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COVID-19のパンデミックに対応した世界的な学校閉鎖は、子どもたちの教育、保

護、福祉にかつてないほどのリスクをもたらしています。国連のアントニオ・グ

テーレス事務総長は最近、政府やドナーに対し、最も疎外された子どもたちを含

むすべての子どもたちのための教育を優先するよう呼びかけ、遠隔教育を強化し、

学校の再開を促進するために政府を支援するためにグローバル教育連合が設立さ

れました。 
 

学校閉鎖が病気の感染リスクに与える影響を測定するのに十分な証拠はまだないが、学校閉鎖が子どもたちの安全、健康、学習

に与える影響は、十分に文書化されている。教育サービスの中断は、不平等の増大、健康状態の悪化、社会的結束力の低下など、

経済や社会に深刻で長期的な影響を及ぼす。多くの国では、ウイルスの有病率に関するデータが不完全であり、意思決定者は不

完全な情報と不確実性の中で最善の評価を行う必要があります。各国政府とパートナーは、子どもの権利条約に定められている

ように、教育、健康、安全に対するすべての子どもの権利を促進し、保護するために同時に取り組まなければならない。子ども

の最善の利益が最優先されなければならない。 

各国の指導者は、封鎖の緩和を検討する際に、困難で不確実なトレードオフの問題に取り組んでいる。この枠組みは、公衆衛生

と教育の計画プロセス全体の一部として、いつ学校を再開するかの意思決定プロセスに情報を提供し、国の準備を支援し、実施

プロセスを導くのに役立つ。地域の状況に対応し、子どもたちの学習、健康、安全のニーズを満たすためには、文脈化と継続的

な適応が必要である。 
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なぜ学校を再開するのか？ 
教室での指導時間の中断は、子どもの学習能力に深刻な影響を与える可能性がある。疎外された子どもたちが学校を離れている

期間が長ければ長いほど、戻ってくる可能性は低くなる。最も貧しい家庭の子どもたちは、最も裕福な家庭の子どもたちに比べ

て、すでに約5倍の確率で初等教育を受けていない。不登校になると、10代の妊娠、性的搾取、児童結婚、暴力、その他の脅威の

リスクも高まる。さらに、学校閉鎖が長期化すると、予防接種、給食、精神衛生や心理社会的支援など、学校を基盤とした必要

不可欠なサービスが中断され、仲間との交流が失われたり、日常生活が乱れたりすることで、ストレスや不安を引き起こす可能

性がある。こうした負の影響は、紛争やその他の長引く危機の影響を受けた国に住む子どもたち、移住者、強制的に避難させら

れた人々、マイノリティ、障害を抱えて暮らす子どもたち、施設にいる子どもたちなど、社会から疎外された子どもたちにとっ

ては、著しく高いものとなるだろう。学校の再開は安全であり、生徒、職員、教師、およびその家族を保護するために取られた

すべての合理的な措置をもって、各国のCOVID-19の全体的な保健対応と一致していなければならない。 
 
いつ、どこで、どの学校が再開するのか？ 
学校再開のタイミングは、関連する利益とリスクの評価に基づいて、教育、公衆衛生、社会経済的要因など、セクター横断的か

つ文脈に特化したエビデンスに基づいて、子どもの最善の利益と全体的な公衆衛生への配慮に基づいて導かれるべきである。こ

の分析は、リスク緩和策の優先順位付けにも役立つ。意思決定は、各地域の文脈の分析に基づいて行動するように、各国の利害

関係者と一緒に行われるべきである。 

再開を決定するには、学校、教師、生徒、地域社会が閉鎖やパンデミックにどのように対処しているかについ

ての重要な情報を迅速に収集する必要があります。学校や地域の指導者、教師、生徒、保護者の迅速な対応調

査は、このような情報を提供するのに役立つ。その上で、決定者は、学校の再開に関連したリスク要因と、学

校への出席に関連した感染リスクに関する決定的な証拠がないことに留意しながら、遠隔学習と比較して教室

での指導の利点を特別に考慮しながら、それぞれの文脈で学習とウェルビーイングをどのようにサポートする

のが最善かを評価しなければならない。 

• 低学年の子どもたちとの遊びをベースにした学習のために教師と直接対話することの重要性や、基礎

的なスキルを身につけることの重要性などの課題を認識した上で、それぞれの学習成果（基礎的なも

の、移譲可能なもの、デジタル的なもの、職業に特化したもの）を達成するための授業指導がどれほ

ど必要か。 

• 質の高い遠隔学習（それぞれの学習成果、年齢層、社会的に疎外された人々のためのもの）は、どの

程度利用可能で、アクセスしやすいか？ 

• 介護者に対する家庭内のプレッシャーやその他の文脈特有の要因を考慮すると、学習成果や社会的情

緒的ウェルビーイングを含めて、現在の遠隔学習アプローチはどのくらいの期間維持できるのでしょ

うか？ 

• 保育者は、オンラインプラットフォームを通じて学習している間に、オンラインハラスメントやオン

ラインジェンダーベースの暴力から子どもを守るために必要なツールを持っているのでしょうか？ 

• 学習の旅路における「ハイステーク」な主要移行ポイント（学校への準備、一次修了と移行、二次修了と

三次への移行）は、パンデミックとその対応によってどのような影響を受けているのか？ 

• 教師や教育当局は、異なる管理・学習アプローチに適応する準備ができており、能力があるか？感染

予防や感染制御対策を実施することができ、準備ができているか？ 

• 不登校の子どもたちには、家庭内暴力や女児・男児への性的搾取のリスクの増加など、保護に関連し

たリスクがあるか。 

• 学校閉鎖は、学校保健や栄養活動など、学校が提供する他の支援サービスを損なうことになるのでは

ないか。 

• 不登校の子どもたちの社会的、経済的、福祉的な意味合いは？ 
 

• 社会的不均衡（生徒数に対する教室の大きさなど）、水、衛生、衛生設備などのリスクを軽減するた

めに、安全な学校運営を維持するための学校の能力はどのようなものか。 

• 学校の集団と、高齢者や基礎疾患を持つ人などのリスクの高い集団との間の曝露のレベルはどの程度

か。暴露が高い場合、十分な緩和策を講じることができますか？ 
• 学校の集団はどのようにして通学していますか？ 

• 疫学的要因、公衆衛生とヘルスケア能力、人口密度、社会的距離感や良好な衛生習慣の遵守を考慮し

た上で、地域社会に関連する危険因子は何か？ 
 



文脈特有の利点とリスクを分析することで、再開する学校（または学校の構成要素）の優先順位付

け、学校やコミュニティ内のリスク軽減策の優先順位付け、遠隔学習のための重点分野の決定が可

能になる。 



学校を再開するには 

再開の対象となる学校が特定された場合、その学校の読解力の

状態を評価し、計画に情報を提供するために、政策、財政、安

全な運営、学習、最も社会的に疎外された人々への支援、健

康・保護の6つの重要な側面を用いるべきである。政策的配慮

と財政的要件は、他の各次元を支援するために必要な環境を作

り上げるものである。 

特に、複数の貧困が存在する文脈（人口密集地域、低水環境、

紛争など）では、現地のニーズや状況に対応するためには、文

脈化と適応が非常に重要となるだろう。この対応は、学習成果

を向上させ、教育への公平なアクセスを実現し、子どもたちの

保護、健康、安全を強化するための触媒として機能しなければ

なりません。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
遠隔学習の実践を強化するな

ど、安全な運用に重点を置い

て、学校教育を改善するために

必要な重要な方針、手順、資金

計画で準備する。 

疎外された子どもたちや不登校の

子どもたちの社会復帰に向けた積

極的なアプローチを採用する。水

に投資する。 
衛生・衛生面でのリスクを軽減し、失

われた指導時間を補うために補習教育

に力を入れる。 

健康指標を積極的に監視し、ウェルビ

ーイングと保護に焦点を拡大する。教

育学を強化し、遠隔教育を混合教育や

学習に適応させる。 

安
全
な
作
業

 
[詳

細
な

ア
ド

バ
イ

ス
に

つ
い

て
は

、
学

校
に

お
け

る
CO

VI
D

-
19

の
予

防
と

管
理

に
関

す
る

IA
SC

ガ
イ

ダ
ン

ス
を

参
照

の
こ

 

開校の意思決定のためのパラメータに関す

る国の明確な指針を提供する。開校は、感

染率が最も低く、局所的なリスクが最も低

い地域から始めて、段階的に行う必要があ

るかもしれない。 

 
開校は段階的に行うことも可能であり、例え

ば、当初は週に数日に限定したり、特定の学

年やレベルにのみ適用したりすることも可能

である。国の政策は、国レベルでの評価と意

思決定のための明確な指針を提供すべきであ

る。 

教育当局は、教育に関する事項について地域

社会、保護者、子どもたちとの対話と関与を

促進するコミュニケーションと調整のメカニ

ズムを強化すべきである。 

地域発信の復活により、必要に応じて学

校の引きこもりや再開を行うための意思

決定モデルを開発する。 

大勢で集まる必要のある活動の禁止、始

業・終業時間のずらし、給食時間のずら

し、一時的な場所や屋外への移動、クラス

の人数を減らすための交替制の学校など、

身体的な距離の取り方について、明確でわ

かりやすいプロトコールを作成する。 

安全な水、手洗い場、清掃用品を備えた学校

の割合を増やし、可能な限り、月経衛生管理

のための規定を含め、男女別のトイレまたは

便所を設置または拡大する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
清掃・消毒活動の強度と頻度の両方を高める

ための行動変容を重視し、廃棄物管理の習慣

を改善する。 

手洗い、呼吸器エチケット、保護具の使

用、施設の清掃手順、安全な調理方法など

の衛生対策に関する詳細なプロトコルを開

発する。 

身体的距離と学校の衛生習慣の実施について、

事務職員と教師を訓練し、必要に応じて学校の

職員を増やすこと。また、清掃スタッフには消

毒の訓練を行い、可能な範囲で個人用保護具を

装備すること。 

再開前 再開プロセスの一部 学校が再開されて 

安全な
作業 学習 

最も疎外され
た人々を含め
て 

健康と保護 

方針 

 
 



健康上の理由による欠席に対応し、遠隔教

育や混合教育を支援するために、教員組合

との間で人事・出勤方針を見直す。 

 
方針は、年齢や基礎疾患のためにリスクの

高い職員、教師、生徒を保護し、欠席した

教師をカバーする計画を立て、学校に出席

できない生徒を支援するために遠隔教育を

継続し、可能な限り個々の状況に対応する

べきである。 

学校の指導者には、生徒や生徒のための手

続きを確立するための明確なガイダンスを

提供します。 

職員が体調を崩した場合。ガイダンスに

は、学生と職員の健康状態を監視し、地域

の保健機関との定期的な連絡を維持するこ

とを含めるべきである。 

また、緊急時の計画や連絡先リストを更新

することも必要である。 

 
学校はまた、病気の生徒やスタッフを一時的

に隔離するスペースがあることを確認し、汚

名を作らないようにすべきである。すべての

病気の生徒やスタッフに家に留まるように助

言することを含めて、スタッフ、保護者、生

徒と手順を共有する。 

 



 
 

学校の水、衛生、衛生への緊急投資のた

めの対応と復旧のための資金を特定す

る。学校を徹底的に清潔にし、消毒する

ための物資やサービスの費用、および緊

急時の計画や備蓄のための費用に優先順

位をつける。 

手洗いと呼吸器エチケットに重点を置い

て、すべてのレベルで、学校システムのす

べての職員のために衛生的な慣行を推進す

る。 

手指消毒剤の使用を奨励し、国の当局が推

奨する場合には、布製マスクの適切な使用

の重要性を強調する。衛生に関する情報

は、少数言語または点字、子どもにやさし

い言語を含め、広く利用可能でアクセスし

やすいものでなければならない。 

COVID-19への対応を契機に、緊急時の

学校施設の利用方針（避難所、保健施

設、検疫場所など）を見直す機会とし

て活用する。 
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教師や学校の指導者に、学校が休校中に遠

隔学習や生徒を支援する方法についての支

援や研修を提供する。これには、モバイル

プラットフォーム上にピアグループを作成

したり、保護者と連絡を取るための電話ク

レジットを提供したりすることが含まれま

す。 

障壁を取り除き、入学要件を減らすことによ

り、普遍的な教育の目標に沿った入学方針と

要件を見直す。 
 
代替学習経路の同等性基準および公式承認を

確立または更新する。 

遠隔学習への投資を増やす（1）将来の学校

閉鎖に備えるため、（2）学校閉鎖の影響が

残る場所での指導と学習を強化するため、

（3）学校が部分的またはその他の方法でス

ケジュールを調整して運営される可能性のあ

る混合モデルで指導時間を補うため、。 
 
教師の能力開発と研修のための資金

を増やすことを含める。 

さまざまな公衆衛生のシナリオに基づい

て、遠隔学習に使用する方法を考慮した

代替の学術カレンダーを開発する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
民間教育部門への影響を評価し、公共供給の

拡大、民間供給の公的資金調達、その他の対

応を適宜検討する。 

学習回復と生徒のメンタルヘルスおよび心理

社会的ニーズ（MHPSS）の両方に対応でき

るように教師を装備する。研修の取り組み

は、特にリスクの高い生徒の割合が高い学校

において、生徒の基本的な識字・算数能力と

社会性・情動のニーズに対応する教師の能力

を明確に向上させるべきである。 

 
教師は、年齢に関連した行動および認知的変化

を識別し、年齢に応じた学習支援を提供するた

めの研修を受けるべきである。 
 
 
小学校低学年の子どもたちの識字・算数能

力と障害のある子どもたちのためのアクセ

シブルな対応に焦点を当て、閉校後の学習

損失を緩和し、学習格差の悪化を防ぐため

に、大規模な改善プログラムを実施する。 
 
加速教育モデルは、以前に不登校になった子

どもや学齢超過の子どもを統合するために、

並行して実施することができる。 

昇進の決定に使用される試験など、重要性の

低い試験を免除することを検討し、重要な試

験（中等教育学校の卒業や 大学入学に使用

される試験など）が、物理的な距離やその他

の健康上の要件を考慮した上で、有効で信頼

性が高く、公平な方法で実施され るように

資源を集中させる。 

 

可能な限り普遍的な推進を検討し、学校閉鎖

後の生徒の学習レベルを評価して、改善のた

めの努力を報 告する。 

 

能力開発の取り組みをより迅速にスケール

アップさせるために、オンラインでの専門

的な開発、コーチング、またはチューター

の利用など、革新的な教師支援方法を導入

する。このような研修や能力開発は、正式

な教師の就任前および就任後の研修に組み

込むことも可能である。 

 
汚名・差別に対処し、パンデミックの継続

的な不確実性に対処するために子どもとそ

の家族を支援するために、メンタルヘルス

および心理社会的支援サービスの提供を増

加させる。 

COVID-19に関する明確で簡潔かつ正

確な情報を共有し、恐怖や不安に関す

るメッセージを正常化し、生徒とその

家族だけでなく、教師や他の学校スタ

ッフにもセルフケア戦略を推進する。 

教師の給与の継続的かつタイムリーな支払

いを確保し、不安定な契約を結んでいる教

師に注意を払い、教師の離職を緩和し、福

利厚生を促進する。 

教職員等のリスクアセスメント（年齢、慢性

疾患等のリスク要因を考慮）を実施した上

で、学校復帰に向けた段階的な取り組みを実

施する。 

特に重度のケースについては、紹介システ

ムを見直し、強化する。GBV/PSEA や性と

生殖の健康（SRH）サービスへの紹介を含

む、他のケアサービスを提供者が認識して

いることを確認する。 

 必要不可欠なサービスの定期的かつ安全な提

供を再確立する。これには、重要な栄養、

WASH、学校給食などの保健サービス、予防

接種キャンペーン、保護紹介（MHPSS、ジ

ェンダーに基づく暴力、虐待など）、障害の

ある子どもたちのための専門的なサービスが

含まれますが、これらに限定されるものでは

ありません。 

学校でサービスが利用できない場合は、青

少年に優しく、完全に利用可能なSHRサー

ビスを含め、紹介システムを強化する。 

再開前 再開プロセスの一部 学校が再開されて 



 
例えば、最も社会的に疎外された人々を

優先的に支援するようなフォーミュラベ

ースの資金提供など、 危機の影響を最も

受けた学校に直接教育資金を提供する。

仕組みとしては、学校へのブロックグラ

ントや生徒への現金給付（条件付きまた

は無条件）を考えてみましょう。 

可能な限り学費やその他の費用（学校の制

服など）を免除し、再入学率を最大化する

ために他の参入障壁を排除する。 

特に恵まれない学生のために、新たな復

興のニーズをサポートするための資金調

達に優先順位をつける。一つのアプロー

チは、一人当たりの資金調達における実

績ベースの要素を一時的に停止または修

正することで、継続的な資金調達を確保

し、達成度やコンプライアンスの欠如に

よる削減を防ぐことができる。 

以前に不登校になった子どもたち、避難民

や移民の子どもたち、マイノリティなど、

疎外されたグループへのアクセスを拡大す

るために、学校開校の方針と実践を適応さ

せる。重要なコミュニケーションとアウト

リーチを多様化し、関連する言語で利用で

きるようにし、利用しやすい形式にし、関

心のある集団に合わせて調整する。 

 
女児やその他の疎外されたグループが学校

を休んでいる間に、地域社会の関与を強

め、紹介を改善することで、保護リスクを

軽減するための具体的な対策を講じる。 

地域社会との関わりを強め、女子の学校復

帰を支援するための具体的な施策を講じる

こと。 

学習教材／プラットフォーム、情報、サ

ービス、施設が障害者が利用しやすいよ

うにする。公衆衛生情報およびコミュニ

ケーションは、聴覚または視覚障害者を

含め、複数のアクセシブルなフォーマッ

トで利用可能でなければならない。 

 
水、衛生および衛生サービスがアクセス可能

であることを保証するために、修正が行われ

るべきである。学校が閉鎖された場合、支援

サービスの継続性を計画する。 

 
 

関連ガイダンス 

このフレームワークを支えるために、いくつかの補助的なリソースやツールが利用可能であるか、開発中である。このリストは定期的に更新される。 

WFP, FAO, UNICEF, Mitigating the effects of the COVID-19 pandemic on food and nutrition of schoolchildren https://www.wfp.org/publications/ mitigating-
effects-covid-19-pandemic-food-and-nutrition-schoolchildren. 

UNESCO, COVID 19 Education Response - Education Issue Note N° 7.1 - 2020 年 4 月 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 

適切な住宅を得る権利に関する国連特別報告者、COVID-19 Guidance Note Protecting Residents of Informal Settlements https://unhabitat.org/ 
sites/default/files/202020/04/guidance_note_-_informal_settlements_29march_2020_final3.pdf 

COVID-19の教育に関する世界銀行のリソース https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education- and-covid-19 ランディングペ

ージ 
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