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1. 目的

 このプランの作成の目的は、バルセロナ日本人学校への園児児童生徒の登校を伴う教育活動展開において、COVID-19感染を可
能な限り予防し、安全な学校生活を準備することである

 本校は、日本の教育システムに従い、年度が4月に開始し、3月に終了する。この改正された開校プランは、2021年4月新年度開
始に合わせ適用される。

 2020年度2学期（9月から12月）のあいだ、本校では、オンライン授業と分散登校による授業を同時に行う、いわゆる「ハイブリッド」
方式を導入してきた。この方式の教育成果は良いものであったと評価する。ただ、この新型コロナ禍の教育活動が長期化することを見
据え、さらならる教育の質の改善をめざし、2020年度3学期から全校100％一斉登校による教育活動を行ってきた。また、2020年
度2学期中に行った「ハイブリッド」方式の分散登校が教員園児児童生徒にもうまく運用活用されている。このことから、全校一斉登
校に移行した際に、万が一、COVID-19罹患者が学校関係者に出た場合も、オンライン授業に戻るノウハウは教職員並びに、園児
児童生徒にもある程度浸透しており、今後は、教育活動を留めることなく学校運営をできると考えている。

 2021年度は、2020年3学期のモデルを継続して適応して教育活動を運営していく。今回の変更は、本校の新学期が始まることに
伴う、時間割変更に準ずるものであり、昨年度と感染症対策については変更がない。
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2. 組織

1. 教職員
• 学校に通勤する教職員は、各日学校で授業を行う教職員だけとする。また、学校に滞在する時間も、授業を担
当するのに必要な最低限な時間のみにすることが望まれる。その他の労働時間についてはできる限りテレワークを
推奨する。

• 職員室の利用に関しては、基本的に自教室を持たない教員のみが職員室を利用するとする。 職員室を利用す
る場合は、他の教職員とソーシャルディスタンスを持ち、割り当てられた机で作業を行う。

2. 園児児童生徒と共存グループ
 本校の園児児童生徒数合計数は約60名である。しかし、各共存グループの園児児童生徒数は、20名を上回
ることはない。

• 一方、約42名の園児児童生徒は通学バスを用いて登園登校している。通学バス内では、固定座席が事前に
に指定されている。座席の降り分けは、共存グループもしくは兄弟関係を考え配置される。

• 幼稚部、小学部の各グループは「共存グループ(Grupo de Convivencia)」として、ソーシャルディスタンスの確
保やマスクの利用を義務付けられないグループとして活動できるとする。しかし、本校では6歳以上の児童には健
康上の問題がない限り、マスクの常時着用を義務付ける。6歳以下の園児についても、マスクの着用を推奨する。
また、感染症予防のためにも、できる限り、教具教材の利用は共有を避けるとする。
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3. 共存グループ

グループ
園児児童

生徒数

学年 教員

固定教室
固定教員

固定外
担当教
員数

Grupo 1 20 幼稚部
吉田、藤井、
長瀬

0
幼稚部教室、リト
ミック教室、幼稚部
パティオ

Grupo 2 10
小1

渡部 5 小1、小2
小2

Grupo 3 8
小3 猿澤

中川
4 小3、小4

小4

Grupo 4 10
小5 小西

亀川
5 小5、小6

小6

Grupo 5 10 中学部 鷲見 7 中1、中2、中3
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4. 授業時間

月 ・ 火 ・ 水 ・ 金 木

朝の会 ８：２０～ ８：３０ ８：２０～ ８：３０

1 校時 ８：３０～ ９：１ 5 ８：３０～ ９：１ 5

2 校時 ９：２5～１０：1 ０ ９：２5～１０：1 ０

業間活動/中休み １０：１０～１０：4０ １０：１０～１０：2０

3 校時 1 0：４０～１１：2 5 １０：2０～１１：0 5

4 校時 １１：3 5～１２：2 ０ １１：1 5～１２：００

昼休み（昼食・掃除含む） １２：2０～１３：2 ０ １２：００～１２：４５

5 校時 １３：2０～１４：０ 5 １２：４５～１３：3 0

6 校時 １４：1 5～１５：００ １３：4 0～１４：2 ５

下校時間 １５：１５ １４：4０
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5. 特別教室の利用時間

体育館/運動場 音楽室 理科室 図工室 家庭科室 図書室

幼稚部 水１ 水２ 水３

小1 月２ 火２ 木４ 月５ 金３ 木５ 木６

小2 月２ 火２ 木４ 水５ 金２ 木５ 木６

小3 月４ 火３ 木５ 月３ 火３ 月３ 水6 木６ 金３ 金３ 金４

小4 月４ 火３ 木５ 水１ 金１ 月５ 金６ 金３ 金４

小5 火４ 水５ 金２ 木５ 金４ 木４ 金１ 水５ 水6 金３ 金４ 水２

小6 火４ 水５ 金２ 水３ 木３ 火５ 木５ 水５ 水6 木３ 木４ 水１

中1 水６ 木２ 金５ 火３ 木４ 水５ 木１ 月３ 月４ 木３ 木４ 月３ 月４

中2 水６ 木２ 金５ 木６ 火３ 金３ 月３ 月４ 火４ 月３ 月４

中3 水６ 木２ 金５ 月４ 月１ 木３ 金３ 火４ 水４ 水４
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6. 図書室利用時間

時間 月 火 水 木 金

終日利用可能
・割り当て日のみ
・授業での使用も可

小１．２年 小３．４年
使用禁止

（外国語で使
用する為）

中学部 小５．６年

8



7. 通学バス

• 通学バスにより、毎日約42人の園児児童生徒の登園登校が行われる。
①健康観察票を持参していない利用者、②未記入の利用者、③登校不可の項目にチェックがある利用者のバスの乗車はで
きない。

• 健康観察票はバス地点で各バス地点の利用者保護者が相互にチェックしあい、確認する。

• 通学バスのバス停では、家族単位ごとに、ソーシャルディスタンスを保ち、バスを待つ。

• バスの中では、鼻と口を覆うマスクの利用が義務付けられている。利用するバスの席は前もって定められた場所を各園児児
童生徒が利用する。

• バス乗車時に添乗員は体温測定を行い、乗車時に手のアルコール消毒剤による消毒を行う。

• 帰宅時のバス乗車時は、教員が体温測定を行い、37.5度以上ある場合は、バスは利用できない。その際は保護者に自
家用車で迎えに来ていただく。
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8. 通学バス時刻表

バス停 往路 復路 復路
（木曜）

学校 15:15 14:40

S - 15:18 14:43

B 7:20 15:27 14:52

N1 7:26 15:32 14:57

D 7:27 15:35 15:00

C 7:31 15:39 15:04

G 7:40 15:48 15:13

H 7:42 15:53 15:18

A1 7:46 16:00 15:25

学校 8:13
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9. 園児児童生徒の登下校時間、および、登下校時のきまり

園児児童生徒は、園児児童生徒通用口のみからの校舎への入退出が許可される。

本校では90％の園児児童生徒、つまり現プランでは毎日約42名の生徒が、バス通学を行う。このため、バス通学者が学
校への入退出する際には、共存グループごとに一度、正面玄関前で待機させ、混雑が起こらないようにバスから校舎への移
動を行う。

10%の園児児童生徒は自家用車により家族単位で登校する。登校時間は8時から8時30分の間とする。下校時間は
バス発車時間に準ずる。少ない園児児童生徒数のため、細かい時間は設定しない。いずれの場合にも、教員が、玄関や
バス乗車地点付近で混雑が起きないように人数調整のために監督指導を行う。

自家用車での送迎の場合、車での学校構内の乗り入れは可能とする。ただし、保護者は車内に待機する。下校時、学
校の担当者は、園児児童生徒が各家庭の車まで安全に向かうことを、責任をもって監督指導する。

11



10. COVID-19の感染症予防対策

• 頻繁に手を洗う
• 毎回の洗浄に20秒程度かけて洗浄することで効果がある。
• 幼稚部ではマスクの利用を推奨する。小中学部ではマスクの利用を義務とする。
• ただし、園児児童生徒個人の健康状態や活動内容（体育科等）を随時考慮し、マスクの利用が不可欠であるかを
校長及び担当教員が決定する。

• 教員は教室内ではマスクを着用することを義務とする。職員室内では自席で1.5メートルのソーシャルディスタンスをとれる
場合以外はマスクの着用を義務とする。

• 咳をするときは、内腕で覆う、もしくは、ティッシュを用いすぐに破棄する。
• 目、口、鼻を触ることを避ける。
• 1.5メートルのソーシャルディスタンスを保つ。
• 教職員は口と鼻を覆うマスクを着用するよう心がける。特に1.5メートルのソーシャルディスタンスを保つことが難しい状況
ではマスクを用いる。

• 学校教職員はできる限り学校に滞在する時間を削減し、テレワークを行う。
• 登園登校、通勤の際は、できるだけ公共交通機関の利用を避ける。
• 換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに(1校時に最低一回、10分間以上)、窓は全開し、二方向の
戸と窓を同時に開けて行う。
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11. 学校での消毒衛生

• 日一度、消毒を伴った清掃作業を行う。作業方法については以下リンクを指針とする。
Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència（カタルーニャ語）

• 清掃箇所の中でも以下の個所の清掃に重点を置き行う。
- 机、いす
- 蛇口
- トイレ
- 階段の手すり
- 下駄箱

• 教員は以下の場所の消毒作業を最低一日2回行う。
- 電灯のスイッチ
- 戸のノブ、窓の開閉部、整理棚の戸
- リモコン、コンセント

• 児童生徒は個人の持ち物の衛生管理や共存グループ固定教室の清掃活動に参加する。
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12. 校舎への立ち入り (1)

◆教職員、園児児童生徒は通勤登園登校前に自宅で体温測定を行い、平熱であることを確認する。

◆学校構内に立ち入る者(教職員、園児児童生徒を含む)は以下の条件を満たしていなければならない。
• COVID-19、または風邪のような症状 (発熱、胃腸の不調、咳、嘔吐、吐き気、呼吸器の病気、下痢、鼻づまり、
だるさ、のどの痛み、筋肉痛) がない。

• 過去10日にCOVID-19と診断されていない、または、上記の風邪とみられる症状があった場合は、24時間以上
前にその症状がなくなっている。

• 過去10日にCOVID-19、または風邪とみられる症状のある人、もしくはCOVID-19と診断された人と濃密な接触
がなかった。

• 濃密接触者にCOVID-19、または風邪のような症状 (発熱、胃腸の不調、咳、嘔吐、吐き気、呼吸器の病気、
下痢、鼻づまり、だるさ、のどの痛み、筋肉痛) がない。また、濃密接触者に上記の風邪の症状があった場合、24
時間以上前にその症状がなくなっている。

• 接種義務のある予防接種を全て接種している。(園児児童生徒対象)
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12.校舎への立ち入り (2)

◆園児児童生徒の入構の際のコントロール

・ 校舎立ち入り前に、手洗い場で石鹸による手洗いを行う。
・ 入構時に体温測定を行う。(守衛、もしくは、教員が実施)
・ 靴の履き替え後、消毒剤で手の消毒を行う。
・ 各園児児童生徒は自教室に向かう。

13. 教室の利用

各学年は指定された教室のみを利用する。特別教室を利用する必要がある場合は、事前時使用を依頼し、利用予定
表をもって使用を割り当てられ、利用が許可される。
使用しない教室は施錠する。
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14. 廊下や共用部の利用

廊下やトイレ、運動場、図書室などの共用部でソーシャルディスタンスを確保しているかどうかをできる限り監視する。

16. 国内外へ移動後の登校・登園の基準

本校学校関係者が、国内外の「感染拡大地域」に行った場合、帰宅後10日間は登校登園を控え、オンライン授業の受
講を推奨する。登校・登園を希望する場合は、通学バス以外の交通手段を用いて登校・登園する。「感染拡大地域」とは
日本外務省が発表する感染症危険情報レベル３以上の国や地域を指す。また、スペイン国内の移動（旅行）について
は、飛行機・電車・中長距離バス等の公共交通機関を利用される移動が伴う場合に上記の規制が発生する。

15. 教具教材
それぞれの園児児童生徒は、個々の教材や教具を与えられる。共有となる教具の利用がある場合は、教材教具の利用
前後に洗浄消毒を行うようにする。
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COVID-19感染者もしくはその疑いがある症状が学校関係者に出た際の対応方法(1) 

1. 教職員、もしくは園児児童生徒にCOVID-19の感染がある、もしくはその疑い(発熱、胃
腸の不調、咳、嘔吐、吐き気、呼吸器の病気、下痢、鼻づまり、だるさ、のどの痛み、筋肉
痛)がある場合、また24時間以内に上記の症状があった場合

・ 通勤登園登校することは認められない
・ 未成年が感染者もしくは感染の疑いがある場合は保護者が医療機関に連絡し、登校する学校名を医療機関に伝

える。
・ また、家族、濃密接触者に上記の症状がある場合も、通勤登園登校することは認められない
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COVID-19感染者もしくはその疑いがある症状が学校関係者に出た際の対応方法(2) 

2. 学校にいる時間に児童生徒の様態が変わり、COVID-19のような症状であると考えられる場合

• 保健室に該当する園児児童生徒を待機させる。(必要がなければ、ベッドは利用しない)。個人の持ち物はすべて
感染予防のため、ナイロン袋の中に入れ封をし、保護者に引き渡す準備をする。

• 保護者に連絡し、早急の迎えをお願いする。

• 職員にCOVID19感染症の疑いのある症状がある場合は、すぐに退勤させる。職員は、すぐに医療機関で診断を
受け、自主隔離する。

• 保護者に、家庭でも該当する園児童生徒を隔離し、家族も自主隔離するようにお願いする。また、医療機関
(CAPもしくは、私立医療機関)に電話し、早々の医療機関での受診、および、医師の判断の下、PCR検査を受
けることもお願いする。

• 学校は、校長の判断の下、学校のあるCAP(公立医療機関)に連絡し、感染者が出た場合の対応の指針を確
認した上で、学校の清掃消毒を行う。

• 当日の下校時間は通常下校とする。
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学校内で感染者（ＰＣＲ検査陽性反応有）が出た場合の対応(1) 

1. 学校の関係者がPCR検査で陽性になった場合

本校は、学校の規模が小さく、園児児童生徒の多くが同じバスで通学していること、また、複数の学年に分かれた兄
弟姉妹関係が多いことから、学校内で感染者が生じた場合は、最低10日の登校中止の措置をとる。詳細は以下の
とおりである。

学校の関係者（園児児童生徒、教職員）がPCR検査、もしくはＣOVID-19抗体検査を受けた日から出席停
止となる。検査結果が陽性となった場合は、その報告があった翌日は全学年休校とする。(オンライン授業も行わな
い。)
一日の休校を経て、 陽性連絡を受けた翌日より最低10日間は在宅学習期間(オンライン授業を伴う)を持つ。休校
後10日後、新たな感染者が発見されなかった場合は、カタルーニャ州教育省、保健省の指示を仰ぎ、可能であれば
通常授業を再開する。

陽性反応があった関係者は医療機関から学校通勤登校再開の指示があるまで学校に登校することができない。
自宅待機期間中、オンラインにて授業に参加することは園児児童生徒の体調が許す範囲で可能である。
休校日には、学校の消毒作業が行われる。
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学校内で感染者（ＰＣＲ検査陽性反応有）が出た場合の対応(2) 

2. 学校関係者の濃密接触者がPCR検査で陽性になった場合

学校の関係者（園児児童生徒、教職員）の濃密接触者がPCRの検査を受けた日から検査結果が出るまでは出
席停止となる。さらに、この検査結果が陽性である場合は、出席が最低10日停止となる。また、この期間中、濃密接
触者として該当する学校関係者もPCR検査、もしくはＣOVID-19抗体検査を受けることが求められる。

この学校関係者は、本人のPCR検査、もしくはＣOVID-19抗体検査結果が陰性の場合、陽性濃密接触者と最
後に接した日から最低10日は出席停止となる。（陽性濃密接触者が同居者の場合、家庭内で隔離措置などの感
染症対策を取り始めてから10日間を出席停止とする。）学校通勤登校再開については10日間の自宅待機期間の、
特に最後の3日に体調不良がない場合は、医師の診断なしに学校通勤登校を再開できる。また、自宅待機期間中
のオンラインでの授業の参加は可能である。

該当する学校関係者にもＰＣＲ検査、もしくはＣOVID-19抗体検査がなされ陽性結果が出た場合、検査日が
本人の出席・通勤停止開始日より10日未満の場合は、上記（1）と同じ対応を行う。なお、この学校関係者の通
勤登校開始については、医療機関から学校通勤登校再開の指示があるまで学校に登校することができない。
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小中学部の児童生徒のオンライン授業の対応状況

本校では今年度の授業を、4月より小学部1年生から中学部3年生までの在宅学習（オンライン授業を含む）を行っ
てきた。また、2020年8月から12月までのあいだは、「ハイブリット」方式の分散登校全学年で実行してきた。教員とオン
ライン授業および、メール等による連絡を行うことが可能であったことが確認できている上、学習成果もよいものと評価して
いる。

こうした理由から、教職員、園児児童生徒に在宅学習の仕組みが浸透しており、今後、学校関係者に感染者が１
人でも出るなどの状況が生じる場合も、在宅学習（オンライン授業を含む）にすぐに移行することが可能となり、引き続
き教育活動を行っていくことができると考える。
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