
           令和３年 6 月 25 日 

保護者の皆様 

                  チューリッヒ日本人学校 

                  校 長  中 川  日 里 

新型コロナウイルスに関する対応について 

 昨日，新型コロナウイルス感染における規制に関する新たな通知が，チューリッヒ州当局より

発表されました。 

 本校では引き続き学校教育活動の継続を図りつつ，児童生徒の健康と安全を守り，感染拡大の

防止を最優先に考えて次のとおり，お知らせとお願いをいたします。 

 

記 

【保護者の皆さまへお願いすること】 ※太字部分追記 

1. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を自宅でも徹底させてください。 

2. 登校する際には，ご自宅でまず『体温測定（検温）』等の健康観察を行ってください。 

※対応につきましては，「病気・風邪症状の際の対応手順について」をご確認ください。 

3. 新型コロナウイルス感染が疑われる場合は，直ちに学校へご連絡ください。かかりつけ

医，または専用回線(0800 33 66 55）へご相談の上，医師の許可のもと登校を再開させて

ください。 

4. 校舎内や教室内は，換気のため窓を開放します。お子様には，寒暖の変化に対応できる

ような服装をさせてください。 

5. 全日校では，継続して原則マスクの着用をお願いいたします。授業中着席時や屋外（1.5

ｍの対人距離の確保が可能な場合）では，マスクを外して活動いたします。 

6. チューリッヒ州より，関係者以外の学校敷地内への立ち入りは，できるだけ控えるよう

指示が出ています。これに従い，児童生徒は，これまで通り授業終了後に下校となりま

す。※放課後の遊びはご遠慮ください。 

7. 送り迎えに関しましては，引き続き集団にならないようにご配慮をお願いいたします。 

8. 特別な場合を除き学校内への立ち入りはお控えください。学校へのご相談等は，個別に

対応いたします。事前に学校へご連絡ください。 

9. チューリッヒ州の指導の下，コロナ感染症対策のコンセプトを本校ホームページにて公

開しております。ご確認ください。（http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm） 

  

※ 感染拡大予防のための唾液採取による集団検査を 1 学期間は実施いたします。 

  ご協力お願いいたします。 

 

 引き続き，ご不便をおかけいたしますが，チューリッヒ州の指導に沿った児童生徒の安全確

保を最優先に考えての対応となります。何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。また，状況によっては随時対応が変わってくることも予想されます。その場合は緊急メー

ルにて報告いたします。 

http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm


           令和３年５月３１日 

保護者の皆様 

                  チューリッヒ日本人学校 

                  校 長  中 川  日 里 

新型コロナウイルスに関する対応について 

 先日，新型コロナウイルス感染における規制に関する新たな通知が，チューリッヒ州当局よ

り発表されました。 

 本校では引き続き学校教育活動の継続を図りつつ，児童生徒の健康と安全を守り，感染拡大

の防止を最優先に考えて次のとおり，お知らせとお願いをいたします。 

 

記 

【保護者の皆さまへお願いすること】 ※太字部分追記 

1. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を自宅でも徹底させてください。 

2. 登校する際には，ご自宅でまず『体温測定（検温）』等の健康観察を行ってください。 

※対応につきましては，「病気・風邪症状の際の対応手順について」をご確認ください。 

3. 新型コロナウイルス感染が疑われる場合は，直ちに学校へご連絡ください。かかりつけ

医，または専用回線(0800 33 66 55）へご相談の上，医師の許可のもと登校を再開させて

ください。 

4. 校舎内や教室内は，換気のため窓を開放します。お子様には，寒暖の変化に対応できる

ような服装をさせてください。 

5. マスク着用は継続いたします。しかし，屋外で距離が保たれる場合には，マスクを外し

て活動いたします。 

6. チューリッヒ州より，関係者以外の学校敷地内への立ち入りは，できるだけ控えるよう

指示が出ています。これに従い，児童生徒は，これまで通り授業終了後に下校となりま

す。※放課後の遊びはご遠慮ください。 

7. 送り迎えに関しましては，引き続き集団にならないようにご配慮をお願いいたします。 

8. 特別な場合を除き学校内への立ち入りはお控えください。学校へのご相談等は，個別に

対応いたします。事前に学校へご連絡ください。 

9. チューリッヒ州の指導の下，コロナ感染症対策のコンセプトを本校ホームページにて公

開しております。ご確認ください。（http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm） 

  

※ すでにお伝えしている通り，感染拡大予防のため，唾液採取による集団検査を実施いたし   

  ます。ご協力お願いいたします。 

 

 引き続き，ご不便をおかけいたしますが，チューリッヒ州の指導に沿った児童生徒の安全確

保を最優先に考えての対応となります。何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。また，状況によっては随時対応が変わってくることも予想されます。その場合は緊急メー

ルにて報告いたします。 

http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm


          令和 3 年 1 月２2 日 

保護者の皆様 

         チューリッヒ日本人学校 

         校 長  中 川  日 里 

新型コロナウイルスに関する対応について 

 新型コロナウイルス感染が未だ深刻な状況において，1 月 21 日にチューリッヒ州当局より更

なる追加措置が発表されました。 

 このような状況をふまえ，本校では引き続き学校教育活動の継続を図りつつ，児童生徒の健

康と安全を守り，感染拡大の防止を最優先に考えて次のとおり，お知らせとお願いをいたしま

す。 

記 

【保護者の皆さまへお願いすること】 ※太字部分追記 

1. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を自宅でも徹底させてください。 

2. 登校する際には，ご自宅でまず『体温測定（検温）』等の健康観察を行ってください。 

※対応につきましては，「病気・風邪症状の際の対応手順について」をご確認ください。 

3. 新型コロナウイルス感染が疑われる場合は，直ちに学校へご連絡ください。かかりつけ

医，または専用回線(0800 33 66 55）へご相談の上，医師の許可のもと登校を再開させて

ください。 

4. 小学部 3 年生以上の児童生徒は，1 月 25 日(月)より学校内においてマスク着用が義務付

けられます。また，３年生以上の体育の授業においてもマスク着用が義務となります。 

5. 校舎内や教室内は，換気のため窓を開放します。お子様には，寒暖の変化に対応できる

ような服装をさせてください。 

6. 公共の場において 5 人（上限２世帯，子どもを含む）を超えて集まることが固く禁じら

れています。学校の敷地内においても同様です。送り迎えに関しましては，集団になら

ないようにさらなるご配慮をお願いいたします。 

7. 児童生徒は，引き続き授業終了後に下校となります。※放課後の遊びはご遠慮ください。 

8. 当面，特別な場合を除き学校内への立ち入りはお控えください。学校へのご相談等は，

個別に対応いたします。事前に学校へご連絡ください。 

9. チューリッヒ州の指導の下，コロナ感染症対策のコンセプトを本校ホームページにて公

開しております。ご確認ください。（http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm） 

  

※ 感染拡大予防を最優先するため，当面の間，歯磨きの実施を控えます。 

 

【危険指定地区について】 

スイス連邦政府が定める危険地区は随時更新されています。お気をつけください。 

 

 引き続き，ご不便をおかけいたしますが，チューリッヒ州の指導に沿った児童生徒の安全確

保を最優先に考えての対応となります。何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。また，状況によっては随時対応が変わってくることも予想されます。その場合は緊急メー

ルにて報告いたします。 

http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm


          令和 2 年 10 月 30 日 

保護者の皆様 

         チューリッヒ日本人学校 

         校 長  中 川  日 里 

新型コロナウイルスに関する対応について 

霜降の候，保護者の皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

学習発表会の本番では，練習の成果を発揮して，群読，よさこい，合唱，太鼓を堂々と発表

することができました。ここでの成長を日々の生活に活かしていきます。 

 さて，10 月 28 日更新の感染予防に関する情報を鑑み，改めて新型コロナウイルスに関する

最新の対応についてお知らせとお願いをいたします。 

 ２学期も様々な教育活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。お子様方が元

気に登校できますように努めて参ります。今後ともご支援，ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

記 

【保護者の皆さまへお願いすること】 ※太字部分追記 

1. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を自宅でも徹底させてください。 

2. 登校する際には，ご自宅でまず『体温測定（検温）』等の健康観察を行ってください。 

風邪の症状などがある場合は，「病気・風邪症状の際の対応手順について【小学生以

下・中学生以上】」をご確認ください。解熱後２４時間は登校させず自宅にて経過観察

をしてください。 

3. 新型コロナウイルスに感染が疑われる場合は，直ちに学校へご連絡ください。かかりつ

け学校医，または専用回線(0800 33 66 55）へご相談の上，医師の許可のもと登校を再開

させてください。 

4. 校舎内や教室内は，換気のため定期的に窓を開放します。お子様には，寒暖の変化に対

応できるような服装をさせてください。 

5. 公共の場所で 15人を超えて集まることが禁じられています。学校の敷地内においても 15

人以上で集まらないようお願いいたします。送り迎えに関しまして，引き続き集団にな

らないようご配慮お願いいたします。 

6. 児童生徒は，引き続き授業終了後に下校となります。 

7. 当面，特別な場合を除き学校内への立ち入りはお控えください。学校へのご相談等は，

個別に対応いたします。事前に学校へご連絡ください。 

8. チューリッヒ州の指導の下，コロナ感染症対策のコンセプトを本校ホームページにて公

開しております。ご確認ください。（http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm） 

9. 中学生はマスク着用義務となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm


 

【危険指定地区について】 

スイス連邦政府が定める危険地区は随時更新されています。お気をつけください。 

 引き続き，ご不便をおかけいたしますが，チューリッヒ州の指導に沿った児童生徒の安全確

保を最優先に考えての対応となります。何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。また，状況によっては随時対応が変わってくることも予想されます。その場合は緊急メー

ルにて報告いたします。 

 



          令和 2 年 10 月２日 

保護者の皆様 

         チューリッヒ日本人学校 

         校 長  中 川  日 里 

新型コロナウイルスに関する対応について 

新秋の候，保護者の皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

子どもたちは学習発表会に向けて，日々の練習にはげんでいます。 

 さて，9 月 28 日更新の感染予防に関する情報を鑑み、改めて新型コロナウイルスに関する最

新の対応についてお知らせとお願いをいたします。 

 ２学期も様々な教育活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。お子様方が元

気に登校できますように努めて参ります。今後ともご支援，ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

記 

【保護者の皆さまへお願いすること】 ※太字部分追記 

1. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を自宅でも徹底させてください。 

2. 登校する際には，ご自宅でまず『体温測定（検温）』等の健康観察を行う。 

※最新の対応につきましては、別紙「病気・風症状の際の対応手順について」をご確認

ください。 

3. 新型コロナウイルスに感染が疑われる場合は，直ちに学校へご連絡ください。かかりつ

け学校医，または専用回線(0800 33 66 55）へご相談の上，医師の許可のもと登校を再開

させてください。 

4. 校舎内や教室内は，換気のため窓を開放します。お子様には，寒暖の変化に対応できる

ような服装をさせてください。 

5. 送り迎えに関しましては，引き続き集団にならないようご配慮お願いいたします。 

6. 児童生徒は，引き続き授業終了後に下校となります。※放課後の遊びはご遠慮ください。 

7. 当面，特別な場合を除き学校内への立ち入りはお控えください。学校へのご相談等は，

個別に対応いたします。事前に学校へご連絡ください。 

8. チューリッヒ州の指導の下，コロナ感染症対策のコンセプトを本校ホームページにて公

開しております。ご確認ください。（http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm） 

  

 

【危険指定地区について】 

スイス連邦政府が定める危険地区は随時更新されています。お気をつけください。 

 

 引き続き，ご不便をおかけいたしますが，チューリッヒ州の指導に沿った 

児童生徒の安全確保を最優先に考えての対応となります。何卒ご理解ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。また，状況によっては随時対応が変わってくることも予想されます。その

場合は緊急メールにて報告いたします。 

http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm


病気・風邪症状の際の対応手順について 【小学生以下】 

保護者に向けた推奨事項 （持病の症状で説明される場合‐対象外） 

                              強い咳       

      発熱を伴わない   38.5 度以上の発熱          38.5 度以上の発熱         

   鼻水・喉の痛み・軽い咳        慢性疾患を除く 

         その他は元気   

  その他は元気                                     体調不良である 

 

        自宅待機/学校へ連絡 

                               さらなる症状 

  

‐胃腸不良 

‐頭痛 

‐関節痛 

‐味覚・嗅覚異常 

 

                           かかりつけ医へ連絡  

 3日以内に明らかに 

 症状が改善 

 

 

    検査を受けた場合 

 

 

 検査結果が出るまで出席停止 

       検査結果 

 解熱後 

 最低 24時間経過 

    

 

 

    自宅待機 

 

            

隔離完了 

                       

           学校通学可能      

     12歳以上のコロナ感染症状のある人と濃厚接触がある 12歳以下の子で同様にコロナ感染症の症状がある場合は、 

   まず 12歳以上の人が検査を受け陽性と判定された場合に、同様に検査を受けなければならない。  28.09.2020 

 

    

         はい    いいえ   陽性   陰性 

                           



病気・風邪症状の際の対応手順について 【中学生以上】 

保護者に向けた推奨事項 （持病の症状で説明される場合 ‐ 対象外） 

 

 
                                  

咳,喉の痛み 

 発熱を伴わない鼻水         発熱          味覚嗅覚障害 

     慢性疾患を除く  鼻水・鼻づまりに起因しない場合 

 

 

 

     かかりつけ医に連絡し、指示に従う 

 

 

   検査なし                                    検査有り 

通学可能な程度健康 

 

     

  

        検査結果が出るまで出席停止 

自宅待機                        

                        検査結果 

 学校へ連絡 

 

 

 

 

 

      自宅待機 

 

症状改善後,最低 24時間経過 

  

                  州医の判断(通学の有無)に従う  

※ 州医により自宅待機を免除された 

健康な兄弟姉妹は通学可能 

 

 

 

 学校通学可能 

  

 

     28.09.2020  

 



          令和 2 年９月１8 日 

保護者の皆様 

         チューリッヒ日本人学校 

         校 長  中 川  日 里 

新型コロナウイルスに関する対応について 

新秋の候，保護者の皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 現在の感染予防に関する情報を鑑み、改めて新型コロナウイルスに関する対応についてお知

らせとお願いをいたします。 

 ２学期も様々な教育活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。お子様方が元

気に登校できますように努めて参ります。今後ともご支援，ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

記 

【保護者の皆さまへお願いすること】 ※太字部分追記 

1. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を自宅でも徹底させてください。 

2. 登校する際には，ご自宅でまず『体温測定（検温）』等の健康観察を行い，風邪の症状

などがある場合は，必ず自宅休養をさせてください。風邪の症状が治まったのち 24 時間

は登校させず自宅にて経過観察をしてください。また、同居兄弟姉妹は症状がない場合

でも原則同様の対応をお願いします。 

※ 必ずかかりつけ医にご相談の上、学校に連絡をください。 

3. 新型コロナウイルスに感染が疑われる場合は，直ちに学校へご連絡ください。かかりつ

け学校医，または専用回線(0800 33 66 55）へご相談の上，医師の許可のもと登校を再開

させてください。 

4. 校舎内や教室内は常時，換気のため窓を開放します。お子様には，寒暖の変化に対応で

きるような服装をさせてください。 

5. 送り迎えに関しましては，引き続き集団にならないようご配慮お願いいたします。 

6. 児童生徒は，引き続き授業終了後に下校となります。 

7. 当面，特別な場合を除き学校内への立ち入りはお控えください。学校へのご相談等は，

個別に対応いたします。事前に学校へご連絡ください。 

8. チューリッヒ州の指導の下，コロナ感染症対策のコンセプトを本校ホームページにて公

開しております。ご確認ください。（http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm） 

 ※ 放課後の遊びはご遠慮ください。 

 

【危険指定地区について】 

スイス連邦政府が定める危険地区は随時更新されています。お気をつけください。 

 

 以上，いろいろとご迷惑，ご不便をおかけいたしますが，チューリッヒ州の指導に沿った 

児童生徒の安全確保を最優先に考えての対応となります。何卒ご理解ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。また，状況によっては随時対応が変わってくることも予想されます。その

場合は緊急メールにて報告いたします。 

http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm


          令和 2 年 8 月 14 日 

保護者の皆様 

         チューリッヒ日本人学校 

         校 長  中 川  日 里 

新型コロナウイルスに関する対応について 

処暑の候，保護者の皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 8 月 17 日の新学期開始を控え，改めて新型コロナウイルスに関する対応についてお知らせと

お願いをいたします。 

 2 学期も変わりなく，お子様方が元気に登校できますように努めて参りたいと思います。今

後ともご支援，ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  

記 

【保護者の皆さまへお願いすること】 

1. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を自宅でも徹底させてください。 

2. 登校する際には，ご自宅でまず『体温測定（検温）』等の健康観察を行い，風邪の症状

などがある場合は，必ず自宅休養をさせてください。風邪の症状が治まったのち 48 時間

は登校させず自宅にて経過観察をしてください。 

3. 新型コロナウイルスに感染が疑われる場合は，直ちに学校へご連絡ください。かかりつ

け医，学校医，または専用回線(0800 33 66 55）へご相談の上，医師の許可のもと登校を

再開させてください。 

4. 校舎内や教室内は常時，換気のため窓を開放します。お子様には，寒暖の変化に対応で

きるような服装をさせてください。 

5. 送り迎えに関しましては，引き続き集団にならないようご配慮お願いいたします。 

6. 児童生徒は，引き続き授業終了後に下校となります。 

7. 当面，特別な場合を除き学校内への立ち入りはお控えください。学校へのご相談等は，

個別に対応いたします。事前に学校へご連絡ください。 

8. チューリッヒ州の指導の下，コロナ感染症対策のコンセプトを本校ホームページにて公

開しております。ご確認ください。（http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm） 

 ※ 放課後の遊びはご遠慮ください。 

 

【危険指定地区に旅行された方】 

スイス連邦政府が定める危険地区に渡航された方には，10 日間の自宅隔離が義務付けられて 

います。対象となる方は，チューリッヒ州当局(www.zh.ch/stopcorona)へご連絡ください。本

校では現状を鑑み，日本から帰国された場合にも，スイス到着後 3 日間の自宅待機をお願いし

ております。その際は，必ず事前に学校へご連絡ください。 

 

 以上，いろいろとご迷惑，ご不便をおかけいたしますが，チューリッヒ州の指導に沿った 

児童生徒の安全確保を最優先に考えての対応となります。何卒ご理解ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。また，状況によっては随時対応が変わってくることも予想されます。その

場合は緊急メールにて報告いたします。 

http://www.jszurich.ch/js018_info_corona.htm


          令和 2 年 6 月 5 日 

保護者の皆様 

         チューリッヒ日本人学校 

          校長 中 川 日 里 

新型コロナウイルスに関する対応について 

向暑の候，保護者の皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。  

5 月１１日の登校開始日よりみんな笑顔で学校生活を過ごしています。引き続き，子どもた

ちが元気に登校できるように努めて参りたいと思います。今後ともご支援，ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 5 月２７日のスイス連邦の発表を受け，これまでとの情報とあわせ下記のとおり 6 月 8 日か

らの学校生活における対応についてお知らせとお願いをいたします。 

記 

【保護者の皆様へお願いすること】 

1. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を自宅でも徹底させてください。 

2. 登校する際には，ご自宅でまず『体温測定（検温）』等の健康観察を行い，風邪の症状

などがある場合は，必ず自宅休養をさせてください。風邪の症状が治まったのち 48 時

間は登校させず自宅にて経過観察をしてください。 

3. 校舎内や教室内は常時，換気のため窓を開放します。お子様には，寒暖の変化に対応で

きるような服装をさせてください。 

4. 送り迎えに関しましては，引き続き集団にならないようご配慮をお願いいたします。 

5. 今学期中は，保護者の皆様の学校内への立ち入りはお控えください。学校へのご相談等

は，個別に対応いたします。事前に学校へご連絡ください。 

6. 児童生徒は，引き続き授業終了後に下校となります。※放課後の遊びはご遠慮ください。 

 

【学校の対応】 

1. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策の指導を行います。引き続き，手洗

い後のハンカチの使用を禁止し，使い捨てのペーパータオルの使用を徹底します。 

2. 校舎内，教室内の換気，消毒を徹底します。各階にアルコール消毒剤を設置します。 

3. 教職員と子どもとの距離を 2ｍ確保するよう努めます。 

4. 全児童生徒での集会等は，衛生管理に留意しながら実施いたします。 

5. 今学期の水泳授業は中止いたします。 

 以上，いろいろとご迷惑，ご不便をおかけいたしますが，チューリッヒ州の指導に沿った

児童生徒の安全確保を最優先に考えての対応となります。何卒ご理解ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。また，状況によっては随時対応が変わってくることも予想されます。

その場合は緊急メールにて報告いたします。 



          令和 2 年 5 月８日 

保護者の皆様 

         チューリッヒ日本人学校 

         校長 中川 日里 

新型コロナウイルスに関する対応について 

 薫風の候，保護者の皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 新型コロナウイルスの影響により，今後の見通しが立ちにくい状況下ではございますが，

本校教職員一同少しでも，いつも通りに学校を開始し，お子様方が元気に登校できますよう

に努めて参りたいと思います。今後ともご支援，ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 下記のとおりこれまでの情報をまとめ，5 月 11 日(月)からの学校生活における対応につい

てお知らせとお願いをいたします。 

記 

【保護者の皆さまへお願いすること】 

1. 新型コロナウイルス感染後，重症化するリスクのあるご家庭は，個別に学校へご相談く

ださい。 

2. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を自宅でも徹底させてください。 

3. 登校する際には，ご自宅でまず『体温測定（検温）』等の健康観察を行い，風邪の症状

などがある場合は，必ず自宅休養をさせてください。風邪の症状が治まったのち 48 時

間は登校させず自宅にて経過観察をしてください。 

4. 校舎内や教室内は常時，換気のため窓を開放します。お子様には，寒暖の変化に対応で

きるような服装をさせてください。 

5. 送り迎えに関しましては，集団にならないよう家庭ごとの登下校をお願いいたします。 

6. ６月 8 日（月）まで，保護者の皆様の学校敷地内への出入りを原則お断りいたします。

学校へのご相談等は，個別に対応いたします。事前に学校へご連絡ください。 

7. 今年度１学期の情報交流会は，オンラインにて実施いたします。ご多忙のところ恐縮

ですが，ご参加いただきますようお願い申し上げます。  

 

【学校の対応】 

1. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策の指導を行います。当面は，手洗い

後のハンカチの使用を禁止し，使い捨てのペーパータオルの使用を徹底します。 

2. 校舎内，教室内の換気，消毒を徹底します。各階にアルコール消毒剤を設置します。 

3. 教職員と子どもとの距離を 2ｍ確保するよう努めます。 

4. 全児童生徒での集会等は，当面実施しません。 

5. 予定していた入学式，運動会，サマーキャンプは中止といたします。 

 以上，いろいろとご迷惑，ご不便をおかけいたしますが，チューリッヒ州の指導に沿った

児童生徒の安全確保を最優先に考えての対応となります。何卒ご理解ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。また，状況によっては随時対応が変わってくることも予想されます。

その場合は緊急メールにて報告いたします。 



２０２０年３月５日 

保護者の皆様 

チューリッヒ日本人学校全日校 

 校 長   東   明  彦 

 

 

新型コロナウイルス感染症の対応にかかる今後の学校行事について（お願い） 

 

向春の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。 

３月３日（火）にも新型コロナウイルスに関する連絡をさせていただきましたが、今後の学校行事等にどのよう

に対応するのかについてお知らせとお願いをいたします。 

 

チューリッヒ州の教育部局、及びウスター市より、学校における催しものの開催について「学校医と相談して決

定するように」との指示がありました。それを受けて、学校医と相談し、また在スイス日本国大使館、さらには文

部科学省の情報を加味して、現時点としては下記のように進めたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願い

いたします。 

 

記 

 

１．３月１２日（木）の「卒業証書授与式」について 

（１）中止とさせていただきます。 

   （２）３月１２日（木）は通常通り登校し、１１時下校となります。 

   （３）これにかかわって、３月９日（月）に予定しておりました会場準備も行いませんので、児童生徒は各

学年の授業終了後、下校となります。 

 

２． ３月１３日（金）の「修了式」「離任式」「お別れ会」について 

   （１）中止とさせていただき、３月１２日（木）に集会を行います。 

（２）３月１３日（金）は休校になります。 

    

３． ４月８日（水）に予定している「入学式」「始業式」「着任式」について 

   （１）４月２２日（水）に実施いたします。登下校時刻、入学式開始時刻等の日程詳細につきましては、今

年度中にお知らせいたします。 

   （２）春休みを４月２１日（火）まで延長することに伴って、２０２０年度の授業時数確保のため、 

２０２０年度年間予定を変更し、今年度中にお知らせいたします。 

 

４．４月１９日（日）に予定している「ゼクセロイテン」について 

   ・学校行事としての参加を取りやめます。 

 

 

  今後も、急な変更があるかと思いますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

以上 

HPでの掲載は控えさせていただいております。






