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１ 子どもの願いと教師の願い 

 

 

実行委員を中心に、子どもたちはコロナ禍において活動が制限される中でも、自分たちの力で、願いをも

って目標を設定したり、その目標の達成に向けて見通しをもって計画的に活動を進めたりして活動していき

たい、これまでになかったことをやってみたいという思いをもって活動している。さらに、限られた時間の

中で、宿泊体験学習を教科の学びにつなげたり、あるいは教科の学びから発展させたりすることによって、

自分たちの力を高められるのではないかと考え、準備の過程や当日も含めて教科で学んだことを生かした形

で学習したいと考えている。 

このような思いから、「NEW HISTORY in KAMAKURA ～学ぶ・楽しむ・挑戦する～」というめあてを決め

た。このめあてに向かって、一人一人が課題を設定する力や計画を立てて実行する力、チームとして分担し

たことをやり遂げる力、お互いに励まし合い、力を貸そうとする力を養いたいと考える。 

 

２ 本単元で目指す子ども像 

求め続ける 創り上げる 共に生きる 

仲間とのよりよい関係の構築

や体験学習先の「人」「もの」「こ

と」への関心を強くもち、自分の

願いの実現に向けて学びを振り

返りながら粘り強く活動に向か

おうとする。 

願いの実現のために解決すべ

き課題を見出し、優先順位を見通

して活動したり、学びの質の高ま

りを目指して対象への理解を深

めたりして、創造的に学ぼうとす

る。 

 仲間や教師に積極的に関わっ

てそれぞれの考えの違いやよさ

を理解し、互いのよさや強みを生

かし合いながら取り組むことで、

豊かな人間関係の構築を目指そ

うとする。 

 

  

指導者 ：近藤校長・益山・藤間・山本・眞部・紺野 令和２年１１月１１日（水）、１２日（木） 

NEW HISTORY in KAMAKURA ～学ぶ・楽しむ・挑戦する～ 

以前お渡しした学年だよりの内容から、少し変更している箇所がありますが、こちらが最新版です。

ご注意ください。不明な点については、担任までお問い合わせください。 



3 活動について 

 （1）当日の構想 ２０２０年１１月１１日（水）～１２日（木） １泊２日 

1日目 11月 11日（水） 2日目 11月 12日（木） 

【晴天時】☀︎ 

（通常登校） 

8:05 学校集合 

→出欠、体調確認 

健康チェック表回収 

8:15 出発式 

8:20  学校発 

8:37 弘明寺駅発 

（市営地下鉄） 

8:51戸塚着 

→9:10戸塚発 

（JR 横須賀線） 

 9:24 鎌倉駅着 

 9:40  鎌倉彫会館着 

（本部） 

余分な荷物を置いてよい 

    グループ活動開始 

    近藤校長…本部待機 

職員…規定の範囲を巡回 

11:30 

〜12:30 昼食（鎌倉彫会館） 

クラスごとに 20 分間で

ローテーション 

  昼食後グループ活動開始 

荷物は全て持っていく 

17:00 ホテル集合、入館式 

避難訓練等 

18:00 夕食／入浴 

部屋ごとに夕食と入浴を

ローテーション 

20:00 ロビー集合 

星空観察＆海岸ウォーキ

ング 

21:15 グループ会議、翌日準備 

21:45  就寝準備 

22:00 消灯→就寝 

【荒天時】︎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉駅着 

※グループご

とに考えた荒

天案を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年レク 

（宴会場） 

【晴天時】☀  ︎

6:00 起床 

6:30  朝の集い 

（由比ヶ浜海岸） 

7:00 朝食 

8:00 荷物整理 

→退館式 

8:30  グループ活動開始 

    近藤校長…本部待機 

（鎌倉彫会館） 

職員…規定の範囲を巡回 

11:30 

〜12:00 昼食（鎌倉彫会館） 

グループごとに 20 分間

でローテーション 

12:45  鶴岡八幡宮着 

写真撮影、散策等 

13:30 亀ヶ谷坂切り通し散策 

15:30 北鎌倉駅着 

15:45 北鎌倉駅発 

（JR 横須賀線） 

15:54戸塚着 

→16:10戸塚発 

（市営地下鉄） 

16:24 市営地下鉄弘明寺駅着 

弘明寺駅にて、3方向（地

区センター方面、学校方

面、商店街方面）に分かれ

て帰宅 

【荒天時】☔︎  

 

 

 

 

 

 

※グループご

とに考えた荒

天案を行う 

 

 

 

 

 

※荒天時は、グループ活動のうち山道の散策や海沿いの散策など、危険と思われる活動は行わないようにしま

す。 

※各グループにレンタルの携帯電話（電話機能のみ）を１台ずつ渡し、緊急時の連絡用に使用します。職員も

学校の携帯電話を持っておきます。 

※グループ活動中は、各グループの活動エリアを参考に、教員が子どもの安全確保のため巡回を行います。1

日目午前中と 2 日目午前中は鎌倉彫会館の部屋を、1 日目の午後はホテルロビーを本部とし、校長が待機

し緊急時に備えます。 

※2日目は、市営地下鉄弘明寺駅にて解散します。引率教員が、各方面に分かれて子どもたちの下校を見守り

ますが、児童の安全確保のためお迎えに来ていただける方はお願いします。 

 

  



（４）各施設の連絡先等 

・宿泊施設  KKR鎌倉わかみや  0467-25-4321 

・医療機関  湘南鎌倉総合病院  0467-46-1717 

    大船中央病院    0467-45-2111 

・その他   鎌倉彫会館     0467-25-1500 

 

（５）費用 

適用 単価 

宿泊費（１泊２日 ２食付 税込み）、お茶等 13,350 

交通費（JR、市営地下鉄） 540 

保険料（国内旅行傷害補償） 222 

2日目 昼食代 760 

その他 見学費用（携帯電話利用料等） 930 

その他 雑費 約 2,200 

合計（GOTOキャンペーン適用前） 約 18,000 

GOTO キャンペーン適用額 約△6,000 

合計 約 12,000 

※費用については、後日お渡しする振込用紙にて実際の振込金額をお示しします。銀行振込になりますので、

お願いいたします。 

※いったん GOTO キャンペーン適用前の金額を振り込んでいただきます。後日、GOTO キャンペーン適用

後の割引金額を返金します。適用前の金額は 18,000 円程度になります。返金額はおよそ 6,000 円程度

です。返金までには 2か月前後の期間を要します。こちらも、決定し次第お知らせいたしますので、あらか

じめご了承願います。 

※お小遣いは別途もたせてください。お小遣いの金額は後日ご連絡いたします。 

※当日の急な欠席につきましては、参加予定人数で割って徴収させていただいている部分に関しては、返金が

できません。また、宿泊費のキャンセル料については旅館の規定に基づきます（3 日前〜前日まで…20％

負担、当日…50％負担）。詳しい費用の内訳などは、返金の際にお伝えしますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

  



4 服装、持ち物  ※すべての持ち物に記名 

■出発時、身につけるもの 

  □帽子 □動きやすい、手足が隠れる服 □マスク □校章  

□可能ならば腕時計（自己管理できるもの、防水シール等で記名する） 

□履き慣れた運動靴（靴底がしっかりしているもの） 

 

■リュックに入れておくもの 

 

 

 

 

 

 

日中のグループ活動に必要なもの ホテルで必要なもの 

□しおり □入浴セット → 袋にまとめ、記名 

・夜の活動の服（日中の服でも可） 

・替えの下着、靴下 

※ホテルに備え付けのアメニティは下を参照 

□1日目の昼食（捨てられる容器に入れる） 

 （プラ、燃えるゴミ、どちらでも可） 

□寝るときの服装 ※動きやすいジャージなど

（防災の観点からパジャマ不可） 

□水筒 □予備の Tシャツや下着 

□敷物 □翌日の着替え（手足が隠れる、動きやすい服装） 

※必要であれば 

□予備マスク（２枚、袋等に入れ、必ず記名） □大きめの袋（洗濯物等を整理して持ち帰ります） 

□筆記用具（必ず名前ペンを入れておく） □上履き、上履き袋 

□健康チェック表  

□雨具（折り畳み傘など）  

□ウインドブレーカー、パーカーなど防寒着  

□ハンカチやティッシュ  

□財布（お小遣いを入れるため。金額は後日お知

らせ） 

 

※必要に応じて持ってくるもの 

□エチケット袋  □酔い止め  □常備薬等  □乾燥を防ぐもの（事前に担任に連絡） 

□除菌対応のグッズ等  □その他、グループで回る場所に持っていきたいもの 

 

※ホテルに備え付けのアメニティ 

□シャンプー □ボディソープ □ドライヤー □歯ブラシ □バスタオル □フェイスタオル 

 

◎当日朝、必ず健康チェック表（黄色の紙）を持たせてください。11 月 11 日

の朝、担任に提出します。また、必ず押印をお願いします。 

  

荷物を本部に置いたり、入れ替えたりするとかなり時間がかかることや密の状態になることが予想さ

れます。したがって、日中は大きなリュックを背負いながら活動することになります。荷物は最低限に

しなるべく小さくするなどして整理していただけるようお願いいたします。直前の変更になり、ご迷惑

をおかけします。荷物に関して不都合がありましたら、担任までご相談ください。 



５ コロナウイルス感染症対策について 

○「三密」を避ける 

○ソーシャルディスタンスを取って活動する 

○児童の体調管理や健康把握をこまめに行う 

 

（１）出発式・入館式・退館式 

・出発式は、校庭で広く距離をとって並ぶ（１m以上）。雨天時は体育館を使用する。 

・司会進行など全体に向けて話す必要のある児童は、座っている児童から２m以上距離を取り、マスク着用

の上で、大声を出さなくてよいようにマイクや拡声器等を使って話す。 

・式の内容は必要最低限にとどめ、短時間で終わらせるようにする。 

（２）部屋の利用について 

・部屋のドアを開け放しておき、換気が常に行われている状態を保つ。（旅館は全館貸切） 

・食事と就寝時以外はマスクを着用する。マスクを着用できない場面では、喋らないことを徹底する。 

・友達と筆記具等の貸し借りは一切行わない。 

・コップや歯ブラシ、スリッパなどは名前ペンで個人名を明記し、同じ部屋の友達のものと混ざらないよう

にする。タオルも貸し借りをしないようにする。 

・他の部屋との行き来はしない。 

（４）食事について 

・食前には必ず手洗い・うがいを徹底して行う。 

・おかわりをする場合（ご飯のみ）は必ず教員が行う。 

・食事中は、喋らずに静かに食べる。 

（５）入浴について 

・脱衣所では、密集を避けるため人数制限をかける。喋らない。 

・バスタオルやフェイスタオルは貸し借りせず、自分のものを使う。 

（６）施設全般の利用について 

・こまめに手洗い・うがいを行うように指導する。特に外出した後や食事の前後などは、全員距離を取り合

って確実に丁寧に行う。 

・階段の手すりやドアノブなど、必要ない場合は極力触らないように指導する。 

（７）グループでの活動について 

・原則マスクを着用して活動する。天候によってはマスクを外してもよいが、その際、友達との間隔を十分

に取り、会話は行わない。 

（８）全体を通して 

・学校生活と同じように、三密を避けること、ソーシャルディスタンスを行うことを指導する。 

・教員がこまめに児童の健康観察を行う。特に、起床後、就寝前の全員の健康状態や体調を確認する。少し

でも体調が優れない場合は活動に参加せず休ませる。 

・すべての活動で必ずマスクを着用する。 

 ・行程中、37.5℃以上、または具合が悪くなった場合、必要であればお迎えをお願いします。 

 ・諸事情により、行程が変更になる場合があります。 



 

KKR 鎌倉わかみや 提供資料 



 



 



6 旅館で提供される食事メニューについて 

＜1日目 夕食＞ 

 

 



＜2日目 朝食＞ 

 

 

 



＜2日目 昼食＞ 

 

※その他、ペットボトルのお茶を購入します。 

※アレルギーなどの事情により食べられないものがある場合は、必ず担任にご連絡ください。旅館と相談し、

個別対応させていただきます。 


