
                               
 ◆コロナ渦における２学期学校経営方針 

             学校長  島野 歩 
 

●学校においては、「密」を避ける、「マスクの着用」及び「手洗い・うがい等 衛生 

管理の徹底」「消毒」「換気」など基本的な感染対策をひとつひとつ丁寧に実践し 

「子どもたちの生命と安全」を第一とした学校生活をすすめていく。 

 

●東京都はじめ周辺地域の感染状況に応じた感染症対策を徹底して講じると共に 

可能な限り、授業や各種行事等の教育活動を継続し、子どもたちの健やかな学び 

を保証していく。ただし、子どもたちの生命を第一に考え、必要とあらば速やかに 

中止の決定とする。 

 

  ●感染症予防を徹底しつつも、感染者が確認された場合には、迅速かつ的確に対処 

   することができるよう、衛生主管部局との連携や、学校医等の専門家との連携に

より学校における保健管理体制を築いていく。 

 

●学校内ならびに学校関係者に感染が確認された場合には、感染者や濃厚接触者   

 にあたる児童・保護者・教職員等への差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などがなき 

よう、徹底し人権を守り抜く。 

   

 ◆最近の感染状況から 

 

●7月下旬からの爆発的な感染の勢いは、もはや災害レベルともいわれおり、 

 子どもたち一人一人の大切な生命をお預かりする学校として、強い危機感と 

 責任を感じています。 

 今まで感染予防対策として行ってきた「密を避けること」「手洗い・うがい・消毒」 

 「換気」を、あらためてひとつひとつ丁寧に実践していくことで、子どもたちの 

 生命と安全を徹底して守ってまいります。 

どのような厳しい状況にあっても、子どもたちの笑顔を失わないために。 

 

 



「生命を守る」学校生活 Q＆A 
Q 子どもたちの生命と安全を守るべく 今後の学校生活としての方針：「密」を 

避けるポイント、「クラスター」を生まないための工夫があれば教えてくださ

い。 

A ①朝は「健康チェックタイム」を設けます。 

検温・体調チェック（鼻水・咳・頭痛・倦怠感等）の徹底を行ってまいり 

ます。 

 ②毎日、検温を含めた健康チェックをご家庭にはお願いいたします。 

  （リーバーへの記録を忘れずにお願いいたします。リーバーの内容は、担任 

   をはじめとし、養護・管理職で共有し、お子様の体調を見守ります。） 

  ③各教室の座席は、「密」を避けるため、最大限、距離をとります。 

   前後の関係も、飛沫を避けるため、工夫して配置します。 

   学習形態においても、グループ活動は避けます。 

  ④昼食時はグループにならず、前を向いて黙食でいただきます。 

  ⑤マスクは必ず着用していただきます。（教員も必ず着用します。） 

   ＊マスクは、「不織布の使い捨てマスク」を推奨いたします。 

  （運動時等のマスク着用においては熱中症対策に留意いたします。） 

  ⑥体育における身体接触を伴う活動（球技におけるゲーム等）は制限して 

   まいります。 

   体育は可能な限り屋外で実施し、屋内で実施する場合には呼気が激しくなる 

   運動は避けます。授業後の手洗いは徹底いたします。 

  ⑦音楽の合唱・管楽器を用いる活動は、しばらくの期間、控えることといたし

ます。授業後は手洗いを徹底いたします。 

  ⑧家庭科においては、調理実習はしばらくの期間、無しといたします。 

  ⑨理科・生活科等、子どもが対面で操作したり、顔を寄せ合い観察したりする 

   実験等は制限してまいります。 

  ⑩手洗い・うがい・消毒・換気を徹底いたします。空気清浄機は常時稼働さ

せ、加えて換気と冷房・冬季には暖房を併用してまいります。 

  ⑪一日に複数回、定期的に教室やトイレを消毒いたします。 



Q 今後休校となった場合 あるいは 新型コロナウイルスの次の大きな波がきた

場合の学習の進め方は、現在と変わりますか。 

A オンラインを活用した Zoomホームルーム、学習コンテンツを基盤とした学

習、PCを活用した授業等、状況に応じて、どのような手立てを使っていくこ

とが学習効果として有効であり、「どの子も置いていかない授業展開」となる

かを基準に考えてまいります。そのためにも、どのような状況になっても対応

できるお子様自身の ICTスキルを今後も高めてまいります。9月 17日（金）

には、過日お知らせさせていただきました予定通り「Google Try Day」を

実施し、PCを通して学校とご自宅でのお子様とつながることを体感していた

だきます。任意ではございますが、ぜひともご参加ください。 

 

Q 今後はどのような登下校となりますか。 

A 登校については、登校時間幅を 1時間に広げます。（7時 40分～8時 40分） 

  混んでいる電車やバスをできるだけ回避していただき、1本や 2本見送っても

間に合うように登校時間幅をとります。こちらの策は、2学期いっぱい継続し

てまいります。下校については、乗車する電車やバスの密を避ける上で、学年

を分けて時差下校といたします。 

 

Q 6年生の中学受験対策は、どのようになっていきますか。 

A 中学受験を控え、新型コロナウイルスで厳しい状況にあっても、学びをすすめ

ていける体制を 6年生において構築していきたいと考えます。日々の補習授業

は、通常どおり実施いたします。感染予防策を徹底した上での授業体制を整え

てまいります。（4年生・5年生においても通常通り補習授業を実施します。） 

中学受験直前の冬季休業中の補習授業も、実施を予定しております。（状況によ

り変更の場合は早めにお知らせいたします。） 

10月 16日（土）に予定しておりました 5・6年生対象「時事問題講座」は、

予定通り実施といたしますが、今年度からご参加を予定しておりました保護者

の方の参加は、感染防止のためご遠慮させていただくことといたしました。ご

予定してくださっていた保護者の皆様、誠に申し訳ございません。時事問題の

プロ早川明夫先生を講師としてお迎えし、有意義な時間としていきます。 



                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★令和 3年度 2学期行事について★ 
 

＊新型コロナウイルス感染防止のため、子どもたちの生命を第一に以下の通り 

 変更ならびに感染防止策を講じて実施いたします。（変更は青字） 

【８月】 
■ 教育振興事業 「小学生のキミたちへのメッセージ」 ：8月 26日（木） 

講演者：本校卒業生 八幡祐成 氏 （東京大学航空宇宙工学科 3年生） 

＊予定通り実施 （ただし対面ではなく 講堂から教室への配信） 

 

■ 防災の日  ：8月 27日（金） 

＊予定通り実施 （ただし人数を制限し防災体験） 

 

■ 引き取り訓練  ：8月 28日（土） 

＊予定通り実施 （ただし 密を避けるため 1年生のみ引き取り実施） 

 

■ 教育懇談会  ：8月 30日（月） 

＊予定通り実施 （ただし希望の方は Zoomにて参加可能とする。） 

【９月】 

■ TATEWARI ２DAYS  

＊延期  9月 6日(月)７日（火） ⇒ 11月 8日(月)11月 10日(水) 

＊遠足の場所も都外を避け、「子どもの国」から「昭和記念公園」に変更。 

 

■ 同窓会講演会 「タネについて語ろう」 ：9月 11日（土） 

講演者：本校卒業生 小林 宙 氏 （15歳でタネの会社を起業） 

＊予定通り実施 （ただし対面ではなく 講堂から教室への配信） 

 

■ TOKYO BLOBAL GATEWAY  : 9月 15日（水） 

＊中止 （3回目 3月 1日は実施の予定） 

 

■ Google TRY DAY   :9月 17日(金) 

＊予定通り実施 （詳細については 7月 8日配布・ 

参加申し込み締め切り 8月 24日(火)） 

 

■ 2年生 生活科見学・品川水族館  ：9月 22日(水) 

＊延期 9月 22日（水） ⇒ 11月 26日（金） 

 

■ 3年生・4年生 八ヶ岳自然教室  ：9月 28日（火）～３０日（木） 

＊中止・日帰りで形を変えて実施 「3＆４：スリー＆フォー ACTIBITY」を実施 

 

 9月 28日（火） 東京地球農園にて（日帰り） 

          いもほり体験 ＆ 資源循環型農法の体験 

 

 9月 29日（水） 浅草・和なり屋にて（日帰り） 

          藍染め体験 ＆ 下町浅草散策体験 

 

 9月 30日（木） 体験の振り返りとまとめ（学校にて） 

 

 



 

 【１０月】 

■ 父母の会 文教マーケット  ：10月２日（土） 

＊予定通り実施 （ただし 密を避け形態を変えて実施） 

 

■ 授業参観 ：10月 7日（木） 8日（金） 

＊中止 

  （お子様の日ごろの頑張りをぜひご参観いただきたく 

   日程や時間を区切る形でご提案させていただいていたところでしたが、 

   現在の感染状況から、複数の保護者の方と子どもたちの接触のリスクを 

   考え、やむなく「中止」の決定といたしました。 

   楽しみにご予定くださっていた保護者の皆様には、申し訳ない気持ちで 

   いっぱいです。心からお詫び申し上げます。） 

 

■ 3年生 社会科見学  ：10月 15日（金） 

＊予定通り実施 （バス 2台配車） 

 

■ 5年生・6年生 時事問題講座  ：10月 16日（土） 

＊予定通り実施 （ただし保護者の方の参加は無しといたしました。 

申し訳ございません。） 

 

■ 1年生 生活科見学・多摩動物公園  ：10月 22日（金） 

＊予定通り実施 （バス 2台配車） 

 

■ 6年生 社会科見学  ：10月 26日（火） 

＊予定通り実施 （バス 2台配車） 

 

■ 4年生 水道キャラバン  ：10月 30日（土） 

＊予定通り実施 （講堂にて実施） 

【11月】 

■ 2年生 郵便局見学  ：１１月２２日（月） 

＊延期  11月 22日(月) ⇒ 12月 9日（木）に延期予定 

 

■ 5年生・6年生 茶道教室 ：11月 24日（水） 

＊予定通り実施 

【12月】 

■ 伝統芸能鑑賞会・劇団プーク  ：１２月４日（土） 

＊予定通り実施  （ただし 学年を分けて 2部構成で実施） 

 

■ 父母の会 講演会・魚住りえ氏 「豊かなコミュニケーション術」 ：12月 11日（土） 

＊予定通り実施 

 

■ 5年生 社会科見学 ：12月 7日（火） 

＊予定通り実施 

 

■ 希望個人面談 ：12月 13日（月）～12月 16日（木） 

＊予定通り実施 （ただし 希望の方は Zoomにて面談可能といたします。） 

 

■ 6年生 冬季休業中の冬季補習授業  ：12月 20日（月）～12月 25日（土） 

＊予定通り実施 

 

 

 



令和 3年 8月 23日 

保護者様 

文教大学付属小学校 

校長  島野 歩 

 

新型コロナウイルス感染症の対策について 

 

 全国的な感染拡大が続いております。学校においては、これまで同様、感染防止のための

教育活動に努めてまいります。現在、本校の教職員においては、職域接種ならびに地域自治

体でのワクチン接種が進み、ほぼ全員の教職員が夏休み中に 2回目の接種を打ち終えており

ます。このことが、子どもたちや保護者の皆様の安心材料の一つになればと考えております。 

つきましては、2学期以降も引き続き、以下の点に関してご協力をお願いいたします。ご

家庭においても感染症対策を行ったうえで、生活していただきますようお願いいたします。 

 

 

ご家庭で行っていただくこと 

・毎朝の検温と健康観察を行う。 

※教員はお子様が登校する前にアプリにて検温結果を確認いたします。朝のお忙しい時

間帯かと思いますが、7時 45分までに届け出してください。 

・体調不良の場合には学校に連絡をし、家庭で休養をする。 

※微熱や少しでも体調不良がある場合には登校を控え、自宅にて様子をみてください。 

・学校へ登校する際はマスクを着用し、毎日きれいなハンカチを持参する。 

 ※マスクは、「不織布の使い捨てマスク」を使用されることを推奨いたします。 

・鼻をかんだティッシュや使用済みのマスクは、持ちかえる。 

 ※飛沫や鼻水のついたゴミについては、ご自宅に持ち帰って処分していただきますよう

ご協力お願いいたします。 

 

学校で子どもが行うこと 

・登校直後、担任に検温をしてもらう。 

・石けんでの手洗いを習慣化すると共に、手指消毒液を使用する。 

・お弁当前に児童の机用の雑巾で机を拭く。 

⇒机用の雑巾の準備をお願いします。雑巾は毎週水曜日と週末に持ち帰り、洗濯してい

ただきます。 

・お弁当時、マスクは食べる直前に外し、前をむいた状態で会話をせずに静かに食べる。

食べ終わったら、すぐにマスクを着用する。 

・「新学校生活様式」を意識した生活を心がける。 

 

 



 ≪重要≫ 以下の場合には登校を控えてください。お子様の体調不調はもちろん、ご家族

の方が体調を崩された際にも、放置せず早めにかかりつけ医に相談し、その後の指示をけて

いただきますようお願いいたします。 

 

① 発熱または、風邪症状（咳やのどの痛み、鼻水、咳、だるさ、腹痛、下痢等）等があ

る場合 

⇒発熱があった場合には、早めにかかりつけ医を受診してください。解熱後 24 時

間、咳などの呼吸器症状等がある場合には治まってから 24時間は登校せずに、ご自

宅にて様子をみてください。 

⇒学校内で上記のような症状が見られた場合には、すぐにお迎えをお願いします。

その際、兄弟姉妹も一緒に帰宅していただきますのでご協力お願いします。 

② 医療機関にて新型コロナウイルスに感染していると診断された場合 

③ 同居のご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合、もしくは濃厚接触者と

なった、濃厚接触者となる可能性がある場合 

（PCR検査、抗原検査、抗体検査を受けている、受けることが決まった等） 

④ 同居のご家族に①の症状がある場合 

⇒本人が元気でも、同居のご家族（兄弟姉妹等も含む）に体調不良の方がいる場合

には、登校せずに、ご自宅にて様子をみてください。 

⑤ ご自宅での自主待機を希望される場合（感染予防のため、持病悪化防止のため） 

⑥ 予防接種の副反応があった場合 

※上記の理由で登校できない場合には、健康観察報告書（出席停止措置願い）を提出

してください。健康観察報告書は、自宅待機・療養期間中のお子様の状況を把握す

るためのものとなります。まとめての提出ではなく、自宅待機・療養明けの登校初

日に持参した上で登校していただきますようお願いいたします。 

※出席停止に該当する感染症にかかった場合には、登校の際「登校許可証」が必要と

なります。 

 

 

その他、感染拡大防止のために 

以下の場合には、速やかに学校にご連絡をいただきますようお願いします。 

≪必ず学校へ連絡してください≫ 

●お子様が新型コロナウイルスに感染した場合 

●ご家族が新型コロナウイルスに感染した場合 

●お子様やご家族が濃厚接触者となった場合 

●お子様やご家族が感染等の疑いがある場合 

 

 ご協力よろしくお願いいたします。 


