日 程 表
第1日目：11月14日（火）
時 刻
行 事
5:30 バス配車

行

動

学校前にバス配車 （台湾１号車・上海２号車）

6:00 学校出発

点呼を受けてバスへ乗車。忘れ物テェック。大きな荷物はトランクへ

7:20 関西空港着

バス駐車場到着。4Ｆにて整列、点呼
あいさつ・諸注意 預ける荷物と手荷物の確認
パスポート・出入国カード・しおり・貴重品・常備薬・保険証券等は手荷物かばんへ
●機内持ち込み禁止物（刃物類・液体物）は預ける荷物へ
●お茶等の飲物は手荷物検査前で処分
●預ける荷物はホテルまで開けられないので必要なものは手荷物へ
●当日配布物・・・出入国カード、携行品別送申告書、
Ｅチケット、海外旅行保険証書(申し込んでいる生徒のみ)

移動開始

●預ける手荷物・・・チェックインカウンターへ。パスポートＥチケット提示
荷物を預けた後搭乗券を受け取る
指示を受け移動
●手荷物検査 ・・・金属類(ベルト、時計等）は外してトレイへ検査へ。
検査後、手荷物を持って、エスカレーターで3Ｆへ
●出国審査 ・・・パスポート(カバーを外す)を審査官に提示
審査後、点呼。 搭乗ゲートへ。＊途中シャトルに乗ります
●搭乗口

搭乗ゲート

・・・集合時間を確認。解散。トイレ休憩等

搭乗アナウンス後、搭乗ゲート前に集合
パスポートと搭乗券をスタッフに提示し機内へ
＊混雑をさけるために速やかに座席へ移動
＊シートベルト着用。リクライニングは使用しない。電子機器の電源ＯＦＦ

10:00 関西空港発

ＣＩ159便にて出発
●機内にて昼食
●パスポート・出入国カードを確認(台湾到着後のために)

12:20 桃園国際空港着

台湾に到着。時計の時刻を現地時間に変更 ―1時間
●入国審査
・・・パスポート、入国カードを提示
●預けた荷物を受取 ・・・ターンテーブルにて荷物を受取る

13:30 空港出発

大きな荷物をトランクに預け出発

14:30 両替店

日本円を台湾ドルに両替

15:20 龍山寺見学

見学時間 15：20～16：00

16:20 行天宮見学

見学時間 16：20～17：00

17:50 台北市内(夕食)

市内レストラン夕食：「聚馥園」にて北京料理

19:10 夜市

士林夜市体験散策

20:20 ホテル着

到着前、ホテルの諸注意。 バスに忘れ物がないか確認
ルームキーを受取り部屋へ
①ルームキーは
②ホテルから外出禁止
③パジャマ・スリッパで廊下に出ない
④翌日の行程(朝食場所・時間 2日目の行程)
⑤備品の確認（ドライヤー、湯水、冷蔵庫、排水、入浴用品等）
⑥非常口の確認。

22:00 班長ミーティング

ホテル１階ロビー （持ち物：しおり、筆記用具）

滞在時間 14：30～15：00

夕食時間 17：50～18：50

散策時間 19：10～19：50 ※露店での購入、飲食はしない

22:30 点呼（各部屋にて） 点呼、消灯、就寝 （入浴は各部屋で。２２：３０までに入浴を終わらせておくこと。）

日 程 表
第2日目：11月15日（水）
時 刻
行 事
6:30 起床

行

動

同室の者と一緒に朝食会場へ

7:00 朝食 点呼

ホテル内レストラン にてバイキングの朝食 （食事会場にて部屋ごと点呼）
食事後、部屋へ戻り身支度、部屋の整理整頓など

8:45 １階ロビーに集合

ルームキーを教員またはガイドさんに渡して点呼をする。

9:00 ガイド合流

各班別のガイドと合流
終日 各班別行動

16:00 ホテル着

16：00～17：00の間でホテルに戻る
（ホテルに着いたら教員またはガイドさんからルームキーをもらう）

17:00 ホテル発

バスで移動

17:30 台北市内(夕食)

市内レストラン夕食：「大戈壁」にてモンゴリアンＢＢＱ 夕食時間 17：30～18：30

19:00 ホテル着
22:00 班長ミーティング

ホテル１階ロビー （持ち物：しおり、筆記用具）

22:30 点呼（各部屋にて）

点呼、消灯、就寝 （入浴は各部屋で。２２：３０までに入浴を終わらせておくこと。）

日 程 表
第3日目：11月16日（木）
時 刻
行 事
6:30 起床

行
動
同室の者と一緒に朝食会場へ

7:00 朝食 点呼

ホテル内レストラン にてバイキングの朝食 （食事会場にて部屋ごと点呼）
食事後、部屋へ戻り身支度、部屋の整理整頓など

7:45 １階ロビーに集合

ルームキーを教員またはガイドさんに渡して点呼をする。

8:00 ホテル発

点呼後、バスへ乗車

9:30 十分着

着後、天燈上げ体験へ
係りの指示に従い、天燈上げ体験 ＊列車の通過にご注意ください。
4面に願い事を書き、出来た班から順番に飛ばして行く)
時間があれば付近散策

10:30 十分発

点呼後、バスへ乗車

11:00 九分見学
11:50 九分発

街の下の駐車場下車
ガイドの案内で街中へ
点呼後、バスへ乗車

12:00 九分(昼食)

市内レストラン昼食：「阿妹茶樓」にて郷土料理

14:00 中正紀念堂見学

見学時間 14：00～15：00

15:30 西門街見学

見学時間 15：30～17：30 （自由散策 解散場所、集合場所を確認）

18:00 民芸品店

ショッピング18：00～18：30

18:30 台北市内(夕食)

市内レストラン夕食：「丸林」にて台湾料理

19:50 ホテル着

翌日の帰国に備えて荷造りをする。（忘れ物がないように。）

22:00 班長ミーティング

ホテル１階ロビー （持ち物：しおり、筆記用具）

22:30 点呼（各部屋にて）

点呼、消灯、就寝 （入浴は各部屋で。２２：３０までに入浴を終わらせておくこと。）

昼食時間 12：00～13：00

夕食時間 18：30～19：30

日 程 表
第4日目：11月17日（金）
時 刻
行 事
6:30 起床
7:00 朝食 点呼

行

動

同室の者と一緒に朝食会場へ
ホテル内レストラン にてバイキングの朝食 （食事会場にて部屋ごと点呼）
食事後、部屋へ戻り身支度、部屋の整理整頓など

8:15 １階ロビーに集合 ルームキーを教員またはガイドさんに渡して点呼をする。 （忘れ物がないように。）
8:30 ホテル発

点呼後、バスへ乗車
大きな荷物をトランクへ

9:00 忠烈祠見学

見学時間 9：00～9：25

9:50 故宮博物館着

入り口にてイヤホンガイド配布
見学後、イヤホンガイド回収

11:20 故宮博物館発

点呼後、バスへ乗車

11:45 台北市内(昼食) 市内レストラン昼食：「金品茶樓」点心料理
13:10 再両替店

昼食時間 11：45～13：00

ショッピングと再両替 13：10～14：00

15:00 桃園国際空港着 バス駐車場到着。整列、点呼
あいさつ・諸注意 預ける荷物と手荷物の確認
（手荷物検査の手前でガイドさんとお別れ）
パスポート・出入国カード・しおり・貴重品・常備薬・保険証券等は手荷物かばんへ
●機内持ち込み禁止物（刃物類・液体物）は預ける荷物へ
●お茶等の飲物は手荷物検査前で処分
●預ける荷物は学校まで開けられないので必要なものは手荷物へ
●預ける手荷物・・・チェックインカウンターへ。パスポート提示
荷物を預けた後搭乗券を受け取る
指示を受け移動
●手荷物検査 ・・・金属類(ベルト、時計等）は外してトレイへ検査へ。
●出国審査

●搭乗口

・・・パスポート(カバーを外す)を審査官に提示
審査後、点呼。 搭乗ゲートへ。
・・・集合時間を確認。解散。トイレ休憩等

搭乗アナウンス後、搭乗ゲート前に集合
パスポートと搭乗券をスタッフに提示し機内へ
＊混雑をさけるために速やかに座席へ移動
＊シートベルト着用。リクライニングは使用しない。電子機器の電源ＯＦＦ

17:25 桃園国際空港発 ＣＩ158便にて出発
●機内にて夕食
●パスポートを確認(日本到着後のために)

20:50 関西空港着

関空に到着。時計の時刻を日本時間に変更 +1時間
●入国審査(検疫)
・・・検疫チェック。サーモグラフィを通過するだけ
パスポートを提示
●預けた荷物を受取 ・・・ターンテーブルにて荷物を受取る
●税関

・・・携行品別送申告書を提出

バス駐車場へ

21:30 関西空港発

点呼後、バスへ乗車
＊阪和道 有田ＩＣ～南紀田辺ＩＣ 夜間通行止め

23:30 学校着

お疲れ様でした。

