
宿泊学習説明会



① ねらい

◆ 野外活動を通して自然に親しみ自然を愛する心、強い心、強い身体

を育てる。

◆ 集団行動を通して、自他の健康安全に配慮する態度や公衆道徳を

身につける。

◆ 生活を共にすることで先生や級友たちとの人間的なふれ合いを深

めさせ楽しい思い出を作る。

期日

令和５年１月１７日（火） ～ １月１８日（水） 【１泊２日】

場所 沖縄県立石川青少年の家
（〒 ９０４－1106） うるま市石川３４９１－２



➁ 参加人数と引率者

団体責任者（団長） 教頭：木村 洋一

組 男 女 合計 担 任 担 任 外

１ １７ １３ ３０ 上原 真紀 スマイル 上原 司

養護 知念 篤子大度
分校

２ ０ ２ 普天間 督

計 １９ １３ ３２



③ 費用

シーツ代 ２００円
野外炊飯代 ５８０円
朝食代（２日目） ５００円
昼食代（２日目） ５８０円
おやつ代 １００円
雑費（洗剤・スポンジなど）２４０円

※費用は、１２月２３日（金）までに提出して下さい。

合計２，２００円



④ 日程

１日目

８：００ 健康観察
８：３０ 出発式
９：００ 学校出発

10 ：００ 石川青少年の家着・入所式
1１：００ 学級レク
1２：００ 昼食（弁当）
13 ：００ 野外炊飯（カレー作り）
1７：３０ 入浴
1８：３０ ナイトウォーク

余興大会・おやつタイム
２１：００ 班の反省会・健康観察（検温）・就寝準備
２２：００ 就寝
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ナイトウォーク

子供達だけで歩くため
安全確保のための
保安要員が９名必要です
ご協力お願いします
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２日目

６：００ 起床（健康観察：検温）
６：３０ 朝の集い
７：００ 朝食
８：００ 施設清掃
９：００ 登山（Ｃコース 約３時間半）

12 : ００ 昼食
13：３０ 退所式
14：００ 石川青少年の家 出発
15：００ 学校到着

解散式
15：30 下校
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⑤学校としてのコロナ対策

バス乗車時

○乗り降りの際のアルコール消毒を行う。

○車内でのマスクの着用を行います。

○バスの中でもバス会社の指導のもと換気を行う。

宿泊時

＊施設利用に関しては施設の対策に準じて感染防止に努める。

○活動の前後で手洗いとアルコール消毒を行う。

〇就寝、起床時には健康観察（検温）を行う。



⑥持ち物について ナップザックとバックの２つに分けて準備する
子供達と一緒に準備をお願いします。

＊登校するときは、野外炊飯の格好（長袖・長ズボン）で登校です。

帽子もかぶってきましょう。

ナップザック
・宿泊学習のしおり
・ハンカチ
・ポケットティッシュ
・エチケット袋（酔い袋）
・水筒（肩ひも付き）
・昼食の弁当（使い捨ての容器に入れる）
・マスク（１）



着替え

・就寝用着替え（１）・肌着、下着（２）
・上着（２）・ズボン（２）・くつ下（２）
・羽織る物（防寒対策）・登山用の長袖、長ズボン

洗面入浴

・歯ブラシ ・タオル（洗面用１、入浴用１）
・バスタオル（１） ・シャンプー、石けん

その他

・マスク（３枚）・汚れもの入れ袋（５袋）
・ペットボトル（水 500ml×２本）・軍手 ←登山用
・ぞうり（サンダル）・雨具（かっぱ）・ヘッドライト（１）
・常備薬（必要な人）・生理用品（女子全員）

バック



提出物

①食物アレルギー調査票 １２月１９日（月）

②ナイトウォーク保安員調査票 １２月１９日（月）

③宿泊学習費用 １２月２３日（金）


