
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた本校の 1 日の流れ  改訂版 

                                

時 間 方  法 担  当 

出勤後すぐ ①教室と廊下の窓を開ける 

 校舎内の窓を開ける 

 

 

 

 

 

 

  

 昇降口の大型扇風機を稼働する。 

児童の登校時、昇降口の外と中に教職員が１名ずつ

立ち、児童が黙って、素早く昇降口から教室に入り、

昇降口が密にならないよう教職員が声をかける。 

担任 

昇降口／教頭・図工室前／1 年 

理科室前３階廊下／勝田 

パソコン教室前２階廊下／尾崎 

放送室前２階廊下／岡田淳 

図書室／図書委員会（田中典） 

通級指導教室／宮野 

保健室／大谷小椋 

 

教頭 

昇降口指導／勝田・尾崎 

８：０５～ 

 

８：１０ 

②朝の放送〈手洗いタイム〉 … 音楽 

 手洗い・換気等について 

 今月の歌、宮野っ子体操は、１学期は今年度は実施

しない。 

 児童は体温チェックカードを提出する。 

 水筒は分散させて置く。 

 気温に応じて、エアコンと扇風機を稼働する。 

 （各担任で調整する。） 

放送委員会 

教務 

 

 

担任 

 

８：１０ 

 

 ～８：１５ 

③体温チェックカードの回収・確認 

 （検温） 

④マスクの確認 

⑤児童の手洗い確認・アルコール消毒 

 ８：１０～８：１５の間に消毒を完了する。 

担任 

８：１５ 

 ～８：２５ 

⑥朝の会・健康観察 

 健康観察簿は、８：３０までに保健室へ 

  

 

担任 

８：２５ 

 ～８：４０ 

 個別にできる課題に取り組む。 

 本の回し読みはしない。 

 フリートークは当面実施せず、金曜日はスキルタイ

ムとし、補充学習の時間に充てる。【全員が前を向

いて行う。（金曜日）】 

担任 

１・２校時 

８：４５～ 

（水８：３０～） 

⑦換気をしながら授業を行う。 

 教室前後の出入口は開けたままにする。 

 

担任 

専科 

 

１０月１日（木）～朝の外遊びを再開する。

（遊ぶ人は、宿題や体温チェックカードを必

ず提出してから出る。） 

チェック項目 

□机が離れている 

□全員マスクをしている 

□教室出入口が開いている 

□教室の窓が開いている 

□廊下の窓が開いている 

□子ども同士の距離が 1ｍ

程度離れている 

□トイレの窓が開いている 

□トイレ換気扇が常時稼働

している 

□スイッチやで出入口のドアノ

ブを、児童が極力触らないよ

う指導する。 

□パソコン教室は、当面使用禁

止とする。使用する場合は、

席を一つ開けて座る。利用す

る前後に、手洗いを徹底し、

窓を開ける。使用前、使用後

に手指消毒をする。 

□トイレや手洗い場は前後の間

隔を１ｍ程度とり、並んで待

つ。（足元の目印を守る） 

児童は正門や裏門に入る際、マスクを正しく着

けておく。 



 ただし、熱中症対策との気温や児童の体調等を考慮

し、バランスを考え、出入口や窓の開閉を調整する。 

 机はできる限り離す。 

児童同士が向かい合わないようにする。（対面授業） 

ペアやグループでの話し合いも取り入れるが、で

きるだけ短時間で行う。 

業間には、水分補給をするよう担任が声をかける。 

また、授業中にも必要に応じて、適宜水分補給をす

る時間をとることもある。 

〇                × 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理職による安全確認 

 

 

 

担任 

中間 

１０：２０～ 

（水 10:05～） 

１０：３０～ 

⑧全員手洗い等をする。 

 外遊びの際は、マスクを外しても良い。（運動場に

出てからマスクを外すようにする。） 

 身体接触するような遊びは控えるようにする。 

 中間の放送〈手洗いタイム〉 … 音楽 

 水分補給をするよう、担任が声をかける。 

担任 

 

 

教務 

担任 

 

・個人のノートを使って、書くことを通し

た共学び 

・前を向いての短時間でのペアトーク 

・２人組や３人組で話し合うこと、考えを

共有することができる。（ただし、できる

限り間隔をあけ、短時間で行うこととす

る。） 

・手持ち道具を使ったシャボン玉遊び 

・体育館で前後２ｍ間隔をあけての鍵盤ハ

ーモニカ、リコーダーの練習 

 （タオルの準備が必要） 

 体育館で前後２ｍ間隔をあけて、５割程

度の声の大きさで行う合唱練習 

・教室や音楽室で、列ごとか互い違いに人

数を決め、半分以下の人数で、リコーダ

ーや鍵盤ハーモニカの演奏（タオルの準

備が必要） 

・教室や音楽室では、マスクをつけて、話

し声程度の大きさで歌うことができる。 

・体育館での学年活動（前後２ｍ以上） 

 オープンスペースは 1.5ｍ以上を原則 

・電子黒板を使った共学びや発表 

※複数人が使用する場合は、アルコール消

毒をする。 

・ペアトーク 

・ペアでの作業 

・グループ活動 

・大きな声で歌う 

・リコーダー（運指のみはＯ．Ｋ） 

・鍵盤ハーモニカ（運指のみ） 

・口で吹くシャボン玉遊び 

・２人以上での体つくり運動 

・人が集まる活動 

 

 

 

体育館の窓・ドアは全て開けて対応する。 



 昇降口の大型扇風機を稼働する。 

 中庭から運動場につながる通路 2 か所（下学年用・

上学年用）のミストシャワーを噴霧する。 

 昇降口で児童が密にならないよう教職員が声をか

ける。 

教頭・教務 

（始／教務・教頭・終／尾崎） 

教頭・教務 

３・４校時 

１０：４０～ 

（水 10:25～） 

⑨換気をしながら授業を行う。 

 机はできる限り離す。 

児童同士が向かい合わないようにする。（対面授業） 

ペアやグループでの話し合いも取り入れるが、で

きるだけ短時間で行う。 

教室前後の出入口は開けたままにする。 

 ただし、熱中症対策との気温や児童の体調等を考

慮し、バランスを考え、出入口や窓の開閉を調整す

る。 

業間には、水分補給をするよう担任が声をかける。 

また、授業中にも必要に応じて、適宜水分補給をす

る時間をとることもある。 

※１・２校時と同様 

担任 

専科 

 

担任 

 

 

 

管理職による安全確認 

給食時間 ⑩全員手洗い等をする。 

全員教室でアルコール消毒をする。 

当番は、前後１ｍ程度の間隔をとり、無言で移動す

る。給食室前で待つ際は、学級間の距離をとる。 

 ※給食室での挨拶は先頭児童のみとする。当番全員

で行う。 

 ※献立はコンパクトなものにする。 

 ※注ぎ分けメニューは、可能な限り教職員が行う。 

 ※給食の席は授業中と同じものとする。席を離し、

前を向いて無言で食べるようにする。 

 ※食後のうがいは良いが、口から出したうがい水

が、他の児童に飛び散ることのないよう、【ゆっ

くり、低い位置で吐き出すこと】を確実にする。 

  【所定の位置で待つ。】 

 ※食器等返却時も、当番は、前後１ｍ程度の間隔を

とり、無言で移動する。 

担任 

 

担任・尾崎・宮﨑 

給食委員会 

 

 

 

１、２年生は２人体制 

（担任 ＋ 支援・専科・教頭） 

昼休み 

１３：００～ 

（水 12:45～） 

１３：３５～ 

⑪全員手洗い等をする。 

 外遊びの際は、マスクを外しても良い。 

 密着するような遊びは控えるようにする。 

 昇降口の大型扇風機を稼働する。 

中庭から運動場につながる通路 2 か所（下学年用・

上学年用）のミストシャワーを噴霧する。 

 掃除準備の放送〈手洗いタイム〉 … 音楽 

※共有する道具を使う児童は、手洗いをしてから掃除

担任 

専科 

 

教務 

 

教務・教頭 

教務・放送委員会 

 

水筒について 

□中身はスポーツドリ

ンクでもよい。 

□分散させて置く。 

□時間差で取りに行か

せる。 

□密を避けて飲むよう

にする。 



をする。 

（掃除場所で手洗いができる場合は、移動後に行う。） 

 水分補給をするよう担任が声をかける。 

昼休み終了時頃、昇降口で児童が密にならないよう

教職員が声をかける。 

 

 

担任 

尾崎 

掃除 

１３：４５～ 

 

１３：５７～ 

⑫マスクを着用して取り組む。 

 掃除場所の担当教員が、換気や児童の様子を確認し

ながら掃除を行う。 

 片付けのアナウンスが流れ始める。片付け開始。 

 片付けが終わった児童から、手洗い・うがいをして

教室に入る。  … 音楽 

教職員全員 

５・６校時 

１４：０５～ 

（水 13:30～） 

⑬換気をしながら授業を行う。 

 机はできる限り離す。 

児童同士が向かい合わないようにする。（対面授業） 

ペアやグループでの話し合いも取り入れるが、で

きるだけ短時間で行う。 

教室前後の出入口は開けたままにする。 

 ただし、熱中症対策との気温や児童の体調等を考慮

し、バランスを考え、出入口や窓の開閉を調整する。 

業間には、水分補給をするよう担任が声をかける。 

また、授業中にも必要に応じて、適宜水分補給をす

る時間をとることもある。 

※午前中の授業と同様 

担任 

専科 

 

担任 

 

管理職による安全確認 

児童下校時 ⑭１年生の下校では、密着しないようにする。 

１年生は集団下校になるので、手をつないでの集合

や移動はしない。 

 ※方向別で、できる限り集まり、密集しないよう間

隔を開けて下校する。 

 同時刻の学年が下校の場合、時間差で下校する。 

（重なったら下の学年優先・５分程度間隔） 

 

 

 

教職員が昇降口に立ち、児童が密にならないよう声

をかける。 

昇降口の大型扇風機を稼働する。 

担任 

１年生担任 

 

 

 

 

 

 

 

 

専科 

 

教務・教頭・専科 

～１６：３０ ⑮窓閉めと消毒を行う。 担任 

昇降口／教頭・図工室前／1 年 

理科室前３階廊下／勝田 

パソコン教室前２階廊下／尾崎 

放送室前２階廊下／岡田淳 

図書室／図書委員会（田中典） 

下校について 

□友だちや兄弟を待つ際は、ピロテ

ィや中庭【ピロティ以外の場所】

とする。（ピロティは一番密となる

場所なので） 

□同学年が密にならないよう、学級

間で教室を出る時間を調整する。 

消毒について（確実に行う） 

□ドアノブ    □トイレのドアノブ 

□手すり     □トイレの蛇口 

□水道の蛇口   □電源スイッチ 

□給食配膳台   □窓の鍵 

 複数の児童が頻繁に触れるものはその都度消毒する。 



通級指導教室／宮野 

保健室／大谷小椋 

体育館／担当学年 

教務・教頭 

校舎内表示について 

①各教室→【１メートル以上 間を開けて】 ②トイレ・手洗い場→【👣ここで待つ・３密危険区域】 

③昇降口・ピロティ→【３密危険区域】   ④給食室→【きゅうしょく すとっぷ・３密危険区域】 

⑤校舎内→【新型コロナウイルス感染拡大を防ごう…マスクをしよう。手洗いをしよう。】 

その他 

・微熱・体調不良等訴えた児童はすぐに保健室へ連絡し、保健室で休ませたり、保護者に連絡をしたり

する。 

※養護教諭や管理職との連携を密にし、複数人での状況把握と判断をスピード感をもって行う。 

 


