
【世界のニュース アジア編】 

日本の学校再開に伴い、東京の学校、検温と無言給食の実施 

In a Tokyo school, temperature checks and silent 

lunches as Japan restarts classes 
 

 

万が一、感染が拡大した際の再臨時休業の措置や制限の下、日本は教育再開を模

索しようとする数少ない国々の一つです。  

 Simon Denyer 「サイモン デニア（東京・ソウル支局長）」 
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TOKYO — As Japan reopens its schools, parents are getting some early morning 

homework. 

They are expected to take their children’s temperatures every morning and enter 

the results on a health report, which is then brought to school and checked by 

teachers on arrival. 

The monitoring is just one of the new realities at schools across Japan, which 

are now back in session for the first time since March. It’s also a taste of how 

education around the world is remaking itself in the coronavirus pandemic era. 

Schools have been closed in 146 countries around the world, according to 

UNESCO, affecting at least two-thirds of students globally. Japan is among a 

small number of countries trying to find a way to restart education — under 

restrictions and with emergency plans to close again if the virus finds a foothold. 

At Hoyonomori Gakuen, a school in Tokyo’s Shinagawa ward, the new rules, 

including temperature checks, are set down in a 28-point plan designed by the 

school to minimize risks. 

 

【動画の紹介】 

日本の児童生徒たちは、コロナウィルス

の感染防止の制限のもと、学校に戻っ

てきています。 
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東京 － 政府の学校再開にあたり、保護者は早朝にやることが増えています。毎朝

子供たちの検温をし、健康観察カードに記入し、それを学校へ持って行かせます。 

それは、学校登校の際に、教員によってチェックされます。 

このように毎日検温し、健康観察カードに記入・提出することは、日本中の学校で、

３月以来に初めて再開した取組の新しい現実の１つに過ぎません。コロナウイルス

が、世界的感染爆発の中、世界中の教育がどのように再構築されるかを表す一つの

様子でもあります。 

ユネスコによれば、世界中の１４６の国々で学校が閉鎖され、世界中の少なくとも、

３分の２の児童生徒たちに影響を与えています。日本は教育再開を模索しようとする

数少ない国々の一つです。 これらは万が一、感染が拡大した際には、再臨時休業の

措置や制限を行うという考えの下で行われています。東京の品川区立豊葉の杜学園

では、検温を含めた新しい規則が、リスクを最小にするため２８のポイント（豊葉の杜

学園、新しい学校の生活様式）に分けて、規定されています。 

Children have their temperature charts checked as they arrive at Hoyonomori 

Gakuen, a school in Tokyo’s Shinagawa ward, on June 3. (Simon Denyer/The 

Washington Post) 

品川区立豊葉の杜学園に到着後、子どもたちは検温チェックを受けます。 

（東京都 6月 3日） 



Lunch in silence 

Children attend on alternate days, so half the desks in every classroom can be 

left empty, and for now they are also going home early. Teachers and students 

all wears masks. 

 

The students line up — paying attention to marks on the floor to indicate 

appropriate distancing — to wash their hands before classes even start, and 

continue to do so throughout the morning. 

Lunch is eaten at their desks, facing forward, in silence. 

It’s harder to make new friends when everyone has to keep their distance, says 

Naho Shinagawa, and school would be much more fun if she could play outside 

during recess. But the 8-year-old third-grader is just glad to be back, learning 

and playing with her friends again. 

 

“When I walk to school, I feel a little bit scared in case I pass someone who is 

infected, but once I’m here, I feel safe,” she said. “I’m so glad I can take my 

classes together with everyone.” 

 

The silent lunchtime is a hard adjustment for Yukihisa Ishikawa, an 11-year-old 

boy. 

“I enjoy class, and between classes, although we have to keep our distance, I 

enjoy talking to my friends,” he said. “But a good part of lunchtime is talking to 

friends while eating, and if we can’t do that, it’s disappointing.” 

 

Ishikawa and fellow sixth-grader Miki Akimoto say it’s easier learning at school 

than it was at home, not least because they have a sense “that we’re all in it 

together.” 

“At home, my younger brother and sister would finish their work earlier than 

me, and it was difficult to concentrate,” Akimoto said. With dad also often 

working from home, it also tended to be quite crowded, she added. 

At school, both kids said it was hard to remember to keep their distance from 

their friends all the time. 

“Actually when my friends come close to me, I start to become aware of social 

distance,” Ishikawa said. “Then I get to talking myself, and it’s easy to forget.” 

 



静かな給食 

子どもたちは分散登校を実施し、すべての教室では半分の座席は空席のまま、ま

た、早くに下校します。教員も児童生徒も全員がマスクを着用します。 

子どもたちは、適切な距離を保つために床に記されたマークを意識しながら手を洗

う際も並んで待ちます。授業開始する前や、休み時間も同じように行います。 

給食は前を向いて静かに、子どもたち自身の机で食べます。 

児童の品川 渚帆さん（Naho SHINAGAWA）は、「みんなが距離を保たなければ

ならないので、新しい友達を作るのがいつも以上に難しい。休み時間に外で遊べた

ら、学校はもっと楽しくなるのに…。」 と言っています。しかし、３年生８歳の彼女は、 

学校が再開し、また友達と一緒に勉強したり遊んだりできて喜んでいます。 

「登校時に、感染者とすれ違ったりしているかもしれないと思うと少し怖く感じます。

でもいったん学校に着くと、私は安全に感じます。」「クラスのみんなと一緒に授業を

受けられて、とてもうれしいです。」と彼女は言っています。 

 

 

Lunchtime is separated and silent. (Simon Denyer/The Washington Post) 



１１歳男子、石川 翔久（Yukihisa Ishikawa）さんにとって無言の給食に慣れるのは

大変なことです。 

「僕は授業や休み時間を楽しんでいます。たとえ、距離を保たなければいけなくても、

友達とのおしゃべりは楽しいです。給食の時間の楽しみは、友達と食事をしながら会

話をすることですが、それができないことが、とても残念です。」と言っています。 

 

石川さんと同級生の 6年生秋元 美姫（Miki Akimoto）さんは、学習は家庭で、 

一人で行うよりも、みんなと一緒の方が、学びやすいと感じられると言っています。 

それだけではなく、「家では弟と妹は私より前に勉強が終わり、集中することが難しか

った。また、父親も在宅テレワーク状態だったため、家の中に人が多かった」と彼女は

答えています。 

彼らは、学校では常に友人らと距離を保つことが難しいと言っています。 

「実際に友人たちが私の近くに来ると、ソーシャルディスタンスを意識し出した」「それ

から、自分自身、簡単に忘れてしまうな、と心の中で思っている。」と石川さんは言っ

ています。 

 

 

Contingency plans 

After closing schools at the beginning of March and declaring a state of 

emergency in April, Japan has managed to slow the spread of the novel 

coronavirus, with just a few dozen new cases recorded every day. Its official 

death toll stands at just over 900, a fraction of the mortality rates seen in the 

United States and Western Europe. 

 

 

But school principal Jun Ninomiya says he is still checking the government’s 

coronavirus data, in detail, every day, and has drawn up contingency plans in 

case the school needs to close again. The end of the state of emergency has seen 

a small but significant rise in cases, especially in Tokyo and the city of 

Kitakyushu in Fukuoka prefecture, in Japan’s southwestern island of Kyushu. 

At least 13 children in Kitakyushu have now been found to have the coronavirus, 

including five in the same class, although not all had symptoms. Five schools in 

the city have been forced to close again, after reopening only last month. Some 

parents have reportedly withdrawn children from nearby schools. 

 

（サイモン・デ二ヤ / 「ワシントン・ポスト」） 



不測の事態に備えた計画 

３月上旬の臨時休業、４月の非常事態宣言発令後、日本は、ただ数十件の新規感

染者が毎日記録されるという状態で、新型コロナウイルスの拡大を遅らせることに成

功しています。 政府の公式死亡者数は９００人を超えた程度、欧米諸国のほんのわ

ずかの死亡率になっています。 

 

二宮 淳（Jun Ninomiya）校長先生は、毎日、詳細に政府のコロナウイルスのデー

タをチェックし、そして、学校が再び休業になった際に備えて、緊急時対策を作成した

と言っています。 

 

緊急事態宣言は、解除されました。東京と、日本の南西の島、九州の福岡県、北九

州市においては、感染者数が再び増加する傾向が見られ、第２波の予兆が心配され

ます。 

北九州では少なくとも１３人の子どもたちが現在、陽性反応です。症状の有無は差

がありますが、５人が同じクラスでコロナウイルスにかかっていることが判明しました。 

同市の５つの学校が先月再開した直後、再度休業に入ることを強いられました。 若

干の保護者が近隣の学校から子どもを転校させたという事例も報告されています。 

 



Children wash their hands shortly after arriving at the school. (Simon 

Denyer/The Washington Post) 

登校後すぐに手を洗う子供たち 

 

Ninomiya said he had expected some parents to be reluctant to send their 

children back to Hoyonomori Gakuen, “but so far those fears were not justified. 

 

 

“Parents have been waiting to send their children back to school,” he said, “so 

this is the right time.” 

Children have not been as badly affected as older adults by the coronavirus. 

That does not mean they are entirely safe, nor that schools can’t become vectors 

of virus transmission, experts say. Children in Asia, the United States and 

Europe have also been diagnosed with a “multi-system inflammatory syndrome” 

similar to Kawasaki disease, thought to be linked to the coronavirus. 

Nearby South Korea had to delay its plans to reopen schools five times, finally 

beginning a phased reopening in late May, 10 weeks after the original start date. 

https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/21/misc-c-kawasaki-coronavirus-young-adults/?itid=lk_inline_manual_36


Even then, fresh clusters of infections emerged in and around Seoul. Some 

students were found to be infected, and hundreds of schools were forced to 

delay reopening or to close their doors again only days after having reopened. 

 

 

In Japan, the Ministry of Education says singing should not be allowed in music 

classes just yet, because that can encourage virus particles to spread, while 

physical education should be designed to avoid contact between children. 

Hoyonomori Gakuen has removed many doors that divided up the school and is 

keeping its windows open to maximize ventilation, while also keeping the air 

conditioning on. It can still be uncomfortable in a face mask, though. 

“The mask does get hot, and I’m often tempted to remove it,” said third-grader 

Shinagawa, who isn’t a huge fan of social distancing either. “It’s sad not having a 

friend sitting next to me at school.” 

Students sit in half-empty classrooms. (Simon Denyer/The Washington Post) 

生徒は半分空席の教室に座っています。 

 



二宮校長先生は子どもたちを豊葉の杜学園に登校させることに対して、心配する保

護者もいるであろうと予想していました。しかし、今のところ、そのようなことは、起きて

いないようです。 

二宮校長先生はさらに言っています。 

「保護者の皆さんは学校再開を待ち望んでいました。そしてまさに今がその時です。」 

 

 

子どもたちは、高齢者ほどひどくコロナウイルスに侵されていません。専門家は、そ

れは子どもたちが完全に安全だと言い切れるわけではない、学校がウイルス拡散の

発端になることはないという意味ではない、と言っています。アジア、アメリカ合衆国、

そしてヨーロッパの子どもたちは川崎病に類似している「Multi-System Inflammatory 

Syndrome マルチシステム炎症症候群」と診断されて、コロナウイルスに関連づけられ

ると思われました。 

近隣の韓国では学校再開計画を５回変更し、当初の予定から１０週間後の５月下

旬に最終的に段階的に再開を決定、実施しました。 

それにもかかわらず、新たな感染のクラスターがソウル市内や周辺で発生しました。 

若干の学生が感染していることが判明し、そして何百という学校が再開延期や再開

直後の再休業を余儀なくされました。 

 

 

日本では、文部科学省はウイルスの飛沫防止のため、音楽の授業では合唱練習

を見合わせるべき、体育では子どもたちの間の交流を避けながら実施されるべきであ

る、と言っています。 

 

豊葉の杜学園では、冷房をつけながらも、各教室の扉を撤去し、換気を最大にする

ために窓を開けて授業を行っています。けれどもマスク着用の不快感は拭い去れま

せん。 

ソーシャルディスタンスに慣れていない 3 年生の児童は、「マスクは暑くなります、そし

て私はよく、マスクを取りたくなります。学校で隣に友達が座っていないのは寂しいで

す。」と言っています。 

 


