
6 月 1 日以降の当スクールの対応について 

 

2020 年 05 ⽉ 25 ⽇ 
 
平素は格別のお引き⽴てを賜り、厚くお礼申し上げます。アフタースクールラ
ーニング下丸⼦校は、政府の緊急事態宣⾔解除を受け、今後の新型コロナウイ
ルス感染症への対処について考慮し、6 ⽉ 1 ⽇（⽉）から 6 ⽉ 9 ⽇（⽕）のク
ラスにつきましては引き続き休校とし、6 ⽉１0 ⽇（⽔）より全てのプログラ
ムを再開致します。スクール再開に向けての最終準備を進めるスタッフの負担
や皆様の新たな⽣活への準備等考慮し、現在提供しております無料オンライン
レッスンは 5 ⽉末を持って⼀旦終了致します。また、6 ⽉ 8 ⽇より 7 ⽉末まで
ご希望の⽣徒様へ⽉ 2 回の無料オンラインレッスンをご提供致しますのでご希
望の際は別途ご相談ください。 
 
現在多くの⽣徒様にオンラインレッスンを楽しんで頂いておりご好評頂いてお
ります。オンラインレッスンでも⽣徒様の沢⼭の成⻑や発⾒を⾒る事が出来て
私達もとても嬉しいです。 是⾮オンラインレッスンのご活⽤も引き続きご検
討頂ければと思います。 
 
尚、6 ⽉ 10 ⽇以降のスクール再開後感染予防対策の観点から具体的な内容を
以下の通りお知らせ致します； 
 
１）各プログラムで受講スタイルをいくつかご⽤意致しました。6 ⽉再開後に
詳細をお渡し致しますのでご希望をお聞かせください。会員専⽤ページへも掲
載予定です。 

＜例：週 1 回コース＞ 
ü Onsite lesson  （通常通り）  
ü Onsite 2 回+ Online lesson2 回のコース 
ü Online lesson のみのコース ⼜は追加レッスン 

 
また、キンダークラスのレッスン時間を２時間へ変更する予定でしたが、感染
症対策を考慮し当⾯の間は以前のスケジュール通り 90 分にさせて頂きます。 
 
2）スタッフのマスク着⽤・⾸掛け除菌カード着⽤⇒ お⼦様・保護者の皆様お
よび、スタッフの健康と安全を考慮し、スタッフ⼀同マスクと⾸掛け除菌カー



ドを着⽤にて、応対させていたたぎます。 マスクを着⽤出来る⽣徒様は着⽤
をお願い致します。（アフタースクールの⽣徒様は必須） 
 
3）⼿洗い・消毒・換気の強化⇒ ⼊室時や授業中の⼿洗いおよび、除菌スプレ
ーでの⼿の消毒を強化して参ります。⼊り⼝付近に除菌スプレーを配置致しま
す。保護者・ご家族のクラスルーム⼊室は最⼩限にして頂き、⼊室の際は⼿の
消毒をお願い致します。また、授業開始前後の教室内の消毒および、窓を開け
るなどの換気を⼗分に⾏って参ります。  
 
4）最⼩⼈数のスタッフ、⽣徒定員で遂⾏致しますので、⽋席や振替等のご連
絡は公式 Line, メール、電話でお願い致します。（電話はディレクターの携帯
へ転送されるようになっており、070-3856-5968 の番号から折り返しのご連絡
が⾏きます） 
 
5）検温のおねかい゙⇒ 登校当⽇は、ご⾃宅で必ず体温測定(検温)をしていただ
き、37°C 以上の発熱や咳の症状のある場合やご家族で⾵邪症状等ある場合は
登校はお控えください。（平熱が 37 度の場合はご相談ください ） 
また、スクール到着後にスタッフが１度検温をさせて頂きます。（⾮接触タイ
プの検温機を使⽤致します） 
PCR 検査を受けた、ご家族で感染者がいる、濃厚接触者となった等ありました
らスクールまてご連゙絡くたざい。 （当スクールは出来る限りのご協⼒をさせ
て頂きますのでご安⼼してご相談ください） 
 
6）授業後の講評時間の割愛⇒クラス終了後のフィードバックについて、室内
の⼈混み・混雑を出来る限り避けるため、今後しばらくはフィードバックは割
愛させて頂きます。よって保護者の皆様にはレッスン終了時間ちょうどにお迎
えにいらして頂き、随時こ帰゙宅いたたぎますようお願い致します。 
ただし今後、第⼆波の発⽣、政府、各⾃治体からの要請及び当社が感染リスク
が⾼いと判断した場合には、急遽営業を休⽌する場合がございます。または、
⼀部サービスを縮⼩する場合がございます。 
 
緊急事態宣⾔が全⾯解除にはなりましたが、不安を感じられている保護者の
⽅、お⼦様もたくさんいると思います。ファーストラーニング⼤崎五反⽥は、
出来る限り保護者・⼦どもたちに寄り添った運営をできるようにスタッフ⼀丸
となって取り組んでまいります。 
何卒ご理解とご協⼒の程、よろしくお願いいたします。 



Afterschool learning Shimomaruko will be closed for classes from Monday, June 1 to 

Friday, June 9, in consideration of the COVID-19 infection currently occurring, and 

all programs will be restarted from Monday, June 10.  Considering the burden on 

the staff who will make the final preparations for the resumption of school, the free 

online lessons we are currently offering will end at the end of May. However, from 

June 8th to the end of July, we will provide free online lessons twice a month to 

students who wish.  

 

Also, We will inform you of the specific contents from the viewpoint of infection 

prevention measures after resuming school as follows; 

 

1) We decided to propose some options for each program, so please tell us your 

preference after the restart in June. Details will be provided at the first of 

school restart, and will also be posted on the member site. 

 

2) Wearing staff masks and wearing neck disinfection cards ⇒ Considering the 

health and safety of all children and guardians, as well as the health of the staff, 

all staff wearing masks and neck disinfection cards (in Kinder/After class). 

Students who can wear a mask are requested to wear it. (Kinder/After class 

students must wear a mask) 

 

3) Strengthening hand washing, disinfection, and ventilation ⇒ We will strengthen 

hand washing when entering the room and during class and disinfecting hands 

with disinfectant spray. A disinfection spray will be placed near the entrance. 

Minimize parents' and family's participation in the classroom and disinfect your 

hands when entering. In addition, we will thoroughly disinfect the room before 

and after the class and ventilate it by opening windows. 

 

4) We will carry out with the minimum number of staff and students, so please 

contact us by official line, e-mail, or telephone for absent or make-up class 

arrangement etc. (The call will be forwarded to the director's mobile phone, and 

the number will be returned from 070-3856-5968.) 

 

5) Request for temperature measurement ⇒ On the day of school attendance, be 

sure to take a body temperature measurement (temperature measurement) at 

home, and refrain from going to school if you have a fever or cough of 37 ° C or 



higher or if your family has a cold. (Please contact us if normal heat is 37 

degrees.) Preschooler will take a temperature once during the lesson. 

Also, please contact the school if student/family have a PCR test, if there’s an 

infected person in your family, or if student/family become a deep contacted to 

infected person. (Please feel free to contact us as we will do our best to 

cooperate) 

 

6) Omission of commentary time after class ⇒ Regarding feedback after the class, 

we will omit feedback for the time being in order to avoid crowds and congestion 

in the room as much as possible. Therefore, all parents and guardians are kindly 

requested to pick up at the end of the lesson and return home at earliest 

possible.  

 

However, in the future, if the second wave occurs, the government requests it from 

each local government, or if we determine that there is a high risk of infection, we 

may suspend business. Or, some services may be reduced. 

 

Although the declaration of emergency has been completely lifted, we know there 

are many parents and children who are feeling anxious. Afterschool learning 

Shimomaruko will work as a team to ensure that the operations are as close as 

possible to parents and children. 

Thank you for your understanding and cooperation. 

 

Afterschool learning Shimomaruko 


