
資料　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）をめぐる文科省の主な動き（通知等）
文科省通知等の対応
第Ⅰ期（潜伏期）

2020.1.24 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(依頼)[文科省総合局教育改革・国際課他]

2020.1.28 新型コロナウイルス感染症の「指定感染症」への指定を受けた学校保健安全法上の対応について[文科省総合局生涯学習推進課他]

2020.1.30 新型コロナウィルスに感染した場合等の受験生への配慮について（依頼）[文科省高等局大学振興課大学入試室]

2020.1.31 新型コロナウイルス感染症の最新情報について（令和２年１月31日18時時点）[文科省総合局教育改革・国際課他]

2020.2.3 高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応について[文科省初中局児童生徒課]	/新型コロナウイルスに関連した感染症対策に
関する対応について（依頼）[文化庁政策課長]	/新型コロナウイルスに係る訪日外国人旅行者向けコールセンター等の周知について（協力依頼）
[文化庁政策課長、スポーツ庁政策課長]

2020.2.6 中国から帰国した児童生徒等への対応に関する学齢簿の取扱いについて[文科省初中局初等中等教育企画課教育制度改革室]

2020.2.7 新型コロナウィルスに感染した場合等の大学入学者選抜における受験生への配慮について（補足）[文科省高等局大学振興課大学入試室]

2020.2.10 中国から帰国した児童生徒等への対応について（2/10	現在）（通知）[文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長他]

2020.2.12 新型コロナウイルス感染症の最新情報について（令和２年２月12	日18	時時点）[文化庁政策課長]

2020.2.18 児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について[厚生労働省健康局結核感染症課、文科省初中局健康教育・食育課]（別紙）
児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応（２月18日時点）	/児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応に
ついて[文科省総合局生涯学習推進課]	/学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について	[文科省初中局健康教育・食育課]

2020.2.19 高等学校入学者選抜等における新型コロナウイルス感染症への対応について（第２報）[文科省初中局児童生徒課他]

第Ⅱ期（拡大期）
2020.2.25 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針[新型コロナウイルス感染症対策本部決定]	/学校の卒業式・入学式等の開催に関する考え方について（令

和２年２月２５日時点）[文科省総合局生涯学習推進課他]	/児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)	[文科
省総合局生涯学習推進課他]

2020.2.26 各種文化イベントの開催に関する考え方について（令和２年２月２６日時点）[文化庁政策課長]		/社会教育施設において行われるイベント・講座
等の開催に関する考え方について（令和２年２月２６日時点）[文科省総合局地域学習推進課]

2020.2.27 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての保育所等の対応について[厚労省子ども家庭局保育課、子育て支援課]

2020.2.28 新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(通知)	[文科省事務次官]	/
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における臨時休業に伴う教育課程関係の参考情報について
（2月28	日時点）[文科省初中局教育課程課]	/新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての幼稚園の対応について[文科省
初中局幼児教育課]	/新型コロナウイルス感染症対策に関する地域学校協働活動の取扱について[文科省総合局地域学習推進課地域学校協働活動推進
室]	/新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について[文科省初中局、高等局、厚労省医政
局、健康局、医薬・生活衛生局、社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部]

2020.3.2 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイトの開設について[文科省総合局生涯学習推進課
他]/新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について(依頼)
[文科省初中局長、総合局長、大臣官房文教施設企画・防災部長	、厚労省子ども家庭局長	、社会・援護局障害保健福祉部長]	/新型コロナウイルス
感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて（通知）[文科省初中局財務課長]	/新型コロナウ
イルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び	
特別支援学校等における一斉臨時休業の要請に係る留意事項について（周知）[文科省高等局高等教育企画課]	/中国から帰国した児童生徒等への対
応について[追加２報（韓国・大邱広域市及び慶尚北道清道郡の追加）]（令和２年３月２日現在）[文科省初中局健康教育・食育課]

2020.3.4 新型コロナウイルス感染症対策のための	小・中・高等学校等における臨時休業の状況について	(令和2年3月4日(水)8時時点・暫定集計)	/新型コロ
ナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&Aの送付について(3月4日時点)	[文
科省初中局健康教育・食育課]	/新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業中の
児童生徒の外出について（３月４日時点）[文科省初中局健康教育・食育課他]

2020.3.5 令和２年度より使用する教科書の供給業務について[文科省初中局教科書課]	/一斉臨時休業中の子供たちへの各家庭での指導と見守りについて（協
力のお願い）[文科省総合局地域学習推進課]	/新型コロナウイルス感染症に対する感染管理	改訂2020	年3月5日[国立感染症研究所]	/「新型コロナ
ウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の適切な対応について（通知）[文部
科学省初等中等教育局財務課長]	/新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた業務体制の確保について（通知）[文科省初中局財務課長]

2020.3.6 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた私立学校における業務体制の確保について（事務連絡）[文科省高等局私学部私学行政課]	/新型コロ
ナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての重症心身障害児や医療的ケア児等の受入れについて[厚労省社会・援護局障害保健福祉
部障害福祉課、文科省初中局特別支援教育課]

2020.3.9 新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの送付について（３月
９日時点）[文科省初中局健康教育・食育課]

2020.3.10 臨時休業に伴う学校給食休止への対応について[文科省初中局健康教育・食育課]

2020.3.11 新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの送付について（３月
11	日時点）[文科省初中局健康教育・食育課]	/新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の運営に関する取扱いについて（事務連
絡）[文科省高等局私学部私学行政課]	/新型コロナ感染症への対応に伴う免許状更新講習の中止により講習を受講できなかった者への対応について
（事務連絡）[文科省総合局教育人材政策課]	/臨時休業に伴う学校給食休止により影響を受けている学校給食関係事業者に対する配慮について（依
頼）[文科省初中局健康教育・食育課、農水省食料産業局食品流通課」

第Ⅲ期（規制強化期①）
2020.3.13 新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの送付について（３月

13	日時点）[文科省初中局健康教育・食育課]	/新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020	年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び
2019	年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮に関する要請について（周知）[文科省高等局学生・留学生課、厚労省人材開発統括官若年者・
キャリア形成支援担当参事官室]	/新型コロナウイルス感染症対策に伴い発生する未利用食品の利用促進等について[文科省初中局健康教育・食育
課、厚労省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室、厚労省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室]

2020.3.17 新型コロナウイルス感染症対策に係る春季休業期間中の留意点について[文科省総合局生涯学習推進課他]	/新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業及び春季休業期間に関するＱ＆Ａの送付について（３月17	日時点）[文科省初
中局健康教育・食育課]	/令和2年度全国学力・学習状況調査について	(通知)	[文科省]	/新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休
業に関連した子供の居場所の確保等に関する各自治体の取組状況等について	

2020.3.18 臨時休業に伴う学校給食休止により影響を受けている学校給食の調理業務等受託者に対する配慮について（依頼）[文科省初中局健康教育・食育
課、農水省食料産業局食文化・市場開拓課、中小企業庁事業環境部取引課]	/新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育における教科書の円滑
な利用について[文科省初中局教科書課]

2020.3.19 教科書を十分に活用した補充のための授業等の実施に向けた資料の作成等について[文科省初中局教育課程課他]	/新型コロナウイルス感染症の状況
を踏まえた学校保健安全法に基づく児童生徒等及び職員の健康診断の実施等に係る対応について[文科省初中局健康教育・食育課]	/「学校の臨時休
業の実施状況、取組事例等について【令和２年３月19	日時点】」の送付について[文科省初中局健康教育・食育課]

2020.3.21 社会教育施設において行われるイベント・講座等の開催に関する考え方について（令和２年３月21	日時点）[文科省総合局地域学習推進課]

2020.3.24 新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン(令和2年3月24日)[文科省]	/令和2年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支
援学校における教育活動の再開等について（通知）[文科事務次官]	/令和２年度における専門学校等の授業の開始等について（通知）[文科省総合
局長]	/令和２年度における大学等の授業の開始等について（通知）[文科省高等局長]
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2020.3.25 各学校等における教育活動の再開へ向けたマスクの準備について[文科省初中局健康教育・食育課]	/新型コロナウイルス感染症対策のための小学
校，中学校，高等学校及び特別支援学校における外国語指導助手（ALT）等の勤務への配慮について[文科省初中局教育課程課]

2020.3.26 学校給食従事者におけるマスクの着用及び手指の消毒について[文科省初中局健康教育・食育課]	/新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中
学校，高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ（令和２年３月26日時点）

2020.3.31 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた私立学校における業務体制の確保について（第２報）[文科省高等局私学部私学行政課、厚労省労働
基準局監督課]

2020.4.1 「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の改訂について（通知）[文科事務次官]	/新型コロナウイルス
感染症対策に係るＪＥＴプログラム参加者への配慮について[総務省自治行政局国際室長、外務省大臣官房人物交流室長、文科省初中局情報教育・
外国語教育課長]

2020.4.3 新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ（令和２年４月３日
時点）

2020.4.6 新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ（令和２年４月６日
時点）	/新型コロナウイルス感染症対策に関する学校の新学期開始状況等について

2020.4.10 学校への布製マスクの配布について[文科省]	/新型コロナウイルス感染症対策に関する学校の新学期開始状況等について　/新型コロナウイルス感
染症対策に関する専門学校における学事日程等の検討状況について[文科省総合局生涯学習推進課専修学校教育振興室]	/新型コロナウイルス感染症
対策に関する大学等の対応状況について

2020.4.13 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための出勤者の削減について(通知)[文科省初中局初等中等教育企画課長他]

2020.4.14 令和2年度使用教科書の給与について(依頼)[文科省初中局教科書課]

2020.4.15 新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&Aの送付について(4月15
日時点)	[文科省初中局健康教育・食育課]

2020.4.17 令和2年度全国学力・学習状況調査について(通知)(令和2年4月17日)	[文科省総合局長]	/専門学校等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止
措置の実施に際して留意いただきたい事項等について(周知)[文科省総合局長]	/4月以降の臨時休業等に伴う学校給食休止により影響を受ける学校
給食関係事業者に対する配慮について(依頼)[文科省初中局健康教育・食育課]	/大学等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置の実施に
際して留意いただきたい事項等について(周知)[文部科学省高等教育局長]	/新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特
別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&Aの送付について(4月	17	日時点)[文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課]	/	Ⅱ．新型コ
ロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン	（令和２年４月１７日改訂版）	/「II.新型コロナウイルス感染症に対応した
臨時休業の実施に関するガイドライン」の変更について(通知)[文科事務次官]	/令和2年度全国学力・学習状況調査について（通知）（令和2年4月
17日）[文科省総合局長]		/令和2年度における大学・専門学校等の教職課程等の実施に関する	Q&Aの送付について	(4月17日時点)[文科省総合局教
育人材政策課]

2020.4.19 4月16日の緊急事態宣言を受けて学校の臨時休業を決定した道府県(令和2年4月19日時点)

2020.4.20 学校へ配布する布製マスクへの不良品混入事例について[文科省]

2020.4.21 新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等について(通知)[文科省初中局長]	
/学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&Aの送付について(4月	21	日時点)[文科省高等局大学振興課]	/専修学校等に係る学事日程等の取
扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A等の送付について(4月21日時点)	[文科省総合局生涯学習推進課]	/新型コロナウイルス感染症対策にかかる学校
をサポートする人材確保における	退職教員の活用について(依頼)	[文科省総合教育局教育人材政策課他]

2020.4.22 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と運動・スポーツの実施について[スポーツ庁健康スポーツ課]	/特別定額給付金(仮称)事業等に関する学生等
への周知について(依頼)	[文科省高等局学生・留学生課他]

2020.4.23 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けた家庭での学習や校務継続のための	ICT	の積極的活用について[文部省初中局情報教育・外国語教育
課長]	/「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」について[文科省総合局地域学習推進課]	/新型コロナウイルス感染症に対応した小学
校，中学校，高等学校	及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&Aの送付について(4月23日時点)	[文科省初中局健康教育・食育課]	
/休館中の図書館、学校休業中の学校図書館における取組事例について[文科省初中局健康教育・食育課]	/新型コロナウイルス感染症対策のために
幼稚園において臨時休業を行う場合の留意事項及び幼児や職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の関係者への情報提供について[文科省
初中局幼児教育課他]

2020.4.27 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた高等教育の修学支援新制度の運用等について(周知)[文科省高等局学生・留学生課他]

2020.4.28 新型コロナウイルス感染症への対応に関する免許法認定講習の実施方法の特例について(通知)[文科省総合局教育人材政策課長]	/新型コロナウイル
ス感染症への対応に関する免許法認定講習の実施方法の特例について(通知)[文科省総合局教育人材政策課長]

2020.4.30 指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除について[文化庁文化経済・国際課他]	/
文部科学省が担当する機関要件の確認について[文科省高等局	学生・留学生課	高等教育修学支援室]	/新型コロナウイルス感染症に係る影響を受け
た学生等に対する経済的支援等について(依頼)[文科省高等局学生・留学生課他]	/新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校卒業者に係る乗船実習
の取扱いについて(周知)[文部科学省初等中等教育局	参事官(高等学校担当)付他]	/新型コロナウイルス感染症の予防に関わる指導資料[文科省]

2020.5.1 「新型コロナウイルス感染症対策の現状を踏まえた学校教育活動に関する提言」	(令和2年5月1日)[学校における新型コロナウイルス感染症の対策
に関する懇談会]	/新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫について(通知)[文科省初中局長]	/遠隔授業等
の実施に係る留意点及び実習等の授業の弾力的な取扱い等について[文科省高等局大学振興課]		/専修学校等における遠隔授業等の実施に係る留意
点及び実習等の授業の弾力的な取扱い等について(周知)[文科省総合局生涯学習推進課]		/令和2年度における教育実習の実施期間の弾力化について
(通知)	[文科省総合局教育人材政策課長]	/新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による学校給食関係事業者への対応について(周知)
[文科省初中局健康教育・食育課、農水省食料産業局食品流通課]

2020.5.4 5月4日に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」の延長等について[スポーツ庁政策課]	/5月4日に決定された「新型インフルエンザ等緊
急事態宣言」の延長等について[文科省総合局地域学習推進課長]

2020.5.7 「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導	事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する
指針」の一部改正について(通知)[文科省初中局初等中等教育企画課長他]	/新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を踏まえた業務体制の確保につ
いて[文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課他]	/新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の学びの保障のための	ICTを活用した著作
物の円滑な利用のための対応について[文科省初中局	教科書課]	/新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育における教科書の円滑な利用のた
めの継続的な対応について[文科省初中局教科書課]	/新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業中における障害のある児童生徒の家庭学習支援
に関する留意事項について[文科省初中局特別支援教育課]

2020.5.8 新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育のための教材や学習動画の作成・活用に当たっての留意事項について[文部科学省初等中等教育局教
科書課他]

2020.5.11 獣医師国家試験の受験資格に係る取扱い等について[文科省高等局専門教育課、農水省消費・安全局畜水産安全管理課]	/令和2年度における教職大
学院の実習の実施方法の弾力化及び留意事項について(通知)[文科省総合局教育人材政策課長]	

2020.5.12 新型コロナウイルス感染症対策に伴う令和3年度使用教科書の採択事務処理の運用等について[文科省初中局教科書課]

2020.5.13 臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の食に関する指導等について[文科省初中局健康教育・食育課]	/中学校等の臨時休業の実施等を踏ま
えた令和3年度高等学校入学者選抜等における配慮事項について(通知)[文科省初中局長]	/臨時休業期間における外国人児童生徒等に対する学習指
導・支援の留意事項等について[文科省総合局	女共同参画共生社会学習・安全課]	/新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学
校	及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&Aの送付について(5月13日時点)	[文科省初中局健康教育・食育課]
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2020.5.14 「公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」及び「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」について
[文科省総合局地域学習推進課]	/高等学校等の臨時休業の実施等に配慮した令和3年度大学入学者選抜における総合型選抜及び学校推薦型選抜の実
施について(通知)	[文科省高等局長]	/高等学校等の臨時休業の実施等に配慮した令和3年度専門学校入学者選抜について(通知)[文科省総合局生涯
学習推進課長]

2020.5.15 学校教育活動再開時における登下校時の安全確保について[文科省総合局	男女共同参画共生社会学習・安全課]	/新型コロナウイルス感染症の状況
を踏まえた専門学校等における教育活動の実施に際しての留意事項等について(周知)[文科省総合局生涯学習推進課]	/新型コロナウイルス感染症の
状況を踏まえた大学等における教育研究活動の実施に際しての留意事項等について(周知)	[文科省高等局高等教育企画課]	/5月	14	日に決定された
「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」における	緊急事態措置を実施すべき区域の変更について	[文科省総合局地域学習推進課長]	/新型コロナウ
イルスによる緊急事態宣言を受けた家庭での学習や校務継続のためのICTの積極的活用について[文科省初中局情報教育・外国語教育課長]	/新型コ
ロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校教育活動等の実施における「学びの保障」の方向性等について(通知)[文科省初中局長]

2020.5.18 緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う地域学校協働活動の取扱及び	地域学校協働活動の取組の工夫に関する考え方について	[文科省
総合局	地域学習推進課地域学校協働活動推進室]	/新型コロナウイルスの感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校で	きなかった生徒に対
する高等学校通信制課程の学習指導について[文部科学省初等中等教育局参事官(高等学校担当)付]	/令和2年度における大学・専門学校等の教職課
程等の実施に関する	Q&A	の送付について	(5月	18	日時点)	[文科省総合局教育人材政策課]	/新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校卒業者に係
る乗船実習の取扱いについて(正式通知)(周知)[文科省初中局	参事官(高等学校担当)付他]	/新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校卒業者に係
る3級海技士試験の取扱いについて(周知)[文科省初中局	参事官(高等学校担当)付他]		/「子どもの見守り強化アクションプラン」の実施にあたっ
ての協力依頼について(通知)	[文科省初中局長]

2020.5.19 学生支援緊急給付金給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)	について(依頼)	[文科省高等局学生・留学生課]	/職場における新
型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について[文科省総合局地域学習推進課]

2020.5.21 学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について[スポーツ庁政策課学校体育室]	/新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高
等学校及び特別支援学校等における教育活動の実施等に関するQ&Aの送付について(5月21日時点)	[文科省初中局初等中等教育企画課]

2020.5.22 5月	21	日に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」における緊急事態措置を実施すべき区域の変更について[文科省総合局地域学習推進
課長]		/学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A等の	送付について(5月	22	日時点)	[文部科学省高等教育局大学振興課]		/「安全に運
動・スポーツをするポイントは?」の改正について[スポーツ庁健康スポーツ課]		/学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ
アル	~「学校の新しい生活様式」~について	[文科省初中局健康教育・食育課]/今年度における学校の水泳授業の取扱いについて	[スポーツ庁政策
課学校体育室他]

2020.5.25 専修学校等に係る学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A等の送付について(5月25日時点)	[文科省総合局生涯学習推進課]

2020.5.26 5月	25	日に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言」等について[文科省総合局地域学習推進課長]		/5月25日に決定された「新型イ
ンフルエンザ等緊急事態解除宣言」及び解除後の催物等に関する対応等について	[スポーツ庁政策課]

2020.5.27 「学校・子供応援サポーター人材バンク」の周知について(依頼)	[文科省総合局	地域学習推進課地域学校協働活動推進室]		/新型コロナウイルス
感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意事項について(通
知)	[文科省初中局児童生徒課長]

2020.5.28 教職課程を履修する学生への「学校・子供応援サポーター人材バンク」の	再度の周知等について(依頼)[文科省総合局教育人材政策課]		/熱中症事
故の防止について(依頼)[スポーツ庁健康スポーツ課長]

2020.5.29 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた学生等への経済的支援等に関する「学生の“学びの支援”緊急パッケージ」の公表及び相談対応等に
おける留意点について(依頼)[文科省高等局学生・留学生課他]

2020.6.1 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について[文科省初中局他]	/新型コロナウイルス感
染症への対応を踏まえた	2020	年度卒業予定者等の	就職・採用活動への配慮について(要請)	[文科省総合局長他]	/新型コロナウイルス感染症の影
響を踏まえた職業に関する教科の実習等	に関するQ&Aについて[文科省初中局	参事官(高等学校担当)付	産業教育振興室]	/「新しい生活様式」を踏
まえた御家庭での取組について(協力のお願い)[文科省総合局地域学習推進課他]

2020.6.4 「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き(第1版)」について	[文科省初中局児童生徒課長]

2020.6.5 新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」
総合対策パッケージについて(通知)	[文科事務次官]		/専門学校等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについて(周知)[文科
省総合局長]	/大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについて(周知)[文科省高等局長]		/学校の授業における学習活動の
重点化に係る留意事項等について(通知)[文科省初中局教育課程課長]	/ウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項に
ついて(通知)	[文科省総合局教育人材政策課長]

2020.6.8 学校等欠席者・感染症情報システムの加入について(依頼)	[健康教育・食育課]

2020.6.9 新型コロナウイルス感染症への対応に伴い土曜授業等を実施する場合における週休日の振替等の適切な実施及び工夫例等について(通知)	[文科省初
中局初等中等教育企画課長	]

2020.6.11 令和3年3月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等の変更について(通知)	[文科省初中局長他]

2020.6.16 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル	~「学校の新しい生活様式」~」の改訂について[文科省初中局健康教育・食
育課]

2020.6.17 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の登記に関する取扱いについて[文科省高等局私学部私学行政課]

2020.6.19 令和3年度大学入学者選抜実施要項について(通知)[文科省高等局長]	/特別支援学校等における新型コロナウイルス感染症対策	に関する考え方と取
組について(通知)	[文科省初中局長]	

2020.6.22 令和3年度専門学校入学者選抜について(通知)[文科省総合局生涯学習推進課長]	/令和3年度高等学校入学者選抜等の実施に当たっての留意事項につ
いて(通知)[文科省初中局児童生徒課他]

2020.6.23 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う看護師等養成所における臨地実習の取扱い等について(周知)[文部科学省高等教育局医学教育課]

2020.6.24 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた高等教育の修学支援新制度の運用等について(周知)[文科省高等局	学生・留学生課他]

2020.6.26 新型コロナウイルス感染症への対応に伴う教職員のメンタルヘルス対策等について(通知)	[文科省初中局初等中等教育企画課長]	/修学旅行の相談
窓口の設置及び	Go	To	トラべル事業の活用について[児童生徒課]	/新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた学生等への経済的支援等におけ
る留意点について(依頼)[文部科学省高等教育局学生・留学生課他]

2020.7.8 令和2年度JETプログラム事業における新規招致について(通知)[総務省自治行政局国際室長、外務省大臣官房人物交流室長、文科省初中局外国語教
育推進室長]

2020.7.10 小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校における外国語指導助手（ALT）等を活用した学習の確保について[文科省初中局教育課程課他]

2020.7.13 新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う更新講習修了期間	の特例に関する省令の施行について(通知)	[文科省総合教育政策局長]

2020.7.17 学校の授業における学習活動の重点化に係る留意事項等について(第2報)(通知)[文科省初中局教育課程課長、教科書課長]	/新型コロナウイルス感
染症の影響を踏まえた職業に関する教科の実習等	に関するQ&Aについて(一部更新)	[文科省初中局	参事官(高等学校担当)付	産業教育振興室]

2020.7.27 本年度後期や次年度の各授業科目の実施方法に係る留意点について[文科省高等局大学振興課]

2020.7.28 現在の感染状況を踏まえた修学旅行等への配慮及び	Go	To	トラベル事業の活用について[文科省初中局児童生徒課、国交省観光庁参事官(旅行振
興)]		/飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組の徹底について(依頼)[文科省高等局長]	/専修学校等における本年度及び次年度の各
授業科目の実施方法に係る留意点について[文科省総合局生涯学習推進課]	/飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた専門学校等における取
組の徹底について(依頼)[文科省総合局長]

2020.7.31 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する学生等への周知について(依頼)[文科省高等局学生・留学生課他]
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2020.8.6 小学校、中学校及び高等学校等にかかる感染事例等を踏まえて	今後求められる対策等について(通知)	[文科省初中局長]		/「学校における新型コ
ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル	~「学校の新しい生活様式」~」の改訂について	[文科省初中局健康教育・食育課]

2020.8.11 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(通知)	[文科省総合局長]	/小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育
職員免許法の	特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)	[文科省総合局長]

2020.8.13 令和2年度から令和4年度までの間における小学校学習指導要領、中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領の特例を定める告示並びに特別支援
学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領の特例を定める告示について(通知)	[文科省初中局長]

2020.8.25 9月1日以降における催物の開催制限等について[スポーツ庁政策課]

2020.8.28 令和2年度における大学・専門学校等の教職課程等の実施に関する	Q&A	の送付について(8月	28	日時点)[文科省総合教育局教育人材政策課]	

2020.8.31 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた職業に関する教科の実習等に関するQ&Aについて(一部更新)	[文科省初中局参事官(高等学校担当)付産
業教育振興室]

2020.9.3 新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～(2020.9.3	Ver.4)	[文科省初中等局健康教育・食育課]	/
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル	~「学校の新しい生活様式」~」の改訂について	[文科省初中等局健康教
育・食育課]

2020.9.9 令和3年度大学入学者選抜におけるオンラインによる選抜実施について(依頼)[文科省高等局		大学振興課大学入試室]

2020.9.14 11月末までの催物の開催制限等について[スポーツ庁政策課	]

2020.9.15 専門学校等における本年度後期等の授業の実施と新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について(周知)[文科省総合局生涯学習推進課長]	/大学
等における本年度後期等の授業の実施と新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について(周知)[文科省高等局長]

2020.9.25 修学旅行等における	Go	To	トラベル事業の活用等について[文科省初中局児童生徒課、国交省観光庁参事官(旅行振興)]

2020.10.2 修学旅行等の実施に向けた最大限の配慮について[文科省初中局児童生徒課]

2020.10.5 外国人留学生の入国に関する対応について(依頼)[文科省高等局学生・留学生課留学生交流室]	/外国人留学生の入国に関する対応について(依頼)	
[文部科学省高等教育局	学生・留学生課留学生交流室]	

2020.10.7 今年度の体育における学習活動の取扱いについて[スポーツ庁政策課学校体育室]　/感染拡大の防止と研究活動の両立に向けたガイドライン(改訂)
[文科省]

2020.10.14 修学旅行等の学校行事におけるバスの利用について[文科省初中局児童生徒課]　/令和3年3月新規高等学校等卒業者の就職・採用活動において資
格・検定試験を	活用する場合の配慮について(依頼)	[文科省初中局長、厚労省人材開発統括官]

2020.10.30 令和3年度専門学校入学者選抜等における無症状の濃厚接触者の取扱いについて[文科省総合局生涯学習推進課]	/令和3年度高等学校入学者選抜等に
おける無症状の濃厚接触者の取扱いについて	[文科省初中局児童生徒課他]

2020.11.6 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する学生等への周知について(依頼)	[文科省高等局学生・留学生課他]

2020.11.19 大学等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について(周知)[文科省高等局高等教育企画課]
2020.12.1 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する学生等への周知について(依頼)	[文科省高等局学生・留学生課他]

2020.12.3 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~」の改訂について[文科省初中局健康教育・食
育課]/学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル	~「学校の新しい生活様式」~	(2020.12.3	Ver.5)	[文科省初中局健康
教育・食育課]/「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~」の改訂について[文科省初中
局健康教育・食育課]

2020.12.10 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感染症対策の徹底について(通知)[文科学省初中局
長他]

2020.12.18 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた学生等に対する追加を含む経済的な支援及び学びの継続への取組に関する留意点について(依頼)[文
科省高等局他]

2020.12.23 大学等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底と学生の学修機会の確保について(周知)[文科省高等局長]
2021.1.5 小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について(通知)[文科省初中局長他]	/大学等における新型コロナウイ

ルス感染症対策の徹底と学生の学修機会の確保について(周知)[文科省高等教育局長	]	/専門学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底
と生徒の学修機会の確保について(周知)[文部科学省総合教育政策局長]

第Ⅴ期（規制強化期②）
2021.1.7 社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について	[文科省総合局地域学習課長]

2021.1.8 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応
に関する留意事項について(通知)[文科省初中局長他]	/新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた大学等における新型
コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について(周知)[文科省高等局長]	/令和3年度専門学校入学者選抜における新型コロナウイルス感
染症対策の徹底について(通知)[文科省総合局生涯学習課長]	/新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた専門学校等に
おける新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について(周知)[文科省総合局長]	/緊急事態宣言下における安全な運動・スポーツの実
施について[スポーツ庁健康スポーツ課]	/新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための取組について(通知)[文科省初中局初中企画課長]	/緊急
事態宣言の発出による地域学校協働活動の実施に関する留意点について	[文科省総合局	地域学習課地域学校協働活動推進室	]	/新型コロナウイル
ス感染症のまん延防止のための取組について(周知)[文科省高等局高等教育企画課]

2021.1.14 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域拡大を踏まえた、小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイル
ス感染症対策の徹底について(通知)	[文科省初中局長]	/新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域拡大を踏まえた大
学等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について(周知)[文科省高等局長]	/新型コロナウイルス感染症のまん延防止のた
めの取組について(事務連絡)[文科省高等局私学部私学行政課]	/新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための取組について(周知)[文科省総合
局生涯学習推進課]	/新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた高等学校通信制課程の学習指導における新型コロナウ
イルス感染症への対応	に関する留意事項について(通知)	[文科省初中局参事官(高等学校担当)付]	/新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
緊急事態宣言の対象区域拡大を踏まえた専門学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について(周知)[文科省総合局長]

2021.1.29 大学等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための取組の徹底について(周知)[文科省高等局長]	/専門学校等における新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大を防止するための取組の徹底について(周知)[文科省総合局長]	

2021.2.1 新型コロナウイルスのワクチン接種会場に教育委員会等の所管する施設等を活用することについて(通知)[文科省総合局長他]

2021.2.5 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う留意事項等について(周知)[文科省総合局生涯学習推進課]	/年度末に向けて行わ
れる行事等の留意事項等について[文科省初中局教育課程課]

2021.2.15 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について(周知)[文科省総合局生涯学習推進課]

2021.2.19 新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラインの改訂について(通知)[文科事務次官]	/新型コロナウイルス感染症へ
の対応を踏まえた2021	年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について	(周知)	[文科省高等局学生・留学生課]		/新型コロナウイ
ルス感染症への対応を踏まえた	2021	年度卒業・修了予定者等の	就職・採用活動に関する要請について(周知)	[文科省総合局生涯学習推進課]	/感
染症や災害等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導について（通知）[文科省初中局長]

注記：文部科学省＝文科省、初等中等教育局＝初中局、高等教育局＝高等局、総合教育政策局＝総合局、厚生労働省＝厚労省、農林水産省＝農水省
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