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昼休み中生徒の動線

昼休み中の遊び場
幼稚部：幼稚部前のプレイグラウンド
小1～小4：プレイグラウンド、（小 4は図書館も個人利用可）
小5、小6：プレイグラウンド（&サークル部分）、図書館個人利用
中・高：メサフィールド、図書館個人利用
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各業務マニュアル
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入口業務マニュアル

1) 入口Aまたは入口Cにてゲスト用サインインの準備

簡易テーブル設置、ゲストノート、 VISITORバッジ、ペン、ハンドサニタイザーの確認。

2) ドロップオフには関わらず、各入口の中にて、 ID（保護者および中高校生）の確認

3) 保護者ID忘れの人の対応

ゲストノートにサインインしてもらう。 VISITORバッジを渡し校舎内での着用を依頼 。

※詳細は別紙「 ID不所持」の対処法マニュアルを参照

4) 生徒ID忘れの人の対応

ゲストノートにサインインしてもらう。 VISITORバッジを渡す必要はない。

※詳細は別紙「 ID不所持」の対処法マニュアルを参照

5) WJLSのIDを所持しない人の対応

入口にて来校の目的を確認。　日本語学校の授業が行われていることを説明し、極力入校を断念してもらう。

特に、ターフ (人工芝運動場 )使用者のトイレについては、ターフ下にあるトイレ (男女各２ブース有 )を使用する

よう伝える。入校を許可して良いか判断に迷う場合には、校舎職員にトランシーバーで連絡し、一緒に対応し

てもらう。ただし、聖心SR校関係者の場合は慎重に対応する。

※詳細は別紙「 ID不所持」の対処法マニュアルを参照。

6) 授業時間帯の対応

引き続き入校者、遅刻者の「 IDチェック」を行う。

WJLSのIDを所持しない人の対応は「 ID不所持」の対処法マニュアルを参照。

7) 下校時の対応

下校時も引き続き上記 (６)と同様、入校者、遅刻者の「 IDチェック」を行う。

8) 業務終了時の対応

次の当番に、状況、注意事項、備品等を引継ぐ。安全ベストも次の当番に引き継ぐ。

引継ぎ後、シフト１、シフト２の当番は職員室にてサインアウトする。

シフト３の当番は、 15:45まで入口業務を継続し、校舎職員の指示に従い備品一式を入口 A外、または指定の

場所に返却する。入口 Aにてサインアウトして業務終了。
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ドロップオフ業務マニュアル

1) 入口Aにて小２～小４生徒のドロップオフ担当。  

小２～小４に弟・妹がいる小５・小６・中高生は入口 Aにてドロップオフしても良い。

※　小５・小６・中高生のみの場合は Gold Lotでドロップオフし、入口 Cから入校する。

2) 入口A前の車両の誘導及び車から降りる生徒の補助 (ドアの開け閉め )を行う。

3) 生徒を安全に降車させた後、入口 Aから入校してもらう。中高生には IDを提示するよう求める。

※　ID不所持の場合は、入口業務担当者が対応する。

4) 生徒は直接教室に向かう。ただし、兄弟姉妹の関係で指定時間よりも早く登校した場合は、会議室（旧カフェ

１）で指定の時間まで待機する。

ピックアップ業務マニュアル

1) 指定の時間になったら入口 Aに集合する。

2) 備品類の返却

※トランシーバーの電源は切る

※「安全ベスト」以外の備品は全て袋に入れて返却し、各自で備品返却欄にチェック

3) 入口A前の車両を誘導し、列に並んでいる車から「お迎え証」を受取り、会議室（旧カフェ１）または小ホール

で待機している生徒を呼び出す。

4) お迎え証と生徒を確認して入り口 Aから車まで誘導する。必ず歩道側 (車の右側)から乗車してもらう。

5) 必要に応じて乗車を補助する。ドアを閉める際には手足を挟まないよう注意すること。

6) 兄弟姉妹がいる場合は、同時に車へ連れて行っても良い。

7) お迎え証を忘れた場合、不所持の場合は、 Gold Lot に駐車してから入口 Aに来るよう指示する。入口 Aにて

保護者IDを確認の上、手続きをする。

※詳細は別紙「お迎え証忘れ＆不保持者」の対処法のマニュアルを参照

会議室（旧カフェ１）に生徒が残っていないことを確認したら入口 A階段横にてベストを返却し、サインアウトし

て業務終了。
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廊下・トイレ前の監視・見回り業務マニュアル

1) それぞれのポジションに就き、教室が開くまで危険行為や大声で話したり、騒いだりといった迷惑行為がない

ように廊下で待機させ見守る。

2) 特に学級活動までの待機時間、および休憩時間中に廊下・トイレで騒がないよう注意する。

3) 授業時間中にトイレに向かう生徒については、クラスに戻るまで見届ける。

4) トイレの使用中も、迷惑行為や危険行為がないよう目を配る。

※11:00～11:30は混雑する時間帯なので、当番全員で注意し見守る。

5) 気になる事があった場合は、まず生徒への声かけ、その後教員、職員、事務局員等にすぐ報告する。

6) 基本的に持ち場を離れず、常に生徒の行動を注視する。自身がトイレ等に行く必要が生じた場合は、近隣の

ポジション担当者に必ず声かけをしてから移動する。

7) 保護者IDを携帯していない人を見かけたら声をかけ、常時見える場所に携帯するよう促す。

8) 体調不良の生徒が発生した際にはトランシーバーにて校舎職員へ連絡する。教員、校舎職員等からの要請

に応じて生徒を待機室まで連れて行く。

9) 校舎内では常に日本語を話すよう、生徒に声かけを行う。
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外遊び監視業務マニュアル

1) プレイグラウンド  担当者（PG1, PG2）
指定の時間になったら指定されているポジション（ PG1, PG2）まで移動し生徒の安全を見守る。

● 危険行為を行っている場合は、即注意、指導する 。

● プレイグラウンドで遊べるのは小 6までで、中高生は遊べない。

● P3およびP5担当者は12:15になったら外へ移動し、 P4担当者が13:15頃にプレイグラウンドへ来たら本

業務を終了し元のポジションへ戻る。

● P4担当者は13:50頃にすべての生徒が校舎に戻ったことを確認した後に、職員室にて備品を返却し

サインアウトする。

2) Gold駐車場脇の歩道担当  (MF1)
指定の時間になったら Gold駐車場脇（ドロップオフ /ピックアップの周辺）へ移動、生徒が危険な道路横断等

をしないように監視する。

● 生徒が道路に広がって歩いている場合、横断歩道以外で道路を渡っている場合は注意する。

● 道路を渡る際には奥（メサフィールドに近い側）の横断歩道を渡るように指導 する。

● 横断歩道や、車道近くを生徒が移動する際は、車を止め、生徒の通行を優先 する。

● 13:50頃にすべての生徒が校舎に戻ったことを確認した後に、指定の場所に備品を返却しサインアウ

トする。

3) メサフィールド担当  (MF2)
指定の時間になったら Gold駐車場のメサフィールド近くへ移動し生徒が安全にメサフィールドに移動できる

ように監視をする。

● 駐車場、車道近くを生徒が移動する際は、車を止め、生徒の通行を優先 する。

● MF1のポジションから生徒が横断歩道を渡った後は、駐車場の縁石に沿って移動を促し、駐車場内

を広がって移動しないように注意 する

● 生徒の流れが完全に途切れたら、メサフィールドに移動し生徒の安全を見守る。

● 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見守る。

● 最後にボールがフィールドに残っていないか担当教員と共に確認 する。

● 13:50頃にすべての生徒が校舎に戻ったことを確認した後に、指定の場所に備品を返却しサインアウ

トする。

4) 怪我をした生徒、体調が悪い生徒がいた場合は、近くの教員または職員に直ぐ報告 し指示を仰ぐ。

教職員から指示された場合には、生徒を「待機室または職員室（２階）」に連れていく。

5) 業務中に近くの教職員から指示があった場合にはそれに従う 。指示がない場合でもなるべく教職員にどの

ように見守るか確認し、連携して業務にあたる。

6) 悪天候等で外遊びが行われない時は、指定のポジションにとどまり、教室や廊下、トイレで騒いだり危険行

為を行わないよう見守る。
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待機室マニュアル

1) 業務開始

職員室でサインインし、手袋・腕章・トランシーバー、待機室用備品（救護ボックス、保健サポートファイル、手

袋、マスクなど）を受け取る。

2) 待機室内で待機し、職員の指示に従い、体調の悪い生徒や怪我をした生徒の保護者が学校に駆けつけるま

で生徒を見守る。安全衛生当番が生徒を直接待機室に連れてきた場合は、職員室の校舎職員に生徒が連

れて来られたことを報告する。 （トランシーバーで報告する際は生徒名は伝えない）

○ 生徒と接する際は常にマスクを着用 し、必要に応じて手袋も着用する。場合によっては防護エプロン

(ガウン)、フェイスシールドを着用する。防護用具については職員室に常備されている。

○ 可能な限り生徒との距離を保ち、 近づいて対処する必要がある場合でも、その時間は合計 15分を超

えないようにする。  

○ 体調の悪い生徒が待機室にいる際には、 可能な範囲で換気を行う 。  

○ 待機室の生徒に状態の変化があった場合には、即座にトランシーバーで職員に連絡を取り 、職員の

指示を仰ぐ。  

3) 生徒の情報のメモや該当保護者への連絡は職員が行うので対応はしない。  

4) 業務終了時の対応

次の当番に、状況、注意事項、備品等を引継ぐ。体調の悪い生徒の対応をした場合には、安全ベスト等の備

品を消毒してから次の当番に引き継ぐ。

引継ぎ後、シフト１の当番は職員室にてサインアウトする。

シフト２の当番は 14:55になったら待機室内の片付けを開始する。その後、待機室用備品を職員室に返却し、

サインアウトする。但し、待機室内に生徒がいる場合は、片づけを始める前に職員の指示を仰ぐ。
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ポジション別の時程
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安全衛生当番業務マニュアル【 P１】
＜入口A＞

シフト１：8:45～11:15

8:45 サインイン（入口A）

8:45~11:15 入口Aにて「入口業務」

11:10~11:15 シフト２の担当者へ引き継ぎ後、 サインアウト（職員室）

シフト２：11:10～13:40

11:10~11:15 サインイン（職員室）、入口Aにてシフト１担当者から引き継ぎ

11:15~13:40 入口Aにて「入口業務」

13:30~13:40 シフト３の担当者へ引き継ぎ後、 サインアウト（職員室）

シフト３：13:30～16:00

13:30~13:40 サインイン（職員室）、入口Aにてシフト２担当者から引き継ぎ

13:40~15:45 入口Aにて「入口業務」

15:45~16:00 備品、机、椅子等の片づけをし、入口 Aにて返却。サインアウト（入口A）

100 LEVEL

入口Ａ

183

(18)

(18)

K2 

会議室 

旧カフェ１  

小ホール 

P1
入口A受付

会
議

室
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安全衛生当番業務マニュアル【 P２】
＜入口C＞

　

200 Level

シフト１：8:45～11:15
　8:45 サインイン（入口 A）

　8:45~11:15 入口Cにて「入口業務」

　11:10~11:15 シフト２の担当者へ引き継ぎ後、 サインアウト（職員室）

シフト２：11:10～13:40

　11:10~11:15 サインイン（職員室）、入口Cにてシフト１担当者から引き継ぎ

　11:15~13:40 入口Cにて「入口業務」

　13:30~13:40 シフト３の担当者へ引き継ぎ後、 サインアウト（職員室）

シフト３：13:30～16:00

　13:30~13:40 サインイン（職員室）、入口Cにてシフト２担当者から引き継ぎ

　13:40~15:45 入口Cにて「入口業務」

　15:45~16:00 備品、折り畳みテーブル等の片づけをし、入口 Aに返却。サインアウト（入口 A）
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安全衛生当番業務マニュアル【 P３】
＜2階廊下（男子トイレ）＞

　シフト１：8:45～11:15
　8:45 サインイン（入口 A）

　8:45~9:35 入口Aにて「ドロップオフ業務」

　9:35~11:15 ２階、エレベーター付近より椅子をピックアップ して、２階小1教室前付近にて「廊下・トイレ前

　　　　　　　　　　の監視・見回り業務（別紙参照）」。男子トイレへの付き添い、または見守りを行う。

　11:10~11:15 シフト２の担当者へ引き継ぎ、 サインアウト（職員室）

　シフト２：11:10～13:40
　11:10~11:15 サインイン（職員室）、P3にてシフト１担当者から引き継ぎ

　11:15~12:15 2階廊下小1教室前付近にて「廊下・トイレ前の監視・見回り業務」。 男子トイレへの付き添い、

　　　　　　　　　　または見守りを行う。

　12:15~13:15 12:15になったら昼休み中の外監視のため、プレイグラウンド（ PG1）に移動。

PG1にて生徒の安全確保、見守りを行う （「外遊び監視業務」参照）

13:15頃、P４担当者が来たら業務を引き継ぎ 2階廊下に戻る

　13:15~13:40 2階廊下にて「廊下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」

　13:30~13:40 シフト３の担当者へ引き継ぎ後、 サインアウト（職員室）

　シフト３：13:30～16:00
　13:30~13:40 サインイン（職員室）、P3にてシフト２担当者から引き継ぎ

　13:40~14:55 2階廊下小1教室前付近にて 「廊下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」 。

　　　　　　　　　　男子トイレへの付き添い、または見守りを行う。

　15:00~15:45 折り畳み椅子をエレベーター付近に戻し 、そのまま入口Aに移動して「ピックアップ業務」 。

　15:45~16:00 備品を返却しサインアウト（入口 A）
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安全衛生当番業務マニュアル【 P４】
＜２階　幼稚部前トイレ付近＞
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シフト１：9:05～11:35
9:05 サインイン（入口 A）

9:05~11:15 2階幼稚部前トイレ付近にて トイレ前の「監視・見回り業務（別紙参照）」。 男女のトイレ使い分けおよ

び手洗いを指導、トイレ内でふざけないように注意。

11:30~11:35 シフト２の担当者へ引き継ぎ後、 サインアウト（職員室）。

シフト２：11:30～14:00

11:30~11:35 サインイン（職員室）、P4にてシフト１担当者から引き継ぎ

11:35~13:15 2階幼稚部前トイレ付近にて トイレ前の「監視・見回り業務（別紙参照）」 。男女のトイレ使い分けおよ

び手洗いを指導、トイレ内でふざけないように注意。　　　　　　　　　 12:15~13:15はP3に人がいない

ため2階廊下全般に気を配る。

13:15~14:00 13:15になったらプレイグラウンド（ PG1）へ移動、P3、P5の担当者から監視業務を引き継ぐ。 PG1にて

生徒の安全確保、見守りを行う （「外遊び監視業務」（別紙参照））。 13:55頃に全ての生徒がプレイグ

ラウンドに残っていないことを見届けてから、入口 Aに向かう。

14:00 入口Aにて備品を返却し、サインアウト（職員室）

シフト３：13:30～16:00

13:30　　 サインイン（職員室）必要な備品を受け取り、 P4に向かう

13:30~14:55 2階幼稚部前トイレ付近にて トイレ前の「監視・見回り業務（別紙参照）」。 男女のトイレ使い分けおよ

び手洗いを指導、トイレ内でふざけないように注意。

15:00~15:45 入口Aに移動して「ピックアップ業務」 。

15:45~16:00 備品を返却しサインアウト（入口 A）



2022.08.26

安全衛生当番業務マニュアル【 P５】
＜３階　廊下＞

　シフト１：8:45～11:15
　8:45 　サインイン（入口A）

　8:45~9:35 　入口Aにて「ドロップオフ業務」

　9:35~11:15 　３階の椅子設置場所より折り畳み椅子をもって 、３階廊下（男子トイレ前）にて「 廊下・トイレ前

　　　　　　　　の監視・見回り業務」を行う。 特に小1、小2生徒がトイレに向かってくるのに注意を払い、教室に

　　　　　　　　帰り着くまで見守る。

　11:10~11:15 　シフト２の担当者へ引き継ぎ、 サインアウト（職員室）

　シフト２：11:10～13:40

　11:10~11:15 サインイン（職員室）、P5にてシフト１担当者から引き継ぎ

　11:15~12:15 ３階廊下（男子トイレ前）にて「 廊下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」。

　　　　　　　　　　特に小1、小2生徒がトイレに向かってくるのに注意を払い、教室に帰り着くまで見守る。

　12:15~13:15 12:15になったら昼休み中の外監視のため、プレイグラウンド (PG2)に移動。

PG2にて生徒の安全確保、見守りを行う（ 「外遊び監視業務（別紙参照）」 ）

13:15頃、P4担当者が来たら業務を引き継ぎ 3階廊下に戻る。

　13:15~13:40 ３階廊下（男子トイレ前）にて「 廊下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」

　13:30~13:40 シフト３の担当者へ引き継ぎ後 サインアウト（職員室）

　シフト３：13:30～16:00

　13:30~13:40 サインイン（職員室）、P5にてシフト2担当者から引き継ぎ

　13:40~14:55 ３階廊下（男子トイレ前）にて「 廊下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」

　14:55~15:45 折り畳み椅子を持ってエレベーター付近に戻し 、入口Aに移動して「ピックアップ業務」

　15:45~16:00 備品を返却しサインアウト（入口 A）

300  Level

椅子設
置場所



2022.08.26

安全衛生当番業務マニュアル【 P５.５】
＜３階　廊下＞

　 　シフト１：8:45～11:15
　8:45 サインイン（入口A）

　8:45~9:35 入口Aにて「ドロップオフ業務」

　9:35~11:10 ３階の椅子設置場所より折り畳み椅子をもって 、３階廊下（男子トイレ前）にて「 廊下・トイレ前の監視・

見回り業務」を行う。 特に小1、小2生徒がトイレに向かってくるのに注意を払い、教室に帰り着くまで

見守る。

　11:10~11:15 シフト２の担当者へ引き継ぎ、 サインアウト（職員室）

　シフト２：11:10～13:40

　11:10~11:15 サインイン（職員室）、P5.5にてシフト１担当者から引き継ぎ

　11:15~13:35 ３階廊下にて「廊下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」 。特に小1、小2生徒がトイレに向かっ

てくるのに注意を払い、教室に帰り着くまで見守る。 小1、小2の昼休み中などは、小 3、小4の動きに

注意して監視を続ける。

　13:35~13:40　シフト３の担当者へ引き継ぎ、 サインアウト（職員室）

　シフト３：13:30～16:00

　13:30~13:40　サインイン（職員室）、P5.5にてシフト2担当者から引き継ぎ

　13:40~15:00　３階廊下にて「廊下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」

　15:00~15:30　折り畳み椅子を持って３階男子トイレ前 (P5の位置）に移動し 、監視業務を続ける。

　15:30~15:45　折り畳み椅子をエレベーター付近に返却し入口 Aに移動して「ピックアップ業務」の手伝い

　15:45~16:00 備品を返却しサインアウト（入口 A）



2022.08.26

安全衛生当番業務マニュアル【 P６】
＜３階　廊下・女子トイレ前＞

　

300  Level

椅子設
置場所

シフト１：8:45～11:15
8:45 　　サインイン（入口A）
8:45~9:35 　　入口Aにて「ドロップオフ業務」

9:35~11:15 　　３階の椅子設置場所より折り畳み椅子をもって 、３階廊下（女子トイレ前）に向かい、廊

　　　　　　　　　下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」 を行う。小1教室がみえる位置に椅子を　　　　　　　　　設

置して、教室の様子にも注意する

11:10~11:15　　シフト２の担当者へ引き継ぎ、 サインアウト（職員室）

シフト２：11:10～13:40

11:10~11:15 　　サインイン（職員室）、P6にてシフト１担当者から引き継ぎ。

11:15~13:40 　　３階廊下（女子トイレ前）にて「 廊下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」 。　　　　　　　　　　 小

1教室付近の動きにも注視し、教員の要請に従って男子トイレへの付き添いも行う。

　　12:15~13:15はP5に人がいないため３階男子トイレにも気を配る。

13:30~13:40 シフト３の担当者へ引き継ぎ後サインアウト（職員室）

シフト３：13:30～16:00

13:30~13:40 　　サインイン（職員室）、P6にてシフト２担当者から引き継ぎ。

13:40~14:55 　　３階廊下（女子トイレ前）にて「 廊下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」

14:55~15:45 　　折り畳み椅子を持ってエレベーター付近に戻し 、入口Aに移動して「ピックアップ業務」

15:45~16:00 　　備品を返却し サインアウト（入口 A）



2022.08.26

安全衛生当番業務マニュアル【 P７】
＜４階　廊下・男子トイレ前＞

　

400 Level

椅子設
置場所

シフト１：9:05～11:35
9:05 サインイン（入口A）

10:05~11:15 ４階の椅子設置場所より折り畳み椅子をもって 、４階廊下（男子トイレ前）にて「 廊下・トイレ前の監視・見

回り業務（別紙参照）」 を行う

11:30~11:35 シフト２の担当者へ引き継ぎ後、 サインアウト（職員室）

シフト２：11:30～14:00

11:30 サインイン（職員室）、P7にてシフト１担当者から引き継ぎ

11:35~13:05　 ４階廊下（男子トイレ前）にて「 廊下・トイレ前の監視・見回り業務（別紙参照）」 を行う

13:05~14:00 13:10までに入口Bに移動し、外遊びから戻ってくる小３生徒を待つ。 生徒達が戻ってきたらドアを開け校

内に入れる。全員が入ったことを確認したら、 そのままGold駐車場脇の歩道  (MF1)に移動。メサフィール

ドに向かう生徒の安全確保、見守りを行う。 横断歩道を渡った後は、駐車場縁石の芝の部分に沿って移

動するよう指導する。駐車場内を歩かないようにする（「外遊び監視業務」参照）。 13:55頃に全ての生徒の

行き来が終わったのを見届けてから、校舎に戻る。

14:00 職員室にてサインアウト後、備品を入口 Aに返却する。

シフト３：13:30～16:00

13:30　　 サインイン（職員室）。必要な備品を受け取り、 P7に向かう

13:30~14:55 ４階廊下（男子トイレ前）にて「廊下・トイレ前の監視・見回り業務」を行う  

14:55~15:45 折り畳み椅子を持ってエレベーター付近に戻し 、入口Aに移動して「ピックアップ業務」

15:45~16:00 備品を返却しサインアウト（入口 A）



2022.08.26

安全衛生当番業務マニュアル【 P８】
＜４階　廊下・女子トイレ前＞

400 Level

椅子設
置場所

シフト１：9:05～11:35
9:05 サインイン（入口 A）

9:05~11:15 4階の椅子設置場所より折り畳み椅子をもって、 ４階廊下（女子トイレ前）に向かい、「廊下・トイレ前の監

視・見回り業務」を行う。小 1教室がみえる位置に椅子を設置して、教室の様子にも注意する

11:30~11:35 シフト２の担当者へ引き継ぎ、 サインアウト（職員室）

シフト２：11:30～14:00

11:30 サインイン（職員室）、P8にてシフト１担当者から引き継ぎ

11:35~12:35 ４階廊下（女子トイレ前）にて「廊下・トイレ前の監視・見回り業務」を行う。

12:35~13:00 12:35になったら階段 K4を通って２階レベルまで移動し、「入口 F」にて外から戻ってくる生徒を待つ

（13:00まで、または小2生徒が全員校舎内に入り切るまで）。

13:00～13:20　4階廊下（女子トイレ前）のもとのポジションで業務遂行。

13:20～　　　　メサフィールド入口の下 (MF2)に移動開始。生徒が到着するのを待つ。 生徒達が移動してきたら、車と接触

しないよう、極力駐車場の外枠に沿って移動するよう見守り、呼びかけを行う。道路からメサフィールド側

に渡る際は、生徒の安全を十分確保できるようにする。 全員が渡り切ったらフィールドにて、生徒の安全

確保、見守りを行う （「外遊び監視業務」）

13:55頃　　　　全ての生徒がメサフィールドから居なくなったのを確認後、校舎に戻る 。

14:00　　　　　サインアウト（職員室）した後、備品は入口 Aに返却

シフト３：13:30～16:00

13:30 　サインイン（職員室）。必要な備品を受け取り、 P8に向かう

13:30~14:55 　４階廊下（女子トイレ前）にて「廊下・トイレ前の監視・見回り業務」を行う

14:55~15:45 　折り畳み椅子を持ってエレベーター付近に戻し 、入口Aに移動して「ピックアップ業務」

15:45~16:00 　備品を返却しサインアウト（入口 A）



2022.08.26

安全衛生当番業務マニュアル【 P９】
＜待機室＞

入口Ｂ

入口Ｃ入口Ｄ

200 LEVEL

図書室 

コ
ピ

ー
室

男子トイレ女子トイレ  
幼－男女トイレ

コピー室

261(24) 265(22)
        

257(16)

254(22)

258(22)

270(22) 278(20)

280(22)

276(20)

292

290 E(10)
SR コンピュータ室

(19)

階段K1 
階段K2 

階段K4 

階段K3 

入口E 

290(9)

幼A 

幼B 

１D 

コロナ
待機室  

高１&2 
待機室 

中2B 

中2A 

283

１E 

中2C 

職
員

室
 

P3
2階廊下P4

2階幼稚部トイレ前

P９
待機室

P2
入口C受付

シフト１：10:05～12:35
10:05 サインイン（職員室） 、待機室備品を受領し待機室へ移動。

10:05~12:30 待機室にて待機室業務。

12:30~12:35 シフト２担当者へ 引き継ぎ後サインアウト（職員室） 。

シフト２：12:30～15:00

12:30~12:35 サインイン（職員室） し、待機室にてシフト１担当者から引き継ぎ。

12:35~14:50 待機室にて待機室業務。

14:50~15:00 待機室の片付け、 備品を職員室に返却し入口 Aでサインアウト。

　　　　　　　　　　※ただし、生徒が待機室内にいる場合は校舎職員等に引継ぎ、備品については相談する。
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トラブル対応



2022.08.26

WJLS保護者

中・高校生

入口担当者（P1またはP2）が対応。
1. VISITOR用記入用紙にサインインを依頼し、

VISITORバッジを手渡し、着用を依頼する。
2. VISITORバッジのNoを必ず控える。
3. 校舎を退出する際は、VISITORバッジの返却とサイ

ンアウトが必要なことを伝える。
4. 業務終了時間前に、VISITORバッジの返却状況を確

認し、まだ返却されていない場合は必ず校舎職員に
報告する。

入口担当者（P1またはP2）が対応。
VISITOR用フォルダーに学年・クラス・氏名を記入させ、ID
忘れの旨を記入。VISITORバッジは渡さなくて良い。次回よ
り持参するよう注意する。

入口担当者（P1またはP2）が対応。
 ★WJLS関係者でない人への対応は以下の通り。
1. 入口の外にて来校の目的確認。日本語学校で授業

が行われていることを確認してから入校してもらう。
ターフ（人工芝運動場）使用者のトイレについては、
ターフ下にあるトイレ（男女それぞれ２ブースあり）を
使用するよう伝える。
※ただし、聖心SR校の関係者の場合は慎重に対応
する。

2. 入校を許可する場合は、校舎職員に報告する。
3. サインイン（記帳）の依頼。
4. 本校のVISITORバッジを渡し、常時携行とサインア

ウト（VISITORバッジの返却）を依頼する。
※聖心SR校関係者の場合：聖心SR校のIDを所持し
ている場合は本校のVISITORバッジの代替として良
いが、IDの常時携行とサインアウトを依頼する。

ID不所持

その他ゲスト

安全衛生当番
トラブル対処



2022.08.26

安全衛生当番
トラブル対処

お迎え証忘れ
＆ID不所持者

WJLS保護者
だがID不所持

WJLS保護者
でIDを所持

1. 本校IDの確認。
2. 「お迎えをする生徒の学年・クラス・氏名」

「保護者本人の氏名」を安全衛生当番表に記入しても
らう。

3. MMSにて保護者IDと本人との照合。
※職員室にMMSの照会を依頼。生徒氏名と保護者
氏名があっているかの確認。

4. 生徒を呼び出し、引き渡す前に保護者であることを確
認してから引き渡す。

1. 保護者にドライバーズライセンスなど、IDとなるものの
提示を依頼。番号を控える。

2. 「お迎えをする生徒の学年・クラス・氏名」
「保護者本人の氏名」「連絡先（電話番号）」を安全衛
生当番表に記入してもらう。

3. 職員室にMMSの照会依頼。生徒氏名と保護者氏名
があっているかの確認。

4. 生徒を呼び出し、引き渡す前に保護者であることを確
認してから引き渡す。

その他 1. ゲストにドライバーズライセンスなど、IDとなるものの
提示を依頼。番号を控える。

2. 「お迎えをする生徒の学年・クラス・氏名」
「依頼者の氏名」「ゲストの連絡先（電話番号）」を安全
衛生当番表に記入してもらう。

3. 職員室より依頼者にコンタクトしてもらい、お迎えを頼
んだかを確認。

4. 生徒を呼び出し、引き渡す前に知人であることを確認
してから引き渡す。

入口Aのピックアップでお迎え証
忘れ(不所持)を申告された場
合、車をGold Lotに止めてから
入口Aに来るよう指示する。


