【再開基本方針～新型コロナウィルス関連】
（2020 年 3 月 20 日一斉メール・同日発送）
いつもお世話になっております。3 月は国の要請に準じる形で残念ながら休校といた
しました。突然の休校でご迷惑をおかけし、また返金ができない旨をお願いしまして、
とても心苦しく思っております。申し訳ございません。
今後につきまして、以下の方向性で進めてまいります。今後は予防措置を取りつつ心
機一転、楽しい時間を提供してまいります！
「決定事項」


再開時お願い（詳細Ⓐ）
：①保護者判断でのご参加（休会も可）、②風邪症状時の欠席
協力、③通学前の検温・手洗い、をお願いします。



基本方針：独自判断にて再開いたします～＜ご参考＞をご覧下さい
 3 月分振替を 3 月 30 日～4 月 3 日に設置します。欠席のみ連絡必要（詳細Ⓑ）
 2020 年度：4 月 6 日から再開します。
 状況に大きな変化があれば変更する場合があります（変更時のみご連絡）



恐縮ですが返金ができません／振替対応でご了承ください（月極インプット除く）



追加振替策（詳細Ⓒ）：9 月末迄集中対応いたします（通常振替除く）
 同封の申込書を提出して下さい。3 月末退会者も 9 月末までお振替いただけます
 現 Ypre（≒新プリスクール）：①空き枠への振替（全校）、②4/30＆5/1 臨時振
替専用クラスを開講（全校）、③振替用追加クラス（各校毎個別対応）
 現プリスクール（≒新 YKC）生
 4 月午後プリを水曜日の 13 時-17 時に開催（4/8,15,22）：全校実施
 週末 HILLOCK 駒沢への参加（4～7 月の約 12 回対象）：全校から参加可
 サマースクール（5 日間コース）を日割りで割引（上限あり）：全校実施
 HILLOCK サマーオープン（目黒・駒沢：8 月 3・4 週）：全校から参加可
 KC・AS：①通常クラスへの振替（増枠）／前後の学年でも参加可能、②4/30＆
5/1 臨時振替専用クラス（全校実施）、③サマースクール＆オープン日数割引（た
だし、KC・AS の 2 回でサマー1 日分のカウント）全校から参加可



その他のお願い：
 同封の「休会・振替申込書」を提出・返送して下さい。
 できるだけ公平な形で対応しますのでご理解とご協力をお願いします。
 お問い合わせは原則メール（admin@wonder-land.biz）でお願いします。

＜詳細Ⓐ＞保護者の皆様へのお願い
1.

保護者判断による参加：予防措置は講じますが感染リスクはゼロではありません。保護者の
ご判断でお願いします。

2.

休会制度ご利用の場合：同封の「申込書」に記入して提出して下さい（在籍料が必要です）。
費用は自動振替で事後調整させていただきます。

3.

保守的な対応：軽い風邪症状*1 の場合には外出を控え、欠席をお願いします。
＊1：文科省の定義「のどの痛みだけ、咳だけ、発熱だけなどでも」

4.

出発前準備：検温・手洗いのご協力をお願いします（可能な子どもはうがいも）

5.

必要に応じて時差出勤を行う講師がいる場合もありますがご了承下さい。

＜詳細Ⓑ＞振替専用ウィーク（3/30～4/3）⇒欠席の場合のみご連絡下さい


新型コロナウィルスに起因する休校（休講）の振替専用のクラスをセットいたします。
1.

3 月と同じコース・曜日・時間帯でご参加下さい（例：現プリ火の方は火プリ参加）

2.

欠席の場合のみご連絡をください。

＜詳細Ⓒ＞4 月 6 日以降の振替対応（9 月末迄） ⇒ 郵送の「申込書」を提出してください


3 月休校専用の追加振替策を実施します。申込状況により変更する場合もございます。



現 YPRE（≒新プリスクール）



1.

通常クラスへの振替（4 月 2 週目以降）

2.

4/30＆5/1 の臨時振替クラス（全校）：9：30-14：00

3.

振替専用追加クラス


駒沢校：4 月の火曜日（4/7,14,21,28）



砧公園校：4 月の月曜日（4/6,13,20,27）



目黒校：5 月の水曜日（5/13,20,27）

現プリスクール（≒新 YKC）
1.

4 月午後プリ：幼稚園午前保育期間の 4 月限定で午後の振替クラスを設定します


2.

週末 HILLOCK 駒沢への参加（4～7 月の 12 回対象）


3.



土曜日（駒沢校のみ）
：9：30-14：30～全校からご参加可能です

サマースクール（5 日間コース・全校）を日割りで割引（上限にご協力下さい）


4.

日程：水曜日（4/8,15,22）13 時-17 時（4 時間ですがご了承ください）

プリ週回数による上限（プリ週 1→1 日迄、週 2→2 日迄、週 3→3 日迄）

HILLOCK サマーオープン（8 月 3・4 週／目黒・駒沢）を日割りで割引

キンダークラス（KC）
・アフタースクール（AS）
1.

通常クラスへの振替（4 月 2 週目以降）
。


2.

3.

通常定員を+2 名まで増枠する場合があります。学年前後でも参加可能です。

4/30＆5/1 の臨時振替クラス（全校）：枠に余裕があれば両方ご参加いただけます


4/30（木）
：15:15 KC1 中心／17：00 AS1 中心



5/1（金）
： 15:15 KC2 中心／17：00 AS2 以上

サマースクール（5 日間コース）または HILLOCK サマーオープン（8 月 3・4 週／目黒・
駒沢のみ）の日数分割引。AS１までのご参加となります。


ただし、KC・AS は 2 回分でサマースクール・オープンの一日分とします。

＜ご参考＞基本方針・経緯


結論：①国の方針・知見に留意しつつ、②下記判断ポイントに変化がなく、③十分な予防措置を
取り、④保護者判断を尊重する形であれば、⑤状況変更時には適切な対応をすることを前提に、
独自に開校の判断をするのは逸脱した考え方ではないと考え、今回の再開方針にいたりました。





考え方：国等の方針に十分留意をしつつ、開校の独自判断を行います（判断ポイントは以下）


緊急事態宣言の対象となっていないこと



子どもの重症化事例の少ない状況に大きな変化がないこと



日本の医療システムが機能していること

新型コロナウィルス関連の推移（特に子どもへの影響の観点より）
1.

国や地方自治体の方針に準じる方針、かつ必要に応じて保守的に対応してまいりました（設
立以来の方針）
。本件は未知のウィルスであり、また異例の首相要請の中、その重さを踏ま
え極めて保守的に対応し、休校としました。同時に施設開放や居場所プロジェクトなどリス
ク軽減型の独自活動を一部ですが行ってまいりました。

2.

3/20 付で 2 月 1 日指定感染症指定から 50 日、首相要請から 3 週間が経過しました。引き
続き地域ごとに慎重な対応は必要ですが、爆発的感染や重篤者続出などはなく、医療システ
ムは維持されているとの理解です。

3.

幸いにも、幼児の重症化事例は見られない状況で推移しています。日本小児科学会も「子ど
もの重症化例はまれ」との見解を維持、世界的にも似た見解は安定しているようです。

4.


社会的にも予防措置を講じながらの子どもの活動への要請は高まりつつあるようです。

国（地方自治体）や専門家の示す知見には引き続き十分な留意を払います
1.

本ウィルスには引き続き注意が必要です。爆発的感染を防ぐためにも、一人ひとりの慎重な
予防措置の継続（＝長く地道な対応）が必要なのは言うまでもありません。

2.

若年層の重症化例は少ないとはいえ、高齢者や持病（ぜん息等）のある方、妊婦さんへの配
慮、医療システム維持への協力などは日本人全員が共有する課題です

3.



再開の場合も、感染防止に向けて専門家の知見は重視してまいります。


手洗い・咳エチケットなどの予防措置が感染防止の最重要事項である



軽い風邪症状（熱、咳、のどの痛みだけ）でも外出を控える



集団感染しやすい「密閉、密集、密接」の３つが同時にそろう場所は避ける



熱が 4 日以上続く場合などは関係機関に相談をする

類似施設比較：①保育園（＝開園）
、②幼稚園（＝閉園、一部再開も）、③私塾（＝様々）
1.

全国の保育園はずっと開園していますが、幼児の感染は多くないとの理解です。

2.

幼稚園も私立の中には、開放、部分再開含めて再開するところもでてきました。

3.

キッズアイランドが属する③では対象年齢や業態の違いもあり対応は様々ですが、参加に際
し保護者判断への尊重を前提に再開しているところも増えています。

4.

再開しても、週回数の少なさ、少人数制、短時間、また例年保守的な対応をされる保護者の
方が多いことから、保育園と比較してもリスクは小さいと考えられます。



再開時には以下の予防措置をとってまいります。
1.

検温、手洗い（講師はうがい）
、備品消毒、など。

2.

定期的換気とアウトドア活用～「密閉、密集、密接」の緩和策として実施


同様の観点から必要な講師には時差出勤を指示します。

新型コロナウィルス関連専用「振替／休会申込書」
（各校宛提出・返送）
2020/3/20 日付「再開基本方針」を理解の上、以下の通り振替と休会を申し込みます
申込日：

/

子ども Name

保護者サイン

スクール（〇で囲む））：駒沢・砧・目黒
コース（〇で囲む）：現 Y プリ・プリ・YKC・KC１・KC２・AS１・AS2・AS３以上
3 月週

回（

曜

曜

曜）⇒振替必要回数：計

回 ※月曜 4 回、火～金 3 回

＜振替希望：✔をしてください＞期限：9 月末迄。原則先着順。申込多数の場合は調整
◆現 Y プリ（新プリスクール）⇒合計

□通常クラスでの振替

回

回→希望日をご記入ください［

□臨時振替クラス（全校）：

］4/13 以降

□4/30（木）、□5/1（金）いずれも 9：30～14：00

□振替専用追加クラス 駒沢校（４月の火曜）： □4/7、□4/14、□4/21、□4/28
砧公園校（４月の月曜）：□4/6、□4/13、□4/20、□4/27
目黒校（5 月の水曜）：
◆現プリ（新 YKC 等）⇒合計

□5/13、□5/20、□5/27

回

□４月午後プリ（各校水曜）： □4/8、□4/15、□4/22

□週末 HILLOCK（駒沢土曜）： □4/11、□4/18、□4/25、□5/9、□5/16、□5/23、□5/30
□6/6、□6/13、□6/20、□6/27、□7/4

～全校から参加可能

□サマースクール割引（*1）： □A コース（7/27～31）、□B コース（8/3～7）

*1：週回数による上限にご協力ください：プリ週 1→1 日迄、週 2→2 日迄、週 3→3 日迄

□HILLOCK オープン（全校可能）： □HILLOCK 駒沢、□HILLOCK 目黒

日分

回分

□8/17、□8/18、□8/19、□8/20、□8/21、□8/24、□8/25、□8/26、□8/27、□8/28

◆現キンダークラス・アフタースクール

□通常クラスでの振替

回

回→希望日をご記入ください［

□臨時振替クラス（全校）：

□サマースクール割引(*2)：
□HILLOCK オープン(*2)：

⇒合計

］4/13 以降

□4/30（木）～15:15 KC1 中心、17:00 AS1 中心

□5/1（金）～15:15 KC2 中心、17:00 AS2 以上中心
□A コース（7/27～31）、□B コース（8/3～7）
□HILLOCK 駒沢、□HILLOCK 目黒

回分

日分

□8/17、□8/18、□8/19、□8/20、□8/21、□8/24、□8/25、□8/26、□8/27、□8/28

*2：①KC クラス 2 回＝サマー1 回のカウントでお願いします、②AS１までのご参加となります。

＜休会申請：✔をしてください＞
～休会される場合のみ

□休会する（

月、

月）～休会料（月謝の 3 分の 1）が必要／事後調整。

～休会せずにお休みされる場合は、後日振替が可能です。

コメント（ある場合）：

