COVID-19 Safety Protocols
To ensure a safe reopening of campus operations we have set up the following protocols to safeguard our school
community and reduce the risk of transmitting the COVID-19 virus. These protocols have been established in
accordance with Worksafe BC and PHO (Provincial Health Order) guidelines:


















Everyone subject to temperature check on arrival and must sanitize hands and wash hands with soap and
water for at least 20 seconds after check in, and each time returning to the campus (if going out at break
time for example).
You will not be admitted if you are displaying certain symptoms of illness.
If you feel unwell, it is best to just stay home rather than have us send you home, you will not be
punished for this absence.
You must wear a mask the entire time you are on campus. Please bring your own disposable or resusable
cloth mask. If you forget, we can provide a disposable one to you at a cost of $1. (Proper mask use
includes putting it on and removing it by the ear strings and, not placing it on the table top when eating or
drinking. (Please bring a ziploc bag to put your mask in/on.)
While on campus, you should protect yourself and others through frequent hand washing, use of hand
sanitizer and wiping down surfaces after use.
You must maintain the social distancing rule of 6 feet (2 metres) between yourself and others at all times
(staff and students).
There will be directional signage so that you can only go one way in the school.
There is an occupancy limit for students and staff when using the washroom. Two people at a time when
inside the washroom.
Each classroom and room also has its own occupancy limit, you must respect the limit.
The kitchen area, microwaves and water coolers will be unavailable for use. You must take any organic
waste (food scraps, food containers) home with you. Classroom garbage cans are available for tissue and
paper only.
The building also has a rule-when entering the building please make sure there are only 4
people in
the lobby area near the elevators and 2 people when you enter the elevator. If there are problems being
on time due to the elevator conditions you will not be punished.
Anyone who has shown symptoms of COVID-19 in the last 10 days must self-isolate at home; symptoms
include fever, chills, new or worsening cough, shortness of breath, sore throat and new muscle aches or
headache, and not come on campus until confirming with a medical practitioner that it is safe to do so.
Anyone who has arrived from outside of Canada, or who is a contact of a confirmed COVID-19 case, is to
self-isolate for 14 days and monitor for symptoms.
We are unable to run a regular activities program during this time, so virtual activities will continue with
some adjustments to allow students time to return home in order to participate.
The school will be closed right after classes so students are required to go home at 3:30.

iTTTi Vancouver will do its part by making sure we frequently sanitize high touch areas and disinfect all tables
every day. There will be multiple sanitization stations. We all hope that these extra measures will be temporary
but now is the time to be vigilant and to learn some life skills for disease prevention such as:
The proper way to sneeze and cough: Turn your head to the side away from others and sneeze or cough into your
elbow.
Wash your hands after blowing your nose with tissue. (always with soap and minimum 20 seconds.)
Don't touch your eyes, face or mouth.
Also, although we understand and appreciate that some cultures greet each other by hugging or kissing on the
cheek, you must not do so at this time. Do not shake hands, high five, or hug classmates or instructors.
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COVID-19 における安全対策の実施要項

iTTTi Vancouver では、キャンパス運営をを安全に再開するにあたり、学校コミュニテ
ィの保護と COVID-19 の感染リスクを低減するため、以下の実施要項を設定します。こ
れらの実施要項は、Worksafe BC と PHO（Provincial Health Order）のガイドラインに基
づいて設定されています。
- 登校時には体温チェックを受け、手を消毒し、石鹸と水で少なくとも 20 秒間洗う必
要があります。登校後はキャンパスに戻るたびに（例えば休憩時間に外出する等）、こ
れらを繰り返し実行してください。
- 特定の体調不良症状が出ている場合は登校できません。
- 具合が悪い時は、登校後に早退するのではなく、欠席するのが最良です。この場合の
欠席には何の罰則もありません。
- 校内にいる間は常にマスクを着用してください。使い捨てマスクまたは再利用可能な
布製マスクを持参してください。忘れた場合は、使い捨てマスクを学校で購入すること
ができます（1 ドル）。（マスクの正しい使い方：紐部分を持ってつけたり外したりし
て下さい。飲食時にはテーブルの上に置いてはいけません。マスクを入れるためのジッ
プロック袋をお持ちください。）
- キャンパス内では、頻繁に手を洗い、手指消毒剤を利用し、使用した物の表面を拭く
などして、自分自身や他の人を守ってください。
- 自分と他の人（スタッフと学生）との間には、常に 2 メートル（6 フィート）の距離
を保つようにしてください。
- 学校内では、方向指示に従って一方向に歩いてください。
- 洗面所を利用する際には、中に入れる人数に制限があります。洗面所内には一度に 2
人までしか入れません。
-それぞの教室にはそれぞれの人数制限がありますので、その制限に従ってください。
- キッチン、電子レンジ、ウォータークーラーは使用できません。有機ゴミ（生ゴミ、
食品容器）は必ず持ち帰ってください。教室のゴミ箱はティッシュと紙のみに使用可能
です。
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- 学校のあるビルに入る際には、エレベーター付近のロビーには 4 人まで、エレベータ
ーには 2 人までというルールがありますので、必ず守ってください。エレベーターの混
雑状況が原因で遅刻した場合には何の罰則もありません。
- 過去 10 日以内に COVID-19 の症状が出た人は、自宅で自己隔離してください。発熱、
悪寒、咳、息切れ、喉の痛み、筋肉痛、頭痛などの症状が出た場合は、医師が登校して
も大丈夫だと診断するまで学校に来てはいけません。
- カナダ以外の国から入国した人、または COVID-19 罹患者と接触した人は、14 日間の
自己隔離をして症状を観察してください。
- 通常のアクティビティプログラムは実施できないため、生徒の帰宅時間を考慮したバ
ーチャルアクティビティを継続します。
- 授業終了後すぐに学校が閉まりますので、生徒は 3:30pm に下校してください。

iTTTi バンクーバーでは、接触頻度の高い箇所を頻繁に消毒し、全てのテーブルも毎日
消毒します。また、校内には手指消毒剤が複数設置されます。私たちは、これらの措置
が一時的なものになることを願っていますが、今は警戒し、病気を予防するライフスキ
ルを学ぶための時間だと思っています。
くしゃみと咳の正しい仕方：他の人から顔をそむけ、くしゃみや咳を肘の内側にします。
決して、手で覆ったりしないこと。
ティッシュで鼻をかんだ後は手をよく洗いましょう。(必ず石鹸を使い最低でも 20 秒)。
目や顔、口には触れないようにしましょう。
文化によってはハグや頬にキスをして挨拶をすることもありますが、今は絶対にしては
いけません。クラスメートや講師との握手やハイタッチ、ハグはしないでください。
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