
 

九州ルーテル学院 2020 年度第 2 回モニター会議 議事録 

 

 

下記日程、内容にて 2020 年度第 2 回学院モニター会議が開催された。 

 

1.日 程  2021 年３月１７日（水）18：30～20：00 

      エカード会館２階講義室 

 

2.学院モニター会議の目的 

・学院全体について、各界や各立場、年齢層の方々からご自由な意見をいただき、地域社会の動

きや学院への期待を察知し、今後の学院の在り方に活かす。 

・外部からの視点や環境変化を肌で感じ、教職員が一体となってルーテルブランドの構築を目

指す。 

 

3.議 題① 前回モニター会議の確認 

議 題② 「コロナ禍での各部門の対応状況等の報告」 

コロナ禍における各部門の状況について報告し、委員の皆様からのご意見を頂く。 

議 題③ 今後の学院への期待について 

今後の学院への期待について、委員の皆様からのご意見を頂く。 

 

4. プログラム内容 

1 お祈り    内村院長 
2 議事進行   内村院長 
3 理事長挨拶  福田理事長 

議 題 ① 
議 題 ② （こども園→中学・高校→大学・保育園→法人事務局） 

  議 題 ③ 

4 終 了    20：00 予定 

 

別冊資料を元に、概要について各機関長より報告し、意見交換を行った。 

 

学外委員からのご意見 本学院の取組み等 

園児、生徒、学生への対応に加え、こども

園や保育園では、特に保護者への精神的ケ

アが必要であったのではないか。 

（こども園） 

保護者同士の情報交換の場が欲しいといった

意見があった。コロナ禍ではそのような機会

を設けることは難しかったため、できる限り

話を聞くことや、密にならない範囲で園庭を

開放し保護者同士で話ができるよう配慮し

た。 

（保育園） 

送迎の際には、細かく 1 日の園児の様子を伝

えることを心掛けた。また、個別に時間を取っ

て話を伺う場を設定した。 

中高生については、休校に伴う学力低下を

どう担保したか。 

オンラインでの課題の提供等により、いつで

も見直しができる環境が整ったことにより顕

著な学力の低下はみられていない。 

コロナを理由に退学等がなかったか。 （大学） 

コロナ禍の経済的な理由で退学をした学生は

いない。 

（中高） 



毎月の校納金については滞納が増えたがコロ

ナ禍の経済的な理由で退学をした生徒はいな

い。 

コロナ禍で特に大学生の就職活動への影

響はなかったか。 

教員免許や資格関係の就職が多いため大きな

影響は受けていない。企業への就職希望者に

対してもオンライン等を利用して細やかな対

応をしており、例年同様、順調に就職が内定し

ている。 

 

ご感想・その他 

・オープンキャンパスなどあらゆる学校行事等がオンラインで行われた。ある企業ではこれま

での対面とは違い、オンラインだからこそ伝えられること、その伝え方を工夫することで良

い結果につながっている事例がある。 

・学校現場におけるコロナ禍での対応の大変さを痛感し、教職員全体で工夫を凝らしていらっ

しゃることに感心した。 

・社会全体がコロナ禍で落ち込んでいる状況においても、学校のなかで生徒たちはいきいきと

過ごすことができている。それらは、教職員の工夫、対応あってのこと。 

・学校現場の必死さ、園児、生徒、学生一人ひとりに対する指導や取組みに感心した。 



２０２０年７月、２０２０年度第１回学院モニター会議（書面会議）が開催された。 
※今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から書面会議にて執り行った。 

 
書面会議の内容：最新の学院の広報物及びホームページ等についてのアンケートを依頼。 
 
1.学院モニター会議の目的 

・学院全体について、各界や各立場、年齢層の方々からご自由な意見をいただき、 地域社会の動きや学院への期待を察知し、今後の学院の在り方に活かす。 
・外部からの視点や環境変化を肌で感じ、教職員が一体となってルーテルブランドの構築を目指す。 
 

2.学院モニター会議での主なご意見 
部門 広報物 学外委員からのご意見 現状・改善に向けた本学院の取組み 

こども園 パンフレット ・裏表紙裏の「おしえて！ルーテル学院幼稚園」のページがとても良いと思っ

た。全体の中にこのような Q&A を少し盛り込むとより印象的に伝えることがで

きるのではないか。 

・西暦と和暦が混在しているので、統一した方がいい。（西暦がわかりやすい） 

・1517 年の語呂に決まったものはないと思うが、もう少し違うもの、例えば

「一語、否、宗教改革」などの方が良いのではないか。  

・学院の中にあると明記した方がイメージアップになるのではないか。 

・運動会やバザーなどの行事の写真もあるとより良いと感じた。 

・スクールバスの写真が入っているとバスを見たことがある人は関連付けが

できて良いのではないか。 

・子ども達の一日のカリキュラムがあると良いと感じた。 

・遊食祈と貴園の趣旨はよくわかるが、もう少し行事（例えばクリスマス、お

泊り保育等）での園児の様子も見てみたいなと感じた。 

・パンフレットについては、新しく作り変えることにしているので、モニター委員の方の意見をふまえ、

再構成していきたい。 

 

・年号は、西暦に統一する。 

ホームページ ・「園の紹介」の中の各項目に飛ぶと、他の項目を見るのに毎度「園の紹介」

に戻らなければならない。上の「園の紹介」にマウスポイントを置くと項目が

ずらりと出るといいのに、と感じた。 

・キリスト教主義であることは自制的な表現としておられるようだが、もう少

しトップ記事に近いところで示してもよいのではないか。 

・年間行事の写真が入っていると良い。 

・ブログとお知らせの色は変えた方が見やすい 

・年間行事の写真はホームページでも、ご意見をいただいているので、わかりやすいように掲載していき

たい。 

 

・キリスト教主義であることが“自制的な表現になっている”と感じられる方もあったようなので、パン

フレット、ホームページともに、見直していく。 

 

・ブログを更新していく。（個人情報等に配慮が必要） 

中学校 パンフレット ・施設紹介の案内図は写真のイラスト化と思われるが、イラストにする、もし

くは図とするほうが見やすいし、わかりやすいのではないか。 

・最終面の QR コードのリンク先が高校のページに飛ぶので、中学校に設定が

できればより良い。 

・パンフレットは小学生、中学生にもわかりやすく、さらに保護者や進路担当教員にも知りたい情報を入

れておくことを意識しながら、製作している。 

・案内図の部分、情報量と文字、写真のバランス、男女比など再度検討しながら、さらに見やすいパンフ

レットとホームページになるよう次年度以降取り組んでいく。 

・QR コードについては、中高同じものを使用していたため次年度変更する。 

ホームページ ・カタログより充実していないイメージ。 

・情報量、文字が多い気がする。もう少し写真や絵などでシンプルさを入れて

もよい。 

・「中学校卒業生について」の欄に、他校進学 22 名、ルーテル高校進学 34 名

とあるが、定員 80 名に達していない。またおよそ 4 割が他校に進学している

ようだが、中学校を併設する他の学校も同じような状況にあるのか。 

・中学生の内部進学と外部進学の比率については、年度によりばらつきがあり、昨年は外部受験が多かっ

た年であった。 



高等学校 パンフレット ・「こんな生徒に選んで欲しい」の綜合コースの表現にやや消極性を感じた。

同じ内容でももっと子供たちが自分を肯定できるようなキャッチの表現の方

がアプローチとしていいのでは？と思った次第です。  

・写真が女子生徒の印象が強いので、男子生徒も同等にターゲットとしている

のであれば、少し男子の写真を増やしてはどうか。 

・消極的な表現とは、おそらく「将来の夢や目標で悩んでいる人」を指していると思われるので、たとえ

ば「将来の夢や目標を持ちチャレンジする人」など積極的にとれる文言や表現を意識して作成する。 

ホームページ ・探しやすくはあるが中学と同様、もう少し写真などを活用して欲しい。イン

スタなどの活用も。 

・たいへん良く出来ています。ただ一か所、クラブ活動紹介の中で、ＮＯ Ｉ

ＭＡＧＥ（写真や画像が無い状態）は避けて欲しい。入部を希望している生徒

さんには「休部しているのかな？」と思う生徒さんがいるかもしれません。 

・クラブ活動紹介のページについては、見ることが出来ない部活もあり、見直しを検討している。 

・紙媒体のパンフレットについては、ゆっくり見ることが出来る内容を、HP には最新の情報をリアルタイ

ムで載せることを考え、日々情報の更新をしていく。 

・現在は Instagram ではなく Facebook での情報発信をしている。 

黒髪乳児保育園 パンフレット ・必要な情報が網羅されているのだと思うが、あまりに事務資料的に感じる。

もう少し細かな情報を省いて少しメリハリある紙面になると、より良くなるの

ではないか。 

・シンプルではあるが、大学附属であることがデザインの連携などで示される

と良いと思う。 

・もう少し内容やデザインを整理した方が良いと思う。 

・子どもを預ける親としては、どんな所か写真があった方がイメージしやす

く、また嬉しい。 

・実際の写真などを入れて作ると少しリアルな感じが得られると思う。出来る

なら先生の写真を紹介などがあると親としては安心感を得られると思います。 

・「保育園の一日」の中で、7：30 の時間帯で、順次登園、道具片付け、あそび 

とあるが、道具片付けの位置はここでいいか？または別の意味があるのか。  

・祝祭日とあるが、祝日ではいけないのか。 

パンフレットについては、写真を取り入れ保育園の雰囲気が伝わるような構成にするとともに、内容に関

しても全面的に見直しを行っていく。 

 

今後は、大学付属保育園の特性を生かし、人文学科こども専攻との共同研究等についてもパンフレット等

により発信するなど、大学との連携を強化していく。 

ホームページ （３）でとても探しにくい、探しにくいと答えた方はどのような情報が探しに

くかったか具体的に記入ください 

・スマホで見る場合、メニューの「園のご紹介」「園日記」「年間行事」などが

１タップしなければ出てこないのがわかりづらい。 

・リーフレットが簡易版のような印象でしたので、このＨＰに飛べるＱＲコー

ドを載せてＨＰに誘う形にするといいのではないか。  

・「園の日記」がログインしないと見られない仕組みなのは、個人情報保護と

いうことからか。誰もが見られる子どもの様子がないのは少し寂しく感じた。 

ホームページについては、現在、業者と写真の差し替え、デザイン構成などの再検討を行っているところ

である。また、個人情報保護の為写真掲載を拒まれるご家庭が毎年数件おられるため、一般公開している

「園からのお知らせ」では顔が明確でない全体写真で園行事をお知らせし、限定公開している「園日記」

で、個人の表情が明確な写真を掲載するようにしている。 

今後は、大学付属保育園の特性を生かし、人文学科こども専攻との共同研究等についてもホームページに

より発信するなど、大学との連携を強化していく。 

大学・大学院 パンフレット ・大学や大学院の情報は、保護者も詳しく知りたいものです。その年代のお子

さんを持つ保護者の目には小さすぎる文字の大きさではないかと感じた。 

・伝えるべき多くの情報があるということは理解できるが 1 ブロック１ブロ

ックの文字数をもう少し減らすことで、全体がもっと見やすく、引きつけるも

のになるのではないか。 

・全体的に文字量が多く、そのために文字も小さくなっている印象を受ける。 

・他の学校にない心理臨床学科をもっと説明したらいいと思う。 

①次年度から、大学案内、学生募集要項をはじめ、大学が発信するパンフレット等の印刷物については、

媒体や内容を見直すこととしている。 

②媒体については、ホームページで電子ブックとして掲載することを検討中である。 

③また、ご指摘いただいているように、文字サイズの検討はもちろんのこと、文字情報を少なくし、グラ

フ、写真、図等を活用して、「誰もが読んでみたい」と思えるような内容にしていきたい。 

④見直しに当たっては、「ルーテルブランド」の再構築という計画の下、ご指摘のように、心理臨床学科の

取組等、本学の特色・強みについては、積極的に発信できるよう努めたい。 



ホームページ ・イベント情報が古い。出来るだけ事前の新しい情報を入れてあげるとより効

果的。インスタなどの活用もいいと思う。 

①大学は、学校教育法、大学設置基準、私立学校法等の法律、大学評価、私立大学等改革総合支援事業へ

の対応等により、大学の諸活動に関して、常に最新の「情報公開」が求められていることから、情報の正

確性も含めて、遅滞なく提供できるように、関係教職員一同、日々努力しており、その点、ご理解いただ

きたい。 

②「イベント情報が古い」とのご指摘をいただき、これを契機に、入学志願者、生徒の保護者等の学外者

がわかりやすく、見やすいホームページ（以下「ＨＰ」いう。）の構成となるよう、次年度に向けて全面的

に見直しを行うことした。 

③見直しに当たっては、障がいのある学生等に配慮したＨＰとなるよう、白黒反転及び文字フォントサイ

ズの選択が可能で、ＵＤフォントを使用したものとする予定である。 

④今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、学生等への大学の情報発信として、以下のよ

うな取組を行ってきており、ご確認いただきたい。 

 ・新入生向けを中心とした「ルーテルなう」の発信 

 ・入試情報： 動画配信を含むオープンキャンパス情報 

 ・新型コロナウイルス感染症に関する連絡窓口の設置（土・日・祝日・夜間を含め、メールにより、学

生との連絡・相談を行える体制を整備） 

 ・ＨＰから、学生専用の遠隔授業システムを利用できるよう整備 

⑤上述の「情報公開」の一環として、昨年度から「九州ルーテル学院大学ファクトブック」を掲載するな

ど、本学の活動状況が各種データ・グラフを活用して発信しているので、ご覧いただき、ご意見等お寄せ

いただきたい。 

⑥本学でも Facebook、Twitter,Instagram 等の活用に当たって、「ソーシャルメディア利用のガイドライ

ン」を策定したところであり、これから、運用を開始するところである。 

学院 パンフレット ・１ページ１ページが独立していてわかりやすいが、一方で全体を貫くものも

欲しい。 

・発行責任者として院長名などがあってもよいのではないか。 

学院報 No.17…新型コロナウイルス感染症に伴う休校等の措置、学校行事の中止等を受け、掲載内容を縮

小して作成している。今後は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図りながら、各部門で実施し

ている行事等をできるかぎり掲載していきたい。 

ホームページ （３）でとても探しにくい、探しにくいと答えた方はどのような情報が探しに

くかったか具体的に記入ください 

・「理事長・院長からのメッセージ」が最初に配置されているのに、このペー

ジが開かない。 

・理事長、院長からのメッセージのページにアクセスできない。 

学院 HP…先の理事会、評議員会での「建学の精神」検討委員会による答申を踏まえ、九州ルーテル学院の

建学の精神および使命が確立した。これを基本として、九州ルーテル学院の建学の精神および使命を「学

院聖句、学院標語、建学の精神、ミッション・ステートメント」という形で、学院 HP を修正したところで

ある。 

創立100周年に向けて

学院に期待すること 

  ・創立 100 周年事業については、ルーテル学院のＨＰ上でも特に触れていない

様に見受けられる。せっかくＨＰをきちんと整えておられるので、その中で「１

００周年に向けて」というコーナーを作り情報を発信したり、交流、共有する

などして機運を盛り上げられるのも良いかと感じた。 

・コロナ等、障害が発生した場合の対応も考慮しておく必要がある。 

・ルーテルを他に知ってもらうためには本当に大切な事業。ただ、募金という

部分ではまだ九女という意識が強い女性が応援してくれることが多々あると

思うので、九女という歴史があった事もしっかり加味したうえで寄付を募るこ

とが大事。 

100 周年に向けて学院の方針が確定次第、100 周年記念事業検討委員会の動きを発信するなど、学内での

検討事項を掲載するとともに、HP等でも広く意見を募る方策を検討していく。 

 

 

コロナ対応について…学院内にて新型コロナウイルス感染症に対する基本方針を設定し、状況の変化に応

じて随時更新および配信している。現在、第 12信まで配信している。 

 



 

 

議題②新型コロナウイルス感染症への対応状況等について 
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●こども園 

 

１．主要行事／動向 

日付 行事 

４月４日（土） 入園式 → 中止 ＊新入園児登園日とする 

４月８日（水） 新学期始園式 → 登園自粛要請（４月７日通知） 

４月１２日（水） イースター礼拝（登園している子どもたちと行う） 

４月１８日（土） クラス懇談会、ＰＴＡ総会 → 中止 

４月２２日（水） ４月誕生会 → 延期 

４月２５日（土） お見知り遠足 → 中止 

５月８日（金） カントリーパークさつま芋苗植え体験 → 中止 

５月１３日（水） 母の日礼拝 → 中止 

５月２７日（水） ５月誕生会 → 延期 

その他５月予定 歯科・内科検診、検尿など → すべて延期 

６月１日（月） 登園自粛期間終了、通常保育開始 

～５日（金） 新入園児のみ慣らし保育期間 

６月１１日（木） 花の日礼拝（年少組以上礼拝参加） 

＊老人施設など学外へ届けることは中止 

６月１９日（金） 内科検診（全園児） 

７月１６日（木）～ 保育参観 ＊3日間で分散して行う 

７月３１日（金） １学期終園日  

＊自粛期間があったため 1 学期を 10 日間延長 

８月１日（土） 

～３１日 

夏休み期間（１号認定） 

※夏季預かり保育期間 

８月３日(月)4 日(火) 夏季保育 → 中止 

８月４日(火) 

５日（水） 

年長組デイキャンプ  ＊お泊り保育の代替えとして 

（４日：すみれ組）（５日：きく組） 

８月７日（金） １年生同窓会 → 中止（アルバム配布のみ） 

９月１日（火） ２学期始園日 

９月１８日（金） 祖父母お祝い会 → 中止 

１０月１０日（土） 運動会（年少児以上） ＊時間短縮・参観人数制限 

１０月１６日（金） 保育参観「ナーサリー運動会ごっこ」 

＊0～2 歳児の運動会代替え行事、参観人数制限 

 入園募集説明会（１回目）14：30～ 

１０月２３日（金） 入園募集説明会（２回目）14：30～ 

登

園

自

粛

期

間 
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１０月３０日（金） 内科検診（２・３号認定） 

１１月 ２日 (月) ２０２１年度入園願書受付開始 

１１月 ７日（土） 新入園児親子面接（１号認定、子育て支援のみ）  

１１月１０日（火) 年長組酪農体験 

１１月１１日（水） 子ども祝福式 

１１月１２日（木） 歯科検診（全園児） 

１１月１９日（木） 芋ほり(年長組) 

１１月２５日（水） 収穫感謝礼拝 ＊老人施設など学外へ届けることは中止 

１１月２７日（金） 年長組デイキャンプ 立田山「雑草の森」 

＊お泊り保育の代替えとして 

１２月１６日(水) ナーサリークリスマス 

＊0～2 歳児のクリスマス、保護者の参観なし、 

１２月１８日(金) ２学期終園日（１号認定・子育て支援） 

１２月１９日(土) クリスマス礼拝 （園児と保護者 1 名のみ） 

＊年少児以上、参観保護者は学年ごとに入れ替えて行う 

１２月２８日(月) ２学期保育終了（２・３号認定） 

１月４日(月) ３学期保育開始（２・３号認定） 

１月８日(金) ３学期始園日 

２月２日(火) 節分・豆まき 

２月８日(月) 

～１２日(金) 

保育参観 → 中止 

＊例年行う、だご汁会の代替えの参観だったが、県独自の 

緊急事態宣言期間のため中止 

３月５日（金） お別れ遠足（園児のみ） 

３月４日(木) 

５日(金) 

１９日(金) 

２０２１（Ｒ３）年度新入園児説明会 

  

３学期終園式 

３月２０日（土） 第７３回卒園式（園児・保護者・職員のみ） 

３月２５日（木） 入園前健康診断（２・３号認定） 

 

  

P 8



保育の様子（コロナ禍で行った保育活動の様子を一部掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芋ほり 

 

デイキャンプ 

 

ナーサリークリスマス 

 

運動会 

 

園外保育 

 

豆まき 
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２．登園状況について（登園自粛要請時） 

熊本市の登園自粛要請を受け、４月８日から５月３１日まで全園児自主登園。 

平均５０名程度の出席となった。 

 

３．行事への対応について 

・入園式は中止し、新入園児登園日とした。 

・自粛期間中は全園児にハガキを送付 

・毎月 2回の未就園児の活動「こひつじの会」は、事前予約・人数制限を実施 

 緊急事態宣言期間中は中止 

・毎月の誕生会は、全園児で行うことから 2 回に分けて実施。同日に行っていた 

 給食参観は中止 

・４・５月の登園自粛期間があったため、１学期を１０日延長 

・クリスマス礼拝や保育参観は、分散・人数制限などを行い、感染症対策をとりなが

ら実施した。 

・その他、保護者や外部の方が関係する行事は、中止や変更等で対応した。 

 

４．施設内の衛生管理について  

（１）保育室 

＊日々の清掃で清潔に保つ。 

＊床、ドアノブ、手すり、照明のスイッチなどは、次亜塩素酸（濃度０．０２％）

による拭き取り消毒を行う。 

＊季節に合わせた適切な室温や湿度を保ち、喚起を行う。 

＊空気清浄機やクレベリンなど室内空間用ウィルス除去・除菌剤を使用する。 

＊食前等の机の消毒はアルコール又は次亜塩素酸ナトリウムを含む水溶液で行う。 

〇トイレ・・・清掃時にオスバンを使用し拭き取り消毒を行う。 

（２）おもちゃ 

直接口に触れる乳児のおもちゃについては、次亜塩素酸ナトリウムを含む水溶液

【エヴァ水・ミルトン（希釈したもの）等】で拭き取りやつけ置きして消毒をす

る。又は熱水などで洗い流す。 

（３）手洗い・消毒 

教職員、保護者等は入室時にアルコールで手指を消毒する。 

食事の前、調乳前、配膳前、トイレの後、おむつ交換後、嘔吐物処理後等にはハン

ドソープ又は石鹸を用いて流水でしっかりと手洗いを行う。 

手を拭く際には、個人持参のタオルかペーパータオルを用いる。 

（４）生活について 
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登園、出勤前には必ず検温をする。 

乳児については園生活中に原則２回の検温をする。 

体温が３７.５度以上の時には登園、出勤を見合わせる。 

体調がすぐれない時には、体温が３７.５度に達しなくても、園の判断で保護者に

連絡をする。 

休日等であっても、密集・密接・密閉が生じるような場所への出入りを避ける。 

普段から十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ免疫力を高める。 

（５）送迎時のお願い 

送迎時のマスク着用、マスク着用のない方の保育室への入室を制限。 

 

５．その他 

 ＊保護者への配布物として（別紙） 
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新型コロナウィルス感染拡大防止対応について  

及び登園に際してのお願い 

 

 

本園では、感染症の広がりを防ぎ、安全で快適な保育環境を保つために、日頃から衛生管理に心

掛けております。 

 

施設内の衛生管理について 

 

Ⅰ．保育室 

＊ 日々の清掃で清潔に保つ。 

＊ 床、ドアノブ、手すり、照明のスイッチなどは、次亜塩素酸（濃度０．０２％） 

による拭き取り消毒を行う。 

＊ 季節に合わせた適切な室温や湿度を保ち、喚気を行う。 

＊ 空気清浄機やクレベリンなど室内空間用ウィルス除去・除菌剤を使用する。 

＊ 食前等の机の消毒には、アルコール又は次亜塩素酸ナトリウムを含む水溶液で行う。 

    

 〇 トイレ・・・清掃時にオスバンを使用し拭き取り消毒を行う。 

 

Ⅱ．おもちゃ 

＊ 直接口に触れる乳児のおもちゃについては、次亜塩素酸ナトリウムを含む水溶液【エヴァ水・

ミルトン（希釈したもの）等】で拭き取りやつけ置きして消毒をする。又は熱水などで洗い

流す。 

 

Ⅲ．手洗い・消毒 

＊ 教職員、保護者等は入室時にアルコールで手指を消毒する。 

＊ 食事の前、調乳前、配膳前、トイレの後、おむつ交換後、嘔吐物処理後等にはハンドソープ

又は石鹸を用いて流水でしっかりと手洗いを行う。 

＊ 手を拭く際には、個人持参のタオルかペーパータオルを用いる。 

   

～正しい手洗いの方法～ 

① 水でよく手を濡らした後、石鹸を付け、手のひらをよくこする 

② 手の甲を伸ばすようにこする 

③ 指先・爪の間を念入りにこする 

④ 指の間を洗う 

⑤ 親指と手のひらをねじり洗いをする 
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⑥ 手首も忘れず洗う。石鹸で洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルやペーパー 

タオルでよくふき取る 

★爪は短く切っておく 

   

  

 Ⅳ．３つの咳エチケット 

① マスクを着用する（子どもも可能な場合は着用する） 

② ティッシュやハンカチで口を覆う 

③ とっさの時は袖で口・鼻を覆う 

 

 

★ 登園についてのお願い 

＊ 登園前には必ず検温をしてください。 

＊ 乳児については園生活中に原則 2 回の検温を実施しています。 

＊ 体温が 37.5 度以上の時には登園をご遠慮ください。 

＊ 体調がすぐれない時には、体温が 37.5 度に達しなくても、園の判断でご連絡をいたします。 

＊ 休日等であっても、密集・密接・密閉が生じるような場所への積極的な出入りを避けていた

だきますようお願いいたします。。 

＊ 普段から十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ免疫力を高めましょう。 

 

幼稚園・保育所等は多くの子どもたちが一緒に生活する場所です。 

 

手をつなぐ、抱っこをするなど、子どもたちが求めてきたときには保育者は応じます。 

子どもたちが不安な表情を見せている時には、安心できるよう保育者もマスクをとり笑

顔を向けることもあります。また、子どもたちは、友達や保育者とのかかわりの中で、

社会性・協調性など身につけていきます。 

衛生面などできる限りの配慮・工夫をしながら園生活を進めてまいりますが、人と人

とのかかわりを伴う園生活に密集・密接を完全に取り除くことは不可能です。 

それらを十分にご理解いただき、登園していただきますようお願いいたします。 

 

 

2020 年 6 月 1 日 

 認定こども園 ルーテル学院幼稚園 
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新型コロナウイルス感染症発生時等の対応について 

                              

 

１ 園児及び教職員本人が陽性と診断された場合 

① 臨時休園・休業の実施  

園児、職員の感染状況により、市保育幼稚園課・保健所・園が協議したうえで、 

市保育幼稚園課が臨時休園等を決定します。 

② 休園の期間・範囲 

  保健所の指示に従い、ただちに園全部又は一部を臨時休園の措置をとります。 

  休園期間・範囲は、感染状況により判断されます。 

③ 消毒作業 

休園の間に関係個所の消毒を行います。 

④ その後、感染の恐れがないと判断された園児及び教職員については、「学校再開に伴う

ガイドライン」のチェックリスト等に従って園活動を再開します。 

 

２ 園児及び、教職員本人が「濃厚接触者」・「ＰＣＲ検査の対象者」に特定された場合

（＊同居家族が陽性となった場合など） 

① 園児、教職員は出席停止となります。 

② 保健所の指示に従い、感染の恐れがないと判断された場合、出席停止は解除されます。 

 

３ 園児の保護者（同居者）及び、教職員の同居家族が「濃厚接触者」・「ＰＣＲ検査の

対象者」に特定された場合 

① 園児、教職員は出席停止です。 

② 保健所の指示に従い、PCR 検査などで陰性が確定し感染の恐れがないと判断された 

場合、出席停止は解除されます。 

 
４ 熊本市のリスクレベルが 4 以上の場合 

① 園児に発熱等の風邪症状が見られる場合、登園を自粛されても、欠席扱いいたしませま

せん。 

② 同居家族に発熱等の風邪症状が見られる場合、登園を自粛されても、欠席扱いいたしま

せん。 

 
                        ２０２１年 1 月 8 日 

認定こども園 ルーテル学院幼稚園 
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●中学・高校 

１．主要行事／動向 

日付 行事 

４月６日（月） 教職員全員での掃除、入寮式 

４月７日（火） 入学式（中学:午前中、高校:午後） 

４月８日（水） 始業式（放送にて実施、礼拝堂から） 

４月９日（水） 休校 → ～５月６日まで →～５月３１日に延長 

４月１４日（火）～ 週１回の登校日（中学、高校１年）、（高校２年、高校３年） 

～５月２９日（金） 

５月１１日（月） 授業再開 → ６月１日に延期 

６月１日（月） 通常授業再開（４０分授業） 

７月７日（火） 臨時休校（豪雨による） 

７月１１日（土） 中学入試説明会 

７月１３日（月） 聖望学園中学生へのオンライン授業 

７月２７日（月） 

～８月７日（金） 

４５分授業午前中終了とし、午後教育相談 

全校集会（終了式） 

８月８日（土） 

～２３日（日） 

夏休み 

８月２４日（月） 授業開始 

８月２９日（土） 高校オープンキャンパス（熊本市内） 

９月５日（土） 高校オープンキャンパス（熊本市外） 

９月１９日（土） 第２回中学入試説明会 

９月２３日（水） 

～２５日（金） 

中学体験学習 

９月２６日（土） 第２回高校オープンキャンパス 

９月２８日（月） 聖望学園中学２年との交流会（オンライン） 

９月２８日（月） 前期末試験（～１０月１日） 

１０月１日（木） 対塾入試説明会 

１０月２日（金） 後期始業式 

１０月６日（火） 中学２年研修旅行保護者説明会 

１０月９日（金） 高校２年研修旅行保護者説明会 

１０月１０日（土） 高校１年特進対象講演会 

 地域課題解決プロジェクト 

１０月１３日（火） 高校２年クラスマッチ（午前中） 

１０月１４日（水） 高校１年クラスマッチ（午前中） 
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１０月１５日（木） 中学体育大会代替行事（午前中）・文化発表会（午後） 

１０月１６日（金） 文化発表会（高校） 

１１月２日（月） 

４日（水） 

中学３年県共通テスト 

１１月７日（土） 地域課題解決プロジェクト 

１１月９日（月）～ 感謝祭週間 

１１月１４日（土） 入試直前アドバイス会（午前高校、午後中学） 

１１月１７日（火） 中学校内英語暗唱大会 

１１月２１日（土） 全国高校サッカー熊本予選大会決勝 

１２月１２日（土） 中学専願・奨学前期入試 

１２月２３日（水） キャロリング（男子寮⇒女子寮⇒正面玄関） 

１２月２４日（木） 全校集会、クリスマス礼拝、教職員クリスマス 

１２月３１日（木） 全国高校サッカー選手権 1 回戦 

１月７日（木） 全校集会、課題確認テスト 

１月９日（土） 中学一般前期・奨学後期入試 

１月１２日（火） 高校３年家庭学習開始 

１月１６日（土） 大学入試共通試験（～１７日） 

１月２０日（水） 高校専願・奨学生入試 

１月２３日（土） 合格発表作業 

１月２５日（月） 産山村より寮生へのお米の贈呈 

１月３０日（土） 熊本バンド早天祈祷会（６時～ 花岡山） 

中学一般後期入試 

２月４日（木） 高校一般入試受付開始（～２／１０） 

２月１２日（金） 高校卒業式の検討会（高校３年保護者役員） 

２月１７日（水） 高校一般入試 

２月１９日（金） 高校期末試験（～２５日） 

２月２０日（土） 中学新入生登校日（７７名） 

２月２２日（月） 中学・高校期末試験（～２５日） 

２月２７日（土） 「地域課題解決プロジェクト」最終報告会 

３月１日（月） 高校卒業式 

３月４日（木） 高校２年修養会（校内） 

３月５日（金） 高校２年研修旅行代替行事（三井グリーンランド） 

３月１１日（木） 中学３年卒業礼拝・３年生を送る会 

３月１２月（金） 中学卒業式 
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２．授業・行事等について 

・休校措置：緊急事態宣言を受け、４月９日～５月３１日を休校とした。 

但し、原則１週間に１回登校日を設け、生徒の健康状態と課題のチェック等を行っ

た。 

・休校中のインターネットを使った授業動画配信（MetaMoji） 

ICT 環境の整備：臨採以上の教職員分のタブレット端末の購入、WiFi 環境の整備 

 ５月２４日までは、Meta Moji Class Room を使いオンライン学習 

・学校再開に向けた動き

 

５月２５日からは、分散登校 ※普通授業に向けての１週間  

  全学年全クラスともクラスを二分し、午前と午後に分けて登校 

  通常時間を圧縮し(２０分授業×６コマ)、同一内容の授業を午前、午後実施 

  奇数（出席番号）グループ・・月・水・金⇒ＡＭ登校、火・木⇒ＰＭ登校  

  偶数（出席番号）グループ・・月・水・金⇒ＰＭ登校 火・木⇒ＡＭ登校 

・６月１日より１時限４０分の短縮授業での特別時間割実施 
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 ６月８日より通常時間割へ（５０分授業） 

※朝の礼拝は放送礼拝（讃美歌は歌わない）。途中から学年クラス別とした。 

・行事等の変更 

 新年度に行う入寮式、入学式、始業式は簡素化して実施。 

 体育大会の中止 → 中学体育大会代替行事（午前中） 

夏休みの縮小 → ８月８日（土）～８月２３日（日） 

秋期休業の取りやめ、定期試験の日程の変更等。 

・部活動関連 

 高校総体・総文祭の中止に伴い、各団体（高体連・高文連）が代替大会を実施。 

・中高研修旅行関連 

今年度１２月まで予定の海外研修（ヨーロッパ、アメリカ、韓国）は中止。 

高校１年の研修旅行は次年度へ変更。 

高校２年の研修旅行：１２月１５日（火）～１８日（金）北陸方面 

→ ※中止を決定 

→ ３月５日（金）代替行事（三井グリーンランド） 

中学２年の研修旅行：１２月１日（火）～４日（金）関西方面（大阪は除く） 

→ ※中止を決定 

→ ３月１７日（水）代替行事（三井グリーンランド） 

・クリスマス礼拝 

礼拝堂より各教室へ放送にて実施。また途中の聖劇は MetaMoji で動画配信 

 

 

・卒業式 

３月１日（月）高校：礼拝堂で卒業生のみで実施（来賓を制限） 

３月１２日（土） 中学：礼拝堂で卒業生と保護者で実施(来賓を制限) 

 ※卒業を祝う会は高校、中学とも中止。 

 

３．その他教育活動等 

・７月豪雨被災地へのへのボランティア活動等 
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いくつかの部活動および大学生のボランティアに参加。物資支援のほか募金活動を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中高学校評価委員会の開催：１０月２８日（水）１０時～１２時 

（評価委員） 

北川 哉（保護者・PTA 会長）、村本聡子（卒業生・のいばら会長） 

堂原秀文（黒髪地区・サンエス設備）、森本和幸（企業・TKU ヒューマン） 

犬童昭久（大学・こども専攻児童教育コース長） 

・台湾の 5 大学と県内私立 5 校の連携協定（ウェブにて） 

 

台湾：中原大学・樹徳科技大学・義守大学・中華大学・開南大学 

熊本：ルーテル学院・玉名女子・熊本中央・菊池女子・城北 
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・埼玉 聖望学園との交流 

  聖望学園中学へのオンライン授業（７月１３日９：００～９：５０） 

  「熊本地震について」（担当：田仲中学部長） 

  家庭科の授業を聖望学園へオンラインで実施予定（１月～３月）担当：野島 

・地域課題解決プロジェクト（７月１８日から毎土曜日に実施） 

自ら創意工夫して行う熊本県の私学魅力アップ事業に、本学の生徒のほか、九州学

院や熊本中央高校の生徒とともに、黒髪地区、子飼地区、熊本市西区の地域の方々

と地域課題解決プロジェクトを実施 

参加：ルーテル（60 名）、九学（40 名）、熊本中央（約 20名） 

 

・全国サッカー選手権大会熊本県大会 優勝 

 

全国大会１回戦 対丸岡高校（福井県）に１－０で敗退 

 

４．入試について 

・入試説明会等の実施状況 

各説明会とも予約制や複数回実施するなど新型コロナ感染防止対策を行ったうえで

行った。例年並みの参加者数でありコロナ禍を考えれば健闘。 
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①７月１１日（土）中学入試説明会（礼拝堂） 

②８月２９日（土）高校オープンキャンパス 

③９月５日（土）高校オープンキャンパス 

④９月１９日（土）第２回中学入試説明会 

⑤９月２６日（土）第２回高校オープンキャンパス 

⑥１０月１日（木）塾対象説明会 

⑦１１月１４日（土）入試直前アドバイス会（午前高校、午後中学） 

・入試結果 
 入試（実施日） 区分 志願者 

（ ）内は昨年度 

合格者 

 

中学 

 

専願・奨学前期 

（2020.12.12 実施） 

専願 ４４（４４） ３８ 

奨学 ３４（３７） ３３ 

一般前期・奨学後期 

（2021.1.9 実施） 

一般 １５（１４） １２ 

奨学 １３（１９） １３ 

一般後期 

（2021.1.30 実施） 

一般 ９（１５） ８ 

※中学新入生登校日・・・７７名の新入生（７５名以上なので３クラス体制） 
 入試（実施日） 区分 志願者 

（ ）内は昨年度 

合格者 
 

高校 専願・奨学 一般専願 １００（１０３） ８８ 

スポーツ洗顔 ５９（５９） ５８ 

奨学（芸術除く） ４３１（３４８） ３９４ 

芸術 ６４（５７） ５６ 

（うち専願１６） 

一貫生  ５０（３４） 

一般 一般 ２１３（２２７） １４１（２１７） 

※学力奨学Ａ４名（１）、Ｂ１６名（４） 

 ※入学確定…専願・奨学のうち、２１２名。 

３月１９日（金）の高校新入生登校日で決定 
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・高校専願奨学入試時の対応 

試験会場の人数減、換気対策、休憩時間を２０分に拡大。 

答案用紙の回収、試験前後の消毒、高校入試での面接試験の中止等。 
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●大学 

１．主要行事／動向 

日付 行事 

４月１日（水） 前期授業開放・公開講座 → 中止 

４月２日（木） 入学式 → 中止 

４月３日（金） 

  ６日（月） 

英語クラス分けテスト → ４月１６日に延期 

学生健康診断 → ５月１３日～１８日に延期 

４月７日（火） フレッシュマンキャンプ → 中止 

４月８日（水） 前期開講 → ４月１５日に延期 → ５月７日に延期 

４月１３日（月） 新入生オリエンテーション ～１５日 

４月１６日（木） 英語クラス分けテスト実施 

緊急事態宣言 発令 

５月２日（土） 

～５月６日（水） 

遠隔授業の実施に関する学生からの問合せのための対応窓口

の設置 

５月７日（木） 前期開講（遠隔授業による） 

５月１３日（水） 

～１８日（月） 

学生健康診断 

５月２０日（水） 緊急事態宣言の解除、熊本県の休業要請が終了 

６月１１日（木） 対面式授業の一部（段階的）開始 

６月１５日（月） 

～１９日（金） 

新入生歓迎行事の実施（昼休みの時間帯） 

６月２９日（金） ＺＯＯＭによる個別相談会（ ～７月３１日（金）） 

７月１０日（金） ＷＥＢオープンキャンパス（大学紹介・入試紹介の動画によ

る公開） 

７月１８日（土） オープンキャンパス（対面個別相談会（予約制）） 

８月２２日（土） ＷＥＢオープンキャンパス・対面式個別相談会 

９月３日（木） 前期授業終了 

９月１８日（金） 秋季卒業式 

９月１９日（土） ３年生の進路・就職のためのイベント「ペプ･ラリー」 

９月２１日（月） 後期授業開講 

１０月５日（月） キャンパス Visit＆Try （～１０月６日、１０月９日） 

１０月２４日（土） 大学院選抜試験 

１０月２７日（火） インターンシップ成果発表会 

１０月２７日（火） ソロプチミスト日本財団学生ボランティア賞クラブ表彰贈呈

式 
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 第１２回九州ルーテル学院大学 SILC 新入会員入会式・助成

金贈呈式 

１０月３１日（土） オープンキャンパス・個別相談会 

１１月３日（火） 第２３回フィリア祭（学園祭） 

（オンライン開催。～１１月３０日） 

１１月９日（月） 第４回ＷＥＢ個別相談会 

１１月１４日（土） ２０２１年度入学者選抜試験（指定校・併設校推薦型） 

１１月２３日（月） グローバルスタディーズ（坂根准教授担当科目）における星

野ルネ氏の講演に関するＮＨＫ取材（「おはよう日本」で年

始に全国放送予定） 

１１月２８日（土） ２０２１年度入学者選抜試験（奨学金大学給付型選抜・学校

推薦型選抜（公募）） 

１２月２日（水） 

～２５日（金） 

オンラインホームカミングデー 

１２月８日（火） 令和２年度「障がい者の生涯学習支援活動」に係る文部科学

大臣表彰（オンライン開催） 

１２月１９日（土） プレ・カレッジ  

１２月２３日（水） 新入生歓迎式 

１月１２日（火） 熊本県下の新規感染者の増加に伴い、遠隔授業中心の授業形

態へ変更 

１月２９日（金） 後期授業終了 

２月５日（金） 一般Ⅰ期選抜、編入学試験 

２月１７日（水） 大学院人文学研究科第２期入学者選抜試験 

３月５日（金） 一般Ⅱ期選抜試験 

３月１５日（月） 卒業式 
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２．授業、定期試験について 

１）５月７日からの遠隔授業の導入・開始に向けた取組 

・遠隔授業ソフト（Moodle）の導入 

・WiFi 環境の整備（心理臨床学科研究棟） 

・学生用パソコン、タブレットの補充（貸出用） 

・大学ホームページの充実 

 

・遠隔授業活用推進事業補助事業の採択 

遠隔授業ソフト（Moodle）導入経費 

ＰＣの購入等の補助金申請額の 1/2（500 万円）の獲得 

２）６月１１日からの対面授業の段階的再開について 

・授業科目の履修者数が５０人未満の科目については対面式授業を開始。 

・登学する際の感染リスクを軽減するためⅠ限目の授業開始を２０分遅らせて開始。 

３）１月１２日以降の授業及び定期試験の実施等について 

・熊本県独自の非常事態宣言の発出等を踏まえた対応。 

①授業：１月１２日（火）から１月２９日（金）まで 

実技、実験・実習科目等の一部で、遠隔授業では授業の実施に支障がある科目を除

き、対面授業を取りやめ、KLC Moodle での遠隔授業に移行する。 
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②定期試験：１月２５日（月）から１月２９日（金）まで 

対面による定期試験を取り止め、オンラインによる課題・レポート提出に切り替え

る。 

 

３．危機管理体制の構築 

・新型コロナウイルス感染症対策本部会議の立ち上げ 

・「新型コロナウイルス感染症拡大に対する行動指針」の策定 

→熊本県・熊本市のリスクレベルに合わせて、学長以下の執行部における意思決定

プロセスを明確化 

・「新型コロナウイルス感染者発生に対する行動指針」の策定 

→感染者の発生に関する対応等学内外の対応・判断の迅速化 

 

４．経済的支援について 

・「学びの継続」のための学生支援緊急給付金（日本学生支援機構）の給付 

→家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生で、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響で当該アルバイト収入が大幅減少等することにより、大

学での修学の継続が困難になっているもの。 

→支給総額：８００万円（７２名の学生） 

・本学独自の「学生支援緊急給付金制度」の導入 

→新型コロナウイルス感染症の影響により、保護者、学生の収入が減少し、学生生

活に必要な教材等の購入が困難である等、経済的支援が必要な学生に対し、修学を

支える緊急措置として本給付金制度を創設する。 

→支援の内容 給付金の額：1 人１０万円（１名） 

 

５．就職支援について 

・採用試験に向けた本番前の過ごし方や実際の 

面接試験のポイント、ＷＥＢ面接のポイント等を、 

動画として遠隔授業ソフト（Moodle）に掲載し 

学生が閲覧できる環境を整備。 

・大学コンソーシアム熊本主管の職場体験学修 

（インターンシップ）が中止となったため、緊急 

事態宣言の解除や、現場での実習体験の重要性を 

鑑み、本学独自で職場体験学修（インターンシッ 

プ）を実施。 

（夏季は対面、春季はオンラインで実施） 

・就職に関する「オンライン講座」の募集案内 
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６．入試について 

・感染防止対策 

 入試日の前日を休校にし、すべての受験室を消毒。 

・追試験の実施 

新型コロナウイルス感染症によって受験できない受験生への手立てとして、追試日

を設けた。 

選抜種別 試験日 追試験日 

学校推薦型（指定校） 
１１月１４日（土） １１月２８日（土） 

学校推薦型（併設校） 

奨学金大学給付型 
１１月２８日（土） １２月１２日（土） 

学校推薦型（公募） 

帰国生及び私費外国人 

留学生 ２月５日（金） ３月５日（金） 

編入学 

一般Ⅱ期 ３月５日（金） ３月１９日（金） 

 

・2021 年度一般 I 期、Ⅱ期選抜の面接試験中止 

一般 I 期、Ⅱ期選抜における面接試験を実施しないこととした。感染防止の観点か

ら、受験生が集団で過ごす時間をできるだけ短くすることが望ましいと判断。面接

試験の中止により、受験生は試験会場で昼食をとることなく、午前中に試験を終え

る。 
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７．その他 

・令和２年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰 

自閉症支援部（新穂優香部長他５６名、顧問：栗原和弘教授）の活動や取組が、障

がい者の生涯を通じた多様な学習を支える模範的な活動として認められ、令和２

（２０２０）年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰を受賞。

昨年度のダウン症支援部（髙浜大翔部長他 58 名、顧問：河田将一副学長）の受賞

に続き、２年連続の受賞。自閉症支援部は、平成９（１９９７）年の開学当初か

ら、２３年余の永きにわたり、本学教員の指導の下、学生スタッフが専門的な知識

を活かし、熊本県自閉スペクトラム症協会に所属の当事者の発達段階に応じて、活

動内容を計画し、支援を実施。表彰式は、文部科学省において、１２月８日（火）

にオンラインで開催。学内向けにチャペルで式典をライブ配信。 
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・フィリア祭(学園祭)のオンライン開催 

【一般向け】 

本学教員による学科・専攻・コースごとの動画 

【学内向け】 

①部・同好会の紹介動画 

②教えて先輩！(先輩学生から 1年生に向けてのメッセージ) 

③学生自治会による抽選会 
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・ホームカミングデーのオンライン開催 

卒業生のメッセージ、同窓会長、学長、チャプレンのメッセージ、聖歌隊の合唱、

ハンドベルの演奏、現在の大学の状況等を動画配信 
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●黒髪乳児保育園 

１．主要行事／動向 

日付 行事 

４月１日（水） 初めましての会（入園、進級式） 

４月８日（水） 熊本市登園自粛要請（～５月６日） 

４月１６日（木） 緊急事態宣言 発令 

４月２３日（木） 熊本市登園自粛要請の延期（～５月３１日） 

５月６日（水） 県知事の会見に伴う保育園の対応をメールにて発信 

（再度５月３１日までの自粛依頼） 

５月７日（木） 個人面談（～１６日） 

５月１５日 畑づくり 

５月２２日（月） 芋苗植え 

６月２０日（土） 運動会 → 中止 

６月２２日（月） 災害安全訓練 

６月２３日（火） 水遊びはじめ 

７月６日（月） 

～８日（水） 

七夕夏祭り 

（園児・職員のみ参加） 

 

 

 

 

８月２７日（木） 体験実習オリエンテーション（オンライン） 

１０月１日（木） ０歳児見学全クラス保護者面談 

（ ～１０月３０日） 

１０月３日（土） 土曜保育 

１０月１３日（火） 園外保育（２・３歳児） 

１０月１９日（月） ０歳児個人面談 

１０月２３日（金） 誕生会（各家庭より 1名参加） 

１０月２９日（木） 運動会ごっこ 

１０月３０日（金） 芋ほり 

１１月２日（月） 初めましての会（新入園児３歳児１名、０歳児１名） 

１１月９日（月） 大学連携 オンライン研修（永野学科長） 

１１月１０日（火） 団子汁会 

１１月１１日（水） 収穫感謝礼拝 

１１月１３日（金） 小児祝福式（室園教会）３歳児のみ参加 
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１２月３日（木） クリスマスリハーサル 

１２月１７日（木） クリスマス会（～１８日） 

１２月２８日（月） 終園日 

１月４日（月） 始園日 

２月２日（火） 節分 

２月３日（水） 大学との合同授業（ライブ配信） 

２月１５日（月） 大学オンライン研修会 

「自分（保育者）の役割と他者の期待」 

２月１６日（火） 

～１７日（水） 

保育参加中止 

（熊本県独自緊急事態宣言延長のため） 

２月１９日（金） こころとそだちの連携会 

（こころとそだちの臨床研究所主催） 

３月３日（水） ひな祭り 

３月５日（金） お別れ遠足（園児のみ） 

３月９日（火） お別れパーティー 

３月１０日（水） 卒園式 

（園児、保護者のみ参加） 

 

２．登園状況について（登園自粛要請時） 

新型コロナウイルス感染拡大防止による園児登園自粛(欠席)状況 

（４/８～５/７での４日間抜粋） 

クラス ４/８ 

園児数（欠席） 

４/２３ 

園児数（欠席） 

４/３０ 

園児数（欠席） 

５/７ 

園児数（欠席） 

０歳児 １  (０) １  (０) １  (０) １  (０) 

１歳児 １４ (６) １４ (８) １４ (６) １６ (７) 

２歳児 １０ (１) １０ (２) １０ (４) １０ (１) 

３歳児 ６  (２) ６  (２) ６    (１) ６  (１) 

計   ３１ (９) ３１  (１２) ３１ (１１) ３１ (９) 

※上記期間の登園自粛率は平均３３％となった。保育士は登園自粛期間において園児

数に合わせ必要加配数の保育士を配置し、他の保育士は在宅勤務及び年休を取得。 

 

３．コロナ感染行事への対応について 

・緊急事態宣言中の個人面談は、書類交換、電話、メール等での相談に変更。 

・運動会ごっこは、大学体育館を使用し、２・３歳児と保育士、カメラマンのみ参加

して行った。 

・クリスマス会は期限限定で動画配信を行った。 
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・３月には日常保育活動動画を年齢別に配信する予定 

 

 

４．九州ルーテル学院大学との連携 

・九州ルーテル学院大学とのオンライン研修会（月１回） 

永野典詞学科長による月１回のオンライン研修実施 

グループワーク形式を行いコロナ禍においても他園との意見交換を体験する。 

・聖書学びの会（崔チャプレン）（２か月１回） 

・保育園職員によるチャイルドケア・ゼミ等大学での講義（年数回） 

・学生ライブ授業実施  

「主任保育士による講義と演習による保育現場の学び」として「保育実習Ⅱオンラ

イン研修」を実施する。ZOOM 講義及びライブにて子ども達の活動を提供し、現場保

育士が把握すべき保育のねらい、子どもの育ち、また保護者との対応、安全マニュ

アル等について学生からのインタビューを受ける授業形式となる。 

・こころとそだちの連携会（こころとそだちの臨床研究所主催） 

発達支援などに関する保育現場（認定こども園ルーテル学院幼稚園・黒髪乳児保育

園）の現状やニーズ、要望を把握し、今後は臨床研究所が主体となり子ども園と保

育園に対して保育士支援、保護者支援、子ども発達支援を含めて、どのような支援

ができるのか学院内での連携のあり方を探っていく。 

 

４．その他 

・熊本市からの新型コロナウイルス感染症についてのフローチャートを基に、大学及

び熊本市保育園連盟との連携を追記し作成する。園児及び職員が陽性者になった場

合の保育園の対応を示したものである。 
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・ホームページの写真の入替、スマホで閲覧する場合のメニュー画面の表示（現在ど

こにメニューがあるのかが見にくい）の変更について業者に依頼中。 

・リーフレットは全体を見直し、保育活動の写真を多く取り入れた構成で現在、新規

作成中である。また、リーフレットからホームページへ移行できるよう QR コードを

添付する。 
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●法人事務局 

 

１．主要行事／動向 

日付 行事 

２月２６日（水） 新型コロナウイルスへの対応に関する基本方針（第２信） 

以降、２０２０年１０月１２日の第１２信まで発信 

４月１日（水） 辞令交付式及び新任教職員オリエンテーション 

４月６日（月） 学院緊急連絡会（新型コロナ感染症対応） 

４月２２日（水） 学院緊急連絡会（新型コロナ感染症対応） 

１１月５日（木） ＪＥＬＡと九州２校との合同協議会（オンライン） 

１２月２日（水） クリスマスイルミネーション点灯式 

１月１４日（木） 阿蘇山荘維持管理委員会（Ｚｏｏｍ） 

 

２．新型コロナウィルス感染症拡大防止への学院としての対応 

 ①各部門の教職員へ、出勤低減に向けた働きかけ（時差出勤、在宅勤務等） 

 ②厚労省助成金活用を踏まえた、教職員の休暇への対応 

  就業規則第２５条を準用した特別休暇を設け、積極的な取得を呼びかけた。 

 ③罹患時または濃厚接触者となった場合の対応マニュアル及びフロー表を配信し、

教職員のみならず、学内勤務の業者への対応を行った。 

【全般的な対応等（２０２０年６月以降）】 

〇「新型コロナウイルス感染症に関する基本方針（第１２信）」理事長名 

（学院内周知・ＨＰ掲載） 

〇「コロナ罹患者・濃厚接触者発生時の対応マニュアル」（第２信）事務局長名 

（学院内周知・ＨＰ掲載）※大学部門は別途作成 

〇その他、防止対策等は各部門で周知し、学生・保護者等へメール配信および 

各部門のＨＰに掲載 

【授業等への対応（２０２０年６月以降）】 

（大学） 

〇学生の授業等への対応 

  ①クラス５０人未満は対面授業、原則５０人以上は遠隔授業。 

  ②「学びの継続のための学生支援緊急給付金」（日本学生支援機構）   

→ 家計急変給付金（７２人） 

（保育園） 

〇園児の保育等への対応 

  ①登園自粛要請解除後（６月～）は、通常開園 

（中高） 
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〇生徒の授業等への対応 

  ①登校自粛要請解除後は、通常開校 

（こども園） 

〇園児の保育等への対応 

  ①登園自粛要請解除後（６月～）は、通常開園 

 

３．ＪＥＬＡと九州２校との合同協議会（オンライン）について 

ＪＥＬＡと九州学院、本学院との合同協議会が行われた。コロナ禍の中での活動、海

外支援が思うように行き渡らない状況の中で、公益法人を目指すＪＥＬＡとして、「キ

リスト教の精神をもって、国内外の助けを必要とする人々への支援、活動」に助成し

たいとの意向。今年度、既に各部門に１００万円の助成を頂いており、当初の計画に

は無かったが、広く解釈して支援を行えるよう、両校からのアイデアも頂きたいとの

こと。活動報告をまとめ、来年２月までにＪＥＬＡに提出。また次年度の計画を同じ

く２０２１年２月に提出。同３月送金予定。 

 

４．クリスマスイルミネーション点灯式について 

１２月２日（水）夕刻にクリスマスイルミネーション点灯式が執り行った。 

（※今年は新型コロナへの感染を防ぐため学院関係者だけに限定し実施。） 

 
今年は医療従事者への感謝を込めて、 

青色の電飾でバス停をライトアップした。 

当日はＫＫＴでの生放送のほか、ＴＫＵ、 

ＫＡＢ、熊日新聞といった報道機関の 

取材があった。 

結果として下記の通り例年以上の見学者が来校した。 
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また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、礼拝堂への入場を制限して実施した

が、こうして点灯式が守られ、記録として残すために本学学生により撮影・編集され

た動画をＨＰで配信した。 

（参考：クリスマスイルミネーション 見学者数推移） 

 

 

５．阿蘇山荘維持管理委員会報告について 

２０１６年の熊本地震後で被害を受け、使用不可となった阿蘇山荘について、まずは

解体を検討し、見積もりをとった。１２月の常議会において、その解体費用を法人の

次年度予算に組み入れ、九州教区を含めた阿蘇山荘維持管理委員会に諮ることとなっ

たため、先日教会関係者を含めての協議会を開催した。協議の結果、まずは、現在の

建物をすべて解体する方向で進めることを３月の理事会に報告。合わせて教区の常議

員会等でもご報告を頂くこととした。 
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６．新型コロナウイルス関連 経費概算額（２０２１年３月１５日現在） 

単位：千円 

 

単位：千円

内　　　　容　　 法人 大学 高校 中学校 こども園 保育園 総計

校納金・寮費・食事代等の返金 40     694    129    627    6      1,496  

マスク・フェイスシールド
消毒液・容器
対面授業対応用品（体温計他）
飛沫防止パーティション等
洗剤、ゴム手袋、タオル 等

176    1,621  1,795  172    240    1,465  5,469  

連絡書類、
教科書･授業資料･
通信費等の送料

535    439    11     6      1      992    

遠隔授業関連経費
（PC、zoom、Moodle 他）

6,685  6,600  13,285 

教科書代他 学生分立替払い 2,959  2,959  

学生の外部健康診断料 216    216    

交通費（県外寮生送り届け） 211    211    

総　　　　　計 176    12,056 9,739  312    873    1,472  24,628 

単位：千円

内　　　　容　　 法人 大学 高校 中学校 こども園 保育園 総計

感染症対策 1,000  162    41     ※500 477    1,680  

授業再開等 6,007  2,500  1,000  9,507  

その他(教育活動継続ほか） 1,330  1,200  400    2,930  

総　　　　　計 -      8,337  3,862  1,441  -      477    14,117 

※2019，2020年度合わせて

新型コロナウイルス関連　経費概算額（２０２１年３月１５日現在）

新型コロナウイルス関連　補助金(既内示済)額（２０２１年３月１５日現在）
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