Abroad International School Sendai

Keeping our
Community Healthy!
What steps are we taking?*

• All persons on school grounds should have, and be wearing masks.
• Any person at school showing signs of illness will be asked to visit a doctor and be
cleared with a note before being allowed to return.

• Temperatures will be checked and monitored throughout the day in classrooms and in
daycare.

• Hand washing is explicitly taught to children and will occur before and after eating and
will be monitored to ensure it is done properly.

• Students will be explicitly taught to be careful about close contact and encouraged to
keep personal space.

• Hand sanitizers will be provided near the school entryway. Staff and students are asked
to use it upon arrival.

• Air Purifiers/Humidifiers will be placed in each classroom.
• Surfaces in classrooms will be sanitized daily.
• Toys will be regularly sanitized.

If you suspect that you, or anyone in your family is sick during
Summer School, please notify the school immediately so we can
monitor for symptoms.

Before coming to Summer School
You must agree to this document and fill in the online form.

Persons will NOT be allowed on school grounds IF,
●
●
●
●
●
●

They are diagnosed with Covid19.
They have been in contact with someone diagnosed with Covid 19.
They have been outside of Japan within 14 days.
They are in the same household as someone who has been outside of Japan within
14 days.
They have had a high fever exceeding 37.5 ℃ within
24 hours.
They have other flu-like symptoms.

What if?…
I have to quarantine because of overseas travel.

If you and your child are symptom free after a full 14 days of quarantine, you may return to
school on day 15.

My child is sick and was not tested for Covid19

• You must get a doctor’s note, clearing your child to return to school as not contagious.
(usual policy)
• Your child must have been fever free for 24 hours without fever reducing medicine.
• Their symptoms have subsided and are improving.
• There have been 3 days since symptoms first appeared

My child shows signs of illness at school

• The school will notify you immediately and keep the child separate from others.
• You must pick your child up from school and take them to a doctor.
• In the case of fever, you may not return to school until 24 hours fever free have gone by
without fever reducing medication.
• You must provide a doctor’s note certifying that it is not a contagious disease.

If Covid19 shows up in our school community

• Abroad will follow the recommended actions by the local authorities. This may include
mandatory testing, sudden school shutdown for an extended period of time etc.
• In the case of school closure, Abroad has a plan to provide distance learning for students
and will continue as it can as much as possible.
• We will keep you informed and updated via school email. Please check it daily.

Steps we want you to take
Social Distancing

We advise our community to take care and not attend any large gatherings of people.
Please consider that you are part of a large community and you are risking everyone you
are in contact with as well as their families. Please keep avoiding the “Three Cs”; {Closed
spaces, Crowded places, Close-contact} in all settings, especially during drop-off and
dismissal times and follow the time schedule sent by school.

Keep us informed

1) Please check your child(ren)’s body temperature and health condition everyday
in the morning and let us know of the result by 08:00 am using ClassDojo.
We will inform you about how to use ClassDojo if it is your first time.
2) If anyone in your household is sick, please inform us. We will be sure to monitor
your child specifically for signs of illness for the fastest response.

コミュニティの安全のために

スクールでは新型コロナウィルス感染症予防のため下記
項目を実施します*
• スクールを利用するすべての人がマスクを必ず着用します。
• 病気の症状がある生徒や職員には、医療機関を受診し、スクールに戻る前に治癒証明書
（登校許可書）を提出するようにお願いします 。

• スクールの時間内は、クラス、デイケアで定期的に生徒の体温を測ります。
• 正しい手洗いを生徒に指導し、食事の前後に必ず手を洗ったことを確認します。
• 生徒たちが密接に接触しないように指導し、他の人と適度な距離を保つように促します。
• 手指消毒液は、施設の入り口に設置し、職員と生徒は、施設到着後に使うようにお願いし
ます。

• 加湿空気清浄機を各教室に設置します。
• 教室を清潔に保ちます。
• おもちゃを定期的に消毒します。
サマースクール期間中に生徒、または家族の誰かに新型コロナウィルス感染症の症
状の疑いがある場合は、すぐスクールにお知らせください。

サマースクールに参加する前に
こちらに記載された内容をご確認いただき、同意の署名をフォームから送ってください。

下記項目にあてはまる方は登校できません
●
●
●
●
●
●

新型コロナウィルスに感染している
新型コロナウィルス感染者の濃厚接触者に指定された
14日間以内に国外にいた
14日間以内に国外にいた人と同じ家に住んでいる
24時間以内に37.5℃以上の熱があった
発熱以外の風邪症状がある

*こちらの書類は政府や保健所などの方針が変わった場合、更新することがあり
ます。

もし…
海外から戻った方の場合、
帰国後にお子様やご家族の誰かに発熱があった場合は、14日間の自宅待機後、15日目以降か
らから登校してください。

体調が優れないが、新型コロナウィルス感染症の検査は
していない方の場合、
• 医療機関を受診し登校可能かどうか診断を受けてください。また、診断書をスクールへ提
出してください。他の生徒に感染しない状態になってから登校してください。
• 発熱があった場合、熱が下がってから24時間は登校できません。また解熱剤を使用してい
る場合も登校出来ません。
• 症状が治まり、体調が回復していることを確認して登校してください。
• 症状が出はじめてから3日以上経過していることを確認して登校してください。

スクールで風邪症状が出た場合、
• すぐに保護者に連絡し、他の生徒から離れた場所に移動します。
• 保護者にお子様を迎えに来てもらい、医療機関を受診してもらいます。
• 発熱があった場合、熱が下がってから24時間は登校できません。解熱剤を使っている場合
も登校できません。
• 登校を再開する際は、感染症でないことを確認できる診断書を提出してください。

スクールで新型コロナウィルス感染者を確認した場合
• 自治体および保健所の指導に従い、感染者の確認や、一定期間の臨時休校等の必要な対応
を行います。休校する場合、できる限りDistance Learning(遠隔学習)を提供するように
します。
• メールで情報を連絡しますので、毎日メールを確認してください。

保護者に実施して欲しいこと
ソーシャル ディスタンス
大勢の人が集まる場所にできる限り、行かないようにしてください。大きなコミュニティの
一員であること、そして他の人やその家族に移してしまう恐れがあることを考え、注意して
行動してください。
あらゆる場面で3密(密集・密閉・密接)を避けるようにしてください。
特に登校時及び下校時においては、スクールから連絡された時間に従うようにしてくださ
い。

スクールへの連絡

1) 毎朝8:00までに、お子様の体温と体調について、Classdojoを使って連絡してくださ
い。Classdojoを初めて使用する方には、使い方について連絡します。
2) ご家族の誰かが病気の場合、スクールにご連絡ください。スクールではお子様の様子を
確認し、症状が見みられる時は、すぐ保護者へ連絡します。

