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新型コロナウイルスに関するスクールの対応について

　保護者の皆様にはますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。平素、私どもの教育活動にご

理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、昨日6月3日(木)、沖縄県が新型コロナウィルス感染症が県内で拡大している状況を踏まえ、

6月7日(月)から県立学校の2週間の一斉休校が発表されました。県の要請を踏まえ、スクールとして

は子どもたちの健康を第一に考え、また一沖縄県民としてこれ以上の感染拡大を防ぐことを目的と

し、以下の対策・対応を実施いたします。

　保護者の皆様には、ご負担をおかけし大変申し訳ございませんが、どうぞご理解ご協力のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

1. 小学部・中等部・高等部の登校禁止について

当スクール小学部・中等部・高等部は、６月７日より６月２０日（日）まで登校禁止といたします。

ただし、医療現場がひっ迫している現状を鑑み、医療機関、医療従事者への支援として下記の

場合のみ登校を認めることにいたします。

　● 両親ともに医療従事者、且つご家庭、ご親族にて児童生徒を見ることができない場合

　　＜ご留意事項＞

　　・登校に際して、お弁当を持参

　　・スクールバスでの送迎は対応（6月バス利用契約者に関して）

　　* 登校を希望される方はメール( parentsmail@ois-edu.com )を通して、6月4日本日

17時30分までにご連絡ください。
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2. 小学部・中等部・高等部の授業について

オンライン授業を行います。時間割等の詳細は、各学部よりご連絡いたします。

＊小学部の皆さまへはiPadを本日6月4日（金）にお子さまへお渡しいたします。

＊オンライン授業は、緊急事態宣言が発出されている期間中の対応となりますことを

　ご了承ください。

3. 保育・幼稚部について

保育・幼稚部では、通常保育を行います。スクールバス・ケータリングも通常通り、ただし、延長

保育は密な時間を短くするために時短処置として18時までといたします。那覇市からの要請に

もあるように、集団生活における感染がご心配な保護者さまで家庭保育が可能な方は、６月２０

日までの間、登園を控えていただいても構いません。その場合はスクールで用意したホーム

ワークをもとに在宅学習となり、欠席扱いになりません。これまで通り少しでもお子様の体調不

良が見られた場合は家庭保育のご協力をお願いします。

4. スクールイベントについて

コロナウイルス感染防止、また登校禁止の影響を受けまして、年間スケジュールにて予定して

いたイベントが開催できない可能性がございます。１学期のイベントの中止や延期のお知らせ

については、追ってお知らせいたします。

5. その他

●  登校禁止期間中または家庭保育中に、お子様の体調不良が見られた場合は、

メール ( parentsmail@ois-edu.com ) を通して必ずスクールへご連絡ください。

● 今回の処置による授業料、学習環境整備費の返金はございません。

日本各地、世界各国でCOVID-19蔓延防止策がとられています。ワクチン接種も少しずつ始められて

おりますが、感染者数は昨年より多く、刻々と状況が変化しております。2週間後に登校禁止が解除

できるかどうかは、その時点での行政の判断に沿うことも伏せてご理解とご協力お願いいたします。
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June 4, 2021

Dear Parents and Guardians,

Re : School Policy Regarding the Covid-19

Greetings.

According to the Okinawa Prefectural Education board's decision,  Okinawa International School has decided

the following:

1. School Closed for Elementary, Middle School, and High School Departments

Based on the decision of the local government body, Okinawa International School Elementary,

Middle School, and High School Departments will be closed from June 7 until June 20.

2. 【Elementary, Middle School, and High School】Classes

The school will do the  online classes. The details will be announced by each department.

*Elementary Students will bring their iPad today.

3. Regular classes for Preschool and Kindergarten

Based on the decision of the local government body, Preschool and Kindergarten Departments will

have regular classes. School bus services, Catering will still operate as usual, but the extended care

services will be open until 18:00. However, parents who are worried about the infection and opt not to

come to school, can choose to stay at home and take care of their child/ren. In that case, this will not

be marked as absent. If your child is not feeling well or experiencing cough and colds, please let them

stay at home.

4. School Events

In view of the COVID-19, the school events may be either postponed or cancelled.  Please wait for

further announcement.

5. Other

●While your child/ren are at home, please keep observing their health and inform us if they have

symptoms of colds, coughs or fever via email at “ parentsmail@ois-edu.com ”.

●There will be no refunds of tuition and the Education Facilities and Activities Fees as a result of this

action.
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We would like you to know that  we are not sure if we can start the usual classes after June 20.  It will

depend on the Covid-19 situation.

Lastly, OIS will adhere to the decision of the government for the safety of our students, teachers, and staff.

SIncerely,

Masato Chinen, Principal

OKINAWA INTERNATIONAL SCHOOL


