
【１日目】１２月３日（月）【横浜】 ●は点呼

時 間 行 動 詳 細

７：５０ 集合完了 ●出席番号順にクラス毎２列縦隊。生活班班長が点呼→ＨＲ担任

※健康チェックは担任が行う→バスへ乗車

※後ろ奥から出席番号順・バス乗車前にトイレを済ませておく

バス乗車完了 １号車(2A組＋ 1組生活班②・⑦前半 5名)

２号車(2B組＋ 1組生活班①・⑦後半 6名)

８：００ 出発 【「しおり」熟読】

９：００ 大分空港 着 ・空港到着後、クラス毎に整列 ・保安検査場へ移動

・クラス毎手荷物検査【X線】、身体検査【金属探知機】

●搭乗口へ移動後、クラス毎、生活班班長が点呼→ＨＲ担任

・トイレを済ませる・搭乗券を配布（折り曲げない）

１０：２５ 大分空港 発 ・指定席・手荷物は指示された場所に入れる（座席頭上・足下不可）

（JAL 664） ※気圧の変化 ※一般客に迷惑をけない

１１：５０ 羽田空港 着 ・到着口集合

●クラス毎に整列→ＨＲ担任

・ＩＣカード配布

１２：２０ 京急乗り場へ移動 ・クラス毎 ・乗り換えあり／羽田（1・2番線発）

１３：１０ 横浜 着 ・中華街へ ／ →横浜駅（みなとみらい線 1・2番線着、1番線発）

昼食(揚州飯店) ・揚州飯店へ移動 →元町中華街

・指定座席に生活班ごとに着席

・体験学習・生徒代表挨拶（１組原田）

１５：００ 研修班別自主研修 ・夕食････各研修班で ※歩き「スマホ」はトラブルのもと

〈赤レンガ倉庫・ランドマークタワー・夜景撮影〉※俳句

１９：３０ ・班ごとに帰着チェック、健康チェックを受ける

～ ホテル 着 ［研修内容まとめ用紙配布］→各部屋のカードキー渡し

２０：００

オートロック、カード（ルーム）キーを部屋へ閉じこめない

・携帯電話による家庭への連絡はこの時間帯に行う。

・他の部屋への往来は厳禁 ・ペットボトル準備

・一般客の迷惑とならないように静かに過ごす

入浴（各部屋） ・しおり記入 ・本日の反省

火災報知器に注意（換気扇） ・明日の日程、注意点確認

就寝準備 ・荷物の整理（出発準備）

２２：００ ●点呼 ・荷物、健康チェック

２２：３０ 就寝

※ＩＣカード ※食事・睡眠時間 ※ユニットバス

・１日目 羽田→横浜 ※エアコンタイマー

・４日目 ディズニーランド（新浦安～舞浜間往復） ※明日の研修に備え、十分に睡眠をとる



【２日目】１２月４日（火）【午前：浅草 GVS研修、午後：筑波宇宙センター研修】 ●は点呼

時 間 行 動 詳 細

６：３０ 起床 ・洗顔、荷物をまとめ、制服に着替える 【出発できる状態】

※オートロック、カード（ルーム）キーを部屋へ閉じこめない

７：００ 朝食 ●生活班ごとにまとまって着席

３階ビクトリア ・保健係は健康チェック→ＨＲ担任

・後片づけは各自で責任を持つ

・食事後は部屋へ戻り出発の準備

・トイレを済ますこと・研修に必要なものは？

・忘れ物の確認 ・カード（ルーム）キー→(JTB)に預ける

７：４０ 部屋チェック ・全員で部屋のチェックを受ける⇒バスへ

・速やかに移動、荷物の搬入を行うこと

８：００ バス乗車完了 ・１号車(2A組＋ 1組生活班②さ・⑦前半 5名)

・２号車(2B組＋ 1組生活班①・⑦後半 6名)

９：００ 浅草 ●クラス毎に整列（生活班班長→ＨＲ担任） クラス写真撮影

GVSプログラム ・GVS班毎に浅草散策＋ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

※歩き「スマホ」はトラブルのもと

・お礼の言葉（２Ａ組衞藤陽）

昼食 ・指定された座席に GVS班（生活班）ごとに着席

１３：００ 浅草 発 ●クラス毎に整列

１４：００ 宇宙センター着 ※身分証明書必要〔生徒・引率者〕

●クラス毎に整列 14:00～ 1号車／ 15:00～ 2号車 ［見学］

１６：００ 出発

１７：００ ホテル着 ・帰着時健康チェック

・名簿で名前が上の生徒が各部屋カード（ルーム）キーを受けとり、

部屋へ移動

・オートロック、カード（ルーム）キーを部屋へ閉じこめない

・更衣をせずに、部屋ごとに移動 ※オートロック注意

１８：３０ 夕食 ・後片づけは各自で責任を持つ

１階マーガレット ・夕食後駅周辺まで外出希望者→ＨＲ担任へ（～２０：００まで）

・他の部屋への往来は厳禁とする

入浴（各部屋） ・一般客の迷惑とならないように静かに過ごす

就寝準備 ・携帯電話による家庭への連絡はこの時間帯に行う

２１：３０ 【班長会議】 ・〔１０３５号室〕場所変更のときあり

・しおり記入・本日の反省点、明日の日程、注意点確認・荷物整理

２２：００ ●点呼 ・荷物、健康チェック ／翌日各部屋清掃が入る

２２：３０ 就寝

※食事・睡眠時間※ユニットバス

※エアコンタイマー

※明日の研修に備え、十分に睡眠をとる



【３日目】１２月５日（水）【都内自主研修】 ●は点呼

時 間 行 動 詳 細

６：３０ 起床 ・洗顔、荷物をまとめ、制服に着替える 【出発できる状態】

※オートロック、カード（ルーム）キーを部屋へ閉じこめない

７：００ 朝食(２階チャイニー ●生活班ごとにまとまって着席

ズ・テーブル） ・保健係は健康チェック→ＨＲ担任

・後片づけは各自で責任を持つ・食事後は部屋へ戻り出発の準備

・トイレを済ますこと・研修に必要なものは？

８：００ 部屋チェック ・全員で部屋のチェックを受ける

８：３０ ホテル発 ・各部屋カードキーを(JTB)に預ける （2Fから駅へ直結）

・研修班ごとにチェック［濱口］を受け、研修へ出発

９：００ 自主研修 ◎リュックを手に持つとき〔 〕

◎【研修班】 ◎連絡････班長が連絡（午後の最初の研修開始時）⇒ＨＲ担任

連絡 ○報告内容（班名、場所、班員の状況）

※事故、トラブル ※携帯電話の使用マナーを守ること

等緊急時は即時連 （場所によっては、マナーモードにする）

絡を入れる ◎研修場所での記録用写真撮影を行う〔夜景は必ず撮る〕

※研修場所と班員全員が確認できること

【迷子は自力で帰 ◎単独行動や他の班員との行動は厳禁とする

着すること】 ・昼食と夕食は研修班ごとに必ず食べる

・公共の交通機関で一般客に迷惑をかけないようにする

・１９：３０前に帰着した場合は新浦安駅付近で待機

１９：３０ ・研修班全員そろい2階受付でチェックを受ける（以降外出禁止）。

～ ホテル着 ・先に帰着した研修班で部屋のカードキーを受けとり、部屋へ移動

２０：００ ・後から帰った研修班はそのまま部屋へ移動

の間に帰着 ※オートロックのため、カードキーを部屋へ閉じこめないこと

・帰着時健康チェック

・携帯電話による家庭への連絡はこの時間帯に行う

・他の部屋への往来は厳禁とする

・一般客の迷惑とならないように静かに過ごす

帰着後 入浴（各部屋で）

２１：３０ 【班長会議】 ・〔１０３５号室〕場所変更のときあり

就寝準備 ・本日の反省

・しおり記入・本日の反省点、明日の日程、注意点確認・荷物整理

２２：００ ●点呼 ・荷物、健康チェック ／翌日各部屋清掃が入る

２２：３０ 就寝

※食事・睡眠時間※ユニットバス ※俳句

※エアコンタイマー ※歩き「スマホ」はトラブルのもと

※明日の研修に備え、十分に睡眠をとる ※ＩＣカードの残金確認



【４日目】１２月６日（木）【ディズニーアカデミー・東京ディズニーランド】 ●は点呼

時 間 行 動 詳 細

６：３０ 起床 ・洗顔、荷物をまとめ、制服に着替える 【出発できる状態】

※オートロック、カード（ルーム）キーを部屋へ閉じこめない

７：３０ 朝食(２階チャイニー ●生活班ごとにまとまって着席

ズ・テーブル） ・保健係は健康チェック→ＨＲ担任

・後片づけは各自で責任を持つ・食事後は部屋へ戻り出発の準備

・トイレを済ますこと・研修に必要なものは？ ※部屋チェック

８：４０ 部屋チェック ・全員で部屋のチェックを受ける

９：１５ ホテル発 ・チェックを受け、各部屋カードキーを(JTB)に預ける。

・ＩＣカード利用

〔サンルートプラ ●クラス男女別に着席【生活班】※撮影禁止

10:00～ ザ東京〕着 ・安高生としての自覚を持ち、担当者の指示に従うこと

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｱｶﾃﾞﾐｰ ・体験学習のお礼のことば（2Ａ小野瑞）

１１：３０ 移動 ・研修終了後はディズニーリゾートへ移動(徒歩)

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ ●自主研修班で集合→ﾁｹｯﾄを受け取る→手荷物検査を受けて入園

【研修班】 ※持込禁止(食べ物、自撮り棒、ﾋﾞﾝ・缶)

・入園後は研修班で行動する

・園外へ出ないこと（戻るには手続きが必要）

１３：３０ 定時連絡 ・班長は定時連絡をする【１３：３０】⇒ＨＲ担任

※昼食・夕食も各班で済ませる

２０：００ ●集合 ●生活班で集合してホテルへ戻る

２１：００ ホテル着 ・帰着チェック ・健康調査

までに帰着 ◎【研修班】 ・名簿で名前が上の生徒が各部屋カードキーを受けとり、部屋へ移動

※オートロックのため、カードキーを部屋へ閉じこめない

・帰着時健康チェック

・携帯電話による家庭への連絡はこの時間帯に行う

・部屋の段ボールは使用しない

・お土産などの自宅への荷物発送希望者（有料：段ボール詰め）

→（10階1005号室前非常口）にて手続きする（着払可）20:30～1h

・ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸﾞ等はホテルの 1階佐川急便で21時まで【自己負担】

（ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸﾞは飛行機に預けることも可能）

帰着後 入浴（各部屋で） ・部屋ごとに入浴する

２１：４０ 【班長会議】 ・〔１０３５号室〕場所変更のときあり

・本日の反省 ・しおり記入 ・明日の日程、注意点確認

・荷物整理【出発できる状態】

２２：２０ ●点呼 ・荷物、健康チェック

２３：００ 就寝

※ディズニーランド利用の裏技⇒各班で ※食事・睡眠時間※ユニットバス※エアコンタイマー

・アトラクション予約方法 ※明日の研修に備え、十分に睡眠をとる

・待ち時間節約方法 ※歩き「スマホ」はトラブルのもと

・食事、土産 ・ファストパスとは ※帰りの荷物については各自がよく考え、

・当日の稼働状況チェック etc. 家の人と相談すること（着払い等）



【５日目】１２月７日（金）【浅草・水上バス・お台場】 ●は点呼

時 間 行 動 詳 細

６：３０ 起床 ・洗顔、荷物をまとめ、制服に着替える 【出発できる状態】

※オートロック、カード（ルーム）キーを部屋へ閉じこめない

７：００ 朝食(２階チャイニー ●生活班ごとにまとまって着席

ズ・テーブル） ・保健係は健康チェック→ＨＲ担任

・後片づけは各自で責任を持つ・食事後は部屋へ戻り出発の準備

・トイレを済ますこと・研修に必要なものは？・忘れ物は？

８：１０ 部屋チェック ・全員で部屋のチェックを受ける⇒１Ｆへ

・速やかに移動、荷物の搬入を行うこと

８：２５ バス乗車完了 ・1Fでチェック［濱口］を受け、各部屋カードキーをJTBに返却する

●バス毎 ・荷物をバスのトランクに入れて乗車（「しおり」は入れない）

８：３０ ホテル発 ・手荷物（リュック）があればバスに持ち込む

浅草 ・クラス毎に集合→写真撮影

（お台場へ移動） ・水上バス

１２：００ 昼食会場着 ・到着後、外で全体写真撮影→昼食会場へ

(THE OVEN) ・生活班ごとに着席

●クラス毎に整列

１２：５５ バス乗車完了

１３：００ 出発

１３：３０ 羽田空港 着 ・クラス毎に整列、移動

・荷物を預ける人は空港カウンター⇒保安検査場↓

・荷物を預けない人⇒保安検査場へ移動し、手荷物等のチェック

・搭乗口へ移動 →●クラス毎に整列

【解団式】①団長（校長）あいさつ

②生徒代表あいさつ（２Ｂ西野）

１４：３０ 羽田空港 発 ・トイレ休憩

（JAL667） ・搭乗券を配布

≪機内で≫

・指定された席に座る ・手荷物は指示された場所に入れる

※気圧の変化 ※一般客に迷惑を掛けないように静かに過ごす

１６：１５ 大分空港 着 ・到着後、荷物の受け取り（ベルト-コンベヤー上）

●クラス毎に整列 トイレを済ませておく バス乗車

１６：４０ バス乗車完了

１６：４５ 大分空港 発 ※研修内容まとめ用紙の記入（「空欄・余白」不可）、提出

１７：４５ 学校到着 ・車内忘れ物の確認

（予定） （安心院文化会館） ・解散

※帰途での荷物の整理について ※忘れ物がないか確認 ※月曜の授業確認

※悪寒がする生徒は 、明日必ず病院へ行くこと

※体育大会・文化祭同様、学校行事終了後に欠席する者は、


