
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アフタースクールてらこやこどもの森 

道場生活の手引き 

令和４年度 
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道場名 ： アフタースクールてらこやこどもの森 

 

代 表 ： 湯澤 宥広（宝蔵寺 住職） 

 

住 所 ： 〒306-0126  茨城県古河市諸川 342-3 

 

アフター携帯 ： 070-3965-8311 

 

幼稚園 ： 0280-76-2177 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．対象児童 

〇現在、諸川小学校に在学中または就学予定の小学 1 年生～４年生までの児童（原則としてル

リ幼稚園を卒園または卒園予定の児童に限る）および、てらこやの趣旨や規則を理解し、賛

同する保護者の児童。 

※てらこやの趣旨や規則を理解していただけない場合は、入会をお断りします。 

 

2．開園時間 

〇通常アフター：月曜日～金曜日 

・13:00～18:00 

〇1 日アフター（春休み・夏休み・冬休み等の長期休業日および代休の日） 

・8:00～18:00 

〇半日アフター（新１年生の早帰り期間など） 

・下校時間～18:00 

 

3．活動場所 

〇アフタースクール教室（ルリ幼稚園の北側） 

〇宝蔵寺（本堂・客殿）：静座・昼食 

〇ルリ幼稚園（教室・園庭）：1 日アフターの日の登園・外遊び 

 

4．費用 

〇月謝：8,000 円（兄弟で入会の場合は、2 人目以降 7,000 円） 

○１日アフター及び半日アフターの費用：月謝の他に 300 円×日数分を追加徴収 

〇児童障害保険料（三井住友海上）：無料 

※児童障害保険料（年額 4,000 円）は代表が全額負担しております。 

 

この「てらこや」は、地域児童の心の浄化・礼儀・思いやりの心を育てることを主たる目

的とし活動している。 

また、国・県・市等からの補助は一切受けておらず、不足する費用は全て、代表 湯澤 宥

広の寄付ならびに奉仕により運営されるものである。 

【設立趣旨】 
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5．アフタースクールの活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【静座】 

〇心を静めるために行います。これにより、アルファー波（脳波）が出て、内臓にはセレトニ

ン（内分泌）が分泌され、五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚）のバランスの取れた人格

が整う例が多くみられます。 

 

【宿題・自主学習】 

〇学校の宿題および自主学習を行います。職員の指導の他、子ども同士で互いにわからない所

を教え合い支え合って理解する喜びを学びます。てらこやでの学習は、本来ご自宅で行うべ

き宿題や自主学習の補助学習であり、学力向上のための学習ではありません。 

 

【おやつ・昼食】 

〇食材や作ってくれた人に感謝し食べます。1 日アフターの日の昼食は、宝蔵寺の客殿の畳に

静座をして食事作法・食事の意味を学びます。 

 

【清掃】 

〇毎日使用している全ての物に感謝の気持ちを込めて教室・廊下・階段等の清掃を全員で丁寧

に行います。 

 

【自由遊び】 

〇創意工夫しながら友だちと仲良く遊びます。遊びの中で、ルールや人間関係を構築します。 

通常アフター（月曜日～金曜日） 

15:00 バス迎え（諸川小学校）・宿題・自主学習 

16:30 おやつ・清掃 

17:00 静座（本堂）・自由遊び 

18:00 閉園 

※一斉下校（15:00 下校）の日の静座は 16:30 から行います。 

1 日アフター（長期休業日および代休の日） 

半日アフター（下校時間からの活動内容になります） 

8:00 開園（8:30 までにルリ幼稚園に登園）・自由遊び 

9:00 アフターに移動・宿題・自主学習・休憩 

11:00 自由遊び 

11:45 昼食・食事作法（客殿又はアフター教室） 

12:30 清掃 

13:00 自由遊び 

14:00 宿題・自主学習 

15:00 自由遊び 

16:00 静座（本堂）・おやつ・清掃・自由遊び 

18:00 閉園 
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【その他】 

〇春休み・夏休み・冬休み期間中は、道場での活動以外に、燦 SUN 館（三和図書館）やイオ

ンシネマ、工場見学、近隣の公園等にバスで出かけたり、幼稚園の園庭やプールでの活動も

行ったりします。 

 

6．アフタースクールの利用について 

◆生活について◆ 

○児童だけでなく保護者も挨拶は大きな声でするようにしましょう。 

○友だちをいじめたり、悪口や暴言を吐いたり、暴力を振るうなどの行為をする児童は預かり

ません。児童に影響を及ぼすため、保護者も言動には十分に気を付けて下さい。 

○児童の化粧やマニュキュア、頭髪を染めたり装飾品を身に着けたりしての登園は禁止としま

す。 

○手足の爪が伸びている児童は、短く切るようにして下さい。また、前髪が目にかかっている

児童は、目にかからないように切るか、女子は髪留めで止めるようにして下さい。髪の長い

女子は縛るようにして清潔を保つようにして下さい。 

○「運動靴」を履いて登園して下さい。サンダルやクロックス等の履物は不可です。 

○運動靴や上履きのかかとを潰して履かないようにして下さい。また、靴は揃えて脱ぐように

して下さい。 

○携帯電話やゲーム機、カード等の持ち込みは禁止とします。 

○必ず閉園時間の 18:00 までにお迎えをお願い致します。 

 

◆学習について◆ 

○宿題や自主学習を持ってくるのを忘れる児童がおりますので、毎日必ず保護者が確認をして

いただき忘れることのないようにして下さい。 

○帰宅後、ご自宅でその日にやった宿題や自主学習の確認を必ず保護者が行って下さい。長期

休業日中は休みが終わりに近づいて慌てて宿題を済ませることがないように計画的に進める

ようにして下さい。 

 

◆保護者送迎について◆ 

○必ずアフターの教室までお越し下さい。教室以外での引き渡しはしません。ただし、お迎え

と送迎バスの到着時間が重なった時は、降車後その場での引き渡しは可能です。 

○教室の中にいる職員に声をかけていただき、教室の外（職員に話がある場合を除く）でお待

ち下さい。 

○降園前に必ず忘れ物がないかの確認をしてから降園をして下さい。 

○荷物は、必ず児童が自分で持つようにして下さい。 

○駐車場は、お寺の利用者や幼稚園の保護者、その他の関係者が利用するので、駐車場内で遊

ばない、長時間の立ち話をしない等のルールを守っていただき、安全に利用するようにして

下さい。 

 

◆保護者の連絡先について◆ 

○保護者の連絡先（携帯電話・メールアドレス・勤務先名・勤務先電話番号）等が変更になっ

た場合は、必ず新しい情報をお伝え下さい。 
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◆月謝について◆ 

○毎月 20 日頃に月謝袋をお渡しします。27 日までに納入をお願いします。 

○年間の経費を月割りにして計算してご請求させていただいておりますので、欠席が多い月や

１日も出席しない月でも同額を徴収します。 

○2 か月以上未納の場合は、退園していただきますので予めご了承下さい。 

 

◆1 日アフター、半日アフターの日のお弁当について◆ 

〇春休み、夏休み、冬休み、代休の日の 1 日アフターや短縮日課の半日アフターとなる日は、

お弁当と水筒をご用意していただきます。なお、デザートは禁止となります。 

〇短縮日課等で半日アフターになる日は、アフターに来てからお弁当を食べるため、お弁当と

水筒をもって学校に登校していただくことになりますが、ルリ幼稚園の方でお弁当と水筒を

お預りしておくこともできますので、その際はご連絡下さい。 

〇お弁当は昼食の時間が 30 分程度なので、30 分で食べ終わる分量でご用意をお願いします。 

 

◆1 日アフターの日の登園について◆ 

〇1 日アフターの日の登園場所は、ルリ幼稚園となります。幼稚園の職員が朝の受け入れをし

ますので 8:30 までに必ず登園を完了して下さい。当園する教室は「さくら組」となります

が変更になる場合もあります。お仕事の都合で 8:00 前に登園をする場合は、予めご連絡下

さい。 

〇幼稚園が休園の場合は、アフターに直接登園となります。その際は、8:00 前のお預りはで

きませんので予めご了承下さい。 

 

◆諸川小学校へのバス送迎について◆ 

〇毎日、各学年の下校の時間に合わせて諸川小学校までバスでお迎えに行きます。 

※お寺の葬儀の都合でバスが使用できない場合は、「幼稚園バス」または職員と一緒に「徒

歩」での下校になります。 

〇新 1 年生の入学式後 1 週間につきましては、通学路の確認のため徒歩での下校になりま

す。雨天時も実施しますが、悪天候時はバスでの下校になります。 

※この期間は、職員と一緒に保護者の皆様にも当番で下校指導のお手伝いをお願いしておりま

す。雨天時も実施しますが、下校指導が困難な悪天候の場合はバスでの下校になります。そ

の際は、当番の保護者の方に「下校指導なし」のご連絡を致します。 

※アフターを欠席する場合は、アフターの職員と一緒にバスや徒歩での下校はできませんので

ご注意下さい。一緒にアフターまで下校した場合は出席扱いとなります。 

 

◆イーグルイトマンスイミングクラブ古河をご利用している児童について◆ 

〇バスでのお迎えを希望している児童については、アフターまでスイミングのバスがお迎えに

来ます。ただし、帰りについてはこちらにバスは戻りませんので直接スイミングにお迎えを

お願いします。 

※お休みをする際は、必ず保護者の方からスイミングへお休みの連絡をして下さい。連絡をし

ていただかないとお迎えのバスがアフターまで来てしまいます。 

〇プールバッグについてはスイミングの前日にお持ちいただければ、こちらでお預りすること

が可能です。 
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◆次年度のアフタースクールの継続利用確認について 

○次年度の継続利用については、配布の時期になりましたら「継続利用確認書」を配布します

ので、必要事項をご記入の上ご提出をお願い致します。なお、継続の希望をしない場合は、

小学校の３学期の修了式の日で退所となります。なお、春休み中のお預りはできませんので

予めご了承下さい。 

 
◆アフタースクールの卒業（４年生）について 

○4 年生の児童は、小学校の３学期の修了式の日でアフターを卒業となります。なお、春休み

中のお預りは出来ませんので予めご了承下さい。 

 

◆アフタースクールの修了証の授与について 

〇小学校の３学期の修了式の日に児童全員に修了証を授与します。１年生～３年生については

１年間の修了を称える証書、４年生については、４年間の修了を称える証書となっておりま

す。なお、年度途中に退所をした場合は、修了証の授与はありませんので予めご了承下さい。 

 

７．学校保健法による登園停止について 

〇インフルエンザや、その他の伝染病に感染してしまった場合の伝染病対応について、下記に

詳しく記載してありますのでよくご覧下さい。 

 

【学校保健法による登園停止について】 

○学校では、伝染症を予防するため、感染した児童に対して登園停止を行うことがあります。

これは、学校保健法第 12 条に基づき、学校での集団発生を防ぐとともに、健康の回復を図

るため病状が回復するまでは、ご家庭でゆっくり休養させて下さい。また、ご家族が対象と

なる伝染病に感染した場合については、学校保健法では、登園可能とされておりますが、当

道場では、児童に症状がなくても体内にウイルスが潜伏している可能性があり、道場生活中

に症状がでて他の児童へ感染させてしまう恐れがありますので、登園停止とさせていただき

ます。 

○下記の学校伝染病規則に記載されていない伝染病に感染した場合は、受診された医師の指示

に従って登園または欠席して下さい。RS ウイルスなどの感染力の強い伝染病にかかった場

合も、登園停止になります。 

 

【学校伝染病規則による伝染症の定義は次の三種類に分類されています】 

第一種 伝染力が強く重症で危険性の高い病気で、病気が治るまで登園できない。（法定伝

染病等） 

 第二種 主に飛沫感染（くしゃみ、咳、会話などによって病原体が飛び散ってうつる）によ

って広がる病気。 

第三種 学校などで流行が広がる可能性のあるもので、「他へ伝染するおそれがないことが

医師によって認められるまで」が登園停止の基準となっている。なお、第三種の中

で、溶連菌感染症や手足口病などのように、日常よく見られるものが「その伝染病」

として区別されている。これらには、一定の登園停止の基準は設けられていないも

のの、その時々の発生や流動動向によっては、医師による登園停止の指示に従う必

要があります。 
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■登園停止となる伝染病■ 

第 1 種学校伝染病 

本人、家族の病状が回復し医師が伝染のおそれがないと認めるまで登園停止とする。 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジ

フテリア、腸チフス、パラチフス、痘そう、重症急性呼吸器症候群（SARS コロナウィルスに限る） 

 

第 2 種学校伝染病 本人、家族の病状が回復し医師が伝染のおそれがないと認めるまで登園停止とする。 

病名 登園停止期間 主な症状 潜伏期間 伝染可能期間 

インフルエンザ 

発症後 5 日を経過し、かつ、

解熱した後 2 日を経過するま

で 

高熱・頭痛・腰痛・全身倦怠感・鼻づまり・く

しゃみ・たん 1～3 日 発病後 3～4 日 

百 日
ひゃくにち

咳
ぜき

 

特有の咳が消失するまで、ま

たは、5 日間の抗生剤の治療が

終了するまで 

はじめは軽いせき、のどの発赤がみられる。発

病後１週間位からコンコンという咳がでる。 1～2 週 発病後 28 日 

麻疹
ま し ん

（はしか） 

解熱した後 3 日を経過するま

で 

発熱・せき・鼻水・めやに。頬の内側に白い斑

点コプリック斑ができる。発熱後４日目より皮

膚に発疹。 

9～12 日 
発疹の出る 5 日前から

でた後 4 日間 

流 行 性
りゅうこうせい

耳下腺炎
じ か せ ん え ん

 

（おたふくかぜ） 

耳下腺の腫れが出た後 5 日を

経過し、かつ、全身状態が良

好になるまで 

３７～３８℃の発熱。まず、片側、次いで両側

のあごの後ろが大きく腫れて痛む。食欲不振、

嚥下困難。 

1～2 週 
発病前 7 日から発病後

9 日 

風疹
ふうしん

（3 日はしか） 
発疹が消失するまで 発熱・発疹・耳の後ろ・首・わきの下などが腫

れる。咳や結膜が充血する。 
2～3 週 

発疹のでる 7 日前から

でた後の 7 日間 

水痘
すいとう

 

（みずぼうそう） 

全ての発疹がかさぶたになる

まで 

発熱（軽～中程度）。水ほうのある発疹が体中

に次々と出る。かさぶたとなり、先に出たもの

から治っていく。 

2～3 週 
発疹のでる 1 日前から

でた後 7 日間 

咽頭
いんとう

結膜熱
けつまくねつ

 

（プール熱） 

主要症状が消退した後 2 日を

経過するまで 

発熱・のどの痛み・結膜炎・首のリンパの腫

れ。 5～7 日 発病後 2～3 週間 

結 核
けっかく

 

病状により学校医その他の医

師において伝染のおそれがな

いと認めるまで 

保健所の指示に従う 

初期は自覚症状なし。X 線で発見されることが

多い。疲労感・寝汗・微熱・体重減少・肩こ

り・咳・たん。 
1～２ヶ月  

 

第３種学校伝染病 本人、家族の病状が回復し医師が伝染のおそれがないと認めるまで登園停止とする。 

病名 登園停止期間 主な症状 潜伏期間 伝染可能期間 

流 行 性
りゅうこうせい

角
かく

結膜炎
けつまくえん

 

（はやり目） 病状により学校医、そ

の他の医師において伝

染のおそれがないと認

めるまで 

涙がよくでる。目やに、異物が入ってい

る感じ。結膜が充血する。 ５～７日 発病後２～３週 

急 性
きゅうせい

出 血 性
しゅっけつせい

結膜炎
けつまくえん

 きつい充血。出血してくる。 １～２日 発病後５～７日 

腸 管
ちょうかん

出 血 性
しゅっけつせい

大 腸
だいちょう

菌
きん

感 染 症
かんせんしょう

 
激しい腹痛ではじまり、数時間後に水様

性の下痢を起こす。嘔吐、吐き気。 
３～５日  

 

■条件によって登園停止になる伝染病■ 

第３種学校伝染病 本人、家族の病状が回復し医師が伝染のおそれがないと認めるまで登園停止とする。  

病名 登園許可の目安 留意事項 

溶連
ようれん

菌
きん

感 染 症
かんせんしょう

 
適切な抗生剤治療後２４時間を経て解熱し、全身状態良

好になったとき 
５～１０日程度の抗生剤の内服が推奨される 

ウイルス肝炎
かんえん

 
主要症状が消失し、肝機能が正常化した時 B 型・C 型肝炎の無症状性病原体保有者は登園停

止不要 

手足
て あ し

口 病
くちびょう

 

ヘルパンギーナ 

解熱し全身状態が安定していれば登園可能（咽頭内での

ウイルス増殖期間中飛感染するため、発熱や咽頭・口腔

内の所見の強い急性期は感染源となる） 

一般的な予防法の励行 

伝染性
でんせんせい

紅斑
こうはん

（りんご病） 
発疹期は、感染力はほぼ消失していると考えられるの

で、発疹のみで全身状態が良好なら登園可能 
妊婦への感染注意。急性期の症状変化にも注意 

マイコプラズマ感 染 症
かんせんしょう

 
感染力の強い急性期が終わった後、症状が改善し、全身

状態が良好なら登園可能 
 

流 行 性
りゅうこうせい

嘔吐
お う と

下痢症
げ り し ょ う

 

（ウイルス感染性胃腸炎） 

下痢・嘔吐から回復し、全身状態良好なら登園可能 主にノロウイルス、ロタウイルス、小型球型ウイ

ルス(SRSV 他)、時に腸管アデノウイルス 

※当園では、上記の「第１～第３種学校伝染病」・「条件によって登園停止になる伝染病」に、

本人または家族が感染した場合は、当道場では登園停止扱いとなりますので必ずご報告下

さい。 
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■登園停止の必要のないと考えられる伝染病■ 

第３種学校伝染病 他の児童への感染の恐れがある場合は登園を控えてもらう場合あり。 

病名 留意事項 

アタマジラミ 
シラミの駆除。爪切り。タオル・くし・ブラシの共有を避ける。着衣・シーツ・枕カバー・帽子等の洗濯と

熱処理。発見したら一斉に駆除することが効果的 

水いぼ 
原則として、プールを禁止する必要はないが、二次感染のある場合は禁止とする。多数の発疹がある場合は

プールでビート板や浮き輪の共有を避ける。 

とびひ 
病巣の処理と被覆。共同の入浴やプールは避ける。炎症症状の強いものや広範なものでは、病巣の被覆を行

い、直接接触を避けるようにする。 

 

■アフタースクールの伝染病対応について■ 

○当道場では、学校保健法第 12 条に基づく、「第１～３種学校伝染病」・「条件によって登園

停止になる伝染病」に感染した場合は、本人またはご家族が感染した場合でもお休みしてい

ただきます。理由としては、他の児童への感染拡大の防止のためです 

○第 3 種学校伝染病の「登園停止の必要のないと考えられる伝染病」に感染した場合は、欠

席する必要はありませんが、病状により他の児童へ感染する可能性のある場合は、症状が安

定するまで欠席していただく場合があります。 

○家族が感染してしまった場合は、感染者が完治してからの登園を宜しくお願い致します。な

お、家族が完治した場合でも、児童の体内にウイルスが潜伏している可能性がありますので、

登園開始後の体調をご家庭でも注意して観察して下さい。 

○対象となる伝染病に感染した時は、必ず連絡をして下さい。 

○対象となる伝染病に感染した時はすぐに幼稚園に連絡して下さい。また、医師の指示に従っ

て、登園許可がでるまで十分休養させて下さい。 

 

■登園許可書、登園停止報告書について■ 

※長期休み期間（春休み、夏休み、冬休み）に感染した場合のみ提出 となります。それ以外

の通常の学校がある日は、学校に指定の書類を提出し出席の許可となると思いますので、ア

フターへの提出の必要ありません。また、長期休み期間の後半に感染し、感染中に長期休み

期間が終了した場合も、同じく学校へ書類を提出し出席の許可となると思いますので、ア

フターへの提出の必要はありません。 

○本人が登園停止扱いの伝染病で欠席した場合は、「登園許可書」を医師に書いていただくこ

とになります。 

〇本人以外のご家族が登園停止扱いの伝染病にかかり欠席した場合は、「登園停止報告書」の

提出をお願い致します。こちらは、医師による記載事項はありません。 

〇登園時に、「登園許可書」及び「登園停止報告書」の提出のない場合は、登園を許可できま

せんので、必ず登園時に提出をして下さい。 

 

■家族・兄弟が体調不良により入院した際の児童の登園について■ 

○児童の家族や兄弟が体調不良により入院した場合について、入院に伴う保護者の付き添いや

その他のやむを得ない理由により、入院期間中の園児を見てくれる方が他にいない場合に

限り、児童の登園を許可することとします。ただし、入院している家族・兄弟が、新型コロ

ナウイルスを含め下記の伝染病に感染していないこと、また、その証明を医師にしていた

だくことが登園の条件となりますので、登園を希望する際は、別紙の「登園許可書（入院し

ている家族・兄弟がいる場合）」を医師に記入していただき、登園時に必ず提出をしていた

だきますようお願い致します。 
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〇書類は、手引きをコピーして使用していただくか、アフターまで取りにきて下さい。またル

リ幼稚園のホームページからダウンロードできますが、パスワードで保護されている「保護

者専用ページ」にあるので、ダウンロードをする場合は、下記の ID とパスワードの入力を

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

■新型コロナウイルス感染症の対応について■ （令和４年４月１日現在） 

○長期休業中は、登園前に必ず『健康観察』および『検温』を行い、検温表に体温を記入 し

て下さい。 

○検温の結果、３７．５度以上の発熱がある場合は欠席 となります。ご家族に発熱等の症状

がある場合も欠席をしていただきます。 

○３７．５度以上の発熱がなくても、普段より少しでも熱が高かったり、少しでも体調に変

化（食欲不振や咳や鼻水などの呼吸器症状）があったりする場合は、欠席となります。 

○発熱が認められた場合は、解熱後２４時間以上が経過し、体調や呼吸器症状が改善するま

では、欠席となります。ご家族が発熱した場合も同様となります。 

○発熱や体調不良により欠席および早退をする場合は、『登園停止』扱いとします。 

○登園か欠席かの判断に迷った場合は、万が一のことを考えて欠席をしていただきますようお

願いします。３７．５度以上の発熱の定義については、発熱や呼吸器症状がない場合でも感

染者の確認がされているため、現在は、この定義が削除されておりますが、当道場では、引

き続き３７．５度以上を基本的な目安とし判断をさせていただきます。 

○発熱や体調不良により、早退のご連絡をさせていただいた場合は、速やかにお迎えをお願い

します。なお、発熱により早退をした場合は、翌日の登園再開までに解熱後の２４時間以

上が経過しないため、翌日は欠席をしていただきます。 

○登園・降園の際は、保護者・児童ともマスクの着用 をお願いします。また、登園・降園時

の移動の際は、保護者同士の間隔を２ｍ以上開けて移動をしていただきますよう心掛けをお

願いします。 

○マスクについてですが、「不織布マスク」の有効性が実証されておりますので、できる限り

で構いませんので「不織布マスク」をご用意していただきますようお願い致します。不織布

マスクを着用の際には、鼻をしっかりと覆うことが重要となってきますので、付け方につい

ても練習ができるようでしたら、保護者の皆様と一緒にしていただきますようお願い致しま

す。不織布マスクの着用が難しい場合は、布マスクやウレタンマスクでも構いません。 

 

 

令和４年度 
ID ruri_parents 

パスワード ruri_par2022 

学校の決まりで、入院中の兄弟がいる際に学校も欠席することになっている場合は、登園

の許可の有無に関わらず、アフターも欠席していただくことになりますので予めご了承下

さい。 

ルリ幼稚園 ホームページ 
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【道場内で陽性者が出た場合の濃厚接触者の考え方】 

★陽性者に症状あった場合は、症状が出た日の２日前からの接触状況の確認、無症状だった

場合は、検体を採取した日の２日前からの接触状況の確認をし、下記の条件をもとに濃厚

接触者の特定をします。なお、濃厚接触者の特定については、現在、保健所から園に判断を

委ねられております。 

○必要な感染予防対策（※１）なしで感染者と長時間の接触があった者。 

○感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば等）に直接触れた可能性の高い者。１メートル以内の距

離で必要な感染予防対策（※１）なしで接触をしていた場合は、接触した時間にかかわらず

濃厚接触者に該当する場合あり。 

○手で触れることの出来る距離（目安は１メートル）で、必要な感染予防策（※１）なしで、

感染者と１５分以上の接触があった者（例えば、感染者と会話していた者）。 

（※１）感染者との接触の際に互いが正しいマスクの着用（鼻出しマスクは不適切）をして

いること。 

 

※上記の考え方を基本に濃厚接触者の調査をしますが、上記以外についても、陽

性者との接触の状況に応じて総合的に判断をします。 

 

【児童が陽性者の濃厚接触者に該当した場合】 

○濃厚接触者に該当した場合は、陽性者と最後に接触のあった日の次の日から７日間は、自宅

待機期間（登園停止）となります。８日目からの登園が可能ですが、咳や鼻水などの症状が

ある場合は、症状が落ち着くまではお休みをしていただきます。 

○現在、無症状の濃厚接触者については、検査は受けずに自宅待機が基本となっております

ので、無症状の場合は、検査を受ける必要はありません。ただし、医療機関によっては無症

状の場合でも検査を受けることができるかもしれませんので、ご心配の場合は、医療機関へ

お問い合わせ下さい。 

○自宅待機期間中に、発熱などの症状が出た場合は、医療機関に濃厚接触者に該当している

ことをお伝えしていただき、医師の指示を受けた上での受診をお願い致します。発熱など

の症状が出た場合や、ＰＣＲ検査を受ける事になった場合は、検査を受ける前に必ず職員

までご連絡下さい。受診をした際の状況により検査を受ける前に連絡ができなかった場合

は、検査後ただちにご連絡をお願いします。また、検査結果についても、必ずご連絡をお

願いします。 

○ＰＣＲ検査を受けた場合、検査結果が「陰性」の場合でも、濃厚接触者に該当している場合

は、７日間の自宅待機期間（登園停止）は変わりません。 

○ウイルスの潜伏期間が３日～５日と言われておりますが、自宅待機期間の７日間を過ぎてか

らも、発症の可能性がありますので、健康観察（特に１０日目まで）をこまめに行って下さ

い。 

【児童ではなくご家族が濃厚接触者に該当した場合】 

○ご家族が濃厚接触者に該当した場合の児童の登園については、厚生労働省の定義では、自宅

待機の必要はありませんが、当道場では、感染拡大防止のためご家族の自宅待機期間につい

ては児童も登園停止となります。 

○濃厚接触者となったご家族がエッセンシャルワーカー（医療従事者・幼稚園・保育園・認

定こども園・消防・救急関係の従事者など）に該当する職業の場合 は、自宅待機期間が７
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日間から５日間に短縮となりますが、その際は、登園の際に、４日目と５日目の両日でＰＣ

Ｒ検査または抗原検査が「陰性」となった結果のご報告をしていただいた場合のみ登園許

可とします。なお、ご家族の中で、７日目までの自宅学習をしていただける方が他におりま

したらご協力をお願い致します。 

 

【児童のＰＣＲ検査の結果が陽性の場合】 

★陽性となった場合は、保健所から療養期間やその他の対応についての連絡がありますので、

保健所からの連絡がありましたら、連絡の内容を必ず園までご連絡下さい。 

○児童のＰＣＲ検査の結果が「陽性」の場合は、保健所からの指示のあった療養期間は、自宅

または医療機関での療養となります。登園開始日につきましては、保健所から指示のあっ

た療養期間最終日の次の日から登園可能となりますが、児童の体調やその他の状況の確認を

させていただいた上での登園許可としますので、登園の前日か登園する日の朝に必ず職員ま

でご連絡下さい。 

○陽性となった児童の保護者については、児童は保健所から指示のあった療養期間を経過後

からの登園は可能ですが、療養期間を経過した時点で、保護者の方が感染をしていない場

合は、保護者の方に対して園児の療養期間最終日の次の日より、濃厚接触者としての自宅

待機期間の７日間が更に追加されますので、その期間については園児と一緒の登園を禁止

とします。ただし、陽性となった児童と家庭内での必要な感染予防策（※２）をとってい

る保護者については、児童の療養期間中であっても家庭内での必要な感染対策（※２）を

とった日から７日間を経過していれば園児の送迎が可能です。 

（※２）○児童と常に別の部屋におり、家庭内で一切接触をしておらず、マスクの着用（鼻

出しマスクは不適切）や室内の換気、うがいや手洗い、手指のアルコール消毒な

どを実施している場合。 

○接触がある場合でも、園児と接触者が互いにマスクを着用（鼻出しマスクは不適

切）し、１回の接触時間が１５分以内の短時間での接触である場合。ただし、そ

の場合については、保護者が児童と接触後に、うがいや手洗い、手指のアルコール

消毒や衣服の着替えなどをその都度実施している場合。 

※家庭内において、上記の感染対策をしながらの園児の看病は、現実的にはかなり難しい

条件だと思いますが、実際に上記の感染対策をされた場合は、その旨を必ず職員に連絡

をしていただき、代表の確認が取れ次第、送迎を許可します。 

 

【ご家族のＰＣＲ検査の結果が陽性の場合】 

★陽性となった場合は、保健所から療養期間やその他の対応についての連絡がありますので、

保健所からの連絡がありましたら、連絡の内容を必ず園までご連絡下さい。 

○ご家族がＰＣＲ検査の結果「陽性」となった場合の児童の登園については、ご家族の保健

所から指示のあった療養期間を経過した時点で、児童が感染をしていない場合は、児童に

対してご家族の療養期間最終日の次の日より、濃厚接触者としての自宅待機期間の７日間

が更に追加されますので、その期間については登園停止となります。ご家族内に複数名の陽

性者がいる場合については、最後に陽性となったご家族の療養期間終了の次の日から同じ

ように濃厚接触者としての自宅待機期間の７日間は登園停止となります。ただし、陽性と

なったご家族と家庭内での必要な感染予防策（※３）をとっている児童については、ご家

族の療養期間中であっても家庭内での必要な感染対策（※３）をとった日から７日間を経
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過していれば登園可能です。 

（※３）○陽性となったご家族と常に別の部屋におり、家庭内で一切接触をしておらず、マ

スクの着用（鼻出しマスクは不適切）や室内の換気、うがいや手洗い、手指のア

ルコール消毒などを実施している場合。 

○接触がある場合でも、陽性となったご家族と児童が互いにマスクを着用（鼻出し

マスクは不適切）し、１回の接触時間が１５分以内の短時間での接触である場

合。ただし、その場合については、児童がご家族と接触後に、うがいや手洗い、手

指のアルコール消毒や衣服の着替えなどをその都度実施している場合。 

※家庭内において、上記の感染対策をするのは現実的にはかなり難しい条件だと思います

が、実際に上記の感染対策をされた場合は、その旨を必ず園に連絡をしていただき、園

長の確認が取れ次第、登園を許可します。 

 

【一度陽性となった児童が療養期間終了後に道場内において濃厚接触者に該当となる場合】  

○児童が新型コロナウイルスに感染し、療養期間終了後に登園を再開した場合において、登園

再開後に別の陽性者と必要な感染予防策（※４）を取らずに接触をした場合は、別の型のコ

ロナウイルスに感染している恐れがあるため、濃厚接触者となりますのでご注意下さい。 

（※４）感染者との接触の際に互いが正しいマスクの着用（鼻出しマスクは不適切）をして

いること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学校への登校の条件について■ 

○上記の対応については、当道場での対応となりますので、小学校への登校の条件については、

諸川小学校へお問い合わせ下さい。なお、学校への登校が可能であっても上記の対応に該当

する場合は、当道場への当園はできませんので予めご了承下さい。 

 

【緊急連絡先】※閉園中は、下記の２名の携帯にご連絡をお願い致します。 

宮本：０９０－４８２４－１００８ 

生沼：０９０－６１１８－０３８１ 

 新型コロナウイルス感染症の陽性者となった場合は、保健所から直接の指示がありますの

で、感染後については、保健所からの指示に従って対応をしていただくことになります。 

道場の方でも保健所からの指示を確認した上で登園開始日などの判断をさせていただきま

すので、保健所から連絡があった内容については必ず職員の方にもお伝えしていただきます

ようお願い致します。 

オミクロン株のウイルスについては、感染していても発熱がなく、咳や鼻水などの軽い風

邪のような症状の場合や無症状の場合もあるため、感染しているかどうかの判断が難しくな

っております。 

また、花粉症のシーズンについては、花粉症との見分けがつきにくく、更に判断が難しく

なりますので、児童の体調についての判断に迷った場合は、医療機関への受診をお願い致し

ます。 

なお、花粉症の児童については、医療機関にて受診をしていただき、医師から花粉症であ

るとの診断を受けていることを担任までお伝え下さい。 

ご家族や兄弟が体調不良によりお仕事や学校を休む場合は、児童も欠席をお願いします。

また、お仕事や学校を早退することになった場合は、道場内での感染拡大を少しでも防ぐた

めに必ず職員にご連絡をしていただき、早退をお願いします。 

保護者の皆様には、今後も感染予防対策と日々の体調管理をお願いするとともに、陽性者

の人権尊重と個人情報の保護にご理解とご協力をお願い致します。 
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保護者各位                    アフタースクールてらこやこどもの森 
                                    代表 湯澤 宥広 
 

登園停止報告書 

 

■登園停止となる伝染病■ 

 
■その他の伝染病■ ※当園では、下記の伝染病に感染した場合も登園停止となります。 
溶連菌感染症・ウイルス肝炎・手足口病・ヘルパンギーナ・伝染性紅斑（りんご病）・マイコプ
ラズマ感染症 ・流行性嘔吐下痢症（ウイルス性胃腸炎）・RS ウイルス感染症 

 
■上記以外の伝染病について■ 

上記に記載されている以外の伝染病に感染し、主治医の判断で登園停止が望ましいと判断さ
れた場合は登園停止扱いとなります。 

 

１．登園できなかった期間（登園停止期間） 

  令和   年   月   日（  ） ～   令和   年   月   日（  ） 

  

２．感染者（あてはまる番号に○をつけて下さい） 

家族 [ 父 ・ 母 ・ 兄 ・ 姉 ・ 弟 ・ 妹 ・ 祖父 ・ 祖母 ・ その他（    ）] 

 

３．病名（あてはまる番号に○をつけて下さい） 

  ① インフルエンザ [        型 ]  ② 胃腸炎 ③ 百日咳 

④ 風疹（はしか）⑤ 流行性耳下線炎（おたふくかぜ）  ⑥ 水痘（水ぼうそう） 

⑦ 咽頭結膜熱（プール熱）  ⑧ 結核  ⑨ 流行性角結膜炎（はやり目） 

  ⑩ その他の感染症 [ 感染症名                        ] 

 

４．受診した医療機関名 

  [                      ] 

                                     

上記の感染症は、担当医師によりすでに感染の危険性がないとの診断を受けましたので、ご

報告致します。 

  

令和  年  月  日 

 

【学年】    年  【児 童 名】 

 

【保護者名】              ㊞  

   

 
 
 

第 1 種学校伝染病 

エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ

熱・急性灰白髄炎・コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス・パラチフ

ス・痘そう・重症急性呼吸器症候群（SARS コロナウィルスに限る） 

第 2 種学校伝染病 
インフルエンザ・百日咳麻疹（はしか）・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・

風疹（三日はしか）・水痘（みずぼうそう）・咽頭結膜熱（プール熱）・結核 

第 3 種学校伝染病 流行性角結膜炎（プール病）・急性出血性結膜炎・腸管出血性大腸菌感染症 

この報告書は、保護者の方が記入し提出して下さい。 

医師の診断書や登園許可書は不要です。 
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主治医様                       アフタースクールてらこやこどもの森  
                                                            代表 湯澤 宥広 

 
 

登園許可書ご記入のお願い 

 
当園では、下記の伝染病に感染した場合は、登園停止となりますので、現在かかっている伝

染病の病状が軽快し、他の児童への感染の恐れがなくなりましたら、お手数でも保護者に「登
園してよい」旨を指導し、下記の「登園許可書」にご記入をお願い致します。 

 

■当園での登園停止となる伝染病■ 

 
■その他の伝染病■ ※当園では、下記の伝染病に感染した場合も登園停止となります。 
 
 
 
 
■上記以外の伝染病について■ 

上記に記載されている以外の伝染病に感染し症状が重い場合、また、その時の発生や流行の
大きさによって登園停止が望ましい場合は、保護者への登園停止のご説明の上、ご記入をお願
い致します。 

 
 

 

 

【保護者記入欄】 

施設名 
アフタースクール 

てらこやこどもの森 
学年 年 児童名  

 

上記の児童は、感染力のある期間に配慮し、また、健康回復状態も園での集団生活が可能な
状態となり、他の児童へ感染する恐れがないと診断しましたので、登園許可を認め、ここにお
知らせ致します。 

 

【主治医記入欄】 

病名  

登園してもよいと認められる日 令和   年   月   日から 

登園後の注意事項  

 

令和   年   月   日  医療機関名 

医 師 名                  ㊞ 

第 1 種学校伝染病 

エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ

熱・急性灰白髄炎・コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス・パラチフ

ス・痘そう・重症急性呼吸器症候群（SARS コロナウィルスに限る） 

第 2 種学校伝染病 
インフルエンザ・百日咳麻疹（はしか）・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・

風疹（三日はしか）・水痘（みずぼうそう）・咽頭結膜熱（プール熱）・結核 

第 3 種学校伝染病 流行性角結膜炎（はやり目）・急性出血性結膜炎・腸管出血性大腸菌感染症 

き り と り 

登園許可書 

溶連菌感染症・ウイルス肝炎・手足口病・ヘルパンギーナ・伝染性紅斑（りんご病）・マイコ
プラズマ感染症 ・流行性嘔吐下痢症（ウイルス性胃腸炎）・RS ウイルス感染症 
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主治医様                     アフタースクールてらこやこどもの森 

代表 湯澤 宥広 

 

登園許可書ご記入のお願い 

（入院している家族・兄弟がいる場合について） 

 
当園では、現在入院している家族・兄弟が下記の伝染病以外での入院の場合、児童の登園を

許可しますが、登園を許可するにあたり、お手数ですが下記の伝染病ではないことの証明を医
師にしてただきたく、下記の「登園許可書」にその旨のご記入をお願い致します。 
 

■当園での登園停止となる伝染病■ 

 
■その他の伝染病■ ※当園では、下記の伝染病に感染した場合も登園停止となります。 
 
 
 
 
■上記以外の病気について■ 
上記に記載されている以外の病気に感染し症状が重い場合、また、その時の発生や流行の大き
さによって登園停止が望ましい病気に感染した場合は、登園停止とします。 
 
 
 
 

 

 

【保護者記入欄】 

園名 

（学校） 
 

クラス 

（学年） 
 

入院している 

家族・兄弟の名前 
 

園名 

（学校） 
 

クラス 

（学年） 
 

登園を許可する 

児童の名前 
 

※登園を許可する園児が複数いる場合は、連名で記入して下さい。 

 

【主治医記入欄】 

入院している 

家族・兄弟の病名 
 

現在入院している者は、登園停止の伝染病でないと診断しましたので、ここに、園児の

登園を許可します。 

 

令和   年   月   日  医療機関名 

医 師 名                  ㊞ 

第 1 種学校伝染病 
エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ
熱・急性灰白髄炎・コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス・パラチフ
ス・痘そう・重症急性呼吸器症候群（SARS・コロナウィルスに限る） 

第 2 種学校伝染病 
インフルエンザ・百日咳麻疹（はしか）・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・
風疹（三日はしか）・水痘（みずぼうそう）・咽頭結膜熱（プール熱）・結核 

第 3 種学校伝染病 流行性角結膜炎（プール病）・急性出血性結膜炎・腸管出血性大腸菌感染症 

き り と り 

登園許可書 
（入院している家族・兄弟がいる場合） 

溶連菌感染症・ウイルス肝炎・手足口病・ヘルパンギーナ・伝染性紅斑（りんご病）・マイコプラ
ズマ感染症 ・流行性嘔吐下痢症（ウイルス性胃腸炎）・RS ウイルス感染症 
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■メールアドレスの登録方法について■ 

〇アフタースクールからのお知らせをメール配信しております。下記の手順にてご登録をお願

い致します。 

※ご登録方法が不明の場合は、登録するメールアドレスをご記入したメモを職員までご提出下

さい。 

 ほとんどの方は幼稚園在園時にすでに登録してあると思いますので、登録がお済の場合は、

こちらでアフタースクールへの移行手続きをしますので改めて登録する必要はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

①上記の QR コー

ドを読み取って

下さい。 

③「空メール送信」

を押して下さい。 

②お名前をローマ字

で入力し「設定」

を押して下さい。 

④メールを送信して下さい。メールが届い

たらメール内の URL をクリックして下さ

い。メールが届かない場合は、ドメイン

（it-service.co.jp）からのメールが受信

できるように設定をし、再度送信をして

下さい。 

⑤姓名・よみがなを入力し、「アフ

タースクールてらこやこどもの

森」にチェックを入れ「入力内容

確認」を押して下さい。 

⑥内容に誤りがなければ「送信」を押して

下さい。次に登録完了の画面が表示され

ます。 

⑦受付完了のメールが

届き登録が完了とな

ります。 

園からお知らせメールが

配信されたらメールを開

き URL をクリックして

下さい。 

URL をクリックしない

とお知らせの内容が表示

さ れ ま せ ん の で 必 ず

URL をクリックして下

さい。 

 

URL をクリックすると

左のような画面が出ま

すので内容をご確認下

さい。 

 

※メールアドレスが変

更になった場合は、

必ず新しいアドレス

をお伝え下さい。 

【園からメールが配信されたら】 
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【アフターで使用する物リスト】 ※持ち物には必ず名前を記入して下さい。 

○コップ（持ち手付きの物） 

○ハンカチ 

○ポケットティッシュ 

○お手拭きタオル 

○水筒 ※なるべく大きめの物（1 リットル以上）が望ましい。 

○汗拭きタオル（必要に応じて ※外遊びやふるさとの森等に出かける時に使用します） 

○筆記用具・学習用ノート 

・筆箱・下敷き・国語ノート・算数ノート ※ノートは学年に応じた文字数や行数の物 

○お道具箱（幼稚園で使用していた物で構いません）※中に下記の物を入れて下さい。 

・色鉛筆・セロハンテープ・のり・はさみ・折り紙・自由帳（B5 ノート）・塗り絵（使用し

たい児童のみ） 

※お道具箱の中に入れる道具の色、形、大きさ、種類などの指定はありませんので、お道具

箱の中に納まる物で自由にご用意をお願いします。なお、粘土やクレヨンはアフターでは

使用しません。 

○お着換え一式 ２セット（上着・ズボン・スカート・靴下・下着など） 

○上履き 

○上履き入れ 

○マスク（10 月～4 月の期間のみ使用） 

○BOX ティッシュ 1 箱 

○雑巾 2 枚 

 

【半日アフター・1 日アフターの日の持ち物】 

○リュックサック等のバッグ ※1 日アフターの日のみ 

○お弁当（お箸を必ず入れて下さい。※夏休み中や気温の高い日は保冷剤を入れて下さい。） 

○水筒 ※大きめの物（1 リットル以上）が望ましい。ペットボトルは禁止。 

（中身は「水」又は「麦茶」・「緑茶」・「ウーロン茶」等のお茶系の物。スポーツドリンク・ジュース類は禁止） 

○ハンカチ 

○ポケットティッシュ 

○上履き 

○上履き入れ 

○コップ 

○お手拭きタオル 

○汗拭きタオル（必要に応じて） 

○筆記用具・学習用ノート 等 

・筆箱・下敷き・国語ノート・算数ノート・宿題・自主学習用のドリル・教科書・辞典 等 

○マスク（必要枚数）※10 月～4 月の期間のみ 

 

毎日持ち帰るので、次に日に忘れずに持たせて下さい。 

1 日アフターの日で、朝、幼稚園に登園してからアフターの教室に移動す
るまでの時間に使用します。学校で使用している物で構いませんし、新た
にアフター用としてご用意していただいても構いません。 

アフタースクールの持ち物について 

学期の初めに準備していただきます。 


