
 

 

 

 

 

 

心身の健康を第一に 

中幡小学校校長   

感染症対策として延長された夏休みが明け、子供たちが４８日ぶりに学校に戻ってきました。緊急事態宣

言下での夏休みとなり、ご家庭で感染症対策をとりながら、少しでも充実した夏休みにしようと心を砕かれた

ことと思います。また、延長期間における Home＆School での健康観察には、土日を含め、毎日３００件以上

のご入力を保護者の方々からいただきました。ご協力いただき、感謝申し上げます。 

９月からの学校生活は、裏面の「中幡小学校 新型コロナウイルス感染予防策（令和３年９月６日版）」に

基づいて進めて参ります。文部科学省や東京都教育委員会、渋谷区教育委員会の通知などをもとにした本

校の感染症予防策を、昨今の感染状況を踏まえて改訂いたしました。新型コロナウイルスの変異株の流行が

見られる中、これまでの感染症対策をより徹底することの確認や、新たに取り組むことを加えてあります。以下

の抜粋事項と共にご確認ください。また、９月の行事予定等の変更点も、併せてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も様々な制約のある学校生活となりますが、感染症予防と心のケアに留意して、教育活動を継続して

いきます。渋谷区教育委員会とはもちろん、PTA や地域の方々とも連携を取りながら進めていきますので、ご

理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

渋谷区立中幡小学校 

 

学校だより 

 

令和３年 ９月 ６日 

中幡小学校 3つのルール 

あいさつ あとしまつ あさごはん  

【学校活動・学校行事】 

○既にお知らせしましたことを含め、下記のように対応・

変更しています。ご確認ください。 

①宿泊行事：６年生→２月に延期します。 

４年生→日帰りの校外学習に代替え 

（時期調整中） 

②水泳指導：９月１３日(月)～３０日(木)の期間に、各

学年１回か２回の実施を予定しています。ただし、分

散登校が延長されれば、実施はありません。 

③校外学習：６年生［９月１４日(火)社会科見学］ 

→延期します。(時期未定) 

４年生［９月２８日（火）TGG外国語体験］ 

→実施予定です。 

④委員会活動：各委員会で学年ごとなど少人数に分

かれて活動します。 

⑤異学年交流（クラブ活動・たてわり班活動）： 

→活動により延期または中止します。 

⑥学校公開：９月２５日（土） 

→公開中止とします。土曜授業のみ実施します。 

⑦保護者会：９月２７日（月）～ 

→集合開催ですが、オンライン配信もいたします。 

 

１０月以降の主な行事については、現時点では実施予定

です。実施の有無や実施方法の変更が必要になりました

ら、改めて連絡いたします。ご理解とご協力をよろしくお願

いいたします。 

【学校生活】 

○いわゆる３つの「密」が重ならないようにします。で

きる限り「ゼロ密」を目指します。 

○「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い

学習活動」については、緊急事態宣言下では行

いません。宣言解除後はリスクが低いものから

徐々に実施します。 

○給食時の「黙食」は改めて徹底します。また、牛乳

パックは当面の間、洗わずに廃棄処分いたします。 

○新型コロナウイルス感染症やワクチン接種等に関

することで誹謗中傷、偏見、差別、いじめが発生し

ないように指導を行います。 

【登校前・登校時】 

○毎朝の検温、健康観察表の記入→本人・またはご家

族に風邪の症状等体調に不安がある場合は登校を

控えていただきます。（欠席扱いにはなりません） 

○やむを得ず登校できない、または感染予防のために

登校を控える場合でも、欠席扱いになりません。学校

までご相談ください。 

○マスクは正しい着け方で着用することを指導します。

また、一般的に効果が高いとされる不織布マスクを

推奨します。 

○校舎に入る前の健康観察表のチェックと手指消毒を

継続します。 



中幡小学校 新型コロナウイルス感染予防策（令和３年 9 月 6 日版） 

文部科学省や東京都教育委員会、渋谷区教育委員会の通知などをもとにした本校の感染症予防策を、昨

今の感染状況を踏まえて改訂しましたので、お知らせいたします。なお、今後の状況により、この内容が

変更になる可能性があることもご承知おきください。 

登校前 

・起床後、必ず自宅で検温を行い、その日のお子さんの体温や体調を健康観察表に記入してください。（健康

観察表の平熱を記入する欄に必ず記入をお願いいたします。）発熱、咳、喉の痛み等の風邪の症状がある場

合、登校を控えてください。（その際は欠席扱いにはなりません。） 

・健康観察表は、登校が無い日も記入し、登校時に必ず持たせてください。また、毎日マスクを着用させ、

登校時はハンカチ・ティッシュ、マスクを置く際の清潔なビニールや布等も持たせてください。 

・マスクは正しい着け方（顔との隙間が無く鼻・口を覆う）をご家庭でもご指導ください。また、一般的な

マスクでは、不織布マスクが最も高い効果を持ち、次に布マスク、その次にウレタンマスクの順に効果が

あるとされています。そのため、学校では不織布マスクの使用を推奨しています。 

・健康観察表がお手元にない場合は、連絡帳に体温、体調の記入をしてお子さんに持たせてください。 

・同居するご家族の方々についても健康観察を行っていただき、ご家族に同様の症状がある場合は、お子さ

んの登校について、できる限り控えてください。（登校を控えた場合でも、欠席扱いにはなりません。） 

 

登校時 

 ・登校時刻は、感染症対応している間は午前 8 時～８時 15 分となります。この時間に校庭に着くようにお願

いいたします。お子さんの登校中に不安がある場合は、保護者の方の付き添いをお願いします。 

 ・校舎に入る前に健康観察表のチェックを行います。8 時より各学年の担任のうち 1 名が、校庭の所定の場所

に出ますので、児童が健康観察表を教員に見せて確認を受けます。校舎に入る前にアルコールによる手指消

毒を行い、教室に上がります。荷物を置いたら手洗いを行います。 

〈健康観察表チェック場所〉 ※雨天時は( )内の場所でチェックを行います。 

１年生：アテネコート(靴箱前)   ２年生：畑前(靴箱前)      ３年生：鉄棒前(靴箱前) 

４年生：ジャングルジム前(給食室前入口) ５年生：中央昇降口付近(給食室前入口) ６年生：校庭中央付近(靴箱前) 

※アルコールに対するアレルギーがある場合は学校までご連絡ください。 
 

学校生活 

○授業中 

・３つの「密」が揃わないようにします。また、できる限りそれぞれの密を避けた「ゼロ密」を目指します。 

・座席は、児童同士の間隔を、１ｍを目安に最大限間隔をとって座らせます。 

・常に教室の窓を開けるなどして、換気をします。 

・教員は飛沫防止のために、マスクを着用して授業を行います。 

・全ての授業において、実験用具等の共用の教材などを使用する際は、授業の前後で手洗いの指導を徹底し

ます。 

・下記の「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」については、緊急事態宣言下では行い

ません。緊急事態宣言が解除された後は、リスクの低い活動から徐々に実施します。 

 

○休み時間・清掃活動 

・３つの「密」が揃わないように、活動場所を分散して設定します。 

〈感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動の例〉 

・児童が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等及び近距離で一斉に大きな声で話す活動 

・理科における、児童同士が近距離で活動する実験や観察 

・音楽における、室内で児童が近距離で行う合唱及び管楽器演奏 

・図工における、児童が近距離で活動する共同制作や鑑賞の活動 

・家庭科における、児童同士が近距離で活動する調理実習 

・体育における、児童が密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする運動 



・休み時間後と清掃活動後には、手洗い指導を徹底します。 

・手洗い場やトイレは学年ごとに使用場所を設定し、分散して使えるようにします。また、一定間隔で床に線

を引く（テープを貼る）などの措置をとり、ソーシャルディスタンスをとれるように指導していきます。 

・感染防止のため、冷水機や飲用専用の水道は使用を中止とします。お子さんに水筒を持たせるよう、ご協力

をお願いいたします。 

   

○給食 

・配膳時は全員マスクを着用し、事前に手洗いを行わせます。 

・給食当番の児童は、手洗いをして担任から白衣の確認を受けたら、消毒用ジェルで手指消毒を行います。 

・一度配膳したものは食缶に戻しません。受け取る際に児童自身の申告で量を調整します。 

・配膳時から片付け終了まで、会話をせず、前を向いて給食を食べます。（「黙食」の徹底） 

・片付ける際、残菜は児童が自分自身の箸等を使い、食缶に戻します。 

・食器を片付けた後、すぐに手洗いを行うよう指導します。 

・牛乳パックは当面の間、洗わずに廃棄処分といたします。 
 

下校時 
・児童は教室や廊下、下駄箱で誰かを待ったり話し込んだりすることはせず、すぐに下校させます。 

・お子さんの下校に関して心配な方は、下校時刻に合わせて学校にお迎えに来ていただいてもかまいません。 
 

全校児童に指導すること 
 ・新型コロナウイルス感染症や感染予防の大切さについて、各学級で繰り返し指導を行います。 

 ・手洗いの仕方、咳エチケット、マスクの着用方法について指導を行います。 

 ・咳払いをしたことをはじめ、新型コロナウイルス感染症やワクチン接種等に関することで誹謗中傷、偏見、差

別、いじめが発生しないように指導を行います。 

 

発熱、体調不良者の対応について 
 ・授業中に児童が発熱、体調不良を訴えた場合は、速やかに保健室等に移動させるとともに、保護者の方に連絡

し、お迎えに来ていただき、下校させます。発熱がない場合も、咳・息苦しさ・頭痛・倦怠感・体の痛み等を

伴う体調不良の場合は、状態によって早退措置をとります。 

 ・お迎えに来ていただいた保護者の方には、保健室の校庭側出入り口前、もしくは保健室前廊下に待機をしてい

ただき、お子さんを引き渡すようにします。 

 

校内の消毒について 

・児童全員が下校した後に、教室や廊下、階段等、児童の手がよく触れた場所や用具を中心に、教職員で次亜塩

素酸ナトリウムを用いた消毒作業を行います。 

「水筒持参に関する留意点」 （※通常時と内容は同じです。） 

・水筒の中身は原則として「水」とします。ただし、気温や気候に合わせて、ご家庭の管理の元
で中身を変えていただいてもかまいません。 

・毎日持ち帰り、中を洗い、中身を新しいものに入れ替えます。衛生面にご注意ください。 

・水筒の中身を飲めるのは、休み時間のみとします。ただし、活動によっては、授業中に担任の
指示で飲ませる場合もあります。 

・歩きながら飲むことは危険なため、禁止します。 

・他の児童の水筒の中身は、飲んではいけません。自分の水筒の中身を友達にあげるのもいけま
せん。回し飲み等は禁止です。 

・水筒の保管場所は、担任の指示に従います。 

【早退者の出たクラスの他の児童への対応】 

① 発熱がなく、咳症状等がみられない体調不良の場合 ➡他の児童への健康観察をその場で再度確認します。 

② 発熱や咳症状等が認められる場合 

➡①に加え、全員教室の外へ出し、教職員による教室の消毒を速やかに行います。 

③  

 

➡①、②に加え、早退児童の容体の悪化や聞き取り内容によっては、他の児童も早退措置とする場合が

あります。 

発熱や咳症状等に加え、息苦しさや重篤な症状がみられる。また
問診により濃厚接触者や感染が疑われる内容があった場合 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 ９月の主な行事 

１ 水  

２ 木  

３ 金 パラリンピック学校連携観戦（５・６年） 

４ 土 パラリンピック学校連携観戦（３・４年） 

５ 日 
パラリンピック学校連携観戦（１・２年） 

夏季休業日終 

６ 月 

全校朝会（リモート） 

通常登校（１～３年・給食始） 

分散登校（４～６年・給食なし） 

７ 火 
都学力向上調査始（４～６年） 

給食始（４～６年）・発育測定始 

８ 水 
午前授業（１～３年） 

６時間授業（４～６年） 

９ 木  

10 金 都学力向上調査終・発育測定終 

11 土  

12 日  

13 月 全校朝会（リモート） やまぶき指導始 

14 火 避難訓練 

15 水 午前授業（５－１のみ５時間授業） 

16 木  

17 金 やまぶき指導終 

18 土  

19 日  

20 月 敬老の日 

21 火 やまぶき面談始 

22 水 午前授業 

23 木 秋分の日 

24 金  

25 土 土曜授業日（学校公開は中止とします。） 

26 日  

27 月 
全校朝会（リモート） 

保護者会（５・６年） 

28 火 
ＴＧＧ外国語活動体験（４年） 

委員会活動 

29 水 保護者会（３・４年） 

30 木 保護者会（１・２年） 水泳指導終 

体罰防止月間 

東京都教育委員会では、７月及び８月を体罰防止月間とし、

体罰根絶に向けてのスローガンの作成を各学校に義務付けて

います。本校の今年度のスローガンは、「児童の特性を理解し、

気持ちに寄り添った指導を心がけること」です。教職員一人一

人が、自らの指導や対応を振り返り、取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラリンピック学校連携観戦プログラム 

９月３日（金）５・６年生 オリンピックスタジアム 

パラ陸上競技 

  ４日（土）３・４年生 国立代々木競技場 

             パラバドミントン 

  ５日（日）１・２年生 国立代々木競技場 

             パラバドミントン 

全校で、１８８名の児童が参加しました。会場では、学校別に観

戦スペースが分けられ、座席の間隔も十分にとられていました。

児童は、感染予防を意識しながら整然と行動し、拍手で選手を

応援していました。参加確認調査や PCR 検査、当日までの体

調管理等へのご協力に、感謝申し上げます。 

行事予定は、今後の感染状況によっ

て、変更することがあります。 


