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□  本当に楽しい三日間でした。そんな三日間で起こったたくさんのエピソードから、特に印象

深い二つのことを紹介したいと思います。

一日目の班別分散学習のことです、私たちの班は、まず築地に行きました。しかし、なんと

その日は、たまたま築地場外市場が休みでした。「そんなバカな・・・」と落ち込んだ状態の

中、○○ちゃんがなんとなく選んだ近くの海鮮丼屋さんに入りました。私は、ねぎトロ丼を食

べました。さらに、店のおじさんがあら汁をサービスしてくれました。どちらもおいしくて、

気分も戻りました。・・・

□  ２日目、修学旅行最大の計画ディズニーランドでは、いつものメンバーで時間ギリギリまで

はじけてエンジョイしまくりました！みんなで同じカチューシャをつけて、ディズニーランド

をまわって、いっぱい乗り物を乗ったので、ホテルでは歯を磨いている頃から記憶がなくて、

気づいたら朝でした（笑）。

□  特に私の心に残っていることは、ランド内にいるスタッフさんの行動です。私たちが食事場

所や店をマップを見て探していると、「何をお探しですか？」と声をかけて下さり、場所を教

えて下さいました。おかげですぐに行きたい場所に行くことができ、無

ができました。それに、スタッフの人たちは驚くほどみんな笑顔で、とても話がしやすかった

です。

『修学旅行をふり返って』（一部抜粋）
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本当に楽しい三日間でした。そんな三日間で起こったたくさんのエピソードから、特に印象

一日目の班別分散学習のことです、私たちの班は、まず築地に行きました。しかし、なんと

その日は、たまたま築地場外市場が休みでした。「そんなバカな・・・」と落ち込んだ状態の

中、○○ちゃんがなんとなく選んだ近くの海鮮丼屋さんに入りました。私は、ねぎトロ丼を食

べました。さらに、店のおじさんがあら汁をサービスしてくれました。どちらもおいしくて、

２日目、修学旅行最大の計画ディズニーランドでは、いつものメンバーで時間ギリギリまで

はじけてエンジョイしまくりました！みんなで同じカチューシャをつけて、ディズニーランド

をまわって、いっぱい乗り物を乗ったので、ホテルでは歯を磨いている頃から記憶がなくて、

特に私の心に残っていることは、ランド内にいるスタッフさんの行動です。私たちが食事場

所や店をマップを見て探していると、「何をお探しですか？」と声をかけて下さり、場所を教

駄な時間をなくすこと

ができました。それに、スタッフの人たちは驚くほどみんな笑顔で、とても話がしやすかった

登校時交通指導（校外指導部） 

２年、３年１組

家庭教育講座（文化教養部） 

登校時交通指導（校外指導部） 

    

本当に楽しい三日間でした。そんな三日間で起こったたくさんのエピソードから、特に印象

一日目の班別分散学習のことです、私たちの班は、まず築地に行きました。しかし、なんと

その日は、たまたま築地場外市場が休みでした。「そんなバカな・・・」と落ち込んだ状態の

中、○○ちゃんがなんとなく選んだ近くの海鮮丼屋さんに入りました。私は、ねぎトロ丼を食

べました。さらに、店のおじさんがあら汁をサービスしてくれました。どちらもおいしくて、

２日目、修学旅行最大の計画ディズニーランドでは、いつものメンバーで時間ギリギリまで

はじけてエンジョイしまくりました！みんなで同じカチューシャをつけて、ディズニーランド

をまわって、いっぱい乗り物を乗ったので、ホテルでは歯を磨いている頃から記憶がなくて、

特に私の心に残っていることは、ランド内にいるスタッフさんの行動です。私たちが食事場

所や店をマップを見て探していると、「何をお探しですか？」と声をかけて下さり、場所を教

駄な時間をなくすこと

ができました。それに、スタッフの人たちは驚くほどみんな笑顔で、とても話がしやすかった

、３年１組) 


