
幼·小·中·高·特殊学校など登校授業の方案発表 

- 学生の安全を最優先に考慮、防疫当局·専門家の意見を尊重し決定 

- 5 月連休 2週間後の 5月 20 日から順次登校開始、高 3は 5月 13 日に繰り上げて登校 

- 登校授業のための徹底した防疫準備と安全な授業の環境づくり 

- 遠隔授業の成果を未来教育の礎とし、授業革新を推進 

□教育部のユ·ウンヘ副首相兼教育部長官は、生活防疫への切り替えと連携し、全国の小·中

·高·特殊学校および各種学校の段階的·順次的登校授業案および学校防疫措置事項を併せ

て発表した。 

□教育部は学生の安全と健康を最優先に考慮し、疾病管理本部と専門家の諮問を最大限尊

重し、登教授業の時期と方法を決定した。 

<防疫当局協議> 

本格的な登校授業は 5月の連休期間後、最低 14日が過ぎた時点が適切 

·高 3は進路·進学準備などを考慮して 7日経過時点から登校授業可能

○この過程で、教員(団体)、教育庁など教育現場と父兄の意見を聞きながら、安全な登校の

ための様々な方策を慎重に検討した。" 

*副総理主催の市道教育監映像会議(4 月 28 日)、教員対象のオンラインアンケート調査(4月

27 日~4 月 29 日)、保護者対象の電話アンケート調査(4月 29 日~5 月 1日)など 

<教員·保護者の意見聴取結果> 

△時期:①生活防疫への転換後 1 週間以内から 2 週間後まで(教員 57.1%、保護者 67.7%)②

転換から 1か月以上経過後(教員 28.8%、保護者 23.4%) 

△方法:学校·学年別の段階的な登校に賛成(教員 83.6%、保護者*48.6%) 

*父母の 40.3%は市·道別の状況による自律的な登校に賛成

△順序:高 3、中 3の優先登校に賛成(教員 76.9%、保護者 85.0%) 

1.登校時期及び方法 

□[時期]教育部は、5月の連休以降、感染症の推移が現在と同じ水準で管理されるのであれ

ば、本格的な幼小中高校の登校授業を「生活防疫」施行後、2週間が経過した 5.20(水)から

始めることに決定した。 

○ただし、高校 3 年生は進路・進学準備の緊急性を考慮し、5 月 13 日から登校授業を優先

的に開始する計画である。 



＜学年別登校時期(案)＞ 

  

段階 日程 

登校対象 

高等学校 中学校 小学校 

優先段階 5.13(水) 高 3 − − 

１段階 5.20(水) 高 2 中 3 小 1～2 ＋ 幼稚園 

２段階 5.27(水) 高 1 中 2 小 3～4 

３段階 6.1(月) − 中 1 小 5～6 

 

 

□[方法]防疫準備および校内密集度最小化による感染症予防のため、中学·高校の場合は高

学年から、小学校は低学年(幼稚園含む)から、学年別に一週間程度の間隔で順次登校する。 

○特に、幼稚園と小学校 1、2年生の場合、遠隔授業に適応しにくい点、親の協力具合によ

る教育格差問題、家庭での保育の負担と同時に、相対的に活動半径が狭く、親の保護が容易

だという点も考慮した。 

○また、現在、小学校低学年中心の緊急保育が実施されており、高学年から登校を開始した

場合、学校の児童生徒の密集度が急速に増加することがあることも踏まえた。 

 

□[運用]教育部は、地域別の感染症の推移および学校別の密集度など、環境が様々だという

点を考慮し、学年·学級別の時差登校、遠隔授業および登校授業の並行運用、学級単位で午

前/午後クラスの運用*、授業時間の弾力的運用など、具体的な学校事業運用方法は市道と学

校が自律的に決定するようにした。 

* (小学校の例)1、2、3組午前の授業 / 4、5、6組午後の授業 

※(市道教育監の提案内容(4 月 28 日)「市道別にコロナの拡散推移が異なり、地域別生徒数

の差による学級内生徒の密集度の違いなどを考慮すると、具体的な学校事業運用は市道別

に自律的に決定する必要」 

○このため、各市道教育庁と学校は密集度を最小化する様々な方式の学校事業運用を自律

的に進めることができる。 

 

 



□[その他の決定事項]生活防疫が可能な小規模校の場合、学級内生徒の密集度が低く、生徒

の教育の需要が高く、早期登校の必要性が現場で提起されてきた。 

○このため、特別·広域市を除く地域の在校生 60人以下の小規模小中学校(1、463 校、2019

年 10 月 1日基準)など*は 5月 13 日から登校授業が可能であり、時期および方法は市·道別

の環境に従い自律的に決定する。 

* 特別·広域市所在校のうち、「島嶼へき地教育振興法施行規則」に明示された学校を含む。 

また、特殊学校は幼·小·中·高段階別など、登校授業の日程を準用し、市道や学校環境など

を総合的に考慮して自律的に決定する。 

  

 

2.登校授業に備えた学校防疫準備の徹底 

 

□教育部は、毎週各学校の防疫準備状況を点検した結果、大半の学校が特別消毒、教室の机

の再配置、マスクの備蓄など基本的な防疫準備を完了し、全ての学校が防疫準備を登校前に

完了できるよう点検していく計画だ。 

 

＜各級学校の防疫準備状況＞ 

 

一時的に 

観察室を設置 

専門業者 

による 

特別消毒 

登校 1 週間 

前に家庭内の 

健康状態を 

確認する旨、 

保護者に案内 

教室内の 

机は一定 

間隔を維持 

体温計 

（1 学級当た

り 1 個以

上） 

サーモグラフィー 

カメラの設置 

学校数 設置台数 

99.6％ 99.8％ 99.9％ 99.8％ 97.3％ 6,964 校 7,362 台 

 

※ ＜マスクの準備＞ 学校内に感染者が発生するなど、有事の際に学生が使用する保健用マスク計

1,486 万枚(1 人当たり 2 枚ずつ及び緊急保護用)、予備の綿マスクを 1 人当たり 2 枚ずつ(計 1,829

万枚)を別途準備 

 

□さらに、5月 6 日から「社会的距離の確保」が「生活防疫」に転換されることに伴い、既

に周知している「幼·小·中等及び特殊学校コロナ 19 感染予防管理案内」を防疫当局と共同

で補完し、速やかに学校に追加提供する予定である。 

 

 



＜生活防疫に移行したことに伴う指針（ガイドライン）修正（案）＞ 

 

区分 既存の指針 補完の指針(案） 

用語 ・社会的距離の確保 ・生活防疫 

自己の 

健康調査方法 

・既存の有用方式の活用 ・ナイスの自己診断システムを活用 

・体温 

・呼吸器症状 

・本人の海外渡航歴 

・体温(発熱の有無) 

・呼吸器症状、吐き気、味覚・嗅覚麻

痺、下痢など 

・本人及び同居人の海外渡航歴 

教室内の机の間隔 
・学生間に最大限距離を

確保し机を配置 

・学生の間で最大限距離を確保できるよ

う配置するが、可能な限り前後間隔も最

大限距離を保つよう配置 

 

 

区分 既存の指針 補完の指針(案) 

マスク着用 ・基準なし ・常時着用 

防疫用品 

・マスク、体温計、 

手指消毒剤、 

環境消毒剤など 

・マスク、体温計、手指消毒剤、環境消

毒剤、殺菌(アルコール)ティッシュなど 

隔離者の 

同居人管理 

・感染者との接触、海

外渡航歴などにより、

自宅隔離中の者の同居

人は隔離不要 

・自宅隔離者の同居者が学生又は教職員

である場合、14 日間、登校(出勤)停止 

感染疑いのある者の

管理 

・発熱・呼吸器症状を

有する者は 3～4 日間、

家で休みを取りながら

経過観察 

・発熱又は呼吸器に症状がある者等、感

染疑いのある者は、医療機関又は選別診

療所で診療・診断検査を実施 

感染者の発生時 

・学生・教職員の自宅

隔離及び疫学調査の結

果により追加措置 

・学生・教職員の自宅隔離及び遠隔授業

に変更 

・疫学調査の結果により追加措置 

在宅学生の 

再登校基準 

・保健所からの隔離解

除通報時(隔離者) 

・保健所からの隔離解除通報時 

（隔離者） 

・症状緩和時(感染疑いのある者) 

 

 

 



○今回の指針では、登校 1週間前から生徒に個人衛生及び予防心得、感染疑い症状時の対処

要領を遠隔で教育することとし、 

○登校前に家庭で行う自己健康調査項目に吐き気、味覚・嗅覚麻痺、下痢などの症状を追加

し、これら症状のある場合は、従来の指針とは異なり、医療機関または選別診療所で診療·

診断検査を受けることにする予定だ。  

○また、同居家族が自宅隔離対象者であったり、最近 14 日以内に海外旅行をした場合にも、

その生徒または教職員は登校、出勤を中止させる。 

  

□このほかにも、登校時には教室の換気、休憩時間の時間差、机面・ドアノブなど接触が頻

繁な施設に対する消毒を行う一方、すべての生徒·教職員に対するマスクの常時着用及び発

熱検査を行う。 

○学校で実施する発熱検査により 37.5℃以上か、呼吸器症状またはその他の疑わしい症状

がある場合、選別診療所または医療機関にて診療後、コロナ 19の診断検査を行う。 

○検査により学生·教職員が確認された場合、学校はすべての学生·教職員を自宅隔離とし、

登校授業を遠隔授業に切り替え、保健当局と協議したうえ他の学生·教職員に対する症状の

確認等措置が取られる。 

  

□一方、学校給食の場合も、安全のために生徒間の接触を最小限にとどめるべく、学校別の

条件を考慮した予防措置*とともに、調理従事者の健康状態を毎日 2回確認する。  

*(例)学年別·学級別の配膳時間の分散、食事の際の座席の距離確保、個人別臨時仕切りの使

用など 

  

3.安全な登校のための後続措置 

 

□教育部は、登校授業に備えて学生の出欠、授業、評価、記録に関する事項をガイドライン

で別途案内する予定である。 

○このガイドラインには、事例別*出欠管理方法、学校内の密集度および生徒間の接触を最

小化できる教科·非教科活動時の留意事項、感染者発生など非常事態時の遠隔授業への転換

原則などが盛り込まれている。 

*コロナ 19 感染者、感染疑いがある者、基礎疾患者、その他感染を憂慮して登校しない生

徒など 

○また、校内大会、自筆評価運用など、学生の評価及び学生簿の記載に関する事案別の留意

事項が含まれる予定である。 

○教育部はガイドライン(案)に対する市道教育庁の意見収集過程を経て、今週まで現場に

周知することで、登校教授業期間中に安全な教育活動が行われるようにする予定だ。 

 ○併せて、保健教諭の未配置校は看護師免許所持者の期限付き採用を支援し、人材確保が



困難な農山漁村地域は、教育支援庁に看護大学卒業者または卒業予定者、退職保健教諭など

を一時的に配置するなどの人材支援案も講じる。 

 

4.未来教育へのステップの足がかりとしての遠隔教育政策を推進 

 

□遠隔授業は、全児童生徒の登校授業が行われるまでの約 2~4 週間、持続的に行われる一

方、登校後も遠隔授業を活用するという現場のニーズが少なくない状況だ。 

○このため教育部は、遠隔授業のインフラ確保だけでなく、様々な遠隔授業のコンテンツ支

援、低所得層および障害生徒への支援など、安定的な遠隔授業の運用や著作権、肖像権問題

など、制度的補完事項を持続的に改善していく予定だ。 

 

<遠隔授業に関する教員·保護者の意見聴取結果> 

△(保護者)遠隔授業は学習欠損の予防に役立った(賛成 62.6%)  

△(教員)今後、遠隔授業を授業に活用する(積極活用·活用·普通 76.4%) 

○また、高校単位制の導入を契機とし、学校-地域社会-大学間の有機的連携システムを構築、

教育テクノロジーを活用した授業と評価方法の革新を推進し、未来教育の新しいステージ

を切り開いていく計画である。 

 

□ユ·ウンヘ副首相兼教育部長官は「全国民の社会的距離の確保への参加により生徒たちが

登校できるようになり、厳しい環境の中でも遠隔授業と登校準備を徹底してくださった教

職員のご苦労とご父兄の支援に深く感謝する」と述べた。 

○あわせて、「登校授業はコロナ 19の終息を意味するものではなく、困難な状況で決定した

登校が滞りなく行われるためには、「生活防疫」と学校防疫指針への全国民の積極的な関心

と協力が必要だ」と呼びかけ、 

○「教育部も、学校が安全な状況で迅速に正常化できるよう市道教育庁、保健当局とともに

緊張の手綱を緩めず徹底して準備していく」と明らかにした。 

 


