
今村学園ライセンスアカデミーの新型コロナウイルス感染防止等への取組み報告 

 

８月１２日（水） 午前中で栄養士科が前期終講となり、本日をもって衛生課程全科の学生

が夏期休暇に入る。事前に各担任より学生へ以下の注意がなされた。 

「１． 発熱や体調の悪さ等が生じた場合は、経過も含めて担任とよく

連絡しあうこと」 

「２． 学園に登校する日の１４日前までの間に、旅行や県をまたいで

の移動、友人や親戚との会合・会食等を行った学生は、必ず事

前に担任に連絡して、登校の許可をもらうこと」 

８月 ７日（金） 教職員へも連休・お盆休み・夏期休暇における過ごし方についてライン

にて同様に注意喚起があった。 

８月 ６日（木） 夏休みを控え、過ごし方の注意として、以下のメモを付けて全学生・教

職員へマスク２枚配布した。教職員へは、マウスガード又はフェイスシ

ールド１枚を合わせて配布した。 

         「もうすぐ夏休み。皆で元気に新学期を迎えられるように、休み中もし

っかり感染予防を行いましょう。旅行や友人との会食、親族の集まりな

ど、慣習的な行事も含めて全てによく考えて実施してください。新型ウ

イルスは、外でも家でも換気の悪い所で密に接する時、強い感染力を発

揮します。無症状感染者が感染を拡大させています。自分だけではなく、

周りの人も感染しない・感染させないよう気を付けることが大切です。

無用な行動・移動は控えましょう。心配なことが生じた時は、直ちに担

任へ連絡してください。」 

７月２２日（水）～２４日（金） 全国的な感染拡大に対し、全学生に以下のコメントを付

けてマスク２枚を配布した。 

         「新型コロナウイルスへの検査体制が不十分な中、今後感染者が減る要

素は少ないと言われています。一人一人がリスクを回避する行動が求

められます。外でも家でも無症状者が感染源となっているようです。手

洗い・マスクの着用・３密（大勢で集まる・換気が悪い・密に接する）

の回避が大切です。コロナ感染とまぎらわしい食中毒や寝冷えにも気

を付けましょう。食事の残りはすぐに冷蔵庫に入れる等の対応をしま

しょう。就寝中の適正冷房温度は２８℃と言われています。」 

７月１３日（月）  高麗校舎３階非常階段踊り場に洗面台３台を設置した。男子学生の洗

面・歯磨きは、感染予防を考慮し、校舎内では禁止とし、この場で行う

こととした。 

７月１０日（金） 以下のメモを付けて、全学生にマスク２枚の配布を手配した。 

         「新型コロナウイルスは、結核や麻疹（はしか）のように空気感染する



のではないかと言われ始めています。外でも家でも人と接する場面で

は、３密状況（密集・密閉・密接）に長く身を置かないように気をつけ

ましょう。当面は、危険の可能性がある場所・人になるべく近づかない

ようにして、常に自分も周りも、手洗いの励行、マスク着用をし、換気

にも気をつけましょう」 

７月 ８日（水） 全教職員・講師に対し７月３日通知と同内容、並びに、歓送迎会・懇親

会等多人数での飲食を伴う会合の開催については、今後もその必要性

を十分に考慮し、慎重に対応するよう依頼した。 

７月 ３日（金） 鹿児島県でのコロナウイルス感染症クラスター発生に伴い、学生に下記

の通り掲示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月１５日（月） ６月１２日に、高麗校舎玄関入り口にシューズロッカー及び洗面台が設

置された。これで、高麗校１F ロビーが清潔区域となり、また、本日か

ら本校・高麗校ともに、全学生・教職員が手洗いをしたのち検温を経て

校舎へ入ることとなった。 

５月２７日（水） 本校１階に感染予防を目的として洗面台１５台を新設設置した。 

５月２６日（火） ２５日をもって、全都道府県において緊急事態宣言解除となった。しか

令和 2年 7月３日 

学生 各位 

通 知 

 

鹿児島市で新型コロナウイルスによるクラスター（集団

感染）が発生しました。日常生活、登下校時、アルバイ

ト先等での手洗いの徹底、マスクの着用、ソーシャルデ

ィスタンスの確保など厳しい自衛を行って下さい。ま

た、感染拡大を予防するため、7月６日から 9月末まで

の期間に、県をまたいでの移動を予定している、もしく

は県外からの来訪者と接触する予定のある学生について

は、その予定が分かり次第担任を通じて学校へ報告して

下さい。個別に状況を確認し感染防止にむけて指導を行

います。なお、就職活動や帰省等も移動予定に含みま

す。 

以上 

  

今村学園ライセンスアカデミー 学校長 



し、引き続き不要不急の外出や特定警戒都道府県への移動の自粛、なら

びに、各自が新しい生活様式の実行を行うことの重要性について説明

した。 

５月１３日（水） 感染防止に留意し、高麗校舎にて未実施分の職員健康診断（血液検査、

心電図）を実施した。これをもって、各職員に必要な定期健康診断は全

て終了した。 

５月１１日（月） 全科とも通常授業を開始した。朝のホームルームにて各担任から、厚生

労働省が専門家会議の提言を踏まえ発表した「新しい生活様式」につい

て説明が行われた。学生全員へマスク配布。 

５月 ９日（土） ５月７日、８日、本日（柔整）、双方向型オンライン授業を実施した。 

５月 ４日（月） 国は、全ての都道府県を対象として緊急事態宣言を５月３１日（日）ま

で延長すると発表した。鹿児島県は県内感染者の状況を踏まえ、県立学

校および鹿児島市立学校の教育活動を５月１１日（月）から再開するこ

ととしたことから、本校も１１日から登校を再開することとした。 

５月 １日（土） ４月３０日、本日（柔整）、双方向型オンライン授業を実施した。 

４月２８日（火） 本日の出校日に合わせて、予定を早めて、第１学年および郊外実習予定

者に対し、胸部レントゲン撮影を実施した。これをもって今年度の学生

定期健康診断に必要な検査は全て終了した。 

         オンライン授業に際し、ネット環境にやや不具合が認められた学生に

タブレットを総計約５０台貸与した。 

４月２７日（月） ４月２３日、２４日、２５日（柔整）、本日と双方向型授業を実施した。 

４月２２日（水） 本日より５月６日までの予定で休校とした。本日分の授業は、一部変更

して４科全て規定の時間にオンラインにて行った。明日以降もオンラ

イン授業を実施する。 

４月２１日（火） 明日２２日（水）から今村学園は全科休校とすることを確認した。 

４月２０日（月） 国の緊急事態宣言に伴う県からの措置要請に応じて今村学園は、２２日

（水）から全科休校とし、講義は可能な限りオンライン授業に切替える

こととした。また、学生には、改めて不要不急の外出の禁止、他人との

接触の制限、手洗いの実行等について要請した。 

４月１７日（金） 全学生・教職員において、昨日、全都道府県に総理大臣より緊急事態宣

言がなされ、当県知事からも、当面５月６日までの不要不急の外出、県

をまたいでの移動の禁止等、実行するよう要請があったことを確認し

た。また、今村学園の学生の中で、発熱が続く者があった場合は、詳細

を他学生に伝え、前もって濃厚接触者を把握する場合があること、その

際、ネット等でイジメや中傷等を絶対行わないよう注意をすることを

確認した。 



４月１６日（木） 感染防止を考慮し、例年とは異なり学生定期健康診断を、本日午後６時

より調理師科夜間部全員、明日金曜日に調理師科昼間部・栄養士科・パ

ティシエ科・柔道整復師科１年、土曜日に柔道性整復師科２、３年生に

ついて学校医、教職員により実施することを確認した。 

４月１３日（月） 全学生の保護者宛に、学園の新型コロナウイルス感染拡大防止への取組

みと、保護者への協力のお願いを行う旨確認した。以下は、その全文（一

部修正）。 

令和２年４月１３日 

保護者の皆さま 

学校法人今村学園 今村学園ライセンスアカデミー 

学校長  

お知らせとお願い 

 

春暖の候 保護者の皆様にはご健勝のことと拝察いたします。また、かねてより学園の教

育・運営へご協力頂き感謝いたします。今村学園は、在校生は４月１日、新入生は４月１０

日から全員無事に始業いたしました。しかし、新型コロナウイルス感染が都市部において爆

発的に拡大し、鹿児島への波及も時間の問題と考えております。 

つきましては、４月１日から実施しております感染症予防への取組み（以下１～６）のお

知らせと、学生・保護者各位へのお願いを申し上げます。 

（取組み） 

  １．全学生・教職員に対し、登校までに起床時の体温、体調（咳・鼻水・息苦しさ・味覚

と嗅覚異常・だるさ・嘔吐下痢）を、インターネットを通して報告させております。 

  ２．全学生・教職員・講師に対し、登校時に非接触性体温計を使用して体温測定、上記

体調の確認を行ったのち入校させております。 

  ３．講義中、担当講師及び学生にはマスクの着用を要請し、教卓から２ｍ以上、また、

学生同士の机を可能な限り離し、定期的に教室の換気を行っております。 

  ４．食材搬入、郵便・配達等受取りは、特別の窓口を介して対応しております。 

  ５．業者等との打合わせは、体調確認の上、校舎とは別の専用の部屋で行っております。 

  ６．全学生に対し、世界及び日本における新型コロナウイルス感染の現状と脅威、また、

密集・密閉・密接を避ける等その対処法について衛生教育を行いました。 

 （お願い） 

  １．保護者のみなさまの感染拡大地域への訪問自粛、又は、仕事上止む無き場合の帰鹿

後の体調チェックと学生との接触を控える等の対応 

  ２．学生及び同居しておられる保護者のみなさまの不要不急の外出 

  ３．感染の危険性がある場所での学生アルバイトの休止 

  ４．帰宅時の手洗い、咳エチケット 



学園としましては、上記をはじめ万全と思える対応を行っておりますが、今後さまざまな

不測の事態が発生する可能性や、知事命令による緊急事態措置で、休校を要請される場合が

あります。ついては、夏休み期間中の補講の実施、あるいは、卒業延期等の事態も発生する

可能性がありますので、ご理解・ご了承の程よろしくお願い申し上げます。 

なお、不明な点がありましたら４月末日迄に学園本部まで問合せ下さい。 

以上 

 

 

４月１０日（金）新入学生各クラス（調理師科２年コース１年・１年コース１年・夜間コー

ス）、栄養士科１年、パティシエ科の各オリエンテーション当初に、入

学祝辞に続いてコロナウイルス感染防止についての注意が行われた。

以下は注意の全文。在校生には４月１日に同文発表。 

みなさんおはようございます。新型コロナウイルス感染症問題で大変な状況ですが、とり

あえず、皆さん方がこうして全員無事に集まることができ、まずは教職員を代表して入学お

めでとうと伝えます。本日は入学式の予定でしたが、中止となり、今後予定していた遠足な

どのイベントも残念ながら中止の予定となっています。しかし、この危機を乗り越えたのち

には、様々な企画が実施できると思います。 

ご存じのとおり、新型コロナウイルスによって感染する人が多発し、東京では感染者が連

日 100 人を超え、昨日は 181 人、全国で 560 以上が感染し、大都市での感染爆発が目の前に

迫っています。ニューヨークの 2～3週間前は今の東京と同じような感染者数だったそうです

が、昨日は 1 日で 800 人近く死亡者がでています。東京とニューヨークは同じ位の面積と人

口です。東京も 2～3週後にそうならないとは限りません。本県は現在 4人の発症にとどまっ

ていることもあり、このニュースは、遠いアメリカ、イタリア、スペインなどで起こってい

ることであり、全世界で感染者 150万人、死者は 10 代 20 代も含め 5万人以上の人が亡くな

っていること、昨日、日本でも死亡された方がでていることは、なんとなく自分とは関係の

ないことと感じている人もいるかもしれません。この無関心状態は、正常性バイアスといっ

て、都合の悪いことは、自分の身には起こらないと思ってしまう人間の脳に特有の性質です。 

この性質のおかげで、９年前の東日本大震災では、当該地域の方々の一部は、大昔ここま

で津波がきたと石碑などが立っていて、自分の住まいはそれより低いことを知っていたにも

かかわらず、地震のあと、「まさか津波がここまでくるはずはない。まさかあの高い堤防を超

えるはずはない。」と、そんなことになるとは夢にも考えず、多くの人が津波にのまれて亡く



なられたと聞いています。ですから、今回のコロナウイルス問題は、自分には関係ないと絶

対思わないでください。 

すでに自分の周りにも密かにウイルスが侵入しているかもしれません。皆さん方は少なく

とも、5月いっぱいは、3つの密（密集・密閉、密接）の環境を避けることに必ず気をつけて

ください。特に人と人との接触を避けることがとても大事です。今後、少人数でも、宴会や

飲み会への参加など人が密集する所に行かないようお願いします。 

衆知のことと思いますが、ヨーロッパを旅行し、気づかないうちにコロナウイルスに感染

し、日本に帰ってきてから、懇親会や打ち上げなどで多くの人に感染させた事例が伝えられ

ています。そして、感染した人がまた別の人に感染させるという形で、多くの都道府県で数

十名以上への感染が確認されています。そのおかげで、家族も含め、感染した人が接触した

その周りの多くの人に対して PCR 検査が必要になっています。ですから皆さん方は自分が気

づかないうちにウイルスを運ぶ人になっていないかについて細心の注意をはらってくださ

い。 

芸能人など有名な方にもあったように、このコロナウイルスは発症してからたちまち悪化

し、１週間ほどで死亡してしまうことがあることを肝に銘じてください。このウイルスは、

急速に肺炎が悪化することが特徴で、肺炎になると息をしても息をしても酸素が体に入って

いかず、海でおぼれて肺に水が入って呼吸ができなくなるのと同じ状態になります。当県は

1 週間前の情報では、感染者用のベッドが 143 確保されているそうですが、担当できる人員

が足りず、半分くらいしか稼働しない可能性もあるそうです。いっぺんに 100 人以上の重傷

者が出れば、人工呼吸器が足りず、あっという間に呼吸ができず死んでしまう人が多数でて

しまうということになりかねません。 

再度皆さん方にお願いですが、本日から学校が始まり、おめでたい日のはずですが、今日

からしばらくは、学校からまっすぐ自宅に帰り、休みの日を含め、買い物や病院への通院な

ど以外不必要な外出はしないこと、そして、学校に入るときのアルコール消毒、家に帰って

直ぐの手洗い、もしかして、知らぬ間に感染していることも考えて、マスクの着用などに気

をつけてください。 

それに、皆さんがたの中には密集・密閉・密接の状況でアルバイトを予定している人もい

るかもしれません。それは、しばらく休むこと、休めない事情がある人は、担任を通して本

部に相談してください。本日の挨拶では、明るい話ができませんが、ウイルスに効果のある

薬や、ワクチンができれば、かなりこの問題は解決しますので、それまで、一人一人が注意

して感染を防ぐことに努力して下さい。ソーシャルディスタンス（２ｍ）は、教育現場では

難しい場合もありますが、今はできるだけ他人と距離をとる努力をしてください。学園では

教職員が教育の充実と感染予防に万全を期していますが、今後市内での感染状況次第では、

4 月または 5 月の途中で休校になることもありうることも付け加えておきます。これで挨拶

とします。 

４月９日（木） 総理大臣より４月８日に緊急事態宣言が発せられたことから、全学生に対 



し、３密を避けること、不要な外出を避けること、アルバイト等の取扱い

についての制限等について通知を行うこととした。 

以下は、通知の全文（一部修正） 

令和２年４月１０日 

学生 各位 

学校法人今村学園 

今村学園ライセンスアカデミー 

学校長  

                  通  知 

 

ご存知の通り、先日４月８日、安倍晋三内閣総理大臣から緊急事態宣言が発せられました。

宣言の主旨は、全国民が日常生活も含めて、密集・密閉・密接を避けること、特に人と人との

接触を避けることにあります。ひとたび自分が感染者となると、特に症状がなくても自分の

周りの濃厚接触者に多大な迷惑をかけるととともに、場合によっては自身が責めを負う可能

性があります。 

皆さんへのお願いです。学校での生活時間以外は、買い物等を除き不必要な外出および人

との接触を避け、自宅で過ごすことを要請します。 

また、密集・密閉・密接な場所でアルバイト等を行っている、又は、アルバイト等を行う予

定のある人は、少なくとも５月３１日までの間、制限等考慮をお願いします。 

なお、アルバイト等の休職にあたり困難を抱える者は、担任を通して学園本部に相談して

ください。 

                                 以上 

 

 

４月 ７日（火） 本日より本校１階よりインターホーンで２階受付へ連絡が可能となり、

全ての関係者（食材配達、郵便、その他業者様）は１階入口で職員が対

応することとした。 

４月 １日（水） 在校生の始業式として、各担任の紹介と新型コロナウイルス感染流行が

増大しており、感染症の実情と個々の対応について詳細な説明があっ

た。 

３月３１日（火） 明日４月１日から在校生の授業が開始されるにあたり、教職員を含めた

全員を対象に登校までに起床時の体温・体調についてインターネット

を使っての報告、並びに、登校時に非接触性体温計での体温測定、体調

を確認したのち入校するシステムを開始することとなった。また、教職

員に対し、３密を避けること等、新型コロナウイルス感染予防に全力を

尽くすことを確認した。 



３月３０日（金） 全学生の調査結果の検討会が全教職員参加のもと検討が行われ、情報を

共有した。 

３月２８日（木） 来年度の各担任予定者は、新入学生・在校生全員の現在の体調（熱、咳、

だるさ、鼻水、その他自覚症状）、家族の体調、本人渡航歴、家族渡航

歴、調査日以降の行動予定を聴取することとした。 

３月２７日（金） 昨日２６日、鹿児島でも新型コロナウイルス感染１例目が発生したこと

の詳細について報告があり、学園も新学期を迎え、一層注意を行うこと

を確認した。 

３月１９日（火） 新型コロナウイルス感染が猛威をふるいつつあり、県内でも今後感染者

の発生、それに伴う外出規制命令などがあり、県民による買い物パニッ

クが起こる可能性があるため、その際教職員は適切な行動をすること

について確認した。 

３月１７日（火） 新型コロナウイルス感染の日本経済への影響懸念から、株価が暴落して

おり、それに伴い日本は不景気となり、失業や派遣切り、倒産が多発す

ることが予測され、学園の運営にも影響があることを考えて今後あら

ゆる対策を行う必要があることを確認した。 

３月１０日（火） 在学生終講 

３月 ５日（木） 予定を変更して本日、卒業表彰式・卒業式を実施した。 

２月２８日（金） 都市部における新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、当学園は３月１０

日の予定を変更し、３月５日予定の卒業表彰式に合わせて学生・教職員

のみで卒業式を行うこととした。 

２月２７日（木） 安倍総理大臣から新型コロナウイルス感染防止のため、小・中・高校等

に対し３月２日から全国一斉休校の要請がなされた。これに応じて、本

校調理師科夜間部が対象となり、休校措置をとることとした。 


