 ※健康観察カードを渡す。

・入浴をすませ、就寝準備 ☆本部：5606号室

※部屋でテレビを見てもよい。 ☆保健室：5634号室

22:00 拡大実行委員会（６Ｆエレベーターホール）

※荷物整理を寝るまでにきちんとしておく。

22:30 消灯 ※職員打ち合わせを行う。

※テレビ視聴は不可。常夜灯は可。

※緊急時に備え、内鍵はせず適切に着衣して

おく。

４月２５日（木）３日目
時間 生徒のうごき・注意点 ※敬称略 備考・教員の動き

5:30 起床

5:45 部屋長が健康観察をして６Fエレベーターホ ・６Fエレベーターホール

ールに報告にいく（モーニングボックスとペ で健康観察の結果を把握

ットボトルを受け取る） する（岸田・村山他）

※朝食時、部屋ごとに財布を返却してもらう。 ・部屋の片付け点検を兼ね

6:00 朝食（モーニングボックス） て財布を返却（３年団）

※モーニングボックス返却する。

6:30 ホテルの部屋出発

※忘れ物が絶対ないようにする。

6:40 バス出発

7:30 東京駅丸の内口周辺で下車 （クラス単位で移動）

【研修５】朝活「東京駅・皇居ウォーク」

（バス車内で実行委員による○×クイズ）

・二重橋をバックにクラス写真を撮る ・写真（安井）

8:45 日比谷公園でバス乗車

9:00 【研修６】国会議事堂見学および石破茂氏の

講話 ・写真（安井）

・お礼の言葉（川口）

10:30 バスで羽田空港へ

11:30 羽田空港着 （１又は２隊形）

搭乗手続き ・搭乗券配布（担任）

※大バッグを預け引換券をもらう。（D組～）

※ＴＤＬ土産バッグがあれば予備のタグをも ・土産バックを使用する生

らい取り付け大バック同様預ける。 徒への対応（添乗員他）



- 6 -

・手荷物検査を受ける

※サブバックを小カゴに入れ金属探知機をく

ぐらせる。

12:10 待合で弁当を食べる （弁当は空港に業者持ち込

13:05 羽田空港発【ANA1101便】 み）

※機内入口で飴は取らない。

※機内サービスを利用してもよい。

14:20 鳥取砂丘コナン空港着

機内預け荷物を取ってコナンホールへ移動

（パー隊形）

解団式 （司会：寺岡）

⑴団長あいさつ

⑵添乗員さんの話

⑶実行委員あいさつ（８名）

⑷諸連絡（服部先生）

15:00 コナンホールで現地解散

※大学前駅・附属中までの移動に大学公用バ ・バス乗車（奥村）

ス利用可。（15:15大学前駅着 15:25附属中着）

４月２６日（金） ４月２７日（土）

１限 総合（振り返り・礼状下書） １限 総合（学年主任の話・礼状清書）

２限 総合 ２限～平常

３限～平常授業 （給食） (弁当)

５限 公開授業

＊放課後 部活あり ＊学年懇談でスライドショー

★修学旅行新聞ではなく、卒業研究要旨の冊子を秋に発行したい。

持ち物・服装について
持ち物

□夢・キャリアノート サブバックに入れるもの

□東京班別行動 □夢・キャリアノート

□筆記用具 □筆記用具

□生徒手帳 □生徒手帳

□着替え □財布

□体操服・ハーフパンツ又はジャージ上下 □折りたたみ傘

□就寝用の服 ※ペットボトル（ミネラル

□財布、お小遣い（15,000 円以内） ウォーター）を東京で毎日

※ Suica・PASMO などを持って行ってもよいが、 支給します。

チャージ分はお小遣いを減額すること。

□折りたたみ傘

□ハンカチ、ポケットティッシュ

□歯ブラシ、歯磨き粉

□腕時計

□常備薬

□サブバッグ

□大バッグ（当日空港でネームタグをつけます。直接ホテルに送られます。）

□ネームタグ（お土産用）

■東京防災マニュアル（東京班別行動の班に１部ずつ配布）
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服装

○冬服（名札は、制服のポケットに入れておていください。東京大学で使用

します。）

○白靴下（長めのもの）

○はき慣れた靴（派手でないもの）

【ホテルに置いてあるアメニティー】
・フェイスタオル、バスタオル ・（歯ブラシ、歯磨き粉）
・シャンプー、リンス、ボディーソープ ・ドライヤー
・スリッパ
※ただし、パジャマ等就寝用の服はないので、各自で準備する。

修学旅行のきまり
生活全般について

・集合時間や就寝時間，起床時間などを守る。

・制服を正しく着こなす。（制服下に着る服で寒暖に対応してください。）

・大学学問体験「知の冒険Ⅱin東京大学」では名札を着用する。

・不要物はもってこない。（とくにスマホは絶対もっていこない。）

飛行機のマナー

・機内持ち込み荷物はサブバッグのみ。

・はさみやカッターはもってこない。（金属探知機やボディーチェックあり）

・搭乗時に入口で飴が置いてあるが、取らない。

・指定の座席番号に座る。

・機内でのドリンクサービスは利用してもよい。（ジュース・お茶・コンソメ

スープ等）

・機内のトイレをあてにしない。（搭乗前にトイレに行っておく。）

・一般のお客様もいらっしゃるので、大声でしゃべったりはしゃいだりしな

い。

・機内でのアナウンスを聞いたり映像をみたりして非常時のうごきを確認す

る。

東京班別行動中

・班に一台 GPS 機能付きの携帯を班長に配布。緊急時のみ使用する。
・お土産を買ってもよいが、サブバッグに入るものに限定する。

・飴やガムなどを食べながら歩いてはいけない。

・飲食する場合は、店内のルールに従い、マナーよく飲食すること。

・Suica や PASMO は利用してよい。
・エスカレーターは止まって左に寄る。動く歩道は基本歩く。

・電車は降りる人優先。

・集団で歩く際、横に広がらない。

・もしも仲間とはぐれた場合、一番最後に一緒にいたところに戻る。

班長（携帯を持っている側）は動かない。まず、本部に連絡し、はぐれた

側からの連絡を待つ。（班員は自分たちの班長がもっている携帯番号を事前

にメモしておく。）

・事故や事件に巻き込まれたら、至急本部携帯に電話する。（状況を報告し指

示を聞く）
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ホテルのマナー

・他の団体や一般のお客様もいらっしゃるので、大声でしゃべったりはしゃ

いだりしない。

・自分の部屋以外には出入りしない。部屋から出る場合は、制服か体操服。

・入浴は一人 10 分以内。
・テレビを視聴してもよいが、就寝時以降は消す。

・枕投げやベットの上で飛んだりはねたりしない。

・カードキーの使い方は、①カード差し口に差し込んで抜く②ランプの色が

変われば OK
・部屋の内カギ（フック）はしない。

その他

・写真は、「写ルンです」。東京班別行動と TDL で２つの班が使用する。
No.１１：前半２年 A 組１班→後半３年 A 組１班…

No.４８：前半２年 D 組８班→後半３年 D 組８班
（後日、掲示し販売するので、ふざけて撮影しない。なるべく複数で写ること。）

・お土産を買えるのは…
①東京班別行動（サブバッグに入るだけ）
②上野恩賜公園内（サブバッグに入るだけ）
③東京ディズニーランド（お土産用の袋を購入してもよい）

集合隊形について

グー隊形： パー隊形：

旧クラスの班毎 新クラスの班毎

Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組

①③⑤⑦ ①③⑤⑦ ①③⑤⑦ ①③⑤⑦… … … … … … … … … … … … … … … …

②④⑥⑧ ②④⑥⑧ ②④⑥⑧ ②④⑥⑧

１隊形： ２隊形：

全校集会隊形 学年集会隊形

各クラス男女１列 各クラス男女２列

※気がついた人から手を挙げ同じハンドサインをし、さっと静かにする。

クラス写真隊形について

先生☆◇◇◇◇◇○○○○☆先生

◇◇◇◇◇○○○○○○○

◇◇◇◇◇○○○○○○

男子 女子

※２日目 上野恩賜公園（東京国立博物館をバックに）

※３日目 皇居（二重橋をバックに）

※３日目 国会議事堂（国会議事堂をバックに）


