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新型コロナウィルスへの対応に伴う入学式の日程変更について 

 

                            

 日差しが春のおとずれを告げる頃となりました。保護者の皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃より、本校の教育活動に対しご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

また、先々週は最終授業日の休校措置に関して、「卒園式」「卒業式」への対応等々ご協力を頂き、ありが

とうございました。その後、本校周辺でも学校区ごとに休校措置等様々な対応が取られており、子供たち

も在宅での学習等が増え、各ご家庭で対応されていることと思います。 

さて、本校が借用しておりますライダー大学より、当初４月１０日までの使用制限の連絡がありました

が、今週３月２３日にニュージャージー州の現在の状況から５月１０日まで学校を使用できない、との連

絡が入りました。そこで、プリンストン日本語学校の令和２(2020)年度の授業開始について下記の通りと致

しますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

  

記 

 

 

１ 新年度の授業開始を５月１６日（この日は土曜授業日）とし、入学式及び授業を行います。 

                （状況に応じて入学式の形式が変更になる可能性があります） 

              

２ 新年度の授業開始が遅れた間の欠時分の授業の取り扱いについては、後日改めてお知らせいたします。 

  ※新年度の教材の配布も５月１６日に行います。 

 

※今回のお知らせの趣旨は、現時点で、５月１６日が新学期の始まりとご理解頂くためのお知らせです。

今後、当地の情勢が変化することは十分考えられ、入学式の日程が更に変更となる可能性があります。

総務オフィスと共にその時点で子供たち、保護者の皆様にとって最良の判断を行って参ります。 

 

※前回もお知らせしました通り、今後の対応につきましては、学級からの連絡、一斉メール配信及びホー

ムページ等で対応しますので、ご理解とご協力をお願いします。 
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Changes for Entrance Ceremonies in response to Covid-19 

                            

 

 Springtime is finally upon us. We wish the faculty, parents, and students a healthy start to the new season. Thank you 

for your understanding and cooperation with our educational services. 

Also, thank you for your understanding with how the last year ended; especially with the absence of the graduation 

ceremony. Since then, various measures have been taken with regarding school, such as school closures at each school 

district. Students have been studying at home as a result, and I am certain they have been capable with keeping up with 

their studies. 

 Rider University has made a decision to cancel all scheduled events on campus through May 10 based on the 

recommendations made by federal, state and CDC. 

 

 

Notice 

 

 

1. Classes will start on May 16th , the entrance ceremony will commence and classes will resume afterwards. (The 

format of the entrance ceremony may change depending on the situation) 

 

2. We will determine how we can adjust the curriculums for the upcoming year to fit the needs of each grade level 

soon.  

 

 

※The purpose of this announcement is to help you understand that May 16th is the beginning of a new school year. It 

is highly probable that the situation in the region will change in the future, and the date of the entrance ceremony may 

be further changed. Together with the General Affairs Office, we will make the best decisions for children and parents 

at that time. 

 

※As with previous announcements, we will provide further information and instruction via e-mail and also on the 

homepage. We appreciate your understanding and cooperation. 

 


