
9/7/21   1 

継承センター2021-22年度 FAQ 

  

健康 & 安全 

1. 健康と安全を確保するために、継承センターではどのような対策を行っています

か？ 

●     休み時間や歌の時間も含め、ノーウッドスクールでの屋内・屋外におけるすべて

の活動において、ワクチン接種の有無にかかわらず、すべての参加者がマスクを

着用します。2歳未満のお子様はマスクを着用する必要はありません。 

●     できる限りソーシャルディスタンスを励行します。理想的には、すべての参加者

の間を 3フィート以上あけるようにします。 

●     活動時間全体にわたり、頻繁に手洗い・手指消毒を促します。 

●     生徒の誰かが新型コロナウイルスに曝露した場合、または生徒の誰かの検査結果

が陽性であった場合には、すぐに継承センターに連絡していただけるよう、ご家

族の皆様にお願いしています。 

●     お子様の健康状態に注意を払い、症状がないか調べ、変調がある場合は自宅に留

まるよう、ご家族の皆様にお願いしています。 

●     ノーウッドスクールの建物に立ち入ることを希望する家族（大人）は、 

○     ワクチン接種証明または過去 3日以内の陰性検査結果を提示し、かつ 

○     毎週の症状スクリーニングの質問への回答が全部「いいえ」でなければな

りません。 

●     生徒を 14人以下のコホート（群）に分けます。 

●     各コホートには、おやつ時間、休み時間、図書の時間のシフトが割り当てられま

す。2つを超えるコホートがコモンルームに同時にいることはありません。 

●     大人数の生徒の集まりはありません。生徒のドロップオフとピックアップは、2
つのグループに分けて行います。さくらクラスと唐紅クラスを除くすべての生徒

は、ホームルームまで直接歩いて行きます。歌の時間は、小さなグループで、教

室内またはできる限り屋外で行います。 

●     高頻度で触れる表面の清浄を行います。 
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●     規格適合の空気清浄装置（CACD）を使用し、またできる限り窓とドアを開放す
ることにより、教室内とコモンルームの適切な換気を確保します。ノーウッドス

クールの各教室で使用されているモデルは IQAir HealthPro Compactです。 

●     新型コロナウイルスの検査結果陽性となった人、および「濃厚接触」と見なされ

る参加者について、接触の追跡、隔離、分離を行います。 

2. 生徒がノーウッドスクール校舎に立ち入るために、検査を受ける必要があります

か？ 

いいえ。各生徒は毎週、症状スクリーニングの質問に回答します。症状スクリーニ

ングのリンクは、全家庭に毎週送られるウィークリーメールに掲載されます。  

お子様の健康状態に注意を払い、症状がないか調べ、変調がある場合は自宅に留ま

るよう、ご家族の皆様にお願いしています。また、お子様が新型コロナウイルスに

曝露した場合、またはお子様の検査結果が陽性であった場合には、すぐに継承セン

ターに連絡していただけるよう、ご家族の皆様にお願いしています。 

3. 入口で生徒の検温は行われますか？ 

いいえ、検温は必要とされていません。CDCでは現在、K-12の全生徒に対する定
期的な（例えば毎日の）検温を含め、学校側が症状スクリーニングを実施すること

は推奨していません。 

4. 生徒が検査陽性となった場合、または「濃厚接触」したと見なされた場合はどうな

りますか？ 

継承センターの参加者が新型コロナウイルス検査結果陽性となった場合は、すぐに

ご連絡ください。感染拡大を防ぐ対応を行います。 

継承センターは、CDCのガイドライン「Guidance for COVID-19 Prevention in K-
12 Schools」に準拠します。この第 8章：「Contact Tracing in Combination with 
Isolation and Quarantine」に詳細が記載されています。 

2021年 8月 5日、CDCは「濃厚接触」に関する K-12の生徒の例外規定を公開し
ました。新しいガイドラインはこちらをご覧ください。この新ガイドラインでは、

「K–12年生の屋内教室環境では、感染した生徒（検査結果陽性、または臨床的に
感染と見なされる状態）から 3～6フィートの距離にいた生徒については、両者が
その時間中、適切にフィットしたマスクを常に正しく装着していた場合には、濃厚

接触の定義から除外される。この定義除外措置は、屋内教室環境における教師、ス

タッフ、その他の成人には適用されない」とされています。 
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よって、換気、手洗い、物理的距離を含む対策措置に加え、継承センターの参加者

全員が常時、適切にフィットしたマスクを着用することが非常に重要です。 

5. ワクチン接種を完了した生徒も、隔離が必要ですか？ 

症状がない場合は、必要ありません。ただし検査は受けるべきです。CDCは、8. 
Contact Tracing in Combination with Isolation and Quarantineの中で、次のように
記載しています： 

●  ワクチン接種を完了した人が濃厚接触した場合は、新型コロナウイルスの検査を

受けるよう指示されるべきである。ワクチン接種を完了した人が濃厚接触したが

症状がない場合は、曝露後に自宅で隔離措置をとる必要はない（引き続き対面授

業に出席し、その他の活動にも参加することができる）。14日間、または検査
結果が陰性となるまで、学校でマスクを正しく着用することに加え、他の屋内の

公共環境においてもマスクを着用するべきである。 

●     ワクチン接種を完了していない人が濃厚接触した場合は、新型コロナウイルス

の検査を受けるよう指示されるべきである。検査結果にかかわらず、曝露から

14日間、自宅で隔離措置をとるべきである。隔離期間を短縮するオプションと
して、検査結果の陰性と組み合わせることにより、10日間隔離または 7日間隔
離とすることも許容される。 

6. 新型コロナ陽性者が出た場合、各家庭にはどのように知らされますか？ 

継承センターコミュニティ内で新型コロナウイルス陽性者が確認された場合は、継

承センターはモンゴメリー郡保健庁とノーウッドスクールに連絡します。直接接触

があった人物をすぐに特定し、隔離手順のフォローアップを行います。 

継承センターは、曝露の接触追跡調査を行い、関係する家庭に直接ご連絡します。

また継承センターは、継承センターコミュニティ全体に対して状況を説明します

が、関係する個人を特定するような情報は開示しません。 

7. 継承センターではおやつ時間の安全をどのようにして確保しますか？ 

各コホートに、おやつ時間、休み時間、図書の時間のシフトが割り当てられます。

1つのコホートは、1クラスまたは 2クラスからなっています（ただし 3クラス以
上には決してならないようにします）。2つを超えるコホートがコモンルームに同
時にいることはありません。 

テーブルおよび頻繁に触れる面は、スナックのコホートシフトの合間に継承センタ

ースタッフが常時徹底的に清浄を行います。 
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天候が良ければ、おやつ時間用にパティオにテーブルを出します。 

おやつ時間は、以下のルールが守られるよう監視が行われます： 

●     生徒は常時マスクを着用します。これには、コモンルームで飲食を実際に行っ

ていないときが含まれます。  

●     生徒は食べる前に、石鹸で手を洗うか、またはハンドサニタイザーを使用しま

す。ハンドサニタイザーは継承センターで用意します。  

●     生徒は、コモンルームのテーブルで 3フィート以上離れて座ります。ベンチに
小さなカラーコーンを置くなど、物理的な障害物を置くことによって、間隔を離

します。向かい合った席は斜めの配置になるようにし、生徒の真正面に別の生徒

が座らないようにします。 

8. 隔離措置が取られてクラスに出席できない生徒について、何かプランはあります
か？ 

新型コロナウイルスに曝露して隔離措置が必要な生徒に対しては、継承センターで

はできる限りその時間に生徒が学習を継続できるよう努めます。「オンライン教員

アシスタント」1名が雇用されており、隔離されている生徒のサポートを行いま
す。ホームルーム担任は、隔離措置を受けている生徒のご家族と連絡をとり、自由

課題を確実に受け取れるようにします。 

9. ホームルームで数多くの生徒に隔離の必要が生じた場合には、どうなりますか？ 

ホームルームの生徒の 50%以上に隔離の必要が生じた場合は、そのクラスは隔離
期間中、ホームルームの全生徒が遠隔教育に移行します。 

10.  教師に隔離が必要になり、対面教育ができない場合は、どうなりますか？ 

ホームルーム担任が隔離措置となり、ノーウッドスクールでの対面教育ができない

場合には、その期間、代講教員を配置するよう努めます。代講教員が見つからない

場合は、そのホームルーム全体が遠隔教育に移行します。 

遠隔教育は、隔離措置を受けている教師が可能な限り、通常の授業時間での授業を

行います。または、代講教員が授業を行うこともあります。代講教員が見つからな

い場合は、あらかじめ承諾を得た上で、通常の継承センターの授業時間外に、別の

教員が授業を行います。 

  



9/7/21   5 

11.  継承センターのスタッフにはワクチン接種が義務付けられていますか？ 

はい。継承センターのスタッフと、常時教室に入っているボランティアは、原則と

してワクチン接種が義務付けられます。スタッフメンバーは、健康上の理由または

宗教上の理由による例外措置を申請することができます。例外措置が認められたス

タッフは、毎勤務日ごとに、その直前 3日以内の検査の陰性結果を示す必要があり
ます。 

12.  コモンルームには、保護者や生徒のきょうだいが入ることができますか？ 

はい。コモンルームは、人数制限を考慮した上で、できるだけ早期にコモンルーム

をご利用できるようにします。多くのご家族にとって、コモンルームで過ごす時間

は重要であることを認識しております。この場をできるだけ多くの方々に安全に利

用していただきたいと願っています。 

生徒たちがおやつを食べるのに十分なスペースを確保し、同時に他の人々のソーシ

ャルディスタンスも確保する必要があります。コモンルームにいられるご家族の人

数は、随時調整する可能性があります。 

13.  継承センター生徒の保護者およびきょうだいがノーウッドスクールの建物に立ち入

るための要件は？ 

全員の安全を守るため、ノーウッドスクールの建物に立ち入ることを希望する人に

は、以下の手順を行います。この手順は、症状がないことが前提条件です。症状が

ある人は自宅に留まってください。 

1.    ノーウッドスクールの建物に立ち入ることを希望する家族（大人）は、 

a.    ワクチン接種証明または過去 3日以内の陰性検査結果を提示し、かつ 

b.    毎週の症状スクリーニングの質問への回答が全部「いいえ」でなければなり

ません。  

2.   ワクチン接種証明は、Sean Kinnardまたは浜野祥子校長に 1回提示してくださ
い。ワクチン接種が完了した大人には、「コモンルームパス」が発行されます。

これは、継承センターに来る際に毎回使用できます。 

3.   ワクチン接種を受けていない大人は、ノーウッドスクール建物に立ち入ること

を希望する日について毎回、その直前 3日以内の検査の陰性結果を提示する必要
があります。 
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4.   18歳未満の家族は、ワクチン接種証明も検査の陰性結果も提示する必要はあり
ません。ただし、症状スクリーニングのすべての質明への答えが「いいえ」でな

ければなりません。 

14.  生徒の弟妹と保護者は、外のプレイグラウンドで遊んでもいいですか？  

はい。生徒のご家族は、マスクを着用しソーシャルディスタンスを維持した上で、

プレイグラウンドを使用することができます。トイレは、ジム近くのトイレを使用

できます。ここは屋外からアクセスできます。 

15. 継承センターは、ワクチン接種対象の生徒に、接種を義務付けますか？ 

現在は義務付けていません。ただし、ノーウッドスクールが近い将来そうする可能

性はあります。ノーウッドスクールが生徒にワクチン接種を義務付け、この要件が

継承センターにも適用された場合は、賃貸条件としてこの要件に従うことになりま

す。 

16. 継承センターは教室内に適切な HEPAフィルターを使用していますか？ 

ノーウッドスクールではすべての教室に、規格適合の空気清浄装置（CACD）を設
置しています。ノーウッドスクールの各教室で使用されているモデルは IQAir 
HealthPro Compactです。仕様は以下の通りです。 

各ファン速度での送風量（120V、60HZ、誤差±10%（±6fm）） 

Speed 1: 40 cfm | 70 m3h 

Speed 2: 75 cfm | 130 m3h 

Speed 3: 130 cfm | 220 m3h 

Speed 4: 180 cfm | 310 m3h 

Speed 5: 220 cfm | 370 m3h 

Speed 6: 330 cfm | 560 m3h 

17. 継承センターでは、教室の窓を開放する予定ですか？ 

換気のために、窓とドアはできる限り開放します。ただし悪天候の場合は、教室の

窓を開けないことも認められています。 
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18. 生徒は、マスクを着用していてもソーシャルディスタンスのガイドラインに従わな

ければなりませんか？  

はい、指導に影響を与えないようにしながら、できる限り、ソーシャルディスタン

ス確保が実施されます。ただし、さまざまな状況においてディスタンスを常に確保

するのは不可能です。教室その他のスペースで、ディスタンス確保が不可能な場合

でも、マスク等の対策によって、継承センターコミュニティの安全が守られます。 

19. ドロップオフとピックアップはどのようになりますか？ 

お子様のホームルームクラスに応じて、2か所のドロップオフ／ピックアップ場所

のいずれかに割り当てられます。下記のノーウッドスクールの地図を参照してくだ

さい。 

 

☆ は、さくら、唐紅、照柿、うぐいす、若竹、浅葱クラスのドロップオフ／ピック

アップ場所です。 

☆ は、とき、竜胆、菜の花、青藍クラスのドロップオフ／ピックアップ場所です。 
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ドロップオフ／ピックアップの時間中は、さくら、唐紅、照柿、うぐいす、若竹、

浅葱クラスの保護者は、駐車場に駐車し、お子様と一緒に坂を上がって、コモンル

ーム玄関ドアのパティオで、担任教師またはアシスタントのところに行ってくださ

い。  

さくらと唐紅の生徒のドロップオフは、パティオで教師/アシスタントと共に生徒
が並び、一緒に教室に行きます。  

他の生徒は、コモンルームで待たずに、直接ホームルームに行ってください。  

ピックアップ時間は、以下のようにずらしたスケジュールで行われます。 

教室退出 ☆ コモンルーム外のパティオ ☆ 

12:00 さくら   

12:15 照柿 ＆ うぐいす とき & 竜胆 

12:20 若竹 ＆ 浅葱 菜の花 & 青藍 

12:25 唐紅   

安全のため、ドロップオフとピックアップの際は、コモンルーム玄関前のドライブ

ウェイには車で侵入しないでください。他の時間帯はこのドライブウェイを使用で

きますが、車から離れてはなりません。たとえ数分間であっても、ドライブウェイ
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に駐車してノーウッド校舎に入ることは絶対にしないでください。ドライブウェイ

に駐車している車は牽引移動されることがあります。  

 

ご家族と教師とのコミュニケーション向上のため、とき・竜胆・菜の花・青藍クラ

スの保護者の方も、ピックアップの際には車を停めて階段を上がり、教師に声をか

けていただければと存じます。  

以前は、オンラインの継承センターファミリーアカウントの Consent and Release
セクションにある Permission for Direct Dismissalの欄で、保護者は 10歳以上の生
徒に対して「Permission for Direct Dismissal（直接下校の許可）」を選択すること

ができました。とき・竜胆・菜の花・青藍クラスの生徒で Permission for Direct 
Dismissalがある生徒は、ミドルスクール駐車場と、ミドルスクール入口のドロッ

プオフ／ピックアップ場所との間を、保護者の同伴なしで歩くことができます。  

とき・竜胆・菜の花・青藍クラスの生徒で、他のクラスに弟妹がいる場合は、ピッ

クアップ時間にコモンルーム玄関前のパティオで一緒に待っていてください。 

 

授業 

20.  継承センターを閉鎖する必要がある場合の緊急時対応計画はありますか？ 

全面閉鎖または一部閉鎖の緊急時対応計画をいくつか用意しています。閉鎖または

人員を減らす必要が生じた場合は、2020-21年度に使用したプラットフォームとス
キルを使用して、ハイブリッドまたは完全遠隔教育プログラムを提供します。  
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ただし、継承センターでは対面授業を開催するよう取り組んでおり、対策を十分講

じることでそれが可能だと考えています。継承センターは、州政府当局またはノー

ウッドスクールによる閉鎖要請がない限り、閉鎖はしません。対面授業を継続でき

るようにするため、継承センターの健康・安全対策に従っていただけますようご協

力をお願いいたします。 

21. 今年、ターゲットクラスがないのはなぜですか？ 

今年は、生徒コホートの混合を最小限に抑えるため、ターゲットクラスは行いませ

ん。通常ターゲットクラスで指導される言語アクティビティの内容は、ホームルー

ム担任が通常の授業に組み入れます。 

22.  授業中に見る・聞くことは重要だと思うのですが、日本語での発話と歌の練習はど

のように行われますか？ 

継承センターの教師陣は、全員が常時マスク着用していても質の高い指導ができる

よう取り組んでいます。教師とアシスタントが協力し合って、クリエイティブな指

導を提供します。安全かつ効果的な方法で学習を改善するためのアイデアや提案を

ぜひお寄せください。 

23.  継承センターで、遠隔教育は今後どのような形で使用されますか？ 

保護者オリエンテーションとバックトゥースクールナイトは、オンラインの方がよ

り多くの方々にご参加いただくことができ、好評でしたので、引き続きオンライン

で行います。 

悪天候の場合や、従来 Murray Buildingでの授業日については、全クラスに遠隔教
育を提供します。 

一部のクラスでは昨年度、日本のグループとのつながりを築きました。これらの関

係は、ノーウッドスクールでの対面授業中も、さまざまな手段（ビデオカンファレ

ンスなど）を使って継続していきます。 

24.  運動会は今年開催されますか？ 

はい。ノーウッドスクールの屋外で、10月 16日（土）に運動会を開催します。 

25. ポットラックや餅つきなどの他のアクティビティは？ 
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これらの楽しいアクティビティは継続したいと考えています。それぞれのイベント

が近づきましたら、実施するかどうかの決定を行います。実施が決まり次第、ボラ

ンティアチームが準備にとりかかります。 

26. 図書室は今年、利用できますか？  

はい、ただし利用開始は 10月になるかもしれません。安全に図書利用ができるこ
とを確認しなければならず、また長期間使用していなかった資材を整理するのに

少々時間が必要です。 

27.  数人の教師が今年、複数のホームルームを受け持つと聞きました。それはなぜです

か？  

昨年度末、数人の教員が退職し、また継承センター内で別の役割に異動しました。

2020-21年度の遠隔教育中は、教師候補を審査したり新たなスタッフを雇用したり

するのは困難でした。 

そのため、継承センター理事会は、新たな教師を採用できるまでの間、一時的なプ

ランを実施することにしました。4人のベテラン教師がアシスタントおよびレギュ

ラーの保護者ボランティアと協力し合い、8つのホームルームの指導にあたりま

す。新たな教師が加わるまでの間、このソリューションにより、質の高い指導を再

開できます。 

 
 

 


