
２０２０年３月２日

●石鹸による手洗いや手指消毒用アルコール消毒などを行い、できる限

り混雑した場所を避けてください。また、十分な睡眠をとっていただくこ

とも重要です。

●また、人込みの多い場所は避けてください。屋内でのお互いの距離が

十分に確保できない状況で一定時間を過ごすときはご注意ください。

ＬＡＰＩＳ資料

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

（ＣＯＶＩＤ－１９）

― 対 応 に つ い て ―

政府の要請により、３月２日より春休みに入るまで

小・中学校が臨時休校を実施します。
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コロナウイルスとは？

これまでに、人に感染する「コロナウイルス」は、７種類見つかっており、その中の一つが、昨年 12

月以降に問題となっている、いわゆる「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」です。このうち、４種類の

ウイルスは、一般の風邪の原因の 10～15％（流行期は 35％）を占め、多くは軽症です。残りの２種

類のウイルスは、2002年に発生した「重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）」や2012年以降発生してい

る「中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）」です。 コロナウイルスはあらゆる動物に感染しますが、種類の違

う他の動物に感染することは稀です。また、アルコール消毒（70％）などで感染力を失うことが知られ

ています。

どうやって感染するの？

現時点では、飛沫感染（ひまつかんせん）と接触感染の２つが考えられ

ます。

（１）飛沫感染 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば など）と一緒にウイルス

が放出され、他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。

※感染を注意すべき場面：屋内などで、お互いの距離が十分に確保でき

ない状況で一定時間を過ごすとき

（２）接触感染 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周りの

物に触れると感染者のウイルスが付きます。未感染者がその部分に接触する

と感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、感染者に直接接触しなくても

感染します。

※感染場所の例：電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、ス

イッチなど

空気感染は起きているのでしょうか？

国内の感染状況を見ても、空気感染は起きていないと考えられるものの、閉鎖空間において近

距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大させ

るリスクがあります。

新型コロナウイルスに感染しないようにするために

まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。

具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い、できる限り混

雑した場所を避けてください。また、十分な睡眠をとっていただくことも重要です。

また、人込みの多い場所は避けてください。屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況で

一定時間を過ごすときはご注意ください。

（１）手洗い
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ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している

可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗います。

（２）普段の健康管理

普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきます。

（３）適度な湿度を保つ

空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器などを

使って、適切な湿度（50～60％）を保ちます。

他の人にうつさないために

＜咳エチケット＞

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシ

ュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。

対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）

が、一定時間以上、多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境

に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。
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自宅での学習方法について

新型コロナウイルスのため学校が休校になっていま

す。自宅で１ヶ月余り過ごすことになりますが、ペー

スを崩すことなく、規則正しく生活をするための例を

提示しますので、実行してみましょう。

「早寝早起き朝ごはん」
＊新型コロナウイルスの感染を

予防するためにも、栄養と休養を

しっかりとることが大切です。

ヒトの脳には時計があります。

こころと体と脳の元気にとても大事な時計です。

この時計、すぐに遅れてしまいます。

夜ふかしするとますます遅れる時計です。

この遅れ、“朝の光”が直します。

“朝陽”を浴びたそのあとは、

朝のごはんをきちんと食べて、脳と体にエナジー注入。

こうすればみんな元気。夜も早く眠れます。

たっぷり眠り、“朝陽”を浴びてごはんを食べて大活躍。

さあこれで、こころはおだやか、身体と脳も絶好調！

「早寝早起き朝ごはん」

全国協議会

のロゴマークです。

①早寝を心がけ、しっかりと体を

休ませましょう。

②お風呂ではしっかり湯舟に入って

体をあたためましょう。

③朝ごはんは、自動車のガソリンと同じで、

体にエンジンをかけるもとです。

朝ごはんをしっかり食べて、体を目覚め

させましょう。
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① １時間目の始まる時間を考え、食事を済ませましょう。

② 学校の時間割の通り（休み時間も同じように）学習しましょう。

③ 学級会、ホームルームや朝の会、帰りの会、部活動等の

時間は、部活動の練習のほか新聞を読んでみましょう。

自分の興味のある分野や気になる記事をファイリングしたり、

音読したりしましょう。（例えば、部活動のスポーツ等）

④ 給食の時間は、チンやお湯を注ぐだけでなく自分でごはんを作りましょう。

⑤ そうじの時間は、おうちのお手伝いを必ずします。

⑥ 夜は、ＬＡＰＩＳの教材やプリントに取り組みましょう。

また、読書など日頃なかなかできないことに取り組んでみましょう。

１
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
例
）

中学生 小学生

１時間目 数学 算数

２時間目 国語 国語

３時間目 英語 社会

４時間目 社会 理科

（給食） （昼ごはんを食べる）

５時間目 理科 書道

６時間目 美術

学校の時間割で１日を過ごしましょう

新聞をどう使ったらいいの？

★最初からじっくりと読む必要はありません。

パラパラとめくってみて、「おもしろそうだな」

と思ったところから読んでみましょう。

★切り抜きには、前日の新聞を使いましょう。

新聞日記帳に気に

なった記事をスクラ

ップして、感想を書

いていこう。

新聞日記帳が必

要な場合は、先生

に声をかけてくださ
い。

例１ ｢ひと｣の生き方･考え方から学ぼう！

(1)｢ひと｣を紹介している記事や、インタビュー記

事などの中から、気に入ったものを切り抜く。

(2)①印象に残った言葉や文章

②すばらしいと思ったところ

③この記事から感じたことや学んだこと

について、新聞日記に書く。

例２ お気に入りの新聞写真を紹介しよう！

(1)新聞を見て気に入った写真や絵を切り抜く。

(2)①どんな場面なのか

（いつ・どこで・なにを・どういった場面か）

②選んだ理由

③この記事から感じたことや考えたこと

について、新聞日記に書く。
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※手洗い・うがい ※マスクの着用 ※体温チェック

手洗い・うがいをしっかり行い、

体調管理に気を配りましょう。

１．手にみずをつける。

２．せっけんをつける。

３．せっけんを泡立てて手のひら

を洗う。

４．手のこうを洗う。

５．指の間を洗う。

６．手のひらにこすり

つけて指先を洗う。

７．手のひらをかくようにつめを洗う。

８．手首を洗う。

９．手の小指の横を洗う。

10．手の親指の横を洗う。

11．流水でせっけんが残らないように

洗い流す。

12．せいけつなハンカチで手をふく。

●うがい液（60cc）を用意し、

３回にわけてうがいします。

・水

・緑茶（殺菌効果があります）

１度目のうがい
食べかすや口の中の有機物を取

るために、口に含んで強めにうが

いする。

２度目のうがい
上を向いて、のどの奥までうがい

液がとどくように、15 秒くらい

うがいする。

３度目のうがい
２度目と同じように、うがい液が

口の中からのどにじゅうぶんに

とどくように、15 秒くらいうが
いする。

●正しい検温方法

①計る前に、汗をしっかりふき取ります。

②脇のくぼみの中央に、体温計の先端を当てます。

③体温計の先を下から上に向けて、押し上げるように

はさみます。

④脇が密閉されるようにしっかり閉じ、ひじをわき腹に

密着させ、手のひらを上向きにします。さらに、体温計

を挟んだほうのひじをもう一方の手で押さえます。

⑤計り終わるまで、動かずにじっとしています。

このイメージ
は、現在表
示できませ
ん。

このイメージは、
現在表示できま
せん。
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◆今後の LAPIS の取り組み 詳細

＜方針＞

子どもが重症にならないという前例があったとしても、子どもたちには家族があり、お年寄りと同居している

場合もあります。子どもから親御さんやお年寄りに感染してしまったら、そのご家族にご迷惑をかけること

になるので、学校が休校になれば、通常どおりに塾の授業はできません。そこで。。。

風邪の症状が少しでもある方は入室をお断りし

消毒（プレベント）など、教室の衛生管理に細心の注意を払いながら。。。

１）３月１５日（日）まで塾の通常授業は行いません。

学校をお休みにするという尋常ではないことをしてまでも、なんとか流行を抑えなければならないことを

重く受け留めます。

ＬＡＰＩＳも３月５日（木）～３月１３日（金）までの平常授業をお休みにします。

２）お休みした授業の振替

３月１６日（月）以降に通常授業と合わせて、昼間に授業を実施します。

ウィルスの収束状況によりますが、後日、振替授業と時間を早めた３月の通常授業のご案内をしま

す。

３）子どもたちの居場所として塾を開放します。

お子さまの行き場がない場合、どうしても家の中だけではダメな場合、お家の方のストレスが溜まりすぎ

てしまう場合など。。。ＬＡＰＩＳをご利用ください。

日曜と祝日を除き、３月２日(月)から２３日(月)開いています。

月～金は９時～１９時。土曜は１０時～１８時です。

ご判断は、ご家庭におまかせいたします。

４）マスクは必ず着用してください。

着用していない生徒は入れません。手作りでもかまいません。教室内では場合によりマスクをはずすこ

とを認めることがあります。

５）塾生が塾に来る場合

事前のご連絡は不要です。必ず勉強道具ややることを持ってきてください。来たときに帰る時間をおし

えてください。

遊び道具も持ってきてかまいません。遊ばせる時間も作ります。

６）塾生ではないご弟妹やお知り合いの方が塾に来る場合

小学１年生～中学３年生が対象です。必ず事前にお電話をください。お名前とお電話番号をお知ら
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せください。047 ｰ 443 ｰ 1010 または 田中携帯 090-4822-0137

７）自宅での学習内容

現学年の復習と新学年の予習をします。３月５日（木）以降、学年毎、クラス毎に指示をメールで出し

ます。また宿題ブログに載せます。

８）新学年の教材配付

明日３月３日（火）～３月７日（土）午前１０：００～午後５：００の間に取りに来てください。後日やる場所

を指示しますが、どんどんやってしまってもＯＫです。現中３（新高１）も同様です。

同時に「１週間はこうだった」用紙も配付します。生活記録を記入し、塾の授業が再開されたとき提出

です。

９）学校の宿題

教材を取りに来たときに学校でどんな宿題が出たかを教えてください。 やることや学習量を調整しま

す。

10）自宅でのお奨めの自主学習

小学６年生と中学生は苦手科目克服や英語力伸長に絶好の機会です。

苦手科目を１日中取り組んでみる。英検や漢検の勉強に取り組む。ぜひやってみましょう！そして 料

理！ 洗濯！ (^^)/

11）生徒たちの学習状況の把握について

スタディプラスという学習管理ソフト（アプリ）を導入します。自分がやった学習を記録、報告するアプリ

です。後日一人ひとりに ID をお知らせします。

12）教室開放時の時間割

＜火～金／お勉強には読書も含みます。＞

９：００～ ９：５０ 朝の会＆お勉強１ ９：００に来る必要はないです。途中からでＯＫ！

１０：００～１１：４０ お勉強２ 小学生は途中５分休憩

１１：５０～１２：３０ お勉強３（業間休み 11:40～12:00）＆最後に午前の振り返り ときには お散歩など

１２：３０～１４：００ 昼食＆休憩 塾でも、自宅でも、外食でもＯＫ！

早めに戻ってきたり、遅れてきても大丈夫！

１４：００～１５：００ 昼の会＆お勉強４ お昼寝のときもあり。

１５：００～１５：４０ レクレーションタイム

１５：５０～１７：３０ お勉強５＆今日の振り返り 小学生は途中５分休憩
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１７：４０～１８：３０ お勉強６

１９：００ 教室を閉めます。

＜月曜＞

９：００～１９：００ 上記に準じますが本人たちに任せます。

＜土曜＞

１０：００～１８：００ 上記に準じますが本人たちに任せます。

土曜日は面倒を見る先生はいません。

自主学習になります。

13）3月 2日(月)は高校入試です。受験生の自己採点会があります。他学年の生徒につきっきりになるこ

とはできませんが面倒を少しはみられます。

14）3 月 3 日(火)は、スタッフの大掃除を予定しています。その状況でもよければ、どうぞお越しください。

その場合も勉強道具や読書など、やるものを持って来てください。大掃除をお手伝いしてもらうかもしれ

ません。(^^)/

15）授業料

申し訳ございませんが、3 月分の授業料はそのまま頂戴します。悪しからずご了承ください。

16）その他未定のこと

◆３分ほどの授業動画を撮って、ブログやホームページにアップしようかと思います。

学習の手助けにしてもらいたいです。

◆LAPIS 鎌ヶ谷として、LINE@ の登録をする予定です。

生徒や保護者の方は、LAPIS 鎌ヶ谷と友達になってください。

LINE@の登録が済み次第ご連絡差し上げます。

◆近況を聞いたり、質問・相談

zoom（無料テレビ電話＆ミーティングアプリ）や電話を使って、

近況を聞いたり相談にのったりすることも考えています。

※何かご質問などありましたら、047 ｰ 443 ｰ 1010 田中携帯 090-4822-0137 までお願いいたします。

※このメールに返信くださっても大丈夫ですが、ご返答に数日がかかる場合がございます。ご承知おきく

ださい。

※ＬＡＰＩＳホームページ http://lapis-sonrisa.com/から「ひこざえもんのＦａｃｅｂｏｏ

ｋ」もぜひご覧ください｡
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＜備考＞20200302 時点版

新型コロナウイルス感染症が疑われる方へ

発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出やイベントなどへの参加

は控えてください。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる

大切な行動です。そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。厚生労働省と関係省

庁は、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切と考え、労使団体や企業にその整備にご協力

いただくようお願いしています。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったドアノブなど周囲のも

のにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他者に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケッ

トを行ってください。

発熱などのかぜ症状について、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気による場合が

圧倒的に多い状況です。風邪やインフルエンザ等の心配があるときには、これまでと同様に、かかり

つけ医等にご相談ください。

新型コロナウイルスへの感染のご心配に限っては、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・

接触者相談センター」 にお問い合わせください。特に、先日「相談・受診の目安」として公表しまし

た以下の条件に当てはまる方は、同センターにご相談ください。

・風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以上続く場合（解熱剤を飲み続けなければならないときを

含みます）

・強いだるさ（倦怠感（けんたいかん））や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 高齢者をはじめ、基礎疾

患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など））がある方や透析を受けている方、免

疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

・風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が２日程度続く場合 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困

難）がある場合

「帰国者・接触者相談センター」では、皆さまから電話での相談を受けて感染が疑われると判断し

た場合には、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。その場合には、同

センターより勧められた医療機関を受診してください。複数の医療機関を受診することは控えてくだ

さい。

同センターで、感染の疑いがないと判断された場合でも、これまで同様かかりつけ医を受診して

いただけます。その場合、肺炎症状を呈するなど、診察した医師が必要と認める場合には、再度同

センターと相談の上、受診を勧められた医療機関でコロナウイルスのＰＣＲ検査を受けていただきま

す。

集団感染を防ぐためにはどうすればよいでしょうか？

多くの事例では新型コロナウイルス感染者は、周囲の人にほとんど感染させていないものの、一

人の感染者から多くの人に感染が拡大したと疑われる事例が存在します（屋形船やスポーツジムの
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事例）。また、一部地域で小規模患者クラスターが発生しています。

※「小規模患者クラスター」とは、感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のこと

を言います。

急激な感染拡大を防ぐためには、小規模患者クラスターの発生の端緒を捉え、早期に対策を講

じることが重要です。これまでの感染発生事例をもとに、一人の感染者が生み出す二次感染者数

を分析したところ、感染源が密閉された（換気不十分な）環境にいた事例において、二次感染者数

が特徴的に多いことが明らかになりました。（下のグラフ）

換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることは避けてください。また、イベ

ントを開催する場合には、風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが高い

ことから、その規模の大小にかかわらず、その開催の必要性について検討するとともに、開催する場

合にあっては、風通しの悪い空間をなるべく作らないなど、その実施方法を工夫するようお願いしま

す。

家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に、家庭でどんなことに注意すればよいでしょう

か？

ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、同居されているご家族は以下の８点に

ご注意ください（詳しくは、一般社団法人日本環境感染症学会とりまとめをご参照ください。）。

ご本人は外出を避けてください。ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不

急の外出を避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などには行かないようにしてくださ

い。

（１）部屋を分けましょう

個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。

子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも２ｍ以上の

距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。寝るときは頭の位置を互い

違いになるようにしましょう。

（２）感染が疑われる家族のお世話はできるだけ限られた方で

心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが、感染が疑

われる家族のお世話をするのは避けてください。

（３）マスクをつけましょう

使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。

マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外しま

しょう。マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗ってください（アルコール手指消毒剤でも可）。

マスクが汚れたときは、新しい清潔な乾燥マスクと交換してください。マスクがないときなどに咳や

くしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆いましょう。

（４）こまめに手を洗いましょう
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こまめに石鹸で手を洗いましょう。アルコール消毒をしましょう。洗っていない手で目や鼻、口など

を触らないようにしてください。

（５）換気をしましょう

部屋は定期的に換気してください。共有スペースや他の部屋も窓を開けましょう。

（６）手で触れる共有部分を消毒しましょう

物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手やノブ、ベッド柵など共有部分は、薄め

た市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。

※家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、濃度が 0.05％（製

品の濃度が６％の場合、水３Ｌに液を 25 ㎖）になるように調整してください。

トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう。タオ

ル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。感染が疑われる家族の

使用したものを分けて洗う必要はありません。

洗浄前のものを共有しないようにしてください。特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどで共

有しないように注意してください。

（７）汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し

完全に乾かしてください。

※糞便からウイルスが検出されることがあります。

（８）ゴミは密閉して捨てましょう

鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨てください。その

後は直ちに手を石鹸で洗いましょう。

濃厚接触とはどのようなことでしょうか？

濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は二つあり、➀距離の近さと➁時間の長さです。必

要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離（目安とし

て２メートル）で一定時間以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、対面で人と人との距離が近い接触（互いに手

を伸ばしたら届く距離で２メートル程度）が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交

わされる環境は感染を拡大させるリスクが高いとされています。

マスクをした方がよいのはどのような時ですか？

マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれらに含まれるウイルス等病原体の飛散を防ぐ上で高

い効果を持ちます。咳やくしゃみ等の症状のある人は積極的にマスクを着用しましょう。

ご自身の予防用にマスクを着用することは、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不

十分な場所では一つの感染予防策と考えられますが、屋外などでは、相当混み合っていない限り、
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マスクを着用することによる予防効果はあまり認められていません。

マスクが手に入らないときは、代わりにどのような方法があるでしょうか？

自分の手を用いるのではなく、ハンカチやタオルなど、口を塞ぐことができるものを代用することで

も飛沫（くしゃみなどの飛び散り）を防ぐ効果があります。

潜伏期間はどれくらいありますか？

ＷＨＯの知見によれば、現時点で潜伏期間は 1-12.5 日（多くは５-６日）とされており、また、これ

までのコロナウイルスの情報などから、未感染者については 14 日間にわたり健康状態を観察するこ

とが推奨されています。

熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか？

発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出やイベントなどへの参加

は控えてください。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる

大切な行動です。そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。厚生労働省と関係省

庁は、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切と考え、労使団体や企業にその整備にご協力

いただくようお願いしています。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったドアノブなど周囲のものに

ウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他者に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを

行ってください。

発熱などのかぜ症状について、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気による場合が

圧倒的に多い状況です。風邪やインフルエンザ等の心配があるときには、これまでと同様に、かかり

つけ医等にご相談ください。

新型コロナウイルスへの感染のご心配に限っては、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・

接触者相談センター」にお問い合わせください。特に、先日「相談・受診の目安」として公表しました

以下の条件に当てはまる方は、同センターにご相談ください。

・ 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続く場合（解熱剤を飲み続けなければならないとき

を含みます）

・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 高齢者をはじめ、基礎疾患（糖尿病、

心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など））がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や

抗がん剤などを用いている方

・ 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が２日程度続く場合 ・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸

困難）がある場合
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発熱の継続はどのように確認すればいいですか？

発熱は、感染症や腫瘍、炎症などにより起こります。一般に、37.5 度以上の場合は、発熱とみな

します。発熱が認められる場合は、毎日体温を測定し、体温と時間を記録してください。

新型コロナウイルスへの感染が心配される場合、直に医療機関を受診しないように、複数の医療

機関を受診することを控えるように、とされているのはなぜでしょうか。？

まず、風邪の症状や発熱、だるさ、息苦しさなどの症状あっても、現時点ではインフルエンザ等の

新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況です。風邪やインフルエンザ等の

心配がある場合に、これまでと同様、かかりつけ医等にご相談ください。

一方で、「帰国者・接触者相談センター」でご案内する「帰国者・接触者外来」には、新型コロナ

ウイルス感染症が疑われる方が受診されますので、感染への不安から、適切な相談をせずに、これ

らの外来を設置している医療機関を受診することは、皆さんがコロナウイルス感染症でなかった場合

に、かえって感染するリスクを招くことになります。

また、新型コロナウイルスへの感染の心配に限っては、まず同センターにご相談下さい。ここで紹

介する「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関は公開していません。これは、2009 年の新

型インフルエンザ流行の際に、一部の府県で特定の医療機関の外来に受診者が殺到して、急を

要する方に対する対応に時間を要した等の経験があるからです。急を要する方（例えば、集中治療

を有する重症者）を優先的に受け入れられるようにするための必要な対応ですので、ご理解をお願

い致します。

小中学校の臨時休業に関すること

２月２８日に、安倍総理大臣と萩生田文部科学大臣は、全国全ての小・中学校等に対し、３月２

日から春休みに入るまでの間、臨時休校を行うよう要請しましたが、なぜ、今このような要請をした

のですか？

現在、新型コロナウイルス感染症は、国内の複数地域で、感染経路が明らかではない患者が散

発的に発生しています。専門家の知見を踏まえて、２月 25 日にまとめた「新型コロナウイルス感染

症対策の基本方針」で示したとおり、感染の流行を早期に収束させるためには、集団による感染と

その伝播の防止が極めて重要です。そして、この１、２週間が極めて重要な時期です。

コロナウイルス感染症は、飛沫感染や接触感染でうつるとされており、学校のように、日常的に、

長時間、集団で生活する場所では、感染リスクが高まると考えられます。また、高齢者の重症化のリ

スクが指摘される一方で、子どもの感染事例も発生しています。

すでに、北海道や市川市、大阪市、堺市などでは、自治体の判断で学校休校が行われています。

子どもたちへの感染の防止は、これらの限られた地域だけではなく、全国でも感染のリスクを減らす

必要があります。

このため、子どもたちの健康、安全を何よりも第一に考え、このたび、全国全ての小学校、中学校
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等について春休みに入るまで臨時休校を行うよう要請したものです。

臨時休校によって、子供たちの学びに遅れが生じたり、授業時数が足りずに進級や卒業ができな

くなってしまう心配があるが、これを防ぐため、どのような支援が行われるのでしょうか？

臨時休校によって、学校において授業を受けられないことで、学習に著しい遅れが生じることのな

いよう、子供達を支援することが重要です。

このため、政府としては、学校や教育委員会に対して、臨時休校の期間中、子供達の学びをサ

ポートする方法として、例えば、学校が用意したプリントや教材等を活用した家庭学習や、自宅で自

習している子供との電話による学習相談など様々な取組の工夫を通じて、子供達に対するきめ細

やかな学習支援を行うことをお願いしています。

また、政府からは、子供たちの各学年の課程修了又は卒業の認定に当たっては弾力的に対処

し、子供たちの進級や進学等に不利益が生じないよう配慮することを、学校や教育委員会に対して

お願いしています。

保育園・幼稚園でも一斉臨時休園が行われるのですか？

保育園・幼稚園は通常どおり開園していただきます。

ただし、園児や職員等が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合や、その地域で感染が拡大

していると自治体等が判断した場合には、臨時休園を行うことがあります。その場合にも、訪問型一

時預かりや保育士による訪問保育等の代替措置を講ずるようお願いしています。

なお、通常の季節性インフルエンザでも、これまでと同様、園児や職員等が多く罹患した場合に

は園等の判断により臨時休園となることがあります。


