
令和４年度 

豊見城高等学校修学旅行 保護者説明会 
 

日時：令和４年８月 30日（火） 

 18時 30分～ 

場所：本校体育館 

 

 

【会 順】  

  １．開会のことば          司会 大城（２学年主任） 

  ２．校長あいさつ          校長 津野 良信 

  ３．旅行説明 

    （１）学校より         ２学年主任 大城 直輝 

    （２）旅行社より        沖縄ﾂｰﾘｽﾄ  伊仲 信弘 

  ４．質疑応答 

  ５．閉会のことば          司会 

 

 

【配布物】 

１．資料 

・修学旅行について ・・・・・・・・・・・・ １ 

・申込及び旅費納入について ・・・・・・・・ ３ 

・健康管理について（保健室） ・・・・・・・ ４ 

・参加心得 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

２．旅行社資料 

行程表  

修学旅行ガイドライン 

取消料金について 

学校旅行総合保険について 

Q＆A 

キャンセル保険について 

３．令和４年度 修学旅行参加申込書 

４．誓約書 

 

 



 

令和４年度沖縄県立豊見城高等学校 修学旅行について 

 

 

【期 日】 令和４年 12 月 12 日（月）～16 日（金）４泊５日 

【場 所】 関東方面（山梨県・神奈川県・東京都・千葉県） 

【参加者】 

引 率：団長 教頭  石嶺 若子 

（予定）２学年主任  大城 直輝 

 クラス担任  ３～４名（未定） 

生 徒：180 名（予定） 

看護師：１名 

添乗員：５名 

 

１．修学旅行の目的 

（１）本県にない自然や他都道府県の人々の生活や歴史、文化にふれ郷土への認識を一層深める。 

（２）我が国の政治･経済･科学技術･スポーツ･芸術文化の中心地である東京都を見聞し見識を深め，

将来の進路設計への展望を開く契機にする。 

（３）公共の場において、団体行動の経験を積むことにより、社会の決まりや公衆道徳、時間のけじめ

などの大切さを再確認する。 

（４）生涯の心に残る良き思い出をつくり、同じ時に同じ学び舎で過ごした仲間の絆を深める。 

 

２．生徒心得 

(１) 常に高校生としての自覚と誇りをもち･マナーを守り･責任ある行動をとる。 

(２) 諸規則を守り団体の規則や引率教師･リーダーの注意を良く守り，秩序ある行動をとる。 

    万一違反した場合には、即時離団（保護者へ引き継ぎ）を命ずることがある。 

  （その際の費用は保護者負担とする） 

(３) 行動予定をしっかりと把握し、集合時間 10 分前には全員が揃うよう心がけ，各企画に支障の無

いようにする。 

(４) いかなる場合も絶対に個人行動はしない。 

(５) 十分な睡眠をとり健康状態を常にベストコンディションに保つよう心がける。 

(６) 病気･その他、困ったことが起こった場合は、すぐに引率者に相談する。 

(７) 事前学習をしっかりと行い、見学・体験すべきポイントを確認し計画を密にしておく。 

     （見学・体験が済んだら感想などをその日の研修しおりに記入する。） 

(８) 修学旅行の日程が終了するまで原則として離団できない。 

(９) ホテルへの個人的な訪問客の出入りは原則禁止です。やむを得ない時は必ず引率教師に申し出

て承諾を得ること。 

(10) 修学旅行中移動時は、基本的に制服着用とする。 

(11) 養護教諭から旅行前に検診を受けるように指示された生徒は事前に診断書を提出する。 

(12) 携帯電話（スマートフォン等）は、航空機内では電源を切りバスの中･見学中･食事中など全体

行動時には使用しない。通話は他人の迷惑にならないように心がける｡ 

(13) 乗り物に弱い人は、前もって酔い止めを飲んでおく。 
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３．服装と携帯品 ※生徒オリエンテーションにて改めて確認する予定です。 
 
(１)種類と数量 （学校側では一切用意しません。各自で確実に用意する） 

 

持 ち 物 

 制服（学校指定）  小遣い（３万円以内） 

 私服（華美でないもの）  修学旅行のしおり 

室内着(ﾄﾚﾊﾟﾝ上下，ﾄﾚｰﾅｰ等)  ビニール袋（洗濯物入れ） 

 学校指定ジャージ  筆記用具・学生証 

 下着（４～５枚）  靴（ 滑りにくいもの ） 

 靴下・タイツ（必要数）  常備薬 ( 酔い止め，腹痛，頭痛， 

   生理用品，コンタクト用品など )  タオル（ホテルにある） 

 歯ブラシセット  健康保険証  

 防寒着 (ｺｰﾄ･ﾏﾌﾗｰ･手袋･ｶｲﾛなど)  その他必要なもの 

※下着などを工夫して、動きやすく着ぶくれしない防寒対策をとるように。 

  

(２) その他注意 

① 服装，携帯品は必要最小限にすること。（持ち込み荷物の重量が厳しくなっている為） 

  ・預け荷物 → １個  ・機内持込 → １個 

② カバン（お土産等）には必ず荷札をつけ，所持品にはすべて名前を記入しておくこと。 

③ 所持品・貴重品は自己管理を徹底すること。 

④ 所持品には名前を記入するなど印をつけて他人と間違わないようにすること。 

 

４．宿泊ホテル 

（１） 山梨県 ホテル湖龍（２泊） 

 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川６３０−１  TEL：0555-72-2511 

（２） 千葉県 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート（２泊） 

 千葉県浦安市舞浜１−６   TEL：047-355-1111 

  

ホテルは、プライベートな空間です。他の宿泊客に迷惑を掛けないように最善の注意を

払いましょう。 

 

５．離 団 

個人の都合による途中離団は認めない。 

但し、懲戒規定にかかる行動があった場合、即刻離団をさせることがある。 

（その際は、保護者が帰沖にかかる費用を負担し現地にて引き継ぐ） 

 

６．関係連絡先 

（１）沖縄県立豊見城高等学校  TEL ０９８－８５０－５５５１ 

（２）沖縄ツーリスト株式会社  TEL ０９８－８５７－２２２２ 

営業時間：月～金 １０：００～１７：３０  
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令和４年８月 30 日 

２学年保護者各位 

 

沖縄県立豊見城高等学校 

校 長  津 野  良 信 

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和４年度沖縄県立豊見城高等学校修学旅行の申込および旅費納入について（お知らせ） 

 

残暑の厳しい折、保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素

より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、今年度の修学旅行の日程、旅費等が下記の通り決定いたしましたので、ご案内申し上げます。 

今年度の学習要素として、「東京都内見学」、「東京ディズニーシー」さらに自主性を育む「班別自

主研修」などを計画しております。修学旅行は貴重な教育活動の場であり、生徒が最も楽しみにして

いる学校行事のひとつであります。 

つきましては、出費の多い時節とは存じますが、ご理解をいただき、申込及び旅費の納入にご協力

下さいますようお願い申し上げます。参加申込は、「修学旅行参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、

ご提出ください。 

 

記 

 

１．対 象：２学年 

２．日 時：令和４年 12 月 12 日（月）～12月 16 日（金） 

３・コ ー ス：関東方面（詳細は、行程表を参照してください） 

４．申込締切日：令和４年９月８日（木）厳守 

５．旅 行 費 用：１２１，５００円 

６．納 入 方 法：銀行振込 

 

一括払いの場合 令和４年 11 月 18 日(金)まで   121,500 円 （予定） 

分割払いの場合 第１回目  9 月 30日(金)まで  40,000 円 

 第２回目 10月 28日(金)まで  40,000 円 

 第３回目 11月 18日(金)まで  41,500 円 （予定） 

 

お振込先 

琉球銀行 本店営業部（店番 201） 

普通預金 №166765 

口座名義 沖縄ツーリスト㈱代表取締役 東 良和 

 

※ お振込には別途手数料がかかります。各自ご負担にてお願いいたします。 

※ お振込みの際は、生徒名でお願いします。保護者名でお振込みいただいた場合は、その旨、

下記旅行社までお電話にてご連絡お願いします。 

 

７．取扱旅行社：沖縄ツーリスト株式会社 

 〒901-0155  那覇市金城 1-12-17 那覇西ビル２階 

 営業時間：月～金 10:00 ～ 17:30 

 TEL: 098-857-2222  FAX: 098-857-2200 

 

以上 
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tel:098-862-3355


令和４年８月 

豊見城高校 保健室 

 

修学旅行参加者・保護者の皆様へ 

有意義な修学旅行にするために 

 令和４年度は久しぶりに修学旅行が実施されます。体調を整えて、心身ともに快適な状態で修学旅行

に参加できるよう、ご協力をお願いいたします。 

 

１．健康調査の実施について  

  参加者全員を対象に「修学旅行に向けての健康調査」を１０月頃実施します。 

保護者と参加生徒一緒に確認しながら記入をお願いします。 

その際、緊急連絡先として保護者の携帯番号・職場の記入がありますので、 

記入モレがないようお願いします。 

 

２．事前の健康管理について 

（１）快食、快眠、快便を心がけ、体調を整えておきましょう。 

（２）慢性の病気や持病（ぜんそく、心臓病、てんかん等）、心配な症状がある場合には事前に医療機

関を受診し、旅行中の注意事項や緊急時の処置等を主治医と相談しておきましょう。環境の変化

や寒暖の差により症状が出ることが考えられる場合も受診をお勧めします。 

（３）飛行機の離着時に気圧の変化で、耳に痛みを感じる場合があります。特に、鼻炎や中耳炎等の 

   持病のある生徒は、事前に耳鼻科を受診しましょう。 

（４）５月の歯科検診でむし歯等の治療が必要だった人は、必ず歯科受診・治療を済ませてください。 

（５）マスク、常備薬や処方薬、絆創膏などご家庭で準備し持参して下さい。薬に関してはアレルギー、

副作用などの心配もありますので、保護者確認のもと、自分に合った薬を準備しましょう。 

      （よく頭痛や腹痛を起こす人、生理痛がひどい人、乗り物に酔いやすい人など） 

   ※薬・マスクは数日分、余分に持参しましょう。 

（６）健康保険被保険者証（個人カード式）をご用意ください。緊急を要する場合は旅行先の医療機関

にて受診する場合があります。 

（７）女子の生体リズムは、環境やストレスで大きく変化します。念のため、女子全員生理用品を準備

することをお勧めします。 

 

３．修学旅行中の健康管理について 

（１）睡眠不足は、車酔いや体調不良の原因になります。十分睡眠が取れるようお互い思いやりの気持

ちをもち協力しましょう。 

（２）旅行中は胃腸のリズムが崩れやすくなります。暴飲暴食をさけましょう。 

（３）屋内外の気温の変化があるので、調節できる服装を準備しましょう。 

（４）体調が悪くなったら、無理せず早めに引率職員に申し出るようにしましょう。 

（５）感染症予防のためマスクを着用し、手指消毒・手洗いやうがいを心がけましょう。 

 

４．その他 

（１）旅行後、数日間は健康状態に注意されるようお願いします。 

（２）旅行中の健康について心配事や知っておいて欲しいこと等ある場合は遠慮なく学校へ連絡下さい。 
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令和４年８月 30 日 

 

２学年保護者各位 

 

沖縄県立豊見城高等学校 

校 長  津 野  良 信 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

令和４年度 豊見城高校修学旅行参加心得について（依頼） 

 

 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より本校の教育活動へのご理解

とご協力に深く感謝申し上げます。 

 さて、本校では２学年を対象に修学旅行を計画しており、申し込みを受け付けたのち、事

前学習等を予定しております。全員が必修の学校行事ではないことや学校を離れ、県外にお

いての団体行動となることを踏まえて、通常の学校生活から下記のことに十分注意できる

ように家庭でのご指導をよろしくお願いします。 

 なお、指導を行っても改善が見られない場合には、参加を見送っていただく場合もありま

すので十分注意して下さい。 

 

 

記 

 

 

（１）校納金未納がないこと 

（２）遅刻等勤怠に関する指導を受けないこと 

（３）学業成績、授業態度等に問題がないこと 

（４）懲戒指導（問題行動等）を受けないこと 

 

以上 

 

 

 

＊修学旅行が高校生活の楽しい思い出となるよう日々の学校生活を有意義に過ごしましょ

う。ご家庭でのご指導ご協力をよろしくお願いいたします。 
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