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マスク着⽤の習慣化による体の不調・変化に関する調査を実施。約半数がマスク⽣活
のもたらす健康リスクを「何も知らない」⼀⽅、3⼈に1⼈がその症状を実感︕

株式会社ロッテ 
株式会社ロッテ（本社︓東京都新宿区、社⻑︓⽜膓栄⼀）は、マスクの着⽤が習慣化している昨今の状況
において、マスク⽣活で抱えているストレスや体の不調の実態を明らかにし現代における健康課題を導き
出すために、20代〜60代の男⼥400名を対象に、マスク着⽤の習慣化における体の不調・変化に関する調
査を実施しました。また、あわせて20代〜40代の4歳から⼩学⽣以下の⼦どもを持つ男⼥200名を対象
に、マスク着⽤による⼦どもの健康に関する親の意識調査を実施しました。  

■調査サマリー 
•マスクを習慣的に着⽤するようになったことで、3⼈に1⼈が体の不調を感じており、多くの⼈が陥って
いる症状TOP3は「頭がぼーっとして、物事に集中しづらくなった（50%）」、「肌荒れするようになっ
た（44%）」、「喉が乾燥するようになった、咳が増えた（40%）」。また、約半数の⼈がマスクの着⽤
がもたらす健康リスクを理解していないことが明らかに。 
•「⾃分の表情を気にしなくなった」「⼝呼吸になっている」と感じている⼈はともに約４割という結果
に。  

＜みらいクリニック 今井 ⼀彰院⻑ コメント（⼀部抜粋）＞ 
マスクの習慣的着⽤は、私たちの⼼⾝に多くの症状を及ぼすリスクがあります。肌荒れや⼝臭など⾃覚し
やすいものから、集中⼒の低下やうつ病など意識するのが難しいものまで様々です。それらを「マスクシ
ンドローム」と総称することができます。また、いまの⼦どもはこれまでの⼦どもと⽐べてマスクの着⽤
時間がとても⻑い「マスクネイティブ世代」と⾔えます。このまま何も対策をせずにマスク⽣活を続けて
しまうと、「⻭並びの悪化」や「表情筋の衰え」などが原因で、⼦どもの将来の“⾒た⽬”にも⼤きく影響
する可能性があるので、保護者は⼗分にそのリスクを知っておく必要があります。〜（略）〜 

〜（略）〜  

【調査概要１.】 
■調査⽅法 ︓WEBアンケート調査 
■調査対象 ︓20-60代の男⼥ 
■有効回答数 ︓400名 
■調査実施⽇ ︓2020年8⽉25⽇（⽕）〜2020年8⽉27⽇（⽊） 

【調査概要２.】 
■調査⽅法 ︓WEBアンケート調査 
■調査対象 ︓20-40代の4歳から⼩学⽣までの⼦どもがいる男⼥ 
■有効回答数 ︓200名 
■調査実施⽇ ︓2020年8⽉25⽇（⽕）〜2020年8⽉27⽇（⽊） 

ニュース 連載・コラム ドクターズガイド 家庭の医学 会員専⽤
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新型コロナウイルスの感染拡⼤が続く中、クラスターが発⽣した学校や⽣徒がバッシングされる事態が相次ぎ、
教育現場は感染対策のみならず⾵評対策にも頭を悩ませている。

さらに、科学的知⾒にもとづかない“⾏き過ぎた”感染対策が、⼦どもたちの学校⽣活に暗い影を落としている。
感染対策と⾵評被害に⽴ちすくむ学校の現状を取材した。

休み時間に遊ばず授業で発⾔しない⼦ども

休み時間の外遊びも制限されて
いる⼦どもたち

「⼦どもが笑わなくなった」

ある⼩学校教員の全国ネットワークで教員が語ったのは、最近感じた⼦どもの変化である。

この学校では⾶沫感染防⽌のために、給⾷中の会話だけでなく、休み時間の外遊びを制限して、静かに読書させ
ている。

このため⼦どもたちの中には、「休み時間に遊ばなくなった。以前は⾛って外に出たけど、⼀緒に遊ぼうといわ
なくなった」⼦どももいるという。

授業中でも⾶沫対策として、教員が⼀⽅通⾏で教え⼦どもの発⾔を極⼒抑えることもある。

都内の⼩学校校⻑は、「どの教室をみてもシーンとしていることが多いのですが、他の学校でも同じだと聞いて
危機感を覚えています」と語る。

いま⼤事なのは⼦ども同⼠の⼈間関係づくり

この教員ネットワークでアンケート調査を⾏ったところ、「いま学校で優先されていること」のトップは感染予
防で、次に教科の学習、そして⼦どもたちの不安解消だった。

⼀⽅「いま教師として⼤事にしたいことは」の回答は、「⼦どもたち同⼠の⼈間関係の形成」がトップだった。
「⼦どもたちは授業中、⼤⼈しくなって発⾔が減っています。これは、間違えることが怖いからです。⼦ども同
⼠で間違いを受け⼊れる関係がつくれていないのです」（⼩学校校⻑）

新型コロナウイルス 特集 番組発 最新ニュース 地域 LIVEお知らせ

マスクが⼦どもたちのコミュニケーション⼒を奪っている 感染対策で⽴ち
すくむ教育現場
ポストコロナの学びのニューノーマル③

国内
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休み時間に遊ばず授業で発⾔しない⼦ども

⼦どもの学校内感染は5％、家庭内が6割

感染者へ差別や偏⾒、誹謗中傷を許さない

鈴⽊款
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⼦どもたちは「ゴールデンタイム」と呼ばれる4⽉、5⽉を⾃宅に隔離されて過ごし、新しい友達と関係づくりを
する⼤切な時間を失った。さらにいま学校では、学芸会や運動会などの学校⾏事が次々と中⽌や延期となり、連
帯感や達成感を味わえる時間も奪われている。

連帯感や達成感を体感する⼤切な機会とな
る学校⾏事も中⽌や延期に

教育現場では、感染対策と両⽴させながら学校⾏事を実施するために、知恵を絞ることが求められている。

⼦どもたちは、いまマスク着⽤で学校⽣活を送っている。しかし感染予防として必需であるマスクが、⼦どもの
コミュニケーション⼒を奪っている現状もある。

ある教員は⼦どもを⾒ていて、「マスクをしていて表情が読めないからか、なかなか友達と分かり合えない」と
語る。さらに他の教員からは、「名前と顔を覚えない⼦が多い」と懸念する声もある。

⼦どもの学校内感染は5％、家庭内が6割

⽂部科学省によると、6⽉から7⽉末までに感染が確認された児童・⽣徒242⼈のうち、「家庭内感染」が137⼈
で全体の57%を占め、⼩学⽣の感染者のうちの「家庭内感染」は70%だった。⼀⽅で、「学校内感染」は11⼈
で全体の5%にとどまり、「感染経路不明」は24%だった。

さらに感染した児童・⽣徒のうち、症状があったのは50%で重症者はいなかった。

⽂科省では、コロナは未だ不明な点が多いとしながらも、「10 歳未満及び 10 代では、罹患率が他の年代と⽐
べ低くなっており、発症割合、重症割合ともに⼩さい。15 歳未満の罹患率が最も⾼いインフルエンザとは⼤き
く異なる状況」だと考えている。

学校や家庭では、こうした知⾒をもとに過剰に対応せず正しく怖がる。同時に⼦どもの健やかな学びを、最⼤限
に保障することが必要だ。

移動教室のバスに学校名を表⽰できない

「⼦どもたちを連れて移動教室に⾏くのですが、バスに学校名を表⽰するかどうか決まっていません」

こう語るのは都内にある公⽴⼩学校の校⻑だ。移動教室では県外にバスで移動するのだが、現地で⼦どもたちが
「東京から来るな」と⼼無い⾔葉をかけられ、傷つかないか⼼配しているという。

今⽉ラグビー部の寮でクラスターが発⽣した奈良県の天理⼤学では、ラグビー部以外の学⽣が教育実習先から受
け⼊れを拒否されるなど差別を受けた。これに対して⼤学側と天理市の市⻑が、「⼤学全体に対し排除の⾏動を
取ることは不当な扱い。社会の分断を招きかねない差別につながる」と異例の会⾒を⾏った。

クラスターが発⽣した天理⼤学ラグビー部の寮
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また、サッカー部を中⼼にクラスターが発⽣した島根県の⽴正⼤淞南⾼校では、⽣徒の写真が無断でネット上に
掲載され、⽣徒や学校への誹謗中傷コメントがついていたという。

感染者へ差別や偏⾒、誹謗中傷を許さない

こうした事態を受けて⽂科省では、萩⽣⽥⽂科相による異例のメッセージを公表した。

特に保護者や地域に対して、「感染者に対する差別や偏⾒、誹謗中傷等を許さない」として、「誰もが感染する
可能性があるのですから、感染した児童⽣徒等や教職員、学校の対応を責めるのではなく、衛⽣管理を徹底し、
更なる感染を防ぐことが⼤切」だとしている。

社会がクラスターを起こした学校を責め、誹謗中傷すれば、教育現場は疲弊し萎縮する。

「⼈々の優しさはウイルスとの闘いの強い武器になる」（萩⽣⽥⽂科相）

萩⽣⽥⽂部科学相

科学的知⾒にもとづかない⾃粛警察や同調圧⼒は、⼦どもの健全な成⻑と学びの場を奪うだけだ。

【執筆︓フジテレビ 解説委員 鈴⽊款】
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マスクが⼦どもの発達に影響？コロナ禍の⼦育て
NHK 2021年7⽉4⽇�午前11:00�公開

【2020年11⽉12⽇放送 2021年6⽉23⽇更新】

「新しい⽣活様式」としておなじみとなっているマスク。相⼿の表情が読み取りづらく、不便に感じている⽅も多いかも

しれません。いま、マスクで顔が⾒えないことが、不便なだけではなく、⼦どもの脳の発達にも影響があるかもしれない

とわかってきました。

＜この記事のポイント＞���

◆顔や表情を学ぶ⾚ちゃんの脳 マスクで顔が⾒えないことへの懸念���

◆相⼿の気持ちを考える4歳〜10歳の脳 マスクがコミュニケーションの壁に���

◆顔を⾒せあえる近しい⼤⼈が積極的に表情を⾒せよう

保育現場 ⾒えてきたマスクの影響

保育⼠がマスクを着けて対応する保育園では、⼝元を⾒せることができず、⼦どもたちと信頼関係を築きにくいという

声が保育⼠から相次いでいます。例えば、「よくできたね」や「えらかったね！」とほめても、⼦どもたちには意図が伝わっ

ていないといいます。

喜怒哀楽の"顔"を学ぶ⾚ちゃん

⽣物としてのヒトの脳と⼼の発達を専⾨に研究している京都⼤学の明和政⼦教授は、特に⽣まれてから1歳くらいま

での時期の⼦どもとの接し⽅に注意が必要だと⾔います。

この時期の⼦どもは、いろいろな⼈の顔やその動きを⾒て、表情を学びます。そのとき重要なのが、⽬・⿐・⼝の3点です。

すべてが揃って、⾚ちゃんは「これは顔だ」と理解するようになります。その後、数か⽉かけて、笑ったり、怒ったりといっ

た喜怒哀楽の顔の区別を学習していくといいます。

こうして⾝につける「顔と表情を区別する能⼒」は、その後、「相⼿の気持ちを理解する能⼒」の⼟台となります。

京都⼤学⼤学院教育学研究科 明和政⼦�教授���

「⽬だけで情報が通じ合うのは⼤⼈の世界です。⼦どもたちは表情のなかのたくさんの情報を使って、少しずつ少し

ずつ、相⼿の表情、感情というものを理解していくわけです。そういった経験が今回のコロナ禍において⼀気に失わ

れていく可能性が⾼いです」

意識して"顔を⾒せる"

おうちで学ぼう！�
for�School

新型コロナ ニュース 番組表 NHKプラス 受信料の窓⼝
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明和教授は、マスク⽣活が続くなか、⾚ちゃんが表情に触れる機会を増やしていくことが⼤切だといいます。家庭でも、

家族がこれまで以上に表情を⾒せることを意識してほしいということです。

マスクがコミュニケーションの壁に

マスク⽣活による異変は、⼩学校でも起きています。ある⼩学校の休み時間に、1年⽣の教室で起こった友達同⼠のけ

んか。

たまたま⼿がひっかかったことに「ごめんね」と謝ったものの、マスクをしていたためか相⼿に伝わらず、けんかに発展し

てしまったようです。ささいなトラブルはよくあるものの、いつもよりコミュニケーションに苦労する場⾯が増えたといい

ます。

"相⼿の視点に⽴って考える"⼩学⽣の脳

明和教授によると、4歳から10歳くらいの⼦どもの脳は、「相⼿の視点に⽴って考えること」を発達させる時期だといい

ます。コミュニケーションを通して、相⼿はどう思っているのか、⾃分はどのように振る舞ったらいいのかをイメージする

能⼒が芽⽣えてきます。

京都⼤学⼤学院教育学研究科 明和政⼦�教授���

「いつもは、相⼿の⽴場に⽴つ経験が学校の中で豊かにあったはずです。⼦どもたちはどこまでそういった経験を豊

かに持つことができるのかという点は、学校の先⽣⽅と⼀緒に考えていきたい問題だと思います」

ボディランゲージを活⽤

就学前後の⼦どもたちに有効な⽅法として、明和教授は感情を体で表現する⽅法を提案しています。うれしかったら

「やったー」、悲しかったら「悲しい」と、表情が⾒えない分、いつも以上にボディランゲージを使って、コミュニケーショ

ンを試すことも１つの⼯夫だといいます。

⼦どもたちの成⻑は⽇々刻 と々進んで待ったなしです。家族などが積極的に表情や気持ちを伝え合う機会を作り、⼼の

距離を近づけていくことが求められています。

【2020年11⽉12⽇放送】
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写真拡⼤

ニューストップ� �国内� �社会

⼦供のマスク着⽤の弊害 脳の酸素不⾜で学習意欲、登校意欲の低下も

2022年1⽉30⽇�11時15分 �NEWSポストセブン
 マスク⽣活が⻑期に及び、その弊害が指摘され始めている。昨年8⽉、⽶ブラウン⼤学

が、幼児期の知能、コミュニケーション能⼒など認知機能の発達を分析。その結果、新型

コロナのパンデミック以前（2011〜2019年）に⽣まれた3か⽉〜3才の乳幼児の認知機能

のテストの平均スコアを100とすると、パンデミック中（2020、2021年）に⽣まれた乳

幼児の平均スコアは78だった。なんと、その成績は約20％も低下していたのだ。

【写真3枚】幼稚園で園児達がマスクをする様⼦

「マスクは、⼦供の脳から酸素を奪います」。そう主張したのはドイツの神経科医マーガレッタ・グリーズ・ブリッソン医

師だ。彼⼥は⼦供がマスクの着⽤を続けると慢性的な酸⽋状態になるとして、2020年に公開した動画で次のように警鐘を

鳴らした。

「酸⽋の⼀時的な警告症状として頭痛や眠気、めまい、集中⼒の低下などが起こります。しかし、慢性的に酸素が少ない状

態が続けば、⼈体はそれに慣れていくので、頭痛などの警告症状は消えます。とはいえ、脳の酸素不⾜は進⾏し続けます。

 成⻑期の⼦供にとってマスクは絶対によくありません。⼦供と⻘年は⾮常に活発な適応免疫システムを持っています。若

い⼈は脳も⾮常に活発で、学ぶことがたくさんあります。若者たちの脳は、常に酸素を渇望しているのです」

 私たちの脳は5才を過ぎても10代後半から20代にかけて、ゆっくりと成⻑していく。特に⼩学⽣の間は⽐較的、発達のス

ピードが速いし、その後も、脳の重量⾃体はほとんど変わらないものの、新しい経験や体験によって脳が活性化され、シナ

プスの通りがよくなる。そうして、「知能」も磨かれていく。

 そんな脳の発達にとって⼤切な時期に、マスクによって⼤切な酸素が⾜りていないとしたらどうなるか。脳神経外科医の

嶋⽥裕記さんはいう。

「⼀般的に脳に酸素が⾜りない状態になると、ボーッとしたり、記憶⼒や集中⼒に影響が出たりするだけではありません。

脳の活動が低下すれば、当然、幼少期や⻘年期の脳の発達にも影響があるでしょう。マスクをして⽇常⽣活をする分には重

い酸⽋になる可能性は低いですが、意識が混迷するような酸⽋状態が続くと、脳細胞が死滅していきます。脳細胞は回復が

難しいので、将来にわたって影響が残ることになります」

 ドイツのヴィッテン・ヘァデッケ⼤学が⾏ったアンケートが興味深い。同⼤学は0〜18才の⼦供と⻘年およそ2万5000⼈

を対象に、保護者が回答する形式でマスクと⼼⾝の変化に関するアンケートを実施した。

 その結果、マスクによる障害として、頭痛（53.3％）、集中⼒低下（49.5％）、不快感（42.1％）、学習障害（38.

0％）、眠気・疲れ（36.5％）が上位を占めた。また精神⾯でも以前と⽐べて、イライラするようになった（60.4％）、快

活さが減った（49.3％）、園や学校への登校意欲減少（44.0％）との結果が出た。多くの⼦供はマスクを着⽤すると頭痛や

集中⼒低下が⽣じて、精神⾯が不安定になり、学習意欲や登校意欲が低下したのだ。

 マスク着⽤によって酸素不⾜だけでなく、「慢性疲労」が⽣じやすくなるとの指摘も。北海道札幌市にある呼吸器専⾨病

院・医⼤前南4条内科院⻑の⽥中裕⼠さんが⾔う。

「マスクをしていると呼吸をするときに抵抗がかかり、息をすべて吸い込めないので息苦しくなります。その際、通常より

も多く、肺の活動を助ける肋間筋⾁や横隔膜を使って呼吸するので、疲労して倦怠感が⽣じます。そのため⾃律神経が乱れ

て動悸や息切れをしやすくなり、集中⼒や記憶⼒などにも影響が出る可能性があります」

※⼥性セブン2022年2⽉10⽇号
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感染症が専⾨の⽮野邦夫医師に爆発的に広がる新型コロナウイルスの感染拡⼤について⾒通しを聞いた。イギリ
スが打ち出した「マスクの撤廃」は⽇本では7⽉以降には必要だと説く。その理由は、⼦供たちに別の深刻な影
響が出る可能性があるからだ。

〜（略）〜

◆もし6⽉以降もマスクの着⽤をつづけた場合の問題

感染症専⾨・⽮野邦夫医師︓
もし7⽉以降もマスクをしていると2つの問題点が発⽣する。⼀つは熱中症だ。夏は熱がこもってしまって、重症
化とか死亡する⼈がかなり増えてくる。新型コロナで重症化するよりも、熱中症で重症化するリスクが⾼まる。

もう⼀つはとても危惧しているが、いま⼦供たちは⼿⾜⼝病だとかヘルパンギーナといった感染症に罹患できて
いない。⼦供の時に感染すべき病原体に感染していない。これはゆゆしき問題だ。

その中におそらくサイトメガロウイルスが⼊っている。サイトメガロウイルスは⼦供の時に感染すれば⿐⾵邪で
すむが、⼤きくなって妊娠中に感染すると、おなかの⾚ちゃんにダメージを与える。⽬や⽿に障害が出たり⼩頭
症になったりする。先天性⾵疹症候群のようになる。しかも頻度は先天性⾵疹症候群の数千倍の頻度だ。

⼦供の時に感染していればいいが、感染できない状況が怖い。20年ぐらい前は妊婦は9割ぐらいがサイトメガロ
ウイルスに対する免疫を持っていたが、最近は清潔な⽣活をしているので7割に落ちた。それが今の⼦供はこの
まま続くとほとんど感染できず、妊娠適齢期になったときにサイトメガロに感染し、次の世代に⼤きな障害が残
るのではないか。

サイトメガロを含め、ヘルパンギーナ、⼿⾜⼝病に感染できる環境を作らなくてはならない。そうなると7⽉以
降はそういったウイルスが流⾏できるようマスクの着⽤を終了することが必要ではないか

⽮野邦夫医師︓浜松市の感染症対策調整監。浜松医療センター感染症管理特別顧問
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がっこうで　マスクをはずして　あそびたい 江戸川区立一之江小学校　1年

あそびたい　マスクをはずす　くるしいの 江戸川区立一之江小学校　2年

コロナかで　マスク付けてて　息苦しい 江戸川区立一之江小学校　3年

マスクとり　近くで話し　楽しいな 江戸川区立一之江小学校　3年

マスクして　一日じゅうは　つかれるな 江戸川区立一之江小学校　4年

コロナ禍で　マスクをつけずに　おこられた 江戸川区立一之江小学校　5年

マスクせず　お話ししたい　友達と 江戸川区立一之江小学校　6年

しゃべりたい　給食時間　いつまでも 江戸川区立一之江小学校　6年

怒ってる？　マスクの下は　笑顔です　 武蔵村山市立第四小学校　5年

マスクとり　空といっしょに　はしりたい 北区立滝野川第二小学校　2年

もう嫌だよ　マスクなんかさ　付けたくない 江戸川区立南葛西中学校　1年

忘れたよ　マスクの下の　君の顔 江戸川区立南葛西中学校　1年

夏休み　どこにも行けず　終わってた 江戸川区立鹿骨中学校　1年

マスクのせい　忘れちゃったよ　みんなの顔 杉並区立和田中学校　3年

もどりたい　マスクしてない　イベントへ 世田谷区立千歳中学校　1年

見てみたい　マスクの下の　君の顔 世田谷区立千歳中学校　1年

マスクって　死ぬほど息が　しづらいな 足立区立鹿浜菜の花中学校　2年

マスクなし　会える幸せ　戻りたい 足立区立鹿浜菜の花中学校　2年

応募した学校の、一部の川柳から抜粋

同様な苦しみをつづった詩が多数あります

聞こえてくる子ども達の苦しみの声

聞き取りから

最新版の子ども川柳から（東京都教育委員会が令和3年12月24日まで募集）

小平市立第二小学校 女子児童

1年生のときとか、本当はマスクが苦しいからいやだったんだけど、ずっとマスクをしていたら自分の顔がいやになってきちゃって、

学校でマスクをつけている。体育のときだけは苦しいからマスクを外している。絶対息が出来ないから。仲良い子がマスクを外すん

だったらマスクを外したい。自分だけマスクをはずすのは友達を外されるんじゃないかって心配だから絶対いやだ。

小平市第五小学校 女子児童

お母さんが学校にそうだんしてくれてマスクを外して学校にいくことができるようになった。

だけど、知らないクラスの子や違う学年の子から「マスクなんでしてないの？」「マスクしないなら話しちゃいけないんだよ」って言

われてこわかった。先生にも「話したいならマスクしてねー」「マスクつけてねー」って言われる。だから、私がマスクをつけていな

いで先生の前やお友達の前で話したら怒られるかもしれないな、話してはいけないんだと思ってる。

小平市立第八小学校 女子児童

学校では運動するとき以外はマスクをしています。外すことはできません。マスクをしていると頭がぼーっとしたり、苦しくて頭が痛

くなります。でも先生には言えないのでいつも我慢しています。頭が痛くならないようにマスクを外したい。学校でマスクを外す時間

を作ってほしい。しゃべらないで前を向いているだけの時や、お友達が発表しているとき、テストを受けているときとか、マスクを外

してもいいんじゃないですか。私は朝から学童から帰るまでずーっとマスクをしています。10時間もつけ続けています。苦しいです。

先生や大人は自分の意見を命令するように言ってくるけど、こどもは大人にさからえないことを知ってて言ってくるから大人の言うこ

とを聞くしかない。怒られるし。私にも考えがあるのに聞いてくれない。お友達の顔を見たいです。先生の顔を見たいです。笑ってる

顔がみたいです。

小平市立第八小学校 女子児童

本当はマスクを外して学校に行きたい。お母さんにも「苦しいときははずしていいんだよ」って言ってくれる。でも、学校では体育の

ときと、中休みのとき、昼休みのときしか先生はマスクを外してもいいって言ってくれない。だから、苦しくても友達がみんなマスク

をしているのに自分だけ外せないと思う。もし外したら、友達になんて言われるかなってこわい。苦しいから鼻をだしてるだけで、友

達に注意されるから。運動会もあったけど、1年生のときの運動会のほうが楽しかった。1年生のと同じ学校になってほしい。



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

恐れないで… 今こそ大人が冷静に！ 

保護者の皆様へ 

短い夏休みが終わって、2学期が始まりました。子どもたちの様子はいかがでしょうか。 

私たち小児科医は心配が尽きません。それは、「新型コロナウイルス感染症」自体にではなく、この  

混乱した社会状況における子どもたちの心と体が心配なのです。感染症については、多くのことが分かっ

てきており、性質が見えてきました。最近は、根拠が不十分な海外の報告を用いた報道が目につきます

が、ほとんどが日本の子どもたちには当てはまらず、心配する必要はありません。 

富山市内でも感染者が散発しておりますが、学校から社会へ感染拡大はしておりません。これまで  

どおりで大丈夫です。行事の計画も進めていきます。 

「太陽が輝く限り、希望もまた輝く」ドイツの詩人シラーの言葉です。情報に惑わされず、希望そのもの 

である子どもたちを、温かく見守っていく社会であってほしいと願っています。 
 
富山市立学校 新型コロナウイルス感染症対策検討会議  

座長   種 市  尋 宙  

 

新 たな感 染 症 とともに  

VOL.6（9/2号） 

富山市立学校 新型コロナウイルス感染症対策検討会議より   ～保護者の皆様へ～ 

   富 山 市 学 校 保 健 研 究 協 議 会 
 

全国では毎日子どもの感染事例が報道されており、不安に感じておられる方もいらっしゃると思います。 

本検討会議を５月末に立ち上げてから、新型コロナウイルス感染症に関する研究が進み、多くのことが

分かってきましたが、当初からの対策や方針等に変更は生じていません。もしも、お子さんが感染しても、

日本の子どもたちの重症化は極めて少なく、症状も軽微です。 

子どもの感染について、台湾の研究があります。濃厚接触者２７６１人を解析し、２次感染に対する追跡

調査の結果、発症から６日目以降は、陽性者から他の人に感染させることはありませんでした。 

現在の退院基準は、発症後１０日であり、退院後の社会復帰、登校は早期に行うことが望まれます。 

そのためには周囲の温かい目、声が必要です。感染者を思いやり、安心して受け入れてください。 

 

 
もし、学校関係者の感染が分かったら… 

   児童生徒等や教職員の感染が分かった場合、１～３日の臨時休業をする例が多いようですが、濃厚接触

者等の特定に時間を要しない場合は、必ずしも臨時休業の必要はありません。感染対策を講じている学校

では、濃厚接触者に特定される人は、ほぼいないと想定されます。 

 

【ＰＣＲ検査を受ける人】  

⑴濃厚接触者…①患者と同居あるいは長時間の接触があった者 

              ②手で触れることのできる距離（約１ｍ）で、必要な感染予防策なしで患者と 

１５分以上接触があった者 

（陰性でも最終接触日から１４日間は通学を控え、健康観察が必要） 

    ⑵その他の接触者…濃厚接触者ではないが、念のため検査を受けることが適当だと思われる者 

（陰性であれば、行動制限なし） 

※リーフレット VOL.1～5、幼稚園・認定こども園特別号 VOL.1は、 
富山市ホームページに掲載しています。 

富山 コロナ 検討会議 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

マスクを外せなくなった子どもたち 

このリーフレットの内容については、必要に応じて改定することもあります。 

【事務局】富山市教育委員会 学校保健課(TEL ４４３－２１３６)   

 

熱中症予防のため、登下校時や体育の授業においては、マスクを外すよう呼びかけています。しかし、 

子どもたちは、感染者数が増えている状況下で大人たちの様子も敏感に感じており、マスクを外すことに

不安があるようです。熱中症の怖さを知らず、暑さを我慢することに慣れてしまい、「忘れたらどうしよう」

「叱られたくない」「感染が怖い」という気持ちの方が、強いのかもしれません。 

 

② 日本の子どもに関しては、新型コロナウイルス感染症よりも熱中症の方が命に関わる 
危険が明らかに高いことは、文部科学省や専門家グループも指摘しています。 

 

 

① マスクには、自分自身の感染を防ぐ効果は、ほとんどありません。マスクは、自分が
感染していた場合に、飛沫を飛ばさず、周囲の人にうつさないようにするために着けて
いるものです。 

 

 

 
 

日本小児科医会からのメッセージ 
（8/4付 一部抜粋） 

・登下校の際は、バスや電車の中、人込みではマスク、 
それ以外ではマスクを外す。 

・暑い、少し苦しいと感じたら早めにマスクを外す。 

・友達と屋外を歩くときはあまり大声を出さず、顔と顔を 
  向き合わせずに話す。 

・授業中は話す機会が無い時はマスクをとる。 

 

今年は長梅雨が明けてから厳しい暑さが続き、東京都では、８月に熱中症で亡くなられた方が、統計が

残る２００７年以降過去最多となっています。富山県でも、令和２年 8/17～8/23 の間に、熱中症で救急

搬送された人は７８人（昨年同時期は２８人）で、昨年の２．７倍になっています。 

子どもたちは、危険な暑さの中で学校生活を送っています。 

 

 

マスクの役割 

密接した人に 

感染させないため 

 

富山市立幼稚園の保護者の皆様に、マスクに関する

アンケートを実施し、２５７名（約８割）の方から回答を   

いただきました。ご協力ありがとうございました。 

その結果、「マスクは子ども自身の感染を予防する 

ために着けている」という回答が約半数を占め、マスクの

役割に関して、誤解が多いことが分かりました。 

 

文部科学省 

（8/6付 衛生管理マニュアル） 

気温・湿度や暑さ指数が高い日には 

熱中症などの健康被害が発生する 

おそれがあるため、 

マスクを外してください。 
 

国立成育医療研究センター コロナ×こどもアンケート 第２回調査報告(8/18)より 

調査に協力した子どもの７割に、何らかのストレス反応・症状がみられました。小学生では「コロナのことを

考えると嫌な気持ちになる」、中・高生では「最近集中できない」が最多でした。自由記載欄には、「友だちと 

遊ぶと怒られる」「給食をもっと楽しく食べたい」「外に出た時に、知らない人とすれちがうだけで怖くなる」

「家族がコロナで死なないか心配」といった声が詰まっていました。 

  日本の新型コロナウイルス感染症陽性者数は、２０代が桁違いに多く、次いで３０代、４０代、５０代…と続き

ます。また、重症者割合、死亡率は６０代から急増しています。 

対策の強化が必要なのは大人であり、子どもたちには、不要な対策の緩和が必要です。 



　＜給食について＞

文部科学省 小平市

学校における新型コロナウイルス感染症 に関する衛生管理マニュアル

～「学校の新しい生活様式」～　（2021.11.22 Ver.7）

小平市立学校版感染症予防ガイドライン（新型コロナウイルス感染症）

令和3年11月1日版

第３章 具体的な活動場面ごとの感染症予防対策について

3.給食等の食事をとる場面

感染症対策に関する基本的な考え方

１ 教育活動上の留意点

P55

児童生徒等全員の食事の前後の手洗いを徹底してください。会食に当たって

は、飛沫を飛ばさないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、大声での

会話を控えるなどの対応が必要です。

同様に、高等学校等で弁当を持参する場合や、教職員の食事の場面において

も注意が必要です。生徒同士での昼食や、教職員が同室で昼食をとった場面

での感染が疑われる事例も生じていることを踏まえて、飛沫を飛ばさないよ

うな席の配置や、距離がとれなければ会話を控えるなどの対応を工夫してく

ださい。食事後の歓談時には必ずマスクを着用します。

P2

（２）学校給食及び昼食

ア 配膳の際は、児童・生徒が間隔を空けて並ぶなどの工夫を行う。

イ 児童・生徒が対面して喫食する形態を避け、会話を控える。

ウ 喫食の際、マスクは喫食直前に外し、喫食後は速やかにマスクを着用する。

エ 特別支援学級においては、配膳を行う教職員は消毒を徹底し、家庭から持参して

いる自助具等の消毒を確実に行う。

オ 給食当番はもとより、児童・生徒全員が食事の前の手洗いを徹底する。

・飛沫を飛ばさないことが最も重要だと分かる ・飛沫を飛ばさないように、という最重要事項がまったく書かれていない

・飛沫を飛ばさないための一例として、机を向かい合わせにしない、 ・一例として挙げられているものが必須になってしまっている

　もしくは大声での会話を控えるなどが示されている（両方必須ではない） ・「または」ともとれる文脈が「かつ」の文脈になり、両方必須になっている

・大声でなければ会話を控える対応は必要ない ・大声小声に関係なく、会話を控えることになってしまっている

・距離がとれれば会話を控える必要はない ・距離がとれれば会話を控える必要はないと解釈できる部分が欠落している

・食事後であっても歓談しなければマスク着用は必須ではない

・子ども達に必要以上の制限とならないよう、十分配慮した内容 ・国が十分に配慮していた部分が変更・削除され、必要以上の制限になって

　しまっている（また、その根拠について記載がない）

文科省、小平市それぞれのガイドラインの比較



　＜マスクについて＞

文部科学省 小平市

３．集団感染のリスクへの対応

（３）「密接」の場面への対応（マスクの着用）

感染症対策に関する基本的な考え方

１ 教育活動上の留意点（P2）

 ①マスクの着用について （P40）

学校教育活動においては、児童生徒等及び教職員は、身体的距離が十分とれないときはマスクを着用するべき

と考えられます。ただし、マスクの着用については、学校教育活動の態様や児童生徒等の様子などを踏まえ、

以下のとおり臨機応変に対応してください。

１）十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ありません。

２）気温・湿度や暑さ指数（WBGT）20が高い日には、熱中症などの健康被害が発生するおそれがあるため、

マスクを外してください。

（参考）マスクの素材について（P42）

マスクの素材等によってマスクの効果には違いが生まれます。一般的なマスクでは、不織布マスクが最も高い

効果を持ち、次に布マスク、その次にウレタンマスクの順に効果があるとされています。こうしたことを保護

者に適宜情報提供することも考えられます。

イ 学校教育活動においては、原則としてマスクを

着用する。ただし、気候の状況等により、熱中症

などの健康被害が発生する可能性が高いと判断し

た場合は、マスクを外す。熱中症も命に関わる危

険があることを踏まえ、熱中症への対応を優先さ

せる。児童・生徒本人が暑さで息苦しいと感じた

時などには、マスクを外したり、一時的に片耳だ

けかけて呼吸したりするなど、自身の判断でも適

切に対応できるように指導する。マスクを外した

際は、換気や児童・生徒の間に十分な距離を保つ

などの配慮を行う。

文部科学省 小平市

３）体育の授業においては、マスクの着用は必要ありません。ただし、十分な身体的距離がとれない状況で、

十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクがない場合には、マスクを着用しましょう。

第３章  具体的な活動場面ごとの感染症予防対策について （P50）

【レベル３地域】

緊急事態宣言の対象区域に属する地域における体育の授業内容については、集団で行う活動は避け、なるべく

個人で行う活動とし、特定の少人数（２～３人程度）での活動（球技におけるパスやシュートなど）を実施す

る際は十分な距離を空けて行ってください。また、緊急事態宣言の対象区域に属する地域でも、運動時は、身

体へのリスクを考慮してマスクの着用は必要ありませんが、授業の前後における着替えや移動の際や、授業

中、教師による指導内容の説明やグループでの話し合いの場面、用具の準備や後片付けの時など児童生徒が運

動を行っていない際は、可能な限りマスクを着用してください。

・国のガイドラインは過剰な制限とならないようかなり配慮しており、「レベル3地域でなければ、授業中でもマスク着用の要望はない」とも読める

・小平市は感染レベルにかかわらず、一律で、国よりも厳しい制限を課し、国が過剰とならないよう配慮していた部分が欠落している

ウ 体育及び保健体育の授業の実施に当たっては、

以下の点に留意する。

・運動時には、身体へのリスクを考慮し、マスク

の着用は必要ない。

・授業の前後における着替えや移動の時間、授業

中、教員による指導内容の説明やグループでの話

し合いの場面、用具の準備や後片付けの時間な

ど、児童・生徒が運動を行っていない場面で、十

分な距離を保てない場合には、マスクの着用を基

本とする。



更新⽇：�2022年（令和4年）1⽉20⽇� 作成部署：健康福祉部�健康推進課

新型コロナウイルス感染症を予防する対策をお願いし

ます。

マスクをつけられない⽅へのご理解をお願いします

新型コロナウイルス感染症の感染防⽌のため、マスクを着⽤することが新しい⽣活様式のひとつとなりました。

しかし、感覚過敏、⽪膚の病気、呼吸器の病気、発達障害など、さまざまな理由で、マスクをつけると肌に痛み

を感じたり、気分が悪くなったり、⾝体に異変を⽣じてしまうためマスクをつけられない⽅がいます。

マスクの着⽤が当たり前となった今、マスクをつけていない⼈を⾒たら、まずは「何か事情があるかもしれな

い」と想像してみてください。�

障害や症状があってマスクをつけられない⼈がいることを知り、その特性や事情を理解し、お互いに思いやりの

⼼を持って過ごしましょう。

〜（略）〜

マスク等の着⽤が困難な状態にある発達障害のある⽅等への理解について（厚⽣労働省ホームページ）（外部リ

ンク）

トップ�>�健康・福祉�>�健康�>�新型コロナウイルス感染症関連�>�新型コロナウイルス感染症を予防する対策をお願いします。
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