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キャンパスでの授業再開について・2020年６月

この文書は６月のキャンパスでの授業再開にあたり講じる方策についてご説明するものです。本文書は、日本国内の関係省庁および機関、
そして本学年度を修了するにあたっての最善策について保護者の皆様、生徒、教師よりお寄せいただいたご意見に基づき作成いたしました。

策定方針

中等部（6-10年生）の登校日:

6月のスケジュールにおける４つのキーポイント
学習／学習プログラムを出来るだけ損なうことなく、最大限に利用
するため、引き続きオンライン授業をカリキュラム提供の手段とし
ます。これにより、生徒がどこにいても２０１９−２０学年度の修了
が可能になります。

心の健康と社会的な繋がり／オンライン授業期間中、皆が直面し
た社会的断絶感を克服し、キャンパスに根ざす形あるコミュニティ

としてコミュニティ内の繋がりを再確認し、成果を讃えるため、任
意での分散登校を実施します。

安全と健康／分散登校スケジュールは全校生徒のごく一部の生徒
のみが登校する仕組みになっています。これにより、十分なスペー
スと教員による監督が可能になり、生徒の安全を確保します。新型
コロナウィルス感染症の感染防止のための安全対策は、厚生労働

省のガイドライン及び必要に応じ国際的かつ有効な実践例に則り
策定します。

•
•
•
•
•

Gr. 6:
Gr. 7:
Gr. 8:
Gr. 9:
Gr. 10:

11年生の登校日:

•
•
•
•
•
•
•
•

June 1-10:
June 10:
June 11:
June 12:
June 15:
June 16:
June 17:
June 18:

June 3, 8, 11, 16 & 17
June 2, 5, 10, 15 & 17
June 1, 4, 9, 12 & 17
June 2, 5, 10, 15 & 18
June 1, 4, 9, 12 & 18
Follow the regular Week 2 schedule
Oral exams for some students; others in class
Exam Day 1
Exam Day 2
Exam Day 3
TOK presentations
Gr 11 off
Final day on campus

１２年生の登校日：
• ６月５日：
• ６月６日：

卒業式の準備
卒業式

• ５月３０日： 写真撮影、要予約

準備期間／学年度末の３週間は、今後必要となる、これまでとは異

登校日のスケジュール

な８月からの新学年度からは出来るだけキャンパスで過ごせるよ

登校日には以下のスケジュールが適用されます：

なるかつ安全なキャンパスの利用法を指導し、私たちにとって重要
うにするための準備期間として最適であると捉えています。この３

週間を有効に利用することで、８月には生徒、保護者、スタッフが
安心して素晴らしい学年度を迎えることが出来るでしょう。

オンライン授業及び
分散登校のスケジュール
登校日
授業及び学習の大部分は引き続きオンラインにて行われるため、
登校できない生徒が不利益を被ることはありません。登校を希望
する生徒は以下のスケジュールに従ってください。

ELC Preschool:
ELC Kindergarten:
Gr. 1: 		
Gr. 2: 		
Gr. 3: 		
Gr. 4: 		
Gr. 5: 		

Gr. 1-5
• Homeroom:		 9:45-10:00
• Period A:		10:00-11:00
• Lunch:		11:00-12:00
• Period B:		12:00-13:00
• Period C:		13:00-14:00
• Period D:		14:00-15:00

Gr. 6-10
• Period A:		 9:45-11:00
• Period B:		11:00-12:00
• Lunch:		12:00-13:00
• Period C:		13:00-14:00
• Period D: 14:00-15:15

Gr. 11
• Period A:		 9:45-11:00
• Period B:		11:00-12:15
• Lunch:		12:15-12:45
• Period C:		12:45-14:00
• Period D:		14:00-15:15

注記：
• 生徒がキャンパスに立ち入り可能な時間は９時３０分から１５時３０分です。上記時
間外の生徒のキャンパスへの立ち入りは認められず、授業前、放課後の活動も実施さ

小学部の登校日:

•
•
•
•
•
•
•

ELC
• Start:		9:45
• Lunch:		11:30-12:30
• Finish:		15:00

れません。

June 8-12
June 1-5
June 3, 8, 11, 16 & 18
June 3, 8, 11, 16 & 18
June 2, 5, 10, 15 & 17
June 1, 4, 9, 12 & 17
June 1, 4, 9, 12 & 17

• 登校日の出欠は成績には反映しません。しかしながら、１１年生はIBプログラムにおい
てよりよい成果をあげるためにこの機会を活用することをお勧めします。

６月１〜１８日のオンライン授業スケジュール
登校日以外の学年は、以下のスケジュールに従い通常どおりオンラ
イン授業を実施します。

小学部
４、５月のオンライン授業のスケジュールから大きな変更はありま

せん。#amazingNISに参加して、ますます楽しく、学びを深めなが
ら学年度を修了しましょう。
中・高等部
オンライン授業のスケジュールは上記の登校日のスケジュールと同
様です。

登校日に自宅で学習をすることを選んだ生徒も、重要な学習内容

が欠ける恐れはありません。教師が自宅で実施可能な課題を与え
ることもあれば、課題がない日がある可能性もあります。詳しくは
教師から直接ご連絡します。

密閉
• 可能な限り、屋外や換気の優れた広いスペースでアクティビティ
を行います

• 各教室には、風通しを良くするために解放する窓／ドアを指定
します。これらの窓は分かりやすく表示し、終日解放します。

• 換気の限られる狭いオフィスには、空気清浄機またはサーキュ
レーターを設置します

• キャンパス内の移動の際には、可能な限り屋内ではなく屋外の
通路を利用するよう、生徒と教職員に指導します

密集
• 分散登校により毎日登校する生徒の数を限定することで、密

集を回避し、校内の生徒及び教職員も分散可能なスペースが

安全対策
３密と衛生管理
NISは、日本で「３密」と呼ばれる以下の感染リスク（３C）を回避
し、安全な学校環境に生徒と職員を迎えるよう全力を尽くします。
1. 密接場面（他者との密接は感染リスクを高めるため
回避する)

2. 密閉空間（換気の悪い密閉空間を回避する）

3. 密集場所（他者との距離を保つことが困難な密集空間を
回避する）

上記の「３密（３C）」と以下の４つの衛生管理原則を合わせて徹
底します。

•  体調不要の場合は自宅で休む

増加します

• キャンパス内に分かりやすく表示の上、左側通行を徹底しま
す。移動の際には屋内だけでなく屋外の通路も活用し、キャン
パス内の密集空間を削減します

• アクティビティ、ミーティング、移動など、可能な限り屋外スペ
ースを利用します

• 屋内では、可能な限り身体的距離を確保できるよう席を配置
します

衛生管理の詳細
（１）体調不良の場合は自宅で休む
• キャンパス立ち入りについてのガイドライン：保護者の皆様

におかれましては、お子様の登校にあたりキャンパス立ち入り
のガイドラインを遵守されていることをご確認ください。教職

•  頻繁かつ入念な石鹸での手洗い（手洗いできない場合には

員、生徒及び訪問者は以下（「キャンパスへの立ち入りについ

•  顔を触らない

お断りしています

消毒液を使う）

•  接触面／アイテムの共有を避けること及び清掃の徹底

て」をご覧ください）に該当する方のキャンパスへの立ち入りを
• 毎朝の検温と隔離室：全ての教職員及び生徒は、毎朝キャン

パスへの立ち入りにあたり検温を行います。その際に発熱があ

３密と衛生管理原則の詳細：

る、もしくは体調不良の生徒は隔離スペースにて保護者の到

密接

共交通機関の利用を避け、お車でのお迎えをお願いします。

• 常にマスクを着用してください。
（ランチや、他者との密接がな
い場面での運動など、教師からの指示がある場合を除きます）

• フラフープをイメージした一定のスペースを他者との間に置く
よう指導します（可能であれば約２メートル）

• できる限り密接のリスクを削減するべく学習やアクティビティ
を計画し、また指導、監督します

• 生徒間の距離を１メートル以上確保する、または衛生上安全
な手段を講じるなど、教室内はできる限り密着を回避する配
置に変更されます

• 食事中の密接による感染リスク回避のため、ランチは教師の
監督のもと教室内でとるものとします

• 行列が必要な場面では（ランチ、トイレなど）、密接リスクの回
避のため、教職員の監督のもと、床の印に従うこととします

• 体育や合唱など、感染リスクの高いアクティビティは安全を確
保できるよう調整します。

着を待ちます。上記の症状がある生徒が帰宅する場合には公
（２）手洗いの徹底

• 各授業とランチの間の時間には、定期的に手を洗うよう指導
します。追加の手洗い場が３つ、コモンズの外に設置されまし

た。多くの教室にも手洗い場と石鹸、ハンドタオルが設置され
ています。

• 手洗いの方が有効ではありますが、校内には手指消毒用のス

プレーが多数設置されています。これらを頻繁に使用すること
も生徒に指導します。

（３）顔を触らない
• 顔を触ることの危険性を生徒に指導します。マスクの着用も、
日中顔を触る頻度を減らす上で有効です

（４）接触面／アイテムの共有を避けること及び清掃の徹底
• 以下のような定期的かつ継続的な清掃を習慣的に実施します
●毎日終業後の清掃

●１日を通して清掃が行われ、追加の清掃スタッフがドアノ
            ブ、手すり、スイッチ、蛇口、机の上など使用頻度の高い
            接触表面を効果的な消毒剤で清掃して廻ります
●毎週末に徹底的な清掃を行います。５月の最終週の週末
            には抗ウィルス作用の高い除菌清掃を行います
• 教員と生徒が接触表面を清掃するためのクリーニングキット
を各教室に設置します

• 過去１４日以内に新型コロナウィルス感染症の感染者と接触
があった方

• 過去１４日以内に海外から帰国（入国）した方
• 過去１４日以内に海外から帰国（入国）した方と同居する方
• 発熱、咳、風邪またはインフルエンザに類似する症状のある
家族と同居する方、また濃厚接触があった方

• 水飲み場を使用する際は、直接飲用するのでなく、水筒に水

生徒及び教職員以外のキャンパス立ち入りについて

• 資料や機器の共有が必要となるアクティビティを可能な限り

ないご訪問は、事前に教職員との面会のお約束がある場合を除き

を追加する目的のみに使用するよう生徒に指導します
削減します

• 生徒に対し自分の学用品などを使用し、他の生徒と共有しな
いこと、
マスクの着用、手洗いを指導します

新たに実施される措置について
スクールバス
スクールバスは時間を変更して運行します。お子様の登校日におけ
るバスのご乗車予定の有無をお知らせください。現在のところ、各

バスの乗車人数は確定しておりません。保護者の皆様には以下に
ついてご理解いただきますようお願い申し上げます：

• 毎日の登校人数が限られることから、各バスの定員は通常よ
りも大幅に減少します

• 密着を回避するため、指定席制となります。指定された席での
ご乗車をお願いします。使用不可の席は封鎖されます

• 換気のためにできる限り窓を解放します
• 各バスは、毎回乗車前には消毒剤を使用して入念な清掃が行
われます

• 消毒スプレーを設置しますので乗車の際には必ず使用してく
ださい

• 乗車中には必ずマスクを着用してください
• 乗車中の食事（スナックを含む）は禁止します
• 乗車中にゲームなどを共有することを禁止します
バス停で並んでお待ちいただく際には、１メートル以上の間隔を空
けていただくようお願い申し上げます。

短縮授業のため、バスのスケジュールは通常と異なります。バスを
ご利用の保護者の皆様には別途お知らせ申し上げます。

誠に恐縮でございますが、保護者の方、及び不要不急の用件では
お断りさせて頂いております。面会のお約束がおありの方は、必ず
マスクをご着用の上、受付にて受付をお済ませいただき、校内にお
入り頂いた後はできるだけ速やかにご退出いただくようお願い申し
上げます。

保護者の方は、ゲートにてお子様をお見送りください。その後教職
員がお子様をお迎えし検温いたします。特に登校初日など、小さな

お子様が校舎や教室にお入りいただくのにサポートが必要な場合
には柔軟に対応させていただきます。

新型コロナウィルス感染症の重症化リスクが高い方
新型コロナウィルス感染症の重症化リスクが高い生徒、保護者、

教職員は、キャンパスへの立ち入りに関して慎重にご検討いただく

ことをお勧めします。厚生労働省及び米国CDCのガイドラインに
よる重症化リスクの高い方とは：糖尿病、心臓、肺、呼吸器に基礎
疾患のある方、透析患者、化学療法患者、免疫不全患者、妊娠中の
方、６５歳以上の方

登校時
全ての生徒及び教職員に対し、登校、出勤時に以下の手順に従い
検温を行います。

1. 生徒のキャンパスへの立ち入りにあたり非接触体温計にて検温

を行います。検温ステーションはバスパーキング上の階段、メイ

ンゲート前階段、ELC前の階段、アネックス入り口です。検温に
並ぶ際にも身体的距離を確保するよう留意してください。

2. 体温が３７．５度以上の場合には隔離室にてスクールナースが

改めて検温します。発熱（もしくは風邪やインフルエンザに類似
した症状）が確認された場合は保護者にお迎えを依頼します。

3. 検温により発熱がないと見なされた生徒は、校舎に入り手を

洗った後、教室または定められた場所に向かいます。この間

も、
マスクを着用し、身体的距離の確保などのガイドラインに
従ってください。

キャンパスへの立ち入り制限について

校内での移動

キャンパスへの立ち入りは、登校日に該当する生徒及び教職員、か

キャンパス内では、全ての教職員、生徒及び許可された訪問者は、

つ以下に該当しない場合のみ許可されます。
立ち入りが許可されない場合

• 新型コロナウィルス感染症に感染している方
• 発熱（３７．５度以上）、持続性の咳、風邪またはインフルエン
ザに類似する症状（重症度に関わらず）がある方

安全性向上のため以下のルールに従っていただきますようお願い
申し上げます。

• キャンパスでは常に左側通行を守ってください
• スペースの関係上一方通行になる場所もあります。指示に従っ
てください。

• 授業間の移動は、可能な限り屋外の通路を通行してくださ

い。屋外の通路での移動が難しい場合もしくは混雑している
場合のみ、屋内の通路を通行できます。

• 校内を移動した際には、石鹸と水での手を洗ってください。手
洗いが出来ない場合には手指消毒剤を使用してください。

●小学部の生徒は、呼ばれるまで教師の指示に従い、教室
内もしくは教室前にて待機してください。
●保護者のお車が駐車場に入られた際には、お子様のお名
前をお伺いします。その後、お子様にメインゲート下の階

• 各教室には消毒剤キットを設置します。授業後、退出前に使用

した接触表面を消毒剤で清掃してください。
（希望であれば入
室時にも）

• 教職員もできる限りこれらをサポートし、実践し、指導、監督
いたします。

休み時間
生徒が安全かつ身体的距離を確保しつつ休み時間を過ごすため、
またそれを教員が適切に監督できるよう、以下の通り使用可能な
場所を変更及び制限します：

• 使用可能な遊具及び使用人数に制限が設けられます
• 安全な遊び（チョークで絵を描くなど）と安全でない遊び（鬼
ごっこなど）について指導し、安全な遊びをサポートします

段下までお越しいただくよう連絡します。

持ち物
中・高等部のロッカーについて
中・高等部の生徒は、登校初日に自分のロッカーの中身を全て出し
てください。これ以降、ロッカーを使用することはできません。持
ち物が全て入る大きめのカバンを用意してください。

持ち物
さらに、全生徒は以下を持参してください：
• 注ぎ足し可能な水筒（シーザーズキッチンでは飲み物を販売
しません。また、水飲み機から直接水を飲むことは禁止です）

• 折り畳み傘（校内を移動で屋外を通行する際に必要になる可
能性があります）

ランチ
ランチはお弁当を持参していただくか、シーザーズ・キッチンで購
入も可能です。いずれの場合も水筒を持参してください。
ランチ中は
• 教室内またはその他屋内の安全な場所（また可能であれば屋
外）において教員の監督のもと食事をとります。その際は向か
い合わせでなく、身体的距離を保って着席します。

• お弁当を持参する場合は、温め直しやお湯が不要で、そのま
ま食べられるお弁当をご用意ください。

• シーザーズキッチンで購入する場合には
●個包装された通常ランチまたはベジタリアンランチの
２種類からお選びください。メニューはシーザーズ・キッ
チンのウェブサイトにてご覧いただけます。
●安全確保のため、ランチを購入する場合は屋外に並ぶよ
う指導、監督されます。雨天時は教室付近にて販売され
ます。安全性向上のためカフェテリアは改装中で、生徒が
PINナンバーを入力するキーボードを共有することのない
ようになります。ランチ購入の前には必ず手を洗ってくだ
さい。

• 通常より屋外で過ごす時間が増加する可能性があるため、帽
子と日焼け止めのご用意もお勧めします

• マスクを２枚以上（１枚は予備として）ご用意ください。マスク

は特別な理由により教師が安全と判断した場合など（身体的

距離を保った上での体育の授業中、ランチ中など）、指示がな
い限りは常に着用してください。

• お弁当（シーザーズ・キッチンで購入しない場合）
• 学用品、文房具は、生徒間での共有を回避するため持参して
ください

６月にキャンパスを閉鎖する場合
以下のいずれかの場合、所定の期間再度キャンパスを閉鎖します：

• 登校、出勤した生徒または教職員またはその濃厚接触者が新
型コロナウィルス感染症に感染した場合

• 愛知県内において再度緊急事態宣言または休校要請が発出さ
れた場合

• 愛知県内における新型コロナウィルス感染症の感染状況が著

しく悪化し、オンライン授業のみの授業形態に復帰するのが
適切であると学校が判断した場合

下校時
終業後は出来るだけ速やかに下校してください。
• バスに乗車する生徒はまっすぐ自分の指定された席に向か
い、着席してください。

• 自転車、徒歩、公共交通機関で下校する生徒は速やかに下校
してください。

• お迎えを待つ生徒は、身体的距離の確保のため以下に従って
ください。

●中・高等部の生徒は、身体的距離を確保しつつ、バート
ン・ガーデンまたはメインゲート前階段にて、呼ばれるま
で待機してください。

私たちの取り組みを
ご理解いただいた上での保護者の
皆様のご決断を尊重します
長期にわたったオンライン授業のあと、ようやく生徒たちをキャン
パスに迎え入れうことができることを大変嬉しく思います。キャン

パスで安全にお過ごしいただくために定めた方策を本文書にてご
説明申し上げております。ある程度のリスクは回避できるものと考

えてはおりますが、絶対的な安全というものはなく、完全にリスク

が回避できるとは申し上げることはできかねます。
教室内または校内において「３密」を回避することが非常に困難な

場面も考えられます。時には子どもたちが間違いを犯し、ガイドラ
インを守ることが出来ないこともあるでしょう。

教職員は最大限の努力とプロ意識をもって、またある程度の制約
の範囲内で、本文書でご説明申し上げたとおり安全性を最大限に

向上させるべく全力を尽くします。お子様がガイドラインに従うこ
とが困難な場合は、その間違いから学習できるよう指導、サポート

するよう努力いたします。しかしながら、指導に従っていただけな

いことが頻発する場合には、自宅待機をお願いする可能性がある
こともご理解いただければ幸いです。

保護者の皆様には、本文書をお読みいただき、ある程度の制約が

存在することをご理解、ご考慮の上、お子様の登校の可否をご判断
いただきますようお願い申し上げます。登校していただけることを

望んではおりますが、この点におきましては保護者の皆様のご決断
を全面的に尊重いたします。

