Official Statement on Coronavirus
Some of you may be concerned about the rising number of COVID-19 cases in Japan and what will
happen at Code Chrysalis. We are keeping a close eye on the situation in Tokyo. For the time
being, we will be continuing all classes onsite at the school as scheduled. As we continue to
monitor the situation, we may choose to move classes remotely and hold lessons online. This
would be a temporary measure if we feel it is necessary for the safety of our staff and students.
Should these changes occur we will notify you as soon as possible. Please continue to follow our
guidelines listed below for how to behave when at Code Chrysalis.

Code Chrysalis Entry Rules:
1. Do not enter if you are feeling ill, feverish, or unwell.
2. Wear a mask at all times. The mask should fully cover your mouth and nose. You can briefly
remove your mask to take a drink and put it back on immediately after.
3. Before entering, disinfect your hands at the entrance with our hand sanitizer.
4. Use the temperature scanning station at the entrance. Stand in front of the tablet and
pause for a few seconds as it scans your face. An alert will show if you are not wearing a
mask or have a temperature of 37.5 °C or higher. If the tablet shows that you have a fever,
please return home immediately and contact staff immediately.
5.

Do not eat in the classroom area. You may eat at the picnic area during breaks.

We ask for your cooperation so that we can continue to provide a safe environment for everyone.
Thank you for your understanding. Please reach out to hello@codechrysalis.io if you have any
questions.

In Regards to Upcoming Classes:
We will be conducting all classes as scheduled. Should any changes to the schedule occur we will
notify students as soon as possible.
Please follow the guidelines listed above. If you are feeling unwell, we encourage you to
communicate your symptoms with staff and to visit a clinic ASAP. We recommend Nishiazabu
International Clinic. The doctor there is very friendly and speaks both Japanese and English.

新型コロナウイルス感染症の対応について
日本国内のコロナウィルス感染者の増加に伴うコードクリサリスの今後の対応についてご案内いた
します。東京の状況をしっかりと考慮しつつ、当面の間は対面クラスに関しても引き続きスケ
ジュール通りに行う予定です。状況の推移をモニターする中で、生徒の皆さんやスタッフの安全を
守るために、今後クラスをリモートやオンラインに変更する必要があるという判断をする可能性も
あります。もしそのような決定に至った場合は、できるかぎり早く生徒の皆さんにご連絡いたしま
す。引き続き下記のコードクリサリスのガイドラインに従って感染防止対策にご協力をお願いいた
します。

コードクリサリス

入校ルール：

●

もし体調不良や熱っぽさを感じる、気分がすぐれない場合は入校しないでください。

●

マスクを常に着用してください。マスクで口と鼻全体を覆うようにしてください。水分補
給でマスクを外す場合も、すぐにマスクを戻してください。

●

入校する前に入口に要している消毒液で必ず手を消毒してください。

●

必ず体温測定ステーションで体温を測ってから入校してください。計測台の前で数秒停止
し、顔をスキャンしてください。もしマスクを着用していない場合や、熱が３７.５度以上
ある場合はアラートが鳴ります。もし熱がある場合は、すぐに帰宅してください。またそ
の旨をスタッフへ連絡してください。

●

教室では食事をしないでください。休憩時間でのピクニックエリアでの食事は可能です。

安全な環境を維持するため、引き続き皆さんのご協力を宜しくお願いいたします。もし質問があり
ましたら、 hello@codechrysalis.io までご連絡ください。

今後のクラスについて:
全クラス通常通り開催します。急な変更がございましたら、出来る限りすぐにご連絡致します。
上記のガイドラインに従ってください。もしご気分が優れない場合、スタッフに症状を連絡し、す
ぐ医者にかかってください。もしかかりつけ医がいない場合、こちらの医者をおすすめします（西
麻布インターナショナルクリニック）。日本語・英語どちらでも対応可能です。

