
 

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください

〜

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

◎・・・必ず

※上記リストは参考です。その他の荷物は必要に応じてのご準備をお願いします。
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ます

【講師研修ご参加の方へ】

手はこちらで用意します）

チェック！

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください

〜Please write your 

  

リュック又はスポーツバッ

リュック（小）・

⻑袖の上着

衣類（T シャツや上着、

スカート類

ハンカチ・ティッシュ

⻭ブラシ・ハミガキ

入浴・

雨具

筆記用具

野外炊事用品、クラフト用品

履きなれた靴

薬（常備薬・酔い止め）

腕時計、

カメラ（使い捨てカメラ可）

トランプなど

保険証のコピー

自己紹介シート（

1 日目の昼食

交通費（JR

◎・・・必ず

※上記リストは参考です。その他の荷物は必要に応じてのご準備をお願いします。

2 日目にアサヒビール神奈川⼯場⾒学

ますが、買い物の時間はごくわずかです。

【講師研修ご参加の方へ】

手はこちらで用意します）

チェック！ プログラムは天候等状況を⾒ながら進めてまいります。特に熱中症対策については

⼗分気をつけてを⾏いますが、帽⼦など暑さ対策の準備をお願いいたします。

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください

Please write your 

リスト 

リュック又はスポーツバッ

（小）・ナップサック

⻑袖の上着・⻑ズボン

シャツや上着、

スカート類）、靴下・下着類

タオル類 

寝間着 

ハンカチ・ティッシュ

⻭ブラシ・ハミガキ

入浴・洗面道具

雨具・折りたたみ傘

筆記用具、ノート

野外炊事用品、クラフト用品

水筒 

帽子 

履きなれた靴

（常備薬・酔い止め）

虫除け 

懐中電灯 

腕時計、目覚まし時計

（使い捨てカメラ可）

おこづかい

トランプなど

保険証のコピー

自己紹介シート（

日目の昼食（軽食）

JR 小田原駅集合の方

◎・・・必ずお持ちください

※上記リストは参考です。その他の荷物は必要に応じてのご準備をお願いします。

アサヒビール神奈川⼯場⾒学

買い物の時間はごくわずかです。

【講師研修ご参加の方へ】

手はこちらで用意します）

 プログラムは天候等状況を⾒ながら進めてまいります。特に熱中症対策については

⼗分気をつけてを⾏いますが、帽⼦など暑さ対策の準備をお願いいたします。

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください

Please write your name

リュック又はスポーツバッグ 

ナップサック 

・⻑ズボン 

シャツや上着、ズボン・

、靴下・下着類 

 

ハンカチ・ティッシュ 

⻭ブラシ・ハミガキ 

洗面道具 

・折りたたみ傘 

、ノート 

野外炊事用品、クラフト用品 

履きなれた靴 

（常備薬・酔い止め） 

 

目覚まし時計 

（使い捨てカメラ可） 

おこづかい 

トランプなど 

保険証のコピー 

自己紹介シート（2 枚） 

（軽食） 

小田原駅集合の方） 

お持ちください  

※上記リストは参考です。その他の荷物は必要に応じてのご準備をお願いします。

アサヒビール神奈川⼯場⾒学にて、また

買い物の時間はごくわずかです。多額の現⾦をお持ちにならないようご注意ください。

【講師研修ご参加の方へ】 上記を参考に、同様にご準備願います。その他持ち物：

手はこちらで用意します） ●宿泊代・食事代（メールにてご案内）

プログラムは天候等状況を⾒ながら進めてまいります。特に熱中症対策については

⼗分気をつけてを⾏いますが、帽⼦など暑さ対策の準備をお願いいたします。

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください

name on everything

 
施設の敷地内は坂

自分で運べる大きさ・重さの荷物にまとめてください

 日中貴重品や水筒、雨具を入れます

1 日目夜の野外炊事用など。

上着は、寒いときに

必ず名前を書いてください

入浴用、洗顔用

ジャージなど

ハンカチはハンドタオルでもよいでしょう

使い慣れたもの

シャンプー・石鹸

カッパが便利でしょう

筆箱、色鉛筆（あまりかさばらないもの）、ノート（英語罫線ノ

ートなどを新調していただく必要はありませんが、

いのサイズでメモを取りやすいものを

 
三角巾、軍手、

がかけるマーカー（「ポスカ」など）

ペットボトル

 

野外での活動用には、スニーカーをご用意ください

サンダルも持参する場合はバックベルト付きのもの

普段飲み慣れているもの

スプレータイプのもの

夜間の移動や

4年⽣以上の⽅はできるだけご⽤意

 なくしてもよいもの。

ご自身で管理

みんなで遊べるもの（ＤＳ、

ご⾃⾝で管理

英語レッスンの準備のためのシート（

おにぎりやサンドイッチなど、移動の合間や到着後に食べられる

ものがあるとよいでしょう

 JR⼩⽥原駅〜⼤雄⼭線⼤雄⼭駅

  ○・・・あると便利なもの

※上記リストは参考です。その他の荷物は必要に応じてのご準備をお願いします。

にて、また、帰路

多額の現⾦をお持ちにならないようご注意ください。

上記を参考に、同様にご準備願います。その他持ち物：

●宿泊代・食事代（メールにてご案内）

プログラムは天候等状況を⾒ながら進めてまいります。特に熱中症対策については

⼗分気をつけてを⾏いますが、帽⼦など暑さ対策の準備をお願いいたします。

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください

on everything

 

施設の敷地内は坂やでこぼこ

自分で運べる大きさ・重さの荷物にまとめてください

日中貴重品や水筒、雨具を入れます

日目夜の野外炊事用など。

上着は、寒いときに重ね着できるようなものでもよいでしょう

必ず名前を書いてください

入浴用、洗顔用など計

ジャージなど 

ハンカチはハンドタオルでもよいでしょう

使い慣れたもの 

シャンプー・石鹸など（

カッパが便利でしょう

筆箱、色鉛筆（あまりかさばらないもの）、ノート（英語罫線ノ

ートなどを新調していただく必要はありませんが、

いのサイズでメモを取りやすいものを

軍手、木工用ボンド

がかけるマーカー（「ポスカ」など）

ペットボトル可。その場合

活動用には、スニーカーをご用意ください

サンダルも持参する場合はバックベルト付きのもの

普段飲み慣れているもの

スプレータイプのもの

移動やトイレ時

年⽣以上の⽅はできるだけご⽤意

なくしてもよいもの。

管理していただきます

みんなで遊べるもの（ＤＳ、

ご⾃⾝で管理、使用しなければそのまま持ち帰ります

英語レッスンの準備のためのシート（

おにぎりやサンドイッチなど、移動の合間や到着後に食べられる

ものがあるとよいでしょう

⼩⽥原駅〜⼤雄⼭線⼤雄⼭駅

○・・・あると便利なもの

※上記リストは参考です。その他の荷物は必要に応じてのご準備をお願いします。

帰路 JR⼩⽥原駅利⽤の⽅は

多額の現⾦をお持ちにならないようご注意ください。

上記を参考に、同様にご準備願います。その他持ち物：

●宿泊代・食事代（メールにてご案内）

プログラムは天候等状況を⾒ながら進めてまいります。特に熱中症対策については

⼗分気をつけてを⾏いますが、帽⼦など暑さ対策の準備をお願いいたします。

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください

on everything（持ち物には必ず名前を書いておこう）

アドバイス

やでこぼこの多い道です

自分で運べる大きさ・重さの荷物にまとめてください

日中貴重品や水筒、雨具を入れます

日目夜の野外炊事用など。夏場でも⾍刺され予防に

重ね着できるようなものでもよいでしょう

必ず名前を書いてください 

など計 3〜4枚程度

ハンカチはハンドタオルでもよいでしょう

など（宿泊施設に

カッパが便利でしょう 

筆箱、色鉛筆（あまりかさばらないもの）、ノート（英語罫線ノ

ートなどを新調していただく必要はありませんが、

いのサイズでメモを取りやすいものを

木工用ボンドを各自お持ちください。木に絵や字

がかけるマーカー（「ポスカ」など）

可。その場合カバーをつけることをおすすめします

活動用には、スニーカーをご用意ください

サンダルも持参する場合はバックベルト付きのもの

普段飲み慣れているもの。⾍刺され⽤の

スプレータイプのものなど。安全のため貸し借りしません

トイレ時にそなえて

年⽣以上の⽅はできるだけご⽤意

なくしてもよいもの。必ず名前を書いてください

していただきます 

みんなで遊べるもの（ＤＳ、携帯ゲーム

、使用しなければそのまま持ち帰ります

英語レッスンの準備のためのシート（

おにぎりやサンドイッチなど、移動の合間や到着後に食べられる

ものがあるとよいでしょう 

⼩⽥原駅〜⼤雄⼭線⼤雄⼭駅 

○・・・あると便利なもの  

※上記リストは参考です。その他の荷物は必要に応じてのご準備をお願いします。 

⼩⽥原駅利⽤の⽅は駅にて、

多額の現⾦をお持ちにならないようご注意ください。

上記を参考に、同様にご準備願います。その他持ち物：

●宿泊代・食事代（メールにてご案内） 

[GC English Camp

プログラムは天候等状況を⾒ながら進めてまいります。特に熱中症対策については

⼗分気をつけてを⾏いますが、帽⼦など暑さ対策の準備をお願いいたします。

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください

（持ち物には必ず名前を書いておこう）

アドバイス 

の多い道です 

自分で運べる大きさ・重さの荷物にまとめてください

日中貴重品や水筒、雨具を入れます。2 日目

夏場でも⾍刺され予防に

重ね着できるようなものでもよいでしょう

枚程度（施設には

ハンカチはハンドタオルでもよいでしょう 

宿泊施設に備え付け

筆箱、色鉛筆（あまりかさばらないもの）、ノート（英語罫線ノ

ートなどを新調していただく必要はありませんが、

いのサイズでメモを取りやすいものを 1 冊お持ちください）

を各自お持ちください。木に絵や字

がかけるマーカー（「ポスカ」など）もあると便利です

カバーをつけることをおすすめします

活動用には、スニーカーをご用意ください

サンダルも持参する場合はバックベルト付きのもの

⾍刺され⽤の薬も

。安全のため貸し借りしません

にそなえて 

年⽣以上の⽅はできるだけご⽤意を。室内に

必ず名前を書いてください

 

携帯ゲーム等は禁止

、使用しなければそのまま持ち帰ります

英語レッスンの準備のためのシート（『しおり』とともに郵送

おにぎりやサンドイッチなど、移動の合間や到着後に食べられる

 片道 140

  △・・・ご参考までに

 

駅にて、お土産を買っていただくことはでき

多額の現⾦をお持ちにならないようご注意ください。）

上記を参考に、同様にご準備願います。その他持ち物：●野外炊事用エプロン（軍

 ●（あれば）洋書絵本１〜２冊

[GC English Camp

プログラムは天候等状況を⾒ながら進めてまいります。特に熱中症対策については

⼗分気をつけてを⾏いますが、帽⼦など暑さ対策の準備をお願いいたします。

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください

（持ち物には必ず名前を書いておこう）

 

自分で運べる大きさ・重さの荷物にまとめてください 

日目社会科⾒学

夏場でも⾍刺され予防になります

重ね着できるようなものでもよいでしょう

施設にはありません

 

備え付けがありません

筆箱、色鉛筆（あまりかさばらないもの）、ノート（英語罫線ノ

ートなどを新調していただく必要はありませんが、A6〜

冊お持ちください）

を各自お持ちください。木に絵や字

もあると便利です 

カバーをつけることをおすすめします

活動用には、スニーカーをご用意ください 

サンダルも持参する場合はバックベルト付きのもの 

薬も 

。安全のため貸し借りしません

室内に時計がありません

必ず名前を書いてください 

等は禁止です）

、使用しなければそのまま持ち帰ります 

『しおり』とともに郵送

おにぎりやサンドイッチなど、移動の合間や到着後に食べられる

140 円×2 

△・・・ご参考までに

お土産を買っていただくことはでき

） 

●野外炊事用エプロン（軍

●（あれば）洋書絵本１〜２冊

[GC English Camp T] 

プログラムは天候等状況を⾒ながら進めてまいります。特に熱中症対策については

⼗分気をつけてを⾏いますが、帽⼦など暑さ対策の準備をお願いいたします。 

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください

（持ち物には必ず名前を書いておこう）〜

 
◎

社会科⾒学にも使用 ◎

なります 

重ね着できるようなものでもよいでしょう 
◎

◎

ありません） ◎

◎

◎

◎

ありません） ◎

◎

筆箱、色鉛筆（あまりかさばらないもの）、ノート（英語罫線ノ

〜B5 くら

冊お持ちください） 
◎

を各自お持ちください。木に絵や字

 
◎

カバーをつけることをおすすめします ◎

◎

◎

○

。安全のため貸し借りしません ○

○

がありません ○

○

○

） △

 ◎

『しおり』とともに郵送） ◎

おにぎりやサンドイッチなど、移動の合間や到着後に食べられる
○

◎

△・・・ご参考までに 

お土産を買っていただくことはでき

●野外炊事用エプロン（軍

●（あれば）洋書絵本１〜２冊  

 2 

プログラムは天候等状況を⾒ながら進めてまいります。特に熱中症対策については

持ち物：お子さんたち向けのリスト（以下）を参考にご用意ください 

〜 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

△ 

◎ 

◎ 

○ 

◎ 

お土産を買っていただくことはでき

●野外炊事用エプロン（軍

 


