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最高責任者からのメッセージ フェイアットカ
ウンティ　教育
委員会

マニー・コーク
フェイアットカウンティパブリックスク
ール最高責任者

ステファニ
ー・スパイ
ア、議長

レイモンド・
ダニエル、副
議長

ダリル・ラブ

クリスティ・
モリス

タイラー・マ
ーフィー

の出現は、私たちの活動する状況に大々的に変
化を与えましたが、私たちの本質的価値は変わ
りませんでした。生徒とスタッフの健康と安全は
常にフェイアットカウンティパブリックスクールの
最優先であり、このパンデミックはそれ以外にお
互いに助け合うことの大切さを強調することに
すぎません。 
 
春にキャンパスに戻れないと明確になった
後、2020-2021学年の計画を立てるため生徒、
家族、教師、校長と地域リーダーの特別委員会
を招集しました。このチームはそれ以来、常に変
化する州のガイダンスに平行し、互いに批判的
に創造的に考え、公衆衛生局、科学者、教育研究
者からの入手可能な最善のインフォメーション
をもとに休むことなく働きました。
 
“生徒第一”という地域の決定ガイドの基盤レン
ズで見ると2020-2021学年はどう見えるかとい
う疑問に達しました。勝利は教室にあります。リ
ーダーシップ、室内定員数、説明義務と協力は成
功への鍵です。家族は私たちのパートナーです。
私たちのパブリックスクールの成功を確保する
ためにはコミュニティ全体が必要です。
 
プレKから12学年の教育は“3つのR”にフォーカ
スしています。特別委員会は再度心に描き、再度
想像、再度新たに、の3つのR（再）にフォーカスし
ています。学校再開に関する複数のモデルの評
価、教育法の予想、学用品や資料、生徒へのサポ
ート、家族の関与、課外活動
正課並行活動、施設、トランスポテーション、フー
ドサービス、クリーニング、衛生とスクリーニング
の手順、人材、コミュニケーションについて話し
合い、彼らの仕事は複雑で困難でした。

FCPSは対面の直接教育、遠距離またはバーチャ
ルラーニング、または両方のブレンドのいい点と
悪い点を分析しました。生徒、従業員、家族の声
に耳を傾け、春の反響についてのフィードバック
を集め、新学期のシナリオを入力しています。

結果として、生徒
それぞれの必要
性、各従業員の
不安への対応、
各家族の状況へ
の対応、コミュ
ニティ全体の成
功へのサポート
の為の唯一の指
導プランはあり
得ないと理解し
ています。生徒、
従業員、家族の
生活より大事な
ものはありませ
ん、COVID-19の流
動性を認識せずに
行う決断はすぐに失敗に終わります。コミュニテ
ィ、州、または国のケースの上昇または下降によ
り、ある日安全に見える取り決めは翌日危険に
なりえます。 
 
その目的で、私たちは家族にオプションを提供
し、学校に柔軟性措置を与え、地域リーダーがテ
スト結果、診断、自然科学における飛躍的進歩
の発表におけるCOVID-19 の状況変化に迅速に
対応できるプランを考案しました。私たちのアプ
ローチは健康と安全優先で、直接教育を最大限
にし、ウイルスのまん延を和らげ、パンデミックの
状況変化に対応し、生徒、家族、従業員の対面す
る状況に敬意をもって対応することに努めます。 
 
このドキュメントの目的は、現在の最高の考察を
伝え、スタッフと生徒がキャンパスに戻る時に実
施される安全手順の概観と生徒が選べるいろい
ろな教育オプションが書かれています。これらの
シナリオは現在入手可能なインフォメーション
に基づいています。新学期前だけに限らず授業
開始後も、プランの訂正、調整、改善を続けます。
パンデミックが変わると、私たちの地域も変わり

各決定は政府、州、疾病予防管理センター
（CDC）、ケンタッキー知事室、ケンタッキー公共

衛生局、ケンタッキー教育省、レキシントン・フェ
イアットカウンティ衛生局を含む地元機関に基
づき下されています。 
 
フェイアットカウンティパブリックスクールは各
生徒の教育の責任と機会を与えることに取り組
み、公平と優秀への約束を失いません。家族、従
業員、コミュニティが共に働くと何ができるか、す
でに経験しています。今回のチャレンジに違いは
ありません。家族、生徒、従業員の必要に合わせ
た総合的プラン実施の為、引き続き皆様のサポ
ートとご協力をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
あなたのパートナー

マニー・コーク
フェイアットカウンティパブリックスクール
最高責任者
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パンデミックのさなかに安全に学校を再開するためには、一時的閉鎖が必要となりうるこ
とを心得ると共に、地域の強力な予防行為の実施、緩和手段の強化が必要です

予防行為：

 
緩和増強手段は以下を含む： 

          マスク着用

          拡大したソーシャルディスタンス 

          追加の清掃・殺菌手段の制定

スタッフと生徒の体温検査と症状のスクリーニング

ハンドサニタイザーの設置追加

水飲み場の代わりに、水とうの使用

建物へのアクセスのリミット

 
最善の予防と緩和手段を実施しても、一時的閉鎖が必要となるかもしれません。どの教育
モデルが適切であるかの決定はフェイアットカウンティの感染率とCOVID-19 のコミュニテ
ィのまん延にもとづきます。

キャンパス復帰

 

フェイアットカウンティパブリックスクールのミッションはすべ
ての生徒が高いレベルを獲得し、卒業、グローバル社会で活

躍できる協力コミュニティを造ることです。

3R 顧問団主要ガイド:

私たちは、生徒、スタッフ、家族の安全と幸福
を第一にします。1
私たちはアクセスとすべての生徒の
公平を確保します2
継続的サポートの為の複数のシナリオを提
供するだけではなく、地域の教育を再度想
像するプランを作ります3
教育モデルに関係なく生徒と家族に
高品質の教育と意図的サポートを提
供します4
私たちは協力的に、断固として、一致
して働きます5

基本理念

 

レキシントン・フェ
イアットカウンティ
衛生局とのコミュ
ニケーションの確
立と継続

レキシントン・フェ
イアットカウンティ
衛生局によるコン
タクト形跡取入れ

教室、廊下、
入り口に症状
や予防策のポ
スターを掲示
し、COVID-19の
教育と認知促進
 
学校で病状を感
じた生徒、従業
員への手順の開
発

 
重病のハイリス
クの人への適応
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著者ジャッドソン・モアの言葉に“プランの最も大事なクオリティは変化への順応性である”
とあります。常に変化するCOVID-19 のパンデミックのステイタスに対しては、どの教育方

も達できません。一つですべてが賄うものの代わりに、フェイアットカウンティパブリックスクール
は家族に2つのオプションを設け、生徒とスタッフの継続的成功と安全を確保する教育モデルの
メニューを作りました。

“どのプランにおい
ても、最も大事な
クオリティは、変
化への順応性で
ある

教育モデル

オプション1:

フレキシブルモデル
フェイアットカウンティパブリックスクールは、生徒は教室で先生とクラスメートといる時最も学ぶと信じています。適切な予防と緩和手段のもと安全に対面
教育に戻れるとき、そうすることを約束します。このパンデミックの流動性に機敏に対応する必要がある為　“フレキシブルモデル”は学校と地域リーダーに
COVID-19 のコミュニティにおける現在のまん延レベルに基づき最も適切な3つの教育方を与えました。このプランのもと、生徒は直接学校に出席、ノン-トラデ
ィショナルインストラクションに参加、またはソーシャルディスタンスを最大にするため小さいグループに分かれ対面教育と遠距離教育を交代で行います。公衆
衛生は化学、証拠と状況に基づき最も安全な教育モデルを判定します。

オプション2:

バーチャルラーニン
グアカデミー
フェイアットカウンティパブリックスクールは希望家族に
完全バーチャルラーニングオプションを提供しています。
バーチャルラーニングアカデミーに登録した生徒はスケ
ジュールに基づき教師と交流し毎日の教育を受けます。
毎日の課題に参加し、オンラインクラスの毎日の出席が
義務づけられます。期待レベル、成績責任は伝統的クラ
スルームのものと似ていますが、オンラインで行われま
す。

このオプションは公衆衛生状態に基づく短期閉鎖に使
われる、ノン-トラディショナルインストラクションとは異な
ります。FCPSバーチャルラーニングアカデミーでは書類
パックは使われません。

または

または または

モデル3: 
ノントラディショナルインストラクシ
ョン
コミュニティのCOVID-19 の急騰の為、公衆衛生
の推薦により断続的、短期の学校閉鎖が必要で
あるかもしれません。そのような状況下、教育と
学習はノン-トラディショナルインストラクションま
たはNTIを通して行われます。フェイアットカウン
ティパブリックスクールは準備計画する時間がほ
とんどないまま2020年4月初めてNTI手段を行
いました。将来NTIに変わる必要がある場合生徒
の遠距離学習は非常に変化します。教育小委員
会の3R特別委員会は“NTI2DL”を確保するため
大規模な努力を費やしました：“分化型遠距離教
育”は学校を通して全学年レベルに一貫して実
施され、さらに従事した、安定したものとなりま
す。オンラインカリキュラムの購入、着実なバーチ
ャルラーニングプラットフォームの選択、1対1の
テクノロジーの取入れを含むステップが取られ
ました。学校初日前に教師は大規模な専門的能
力の開発を受けます。

モデル2: 
ハイブリッドインストラクション
ソーシャルディスタンスの手段が必要である場合、生
徒はキャンパスでの学習と家庭での学習を交代で行
います。このモデルのもとでは、クラスのサイズを小さ
くする為、生徒は2つまたはそれ以上のグループに分
けられ、建物内の生徒数を減らします。学年、名字、
住所またはその他の設定により行われるかもしれま
せん。生徒は交代で、グループで登校し、直接と、家
庭教育を交互に行います。生徒は学校にいない時、
家庭でプロジェクトに基づいた学習またはその他の
課題に参加します。同じ家庭内の生徒は同じロテー
ションスケジュールが確保できるよう最善の努力を
行います。多くのキャンパスでの教育が必要な個人
学習生徒は、考慮が与えられます。

モデル1: 
トラディショナルインストラクション
状況が保証されている場合、フェイアットカウンティ
パブリックスクールはすべての生徒に伝統的なキャ
ンパスでの教育を提供します。このモデルが採用さ
れる場合、生徒はキャンパス、クラスルームに普通
のスケジュールで戻り、直接教師から教育を受けま
す。まん延の危機を最小限にする為、政府、州、地元
防疫官の定めるガイドラインによる著しい健康と安
全手段が実施されます。
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決定 
教育モデルをどう選ぶか？

コミュニティの
まん延レベル 

（州、地元防疫官
による判断） 低/まん延なし 最小/少しのまん延 かなりのまん

延

モデル1: 
トラディショナルスク

ール 
予防手順、プロセスと手順を

使用した直接教育

モデル2: 
ハイブリッドインストラ

クション
生徒の直接と遠距離学習
を交互に行うスケジュール

手段

モデル3: 
ノントラディショナルインストラ

クション 
遠距離学習または必要に応じて全地
域で遠距離学習を目標とする手段　
隔離と汚染地域の消毒の為の一部閉
鎖、建物全体の完全清掃のための短
期閉鎖、または最低14日間の閉鎖の

オプションを含む

バーチャルラーニングアカデミー

バーチャルラーニングアカデミーに登録した生徒はスケジュールに基づき教師と交流し毎日の
教育を受けます。毎日の課題に参加し、オンラインクラスの毎日の出席が義務づけられます。

対応 
（レキシントン‐フ
ェイアットカウンテ
ィ衛生局との協議
の結果FCPSによる
判断）

教育モデル 
（FCPSによる判

断）

フレキシブルモデル

どの教育モデルが適切であるかの決断はフェイアットカウンティの感染率とコミュニティの
COVID-19 のまん延に基づきます。

タイムライン

3R委員会設立、作業
開始
2020年5月

シンクタンク任
命　 

2020年4月

2020-2021学年につ
いて従業員アンケート
2020年7月8-19日

教育委員会へ発表 
2020年7月23日

2020-2021学年
について家族アン
ケート 
2020年7月1-12
日

最高責任者リーダーシ
ップ協会 
2020年7月14-16日

について生徒、家
族、従業員アンケー

ト実施 
2020年6月12-30日

教師初日
2020年8月10日

学校初日 
2020年8月26日

バーチャルラーニングア
カデミーについてファミリ
ーラーニングインフォメー

ション期間開始 
2020年8月3日

オプ
ショ
ン1

オプ
ショ
ン2
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バックトゥスクール 分化遠距離学習
2020年8月3日から、子供たちの必要に合った最もよい教育選択決定に役立つ

FCPSバーチャルラーニングアカデミーに関するインフォメーションが送られま
す。FCPSバーチャルラーニングアカデミーを選んだ生徒は最低前期の期間中やり遂
げます。

教師とスタッフは2020-2021学年の計画を始める為、大規模な専門教育を受ける為2020
年8月10日に学校に戻ります。

全ての生徒の学校初日は2020年8月26日水曜です。これは平年の開始日より遅いですが、
この変化により、断続的な閉鎖が必須になった場合の州の法律で認められた短い学年に
対応できます。

2020年3月にCOVID-19 が学校を閉鎖閉鎖した時、教師と家族は準備する時間がないま
ま、どのくらい学校閉鎖が続くのかという不確実な見通しに直面しました。生徒の学習継

続への著しい努力にもかかわらず、ノン-トラディショナルインストラクション（NTI）は教室で
の直接教育には代用できません。しかし、マーヤ・アンジェローが書いた有名な言葉に“当時
私の知っていたやり方をやりました。今はもっと知識があり、もっとよくできます”とあります。
教師、校長、地域リーダーは5月以来、次のNTI手段の確保の為無数の時間を費やしました。

 
“NTI 2DL:分化遠距離教育”について:キャンパスでの直接教育、

ノン-トラディショナルインス
トラクション、またはハイブ
リッドモデルを提供するか
の決定はコミュニティにお
けるCOVID-19 の確認ケー
ス率または学校内の感染な
どの公衆衛生の要因に基づ
きます

レキシントン-フェイアットカ
ウンティー衛生局との協力
によりFCPSは緊急事態発
生の結果直ちに変更が必要
でない限り、公共衛生状況
の変化、実施経験に基づき、
およそ6週間ごとに教育モデ
ルの再検討を行います。

公共衛生状況はほぼ以下
の日程で再検討されます:

• 2020年9月28日から10
月2日の週 

• 2020年11月2日の週

• 冬休み

• 2021年2月8日から12
日の週

• 春休み

構成:
 
学校は一般的プラットフォーム（
教育システム）を使用し、教育を行
う：グーグルクラスルームまたはキ
ャンバス

 
学校はマスター“NTI-2DL”スケジ
ュールを制作し、一貫して実施さ
れる（毎日、毎週、など）

 
学校は学校と家庭のコミュニケー
ション手順を明確にする

学習経験:

教師は各生徒の新しい学習と成
長にフォーカスする

 
教師は未完成の学習を診断し遅
れを確認し、学習加速に必要な個
人的サポートを見極める

 
生徒はデジタルカリキュラムプログラムと
地域の採用するカリキュラムから学年に
適切な教育へのアクセスを受ける

 
同時教育と同時に起こらない遠距
離教育方を通し、ことなる学習と
積極的関与を提供する強力な手
段を提供する

 
教師は適宜コメントを踏まえて発
達評価を継続して渡す

成績責任:
 
教師はすべての生徒に高成績を期
待します 
 
生徒の学習は継続的に評価され
ます 
 
家族は生徒の参加、熟達、成績に
ついて一般書類とレポートを受け
取ります
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 ノントラディショナルイ
ンストラクション (NTI)

FCPSバーチャルラー
ニングアカデミー　

 
キャンパスでの直接教育ではなく生徒
が参加するオンラインラーニングプロ
グラム。地域の学年カレンダーに従い、
オンラインミーテイングやバーチャルク
ラス参加の時間の設定を設ける。学校
直接教育の毎日の時間義務に相当

 
FCPSバーチャルラーニングアカデミー
に登録した生徒のみ。登録は最低1学
期継続

 
生徒は授業、課題、成績を提供する
FCPSバーチャルラーニングアカデミー
教師が指定される

カリキュラムはインターネットベース、各コ
ースのモジュールとレッスンはそれぞれの
ペースで学ぶ。カリキュラムはケンタッキー
アカデミックスタンダードに基づく。

 
悪天候、広範囲の病気により学校、学
校地域が開校できない為、伝統的キャ
ンパスでの直接教育の代行手段

 
学年中いかなる時にも状況発生時に一部
またはすべてのFCPS生徒はノントラディシ
ョナルインストラクション（NTI）に参加

 
NTIが必要になった場合すべてのFCPS教
師は生徒に指導を与える。教室での直接
授業の教師がNTI期間中の教師となる

 
カリキュラムは学校直接教育と同じ。教師
はビデオ、ビデオコール、ライブストリーム
などの方法で授業を行う。生徒は課題を行
ったり、個人で学習する

 
FCPSバーチャルラーニングアカデミーに
登録した生徒は学校区のスポーツや課外
活動に参加できる

生徒は登校する校区のスポーツや課
外活動に参加できる

定義

生徒

教師

カリキュラムと授業

運動と課外カリキ
ュラム

FCPSバーチャルラーニングアカデミー  
vs. ノントラディショナルインストラクション
2020-2021学年、フェイアットカウンティパブリックスクールは家族に子供のバーチャルラーニングアカ

デミーに登録する機会を提供します。これは、学校地域を通して生徒に提供する単独プログラムで、短
期の閉鎖時のみに行われるノントラディショナルインストラクション（NTI）とは異なります。その一方、バー
チャルラーニングアカデミーは学期、または学年など長期間に行われ、直接教育の代用となります。

テクノロジー
フェイアットカウンティパブリックスクールは各生徒はどのバーチャル、遠距離またはハイブリッド
教育手段を受けるにしても成功するためにはテクノロジーへのアクセスが必要だと信じています。
また、直接教育においてもデジタルトゥールへのアクセスが役立つと信じています。その為学校地
域全体で1人に1つのモバイル機器を提供する投資を行っています。2020年8月、地域の全ての生
徒にクロムブックが提供されます。FCPSはインターネットのアクセスのない家族にホットスポット
の提供を続けます。これはCOVID-19 パンデミックの中各生徒を助けるために重大なデジタルリソ
ースへのアクセスが可能になります。

地域が供給するデバイスのインターネットアクセスはフィルターを通されます。教育に必要な処理
能力を確保するため、生徒を守る為、あるサイトへのアクセス、サービスは無効にされています。こ
れは、Netflix, Disney, Spotifyその他の娯楽サービスを含みます。

クロムブックのリクエスト
各学校は新学年スタート時に生徒にクロムブックの支給プランを
実施、発展します。学校は家族に直接連絡をします。学校が始まっ
た後は、デバイスが必要な場合子供の登校する学校に連絡してく
ださい。 

インターネットアクセス
ホットスポットはファミリーリソースとユースサービスセンターから
提供されます。各ホットスポットは家族内の複数の生徒をサポート
できます。もし、家族にインターネットアクセスがない場合、子供の
学校のファミリーリソース、ユースサービスセンターに連絡してくだ
さい。 
 
生徒と家族への期待
生徒に与えられたデバイスとホットスポットはフェイアットカウンテ
ィパブリックスクールの所有物です。生徒、家族はデバイス、パワー
ケーブル、ホットスポットを大事に扱い、壊さないでください。デバ
イスは毎晩充電し、翌日使用可能にしてください。オンラインの間
は各生徒はいいデジタル市民であることを心得てください。ハイブ
リッド、トラディショナルインストラクションの間、デバイスは毎日学
校に持ってきてください。もし、デバイスにトラブルがある場合、生
徒または家族はヘルプデスクに電話または学校に問題をレポート
してください。

 
生徒と家族のヘルプデス
ク

地域配給のデバイスまたはホット
スポットに関するテクニカル問題
がある場合、生徒と家族は生徒と
家族ヘルプデスクでサポートが得
られます

電話: 859-381-4410

夏季営業時間 
月曜 – 金曜  
午前8時から午後6時

開校時の営業時間 
（2020年8月24日から） 
 

月曜 – 金曜  
午前8時から午後8時
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家族責任 
子供を学校に送る家族は、
過去48時間に子供が発熱
なくCOVID-19 の症状がな
いことを確認ください

健康問診 
スタッフと生徒は毎日の健
康チェックと健康問診を行
う

 
 
 

体温検査 
フェイアットカウンティパブ
リックスクールの建物に入
る人は全員体温検査をする 
 
 
 
侵入アクセスの制
限 
建物の入り口は制限され、
学校へのアクセスは生徒と
スタッフにできるだけ制限
します。特別プログラムや訪
問者を建物に招待する活動
は禁止します。 
 
 
 
 
 
 
 

ソーシャルディスタ
ンス
建物と教室は十分なスペー
スを置きます。教室の配置と
登下校の手順は距離を保つ
ために調整されます。床は
安全距離を記すためにマー
クを付けます。

 
隔離エリア
学校は病気の生徒が両親、
保護者、指定者にピックア
ップされるまで隔離、監視
するための隔離エリアを設
けます。感染病の症状のあ
る生徒は教室には入れま
せん。

 
手洗い
食前・食後はもちろん、1日
を通し頻繁に手洗いの時間
を設ける

 

フェイスカバー 
病的理由がある人以外1年
生から12年生の全ての生徒
は建物内を移動する時6フィ
ート以内に着席する場合フ
ェイスマスクを着用。すべて
の従業員はマスク着用。マ
スクを持っていない生徒ま
たはスタッフはマスクが与
えられます。 
 

パーソナルプロテ
クティブイクイプメ
ント（PPE） 
フェイアットカウンティパブ
リックスクールはすべての
生徒と従業員の適切な装備
を確保するためマスクとパ
ーソナルプロテクティブイク
イプメントを購入しました

 
共有禁止
全ての生徒は個人の必需品
へのアクセスを持ち、他者と
の共用を避ける

.

 
トレーニング 
生徒とスタッフはソーシャル
ディスタンス、フェイスカバ
ーの使用を含む、COVID-19 
の防止訓練を受ける。サイ
ンとコミュニケーションの補
足、トレーニングの補強

ハンドサニタイザ
ー 
建物入り口、共用エリア、教
室のハンドサニタイザース
テーションの設置

 

クリーニング 
全てのFCPSクラスルーム、
学校、施設、バスの清掃と殺
菌手順の増加。清掃剤はす
でに購入済み

 
廊下の通行量削減 
廊下の通行料削減の為学
校スケジュールの調整。ベ
ル時間の調整または生徒教
室移動の代わりに教師の教
室移動 
 
 
 
 

ポスター
建物中に安全手順の重要さ
を示すポスターを掲示

 

戸外時間
時間が許す限り、戸外授業
の努力。ソーシャルディスタ
ンス確保の為、休憩時間の
調整。遊具は使用禁止。

健康と安全の手順
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少数の乗客
バスに乗る生徒数の削減の為、子
供を学校に連れて行ける家族は、
できるだけそうするようお願いしま
す。 

体温検査
モニターのいるバスは生徒がバス
に乗車する時に生徒の体温を検査
します。熱のある生徒は指定場所に
座り、学校で処置を受けます。バス
モニターがない場合、生徒は学校
到着時に学校スタッフに体温検査
を受ける 

フェイスカバー
病的理由がある人以外1年生から
12年生の全ての生徒はバス乗車中
フェイスマスクを着用。マスクを着
用できない人は指定エリアに座る。
従業員はすべてマスク着用。 
 

手の清掃
生徒の乗車、下車時にハンドサニタ
イザーが提供されます

指定エリア 
病的理由または小さくてマスクが
着用できない生徒はバス前方の指
定席に座る

 
ソーシャルディスタンス
ソーシャルディスタンス採用の為　
生徒はバス内でできるだけ離れて
座る

乗車
朝は、後部席から前部席に乗り、前
部席から後部席に下車します。午後
は生徒は指定席に座ります。

 
バス清掃
バスはルート終了ごと、1日の終わ
りに殺菌します

手洗いの実施 
食前食後の手洗いの徹底 
 

表面殺菌
定期的に表面の殺菌 
 

食べ物の共有禁止
テーブル共用の禁止と生徒の食べ
物共有禁止

フードアレルギープラン
の再調査
学校再開前に、教師と学校リーダー
はフードアレルギー、504プラン、IEP
を再調査し便宜を確認 
 

朝食
学校に入る時、生徒が教室に持って
行く朝食を準備 

昼食サービス 
昼食は使い捨て容器の単一サーブ
食。セルフサービスステーションと調
味料はありません

学校責任
施設と各学校の生徒数に基づき、カ
フェテリアマネージャーは校長と可
能スペースでソーシャルディスタンス
をアレンジし、食事と配給をどう行う
か判断します。オプションは、支給ラ
イン、ピックアップステーション、食事
配達、カフェテリア、ジム、教室での食
事を含みます。 
 
 
 
ソーシャルディスタンス
生徒は食事を受け取り、食べる時に
6フィートの距離を保ち、ポスターと
フロアマークでスタッフと生徒のコミ
ュニケーションと期待を助ける 

安全手段とパーソナルプ
ロテクティブイクイプメ
ント
小児栄養スタッフは食品安全と
COVID-19 の安全手順に基づき標準
作業に従う（マスク、ソーシャルディス
タンス、プレキシガラスバリア、表面
と頻度コンタクトエリアの殺菌増加） 
 

柔軟性
FCPSは遠距離教育と学校閉鎖シナ
リオ中に食事サービスプランを確保
するため緊急時対応策を開発しま
した

小児栄養
交通
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登校日
家族による生徒の
健康管理 
生徒が家を出る前に、家族
は過去48時間に子供は発
熱がなくCOVID-19 の症状
がないことを確認ください

 
バス停 
バス停では生徒
はソーシャルディ
スタンスを保つ

マスク
1学年から12学年まで
の生徒はバスに乗る
時にマスクを着用

ソーシャルディ
スタンス 
生徒は離れて並び、廊
下、共同エリア、教室
ではできる限り6フィ
ート離れる

体温検査
バスモニターがある
場合、体温検査を行
います

 
手の清掃 
生徒はバスに乗る
時、手の殺菌をし

後ろから前へ
生徒はバスの後部席から
前に座ります

昼食 
昼食前の手洗い、ノ
ータッチ食事サービ
ス、パックランチ、ソ
ーシャルディスタン
ス、指定席、食後の
手洗い

バス清掃
学校に到着する前
に清掃

健康スクリーニ
ング
バスで到着し、モニター
により既に体温検査を行
った生徒以外、生徒は建
物に入る前に体温検査
をする

広がる 
生徒はソーシャルディス
タンスを採用するため、で
きるだけ離れて座ります

安全に到着
生徒はバスの前
から後ろへ下車し
ます

ハンドサニタ
イザー 
学校入り口、建物全体
にサニタイザーステー
ションを設置

安全スペース
教室のデスクは離し、全
員同じ方向に座る

床を見る
床にはソーシャ
ルディスタンス
のマークを付
ける

朝食
生徒は教室に行く途中
朝食をピックアップで
きる

 
放課後
下校の手順は生徒の流
れを少なくするため制
限をする　

バス乗車 
ハンドサニタイザー、指
定席、帰宅

ポスター 
建物各場所に安全
手順のポスターを
掲示

移動 
廊下の通行量を削減
し、トイレ休憩はソーシ
ャルディスタンスを取り
入れる

St
ar

t 
H

er
e

マスクチェック 
病的理由がある人以
外1-12年生の全ての
生徒は学校に入る為に
マスクを着用。
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生徒と家族へのサポート
フェイアットカウンティパブリックスクールは子供の全てのサポートの供給を約束します。生徒が学問で
成功する為には、安全に住める場所、食事のアクセス、医療、歯科、精神サービス、その他の基本的必需
品が揃う必要があると理解しています。私たちの地域では10人中6人が無料または低料金食事プランに
資格を得ています、そしてCOVID-19 の到来でレキシントンコミュニティの多くの人の経済状態が悪化し
ました。
2020年3月16日から5月17日の間フェイアットカウンティパブリックスクールは子供たちと若者に
365939の食事を提供し、子供と若者に27030の精神サービスコンタクトを受け、27700の食事、クリーニ
ング剤、衛生用品の入ったバックパックを生徒と家族に配給し、19658のクロムブックとラップトップを提
供し、433のホットスポットを提供しました。
2020-2021学年に向けて、継続的にサービスを提供するだけではなく、提供を強化する計画をし製作し
てます。 

ヘルプが必要な場合、子供の学校または地域オフィス859-381-4100までご連絡ください。オンラインヘルプリク
エストフォームはfcps.net/gethelpで可能です。

ファミリーラーニングネットワーク
地域は子供の為の精神的またソーシャルサポート、学習のサポートの為、家族がアクセスできる資料の場
所を開発しています。私たちはすべての学校がタイムリーに正確で家族との一貫性のあるコミュニケーシ
ョンの手段を持ち、この1か所のコミュニケーションの場が最高の助けの場になることを保証したいです。 

開始後、プラットフォームは以下のまたはそれ以外の公平なアクセスを提供します:

• ファミリーテクノロジーヘルプ

• 指導

• オンラインセミナー

• よくある質問

• 希望内容の教育

• 役立つビデオ

• ファミリーチェックリスト

• ダウンロードフォーム

• アカデミック、ソーシャルエモーショナルラ
ーニングのオンラインサポート

家族とコミュニティのチーム 
 
いくつかの学校はこの策略で大きな成功を遂げました。私たちはこのモデルを各学校
に設け家族と意図的につながりを持ち、家族の健康と成功促進に必要なサポートを
提供します。
ゴールは子供の教育の為に家族に力を与え、子供を支持するための機会と発言の機
会を与える為、家族とよりよいつながりを持つことです。チームは定期的に家族に連絡
を取り、“健康チェック”をし、トラウマを受けた時のトレーニング、職業訓練を通し自給
自足のサポート、教育、エージェンシー照会など、いろんなことを確認します。

フェイスイット
16地区のPTAとパートナーを組み、地域は家族へのオンラインチャット“フエイスイット”を開始しました。

月1回か2回木曜の夕方、バーチャルプログラムは英語とスペイン語でライブになり、興味のあるトピックで双
方向の会話が行われます。このオンラインコミュニティサポートは大事なインフォメーションに焦点を当て情報
提供しCOVID-19 のパンデミックの困難や、ストレス、不安に直面する家族を助けるために設けられています。

ソーシャルエモーションラ
ーニング 
地域の総合10-ポイント安全投資プランの一部と
して、ソーシャルエモーショナルラーニングは小
学、中学、高校のカリキュラムとして選ばれまし
た。これらの努力は学校閉鎖中にも継続され、こ
のカリキュラムの手段は計画通り2020-2021学年
に継続されます。

メンタルヘルスサポー
ト 
生徒がキャンパスで学習する、ノントラデ
ィショナルインストラクションで学習する、
バーチャルラーニングアカデミーに登録す
るに関わらず、フェイアットカウンティパブ
リックスクールは柔軟なサポートを提供
します。メンタルヘルス専門家、スクール
ソーシャルワーカー、スクールカウンセラ
ー、ガイダンススペシャリストは勉強、社会
的、精神的、メンタルヘルスのサービスを
提供します。

ベーシックニーズ
ファミリーリソースとユースサー
ビスセンターは食料の不安定と
住居の不安定その他の必需品を
必要家族に提供する為にオープ
ンしています
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どうやって子供の安全を守りますか？
2020-2021学年の準備の会議は生徒、教師、
管理人、サポートスタッフを建物に迎えるた
めに最優先である健康と安全に定着していま
す。学校への復帰は、新たな健康と安全手段
を取入れで違って見えますが、すべての生徒が
安全で快適、楽しい環境で学び目標に達成す
ることを確保することは変わりません。私たち
はウイルスまん延を防ぐためハンドサニタイザ
ー、手洗い、フェイスカバー、距離確保などの
健康と安全のための対策を優先しています。
生徒と家族の健康の不安を敏感に感じ取り、
キャンパスに戻れない人への代替オプション
を提供しています。

生徒または従業員がCOVID-19 の陽
性結果が出たらどうなりますか？
フェイアットカウンティパブリックスクールはレ
キシントン-フェイアットカウンテイー衛生局と
協力して適切な次のステップを取り、接触者
追跡をし、閉鎖、テスト、自主隔離に従います。
個人ケースの反応は、ケースを取り巻く環境
に大きく左右され、学校という環境で個人に
連絡します。

どうやって、あるいはなぜ教室または学
校の閉鎖を決定しますか？
地域は毎日数回出席状況の傾向を監視し、レ
キシントン-フェイアットカウンティ衛生局とパ
ートナーを組み、並行して学校稼働状態を変
更する要因となりうるケースの発展、接触、入
院状況を監視しています。 
 
どうやってバーチャルスクールに登録
できますか？
家族は秋の申し込み期間に教育モデルの選
択をすることができます。選択は学期全体で
す。しかし、家族が変更を必要であれば、可能
です。

よくある質問

追加のよくある質問
はfcps.netのウエブ
サイトに追って掲載
されます。

学校活動
生徒の学校生活を高める学校集会、ペッ
プラリー、フィールドトリップ、その他の活
動は多くの人を1か所に集める機会でもあ
ります。COVID-19 のパンデミックの性質
柄、フェイアットカウンティパブリックスク
ールは州と地元ガイダンスの集会制限に
従います。

発表しない限り:
• 学校は学校集会、ペップラリーその他

の屋内集会を行いません
• フィールドトリップ禁止

課外活動
安全ガイドライン必須:

スポーツ、課外活動に参加する生
徒はケンタッキーハイスクールスポ
ーツ協会（KHSAA）とケンタッキー
音楽教育協会（KMEA）に採用され
た“フェイアットカウンティパブリッ
クスクールプレイガイドライン”に従
う。FCPSはガイダンスアップデート
を監視する。

活動
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再開の為の必須事項

3月16日、知事室とケンタッキー教育委員会は、この秋に直接教育再開
の為のガイドライン製作の為の特別教育委員会を設立の発表をしまし
た。教育委員会セクレタリーの
議長州副知事ジャクリン・コールマンのもと、グループはケンタッキー
教育組合、教育パートナー、２党国会議員４人からなります。６月２４日
特別委員会は知事、衛生局、ケンタッキー教育委員会、教育労働内閣
委員会、ヘルスファミリーサービス委員会により製作された“ケンタッキ
ースクール(K-12)安全の期待と最善の実施ガイドライン”を発表しまし
た。#HealthyAtSchoolのドキュメントは、地元の学校に“出席、学校閉
鎖、遠距離教育モデルのフレキシブルプラン。最善の学習環境のもと、す
べての生徒、スタッフの安全が必要である”と導きます。

6月24日のドキュメントに加え、州全域の学校はケンタッキー教育委員会製作の16の追加ガイドラインド
キュメントの条約に従います。:

COVID-19 学校再開の考慮　第一回地域と
学校の指導（2020年5月15日）

COVID-19学校再開の考慮　生徒とスタッフ
の健康（2020年5月26日)

COVID-19 学校再開の考慮　生徒学習準備
評価　（2020年6月1日）

COVID-19 学校再開の考慮　学習再開、ス
テージ１：カリキュラム調整の立案（2020年
6月1日）

COVID-19 学校再開の考慮―代替ラーニング
デザイン策略（2020年6月8日）

COVID-19 学校再開の考慮―学校閉鎖中断
ガイド（2020年6月15日)

COVID-19 学校再開の考慮フードサービスオ
ペレーション-USDAスクールミールプログラム

（2020年6月22日）

COVID-19 学校再開の考慮‐生徒通学（2020
年6月25日）

COVID-19 ガイド‐再開第二CTE夏季ラブプ
ラン（2020年6月29日）

COVID-19 学校再開の考慮：施設と事業計画
（2020年6月29日）

COVID-19 学校再開の考慮-職場の健康と安
全（2020年7月6日）

COVID-19 学校再開の考慮‐学習再開、ステ
ージ2：ラーナーズアカデミックニーズミーティ
ング（2020年7月13日）

COVID-19 学校再開の考慮‐例外生徒とプリ
スクール生徒（2020年7月20日）

COVID-19 学校再開の考慮‐毎日の参加と
ノントラディショナルインストラクション（2020
年7月20日）

COVID-19 学校再開の考慮‐補償教育と延
長学年サービス（2020年7月20日）

COVID-19 学校再開の考慮‐2020-2021学
年、学校地域職員保留オプション（2020年7
月21日）

ソーシャルディ
スタンス

スクリーニング、学校
除外、接触者追跡

パーソナルプロテクティ
ブイクイプメント、布製フ

ェイスマスク

公衆衛生、環境、産業要
因
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3Rリーダーシップチーム
ローリー・ボーエン、イングリッ
シュラーナーディレクター、ギ
フトプログラムデイレクター
カティナ・ボーエン、カルチュラ
ルレスポンシブテイーチングラ
ーニングコーチ
ブラッド・ダニエル、ラウティン
グスーパーバイザー
シェリ・ヘイズ、アソシエイトデ
イレクターアセスメントリタラ
シー
ローマン・ジェイムズ、スペシ
ャルプロジェクトインターン
BJマーテイン、エレメンタリー
ディレクターテイーチングラー
ニング
ディディ・マシー、セイフスクー
ルスペシャリスト
ソラヤ・マシュー、セカンドデ
イレクター　ティーチングラー
ニング

リサ・スミス、チーフエレメンタ
リースクール
ステファニー・スパイア、フェイ
アットカウンティ教育委員会
議長ペアレントコミュニエイ
代表 
べダ・スチュワート、ファミリー
コミュニティエンゲージメント
キリアン・テイモネー、デイレク
タープラントオペレーション
クリス・ヤング、アシスタントデ
イレクター生徒人事

アカデミック委員会
アクセラレーション
タイソン・バレット、生徒フレデ
リックダグラス高
ローリ・ボーエン、デイレクタ
ーイングリッシュラーナー、ギ
フトプログラム
エイプリル・デイーナー、教
師、EJヘイズ中学
ケイてティ・ファリントン、教師、
ブライアンステーション高
ナタリー・フィーズ、数学教育
スペシャリスト
タニア・ジョーンズ、校長、モー
トン中学
クリス・ロング、教師、テイツク
リーク高

チームリーダー：シュロンダ・モートン、チーフスタッフ
チーム・共同リーダー：ケイト・マックアネリー、チーフアカデミックオフィサー

3R:再度心に思い描き、再度想
像し、再度新たにする特別委
員会メンバー
私たちは以下のリサーチ、評価、2020-2021学年の安全な再開だけではなく、生徒と家

族の将来の成功の基礎となるプラン発展、評価の為に時間と技術を尽くしてくれた生
徒、従業員、両親、コミュニティメンバーに感謝します。

クリスティ・マーシ、教師、ウエ
リントン小学
二コル・ミッチェル、MTSSコ
ーチ
リサ・スミス、チーフエレメンタ
リースクール
ケーラ・トラウボ、教師、ハリソ
ン小学

アセスメント
クリスティナ・バウア、教師、テ
イツクリーク中学
シェリ・ハイズ、アソシエイトデ
イレクターアセンブリーリタラ
シー
チャッド・ヒギンズ、教師、イェ
イツ小学
デビッド・ホスキン、校長、EJヘ
イズ中学
ジャン・パーキンズ、教師、フレ
デリックダグラス高
ブルック・スティンソン、エレメ
ンタリーインプルーブスペシャ
リスト
ジュリー・ライト、チーフミドル
スクール

インストラクションデザイ
ン
マリック・アレイン-ジョーンズ、
ソリューションスペシャリスト
ブリンリー・ボーエン、生徒、フ
レデリックダグラス高
カティナ・ボーエン、カルチャー
レスポンシブティーチング、ラ
ーニングコーチ

ペニー・クリスチャン、16ディス
トリクトPTAプレジデント
アマンダ・デニス、デイレクター
スペシャルエジュケーション
マーティー・ディクソン、セカン
ダリーラングエジアートスペシ
ャリスト
アシュレー・デュラム、教
師、RISEガールSTEMアカデ
ミー
クローデッテ・エディ、教師、リ
ーズタウン中学
キム・フィッシャー、教
師、STEAMアカデミー
ジェニファー・ハッチンソン、校
長、ピカドーム小学
BJマーティン、エレメンタリー
デイレクターティーチング、ラ
ーニング
ソラヤ・マシュー、セカンダリー
ディレクターテイーチング、ラ
ーニング
ライアン・マックエイリー、アプ
リケーションソリューションス
ペシャリスト
スタンリー・オーエン、ハイスク
ールアカデミーリソーススペシ
ャリスト
オースチン・ガルフィー、教師、
メアリータッド小学
チャッド・ピーブラー、教師、ウ
ィンバーン中学
ポーラ・セッツアーキシック、デ
ィストリクトデジタルラーニン
グコーチ

生徒サポート委員会
ソーシャルエモーショナル
ラーニング
クリスチャン・アデアー、ボーイ
ズカラースペシャリスト
ダグ・アダムズ、ディレクター生
徒サポートサービス
テミキュラ・アレン、ソーシャル
ワーカー、テイツクリーク高
クラリッサ・ベル、ファミリーコ
ミュニティレプレゼンタティブ
ジョーダン・ベントレー、メンタ
ルヘルススペシャリスト
コーネル・カーター、ビヘイビ
アコーチ、カーディナルバレー
小学
トリシア・クロウ、プレスクール
リソース教師
セレナ・カルバートソン、ソー
シャルワーカー、ウィンバーン
中学
ジェリカ・ジェントリー、教師、
ブッカーＴワシントンンイェイ
ツ小学
ケイティ・ハベルダ、メンタルヘ
ルススペシャリスト、ロザパー
ク小学
カール・ハイデン、スペシャル
アサインメント
ラ二シャ・ホスラー、リーダー
シップアカデミー、ブライアン
ステーション高
ラガン・ナックル、ポジテイブ
ビヘイビアサポートコーチ
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ローリ・ラザロ、チャイルドガイ
ダンススペシャリスト、アーリン
トン小学
マッケンジー・ラックマン、ポ
ジテイブビヘイビアサポート
コーチ
リンジー・マッティングリー、フ
ァミリーコミュニティエンゲー
ジメント
ディディ・マッシー、セイフスク
ールスペシャリスト
アントニオ・メルトン、ガイダン
スカウンセラー、フレデリック
ダグラス高
レイン・ミニチャン、コーデイネ
ーターメンタルヘルスサービ
スガイダンスカウンセリング
セーラ、ピッカリング、ポジテイ
ブビヘイビアサポートコーチ
ジャクリン・ルーブサム、メンタ
ルヘルススペシャリスト、ロザ
パークウェリントン小学
マーク・シュミット、ポジテイブ
ビヘイビアサポートコーチ
エイドリアン・タッカー、ペアレ
ントコミュニティレプレゼンタ
ティブ
フェイ・トンプソン、チーフエレ
メンタリースクール

ケイティ・ワシントン、メンタル
ヘルススペシャリスト、ブッカ
ーＴワシントン小学
カーマ・ウィルソン、ポジティブ
ビヘイビアサポートコーチ

ファミリーサポート
ダグ・アダムス、ディレクター生
徒サポートサービス
キャロライン・フォード、ファミ
リーリソースセンターコーディ
ネーターノーザン小学
シャミア・フォード、校長、コベ
ントリーオーク小学
カール・ハイデン、スペシャル
アサインメント
リサ・ヒレンブランド、イングリ
ッシュラーナーリソーススペシ
ャリスト
ジェイムズ・ホッジ、ホームレ
スエジュケーションサービス
TCジョンソン、ユースサービス
センターコーディネーター、ウ
ィンバーン中学
エレン・マナ、教師、モートン
中学
ミランダ・スカーリー、ファミリ
ーコミュニティコーディネー
ター
シェリカ・スミス、メンタルヘル
スサービスコーディネーター、
ソーシャルワーカー

べダ・スチュワート、ファミリー
コミュニティエンゲージメント
ミザリ・スアレズ、ファミリーリ
ソースセンターコーディネー
ター、アーリントン小学
フェイ・トンプソン、チーフエレ
メンタリースクール
マリソン・ベイル、コミュニテ
ィ、ブライアンステーション高

課外カリキュラム
ダグ・アダムズ、ディレクター生
徒サポートサービス
ジョー・ギブソン、校長、リーズ
タウン中学
カール・ヘイデン、スペシャル
アサインメント
ビル・カイト、教師、ヘンリーク
レー高
ブライアン・ジェイコブ、校長、
ラフィアット高
ローマン・ジェイムズ、スペシ
ャルプロジェクト
キャリー・ポール、校長、テイツ
クリーク高
ベス・ランドルフ、校長、SCAPA
ニック・ルニオン、キャリアエジ
ュケーションプログラムマネー
ジャー
ロブ・セイヤー、アスレチックデ
イレクター
フェイ・トンプソン、チーフエレ
メンタリースクール

(Task Force Members List Continued...)

オペレーション委員会
小児栄養
ダグ・アダムズ、ディレクター生
徒サポート
ミシェル・コーカー、ディレクタ
ー小児栄養
ゲイリー・クレメンズ、ユナイテ
ッドウエイオブブルーグラス
ジョナサン・コン、ユナイテッド
ウエイオブブルーグラス
クリスティ・モリス、フェイアッ
トカウンティ教育委員会メン
バー、ペアレントコミュニティ
レプレゼンタティブ
メレディス・ラメージ、校長、ノ
ーザン小学
リサ・スミス、チーフエレメンタ
リースクール
ダリル・トンプソン、エクイティ
オフィサー
マイロン・トンプソン、チーフオ
ペレーティングオフィサー

スクールカレンダー、スケ
ジュール
ヘザー・ベル、チーフエレメン
タリースクール
ロバート・クローフォード、校
長、マクスウェル小学
ジェニファー・ダイア、ヒューマ
ンリソースデイレクター
スティーブ・ヒル、ディレクター
生徒パーソネル
アンドレア・ジャクソン、ファミ
リーコミュニティレプレゼンタ
ティブ

アリソン・マルカム、アドミニア
シスタント、ブライアンステー
ション高
ディディ・マッセー、ポジティブ
ビヘイビアサポートコーチ
ジェイムズ・マックミリン、チー
フハイスクール
ベッツイー・レイン、校長、ポー
ルローレンダンバー高
エリック・ソーンバリー、校長、
テイツクリーク中学
ジョン・ホワイト、チーフファイ
ナンシャルオフィサー
ジュリー・ライト、チーフミドル
スクール

スクールオペレーション、
セイフティ
エイミー・ボートマン、アソシエ
イトデイレクターセイフティセ
キュリティ
ジョー・ギブソン、校長、リーズ
タウン中学
ポール・グレゴー、キャンパス
フォアマン、ブライアンステー
ション高
スティーブ・ヒル、ディレクター
生徒パーソネル
アレックス・ハント、教師、ピカ
ドーム小学
ジェニファー・ハッチソン、校
長、ピカドーム小学
ジョー・イザック、ディレクター
リスクマネージメントセイフテ
ィ、セキュリティ
ブライアン・ジェイコブ、校長、
ラフィアット高
ロブ・サイア、ディストリクトア
スレチックディレクター

マーティン・シャファー、チーフ
FCPSポリスデパートメント
シェリカ・スミス、コーディネー
ターメンタルヘルスサービス、
ソーシャルワーカー
ロビン・スタイナー、校長、ディ
キシー小学
ウィン・スティーブン、ペアレン
トコミュニティレプレゼンタテ
ィブ
キリアン・ティモシー、ディレク
タープラントオペレーター

交通
レイチェル・ベイカー、アソシ
エイトデイレクターハイスク
ール
へザー・ベル、チーフエレメン
タリースクール
ブラッド・ダニエル、ラウティン
グスーパーバイザー
マルカム・ダブ、ディレクタート
ランスポーテーション
マイク・へイル、校長ウィンバ
ーン中学
ジェイムズ・ホッジ、ホームレ
スエジュケーションサービス
マーティ・ミルズ、校長、テイツ
クリーク高
マイケル・プライス、校長、ブレ
ッケンリッジ小学
ビー・プライアー、スペシャル
プログラムマネージャー
マーティン・シャファー、チーフ
FCPSポリスデパートメント
ウイットニー・スティブンソン、
アソシエイトディレクターアー
リーチャイルドフッドエジュケ
ーション
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