1 日目
時刻

９月３０日（水）

日 程

７：３５ 学校集合

活動内容
[班長]整列、人数確認

場所
ロータリー

○トイレに行っておく。
７：４０ 出発の式

[実行委員]式の進行

８：００

[クラス]バスレク進行

８：２０
１０：４５

バス乗車、学校出発
所沢 IC 談合坂ＳＡ

バス

八ヶ岳牧場到着

八ヶ岳牧場前

[班長]集合整列人数確認
[クラス]運転手さんにお礼

[生]小さい荷物と水筒だ
けおろす。忘れ物

１１：２０ 昼食（お弁当は自然の家から事前に届けてもら ○担外の先生はそのままバスで自然の家まで行き、荷物（大）

に注意。

を降ろしてから、再びバスで八ヶ岳牧場まで戻る。

※行動班で食べる。

※ゴミは分別してゴミ袋へ。

※トイレを必ず済ませて

[班長]ゴミチェック

おく。

○担外の先生は、レンタカーにゴミ袋を積み、自然の家まで行

１２：１０ 牧場見学（～１：２０）

※車に注意する。

[班長]人数確認
バス

１２：００ 片付け終了

[室]健康観察表を集め
る。

須玉ＩＣ 道の駅南きよさと [班長]人数確認

っています。食事係の挨拶はなし）

その他注意など

[班長]お弁当のごみは、

く。

分別してゴミ袋に入れ

○クラスごと整列

るよう声をかける。

○体験・見学

※時間を守る。

○クラスごと整列、お礼

１：２０ 自然の家に歩いて向かう。
自然の家到着（全体写真）

※散策路を歩く。

○階段で全体写真撮影

２：０５ 入所式

[班長]整列、 [つどい]入所式進行

２：３０ 入室・荷物の整理

○入室・荷物の整理

玄関前階段

前庭

※入室･荷物整理

[生]シーツを持って部屋へ。

夕食準備

[食]夕食準備（４：３０）
[室]食堂入口に班ごとに静かに並ばせる。

[食]身支度
食堂

〇食事中にトイレがないように済ませる。

５：００ 夕食（～5:45）

[食]あいさつ かたづけ

５：４５ 片づけ終了

[キ]キャンプファイヤー準備

６：００ キャンプファイヤー

[キ]進行

前庭

浴室

７：３０ 入浴 １０分程度で済ませる。
８：３０ 室長・係会議

[生]浴室片付け、忘れ物チェック
担当の先生の部屋等

その後班長会議

９：００ 水筒を洗う・はがきを書く・
荷物をまとめる、部屋の整理、

[室]はがき記入確認

就寝準備

[生]部屋の整理、就寝準備指示

９：３０ 消灯※急なトイレ以外出入り禁止

各部屋

※雨天：飯ごう炊はん場

2 日目
時刻

１０月１日（木）

日 程

活動内容

場所

その他注意など

６：００ 起床・洗面・部屋整理・荷物整理

[生]整理指示[室長]健康カード

部屋

※布団 S 字にたたむ。

６：３０ 朝のつどい

[班長]整列、[つどい]つどいの進行

前庭

※雨天（１F ロビー）

７：００ 清掃

[生]掃除場所の指示

分担場所

[生]終わったら担当の先

[食]食事準備（7：15）
７：３０ 朝食（～8:15）

水筒持参

８：１５ トイレ、出発準備
８：３５ オリエンテーリング説明

あいさつ、かたづけ

（行動班）

（クラス写真）

１０：２５ 野辺山駅

食堂

[室、生]朝食後、水筒を

[室]食堂入口に班ごとに静かに並ばせる。

部屋の人数分受け取

[室、生]部屋の水筒を集め、ふたを開けて食

る。

堂のテーブルに並べる。

[班長]整列、人数確認、報告、
ソフトクリームチケットをもらう。

８：４０ オリエンテーリング

生に報告

○班ごとに協力して安全に

前庭
＜持ち物＞リュック
しおり・帽子・しきもの・水筒・雨具・はがき・
[班長]チェックポイント
筆記用具・名札・(腕時計)

野辺山の自然を楽しみましょう。

は班 名、人数を必 ず

○班ごとに野辺山駅前のポストにハ

報告

ガキを投函する。

１０：５５ ベジタボール着

○時間の確認

１１：００ 昼食

○到着した班から、外でお弁当を食

（クラス写真）

べる。 （雨天時は、バスで 11：30～12：

※雨天：ベジタボールの中
ベジタボール前庭

00。）

１１：４５ １組国立天文台へ移動
２組ベジタボールへ移動
１２：１５ グローブシアター鑑賞（２組）

［班長］先生からお弁当を班
の人数分受け取る。

※ゴミは分別してゴミ袋へ。

[班長]お弁当のごみは、

○担外の先生は、レンタカーにゴミ袋を積み、自然の家まで持

分別してゴミ袋に入れ

っていく。

るよう声をかける。

１：００ グローブシアター鑑賞（１組） [班]赤白帽をかぶり並んで入場。

※トイレを必ず済ませておく。

１：４５ ベジタボール出発
宇宙電波観測所

２：４５ ソフトクリーム

［班］ソフトクリームチケットを渡す。

ＪＲ最高地点

JR 最高地点 開拓の碑
３：４５ 宿舎到着、休憩

ケットを忘れずに渡

［班］オレンジジュースが飲み終わったら、ゴ

す。

ミ袋に入れるよう指示する。

オレンジジュースを飲む

［班長］ソフトクリームチ

［班長］到着したら、オレ

○時間の確認

ンジジュースを、班の

○宿舎に到着したグループから自

人数分受け取る。

由時間
[食]食事準備（４：３０）
[室]食堂入口に班ごとに静かに並ばせる。

５：００ 夕食（～５：４５）

[食]あいさつ、片付け

食堂

６：００ 肝試し（室内）

○体育室に集合

室内

７：３０ 入浴※１０分程度で済ませる。

[生]浴室片付け、忘れ物

浴室

○簡単な清掃

８：３０ 室長・係会議

担当の先生の部屋

その後班長会議

９：００ 部屋の整理、就寝準備、
９：３０ 消灯※急なトイレ以外出入り禁止

※帰りの荷物準備

[生]部屋の整理、就寝準備指示

各部屋

できたら廊下に大きな荷物出す。

3 日目
時刻

１０月２日（金）

日 程

６：００ 起床・洗面・部屋整理・荷物整理

活動内容
[生]整理指示、枕カバー・シーツ×２・

場所

その他注意など

部屋

ふとんの片付け確認

[室長]健康カード
６：３０ 朝のつどい

[班長]整列、

※雨天（１F ロビー）
前庭

[つどい]つどいの進行
７：００ 清掃(シーツ優先)
部屋の片付け、荷物の整理

[生]枕カバー、シーツ×２回収

分担場所

[生]掃除場所の指示

[生]終わったら担当の先
生に報告
※片付けた荷物は廊下に出す。

７：３０ 朝食（～８：１５） 水筒持参
トイレ、出発準備

[食]食事準備（7：00）

食堂

あいさつ、かたづけ

受け取る。

[室]食堂入口に班ごとに静かに並ばせる。

[室]部屋の最終確認(ゴ

[室、生]部屋の水筒を集め、ふたを開けて食堂
のテーブルに並べる。

８：５０ 退所式

各自荷物は１F ロビーへ

９：１０ バス乗車、出発

[班長]整列、[つどい]退所式進行

[室、生]朝食後、水筒を

ミ・忘れ物など)
１F ロビー
前庭

⇒教師の OK が出たら部屋のメンバ
ー表、めあてポスター等を外す。

[班長]人数確認
９：３０ 銀河公園（～９：４５）

○安全に気をつけて仲良く遊びましょう。

９：５０ 野辺山駅

[班長]行動班

ＪＲ小海線乗車

※赤白帽のみ
野辺山駅

〇電車のマナー確認

野辺山発 １０：１０
清里着

１０：１７

清里駅

１０：２５ バス乗車、清里発

［班長]人数確認、報告

１０：４５ 滝沢牧場到着（クラス写真）

［班長]人数確認、報告

１１：００ 昼食（バーベキュー）

○行動班で食べる。野菜から。

１２：００ 集合(指示のあった場所)

○必ずトイレに行く。

滝沢牧場

※赤白帽＋必要な薬

ロータリー

[班]バス忘れ物確

１２：１５ 滝沢牧場出発
１：２０

境川 PA（休憩）

〇必ずトイレに行く。

２：４０

狭山 PA（休憩）

〇必ずトイレに行く。

３：１５ 学校到着
[班長]人数確認、報告
到着式
３：３０ 解散

[クラス]運転手さんにお礼
[班長]整列、人数確認
[実行委員]到着式進行

認

