
きゅうこうの さいかいに むけて

しんがたコロナウイルスについて、ただしくまなび、
みんなで こころがけよう

保護者の方へ
休校再開後、学校でも文部科学省や横浜市教育委員会の方針に合わせて指導を進め
てまいりますが、事前にご家庭でもご指導いただけると有り難いです。



保護者の方へ
ご家庭でも活用できるように、３種類のワークシートをつくりました。

小机小学校では、
新型コロナウイルスについて正しく学んでほしいと考え、文部科学省や横浜市教育委員会の活用資料に合
わせてワークシートを作りました。ご家庭でのご指導にお役立てください。



換気の悪い

密閉（みっぺい）
空間

間近で会話や発声をする

密接（みっせつ）
場面

多数が集まる

密集（みっしゅう）
場所

三密（さんみつ）をさけよう



新型コロナウイルス感染症の予防をしよう ① 名前（ ）

①手洗いはどんなタイミングでするべきですか？
考えてみよう！

②マスクがないときにせきがでそうになったらどうし
たらいいかな？考えてみよう！

口と鼻の両方をおおいましょう

「正しく手を洗おう」

①手洗いはどんなタイミングでするべきですか？
考えてみよう！

「正しくマスクをつけよう」

ゴムひもを耳にかけましょう

すきまがないように鼻までおおいましょう

②マスクがないときにせきがでそうになったらどう
したらいいかな？考えてみよう！



三密とは？ 意識しよう！

新型コロナウイルス感染症の予防をしよう ② 名前（ ）

①教室や家の中にいるときは、密閉が起こりやすい
どうしたらいいかな？

②他の人とどのくらいきょりをとればいいのかな？

密閉（みっぺい）

「三密（さんみつ）をさけよう」

こんなときどうしたらいいかな？

密接（みっせつ）

換気の悪い 密閉空間には
行かない

①教室や家の中にいるときは、密閉が起こりやすい
どうしたらいいかな？

他の人と十分なきょりをとろう

外でも大人数での運動や活動は
さけよう

会話をするときにはマスクをつ
けよう

③電車やエレベーターの中では、密閉・密集・密接がおこり
やすい、中ではどのように過ごしたらいいかな？

③電車やエレベーターの中では、密閉・密集・密接がおこり
やすい、中ではどのように過ごしたらいいかな？

②他の人とどのくらいきょりをとればいいのかな？

「ストップ さべつ ストップ いじめ」

病気 不安が
強い

差別

見えないウイルス
への不安をもつ

自分から遠ざけよう

特定の地域や国の人に

せきをしている人に

マスクをしていない人に

病気とかかわっている人によるな

密集（みっしゅう）



新型コロナウイルス感染症の予防をしよう ① 名前（ ）

外から帰ってきたとき

せきやくしゃみをした後、鼻をかんだ後

ごはんを食べる前、ごはんを食べた後

病気の人のお世話をした後

外にあるものやあったものをさわったあと

①手洗いはどんなタイミングでするべきですか？
考えてみよう！

②マスクがないときにせきがでそうになったらどうし
たらいいかな？考えてみよう！

ティッシュやハンカチで口と鼻をおおう

服のそでで口と鼻をおおう

口と鼻の両方をおおいましょう

「正しく手を洗おう」

①手洗いはどんなタイミングでするべきですか？
考えてみよう！

「正しくマスクをつけよう」

ゴムひもを耳にかけましょう

すきまがないように鼻までおおいましょう

②マスクがないときにせきがでそうになったらどう
したらいいかな？考えてみよう！



①教室や家の中にいるときは、密閉が起こりやすい
どうしたらいいかな？

③電車やエレベーターの中では、密閉・密集・密接がおこり
やすい、中ではどのように過ごしたらいいかな？

②他の人とどのくらいきょりをとればいいのかな？

ドアや窓を開け、こまめに換気する

２ｍくらい

できるだけ会話をしないようにする

三密とは？ 意識しよう！

新型コロナウイルス感染症の予防をしよう ② 名前（ ）

②他の人とどのくらいきょりをとればいいのかな？

密閉（みっぺい）

「三密（さんみつ）をさけよう」

こんなときどうしたらいいかな？

密接（みっせつ）

換気の悪い 密閉空間には
行かない

①教室や家の中にいるときは、密閉が起こりやすい
どうしたらいいかな？

他の人と十分なきょりをとろう

外でも大人数での運動や活動は
さけよう

会話をするときにはマスクをつ
けよう

③電車やエレベーターの中では、密閉・密集・密接がおこり
やすい、中ではどのように過ごしたらいいかな？

「ストップ さべつ ストップ いじめ」

病気 不安が
強い

差別

見えないウイルス
への不安をもつ

自分から遠ざけよう

特定の地域や国の人に

せきをしている人に

マスクをしていない人に

病気とかかわっている人によるな

密集（みっしゅう）



しんがた コロナウイルス かんせんしょうの よぼうを しよう① なまえ（ ）

①手あらいはどんなタイミングでするべきですか？
かんがえてみよう！

②マスクが ないときに せきが でそうに なったら
どうしたら いいかな？ かんがえてみよう！

口と はなの りょうほうを おおいましょう

「正しく 手を あらおう」

「正しく マスクを つけよう」

ゴムひもを 耳に かけましょう

すきまが ないように はなまで おおいましょう

①手あらいはどんなタイミングでするべきですか？
かんがえてみよう！

②マスクが ないときに せきが でそうに なったら
どうしたら いいかな？ かんがえてみよう！



三密（さんみつ）とは？ 気をつけよう！

②ほかの人と どのくらい きょりを とれば いいのか
な？

密閉（みっぺい）

「三密（さんみつ）をさけよう」

こんなときどうしたらいいかな？

密接（みっせつ）

かん気のわるいところにはいかな
い

密集（みっしゅう）

①きょうしつや 家の中にいるときは、みっぺいが おこり
やすい どうしたらいいかな？

ほかの人と じゅうぶんな きょ
りを とろう

そとでも 大人ずうでの うんど
うや かつどうは さけよう

かい話をするときにはマス
クをつけよう

③でん車や エレベーターの 中では、みっぺい・みっしゅ
う・みっせつが おこりやすい、中では どのように すご
したらいいかな？

②ほかの 人と どのくらい きょりを とれば いいのか
な？

「ストップ さべつ ストップ いじめ」

びょう
気

ふあんが
つよい

さべつ
いじめ

見えないウイルス
へのふあんをもつ

じぶんから とおざけよう

かんせんしょうが ひろがっている ばしょに
すんでいるの人に

せきをしている人に
マスクをしていない人に

びょう気とかかわっている人によるな

しんがた コロナウイルス かんせんしょうの よぼうを しよう② なまえ（ ）

①きょうしつや 家の中にいるときは、みっぺいが おこり
やすい どうしたらいいかな？

③でん車や エレベーターの 中では、みっぺい・みっしゅう・みっ
せつが おこりやすい、中では どのように すごしたらいいかな？



しんがた コロナウイルス かんせんしょうの よぼうを しよう① なまえ（ ）

①手あらいはどんなタイミングでするべきですか？
かんがえてみよう！

②マスクが ないときに せきが でそうに なったら
どうしたら いいかな？ かんがえてみよう！

口と はなの りょうほうを おおいましょう

「正しく 手を あらおう」

「正しく マスクを つけよう」

ゴムひもを 耳に かけましょう

すきまが ないように はなまで おおいましょう

①手あらいはどんなタイミングでするべきですか？
かんがえてみよう！

②マスクが ないときに せきが でそうに なったら
どうしたら いいかな？ かんがえてみよう！

そとから かえってきたとき

せきや くしゃみを した後、はなを かんだ後

ごはんを 食べる前、ごはんを 食べた後

びょう気の 人の おせ話を した後

そとに あるものや あったものを さわったあと

ティッシュや ハンカチで 口と はなを おおう

ふくの そでで 口と はなを おおう



②ほかの 人と どのくらい きょりを とれば いいのか
な？

ドアやまどをこまめにあける

2メートルくらい

できるだけお話をしないようにする

①きょうしつや 家の中にいるときは、みっぺいが おこり
やすい どうしたらいいかな？

③でん車や エレベーターの 中では、みっぺい・みっしゅう・みっ
せつが おこりやすい、中では どのように すごしたらいいかな？

三密（さんみつ）とは？ 気をつけよう！

②ほかの人と どのくらい きょりを とれば いいのか
な？

密閉（みっぺい）

「三密（さんみつ）をさけよう」

こんなときどうしたらいいかな？

密接（みっせつ）

かん気のわるいところにはいかな
い

密集（みっしゅう）

①きょうしつや 家の中にいるときは、みっぺいが おこり
やすい どうしたらいいかな？

ほかの人と じゅうぶんな きょ
りを とろう

そとでも 大人ずうでの うんど
うや かつどうは さけよう

かい話をするときにはマス
クをつけよう

③でん車や エレベーターの 中では、みっぺい・みっしゅ
う・みっせつが おこりやすい、中では どのように すご
したらいいかな？

「ストップ さべつ ストップ いじめ」

びょう
気

ふあんが
つよい

さべつ
いじめ

見えないウイルス
へのふあんをもつ

じぶんから とおざけよう

かんせんしょうが ひろがっている ばしょに
すんでいるの人に

せきをしている人に
マスクをしていない人に

びょう気とかかわっている人によるな

しんがた コロナウイルス かんせんしょうの よぼうを しよう② なまえ（ ）



小机小学校 学校ホームページ
４月２２日付でアップしている
「新型コロナウイルスについて」の中の

「過ごし方の工夫」を見ながら進められるワークシート



新型コロナウイルス感染症について知ろう① 名前（ ）

①どんなときにうつるのでしょうか？

②うつらないようにするためにどんな方法があります
か？

せき・くしゃみ

感染のしくみと症状

①どんなときにうつるのでしょうか？
考えてみよう！

主な症状

鼻水

体がだるい

②うつらないようにするためにどんな方法がありま
すか？考えてみよう！

予防方法



新型コロナウイルス感染症について知ろう② 名前（ ）

たっぷり

ごはんはなるべく

をバランスよく食べる

①いつも通りとは？

②どんな運動をしたらいいかな？

★いつも通り生活をしよう

①いつも通り生活するとは？
考えてみよう！

★運動できる 時間をとりましょう

遊具にさわったときは、手をあらいましょう

遊具をさわった手で、鼻や口などをさわらないようにしよう

②どんな運動をしたらいいかな？

★感染が広がらないようにしよう

学校が休みのときは、どのように過ごしたらいいかな？

せきや鼻水があるときは、出かけないで家ですごそう

元気な人も、マスクをするなど、うつらないように気
をつけましょう



新型コロナウイルス感染症について知ろう③ 名前（ ）

家族で

友達とは、家族に相談して

①どのようなつながりがもてるかな？

★ウイルスに関するテレビやネットを見て、しんどくなったら、みないようにしましょう

①どのようなつながりがもてるかな？考えてみよう

★家族や友だちと、つながる時間を持ちましょう

気持ちがしんどいときには、一人でいるよりも、信頼
できる人とつながると楽になることがあります。

★気持ちがしんどくなったら相談しよう

学校が休みのときは、どのように過ごしたらいいかな？

長く続く時、心配な時、困った時は、家族や先生、信
頼できる大人に相談してみましょう。

②気持ちがしんどくなると、どんなしょうじょうが出ること
がありますか？

②気持ちがしんどくなると、どんなしょうじょうが出るこ
とがありますか？

★いじめをしないようにしましょう

あいてをきずつけるようなことを言ったりしたりする
のはやめましょう



新型コロナウイルス感染症について知ろう① 名前（ ）

ウイルスのついた手すりやドアノブなどにさわった
手で、口や鼻などをさわる

ウイルスをもった人とせっしょくして、せきやはな
みずなどのしぶきが体に入る など

①どんなときにうつるのでしょうか？

②うつらないようにするためにどんな方法があります
か？ こまめな手あらい

こんざつするところに行かない など

せき・くしゃみ

感染のしくみと症状

①どんなときにうつるのでしょうか？
考えてみよう！

主な症状

鼻水

体がだるい

②うつらないようにするためにどんな方法がありま
すか？考えてみよう！

予防方法



新型コロナウイルス感染症について知ろう② 名前（ ）

たっぷり寝て

ごはんはなるべく決まった時間に

三食 をバランスよく食べる

①いつも通りとは？

走る なわとび

ストレッチ ウォーキングなど

②どんな運動をしたらいいかな？

★いつも通り生活をしよう

①いつも通り生活するとは？
考えてみよう！

★運動できる 時間をとりましょう

遊具にさわったときは、手をあらいましょう

遊具をさわった手で、鼻や口などをさわらないようにしよう

②どんな運動をしたらいいかな？

★感染が広がらないようにしよう

学校が休みのときは、どのように過ごしたらいいかな？

せきや鼻水があるときは、出かけないで家ですごそう

元気な人も、マスクをするなど、うつらないように気
をつけましょう



新型コロナウイルス感染症について知ろう③ 名前（ ）

家族でカードゲームやボードゲーム、お話など

友達とは、家族に相談して メールや電話で話す
①どのようなつながりがもてるかな？

★ウイルスに関するテレビやネットを見て、しんどくなったら、みないようにしましょう

①どのようなつながりがもてるかな？考えてみよう

★家族や友だちと、つながる時間を持ちましょう

気持ちがしんどいときには、一人でいるよりも、信頼
できる人とつながると楽になることがあります。

★気持ちがしんどくなったら相談しよう

学校が休みのときは、どのように過ごしたらいいかな？

長く続く時、心配な時、困った時は、家族や先生、信
頼できる大人に相談してみましょう。

②気持ちがしんどくなると、どんなしょうじょうが出ること
がありますか？

②気持ちがしんどくなると、どんなしょうじょうが出るこ
とがありますか？

甘えたくなる 心配になる

元気が出ない 悲しくなる

おねしょをしてしまう
イライラする
おこりっぽくなる
きょうだいげんかが増える など

★いじめをしないようにしましょう

あいてをきずつけるようなことを言ったりしたりする
のはやめましょう



しんがたコロナウイルスかんせんしょうについてしろう① なまえ（ ）

①どんなときに うつるのでしょうか？

②うつらないように するために どんなほうほうが
ありますか？

せき・くしゃみ

かんせんのしくみと しょうじょう

①どんなときにうつるのでしょうか？
かんがええてみよう！

おもな しょうじょう

はなみず

体がだるい

②うつらないように するために どんなほうほう
がありますか？かんがえてみよう！

よぼうほうほう



新型コロナウイルス感染症について知ろう② 名前（ ）

たっぷり

ごはんはなるべく

をバランスよくたべる

①いつも通りとは？

②どんな うんどうを したらいいかな？

★いつも通り生かつをしよう

①いつも通り生かつするとは？
かんがえてみよう！

★うんどうできる 時間をとりましょう

ゆうぐに さわったときは、手をあらいましょう

ゆうぐを さわった手で、はなや口などをさわらないようにしよう

②どんな うんどうを したらいいかな？

★かんせんが ひろがらないようにしよう

学校が休みのときは、どのようにすごしたらいいかな？

せきやはなみずがあるときは、出かけないで家ですごそう

げん気な人も、マスクをするなど、うつらないように
気をつけましょう



新型コロナウイルス感染症について知ろう③ 名前（ ）

かぞくで

ともだちとは、家ぞくに相談して

①どのようなつながりがもてるかな？

★ウイルスにかんするテレビやネットを見て、しんどくなったら、みないようにしましょう

①どのようなつながりがもてるかな？かんがえてみよう

★家ぞくやともだちと、つながる時間をもちましょう

気もちが しんどいときには、一人で いるよりも しんらい でき
る人と つながると らくに なることが あります。

★気もちがしんどくなったらそうだんしよう

学校が休みのときは、どのようにすごしたらいいかな？

ながくつづくとき、しんぱいなとき、こまったときは、家ぞ

くや先生、しんらいできる大人にそうだんしてみましょう。

②気もちが しんどくなると、どんなしょうじょうが 出る
ことが ありますか？

②気もちが しんどくなると、どんな しょうじょうが
出ることが ありますか？

★いじめをしないようにしましょう

あいてをきずつけるようなことをいったりしたりする
のはやめましょう



しんがたコロナウイルスかんせんしょうについてしろう① なまえ（ ）

①どんなときに うつるのでしょうか？

②うつらないように するために どんなほうほうが
ありますか？

せき・くしゃみ

かんせんのしくみと しょうじょう

①どんなときにうつるのでしょうか？
かんがええてみよう！

おもな しょうじょう

はなみず

体がだるい

②うつらないように するために どんなほうほう
がありますか？かんがえてみよう！

よぼうほうほう

ウイルスのついた 手すりや ドアノブなどに
さわった手で、口や はな などをさわる

ウイルスを もった人と せっしょくして、せきや
はなみず などの しぶきが 体に入る など

こまめな手あらい

こんざつするところにいかない など



①いつも通りとは？

②どんな うんどうを したらいいかな？

★いつも通り生かつをしよう

①いつも通り生かつするとは？
かんがえてみよう！

★うんどうできる 時間をとりましょう

ゆうぐに さわったときは、手をあらいましょう

ゆうぐを さわった手で、はなや口などをさわらないようにしよう

②どんな うんどうを したらいいかな？

★かんせんが ひろがらないようにしよう

学校が休みのときは、どのようにすごしたらいいかな？

せきやはなみずがあるときは、出かけないで家ですごそう

げん気な人も、マスクをするなど、うつらないように
気をつけましょう

たっぷりねて

ごはんはなるべくきまった時間に

三しょく をバランスよくたべる

はしる なわとび

ストレッチ ウォーキングなど

しんがたコロナウイルスかんせんしょうについてしろう ② なまえ（ ）



①どのようなつながりがもてるかな？

★ウイルスにかんするテレビやネットを見て、しんどくなったら、みないようにしましょう

①どのようなつながりがもてるかな？かんがえてみよう

★家ぞくやともだちと、つながる時間をもちましょう

気もちが しんどいときには、一人で いるよりも しんらい でき
る人と つながると らくに なることが あります。

★気もちがしんどくなったらそうだんしよう

学校が休みのときは、どのようにすごしたらいいかな？

ながくつづくとき、しんぱいなとき、こまったときは、家ぞ

くや先生、しんらいできる大人にそうだんしてみましょう。

②気もちが しんどくなると、どんなしょうじょうが 出る
ことが ありますか？

②気もちが しんどくなると、どんな しょうじょうが
出ることが ありますか？

★いじめをしないようにしましょう

あいてをきずつけるようなことをいったりしたりする
のはやめましょう

家ぞくでカードゲームやボードゲーム、お話など

ともだちとは、家ぞくにそうだんして メールでん
話で話す

あまえたくなる しんぱいになる

げん気が出ない かなしくなる

おねしょをしてしまう
イライラする
おこりっぽくなる
きょうだいげんかが ふえる など

しんがたコロナウイルスかんせんしょうについてしろう③ なまえ（ ）



文部科学省 子どもの学び 応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウィルス感染症対策

みんなでできること」の動画を見られる人は
つぎのワークシートがつかえますよ



新型コロナウイルス感染症の予防をしよう① 名前（ ）

新型コロナウイルスは、感染した人の

（ ）、（ ）、つば、はな水など

と一緒にとんで、まわりの人の（ ）や（ ）

から体に入って感染します。

①正しい（ ）

②毎日の健康管理

③適度な部屋の（ ）

ドアノブ

⒈どうやって広がるの？ ⒈どうやって広がると思う？（ ）に言葉を入れよう！

手すり

文部科学省 子どもの学び 応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウィルス感染症対策 みんなでできること」の動画を見ながら考えていこう

気を付けよう

スイッチ

つりかわ

2．感染しないために毎日やる大切なこと

2．感染しないために毎日やる大切なことは？（ ）に言葉をいれよう

★かぜのような体調の悪いときには（ ）

★バランスのよい（ ）

★しっかり（ ）をとる

免疫力を
高める



新型コロナウイルス感染症の予防をしよう② 名前（ ）

①（ ）や（ ）で口、鼻をおおう

②（ ）で口、鼻をおおう

③（ ）で口、鼻をおおう

３．まわりうつさないためにできること～せきエチケット～ ３．せきエチケットってなに？（ ）に言葉を入れよう！

文部科学省 子どもの学び 応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウィルス感染症対策 みんなでできること」の動画を見ながら考えていこう

新型コロナウイルスから自分を守る方法や他の人にウイルスをうつさないためにやることを学びましょう

マスクをつけるときの注意
＊マスクには、ウイルスがついているものとしてあつかいましょう
＊マスクをさわったあとは、必ず手をあらいましょう
＊マスクはこまめにあらいましょう（毎日清けつなものを使いましょう）

文部科学省 子どもの学び応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウイルス感染症対策みんなでできること」の動画に合わせてワークシートを作っています。ぜひ動画を見なが
ら進めてみましょう。途中からは手作りマスクの作り方も教えてくれますよ。

正しいマスクのつけ方はどちらかな？



新型コロナウイルス感染症の予防をしよう① 名前（ ）

新型コロナウイルスは、感染した人の

（くしゃみ）、（せき）、つば、はな水など

と一緒にとんで、まわりの人の（口）や（鼻）

から体に入って感染します。

①正しい（手洗い）

②毎日の健康管理

③適度な部屋の（換気）

ドアノブ

⒈どうやってひろがるの？ ⒈どうやってひろがると思う？（ ）に言葉を入れよう！

手すり

文部科学省 子どもの学び 応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウィルス感染症対策 みんなでできること」の動画を見ながら考えていこう

気を付けよう

スイッチ

つりかわ

2．感染しないために毎日やる大切なこと

2．感染しないために毎日やる大切なことは？（ ）に言葉をいれよう

★かぜのような体調の悪いときには（家で休む）

★バランスのよい（食事）

★しっかり（すいみん）をとる

免疫力を
高める



新型コロナウイルス感染症の予防をしよう② 名前（ ）

①（ティッシュ）や（ハンカチ）で口、鼻をおおう

②（服のそで）で口、鼻をおおう

③（マスク）で口、鼻をおおう

３．まわりうつさないためにできること～せきエチケット～ ３．せきエチケットってなに？（ ）に言葉を入れよう！

文部科学省 子どもの学び 応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウィルス感染症対策 みんなでできること」の動画を見ながら考えていこう

新型コロナウイルスから自分を守る方法や他の人にウイルスをうつさないためにやることを学びましょう

正しいマスクのつけ方はどちらかな？

マスクをつけるときの注意
＊マスクには、ウイルスがついているものとしてあつかいましょう
＊マスクをさわったあとは、必ず手をあらいましょう
＊マスクはこまめにあらいましょう（毎日清けつなものを使いましょう）

文部科学省 子どもの学び応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウイルス感染症対策みんなでできること」の動画に合わせてワークシートを作っています。ぜひ動画を見なが
ら進めてみましょう。途中からは手作りマスクの作り方も教えてくれますよ。

鼻と口の両方を
確実におおう必
要があるね

ゴムひもを耳にか
け、すき間がない
ように鼻までお
おっていますね
ＯＫです！



新型コロナウイルス感染症の予防をしよう① 名前（ ）

しんがたコロナウイルスは、かんせんした人の

（ ）、（ ）、つば、はな水など

といっしょにとんで、まわりの人の（ ）や（ ）

から体に入ってかんせんします。

①正しい（ ）

②毎日のけんこうかんり

③てきどなへやの（ ）

ドアノブ

⒈どうやってひろがるの？ ⒈どうやってひろがると思う？（ ）にことばを入れよう！

手すり

文部科学省 子どもの学び 応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウィルス感染症対策 みんなでできること」のどうが を見ながら かんがえていこう

気をつけよう

スイッチ

つりかわ

2．かんせんしないために毎日やる大切なこと

2．かんせんしないために毎日やる大切なことは？（ ）にことばをいれよう

★かぜのような体ちょうのわるいときには（ ）

★バランスのよい（ ）

★しっかり（ ）をとる

めんえき
力をたか
める



新型コロナウイルス感染症の予防をしよう② 名前（ ）

①（ティッシュ）や（ハンカチ）で口、はなをおおう

②（ふくのそで）で口、はなをおおう

③（マスク）で口、はなをおおう

３．まわりうつさないためにできること～せきエチケット～ ３．せきエチケットってなに？（ ）にことばを入れよう！

文部科学省 子どもの学び 応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウィルス感染症対策 みんなでできること」のどうがを 見ながら かんがえていこう

しんがたコロナウイルスから じぶんを まもる ほうほうや ほかの人にウイルスをうつさないために
やることを学びましょう

マスクをつけるときのちゅうい
＊マスクには、ウイルスがついているものとしてあつかいましょう
＊マスクをさわったあとは、かならず手をあらいましょう
＊マスクはこまめにあらいましょう（毎日せいけつなものをつかいましょう）

文部科学省 子どもの学び応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウイルス感染症対策みんなでできること」のどうがに あわせてワークシートを作っています。ぜひどうがを
見ながらすすめてみましょう。とちゅうからは手作りマスクの作りかたも おしえてくれますよ。

正しいマスクのつけ方はどちらかな？



新型コロナウイルス感染症の予防をしよう① 名前（ ）

しんがたコロナウイルスは、かんせんした人の

（くしゃみ）、（せき）、つば、はな水など

といっしょにとんで、まわりの人の（）や（）

から体に入ってかんせんします。

①正しい（手あらい）

②毎日のけんこうかんり

③てきどなへやの（かん気）

ドアノブ

⒈どうやってひろがるの？ ⒈どうやってひろがると思う？（ ）にことばを入れよう！

手すり

文部科学省 子どもの学び 応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウィルス感染症対策 みんなでできること」のどうが を見ながら かんがえていこう

気をつけよう

スイッチ

つりかわ

2．かんせんしないために毎日やる大切なこと

2．かんせんしないために毎日やる大切なことは？（ ）にことばをいれよう

★かぜのような体ちょうのわるいときには（家で休む）

★バランスのよい（しょくじ）

★しっかり（すいみん）をとる

めんえき
力をたか
める



新型コロナウイルス感染症の予防をしよう② 名前（ ）

①（ ）や（ ）で口、はなをおおう

②（ ）で口、はなをおおう

③（ ）で口、はなをおおう

３．まわりうつさないためにできること～せきエチケット～ ３．せきエチケットってなに？（ ）にことばを入れよう！

文部科学省 子どもの学び 応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウィルス感染症対策 みんなでできること」のどうがを 見ながら かんがえていこう

しんがたコロナウイルスから じぶんを まもる ほうほうや ほかの人にウイルスをうつさないために
やることを学びましょう

マスクをつけるときのちゅうい
＊マスクには、ウイルスがついているものとしてあつかいましょう
＊マスクをさわったあとは、かならず手をあらいましょう
＊マスクはこまめにあらいましょう（毎日せいけつなものをつかいましょう）

文部科学省 子どもの学び応援コンテンツリンク集
「やってみよう！新型コロナウイルス感染症対策みんなでできること」のどうがに あわせてワークシートを作っています。ぜひどうがを
見ながらすすめてみましょう。とちゅうからは手作りマスクの作りかたも おしえてくれますよ。

正しいマスクのつけ方はどちらかな？


