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School Life Supporter

平素大変お世話になり誠に有難うございます。
まず、新型コロナウイルス感染症の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。また世界各地で治療にご尽力い
ただいている医療従事者の皆様には深く感謝と敬意を表します。
さて、新型コロナウイルス感染症に伴い新しい生活スタイルを模索している中、本年度は学校行事も縮小傾向となり校外
学習を断腸の思いで中止されている学校様も多数ございます。
こんな時だからこそ、子供達に少しでも体験活動を経験してもらいたい！笑顔になってもらいたい！
そんな思いで この「学校応援プロジェクト」をご提案させていただきます。
「すべては子供たちのために！」そんな願いを込めて少しでも先生方のお手伝いが出来れば幸いです。

すべては子供たちのために
今回は中止せざるを得ない

〇

行事が過密で延期できない

〇

行けないなら学校に呼ぼう

〇

対象類型
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学校応援プロジェクト２０２０

（行けないなら呼ぼうプロジェクト）

「新しい学習スタイル」をご提案させていただきます。
withコロナの時代、新しい生活スタイルを模索する中、色々な先生方の思い
に触れることが出来ました。
全ての先生方の思いに共通して言えることは「子供たちのために」でした。
教育の最前線でご尽力いただいている先生方の深く強い思いを感じました。
そんな気持ちに教育旅行担当として何かできることはないか？
今できることはないか？
そんな思いで、色々な方々のご協力のもと、この学校応援プロジェクトが
生まれました。
少しでも先生方のお力になれることが出来れば幸いです。
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出張体験学習について（コンテンツ更新中）

体験

藍染体験

移動どうぶつえん

出張飯盒炊爨

ふくべ絵付け体験

名称

武州中島紺屋

東武動物公園

林間学校旅館チーム

ふくべ洞

テーマ

伝統

ふれあい

チームワーク・協力

郷土（日光）

写真

内容

社会科見学で人気の藍染め
東武動物公園が提供する
「ふれあい移動どうぶつえん」
《所要時間》
●４０～６０分（準備時間除く、
ヒヨコ、ウサギ、ヤギ、ヒツ
児童数により変動）
ジなど皆様がよくご存じの動
例）４人１組で染料バケツに１ 物から、アルパカ、フクロウ
分ずつ浸ける➡３分広げる（酸 、リクガメ、コウモリなどの
化発色）➡水洗バケツで１分す ちょっと変わった動物達との
すぐ、という工程を次々とリ
楽しい時間のご提供と飼育員
ピート。※染めたハンカチはビ ならではの動物達についての
ニール袋に入れて当日お持ち
お話タイム（15分）もご提供
帰り頂きます。

手ぶらで飯盒炊爨体験

あの「ふくべ」が学校へ！

毎年、林間学校で実績のある
旅館チームの皆さまが、備品
や食材を始めとし雨天対策と
してテントも持参致します。
環境学習としてエコ飯盒を！
《所要時間》2~3時間

日光修学旅行でご存じの「ふ
くべ絵付け体験」が学校へ出
張致します。
所要時間や持ち物などは、修
学旅行と変わりません。

学校様には消防署への火気申
請をお願い致します。

自分だけの1品を♪

今まで、そしてこれからも 私たちは教育旅行のお手伝いを
させていただき社会に貢献することを目指します。

すべては子供たちのために！
コロナ渦の中でも、キラキラした子供たちの笑顔を
見たい！そんな願いを込めたプロジェクトです。
是非、ご検討の程よろしくお願い申し上げます。
色々なコンテンツを随時追加予定です。
各担当者へ何なりとお申し付け下さい。
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出張体験学習について（コンテンツ更新中）
チームビルディング

体験

クラフト作成
自然スライド講話

学校キャンプファイヤー

SDGsカードゲーム

名称

森林インストラクター

林間学校旅館チーム

SDGsファシリテーター

千年の森J-wings
ファシリテーター

テーマ

自然・環境学習

友情・団結・協力

持続可能な開発目標
新しい生活様式の模索

チームワーク
コミュニケーション

コロナ時代の
コミュニケーション

写真

内容

クラフト+スライド+キャンプ 手ぶらでキャンプファイヤー
ファイヤーのセットおすすめ
林間学校など学校行事の一環で 毎年、林間学校で実績のある旅
信州を訪れる学校からの依頼を 館チームの皆さまが、木材やヤ
受け、様々な体験学習を提供し グラ組み、トーチまでご準備致
ています。目的に沿い、かつ季 します。
節にちなんだメニューをお選び
いただきます。仲間と過ごした
時間が、いずれ原体験としてよ 学校様には消防署への火気使用
みがえり、暮らしや地域の自然、申請をお願い致します。
環境問題への関心を深めてほし
いという想いをこめて実施して
います。

小学生向け、中高校生向けカード チームビルディング
ゲームの仕組みはシンプルです。
教室全体がひとつの「世界」とな
り、その中で各プレイヤー（各班
）がカードによって示された「人
生のゴール」の達成に向かって活
動します。活動の中心となるのは
「プロジェクト」。「時間」と「
お金」を使い、経済、社会、環境
に関連する様々な開発プロジェク
トを実施していきます。
ゲーム後の振り返りが学習を深め
る大切な要素となります。

新年度、新入生のチームワークレ
クリエーションなどで実績のある
群馬県千年の森J-wingsのファシリ
テーターが学校へお伺い致します
。
チームワーク、リーダーシップ講
座などご要望にお応えさせていた
だきます。
事前に先生方と打合せをしっかり
と行い、学年としての方向性を決
める貴重な時間を提供させていた
だきます。

今まで、そしてこれからも 私たちは教育旅行のお手伝いを
させていただき社会に貢献することを目指します。
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出張体験学習について（コンテンツ更新中）

体験

出張江戸村ショー

名称

日光江戸村

テーマ

エンターテインメント

益子焼絵付け体験
日光彫体験

日光東照宮ご案内

都内バーチャル
リモート社会科見学

日光殿堂案内人ガイド

都内ガイド
ミキキートス

伝統工芸

歴史

社会科見学

益子焼絵付け体験♪
日光彫体験（調整中

日光東照宮ガイド

今できること（要相談）

日光修学旅行で赤いブレザー
でご存じの日光殿堂案内人が
学校へ出張講話致します。

新しい生活様式に伴い、リモ
ート学習をご提案致します。
国会議事堂、豊洲市場、空港
など、動画によるバーチャル
見学及びZOOMなどを活用し
て現地ガイドさんとオンライ
ンでつなげ今の様子を解説し
ていただきます。
質疑応答の時間を設けるなど
学習の時間を高めます。

益子

横坂工房
調整中

写真

あの江戸村が学校へ！

内容

あなたの学校へ日光江戸村劇団
がお伺い致します。
極上エンターテインメント
ショーをお楽しみいただければ
と存じます。
時間や内容等、ご相談させてい
ただきます。
ふくべ細工や日光彫、益子焼体
験などとセットにし半日日光を
満喫していただけますと幸いで
す。

日光修学旅行でご存じの「益
子絵付け体験」「日光彫体験
」が学校へ出張致します。（
相談中）
所要時間や持ち物などは、修
学旅行時と変わりません。
自分だけの1品を♪

日光東照宮を余すことなく説
明いただけます。
普段できない質疑応答の時間
もあり大変勉強になります。
ご興味のある学校様は是非担
当者へお問い合わせ下さい。
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出張体験学習について（コンテンツ更新中）

体験

そうだ 京都 呼ぼう

そうだ 京都 呼ぼう

そうだ 京都 呼ぼう

そうだ 京都 呼ぼう

名称

京都歴史講話

京都環境講話

京都茶道体験

京都きもの体験

テーマ

歴史

環境

伝統

伝統

内容

ブラタモリの講師が学校へ！

レジ袋ゼロへ

茶道体験

着物文化

あなたの学校へ京都の歴史がお
伺い致します。
普段目にすることの出来ないお
宝と一緒に京都おもてなし大使
が面白おかしくそして京都の深
い歴史について講話（授業）致
します。
お時間などご相談下さい。

京都市、亀岡市の歴史と共に
保津川の環境問題、そしてプ
ラスチックゴミ問題について
深く切り込む講話（授業）を
行います。

京都での茶道体験が学校（教
室）で実施可能になります。

埼玉では普段あまり見かけな
い着物について着付け体験や
講話を通して勉強することが
出来ます。

詳しくは担当者まで。

立礼（りゅうれい）という椅
子に座って行う体験もござい
ますので、何なりとご相談下
さい。
水場が必要となりますので、
体験場所の候補として家庭科
室などがベストです。

呼 京 そ
ぼ 都 う
う
だ
。

詳しくは担当者まで。
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出張体験学習について（コンテンツ更新中）

体験

そうだ 京都 呼ぼう

そうだ 京都 呼ぼう

そうだ 京都 呼ぼう

そうだ 京都 呼ぼう

名称

京都八ッ橋体験

京都生活講話

漆講話

清水焼絵付け体験

テーマ

食文化

生活文化

伝統

伝統

普段の京都を学ぶ♪

伝統工芸とは！？

ザ・京都！

京都漆職人の「うるし」に対
するアツイ思いを講話してい
ただきます。
職人とは？伝統とは？伝承と
は？
これから大人の階段を上る生
徒様達へのアツイ（アツ過ぎ
る？）メッセージ！

清水焼と言えば京都！
あなただけの！特別な一品を
作成してみませんか？

写真

京都土産八ッ橋作り体験！

内容

あまりにも有名な八ッ橋。学校 伝統ある京都にお住いの皆様
も埼玉と同じ普段の生活をし
で作ってみませんか？
ています。
京都料理研究家（管理栄養士） 歴史や文化財に目が行きがち
の指導の元、ニッキだけでなく、 の京都の普段の様子を講話（
生徒様独自の八ッ橋作りは好評 授業）していただき、そこか
をいただいております。
ら京都の奥深さを学んでいた
体験を通して、京都食文化も学 だきます。
んでいただきます。
体験場所は、衛生面を考慮して
家庭科室などがベストです。

呼 京 そ
ぼ 都 う
う
だ
。

京都伝統工芸士の職人の方か
ら講話も頂きながら、作成体
験をしていただきます。
事前に品物を選んでいただけ
ます（湯呑みなど）

すべては子供たちのために

School Life Supporter

〇弊社案内

株式会社湯旅
〒350-0043
埼玉県川越市新富町1-17-6
Tel：049-224-1251 Fax：049-224-1255
http://www.yutabi.com
mail：kawagoe@yutabi.com

