
校舎内の衛生対策につきまして

◆殺菌効果の高いエタノール消毒液を設置しております

校舎内及び、通塾バス内に消毒スプレーを設置しております。

校舎内に入る際は、必ず消毒スプレーで手指の消毒をしていただきますよう、お願い致します。

※皮膚の弱い方は手洗いをお願いいたします。

また定期的に、校舎内のドアノブ・手すり及び、通塾バス内も消毒を行っております。

◆飛沫感染防止の為、全ての机にアクリルボードを設置しております。

机の前面と中央(隣の方との間)に設置し、前面部分は両面テープで固定いたします。これにより、

前面・背面・横に座る方の飛沫を気にすることなく、発言・質問をすることができます。

また事務カウンターには、飛沫防止カーテンを設置しております。

◆職員は毎日出社前に体温を報告し、出社時に手指のアルコール消毒を行っております

体温が 37.5度以上の場合、自宅待機後、速やかに指定病院の診察を受けます。

また定期的に、職員室内のドアノブのアルコール消毒を行っております。

◆コロナウィルスに対し、強力な不活効果のある空気清浄機を各階に設置しております

カビ・細菌 ・ウイルスの除去はもとより、花粉・ダニなどの アレル物質、PM2.5などの

有害化学物質やハウスダストにも効果的な業務用空気清浄機です。

また各教室には換気システムがあり、常時稼働している他、窓開けを随時行って空気の

入れ換えを徹底しております。

◆校舎内での授業受講にあたってのお願い

① ご来塾の際は必ず出入口で手指の消毒・お子様の検温をさせていただき、職員の指示に従って、

順番に出入りをお願いいたします。  ※皮膚の弱い方は手洗いをお願いいたします。

② 校舎内ではマスクの着用を推奨いたします。また咳・くしゃみエチケットの徹底をお願いいたします。

③ 飲食は必ず教室の座席でとってください。また会話は最低限で、アクリルボードごしに

お願いいたします。

④ 校舎内でお子様の体調が悪化した場合、直ちに保護者様にご連絡・相談をさせて

いただきますので、ご了承ください。

◆感染者等に対する偏見や差別等の防止について

新型コロナウイルスの感染者及び濃厚接触者等の氏名等については、個人情報保護の観点から

一切お答えできません。感染のリスクのある場合、状況に応じていたしますので、冷静なご対応を

お願いします。感染された方やそのご家族、関係者の方への配慮をお願いいたします。

引き続きお子様の健康に最大限留意しながら生徒指導を行ってまいりますので、

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

以上



茨城県コロナ対策指針

Stage4 Stage3 Stage2 Stage1

主な判断基準

【感染爆発・医療機関
崩壊のリスクが高い状
態】
陽性者数

・県内増加（10 人/日超）

・県内経路不明（５人/日超）

重症病床稼働率 60％超

・病床稼働率 70％超

【感染が拡大して
いる状態】
陽性者数

・県内増加（10 人/日以下）

・県内経路不明（５人/以下）

重症病床稼働率 60％以下

・病床稼働率 70％以下

【感染が概ね抑制でき
ている状態】
陽性者数

・県内増加（5 人/日以下）

・県内経路不明（3 人/以下）

重症病床稼働率 30％以下

・病床稼働率 45％以下

【感染が抑制できている状
態】
陽性者数

・県内増加（1 人/日以下）

・県内経路不明（1 人/以下）

重症病床稼働率 10％以下

・病床稼働率 30％以下

県民

高齢者等、概ね 70代超、基礎

疾患有等の重症化リスクの高い

方及び妊婦

○国の対応状況に応じ
て 自粛要請の可能性
有
※高齢者等へ不要不急の外出自粛を要請

※アマビエちゃん☆SP未登録店利用自

粛（クラスタ発生の特定業種）

○外出自粛は実施
しない
※高齢者等へ不要不急の外出自

粛を要請

※アマビエちゃん☆SP 未登録店

利用自粛（クラスタ発生の特定

業種）

○外出自粛は実施しな
い
※高齢者等へ注意喚起

※アマビエちゃん登録施設等利用推奨

○外出自粛は実施しない
※アマビエちゃん登録施設等利用推奨

事業者

営業時は全業種においてガイド

ラインを順守を徹底

○国の対応状況に応じ
て 休業要請の可能性
有
※アマビエちゃんの登録が前提

※クラスタ発生業種はアマビエちゃん☆

SPの登録を前提

○休業要請は実施
しない
※アマビエちゃんの登録が前提

※クラスタ発生業種はアマビエ

ちゃん☆SP の登録を前提

○休業要請は実施しな
い
※アマビエちゃんの登録が前提

○休業要請は実施しない
※アマビエちゃんの登録が前提

イベント

開催時はガイドラインの順守を

徹底

○国の対応状況に応じ
て 休業要請の可能性
有
※アマビエちゃんの登録が前提

※クラスタ発生と同種イベントはアマビ

エちゃん☆SPの登録を前提

○休業要請は実施
しない
※アマビエちゃんの登録が前提

※クラスタ発生と同種イベント

はアマビエちゃん☆SP の登録を

前提

○休業要請は実施しな
い
※アマビエちゃんの登録が前提

○休業要請は実施しない
※アマビエちゃんの登録が前提

学校

学校再開ガイドライン順守を徹

底

○分散登校（週 1程
度）
（ただし小6・中 3・高 3は登校日数を

特に配慮）

（市町村立学校も同様の対応）

○通常登校・通常
授業
○部活動
○給食
（特別支援学校は状況に応じて

分散登校）（市町村立学校も同

様の対応）

○通常登校・通常授業
○部活動
○給食

（市町村立学校も同様の対応）

○通常登校・通常授業
○部活動
○給食

（市町村立学校も同様の対応）

外出自粛

(※)概ね 70代超、基礎疾患有

等の重症化リスクの高い方及び

妊婦

×一般の方

×高齢者等（※）

○一般の方

×高齢者等（※）

○一般の方

×高齢者等（※）

○一般の方

○高齢者等（※）

×平日昼間

×週末・夜間

○平日昼間

○週末・夜間

○平日昼間

○週末・夜間

○平日昼間

○週末・夜間

×県外、特に首都圏 ×県外、特に首都圏 ×県外、特に首都圏 ×県外、特に首都圏



当塾コロナ対策指針

Stage4 Stage3 Stage2 Stage1

実施基準⑴

原則通常実施、国の対応状

況・つくば市内の感染状況に

応じてオンライン授業に切り

替える

通常 通常 通常

実施基準⑵ 職員に感

染者が出た時(1 人)
・校舎完全消毒後、1 週間全クラスオンライン授業 ・該当職員 2 週間の出勤停止 ・全職員 PCR 検査毎週受診

実施基準⑶ 職員に感

染者が出た時(複数)
・校舎完全消毒後、2 週間以上全クラスオンライン授業 ・該当職員 2 週間の出勤停止 ・全職員 PCR 検査毎週受診

実施基準⑷ 職員家族

に感染者が出た時
・該当職員 2 週間の出勤停止のうえ、全職員 PCR 検査受診

実施基準⑸ 生徒に感

染者が出た時

1．感染生徒 1 人
・該当生徒 2 週間登校停止のうえ、出席クラスは 1 週間オンライン授業 ・担当講師 PCR 検

査受診

2．感染生徒複数(1 クラス)
・該当生徒 2 週間登校停止のうえ、出席クラスは 1 週間オンライン授業 ・全職員 PCR 検査

受診

3．感染生徒複数(複数クラス  

かつ、1 つの学年)

・感染生徒の学年・曜日の全クラスを 1 週間以上オンライン授業  ・全職員 PCR 検査毎週

受診

4．感染生徒複数(複数クラス  

かつ、複数学年・曜日)
・校舎完全消毒後、全学年 2 週間以上オンライン授業  ・全職員 PCR 検査毎週受診  

実施基準(6) 生徒家族

に感染者が出た時
該当生徒 2 週間の登校停止のうえ、オンライン受講をしてもらう

実施基準(7) バス運行

業者に感染者が出た時
バス２週間の運行停止のうえ、バス運行会社に職員の PCR 検査受診依頼


