
2019年11月23日 

[すべてのシフトに共通の注意事項] 

 WJLS発行のIDを所持しているか必ず確認する 

 ID不携帯者には身分証明書の提示とゲストノートへの記帳を依頼する 

 Visitorバッジを渡し、帰る際に必ず返却するよう説明する 

 Stone Ridge校関係者は入校可 

 入校を許可してよいか判断に迷う場合は、無線で職員を呼び、職員とともに

対応した上で判断する 

 登下校の時間以外は、入口のドアは閉める 

 幼稚部･小学部の早退する生徒が、一人で校外へ出ないように注意する 

（幼稚部･小学部の生徒は保護者が教室・職員室・カフェテリアで直接引き

取る必要あり） 

 中学部･高等部では生徒自身での登下校が認められているが、授業中の

場合は声かけをして確認する 

WJLS安全指導当番 ポジション別マニュアル 

ポジション [S1] 入口A 

 8:30 カフェテリア1でサインイン 
全員でカフェテリア1のテーブル設置 

備品を受け取る（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

入口Aの準備（簡易テーブル・椅子・Visitorバッジ・ノート・ペンの設置） 

 8:40 入口Aのドアを開放、監視を開始 
入口Aの中から入校者の監視を行う 

入口Aの外へは出ず、ドロップオフの手伝いはしない 

入口Aから入る生徒を教室、あるいはカフェテリアへ誘導する 

 9:30 ドロップオフ・保護者の送迎が終了次第、ドアを閉める  
入口Aの監視を継続 

シフト2への引継ぎ後 

11:20  当番終了 

 13:35 職員室（2階）でサインイン、入口Aへ移動 
シフト2から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

 15:05 入口Aのドアを開放、監視を継続 
入口Aの外へは出ず、ピックアップの手伝いはしない 

Visitorバッジを持っている人に声をかけ、返却を求める 

  ※ピックアップ終了後 
備品をまとめ、簡易テーブルを片付ける 

椅子などを移動させた場合、もとの位置に戻す 

カフェテリア1で備品を返却 

 （ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表・Visitorバッジ・ノート・ペン） 

～16:05  当番終了 

 11:10 職員室（2階）でサインイン、入口Aへ移動 
シフト1から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

入口Aの監視を継続 

シフト3への引継ぎ後 

14:00  当番終了 

シフト1 

シフト2 

シフト3 

ポジション [S1] 

カフェテリア1の前・入口Aの中 



2019年11月23日 

[すべてのシフトに共通の注意事項] 

 WJLS発行のIDを所持しているか必ず確認する 

 ID不携帯者は入口Bから入らず、入口Cへ行って手続きをするよう指示する 

 Stone Ridge校関係者は入校可 

 入校を許可してよいか判断に迷う場合は、無線で職員を呼び、職員とともに

対応した上で判断する 

 登下校の時間以外は、入口のドアは閉める 

 幼稚部･小学部の早退する生徒が、一人で校外へ出ないように注意する 

（幼稚部･小学部の生徒は保護者が教室・職員室・カフェテリアで直接引き

取る必要あり） 

 中学部･高等部では生徒自身での登下校が認められているが、授業中の

場合は声かけをして確認する 

WJLS安全指導当番 ポジション別マニュアル 

ポジション [S2] 入口B 

ポジション [S2] 

入口Bの中 

 8:30 カフェテリア1でサインイン 
全員でカフェテリア1のテーブル設置 

備品を受け取る（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

入口Bの準備（必要に応じて椅子など） 

 8:40 入口Bのドアを開放、監視を開始 
入口Bの中から入校者の監視を行う 

入口Bの外へは出ず、ドロップオフの手伝いはしない 

入口Bから入る生徒をカフェテリアあるいは教室へ誘導する 

 9:20 ドロップオフが終了次第ドアを閉め監視を継続  
9:20以降にドロップオフがあれば、外へ出て生徒を引き受ける 

外へ出る際には、ドアがロックされないようにストッパーをかける 

シフト2への引継ぎ後 

11:20  当番終了 

 13:35 職員室（2階）でサインイン、入口Bへ移動 
シフト2から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

昼休みにドアを開放していた場合は、高学年の昼休み終了時に（13:55）、ドアを

閉鎖する 

 15:05 入口Bのドアを開放、監視を継続 
入口Bの中から入校者の監視を行う 

入口Bの外へは出ず、ピックアップの手伝いはしない 

大階段の上が混雑しやすいため、階段周囲にとどまらないよう誘導する 

  ※ピックアップ終了後 
椅子などを移動させた場合、もとの位置に戻す 

カフェテリア1で備品を返却（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

～16:05  当番終了 

 11:10 職員室（2階）でサインイン、入口Bへ移動 
シフト1から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

入口Bの監視を継続 

昼休みなど出入りの多い時間帯はドアを開放しても良いが、注意して監視する 

昼休みに生徒がひとり（生徒のみ）で校舎に戻ってきた場合は入口Cに行くよう

指示する（入口Cでサインインさせる必要あり） 

シフト3への引継ぎ後 

14:00  当番終了 

シフト1 

シフト2 

シフト3 



2019年11月23日 

[すべてのシフトに共通の注意事項] 

 WJLS発行のIDを所持しているか必ず確認する 

 ID不携帯者には身分証明書の提示とゲストノートへの記帳を依頼する 

 Visitorバッジを渡し、帰る際に必ず返却するよう説明する 

 Stone Ridge校関係者は入校可 

 入校を許可してよいか判断に迷う場合は、無線で職員を呼び、職員とともに

対応した上で判断する 

 登下校の時間以外は、入口のドアは閉める 

 幼稚部･小学部の早退する生徒が、一人で校外へ出ないように注意する 

（幼稚部･小学部の生徒は保護者が教室・職員室・カフェテリアで直接引き

取る必要あり） 

 中学部･高等部では生徒自身での登下校が認められているが、授業中の

場合は声かけをして確認する 

WJLS安全指導当番 ポジション別マニュアル 

ポジション [S3] 入口C 

ポジション [S3] 

入口Cの中 

 8:30 カフェテリア1でサインイン 
全員でカフェテリア1のテーブル設置 

備品を受け取る（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

入口Cの準備（簡易テーブル・椅子・Visitorバッジ・ノート・ペンの設置） 

 8:40 入口Cのドアを開放、監視を開始 
入口Cの中から入校者の監視を行う 

入口Cの外へは出ず、ドロップオフの手伝いはしない 

入口Cから入る生徒を教室、あるいは入口B経由でカフェテリアへ誘導する 

 9:30 ドロップオフ・保護者の送迎が終了次第、ドアを閉める  
入口Cの監視を継続 

シフト2への引継ぎ後 

11:20  当番終了 

 13:35 職員室（2階）でサインイン、入口Cへ移動 
シフト2から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

昼休みにドアを開放していた場合は、高学年の昼休み終了時に（13:55）、ドアを

閉鎖する 

 15:05 入口Cのドアを開放、監視を継続 
入口Cの外へは出ず、ピックアップの手伝いはしない 

Visitorバッジを持っている人に声をかけ、返却を求める 

  ※ピックアップ終了後 
備品をまとめ、簡易テーブルをたたんで入口Cの外側に置く 

椅子などを移動させた場合、もとの位置に戻す 

カフェテリア1で備品を返却 

 （ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表・Visitorバッジ・ノート・ペン） 

～16:05  当番終了 

 11:10 職員室（2階）でサインイン、入口Cへ移動 
シフト1から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

入口Cの監視を継続 

昼休みなど出入りの多い時間帯はドアを開放しても良いが、注意して監視する 

原則として昼休み時間中は屋外または図書館で過ごすことになっているため、

昼休みに生徒がひとり（生徒のみ）で校舎に戻ってきた場合は、必ずサインイン
させる（クラスと氏名を書かせる） 

シフト3への引継ぎ後 

14:00  当番終了 

シフト1 

シフト2 

シフト3 



2019年11月23日 

 8:30 カフェテリア1でサインイン 
全員でカフェテリア1のテーブル設置 

備品を受け取る（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

 8:40 [入口A外の直線道路]にて、ドロップオフ補助を開始 

ポジション[S5]の当番と少し距離をあけて並び、車を誘導する 

必要に応じてドアを開け、生徒が降りたらドアを閉める 

運転手は降車させない・道路側の乗り降りは禁止 

 9:20 [廊下21]へ移動、監視を開始 

シフト2への引継ぎ後 

11:20  当番終了 

 13:35 職員室（2階）でサインイン 
シフト2から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

[廊下21]の監視を継続 

 14:55 カフェテリア1へ移動、入口Aのピックアップ補助を開始 
[入口A外の直線道路]に停車した車内の保護者から受け取った「お迎え証」を、
カフェテリア1まで運び、マイクで生徒を呼び出す 

小学部2・3・4年の生徒は、車まで連れて行く 

小学部5年以上の生徒は、「お迎え証」を手渡し、入口AとBのどちらに保護者が
いるかを伝え、車までへ行くよう指導する（引率はしない） 

  ※ピックアップ終了後 
カフェテリア1で備品を返却（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

～16:05  当番終了 

 11:10 職員室（2階）でサインイン、廊下[21]へ移動 
シフト1から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

[廊下21]の監視を継続 

シフト3への引継ぎ後 

14:00  当番終了 

シフト1 

シフト2 

シフト3 

[すべてのシフトに共通の注意事項] 

 学年により休み時間が異なるため、時程表と校内地図を参考に各学年の休み

時間を把握し、廊下にいる生徒に対処する 

 廊下やトイレなどで騒いでいる場合は注意する 

 先生の要請に応じて、体調の悪い生徒を職員室まで連れていく 

 校舎内では常に日本語を話すよう、必要に応じて生徒に声をかける 

 [入口E]を解錠するよう無線機で要請があった場合は、256/258教室を通って、

中から解錠する 

WJLS安全指導当番 ポジション別マニュアル 

ポジション [S4] 
ピックアップ/ドロップオフA・廊下21 

[廊下21] 

[入口E] 

要請あれば中から解錠 

 (2階) 



2019年11月23日 

 8:30 カフェテリア1でサインイン 
全員でカフェテリア1のテーブル設置 

備品を受け取る（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

 8:40 [入口A外の直線道路]にて、ドロップオフ補助を開始 

ポジション[S4]の当番と少し距離をあけて並び、車を誘導する 

必要に応じてドアを開け、生徒が降りたらドアを閉める 

運転手は降車させない・道路側の乗り降りは禁止 

 9:30 [廊下31]へ移動、監視を開始 

シフト2への引継ぎ後 

11:20  当番終了 

 13:35 職員室（2階）でサインイン 
ベストを職員室で受け取る 

[廊下31]へ移動、シフト2から備品を引き継ぐ（無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

[廊下31]の監視を継続 

 14:55 カフェテリア1へ移動、入口Aのピックアップ補助を開始 
[入口A外の直線道路]に停車した車内の保護者から受け取った「お迎え証」を、
カフェテリア1まで運び、マイクで生徒を呼び出す 

小学部2・3・4年の生徒は、車まで連れて行く 

小学部5年以上の生徒は、「お迎え証」を手渡し、入口AとBのどちらに保護者が
いるかを伝え、車までへ行くよう指導する（引率はしない） 

  ※ピックアップ終了後 
カフェテリア1で備品を返却（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

～16:05  当番終了 

シフト1 

シフト2 

シフト3 

[すべてのシフトに共通の注意事項] 

 学年により休み時間が異なるため、時程表と校内地図を参考に各学年の休み

時間を把握し、廊下にいる生徒に対処する 

 廊下やトイレなどで騒いでいる場合は注意する 

 先生の要請に応じて、体調の悪い生徒を職員室まで連れていく 

 校舎内では常に日本語を話すよう、必要に応じて生徒に声をかける 

WJLS安全指導当番 ポジション別マニュアル 

ポジション [S5] 
ピックアップ/ドロップオフA・廊下31・入口D 

 11:10 職員室（2階）でサインイン、廊下[31]へ移動 
シフト1から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

[廊下31]の監視を継続 

 12:10 5階へ移動、5階廊下を見回り 

 12:25 [入口D]へ移動、監視を開始 

昼休みの生徒の出入りの際、ドアの開け閉めを行う。外の黒フェンスドアを開け
に行く際は、ドアストッパーを忘れずに挟んでおく。 

保護者の出入りは禁止。入口Cに回るように案内する。 

 13:55 [廊下31]に戻り、シフト3に引き継ぎ 

備品（ベスト）を職員室へ返却後 

14:00  当番終了 

[廊下31] 

[入口D] 

 (3階) 

時間帯により、5階を監視する 



2019年11月23日 

シフト1 

 8:30 カフェテリア1でサインイン 
全員でカフェテリア1のテーブル設置 

備品を受け取る（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

 8:40 [入口BC外のロータリー]にて、ドロップオフ補助を開始 

ポジション[S7]・[S8]の当番と等間隔に並び、車を誘導する 

必要に応じてドアを開け、生徒が降りたらドアを閉める 

運転手は降車させない・道路側の乗り降りは禁止 

 9:20 [廊下32]へ移動、監視を開始。 

       授業中にトイレに来た生徒に特に注意し、使用後の状態をその都度確認する。 

シフト2への引継ぎ後 

11:20  当番終了 

 13:35 職員室（2階）でサインイン 
ベスト・無線機・マニュアルを職員室で受け取る 

[廊下32]へ移動、監視を開始。シフト1同様、トイレの使用状況に特に注意する。 

 13:55 屋外より戻ってきたシフト2より引き継ぎを受ける 
椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

 14:55 カフェテリア1へ移動、入口BCのピックアップ補助を開始 
[入口BC外のロータリー]に停車した車内の保護者から受け取った「お迎え証」を、
カフェテリア１まで運び、マイクで生徒を呼び出す 

小学部2・3・4年の生徒は、車まで連れて行く 

小学部5年以上の生徒は、「お迎え証」を手渡し、入口AとBのどちらに保護者が
いるかを伝え、車までへ行くよう指導する（引率はしない） 

  ※ピックアップ終了後 
カフェテリア1で備品を返却（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

～16:05  当番終了 

 11:10 職員室（2階）でサインイン、廊下[32]へ移動 
シフト1から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

[廊下32]の監視を継続。シフト1同様、トイレの使用状況に特に注意する 

 13:25 [屋外F3]に移動（外遊びがない場合はそのまま[廊下32]で監視を継続） 
フィールドの中ほどに立ち、生徒が運搬してきたボールの数を確認・管理する 

生徒が指定された範囲（フィールド）から出ないように、使用禁止の隣のフィール

ドに入らないように、また危険な遊びなどを行っていないか監視する 

生徒は図書館への移動は可能であるので、教職員に確認し協力して誘導する 

生徒が怪我などをした際は、近くの教職員に連絡し対応する 

生徒が職員室に行く必要がある場合は必ず誰かが付き添う 

 13:55 [廊下32]に戻り、シフト3に引き継ぎ 

備品（ベスト・無線機・マニュアル）を職員室へ返却後 

14:00  当番終了 

シフト2 

シフト3 

[すべてのシフトに共通の注意事項] 

 学年により休み時間が異なるため、時程表と校内地図を参考に各学年の休み

時間を把握し、廊下にいる生徒に対処する 

 廊下やトイレなどで騒いでいる場合は注意する 

 先生の要請に応じて、体調の悪い生徒を職員室まで連れていく 

 校舎内では常に日本語を話すよう、必要に応じて生徒に声をかける 

WJLS安全指導当番 ポジション別マニュアル 

ポジション [S6] 
ピックアップ/ドロップオフBC・廊下32・屋外F3 

[屋外F3] 

旧プレイグランドの上手 

現在は 

使用禁止 

[廊下32] 

 (3階) 
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 8:30 カフェテリア1でサインイン 
全員でカフェテリア1のテーブル設置 

備品を受け取る（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

 8:40 [入口BC外のロータリー]にて、ドロップオフ補助を開始 

ポジション[S6]・[S8]の当番と等間隔に並び、車を誘導する 

必要に応じてドアを開け、生徒が降りたらドアを閉める 

運転手は降車させない・道路側の乗り降りは禁止 

 9:30 [廊下41]へ移動、監視を開始 

 10:20 5階へ移動、5階廊下を見回り 

 10:35 [廊下41]へ移動、監視を継続 

 13:35 職員室（2階）でサインイン 
ベスト・無線機・マニュアルを職員室で受け取る 

[廊下41]へ移動、監視を開始 

 13:55 屋外より戻ってきたシフト2より引き継ぎを受ける 
椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

 14:40 5階へ移動、5階廊下を見回り 

 14:55 カフェテリア1へ移動、入口BCのピックアップ補助を開始 
[入口BC外のロータリー]に停車した車内の保護者から受け取った「お迎え証」を、
カフェテリア1まで運び、マイクで生徒を呼び出す 

小学部2・3・4年の生徒は、車まで連れて行く 

小学部5年以上の生徒は、「お迎え証」を手渡し、入口AとBのどちらに保護者が

いるかを伝え、車までへ行くよう指導する（引率はしない） 

  ※ピックアップ終了後 
カフェテリア1で備品を返却（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

～16:05  当番終了 

 11:10 職員室（2階）でサインイン、[廊下41]へ移動 
シフト1から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

[廊下41]の監視を継続 

 11:30 カフェテリア4に昼食用テーブル（9脚）設置されているかを確認 

設置されていない場合は、無線で職員室に報告する 

 13:25 [屋外X1]に移動（外遊びがない場合はそのまま[廊下41]で監視を継続） 
横断歩道の体育館側に立ち、生徒が安全に横断できるよう誘導する 

生徒が怪我などをした際は、近くの教職員に連絡し対応する 

生徒が職員室に行く必要がある場合は必ず誰かが付き添う 

 13:55 [廊下41]に戻り、シフト3に引き継ぎ 

備品（ベスト・無線機・マニュアル）を職員室へ返却後 

14:00  当番終了 

シフト1 

シフト2 

シフト3 

WJLS安全指導当番 ポジション別マニュアル 

ポジション [S7] 
ピックアップ/ドロップオフBC・廊下41・屋外X1 

[すべてのシフトに共通の注意事項] 

 学年により休み時間が異なるため、時程表と校内地図を参考に各学年の休み

時間を把握し、廊下にいる生徒に対処する 

 廊下やトイレなどで騒いでいる場合は注意する 

 先生の要請に応じて、体調の悪い生徒を職員室まで連れていく 

 校舎内では常に日本語を話すよう、必要に応じて生徒に声をかける 

[屋外X1] 

体育館南側の横断歩道近く 

時間帯により、 

5階を監視する 

[廊下41] 

シフト2への引継ぎ後 

11:20  当番終了 

 (4階) 
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 8:30 カフェテリア1でサインイン 
全員でカフェテリア1のテーブル設置 

備品を受け取る（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

 8:40 [入口BC外のロータリー]にて、ドロップオフ補助を開始 

ポジション[S6]・[S7]の当番と等間隔に並び、車を誘導する 

必要に応じてドアを開け、生徒が降りたらドアを閉める 

運転手は降車させない・道路側の乗り降りは禁止 

 9:20 [廊下42]へ移動、監視を開始 

 10:20 ポジション[S7]が5階廊下を監視している間、 [廊下41]・[廊下42]を監視 

 10:35  [廊下42]に戻り監視を継続 

 13:35 職員室（2階）でサインイン 
ベスト・無線機・マニュアルを職員室で受け取る 

[廊下42]へ移動、シフト2より引き継ぎを受ける 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

 14:40 ポジション[S7]が5階へ移動するため、[廊下41]・[廊下42]を監視 

 14:55 カフェテリア1へ移動、入口BCのピックアップ補助を開始 
[入口BC外のロータリー]に停車した車内の保護者から受け取った「お迎え証」を、
カフェテリア1まで運び、マイクで生徒を呼び出す 

小学部2・3・4年の生徒は、車まで連れて行く 

小学部5年以上の生徒は、「お迎え証」を手渡し、入口AとBのどちらに保護者が
いるかを伝え、車までへ行くよう指導する（引率はしない） 

  ※ピックアップ終了後 
カフェテリア1で備品を返却 

 （ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

 11:10 職員室（2階）でサインイン、[廊下42]へ移動 
シフト1から備品を引き継ぐ（ベスト・無線機・マニュアル・地図・時程表） 

椅子などを移動させた場合、その内容も引き継ぐ 

[廊下42]の監視を継続 

 12:25 [屋外X2]に移動（外遊びがない場合はそのまま[廊下42]で監視を継続） 
横断歩道のグランド側に立ち、生徒が安全に横断できるよう誘導する 

昼休みは教員指導のもと横断歩道での横断を許可しているため、立て看板を外

し、校舎に戻るときに再度設置する 

生徒に歩道を歩くよう指導する 

往来が少ないときはプレイグランド付近[屋外F2]も監視する 

生徒が怪我などをした際は、近くの教職員に連絡し対応する 

生徒が職員室に行く必要がある場合は必ず誰かが付き添う 

昼休み終了時に誘導する教員より先に横断歩道を渡ろうとする生徒を注意する 

 13:30 屋外に残っている生徒がいないか確認後に[廊下42]に移動、監視を継続 

備品（ベスト・無線機・マニュアル）を職員室へ返却後 

14:00  当番終了 

シフト1 

シフト2 

シフト3 

[すべてのシフトに共通の注意事項] 

 学年により休み時間が異なるため、時程表と校内地図を参考に各学年の休み

時間を把握し、廊下にいる生徒に対処する 

 廊下やトイレなどで騒いでいる場合は注意する 

 先生の要請に応じて、体調の悪い生徒を職員室まで連れていく 

 校舎内では常に日本語を話すよう、必要に応じて生徒に声をかける 

WJLS安全指導当番 ポジション別マニュアル 

ポジション [S8] 
ピックアップ/ドロップオフBC・廊下42・屋外X2/F2 

[廊下41] 時間帯により監視 

[屋外X2] 

体育館北側の横断歩道近く 

[屋外F2] 

プレイグランド付近 

[廊下42] 

シフト2への引継ぎ後 

11:20  当番終了 

～16:05  当番終了 

 (4階) 
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