新型コロナウィルス感染症対策に基づく学校の決まり
登下校について
・
本校は、NSW州保健省のガイドライン、またウルティモ校からの指示に準じて運営されます。
・

登校は Jones St に⾯する校⾨ゲートを利⽤してください。

・

校⾨ゲートは９時１５分に開きますが、現地校に従い保護者は入校禁止です。授業は９時３０分開始です。ゲートが開
錠するまで幼児部は Quarry Street に沿って、小学部は Jones Street に沿って並んでお待ちください。
幼児部のサインイン/サインアウトは先生が行います。
お迎えとその際の並び方は以下の通りとなります。お迎えは遅れないようにしてください。
正門（COLA）（Jones Streetに沿って並ぶ）：
１２時１０分〜１２時１５分 もも、すいか、りんご、いちご
１２時１５分〜１２時２０分 ココナッツ、オレンジ、パイナップル
１２時２０分〜１２時２５分 バナナ、マスカット、いちじく
１２時２５分〜１２時３０分 時間にお迎えに来なかった生徒
Quarry Streetにある委員会室横の門（Quarry Streetの坂下側に並ぶ）：
１２時１５分〜２０分 マンゴー、さくらんぼ、杏子
１２時２０分〜２５分 パパイヤ、柚子
１２時２５分〜１２時３０分 時間にお迎えに来なかった生徒
保護者が確認でき次第生徒はゲートから出ますので、朝と同じように並んでお待ちください。第三者がお迎えの際に
は、入校許可証を持たせていただきますようお願いいたします。

・
・

・
・

現地校との契約上、校⾨は１２時３０分厳守で閉めますので、授業後は速やかに下校してください。

・

登下校の際、保護者は他者との距離を保つようにしてください。また、ドロップオフ/ピックアップが済みましたら速
やかにお帰りください。
先生と直接話すことはご遠慮ください。御用の方は、メールや電話のご利用をお願いいたします。
校舎のドアや門は、鍵やスワイプがなければ中からも外からも開けることができません。時間厳守での登下校をお願い
いたします。遅刻や早退の場合は、先生と委員にご一報の上、Quarry Streetにある委員室横のゲートをご利用くださ
い。
軽くても発熱や風邪などの症状のある生徒は登校しないでください。授業中に症状が認められた場合、ファーストエイ
ド係より連絡しますので、すぐお迎えに来るようお願いいたします。
規制が随時変更されていますので、NSW州保健省のサイトをこまめにチェックして指示に従うようにしてください。

・
・

・
・

校舎使⽤について
・

・

保護者は、新型コロナウィルス感染症対策がとられている間は入校禁止です。校門は一旦閉門しますと鍵やスワ
イプがなければ開きませんので、ご用の方は学校（0452 141 618）までご連絡ください。遅刻や早退の場合も、
門前にお越しの際にご連絡くださいますようお願いいたします。
Y7以上の生徒は、免除対象ではない限りマスクを着用してください。Y７未満の生徒は、政府は室内ではマスクを
することを推奨しています。
校内にハンドサニタイザーやソープを設置していますので、手洗いを徹底してください。また、手拭き用のハン
カチやタオル、ティッシュをお持ちください。
校内にある水飲み場は使用禁止です。必ず水筒をお持ちください。
持ち物の貸し借りは禁止です。忘れ物がないようお願いいたします。

・

机、椅⼦、ホワイトボード以外の現地校のものには触らないように注意してください。

・
・

立ち入り禁止区域には絶対入らないでください。（カメラやアラームが設置されています。）
校庭や教室内のゴミ箱は使用禁止です。ゴミは各自お持ち帰りください。

・

教室での飲⾷は禁⽌です。壁や床も汚さないよう気をつけてください。

・

⽣徒は校内にある指定のトイレを利⽤してください。

・

非常口は、非常時以外開きませんのでご注意ください。

・

エレベーターは使⽤禁⽌です。

・

中庭にある遊具の中に音の出るものがありますが、授業中の使用は禁止です。

・
・
・

その他
・

アレルギーを持つ⽣徒が在学していますので、おやつにピーナツ類の持参は禁⽌です。

・

⽇本語を話せる⽣徒および保護者は、学校内では⽇本語を使うように⼼がけてください。

・

子どもの持ち物に必ず名前をご記入ください。忘れ物や落とし物に関して学校は一切責任を負いません。

・

⽣徒の学校内での電⼦⾳楽機器類、電⼦ゲーム、携帯電話、スクーターの使⽤は禁⽌です。

・

学校の図書の本を損傷もしくは紛失した場合、弁償していただきます。

２０２２年１月更新

School Regulations based on COVID-19 measures
School hours
・
・
・

・
・

Our school will be operated in accordance with the guidelines of the NSW Department of Health and
instructions from the Ultimo Public School.
All parents and students are to use the gate on Jones Street to enter the school in the morning.
The gate will open at 9:15 am. However, parents are not allowed to enter the school according to Ultimo
Public School. Class activity will commence at 9:30 am sharp. Until the gate opens, Kindergarten classes
wait in line along Quarry Street, and Primary classes along Jones Street.
Teachers do sign in and out for the students in the kindergarten classes.
The pick-up and how to line up are as follows. Please be on time for your children’s pick up.
Main gate (COLA) (in line along Jones Street):
12:10 – 12:15 Momo (Peach), Suika (Watermelon), Ringo (Apple), Ichigo (Strawberry)
12:10 – 12:15 Coconut, Orange, Pineapple
12:15 – 12:20 Banana, Muscat, Ichijiku (Figs)
12:20 – 12:25 Students who did not come at their pick-up time
Gate next to the committee room on Quarry Street (in line on the downhill side of Quarry Street):
12:10 – 12:15 Mango, Sakuranbo (Cherry), Anzu (Apricot)
12:15 – 12:20 Papaya, Yuzu (Citron)
12:20 – 12:25 Students who did not come at their pick-up time

・
・
・
・
・
・

Students will leave the gate as soon as the staff confirms their parents. Please wait in line in the
same way as in the morning. When a third party picks up your child, he/she should have your access
card.
The gate on Jones Street must be closed at 12:30 pm due to the contract with the Ultimo Public
School. Please leave the school immediately after class.
At drop-off and pick-up, parents should keep a distance from others. Please leave immediately after
completing the drop-off/pick-up.
Do not talk to teachers directly. If you need, please use email or phone.
Do not come to school if your child has a fever or cold. If symptoms appear during class, you will get
called from the First Aid to come and pick him/her up immediately.
Regulations change from time to time, so please be sure to check the NSW Department of Health
website frequently and follow the instructions.

Use of School
・
Parents are not allowed to enter the school while measures against COVID-19 are being taken. Please
contact the school (0452 141 618) if you need because the gate will not open without a key or a swipe
once closed. If your child is late or leaves early, please contact the school when you arrive at the gate.
・
Students in Y7 or above are required to wear a mask, unless they are exempt. For students under Y7, the
NSW government strongly recommends wearing a mask.
・
Hand Sanitisers and soaps are installed in the school. Please wash your hands thoroughly. In addition,
please bring a pocket tissue, and a handkerchief or towel to wipe hands.
・
Do not use the fountains in the school. Please be sure to bring a water bottle.
・
Do not share the belongings. Please do not forget anything necessary for the class.
・
Do not touch school property in the school apart from desks, chairs and whiteboard.
・
Do not enter the restricted areas. (Cameras and alarms are installed.)
・
Do not use rubbish bins in the playgrounds or classrooms. Please take your rubbish home
with you.
・
Do not eat in classrooms. Please be careful not to stain the walls or floors.
・
All students are to use the designated toilets in the school.
・
Emergency exits can only be opened in case of emergency.
・
Please do not use the lift.
・
Some of the equipment in the playground emits sound. Please do not use it during class.

Other
・
・
・
・
・

Peanut products are prohibited at school, due to increased numbers of the students with nut allergies.
You and your children who can speak Japanese are encouraged to speak Japanese in the school.
Please be sure to write your child’s name on his/her belongings. The school is not responsible
for lost property.
Students are not allowed to use musical devices, electronic games, mobile phone or scooters in the
school.
If the school library book is damaged or lost, you will purchase a book for replacement, or the school
shall demand compensation from you.

