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ご両親、保護者および教育に携わる皆様へ 

グローバルコミュニティが COVID-19 に直面している中、私たち大人が気持ちを言葉にするのも難しく、また 

年少者とこのような気持ちについて話し合うのはさらに難しいかもしれません。 このガイドを年少者とあな 

た方と一緒にお使いいただくと、いくつか難しい質問が出てくるかもしれません。 COVID-19 って何？世界で 

何が起こっているの？皆は、それについてどう思っているの？ 私たちが人と距離を取ったり、手を洗った 

り、鼻と口を覆うことは、私たちを守るのにどう役立つの？ COVID-19 は家族やコミュニティーにどんな影響 

を与えているの？ COVID-19 についての情報を得ると、どう変わるの？ 自分と他の人たちを守るために、今 

すぐに、どんな行動が取れるの？ あなたは、これらの質問に「回答」を持っている必要はありません。 あな 

たが、年少者に与えられる最も大切なことは、誠実さと安心です。 

この教材は科学に基づいています。 世界の変化に対応する最善の方法の 1つは、知識を身につけ、その知識 

を使って世界に違いをもたらすことです。 これは年少者にも当てはまります。 このガイドにあるアクティビ 

ティーで、世界中の年少者が COVID-19 の根底にある科学について理解を深めるでしょう。 彼らは自分たちの 

知識をコミュニティと共有し、この困難な時期に行動を起こすための具体的な方法を見出し、更なる情報を得 

るのに最適な場所が分かるようになるでしょう。 

しかし、まだ年若い人たちは、この新しい知識に、怖くて圧倒されてしまうかも知れません。 新しい知識を 

文脈の中で理解するために、あなたからのサポートや指導が必要かも知れません。 周りの若い人たちに、自 

分がどう感じているか、学んだことについて何を考えているかを聞いてください。 たとえ、何度も何度も同 
じことを尋ねられても、それについて考えてください。 

これらの課題は、若い人と一緒に仕上げるように作られています。 それぞれの課題は、COVID-19 について、 

年少者が、あなたに尋ねるかもしれない質問で始まっています。 各タスクは、年少者（およびあなた）が： 
（1）質問に対して、自分自身の状況での答えを見つける; (2) 質問の根底にある科学を理解する; そして、 

（3）あなたとあなたが世話をしている年少者が、新たに得た科学的な知識に基づいて行動する、のを支援す 

るよう構成されています。 

若い人たちが新しく得た知識を、自分や他の人たちを守るために使うには、何が出来るでしょうか？課題 1 

は、あなたとあなたが世話をしている年少者が、自分たちを理解し、他の人たちのことをより深く理解できる 

よう準備するための手助けをします。 タスク 2～4 を完了すると、会わないようにしている人や、友人や家 

族とバーチャルで交流するようになるため、これは重要です。 これらのやりとりは、課題５～７の、自分と 

他の人たちを COVID-19 から、どのように守るかに関する基本的な理解を得るのに役立ちます。 

親、保育者、または教育者は、自国や地域のガイドラインに反したり、何か懸念がある場合、特定の質問活 
動、または課題全体を省略することができます。それで大丈夫です！ あなたとあなたが世話をしている年少 

者の健康と安全を、最大の関心事にしながら、個別にアレンジしてください。 

スミソニアン研究所は、第一線の初期対応者ではありませんが、若い人たちが、科学と科学が身の回りの世界 

にどう影響するかを理解するのを支援する専門家です。 また、同時に、国連の持続可能な開発目標（SDGs） 
を、青少年が自ら定め、実施している、持続可能な行動に焦点を当てる枠組みとして用いることが重要である 

と深く信じています。 スミソニアン・サイエンス・フォー・グローバル・ゴール・プロジェクトの一環とし 
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て、「COVID-19! どうしたら、自分と他の人たちを守れますか？」 は、SDGの目標 3（健康と福祉）、目標 4 

（質の高い教育）、目標 6（清潔な水と衛生）、目標 11（持続可能な都市）に取り組んでいます。 また、遠 
く離れていても、コラボレーションや他の人との協働の信じられないほど大きいパワーも認識しています。 

世界保健機関（WHO）、インターアカデミー・パートナーシップ（IAP）、ジョンズ・ホプキンス大学、スミソ 
ニアン大学の同僚たちの、その視点と科学の正確性を期するための技術サポートに感謝しています。 Gordon 

and Betty Moore Foundation は、このモジュールの開発中の支援に感謝しています。 また、世界中の若い人 

たち、また両親や保育者、教育者であるあなた方が、このコンテンツで交流できるように、WHO と IAPが、翻 
訳と校正を提供してくれたことに感謝しています。 

スミソニアン科学教育センターは、世界中の子供や青少年のための科学をエキサイティングで親しみやすいも 
のにし、身の回りにある物事について、経緯や理由を探求することを奨励しています。 スミソニアン・サイ 
エンス・フォー・グローバル・ゴール・プロジェクトでは、子どもや青少年が自分で行動を通じて学び、自分 
たちで答えを発見するという、革新的な方法論を採用しています。 人間と環境との関係を理解することは、 
私たちが調和の中で生活すること、また将来のパンデミックに備えることにも役立ちます。 作り話や誤解が 
ある中、子どもや若者が、このパンデミックの性質や、将来のパンデミックが起こるのを防ぐために自分たち 
に何ができるのかを理解することが重要です。」- Dr. Soumya Swaminathan, World Health Organization, 

主席科学官 

「世界のどこにいても、子どもたちが科学的な理解と合理的思考を育むことは、とても大切です。 最高の科 
学とエビデンスに基づいて合理的な決定を下すことによってのみ、私たちは、COVID-19 のような感染症から 
自分自身や家族を守るよう、行動を適応させることができます。」- Professor Volker ter Meulen, 
InterAcademy Partnership President 

COVID-19 は、他のパンデミックと同様に、恐ろしいものです。 私たちの生活をひっくり返しました。 しか 

し、それはまた、グローバルコミュニティとして私たちを近付けもしました。 私たちは地理的な境界線があ 

る中で生きるかもしれませんが、皆、一緒に、この戦いに参加しています。 そして、科学と行動は、私たち 

が、この戦いに共に打ち勝つのを助けることができます。 

安全でいましょう。 健康を維持しましょう。 情報を得ましょう。 

最善を祈りつつ 

Dr. Carol O’Donnell, ディレクター 

Smithsonian 科学教育センター 
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課題 1: 今、世界で何が起こっているの? 

気付き：COVID-19 の間に、生活はどのように変化していますか？ 

（15～30 分) 
あなたは、何かが数か月前とは大きく違っていることに気づいたかもしれません。 周りの大 

人が、ストレスや不安を抱えているように見えるかもしれません。 あなたも、特に、ニュースを見 

たり、ソーシャルメディアで時間を過ごしたり、友人と話したりしているときに、同じように感じて 

いるかも知れません。 

このプロジェクト、COVID-19！どうしたら、自分と他の人たちを守れますか？ は、あなた 

や、あなたのコミュニティが、COVID-19 の原因となるウイルスや、その他のウイルスについて、科 

学的な理解をするのに役立ちます。 このウイルスがどのようにあなたに影響を与えているか、ま 

た、将来あなたに、どのような影響を与える得るか把握するのに役立ちます。 あなたとあなたのコ 

ミュニティを安全に保つために取ることができる行動を理解するのに役立ちます。 

このプロジェクトでは、人々がウイルスについてどのように感じているか話し合います。 あ 

なたはこのウイルスについて、科学的な調査をします。 公衆衛生対策を検証します。公衆衛生対策 

とは、COVID-19 の拡散を防ぐために、コミュニティで起こっていること、または、もうすぐ起こる 

可能性があることへの対策を指します。 あなたは、コミュニティの健康をサポートするために行動 

を起こします。 

1. 会話から始めましょう。 親、お世話をしてくれる人、または信頼できる大人に話しかけまし 

ょう。 兄弟や友人、電話で通話できる人と話すのも素晴らしいです！ 会話を進める手助け 

に、以下の構成が使えます。 

2. できる場合は、話し相手と面と向かって座ってください。 この質問について、30 秒考えまし 

ょう：生活は最近どう変わりましたか、そして、私はそれをどう感じていますか？ 

3. 話し役と聞き役を決めます。 2 分間、話し役は、自由にこの質問に回答します。 聞き役は、 

積極的に聞きますが、何も言ってはいけません。 2 分経ったら、役割を交代します。 

4. 次の 3 つの質問に対しても、同じ会話モデルを繰り返します。 

a. なぜこれが起こっているのか分かりますか？ 

b. COVID-19 について、何が心配ですか？ 

c. 何にワクワクしていますか？ 

5. 会話が終わったら、パートナーに感謝を伝えましょう。 もっと深く話したいと思い付いたこ 

とについて、何でも話し合ってください。 この会話形式を 「ダイアド」と呼びます。 すべ 
ての人が話を聞いてもらえた、尊重されたと感じられるように、難しい事柄について話す方法 
です。1 

✔ 情緒的な安心感：この会話は怖かったですか？ 悲しかったですか？ 役立ちました 

か？ これらの感情が出てくるかも知れないとき、この項目を見ましょう。 

信頼できる大人または友人に連絡するのに、ちょうど良いときです。

1
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6. このプロジェクトでは、あなたの考えや気持ち、調べたことをまとめるよう求められます。 

どのように記録するかは、あなた次第です。 情報を安全に保管してください。 混乱しないよ 

うに、これから、このプロジェクトでは、それを「ジャーナル」と呼びます。 この作業を行 

うのには、いくつか理由があります 2 : 
a. 世界では多くのことが起こっています！ 自分の気持ちを整理する最善の方法の１つ 

は、それを書き留めることです。 

b. 科学者は記録を取ります！ 研究全体を通して、科学者は、自分の研究に関するデータ 
が全て 1か所に収まるように集めます。 

c. あなたは歴史を経験しています！ 今はそう感じないかもしれませんが、世界はとても 

大きな歴史的出来事を経験しています。 歴史は、世界レベルや国レベルで保存されま 

す。 しかし、あなたも、またその一部なのです。 いつの日か、未来の世代が、今、こ 

こにいるのがどんな風だったのか知りたがるでしょう。 

7. 時間をとって、COVID-19 について、あなたがどう感じているか、ジャーナルに記録してくだ 

さい。 これまでのあなたの経験は、どんなものでしたか？ 「ダイアド」の会話から何を学び 
ましたか？ 

理解：私は自分自身を、どう説明しますか？ （30 分） 

1. あなたのアイデンティティー・マップを作る時です！ アイデンティティーマップは、私たち 

個人を形作っているものを理解するのに役立つ、グラフィック・ツールです。 他の人と、ま 

たは一人でこれを行うことができます。 あなたのジャーナルに、あなたのアイデンティティ 

ー・マップを書き留めましょう。 

2. 中央に自分の名前を書きましょう。 

3. 自分の名前の周りを丸で囲みましょう。 

4. 「私は誰ですか？」「自分をどう説明しますか？」という質問に答えてください。 次のカテ 

ゴリーのリストを使用することができますが、このリストにあるものだけに制限を感じること 

はありません。 

年齢

性別

家族背景/出身

性格特性（声が大きい、おもし 

ろい、悲しい、親切) 

学校/クラス

国籍

興味、趣味、好きなこと、楽し 

いこと 

家族の中での役割（妹、息子、 

いとこ） 

人種または民族 

宗教 

身体的特性（背が高い、黒髪、 

青い目、眼鏡をかけている) 

何でもあなたが考え付くこと！ 

5. もし、したければ、家の周りの物をマップの作成に使うことができます。 マップを保存する 

には、写真を撮るか、メモリに保存しましょう。

2
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6. アダ という名前の若い女の子が 2 つのバージョンのアイデンティティマップを作成しまし 

た: 

図 1.1 これはアイデンティティー・マップの一例で 

す。 

彼女は、マップの各行の最後にこれらを追加しま 

す。 
a. お姉さん 

b. ゾウが好き 

c. 大都会に旅行したい 

d. 甘いものが大好き 

e. 音楽をたくさん聴く 

f. 裁縫を学んでいる 

g. 親友はニーナ 

h. 7 年生（初等学校） 

i. 自然の中で多くの時間を過ごす 

j. 好きな色はオレンジとグリーン 

7. アダの物理的なアイデンティティー・マッ 
プには、これらのものが含まれています 

（彼女の国の旗と一緒に） 

図 1.2 アダは、彼女の家の周りの物でアイデンティテ 

ィ・マップを作成しました。 ここに表示されていま 

す。 

a. 彼女の弟がパズルが好きだから、パズル 

のピース 

b. ゾウの模型、彼女が好きな動物だから 

c. 大都会からのハガキ、そこに旅したいか 

ら 

d. 甘いものが好きだから、フルーツ 
e. 音楽をたくさん聴くので、イヤフォン 

f. 裁縫を学んでいるので、針と糸 
g. 彼女の親友ニーナからもらったブレスレ 

ット 

h. ７年生なので「７」のカード 

i. 自然の中でたくさんの時間を過ごすか 

ら、葉っぱ 
j. 彼女の好きな色のオレンジと緑の色鉛筆 

8. あなたは、アイデンティティー・マップに何を含めましたか？ あなたのジャーナルに入れる 

か、メモリにそれを保存します。 このアクティビティを他の誰かと行っている場合は、アイ 

デンティティー・マップを一緒に話し合うすることができます。 あなたの考えを導く質問が 

あります。 

a. アイデンティティー・マップは時間の経過とともにどのように変化するでしょうか？ 

b. アイデンティティー・マップにあるものを、あなたは、どのくらいコントロールしてい 

ますか？ 

c. アイデンティティー・マップにあるものは、あなたが人生で行う決定に、どのように影 

響しますか？

3
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9. それでは、あなたのアイデンティティー・マップにある物事が、あなたの人生にどのように影 

響するかを考えてみましょう。 

10.COVID-19 に関心を戻してください。 今度は、COVID-19 について、知っていること、学びたい 

ことをアイデンティティー・マップにしましょう。 

11.あなたのジャーナルに新しいスペースを見付けて、中央に「COVID-19」と書いて、丸で囲んで 

ください。 

12.COVID-19 について知っていること、知っていると思うことを書き留めてください。 あなたが 

考えるのに役立つかもしれないことを以下に挙げます: 
これは何でしょう？

人はどうやってそれにかかりますか？ 他の 

人より、かかりやすい人もいますか？ 

それは、あなたのコミュニティに何をしてい 

ますか？ 

見たり、味わったり、触れることはできます 

か？ 

あなたが身を守るためにできることはありま 

すか？ 

それは、世界に何をしていますか？ 

13.今、全ての回答をもっている必要はありません。 COVID-19 に関する質問がある場合は、それ 

らを書き留めてください。 プロジェクト全体を通じて、それらの質問のいくつかに答えるこ 

とが出来るかもしれません。 マップに追加する質問が、もっと出てくるかもしれません。 各 
課題の終わりに、戻って、質問を参照しましょう。 

行動：安全だと感じるために、できることは何ですか？ （30～45 分） 

1. COVID-19 は、みんなにとって、怖いものです。 けれど、あなたが安全だと思えるために、出 
来ることがいくつかあります: 

a. あなたがより安全だと感じるために、家の中で出来ることはありますか？ あなたのジ 

ャーナルに、これらのリストを作成しましょう。 

b. それらの習慣を続けることについて、家の人と話してください。 

! 身体の安全：大人に相談して、これらのことが地域の安全ガイドラインに沿っているか確 
認してください。 

2. 不安を感じたり、緊張したり、怖くなるたびに実行出来る、もう一つの作戦は、深呼吸です。 

試してみてください: 
a. 快適であれば、まず目を閉じることから始めます。 

b. 周りで聞こえる音や、匂いに気づいてください。 

c. お腹の上に手を置きましょう。おへその直ぐ下あたりです。
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d. 鼻から息を吸い込みます。 空気で膨らんで、手を押し返すように、お腹に空気を入れ 

ます。 

e. 口から息を吐き出します。お腹の中にあった空気を全て押し出します。 

f. これをさらに 4 回行うか、落ち着いて、安らぎを感じるまで、繰り返します。3 

覚えておいてください。何が起こっていようと、あなたは一人ではないことを。 世界中の科 

学者、研究者、医療従事者が、COVID-19 を解決するために取り組んでいます。 彼らはみんな 

を安全に保つために働いています。 このプロジェクト全体を通して、そのいくつかの引用例 
を目にするでしょう。 次の課題に進む前に、COVID-19 の基本事項をいくつかご紹介します。 

3. COVID-19 とは何でしょう？ 

a. COVID-19 は病気です。 これは、SARS-COV-2 と呼ばれるウイルスによって引き起こされ 

ます。 科学者たちは、このウイルスが最初に動物から人に広がったと考えています。 

科学者たちは、今はもう、それが、人から人に広がることを知っています。4 科学者 
は、このウイルスが人から、また動物に広がるかどうか調べようとしています。 

b. SARS-COV-2 ウイルスは、「コロナウイルス」と呼ばれるウイルスのファミリーの一部 
です。 このモジュールのカバーのイラストはコロナウイルスです。 彼らは、ウイルス 

から出てくる尖った構造は、科学者が顕微鏡で見ると、王冠「コロナ」のように見える 

ので、こう呼ばれています。5 

c. COVID-19 は、人々が具合が悪くなったり、症状が現れたりするまでに 1～14 日かかる 

ため、追跡や遡りが困難です。 

d. 症状は、病気になったときに人々が感じるものです。 COVID-19 の症状には、発熱、乾 
いた咳、疲労、体の痛み、息切れや呼吸困難などがあります。 また、嗅覚や味覚を失 
う人もいます。 鼻づまりや喉の痛みはまれです。 

e. COVID-19 にかかった人々はとても重い症状になったり、呼吸が困難だと感じます。 誰 
にでも起こる可能性がありますが、特に高齢者や他の病状を持つ人は、症状が非常に重 
くなる可能性が高くなります。 

f. 体内にウイルスを持っている人々の中には、全く症状が無かったり、具合が悪く見えな 

い人もいます。 しかし、それでも、彼らはまだ他の人に病気をうつすことができま 

す。 これは「無症候性」と呼ばれます。6 

g. このウイルスは世界中の人々の健康に影響を与えています。 また、人々が互いに交流 
する方法、ビジネスの仕組み、地球への影響、善悪の判断も変えています。 プロジェ 

クト全体を通して、これらの社会的、経済的、文化的、環境的、そして倫理的側面につ 

いて学ぶことができます。 専門家から、また活動の中で、情報を探しましょう。 

4. この病気は進化しています。 最新情報については、下部のリソース・セクションを参照して 

ください。 

5. より安全だと感じるためできることの 1つは、COVID-19 についてもっと学ぶことです。 理解 

すればするほど怖くなくなります。 理解すればするほど身を守ることができます。 

「パンデミックは、常に 2つあります。 最初で最も明白なのは、病原体-ウイルス、細菌などの世界 
的な広がりです。2 番目は同様に多くの被害を引き起こしますが、常に認識または命名されていませ 

ん。 それは、恐怖です。人々が何かをしようとするとき、恐怖は時間と資源を無駄にするだけで 
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す。 あなたの周りの人々や自分の反応が、事実ではなく、恐怖に基づいていないかどうか、注意し 

てください。人々が、事実に耳を傾け、行動することを望むならば、あなたは常にまず恐怖に対処し 

なければなりません。 - Anne McDonough, MD, MPH, 公衆衛生救急官, Smithsonian 労働衛生サービ 
ス (米国 ) 

6. このプロジェクトの残りの部分では、COVID-19 のさまざまな側面について学習します。 場合 

によっては、世界中の科学者や研究者から直接学ぶことができます。 このプロジェクト全体 
を通して、彼らの引用が表示されます。 あなたは、以前に持っていた多くの疑問に対する答 
えを見つけるでしょう。あなたはより安全だと感じるようになるでしょう！ 

その他のリソース: 

世界保健機関（WHO）のコロナウイルスに関する Q&A（COVID-19）：COVID-19、その症状、および身を守る方法 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

COVID-19 を含む新興呼吸器ウイルス：検出、予防、対応および制御の方法：COVID-19 および他のコロナウイルスに関す 

るビデオ概要 
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov 
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課題 2：どうして、他の人たちと距離を保つのが 

役に立つの？ 

気付き：あなたは、人々が他の人から距離を取っていることに気づ 

いていますか？ （15-30 分） 

1. 次の質問について考えてください。 あなたのジャーナルに自分自身の考えを書いてください 

a. あなたの家やコミュニティで、以前よりもお互いとの距離を保つよう、人々が話してい 

るのを聞いたことがありますか？ なぜこんなことが起きていると思いますか？ 

b. あなたが住んでいる地元の指導者や当局から、物理的に距離を取るように指示が出まし 

たか？ あなたはそれについてどのように感じますか？ 

c. あなたが住んでいるところで、また、家に滞在する指示が出てない場合、この質問に答 
えてください。 政府があなたに、家にいるように、そして数週間または数ヶ月間、外 
出しないように命じた場合、あなたはどのように感じますか？ 

2. 次の質問を使って、自宅の各人にインタビューします。 あなたのジャーナルに記録を取って 

ください。 

a. 今、他の人と距離を取っていますか？ なぜそうする、または、なぜそうしないのです 

か？ 

b. 最近、病気の人と接触しましたか？ もしそうなら、いつ、どこで、ですか？ 

c. 我が家の全ての人は、外の人と距離を取るべきだと思いますか？ なぜそう思う、また 

は、なぜそう思わないのですか？ 

⇈ 学習のヒント:アンケートを実施するときは、全員に同じ質問をしてください。 毎回同じ方法で回 
答を記録しましょう。 すべての回答をまとめておくと、後で傾向を探ることができます。 

✔ 情緒的な安心感：人は、時には、自分の個人的な習慣について話すのが好きではあ 

りません。 大丈夫！ 質問は省略できます。 または、私たちが何をすべきだと思う 

かに関する、最後の質問だけしてください。 

理解：なぜ、距離がこんなに重要なのですか？ （45 分） 

1. 専門家からの次の引用を読んで、あなたのコミュニティの問題の社会的側面について考えてく 

ださい。 

「COVID は飛沫を通して広がります。 これらの飛沫は、私たちの手を含め、ある人から別の人へと 

伝わっていきます。 コミュニティの典型的な１日を考えてください。 たくさんの人と握手、ハグ、
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キスで挨拶します。 お店では、人から人へと渡ったお金を使って買い物をします。 あなたは常に人 

とモノと密接に交流しています。 これらはすべて、COVID を広める機会になります。 こうした交流 
や接触を制限することが、コミュニティ間での伝播を減らすのです。」 - Cassie Morgan, Kuunika 

サステナビリティコーディネーター, Cooper Smith, Malawi 

2. なぜ距離が非常に重要であるかを理解するには、COVID-19 について他の 3 つのことを理解す 

る必要があります: 呼吸による飛沫、無症候性、および接触です? このアクティビティをやっ 

てみましょう: 
a. 乾いたコップや鏡に、長く、ゆっくりと、息を吹きかけます。 コップの内側や鏡を観察し 

てみましょう。 

b. 濡れているのに気が付きますか？ これは呼吸飛沫の一例です。 

3. もっと知るために: 

呼吸による飛沫 は、肺、鼻、口から出てくる非常に小さな液滴（しぶき）です。 人が咳やくし 

ゃみ、または話す時、飛沫が体から出ることがあります。 これらの飛沫は、唾液および粘液を通 

して体内から出て来ます。 呼吸による飛沫は主に水で構成されています。 病気の人だけでな 

く、すべての人が呼吸による飛沫を生成します。 

呼吸による飛沫には、さまざまな大きさがあり得ます。 くしゃみや咳は、より大きな飛沫を形成 

します。 人がウイルスに感染している場合、これらの飛沫で COVID-19 が広がります。 健康な人 

が COVID-19 に罹った人の飛沫に接触すると、ウイルスに感染する可能性があります。 体内にウ 

イルスがいる人々の一部は、全く症状がなかったり、具合が悪く見えないことがあります。 しか 

し、それでも、彼らはまだ他の人に病気をうつすことができます。これは「 無症候性 」と呼ば 
れています。6 

無症候性であることは、病気の症状がある人と同じように、他の人にウイルスを拡散できること 

を意味します。 呼吸による飛沫を広げたり、飛沫に触ったりすることによって起こります。 

人々の間で、呼吸による飛沫を広げる接触 にはさまざまな種類があります。 

a. 直接的な接触 -呼吸器症状（咳）のある人と密着（2 メートル以内）した人。 リスク 

は、あなたの口や鼻、または目を、病気の人の飛沫に直接さらすことです。 このような状 
況では、病気の人が咳やくしゃみをしたり、話したりする時に、あなたがウイルスを吸い 

込む可能性が高くなります。 

b. 間接的な接触 -咳、くしゃみ、会話から出る、ウイルスを含む飛沫は、手、テーブル、 

ドアノブ、手すりのような物に付くことがあります。 COVID-19 ウイルスはしばらくそこ 

に残っている可能性があります。 時には数時間から数日間です。 その後、別の人が、手 

で物に触れます。 もし、その人が顔、口、鼻、目に触ると、ウイルスが体内に侵入しま 

す。 

飛沫の動きを理解することは、COVID-19 の拡散に関する大切な部分です。 COVID-19 ウイルス 

は、これらの飛沫を介して人から人に広がることを忘れないでください。 
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! 身体の安全：COVID-19 のような病気を研究する際には、安全が常に重要です。 このよ 

うな場合、実物よりもモデルを使用して研究する方がよいでしょう。 以前に学んだよう 

に、飛沫は主に水で構成されています。 だから、実際の咳やくしゃみからの飛沫を使う 

代わりに、水を使ってそれらのモデルを研究します。 

4. では、呼吸による飛沫のモデルを作成しましょう。 この水モデルは、水滴がどのくらい移動 

できるかを観察するのに役立ちます。 これらの観察すると、あなたが咳やくしゃみ、話す時 

に、他の人からどこまで離れるべきかを考える助けになります。 

必要な材料です:手を十分に浸すことができる量の水を入れたボウルまたはコップ、手や表面 

の水をきれいに拭くための布、測定器 (定規や足を使用)、壁からの距離をマークするための 

物やテープ。 

! 身体の安全：お家にいる大人または年上の人に手伝ってもらいましょう。 この実験を 

始める前に、水と石鹸で、40 秒間、手を洗ってください。 

5. 家の中や外で、周りに壁がある空間に行います。 浴室や外壁など、少し濡れても大丈夫と許 
可をもらってください。 場所の要件: 

a. あなたが、壁のとても近くに立つことができること。 

b. また、壁から少なくとも 2メートル（4〜6 歩）以上離れた場所に立つことも出来て、 

壁との間に遮るものが何もないこと。 

6. 測定器を使用して、壁からの距離を床に印をつけます。 
0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、または単に歩数を数えます（壁から 1 歩、2 歩、3 歩、4 歩）。 

7. 水の入ったボウルを持って、0.5m または 1 歩目の場所に壁に向かって立ちます。 

8. 次に、壁に向かって手で水を散らすことで、咳やくしゃみの時に、口や鼻から出る、呼吸器の 

飛沫を模します。 そのためには: 
a. こぼれないように、ボウルをあごの下で片手で持ちます。 

b. もう片方の手を水に浸して、全ての指を濡らします。 

c. 手を握りげんこつを作ります。 ボウルの水の中からげんこつを素早く持ち上げます。 

d. 壁に向かって、指を素早く広げ 2〜3 回水をはじきます。 水の一部は、手から、壁に向 

かって飛びます。 そうでない場合は、練習し、工夫して、上手くいく方法を見付けま 

しょう。 

9. 目の前の壁と床の水滴の模様をよく見てください。 絵を描き、あなたのジャーナルに観察し 

た様子を記録しましょう。 

a. 水滴は全て同じサイズですか？ 

b. 最も高い水滴と最も低い水滴は、壁のどの高さでしたか? 
c. 水滴と水滴同士の近さは、どれくらいでしたか？ 

d. 床と壁では、どちらに水滴が多かったですか？ 

10.壁と床を布で拭いてください。 

11.壁から 1.0m（2 歩）、1.5m（3 歩）、2.0m（4 歩）の距離で実験を繰り返します。 実験の度 
に、壁や床をきれいに拭いてください。
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12.異なる地点での観察を比べて、違いを見てみましょう。 ジャーナルに表を作成して、壁から 

のごとのデータを比較します。 

13.水滴が 2 m (4 歩) の距離でも、まだ壁まで届く場合は、これを試してください。壁から 0.5 
m (1 歩) ずつ遠くに移動して、水滴が壁に届かなくなるまでどのくらい離れる必要があるか 

を調べます。 

a. 壁に飛沫が届いた、最も遠い距離はどのくらいでしたか？ 

b. あなたのジャーナルに観察を記録しましょう。 

14.水は、咳、くしゃみ、会話、または呼吸する時に体から出る、感染する可能性がある飛沫のシ 

ミュレーションだったのを思い出してください。 このモデルの観察から、自分と他の人たち 

を守るために、距離が要素になるのはなぜですか？ あなたのジャーナルに考えを書いてくだ 

さい。 

行動：物理的な距離について何が出来て、何を共有することができ 

ますか？ （15～30 分） 

1. 専門家の以下の引用を読んで、問題の経済的、文化的、社会的側面を考えてみてください。 

「経済は、人々が生き残るためにしていることの全体像です。 個人、家族、またはコミュニティに 

とって、飢餓、安全な場所の欠如、安全、水、および生計などが急に脅かされるとき、これらの脅威 
から生き延びることは、行動を起こす、最も強い動機になります。 あなたが 2 週間分の十分な食料 
を購入できない場合、または他の人と 2メートルの距離を保って、2 週間過ごす避難所を見つけるこ 

とができない場合、あなたは社会的距離のルールや、ステイ・ホームのルールを守ることはできませ 

ん。食事をしたり、水を見つける必要があるので、あなたは、家を出て、他の人と接触することにな 

ります。 このことが理解されず、考慮されていなければ、そのパンデミックの対応が十分に考えら 

れたものとは言えません。」- Anne McDonough, MD, MPH, 公衆衛生救急官, Smithsonian 労働衛生 

サービス (米国 ) 

「パンデミックの間、科学による勧告は、人々の文化的な信条や価値観と対立する可能性がありま 

す。 例えば、いくつかの文化では、礼拝やその他の特別なイベントのためのグループの集まりに非 
常に大きな価値が置かれています。 社会的距離を守ったり、身体的な接触を避ける公衆衛生勧告 
は、受け入れがたいと感じる人もいるかもしれません。 彼らは、距離に関わる勧告に従わないこと 

にするかもしれません。」– Dr. Lisa Cooper, ジョンズ・ホプキンス大学（米国およびガーナ） 

2. あなたのジャーナルにこの質問の答えを書いてください: 
a. 身体的に距離を保つことは、COVID-19 の原因となるウイルスから身を守るのに役立つ 

と思いますか？ 
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b. 答えを変えることはありますか？ なぜそう思いますか、また、なぜそう思いません 

か？ 

3. 身体的に距離を保つことについて理解を深めたので、他の人と、あなたの知識を分かち合う方 
法を選びましょう。 

a. お家の人に、コップに息するように頼んでください。 呼吸による飛沫が見えますか？ 

b. 飛沫の広がりをモデル化するのに「水とボウルのアクティビティ」を、お家の人とやっ 

てみましょう。 

c. 他の人に、どのように呼吸による飛沫の広がりが起こるのか、そしてなぜ身体的な距離 
を保つのが重要なのか、伝えてください。 

d. 絵やポスターを作成したり、行動したり、ポッドキャストを作成したり、ビデオを録画 
したりしましょう。 

4. 課題 1 では、COVID-19 は、善悪の基準（これは倫理と呼ばれています）を変える可能性があ 

るとありました。 誰かが「身体的な距離は必要ないよ。自分は病気じゃないもん。」と言っ 

たと想像してください。 

a. どのように感じるか考えてみてください。 これは正しいと思いますか？間違っている 

と思いますか？ 

b. この人に何と言いますか？ 

5. COVID-19 が、どのように、人々の働き方を変えているかについて読んだのを思い出してくだ 

さい。 これを経済影響といいます。 狭い空間で働かなくてはならないために、身体的に距離 
を保てない人がいます。 どう思いますか？ COVID-19 を広げる可能性があったとしても、仕 
事を持ち食料を買うお金を家に持ち帰るなら、身体的に他の人たちの近くにいて大丈夫なので 

しょうか？ 

その他のリソース: 

WHO 社会的距離ガイダンス 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=emb_title
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課題 3：どうして、鼻や口を覆うのは、私たちを 

守るのに役に立つの？ 

気付き：あなたのお家の人は、鼻や口を覆っていますか？ （15 

分） 

1. まず自分でこれらの質問について考えてください。 次に、あなたのお家の人に質問をしてく 

ださい： 
a. くしゃみや咳するときに、鼻と口を覆っていますか？ 

b. 鼻と口を覆うことで、COVID-19 の原因となるウイルスから、あなたは身を守ることが 

できると思いますか？ 

✔ 情緒的な安心感：人は自分の習慣について話すのが好きではない時もあります。 大丈 
夫！ 質問は省略できます。 あるいは、「くしゃみや咳をする時は、鼻や口を覆うべき 

でしょうか」など別の言い方で質問してください。 

2. COVID-19 を引き起こすウイルスが呼吸器系に関する飛沫を介して広がる可能性があること 

は、すでに学びました。 あなたが調査を行うときは、（たとえあなたの家族であっても）調 

査する人と少なくとも 2m 離れて、身体的な距離を保つことを実践しましょう。 これは、飛沫 
からあなたを守る練習に役立ちます。 

3. なぜ、身体的な距離を保つことが非常に重要であるのか、専門家からの意見を読んでください 

社会的距離を保つことは、COVID-19 に対して、とても重要です。なぜなら、健康に見え、健康に思 
えていても、感染を伝達する（広げる）可能性があるからです。私たちが頼り出来る行動上の手掛か 

りはありません。 「ああ、この人は鼻をすすったり、くしゃみをしたり、高い熱があるようだ。だ 

から、距離を保った方がいいかもしれません。」というように。 - Shweta Bansal, PhD, ジョージ 

タウン大学生物学部准教授 （米国） 

4. しかし、物理的な距離を保つことはできない場合はどうしたらいいでしょう？ 他にどのよう 

に飛沫を避けることができますか？ あなたのジャーナルにアイデアを書いてください 

5. 人々がマスクや他の布を鼻や口を覆うのに使っている国もあります。 マスクは、飛沫が広が 

るの防ぐ 1つの方法です。 マスクをするかどうか、国民に選択させている国もあります。 他 

の国は、人々に、マスクを着用しなければならないと言っています。 お家の人に聞いて、あ 

なたが住んでいる国では、マスクをつけることについて、何と言われているか調べましょう。 

WHO によると、飛沫の広がりを防ぐ別の方法は、「... 咳やくしゃみをする時に、あなたが、 

曲げた肘やティッシュで口と鼻を覆うことです。 その後、使用済みのティッシュは直ちに捨 
てて、手を洗ってください。 どうしてでしょう？ 飛沫がウイルスを広めるからです。」6
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元気だと思う場合でも、くしゃみや咳をする時は必ず鼻や口を覆うようにしてください。 具 
合が悪くなくても、COVID-19 の原因となるウイルスを持っている可能性があるので、これは 

重要です。 つまり、ウイルスを、気付かない間に誤って、人や物の表面に拡散してしまう可 

能性があるのです。7 

理解：鼻と口を覆うのは、どのように役に立ちますか？ （15 分） 

1. 前の課題では、飛沫がどこまで行くことが出来るかモデル化しました。 次に、鼻と口を覆う 

ことが、あなたと他の人たちを、どのように飛沫から守るかモデル化します。 

2. 必要な材料です: 
a. 少量の水とボウル、手や物の表面についた水を拭くするための布、顔の前に置くための 

布 
3. 課題 2 で使用した壁、木材、土、タイル張りの床、新聞紙など、水滴がどこに付いたかを簡 
単に確認できる場所を見付けます。 

4. 手をボウルの中にある水に浸します。 手で水を飛び散らせ、咳やくしゃみをした時の飛沫の 

モデルを作ります。 

5. 水滴がどこに付いたかを見てください。 絵を描いて、あなたのジャーナルに観察を記録しま 

しょう。 

6. 水滴のない新しい場所に移動して、もう一度試しましょう。 

7. あなたのお家の人に、あなたの手の前に、3〜5 センチメートルの別の布きれを持つように頼 

んでください。 この布は、マスクや清潔なティッシュ、曲げた肘を模しています。 

8. もう一度、ボウルの水に手を浸し、手で水を飛び散らせて、飛沫をモデル化した水滴を作りま 

す。 

9. 水滴がどこに付いたかを見てください。 絵を描いて、あなたのジャーナルに観察を記録しま 

しょう。 

10.布によって、水滴の広がりは、どのように変わりましたか？ 彼らはステップ 4 や 5 と同じく 

らい飛んでいますか？ 

11.水滴の一部は、布によって、長い距離飛ばなくなったのに気が付いたかもしれません。 これ 

は、マスク、清潔なティッシュ、または曲げた肘を使って、いくつかの飛沫がブロック出来る 

ことを示しています。 マスク、ティッシュ、曲げた肘を、身体的な距離を保つことや手洗い 

と一緒に用いることで、あなたや他の人たちが、COVID-19.の原因となるウイルスを広げるの 

を防ぐことができます。6 

12.COVID-19 の原因となるウイルスから私たちを守るために行動を変えることがなぜ重要である 

かについて、専門家の社会的な側面についての意見を読んでください: 

「これは新しいウイルスなので、私たちの体は自然免疫を持っていません... そして、私たちは個人 

としての何の防御も持っていません... 時間が経てば、私たちの中の特定の人々が、より守られてい 

た、という証拠が出てくるかも知れません... しかし、現時点では、実際に個人を守るものは、何も
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分かりません。 だから、誰もが危険にさらされているのです。」 - Shweta Bansal, PhD, ジョージ 

タウン大学生物学部准教授（米国） 

行動：鼻や口を覆うことについて、何をしたり、分かち合うことが 

できますか？ （15～30 分） 

1. あなたのジャーナルにこの質問への答えを書いてください 

a. 鼻と口を覆うことで、COVID-19 の原因となるウイルスからあなたを守ることができる 

と思いますか？ 

b. あなたは、答えを変えますか？ なぜそう思いますか、なぜそう思いませんか？ 

2. さて、鼻と口を覆うことについて理解を深めたので、これを他の人と分かち合う方法を選び 
ましょう。 

a. お家の人と、水滴や布のアクティビティーを行ってみましょう。 

b. 飛沫が広がるのをどのように防ぐ方法について他の人に伝えてください。 絵やポスタ 
ーを作ったり、お家の人のために行動したり、ポッドキャストを作ったり、ビデオを 

録画したりしましょう。 

3. 課題 1 では、COVID-19 は、人々の善悪の基準（これは倫理と呼ばれています）を変える可能 

性があることを読みました。 誰かが「くしゃみや咳をする時に鼻や口を覆う必要はないよ。 

自分は、病気じゃないもん。」と言ったのを想像してみてください。 

a. どのように感じますか。 これは正しいと思いますか？間違っていると思いますか？ 

b. この人に何と言いますか？ 

4. COVID-19 は、人々が地球に与える影響をどのように変化させているかについて読んだことを 

思い出してください。 これを環境影響と呼びます。 1 回の使用後に捨てられるティッシュや 

マスクを使用しています。 これはゴミになる可能性があります。 どう思いますか？ COVID-

19 から人々を守るのに役立つのであれば、ゴミを出しても大丈夫でしょうか？
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その他のリソース: 

咳やくしゃみを覆いましょう：米国の主要な国立公衆衛生研究所である疾病管理予防センター 

（CDC）のこのビデオは、清潔なティッシュや肘を使って咳やくしゃみをカバーする方法を示してい 

ます。 

https://www.youtube.com/watch?v=mQINuSTP1jI 

咳をカバー:米国疾病予防管理センター（CDC）のポスターには、清潔なティッシュや肘を使って咳や 

くしゃみをカバーする方法が示されています。 

https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf
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課題 4：どうして手洗いは、私たちを守るのに役に立 

つの？ 

気付き：あなたのお家の人は、手を洗っていますか？ （15 分） 

1. まず自分でこれらの質問について考えてください。 次に、あなたのお家の人に質問してくだ 

さい： 
a. 手洗いが重要なのはいつですか？ 

b. 手を洗うのに何を使いますか？ 

c. どのくらい手を洗うのですか？ 

d. 手を洗うことで、COVID-19 の原因となるウイルスからあなたを守ることができると思 
いますか？ なぜそう思いますか、なぜそう思いませんか？ 

✔ 情緒的な安心感：人は、時に、自分の清浄の習慣について話すのを嫌がります。 大丈夫！ 

質問は省略できます。 あるいは、「人はどのように手を洗うべきですか？」などの別の言 
い方で質問してください 

2. COVID-19 の原因となるウイルスが物の表面に存在することを思い出してください。 ウイルス 

がついているドアノブのような表面に触ると、今度は、そのウイルスが、あなたの手に付く可 

能性があります。 もし、うっかり顔に触った場合、ウイルスが体内に侵入するかもしれませ 

ん。8 

3. どうしたら、ウイルスから手を安全に保つことができるでしょう？ あなたのジャーナルにア 

イデアを書き留めてください。 （WHO は COVID-19 の蔓延を防ぐために石鹸と水で手を洗うと 

言っています） 
4. 手を洗うことについての専門家の意見を読みましょう: 

「私たちは常に顔に触るので、手が、鼻、目、口を通じて私たちの体の中にウイルスが入る主な経路 
になるのは容易に想像がつきます。 石鹸と水での手洗い、または手指消毒剤は、非常に強力な防御 
になります。」- Cassie Morgan, Kuunika サステナビリティコーディネーター, Cooper Smith, 

Malawi
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理解：なぜ私たちは石鹸で手を洗う必要があるのでしょうか？ 

（30 分） 

1. 石鹸と水が COVID-19 の原因となるウイルスからあなたをどう守るのか、もっと知るために、 

手を洗ういくつかの異なる方法を試してみましょう。 あなたのジャーナルに気づいたことを 

書き留めてください。 

⇈ 学習のヒント：このアクティビティを行うのに十分な水がない場合は、次回、身体を洗う時や、服 
を洗う時にこのアクティビティを試してください。 

2. 必要なもの: 
a. きれいな水 
b. 食用油、バター、またはギー 

c. 石鹸（固形または液体) 
3. なぜこのアクティビティーに食用油を使うのでしょう？ COVID-19 を引き起こすウイルスに 

は、膜、つまり、ウィルス全体を囲む外層があります。 この膜は、あなたの食用油、バタ 
ー、ギーのような脂質です。 このアクティビティーは、手洗いがウイルスの脂質の膜に与え 

る影響をモデル化します。 

! 身体の安全:食用油のみを使用してください。 機械油を使用しないでください。 肌に触 
れた食油は、食べないでください 

4. 片手または手首の平らな部分に少量の油を垂らし（または少量のバターまたはギーを広げ 
る）、小さな円に広げます。 （もう片方の手には付けないでください。） 肌は見た目も感 

覚も非常に油っぽくなるはずです。 

5. 次に、肌の油っぽいところを、水ですすいでください 。 

6. 油は、全部洗い流されましたか？ 

7. 次に、石けんと水を使って、油の付いていない手に石鹸を泡立てます。 

8. 石鹸の方の手で、肌に付いた油を一度だけぬぐいます. 水で素早く洗い流してください 。 

9. 油は、全部洗い流されましたか？ 

10.次に、油の付いていない方の手で、石鹸をさらに泡立ててください。 

11.石鹸の方の手で、肌についた油を 20 秒間こすります。 水で素早く洗い流してください。 

12.油は、全部洗い流されましたか？ 

13.油を洗い流すのに、何が一番効果があったでしょうか？ もう一度、この実験を繰り返します 

が、今度は 40 秒間、手を洗ってください。 さらにもう一度試してください。そして、その 

ときは 60 秒間、手を洗ってください。 

14.石鹸と水で徹底的に洗うと、油をよく洗い流せることに気付きましたか？ 

15.COVID-19 を引き起こすウイルスは脂質の膜に囲まれていることを思い出してください。 石鹸 
と水で手を洗うと、非常に小さな石鹸がウイルスの脂質の膜に入ります。 石鹸が膜の中に入 
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りこむにつれて、膜は最終的に開いて壊れ、ウイルスの内側の部分が出て来ます。 ウイルス 

が分解されると、もう、あなたに感染することはできません。9,10,11 

16.下の図の左側を見てください。 丸いウイルスが見えます。 膜と尖った部分（これは王冠ま 

たは「コロナ」）に囲まれたウイルスの長いねじれた糸状のものが見えます。 また、ウイル 

スの右側に小さな石鹸の破片を見ることができます。 

17.次に、下の図の右側を見てください。 何が起こっていると思いますか？ あなたのジャーナ 
ルにアイデアを記録しましょう。 あなたの答えの裏付けに、先ほどの実験を証拠として使い 

ましょう。 これは、石鹸の断片がウイルスの脂質の膜に入った後、何が起こるかを示してい 

ます。 ウイルスの膜が開いて、中身がこぼれ出ました。 石鹸は、膜と尖った部分を取り囲 
みます。 石鹸は、ウイルスの全ての部分を、水で洗い流されやすくします。 

図 4.1 これらの図は、石鹸がコロナウイルスの膜をどのように破壊するかを示しています 

18.あなたの手を徹底的に洗うことで、あなたの手のあらゆる部分と表面を洗い、そこに付いて 

いるかもしれないウイルスを破壊することが出来ます。 WHO は、手を洗うには 40 秒から 60 

秒かけるよう言っています。 手洗いのガイドについては、「追加リソース」をご覧くださ 

い。 

19.別の実験を試してみましょう。今回だけ、石鹸と水の代わりに、手指消毒剤を使用してくだ 

さい。 手指消毒剤も、COVID-19 を引き起こすウイルスを破壊するために使用することができ 

ます。 汚れや粘液で覆われていない手で最も効果を発揮します（粘液は時々、鼻から出てく 

る、ぬるぬるした物質です）。 あなたの手に少量の手指消毒剤を出してください。 乾燥す 

るまで、一緒にこすり合わせましょう。 手指消毒剤は、あなたの目、鼻、口から遠ざけ、そ 

して火気に注意してください。 手指消毒剤の使用に関するガイドについては、「追加リソー 

ス」をご覧ください。 

20.しっかり手を洗い、顔から手を離すことを覚えておきましょう 

21.なぜ手を洗うことがとても重要であるかについて、専門家の社会的側面に関する意見を読ん 

でください: 

「我々は、少なくとも現時点では、この感染症に対する武器になるツールをたくさん持っていませ 

ん。 社会的な距離を保つことと手洗いは私たちが使うことができる、本当にメインのツールなので 

す。 他の感染症では、抗ウイルス薬や、治療法、医薬品などがあります。 しかし、私たちのツール 

18



Smithsonian Science for Global Goals 

Covid-19! どうしたら、自分と他の人たちを守れますか? © 2020 Smithsonian Institution

ボックスには、他のものは、本当にあまりないのです。」- Shweta Bansal, PhD, ジョージタウン大 

学生物学部准教授（米国 

行動：手を洗うことについて何が出来ますか？ 何を分かち合える 

でしょうか？ （15～30 分) 

1. この質問に対する答えを、改めて考えてみてください: 
a. 手洗いは、COVID-19 から、安全でいるために役に立つと思いますか？ 

b. 答えを変えますか？ なぜそうしますか、なぜそうしませんか？ 

✔ 情緒的な安心感：あなたは新しいことを学んだので、行動を変更して大丈夫です。 しか 

し、石鹸や水を入手するのが難しくて、手を洗う方法を変えられないのであれば、それは 

大丈夫です。 できる限りを尽くしましょう。 

! 身体的な安全:石鹸や手指消毒剤は体外にいるウイルスを破壊することが出来ますが、 

決して、食べたり飲んだりしてはいけません。 

2. 石鹸や手指消毒剤を使って、ウイルスを破壊する方法について詳しく理解したので、これを 

他の人に伝える方法を選びましょう。 

a. あなたのお家の人と油と石鹸のアクティビティーを行い、石鹸が、どのようにウイル 

スを破壊するのか教えてください。 他の人に送るアクティビティーの絵やポスター、 

ビデオを作りましょう。 

b. 曲を書くか、手を洗っている間に歌える、40 秒から 60 秒、続く曲の一部を選んでくだ 

さい 

3. 課題 1 では、COVID-19 は、人々の善悪の考え方（これは倫理と呼ばれています）を変える可 

能性があることについて読みました。 友人が手を洗いたくないと言っていると想像してみて 

ください 

a. どのように感じるか考えてみてください。 これは正しいと思いますか？間違っている 

と思いますか？ 

b. この人に何と言いますか？ 

4. 家に石鹸やきれいな水がない人もいるかもしれません。 その人たちが利用できる公共エリア 

に、手洗いステーションを設置する方法を考えられますか？ どのような材料が必要でしょ 

う？ あなたのデザインの絵やポスターを作成し、お家の人と共有しましょう。 以下のポス 

ター例を参照してください。 
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その他のリソース: 

手洗いと手洗い:WHO のポスターには、手を洗ってこする方法が示されています。 

https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1 

https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf?ua=1 

手洗いのデモ：このビデオでは、手を徹底的に洗う方法を示すために塗料を使用しています。 

https://www.youtube.com/watch?v=nEzJ_QKjT14
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課題 5： COVID-19 は家族やコミュニティにどのよ 

うな影響を与えているの？ 

気付き：コミュニティでは、人々をどのように COVID19 から守って 

いますか？ （30～45 分） 

✔ 情緒な安心感：この課題では、あなたのコミュニティやあなたの家族の誰かが COVID-19 に 

罹ると起こるかもしれないことについて考えます。 これは怖い話題かもしれません。 これら 

の困難なトピックについて考えるとき、独りではなくように、可能であれば、親や保護者、そ 

の他の信頼できる大人とこの作業を進めてください。 

1. 過去 1 週間に直接的または間接的に接触した人は何人だと思いますか？ その人数をジャーナ 
ルに書き留めてください。 また、すぐにこの質問に戻ってきます。 

2. COVID-19 の問題の社会的、経済的側面を考慮して、お家の人に質問を聞き、自分自身でも質 

問に答えてください。 

a. 今日は、対人で、何人と交流しましたか？ 

b. 先週は、対人で、何人と交流したと思いますか？ 

c. COVID-19 から身を守るための予防措置を講じていますか？ もしそうなら、あなたは何 

をしていますか？ 

d. あなたが交流している人々は、COVID-19 から身を守るための予防措置を取っているか 

知っていますか？ もしそうなら、彼らは何をしていますか？ 

e. COVID-19 は、私たちの家庭にどのような影響を与えていると思いますか？ 

f. COVID-19 は、私たちのコミュニティにどのような影響を与えていると思いますか 

⇈ 学習のヒント：アンケートを実施するときは、全員に同じ質問をしてください。 毎回、同じ方法 
で回答を記録しましょう。 後で傾向を見るために、すべての回答をまとめておいてください！ 

これで、課題 2、3、4、5 でアンケートの回答が収集されました。 すべての答えをまとめてくださ 

い。 何か傾向に気付きますか？ 受け取った回答の類似点は何ですか？ 違いは何ですか？ 人々は 

COVID-19 について多くのことを知っていましたか？ 彼らが知らないことで、知っておくべきことは 

ありますか？ あなたのジャーナルにこれらを書き留めてください
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理解：あなたは誰と接触するでしょうか？ （15 分） 

1. あなたのお家の人、みんなのリストを作成します。 過去 1 週間に会った、または直接話した

人たちを追加します。 会った場所や彼らが何歳であるかは関係ありません。 全員数えてくれ

これらの人々は、あなたの「一次接触者」です。 この情報を書き留めましょう。 または、こ

の写真のような接触者樹形図を描き始めましょう:

図 5.1 あなたは、接触樹形

図の頂点です。 「一次接触

者」は真ん中の列で、「二次

接触者」は、その下の列で 

す。 

2. あなたはお家の人みんなに、接触した人のリストを作成するように頼みました。 では、この

人たちを接触者樹形図の一番下の行に追加しましょう。 彼らはあなたが接触した人の下に行

くでしょう。 これらの人々は、あなたの「二次接触者」です

! 身体的な安全：あなたは自分と他の人たちの間の物理的な距離を保つこと、鼻と口を覆

うこと、手を洗うことを学びました。 人とコミュニケーションをとる際には、COVID-19 から 

自分と他の人たちを守るために、これらの戦略を使ってください。 

3. 樹形図を見直しましょう。 みんなが、同じ数の接触者がいますか？ 他の人よりも多くの接触

者がいる人もいますか？

4. 多くの接触者がいる人たちは、仕事に行く、市場に行く、宗教儀式に出席する、高齢者の世話

をするなど、あなたの家庭やコミュニティをサポートするために倫理的または経済的に必要な

ことをしている人たちですか？

5. このアクティビティは、ビデオやテレビ番組で視聴したり、本を読んだりしながら試してみて

ください。 ストーリー中のキャラクターの接触者樹形図を作成します。

6. 接触者を追跡することは、なぜ重要なのですか？ この情報は、コミュニティが、誰がウイル

スにかかっている可能性があるかを知るために役立ちますか? この情報は、医療従事者が

COVID-19 の広がりを理解するのに役立ちますか?
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ウイルスに感染している人と密接に接触した人は、自分自身が感染しているリスクも、他の人に感染 
させるリスクも高くなります。 感染した人に接触した後に、これらの接触者を注意深く調べること 

は、接触者がケアや治療を受け、ウイルスのさらなる蔓延を防ぐのに役立ちます。 このモニタリン 

グ・プロセスは、接触者追跡調査と呼ばれています。」 12” - World Health Organization 

7. 接触者追跡調査は COVID-19 に重要です。なぜなら: 
a. 距離を保ち、口や鼻を覆い、手を洗う以外に、人間には、COVID-19 から自分たちを守 

る術がありません。 (Shweta Bansal、私信、 2020 年 4 月 23 日). 
b. れは新しいウイルスで、人間はまだこのワクチンを持っていません。(Shweta Bansal、 

私信、 2020 年 4 月 23 日). 
c. 現在のデータによると、COVID-19 によって重篤な病状になったり、死亡したりする人 

の数は、他のウイルスよりも多いようです。 正確な数字を知るのに、科学者たちは、 

まだ十分なデータを持っていません。(Shweta Bansal、私信、 2020 年 4 月 23 日). 
d. 元気に見えていて、健康だと感じている人でも、ウィルスを他の人にうつすことが出来 

ます。6 

e. 接触者追跡調査は、感染した可能性がある人を特定し、ウイルスをさらに拡散させる前 

に隔離することができます。6 

8. 作成した接触者樹形図で、先週、何人、一次および二次接触者がいたか数を数えましょう。 

この数を、「気づき」セクションのステップ 1 で書き留めた数と比べてみましょう。 もっと 

大きい数字になりましたか？ もっと小さい数字になりましたか？ それとも、見積もりは正確 
でしたか？ 

9. 接触者樹形図をお家の人と共有し、次の質問をしてください（あなたのジャーナルに答えを書 
いてください): 

a. 一次接触者と二次接触者の数を減らすには、どうすればよいでしょうか。 

b. 他の人と会ったり、話したりするときに、どうすれば自分を守ることが出来るでしょう 

か。 

✔ 情緒的な安心感：多くの理由があって、お家の人たちが接触者を制限することができな 

い場合があります。 これは怖いと思うかもしれません。 家を出る必要がある場合、人 

は可能な限り安全な方法で外出することが出来、帰宅する時には、適切な予防措置を取 

ることができることを覚えていて下さい。
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行動：どのように、お家での COVID-19 に対する計画を立てますか？ 

（45 分) 

1. COVID-19 で病気になった人と一次接触があったと分かったらどうするのでしょうか？ あなた

の日々の生活はどのように変わるのでしょうか？ 家にいたり、隔離されたりすることが心配

ですか？ あなたが取ると思う具体的な行動はありますか？ あなたの毎日の習慣を、どのよう

に変えますか？ あなたのジャーナルにアイデアを書き留めましょう。

2. 家族が抱えている課題は、国全体や地域のような大規模なシステムでも感じられています。

COVID-19 による危機の社会的側面を以下に説明します:

COVID-19 で見られるように、パンデミックは、国全体に信じられないほどのストレスを与え、人々 

の生活、医療システム、企業、地方自治体のサービス、学校など、あらゆるものに影響を与えます。 

危機時に社会が回復力を発揮するように、また、すべてのメンバーの面倒を見れるシステムが整備さ 

れているようにするために、パンデミックに関する計画が重要であることを理解する必要がありま 

す。」– Lisa Cooper, MD, MPH, 内科医、公衆衛生研究員、ジョンズ・ホプキンス大学（米国および

ガーナ）

3. みんなが、接触者の数を減らしても、あなたのお家の誰かが COVID-19 の病気になる可能性は

あります。 あなた自身もウイルスにさらされている可能性があります。 こう考えるのは怖い

かもしれません。 しかし、あなたがこのプロジェクトで学んだように、安心できる一番の方

法は、もっと学び、自分自身を守り、準備することです。 以下の意見を読んでください。 そ

れは社会的な側面ですか？ 環境？ 文化的？ 経済的？ あなたのジャーナルに考えを書き留め

てください。 自分の主張を裏付けるのに、証拠を用いましょう。

「お家の誰かが病気の場合、近くで接する時は、マスクを着用するか、顔を覆う必要があります。 

発熱や咳がある場合は、自宅で治療し、医療従事者に連絡して、COVID-19 の検査をする必要がある 

かどうか聞いてください。 可能であれば、診断が確定するまで安全な距離を保ってください。 呼吸

に問題がある場合は、できるだけ早く医学的な治療を求めましょう。 可能であれば、病気の人は別

の部屋にいるべきです。 食器、プレート、ボウルも別に分け、使う度に、適切かつ安全に、石鹸ま 

たは塩素水で消毒する必要があります。」 - Cassie Morgan, Kuunika サステナビリティコーディネ

ーター, Cooper Smith, Malawi 

✔ 情緒的な安心感:お家の人や、知っている人が COVID-19 の病気になった場合、病気にかか

ったのは、その人のせいではありません。 彼らは自分の健康を心配していて、病気を他の

人に広めることを怖がっている可能性があります。 親切と、思いやりを持ちましょう。

4. 誰かが病気になった場合、何をするかについての、あなたのアイデアを見直してください。

家族と話し合って、一緒に計画を立ててください。 あなたのジャーナルにアイデアを書き留

めてください。 あなたの計画の中で取り組む 3 つの質問:
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a. 距離を置く必要がありますが、病気になった人をどのように助け、支援することが出来 

るでしょうか? 
b. 病気になったのが、お金を稼ぐために働いたり、料理や掃除などの家事を行うことで家 
族を養う人である場合、その人たちが、通常の義務を果たせない間に家族の生活が立ち 

行くように計画を立てることはできますか？ 

c. 誰かが病気になった場合、あなたとあなたの家族が経済的に考えるべきことは何です 

か? 

その他のリソース: 

ワシントンポストコロナウイルスシミュレーター：ウイルス感染とコミュニティの広がりのシミュレーション（いくつか 

の言語で利用可能）。 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/ 

家庭での科学コロナ大臣シュミレーションミレーション：世界中の国々が直面している困難な経済的、環境的、社会的選 
択を示し、あらゆる政策のトレードオフの検討を促進するシミュレーション。 

https://corona.scienceathome.org/ 
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課題 6：問題について情報を知っておくことは、 

どう役に立つの？ 

気付き：あなたの家の人々はどこで、COVID-19 についての情報を 

入手していますか？ （15～30 分） 

1. あなたのジャーナルに次の情報を集めるために、あなたのお家の人たちにインタビューしまし 

ょう: 
a. COVID-19 に関する情報を取得している情報源は何ですか？ （例：お家の人、 

WhatsApp、TikTok、パンフレット、テレビ、ラジオ、YouTube、Twitter、Snapchat） 
b. COVID-19 に関する新しい情報源のうち、最も信頼しているのはどれですか? 3 つを選び 

ます。 それらを最も信頼しているのは、なぜですか？ 

c. これらから得た COVID-19 に関する情報を他の人と共有していますか？ なぜそうするの 

ですか、なぜそうしないのですか？ 

d. COVID-19 の新しい情報を得た場合: 
i. 他の人と共有する前に、その情報がどこから来たのかを調べますか？ なぜそう 

するのですか、なぜそうしないのですか？ 

ii. 共有する前に他の情報源も取り上げているか調べますか？ なぜそうするのです 

か、なぜそうしないのですか？ 

e. COVID-19 に関する誤った情報を得ることについて、どの程度心配していますか？ なぜ 
ですか？ 

「リーダーシップは、政府や科学者だけでなく、その特定のコミュニティで信頼できる情報源である 

人々によってとられるべきです。」– Dr. Lisa Cooper, Lisa Cooper, MD, MPH, 内科医、公衆衛生 

研究員、ジョンズ・ホプキンス大学（米国およびガーナ) 

2. あなたの家で使用されている情報源を全て、最も使用されているものから、最も使用されてな 

いものまでランク付けします。 

3. あなたのお家の人が利用する情報源の上位 3 つのを特定しましょう。 

4. これら 3 つの情報源のそれぞれから、COVID-19 に関する 1つまたは 2つの投稿/記事/断片情 
報を収集します。 あなたが自分でそれらを収集することができない場合は、あなたのお家の 

人に、これらの情報源からあなたに提供するように頼んでください。
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理解：COVID19 に関して、信頼できる情報をどうやって特定できま 

すか？ （30～60 分 

1. COVID-19 問題の社会的観点を考慮して、次の引用文を読んでください: 
フェイクニュースは、このウイルスよりも速く、より簡単に広がり 13 、ウィルスと同じ 

くらい危険です。」 

私たちは伝染病と戦うだけでなく、インフォデミックと戦っています。13 」 - Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, 世界保健機関（WHO）事務局長 

2019 年 COVID のアウトブレイクは、大規模な「インフォデミック」を伴っています。 

インフォデミックは、情報の過剰、過多です。 情報のいくつかは正確であり、一部は 

正確ではありません。 人々が信頼できる情報源を見つけることが困難になります。 ま 

た、人々が必要なときに信頼できるガイダンスを得ることも難しくなります。 COVID-

19 に関するタイムリーで信頼できる情報に対する高い需要があります。 WHO チーム 
は、作り話や噂を追跡し対応するために、緊密に協力してきました 14 。」- シチュエー 

ションレポート #13、2020年 2 月 2日、世界保健機関 

a. COVID-19 に関する虚偽または信頼できない情報や噂はどこにでも見られます。 あなた 

は魔法の治療法、ウイルスの作成に責任がある人、またはウイルスがどこから来たのか 

についての新しい考えを聞くかもしれません 

b. 人々が誤った情報や噂を共有すると、ウイルスのように、非常に迅速に広がることがあ 

ります。 信頼できない情報源からの虚偽の情報は、多くの点で自分自身や他の人たち 

にとって有害になる可能性があります。 

c. 虚偽の情報や噂は、人の考え、行動、または自分自身を守る方法を変えるかもしれませ 

ん。 この虚偽の情報は、人々が自分自身を守らず、証明されていない治療法を試した 

り、周りの他の人たちに対して責任ある行動を取らなかったり、人々を病気にする可能 

性があります。 

d. わざと虚偽の情報や噂を流す人もいます。注意しましょう。 

e. 虚偽だとは知らずに間違った情報や噂を流している人もいます。 その人たちは、間違 

った情報が自分自身や他の人たちに害を及ぼす可能性があることに気付いていないかも 

しれません。 

f. ウイルスと同様に、この虚偽情報の拡散を止めることは、人々を守るための非常に大切 
な目標です。 私たち一人ひとりが、虚偽の情報がシェアされるのを停止する解決策に 

貢献することができます。 

g. ニュース、情報、または情報源が信頼できないと気付くことは、最初のステップです。 

しかし、信頼できない情報源を特定することは困難です。 そのため、それらを特定す 

る方法を学ぶには、練習が必要です。 
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h. 一般的に良い方法は、情報についてわからない場合は、あなたがより多くを学ぶまで、 

それを共有しないことです。 確認する前に虚偽の情報を直ぐに共有することが、虚偽 
の情報が非常に速く拡散してしまう理由だからです。 

i. 収集したすべての投稿/記事/情報を見てください。 今、あなたはそれらがどれほど信 

頼できるかを見極め、共有するのに良い情報かそうでないかを判断します。 あなたの 

ジャーナルに考えを書き留めましょう。 それぞれを調べるために、次の質問を使いま 

しょう。 

調査 #1 落ち着いて、立ち止まって、考える。 

a. 記事、情報、またはその人が言った事で、どのような気持ちになりましたか？ 強い感 

情的な反応（怒りや憤慨など）が起きましたか？ もしそうなら、共有する前に、立ち 

止まって、考えてください。 

b. 情報や彼らが言った事は、真実であるには、あまりにも完璧すぎたり、良すぎたりする 

ように思えますか？ 何かをシェアしたいという急な衝動を感じますか？ もしそうな 

ら、共有する前に、立ち止まって、考えてください。 

調査 #2 情報源を調べましょう 

a. この情報を作ったり、言ったりしたのは誰ですか？ （例：プロのジャーナリスト、市 
民ジャーナリスト、一般市民、資格を有する専門家）あなたやあなたのお家の人は、彼 
らが COVID-19 の良い情報源だと思うでしょうか？ そうでない場合は、共有する前に、 

立ち止まって、考えてください。 

b. 情報や彼らが言った事の全部について、日付を確認してください。 時々、人は古い情 
報を、新しい情報のように提示することがあります。 また、COVID-19 について学んだ 

ように、情報が時間の経過とともに変化する可能性もあります。 あなたは日付を見つ 

けられますか？ そうでない場合は、共有する前に、立ち止まって、考えてください。 

調査 #3 主張と引用を元の情報源までたどります。 

a. 情報または人物は、含まれるデータ、証拠、または引用に関する資料やリンクを提供し 

ていますか。 そうでない場合は、共有する前に、立ち止まって、考えてください。 

b. 情報の中でされている主張を調べるために、周りの他の人に手助けを求めましょう。 

さらなる調査ができない場合は、共有する前に、立ち止まって、考えてください。 

c. データまたは引用をたどる場合は、データと引用が、元の文脈から外れて抜き出されて 

いないかどうかを判断します。 これは、人々が本来のストーリーを変えるための一般 
的で、簡単な方法です。 もしそうなら、それを共有する前に、立ち止まって、考えて 

ください。 

調査 #4 より良い報道を探してください。 
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a. COVID-19 に関するこのニュースは、あなたのリストに載っていない他の情報源でも取 

り上げられていますか？ これらの情報源を列挙しましょう。 そうでない場合は、共有 
する前に、立ち止まって、考えてください。 

b. 他の情報源も、あなたの情報源と同じような情報を提供していますか？ そうでない場 

合は、共有する前に、立ち止まって、考えてください。 

c. 共有する前に、あなたのお家の誰かと、その情報について、話をすることができます 

か？ 彼らはその情報についてどう思いました？ そうでない場合は、共有する前に、立 

ち止まって、考えてください。 

2. あなたが調べた全ての記事や情報から、どれがより信頼できると思いますか？ なぜ、それら 

は信頼できると思いますか？ あなたのジャーナルに考えを書いてください。 

3. あなたが調べた全ての記事や情報から、信頼性が低いと感じるのはどれですか？ なぜ、それ 

らは、信頼性は低いと思いますか？ あなたのジャーナルに考えを書いてください。 

行動：インフォデミック中で、自分の、情報を入手する計画は何で 

すか？ （15～30 分) 

1. この引用文を読んで、問題の社会的、経済的側面を考えましょう: 

パンデミック中に最も危険にさらされているのは、自分自身や他の人たちを感染から守ることができ 

ない人です。 彼らはしばしば、インターネットのアクセスや電話サービスがないため、社会的な孤 
立や、自分自身を保護するために何をする必要があるかについて知らされない危険性が大きくなるた 

めです。 歴史的、または現在起きている差別や汚名の経験から、パンデミック時に彼らを保護する 

のに必要な機関を信頼しないかもしれません。」 – Dr. Lisa Cooper, Lisa Cooper, MD, MPH, 内科 

医、公衆衛生研究員、ジョンズ・ホプキンス大学（米国およびガーナ) 

COVID-19 インフォデミックに気づくことは一歩です。 友達や家族が共有したとしても、それが 

常に真実であるとは、思わないでください。 たとえ、あなたの友人の善意によるものであっても 

です。私たちが従い行動できる、虚偽の情報の拡散を阻止する計画を持ちます。新しい情報を入 
手した時にどう扱うべきかについて計画を立てるのは、ステップ 2です。この計画は、 

それが実際に起こった時に、何をすべきかを分かりやすくするのに役立ちます。 

2. 何をするか、ステップ・バイ・ステップのリストを作成しましょう。 いくつか提案がありま 

す: 
a. COVID-19 インフォデミックに関して、あなたがまだ持っている疑問のリストを作成しま 

す。 お家やコミュニティで、より多くの情報を得るために、話することができる相手を特 

定しましょう。
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b. あなた自身（またはあなたと情報を共有する人）に、その情報が真実であることを知るた 

めにどんな質問をしますか？ 

c. COVID-19 に関する間違っているかもしれない情報の拡散を減らすために、あなたとあなた 

のお家の人は、どうやり方を変えることができますか？ 

d. コミュニティの COVID-19 に関するより信頼できる情報源に対する認識を高めるために、 

別の方法で何ができますか? 

その他のリソース: 

HO コロナウイルス（COVID-19）公衆のためのアドバイス：作り話バスターズ 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-

busters 

Smithsonian ン誌の記事：COVID-19 に関する誤報を避ける方法 
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-avoid-misinformation-about-covid-19-

180974615/ 

WHO コロナウイルス（COVID-19）ニュース 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/news 

子供たちにサイバーセキュリティーを説明する UNODC の資料 
https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/the-online-zoo.html
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課題 7：今すぐ、私に何が出来るの？ 

発見：行動計画に何を含めるべきでしょう？ （30 分） 

1. 身体的な距離を保つこと、手洗い、鼻と口を覆う作業、モデルを使って、研究する方が、時に 

は本物を使うより、どのように安全であるかという身体を安全に保つためのヒント、COVID-19 

にかかっているかも知れない人を裁いたりしないようにする情緒的な安心感のヒントについて 

考えてみましょう。これらの課題は、どうやって COVID-19 の蔓延を遅らせ、また、このパン 

デミックの間、どうやってあなたの感情面の安心を保つか、を学ぶ手助けになりました。 ま 

た、マーヤムやアンのような科学者から、COVID-19 に関連する社会的、経済的、環境的、倫 
理的な問題について、学びました。 

⇈ 学習のヒント：あなたの経験をじっくり検討するために、あなたのジャーナルを使ってください 

2. ジャーナルに、モジュールのタイトル、COVID-19! どうしたら、自分と他の人たちを守れます 

か？ を書き留めてください その周りに、あなたの経験について、思い出せることを出来るだ 

け多く書き留めてください。 どのようなアクションにチャレンジしましたか？ 十分な時間を 

取ってください。 時には、始めるまでに時間がかかることもあるかもしれません。 

3. 自分のリストを見ましょう。 あなたや、家族、コミュニティが COVID-19 に対処するのに役 

立ったかもしれない、全ての戦略について考えてみましょう。 一番うまくいったと思うもの 

に丸を付けてください。 

4. では、家族とコミュニティとの交流や考えたこと全てのリストを追加します（これは前のセク 

ションからとってくる必要があります）。 次の質問について考えてみましょう: 
a. 家に住んでいる人は何人ですか？ 

b. 何世代が住んでいますか？ 

c. 誰か、病気ですか？ 

d. 毎日、何人の人と交流していますか？ 

a. 人生のほとんどの課題と同様に、１つの正しい解決策があるわけではありませ 

ん。 この問題を解決するには、たくさんの連携した行動が要るでしょう。 も 

う一度、あなたのブレーンストーミング・シートを見て、「今、私や家族、コ 

ミュニティにとって最も効果的だと思う、２つ、３つのアクションはどれだろ 
う？」と自問してください。 

b. これらの行動は、社会的、経済的、倫理的、環境的側面に取り組むものだと思 
いますか？ もしそうなら、どのうように取り組んでいると思いますか？ 

5. 2 つまたは 3 つの行動を選び、「これらの行動を裏付ける、根拠は何があるだろう？」と自問 

してください。 

自分や家族、コミュニティにとって最も効果があると感じる 2 つまたは 3 つのアクション 

が、あなたの行動計画になります。 複数のアクションが連携する行動計画は、総合行動計画 
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と呼ばれます。したがって、専門的に言うと、あなたは、最初の総合行動計画を作成したこと 

になります! 

✔ 情緒的な安心感：あなたの総合行動計画には、手洗い、物理的な距離を保つなどの物理的 

な行動と、あなたが怖いと思う場合に大人と話したり、あなたの考えや気持ちをジャーナ 
ルに記録などの感情的な安心感に関するヒントを、含めることができます. 

理解：私は 1つのことだけをするべきですか？ （15 分） 

1. 蚊が媒介する病気から、十分な食べ物を得ることやさらには COVID-19 まで、今日の最も困難 
な問題を研究している世界中の科学者たちは、総合行動計画の策定の重要性を認識しています 

2. 複数のアクションを組み合わせることは、問題のさまざまな側面（社会的、経済的、環境的、 

倫理的）全てに対処するのに役立ちます。 これは、先ほど作成した総合行動計画が、世界保 

健機関、ユニセフ、米国疾病管理予防センターが推奨する計画に似ている理由の１つです。 

（それぞれ以下のリソースを参照して下さい）それぞれが、あなたがアクションを組み合わせ 

ることを勧めています。 

「パンデミックや公衆衛生の緊急事態一般に関して、私にとって最も興味深いのは、それらが非常に 

複雑であること、そして、さまざまな分野のたくさんの専門家、コミュニティ、環境、科学がすべて 

迅速に系統立て、連携して（統合された）解決策を見つけなければならないということです。 

COVID-19 は、総合的な解決策を必要とするので、完璧な例です。」- Anne McDonough, MD, MPH, 公 

衆衛生救急官, Smithsonian 労働衛生サービス (米国 ) 

「COVID19 の場合、各国は状況に対応するためには、多部門にわたる（統合された）対応策を展開す 

るために非常に迅速に行動する必要があることを見てきました。 貧しい世帯は、その家計が、出か 

けて、働くことに依存している場合、どのように身体的な距離を保つことを守れますか？ 家庭内暴 
力や児童虐待があった場合、どのようにして一般的な自宅待機を課すことができますか？ アウトブ 
レイク中、ホームレスの人々の問題にはどう対処すれば良いでしょうか？ 私たちは、病院のベッド 
を増やすことや、新しいワクチンのために、懸命に働くことができますが、同時に、人々の安全が確 
保され、食べ物、水、教育にアクセスする必要があります。」- Dr. Maryam Bigdeli World Health 

Organization Representative, Morocco 
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図 7.1 総合行動計画は、三本のロープで考え 

ることができます。 

3. 総合行動計画ができたので、次のステップは、家族やコミュニティにメッセージを届けること 

です。 

行動：家族、友人、コミュニティに自分の計画について知らせるに 

はどうすればいいですか？ （45～60 分） 

1. 総合行動計画ができたので、次のステップは、家族、友人、コミュニティに、それを紹介する 

ことです。 

! 身体的な安全：総合行動計画を友達やコミュニティに伝える際に安全に身を守ることがで 

きない場合は、お家にいる人だけにしてください 

2. 聴衆が誰で、彼らは、どう情報を使いたいかを考えてみましょう。 あなたの兄弟、姉妹、 

母、叔父、祖母、または近所の人が、一番影響を受けるものについて考えてください。 あな 

たはポスターを作るのが良いでしょうか？ 流し台の近くの標識が良いですか？ 新聞記事や歌 
を書くべきでしょうか？ あなたの計画を伝える方法は非常に重要ですので、創造的になりま 

しょう! 

このプランには以下が含まれます: 

a. ポスターやアート・プロジェクト 

b. 歌か一幕ものの芝居 
c. ポッドキャスト 

d. コミュニティリーダーへの手紙 
e. 公共サービスのお知らせ（音声またはビデオ) 
f. ソーシャルメディア・キャンペーン
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g. 電話番号リスト/WhatsApp 

h. メール・キャンペーン 

i. パンフレット 

あなた自身のアイデアを考え出してください！ 

3. コミュニケーション・プランを作成したら、、家族や地域コミュニティのメンバーと、それを 

共有し、伝える必要があります。 行動を起こす時です！ 

このモジュールのすべての部分を完了しましたが、COVID-19 は、まだ世界中の多くの 

人々にとって大きな問題となっています。 科学者たちは毎日 COVID-19 について、さ 

らに学んでいます 

この新しい理解は、私たちの決断を変え続けるでしょう。 ただ、覚えておいてください、すべての 

コミュニティは異なります。 同じ答えが、世界の全て場所でも、必ずしも正しいとは限りません。 

しかし、質問は同じままです: 

どうしたら、自分と他の人たちを COVID-19 から守れますか？ 

質問しましょう。 計画を立てましょう。 あなたの周りの世界を探検しましょう。 柔軟な考えを持 
ちましょう。 

そして最も重要なことですが、世界をより良い場所にするために、どのように科学を使うことが出来 

るか考えてみてください。
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その他のリソース: 

WHO の行動計画（全体版）: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

ユニセフの行動計画（全体版）: 
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know#how-can-avoid-

risk-infection 

CDC アクションプラン（全体版): 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-

19.html 

ユニセフ：リソースの説明 
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents 

世界中から COVID-19 の例 
https://www.adsoftheworld.com/collection/covid19_ads 

ユニセフ行動計画：リソースの簡単な説明 
https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%20for%20and%20response%20to%20coronavirus%202

019%20(COVID-19).pdf 
 

赤十字：リソースの簡単な説明 
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-safety-and-readiness-tips-

for-you.html 
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