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咲良学年被災地交流咲良学年被災地交流咲良学年被災地交流咲良学年被災地交流

引率者引率者引率者引率者・・・・協力者協力者協力者協力者のしおりのしおりのしおりのしおり

期 日 平成2８年10月2１日（金）～2２日（土） （１泊２日）

活動場所 21日 【シーサイドタウン マスト】 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚27-3-4
℡ 0193-42-8100（代）

【中一貫教育校・大槌学園（大森厚志学園長）】
岩手県上閉伊郡大槌町小鎚22地割

副校長：後藤 学年：浅野 ℡ 0193-42-2023

【旧大槌町役場】 岩手県上閉伊郡大槌町新町1番1号

【吉里吉里仮設団地（吉里中グランド）】世帯数 ５８
〃 上閉伊郡大槌町吉里吉里一丁目215番地

22日 【大槌第５仮設住宅（和野地区）】世帯数 170
〃 上閉伊郡大槌町第5地割47番地

【恋し浜駅（三陸鉄道南リアス線）】
岩手県大船渡市三陸町綾里小石浜

℡ 0187-43-2111

【盛駅（大船渡線・三陸鉄道南リアス線）】
岩手県大船渡市盛町字東町裏16

℡ 0192-26-4081

宿泊場所 マリンランド陸中 岩手県立陸中海岸青少年の家
〒02８-1371 岩手県下閉伊郡山田町船越2-42

Tel 0193-84-3311 Fax 0193-84-3312

秋田県大仙市立太田中学校第３学年咲良学年

〒019-1613 秋田県大仙市太田町太田字新田田尻７６

℡ 0187-88-2211 FAX 0187-88-2212
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１ ねらい１ ねらい１ ねらい１ ねらい

・ ３年間の被災地交流活動で感じたこと，学んだことを生かし，交流の在り方について模索し，これまでの

まとめとこれからの交流や復興について自分なりに考えをもつ。

・ 自分たちの思いを込めて発表することにより，他者を尊重すること，自分の思いを発信することによって

自他の向上につながる活動にしようとする気持ちを高める。

・ 互いの学校文化交流を図り，さらによりよい蒼空学年，太中を目指すための新たな目標設定の場とする。

２ 引 率２ 引 率２ 引 率２ 引 率 鈴木 知，大野芳史，佐藤雅朗，小原真祈子 （米運搬：髙橋慶樹）

３ 交通手段３ 交通手段３ 交通手段３ 交通手段 生徒引率：バス（朝陽観光）大型１台，中型１台

米：トヨタレンタリース２ｔトラック（慶樹さん運転）

４ 分 担４ 分 担４ 分 担４ 分 担

総務，渉外，会計：鈴木 実行委員会：大野 生徒指導：佐雅

保健安全 ：小原 記録 ：小原 緊急車両：鈴知

５ 生徒の服装，持ち物５ 生徒の服装，持ち物５ 生徒の服装，持ち物５ 生徒の服装，持ち物

服 装：二日間とも 体育着，指定靴，＊宿泊施設でも体育着着用

持ち物：１日目の飲み物(ペットボトル)，筆記用具，しおり，内ズック，雨具，時計，学習用具

ウインドブレーカーなど（天候と体調に応じて），洗面用具，タオル，小銭入れ（１日目の昼食おつり）

よさこい衣装と鳴子用の袋，着替え（白Tシャツと下着），部屋着，必要に応じて常備薬

＊ 引率者も内ズックを忘れずに！

★前日準備

＊ よさこいのために（マスト用） ＊ 緊急時のために（すぐ取り出せる）＊ よさこいのために（マスト用） ＊ 緊急時のために（すぐ取り出せる）＊ よさこいのために（マスト用） ＊ 緊急時のために（すぐ取り出せる）＊ よさこいのために（マスト用） ＊ 緊急時のために（すぐ取り出せる）

□ CD・CDラジカセ □ 救急セット（保健室から）

□ 衣装，鳴子は男女別にしてバスに積んでおく □ バスセット②

□ パソコン・ＨＤＭＩコード・延長コード □ ハンドマイク

□ プレゼン用データ （遥） □ 生徒名簿（各自）と緊急連絡先

■ 大槌学園よりプログラム（予定）

＊ 宿泊のために＊ 宿泊のために＊ 宿泊のために＊ 宿泊のために

□ 掲示用名簿

＊ 記録のために ＊ その他＊ 記録のために ＊ その他＊ 記録のために ＊ その他＊ 記録のために ＊ その他

□ デジカメ（学校から） □ ゴミ袋

□ ビデオカメラ □ 白紙

□ マジック

＊ 仮設住宅クリーンアップのために＊ 仮設住宅クリーンアップのために＊ 仮設住宅クリーンアップのために＊ 仮設住宅クリーンアップのために □ 感想用紙（学校マーク）

□ ほうき（外掃除用）ちりとり

□ 窓ふき用布

□ ゴミ袋 【生徒担当：ひかり，亮裕】 ＊ 会計処理関係（大きなもの）＊ 会計処理関係（大きなもの）＊ 会計処理関係（大きなもの）＊ 会計処理関係（大きなもの）

□ 生徒用昼食代

＊ 米積み込みのために＊ 米積み込みのために＊ 米積み込みのために＊ 米積み込みのために □ 高速代（バス。トラック）

□ 段ボール □ 献花用花束（大槌用4束）

□ ガムテープ □ 2日間昼食（運転手２名分）

□ おみやげ（大槌・マスト・マリン）

＊ 大槌学園文化祭参加のために＊ 大槌学園文化祭参加のために＊ 大槌学園文化祭参加のために＊ 大槌学園文化祭参加のために □

□ 贈呈米１袋 （生徒会長） ※引率は自己負担



- 2 -

平成28年10月21日（金）
時 刻 場所と動き ○生徒の活動★留意点 ○引率者の動き★留意点 ○協力者の動き 準備物

６：１５ ○登校完了 ○体育着で登校 ○欠席者からの電話を受

（太田中） （晴天時は駐車場。雨 ける。（佐雅・大野）

○出欠確認 天は体育館に集合） ★欠席者がいる場合，マ

★体調不良により欠席す リンランドに連絡

る場合は学校に電話連 （大野） 米 ( 前 日 に 調

絡をする。 理室非常口付

○米の積み込み ○野球部員がバケツリレ 近に積んでお

ー方式でトラックに積 ○トラックを調理室非常 く）

み込む。 口近くに駐車（高橋） よさこい衣

★贈呈用米は座席 装は男女別

○出発準備 ○トイレを済ませる。 ○空き座席の確認とバッ に分けてバ

○宿泊用のバックはバス グの積み込みについて スに積み込

のトランクルームに積 指示をする。 む

み込む。 ★酔いやすい人，引率者

○実行委員は機器類をバ は前に。具合が悪くな

スのトランクルームに った人が横になること

積み込む。 ができるシートも確保。

○手荷物(よさこい衣装， ★荷物棚からの落下の危

内ズック，飲み物)を持 険性をなくすように！

ち乗車する。 通路には置かない。

★大型バス：女子

中型バス：男子 先頭大型バス→中型バス→緊急車両の順

○原則として同部屋同士

が隣り合って座る。 雅朗から大野へ確認連絡後→出発！【基本】

★委員長・副委員長の人

員確認→引率者。

６：３０ ○学校出発 ○見送りの方々にあいさ ○トラックは先に出発する。。

つをする。 ○引率者乗車割

経路：横手IC→ ★飲み物はO.K. 大型バス：大野，小原

北上JCT→ ★具合が悪い場合は早め 中型バス：佐雅

花巻JCT→ に申告する。 ○乗車責任者は人員確認

東和IC→ ★バスセット忘れずに！ 後，運転手に出発指示

宮守IC→ をする。

東野IC ○緊急車両（鈴知）は，

バスを追走。

７：３０ 錦秋湖SA ○トイレを済ませ，少し ○最終生徒確認

○休憩 体を動かす。 男子WC：佐雅

★店舗は入らない，利用 女子WC：小原

しない。 店舗内確認：大野

７：４０ ○出発 ★学級役員，乗車確認と ○乗車確認後，出発指示

報告 をする。

○バス高速代準備

９：００ 道の駅「遠野」 ○トイレを済ませ，少し ○最終生徒確認

○休憩 体を動かす。 男子WC：佐雅

★店舗は入らない，利用 女子WC：小原

しない。 店舗内確認：大野

★献花用の花束を購入 花束購入現金

（4束）

９：１０ ○出発 ★学級役員，乗車確認と

報告
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時 刻 場所と動き ○生徒の活動★留意点 ○引率者の動き★留意点 ○協力者の動き 準備物

１０：３０ ○シーサイド ○シーサイドマスト到着 ○鈴知は早めに店舗に到 マスト店員さん パソコン

マスト到着 駐車場内で降車，整列 着し，バスの駐車場所， ケーブル

★店内へは裏口から入る。 生徒の整列場所，控え 【マストの

２階控え室へ移動。 室（２F会議室）確認， 大型モニタ

★実行役員は発表機器を 指示をする。 ーを借用】

搬入し，設置する。 →乗車責任者に電話連 延長コード

絡→学担からバス運転

手に連絡 昼食後のゴ

★店長さんへのあいさつ ○鈴知からの連絡を受け ミを入れる

は実行委員主導で行う。 て，生徒への事前指示 袋

がある場合はバス内で

あらかじめ行う。 マストへ

★鈴知は店長さんを誘導 おみやげ

○会場 ○以下の分担で店舗搬入

セッティング ★一般客の動きや陳列商 を行い，状況に応じて

品等に配慮しながら注 互いに補助する。

意深く慎重に作業する。▼店舗内誘導（控え室→

★生徒は店舗裏口から入 荷物整理→着替え→発

場する。 表会場）：大野

▼発表会場整列・生徒配

置：小原

▼機器設置，CD:佐雅

１０：５０ ○発表準備 ○隊形変化に伴う移動経 ○それぞれの担当で最終 店舗から

○店舗内紹介 路の確認 確認をする。 借用

アナウンス ○実行役員は機器の動作 ・全体掌握：大野 ※マイク

確認と立ち位置の確認 ・よさこい：小原

・発表にかかわる部分：

大野 大槌学園文化

★大槌学園文化祭プログ 祭用プログラ

ラムの配布 ム・ポスター

１１：００ ○発表 ○発表 ○トラブル対応のために

①太田中，大槌町との 各箇所につく。

交流活動の紹介 ・全体掌握：主任

（実行委員） ・写真ビデオ撮影：小原

②太中よさこい ・電気機器：佐雅

③大槌学園文化祭PR ・実行委員側：大野

１１：３０ ○演舞終了 ○演舞終了後，撤去作業 ○搬入，設置と同じ役割

を設置作業と同じ役割 で作業指示をする。

で行う。

○控え室移動 ○店長さんにお礼を言う。○実行委員指導：大野

★実行委員が主導する。

○昼食 ★単独行動はしない。 ○昼食の指示，昼食代金

★弁当を買って店内で食 (１,500円)を渡す

べる，食堂を利用する。 ★バス出発時間確認

★店内で騒がない。 ★バスに直接集合

★昼食だけでなく，飲み ○生徒の様子を見て回る。

物を買ってもよい。 ○昼食をとる。

★トイレを済ませてバス

に乗車する。

★店舗前入り口から移動，★おつりの管理(小銭)

ガソリンスタンド前注意

１２：５０ ○バス内集合 ○バス内集合完了 ○店内追い出し

○マスト出発 ★学級役員は人員確認後， ：鈴知，小原

学担に報告する。 ○バス待ち

○バス出発 ：学級担任
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時 刻 場所と動き ○生徒の活動★留意点 ○引率者の動き★留意点 ○協力者の動き 準備物

１２：５０ ○マスト 出発 ○トイレを済ませて，バ ○トイレ最終生徒確認：

スに乗車する。 鈴知・小原

★店舗内トイレ利用可 ○学担は人員確認後，バ

★学級委員は人員確認と ス運転手に出発指示を

報告をする。 する。

○よさこい衣装と内ズッ ○鈴知は大槌学園に向か

クを確認する。。 い，職員から米置き場

所の指示を受ける。

１３：００ ○大槌町学園 ○降車する。 ○鈴知は搬入場所や搬入 寄贈米

到着 ★衣装と内ズック忘れず の仕方を生徒に指示す 内ズック

贈呈米搬入 ○鈴知の指示に従って贈 る。 よさこい衣装

呈米を搬入する。 鳴子

男子：外がら入り口まで CD

女子：入り口から室内へ

並べる。 おみやげ

１３：３０ ○贈呈式開始 ○実行委員の指示に従っ ●第２体育館へ移動させる

て会場に移動する。 ○整列指導

○式次第は大槌学園主導

贈呈式は太田中学校が

主導。

★よさこいは思いを込め

てしっかり踊る。

１４：２０ ○贈呈式終了 ○贈呈式修了後，整列 ○整列指示

○大槌学園の先生に代表 ○あいさつをしてからバ

あいさつ ス乗車指示をする。

○バス乗車 ★トイレを済ませるよう

に指示する。

１４：３０ ○大槌学園出発 ○職員の方々へ車内から ○人員確認後，バス運転

あいさつをする。 手に出発指示をする。

★体調の悪い生徒がいな

ければ鈴知は旧大槌町

役場へ向かう。

１４：５０ ○旧大槌町役場 ○到着後，クラスごとに ○素早く行動する

到着 献花台前に整列をする。

○献花をする。 ○花束を男子2人，女子2

○黙祷 人に分けて献花させる。

（実行委員）

○バスに乗車 ○生徒会長の合図で黙祷

○人員確認後出発 を捧げる。

１５：００ ○旧大槌町役場 ○乗車する。 ○学級担任は人員確認後，

出発 ★学級委員は人員確認と バス運転手に出発を指

報告をする。 示する。

１５：２０ ○吉里吉里仮設 ○クリーンアップに必要 ○実行委員指導：大野 ほうき

住宅到着 な物をもち，バスから ○クリーンアップについ ちりとり

降りる。 て実行委員から指示を ゴミ袋

★学級委員は整列指導 出させる：佐雅 窓ふき布

１５：３０ ○クリーンアッ ○心を込めて清掃や交流 ○実行委員指導：大野

プ開始 活動をする。 ○クリーンアップについ

て実行委員から指示を

出させる：佐雅
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時 刻 場所と動き ○生徒の活動★留意点 ○引率者の動き★留意点 ○協力者の動き 準備物

１６：３０ ○クリーンアッ ○作業終了後，整列

プ終了 ○吉里吉里仮設住宅責任

者にあいさつ

○バス乗車

１７：００ ○マリンランド ○宿泊用バックをバスの ○鈴知が先に行ってフロ おみやげ

陸中到着 荷から出す。 ントへあいさつし，入

所式の場所を確認する。

１７：１０ ○入所式 ★学級委員は人員確認と ○実行委員指導：大野

報告をする ○式終了後，部屋長はリ

○宿泊の決まりなどしっ ネン室からシーツなど

かりと話を聞く。 を人数分もっていくこ

とを指示：小原

１７：２０ ○部屋へ移動 ○自分の荷物を置き，ベ ★荷物を置くだけで速や

ットメイキングをして かに食堂へ移動するよ

から食堂へ移動する。 うに指示する。

１７：３０ ○食堂で夕食 ○ご飯やお茶の盛り付け ○座る場所指示（基本的 飲み物

配膳をし，夕食をとる。 に出席番号） 一人2本

○クラスの給食当番が盛 配布

り付ける。

○ 準 備 で き 次 第 ，「 い た

だきます」のあいさつ

をする。

１８：００ ○夕食終了 ○テーブルを拭く，食器 ★片付けが終了している ※吹奏楽部

を流しまでもっていく。 か，列ごとに確認。 １８：００～

○ 片 付 け 次 第 ，「 ご ち そ ○実行委員指導：大野 １９：００

うさま」のあいさつを 就寝までの日程につい 体育館使用

する。 て指示を出す。

１８：１０ ○部屋の整頓 ○部屋ごとに部屋を整頓 ★部屋ごとに入浴時間の

し休憩する。 目安を確認する。

○１９：００に視聴覚室 ○実行委員から風呂の使

に筆記用具等をもって 用時間を守らせるよう

集合。 に指示。

１８：５０ ○部屋長会議 ○実行委員と室長の打合 ○実行委員指導：大野

せをする。 ★視聴覚室使用 ・生徒の健康管理

19:00～全体会

１９：００ ○全体ミーティング ○振り返りレポート ★全体レポート：佐雅 19:15～レポート・入浴

●部屋ごとに入浴を済ま 男子浴室：大野 20:45～全体会

せながらレポート作成。 女子浴室：小原

２１：００ ○就寝準備 ★部屋の移動はしない

２２：００ ○消灯 ○消灯確認 男子：佐雅

女子：小原

※トイレに起きるときは，周りの迷惑にならないように静かに用を済ます。

※208号室 鈴木

209号室 大野・佐雅

308号室 小原 ２１０号室ドライバーさん２１０号室ドライバーさん２１０号室ドライバーさん２１０号室ドライバーさん
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平成28年10月22日（土）
時 刻 場所と動き ○生徒の活動★留意点 ○引率者の動き★留意点 ○協力者の動き 準備物

６：００ ○起床 ○早く目が覚めても，静 ○起床確認：男子：佐雅

かにし部屋から出ない。 女子：小原

○起床，洗面 ★朝食後すぐに出発でき

６：３０ ○清掃 ○清掃，出発準備 るように荷物整理等を

促す。

７：１５ ○食堂で朝食 ○ご飯やお茶の盛り付け ○座る場所指示（基本的

～ 配膳をし，夕食をとる。 に出席番号）

○クラスの給食当番が盛 ★健康観察をする

り付ける。

○準備でき次第，「いただきま

す」のあいさつをする。

７：４５ ○朝食終了 ○テーブルを拭く，食器 ★片付けが終了している

を流しまでもっていく。 か，列ごとに確認。

○ 片 付 け 次 第 ，「 ご ち そ ○実行委員指導：大野

うさま」のあいさつを バス乗車までの日程に

する。 ついて指示を出す。

７：５０ ○部屋チェック ○室長のみ残り，チェッ ★担当者のチェックの前

クを受ける。 に教師がある程度整頓

○室長以外は，退所式会 について指示を出す。

場に向かう。 男子：佐雅

★学級委員は人員確認と 女子：小原

報告をする。

８：００ ○退所式 ○担当者の話をしっかり ○整列指示

と聞く。 ○実行委員指導：大野

○生徒代表お礼の言葉 ★トイレを済ませるよう

に指示する。

８：１０ ○マリンランド ○乗車する。 ○乗車責任者は人員確認

陸中出発 ★学級役員は人員確認し， 後，バス運転手に出発

学担に報告する。 を指示する。 ●鈴知は釜石駅

★鈴知はマストからおに へ切符(団体)

ぎり弁当とお茶を調達。 を買いに移動

８：５０ ○大槌第5仮設 ○清掃に必要な物をもち，○実行委員指導：大野 ほうき

住宅到着 バスから降りる。 クリーンアップについ ちりとり

★学級委員は人員確認と て実行委員から指示を ゴミ袋

報告をする。 出させる。

９：００ ○クリーンアッ ○班ごとに分かれて清掃 ○担当の範囲ごとに先生

プ開始 活動をする が見ること

９：５０ ○クリーンアッ ○作業終了し，整列 ○整列指示

プ終了 ○バス乗車 ★トイレを済ませるよう

に指示。１カ所

１０：１０ ○大槌第５仮設 ○乗車する ○車責任者は人員確認後，

住宅出発 ★学級委員は人員確認と バスの運転手に出発を

報告をする。 指示する。
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時 刻 場所と動き ○生徒の活動★留意点 ○引率者の動き★留意点 ○協力者の動き 準備物

１１：００ ○大船渡市 ★学級委員は人員確認と ○整列指導 ○バスは盛駅に

恋し浜駅到着 報告をする ○生徒におにぎりとお茶 移動

○恋し浜ホタテデッキに を渡す。 ●鈴木合流

移動する。
★雨天の場合はバスの車中で昼食をとる

１１：２０ ○昼食 ○ホタテの焼けた物をい ★食事中に自分の周りや

～ ただいた順に，宿泊班 一般のお客さんに気を

１２：２０ ごとにいただきますをす を遣う。 ●団体切符を学

る。 担へ渡す

１２：２５ ○恋し浜駅移動 ○担当者に代表があいさ ○忘れ物注意

つをして移動開始する。

１２：３５ ○恋し浜駅到着 ★学級委員は人員確認と ○整列指示 チケット代

報告をする。 （各クラス２列））

○すぐに乗車できるよう

に列になって待つ。

１２：４２ ○列車乗車 ○乗車 ○列を崩さずスムーズに

乗車するように指示する。

１２：５８ ○盛駅到着 ○下車する ○列を崩さずスムーズに

乗車するように指示する。

１３：２０ ○バス乗車 ○バス乗車 ○乗車責任者は人員確認

→宮守IC ★学級委員は人員確認と 後，バスの運転手に出

報告をする。 発指示をする。

★トイレは済ませておく

→東和IC ように指示する。

１４：３０ ○東和道の駅 ○トイレを済ませ，少し ○最終生徒確認

○休憩 体を動かす。 男子WC：佐雅

★店舗は入らない，利用 女子WC：小原

しない。 店舗内確認：大野

１４：４０ ○出発 ★学級役員，乗車確認と ○乗車確認後，出発指示

東和IC→ 報告 をする。

１５：５０ 錦秋湖SA ○トイレを済ませ，少し ○最終生徒確認

○休憩 体を動かす。 男子WC：佐雅

★店舗は入らない，利用 女子WC：小原

しない。 店舗内確認：大野

１６：００ ○出発 ★学級役員，乗車確認と ○乗車確認後，出発指示

報告 をする。

１７：００ ○太田中到着 ○降車，バス内のものを ○降車時，車内チェック

全て下ろす ：学担

○整列 ○整列指導：鈴知

１７：１５ ○前庭で解散式 ○５分で終了 ○実行委員指導：大野

実行委委員長あいさつ

主任からの話

諸連絡

１７：３０ ○解散 ○解散 ○見届け

★車待ちの生徒の確認
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マスト センターコート図面

3m

自 エレベーター

販

階 段 約4m50cm 機

休憩コーナー（たぶん）

イス，机有り

16m

実行委員話す位置

13m

よさこい演舞エリア

簡易スクリーン

HDMIで接続 延長コード

エスカレーター

エスカレーター

１ 太田紹介と交流のあゆみ紹介 実行委員がプレゼンで説明

その他の生徒はよさこい体系で並び，座っている。

２ よさこい披露 そのまま立ち上がり，よさこい演舞

よさこい隊形で終了
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★緊急に備えて

【関係機関連絡先】

★釜石警察署 大槌交番

〒028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 電話 0193-42-3130

移動交番

日時 月～金曜日 10：00 ～ 16：00

岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里一丁目1 番1 号（大槌町公民館吉里吉里分館駐車場）

★釜石大槌地区行政事務組合消防本部 大槌消防署

〒028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 電話 0193-42-3121(代表）

★岩手県立大槌病院仮設診療所

〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌15地割95-250 電話 0193-42-2121

★薬局 つくし薬局（つくし薬局末広店） 電話0193-41-2100

緊急時の連絡と対応について

★ バスは常に移動しやすい位置と向きで駐車しておく。

緊急連絡 → 主任に連絡，学年部と管理職で相談し，対応する。
救急車連絡を優先させる場合は，発見者が判断する。救急車連絡を優先させる場合は，発見者が判断する。救急車連絡を優先させる場合は，発見者が判断する。救急車連絡を優先させる場合は，発見者が判断する。

大きな地震の場合は避難を優先させる。大きな地震の場合は避難を優先させる。大きな地震の場合は避難を優先させる。大きな地震の場合は避難を優先させる。

１ けが・病気の場合

引率者の判断により，必要に応じて病院・救急車の手配をする。

大槌学園や城山公園体育館での活動時は，軽傷の場合，養護教諭の対応が可能です。

２ 地震の場合

揺れが収まったら，避難指示に沿って行動する。

津波は予想されるときは高台をめざし避難する。

３ その他の緊急事態

主任（管理職）の判断を仰ぐ

保護者への連絡が必要なとき ～担任から保護者へ

病院ほか必要機関への手配 ～最寄りの引率者

【緊急連絡先 引率者】

氏 名 携帯電話 自宅電話 配 車 備 考

学年主任 鈴木 知 渉外会計 010(1000)1000 8452(42)8420 緊急車両

Ａ組担任 大野 芳史 実行委員 020(2000)2000 7394(81)5926 朝陽観光大型バス 男子

Ｂ組担任 佐藤 雅朗 生徒指導 030(3000)3000 9731(19)3058 朝陽観光大型バス 女子

学年担任 小原真祈子 保健記録 040(4000)4000 1036(98)0749 朝陽観光大型バス 男子

運搬車両 髙橋 慶樹 米運搬 050(5000)5000 4019(57)7481 レンタカー 1日目のみ


