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************************************************************************************************** 

〔10月 24日（月）〕 

●01ブログ開設！         作成日時：2016/10/24 01:46 

 大冠高校３０期生の修学旅行団用のブログ開設です。 

このブログは、期間限定の保護者向けの連絡となっております。（Ｓ）  

************************************************************************************************** 

〔11月 3日（木）〕 

●02 行き先は           作成日時：2016/11/03 17:26 

 行き先は沖縄本島で、３泊４日となっております。（Ｓ） 

-------------------------------------------------------------- 

●03 日程は            作成日時：2016/11/03 18:10 

 日程は、11/11（金）～14（月）の３泊４日です。 

   内容は、 

    ・カルチャーティーチング（フレンズアブロード） ← アメリカ人ファミリーと１日を過ごす 

    ・水納島（みんなじま）にてマリン体験 

    ・タクシー研修（班別行動） ← 班で事前に決めたルートで進む 

    ・観光（美ら海水族館、おきなわワールド等）   となっています。（Ｓ） 

 

-------------------------------------------------------------------- 

●04 大冠高校のホームページ    作成日時：2016/11/03 19:19 

            大冠高校のホームページは、 

             こちら です。（Ｓ） 

 

 ブログ更新は、すべてスマート 

フォンで行いました。 

 写真も大半はスマホ撮影で、この 

ＨＰ用には、デジカメ撮影のものを 

若干追加しました。（Ｓ） 



 

●05 「しおり」配布        作成日時：2016/11/03 19:45 

 昨日 11/2（水）に 

修学旅行の「しおり」を配布しました。 

実力テスト後の４限目に 

体育館にて一部説明をしました。 

11/10（木）には、結団式を行います。 

この時に、「しおり」持参で、詳しく諸注意や説明をします。（Ｓ） 

************************************************************************************************** 

〔11月 9日（水）〕 

●06 明日は「結団式」       作成日時：2016/11/09 09:29 

 修学旅行は、いよいよ明後日です。 

明日 11/10（木）④限に、結団式 があります。 

先日配布した「しおり」を使って詳しく説明をします。（Ｓ） 

------------------------------------------------------------- 

〔11月 10日（木）〕 

●07 結団式！           作成日時：2016/11/10 15:01 

 本日４限、体育館にて 

修学旅行の結団式を行いました。 

付き添い先生の紹介や旅行会社の挨拶がありました。 

あと、各係より最終の諸注意をしました。（Ｓ） 

************************************************************************************************** 

第１日目〔11月 11日（金）〕 

●08 無事、到着。         作成日時：2016/11/11 12:05 

 那覇空港に無事到着しています。 

今から昼食会場にバスで向かいます。 

 

 首里天楼別邸でチャーハンとソーキーそば、 

揚げギョーザをいただきました。（Ｓ） 

------------------------------------------------------------- 

●09 那覇空港     作成日時：2016/11/11 12:10 

 気温 24度。 

暑いです。（Ｓ） 

 

 



------------------------------------------------------------- 

●10 伊芸サービスエリア      作成日時：2016/11/11 14:14 

 伊芸 SA にてトイレ休憩。 

バス 14時 15分出発。 

美ら海水族館、おきなわワールドの 

二手に分かれて向かってます。（Ｓ） 

------------------------------------------------------------- 

●11 美ら海水族館         作成日時：2016/11/11 16:11 

 15時 15分、 

美ら海水族館の見学班バス到着。 

     ↓ジンベエザメの写真 

 

                           ↓ 美ら海水族館の外観写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               美ら海水族館の入口前のモニュメント ↑ 

17時 10分集合予定。（Ｓ） 

------------------------------------------------------------- 

●12 無事ホテルに到着しています  作成日時：2016/11/11 19:43 

 無事ホテルに到着して、 

バイキングの夕食済んでいます。 

 

 

 

 

                                       ↑ホテル入館前に説明を聞いているところ。 

 

 

 

 

 

 

                        ← ホテル外観 ↑ 



************************************************************************************************** 

第２日目〔11月 12日（土）〕 

●13 二日目の朝          作成日時：2016/11/12 06:53 

 おはようございます。 

那覇は気温 27度の予報です。（Ｓ） 

------------------------------------------------------------- 

●14 二日目の内容         作成日時：2016/11/12 13:41 

 カルチャーティーチング組と 

水納島のマリン体験組に分かれています。 

 

 カルチャーティーチング（フレンズアブロード）では 

12468組がアメリカンビレッジで対面式を済ませて、 

15時 30分までアメリカ人ファミリーと活動です。（Ｓ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

●15 エイサー鑑賞         作成日時：2016/11/12 21:59 

 20時よりエイサー鑑賞をしました。 

  

ただ鑑賞するだけでなく、参加型体験で、 

生徒たちや先生たちも楽しみました。（Ｓ） 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

第３日目〔11月 13日（日）〕 

●16 三日目の内容         作成日時：2016/11/13 05:27 

 昨日と同じパターンで入れ替えです。 



12468組は水納島でマリン体験、 

 3579組はカルチャーティーチング となっています。 

 ホテル到着後、早めの夕食をとり、 

19時 30分よりバスで本部町民体育館へ移動し、全体レクリエーションを 

21時 30分まで実施する予定です。（Ｓ）  

------------------------------------------------------------- 

●17 水納島！    作成日時：2016/11/13 13:37 

写真で紹介。 

   説明を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クロワッサンアイランド（水納島）（Ｓ） 

------------------------------------------------------------- 

●18 4，8組            作成日時：2016/11/13 14:10 

 水納島を 14時 00分出発しています。（Ｓ） 

------------------------------------------------------------- 

●19 1, 2, 6組           作成日時：2016/11/13 14:12 

 15時 00分、水納島を出発予定。（Ｓ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水納島へ渡る前に 

ショッピング 

琉宮城（蝶々園） 



------------------------------------------------------------- 

●20 全体レクリエーション     作成日時：2016/11/14 02:28 

 オープニング出演の空手の型とダンス部のパフォーマンス。（Ｓ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ビンゴゲームでも盛り上がりました。 

 

              ↑ 本部町民体育館 

************************************************************************************************** 

第４日目〔11月 14日（月）〕 

●21 四日目（最終日）       作成日時：2016/11/14 05:39 

 最終日の朝を迎えました。 

那覇市は晴れ、29度の予報です。暑くなりそうです。 

 

 本日は、タクシー研修となっています。 

各班のルートで、最終的に那覇空港に 

16時 30分集合です。 

18時 15分離陸予定。（Ｓ） 

------------------------------------------------------------- 

●22 タクシー研修開始       作成日時：2016/11/14 14:13 

 9時 30分、タクシー研修開始。 

自分たちで決めたルートで社会勉強してきます。（Ｓ） 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------- 

●23 万座毛            作成日時：2016/11/14 14:28 

 万座毛では、６つの班と出会いました。（Ｓ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

●24 国際通り           作成日時：2016/11/14 14:33 

 那覇空港に近い国際通り。 

 

続々と各クラスの班と出会っています。 

本部（スターバックス）にて。 

（Ｓ） 

 

 

------------------------------------------------------------- 

●25 搭乗口前集合中       作成日時：2016/11/14 17:44 

 搭乗開始は、17時 55分。 

フライトは、18時 15分。 

（Ｓ） 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

●26 無事、着陸しました。    作成日時：2016/11/14 20:16 

伊丹空港、到着。 （Ｓ） 

------------------------------------------------------------- 

●27 荷物を受け取り次第解散。   作成日時：2016/11/14 20:45 

 伊丹空港に無事到着しました。 

20時 15分に到着。 

ターミナルで荷物を受け取り次第、解散となっています。（Ｓ） 

------------------------------------------------------------- 



〔11月 16日（水）〕 

●28 閲覧は 11/21（月）まで     作成日時：2016/11/16 09:27 

 ブログは期間限定となっていますので、 

閲覧は 11/21（月）までです。 

11/22（火）には閲覧不可となります。 

 

 修学旅行中ブログを見ていただき誠にありがとうございました。（Ｓ） 

 

************************************************************************************************** 

アクセス状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   （2016/11/20時点） 

 


