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支部長先生のみなさま

習字教室
運営のための
ガイドライン

2020年７月20日　発行　第1版
公益財団法人　日本習字教育財団

新型コロナウイルス感染症対策に関わる

アイデア
募集中！

「新型コロナウイルス」に関して、教室で実践している対策や工夫について、
ぜひお教えください。ネットや今後の発行物で紹介し、日本習字全体で
効果的に対応できるよう周知してまいりますので、ご協力をお願いします。

成人会員・保護者
向け

生徒会員
向け

新型コロナウイルス感染症対策
注意喚起ポスターについて

教室運営において、どのように
新型コロナウイルス感染症対策を
実践しているかわかるよう
表示します。

教室におけるガイドライン ※新型コロナウイルス感染症対策として、
　教室では以下の点に配慮して運営します

マスクを着用・接触を避ける
● 先生・生徒は必ずマスクやフェイスシールドを着用します。

● お稽古中の私語は原則禁止とします。
● 当面、おやつなどの差し入れは控えます。

● 用具は自分の物だけを使います。
   （貸し借りによる接触を避ける）

ソーシャルディスタンス
● できるだけ時間・曜日をずらして、教室内の密度を減らします。

● 生徒同士が向かい合って
   座らないようにします。

● 生徒間の距離は一定以上空けるか、仕切り板を設置します。
   （教室の広さにより１～２m。厚生労働省ガイドラインでは２m以上）

● リモート指導・連絡を活用します。
   （ネット、ＳＮＳ、郵送による通信指導など）

消毒・手洗い・うがい
● 入室時はアルコール消毒液で手・指を消毒します。

● 定期的にドアノブなどの消毒も実施します。
● 帰宅後の手洗い・うがいを励行します。

● 生徒が入れ替わるごとに机や椅子の消毒をします。

体調管理
● 発熱や体調不良の場合はお休みください。
   （自宅で検温して、ご連絡をお願いします）

● 保護者の方と緊密に連絡します。
   （何かあればお気軽にご連絡ください）

換気
● 定期的に教室の換気をします。
   （入り口・窓の常時開放、または30分に一度の開放）

熱中症対策
● 夏に向けて外気温・室温に注意します。

● 冷房などを使い室温を適切に保ちます。

● こまめな水分補給を心がけます。
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新型コロナウイルス感染症からお友だちと自分を守るため

教室でのお約束
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① 教室に行く前にお家でお熱を測りましょう。
　 体の調子が悪いときはお休みしましょう。

② 教室に入る前に石けんでの手洗い
　 または、手のアルコール消毒をしましょう。

③ 教室では、マスクをして
　 できるだけお話ししないようにしましょう。

④ お友だちにさわったり、用具を借りたり
　 貸したりしないようにしましょう。

⑤ 習字は楽しく、一生懸命書きましょう。

⑥ 笑顔を忘れずにいましょう。

⑦ おけいこが終わったら、寄り道しないで
　 お家に帰りましょう。
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このガイドラインは、
新型コロナウイルス感染症による

緊急事態宣言解除後の
教室運営の中で、

支部長先生や会員の皆さまが、
お互いに相手の気持ちを考えながら
安全に、安心して活動することを

目的としたものです。

このガイドラインに記載されたことが、
「絶対に守る必要のある条件」
というわけではありません。

日々新しいことが判明するたびに、
このガイドラインも変わっていきます。

今回「ひとつの基準」として作成いたしました。
新たな基準によるガイドラインは
随時ホームページに掲載します。 詳細は、厚生労働省のホームページ「新型コロナウイルス感染症について」をご覧ください。

内容は更新されますので「こまめな確認」をお勧めいたします。

マスクを着用・
接触を避ける

消毒・手洗い・
うがい

https://www.mhlw.go.jp

厚生労働省

基本は、厚生労働省が作成しているガイドラインになります。

感染症予防に対する個々の捉え方には個人差があります。
ご自身の「このくらいでいいだろう」が

相手にとっては「不安」に思われることもあります。
正しい知識で、必要以上に恐れることなく

会員の皆さまが安心してお稽古ができるように、
また保護者の方々が安心してお子様を預けられるように

心がけましょう。

支部長先生の心構え

体調管理

ソーシャル
ディスタンス 換気 熱中症対策
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教室再開にあたっての取り組み紹介
この内容は日本習字のホームページ（日本習字ニュース／ Facebook）に掲載しています。
内容は随時更新し、新着事例をご紹介していますので、ぜひこまめにご覧ください
https://www.nihon-shuji.or.jp

新型コロナウイルス感染症対策

　生徒にはあらかじめ検温させ、体温が37.5度
以上の場合はお休みしてもらいました。教室では
マスクの着用・手指をはじめアルコール消毒を
徹底。学校でも実施していることなので、ごく自然
に取り組んでくれるのが助かりました。
　一度に指導する人数を減らして対面を避ける
ように席を配置したところ、ひとりの空間が確保
できる分、生徒の集中力もアップし、いつも以上に
濃いお稽古の時間となっているようです。
　保護者の方からは、教室の取り組みに対する
ご理解やお礼の言葉をいただき、うれしさととも
に、今後もできる限りの対策をして教室での指導
を継続していきたいと考えています。（A先生）

　教室再開にあたり、公共施設のガイドラインを
参考に、新型コロナウイルス感染症の対策について
保護者の方にお知らせしました。手指のアルコール
消毒のほか、貸出の用具や教室の消毒も実施して
います。
　休講期間中は、zoom（オンライン会議システム）
やLINEを使って、自宅でも習字学習に取り組める
方法をいくつか考え、指導を継続しました。また
つながりのある他教室の取り組みを、Facebookや
Instagramなどで知れたことも心強かったです。
　休講が長引き不安も大きかったですが、教室を
再開したときは生徒や保護者の方に喜んでもらえた
ことに安堵しました。今後の状況を見ながら、教室
一体となって習字学習に取り組んでいきたいと思
います。（S先生）

事例

1
　教室ではビニールやパネル製の仕切りを設置し、
飛沫感染対策を行いました。またこの様子を保護者
の方にLINEで発信するなど、安心して教室に来て
もらえる環境を整えています。一方、不安がある方
には、休講期間に実施したLINEによるリモート授業
も引き続き選べるよう対応しています。
　生徒も自粛期間で友達に会えなかった分、教室
に来れることがうれしいようで再開を喜ぶ声を
いただきます。また自宅での学習により教室で
学ぶ良さを実感したという言葉も寄せられました。
　生徒やその保護者の方の協力あっての教室と
いうことを忘れずに、
今後も生徒が楽しみ
にしている競書大会
や硬筆展に精一杯取
り組んでいきたいと
思います。（H先生）

事例

3

　以前よりインフルエンザ流行期間中は、手指の
消毒や加湿器の稼働など、生徒の健康には配慮
していました。教室再開後は、飛沫感染予防として
生徒と生徒の席の間隔をとり、ビニールシートで
仕切りを作って対応しました。また、事前にLINEや
教室だよりでマスク着用をお願いするなど、安心
して通えるようご協力いただいています。
　休講期間も一ヶ月以上ありましたが、再開後は
生徒がさらに集中して取り組んでいるように感じ
ています。生徒のよく書けたときの笑顔が私の
原動力となることを改めて実感し、今後も保護者
の方や生徒とのコミュニケーションを大切にして
いきたいと思います。（T先生）

事例

4

事例

2

6



教室再開にあたっての取り組み紹介
この内容は日本習字のホームページ（日本習字ニュース／ Facebook）に掲載しています。
内容は随時更新し、新着事例をご紹介していますので、ぜひこまめにご覧ください
https://www.nihon-shuji.or.jp

新型コロナウイルス感染症対策

　生徒にはあらかじめ検温させ、体温が37.5度
以上の場合はお休みしてもらいました。教室では
マスクの着用・手指をはじめアルコール消毒を
徹底。学校でも実施していることなので、ごく自然
に取り組んでくれるのが助かりました。
　一度に指導する人数を減らして対面を避ける
ように席を配置したところ、ひとりの空間が確保
できる分、生徒の集中力もアップし、いつも以上に
濃いお稽古の時間となっているようです。
　保護者の方からは、教室の取り組みに対する
ご理解やお礼の言葉をいただき、うれしさととも
に、今後もできる限りの対策をして教室での指導
を継続していきたいと考えています。（A先生）

　教室再開にあたり、公共施設のガイドラインを
参考に、新型コロナウイルス感染症の対策について
保護者の方にお知らせしました。手指のアルコール
消毒のほか、貸出の用具や教室の消毒も実施して
います。
　休講期間中は、zoom（オンライン会議システム）
やLINEを使って、自宅でも習字学習に取り組める
方法をいくつか考え、指導を継続しました。また
つながりのある他教室の取り組みを、Facebookや
Instagramなどで知れたことも心強かったです。
　休講が長引き不安も大きかったですが、教室を
再開したときは生徒や保護者の方に喜んでもらえた
ことに安堵しました。今後の状況を見ながら、教室
一体となって習字学習に取り組んでいきたいと思
います。（S先生）

事例

1
　教室ではビニールやパネル製の仕切りを設置し、
飛沫感染対策を行いました。またこの様子を保護者
の方にLINEで発信するなど、安心して教室に来て
もらえる環境を整えています。一方、不安がある方
には、休講期間に実施したLINEによるリモート授業
も引き続き選べるよう対応しています。
　生徒も自粛期間で友達に会えなかった分、教室
に来れることがうれしいようで再開を喜ぶ声を
いただきます。また自宅での学習により教室で
学ぶ良さを実感したという言葉も寄せられました。
　生徒やその保護者の方の協力あっての教室と
いうことを忘れずに、
今後も生徒が楽しみ
にしている競書大会
や硬筆展に精一杯取
り組んでいきたいと
思います。（H先生）

事例

3

　以前よりインフルエンザ流行期間中は、手指の
消毒や加湿器の稼働など、生徒の健康には配慮
していました。教室再開後は、飛沫感染予防として
生徒と生徒の席の間隔をとり、ビニールシートで
仕切りを作って対応しました。また、事前にLINEや
教室だよりでマスク着用をお願いするなど、安心
して通えるようご協力いただいています。
　休講期間も一ヶ月以上ありましたが、再開後は
生徒がさらに集中して取り組んでいるように感じ
ています。生徒のよく書けたときの笑顔が私の
原動力となることを改めて実感し、今後も保護者
の方や生徒とのコミュニケーションを大切にして
いきたいと思います。（T先生）

事例

4

事例

2

7



36
.2

2m

支部長先生のみなさま

習字教室
運営のための
ガイドライン

2020年７月20日　発行　第1版
公益財団法人　日本習字教育財団

新型コロナウイルス感染症対策に関わる

アイデア
募集中！

「新型コロナウイルス」に関して、教室で実践している対策や工夫について、
ぜひお教えください。ネットや今後の発行物で紹介し、日本習字全体で
効果的に対応できるよう周知してまいりますので、ご協力をお願いします。

成人会員・保護者
向け

生徒会員
向け

新型コロナウイルス感染症対策
注意喚起ポスターについて

教室運営において、どのように
新型コロナウイルス感染症対策を
実践しているかわかるよう
表示します。

教室におけるガイドライン ※新型コロナウイルス感染症対策として、
　教室では以下の点に配慮して運営します

マスクを着用・接触を避ける
● 先生・生徒は必ずマスクやフェイスシールドを着用します。

● お稽古中の私語は原則禁止とします。
● 当面、おやつなどの差し入れは控えます。

● 用具は自分の物だけを使います。
   （貸し借りによる接触を避ける）

ソーシャルディスタンス
● できるだけ時間・曜日をずらして、教室内の密度を減らします。

● 生徒同士が向かい合って
   座らないようにします。

● 生徒間の距離は一定以上空けるか、仕切り板を設置します。
   （教室の広さにより１～２m。厚生労働省ガイドラインでは２m以上）

● リモート指導・連絡を活用します。
   （ネット、ＳＮＳ、郵送による通信指導など）

消毒・手洗い・うがい
● 入室時はアルコール消毒液で手・指を消毒します。

● 定期的にドアノブなどの消毒も実施します。
● 帰宅後の手洗い・うがいを励行します。

● 生徒が入れ替わるごとに机や椅子の消毒をします。

体調管理
● 発熱や体調不良の場合はお休みください。
   （自宅で検温して、ご連絡をお願いします）

● 保護者の方と緊密に連絡します。
   （何かあればお気軽にご連絡ください）

換気
● 定期的に教室の換気をします。
   （入り口・窓の常時開放、または30分に一度の開放）

熱中症対策
● 夏に向けて外気温・室温に注意します。

● 冷房などを使い室温を適切に保ちます。

● こまめな水分補給を心がけます。
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新型コロナウイルス感染症からお友だちと自分を守るため

教室でのお約束
しん がた かん せんしょう じ  ぶんとも

きょう           しつ

きょう  しつ

からだ ちょう    し わる やす

い まえ うち ねつ はか

やく             そく

まも

　　　　　　　　教室

① 教室に行く前にお家でお熱を測りましょう。
　 体の調子が悪いときはお休みしましょう。

② 教室に入る前に石けんでの手洗い
　 または、手のアルコール消毒をしましょう。

③ 教室では、マスクをして
　 できるだけお話ししないようにしましょう。

④ お友だちにさわったり、用具を借りたり
　 貸したりしないようにしましょう。

⑤ 習字は楽しく、一生懸命書きましょう。

⑥ 笑顔を忘れずにいましょう。

⑦ おけいこが終わったら、寄り道しないで
　 お家に帰りましょう。

きょう  しつ まえ せっはい て     あら

しょう  どくて

きょう  しつ

はな

よう     ぐとも か

か

しゅう    じ たの いっ  しょう  けん   めい か

え     がお わす

お

うち かえ

よ みち






