
【 学校生活マニュアル 】                 令和 2年 4月 8日 

  白根開善学校 学園長 金平敏裕 

〈 学校生活においての基本行動 〉 

三つの密 ( 密閉・密集・密接 ) を避ける。マスクの着用・手洗い・

うがい・咳エチケットの習慣を身に着ける。 

 

〈 帰校日の対応 〉 

項  目 内容・対応 

帰校の仕方 

・担任は、各家庭に定期的に連絡するなかで、帰校の仕方の

方法を 5/1日(金)までに確認しておく。 

  1) 公共交通機関による帰校 

    2) 自家用車による帰校 

  3) マスクを着用して帰校するよう指示する。 

生徒の迎えの方 

公共交通機関での帰校者への対応(マスク着用) 

・長野原草津口から学校までの送迎は、感染予防の三つの

密を避けるため、学校車全て(マイクロバス、ハイエー

ス、ステップワゴン、キャラバン、軽トラック)を使っ

て、一台当たりの人数が最小限になるようにする。 

・荷物は、スプレー消毒をしてキャラバンに積み込む。 

・生徒は、手をアルコール消毒して乗車する。 

・間隔を開けて座らせる。 

自家用車での帰校者への対応(マスク着用) 

・感染リスクを避けるため自家用車で帰校する場合は、学

校まで送っていただく。 

・おおおよその到着時間を事前に確認しておく。 

・荷物は、スプレー消毒して体育館へ運ぶ。 

・生徒は、手をアルコール消毒して体育館へ移動する。 

・荷物検査をしたら、寮への入室を指導する。 

荷物検査 

・生徒は、マスクをしたまま体育館入り口で手をアルコール

消毒して中に入る。 

・教員は、荷物を開けたときに荷物の中にスプレー消毒をし 

てから検査を行う。 

・必要に応じて、スプレー消毒を行う。 

寮への入室 

・生徒は荷物を持って指示された部屋へ運んで待機する。 

・教員が指示をして布団を運ばせる。 

・自室で静かに過ごすよう指導する。 

・他寮、他班、他者の部屋へ行って行動を共にしないよう指

導する。 

 

 

 

 

 



〈 寮生活の対策 〉 

項  目 内容・対応 

寮編成 ・三つの密を避けるため個室化を図る。 

寮内の換気 
・最低、朝、昼、夕の三回は、窓を開けて換気する。 

・在室時は、除湿器・扇風機・サーキュレーターを活用する。 

健康チェック 

・朝昼夕三度の検温を行い記録しておく。 

1) 朝黙想の代わりに検温して朝食へ行く。 

2) 昼食後寮監の部屋へ行き検温を行う。 

3) 夜黙想後に検温をする。 

入 浴 

・生徒を分散させるため、指定した時間(入浴表)に 3～4 名

ずつ入浴させる。 

・脱衣所は、常時換気を行い、適宜アルコール消毒を行う。 

手洗い 
・食堂(朝・昼・夜)入室前及び夜黙想後に手洗い指導を行う。 

・常日頃から手洗いうがいを心掛けるよう指導する。 

咳エチケット 

・クシャミは、ハンカチ・ティッシュ・袖などで口を覆うよ

う指導する。 

・咳が出る場合は、マスクを常に着用するよう指導する。 

マスクの洗濯 ・風呂に入った時に、桶で手洗いをする。 

アルコール消毒 ・寮へ入る際には、必ず手をアルコール消毒する。 

他所への移動 

・三つの密を避ける指導を徹底する意味で最初の二週間は、

他寮、他班、他者の部屋へ行って、行動を共にしないよう

指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈 学校生活の対策 〉 

項  目 内容・対応 

授 業 

・教員はアルコールスプレー容器を持参して生徒の入出時に

手の消毒を行う。 

・授業の前後で 5分以上窓を開けて換気する。 

休み時間 

・各自、授業の教室で静かに(大きな声を出さない)過ごす。

その際、席の間隔(ひとつ以上)を開けて着席する。 

・職員室には、用事がある時に入室する。 

・保健室には、体調不良や怪我の時以外は入室できない。 

図書館開放日 
・出入り口で手をアルコール消毒する。 

・1時間に一度、窓を開けて 5分以上の換気を行う。 

パソコン室開放日 

・入室前に並ばない。 

・3グループ分けてそれぞれのグループが週 2回ずつの使用

とする。 

・出入り口で手をアルコール消毒する。 

・座席は、一つずつ間隔を開ける。 

・1時間に一度、窓を開けて 5分以上の換気を行う。 

・使用後にマウス・キーボードを担当教員がアルコール消毒

する。 

体育館開放日 

・体育館開放日と時間帯を設定する。月～土 (7:15～8:15) 

・体育館の開閉と見回りは生活指導の見回り担当が行う。 

・活動内容の確認と指導を行う。 

・器具等を消毒する。 

部活動・生活倶楽部 

・部屋で活動する場合は、三つの密に十分配慮する。 

・1時間に一度、窓を開けて 5分以上の換気を行う。 

・食品を扱う活動は、当面の二週間は行わない。 

開善塾 
・部屋で活動する場合は、三つの密に十分配慮する。 

・1時間に一度、窓を開けて 5分以上の換気を行う。 

生徒会活動 
・部屋で活動する場合は、三つの密に十分配慮する。 

・1時間に一度、窓を開けて 5分以上の換気を行う。 

校外指導 

・六合地区における活動では、他者との接触に十分配慮して

行う。 

・その他の地域での活動は当面行わない。 

補習指導 ・三つの密に配慮した場所で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈 食堂の対応 〉 

項  目 内容・対応 

夕食時間 ・17時 30分に変更 

衛生指導 
・食堂へ来る際には、マスクを着用する。 

・食堂に入る前に手洗いとアルコール消毒を指導する。 

換 気 
・食事中は、窓を開けておく。 

・窓の開閉は、食当が行う。 

食 席 

・対面にならないように机を配置する。(食席配置図参照) 

・一つのテーブルに二人掛けとする。 

・みんな窓の方向に向いて着席する。 

着席・食事の準備 

生徒…マスクをしたまま着席をする。 

・指示に従って列ごとに食事と飲み物の準備をする。 

・飲み物、ドレッシング、ソース、醤油は、マスクをして

手をアルコールで消毒して取り扱う。 

教員…食事担当及び食当の先生は、マスクと手袋をしておか

ず・ごはん・汁・パンの給仕をする。 

・おかずは、調理人との接触を極力断つためカウンターは

閉めた状態にしてカウンター前に設置したテーブルに

おかずを配膳する。 

・ごはんは、おかわりしないために、お櫃の前で生徒の希

望する量を給仕する。 

・汁は、従来通りの方法で給仕する。 

・パンは、生徒の希望を聞いて取り分ける。 

食事の片づけ 

・列順に食べ終わった生徒から順次、食器を流水で洗って所

定の桶に入れる。 

・使用した布巾は、洗って洗濯機へ入れる。 

・テーブルを拭いたらアルコール消毒する。 

食事中のマナー 

・各テーブルで「いただきます、ご馳走様」をする。 

・食事中は、無用なおしゃべりをしない。 

・トイレを使用したら出口で手洗いと消毒をする。 

食当の作業 

・マスク着用・手洗い・アルコール消毒の徹底。 

・窓の開け閉め。 

・食事前にワゴンに食器返却用の樽の準備(希釈水を用意)。 

・食後にワゴンごと食器返却口前へ移動する。 

・残飯等のゴミ袋は毎食後に処理場へ。 

・配膳台をアルール消毒。 

・ポットは、お湯で洗ったのちにスプレー消毒を行う。 

・掃除機は通常通り。 

・食堂入り口のペーパータオルのゴミも処理場へ。 

・使用した布巾は、洗濯機に入れておいて夕食後に洗濯する。 

・ストーブは使用しない。 

日曜日の朝食対応 

・食事担当が、希望者の数を連絡して食堂へ数を出して、朝

食セット(ジュース・食パン・小包装のジャム・チーズなど

1品)を用意してもらう。 

・日直は、8時 55分に食堂へ朝食セットを取りに行く。 

・朝の 9時に、日直が事務室カウンターで生徒に渡す。 

・生徒は、朝食を受け取ったら自室に持ち帰って食べる。 



〈 備品配置場所 〉                                  4/9現在 

 
場  所 備 品 名 設置 

寮 

叡智寮 寮監室 非接触型体温計 1・消毒スプレー1  

玄関 アルコールスプレー1  

1F洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5 〇 

気骨寮 寮監室 非接触型体温計 1・消毒スプレー1  

玄関 アルコールスプレー1  

1F洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5 〇 

自立寮 寮監室 非接触型体温計 1・消毒スプレー1  

玄関 アルコールスプレー1  

洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5 〇 

ちごゆり寮 寮監室 非接触型体温計 1・消毒スプレー2  

玄関 アルコールスプレー1  

1F洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5 〇 

2F洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5 〇 

連帯寮 寮監室 非接触型体温計 2・消毒スプレー2  

玄関 アルコールスプレー1  

1F洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5 〇 

2F洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5 〇 

大志寮 寮監室 非接触型体温計 3・消毒スプレー3  

玄関 アルコールスプレー1  

1F洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5 〇 

2F洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5 〇 

3F洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5 〇 

学 校 

正面玄関 アルコールスプレー1 〇 

中等部校舎トイレ 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5  

中等部校舎洗面所 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5  

情報校舎トイレ手洗場 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5  

大会議室トイレ手洗場 石鹸(固形 1・液体 1)・ペーパータオル 5  

保健室入口 アルコールスプレー1  

   備品 非接触型体温計 1・ペーパータオル 5  

職員室入口 アルコールスプレー1  

      給湯台 ペーパータオル 5  

図書室入口 アルコールスプレー1  

第一パソコン室入口 アルコールスプレー1  

事務室入口 アルコールスプレー1  

   日直机 アルコールスプレー1  

各教員 アルコールスプレー持参 15 〇 

食 堂 

洗面所 石鹸(液体 1)・ペーパータオル 5  

食堂内 アルコールスプレー 15  

入口 アルコールスプレー1  

トイレ出入口 アルコールスプレー1  

風 呂  玄関  スプレー消毒 1  

父母 

会館 

備品 非接触型体温計 1・スプレー消毒 1  

1F洗面所 石鹸(固形 1)・ペーパータオル 3 △ 

2F洗面所 石鹸(固形 1)・ペーパータオル 2 △ 



〈 学校再開に向けての準備備品一覧 〉         4/9現在 

  品 名 在庫量 必要数 注文数要 備  考 

1 手作り使い捨てマスク      キッチンペーパーガーゼ・授業で製作 

2 手作り布製再利用マスク 100     卒業生池内(36期)さんより寄付 

3 使い捨てサージカルマスク 250 可能数   学校在庫 100枚/県より 150枚 

4 
ペーパータオル 1P/C200組

×30 
240p 80p   

随時注文・48,000枚 (日/600枚 人/６０×10枚) 

約 80日分/食堂別規格 

5 ペーパータオルケース 15 19 4 
大志 3・連帯 2・ちご 2・気骨１・保健室 1・自立 1・叡智 1

校舎 8 

6 非接触型体温計   10 入荷待 大志 3・連帯 2・ちご 1・気骨１・保健室 1・自立 1・叡智 1 

7 物品用消毒アルコール液体 30㍑     県から寄付/食堂物品専用 

8 消毒液(シアック) 140㍑     メーカー特約(随時注文) 

9 消毒液(シアック)1㍑ボトル 5 -   
(入口)中等部玄関 1・事務室 1・日直机 1・保健室 1・ 

職員室 1 

10 消毒用スプレー空ボトル白 26 41 15 ファブリーズボトル代替/個人持参品収集 

11 消毒用空スプレイヤー透明 20 15   食堂 15本使用 

12 消毒液(シアック)ボトル 400ml 1     予 備 

13 固形石鹸 18 -   
大志 3・連帯 2・ちご 2・気骨１・保健室 1・自立 1・叡智 1・

校舎 7 

14 固形石鹸ケース 20 18   
大志 3・連帯 2・ちご 2・気骨１・保健室 1・自立 1・叡智 1・

校舎 7 

15 液体ソープ 12㍑     随時注文 

16 液体ソープ用空ボトル 25 15     

17 除菌「水の激落ちくん」 12     倉庫在庫 

18 使い捨てエンボス手袋 3,000枚     厨房係との兼用 

19 使い切りフィット手袋   400 400 理科実験時使用及び厨房兼用(ニトリル) 

20 使用中アルコールボトル 大小 5     アルコールなくなり次第シアックへ移行 

21 除湿器 12     大志 1.2.3階・連帯 1階 

22 中古壁掛け扇風機 6     気骨 3・連帯 1階 1・連帯 2階 2 (台) 

23 中型サーキュレーター 3     叡智 4p 

24 小型サーキュレーター   10 10 自立 2p・稚児 7p・父母会館 

25 食器入れコンテナ 3     厨房納入済 

26 防護服   10 入荷待ち ビニール合羽代用品もあり 

27 ゴーグル   10 入荷待ち   

28 ゴム手袋 100       

29 防塵マスク 10       

30 ヘルメット 10       

31 クリアケース   10 10 顔面保護クリアケースにて細工 

〔必要総数〕 

非接触型体温計 11    石鹸(固形 16液体 15)   消毒スプレー11  

アルコールスプレー45   ペーパータオル 85 

〔その他〕 

・教職員用の布製手作りマスク各 2枚ずつ用意 (仁子) 

 ・塩部先生に布製手作りマスク作りを要請 

 



【 生徒又は教職員に感染者が発生した場合 】 

 

[ 発熱生徒・教職員への初期対応 ] 

・事前に吾妻保健福祉事務所にコンタクトを取って学校の生活環

境を説明しておく。( 金平・小杉対応 ) 

・新型コロナウィルスが疑われる症状が確認された場合や発熱し

た場合には、原則、直ちに家庭へ連絡して学校まで迎えに来て

もらう。 

・吾妻保健福祉事務所 ( 0279-75-3303 ) に連絡して指示を仰ぐ。 

・その結果を「私学子育て支援課」( 027-226-2142 ) に報告する。 

〈 保護者が迎えに来るまでの対応 〉 

項  目 内容・対応 

熱のある生徒の移動 ・父母会館へ移動させる。 

熱のある教職員 ・自室を出ない。 

同班の生徒 ・移動禁止とする。 

食   事 

・接触を最小限にとどめるため、受け渡し場所を

限定して、その場所で受け渡しをする。 

・防護服、ゴーグル、マスク、ゴム手袋をして対

象生徒、教職員の部屋へ運ぶ。防護服等は使い

捨てとする。 

・食器は、紙容器を使用し、使用後は袋に包んで

処理する。 

 

 


