
大阪府立茨木工科高等学校 第 12 期生 

2 学年 修学旅行のしおり  

平成 29 年 12 月 14 日（木）～12 月 17 日（日） 
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１．修学旅行によせて 

 

いよいよ高校生活 大のイベントとも言える「修学旅行」に出発します。 

  カーリングやスキー・スノーボードの体験、小樽自由散策などといった盛り沢山のプログラムを通じて 

  「北の大地北海道」を思い存分満喫してください。 

   また、クラスの仲間や友人と寝食を共にすることでさらに交友を深めるなど、多くの思い出を作り、 

  大阪に帰ってきた時に、12 期生全員が「楽しかった」と言える修学旅行であることを願っています。 

 

   そのために約束して欲しいことが２つあります。 

 

   1 つ目は、修学旅行を自分自身が楽しむと同時に、周りの人の事も考えた行動をとることです。 

  例えば、集合時間に遅れてきたらクラスの仲間を待たせることになるし、部屋が騒がしいと周りの人に 

迷惑になります。特に、飛行機やホテルは、工科高校以外のお客さんが多数おられます。その方たちも 

それぞれ、北海道で楽しい思い出をつくろうと期待しているはずです。 

くれぐれも自分の楽しさだけを考えて人に迷惑をかけるような勝手な行動をとることのないよう心掛 

けてください。 

 

2 つ目は、健康面、安全面に留意して欲しいということです。 

体験実習の時は、インストラクターの話をしっかりと聞いて怪我のないようにしてください。また、 

睡眠不足は風邪や体調不良につながるので、消灯後は十分に睡眠をとり休むよう心掛けてください。 

  けがをしたり風邪をひいてしまうと、せっかくの修学旅行が楽しくなくなります。 

また、インフルエンザに罹患すると、実習ができなかったりホテルが別の部屋になったりするだけで 

はなく、飛行機に搭乗できず、他の生徒と一緒に大阪に帰れなくなってしまうこともあります。 

修学旅行を楽しむためにも、自分自身の体調管理をしっかりとしてください。 

 

以上、２つの約束を守り 

「１２期生全員が、楽しかったと言える修学旅行」 

そして、「12 期生全員が、安全かつ健康で過ごす修学旅行」を成功させましょう。 

  

                                  校  長   田 尻  肇 
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２．実施要綱 

【目 的】 

① グループやクラス活動に取り組むことにより協調性を養う。 

② 集団の中で規律を守り、責任のある行動がとれるようにする。 

③ カーリングやスキー・スノーボードを体験し学習する。 

 

【実 施 日】 

平成 29 年 12 月 14 日（木）～12 月 17 日（日）     12 月 18 日（月）19 日（火）は代休 

 

【実 施 場 所】 

北海道 (カーリング施設場所) 勇払郡 小樽市 

 

【宿 泊 先】 

〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム 星野リゾートトマム ザ・タワー 

℡：016７-58-1111 

【集合と解散】 

平成 29 年 12 月 14 日（木）7:００    モノレール大阪空港駅 1 階に集合 

平成 29 年 12 月 1７日（日）2０:４０ごろ 大阪空港 1 階手荷物受取所にて解散 

 

【参 加 人 数】 

 2M1 2M2 2M3 2E1 2E2 2C1 2C2 2T1 合計 

男子 ３５ ３６ ３６ ３２ ２４ ３０ ２５ ２７ ２４５

女子 ３ ０ １ ２ １ ０ ３ ０ １０ 

合計 ３８ ３６ ３７ ３４ ２５ ３０ ２８ ２７ ２５５

【関係連絡先】 

大阪府立茨木工科高等学校 大阪府茨木市春日 5-6-41 ℡：072-623-1331 

清水赤十字病院 北海道上川郡清水町南二条 2-1 ℡：0156-62-2513 

富良野病院 北海道富良野市住吉町 1-30 ℡：0167-23-2181 

帯広厚生病院 北海道帯広市西 6 条南 8 丁目 1 番地 ℡：0155-24-4161 

 

【引率の先生】 

修学旅行団責任者  田尻肇（学校長） 

学年主任 井上弘司（電気） 

担任 高林正幸（2M1） 岡和憲（2M2） 東郷真明（2M3） 川田敏博（2E1）  

中村恵明（2E2） 木村馨（2C1） 田所大昂（2C2） 赤穂和則（2T1） 

付添 甲本和司（社会） 古和武（機械） 苗木優司郎（機械） 藤田清（電気） 

   津村明寿（環境） 中川京美（環境） 

旅行社添乗員４名 カメラマン１名（川崎） 看護師 1 名 

 

先生の緊急連絡先 東郷先生（                 ） 

井上先生（                  
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３．諸注意 

【旅行全体を通じての心得】 

① 楽しく充実した修学旅行となるよう、節度ある行動をとりましょう。 

② このしおりをしっかり読みましょう。スケジュールは、このしおりに沿って進行します。 

③ 200 人を超える団体で行動します。５分前集合を心がけましょう。 

④ 問題行動（飲酒、喫煙、窃盗、賭博、喧嘩、器物等破壊）は絶対に起こさぬよう。謹慎処分となれば、体験

学習には参加させますが、特別な部屋で課題や反省文に取り組まねばならなくなります。寝室も特別室とな

ることがあります。さらに、内容によっては、新千歳空港まで保護者に迎えに来てもらうことになります。 

⑤ 担任はもとより、引率の先生全員、インストラクター、添乗員の指示をしっかり守りましょう。指示が出て

いるときの私語は厳禁です。 

⑥ スマートフォンや携帯電話は、全体集合時、体験学習、食事、部屋長会議、消灯時刻以後は使えません。 

⑦ 万一、体調不良、事故や問題が発生した時は、速やかに近くの先生に報告しましょう。 

【出発までの 注意】 

① 旅行日程、ホテルの住所、ホテルの電話番号を保護者に必ず伝えておきましょう。 

② 所持品には、クラスと氏名を記入しておきましょう。 

③ 空港カウンターで預ける荷物の大きさは、W×D×H の 3 辺の和が 203cm 以内、重さ 20kg 以内です。 

④ 飛行機に持ち込める手荷物カバンの大きさは、40×55×25cm 以内、重さ 10kg 以内です。 

⑤ スマートフォンなどのバッテリーは、手荷物として機内へ持って入りましょう。大きな荷物として 

空港カウンターへは預けることが出来ません。 

⑥ ハサミ、ドライバー、スプレー缶は機内に持ち込めません。持っていく場合、空港カウンターに大きな荷物

に入れて預けましょう。 

⑦ 大阪空港での集合時に、タバコやライター所持などの問題行動が発覚した場合、修学旅行に参加せず、学校

へ行き指導を受けることとなります。 

⑧ 集合時間までにトイレを済ませましょう。トイレは、モノレール駅または空港１階にあります。 

⑨ 万一、当日体調不良で欠席する場合は、必ず保護者より学校へ連絡をしてください。 

電話番号 072-623-1331（担当：＊＊＊先生） 

 

【搭乗手続き時の注意事項】 

① 12 月 14 日に空港カウンターで預ける荷物は、その日の夕方にホテルに着くまで受け取れません。 

② 手荷物検査では、小銭、スマートフォン、ベルトなどの金属部品が付いた物が引っかかります。検査所にあ

るカゴへ入れて検査を受けましょう。 

③ ペットボトル入りの飲み物は、手荷物検査で内容物の検査を受けてから機内に持ち込みましょう。 

【機 内 で の 注 意】 

① 機内に入る前にスマートフォンを電源 OFF または機内モードにしておきましょう。 

② 機内放送と客室乗務員の指示に、耳を傾け指示に従いましょう。 

③ シートベルトは、大きな揺れがある場合に備えて常に装着しておきましょう。 

④ トイレ以外で、むやみに立ち歩かないようにしましょう。 

⑤ 一般の乗客もいます。迷惑をかけないようにしましょう。 
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【バ ス で の 注 意】 

① バスの窓を開けないでください。 

② 飲食はできますが、たこ焼きやホットドックなど強い匂いを発する食べ物は持ち込まないでください。 

③ むやみに立ち歩かないようにしましょう。 

④ バスが高速道路を走行するときは、シートベルトを装着しましょう。 

 

【ホテルでの 注意】 

① 許可なくホテルの外へ出てはいけません。（出入り禁止場所：P.19 館内案内図を参照） 

② 食事や体験学習などで全員が部屋を出るとき以外は、寝る時間も含め絶対にドアに鍵をかけないこと 

③ 異性の部屋に入ることは厳禁であり、指導対象となります。異性のフロアへ行くことのないよう。 

④ 就寝時刻 2２:00 以降は、部屋の電気を消しましょう。就寝時刻を過ぎて部屋からでることは指導対象とな

ります。 

⑤ ホテル内の売店や自動販売機でお酒とタバコが販売されていますが、お酒とタバコを購入することは、お土

産品としても認めません。 

⑥ 本部タワーⅡ１階のホワイトボードに指示事項が書かれます。常々、確認をしましょう。 

⑦ 入室後、室内点検カードの各項目に照らし合わせ、部屋に不備がないかを確認しましょう。 

⑧ 故意に物を壊したり、傷つけたりした場合は後日弁償してもらう場合があるので、気をつけよう。 

⑨ 入室後は、避難経路と非常口を必ず確認しましょう。 

⑩ エレベーターの混雑の原因となるため、2,3 階のエレベーターは使用できません。 

⑪ 部屋備え付けのスリッパで部屋から出ません。売店や食事会場へは自分の靴で移動しましょう。 

⑫ 館内放送を聞き漏らさぬよう注意しましょう。館内放送で指示を出す場合もあります。 

⑬ 貴重品を確実に管理する。スキー・スノーボード講習時は、部屋の金庫が利用できます。 

⑭ ホテル内の売店や自動販売機のみ利用できます。売店の利用は 21:00 までです。 

⑮ ゴミは、各フロアのエレベーター前に設置された種類ごとのゴミ箱へ分別して捨てましょう。 

⑯ ドライヤーは部屋に設置された物を利用しましょう。ブレイカーが下りないよう注意しましょう。 

⑰ 部屋の湯沸しポットは利用できます。 

⑱ ウエアとブーツの脱着は、各自部屋の中で行います。 

⑲ 室内と荷物の整理整頓に努めましょう。 

⑳  万一、事故や問題が発生した場合は、近くの先生に必ず連絡しましょう。 

 

【健康管理における注意】 

① 旅行中に体調が悪い場合は、絶対に自分で判断せず、部屋長と担任に報告しましょう。 

② 安全に旅行ができるよう、出発前より規則正しい生活をおくり、体調を整えておきましょう。 

③ 旅行中、十分な睡眠と食事を心がけましょう。 

④ 起床後と就寝前には健康チェックを必ず行いましょう。 

⑤ 常備薬を各自で用意しておきましょう。 
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４．服装と準備物 

【服 装】 

① 華美でない服 

（飛行機機内やバス内、ホテルは十分暖かいため、脱着でき温度調節がしやすい用意をしましょう。） 

② 運動靴 ※ヒールやサンダル、スリッパ、スパイクなどは不可です。 

 

【準 備 す る 物】 

しおり  保険証のコピー  着替え  常備薬   筆記具   タオル   パジャマ 

ニット帽子・手袋・体育館シューズ（カーリング時に必ず必要になります） 

（歯ブラシ シャンプー リンス 石鹸 フェイスタオル バスタオルはホテルに設置されています） 

 

【持って来られない物】 

ドライヤー（ホテルに設置された物を利用します） ナイフ類   

講習中に装着するリュック（安全のため、講習中のカバンの装着は認めません） 

 

【準備があれば便利な物】 

 ネックウォーマー…スキー・スノーボード講習時の防寒具として 

 プロテクター…ズボンウエアの下に装着するパッド式のプロテクター 

 防水スプレー…スキー・スノーボードのウエアは防水性ですが、気になる者は持参してよいです。 

 日焼け止め…ゲレンデでの照り返しが気になる人は、持参してよいです。 

 貼る使い捨てカイロ…寒さが気になる人は、インナーの上から貼るタイプを持参してよいです。 

 

【機内持ち込み不可なもの】 

金属類（はさみ、爪きりなど） 液体入りのペットボトル  スプレー缶 

 

５．部屋長の役割 

① 部屋長会議へ出席し、部屋のメンバーへ内容を伝達してください。 

② 室内点検を中心となって行ってください。室内点検カードを記入された状態での部屋長会議にて提出しまし

ょう。 

提出は、14 日（木）部屋長会議、15 日（金）部屋長会議、16 日（土）部屋長会議 

③ 健康チェック表を担任に、記入された状態で提出しましょう。 

提出は、14 日（木）部屋長会議 15 日（金）朝食時と部屋長会議  

16 日（土）朝食時と部屋長会議 1７日（日）朝食時 

④ 部屋長会議で受け取ったミールクーポンを部屋員へ渡してください。 

⑤ 部屋鍵を管理してください。部屋鍵は施錠後、本部へ預けましょう。 

⑥ 部屋の貴重品袋を管理してください。貴重品袋は部屋鍵と共に本部へ預けましょう。トラブル防止のため、

貴重品袋は必ず部屋長が本部へ預けてください。 
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６．12 月 14 日（木）大阪空港の集合場所 

【集合時刻】7:００ 

【集合場所】モノレール大阪空港駅 1F の広場 

 

 

 

 

 

 

 

縦一列で整列しましょう

奥へ 2M1 から 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

① 大阪空港に現地集合です。時間に余裕をもって来ること。交通渋滞に影響されない電車やモノレールで来る

ことを勧めます。 

② 当日、体調不良等で参加できなくなった場合は、保護者より 7:00 までに学校に連絡をしてください。 

電話番号 072-623-1331（担当：＊＊＊先生） 

③ 遅刻して出発に間に合わない生徒は、学校に登校する。 

 

〈 参照 12 月 14 日の乗り換え時刻 〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6:08 発 

モノレール 門真市 

蛍池 

6:33 発 

6:36 着

6:46 着

6:17 発 

6:20 発6:10 発

6:25 発

6:07 発 

阪急 茨木市 南茨木 

モ
ノ
レ
ー
ル 

蛍
池 

阪急 梅田 

モ
ノ
レ
ー
ル 

大
阪
空
港 6:23 発 6:31 発

6:43 着

6:54 着6:19 発 
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７．旅程の詳細と旅の記録 

【4 日間の概要】 

6:00 起床
6:20 起床 6:30 朝食

朝食後 部屋掃除
6:45 朝食

7:00 欠席連絡 7:00 起床
生徒集合

7:30 空港へ移動 7:30 朝食
チケット配布
搭乗手続き 8:15 体験学習準備

8:30 バス出発
8:40 大阪空港発

8:45 体験学習準備
9:00 ゲレンデ集合

9:15 ゲレンデ集合
9:30 開校式 9:30 午前講習
9:45 午前講習

10:30 新千歳空港着

11:00 小樽着
11:30 バス乗車・出発 クラス写真撮影

昼食 小樽散策
11:45 11:45

12:00 カーリング体験 12:00 昼食・休憩 12:00 昼食・休憩

13:00 午後講習 13:00 午後講習

14:45 14:45

15:00 15:00 閉校式 15:00 バス集合
15:15 バス出発

15:30 ホテル着・休憩 15:30 ホテル着

16:00
16:15 バス乗車・出発

16:30 新千歳空港着

17:30 アイスビレッジ 17:30 搭乗開始
クラス写真撮影 17:50 新千歳空港発

18:00 18:00 ホテル着 18:00 夕食
各部屋にて (バイキング形式)

サイズ合わせ
18:30 夕食 18:30

(クーポン形式) 夕食
(クーポン形式)

19:30
19:55 伊丹空港着

空港で解散
20:30 入室点呼 20:30 入室点呼 20:30 部屋長会議

自由時間 自由時間 自由時間

21:00 部屋長会議 21:00 部屋長会議

21:50 入室点呼 21:50 入室点呼 21:50 入室点呼
22:00 消灯・就寝 22:00 消灯・就寝 22:00 消灯・就寝

7:00

17:00

16:00

14:00

13:00

12月17日（日）12月16日（土）12月15日（金）12月14日（木）
6:00

11:00

10:00

9:00

8:00

22:00

21:00

20:00

19:00

15:00

12:00
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【12 月 14 日（木）】 

時刻 行動 注意事項
7:00 欠席連絡 学校へ連絡

生徒集合 集合場所：モノレール大阪空港駅1F広場
整列・点呼 ①整列指導・点呼（各クラス１列）

②遅刻者の家庭連絡

健康チェック ③健康チェック（発熱など体調が悪い生徒は帰宅させる）
諸注意 ④諸注意・説明

※荷物タグは事前のＨＲで配布済み

7:30 空港へ移動 阪急山本の案内のもと　ＡＮＡ南ターミナルへ移動
Ｍ１＆Ｍ２→　Ｍ３＆Ｅ１→　Ｅ２＆Ｃ１→　Ｃ２＆Ｔ１

※２クラスずつ移動する。途切れないように。

チケット配布 ①荷物を預ける前に担任からチケット配布
搭乗手続き ②１Ｆで大きな荷物を預ける（修学旅行レーン）

　　預けた荷物はホテル直行

③２Ｆ入口にてセキュリティチェックを受ける
④搭乗案内まで各クラス１列で待機（トイレ使用可）

※携帯電話（電波の発する物）は機内モードか電源ＯＦＦ

※モバイルバッテリー類は機内持ち込みに入れる
8:15 搭乗案内 点呼

8:40 大阪空港発 ※携帯電話（電波の発する物）は機内モードか電源ＯＦＦ
10:30 新千歳空港着 ①空港到着ゲートから出たすぐのスペースで整列（１列）

　バスガイドが案内板をもって立ってくれている

※トイレは、ゲート出口付近にあるので済ませておく
②点呼

11:30 バス乗車・出発 ③担任の指示があったクラスからバス乗車・点呼・出発

　　　晴天時　　　　　　　　　　　　　　　　荒天時

妹背牛　　Ｍ２　　　　　　　　　　　　　Ｍ２＆Ｃ２(１１名)

池田町　　Ｅ１(２２名)＆Ｃ２　　　　　　　使　用　不　可
おびひろ　Ｍ１　　　　　　　  Ｅ２(１３名)＆Ｃ１＆Ｔ１(１４名)

苫小牧市　Ｅ２＆Ｔ１　　　　　　　　　　Ｍ３＆Ｃ２(１８名)

空知川　　Ｃ１　　　　　　　　Ｍ１(１名)＆Ｅ１＆Ｔ１(１３名)
どうぎん　Ｍ３・Ｅ１（１２名）　　　　　Ｍ１＆Ｅ２(12名)

昼食 ○昼食は各クラスバスに弁当を積んでいるので、
　　サービスエリアを利用し食べる

12:00 各施設のルールを守って体験を行うこと

～ ○動きやすい服装、靴を着ておく（事前に）
16:00 ○手袋を用意する

○寒いので、防寒着を着用する

16:15 バス乗車・出発 ①出発前点呼
②出発後、諸注意・説明

※途中のトイレ休憩はありません

18:00 ホテル着 星野リゾートトマムに到着・下車
①部屋鍵受け渡し（部屋扉は開けておくように指示）

※大きい荷物は各階に送られています（荷札に部屋番号を記載する）

※到着時間はクラスでバラバラです
②「健康チェック表」「室内点検カード」配布

部屋チェック ③室内点検カード　記入（室長係）

④各部屋内にあるウェアのサイズ確認（各個人）

各部屋にて ※各部屋内にあるウェア・小物類確認

サイズ合わせ 　部屋の前にあるブーツのサイズ確認
サイズが合わない場合は夕食前にツアーデスクへ

Ｍ２は２１：００までにツアーデスクへ

18:30 夕食 【会場】各会場

～ ミールクーポンを利用し、好きなところで食べる

20:30 ①部屋を施錠し、ツアーデスクに預ける
②混雑が予想されるので、時間を分散していく

③部屋へ戻る時は、部屋長がツアーデスクに報告し鍵を受け取る

（注意）２０：３０までには部屋に戻ってくること
20:30 部屋のチェック 健康チェック表　記入（保健係）

入浴 各部屋風呂を使用すること（大浴場はありません）

自由時間 ※外出は禁止　　売店は２１：００まで
※ホテル内で各自「しおり」に従って行動を！

21:00 部屋長会議 場所：１Ｆ　タワーⅡ側ロビー　ツアーデスク横

①健康チェック表　提出
②翌日以降の流れ

③諸注意・説明

21:50 入室点呼 ①自分の部屋に戻る
②担任の点呼を受ける

22:00 消灯・就寝 外出は指導対象

カーリング体験
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【12 月 15 日（金）】 

時刻 行動 注意事項

6:20 起床

6:30 朝食準備 ①部屋の室内整理
②部屋を施錠し、ツアーデスクに預ける

6:45 朝食 　【会場：アルファトマム６Ｆ　メイフェア】※徒歩１０分
Ｍ３・Ｃ２　　６：４５～　　Ｍ１・Ｅ２　　７：００～
Ｍ２・Ｃ１　　７：１５～　　Ｅ１・Ｔ１　　７：３０～
①部屋長は食堂前で健康チェック表を受け取り、記入
※必ずホワイトボードを確認する
②着席指導、点呼
③健康チェック表を担任に提出する
④食べ終えたら、食器を整え、部屋に戻り支度する
⑤ツアーデスクから部屋鍵をもらう

8:15 体験学習準備 ①ウェアに着替える、ブーツを履く
　　※体験学習時は部屋には戻りません
②貴重品は金庫に入れ、管理する
③部屋施錠、ツアーデスクに預ける

9:00 ゲレンデ集合 ①各クラス２列で整列
②点呼
※整列完了クラスから、クラス写真撮影
③クラス写真撮影後、体験学習の班に並ぶ

9:30 開校式 ①整列・点呼
②団長挨拶（管理職）
③生徒代表挨拶（生徒会１名）
④インストラクター紹介
⑤ゼッケン配布
⑥諸注意・説明

9:45 午前講習 インストラクターの指示で、板やストックを受け取る
～

11:45
12:00 昼食・休憩 【会場】ニニヌプリ

インストラクターの誘導のもと移動
13:00 午後講習

～
15:00
15:30 ホテル着・休憩 ウェアを乾かせる、整理整頓
17:30 アイスビレッジ ①部屋を施錠し、ツアーデスクに預ける

～ Ｍ２・Ｃ１　１７：３０～　　Ｅ１・Ｔ１　１７：４５～
18:30 Ｍ１・Ｅ２　１８：００～　　Ｍ３・Ｃ２　１８：１５～

②アイスビレッジでクラス写真
③クラス写真後、夕食会場へ

～ 夕食 【会場】各会場
20:30 ミールクーポンを利用し、好きなところで食べる

①部屋を施錠し、ツアーデスクに預ける
②混雑が予想されるので、時間を分散していく
③部屋へ戻る時は、部屋長がツアーデスクに報告し鍵を受け取る
④部屋長は「健康チェック表」「室内点検カード」を受け取る

（注意）２０：３０までには部屋に戻ってくること
20:30 入室点呼 部屋で各担任の点呼を受けること
21:00 部屋長会議 場所：１Ｆ　タワーⅡ側ロビー　ツアーデスク横

①室内点検カード　提出
②健康チェック表　提出
③諸注意・説明

21:50 入室点呼 ①自分の部屋に戻る
②担任の点呼を受ける

22:00 消灯・就寝 外出は指導対象  
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【12 月 16 日（土）】 

時刻 行動 注意事項

7:00 起床

7:15 朝食準備 ①部屋の室内整理
②部屋を施錠し、ツアーデスクに預ける

7:30 朝食 　【会場：アルファトマム６Ｆ　メイフェア】
　Ｅ１・Ｔ１　７：３０～　　Ｍ２・Ｃ１　７：４５～
　Ｍ１・Ｅ２　８：００～　　Ｍ３・Ｃ２　８：１５～
①部屋長は食堂前で健康チェック表を受け取り、記入
※必ずホワイトボードを確認する
②着席指導、点呼
③健康チェック表を担任に提出する
④食べ終えたら、食器を整え、部屋に戻り支度する
⑤ツアーデスクから部屋鍵をもらう

8:45 体験学習準備 ①ウェアに着替える、ブーツを履く
　　※体験学習時は部屋には戻りません
②貴重品は金庫に入れ、管理する
③部屋施錠、ツアーデスクに預ける

9:15 ゲレンデ集合 ①体験学習時の班で整列
②点呼

9:30 午前講習 インストラクターの指示で、板やストックを受け取る
～

11:45
12:00 昼食・休憩 【会場】ニニヌプリ

インストラクターの誘導のもと移動

13:00 午後講習
～

14:45
15:00 閉校式 ①整列・点呼

②インストラクター挨拶
③生徒代表挨拶（生徒会１名）
④団長謝辞（管理職）
⑤諸注意・説明
※インストラクターの指示で板やストックを返却する

15:30 ホテル着 ウェアやブーツを本部に返却する
休憩

18:00 夕食 各クラスホテル到着後部屋に入り次第、夕食会場に向かう
～ 　【会場：アルファトマム６Ｆ　メイフェア】

19:30 Ｍ１・Ｅ２　１８：００～　　Ｍ３・Ｃ２　１８：１５～
Ｅ１・Ｔ１　１８：３０～　　Ｍ２・Ｃ１　１８：４５～
①部屋長は部屋の鍵を閉め、部屋全員を連れて移動
②部屋鍵はツアーデスクに預ける
　エレベータの移動も含めて計１０分ほどかかります
③１つの卓に１３席あるので、詰めて座る
④バイキング形式のため、各自好きな料理を取る
※料理の前に７大アレルギー表示あり
⑤諸注意・説明
部屋鍵受け渡し（部屋扉は開けておくように指示）

20:30 部屋長会議 場所：１Ｆ　タワーⅡ側ロビー　ツアーデスク横
①室内点検カード　提出
②健康チェック表　提出
③諸注意・説明

21:50 入室点呼 ①自分の部屋に戻る
②担任の点呼を受ける

22:00 消灯・就寝 外出は指導対象  
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【12 月 17 日（日）】 

時刻 行動 注意事項
6:00 起床
6:15 朝食準備 ①部屋の室内整理

②部屋を施錠し、ツアーデスクに預ける
6:30 朝食 　【会場：アルファトマム６Ｆ　メイフェア】

　Ｍ３・Ｃ２　６：３０～　Ｍ１・Ｅ２　６：４５～
　Ｍ２・Ｃ１　７：００～　Ｅ１・Ｔ１　７：１５～
①室長は食堂前で健康チェック表を受け取り、記入
　※必ずホワイトボードを確認する
②着席指導、点呼
③健康チェック表を担任に提出する
④ツアーデスクから部屋鍵をもらう

朝食後 部屋掃除 ①各部屋でゴミを分別し、部屋の片づけを行う。
②片づけが終わったら、荷物の整理を行う。
③身支度を終えたら、部屋を施錠する。
④ツアーデスクに室内点検カードを提出する。

8:30 バス出発 ○Ｍ３→Ｍ２→Ｍ１→Ｔ１→Ｃ２→Ｃ１→Ｅ２→Ｅ１

途中トイレ休憩あり
諸注意・説明

11:00 小樽着 クラス写真撮影は「小樽運河」にて
～ クラス写真撮影○クラス写真撮影はバス到着クラスから順次行う。

14:45 小樽散策 ※①クラス写真撮影後は自由散策
※②昼食は自由食、散策は単独で行動しない
※③事故やトラブルにあったときは、本部携帯に電話する
※④新千歳空港ではお土産を買う時間がないので、
　小樽で買っておくこと。（ただし酒類タバコ類は禁止）

15:00 バス集合 ○必ずトイレはすませておく
車内にて担任による点呼

15:15 バス出発 諸注意・連絡

16:30 新千歳空港着 ○バス到着後、添乗員の案内で１階の空港出発ロビーへ移動
　　各クラス１列で整列
①整列・点呼
②諸注意・説明
③荷物整理　出来るだけ土産を大きな荷物へ入れる　
④チケット配布
⑤トイレ休憩

17:30 搭乗開始 ①大きな荷物を預ける、航空保安検査を受ける
②搭乗口前の出発ロビーにて、担任より点呼を受ける

17:50 新千歳空港発 ※携帯電話（電波の発する物）は機内モードか電源ＯＦＦ
19:55 伊丹空港着 ①到着後、大きい荷物を取りに行く

（修学旅行専用レーンがあります）
②荷物を取れたら担任に報告
（全員が受け取れたら各クラスで解散）  
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