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この本は、3∼8歳の子供がコロナウイルスのパンデミックを理解できるよう
親、保護者、及び教育者を対象にしています。!
!
今回の事象は子供にとても恐い体験であり、なぜ彼らが屋内に留まる必要が
あるのか、または世界で何が起こっているのか理解できないかもしれません。!
!
保育者が幼い子供たちと接する最善の方法には、対象となる子共の年齢に応
じた情報の共有、安全の確保、そしてウイルスと戦うために働いている人々に
ついて学ぶことがあります。!
 

はじめに 



わたしの周りで起きている不思議な出来事。!
!
最近、学校へ通ったり、公園や友達の家に遊び
に行くことが出来ません。!
!
お父さん、お母さんは仕事に行っていないよう
だし、おばあちゃんもお買い物に行ってないみ
たい。お外も誰もいません。!
!
みんな何処にいるのかな？ !



テレビの中の人達全員が
マスクを着けています。 

お医者さんと看護師さんたち
は頭からつま先まで覆った変
なものを着ています。 



ママ、周りで風邪を引いた人はいる？!
!
お外は病気なの？なんでみんな悲しそうなの？!
!
なんで怒った人がたくさんいるの？!
!
みんなから笑顔がなくなったみたい。!



そうね、周りは大変みたいよ。!
!
病気をうつすCOVID-19という新しいウ
イルスが世界中であっという間に広がって
いるのよ。!
!
残念だけど、周りでもこのウイルスで病気
になっているのよ。!



ママ、どうしてお医者さんに行って注射
したり、お薬を飲んだりしないの？ 



ええとね、今たくさんの人が病気になっているの。!
!
お医者さんと看護師さんみんなで朝から晩までずっと頑張っ
ているけど、それでもみんなを治してあげることが出来ない
のよ。!
!
科学者さんがウイルスをとめることのできる注射を作ろうと
しているのだけど、時間がかかるのよ。!



ママ、わたしも!
病気になっちゃうの？ !



ええ、みんな病気になっちゃうかもね。!
!
でもお母さんは病気から守る方法を知っているのよ！!
!
わぁすごい、どうするの？教えて、教えて…!
	



「社会的距離の確保」をとってみましょう。 !
!
この言葉の意味は？ !
!
気分が悪いときみたいに学校へ行かない
でおうちでじっとしていましょう、という
事ね。!
!
みんなおうちにいるので、ウイルスから病
気をもらわないし、他の人たちに会うこ
ともないからウイルスをうつすことも、も
らうこともないのよ。!



お外に行かなければならないときは、病気にみえる
人から離れましょう。!
!
物に触った後、お顔、お口やおめめに触れないよう
にしましょう。!
!
石鹸と温水で20秒以上手を洗いましょう。 !
 	



わかった、そうする。それで大丈夫？ !
!
まあ、心配しなくていいのよ！みんなが互いに
離れていれば、ウイルスは人から人へと広がる
ことはないの。!
!
それに、ママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃ
んたちがあなたにウイルスが届かないよう頑張
るから！!
  



それに、知ってる？ !
!
科学者さんは、子供の方がウイルスをやっつけ
ちゃう力が強いことを見つけたの！!
!
うわ〡、じゃぁわたしもウイルスに勝てるね！!
	



でも、人混みに行っちゃいけないってことはお友達と遊べないってこ
と？!
  
 



いいえ、遊んでもいいのよ！!
!
お友達と電話したり、チャットやメ〡
ル、FaceTimeできるじゃない。!
!
映画やビデオを一緒にオンラインで見
ることもできるわね！!



ママ、お友達とお外に遊びに行くのにはどのくら
い待たなきゃダメ？ !
!
ウイルスはいつなくなるの？!
!
たくさんの人が亡くなっちゃうの？ !
 
 



ごめんね、わたしにもわからない
わ。 
 
でもね、お医者さんや看護師さんたち
はもう何日もお家に帰らないで子供た
ちにも会えないけれど、それでも一生
懸命頑張っているの。!
!
そして病気にかかってしまった人たち
を諦めないで治療しているのよ。!



お医者さんや看護師さんたちの子供たち寂しく
ないのかな？ !



そうね、あなたみたいに毎日ママ、パパに会
えないからとっても寂しい思いをしている
でしょう。でも、勇気を持ってウイルスと
戦って人々の命を救ってるママ、パパを
かっこよく思うでしょうね！ !



わ〡、すごいね！ !
私たちのヒ〡ロ〡だね！!



イルスと戦っているヒ〡ロ〡はたくさん
いるのよ。!
!
科学者さんはウイルスをやっつける注射
を作っているし、!
!
自分で食べ物を買いに行けない人々に食
料を届けている人たちもいるの。!
 



テレビ、新聞やオンラインで役に立つこと
を届けてくれる記者の人たち。!
!
みんなの安全を守るためにたくさんの人た
ちが一生懸命働いているの！ !
 	



うわ〡、みんなすごいんだね！ !



 
!
ママとパパはお金を寄付して、お医者さん
や看護師さんたちが患者さんを安全に治療
するのに着けるマスク、手袋、医療ス〡ツ
など購入できるようお金を寄付しているの
よ。 !
 
 
 
 



わたしも何かお手伝いしたい。!
!
何ができるかな？ !
 	



頑張っている人たちの絵を描いたり、お手紙
を書くのはどうかな？!
!
わたしの おもちゃや絵本を他の子供たちを貸
してもいいよ。 !



それいいわね、本当にいい子ね！!
!
助けが必要な子供たちに手を貸してあ
げましょう！!



世界中の人たちが一緒になって戦っている
の！!
!
この病気に勝つには、健康を保ってウイル
スを広めないことが一番の方法ね！!



わかった、えっとお手を洗って、おうちにい
て、オンラインで遊ぶね！!
!
おうちにいれば病院に行かないですむし、お
医者さんと看護師さんたちが病気の人を診て
あげられるね。!



「人混みを避けて」、みんなでウイルスと戦う手助け
になろう。 !
!
わかったわ、続きはFaceTimeで話そうね、マ
マ！!
 



親御さんへの注意 

2019年のCOVID-19の発生以来、世界中の幼児はコロナウイルスによるトラウマ（ロッ
クダウンなど）を経験したか、メディアを介してウイルスに関する恐ろしい画像にさら
された可能性があります。そして、子供たちが「社会的距離の確保」をとっている理由、及
びなぜ友達と遊ぶことができないのか理解するのは非常に難しいのが現状です。 

この本は、1）子供たちが安全であると安心させる、2）医師や他の人々が行う積
極的な行動に子供の注意を向けさせる、3）子供を支援行為に関与させる、4）「社
会的距離の確保」の重要性を理解させることを目指しています。!



子供たちは怖いことが起こると自分の安全を守ってくれる親などに頼ります。このよう
な困難な時ですから、親は子供たちにより愛情を示す必要があります。 「社会的距離の
確保」をとっている間、子供たちが友人たちと繋がり続けるのをソ〡シャルメディア利
用し支援したいと考えています。!
!
また、私たちは子供たちが多くのヒ〡ロ〡を尊敬し、このパンデミックとの戦いに貢献
できるようにしたいと考えています！結局のところは、「自分を大切にし、ウイルスを広
めない」ことにつきます！!
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