
によって促進された
Promosso da:



“La curiosità può vincere la paura ancor 
più di quanto possa fare il coraggio”

James Stephens

好奇心（興味）は、勇気よりも強
く、怖れに打ち勝てる

ジェームズ・スティーブンス
（アイルランドの小説家、詩人）
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Questa storia nasce nella lontana Wuhan, una 
città della Cina attraversata dal fiume Azzurro.

この物語は中国の揚子江の向こうにある武漢という
町で生まれました。
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Qui viveva un medico di nome Li Wenliang, che per 
primo notò qualcosa di strano in pazienti con una grave 
forma di influenza.

Spinto dalla curiosità, iniziò a studiare e raccogliere dati.
Fu così che decise, qualche giorno dopo, di dare 
l'allarme: stava per diffondersi una nuova malattia!

この町に住む、李文亮というお医者さんが、重いインフル
エンザの患者からおかしな症状をみつけました。

興味に駆られた彼はデータを集めて研究し、数日後、
新しい伝染病に対する警告を発することを決心しました。
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Un microbo talmente piccolo da riuscire ad arrivare fino 
alla parte più piccola dei nostri polmoni.

Il suo nome è Sars-CoV-2, ma si fa anche 
chiamare Coronavirus.

Medici e scienziati si misero immediatamente al lavoro 
e scoprirono il colpevole!

医師たちと科学者たちはすぐに研究を開始し、原因をつ
きとめました。
私たちの肺の中のもっとも小さな部分にまで入り込むと
ても小さな微生物です。
その名はSrs-CoV-2、またはコロナウイルスとも呼ばれて
います。
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Quanto è piccolo il Coronavirus? 

Talmente piccolo che sulla punta di un ago ci possono 
abitare oltre 350 mila virus, quasi come la popolazione 
di Firenze!

コロナウイルスはどのくらい小さいのでしょうか？
針の先ほどの点の中に、ちょうどフィレンツェの人口
と同じくらいの、35万ものウイルスが住めるくらい小
さいのです！
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Non solo è piccolo, è anche un tipo appiccicoso 
e atletico! 
Basta uno starnuto per fargli fare un salto di 
quasi 2 metri. 

In questo modo ha viaggiato velocemente, fino ad 
arrivare in Italia e in tanti altri paesi.

ただ小さいだけでなく、活発で、粘着性があります！
一回くしゃみをするだけで2メートル先まで飛んで広
がります。
このようにして素早く伝染して、イタリアや他の色々
な国にまで広がりました。
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Radio, tv, giornali e gli adulti non fanno altro che 
parlarne. 

Hanno persino chiuso le scuole.

Nel nostro paese il Coronavirus è diventato subito 
una star.

わたしたちの国ではコロナウイルスはあっというま
にスターになってしまいました。
ラジオで、TVで、新聞で、大人達はそのことばかり話
しています。
ついには学校もお休みになりました。



NanoMetrI/
nM =
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Sembra strano non uscire più con gli amici, eppure è 
importante perché potrebbe bastare uno starnuto, un 
abbraccio o una stretta di mano per ammalarci.

Gli scienziati dicono che il virus si diffonde molto 
velocemente in luoghi chiusi e affollati.
Sta proprio bene con tutti, non importa che lingua parli, 
da dove vieni e quanti anni hai.

友だちと出かけられないのはおかしいことですが、
それでも重要なことに、たった一回のくしゃみや握手
で病気になってしまうかもしれないからなのです。
科学者たちはウイルスが閉じられていて人の多い場
所で広がっていると言っています。
言葉も出身も年齢も関係なく、全ての人の安全のた
めに重要なことです。
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Per evitare che lui si diverta troppo saltando di persona 
in persona, gli scienziati e i medici stanno studiando 
giorno e notte un modo per sconfiggerlo. 

Dicono che non bisogna aver così paura di lui,  
ma essere cauti.
Bastano piccoli gesti da parte di tutti per non farlo 
diffondere. Si chiama prevenzione.

ウイルスがこれ以上人から人へ広がることを防ぐた
めに、科学者たちと医師たちは夜も昼もウイルスを
打ち負かす方法を研究しています。
怖がる必要はありませんが、よく注意してくださいと
言っています。
いくつかの小さな習慣を守ることでウイルスの広が
りを防げます。予防の習慣です。





19

1

2

3

水と石鹸でよく手を洗うこと。

くしゃみをするときはちり紙や腕で口をふ
さいで…そのあと手を洗うこと！

閉じられていて人の多い所に行かないこと。
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目や鼻や口といった、ウイルスが身体の中に入り込
みやすい場所にさわらないようにすること。

使ったちり紙はすぐに捨て
ること。

もし熱が出たり、のどが痛かったり，インフルエン
ザっぽく感じたら、自分や周りの人が危険にならな
いようにすること。家で安静にしていること。
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Resteremo a lungo senza incontrare i nostri amici? 
Forse potrebbe passare un po’ di tempo, ma gli scienziati 
stanno lavorando per farci tornare alla normalità.

Nel frattempo mettete in moto la vostra creatività! Tanti 
ragazzi di tutto il mondo stanno già inventando altri 
modi divertenti per salutarsi senza toccare le mani o 
abbracciarsi...e voi quale saluto inventerete?

ずっと友だちと会わないでいられるかって？
きっと、もうすこし時間がたてば、いつもの生活にも
どれるように、科学者たちががんばってくれることで
しょう。
それまでの間は、創造性を発揮してください！もうす
でに世界中のたくさんの若者たちが、直接手を触れ
たりハグすることなしに楽しんだり挨拶できる方法を
発明しています…あなたたちは、どんな挨拶のしか
たを発明しますか？
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