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The purpose of this book
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わたしの家は韓国（かんこく）料理のレストラン。
お母さんが注文をとって、
お父さんが料理する。
そしてその間、
おばあちゃんが弟を見ている。

緊急事態宣言

1

わたし？わたしは、
「いらっしゃいませ～」
と
お客さまにあいさつをするの。
それが大好き。
みんなわたしのことを
スンジーとよぶ。

こんなふつうの毎日を、
コロナウィルスが
とつぜん変えた。
2

学校で、先生が言った。
「ウィルスが広まっているから、
学校にはしばらく来ないように。
家から出てはいけません。
」
聞きたいことがたくさんあった。

コロナ
ウィルスって
何？
どこから
来たの？

3

学校は
いつまで休みに
なるの？

友だちがふりむいて私に
言った。
「あなたのせいよ。
」
はずかしかった。

何かがちがうと思った
けれど、
それが何かは
わからなかった。

4

レストランにもどってから、
その日何があったか家族にうちあけた。
「私、
どこかおかしいの？」
と聞いた。

5

「コロナウィルスは世界中で広まっていて、
みんなとてもこわがっているんだ。
中にはアジア人がウィルスを発生させて、
まきちらしていると思っている人もいるんだよ。
」
とお父さんが言った。

6

するとお母さんが言った。
「あなたの友だちは、
見た目であなたのせいにしているけど、
それは
人種差別（じんしゅさべつ）
というのよ。
言葉や
行動で人をとてもきずつけることがあるの。
でも
本当はだれでもウィルスにかんせんするし、
だれでも広めることはできるのよ。
」

CHINESE
VIRUS
WUHAN
VIRUS
KUNG FLU

7

8

おばあちゃんも口を開いた。
「スンジー、
コロナウィルスは
あなたのせいなんかじゃないわ。
あなたは何も悪くない。
韓国人
（かんこくじん）
であることにも、
私たちのでんとうや文化にも、
ほこりを持っていいのよ。
どんな人ともびょうどうに、
けいいをもってせっしましょう。
」

私はみんなの話を聞いて、
少し気持ちが楽になった。
私の見た目や、私が自分であること、
そしてアジア系アメリカ人であることは
何も悪くないのだとわかった。
そしてそんなことを考えるのもやめた。

公平
人種差別反対
正義
9

10

つぎの日、公園で中国人の友だちの
ジンイが、
コロナウィルスを広めたと
いっていじめられていた。

私は少しはなれたところからさけんだ。
「ジンイのせいにするのは、良くないわ。
コロナウィルスは、だれにでもうつるもの。
アジア人が広めたなんて、
まちがっているし、
いじわるだし、
それはぶじょくよ。
」

!!!

みんなあやまって去っていった。

11

12

そして私はジンイに言った。
「今おこって
いることは、
あなたのせいなんかじゃない。
あの子たちがしたことは、
とてもひどいこと。
あなたは何も悪くない。
中国人だということに
ほこりを持っていいのよ。
」

BLM

ブラック・
ライヴズ・
マター
（黒人の命も
大切だ！）

「あのデモの人たちみたいに、
どんな人も
見くだすことなくびょうどうに、けいいをもって
せっして、
おたがいにささえ合いましょうね。
」
ジンイもさんせいし、二人ともうちに帰った。

13

14

レストランのお客さんは、
どんどんへっていった。

家では、
コンピューターを通して
先生や友だちに
会えることを知った。

そして、
おばあちゃんの料理を手伝ったり、
弟と遊んだりした。
15
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きのうの夜、弟の部屋に行くと、弟はぐっすりと
ねむっていた。
私はベビーベッドをのぞきこみ、
弟の耳元でささやいた。
「あなたはハンサムでかんぺき。
大好きよ！
私たちが私たちであることに、
ほこりを持ちましょうね！」

おやすみ！
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付録

アジア人およびアジア系アメリカ人の親と保護者のためのアドバ
イス：コロナ禍で子供が人種差別に遭遇した時の対応

1. 人種や人種差別について子供と話し合うのに、早すぎることは
1
ありません。
子供の言葉に耳を傾け、質問をしてあげましょう。
子供があなたに何を言わんとしているかに注意を払い、更な
る質問で、子供が何を聞いて、見て、感じているかを確認しまし
7,8
ょう。

2. 人種差別のような抽象的な概念を具体的なものとして理解さ
せるために、発達上適切な言葉を使用しましょう。
たとえば、未
就学児は公平性の概念をかなりよく理解しています8。
人種差
別を、
あるグループが人種に基づいて別のグループよりも良く
または悪く扱われていると説明してみましょう。
人種差別に起
因する不公正な規則、考え、行動は、
すべての人が公平に扱わ
れるためにも修正する必要があることも付け加えてみましょ
8
う。

2
3. 人種差別について積極的に子供と話しあいましょう。
正直に、
また、率直に話し合うことで、信頼関係を築き、子供は、
あなた
に安心して心配事を打ち明けたり疑問を投げかけることがで
8
きるようになるでしょう。

4. コロナウィルスの情報を子供にきちんと伝えないと、子供たち
は自らの解釈で情報のギャップを埋めることになるでしょう。
その解釈は正確であるとは限りません。
スティグマをやわらげ
3,10
るために重要な情報を子供と直接共有しましょう。
たとえ
ば、
アジア人がコロナウィルスにかかり、広める可能性は、他の
9,10
人種グループとなんら変わらないことを告げましょう。
5. 子供の感情を言葉で説明して、子供が内に秘めた感情を自ら
4
識別できるように助けてやりましょう。
たとえば、
「今日起こっ
たこと、本当に悲しいね」
と言ってみてあげましょう。

19
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6. あなたの家族が受け継いだ文化や歴史を子供に教えること
で、子供がポジティブな民族的・人種的アイデンティティーを養
うことを助け、自分たちが属する民族グループを誇りに思うよ
11,5
うになるでしょう。
このようなポジティブな民族的・人種的ア
5
イデンティティーは、差別からくる悪い影響をやわらげます。
ア
ジア系アメリカ人の子供たちのポジティブな民族的・人種的ア
イデンティティーは、問題行動や抑うつ症状を減らし、幸福や
6,11
自尊心のレベルを引き上げる傾向があります。
7. 確認、検証、再構成、
の三つのステップを活用して、
コロナウ
15
ィルス関連の差別について話し合いましょう。
何が起こっ
たかを確認し、子供の感情を検証し、起こった出来事・経験
を再構成して、子供が誤ったメッセージを内在化するのを防
12,15,19
ぎます。
差別的な出来事や経験をした場合には、STOP
13
AAPIHate に報告することを検討してください。

8. コロナウィルス関連の差別に直面したときに、WITS戦略を使
うように子供に教えましょう。
これは、
その場を立ち去る
（Walk
away)、加害者を無視する
（Ignore the perpetrator)、安
全確保の上で誰かに話す
（Talk it out）、助けと支援を求める
（Seek help)です。12,16

9. 子供のお手本になりましょう。
たとえば、特定の人種に関する
ステレオタイプや一般論は避けてください。
代わりに、個々の
人物のこと、
またそれぞれの人物が何をしたかについて話し合
14
いましょう。
肌の色などの違いを認識し、多様性を受け入れる
と同時に、様々な人種・文化の共通点の気づきも大切にしまし
8
ょう。
10. 子供が自分のことが好きになり、自分に自信がもてるような活
動をサポートしましょう。
子供が遊んだり、
リラックスしたりでき
18
る時間を十分に作りましょう。
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難しい概念を子供に分かり
やすく説明しましょう
人種差別反対主義：すべての人種が平等であることを信じて、人
種差別と戦う考え

アジア系アメリカ人：東アジア、東南アジア、南アジア、
または太平
洋諸島に起源を持つアメリカ人

ブラック・ライヴズ・マター（BLM）
：黒人に対するすべての暴力と
戦うことで、世界中の黒人の個人、団体、
コミュニティーに正義、癒
し、自由をもたらす力を築き上げるためのグローバルな運動

新型コロナウィルス：人から人に感染するウイルスによって引き起
こされる病気
公平：すべての人を平等にあつかうこと
正義：正しいことを行うこと

人種差別：特定の人種が、別の人種よりも優遇されたり、差別され
たりしても良いという考えと、
その考えからくる行動

ソーシャル・ディスタンシング
（社会距離拡大戦略）
：新型コロナウ
ィルスの感染を防止するため、他人から少なくとも6フィート
（約2
メートル）距離を取ること
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