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３つの顔を持っている！

第１の感染症

「病気」

第２の感染症

「不安」
第３の感染症

「差別」



「病気」

• 感染者との接触→うつる

• 風邪症状→重症化すると肺炎になる



「不安」と「恐れ」

• 目に見えないウイルスである。

• ワクチンがまだ開発されていない。

分からないことが多い！！

そのため、不安や恐れに振り回され、
疲れる。
正常な判断力を失う。



「嫌悪」「偏見」「差別」
• 不安や恐れは人間の
生き延びようとする本
能を刺激する

• ウイルス感染に関わる
人や対象を遠ざけたり
差別する

• 人との信頼関係・社会
とのつながりが壊れる



なぜ嫌悪・偏見・差別が生まれるの？

①見えない敵（ウイルス）への不安。

②特定の対象を見える敵とみなして
嫌悪の対象とする。

③嫌悪の対象を偏見・差別して
遠ざける。

④つかの間の安心感が得られる。

敵はウイルス！

敵がすり替わってしまう

本当の敵を見なくなる



子どものストレス反応

からだの症状
・頭が痛い

・お腹が痛い

・眠れない

・めまい

・食欲の増減

・夜尿、おもらし

行動面の変化

• 落ち着きがない

• いつもよりよくしゃべる

• よく泣く

• しがみついて離れない

• わがままになる

• 遊びの中で今起こっている
ことを再現する

異常な出来事に対する正常な反応

頭ごなしに怒るのではなく、「何かイライラするんやね」「落ち着かへんの？」と言葉をか
けながら見守り、それでも見ていて危険と感じるときには落ち着いて体を抱きしめたり、
落ち着ける場所を作ったりする。



遊びの中で起こっていることを再現

• 病院ごっこ。お医者さんごっこ。

• ニュースの真似。

• 死ぬ人やお墓の話。

↓

• 遊びを無理に止めない。

• 遊びの中で、自分の気持ちを整理しようとしている。

• 怪我をしそうな程、激しくなりそうだったり、自分でコ
ントロールできないほど不安そうにしたりした場合
は、止めに入って違う遊びに切り替えたり、不安に
思っていたりすることを聴く。



できていたことができなくなる？

・親がどこかに行こうとするとくっついて来たり、
今までできていたことができなくなり赤ちゃんの
頃に戻ったりするような行動が見られるかもし
れません。

→「退行現象」

・対応としては

「一人で今までしてたやん！」と突き放すので
はなく、時間がある場合は一緒にしたり、一緒
の部屋で寝るようにするなど本人が安心できる
ように配慮する。



保護者のストレス反応
こんな反応が起こっていませんか？
（感染症流行時特有のストレス反応）

感情 認知 行動

感染や死への不安 他者を責める 危機から逃れる過度な行動

吐きだせない怒り 誰かのせいにする 買占め

過度な緊張 孤立した感覚 過度な情報収集

大切な人を守れない恐怖 見放された感覚 コミュニケーションを遠ざける

人への不信感 原因を追及しようとする 拒絶し孤立する

罪悪感、無力感 他者の考えを受け入れない 過度の飲酒、暴食



セルフチェック

×が３つ以上はメンタルバランス要注意！！

□ ニュースを見過ぎないようにしている。
□ 家族、友人たちと連絡をとりあっている。
□ いつもの日常のルーティンワークを心がけている。
□ 睡眠パターンをくずさないようにしている。
□ お酒や薬、カフェインなどを過剰に取っていない。
□ 自分の気持ちに気づいて吐きだしている。
□ オンオフを意識してプライベートを大切にしている。
□ 同僚や上司、家族や友人からサポートされている。
□ 困ったときは助けを求めている。
□ 自分の限界を分かっている。

★できそうなことから始める



私たちができること

換気



• いつもの生活習慣、生活リズム（睡眠・食事・余暇等）

• 家族とお話、友人に連絡

• 適度な運動

• 疲れがたまる前に休めるときは、無理せず休む

• リラックス、呼吸法



・普段の生活の中で好きなことや趣味・リラックス

・気分を和らげ、心身の疲労回復につながる

・自分自身や子どもへの対応にゆとりが生まれる

話しを聞いてもらう 好きな音楽を聴く

お茶、紅茶等を飲む 花や絵を飾ってみる

ゆっくりお風呂に入る 背伸びやストレッチをする

漫画や小説を読む 気分の落ち着く色を身につける



１０秒呼吸法

※体を締め付けるような眼鏡、時計やベルトをできるだけはずす

①目を閉じても大丈夫な人は閉じてラクな姿勢をする
②「1、2、3」3秒間鼻から吸って一旦止めて
③「4、5、6、7、8、9、10」7秒間かけて軽く唇をすぼめた状態で息を吐く
④何度か繰り返す
⑤終わったら肩を回すなどしてリラックス

吸うことより吐くことに重点を置き、吐くときに日頃のしん
どさや不安な感情を一緒に吐きだすような感じでする。



feelでできること

• 接触を減らしての療育

• ZOOMや電話で個別療育

• 電話相談

• カウンセリング

• 昼夜逆転して心配

• 勉強をしなくなった

• イライラしている

• すぐに泣く



子どもだけの留守中に気を付けること

□大人が不在だということを伝えない。

□インターホンがなっても出ない。

□電話番号は伝えない。

□電話に出ない。

□留守番電話を設定する。

□外出の際や帰宅した際は必ずドアや窓に鍵をかける。

□コロナウイルスに便乗した詐欺もあり、不審な電話が
かかってきたり、不審者を目撃したときは１１０番。

□ＳＮＳ等に子どもだけで留守番していることを書き込
まない。



ゲームやＳＮＳを使う時のルール
～子どもとの間で決めておく～

□接続するサイトやダウンロードするアプリは保護者に
確認する。
□個人を特定される情報を書き込まない。
□知らない人と電話やメール、メッセージの交換をしない。
□他人のID・パスワードを勝手に使わない。
□下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない。
□利用料金や利用時間を決める。
□家族でお話しているときは使わない。
□ごはんの時間は使わない。
□困ったことがあれば、必ず保護者にすぐに相談する。
□ルールを守れなかった時のルールを決める。



家族(かぞく)・親戚(しんせき) 連絡先(れんらくさき) メモ

学校(がっこう)・職場(しょくば) 連絡先(れんらくさき) メモ

病院(びょういん)・公共(こうきょ
う)サービスなど

連絡先(れんらくさき) メモ

あかし保健所 ０７８－９１８－５４３９

神戸市保健所 ０７８－３２２－６８２９

兵庫県 休日及び夜間 ０７８－３６２－９９８０

いざというときのために



きょうだい関係のこと
あそぶ やくそく 

 

 

① きょうだいで あそぶじかんは おかあさんが きめます。 

 

 

 

 

 

 

② じかんが たったら ひとりで はなれて あそびます。 

 

 

 

 

 

 

③ なかよく あそんで いたら また いっしょにあそべます。 

 

事前

アンケート
から



きょうだい喧嘩対策

・ここには１人しかはいれま
せん。

・おこったり、ないたりしたら、
はいります。

・でてくると、ふしぎなことに、
とてもやさしくなっています。

・ふたりで入りたいときは、
じゅんばんです。

やさしくなれるテント



それぞれの子どもと時間を作る

• 一人ひとりの時間を作る。

寝る前に1人5分マッサージをしながら、話しを聞く。

毎日が難しい場合、曜日を決めて実行してもＯＫ。

• ご飯の時に隣に座ったり、寝る時に隣で寝たり

する。

• 年齢によっては一緒にお風呂に入る。



課題（宿題）のこと

• 動機付け：目標があると取り組みやすくなる（100点とりたい、おやつなど）

• 環境設定：課題に取り組みやすい環境を作る（TVやおもちゃ、兄弟など）

• 理解しやすい工夫
・計算などは3問くらい一緒に解いて理解できてから一人でする
・絵を書いたり、具体物を使用したりする

• できたと思える工夫
・一度にする量を減らす
・内容を調節し、一人でできる課題や学年の内容にする
・分かるところから先にして、分からないところは後で保護者とする

• 提出を優先する場合：内容が難しい場合は親と一問だけして残りは答えをみる

★ 内容や量、提出物などについて担任と相談する



遊びながら家事

• かくれんぼ しながら 洗濯の片づけ

• 宝探し しながら 部屋の片づけ

• 料理 しながら 洗い物

• 洗い物 しながら 料理
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一緒に動画を見ましょう

• 日本赤十字社

• 「ウイルスの次にやってくるもの」

https://www.youtube.com/watch?v=rbNuikVDr
N4

https://www.youtube.com/watch?v=rbNuikVDrN4


子どもに分かりやすい説明をする

• 正しい情報を、ごまかさず、正
確に

• その子の年齢に合った言葉で

• ひとつずつポイントをしぼって

• 目に見える形で（イラストを描
いたり、動画を見せたりする）

• 誰かのせいではなく、目に見え
ないウイルスのせいであること
を伝える



差別の樹が育っていく

・ウイルスを遠ざけたいという心理
・感染への不安、恐怖
・特定の対象とウイルスを関連づける心理
・人間の生き延びようとする本能

あの人、
マスクして
ない

〇〇で働
いているの
子は登園
してほしく
ない

△△地区
は危ない

咳をしてる
人はコロナ
かも ○○病院

の近くは危
ない



リラクゼーション法



ストレスマネジメント

①自分の心のストレスサイ
ンに気づく

②情報の洪水に溺れるのを
やめる

③自分の心と身体をいたわ
る

④誰かとつながりと保って
孤立しない

⑤不安と良いお付き合いを
する

⑥自分がコントロールできる
ことを思いだす



自分自身を大切に
• ★まずは、保護者ご自身のことを大切にしな
がら、子どもたちと関わっていくことが何より
も重要。

• ひとりで抱え込まずに、周囲の人と一緒にで
きることはする。

• できないことはあまり考えずに、無理なく今で
きそうなことに目を向ける。


