
日光移動教室保護者説明会資料 

  令和４年５月１３日（金） 

昭島市立拝島第一小学校  ６年 

 

 

１．ねらい 

 (1) 日光国立公園の雄大な自然に親しみ、健全な心と体を養う。 

 (2) 文化遺産や名所の見学を通じて、歴史や地理に対する関心を高める。 

 (3) 寝食を共にした集団生活を通して、規律ある行動を身に付け、友達との交流を深める。 

 (4) 感動深い体験を記録として残すなど、小学校生活の楽しい思い出を作る。 

 

 ２．期 日 

   令和４年６月１２日(日)～１４日(火) ２泊３日 

 

 ３．目的地  栃木県日光方面  

   1 日目・・・かみつけの里(古墳見学)  

   2 日目・・・小田代ヶ原ハイク(湯元～湯滝～赤沼) 華厳の滝 光徳牧場 三本松 

3 日目・・・日光東照宮 

   

 ４．宿 舎 

   奥日光小西ホテル  〒321－1662 栃木県日光市湯元 25４9‐５ 

                        Tel…0288－62－2416  Fax…0288－62－2360    

  

 ５．参加人数 

 男 子 女 子 計 

第６学年 １組 ２１ １７ ３８ 

      ２組 ２２ １７ ３９ 

３組 ２１ １８ ３９ 

児 童 数 合 計 ６４ ５２ １１６ 

引 率 職 員 
５ 

２ 

(看護師含む) 
７ 

総  計 ６９ ５４ １２３ 

             

６．引率職員  

   バス 1 号車・・鵜川 雅行(校長)  関口 翼(６－２)  添乗員さん      

    バス 2 号車・・児玉 倫惟(６－１) 渡部 幹夫(専科) 

バス３号車・・浅野 里緒(６－３) 園村 恭子さん(看護師) 

バス４号車・・高橋 博直（専科） 写真屋さん 

 

 

 ７．職員の任務分担  

 (1) 運 営 

     ・総指揮：校長  ・運 営：関口  ・会 計：関口  ・班 長：関口  ・生 活：児玉      

・食 事：浅野  ・保 健：高橋  ・記 録：渡部 

   

 

 

 

 

 ８．健康管理について  

 (1) 移動教室前 

  ① 「移動教室事前健康調べ」に記入する。アレルギーなどの調査で使用します。 

  ②  ｢健康カード｣に記入を開始する。６月５日(日)～6 月 15 日(水) 

    ※事前検診で使うため、体温の折れ線グラフの記入も忘れずにお願いします。 

  ③「保険証のコピー」を封筒に入れ、記名し、封をしたものを５月２７日(金)に担任に提出してくだ 

さい。 

  ④ 事前健診 ６月１０日（金）13:30～。※健康カード持参。事前検診で使います。 

 (2) 移動教室中 

    ① 検温を１日２回行います。(朝・夜はカードに記録する)また、ホテルや見学施設に入るときにも検

温を行う場合があります。その際、場合によっては入場できないこともありますので、ご了承くだ

さい。 

    ② 睡眠時間を十分にとるようにします。 

  ③ 具合が悪くなったら、すぐに先生に知らせるようにします。 

 

【重要】コロナ対策 

感染症予防のため、発熱及び各症状が発症した際、迎えに来てもらうこともございます。必ず連

絡がとれるようにしておいてください。 

現地の病院で受診し、万が一「陽性」と診断された場合、現地での治療となります。必ず迎えに

来られるように心構えをしておいてください。 

 

(３) 移動教室後 

  ① ｢健康カード｣の第３日目の夜と翌日の欄を記入し、学校に提出してください。 

  ② 発熱など、体調に著しい変化があった時は、すぐに担任に連絡してください。 

  (４) その他・お願い 

① 現在、医療(内科的)を受けている児童は、事前に医師と相談してください。 

② 喘息のある児童は、発作が起こった場合の対処ができるよう薬を用意し、そのことを担任に連絡

してください。また、｢認定書｣をお持ちの方は、コピーを持たせてください。 

③ 酔い止めと医師により処方された薬以外は、持って行きません。（普段使いの市販の常備薬等があ

れば、健康調査票に記入の上、持たせてください。） 

また、移動教室中薬の服用をする場合は必ず、担任の許可を得るようお話ください。 

  ④ 服用する薬は児童管理となります。児童が自分で薬を服用することができるよう、薬を服用ごと

に小分けにして、児童名や、服用するタイミング(日付、朝・昼・夕・夜など)を明記の上、児童

に持たせてください。 

⑤ 保健に関することで心配なこと（夜尿症等）があれば、事前に担任に相談してください。 

 

９．病気・事故に備えて  

 (1) 現地の病院など 

    奥日光診療所           ０２８８－５５－０５０１ 

         日光市中宮祠 2478-22 

    日光市民病院            ０２８８－５０－１１８８ 

         日光市清滝安良沢町 1752-10 

        日光警察            ０２８８－５３－０１１０ 

    日光消防署          ・ ０２８８―５４―００５０ 

※感染症が疑われる症状の場合は、ホテルによる送迎は不可です。（37.5℃以上の熱がある場合には、ホ

テル側は送迎を行うことができません） 

※急患発生時には、必要に応じて救急車を要請します。医療機関については日光消防署本部の紹介や救急

隊の判断に委ねます。 

(2) 病院にかかった場合は、学校が現金(患者負担分)を立て替え、後日精算になります。 

  (3) 傷害等の場合は、保険の手続きをとります。 

事前に男女別の 

保健指導を行います。 

 



 10．注意する事柄 

 (1) 前日の準備 

  ① 持ち物の記名をお願いします。(バッグには旅行会社から配布される名札をつけてください。) 

  ② 持ち物を一覧表で確認し、子供自身がバッグに入れるようにしてください。 

④  ハイキングの服装(帽子含む)はハチ対策のためなるべく黒色を避けてください。 

  ④ 当日に向けて前日は遅くても９時には寝るようにしてください。 

 (2) 当日の朝 

  ① 朝食をしっかりとり、排便を済ませるよう声をかけてください。 

  ② 集合時間は７：４５です。 

      ※ 急病等で参加できなくなった時は、７時 30分～７時 40分の間に学校へ電話をしてください。 

 

 11．宿舎での生活   

 (1) 災害時にも慌てずに行動できるよう非常口を宿舎到着後子供たちと確認します。 

  (2) 宿舎内は上履きでの移動となります。 

 (3) 宿舎では、生活班で部屋で過ごします。 

 

 

 12．移動教室費用・おこづかいについて 

(1) 移動教室費用の詳細は、後日お知らせします。 

(2) おこづかいは、3,000 円です。 

「おみやげタイム」は２日目の宿舎のみです。 

※封筒には必ず名前を書き、セロハンテープで厳封の上、５月２７日（金）に保険証のコピーの封筒

とは別の封筒にいれて、お子様に持たせてご提出ください。２７日の朝に各学級の担任が校門のと

ころでおこづかいの入った封筒と保険証のコピーが入った封筒の２つをお預かりいたします。 

 

 提出期限  ５月２７日（金）１８：３０まで 

管理の都合上、期限をお守りください。 

1３．その他 

(1) おやつは持っていきません。 

  (2) 電池を使用するゲーム類は持っていきません。トランプなどのカードゲームは各部屋で相談して持 

ってきます。持ってくる場合は必ず記名をし、自分で管理できるようにしてください。 

 (3) 服装は、動きやすい服・はき慣れた運動靴・帽子を用意してくだい。  

 (4) お風呂に置いてある石けん類を使います。 

・ シャンプー ・リンス ・ボディーソープ の３種類です。 

※歯ブラシ等のアメニティ類はありません。各家庭でご用意ください。 

ドライヤーは各部屋にあるものを使います。 

 (5) 携帯電話などの関係ないものは持っていきません。 

 (6) 奥日光の天気は日本海側の新潟（栃木寄りの地域）と同じになることが多いそう 

です。また、標高も高いため、昼間暖かくても朝晩は寒くなることが多いです。 

 

1４．日光での食事 ：アレルギー等ある場合は、対応してもらえます。 

(  )は食事を提供する業者です。細かい成分表は学校 HP をご確認ください。 

 

１日目 昼食（登利平） 

ご飯、鶏肉、つぼ漬、葉唐きゅうり 

 

１日目 夕食（小西ホテル） 

陶板焼き（豚陶版焼き・玉葱・もやし・ピーマン・バター・じゃがいも）・温キャベツ・トマト・ポテ

トフライ・海老フライ(タルタルソース)・ビーフシチュー(ミルク少々)白飯・味噌汁（わかめ、豆腐、

三つ葉）・クレープ包み(みかん・バナナ・パイナップル・メロン・ホイップ・アイスクリーム・ブル

ーベリーソース) 

 

２日目 朝食（小西ホテル） 

温キャベツ・トマト・マカロニサラダ・プチトマト・納豆・ロースハム・笹かま・玉子焼き・白飯・

味噌汁(なめこ・万能ねぎ)・オレンジジュース 

 

２日目 昼食（二荒レストセンター） 幕の内弁当 B 

厚焼き玉子・ちくわの磯辺揚げ・肉団子・ウインナー・鶏の唐揚げ・里芋・焼きそば・添え物・ご飯・

フルーツ（パイナップル、オレンジ）・漬物 

※光徳牧場にて…ソフトクリーム 

 

２日目 夕食（小西ホテル） 

すきやき(白菜・しめじ・エノキ・長ネギ・豚肉・豆腐・糸こん・水菜)温キャベツ・トマト・レモン・

鶏から揚げ・ホタテチーズグラタン・白飯・味噌汁(わかめ・ミツ葉)・プリン(みかん・バナナ・パイ

ナップル・ホイップ) 

 

３日目 朝食（小西ホテル） 

温キャベツ・プチトマト・ポテトサラダ・ウインナー・コンソメスープ(ベーコン・玉葱)ホットケー

キ(メイプルシロップ・バター)・オレンジジュース 

  

３日目 昼食（冨士屋観光センター）  カレーライス・ヤクルト・パイナップル 

※アレルギーがお子さまにある場合、必ずご連絡ください！ 
 

1５．持ち物･･･必ず記名をし、行き帰りにチェックしましょう。◆印は、必要な人が持って行く物 

 

(1) リュックサックの中に入れておく物(バスの座席に持ち込みます) 

 
チェッ

ク 
持ち物  

チェッ

ク 
持ち物 

1   
水筒（熱湯でも可能な物で、ストロ

ー式は不可） 
９   体温計 

2   折りたたみかさ 10   ハンドタオル（ぬらさない） 

3   カッパ（必ず上下） 11   防寒用の上着 

4   ハンカチ ティッシュ 12   マスク 2,3 枚 

5   筆記用具 13   ◆虫よけ、ばんそうこうなど 

6   しおり 
14   

◆腕時計（自己管理が出来て、持って

こられる人） 7   小さめのビニール袋(数枚) 

８   ぼうし(かぶってもよい)     

※肩掛けバックではなくリュックサックをご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 大きいバック※１の中に入れておくもの（バスのトランクの中に入れます） 

 
チェッ

ク 
持ち物  

チェッ

ク 
持ち物 

１   

長ズボン 長そでシャツ 

（七分丈は×） 

（２日目のハイキング用） 

11   
絵具の太筆・細筆 

（ふくべ細工で使用） 

２   普段着上下（３日目用） 
12   ハンカチ ティッシュ２日分 

   小銭入れ（お釣り入れ） 

３   靴（履き替え用） 13   洗面用具※２ 

４   下着上下 ３日分 14   お土産を入れる袋（記名） 

５   くつ下 ３足 15   ◆薬 

６   厚手の長袖 16   ◆針金ハンガー 

７   パジャマ 17   ◆室内ゲーム 

８   

ビニール袋 3、4 枚 

（ゴミ、衣服入れ、汚れ物な

ど） 

18    

９   
タオル（薄手のもの）２～３

枚 
19    

 

※１キャリーバッグは控え、ボストンバック系又はリュック系のものをご用意ください。 

 

※２備え付けのものもありますがシャンプーやリンス、くしなど普段使いの物を使いたい場合は用意をし 

てください。持ってくる場合は必ず記名をし、自己管理でお願いいたします。貸し借りは禁止です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．主な行程表 

＊ハイキングは、小雨決行です。雨天の場合は中止にし、３日目には行いません。 

１日目 ２日目 ２日目 

ハイキングができない場合 

３日目 

・学校出発 

 

・かみつけの里資料

館（群馬） 

 

・昼食 

 

・宿舎 

 

・ふくべ細工体験（宿

舎） 

 

・夕食 

 

・入浴 

 

・就寝 

・起床 

 

・朝の会 

 

・朝食 

 

・小田代ケ原ハイキング 

 

・昼食 

 

・華厳の滝 

 

・光徳牧場（アイス） 

 

・三本松 

 

・宿舎 

 

・夕食 

 

・ナイトハイク 

 

入浴 

 

就寝 

・起床 

 

・朝の会 

 

・朝食 

 

・日光東照宮 

 

・昼食 

 

・自然博物館 

 

・華厳の滝 

 

・宿舎 

 

・部屋レク 

 

・夕食 

 

・入浴 

 

・就寝 

・起床 

 

・朝の会 

 

・朝食 

 

・日光東照宮 

（ハイキング） 

 

・昼食 

 

・日光出発 

 

・学校到着 

 

17.費用について  

 

交通費(バス･有料道路･駐車料)                              11,150 円 

宿泊費(２泊４食)                                                 18,040 円 

弁当代・アイス(２日目･３日目)                                       2,730 円 

拝観入場料など（日光彫含む）                              2,405 円 

国内旅行損害保険                                     300 円 

救援者費用保険                                        42 円 

コロナ変更補償                                       620 円 

企画料金                                         686 円 

添乗員費                                                              330 円 

 小 計                                                  36,303 円 

 

※  参加人数によって変動する費用があります。 

金額に変更がある場合はご連絡しますので、ご了承ください。 

差額を改めて徴収するのではなく、前もって多めに徴収させていただきました。 

◆返金・キャンセル・残金変動等について 

・移動教室中に帰らなくてはならなくなってしまった場合は、キャンセル料等がかかることもありま

す。ご了承ください。 

・残金については、今後の教材費の支払いにあてさせていただきます。 



18.お願い  

・高熱等で移動教室中に帰らなくてはならなくなってしまった場合は、保護者の方に現地まで迎えに

来ていただくことになります。また、移動教室中に緊急の連絡をする場合もあります。いつでも連

絡ができるようにお願いします。 

 ・学校到着時間ですが、道の状況などにより、前後することが考えられます。万が一、 

早く戻ってきた場合に、子供たちが帰宅できるよう、鍵などの相談をよろしくお願 

いいたします。 

 

19．保険について 

①加入していただく保険 

  ・国内旅行損害保険…けがや賠償保障の保険【300 円】 

  ・救援者費用保険…旅行時の発熱などにより保護者の方にお迎えに来ていただいた場合の交通費 

【42 円】 

※例外もありますが、本人に発熱があり、お迎えの日のうちに病院に行ってい 

た場合保険が適用されます。 

  ・コロナ変更補償…参加者に陽性者が出てしまった場合のキャンセル料の補填 

           【620 円】参加人数により金額が変わる場合があります。 

            ※本人が陽性だった場合、保険が適用されます。 

 

 ③バス代について 

例年は、欠席した場合は参加人数でバス代を割り直し、お休みしたご家庭はバス代のご負担はあり

ませんでした。今年度は、昭島市で統一して、お休みしたご家庭もバス代をキャンセル料に含ませ

ていただきます。 

 

20．参加にあたって 

 ・参加にあたって参加の同意書のご提出をお願いします。保険の関係で機関が短く、申し訳ありませ 

んが 5 月 18 日（水）までに提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～同意書の提出の前にご確認お願いいたします～ 

 

（１） お子さんやご家族等が、感染した場合や濃厚接触者と特定された、もしくはその可能性がある

場合、発熱・体調不良の場合（出席停止扱いの場合に該当）は参加できません。 

※キャンセル料が発生しますが、参加予定児童の中で一人でも陽性と判明した児童がでた場合

は、他の児童は同行予約者となり、家族の感染等で参加できなくなっても保険で補填されます。 

※半数以上がキャンセルになった場合は、50％の補填になります。 

 

（２） お子さんが現地で発熱等があった場合、現地までお迎えをお願いします。 

※お迎え後、帰宅までの間に医療機関を受診した場合、救援者支援保険で補填されます。 

※お子さん本人に発熱等何らかの症状がない場合は、補填の対象になりません。 

 

（３） 学年内で感染者が複数判明するなど、安全な移動教室の実施が難しいと考えられる場合、学校

と市で協議の上、延期の判断を行うことも考えられます。 


