被災地学校修学旅行

行程一覧

大槌高校
学校名

岩手県上閉伊郡大槌町大槌第15地割

0193-42-3025

（担当：２学年長 佐々木 敬之）
112人
人数
（生徒：103人、教員等：9人）
日程
10/29（土）〜11/1（火） 3泊4日
日 時：10月31日（月）9:30〜10:30
交流先：三島高校
備 考：書道部「書」贈呈の縁
学校交流
日 時：10月31日（月）11:15〜12:15
交流先：西条高校
備 考：西条市からの支援に対するお礼
◇10月29日（土）
7:00出発
10:22新花巻→13:24東京（やまびこ52号）
1日目
15:15羽田→16:40松山（JAL1467）
18:00〜歓迎セレモニー（ホテル奥道後）

備

考

・書道パフォーマンス鑑賞
・手作り絵本鑑賞 など
・アクアトピア水系の案内
・両校の紹介 など

※松山空港での出迎え（関係者）
※歓迎セレモニー（知事出席）

【松山市内泊】
◇10月30日（日）
8:30出発
9:00〜10:00松山城
11:40〜14:00みかん狩り体験（明浜）
2日目 15:20〜17:00陶芸体験（陶芸館）
17:30〜18:00坂の上の雲ミュージアム
19:30〜道後温泉街散策

※松山城にて、ヤングボランティア
（高校生）の活動あり
①シャッターボランティア
②メッセージ入のしおりプレゼント

【松山市内泊】
◇10月31日（月）
8:00出発
9:30〜10:30学校交流（三島高校）
11:15〜12:15学校交流（西条高校）
3日目
13:15〜16:00しまなみサイクリング
17:15〜17:55石手寺
【松山市内泊】
◇11月1日（火）

9:00出発
4日目 10:25松山→11:50羽田（JAL1464)
13:36東京→16:29新花巻（はやて377号）
19:00到着

※松山空港での見送り（関係者）

被災地学校修学旅行

行程一覧

浪江高校
学校名

福島県二本松市郭内2-347（県立安達高校内）

0243-22-0053

備

考

（担当：校長 高梨 洋史）

人数
日程

56人
（生徒：50人、教員等：6人）
11/8（火）〜11（金） 3泊4日

日 時：11月9日（水）9:50〜11:45
学校交流 交流先：新居浜商業高校
備 考：浪江町のＰＲ

・B級グルメ交流
（浪江やきそば vs 白いもキャラもっち）

・両市町、両校の紹介
※新居浜市内の他校生徒等も参加予定

◇11月8日（火）
6:20出発（バス、いわき〜二本松〜羽田空港）
1日目 13:05羽田→14:30松山（JAL1465）
15:40〜16:40知事表敬、県庁見学

※松山空港での出迎え（関係者）
※知事表敬：知事会議室

【松山市内泊】
◇11月9日（水）
8:30出発
9:50〜11:45学校交流（新居浜商業高校）
2日目 12:00〜14:00マイントピア別子（昼食）
15:30〜16:10みかん狩り体験（大三島）
【今治市内泊】
◇11月10日（木）
8:30出発
8:50〜9:20糸山公園（眺望見学）
3日目 9:50〜11:20日本食研（工場見学）
13:30〜17:00松山はいく
【松山市内泊】
◇11月11日（金）

8:30出発
4日目 8:50〜10:50松山城、スペシャルドラマ館
12:25松山→13:50羽田（JAL1466)
19:25到着（バス、羽田空港〜二本松〜いわき）

※松山空港での見送り（関係者）

被災地学校修学旅行

行程一覧

小高工業高校
学校名

福島県郡山市八山田2丁目224番地（郡山北工業高校内）

024-932-1206

備

考

（担当：教頭 鈴木 康隆）

146人
（生徒：136人、教員等：10人）
日程
11/13（日）〜11/16（水） 3泊4日
日 時：11月15日（火）9:00〜10:30
学校交流 交流先：松山工業高校
備 考：同学科の交流
日 時：11月15日（火）15:00〜17:00
学校交流 交流先：内子高校
備 考：内子座の案内
◇11月13日（日）
人数

1日目

7:00出発（バス、各サテライト〜羽田空港）
13:55羽田→15:30松山（ANA593）

・クラス及び部活動での交流 など
・内子座のガイド
・郷土芸能（内子騒乱）披露 など

※松山空港での出迎え（関係者）

【松山市内泊】
◇11月14日（月）
8:00出発
9:00〜14:45しまなみ海道体験（2班編成）
・来島海峡大橋サイクリング
2日目
・観潮船体験 等
16:00〜17:20松山城
【松山市内泊】
◇11月15日（火）
8:30出発
9:00〜10:30学校交流（松山工業高校）
11:50〜14:00みかん狩り体験（明浜）
15:00〜17:00内子町散策
3日目
・学校交流（内子高校）
※内子座案内
・町並み見学
【松山市内泊】
◇11月16日（水）

8:30出発
4日目 9:00〜10:00知事表敬、県庁見学
12:10松山→13:30羽田
19:00到着（バス、羽田空港〜各サテライト）

※知事表敬：第一別館11階会議室
※松山空港での見送り（関係者）

被災地学校修学旅行

行程一覧

浪江高校津島校
学校名

福島県二本松市郭内2-347（県立安達高校内）

0243-23-2327

備

考

（担当：分校長 吉田 洋）

22人
（生徒：18人、教員等：4人）
日程
11/15（火）〜18（金） 3泊4日
日 時：11月16日（水）14:00〜16:00
学校交流 交流先：松山南高校砥部分校
備 考：分校同士の交流
◇11月15日（火）
人数

6:30出発（バス、二本松〜羽田空港）
1日目 13:05羽田→14:30松山（JAL1465）
15:40〜17:00松山城

・陶板の絵付け体験 など

※松山空港での出迎え（関係者）

【松山市内泊】
◇11月16日（水）
9:00出発
9:00〜12:00松山市内散策（班別自主研修）
2日目 13:00〜13:30知事表敬
14:00〜16:00学校交流（松山南高校砥部分校）

※知事表敬：知事会議室

【今治市内泊】
◇11月17日（木）
8:30出発
9:30〜15:00しまなみ海道（大三島）体験
・島内サイクリング
3日目
・みかん狩り 等
16:00〜17:00タオル美術館
【今治市内泊】
◇11月18日（金）

8:00出発
4日目 9:20〜10:30とべ動物園
12:25松山→13:50羽田（JAL1466）
19:00到着（バス、羽田空港〜二本松）

※松山空港での見送り（関係者）

被災地学校修学旅行

行程一覧

相馬農業高校
学校名

福島県相馬市中村字大手先５７−１（相馬高校内）

0244-36-1580

備

考

（担当：教頭 安田 修久）

82人
（生徒：77人、教員等：5人）
日程
11/17（木）〜11/20（日） 3泊4日
日 時：11月17日（木）14:30〜16:30
学校交流 交流先：伊予農業高校
備 考：同学科の交流
◇11月17日（木）
人数

6:00出発
8:10福島→9:36東京（Maxやまびこ124号）
1日目 12:00羽田→13:35松山（ANA589）
14:30〜16:30学校交流（伊予農業高校）
18:00〜歓迎セレモニー（ホテル古湧園）
【松山市内泊】
◇11月18日（金）
8:20出発
8:40〜10:15松山城
2日目 10:35〜12:20伊予かすり会館
13:10〜14:15陶芸体験（陶芸館）
16:00〜17:00観潮船体験
【今治市内泊】
◇11月19日（土）

3日目 8:30出発
※しまなみ海道経由で、県外へ

◇11月20日（日）

4日目 ※県外
20:15到着

・みかん収穫体験
・両校の紹介 など

※松山空港での出迎え(関係者）
※歓迎セレモニー（知事出席）

